
702022.5 Vol.56 No.3

JOGMEC

K Y M C

しています。
　本日私がプレゼンテーションでお話し
しようとしているのは、石油・ガス産業
のモデルがどのように転化しているのか
です。ただ、まずは市場でいま何が起き
ているのかのお話から始めたいと思いま
す。
　いま、私たちは皆、ウクライナとロシ
アの間の不幸な戦いを目にしているわけ
ですが、それ以前から、石油・ガス産業
では、需要が増加しているにもかかわら
ず供給能力が不足していて、石油・ガス
価格は高まっていました。このことは、
多くの地域や国における安定供給や経済
の安定性に大きな懸念材料となっていま
す。
　地政学的な緊張にはよらずとも、供給
が不足している状況は過去数年間に顕著
となってきました。それは世界で巻き起
こっているエネルギートランジションに
かかわる論議をきっかけに、石油・ガス
産業への投資が不足してきたことが原因
です。
　図29は石油等液体燃料とLNGの需要
と供給を示したものです。

　ごらんのとおり、左側は石油等液体燃
料の需要と供給で、赤い点線は現在の需
要量を示しており、およそ1億b/dの需
要があります。そして下の積み重ねグラ
フは、世界のいずれの供給源がその需要
を満たしているのかを示しています。
　2020年にはCOVID-19の影響で供給が
大きく減少しています。需要に合わせて
生産も制限を受けたわけですが、需要が
回復する時期に入っても、供給は1億b/
dのレベルで頭打ちになり始めているの
です。
　これは石油産業への投資が、2015年以
来、足りていないことが理由です。
　始めは、石油価格は低い状態にありま
した。その後、エネルギートランジショ
ンにかかわる議論が石油産業への投資を
滞らせ始めたのです。
　それはLNGセクターにもいえること
です。図29の右側をご覧ください。黄
色の棒グラフは、稼働しているLNG生
産能力です。10年平均では80％台中盤の
稼働率となっています。
　これに対し、いくつか示されている点
線は、需要シナリオの予測です。最も低

い点線は最も低い需要増加を示すもので
すが、全体的にいえば、石油の場合と同
様、2025年以降に供給面での制約によっ
て、高価格を引き起こしそうです。
　もしも現在の地政学上の問題を考慮に
入れて検討する場合、探鉱開発企業はエ
ネルギートランジションに対して自分の
ビジネスを構築しなおすのでしょうか？
　それを、これからいくつかの図で説明
したいと思います。
　すでに申し上げたように、エネルギー
トランジションは探鉱開発企業のアプ
ローチを変えてきました。なぜなら、探
鉱開発企業に対して「気候変動問題や
ESGの問題にもっと注力すべき」という
株主からの圧力が非常に大きくなってい
るためです。
　株主の圧力の下、探鉱開発産業全体
とって最大のプライオリティは、それが
国営石油会社であろうと、国際石油会社
であろうと、そして独立系の企業であろ
うと、株主へのリターン最大化であり、
探鉱開発企業は投資家に対する注意を怠
らず、投資家と対話しています。
　図3 0では、上場している石油会社、

世界の石油・LNGの需給見通し図29
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すなわち国営石油会社やさまざまな形態
の国際石油会社、そして米国の独立系石
油会社がどのようにキャッシュを使って
いるのかを示しています。
　図の青いバーはキャッシュの源です。
つまりこれは石油・ガス生産から得られ
たキャッシュですが、もしも垂直統合型
の業態であれば、他の業務から探鉱開発
部門にもたらされるキャッシュもありま
す。
　その隣には、そのキャッシュをどのよ
うに使っているのかが示されています。
それは「再投資」、「配当と自社株買い」、
そして緑の部分の「会社買収・資産買収」
から成ります。
　探鉱開発企業にかかわる4分類（「上場
国営石油会社」、「上場米企業」、「上場欧
州企業」、「米国の探鉱開発企業」）、いず
れにおいても、主要なプライオリティと
して、株主に対するリターン増加への注

目が高まっています。
　一方、再投資に回るキャッシュは、明
らかに金額が小さくなってきています。
2019年から2021年の間に限って見てみる
と、原油価格は当初、非常に低かったわ
けですが、その後上昇しました。それが
2022年に入る前の話でした。
　2022年に入ってからは、少なくとも第
1四半期に、石油会社・ガス会社への
キャッシュフローは、油価・ガス価の高
止まりにより、非常に厚くなりました。
　しかし、探鉱開発産業にとってのプラ
イオリティは、投資家をできるだけハッ
ピーにさせておくことなのです。これは、
ESG投資への圧力やエネルギートランジ
ションへの注力という観点から、投資家
は石油会社に対し、投資を控えるように
期待していることが原因です。
　現在、その唯一の例外として、図30
の右側のグラフ、米国の独立系企業を見

てみます。独立系企業に特徴的なのは、
探鉱開発への再投資だけでなく、他の企
業との統合にも注力しているように思わ
れます。
　繰り返しになりますが、戦略というの
は、エネルギートランジションやESG投
資に対する姿勢によりそれぞれ変わって
くることでしょう。
　図3 0から得られる大まかな結論は、
現在の危機的状況において、得られる
キャッシュフローは非常に大きいことで
あり、そしてこのキャッシュフローを、
供給安定性を高めるために使うのか、そ
れともエネルギートランジションのため
に多角化投資に使い続けるのかが問題に
なってきます。
　まだ最終的な結論は出せませんが、こ
の点は継続して見ていかなければなりま
せん。
　次に、石油・ガス産業のプレイヤーの

キャッシュフローの使い道、株主への配当・投資額の比率図30
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動向について、少し個別に詳しく見てい
きたいと思います。
　図31は、国営石油会社にフォーカス
しています。
　皆さんもご存じのとおり、国営石油会
社は大きな資源量を保持しているという
点で、石油・ガスのビジネスは極めて重
要なものです。
　この図は説明が細かいので、できるだ
けシンプルに説明します。
　このリストに記載されている国営石油
会社のことは、皆さんも恐らく、よくご
存じのことでしょう。
　ここには「資源の生産持続年数」、「生
産量に占める国営石油会社取り分」、「主
要な外国企業とのパートナーシップ」、

「販売しているもの」、「主要な販売先」、
そして「ESGとエネルギートランジショ
ンにどれだけ対応しているか」が示され
ています。
　このリストをいちいち説明することは
しませんが、Saudi Aramcoの事例にふ
れたいと思います。
　Saudi Aramcoは長い生産持続年数を
誇り、石油・ガスを中心としたビジネス

