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ロシア：脱炭素という世界の潮流に対するロシア政府及び石油ガス会社による対応の現状 

・気候変動対策としての世界的な脱炭素の潮流と代替エネルギーとしての水素に対する関心が高ま

り、ロシアにとって最大の化石燃料市場である欧州がグリーンディールによって大きく舵を切る

中、ロシアもこれに引き摺られる形で、昨年 11 年ぶりに改訂された 2035 年までの長期エネルギー

戦略に水素エネルギーが盛り込まれることになった。 

・他方で、ロシア政府及び石油ガス企業の認識は、「2050 年までに正味排出量ゼロを目指しても、天

然ガスを中心とする化石燃料は移行期のエネルギー源として必要なはずであり、産油ガス国との競

争に対しては本意ではないが、価格で対抗し、シェアを維持していく。2050 年正味排出量ゼロと言

っても化石燃料の使用が全く無くなるわけではない。いずれにしても欧州需要は既に縮小基調に入

っているから、その分を中国（原油・ガス共にパイプライン稼働済み）やアジア諸国（LNG 販売）

で攻めて行く」というものであり、その方向性は今も大きくは変わっていない。 

・長期エネルギー戦略に急遽盛り込まれた水素エネルギーについては、水素の供給源として最も安価

で安定的に供給可能な天然ガスという資源とその天然ガスや水素を欧州まで輸送できる天然ガス

パイプライン網というインフラを既に有する Gazprom、そして欧州が望む気候中立な水素となり

得る原子力発電による電力を用いたイエロー水素生成の主体となる Rosatom に光が当てられてい

る。 

・その陰では、LNG を主業とする独立系ガス生産会社の NOVATEK、そして、Rosneft や LUKOIL 等

主要石油会社は政府の政策からは取り残された形になった。しかし、彼らは独自の解釈・考え方で

試行錯誤を行い、この脱炭素の潮流に対応して行こうとしている。 

＊＊＊ 

Rosneft 

政府の動きに敏感に反応し、2000 年 8 月から年内発表に向け炭素戦略策定に着手。しかし、秋口

から長期的な石油生産とクリーンな生産技術開発の重要性を主張。年末に出された戦略も野心的と

は言えるものではなかった。炭化水素生産の大幅削減を発表した大株主 BP との矛盾が指摘される

中、BP と環境技術協力に関する協力を立ち上げ、批判を躱そうとしている。反 Rosneft の報道に

対しては訴訟も辞さない姿勢。 
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LUKOIL 

フェドゥン副社長を気候変動担当副社長に任命。脱炭素に向けた情報公開は進める一方で、性急な

脱炭素化には慎重な姿勢を貫く。「ロシアの石油会社は代替エネルギー技術を開発するという高額

で意味のないことに没頭するより、森林吸収と CCS に注力すべき」と断言。また、「二酸化炭素排

出量を相殺することが、世界最大の森林地帯を有するロシアでは可能であり、2025 年までに炭素

取引システムを導入して欧州に対抗すべき」と主張。 

NOVATEK 

ロシア企業の中では、最も脱炭素、CCS、水素分野（アンモニア輸送を含む）への関心・実現に向

けたベクトルが強い。その背景には水素エネルギー開発においては政府の枠組みからは良くも悪く

も漏れたため、自由に、経済合理性に従ってカーボンニュートラル LNG 及び水素を追求すべく、

独自路線を矢継ぎ早に出し、プロジェクト実現に邁進している。 

Gazprom 

天然ガスからの水素生産では、新たな CAPEX 投下が少なく、二酸化炭素排出量の少ないメタン熱

分解（ターコイズ水素）に注目。パイプラインという既存インフラ保有による優位性の一方で、水

素生産は需要地で行った方が、経済性が良いことも認識。S-2 の繋がりから Shell と戦略提携を推

進。大西洋貿易では初めてとなるヤマル LNG カーゴをカーボンニュートラル LNG として Shell（英

国）へ販売する等関係強化。 

Gazprom Neft 

戦略を見直すことを表明するも化石燃料増産目標は継続。 

Tatneft 

2050 年までに炭素中立を目指す計画を発表したロシアで最初の石油ガス企業に。但し、中期的に

化石燃料増産は否定せず、炭素中立に向けた具体的な方策は不明確。 

＊＊＊ 

・現在までロシアの石油ガス会社で気候変動対策や炭素戦略について表明を行った会社はこれら企

業に留まっており、またほぼ全ての会社が化石燃料の増産目標を立てていることが特徴となってい

る。 

・水素エネルギーについては「2024 年までのロシアの水素エネルギー開発計画」に従い、ロシア政

府は、今後 2024 年までに水素エネルギーを支援するための一連の政策が策定、必要な法的及び研

究基盤を形成する予定。 

・プーチン大統領は「安価で豊富な石油ガスの開発は継続する一方で、ロシアの石油ガス会社はパリ

協定に従い、さらに『グリーン』になるべく、脱炭素に無向けた投資をせざるを得ない」と述べ、

排出量削減ターゲットを規定した温暖化ガス排出量削減に関する法律（政令第 666 号）を制定。し

かし、ロシアは広大な森林による二酸化炭素吸収を計算に入れており、その実現ハードルは決して

高いとは言えない目標設定となっている。また、プーチン大統領はロシア政府に 2050 年までにロ
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シアが気候中立な形で社会経済を発展させるための戦略を策定することも指示。ノヴァク副首相は

2021 年内に温暖化ガス排出削減戦略を発表する予定であることを表明し、また、現在ロシア政府

が気候変動への対応と燃料エネルギー産業によって排出される炭素排出量の削減に焦点を当てる

「新エネルギー（New Energy）」戦略を策定していることも明らかにしている。さらにロシアは 2022

年に温暖化ガス排出量規制を導入する予定であり、ロシア政府も矢継ぎ早に温暖化ガス排出量削減

に向けた戦略を練りつつある。 

・カーボンニュートラルを目指す旗艦・宣伝的パイロットプロジェクトとして、当初サハリン州リマ

レンコ知事が立ち上げたサハリン州域内のカーボンニュートラルを 2025 年までに実現するプロジ

ェクトが中央政府を巻き込むプロジェクトに昇華。当初案では水素クラスターを創設し、Rosatom、

仏エア・リキッド社、米エアープロダクツ社等と国際コンソーシアムを立ち上げるものだったが、

ロシア初の炭素取引パイロットプロジェクトも加わり、経済発展省及びサハリン州政府が具体的な

ロードマップを作成中。今後実現に向けた方策、対象プロジェクト、そして課題が明らかになるだ

ろう。 

・世界的な脱炭素の流れ、そして特に国境炭素税という産油ガス国に直接影響を及ぼす事象の発生を

受けて、防衛本能としてロシア政府が急速に注目し始めているのが、既に持っている世界最大を誇

る資産である森林（ロシア一国で世界の 5 分の 1を占める）である。ロシアという国単体で括るの

であれば、ロシア領域に所在する森林による二酸化炭素吸収はロシアが享受するべき「排出権」に

等しく、国境炭素税を課される筋合いはないというロジックを成り立たせようとしていると考えら

れる。 

 

 

1．はじめに 

2019 年 12 月のフォン・デア・ライエン欧州委員長の就任と共に打ち出された欧州グリーンディール、

そして、コロナウイルスとその経済停滞が、欧州加盟国を温暖化ガス削減政策の更なる推進に向け、ひと

つにまとめ上げることになった。その結果、合意に至った欧州復興基金及び 2027 年までの多年度財政枠

組みを受けて、7 月に「欧州水素戦略」及び「エネルギー統合戦略」が出され、域内の 2050 年までの正

味排出量ゼロと脱炭素化に向けた動きが急速に加速している1。そして、2020 年 9 月には中国（2060 年）

及び日本（2050 年）も正味ゼロエミッションを宣言した。 

これら各国の戦略が出るまでのロシア政府及び石油天然ガス企業の認識は、「2050 年までに排出量正

味ゼロを目指しても、天然ガスを中心とする化石燃料は現在の莫大なエネルギー需要を満たすために移

行期のエネルギー源として必要なはずであり、産油ガス国との競争に対しては、（本意ではないが）価格

                                                   
1 拙稿「石油ガス収入上のドル箱・欧州が進める脱炭素化（水素戦略及び国境炭素税導入）の動きとロシアの対応（発表された 2035 年までの

長期エネルギー戦略を中心に）」（2020 年 9 月 2 日）も参照されたい。https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008834.html 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008604/1008834.html
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で対抗し、シェアを維持していく。2050 年排出量正味ゼロと言っても化石燃料の使用が全く無くなるわ

けではない（化石燃料は欧州委員会のベースケースで 2050 年時点過半を占める）。いずれにしても欧州

需要は既に縮小に入っているから、その分を中国（原油・ガス共パイプライン稼働済み）やアジア諸国

（LNG 販売）で攻めて行く」というものであり、その方向性は今も大きく変わるものではない。 

他方、水素という新たなエネルギーに対する関心が国際的にも高まり、ロシアにとってのドル箱市場

である欧州でも関連する戦略が出された結果、ロシアの長期エネルギー戦略にも水素エネルギーが俄か

に組み込まれることとなった。2020 年 6 月、11 年ぶりに改訂・承認された「ロシアにおける 2035 年ま

でのエネルギー戦略」では、欧州での動きを敏感に反映し、「水素エネルギー」という新たな項目を追加

している。7 月下旬にはエネルギー省が 2020 年から 2024 年までの水素開発ロードマップを作成し、

Gazprom 及び Rosatom が中心となって、それぞれ水素生産・燃料使用のパイロットプロジェクトを立ち

上げる方針が打ち出されている。これら動きを読み込んでいくと、ロシアは水素を石油天然ガスに置き

換わる敵と見ているよりは、欧州が望む気候中立な水素（ターコイズ水素やイエロー水素）を生産するプ

ロセスの研究（Gazprom 及び Rosatom）を進めて行き、当然天然ガスより高く売れる水素をプラスアル

ファの商機として、捉えようとしていると考えられる。 

また、水素に対する関心が高まり、水素の供給源として最も安価で安定的に供給可能なその天然ガス

という資源と、その天然ガスや水素を欧州まで輸送できる天然ガスパイプライン網というインフラを有

する Gazprom、そして欧州が望む気候中立な水素となり得る原子力発電による電力を用いた水素生成の

主体となる Rosatom に光が当てられた。一方、その陰で、LNG を主業とする独立系ガス生産会社の

NOVATEK、そして、Rosneft や LUKOIL 等主要石油会社は政府の政策からは取り残されている。しかし、

彼らは独自の解釈で、この脱炭素の潮流に対応して行こうとしている。 

本稿ではロシアの石油ガス各社の炭素戦略とその特色、戦略発表から現在までのロシア政府の動向を

追う。 

 

2．石油ガス会社各社のこれまでの対応と変遷 

（1）Rosneft：2035 年に向けた炭素戦略を 2020 年 12月に発表。 

＊＊＊ 

2020 年 8 月 14 日、Rosneft は長期的な炭素戦略を策定し、年内に明らかにすることを発表した。大

株主である BP は先立つ 8 月 4 日に、2030 年までに低炭素エネルギー向けの投資を年 50 億ドル拡大す

政府の動きに敏感に反応し、8月から年内発表に向け炭素戦略策定に着手。しかし、秋口から長期的

な石油生産とクリーンな生産技術開発の重要性を主張。年末に出された戦略も野心的とは言えるもの

ではなかった。炭化水素生産の大幅削減を発表した大株主 BPとの矛盾が指摘される中、BPと環境技

術協力に関する協力を立ち上げ、批判を躱そうとしている。反 Rosneftの報道に対しては訴訟も辞さ

ず。 
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ると共に再生エネルギーによる発電量を 50 ギガワットに増やし、石油・ガス生産を 2019 年比で 40%

（日量 100 万石油換算バレル）削減する極めて野心的な目標を発表している2。しかし、その後 Rosneft

に関しては BP に並ぶようなドラスティックな目標が議論されているという情報は出て来ず、秋に入る

と、180 度転向するような方針が Rosneft 幹部から出て来るようになる。 

 

図 1 Rosneft の主要企業指標の推移 

 

出典：年次報告書から筆者取り纏め 

 

10 月、カシミーロ第一副社長は、「今後国際石油会社が採るべき方策は、従来型エネルギーと再生可

能エネルギーのバランスの取れた開発、持続可能な生産、環境保護、そしてエネルギー効率の高い技術の

導入である。石油会社は低炭素エネルギーへの投資に資本を再配分するのではなく、自分たちが最も得

意とすること、つまり石油を地面から抽出することに集中するべきである。石油・ガス業界は近年、既に

その探査活動を劇的に後退させており、コロナウイルスの大流行の結果として今年は設備投資を削減し

ている。しかし、2030 年までに今日の生産量の 45%を実現するためには、石油ガス開発に推定 2.8 兆ド

ルの投資が必要になる。炭素の管理は世界の最重要課題であり続けるべきであるが、業界は再生可能エ

ネルギーに焦点を移すのではなく、石油とガスを抽出するための、より効率的でクリーンな方法を模索

すべき」であると述べている。また、環境に対する Rosneft の独自の方策として、これまで 2017 年以降、

                                                   
2 ロイター（2020 年 8 月 4 日）／IOD（2020 年 8 月 14 日） 
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二酸化炭素排出量を 310 万トン削減し、10 年前の 8%だった総生産量に占める天然ガスシェアを 19%へ

拡大してきた。また、製油所でのエネルギー効率の向上を達成し、過去 5 年間で 40 億ドル相当のグリー

ン投資実施の他、2019 年にはロシア国内に 100 万本の植樹を行っていることを紹介した3。 

また、同月、セーチン社長はイタリア・ヴェロ

ーナで実地・オンライン開催された第 13 回ユーラ

シア経済フォーラムで講演し、「再生可能エネルギ

ーは世界のエネルギー需要をすぐには満たせない。

エネルギー需要は増加するが、再生可能エネルギー

価格が高いためである。欧州が化石燃料を排除する

には理論的に 50 兆ドルの投資が必要であり、それ

は欧州連合の GDP の 3 倍以上の規模となる。再生

可能エネルギーの拡大はレアメタル不足を招く。 

 

写 1 セーチン社長のオンラインプレゼン 

長期的なエネルギー需要は新たな技術、経済発展と二酸化炭素排出量目標の間に生じる矛盾が決めるこ

とになる。再生可能エネルギーへの加速的シフトは化石燃料の投資縮小を招き、結果として急激なエネ

ルギー価格高騰を招く。世界の石油ガス産業は新技術開発の主導的地位にあり、依然巨大なポテンシャ

ルを持っている。次の数十年は在来型エネルギーと再生可能エネルギーが共同で努力し、気候変動に対

応し、人間が享受できるエネルギーを齎すシナジー効果を見ることができるだろう」と述べ、8 月の大株

主 BP が発表した方向性に逆行し、近年の炭素産業に対するダイベストメントが今後石油ガス価格の高

騰を招くことに対する警鐘と最終的に石油ガスの価格競争力が再生可能エネルギーを凌駕する見通しを

示した4。 

12 月 21 日、8 月の公約を守り、Rosneft は「2035 年までの期間のための炭素マネジメント計画」（The 

Carbon Management Plan for the period until 2035）による 2035 年に向けた気候目標（Climate goals to 

