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環境に優しい
電力の未来を担う
石油・ガス業界
石油・ガス業界が、排出量ゼロの世界で
より大きな役割を担うための5つの方法



はじめに
一部の予測に反し、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
の蔓延が、環境により優しいエネルギーの利用を促進する世界
的な動きを鈍化させることはありませんでした。顧客の要求や
政府の方針、その他マーケットの動きを見てみると、主な燃料
消費は化石燃料から再生可能かつ炭素を使わない代替エネル
ギーへとシフトし続けています。本稿で述べる展開は、従来の
石油・ガス企業にとって難しい課題を伴うものの、再生を後押し
し、排出ガスゼロの未来で成長するための新しいクリーンエネ
ルギー事業を導入するチャンスともなります。

需要から読み解く兆候と事業環境
COVID-19により世界の動きが急停止したあと、石油・ガスの需要は再び上昇し
始めました。しかし、私たちが生活し、働き、旅行し、テクノロジーを利用する
方法や場所に関する抜本的な構造の変容は依然として続くこととなり、従来から
の石油・ガスのビジネスモデルに影響を与えるでしょう。

世界的なエネルギー需要が2050年までに50％上昇するものの1、かかるエネルギー
が現在のようなかたちで石油・ガス業界からどの程度供給されるのかは不明です。
業界は、世界的な石油需要が1日当たり1億バレルに回復する2021年末まで待つ
必要があるとする見方がある一方で、需要はCOVID-19以前のレベルに戻らない
であろうという見方もあります3。

また、過剰な生産能力、コモディティ価格の崩壊、そして株式市場のボラティリティ
は、エネルギー関連企業の株式および債券価格に何十億もの損失をもたらしま
した。多くの企業が巨額の債務を抱えています4。各銀行は、現在の需要危機の
なかで、石油・ガス企業に対するリスクエクスポージャーの削減を模索している
ため、貸付条件の見直しによって、想定外の早期返済返済が発生する可能性が
あります5。

これらの多様な変化により、最近になってようやく業界は2014年の価格崩壊時の
レベルにまでコストを削減しました。
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活気づく業界
企業のリーダーたちは、気候変動が組織に及ぼす
リスクへの対応にますます注視しています。石油・
ガス企業のトップも例外ではありません：

が、ネットゼロの世界経済における
成功のカギは、脱炭素化にあると回
答しています。これは、どのセクター
よりも高い回答率です。93%

97%
が、気候関連のリスク管理能力が
今後5年間におけるビジネスの継続に
とって重要であるとしています。

出典：2020年8月にKPMGとEversheds Sutherland社 
が500社以上のグローバルビジネスエグゼクティブに
対して実施した調査。

詳細は、�Climate change and corporate value: 
What companies really think�を参照。

政府のコミットメント
発展途上国における石油・ガスの需要は、
2035年まで、そして恐らくそれ以降も増加
することが見込まれています6。他方、世界
中の先進国は脱炭素化を大幅に進めてい
ます。

例えば、世界最大規模の経済を誇る中国
は、エネルギー開発計画において非化石
エネルギーが占める割合を、2020年までに
エネルギー総消費量の15％に、2030年
までに20％にする必要があると明記してい
ます。また、モビリティの電動化を意欲的
に進めた北京は、電気自動車（EV）の製造
および販売においてグローバルリーダーと
なっています7。

ここ数ヵ月で、欧州グリーンディール政策
などをはじめとし、持続可能なインフラと
クリーンエネルギーのための施策を含む
COVID-19関連の緊急経済対策が数多く
発動されています。液化天然ガス（LNG）
契約において、低炭素強度製品を提供する
事業者からのみ購入することを定める国も
あります。

米国では、カリフォルニア州がガスを使用
する自動車および乗用トラックを2035年
までに禁止するなど、各州および地方政府
が積極的に施策を導入しています8。
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企業の施策
政府の規制がないなかで、世界中の企業
（特に米国企業）が、二酸化炭素削減および
再生可能エネルギー目標の達成に向けて
自主的に取り組んでいます。Fortune 500 
のうち約半数の企業が、全体的な炭素排出
量を削減する目標を設定しており9、23％
の企業が100％再生可能エネルギーの由来
の電力調達や科学に基づいた排出量削減
目標を2030年までに（またはそれよりも
早期に）達成することで、カーボンニュート
ラルな企業になることをコミットしています10。

