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～新規探鉱禁止報道を受けて～

調査部 川田眞子



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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本日の報告事項

1. 「新規探鉱ライセンス発行停止」報道について
2. 石油・天然ガス産業における変化
3. 石油・天然ガス産業の構造改革について

～North Sea Transition Dealとその課題～
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１．「新規探鉱ライセンス発行停止」報道について

• 2021年3月13日、英国テレグラフ紙は、”Beginning of end for North Sea as ministers 
consider exploration ban”と題し、英国政府が自国開催のCOP26に向けた新たな政策
の一環として北海における新規探鉱ライセンス発行の停止を検討していると報じた。

1. 英国石油・天然ガス業界団体（OGUK）は、業界がすでに2050年ネットゼロ目標にコミッ
トしていること、英国がエネルギートランジションを進める上で業界の協力が欠かせな
いこと（特に水素、CCS、グリーンテクノロジーの分野）を強調。

2. 新規ライセンス発行の制約による活動の削減は、国内のサプライチェーンへのダメー
ジや石油・天然ガスの輸入量の増加、雇用やスキルの国外流出を招き、英国のネット
ゼロ目標達成を阻害する恐れがあると指摘。

報道の概要

業界の反応
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１．「新規探鉱ライセンス発行停止」報道について

ポイント

1. 報道があったものの、新規探鉱ライセンス発行を停止するという政府による発表はなさ
れていない。

2. 3月24日、North Sea Transition Dealにおいて、英国政府は条件付きで今後も探鉱ラ
イセンスを発行をすることを発表。行政機関Oil & Gas Authority(OGA)が、ライセンス
発行の際に、その探鉱が政府のネットゼロに沿うものか確認する。

3. 与党・保守党は、マニフェストにおいて北海産業の支援を明記。政府はこれまでも産業
界との対話を重ねてきた。North Sea Transition Dealは、この公約に沿うもの。

4. 英国はG7とCOP26の開催を控えており、それぞれにおいて議長国としてリーダーシッ
プを発揮すべく、関連政策で調整・駆け引きが行われている最中。

(英国政府ウェブサイトより引用)



6

（参考）欧州で相次ぐ探鉱禁止宣言

欧州では、新規探鉱ライセンス発行停止を発表する国が相次ぐ。
しかし、石油・天然ガスの生産量が少ない国が中心。

(各種資料に基づきJOGMEC作成)

イタリア

2019年2月、洋上での探鉱について18ヶ月
の一時停止措置が議会を通過。現段階に
おいても状況は継続中。

デンマーク

2020年12月、北海における新規探鉱ライセ
ンスの発行停止。化石燃料の生産を2050
年までに段階的に終了。

アイルランド

2019年9月、新規の石油探鉱ライセンスの
発行停止を発表。

フランス

2017年12月、新規探鉱ライセンスの発行を
停止。2040年までに石油・天然ガスの生産
を禁止する法律が成立。（仏領ギアナも含
む）
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２．石油・天然ガス産業における変化

英国

欧州

世界

生産減退・雇用問題・税収の減少

探鉱禁止・排出権取引・炭素税

CO2削減・メタン削減
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生産量の減少：英国の原油生産量と埋蔵量

• 2019年の原油生産量は、日量111.8万バレル（第19位）。
➡かつては世界トップ10に入る産油国であったが、
生産量・埋蔵量(proved reserves)ともに存在感は低下。

(BP統計に基づきJOGMEC作成)…第29位 英国(27億バレル)
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（参考）英国の天然ガス生産量と埋蔵量

…第39位 英国(6.6tcf) (BP統計に基づきJOGMEC作成)

• 2019年の天然ガス生産量は、日量3.83bcf（第19位）。
➡かつては世界トップ5に入る産ガス国であったが、
石油と同様に生産量・埋蔵量は減少傾向。
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（参考）英領北海の埋蔵量と資源量

(OGUKより引用)

• 埋蔵量・資源量の大部分は約10年前の投資によるもの
• 近年の投資不足により近いうちに生産量が大きく落ち込み、エネルギーセキュリティに

影響を与えると業界団体OGUKは指摘している。
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（参考）英国の石油・天然ガス需給実績と見通し

(OGUK資料に加筆)

• 2000年代以降、英国の生産量の減少は、エネルギー需要の減少を上回るペースで、
輸入依存度は増加は課題となっている。
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英国にもたらした課題

雇用状況の減少 石油・天然ガス税収の減少

(左：OGUK資料に加筆、右：OGA・OBRに基づきJOGMEC作成)