2035）を発表した5。ポイントは以下の 4 つの目標から成っている。 

①二酸化炭素換算で 2,000 万トンの温室効果ガス排出の防止。 

②上流の排出原単位（emissions intensity）を 30%削減。 

③メタン排出原単位は 0.25%未満に抑制。 

④石油随伴ガスのゼロ・フレアリング。 

また、その他の分野として発電からの排出量の最適化に焦点を当て、既存発電所を低炭素・再生可能

エネルギー源から生成された電力に置き換えるための研究も行うとしている。さらに Rosneft は炭素回

収・利用・貯留（CCUS）のための地下貯蔵施設と枯渇したフィールド貯留層の高いポテンシャルを有

しており、CCUS バリューチェーンの発展機会を齎すことを強調。もう 1 つの重要な分野として、二酸

                                                   
3 IOD（2020 年 10 月 5 日） 

4 Prime（2020 年 10 月 22 日）Rosneft 社 HP：https://www.rosneft.com/press/today/item/203475/ 

5 Rosneft 社 HP（2020 年 12 月 21 日）https://www.rosneft.com/press/releases/item/204427/ 

https://www.rosneft.com/press/today/item/203475/
https://www.rosneft.com/press/releases/item/204427/
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化炭素と比較してはるかに高い気候影響の可能性があるメタン排出削減を取り上げている。Rosneft は

2019 年以来、メタン排出量を削減するための包括的なプログラムを実施しており、さらにプログラムを

拡大し、ドローン、レーザー及び熱画像スキャナー、超音波検出器等の革新的な技術の導入を進め、

0.25%未満のレベルへのメタン排出原単位の抑制に貢献するとしている。その他、石油製品からの排出

量をさらに削減するために、リテール市場での CNG 販売を拡大するプログラムを継続し、水素、バイ

オディーゼル、持続可能な航空燃料等の新たなクリーン燃料を製造する選択肢も検討する。二酸化炭素

排出量を削減するためのもう 1 つの重要な方法として挙げているのが、天然の炭素吸収源である森林植

樹である。Rosneftは年間平均 100 万本以上の植樹を行っており、既に森林による温室効果ガスの吸収

に大きく貢献していることを宣伝。今回の気候目標では、ロシアの森林の炭素吸収ポテンシャルを開放

し、排出量を相殺するための大規模な森林再生と森林維持プログラムを開発することも目指している。

そして、2050 年までに正味カーボンニュートラルを達成するための追加方策を模索していくことが謳わ

れたが、あくまで模索していくというポジション表明に留まっている。 

 

図 2 Rosneft が公表した 2035 年に向けた気候目標（2020 年 12 月 21 日） 

4 つの主要指標 8 つの排出削減のための方策 

  
注 1：2,000 万トンの温室効果ガス排出の防止については、（直接・間接双方の）スコープ 1（事業者自らによる温室効果ガス

の直接排出）及びスコープ 2（他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出）を対象。つまり、スコープ 3

（スコープ 1 及び 2 以外の事業者の活動に関連する他社の排出）は対象としない。 

注 2：上流の排出原単位を 30%削減についてもスコープ 1 及び 2 を対象。 

注 3：ゼロ・フレアリングは石油随伴ガスを対象 

注 4：ロシア国内資産のみを対象。 

出典：Rosneft6 

                                                   
6 Rosneft 社 HP：https://www.rosneft.com/upload/site2/attach/3/23/Carbon_Management_Plan_Summary_en.PDF  

https://www.rosneft.com/upload/site2/attach/3/23/Carbon_Management_Plan_Summary_en.PDF
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前述の通り、既に秋口から Rosneft の対応は気候変動対策よりは石油生産に重心が移っており、8月

時点のような盛り上がりは見られないのではないか、という憶測を裏切らない気候目標の表明となっ

た。アナリストは Rosneft がロシアメジャーでは初めて同社の成長計画に固執した 2035 年炭素目標を

設定したことを評価しつつ、欧米企業に比べて野心さに欠けるも、ロシア企業も気候変動問題における

化石燃料に対する懸念を示し始めたと分析、一定の評価をしている。目標では自らのオペレーションか

ら直接・間接に生じるスコープ 1（事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロ

セス））及びスコープ 2（他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出）の排出を対象とし

ている一方で、スコープ 3（スコープ 1・2 以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出））に

ついては対象としてない不完全さと、水素やバイオ燃料のようなよりクリーンなエネルギーの評価につ

いて短く触れられているだけに留まっている点に難があることを指摘している。 

 

図 3 サプライチェーン排出量（スコープ 1＋スコープ 2＋スコープ 3）のカテゴリー 

 

出典：グリーン・バリューチェーンプラットフォーム7 

 

ところで 2019 年の Rosneftのスコープ 1・2の排出量はそれぞれ 5940 万トン・2180 万トンと推定

されており（IOD による。なお、BP は合計で 5500 万トン）、2030 年までに Rosneft はその 30%を削減

する目標となっている。他の見方をすれば、Rosneft の上流における排出量を 2019 年の 27 キログラム

／BOE から 19キログラム／BOE へ削減させる目標となる。低炭素石油生産のトップを走るサウジアラ

ムコの現在の排出量は 10 キログラム／BOE と言われており、30%であったとしても他国営企業に比べ

て以前高い排出量目標となっていることになる。また、複数の欧米メジャーがコミットしている長期的

なゼロエミッションについては、Rosneft は「2050 年までに達成するための追加機会を模索する」とし

てコミットしていない。更に大株主である BP が現在の生産量（日量 260 万バレル）を 2030 年までに

40%、日量 156万バレルまで減少させ、再生可能エネルギー開発目標を立てているのとは対照的に、

                                                   
7 環境省及び経済産業省：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html#no01 

https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/supply_chain.html#no01
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Rosneft は石油生産を減少するのではなく、成長戦略として拡大する方針を明らかにするものだった8。 

この動きに対して、大株主 BP が進めるドラスティックな方針との矛盾を突く論評が年明けから出始

め、BP 及び Rosneft はその火消しに追われることになる。一部メディアに対して Rosneft は、記事削除

と謝罪広告掲載を求める訴訟に発展し、現在に至っている9。1 月 6 日、フィナンシャル・タイムズが口

火を切り、BP は 2019 年に Rosneft から 7 億 8500 万ドルの配当を獲得し、その投資から生じる 23 億

ドルの税引き前利益を計上しているが、その一方で Rosneft の石油生産量が BP の年間炭化水素生産量

全体の約 3 分の 1 を占めていること、他方、Rosneft 取締役も兼ねるルーニー新社長の下で出された BP

の新たなグリーン転換戦略の観点と、前述の Rosneft 幹部が主張する石油市場に齎すダイベストメント

による供給逼迫・価格高騰等の危機との方向性の違いを指摘。Vostok Oil プロジェクトの枠内で Rosneft

と共同出資する Yermakneftegaz を通じて、数十億バレルの原油埋蔵量を確保するために北極圏で探鉱

開発を続ける BP は、今後持続可能なエネルギーグループとしてのブランド化に苦労するだろうと分析

している10。 

このような外部からの指摘による企業イメージ挽回を図るべく、2 月に入ってすぐに Rosneft と BP

は、炭素管理と持続可能性を追求する分野で協力することに合意し、戦略提携に署名したことを発表し

ている。具体的には再生可能エネルギーの使用、炭素の回収、利用、貯蔵（CCUS）の機会及び水素の

開発を想定した新しいプロジェクトを共同で調査する内容である11。また、この中では水素ビジネスの

発展に取り組むことが含まれており、BPと共に再生可能エネルギーを利用した水素生産プロジェクト

の展望についての検討を行うとしている。このことはロシア石油会社において初めての取り組みとなる

ことから注目される。これまでにロシアの石油ガス産業では、エネルギー戦略でも規定された

Gazprom、そして、独自に自社の天然ガスソースを活用する NOVATEK が水素ビジネス、排出される有

害物質の有効利用に関する新技術の開発に取り組む意向を示してきた。確かに現在の Rosneft の天然ガ

ス生産量（67BCM）は NOVATEK（75BCM）に次ぐ第三位の規模にあり、CCS を併用したブルー水素

を生産するポテンシャルは十分にあると考えられる。また、水素を利用して、計画中のプロジェクトの

枠内での LNG 生産・輸送の際のカーボンフットプリントを低減させるポテンシャルも有しているのも

事実である12。他方でフィナンシャル・タイムズの批判記事を受けて、付け焼刃・形だけ BP との協力

を立ち上げた感は拭い切れず、BP との戦略提携の具体的な内容が出て来るのかどうか進捗が注目され

る。 

その手掛かりとなると期待されたのが、時宜を得て、投資家とアナリスト向けに 3 月初旬に Rosneft

                                                   
8 IOD（2020 年 12 月 24 日） 

9 Rosneft が Bloomberg、TV Rain 及びモスクワのこだまに対して 18 日付けで訴訟を起こした。内容は非公開。既にノーヴァヤ・ガゼータ、

IStories 及び Bloomberg を名誉棄損情報の流布を理由に訴えている（Prime／2021 年 3 月 19 日）。 

10 FT（2020 年 1 月 6 日） 

11 BP 及び Rosneft 各社 HP：https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/rosneft-and-bp-agree-to-cooperate-on-

carbon-management-and-sustainability.html 及び https://www.rosneft.com/press/releases/item/204955/ 

12 ヴェードモスチ（2020 年 2 月 4 日） 

https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/rosneft-and-bp-agree-to-cooperate-on-carbon-management-and-sustainability.html
https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-releases/rosneft-and-bp-agree-to-cooperate-on-carbon-management-and-sustainability.html
https://www.rosneft.com/press/releases/item/204955/
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が企画した 2035 年に向けた炭素管理計画のプレゼンテーションイベントであった13。その要点を次の通

り紹介する。 

・2035 年の炭素管理計画では上流の排出量を 30%削減し（スコープ 1 及び 2）、二酸化炭素排出量を

2,000 万トン削減。随伴ガスフレアをゼロにし、自然の二酸化炭素吸収源（森林等）を開発するこ

とを想定。 

・2,000 万トンの排出削減は Rosneft の将来成長での排出と既存の排出削減の組み合わせで実現

（2019 年現在 8,100 万トン）。 

・上流排出量の 30%削減と二酸化炭素排出量の 2,000万トン削減は、エネルギー効率プログラム、ガ

ス利用プログラム、随伴ガス再注入、再生可能エネルギー導入、独自の風力発電、ブルー水素プロ

グラムによって実現すると想定。また特定されていない新技術を通じて、さらに追加 2,000 万トン

の二酸化炭素排出量を削減する可能性を指摘。 

・2017 年以降、随伴ガスフレアは 55%削減された。再注入及び有効利用プログラムを通じてこれを継

続することを目指す（ヴァンコール、ヴェルフネチョン、ユルブチェンで圧入を既に実施）。 

・Vostok Oil プロジェクトでは風力発電プロジェクトを検討中。再生可能プロジェクトはロシア南部の

SS、インド・ナヤラエナジーでの太陽光発電ユニット設置している14。 

・Vostok Oil プロジェクトは、Rosneft がベストプラクティスを活用し、ゼロ・フレアリングを目指

す。その排出レベルはバレル当たりわずか 0.012 トンの二酸化炭素 （世界のグリーンフィールドプ

ロジェクトでは平均 0.05 トン）。 

・Rosneft は、スコープ 3 の排出量も検討している。Vostok Oil プロジェクトは硫黄含有量が低く、水

素化処理（二酸化炭素を大量に消費する精製プロセスの 1 つ）に対して、精製所での排出量削減に

有利。 

・ロシアの森林（11〜59 億の二酸化炭素の炭素吸収源として機能する可能性がある）のポテンシャル

と独自の森林再生プログラム（10〜20 百万トンの潜在的なオフセットについて言及）も検討。 

・会社は BP と協定を結んでおり、炭素の回収、利用と貯蔵、森林プロジェクト、メタン排出防止など

の協力を想定している。 

・省エネプログラムでは 2014〜20 年の間で 390 億ルーブルと 4.5 石油換算トンの省エネを達成。

2022 年の戦略では、森林プログラム（300 万本の木が既に植えられている）とグリーン投資

（1,700 億ルーブルが費やされている）を想定している。 

 

プレゼンテーションイベントへの招待者は Rosneft の資金調達先である金融機関・投資会社がメイン

                                                   
13 VTB Capital（2021 年 3 月 2 日） 

14 Rosneft はヴォストークオイルプロジェクト（2024 年で 60 万 BD、2030 年時点で 230 万 BD を見込む）初期段階で炭素排出量削減のために

風力を活用することを計画。Rosneftによれば、同プロジェクトの稼働期間中の平均炭素排出量はバレル当たり 12 キログラム（例えば Equinor

は 9 キログラム、サウジアラムコは 10 キログラム）。（IOD／2020 年 11 月 13 日） 
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であり、現在市場に蔓延する脱炭素の流れに後ろ向きな Rosneft の印象を払拭する意味があった。しか

し、プレゼンテーションの内容は、結論から言えば、12 月に出された戦略を覆すことはなく、非野心的

な目標は堅持しつつ、プラスアルファとして大株主 BP の戦略と体面を保つべく、Rosneft としても脱

炭素に向けた努力はしていくということを示すものだった。低炭素の先にカーボンニュートラルの達成

の可能性も指摘するが、「検討」に留まり、全般的に具体的な方法に対する根拠に欠ける。その根拠のひ

とつとして、ロシア政府も注目する持てる資産である森林吸収（後述）に期待を寄せていることも注目

された点となった。 

 

（2）LUKOIL：脱炭素化の程度に応じた石油需要シナリオを作成。長期戦略は 2022 年春公開か。 

 

