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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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本日の報告事項

 CERA ウィークの概要
 地政学
 燃料間の競争
 環境・技術
 本日のまとめと今後の展望
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2019年3月11日（月）～15日（金）＠ヒューストン（Hilton America)
過去30年にわたり、D.ヤーギン氏を中心に開催。石油・ガスやそ

れを取り巻く地政学を主たるテーマとした国際会議。近年は他の
資源や電力、技術革新も主たるテーマに。
参加者は約6,500人で、昨年より35％増。
コンファレンス全体のテーマ

「New World of Rivalries : 
Reshaping the Energy Future」

地政学、貿易問題、気候変動、デジタル技術、燃料間の競争、世
代間の競争などが中心テーマ。
主要スピーカーによる「Plenaries」, 専門的セッション「Strategic 

Dialogues」、技術を中心とした展示やワークショップ等を行う
「Innovation Agora」に分かれる。
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地政学テーマ②

ポンペオ国務長官
３月１２日（火）18:00‐18:30 
「スピンドルトップでの石油発見以来、シェール革命により米国
のエネルギーが世界を変える時が来た。再生可能エネルギー
でも米国が世界をリード。中国は政治的目的の『債務の罠』を
仕掛ける。ロシアはウクライナで政治目的でガスを用いる。米
国は、自由な市場を通じて、エネルギー投資を促進、アジア諸
国のエネルギー安全保障を高める。欧州でのエネルギー独占
を止め、中国債務の罠から同盟国を救い、中東に新しい秩序
を構築し、マーケットが「コマンディング・ハイツ（※）」を支配す
る、法の支配と自由主義の価値観を展開する。」

（※1998年のヤーギン氏著作「Commanding Heights」
（邦題「市場と国家」）を用いた表現。
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地政学テーマ③

ブライアン フック 米国務省、イラン担当特別代表・国務長官特別顧問
３月１３日（水）7:30‐8:50

「イランは欧州からの支援を期待し、JCPOAを破棄しないようだが、米国

にとっては、どちらでも意味はない。イランに対してはエネルギーと金融
の両面から制裁を強化する。輸入停止の例外許容は石油市場の安定
のためであり、イランのためではない。イスラム革命政権が普通の国に
なるまでSWIFTの遮断により世界の金融システムへのアクセスを完全に

阻止し、テヘランのミサイル・サイバー・テロ攻撃の資金源を根絶やしに
する。 終的に5月にどのような結論になるかは、イランの事情というよ

りはベネズエラやリビアやイラク（キルクーク）の情勢をにらみながら判
断する。」

SWIFT：Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  （1973年ブリュッセルに設立された
共同組合形式の団体で、国際的な資金決済、送金・証券取引のためのネットワークインフラ。）
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地政学テーマ③

Ambassadar Carlos Vecchio
Ambassador of the Government of Venezuela to the United States
（グアイド暫定大統領が指名）
3月13日（水）17:00‐18:00

「ベネズエラの再建には民主的な選挙を行った後、石油産業再建のた
めの投資が必要。石油業界の再建には長い時間がかかるという見方
があるが、海外に避難した人々（ディアスポラ）が戻れば他の産油国の
再建のように長い時間はかからないだろう。」

⇒一方で、中南米からの一部参加者は、海外に避難した人々はなかな
か戻らず、国の再建には数十年単位を要する、それまでは外資に頼ら
ざるを得ない、との意見も。
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地政学テーマ④

European Energy Security Dialogue
3月14日（木）16:00‐16:45

Dan Brouillette, Deputy Secretary of Energy, US Department of Energy
「ガスプロムは民間企業ではない。クリミア併合・ウクライナ紛争との関
連においてノルドストリーム２が純粋にコマーシャルなプロジェクトであ
るという議論には与しない。」

Emily Haber, 駐米ドイツ大使

「エネルギーセキュリティとは調達の選択肢を確保することであり、天然
ガスがどこから来るかではなく、機動的に調達先を切り替えられるかが
重要だ。ノルドストリーム２は経済的なプロジェクトであって選択肢を増
やし依存度を減らすものだ。」
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地政学テーマ⑤

Dr. Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency 
3月11日（月）19:30‐21:00

「第2次シェール革命により世界の石油供給増加の70％、LNG
供給増加の75％を米国が独占してしまう。産油国にとっては
（生産）量が減り、価格が上がらず、EVの普及など技術変化
への対応も求められる。

米国の孤立主義が復活することを危惧する声がある。米国が
どんなに大きなエネルギー輸出国になろうとも世界の全てに
国は相互依存関係にあることを忘れてはならない。」
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燃料間の競争①