モデルを構築、大半の油ガス田を自ら操
業し、非常に能力の高い生産者です。実
際にはバリューチェーン全体として活動
しています。
　サウジアラビア国内にはそれほど多い
外 資 は 参 加 し て い ま せ ん 。 し か し 、
Saudi Aramcoは、石油販売という下流
部門で多岐にわたるパートナーシップを
構築して、原油も石油製品も販売してお
り、それらの需要が継続する地域への販
売に注力しています。
　Saudi Aramcoは確たる操業能力を抱
えており、資源量も豊富で、コストも低
く、操業能力も高く、さまざまな製品を
販売していて、ESGやエネルギートラン
ジションの圧力をより的確に取り込むこ
とができると考えられます。例えば石油
化学事業など、事業のインテグレーショ
ンやバリューチェーンを用いた手法を通
じて、そしてe-fuels＊1などの新たな手法
を用いることで、Saudi Aramcoは、石
油生産に伴うスコープ1とスコープ2の温
暖化ガス排出を最小化することが可能で
す。
　しかし、リストの下位の国営石油会社

はエネルギートランジションに順応する
能力が恐らく低いでしょう。
　現在、少なくとも私たちが持つ情報に
基づいて結論付けると、優れた操業モデ
ルをもつ有利な国営石油会社は、恐らく、
上流・下流への投資を続けながらもトラ
ンジションを乗り切るでしょう。一方、
そのような有利な条件を持たない国営石
油会社は外部の資本パートナーに頼った
り、既存モデルの投資にこだわったりし
て、トランジションへの対応に苦しむか
もしれません。
　次のセグメントは、日本を含めて誰も
が注目している、国際石油会社のセク
ターです（図32）。国際石油会社は、ビ
ジネスモデルにかかわる情報の透明性が
高く、そして各社の方向性についての情
報開示が進んでいること、そして業態が
石油・ガス事業から離れ始めているとい
う認識がすでに広く持たれていること
で、注目度が高くなっています。
　これに関する情報は、非常に慎重に評
価されなければなりません。
　IOCによる石油生産量増に関して、第
一にお伝えしたいことは、米国系の国際

国営石油会社のエネルギートランジションへの対応能力図31
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石油会社を除き、欧州系の国際石油会社
は、生産量を増加させるという目標をす
でに取り下げ始めている点です。
　我々が見る限り、それが現在の戦略で
す。
　ただ、もう少し広い目で見ると、国際
石油会社は、LNGに関しては成長分野
と位置付けています。
　IOCは、エネルギートランジションに
おいてガスの役割は重要と見ており、ま
たガスはステークホルダーの一般的な懸
念に対し、ベターなESG対策となるため、
いまだにLNGを成長分野と見ているの
です。
　ただし、株式が公開されている企業で
ある以上、世界中の投資家が投資する対
象ですし、少し前の図30で説明したと
おり、IOCはやはり株主をハッピーにさ
せることに注力しています。
　それには2つの理由があります。

　1つ目は、もちろん、私が説明したよ
うにエネルギートランジションと、そも
そもそれ以前の問題として、石油・ガス
価格の乱高下の下では、適正な利益配分
と再投資のバランスを維持することは非
常に難しいチャレンジだったことです。
　その結論として、IOCはその不透明性
に対処するため、株主還元や配当・自社
株買いへの注力を株主に対して提案して
いるのです。
　大雑把にいえば、IOCにとってのプラ
イオリティは、株主への利益還元とバラ
ンスシートの健全化であり、3つ目によ
うやく来るのが再投資でしょう。
　すべての企業にとって外部からのESG
圧力は非常に強くなっていることが明ら
かです。
　恐らく、米国のメジャー企業はまだし
ばらくの間その圧力に抵抗するでしょ
う。

　しかし、現在にあっても、石油会社は
投資家の圧力だけに直面しているわけで
はありません。法的な挑戦も受けていま
す。その結果次第では、石油会社のビジ
ネスの再構築や戦略の再評価を慎重に行
わなければならなくなるかもしれませ
ん。
　現在、欧州メジャーズは、恐らくすで
にこのような圧力を受けて、新たな戦略
を見出そうとしているので、耳目を集め
ているのです。
　果たして、これらの石油会社は、「グ
リーンウォッシング＊2」をしているので
しょうか。
　その答えは恐らく「No」でしょう。な
ぜなら、新エネルギーのセクターへの欧
州メジャーズの投資額は徐々に増加して
いるからです。
　ただ、基本的には、図32の左下図の
ように、2030年にならないと、欧州の国

トランジション圧力下の国際石油会社の投資プライオリティ図32
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際石油会社は新エネルギーのセクターに
大きな金額の投資をするようにはなりま
せん。
　その理由は、右下の図を見てほしいの
ですが、まだ欧州の国際石油会社がさま
ざまなテーマに投資を行っていることに
あります。新しいテーマのビジネスばか
りなので、ビジネスモデルはまだ確立し
ておらず、理解もされておらず、まだ流
動的な部分があります。
　その結果、これらメジャーズによりさ
まざまなベンチャー投資が見られます。
　彼らは自分自身を「石油・ガスメジャー
ズ」から「エネルギーメジャーズ」に転化
しようとしています。そして、どれだけ
の規模のビジネスにすべきなのか、そし
てどれが競争力を持つのかを理解しよう
としているのです。
　ここでの主たる結論は、欧州系の国際
石油会社がエネルギー業界のチャンピオ
ンになろうとしているけれども、いまだ
に大半の投資は石油・ガスに振り向けら
れているということです。石油・ガスへ
の投資金額は増えてはいませんが、まだ
石油・ガスがコアなビジネスになってい

ます。そして、2030年になるとようやく
資本投資の30％程度がエネルギートラン
ジションに向かいます。
　逆に今後10年間は、資本投資の大半が
上流投資に向かいます。
　今、我々が目にしているエネルギー危
機をきっかけに、ガス供給セキュリティ
を基本的に高めるために、国際石油会社
がLNG産業への投資を増やすことを期
待したいです。
　もう一つ、国際石油会社を見ていて、
投資を続ける異なる方法が試されていま
す。
　このような新たな動きを2つ紹介した
いと思います。これは今後の注目点です

（図33）。
　1つ目の例として、左側のノルウェー
の事例についてお話しします。
　実際のところ、これは全く新しい事例
というわけではなく、ノルウェーにおけ
る探鉱開発ビジネスの戦略的なオプショ
ンとして、2016年にBPが編み出した手
法です。
　BPといえば、メキシコ湾マコンド油
田での大規模な原油流出事故などの苦難

を経験してきました。
　その結果、BPは、エネルギートラン
ジションの動きが始まる前から、探鉱開
発に投資する資本が限定されていまし
た。このため、BPは探鉱開発ビジネス
を拡張する別の方法を探っていたので
す。
　BPには、ノルウェーにおける探鉱開
発アセットを買い取りたいとするオ
ファーも来ていました。かなり有利な条
件でのオファーもありました。しかしノ
ルウェーはOECD加盟国であり、成長ポ
テンシャルもあると判断したため、BP
にはノルウェーから完全撤退する意図は
ありませんでした。加えて、ノルウェー
の地政学的なリスクが低いことを勘案す
れば、2016年時点でもESGの観点からは
事業に取り組むのに適した国であると判
断しました。2021年ではESGの観点から
ノルウェーが優れているという判断は、
当前のことになっています。
　そこでBPはAkerという独立系企業と
協力し、AkerBPという会社を設立しま
した。
　BPが行ったことは適切でした。自社

