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　ロイヤル・ダッチ・シェルグループ（以下「シェル」と略す）は、2021年2月9日、最新シナリオ作品「The 
Energy Transformation Scenarios＊1」を発表、ついで11日には最高経営幹部がウェビナー「Shell 
Strategy Day」で長期戦略を語った＊2。
　本稿はこの新シナリオ作品を分析しようとするものだが、なにしろシェルは一民間企業で、個社を応
援する記事を、品格高い天下の公器たる本誌に載せることははばかられる。公平に紹介するには、少な
くともエクソンなど業界他社と比較しておく、などの手順が必要だろう。
　そこで次の2つの執筆方針を立てた。
　まず、本稿は一私企業のビジネス戦略を解説するものではない。筆者は、同グループが長年にわたっ
て理論と技法を牽引し、今や広く活用されているシナリオプランニング手法の視角から、この最新シナ
リオ作品の型式と内容を紹介したい。
　第2に、読者諸賢は石油・ガス分野の専門家であられる、と想定する。そこでこの分野のストーリー
を厚くして書こうと思う。シナリオ手法では複数の未来世界を描き分けるので、この最新シナリオ作品
でも、シェルは石油・ガス産業の未来についても、ずいぶんと異なった複数の未来像を、同時並行で描
いている。

　以下、The Energy Transformation Scenariosを、「エネルギー変革シナリオ2021」と略す。本文の構
成は次のとおり。
　第1章は、イントロダクション。ここでは、シナリオプランニングとは何か？　という前振りをする。
また、シェルのシナリオプランニング活動の概要も説明する。筆者はこの話題で本誌に5年前、寄稿＊3

しているので、詳しい説明はそちらに譲る。
　第2章から「エネルギー変革シナリオ2021」の説明をはじめる。第2章では、この作品の全体構造およ
び社会全体シナリオの部分を紹介していく。
　第3章では、石油・ガス産業の未来のビジネス環境についてこの作品の述べるところを詳述する。
　第4章は、シェルのシナリオ作品に見る気候変動問題をめぐる同社の見解の変遷をお話しする。気候
変動問題やサステナビリティは、近年、企業経営上の重要課題となっている。シェルはエネルギービジ
ネスを本分とする企業として、具体的なアクションを取り、社会提言もする。このあたりを2008年に
発表したシナリオ作品にさかのぼって、最新の作品に至るまでを分析している。
　なお、本稿は、「エネルギー変革シナリオ2021」を直訳していない。論旨をくみ取り、我が国論壇で
話される慣用表現に置き換えた苦心の意訳である。読者諸賢が効果的・効率的に理解できるよう努めた。
筆者は石油産業へのコミットメントが強く、実務経験の長いベテラン研究者で、かつシェルのシナリオ
チームと、直接、話しをしているので、どうか信頼いただければ、と願う。正確な原文の引用を必要と
される諸賢は、英語版がweb上で手に入るので参考にされたい。

はじめに

「エネルギー変革シナリオ2021」：
シェルの最新シナリオ作品

角和　昌浩
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1. イントロダクション

　シナリオプランニングとは、何か？　これはシナリオ
を使ったプランニングのことである。まず、シナリオと
は、何か？　3つの特徴を挙げる。

（1）シナリオとは、何か？

①未来のストーリー
　シナリオとは、未来世界を物語るストーリーのことだ。
演劇の台本などで使う。
　シナリオの中には、現在から将来に向かって、これか
らどんな重要なことがらが起こるのか、それはどんな原
因で、誰によって引き起こされ、どんな波及効果をもた
らすのか、その結果、未来世界が現在とどんな点で異なっ
てくるのか、が書き込まれている。未来の重要なイベン
トと主要登場人物たち、そして彼らがどんな意図を抱い
ているのか、を特定し、また世界がどのような仕組みで
動いているのか、を伝えようする。
　もとより未来に何が起こるかなど、今現在、正確にわ
かるはずもない。いくつもの未来が考えられる。だから、
シナリオプランニングで使われるシナリオは、未来世界
のストーリーを、必ず、複数、創る。この複眼的な姿勢
が、組織が未来のビジネス環境や未来の政策環境を扱う
際に、深みと幅を与えてくれる。
　が、ここで可能性をあまり沢山拡げると使い勝手が悪
い。シナリオプランニングは、組織の戦略検討に活用す
べきもので、実践的かつ効果的な様式を備えていなけれ
ばならない。

②構造化
　第2の特徴は、現在の世界が、未来に向かって変化し
てゆく様を、論理的、構造的に理解していることである。
不確実性の高い事象について深く考えてゆくと、次第に
この構造が見つかってくる。ストーリーをうまく伝える
ためには、話しを鮮やかに、格好よく盛りつける印象的
な構造がなければいけない。

③予測とシナリオ
　第3の特徴。シナリオは予測とは異なる。
　予測という手法は、一般的に過去の延長線上で未来を
考える。だから予測作業には、「将来、今はよくわかっ
ていないのだけれども、根本的な構造変化が起こるかも
しれない、どうなるんだろう？」という、漠然たる予感
や想像力が取り込みにくい。

　もちろん未来に向かうストーリーは、過去からの不連
続を許したとたん、いくつでも思いつく。シェルでは、
これらの玉石混交のストーリーたちをエネルギー計量モ
デルにかけて実現可能性を確かめる。モデルから荒唐無
稽な解が出てくるのなら、それはストーリーのほうに無
理があるのでは、ということでストーリーを修正しなけ
ればない。
　とはいっても、最終的にシナリオ作品のなかに書いて
ある数量やバリューは、未来を語るためのレトリックに
過ぎない。未来世界を語ってくれる統計など、ありはし
ない。

（2）シナリオプランニングとは、何か？

①ビジョンと戦略検討
　シナリオプランニングは政府組織や私企業などの組織
の戦略検討ツールである。
　組織はその存立目的を持つ。この目的を達成するため
に、組織のリーダーはビジョンと戦略を設定し、組織の
成員に賛同を求め、周りの環境に働きかける。リーダー
はあらかじめ組織がどこに向かうのか、明晰に自覚して
いなければならぬ。リーダーは船長。航海がどこの港に
向かうか、クルー全員に目的地と方向を周知させる。そ
うすれば、クルーは甲板を吹き抜ける風が、順風なのか、
逆風か、わかってくれる。
　ところが船の周りの風、周りの環境はどんどん変化し
てゆく。私企業であればビジネス環境であり、政府であ
れば政策環境である。未来の環境は、現在とは不連続な
展開を見せるかもしれない。
　ここでシナリオプランニングが登場する。シナリオ作
品は組織が採用しているビジョンと戦略が、未来に起こ
る大変化に耐えうるか、を検証できるツールだ。
　だから肝要な点。シナリオ作品の中で描かれる2、3
の未来社会は、それぞれに全く異なった姿をしているの
だが、それらはあたかも、将来、同じ確率で現実化する
ように見えなければならない。それぞれが、聴くものを
して情報力と説得力において同レベルに感ぜられるよ
う、材料の選択やレトリックを工夫して作る。
　そうするとリーダーには、今現在から未来に向かう、
同程度の確からしさに思える、環境変化の道筋がいくつ
か見えてしまう。分かれ道も見える。ビジョン達成に好
都合な道筋も見えれば、まったく不利な道筋も見える。
ひとつに絞れない。「困ったものだ！」と、おおいに悩ん
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でもらうのが、そもそものシナリオプランニングの仕掛
けでもある。

②オーダーメード
　シナリオプランニングはリーダーの抱いている切実な
問題関心に応えなければいけない。どうやって応えてゆ
くのか？　ここでシナリオ作品の内容や型式が決まって
くる。
　たとえばシナリオの射程。今から何年先の未来までを
見通したいのか？　プロジェクトライフから考えて15
年先までか。それとも、地球環境問題を取り扱うので気
象災害が深刻化し、かたや温暖化ガスの大規模削減手段
が手に入りそうな2050年までなのか。
　たとえばシナリオの領域と内容。アジア地域の5年後
の国際関係を論ずるシナリオなのか。それとも日本の健
康産業の2040年時点のビジネス環境を考えるのか。だ
からシナリオ作品は、当然、組織ごとに違ってくる。オー
ダーメードスーツを仕立てるのだ。

（3）社内用シナリオと公開シナリオ

①良質の戦略決定をうながす
　シェルでは、シナリオプロジェクトがシナリオ作品の
発表で終わらず、組織の戦略決定過程に参加することも
ある。戦略はビジネス環境の変化に対して、なお有効か、
それとも大きなリスクを含んでいるか？　そのリスクは
どんなものでどうしたら軽減できるのか。シナリオチー
ムは、求められれば戦略検討に参加し、シナリオごとに
異なる戦略アクションとリスクについて、見解を述べる。

現実の組織運営や意思決定過程は、複雑で、矛盾に満ち、
リーダーの個性や力量に負うところも大きい。そんなな
かでも“より良質の決定”ができるよう、効果的なシナリ
オ作品を提供し、分析的な議論の場をしつらえる、これ
を期待されている。
　つまりシェルでは、シナリオ作品の制作と、それを聴
いてディスカッションする場の設営とを、経営戦略検討
プロセスの一部として制度化しているのだ。

②社内用シナリオ
　シナリオプランニングはまずもって、社内ディスカッ
ションで活用される。したがって、この場に持ち込むシ
ナリオ作品には、当然のこと、ナマの事業内容が取り上
げられて、戦略的オプションをも書き込んである。これ
は社外秘扱いだ。この種の社内用のシナリオ作品を「プ
ロジェクトシナリオ」と呼ぶ。

