
37 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

産油国における石油探鉱・開発、
投資動向
		JOGMEC調査部調査課は、このほどフロンティアから大産油国まで複数の産油国を抽出し、2014年
半ば以降の原油価格変動の状況下での石油探鉱・開発動向、投資動向、そして、それらに影響を与え
た要因について分析を行った。
		フロンティアのガイアナでは石油会社に有利な契約条件の下、メジャーズ主導でスピーディな開発
（ショートサイクル）が進み、セネガルでは政府の積極的なIOC（International Oil Company：国際石
油企業）導入方針で、IOCを中心に探鉱・開発が進展する見通しになった。
		深海のブラジルとアンゴラは明暗が分かれた。ブラジルはプレソルトでの油田発見、国営石油会社
Petrobras中心の開発体制見直し、国内調達比率緩和、有望鉱区公開等により、汚職スキャンダルを
乗り越えて開発が進展している。一方、アンゴラでは厳しい契約条件が理由となって、既存生産設備
周辺の油田（near-field）など一部を除き、探鉱・開発が停滞、コスト削減も進まず、南部プレソルト
の探鉱も期待を下回った。
		成熟エリアのメキシコ、北海では減退の顕著な食い止めには至らないものの、改善の動きが見られる。
メキシコでは、エネルギー改革の進展と2015年以降の入札ラッシュが、IOCによる油田発見、生産開
始につながった。2020年代半ば以降の増産ポテンシャルは高いと見られる。北海は安定的な投資環
境と探鉱・開発促進策により、英領では小規模ではあるがnear-fieldの開発が進展、ノルウェー領で
は油価安定により2010年前後に発見された複数の大型プロジェクトが生産開始を迎える。北海の中
長期的な減退は避けられないが、減退食い止めには一定の効果がある。
		非在来（重質）のカナダ、ベネズエラでは厳しい投資環境が続いている。カナダは環境への影響、脱炭
素化への懸念、輸送インフラの制約等によりIOCのカナダ企業への資産売却が相次いだ。2018年に
入り、カナダ企業にも生産削減や投資抑制傾向が見られ、増産は当面続くが、その伸びは鈍化する見
込みである。ベネズエラはChávez前政権以降の失政で資金、人材、技術、資機材が不足し、生産量
減少と投資不足という負のスパイラルに陥っている。
		非OPECの大産油国のうち、米国は安定的な投資環境を背景に、シェール開発に加え、メキシコ湾深
海への投資が回復基調にあり、コスト改善も進展している。ロシアでは西側諸国による制裁により新
規フロンティアから欧米企業が撤退、独自開発技術の進展は見られるが、生産減退が顕在化する
2025年頃の供給に懸念がある。
		中東の OPEC大産油国（サウジアラビア、イラク、UAE〈アブダビ〉）は生産能力の維持・拡大を進め
つつ、保有するリソースの価値向上を目指している。サウジアラビアは生産能力の維持に加え、IPO

（Initial Public Offering：新規株式公開）等を通じた価値向上が目標。イラクは生産能力増強のほか、
輸出拡大のため南部の出荷インフラ整備に注力している。UAEは生産能力増強に注力する一方、上
流～下流統合ポートフォリオ戦略や権益更新時に需要が拡大するアジア市場を意識した新パートナー
編成を敷き価値向上を進めている。
		探鉱・開発の進展に影響を及ぼす要因は数多くあるが、政策、契約条件、投資環境が探鉱・開発や投
資に最も影響を与えている。
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はじめに

　2014年下期以降、原油価格は急落し一
時30ドル/bblを割り込んだが、2016年12
月のOPEC・非OPECによる生産調整合
意後、50ドル/bbl台後半に回復した。そ
の後、原油価格はOPEC生産調整の動向
と方針、米国のシェール増産、地政学リ
スクに対する市場関係者の観測ならびに
株式相場等の要因を受け、2017年以降お
おむね45～70ドル/bblで推移している。
　原油価格がこのように変動するなか、
各産油国、地域の探鉱・開発、投資動向
はどのような状況にあったのであろう

か。JOGMEC調査部調査課は、図2に示
した13の国と地域を、フロンティア、深
海、成熟エリア、非在来（重質）、大産油
国の五つのカテゴリーに分け、どのよう
な要因が探鉱・開発、投資に影響を与え
たかについて、比較、分析を行った。本
稿ではその概要を報告する。