資本市場
エネルギー消費がよりグリーン電力にシフト
しているため、投資家の多くは、化石燃料
への投資や資金調達から離れ、インパクト
投資や環境・社会・ガバナンス（ESG）への
投資にますます注力しています。投資家は、
ESG関連株式が、COVID-19により危機
的状況に陥った時期も含め、一定期間に
おいてベンチマーク平均を上回る運用成績
を上げたことを経験しました11。そして次々
に、ESGを意識した戦略を打ち出している
ファンドマネージャーへの、投資家による
記録的な資金移動をもたらしています。12。

石油・ガス企業は歴史的に見ても、中核
事業からESG関連事業への移行を試みた
際に、重要な株主リスクに直面しました。

投資家は、特定のマーケットエクスポー
ジャー上にあるマーケットそのものあるいは 
企業に投資するもので、一般的に、電力
や再生可能エネルギーといったオポチュニ
ティに関しては石油・ガス企業には投資
しません。しかし、投資家心理には変化が
見られます。投資家は、企業がESGに注力
することで投資資産の価格下落を回避する
ことができるとみています。要するに、現在
の環境において、ESG格付けと顧客市場価
値を強化するアクティビティの多様化は、
投資家からより許容される（むしろ歓迎
される）可能性があるのです。

最後に、銀行や保険会社、機関投資家に
は、サステナブルファイナンスに関するEU
アクションプラン等、より持続可能なビジ
ネスやアセットに資本を振り向けようとする
グローバルな施策によって、議論が進行して
いるESGアジェンダの基準を満たすことが
求められており、事業会社との取引の際の
大きなプレッシャーとなっています。石油・
ガス企業がデット・ファイナンスやエクイ
ティ・ファイナンスを維持したり増強を求め
るには、ESGを取り入れるのが得策です。

積極的にESGの視点を取り入れることに
よって、石油・ガス企業は制約を受ける
どころか、業界として将来のビジネスに
関する新しいオポチュニティを得ることが
できる可能性があるのです。

石油・ガスの新しい現実
石油・ガスの需要に影響を及ぼしている
消費者行動、テクノロジー、モビリティの
変化およびその他トレンドは、COVID-19
によって加速しました。石油・ガス企業は
かつて、景気悪化からの回復やビジネスを
構築するにあたっての障壁を克服してきた
豊富な経験があり、この経験を使って新た
な課題に立ち向かう用意ができています。

各企業が取るべき重要なステップの1つは、
ESGの原則を事業モデルに直接盛り込む
ことです。再生可能エネルギー事業への

投資、他セクターの脱炭素化を支援する
製品およびサービスの開発、またはESGの
「E」に関するその他の戦略の推進など、
石油・ガス企業は、資本および人材への
アクセスの改善からコミュニティおよび規制
関係の改善に至るまで、あらゆる便益を
得ることができます。

事業モデルにおけるESG関連の情報と、
ニューリアリティのなかを進むための基礎
となるその他の4つのテーマについては、
「新たな最適化の時代」を参照してください。
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石油・ガス企業が
牽引すべき5つの
グリーンイノベーション

石油・ガス企業は、現在の苦境を切り抜け、COVID-19の長引く影響
に備えるにはどうすればよいかを検討しています。単なる石油・ガス
からエネルギーサービス（特に再生可能または持続可能な資源による
エネルギー）への方向転換は、直面している課題への効果的かつ
包括的なソリューションと言えます。

過去数年間で、多くのスーパーメジャーは、
発電所への投資と小売事業者の買収により
両方を傘下に収めると同時に、電力コモ
ディティ市場に参入するためにトレーディ
ング事業デスクを強化することで、電力
市場におけるポジションを粛 と々取り始めて
います13。そもそもこれらの動きは、エネ
ルギーのポートフォリオを多様化して、再生
可能電力発電に参入し存在感を高めるため
の長期的なシナリオでした。しかし、業界
がCOVID-19による打撃から這い上がり、
次の成長を模索する中で、これらの動きは、
想定していた以上に実り多きものであること
が証明される可能性があります。

また、代替燃料の生産をはじめとする脱炭
素化に向けたビジネスモデルは、優れた
エンジニアリング能力、逆境で運営する力、
エネルギー製品およびサービスの提供など、
石油・ガス業界が持つコア・コンピタンスを
強化するという相乗効果をもたらします。

