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　エッセー

エネルギー・トランジションと石油・
天然ガス探鉱・開発投資の行方

　2月24日に始まったロシアによるウ
クライナ侵攻は、本稿の執筆時点（2022
年3月下旬）では、まだ続いている。
　多くの市民が死傷し、また郷土を追
われて難民化するなど、ウクライナの
惨状に、一刻も早い戦闘終結を望みた
い。一部ではウクライナ軍の反撃も報
じられているが、この後、この侵攻が
どのような方向に向かうのか、さらに
政治・経済へいかに影響するのか、そ
して石油・天然ガスの市場や企業の動
静にどのように影響するか、見通しが
極めて難しい。多くのエキスパートた
ちも将来を占おうとしているが、まだ
明確にはされていない。
　また、エネルギー・トランジション
については、以前から先進国を中心に
再生可能エネルギーの導入や二酸化炭
素排出削減策の導入などが本格化し、
石油・ガス会社でも対応が進められて
きたが、今回のロシアのウクライナ侵
攻がその方向やスピード感にいかなる
影響を与えるかも測り知れない。一部
の識者は「エネルギー・セキュリティ
に焦点が当てられ、エネルギー・トラ

ンジションの速度は遅れるはずだ」と
主張しているが、別の識者は「エネル
ギー・セキュリティは短期的には遅れ
るかもしれないが、長期的にはトラン
ジションのスピードは変わらない」と
の考えだし、また「ロシア産石油・ガ
スへの依存を断つためにも、再生可能
エネルギーの導入を急がねばならな
い」との声もある。
　いずれにせよ、産油国・産ガス国の
政府（国営石油会社）や国際的な石油・
天然ガス企業は、「エネルギー・トラ
ンジション」と「収益/安定供給確保」
に加え、「ロシア」という変数を加えて、
さらに複雑になった方程式を解かねば
ならなくなった。

1.  エネルギー・トランジ
ションの難しさ

　昨年11月のCOP26に向けて世界各
国が将来のネットゼロをコミットし、
実際にCOP26の場でもそれに向けて
さまざまな協議が行われ、ネットゼロ
の達成に向けた重要事項が合意された
わけだが、ネットゼロへの実際の道の

りは非常に困難な道程である。それを
端的に示す一つが、下記にご紹介する
ダニエル・ヤーギン氏による寄稿である。

（1）ダニエル・ヤーギン氏による寄稿

　長年にわたり、石油・天然ガス産業
か ら 世 界 の 変 転 を 俯 瞰 し て き た、
ピューリツァー賞作家でIHS Markit
社の副会長ダニエル・ヤーギン氏は、
昨年11月末、1857年に米ボストンで
創刊された雑誌「The Atlantic」に、エ
ネルギー・トランジションの難しさを
わかりやすく説明している文章を寄稿
している。かなりの長文にはなるが、
まずは、この寄稿文の筆者による全文
和訳をぜひご紹介させていただきた
い。エネルギー・トランジションが非
常に複雑な道程であることをわかりや
すくご理解いただけることと思う。

（全文の翻訳・転載をご了承くださっ
たIHS Markit社に、心より御礼申し
上げます。寄稿英文は文末をご参照下
さい。なお、枠内の青字部分は筆者に
よる補足的記述であるのでご容赦くだ
さい）

JOGMEC調査部 古幡　哲也（編者）

「エネルギー・トランジションはなぜこれほど複雑になるのか 」

－世界がどれだけ石油とガスに依存しているかがよく理解されていない－
ダニエル・ヤーギン（2021年11月27日）

　「環境対策」と「エネルギーの必要性」という、対立する社会的な要請を的確に理解するためには、
とある賞を受賞した、次の話について考えてみてほしい。－といっても受賞者は受賞したくはな
かっただろうが、ぜひともピックアップさせていただく。
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　石油・天然ガスの開発現場で、石油・ガス会社に技術サービスを提供する「Innovex Downhole Solutions」というテ
キサスの会社が、アウトドア用衣料品メーカーとして有名なNorth Face社に、「North Face」のロゴが入ったジャケッ
ト400着を注文したことがあった。しかしNorth Face社はその注文を断った。North Face社は自らを「政治的意識
の高い」のブランドと位置づけ、Innovex Downhole Solutions社のような「タバコ・性的産業（紳士クラブを含む）・ポ
ルノ」と同種の企業に「North Face」のロゴは使わせない、というのが注文を断った理由であった。North Face社にし
てみれば、石油・天然ガス産業はそのようなカテゴリーに入るのだろうし、そのような企業にジャケットを供給する
のはNorth Face社の価値観にはそぐわないのだろう。North Face社は将来、リサイクル原料や再生可能な材料の使
用量を増やす計画を持っており、Innovex Downhole Solutions社のような企業への自社製品販売は、North Face社
の「持続可能性や環境保護に関わる目標やコミットメント」に反するのだろう。
　ただ、その後に判明したのは、North Face社自らのビジネスが、アウトドア活動愛好家だけではなく、石油・天
然ガス産業にも大きく依存していたことであった。同社のジャケットの原料のなんと90％以上が、石油や天然ガス
を原料とする化学素材で構成されていた。しかも、ジャケットや素材は、中国やベトナム、バングラデシュなどで生
産され、石油を燃料として動く船舶で米国に輸送されているのである。
　さらに面倒なことに、Innovex Downhole Solutions社からの注文を断る少し前、North Face社のオーナーが、デ
ンバー空港にNorth Face社専用ジェット機用の新たな格納庫を建設していた。当然そのジェット機の燃料は石油か
ら生産されている。
　さらに明白な矛盾を挙げると、North Face社はコロラドで特に大きな石油・天然ガスの需要家であるとの理由で、
コロラド石油・天然ガス協会から初の「需要家感謝賞」がNorth Face社に贈呈されていた。North Face社はコロラド
石油・天然ガス協会にその賞を突き返した。
　このエピソードから導かれる結論は、人によって異なるかもしれない。気候変動問題へのもっとも一般的な反応は、

「二酸化炭素を排出する燃料使用を止めて、再生可能エネルギーやCCSに支えられて大量生産される水素燃料に移行
すればよい」というものだろう。このような考え方は、2021年にスコットランドのグラスゴーで開催された歴史的な
COP26で、より強く脚光を浴びた。排出権市場など、非常に多くの重要なイニシアチブの合意により、気候変動に
対する緊急性や強い意気込みが謳われ、多くの国が2050年あるいはその10年・20年後のネットゼロを公約したの
である。しかしながら、North Face社の話は、エネルギー・トランジションが、はた目で見るよりずっと複雑な問
題であることを思い起こさせるのである。

