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 　2014年半ばより原油価格が下落、2016年2月にはWTIで26ドル/バレルと2003年以来の安値に
低下する局面もあったが、2017年下半期から上昇局面に入り、2018年3月現在では65ドル/バレル近
辺で推移している。本稿では、2014年下半期から2017年上半期までの2年半を「低油価期」と定義する。
　ここで取り上げるスーパーメジャーズ5社（ExxonMobil、Royal Dutch Shell、BP、Chevron、Total）
は石油開発の黎明期から産業の育成を担い、業界内で不動の地位を誇る企業だが、幾多の苦難に直面し
ては変化を繰り返しながら今日に至っている。1990年代後半から2000年代前半の低油価期では、大
合併戦略によるスケールメリット追求で苦境を乗り切った。その後、油価の高騰とともに新規事業等取
得によって支出が増大、高コスト体質への道を進むことになった。今回の低油価期ではこの高コスト体
質が災いし業績が悪化。株主からの激しいリターン要求に直面した彼らが選んだのは、肥大化したコス
ト構造にメスを入れ、低収益資産の整理と重点事業強化による資産ポートフォリオの合理化を進めるこ
とであった。
　また、同時期の事業環境の変化として気候変動問題の進展があった。2016年、気候変動抑制のため
のパリ協定が発効し、脱炭素化に向けた動きが具体化された。世界は炭化水素中心のエネルギーシステ
ムからの転換、すなわち「エネルギー移行」を進めつつある。この進展を背景に政策当局による規制の導
入により将来の事業環境の変化が想定される。また「化石燃料」産業の持続可能性について、株主や投資
家からの説明責任を求める声が激化した。メジャーズは、低油価市況におけるリターン確保と「エネル
ギー移行」対策への要請を同時に満たす必要に直面することになったのである。この外部環境の変化を
通じメジャーズは、資産ポートフォリオの最適化に向けて多様な視点を導入している。それは、マクロ
の変動に対するリスク分散の視点のみならず、「エネルギー移行」の不確実性に対するヘッジとしての資
産ポートフォリオバランスであり、具体的には、上流資産/下流資産、長期資産/短期資産、さらには
化石資産/非化石資産という視点でのバランスの追求である。
　本稿では、外部環境の大きな変化を踏まえつつ、2014年以降今日までのメジャーズの、そしてエネ
ルギー移行を見据えた戦略について考察した。

はじめに

メジャーズのポートフォリオ戦略
―低油価と「エネルギー移行」―

JOGMEC調査部 古山　恵理

1. メジャーズの経営モデルについて

　メジャーズの伝統的経営モデルについていくつか特徴
を挙げるとすれば、以下4点がある。すなわち、①上流
から下流までの垂直統合（integrated）システム、②強固
なバランスシート、③株主へのリターン重視、④高い技
術力とプロジェクトマネジメント力、である。これらは、
低油価の時代、そして現在まで変わらない彼らの競争力

の源泉である。
　米国ロックフェラーのStandard Oilの時代より、不安
定な油価に左右される上流事業収益の変動を相殺するた
め、精製、販売などの下流事業までを垂直統合的に掌握
する経営モデルが選択され、この点が他事業者との差別
化戦略となった。統合経営モデルによる潤沢なキャッ
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シュフローを原資とした強固なバランスシートは、プロ
ジェクトファイナンスを組成せずに事業を遂行するため
の財務的基盤となっている。また、他の上流開発（E&P）
企業が、積極的な借り入れによる「成長モデル」を追求す
るなか、メジャーズは格付け維持のために負債比率を抑
え、余剰キャッシュを株主へのリターンにまわす「リター
ンモデル」とも呼べる戦略を採用してきた。そして、そ
の財務基盤を基に、技術的・地政学的リスクの高い地域
にも果敢に展開、特にgreenfieldと呼ばれる未開発地域
における探鉱を通じた埋蔵量追加など、ゼロからの価値
創造を得意としてきた。また大水深やLNGなど、高い
技術力とプロジェクトマネジメント力を生かした大規模
高付加価値事業の展開では他のE&P企業の追随を許さ
ないところである。
　2000年代初頭までの大合併で現在の5社体制が確立し、
大規模化。その後の油価高騰期では一時、「成長モデル」
への傾斜が見られ、新規技術や事業の取得など、短期的
リターンを期待しない「成長のための」投資が多く行われ
た。この時期は、「規模拡大と資源へのアクセス確保」が

メジャーズの行動原理となった。背後では、大規模油田
の成熟化による減退率上昇、高油価を理由とした国営石
油会社（NOCs）による自国資源の囲い込み、またサービ
スコストの上昇等により開発・生産費が増大していた。
メジャーズは、高収益を背景に、支出を増加させ、この
状況に対応したが、TotalのCEO、Patrick Pouyanné氏
は当時の状況について「（メジャーズは）コスト管理が甘
く、ある意味怠惰で非効率なマネジメントを行っていた」
と振り返っている＊1。
　2014年以降、油価下落により上流事業からのキャッ
シュフローが減少、下流精製マージンの増益分のみでは
これを吸収できず、負債比率が上昇した。メジャーズは
自社株買いや現金配当の停止など、株主の不興をかうよ
うな対応を強いられた。さらに、低油価の長期化による
株価の低下を背景に、株主からのリターン要求が高まり、
メジャーズは、徹底的なコストカットと支出削減による
体質改善に本腰を入れることとなった。
　以下では、具体的対策とともに、低油価期から現在ま
での彼らの動向を見ていく。

2. 低油価の影響

（1）業績の悪化

　2014年6月以降油価が下がり始め、100ドル/バレル
を超える価格帯から、12月には4割以上も下落し、60
ドル/バレル近辺にあった。
その後回復と下落を繰り返し
ながら2016年2月には26ド
ル/バレルという2003年以
来13年ぶりの安値を記録し
ている。
　メジャーズの業績を見ると、
油価下落後の純利益（図1）
は、2016 年度末決算で 5 社
平均約28%の低下となった。
2013 年から 2016 年の期間
で最も減少率が高かったのは
Chevronで、 約 102%減 少。
BPは99%、ExxonMobil（以下、
本文中では「Exxon」と略記）
は76%、Royal Dutch Shell（以
下、「Shell」と略記）は72%、

Totalは45%の低下である。2014年以降の動きを見ると、
Shell、BPは一足早く2016年には業績を回復、Exxon、
Chevronは2016年を底として上昇基調にある。Totalは

図1 純利益推移
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例外的に、2014年より右肩上がりで成長を続けている。
　この理由として、Totalは2014年以前より徹底した

コストカットと競争力強化のための集中投資計画、また
下流部門の集約と再編を進めており、その結果が反映さ

れているものと考えられる。この点
については後述する。
　また各社一時的に借り入れを増や
したことで負債比率が悪化、油価下
落以前の2013年ではTotalを除く4
社で20%以下の水準であったところ、
2016年には、Totalを除く4社平均
で45%程度の上昇、メジャーズが格
付け維持のために保持してきた「負
債比率30%以内＊2」を突破しかねな
い水準に達した（図2）。
　その結果、各社負債比率悪化を主
因として格付けが引き下げられた

（ 表 1）。 代 表 例 と し て Exxonは、
1949年以来保持してきた米格付け
会社 S&P社によるレーティング
AAAが、2016 年 4 月には AA+へ
と引き下げられた。S&Pはその理
由として、Exxonの負債比率がここ
数年で2倍以上悪化したことに加え、
高油価期の高額のCAPEX（設備投
資等の資本的支出）をはじめとした
高コスト化を指摘している。しかし、
Exxon、Chevronの米系メジャーズ
2社は、メジャーズのなかでも特に
株主へのリターンを重視する傾向

図2 負債比率推移

0

5

10

15

20

25

30

35
％

2013 2014 2015 2016 2017 年
ExxonMobil Shell BP Chevron Total

出所：各社財務諸表より JOGMEC 作成

ExxonMobil Shell BP Chevron Total

・Moody’sで
はAa1維持

・S&Pでは
2016年4月
AAAから
AA+に格下
げ

・Moody'sで
は2016年
4月にAa1
からAa2へ
格下げ

・S&Pでは
2016年7月
A+からAへ
格下げ

・Moody’sでは2010
年4月のメキシコ湾
原油流出事故以降
もAa2維持

※2017年6月にAa1
へ格上げ

・S&Pでは2016年2
月AからA-へ格下
げ

・Moody’sでは
2016年4月に
Aa1からAa2
へ格下げ

・S&Pでは
2016年2月、
AAからAA- 
へ格下げ

・Moody’sで
は2016年8
月にAa1か
らAa3へ格
下げ

・S&Pでは
2016年2月、
AA-からA+
へ格下げ

表1 各社格付け状況

出所：Moody’s、S&P Platts データより JOGMEC 作成

図3 メジャーズ株価推移
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が強く、継続的増配を社是としてきた。そのため低油価
で財務が悪化するなかでも、少額ではあるものの増配を
続けていた＊3。S&Pはこの点も取り上げ、「増配や自社
株買いを優先し、内部留保や負債圧縮を行わないのであ
れば、格付けは回復できないだろう」としている。
　さらに各社とも2014年下半期以降株価が下落（図3）。
油価の回復とともに株価も緩やかに回復しつつあるとはい
え、足下では油価下落以前の水準までは回復していない。

（2）「サバイバルモード」

　以上の状況を受け、油価下落直後から、各社は「サバ
イバルモード」とでも呼ぶべき対応策を採ってきた。徹
底したコストカットによる体制の立て直しである。具体
的には多くの企業で向こう3年間の計画（2015～2017年）
として以下の戦略が発表された。
　①規律（discipline）のある投資戦略 
　②開発コスト削減
　③株主対策
　具体的施策を以下で見ていく。

①規律のある投資戦略
　具体的投資戦略としては、上流投資では、探鉱リスク
回避、大型プロジェクト（Long-Cycle資産）の凍結と短
期（Short-Cycle）資産への傾斜、コアプロジェクトと周
辺資産への投資（Near-Field開発）による資産価値向上が
選択された。また下流事業投資の割合増加によるポート
フォリオバランスの追求なども進められた。これらの施

