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　The future of the oil and gas industry is uncertain. 
As the energy transition gathers pace, demand for 
hydrocarbons will slow down and ultimately decrease. 
The only question is when? We think the tipping point 
is still some way off, but companies must prepare. 
Some will move into new energies. But for the rest, the 
lowest-cost producers will have the longest lives. 
Companies must use every available tool to give 
themselves an advantage；digitalisation offers that. 
　Digital isat ion leverages a whole suite of new 
technologies to transform business models. It is 
upending operations in industries from farming to 
pharmaceuticals. In the oil and gas industry, there is a 
massive prize. The upstream industry could save up to 
US$75 billion（bn） per annum if the sector can seize 

　石油・ガス産業の将来には不確定な要素が多い。エネ
ルギー転換が進むにつれ、炭化水素への需要の伸びは減
速し、最終的には減っていくであろう。問題はそれがい
つかということである。転換点はまだ先のことであると
我々は考えているが、各社はその時に備えておく必要が
ある。新エネルギーへ事業を移行させていく企業もある
が、それ以外の会社にとっては、生産コストを低く抑え
ることのできるところが長く生き延びていくことになる
であろう。各社は優位性を保持するために利用可能ない
かなる方策をも取り込んでいく必要があろうが、デジタ
ル化がその優位性を提供する。
　デジタル化は、新しい技術を梃子にビジネスモデルを
一変させる。それは農業から医薬まで、さまざまな産業
においてそのオペレーションのやり方を根底から覆して
いるが、石油・ガス業界には数多くのメリットがあろう。
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Fig.1 Digitalisation in the E&P lifecycle
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the initiative. 
　Beyond the financial benefits of digitalisation, there 
are opportunities to improve health and safety across 
the industry, by increasingly moving workers from the 
field to the office. This will allow other benefits to flow, 
as cross-function teams work together, sharing data, 
knowledge, experience and insights.

What is digitalisation?

　At its most fundamental level, digitalisation is the 
strategic transformation of business models and 
activities through digital technologies and integrated 
data flows. The IEA breaks digitalisation down to three 
areas：data（digital information）；analytics（using the 
data to make better decisions, faster）； connectivity 

（data exchange between humans, machines, and 
devices）.
　The oil and gas industry has always been at the 
cutting edge of technological innovation. Whether 
l oca t ing and produc ing o i l and gas f rom deep 
u nd e r g r o und , i n r emo t e a n d h a r s h o f f s h o r e 
environments, or producing hydrocarbons economically 
from the nanodarcy permeability of shale rock are 
among the ach ievements in the industry . The 
staggering complexity of the industry has always 
necessitated ground-breaking technologies. On that 
basis, anyone in the industry talking about digitalisation 
may legitimately ask, “what’s new?” What does seismic 
interpolation deal with, if not data and analytics? Are 
geophysicists and engineers not at the forefront of 
connectivity?
　What’s new is a number of technologies today that 
have emerged over recent years outside of the oil and 
gas sector.  The industry produces Big Data, but 
advances in analytics, including machine learning and 
artif icial intel l igence （AI） provide new ways of 
interpreting this data, producing previously unknowable 
insights. While large volumes of data in the past could 
be a problem, Big Data is now an asset. Moreover, 
advances in cloud computing and edge analytics mean 
firms do not need a supercomputer, or a Supermajor’s 
IT budget, to capitalise on this opportunity. Microsoft 
Azure, Amazon Web Services and Google Cloud offer 
cloud storage and analytical engines to everyone.
　In theory, this is a good match：a highly innovative 

うまくこの流れを捉えることができれば、石油・ガス上
流産業では最大年間750億ドルのコストを節約できるか
もしれない。さらに、財務上の恩恵に加え、労働者の作
業場所を生産現場からオフィスにしだいに移すことで、
職場での健康や安全性の向上に寄与することにもなる。
更に、機能横断型のチームが、各々のデータ、知識、経
験、見識などを共有できるようになり、様々な利点が出
てくるであろう。

