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免責事項

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

１．導入：COP26概要総括（川田）
COP２６概要と石油・ガス関連の合意など
COP２６直前の産油国の動き

２．各論：石油天然ガスに関する視点（鑓田）
中期石油需要と輸送部門の動向
石油天然ガス開発企業の脱炭素化への取組

３．欧州レポート：現地報道・受け止めの様子など（横山）



１．導入：COP26概要総括



5

COP26について

• 2021年10月31日～11月13日に英国グラスゴーにて開催。
• ２０２０年に開催予定も、新型コロナウイルスの影響で２０２１年に延期。
• 成果文書「グラスゴー気候合意」が採択される。
• 首脳級会合「世界リーダーズ・サミット」、議長国プログラムなど様々な会合が行われた。

COP２６（国連気候変動枠組条約第26回締約国会議）について

（外務省資料より引用） （JETRO資料より引用）

COP２６の会場
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（参考）COP26までの道のり

• 1992年：気候変動国際連合枠組条約（UNFCCC）採択
• 1995年：ドイツで初のCOP開催
• 1997年：京都議定書採択（COP3）

• 2008-2012年温室効果ガス約5%削減（対1990年比）
• 京都メカニズム（CDM、排出権取引、共同実施、吸収源活動）
• 第一約束期間（2008～2012年）：日本－6％、米国－7％、EU－8％の削減義務
• 第二約束期間（2013～2020年）：EU－20％の削減義務、日本は参加せず

全ての国が参加し、気候変動問題解決に向けて取り組むための努力

• 2015年：パリ協定採択（COP21）
• 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く抑え、1.5℃に抑える努力
• 国別の温室効果ガス排出削減計画・目標（NDC：Nationally determined 

contributions）の提出を各国に要求。
• 2020年以降の枠組みとして、史上初めて全ての国が参加する制度の構築に合意
• 炭素市場やカーボンオフセットと関係の深いパリ協定第６条の交渉は難航
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COP26：グラスゴー気候合意

1. 「1.5℃目標」への努力を再確認
2. 各国に対し2030年排出削減目標（NDC※）について2022年末までに見直し・強化を要請
3. 先進国に対して２０２５年までに1,000億ドルの途上国支援目標（後述）を達成するよう要請（2025年

までに途上国の適応支援のための資金を2019年比で最低２倍に）
4. 排出削減対策が講じられていない石炭火力発電の逓減
5. 非効率な化石燃料補助金からのフェーズ・アウト

要旨

ポイント

1. 途上国支援について、2020年までに年間総額1,000億ドルの支援するという過去の取り決めがあったが
達成されなかった。先進国による支援は引き続き論点となる。

2. 「排出削減対策が講じられていない石炭火力発電」、「非効率な化石燃料補助金」の定義は明記されず。
今後、事務レベルでの協議が行わるか？

3. その他：パリ協定第３回締約国会合（CMA３）において、市場メカニズムに関するパリ協定第6条の実施ルー
ルの合意成立。排出クレジット取引の二重計上の回避などで進展。

※ Nationally Determined Contribution：パリ協定下で各国に提出が義務付けられている、その国のGHG排出削減目標
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COP26：そのほかの合意～石油・ガス関係①～

石油・ガス開発★

ビヨンド石油・ガス連合（BOGA）
デンマークとコスタリカ主導で設立。石油・ガス生産からのフェードアウトを目的とする連合。COP26で新
たに6メンバー（フランス、グリーンランド、アイルランド、スウェーデン、ウェールズ、加・ケベック州）が加入。
ニュージーランドとポルトガル、米・カリフォルニア州も協力メンバーとして、イタリアは友好国として名前を
連ねた。しかし、主要産油国や議長国・英国からの支持は得られず。

化石燃料への公的支援

クリーンなエネルギートランジションのための国際的な公的支援に関する声明
（Statement on International Public Support for the Clean Energy Transition）
クリーンエネルギーへの投資を優先させるために、2022年末までに国際的な化石燃料プロジェクトへの
公的直接支援を終了する。英国・米国などの国々や欧州投資銀行などの金融機関が署名。日本、中国、韓国
は署名せず。

