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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



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
と判断した公開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。



本日の報告事項

 2020年に急加速したカーボンニュートラル（脱炭素）という世界潮流
• 二分化される世界
• 欧米メジャーにも対応に温度差

脱炭素が実現しても依然化石燃料は不可欠
•需要を満たせる十分なエネルギーへのアクセス（ソース、インフラ、市場）の重要性
•ロシアは危機ではなく新たな商機と捉えている

ロシア政府及び石油ガス会社の対応の現状
•長期エネルギー戦略から漏れた石油ガス会社の炭素戦略対応
•気候変動サミットでの目標表明。その背後に森林吸収への熱視線
•サハリン州を対象とするパイロットプロジェクト
•独露による水素を対象とした新たな協力

本日のまとめ
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2020年、カーボンニュートラル（脱炭素）に舵を切った主要国 4

★各国のカーボンニュートラル目標（出典：METI資料に加筆） ★各国の二酸化炭素排出量（上位20カ国）と名目GDP（出典：BP統計及びIMF）

カーボンニュートラル志向国
（日米欧英中韓伯加）

CO2排出量：212.7億トン

世界シェア：62.2%

その他状況精査中の国々
（印露中東他）

CO2排出量：129.0億トン

世界シェア：37.8%

上位20カ国でのシェア

VS
2045年に前倒し

＜気候変動サミット（2021年4月）＞

バイデン米大統領主導の気候変動サミットにて、2050年までに温
室効果ガスの排出を実質ゼロにすると表明。2030年までに違法伐
採をなくすことで、ブラジルの温室効果ガス排出は約50%削減され
るとの見通しを示す。

＜気候変動サミット（2021年4月）＞

＜ネットゼロ排出責任法案（2020年11月）＞

ネットゼロ目標の法制化を公約に掲げるトルドー首相が「カナダネッ
トゼロ排出責任法」を議会に上程。2月には米加両首脳が2050

年までに温室効果ガスの排出量をネット（実質）ゼロにする目標の
達成に向けて取り組むことに合意。

＜法案提出（2020年11月）及び米加協力合意（2021年2月）＞

（★）Carbon Neutrality Coalition（カーボンニュートラル連合）メンバー国
2017年にニュージーランド及びマーシャル諸島のイニシアチブによるカーボンニュートラル宣言に賛同する国によって組織。
2050年までに温室効果ガス排出をネットゼロに抑えることを「政策公約」とすることが参加資格。参加国は上記7カ国
の他、オーストリア、チリ、コスタリカ、コロンビア、デンマーク、エチオピア、フィジー、フィンランド、フランス、アイスランド、アイ
ルランド、ルクセンブルク、マーシャル諸島、モナコ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェイ、ポルトガル、スペイン、スウェーデ
ン、スイス及び東チモールの29カ国（2021年5月時点）。 出典：https://carbon-neutrality.global/members/

https://carbon-neutrality.global/members/


カーボンニュートラル（脱炭素）に対する欧米メジャーの戦略と温度差 5

欧米メジャー エネルギートランジション戦略・対応の現状
再エネへの
事業拡大・目標

排出量
短期目標

排出量削減
長期目標

積極
度合

2020年2月にメジャー企業の中で初めて2050年温室効果ガス排出ネット
ゼロ目標を設定。8月に発表した戦略では2030年の石油・ガス生産量を
2019年260万BDから4割減らす一方、2020年5億ドルだった再生可能エ
ネルギー投資を2030年50億ドルに増やす方針。戦略では低炭素関連投

資の拡大に止まらず石油天然ガス開発資産の削減に踏み込んでいること
が特徴。米国シェール・メキシコ湾・中東・アゼルバイジャン・ロシア等の中
核資産以外の上流開発事業は選別の対象となる。

