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技術部 テクノフォーラム2018推進チーム

はじめに

　JOGMEC Techno Forumは、技術
を梃

て こ

子にJOGMEC･日本企業と資源保
有国などとの協力関係を深める活動の
一環として位置づけられる、2013年
より毎年実施している国際イベントで
ある。6回目となったJOGMEC Techno 
Forum 2018は、 2018年11月27日に
東京都千代田区のパレスホテル東京で
開催され、国内外の講演者による23
件の講演およびパネルディスカッショ
ンの他、講演会場前のホワイエでは
JOGMECおよび日本企業による技術
紹介パネル展も行われ、来場者数約
800名の盛会となった。例年は2日間
の開催としていたところを、今回は1
日に凝縮したプログラムで実施した
が、会場内の増席が必要なほど多くの
方にご参加いただき、「ガス・LNG」「デ
ジタル技術」という技術テーマに対す

る関心の高さがうかがえた。
　JOGMEC Techno Forumが始動し
た2013年当初は、日本企業が有する
幅広い分野の優れた技術力（シーズ）
を、資源国などが抱える技術課題（ニー
ズ）に対する解決策（ソリューション）
として提供するという「技術ソリュー
ション事業」の理念に基づき、「ニーズ・
シーズの出会いの場」として機能する
ことを開催の主目的としていた。しか
し、厳しい低油価時代を経て資源開発
業界を取り巻く環境も刻々と変化して
おり、クリーンエネルギーやガスシフ
ト、デジタル革命といった新たな潮流
が生まれている今、技術課題を抱えて
いるのはもはや資源国側に限った話で
はないと言えるだろう。こうした状況
を反映し、2018年の開催に際しては、

「国営石油会社（NOC）/ 国際石油会社
（IOC）などによるニーズ講演」および
「日本企業によるシーズ講演」から成る

初期のフォーマットとは異なるプログ
ラム構成とし、実験的なフォーラムを
試みた。
　本稿では講演内容や技術紹介パネル
展など、JOGMEC Techno Forum 2018
の開催概要全般および結果を紹介する
とともに、今年のフォーラムのテーマに
もなった「資源業界のターニングポイン
ト」について所感をまとめる。

1. 講演

（1）基調講演

アゼルバイジャン国営石油会社（Socar） 
Vice President on Geology and 
Geophysics, Mr. Bahram Huseynov
＜探鉱、生産、輸送を通したアゼルバ
イジャンの化石燃料最適化＞
　アゼルバイジャンは資源に恵まれて
おり「Land of Fire」として知られてい
る。現在に至るまで海上および陸上に

出所：JOGMEC

写1 講演会場

出所：JOGMEC

写2 JOGMEC理事長 細野 哲弘による
フォーラム開会の挨拶
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計80のフィールドが確認されている。
古来は 20 ～ 30mの井戸を人の手に
よって掘削していたアゼルバイジャン
にとっての最初のターニングポイント
は、バクー付近の油田開発に掘削機が
使われた1846年である。また、本開
発により1871年にアゼルバイジャン
として初となる商業規模の生産が開始
され、以降Socarは国営石油会社とし
て資源事業を国際的に展開してきた。
　第二のターニングポイントとして
は、1994年9月に署名された生産分
与 契 約（PSA：Production Sharing 
Agreement）である。これを機に、合
計38のPSAが署名され、国際競争力
向上と投資促進によりアゼルバイジャ

ンの資源開発環境は大きく変化した。
以後、ACG（Azeri-Chirag-Gunashli）や
Shah Denizなどの大規模油田開発が行
われていることは公知の事実である。

アブダビ国 営 石 油 会 社（ADNOC）, 
Manag e r , Deve l o pmen t Un i t , 
Upstream Directorate, Mr. Mohamed 
Al Marzouqi
＜ADNOCの歩んだトランスフォー
メーション＞
　ADNOCの2018年のテーマは「100% 
HSE」であった。このテーマは、人、パ
フォーマンス、経済性、効率化の四つ
の柱により成り立っている。ADNOC
がこれらの要素を重要視している背景

として、油価動向の他に、下記のよう
な重要な市場環境動向が挙げられる。
　まずは油の需要である。国際的なエ
ネルギー需要は増加することが予測さ
れており、再生可能エネルギーによる
補完が欠かせないと考えられる。次に、
化学製品の需要の増加は、ADNOCの
みならず国際的な傾向としても、資源
会社による化学製品分野への注力が
見受けられる状況である。また、ガス
シフトの流れはADNOCのサワーガス
田開発を後押しし、ADNOCの掲げる
2030年までのガス自給目標達成に大
きく貢献している。最後に、デジタル
化 で あ る。 先 月 の ADIPEC（Abu 
Dhab i In ternat i ona l Petro leum 
Exhibition & Conference：国際石油
関 連 展 示 会 ） で の 発 表 の と お り、
ADNOCはOil and Gas 4.0としてエネ
ルギー需要に応えるべく、技術やデジ
タル化の流れに第4次革命を起こすこ
とを掲げている。

タイ国営石油開発公社（PTTEP）, 
Senior Vice President, Business and 
Organization Transformation, Dr. 
Vinit Hansamuit
＜PTTEP：JOGMECとのパートナー
シップ＞ 
　PTTEPのポートフォリオでは技術を

出所：JOGMEC

写4
アゼルバイジャン国営石油会社（Socar）, Vice 
President on Geology and Geophysics
Mr. Bahram Huseynov

出所：JOGMEC

写5
アブダビ国営石油会社（ADNOC）, Manager, 
Development Unit, Upstream Directorate
Mr. Mohamed Al Marzouqi

出所：JOGMEC

写3
経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部
佐々木 雅人 石油・天然ガス課長による開催
者代表挨拶
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重視している。CTO（Chief Technology 
Officer）をヘッドとし、四つのプラット
フォーム（探鉱成功確率向上・環境対
応・生産効率向上・R&D）の下に16
のプロジェクトを組成し、技術成熟度
と利益を指標として、トップダウンで
進めている。また、技術開発について
はパートナーシップを重要視してお
り、技術を買う、独自に開発する、と
いった選択肢があるなか、パートナー
シップを有効に活用することが技術獲
得の近道であると考えている。
　コラボレーションには学ぶ姿勢が必
要である。JOGMECとは2017年3月
に M O U （ M e m o r a n d u m  o f 
Understanding）を締結してパート
ナーシップを進めており、三井石油開
発株式会社とミャンマーにおける火山
岩貯留層の評価を進めるとともに、最
近は電磁探査技術についての共同開発
にも注力している。2017年にSirikit
油田で最初の探査を行い、2018年に
は再調査を実施した。現在はその調査
データを評価中であり、良い結果が出
ることを期待している。JOGMECと
の関係は、Win-Winのパートナーシッ
プとなる良い例になるだろう。