＊＊＊ 

過去には Conoco Philips が 20%を出資し、ロシア石油会社の中では最も欧米企業スタンダードでの

情報公開・経営戦略を有するという見方もある LUKOIL だが、脱炭素に向けた動きでは情報公開は進め

る一方で、慎重な姿勢を貫いてきた。 

LUKOIL は 2002 年 9 月に同社の温暖化ガス排出量を国際基準で公開する体制整備を完了したことを

発表した。このことは、ロシアの石油生産者が他の国の生産者の努力に遅れを取りながらも、気候問題

に対してより大きな注意を向け始めていることを示す動きと捉えられた。LUKOIL は所謂スコープ 1 排

出量について、2016 年から 2019 年の比較で、ガス生産量の増加にもかかわらず（筆者注：18BCM→

34BCM／但し原油生産量は 94 百万トン→85 百万トンへ減少している）、2016 年排出量の 4,170 万トン

から 3,982 万トンに削減。減少の主な原因は、随伴ガス活用プロジェクトの増加の結果によるものとし

ている。2019 年のスコ－プ 2排出量は 864 万トンで、社内発電の開発と省エネプログラムの実施を反

映して、2016 年のレベルから 17%減少。ロシアの企業は、排出量の削減と低炭素エネルギーへの多様

化の点で、BP や Shell などの国際企業よりもはるかに遅れているが、投資家が環境パフォーマンスをま

すます重視しているため、この問題はますます重要になっていると市場アナリストは分析している15。 

                                                   
15 IOD（2020 年 9 月 4 日） 

フェドゥン副社長を気候変動担当副社長に任命。脱炭素に向けた情報公開は進める一方で、性急な脱

炭素化には慎重な姿勢を貫く。ロシアの石油会社は代替エネルギー技術を開発するという高額で意味

のないことに没頭するより、森林吸収と CCSに注力すべきと断言。二酸化炭素排出量を相殺するこ

とが、世界最大の森林地帯を有するロシアでは可能であり、2025 年までに炭素貿易システムを導入

して欧州に対抗すべき、としている。 
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10 月には、取締役会はフェドゥン副社長を気候変動担当副社長に任

命。気候変動問題のガバナンスシステムを強化する一環として、戦略・

投資・持続可能性委員会の機能と名前を戦略・投資・持続可能性・気候

適応委員会に改名し、それぞれの機能と目的も改訂した。同副社長は既

に気候戦略を承認することを計画していると発表してきた。また、その

目標は 2050 年までにゼロ炭素排出量を達成することであるとも述べて

きた16（しかし、ゼロ排出量はまだ目標には表れていない）。 

 

写 2 フェドュン副社長 

 

図 4 LUKOIL の主要企業指標の推移 

 

出典：年次報告書から筆者取り纏め 

 

フェドゥン副社長は、油価下落時の政府対応への警鐘や今後のロシアの生産見通しについて悲観的な

意見を憚りなく言うことで有名だが、脱炭素に関する国際動向に対しても実利的な意見を述べている。

「ロシアは 2025 年までに炭素貿易システムを導入するべきである。それにより欧州の炭素調整システ

ムとのオフセットが可能となる。また、ロシア政府は第一に森林吸収容量をしっかり測定するべきであ

る。20 年前の研究では、EU が要求する 4 分の 1に当たる二酸化炭素・5,000 万トンを森林が吸収する

ことができるとされていた。既にデータが古い。LUKOIL は CCS プロジェクトも推進し対応していく。

ロシアの石油会社は代替エネルギー技術を開発するという高額で意味のないことに没頭するより、森林

                                                   
16 Interfax（2020 年 10 月 15 日） 
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吸収と CCS に注力すべき。5%の利益率という代替エネルギービジネスに、15%という石油開発産業の

現状から変更する必要性は見出せない17」。また、2021 年 3 月には、同副社長は森林吸収の重要性を繰

り返し、二酸化炭素排出量を相殺することが、世界最大の森林地帯を有するロシアでは可能で、8,000

万ヘクタール、さらに約 2,000 万から 3,000 万ヘクタールの炭素農場を開発することができるだろうと

も述べている18。 

さらに同社のアレクペーロフ社長は、3 月に脱炭素化のさまざまな目標に応じて世界の石油需要に関

する可能なシナリオを想定した結果を発表した。3 つのシナリオから成り、「進化シナリオ（Evolution 

Scenario）」は、各国が温暖化ガス排出量に対するそれぞれの気候変動への取り組みを果たす前提で、石

油需要は 2035 年にピークを迎え、日量 1.05 億バレル（参考：0.95 億バレル@2019 年）となる。その

場合、世界の気温は 2.6 度上昇する。同社長は「このシナリオはパリ協定の目標を達成することはでき

ないが、今日最も現実的であるように考えている」と述べている。また、「均衡シナリオ（Equilibrium 

Scenario）」は、再生可能エネルギーの成長が加速し、気候目標とエネルギーの利用可能性のバランスが

均衡することを前提とするもので、「このシナリオは地球の気温が 1.5〜2°C 上昇するシナリオであり、

世界中の気候規制の積極的な成立と準備が必要である」としており、2030 年にピーク石油需要である日

量 1 億バレルに達し、世界の気温は 1.8 度上昇する。3 つ目の「変換シナリオ（Transformation 

Scenario）」では、世界のエネルギーと産業の急激な変化を想定しており、世界の気温の上昇は 1.5 度に

抑制される。ピーク石油需要は 2025 年に日量 0.99〜1 億バレルなる。なお、新規プロジェクトへの十

分な投資が不足しているため、今後 5 年間で原油供給不足が顕在化するリスクがある。これは価格の変

動につながり、世界経済の成長ダイナミクスに悪影響を与える可能性がある。化石燃料の生産を性急に

拒否することは不可能であり、リスクを伴うと警鐘を鳴らしている。また、LUKOIL がこれらシナリオ

をベースにエネルギー転換を考慮した会社の長期戦略の更新に取り組んでおり、それは年内に策定さ

れ、2022 年の春に公開される予定であることを示唆している19。 

 

（3）NOVATEK：2020 年に 8月に環境・気候変動目標を公表。2022 年長期戦略をリバイス予定。 

 

＊＊＊ 

Gazprom に次ぐロシア第二位の天然ガス生産企業であり、パイプラインではなく LNG に特化し、ロ

                                                   
17 POG・IOD（2020 年 11 月 24 日） 

18 Interfax（2020 年 3 月 25 日） 

19 Lambert（2021 年 3 月 11 日） 

ロシア企業の中では、最も脱炭素、CCS、水素分野（アンモニア輸送を含む）への関心・実現に向けたベ

クトルが強い。その背景には水素エネルギー開発においては政府の枠組みからは良くも悪くも漏れ、自

由に、経済合理性に従って現在の LNG に加わる新たな商品であるカーボンニュートラル LNG 及び水素

を追求すべく、独自路線を矢継ぎ早に出し、プロジェクト実現に邁進している。 
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シアの天然ガス輸出戦略実現の一角を成す NOVATEK は、現在水素の 8 割弱が天然ガスから生産されて

いるのにも関わらず、昨年ロシア政府が発表した 2035 年までの長期エネルギー戦略及び追って発表さ

れた 2024 年までの水素開発ロードマップでは NOVATEKは一切言及されず（10 月の独露新エネ協力で

はノヴァク・エネルギー大臣（当時）から水素分野で言及あり／後述）、水素エネルギー開発においては

政府の枠組みからは良くも悪くも漏れ、独自の路線を矢継ぎ早に出している。 

まず、2020 年 8 月 25 日、NOVATEK 取締役会は 2030 年までの環境目標を承認し、公開した（図 4

参照）。温室効果ガスと大気汚染物質の排出を削減し、企業活動における化石燃料（石炭、燃料油及びデ

ィーゼル）を天然ガスに置き換えることが柱となっている。また、将来的な世界のエネルギーミックス

における天然ガスの役割について、再生可能エネルギーからのエネルギー供給の不足分を補いながら、

エネルギー転換における従来の化石燃料に代わる低炭素エネルギーとして重要な役割を果たすことを強

調している20。 

 

図 5 NOVATEK が公表した 2030 年までの環境及び気候変動目標（2020 年 8 月 25 日） 

 

出典：NOVATEK プレスリリース 

 

9 月には、ギャトヴェイ CFO は「メタンからの商業的水素製造の可能性を検討している。NOVATEK

には大規模な水素プロジェクトの可能性を探究するのに十分なガス資源がある。天然ガスから炭素回収

と貯留を組み合わせて水素を生産するブルー水素は、ガスを脱炭素する効率的な方法と考えている。

NOVATEK はこれまでガス生産と LNG 輸出に焦点を合わせてきたが、現在は水素についても検討してい

                                                   
20 NOVATEK 社 HP：

https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3906&newsFilterFormYear_4=2020&newsFilterFormMonth_4=7  

https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=3906&newsFilterFormYear_4=2020&newsFilterFormMonth_4=7
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る」ことを明らかにした21。 

また、10 月には NOVATEK が Methane Guiding Principles Initiative（生産から最終消費者までの天然

ガスサプライチェーン全体での行動の優先分野に焦点を当てた、業界と非業界組織間の自発的な国際的

な複数の利害関係者のパートナーシップ）のメンバーになったことを公表。ギャトヴェイ CFO は、「エ

ネルギー生産ミックスに天然ガスが多く含まれているため、NOVATEK は既に世界の石油及びガスセク

ター全体でも温室効果ガスとメタンの排出原単位が最も低い企業の 1 つである。天然ガスは環境的に持

続可能な未来と大気へのメタン排出の削減のための唯一の最も重要で費用効果の高い方法である」と述

べている。また、NOVATEK はグリーン電力を使用して水素を生成するために、ヤマル半島とギダン半

島、カムチャツカ・ムールマンスクの LNG 積替えターミナルの近くに風力発電所を建設することを検

討していることが報じられた。コメルサントによれば、NOVATEK がブルー及びグリーン両方の水素の

生産を検討しており、Repsol との最初の協議を行ったという報道も出ている22。 

 

図 6 NOVATEK の主要企業指標の推移 

 

出典：年次報告書から筆者取り纏め 

                                                   
21 POG（2020 年 9 月 10 日） 

22 Lambert（2020 年 10 月 8 日） 
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さらにミヘルソン社長は、NOVATEK がヤマル半島北西部で CCS プロジェクトを実施する予定であ

り、「今年、NOVATEK は 2030 年までの追加の戦略的環境目標を策定することを約束する。そのような

取り組みの 1 つに、ヤマルで実施する予定の CCS プロジェクトがある。30〜40年以内に水素が重要な

エネルギー源になる」と指摘している23。そして、「NOVATEK は共同水素プロジェクトを実施するため

にパートナーを招待する。今後 30〜40 年で、水素は重要なエネルギー源になり、エネルギーバランス

でそのシェアを増加すると確信している。日本の水素エネルギー関連会社は現在市場をリードしてい

る。日本には既に燃料供給インフラがあり、水素燃料自動車は連続生産されている。水素輸入技術がテ

ストされており、水素を受け取るターミナルが立ち上げられている。水素は世界のエネルギー開発の次

のステップ。水素を生成する最も安価な手段は天然ガスの水蒸気改質だが、水素を生成するための新し

い技術は、ガスと水の電気分解の両方から出現している。NOVATEK は現在、自社のニーズに合わせて

水素を生産しており、その施設で有望な市場向けに水素の生産を設定するためのソリューションも開発

している」と将来的な供給先として日本に言及しながら水素生産を実現していくことを表明した24。 

ギャトヴェイ CFO は、「水素についてはまだその商業的および経済的実行可能性を評価しており、し

ばらく時間がかかるだろう。ウスチ・ルーガで水素分解装置新設を計画しており、国内消費にまず充て

る予定である。ヤマル半島での CCS 及び再生可能エネルギー開発についても研究しているところ。

NOVATEK の焦点は、将来の LNG プロジェクトを通じて、現下で進もうとしている『エネルギー転換』

のリーダーになることである。2030 年までに LNG 生産量を最大 7,000 万トンに増やす予定。現在の石

炭需要を LNG に置き換えることで、1 億 7,000 万トン以上の二酸化炭素排出量を削減することができ

る」と述べた25。ここで述べられたウスチ・ルーガでの水素分解装置は、2021 年末から 2022 年初頭に

稼働させる予定で、減圧軽油を原料として、高温高圧の水素ガス環境下での触媒反応により、良質なナ

フサ、灯油、ジェット燃料、軽油または高級潤滑油を得るプロセスのことであり、水素化分解は多量の

水素を消費するため、付帯設備として水素製造装置を必要とすることから、石化プロセス・製品化の一

貫として水素を調達する一環と考えられる。高温・高圧であるため建設費、運転費ともに高いのが難点

である特徴がある26。 

2020 年 12 月に入ると、脱炭素に向けた実際の動きが加速し、実現し始める。まず、ロスストック

（ドイツ）で最初のカーボンニュートラルの LNG 燃料補給所を立ち上げたことを発表。12 月 10 日に

は NOVATEK が独ジーメンスと LNG を脱炭素させるための戦略パートナーシップ協力協定を締結した

ことも明らかにし27、LNG、電力及び水素生産におけるカーボンフットプリントを削減させる高技術開

発と実現を目指し、電力及び LNG 生産において使用されている天然ガスを炭素中立な水素に代替する

                                                   
23 PAF・Sputnik・Lambert（2020 年 10 月 12 日） 

24 Interfax（2020 年 10 月 12 日） 

25 Lambert（2020 年 10 月 30 日） 

26 VTB Capital（2020 年 12 月 1 日） 

27 NOVATEK 社 HP：

https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=4183&newsFilterFormYear_4=2020&newsFilterFormMonth_4=11  

https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=4183&newsFilterFormYear_4=2020&newsFilterFormMonth_4=11
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ためのプロジェクト実現を開始することを表明した。また、実際に NOVATEK がロシア初となる産業水

素発電プロジェクトを開始したことも明らかになった。これは二酸化炭素排出量削減計画の一環とし

て、ヤマル LNG プラントに電力を供給する発電所のジーメンス製ガスタービン（SGT-800）8台のうち

1 台を更新し、コンバインドサイクル発電の燃料中の水素の割合を最大 60%に拡大する計画である。 

また、CCS プロジェクトについては 10月に既にヤマル半島において具体的プロジェクトの実施を計

画していることが発表されていたが、ギャトヴェイ CFO は 2022 年に開始される可能性があるとして、

「NOVATEK はこの地域の地質をよく理解しており、二酸化炭素圧入と貯留に十分適した層があること

は確かだが、圧入量とこのプロセスの経済性の問題はまだ解決されていない」と説明している28。その

後、2021 年 3 月には 2022 年初頭までに CCS 事業における FID を目指している一方、ロシアには炭素

注入を監督する法的基盤がないため、規制プロセス構築に取り組むことを表明した29。 

それに先立つ 2021 年 1 月には NOVATEKと独 Uniper が、Uniper が保有するロシア及び欧州発電所

への供給を含む水素バリューチェーン開発の可能性を調査・アセスする MOU を締結（対象はブルー水

素及びグリーン水素）している30。 

さらに、ミヘルソン社長は、NOVATEK 独自の液化技術（アークティック・カスケード）を用いたパ

イロットプロジェクトである、ヤマル LNG 第四トレイン（90万トン）について既に試運転を終えてお

り、数週間以内に商業生産を開始する予定であることを発表すると共に、2021 年に同施設での水素化分

解装置の建設も完了する予定であり、2022 年の第 1 四半期の終わりかそれより少し後に生産を開始す

る計画であると述べている31。 

長期戦略については、2017 年に策定された現在の戦略について、NOVATEK は 2022 年炭素排出削減

目標を含む長期戦略をリバイスすることを発表している32。 

4 月下旬には新たな情報として、ミヘルソン社長は「ヤマル半島サイトで水素輸送の手段として年間

220 万トンのアンモニア生産を検討している。（同氏が主要株主であり NOVATEK と関係の深い）シブ

ールはメタノール生産を研究していると共に、NOVATEKはアンモニア生産を研究しており、これは両

者の共同プロジェクトになることもあり得る。既に電力業界ではアンモニアが燃料として使用されてい

る。日本市場からの注文もある。また、（ヤマル LNG プロジェクトでの）発電量の 30〜40％を水素に

変換することを検討している。そして、アンモニア生産についてはそれぞれ 110 万トン生産容量のプラ

ントを 2 トレイン建設し、合計で 220 万トンを段階的に達成する。2022 年前半にこれに関する投資決

定を行う予定である」と述べている。但し、このアンモニアまたはメタノール生産計画が遅延するオビ

                                                   
28 コメルサント（20230 年 12 月 11 日） 

29 Lambert（2021 年 3 月 5 日） 

30 NOVATEK 社 HP：

https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=4239&newsFilterFormYear_4=2021&newsFilterFormMonth_4=0  
31 Prime（2021 年 2 月 19 日） 

