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メジャー企業等の気候変動戦略分析

環境対応タスクフォース
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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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企業戦略分析の目的

（１）目的
NOCs/IOCsをはじめとした資源メジャー企業や、上流開発事業を行う日本企業等の気候変動
に対する取り組みや戦略を先行事例として調査・分析を行い、機構の既存事業・取組との比
較も踏まえて、機構が実施できる新たな取り組みの検討や、機構の10年後、20年後を見据え
た事業戦略（JOGMEC低炭素ビジョン）を検討する上での論点整理を行う。

（２）分析対象企業
石油メジャーズ：欧州系IOC、米系IOC、NOCより各1～2社

【実施企業】BP、Total、ExxonMobil、Saudi Aramco
金属メジャーｽﾞ：石炭、石油も事業対象である金属メジャー

【実施企業】BHP Billiton、Anglo American、Glencore
（比較対象として炭化水素は事業対象外のRio Tintoも一部分析）

日本企業：エネルギー開発会社、鉱山会社、電力会社より各1～2社
【実施企業】ENEOS、住友金属鉱山、東京ガス、東京電力
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バックグラウンド①（影響要素）

気候変動に関する各企業の事業戦略には、各社の特色（内的要因）や外部環境（外的要因）
における複数の要素が影響している。

（１）内的要因

 全体のポートフォリオ（化石燃料割合、上流事業と下流事業の割合）

 資源（生産量）のシェア

 競争力の高い優良資産の有無

 低環境負荷製品技術の保有

 財務状況

（２）外的要因

 地域・国の政策（脱炭素戦略、カーボンプライシング等の化石燃料事業抑制策）

 投資家等外部からの要請

 長期的な需要・価格見通し

 再エネ投資環境（補助金、技術、市場、コスト）
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バックグラウンド②（石油・天然ガス需給シナリオ）

 COVID-19発生以前の石油メジャー各社の将来需給シナリオでは、いずれも天然ガスと再エネは大幅
に増加し、石油についても引き続き重要な役割を果たすと予測。

 COVID-19発生後については、2020年9月、BPが石油需要が既にピークアウト可能性や2050年に80％
減少する可能性を示す一方、TOTALは2030年前後のピークまでは増加するシナリオを示した。

BP Energy Outlook 2020 (2020.9)

TOTAL Energy Outlook 2020 (2020.9) ExxonMobil 2019 Outlook for Energy

BP Energy Outlook 2019

Shell Energy Scenarios to 2050
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（参考）Shellのシナリオ（2018年3月）

2100年まで3シナリオ。既存
のMountains（政治主導）、
Oceans（市場主導）の他、新
たにSky（パリ協定実現に向
けチャレンジ）を追加。
いずれも一次エネルギー需

要は徐々に増加、再生可能
エネルギーの導入も拡大する
が、その速度に違いあり。
2050年まではSkyシナリオで

も、石油、天然ガス、石炭は
かなりのシェアを維持。
2075年には、全モデルで再エ

ネのシェアがかなり増加。
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（参考）Shellの新シナリオ（2020年9月）

Shellは2020年9月に、COVID-19の影響を受け、2030年までにつき３つの新シナリオを発表
①“Waves world”(Wealth First) : COVID-19の影響極小、世界経済（=エネルギー需要）早期回復。
②“Island world”(Security First) : 自給率増など、自国を最優先し、国際協力や貿易量が低下。
③“Sky world”(Health First) : 世界が再び開放されるまで、人命を第一に慎重な取り組み。温暖

化ガス排出削減につながり、2018年3月の「Sky」シナリオとほぼ同じ軌道をたどる。
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（参考）BPのシナリオ（2020年9月）

2019年には石油需要が増加するシナリオもあったが、2020年は「Business-as-usual」のシナリオ
でも、今後の伸びが期待できない形になっている。
さらに「Rapid」や「Net Zero」のシナリオではすでに石油需要がすでにピークを迎え、今後急速に

石油需要が下落するとの見立て。ただし、これには異論も出ている（IEA、トレーダーなど）。
天然ガスに関しては、Net Zeroシナリオでは、2020年代半ばには天然ガスの需要もピークを迎え