＜新たなエネルギー危機＞
　その複雑さを私たちに思い起こさせたのは、「グラスゴー会議の玄関先に現れた招かれざる客」、すなわち欧州とア
ジアを巻き込んだエネルギー危機であった。以前であれば、エネルギー危機は石油が原因で始まるのが常であった。
しかし、今回の危機は石炭とLNGの不足により悪化したのである。これにより石炭とLNGの価格が上昇し、それを
燃料とする中国の電力供給は不足した。その結果、中国では電力供給の統制や工場の閉鎖が相次ぎ、さらにそれら製
品の供給先の北米や欧州などでも物流が滞ったのである。
　特に英国と北部欧州では、北海での風量が足りず沖合風力の発電量が大きく減少したために、欧州でのエネルギー
不足はさらに顕著なものとなってしまった。ガス、石炭そして電力の価格は急騰し、特にLNGの価格は最大で7倍に
も跳ね上がった。英国やほかのヨーロッパ各国では、突如高騰したエネルギーコストを賄えずに、続々と工場が操業
を停止した。英国や欧州各国の肥料工場は、来春の農作期に向けて肥料を生産しなければならないが、肥料工場も停
止する羽目となった。
　これらの燃料価格の高騰を追うように、原油価格も1バレル80ドル台のレンジに上昇した。需要と供給のバラン
スがタイトになるなかで、一部には原油価格が1バレル100ドルに至るとの声もあった。米国ではガソリン価格が高
騰している。ガソリン価格の高騰は選挙に際して現職議員に不利に働くため、政治家も不安を感じている。これに加
えてインフレも悪化しているため、バイデン政権は産油国に生産量を増産するよう依頼したが、今のところその効果
は出ていない。バイデン政権は、ガソリン価格を抑制するため、他国と協調して、過去最大量の戦略備蓄石油を売却
することを感謝祭の前日に発表した。
　今回の「エネルギーショック」は、偶然発生した一時的な事象だろうか？ それとも、2050年ネットゼロ達成へ排出
削減を急ぎ過ぎて、炭化水素資源への投資を抑制したために、今回同様の危機が何度も起こるのだろうか？ もしも
これが一時的な事象であるならば、世界は数カ月のうちに再び前進するだろう。しかし、もしも今後、同様のエネル
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ギー不足がさらに続くようならば、政府は温暖化対策の目標達成の時期とその手法を再検討せざるを得なくなる可能
性があろう。現在のエネルギーショックではこんな事例が起きている。英国では、以前から石炭火力発電所を停止す
る方針だったが、電力不足を解消するため、操業を休止していた石炭火力発電所を再稼働せざるを得なくなっている。
　このような結果は、物事をあまりに性急に進めすぎた結果だと指摘する有名人は少なくない。フランスの経済学者
でマクロン大統領のアドバイザーでもあるJean Pisani-Ferry氏もその一人である。現在のエネルギー危機が顕在化す
る前の（2021年）8月、同氏は、化石燃料を脱却してエネルギー・トランジションを加速すると、世界経済を混乱に陥
れた石油危機と同様の大きな経済的ショックにつながりかねないことを、早くも指摘していた。また、同氏は、「政治
家は難しい選択を強いられることを覚悟すべき」とも発言した。

＜別の形のエネルギー・トランジション＞
　「エネルギー・トランジション」という言葉には、一つの現実からもう一つの現実へと滑らかに移行していくような
響きがある。しかし、現実にはそんなに単純ではなく、もっと複雑である。歴史を見ても、そもそもエネルギー・ト
ランジションというのは非常に難しいものであり、さらに今回のエネルギー・トランジションは過去のトランジショ
ンに比してももっとチャレンジングなものなのである。拙著「The New Map」で私は、エネルギー・トランジション
の始まりは、1709年、アブラハム・ダービーという名の英国の金属労働者が、木材ではなく石炭を熱源として用い
ることで、より良質な鉄を製造する方法を考案したことと位置づけた。しかし、この最初のエネルギー・トランジショ
ンは決して迅速に進んだわけではなく、非常に時間を要した。技術学者のVaclav Smilが指摘したように、実際に石
炭がエネルギー源として木材を凌駕したのは、「石炭の世紀」とも呼ばれる19世紀ではなく、実は20世紀初頭なのだ。
一つ付け加えると、過去のエネルギー・トランジションは、実際には「エネルギー・アディション」であった。石油も
1859年に発見されたが、1960年代になってようやく初めて石炭を追い越して、最大のエネルギー源となった歴史が
ある。
　だが今回のエネルギー・トランジションは「エネルギー・アディション」ではなく、様相が異なる。86兆ドル規模
の現在の世界経済は、そのエネルギー源の約80％が炭化水素由来となっている。これをほぼ完全に置換しようとし
ているのである。2050年には185兆ドルにも膨れ上がる可能性のある世界経済のエネルギー構造を、CCS（二酸化炭
素の地下貯留）を使うとしても、すべて脱炭素型のエネルギーシステムに変革することが企図されているのだ。これ
を30年未満で完了すること、さらにこの大きな変革の主要部分をあと9年の間に達成することが、いかにハードル
が高いことかがお分かりいただけると思う。
　このとおり、本稿ではエネルギー・トランジションの複雑性を明らかにしてきた。防寒着の問題にとどまらず、「世
界が石油・ガスにどれだけ依存しているか」が相当程度、理解されていないのである。ガソリン車から電気自動車に
変えれば済むような問題ではない（ちなみに電気自動車にしても、その素材の20％はプラスチックからできている）。
今の問題は、プラスチックや、石油やガスから造られる製品から、すべて転換しようとしている問題なのだ。プラス
チックは風力発電塔にもソーラーパネルにも使用されている。石油は風力発電機のタービンの潤滑油にも使われる。
あなたの携帯電話の外装、眼鏡そして病院で使われる用具の多くもプラスチック製だ。ボーイング787旅客機や
F-35戦闘機のフレームも、石油から生産される高強度のカーボンファイバーでできている。また旅客機の数は今後
20年で2倍になると見込まれているが、それらがバッテリー電源で飛ぶとも思えない。
　石油製品は、パンデミックに対処するためにも極めて重要である。例えば医療スタッフを守る装具からファイザー
やモデルナのワクチンに含まれる脂質も石油から製造されている。タイレノールやパナドルのような頭痛薬の成分で
あるアセトアミノフェンも、石油から製造されている。つまり、石油・天然ガスは現代的な生活に非常に深く組み込
まれているのである。