32 IOD（2021 年 2 月 18 日） 

https://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=4239&newsFilterFormYear_4=2021&newsFilterFormMonth_4=0
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LNG プロジェクトの代替策であるかどうかは言及していなかった33。 

 

（4）Gazprom：新たな長期的な炭素戦略に関する情報はなし（2018 年戦略を踏襲／表 1参照）。 

 

天然ガスからの水素生産では、新たな CAPEX 投下が少なく、二酸化炭素排出量の少ないメタン熱分解

（ターコイズ水素）に注目。パイプラインという既存インフラ保有による優位性の一方で、水素生産は需

要地で行った方が、経済性が良いことも認識。S-2の繋がりから Shellと戦略提携を推進。大西洋貿易で

は初めてとなるヤマル LNGカーゴをカーボンニュートラル LNGとして Shell（英国）へ販売する等関係

強化。 

＊＊＊ 

NOVATEK や他石油会社とは対照的に、欧州向け水素輸送に適したパイプラインインフラと莫大な天

然ガス資源を有する Gazprom も長期エネルギー戦略を受けて、ガスの有効利用の方法として水素を検

討し始め、アクチューシン技術担当副社長も「昨年のパリ協定発効と世界市場での Gazprom の競争力

を高める必要から水素が重要な優先事項になった」ことを明らかにしている34。 

 

図 7 Gazprom の主要企業指標の推移 

 

出典：年次報告書から筆者取り纏め 

                                                   
33 Interfax（2021 年 4 月 23 日） 
34 Platts（2020 年 9 月 10 日） 
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2020 年 10 月、コメルサントは Gazprom が特にメタン熱分解の将来性の高さに着目しており、「メタ

ン熱分解は二酸化炭素排出を伴わない技術であり、その貯蔵設備を建設する必要もない。そして、副産

物として得られた水素は、恐らく、個別のビジネスの対象になり得るであろう」との見解を紹介してい

る。Gazprom の複数の子会社は年間合計で約 35万トンの水素を生産しているが、その大半がアンモニ

ア、メタノール、自動車用燃料の生産のために利用されている。また、Eurogas 協会のワトソン会長

は、「現在建設中の Nord Stream 2 は将来、天然ガスだけでなく水素も輸送することになるだろう。そし

て、その割合が輸送総量の最大 80%に達する可能性もある」と述べた一方で、Gazprom は、「天然ガス

を原料とする水素もしくはメタン・水素燃料に関しては、大口需要家に隣接するエリアで生産すること

が望ましい。大口需要家とは、例えば、冶金工場であり発電所である。つまり、パイプラインでは純粋

な天然ガスだけを輸送することが経済的・技術的に望ましい」との見解を示している。Gazprom も、

「水素は二次エネルギーであり、生成に追加的エネルギーを必要とする。一方、天然ガスは既に現時点

で経済の低炭素化に一定の貢献をしており、そのポテンシャルはまだフルに活用されていない」と、ロ

シア国内で水素を生産し輸送するよりも、天然ガスを需要地で水素転換する方が合理的との認識を示し

たことを紹介している35。 

ブルミストロヴァ Gazprom Export 社長（兼）Gazprom 副社長は、Gazprom が水素プロジェクトを

共同で進めるパートナーシップを欧州企業と協議していることを明らかにし36、イシュコフ Gazprom 輸

送副部長は、Gazprom がドイツ・グレイフスワルトで Nord Stream 経由の天然ガスから水素を生産す

るプロジェクトを検討しており、現在社内に水素を扱う新たな部署を設置したことを報告した37。2020

年 12 月 1 日・独露資源フォーラム水素会議が開催され、同部長はガスプロムが水素発電プロジェクト

のために「ガスプロム・ヴォドロド（水素）」という専門の子会社を設立したことを紹介し、さらにドイ

ツの Nord Stream 及び Nord Stream 2 パイプラインの揚陸地点付近にメタンから水素を製造する大規模

プラントを建設することも計画していることを表明した。「ロシアから欧州へのパイプラインによる水素

供給の可能性もあり、メタン変換のような従来の安価な方法で水素を製造する場合には既存のパイプラ

インインフラにより二酸化炭素をロシアにリバース輸送し CCS 等を活用する可能性がある。現在、

Gazprom は自社の施設で年間 36 万トンの水素を製造している。2021 年以降、同社は潜在的顧客に約 1

万トンの水素を輸出することができる」との発表を行った38。 

2021 年 3 月に入ると具体的な動向として、Gazprom がヤマル LNG から供給されたカーボンニュー

トラル LNG を英国・Shell のドラゴン・ターミナルへ販売したというニュースが流れた。Gazprom によ

れば大西洋海盆における最初のカーボンニュートラル LNG のデリバリーとなる。LNG Megrez 船

（174,000 立方メートル）が 2 月下旬に ARC7 砕氷 LNG タンカー「ニコライ・ズーボフ」号（172,600

                                                   
35 コメルサント（2020 年 10 月 8 日） 

36 Prime（2020 年 10 月 22 日） 

37 IOD（2020 年 12 月 2 日） 

38 コメルサント（2020 年 12 月 1 日） 
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立方メートル）からムールマンスク沖合の洋上積替えを経由して輸送したもので（Gazprom はヤマル

LNG との間で年間 290 万トンの供給契約を有している）、Shell と Gazprom は炭素基準（VCS：verified 

carbon standards と CCB：climate, community and biodiversity）による排出量認証に基づいて、ドラゴ

ン・ターミナルでの抽出から配送にかかる炭素排出量を相殺したと発表している39。また、その直後、

Gazprom 及び Shell が温暖化ガス排出削減のための戦略協力協定に署名した。期間は 5 年間で、エネル

ギー市場の分析、プロジェクト立ち上げ及びデジタル技術における協力に重点を置くものとなっている

40。 

3 月 18 日、Gazprom 経営委員会は、水素の生産と利用及び既存のガスインフラを使用した水素とメ

タン・水素混合物の輸出における問題の現状を確認したことを発表。水素は二次エネルギー源であり、

水素を生成するために追加のエネルギーが必要であり、それが原価に影響を及ぼすことや現在進む海外

のプロジェクトのほとんどは、国の補助金と援助によるものであることを指摘している。「現在、

Gazprom はさまざまな技術で年間 35 万トン以上の水素を生産しており、水素エネルギーの分野で独自

の技術力を蓄積することが重要。また、水素をエネルギー源として使用するためのいくつかの重点分野

を検討しており、企業の生産活動におけるメタン・水素燃料の利用のための革新的な技術の開発、ゼロ

排出量を達成するべく、メタンから水素を生産するための革新的な技術の開発及び水素輸送（とりわけ

輸出）の開発が挙げられている。これら技術の大規模な開発は、水素生産の原料としての天然ガスの追

加需要を生み出すだろう。」と結論している41。 

4 月 21 日にも経営委員会で水素の生産と利用、水素とメタン水素混合物の輸出について、同様のレ

ビューが行われている。要点は、①最近では、多くの国が水素エネルギーを国の低炭素開発戦略の実施

に不可欠な分野と見なしている。②ただし、水素は二次エネルギー源であり、水素を生成するには追加

のエネルギーが必要。これは原価に影響を及ぼす。③現在進む外国プロジェクトのほとんどは、国の補

助金と救済によって資金提供されており、今日、「エネルギー」水素の共通の世界市場はない。④現在、

Gazprom グループの施設では、さまざまな技術で 35 万トン以上の水素を生産しており、それを利用し

てさまざまな製品を生み出していいる。⑤Gazprom は、天然ガスの独自の特性、すなわち環境への配慮

とコスト効率を利用して、水素エネルギーの分野で独自の技術力を蓄積することが重要。⑥Gazprom は

水素をエネルギー源として使用するためのいくつかの技術開発分野を検討している。生産活動における

メタン水素燃料の利用のための革新的な技術開発、水素輸送方法とともに排出量ゼロでのメタンから水

素を生産するための革新的な技術開発。特に輸出を前提。これら技術は、水素生産の原料としての天然

ガスに対する追加の需要を生み出すだろう、と 3月の内容と重複する内容となっている42。 

 

                                                   
39 Argus（2021 年 3 月 9 日） 

40 Prime（2021 年 3 月 16 日） Gazprom 社 HP：https://www.gazprom.com/press/news/2021/march/article525229/ 

41 Gazprom 社 HP：https://www.gazprom.com/press/news/2021/march/article525372/ 

42 Neftegaz.ru（2021 年 4 月 22 日） 

https://www.gazprom.com/press/news/2021/march/article525229/
https://www.gazprom.com/press/news/2021/march/article525372/
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（5）その他企業の動向 

上記 Rosneft、LUKOIL、NOVATEK 及び Gazprom 以外では、昨年から現在までロシアの石油ガス

会社で世界的な潮流である気候変動対策や炭素戦略について表明を行った会社は、Gazprom Neft及び

Tatneft の 2 社に留まっている。 

①Gazprom Neft：戦略を見直すことを表明するも化石燃料増産目標は継続。 

2020 年 12 月、Gazprom Neft のデューコフ社長は、現在のスコープ 1 及び 2 だけでなく、3 も視野

に入れた戦略を見直すことを表明している。但し、新エネルギー開発よりもむしろ石油ガス開発は焦点

にあり、よりクリーンで効率のよい開発を目指していくもので、OPEC プラス協調減産が無くなれば、

生産目標である日量 200 万バレル（2019 年は日量 127 万バレル）拡大達成を目指すことを明らかにし

た43。 

 

②Tatneft：2050 年までに炭素中立を目指す計画を発表したロシアで最初の石油ガス企業に。但し中期的

に化石燃料増産は否定せず、炭素中立に向けた具体的な方策は不明確。 

Tatneft 取締役会も 2020 年 12 月、環境対策に応じた戦略の改訂を取締役会が支持し、2021 年内の

新戦略策定を目指すことを発表した。また、2021 年 2 月には 2050年までに炭素中立を目指す計画を発

表し、ロシアで炭素中立の方針を最初に明らかにした石油ガス企業となった。 

具体的に言うと、2 月 2 日、Tatneft はWWF、CDP（旧カーボン・ディスクロージャー・プロジェ

クト）、世界資源研究所（WRI）、国連グローバル・コンパクトによる共同イニシアティブである

International SBTi （Science Based Targets initiative）に参加したことを公表し、温室効果ガス排出量の

削減と SBTi 基準の観点からの脱炭素化に関する科学に基づく目標を今後 2 年以内に策定し、採用する

ことを明らかにする等、ロシア石油ガス企業としては初めて欧米メジャーをさらに超えるような勢い

で、炭素中立に邁進する姿勢を示している44。 

 

  

                                                   
43 IOD（2020 年 12 月 22 日） 

44 IOD（2021 年 2 月 2 日） 
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図 8 Gazprom Neft 及び Tatneft の主要企業指標の推移 

 

 

出典：年次報告書から筆者取り纏め 
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表 1 ロシア石油ガス会社各社の脱炭素・気候変対策・ESG に関する目標及びポジションの比較（2021 年 4 月現在） 

会社 公表された炭素戦略と主な内容 公表された持続可能発展シナリオ 
気候変動対策投資額 

森林吸収 

Rosneft 
 

 

「2035年までの期間のための炭素マネジメント計画」

（2020年 12月） 

①二酸化炭素換算 2,000 万トンの温室効果ガス排出防止。 

②上流排出原単位（emissions intensity）を 30%削減。 

③メタン排出原単位は 0.25%未満に抑制。 

④石油随伴ガスのゼロ・フレアリング。 

⑤天然ガス生産シェアを現在の 20%から 25%拡大。 

⑥在来燃料発電所を再生可能・低炭素燃料へ置換。 

⑦CCUS ポテンシャルの追求。 

⑧CNG 提供拡大。 

⑨新たなクリーン燃料としてブルー水素・グリーン水素、バイオ燃

料及び持続可能なジェット燃料製造。 

⑩二酸化炭素の森林吸収のための森林育成と維持（既に年平均 100

万本植樹の実績）。 

⑪2050 年までの脱炭素を達成するための追加の方策を追求。 

3 シナリオを想定。 

①ベースケース 

②低炭素ケース（パリ協定順守） 

③持続可能発展シナリオ（IEA ベース） 

現在、総投資予算の最大 5%（2021

年）は 135 億ドルの内、6.7 億ド

ル）。今後増加する見込み。 

2020 年、今後 5 年間で 50 億ドル

を割り当てる計画。 

過去 5 年間で年間平均 100 万本の

植樹実績。 

2035 年計画でも二酸化炭素の森林

吸収のための森林育成と維持を強

調。 

BPとの協力協定でも森林吸収が研

究テーマ。 

LUKOIL 
 

 

長期戦略は現在策定中。2021年内にシナリオ分析を終

え、2022年春に公表予定。 

①2017 に出された排出量目標では 2030 年までにスコープ 1・2 に

ついて 2017 年比二酸化炭素換算 1,000 万トンの温室効果ガス排

出防止・上流分野からの排出量 20%削減。 

②投資決定に社内炭素価格を活用。 

③省エネ推進。 

④メタン漏洩防止。 

⑤CCUS、バイオ燃料、水素、森林吸収、再生可能エネルギービジ

ネスを検討。 

LUKOIL はロシア石油会社で初めて原油生産シナリオを公表。 

2021 年 3 月に 3 つのシナリオを提示。 

①進化シナリオ（Evolution Scenario）：各国が温暖化ガス排出

量に対するそれぞれの気候変動への取り組みを果たす前提

で、石油需要は 2035 年にピークを迎える。世界の気温は 2.6

度上昇。 

②均衡シナリオ（Equilibrium Scenario）」：再生可能エネルギー

の成長が加速し、気候目標とエネルギーの利用可能性のバラ

ンスが均衡。気温が 1.5〜2°C 上昇。最も可能性が高いシナリ

オであり、2030 年にピーク石油需要。 

③変換シナリオ（Transformation Scenario）：で世界のエネルギ

ーと産業の急激な変化を想定しており、世界の気温の上昇は

1.5 度。ピーク石油需要は 2025 年。 

現在、最大 7 億ドル程度。 

ヴォルガ地域に 3300 万本の植

樹を計画。二酸化炭素換算で

100 万トンの吸収が可能。 

フェドゥン副社長は EU による

国境炭素税への対策のひとつ

として森林吸収を提案。 
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NOVATEK 
 

 