メタン★

国際メタン誓約（Global Methane Pledge）
2021年9月に米国とEUにより発表。COP26の場で他国に参加を呼び掛けた結果、サウジアラビアや
UAEといった産油国や日本を含む100以上の国が参加。中国（※）・ロシア・インドは不参加。
※中国は別途、メタン削減で米国と協力すると合意。

水素
水素誓約（H2Zero Pledge）
持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）が発表した、ブルー・グリーン水素を推進するイニシ
アティブ。bp、Shell、TotalEnergies、Equinorなどエネルギー関連企業28社が署名。
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ガソリン車★

ゼロエミッション車へのトランジションの加速に関する宣言
（COP26 declaration on accelerating the transition to 100% zero emission cars and 
vans）
2040年までにガソリン車の新車販売を停止し、全てゼロエミッション車とすることを目的とする。英国、カナダ、
インドなどの国やFord、GM、Volvoなどの自動車メーカーが参加。日本、米国、中国、ドイツ、韓国などの国や
トヨタ、フォルクスワーゲンといった企業は不参加。

石炭火力

石炭からクリーンな電力へのトランジションに関する声明
（Global Coal to Clean Power Transition Statement）
排出削減対策をしていない石炭火力発電を段階的に廃止することを目的とし、主要経済国で2030年代までに、
世界全体で2040年代までに移行完了することを目指す。日本、米国、中国、インドは参加せず。

エネルギー貯蔵
エネルギー貯蔵協議会（Long Duration Energy Storage Council）
8時間以上の蓄電技術を85～140TWh導入することで、2040年までにグリッド・ネット・ゼロの実現を目指す。
bpやビル・ゲイツ氏のBreakthrough Energy Ventures社など25のメンバーで構成される。

森林保護

森林と土地利用に関する行動」に関する世界首脳会議
（Glasgow Leaders’ Declaration on Forests and Land Use）
2030年までに森林破壊を防止し、保護を行うことを目指す。英国、米国、ロシア、中国、日本など約140カ国が
署名。

COP26：そのほかの合意～石油・ガス関係②～
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COP26：各国の発表など

インド モディ首相、2070年ネットゼロ目標を発表。

インドネシア
ジョコ・ウィドド大統領、炭素に価格を付けて排出削減を促す「カーボンプライシング」に関する大統
領令にが署名したと発表。

ベトナム
ファム・ミン・チン首相、２０５０年ネットゼロ目標を発表。
商工相、石炭火力発電の削減に向けたロードマップ（行程表）に着手すると表明。風力発電と太陽光
発電の設備容量を３０年までに３１００万～３８００万キロワットに倍増させるとも述べた。

ナイジェリア ムハンマド・ブハリ大統領、2060年ネットゼロ目標を発表。

ケニア
ウフル・ケニヤッタ大統領、「2030年までにクリーンエネルギーへの完全移行を達成する決意をして
おり、その方向に向かっている」と発言。

中国
習近平主席、COP26首脳級会合に文書で声明を寄せ、自国のCO2排出削減目標を据え置く考え
を示唆。

金融機関★
グラスゴーネットゼロ同盟GFANZ（Glasgow Alliance for Net Zero）
金融機関からなるGFANZは、130兆ドルを投じて2050年ネットゼロに寄与することを表明。
日本からは3メガバンクのほか保険会社や資産運用会社など18社が名を連ねる。
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COP２６外での発表など

メタン バイデン大統領、米国内でのメタン削減への取り組みを加速させると発表。

米中協力
米中両政府、2020年代に気候変動対策で協力関係を強化することを盛り込んだ共同宣言を発表。
メタン削減、再エネ、省エネ、違法な森林破壊などの分野で協力。

中国 中国国務院は26日、CO2排出を2030年までにピークアウトするための行動計画を発表。

ヘッジファンド
ExxonMobil取締役会に代表を送り込んだヘッジファンドの創設者Chris James氏は、COP26
でメジャーに石油ガス資産を売却させることは問題解決に繋がらず、エンゲージメントが効果的な気
候変動対応であると述べた
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COP２６直前の産油国関連の動き

