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　2020年3月3日、JOGMEC調査部は英国の上流開発企業アドバイザーのランバート・エナジー社＊1

を招へいし、メジャー企業のエネルギートランジション戦略に関する報告会を開催した。
　エネルギートランジションは石油・天然ガス企業が気候変動問題や温室効果ガス排出削減などの社会
的な要請に応えていく上で重要なテーマであり、メジャー企業による太陽光や風力などの再生可能エネ
ルギーに対する資本投資を拡大する動きが注目されている。
　他方でメジャー企業の設備投資に占める再生可能エネルギーなどの低炭素化関連の割合は10％にも
満たないことから、エネルギートランジションに取り組んでいるというのは環境活動家や機関投資家に
向けのポーズに過ぎず、やはり産業・経済の発展に不可欠なエネルギーを安定的に供給していくために
は石油・天然ガスの上流開発投資が経営戦略の中心で有り続けるであろうという見方も根強い。
　このように石油・天然ガスの上流開発支援に携わる機構にとって必ずしも扱い易いテーマではないこ
とから、JOGMEC調査部として2019年度はメジャー企業のエネルギートランジション戦略をテーマと
した委託調査を実施した。当初、石油・天然ガス上流開発業界関係者からも参加者を募ってセミナー形
式で開催することを検討したが、折からの新型コロナウィルスの感染拡大を受け、やむを得ずセミナー
開催は見送りとなったが、機構内の少人数でプレゼンテーションを受け、質疑応答・意見交換を行った。
　本稿はランバート・エナジー社のプレゼンテーション・質疑応答・意見交換の概要を取りまとめたも
のである。

はじめに

メジャー企業のエネルギートラン
ジション戦略
～英ランバート・エナジー社によるプラグマティックなアプローチ

JOGMEC調査部 古藤　太平

1. メジャー企業のエネルギートランジション

（1）Royal Dutch Shell（Shell）

　Shellのエネルギートランジション戦略は最終エネル
ギー消費に占める電力の割合が長期的にわたり上昇して
いくというシナリオに基づいて策定されている。現状2
割程度に過ぎない一次エネルギーに占める電力の割合は
今世紀末には5割を超えることは確実とShellは見てお
り、パリ協定の温室効果ガス排出削減目標を達成する上
でも気候変動問題に対応して二酸化炭素の排出削減に取
り組んでいくことは避けて通れない課題としている。
　他方、Shellのシナリオのもう一つの想定で特徴的な
のは石油・天然ガスに対する需要が絶対量としては大き
く減ることはないということである。Shellは再生可能

エネルギーに関連して発電や充電などの電気関連事業に
投資することはあってもユーティリティ企業に転換する
ことはない。ただし、再生可能エネルギーの利用拡大に
は多額の投資が必要である。石油・天然ガス事業への投
資だけでなく温室効果ガスの排出削減および再生可能エ
ネルギーの利用拡大に必要な投資資金を確保するという
2つの課題に対応していくため、2つの課題を2つの可能
性と置き換えるのがShellのエネルギートランジション
戦略のベースになっている。
　エネルギートランジションへの対応を通じて、温室効
果ガス排出削減という問題の一部ではなく、再生可能エ
ネルギーの利用拡大に必要な投資資本を供給することで
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図1 Shell のエネルギートランジション・シナリオ

出所：ランバート・エナジー社

図2 統合ガス事業がエネルギートランジション戦略の中心テーマ

出所：ランバート・エナジー社
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ソリューションの一部になろうとするアプローチと考え
られる。建設的に社会と対話していくためには他のエン
ティティに行動を求めるのではなく、自ら実践できる行
動を具体的に起こしていくというのがShellのアプロー
チである。投資を継続していくためには資金が必要であ
り、再生可能エネルギーや二酸化炭素の分離回収を飛躍
的に拡大するにはなるべく効率的に資金を集める必要が
ある。Shellのポートフォリオの中で投資効率の高い事
業分野は現状、石油・天然ガス上流開発とLNGバリュー
チェーンである。この2つから潤沢なキャッシュフロー
を生み、排出削減関連投資と配当を行っていくことで資
本の効率性を最大化することがエネルギートランジショ
ンへの最大の貢献となると考えているのである。
　このような資本の効率性を高めることで持続可能な投
資のモデルを提供することを通じ、企業価値の向上を図
り、気候変動問題への対応を石油・天然ガス事業に対す
る投資と統合して提供することで社会に貢献するもので
ある。化石燃料であろうと再生可能エネルギーであろう
と、より高いリターンを上げる投資を継続することと、
二酸化炭素の排出を最も抑えた形で石油・天然ガスを効
率的に生産することはShellにとって等価なパリ協定目