「2030年までの環境及び気候変動目標」 

（2020年 8月）注：2022年長期戦略をリバイス予定。 

①生産、加工及び LNG 液化工程の生産単位当たりのメタン排出量

を 2019 年比で 2030 年までに 4%削減する。 

②生産単位当たりの大気汚染物質の排出量を 2019 年比で 2030 年

までに 20%削減する。 

③上流開発分野における生産単位当たりの温室効果ガス排出量を

2019 年比で 2030 年までに 6%削減する。 

④生産される LNG1 トン当たりの温室効果ガス排出量を 2019 年比

で 2030 年までに 5%削減する。 

⑤随伴ガスの利用率を 2019 年の 95%を 2030 年に 99%に上げる。 

⑥廃棄物のリサイクルシェアを、2019 年 75%を 2030 年に 90%に

引き上げる。 

2017年時点のコーポレート戦略ではシナリオ想定

はパリ協定順守を盛り込んだ IHS によるものを使

用。 

－ 

連邦林野庁とヤマルネネツ自

治管区の森林保護法制整備作

業グループに参加。 

Gazprom 
 

 

「2020 年〜2030 年の温暖化ガス排出量管理ロードマ

ップ」（2018年） 

①2014 年比で 2030 年に 16〜30%排出量を削減。 

②Gazprom のガス供給インフラにおけるメタン漏洩は既にゼロに

近いとし、特段対策はなし。 

2020 年脱炭素の流れを受けて、2050 年までの持続

可能な発展戦略を策定中。 

現在、最大 11 億ドル、総投資額

の 8%程度。 

年間 60 万〜70 万の植樹。 

Gazprom Neft 
 

 

長期戦略は現在策定中。2021年後半公表予定。 

①2024 年〜2026 年に天然ガス生産シェアを現在の 35%から 45%

に拡大。 

②2022 年までの随伴ガス有効利用率を現在の 90%から 95%に拡

大。 

同左。 － 

Tatneft 
 

 

2050 年までにカーボン中立を宣言した唯一のロシア

石油企業（2021年 2月） 

①2025 年までに温暖化ガス排出量を 10%、2030 年までに 20%削

減。 

－ － 
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会社 水素 CCS／CCUS その他（再生可能エネルギー等） 

Rosneft 
 

 

「2035 年までの期間のための炭素マネジメント計画」に

おいて、新たなクリーン燃料としてブルー水素・グリーン

水素について言及。BP との協力協定あるも具体的な内容

は明らかではない。 

「2035 年までの期間のための炭素マネジメント

計画」において、CCUS ポテンシャルの追求が謳

われている。2028 年にはパイロットプロジェク

トを立ち上げる計画情報あり。 

Vostok Oil プロジェクトで風力発電を活用し、同プロジェクト

のカーボンフットプリント低減に活用。 

BP との協力協定では再生可能エネルギーも視野。 

LUKOIL 

 

LUKOIL 子会社の RITEK はメタン熱分解による油層から

の直接水素生産を研究している。 

CCUS も可能性を検討。 ルーマニアで陸上風力事業実施中（84MW）。 

NOVATEK 
 

 

独 Uniper とブルー水素及びグリーン水素生産・供給に関

する MOUを締結。 

独ジーメンスとヤマル LNGをカーボンニュートラル LNG

にするために水素燃料を用いたタービン導入に合意。 

ウスチ・ルーガ石化ターミナルに水素分解装置を導入。 

ヤマル LNG 及びアルクチク LNG-2 で CCS プロ

ジェクトを立ち上げ、2022 年初めに FIDを計画。

その場合、ロシアで初めての CCSプロジェクトと

なる。 

風力発電は実施中（1〜3KW）。 

サヴェッタ港に風力発電所（200MW）建設構想あり。 

Gazprom 
 

 

メタン熱分解による炭素排出のないターコイズ水素に注

力。 

政府指示による「2024 年までの水素開発ロードマップ」

では、2024 に炭素排出のない水素生産を実現。 

専門子会社 Gazprom Hydrogen を設立。 

独グレイフスワルト（Nord Stream 及び Nord Stream 2）

にメタンから水素を製造するプラント建設を計画。 

独Wintershall と水素分野での協力に合意。 

－ セルビアで陸上風力事業実施中（200MW）。 

Enel とサンクトペテルブルク近郊で風力発電事業を検討中

（256MW）。 

Gazprom Neft 
 

 

－ － セルビアで陸上風力事業実施中（102MW＋200MW）。 

 

Tatneft 

 

－ － － 

出典：筆者取り纏め 
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3．ロシア政府の気候変動対策に対する動き 

（1）エネルギー戦略全般 

2020 年 6 月に 11 年ぶりに長期エネルギー戦略を改訂したロシアだが、そこでは化石燃料につい

ては表 2 の通り、生産を維持・継続、特に天然ガスについては拡大していく方針が示されている。ま

た、気候変動への対応に至っては、温室効果ガス排出量は 1990 年比で半減しているとし、既に気候

変動問題へロシアとして対応してきたことを示しながら、世界の潮流とは一歩下がった対応に留まっ

ていると言える。 

 

表 2 「ロシアにおける 2035 年までのエネルギー戦略」におけるポイント（抜粋） 

石油 新規鉱床での開発困難な割合や既存鉱床での枯渇率が上昇するため、石油の生産コストの増加

が課題。そのため、石油の生産水準を維持していくため、生産中の老朽鉱床の開発促進の他、小

規模鉱床、石油産出量の低い坑井や水含有率の高い坑井、開発困難な埋蔵量（バジェノフ層を

含む）の商業化が必要。少なくとも 2025 年までは大手企業の活動が中心と見込まれるが、国産

イノベーション技術や市場変動への柔軟な対応を担う中小石油ガス企業の役割も高まってい

く。 

天然ガス 国内ガス需要の充足を図り、世界的なガス市場へ柔軟に対応すべく、Gazprom の透明性を確保

しつつ独占を維持。また、新たな発展分野として LNGを位置付け、ヤマル半島及びギダン半島

における LNG 開発に加えて、ロシア領北極圏において、LNG 積替え・備蓄・貿易の拠点（ハ

ブ）の創出、カムチャツカ及びムールマンスクにおけるターミナル建設を進める。その実現に

は北極海航路の通年航行の確保を含むインフラ開発が密接に関連。 

石炭 伝統的なロシア中西部の生産地での生産継続と共に、東シベリア及び極東や北極圏等の新たな

炭田開発を推進。新規炭田開発と石炭生産地がロシア東部に移動することは、国内の石炭消費

地への接近、アジア太平洋諸国の市場におけるロシアのプレゼンス強化に寄与。他方、ロシア

の石炭輸出の競争力は輸送インフラに大きく依存するため、鉄道・港湾インフラの整備や輸送

ロジスティクスの効率化が課題。 

 

気候変動へ

の対応 

地下資源利用における環境規制の厳格化、随伴石油ガスの効果的利用を促進、国際基準に合致し

た自動車燃料の生産・利用の促進、石炭産業再編の枠内での土地回復等を実施。また、2017 年

時点では、ロシアにおける温室効果ガス排出量は、1990 年の水準と比べて、67.6%（森林吸収

量を算定しない場合）、50.7%（森林吸収量を算定する場合）。 

 

水素 

エネルギー 

ロシアが水素の生産・輸出における世界での主導的地位を得るため、水素及び水素混合エネルギ

ーの輸送インフラ及び消費創出に向けた国家支援や法的支援の整備を行うと共に、天然ガスか

らの大規模な水素生産の拡大を目指す。また、外国技術のローカライズも含めて、メタン熱分解

等の手法による国産の水素生産の技術開発を目指す。 

出典：政府発表文書から JOGMEC 取り纏め 
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（2）水素エネルギー開発に向けた動き 

他方で、新たに盛り込まれた水素エネルギーについては、政府が主導し、その生産拡大に向けた研

究・技術開発に力を入れていくことを表明している。この背景には第一義に気候変動対策というわけ

ではなく、石油天然ガスに代わる又は加わる高付加価値商品の開発を進め、石油ガス産業収入を多様

化させる意図がある。 

ミシュースチン首相は、2020 年 7 月に草案が出ていた「2024 年までのロシアの水素エネルギー開

発計画」を 10 月に正式承認したのを受けて、「この計画では、水素生産施設を建設し、世界市場のこ

の有望な分野における国内企業の地位を強化するために、規制枠組みの策定、技術研究及びプロジェ

クトに対する国家の支援を規定。化石燃料からの段階的な離脱は世界的な傾向になっている。多くの

国が現在、水素を含む代替エネルギーを開発するプログラムを実施している。エネルギー資源の需要

構造は変化している。エネルギー輸出国であるロシアはこれを考慮に入れなければならない。水素エ

ネルギーの分野では、とりわけヨーロッパとアジアの水素市場に近接しており、ロシアが有する水素

資源、強力な技術と生産は大きな可能性を秘めている」と述べている。また、「メタン水素燃料で稼働

するガスタービンや鉄道輸送、二酸化炭素を排出せずに水素を製造するユニットの開発等、パイロッ

トプロジェクトを支援する。新産業のための優秀な労働者の訓練に特別な注意が向けられる。政府の

計画は、石油・ガス産業と原子力発電所で水素の試験的低炭素生産を実施する。Gazprom や Rosatom

に加えて、サンクトペテルブルク鉱山大学（プーチン大統領の博士課程指導教官だったリトヴィネン

コ氏が学長を務める）が、ロシアが環境に優しい水素サプライヤーとして海外での位置づけを確立す

るキャンペーンを組織・監督する予定である」ことを明らかにした45。この中では前述の NOVATEK に

ついての言及はない。 

ロードマップに従えば、今後水素エネルギーを支援するための一連の政策が策定され、必要な法的

及び研究基盤が形成される。2021 年には水素エネルギー開発コンセプトを選定し、プロジェクトのた

めのオフィスと部門間ワーキンググループを設立。パイロットプロジェクトをサポート、水素の輸出

を促進し、有望な技術開発を進める。パイロットプロジェクトには、メタン水素燃料を使用するガス

タービン、鉄道輸送のプロトタイプ、二酸化炭素を排出せずに水素を生産するための設備が含まれて

いる。並行して、水素の生産、貯蔵、輸送に関する研究を実施する。また、規制を緩和し、人材育成

を進める。一連の措置の実施により、生産性の高い輸出志向の産業を創出し、高度な資格を持つ専門

家と適切なレベルの科学的支援を提供することが可能になる。具体的なスケジュールは表 3 の通りで

ある。 

 

 

 

                                                   
45 Lambert（2020 年 10 月 26 日） 
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表 3 2024 年までのロシアの水素エネルギー開発計画・今後の推移 

2020 年〜2024 年 水素の生産国及び消費国（ドイツ、日本、デンマーク、イタリア、オーストラリ

ア、オランダ、韓国、その他の国）との二国間協力の提案の準備 

2021 年〜2024 年 水素の生成、輸送、貯蔵のためのエネルギー効率の高い国産技術の開発、ガス発

電設備及び輸送モーター燃料としての水素及びメタン水素燃料のテスト 

2021 年第一四半期 水素エネルギー開発概念の策定、省庁間ワーキンググループの形成、パイロット

プロジェクトの実施のための国家支援手段の開発などの計画や支援策の準備 

2022 年第一四半期 水素エネルギーの分野における優先パイロットプロジェクトのリストの特定 

2022 年第 4 四半期 メタン水素混合物の生産、輸送、貯蔵及び使用の標準化の分野における外国との

協力 

2023 年 炭化水素処理施設または天然ガス生産施設での低炭素水素生産のためのパイロ

ットサイトの作成、原子力発電所で水素を生産するためのパイロットプロジェ

クトの実施 

2024 年 二酸化炭素を排出しない水素を生産するパイロットプラントの建設、メタン水

素燃料で作動するガスタービンの開発・製造・テスト、水素鉄道輸送のプロトタ

イプの作成 

出典：ロシア首相府46から筆者取り纏め 

 

2020 年 11 月には、ロシアで水素エネルギーを研究する六つの教育・科学機関が、自動車向けなどの

水素技術の開発に向けたコンソーシアム「テクノロジック水素バレー」の結成で合意した。トムスク工

科大学、ロシア科学アカデミー・シベリア支部ボレスコフ触媒研究所、化学物理学問題研究所、トプチ

エフ石油化学合成研究所、サマラ州立工科大学及びサハリン国立総合大学が参加している。今後、関連

する大手企業と協力し、水素の生産から貯蔵、安全な使用に至るまでの技術の共同研究開発に取り組む。

12 月に初の科学会議を開催する予定であることが発表された47。 

この 4 月には、ソローキン・エネルギー省次官が、ロシアは 2035 年までに世界の水素取引の 20〜

25%のシェアを達成することを計画していることを明らかにした。目標は世界の水素貿易の 20〜25%

を獲得することにあり、この目標を数値で評価することは依然として困難だが、低いシナリオでは 2035

年に 100 万〜200万トン、アクティブなシナリオでは最大 700 万トンになる可能性がある（昨年 6月に

承認された政府のエネルギー戦略では 2024 年に 20 万トン、2035 年に 200 万トンの水素輸出を想定し

ている）と述べている。楽観シナリオではロシアは 2024 年に 100 万トン、2035 年に 700 万トンを輸

出している見通しとなる48。 

また、経済発展省は独立した水素生産者に Gazprom の天然ガス輸送システムへの直接アクセスを与

えることを提案している模様との情報が出ている。水素が天然ガスと混送されることを想定しており。

                                                   
46 ロシア首相府 HP：http://government.ru/news/40703/ 

47 NNA（2020 年 11 月 19 日） 

48 Argus（2021 年 4 月 13 日） 

http://government.ru/news/40703/
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水素を輸送するために別のシステムを構築する必要がなく、輸送コストを大幅に削減できるメリットが