• サウジアラビア：2060年ネットゼロ宣言（10/23）
• サウジアラムコ：2050年ネットゼロ宣言（10/23）

2021年９月以降、産油国やNOC（国営石油企業）よるネットゼロ宣言が相次いだ。

その他、オマーン国営PDO（9/11）、マレーシア（9/27）、バーレーン（10/24）、
ナイジェリア（11/2）などが発表。

• UAE：2050年ネットゼロ宣言（10/7）
• ADNOC：「UAEの2050年ネットゼロ目標」の達成に向け活動強化
• COP28（2023年）の開催地に決定

• ロシア：２０６０年ネットゼロ宣言（10/13）
• ガスプロム：検討中も、戦略に盛り込むかは不明。2022年5月まで気候目標を明らかにする予定。
• ロスネフチ：低炭素・カーボンニュートラル商品も含め増産を堅持しつつ、森林吸収・CCSを柱とし、

ネットゼロ達成に向けた新たな方法を模索中。
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２０２１年の産油国の歩み

１１月１０月５月

IEA Net Zeroシナリオ発表

ノヴァク副首相
「このシナリオに従えば、油価は200ドルに」

アブドゥルアジズ大臣
「ラ・ラ・ランドの続編のよう」

OPEC
「一部の投資家がこれに従えば、
石油市場が不安定になる可能性も」

「ネットゼロシナリオは、
前提条件や結果が野心的すぎる」

10/23 サウジネットゼロ

10/7 UAEネットゼロ

10/13 ロシアネットゼロ

10/13 IEA、WEOでAPSシナリオ発表

６月

わずか数か月の間で大きな変化あり

（参考）９月 OGCI新戦略発表
「ネットゼロ・オペレーション」

10/31～11/13 COP２６
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（参考）IEAの新シナリオAPS

2021年10月、国際エネルギー機関（IEA）は、世界エネルギー見通し（WEO2021）を公開。
IEAは同見通しを「COP26のガイドブック」と称し、COP26の直前に発表。

 

• WEO2021で、IEAは新しく発表誓約シナリオ（APS, Announced Pledges Scenario）を発表。
• APSシナリオは、世界各国が公表する、国が決定する貢献（NDC）やネットゼロ目標を含む気候コミットメントが期限内に

全て達成される場合のシナリオ。
➡APSの供給見通しにおいては、「主要な産油国のネットゼロ目標は、ネットゼロ目標に基づく減産生産は含まないが、
生産により生じる排出量の削減に取り組む」ことを想定している。

（IEA資料より引用）
シナリオ別世界の石油・天然ガス需要見通し

 

シナリオ別石油供給見通し（～２０３０年）
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（参考）産油国によるネットゼロ宣言のインパクト

世界の石油・ガス生産量に占める
ネットゼロ宣言をした産油国やNOCの

生産量のシェアが大きくなった。

赤枠：対象範囲に関わらず、
ネットゼロ目標を掲げている企業。

青枠：企業としてはネットゼロ目標を
掲げていないが、国がネットゼロ
宣言をしている企業。



２．各論：石油天然ガスに関する視点
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中長期石油需要見通し

• 脱炭素社会へ向け動き出す世界
• 国際エネルギー機関（IEA）が示す現行政策シナリオ

（STEPS）に比べ、COP26を見据えた各国誓約を考慮
したシナリオ（ＡＰＳ）では、石油需要は2020年代半ば
にピークアウト

• 急峻な石油需要減退を予測する2050年ネットゼロシ
ナリオ（ＮＺＥ）とは大きな乖離

• 中長期的に石油需要は緩やかに減退
• 石油需要の大宗を占める輸送部門及び石油化学産業に

焦点
（参考）2020年需要量 自家用車：20mb/d、商用車（トラック）：10mb/d

• 輸送部門における電動化、持続可能航空燃料導入
• 石油化学産業におけるリサイクル原料比率の向上

• 低炭素ソリューションを合わせた石油・天然ガス開発

シナリオ別石油需要見通し

出所：IEA WEO 2021
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輸送部門と石油化学産業が需要をけん引

2030年及び2050年における部門別石油需要・地域別石油供給の見通し

出所：IEA WEO 2021
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2040年までに新車販売をゼロエミッション車に

