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2021年度国際セミナー
「石油・天然ガス開発企業のエネル
ギートランジションと探鉱開発投資」
について： 2022年3月25日（金）

F（古幡）：それではこれから国際セミ
ナーを始めます。最初のセッションでは、
Energy Intelligenceでエネルギートラン
ジションにかかわるリサーチの担当ディ
レクター、アレックス・マルティノスさ
んをお招きしています。アレックスさん
はロンドンから参加しており、今日はエ
ネルギートランジションの見通しについ
て講演して頂きます。おはようございま
す、アレックスさん。準備ができたら、
プレゼンを始めてください。

A（アレックス・マルティノス）：おは
ようございます、古幡さん。そしてご紹
介を頂きありがとうございます。本日は
JOGMECの国際セミナーでお話しする
機会を頂き、ありがとうございます。他
の講演者の皆さんとともにお話しできる
ことを光栄に思います。
　本日は、エネルギートランジションが
どのように進展すると我々が見ている
か、また石油・天然ガス産業へのインプ
リケーションについて私共の考えを簡単
にご披露し、またロシアとウクライナに
おける危機がもたらすインパクトについ
てもふれ、更にはこのわずか数週間で石
油・天然ガス産業の様相が再構築されつ

つあるのかについても述べたいと思いま
す。
　更に、長期のシナリオの見通しをご紹
介し、企業の戦略や立ち位置もご説明し
ます。
　まずは、簡単に、我々の将来のエネル
ギートランジションの見通しについて、
複数のシナリオの紹介から始めます（図
1）。
　この我々の見通しについて先に申し上
げたいのですが、これはロシアによるウ
クライナへの侵攻の前にまとめたもので
す。また、　2030年と更にその先につい
てのシナリオの範囲を見定めています
が、我々の主たるシナリオは「アクセラ
レート（加速）シナリオ」です。我々はこ
れが最も可能性が高いと考えています。
　このアクセラレートシナリオでは、
2030年までの10年間にトランジションの
モメンタムが強まり、さまざまな制約や
障害を乗り越えるためのプレッシャーが
強まると見ています。
　この他にも、もっと早いシナリオも考
えており、「ブーストシナリオ」では、更
に急速に、政策による支援と技術の進展
が自律的に進展していくでしょう。
　また「ネットゼロシナリオ」も設定して

います。ここでは現在の石油・ガス市場
の趨

すうせい

勢から劇的かつ急速に変化しなけれ
ばならず、このシナリオが実現する可能
性は低いと見ています。ただ、「ネット
ゼロ」の考え方は、過去数年の石油・ガ
ス産業での議論のあり方を塗り替えてき
ていると受け止めてはいます。
　そして最後は、トランジションがもっ
と遅れる「ブローアウト（破裂）シナリオ」
です。ここでは2030年までの10年間、ト
ランジションは不完全・限定的となり、
逆に2030年あるいはそれ以降に更に劇的
な変化を強いる圧力が強まるシナリオで
す。
　以上、エネルギートランジションがど
のように進展するかについての我々の俯
瞰的な見立てです。
　しかし、過去数週間、ロシアのウクラ
イナ侵攻により、多くの変化が起きてい
るのは明らかです。ロシアとウクライナ
の衝突は、すでに世界のエネルギー産業
に対してこれからも長く続きそうな影響
を 与 え て い ま す 。 こ れ は E n e r g y 
Intelligenceの同僚がすでに広く報告し
ているところです。
　ただ、いくつか異なる側面が見え始め
ているのでそれらをここでいくつかお示
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2030年度に向けたエネルギートランジションのシナリオ図1

ロシア・ウクライナ間の戦争による石油・天然ガス産業への影響図2
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ししましょう（図2）。
　まず第1に、エネルギーの安定供給に
関する政策が真剣に再検討され、多くの
国で最重要課題になっています。
　第2に、欧米を中心に、国際的な石油・
ガス会社の投資行動が変化しており、ロ
シアの石油・ガスセクターへの投資の見
直しや引き下げを行っています。
　第3に、供給途絶への懸念に伴う大き
な混乱が石油市場に生じており、地政学
的リスクに伴う価格プレミアムも高まっ
ています。
　第4に、ガス市場では、記録的な高価
格に見られたように、市場に非常に強い
圧力がかかって歪みが生じており、ガ
ス・LNG市場は供給への懸念から混乱
しています。
　第5に、今回の問題が他の地域での地
政学リスクへと広がり、潜在的には世界

の他地域の問題にも悪影響を与え得る可
能性があります。
　そして最後に、ロシアに金融やエネル
ギー関連など、さまざまな制裁が課され
れば、ロシアの金融部門やエネルギーセ
クターに深刻な悪影響がおよぶでしょ
う。
　世界のエネルギーセクターに広範なイ
ンプリケーションを持つ、という点で、
このような事例は今までになく、この影
響はしばらく継続するとも考えていま
す。
　また、エネルギートランジションの
ペースや軌跡にかかわるこのアナリシス
に対し、ロシアの侵略がどのような意味
を持つかについて検討しました。特に、
過去数カ月の間に浮上してきた潜在的な
問題が、エネルギートランジションの
ペースを阻む逆風・障害に直面すると見

て、いくつかハイライトしています（図
3）。
　また、これらの問題は、現在の危機の
発生に伴って大幅に増幅されてもきまし
た。
　エネルギーセキュリティに注力され、
また注目を集めていることもその一つで
す。潜在的な地政学的な問題もあります。
　更にはクリーンなエネルギー技術のた
めの投入コストが上昇することもその一
つです。もちろん、石油やガスの価格高
騰も同様です。
　そして私たちは、これらの問題によっ
て、少なくとも短期的には、エネルギー
トランジションが遅れる方向に働くだろ
うと考えています。
　例えば、エネルギーセキュリティが重
視されることになるため、短期的には石
油・天然ガスへの投資が促進されるかも

エネルギートランジションの軌跡へのインパクト図3
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しれません。
　また、気候変動対応をより早く進める
には国家間の協力が欠かせませんが、地
政学的要因により、この協力関係が阻害
される可能性もあります。
　商品価格の高騰は風力発電や太陽光発
電の競争力を抑え、例えばニッケルやリ
チウムの価格は電気自動車の電池のコス
トを高める恐れがあります。
　そして最後に、石油・天然ガス価格の
高騰は、企業の判断や石油・天然ガス産
業そのものに対する投資家の選択にも影
響を与えるでしょう。
　しかし、中期的・長期的にはそのほか
の要素も考慮すべきでしょう。
　世界の一部では、エネルギーセキュリ
ティの重視だけでなく、化石燃料使用量
のより急速な削減も試みられるでしょ
う。特に、欧州では集中的な動きがみら
れると思われます。ロシア産の原料へ多
くを依存している欧州では、天然ガス、
石油、石炭の使用を急速に抑制するよう
な政策が打ち出されています。
　結局、ロシアのウクライナ侵攻は、短