Mike Wirth, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Chevron
3月12日（火）9:15‐9:40

「シェブロンはパーミアンのシェール開発を強化する方針（2023年の生産
量90万boe/d達成）を発表。テキサスに200万エーカーの鉱区を確保、20
基のリグで生産を拡大する計画。これまで中堅中小の独立系石油会社
を中心にシェール開発が進んだが、メジャー参入により新たな発展のス
テージに移行。パーミアンの地質についての知見、より長い水平坑井、
マシンラーニングなどにより回収率を改善する。

このほか、メキシコ湾の深海開発、アルゼンチンのシェール開発、豪州
のLNGと米国以外の大型開発投資の成果も上がっている。

バッテリー技術への投資などのエネルギー転換への対応にも布石を
打っており、女性が活躍する場も増えている。 」
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燃料間の競争②

Roberto Costello Branco, Chief Executive Officer, Petrobras
3月12日（火）10:55‐11:20

「パーミアンにばかり注目が集まりがちだが世界の中でパーミ
アンに次に石油生産が増加しているのはブラジルである。プ
レソルト資源の所有者として大水深開発で強みを発揮していく。
コモディティビジネスで大切なことは一にも二にもコスト削減で
ある。

ペトロブラスでは天然ガスの活用を拡大して気候変動問題へ
の対応を強化しており、またデジタライゼーションの成果の導
入にも取り組んでいる。」
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燃料間の競争③

Bob Dudley, CEO BP
3月12日（火）19:30‐21:00
「エネルギー需要への対応だけでは気候変動対応目標を達成する
ことができない。BPは人類の問題の解決に貢献することを目指し、
問題の一部になることを望まない。そのため、CCSや再生可能エネ

ルギー開発に投資を行い、持続可能なエネルギー社会の実現に
貢献する。
ノルウェーのSWFが石油会社の株式保有を止めると発表したが、

消費者までエネルギーを届ける垂直統合事業型企業はその対象
ではないと理解。OGCIを通じてメタン排出削減やエネルギー効率
向上技術開発に貢献している他、CCS /CCUSにも貢献している。プ
ログレッシブかつプラグマティックな取組みを続ける。」
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燃料間の競争④

Stephen Greenlee, President, ExxonMobil Exploration Company and 
Vice President, ExxonMobil Corporation
3月12日（火）7:30‐8:40
「ExxonMobilは上流投資の40％をシェールに振り分ける（2024年
100万boe/d達成の計画）が、同時に20〜25％を深海開発に充てる
（LNGは10％）。深海ではガイアナとブラジルが有望。開発資産の

ポートフォリオがかなり増えてしまったため、すぐに資産を積み上げ
ることは難しい。ただし、向こう4〜5年は新しい地域の探鉱に注力。
このため4月から組織改正を行い、機能別組織とポートフォリオ別

の組織を組み合わせた組織とし、バリューチェーン全体をまとめた
組織にすることにした。深海探鉱開発の意義を示すため、ガイア
ナ・ブラジルに続く案件を継続して見つけていく。」
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（参考）企業の気候変動への取り組み：OGCI

OGCI：Oil Gas Climate Initiative
・2014年設立。気候変動対策に取り組むことを目的とした加盟企業
CEOが主導するイニシアチブ。OGCI EXCOM(OGCI Executive 
Committee)とOGCI CI(OGCI Climate investment)から構成。
・10年で約10億ドルの投資を行う。OGCI EXCOMはOGCIの戦略を練る、
６つのサブコミッティ（CCUS, Role of Gas, Transport Efficiency, Energy 
Efficiency, Low Emission Opportunities, Nature based solutions）
・加盟企業は現在13社（生産量は併せて世界の石油ガス生産の
30%）
欧州：BP, Eni, Repsol, Shell,Equinor, Total
NOC：Pemex,中国CNPC,サウジアラビアSaudi Aramco, ブラジル

Petrobras
米国：ExxonMobil ,Chevron ,Occidental Petroleum
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燃料間の競争⑤

Kevin McLachlan, Senior Vice President Exploration, TOTAL SA
3月12日（火）7:30‐8:40
「深海開発はトタールのDNAと言うべきものである。2015〜
2016年は探鉱が不振で苦しんだが過去1年半は探鉱により開

