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欧州系石油・ガス企業の上流事業
戦略～カーボンニュートラル目標
下の探鉱・開発～

　ここ数年、欧州系石油・ガス企業のCEOらによる探鉱に消極的な発言が目立つ。bpは2020年8月に
発表した新戦略の中で、2030年までに石油・ガスの生産量を4割削減すること、これまで探鉱を行っ
ていない国で新規の探鉱は行わないことを発表した。これに続きShellは、2021年2月に、石油生産は
2019年をピークとし、その後は年間1 ～ 2％ずつ縮小していくことを発表した。
　さらに欧州系企業各社は、気候変動対応にも積極的な姿勢を見せ、温室効果ガスの排出量を実質ゼロ
とする「ネットゼロ目標」を掲げている。さらに、排出量削減目標や戦略の中で「脱炭素化

（decarbonization）」という言葉を用いることが増えた。私が初めて「脱炭素」という言葉に出会ったのは、
2019年10月にロンドンで開催された国際会議Oil & Money（現：Energy Intelligence Forum）において、
当時のbp CEOのBob Dudley氏が、ネットゼロ社会のためのガスの脱炭素化の重要性と可能性につい
て講演したときだった。同氏によれば、すでにカーボンニュートラルなバイオガスがあり、さらに将来
的にCCSと組み合わせたガスの利用や水素利用が促進されれば、ガスの脱炭素化は実現できるとのこ
とであった。当時、私は、炭化水素であるガスを脱炭素化するという表現に違和感を覚えたが、それか
ら3年でDudley氏が言及したように欧州ではCCSや水素のプロジェクトが続々と立ち上がった。
　このような状況から、最近では「欧州系石油・ガス企業は上流事業をやめていくのでは？」という報道
も目立つ。そこで、現在、欧州系石油企業がどのような探鉱・開発を行っているのか、そして将来に向
けてどのような目標や戦略を掲げているのかを調査した。本レポートでは、bp、Shell、TotalEnergies、
Eni、Equinor、Repsolの6社の上流事業について取り上げたい。

はじめに

1. 欧州系石油・ガス企業の上流事業概観

（1）欧州系石油・ガス企業は上流事業をやめていくのか？

　近年、一部の欧州系石油・ガス企業において、上流事
業に消極的ともとれる姿勢が見られる。今回分析対象と
する 6 社のうち 5 社（bp、Shell、TotalEnergies、Eni、
Equinor）は、長期的に生産量を削減する方針、もしくは
生産量を増やさない方針を掲げている。さらに4社（bp、
Shell、Equinor、Repsol）が、上流事業を行う国の縮小、
もしくは新規国には参入しない方針を打ち出している。
　表1のとおり、生産量削減と上流事業縮小の目標だけ
見ると、欧州系石油・ガス企業は上流事業をやめていく

ような印象を受ける。しかしながら、必ずしもそうでは
ないこと、そして会社ごとに違いがあることをこのレ
ポートで明らかにしたい。
　たとえば、TotalEnergiesは、石油・ガス生産量は
2026 年までは年率約 3%で増加するとし、そのうち
LNGは年率6％で成長するとしている。しかし、石油生
産については今後10年以内にピークを迎えるとしてい
る。また、石油製品の売り上げについては2030年まで
に3割減少するとし、代わりにLNGと電力の売上を伸
ばす方針を立てている。
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（2）方針が分かれるガス戦略

　前述のとおり、欧州系石油・ガス企業の中には生産量
削減や上流事業縮小の方針を掲げている企業も少なくな
いが、ガスに限定すると生産の拡大を掲げている企業が
多いという実態がある（表2）。
　巻末コラムで後述するが、欧州におけるガス需要見通
しは、石油と比較すると、長期間にわたって一定の需要
が見込めること、世界的にもガス需要が伸びており収益
が見込めることから、多くの企業が収益の柱としてガス
を重要視している。
　世界最大の民間LNG生産者であるShellは、石油生産
量については2019年をピークとする方針だが、LNGに
ついては2020年代半ばまでに700万トン/年以上の
LNG生産能力を新たに増強するとしている。Shellはす
でに世界一のポートフォリオプレーヤーとしての地位を
築いており、LNGの生産量および市場における存在感
をさらに高める姿勢だ。
　TotalEnergiesは、2030年までに「エネルギー販売量」
を30%増加させるとし、この増加分の内訳は半分が
LNG、もう半分は再エネを中心とする電力事業として

いる。LNG生産量は2026年まで年率6％で成長させる。
　Eniはガス・LNG事業の拡大を目指しており、上流事
業では2030年までに生産量に占めるガス比率を60%に、
長期的には2050年までに90%以上にするという目標も
掲げている。LNG ポートフォリオについては、2019 
年の年産950万トンから2025年に年産 1,600万トンに
拡大するとしている。
　bpは前述のとおり石油・ガスともに生産量を削減す
る目標を掲げているが、LNGポートフォリオについて
は2030年までに3,000万トン以上にするという目標を
掲げている。bpは近年、ポートフォリオ契約によりア
ジアのガス市場を開拓している。bpの目標はShellや
TotalEnergiesのようにLNGの生産量は言及していない
が、インドネシアのTangguh LNGやセネガル・モーリ
タニア沖のGreater Tortue Ahmeyim LNG（FLNG）と
いった開発中のプロジェクトが控えている。
　Equinorは特に目標を掲げてないが、既存ガス事業の
脱炭素化に取り組んでいる。ノルウェー・Hammerfest 
LNGでは、すでに2008年からCCSが開始されているが、
将来的なクリーンアンモニアの生産を目指して調査を

生産量削減と上流事業縮小の目標表1

生産量の
削減

2030 年 ま で に 石
油・ガス生産量を
4 割減。

石 油 生 産 量 は
2019 年がピーク。

石油生産は今後 10
年以内にピークを
迎え、減少する。

2025 年 以 降 プ ラ
トー（横ばい）。

2026 年がピーク。
（なし）

上流事業の
縮小

新規国・地域では
探鉱をしない。

2025 年 以 降、 新
規国・地域には探
鉱をしない。

（なし） （なし）
海外事業を縮小。 海外事業を縮小。

備考
石油製品の売上は
2030 年 ま で に 3
割減。

出所：各社資料を基にJOGMEC作成

ガス関連の目標表2

ガス関連の
目標など

LNG ポートフォリ
オを 2025 年まで
に 2,500 万 ト ン、
2030 年 ま で に 
3,000 万トン以上。

2020 年 代 半 ば ま
でに、新規 LNG 生
産能力を増強（700
万トン / 年以上）。

2026 年 ま で、
LNG 生産量は年率
6% で成長。

ガ ス 比 率 を 2050
年 ま で に 90 ％。
LNG ポートフォリ
オを 2025 年まで
に 1,600 万トン。

（なし） （なし）

備考
LNG やパイプライ
ンガスの脱炭素化
を進める。

現在の生産量のう
ち 60 ～ 65% がガ
ス。

出所：各社資料を基にJOGMEC作成
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行っている。また、欧州に多くのパイプラインガスを輸
出している、ノルウェー最大級のガス田Trollの隣接鉱
区 に お い て、2021 年 12 月、Equinorは Shellや
TotalEnergiesと合同でCCSのためのライセンスを取得
した。
　Repsolもガス関連の目標は掲げていないが、すでに
生産量のうち60 ～ 65％をガスが占めており、石油・ガ
ス企業の中でも比較的ガス比率が高い。さらに、Repsol
は、ガス上流資産の獲得にも積極的な姿勢を見せており、
2022年1月には、米国・Rockdake Marcellus社からペ
ンシルベニア州のガス資産を2.2億ドルで買収した。買
収した資産には、ペンシルバニア州Marcellusシェール

（17.1万ネットエーカー）の生産中の資産に加えて、ガス
中流インフラも含まれている。Repsolがすでに有する
同地域の資産とのシナジー効果が期待される。

（3）欧州域外に依存する上流事業

　欧州系石油・ガス企業の上流事業に共通する特徴とし
て、本拠地である欧州のプロジェクトは少なく、多くは
欧州の外に位置していることが挙げられる。これに対し
て米国系企業は、生産量・埋蔵量ともに、地域別では北
米が最大となっている。（図1・図2）
　というのも、欧州は、石油・天然ガスの主要な需要地
であるにもかかわらず、北海油ガス田の減退などで石油・

地域別石油・天然ガス埋蔵量図1

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成

地域別石油・天然ガス生産量図2

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成
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天然ガスの生産量が伸びないため、欧州企業は世界各地
で探鉱・開発を行う必要がある。図3のとおり、欧州の
石油・天然ガスの埋蔵量は、世界の埋蔵量の1 ～ 2%し
か占めていない。シェール革命で世界一の石油・天然ガ
ス生産国に躍り出た米国とは全く状況が異なる。
　なお、ノルウェーの主要プレーヤーで、生産量の約7
割を欧州が占めるEquinorは、欧州企業6社の中では異

色の存在であるが、同社の埋蔵量の半分以上は欧州域外
の国々が占めている。
　このような背景から、欧州系石油・ガス企業は、上流
事業を行うにあたり海外展開を進めてきた。次の章では、
現在、欧州系企業の上流事業がどこで行われているのか、
エリアに着目した分析を行う。

