初心者でもわかる

株 式 投 資 の 基 本 を 学 ぼう

投資
講座

「SDGｓ
（持続可能な開発目標）」が
投資のヒントに
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米IT企業のデータセンター投資増大で活気づく再生可能エネルギー

ここでは銘柄を選ぶ際のポイント、経済の見方などについて
具体例を挙げながらわかりやすく解説します。
あわせて｢ 経 済 用 語 図 鑑」
などを是非、
ご活用ください。
人生100年時代に備えるならば、
SDGｓ
（持続可能な開発目標）を
念頭に置いた投資が必要
現在、
「人生100年時代」
に備えて株式投資などの資産

大和証券 花岡幸子 著
（WAVE出版）

の17の目標の7番目に
「エネルギーをみんなに そしてクリーン
に」
、
13番目に
「気候変動に具体的な対策を」が掲げられて
おり
（図表①）
、
再生可能エネルギーの推進はこれらの項目
に該当します。
中でも米国は、
風力発電や太陽光発電の導
入が着々と進んでいます。
例えば、
アップル、
グーグル
（アルファ

運用の必要性が叫ばれるようになってきました。
老後に備え

ベットの検索エンジン子会社）
、
マイクロソフト、
スターバックス、

た資産運用を考える場合、
投資期間は5年、
10年、
あるいは

ウェルズ・ファーゴは再生可能エネルギーの利用率100％を

それ以上といった長期にわたります。
したがって長期の観点

宣言し、
すでに達成済です
（図表②）
。

で、
世の中の動きや変化を見据え、
投資対象を選ぶことが大
切です。

トランプ大統領は2017年6月に、
パリ協定から離脱すると
表明。
石炭産業の復活を公約に掲げ、
オバマ前政権が導入

株式投資では通常、
利益や財務状況、
キャッシュフロー

した石炭火力発電所への規制の撤廃を決めました。
にもか

といった情報を手掛かりに今後、
成長が期待できる企業を

かわらず、
米国では、
個別の企業ベースでみると再生可能エ

ピックアップします。
ただ、長期にわたっての投資ということ

ネルギーへのシフトに意欲的であり、
意外なことに環境先進

になると、
過去のデータを分析したり、
今期や来期のアナリ

国となっているのです。
この動きはエネルギー燃焼に伴う二

スト予想を参考にしたりするだけでなく、社会の発展に寄

酸化炭素
（CO2）
排出量からみてとれます。2017年の世界

与し、将来も持続的に成長できる会社かどうかが重要な

全体のCO2排出量は前年比1.6％増の334.4億トンに対して、

視点となります。
カギとなるのがSDGs（持続可能な開発目

米国の0.5％減の50.9億トン。
この10年間で見ても、
2017年ま

標）
です
（図表①）。

でに世界の排出量は11％増加しましたが、
米国は13％の減

実際、
投資家が企業を評価する視点はこうした持続的成

少と対照的です
（図表③）
。

長を意識したものに変化してきています。
環境意識などを条

米国の再生可能エネルギーの取り組みは2010年頃から

件に投資先を選ぶ社会的責任ファンドの存在が増してきて

本格化しました。
結果、
2010年から2017年の間の米国の発

いることも一因でしょう。
これを受けて、
企業の行動に変化が
でてきており、
自社の経営戦略にSDGsの概念を取り入れるよ
うになっています。
SDGsに沿った経営戦略をとることで市場

図表①

SDGｓ
（Sustainable Development Goals:
持続可能な開発目標）
の17の目標

や消費者から評価され、
ビジネスチャンスにつながるといった
考え方が広まってきているといえます。
このように投資家、
企業双方が意識するようになっている
SDGsは、
2015年の国連サミットで採択されたもので、
2030年
を期限として国際社会が協働で取り組むべき開発課題のこ
とです。
貧困に終止符を打つ、
気候変動への緊急対策をと
るといった17の目標が設定されています
（図表①）
。

米国は再生可能エネルギーの導入が進み
環境先進国に
SDGs を意識した企業の取り組みが、
米国において
「シェール革命」
に次ぐような新しいエネルギー革命を起こ
しつつあります。
再生可能エネルギーの導入が全米で進ん
でおり、
電力市場で大きな変化が出てきているのです。
SDGs