1. フロンティア

　これまで石油の生産が行われたことが
なかったが、近年、油田が発見され、注
目を集めるガイアナとセネガルをフロン
ティアの対象国として取り上げた。

　ガイアナについては、2000年に米国地
質調査所（USGS）が、ガイアナ沖合を含
むガイアナ堆積盆地（Basin）は世界で最
も有望な堆積盆地の一つであり、埋蔵ポ
テンシャルは原油が150億bbl、天然ガス
が40Tcfであると発表した。その後、大
西洋を挟んで対岸となるアンゴラ等西ア
フリカ沿岸域では良好な探鉱結果が得ら
れるようになった。しかし、2000年以降、
ガイアナは隣国スリナムと排他的経済水
域をめぐる紛争を続けていた。そのため、
ExxonMobilが1999年にStabroek鉱区を
取得したものの、探鉱を行えない状況が
続いていた。2007年にスリナムとの紛争
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本稿で対象とする産油国、地域図2

出所：各種資料を基にJOGMEC作成

原油価格の推移（2003～2018年）図1
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出所：各種資料を基にJOGMEC作成
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が解決し、ExxonMobilはようやく地震
探鉱を実施、2015年から掘削を始めたと
ころ、1坑目の試掘でLizaという大規模
な油田を発見した。ExxonMobi lは、
Stabroek鉱区でこれまでに13坑を掘削、
うち11坑で油層を確認、8油田を発見し、
推定可採埋蔵量を石油換算で40億bblと
している。
　ExxonMobilは2017年6月にLiza油田開
発フェーズ1の最終投資決定を実施、
2020年までに生産を開始するという非常
にスピーディな開発を計画している。同
社によると、2025年には5基のFPSOを用
いて同鉱区より75万b/dの石油を生産す
る可能性があるという。そして、同社を
はじめとし、Total、Hess等がStabroek
鉱区の周辺鉱区の権益を取得し、参入を
進めている。このように外資が積極的に
参入し、探鉱・開発が進展している背景
には、ガイアナの契約条件が石油会社に
有利な内容であることが挙げられると指
摘されている。
　セネガルではガイアナとは対照的に中
小規模の企業、英国のCairn	Energyが
2014年下半期にSangomar鉱区で試掘を
行い、FANとSNEの2油田を発見した。
続いて、2015年には隣国モーリタニアと

の国境にまたがる海域で、Kosmos	
Energy	がTortueガス田を発見し、モー
リタニア、セネガル、ガンビア、ギニア
ビサウ、ギニア沖にまたがるMSGBC
（Mauritania-Senegal-Gambia-Bissau-
Conakry）盆地の有望性に注目が集まる
ようになった。2 0 1 2年に就任した
MackySall大統領は地質学を専攻、国営
石油会社Petrosenの社長やエネルギー大
臣を歴任し、石油･ガス開発に積極的で、
IOCを参入させ沖合の開発を進めようと
の考えを持っている。これがセネガルの
探鉱・開発を後押しする一つの要因に
なったと考えられる。
　2016年にはBPがモーリタニアとの国
境に近い沖合の2鉱区にファームイン、
2017年にはTotalがその南側の鉱区を取
得し、メジャーズの参入も進むようにな
り、探鉱・開発が加速する見通しだ。な
お、2018年中にFAN、SNE油田開発の
オペレーターをCairn	Energy	より引き
継ぐWoodside	Energyは、2019年中頃に
SNE油田の最終投資決定を行い、2021～
202 3年に同油田の生産を開始する計画
で、生産量は10万b/dを見込んでいると
いう。
　フロンティアのガイアナ、セネガルで