次の5つのグリーンイノベーションは、石油・
ガス企業の今までの強み、能力、隣接分野
および投資を継続的に活用しつつ成長を
促すことを可能にします。それぞれの市場
に別のセクターから参入してくる競合企業が
ある一方、石油・ガス企業は主導的な役割
を担えるような利点をもともと持っていると
KPMGは考えています。
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市場のポテンシャル
ある分析によると、2008年以降、米国に
おける再生可能エネルギー由来の電力の
発電量は2倍以上となり14、2020年の米国
における電力量の21％近くを占めるように
なりました15。

再生可能エネルギー（特に風力と太陽光）の
発電量が急増しており、米国に導入され
ている風力アセットは100,000メガワット
超、太陽光アセットは66,600メガワット
超となっています。The Federal Energy 
Regulatory Commission（FERC）の最近

のレポートによれば、これらの施設は今後
3年間で、天然ガスによる火力発電よりも
多くの発電量を新たに市場にもたらすこと
が期待されています16。

2023年2月までに、バイオマス燃料、地熱、
水力、太陽光、風力などの再生可能エネ
ルギーが、米国全土で新たに約51ギガ
ワット発電される一方、天然ガス、石炭、
石油および原子力を燃料とする合計発電量
は同時期で実質約2ギガワット減少する
見込みです。

1 再生可能エネルギー： 
太陽光発電・風力発電が世界的な勢いを増す
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予測期間を通じて、米国の再生可能電力生産は
最も成長している電力源です。
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今後期待できる展開
再生可能エネルギーを採用する際の障壁が
低くなり始めています。

―  いつ、どこで、どの程度再生可能エネ
ルギー由来の電力が利用可能であるか
をより正確に予測する、進化したデータ
アナリティクスやその他の新たなテクノ
ロジーツールによって、予測に関する
課題を克服できるようになりました。
最も開発が進んだモデルでは、容量市場
に参入するための十分な精度があり、
3日から5日前に風力による発電量を
予測することが可能です。

―  発電アセットをロードセンターにつなげる
送電プロジェクトを強化することで、
発電する場所から必要な場所へ供給
する継続的なニーズに対応できます。
民間デベロッパーの支援によって、電力
各社はこの方策を使用し、再生可能
エネルギーの普及を拡大することができ
ます。

―  再生可能エネルギーの間欠性に関する
不満が繰り返し発生しています。現在、
グリッドレベルの蓄電は、これらの問題
の軽減に大いに役立っており、負荷条件
に合った発電を可能にしています。より
耐用性があり、かつ安価なエネルギー
貯蔵方法は、再生可能エネルギープロ
ジェクトの発展を加速させる最近のイノ
ベーションの1つです。

―  電力各社は、グリッドレベルにおける
蓄電プロジェクトの経済性を改善する
ために、再生可能エネルギー施設と
スタンドアロン施設との統合ソリュー
ションを検討するとよいでしょう。特に、
投資税額控除（ITCs）や同様の税制上
のインセンティブがある場合が該当し
ます。
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*

洋上風力発電がようやく勢いを増してきて
います。規制上の制限や、実在する複合的
な環境問題の結果として、このような再生
可能エネルギーが米国に定着するまでには
時間がかかりましたが、風力はエネルギー
資源として非常に大きなポテンシャルを
持っています。陸上と比べ、洋上の風力
発電の技術はより一貫性があります。平均 
風速を高めることができるほか、個々の
タービンおよび発電所から集められたエネ
ルギー量を最大化するべく、より大きく、
高さのある、効率的なタービンを活用して
います。

米国エネルギー省の研究によると、洋上
風力エネルギーによる発電量は、排他的
経済・環境水域外で水深100メートル未満
のより風速が強い場所に限られていたもの
の、数年前にすでに2,000ギガワットまたは
7,200テラワット時を超えていました。これ
は、米国における現在の年間エネルギー
消費量の2倍以上の量です17。以降、技術
の進歩によって、浮体式洋上風力発電は
予想よりもずっと早く実行可能な代替案と
なりました。風力発電所は現在、陸から
さらに離れた、より水深のある洋上での
建築が可能となり、風力エネルギー業界は
急速に拡大しています。