期的にはエネルギートランジションの
ペースと軌跡に影響する可能性がありま
す。ただ、どちらの方向に向くのか決定
的なインパクトはまだ見られていないた
め、中期的には明確なことは言えません。
　しかし、もちろん、最近のロシアのウ
クライナ侵攻は全く新しい事象であり、
しかも事態は急速に動いています。我々
も情勢を注視して参ります。
　さてここで、よろしければ、エネルギー
トランジションの特性について少しコメ
ントしたいと思います（図4）。
　これはEnergy Intelligenceや世界中の
専門家にもいえることですが、20年から
30年にわたる図表を見ながら世界のエネ
ルギーシステムの円滑な移行を予測する
ことは容易なことです。
　しかし、Energy Intelligenceの私や同
僚は、この数年、トランジションが、必
ずしも秩序立って進むものではなく、厄
介な一面を見せながら進む可能性に注視
してきました。
　そして、最近のトランジションを取り
巻く情勢は我々の想定に沿ったものとな

りつつあり、すでに明らかにしてきた
我々の考えを補強していると考えます。
　例えば、我々は政策や石油・ガス産業
へのインセンティブが首尾一貫しないリ
スクに着目してきました。そして今、欧
州で急速な政策の転換が進んでいる様
を、まさに目にしています。ここ数週間
の出来事はその良い事例ですし、石油・
ガス産業に対しても複雑なメッセージを
発しています。
　2つ目のポイントは、トランジション
の進み方が世界各地で異なるという点で
す。
　この点も、現在のウクライナ危機に
よって、特に欧州等のエリアでより急速
なトランジションを見る一方、その他の
地域では炭化水素投資を強化して、更に
その差が深まる可能性があります。
　3つ目のポイントとして我々がハイラ
イトしたのは、需要と供給が全く個別に、
連動しない形で動くようになったことで
す。現在、見られるような価格の激しい
変動や急騰がそのリスクをよく体現して
いると思います。

エネルギートランジションはスムーズには進まないだろう図4
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　そして4つ目のポイントとして指摘し
たのは、地政学的な緊張が高まるリスク
です。例えば、先進国と途上国の間の温
暖化ガス排出責任の考え方の隔たりのよ
うに、世界全体や国際システムにおいて
更に分断が強まる恐れがあります。
　その結果、トランジション全体が比較
的不規則、バラバラに進むリスクがある
点が重要と考えています。この地域ごと
の差は世界のエネルギーセクターの関係
者が理解しておくべきことと考えます。
　さてここで、話を戻しますが、私が初
めにお伝えした4つのシナリオに関して
は、短期的にはトランジションのペース
を遅らせる逆風が確かにあるかもしれま
せんが、現状を勘案すれば、メインのア
クセラレートシナリオから決定的に外れ
てはいないと思います（図5）。
　アクセラレートシナリオでは、2020年

代の半ばに大きな変化が生ずる可能性が
あると見ています。低炭素化技術の競争
力の高まり、投資家からの圧力の強化、
そして気候変動に対する社会的な要請も
この動きを加速する要因になるかもしれ
ません。そしてこのシナリオは、世界に
おける産業革命前からの気温上昇を
2.5℃以内に保つという我々の分析に
沿ったものです。つまりこれは現状維持
の軌跡よりも相当気温上昇を抑えたもの
です。
　それでも、これはパリ協定やグラス
ゴーでの世界的な気候変動に関する合意
よりも、相当高い気温となるものです。
　それが現在、世界が進んでいる道なの
です。
　もちろん、それは石油・天然ガス産業
にもたらす将来像にも大きなインプリ
ケーションを与えます。

　ではそれらの話に移りましょう。
　これが、我々社内の分析に基づく展望
であり、さまざまな産業のシナリオを統
合した結果で、左側に石油の需要の見通
しを、右側に天然ガスの需要の見通しを
示しています（図6）。
　石油に関しては、トランジションの
ケースと石油需要の見通しに、きれいな
相関関係があります。
　今後数十年の間に石油需要がどう推移
するかに関しては、トランジションの
ペースや展開により、非常に大きな差が
出ています。
　我々の「アクセラレートシナリオ」では
2030年までの10年間の間は石油需要が増
加する見通しになっています。
　しかし、カギとなる違いは2030年以降
の石油需要の変動です。
　「アクセラレートシナリオ」では、この

2030年までのエネルギートランジションの軌跡：結論図5
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赤線で示されているように、石油需要は
2030年以降徐々に下落し、6,500万b/d～
8,300万b/dの範囲となるでしょう。
　「ブースト」や「ネットゼロ」のシナリオ
では、明らかに、それよりももっと急速
に需要が減少します。ネットゼロシナリ
オの場合には、より急速に下落して、
2050年までに需要は3,000万b/d以下とな
ります。
　ただ、すでに指摘したとおり、現時点
ではこのシナリオとなる可能性は低いと
見ています。
　右側の図で、ガスの需要見通しは、す
ぐにわかって頂けると思うのですが、石
油ほどはっきりとした差が各シナリオで
出ていません。それはガス需要見通しと
トランジションのシナリオの相関関係が
やや不透明であり、その関係はそれほど
単純なものではないためです。
　より急速なトランジションシナリオも
ありえます。その場合、アジアの大半を
含め、世界の主要地域で石炭をフェーズ
アウトすればガスは有利ですが、急速な

トランジションの下では再生可能エネル
ギーによる発電の早い拡大により、ガス
がより大きなプレッシャーを受ける可能
性もあります。その場合には、より複雑
な様相を呈するでしょう。
　図6で最後に申し上げておきたいこと
は、左側のグラフの点線は、今世紀半ば
までのEnergy Intelligenceによる独自の
モデリングによる需要シナリオです。
 　次に供給サイドも見てみます。これ
も長期モデルによるものです（図7）。
　この上の図の線が示すのは、石油の供
給シナリオです。図6でお見せした需要
シナリオに沿ったものになっています。
　これはロシアとウクライナの戦争発生
の前に完了させ、アップデートした分析
作業ですので、そのインパクトを反映で
きていません。しかし、今の段階でいく
つかのカギとなる要素を明らかにしたい
と思います。
　我々の分析では、産油国が持つ余剰生
産能力や、世界の主要エリアで計画され
ている新たな開発プロジェクト、そして