デジタル化とは?
　デジタル化の基本的な意味は、デジタル技術やデータ
フローの統合を通じたビジネスモデルや諸活動の戦略的
な変革のことを指す。IEAはデジタル化をデータ（デジ
タル情報）、分析（データを利用しより的確かつ迅速な意
思決定を行う）、コネクティビティー（人間、機械、装
置間のデータ交換）と3つ領域に区分している。石油・
ガス産業は常に技術革新の最先端に位置してきたといえ
ようが、それは、沖合の環境の厳しい所で地下深くから
石油やガスの位置を探し当て生産する、または、経済性
を犠牲にせずに頁岩のわずかなすき間から炭化水素を採
掘するなど、多くの実績がそのことを証明している。石
油ガス産業の驚異的ともいえる複雑な工程作業は常に画
期的な技術を必要としてきた。それを考えると、業界内
の人間はデジタル化に対して 「What’s new?」と問いか
けたくなるのは当然かもしれない。データや分析方法が
確立されていなければ、震探データの解析はどのように
行われるのであろうか、また、物理探査技術者と石油エ
ンジニアはどのように情報共有するのであろうか。
　新しいこと（What’s new?）は、石油・ガス以外の分野
で近頃台頭してきた数多くの技術が挙げられる。産業界
でビッグデータの活用が始まっているが、機械学習や人
工知能（AI）などを含む分析手法の進歩は、データに新
たな解釈を吹き込み、今までは解りえなかった事実を明
らかにしている。以前は、大量データの扱いは厄介なも
のであったが、ビッグデータは今ではビジネスの資産と
呼ぶにふさわしい。さらに、クラウドコンピューティン
グやエッジ分析の進歩により、企業はこれらの大量の
データを処理するスーパーコンピュータを必要としなく
なり、巨大国際石油資本が計上するようなIT予算も必要
なくなった。Microsoft Azure、Amazon Web Services、
Google Cloudなどがクラウド上のストレージサービスや
分析エンジンを提供している。
　理屈の上では、高度なイノベーションが進んだ産業に
はデジタル技術がよくマッチするはずであるが、E&P
業界では新規技術の採用に対してとても保守的で、デジ
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industry embracing digital technologies.  But there is a 
disconnect：the E&P sector is very conservative when 
it comes to adopting new technologies.  Innovations in 
the conventional business take many years to penetrate 
the sector.  Yet technology and digitalisation are 
characterised by rapid adoption and fail-fast attitudes, 
with those able to adapt quickly capitalising.  As 
d ig i ta l i sat ion permeates the upstream sector , 
successfully managing the cultural impacts across 
organisations will dictate the success of digitalisation. 
　In addition to data processing powers, an explosion 
in the capture and collection of raw data has been 
enabled by the increasing ubiquity of the Industrial 
Internet of Things （IIoT）, which itself represents a 
confluence of technological advances and falling costs 
of connectivity and sensors. New sensors collect data 
at the millisecond and second time-scale compared to 
minutes for existing SCADA systems. Wireless 
connections ensure data reaches decision-makers in 
r e a l - t i m e , o n a s c a l e t h a t w o u l d h a v e b e e n 
incomprehensible a decade ago.
　Perhaps the most impactful outcome of this is the 
digital twin. Building a virtual copy of a physical asset 
– replicating the dynamics of each valve, pipe and 
cable, as well as the structural integrity of the facilities 
– allows simulation of outcomes on an unprecedented 
scale. The benefits wil l be seen across the E&P 
lifecycle, from planning and development to production 
and decommissioning. Every decision can be optimised, 
and each real-world decision will only serve to improve 
the digital model. This is not the stuff of science fiction 

（though NASA was arguably the pioneer） – BP is one 
of a number of oil and gas companies that have already 
implemented this technology, with the rollout of its 
Apex programme.
　Below, we have gathered some further examples of 
how digitalisation is beginning to permeate across the 
lifecycle of a field, and suggest how further applications 
may develop.