③公開シナリオ
　他方でシェルは1992年以来、数年に一度、世界大の
政治・社会・経済・技術進展およびエネルギー等に関す
るシナリオ（以下、「グローバルシナリオ」と略称）を発表
している。世上、「シェルシナリオ」として読まれるのは
こちらのほうだ。
　シナリオチームは、数多のプロジェクトシナリオを経
験している故、世界各地の異なった政治・社会・経済情
勢や、萌芽的な新事態、次代のリーダーシップや時代精
神などを取材する機会に事欠かない。そこで、数年に一
度、シナリオの仕事のいろいろをグローバルシナリオと

図1 シナリオ作品の作り方

出所： 筆者作成
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して編集し、対外公表をする。これを社外の人たちに聴
いてもらい、ディスカッションの機会を得る。公開シナ
リオには当然、シェルの企業メッセージも乗せることが
できる。

（4）シナリオプランニングの手順

　次に、シェルのシナリオチームがシナリオ作品を制作
する際の手順を簡単にご紹介する。後段で「エネルギー
変革シナリオ2021」を解説してゆく際にも、この制作手
順の順番で説明をしたい。

①考えはじめる
　現時点で、未来世界を知るためのデータはたくさん手
に入るだろう。
　そのうちで、“ある程度確からしい”見通しを指し示す
データと、今現在、識者たちが発信している見通しがい
ろいろバラバラで、見通しの“不確実性が高い”ことを示
唆しているデータとを選別したい。
　例えば、日本の少子高齢化傾向は“ある程度確からし
い。”ところがこの課題を調べてゆくと、方向感が見えな
い事象が見つかってくる。そこで、それらがなぜ見通し
がつきにくいのか、を更に考察してゆく。日本社会は少
子高齢化の課題に革新的な対策を打ち、2040年、大規
模な海外移民人口を抱えた社会が出現するのか？　否
か？　今現在、しかとは答えられないだろう。なぜなら、
我々が今を生きる日本社会は、実にさまざまな意見や利
害関係やら、期待や不安やらを抱え込んで、海外から日
本への移民の、大規模な定住増加の可否を決めかねてい
るからである。
　このような“方向感が見えない不確実性の高い事象”を
出発点に据えれば、ただちに、いくつか異なった将来展
開が想像できてしまう。故に、ここから、複数の未来世
界すなわち複数のシナリオを描きはじめることができ
る。

②構造化の作業
　未来の可能性を複数、同時に記述できるフレームワー
クを発見しなければならない。
　調査作業で集めたさまざまな事象や見解を、すべて棚
卸しし、大画面に並べて、未来社会を統合的に理解でき
るシステム図を試作してみる。次に、不確実性の高い事
象を起点として、時系列上にストーリーを展開させてみ
る。そうすると、だんだんシナリオ作品のフレームワー

クが見え、全体像が掴めてくるのだ。この型式で進行す
る作業を「帰納的アプローチ」と呼ぶ。
　構造化の作業はべらぼうに時間がかかる。が、シナリ
オチームは議論を端折らない。時間がかかることなど、
経験上わかっている。互いの意見と立場を尊重しながら、
ねばっこく、分析的な議論を行うのだ。

③叙述スタイルの選択
　シナリオ作品は複数の未来社会を書き分ける。そして、

「これらの未来は将来、同じ確率で現実化するのである」
と、説得的に語る。これが基本ルールであるが、グロー
バルシナリオを編集するにあたって、“今後目指すべき、
望ましい未来社会は、これ！”というニュアンスを持ち
込むことがある。これを「規範的アプローチ」と呼ぶ。作
品のなかで、市民社会が“今後、目指すべき未来社会”を
示唆している、というアプローチである。
　他方で、「探索的アプローチ」がある。ここでは“ある
べき、好都合な未来社会”を明示しない。探索的アプロー
チは主に、社内用で使われる。実際の話、私企業がビジ
ネス環境に影響力を行使できるケースなど、そうない。
だから、個社に都合のよい“望ましい”ビジネス環境を、
それだけを前提に置いた戦略計画は、いささか難がある、
ということである。

④社会全体シナリオとエネルギーシナリオ
　最後に、次章への橋渡しをしたい。
　グローバルシナリオは世界大の、主に社会システム全
体を扱うシナリオで、未来の政治・社会・経済・国際関
係や技術進歩等のありようを、いくつか複数の姿に描き
分ける。ここで、エネルギー /気候変動問題は、社会全
体シナリオの従属変数として叙述される。シェルは、エ
ネルギー /気候変動問題の認知、解決提案、そして施策
の実現度合いは、未来の社会システム全体のあり方の違
いによって変わってくる、と考えている。
　もちろん、エネルギー /気候変動問題はそれ自身でシ
ステム理解が可能だ。シェルはこの分野のモデルスタ
ディーの専門家でもある。が、同社がグローバルシナリ
オを世に問う際は、この問題を、社会全体シナリオのフ
レームワークとストーリーに従属させ、連関させ、包摂
させて語っていることが特徴だ。
　次章からお話しする「エネルギー変革シナリオ2021」
も、この型式に従っているシナリオ作品となっている。
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　このシナリオ作品は全体100ページで、6章立てだ。
　第1章は、イントロダクション。シナリオプランニン
グ手法とその活用方法の解説。ここには、このシナリオ
作品を踏まえた企業メッセージも書き込まれる。10ペー
ジ。
　第2章に、現状認識とフレームワークの提示。6ページ。
　第3章に、シナリオストーリー。54ページ。後半に、
社内のエネルギーモデルを廻してエネルギー /気候変動
問題を検討した解説が30ページ含まれる。
　第4章に、シェルからの社会提言。17ページ。
　第5章に、結論1ページ。
　第6章に、付属資料。モデルスタディー結果の数表と、
リファレンスなど、9ページ。

　以下では、「エネルギー変革シナリオ2021」の社会全
体シナリオのパートを概説する。ここでは、作品全体の
フレームワークが提示されている。

（1）現状認識

　2020年、パンデミック危機が世界を襲い、われわれ個々
人、各国社会そして国際関係は深甚な影響を被った。突
然のショックが社会システムを揺るがした。各国は危機
の克服に懸命に努力し、医学や疫学など研究者たちは国
際的な協働を続けている。我々の社会は“コロナ前”に回
帰することはない。何らかの形でコロナウイルスと共に
生きていくことになろう。
　もうひとつの世界大の重要課題は、気候変動問題だ。
政府も環境活動家も民間経済主体も、方向を一にして脱
炭素化を目指し始めている。低炭素化技術の研究開発も
着実に進展している。が、解決に向かうペースは、問題
の深刻さと比べると、遅い。

（2）シナリオの分岐点とフレームワークの着想

　コロナ後の社会を、未来に牽引してゆく動因（ドライ
バー）は、2つある。ひとつは、コロナ禍ショックその
ものであり、もう一つは、ショックから回復しショック
後の“より良き”世界を構想するに際しての、市民社会の
社会的政治的な選択である。

①コロナ禍ショック
　一般的に強いショックは新たなシステムを生み出す契
機となる。エネルギーシステムを例にとれば、われわれ

は過去、ショックを契機としたシステム変革を経験した
ではないか。第一次石油ショックは、世界大の脱石油と
省エネ行動を促し、福島の被災は、社会のレジリエンス

（強靭性）を直視させ、脱原発と再生エネルギー電源への
傾斜を促したのだ。

②レジリエンスタイプの社会選択
　コロナウイルスと共存する社会の、“次の”ショックへ
の備えについて。
　次のショックに備えなければならない。社会はどのよ
うなレジリエンスを備えればよいのか。「エネルギー変
革シナリオ2021」はレジリエンスのタイプを3様に書き
分けてみせる。第1のタイプは、「構造的なレジリエン
ス Structural」。例えば、ロジスティクスの設計にバッ
ファー（予備力）を設けておくことができよう。大規模
地震などの大事故に備えるために、企業が事前に取り決
めているBCPの設計もこの例である。第2は、社会シス
テム内部の重要な結節点を予め見つけておき、そこで
ショックを遮断し、危機の影響の広がりを抑える、とい
うシステムデザインである。「システム思考的なレジリ
エンスIntegrative」と呼ばれる。第3のタイプは「変革力
を備えたレジリエンスTransformative」。ショックの可
能性を予見し、それが起こったときに社会の側が素早く
自らのシステムを組み替え、適応してゆく能力を備える。
ただし、第3のタイプを活用できるのはイノベイティブ
で実験的な社会であろう＊4。

③社会目標の選択
　社会はコロナ禍から回復し、あらためて社会目標を構
想しはじめる。ここで、この目標の政治的社会的な選択
こそが、経済活動や国際関係やエネルギーシステムや地
球環境を包摂する未来社会システム全体を、長期的に形
作る動因（ドライバー）となる。社会はコロナ禍からの回
復を目指すが、“何を目指して”回復しようとするのか？
　この「回復目的」には3つありそうだ。第1に、経済的
な回復、つまり仕事と収入。第2に、国内情勢の安定と
対外安全保障。第3に、健康的な市民生活。この3つの
異なる「回復目的」の選択や優先順位付けが、未来の社会
のありかたに影響する。
　「エネルギー変革シナリオ2021」では、回復目的の選
択肢から、Waves、Islands、Sky1.5という3つの社会全
体シナリオが導かれている。そして、異なる社会全体シ

2. 「エネルギー変革シナリオ2021」の概要
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ナリオは、それぞれにレジリエンスのタイプの選択が異
なる。例えば、国を閉ざし、対外依存度を下げておくと
いうレジリエンスの設計も可能であろう。
　そして、回復目的の選択は、実は、もうひとつの世界
大の重要課題である気候変動問題に影響する。この選択
が、21世紀末のエネルギーシステムと脱炭素化の様相
を決定してゆくことになる。
　それでは、「エネルギー変革シナリオ2021」の社会全
体シナリオパートの概要を語ろう。