COVID-19後の一般的な投資の回復等の
要因により、2030年までの10年間の間に
徐々に石油供給は増加するという、比較
的安定したシナリオを示しました。
　これからそれについて少しお話しした
いと思います。
　ただ、このことは申し上げておいた方
がよいでしょう。下のグラフで示されて
いるように、特に現在のロシアの現状に
よる影響を考えれば、これらの石油供給
量のうち、どの産油国がどれだけ生産す
るが問題です。
　現時点では、経済制裁や主要な国際石
油企業のロシア撤退の影響は、その後、
2030年ごろまでの長期間にわたって、ロ
シアの石油生産能力に影響を与え続ける
可能性が高いと考えています。
　先ほどの「アクセラレートシナリオ」で
は、ロシアの2030年の石油供給量は1,250
万b/dと見ていました。今、我々の見立
てでは、現在生じている状況により、ロ
シアの生産量は100～200万b/d減少する
と考えています。

石油・ガス需要の見通し図6
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　それはつまり、この追加の需要を満た
すだけの石油を追加供給できる国が世界
のどこにあるのか、という問題にもつな
がります。
　それについてもう少しお話ししたいと
思います。
　このグラフで強調したいのは、米国・
カナダという北米の原油生産者がこの追
加供給の一部をカバーする可能性がある
こと、そしてサウジアラビアやUAEの
アブダビ等の中東の産油国がここで最も
貢献することができるということです。
　その他にも、例えばイラクや、まった
く別の要因によるものですがイランなど
も増産の可能性を秘めますが、一方でイ
ランでの増産には問題もありそうです。
　以上が供給面での情勢ですが、もちろ
ん、その背景には、投資活動の多寡とい

う問題もあります。
　図8は私共の2030年までの上流資本投
資に関する見込みです。
　（COVID-19が最初にまん延した）2020
年には、石油・天然ガス産業が被った明
らかな景気低迷により、2020年の上流投
資額は非常に大きく下落しました。
　そして私共は2024年ごろまでの数年の
間、投資額が増加していくと見ています
し、実際に投資額は増え始めています。
　2022年だけ見ても、上流への資本投資
は10％程度増加するものと考えておりま
す。
　ただし、その資本投資額は毎年4,0 0 0
億ドル程度です。これは我々の基本の「ア
クセラレートシナリオ」の石油需要を満
たすために必要な投資額、年間5,5 0 0億
ドルには遠くおよびません。

　我々は、エネルギートランジションの
圧力等の問題が2020年代の後半にまで尾
を引いて、上流への資本投資が再び下落
に向かい、したがって世界の石油需要を
満たすだけの供給が確保することが難し
くなる可能性があると見ています。
　この問題は、2020年代には投資制約が
なく、投資が一貫して増え続ける「ブロー
アウトシナリオ」以外のすべてのシナリ
オで見られていることです。
　また次は簡単に、エネルギートランジ
ションの中で、各企業が置かれている状
況をマッピングした図9を皆さんにお示
ししたいと思います。
　図9について少しお話しさせてくださ
い。
　第1に、図9は我々が最近更新したエ
ネルギートランジションインデックスか

石油供給の長期見通し図7
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資本投資の長期見通し図8

エネルギートランジションにおける各社の立ち位置図9
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ら抽出したものです。
　ここで我々は、世界の30の国際石油会
社、国営石油会社を選定し、いくつかの
面で分析をしました。
　この図の横軸では、企業の現在のポー
トフォリオやビジネス環境が、操業面あ
るいは財務面からどれだけ強靭性がある
かを見ています。
　また縦軸では、各企業が新たな目標設
定や新たな戦略策定を行っているか、そ
してエネルギートランジションに向け、
事業内容を順応させたり一新したりする
ために、この戦略をどれだけ実行してい
るかを測っています。
　この図9の上方にある「欧州系メ
ジャーズ」は恐らく最もトランジション
に向けた新戦略を設定していると考えら
れますが、その他、各産業グループの立

ち位置の違いが比較できるようにしてい
ます。より強靭な国営石油会社は右側に
集まっていますが、彼らは財務や操業の
面でもパフォーマンスが高く、石油・天
然ガス生産の分野にも力を注いでいま
す。
　また、その他の企業は、これまでのと
ころ、新たなトランジション戦略策定の
面ではそれほど素早く動けていません
が、特にトランジションがより速く進む
ような場合には、やや大きいリスクをは
らんでいるケースもあるかもしれませ
ん。
　203 0年までの主なグループの見通し
は、図10のように単純化して示すこと
ができます。
　ただ、明らかに、それぞれの企業グルー
プにとってのインプリケーションは異な

るかもしれません。
　最もわかりやすいのは、トランジショ
ンがより急速に進めば、左側の欧州系メ
ジャーズにとって一番有利と考えられる
点です。彼らはクリーンエネルギーによ
る代替に最も軸を置いています。
　そして、欧州系メジャーズは、恐らく
さまざまなステークホルダーからの圧力
を受けて石油やガスの生産能力を抑制し
ているので、急速なトランジションに適
合させるのに有利なのです。
　他の企業のグループと比較しますと、
米国系メジャーズは、昨年ごろからその
戦略をシフトさせてきています。しかし
まだ現時点では、特に米国のシェール資
産への投資を背景に、世界のエネルギー
システムがよりゆっくりと変化すること
を前提に、短期的な石油・ガス需要増を

エネルギートランジションにかかわる2030年までの企業グループごとの戦略的意義図10
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満たすことにより利益を追求する姿勢で
す。
　国営石油会社の中では、例えば、中東
ペルシャ湾沿いの産油国などはトランジ
ションに対する強靭性が高いと考えられ
ますが、石油を増産することができるそ
れ以外の国営石油会社、例えばブラジル
のPetrobrasなどにとっては、トランジ
ションのペースが遅れれば、より有利に
働くでしょう。
　ただ、石油会社それぞれのポートフォ
リオ次第では、同じグループ内の他企業
よりも、より急速なトランジション対応
が可能でしょう。
　もちろん、他の地域で、財務が弱まり、
借入額が大きく操業能力が制限されてい
て、高いリスクに晒されているような国
営石油会社も存在しています。また、さ
まざまな異なるシナリオに伴って、石
油・ガスへの投資や新技術分野への投資
を増やすことが難しい企業もあるでしょ
う。
　これらの企業はさまざまなシナリオに
対して、より脆弱かもしれません。
　最後に、独立系の探鉱・開発企業は増
産する能力はある程度持っていますが、
独立系企業は短期的に石油・ガス価格の
リスクに最も晒されており、もしも世界
のエネルギートランジションが急速に進
む場合には間違いなく不利なポジション
に置かれるでしょう。
　時間も限られてきましたので、私のご
説明はこのあたりで終わりにしたいと思
います。ただ、私が申しあげてきたこと
について、いくつかキーポイントを改め
て示したいと思います。
　ロシアとウクライナの関係では、世界
のエネルギー情勢に継続的な影響を与え
るという点で、我々のトランジションシ
ナリオに照らせば、私共はまだ「アクセ
ラレートシナリオ」が最も確からしいと
考えています。しかし、石油・ガス産業