は、いずれも探鉱・開発が進む見通しで
ある。

2. 深海

　ブラジルとアンゴラは、ジュラ紀後期
から白亜紀初期にかけてアフリカ大陸と
南米大陸の分裂により分かれたという経
緯がある。そのため、ブラジルのCampos
盆地とアンゴラ南部の地質構造には相関
性があるとされている。比較するのに好
対照な2国と考え、ブラジルとアンゴラを
深海の対象国として取り上げた。
　ブラジルでは、200 6年以降、リオデ
ジャネイロやサンパウロの沖合に位置す
るSantos盆地やCampos盆地のプレソル
トで大規模な油田の発見が相次いだ。同
国のプレソルトの坑井は1坑あたり2万～
3万b/dを生産し、生産性が高く、その
ためコストも米国のメキシコ湾と同程度
となっており、非常に有望な海域とされ
ている。
　2016年8月にTemer大統領が就任して
以降、ブラジルでは外資を導入し、探鉱・
開発を促進する政策が採られるように
なった。2010年に制定されたプレソルト
開発法では、この法律で定められたプレ
ソルトエリア内のすべての新規鉱区で
Petrobrasが権益の3 0％を保有しオペ
レーターを務めることが定められていた
が、これが改正され、Petrobrasは入札前
にその鉱区での探鉱・開発に参加するか
否かを選択できるようになった。また、
鉱区入札が頻繁に実施されるようになり、
プレソルトの有望鉱区が公開されるよう
になった。これによりIOCがプレソルト
で油田発見を狙える鉱区に参入すること
が可能になった。ブラジルで探鉱・開発
を行うにあたっての大きな課題とされて
いた高い国内調達比率も緩和された。
　さらに、Petrobrasも油価下落や汚職
問題の影響から脱却し、復調の兆しが見
られる。Petrobrasは、2014年スタート

ガイアナStabroek鉱区開発計画表1

出所：各種資料を基にJOGMEC作成

フェーズ 最終投資決定 生産開始 FPSO生産能力

1 2017年6月 2020年初 12万b/d

2 2018年末 2022年中頃 22万b/d

3 2019年 2023年初 18万b/d

セネガルFAN、SNE油田概況表2

出所：各種資料を基にJOGMEC作成

坑井 企業（＊オペレーター） 埋蔵量（評価中） 水深

FAN-1 CairnEnergy（40%）＊

Woodside（35%）FAR（15%）
Petrosen（10%）

石油2.5億bbl 1,430m

SNE-1 石油6.6億bbl、ガス 1,110m
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の5カ年計画以降、毎年、投資額を削減
していたが、2018年スタートの5カ年計
画では投資額が横ばいになった。同社は
投資額の多くをプレソルトの探鉱・開発
やCampos盆地の成熟油田生産維持に充
てるとしている。また、資産売却や石油
会社、サービス会社との提携を進めてお
り、鉱区入札と併せて、IOCがブラジル
での探鉱・開発に参入する機会が増えて
いる。
　このようにIOCが多く参入し、また、
Petrobrasも復調に向かっており、ブラ
ジルの探鉱・開発は活発になると見られ
る。
　しかし、ここにきて懸念事案が出てき
た。ブラジルではインフレ対策のため石
油製品の価格を低く抑える政策が採ら
れ、Petrobrasが国際市場で調達した石
油製品を国内で安価で販売し、その損失
を被っていた。Temer政権成立後、政
府からの干渉を排除し、負債を削減する
ために、また、汚職問題から脱却するた
めに、2016年10月から月ごとに、2017年
7月からは毎日、Petrobrasが国際市場価
格に連動させ石油製品価格を更新するこ
とになった。ところが、2018年に入り原
油価格が上昇、これに伴い、石油製品の
価格が高騰したため、トラック運転手が
5月に11日間に及ぶストライキを実施、
ブ ラ ジ ル 経 済 に 影 響 が 及 ん だ 。
Petrobras	CEOのPedro	Parente氏はこ
の責任を取って 6 月 に辞任した。
Petrobras再建の立役者として同社を
引っ張ってきたParente氏が辞職したこ
とで、同社の経営方針やブラジル全体の
探鉱・開発に影響が及ぶ可能性がある。
　一方のアンゴラでは2 0 0 0年代にメ
ジャーズ主導で深海の開発が進展し、年
率10%超の割合で石油生産量が増加し
た。政府は北部の深海油田開発と南部の
プレソルトの探鉱を進めることで、
Cabinda等北部浅海油田の成熟化による
減退に対応しようとした。しかし、1979
年に大統領に就任したdos	Santos氏とそ
の一派が長く石油産業を支配していたた
め、石油企業に厳しい契約条件が付され
ており、これが原因となって、油価下落
の局面で新規プロジェクトの開発延期や