る見通し。

BP Energy Outlook 2020 (2020.9)
BP Energy Outlook 2019
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（参考）Totalのシナリオ（2020年9月）

新たなベースケース（Momentum）では、再生可能エネルギーと天然ガスが伸びる見込み。
エネルギートランジションの進展が欧州域内に留まり、その他の地域では遅れる前提。
Ruptureシナリオでは、技術ブレークスルーや政策の転換を通じて、世界的に石炭や石油

需要が減少、電力転換やCCS、再生可能エネルギー等で補って、パリ協定の目標を達成。
いずれの場合も天然ガスのシェアは大きい。

Momentumシナリオ Ruptureシナリオ
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（参考）ExxonMobilのシナリオ（2019年8月）

ExxonMobilは、2040年に至っても相当量の炭化水素資源が利用されている状況に大きな変化は
ないと見ている。石炭の消費も大きくは減少していない。
アジアを中心にエネルギーの絶対的な需要が大きく伸び、再生可能エネルギーも増えるがそれだ

けでは需要増を賄えないものと見込む。
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バックグラウンド③（石炭・金属需給シナリオ）

いずれのシナリオも、一般炭は需要が減少していく点で一致。ただし、原料炭はシナリ
オによって分かれ、鉄鋼需要やゼロカーボン・スチールの実現如何に左右される。
脱炭素・低炭素の技術や製品に用いられる金属として、銅、ニッケル、コバルトは需要

が拡大するとのシナリオで一致。

Anglo American Climate Change:Our Plan, 
Policies And Progress

BHP Climate Change Report 2020
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バックグラウンド④（ポートフォリオ）

石油メジャーズの多くは石油・天然ガス開発事業と石油化学事業（マーケティング含む）で収益の大部分を
占めるが、収益構造は三者三様。

⇒ ExxonMobilやSaudi Aramcoは上流事業からの利益が大部分。TotalはLNG・再エネで1/3以上稼ぐ。BPも中下流での利益大きい

石炭・金属メジャーは、事業対象とするコモディティ（石油、石炭、鉄、非鉄金属、非金属）や全ポートフォリ
オに占める割合がそれぞれで異なっている。

Total

石炭・金属メジャーの売上高事業別構成
（各社Annual Report等よりJOGMEC作成）

ExxonMobil

石油メジャーの事業別売上高・利益構成
（各社Annual Report等よりJOGMEC作成）

※TOTALは天然ガス・LNG事業と再エネ事業の部門を統合

BP
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バックグラウンド⑤（シェア、優良資産）

5大石油メジャーズの生産量は概ね横一線。ただし保有するアセットの資源（石油or天
然ガス）、埋蔵量、コスト競争力、炭素強度（Carbon Intensity）※等に各社間で差異あり。

⇒ サウジアラビアの原油は埋蔵量が多い上に、生産コストや炭素強度が低く競争力が高い。Exxonも
大規模かつコスト競争力の高いアセットを保有。

化石燃料事業からの撤退が相次ぐことで生産企業の寡占化が進む懸念がある。

米国, 17.9%

サウジアラビア, 12.4%

ロシア, 12.1%

カナダ, 5.9%イラク, 5.0%UAE, 4.2%

中国, 4.0%

イラン, 3.7%

クウェート, 3.1%

ブラジル, 3.0%

ナイジェリア, 2.2%

カザフスタン, 2.0%
メキシコ, 2.0%
カタール, 2.0%

ノルウェー, 1.8%
アルジェリア, 1.6%
アンゴラ, 1.5%
リビア, 1.3%

英国, 1.2%
オマーン, 1.0%

ベネズエラ, 1.0%

その他, 10.9%

Oil Production Share (2019)

ベネズエラ, 17.5%

サウジアラビア, 17.2%

カナダ, 9.8%

イラン, 9.0%
イラク, 8.4%

ロシア, 6.2%

クウェート, 5.9%
UAE, 5.6%

米国, 4.0%
リビア, 2.8%

ナイジェリア, 2.1%

カザフスタン, 1.7%

中国, 1.5%

カタール, 1.5%
その他, 6.9%

Oil Proved Reserves Share

豪州一般炭生産に占める大手企業のシェア
5大石油メジャーズの石油・天然ガス生産量比較

サウジアラビア（サウジアラムコ）の石油生産量・埋蔵量シェア

※炭素強度：単位エネルギー消費量あたりのCO2排出量（tC/GJ）
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バックグラウンド⑥（低環境負荷資源・製品）