生産量の減少等に伴い、関連税収がピーク
時の10分の1程度に。2015~2016年には税
収がマイナスになった。

業務量(掘削数等)の減少により、ピーク時
と比較して約1万5千人減少雇用減少。
近年は石油企業業績悪化でさらに悪化。
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（参考）掘削数推移と洋上の雇用機会

(OGUK資料に加筆)

掘削数は減少しており、2020年は、探鉱井7坑、評価井2坑しか掘削がされなかった。
長期的にも減少傾向は続く見込みで、産業支援策が必要とされている。



14

３．石油・天然ガス産業の構造改革について：
North Sea Transition Deal（NSTD）

ヒーティング、重工業、
輸送部門における

水素利用

排出量の削減 CCSの推進

輸出を見据えた
エネルギーサプライ
チェーンの強化

数万人分の高度（high-
quality）な雇用創出

(OGUKより引用)
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気候変動・石油・天然ガス産業関連の政府の歩み

英国政府 所管省庁BEIS・行政機関OGA

2008年 カーボン予算

2020年9月 ライセンス制度見直し着手

2019年6月 2050年ネットゼロ

2020年12月 エネルギー白書・
海外の化石燃料支援終了発表（※）

2021年2月 OGA新戦略発効

2021年3月 ネットゼロ取組方針発表
産業脱炭素戦略発表
North Sea Transition Deal発表

2021年6月 G7@コーンウォール
2021年11月 COP26@グラスゴー

2020年11月 COP26（延期）
グリーン産業革命に向けた10項目発表

2019年12月 総選挙➡公約

2021年3月 海外の化石燃料支援終了

(※)海外の化石燃料プロジェクト支援終了については
CCS・廃坑・天然ガス火力など例外規定あり。
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（参考）雇用の地域別内訳

石油・天然ガス関連（間接的雇用含む）の雇用の約4割はスコットランド。

(OGUK資料に加筆)
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（参考）カーボン予算と排出量削減の歩み

(英国政府Climate Change Committeeに加筆)
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（参考）英国の電源別発電電力量

(IEAに基づきJOGMEC作成)

石炭

天然ガス
風力

1. 英国では石炭火力発電の天然ガス火力発電への置き換えが進んだ
2. 2010年代以降、風力発電が伸び、天然ガス火力発電量が減少傾向
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（参考）英国のGDPとCO2排出量の推移

(IEAに基づきJOGMEC作成)

1990  1995 2000 2010 2015 2019

• これまで：気候変動対応は経済にダメージを与えるものという印象
➡ 実際 ：CO2排出量は減ったがGDPは増加。続けようという共通認識。
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（参考）グリーン産業革命に向けた10項目とその効果
The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution

（１）洋上風力発電
・2030年に6万人の雇用に貢献
・2030年までに約200億ポンドの民間投資促進
・2023～2032年で21MtCO2eの削減（2018年排出量の5%相当）

（６）航空機・船舶
・国内のSAF（Sustainable Aviation Fuels ）産業支援により5,200人の雇用に貢献
・120億ポンドの経済効果がある航空宇宙産業の将来性の確保
・クリーンな海運で2032年までに1MtCO2e、2050年までにSAFで約15MtCO2eを削減

（２）水素
・2030年までに8千人、2050年までに10万人の雇用に貢献
・2030年までに20億ポンド以上の民間投資
・2023～2032年で41MtCO2eの削減（2018年排出量の9%相当）

（７）建築物（エネルギー効率化と暖房の改善）
・2030年に約5万人の雇用に貢献
・2020年代に約110億ポンドの民間投資
・2023～2032年で71MtCO2eの削減（2018年排出量の16%相当）

（３）原子力発電
・建設時に最大1万人の雇用
・SMRの開発に3億ポンドの民間投資を促進
・1GWあたり、200万世帯にクリーンな電力を供給

（８）CCUS
・2030年までに約5万人の雇用に貢献
・2025年までに最大10ポンドの政府支援
・2023～2032年で約40MtCO2eの削減（2018年排出量の9%相当）

（４）ゼロエミッション自動車
・2030年に約4万の雇用に貢献（サプライチェーンの構築、バッテリー工場）
・2026年までに30億ポンドの民間投資
・2032年にかけて5MtCO2e、2050年にかけて300MtCO2eの削減。

（９）自然の保護
・2027年までに水防で最大2万人の雇用に貢献
・水防に最大52億ポンドの投資
・自然景観の保護による気候や生物多様性への貢献

（５）公共交通機関の脱炭素化
・2025年までに最大3千人の雇用に貢献
・ゼロエミッションバスやサイクリング道/歩道整備等に50ポンドの投資
・2023年から2032年にかけて約2MtCO2e削減