標達成に対するコミットなのである。
　エネルギートランジションに対応するために事業部門
も①中核上流事業（在来型油・ガス、大水深、シェール
開発）、②短期エネルギートランジション（LNGを含む
統合ガス事業、石油製品、化学製品）、③長期エネルギー
トランジション（電力、再生可能エネルギー）の3つに再
編し、LNGを含む統合ガス事業（Integrated Gas）をエネ
ルギートランジション戦略の中核と位置付けている。
　Shellの エ ネ ル ギ ー ト ラ ン ジ シ ョ ン 戦 略 は、CCS

（Carbon dioxide Capture and Storage：CO2回収・貯留）
や森林再生による二酸化炭素の排出を削減しながら天然
ガスシフトを進めつつ、再生可能エネルギー・バイオ燃
料・水素利用・充電などのEV関連事業への投資を行う
ことで温室効果ガス排出のネットゼロ目標を達成しよう
というものである。
　Shellは低炭素社会への移行を実現した後も天然ガス
が重要な役割を果たし続けることは確実と見ており、か
つ2040年に年間7億トンまでに増加する世界のLNG需
要の増加の半分以上は南アジアと東南アジアから発生す
るとみて、これらの需要地への供給に資する上中流事業
への投資を戦略的に行っている。

図3 低炭素社会実現へ向けた Shell の取り組み

出所：ランバート・エナジー社
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（2）Total

　Totalのエネルギートランジション戦略は、2040年に
2℃目標を達成するために世界全体のエネルギー需要に
占める石油の割合を25％未満とすることを前提に構築
されている。Totalはパリ協定の目標達成のためにカー
ボンプライスが導入されることを想定しており、石油・
天然ガス開発を操業コストの低いプロジェクトに絞り込
むことにより排出削減に対するコミットメントを達成す
ることができるとしている。
　Totalのエネルギートランジション戦略の特徴は、天
然ガス・LNG事業と電力・再生可能エネルギー事業を1
つの統合ガス再エネ（iGRP）事業部門としているところ
にある。LNGバリューチェーンへの投資は再生可能エ
ネルギーに対する投資と合わせて実施することでiGRP
のバリューアップを図ることができると考えている。例
えば東南アジアにおける再生可能エネルギーの利用拡大
に伴いそのバックアップ電力供給源として拡大する
LNGの需要を取り込むというのがその一例である。
　iGRP事業部門では、①天然ガスバリューチェーン、
②再生可能エネルギー、③森林再生保護に取り組み、カー
ボンプライスの導入を視野に投資を拡大するとしている。
CCUS（Carbon dioxide Capture, Uti l ization and 

Storage：CO2回収・有効利用・貯留）や省エネルギー、
脱炭素技術開発に加えて、ブレークイーブンの低いプロ
ジェクトを厳選し、2040年以降も経済性を維持できる
石油上流投資を継続する。
　iGRP事業部門の中核はグローバルなLNG・再生可能
エネルギー事業の展開と欧州における電力事業の展開で
ある。それでも年間180 ～ 200億ドル規模の設備投資
の半分以上は探鉱開発に充てられ、iGRP事業部門は
LNGを含めても3割程度に留まるというのが実状であ
り、今後この割合をどこまで拡大することができるか注
目される。
　バッテリー技術のSAFT、クリーン燃料のPITPOINT、
風力・太陽光のeren、省エネ技術のGreenFlex、ガス再
エネのDirect Energy、天然ガス輸送のClean Energyな
どに投資してきた。最近でもSAFTがフランス・ダン
ケルクにリチウムイオン電池工場を建設し、再生可能エ
ネルギーの利用拡大に伴い需要が増す需要変動へのレス
ポンスや系統安定性を高めるサービスの提供を志向して
いる。洋上風力への取り組みを強化するなどTotalの再
生可能エネルギーに対する取り組みは最近の油価低下・
新型コロナウィルス感染拡大による石油需要回復見通し
懸念によりむしろ加速していると見られる。

図4 Total のエネルギートランジション戦略

出所：ランバート・エナジー社
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（3）BP

　前CEOのBob Dudleyは再生可能エネルギー投資につ
いて過去に高コスト低リターンに陥った経緯があること
から、あまりピッチを上げすぎないよう比較的慎重な発
言を繰り返していた。これは 1990 年代から元 John 
Browne CEOの下で気候変動問題の重要性を認識し、
代替エネルギー事業部門を立ち上げて北米における風力
事業などに投資を行っていたが、2008年以降の経済危
機や2010年のメキシコ湾における原油流出事故により
気候変動問題への対応が抑制的になっていたという事情
を反映したものと考えられる。
　ところが、2020年2月に就任した新CEOのBernard 
Looneyは2050年の排出ネットゼロやScope 3へのコミッ
トメントを行うなどエネルギートランジション対応にか