Total S.A, Chief Technology Officer, 
Total Energy Ventures,

Mr. Antoine Delafargue
＜持続可能エネルギーの実現に向けた
Totalの技術イノベーションロード
マップ＞
　Total Energy Venturesは Totalの
R&Dの方向性を示す見張り台の役目
を担っている。CEO（Chief Executive 
Officer）のリーダーシップの下、どち
らの方向に船を動かすかを定める。気
候変動、低炭素化、ガスバリューチェー
ンといったさまざまな要素があるな
か、Totalは2020年までに取り扱うエ
ネルギーの20%を低炭素エネルギーに
転換することを目指す。
　ロボットはGame Changerとしての
可能性を秘めており、検査ロボット
やドローンを含む研究を推進し、デ
ジタル技術は Googleとパートナー
シップを組んでE&P（Exploration & 
Production）のあらゆる作業の自動化、
時間短縮を目指して技術開発に取り組
んでいる。特にデジタル技術インフラ
には大きく投資するとともに、スター
トアップを活用したエコシステム構築
も進めている。
　現在という時代は海図のない海に出
ていくようなもの。水素のエネルギー
キャリアとしての活用や炭素回収と
いった今後大きく伸びると予想される
分野については、単独ではなくパート

ナーシップを最大限活用しながら進め
ていく所存である。

（2）技術セッション

　午後のセッションは、より技術に
フォーカスしたプログラムを構成し
た。二つの会場では、それぞれ「ガス・
LNG」「デジタル技術」をテーマに掲
げ、各分野のエキスパートたちが講演
した。
　従来のJOGMEC Techno Forumで
は、海外企業からのニーズと本邦企業
からのシーズを発信することにより、
それらのマッチングを図っていたが、
今回は同様の課題を抱える企業がそれ
ぞれの取り組みを紹介することによ
り、業界としての課題解決の方法を模
索した。

①ガス・LNG
　ガス・LNG分野において、事業環
境はまさに転機を迎えているといえ
る。供給サイドでは、JOGMECが債
務保証事業として採択した案件である
INPEX（国際石油開発帝石株式会社）
のイクシスLNGプロジェクトからの
LNG生産開始が挙げられる。同プロ
ジェクトからの LNG生産量は年間
890万トンと現在の日本の年間LNG
消費量の約10%に及び、日本のエネ

出所：JOGMEC

写7
Total S.A., Chief Technology 
Officer, Total Energy Ventures
Mr. Antoine Delafargue

出所：JOGMEC

写6
タイ国営石油開発公社（PTTEP）, Senior Vice  
President, Business and Organization 
Transformation Dr. Vinit Hansamuit
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ルギー資源供給にとって大きなインパ
クトを持つ。また米国でのシェール革
命、および同国からの原油輸出が解禁
された影響により、世界のガス・LNG
市場にも大きな変化が訪れようとして
いる。
　一方で需要サイドに目を向けると、
国内では段階的に進んできた電力・ガ
ス市場の自由化により今後はさらなる
多様なプレイヤーの参入が見込まれ、
世界ではアジア地域を中心に天然ガス
に対する需要が伸びると予測されてい
る。また天然ガスは石炭や原油に比べ
て地球環境への負荷が小さく、環境問
題の観点からガスシフトの動きもみら
れる。

JOGMEC 総務部 戦略企画室 草薙 和也
＜セッション紹介＞
　経済産業省は2016年に「LNG市場
戦略」を発表し、そのなかで三本の柱
と し て「LNGの 取 引 容 易 性 の 向 上

（Tradability）」「適切な価格発見メカ
ニ ズ ム の 構 築（Price Discovery）」

「オープンかつ十分なインフラ（Open 
Infrastructure）」を挙げている。特に
LNGの取引容易性に関しては、2017
年に日本の公正取引委員会が、LNG
の売買契約で一般的と考えられている
仕向地条項は独占禁止法上の問題があ
る可能性があると指摘したことが記憶
に新しい。このように、LNG市場は
より柔軟化・流動化が進みつつある。
　一方で、欧州委員会と経済産業省の
MOC（Memorandum of Cooperation：
協力覚書）に基づく連携の下で開催さ
れたワークショップでは、長期かつ制
限の多い従来のLNG契約形態はもは
や今後締結が難しいと考えられ、こう
した動きは上流投資にとってはミス
マッチであるとの報告がなされてい
る。石油・天然ガス開発事業と比べて
初 期 投 資（Capital Expenditure：
CAPEX）が大きく、販売先も限られ
ているLNGプロジェクトにとって、

長期・大型契約はある種の前提条件と
されてきた。こうした近年の市場の動
きは、上流開発に関係する企業にとっ
て非常に大きな課題を提起することに
なる。
　このような事業環境に対して、ガス・
LNG事業に携わる各企業はサプライ
チェーン・バリューチェーンを拡大す
ることにより対応しようとしている。
上流企業は下流事業にまで手を伸ば
し、下流企業は上流事業にまで手を伸
ばすことにより、事業の最適化を図ろ
うとしている。

国際石油開発帝石株式会社 常務執行
役員 イクシス事業本部副本部長 パー
ス事務所 ディレクター オンショアプ
ロジェクト 坂元 篤志 氏
＜イクシスLNGプロジェクト＞
　イクシスガス・コンデンセート田は
豪州北西部の沖合約220kmに位置し、
その開発プロジェクトは沖合生産処理
施設、海底ガスパイプライン、陸上処
理施設の三つの要素が三位一体となっ
た大型のプロジェクトである。2018
年7月にオフショアでのガス生産を開
始し、同年10月にはコンデンセート
とLNGの初出荷を達成した。
　埋蔵量はガスが 12 TCF（trillion 

cubic feet）、コンデンセートが5億バ
レルと評価されており、生産期間中に
50本の開発井の掘削が予定されてい
る。現在敷設されているパイプライン
のルート上には5カ所のhot tap tee（将
来の追加開発に備えて設けられたパイ
プラインの接続箇所）が設けられてお
り、将来の周辺ガス田の開発に備えて
いる。陸上のLNGプラントには将来
の増産に向けた第3 ～第6トレーンを
建設できる用地のオプションがある。
　この大型プロジェクトではさまざま
なベンダーからサービスおよび機材の
購入を行っており、日本のエンジニア
リング企業や傭

ようせん

船会社とも契約を締結
している。
　本プロジェクトでは当社のモットー
である「安全第一」を最重要目標として
掲げ、HSE（健康・安全・環境）に取
り組んできた。プロジェクト開始前に
慎重な環境評価を実施し、プロジェク
ト開始後は包括的な環境モニタリング
プログラムを実施している。2014年
にはオーストラリア石油探鉱開発協会

（APPEA）より、APPEA HSE表彰の
環境部門で総合アワードと業界アワー
ドを受賞した。
　当社は、地域社会との信頼関係を構
築し、その信頼関係を協力関係に変え

出所：JOGMEC

写8
国際石油開発帝石株式会社 常務執行役員 イクシ
ス事業本部副本部長 パース事務所 ディレクター 
オンショアプロジェクト 坂元 篤志 氏
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ながら事業に取り組んでいる。今後は
カスタマーへのコミットメントを確保
しながら、さらに日本・アジア地域へ
のエネルギー貢献を達成していく。