＜新たな南北問題か？＞
　もう一つ、技術的な問題以外の「エネルギー・トランジションの複雑性」がある。それは、新たな「南北問題」という
側面である。もともとの南北問題は、1970年代、北半球の先進国と南半球の開発途上国（もともと植民地だったエリ
ア）の間の経済格差に根差す争いだった。当時は、OPECが世界の表舞台に名乗り出て、石油価格がその争いの中心
になったこともあった。その後、グローバリゼーションが広がり、途上国市場も拡大し、先進国と途上国は経済的な
結びつきを強め、過去の対立の怨恨も弱まった。
　しかし今日、気候変動対策にかかわる立場の違いから、また以前とは異なる対立が生じようとしている。今度の先
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進国と発展途上国の対立は、以前とは異なる輪郭を見せている。先進国にとって気候問題は、COP26で示されたよ
うに、そしてしばしば政治家が形容するように「人間の生存を左右する（existential）」問題だ。その一方で、発展途上
国は、気候変動対応にも深く問題意識を持ちつつも、それとは別の「人間の生存を左右する」問題にも直面している。
それは、気候変動だけでなく、COVID-19からの復興、貧困率の引き下げ、経済成長促進、国民の健康、そして社会
の安定なのだ。
　例えば、1人当たりGDPが米国のわずか10％のインドは、「エネルギー・トランジションズ」と複数形の問題とし
てとらえている。モディ首相率いるインド政府は風力、太陽光、水素の開発への野心的目標に加え、さらに2070年ネッ
トゼロの目標も掲げている。しかし、それと同時に、当面の目標を達成するために炭化水素資源も使用するとしてい
る。インド政府は公式な報告で「エネルギーはいかなる国でも経済開発進展の大黒柱である」と述べている。
　最近までインドの石油・天然ガス大臣を務め、現在は教育大臣のDharmendra Pradhan氏は、私に「我々は非常に
大きなエネルギー源を必要としている。我々が置かれた状況のなかでは、利用可能なすべてのエネルギー源をすべて
ミックスすることが唯一適切な方法だ」、そして「インドは我々なり方法でエネルギー・トランジションを追求してい
く」と述べた。
　欧州政府は今、ガスに関連する事業を、今後のエネルギープログラムで支援対象に組み込むかどうかを検討してい
るが、インドでは600億ドルをかけて、石炭を代替するための天然ガスインフラを構築しようとしている。都市近郊
の市民にとって、これにより大気汚染が解消され、二酸化炭素排出も削減される。またインドの地方住民には、さら
に多くのプロパンガスを供給して、木材や廃棄物を調理用燃料に使用させず、室内の空気の汚染を防ぎ、病気や若年
死を防ごうとしている。
　ナイジェリアのYemi Osinbajo副大統領も、今年直接話をした際、「エネルギー・トランジションという言葉には
おかしな面がある。我々は時々トランジションの1つの要素だけを注視しがちだが、しかし、実際には、エネルギー・
トランジションそのものが多次元的なものである」そして、「各国経済の異なる現実を考慮して、さまざまなネットゼ
ロへの道程があるべきだ」と私に言っていた。
　またOsinbajo副大統領は、欧州の銀行や国際金融機関が環境対策を理由に、炭化水素、特に天然ガスへの支援を
禁止する方針を示していることがアフリカ諸国にとって特に大きな問題だ、と指摘した。「天然ガスプロジェクト開
発を制限することは、大した二酸化炭素排出削減にはつながらない一方、アフリカの国々にとって大きな試練となる」
とも述べている。また、続けて「天然ガスと天然ガス液は調理によく使われる木炭や灯油を大量に代替しつつあり、
また室内汚染による年間死亡者何百万人もの生命を救っている」とも語った。
　またセネガルのAissatou Sophie Gladima石油大臣は端的に「石油・天然ガス開発への貸付を制限することは、我々
に対して、はしごを外して空を飛べと言っているようなものだ」と述べている。
　さらにいえば、エネルギーを生産する発展途上国の多くは、その財政や社会的支出を、石油・ガス産業からの収入
に依存している。他の代替収入として期待できるものはない。（2021年）10月には米国政府高官が米企業に対し、
アフリカの石油・天然ガス資源への新たな投資に対し規制またはその他のペナルティーを科すと通告した。しかし、
例えばナイジェリアのように、2億の人口を抱え、しかし1人当たりGDPが米国の12分の1しかなく、政府予算の
70％、GDPの40％を石油・天然ガス輸出に頼っている国には、石油・天然ガスに頼る以外の選択肢は今すぐにはない。
　また、アフリカのビジネスと経済の専門家、ハーバード・ビジネス・スクールのHakeem Belo-Osagie講師は「アフ
リカは気候変動問題の原因ではなく、排出量が占めるアフリカの割合は非常に小さい」「COVID-19により多くのア
フリカの国の財政は壊滅状態であり、アフリカの各国にとって、財政の確保に不可欠な化石燃料生産を止めることは
期待できない」と述べている。
　はたして、新しい「南北問題」によって世界各国の政策が悪影響を受けることはないのだろうか。手っ取り早く判断
するのであれば、今後２年間の世界の貿易量がどうなるか見ておいてもらいたい。もともとの南北対立は、世界貿易
の拡大伴って、発展途上国にとってのビジネスチャンスも拡大したことで、相当程度和らいだ。
　しかし、新しい南北対立は確かに存在している。欧州では国境炭素調整メカニズム（Carbon Border Adjustment 
Mechanism）の導入に向けて動いている。これは難しい名前だが、一言で言えば、二酸化炭素関税である。この炭素
関税は「炭素強度」、つまり一定の製品製造時に使用された炭素量によって課される。欧州はこの関税制度により、欧
州の気候変動政策やその価値観が世界で適用されるようにもくろんでいるが、しかしそれは同時に高額の脱炭素コス
トを実際には炭素価格の導入により高いコストを支払っている欧州企業を保護することにもなっている。今のところ、
欧州では限定的な製品にしか炭素関税をかけていないが、今後、徐々にその品数を増やしていくことが予測される。
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米国のバイデン政権も同様の炭素関税を検討している。しかし、発展途上国側はこのような動きは差別的で、欧州の
政策を途上国側に強制しようとしている、と受け止めている。
　2015年のパリ協定では炭素中立（カーボン・ニュートラリティ）という目標が「何か」を定めた。グラスゴーの
COP26は、その目標を達成するための「方法」について大きなステップとなった。しかし、エネルギー・トランジショ
ンに関しては、これから先、その複雑性をさらに目の当たりにする局面を迎えるかもしれない。