なり踏み込んだ発言を行い、方針を転換することを表明
し始めた。その後の油価の下落や新型コロナウィルスの
感染拡大による需給環境の変化に伴う対応の詳細は9月
に発表する予定としている。米国マッキンゼー流の組織
改編や2050年の排出量ネットゼロを達成するため販売
する製品の二酸化炭素排出を5割削減することを目標と
するなどエネルギートランジションに向けてアクセルを
踏み込んでいる。
　従来の上流・中下流・再生可能エネルギーという事業
部門ごとの戦略・資本配分から自社・顧客・低排出エネ
ルギー・技術という二酸化炭素排出に着目した部門に再
編成し、持続可能性を前提とした地域・トレーディング
戦略を全社的に展開するとしている。詳細は今後徐々に
明らかになってくることが期待される。

図5 Total の統合ガス再エネ事業部門の資本投資

出所：ランバート・エナジー社
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図6 BP のエネルギートランジション戦略（Dudley 前 CEO）

出所：ランバート・エナジー社

図7 BP のエネルギートランジション戦略（Looney 新 CEO）

出所：ランバート・エナジー社
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図8 ExxonMobil のエネルギートランジション戦略

出所：ランバート・エナジー社

図9 ExxonMobil の技術開発への取り組み

出所：ランバート・エナジー社
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（4）ExxonMobil

　エクソンモービルのエネルギートランジション戦略は
欧州系メジャーのような二酸化炭素排出削減の数値目標
は掲げず、増加するエネルギー需要に対応する上で必要
不可欠な石油・天然ガス開発を進める上で可能な限り温
室効果ガスの排出を減らす技術ソリューションを提供す
ることを中心としている。
　運輸用エネルギーにおけるバイオ燃料の利用拡大、発
電や産業用エネルギーにおけるCCSや省エネ技術の活
用などの取り組みが進んでいる。またメタン排出削減な
どオイルフィールドにおける温室効果ガス排出削減の技
術開発にも取り組んでおり、OGCI＊2 に参加したり、二
酸化炭素排出税導入を支持するなど、自社の文脈でのエ
ネルギートランジションの発信に積極的な姿勢を示し始
めている。これは米民主党大統領選挙候補がいずれも石
油・天然ガス上流開発業界に厳しめのスタンスを取って
いることとも関係しているとみることもできるだろう。
　ExxonMobilはメタン漏出15％削減やフレアリング（随
伴ガス焼却処理）の25％削減を中心に炭素排出削減に取
り組む方針である。その他、MIT、スタンフォード、
シンガポールエネルギーセンターなどと協働してバイオ
燃料やCCSなどの研究開発にも取り組んでいる。

（5）Chevron

　Chevronのエネルギートランジション戦略は明らかに
欧州系メジャーに追随する動きがみられるのに加え、豪
州のLNGプロジェクトでは大規模なCCSを行うなど実
際に石油天然ガスの上流開発の現場における取り組みを
強化する動きが進んでいる。
　Chevronのエネルギートランジションに対する取り組
みも今のところCCSなど自社操業プロセスにおける対
応が中心となっている。既存のプロジェクトである豪州
の2つのLNGプロジェクトで大規模なCCSを実施して
いる。その他、ベンチャーキャピタルを通じたバイオ燃
料利用・開発や水素・再生可能エネルギー活用などの技
術開発への投資を拡大している。
　ShellやTotalなどの欧州系メジャーは今後カーボンプ
ライスの導入が本格的に進むとみているが、Chevronで
はまだ個別の自社プロジェクトから排出される二酸化炭
素の排出削減に適用されるに留まっている。
　Chevronが中心となって豪州で推進する天然ガス開
発・液化事業のGorgonプロジェクトでのCSSにおいて、
北海油田のように廃坑鉱区にまとめて貯留することがで
きる地域のような規模のメリットを追求するにはOGCI
のような企業間連携の活用が必要であり、今後の進展が

図10 Chevron のエネルギートランジション戦略

出所：ランバート・エナジー社
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注目される。

（6）メジャー企業のエネルギートランジション戦略

　ここまで述べてきたようにメジャー企業各社はそれぞ
れのビジネスモデル・戦略に基づくものではあるが、い
ずれもエネルギートランジションへの取り組みを強化し
ている。
　欧州では環境活動家や機関投資家の要請により2050
年のネットゼロ排出目標への対応が避けて通れない。こ
のため欧州系メジャー企業は自社プロセスのみならず消
費者の排出量の削減や低炭素事業への投資を目標として
掲げている。ShellとTotalは低炭素事業への取り組みを
強化するために天然ガス事業と再生可能エネルギーを統
合した事業部門を構成することにより低炭素事業を企業
戦略の中心に位置付ける戦略を取っている。
　図12の左側に示す棒グラフは2018年にグローバル
ベースで排出された温室効果ガス（二酸化炭素換算で52
ギガトン）のうち石油・天然ガス業界が排出したのはお
よそ20ギガトンとなっていることを示している。この
20ギガトンのうち石油・天然ガス企業が自ら排出した
温室効果ガス（Scope 1とScope 2）は合わせて5ギガトン