策についても順に触れていきたい。

・CAPEXの大幅削減と資産売却
　まず、CAPEXについて、図4で2014年以降の推移
を見る。2014年から2016年までは一様に削減され、
平均約40％程度減少している。
　図5は上流部門の投資額内訳の推移である。開発費・
探鉱費が大きく減少していることが分かろう。開発費の
減少は低油価によるサービスコスト減少の影響が大きい
が、探鉱費の減少が特徴的である。2014年以降は支出
抑制のため、キャッシュフロー確保までのリードタイム
が長い探鉱プロジェクトは、こぞって中止、延期が発表
された。特にフロンティア・極地での探鉱については各
社明確に中止を発表し、探鉱リスクを避ける傾向が強く
なった。権益取得費については年度により、また会社に
よりバラつきがあり、各社のタイミングで戦略的な資産
買収を行っていたことが示唆される。探鉱の中止と資産
売却による生産量減少への対策として、戦略的M&Aが
行われており、その顕著な例は2016年に取引が完了し
たShellのBG買収＊4である。
　また、低コストの有望資産確保のため、NOCsとのパー
トナーシップ戦略の提携も多く見られた（表2）。低油価
で財政が悪化し、国内の政情にまで影響が及んだ産油国
政府は、若年失業率の高率化など構造的な課題に直面し
たことで、産業構造の多様化や石油産業の再活性化と効
率性向上を追求するようになった。結果として上流鉱区
開放や、外資受け入れが進み、そこに、埋蔵量へのアク

図4 メジャーズ投資額推移
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セスを確保したいメジャーズのニーズがうまく合致し、
パートナーシップ形成が進んだという見方ができよう＊5。

・大型プロジェクトの凍結とShort-Cycleへの傾斜
　上述のように投資額を削減しつつも、短期的なキャッ
シュフローを確保する必要に直面したメジャーズは、大
規模プロジェクトの凍結を発表、「短期（Short-Cycle）資
産」に投資を集中した。これは油価下落以降、石油・ガ
ス上流開発産業全般で見られた現象である。世界全体の
上流投資額は約40%低下＊6 し、Financial Times紙によ
れば、2014年から2016年初旬までで約4,000億ドル相
当のプロジェクトが中止、もしくは延期されたという＊7。
　メジャーズでは、上述のgreenfield探鉱プロジェクト
凍結に加え、計画中であった大水深やLNGプロジェク

ト等大規模プロジェクトの延期・中止発表が相次ぎ、各
社の成長戦略として位置づけられていた事業も数多く延
期もしくは中止された。一例として Chevronは北海
シェットランド沖のRosebankプロジェクトを延期（2016
年12月）、またShellは豪州Arrow LNG開発の中止（2015
年1月）や、カナダオイルサンド開発の中止（2015年10月）
を発表している。これらは総じて「長期（Long-Cycle）資
産」といわれ、伝統的にメジャーズが競争力の源泉とし
て位置づけてきた事業である。
　「長期資産」に対比される概念としての「短期資産」は、
今般の低油価期における特徴的な概念として確立したと
いっても過言ではない。長期、短期というのは、投資か
ら投資回収までの期間についての相対的定義であり、通
常の在来型資産を基準とした時に、より長いリードタイ

図5 メジャーズ上流投資額の内訳
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NOCs/ 政府 メジャーズ 時期 概要

クウェート KPC Shell 2016 年 4 月 重質油田開発・生産

イラン NIOC Shell 2016 年 12 月 South Azadegan 油田、Yadavaran 油田、Kish ガス田の 3 フィールドの開発
MOU 締結

クウェート KPC BP 2016 年 3 月 共同探鉱、国内外中下流協力関係、Burgan 油田の増産・生産維持について技術
サービス契約

アブダビ ADNOC BP 2016 年 12 月 ADCO（アブダビ陸上）権益 10％取得、アブダビ BP 株式 2％取得

アブダビ ADNOC Total 2015 年 1 月 ADCO 権益 10％取得

カタール QP Total 2016 年 6 月 Al-Shaheen 油田操業権獲得（30％）

イラン NIOC Total 2016 年 11 月 サウスパース・フェーズ 11 開発参画（現在進行中）

ロシア Gazprom、Rosneft BP 2016 年 サハリンや東シベリア事業での協力合意

ブラジル Petrobras Total 2016 年 10 月 上流事業共同実施による知見の共有など

表2 NOCsとメジャーズのパートナーシップ戦略の例

出所：各国報道資料より JOGMEC 作成
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ムを持つものを長期、短いものを短期として捉える。
2017年に入り、ExxonやChevronは、四半期決算発表
の場で繰り返しこの語を説明してきたが、概して短期資
産とは「投資から1 ～ 3年以内に営業キャッシュフロー
を生むもの」であると定義し、代表例として北米シェー
ル資産を挙げている。シェール資産の特徴として、①探
鉱リスクが低く、②初期投資が小額、また③生産開始ま
での期間が短く、④生産期間自体も短いことなどがある。
加えてTotalのCEO Pouyanné氏は、IHS社の主催する
国際会議「CERA Week 2018」において、Totalの考える
短期資産の特徴として、契約手続きの簡易性、生産期間
の短さなどを挙げ、シェール等非在来型に限らず、
Totalが長い操業の歴史をもつガボン等アフリカの陸上
資産等を挙げている。なお、これらの特徴はすべて、在
来型陸上資産を中央値に置いた時の「相対的な短さ（少な
さ）」を意味する概念であることには注意が必要である。
また低油価期における短期的なキャッシュフロー確保と
いう意味では「Near-Field資産」への言及もあった。
　「Near-Field」とは、一義的には「生産中資産の近隣資
産」を指すものと理解する。単独開発（stand-alone）では
商業生産が難しい小規模の油ガス田を、既存生産設備（プ
ラットフォームなど）へのつなぎ込み（tie-back）で開発す
るものである。利点としては、生産中プロジェクトへの
埋蔵量追加による資産価値向上に資すること、また既発
見資産近隣エリアであることから探鉱リスクの低減、設
備投資の抑制、リードタイムの短縮による早期のキャッ
シュフロー確保なども挙げられる。ただし、コンサルタ
ントによってはこの概念を拡大し、単に「商業生産化が
近い資産」を指す場合もあるようである。例えば、BPが
2016年にファームインしたセネガル・モーリタニア両
国の海洋境界線上に位置するTortueガス田開発プロ
ジェクト＊8 がある。同ガス田は既存の生産設備等のな

いフロンティア海域に位置するが、既にパートナーであ
るKosmos Energyが探鉱・資源量評価を終わらせた段
階（“de-risked”）でのファームインであったことから、
探鉱リスクの回避や、リードタイムの短縮という点を取
り上げ、「Near-Field資産」であるとするレポートや報道
も散見された。総括すれば、短期資産、「Near-Field」資
産の主な特徴は、ともに、初期投資が抑えられること、
リードタイムの短縮が可能なことであると言えるだろう。
　短期資産、Near-Field資産の利点については以上のと
おりであるが、一方で短所として、生産期間の短さ、埋
蔵量の少なさが挙げられる。探鉱活動の縮小と、短期、
Near-Field資産への資本傾注が、将来にわたる開発予定
プロジェクトの不足を招き、それが生産量減退につながる
のではないかとの懸念の声が多く聞かれるところである。

・資産売却
　大規模な資産売却計画が進められたのも低油価「サバ
イバル」期の特徴である。繰り返しになるが、メジャー
ズの伝統的事業モデルは、プロジェクトファイナンスな
しに自社のバランスシートの範囲で投資を行う形態であ
るため、手元資金確保のための資産売却は必要に応じて
行われてきてはいた。しかし、2015年以降は多くの企
業で大規模な資産売却計画が発表され、収益性の低い資
産を積極的に売却しようとする動きがあった（表3）。
　油価回復に伴い資産売却計画も縮小されるのではとの
見方もあったが、2018年3月現在、ほとんどの企業が
計画どおり資産整理を完了させつつあり、2017年度末
決算でも、各社発表済み計画の期限内達成が確認されて
いる。
　また今後の資産売却計画も発表されており、大規模な
案件ではChevronが、2018年3月のアナリスト向け説
明会において、「今後も継続的なポートフォリオの見直

ExxonMobil Shell BP Total Chevron

計画額 大規模計画は発表なし。
ただし、低収益の資産
は売却すると発表

2016 ～ 2018 年 で
300 億ドル
石 油・ ガ ス 生 産 量 の
10% 相当。5 ～ 10 カ
国からの事業撤退を含
む

2010 年メキシコ湾原
油流出事故以降で約
620 億ドルの資産売却、
2017 年は 46 億ドル。
2018 ～ 2021 年では
年 間 約 20 億 ～ 30 億
ドルの予定

2015 ～ 2017 年 で
100 億ドル

2017 年までに 100 億
ドル

売却対象資産 ノルウェー成熟資産売
却

北海成熟資産
ガボン陸上、カナダオ
イルサンド、アイルラ
ンドなど

北米中流部門を MLP
で IPO
SECCO JV など

カナダオイルサンド、
ナイジェリア陸上、ノ
ル ウ ェ ー・ ノ ン オ ペ
レーション権益など

南ア下流資産
メキシコ湾浅海
カナダガス貯蔵施設
バングラガス、T&T ガ
ス資産など

表3 メジャーズ資産売却計画

出所：各社発表資料より JOGMEC 作成
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しを行う」とし、2018 ～ 2022年の資産売却計画を50
億～ 100億ドルにすると発表している。各社今後も積
極的な資産売却の継続を発表しているので、上流投資計
画の合理化と併せてポートフォリオ最適化が恒常的に一
層進んでいくと思われる。

