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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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本日の報告内容

1. CERAWeek概要

2. 主要講演内容紹介
「エネルギー・セキュリティ」と「エネルギー・トランジション」の両立

3. 米国事務所レポート
① 米国エネルギー政策の方向性
② 低炭素事業の現状 ‐ 水素ハブ構想の進捗

出所：CERAWeek by S&P Global



１．CERAWeek概要
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CERAWeek概要

• 世界的なエネルギー問題の権威として知られるDaniel Yergin氏及びJames 
Rosenfield氏が、1983年にCambridge Energy Research Associates
（CERA）を設立。

出所：CERAWeek by S&P Global

• 設立以来、国際企業の役員や政府関係機
関、アカデミア、技術者など幅広い参加者
が登壇し、エネルギー市場、地政学や技術
などをテーマに、意見を交わす国際会議の
場としてCERAWeekが開催されており、
2019年以来の対面開催となる今回の第
40回会合では6000人近い参加があっ
た（初回参加者は50人程度とのこと）。
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テーマ：エネルギー・気候・イノベーション

出所：User Local AIを用いExecutive conference のAgendaをテキストマイニング

• 今次テーマは、「Pace of Change: Energy, Climate and Innovation」。
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地政学リスクに揺れるエネルギー市場

• CERAWeek2022会期中の3月上旬は、ロシアによるウクライナ侵攻の影響によ
る地政学リスクの高まりから、原油価格は高騰。

• 2022年3月8日（火）の原油価格は、終値でBrentが127.98ドル/バレルに到達。
• 乱高下する原油価格を受け、多くのセッションでセキュリティに関する言及あり。



２．主要講演内容紹介
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セキュリティとトランジションの両立

【エネルギーセキュリティ】
• 米国内の石油・ガス生産を最大化すべき
（国内開催という要因もあり）

• ガスの果たす役割の重要性
• 政府の確固たる政策の必要性

【エネルギートランジション】
• トランジションの重要性は不変。着実に進める、さら
に加速させるという主張が支配的。

• 特に、水素・CCS・再エネ・原子力等に関して、官民の
多くが商業化の加速に向けた積極的な取組をPR。

• 燃料アンモニアに関する小規模セッションあり。輸送
面での優位性を指摘したりする声が着実に増加。

• 再エネ拡大に伴うクリティカルミネラルの安定供給に
関する議論も拡大。

出所：CERAWeek by S&P Global
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主要講演概要

• ケリー気候担当特使
人々は、ロシアの石油天然ガスや地
球の問題に対して、深刻になってい
る。クリーンで手頃なエネルギーが、
エネルギー安全保障及びエネル
ギー・アクセスの基礎である。

• ウッズ ExxonMobil CEO
世界経済を支えるためには信頼性
のあるエネルギー供給が重要。この
ことはパンデミックを経験し、地政
学リスクの高まりを受けてより一層
明白なものになった。

• グランホルムエネルギー省長官
石油・ガス供給と気候変動問題を解
決するために産業界に連携の手を
差し伸べたい。アメリカ政府は、
困ったときには常にエネルギー産
業と手を組んできた。100年以上
石油・ガス産業は国を動かしてきた
ことに感謝し、次の100年も脱炭素
技術でこの国を動かしてほしい。

出所：CERAWeek by S&P Global
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メジャー各社の発言概要

出所：CERAWeek by S&P Global

• ウッズ ExxonMobil Chairman ＆ CEO
気候変動への対応については、操業時のネットゼロ排出への取り
組みを推進。パーミアン盆地においては、低炭素電源への切り替え
や設備更新により2030年までにスコープ 1・2でネットゼロを目
指す。

• プヤンネ TotalEnergies Chairman ＆ CEO
欧州におけるガス供給危機はウクライナ危機以前からあった。投資
不足により価格が高騰してしまったのは明らか。欧州は輸入ガス
に依存しているのに、LNGターミナルが少ないことが問題。

• ルーニー bp CEO
石油・ガス事業ではスケールアップやプロジェクトマネジメントのノ
ウハウを培ってきた。これらの知見は洋上風力や水素においても
通用する。

• ウィルス Chevron Chairman ＆ CEO
投資によるイノベーションが重要。技術政策は、商業化前の技術を
幅広く募り、競争させるべきである。排出量削減のために、再生可
能燃料やCCS事業を進めていく。
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（参考）欧州系企業：再エネへの事業拡大

企業 エネルギートランジション戦略・対応の現状
再エネへの

事業拡大・目標
排出量
短期目標

排出量削減
長期目標

• 2020年2月にメジャー企業の中で初めて2050年温室効果
ガス排出ネットゼロ目標を設定。

• 8月に発表した戦略では2030年の石油・ガス生産量を
2019年260万BDから4割減らす一方、2020年5億ドル
だった再生可能エネルギー投資を2030年50億ドルに増や
す方針。