発資産のポートフォリオを強化することができた。深海開発で
差別化を図るためには探鉱を含むバリューチェーンでポート
フォリオを捉える必要があり、深海開発には大きな資本が必
要だが成長路線を維持していくためには実績を積み上げ信用
を築いていくしかない。
かつて油価が100ドルでも探鉱の利益が出なかったことがあっ
た。極力無駄を排除し効率性の向上に努めることが必要だ。」
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燃料間の競争⑥

Raoul LeBlanc, Vice President, North American Unconventionals, IHS 
Markit
3月15日（金）7:30‐8:45
「シェールオイル・ガスの増産は続くが、投資家のシェール革命に対す
る熱狂は終わった。資本市場のシェールに対する期待は成長ではな
く利益にシフト。シェール開発の主役がメジャー企業を含む大手企業
に移った。

気候変動問題への対応が現実的に見えてきたことにより、長期的に
在来型の油ガス田や深海の油田開発を行なっていく必要があること
がコンセンサスになりつつあるようだ。
探鉱の成果は継続的に上がっているがFIDに至っていない大水深など

の資源が長期の需要見通しが立たないためにショートサイクルに開
発投資資金を譲っているのが現状だ。
独立系企業の動向にも注目したい。」
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環境と技術

Joe Kaeser, President and Chief executive officer, Siemens AG
3月12日（火）12:45‐14:20
グローバリゼーションとナショナリズムが綱引きをする新しい世界の中で
は多国籍企業や各国の企業は難しい判断を求められる。中国やロシア
がボーダレスの自由貿易を主張し、米国や欧州が保護主義やポピュリズ
ムに流されている。

国際社会の課題が貧困と気候変動の問題であるとすると、技術革新の
成果を活かして富の再配分を目指す「インクルーシブな資本主義」という
コンセプトが必要だろう。

新しいバリューシステムの構築に失敗すると人類は分断の道に迷い込
んでしまう。それを回避するには、①ポピュリズム、②気候変動問題、③
移民問題、④第4次産業革命、⑤ショートターミズムへの対応を誤らない
ことがポイントとなろう。
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• デジタル技術関連では、コスト削減や安全性向上に向けた取り組
みが実施されており、2019年も各社が 優先で取り組むべき共通
の技術テーマ。

• IT企業は益々存在感を示している一方、スタートアップ企業にも高
い注目が集まっている。石油開発会社は、スタートアップ企業の調
査・分析を行い、複数の企業とPoC（Proof of Concept、新たな概念や原

理が実現可能であることを示す簡易な試行）を行っている。
• また、産官学連携も盛んで、シーズ技術を保有する企業を育て、

産業とつなげる仕組みが整備されている。

19

デジタル技術、その1

Agora
会場
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デジタル技術 その2

• 各社とも、デジタル技術を使って解決したいビジネス課題を明確に
し、投資に対するバリューを考慮した上で、小さいスケールで取り
組みを開始。組織内のサイロ（タテ割り）を取り払い、多種多様な
データを一か所に集めて管理・活用している。

• 石油開発会社は自社内にAI/ITの使える人材を採用。エンジニア
とデータサイエンティストが協働し、それぞれがお互いの専門領域
への理解を深めて議論していくことが重要。

• 探鉱より開発・生産フェーズでのPoCに関する報告が多くみられた。

20
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IHS ヤーギン副会長との面談（3/14）

 テーマ「Rivalries」：「米国とOPEC+」に加え、「顧客と生産者」、」「ガスと再

生可能エネルギー」、「米国と中国」、「世代間競争」等の観点も。トラン
プ大統領は昔からOPECによる寡占への嫌悪感を持つが、周囲は大統
領を「OPECがなければ市場が安定しない」と説得。

 12年前には「ピークオイル、資源の希少性」が議論されていた。しかし、
ポンペオ国務長官やペリーDOE長官の講演でも示されたように、米国
の立ち位置は変化し、エネルギーを戦略的に使っていく方向性。

 中国とアメリカの関係は厳しい。方向性にズレ。Huaweiの問題は典型
的。中国と親しいことが憚られる雰囲気。

 CCUSのハードルは高い。経済的なインセ
ンティブも必要。ただし、石油会社は積極
姿勢、OGCIも活動中。

 原油価格下落をきっかけにコスト削減に向
けて、デジタル化進む。これからも進展。
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その他

米国の某エネルギー研究機関との意見交換
 PermianでのExxonMobilとChevronの増産により、原油価格下落や人件費・資機

材等の開発費増の懸念が現地では高まっている。中小のシェール開発企業は、
株主の要請により、生産量増よりも財務基盤の強化に注力。この1‐2年、ようやく
キャッシュフローが回復しつつあるが、これに大きな悪影響となりうる。