 陸上風力、太陽光、バイ
オ燃料、EVインフラ、電
池開発

 2030年までに50GW

2030年：
 操業全体の排出量30

～35%未満に
 上流開発の排出量35

～40%未満に
 製品の炭素排出原単
位を15%以上低減

2050年：
正味ゼロ

（スコープ1～3）
 販売製品の炭素排出原単位
を2050年までに50%削減

◎

2050年までに温室効果ガス排出量を正味80％削減する。炭素排出原単
位を2018年のレベルから2035年で15%、2050年までに55％削減する。

 太陽光、風力、水素、
EX電池、バイオ燃料

 2030年までに15GW、
2050年までに55GW

2030年：
 正味30%削減

（スコープ1～3）

2050年：
正味80%削減

（スコープ1～3）
〇

ノルウェーのオフショアフィールドと陸上プラントからの温室効果ガス排出
量を2030年までに40％、2040年までに70％、2050年までにほぼゼロに
することを目指す。世界各操業現場では、2030年までにカーボンニュート
ラルを達成。2026年までに再生可能エネルギー容量を10倍に拡大し、世
界的な洋上風力メジャーとして発展し、2035年までに12〜16GWの発電を
目指す。

 太陽光、洋上風力、水
素、EV

 2026年までに4～6GW、
2035年までに12～
16GW

2030年：
 操業における炭素中
立実現

2050年：
正味ゼロ

（スコープ1～3） ◎

2030年の売上比率目標を石油35％、ガス50％とする等、天然ガス（LNG）
と再エネを戦略の中心に据える。LNGのカーボンニュートラル化にも取り
組む。2050年までの30年間は天然ガス需要が見込める前提で工程表を
策定していることも注目点。

 太陽光、風力、水素、バ
イオ燃料

 2035年までに35GW

2030年：
 販売製品の炭素排出
原単位を15%削減

2040年：
 同35%削減

（スコープ1～3）

2050年：

正味ゼロ（スコープ1・2）

欧州域内の正味ゼロ
（スコープ1～3）

 販売製品の炭素排出原単位
を2050年までに60%以上削
減 （スコープ1～3）

◎

①Growth Pillar（顧客中心に再構成した再生可能エネルギー・脱炭素技
術の提供）、② Transition Pillar（天然ガス（LNG）事業と石油化学工業（ト

レーディングと合わせてトランジション期間の中核的収益ドライバー）及び
③Upstream Pillar（米国パーミアン・ブラジル等のコア上流開発資産でトラ
ンジションの原資を賄う）という3本柱により財務と低炭素化の両目標を達
成する。

 洋上風力、水素、バイオ
燃料、EV

 2030年までに水素生産
を含む再エネに年間30

億ドル投資

2035年：
 排出量を30%削減

（スコープ3）

2050年：

正味ゼロ（スコープ1・2）

 65%削減（スコープ3） 〇

出典：JOGMEC
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×
CO2排出量

CO2発生量

カーボンニュートラル（脱炭素）に対する欧米メジャーの戦略と温度差 6

欧米メジャー エネルギートランジション戦略・対応の現状
再エネへの
事業拡大・目標

排出量
短期目標

排出量削減
長期目標

積極
度合

新型コロナウィルス感染拡大と米国における政権交代を踏まえ、気候変動
戦略を見直し。①生産段階における操業油ガス田からの排出削減（スコー
プ1及び2）、②消費段階の排出削減（スコープ3対応）、③排出削減技術の
研究開発投資及び④カーボンプライス推進という4本柱を据える。

2025年：
 メタン排出及びフレア抑
制により15～20%削減 △

生産段階における温室効果ガス排出削減目標を設定し、再生可能エネル
ギー投資促進（削減目標を役員報酬にリンクさせる仕組みを導入）を図る。
豪州Gorgon LNGプロジェクトで世界最大級（年間4百万トン）のCCS事業
を進める。