中止が相次いだ。また、同国深海は米国
のメキシコ湾等他の深海油田に比べコス
ト削減が進まなかった。さらに、ブラジ
ルのプレソルトでの油田発見を受け、ア
ンゴラ南部深海プレソルトでも油田発見
の期待が高まったが、その探鉱は期待を
下回る結果に終わった。政府が一部の契
約条件を緩和したことで、既存油田周辺
の油田（near-field）の開発は進展している
ものもあるが、アンゴラの石油生産量は
少なくとも短期的には減退する見通しだ。
　ただし、2017年9月にdos	Santos氏に
代わりLourenço氏が大統領に就任した
ことで、アンゴラはdos	Santos氏一派に

よる石油産業支配体制から脱却しつつあ
り、石油産業が活性化する可能性もある。
　深海のブラジルとアンゴラは、明暗を
分ける対照的な状況となっている。

3. 成熟エリア

　成熟エリアとして、石油生産が減退傾
向にあるメキシコと北海を取り上げ、分
析した。
　メキシコでは、2013年以降エネルギー
改革が進展し、国営石油会社Pemexの
石油･ガス産業独占体制が終了した。
2015年以降、ラウンド3.1まで合計9回の
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出所：IEA,	Oil	Market	Report	Oil	2018を基に作成
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鉱区入札が実施され、157鉱区が公開さ
れ、1 0 7鉱区が落札された。Pemexの
ファームアウト入札では、これまでに5
鉱区を公開、3鉱区が落札された。その
結果、メジャーズ、中小規模の企業、地
場企業がメキシコの探鉱・開発に参入し、
油田が発見されたり、新規油田の生産が
始まったりしている。
　一方で、Pemexの投資額は2015年以
降減少、2018年は2017年の予定額とほぼ
同額の110億ドルで横ばいとなったもの
の、リグ稼働数は増えていない。Pemex
の探鉱やファームアウト入札にも遅れが
生じている。そのため、石油生産量は
2020年代半ば以降に上向く可能性が高い
とはいえ、当面は減少、横ばいという状
況が続くと思われる。
　メキシコでは、7月1日に大統領選挙が
実施され、鉱区入札の一時中断、エネル
ギー改革後に締結された契約の見直しを
公約に掲げるAndrés	Manuel	 López	
Obrador氏が次期大統領に選出された。
本稿執筆中の2018年7月末時点では、9月
27日に予定されていたラウンド3.2、ラ
ウンド3.3の入札と10月31日に予定され
ていたPemexのファームアウト入札が
2019年2月14日に延期されること等が明
らかになっており、今後の動向が注目さ
れる。
　北海は、メジャーズ、中小規模の企業、
地場企業による操業実績があり、サービ
ス産業の基盤が整い、広く鉱区が開放さ
れ、資本市場も整備されており、安定的
な投資環境となっている。投資総額は
2 0 1 6年度末では2 0 1 4年度比、英領で
35%、ノルウェー領で40%弱減少した。
しかし、低油価の期間に、政府が探鉱・
開発投資促進策を採り、インフラ利用の
適正化、操業の標準化等により新規投資
を呼び込んだり、コスト削減によって低
油価への適応が進んだりした。
　特に英領北海については、成熟化によ
る税収減少を受け、政府が一連の投資優

遇策や税制改革を遂行。税率が大きく引
き下げられたことで、投資誘致が進んだ。
現在では成熟資産のM&A活性化に向け
て廃坑費用負担軽減のための税制改革が
進行中である。英国法では、沖合油・ガ
ス田の廃坑に係る損失について、欠損金

繰り戻しによる還付請求を認めている。
通常、成熟油田操業者は長期間の納税記
録を所有するため、還付請求を通じて廃
坑費用の大部分をカバーすることができ
る。一方、生産期間の途中で資産を取得
した買い手は、現行制度では資産取得時
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点（資産取得後の収益発生時）から生産終
了時までの期間のみの納税記録を基に還
付請求をすることになる。成熟資産では
資産移転から廃坑までの生産量（収益）は
減退し、これに伴って納税額も低減する。
したがって、廃坑時に還付請求を行った
としても廃坑費用をカバーしきれず、
元々の事業者以上に大きな負担を負うこ
とになる。結果として成熟資産が売れな
い、という事態につながり得る。英国政
府は、2018年11月以降の沖合石油・ガス
資産売買において、売り手から買い手に
過 去 の 納 税 記 録 を 移 転 す る 制 度
（Transferable	Tax	History：TTH）を導
入予定。買い手は、廃坑に際し発生した
欠損金について、売り手から移転された
納税記録を基に、繰り戻しによる還付請
求を行うことが可能となる。本制度導入
により、資産流動性が一層高まる見込み
である。また独立規制機関（Oil	 Gas	
Authority）の設立によるインフラ利用の
適正化、廃坑作業の効率化など成熟地域
ならではの課題への対策も具体化されつ
つあり、新規事業者の参入も進んでいる。
そのため、成熟油田の再開発や既存生産
設備周辺の小規模油田（near-field）の開
発が活発に行われるようになり、短期的
には生産の伸びを見せる。しかし、
Green	 fieldへの探鉱投資は進んでいな
い。新規プロジェクトの開発移行に関す
る最終投資決定は不足しており、英国政