石油・ガス企業のオポチュニティ
長年海底資源の探索・掘削を行ってきた
石油・ガス企業およびそれらを支援する
一連の企業は、洋上環境における建設
およびオペレーション方法を確実に理解
しています。風力エネルギーは、新しい
エネルギーサービス市場を発展させ、現在
は稼働していない陸上および洋上のイン
フラや設備、そして人材をも活用する素晴
らしいオポチュニティをもたらしています。

均等化発電原価（LCoE）を測定すると、
風力および太陽光発電技術は、化石燃料
から発電され、電力と少なくとも同等の
競争力（多くの市場では、より高い競争力）
があります*。事実、近年の分析では、
太陽光および陸上風力は、少なくとも世界
人口の3分の2にとって新世代の最も安価な
資源であり、2050年までに世界の電力
生産のおおむね50％まで担うことが示唆
されています18。

*  再生可能エネルギーの推進を検討している石油・ガス企業にとって、LCoEは特定の市場における競争力を評価
する有効なベンチマークとなります。LCoEで測定されているように、耐用年数におけるアセット当たりの電力
生産量の平均コストは、2010年以降着実に減少しており、2030年までにさらに減少することが見込まれています。
ただし、この基準は、再生可能エネルギー由来の電力購入価格を数値化する際に、ディベロッパーのリターン
やリスクプロファイルを完全には反映していないことに留意することが重要です。
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2 水素：最もユビキタスな電力源が 
ついに注目を浴びる

市場のポテンシャル
排出量削減目標がより野心的になる一方で、
これを達成するために現存する資源やテク
ノロジーが枯渇してきていることから、企業
および国レベルで脱炭素化および排出ガス
目標を達成するのは、ますます困難になって
います。

水素は宇宙で最も豊富にある原子です。
水素は、単位質量あたりの密度が最も高い
燃料で（ガソリンの2.5倍）19、燃焼の際に
水蒸気のみが発生する最もクリーンなエネ
ルギー資源の1つです。

グリーン水素を低コストで生産および貯蔵
することで、以下を含む、さまざまな電力
供給の使用事例が現れます。

―  企業はエネルギー貯蔵に関して戦略的な
アプローチを講じることで、再生可能 
エネルギー発電量の季節変動を軽減
することができます20。発電量が過剰な 
時期は、余剰電力で水素を生成し、
貯蔵しておくことができます。また、
間欠的な変動があって発電量が減少
している時期は、貯蔵した水素を大規模
な「バッテリー」として使用し、低炭素

エネルギーの継続的な発電を確保する
ことで需要を満たすことができます。

―  水素はまた、長距離トラックでの輸送や
運搬船による海外輸送の脱炭素化を
促します。これらの輸送形式はどちらも、
大量のディーゼルおよびバンカー重油を
燃料として必要とします。現在の蓄電
技術は、貨物の積載量を減らすことや、
多額のコストを費やすことなくして、オペ
レーション上の要件を十分に満たす貯蓄
量を確保できません。しかし、メタ
ノールやアンモニウムとして変換および
貯蔵された再生可能水素は、より優れた
エネルギーの貯蔵・運搬技術が開発
されて成熟するまでの間、移行期の燃料
としてこれらの重要な商業活動の継続を
可能にします。

今後期待できる展開
水素は、特に電力、暖房、輸送および工業
プロセスにおける脱炭素化の選択肢として
魅力的なものとなっています。電気分解を
活用して水から水素を生産する際には多く
の電力が必要になりますが、この電気分解
に電源を供給する太陽光および風力の価格
は急速に下落しています。
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差別化されたエネルギー製品に対する需要
の高まりとともに、水素の経済的側面は
より有利なものになっています。再生可能
エネルギー由来の電力を電気分解して水素
を生成する場合、そのプロセスと結果とし
て生成された「グリーン水素」燃料は、カー
ボンニュートラルな脱炭素化のソリュー
ションとなります。

各企業が太陽光、風力およびその他の
コスト効率の良いプロセスに投資している
ため、あらゆるエネルギー消費様式におい
て高まる需要を満たすための水素生産量が
拡大し始める可能性があります。水素協議
会は近年の研究で、水素経済の幅広い発展
と適用により、2050年までに世界で必要
な総エネルギー量の18％を満たすことが
できると述べています21。

石油・ガス企業のオポチュニティ
水素への関心と投資が増していることから、
石油・ガス業界はその開発を支援し、牽引
していくことも可能です。

石油・ガス企業は、石油化学に関する何十
年もの経験、水素関連のイノベーション
開発を支援するための社内の専門知識、
大規模なエネルギー生産施設を建設する
ノウハウを有しています。