• 11月10日（水）、2040年までにすべての
新車販売をゼロエミッション車とする宣言
ー30カ国以上と都市、企業が合意

• 主要市場では遅くとも2035年までに、全世
界では2040年までにガソリン車やハイブリッ
ド車（HV）など内燃機関を使った新車の販売
を停止し、走行中にCO2を排出しない電気自
動車や燃料電池車などに移行

• インドなどの新興国やフォード・ゼネラルモー
ターズといった自動車企業が名を連ねる

• 主要な自動車市場である中国・米国・ドイツ・
日本やトヨタ・フォルクスワーゲンといった企
業は参加せず 出所：英国政府ホームページ

https://www.gov.uk/government/publications/cop26-
declaration-zero-emission-cars-and-vans/cop26-declaration-
on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-
vans
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輸送部門が中期石油需要変化の鍵に

出所：IEA WEO 2021

2020年から2030年における石油需要のシナリオ別変化
• 輸送部門における石油需要

• 国際エネルギー機関（IEA）が想定する
NZEシナリオによれば、輸送部門におけ
る石油需要は10mb/d以上の減少

• NZEは “a” path であり、“the” path
ではないものの、特に先進国における輸
送部門における石油需要削減を想定
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石油天然ガス開発企業の脱炭素化への取組例

出所：ExxonMobil ホームページより
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ExxonMobilが低炭素ソリューションに注力

• メタンの放出量削減を目指すGlobal Methane Pledge(国際メタン誓約)と協調
する方針を発表（10/26）
• ExxonMobilはメタンの検出技術や排出量削減技術の開発、同業他社との協調などを表明した。な

お、ExxonMobilは、2025年までにメタン放出量を2016年に比べて40-50%削減することをす
でに発表している。

• プルタミナとインドネシアにおけるCCS共同スタディMOUを締結（11/2）
• 両者は大規模低炭素ソリューションのポテンシャル評価のためにMOUを締結。グラスゴーで署名。

• ペトロナスとマレーシアにおけるCCS共同スタディMOUを締結（11/8）
• 両者はマレー半島沖合の特定地域におけるサブサーフェス、インフラ、坑井情報を共有し、CO2の貯

留、輸送、利用可能性を評価するためのMOUを締結。

• 低炭素ソリューションに2027年までに150億ドルを投資と発表（11/9）
• CCS、バイオ燃料と水素に力を入れており、2040年までに製油所、化学工場や発電所からCO2を

約1億トンを回収・貯留する計画。バイオ燃料分野では、米Global Clean Energyのカリフォルニア
州Bakersfieldバイオリファイナリーから再生可能ディーゼルを来年から最大500万バレル/年購入
する。
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CCSプロジェクトでの活用を視野に入札

• Houston Ship ChannelにおけるCCS事業
• 9月16日、ExxonMobilは、同事業に11社が関心を表明しており、2030年までに

5000万トン、2040年までに1億トンのCO2を貯留する計画と発表。
関心表明企業：Calpine, Chevron, Dow, ExxonMobil, INEOS, Linde, LyondellBasell, 
Marathon Petroleum, NRG Energy, Phillips 66, Valero

• 米国メキシコ湾リースセール257
• 11月17日、米国Bureau of Ocean Energy Management （BOEM）はメキ

シコ湾リースセール257を開札。
• 入札対象は15148鉱区（面積合計で約8000万エーカー）。

これに対し33社が応札、落札は308鉱区（面積合計で170万エーカー）。
• ExxonMobilが最多の94鉱区を総額約1500万ドルで落札。成熟油ガス田地帯で

あり、埋蔵量ポテンシャルが低いとされる浅海鉱区を多く落札したことで注目。
• これら浅海鉱区への旺盛な応札は、ExxonMobilが主導するテキサス州における

貯留層をCCS目的に利用する意図の現れと見られる。
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（参考）ヒューストンにおけるCCS事業

出所：ExxonMobilホームページ
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（参考）米国メキシコ湾リースセール257対象鉱区

メキシコ湾の15148鉱区（面積合計で約8000万エーカー）が入札対象。
33社が応札し、落札は308鉱区（面積合計で170万エーカー）

出所：米国BOEM



３．欧州レポート：現地報道・受け止めの様子など