- ダニエル・ヤーギン氏はIHS Markit社の副会長、作家でピューリツァー賞受賞歴がある。最新刊は「The New 
Map：Energy, Climate and the Clash of Nations」（邦訳：新しい世界の資源地図）
-著作権：ダニエル・ヤーギン、「The Atlantic」誌に初出。

　ヤーギン氏はネットゼロの難しさを
非常に分かりやすく紐解き、また以前
から横たわっている先進国と発展途上
国の間の問題をあぶりだしている。読
者の皆さんのお考えはいかがだろう
か。

（2） ロシアのウクライナ侵攻によるエ

ネルギー・トランジションへの影響

 •  さらに難しい判断が求められる石
油・天然ガス開発

　現在、ロシアのウクライナ侵攻が続
き、いつ果てるともわからない争いの
なかで、国際社会は一斉にロシアに対
する経済制裁を強化しつつある。現時
点では、経済制裁の効果がプーチン大
統領のウクライナ侵攻に関わる判断に
効果を与えていない様子だ。このまま、
ロシア経済が世界経済との関係を制限
されたり、大きく分断される場合、エ
ネルギー・トランジションの方向性や
その速度に、どのような影響を与える
だろうか。
　これまでのところは、「エネルギー
の安定供給の確保」と「再生可能エネル
ギーなど海外に依拠しないエネルギー
の促進」の双方が重要だとする各国首
脳のコメントが報じられている。例え
ば、英国では、引き続き再生可能エネ
ルギーや原子力などのエネルギー開発
を進める一方で、ロシア関連船舶の英
国内の港への入港を禁止し、年内にす
べての石油輸入を停止する方針として
おり、ジョンソン大統領は「ロシアの
エネルギー供給政策に左右されること
は許されず、エネルギー自給に向けた

トランジションの一部として英国の炭
化水素資源は必要である」として、数
日の間に新たな戦略を提示すると発言
した＊1。
　しかし石油・ガス会社にとってみれ
ば、足元の価格指標や増産要請に応じ
て政府・社会の期待に応えようとすれ
ばするほど、開発した油・ガス田の経
済限界まで生産できないリスクを抱え
ることになる。「いつまでどの程度投
資して、いつまでどの程度生産すれば
よいのか」は、従前にも増して難しい
問題になっている。
 •  米国のシェールオイル生産は増加

するか
　ここで注目されるのが、比較的早期
に投資を回収できる、いわゆる「ショー
トサイクル資産」の代表格、米国の
シェールオイル及びシェールガスであ
る。特にシェールガスは、今後、米国
で投資意思決定や開発が期待されるガ
ス液化施設へのガス供給源としても期
待されている。
　実際に米バイデン政権は、ロシアの
生産を代替するために、米国の石油会
社に石油・天然ガスの増産を促してい
る。しかし、今の時点では増産を促す
ための具体的な政策には踏み込んでい
ない。基本的には再生可能エネルギー
など温暖化ガス排出削減の方向性を維
持し、口先だけでしか増産を促してい
ないように見えている。
　例えば、石油産業に対して長年講じ
られてきた免税措置を終結することが
検討されている。また昨年11月に米
内務省が行ったメキシコ湾沖合の

OCS（Outer Continental Shelf）のリー
スセールには多くの石油会社が参加し
て鉱区権益を獲得した＊2 にも関わら
ず、その後の環境団体からの提訴で
リースセール実施に違法判決が出ると
内務省はその判決に対して控訴せず、
リースセール結果をそのまま失効させ
た。さらに陸域の米連邦政府管轄地か
らはバイデン政権になってからは新た
な石油・天然ガス鉱区は公開されてい
ない。
　このように石油・ガスの増産を働き
かけながら、具体的な政策が伴ってい
ないことに、石油会社・ガス会社から、
矛盾した政策であるとの非難も出てい
る。米国の石油・ガス会社の株主や金
融機関は、企業に対して、過剰な投資
を慎み、株主へのリターンを最大化し、
財務を健全化するよう強い要請を続け
ている。政府がより石油・ガス開発企
業を懐柔する態度を示さなければ、本
格的な増産には取り組まないのではな
いかとの意見がPetroleum Intelligence 
Weekly（PIW）誌でも紹介されている
＊3。
　ただ、一方でRystad Energy社は、
ロシアによるウクライナ侵攻後の
2022年3月7日、次の図1のとおり、米
国の生産量見通しを大幅に引き上げた。
　Rystad Energyは、さすがに現在の
油価から見て、英国と同様に米国も「エ
ネルギー・セキュリティー・モード」
に 入 る 可 能 性 が あ る と 見 て お り、
2022 年 中 に 投 資 が 大 幅 に 増 加 し、
2022年末から2023年にかけて米国
の原油生産量が150万b/dも増加する
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と見ている。
　米国の石油会社は、PIWが指摘す
るように、引き続き財務規律を重視し
投資を急速に回復させず、急速な増産
は期待できないのか、それとも米国政
府も「エネルギー・セキュリティー・
モード」に入って石油・ガス企業に多
少なりとも譲歩を見せ、米国企業が生
産を増加させるのかどうかは、世界の
石油需給にも大きな影響を与えるため
注目したい。
 •  OPECおよびOPECプラスの産油

国の対応
　万が一、ロシア産原油や石油製品の
供給が滞る場合、原油価格が1バレル
200ドルを超えるようなシナリオも囁
かれている。またロシアによるウクラ
イナ侵攻を踏まえて我が国や欧米など
の主要消費国は以前にも増してOPEC
プラスに原油増産を要請しているが、