2. 企業別上流事業分析

　今回分析の対象とする bp、Shell、TotalEnergies、
Eni、Equinor、Repsolの6社は、事業規模や活動地域は
さまざまであるが（図4）、各自の強みを活かした上流事
業をしっかり継続して、底堅い利益を上げている。まず
初めに、分析するにあたり、各社の地域別生産量・埋蔵
量＊1と特徴のある探鉱・開発ケースを紹介する。
　また、これらの企業は具体的な定義に差はあるが、全
社ともカーボンニュートラル目標を掲げている。この6
社は、同目標下でどのようなタイプの探鉱・開発を行っ
ているのかという点には、第3章で触れる。

（1）bp

　今回の対象企業の中で最大の埋蔵量・生産量を誇る
bpは、アニュアルレポート2020によれば石油・ガスの
埋蔵量は17,737MMBoe、生産量は347.3万boe/dとなっ
ている。
　地域別に見ると埋蔵量・生産量ともにロシア・CISの

資産が大部分を占めている（図5）。このうち8 ～ 9割は
bpのロスネフチ株式持ち分に基づくもので、残りの埋
蔵量の1割、生産量の2割はアゼルバイジャンの資産で
ある。ロシア・CISの次には、主要地域として北米・中東・
アフリカが続く。
　一方、欧州・中南米・アジア・オセアニアの割合が小
さく、上流事業を行う国および地域の取捨選択がはっき
りしている。実際のところ、Shell、TotalEnergies、Eni
が30カ国以上で上流事業に取り組んでいるのに対し、
bpが上流事業に参入している国は30カ国未満である。
　また、bpの上流資産の特徴として、M&Aによって取
得した資産の割合が大きい点が挙げられる。ロシアでは
TNK-BPなどの紆余曲折を経てロスネフチとの深いパー
トナーシップを築き、現在ではロスネフチ株式19.75%
を有している。米国では1999年のAmocoとの合併、
2000年のArco買収により資産を増やしてきた。最近で
は2018年にBHPの米国非在来型資産を105億ドルで買

世界の石油・天然ガス確認埋蔵量図3

出所：IEA World Energy Outlook 2021 を基に JOGMEC 作成
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収した。bpの全上流資産のうちロシア・米国資産の占
める割合は、埋蔵量・生産量の両方で過半数を占めてお
り、上流事業の中核を成している。
　そのほか中東では、イラク最大の油田であるRumaila
油田に参入しているほか、UAEではアブダビ陸上油田
に参入し、ADNOC増産計画の一翼を担っている。

　他方、2030年までの上流事業の方針について、bpは
二つの目標を掲げている。一つは石油・天然ガスの生産
量を減らす目標、もう一つはバレル当たりの生産コスト
を減らす目標である（表3）。
　このように石油・ガスともに大きく生産量を削減する
ことを明言している企業はbpのみであり、第3章で詳
述するが、上流事業を縮小して利益が維持できるのか今
後の財務状況が注目である。

各社の石油・ガス埋蔵量と生産量図4

出所：各社アニュアルレポートを基に JOGMEC 作成

bp の石油・ガス埋蔵量と生産量図5

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成

上流事業関連の数値目標表3

2019年実績 2020年 2025年 2030年

石油・天然ガ
ス生産量 260万boe/d 240万

boe/d
～200万
boe/d

150万
boe/d

バレル当たり
の生産コスト

6.84ドル/
boe

6.39ドル/
boe

～6ドル/
boe -

出所：bpを基にJOGMEC作成
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探鉱事例：ニアフィールド探鉱
（アゼルバイジャン）
　bpは 2021 年 2 月、ルーニー CEOの新
しいリーダーシップの下、現時点で参入し
ていない国・地域での新規探鉱は行わない
という方針を打ち出した。この戦略により、
探鉱はすでに参入済みの油・ガス田周辺で
のニアフィールド探鉱・開発が中心となっ
ている。
　その例としてアゼルバイジャンの事例を
紹介する。bpは、同国最大のACG油田お
よび最大のガス田Shah Denizのオペレー
ターを務めているが、同じカスピ海でいく
つか探鉱も行っている（図6）。なかでも顕
著な進展が見られるのはバクー近海鉱区
Shallow Water Absheron Peninsula（SWAP）と沖合の
Shafag Asiman鉱区である。
　SWAP鉱区は、bpとアゼルバイジャン国営SOCARが
50：50で参入しており、bpがオペレーターを務めている。
2016年に三次元地震探査が実施され、2021年8月に試
掘井の掘削を開始した。掘削データを解析して結果が良
好であれば評価プログラムに移行する予定である。
　Shafag Asiman鉱区は、バクーから南東125km沖合
に位置しており、BPを中心とするコンソーシアムが探
鉱中だ。Shah Denizガス田からは60km、Sangachal油
ガス処理ターミナルからは145キロメートル離れており、
生産物輸送・処理のためのインフラ建設にもコストがか
かること、また水深が大きく掘削深度も7,000m以上と
大きいことから、開発コストはやや高いと考えられ、も
しもSWAP鉱区の評価結果が良ければ、bpは陸に近く
水深が浅い同鉱区を優先して開発すると見られる。
　このようにbpがアゼルバイジャンで探鉱を進める背
景には、アゼルバイジャンから南欧に向けてガスを輸出
する南ガス回廊（Southern Gas Corridor, SGC）への供給
ソースとなるガスを追加確保する狙いがある。この南ガ
ス 回 廊 は、 ア ド リ ア 海 横 断 パ イ プ ラ イ ン（Trans 
Adriatic Pipeline, TAP）、アナトリア横断天然ガスパイ
プ ラ イ ン（Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline, 
TANAP）、南コーカサスガスパイプライン（South 
Caucasus Pipeline, SCP）の3つのパイプラインから構成
され、bpはすべてのパイプラインに参入している。南
ガス回廊への供給ガス田は現在Shah Denizのみで、追
加のガス田開発が待たれている。また、一般的にパイプ
ラインガスの温室効果ガス（GHG）排出量は、バリュー
チェーン全体で見るとLNGよりも少ないため「低炭素な

ガス」を供給できること、また将来的には、アゼルバイ
ジャンで製造する水素を供給するようなパイプラインと
して使用できる可能性もあることから、長期的な展望が
描きやすいという側面もある。アゼルバイジャンは、
2021年8月にEquinorとグリーン水素についての意見
交換会＊2 を行うなど、国内における水素製造に関心を
示している。
　なお、アゼルバイジャンの上流事業と南ガス回廊の詳
細については、石油・天然ガス資源情報＊3, ＊4, ＊5をご覧
いただきたい。

注目点：地域JV組成の模索
（ノルウェー・アンゴラ・イラク）
　bpは以前より特定の地域で上流事業を行う合弁会社

（JV）を組成していたが、2021年に新たなJV組成の動
きがあった。
　アンゴラでは2021年5月、Eniと同国における石油・
ガス・LNGの全権益を含む両社の上流ポートフォリオ
を統合し、JVを設立するための拘束力のない覚書を締
結した。同年11月、bp CEOのルーニー氏は、「Eniと
のJVは2022年の早い時期に設立が完了する」と述べた。
プレスリリース＊6によれば、新JVの設立によりシナジー
効果が期待され、オペレーションの効率化が図れるとい
う。もしこのJVが実現すれば、国営Sonangolに続く、
アンゴラで最大級のIOCとなる見通しである（図7）。
　ノルウェーにおいては、ノルウェー Akerとともに
Aker BPを組成し、同国における上流事業を行ってきた。
Aker BPはオスロで上場後、株価は4倍になり、2021
年11月にAkerとbpは、合計5%の株式を 6 億5,500 万
ドルで売却し、多額のキャッシュを得た。そして同年

アゼルバイジャンの鉱区図6

出所：各種資料より JOGMEC 作成
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12月、Aker BPは独立系Lundin Energyとの合併を発
表した。この合併が実現されると、政府系Equinorらに
続く、ノルウェーでプレーする最大の民間企業になる見
通しである（図8）。bpは、ノルウェーでのサクセスストー

リーをアンゴラでも実現できるのかが注目される。
　 続 い て イ ラ ク で は 2021 年 8 月、bpは 巨 大 油 田
Rumailaの所有・管理を行う新会社Basra Energyを設
立し、イラク政府の承認を受けた。アンゴラやノルウェー

とは違い、このJVはRumaila油田に特化
したもので、この新会社は、同油田の操業
パートナーであるCNPCとのJVである。
bpはこのJV設立により、JVが独自に外部
から資金調達が可能になり、同油田への投
資が継続できると説明している＊7。報道に
よれば、このJVの目的についてさまざま
な憶測が飛び交っており、GHG排出量の
大きい資産を帳簿から外すためという説
や、追加での投資が必要な同油田からbp
がイラクへの追加投資を避け、将来的には
撤退するためにCNPCに静かに操業権を移
行する準備という説がささやかれている。
報道内容の信憑性は不明だが、地域JV設
立は、bpの公式見解のとおり新たな資金
調達の手段となる可能性があるため、この
ような手法が増えてくるか注視される。

（2）Shell

　Shellは、2020年アニュアルレポートに
よ る と、 埋 蔵 量 8,973MMBoe、 生 産 量
338.6万boe/dを誇り、米国を筆頭に世界
中にまんべんなく資産を有している。bp
やTotalEnergiesと比較すると、特定の地
域に集中しているというよりは、世界全体
に幅広く投資している（図9）。
　今回の対象企業の中では、米国・豪州・