Scope3（自社製品消費による排出等、すべての間接的な排出）の温暖化ガス排出削減のため、天然ガス・
LNGを、石炭に代わる低炭素エネルギー資源として再エネと同類に位置付ける企業が多い（Totalは天然ガ
ス・LNGと再エネの統合部門を設置）。石油会社はバイオ燃料等低炭素強度製品の開発・生産も強化。
脱炭素・低炭素化や省エネの促進に貢献するとして、鉱山会社は、銅、ニッケル、コバルト、リチウム等の低

炭素化に必須となる金属資源の供給をアピール。
石油会社・金属資源会社では、電池材や省エネ素材等、低環境負荷技術・製品の開発・供給をアピール。

Saudi Aramcoの自動車全体の低炭素化の取組
住友金属鉱山の自動車関連低環境負荷製品
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GHG排出量削減目標①（ポイント）

＜石油メジャーズ＞
 Scope1-2はコントロール可能なため多くの企業が目標設定。ただし、目標はネットゼロとする企業と現実的な削減量・

率・範囲にする企業に二分。

⇒ 欧州系石油メジャーズは前者、米系石油メジャーズは後者。

 GHG排出量の大部分を占めるScope3はコントロールが困難で責任範囲も大きくなるため、ネットゼロを宣言している
欧州系メジャーズも全事業は対象としていない。

⇒ BPとTotalはネットゼロを宣言しているが、Scope 3についてはBPは上流生産分についてのみ、TotalもScope 3を含めたネットゼ
ロは欧州限定。ExxonMobilはScope 1&2のみ削減目標値を設定（2020年12月）。Saudi Aramcoは炭素強度の削減方針のみ。

＜石炭・金属メジャーズ＞
 多くの石炭・金属メジャーズがScope1-2で将来的なネットゼロを宣言。Scope3はGlencoreがネットゼロを宣言するも、

他の多くは排出原単位※の削減か生産量減少に伴う排出量削減を想定。

⇒ BHP Billiton、Rio Tinto、Anglo AmericanはScope1-2でネットゼロ宣言＋排出原単位での削減を目標。

＜日本企業＞
 エネルギー企業はScope1-2でネットゼロを掲げ始めており、鉱山会社は現実的な目標設定にとどまっている。

※排出原単位：一定量の生産物をつくる過程で排出する
二酸化炭素排出量（単位例：tCO2/kg）
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GHG排出量削減目標②（目標値） （※2020年12月15日時点）

BP TOTAL ExxonMobil Saudi Aramco
Scope 1, 2 (2050) ネットゼロ

(2023) 油ガス田のメタン漏洩を
50%減

(2050) ネットゼロ
(2025) 排出量4千万t未満

(2025) 2016比で排出原単位減
(GHG15-20%、メタン40-50%、
フレア35-45%)

設定なし

Scope 3 (2050) 上流事業でネットゼロ (2050) 欧州でネットゼロ
(2030) 欧州で2015比30%減、全
世界で2015以下

設定なし

全体その他 (2050) 炭素強度50%減 (2050) 炭素強度60％以上減
(2040/2030) 35%/15%減

国全体で1.3億t減

Glencore BHP Billiton Rio Tinto Anglo American
Scope 1, 2 (2035) 2019年比40%減 (2050) ネットゼロ

(2030) 2020比30％減
(2022) 2017以下/同等程度

(2050) ネットゼロ
(2030) 2018比15%減、排出原単
位30％減

(2040) ネットゼロ
(2030) エネ効率化+30％減
(2020) エネ効率化+20%減

Scope 3 (2035) 2019年比40%減

全体その他 (2050) ネットゼロ (2030) 製鉄、傭船の排出原単位
30％、40％減を支援

ENEOS 住友金属鉱山 東京ガス 東京電力
Scope 1, 2 (2040) ネットゼロ

(2022) 2009比216万t減
(2030) 2013以下
(2030) 国内製錬の排出原単位を
2013比26％以上減

Scope 3 (2022) 2009比120万t減 低炭素負荷製品の事業拡大で60万
t/y減

(2030) 2013比50%減

全体その他 (2030) 2009比1,017万t減（新・
再エネ投資含む）
(2022) 再エネで92万t減

ネットゼロに挑戦
(2030) 1,000万t規模の減
(2022) 650万t減

(2030)排出係数0.37kg-CO2/kWh、
Best Available Technologyの導入
による火力発電1,100万t減
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GHG排出量削減の具体的取組①（ポイント）