「現在の高油価は需給ひっ迫の反映で
はなく、ロシアによるウクライナ侵攻
という地政学プレミアムによるもの」
との姿勢を堅持し、過去に合意した
40万b/dの増産（減産措置の緩和）の
計画どおりの履行を毎月の閣僚級会合
で決定するのみとなっている。
　またこれまで過去の増産により、す
でに各産油国の余剰生産能力は尽きつ
つあり、一部の産油国は生産枠を達成
することができない状況に陥ってい
る。実質的な増産余力を持っているの
はサウジアラビアとUAEのみといわ
れている。また、生産枠を達成できて
いない産油国としては、ナイジェリア
やアンゴラが挙げられており、一部の
報道では、生産枠未達国の未達量を合
計すると日量100万b/dを大きく超え
ている、とも報じられている。
　 た だ、 思 い 返 せ ば 2020 年 4 月 に
OPECプラスは、COVID-19の影響を
受けて、2020 年 5 月から 970 万 b/d
という未曽有の減産を行うことを合意
したが、当時は生産枠を超過する違反
国が続出していた。それからわずか2

年も経たずに、その生産枠が達成でき
なくなっているとはどういうことであ
ろうか。筆者は、この「生産枠未達国」
に過去数年にわたる国際石油会社

（IOC）の投資削減の影響が最も顕著に
表れているように考えている。
　上記の図2を見てほしい。2015年、
そして2020年とその探鉱・開発への
投資額（廃坑費を含んでいる）が大きく

減少している。このなかには、米国に
おけるシェールオイル開発投資の減少
も影響しているだろうが、ナイジェリ
アやアンゴラなどOPECプラス産油国
への投資減も含まれているはずだ。
　JOGMECのブリーフィングでも最
近ご紹介しているように、ナイジェリ
アやアンゴラにおける欧米のIOCに
よる投資は必ずしも積極的ではない。

出所：Rystad Energy

図1 Rystad Energyによる米国における原油生産量見通し

出所：Rystad Energy

図2 世界の探鉱開発投資額の推移と今後の見通し



35 石油・天然ガスレビュー

エネルギー・トランジションと石油・天然ガス探鉱・開発投資の行方

JOGMEC

K Y M C

IOCは完全に撤退しているわけではな
く、特に深海エリア、特に既存油・ガ
ス田の周辺エリアでの追加探鉱・開発
で一定の成果は出しているものの、温
暖化ガス排出対策も容易ではないこと
から、西アフリカの石油・天然ガス開
発は、IOCにとって、必ずしも「コア
エリア」ではなく、どちらかといえば

「合理化」の対象になっているように思
われる。また、IOC撤退後の資産は自
国の国営石油会社や民間石油会社に引
き継がれる例が多く、それら企業だけ
ではその資金力や技術力には限界があ
り、IOC並みの生産量維持は決して容
易ではないだろう。
　後段でも紹介するが、温暖化ガス排
出削減の影響から、今後も世界のIOC
の石油・天然ガス投資は抑制的に推移
することが見込まれている。低コスト
の石油・ガス開発を行うだけでなく、
排出量の少ない資源開発がさらに重要
な判断基準になってくる。したがって、
探鉱開発が進むエリアは、中東など、
さらに限定的になっていくことが予想
される。ロシアでは国際社会からの制
裁に晒され、投資が減少するであろう
し、ロシアからの生産量が減少するな
ら、それを補う別の油・ガス田への投

資が求められることになるのではない
だろうか。もちろん、石油の需要次第
ではあるが。

２.  今後の石油・天然ガス
開 発 投 資 に 関 す る
WoodMackenzie
社等の見解

　石油・天然ガス部門で著名なコンサ
ル タ ン ト、WoodMackenzie社 は、
2022年2月前半に「How much does 
the o i l and gas industry need to 
spend?」と題するウェビナーを開催し
た。WoodMackenzieジャパン社のご
厚意により、次のとおり、そのウェビ
ナーで紹介された2050年までの需要
に応じた石油・天然ガス開発投資に関
する見解をご紹介したい。ちなみに、
この投資額には上流投資・LNG投資
を含み、廃抗費は含んでいない。また、
このウェビナーはウクライナへのロシ
ア侵攻前に開催されたものであり、侵
攻後の商品価格の高騰や政府・産業界
からの反応、そして将来の供給減の可
能性を反映していないこと、そして
2022 ～ 23年そしてそれ以降の投資
額は不透明性が高いことはご理解をい
ただきたい＊4。 

　WoodMackenzie社は独自の経済モ
デルに則り、2050年に向けての石油・
天然ガス需要の見通しを立てている。
この石油需要を常に満たすことが必要
な石油・天然ガスの生産を維持できる
投資額を、モデルを用いて試算した。
　図3は、2010年から2025年までの、
石油・天然ガスの生産量実績（見通し）

（ 原 油 換 算 バ レ ル、Barrel Oil 
Equivalent, BOE）と、石油・天然ガス・
LNG投資額の実績（見通し）を示して
いる。今後、2022年、2023年は投資
額は増加する見込みであるが、それ以
降2025年は投資が伸びないというシ
ナリオになっている。また、投資が延
びるといっても、4,000億ドル程度の
見込みでしかなく、2014年頃にピー
クを迎えた投資額8,000億ドルの半分
程度でしかない。
　ただし、生産量（点線）を見てほしい。
COVID-19の影響により下落した油価
の影響で2020年の生産量は減少、こ
れによりキャッシュフローが細った石
油会社は投資額も減らしたわけだが、
全体的にみると、投資が低い割には、
石油・天然ガスの生産量は増加基調に
ある。これはつまり投資の効率が相当
程度上がっていることを意味すると

出所：WoodMackenzie

図3 Year one of a three year recovery? Capex could reach US$430 billion by 2023
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WoodMackenzie社は分析している。
　実際に、油・ガス田開発をFID（投
資決定）した際のBOE当たりのコスト
単価は2015年に比して半分程度に下
がっており、また実際に生産された原
油・天然ガスのBOE当たりのコスト単
価も半分以下に下がっていることが見
て取れる（図4）。
　ただし、図 5 のグラフのとおり、
2050年までの石油・天然ガス需要が
あまり大きく減少しないETO（Energy 
Transition Outlook）のケースの場合、
これを満たすためには、現在と同様、
約4,000億ドルの投資が毎年必要にな
ると分析している。図5のグラフの黄