Shell の石油・ガス埋蔵量と生産量図9

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成

2020 年のアンゴラ石油・ガス生産量ランキング図7

出所：Global Data を基に JOGMEC 作成

2020 年ノルウェー石油・ガス生産量ランキング図8

出所：Global Data を基に JOGMEC 作成
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カナダといった先進国資産が多いのも特徴である。また、
対象企業の中でアジア資産の割合が最も多く、これは東
南アジアに歴史あるガス資産を有するためである。特に
マレーシアとブルネイは2020年発表の上流戦略におい
てコア地域に指定しており、今後もアジアのLNG販売
の拠点として重視している。LNGについては、すでに
ポートフォリオプレーヤーとして世界的な地位を確立し

ており、東南アジアの他にもコア地域としてオマーンの
名前を挙げている。加えてカタールではノースフィール
ド・エクスパンション入札に応札している。

上流戦略と事例：大西洋周辺の深海案件への集中投資
　Shellは、米国やブラジルの割合が多いことからわか
るように、探鉱・開発について今後は深海のプロジェク
トに注力する計画である。
　具体的には、2020年5月、Shellは探鉱について、大
西洋周辺エリア（Atlantic margin basins）に注力すると
発表した（図10）。米国・メキシコ湾、ブラジル、ナイジェ
リアなどで探鉱を進める構えである。
　ブラジルでは2021年10月、第17次ライセンスラウ
ンドが実施された＊8。92鉱区中わずか5鉱区しか落札さ
れなかったが、そのうち4鉱区をShellが、残りの1鉱区
をShellとEcopetrolのコンソーシアムが落札した。Shell
はすでにブラジルでPetrobrasに次ぐ生産者となってい
るが、更に追加で鉱区を落札したことから、ブラジルを
重要視する姿勢がうかがえる。
　米国では2021年12月、Shellがオペレーターを務め
るメキシコ湾Blacktip North井でディスカバリーがあっ
た。およそ300フィートの油層が発見され、現在、更な
る評価が行われている。2021年7月には、同じエリア

（Perdido Corridor）に位置するWhale油田の最終投資決
定をしたばかりであり、メキシコ湾での探鉱開発に弾み
がついた。

Shellの南アフリカ・ナミビアにおける参入鉱区図11

出所：Impact Oil&Gas に加筆

Shellの探鉱注力地域
（Atlantic margin basins）図10

出所：Shell に加筆
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　また、アフリカではShellの地域別埋蔵量第2位のナ
イジェリアにおいても、今後は深海にフォーカスする方
針である。フロンティアとして、ナミビア・南アフリカ
においても探鉱を進めている。Shellは2020年から南ア
での資産を増やしており、2021年8月にはExxonMobil
とEquinorが撤退した深海鉱区AlgoaとTranskeiへの
ファームインが完了し、オペレーターシップを得た（図
11）。2021年、Shellはナミビアとの境界近くの南ア北
西部の鉱区で掘削中と報じられている。しかし、フロン
ティア南アでの探鉱も一筋縄ではいかず、環境団体が
Shellに対してプロジェクトをやめるよう訴訟を起こし
た。原告は、Algoa、Transkei鉱区が位置するエリア（Wild 
coast）はクジラの繁殖地であり、Shellの探鉱が海洋生
物に回復不能な損害を与えると主張している。Shellは、
2021年12月、英国Cambo油田からプロジェクトの遅
延に伴う経済性の悪化を理由に撤退したが、Camboプ
ロジェクト遅延の一因となったのは環境団体の活動で
あった。南アでの裁判の判例は当該地域での今後の探鉱・
開発活動に大きく影響を与えるため、動向が注視される。

M&A事例：Shellのパーミアン資産売却に見る「規模の
メリット」と「低炭素資産」
　Shellは2021年5月に発表した上流戦略の中で米国・
パーミアン堆積盆地をコア地域の一つとして挙げていた
が、同年9月、パーミアンのシェールオイル・シェール
ガス資産をConocoPhillipsに95億ドルで売却すること

を発表した。これにより、Shellはパーミアンから完全
撤退となり、大きな方針転換となった。
　この取引により、ConocoPhillipsはパーミアンで第2
位の生産者となる見通しとなった（図12）。同社は
2020 年 10 月に、Concho Resourcesを買収しており、
この1年でパーミアンでの存在感を大きく高め、規模の
メリットを更に享受する狙いがある。
　加えて、Shellの資産が温室効果ガス（GHG）排出量の
少ない開発が可能な「低炭素資産」であることが、この取
引の決め手となったといわれている。Shellはパーミア
ンにおいて積極的な排出量対策を進めており、2017年
以降、GHGとメタンの強度を約80%削減し、フレアリン
グ を 80%以 上 削 減 す る こ と に 成 功 し て い た ＊ 9。
ConocoPhillipsは、以前より「2050年までに事業におけ
るGHG排出量をネットゼロにする」という目標を掲げる
など気候変動対策に積極的であったが、Shellの低炭素
資産を手に入れてから目標設定をさらに強化し、炭素強
度を2016年比40 ～ 50％削減する（従来は2016年比35
～ 45％削減）とした。
　前述のノルウェーにおけるAker BPとLundin Energy
の合併についても、合併によりノルウェーで最大の民間
企業となり、規模のメリットが享受できることに加えて、
Lundin Energyが低炭素資産を多く有する点が、合併の
決め手となったと言われている。Lundin Energyは、陸
上の水力発電の電力を使用した石油・ガス開発などを行
うことで、業界でも先進的な「2025年ネットゼロ」を掲

パーミアン堆積盆地における生産量ランキング図12

出所：WoodMackenzie
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げていた。これからのM&Aは、「規模のメリット」だけ
でなく「低炭素資産」もキーワードとなるかもしれない。

（3）TotalEnerigies

　TotalEnergiesは、2020年アニュアルレポートによる
と、埋蔵量11,674MMBoe、生産量287.1万boe/dであり、
資産を地域別に見るとアフリカ・ロシア・中東が多い（図
13）。埋蔵量・生産量ともにロシアがトップとなって
おり、これは TotalEnergiesが 19 ％を出資している
Novatek分を含むためである。
　同じ欧州系メジャー企業であるbpやShellと比較する
と米国の割合が少ない点が特徴的で、これは独自の基準
に基づき、米国のシェールオイル・ガスに積極的に投資
しなかったためである。他方、メジャー企業の中では、
生産量に占める欧州の割合が最も多く、ノルウェーや英
国において投資の収穫期を迎えている。
　また、TotalEnergiesはLNGのポートフォリオプレー
ヤーであり、ガス上流資産の獲得にも積極的である。ロ
シア・モザンビーク・ナイジェリアに加えて、最近では
パプアニューギニアにも関心を示している。

上流戦略：コスト意識
　TotalEnergiesの上流事業の特徴の一つは、厳格な投
資決定基準である。たとえば技術的コストが通常、バレ
ルあたり20ドル以下、損益分岐点・財政的条件がバレ
ルあたり30ドル以下でなければならないといわれてい
る＊ 10。 こ の た め、 米 国 の シ ェ ー ル オ イ ル 資 産 は
TotalEnergiesの投資対象にならなかった思われる。
2021年、これに低炭素の基準が新たに加わった。CEO

のPatrick Pouyanné氏は、「現在、当社の平均的な炭素
強度（carbon intensity）は、CO2換算でバレルあたり約
20kgであるが、新規プロジェクトは、それよりも低い
ものでなければならない」と述べた。

注目点：カントリーリスクの許容
　TotalEnergiesの特徴として、カントリーリスクをあ
る程度許容する姿勢が見られる。たとえば、ウガンダで
は2011年よりTullow Oil・CNOOCとの間で合意書を
締結し、アルバート湖周辺の探鉱に参入していたが、
Tullow Oilが権益を売却した際のキャピタルゲイン税の
解釈でTullowとウガンダ政府の間で軋轢が生じた。ま
た、その他さまざまな理由でプロジェクトは遅延を繰り
返し、原油の輸出手段である東アフリカ原油パイプライ
ン（EACOP）計画も停滞していた（図14）。ウガンダの
プロジェクトとパイプライン計画を進めるため、2021
年4月、CEOのPouyanné氏は、ウガンダのMuseveni
大統領、タンザニアのSamia大統領と直接会談した（図
15）。プロジェクトのオペレーター TotalとCNOOCは
事業を積極的に進める構えであり、今後の開発が期待さ
れる。国際価格で原油を大規模販売するためには
EACOPの建設をいかに進めていくかに注目が集まる。
　一方、パプアニューギニアでは、2016年に陸上鉱区
Elk-Antelopeに参入し、港までパイプラインを引き、
LNGとして輸出することを目指している（Papua LNGプ
ロジェクト 図16）。同プロジェクトは、Covid-19の感
染拡大などにより遅延していたが、CEOのPouyanné氏
は2021年5月にBasil副首相と会談し、プロジェクトの
進展について話し合い、2023年のFIDを目指すことを

TotalEnergies の石油・ガス埋蔵量と生産量図13

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成
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明らかにした。
　モザンビークのArea1 LNGプロジェクトもそうだが、
TotalEnergiesはウガンダの石油開発、パプアニューギ
ニアのLNG開発など、石油・天然ガス開発が必ずしも
盛んではなかった国々で、ある程度のカントリーリスク
を取りつつも、低コストの石油・天然ガスを追い求めて
いるように見える。このような姿勢は、TotalEnergies
が政府系企業であった頃の名残があるのかもしれない。