（3）Wavesシナリオ

　先進国ではワクチンが、素早く、広く普及してゆく。
　コロナ禍ショックに痛めつけられた人々と社会は、一
刻も早く、日常を元に戻したいのだ。各国は経済の回復
を最優先課題とする。ここで政府は手っ取り早く、既存
大企業に経済復旧を任せるので、大企業の業績が好転し
投資余力が生まれる。生産性向上とコスト削減に注力し
つつ、デジタル化と自動化への大規模な投資が進む。企
業間競争が厳しい世界があらわれ、弱い企業が淘汰され、
雇用が失われ、中間層は縮退してしまう。他方で富裕層
は損害が少なかったし、資産を増やした者さえも出た。
コロナ禍の最中に社会が称えたエッセンシャルワーカー
は、低賃金のままだ。このように経済的格差が維持、拡
大してゆき、社会対立が厳しさを増す。
　先進各国の社会は、既存大企業に内在している「構造
的なレジリエンス」に頼って、経済的な復旧を果たした。
が、2030年代に至り社会対立が昂進、解決すべき問題
として認知されてゆく。
　元の状態ということは、つまりコロナ禍以前の米中2
大国競争の枠組みに戻ることだ。中国は今やICT分野
で米国の技術能力と製造能力を凌駕する。5G技術では
中国が勝者である。EU諸国は、時には中国にマーケッ
トを開放し、時には米国との伝統的協調に戻り、と揺れ
動く。アジア各国はコロナ禍以前の経済成長軌道に戻り、
そしてエネルギー需要が回復し、増大してゆく。2030
年代、エネルギー供給の低炭素化は限定的である。
OPEC諸国も非OPEC産油・ガス国も、需要に応じて順
調に生産している。
　2020年代を通じて、気候変動問題は政治のアジェン
ダから落ちて、漂流し、再エネの利用は着実に伸長する
も大規模なエネルギーシステム変革は行き詰まる。EU
域内の大企業は、経済復興の主役を務めるために企業体
と事業所のCO2排出割当ての増量を必要とし、規制当局
はそのように図る。
　しかしながら2030年代、社会問題や気候変動問題が

昂進し、ポピュリストが市民の不満を糾合して、各国の
政治状況が険しさを増す。経済の効率化を目指したため、
次のショックへの対応余地が残されていない。やがて、
さまざまな自然災害が起こり、ここで政治は、がむしゃ
らになる。脱化石燃料、脱炭素化に向けた施策が急速に
積みあがるだろう。
　ところが、気候変動問題を扱うべき国際的な協力枠組
みが、弱体化していたのだ。この状態では、各国ごとに
気候変動問題に取り組むしか術がない。ある国は輸入製
品に含まれるCO2フットプリントに関税をかける（いわ
ゆる「国境炭素税」）。ある国は、2国間での低炭素技術
の移転による排出量相殺契約に走る。排出原単位の大き
な企業体・事業所への唐突な規制が始まる等の状況が出
現する。目を転ずれば、先見性ある国や自治体や大企業
がアライアンスを形成、低炭素社会システムを作り始め
ている。
　2040年代に至り、世界の各国はさまざまな経路をた
どりながら低炭素社会を目指している。
　Wavesはコロナ禍からの回復の過程で、経済活動の
復旧を最優先したため、パリ合意に向かう行動が遅れる
世界だ。結果として、21世紀末の地表温度は、2.3℃上
昇する。

（4）Islandsシナリオ

　多くの政府は、ロックダウンの緩和と再強化の繰り返
しに苦闘する。コロナ対策が上手くいかない。途上国に
ワクチンが廻って来るのはだいぶ後になる。
　成功したのは中央集権的な体制を敷く国々だった。民
主的体制をとる国々は多大な人的被害を悼んでいる。市
民特に若者層は、政治や行政への信頼が揺らぐ。不信は
また科学に対しても向けられるようになる。コロナ禍以
前から統治が不安定化していた国々では、人々の不満を
ポピュリストが糾合し、一層の混乱が始まるだろう。
　各国は国内の治安と対外安全保障を優先する。自国利
益を優先し、国際協力から距離を置く。コロナ禍以前か
ら見られた米中対立と、各国内のナショナリズムの勃興
が背景にある。国際貿易が滞り、移民の移動が滞り、経
済成長が減速する。
　イノベイションを活用した技術開発や普及は停滞して
しまう。国際協力の機運はしぼんだままだ。各国間の経
済力格差が際立ち、先進国と途上国の間が緊張する。経
済活動は“失われた10年”となり、エネルギー需要は伸
び悩む。自給自足、各国はローカルな再エネを推進して
ゆくので、ローカルな環境汚染は改善する。CO2排出量
の伸びも鈍化するがそれは経済活動の減速の結果だ。
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　2020年代の終わりに向かって、米中双方ともに経済
力が落ちてゆく。EUメンバー間の対立も目立つ。世界
大の経済不況の中で石油・天然ガスは供給過剰で、国際
価格は低迷。EU地域で、米国産LNGとロシア産パイプ
ラインガスが販売競争し、米国とEUの間も緊張してし
まう。途上国は化石燃料への依存から脱出できない。石
炭もなかなかピークアウトしない。
　Islandsでは、とりわけ米中の競争関係が長く続いて
いる。ただしこの競争が、技術進歩を加速したり、気候
変動問題に協力するなど建設的に働く場合もあろう。
　気候変動問題への取り組みは、パッチワークとなる。
2020年代末。こころざしを同じくした国々が低炭素化
社会に向かうイニシアチブを立ち上げるが、効果は限定
的だ。
　パリ協定は、実施困難。我々は、国際政治・外交が課
題解決のために実効的に機能するだろうとは、とても信
じられない。時間が進むと、激しい気象災害が頻発する
ようになるが、先進国と途上国は従来どおりの非難合戦
を続けている。
　目を転ずれば、2030年代後半になると低炭素化技術
が実用化されていて、いくつかの国でエネルギーシステ
ム変革が起こり始める。北西ヨーロッパ諸国と中国が、
低炭素技術の大規模普及を目指して、実務的なアライア
ンスに入るかもしれない。
　他方で途上国は電力インフラ投資がなされず、長い間
化石燃料に依存したままである。途上国国内の電化投資
が低調であれば、途上国間を連結する電力インフラ投資
は、なおのことむつかしい。
　2050年以降、自然災害はますます苛烈である。低所
得国はほとんど自国民を守る術がない。領空内の商業飛
行を禁止するなど、極端な政策を打ち出すかもしれない。
　Islandsでは、気候変動問題が優先されていない。21
世紀末の温度上昇は、2.5℃（で、その後も上昇を続ける
だろう）。

（5）Sky1.5シナリオ

　社会は、市民の健康や福祉を優先する選択をする。
　COVID-19は、手ごわく、容易に収束しない。社会活
動の再開は漸進的だ。ただし、この“手ごわさ”が各国政
府を真剣にさせ、実務的な協働を促す。
　コロナ対策では世界中の医学・疫学等関係機関が、産・
官・学を横断して、ウィルスのゲノム解析研究に見られ
るように、驚くほど素早く協働関係を立ち上げた。われ
われの社会は、こころざしを共にした、立場を超え国境
を越えた協働の成果を実感しつつある。2020年代を通

じて、政府もビジネス界も、大問題には協働が必要だと
理解し、他方で社会は、われわれ市民は、自身の選択が
大問題の解決に関わっていることを理解する。
　コロナ禍危機が収まったのち、各国の政治リーダーは、
社会のレジリエンス設計に思いをいたし、次の危機に備
えるために現状システムの変革をこころざす。
　ここで、気候変動問題への取り組みが加速する。
　コロナ禍危機は政治を覚醒させたのだ。2008年の金
融危機の際、各国リーダーは素早く、金融システムを守り、
雇用を守るための協調行動に立ち上がったではないか。
いまや中国も米国もEUも日本も韓国も、揃って、グリー
ン投資に向かいグリーンリカバリーを目指す。他方で、
もちろん各国政府は国内産業の競争力を大きく毀損しな
いよう、補助金やインセンティブなどの手を尽くす。
　国際関係は、米中2国間対立の構図が変わらない。が、
しかし両国は世界共通のリスクに対しては実務的な協働
を行う。サイバーテロ対策、宇宙空間の平和利用、パン
デミック、そして気候変動問題。
　各国政府は既存低炭素技術の普及を財政支援し、また、
新技術の開発と実用化を支援。また、温暖化ガスの排出
を抑え吸収量を増やすための植林や森林保全の取り組み
が大変なスケールで実行される。ソーラー発電や風力発
電を受け取る電力系統強化投資が大規模になされ、バッ
テリーの普及も急速である。これらが未来のエネルギー
システム変革に結実するのだ。2030年になれば電源の
脱炭素化が急速に進展している。石炭資源に恵まれた
オーストラリアや南アフリカも、いよいよ脱炭素化に向
かう。金融セクターはこのエネルギーシステム変革を裏
方として支えている。
　国際貿易に炭素ペナルティを付加する国境炭素調整の
制度設計が始まり、これが炭素課税の議論を喚起して、
世界共通の炭素価格/炭素課税が各国経済に導入されて
ゆく。ここではつまり、国際CO2排出量マーケットが機
能しているということ、そしてこのマーケットには

「REDD+」（植林や森林保全）から得られる削減量も参
加しているということだ。
　2040年頃。国際炭素価格レベルは発電燃料としての
石炭の経済性を失わせ、天然ガスの経済性も脅かすレベ
ルにある。
　2040年を越えれば、社会は格段に電化されている。
水素や第2世代バイオマス燃料を利用できるインフラも
整ってくる。炭素価格レベルは安定しており、大掛かり
なCCS/CCUSプロジェクトが始まっている。
　2050年。先進諸国は“ネットゼロ社会”を実現。21世
紀末の温度上昇は、1.5℃に収まる。
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（6）小括　3シナリオの比較

①社会全体シナリオのロジック
　表1にて総括する。

②エネルギー /気候変動問題
　エネルギーシステムの変革は、長期的にはいずれのシ
ナリオでも起こる。問題は変革のスピードである。以下
では、本シナリオ作品に示されたいくつかの図を引用し