程度であり、残り15ギガトンは石油・天然ガスを消費
する際に排出されていることを示している。BPのよう
にScope 3の50 ％を削減目標に取り込むことで、二酸
化炭素の排出削減という人類共通の課題に対して、石油・
天然ガス業界はできる範囲で最大限の取り組みを行って
いることを示すことができるとすれば、エネルギートラ
ンジション戦略を推進することはメジャー企業にとって
理に適った戦略ということができるだろう。このように
欧州ではエネルギートランジションへの対応は産業にお
ける競争力の発揚の方法となっている。Scope 1、2の
みならずScope 3まで経営目標に入れることがトレンド
になりつつある。
　これに対し米国では上流開発事業における排出の削減
までがエネルギートランジションの取り組みとなってい
る。民主党の大統領候補がシェールオイル生産に不可欠
な水圧破砕を認めないとする厳しいスタンスを取ってい
るという不確実性があり、また機関投資家も排出量削減
への取り組みを要求している。このような事情から、米
系メジャーにおいてもカーボンタックスを支持したり、
業界横断的なOGCIなどの取り組みに参加したりするな
どの対応が徐々に目に付くようになってきている。

図11 メジャー企業による CCS への取り組み

出所：ランバート・エナジー社
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図12 メジャー企業各社の温室効果ガス排出削減への取り組み

出所：ランバート・エナジー社

図13 メジャー企業各社の取り組み状況

出所：ランバート・エナジー社
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2. 各国・地域の取り組み

（1）国営石油会社のエネルギートランジション戦略

　産油国の国営石油企業にもメジャー企業の後を追って
二酸化炭素排出削減に取り組む動きがみられる。国ごと
にその取り組みには濃淡があり、一部の上場NOCを除
きまだ取り組みは限定的である。株式を上場している
NOCで あ る ROSNEFT、Petrobras、PTTEPな ど は
ESG投資の観点からエネルギートランジションへの対
応を求められているが、それでもScope 3までコミット
するものはない。
　このように多くのNOCが市場からの比較的弱い環境
対応の要求に対して後追い的な対応に終始しているな
か、アブダビ国営石油会社ADNOCとサウジアラビアの
国営石油会社Saudi Aramcoの積極的な姿勢は注目に値
する。
　ADNOCのスルタン・ジャーベルCEOは2020年1月
にアブダビで開催された国際エネルギー会議で、新たに
策定した2030年持続可能性目標を発表し、同社の炭素
削減や環境問題への取り組みをアピールした。すなわち
Al ReyadahでEmirates Steelの製鉄所から回収した年

間80万トンの二酸化炭素をAl RumaithaとBabの両陸
上油ガス田における増進回収法に使用し、さらに2030
年 ま で に Al Reyadahの 処 理 能 力 を 拡 張 し て Shah、
Habshan、Babのガス開発で分離される二酸化炭素の回
収・貯留を500万トン増加することを温室効果ガス排出
削減目標として掲げている。また持続可能性目標の達成
に向けて2030年までにCCUSの能力を5倍に拡大する
計画や1,000万本のマングローブの苗木植樹などの計画
を発表するなど、ADNOCはエネルギートランジション
における取り組みを積極的に発信する方針に転じたよう
だ。
　Saudi AramcoのナセルCEOも2020年2月にリヤド
で開催した国際会議で、サウジアラビアの原油は世界
20カ国を対象とする調査で最も炭素密度が低いこと、
2014年に設立されたOGCIの創立メンバーであること、
デジタル技術やテクノロジーソリューションを活用して
二酸化炭素の「排出削減、再利用、リサイクル、除去」に
取り組むことを表明している。Saudi Aramcoのフレア
リングの削減、メタンガスの漏出防止、エネルギー効率

図14 中東 NOC のエネルギートランジション戦略

出所：ランバート・エナジー社
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図16 Oil and Gas Climate Initiative の３つのターゲット

出所：ランバート・エナジー社

図15 欧州グリーンディール政策の動向

出所：ランバート・エナジー社
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の改善、資源の再利用の取り組みはビジョン2030でも
中核的な目標と位置づけられている。
　 そ の 他 の NOCの 取 り 組 み と し て は PEMEX、
PetrobrasがOGCIに加盟しており、メタン漏出削減、
炭素取引、CCUSに取り組んでいるが、NOCの中では
ADNOCとSaudi Aramcoがエネルギートランジション
戦略で先行している。これはこの両社にとって欧州市場
へのマーケティングを強化していく上で低炭素エネル
ギー化がセールスポイントになることが、欧州における
国境炭素税導入議論の進展を見据えて欧州メジャーも巻
き込んだ政策対話が大きく進む可能性があることを示唆
するものとして注目される。
　このようにエネルギートランジションは中東の産油
国、とくに生産効率が高く、二酸化炭素排出の少ない巨
大油田を持つサウジアラビア、アブダビのNOCにとっ
て欧州などの先進国市場におけるシェアを拡大していく
上で有効な戦略になると考えられる。