（１０）グリーンファイナンス・イノベーション
・2030年までに10万人の雇用確保の可能性
・ネットゼロイノベーションファンドに10億ポンド、25億ポンドの民間投資を促進
・各セクターでの排出量削減
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GHG排出量の削減
2030年までに2018年比で50%
➡2030年までに6,000万トンのGHG削減
（うち北海の生産における取組により1,500万トン削減）

フレア対策 2030年までにフレアリング禁止

メタンリーク対策 2025年までに0.2～0.25%削減（メタン排出の強度）

電化
20～30億ポンドの支援
➡洋上プラットフォームの電化促進のため制度見直しに着手

新技術への投資
2030年までに民間と合わせて140～160億ポンドの投資
➡大規模なCCUSと水素のビジネスモデル構築へ

サプライチェーン強化
新エネルギープロジェクトおよび廃坑において、ライフサイクル全体で
英国地元企業の割合を50%（業界の自主的な目標）
➡4万人分の雇用に繋げる

North Sea Transition Deal（NSTD）の内容
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英国のGHG排出量内訳（2019年）

(BEIS資料に基づきJOGMEC作成)

• 石油・天然ガスの探鉱・開発・生産やフレアリング、ベンティングに伴う排出は、
全体の排出量のうち2%以下（8.8MtCO2e）。

➡しかし、石油・天然ガス産業は、事業者が明確で規制しやすいことから、
政府にとって着手しやすいエリアと言われている。

排出量

454.8
MtCO2e
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北海の英国ネットゼロへの貢献度

• 「2050年ネットゼロ」のために削減が必要な排出量のうち6割は北海で削減される試算。
➡新しい技術（水素・CCS）に風力発電と同じレベルの期待。いつ大規模化するか注目。

(OGAより引用)
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（参考）ネットゼロ達成のための数値イメージ

(OGUKより引用)
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（参考）世銀のフレアリング対策イニシアティブ
Zero Routine Flaring by 2030

(世銀資料に加筆)



26(世銀より引用)

（続き）
Zero Routine Flaring by 2030

政府・石油企業等が幅広く参加
➡「2030年までにフレアリング禁止」が
政府・企業の削減目標にも反映されている。
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石油・天然ガス産業の現場における排出量削減
Stewardship Expectation 11 - Net zero

探鉱・評価 開発 生産 成熟期 廃坑

（例：探鉱・評価時にオペレーターに推奨される取り組み）
・ライセンス申請の時点で、作業プログラムやプロジェクトのライフサイクルにおけるGHG
排出量影響評価を提出する。
・提案されている活動からのGHG排出量を評価し、他の事業者と共同して排出量を削減で
きないか検討する。
・探鉱の段階で、CCS・水素・風力発電といった将来的なエネルギープロジェクトの可能性
について調査を行う。
・坑井の設計と掘削・廃坑（P&A）の段階で、再利用の可能性含めて検討する。
・坑井の試験や清掃は、排出量削減に配慮する。（期間の最適化やフレア・ベントの削減）。
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電化について：上流のGHG排出強度の国別比較

(Wood Mackenzieより引用)

同じ地域でも、英国と隣国ノルウェーは
排出強度（intensity）の差がおよそ2倍

➡ノルウェーではプラットフォームの電化が
進んでおり、さらに陸上の水力発電の電力を
洋上プラットフォームに繋ぎこむことにより、
排出量を削減するケースが多い。

➡英国でも同様に電化を進めたいが、
再エネ電源（洋上風力）の開発から始めなけれ
ばならないケースが多く、費用の問題がある。
費用対効果の高い電化を行うための調整が政
府・企業間でなされている。
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（参考）ノルウェーとの比較：エネルギーミックスの違い

(単位：Exajoules, BP統計に基づきJOGMEC作成, 2019年)

欧州全体 英国 ノルウェー

・英国は、欧州の中でも先駆けて石炭火力発電の天然ガス発電への置き換えを推進し、
GHGの削減を達成した。

・しかし同じ産油国であるノルウェーは、一次エネルギー消費量のうち67%が
再エネ（ほぼ水力）で賄われており、再エネ資源の量やアクセスに差が見られる。

83.82 7.84 1.77
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（参考）英国におけるガスソース別排出強度

(OGAより引用)

OGAは、国内産のガスの使用は、LNGを輸入するよりも排出強度が少ないとアピール。
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英領北海におけるCCUS・水素事例

(OGAより引用)