国際石油会社による地域限定の独立石油会社形成という新たな上流投資図33
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が保有していた油・ガス田等の資産を独
立したジョイントベンチャー会社に移管
し、その企業の株式を保有し、そのパ
フォーマンスをモニタリングして、その
ジョイントベンチャー会社に技術的な支
援を行うこともできます。
　そのジョイントベンチャーは非常に大
きな成功を示しています。BPは新たな
資本をジョイントベンチャーに注入する
必要がありません。ジョイントベン
チャーはノルウェーに注力し、独自に成
長することが認められ、今では北海で最
強の探鉱開発会社の一つになっていま
す。
　AkerBPが設立された当初は、石油の
生産量は8万b/d程度に過ぎず、会社の
時価総額も10億ドル程度にすぎませんで
した。
　AkerBPはノルウェーで最大の統合さ
れた石油会社になりましたが、最近では
ノルウェーの別の独立系石油会社である
Lundin Petroleumを買収して、ノル
ウェーで最大の独立系探鉱開発会社にな
りました。AkerBPの生産量は今では40
～50万b/dにまで増加しています。ESG
に準拠した新たな油ガス田開発も可能で
しょう。
　現在、AkerBPの時価総額は130億ド
ルですが、BPはこのようなモデルで石
油・ガス開発に参加し続けています。
　これは撤退でなく、むしろ参入継続と
いえます。
　また、イタリアのENIはもう一つの似
たようなモデルをノルウェーで作ってい
ます。プライベートエクイティ系の企業
と自社子会社を統合させました。
　更に、BPとENIは、同様のモデルを
別のエリアで構築して、成功させようと
しています。
　最近、アンゴラでAzule Energyとい
う会社が設立されたことをご存じの方も
おられるかもしれません。
　これはBPアンゴラ社とENIアンゴラ

社を統合し、地域に特化した独立系探鉱
開発会社を設立したものです。
　これにはどのような優位性があるので
しょうか。
　まず、BPとENIは資産のポートフォ
リオを最適化しようとしています。
　また、ENIもBPも上流に振り分ける
ことができる投資額は、仮に減少してい
ないとしても、制限があるでしょう。こ
れを上手に御して、他のエリアよりもよ
り高い成果が得られるエリアに使わなけ
ればなりません。
　アンゴラは、生産量を増加させるポテ
ンシャルは十分にあるのですが、投資の
優先順位で見ると、上位5位や10位以内
は入らないでしょう。
　そこで、ノルウェーの事例と同様に、
地域に特化した独立系探鉱開発会社が設
立されました。
　この会社は、投資意思決定に際して、
BPやENI本体からの煩わしい指示に従
う必要はありません。
　この会社は、自分が保有する油・ガス
田資産からキャッシュフローを得てお
り、BPやENIの本体に配当を行います。
しかし、この会社が生み出すその他の
キャッシュフローについては、それをア
ンゴラに再投資して企業規模を拡大する
としても、BPやENIの本体はあまり気
にしていないのです。
　このケースはBPやENIの目的に合致
しているだけではなく、ノルウェーで非
常に成功したビジネスモデルに沿ってい
ます。アンゴラはOECDに加盟しておら
ず、OECDとは財務条件などが異なって
いますので、アンゴラでこのモデルが成
功するかどうかは、大変注目されるとこ
ろです。
　しかし、重要なのは、ステークホルダー
の観点や、アンゴラ国の観点から見てみ
ると、これはWin-Winのモデルであると
いえることです。国際石油会社が世界中
で産油国から撤退していますが、そうな

ることをホスト国は大変懸念していま
す。
　多くの産油国では、その国の石油・ガ
ス開発が成熟するのにしたがってメ
ジャーズが撤退し、誰がステークホル
ダーを管理するのか問題になっていま
す。
　アンゴラの国営石油会社Sonangolに
とっても、このモデルはWin-Winです。
というのも、地域特化の独立探鉱開発会
社にはENIとBPの専門的ノウハウが維
持され、会社自身も成長することが可能
だからです。
　このように、メジャーズは投資を維持
しながらも、今後の最適なエネルギーモ
デルを探るべく、新たな取り組みが見ら
れるようになっています。
　最後に、独立系の石油会社のビジネス
モデルを短くお話ししたいと思います

（図34）。
　独立系石油会社のビジネスモデルは、
国営石油会社や国際石油会社と異なりま
す。彼らは純粋に探鉱開発に注力してお
り、必ずしも垂直統合された石油会社で
はありません。スコープ3対策に際して、
温暖化ガス排出にかかわるバリュー
チェーンへの対応は独立系企業にとって
チャレンジングかもしれません。
　またここでも異なるビジネスモデルが
見られようとしています。
　全体として、独立系企業は主として石
油・ガスに依存していますので、石油価
格が上がれば企業価値は上がり、価格が
下がれば価値も下がります。企業の価値
が価格と非常に密接にリンクしていま
す。
　図34の右下の、Santos、Woodside、
Woodsideに買収されるBHPなど、アジ
アの独立系石油会社は、エネルギートラ
ンジションにそれほど大きく貢献はでき
ない見込みです。世界の生産システムの
わずか1％しか占めていませんが、LNG
とアジア市場への注力が進んでいます。
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　ESGの視点、脱炭素化の視点から見ま
すと、アジアの独立系石油会社にとって
は有利かもしれません。
　この資料では緑色の矢印で示すよう
に、アジアの独立系企業のモデルはサス
テナブルかもしれません。欧州や北米な
どの他地域と比較してアジアにおける
ESGプレッシャーはやや異なっていま
す。ガスへのフォーカスに加えて、その
ようなアジアに注力しているというアジ
アの独立系企業は評価されてよいと思い
ます。
　すでにこのモデルは一部、適用されつ
つあります。将来2050年に入ると水素や
アンモニアなどがこのモデルに含まれる
でしょうし、このモデルは更にサステナ
ブルなものになると考えられます。
　これに対し、欧州の独立系石油会社は、
もう少し状況は厳しいところです。アジ
ア・太平洋の独立系は、豪州のように豊
富なガス埋蔵量という強みを持ってい
て、問題になるのはそれをいかにしてマ
ネタイズするかです。
　先ほど、ノルウェーで示したジョイン
トベンチャーのような会社を別にすれ

