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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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本日の流れ

１.「デジタルトランスフォーメーション」とは

２. 石油産業におけるデジタル動向

３．各社の取り組み

４. まとめ
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１.デジタルトランスフォーメーションとは

4



5

「Digitization」と「Digitalization」、「Digital Transformation」の違い

①「Digitization」は、既存情報を「デジタル形式」にすること（Gartner)

②「Digitalization」は、デジタル技術による既存のビジネス環境・プロセスの変化、新たなビジ
ネスモデルの発見などを指す（Gartner, Brookings Institute)

③「Digital Transformation」は、企業がクラウドやBig Data Analytics等「プラットフォームを利
用して、新しい製品やサービス、ビジネスモデル、新しい関係を通じて価値を創出し、競争上
の優位性を確立すること」（IDC Japan)

「Digital Transformation」は、①,②による経営戦略・組織運営の変革全体を指す。

DX戦略は経営戦略に基づいたものである必要

“Strategy, not technology drives the digital transformation”(MIT Solan Review)

「デジタルトランスフォーメーション」の考え方

①既存事業に実証済み技術を適用して、生産
性を上げる。
②既存事業の周辺事業に適用可能性のある新
規技術の実証（PoC*)を繰り返して新たな価値を
創造する。自社のBusiness as usualでは使わな
かった技術や思考法によるイノベーション=新た
なビジネスモデルを発見する。
*PoC(Proof of Concept):
新しい概念や理論などが実現可能であることを示すための簡易な試行。プロ
トタイプの前段階で、不完全あるいは部分的なデモンストレーション

Digitalizationの過程New Business Model
/New Value

Business as usual

Digitization

Digitalization
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Digital Transformation戦略の位置づけ

経営戦略

Digital 
Transformation

戦略

Digitalization

Digitization
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デジタルトランスフォーメーションを成功させるには(例）

• 「何がしたいのか」＝経営戦略からデジタル戦略を導出
する。経営KPI*への貢献を考える（戦略策定）
*KPI: key performance indicator の略。事業目標の達成度を評価するための主要業績評価指標

• 具体的ビジネス課題の対策から手を付ける。コスト削減、
安全性向上など(長期的視野）

• 新規技術開発における迅速なスケールアップ。失敗を
学びにし、短期間で他の選択肢を試す。（「Agile」なマイ
ンド）

• 個別技術の開発動向には不確実性が伴うため、技術投
資における資本配分の柔軟性を保つ（複線シナリオ）
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2. 石油産業におけるデジタル動向
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将来のDigital Transformation（手が付けられ始めているもの）
・他業界（IT）との協力により、ビジネスの在り方を変えるinnovationへ

石油・天然ガス産業における「デジタルトランスフォーメーション」

• ・石油・天然ガス産業は「ハイテク産業」かつ「データ産業」。

・ただし人間の作業環境（油田サービスなど）はここ数十年ほぼ
変わっていない。
・「デジタル処理に適したフォーマット」でないデータも多く、開発
段階ごとにアプリケーションが異なり断片的。
・機械・プラントの自動化、データの整理などは長年行われてきた。

・“We’ve been digital for decades, but it has had limited impact beyond 
becoming more energy efficient,” 
・“What we see now is that the different types of technology development come 
together at an increasingly rapid speed. That means we can make large changes 
more quickly. Things like blockchain, artificial intelligence, robotics – they allow 
for different operational models.”（DNV・GL “Confidence and Control”(2018)

Equinor Chief Economist,
Eirik Wærness

まだ多くの分野でDigitizationの段階。

足元で進むDigitalizationのインセンティブ（すでに成果が出始めているもの）
• ・2014年以降低油価市況における生き残りのため、コスト削減。安全性・効率性向上。
• ・資源アクセス最適化・埋蔵量確保
• ・環境規制・気候変動対策
• ・下流から始められ、上流へと進む

<開発現場の”Roughneck”と呼ばれる作業員>
http://www.energyindustryphotos.com/oilfield_pho
tography_of_drilling.htm
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BP「Technology Outlook 2018」