 各Scope及びその他の具体的削減取組には以下のものが挙げられる。

＜Scope1＞
 フレアガスやメタンの漏洩抑制
 CCSによる二酸化炭素固定化等によるGHG排出量抑制
 省エネ、効率化、最適化、電化等による自主燃料の使用量削減
 インターナルカーボンプライシングによる高環境負荷事業への投資抑制

＜Scope2＞
 省エネ、効率化、最適化、電化等による調達エネルギー・電力の使用量削減
 クリーンエネルギー・電力の調達

＜Scope3＞
 生産量の削減
 排出原単位の削減
 天然ガス・LNG事業の強化（石炭火力からの転換による低炭素化）
 植林や再エネ・新エネ投資、CCS等によるカーボンオフセット（排出権取引）

＜その他＞
 脱炭素化・低炭素化に貢献する低環境負荷製品の開発・提供
 カーボンプライシングの導入支持・支援
 炭化水素事業の撤退・売却・スピンオフによる切り離し
 国際的イニシアティブ等への参加
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GHG排出量削減の具体的取組②（個別取組）

Glencore BHP Billiton Rio Tinto Anglo American
<Scope1-2>
• 石炭生産量上限設定：最大約1.5億t(現
状で下回っている)

• 省ｴﾈ、再ｴﾈ電力利用、効率化、電動化
• 豪州CCUS、植林
<Scope3>
• 低炭素化重点鉱種(Cu, Co, Ni)に重点
投資

<Scope1-2>
• 再ｴﾈ電力利用拡大(2021年から鉱山や
製錬所で再ｴﾈ由来電源へ大規模にｼﾌﾄ)

• 電動化(電気自動車実験的導入@南ア)
• ﾒﾀﾝ排出量抑制の技術協力
• CCS
• LNG燃料船舶の導入

<Scope1-2>
• 再ｴﾈ電力利用
• 2020年から5年間で1B$を削減PJへ投
資(太陽光発電所建設、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾘｰｱﾙﾐ精
錬法の実用化等)

• ICP
<Scope3>
• 低炭素化重点鉱種(Al, Cu, 高品位鉄鉱
石, Li)に重点投資

<Scope1-2>
• 新規開発せず一般炭を5年間で半減
• CCUS、燃料電池ﾄﾗｯｸ導入
• ﾁﾘの銅鉱山電力を100%再ｴﾈに
• ICP
<Scope3>
低炭素化重点鉱種(Cu, PGMs, Ni)に重点
投資

ENEOS 住友金属鉱山 東京ガス 東京電力
<Scope1-2>
• 省ｴﾈ化
• CCS/CCUS
• 水素･再ｴﾈ事業の展開
<Scope3>
• 低環境負荷製品(省燃費潤滑油等)の開
発･販売促進

• 金属ﾘｻｲｸﾙ

<Scope1-2>
• 再ｴﾈ電力利用拡大(自家発電用投資も)
• 省ｴﾈ効果の高いHPAL事業拡大
<Scope3>
• 低環境負荷材料・製品(電池材料等)の
事業拡大・研究開発

• 金属ﾘｻｲｸﾙ

<Scope1-2>
• 天然ｶﾞｽ･LNG脱炭素化技術開発
• CCUS
• 海外再ｴﾈ事業
<Scope3>
• 天然ｶﾞｽの有効利用(効率的活用、再ｴﾈ
との調和)

• 再ｴﾈ電源の拡大

<Scope1-2>
• 再ｴﾈ化、電化
• 国内外の水力発電や風力を推進
<Scope3>
• 再ｴﾈ電源の拡大
• 再ｴﾈ電源に向けた系統整備
• ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ等高効率機器普及