国際石油開発帝石株式会社 グローバル
エネルギー営業本部 理事 本部長補佐
東 伸行 氏
＜変貌する LNG市場と INPEXのバ
リューチェーン戦略＞
　イクシスLNGプロジェクトからの
LNG生産が開始され、次はもう一つ
の大型プロジェクトであるインドネシ
ア・アバディ LNGプロジェクトに向
けて全社一丸となって取り組んでい
る。そのなかで今後5年、10年先を見
据えて、イクシスの時代からアバディ
の時代に向けての市場環境の変化をど
のように認識し、どのような戦略を取
るかという議論がなされている。
　従来のLNG売買契約のモデルは、
国内バリューチェーンはユーティリ
ティ・バイヤーが行い、上流から液化
あるいは船での輸送といったものはセ
ラー・インベスター側が行うものであ
り、その間を取り持っていたのが、
キャッシュフローの担保の中軸とな
る、20年以上にも及ぶ契約に基づく
長期の相互コミットメントであった。
しかし、市場では徐々に柔軟な取引が

拡大しつつあり、次のアバディプロ
ジェクトに向けては新しいチャレンジ
に取り組まなければならない。
　 従 来 の モ デ ル で は FID（Final 
Investment Dicision：最終投資決定）
の段階で大型の契約を締結することに
より、キャッシュフローを担保として
ファイナンスを受け取ることでプロ
ジェクトが成立した。一方で今後は、
FIDの時点では長期で大型の契約は販
売量のすべてを満たすことができず、
売り切れていない部分が相当ある段階
で投資を最終的に決断する必要がある
かもしれない。したがって、今後はよ
り大規模なデマンドクリエーションが
重要となる。そのためには、バリュー
チェーンアプローチとして中・下流の
インフラへの投資などにより自ら需要
を開拓する、あるいはバイヤーとなる
ほどの覚悟で需要を創出することが必
要であろう。
　特に今後市場の成長が見込まれるア
ジア新興国においては、相手国政府と
協力しながら、インフラ投資によるガ
スバリューチェーンを作っている。そ
のなかでは、ユーティリティからの
キャッシュフローをLNGプロジェク
トのキャッシュフローの担保として全
体を合わせてファイナンスするといっ
た、「ファイナンスのバリューチェー

ン化」と呼ぶことのできるような工夫
もあり得るのではないか。
　世界的にはLNGの供給が過剰気味
であり、さらに価格も下がりつつある
なかで、LNGを国産ガスの代わりに導
入しようという機運がアジアの国々に
出てきていることは大きなポイントで
ある。当社はLNGの上流からパイプラ
イン供給の下流までガスバリュー
チェーンのすべてに関与している企業
で あ ると い う強 み を、「NAOETSU 
model」と称して世界に売り込みながら
バリューチェーンの構築を進めていく。

三菱造船株式会社 マリンエンジニア
リングセンター 船舶・海洋技術部
主幹 平松 彩 氏
＜三菱の最新鋭LNG船＞
　1983年に1船目を引き渡してから、
35年にわたり計59隻のLNG船を建造
してきた。半数以上を占めるのは
MOSS船と呼ばれる独立球形タンク方
式であり、「さやえんどう」と名付けら
れた船になってから形状や技術が大き
く革新されている。現在では「さやえ
んどう船」をさらに発展させた「サヤリ
ンゴ船」を開発している。
　LNG船の歴史を見ると、概ね需要
の増加に伴って船のサイズが大型化し
てきているが、「さやえんどう」型では

出所：JOGMEC

写10 三菱造船株式会社 マリンエンジニアリング
センター 船舶・海洋技術部 主幹 平松 彩 氏

出所：JOGMEC

写9
国際石油開発帝石株式会社
グローバルエネルギー営業本部 
理事 本部長補佐 東 伸行 氏
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球形タンクのカバーを連続させて構造
部材の一部として利用することによ
り、軽量化、大容量化、燃費改善、発
生ガスの抑制を達成した。
　「サヤリンゴ」型は北米のシェールガ
ス資源を念頭に考えられた船である。
トーラスという特殊な形状を採用する
ことによりタンク容積を大きく増やす
とともに、片軸がスチームタービン、
もう片軸が電気推進からなる推進プラ
ントを採用することにより、従来の
MOSS型から比較すると約4割の燃費
の改善に成功した。

三菱重工業株式会社 パワードメイン 
ジェネラルマネージャー 川井 光彦 氏
＜三菱重工 洋上浮体式LNG火力発電
プラントMFPP®及び小規模配送＞
　アジアを中心に今後も拡大を続ける
と考えられているLNGの需要に対し
て、地方における中小型のガス火力発
電プラントの短期間かつ確実な建設、
および当該プラントへの供給を目的と
する小規模なガス配送網の経済的な実
現が重要なテーマだと考えている。特
に需要拡大の中心となる東南アジアの
国々は島しょ部が多く、パイプライン
でのガス供給が非常に難しい。
　その解決のために当社は、ガスター
ビン・コンバインドサイクル発電プラ

ント、貯留用のストレージタンク、お
よび再ガス化ユニットの三つの設備を
一つの浮体式構造物にパッケージし
た、3 in 1 MFPP（MHI F loa t ing 
Power Plant）を提供したい。比較的大
きな需要地に向けて、中心となるサイ
トにハブを置き、グローバルキャリア
で持ってきてストレージしたLNGを
小さなデマンドサイトに供給しながら
小型のLNG網を構築していくことに
より、一つのエリアで安定的な需給バ
ランスを取ることができ、ひいては経
済性が上がり、実現に向かうのではな
いかと考える。
　MFPPの特徴として、まず、現地工

事が少なく造船所での計画建造もでき
るため、短期間での素早い電化が可能
であることが挙げられる。また、浮体
式なので、設置式で発生する土地収用
の問題が最小化され、高効率のガス
タービン・コンバインドサイクル発電
を使用するため低コストを実現でき、
さらに天然ガスを燃料として使用する
ため環境性能も優れている。そして、
簡易にLNGのレシービングターミナル
を造ってガスの普及につなげることが
できるので、地域の活性化につながる。
　MFPPを用いたソリューションに
よってアジアにLNGが普及すると、
電化率が上昇することで産業振興につ

出所：JOGMEC

写13 川崎汽船株式会社 液化ガス新事業
グループ長 金森 聡 氏

出所：JOGMEC

写11 三菱重工業株式会社 パワードメイン 
ジェネラルマネージャー 川井 光彦 氏

出所：JOGMEC

写12 川崎汽船株式会社 LNGグループ長
蔵本 輝紀 氏
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ながり、将来的にはアジアの長期的・
継続的な成長につながると考えている。