この実務上の経験によって業界に対する
資本市場と規制当局の信用が高まることで、
新たな投資機会が生まれ、革新的な技術
の実証および許可のプロセスが簡略化する
ほか、研究開発に関して有利な税制を獲得
するオポチュニティが生まれます。

また、多少加工を施せば、石油・ガス企業 
は、既存の輸送・供給パイプラインのイン
フラネットワークを使って水素を輸送する
ことができます。このネットワークの活用
により、石油・ガス業界は、付随する燃料
費および炭素排出量を削減しながら、工業、
商業、および小売業の幅広い領域で水素
の適用を加速させる重要な役割を担うこと
ができるのです。
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3 バイオ燃料： 
政府支援の拡大

市場のポテンシャル
次世代あるいは進化したバイオ燃料は、
化石燃料および旧世代のバイオ燃料が有し
ていた限界を克服しています。バイオ燃料
生産業者は、新しい専門設備を整備する
代わりに、既存のインフラを活用すること
ができます。また、工業用の原材料として
の非食用作物の利用を含め、責任ある土地
の利用を促す一方、排出ガスの処理および
精製を削減することも可能です。これらの
燃料は、低炭素燃料認証と合わせて、生産
することに経済的な魅力があるほか、顧客
と政府機関の双方から環境に配慮した従来
の化石燃料の代替としてみなされるように
なっています。

今後期待できる展開
次世代のバイオ燃料について、政府機関や
次世代のバイオ燃料のさまざまな用途を
探求している大学の研究機関からの注目が
高まっています（バイオディーゼル、異性化
油脂、バイオマス熱分解固形燃料、セル
ロースから生成された含酸素添加剤、エタ
ノール、ブタノールおよび同様の長鎖アル
コール、バイオマス熱分解により生成された
ガソリンならびにセルロースから生成された
含酸素添加剤など）。

圧縮および火花点火エンジンのコスト、
パフォーマンスおよびエネルギー密度を
最適化する燃料およびその組合せを探求
する研究が引き続き行われています22。

低炭素燃料市場は、石油・ガス企業が事業
展開する多くの地域で急速に発展してい
ます。適格な燃料を供給するために整備
された生産インフラをすでに保有している
ことから、カリフォルニア州の低炭素燃料
基準（LCFS）やEUの燃料品質指令（FQD）
などを備える市場は、供給業者にとって
利益があることが証明されるでしょう。
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石油・ガス企業のオポチュニティ
既存の実績ある石油・ガス企業と異なり、
各国の規制に対応している低炭素燃料生産
業者は、石油および石油化学業界における
最も堅牢で経験豊富な液体燃料業者とは
言えないかもしれません。結果的に、これ
らの企業は市場シェアを拡大し、業績を
向上させ、製造マージンを改善するための
経済効率を実現するオポチュニティを逃し
ているかもしれません。

石油・ガス企業は、適切な市場がある地域
またはその近くに低炭素燃料を製造する
施設を新設するか、既存の施設をそのよう
な製造施設に移行させ、経験の少ない生産
業者よりもさらに効果的かつ効率的に事業
を運営することができます。資本的な制約
があって大規模な工業的精製所を運営する
経験に欠ける多くのニッチまたは小規模
企業よりも、大企業のほうがより優れた
設備を整えて生産を拡大することができる
のです。
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4 商用輸送：EVへの大規模な 
移行の第1フェーズ

市場のポテンシャル
低炭素エネルギーの大規模な受入れの
第一歩として、再生可能エネルギー以外
では唯一、輸送分野が最も大きなオポチュ
ニティを有しています。米国では石油・ガス
業界にとって、トラック業界（同国における
石油製品の最大の購買者）の電気化が、
一般消費者向けの電気自動車（EV）の成長
よりも大きな影響を及ぼすことになるで
しょう23。

輸送手段を電気化する展開方法について

計画するうえで、米国の石油・ガス企業は
中国を参考にすることができます。中国
政府は、都市部で従来のディーゼルバス
の導入を禁止することで、電気バスの世界
市場を牽引しています。

中国の市当局は一時期、世界で稼働して
いる一般消費者向けEVの総台数よりも多く
の電気バスを毎週導入していました。中国
では40万台以上の電気バスが走行して
おり24、世界の石油需要成長率を約3％
引き下げています25。