・下流事業の集約と再編
　投資戦略の見直しと併せて進められたのが下流事業の
集約と再編である。メジャーズの特徴の一つである上流
から下流までの統合モデルは、もともと不安定な油価に
よる上流事業収益の変動に対するヘッジ策として採用さ
れた背景がある＊9。油価の不安定さが増した2000年代
半ば以降は、油価に対する弾力性の低い下流事業を合理
化して安定的収益を確保し、これを原資として上流事業
における新たな成長戦略を描こうとする方策に代わって
きている。メジャーズは、2014年以前から、下流部門
の集約と再編計画を進めてきており、特に、石油需要が
減退するOECD諸国における精製設備の集約、石化事
業との統合が主眼となっていた。
　純利益の項で、Totalのみが他社と違った推移をして
いることに言及したが、ここでTotalの下流部門改革に
つ い て 触 れ て お き た い。 同 社 は 2012 年、 前 CEO 
Christophe de Margerie氏の下で、収益性向上のための
三つの目標を発表した。すなわち、①工期を守り予算内
でプロジェクトを開始すること、②探鉱ポートフォリオ
の拡大、③収益性と経営体質の強靭

じん

性向上のための精製・
石化部門の統合である。ここで下流部門改革を率いたの
が、現CEOのPouyanné氏である。Totalは欧州第一の

精製事業者であるが、欧州では精製設備老朽化によるメ
ンテナンスコストの上昇や、需要の減退による収益性の
悪化が続いている。Pouyanné氏の下、Totalは、老朽化
したプラントを閉鎖するとともに、拠点設備を拡大し石
化設備との統合を進めてきた。代表例はベルギーの
Antwerp製油所と仏Gonfreville製油所の拡張で、これ
らの改革によってTotalは、2015年までに下流部門で
年間約6億5,000万ドルの増益を目標としていた＊10 が、
実際には2014年で6億3,200万ドルの増益、2015年で
は30億ドル近い増益と大きな成果を上げている（図6）。
　Pouyanné氏は2014年10月のCEO就任後も、下流事
業で培ったコスト意識を堅持し、徹底的な支出削減を進
めてきた。氏は社内では「冷徹なコストカッター

（“Ruthless Cost-cutter”）」と呼ばれて高く評価されてい
るとされ＊11、低収益資産を整理し重点事業に資本を集
中する姿勢は、油価下落後の上流部門立て直しにも共通
して見られる。
　またShellも、油価下落以前から「Shrink to grow（成
長のための縮小）」をスローガンに設備集約を進めてきて
いる。小規模製油所を売却、設備投資を拠点製油所に集
約し、保有資産の平均規模を拡大した。さらに、ショー
トポジション（設備容量＜販売量）を維持し、精製専業者
からの商品調達等を柔軟に活用することで、コスト管理
を強めてきている。なお Shellでは、Totalに先立つ
2014年1月にCEOの交代があり、後任として、精製・
石化部門のマネジメント経験と10年以上にわたるLNG
部門での経験を持つ現CEO Ben Van Beurden氏が選任
さ れ て い る。 同 CEOの 下 で Shellは、BGを 買 収 し、
LNG事業の拡張、特に取り扱い量を増やすことで柔軟
な取引を目指している。また併せて、300億ドルに上る
大規模な資産売却計画を進展させている。ここでも下流
事業の特徴であるマージン向上のための合理化意識が鮮
明に表れていることを確認できる。

図6 Total 下流部門利益の推移
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出所：Total 財務諸表より JOGMEC 作成

図7 ExxonMobil 投資額内訳

0

20,000

40,000

60,000
百万ドル

Upstream Downstream Chemical Corporate
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017年

出所：各社財務諸表より JOGMEC 作成



602018.5 Vol.52 No.3

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

　下流事業を重視する姿勢は投資配分の推移からもうか
がえる。図7 ～図11は各社の投資配分であるが、上流
投資が大幅に削減されるなかにおいても下流投資は維持
されている。上流偏重の傾向からの脱却、バリューチェー
ン全体の収益性を高めることでポートフォリオを最適
化、油価変動に対する強靭性を高めようとする姿勢がう
かがえる。

②開発コスト削減
　規律的投資によるポートフォリオ合理化と並行して行
われたのが操業費の削減である。各社の決算発表によれ
ば油価下落以前から現在までの単位あたり開発コストは
平均して約40％低下している。その要因としてはサー
ビスコストの低下と、掘削・生産設備の設計見直しなど
が挙げられている。
　油価下落後にコスト構造の見直しによって再始動した
メジャーズのオペレータープロジェクトとして、2016
年に最終投資決定（FID）された米メキシコ湾（GoM）の
Mad Dog 2プロジェクトがある。Mad Dog 2は、生産
量1万4,000b/dを見込む大水深プロジェクトで、BPが
オペレーターとして 60.5 ％、BHP Billitonが 23.9 ％、
Chevronが15.6%の権益を保有。2005年に生産を開始

したMad Dogの再開発プロジェクトであるが、新たな
生産プラットフォームの据え付けが核となっており、当
初200億ドルの予算を計上していた。油価下落に伴い多
額の投資と長い開発期間を主因として長期資産の多くが
開発延期、もしくは中止されたことで、米GoM大水深
でも掘削活動が減少。米Baker Hughesによれば、2014
年8月のピーク時には63基のリグが稼働していたところ、
2016年9月にはわずか10基にまで低下した。そこでBP
は、掘削活動が減少する状況を逆手にとり、需要低下に
苦しむサービス会社に対する発言力向上を背景にコスト
削減を進め、同時に、生産設備の設計を大幅に見直した。
結果として、当初予算200億ドルから80億ドルへと削
減を達成、FIDにこぎつけた。
　BPの上流部門責任者である Bernard Looney氏は、
2017年第四半期の決算発表において「油価下落以前から
現在までの、全社的な開発コスト削減のうち75%は構
造的な課題の解決に起因し、油価の変動と関係なく今後
も維持可能であり、サービスコスト低下等油価連動的な
要因の影響は残りの25%程度にすぎない」としている。
ここでは、構造的な課題の解決として、生産設備の小型
化や標準化、掘削効率向上によるコスト低下を挙げてい
る。例として同氏は、海底設備を含めた抗井あたりコス

図8 BP 投資額内訳
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図9 Shell 投資額内訳
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図10 Chevron 投資額内訳
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図11 Total 投資額内訳
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トは2012年比で56%低下したことを報告している。ま
た、MadDog 2開発費削減についても、「BPは（同プロジェ
クトの開発費を）200億ドルから80億ドルにまで削減
したが、初めから200億ドルもかかってはならなかった」
と発言している。
　余談ではあるが、近年CEOに下流出身者を登用する
動きがメジャーズに共通して見られる。これは全社的な
コスト意識強化の表れとして、非常に興味深いことであ
る。Shell、Totalに関しては下流事業再編の項で既述し
たが、その後Exxon、Chevronと続き、2018年3月現
在ではBPのBob Dudley氏を除く4社CEOすべてが下
流部門のマネジメント経験者である。
　唯一下流出身ではないDudley氏のキャリアを見ると、
TNK-BPやロシア上流部門のマネージャー、再生可能・
代替エネルギー部門の副社長、またメキシコ湾原油流出
事故の事後処理の責任者など多岐にわたっている。2010
年から現在のポジションに就いており、2008年経済危機
による油価暴落後、高騰期を経て再下落期まで、継続し
てBPを率いてきた。そのためコスト削減やマクロの変動
に対する強靭性を志向する意識が強く、他社に先駆けて

“Value over Volume”という、リターン重視の戦略を掲
げてきた。現在BPはメキシコ湾事故の影響による予算
制約と低油価の影響下で、セネガル・モーリタニア
Tortueガス田に代表されるNear-Field資産への集中と、
前述のMad Dog再開発など既存資産への再投資を戦略
の中心に据えているが、特に既存資産への投資ではデジ
タル技術＊12等の導入による生産性向上を目指している。
　同社は、2017年度末決算で、既存油田の年間平均減退
率0.6%という数字を記録、その成果は着実に表れている。
また、近年、スタートアップへの出資や共同開発により
新技術を積極的に導入しながら、実用可能性を試すとい
う手法を採っており、このベンチャーアプローチは再生
可能エネルギー事業にも活用され、BPが事業領域を拡大
する際の特徴となっているようだ。この点は後述する。

③株主対策
　「サバイバルモード」の最後に、財務戦略を紹介する。
これまで見てきた一連の施策を通じて得た余剰キャッ
シュ（FCF：フリーキャッシュフロー）の使い道として
メジャーズは、負債圧縮を進めてきた。バランスシート
改善の次の優先順位として挙げられたのが株主への還元
であった。ただし実際には、配当政策についても一時的
に抑制する動きがあり、自社株買いの中止とscrip配当

（株式による配当）の導入が行われている。欧州メジャー
ズは現金配当を一時中止、scrip配当を導入している。

株主へのリターンを重視する傾向が特に強い米系メ
ジャーズ2社（ExxonとChevron）でも2015年以降自社
株買いの中止を発表している。とりわけ2016年2月、
Exxonによる自社株買い中止の発表は大きく報道され、
今般の低油価の影響の深刻さがうかがえた。
　Exxonは2005年からの10年間で約2,100億ドルに上
る自社株買いを実施、S&P 500企業のうち最も自社株
買いによる株主への利益還元を志向してきた企業であ
る＊13。年によりバラつきはあるものの、平均で年間約
200億ドルペースであったところ、2015年の自社株買
い総額は2000年以来最小の約40億ドルにとどまり、
2016年以降、自社株買いは行われていない（図12）。
Exxon以外のメジャーズはリターン確保までの体力が戻
らず、配当水準の維持が精いっぱいであったというのが
実情で、自社株買いや現金配当の再開は2017年第3四
半期までかなわなかった。
　一方、株主からのリターン要求は増加している。近年、
油価に対する強い弾力性を持つシェールオイル開発が進
展したことで、油価サイクルは一層短期化しており、油
価の不安定さに伴う業績の変動に対しいら立ちを募らせ
た株主は、安定したリターンの要求を強めているという。
米インディペンデント最大手ConocoPhillipsのCEOで
あるRyan Lance氏が2018年3月にCERA Week 2018
で語ったところによれば、同氏が現在肌で感じる大企業
の株主の関心は「①負債状況、②フリーキャッシュフロー

（FCF）、③配当・自社株買い等の方針」であるとし、「（従
来重視されてきた）生産量の増減ではない」のだという。
また「こういった環境下で株主を引き止めるためには、
余剰キャッシュのうち少なくとも20 ～ 30%は（株主に）