川崎汽船株式会社 LNGグループ長
蔵本 輝紀 氏/液化ガス新事業グルー
プ長 金森 聡 氏
＜既存のLNG輸送事業及び小口化・短
期化するLNG事業環境における取組＞
　1983年にインドネシアからのLNG
輸送プロジェクトに参画するなど、当
社は日本の船会社のなかで初めてLNG
船の保有・運航を手掛け、現在保有に
関 与 し て い る 船 は 50 隻 弱 で あ る。
2018年3月にPACIFIC BREEZE、翌
4月にOCEANIC BREEZEが竣工して
おり、INPEXのイクシスLNGプロジェ
クトからの貨物の出荷に携わっている。
　LNGの世界では契約の短期化、ス
ポット化、スワップなどがこれから増
えていくと考えられ、実際に足元でも
動きがみられる。そうした環境下にお
いても、LNG船はLNGバリューチェー
ンにおいて引き続き重要な役割を占め
ると考えている。アジア新興国での需
要を具現化するためには、LNGのディ
ストリビューションという視点から、
コスト削減・低コスト化、インフラの
整備・活用、リスクのシェアという三
つの要素が挙げられる。
　LNG船は他の種類の船と比べて建

造費が高く、標準船型の概算値で約2
億ドルとされている。これは船会社に
とっては20年以上の償却期間を意味
し、7 ～ 10年といった中期契約下で
は契約が満了しても1億ドル以上の残
価を抱えることになる。一方で市場の
日当たり傭船料は1 ～ 2年前は2 ～ 3
万ドルだったものが、足元では15万
ドルを超えている。こうした状況下の
解決策として、中古LNG船のFSRU

（Floating Storage & Regasification 
Unit：浮体式LNG貯蔵・再ガス化設備）
やFLNG（Floating LNG：浮体式LNG
生産施設）への改装による活用がある
のではないかと考えている。これはプ
ロジェクトの目線で見ても新造船に比
べてコスト競争力を持つ可能性が十分
にあるとみている。
　一方の小口化について、小口の需要
に合わせてLNG船や港湾設備を建造
するとどうしても単位当たりのコスト
は高くなるので、既存のインフラをで
きる限り活用して、いかに低コストな
インフラのベストミックスを見出せる
かが重要になると考えている。地域の
LNGディストリビューションとの組
み合わせによってLNGインフラ整備、
コスト削減につながるという観点で
は、LNGバンカリング事業も小規模
インフラの一部であるとみなすことが

できる。
　LNGの売主・買主はもちろん、造
船所・船会社といった海回り、陸上の
ディストリビューション、およびそれ
らを支えるファイナンス機関・政府関
係機関が、業界全体としてソリュー
ションを追求する必要がある。

石油資源開発株式会社 環境・新技術
事業本部 事業計画部 担当部長 
結城 百代 氏
＜小規模LNGバリューチェーンの可
能性について＞
　当社はLNG事業の上流から下流ま
でを幅広く手掛けている。北海道勇払
で操業している小規模LNGプラント
はプレートフィンタイプを採用してお
り、2棟で年間約12万トンの液化能力
を持つ。従来のLNGプラントはspiral 
woundタイプと呼ばれる大型の液化
設備を使用しており、効率を追求する
ために液化設備が大型化する傾向が
あった。そうしたなかでメンテナンス
のしやすさや建設期間の短縮、運転の
自由度などを理由に、小型のプレート
フィンタイプの液化設備を集めて大き
なプラントを造るという方式も北米で
は見られ、新たな動向の一つである。
こうしたLNG施設が簡素化されるこ
とにより、期間的にもコスト的にも小
規模な需要に対応できるようになりつ
つあると考える。
　世界でも例を見ないLNGの輸送形
態として、当社は 2012 年に ship to 
shipを実現した。この輸送形態は、タ
ンク代わりの母船を桟橋に係留した状
態で、内航船「あけぼの丸」を用いて母
船と苫小牧の基地の間を往復輸送する
ものである。
　さらに小さなスケールになるが、
LNGを入れたコンテナをコンテナ船・
貨物船に載せて輸送した実績もある。
LNGはコンテナに入れることにより
普通の貨物として扱うことができ、船
やトラック、鉄道で輸送することがで

出所：JOGMEC

写14
石油資源開発株式会社 環境・新技
術事業本部　事業計画部 担当部長
結城 百代 氏
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きる。当社はLNGの入ったコンテナ
を基地の最寄りの貨物駅に運び貨車に
載せ替えて、ユーザーの最寄り駅まで
鉄道で輸送する。そして、ユーザーの
最寄り駅からコンテナをトラックに載
せ替えて、最後の数kmをトラックで
輸送するという特徴的な形態を2000
年から実施している。LNGのコンテ
ナ輸送事業は世界でも例が少ないが、
従来のLNG専用船やLNG専用港がな
くても通常の貨物船のルートがある場
所であれば比較的容易にLNGを届け
ることができる。
　このように物流が改善されることに
より、小規模需要地や遠隔地で新しい
市場が開拓されることが期待される。
小規模プロジェクトにも今一度振り返
られる価値があるのではないか。

東京ガス株式会社 海外事業企画部
海外事業企画グループ グループマ
ネージャー 堀坂 研太郎 氏
＜アジアにおけるLNGの需要開発・
創造＞
　当社はLNGの導入と天然ガス化に
関しては来年で50周年の大きな節目
を迎える。当社のバリューチェーンも
事業を行う過程で徐々に広がってきて
おり、小規模ではあるが上流出資も行
い、またLNG輸送船団によりLNGを
自らの基地およびその他の仕向地に届
ける事業も行っている。下流側として
アジアでの需要開発を考える際、従来
は家庭用が中心であった天然ガスの需
要が、近年では商業用、工業用、発電
用として急速に伸びていることをどの
ようにとらえるかが重要になる。
　エネルギーの使用量を削減する省エ
ネルギーと、ガスの需要の確保は、半
ば相反するように聞こえるが、当社の
日本での経験に照らしてみても、効率
的なエネルギーとしての魅力を訴える
ことがガスの拡販過程において不可欠
である。つまり単に熱する、あるいは
発電するということに加えて、その過

程における天然ガスの価値を価格や経
済面という要素に加えて訴求すること
が問われる。そのため地域への理解を
深めながら、それぞれに合った提案を
足元からしていく必要がある。またエ
ネルギー政策にも大きくかかわってく
ることから、当該国にどのようなイン
センティブ、あるいは政策的な誘因が
存在するかを把握するべきである。
　当社はこれまでマレーシア、ベトナ
ム、インドネシア、フィリピン、タイ
で需要開発に携わってきた。今後、東
南アジアあるいはアジア全体でLNG

導入が進む過程において、現地のニー
ズを十分的確にとらえながら、LNG
の導入、あるいはバリューチェーンで
の事業をローカルパートナーとともに
展開していきたい。

パネルディスカッション：「多様化す
るLNGビジネス環境」
　JOGMEC Techno Forum 2018 の
テーマである「Energy Industry at 
Turning Point」の下、需要が分散して
小口化し、バイヤー・セラー・金融機
関の役割が変わっていこうとしている