将来に向けた技術開発の考え方
自社にとって強みとなるものは何かを特定
各技術進歩の不確実性から、複線シナリオが

妥当(安易にBetしない）
自社開発にこだわらず、他業界のデジタル技

術企業にE&Pの知見を提供する

デジタル技術を４つのHorizonで捉える
Horizon１：エネルギー産業で適用済みのもの→
既存技術のアップグレード
Horizon２：関係産業で適用済みのもの
→技術保有企業と協力して実証・導入
Horizon３：他の産業で部分的にinnovationがみら
れるもの
→技術保有企業と協力して実証・開発（IT大手と
の提携・ベンチャー出資など）
Horizon４：ポテンシャルが確認されたのみで、ま
だどの産業でも実証に至っていないもの→動向注
視・情報収集

デジタル技術開発の戦略例（BP）
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 クラウド型ストレージを活用したデータ管理の一元化、データ分析と活用
・クラウドを利用したデータ保存、管理は新しいことではない。
・一方、石油業界は保有データの5%程度しか「活用」できていないという指摘（WSJ）
・より多様なデータを保存しデータサイエンティスト、AI機能等を活用した分析をしようという動
きがみられる。

形態 IT企業・サービス企業などの提供するデー
タプラットフォーム

ベンチャー出資を活用した自社での開発

メリット 互換性、コスト、データ分析による自
社では気づけなかったソリューション、
使いやすいUI*、質の高い導入支援、
安定性

データの秘匿性、セキュリティ、カスタム
メイド

デメリット セキュリティ（データ紛失など） 技術力・分析力（大手IT企業と比較し
て）、使いにくいUI

・企業ごとのデータを外部に分析を依頼することで自社では気づかなかったソリューションがあるかもしれ
ない。
・E&Pデータの特殊性。特にSubsurfaceデータは収集にコスト・ノウハウが必要とされ、個社ごとの強みに
直結するため、秘匿性が高い。

石油業界におけるデジタルトランスフォーメーションの例

データの外部管理・活用において留意されること *User Interface:製品のうちユーザーの目に触れる部分

11

12

考え得る将来のデータ活用ビジネスモデル

業界全体のIntegration？？ E&Pデータの共有と活用

サービスプロバイダー

中小

メジャー

〇はプラットフォーム
(ストレージ/AI）

データ蓄積

プロジェクトデータ
のリアルタイム共有

自社開発プラットフォームでも
データ蓄積・活用

データ蓄積

中小

中小

サービス

プラットフォーム
蓄積データによる機械学習の深化

サービス

ベンチャー出資など
12
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メジャー各社デジタルトランスフォーメーションへの取り組み比較

Exxon Shell BP Chevron Total Equinor

デジタル化に係る
全社的目標

◎ 〇

ベンチャー出資
〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇

Centre of

excellence*の設立
〇 〇 〇 〇 〇 〇

CDO**ポジションの
設置 △

(VP of IT)
〇 〇 △

(CIO)
〇 〇

*中核研究拠点先端科学やハイテクなどにおいて、特定分野に集中して高度な研究・開発活動を行い、

人材および産業の創出・育成の中核となる研究拠点のこと。
**CDO=Chief Digital Officerの略。デジタル化関連施策に責任を持つ役員。
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ExxonMobil

具体的な取り組み例(上流関連）

 Subsurface
・米マサチューセッツ工科大学（MIT）と共同で、AI搭載洋上探鉱ロボッ
ト‘”Intelligent Robot”開発。
・米National Center for Supercomputing Applications(NCSA)と共同で、
High Performance Computing* を活用した石油・天然ガス貯留層
シュミレーション能力向上に取り組む。

*高性能計算：単位時間当たりの計算量が非常に多い計算処理技術

 施設管理
・プラントの自動化推進
・ダッソー・システムズ(フランスの複合企業体「グループ・ダッソー」に
属するソフトウェア会社)の3DEXPERIENCEプラットフォームを採用。エ
ンジニアリング・データの集約を促し、多くのツールに散在する社内
データを一元化（エンジニア以外もデータアクセス可能な全社的プラッ
トフォーム）

戦略/ガバナンス

 技術開発：マサチューセッツ工科大学(MIT)など大学・研究機関との共同研究

ExxonはMITのエネルギー研究、教育、ア
ウトリーチハブ「Energy Initiative」創立メン
バー。2016年から5年間にわたり年間2500
万ドルの出資。http://energy.mit.edu/