（出所）
国連

電電力量をみると石炭発電は6,394億kWh
（キロワット/時）

去10年間の技術開発による劇的なコスト削減の効果があり

減少したのに対して、
再生可能エネルギーは2,841億kWhも

ます。
ここでいうコストとは、
発電設備の建設から運転・保守

増加しました。
シェール革命により、
大きく増加したガス発電量

までを含むライフサイクル全体を対象とした発電コスト
（均等

（2,880億kWh増）
に並ぶ規模となっています
（図表④）
。
このように米国で顕著に再生可能エネルギーへのシフト

図表②

が進んでいる要因としては、
①コスト面でのメリットが明確で

再生可能エネルギーの電力利用率100％を
宣言した米国企業の例

あること、
②SDGsの観点からクリーンエネルギー導入目標を
立てる企業が相次ぐようになったこと、
が挙げられます。
①コスト面でのメリット
風力や太陽光といった再生可能エネルギーの発電コスト
の低下が進み、
米国の風力発電は2015年から、
太陽光発
電は2016年から、
世界の発電コスト平均値よりも低くなってき
ました。
2018年に入ってからは風力・太陽光とも火力発電よ
り、
コスト面で不利なプロジェクトはなくなりました。
また、
風力
発電のコスト
（平均）
は4セント/kWh、
太陽光発電
（同）
では
5.5セント/kWhにまで下がり、
安価な電力を共有できる競争
上優位な状況になっており、
石炭火力や原子力を市場から
追い出す状況になってきました
（図表⑤）
。
もちろん、
米国内でも地域ごとに競争力の差はありますが、
このようにコスト競争力を発揮するようになった背景には、
過

（出所）
RE100「Companies」(2018年6/19時点）
、
「自然エネルギー
最前線inU.S.」
自然エネルギー財団より大和証券作成

図表③ 米国と世界の二酸化炭素
（CO2）
排出量（2007年＝100）

（出所）
BP「Statistical Review of World Energy 2018」
より大和証券作成

図表④ 米国の発電電力量の変化
（2010年と2017年の差）

（出所）
US EIA「Annual Electricity Report 2016」、
「Monthly Electricity Report February 2018」
「自然エネルギー最前線inU.S.」
自然エネルギー財団より大和証券作成