府予測によれば、石油生産量は2022年以
降、年率5%の割合で減少する見通しで
ある。
　一方、ノルウェー領北海では、原油価
格が安定、回復に向かっていることから、
2010年に発見されたJohan	Sverdrup油
田（2019年生産開始予定：44万b/d、2022
年フェーズ2生産開始予定：66万b/d）や
2011年に発見されたJohan	Castberg油田
（2022年生産開始予定：19万b/d）の開発
が行われることとなったり、Snorre油田
の拡張（2億boeの回収量増加見込み）が
進んだりと大規模プロジェクトが始動
し、2019年以降生産量が増加、2023年に
は240万b/dに達する見込みである。
　成熟エリアのメキシコ、北海はどちら
も2014年半ば以降、原油価格が低迷した
ことで投資額が減少したが、生産量減少
を食い止めるための努力がなされ、ある
程度、奏効している。ただし、英領、ノ
ルウェー領ともに、北海では、その効果
は既存油田の生産減退を補う程度で、将
来の大幅な増産につながるものではない。

4. 非在来（重質）

　非在来のカテゴリーでは、超重質油を
生産するカナダ（オイルサンド）とベネズ
エラの状況を比較した。
　カナダのオイルサンドに関しては、環
境への影響が大きいこと、世界的な脱炭

素化の流れ、インフラストラクチャーに
制約があること等から、厳しい投資環境
が続いている。
2014年中頃からの
原油価格下落後、
新規のオイルサン
ドプロジェクトは
延期、保留された
が、生産中、建設
中のプロジェクト
については生産、建設が継続された。
2016年後半以降は、脱炭素化の動きを懸
念して、Shell、Marathon	Oil、Conoco	
Phillips等IOCが相次いでカナダ企業に
オイルサンド資産を売却した。オイルサ
ンドプロジェクトを取得したカナダ企業
は、長年にわたりオイルサンド事業に携
わり、技術、知見、経験を積み上げてき
た企業で、オイルサンド事業を継続し、
その生産量を拡大させていく方針を示
し、効率改善、コスト削減を進めた。
　ところが、2017年末頃より、カナダ西
部で生産される石油を他地域に輸送する
パイプラインの輸送能力の不足が問題と
なっている。また、新たなパイプライン
の建設も進まないことにより、WTI
（West	Texas	 Intermediate）とWCS
（Western	Canadian	Select）の価格差が
拡大、経済性が低下したことから、2018
年に入るとオイルサンド操業に従事する
企業はメンテナンスを前倒しする等によ
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り、オイルサンドの生産量を削減するよ
うになった。さらに、将来のオイルサン
ドの生産拡大を抑制する方針を示す企業
も 現 れ る よ う に な っ た 。 C A P P
（Canadian	Association	 of	 Petroleum	
Producers：カナダ石油生産者協会）に
よると、オイルサンドプロジェクトへの
投資額は、2015年以降4年連続して減少
し、2018年は120億カナダドルとなる見

通しだ。また、2018年に入ってからは、
環境面への配慮からオイルサンドプロ
ジェクト等への新規融資を停止するとす
る金融機関も出現するようになった。
　一方、ベネズエラではMaduro大統領
がChávez前政権の失政を引き継ぎ、政
治、経済、社会情勢が悪化している。石
油産業に関しても、資金、人材、技術、
資機材とすべてが不足し、機能不全の状