出所：JOGMEC

写15
東京ガス株式会社 海外事業企画部
海外事業企画グループ グループマ
ネージャー 堀坂 研太郎 氏

出所：JOGMEC

写16 パネルディスカッション：『多様化するLNGビジネス環境』
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LNG産業もまさに過渡期にあるとい
うことができる。上流・中流・下流と、
バリューチェーン全体のプレイヤーが
集まったパネルディスカッションで
は、特に需要の創出に力点が置かれた。
大規模需要家だけでなく中小規模の買
い手を対象として、どのようにエネル
ギーを低価格かつ安定的に調達するか
ということについて、各社の経験に基
づく議論が交わされた。
　登壇者より、新しいリスクシェアリ
ングの仕組みを考えるにあたって、各
プレイヤーが会社を超えてアイデア・
技術を持ち寄り新しいビジネスをつく
ることの重要性が述べられ、JOGMEC
にはそのための情報交換の場を組成す
ることが期待された。またLNGの輸送・
使用に関しては、モードが変わるごと
に種々の規制が課せられることから、
日本が取り組んできた具体的な事例を
紹介しながら、民間企業にとっては難
しい交渉へのサポートが求められた。

JOGMEC 総務担当理事 定光 裕樹
＜セッション総括＞
　2018年10月に開催されたLNG産
消会議では、世耕経済産業大臣および
細野理事長から、LNG供給セキュリ
ティ強化に関するJOGMECへの期待・
貢献が言及された。

　一つ目はファイナンス機能について
であり、従来の上流限定であったファ
イナンス支援対象の垣根を越えて、引
取権を有する限りにおいて日本企業の
液化プロジェクトを支援対象とするこ
と。二つ目は各国のニーズに応じた
テーラーメイドの研修および専門家派
遣などを実施すること。三つ目はLNG
供給セキュリティに関連する情報収集
および提供に取り組むことである。
　本ガス・LNGセッションで交わさ
れた議論を踏まえて、制度面や環境面、
ビジネスモデルの面でまだ確立されて
いないパイロットフェーズにあるビジ
ネスのアイデアを、官民の協調によっ
てサポートしていきたい。

②デジタル技術
　資源開発業界では、探鉱・開発・生
産のそれぞれのフェーズで多くのデー
タが収集・蓄積されており、それらの
データの有効活用のためにデジタル技
術を適用し、新規資源の獲得、生産量
の増大、操業効率の向上など、企業競
争力の強化が検討されている。近年の
技術革新により、データを利活用でき
る環境が整いつつあることから、今後
より一層のデジタル技術適用の動きが
進むものと考えられる。データ活用の
機運は年々高まっているが、まだ各社

手探りの状態が続いている。その一方、
他の産業に目を向けてみると、たとえ
ばインフラ業界や製造業などでは、デ
ジタル技術の積極的な適用によるコス
ト削減や自動化の成功例が知られると
ころとなっている。
　かかる状況下、経済産業省はAIな
どの技術を活用した資源開発技術の高
度化や導入の促進による我が国資源開
発企業の国際競争力強化、権益獲得な
どの資源外交への活用を行っていく方
針を「資源開発2.0」として打ち出して
いる。この動きを受け、JOGMECで
も「デジタル技術推進チーム」を2018
年7月に発足させ、資源開発業界での
デジタル技術活用に関する検討を進め
ており、PoC（Proof of Concept：概念
検証）の実施による知見の蓄積を行っ
ている。
　デジタル化の波という新たなターニ
ングポイントを迎えている資源開発業
界の今を読み解くべく、今年度の
フォーラムでは一昨年・昨年に引き続
き「デジタル技術」を一つの技術テーマ
として据えた。石油開発業界における
デジタル化の趨

すうせい

勢について論じること
とし、海外有識者（NOC/ IOCなど）、
および本邦企業による技術講演とパネ
ルディスカッションを実施した。
　NOC/ IOCは、収集・蓄積している
膨大なデータの有効活用により意思決
定の効率化、操業のコスト削減、HSE
向上など、さまざまなビジネス課題の
解決を試みている。今回の講演では、
各社を代表するデジタル部門のエキス
パートを招聘し、それぞれの企業のデ
ジタル戦略やこれまでの取り組みか
ら、各社が技術開発戦略のなかで「デ
ジタル技術」をどのような立ち位置で
とらえているのか、具体的な事例の紹
介を交えながら論じていただいた。
　NOC/ IOCでは自社で集積したデー
タの利活用が進んでいる一方で、保有
しているデータ量が相対的に少ない本
邦企業などにおいては、自社内でデー

出所：JOGMEC

写17 JOGMEC 総務担当理事
定光 裕樹
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タを活用した技術の開発をしづらい環
境にある。そのため、他の企業との連
携 に よ り デ ー タ 量 を 増 や す な ど、
E&Pとデジタル技術の知見を組み合
わせる取り組みが始まっている。なか
でも、本邦エンジニアリング企業は
データ活用技術を有する企業とコラボ
レーションし、すでに保有している
E&Pの知見に加え、デジタル技術の
知見も獲得することによる付加価値向
上を狙い、資源開発企業へデータ活用
サービスのプロモーションを行ってい
る。そこで、後半の講演とパネルディ
スカッションでは、エンジニアリング
企業の視点からのデジタル技術の導入
推進と今後の資源開発業界におけるデ
ジタル技術適用の方向性に焦点を当て
ることとした。E&Pの知見とデジタ
ル技術のインテグレーションを目指す
エンジニアリング企業が、どのように
この技術を生かして自社ビジネスに展
開していくのか議論を交わした。
　本セッションから見えてきたのは、
デジタル技術の適用は技術面のみなら
ず、業務のプロセスや企業文化そのも
のの変革があってこそ効果を発揮する
ものであること、またこれまでの技術
開発とは異なり、Agile（迅速）に取り
組みPDCAサイクルを回していくこ
とが求められる、ということである。
この変革は一朝一夕で成せるものでは
なく、時間がかかるものであるが、今
や「デジタル技術」は産業と密接に関
わっており、将来にわたって必要とさ
れる技術となっている。

JOGMEC 技術部 デジタル技術推進
チーム チームリーダー 加藤 隆明
＜セッション紹介＞
　石油開発業界におけるデジタル技術
は、2014年の油価下落に端を発した
コスト削減のニーズからその適用が加
速化している。特に近年はハード面で
の性能向上、AI・機械学習などの解
析技術の向上により、さらに適用が進

んでいる。
　デジタル技術の適用にあたっては、
明確な目的のもとに「Think Big」の考
えを念頭において、まずは個々の小さ
な実証から始めていくことが重要であ
る。また分野ごとではなく、横断的な
メンバーでAgile（迅速）なソリュー
ション開発に取り組み、PDCAを回し
て、これまでの事業モデルも刷新を求
められる。
　探鉱技術の向上、操業効率化、サプ
ライチェーンの効率化を目指した適用
が進んでいるなか、JOGMECにおい
ても、経済産業省とともに、AI技術
保 有 企 業、 石 油 開 発 企 業、 大 学、
NOC/ IOCなどとの連携を通じたデジ
タルトランスフォーメーションの普
及・加速を行いたいと考えており、
AIを用いた岩相解析、ビッグデータ
解析によるタイトガスの開発、デジタ
ル技術を用いた操業効率化などのプロ
ジェクトを企業・研究機関とともに実
施している。今後とも、本邦石油開発
企業の課題解決に向けたデジタル技術
開発を行うとともに、NOC/ IOCの課
題解決に向けた日本企業の持つ先端技
術の適用も進めていきたい。