図12 ExxonMobil 総還元性向の推移
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還元されるべきであろう」とも発言していた。
　メジャーズ最大のキャッシュフローを誇るExxonで
あっても、2016年時点ではFCFのみで現金配当までカ
バーすることができない状況にあった（図13）ことを考
えれば、経営陣が感じる圧力は相当のものであったこと
が推測される。低油価を通じて、メジャーズと株主の間
で緊張感が高まったことを端的に物語る発言である。
　これまで油価下落時から2017年までの「サバイバル
モード」のメジャーズの動向を通覧してきた。キャッシュ
確保のための「サバイバルモード」を通じ、合併期から油
価高騰期を通じて肥大化したポートフォリオがスリム化
され、コスト構造も改善した、というのがこの時期の大
きな特色であった。また、低油価期を通じて株主との緊
張関係が高まったことを確認した。
　以下では、2017年から現在までの市況への適合と、
一層変化の様相を強める外部環境に対峙

じ

してさらなる成 長戦略を描き始めたメジャーズの動向を見ていきたい。

3. 市況への適合　成長戦略へ

　2017年に入り、各社現在の市況への「適合」を完了し
たとの発言が多く聞かれるようになった。60ドル/バレ
ルを超える水準への油価の上昇とコストカットの効果に
より業績が回復、油価が50ドル/バレルを超えた第2四
半期決算では、Shellが損益分岐点50ドル/バレルを発表、
さらに40ドル/バレル水準への適合を目指すことを公
約した。Shellの2013年時点での損益分岐点は120ドル
/バレルであったから、4年足らずで50%以上の効率化
が実行されたことになる。またBPも同様に50ドル/バ
レルへの適合を発表し、「低油価市況継続の見通し

（“Lower Forever”）から損益分岐点を30ドル/バレルま
で引き下げる心意気で臨む」との発言もあった。
　油価が52ドル/バレルを回復した第3四半期決算時点
では、メジャーズ5社すべてで損益分岐点を50ドル/バ
レル以下までに引き下げたとの発表があり、市場関係者
からは驚きの声が上った。この時点で底打ちとの見方が
主流であったが、TotalのPouyanné氏は、「まだロジス
ティクスや坑井関連サービスなどにコスト削減余地があ
り、さらなる損益分岐点引き下げを狙う」とした。BPの
Dudley氏も11月、同社戦略発表の場において、メジャー
ズの損益分岐点は40ドル/バレル～ 30ドル/バレルま
で低下するだろうと述べている。
　2018年足下では、油価が60ドル/バレルを超える水

準に回復、2017年度末決算では5社合計の純利益が
570億ドルに上り、2016年の約2倍の水準にまで達した。
また各社FCFが大きく改善したことで、株主への積極
的還元を発表、自社株買いの再開やscrip配当の中止と
現金配当の再開などを発表している。また、Pouyanné
氏は2017年度末決算で「余剰キャッシュ増加分をいかに
活用するかは非常に重要である。決して高油価時の無計
画な支出に戻ることはない」とし、今後3年間で10％の
増配と50億ドルの自社株買い計画を発表している。以上、
市況への適合を達成した現在、メジャーズは、将来の成
長投資戦略へと軸足を移しつつある。2017年以降に発
表されたメジャーズの成長戦略を以下に概観する。

（1）成長戦略

　Exxonは米国Permian Basinのシェール開発を重点事
業に設定し、水平掘削長の伸長による抗井あたり回収量
向上のため、大規模な土地買収を進めている。2017年1
月、米国Permian Basinの土地25万エーカー（約101万
km2）を66億ドルでBass Familyから買収＊14。買収した土
地における埋蔵量は約34億boe（うち75%が液分）とされ、
ExxonのPermian埋蔵量は60億boeに増加した。本稿執
筆時（2018年4月）ではさらに2万2,000エーカーを追加、
埋蔵量は64億boeに達している。早期のキャッシュフロー

図13 ExxonMobil FCF- 配当総額の推移
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出所：ExxonMobil 財務諸表より JOGMEC 作成
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確保のための短期資産への傾斜か、とも取れる動きであ
るが、実際にはExxonの北米事業は2年連続で赤字計上
で、回収率向上とコスト削減努力を続けている段階であ
る。その意味で、Exxonの北米シェール事業は、キャッ
シュエンジンというまでにはいまだ達しておらず、むし
ろ今後の成長事業として位置づけているようである。
　またExxonは2017年6月、南米ガイアナ大水深Liza 
1油田のFIDを発表し、低油価市況下での数少ない新規
大水深プロジェクトとして注目を集めた＊15。Lizaは
2015年の発見から、2年でFID、5年以内に生産が開始
される計画となった。生産開始は2020年で、12万b/d
の生産を見込む。一見短期資産に傾斜するように見える
背後で、プラトーの長い長期資産についても着実に立ち
上げ、将来のキャッシュフローを担保しようとする姿勢
が見られる。
　限定的ではあるが、大水深開発再開の動きもある。こ
こでは主に、Near-Field、スケールメリットが確保でき
るものなど経済性の高いプロジェクトに絞った投資が行
われている。Shellは2017年11月のManagement Day
において、2022年までの投資内訳を図14のように示し、
投資額のうち20%程度を大水深に向けるとしている。
具体的には、米GoMを挙げ、Appomattoxにおける新
プラットフォーム設置計画など、Near-Field開発を中心
に生産量を拡大する戦略を示した。米GoMは成熟地域
であり、メジャーズが多くの権益を保有する地域でもあ
る。発表に先立つ 2017 年 8 月のリースセールでは、
Shellは操業中のPerdidoプラットフォーム周辺鉱区を中
心に19鉱区を競り落としている。また、Shell以外のメ
ジャーズもそれぞれ複数鉱区を落札している。米GoM
では、2017年、トランプ政権下でのエネルギー産業活性
化策の一手段として浅海鉱区のロイヤルティレートが
18.75%から12.5%に引き下げられ、2018年2月には内
務省のRoyalty Rate Committeeより、大水深鉱区のロ

イヤルティレート引き下げについても提言がなされるな
ど、今後開発が活性化していく見通しである。メジャー
ズ各社は米GoMを今後のNear-Field探鉱の重点地域と
見据えている。
　また2017年に行われたブラジル第14次ライセンスラ
ウンド、また同年鉱区公開されたプレソルト鉱区入札で
はChevronを除くメジャー 4社が高額のサインボーナス
を支払って鉱区を取得、各社がブラジルを今後の重点地
域と見ていることが瞭然となった。ブラジル大水深は、
探鉱段階からの大水深プロジェクトであり、「サバイバ
ルモード」からの転換を示す端的な例であろう。
　大規模なM&Aの例としては、TotalのMaersk Oil買
収がある。Totalは2017年8月にデンマークの海運コン
グロマリットAP Moller-Maerskの石油ガス上流事業部
門であるMaersk Oilを総額74億5,000万ドルで買収、
Totalとしては2000年代初頭のElf買収以来の大規模な
取引となった。Maersk Oilの保有資産は大部分が成熟
資産であり、生産量の追加とキャッシュフロー増加が期

図14 Shellの2018～2020年の投資内訳
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出所：Shell 財務諸表より JOGMEC 作成

ExxonMobil Shell BP Total Chevron

2018 年
投資予定額

（全部門）

240 億ドル 250 億～ 300 億ドル 150 億～ 160 億ドル 140 億ドル 170 億～ 220 億ドル

予定案件 探鉱：ブラジル、メキ
シコ、キプロスなど
FID：n.a.
Near-Field：北米シェー
ル（投資額の 3 分の 1
まで）、米 GoM、ガイア
ナ、モザンビーク、パ
プアニューギニアなど

探鉱：Near-Field に限
る
FID：北海、ナイジェ
リア、マレーシア、カ
ザフスタンなど
Near-Field： 米 GoM、
ブラジル

探鉱：ブラジル
FID：モーリタニア・
セネガルなど
Near-Field： 米 GoM、
ト リ ニ ダ ー ド & ト バ
ゴ、北海、エジプト、
インドネシア

探鉱：東地中海、アル
ゼンチン、ミャンマー
など
FID：ブラジル、イラン、
アンゴラ、カザフスタ
ン、ウガンダなど
Near-Field：北海、ナイ
ジェリア、カタールなど

探鉱：米 GoM、メキシ
コ
FID：n.a.
Near-Field：北米シェー
ル（投資額の 50% 弱）、
カザフスタン、ナイジェ
リア、オーストラリア

表4 メジャーズ2018年以降の投資計画額

出所：各社決算発表資料より JOGMEC 作成
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待できるとともに、北海、アフリカ、カタール、米
GoMといった、Totalの主力地域におけるポジション強
化に大きな役割を果たす。
　以上のように具体的な行動や戦略が示される一方で、
各社が「規律（Discipline）ある投資」を維持する姿勢を
発表している点に留意したい。2018 年以降の投資計
画額（表4）は、油価下落以前の2014年比で40%程度低
い設定で、すべての企業で「Soft-Floor、Hard-Ceiling」と
し、油価次第でさらなる削減はあっても増額はないこと
を明言している。節制路線と株主へのリターン強化の姿
勢は投資家から一定の評価を得る一方で、今後の成長に
関し疑問が残るところである。

（2）新たなポートフォリオバランスの追求　

　ではメジャーズは、投資額を削減するなかでの今後の
生産量、埋蔵量置換をどのように考えているのだろうか。
　改めて現在発表されているメジャーズの投資戦略を振
り返りたい。石油に関して、Exxon、Chevronの米系メ
ジャーズは、北米シェール（オイル）の短期資産に傾注、
長期資産は、資源量の規模が大きい有力プロジェクトに
絞っている。Chevronは特にその傾向が顕著で、同社
2017年度末決算発表によれば、2017年は当年生産量比
100％の埋蔵量置換を行ったが、そのすべてが短期資産
である。またShell、BP、Totalの欧州メジャーズは、こ
れまで見てきたように2014年以降のパートナーシップ戦
略、M&A、Near-Field開発などを主軸に開発コストの低
い石油資産の獲得に注力している。これらの低コスト石
油資産は中東大油田（ADCO、ADMAなど）を除けば生産
寿命が短く、短期資産に近いものであり、いわゆる「長期
資産」とは言えない。大水深プロジェクトに関しては、経
済性が最も高いものを注意深く選定している。地域的に
は、Near-Field探鉱と既存インフラを活用できる米GoM、
スケールメリットを生かせる地域（ブラジル大水深・ガイ
アナなど）が中心となっている。メジャーズは、これらの
地域においてFID間近の有望プロジェクトを数多く保有
しながら、コスト削減等による損益分岐価格引き下げを
通じて、十分な経済性を確保するまではFIDを控える慎
重な姿勢を見せている。現在メジャーズは、投資回収ま
での期間が長いプロジェクトを相対的に減少させ、短期
資産の重要性を強く認識していることが推量される。
　ここまで本稿では、「短期資産」を低油価時の短期的
キャッシュ獲得のための目的から説明してきたが、油価
回復後のメジャーズがなお短期資産を重視する背景に
は、二つの要素があると思われる。一つは、近年短期化
する油価変動のサイクルに対するヘッジ、そして需要の