況に陥っている。貧困層や近隣諸国への
バラマキ政策やデフォルトの回避を優先
した結果、石油産業への投資は減少して
いる。サービス会社への支払いが滞り、
サービス会社による活動は縮小、2016年
初まで石油生産量を維持するために必須
とされる70基前後で推移していた稼働リ
グ数は、2018年6月には26基まで落ち込
んでいる。超重質油を輸送する際に希釈
用に用いていた軽質原油の生産量が減少
したため、軽質原油を輸入し代替してい
たが、資金不足で十分な輸入ができなく
なってしまった。リグなどの機材が故障
してもスペアの部品がなく、修理ができ
ないことさえある。また、製油所や原油
を輸出する船舶、港湾のメンテナンスが
行えなくなっている。さらに、国営石油
会社PDVSAが供給する原油に水、塩分、
重金属が含まれ品質が低下しているとの
苦情が多く寄せられ、PDVSAはキャン
セルや値引きの要求を突き付けられてい
るという。2016年前半にたびたび発生し
ていた停電は、その後状況が改善してい
たが、2018年に入り再び頻繁に起きてい
る。
　2 0 1 7年には、Madu r o大統領が
PDVSAの汚職取り締まりを命令したこ
とから、PDVSA幹部数十名が逮捕され
た。また、軍出身のManuel	Quevedo氏
がPDVSA総裁兼石油相に任命（2017年
11月）され、PDVSA経営陣が刷新され
たことから、人事に対する不満や石油産
業の主要ポストに軍幹部が登用されるの
ではないかとの臆測からPDVSAから離
職する者が増加した。2015年末から2017
年にかけて石油産業に従事する者の55％
が離職し、その後任者は容易に現れず、
着任しても未経験者であることが多く、
操業に支障を来し、事故の危険性が高
まっているという。
　さらに、2017年中頃からは米国の制裁
が強化され、PDVSAが輸出信用状を発
行できず、一部の米国向け石油輸出に支
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障を来したり、債務の借り換えが困難に
なったりしている。資金面では、中国、
ロシアに依存、原油売買契約や権益付与
の見返りに融資を受けているが、両国か
ら今後も継続して融資を得られるかは不
透明な状況だ。
　カナダのオイルサンドとベネズエラ
は、いずれも厳しい状況に置かれている
と言うことができる。

5. 大産油国

　生産量の多い産油国から、米国、ロシ
アとサウジアラビア、イラク、UAEを
取り上げ、比較した。
　米国は先述した北海以上に、サービス
産業の基盤が整い、広く開放され、メ
ジャーズ、中小企業、地場企業まで幅広
く操業が行われている。また、資本市場
も整備されており、安定的な投資環境と
言うことができる。このような状況を背
景に、2000年代後半以降のシェール革命
によって、シェールオイルの生産量が急
激に増加した。Trump政権成立後は
Energy	Independence（自立）、	Energy	
Dominance（支配）を目指し、インフラス
トラクチャーの整備、連邦所有地、及び

海域での開発が再開された。2017年以降
は、折からの油価下落を受けて減少して
いた投資がシェールを中心に回復してき
ている。また、メキシコ湾深海では、
ShellがVito油田の開発コストを設計見
直し等で7割削減したように、コスト削
減による低油価、環境への適応が進み、
投資にも回復の兆しが見えるようになっ
た。
　ロシアは、OPEC・非OPECの協調減

産直前に増産を
行ったことを受
け、ソ連解体後最
高の生産量となっ
た2016年10月の生
産量1,125万b/dを
生産量調整の基準とすることに成功、足
元の原油生産は堅調となっている。ただ
し、2014年3月のロシアによるクリミア
併合に対して欧米諸国による対露制裁が
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発動され、2017年には米国がその対象を
外国人にも拡大したことで、将来的に生
産ポテンシャルのある大水深、北極海や
シェール層の開発などの分野への外国企
業の関与が、事実上禁止されている。制
裁下でも、2 0 1 6年6月よりRosneftと
Statoil（現・Equinor）がマガダン鉱区で、
2017年12月よりEniが西黒海鉱区で試掘
を行ったが、双方とも結果は芳しいもの
ではなかった。ExxonMobilは2014年8月

から北極海で実施した試掘に成功した
が、同社は2017年7月に米国制裁違反に
より200万ドルの罰金を科され、2018年2
月にはロシア事業のJVから撤退するこ
とを表明している。他の欧米企業も同様
にロシアでの事業から撤退する傾向にあ
る。
　ロシアの主な石油生産地域は西シベリ
アであるが、西シベリアの油田は既に成
熟しており、新規のフロンティア開発が