（4）Eni

　アニュアルレポート2020によれば、Eniの埋蔵量は
6,905MMBoe、生産量は173.3万boe/dであり、埋蔵量・
生産量ともにほぼ半分はアフリカの資産が占めている

（図17）。イタリアから地理的にも近い北アフリカには
1950年代から進出しており、地中海のパイプラインを
通じてイタリアにガスを輸入している。近年では2015
年にエジプト沖でZohrガス田を発見した。また、北ア
フリカに限らず、ナイジェリアやモザンビーク、アンゴ
ラなどでも活動しており、アフリカ全域に進出している。
　一方で、その他の欧州系企業が多く進出してきた米国・
ロシア・中東の資産は多くない。しかし近年、Eniは
UAEで存在感を増してきている。UAEは歴史的にメ
ジャー企業の牙城だったが、2018年ごろ顔ぶれが変わり、
Eniもアブダビで海上権益を取得した。その後、下流事
業を強化したい ADNOCのニーズに応えて、Eniは
ADNOCと上流下流セットになった戦略的パートナーと
なった。2019年、EniはADNOC、OMVと新たなトレー
ディング会社を設立し、国際的な製品のフローを管理す
るノウハウなどを提供することを発表した。また2019
年には、EniとADNOCはCCUSに関する共同調査の実
施についても合意している。

上流事業戦略：強気な探鉱とガス投資
　Eniは2021 ～ 2024年に予定している掘削のうち、
ニアフィールドとプルーブンベースン（炭化水素ポテン
シャルが明らかな堆積盆地）で44%ずつ、フロンティア
で12%という割合で掘削を行うとしている。多くの石油・
ガス企業が上流投資を出し渋るなかで、12%をフロン
ティアに割り当てるというのは、強気な姿勢といえる。
2021年、すでに複数の探鉱成果が得られており、アン
ゴラ、ガーナ、コートジボワールでそれぞれ油層を発見
し、アンゴラでのディスカバリーについては発見からわ
ずか4カ月でFPSO（浮体式石油・ガス生産貯蔵積出設備）
につないで生産を開始した。
　また、ガス・LNG事業の成長にも注力しており、図

3 者会談の様子。左から CEO　Pouyanné 氏、
タンザニア Samia 大統領、ウガンダの Museveni
大統領

図15

出所：TotalEnergies

パプアニューギニアの LNG プロジェクトの位置図16

出所：TotalEnergies に加筆

ウガンダのプロジェクトとパイプライン計画図14

出所：TotalEnergy に加筆
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18の主要プロジェクトにおいても赤色のガス資産が多
い。特にモザンビークで進んでいる2件のLNGプロジェ
クトは、欧州・アジア双方に輸出可能で、販路拡大を目
指している。特に、Area4のCoral South FLNGプロジェ
クトは2022年中の生産開始に向けて工事が進んでいる。

（5）Equinor

　アニュアルレポート2020によれば、Equinorの埋蔵
量は5,260MMBoe、生産量は207万boe/dとなっており、

生産量の大部分はノルウェーが占める（図19）。興味深
いことに埋蔵量の半分以上は海外に位置しているが、長
期的には上流投資対象国を縮小し、ノルウェーやブラジ
ルなどの特定地域に注力する方針をとっている。
　ところで、2021年9月のノルウェー総選挙で、これ
まで石油・ガス産業を支えてきた与党が敗北し、労働党
が率いる連立政権が誕生した。労働党は石油・ガス産業
支持派であるが、連立政権の中には反石油派が含まれて
いる。新政権は、とりあえず石油・ガス産業を指示する

Eni の上流事業戦略図18

出所：Eni

Eni の石油・ガス埋蔵量と生産量図17

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成
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立場を表明したが、反石油派に配慮する形で2022年に
予定されていたフロンティアを中心とするライセンスラ
ウンドが中止になった。ノルウェー政府は、Equinorの
株式67%を有しており、国内世論や総選挙の結果は
Equinorの運営に大きな影響を与える可能性があるた
め、注視が必要だ。

探鉱事例：周辺探鉱（ノルウェー）
　Equinorはノルウェー国内での探鉱を活発に行ってい
る。油価の下落・パンデミックによる上流投資の落ち込
みを受けての、ノルウェー政府による期限付きの税制優
遇策の影響もあり、積極的な探鉱が行われ、2021年だ
けでも顕著な成果があった。このうち3件には、今回の

分析対象であるEni、TotalEnergies、bpが参画した探
鉱も含まれる。これらの探鉱は、既存油ガス田の周辺探
鉱が中心である。

上流戦略：海外事業の縮小
　Equinorは海外事業の整理を進めている。2017年時
点で約30カ国において活動していたが、現在では15カ
国以下となっている（図21）。なかでも探鉱については
10カ国以下に絞り込み、ノルウェー沖で培った洋上で
の経験を活かすことのできるカナダ沖・メキシコ湾・ブ
ラジルといった地域に注力する計画である。なお、具体
的な事例は第3章で取り上げる。

Equinor の石油・ガス埋蔵量と生産量図19

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成

最近の Equinor の探鉱事例図20

出所：Eqinor を基に JOGMEC 作成
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Equinor の上流事業図21

出所：Equinor
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（６）Repsolの上流事業

　Repsolは、上流資産の7割以上が北米および中南米に
位置しており、これには歴史的な経緯が関係している。
　Repsolは下流事業を中心とするスペインの国営企業と
して誕生し、1999年にRepsolは100%民間企業となった。
同年、同じく民営化されたアルゼンチンYPFを買収す
ることにより中南米を中心に上流事業を拡大させた。
　その後、YPFはアルゼンチン政府により再度国有化
され、Repsolはその補償金を得た。この補償金を資金
として、政治リスクの低い米国・カナダに投資したため、

現在でも北米資産が多くの割合を占めている（図22）。
　他には、Eniと同様に地理的に近い北アフリカにも進
出しており、パイプラインを通じてスペインにガスを輸
入している。また、リビアでは同国最大のシャララ油田
に参入している。

Repsolの上流事業戦略
　Repsolは、地域を絞り、低コスト資産・ショートサ
イクル資産に集中して投資をするとし、海外事業は
Equinorと同様に縮小させる方針である。25カ国以上で

上流事業の注力地域図23

出所：Repsol

Repsol の石油・ガス埋蔵量と生産量図22

出所：WoodMackenzie を基に JOGMEC 作成
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展開していた上流事業を、図23のとおり2025年まで
に14カ国未満に縮小させると発表した。コアエリアは
米国（メキシコ湾、シェール、アラスカ）、ブラジル、ノ
ルウェー、英国、リビアとしている。

注目点：ブラジルと英国でのパートナーシップ
　Repsolは、他の企業とのパートナーシップに基づく
事業展開という特徴が見られる。ブラジルでは2000年
頃に他企業に先駆けて参入し、Petrobrasのパートナー
として早い段階から成果を上げていた。
　例えば、2005年のブラジル第7ラウンド入札において、
Campos堆積盆地に位置する BM-C-33 鉱区を Repsol 
YPF（50％、オペレーター）とStatoil（50％）が落札した。
現在は、Equinorがオペレーターを務め（35%）、Repsol 
Sinopec（35%）、Petrobras（30%）という権益比率になっ
ている。Repsolは同鉱区での掘削キャンペーンの評価
を担当している。
　なお、2010年、SinopecはRepsolのブラジル法人の
株式40%を71億ドルで買収した。英国では、2015年
より、RepsolはRepsol SinopecのJV企業で活動しており、
Sinopecとは緊密な関係を築くとともに、将来、必要な
場合には国ごとにスピンアウトして撤退しやすい体制で
ある。

（７）まとめ：欧州系石油企業の4つのアプローチ

　欧州企業の上流事業には4つの特徴的アプローチが見
られた。①大型案件・有力パートナーを押さえる手法、
②自社の強みを生かしたポートフォリオの整理、③ガス・
LNG資産への注力、④低コスト資産への注力、といっ

たものである。
　考慮すべき点として、欧州企業の事業戦略は欧州の政
策やエネルギー需要の影響を大きく受けていること、投
資家を意識していることが挙げられる（巻末コラム参
照）。また、欧州企業は一般的に状況に合わせた柔軟な
対応を得意としており、将来状況が変われば方針を再構
築する可能性もあることを留意しておく必要がある。

コ　ラ　ム

欧州系石油・ガス企業のロシア事業：明暗を分けたのは株式？ 
　2021年12月、RepsolがEurotek-YugraとASB GeoのJVの株式をガスプロムネフチに売却するという報道があっ
た。
　欧州にとってロシアは重要な石油・天然ガスの供給源であり、今回分析対象となっている全企業がロシアに進
出しているが、ロシアにおける上流投資の多寡は会社により差が開いている。
　上流ポートフォリオの中でもロシアの割合の多いbpとTotalEnergiesは、ロシア企業の株式を取得することで、
ロシア企業と接近するだけでなく、配当を得ながらプロジェクトに参画することでロシア事業をより計画的・経
済的に進めることができている。
　Shellは、bpやTotalEnergiesと比較すると、上流ポートフォリオにおけるロシアの割合は小さく、また主要ロ
シア企業の株式を多数保有してはいないものの、ガスプロムと強力なパートナーシップを築いてきた。最近では、
2021年3月に今後5年間で2社間のパートナーシップを更に強化する協定＊11を締結した。内容はエネルギー市場
調査、プロジェクトの実施、デジタル・技術協力、温室効果ガス削減が対象となっているが、署名にあたりサハ
リン2プロジェクトや欧州へのガス輸出についても協議された模様である。