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2016 2019 2020

1,183

917

721
663 588

381
293 219 180 156 135

22%

21%

8%

11%

35%

23%

26%
16%

13% 13%

リチウムイオンのバッテリー価格に関する調査結果：出来高加重平均価格
バッテリーパックの価格（実質価格、2019年。単位：ドル／キロワット時）

出典：Bloomberg NEF
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米国では、長距離輸送能力と高速再充電
能力を有する商用電気トラックによって燃料
需要が大幅に減少しました。また、輸送
分野の状況に最も変化をもたらすであろう
イノベーションは、安価なバッテリー技術
です。

今後期待できる展望
バッテリーの製造コストは、ここ10年で
毎年平均18％減少しています。価格が低下
し続けているため、バッテリーを動力と
するトラックの輸送がより有益と考えられる
ようになりました。

最初の導入は局所的に実施します（例：
主に都市間または都市内で1日200km未満

のルート）。荷重係数および走行距離に
基づくと、これらのルートに割り当てられた
トラックに必要なのは、長距離トラック
輸送プラットフォームのバッテリー貯蔵の
半分以下です26。より小さなバッテリーは
購入プレミアムを25,000ドル未満にまで
減少させますが27、最近の調査によると、
燃料やメンテナンスが減少することにより
2年以内に回復します28。

石油・ガス企業のオポチュニティ
COVID-19は、永久的ではないかもしれ
ないにしろ、近い将来における消費者の
購買行動に変化をもたらしました。 ロック
ダウンの間にオンラインでの購買を増やし、

家で買い物をする便利さと価値を享受した
顧客は、今後も同様の行動を続ける可能性
があります。このような行動の変化により、
製造業者から倉庫、配送センターから個人
宅への配送数が増加する見込みです。

電気商用トラック輸送は、企業が効率化を
実現し、二酸化炭素排出目標を達成する
方法の1つです。ユーティリティ業界が石油・
ガス業界よりも多くのチャージステーション
設置に参入している一方、幹線道路を活用
する下流拠点を有している企業は、倉庫や
製造施設におけるチャージステーションの
建設を検討することが可能でしょう。
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5 二酸化炭素の回収・有効利用そして貯留： 
業界全体で脱炭素化を実現

市場のポテンシャル
工業原料および大気から炭素を取り除く
ことは、「ネットゼロ・エネルギーシステム」
への移行における重要な要素です29。二酸
化炭素の回収・有効利用・貯留（CCUS）
ソリューションには前途有望な幅広い技術
が含まれ、二酸化炭素を回収して別の用途
に使うための石油増進回収のような工業
プロセスや地中に埋め込む方法が挙げられ
ます。

二酸化炭素の回収には2種類のアプローチ
があります。

―  大気中の炭素を直接回収する直接空気
捕捉

―  自然の作用（森林再生、生息環境の
復元など）、自然に発生する炭素回収
プロセス（土地管理技術）、およびテク
ノロジーに基づくプロセス（CCUS要素
を導入しているバイオ燃料など）を含む
間接空気捕捉

今後期待できる展開
初期のCCUSプロジェクトは、技術的に
実行可能であったものの、その複雑さと
コストにより、大規模な開発とその展開が
実現することはありませんでした。次世代
のCCUSは静かに出現し、石油・ガス業界
が参画できる発電と産業利用の両面で実現
可能となる準備ができているようです。

石油・ガス企業は、大規模で極めて複雑な
工業施設の開発に関して多くの経験を有し
ています。つまり、この業界は、業界自体
のためだけでなく、直接自社で運営する
能力がない、または自社で運営しようとし
ている顧客に対しても、炭素回収・隔離
施設を建設および運用するための確固たる
地位を築くことができるのです。
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石油・ガス企業のオポチュニティ
石油・ガス企業は、直接空気捕捉を含め、
CCUS設備の建設・運用を目指す航空会社
や商用不動産オーナーなど、大規模かつ
技術力を持たないガス排出者にとって、
知識と経験が豊富なパートナーとなること
ができます。これには空気のバランスを自然
環境に戻すことを可能とする、化学溶液を
通過する空気から二酸化炭素を回収する
ために液相触媒を使用する技術に基づいた
アプローチ、または空気中の二酸化炭素を
化学的にフィルターまたはその他の媒体で
吸着してその場に定着させる、粉末式・固体
触媒アプローチが関わってくるでしょう30。