不確実性に対する対策である。　
　ShellのBeurden氏は2017年度末決算で、長期資産開
発計画の不足、埋蔵量置換率＊16 の低下について指摘さ
れ、以下のように回答している。
　「個人的にはRRR（埋蔵量置換率）は重視しない。それ
は完全に意味がない数値（“completely meaningless”）で
ある。特にRRRは、油価に対する弾力性が高く、不確
実性が強い大水深やシェールでは意味がない。私は今後
10年間（開発されずに）手元に置かれるような発見や、
FIDが近いプロジェクトを並べて保有しておきたいとは
考えない。“just-in-time”のマネジメントが重要だろう」
　Shellは、2015年からの3年間のRRR（SEC〈米国証券
取引委員会〉基準）平均が78%となっている。2015年、
油価下落後では投資削減や資産売却等の影響によりマイ
ナス20%まで落ち込み、2016年にBG買収が完了した
ことで 208%の置換がなされたものの、2017 年では
27%にとどまっている。石油需要が毎年継続して拡大
していくことを前提すれば、市場シェア維持のためには
RRR100%以上を保つ必要がある。Beurden氏の発言は、
少なくとも氏の経営ビジョンにおいては、かつてメ
ジャーズが得意としていた「ゼロからの価値創造モデル

（探鉱段階からプロジェクトを仕立て上げる事業モデ
ル）」から脱却し、M＆AやNear-Field開発等を駆使し
て安定したキャッシュフロー確保を重視する姿勢への転
換が行われていることを示唆するものである。
　過去、メジャーズが「ゼロからの価値創造モデル」を優
先することができたのは、長期にわたって安定的キャッ
シュフローが見込める在来型石油・ガス開発中心のポー
トフォリオが基本であったこと、そして将来にわたって
炭化水素資源の需要が堅調であることが前提されていた
からである。しかし現在、その事業モデルの持続可能性
が問われる時期に来ている。背景としては、油価サイク
ルの短期化と気候変動議論の進展を背景とした「エネル
ギー移行」が顕在化し、石油需要の持続性について不確
実性が高まっていることが挙げられよう。
　これらを受けメジャーズは、資産ポートフォリオ戦略
において、油価下落に対するヘッジとしての上流/下流
資産のバランス、そして油価サイクルの短期化に対する
ヘッジとしての長期/短期資産のバランスに加え、石油
需要の先行き、つまり「エネルギー移行」に対するヘッジ
の視点が不可欠になっている。これを考慮する際に最も
重要なのは「エネルギー移行」がどのようなスピードで進
展するかということである。この不確実性に対して、メ
ジャーズは、短期資産を積み重ねることで、移行のペー
スを見計りつつ、さらには化石/非化石資産のバランス
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　「エネルギー移行」（energy transition）とは何か。さ
まざまな見解はあれど、「気候変動」議論の進展を背景と
して、「現在の化石燃料中心のエネルギーシステムから、
低炭素エネルギー中心のシステムへの転換」ということ
になろう。この「エネルギー移行」がどのようなペースで
進展していくかについて、現在さまざまな角度からの議
論が活発に交わされている状況である。
　化石燃料需要は、現在発表されている多くのエネル
ギー関連シナリオにおいて、今後数十年間にわたり安定
的な伸びを見せるとされている。図15に示したのは、
国際エネルギー機関（IEA）が発表している新政策シナリ
オ（NPS：New Policies Scenario）である。新政策シナリ
オにおける需要予測は、各国の経済成長指標とともに、
パリ協定に際し提出された温室効果ガス（Green House 
Gas：GHG）排出削減のための国際公約（NDC）を盛り込
んだものであり、現状の気候変動関連政策要素をある程
度正確に反映しているシナリオと考えられるが、NPS
が描く「未来」では、依然として化石燃料産業が大きな位
置を占めることが示唆されている。
　しかし注意すべきは、この「未来」は、パリ協定によっ
て国際社会が実現させようとしている

「未来」とは異なったものであるという
点である。パリ協定は、産業革命以前
からの気温上昇を2℃未満に抑え、か
つ1.5℃に抑える努力をすることを目
指している。そしてその目的達成のた
めにできるかぎり早く世界の温室効果
ガス排出量をピークアウトし、21世
紀後半には、温室効果ガス排出量と（森
林などによる）吸収量のバランスをと
る（「ネットゼロエミッション」）を達成
することを目標にしている。しかし、
現在提出されているNDCがすべて順
守されたとしても、パリ協定目標を前
提すると、2030年までに必要なGHG
削減量の3分の1しか削減できないこ
とが報告されている＊17。また、政策
要因のみではパリ協定目標達成に必要

なGHG削減量を確保できない以上、各産業セクターに
対してもより一層の削減努力が求められている現況にあ
る。
 このような情勢下でメジャーズは、将来の事業環境への
影響に関し、多くのリスクを特定し対応に当たってきた。
以下では、石油・ガス企業の資産ポートフォリオ選択に
対する影響が強い三つのリスクに絞って取り上げたい。
　（1） 政策による事業コスト上昇リスク
　（2）需要リスク
　（3）社会評判/財務リスク

（1）政策による事業コスト上昇リスク

　パリ協定署名国が提出したNDCの進展等により、今
後事業活動に際してカーボンプライシング制度の導入な
どGHG排出量に応じた費用負担が発生する可能性が高
まっており、これが「政策による事業コストの上昇リス
ク（政策リスク）」として捉えられている。カーボンプラ
イシングとは、炭素税や排出権取引などにより炭素に価
格をつけることであり、CO2排出による社会的費用を内
部化するために、排出量に応じて課金することである。

4. エネルギー移行―リスクと機会―

という視点も取り入れ始めていると推察される。以下で はその動向を紹介する。

図15 IEA 新政策シナリオにおける1次エネルギー需要
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実際にカナダ、ノルウェー＊18 などでは既に炭素税が導
入され事業コストが上昇している。この点について
Totalは、2017 年 に 発 表 し た レ ポ ー ト「Integrating 
Climate Into Our Strategy」で、パリ協定の進展を取り
上げ、将来の「追加的な規制等により、Totalは特定の事
業の縮小、変更または中止、グループの事業および財務
状態に悪影響を及ぼす可能性のある順守義務が課される
可能性を認識している」とするなど、政策リスクを重要
課題として見なしている。
　政策リスクに対する具体的な対策としてメジャーズ
は、インターナルカーボンプライシング（ICP）という仕
組みを導入し、将来の炭素税導入等による事業コスト上
昇分を前もって投資判断に織り込もうとしている。わが
国の経済産業省によれば、ICPとは「現在または将来の
事業活動に対する影響を定量的に明らかにし、意思決定
を戦略的に行うため、企業が自主的に炭素に価格づけを
行う」 ＊19ものである。現在メジャーズは5社すべてでこ
のICPを導入しているが、その運用方法については統一
的なルールは存在せず、課題も多い。ICPによって審査
できるのは、あくまでも、炭素コストが加算された場合
に個々の資産価値について生じ得る変化であって、需要
の変化によるキャッシュフローの減少等の影響は測るこ
とができない。
　また、将来の炭素価格に対するコストシグナル（政策
当局からの意見表明など）がない地域では、ICPによる
コスト算定はあくまでも想定の域を出ない。またICPの
みをもって投資判断が行われるわけではないため、
GHG排出強度の高い事業を即座に中止しようとするも
のでもない。ここには、将来のCO2リスクを定量化する
ことで、事業環境の変化（炭素コストの増加）に対応する
資産ポートフォリオ選択に役立てようとの意図があるよ
うである。
　具体例としてShellは、PSV（Project Screen Value）と
いうICPを導入し、下流・石化事業を含む全事業の投資
判断に際して40ドル/CO2トンの炭素価格を適用したコ
スト算定を行っている。同社CO2グループの責任者であ
るAngus Gillespie氏は、2015年にスタンフォード大学
で行った講演＊20 でPSVの効果を、①現在規制のない地
域における事業でも、規制が導入された際のコスト分を
前もって投資判断に織り込むこと、②CO2リスクを定量
化し、実際の事業計画に反映すること、③各事業におけ
るCO2排出量の監視と報告を促進すること、④最もCO2

リスクの高い事業を特定すること、そして⑤（CCS
〈Carbon dioxide Capture and Storage〉などの緩和策を
導入するための）新たな機会を見つけ出すこと、として

いる。
　同氏によれば、全資産に40ドル/CO2トンという単一
の価格を導入して横並びに比較することにより、事業環
境の変化に対し政策的影響を受ける可能性が最も高いプ
ロジェクトでのリスクについて議論すること、そしてよ
り強靭性のあるポートフォリオ選択を助け、投資家に対
してその姿勢を示すことなどが可能になるとしている。
　なお、Shell以外のメジャーズでは、Exxonが新規プ
ロジェクトに対して20ドル/CO2 トンから80ドル/CO2