タル技術との間に一種の断絶が見うけられる。従来の産
業ではイノベーションが普及するまで長い時間を要する
が、テクノロジーやデジタル化は普及する早さとフェイ
ルファスト（早めに失敗すること）精神をその特徴とし、
素早く適応できる者がその機会を制している。デジタル
化が浸透するにつれ、企業文化をいかにうまく制御する
かが、石油・ガス上流部門でのデジタル化への成否を左
右するであろう。
　データ処理の性能に加えて、「産業界におけるモノの
インターネット（industrial internet of things；IIoT）」の
普及が収集可能な生データを爆発的に増やし、また、接
続やセンサーの技術の進歩とコスト低減を同時に引き起
こしている。分単位でデータを収集している既存の
SCADAシステムと比べ、新たなセンサーはミリ秒や秒
レベルでデータを収集している。ワイヤレス接続は、
10年前は考えられなかったであろうスケールでデータ
をリアルタイムに意思決定者に運んでいる。
　これによる最もインパクトのある結果が“デジタルツ
イン”である。バルブ、配管、ケーブルや各設備の構造
整合性などを複製するといった物的資産のバーチャルコ
ピーが可能となり、これまで見られなかった規模でのシ
ミュレーションが可能となった。これによる恩恵は、計
画立案から開発、生産、廃坑まで、E&Pライフサイク
ルを通じてもたらされるであろう。すべての意思決定は
最適化され、現実世界での意思決定はデジタルモデルの
改良に今後役立つことになろう。これはサイエンスフィ
クションに出てくる話ではない（NASAが先駆者であっ
たとはいえるかもしれないが）。BPはApexプログラム
の展開によって、このような技術をすでに導入している
数多くの石油・ガス企業中の一社なのである。
　次に、油田開発の一連の過程でデジタル化がどのよう
に利用され始めているかをいくつか例証し、今後これが
どのように応用され発展していくか考えてみたい。
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1. Digitalisation in practice：実務上のデジタル化

Exploration and appraisal

　Digitalisation offers multiple prizes in exploration. 
The biggest would be to uncover new resources. This 
may be from better processing of seismic, or new 
understanding of well logs and chemical analysis. Not 
only would this offer E&P companies the bonanza of 
finding new resources in existing acreage, but anyone 
with a competitive advantage in exploration would 
have a material advantage in licensing or M&A.
　Advanced ana lyt i cs are the key techno logy . 
Outcomes include improving the ability of geophysicists 
to spot anomalies, identify drilling targets and find 
analogues from an unparalleled reference library. 
Highlighting the potential for new technologies to spot 
opportun i t ies （though not a d i rect example o f 
digitalisation）, Shell cites the use of its GeoSigns 
software suite, and other proprietary technologies, to 
help discover more than 150 million barrels of oil 
beneath complex subsurface salt structures, in the 
Deimos field （US Gulf of Mexico）.
　While the ultimate goal is for machine learning and 
AI to be able to process data and spot hydrocarbon-
bearing reservoirs with an almost perfect success rate, 
secondary benefits include making better, faster 
decisions on where and how to drill, or indeed saving 
time and money by opting not to drill at all. ENI, in its 
2018-2021 plan, set a digitalisation-driven target to 
reduce time in the exploration phase from asset 
acquisition to the end of delineation activities, by 15%.
　OMV’s experience illustrates the efficiency gains of 
modelling sub-surface data in the cloud. Simulations 
that took nine months to run can now finish in six 
weeks. Moreover, a hundred different simulations can 
run in paral le l , with mult iple users performing 
interpretations from different devices.
　The Cloud is also a great leveller, giving small 
companies access to the type of processing power that 
was previously only available to very large companies. 
Cairn Energy, which began its digital transformation 
in 2015, now has the ability to shave months off its 3D 
seismic processing. For an exploration-focused company 
such as Cairn, the improved speed at which it can 