ば、欧州の石油会社は典型的には、資源
埋蔵量へのアクセスという問題に直面し
ています。
　資源量というアドバンテージがないの
です。
　欧州の独立系にとって2つ目の問題は、
さまざまなビジネスモデルの中で財務に
注力する場合、企業の統合などの結果に
より油ガス田開発の機会を逸してしまう
リスクがあることです。
　この関係で、一定の問題があるといえ
ます。
　米国の独立系探鉱開発企業というセク
ターは、すでにお話ししたとおり、世界
の石油生産量の14％を占めています。こ
れは非常に大きい数字です。
　米国の独立系企業は、探鉱開発を適正
に進めていくためには適切な規模感が必
要と理解しており、企業統合に注力して
います。
　しかし、米国での旧来からのビジネス
モデルでは、資源量へのアクセスという
観点からは米国企業は非常に有利な立場
です。
　どれだけの鉱区を確保できるか、早期

に参入できるか、コストをどれだけ下げ
られるか、更に短期的な生産サイクルを
適正に行うことができるかどうかにか
かっています。
　ネットゼロに向けて2050年までの期間
を考えると、米国の独立系企業は、生産
サイクルが短いビジネスモデルであるが
ゆえに、他社と統合するようなモデルに
は適応しやすいものかもしれません。
　ただ、これは地元の米国企業には有利
に働くでしょうが、米国内シェール開発
に参加する外国企業にとっては、やや
チャレンジングかもしれません。
　最後に、カナダの独立系石油会社にふ
れたいと思います。
　生産量の観点ではそれほど大きな貢献
とはいえませんが、カナダにはオイルサ
ンドという巨大な資源量ポテンシャルを
持っています。ただ、オイルサンドは、
原油の質、単位投資当たりの温暖化ガス
排出量やESGの観点からは問題を抱えて
います。
　カナダ企業のモデルは、ESGにかかる
圧力に抵抗するために、かなり手直しが
必要と考えられます。

独立系石油会社も生き残りを図る図34
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　一言でいえば、独立系石油会社のモデ
ルの中で、今後のエネルギートランジ
ションの圧力に対応できるという観点か
ら米国の独立系とアジア太平洋地域の独
立系が最も有利な立場にあると考えられ
ます。
　最後になりますが、皆さんに、これま
で説明してきたビジネスモデルがどのよ
うにマッピングされるかの考えをご紹介
したいと思います。
　基本的に、石油天然ガス産業はエネル
ギートランジションという問題に直面し
ています。石油天然ガス会社はあまり上
手に表現できていないかもしれません
が、エネルギートランジションというも
のは「エネルギー代替」の問題ではありま
せん。すべての種類のエネルギーの将来
の世界的なシステムの変革のことです。
なぜなら、今後も世界はすべての種類の
エネルギー源を必要としており、更には

経済的な繫栄の基礎にもなるからです。
　石油、ガス、すべてのエネルギーが必
要であり、企業もいかにしてよりよいエ
ネルギー会社に転化できるか、自分の立
ち位置を決めようとしています。
　図35では、丸や四角や三角形はそれ
ぞれ国営石油会社、国際石油会社、独立
系石油会社を示しています。
　現在の状況を見ると、国営石油会社と
国際石油会社が注力しているのは、圧倒
的に石油・ガスのバリューチェーンでの
価値です。例外は、すでに新エネルギー
のビジネスモデルに取り組み始めている
欧州の独立系企業です。
　しかし2050年に向けた将来像を見てみ
ると、米国の独立系企業や大きな埋蔵量
を持っている国営石油会社のように、資
源量で有利な企業は石油・ガスに更に注
力するでしょう。
　これらの企業は、このようなバリュー

チェーンであっても脱炭素戦略を顧客に
対して提供しなければなりません。資源
の少ないNOCや欧州の独立系企業は、
より広範なエネルギー会社に転化するこ
とに、より注力していくでしょう。とい
うのも、資源の少ないNOCや欧州の独
立系企業は、頼るべき多くの埋蔵量を
持っていないからです。
　ただし、一般的にいえば、石油・ガス
会社は石油・ガスへの投資を行いながら
も、適切なバランスを保持しようとする
のではないかと考えています。すべては
恐らく、高価格やエネルギーセキュリ
ティの問題によりこれらのモデルがどれ
だけ強化されるかに左右されるでしょ
う。
　また、これは過渡的な時期のことです
し、トランジションに向けた圧力が強け
れば、石油・ガス会社は将来の自分の立
ち位置を改めて定めなければならないと

現在と2050年における石油会社のトランジションでの立ち位置図35
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考えます。

R：以上で終了したいと思います。古幡
さん、発言の機会を頂き、ありがとうご
ざいました。
F：ラジーブさん、ありがとうございま
した。図33の特定エリアでの独立系石油
会社について質問があります。このモデ
ルは、他の石油会社や他の国にも適用は
可能でしょうか。また、このモデルをう
まく進めるための条件は何でしょうか。
R：大変良い質問です、ありがとう、古
幡さん。
　私が思うに、このモデルはさまざまな
場所で適用ができると思います。
　その理由は、まずそもそも通常の探鉱
開発のライセンスはジョイントベン
チャーの形をとることが普通ですし、
パートナーというものはいつもいるもの
だからです。
　ただ、明らかに、これらの地域限定の
独立系石油会社のモデルは更に進んだも
のといえます。このモデルは、それぞれ
のライセンスレベルでのパートナーとい
うだけではなく、企業の間のパートナー
シップともいえるものです。
　企業の新たなパートナーシップは、ラ
イセンス上でのパートナーシップとは異
なります。なぜなら、ライセンス上のパー
トナーシップは、油ガス田の探鉱開発の
オペレーターシップのことであり、ライ
センス事業をどのように運営するかが問
題になります。一方、企業間のパートナー
シップでは、独立した石油会社として、
ステークホルダーとの関係構築やCSR

（Corporate Social Responsibility）といっ
た観点で、より重い責任が課されます。
　成功に向けた、第一のポイントは、同
様の考えを持つ企業が協力することで
す。
　したがって、私は2つの事例を示しま
した。BPとENIはノルウェーでこのモ
デルを成功させており、どうすればうま
く行くのか、どうしたらうまく行かない
のか、その境界線がよくわかっています。
そこで、OECDではない、異なるタイプ
の財務条件のアンゴラで、同じモデルを
新たに適用しようとしているのです。そ

してそれは可能だと思います。
　2つ目のポイントは、どのようなパー
トナーシップであったとしても、パート
ナーとなる両社、あるいは3社以上かも
しれませんが、一緒にダンスをする程、
連携を取らなければなりません。
　ともにダンスをする意志が弱いと、そ
れによってクリアすべき問題も出てきま
す。2つの組織を統合するような場合に
は、企業文化の面にも十分に注意する必
要があるからです。
　改めて申し上げますが、BPは説明し
たように自社が置かれている状況や戦略
から、あまり支配的ではないパートナー
として活動しようとしています。Aker
社が主体となることはBPには問題はな
いですし、我々が理解している限り、ア
ンゴラでもENIが事業を牽引していて、
BPは受け身のパートナーです。
　つまり、主導権を握るパートナーと受
け身のパートナーが存在するという力学
も必要です。
　3つ目のポイントは、他のエリアで効果
的になるために必要なことですが、（株主
や産油国などの）ステークホルダーが、こ
のビジネスモデルをどう考えるかです。
　アンゴラの事例について、私はWin-
Winだと見ています。なぜなら、この新
たなジョイントベンチャーとして活動す
る以外に有効な方法はないからです。さ
もなければ、ENIやBP、その他の企業
は権益を誰かに売却して単純に撤退せざ
るを得ません。
　その場合、誰が権益を買ってくれるで
しょうか。
　プライベートエクイティ系の石油会社
でしょうか。小さな独立系の企業でしょ
うか。
　事業にかかわる長期的なリスクをその
ような会社がハンドリングできるでしょ
うか。その様な会社は長期間にわたって、
事業を継続できるでしょうか。
　これらの問題に対処することは、ス
テークホルダーにとって、必ずしも容易
ではありません。
　この地域限定の独立系石油会社を設立
することで変わるのは、今後、ENIや
BPの社員が相手になるのではなく、元