に逆風となる可能性があります。
　企業へのインパクトという観点では、
変化を続ける世界のエネルギーシステム
という問題に、石油・ガス産業に携わる
多岐にわたる当事者がどのように対応し
ようとするかに左右されると思います。
　我々もそれを注視してまいりたいと思
います。
　ありがとうございました。

F：アレックス、説明をありがとうござ
いました。質問をしたいと思います。
　図7にも示されていますが、ロシアの
原油生産の減少をどの国が代替すること
になりそうでしょうか。サウジアラビア
などの産油国でしょうか。
　また、一定の投資額を維持するために
NOC（National Oil Company：国営石
油会社）や政府の役割をどう見ておられ
るでしょうか。
A：ご質問ありがとうございます。
　2030年までの石油供給という視点に戻
りますと、我々が議論してきた検討結果
から考えると、ロシア産の原油生産能力
が減少する場合、そのギャップがどのよ
うに埋められるかという問題が出てくる
ことは明らかです。ただ、更にクリアに
申し上げれば、石油供給サイドではなく、
石油需要がシフトしてこのギャップはか
なり埋められる可能性があります。
　また生産能力の柔軟性の観点では、米
国が最も増産するのではないかと見てい
ます。
　また、エネルギーセキュリティへの懸
念が増しているため、より政治的な視点
が強まり、石油を増産する方向に移る可
能性はあります。しかし、実際の影響は、
過去10年に米国陸上に投資を行ってもあ
まり利益というリターンを得られなかっ
たという「痛手」を民間の投資家は感じて
います。
　現在、これらの考えを現在の状況変化

に合わせる検討も行われており、それが
進めば石油・天然ガス開発への資金も再
び増えるかもしれません。
　いくつかのカギとなる産油国でも、
NOCや政府に注目すべきと思います。
　現在我々が目にしているように、価格
の高騰とそれに伴う石油産業への利益が
増加したことにより、アドバンテージを
得ようとして投資を増加するアプローチ
をとれるようになるかもしれません。
　言い換えれば、どのグループに属して
いる石油会社も、石油・ガス投資を維持
するのか増加するのか、株主への配当を
増やすのか、あるいは短期的には高い利
益をもたらさないかもしれないがクリー
ンな新エネルギーへの投資を増やすの
か、を選択しなければなりません。いま
私たちは、石油会社がこれらの選択肢の
中でどの機会を捉えようとしているのか
見ています。
　仮に大きな上流投資の増額を行わない
としても、国際石油会社は、多少投資を
増やすか、投資を維持するかといったと
ころではないでしょうか。
　ただ、それは一方で国営石油会社は財
務上、政府が必要とする資金需要を満た
しつつ、生産能力の向上も継続できる可
能性もあるでしょう。
　すでにサウジアラビアやアブダビ、ブ
ラジルのPetrobrasが、過去数カ月の間
にその方針を示していますし。ガスの関
係ではQatar Energyが大きく投資を増
やそうとしています。
　それら企業の活動は、我々も注視して
いきたいと思います。
F：お答え頂きありがとうございました。
JOGMECへのサポートに対し改めて御
礼申し上げます。今日はありがとうござ
いました。
A：本日お話に参加する機会を頂きあり
がとうございました。
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F（古幡）：それでは、次のセッションに
移りましょう。非常に力のあるコンサル
タント、Rystad Energyに、上流ビジネ
スに関する分析を説明してもらいます。
タイトルは「長い道のり－将来の石油・
ガス上流リスク」です。
　本日、Rystad Energyからは、石油上
流リサーチリーダーのエスペン・アーリ
ンセンさん、上流リサーチアナリストの
オルガ・サヴェンコヴァさんが参加しま
す。
　エスペンさん、オルガさん、こんにち
は。
E（エスペン）：こんにちは。

O（オルガ）：こんにちは。
F：もしも準備ができていましたら、ど
うぞ始めてください。
E：ありがとう。
　本日は、私たちにプレゼンテーション
の機会を頂き、誠にありがとうございま
す。
　このセッションでは、私の同僚のオル
ガ・サヴェンコヴァと私で、石油・ガス
産業の長期的な見通しと、それが異なる
需要シナリオでどのように変わってくる
のか、別の言い方をすると、石油・ガス
産業にとっての将来の上流リスクについ
ての評価をお話ししたいと思います。

　今日のセッションは5つのパートに分
かれます。まず、我々の複数の需要シナ
リオと他の機関の需要シナリオの説明を
します。石油・ガス価格の観点では石油
生産にいかなる影響があるのか、そして
それぞれ異なるシナリオでどの国が生産
していくのか、を見ていきます。
　次に、さまざまなステークホルダーに
とって異なるリスクを説明します。
　その最初は、産油国、それからサービ
ス会社、次に石油・ガス会社にとっての
リスクを見ていきます。そして締めくく
りの前に、プレゼンテーションの包括的
な取りまとめをしたいと思います。

2.  The Long Road Ahead：Sizing Up Future Oil & Gas Upstream Risk 
Espen ERLINGSEN/Rystad Energy　エスペン・アーリンセン氏、オルガ・
サヴェンコヴァ氏

石油・天然ガスの探鉱開発投資サイクル図11
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　それでは早速、プレゼンテーションを
始めたいと思います。出だしとして、ま
ず石油・ガス産業全体に関して少しお話
ししたいと思います。図11は石油・ガ
ス産業で、最近10～12年の間に何が起き
たのか、概要を示しています。
　これは2010年から2021年まで世界の石
油・天然ガスへの投資がどのように推移
したかを示すグラフです。
　この期間は、主に3つのフェーズに分
けることができます。
　第1のフェーズは「成長フェーズ」であ
り、2010年ごろから2014年まで、石油・
ガス会社は増産するために、新規のプロ
ジェクトへ投資し、新規プロジェクトを
立ち上げていました。
　このため、2010年から2014年までは、
世界の投資額は約6,0 0 0億ドルから約
9,000億ドルに増加しました。
　その後2015年に原油価格は大幅に下落
し、投資額も25％減少しました。2016年
まで投資総額の下落は続き、9,0 0 0億ド
ルから約5,000億ドルにまで落ちました。

　これにより「最適化」と「デジタル化」と
いう新しい時代に入りました。石油・ガ
ス会社は増産ではなく、より効率的にな
り、コストを抑制するようになったので
す。
　この期間には、増産よりも価値を高め
ることに注力されるようになりました。
　そして、2020年にはCOVID-19まん延
に伴って石油価格は下落し、世界の投資
は約27％減少しました。これにより、新
しい第3のフェーズに入り、今、我々は
石油・ガス市場の変革と脱炭素の期間に
入っています。
　ここで石油・ガス会社は石油・ガス産
業へのエクスポージャーを減らすことに
注力し、メジャーズは新エネルギーへの
投資を増やし、温暖化ガス排出を削減す
ることで、CO2フットプリントを削減し
ようとしています。
　石油・ガス産業は、以上のような歩み
を見せてきたわけですが、それでは今後
2050年までにどのように展開するのかを
見ていきたいと思います。