探鉱と評価
　デジタル化は探鉱活動に様々な恩恵をもたらすが、最
も大きなメリットは新たな資源の発見であろう。震探
データの処理の向上、検層、化学分析の新たな理解など
がそれを後押する。また、これは既存鉱区で新たな資源
の発見を可能にするだけではなく、探鉱活動で優位な立
場にある企業は、探鉱ライセンス取得やM&Aにおいて
も大きな優位性を獲得することになるかもしれない。
　ここで鍵となるテクノロジーは高度な分析力である。
それによってもたらされる効果は、例えば震探技術者に
は、異常検出能力、掘削ターゲット特定、膨大な数のサ
ンプルから類似した構造を発見する能力の向上などが挙
げられる。また、（デジタル化の直接的な例ではないが）
新規機会の発見を可能とする新しい技術の将来性を特に
強調したい。例えば、Shellは自社のGeoSignsソフトウェ
アやその他の自社開発の技術を活用し、米国メキシコ湾
のDeimos油田にある複雑な地下の岩塩ドーム構造下に
ある1.5億バレル以上の原油を発見した。
　究極的な目標は、機械学習やAIがデータを処理し炭
化水素を含有した貯留層をほぼ完璧な成功率で発見する
ことであるが、それができないまでも、掘削をどこでど
のように実施するか、または、中止するかを的確にかつ
迅速に判断できるようになることで時間と資金が節約で
きる。ENIの2018-2021年度計画では、デジタル化によっ
て、アセット獲得から探掘活動まで探鉱段階に費やす時
間を15％削減する目標を設定した。
　OMVでの事例は、クラウドを使った地表下データの
モデル化によって作業を効率化することができた。従来
は9カ月かかったシミュレーションが現在では6週間で
完了できる。さらに、100件のシミュレーションを並行
して実行し、複数ユーザーが別々のデバイスを使って地
層評価解釈を同時に実施することができる。
　クラウドは画期的なツールで、これまでは超大型企業
でしか使えなかった処理能力を小規模企業でも利用可能
に し た。2015 年 に デ ジ タ ル 変 革 を 開 始 し た Cairn 
Energyは、3D震探処理に費やしていた時間を数カ月
間も削減する能力を手に入れた。Cairnのように探鉱に
経営を集中している企業では、掘削実施や中止の判断速
度の改善はまさに変革と呼ぶことができる。
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make drill-or-drop decisions is transformational. 

Size of the prize:
　Upstream operators have, since 2014, spent on 
average US$50 bn each year in pursuit of new oil and 
gas resources. This is low compared to the beginning 
of the decade, when it averaged around US$100 bn per 
year. Costs and activity will rise again, but unlikely to 
those heights. Using the 2014 - 2017 average activity 
and spend levels as the base, our analysis shows 
potential cost savings of US$5-7 bn （10 - 15%） per 
year in exploration could be achievable in the next five 
years. Faster drilling has its part to play, but advanced 
analytics applied to the subsurface will play the leading 
role. In the next five years, with known technologies, 
the analysis below assumes 10% faster drilling, 15% 
less spend in G&G work, and that 1 in 20 dry holes will 
not be drilled. If we look beyond five years with new 
technologies, extending this to 3 in 20 would save over 
100 wells per year and around US$2 bn in drilling 
costs alone. 