BPあるいは元ENIのスタッフが相手に
なることです。
　これは似ているようではありますが、
実際には、少し異なるユニフォームを着
ている相手と話すようなものです。
　もしも、そのような体制に満足できる
のであれば、地域限定の独立系企業は、

（産油国政府や株主企業という）ステーク
ホルダーの要請を理解して、それに対処
することで、ステークホルダーとの適切
なバランスを維持することができるで
しょう。
　石油会社からエネルギー会社への急速
な転換を図っているBPとENIのような
国際石油会社にとって、このモデルの最
大の利点は、この地域限定独立系企業を
通じて、石油・ガスの探鉱開発に関与し
続けることができることです。
　AkerBPのシナリオをご説明したよう
に、BPは権益を減らそうとしていまし
たので、BPは「受身」と申し上げたので
すが、AkerBPのモデルでBPは、新たな
資本を必要とせずとも配当金が増加して
経済的な価値が増加したのであり、これ
は驚異的なことです。
　BPは、このモデルで財務上も利益を
得ましたし、また引き続き原油の取引も
できますので、石油・ガス事業にも関与
し続けられることになります。
　アンゴラの事例では、BPやENIは、
引き続き、アンゴラで生産する石油や
LNGを販売することができ、しかも地
域限定の独立系石油会社に一定程度のフ
レキシビリティーを持たせることができ
ます。
　このようなことはもちろんほかでも可
能でしょうが、ステークホルダーがどの
ように見るのか、あるいは、この会社を
成長させ、同時に一定の独立性も持たせ
る、という共通の目標を達成する明確な
意思をもつパートナーがいるかどうかに
左右されるでしょう。
F：ありがとうございました。それでは
このセッションを終了します。ラジーブ
さん、ありがとうございました。
R：古幡さん、ありがとうございます。
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F（古幡）：それでは、最後の生放送の
セッションに移ります。ワシントンの著
名なコンサルタント、ルシアン・パリア
レシさんをご紹介します。彼はレーガン
政権時にホワイトハウスでエネルギー担
当として勤務し、現在はEnergy Policy 
Research Foundation、EPRINCのプレ
ジデントを務めています。Louさん、こ
んばんは。
L（Lucian）：こんばんは、古幡さん。
バーチャルな場ですがお会いできてうれ
しいです。でもそのうちまた日本に行け
ると思います。
F：お話の後で少し質問します。
L：分かりました。では最初のスライド
をお願いします。
　EPRINCについて少し紹介します。大
した時間はかかりません（図36）。

　多くの視聴者の方がご存じのこと思い
ますが、私共は独立した公共政策のシン
クタンクで、日本エネルギー経済研究所
とともに、LNG市場及び関連する事項
についての共同プロジェクトも手掛けて
います。
　次のスライドをお願いします（図
37）。
　本日のこれまでのディスカッション
は、複雑で大きなモデル計算を行ってい
て、大変興味深いものでした。ただ、私
の懸念は、これらのモデルがどのように
できているのかよく分からないことです。
　EPRINCとしては、これらのモデルの
背景に何があるのか、エネルギートラン
ジションがうまく行かない場合に、いか
なるリスクや不透明性があるのかを、よ
り基本的な手法で理解することに努めた

いと考えています。
　最初に申し上げたいのは、エネルギー
トランジションがどれだけ規模が大きい
ものでハードルが高いのか、政策当局者
がよくわかっていないという点です。
　政策当局者は、水素やアンモニアなど
新規の技術は実現可能と考えますが、し
かし私はこれらの技術を実現することが
難しいのかをよく認識していないのでは
ないかと思っています。
　次に申し上げたいのは、これらの技術
を適用することがどれだけのペースでコ
スト競争力を持つようになるのか、期待
してもまだ保証の限りではないというこ
とです。
　そして、最も重要なことは、インドネ
シアや中国、マレーシア、ベトナムのよ
うな国では、それらのOECD諸国が売り

4.  Understanding Cost and Technology Constraints of the Energy 
Transition/President, Energy Policy Research Foundation, Inc. 
ルシアン・パリアレシ氏

EPRINCについて図36
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込もうとしている技術を導入することは
できないという点です。
　そして最後に、150年にわたる経済原
則を捨て去ったとしても、私たちはどこ
までできるのかを理解しなければなりま
せん。
　我々はネットゼロという目的を掲げて
いるわけですが、ネットゼロとなる場合

について、本当にどうなるのか、きちん
と話をする人がほとんどいません。
　そして、ネットゼロに至る筋道につい
ても、きちんと説明されていません。も
しかしたら途中で、ネットゼロの実現が
あまりにコストが高いとわかるかもしれ
ないのです。
　政策担当者の間でも、それらのことが

語られていないのです。ですから、これ
からそれをお話ししたいと思います。
　次のスライドをお願いします（図38）。
　最初に理解すべき重要な点は、これま
での世界の歴史で、我々はかつていかな
る燃料も量や重さの面で減少したことは
全くなかったということです。
　確かに、新たな燃料の出現により、伝

ネットゼロ・エネルギートランジションへの４つのチャレンジ図37

エネルギートランジションは難しく簡単に実現できる話ではない図38
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統的なバイオマスの燃料について、使用
の割合は恐らく減少しているでしょう。
　300年前に比べたら伝統的バイオマス
燃料の使用は、燃料全体のうちの比率で
は大変に減っているでしょう。しかし、
実際に使っている「量」はほとんど変わっ
ていないのです。
　この図でわかるとおり、石炭の使用量
は増加が止まったように見えますが、使
用量が大幅に減少しているわけではあり
ません。
　しかも、政策によってエネルギーに関
するさまざまなプログラムが行われても
この程度なのです。
　エネルギートランジションは非常に困
難で簡単には実現できないものだという
ことを理解することが重要です。
　その実現には非常に長い時間がかかり
ます。30年の間に世界経済を完全に変化
させることは極めて難しい課題であり、