米イリノイ大学に設置された領域横断型デジタ
ル技術調査拠点。現在の重点領域は生命工学、
コンピューターサイエンス、地球環境など。
http://www.ncsa.illinois.edu/
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Royal Dutch Shell

具体的な取り組み例(上流関連）

 Subsurface
・震探データ解釈のためのソフトウェア開発（”Shell GeoSigns”, “Shell PetroSigns”) 。技
術者が3Dルームでデータ活用可能に。
 開発計画、掘削、建設段階
・“Digital Twins” 技術への出資：Akselo社(スイス：重工業の設備シュミレーション技術
開発企業）の技術を活用して洋上資産のStructural  Integrity Management（SIM)を最適
化。FPSOの検査に数か月かかっていたところ、48時間で可能に
・３Dプリント技術を活用した生産設備設計。米GoM Stonesでの活用。
 生産
・5000台以上の端末を接続したSmart Connectセンターにてリアルタイムの生産データ
共有。石油5%、ガス10%の生産効率向上。

 施設管理
・油、ガスの貯留タンク内検査を行うPETROBOTプロジェクトへの出資・技術開発

プラントのダウンタイム最小化を目指す。
・SENSABOTの開発：カメラ搭載ロボット。 遠隔操作を可能にすることで、労働環境改善・
効率化に資する。

戦略/ガバナンス

 体制：IT chief technology officer (CTO)を設置。マーケット動向の調査と、投資対象
技術（スタートアップ企業）のスクリーニングを実施。Microsoft Azureを活用してE&P
データを全社で共有

 技術開発：ロボット技術等自前の開発も行いつつ、Shell Technology Venturesを通じ
て多数のベンチャー出資。カスタムメイドの技術開発。 米：産業データとデジタル技術を

統合した技術ソリューションを模索
するベンチャー企業。掘削に関わ
るデータを統合し、課題予知。
Chevron、GE、Maersk、Aramcoら
と共同で2600万ドルの出資。
https://www.maana.io/

Shellのベンチャー出資例

米：産業用ドローンを活用したフィー
ルドデータ収集。 Cisco Ventures 、
ABB Venturesらと共同で3300万ド
ルの出資 。
https://www.kespry.com/

米：E&P技術プラットフォーム開発企業。
ビデオゲーム等に使われるGPU
（ graphics processing units ）技術活用。

https://bluware.com/ 15
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BP

具体的な取り組み例(上流関連）

 Subsurface
・米ヒューストンにCenter for High Performance Computingを設立。
6ペタフロップの性能を持つスーパーコンピューター保有。主に震探画像解析を行う。
10年前に4年かかった作業を1日で実行可能。
2017年には米GoMAtlasフィールドにて、未発見構造発見につなげる。
・Beyond Limits社への出資（2,000万ドル）：Cognitive Learning技術（AI)の開発

 生産段階

 操業管理
・BHGE社と共同でPlant Operations Advisor(POA)を開発。データクラウドを利用して、全ての生産機器の状況をモニタリン
グ、分析する。米GoMの4プラットフォーム（ Atlantis, Thunder Horse, Na Kika , Mad Dog）,アンゴラで実証済。2019年以降
北海、オマーンでも実証試験予定。操業効率が2%改善するとの発表あり（2018/9/6 IOD)

戦略/ガバナンス

 目的：低炭素かつ低コストの資源供給を達成するため、操業体制を「近代化
（Modernization）」する。

 体制：Digital Innovation Oraganiztion(DIO)という専任のチームを設置。「Technology
Outlook」を刊行。会社全体のデジタル化戦略を策定。また主要コンセプトとしてConnected 
Upstream® を導入。グローバルに人、技術、デジタルデータを集約。地下データ、リアルタイ
ムの操業データを共有し、生産最適化を目ざす。

 技術開発など：BP Venturesを通じたベンチャー企業への出資によるカスタムメイドの技術
開発、技術大手との共同システム開発

BP Technology Outlook 2018

https://www.bp.com/technologyo
utlook

・“APEX”（生産最適化ツール）：“Digital Twin”形式。7地域21資産に導入、3万BD増産の効果。
・”Argus”（予兆検知ツール）：Well Dataプラットフォーム。約2500井に設置。
・US lower48では数理最適化モデルを活用したアプリケーションにより