　本日、私共はさまざまなリスクや世界
がどのように動くのかについてお話しし
ますが、エネルギートランジションに関
しては、収入のリスクとコストのリスク
があると考えております（図12）。
　収入のリスクには、数量のリスクと価
格のリスクという、2つの要素がありま
す。
　数量のリスクは、その「数量」に商業性
があるのかどうか、つまり、「座礁資産」
化するのか、あるいは油ガス田が開発さ
れるのかにより、さまざまなステークホ
ルダーにとって異なる価値を伴います。
これが数量リスクです。
　価格リスクは石油・ガス会社や政府が
より少ない収入や少ないフリーキャッ
シュフローしか得られないリスクです。
　本日はこの収入のリスクに焦点を当て
ます。異なる価格や需要のシナリオによ
り、このリスクがどうなるのかを見てい
きます。
　なお、本日はコストのリスクにはふれ
ません。例えば、政府が二酸化炭素排出

探鉱開発産業に対するリスクの姿図12
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税などを増税したり、探鉱活動を禁止し
たりするなど、政策変更もコストのリス
クになりますが、それにはふれません。
　また、具体的な数字の説明に入る前に、
我々がこれから説明するシナリオを作る
際の分析手法についてもふれることが重
要だと思います（図13）。
　Rystad Energyが持つUcube（ユー
キューブ）という石油供給モデルを使っ
ておりまして、ここでは異なる価格シナ
リオを入力しますと、価格に応じた異な
る生産見通しが導き出されます。
　私たちはこれを使って、異なる需要シ
ナリオに応じて、石油とガスの需要と供
給がバランスする均衡価格を導き出しま
す。
　端的に言えば、このフローチャートに
示された作業を行っています。

　典型的には、まずは価格シナリオから
始め、それを85,000カ所におよぶ油田・
ガス田のそれぞれの供給モデルに当ては
めて、それぞれの油田・ガス田について、
生産プロファイルがどうなるか、投資が
どう増減するか、政府取り分がどうなる
のか、フリーキャッシュフローがどれだ
け得られるかを計算します。
　そしてもちろん、それらは石油価格に
も左右されます。
　それから、それらの数字が需要量に
合っているかを比較します。もしも需要
と供給が合っていないのであれば、立ち
戻って油価を変えて同じことを行い、需
要と供給がマッチするまでこれを繰り返
します。それが、最終的に私たちが使う
シナリオです。
　私たちが示す数字は、非常にざっくり

としたものではあります。ただ、基本的
な分析の背景として、ぜひ理解して頂き
たいことがあります。それは、これらの
見通しを行うにあたり、我々の分析は
85,000もの油ガス田のデータに基づいて
いることです。
　それでは、まずは主要な需要シナリオ
について見ていきたいと思います（図
14）。
　Rystad Energyでは、石油などの液体
燃料について、「プラスシグマ・シナリ
オ」、「中間シナリオ」、「マイナスシグマ・
シナリオ」という、3つのシナリオを導き
出しました。
　これらそれぞれのシナリオでは、世界
の気温がどれだけ上昇するかが異なりま
す。「プラスシグマ」は他よりも石油需要
が増加し、世界の気温上昇が2℃に達す

Rystad Energyの分析手法図13
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るシナリオです。
　「中間シナリオ（Mean）」は、私たちの
ベースシナリオであり、気温上昇は1.8℃
となります。「マイナスシグマ」では1.6℃
に気温上昇を抑えられます。
　そして、キーとなる数字を申し上げま
す。
　まず「プラスシグマ」では世界の石油等
の液体燃料の需要と供給は、2028年に1
億600万b/dでピークとなり、2050年に
は7,500万b/dに減少します。
　次に「中間シナリオ」では石油需要と供
給は2025年に1億400万b/dでピークを打
ち、2050年には5,0 0 0万b/dに減少しま
す。
　この他、需要と供給が下落する「マイ
ナスシグマ」では、2024年に1億200万b/
d程度で需要のピークを迎え、その後、
2050年までに3,3 0 0万b/dまで下落しま
す。
　つまり、これらのシナリオには大きな
開きがあります。
　ここで、Rystad Energyの3つのシナ

リオを他の機関の見通しと比較してみた
いと思います（図15）。
　我々の業界で広く使われているシナリ
オを3つ選びました。
　OPECの基本シナリオと、IEAのSDS

（Sustainable Development Scenario）、
そしてIEAのネットゼロシナリオです。
　これらの3つも大きく異なっています。
　例えば、OPECの基本シナリオでは、
ご覧いただけるように、グラフのエリア
はこの先もかなり平らで、1億800万b/d
の需要ピークもずっと先のこととなりま
す。
　SDSシナリオでは、すでに我々は石油
の需要ピークを過ぎており、今後は急速
に需要が減少します。そして2050年の需
要はわずか4,600万b/dとなります。
　ネットゼロシナリオでも、石油需要の
ピークは過ぎています。そして、2050年
の石油需要は2,100万b/d程度です。
　改めて申し上げますが、これらのシナ
リオの間には大きな差異があります。
　需要・供給のモデルでこれらのシナリ

オを走らせて、需要と供給がマッチする
かは、どのような石油・ガス価格が用い
られるかにより左右されます。
　図16の上の図は、それぞれのシナリ
オでブレント価格がどのように推移する
か、実質価格で見たものです。
　赤い線がOPECのシナリオで、一番下
のグリーン色の線がIEAのネットゼロシ
ナリオです。こんなに大きな差があるこ
とが分かります。
　最初にお伝えしたいのは、Rystad 
Energyは、「中間シナリオ」でも「プラス
シグマ」、「マイナスシグマ」のいずれで
あっても、当面は50ドル程度の原油価格
が維持される、と見ていることです。
　これは短期的・中期的にはOPECと米
国のシェールオイルの双方がスウィン
グ・プロデューサーとなると見ているた
めであり、市場は油価50ドル程度でバラ
ンスするのではないでしょうか。
　 し か し 、 そ の 先 の 将 来 を 見 る と 、
OPECのシナリオでは価格が急速に高く
なります。一方、マイナスシグマのケー

Rystad Energyの石油需要シナリオ図14
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脱炭素化が進みにつれて原油価格は下落する図16