そのことはあまり認識されていません。
　次のスライドをお願いします（図39）。
　あまり時間は使いませんが、このスラ
イドでは、どのエネルギー源が生産され、
それが姿を変えて最終エネルギー消費が
いかにして行われているかを示していま
す。このモデルを解体して、セクターご
とにそれぞれで何が起きなければならな
いのか、何が起きる可能性があるのかを
見なければ、何が起きるか将来像を把握
することはできないでしょう。
　私たちはこのサンキ・ダイアグラム＊3

をよく使います。
　本日お見せするスライドはそれほど多
くはないのですが、このグラフはぜひ皆
さんに見ていただきたいと考えておりま
した。
　次のスライドをお願いします（図40）。
　これは私のお気に入りの図なのです
が、私たちの友人のVaclav Smil氏＊4か

ら頂いたものです。彼は早くから風力と
太陽光に意欲的な計画について目を付け
ていました。
　風力や太陽光の導入が大変に難しい任
務であるという観点からは、この図は非
常に興味深い内容です。
　1970～80年代に、米国では風力や太陽
光を利用して、電力セクターを変革する
ため、意欲的な政策プログラムが組まれ
ました。
　しかし、米国の1次エネルギー資源に
おける再生可能エネルギー（水力・バイ
オマスも含む）のシェアは、数百億ドル
を要した政策プログラムによって多少の
進歩はありましたが、それでもまだ4%
以下にすぎないのです。
　それは、エネルギートランジションが
いかに難しいものであるのかを端的に示
しています。
　別の不安要素もあります（図4 1）。

世界の一次エネルギーの産出と転換、最終消費量図39
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我々は、再生可能エネルギーなどの代替
手段のコストが経済的になるまで、石油、
ガス、石炭といった伝統的な燃料を取り
除くことは大きな間違いであると考えて
います。
　また現時点において、OECDのような

経済力のある国でこれらを進めることは
できるでしょうが、非OECDではできま
せん。
　仮に権威主義的な政府であっても、コ
ストを相当上げることには大きな抵抗が
あるでしょうし、それを進める戦略も、

電力システムやエネルギーの信頼性や強
靭性という面でリスクを抱えます。
　私は米議会の公聴会でも、「今までも
このような努力はしてきました」と申し
上げました。すると、公聴会に参加して
いた議員は、「それならば、何をすべき

野心的な再エネ上入計画の予定通り進まなかった図40

OECDでは気候変動対策として石油・ガス生産の停止が叫ばれている図41
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だろうか」と尋ねてくるのです。
　米国は、麻薬対策としてボリビアやそ
の他の地域のケシ畑も燃やしてきまし
た。でも、違法薬物の使用を取り締まる
のが非効率なのと同様、石油やガスへの
依存や利用を取り締まるのは、効率的な
方法ではありません。
　需要を変えることが重要なのです。コ
ストが安くて消費者が購入できるような
代替エネルギー源が得られるまで、ある
いは価格メカニズムや租税などの戦略に
よって、省エネや需要減が実現できるよ
うになるまでの間は、パイプライン建設
や新たな油ガス田開発を妨げたり、ESG
に注力したりするようでは失敗します。
　しばらくの間はうまくいくかもしれま
せんが、政治的にそれらの方策は失敗し
ます。
　一つ興味深いことがあります。すでに
我々の多くが忘れてしまっていると思う
のですが、2010年から2019年の期間を

取ってみると、その間の世界の石油の需
要の増加量のうち、実に80％が米国から
の生産量で賄われていることです（図
42）。なお、この数量には、実際には原
油だけでなく、天然ガス液やバイオマス
燃料も含まれています。
　そしてパンデミックを脱しようとして
いる私たちが現在直面している問題は、
投資不足だけではありません。ある程度
の投資はしています。問題なのは、この
米国の巨大な生産量増加により、石油や
ガス価格が非常に低くなったことです。
　ESG対策が進んできた影響もあるのか
もしれませんが、先のプレゼンテーショ
ンでも示されたように、投資不足は確か
であり、新たな供給減への投資が十分に
行われていません。
　もう一つの問題は、石油・ガス田が「座
礁資産」になるというという認識です。
これについてももっと理解を深めておく
必要があると思います。

　図4 3はニューヨーク大学のMBAス
ターンスクールのPaul Tice助教授との
共同プロジェクトで、投資グレードの石
油・ガス企業の債券の期間（Average 
Duration）と利回りの差（Spread）を示し
たものです。もしも「座礁資産」ならば、
もっと急なカーブを示すはずですが、赤
いサークルで示しているとおり、この傾
斜はなだらかです。投資グレードの債券
というものは保守的なものであり、その
スプレッドの傾斜は有意には大きくなら
ないもので、時折急に高まることがあり
ますが、それは主として2020年のパンデ
ミック時に見られたような価格の大きな
変動によって生じるものです。イールド
カーブがそれほど大きくは上昇していな
いということは債券市場の非常に保守的
な投資家は、このような石油・ガス企業
が「座礁資産」を多く保有していると評価
しているような様子は見られないという
ことを意味しています。

世界の新たな石油需要の多くが米国からの供給で賄われている図42



842022.5 Vol.56 No.3

JOGMEC

K Y M C

　環境団体やコメンテーターなどは「石
油会社が『座礁資産』を保有しているので
注意してください」とよく言っています
が、債券市場ではそのように捉えている
証拠はないのです。
 本日これまでのディスカッションの中で
興味深かった点の一つは、さまざまなケー

スでモデルを走らせていますが、2050年
の一次エネルギー供給がどうなりそうな
のか、シナリオごとにあまりに差が大き
く、不確実性が極めて高いことです。
　図44では、単位はエクサジュール（10
の18乗）です。1エクサジュールは47.7万
バレルの原油と同等のエネルギーです。

　図44で面白いと思うのは、EIAのリ
ファレンスケースや、日本エネルギー経
済 研 究 所 の リ フ ァ レ ン ス ケ ー ス 、
Equinor、BPのBusiness as usualのケー
ス、そしてDNVなど、その差に大きな
開きのあるシナリオを一度に見ることが
できることです。

債券市場では石油・ガス会社は「座礁資産」との認識はされていない図43

エネルギー供給の見通しの乖離は政策当事者に全く参考にならない図44
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　モデルが提示する2040年から50年にか
けてのシナリオによっては、大きな開き
があります。政策当事者にとって、図
44のこのような結果はどれだけ助けに
なるでしょうか。
　実際には、役には立ちません。それぞ
れの分析に確率を付すこともできるかも
しれませんが、政策当事者が、異なる政
策がどれだけリスキーなものなのかを判
断するにあたって、まったくガイダンス
にはならないのです。
　EPRINCでは、シンプルで透明性の高
いモデルを作ることにしました。
　モデルは人口とエネルギーの経済効率
の基本的なトレンド、投資の情報、そし
て省エネの変化に基づいています。
　変数が5つまたは6つしかない単純なモ
デルを用いた結果、図45の最も上の赤
い線がEPRINCによるすべてのエネル
ギー需要のリファレンスケースとなりま
した。先ほど、需要の源をお見せしたサ