2023年：
 上流開発における排出
量を石油で5～10%、ガ
スで2～5%削減

△

出典：JOGMEC

＜参考＞恒等式で表すエネルギーシステムから排出される二酸化炭素排出量と削減方法の理解

出典：放送大学「エネルギーと社会」（2019年）第4章／JOGMEC調査部

GDPの削減には現在のライフスタイルの変更・消費抑制を求
める必要あり

Energy／GDP＝Energy Efficiency。単位経済活動当りのエ
ネルギー消費削減、いわゆる「省エネルギー」の推進が必要

単位エネルギー量当りCO2発生量の少ない燃料（石炭＞石
油＞天然ガス＞再エネ）への「燃料代替」を推進

CO2排出量／CO2発生量の削減には発生したCO2を回収
して地層等に貯留する「CCS・CCUS」の促進が必要

CO2

排
出
量

＝ 再生可能エネルギー
投資を拡大する
欧州系メジャー企業の戦略

CCS技術開発に
注力する米系メジャー
の戦略

各国の強いイニシアチブが
必要。現状手付かずの状態

供給サイドだけでは限界あ
り。各国の強いイニシアチ
ブが必要



SDSシナリオ

■化石燃料 ■化石燃料+CCS（地下貯留）
■石油精製副産物 ■電気分解

★世界のエネルギー需給見通し

＜参考①＞温暖化ガス排出量の比較

出典: IEA、IRENA、World Nuclear Association、European Hydrogen Backbone他

化石燃料、特に天然ガス：CO2排出量少なく人類に不可欠なエネルギー源

（Mtoe）

★2070年までの水素供給源見通し

★STEPS（Stated Policies Scenario）シナリオ：コロナウイルスが制御下に置かれ、世界経済が2021年に危機前のレ
ベルに戻る。 今日発表された全ての政策と目標を反映したシナリオ。

★SDS（Sustainable Development Scenario）シナリオ：クリーンエネルギー政策と投資の急増により、パリ協定等で
規定された持続可能な目標を完全に達成するためのエネルギーシステムが軌道に乗っているシナリオ。

STEPSシナリオ
（政策不調）

SDSシナリオ
（政策効果）

グレー水素■ 化石燃料、特に天然ガスから生産される水素。その生産には
かなりの量の二酸化炭素排出が伴う。

ブルー水素■ 水素を製造する過程で生成される二酸化炭素を回収・地中貯
留（CCS）することで、二酸化炭素排出量正味ゼロを達成して
生産される水素。

グリーン水素 ■ 再生可能エネルギー起源の電力を用いた水の電気分解に
よって生成される水素。

ターコイズ水素 メタンの熱分解によって生成される水素。炭素は生成されるが
気体ではなく固体となって生成される。条件として高温反応炉
は再生可能エネルギー起源の電力等二酸化炭素排出量正味
ゼロのエネルギー源を用い、生成された炭素を永久に封じ込
めること。

イエロー水素■ 原子力発電による電力を用いた水の電気分解によって生成さ
れる水素。

ブラウン水素 ■ 石炭から生成される水素。グレー水素に分類されることもある。
その生産にはかなりの量の二酸化炭素排出が伴う。

ホワイト水素 他の製品生産プロセスの中で副産物として生成された水素。
生産量は限定的。

＜参考②＞生産方法別水素の種類

★欧州の成熟した天然ガスパイプライン網

2050年時点でも水
素供給源の過半は
化石燃料由来。

＜参考③＞水素パイプライン構想
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11年ぶりに改訂されたロシアにおける2035年までのエネルギー戦略と水素 8

1995年
エネルギー戦略
「経済回復の原動力」

2010年までの15年間を対象。市場経済に見合っ

たエネルギー安全保障確保。ガス生産シェアの
拡大、西シベリアでの原油生産安定化、石炭必
要量の確保、エネルギー資源の輸出促進。

2003年
エネルギー戦略

「経済成長・東方シフト」

2020年までの18年間を対象。国民生活向上と経

済成長達成のための燃料・電力資源の最大限の
効率的利用。アジア・太平洋地域への石油・ガス
の輸出。

2009年
エネルギー戦略
「オランダ病脱却」

2030年までの22年間を対象。経済での燃料エネ

ルギー産業の比重減少。エネルギーの国際市場
における不確実性とリスクの増大。

2020年6月
エネルギー戦略

「安全保障・多角化」

2035年までの16年間を対象。最重要事項はエネ

ルギー安全保障。新たなエネルギー源としての
再生可能エネルギー、水素生産。エネルギー部
門のデジタル化、資源輸送手段の拡充。

2013年07月：プーチン大統領が2014年を目指し策定を指示。
2013年10月：ウクライナ問題発生。
2014年02月：ウクライナでのクーデター。
2014年03月：クリミア併合と欧米制裁発動。
2015年03月：メドヴェージェフ首相が策定を指示。
2017年02月：草案公表。
2019年10月及び12月：草案公表。 ノヴァク大臣