トンのレンジを設定してICPを導入済み。2040年まで
には事業にかかる平均炭素価格が80ドル/CO2トンまで
上昇するとする想定を表明している。Chevronは、ICP
の導入は発表しているが、価格については公表していな
い。BPでは新規プロジェクトのうち年間排出量10万ト
ン以上のものの投資判断に40ドル/CO2トンのICPを導
入。Totalは30ドル～ 40ドル/CO2トンのレンジを置い
たうえで、油価に合わせて決定し、既に炭素税等が導入
されている地域において、実勢の炭素価格が自社ICP価
格を上回る場合には、それを採用するとしている。
　メジャーズのあるGHG管理担当者によれば、現在、
ICPの運用方法については、メジャーズ間でも意見交換
をしながら最適化を図っている状況にあるという。特に
各国のNDCの動向を注視しており、国・地域別のチー
ムを組成し、政策当局との意見交換や、情報収集をして
いるということである。

（2）需要リスク

　次に需要に対するリスクを見ていく。メジャーズは現
在、TotalがIEA 2℃シナリオ、ChevronがIEA持続可
能な開発シナリオ（Sustainable Development Scenario：
SDS）、Exxon、Shell、BPがパリ協定目標に対する政策
要因等を盛り込んだ自社シナリオによる需要予測を公に
している。これらのシナリオにおけるエネルギー需要予
測では、2040年に向けて最も需要が増加するエネルギー
として天然ガスが挙げられている。Exxonが発表してい
る「Energy Outlook 2018」では、1次エネルギー需要の
伸び率を年率0.9％としているところ、ガスの伸び率は
年率1.3％。BPが「Energy Outlook 2018」で、1次エネ
ルギーの伸び率を年率1.3%としているところ、ガスは
年率1.6％の伸びを見せるとし、化石燃料では最も大き
い成長率を予想している。メジャーズがガスの可能性を
強く意識していることが理解されるところだ。
　石油・ガス双方のポートフォリオを持つメジャーズに
とって、ガスへの移行は、むしろ「機会」である。図16
ではメジャーズの生産量に占めるガスの割合の推移を示
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している。2008年より、緩やかに割合が上昇してきて
いるのが確認できる。実際に彼らが「ガスシフト」という
言葉を使い始めたのは2000年代後半であるが、当時は、
LNGやパイプライン網発達による輸送能力の向上、価
格低下、発電効率への貢献度により、将来の需要増の見
通しが立ち始めた時期であった。また、NOCsの存在感
向上によって地質的・制度的アクセスが容易な「イージー
オイル」の枯渇が懸念されたことで、埋蔵量が多く、か
つ地域偏在性が相対的に低いガスに、代替燃料としての
価値を見出していたことも「ガスシフト」の要因として挙
げられる。またガスは、火力発電燃料としては、他の化
石燃料に比べ排出係数（電気供給1kWhあたりのCO2排
出量）が低く、環境面でも大きな利点があることが認識
されていた。 
　パリ協定以降の脱炭素化への動きのなかで着目されて
いるのは、主にこの環境面の利点である。メジャーズは、
現在気候変動とそれに伴う「エネルギー移行」に直面し、

「すべての化石燃料が同様に悪なのではない（“not all 
fossil fuels are same”）」という論理で、明確にガスシフ
トの視点を打ち出してきている。Shellは、低油価市況
の下で緊縮財政を強いられていた2015年、56億ドルの
対価を支払い、BGを買収、LNGポートフォリオを大き
く拡充した。さらに、2018年3月のCERA Weekにお
いて、今後ガスシフトを加速し、生産量の70%までを
ガスにする目標を打ち出している。
　また、同会議においてTotalのPouyanné氏は、「Total
は現在、石油・ガス会社というよりはむしろガス・石油
会社になろうとしている」と発言し、話題をさらった。
Totalの生産量におけるガス割合は現在50%に達してい
る。また近年ではLNG資産の拡充に力を入れており、

2016年には、Gas Renewables & Power部門を設立した。
Totalは、石油とガスとではバリューチェーンが異なる
ことを認識し、ガス・LNGの市場開拓から、流通、電
力事業までを垂直的に管理することを目指している。
2017年11月には仏ユーティリティー EngieからLNG
資産を買収し、2020年時点での年間LNG取り扱い量は、
私企業では世界第2位の規模の4,000万トンに達する見
込みである。またTotalは現在、アフリカ・コートジボワー
ルにおけるLNG受入基地建設事業やミャンマーガス火
力発電所事業への出資など、エンドユーザー開拓までを
含めたガス事業構想を抱いている。
　BPもガスシフトの姿勢を強く打ち出している。同社
の2017年投資家向け戦略発表によれば、現在生産量に
占めるガス割合は約50%だが、2020年代には60%まで
引き上げる計画で、2021年までに生産開始を予定する
プロジェクトの75%がガス案件であるという。またモ
ザンビークのCoral FLNG事業＊21 やセネガル・モーリ
タニアのTortueガス田開発では生産開始前からLNGの
全量引き取りを発表、取り扱い玉を増やすことで、供給
弾力性を高めようとしている。
　また、より直接的に、化石燃料のその先を見据えたポー
トフォリオ選択も進んでいる。欧州メジャーズでは特に
その傾向が顕著である。
　Totalは、「Renewable Energy Majors」という企業目
標を設定し、ポートフォリオにおける再生可能エネル
ギー比率を2016年末の9%から2030年には20%まで引
き上げる旨を発表。また電力事業にも進出、発電容量
5GW（ギガワット：10億ワット）を目標として掲げてい
る。同社は、2011年に米国の太陽光発電事業者Sun 
Powerを子会社化し、米国太陽光事業に進出、現在では
南アフリカ、日本、チリなどで太陽光事業を展開してい
る。また、これまで同社の再エネ部門は太陽光中心であっ
たところ、2017年9月仏Erenの買収により風力事業に
も進出予定である。Pouyanné氏は前述のPIW紙インタ
ビューで、「ユーティリティーになろうとしているわけ
ではないが、Totalの目指すところは、資源を売ること
ではなくエネルギーを売ることである」とし、2016年に
は蓄電池製造企業Saftを完全子会社化するなど、再エネ
実用化のための戦略も例示している。
　Shellは、2016年New Energies部門を設立。再生可
能エネルギー、低炭素技術開発への投資を進めている。
重点領域は、運輸部門と電力である。運輸部門について、
新世代燃料への投資にも意欲的で、ブラジルでのサトウ
キビからのエタノール合成事業や、欧州での水素販売網
拡充を進めている。またShellは、2040年に電気自動車

図16 メジャーズ　石油ガス生産量に
占めるガスの割合の推移
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（EV）の普及率が25%に達するとの見通し（自社予測）か
ら、欧州最大の充電設備シェアをもつ。2017年11月、
BMWグループ、Daimler、Volkswagenグループ（Audi
とPorscheを含む）、Ford Motorの6社が共同で設立し
た超急速充電ネットワークの新会社、IONITYに参画し
た。さらに2017年、欧州最大の充電ネットワークを持
つ蘭NewMotionを買収、欧州を中心に充電網拡大を進
めている。
　また電力部門では、15年以上にわたる風力発電事業
の経験があり、北米陸上、欧州洋上風力事業等に権益を
持っている。また近年では、アジアやアフリカなどグリッ
ドが整備されていない地域における分散型太陽光発電事
業に参画し、再エネの普及に努めている。
　BPは、2001年、再生可能エネルギーへの関心が強かっ
た当時のCEO John Browne卿の下、「beyond petroleum

（石油の先）」という理念を掲げ、Alternative Energy部
門を設立、2005年からの10年間で再生可能エネルギー
関連事業に対する80億ドルの投資を目標としていた。
2010年のメキシコ湾事故以降、財政緊縮を理由として
計画は縮小、以降パリ協定発効後まで再エネ事業に消極
的姿勢を取っていたが、現在では再びエネルギー移行に
関するポリシーを整備してきている。
　2017 年 度 末 決 算 で は、「Advanced mobility」「Bio 
and low carbon products」「Carbon management」

「Power and storage」「Digital」の5領域を重点分野に設
定。それぞれに対し、まずはスタートアップファンドで
あるBP Venturesを通じたベンチャーアプローチによる
実験的手法による投資先を選定。有望事業に対しては、
既存の市場プレーヤーとの戦略的パートナーシップを通
じたシェア確保、という戦略を発表した。特に目覚まし
いのがEV関連事業への進出である。2017年度末決算
発表では、EVを石油需要への脅威やGHG排出削減のカ
ギとして捉えるのではなく、人々のライフスタイルの変
化に伴う新たなビジネスチャンスとすることを表明して
いる。2017年EV急速充電サービス提供企業FreeWire
社買収に際しても、今後のEV充電網設置にあたり、自
社のサービスステーション利用ではなく、小売り店の敷
地を利用して「買い物をしている間にEVの充電が完了
するライフスタイル」というビジョンを発表している。
　以上見てきたように、欧州メジャーズは、2016年以降、
M&Aによる新技術、販売網取得、またベンチャーアプ
ローチを活用し、再生可能エネルギーやバイオ燃料の本
格的事業化に向けて動き始めている。投資額としては、
三つの手段とも全体の投資額の10%以下と、まだまだ
少額ではあるが、新たな事業領域として積極的に捉えて

いるようである。
　一方米系メジャーズ2社は、再生可能電力について、
Exxonは現時点では資産を保有せず、Chevronはインド
ネシア、フィリピンで1980年代より地熱発電事業を行っ
ていたが、低油価時の資産売却の一環として売却するな
ど、消極的に見える。米系の焦点はむしろ、低炭素技術
開発とバイオ燃料であり、CCS（CO2 回収貯蔵技術）、
CCUS（CO2回収利用貯蔵技術）や新世代燃料の研究開発
を盛んに行っている。CCSについて、Chevronは、オー
ストラリアのGorgonプロジェクトで、同国政府から6,000
万ドルの資金提供を受け、CO2圧入を実施。Chevronに
よれば、CO2圧入により、同プロジェクトからのCO2排
出量を40%削減することが可能であるという。Exxonは、
バイオ燃料の研究開発に注力している。現在最も傾注し
ているのが、藻類からの脂質精製プロジェクトである。
Exxonは米Synthetic Genomics Inc.（SGI）と共同で、
2009年から藻類由来油脂の研究開発を実施。2017年に
はゲノム編集技術を利用した油脂含有量増加に成功し、
2025年までに日量1万バレルの精製を目標としている＊22。
既存の輸送燃料代替燃料としての商業化はまだまだ先で
あるが、将来の燃料転換も見据えて大学やベンチャー企
業との共同で地道な研究開発を続けている状況である。