ある。また、幹線ガスパイプラインの近くに水素施設を建設できるように、2022 年 12 月までに法改正

を導入する予定。他方、エネルギー省は、水素が天然ガスよりもはるかに高価であり、混合された後ど

のように抽出されるか不明であると懸念を表明しており、Gazprom は本件についてコメントを控えて

いる。アクシューチン技術担当副社長は 3 月に、既存のガス輸送ネットワークに水素を追加すると、組

成、品質、価格が変化し、既存のガスパイプラインインフラストラクチャを介した水素の供給がガスプ

ロムの契約輸出価格の変更と輸出契約上の義務違反の可能性を示唆していた49。 

 

（3）パリ協定に基づく温暖化ガス排出量を設定とその対応戦略策定に向けた動き 

化石燃料の生産維持を掲げ、水素生産を新たな商機と捉える戦略が動き出した矢先、プーチン大統領

は 2020 年 10 月下旬、「ロシアの石油ガス会社はパリ協定に従い、さらに『グリーン』になるべく、脱

炭素に無向けた投資をせざるを得ない。また、ロシアは代替エネルギー源の開発を真剣に検討する状況

にある。一方で安価で豊富な石油ガスの開発は継続する」と若干の軌道修正、又は国際社会に対しての

スタンドプレイに思えるコメントを出している50。その直後の 11月初旬にはロシア政府が排出量削減タ

ーゲットを決定したことが発表され、プーチン大統領のパリ協定に基づくという発言はその前振りだっ

たことが分かる。ロシア政府はパリ協定を順守し、温暖化ガス排出量削減に関する法律（政令第 666 号）

に署名した。ベースは 1990 年比となっており、ソ連解体により GDP 及び排出量が減少した時期と一

致する。その後 GDP は回復したが、排出量はソ連時代に比べ、かなり低いレベルとなっている。また、

ロシアは広大な森林による二酸化炭素吸収を計算に入れており、その実現ハードルは決して高くない目

標設定となっている51。新法令では温暖化ガス排出量をこれまでの 25〜30%の範囲ではなく、30%の削

減目標を想定。国連のデータに基づくと、ロシアは現在森林に吸収された炭素を含めれば今回の排出削

減目標は特に野心的であるとは見なされない。このタイミングが、米国トランプ政権によるパリ協定か

らの正式撤退手続きが完了したのとほぼ同時だったことも奇妙な偶然だった。また、プーチン大統領は

ロシア政府に 2050 年までにロシアが気候中立な社会経済発展するための戦略を策定するように指示を

出している52。 

年が明けて、ノヴァク副首相が 2021 年内に温暖化ガス排出削減戦略を発表する予定であることを表

明した53。また、2 月にはプーチン大統領が 2021 年〜2030 年の環境分野の開発と気候変動の分野で連

                                                   
49 Lambert・コメルサント（2021 年 4 月 14 日） 

50 IOD（2020 年 10 月 29 日）注：なお、年明けの 3 月、プーチン大統領は「脱炭素化プロセスは重要であるが、視野の狭い経済目標を達成

するためのツールであってはならず、ロシアに損害を与えるために使用されるべきではないと発言。ファルコフ科学教育大臣との地域に炭

素範囲を設定することを目的とした新しい科学教育プロジェクトに関する会議で。科学的知識と現代の経済的ニーズを組み合わせることが

重要であり、将来を見据えて協力することも重要だ」とも述べている（Interfax：2021 年 3 月 9 日）。 

51 IOD（2020 年 11 月 6 日） 

52 Lambert（2020 年 11 月 5 日） 

53 Lambert（2021 年 1 月 19 日） 
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邦プログラムを策定するよう政府に指示を出すべく、「生態学と気候の分野における連邦の科学技術プ

ログラムを開始する法令」に署名。プログラムの目標は環境安全保障を支援し、環境の状態を改善し、

気候変動問題の解決に効果的に貢献する国内技術を開発し、実施することにあるとしている。政府は同

プログラム開発、承認、科学集約型の技術ソリューションの開発を 6 カ月以内に規定する必要がある54。 

気候変動担当のエデルゲリエフ大統領顧問は、「ロシアは脱炭素化の取り組みを集約化しなくてはな

らない。いくつかの企業は気候変動中立目標を発表しているが他は遅延しており、野心的な目標を要請

する。ロシア政府は 2050 年までの低炭素戦略と法整備について依然承認していない。排出権取引メカ

ニズムも含め、ほとんどのエネルギー企業は政府の方針と抗している。民間企業では LUKOIL がゼロエ

ミッションについて真剣に検討している企業のひとつだが、依然移行戦略は明らかではない（現時点で

も発表には至らず、宣言したのは実現方策が明らかになっていない Tatneft に留まる）。ロシアはサハリ

ン島で 2025 年までに炭素中立を達成するプロジェクトや 2022 年中葉に炭素取引を実現することを拡

大するべきである」と述べ、ロシア企業の対応の遅さを批判した55。 

また、ロシア政府は国内の二酸化炭素排出量削減に関する法律を検討しており、ソローキン・エネル

ギー省次官はサハリンにおけるカーボンニュートラルパイロットプロジェクト（後述）を参考にしなが

ら、ロシアが全国的な二酸化炭素排出取引システムを立ち上げていくと述べている56。 

4 月、ノヴァク副首相は、現在ロシア政府が「新エネルギー（New Energy）」と呼ばれる戦略策定に

取り組んでいると公表した。気候変動への対応と燃料エネルギー産業によって排出される炭素排出量の

削減に焦点を当てるもので、いつ公開されるかを特定しなかった。これと並行して、ソローキン・エネ

ルギー省次官は同省が新戦略の一環で、ロシアの水素産業開発コンセプトの起草にも着手したと述べて

いる57。 

また、レシェトニコフ経済発展大臣は、「ロシアは 2022 年に温暖化ガス排出量規制を導入する予定

であり、その基本原則は今後政府が下院に提出する予定の同ガス排出量に関する法律によって定められ

る。」と述べた。同法ではグリーンプロジェクトへの投資を誘致するための炭素市場の設置と、その条件

設定も定められる見込みとなっている。同規制により大企業は排出量について専門の政府機関に毎年報

告することが義務付けられることが想定されている（まだ確定ではない）。現在のところ、二酸化炭素排

出量が 15 万トンを超える企業がまずは対象となり、その後、2024 年以降は 5 万トン超を排出する企業

が加わることが検討されている。また、同時にその他 11 の新法と既存の法律の改正も導入されると言

われている58。 

 

 

                                                   
54 Tass（2021 年 2 月 9 日） 

55 IOD（2021 年 2 月 15 日） 

56 Lambert（2021 年 2 月 19 日） 

57 Lambert（2021 年 4 月 13 日） 

58 Lambert（2021 年 4 月 14 日） 
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（4）国境炭素税に対する対抗 

これまでの動きを見る限り、ロシア政府は、政府や企業の気候変動に関する公約を取り巻く話題の

多くに懐疑的であると考えられる。他方、政府は自国の二酸化炭素を排出・吸収する量の再評価を行

うことから始める必要があり、顧客の気候変動対策に引き摺られて、ロシア産エネルギーが低炭素要

件を満たしているかどうかを評価することから始めなければならないという状況に迫られているのが

現状とと言えるだろう。 

フラモフ天然資源環境省次官は、ロシアが二酸化炭素排出量を測定する法案を作成していることを

明らかにし、所謂「国境炭素税」を導入するという EU の方針に対して、対抗しようと考えているこ

とを示唆している59。レシェトニコフ経済発展大臣は、「ロシアは監視システムの導入によりソフトカ

ーボン規制を導入することを検討しているが、国内で炭素税を設定する予定はない。価格の上昇を消

費者に移転しないことにより、インフレと需要の停滞を防ぐことに重点が置かれているためである。

自発的にこれに移行する準備ができている企業がある場合には、検証済みの証明書を入手するために

必要な全てのメカニズムが与えられる。ロシア経済は炭素集約的であると考えられているが、全てに

当てはまるわけではない。過去 20〜25 年間で、電力容量の近代化や原子力、水力発電容量、再生可能

エネルギーへの取り組みなど多くのことが行われてきた。さらにロシアが保有する森林吸収能力が加

われば、良いバランスを生み出すだろう」と述べている60。 

また、チュバイス大統領特使は 1 月、「ロシア通貨をベースとした二酸化炭素排出量の商業化は、二

酸化炭素排出量削減に対するロシア企業のモチベーションのアップにつながるだろう。これは実行可能

であり、実行すべきだ。二酸化炭素排出量、カーボンフットプリント、気候問題のような今や誰もが知

っている例の通り、この 4〜5 年の間に税導入も含めさまざまな議論があったにも関わらず、政府は無

力や弱さをあらわにし、ひどい過ちを犯した。その結果、何も行われなかった。ゆえに EU は「国境炭

素税」を導入し、ロシアの企業はそれを支払うことになる。自国の政府ではなく、他国の政府に支払う

ことになるのだ。二酸化炭素排出量の商業化が可能で実現すべきであった時に、政府は二酸化炭素排出

量の商業化に失敗した」とロシア政府の失策を批判している61。 

 

（5）ロシア・タクソノミー草案を発表 

4 月、ロシア政府はグリーン分類規則（タクソノミー）草案を発表した。経済発展省は対外経済銀

行（VEB）と協力して、グリーンファイナンス商品を使用したプロジェクトを判断するための基準を

策定したもので、法案は現在、各省庁で議論されており、5 月に政府に提出される可能性がある。グリ

ーンプロジェクトの分類法及び検証メカニズムを含み、グリーン基準を満たすプロジェクトを計画し

                                                   
59 WGI（2020 年 9 月 30 日） 

60 VTB Capital（2020 年 10 月 21 日） 

61 Sputnik（2021 年 1 月 17 日） 
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ている場合、公的・民間を問わず、どの企業もグリーンファイナンスを調達することができる内容と

なっている。但し、グリーンプロジェクトは、政府によって承認された利用可能な最高の技術を使用

する必要がある。風力、太陽光、原子力、小水力プロジェクト（容量が 25 メガワット未満）はすべて

グリーンプロジェクトと見なされる。さらに鉱山から発生するメタン及び LPG、クリーンな燃料を得

るための石炭処理を含む「移行プロジェクト」もグリーンプロジェクトと規定されている。「移行プロ

ジェクト」とは次のカテゴリーに入るものを意味し、それら既存の生産施設は移行プロジェクトと見

なされ、グリーンプロジェクトとしてグリーンファイナンス調達の対象となる。①少なくとも 20%の

資源エネルギー効率の改善。②汚染物質または温室効果ガスの排出または排出が少なくとも 20%の削

減を達成。③水循環システムへの移行を試行している場合となる62。 

 

（6）米国主導のオンライン気候変動サミット（4月 22 日から 23日）に向けた動き 

4 月中旬、米露が互いに制裁を発動した状況においても63、バイデン大統領が主導しオンライン気候

変動サミットに対して、プーチン大統領は参加した。4 月 22 日は例年に比べ遅延していた年次教書演

説も予定されており、その中でプーチン大統領は、ロシアは水素を含むエネルギー部門の開発に新た

な統合的アプローチを必要としていると述べ、気候変動の課題に対応し、その産業とインフラをそれ

らに適応させる必要があること、また、炭素排出量を利活用するための新たな産業を創出し、排出量

を確実に削減し、厳しい管理と監視を導入する必要があると強調した64。 

 

写 3 オンライン気候変動サミットでのプーチン大統領スピーチの模様 

  

出典：ロシア大統領府65 

 

23 日の気候変動サミットでは、ロシアの温室効果ガスの純排出量を今後 30 年間で EU の排出量よ

りも少なくしたいと発言し、達成可能であるとも述べている。ロシアは世界で 4 番目（EU を単体とす

                                                   
62 VTB Capital（2021 年 4 月 7 日） 

63 米国はバイデン政権下で初めて対露制裁に関する新たな大統領令を発出し、4 月 15 日に制裁を発動。対してロシアは 4 月 16 日にカウンタ

ー制裁を発動している。 

64 Argus（2021 年 4 月 22 日） 

65 ロシア大統領府 HP：http://en.kremlin.ru/events/president/news/65425 

http://en.kremlin.ru/events/president/news/65425
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れば 5 番目）に大きな温室効果ガス排出国であるが、「今後 30 年間で、ロシアの累積正味温室効果ガ

ス排出量は EU よりも少なくなるだろう。我々の国の大きさ、地理、気候、経済構造を考えるとこれ

は難しい作業だが、ロシアの科学的・技術的な可能性を考えると、この目標は達成可能であると確信

している」と述べている。なお、ロシアの温室効果ガス排出量は、EU 加盟 27 カ国の約半分であり、

合計すると人口当たり 3 倍以上にもなる。EU は 2030 年までに 40％の削減を、2050 年までに完全な

カーボンニュートラルを達成することを目指して、今後 30 年間で排出量を削減するという積極的な目

標を発表しており、ロシアは 2019 年 9 月に 2015 年のパリ協定に参加し、プーチン大統領は現在政府

に対し、1990 年の排出レベルを最大 30％下回るよう 2030 年までの排出削減に向けて取り組むよう命

じている66。 

また、プーチン大統領は、ロシアでの外資によるプロジェクトの実施において「クリーンテクノロ

ジー」に投資する意思のある外国企業に優遇を与える可能性を検討する準備ができているとも述べた

67。 

表 4 世界の二酸化炭素排出国上位 20 カ国 

国名 排出量（百万トン CO2） シェア 

① 中国 9,826 28.8% 

② 米国 4,965 14.5% 

－ 参考：EU 3,330 9.7% 

③ インド 2,480 7.3% 

④ ロシア 1,533 4.5% 

⑤ 日本 1,123 3.3% 

⑥ ドイツ 684 2.0% 

⑦ イラン 671 2.0% 

⑧ 韓国 639 1.9% 

⑨ インドネシア 632 1.8% 

⑩ サウジアラビア 580 1.7% 

⑪ カナダ 556 1.6% 

⑫ 南アフリカ共和国 479 1.4% 

⑬ メキシコ 455 1.3% 

⑭ ブラジル 441 1.3% 

⑮ 豪州 428 1.3% 

⑯ 英国 387 1.1% 

⑰ トルコ 383 1.1% 

⑱ イタリア 325 1.0% 

⑲ ポーランド 304 0.9% 

                                                   
66 ロイター（2021 年 4 月 22 日） 

67 Interfax（2021 年 4 月 21 日） 
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⑳ タイ 302 0.9% 

上位 20 位の合計（EU 参考値を除く） 27,192 79.6% 

出典：BP 統計（2019 年の値） 

 