（2012年5月～）

★ソ連解体後、ロシア政府によるエネルギー戦略の変遷

＜ロシアの現状認識＞

 水素に対する関心が、国際的にも高まり、欧州でも遂に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た。

 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、欧州の動きを見極めなが
ら、彼らが望む気候中立な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、石油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。

 この方針は、長年原料輸出経済から付加価値を加えた製品輸出による国益の最大化を図
ろうとしているロシアの方向性にも合致する。

★新エネルギー戦略における化石燃料・気候変動・水素エネルギー



イントロダクション：エネルギー輸出大国としてのロシア 9

3382

億ドル

★ロシアの物品別輸出総額内訳（2020年）

世界生産量 95.2百万BBL

世界需要量 98.3百万BBL

露生産量 11.5百万BBL

露需要量 3.3百万BBL

世界シェア
（生産量ベース）

11.7%

輸出先シェア
カナダ 0.3%

米国 2.3%

中南米 0.1%

欧州 53.5%

旧ソ連 6.4%

中東 1.9%

オセアニア 0.3%

中国 27.1%

インド 1.0%

日本 2.8%

その他アジア諸国 4.1%

原油関連 ※BBL＝バレル＝約159リットル

出典：連邦税関局統計、BP統計
※電力輸出額は0.1％、原子力燃料は0.02%

58%



パイプラインガス輸出独占

脱炭素という世界の潮流に対するロシア石油ガス会社の対応 10

★ロシア主要石油ガス会社の企業指標（2019年ベース／出典：各社年次報告書）

※純利益についてはRUBベース決算を通年USD換算レートで試算。Zarubezhneft及びINKについては2018年時点の数値記載。

ロシア石油ガス産業の特徴

国営独占と純民間の折衷

90年代の民営化を正す再国営化の波

石油ガス産業分離と輸送独占企業の存在

石油換算百万BD 石油ガス生産量 世界シェア

米国 純民間 33.68 20.1%

ロシア 混在 23.81 14.2%

サウジ 国営独占 13.88 8.3%

カナダ 純民間 8.78 5.2%

イラン 国営独占 7.94 4.7%

カタール 国営独占 5.10 3.1%

■：国営企業（政府が主要株主）
■：国営系企業
■：民間企業

単位：百万BD

原油・石油製品
輸出インフラ独占

出典：BP統計



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

石油企業 対応の現状

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。

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、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

年までに炭素取引システムを導入して欧州に対抗すべき。

最も脱炭素、CCS、水素分野への関心・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。

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。

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。

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る。
 ほぼ全てのロシア石油会社が化石燃料の生産維持又は増産目標を立てていることが特徴となっている。

11



脱炭素という世界の潮流に対するロシア石油ガス会社の対応：Rosneft 12

★Rosneftの主要企業指標の推移（出典：同社年次報告書） ★Rosneftによる対応の経緯（～現在）

公表された炭素戦略と主な内容 水素 CCS／CCUS
その他

（再生可能エネルギー等）

気候変動対策投資額

森林吸収

「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）

同計画において、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。

同計画において、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。

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。

★Rosneftの脱炭素・気候変対策・ESGに関する目標及びポジション

 2020年8月、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。
 2020年10月、カシミーロ第一副社長「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」。

セーチン社長も同月開催された第13回ユーラシア経済フォーラムで、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す。

 2020年12月、「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。
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。

 2021年1月、FTが大株主BPが進める野心的な脱炭素戦略と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。

 2021年2月、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。



脱炭素という世界の潮流に対するロシア石油ガス会社の対応：LUKOIL 13

★LUKOILの主要企業指標の推移（出典：同社年次報告書） ★LUKOILによる対応の経緯（～現在）

公表された炭素戦略と主な内容 水素 CCS／CCUS
その他

（再生可能エネルギー等）

気候変動対策投資額

森林吸収

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。

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）。

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。

★LUKOILの脱炭素・気候変対策・ESGに関する目標及びポジション

 2020年9月に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。

 2020年10月、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。

 フェドゥン副社長「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。
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」。