（2）欧州

　いままで述べてきたようにメジャー企業や中東NOC
がエネルギートランジションへの対応・態勢整備を推進
する事情を考える上で、需要側である欧州の気候変動問
題に対する取り組みを確認しておきたい。
　欧州委員会では2019年12月マドリードで開催された
国連気候変動枠組条約第25回締約国会議（COP 25）に合
わせてフォンデアライエン委員長が「欧州グリーン
ディール政策」を発表した。この中でエネルギー政策と
環境政策の統合を掲げ2050年までに温室効果ガスの排
出実質ゼロにより脱炭素社会の実現を目指している。

2020年3月にはこの目標を達成するための欧州気候変
動法案を発表、2020 年 10 月までに温室効果ガスを
1990年比50 ～ 55 ％削減する具体的な目標を策定し、
2021年までに国境炭素税を導入することなどを柱とし
た欧州域内産業振興策を推進しようしている。このよう
に欧州のエネルギー・環境政策は域内産業振興・保護政
策と表裏一体になっているとみられる。
　域内消費が生産を上回る欧州で国境炭素税が導入され
るのであれば二酸化炭素排出量が少ない石油・天然ガス
がマーケットシェアを獲得するであろうことは想像に難
くなく、メジャー企業や中東の巨大NOCがエネルギー
トランジションを戦略として重視するプラグマティック
な理由はこのあたりにあると考えられる。
　欧州ではこれまでも排出量取引を導入するなど温室効
果ガスの排出削減に取り組んできたが、石炭から天然ガ
スへの転換が加速したのは2018年にMarket Stability 
Reserveといわれる仕組みを導入したことが転機となっ
ている。

（3）米国

　パリ協定から脱退を表明するなど国際的な温室効果ガ
ス排出削減の流れに積極的でないかにみえる米国である
が、米国は2007年から2018年の間に二酸化炭素相当
700メガトンの温室効果ガス排出削減を実現している。
シェール革命により天然ガス価格が下落して石炭から天
然ガスへのトランジションが進んだためである。米国の
温室効果ガス削減量700メガトンは英国、日本、イタリ
ア、ドイツなど2位以下6カ国の排出削減量の合計より
も大きい。

3. エネルギートランジションに関するマクロ的考察

（1）国際的な関心の高まり

　21世紀に入ってから20年間、発展途上国においては
地球環境の持続可能性より経済成長が優先され、安価で
調達の容易な化石燃料の生産と使用を拡大してきた側面
のあることが指摘されている。2000年の国連総会で提
示されたミレニアム開発目標＊3 は経済成長を発展途上
国にもたらしたが、いまだ10億人以上が電力へのアク
セスなど近代的なエネルギーを使うことができない状態
に置かれている。また急速な途上国の経済発展は大気汚
染、森林破壊、地球温暖化などの気候変動問題を深刻化

させている。
　とりわけ温室効果ガスの排出増加により加速度的に進
む温暖化は地球環境に破壊的な影響を及ぼすことが懸念
されている。「エネルギートランジション」とは、豊かさ
を求めて続く経済活動と温室効果ガス排出削減という、
ともすれば相矛盾する2つの問題に対するバランスの取
れた解決策を提示しようとしている概念が含まれている
と理解することができる。
　地球温暖化への対応については1988年の気候変動に
関する政府間パネル（IPCC）設立、1995年COP 1開催、
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1997年京都議定書批准、2009年コペンハーゲン合意、
2015年パリ協定締結など、過去30年間にわたり地球環
境維持のためにさまざまな取り組みが行われてきたにも
かかわらず、グローバルベースの温室効果ガスの排出量
は二酸化炭素相当で1988年36ギガトンから2018年52
ギガトンと50％近く増加してきてしまった。温室効果
ガスの排出削減の目標達成は極めて危うい状況にあると
いわざるを得ない。

（2）石油・天然ガス業界にとっての意義

　エネルギー産業は石炭・石油・天然ガスなどの化石燃
料を安定的かつ安価に供給することで、永年にわたり貧
困や温暖化、森林破壊、大気汚染といった人類共通の課
題に取り組んできた。安価で安定的なエネルギー供給を
実現する上で投資の促進により供給を増加させることは
現実的な選択肢であったが、環境・気候変動問題への関
心の高まりは持続可能性をより重視することを要求して
おり、エネルギーセキュリティ上もエネルギートランジ
ションへの戦略的な対応が必要になっている。
　このように温室効果ガスの排出削減に対する関心の高
まりは、裏を返せば温室効果ガス排出増加の半分以上の
排出源である石炭を含む化石燃料に対する期待生産・消