メリットの大きさ
　2013年以降、上流開発事業者は毎年平均500億ドル
を新たな石油・ガス資源の探査に費やしてきた。2010
年代初頭は年間平均1,000億ドルであり、その頃に比較
するとコストは低下している。今後、コストや活動レベ
ルは増加していくものと予想するが、そこまで上昇する
ことはなさそうである。2014年から2017年の平均活動・
支出レベルを基準に考えると、弊社の分析では今後5年
間で探鉱段階では年間50億ドルから70億ドル（10% ～
15%）のコストを節約できる可能性がある。掘削の速度
を速めることも重要であるが、今後、地表下の高度な分
析実施が主要な役割を果たしていくことになろう。以下
の分析では、これから5年間ですでに実用化されている
技術で掘削のスピードが10%速まり、G&G作業に対す
る支出が15%減り、20本のドライホールのうち1本を
掘削せずに済むようになると予想している。5年後より
先の将来で、新しい技術を使うことにより、20本のド
ライホールのうち3本を掘削せずに済むと仮定すると、
年間100本分の油井を節約し、掘削コストだけでも20 
億ドルを削減することができる。

Fig.2 Potential gains in the exploration phase
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（1）オフショア
　オフショアの掘削時間を最小限に抑えるインセンティ
ブは非常に大きい。Spread rate（リグで掘削する場合の
1日あたりのトータルコスト）は2014年のピークより
40%から50%ほど低下したかもしれないが、オフショ
アの掘削はコストインフレーションを抑える上で非常に
重要であり、オフショア開発の競争力を維持する上でオ
ペレーターは注意を向ける必要がある。
　デジタル化は様々な分野で効果が上がる。上述のとお
り、地表下への理解度を深めることでドライホールの掘
削を回避し、評価井の数を削減できる可能性がある。し
かしながら、掘削工程そのものにも改善の余地がある。
　1980年代初期にIron roughneckが導入された（広く
普及するには随分と時間を要した）が、掘削作業の自動
化は、例えば、自動車製造業などで採用されている高度
ロボティクスと比べると未成熟なレベルである。そのひ
とつの理由としては、地表下の状態が同質ではなく、ま
た、掘削作業の工程が一定ではないからである。これこ
そがデジタル化を活用するポイントなのである。テレメ
トリーデータのデータ量は他とは比較にならないほど大
量で、予想外の事態が発生した場合、以前は人の手を介
して対処していたが、アルゴリズムによって自動化が可
能になる。Naborsが2017年に買収したノルウェー企業
のRobotic Drilling Systems（RDS）は、2015年に試
験用リグに掘削床ロボットを設置している。

2. Drilling and completion：掘削と抗井仕上げ

（1）Offshore

　There is huge incentive to minimise offshore drilling 
time. While spread rates may have declined between 
40-50% since the peaks of 2014, offshore drilling was 
a key area of inflation and something that operators 
must mainta in focus on to make the ir o f fshore 
developments commercially competitive. 
　Digitalisation could affect a number of fronts. As 
mentioned above, a better understanding of the 
subsurface could avoid drilling dry holes, and perhaps 
reduce the number of required appraisal wel ls . 
However, the drilling process itself could improve.
　Iron roughnecks were introduced in the early 80s 

（taking much longer to be widely adopted）, but the 
level of automation in drilling operations is trivial when 
compared with the type of advanced robotics used in, 
for example, the car manufacturing industry. In part, 
this reflects the variability of drilling operations due to 
the heterogeneities of the subsurface conditions. That 
is where digitalisation can provide an inflection point. 
The unparalleled volume of telemetry data means that 
algorithms can automate processes, including reactions 
to unplanned events that previously would require 
human intervention. Robotic Drilling Systems 

（RDS）, a Norwegian company acquired by Nabors in 

Fig.3 Potential savings on conventional drilling, 
Potential saving on floating rig days
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2017, installed a drill floor robot on a test rig in 2015. 
　Equinor , which established a Digital Centre of 
Excellence in 2017, believes that automated drilling 
has the potential to drill wells up to 15-20% faster by 
2020, and successfully applied the technology for the 
first time on the Transocean Enabler semi-submersible 
rig in its 2018 Barents Sea campaign. In February 
2019 , Transocean and Equinor entered into an 
agreement to install “Automated Drilling Control”

（ADC） systems on a further five semi-submersible rigs 
that are on contract to Equinor in Norway. The ADC 
upgrades provide early issue identification while 
drilling and higher penetration rates – all contributing 
to efficiency improvements. 