ADNOC , Manager , Opera t i o n 
Excellence Mr. Mohamed Al Mutawa

＜ADNOCのDigital革新とその未来＞
　UAEにおいてデジタル戦略が立て
られ、なかでもアブダビでは2017年
に世界で初めてAIの省庁が設立され
るという動きがあるなか、ADNOCに
おいてもデジタル技術・AIに関する
戦略を策定した。ADNOCでは、最先
端のデジタルセンターを設立しデータ
活用を行っている。たとえば、生産量
を最大化するために、地下と地上の
データを統合し、地下データ解釈の高
速化や、新たなポテンシャルの開発を
可能にしている。
　掘削の分野においては多くの資金を
投入しており、その操業状態を可視化
し効率を上げることで掘削時間の削減
を目標としている。100以上の掘削リグ
のパフォーマンスを、設定したKPI（Key 
Performance Indicator：重要業績評価
指標）に則って自動で監視し、問題が
発生した場合にもAIが最適な掘削計
画を提示することによる稼働率向上も
目指している。また、生産設備の機器
故障の予兆検知については、事前に故
障を見つけられるか概念検証をベン
ダーとともに実施している。その他の
デジタル技術の利用ケースとして、ド
ローンによるフレア検査やH2S漏えい
検知、ロボットによるオペレーター業
務の代行も検討されており、いずれも

出所：JOGMEC

写18
アブダビ国営石油会社（ADNOC）,
Manager, Operation Excellence
Mr. Mohamed Al Mutawa
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操業効率化に資する技術と考えてい
る。
　デジタル化を進めることは、データ
の分析により新たな気づきを生み出す
ことであるが、大量のデータがあって
もそれが正しくなかったり、データク
レンジングやQC（Quality Control）が
必要な場合がある。エンジニアが処理
できるデータ量には限界があり、人に
よってもやり方が異なるため、統一的
なデータ管理方法としてデータ処理の
自動化を試みている。これらの取り組
みを通して、将来的にはリアルタイム
でのデータ分析や操業の自動化を目指
したい。一方、この実現にはパートナー
や技術のサプライヤーとのエコシステ
ムを形成しないと難しいと考えてお
り、そのためにデジタルトランス
フォーメーションのハブとなりたい。

Total S.A., R&D New Ventures 
Manager, Exploration Production - 
Strategy Business Development 
R&D Division Mr. Pierre Esquier
＜Totalのデジタル戦略：これまでの
道のり、現在、そして未来に向けたロー
ドマップ＞
　Totalでは年間10億ドルをR&Dに
投資している。しかし、石油開発業界
が置かれている厳しい環境下では、デ

ジタル技術適用による効率化は必要不
可欠であるとの認識から、デジタル技
術関連のR&Dに特化した組織を2015
年に設立した。
　Totalの CEOは「責任あるエネル
ギーメジャー」となるべく、増大する
エネルギー需要に応えながら、地球温
暖化対策を行うとの明確な目標を打ち
立てている。デジタル技術は会社のパ
フォーマンスを向上させるだけでな
く、上記の目標を達成するための重要
なツールである。CDO（Chief Digital 
Officer）のもとに、グループ全体の戦
略とリンクするようにデジタル技術の
ロードマップを策定した。さらに、各
ビジネスユニットにDigital Officerを
任命し、ユニットごとにデジタル技術
の導入により得られるメリットについ
て議論し、プロジェクトを組成してい
る。
　プロジェクトの例として、震探解釈
や油層モデリングの作成のために、
HPC （High Performance Computer）で
あるPangeaを導入している。震探画像
から、「Static Model作成」→「Dynamic 
Modelへの転換」→「油層の知見」を加
えることでより精緻な判断につなげ
る。操業分野においては、操業計画か
らメンテナンスまでを一貫して操業員
へ伝達することを重視している。

　また、デジタル技術のロードマップ
では、HSEの向上に何よりも重点を
置いている。たとえば、操業中に得ら
れるデータからデジタルツインを作成
し、機械学習を用いた予防保全の考え
に則り、機器の故障予兆検知に役立て
ている。これにより、重要な機器の故
障をゼロに抑えることに成功した。そ
の他、危険なところへの人の接近を防
ぐためにロボットやドローンの開発を
続けている。海中のガスの漏洩を検知
するドローンである「Subsea Glider」
や、ジオフォンをドローンが設置する
プログラムなどを検討している。また、
Google CloudやGoogleのAI技術者と
提携し、E&Pのワークフローを加速
させるプロジェクトを立ち上げる予定
もある。
　このように、Totalではデジタルト
ランスフォーメーションに向けて多く
の資源を投入して取り組みを行ってい
る。デジタルトランスフォーメーショ
ンは一朝一夕で成り立つものではな
く、Total社内のすべてのレベルにお
いて改革が必要となり、技術面だけで
なく仕事そのものを変革させるため、
非常に長い道のりとなる。重要なのは、

「Think Big, Start Small」の考えのも
と、皆がそのビジョンを共有できるよ
うにすることであり、ビジネスケース
と連携したチームを組んでAgileに取
り組むことである。

McKinsey & Company, Inc., 
Senior Advisor, Amsterdam Office
Mr. Anosh Thakkar
＜デジタルトランスフォーメーショ
ン、そしてデジタルCOE（注）の設立に
ついて＞

（注）COE：Center of Expertise
　資源開発企業には3種類のデジタル
化 （Digitalization）があり、①コアビ
ジネスのデジタル化による保有資産価
値の向上、②既存ビジネスのデジタル
化による価値創出、③デジタル技術の

出所：JOGMEC

写19
Total S.A., R&D New Ventures Manager, 
Exploration Production – Strategy Business 
Development R&D Division Mr. Pierre Esquier
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活用による新規ビジネスモデル創出、
である。Shellでは、コアビジネスの
デジタル化の実現だけでも 100 ～
150億ドルの効果を生み出すポテン
シャルがあった。この数字には、HSE
向上などの定量化できないものは含ま
れていないので、実際はさらに大きな
インパクトを与えるものと考える。
　ShellのCDOとして就任した当初、
社全体のデジタルロードマップが策定
されていなかったなかで、それぞれの
事業部門で450件のPoC（概念検証）
がバラバラに行われていた。そのため
にまずは、PoCを達成までの期間（短
期・中期・長期）でふるい分けし、さ
らにScalability（いかにスケールアッ
プして大規模にできるか）や、PoC実
施の結果として創出される価値、用い
る技術の成熟度などをKPIとして評価
をした。その結果、Shellにとって価
値を生み出すと考えられる 15 件の
PoCを抽出することができた。
　デジタル技術適用の検討にあたって
は、必要なデータが欲しいときに手に
入るようにするための基盤整備や、業
務に従事する人の考え方やプロセスを
変革することから始めるべきである。
最初はマネージメントがデジタル戦略
を策定するトップダウン型であるが、
開発したデジタルソリューションを横