ながら、Waves、Islands、Sky1.5の比較をしてみたい。

　図2はCO2排出量である。Sky1.5の脱化石燃料化のス
ピードは急速だ。2060年に至り社会はネットゼロ・エ
ネルギーシステムを手に入れている。Islandsはどうに
も芳しくない。Wavesでは、コロナ禍のあと、既存経済・
産業システムをそのまま動かして社会の経済活動の回復
を図った故に、 脱化石燃料化のスタートが遅くなる。

表1 エネルギー変革シナリオ 2021　社会全体シナリオ

出所：著者作成

シナリオ Waves Islands Sky1.5

社会目標選択 経済活動の復旧 自国の安全 市民生活と環境

シナリオ成立の
メカニズム

政府と既存ビジネスの提携 グローバル化への幻滅、政治不信、
ポピュリズム

コロナ対策が、実効的な国際間協力を促す
米中、パンデミック対応施策で協力

レジリエンス選択 大企業に内在する構造的レジリエ
ンス

自給自足 経済構造改革 
変革力のレジリエンス

社会の連帯 格差社会の進行 社会の分断、Me-First 市民社会

ビジネス活動 ビジネスロジック。寡占化、過
当競争、リストラと効率化、IoT

イノベイションと技術開発の進行が
遅い

グリーン投資が、経済成長を牽引 
低炭素技術開発競争

国際関係 国際的枠組みは弱い
中国の影響力増大

米中は覇権を競う
EU 内部の対立が顕著

コロナ対策が、実効的な国際間協力を促す

気候変動問題 気候変動災害 
急激な脱炭素化へ

優先順位を下げる
気候変動災害、激甚

気候変動有志連合
国際炭素価格 
パリ目標の達成

図2 シナリオ別 CO2 排出量

出所： www.shell.com/transformationscenarios
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ネットゼロの達成は2100年である。
　気候変動問題が主な関心の読者にはこの図で議論が尽
きているのかもしれない。

　だが、エネルギー問題と石油・ガス産業に興味を向け
る諸賢のため、もう少し解説をしたい。
　そもそも「エネルギー /気候変動問題」と、断りなく書
いてきた。筆者は“戦略的に”この言葉を使っている。「エ
ネルギー」と「気候変動問題」の間に、「脱化石燃料」の中
間項を挿入すれば、通説が現れる。諸賢は、むろんここ
で立ち止まらないだろう。先に進もう。
　まず、エネルギーシステムの変革、というからには未
来のエネルギーシステムの規模はどれほどだろうか？　
　シェルのモデルの計算結果を紹介しよう。　
　最初に1次エネルギーシステムを見る。
　2019年現在の1次エネルギー供給システムの規模は、
年間607エクサジュールである。世界人口が77億1,300
万人、したがって年間ひとりあたり79ギガジュールの
供給力だ。
　2100年の規模はというと、もちろんシナリオごとに
異なる。Wavesでは1,361エクサジュール、Islandsは
823、Sky1.5では1,049となる。Wavesの供給システム
は現在比224%と大きい。Islandsは136％  Sky1.5では
173％に大きくなる。なお、世界人口を3シナリオとも
2100年時点で108億7,500万人と同じに想定している。

だから、2100年のWavesでは、年間ひとりあたり125
ギガジュール、Islandsでは76、Sky1.5では96の供給力
が必要となる。
　Wavesでは他の2つのシナリオを圧してエネルギーを
必要とする、しかも2040年頃から、政治的社会的にが
むしゃらにネットゼロに走り出す、というストーリーだ。
そこでいろいろと大変になる。例えば、図4。Wavesは、
2100年時点でソーラーと風力に800エクサジュールを
期待している。これは、一次エネルギー供給力の60%
にあたる。同時点でSky1.5では、500エクサジュール程
度。どちらのシナリオに従ってもソーラーと風力は広大
な陸域なり海域の面積を使用するので、制約がかかるか
もしれない。
　次に需要システムについて説明する。
　需要システムは供給システムよりもエネルギー転換/
ロス分だけ小さい。2019年現在のエネルギー需要＝消
費は、年間416エクサジュールである。世界人口が77
億1,300万人だから、年間ひとりあたり54ギガジュー
ルの需要がある。
　さて、2100年のエネルギー需要システム規模はシナ
リオごとに異なる。Wavesでは756エクサジュール、
Islandsは552、Sky1.5では648である。Wavesの需要
システムは現在比 182%と大きい。Islandsは 133 ％  
Sky1.5では156％に大きくなる。Islandsは国際間貿易が、
長い間、振るわない世界で、低経済成長故にエネルギー

図3 シナリオ別一次エネルギー供給量

出所：Peter Wood（R.D.Shell）、2021 年 3 月 16 日、エネ研 webinar
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図4 シナリオ別ソーラー発電と風力発電

出所：www.shell.com/transformationscenarios

図5 シナリオ別 EV 走行車数

出所：www.shell.com/transformationscenarios
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需要も低い。Sky1.5では、カーボンニュートラル電源を
基盤とした電化が全世界的に進んで、それなりの需要規
模になる。だから、2100年のWavesでは年間ひとりあ
た り 70 ギ ガ ジ ュ ー ル の 最 終 エ ネ ル ギ ー を 消 費 し、
Islandsでは51、Sky1.5では60を消費している。
　需要端の未来風景を、ひとつ例示したい。図5は、電
気自動車（EV）の未来図である。

　EVは、2021年現在700万台くらい利用されている。
Sky1.5では、急速にEVが導入される。それが2040年
になると12、13億台が路上に走っているのだ、という。

　以上、3つのシナリオに書かれたエネルギー /気候変
動問題の未来の違いを見た。

　石油・ガス産業の長期ビジネス環境に話を移す。

（1）Waves

　2020年代。Wavesの世界ではアジア地域の途上国経
済の回復が順調。ここでは当然エネルギー需要も増加し
てゆく。この増分は石炭、石油そして天然ガスの生産増
で賄われる。この10年間の電化/EV普及のスピードでは、
途上国の輸送・交通需要に追い付けない。よって液体燃
料需要は旺盛、価格は高止まりしている。
　2020 ～ 30年代、OPEC産油国は、堅調な需要と底堅
い国際石油・ガス価格に潤う。OPEC産油国は産業構造
転換に巨大な投資を行ってゆくも、成果が表れるのは
2040年代以降。
　2020年代、ロシアは石油・天然ガスの生産増に躍起
となり、その分、国内のエネルギーシステム転換は遅れ
てゆく。アメリカとカナダは、国内環境派の圧力にもか
かわらず石油・天然ガス輸出を続けている。EUでは従
来型製造業にコロナ禍後の経済復興を託したため、各製
造所への排出量アロケーション枠が増量される。結果、
EU内排出権価格は軟調。
　2020年代終盤、気候変動と関連付けられる自然災害
が今以上に発生している。ここで先進諸国の国内政治状
況が、変わる。Wavesは経済格差を助長する世界だっ
たが、市民は大衆行動を起こして格差社会を非難、ここ
に環境アクティビストが合流する。社会は政治の流動化
に見舞われ、市民社会はCO2排出削減に向かう実効的な
行動を求める。
　他方で途上国は、高止まりのエネルギー小売価格に苦
しむ状態がつづく。
　2015 ～ 25年の期間は石油上流産業への投資が絞ら
れた時期だった。その結果、2020年代は生産能力が不
足気味で価格が高止まり、上流産業の業績は好調、開発

投資も活発。ディープウォータープロジェクトの規模は
2倍になり、アメリカのシェールプロジェクトは再び成
長軌道に戻る。北米や中央アジアやロシアの天然ガス開
発と輸送インフラへの投資も好調である。
　が、2030年になれば、ソーラーや風力の発電コスト
は大きく下がっている。発電燃料としては、まず、石炭
が退出を始める。2030年代、石油・天然ガスの需要は
伸びているが、国際エネルギーメジャーズは市民社会の
圧力に晒され、化石燃料ビジネスを成長させることはな
い。そこで、産油国・消費国各国の国営石油会社が需要
増を賄う役割を引き受ける。国際エネルギーメジャーズ
はポートフォリオを、石油から天然ガスや再エネに移し、
ビジネスの競争相手は、今や、巨大ICT企業と再エネ
企業である。
　2030年代の終わり頃、政治は化石燃料消費の抑制策
に転じ、ここで、石油もガスも急激な需要減に見舞われ
る。国際価格も軟調に転じ、プロジェクトによっては投
資回収ができず、座礁資産（stranded asset）が現実問題
になる。
　この頃になると第2世代バイオ燃料や水素利用のコス
トが、いよいよ経済的に引き合うまでに下がる。そこで
先進国・途上国共、一散に、エネルギーシステムの低炭
素化に走り出す。2040年代には、化石燃料から水素へ
の転換が本格的に始まる。
　Wavesでは大掛かりな CO2 分離・隔離・利用技術

（CCUS）とそのための巨大インフラ建設にぜんぜん投資
がまわっていないのだ。なぜなら石油・ガスの生産を続
けているのは産油国国営石油会社であり、彼らはCCUS
に興味が薄かった故である。そのため各国の政策は化石
燃料のフェーズアウトに注力する。急激なエネルギーシ
ステム転換に向けて技術開発が加速してゆき、そこでは
金融セクターの投融資も活発である。

3. 石油・ガス産業の未来シナリオ
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　2050年。発電燃料は再エネとグリーン水素が中心にな
る。バイオプラスチックが石油化学製品を駆逐している。
　いずれ、エネルギーシステムは脱炭素化、ネットゼロ
化してゆくのだ。低炭素化技術の進歩と普及には退却は
ない。が、Wavesのエネルギー変革のスピードでは、
パリ合意には届かない。