 2021年3月、脱炭素化の様々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（3つのシナリオ：「進化シナリオ」、「均
衡シナリオ」及び「変換シナリオ」から成る）。

 アレクペーロフ社長「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」。

 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、2022年の春に公開される予定。
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★NOVATEKの主要企業指標の推移（出典：同社年次報告書） ★NOVATEKによる対応の経緯（～現在）

公表された炭素戦略と主な内容 水素 CCS／CCUS
その他

（再生可能エネルギー等）

気候変動対策投資額

森林吸収

「2030年までの環境及び気候変
動目標」（2020年8月）
※2022年長期戦略をリバイス予定。

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。

－

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。

★NOVATEKの脱炭素・気候変対策・ESGに関する目標及びポジション

 2020年8月、NOVATEK取締役会は2030年までの環境目標を承認。

ギャトヴェイCFO「メタンからの商業的水素製造の可能性を検討している。

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」。

 ミヘルソン社長「ヤマル半島北西部でCCSプロジェクトを実施する予定」。
 2017年に策定された長期戦略について、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。



脱炭素という世界の潮流に対するロシア石油ガス会社の対応：Gazprom 15

★Gazpromの主要企業指標の推移（出典：同社年次報告書） ★Gazpromによる対応の経緯（～現在）

公表された炭素戦略と主な内容 水素 CCS／CCUS
その他

（再生可能エネルギー等）

気候変動対策投資額

森林吸収

「2020年～2030年の温暖化ガス
排出量管理ロードマップ」
（2018年）

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）。

現在、最大11億ドル、総投資額の
8%程度。
年間60万～70万本の植樹。

★Gazpromの脱炭素・気候変対策・ESGに関する目標及びポジション

 2020年9月、アクチューシン技術担当副社長「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」。

 2020年10月、特にメタン熱分解の将来性の高さに着目していることを明らかに。

また、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。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。

 ブルミストロヴァGazprom Export社長（兼）Gazprom副社長：
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。

 2020年12月、「ガスプロム・ヴォドロド（水素）」という専門の子会社を設立。
 2021年3月、ヤマルLNGから供給されたカーボン
ニュートラルLNGをGazpromが英国・Shellのドラゴン・
ターミナルへ販売。ShellとGazpromは炭素基準による
排出量認証に基づいて、炭素排出量を相殺したと発表。

 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。期間は5年間。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。

 2021年5月、アクチューシン技術担当副社長Gazpromが2050年に
カーボンニュートラルを実現する可能性を研究中。2022年5月に
脱炭素を含むシナリオ策定を終える計画で、気候目標を決定する。

英国ドラゴンLNGターミナル



脱炭素という世界の潮流に対するロシア石油ガス会社の対応：Gazprom Neft及びTatneft 16

★Gazprom Neftの主要企業指標の推移（出典：同社年次報告書）

会社 公表された炭素戦略と主な内容 水素 CCS／CCUS
その他

（再生可能エネルギー等）
気候変動対策投資額

森林吸収

Gazprom Neft 長期戦略は現在策定中。2021年後半公表予定。
－ －

セルビアで陸上風力事業実施
中（102MW＋200MW）。

－

－

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） － － －

－

－

★Gazprom Neft及びTatneftの脱炭素・気候変対策・ESGに関する目標及びポジション

★Tatneftの主要企業指標の推移（出典：同社年次報告書）



年次教書演説及びオンライン気候変動サミットでのプーチン大統領発言 17

2021年の年次教書演説（4月21日）での発言
「今後30年間でロシアの累積温室効果ガス排出量は欧州よりも小さくならなくて
はならない。これは国土の大きさ、地理的特性、気候や経済構造に鑑みると野
心的な目標である。しかし、我々の研究と技術的ポテンシャルに照らせば、完
全に現実的な目標であることに疑いはない」