4．メディアによる分析・批判 

このようにロシア政府及び石油ガス会社による新たな戦略・方針が出される背後で、メディアは専門

家の分析を引用し、ロシアの政策・対応に対して厳しい批判も出している。 

石油業界紙 Oil Capital は 11 月の記事で、2024 年までの水素ロードマップに対して、ロシアで水素

に関し特筆できるのは、原子力発電所の蓄電施設用に水素を利用することを念頭に置いた国産の技術が

若干存在するという事実のみであり、また、ロシアの大規模発電設備で利用されている電解用機器を国

産化することが難しい問題も存在することを指摘している。「水素が大量に使用されるようになって初

めて、ロシア国内での電解用機器の生産が促進されることになるだろう。ロシアのエネルギー分野では

技術革新が進んでおらず、新技術が現場に浸透するまでに 10 年単位の年月を必要とするという事実を

勘案すると、水素エネルギーをロシアで定着させるには、世界のエネルギー分野のトレンドを注意深く

観察し、水素エネルギー関連の研究開発に巨額の資金を投下する必要がある。そのような措置を講じな

ければ、ロシアは将来、外国の水素関連技術に大きく依存することになるだろう。ロシアはブルー水素

を発展させるための大きな CCS ポテンシャルと原子力発電からのイエロー水素生産ポテンシャルを有

している。Rosatom は 2018年の時点で既に、全ての原子力発電所で水素を生産するための電解装置を

装備している（今のところ生産された水素はすべて自家用に使用されている）。既に技術的準備はでき

ており、我々は短期間でイエロー水素の生産量を増やすことができると述べていた。ロシアで生産が本

格化すると、水素は輸出されることになる。初期の段階では、それがブルー水素であれ、イエロー水素

であれ需要を見出すことが可能だろう。しかし、時の経過とともに、ガスの生産と販売に従事する

Gazprom よりも Rosatom の方が優位に立ち、同社の輸出ポテンシャルがガス会社のそれを上回ること

になるだろう」と分析している68。 

また、同誌は、もしロシアがエネルギー省の資料に記されているように、2024 年までに水素の輸出

量を 20 万トンに増やし、さらに 2035 年までに 200 万トンに増やして世界の水素市場において 16%の

シェアを獲得したいのであれば、欧州にとって魅力的な価格を提示する必要があるとも指摘。ロシアは、

他国のライバルたちとの激しい競争に晒されることになる。水素の主要な生産者としては、Praxair（米

国）、エア・リキッド（フランス）、BOC グループ（英国）、岩谷インターナショナル（日本で生産され

る水素の 40%が同社製）、Linde（ドイツ）等の名を挙げることができる。また、水素の生産計画を検討

している石油ガス会社としては、BP、Shell、Chevron、Equinor 等の名を挙げることができる。グレー

水素の生産コスト（CAPEX と二酸化炭素分離コストを含む）は 1 キログラム当たり 1.24 ユーロ、ブル

ー水素は 1 キログラム当たり 1.31 ユーロ、グリーン水素は 1 キログラム当たり 3.43 ユーロになると試

                                                   
68 OilCapital（2020 年 11 月 3 日） 



 

－35－ 
Global Disclaimer（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」）調査部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。 
 

算されている。この生産コストの数字にロシアにはパイプラインという輸送インフラが既に存在すると

いう事実を加味して勘案すると、ロシアの場合はブルー水素の輸出が最も経済的合理性が高いといえる。

しかし、そこには一定の条件が付く。すなわち、ブルー水素とグリーン水素の価格がほぼ同じになるま

でに（いくつかの分析では 2045 年までにそのような状況が生じると予測されている）、生産及び供給体

制を構築しなければならないという条件であると課題を指摘する。 

日刊経済紙であるヴェードモスチは複数の業界専門家の見解を紹介している。国家エネルギー研究

所・フロロフ副所長は、「ロシア企業が EU の水素エネルギー戦略に対応して投資を行うかどうかを決

めるのは 2024 年頃でよいとみている。EU は今後数年、水素エネルギーの発展を目指して試行錯誤を

重ねるとみられ、現実的な展望や EU の大企業の反応及びコスト増加に対する EU の国民の態度が明ら

かになるのは、水素エネルギー戦略で区切りの年とされている 2024 年頃と予想される。EU は 2000 年

代にガスエネルギーの発展に注力し、2010 年までに約 1 億キロワットのガス火力発電所を建設した。

しかし、EU の天然ガス市場は買い手市場になるとの目論見は外れ（2009年初めにはロシアとウクライ

ナの対立により EU へのガス供給が停止する事件も起きた）、再生可能エネルギーへの注力にシフトす

るようになった。EU は 2010 年頃には再生可能エネルギー技術の開発に大規模な支援を行い、太陽光

発電や風力発電の設備の生産が活発化したが、多くのメーカーは倒産したり、中国に拠点を移したりし

た。一方、気象の変化の影響が大きい再生可能エネルギーの割合が拡大したことで、EU ではエネルギ

ー供給が不安定化するリスクが高まった。例えば、フランスでは近年、複数の石炭火力発電所が閉鎖さ

れたが、今年の冬の寒波に再生可能エネルギーだけでは対処できず、再稼働させる羽目になった。リス

クを低減させるには蓄電能力を強化する必要があるが、バッテリーは非常にコストがかかるので、代替

バッテリーとして期待されているのが水素だろう」と指摘。「水素の生産には基本的に EU の再生可能

エネルギーが使用されるので、ロシアで生産した水素を EU に輸出しても需要はない。ロシア企業は EU

企業と EU で合弁会社を設立し、例えば Nord Stream でメタン（ターコイズ水素）を輸出するのなら実

現の可能性はある。EU 市場の見通しが明らかになるまでは、ロシア企業は保険としてガス化学を発展

させておくべき」と分析している。スコルコボ・モスクワ経営スクール・エネルギーセンター・ミット

ロヴァ所長（シュルンベルジュとノバテック社外取締役）は、「このまま各国で順調にエネルギーシフ

トが進んでいけば、2040 年にはロシアのエネルギー資源輸出は現在より少なくとも 16%縮小し、GDP

成長率を平均で年間 1.1%下押しする。ロシアがエネルギーシフトの流れに乗るには、低炭素化を促す

制度（温室効果ガスの価格形成のメカニズム等）の構築や、風力発電や太陽光発電等の再生可能エネル

ギーを発展させるための支援が必要」と述べている69。 

ロシアに対してだけでなく、欧州が進める国境炭素税に関して、Bloomberg もその実現には複数の

ハードルがあることを指摘している。欧州グリーンディールは気候変動に取り組むためにこれまでに提

唱された中で最も野心的な政府計画だが、まずコストがかかる。少なくとも初期段階では、EU 企業は

                                                   
69 ヴェードモスチ（2021 年 2 月 8 日） 



－36－ 
Global Disclaimer（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」）調査部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。 

グローバルなライバルに対して競争力が低くなるだろう。それら企業が域内から避難するのを防ぐため

に、EU 政は炭素集約型コモディティの輸入にペナルティーを科す方法を考案している。詳細はまだ発

表されていないが、2019 年 7 月にフォン・デア・ライエン委員長は炭素国境税と明言した。その後、

炭素国境調整メカニズムという新しい名前が付けられている。同課金は保護貿易主義を嫌う WTOの怒

りを招く可能性があるが、既に排出量に価格を付けている国にとっては受け入れられる可能性がある。

世銀によると、現在、世界の排出量の 5 分の 1 が炭素価格の対象となっている。それでも、政治的問題

から炭素量を決定する方法や域外の国にクレジットする方法等、技術的要因、メカニズムを実装するた

めにヨーロッパが取り組む必要のある課題は他にもある。欧州委員会は 6 月に規制案を発表する予定だ

が、法制化するには欧州議会と加盟国の承認が必要。このプロセスには 2 年もかかる交渉が含まれてい

る。つまり、同メカニズムは現実的には 2023 年まで実効されない。国境炭素調整メカニズムは EU の

予算収入の新たな財源であり、年間 50 億ユーロ（60 億ドル）から 140 億ユーロになると欧州委員会は

推定している。当初の対象産業は、電力、セメント、鉄鋼、アルミニウム及び肥料が最も可能性の高い

候補となっている70。 

 

5．サハリン州の取り組みが中央政府主導へ昇華 

前述の通り、2 月にソローキン・エネルギー省次官はサハリンにおけるカーボンニュートラルパイ

ロットプロジェクトを参考にしながら、ロシアが全国的な二酸化炭素排出取引システムを立ち上げて

いくと述べ、中央政府も一目を置くプロジェクトとなった同プロジェクトであるが、当初サハリン州

リマレンコ知事が立ち上げたものだった。10 月下旬、サハリン州政府は州内に水素クラスターを創設

し、Rosatom、仏エア・リキッド社、米エアープロダクツ社等と国際コンソーシアムの取りまとめを

進めていることを明らかにした。水素クラスターには、水素生産施設、水素をアジアに輸出するため

の施設、水素を様々な経済分野で活用するための水素コンペティションセンター等の設立が検討され

ている。これに対しては Gazprom のミレル社長もサハリン州の取組みに賛同の意を表明し、Gazprom

としては同州で水素技術の専門家育成プログラムの実施に協力し、育成される専門家を雇用する意向

があると述べていた71。 

その後、年明けの 1 月にアブラムチェンコ副首相が、ロシア初の炭素取引パイロットプロジェクト

の計画スケジュールを承認したことを発表し、それがサハリンで行われる同プロジェクトと正式に中

央政府のお墨付きを得ることになった。パイロットプロジェクトでは、2025 年までにこの地域のカー

ボンニュートラルを目指すもので、具体的なロードマップは経済発展省及びサハリン州政府によって

作成されているとされている72。具体的なマイルストーンは次の通りである。 

 

                                                   
70 Bloomberg（2021 年 4 月 9 日） 

71 ボストーク通信（2020 年 10 月 26 日） 

72 PAF・IntelliNews（2021 年 1 月 25 日） 
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表 5 ロシア初のサハリン島での炭素取引パイロットプロジェクトの計画スケジュール 

〜2021 年中葉 サハリンでの 2025 年までの排出規制に関する法律を制定 

〜2021 年 8 月 サハリン地域の排出量と吸収能力を評価し、データベースを作成 

〜2021 年 9 月 温暖化ガス排出量の 80%を占める経済活動を定義 

〜2022 年 4 月 参加者の登録、気候プロジェクト、排出量等パイロットプロジェクト試行をサポ

ートするために情報システムを立ち上げる 

出典：筆者取り纏め 

 

また、ソローキン・エネルギー省次官はサハリンにおけるカーボンニュートラルパイロットプロジ

ェクトを参考にしながら、ロシアが全国的な二酸化炭素排出取引システムを立ち上げていくと述べて

いる。併せて、人口は約 50 万人、地域の経済は石油、ガス、石炭の生産に集中している特徴があるサ

ハリン地域の計画では、次のマイルストーンが想定されていることを明らかにしている。なお、パイ

ロットプロジェクトの関連コストに関する情報はない73。 

 

＜参考＞ソローキン次官の発言（2021 年 2 月 19日） 

①サハリンの温暖化ガス排出量と天然炭素隔離の可能性のリストアップを 2021 年 8月までに作成し、

排出量取引システムは、2025 年までにカーボンニュートラルを達成することを目指して、2022年半

ばから運用を開始する予定。 

②石炭火力発電所はガス及び水素燃料に置き換えられる。 

③2035 年までにすべてのガソリン車とディーゼル車の禁止と並行して、税控除、充電ステーション、

EV専用駐車場を導入する必要がある。 

④サハリン地域は約 90の島々で構成されているため、地熱エネルギーだけでなく、小規模の水力、風

力、太陽光発電も活用。 

⑤ロードマップによって提案された多くの対策は、2021 年 6月から 7月に予定されている下院からの正

式な法的承認を必要としている。 

 

3 月にはトロソフ経済発展省次官が、ロシアは来年極東で炭素クレジット取引試験を開始すること

を発表。但し、どのように達成されるかについての詳細はまだ決定されていない。成功すればパイロ

ットプロジェクトは他の地域にも拡大されることを明らかにした。相対的に孤立したサハリンの状況

と経済（年間 130 億ドル規模）はテストエリアとして最適である。領土の約 4 分の 3 は二酸化炭素を

吸収する森林であり、いくつかの主要な石油とガスのプロジェクト以外に産業は少ないこともメリッ

                                                   
73 Lambert（2021 年 2 月 19 日） 



－38－ 
Global Disclaimer（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」）調査部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。 

トと述べている74。また、経済発展省はサハリン島における温暖化ガス排出量に対して、トン当たり

150〜2,000 ルーブルの罰金を提案していることも報道されている。経済発展省がサハリン州政府と共

に作成している法案の一部で、関係省庁による承認を求めて提出されている模様。1 月に同地域でのパ

イロット試験ロードマップ（上記表 4）が承認され、2025 年までに炭素取引とカーボンニュートラル

を達成するべく、石炭焚きボイラー及び燃料油ボイラーをガスに移行する必要があり、これら規制を 6

カ月以内に進める必要がある。また、5 万トンを超える温暖化ガスを排出する企業は排出量を報告し、

事前に設定された排出量クォータに従う必要がある。排出量は認定された独立機関（経済発展省及び

対外経済銀行（VEB）が審査）によって検証される必要がある。草案では、規制対象企業が割当量を

超えた場合、トン当たり 150〜2,000 ルーブルの罰金が科せられることになる。他方、これは国際的な

主要ベンチマークをはるかに下回っていると指摘されている75。 

サハリン島には原子力発電所が存在しないため、Rosatom がどのようにイエロー水素を生産するの

か不明であったが、4 月に同社が仏エア・リキッド社とサハリン島での水素生産に参画することを前提

とした協力の MOU に署名した際、具体的な内容が明らかになる。Rosatom は RITM200 型原子炉を搭

載した浮体式原発を建造（2,000 億ルーブル／26億ドル）することを検討しており、日本への輸出を

前提に年内に FS を終える予定で、年間水素生産量を 3〜10 万トンと見込んでいる模様である76。 

 

6．森林吸収に対するロシア石油会社及びロシア政府の熱視線 

世界的な脱炭素の流れ、そして特に国境炭素税という産油ガス国に直接影響を及ぼす事象の発生を受

けて、防衛本能として上述の石油会社（特に Rosneft）や（3．（4）国境炭素税に対する対抗する意味で

も）ロシア政府が急速に注目し始めているのが、世界最大を誇る資産であるロシアの森林（ロシア一国

で世界の 5 分の 1 を占める）である。ロシアという国単体で括るのであれば、ロシア領域に所在する森

林による二酸化炭素吸収はロシアが享受するべき「排出権」に等しく、国境炭素税を課される筋合いは

ないというロジックを成り立たせようとしていると考えられる。 

まず、2 月に入り、天然資源環境省がロシアの森林の二酸化炭素吸収能力を算定する方法を変更する

ことを発表している。変更では予備森林（筆者注：森林の区分では幼齢林、壮齢林及び老齢林があるが、

その中でまだ林木が小さく樹高の成長段階にある幼齢林を指すと考えられる）と農地の森林を含む人的

に管理された森林もその算定の中に考慮されると共に、温暖化ガス排出量の試算では森林火災、害虫、

伐採の結果、失われた森林の実際の面積も考慮されることになったとしている。この改正による累積効

果によって、ロシアの森林による二酸化炭素吸収量は 2 億 7,000 万から 4 億 5,000 万トン増加し、ロシ

アの二酸化炭素排出量を 3 分の 1 削減できる可能性があるという見方も為されている。他方で、方法論

に調整が加えられているものの、ロシアの森林に関する現在のデータは極めて古い、または事実上存在

                                                   
74 Bloomberg（2021 年 3 月 29 日） 

75 VTB Capital（2021 年 4 月 6 日） 

76 IOD・コメルサント（2021 年 4 月 23 日） 
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しない可能性も指摘されており、ロシアの森林吸収能力の実際について疑問を投げかける意見もある77。 