（2）Islands

　2020年代後半。Islandsでは、世界経済はコロナ禍か
ら立ち直れず低成長のままだ。エネルギー需要も伸び悩
み、エネルギー価格は安めである。
　各国のエネルギー政策は供給安全保障が際立つ。社会
のレジリエンスを自給自足で支えようとするのだ。国際
関係は協調ではなく競争・対立の様相を帯びる。
　米国の政治状況は内向きである。EU各国政府も長引
くコロナ禍に手を焼き、ポピュリストが挙げる政府不信・
不満の声に晒される。若者層は政府の統治能力を信頼で
きず、ましてや国際機関など信用していない。
　一方で中国は、コロナ禍を中央集権的な政治体制で乗
り切ったため、更に強力となった。中国はOPEC内の中
小産油国を支援して、化石燃料供給確保を目指したりも
する。

　EUの天然ガス供給に問題が出る。EUはロシア産パ
イプラインガスと北米産LNGの双方を供給源としてあ
てにし、かつ商売上の競合をさせてきた。が、今やロシ
アも米国も、天然ガス輸出インフラに追加投資する余裕
がないのだ。米国はEUにLNGの調達増を交渉している。
ところが米国内のシェールプロジェクトは、政策・規制
の変化と国際ガス価格の変化に合わせて“ストップアン
ドゴー”を繰り返し、シェールガスの供給力が安定しな
い。そこでEUとしては、余力が十分なロシアのパイプ
ラインガスを輸入したいのだが、欧州市民社会は、ロシ
アは低炭素社会に本気ではない、ケシカラン、と批判を
向けてくる。
　気候変動問題は国際間協調の機運が盛り上がらず、各
国内の運動に後退する。
　低開発国や途上国では低炭素化が進まない。化石燃料
価格レベルは2020 ～ 30年代を通じて軟調なので、化
石燃料への依存が続いている。石炭利用は、再エネの発
電単価があきらかに有利になるまで容易にピークアウト
できない。
　Islandsでは石油の安値が続き、石油会社の開発投資
が抑制される。やがて全世界的に需給がひっ迫し、価格
上昇が始まる。2040年を過ぎても価格レベルが高止まり、

図6 石油生産量見通し

出所：www.shell.com/transformationscenarios
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石油・ガス産業は好業績。彼らは、政府や社会の要請に
答えてCCS/CCUSに乗り出すだろう。
　2050年以降になれば、気候変動の市民生活に対する
悪影響がいよいよ大変になる。低所得諸国はほとんど自
国民を守る術がない。国際炭素価格が高止まりしていて、
これもCCU/CCUSが採算に乗る理由だ。このように
Islandsでは石油・ガス産業は容易に衰退しない。

　図6は、Waves、Islands、そして次項に述べるSky1.5
の各シナリオに沿った世界の石油生産レベルのイメージ
を描いている。生産量＝需要量と読んで構わないだろう。
Wavesは、まずもって経済活動の回復を優先する。そ
のためエネルギー需要が伸びる。電化のためのインフラ
整備は間に合わず、石油需要も伸びる。価格レベルは高
く産油国側も順調に開発・生産してくる。2040年を超
えるや気候変動関連の自然災害が多発し、各国とも急激
な石油離れを起こしている。石油需要のピークは2037
年である。
　Islandsは、国内秩序と対外安全保障を強化し、国際
間経済交流が低調。全世界的に経済活動が不活発で、エ
ネルギー需要は伸びず石油も伸びない。であるが、ここ
では途上国の電化インフラの建設が遅れる。石油需要は
2100年時点でも5千万bd残る。

　Sky1.5は、急速な石油のピークアウト。天然ガスも
2030年代にピークアウトする。
　2100年時点。WavesとSky1.5では全世界の石油需要
が2千万bd程度。この石油消費に起因するCO2 排出は
CCS/CCUSの導入によって相殺される。
　この図6に重要なポイントがある。石油生産量の減衰
がミドリ線とオレンジ線のカーブで表されている。今現
在で開発・生産投資を止めればミドリ線となる。既発見
埋蔵量に開発生産投資をしてゆけばオレンジ線。つまり、
今後とも埋蔵量を追加しないとSky1.5でさえ、必要と
なる石油需要を賄えないのだ。
　そこで、新規開発で手に入る石油の生産コスト、すな
わちマージナルコストはどのレベルを想定しておけばよ
いのか？
　図7には特段の説明が書かれていないので、そのまま
受け取っておこう。
　Wavesでは、2040年頃まで石油需要が堅調で、石油
産業の開発投資は活発である。マージナルオイルは120
ドルくらいまで採算に乗る。大規模なディープウォー
タープロジェクトや、むつかしいシェールプロジェクト
も手掛けられる。
　Islands。石油需要の減衰が緩やかで、しかも2020年
代には開発・生産投資が止まっていたため、やがて需給

図7 石油生産マージナルコストの見通し

出所：www.shell.com/transformationscenarios
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バランスが崩れ、ふたたび埋蔵量を求めなければならな
い。明示的に書かれていないのだが、筆者はシェルの想
定するマージナルコストには炭素価格のペナルティを取
り込んでいる、と推定する。シェルは主要プロジェクト
の採算性計算に、炭素価格を織り込む故である。Islands
では気象災害が激しく、化石燃料へのペナルティが高騰
するだろう。よって、マージナルオイルは、長期的にど
んどん高くなっているのではないか。
　Sky1.5。世界は脱化石燃料へ向かう。マージナルオイ
ルは60ドルよりも低いレベルがつづく。

（3）Sky1.5

　Sky1.5は、現状変革のストーリーである。コロナ禍後
の中国も米国もEUも日本も韓国も、揃ってグリーン投
資に向かい、グリーンリカバリーを目指すだろう。ソー
ラー発電や風力発電を受け取る電力系統強化の投資が大
規模になされ、バッテリーの普及も急速である。これが
長期未来のエネルギーシステム変革に結実する。
　石炭と石油は2020年代にピークを迎える。OPEC諸
国は大変だ。天然ガスは当面必要で、米国産LNGの輸
出はなお活発である。が、2030年代にピークアウトを
迎える。
　2020 ～ 30年代には、ロシアが重要な役割を果たす。

まず、ロシアは自国の石油と天然ガス生産をできるだけ
引き延ばす。OPECと連携して需要が縮退し始めた石油
の国際価格レベルを維持する努力をする。また、ロシア
はCO2問題に貢献できる。ロシアには広大な無人の土地
が広がっている。この土地で近未来に大規模な植林や森
林保全がなされれば、バイオマスや土壌にCO2を吸収す
ることができる。また、ロシアは過去50有余年、ガス
田から生産を続けてきた。この地下構造は大規模CCS/
CCUSプロジェクトの適地である（なお、このようなポ
テンシャルは、実は、アメリカも同様だ）。
　再説するが、ピークアウトしたからといって化石燃料
の使用が突然なくなるわけでもない。埋蔵量を維持して
ゆくための探鉱・開発投資は必要である。
　図8は、天然ガス生産レベルのイメージである。
Waves、Islands、Sky1.5各シナリオは、今後20年間、
天然ガスの需要増加を見込む。既発見埋蔵量への開発生
産投資のみで止めればオレンジ線に従って生産量が減衰
する。つまり埋蔵量を追加しないと、そしてLNGやパ
イプラインなどの輸送手段やガス火力発電設備に投資を
してゆかないと、Sky1.5でさえ世界規模で必要な天然ガ
ス需要量を賄えない。
　Sky1.5では、われわれの社会は、パリ合意に沿ったカー
ボンニュートラルにこころざしを持ち、それが世界大に

図8 天然ガス生産量見通し

出所：www.shell.com/transformationscenarios
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共有される。脱化石燃料に向かう長期的なベクトルを選
択している。信任のおける国際的な炭素価格マーケット
が確立されるだろう。ここでCCS/CCUSプロジェクト
が途方もない規模で、商業ベースで実現する。これがパ
リ目標達成のためには不可欠である。
　図9はSky1.5シナリオの21世紀末のエネルギーシス
テムを描いたもの。

　建物も移動手段も産業も、必要エネルギーは電気とな
り、電源は再エネで賄われる。液体/ガス体燃料は、持
ち運びができエネルギー密度が高い燃料で、なお、社会
経済活動で使用されている。ここではバイオマスやグ
リーン水素由来の燃料が主流になる。
　そう、図9がシェルの考えるエネルギーシステム変革
の帰結である。

　この章では、ここ15年間に公表されたシェルのグロー
バルシナリオ作品を読みながら、気候変動問題をめぐる
同社の見解の変遷を分析したい。
　この時期、次の3つのグローバルシナリオが発表され
て い る。2008 年「Shell energy scenarios to 2050」、
2013 年「New Lens Scenarios」そして 2021 年「The 
Energy Transformation Scenarios」である。
　「New Lens Scenarios」からいくつかの子作品が生ま
れた。本稿は、2018年「Sky, Meeting the goals of Paris 
agreement」に言及する。また、「エネルギー変革シナリ

オ 2021」の先駆けを務めた中規模の作品、2020 年
「Rethinking the 2020s」を取り上げている。
　シェルにとって気候変動問題やサステナビリティの課
題は、最近30年間の経営戦略上の重要な話題である。
本稿は、歴史的な考察を行うことによって、シェルのシ
ナリオチームの連続する思考と、連続する分析作業を垣
間見ようとしている。

（1）2008年の時点では

　シェルが、“低炭素社会が、シェルにとっての、ある

4. 気候変動問題をめぐるシェルシナリオの見解の変遷

図9 Sky1.5 シナリオ　最終エネルギー需要

出所：www.shell.com/transformationscenarios
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べき未来”と、大きく宣明したのは、2008年4月「Shell 
energy scenarios to 2050（「エネルギーシナリオ2008」
と略称する）」を公表した際だった。この作品は2つの社
会全体シナリオを世に問うていた。「スクランブル　
Scramble」と「ブループリンツ　Blueprints」である。