費に伴うものであることから、温室効果ガスの排出削減
は石油・天然ガス産業にとって最も効果的な解決策提供
の場であるという発想の転換が必要なのかも知れない。
　このような石油・天然ガス業界の社会的責任を果たす
動きは安定的に安価なエネルギーを供給することで経済
成長の基盤を提供するというエネルギー業界のもう一つ
のミッションを充足するためにも必要なことと考えられ
る。
　気候変動問題の活動家や環境団体は機関投資家、金融
機関への働きかけにより石油・天然ガス企業に対する投
資を止めるよう圧力を強めている。しかしながら2030
年までの比較的短期のみならず、現状の再生可能エネル
ギー関連の技術革新のペースを前提とすると2040 ～
2050年までの長期においても、石油・天然ガスへのエ
ネルギー依存を大幅に減少することはかなり難しいとい
うのが一般的、科学的な理解である。少なくともエネル
ギー需要の増加から石油・天然ガス生産の自然減退と再
生可能エネルギーの供給増加の差分は石油・天然ガスに
より賄う必要があり、またそのためには上流開発への投
資を継続していかなければ、単にエネルギーが不足する
だけでなく肥料や化学製品原料の供給が不足し、衣食住
など経済活動の根幹にかかわる製品の供給にも影響する

図17 一次エネルギー需要推移（OECD と非 OECD の比較）

出所：ランバート・エナジー社
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ことを十分認識する必要がある。

（3）エネルギーセキュリティ上の意義

　欧州では盛り上がる脱炭素化の流れであるが、将来の
エネルギー需要見通しには不確実性が大きく、国ごとに
最適なエネルギーミックスは異なる。グローバルベース
の排出量削減目標を達成するためには欧州諸国の事情で
はなく中国、インド、米国などの大量排出国が採用でき
るようなそれぞれのエネルギートランジション戦略を考
えなければ排出量削減という目標を達成することは不可
能である。
　エネルギーセキュリティは先進国にとっても重要な課
題であるが、発展途上国にとって安定的に安価なエネル
ギーの供給を確保することは貧困からの脱却と直結する
課題である。先進国のエネルギーセキュリティは資本市
場からの資金調達を基盤として市場メカニズムによって
産業界、公的機関、消費者、投資家、研究開発に資本が
配分され、分散したエネルギーミックスが市場によって
形成される。気候変動問題への対応についても徐々にで
はあるがさまざまのステークホルダーの貢献により資本
市場が地球環境の持続可能性を反映した資本の配分を実
現しようとする動きが見られる。これに対し、アジアや

アフリカの国々では環境の持続可能性の重要性は認識し
つつも安価なエネルギーに対するニーズが大きいことは
想像に難くない。また発展途上国でなくとも資本市場が
十分に成熟していないために排出量削減の取り組みを資
金調達のインセンティブに結び付けることができなけれ
ば、全世界の環境や社会の持続可能性よりも自国の経済
的な利益が優先され、いくら天然ガスの価格が低下して
も自国に賦存する石炭を活用して発電を行うことになっ
てしまう。

（4）プラグマティックなアプローチ

　環境活動家や機関投資家などのプレッシャーを受ける
メジャー企業などの上場企業は資本市場から資金調達し
ていく上で気候変動問題や低炭素化への対応が進んでい
ることをアピールするのは戦略的に意義がある。メ
ジャー以外の石油・天然ガス開発会社でも上場している
場合には特にそのような傾向が強い。
　他方で気候変動問題や脱炭素化を推進していく上で、
各国ごとに賦存のエネルギー資源は異なり、欧州で先行
するエネルギートランジション政策がそのまま他の地
域・国に適用できると考えることは無理がある。そもそ
も欧州のエネルギートランジション戦略には域内産業保

図18 温室効果ガスの排出削減状況

出所：ランバート・エナジー社
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護政策的な側面があり、国境炭素税などその目的が必ず
しも明らかでないものが含まれている。
　現実問題としてエネルギートランジションが避けて通
れないものであるのであれば、それだけでなく安定的に
安価なエネルギーを持続可能な形で確保する必要もあ
る。その際の優先順位としては次のようなステップが考
えられる。

（短期ステップ）
  1　石炭から天然ガスへの転換
  2　 途上国におけるバイオマス燃焼から天然ガス・再

生可能エネルギーへの転換
  3　 風力・太陽光などの再生可能エネルギーと天然ガ

スによる地域性を考慮した発電
  4　メタンガス漏出防止とフレアリングの削減
  5　森林保護・植物多様性の維持

（長期ステップ）
  6　CCS・水素関連の技術への研究開発投資
  7　大規模輸送燃料の石油からガスへの転換
  8　都市部における乗用車のEV・ハイブリッド化
  9　エネルギー効率（燃費）の改善
10　消費行動の変化
　現状二酸化炭素換算で年間52ギガトン排出されてい