色部分は、現在生産中の油・ガス田や
米国のシェールオイルではなく、新た
な石油・天然ガス供給源からの供給増
が必要な分であり、今後の探鉱・開発
が極めて重要であることが示唆されて
いる。
　さらに、図6で、それらの供給源の
ソースを見てみると、北米が一番大き
く、次いで中東とロシア、カスピ海周
辺地域が主要な供給源となってくると
予測している。
　ただ、米国のタイトオイル（シェー
ルオイル）投資が高い原油価格にどれ
だけ反応するかはわからない。また、
この分析で期待されているロシアから

の石油・天然ガス生産増（図6グレー
部分）も、ロシアのウクライナ侵攻と
それに伴う経済制裁等により想定通り
に増加していけるかどうか、非常に不
透明になってきた。
　一方、もしも今後、探鉱開発投資を
世界で完全停止させる場合、投資を全
く行わない場合の石油・ガスの生産量
は図7の水色のエリアまで落ちると見
込まれ、その際は低い需要見通し量す
らも供給が追い付かないことになる。
つまり探鉱・開発投資の継続は当面必
要である。
　図8の右側のグラフでは、石油・天
然ガス需要がETOよりも減少する、

出所：WoodMackenzie

図4 Cost efficiency, not less activity, is the primary driver of lower capex levels since 2014

出所：WoodMackenzie

図5 Annual capex of US$400 billion is required to meet our base case demand outlook
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出所：WoodMackenzie

図6 North America, Middle East and Russia/Caspian remain dominant out to the 2050s 
with investment share >60% of global total

出所：WoodMackenzie

図7 Accelerated Energy Transition (AET) scenarios highlight potential downsides for oil

出所：WoodMackenzie

図8 Even in an accelerated energy transition, substantial oil and gas investment is needed
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A E T 2（A c c e l e r a t e d E n e r g y 
Transition 2 degrees） と AET1.5

（Accelerated Energy Transition 1.5 
degrees）のケースの必要投資額が示さ
れている。2040年代の石油・天然ガ
ス投資額（緑のバー）はETOよりも
ずっと低下するが、それでも年間1,000
億～ 2,000億ドルの投資が毎年必要と
なると見込んでいる。
　Rystad Energy社も、石油需要があ
る程度減少するレファレンスケースで
あっても、似たようなレベルの投資額
が必要になるとの見解を示している。
　図9に示す通り、Rystadのメイン
シナリオとなる、需要の中間ケース

（Mean）では年間4,000億ドル程度の
投資額が必要と見ている。これは同様
の 金 額 の 投 資 額 が 必 要 と 見 る
WoodMackenzieと ほ ぼ 同 じ 結 果 と
なっている。一方、需要が減少する「マ

イナス・シグマ」（グレー）のケースで
は、ウッドマッケンジーのAET2や
AET1.5のケースと同様、石油・天然
ガスの探鉱・開発に必要となる投資額
は大幅に小さくなってくる。低コスト、
かつ温暖化ガス排出量の少ない探鉱・
開発事業への投資を集中していくこと
が求められるであろう。またRystad 
Energyは、投資額が小さくなれば、
例えばサウジアラビアでの投資割合が
増えていく結果を示している（資料の
転載についてご了承を頂いたRystad 
Energy Japanに、深く御礼を申し上
げたい）。
 さ ら に、 図 11 の 通 り、Energy 
Intelligence社も同様の水準、年間約
4,000億ドル～ 5,000億ドルの探鉱・
開発投資が見込まれると考えている。
特に2030年までの間は、いずれのケー
スでも大きな下落はないと分析してい

る。この見通しは、前者2社の2030
年までの見通しともほぼ同等の内容と
なっていることがご理解いただけると
思 う（ ご 協 力 を 頂 い た Energy 
Intelligenceにも改めて御礼申し上げ
たい）。
　原油価格の上昇に伴って、そもそも
の石油需要が減少するか、そしてどれ
だけ投資額が増加するかどうかは、冒
頭のヤーギン氏の論考にもあったよう
に紹介したとおり、現時点では見通す
ことが極めて難しい状況である。しか
し、各社が分析したように2030年代
あるいは2040年代の探鉱・開発投資も、
需要に応じて変化させなければならな
い。また、ロシアのウクライナ侵攻の
行方が見通せず、適切な投資水準をど
の専門家も正確に見通すことはできて
いない状態だと思われる。

出所：Upstream Energy Transition risk dashboard

図9 Rystad Energyによる今後の探鉱開発投資額見込み
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*ICE：internal combustion engine. 
出所：Rystad Energy research and analysis

図10 Rystad Energyの分析のケース紹介

出所：Energy Intelligence

図11 Energy Intelligence社による2030年までの探鉱開発投資見込み
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3. 終わりに
　2018年に調査部長に着任した際、
企業の方から、「今後、我々はいつま
で石油・天然ガス開発投資を続ければ
いいのだろうか？」と問われた。それ
以来、エネルギー・トランジションと
石油・天然ガス開発投資というテーマ
は、この4年近く、筆者の問題意識を
支配し続けてきた。これに答えを出す
べく、論考をまとめようと思ったが、
2月24日にロシアがウクライナに侵攻
し、伝えるべきメッセージは鮮明さを
欠いてしまった。それでも本稿では、
石油・天然ガス開発というなりわいが、
エネルギートランジションの流れのな
かで今置かれている位置のイメージを
示したつもりである。
　今後、原油や天然ガスの価格が上昇
することで石油・天然ガスへの需要が

減少し、結果的にエネルギー・トラン
ジションに至るシナリオも考えられよ
う。しかしそれは一時的にとはいえ石
油・天然ガスを消費する国々の経済発
展を抑制するであろうし、将来、石油・
天然ガス生産国の販売収入も減少す
る。いずれも急激なひずみが社会不安
を及ぼすリスクは高まると思う。これ
は、「悪いエネルギー・トランジション」
だと考える。
　IEAも指摘しているように、各国に
はネットゼロ目標を実現するために、
それぞれ最も適正なエネルギー・トラ
ンジションの道があるはずであり、そ
の道が、この不透明な世の中で徐々に
明らかになり、「よいエネルギー・ト
ランジション」に向けて、政策や企業
の投資行動に反映されていくことを祈
念している。