Rystad Energyの石油需要シナリオ図15
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スでは、価格は急に下がり始め、20ドル
台にまで下がります。
　一つの結論としては、短期的・中期的
にはシナリオごとの価格はそれほど差が
出ませんが、2035年以降になると価格見
通しに大きな差が出てくるということで
す。
　図16にある下のグラフは、さまざま
なシナリオで、どのように米国のヘン
リーハブのガス価格が推移するのかが示
されています。
　ガスの値動きのグラフは、石油とは
少々異なる様相を呈しています。石油で
は高需要・高価格のようなOPECシナリ
オもあれば、低価格となるようなSDSシ
ナリオもあります。しかし、ガス価格の
グラフではSDSシナリオの価格の方が
OPECシナリオよりも高くなっている時
期もあります。
　その理由として我々が考えるのは、石
油の需要が相当量下がれば、石油生産時
の随伴ガスが減少するためで、純粋なガ
ス田の開発を進めなければならないとい

うことです。
　一般的には、ガスは石油価格に応じた
ヘッジはあまりかかっていません。なぜ
なら、石油需要が低いとガス価格が上昇
するためです。例えば中間シナリオのガ
ス需要はOPECシナリオのガス需要より
多くなります。
　ただし、実際には、より正規分布に近
づくでしょうし、例えばOPECのシナリ
オが最も高いガス価格のシナリオになる
でしょう。
　つまり、ガスの方が石油よりも高い価
格を維持すること、石油の価格ほどには
大きく振れないことを示しています。
　次に、それぞれのシナリオごとの石油
等液体燃料の供給について見たいと思い
ます。
　図17の上の図はすでにお話しした需
要と非常に似ています。そのシナリオご
とに供給がどうなるのかを示します。
　下の図は新たな供給源が必要な需要量
です。
　つまり、需要に見合うためにどれだけ

の新しい油田からの石油生産をしなけれ
ばならないかを示しています。
　端的にいえば、世界の石油需要から現
在生産中の油田・ガス田からの生産量を
差し引いたものでもあります。
　この図もまた、それぞれのシナリオで
大変大きな差が生じています。
　例えば、OPECのシナリオでは、非常
に多くの新油田の開発を始めなければな
りません。2050年には7,000万b/dの原油
が、いま生産していない新たな油田から
生産されなければならないのです。
　我々が最も適当と見ている「中間シナ
リオ」では、2040年ごろには3,500万b/d
が新たに開発する油田から生産されるこ
とが必要で、その数量は2050年には2,000
万b/d程度に下がります。
　そしてIEAのネットゼロシナリオ、緑
色のラインですが、これだと新しい油田
からの石油生産はほとんど必要ありませ
ん。
　つまり、ネットゼロシナリオでは石油
需要が減少するため、新たな油ガス田開

油田生産量の自然減を補う新規油田が必要図17
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発をスタートする必要がないのです。
　これが明らかにしているのは、異なる
シナリオでは、当然のことながら、投資
活動のレベルが異なってくるということ
であり、これは重要です。投資について
は、オルガが後程詳しく説明します。
　またシナリオによって、この投資を実
現するための価格帯もだいぶ異なってき
ます。
　例えばネットゼロシナリオでは、新た
な投資や生産維持・増産のための追加掘
削（インフィル・ドリリング）、シェール
オイルの新たな掘削を止めるために、非
常に低い価格が必要になります。
　ガスの観点からも同様にお話ししま
しょう（図18）。
　さまざまなシナリオの世界のガス供
給、つまりそれは世界のガス需要でもあ

るのですが、これを見ると最初にわかる
ことは、ガスの方が石油より多くの供給
をしなければならず、石油のような需
要・供給の急速な減少は見られないとい
うことです。
　また、その分析からは、世界のガス需
要は、新たなガス田からのガス生産に頼
らねばならないことが分かります。しか
も、石油では新たな開発はほぼ必要ない
との結論が出たネットゼロシナリオを含
めて、すべてのシナリオで新たなガス田
の新規開発が必要になるのです。
　ガス田の生産量の自然減を相殺するた
め、更に多くの新たなガス田の開発を始
めなければならないと、Rystad Energy
は考えます。
　これも、ガスが液体の燃料よりも需要
が長く続き、需要の前提が変わってもそ

の変化はあまり大きくない理由の一つで
す。
　ここまでさまざまな需要想定について
見てきましたが、新たな投資も必要にな
ります。
　そして、生産・供給が世界の主要国で
どのように推移するのか、石油について
は図19の上図で、ガスについては図19
の下図で示しています。
　例えば、米国の例を見てみると、青い
コラムが2021年の生産量であり、残りの
コラムは、プラスシグマ・中間シナリオ・
マイナスシグマ・ネットゼロの各シナリ
オで、2050年にどれだけ各国の生産量が
どうなるのかを示しています。
　米国の例では2021年の生産量は1,800
万b/dでしたが、高い需要見通しのプラ
スシグマのケースでは2050年に1,000万

新たなガス田の開発によるガス増産も必要図18
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b/d程度を生産すると見込んでいます。
現在の生産量から見ればおよそ40％の下
落となります。
　そして、それぞれの需要見通しによっ
て、米国の生産量見通しは大きく変化し
ます。ロシアも同様です。一方、サウジ
アラビアは、需要が変化しても生産量の
減り方は少なくなっています。特に需要
見通しが高い場合には、サウジアラビア
からの生産量は2021年よりも増加する見
通しです。
　サウジアラビアと同様、カナダも価格
が高いシナリオでは2050年まで増産する
見込みになっています。これはオイルサ
ンドの生産によるものです。高い石油価
格であれば、オイルサンド事業の採算性
も高まり、開発も可能となります。
　ただ、石油価格が上昇するシナリオで、
米国がどうして増産しないのか、疑念を
持たれる方がいるかもしれません。
　その理由は、米国のシェールオイル開
発の大半が今後1 0～2 0年でピークを迎
え、その後は新たに生産するエリアがあ

まりなく、石油・ガス会社が、今と同じ
ようなスピードで掘削をすることが難し
くなることにあります。
　つまり、米国では（開発可能な）資源量
が減少するために、いずれのシナリオで
も将来の生産量が低下するのです。
　図19の下図の、ガスについても少し
お話しします。
　米国ではシナリオごとの2050年のガス
生産量は、石油に比べて、それほど大き
くは変化しません。「プラスシグマ」の
ケースでは現在に比べて20％程度の減少
となります。
　ロシアは非常に多くのガス資源を抱え
ています。そのため「プラスシグマ」や「中
間シナリオ」では、ロシア産のガスは増
産となります。中国やカナダも同様に、

「プラスシグマ」や「中間シナリオ」といっ
た需要が多いシナリオでは増産すると見
込まれます。それに比べると、米国やイ
ランはどのシナリオでも減少します。
　石油とガスの需要と供給についてはこ
れでお話しできたと思います。