る温室効果ガスだが、2030年のパリ協定2℃目標達成
だけならば石油・天然ガス業界の取り組みである上記の
ステップ4だけで3ギガトン、石炭から天然ガスへの切
り替えで9ギガトン、森林保護による5ギガトンだけで
達成可能という計算が成り立つ。
　研究開発などの地道な努力を継続することも重要であ
るが、時間軸を意識してすぐにできることから手を付け
ていかなければ温暖化の進行は止められない。メジャー
企業のエネルギートランジション戦略は、地球温暖化の
科学的な解決ではないかもしれないが社会的な対応であ
ると考えられる。解決することが不可能のようにみえる
問題に直面したとき、できることから対応する姿勢を示
すことでステークホルダーならびに社会との対話を行
い、自らを問題の一部ではなく解決策の一部に位置付け
ることで社会的に事業を継続するライセンスを得ようと
する現実的な取り組みであると考えられる。
　過去20年以上にわたり発展途上国は温室効果ガスの
排出削減よりも経済成長に重点を置き、安価で広く賦存
する資源を利用することでエネルギー生産を拡大してき
た。この結果、地球上の温室効果ガスの排出は大きく増
加した。このような温室効果ガスの排出増加は温暖化な
どの気候変動問題を惹起し、具体的な対策を取らなけれ

図19 プラグマティックなエネルギートランジション

出所：ランバート・エナジー社



29 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

メジャー企業のエネルギートランジション戦略

図21 プラグマティックな排出削減効果

出所：ランバート・エナジー社

図20 ランバート・エナジー社の 10 のアプローチ

出所：ランバート・エナジー社
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（1）エネルギーのプラグマティズム

　メジャー企業のエネルギートランジション戦略は再生
可能エネルギーやEV充電を含む電力関連への投資に積
極的な欧州系とCCSやバイオ燃料開発などの技術に特
化する米系の間で差がみられる。欧州系メジャーは販売
した化石燃料を消費する際に排出される温室効果ガスま
で削減目標とするのに対し（Scope 3）、米系メジャーや
産油国の石油会社は自社で生産する際に排出される温室
効果ガスの削減に留まる（Scope 1、2）。
　天然ガスの使用まで問題視する流れを欧州から拡散し
ようとするステークホルダーの動きもあるが、成長途上
の安価で安定的なエネルギー供給を必要とするアジア・
アフリカの消費国が付いていける現実的な選択肢ではな
い（すべての当事者に当てはまる万能の処方箋はない）。
日本がLNGを導入することで経済成長と環境問題のバ
ランスを取ってきた実績は、これからLNGを本格的に
導入する途上国にとって有用であり、消費国間の協調に
よる交渉力向上は日本のエネルギー安全保障にも有益で

ある。
　実用化の時間軸が明らかではないイノベーションを待
つより、実効性のある排出削減策を早く実施していく必
要がある（エネルギートランジションは時間との闘い）。
途上国におけるLNGの使用拡大に協力することで即効
性ある排出削減の取り組みを進めつつ、長期的な排出削
減策であるCCSや水素の技術開発にもバランス良く研
究開発投資を行っていくのがエネルギートランジション
へのプラグマティックな対応といえよう。

（2）エネルギーセキュリティ上の考慮

　再生可能エネルギーを含めて、エネルギーの安定的な
調達を考える上で考慮すべきポイントは調達先の分散と
個々の調達先との良好な関係の維持であることは論を俟
たないであろう。再生可能エネルギーなどの低炭素排出
エネルギーへのトランジションは資源量と技術的な制約
がない限りはできる限り進めるべきであるというのは異
論のないところであろう。

ばエネルギートランジションの麻痺状態は継続する。
　エネルギー業界は貧困や経済発展、温暖化、森林破壊
などへの対応目標を達成するために安価で安定的に調達
できるエネルギー源の確保に努めてきた。石炭の利用に
より産業革命が起こり、石油・天然ガスの利用拡大へと、
エネルギートランジションは安定的な調達のためにエネ
ルギー産業が対応してきたプロセスであり、いわば進化
のプロセスである。
　皮肉なことにパリ協定からの離脱を表明した米国で
は、シェール革命によりシェールガスの生産が拡大し、