 

図 9 世界の森林面積上位 10 位（2020 年） 

順位 国名 面積（千ヘクタール） 

1 ロシア 815,312 

2 ブラジル 496,620 

3 カナダ 346,928 

4 米国 309,795 

5 中国 219,978 

6 豪州 134,005 

7 コンゴ民 126,155 

8 インドネシア 92,133 

9 ペルー 72,330 

10 インド 72,160 
  

出典：林野庁78 

 

Bloomberg は、推定 6,400 億本の樹木を保有するロシアはそれら森林を温暖化ガス排出量対象とす

べきではないという動きに対して、気候変動交渉では認めるべきであると長い間、ロシア政府が主張し

てきたことを紹介している。他方で、ロシアはこれまで巨大なタイガ（亜寒帯に植生する針葉樹林）の

管理が不十分であり、地球温暖化も要因となっていると見られる乾燥の影響で、過去 2 年間で記録的な

山火事が発生している。チェクンコフ極東北極発展大臣は、「ロシアには世界の森林の 20%が存在し、

国際社会はその点で公平であるべきだ。我々はこの森林を大規模な炭素回収ハブに変える可能性を有し

ている」と述べている。具体的には、ロシア企業は新しく木を植え、森林保護に投資することでロシア

政府から森林の一部をリースすることを可能にし、投資によって二酸化炭素吸収が改善されたことがデ

ータで確認された場合にはその企業は排出権を取得し、デジタルプラットフォームで取引することがで

きるというものが想定されている。ロシアの最新のデータによれば、ロシア国内の森林は 2018 年に約

6 億 2,000 万トンの二酸化炭素を吸収したと推定されており、国全体の排出量の約 38%を相殺するのに

十分な量であったと言われている。しかし、このカーボンオフセットスキームは温室効果ガス排出量を

次の 10 年で、世界全体で半分に削減する必要があると警告する科学者からは批判を受けている。排出

量を削減するロシアの計画は、再生可能エネルギー、新技術、エネルギー効率でなければ意味がないと

いうものであり、現存する森林吸収量の活用は現状維持に他ならないためである。ロシアは欧州が検討

                                                   
77 Lambert（2021 年 2 月 21 日） 

78 林野庁 HP：https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/attach/pdf/index-22.pdf 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/attach/pdf/index-22.pdf
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を進める炭素国境調整メカニズムによって、年間 80 億ドルもの追加費用が発生することを懸念してい

る。しかし、樹木は脆弱であり、森林火災や病気の発生などの予測できない出来事により、森林からの

炭素隔離に関する正確なデータを取得することは困難であることにも留意が必要である。詳細な統計デ

ータが不可欠である一方、ロシアでは関連統計は過去 25 年間更新されていない。植樹に基づくオフセ

ットプログラムは、実際には大気中の二酸化炭素量を新たに減らすことに貢献していないことが判れば、

批判に晒されるだろうと Bloomberg は分析している79。 

 

7．水素エネルギー開発での日独への接近と秋風 

3．（2）で紹介したように水素エネルギー開発を課題として負ったロシア政府及び石油ガス会社

は、10 月の「2024 年までのロシアの水素エネルギー開発計画」の政府承認前後から、その技術を持つ

ドイツ及び日本に対して急速に接近している。以下、これまでの動きを紹介する。 

（1）ドイツとの協力に向けた進捗 

10 月 9 日、ノヴァク・エネルギー大臣（当時／現在エネルギー担当副首相）はロシアとドイツが、

新しいグリーン技術を使用した発電の共同研究に関する覚書に署名することに合意したと発表した。

「ロシアは、エネルギーの供給者として、将来も新しい技術でエネルギー供給者であり続けるべく、

他の国々と一緒にこれらの研究に参加する準備ができている。ドイツと協議を行い、再生可能エネル

ギー源と水素についてもロシアはヨーロッパの将来のパートナーになるべく、この分野の共同研究に

関する覚書に署名することに同意した。現在喫緊のトピックは、水素について、その生産、貯蔵及び

将来のエネルギー源・エネルギー貯蔵としての利用である。ロシアでは、この点について特に注意を

払っている。NOVATEK、Gazprom 及び Rosatom 等の企業が積極的に取り組んでおり、技術研究開発

を進めている」と述べている。この発言によって、政府承認文書では言及されなかった NOVATEK に

ついて、同社が 8 月から他企業に先んじて動き出したことが認められる形となったことが目を引く。

また、ノヴァク大臣は将来のエネルギーミックスにおける水素のシェアは 7%〜25%に増加する可能性

を指摘。「太陽と風力から電力を生産する技術が安くなっており、これらの技術は価格の観点から活発

に開発されている。それは水素の生産価格の引き下げを可能にするだろう。現在、天然ガスはいわゆ

るグレー水素及びブルー水素の主要な生産源である」ことも強調した80。 

また、11月下旬に、独露外国貿易商工会議所は、ドイツのビジネス界は水素技術におけるロシアと

の緊密なパートナーシップに賛成し、ロシアをドイツとヨーロッパへの水素の主要な輸出国にするた

めの共同パイロットプロジェクトを開始する計画であることを発表した。Wintershall Dea Russia のマ

ネージングディレクターであり、商工会議所の水素イニシアチブグループの責任者であるムリン氏

は、水素を持続可能なエネルギー源として使用し、主にガスおよび石油産業で数十年にわたって成功

を収めてきたドイツとロシアの間のエネルギーパートナーシップを継続していくと述べ、ソローキ

                                                   
79 Bloomberg（2021 年 3 月 23 日） 

80 Prime（2020 年 10 月 9 日） 



 

－41－ 
Global Disclaimer（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」）調査部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。 
 

ン・エネルギー省次官は、ロシアとドイツは、生産、輸送、消費をカバーする水素エネルギーの共同

プロジェクトを特定する最終段階にあると述べている81。 

この 10 月から 11 月のタイミングは 8 月下旬のナヴァルヌィ氏毒殺未遂事件によって欧米関係が悪

化し、最終的に欧州連合は 10 月 15日に対露制裁（6 人のロシア当局者と法的組織 1 つに制裁（個人

の資産凍結と出入国禁止/企業の資産凍結））を発動し、米国は 20 日に新たな制裁ガイダンス（Nord 

Stream 2 に関して、2020 年国防授権法における「パイプ敷設船舶の提供」の提供対象を港湾サービ

ス・保険付保等に拡大）を発動している時期に当たることも興味深い82。そのような最中にあっても

（そのような状況だからこそ）、ドイツは政治外交と経済を分け、並行して水素という新分野でのビジ

ネス分野で関係構築を図っていることが垣間見える。12 月にはさらにロシアとドイツが水素生産及び

海上輸送の共同パイロットプロジェクトを検討していることをノヴァク副首相（11 月 9 日にエネルギ

ー大臣からエネルギー担当副首相に昇格）が述べている。また、「ロシアには水素エネルギーの十分な

ポテンシャルがあり、資源ソースがある。電力も生産・輸送・貯蔵に関する科学技術もある。欧州や

アジア地域への地の利もある」ことを宣伝している83。 

オリヴァー・ヘルメス独東方ビジネス協会会長はロシアからの水素輸送に関して、「Nord Stream 2

は水素を輸送できるだろう。特殊素材が使用された御陰で、古いガスパイプラインとは異なり、今後

数十年に亘って Nord Stream 2 に 70%まで水素を満たすことができる。欧州の将来のエネルギー供給

に対する Nord Stream 2 の重要性はここ数ヶ月で高まっている。同パイプラインは最新の環境安全基

準に基づいて構築されており、天然ガスという移行エネルギー源から水素の時代に移行する良い機会

を開く」と欧米からの圧力を受けながら、ドイツ領海の建設再開を開始する 12 月 5 日直前に、Nord 

Stream 2 を水素輸送手段としても擁護しながら、天然ガスパイプラインへの水素混送が可能であるこ

とを明らかにしている84。 

年明け 2 月には、アルトマイヤー独経済大臣が「独露は水素の生産と輸送の可能性について緊密に

連絡を取り合っている。ロシアはドイツと協力してグリーン水素の生産と輸送を行うことができる」

を明らかにした。ロシア産水素は天然ガス起源のグレー水素か CCS 付随のブルー水素、メタン熱分解

によるターコイズ水素、原子力発電電力による水の電気分解から生産されるイエロー水素と考えられ

てきたが、欧州連合が要望する再生可能エネルギーからの電力によって生産されるグリーン水素も念

頭し入っていることを示唆した85。 

4 月には、前述の 10月に独露で署名された新しいグリーン技術を使用した発電の共同研究に関する

                                                   
81 Lambert（2020 年 11 月 27 日） 

82 拙稿「欧米制裁下でも建設進む Nord Stream 2（続報）：ナヴァルヌィ事件がもたらした影響と米国制裁無効化に成功しつつあるロシア政

府と Gazprom（2021 年 3 月 21 日）」も参照されたい。https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1008999.html 

83 Interfax（2020 年 12 月 2 日） 

84 Interfax（2020 年 12 月 7 日） 

85 ロイター（2021 年 2 月 17 日） 

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1008999.html
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覚書とは別に、水素エネルギー協力に関する共同宣言を準備していることをノヴァク副首相が明らか

にしている。「水素エネルギー協力に関するロシアとドイツの共同宣言の署名は、高いレベルで準備が

整っている。現在、最も集中的な対話はドイツ及び日本と行われている。ロシアとドイツの協力に関

しては、持続可能なエネルギーの分野での協力に関するロシア・エネルギー省とドイツ連邦経済エネ

ルギー省の間の共同宣言の署名は高度なレベルで既にまとまっている。ドイツとロシアのエネルギー

大臣が議長を務める持続可能なエネルギーに関するハイレベルのワーキンググループと水素エネルギ

ーにおける協力に関するサブグループを設立する見通し」であると述べており、近々独露間で共同宣

言が発表されると見込まれていた86。 

最終的に独露間の共同宣言は 4 月 20 日に締結された87。ロシア・エネルギー省とドイツ連邦経済エ

ネルギー省が持続可能なエネルギーに協力する意向宣言に署名し、同宣言では、持続可能なエネルギ

ーに関するハイレベルのワーキンググループと水素エネルギー分野に関する協力のためのそのサブグ

ループを設立し、エネルギー効率を改善するための新しいエネルギー資源の使用に関する幅広い協力

の潜在的な分野（生態学的プログラムの解決、エネルギーシステムの信頼性と安全性の分野における

技術交換、資源基盤の分析及び再生可能エネルギーの国内および国際市場のパラメーターの研究）を

含む内容となっている。また、水素発電統合に関する協力のためのサブグループを設立することにも

合意したことが明らかになった88。 

 

写 4 ソローキン次官とドイツ連邦経済エネルギー省によるオンライン意向宣言への署名の様子 

  

出典：ロシア・エネルギー省 

 

また、意向宣言署名と同日、独 Uniper はドイツ初の LNG ターミナルとなる予定だったヴィルヘル

ムスハーヘン LNG ターミナル（年間 725 万トン）の建設を取り止めたことを発表した。同ターミナル

の計画をドイツ水素市場へ目を向けて、「グリーン・ヴィルヘルムスハーヘン」として水素生産ハブを

立ち上げる計画に変更するという意向であり、ターミナルでは再生可能エネルギー起源のグリーンア

                                                   
86 Interfax（2021 年 4 月 15 日） 

87 ロシア・エネルギー省 HP：https://minenergo.gov.ru/node/20562 

88 Interfax（2021 年 4 月 20 日） 

https://minenergo.gov.ru/node/20562
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ンモニアを受け入れ、その後水素分解装置で水素を生産すると共に、並行して、水から水素を生産す

る電解装置も設置する。これら 2 つのプラントにより年間 29.5 万トン（2030 年時点のドイツの水素

需要の 10%）の水素生産を予定であることを明らかにしている89。 

 

図 10 ドイツ向け天然ガス輸入インフラの概要 

 

出典：公開情報筆者取り纏め。地図は EUGAL 社公開情報より。 

 

（2）日本との協力に向けた進捗 

日本との協力に関しては、まずロシアは 11 月にソローキン・エネルギー省次官が、（2020 年 6 月

に承認された長期エネルギー戦略において）2035 年までに 200万トンの水素を輸出するという新しい

政府の方針を受けて、既に日本の政府当局者や川崎重工業、他の日本企業と協力・交渉を開始してい

ることを明らかにした。また、「ロシアが生産できる水素には、グレー水素、ブルー水素、原子力発電

所を使用してグリーン（イエロー）水素の 3 つがある。天然ガスから水素を取り出すことが最も経済

的な方法であり、生産コストは電気分解によって生産される水素の半分から 4 分の 1 である。ロシア

は競争力のある輸出価格を提供する。輸送コストの削減と安全な輸送がロシアの水素輸出にとって最

大の課題になる。ヨーロッパの既存のガスパイプラインに水素を混合し、日本や他のアジア諸国には

                                                   
89 IHS（2021 年 4 月 22 日） 
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船で水素を輸送することを検討している」と述べている。ソローキン次官は日本の水素需要に大きな

期待を寄せており、Rosatom は経済産業省及び川崎重工業と、ロシアから日本への水素輸送パイロッ

トプログラムについて、2021 年末迄に可能性調査を実施していることも明らかにしている90。 

また、Rosatom は 2 月に入り、2030 年までに日本の水素需要の最大 40%を満たすことができると

発表した。サハリン州で検討されている水素製造プラント計画は日本への輸出を優先して検討されて

おり、日本との技術協力の発展にも関心を寄せている。なお、パイロット輸出プロジェクトは電気分

解による水素生産が想定されているが、現在サハリン州内には原子力発電所はなく、その電源につい

ては明らかにされていない91。 

4 月にはノヴァク副首相が、前述のドイツと進む共同宣言署名に関する発言の中で、「現在、最も集

中的な対話はドイツ及び日本と行われている。日露エネルギー諮問委員会の枠組みの中で、原則とし

て二国間作業部会内の協力について合意に達しており、ロシア企業と日本の当局との間の水素に関す

る協力の見通しに特に注意が払われている」と述べている92。 

（了） 

                                                   
90 日経（2020 年 11 月 4 日） 

91 Interfax（2021 年 2 月 4 日） 

92 Interfax（2021 年 4 月 15 日） 