　エネルギー・トランジションと石油・
天然ガスの位置づけは、まだはっきり
とは見えてこない。長い道のりであろ
うし、その道は決してスムーズではな
く、社会不安のリスクもはらんだ、非
常にバンピーな道のりとなろう。そし
て不透明な石油需要の見通しのなかで
石油・天然ガス開発投資とトランジ
ション投資の間で難しい投資判断を企
業は求められるだろう。
　ウクライナでの戦闘が続き、ウクライ
ナの罪のない市民の命が奪われ、しか
し外交的解決の努力もなかなか実を結
ばず、不透明性は増すばかりであるが、
調査部は皆様のご期待に沿えるよう、
石油・天然ガスに係わる情報収集・提
供に努めてまいりたい。

出所：Energy Intelligence, Energy Transition Research

図12 Energy Intelligence社のシナリオ
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The Atlantic, November 27, 2021
Why the energy transition will be so complicated
-The degree to which the world depends on oil and gas is not well understood-

Daniel Yergin, Vice Chairman

To appreciate the complexities of the competing demands between climate action and the continued need for 
energy, consider the story of an award — one that the recipient very much did not want and, indeed, did not 
bother to pick up.
It began when Innovex Downhole Solutions, a Texas-based company that provides technical services to the oil and 
gas industry, ordered 400 jackets from North Face with its corporate logo. But the iconic outdoor-clothing company 
refused to fulfill the order. North Face describes itself as a “politically aware” brand that will not share its logo 
with companies that are in “tobacco, sex (including gentlemen’s clubs), and pornography.”
And as far as North Face is concerned, the oil and gas industry fell into that same category — providing jackets to 
a company in that industry would go against its values. Such a sale would, it said, be counter to its “goals and 
commitments surrounding sustainability and environmental protection,” which includes a plan to use increasing 
amounts of recycled and renewable materials in its garments in future years.　But, as it turns out, North Face’s 
business depends not only on people who like the outdoors, but also on oil and gas: at least 90%of the materials in 
its jackets are made from petrochemicals derived from oil and natural gas. Moreover, many of its jackets and the 
materials that go into them are made in countries such as China, Vietnam, and Bangladesh, and then shipped to the 
United States in vessels that are powered by oil. To muddy matters further, not long before North Face rejected 
the request, its corporate owner had built a new hangar at a Denver airport for its corporate jets, all of which run 
on jet fuel. To spotlight the obvious contradiction, the Colorado Oil and Gas Association presented its first ever 
Customer Appreciation Award to North Face for being “an extraordinary oil and gas customer.” That’s the award 
North Face spurned.
Different people will draw different conclusions from this episode. Central to the response to climate change is the 
transition from carbon fuels to renewables and hydrogen, augmented by carbon capture. This was highlighted at 
the historic 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26) climate conference in Glasgow, Scotland, 
which emphasized the need for urgency and a greater ambition on climate backed by a host of significant 
initiatives, including carbon markets, and country pledges of carbon neutrality by 2050 or a　decade or two 
thereafter. The North Face story, however, offers a difficult reminder that the energy transition is a whole lot more 
complicated than may be recognized.
A new energy crisis
As if to remind us of the complexities, a most unwelcome guest appeared on the doorstep of the Glasgow 
conference: an energy crisis that has gripped Europe and Asia. Energy crises traditionally begin with oil, but this 
recent one has been driven by shortages of coal and LNG. That sent prices spiking, disrupting electricity supplies 
in China, which then led to the rationing of electricity there, the closing of factories, and further disruptions of the 
supply chains that send goods to North America and Europe.
In Europe, the energy shortages were made worse by low wind speeds in the North Sea that for a time drastically 
reduced the electricity produced by offshore wind turbines for Britain and Northern Europe. Gas, coal, and power 
prices shot up — as much as seven times in the case of LNG. Factories, unable to afford the suddenly high energy 
costs, stopped production, among them plants in Britain and Europe making fertilizers needed for next spring’s 
agricultural season.
Trailing the other fuels, oil prices reached the $80/bbl range. With a tightening balance between supply and 
demand, some were warning that oil could exceed $100/bbl. Gasoline prices have hit levels in the United States 

（文末資料：ダニエル・ヤーギン氏「The Atlantic」誌への寄稿英文全文
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that alarm politicians, who know that such increases are bad for incumbents. That — along with worsening 
inflation — is why the Biden administration asked Saudi Arabia and Russia to put more oil into the market, so far 
to no avail. The administration then announced, on the eve of Thanksgiving, the largest-ever release of oil from the 
US government’s Strategic Petroleum Reserve, in coordination with other countries, to temper prices.
Is this energy shock a one-off resulting from a unique conjunction of circumstances? Or is it the first of what will 
be several crises resulting from straining too hard to bring 2050 carbon reduction goals rapidly forward —
potentially prematurely choking off investment in hydrocarbons, thus triggering future shocks? If it’s a onetime 
event, then the world will move on in a few months. But if it is followed by further energy shortages, governments 
could be forced to rethink the timing and approach to their climate goals. The current shock offered just such an 
example: although Britain is calling for an end to coal, it was nevertheless forced to restart a mothballed coal-
powered plant to help make up for the electricity shortage.
Jean Pisani-Ferry, a French economist and sometime adviser to French President Emmanuel Macron, is among the 
most prominent voices pointing to the consequences that could result from trying to move too fast. In August, 
before the current energy crisis began, he warned that going into overdrive on transitioning away from fossil fuels 
would lead to major economic shocks similar to the oil crises that rocked the global economy in the 1970s. 

“Policymakers,” he wrote, “should get ready for tough choices.”