シェールオイルの増産により原油価格が低下したことは
1970年代から中東に原油供給を依存してきた米国のエ
ネルギー支配戦略にとって大きなインパクトを持つ出来
事であったが、同時に安価な天然ガスの利用拡大は石炭
産業の衰退を加速化させるというエネルギートランジ
ション上の意義もあった。
　地球全体で年間52ギガトンの温室効果ガスが排出さ
れているが、発展途上国における二酸化炭素による排出
削減策が待たれる。

4. まとめ
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メジャー企業のエネルギートランジション戦略

<注・解説>
＊1： ランバート・エナジー社（Lambert Energy Advisory Ltd.）　英国（ロンドン）のエネルギー業界専門の企業アド

バイザー。1999年の設立以来、メジャー系石油会社・独立系上流開発企業・サービス会社・国営石油会社に対
し、欧州やアジア、中東、アフリカなどにおける上流開発プロジェクトや企業買収の助言を行ってきた実績あり。
令和元年8月23日付けJOGMEC「石油・天然ガス上流資産、企業動向などの主要課題に関する分析・調査に係
るコンサルタント業務」の委託先コンサルタント。

＊2： OGCI（Oil and Gas Climate Initiative）石油・気候変動イニシアチブ　Shell、Total、BP、Equinor（ノルウェー）、
ENI（イタリア）、Repsol（スペイン）、Saudi Aramco（サウジアラビア）、Pemex（メキシコ）、リライアンス（イ
ンド）、CNPC（中国）の10社のCEOが2014年9月に発足した気候変動問題に対する産業界としての取り組みを
示すイニシアチブ。2016年10月に各社1億ドルを拠出するファンドOGCI Climate Investmentsを設立。2018
年9月ExxonMobil、Chevron、Occidentalの3社が加わり計13社となった。

＊3： ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals；MDGs）　2000年9月ニューヨークで開催された国連ミ
レニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基に2001年から2015年の開発分野における国際社会

　石油・天然ガスの探鉱、開発、生産の一翼を担う
JOGMECにとって、温室効果ガス排出削減や再生可能
エネルギーへのトランジションは取り扱いの容易なテー
マではない。最終的に温室効果ガス排出を実質ゼロにし
たり、100％再生可能エネルギーによる持続可能な経済
成長を目指すべきということに異議を唱えるものではな
いが、エネルギーセキュリティは人道・人命の要請に基
づくものでもあることから、常にバックアップや分散と
いうことに意識をおいておくことに意義があることもま
た異論のないところであろう。
　ランバート・エナジー社の指摘のなかで、メジャー企
業のエネルギートランジション戦略もそれぞれに特徴を
活かしていること、操業する国・地域の環境に応じて取
りうる選択肢は一様ではないこと、また受け身の対応を
取っているように見られがちな国営石油会社の中でも中
東の巨大国営石油会社2社が低炭素をアピールすること
で国境炭素税の導入に向けて動く欧州の市場に積極的な
販路拡大を志向している姿は注目に値するものと思われ
る。こうした各国・企業の対応を目の当たりにするにつ
け、エネルギートランジションは受け身で対応するもの
ではなく戦略的に対応するべきものであるということを
実感した。
　ともすればエネルギートランジションで先行する欧州
のアプローチに対し啓蒙的に世界中に拡散させようとし
ているような感覚を持ってしまいがちであるが、気候変
動問題に真摯に対応しようとすればプラグマティックに
各国ができることから手を付けていく必要がある。結局

のところエネルギートランジションへの対応は自らの強
みを活かし、環境に応じて最適な戦略を選択していくこ
とが肝要というのがランバート・エナジー社のいうプラ
グマティズムのエッセンスであろう。
　新型コロナウィルスの感染拡大とOPEC+の減産合意
崩壊による需給ギャップの急速な拡大により原油価格が
急落し、再生可能エネルギー投資やエネルギートランジ
ションは当面脇に置いておいて石油・天然ガスに対する
需要の回復を期待するという声が聞かれる。しかしなが
らメジャー企業にとってみれば低油価により低下した石
油・天然ガスプロジェクトと底堅い電力需要に応えるた
めにはたとえ利回りは低くとも安定した経済性が見込ま
れる再生可能エネルギー投資に重心が移ることも考えら
れる。急激に油価が低下してもメジャー企業の再生可能
エネルギー投資は続いており、仮に低油価が長期化すれ
ばメジャー企業が大型の再生可能エネルギー企業買収に
動いたとしても不思議ではない。
　少なくとも現時点ではメジャー企業のエネルギートラ
ンジション戦略の中心にあるものは、LNGバリュー
チェーンであり、CCS・再生可能エネルギー・電池・
EV充電であるといえる。ランバート・エナジー社によ
るメジャー企業のエネルギートランジション戦略に関す
る報告は、エネルギートランジションが過去から続く歩
みの延長上にあるのであって、ときに立ち止まって考え
る必要もあるが、基本は歩きながら（走りながら）考えて
いくしかないということを確認する機会となった。

おわりに
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