Size of the prize:
　Dril l ing eff ic iency through the downturn has 
improved even without the widespread application of 
digital techniques. For operators, maintaining those 
efficiency gains will be achievable as the rig fleet 
regenerates itself over the coming years；analysis 
from our Offshore Drilling and Rigs Service suggests 
that by 2022 over 90% of active floating rigs will be 
Generation VI or VII assets. Automation presents the 
opportunity to build on current drilling efficiencies, and 
make them sustainable and repeatable for every well 
by reduc ing re l i ance on the dr i l l c rew and i t s 
experience and judgement.
　Technologies are still at an early stage, and will need 
to mature and be tested before we see widespread 
application of offshore drilling automation. However, to 
illustrate the potential in this area, we have imagined 
what the dr i l l ing picture would look l ike i f the 
conventional world could replicate some of the US 
Lower 48’s（L48’s）success in this area. The analysis 
below assumes a 10% reduction from our expected 
drill days and spend in the early 2020s.
　An industry saving of US$12 bn annually is huge：
roughly equivalent to the combined deepwater 
development drill ing budgets of the Majors plus 
Petrobras. Great for the operators. But for the rig 
owners and dr i l l ers , what i s a t f i r s t a po int o f 
differentiation will become a structural change, driving 
down the need for as many rig days, and potentially 
cutting the fleet. The straight effect of drilling every 

　2017 年に Digital Centre of Excellenceを設立した
Equinorは、掘削の自動化により油井掘削のスピードを
2020年までに15% ～ 20%速めることができると考え、
2018年のバレンツ海でTransocean Enabler半没水型リ
グにその技術を搭載し、初めて実用化した。2019年2
月にはTransoceanとEquinorがノルウェーでEquinor
と契約している半没水リグ 5 基に「自動掘削制御」

（Automated Drilling Control；ADC）システムを搭載す
る契約を結んでいる。ADCによるアップグレードは掘
削の早い段階でのトラブル発見を可能にし、更に高い掘
進率などをもたらし効率の改善に貢献している。

メリットの大きさ
　デジタル技術の幅広い応用がないとしても、業界の低
迷下で掘削効率は上がってきた。オペレーターにとって
このような効率性向上を維持するには、これから数年間
のリグフリートの技術革新によって実現可能となる。弊
社リサーチサービスOffshore Drilling & Rig Serviceの
分析によると、稼働中の浮体式リグの90%以上が2022 
年までには第6世代か第7世代のものになると予想して
いる。自動化は掘削効率の向上を可能にし、今までのよ
うな掘削作業員の経験や判断への依存を減らすことによ
り、どのようなタイプの油井に対しても掘削効率の向上
を持続可能で永続性のあるものにする。
　これらの技術はまだ初期段階にあり、オフショア掘削
の自動化が広く普及するまでには技術の成熟とともにそ
の検証が必要となる。しかし、その可能性に想像をめぐ
らし、米国内陸油田（Lower 48）での成功が在来型の開
発現場で再現した場合の掘削の未来像を考えてみた。次
の分析では、2020年代前半に掘削に費やされる日数と
支出が10%減るものと仮定している。
　業界全体で年間120億ドルの節約は莫大な金額で、概
ね、国際石油資本にPetrobrasを加えた深海開発・掘削
予算の合計額に相当する。これはオペレーターにとって
非常に好ましい。しかし、リグ所有者や掘削業者にとっ
て、当初は差別化の一つの材料でしかなかった掘削の自
動化は構造変化をもたらし、必要なリグ稼働数を削減し、
やがてはフリートの削減にもつながる可能性もある。仮
に、すべての深海鉱区での油井掘削のスピードが10%
上がると、弊社の計算では浮遊式リグ稼働数が2,000 
rig days、つまり7基以上のリグが必要なくなる。デジ
タル掘削は将来のリグの需給に重要な役割を果たすであ



82019.7 Vol.53 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

deepwater well 10% faster would be losing more than 
2000 f loat ing r ig days out o f our forecast - the 
equivalent of seven rigs. With rig supply and demand 
hanging in the balance, the uptake of digital drilling 
will have a key role. 