Repsol ブラジルにおける保有鉱区図24

出所：Repsol に加筆
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　一方でbpとTotalEnergiesは、上流ポートフォリオの中でロシアの割合が高いことからは、地政学リスクが懸
念されないだろうか。最近では、EUが北極圏での石油・ガス開発に対して反対する方針を打ち出したが、この
ようにロシアでの事業がEUや欧州の国々の政策の影響で阻害される可能性がある。また、Equinor、Eni、
Repsolは、探鉱が不発に終わったり、対ロシア制裁が発動するなどして、ロシアで成功を掴んだとはいい難い状
況にある。ロシア事業で成功するには、ロシア企業の株式を取得するという方法が一つのカギといえるかもしれ
ない。

3. カーボンニュートラル目標下の上流事業の事例

（1）上流事業における低炭素の取り組みの種類

　欧州系石油・ガス企業6社は、全社2050年までに温
室効果ガス（GHG）排出量を実質ゼロにするというネッ
トゼロ目標を掲げている。対象とするGHG排出量の範
囲については企業により差はあるが、6社とも事業のオ
ペレーションにおけるGHG排出量（Scope 1 ～ 2）につい

ては実質ゼロとする点では共通している。このレポート
では、上流事業におけるGHG排出量削減の取り組みに
焦点を当て、欧州系石油・ガス企業6社の事例を紹介する。
　カーボンニュートラル目標達成のための上流事業の取
り組み方には大きく2つのアプローチがある（図26）。1
つ目は、プロジェクト現場でのGHG排出量を減らす方

生産量に占めるロシアの割合 備考
bp 高い ロスネフチ株式取得
TotalEnergies 高い Novatek株式取得
Shell 低い ガスプロムとの協定

LNG技術などでサハリン2に大きく貢献
Equinor 低い 国境を接する北極海開発で協力を模索
Eni 低い
Repsol 低い

排出量の考え方図25

出所：Shell に加筆

上流事業における低炭素の取り組みの種類図26

出所：JOGMEC 作成
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法である。フレアリング対策の徹底や再エネ由来の電力
を使用して開発を行うなどする、直接的な排出量削減を
行う。もう1つは、上流事業とは別に、GHG排出量を低
減する事業などを行う方法である。直接的な削減と間接
的な削減に分けて、事例を見ていく。

（2）上流事業における直接的な排出削減事例

①ノルウェー・Johan Sverdrup油田（Equinor）
　Equinorは、ノルウェー沖で再エネ電力を用いた開発
を積極的に行っている。プラットフォームの電化を進め、
さらにノルウェー国内での豊富な水力発電による電力を
活かして、陸上から洋上プラットフォームに電力ケーブ
ルを引くことにより（図27）、Johan Sverdrup油田では
バレル当たりのCO2 排出量0.67kgという世界最高水準
の低排出操業を可能にした。なお、Equinorによれば、
世界の産油国の平均的なCO2 排出量はバレル当たり
18kgとしており＊12、Johan Sverdrup油田が桁違いに排
出量が低いことが分かる。
　またEquinorは、同じくノルウェー沖で洋上風力発電
の電力を使用したプラットフォームの操業＊13 も目指し
ており、2022年第3四半期に始動する見込みである。
　ノルウェーで低排出な開発が進んでいる理由として、
水力発電や風力発電といった再エネ電力が豊富であるこ
とに加えて、石油・ガス企業に対して世界の中でも高水
準の炭素税＊14 が課されていることが挙げられる。その
ため、炭素税をはじめとする経済メカニズムが世界で広

がれば、低炭素な上流事業が世界中で促進される可能性
がある。

②マレーシア・Timiガス田（Shell）
　2021年8月、Shellはマレーシア・Timiガス田の最終
投資決定（FID）を行った。Timiガス田のプラットフォー
ムには、太陽光または風力で発電された電力が使用され
る。
　洋上プラットフォームにおける再エネ電力の利用は、
本件がマレーシアにおいて初となる。マレーシア政府お
よびパートナーのPetronasもネットゼロ目標を掲げて
おり、産油国側での低炭素意識の高まりが形になった事
例である。

（3）上流事業における間接的な排出削減事例

①イラク政府とのエネルギー契約（TotalEnergies）
　2021年9月、TotalEnergiesはイラク政府と石油・ガス・
太陽光発電に関する計4本の大規模統合エネルギー取引
に調印した＊15。プロジェクトの初期設備投資額は100
億～ 110億ドルで今後25年間の操業費用と設備投資を
含めた総額は270億ドルと見積もられている。今回の契
約には、（1）Ratawi油田の開発・生産能力の引き上げ、（2）
南部油田から随伴ガス回収・処理を行うRatawiガスプ
ロジェクト、（3）アラビア湾の海水を処理して南部油田
群に圧入水を供給する共通海水供給プロジェクト、（4）
バスラ地域の電力網へ電力供給するための太陽光発電所

Johan Sverdrup 油田周辺の海底電力ケーブル図27

出所：Equinor
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の建設・運用が含まれる。
　上流事業の低炭素化という点に注目すると、（2）はフ
レアリング対策によりオペレーションにおける排出量削
減に直接寄与でき、（4）では太陽光発電所の建設により
間接的にイラクのGHG排出量削減に繋がる。さらに（4）
では、発電した電力を上述の石油・ガスプロジェクトで
使用することも念頭に置いており、オペレーションにお
ける排出量削減にさらに貢献できる。
　TotalEnergiesは今回、大型契約に踏み切ったものの、
これまでイラクではCNPCがオペレーターを務める
Halfaya油田でマイノリティプレーヤーとして参加して
いるのみだった。加えて、「1バレルあたりのマージン
が非常に低い」として、イラクにおける探鉱・開発のサー
ビス契約を長年批判していた。他方、CEOのPouyanné
氏は、以前より中東資産の獲得に意欲を示しており、「多
額の投資をするのであれば、他の地域よりも、中東がよ
い」と発言していた。
　イラク政府は、石油・ガス事業におけるGHG排出量
削減に関心があったことに加えて、国内で恒常化してい
る電力供給不足問題を深刻に捉えていた。また、契約条
件の悪さやインフラの不十分さなどから、国際石油企業

（IOC）らは権益売却の可能性を示唆していた。
　このような状況の中、TotalEnergiesはイラク政府の
ニーズに応える形で、Ratawi油田の権益を獲得し、イ
ラ ク 国 内 の 電 力 事 業 に 参 入 す る 足 掛 か り を 得 た。
TotalEnergiesは今回の契約の詳細を明らかにしていな
いが、今回の契約に基づく一連の事業は、イラクの通常
の上流契約よりも大幅に収益性の高いものであると言わ
れている。
　今回の大型契約により、TotalEnergiesはイラクの主
要プレーヤーとなる道筋を開いた。しかしながら、
TotalEnergiesは後になって事業パートナーを募集して
おり、今後の進展については不透明な部分もある。

②オマーン政府との再エネ・水素事業での提携（bp）
　2022年1月、bpとオマーン政府は、オマーン国内で
の大規模な再エネ事業および水素事業を行うためのパー
トナーシップを結んだ＊16。これに基づきbpは、オマー
ンの8,000㎢の土地で太陽光・風力関連データの収集と
評価を行う。将来的には、再エネ事業と組み合わせたグ
リーン水素開発も視野に入れている。
　bpは中東最大級のタイトガス田であるblock 61でオ
ペレーターを務めている。同鉱区では、ガス精製工程で
発生するGHGのフレア（大気放散）を行わない設計＊17に
なっており、オペレーションにおける直接的な排出削減
の取り組みがすでに行われているが、同鉱区では2022
年以降に生産ピークを迎えることから、生産に伴う
GHG排出量が少なからず増えると見られている。
　オマーン政府には、Oman2040という国家ビジョン
の下、環境配慮と石油産業への依存度低減の2つの理由
から再エネ開発を積極的に進めたいというニーズがあっ
た。政府と連携した再エネ・水素事業は、オマーンの主
要プレーヤーの一つであるbpにとって、産油国政府と
良好な関係を築きながら事業を続けるための重要な取り
組みである。

③国際機関とのパートナーシップ（Eni）
　Eniは企業戦略の中で持続可能な開発目標（SDGs）の
達成を目指しており、国際機関と連携して低炭素関連事
業を行っている。2021年9月、Eniは国際再生可能エネ
ルギー機関（IRENA）と主に産油国におけるエネルギー
トランジションを加速させるための協定を締結＊18した。
　カザフスタンでは、国連開発計画（UNDP）と協定を締
結し、カザフスタン南部Turkistanの中学校において太陽
光発電を利用したエネルギー効率化に取り組んでいる。