出典：クレムリンHP（http://en.kremlin.ru/events/president/news/by-date/22.04.2021）

オンライン気候変動サミット（4月22日）での発言
「昨日、年次教書演説にて、社会経済開発に関して私が設定した最優先課題の1

つが2050年までに我が国の累積温室効果ガス排出量を大幅に制限すること。
（中略）ロシアは、年間25億トンCO2相当の生態系による吸収能力により、ロシ
アだけでなく、地球規模の温室効果ガスの吸収に多大な貢献をしていると言っ
ても過言ではない」 出典：クレムリンHP（http://en.kremlin.ru/events/president/news/65425）

★各国の二酸化炭素排出量 ★EUの石油天然ガスの需要実績と長期見通し ★世界の森林面積上位10位（2020年）

出典: BP統計、IEA-WEO2020及び林野庁

15億トン
25億トン相当か

http://en.kremlin.ru/events/president/news/by-date/22.04.2021
http://en.kremlin.ru/events/president/news/65425


ロシア政府によるその他の動き：サハリン州パイロットプロジェクト及び独露協力 18

サハリン州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 独露水素協力の進展

 2020年10月、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・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。Gazpromも同取組みに賛同の意を表明。

 2021年1月、アブラムチェンコ副首相がサハリン州に
おける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。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。

 ソローキン・エネルギー省次官「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」。

 2021年4月、極東北極開発省、サハリン州
政府及びRosatomがプロジェクト「水素クラ
スターの作成と開発」への協力に関する
協定に署名。また、Rosatomと仏エア・
リキッド社がサハリン島で水素年間生産
能力3万～10万トンのプラントを建設する
ためのMOUを締結。Rosatomは
電力供給源として浮体式原子力発電
ユニットを建造することを検討している。

～2021年中葉 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立ち上げ。
～2025年 サハリン域内のカーボンニュートラルを達成。

極東北極開発省、サハリン州政府
及びRosatomによる協力協定署名
（出典：Rosatom／4月23日）

 2020年10月、ノヴァク・エネルギー大臣（当時／11月にエネルギー担当副

首相に就任）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。

 2020年11月、独露外国貿易商工会議所はロシアをドイツと欧州への水素

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。

 2020年12月、ノヴァク副首相が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明らかに。

 2021年4月、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。同宣言は、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。

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：エネルギー省／4月20日）

連邦構成主体としての
サハリン州の領域
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 2020年は新型コロナウイルスがトリガーとなり、欧州発で経済復興の原動力となることが期待された新たな

産業として水素へのエネルギー代替に注目が集まり、それに引き摺られる形で世界各国が脱炭素に大きく
舵を切った年だった。

 化石燃料収入に依存する産油ガス国には当初激震が走るが、現在世界の水素生産のほぼ8割が天然ガス

から生産されていることや成熟した市場と輸送手段の欠如、化石燃料から生成される二次エネルギーであ
る水素は当然ながら割高であること等様々な課題が明らかに。

 水素産業の発展により、中長期的には化石燃料と同程度まで水素の価格が対抗できるようになるという楽
観的な見通しもあるが、産油ガス国は世界の水素へのエネルギートランジションの動きを石油天然ガスに水
素輸出という商品が加わる新たな商機と捉えて、その生産・輸送方法の開発に乗り出している。

 2020年6月、11年ぶりに長期エネルギー戦略を改訂したロシアも敏感に世界の動きに反応し、世界が志向

し始めた新たな『水素ゲーム』に供給者として参戦すべく具体的なプロジェクトを立ち上げている。駒はグ
レー・ブルー・ターコイズ水素供給ソースである莫大な天然ガス資源と、既にパイプラインという輸送インフラ
を有するGazprom、原発起源の電力を用いたイエロー水素生産を目指すRosatom。

 他方、原油生産を主体とする主要石油会社や業界第二位の天然ガス生産会社NOVATEKは、この『ゲー

ム』の蚊帳の外に置かれている。しかし、彼らは独自に炭素・水素戦略を練り、この潮流に対応しようとして
いるが、一部の欧米メジャーが進める野心的な脱炭素戦略とは異なり、石油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し、化石燃料の生産維持又は増産目標を立てていることが特徴となっている。

 また、世界最大の森林資産を有するロシアはその二酸化炭素吸収能力をロシアが享受すべき「排出権」と
して主張し始めており、欧州が導入しようと検討している国境炭素税に対抗しようとしている。