①社会全体シナリオの概要
　まず、現状分析。
　グローバリゼイションの影響が各国の社会全体に及ん
でいる。これは不可逆的な変化である。ところでエネル
ギー /地球環境問題を長期スパンで考えた場合、次の3
つの事象は、今後とも確実なトレンドと考える。すなわ
ち、①堅調な需要伸長、②供給能力への不安、そして③
地球温暖化問題。
　現在人類は変革期にさしかかっている。地球温暖化が
切迫し、産業・経済活動と生活全般の低炭素化を目指す
エネルギーシステム革命が不可避である。この革命に人
類が適応していけるのか、それとも失敗するのか？
　ふたつの未来社会が考えられる。国民国家政府がそれ
ぞれにエネルギーの確保を目指して奔走する未来世界が
現出する？（スクランブル）　それとも、世界のあちこちで、
さまざまなレベルで、化石エネルギーの消費抑制を目指
した変革の試みが立ち上がり、次第に、世界規模で未来
のエネルギーシステムが現出する？（ブループリンツ）

②地球温暖化問題へ
　ブループリンツはスクランブルと比べて、世界の
2030年の一次エネルギー需要が、10％少ない。したがっ
て化石エネルギー由来のCO2排出量も少なくなる。
　スクランブルでは各国がエネルギー自給自足に走り、
世界規模でのエネルギーシステム革命に、したがって温
暖 化 対 策 に 乗 り 出 す 時 期 が 遅 れ て し ま う（Late 
reactions）。対してブループリンツでは、速やかに革命
にとりかかる（Early actions）。ブループリンツでは
2020年代から地球大のCO2分離・隔離が始まっている（図
10参照）。
　シナリオチームは、2つのシナリオ世界が同程度に現
実化する可能性があると書いて、ここで筆を置いた。
　そしてシェルの最高経営責任者ジェロム・ファンデル・
フィエール氏は、2008年1月25日、注目すべき演説を
した。曰く、「シェルグループは、伝統的にシナリオ作
品を取り扱う際には、どちらのシナリオが自分自身に
とって好ましいか、という見解を持つことを意図的に控
えてきた。だが、私は、シェルグループに投資している
人々や私たちの子孫たちのことを考えると、ブループリ
ンツシナリオは経済活動とエネルギーと環境問題のより
よきバランスをもたらすもの、と信ずる」と発言したの
だった。
　フィエール氏は2つの異なる未来のストーリーを、き

図10「エネルギーシナリオ 2008」シナリオ別 CO2 排出量

出所：Shell International BV
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ちんと理解した。その上で、われわれ人類の政治的・社
会的な選択・決断によって、近未来にエネルギーシステ
ム革命が起こることを願う。シェルは、ステイクホルダー
と協働しつつブループリンツの方向に進みたい、という
決意を述べた。

（2）2013年の時点では

　グローバルシナリオ「New Lens Scenarios （以下、
「ニューレンズシナリオ2013」と略称する）」は2013年
に発表された。「マウンテンズ」と「オーシャンズ」という
2つの未来世界が描かれた。

①社会全体シナリオの概要
　現状分析。
　3つの“緊張状況tension”に注目する。第1に、貧富の
格差が拡大している。これを維持したい側と、直ちに生
活の向上を要求する側、の緊張が観察できる。第2に、
IT。これは国家権力の側の国民監視力強化にも、個々
人の発信力強化にもニュートラルに使える技術である。
第3に、各国政治リーダーたちは、緊張した困難なオペ
レーションを強いられている。グローバリゼイション、
既得権益層の圧力、そして大衆からの要求。
　この3つの緊張状況が組み合わさって未来世界が形作
られてゆく。

　マウンテンズは、影響力を持つ人々や組織の権力が社
会の中で固定化されてゆく、現状維持の世界である。社
会の安定が最も重要であり、社会の上層にいる人々は改
革を徐々にかつ慎重に行い、市場原理にのみ委ねないよ
う調整してゆく。地球温暖化問題もこのような前提の上
で議論され、解決が図られる。結果、社会経済システム
は硬直化して活力を削がれ、社会の流動性は抑制される
のだ。
　対してオーシャンズでは、権力は広く分散する。発展
途上国では中間層の勃興が力強い。経済活動は改革の大
波に乗り高まるが、社会の一体性は時に損なわれ、政治
は不安定化。よって大きな政策は停滞せざるを得ず、市
場原理による調整にゆだねられる。国際間協力は弱いだ
ろう。地政学的な様相はいっそう複雑になり、世界規模
でのルール作りや多国間協調など容易ではない。気候変
動対策など世界大の課題も停滞せざるを得ない。

②温暖化問題の公開ディスカッション
　シェルが低炭素・脱炭素に賛同し、そこにビジネスチャ
ンスを求めることには変わりない。が、2012/13年時

点で現状分析した結果、社会的・経済的・政治的な動因
が、果たして、低炭素社会という規範的目標を専一に目
指して働いているのか、どうか？　きちんと考えてみる
べきではないか、という出発点に立った。こういう問い
かけをシナリオ手法では「探索的アプローチ」と呼ぶ。
　シェルはまた、エネルギー /気候変動問題の未来を考
えるには、まずもって未来の社会システム全体の有り様
を措定してから検討すべきでは？　と主張した。
　実は、「ニューレンズシナリオ2013」は深刻なメッセー
ジを含んでいた。
　シェルは社内に複雑精密なエネルギーモデルを持って
いる。2013年当時、モデルの射程は50年程度であった。
その範囲で、マウンテンズとオーシャンズの社会全体シ
ナリオが、それぞれどんなエネルギーシステムを生み出
すのか、シミュレーションを行ったのだ。その結果、ど
ちらも2℃未満目標に届かないのだ。努めて客観的な調
査・分析であったが、その結果地球温暖化の観点からサ
ステナブルでない2つのシナリオが描けてしまった。ど
うしましょう？　と、シェルは公の場で問いかけはじめ
たのだ。
　2013年当時、エネルギー /気候変動問題の論議は2
つに分断されていた。一方は、『温暖化緩和のため理論上、
計算上は、こういう政策を取れば温度上昇を抑え込める。
ただちに行動をとるべし、リーダーシップはどこに行っ
た！』と責め立てていた。他方では、『技術進展・普及に
は時間がかかり経済的にも社会制度的にも進捗は遅くな
る、これが精いっぱい』、と反論していた。
　シナリオチームはこの論争の様子を、敢えて、明らか
にして見せたのだ。このシナリオ作品が2つの立場を橋
渡しするきっかけになって、対話が始まるのではない
か？　探索的アプローチを選んだ意図がここにあったの
である。我々の世界はそれほど規範的に、単線的に進ん
でいない。シェルは根拠に基づく議論と実行可能なアク
ションの探索、を呼びかけたのである。
　チームは図11を携え、さまざまな対外発表の場を探
しながら、何カ月かのディスカッションをしてみたので
ある。2 ℃目標への道筋をたどる「規範的シナリオ
normative scenario」は、数理モデルを廻せば解が出て
来る。しかし、おそらく、世界大の政治・社会的合意が
取り付けられてこの経路に沿って進行するのは難しい
……マウンテンズとオーシャンズには、社会全体シナリ
オとして両方とも同程度に現実化する可能性を見るが、
気候変動の観点からはサステナブルでないストーリーに
なってしまった……　さぁ、聴集の皆さん、どうお考え
でしょうか？
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　このようなシェルの問いかけは、その当時、世の中に
きちんと受け入れられたとは言い難い。一言でいえば、
気候変動関連で活動するNGO/NPOは、マスコミと共
鳴しながら、一斉に、「シェルは低炭素社会にコミット
していない。実現を信じていない。2℃目標に後ろ向きだ」

と攻め立てた。彼らは知的であり、シナリオ手法の思想
と技法を理解していた。そのうえでシェルの現状分析と
探索的アプローチの価値を、“戦略的に”全否定したのだ。
　シナリオチームは、向こう傷を負った。

図11「ニューレンズシナリオ 2013」シェルグループのディスカッション資料

出所：Shell International BV

図12「ニューレンズシナリオ 2013」エネルギー起源 CO2 排出量

出所：「ニューレンズシナリオ 2013」日本語版
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③立て直し
　これらの批判を受けて、最終的に出版した「ニューレ
ンズシナリオ2013」では、「経済発展と持続可能性につ
いての考察」という一項を立てて、図12のように整理
している。
　この図は、いったい何を言っているのか？　大事な論
点なので、以下にシナリオ作品の日本語版原文を引用す
る。
　「持続不可能な事態を回避するために肝に銘じるべき
は、積極的かつ総合的な政策を実施する必要があるとい
うこと、加えて、途上国経済の不調によって温室効果ガ
ス排出量が抑制されるだろう、といった主張は断固とし
て行わないことです。実際、賢明な政策を促すには、各
国経済が活力に満ちている必要があります。経済が低迷
すると環境問題への対応が後回しにされる傾向があるか
らです。
　迅速かつ協調的な政策の効果は二酸化炭素排出量の推
移を示したグラフから見てとることができます。このグ
ラフは、オーシャンズに描かれた世界経済の軌跡を前提
にして、マウンテンズのエネルギー資源開発や供給サイ
ドの動向と、オーシャンズで書き込んだ省エネ政策の早
期実施（オーシャンズ：クリーン＆グリーン）とを組み合
わせて感度分析を行ったものです。排出量の観点からす
ると、なお理想には届かないものの相当な効果が示され
ており、勇気づけられる結果です。
　オーシャンズ：クリーン＆グリーンで得られた感度分
析結果によれば、エネルギー需要が増大してゆくと、初
期段階では化石燃料の供給増とCCS技術の組み合わせ、
すなわち増進回収法（EOR）への適用が起こります。
2030年代に至ればさまざまな再生可能エネルギーがそ
れなりの規模で経済活動に組み入れられるようになりま
す。当初は需要の新規増加分を賄う程度ですが、徐々に
石炭や石油の一部をも代替し、都市計画の省エネ化が起
こり、経済発展に必要とするエネルギー消費量が低下し
はじめます」。