イラク政府との契約締結の様子図28

出所：TotalEnergies

IRENA との協定署名の様子図29

出所：Eni
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　なお、Eniは国際機関とのパートナーシップに基づく
事業に限らず、アンゴラ、コンゴ、エジプト、リビアと
いった上流事業を有する国々において、再エネ事業や水
素、バイオ燃料関連などの分野で進出している。

④米国の再エネ企業の株式取得（Repsol）
　Repsolは2021年5月、米国の太陽光発電および蓄電
池プロジェクト開発企業であるHecate Energy社の40%
株式を取得する契約を締結した。Hecate Energy社は、
全米各地で40GW以上の再エネおよびエネルギー貯蔵
のプロジェクトを有している（図30）。この取引により、
Repsolは米国の自然エネルギー市場に初進出すること
になる。
　Repsolの上流事業において、埋蔵量・生産量ともに
米 国 が ト ッ プ で あ る。2022 年 1 月 に は Rockdale 
Marcellus社のシェール資産を獲得しており、今後も米
国事業に積極的に取り組んでいく構えである。米国での
再エネ事業進出は、米国の上流事業からの排出量を間接
的に低減することに繋がる。

⑤ ブラジルでの太陽光発電事業と洋上風力発電事業
（Equinor）

　海外での注力地域としてブラジルを挙げている
Equinorは、同国において再エネ開発にも取り組んでい
る。2018年に稼働開始したApodi complex発電所（図
31）では、50万枚の太陽光パネルを備え、162MWの
設備容量を誇る。
　風力事業について、Equinorは2020年に洋上風力発
電事業検討のための環境評価の申請書をブラジル当局に
提出した。報道によれば、建設予定地はリオデジャネイ
ロ、エスピリト・サント沖数十kmの地点で、プロジェ
クトの場所からは遠く離れている。プロジェクトでの使
用電力の発電が目的ではなく、洋上風力発電事業単体で
の開発になると思われるが、稼働した場合はプロジェク
トの排出量低減に間接的に貢献できる。
　Equinorはブラジルにおいて探鉱・開発を積極的に進
めいている。オペレーターを務めるBacalhau油田では、
2021年6月にFIDがなされ、2024年の生産開始を目指
しており、2024年以降、Equinorのブラジルでの石油
生産量が増えていく見通しである。加えてEquinorは、
2024年にかけてブラジル沖で複数の掘削を予定してい
る。ブラジルでの再エネ事業の進出には、これらの上流
事業の活動による排出量を間接的に低減する狙いもあ
る。

4. 投資動向とエネルギートランジションへの課題

（1） エネルギートランジションの影響で欧州系石油・ガ

ス企業の設備投資は減っているのか？

　近年、エネルギートランジションにより欧州系石油・
ガス企業による設備投資は減少しているという指摘があ

る。その点について過去5年間の設備投資推移を見て考
えたい。
　図32のとおり、たしかに設備投資額全体は近年、減
少傾向にある。しかし、2020年までは、設備投資は油

Hecate Energy 社のプロジェクト所在地図30

出所：Repsol

Apodi Complex 太陽光発電所図31

出所：Equinor
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価の変化に伴い増減しており、油価との相関関係が見ら
れる（図32、図33）。よって、油価の影響が大きく、
必ずしもエネルギートランジションによって設備投資が
減ったとは断言できない。
　しかし、気になることに2021年は油価が上昇したに
も関わらず、設備投資が戻る兆しはない。これには、様々
な要因が考えられるが、油価が上昇したとはいえ、新型
コロナウイルスの変異株の登場などで世界の石油需要の
見通しに不確実性が残っており、企業が設備投資の増額
を躊躇した可能性がある。
　加えて、石油・ガス企業の株主の態度の変化も関係あ
るだろう。これまでは、石油・ガス企業は、油価が上が
ると投資を増やして増産することで利益をさらに増やす
ことが主流であった。しかし、近年、石油需要のピーク
アウト説が囁かれたこともあり、株主は一般的に投資回
収まで時間のかかる上流投資よりも増配などの株主への

還元を優先するよう求める傾向がある。
　特に2020年は、パンデミックによる石油
需要の低迷と油価の下落を受けて、石油・ガ
ス企業は赤字を計上し、bpやShellなどはや
むなく配当を減らした。2021年は油価が上
昇し各社が多額の利益を計上するようになる
と、これらの企業は設備投資の増額よりも増
配や自社株買いといった株主への還元を優先
した。
　2022年1月現在、新型コロナウイルスの
流行は終焉しておらず、世界の石油需要の見
通しには不確実性が残るため、石油・ガス企
業がすぐに設備投資の増額に踏み切るとは考
えにくい。しかし、2021年は油価・ガス価
の高騰により、石油・ガス企業は多額のフリー
キャッシュフローを記録した。パンデミック
が収束し、世界経済が回復しはじめたとき、
潤沢なキャッシュをどこに振り分けて投資す
るのか注目される。

（2）欧州系メジャー 3社　

　 欧 州 系 メ ジ ャ ー 3 社（bp、Shell、
TotalEnergies）は3社とも油価と相関して設
備投資額が増減している点で共通している
が、内訳の変化は企業によって異なる（図
34～39）。
　まず、bpとShellは、設備投資の大部分を
上流事業に投資しており、設備投資に占める
上流事業の割合は大きく変わっていない。ま

た、営業利益の内訳にも目立つ変化は見られない。
　bpとShellの両社とも低炭素関連投資を進める方針を
取っているが、現段階で投資行動やビジネスモデルが大
きく変化しているとは言い難い。
　他方、TotalEnergiesは電力事業（紺色）への投資割合
が大きく増やしている。コロナ禍の影響もあり、全体の
投資額が減少しているにもかかわらず、電力事業への投
資があまり減っていないことが特徴的だ。同社は、bp
やShellと異なり上流での生産量削減目標を掲げておら
ず、替わりに2030年までにエネルギー生産量（energy 
production）を3割増加させるという目標＊19を掲げてい
る。その増加の内訳は、再エネを中心とする電力が半分、
そしてLNGが半分としている。販売構成は、2030 年ま
でに石油 30％、ガス 50％、電力 15％、バイオマス・
水素 5％へと変化させるという。TotalEnergiesは、現
段階においても営業利益に占める電力事業の割合が増加

欧州系石油・ガス企業の設備投資推移
（2017 年～ 2021 年第 3 四半期）図32

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

ブレント価格推移
（2017年～2021年第3四半期）図33

出所：各種資料を基に JOGMEC 作成
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bp の事業別設備投資額
（2017年～2021年第3四半期）図34

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

Shellの事業別設備投資額
（2017年～2021年第3四半期）図36

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

TotalEnrgies の事業別設備投資額
（2017年～2021年第3四半期）図38

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

bpの事業別営業利益
（2017年～2021年第3四半期）図35

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

Shellの事業別営業利益
（2017年～2021年第3四半期）図37

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

TotalEnergies の事業別営業利益
（2017年～2021年第3四半期）図39

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成
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しており、すでにビジネスモデルの変化が始まっている
ように見える。電力事業への大規模な投資が、長期的に
どのような結果を生み出すのか注目される。

（3）Eni、Equinor、Repsol

　次に、Eni、Equinor、Repsolの3社の設備投資と営業
利益の推移を見ていく。EniとEquinorは設備投資の9
割以上を上流事業に割り当てており、また営業利益に占
める上流事業の割合がかなり大きくなっている。これは、
メジャー企業は垂直統合型で、バリューチェーン全体で
利益を得ていくビジネスモデルであるのに対して、Eni
やEquinorといった企業は上流事業に軸足を置いたビジ
ネスモデルとなっているためである。
　Repsolは、もともと中下流事業を中心とする国営企
業に起源があり、現在でもそれらの事業を継続している
ことから、EniやEquinorとは異なる収益構造となって
いる。さらにRepsolは2018年に発表した戦略において、

「エネルギートランジションに対応するための電力事業」
を新規事業の柱の1つに据え、電力事業への投資を積極
的に行っている。スペインやチリで複数の発電所を有し
ており（図43）、2021年5月には米国の太陽光発電企業
の一部株式を取得することで米国の電力事業にも参入し
た。
　図42からも、2019年から電力事業への投資が増え、

営業利益の中で一定の割合を占めていることが分かる。
　Eniは現在、上流事業が中心のビジネスモデルだが、
電力事業の拡大に大きく舵を切ろうとしている。そもそ
もEniの電力部門の歴史は長く、1958年に前身のAgip

Equinor の事業別設備投資額と営業利益
（2017 年～ 2021 年第 3 四半期）図41

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

Repsol の事業別設備投資額と営業利益
（2017 年～ 2021 年第 3 四半期）図42

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成

Eni の事業別設備投資額と営業利益
（2017 年～ 2021 年第 3 四半期）図40

出所：Evaluate Energy を基に JOGMEC 作成
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の時代には英国企業と原子力エネルギー部門における技
術協力を、1979年にはイタリア政府との太陽光エネル
ギーに関する会合に参加するなどしていた。Eniは現在、
再エネ事業を戦略の中心に位置づけ、「2050年までに設
備容量60GW」という目標を掲げている。さらに2021
年10月、Eniはガス・電力小売・再エネ事業を上場し、
その上場企業の過半数の株式を保有すると発表した。
2021年、コロナ禍にあったが再エネ発電量や電力小売
の顧客開拓を着々と進め、過去よりも収益を大きく伸ば
した（図40）。
　Equinorも総合エネルギー企業への転換を進めてお
り、中でもノルウェー沖での操業経験を活かすことので