2020～2025年に顕在化する生産減退を食
い止める鍵を握っている。ロシア独自の
技術開発が進展することも見込まれる
が、欧米諸国の制裁が解除されない限り、
生産量が減退すると見られている。
　かつては、世界の需給バランスを調整
するためのスイング・プロデューサーと
しての役目を果たしていたサウジアラビ
アだが、現在は生産能力増強を視野に入
れつつも、生産能力（1,210万b/d）の維持
を最優先課題とし、市場の需要に合わせ
て生産を行っている。軽質原油の開発を
進めることで資産価値向上を図るととも
に、2000～2010年頃に生産を開始した
シャイバ、クライス等の比較的新しい主
要油田の増強を図り、今後10年間で掘
削・坑井サービスに130億ドルを投じ、
さらに、ズルーフ、マルジャン、ベリ等
複数の海洋油田を拡張することで、成熟
油田の減退を穴埋めし、現状の生産能力
を維持することを長期目標としている。
　サウジアラビアはまた、2016年4月に、
国家展望「Vision2030」を発表、石油依存
経済から脱却し、経済の多角化を進める
方針を国民に明示し、歳入の柱を「石油」
から「投資」からの収益に変えることを目
指している。Saudi	Aramcoの株式を最
大で5%売却することも検討されている。
　イラクは、2009年6月に第1次国際入札
を実施、外資に上流事業を開放して以来、
原油生産量を200万b/d以上増加させた。
膨大かつ低コストで開発可能な埋蔵量を
有していること、生産強化に向けてイン
フラを整備中であること、治安が改善し
つつあることから、今後もイラクの原油
生産量は拡大すると見られている。ただ
し、同国政府の予算上の制約や省庁内の
政治的圧力から、契約条件交渉が長引い
たり、契約の承認が遅れたりする傾向に
あり、これに鑑みると増産のペースには
不確実性が残ると考えられる。短期的に
は、イラク政府は南部の輸出量拡大に注
力している。海上出荷施設の増強は堅調
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に実施されたものの、パイプライン、貯
蔵タンク、海上出荷施設、精製設備等な
どの整備が遅れており、インフラの不足
が増産における最大の課題となってい
る。生産拡大はIOCが開発プロジェクト
をリードする南部バスラ周辺に集中して
いる。北部キルクーク油田地帯は微増、
クルド自治政府（KRG）保有地域は財政・
経済の危機的状況下で低調となってい
る。中央議会は2018年3月5日にイラク国
営石油会社（INOC：Iraq	National	Oil	
Company）を30年ぶりに再建する法案を
可決した。石油省が政策立案と監督業務
を管轄し、INOCが上流部門およびマー
ケティングを担う。下流部門や天然ガス
に関しては従来どおり石油省の下に置か
れる、とされる。具体的にINOCは探鉱・
開発に係る契約締結の権限を有し、輸送、
貯蔵、保管、販売およびマーケティング
の管理を行う。探鉱および生産ライセン
スラウンドに関するすべての権利義務の
INOCへの移管が法律で規定されてお
り、既存のTSC（Technical	 Service	
Contract）を管理する権利も含まれる。
よって、IOCのカウンターパートは
INOCに一括されることが想定され、
IOC操業への影響が懸念されるところだ
が、2018年7月末現在、新政府の組閣も
定まらないなかで、INOCの設立、稼働
については不透明な状態にある。
　UAE（アブダビ）では、比較的低コス
トの資源埋蔵量と安定した操業環境が生
産拡大をけん引してきた。今後5年間で

1,090億ドルの投資を行い、これを上流、
下流で等配分する計画で、石油上流事業
ではEOR（Enhanced	Oil	Recovery：増
進回収法）に注力するという。2023年ま
でに生産能力は353万b/dに達する見通
しだ。2017年10月には、事業拡大に向け
国営石油会社ADNOCグループは全社の
統一ブランドを確立し、それに伴い事業
会社の統合や社名の変更を実施。上流資
産を活用し、下流事業拡大を図る「上流
～下流統合ポートフォリオ戦略」を採る
ことで価値向上を目指している。また、
拡大する内需への対応、石油化学部門の
競争力強化、需要増が期待されるアジア
市場を取り込むという政策的判断がとら
れている。2018年3月に権益期限を迎え
た旧ADMA-鉱区等の新規権益保有者を
見ても、アジア市場を意識した新パート
ナー編成が敷かれたことがうかがわれ
る。
　また、2018	年4月10日にADNOCは、
陸上	4鉱区と沖合2鉱区に分割された合
計約3万㎢の大規模石油・ガス鉱区6鉱区
の探鉱・開発などに関する権利を国際入
札にかけると発表した。ADNOCによる
と、これらの鉱区の石油埋蔵量は数十億
bbl、天然ガス埋蔵量は数兆cfと推定さ
れる。これまでの鉱区付与に関する
ADNOCの伝統的なアプローチはIOCと
の直接交渉が主だったが、この探鉱の入
札ラウンドはこれまでとは異なり、国際
的な競争（公開）入札を実施、パートナー
に選出される鍵として経験、技術、資本、