（2）Unconventionals

　Large shocks to the system precipitate action, and 
automation efforts have gathered speed since 2016, 
following the oil price crash and subsequent recovery. 
On new rigs, tasks such as making connections and 
managing weight on bit are at least partly automated. 
These increase drill ing speed, and contribute to 
producing truer vertical sections and less tortuosity in 
horizontal sections. Unlike production optimisation, 
scale matters when companies are trying to realise 
drilling efficiencies.
　Large independents such as ConocoPhillips, Oxy, 
EOG and Hess are leaders in this area. Many have set 
up control rooms at their headquarters to monitor 
multiple rigs across the field from a single location. 
Drilling experts are moving from the field to corporate 
offices where they can monitor four to six rigs at once 
rather than just one. Remote monitoring with real-time 
data feeds lets best practices spread across the 
organisation rapidly, acting as a force multiplier. In the 
past five years, drilling speeds across the L48 increased 
by 10% on average , bu t over 20% for the bes t 
operators.
　Besides drilling wells faster, maintaining the well in 
the pay zone is crit ical especial ly when dril l ing 
horizontal sections of three kilometres or more in 
reservoirs of less than 100 metres thick. Real-time 
sensors feed data back to drillers, allowing for instant 
corrections in the drill bit’s path. Increasingly, these 
corrections are autonomous, requiring less human 
intervention at the rig. Shell drilled its first fully 
automated Permian well in late 2018 and collaborated 
with specialist software companies on its AI and 
machine learning initiatives.
　Machine learning algorithms can also help with 
c omp l e t i on de s i gn . Opera t o r s i n t he L48 a r e 
supplementing their proprietary data with vast 
volumes of public data available from state regulatory 
bodies. Machine learning can leverage this large 

ろう。

（2）非在来型石油
　大きな石油産業システムへの衝撃が行動へ駆り立て
た。石油価格暴落とその後の市況の回復が作用し、
2016年以降の自動化への取り組みが加速する。新しい
リグでは、接続の作業やビットの重量の管理といったタ
スクは少なくとも部分的には自動化されている。これに
より掘削速度が速まり、また、抗井の垂直部分、水平部
分ともに性能向上に寄与した。生産の最適化とは異なり、
規模の違いが掘削の効率化を追求する上では物を言う。
　ConocoPhillips、Occidental、EOG、Hessなどの大手
独立企業はこの領域でのリーダーといえる。その多くは
本社に制御室を設け、そこから油田全体の複数のリグを
監視している。掘削の専門家はフィールドから本社オ
フィスにその勤務場所を移し、フィールドであれば1本
のリグのみとなるところを、そこで4から6本のリグを
同時に監視している。リアルタイムのデータフィードを
利用した遠隔地からのモニタリングは、ベストプラク
ティスとして組織全体に急速に広がり、“フォースマル
チプライヤー ：劇的に効果を高める機能”を果たしてい
る。過去5年の間に、米国内陸鉱区での掘削速度は平均
して10%、最も優れた実績を残しているオペレーター
では20%以上も速くなっている。
　掘削速度を上げるだけではなく、油井をペイゾーンに
配置することが重要である、これは、厚さ100m以下、
水平部分が3km以上の貯留層を掘削する場合に特に該
当する。リアルタイムのセンサーがデータを掘削業者に
フィードバックし、ドリルビットの経路を瞬時に修正で
きている。これらの修正機構は徐々に自動化されており、
掘削現場での人的介入の必要性を下げている。Shellは
2018年後半にAIと機械学習で主導権を持つ特化型ソフ
トウェア会社と協業し、Permianで自社初の完全自動化
による油井の掘削を行っている。
　機械学習のアルゴリズムは抗井の仕上げの設計にも役
立つ。米国内陸油田のオペレーターは、自社のデータを
各州の規制当局が公開している膨大な量のデータで補完
している。機械学習は数千、数万にも及ぶ油井に関する
大量のデータを活用し、最適な設計を実現する。しかし
ながら、アルゴリズムは貯留層の物理特性に基づいてい
る必要があり、さもなくば「ゴミのようなデータを入力
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training dataset of thousands, even tens of thousands of 
wells to inform optimal design. However, algorithms 
still need to be rooted in reservoir physics, lest they 
return spurious correlations leading to the age-old 
adage of “garbage in, garbage out”.