きる洋上風力において「洋上風力メジャー（global 
offshore wind energy major）」になることを目指してい
る。現段階では電力事業への投資は上流事業に比較する
と小さいが（図41）、2030年までに設備投資全体の15
～ 20-%を新エネルギーに投資するとしており、今後投
資が伸びていくと見られる。

（4）「総合エネルギー企業」への期待と課題

　ここで紹介している6社はいずれも電力事業に進出し、
石油・ガス企業から総合エネルギー企業への転換を目指
している。現状、設備投資や営業利益に占める電力事業
の割合にバラつきがあるが、いずれの会社も電力事業へ

Repsol の電力事業図43

出所：Repsol

Eni の 2024 年までの設備投資計画図44

出所：Eni
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おわりに

　欧州では石油・ガス企業をめぐる事業環境が大きく変
化してきており、企業は「何もせずに現状維持」というわ
けにはいかず、企業の存続と成長のために変化が求めら
れている。欧州の石油・ガス企業は、変化に対応し、新
しいビジネスチャンスを掴むためにさまざまな取り組み
を行っている。電力事業などに進出し事業の多角化を進
める一方で、再エネやCCSと組み合わせた上流開発と
いった、上流事業を継続して行うための努力も見られる。
とはいうものの、収益の多くは上流事業から得ており、
石油・ガス事業への依存体質から脱却することは容易で
はない。

　欧州系石油・ガス企業は、将来あるべき姿を模索して
いる段階にあり、これからどのように変化・成長してい
くのかは、中長期的に見ていく必要があるが、業界を問
わず、企業が時代とともに変わることはしばしばある。
日本でいえば、任天堂が花札からゲーム機・ゲームプラッ
トフォームの会社に、トヨタが織機から自動車の会社に
変遷していったように、欧州の石油・ガス企業も各社の
強みを活かしながら、時代や市場の変化に合わせて変
わっていくかもしれない。今後も欧州系石油・ガス企業
の動向を注視していく。

の投資を増やしていく構えだ。
　しかし、総合エネルギー企業への転換への最大の課題
は石油・ガス上流事業と電力事業の収益率の違いである。
Eniによれば、再エネ事業と上流事業において内部収益
率（IRR）の差が最大で3倍ほどある（図44）。上流事業
を減らして、電力事業を増やすという単純な事業の置き
換えでは、利益をキープすることは容易ではない。
　他方、数年前から電力事業への投資を拡大している
TotalEnergiesやRepsolといった企業は、油価の下落や
需要の落ち込みで上流事業の利益が伸びなかった2020

年においても電力事業で一定の収益を確保している。石
油・ガス事業は、油価が収益に直結するため、コモディ
ティ市場特有のリスクに常に晒されている。これに対し
て電力事業は、比較的収益が安定しているため、企業に
安定した収入をもたらすというメリットがある。
　図44のとおり、Eniは、2024年までの設備投資計画
において、上流事業に65%、グリーン・小売り事業に
20%、その他事業に15%と振り分けるとしており、各
社はこのようにして収益のベストミックを追求していく
ことになるだろう。
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コラム1：欧州のエネルギー需給見通し

　欧州におけるエネルギー需給の変化は、石油・ガス企業の動向に大きな影響を与えている。長期的なエネルギー
需給の変化を見るためにIEAの世界エネルギー展望（World Energy Outlook）を参考にする。同報告書には複数
のシナリオがあるが、どのようなスピードでエネルギートランジションが進むかの予測が難しいため、このレポー
トでは今日公表されている政策と目標のうち、実現可能性が高いと思われるものが反映されている公表政策シナ
リオ（STEPS＊20）を基に分析する。STEPSシナリオは他のシナリオに比べて「保守的」に見積もられているため、
欧州の市民や政府がより積極的にエネルギートランジションに舵を切ると、エネルギー需給の変化のスピードが
早まる可能性が十分に考えられる。

（1）�2050年までの欧州エネルギー需
要見通し

　IEAのSTEPSシナリオによれば、世界
の最終エネルギー消費量はアジアを中心
に長期的に増加し、2050年には2020年
の約1.3倍になると見られている（コラム
1-1）。
　最終エネルギー消費量のうち、欧州部
分だけ抜き出すと（コラム1-2）、欧州全
体では今後30年間で 56.7EJから52.2EJ
へと緩やかに減少すると見られている。
さらに細かく見ると、EU加盟国（EU）で
は2050年にかけて40.9EJから34.0EJま
で減少するのに対し、EUに属さない国々

（EU域外）では2050年にかけて15.8EJか
ら18.2EJへと微増する。よって、欧州全
体では緩やかに減少に見えるが、細かく
見ると欧州の中には消費量が増える国と
減る国とが混在すると見通しである。

（2）�エネルギーミックスの変化：再エネ
の伸び

　前述のとおり欧州では長期的にエネル
ギー需要が減少していくと見られている
が、具体的な需要の変化を見るために、
ここでは2010年から2040年にかけての
エネルギーミックスの変化を見ていく。
　2040年までの見通しで注目すべきは、
再生可能エネルギー（再エネ）の伸びであ
る。欧州の一次エネルギー需要において、
2010年から2019年の約10年間で、需要
全体に占める再エネの割合が11%から16%に増加した一方で、化石燃料の割合は76%から71%に減少した。
IEAのSTEPSシナリオによれば、このような再エネ需要の増加および化石燃料需要の減少の傾向は今後も進む
とされ、2040年時点では、再エネの割合が2019年比で倍増し、化石燃料需要の割合は2割減となる見通しである。
　仮にAPSシナリオやSDSシナリオに進となると、再エネの割合はさらに大きく増加し、化石燃料需要もより
減少するが、「欧州」というエリアとしては「保守的」かもしれないSTEPSでも、これだけ大きく減少すること、
またこれよりも大きく化石燃料の減少が起きるかもしれない点は認識しておきたい。
　次に、発電量を見ていく。IEAのSTEPSシナリオによれば、欧州では電化の進行により電力需要が増加し、 
2050年にかけて発電量が増加していく。この発電量の増加は再エネの成長に支えられ、2050年には発電量の7
割以上を再エネが占めると見られている。

世界の最終エネルギー消費見通しコラム
1-1

出所：IEA World Energy Outlook 2021 を基に JOGMEC 作成

欧州の最終エネルギー消費見通しコラム
1-2

出所：IEA World Energy Outlook 2021 を基に JOGMEC 作成



67 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

欧州系石油・ガス企業の上流事業戦略～カーボンニュートラル目標下の探鉱・開発～

　APSやSDSのシナリオに近づけば、化石燃料需要の減少と対照的に、電力需要がさらに大きくなるシナリオに
なる。

（3）�2050年までの石油・天然ガス需給見通し
①石油需給見通し：長期的な需要の減少
　ここで、2050年までの石油の需給見
通しに限って詳く見ていく。コラム1-5
の積み上げグラフ全体は欧州の石油需要
を表しており、EUに属さない国々にお
ける生産量は濃緑色、EU加盟国におけ
る生産量は紺色である。このグラフの薄
い緑部分である「輸入量」とは、石油需要
からEU域内生産量、EU以外の欧州内
の石油生産量を単純に減じている。
　石油需要について、欧州全体で減退が
始まっており、 2010 年からの10 年間で 
200 万b/d減少した。IEAのSTEPSシ
ナリオによれば、2050年までに2020年
時点の 1,200 万 b/dからおよそ半分の
640万b/dまで減少すると見られている。
　欧州域内からの供給（石油生産量）につ
いては、緩やかな減退期に入っており、 
2010年に欧州全体で440 万b/dを生産
していたが、 2020年には380万b/dとなっ
た。IEAの STEPSシナリオによれば、
2050年には160万b/dにまで大きく減
少する見通しである。
　欧州の石油需給見通しの特徴は、保守
的なSTEPSシナリオでもEU域内での生
産量が需要に対して非常に小さい点であ
る。 2020年時点で、欧州全体での石油
需要は1,190万b/d、うちEU域内の需要
が300万b/dであったが、EU域内の生
産量はわずか50万b/dであった。
　逆にいえば、欧州内、特にEU域内で
石油産業をプロモートしてもその経済効

欧州の発電量見通しコラム
1-4

出所：IEA World Energy Outlook 2021 を基に JOGMEC 作成

長期石油需給見通しコラム
1-5

出所：IEA World Energy Outlook 2021 を基に JOGMEC 作成

欧州の一次エネルギー需要（IEA STEPS シナリオ）（2010 年・2019 年・2040 年）コラム
1-3

出所：IEA World Energy Outlook 2020 を基に JOGMEC 作成
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果は薄く、気候変動対策のみならず、
産業政策としてもエネルギートランジ
ションの積極策に打って出る点も妥当
といえるであろう。