市場アクセスが挙げられている。
　大産油国をまとめると、米国はシェー
ル開発に注目が集まるが、安定的な投資
環境を背景に、メキシコ湾深海も投資は
回復基調にあり、
コスト改善も進ん
でいる。ロシアは
制裁で新規フロン
ティアから欧米企
業が撤退してい
る。独自開発技術
の進展は見られる
が、生産が減退する2025年頃の供給に懸
念がある。中東のOPEC大産油国はいず
れも生産能力の維持、拡大を進めるとと
もに、保有するリソースの価値向上を目
指している。

おわりに

　今回の調査により明らかになった、原
油価格変動以外の産油国の明暗を分けた
要因やその他の動向を表4にまとめた。
一連の調査を通じて、探鉱・開発の進展
に影響を及ぼす要因は数多くあるが、特
に政策、契約条件、投資環境が最も大き
く影響を与えていることを再確認できた。
今後も、大産油国に偏ることなく、また、
石油生産量の増減だけに目を奪われるこ
となく、上記三つの要因とともに探鉱・
開発、投資状況を注視していきたい。
（	JOGMEC調査部調査課　舩木　弥和子）

アブダビ権益状況（ADNOCを除く）表3

（注）赤は日本、緑は中国、青はインド、ピンクは韓国の企業を表す。
出所：ADNOCプレスリリース、各種報道資料を基に作成

鉱区名 現生産能力 旧権益保持者 新権益保持者（保有率）

①旧ADMA

ウムシャイフ ナスル

70万b/d
（内下部ザクム40万b/d）

BP
Total

INPEX

Total（20%）、Eni（10%）、CNPC（10%）

ウムルル SARB Cepsa（20%）、OMV（20%）

下部ザクム INPEX（10%）、ONGC等3社（10%） 
CNPC（10%）、Eni（5%）、Total（5%）

②上部ザクム 70万b/d ExxonMobil
INPEX ExxonMobil（28%）、INPEX（12%）

③ウムアダルク 2万b/d INPEX
INPEX（40%）

④サター 1.5万b/d INPEX

⑤ADCO陸上 160万b/d

BP、Total 
Shell 

ExxonMobil 
Partex

Total（10%）、BP（10%）、CNPC（8%） 
INPEX（5%）、CEFC（4%）、GSEnergy（3%）
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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、本稿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。

産油国の明暗を分けた要因・その他の動向表4

出所：各種資料を基にJOGMEC作成

区分 国、地域 特記すべき内容（油価変動を除く）

フロン
ティア

ガイアナ メジャーズ主導のスピーディな開発、石油会社に有利な契約条件

セネガル 政府の探鉱・開発積極方針、中小～メジャーズが活動

深海
ブラジル 探鉱・開発促進策、Petrobras中心の開発体制見直し、有望鉱区公開

アンゴラ 厳しい契約条件、コスト削減進まず、プレソルトの探鉱結果が期待を下回る

成熟
エリア

メキシコ エネルギー改革、頻繁な鉱区公開

北海 英領：税制改革、ノルウェー領：大型プロジェクト開発進展

非在来
（重質）

カナダ 環境への影響、脱炭素化の動き、パイプライン輸送能力不足

ベネズエラ 石油政策失敗、米国制裁

大産油国

米国 トランプ政権政策、メキシコ湾でコスト改善進む

ロシア 欧米諸国制裁でフロンティア探鉱からのIOC撤退、独自開発技術の強化へ

サウジアラビア 生産能力維持（増強）、価値向上

イラク 生産能力増強、インフラ整備

UAE 生産能力増強、上下流統合やパートナーシップによる価値向上