2021年3月、ビジネス・エネルギー・産業戦略省(BEIS)は
Industrial Decarbonisation Strategyを発表。

①公共施設（学校・病院等）の脱炭素化に9億3,200万ポンド
②CCUSや水素開発に焦点を当てた低炭素クラスター支援

産業脱炭素戦略 ※NSTDの140～160億ポンドとは別。

■支援プロジェクト（単位：ポンド）
・NZ Teesside and the Northern Endurance Partnership（5,200万）
・HyNet North West（3,300万）
・Scotland Net Zero Infrastructure, centred around the Acord CCS and hydrogen projects（3,100万）
・Zero Carbon Humber Partnership, centred around the H2H Saltend hydrogen production project（2,100万）
・South Wales Industrial Cluster（2,000万）
・Humber Zero（1,200万）

ただし、
・政府分だけでは足りず民間企業も出資。
・NSTDにおける新技術支援（140～160億ポンド）の具体的な
支出先は未定。NSTDにおいても、民間企業と共同で出資。
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水素の利用方法のイメージ
（参考）Acorn CCS project

(Acorn CCSより引用)

参入企業： Shell、Harbour Energy、Storegga
（Storeggaは、子会社Pale Blue Dot Energyを通じて参入）

概要：
• 既存のガスターミナルとCCSを組み合わせることにより、

ガスターミナルをブルー水素の製造基地に転換。
• St Fergusガスターミナルは、英国で生産される天然ガ

スの3分の1が集まる。

水素利用の想定：
• はじめは、天然ガスとブルー水素を混合。
• 将来は、家庭の暖房利用で水素100%を目指す。
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（参考）天然ガスの最終消費とパイプライン網

• 英国（欧州）においては、家庭部門での天然ガス消費の割合が大きい。
• ガスボイラーによる給湯や暖房が一般的。
• また、ガスパイプライン網が発達している。➡既存パイプラインに水素を混ぜることが可能

英国 日本

(Natural gas final consumption by sector, IEAに基づきJOGMEC作成、2018年)
(左図：National Gridより引用、

右図：高速道路における天然ガスパイプライン設置に関する
技術的課題検討委員会より引用)
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（参考）英国の水素ステーション

(UK H2 Mobilityより引用)
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サプライチェーンの強化

• 石油・天然ガス産業の需要により、他産業における11.6万人分の雇用に寄与（2018年）。
• 国内雇用を守るため、ライフサイクル全体での英国地元企業の割合の目標設定。

(OGUKより引用)
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（参考）洋上風力発電の場合

(経済産業省より引用)

英国政府が推進している洋上風力発電設備も、サプライチェーンの裾野が広い。
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まとめ

1. 「新規探鉱ライセンス発行停止」報道は、報道のみで政府から当該の発
表は現状ない。代わりに、政府のネットゼロ目標に配慮した形での探鉱ラ
イセンス発行は継続するという発表がなされた。

2. 英領北海の油田は成熟期にあり生産量が減退している。これにより、業
界は雇用問題、政府は石油・天然ガス関連税収の減少が生じ、業界と政
府は対応を迫られている状況にあった。

3. 英国におけるエネルギートランジションとは、計画的に産業構造を変化さ
せるという要素が強い。既存の石油・天然ガス生産インフラや技術を活用
したCCSや水素（ブルー・グリーン両方）を進めることによって、雇用の維
持・創造と北海の経済価値の最大化を目指している。さらに、英国政府は
新しいサプライチェーン全体を世界に輸出することを念頭に置いている。
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課題と注目点

1. North Sea Transition Dealでは、資金を政府・業界の両方が支出することになってい
るため、実際にどれくらいの資金がいつ提供されるのか注視される。

2. 計画の主要部分の一つである水素は、現在も発展途上の技術である。いつ大規模
に展開されるかが、政府のネットゼロ目標達成可否に影響するだろう。

3. CCSや水素製造などの新しい取り組みにより、雇用は創造されるが、十分とは言い
難いだろう。たとえば、掘削数がピーク時より大幅に減少していることから、石油サー
ビス企業の業務量の減少は顕著である。

4. 英国政府は、新しいサプライチェーン全体を世界に輸出することを目指して、COPや
G7といった国際的な場でリーダーシップを発揮しようとしている。海外での化石燃料
プロジェクト支援を停止するといいつつ、自国企業の活躍が期待できる分野は例外
規定（CCS/CCUS/廃坑など）を設ける。世界のほかの国々に「英国式トランジショ
ン」がフィットして受け入れられていくのか注目される。

5. 石油・天然ガス関連税収の減少についての解決策はまだ模索中か。
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（参考）廃坑の増加➡輸出戦略

(OGUKより引用)

• 成熟油田であるため、探鉱・評価・開発井の合計より廃坑の数が上回っている。
• 英国政府・業界は廃坑の技術も他国に輸出することを狙っている。
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（参考）

・英国：北海における新規探鉱ライセンス発行停止検討の報道について（速
報）, 2021年3月22日
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1008988.html
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