展開し、実際に現場で使うことでデジ
タル技術適用の思想が社内に浸透し、
やがて会社の文化そのものを変革させ
ていく。すでに他の業界ではデジタル
技術の適用は進んでおり、石油開発業
界が学びを得られるところは多いと考
える。
　また、PoCを実行する上で重要なの
は、データエンジニア、データサイエ
ンティスト、機械学習・AIなどの専
門家が一つに集まってソリューション
について議論し、2週間程度の短期間
ごとに進捗を確認しながらプロジェク
トを実行するAgileな環境を整備する
こ と。 そ し て、MVP （Minimum 
Viable Product：実用最小限の製品）
としてのソリューションを3カ月程度
の短いスパンで開発し、スケールアッ
プすることで、大きな価値を生み出す
ことが可能と考えている。

本邦企業による技術講演とパネルディ
スカッション 技術講演
①千代田化工建設株式会社
ChAS・デジタルテクノロジー事業本
部 AIソリューション部事業本部長代
行兼部長 井川 玄 氏
＜プラントデジタルツインを目指した
AI・Big Data技術の活用＞
②日揮株式会社

技術イノベーションセンター 特別理事
大野 拓也 氏
＜AIを使ったプラントデータ解析－
日揮最近のプロジェクト＞
③東洋エンジニアリング株式会社
資源エネルギー事業本部 資源技術本部
本部長 今里 裕 氏
＜最新デジタル技術を用いた地下と地
上のインテグレーションによるオイル
フィールド最適化＞

パネルディスカッション：「資源開発
とデジタル技術」
モデレーター：JOGMEC 技術部 デジ
タル技術推進チーム 担当調査役
三好 啓介
パネリスト：技術講演者各位
　パネリストより、各社におけるデジ
タル技術適用に関する取り組みについ
て講演いただいた後、「デジタル技術」

「データ」「デジタル化の未来」「マイ
ンドセット」をキーワードにディス
カッションを実施した。パネリストか
らは、下記のような意見が述べられた。
◦ これまではプラントの建設を請け負

うメーカーと、運転を行うユーザー
の間には壁があったが、データの共
有により双方がつながるようになっ
ている。他分野との交流を促し、互
いの情報を交換することで、膨大な

出所：JOGMEC

写21
千代田化工建設株式会社 ChAS・デジタ
ルテクノロジー事業本部 AIソリューショ
ン部 事業本部長代行兼部長 井川 玄 氏

出所：JOGMEC

写20
McKinsey & Company, Inc.,
Senior Advisor, Amsterdam Office
Mr. Anosh Thakkar
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データを介して別々の知見を共有す
ることができる。デジタル技術は、
業種・業界間の壁を壊す力を持って
おり、いずれは資源開発業界でも起
こる動きとなるだろう。

◦ 一方、足りないデータを補完するた
めの同業者間の「データの共有」につ
いては、各社の企業秘密の保有など
の面から壁にぶつかることがある。
クラウドでのデータ共有について
は、他業界（たとえば化学産業）でも
取り組まれているが、まだまだ難し
い現実がある。

◦ データがオープンになれば技術の大
きな躍進も期待できると考えてお
り、政府主導でデータを集めるガイ
ダンスをつくることができれば、
データ共有は可能なのではないか。

◦ プラント設計を行っているEPCコ
ントラクターは、デジタル技術の導
入により社内業務を改善し、工期の
短縮・コスト削減に取り組んでいる。
一方、新技術（たとえばロボットに
よる操業）の導入により、プラント
設計が根本から変わり、業態もビジ
ネス全体で変わっていくと考えられ
る。このようにデジタル技術を保有
している企業が他の業界に進出し業
態を広げており、業種間の切れ目が
見えにくくなってくる。資源開発業

界においても、サービスを提供する
側と利用する側の境界がなくなって
おり、資源開発企業やエンジニアリ
ング企業も、これまでの業種のみな
らず新しいビジネスを創出していく
必要がある。

◦ 技術の進歩が著しいが、技術はあく
までも「ツール」であり、人材こそ仕
事の源泉と考えている。エンジニア
の知識に加えてデータ解析技術の両
方の知見を持つ人が必要となる。社
内の業務効率向上のためにも、人か
ら変えていくことを大切にしてい
る。要は考え方であり、マインドセッ
トの変革も、まずは草の根活動から
始めてデジタル文化を企業内に根付

かせていくことが重要である。
◦ あわせて、企業文化をどう変えてい

くかが重要である。組織やもともと
の慣習にとらわれず、目指すべきビ
ジネス目標を明確にするべきであ
り、デジタル技術はそのような新た
な考え方を促すツールである。

　以上の意見から、デジタル技術がこ
れまでのサイロ（分野ごとにデータや
知見が集まっている状態）を打破し、
データや知見の共有によって新しい技
術やサービスの開発を可能にしている
こと、技術はあくまでも「ツール」であ
り、その技術を使う人のマインドセッ
トや企業文化の変革も必要となること
が読み取れた。

出所：JOGMEC

写23
東洋エンジニアリング株式会社 
資源エネルギー事業本部
資源技術本部 本部長 今里 裕 氏

出所：JOGMEC

写24 パネルディスカッション：『資源開発とデジタル技術』

出所：JOGMEC

写22 日揮株式会社 技術イノベーションセンター 
特別理事 大野 拓也 氏
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JOGMEC理事 石油天然ガス開発技術
本部長 江波戸 俊和
＜セッション総括＞
　本セッションでは、まずNOC/ IOC
講演者よりデジタル戦略とその推進方
法を自身の経験から語っていただい
た。データを一つのアセットとして取
り扱い、部門横断的に知見を集約する
取り組みについて、その重要性を改め
て認識した。
　また、パネルディスカッションでは、
デジタル技術適用を進める上での考え
方について、具体的事例を交えて議論
していただいた。社内の垣根を取り払
い、業界を超えた連携が重要であるこ

とや、デジタル技術はツールであり、
それがすべてを解決するものではない
こと、加えて技術の適用にあたっては
明確な目標を持つこと、従来の考え方
にとらわれない柔軟な考えを持つこと
など、技術面だけではなく「マインド
面」もまた重要であることを改めて認
識した。
　進化の著しいデジタル技術につい
て、ニーズ・シーズ双方から交わされ
た議論が、参加者の今後のビジネス推
進の一助となれば幸いである。今後と
も日本の資源開発を支援し、NOCや
パートナーとなる会社、石油開発業界
全体に対する貢献を行いたい。