化発電原価）
のことを指します。
例えば、
風力発電機
（陸上）

つながる
「IoT
（Internet of Things）
」
や動画配信の普及

は2008年末時点で１kWあたりの価格が約1,600ドルでした

でデータ量は急激に増加し、
処理するためのデータセンター

が、
2016年には800～1,100ドルと約30～50％の低下となりまし

の投資が増えていることが背景にあります。
ただ、
データセン

た。
同様に、
太陽光発電の中核部品である太陽光パネルの

ターの電力消費量は並大抵の量ではなく、
発電所の増設が

価格が2010年から2017年までに86％も低下したことで、
発電

必要です。
フェイスブックを例にみてみましょう。
同社は2019年にオハイ

コスト削減に寄与しました。
②SDGsの観点から

オ州で新たなデータセンターを稼働させる計画です。
この電

米国では大企業を中心に再生可能エネルギーを積極的

力は隣のインディアナ州で建設が進んでいる風力発電所が

に活用する取り組みが進んでいます。
SDGsを意識し、
持続

提供する予定になっています。
この発電所は約5万2千世帯

可能な社会を目指す活動を推進しようという動きに加えて、
風

分を賄う電力を供給しますが、
この約3分の2、
すなわち約3

力や太陽光発電がコスト競争力を持つようになり、
経済合理

万6千世帯分に相当する電力を新データセンターが購入す

性がでてきたことが企業の背中を押していると考えられます。

る計画になっていることからも、
その消費電力の大きさがうか

特に大手の企業が意欲的な目標を掲げて取り組んでい

がえます。
欧州委員会によると、
世界の電力消費量の1.4％を

る象徴的なプロジェクトが「RE100」
です。
「RE100」
は影響

データセンターが占め、
足元も年率4％強伸びているとのこと

力の大きな企業が集結した国際的なプロジェクトで、
2018年

です。
IT企業は、
大量に電力を消費するデータセンターの建

6月19日時点で130社以上が参加しています。
再生可能エネ

設ラッシュによって必要となる電力を、
SDGsと経済合理性の

ルギーの電力を100％利用することを宣言して、
全世界に広

観点から再生可能エネルギーで調達することから、
再生可

めていくことを目的としています。
米国を代表する企業がメン

能エネルギーの投資が促され、
投資の活発化が発電コスト

バーに名前を連ねており、
すでに目標を達成した企業もみら

を引き下げるという好循環が生まれています。
実際、
フェイス

れます
（図表②）
。

ブックは米国だけで現在、
7ヵ所のデータセンターを建設する

米国はトランプ大統領の就任で、
再生可能エネルギーの

計画で、
施設数は約3倍に膨らみます。
これに対して、
マーク・

導入が阻まれるのではないかという懸念がありましたが、
今の

ザッカーバーグCEOは
「新施設はすべて100％クリーンなエネ

ところ、
その影響はみられません。
企業ベースでのSDGsの意

ルギーで賄う」
と宣言しています。

識の高まりに経済合理性が加わったことで、
再生可能エネル

先行しているアップルやグーグル
（アルファベッ
ト）
は100％の

ギーへのシフトは今後、
ますます強まっていくと考えられます。

電力を再生可能エネルギーで賄う目標を達成済みです
（図

データセンターの投資拡大が再生可能
エネルギーの普及を促す
～風力発電にビジネスチャンス

表②）
。
米国における再生可能エネルギー取引量でみても、
それぞれ１位と2位であり
（2017年）
、
圧倒的な存在感を示し
ています
（図表⑥）
。
これらIT企業等が牽引し、
風力発電の
電力量は急速に伸びており、
2016年、
2017年と2ケタの高い

米国における再生可能エネルギーの普及を主導してい

伸びを示しました
（図表⑦）
。
また今後、
一段の拡大が見込ま

るのが、
アップル、
グーグル
（アルファベット）
、
アマゾン・
ドット・コ

れることから、
米国の風力発電投資は1−6月期で175億ドルと

ム、
フェイスブックといったIT企業です。
あらゆるモノがネッ
トに

前年同期の2倍以上に拡大し、
同時期の世界全体
（3割増）

図表⑤ 米国における陸上風力・太陽光・火力発電のコスト比較

（注1）
火力は石炭とガスコンバインドサイクルが対象。運転期間は太陽光発電
（追尾式を含まず）
が25年、陸上風力が25年、石炭火力が30年、
ガスコンバインドサイクルが35年を想定。
（注2）
発電コストは均等化発電原価。
（注3）
セント＝1/100ドル
（約1.1円）
（出所）
BNEF「Levelized Cost of Electricity」、
「自然エネルギー最前線inU.S.」
自然エネルギー財団より大和証券作成

を大きく上回る伸びとなっています。
SDGsの観点と経済合理性の観点から再生

図表⑥

2017年の米国における
再生可能エネルギー取引量の上位10社

可能エネルギーの需要拡大が見込めるうえ、
IT企業によるデータセンターの建設ラッシュが
電力消費量の急増をもたらすことから、
再生可
能エネルギー発電業者のビジネスチャンスが拡
大しているといえるでしょう。
世界最大の企業は
フロリダ州を地盤とする電力会社のネクステラ・
エナジー
（NextEra Energy）
で、
風力・太陽光
発電の設備容量は1,451万kWと米国全体の
約10％を占めています
（図表⑧）
。
中長期的に成
長が期待できる企業をピックアップする際、
SDGs
の観点からビジネスを拡大できる企業という点
に着目するのも投資アイディアとしては有効だと

（出所）
BNEFより大和証券作成

考えられます。
（花岡 幸子）
図表⑦ 米国の風力発電電力量の推移

（出所）
BNEFより大和証券作成

図表⑧ 米国の風力・太陽光発電事業者の設備容量（2017年）

（注）
発電設備の所有権比率に応じて計算
（出所）
発電事業者のアニュアルレポート
（2017年）
、
「自然エネルギー最前線inU.S.」
自然エネルギー財団より大和証券作成

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
 株式等の売買等にあたっては、「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗（支店
担当者）経由で国内委託取引を行う場合、約定代金に対して最大 1.24200％（但し、
最低 2,700 円）の委託手数料（税込）が必要となります。また、外国株式等の外国
取引にあたっては約定代金に対して最大 0.97200％の国内取次手数料（税込）に加
え、現地情勢等に応じて決定される現地手数料および税金等が必要となります。
 株式等の売買等にあたっては、価格等の変動（裏付け資産の価格や収益力の変動を
含みます）による損失が生じるおそれがあります。また、外国株式等の売買等にあ
たっては価格変動のほかに為替相場の変動等による損失が生じるおそれがありま
す。
 信用取引を行うにあたっては、売買代金の 30％以上で、かつ 30 万円以上の委託保
証金が事前に必要です。信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことが
できることから、損失の額が差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その
対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。円貨建て債券は、金利水
準の変動等により価格が上下し、損失が生じるおそれがあります。外貨建て債券は、
金利水準の変動に加え、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、債券の発行者または元利金の支払いを保証する者の財務状況等の変化、およ
びそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じるおそれがあります。
 投資信託をお取引していただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および運用
管理費用（信託報酬）等の諸経費、等をご負担いただきます。また、各商品等には
価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。

ご投資にあたっての留意点
 取引コースや商品毎に手数料等およびリスクは異なりますので、上場有価証券等書
面、契約締結前交付書面、目論見書、等をよくお読みください。
 外国株式、外国債券の銘柄には、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容の開示
が行われていないものもあります。

商号等

：大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第108号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
一般社団法人第二種金融商品取引業協会