　シェルとしては、理論上、計算上で成立する「2℃未
満を達成できる規範的シナリオ」すなわち、図中の赤の
点線の経路（＝シナリオ）は、やはり現実的にむつかしい
だろう、と考えていた。そこで、途上国の人々の将来の
生活向上を支えるための経済成長とエネルギー需要の伸
びを許すマウンテンズの未来世界を前提にしたうえで、
エネルギーモデルを廻して2℃の規範目標に向かう経路
を描いてみたら、「オーシャンズ：クリーン＆グリーン」
の軌跡が描けた。

　この第3シナリオは、EOR、再エネ、都市計画の省エ
ネ化といった技術開発の進展と大規模普及を動因として
書き進めたものだ。「ニューレンズシナリオ2013」の最
終版の編集にあたって、こと地球温暖化問題を扱った
ページを設け、もし省エネや低炭素技術の進展と普及を
目いっぱい取り込んだならば、という“勇気づけられる”
ストーリーが挿入された。この「オーシャンズ：クリー
ン＆グリーン」が語られるのは、ここ「経済発展と持続可
能性についての考察」のページだけなのだ。
　改めて我々は「ニューレンズシナリオ2013」の完成時
点に立ってみよう。シナリオチームは、この作品が、シ
ステム思考と探索的アプローチに従っている、と宣明し
た。そして、低炭素社会の実現という未来目標が、世界
大の社会システム全体の中で、実効的な政治・社会合意
が成立しているのか、しかとは見えなかった、と、率直
に述べた。
　これを受けて、企業メッセージの発信を担う最高経営
責任者ピーター・ボーザー氏の見解は、どうか？　曰く、

「ニューレンズシナリオは複雑な内容を含んでいます。
私たちがどのように環境変化に順応し、対応し、そして
強靭なビジネスを創造するかを問うています。この問い
について更に考え、シナリオで考察される問題を議論し
てゆくプロセスが重要です……このシナリオが読者のア
イデアを喚起することを願っています。またこの機会に、
皆様も討論に参加して下さいますようお願い申し上げま
す」
　ボーザー氏はシナリオチームの採った探索的アプロー
チを是とし、読者に、探索への参加を呼びかけたのだっ
た。
　
　2年後の2015年3月。シナリオチームはロンドンの保
険シンジケートLloyd’sの社内会議で「ニューレンズシ
ナリオ2013」をプレゼンしていた。Lloyd’sもシナリオ
プランニングをやっている同志である。そこでは図11
が掲示された。シェルは、「我々は現在、持続不可能な
道程に乗っている。「クリーン＆グリーン」を実現する方
策を探さねばならないのだけれども、喫緊の課題は異常
気象（climate variability）ですね」、と語り、図12は
Appendixの扱いとしたのだった。

（3） 2018年3月の時点で

　2018 年 3 月に公表した「Sky, Meeting the goals of 
Paris agreement（「スカイシナリオ2018」と略称）」は、
2015年12月のパリ協定合意を受けて制作されている。
この作品は「ニューレンズシナリオ2013」の子作品の一
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つである。
　パリ協定は世界共通の長期目標として、「産業革命以
前と比べて気温上昇を2℃未満に抑えること」を定め、
今世紀後半の世界全体の温室効果ガス排出量を実質ゼロ
とすることも目標とした。では、この目標はどんな条件
が揃えば達成できるか？　エネルギー専門家たるシェル
が検証しようとしたのがこの作品である。

①社会全体シナリオの概要
　「スカイシナリオ2018」は、パリ合意の目標から2018
年の現在に遡ろうとした。さまざまな好都合な条件が揃
えば、目標は達成可能であろう。もちろんエネルギー利
用技術や利用形態が、突然、短期的に大変化する革命な
ど起こりえない。リードタイムが必要だ。が、パリ協定
に書き込まれた各国削減目標レビューや目標強化の仕組
み（グローバルストックテイク）、そして革新的技術開発
が上手く機能すれば、2030年以降急速に脱炭素化が進む、
そしてネットゼロ社会は2070年に達成される、という
ストーリーを発表している。
　この時分、シェル社内のエネルギーモデルは、2100
年にまで射程を伸ばして組みあがっていた。

②気候変動問題へ
　このシナリオでは3つのシナリオが図13の地球温暖
化の経路を辿ってゆく。「ニューレンズシナリオ2013」の、

マウンテンズとオーシャンズのストーリーを継受してい
るのだが、2030年以降に、両シナリオから離脱してゆ
く「スカイ」シナリオが現れる。この「スカイ」は、2℃未
満目標を達成している。
　なぜ、このように考えたのか？　「ニューレンズシナ
リオ2013」から2018年の間に、低炭素化技術の大規模
普及の目途がたったのだろうか？
　シナリオチームは「スカイシナリオ2018」に用いたシ
ナリオ手法について、大略以下のような解説を書いてい
る。
　曰く、前作「ニューレンズシナリオ2013」で語られた
マウンテンズとオーシャンズは、まずもって社会全体シ
ナリオであり、この2つのストーリーの制作が先行した。
エネルギー /気候変動問題は、マウンテンズとオーシャ
ンズが出現した場合、エネルギーシステムはそれぞれ、
どんな姿になるか、という検討をやった。エネルギーシ
ナリオは社会全体シナリオの従属変数として、包摂され
て語られた。つまり「ニューレンズシナリオ2013」は、

“ネットゼロ社会”を未来の規範目標と措定して、その実
現を目指す社会全体シナリオを描いたものではない、と。
　次も、続けてシェルに依る。　
　2018年現在の論壇に目を転ずると、そこには“偏狭な

（narrow）2℃シナリオ”がいくつも存在する。これらは、
温暖化抑止を所与の目標として、政治や社会情勢の現実
を顧みることなく、2℃に至る道筋を“規範的normative”

図13「スカイシナリオ 2018」シナリオ別地表温度上昇

出所：www.shell.com/skyscenarios
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に提示しているものだ。そこで「スカイシナリオ2018」
では、“ハイブリッド”な手法を試みることにした。まず、
2018 ～ 30年の期間は、エネルギーシステムは、現状の、
政治・社会・経済・国際関係情勢の動態に依存して、ゆっ
くり変化してゆく。エネルギーシステムは巨大インフラ
であり新しい低炭素化技術を大規模に受け入れるには時
間がかかる。よって2018 ～ 30年は、探索的アプロー
チで作られた社会全体シナリオのロジックを主旋律とす
る。
　ただ、その2018 ～ 30年の期間は、同時に次世代エ
ネルギーシステムに移行する準備期間としても位置づけ
られる。この期間に各国政府がパリ合意にコミットし続
け、実効的な政策動員を継続的に繰り出せば、2030年
以降からエネルギーシステムの低炭素化、さらにネット
ゼロ化が、始まるだろう、というシナリオだ。シェルと
しては政府、社会、産業、市民社会、さまざまなプレイ
ヤーが2℃目標に賛同し、協力してゆく未来を野心的に
描いてみた。このように、「スカイシナリオ2018」では、
2030 ～ 2100年の期間は規範的アプローチの手法を採
用したのだ、としている。

③規範的アプローチ部分の動因
　上記の説明を飲み込むとしても、“シェル流の”シナリ
オ作品であるから、やはり「2018 ～ 30年の期間、なぜ、
低炭素化、ネットゼロ化に向かって社会が準備してゆく
のか、そして2030年以降、なぜ、そのモメンタムが、ずーっ
と、ベクトルを変えずに持続するのか」ここを説明して
欲しいものだ。
　実は、ここで規範的アプローチの面目躍如、となる。
シェル曰く、政府も社会も市場もビジネスも、すべて、
ネットゼロ社会を推進する動因として働いてゆく、いや、
むしろ働いてゆくべきである。「各国政府がパリ合意の
実現にコミットし、社会の賛同を促すようさまざまな政
策を実施し、炭素の国際価格等市場環境が整備され、低
炭素関連技術の開発・普及に十分な政府支援が行われ
……そうすればパリ合意に近づくでしょう」と、政策提
言まで書き込んでいる。
　これは意図的であった。「スカイシナリオ2018」はシェ
ルの対外広報戦略を意識して制作し、発表したものだ。

「スカイ」とともに「ニューレンズシナリオ2013」由来の
マウンテンズとオーシャンズを掲載し、パリ目標に届か
ない未来の可能性も示唆された。そのうえでシナリオ
チームは広報部門と協働して規範的な「スカイ」のストー
リーの発信に努め、シェルの評判を高めたのだった。
　シナリオチームは、「スカイシナリオ2018」の見せ方・

用い方について、広報部門の意向に従った。小さな証拠
をお見せしよう。シナリオチームが「スカイシナリオ
2018」を対外的に語り始めた際、当初はこんな副題をつ
けていた。「Sky, extending the Mountains and Oceans 
scenarios」。それが、最終版では「Sky, Meeting the 
goals of Paris agreement」と、副題を変えたのだった。

　シナリオチームは、「スカイシナリオ2018」は、シェ
ルが信ずるところの、技術的に産業的にそして経済的に
も実現可能なネットゼロ社会に至る道筋である、ネット
ゼロ社会は2070年に出現可能、と書いて結語とした。
　このシナリオ作品の公表と相前後して、シェル経営層
からは対外メッセージが発信されている。曰く、「低炭
素エネルギーシステムに至る経路はいくつか存在する。
我々シェルは、どんな経路が現実化してもフレキシブル
に対応できる企業戦略を持っている」　また曰く、「シェ
ルは5年ごとに、自社が世界と歩調を合わせられている
かを検討する。もしずれていれば社会のペースに合うよ
う自社のペースを調整する」
　実に、ビジネスマインドからの発言であることよ。　