　ここからはオルガにバトンタッチし
て、石油・ガス産業内の異なるステーク
ホルダーにとってのエネルギートランジ
ションのリスクについて話してもらいた
いと思います。

O：ありがとう、エスペン。
　私の最初のパートでは、国にとっての
リスクとその意味について述べたいと思
います。世界が化石燃料の使用を減らせ
ば、石油・ガスの生産国の政府は、大き
な収入源を失うリスクに直面します。石
油・ガスの生産国の政府は、石油・ガス
の販売収入からロイヤルティや法人税を
得て、それを国家の予算に充てているか
らです。
　図20は、そのような「資源のリスク」
にどの国がどれだけ晒されているのかを
示しています。
　具体的には、シナリオが「プラスシグ
マ」から「マイナスシグマ」に変わる場合
に、商業生産が可能な資源量が最も減少
する国はどこかを示しています。

各シナリオでの主要産油国・産ガス国の2050年の生産量見通し図19
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産油国・産ガス国は政府収入減のリスクにさらされる図21

シナリオが「プラスシグマ」から「マイナスシグマ」に変わると石油生産量が大きく減少する国々図20
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　もちろん、石油・ガスセクターからの
収入に最も大きなインパクトがある国は
どこかを示していることになります。
　資源量の次に、図21で実際の政府収
入についてお話ししたいと思います。左
図では、「中間シナリオ」や「プラスシグ
マ」では、今後10年間に限れば、政府収
入は年間1兆ドル程度と見込まれ、それ
ほど大きくは減少しません。
　しかし、SDSシナリオでは、政府収入
は急速に減少し、2 0 3 0年には年間約
5,000億ドルに半減します。
　また「中間シナリオ」と「SDSシナリオ」
の政府収入の差は、2030年以降はだいぶ
近づき始め、その差はおよそ1,5 0 0億ド
ルに縮小します。
　図21の右側では、「プラスシグマ」の
場合の2021年から2050年の間の各国の政
府収入総額と比較して、「マイナスシグ
マ」の場合にどれだけ政府収入が減少す
るかを示しました。
　例えば、2つのシナリオの間で、ロシ
アは各国で最大、2兆ドルもの収入減の

リスクがあります。
　つまり、今後30年で、石油とガスの需
要が減少し、これだけの政府収入がロシ
アの予算から削られるリスクがあるとい
うことになります。
　図22は、政府収入のリスクを別の形
で示しています。
　どの国の経済が石油ガス産業からの収
入にどれだけ依存しているか、そして、
もしもシナリオによって生産量が減少し
たらどれだけの国家収入を失うリスクが
あるか、を示しています。
　サウジアラビアの例では、（「プラスシ
グマ」から「マイナスシグマ」になること
で）石油・ガスからの政府収入のおよそ
3 0％がリスクにさらされます。また、
2019年のサウジアラビアのGDPに占め
る石油・ガス産業からの税収は27％を占
めています。
　図2 2の右上に位置している国々は、
その国の経済が石油・ガスに大きく依存
しており、また「プラスシグマ」から「マ
イナスシグマ」に変わる場合に得られる

収入が大きく減少するため、リスクが高
いことを示します。
　そして図23では、石油のサービス会
社と探鉱費に与えるリスクを示します。
　エスペンがふれたように、探鉱による
新たな油ガス田の発見とそれに必要な探
鉱活動は、「マイナスシグマ」の場合でも
必要にはなりますが、それは「プラスシ
グマ」のケースと比較してずっと少なく
なります。
　我々の見通しでは、2050年までに必要
な探鉱費の総額は「プラスシグマ」の場合
には1.3兆ドルですが、「マイナスシグマ」
の場合には5,0 0 0億ドルに減少します。
つまり、今後30年間の探鉱費は61％も少
なくて済むかもしれません。
　2050年までの探鉱費を地域で見てみる
と、それぞれ60％から80％減少するリス
クがあります。特にアジアや南米では大
きな金額の探鉱費が不要になります。
　つまり、非常に多くの探鉱の機会があ
るにもかかわらず、例えばアフリカや東
南アジアなどのフロンティアでは、それ

主要産油国、産ガス国が抱えるトランジションに対するリスク図22
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らが発見されなかったり開発されなかっ
たりする可能性があるということです。
　このような探鉱への資本投資の減少
は、石油のサービス会社にとっての収入
リスクにつながる可能性があります。た
だし、投資のカテゴリーの違いによって
異なるインパクトが出るでしょう。
　図24では、今後30年間の総計で、「プ
ラスシグマ」と「マイナスシグマ」でどれ
だけの資本投資の差が出てくるのかを比
較しています。
　また、投資のカテゴリーごとにその減
少額を細分化しています。
　「マイナスシグマ」の場合に、最も大き
な投資削減が生じるのは、陸上と沖合の
新規エリア（グリーンフィールド）への投
資です。既存の投資が行われているエリ
ア（ブラウンフィールド）への投資はあま

り減少しません。
　シェールオイルへの投資は70％近く、
大きく減少することが見込まれていま
す。これはマイナスシグマの場合には、
供給が不十分となり、十分な資源量を石
油会社が確保することができないことが
原因です。
　このようにサービス会社に対するリス
クは極めて大きいものですが、一方で相
当なビジネスチャンスがあることも事実
です。サービス会社は多角化が可能であ
り、例えば、CCSや水素、再生可能エネ
ルギーや新エネルギーのような関連分野
に多角化しようとする石油・ガス会社に
対し、新たな提案を行って関係を維持す
ることもできるでしょう。新たなセグメ
ントで価値を創造し、石油・ガス生産の
脱炭素化を手助けし、石油・ガス会社の

温暖化ガス排出量の減少や新たなクリー
ンエネルギー技術を支援することも可能
です。
　これはサービス会社にとって、生産量
や投資の縮小に伴う収入減のリスクを
ヘッジする選択肢となります。
　そして次に、石油・ガス会社がどのよ
うに投資を配分するかを見てみましょう

（図25）。すでに石油・ガス会社は「大き
いことはいいことだ」というメンタリ
ティーからシフトし、数量よりも価値を
高めることに注力していることが見て取
れます。
　そのうえで、石油・ガス会社は、投資
対象とするプロジェクトの選択に以前よ
りも厳しい要件を設定しており、「優位
性の高い石油」にフォーカスしようとし
ています。

「マイナスシグマ」では「プラスシグマ」と比して探鉱投資が約60％減少する図23
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「マイナスシグマ」ではシェール開発や新規エリアへの投資が最も減少見込み図24