BP TOTAL ExxonMobil Saudi Aramco
<Scope1-2>
• 排出量削減
• 処理施設や小売店舗のｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ化
• ﾓﾋﾞﾘﾃｨ、再ｴﾈ、CCUS
<Scope3>
• 炭素強度削減
• ﾊﾞｲｵ燃料の供給増加

<Scope1-2>
• ｴﾈﾙｷﾞｰ効率向上
• 植林、CCS/CCUS
• ICP
<Scope3>
• 天然ｶﾞｽの供給拡大(ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ全体への
ﾌﾟﾚｾﾞﾝｽ拡大)

• 最終製品の炭素強度ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀｰの開発

<Scope1-2>
• ﾌﾚｱﾘﾝｸﾞ/ﾒﾀﾝ排出量削減
• ｴﾈﾙｷﾞｰ効率の向上
• CCS
<Scope3>
• 天然ｶﾞｽの供給拡大
• 低環境負荷製品(ﾊﾞｲｵ燃料等)開発

<Scope1-2>
• ﾌﾚｱｶﾞｽ排出削減取組(ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ参加含
む)

• 植林、CCUS
<Scope3>
• 更なる炭素強度削減へ継続投資
• 低炭素燃料･ｴﾝｼﾞﾝ開発
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再エネ等低炭素事業への投資①（石油メジャーズ）

 石油メジャーズ（IOC）は、再エネ・新エネに対する投資により、新たなビジネス機会創出を窺う欧州系メジャーズ vs 
既存ビジネスの低炭素化ツールとする米系メジャーズ。

⇒ 欧州系メジャーズは、既存の事業や企業を買収することにより低リスクで事業を拡大。例えばTotalが着実に投資を進めてき
たのに対し、BPは近年急速に方針転換。

⇒ 米系メジャーズの低炭素化投資はカーボンオフセットが主な目的。ExxonMobilは再エネ・新エネは調達電力として利用するだ
けで、投資は行っていない。

 中東のNOCは国の政策が強く反映。Saudi Aramcoは、脱石油依存というサウジ政府の方針の下でポテンシャルの
高い太陽光を中心に再エネの事業展開を模索。

国際石油メジャーの低炭素事業への投資件数

5大石油メジャーの低炭素事業への取組比較

出所：Lambert Energy出所：Lambert Energy
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再エネ等低炭素事業への投資②（その他）

石炭・金属メジャーズ等鉱山会社は、Scope1-2（鉱山や製錬所等）での低炭素化
が主眼。再エネ電力としての調達が中心で、投資する場合はビジネスとしてでは
なく自家消費用。

⇒ BHP BillionやAnglo Americanはチリの銅鉱山・製錬所の使用電力の100％再エネ化を促進
（Anglo Americanは100％再エネ化を目指して10年間の再ｴﾈ電源提供契約を締結）。

日本の電力エネルギーを生産・販売する企業（ENEOS、東京電力、東京ガス等）
は、再エネ・新エネをビジネスとして事業展開。

⇒ ENEOSは国内の水素供給サプライチェーン（国内最多41か所の水素ステーション他）の強
みを活かして水素事業を一層強化。

⇒ 東京ガスが天然ガスを軸に再エネを適宜活用する戦略（再エネ事業への投資は海外が中
心）。東京電力は、原子力発電の再稼働も踏まえつつ、再エネ電源を中心に見据えた戦略。
（JERAではアンモニア混焼、水素混焼を検討、再生可能エネルギーを含む海外事業にも参
画している。）
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再エネ発電への投資 （個別取組）

Glencore BHP Billiton Rio Tinto Anglo American

•投資していない •太陽光や水素事業に一部投資
•鉱山や製錬所での自家消費用とし
て投資

•太陽光事業に一部投資
•鉱山や製錬所での自家消費用とし
て投資

•太陽光や水素事業に一部投資
•鉱山や製錬所での自家消費用とし
て投資

ENEOS 住友金属鉱山 東京ガス 東京電力

•水素･太陽光を中心に投資
•第2中計(2020-22)再ｴﾈ・水素投
資額1,300億円(全体の約9%)

•太陽光･地熱事業に一部投資
•鉱山や製錬所での自家消費用とし
て投資

•太陽光･風力･水力･ﾊﾞｲｵ燃料に投
資

• (2030) 国内外の再ｴﾈ取扱量500
万kW(調達分含む)