また、森林をベースにしたソリューション
に関しては、ENI社31、Shell社32、および
Total社33のようなヨーロッパのIOCなど、
一部の石油・ガス企業が多国籍REDD+の
取組みなどに多くの投資をしています。

これらのソリューションは、直接消費および
リセールについてカーボンオフセットを取り
入れることを目的にしています。一部の例
では、このオフセットが市場に売り出す
差別化された商品を創るために使われる
ことで、エンドユーザーが既存の設備や
インフラを継続して使いながら排出ガスを
直接管理することを可能にしています。

前述のとおり本業界は、回収した炭素を
使用して小売や市販製品に関連する排出量
をオフセットする、または新たに炭素を基
にした製品を開発することができます。
例えば、水素は炭素回収プロセスで産出
される一酸化炭素と結合させて、ガソリン、
ディーゼルおよびジェット燃料などの一般
燃料の合成版を創り出すことができます。
これらの燃料が再生可能エネルギーを使用
して生産される場合、その使用はカーボン
ニュートラルであるとみなされます34。
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動き出した石油・ガスメジャーたち

現在、ヨーロッパの石油・ガスメジャーは、
再生可能エネルギーおよび関連施設の開発
や導入の促進において米国のはるか先を
進んでいます35。グリーンエネルギーなど、
米国の石油・ガス業界の非中核領域に
対するこれまでの平均投資額は、資本支出
合計額の約1％です36。投資家の期待と、
石油・ガスの最大手企業ですら直面する
その他の課題を鑑みると、米国企業がより
保守的なのは当然のことと思われます。
しかしながら、彼らの取組みは拡大してい
ます。世界における取組みの例は次のとおり
です。

―  BP社は2020年9月、Equinor社との
洋上風力発電プロジェクトに10億ドルを
投資し、北米でのさらなる展開を目指す
ことを発表しました。この動きは、10年
間で再生可能エネルギー発電容量を50
ギガワットまで増やすなど、2050年まで
にネットゼロを目指すとした宣言の一部
です。同社はすでに大規模な洋上風力
事業を保有しています37。またBP社は、
特にCCUSおよび水素プロジェクトで
事業提携を実施しています38。

―  Chevron社は、約65メガワットの中程
度の再生可能エネルギーポートフォリオ
があり、中核事業である石油・ガス生産
拠点への供給に対応しています39。同社
は最近、その電力供給を「グリーン」な
ものにする、グローバル電力販売契約
（PPA）を締結しました。これは大きな
進歩です。また、オーストラリアとカナダ 
のCCUSプロジェクトに10億ドルを投資
し、2018年には、革新的なテクノロジー
に投資するため、1億ドル規模のFuture 
Energy Fundを設立しました40。この
ベンチャーキャピタルファンドは、EVの
充電、バッテリー技術および大気中の
二酸化炭素の直接回収を対象にしてい
ます。

―  ExxonMobil社は、二酸化炭素排出
削減関連の研究開発に年間10億ドル
以上投資しており、2025年までに1日
当たり10,000バレルのバイオ燃料を生産
する目標を掲げています。同社はまた、
二酸化炭素の回収・貯蔵（CCS）に多額
の投資をしており、世界の二酸化炭素 
回収総容量の約5分の1の作業権益
（working interest）を保有していること
を公開しています。

―  Royal Dutch Shell社の低炭素事業
計画には､風力および太陽光発電だけ
で年間20憶ドルから30億ドルの投資
が含まれますが、他にもEV充電、水素
およびバイオ燃料などのクリーンエネル
ギーイノベーションに特化した投資も
あります。同社のインキュベーターで
あるShell Ventures社は、中小企業への
投資および提携関係を通じて新しい
テクノロジーとビジネスモデルを開発し
ています41。

―  Total社は現在、5ギガワットの再生
可能エネルギーを含め、世界中で総計
約9ギガワットの低炭素電力発電容量を
保有し、2025年までに25ギガワットの
再生可能エネルギーを発電する目標を
掲げています42。2020年初めに、同社
はオランダにおけるヨーロッパ最大級の
EV充電ポイントに係る契約を獲得し、
Groupe PSA社と提携してEV充電施設
をパイロット運用したほか、スペインに
おいて2ギガワット分の太陽光発電を
確保しました43。
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次のステップ
石油・ガス企業のリーダーは、正しい戦略
を整備することで、業界にとって歴史的な
この瞬間においても将来成長に資する資産
への投資を行うことができます。その方法
は以下のとおりです。