ンキ・ダイアグラムを紹介しましたが、
ここではビルディングや輸送部門、産業
部門などすべてのエネルギー源が反映さ
れています。
　そして興味深いのは、EPRINCのシナ
リオは、少なくとも2040年までの間は、
IEAの「公表政策シナリオ」よりもわずか
に高く、もちろんIEAの「ネットゼロシ
ナリオ」からはずっと高いものになって
いることです。
　IEAのネットゼロシナリオでは、非常
に大規模な電化が必要で、電力もより効
率的でなければなりません。
 エクサジュールで表されるエネルギー
の総需要も根本的に減らさないといけま
せん。
　ただ、世界の経済を完全に電化するこ
とは、非常に高価で難しいことです。す
なわち、EPRINCとIEAのネットゼロの
シナリオの差は、この2つの技術面の違
いが反映されているといえます。

　図46は、IEAの公表政策シナリオで
2040年のエネルギー需要を示したもので
す。元の年間1,350万トンだったものが、
年間1,600万トンに増えました。
　これはそれなりに大きな増加です。
　途方もない増加というわけではありま
せんが、継続的な増加が積み重なってこ
うなると考えます。
　その変化は、現在のエネルギー需要の
配分に非常に似ています。時間の経過と
共に多少の改善は見られるでしょうけれ
ども、やはり多くの原油が輸送部門に使
われていることが分かります。
　再生可能エネルギーは継続して増加し
ますが、それでもエネルギーシステム全
体で支配的になるわけではありません。
　図47で一次エネルギー需要と最終エ
ネルギー需要を比べます。
　このような大きなモデルを回すとき、
理解しておくべきことは、エネルギーを
生産してから使用するまでの間に、たく

EPRINCとIEAのシナリオのエネルギー需要図45
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さんのエネルギーロスがあることです。
　大きなロスは電力セクターで生じます
が、その他のセクターでも生じます。
　図47はEPRINCの見通しとモデルで、

すべての主要燃料の供給について、現在
と2050年の間に何が起きるのか、どのよ
うな消費になりそうなのかを示していま
す。

　図48では、OECD諸国がネットゼロ
にうまく進む、あるいは少なくともネッ
トゼロに向かって非常に大きな進展があ
る一方、非OECD諸国では「ネットゼロ

IEA公表政策シナリオでも最終需要は大きく変わらない図46

EPRINCによる一次エネルギー供給と最終エネルギー消費見通し図47
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は非常に高価でリスクが高い」という理
由でずっと遅いペースで進む、という場
合に、世界のエネルギーの必要量がどう
なるのかを示したものです。
　IEAのネットゼロシナリオと比較し
て、EPRINCのネットゼロはどうでしょ
う。ちなみに一番左は2018年の実績です。
　シンプルなEPRINCのモデルでは、
2 0 5 0年のエネルギー需要は5 6 4エクサ
ジュールとなっています。
　次にIEAのネットゼロケースでは、
323エクサジュールです。
　面白いことですが、一番右で示してい
るように、OECD全体がネットゼロに
なっても、もしも非OECDが付いてこな
ければ、世界全体のネットゼロには大し
て影響しませんし、温暖化ガス排出量も
減少しません。地方でのエネルギー需要

はそれほど減少しません。これが問題の
中核です。
　排出量のシナリオ分析の結果、もしも
OECDがネットゼロを実現しても、2050
年の炭素排出量はリファレンスケースか
らわずか20％しか減少しません。
　つまり、非OECD諸国にこれらの戦略
と多額のコストを掛けないと、2050年ま
での炭素排出削減は大変限定的になって
しまうということです。
　私が思うにこれは大きな欠点です。ア
ジアで排出削減の計画もありますが、ア
ジア諸国、つまり中国だけでなくマレー
シア、インドネシア、ベトナムなどのシ
ナリオをみると、いまだに多くの国が
2050年まで石炭を多く使う方針です。
　これが世界的な問題であるということ
が理解されていませんし、もしかしたら

全く別のアプローチをすべきなのかもし
れないとしたら、これは大きな問題です。
　私が申しあげたいのは、IEAがネット
ゼロ分析を行ったときでさえ、私たちの
好みの技術、例えば水素やCCS、などは
あまり適用していませんでしたし、ほと
んどすべての面で改善や技術的な変革の
要素が非常に大きく、省エネの効果を大
きく見ていました（図49）。そのことは
次のスライドでお話しします。
　図50のブルーの棒グラフは、1980年
から2020年にかけてのエネルギー効率改
善を示しています。
　しかし、緑色のIEAのネットゼロでは、
その効率改善を2倍から3倍に増やさない
といけないのです。
　私たちがこれを実現できるという証拠
はありません。これが可能であるとの証

EPRINCの「ネットゼロ」シナリオはリファレンスケースと大きく変わらない図48
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拠すらないのです。これでは、根拠がな
いのに信用しろといっているようなもの
です。
　IEAのネットゼロシナリオで理解すべ

きは、消費者の行動様式を大幅に変えな
ければならないという点です（図51）。
　これは容易なことではありません。米
国でも欧州の一部でもこれが実現したと

したら、大変に驚くべきことです。
　地域内の移動を高速鉄道で行うこと、
人々の暖房方法を変えること、省エネ素
材を用いること、建物の寿命を延長する

大幅な省エネと行動変容がIEAネットゼロには必要図49

IEAネットゼロシナリオで求められるエネルギー効率改善は非常に大きい図50



89 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

こと、これらを実現するには数十年かか
ります。
　また重要なのは、2050年にかけて世界
のエネルギー需要を引っ張るのは非

OECD諸国であることです（図52）。
　すでに中国は大量の天然ガスを輸入し
て消費していますが、その中国は同時に、
非常に大量の新たな石炭資源の開発を進

めています。
　またあまり認識されていないことなの
ですが、米国や欧州の燃料の内訳と、中
国を含む非OECDのアジアの燃料の内訳

IEAネットゼロで求められている行動様式の変更図51

2050年にかけて非OECDがエネルギー需要増を牽引する図52
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はだいぶ異なります（図53）。
　アジアでは経済発展が劇的で、人口も
増加しています。そして、アジアは主と
して石炭に依存していて、今後も長期に
わたって石炭に頼ることになると思いま
す。
　OECDがネットゼロに近づいても、非

OPECはネットゼロに向けて苦労しそう
です。それは、このスライドのリファレ
ンスケースでお分かりいただけると思い
ます（図54）。
　OECDでネットゼロに成功しても、全
体ではそれほど大した改善は得られない
のです。

　非OECDが参加しなければ、エネル
ギートランジションの努力は限られます

（図55）。
　EPRINCのネットゼロのケースでは、
OECDだけが大きな変革を成し遂げ、非
OECDでは限定的な改善しか見られない
という前提です。

石炭に依存しているアジア図53

非OECDがネットゼロに向かうのは難しい図54
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　特に図56で、赤線は非OECDの排出
量を示しており、ネットゼロに向けて、
この先の世界全体の排出量の削減は非常
に難しいことがわかります。