• 2022-22再ｴﾈ投資額1,400億円
(内海外1,000億円)+関連技術獲
得1,000億円

•水力･太陽光･風力を中心に投資
• (2030) 再ｴﾈ事業の利益1,000億
円

•国内外の洋上風力発電量各200-
300万kWを目指す

BP TOTAL ExxonMobil Saudi Aramco

•太陽光･風力･ﾊﾞｲｵ燃料を中心に投
資

•非化石燃料への投資割合増加(具
体的投資額･割合は示さず)

• (2025) 再ｴﾈ発電量20GW (2019
年の8倍)

•太陽光･風力を中心に投資
•再ｴﾈ投資額は全体の約7% 
(CAPEXの10%)

• (2025) 再ｴﾈ発電量35GW
• (2040) 太陽光･風力･ｶﾞｽ発電量
2015比2.5倍増

•投資していない •太陽光、水素･ｱﾝﾓﾆｱに一部投資
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まとめ：企業戦略分析結果①

 【石油・ガス】石油メジャーズは、各社保有する優良アセットや強みを活かす戦略を保持しつつ、再エネ等低炭素技術
への投資と併せて気候変動への取り組みとして巧みにアピールしており、いずれもプラグマティックに対応している。

 欧州系IOCもネットゼロと言いながら、実態は対象事業を限定（BPは上流のみ、Totalは欧州事業に限定）しており、優良な化石燃
料資産を生かす戦略を展開。

 各社、フレアやメタンの排出削減や省エネ電力利用等低炭素化の取り組みのほか、CCSやカーボンオフセット事業も展開。植林に
よるカーボンニュートラルLNGも販売されているが、大規模な削減にはCCSが不可欠であり各社単独又は共同でCCS事業を強化。

 【ガス】天然ガス・LNGは需要が増加するシナリオで多くが一致。優良資産を持つ企業は移行期における低炭素エネル
ギー資源として重点化（Total、Shell、Exxon等）。

 【石炭】石炭は撤退する企業（BHP Billiton、Anglo American）と事業を継続する企業（Glencore）に二分されるが、後者
でもポートフォリオ見直しや生産削減、CCS等の取り組みが不可避となっている。

 【金属】金属メジャーズは鉱山や製錬所での排出量ネットゼロを宣言。再エネ電力の利用のほか、省エネ化・効率化、
運搬トラックの電動化、燃料電池トラック開発、カーボンフリーとなる製錬プロセス開発等を積極的に行っている。
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企業戦略分析結果②

 【金属】低炭素化投資に不可欠な金属は各社需要が増加するシナリオで一致。鉱山会社はこれら重要金属に
ついて、各社強みのある金属で探鉱・開発やリサイクルの取り組みを通じた安定供給による貢献をアピール。

 電化拡大により電線向けに銅需要が拡大するほか、ニッケル・コバルト・リチウムはリチウムイオン電池向け、REE（レア
アース）は永久磁石をはじめとしたハイテク産業向け、白金族は燃料電池触媒向け等で需要が拡大すると予想。

 銅、ニッケルはメジャー各社、コバルトはGlencore、リチウムはBHP、Rio Tinto、白金族はAnglo Americanが事業を展開。

 【水素】石油メジャーズでは化石燃料を生かし、CCSとセットにしたブルー水素や再エネ電力を利用したグリー
ン水素等の取り組みを進めている。ただし、まだ実証段階。

 欧州ではブルー水素に対する否定的な意見も多く、欧州系IOCは再エネへの投資と合わせてグリーン水素にも積極投
資。

 中東NOCはブルー水素の開発を進めているが、脱石油産業の観点からグリーン水素も追及。

 ロシアやインドネシア等ではCO2を排出するグレー水素からCCS導入によるブルー水素まで検討。

 【再エネ】新たなビジネスとしても投資する企業と事業の低炭素化を主目的として投資する企業に二分される。

 いずれも事業で自家消費する低炭素化ツールとして再エネに投資しているが、総合エネルギー企業を目指す欧州系
IOCや、脱石油産業を目指す中東NOCは再エネ供給のビジネスにも参入。
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