強みとチャンスをマッチングする
本書で提示した5つのグリーンイノベー
ションの牽引をそれぞれ探求し、どのアイ
デアが自社の資産および経験に最も合う
かを判断します。例えば、スーパーメジャー
の多くが、現在の課題を乗り切る手元資金
と資産のほか、電力および関連するエネ
ルギーサービスを拡大する能力を有してい
ます。同時に、多くの中小企業は、革新的
なソリューションを迅速に開発および統合
する機敏さを有しており、大企業が経済面
からみて競争したくない、または競争でき
ないニッチ市場を切り開くことができるで
しょう。

財務的なレジリエンスを構築する
デットリストラクチャリングや流動性の維持
などの短期的な措置を講じる以上のことが
必要です。組織ができる限り効率的で、
適切に財務リスクを管理し、チャンスが
訪れた時にそれをつかむためのリソースと
低資本コストへのアクセスを有するように
します。

もともと有する優位性を活用する
150年以上かけて蓄積した知識、技術
および業界での専門性を活用します。石油・
ガス企業は、名だたるイノベーションの
歴史と、複雑な物理的および地政学的環境
に対する長年の投資と運営経験により、
ネットゼロ目標を達成する一方で、世界で
約8億人分の電力拡大において重要な役割
を担うことができます。

石油・ガス企業は、よりクリーンな電力と
エネルギーソリューションに対する顧客、
企業および業界からの要求に応えることが
できる新しいチャンスをつかむことで、世界
的なエネルギー移行期において競争力を
保ち、指導的な役割を担うことができます。
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KPMGによる支援

KPMGのメンバーファームは、 
以下の企業に専門的な 
サービスを提供しています。

EuroStoxx 50の 
石油・ガス企業のうち 

100%
FORTUNE Global 500の 
石油・ガス企業43社のうち 

81%
Forbes Global 1000の 
石油・ガス企業59社のうち 

81%
Platts Energy Top 250の 
石油・ガス企業91社のうち 

78%

今日のビジネスは、かつてないほど複雑
かつ不安定で、そのスピードも増しています。
世界のビジネスリーダーは、エネルギーや
燃料の使用、気候への影響、事業の脱炭
素化、水資源の利用および資源不足など、
経済、環境および社会のさまざまな側面に
対応する必要があります。しかし、これら
の変化に責任を持ち、適応し、かつレジリ
エンスを保つような、持続可能で環境への
影響が少ないビジネスモデルを構築するの
は非常に困難であると言えるでしょう。

KPMGのエネルギーおよびサステナビリ
ティの専門家は、プロジェクトを通じて、
あるいは最もサポートが必要なときに企業
の皆様を支援します。KPMGのメンバー
ファームは、サステナビリティに関して類
まれな経験を提供するコンサルティングの
先駆者です。

ローカルの知識とグローバルでの経験
グローバルな組織であるKPMGは、企業が
事業を展開する場所における経済、政治、
環境および社会的な側面に関する深い理解
を有しています。クライアントが直面する
課題がどのようなものであったとしても、
KPMGには、その支援に必要な国際経験
を持つ専門家が所属しています。

多様な専門家からなる統合的なチーム
KPMGのエネルギーおよびサステナビリ
ティチームは、業界の専門家、経営コンサ
ルタント、税理士ならびに気候への影響、
脱炭素化、サプライチェーン、インフラ
および国際開発などの専門家を含み、また、
監査部門、税務部門およびアドバイザリー
部門の専門職員は互いに連携しています。

業界へのフォーカスと知見
KPMGは業界にフォーカスし、経験豊富
な専門家による最適な助言を提供します。
専門家の多くが、その業界の出身者であり、
特殊なビジネス上の課題に特化した知識を
有しています。

ネットゼロに向けた重要な最初の一歩は、
二酸化炭素排出量、再生可能エネルギー
消費量およびカーボンオフセットの正確な
把握とそのレポーティングです。

KPMG Climate Accounting Infrastructure
は、顧客、投資家および規制当局からの
信頼を次のレベルに引き上げる支援を実施
します。
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業界の喫緊の課題や新たな 
チャレンジについて語る 
ポッドキャストシリーズです。
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再生可能エネルギー調達戦略
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