石油会社の投資決定に向けた要件は厳しくなっている図25
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　例えば、一般的にメジャーズは原油価
格40ドル/bblでも耐えられるようなビジ
ネス、つまり事業のキャッシュフローで
十分に投資支出や配当を確保し、また、
原油価格30ドル/bblで追加的な借り入れ
をせずに投資支出が可能となるようなビ
ジネスを構築しようとしています。
　メジャーズにとってブレークイーブン
となる油価は低く、このことは今後5年
間で投資意思決定される新たなプロジェ
クトで明らかに顕著になるでしょう。
　図25の右の円グラフでわかるように、
新たに意思決定される石油プロジェクト
の85％以上が40ドル/bbl以下のブレーク
イーブン油価となるでしょう。
　次に、石油・ガス会社にとってのリス
クにうつります。石油会社の価値とリス
クにさらされている埋蔵量を見てみま

す。
　まず図26は、異なる需要シナリオご
との上流企業のフリーキャッシュフロー
を比較しています。
　2030年までに石油・ガス産業が探鉱開
発部門から得るフリーキャッシュフロー
は年間およそ3,000億ドルから6,000億ド
ルと見込まれています。石油・ガス産業
が記録的なフリーキャッシュフローを実
現した2021年を除けば、この金額のレベ
ルは、過去に上流事業で得てきたフリー
キャッシュフローと比較して、一般的な
水準です。202 1年は非常に特殊で、石
油・ガスの探鉱開発部門が過去最高の
キャッシュフローを生み出した年でし
た。
　個別シナリオを見てみますと、まず
OPECのシナリオでは、資源供給量が需

要を満たせない可能性があります。その
結果、原油価格は上昇し、探鉱開発から
得られるフリーキャッシュフローも増大
するでしょう。
　一方、もしも我々が世界の気温上昇を
1.5℃に抑えるために強力な措置を取る
のであれば、その変化によりエネルギー
産業とその当事者の様相も激しく変化す
るでしょう。
　需要の減少によって主要な石油生産国
が長期的に石油市場を管理し価格を維持
することは今よりも難しくなると思われ
ますが、中東OPECの石油生産はコスト
が安く、生産時の温暖化ガス排出量も少
ない資産であることから、引き続き石
油・ガスのコアな生産者になると思われ
ます。
　図27にあるように、2020年頃の石油

探鉱・開発会社も大きなキャッシュフローを失うリスクを抱える図26
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等液体燃料の生産量に占める国営石油会
社のシェアはおよそ40％でした。
　しかし、すべてのシナリオにおいて、
2050年の国営石油会社による液体燃料生
産量のシェアは202 0年よりも増加しま
す。「マイナスシグマ」では64％に、「プラ
スシグマ」の場合でも54％に増加します。
2050年の投資額も、国営石油会社のシェ
アが軒並み増加します。
　つまり、2050年にはそれぞれのシナリ
オで、国営石油会社が大きなマーケット
シェアを獲得するということになりま
す。それは、これら産油国の生産する石
油はコストが安く、生産時の温暖化ガス
排出量も少ないからです。
　最後に私たちの結論を取りまとめたい
と思います。図28をご覧ください。こ
れは世界の探鉱開発産業が直面する5つ
のリスク、「資源量リスク」、「探鉱リス
ク」、「投資リスク」、「政府取分のリスク」、
そして「価値リスク」をマッピングしたも
のです。
　図28は、「プラスシグマ」から「マイナ
スシグマ」に変わる場合のインパクトを

指標化しています。したがって、探鉱開
発産業に関わる異なる当事者がそれぞれ
どのようなリスクに晒されているのかを
最も的確に示していると思います。
　そして、主な結論としては、最もトラ
ンジションに晒されているのはサービス
会社であることがわかります。それは、

「プラスシグマ」から「マイナスシグマ」に
変わると、探鉱費支出が60％、開発費支
出が5 0％も減少することになるためで
す。
　また「マイナスシグマ」では今後の石油
需要が減少し、産油国の政府取り分は
55％減少することから、産油国もエネル
ギートランジションのリスクに大きく晒
されています。
　私の説明は以上です。私共の研究成果
を紹介できる機会を頂きありがとうござ
います。

F：こちらこそありがとうございます、
オルガさん。エスペンさんもありがとう
ございました。
　時間が短くなってきましたので、ひと

つだけ質問したいと思います。
　図19で、ロシアの生産量をお示し頂
きました。ただ、今回のスタディはロシ
アによるウクライナ侵攻の前に行われた
と理解しています。
　もしも可能であれば、図19のグラフ
に、実際にはどのような変化が見込まれ
るか教えてください。
E：良い質問ですね。まさに今、ロシア
からの石油・ガス供給量に現在の情勢が
どのようなインパクトを与え得るのか、
検討しているところです。
　現時点でとりあえずお答えするとした
ら、短期的には非常に大きな影響がある
と思っています。
　今のところ、2022年のロシアの生産量
は、およそ150万b/d下落すると考えて
います。
　また、多くの国営石油会社や国際石油
会社がロシアから撤退しています。この
ため、ロシアにおける新たなプロジェク
トへの投資決定が減少すると考えていま
す。
　それにより、中期的にもロシアの生産

低炭素シナリオでは国営石油会社がマーケットシェアを拡大する図27
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量は下落すると見ており、そのインパク
トは100万b/d、現在のロシアの生産量
の10％程度の影響があるでしょう。
　もちろん、今後、実際にはどのように
推移するか見ていく必要があります。
　すでにいくつかのプロジェクトで開発

工事が遅れています。今後迅速に進むか
どうかはわかりませんが、我々としては、
少なくとも中期的には、もともとの我々
の想定よりも10％程度生産量が下落する
と考えています。
F：ありがとうございました。以上でこ

のセッションを終了します。エスペンさ
ん、オルガさん、ありがとうございまし
た。
E、O：ありがとう。さようなら。

F（古幡）：それでは次のセッションに入
りたいと思います。これからLambert 
Energyに石油・ガス会社の投資の動静
について説明してもらいます。
　英国の名高いコンサルタントである
Lambert Energyから、アジア・中東担
当のマネージング・ディレクター、ラジー
ブ・マドハヴァンさんを紹介します。

　恐らく多くの視聴者の方は、ラジーブ
さんがこれまで国際セミナーに何度も参
加してくれたことをご存じではないかと
思います。ラジーブさん、お元気ですか？
R（ラジーブ）：古幡さん、親切なお言葉、
ありがとう。私は元気です。そして今日
のディスカッションを楽しみにしていま
す。

F：ありがとう。もし準備がよければ始
めてください。
R：古幡さん、ありがとう。自己紹介を
します。私はラジーブ・マドハヴァンで
す。Lambert Energy Advisoryの一員で
す。JOGMECの国際セミナーでディス
カッションに参加することを大変光栄に
思います。このセミナーの成功をお祈り

3.  Upstream Business models amidst Energy Transition/ 
Lambert Energy　ラジーブ・マドハヴァン氏

リスクと得られるリワードを正確に理解すべき図28