ベンティング74%削減、20%増産、22%コスト削減

BP US Lower48のサイトでアプリ
ケーションを操作する作業員
（BP websiteより）
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Chevron

具体的な取り組み例(上流関連）

 Subsurface
・「Panzura」への出資：データ保存機器（Panzura Freedom NAS)を活用し過去の地質データ
とリアルタイムデータのフォーマットを一元化。既存のNAS*との置き換えにより70%のコスト
削減（Panzura社発表）*NAS：インターネット回線（LAN）に直接接続して使用するHDD。複数デバイスからの共同管

理、テラバイト単位のデータ保存が可能

 開発・建設段階
・「MAANA」への出資：掘削に係る様々なデータを統合することにより、起こり得る問題を事
前に予測、特定
・「Mobilize」への出資：掘削をリアルタイムでコントロールして最適化を目指す。
・掘削の意思決定支援センター（Drilling and Completions Decision Support Centre）
を設置。リアルタイムで世界中から掘削関連データを取得し、センターが掘削作業をサポー
ト

 施設管理
・自律型ロボットの開発
・油・ガスの貯留タンク内検査を行うPETROBOTプロジェクトへの出資・技術開発。プラント
のダウンタイム最小化を目指す。
・「Veros Systems」への出資：モーター搭載機器の電子故障の早期発見・隔離においてマ
シンラーニングを応用

戦略/ガバナンス

 技術開発など
・Microsoftと7年間の戦略パートナーシップ契約締結。同社クラウドAzureを利用してデータ管理。
探鉱最適化、レザバー管理、生産効率向上、中流ロジ、マーケティングなどの可能性を探る。
・Chevron Technology Ventures（CTV)を通じたベンチャー企業への出資による技術開発

Chevronのベンチャー出資例

米：産業データとデジタル技術を統
合した技術ソリューションを模索す
るベンチャー企業。
https://www.maana.io

米：クラウドストレージ・NASの開発・
運営企業。 Matrix Partnersらと共
同で3200万ドルの出
資 https://panzura.com/

米:E&P向けデータプラットフォーム
開発ベンチャー企業。
http://www.moblize.com/

米:産業用機器製造企業。
Austin Ventures, LiveOak Venture 
Partners 、Shell Technology 
Venturesと共同で1100万ドルの出
資。 http://verossystems.com/ 17
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Total

具体的な取り組み例（上流関連）

 Subsurface
・Google Cloudとパートナーシップ契約締結。震探データ解析に活用するAI技
術開発。→Subsurfaceに留まらない？
・スーパーコンピューター「PANGEA」所有。9ペタフロップの性能。震探画像解析
に活用。

 施設管理
・SiemensのDigital twin形式のシミュレーターを導入
・「Plant4.0 Startup Incubator」の設立：他5社と共同で、IoT関連の技術開発、
振興のためにスタートアップ企業を募集。第１期では、150の事業計画（ロボティ
クス、IOT、AI、サイバーセキュリティ等）の提案があり、24事業がショートリスト
に選定され、うち9社が6か月間のインキュベーションの機会を得た。現在第２期
が開始。
 その他
・インドにてTATA Consultancy Services(TCS)と共同でデジタルイノベーション
センター設立。主に精製効率向上のための共同研究実施。

戦略/ガバナンス

 体制：CDOポジション設置。各ビジネスユニットに配置されたデジタル担当者とコミュニケーションをとりつつデジタル化
を進める。

 技術開発：Total Energy Venturesを通じたスタートアップ企業への出資。自社資産における実証機会を提供し、ハン
ズオンの技術開発進める。内部にノウハウがない部分に関してはIT企業との共同によりソリューション提案を受ける

“Plant4.0 Startup Incubator”のパートナー企業

https://www.total.com/en/media/news/press‐releases/plant‐40‐
start‐incubator‐2nd‐edition‐iot‐five‐new‐partners

18



19

Equinor（旧Statoil）

具体的な取り組み例（上流関連）

• すでにEquinorで始まっているイノベーションの事例
 掘削コントロールのオートメーション化
 掘削オペレーション最適化のためのデータ分析
 ベルゲンから遠隔管理されているVelemonプラットフォーム
 統合されたオペレーションセンター