　トランジションのスピードが異なる場
合はどうでしょうか（図57）。
　ネットゼロに向けたトランジションに
は失敗の恐れがありますので、地政学的

に与える影響も非常に重要です。
　OECDで経済成長はあるでしょうが、
競争力は減じ、貿易上の摩擦も生じます
が、東の地域（アジア）では、エネルギー使

非OECDが参加しなければ、トランジションの効果は限定的図55

非OECDと世界全体の温暖化ガス排出量見込み図56
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用や原材料の使用が増加します。これは
大きなリスクですし、送電網も脆弱です。
　また非OECDの開発途上国は、これら
のトランジションに向けた戦略を採用す
ることにあまり積極的ではありません。
　異なるスピードでトランジションが進
むことにより、地政学的な変化が生ずる

可能性があります（図58）。中国や中東は、
有利なポジションを獲得できるかもしれ
ませんが、結果的には借り入れが増加し、
友好的ではない国に対して脆弱なエネル
ギーシステムを構築しかねません。
　図58に我々がどうすべきか、まだ政
策当事者への回答が得られていない課題

を整理しました（図59）。
　今後30年間でエネルギー貿易の流れが
どのように変化するのか、そして我々は
それにどのように対応すべきか。
　新しいエネルギートランジションに向
けた取り組みの下、米国やその友好国の
エネルギーセキュリティはどうなるのか。

トランジションは2つの異なるスピードで進むか？図57

異なるスピードでトランジションが進むと地政学的な力関係に影響の恐れ図58
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　まだ我々はそれらに対する適切な計画
を持てていません。
　エネルギーの供給途絶やクリティカル
ミネラルのコスト上昇はどうなるのか。
　国境炭素税のメカニズムは導入されそ
うなのか、そしてそれが世界の貿易にど
のような影響を与えるのか。
　もしもエネルギートランジションが失
敗しそうな時に、世界の電力システムは
不安定になるのか、あるいはトランジ
ションの推進者や反対者はどのように対
応するのか。
　そして気候変動に関して、自分自身に
も問うたことがない問題ですが、この気
候変動は生存を左右する危機なのか、そ
れとも対処可能な問題なのか。まだあま
り議論もされていません。
　これについてお話ししたかった理由
は、人々は2050年までのモデルや経路を
持ってはいますが、その経路が、選挙で
投票する自分自身や、問題を解決するコ

ストやリスク、そして変化の度合いが大
きすぎると考える人たちにより、妨げら
れるかもしれないことに気付いていない
ためです。
　それらの問題が解決されるまで、我々
がエネルギートランジションに向けた明
確な経路を進むことができるか、私は大
変悲観的に考えています。

F：Louさん、ありがとうございました。
　時間があまりありませんが、視聴者か
ら質問がきていますのでそれを読み上げ
ます。
L：了解です。
F：「私は米国におけるエネルギートラ
ンジションは遅れると考えています。欧
州は大変環境コストを重視しています
が、EUにおけるエネルギートランジ
ションはどのように進むと考えています
か。お考えを聞かせてください」
L：そうですね、面白いのは、欧州社会

は環境問題でしか本当に合意できること
がない、ということですね。いまは、2
つ目の点で合意できることができまし
た。それはロシアの脅威とエネルギーセ
キュリティです。
　1980年代には、日本、米国、欧州は「ペ
ルシャ湾ワーキンググループ」を立ち上
げて、私もそこに参加しました。でも皆
さん、そのようなエネルギー供給の危機
があったことを忘れてしまっています。
　ロシアの問題がどのように展開するか
わかりませんが、多くの人はまだエネル
ギートランジションという意欲的な理想
にしがみついています。ただEU市民・
有権者の主な関心事はエネルギーセキュ
リティでしょう。いま、実際にそうなっ
ています。すでにドイツでは石炭の使用
期間を延長することにしました。多数の
原子力発電所を急に閉鎖することはしな
いでしょうし、米国やそのほかの国から
大量のLNGを調達しようとするでしょ

政策当事者にとっての課題図59



942022.5 Vol.56 No.3

JOGMEC

K Y M C

う。
　まだ1カ月しか経っていませんが、こ
こまでのことが起きているわけで、今後
2～3年の間に何が起きるでしょうか。有
権者は非常に高いエネルギーコストとリ
スクの高いエネルギー供給に直面するで
しょう。
　その時、エネルギートランジションは

再考を求められることになると思いま
す。
F：それは、トランジションの方向性が
変わるということでしょうか、それとも
トランジションのスピードが変わるとい
うことでしょうか。
L：スピードが変わると思います。トラ
ンジションをあきらめるということでは

ありません。トランジションにはもっと
時間がかかるということを認識するのだ
と思います。
F：分かりました。Louさん、ありがと
うございました。

（司会：JOGMEC調査部担当審議役［当
時調査部長］ 古幡 哲也）

Global Disclaimer（免責事項）
本稿は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）調査部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、機構は本稿に含まれるデー
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、本稿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、機構は本稿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、機構が作成した図表類等を引用・転載する場合は、機構資料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。機構以外が作成
した図表類等を引用・転載する場合は個別にお問い合わせください。

講演者紹介

Alex MARTINOS（アレックス・マルティノス氏）
国際的なコンファレンスEnergy Intelligence Forum主催や業界誌Petroleum Intelligence Weekly発行を通じてメジャー企業や国営石油会社に広い
ネットワークを有するEnergy Intelligence社Research ＆ Advisory部門でエネルギートランジション戦略を担当するディレクター。

Espen ERLINGSEN（エスペン・アーリンセン氏） ・Olga SAVENKOVA（オルガ・サヴェンコヴァ氏）
ノルウェーのオスロに本社を置く独立系エネルギー調査会社Rystad Energyの石油・天然ガス上流開発部門ヘッド・リサーチアナリスト。石油・天
然ガス会社のほかIEAやOPECなどの国際機関が主要なクライアントが含まれる。

Rajeev MADHAVAN（ラジーブ・マドハヴァン氏）
英国の上流開発業界向け資産買収・売却アドバイザーLambert Energy Advisoryのアジア・中東地域担当マネージング・ディレクター。欧州・ロ
シアの国営石油会社・独立系石油会社・プライベートエクイティとの取引経験も豊富。

Lucian PUGLIARESI（ルシアン・パリアレシ氏）
レーガン政権下のホワイトハウスで国家安全保障委員会国際問題を担当。旧ソビエト連邦や中東に対する米国の事情にも精通し、議会、政府関係者、
エネルギー関連企業首脳等の幅広い人脈を有する。Energy Policy Research Foundation（EPRINC）代表。

<注釈>

＊1：再エネ由来の水素を用いた合成燃料は「e-fuel」とも呼ばれる。

＊2：環境配慮をしているように装いごまかすこと。
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