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

✓陸上風力、太陽光、
バイオ燃料、EVイン
フラ、電池開発

✓2030年までに
50GW

2030年：
✓操業全体の排出量

30～35%未満に
✓上流開発の排出量

35～40%未満に
✓製品の炭素排出原単
位を15%以上低減

2050年：
✓ネットゼロ
（スコープ1～3）
✓販売製品の炭
素排出原単位
を2050年ま
でに50%削
減

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

2050年までに55％削減する。

✓太陽光、風力、水素、
EX電池、バイオ燃料

✓2030年までに
15GW、2050年ま
でに55GW

2030年：
✓ネット30%削減
（スコープ1～3）

2050年：
✓ネット

80%削減
（スコープ1～3）

• ノルウェーのオフショアフィールドと陸上プラントからの温室
効果ガス排出量を2030年までに40％、2040年までに
70％、2050年までにほぼゼロにすることを目指す。

• 世界各操業現場では、2030年までにカーボンニュートラル
を達成。2026年までに再生可能エネルギー容量を10倍に
拡大し、世界的な洋上風力メジャーとして発展し、2035年ま
でに12〜16GWの発電を目指す。

✓太陽光、洋上風力、
水素、EV

✓2026年までに4～
6GW、2035年ま
でに12～16GW

2030年：
✓操業における炭素中
立実現

2050年：
✓ネットゼロ
（スコープ1～3）

出所：各社資料を基にJOGMEC作成
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（参考）欧州系企業：再エネへの事業拡大

企業 エネルギートランジション戦略・対応の現状
再エネへの

事業拡大・目標
排出量
短期目標

排出量削減
長期目標

• 2030年の売上比率目標を石油30％、ガス50％、電力15%、
バイオガス・バイオ燃料・水素等5%とする等、天然ガス
（LNG）と電力（再エネ）を戦略の中心に据える。

• LNGのカーボンニュートラル化にも取り組む。
• 2050年までの30年間は天然ガス需要が見込める前提で工
程表を策定していることも注目点。

✓太陽光、風力、水素、
バイオ燃料

✓2030年までに
100GW

2030年：
✓全世界における石油
製品販売に関する
GHG排出（スコープ
3）を2015年比
30％以上削減

✓操業から生じる
GHG排出（スコープ
1・2）を同40%以上
削減

2050年：
✓ネットゼロ
（スコープ1～3）

✓ 販売製品の炭素
排出原単位を
2050年までに
100%削減
（スコープ1～3）

以下の3本柱により財務と低炭素化の両目標を達成。
• ①Growth Pillar（顧客中心に再構成した再生可能エネル
ギー・脱炭素技術の提供）

• ② Transition Pillar（天然ガス（LNG）事業と石油化学工
業（トレーディングと合わせてトランジション期間の中核的収
益ドライバー）

• ③Upstream Pillar（米国パーミアン・ブラジル等のコア上
流開発資産でトランジションの原資を賄う）

✓洋上風力、水素、バイ
オ燃料、EV

✓2030年までに水素
生産を含む再エネに
年間30億ドル投資

2035年：
✓排出量を30%削減

（スコープ3）

2050年：
✓ネットゼロ
（スコープ1・2）

✓65%削減
（スコープ3）

出所：各社資料を基にJOGMEC作成
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（参考）米国系企業：操業段階における排出削減

企業 エネルギートランジション戦略・対応の現状
再エネへの

事業拡大・目標
排出量
短期目標

排出量削減
長期目標

新型コロナウィルス感染拡大と米国における政権交代を踏まえ、
気候変動戦略を見直し。
• ①生産段階における操業油ガス田からの排出削減（スコープ1
及び2）

• ②消費段階の排出削減（スコープ3対応）
• ③排出削減技術の研究開発投資
• ④カーボンプライス推進 ーーー

20２５年：
✓メタン排出及びフレ
ア削減による排出量
削減

20３０年：
✓2016年温室効果ガ
ス排出原単位40－
50％削減

✓パーミアン盆地にお
ける操業油ガス田か
らの温室効果ガス
ネットゼロ

2050年：
✓ネットゼロ
（スコープ1・2）

• 生産段階における温室効果ガス排出削減目標を設定し、再生
可能エネルギー投資促進（削減目標を役員報酬にリンクさせ
る仕組みを導入）を図る。

• 豪州Gorgon LNGプロジェクトで世界最大級（年間4百万ト
ン）のCCS事業を進める。 ーーー

20２３年：
✓排出量を油田におい
て5-10%、ガス田
において2-5%削減

20２８年：
✓2016年比排出量を

5%削減
（スコープ１－３）

2050年：
✓ネットゼロ
（スコープ1・2）

出所：各社資料を基にJOGMEC作成



３．米国事務所レポート
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米国の石油・天然ガスの生産・輸出の見通し

出所：短期エネルギー見通し（米国エネルギー情報局、2022年4月12日発表）

2020年：1128万b/d （実）

2021年：1119万b/d （実）

2022年：1201万b/d （予）

2023年：1295万b/d（予）

2019年：1229万b/d （実）

2022年
純輸出

60万b/d （予）

2023年
純輸出

95万b/d （予）
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2020年： 98.9Bcf/d （実）

2021年：101.4Bcf/d （実）

2022年：105.6Bcf/d （予）

2023年：109.5Bcf/d（予）

2019年： 99.8Bcf/d （実）

2023年
LNG輸出

12.6Bcf/d（予）

2022年
LNG輸出

12.2Bcf/d（予）

2021年
LNG輸出

9.8Bcf/d（実）

2020年
LNG輸出

6.5Bcf/d（実）

2021年
純輸出

16万b/d （実）