 LNGのスポット価格が下落していることを懸念。米国産のLNGは価格が下がって

も販売を止めることはおそらくないだろうが、長い目で見ると計画中・建設中の
LNG液化プロジェクトへ影響あるかもしれない。

 カタールがサウジ・UAEなどGCC諸国と争うのはよろしくない。イランのポジション
が強くなるだけ。

 シェール革命でのエネルギー安全保障が高まっているのは事実だが、（米政府
が言うような）Energy Dominanceという考え方は間違っている。ただ、現実問題と

しては、民主主義と市場経済である北米（米、加、墨）が中心となる時代が来る。
中国はここにどのようにうまくfitできるか。欧州はそのうち米国と協力関係が戻る。

 中国は政府と民間のコンフリクトがあり、勢力拡大はいつかは壁に突き当たる。
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まとめ① （全体）

• シェール革命に伴い、エネルギーの安定供給に自信を持っ
た米国政府の地政学的意向が色濃く出た印象。中国の
セッション数が減少したとの意見も。一方、経済と各国の政
策の間のギャップが拡大していることを懸念する声もあった。

• 再生可能エネルギーのコストが速いペースで下落している
ことを多くのセッションで強調。テキサスでは、シェールオイ
ル・ガスの増産や米国産LNG開発に加え、風力などの再生

可能エネルギー開発も進み、地元が盛り上がっていること
もあって、全体的には非常に明るいトーン。

• 先進国の経済成長が低下しており、地政学的インパクトが
世界経済に大きなショックとなりやすいとの警鐘も。
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まとめ② （石油-1）

（石油）
• IEAの長期的需要見通しに異論は出ていないが、2030年

台にかけて頭打ちとなる石油需要がその後どう推移する
かのヒントは得られず（再生可能エネルギーが期待され
ている）。その先を見通すには、もう少し時間がかかるか。

• とはいえ、需要見通しに不確実性（頭打ちが早まるリス
ク）があることは、関係者間のコンセンサスと考える。また、
米国シェールオイルの生産シナリオ（いつピークを迎える
か）も明確にはなっていない印象。少なくともIHSは2019年
の増産（100万b/d）は2018年（190万b/d）より下落すると
見込む。
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まとめ③ （石油-2）

• メジャーズが資金回収が比較的早く始まるシェール開
発に注力しているのは、やはり需要の不確実性に備え
た戦略とみられる。一方、探鉱や在来型の油田開発は、
その重要性は誰もが理解しているが、ややプライオリ
ティが下がっている。

• しかし、ExxonMobilのガイアナ沖など、メジャーズを中

心に大西洋の大水深海域での探鉱・開発には注目が
集まる。メジャーだからできる、大きな強み。

• 「パーミアンは第2のサウジだ」という強気の声もあった
が、一方で「サウジの代わりはいない」の声もあった。
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まとめ④ （天然ガス）

（天然ガス）
• 米国産エネルギーを含め、新規LNG開発の世界的市場

拡大への期待が大きい。LNG開発費用を自社で負担する
新たな資金調達方法にも注目が集まった。

• 先進国や中国やインドを中心に需要は増える見込みであ
り、再生可能エネルギーを補完するためにも天然ガス発
電がすぐれていることが多く語られていた。

• ただ石炭に依存する途上国には、発電用LNGの価格の
価格は「まだ高い」という意見も。LNG価格競争力が重要。

• 米国産LNGの価格が米HH価格に則っていることについて

有利さを訴える声もあったが、一方で長期契約とのバラ
ンスが重要との意見も多かった。
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まとめ⑤ （技術／温暖化対策）

• 技術展示等を行う「Agora」が活発化され、技術面での切り口で
の討論が増加。デジタル化に大きな注目が集まる。

• 石油・ガス開発に係る長期・高コストの研究には産学官の協力
体制が重要との指摘。ExxonMobilも米エネルギー省のスーパー
コンピュータを活用。

• 温暖化ガス排出削減の必要性は当然視されているが、技術を
有効活用して対応することへの期待感（IEAビロル会長他）が見
られた。米政府もCCS技術のFEEDに資金支援（30百万ドル）する
ことを表明した。

• CCS等の二酸化炭素の分離・地下貯蔵/活用は、10年ほど前も
話題になったが、今回はいくつかのテーマで言及。

• 世界の若者が、温暖化問題が解決の方向に向かわないことに
対して、強い怒りを抱いているとのコメントもあった。