A different energy transition
The term energy transition somehow sounds like it is a well-lubricated slide from one reality to another. In fact, it 
will be far more complex: throughout history, energy transitions have been difficult, and this one is even more 
challenging than any previous shift. In my book The New Map, I peg the beginning of the first energy transition to 
January 1709, when an English metalworker named Abraham Darby figured out that he could make better iron 
by using coal rather than wood for heat. But that first transition was hardly swift. The 19th century is known as 
the “century of coal,” but, as the technology scholar Vaclav Smil has noted, not until the beginning of the 20th 
century did coal actually overtake wood as the world’s No. 1 energy source. Moreover, past energy transitions 
have also been “energy additions”— one source atop another. Oil, discovered in 1859, did not surpass coal as the 
world’s primary energy source until the 1960s, yet today the world uses almost three times as much coal as it did 
in the 1960s.
The coming energy transition is meant to be totally different. Rather than an energy addition, it is supposed to be 
an almost complete switch from the energy basis of today’s $86 trillion world economy, which gets 80%　of its 
energy from hydrocarbons. In its place is intended to be a net carbon-free energy system, albeit one with carbon 
capture, for what could be a $185 trillion economy in 2050. To do that in less than 30 years — and accomplish 
much of the change in the next nine — is a very tall order.
Here is where the complexities become clear. Beyond outerwear, the degree to which the world depends on oil and 
gas is often not understood. It’s not just a matter of shifting from gasoline-powered cars to electric ones, which 
themselves, by the way, are about 20% plastic. It’s about shifting away from all the other ways we use plastics 
and other oil and gas derivatives. Plastics are used in wind towers and solar panels, and oil is necessary to lubricate 
wind turbines. The casing of your cellphone is plastic, and the frames of your glasses likely are too, as well as 
many of the tools in a hospital operating room. The air frames of the Boeing 787, Airbus A350, and F-35 Joint 
Strike Fighter jets are all made out of high-strength, petroleum-derived carbon fiber. The number of passenger 
planes is expected to double in the next two decades. They are also unlikely to fly on batteries.
Oil products have been crucial for dealing with the pandemic too, from protective gear for emergency staff to the 
lipids that are part of the Pfizer and Moderna vaccines. Have a headache? Acetaminophen — including such brands 
as Tylenol and Panadol — is a petroleum-derived product. In other words, oil and natural-gas products are deeply 
embedded throughout modern life.

A new “North-South divide”?
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There’s another complexity beyond the technical challenge. Call it a new “North-South divide.” The original divide 
emerged as an economic struggle in the 1970s between the developed countries of the Northern Hemisphere and 
the developing countries (and former colonies) of the Southern Hemisphere. That was the decade when OPEC 
burst onto the global scene, with the price of oil very much at the center of the battle. The rancor of that divide 
was reduced over time with the advance of globalization, the rise of emerging markets, and increased economic 
integration.
A different divide is beginning to develop today around differing perspectives on how to tackle climate change. It 
once again pits the developed world against developing countries, but the contours are different. 
For the developed world, as COP26 demonstrated, climate is an overwhelming imperative — often described by 
political leaders as the “existential” question. While also deeply concerned about climate, developing countries face 
other existential questions as well. In addition to climate, they struggle with recovering from COVID-19, reducing 
poverty, promoting economic growth, improving health, and maintaining social stability.
For India, it’s a question of “energy transitions”— plural — which reflects the fact that its per capita income is 
only one-tenth that of the United States. Prime Minister Narendra Modi’s government has announced very 
ambitious goals for wind, solar, and hydrogen, and has set a net-zero target for 2070. Yet at the same time, it has 
said it will continue to use hydrocarbons to achieve its immediate priorities. As the government put it in an official 
report, “Energy is the mainstay of the development process of any country.”

“Our energy requirements are vast and robust. Mixing all exploitable energy resources is the only feasible way 
forward in our context,” Dharmendra Pradhan, until recently the minister of petroleum and natural gas and now 
the minister of education, told me. “India will pursue the energy transition in our own way.”
So while the European Union debates whether natural gas has any appropriate role in its own future energy　
program, India is building a $60 billion natural gas infrastructure system to reduce its reliance on coal, thereby 
reducing stifling pollution for its urban population and bringing down carbon dioxide emissions. It is also　
delivering propane to villagers so that they don’t have to cook with wood and waste any longer, and suffer 
resulting illnesses and premature death from indoor air pollution.
A similar point was made by Nigeria’s vice president, Yemi Osinbajo, when I spoke with him this year. “The term 
energy transition itself is a curious one,” he began. “We sometimes tend to focus on one element of the transition. 
But in fact, that energy transition itself is multidimensional” and must take “into account the different realities of 
various economies and accommodat[e] various pathways to net zero.”
Osinbajo is particularly worried about European banks and international financial institutions “banning” the 
financing of hydrocarbon development, especially natural gas, owing to climate concerns. “Limiting the 
development of gas projects poses big challenges for African nations, while they would make an insignificant dent 
in global emissions,” he said. Natural gas and natural gas liquids, he continued, are “already replacing the　huge 
amounts of charcoal and kerosene cookstoves that are most widely used for cooking, and thus saving millions of 
lives otherwise lost to indoor air pollution annually.”
Aissatou Sophie Gladima, the energy minister of Senegal, put it more pithily: restricting lending for oil and gas 
development, she said, “is like removing the ladder and asking us to jump or fly.”
Moreover, a number of energy-producing developing countries depend on exports of oil and gas for their budgets 
and social spending. It is not obvious what would replace those revenues. In October, a top US government official 
warned US companies of “regulatory actions” and other potential penalties if they made new investments in 
African oil and gas resources. Yet there is no ready alternative for Nigeria, with a population of more than 200 
million and a per capita income that is one-twelfth of the United States’, and which depends on oil and gas exports 
for 70% of its budget and 40% of its GDP.

“Africa did not cause climate change, and its role in emissions is very small,” says Hakeem Belo-Osagie, a senior 
lecturer at Harvard Business School focusing on the business and economy of Africa. “Covid has wrecked [the] 
finances of many African countries, and African countries cannot be expected to cut fossil fuel production, as　it is 
essential to the finances of several African countries.”
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Will a new North-South divide lead to a fracturing in global policies? For an early indicator, look at what happens 
in the next two years on global trade. The growth of trade and the opportunities it presented to developing 
countries have done much to ease the original divide. But signs of the new tensions are certainly there. Europe is 
moving to establish a “carbon border adjustment mechanism,” which is a complicated name for what is essentially 
a carbon tariff. It will be assessed according to “carbon intensity”— that is, the amount of carbon expended in 
making a product. Europe sees these tariffs as a way to ensure that its policies and values on climate change are 
adopted globally, while providing protection to European industries that face higher costs because of carbon 
pricing. The European Union is starting with tariffs on a limited number of goods but is expected to expand the 
list. The Biden administration is also mulling carbon tariffs. Yet developing countries regard the moves as 
discriminatory and an effort to impose Europe’s policies on them.
The 2015 Paris climate conference established the “what”— the goal of carbon neutrality. COP26 in Glasgow 
resulted in major steps forward on the “how”— achieving the goal. But when it comes to the energy transition 
itself, we may still have much to learn about the complexities that lie ahead.

-  Daniel Yergin is Vice Chairman of IHS Markit and a Pulitzer Prize-winning author. His latest book is The New 
Map: Energy, Climate and the Clash of Nations

- Copyright: Daniel Yergin. Originally published by The Atlantic
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