2. 技術紹介パネル展

　JOGMEC Techno Forum 2018 で
は、講演会場前のホワイエにおいて技
術紹介パネル展を開催した。技術講演
のテーマである「ガス・LNG」「デジ
タル技術」に関連した最新技術を保有
する民間企業が、展示物とポスターに
より来場者に自社の技術をアピールし
た。JOGMECからは備蓄部門と金属
部門が洋上石油備蓄システムを対象と
した水中ドローンの使用例、および金
属鉱物資源探査を対象とした携帯型鉱
物同定装置を紹介した。ホワイエとい
う限られたスペースではあったが、ガ
スサプライチェーン、水中光通信、防
爆ロボットなどの業界トレンドに沿っ
たコンテンツが、動画を用いた紹介や
体験可能な機器の展示で来場者の関心
を呼び、昼の休憩時には身動きもまま
ならないほど多くの人で賑わった。
　技術展示企画は、出展企業にとって
はNOC/ IOCを含む来場者に対して
直接的に自社技術を紹介でき、また来
場者にとっても日本の先端技術に触れ
ることができる貴重な場である。出展
企業にはフォーラム終了後に潜在的顧
客から詳細情報に関する問い合わせが
来るなど、例年新たなビジネス組成の
きっかけが生まれており、ニーズと

出所：JOGMEC

写26 技術紹介パネル展

出所：JOGMEC

写27 技術紹介パネル展

出所：JOGMEC

写25 JOGMEC 理事 石油天然ガス
開発技術本部長 江波戸 俊和
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シーズのマッチングというJOGMEC 
Techno Forumの目的に寄与してい
る。また出展企業間での技術に関する
意見交換も行われており、日本の資源
開発分野における技術開発のさらなる
発展が期待される。

3. アンケートまとめ

　JOGMEC Techno Forum 2018 来
場者の業種別構成比率は昨年度とほと
んど変化しておらず、約60%は石油・
天然ガスおよび資源開発以外の分野か
ら参加いただいた。来場者に協力して
いただいたアンケートには、過去の
フォーラムに言及するコメントが多く
寄せられており、JOGMEC Techno 
Forumが業界内で広く認知されつつ
ある様子がうかがえる。
　以下に、回答・コメントを取りまと
めたものから一部を紹介する。
◦ フォーラム全体について
　一日に集約されたプログラムであっ
たので、効率よく情報収集できた。タ
イムリーなテーマ設定であったため、
エネルギー産業で大きな変革が起こっ
ていることが理解でき、近未来におけ

る課題にも触れることができた。
◦ 基調講演について
　最新情報やニーズをNOC/ IOCか
ら直接聞くことができ、開発技術の資
源国への展開の可能性を検討すること
ができる。また、各社の戦略や事業を
成功に導くための知見は大いに参考に
なった。講演企業に毎年あまり変化が
見られないので、バラエティに富む構
成にしてほしい。
◦ 技術講演について
 • ガス・LNGセッション
　中・下流の技術についても触れられ
ており、上流から下流までの全体を理
解できたと同時に、LNGビジネスに
おいて柔軟性が求められていることを
再認識した。上流企業が下流のバ
リューチェーンを考えなければならな
いという話は新鮮であった。
　バリューチェーンの今後を考えるこ
とは非常に有益であるが、今後各社が
方向性を模索するなかで、何を強みと
するかは難しい問題である。
 • デジタル技術
　デジタル技術に関連するキーワード
が何を指すのか曖昧だったが、本セッ
ションで全体コンセプトおよび具体的

な適用先を知ることができた。実例紹
介を交えた講演は示唆に富み、今から
でもデジタルトランスフォーメーショ
ンに取り組み始めないと流れに乗り遅
れると改めて考えさせられた。
　多くの企業が同じ課題を抱えなが
ら、各社がそれぞれの方針のもとに取
り組んでいることが興味深い。
◦ 技術紹介パネル展について
　十分に議論できる時間はなかった
が、コラボレーションの参考になる技
術が見つかった。ホワイエでの展示は
狭いため、企業数を増やして昨年のよ
うな規模の大きい企業展示があった方
がよい。

おわりに

　 既 述 の と お り、 今 回 の JOGMEC 
Techno Forumは従来2日間の開催を
1日に凝縮する形で開催した。期間の
短縮による講演数の減少、展示からパ
ネル展への変更といったイベント内容
の縮小があったものの、結果的に、瞬
間では過去最高の集客を得るほど多く
の方々に来場いただき、成功裏に終了
することができた。各プログラムに協
力いただいた関係者、企業の皆様に厚
く御礼申し上げる。
　今回の技術セッションでは、昨今特
に関心の高いテーマとして「ガス・
LNG」と「デジタル技術」を取り上げ
た。ガス・LNGについては、2018年
10月にLNG生産を開始した国際石油
開発帝石株式会社のイクシス事業を中
心に、LNGバリューチェーンに関係
する企業の方々より講演いただくとと
もに、パネルディスカッションにて今
後のLNG事業の展望を議論した。聴
講された方々にも、本セッションを通
して近年ビジネス環境が大きく変わり
つつあるLNG事業の現状を垣間見て
いただけたのではないだろうか。実は、
本フォーラムを企画するにあたり、本
邦企業が初めてオペレーターを務める

官公庁・団体 4％

研究機関・大学 5％

商社 4％
コンサルタント
 7％宇宙 1％

水処理・
ガス処理 1％

造船・重工 5％

サービスカンパニー
5％

電力・ガス 1％

産業機械・ロボティクス 3％

IT・エレクトロニクス 5％

その他
8％

資源開発
27％

化学製品・素材メーカー 7％

その他メーカー 8％

エンジニアリング企業
10％

出所：JOGMEC

図1 参加者の業種（参加者アンケートより）
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大型LNGプロジェクトであるイクシ
ス事業にフォーカスし、LNG生産開
始のタイミングに合わせて技術セッ
ションの目玉にすることを企図した。
国際石油開発帝石株式会社のご理解・
ご協力を得て、本フォーラムで同事業
の詳細を国内外で最初に紹介できたこ
とは、主催者として嬉しい限りである。
　またデジタル技術については、セッ
ション後半で実施したエンジニアリン
グ会社3社の識者によるパネルディス
カッションのなかで、「デジタル技術
は社内外・業界の壁を壊し、これまで
の仕事をドラスティックに変える力を
持ち、そのためには人材育成が重要」

といった意見とともに、データ共有な
どの課題が提起され、来場者のアン
ケートには「自社でもDX（デジタルト
ランスフォーメーション）のタスク
フォースが走っており、同じような悩
みをどこも持っていることがわかっ
た」「やはりどこでも同様の問題点が
生じていると感じた」など、共感のコ
メントが多数寄せられた。まだまだ発
展途上のデジタル技術は、JOGMEC
としても専門チームを組成して積極的
に取り組んでいる分野であり、今後も
引き続き注視していく所存である。
　今回のフォーラムテーマは「資源業
界のターニングポイント」であった。

ようやく低迷を抜け出したと思われた
油価も、2018年遅くには再び下降気
味となっており、業界としては予断を
許さない。一方で、LNGビジネスの
変容、デジタル技術による事業そのも
のの変革など、環境変化が著しい今の
資源業界はまさにターニングポイント
と言える転換期にあり、この時流に乗
り遅れまいと業界の方々も日々健闘さ
れているところと推察する。本フォー
ラムに来場いただいた方々が、フォー
ラムでの議論を通じて各々のターニン
グポイントを検討し、時機をとらえた
より良い戦略を立てるための前向きな
ヒントが得られれば幸いである。

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。
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