（4）2020年9月の時点では

　2020年9月、「Rethinking the 2020s （「コロナ禍シナ
リオ2020」と略称）」が公表された。中規模のシナリオ作
品だが、これが「エネルギー変革シナリオ2021」の原型
になった。

①社会全体シナリオ
　現今のコロナ禍は、ショック収束後の社会にどう影響
するのか？　
　シェルは次の設問から出発する。「我々の社会が、将
来も“COVID-19と共にあり続ける”と覚悟したとして、
ではこの社会は、何を、目指すべき価値として合意する
のか？　結果、どんな社会システムが現れるか？　それ
はエネルギー /気候変動問題にどう応えるのか？」
　社会が合意できる共通善には、豊かさwealth、セキュ
リティ security、市民社会の健康healthの3つがあるだ
ろう。この3つが未来社会をさまざまに異なった姿へと
形成してゆく動因だ。そして未来は、我々が、社会がど
の共通善の達成を優先したいと合意するか、によって複
数の違った形をとる。
　「コロナ禍シナリオ2020」は、現状分析作業を踏んだ
探索的アプローチを採用する社会全体シナリオである。
シナリオは3つ。Waves、IslandsそれにSky。
　WavesではCOVID-19からの回復が比較的早い。各
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国はコロナと共に生きる方策を学べた。そして経済的豊
かさという共通善を優先する世界が現れる。
　Islandsでは、多くの政府はロックダウンの緩和と再
強化の繰り返しに苦闘。各国はセキュリティ優先、自国
利益優先、国際協力から距離を置く。
　そしてSkyでは、市民の健康的生活の確保が共通善と
なる。COVID-19は容易に収束しない。社会活動の再開
は漸進的だ。ただし、この“手ごわさ”が各国政府を真剣
にさせ、実務的な協働を促してゆく。

②気候変動問題へ
　「コロナ禍シナリオ2020」の「Sky」は、「スカイシナリ
オ2018」の「スカイ」の経路に乗る。
　コロナ禍の影響により経済と社会の活動は停滞し、エ
ネルギー起源CO2排出量の伸びは小休止した。ところで
エネルギーシステムの変革は、長いリードタイムを要す
る技術ドライバーによるところが大きい。低炭素化関連
の技術開発はすでに進行中だ。共通善目標の選択の違い
に関わらず、技術進展は、逆戻りしない。
　市民生活の健康優先という共通善を選択する「Sky」で
は、2030年にエネルギーシステムの大規模転換が始まる。
社会がパリ合意実現に向けた行動に向かうだろう。
　シェルは、コロナ禍後の社会を3様のストーリーで描

き、図14のように、2030年までのエネルギー起源の
CO2 排出推移を3様に描き分ける。この期間に市民生活
の健康優先という共通善が社会選択されれば、そこには

「Sky」が現れ、パリ合意目標の道筋に乗る、とした。
　シナリオチームは「コロナ禍シナリオ2020」では、先
行した「スカイシナリオ2018」との対外発信面の連続性
にこだわっている。「スカイシナリオ2018」は、広報活
動に乗ってシェルの評判を高めた。シェルは2018年の「ス
カイ」と2020年の「Sky」に、同じ企業メッセージを乗せ
ている。

（5）2021年2月の時点で……

　最新グローバルシナリオ作品「エネルギー変革シナリ
オ 2021」 の 中 の 3 シ ナ リ オ、Waves, Islandsそ し て
Sky1.5の内容は再説しない。
　この作品に掲載された企業メッセージを紹介してお
く。最高経営責任者ベン・ファン・ブールデン氏は大略
こう述べている。
　曰く、「3つのシナリオ世界はどれも実現可能性がある。
が、Sky1.5こそが望ましい着地点である。Sky1.5が辿る
経路は大変野心的だ。シェルは、カスタマーがそれぞれ
の仕方で進んでゆく低炭素化を支援したい。我々の低炭
素化、脱炭素化のソリューションを提供したい。シェル

図14「コロナ禍シナリオ 2020」シナリオ別エネルギー起源 CO2 排出

出所：www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/scenarios/rethinking-the-2020s
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は今後の世界大の脱炭素化をビジネスチャンスと見てい
る。エネルギーシステムが進化・変革してゆくように、
シェルも進化し、成長してゆく……」
　そして、このシナリオ作品の中に長大な社会提言・政
策提言が書かれた。全体100ページの作品の中で、シェ
ルからの社会提言が17ページを占める。こんなグロー
バルシナリオの構成は過去に例を見ない。
　シェルはパリ目標に賛同し、2100年のネットゼロ社
会の姿をSky1.5シナリオで示した。これはいわば思想

運動への賛同である。が、シェルという私企業が世界大
の社会全体システムに実態的な影響を行使できるわけも
ない。そこで、政策提言を取り込んだ「エネルギー変革
シナリオ2021」は、企業広報戦略に乗って、マネージメ
ントスピーチに活用されてゆく。公開シナリオはこのよ
うな意図で作られ、使われることもあるのだ。「世論の
評判」 「ステイクホルダーの信頼の毀損」はビジネスリス
クに他ならないからである。

　以上、直近の3つのグローバルシナリオ等、5つのシ
ナリオ作品を比較して、気候変動問題をめぐるシェルの
見解の変遷を解説した。「エネルギー変革シナリオ
2021」の中心テーマは、やはり、エネルギー・気候変動
問題であった。そこで、筆者は、歴史的考察によってシェ
ルのシナリオチームの中に、連続する思考と、連続する
分析作業、を垣間見ようとしたのである。

　シナリオチームは数多の社内プロジェクトシナリオを
こなしつつ、ひとたびグローバルシナリオを編集する段
になれば、今現在、世界で何が起こっているのか、世界
のざらついた手触りを求めて柔軟にリサーチを積み上げ
る。他者との対話によって進路を探りつつ、ときに向う
傷を負い、ときに半歩後退するような非効率さをも引き
受けている。
　ここ15年の歴史を振り返ると、シナリオストーリー
を盛り付けるためのフレームワークは、ある瞬間に突如

発見されているのではなく、シナリオチーム内部で、生
成・発展しながら見いだしていることがわかる。フレー
ムワークは社会全体システムを語り、これが作品全体を
統べる。ここでは探索的アプローチを採り、未来の不可
知性・不確実性、というシナリオプランニングの原則的
立場を譲ることはない。
　が、ことエネルギー /気候変動問題を論ずるにあたっ
ては、ヨーロッパに出自を持つ企業故の、大いなる苦労
がみられる。最新作品「エネルギー変革シナリオ2021」
は上記の有様で、今現在で社会的・政治的に“正しい”、
規範的アプローチに従ってとりまとめられている。シナ
リオチームは対外広報戦略部門の意向から影響を受け
た、と推測する。
　シェルにとって気候変動問題やサステナビリティの課
題は、最近20 ～ 30年間の経営戦略上の重要課題である。
言うまでもなく、この企業が“自分事”として取っている
ビジネスリスクは、化石燃料ビジネスで成功しているそ

5. まとめ

表2 シェルグローバルシナリオ　直近3作品の比較

出所：著者作成

エネルギーシナリオ 2008 ニューレンズシナリオ 2013 エネルギー変革シナリオ 2021

現状認識 エネルギー供給逼迫
地球温暖化、悪化

貧富格差、市民監視
ICT と民主化 ICT、リーダーシップの
性格

コロナ禍 
パリ合意と気候変動問題の悪化

未来への分岐点 資源獲得競争 現状維持 / 上からの改革 vs 大衆政治力 社会目標の選択

社会全体シナリオ 探索的
スクランブルズ
ブループリンツ

探索的
マウンテンズ
オーシャンズ

探索的
Waves, Islands, Sky1.5
Sky1.5 はパリ目標への規範的アプローチ

気候変動問題への
アプローチ

探索的 
自国第一 vs 国際協調

探索的 
両シナリオとも 2℃目標に届かず

探索的～ 2030 年、規範的～ 2100 年の
ハイブリッド

気候変動問題への
企業メッセージ

企業として低炭素化社会を目指
すブループリンツを選択する

複雑な問題なので、皆で協働し、環境
変化に対応してゆこう

政策提言
シェルは、Sky1.5 のエネルギー変革を目
指し、他者と協働する
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<注・解説>
＊1： 原文は　www.shell.com/transformationscenarios　で読むことができる。
＊2：Shell Strategy Day。https://youtu.be/Fn-354ECiek　で公開されている。
＊3： 「シナリオプランニングの理論：その技法と実践的活用」　JOGMEC　『石油・天然ガスレビュー』、2016年9月 

Vol.50 No.5
＊4： シェルは、レジリエンスのタイプ分けについて、“Turbulence；A Corporate Perspective on Collaborating for 

Resilience”, edited by Roland Kupers, Amsterdam University Press, 2014　を参考としている。
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の現状ポジションである。ここを、一番大事なところを、
未来に向けてどうするか。シナリオチームは社内用のシ
ナリオを作って戦略議論に貢献していることだろう。わ
れわれはその一端を、快活な冒険精神に飛び乗って、茶
目っ気たっぷりに未来を探索している様子を、石油・ガ
ス産業の未来シナリオ（第3章）に見た。
　コロナ禍も、パリ合意目標も、われわれ市民社会の側
の対応ぶりに、確率計算不能な“不確実性”が存在してい

る。果敢な経営者たちはここを“自分事”とし、ビジネス
リスクを引き受ける。この不確実性に直接触らなければ
課題たちは“他人事”のままであろう。「エネルギー変革
シ ナ リ オ 2021」 の 対 外 説 明 資 料 は、「Powering 
Progress；our strategy to accelerate the transition to 
net-zero emissions, purposefully and profitably」と書か
れたスライドで締めくくられている。

www.shell.com/transformationscenarios
https://youtu.be/Fn-354ECiek