戦略/ガバナンス

• Degitalizationの目的：より効率的な仕事、より安全な業務環境、気候変動への対応
• 2020年までのIT関係予算：120～240百万ドル
• Microsoftと7年間の戦略パートナーシップ契約を締結、Industry knowledgeとニーズをMSに提供し、

Equinorに有効なSolutionをMSが検討する。
• MSはEquinorのIT開発を加速するため技術支援を行い、またスタバンガーとオスロにデータセン

ターを設置（プラットフォームはマイクロソフトAzur）、クラウド化をサポートする。予算は数百億円の
見込み。（2018/6プレスリリース）

• 一方、Equinorはこれまでに自社が開発したクラウドプラットフォーム「Omnia」についても並行して使
用する方針（7/25 WSJ）。
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(参考）中小独立系：戦略先行、トップダウンかつ「Agile」な意思決定

Woodside Energy(豪）
・CDOポジションを設置し、2016年より3年間のデジタルトランスフォーメーションプロジェクトの
戦略策定。目的は効率性と、HSE向上。
・哲学は、ビジネス課題を明確にしたうえで、「Think Big→Prototype Small→Scale Fast」に沿っ
た行動
・自社開発にこだわらず、パートナーを活用。メインプロジェクトは豪サービス企業Wipro との協
力。WiproはWoodside資産のITインフラにManaged Serviceを提供。
・IBM Watsonを活用。Watsonに38000件を超える文書を読ませ、従業員が最適解を得られる
「Willowシステム」を構築。Willowは自然言語によるチャット形式のインターフェース
・ベンチャー企業や研究機関との協力強化。（「Woodside Future Lab」

このプラットフォームに
着陸できるヘリコプ

ターの最大重量は？

３ｔです。

「Willow」イメージ（Woodside Energy 資料より作成）
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Anadarko（米）
・2016年より、デジタルトランスフォーメーション戦略を開始。デジタル技術は企業戦略を実
行するうえでのツールという位置づけ。
・当初、社内のリソースを深堀りしてビジネス課題を特定、データサイエンススキルを向上さ
せることから取り組み。
・技術の社内開発にはこだわらず、パートナーとの協力関係を活用する。キーワードはオー
プンイノベーションと、スケールアップが可能なプラットフォーム。
・現在主に検討している技術は、AIによる震探データ解釈、操業最適化と故障予知検知。
人工採油法では採油ポンプに微細な調節が可能なアクチュエータを取り付けることで、運
転最適化を図っている。

CEOの語るデジタルトランスフォーメーションのインセンティブ
(2017 International Petroleum Summit)

・コスト削減
・フロンティアエリアの探鉱精度向上（自社の強み）
・パートナーとの関係

-2017年4月、米GoM Atlantis Fieldにおいて、オペレーターBPと共同
で探鉱アルゴリズムを開発。同フィールドにおいて2億バレルの埋蔵量
追加に貢献。

Anadarko CEO
Al Warker

(参考）中小独立系
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まとめ

• 石油業界でのDigitalizationのインセンティブは一義的にはコスト削減・埋蔵量確
保・HSE向上。従来、下流・設備管理などで先行して取り組みが進む。上流は比較
的後れを取る。

• 自社が保有していない技術やノウハウは、ベンチャー出資や、IT大手との戦略提
携を通じて取得。他業界のもつデジタル技術力に対し、E&Pビジネスの知見を提
供して新たなビジネスモデルを探る。

• メジャーズは潤沢な資本基盤を活用し、社内技術開発を進めつつ、他企業との連
携も並行。ポートフォリオの多様性に応じて、様々な分野の多様な技術開発・実証
を進める。

• 中小独立系では、低油価期のコスト削減要請がより強く、トップダウンかつ機動性
の高い取り組みが進行。開発技術は、より集中度の高いポートフォリオに応じて、
限定的。また、操業におけるオペレーター（e.g. メジャーズ）との連携強化の観点
からも積極的な姿勢。

• 業界全体のIntegrationが進むなど、今後も既存のビジネスモデルの転換＝
「Digital Transformation」に向けた動きが加速する可能性。
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