（3）社会評判/財務リスク

　また、「エネルギー移行」に関連してメジャーズが直面
してきた最大かつ本質的な課題は、「化石燃料」関連事業
を運営するという事実そのものによる社会的な評判リス
ク（Reputation Risk）である。評判リスクとは、企業な
どの組織の評判（Reputation）に起因して経営にダメージ
を与えるリスクを指す＊23。ここでいうダメージとは、
消費者心理への影響による売り上げの減少、また投資家
心理への影響による資本調達への影響（資本コストの上
昇）などが考えられる。1980年代後半から企業価値判断
に際し、財務面のみならず社会的責任（CSR）＊24という
軸が重視されるようになり、関連施策の実施状況は投資
家にとっての重要な判断材料と見なされるようになっ
た。このような状況下で、企業の経営者にとって「評判
リスク」の管理は企業価値保存・向上に不可欠であると
されている。
　石油ガス産業では、1980年代後半ごろから油流出事
故（Exxonのアラスカバルディーズ号座礁事件）やShell
の生産設備の処分方法をめぐるNGOとの議論（Shell北
海ブレントスパー処分論争）などをきっかけに国際社会
から環境管理責任を追及されたことで、「評判リスク」の
管理が経営課題となっていった。その後、1992年気候
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変動に関する国際連合枠組み条約（UNFCCC）の締結や、
締約国会議（COP）における関連議論の進展を受けて、
CSR課題の一つとして「気候変動」が重要性を増していっ
た。2011 年、英国の金融系シンクタンク Carbon　
Trackerが化石燃料の「座礁資産」問題＊25を唱え始めた
ことで、株主総会などで「気候変動」関連の対策を明らか
にする要求が提出されるようになり、「気候変動」が石油
企業にとっての具体的な「評判リスク」として浮上したの
である。ただし当時は、気候変動対策についての国際合
意が具体化されていなかったこと、また中国の石油需要
の伸長等を背景に油価が高値安定的（2011年3月には
WTI 100ドル/バレルを超えた）に推移していたことも
あり、「気候変動」はあくまで「評判リスク」の一つに過ぎ
ず、資産価値の毀損や資本コストの上昇といった財務上
の影響についてはあまり考慮されていなかった。
　しかし、2015年パリ協定の採択により、国際社会が「脱
炭素化」への移行を具体化したことで、気候変動は「評判
リスク」からより現実的な「財務リスク」へと変化してき
ている。具体的には、投資家・株主から、気候変動が事
業活動に与える影響につき検討し、開示するように要請
する圧力の高まりが挙げられる。
　図17には、例として米国における気候変動関連株主
提案に対して投じられた賛成投票率の推移を示した。
2015年以降、特に気候変動リスクの開示を要請する提
案について賛成率が上昇していることが分かろう。
　メジャーズに対しても、2015年以降、気候関連財務
情報開示の適正化に関する株主提案が相次いで提出され
るようになった。例えばShellは、2015年、英国の資産
保有者やファンド管理者の団体である「Aiming for A」
から「2035年以降の戦略的柔軟性（strategic resilience 

for 2025 and beyond）」という提案を受けている。ここ
では、「現状排出量管理」「IEAシナリオに対する資産ポー
トフォリオの弾力性」「低炭素エネルギーに対する調査
開発・投資戦略」「関連する戦略KPIと取締役のインセ
ンティブ」「気候変動に関する公共政策への立場」の5項
目についての開示要請が出されており、気候変動対策の
体系的な開示が求められている。Shellはこの要請に対
し株主総会通知で回答。同決議は、2015年株主総会で
98.91%の賛成票が投じられ、2016年以降の年次報告に
おける継続した情報提供が約束された。なお、Aiming 
for Aは同様の提案をBPにも提出している。
　また2017年5月には、Exxonに対しパリ協定の2 ℃
目標達成シナリオにおける自社事業のストレステストの
実施と結果の公開を要求する株主提案がなされた。
Exxonの経営陣は、賛成票を投じないように要請してい
たが、株主総会では62%の支持を得て可決されている。
Exxonの筆頭株主は世界最大の資産運用会社である
Black Rock社、また大手投資運用管理会社のVanguard
社などであり、彼らが賛成に回ったと見られている。
Black Rock社は「気候関連情報開示は最も優先順位の高
い議題の一つである」としており、同社websiteにおい
て「われわれは永遠に待てるわけではない（“Our 
patience is not infinite”）」というメッセージを発信して
いる。Black Rock社のような大口株主が開示を要求し、
実際に経営陣の意図に反する決議に賛成票を投じるよう
になったことで、「気候変動」関連決議を一部活動家から
の要求に過ぎないとして片づけることは困難になってき
ている現状である。
　これらの運動や機運が高まった要因として、第一はパ
リ協定の採択・発効による投資家心理への影響があるが、

図17 米国における気候変動関連株主提案に対する賛成投票率推移

出所：Bloomberg　2017年6月1日

年
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併せて、規制当局も開示についてのルールを整備しつつ
あることが挙げられる。米国ではSECが、2010年に 

「Commission Guidance Regarding Disclosure Related 
to Climate Change」を発表し、経営者による財務・ 経営
成 績 の 分 析（Management Discussion & Analysis : 

「MD&A」）に対する適用と、気候変動情報の開示が必要
となる場合の例を示した。その後2012年、2014年と
追加レポートを発表してきたが、2016年には有価証券
報告書への気候関連情報記載の具体化に向けたパブリッ
クコメントを要請、2017年12月には、寄せられたパブ
リックコメントを基に、開示に関する具体的な提言を発
表する意向を表明している＊26。
　欧州では、CSR議論の進展に合わせ、環境影響等の
非財務情報開示について以前から取り組まれていた＊27

が、パリ協定採択以降、気候関連情報開示についても取
り組みが進んでいる。フランスでは2015年に成立した「エ
ネルギー移行法（Energy Transition for Green Growth 
Act）」のなかで、上場企業、銀行、機関投資家に対して、
気候変動が事業活動に与えるリスクにつき「Comply or 
Explain」原則＊28に従って年次報告書に記載するよう規
定した。
　各企業の気候変動対策状況を投資家一般に利用可能な
データベースに整備しようとする動きも盛んである。代
表的なものでは2000年に英国で設立された非営利団体
CDP（Carbon Disclosure Project）がある。CDPは、世
界の主要企業のCO2排出量や気候変動関連情報を質問書
で収集し評価することで、企業の取り組み情報を共通の
尺度で公開しようとする試み＊29 を行っている。CDPの
気候変動関連調査は2002年から開始されているが、パ
リ協定発効後の2016年度気候変動調査の回答企業は、
1,089社（時価総額35兆米ドル。世界の温室効果ガス排
出量の12 ％）に達している。賛同する機関投資家は
2016年時点で822に上り、世界的に認知度を高めてき
ている状況である。
　CDPが収集した回答書は基本的に公開され、取り組
み内容に応じたスコアリングが公表されている。CDP
は 企 業 を 開 示 状 況（disclosure）、 取 り 組 み 状 況

（performance）の二つの軸で評価し、「取り組みをして
いない」との回答でも開示状況スコアは加算されるが、
取り組み状況のスコアは加算されない仕組みである。メ
ジャーズは、2016年度評価で、開示状況について総じ
て高いスコアを獲得しているとはいえ、気候変動対策の
パフォーマンスでは、最高評価である「A」を獲得してい
る企業はない。ShellがA-、Total、BP、ChevronがB、
ExxonがCとなっている。ただ開示をすればよいという

のではなく、具体的な取り組みの実施を求められている
わけである。
　さらに、2017年に入り、気候関連情報の開示のあり
方について国際標準化を設定しようという段階まで踏み
込んだ動きが出てきた。代表的なものには、G20金融安
定理事会（FSB）のもと設置された気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）がある。
　TCFDは、2015年12月に開催されたG20財務大臣・
中央銀行総裁会合でFSBに対し気候関連課題に対する
金融セクターの対応検討が要請されたことを受け、同年
12月に招集された。TCFDは、FSBが選定した金融/
非金融セクター、会計、保険セクターなどさまざまな産
業セクター出身の民間有識者によるタスクフォースであ
る。企業が気候変動に係るリスクや機会を可視化して自
社の戦略に盛り込んでいることを明確にし、投資家や銀
行、保険会社等のステークホルダーに対する説明責任を
果たすためのガイドラインの策定を任務としている。
2017年6月には最終提案＊30の形で開示のフレームワー
クが発表され、この提言に対して、100社を超える企業・
機関の経営者らが同報告を支持する共同声明を発表し
た。背景には、2008年リーマンショックの反省を基に
金融セクターが把握できないリスクによる経済破綻を
未然に防止する意図があり、気候変動による海面上昇
や異常気象等の物理リスク、またエネルギー利用のあ
り方の変化（「エネルギー移行」）が企業活動に及ぼす影
響をステークホルダーが適切に把握することを目指し
ている。
　既存の開示関連運動と比較して特徴的なのは、キャッ
シュフローへの影響の開示を求めている点、またシナ
リオ分析手法＊31 を用いた気候変動による自社事業への
影響分析が推奨されている点、この二つである。シナ
リオ分析についてTCFDは、「産業革命以前から気温上
昇を2℃もしくはそれ以下に抑制するシナリオ」（IEA2℃
シナリオなど）における自社資産のストレステストを推
奨している。これらのシナリオでは、パリ協定2℃目標
達成のために必要なカーボンプライシング等の施策実
施による影響（需要の変化など）が盛り込まれている。
同シナリオの下でのストレステストを行うことで、保
有資産のうちのCO2 排出強度の高いものについては、
将来の資産価値に変化が生じ得る。そしてTCFDの推
奨するフレームワークではこの変化、つまりキャッシュ
フローへの影響開示が要求されている。これは投資家
にとっては、将来、「2℃目標」が達成された場合の投資
先企業の強靭性を図る材料として有意義であり、また
企業にとっては、より強靭性の高い資産ポートフォリ
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オ選択に資することになる、というのがTCFDの趣旨
であると理解できる。
　メジャーズの反応は、Shell、Totalは賛同企業（「サポー
ター」）として提言に署名、Exxon、Chevron、BPは署
名を控えた。メジャーズは、賛同、反対企業双方とも、
気候変動は事業活動に影響を与え得るものであり、企業
戦略のなかで統合的（Synthetic）かつ全体的な（holistic）
視点で分析した関連情報を開示することに異論はないと
した上で、TCFD提言におけるフレームワークは、産業
セクターごとの違いを捨象している点、また推奨される
シナリオ分析が「パリ協定2℃目標に準拠する企業活動」
を推奨するようにもとれることなどを批判し、強い反応
を示した。
　TCFD以前までメジャーズは、CDPに代表される投
資判断データベースの作成や開示方法標準化の動きにつ
いて、あくまでも民間団体の取り組みであり個々の株主
とのコミュニケーションに勝るものではない、と判断し
ていたようだ。ところが、TCFDのような権威ある機関