② 天然ガス需給見通し：輸入依存度の
上昇

　次に、欧州の天然ガス需給を整理し
ておきたい。2050年までの天然ガス需
給見通しについて、石油需給のグラフ
と同様にコラム1-6の積み上げグラフ
は欧州の天然ガス需要を表しており、
EU以外の欧州における生産量を濃いピ
ンク色で、EU域内における生産量を紺
色で着色したものである。なお、この
グラフの薄いピンク色部分である「輸入
量」とは、天然ガス需要から欧州内の天
然ガス生産量を単純に減じたものであ
る。
　 天 然 ガ ス 需 要 に つ い て、IEAの
STEPSシナリオによれば、石油需要が
長期的には半減するとされていたのに
対して、2050年にかけて緩やかに減少
していくと予測されている。 2010年か
らの10年間で696bcmから596bcmへと大きく減少したが、その後は2030年に587bcm、2050年に497bcmと
少しずつ減少していくと見られる。
　供給（天然ガス生産量）は近年大きく減少しており、 2010年から2020年までの間に100bcm減少した。これは、
オランダ・フローニンゲンガス田において小規模地震が頻発した問題により段階的な生産停止措置を前倒しした
影響を受けて、EU域内の生産量が2010年の148bcmから2020年に55bcmにまで減少したためである。
　欧州の天然ガス需給見通しの特徴は、需要の減少速度よりも、生産量の減少速度が上回ったため、特にEU域
内においてガスの輸入依存度が高まっている点である。 STEPSシナリオの需要量・供給量の数字を基に計算す
ると、欧州全体では2010年におよそ50%だった輸入依存度が2020年で60%、2030年に66%となり、さらに
EUでは2010年に67%、2020年に86%、2030年に90%と大きく高まる見通しになる（コラム表1）。
　APSやSDSのシナリオでは、ガス需要はより大きく減少するため、ガス輸入依存度はそれほど高まらないかも
しれない。ただし、コンサルタントや情報誌の一般的な見通しとしては、天然ガス需要の減少は石油需要減少よ
りも遅れるとの見方が一般的であることから、欧州における2030年前後のガス輸入依存度は、STEPSシ
ナリオのケースと比較してそれほど低下しないのではないだろうか。

（4）�まとめ：減少する化石燃料需要と再エネの成長への期待
　欧州では、2050年にかけてエネルギー需要は緩やかに減少し、そのなかでも石油需要はほぼ半減すると見ら
れている。加えて、北海油ガス田の生産量も減退しており、欧州系石油・ガス企業にとっては、現状のままでは
既存ビジネスは長期的には縮小していく方向になるため、ビジネスモデルの変革が求められている。そこ
で、成長市場である再エネ事業に進出するのは合理的な流れである。また政策目線で見ると、化石燃料需要が減
少すると見られているなか、伸びしろのある再エネに注力することは、エネルギー自給率を高めるという側面が
ある。つまり、再エネ促進は、温室効果ガス排出量の削減につながるだけでなく、国産（EU域内産）エネルギー
の増加によるエネルギー輸入依存度の低減にもつながるため、政策によるサポートを得やすい。
　このように欧州における脱化石燃料と再エネ促進の動きは、エネルギー市場の需給の変化が大きなトリガーと
なっている。
　他方、化石燃料から再エネへの切り替えは容易でなく、その課題にも直面している。2021年、英国やポーラ

長期天然ガス需給見通しコラム
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出所：IEA World Energy Outlook 2021 を基に JOGMEC 作成

欧州の天然ガス輸入依存度概算コラム
表1

2010 2019 2020 2030 2050

欧州の輸入依存度 51% 58% 60% 66% 64%

EU の輸入依存度 67% 83% 86% 90% 89%
出所： IEA World Energy Outlook 2021のSTEPSシナリオに基づき

JOGMEC作成
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欧州系石油・ガス企業の上流事業戦略～カーボンニュートラル目標下の探鉱・開発～

ンドなどで、風がいつものように吹かず、洋上風力発電所からの発電量が極めて低い状況になった。そのほか、
欧州のガス需要が回復したにもかかわらず、ロシア産ガス供給量がコロナ禍の前の2019年と比較して少ない等、
さまざまな要因が重なって、欧州ではガス価格が高騰した。
　2021年はエネルギーセキュリティ上の課題が改めて浮彫りになった。これを受けて、欧州各国がどのような
エネルギーミックスを目指していくのか注目される。

コラム2：英国とノルウェーの生産見通し

　欧州の主要産油国である英国とノルウェーが積極的な気候変動対策を打ち出している背景には、北海油ガス田
の減退がある。

（1）英国
　1960年代に開発が始まった北海の開発は、2000年前後に生産のピークを迎え、減退期に入っている。一時期
生産量は横ばいとなっていたが、2019年からさらに減退が進んでいる。英国政府は石油・天然ガス業界の労働
者の職業転換訓練に加え、洋上風力の推進、CCSや水素事業への補助金交付、原子力発電の建設計画を進めている。

（2）ノルウェー
　ノルウェー政府によれば、石油・ガスの生産量は2020年代中頃にピークを迎えると見られている。ノルウェー
で主にプレーするEquinorも生産ピークは2026年としている。
　ノルウェー政府は、生産減退の予測を踏まえて、再エネ電力や水素・アンモニアの輸出、海底資源開発を視野
に入れた産業の多角化を目指す政策を進めている。
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英国の石油・ガス生産見通しコラム
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出所：OGA を基に JOGMEC 作成

ノルウェーの石油・ガス生産量見通しコラム
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出所：ノルウェー政府
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アナリシス

<注・解説>
  ＊1：生産量と埋蔵量の図表は、Wood Mackenzie社のUpstream Data Tool（ UDT）を使用して作成しており、数値

はWI Productionの数値を使用している。UDTは、2021年10月時点の数値であり、一年前に売却された資産
が反映されていない場合がある。また、ガス資産の石油換算方法などもWood Mackenzie社に拠るものである。
よって、UDTの数値は各社のアニュアルレポートの数値とは多少差が生じる。

  ＊2：Equinor`s practice on "green hydrogen" is beeing studied、2021年8月4日、アゼルバイジャンエネルギー省：
https://minenergy.gov.az/en/xeberler-arxivi/equinor-sirketinin-yasil-hidrogen-uzre-tecrubesi-oyrenilir

  ＊3：アゼルバイジャン領カスピ海Shafag Asiman鉱区で天然ガスコンデンセート発見、2021年5月13日、
JOGMEC：https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009032.html

  ＊4：アゼルバイジャンカスピ海の主要上流事業状況、2021年9月17日、JOGMEC：https://oilgas-info.jogmec.
go.jp/seminar_docs/1008936/1009125.html

  ＊5：南欧のガス調達に新しい風： TAP稼働の意義、2020年12月18日、JOGMEC：https://oilgas-info.jogmec.
go.jp/seminar_docs/1008672/1008915.html

  ＊6：Eni and bp to explore combining Angolan interests into new joint venture, 2021年5月19日、Eni：https://
www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/05/cs-eni-angola-bp.html

  ＊7：Iraq, bp：https://www.bp.com/en/global/corporate/what-we-do/bp-worldwide/bp-in-iraq.html
  ＊8：ブラジル：低調な結果に終わった第17次ライセンスラウンド、2021年10月18日、JOGMEC：https://

oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009152.html
  ＊9：Shell Invests in the Whale Development in the Gulf of Mexico, 2021年7月26日、Shell：https://www.shell.

com/media/news-and-media-releases/2021/shell-invests-in-the-whale-development-in-the-gulf-of-mexico.html
＊10：TotalEnergies to prioritize low carbon intensity in new upstream investments: CEO, 2021年7月29日、

Platts：https://www.spglobal.com/platts/es/market-insights/latest-news/electric-power/072921-
totalenergies-to-prioritize-low-carbon-intensity-in-new-upstream-investments-ceo

＊11：Gazprom and Shell expanding cooperation, 2021年3月16日、ガスプロム：https://www.gazprom.com/
press/news/2021/march/article525229/

＊12：So why is the new Johan Sverdrup field so important?, Equinor：https://www.equinor.com/en/magazine/
why-is-johan-sverdrup-so-important.html

＊13：Hywind Tampen: the world’s first renewable power for offshore oil and gas, Equinor：https://www.equinor.
com/en/what-we-do/hywind-tampen.html

＊14：ノルウェー：炭素税引き上げを計画―低炭素と低コストのジレンマを超えられるか？―、2021年2月15日、
JOGMEC：https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1008957.html

＊15：TotalEnergiesとイラク政府が、エネルギー関連の大規模取引に調印、2021年9月13日、JOGMEC：https://
oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009120.html

＊16：bp and Oman form strategic partnership to progress significant renewable energy and hydrogen 
development, 2022年1月17日、bp：https://www.bp.com/en/global/corporate/news-and-insights/press-
releases/bp-oman-form-strategic-partnership-to-progress-significant-renewable-energy-and-hydrogen-
development.html

＊17： PTTEP によるオマーン Block 61 参入に見る資産買収の新たな潮流、2021年3月26日、JOGMEC：https://
oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/004/2104_em_th_PTTEP_Oman_
B61_r1.pdf

＊18：Eni and the International Renewable Energy Agency launch a partnership to accelerate the energy 
transition, 2021年9月30日、Eni：https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2021/09/eni-irena-
partnership.html

＊19：2021 Strategy & Outlook presentation, 2021年9月28日、TotalEnergies：https://totalenergies.com/media/
news/press-releases/2021-strategy-outlook-presentation

＊20：IEAが作成しているシナリオのうち、公表政策シナリオ（Stated Policies Scenario, STEPS）と呼ばれるもの。
政府が表明している政策や現在実施されている政策を分野別に評価した、各国の取組をベースにしたシナリオ。
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