（G20）を母体とした組織が、「任意」とはしながらも株主
の投資判断、さらには資産ポートフォリオ選択という事
業戦略にまで手を伸ばしてきたことで急激に反応を強め
た形である。各国がパリ協定目標達成を充足する具体的
施策を十分に提示できていないなかで、私企業である彼
らが自社事業の「2℃目標」との整合性を問われることは
過分な負担であり、メジャーズの反発には一定の正当性
があると考えられる。またそもそも、事業リスクは多々
あるわけであり、気候変動、特に「2℃シナリオ」との乖
離を特別のリスクとして扱うことは当然のこととして正
当化できるものではない。メジャーズの経営課題検討担

当者からは、「『気候変動』は重要な経営課題であるが、
“one of them”であることもまた事実である」という意見
もあった。
　しかし本稿執筆現在では、メジャーズ5社すべてが一
定程度TCFDフレームワークに則した開示を進めよう
としている＊32。一例を紹介すると、Chevronが2018年
3月に発表した「Climate Change Resilience Report＊33」
では、明確にTCFD提言が引用され、相当程度同提言
に沿う形となっている。
　レポートでは、TCFD提言に従って「2℃目標」に整合
的なシナリオ（IEA SDS）における資産のストレステス
トが公開されている。結論としてChevronは自社資産
について、一部の資産には価値毀損が生じることも想定
されるとした上で、「自社資産はBrownfieldの高リター
ン資産、また短期資産（特に米Permianシェール）が中心
であることから、中長期的（10年以上）に見ても競争力
を確保できる」としている。
　今後、他のメジャーズにおいてもTCFD提言に沿っ
た開示が進められる見込みであるが、「2℃シナリオ」へ
の整合性が問われる以上、実際のポートフォリオ選択に
おいても大きな影響を及ぼすことが予想される。CO2排
出強度の高い資産の売却や、短期資産の拡充などが加速
される可能性も否定できない。
　以上、株主提案の増加やTCFD提言などにより、気
候関連情報開示についての議論は一層進展していくと考
えられ、メジャーズとしても気候変動は既に、「評判リ
スク」の問題から一歩進み、「財務リスク」の視点からも
考慮すべき課題になっていると推量する。
　これまで見てきたように、「気候変動」そして「エネル

図18「エネルギー移行とメジャーズのポートフォリオ戦略」イメージ図
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移行の流れ

（1次エネルギー
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出所：各種資料より JOGMEC 作成
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おわりに

　これまで低油価対策と「エネルギー移行」への対応を通
じたメジャーズのポートフォリオ戦略を通覧してきた。
2014年以降、低油価期の「サバイバルモード」対応に始
まり、徹底した体質改善を図ることで、市況への適合を
完了したメジャーズは現在、2000年代前半の膨張路線
から脱し、従来の「リターンモデル」に立ち返るとともに、

「エネルギー移行」の進む世界において、より持続可能性
の高いポートフォリオ構築に向けた動きを示し始めてい
る。すなわち、「油価の変動に対するリスク分散」のみな
らず「エネルギー移行進展の速度に対する不確実性への
ヘッジ」としてのポートフォリオバランス、具体的には
上流/下流、長期/短期、石油/ガス、さらには化石/非
化石という軸の追求である。
　ポートフォリオ戦略において今後注視すべきは、油価
の変動ではなく、その背景にある「エネルギー移行」進展
のペースである。エネルギー移行の進展には、政策、人々
の選好、自然災害などさまざまな要因が複合的に作用す
るため、多大な不確実性が伴う。30年以上にわたるシ
ナリオ分析を用いた戦略策定の経験をもつShellは、起
こり得る複数の未来像とリスクを想定し、“Minimizing 
maximum regret in the radical uncertainty（多大な不確
実性における最大の後悔を最小化すること）”をポリシー
に、柔軟な戦略策定を行っている。これはつまり、複数
の将来シナリオを策定し、それぞれに対応する多様な選
択肢をもつことで、いかなる未来が到来したとしても、

その未来における均衡に対する効用を最大化する戦略を
意味し、このポリシーに従ってShellは、影響が“extreme”
な資産である、カナダオイルサンド資産（ここではCO2

強度の高いものとしての例）の売却を選択している。こ
れまで見てきた短期資産の拡充や、「RRR重視」からの
転換もこのポリシーで説明が可能であろう。
　Shellほど雄弁に言明しないにしても、現在メジャー
ズは各社、多種多様な要因による将来の不確実性を見据
え、柔軟なポートフォリオを志向している。ハイリターン
との引き換えに、ハイリスクかつ硬直的な資本という特
徴を備える石油開発を企業経営の軸としてきたメジャー
ズにとって、現在は大きな変革の時と言えるだろう。
　筆者は2018年1月に欧州メジャーズにヒアリングを
行い、本稿でも一部担当者の見解を紹介してきた。彼ら
は3社一様に、「エネルギー移行」は想定以上のスピード
で進展しており、石油会社にとってこれまでで最も大き
な経営課題であるという見方を示した。不確実性のなか
で試行錯誤を繰り返しながらも確実に備えを進めてきて
おり、現在では「エネルギー移行」を歓迎し、むしろ、「自
ら移行への道筋をつける」姿勢に変革しているとのこと
であった。メジャーズは今、「いかなる油価に対しても
収益を上げることのできる石油企業」であることを超え
て、「いかなる燃料が主力になっても収益を上げること
ができる総合エネルギー企業」への、言わば「自己破壊」
的変貌を遂げようとしていると言えるであろう。

ギー移行」は、メジャーズのポートフォリオ選択に直接の
影響を及ぼし得る課題となっている。小括として、図18
にメジャーズの「エネルギー移行」に対するポートフォリ
オ戦略をまとめた。彼らは、今後の資産ポートフォリオ
選択や今後の資産ポートフォリオ選択に当たり、数十年
にわたる開発・生産期間を持つ長期資産の割合を限定し
て短期資産を拡充しつつ、増加するガス・LNG需要の
取り込みを狙いガスシフトを進めると思われる。さらに、
非化石資産（再エネ等）に関してもM&Aやベンチャーア
プローチを通じて拡大していくことが予想される。
　一つ留意しておきたいのは、メジャーズはあくまでも
社会の「移行」ペースを測りながら、ポートフォリオの再
編を進めており、即座に化石燃料事業を中止するわけで
はないという点である。2000年代前半に再エネ事業へ

の本格的投資を試みたBPのDudley氏は、当時の状況に
ついて「社会が（われわれに）追いついていなかった」と振
り返った上で、「現在はパリ協定により国際社会の総意
として『エネルギー移行』への道筋が具体化された。社会
と歩調を合わせつつ、エネルギー移行を推進する」とし、
政策当局に対し脱炭素化に向けたインセンティブ策（炭
素税導入や、再エネ由来電力購入に係るインセンティブ
など）の設定を呼びかけている。ShellのBeurden氏も、「社
会の移行スピードに合わせて、われわれも移行を進める。
今後も世界は経済成長に伴い、より多くのエネルギーを
必要とする。われわれの中核事業はいまだ石油・ガスで
あり、社会に先んじた対策を採ることは適切ではない」
としている。
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<注・解説>
＊1： Patrick Pouyanné,「Total’s Pouyanné Talks Maersk, Qatar, Iran and EVs」Petroleum Intelligence Weekly, 23 

October 2017
＊2：Andy Brogan, “Funding challenges in the oil and gas sector”, EY, 2014
＊3： Exxonは2018年3月現在、過去35年間連続、Chevronは30年間連続の増配を続けている。  

http://corporate.exxonmobil.com/en/investors/stock-information/dividend-information/overview
＊4： Shellは2015年、英国BGグループを総額520億ドルで買収。成長事業を強化するという戦略の下、LNGに強

みを持つ同グループの資産併合により、LNG生産能力は約27%増加、年間3,300万トンに積み増すとともに、
石油ガス合計生産量も日量60万バレル増加した。

＊5： 低油価期のNOCsの動向については、高木路子「新たな模索を始めた欧米メジャー」本誌2017. 1 Vol.51 No.1を
参照。

＊6：International Energy Agency,“World Investment Outlook”2017
＊7：“Delayed oil projects total nears $400billion”, Financial Times, January 14, 2016
＊8： 古山恵理「モーリタニア・セネガル沖開発へメジャーズ参入」石油・天然ガス資源情報2017/6/26を参照。 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1004689/1004720.html
＊9：ダニエル・ヤーギン『石油の世紀』日高義樹他訳、日本放送出版協会、1991年
＊10： “Total says to invest 1 billion euros in its Antwerp plant”, Reuters, May 23, 2013
＊11：“Patrick Pouyanné, Total Package”, Financial Times, October 25, 2014
＊12： BPは操業効率改善のためデジタル技術の利用拡大を進めており、特にブロックチェーン、コグニティブコンピュー

ティング等の領域に活発な投資を行っている。直近ではBP のスタートアップファンドであるBPVenturesを通じ
てAIとコグニティブラーニングの先進企業であるBeyond Limitsに出資、大水深探鉱などでのデータ解析への
適用を目指している。 https://www.bp.com/en/global/corporate/media/press-releases/caltech-startup-
beyond-limits-secures-investment-of-20-million-from-bp-ventures.html
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