Size of the prize:
　We calculate that increasing ExxonMobil’s average 
drilling speed by 10% over five years across the 
Permian region increases its NPV10 by 5.5%, from 
US$25.1 bn to US$26.5 bn.  Increasing rig speed 20% 
over five years increases NPV10 by 11%, to US$27.8 
bn. 
　Using ExxonMobil’s assets in the Permian region as 
a proxy for the wider L48 （as these contain a mix of 
m a t u r e c o n v e n t i o n a l p r o d u c t i o n a n d n e w 
unconventional drilling）, we estimate total remaining 
NPV10 across the L48 to be US$780 bn. This implies 
that the total opportunity size for digital-led drilling 
efficiencies could reach US$45-US$85 bn.

すれば、ゴミのような結果しか出てこない」という古い
格言どおり、間違った相関データを返答しかねない。

メリットの大きさ
　我々の計算では、ExxonMobilがPermian全体で5年
間の平均で掘削速度を10%上げると、NPV 10（10%の割
引率で計算したNet Present Value）は5.5%上昇し251
億ドルから265億ドルに上昇する。リグの速度を5年間
で20%上げるとNPV 10は11%上昇し278億ドルとなる。
　Permian地区でのExxonMobilのアセットを米国内陸
全体に置きかえてみると（技術の確立した従来の生産方
法と新しい非在来型の掘削方法が混在する）、米国内陸
全体で残存NPV 10の合計値は7,800億ドルに上るもの
と推定される。これは、デジタル化による掘削の効率化
から得ることのできる効果は450億ドルから850億ドル
になることを示唆している。

3. Development：開発

　Digitalisation has myriad implications for field 
development. The primary financial impact will be to 
reduce capital costs. Equinor believes that its “field of 
the future” concept will reduce offshore facility capex 
by around 30%. Such a dramatic cost reduction could 
a l s o h ave a t o p - l i n e impac t , b y e n ab l i n g t h e 
monetisation of currently sub-commercial reserves.
　Equinor sees the bulk of the headline-grabbing cost 
cuts enabled by automated platforms, such as the new 
Oseberg H facility - the first unmanned platform in the 
Norwegian sector. Worker-free environments mean 
smaller topsides with no accommodation modules, 
fewer health and safety requirements, and no supply 
vessels. Of course, worker-free environments require 
fully automated processes （or at least managed 
remotely） – a point that underscores the potentially 
transformational impact of the digital twin.
　Even without automated platforms, digitalisation will 
lead to cost savings in the pre-FEED and FEED stages 

　デジタル化は油田開発で多くの意味を持つ。財務上で
の主たる効果は資本コストの削減であろう。Equinorは
同社が発表する「field of the futureコンセプト」で、オフ
ショア施設のCAPEXを今後約30%削減できるものと考
えている。そのような劇的なコストの削減は、今日では
採算がとれない埋蔵量の商業化を実現することで大きな
インパクトを持つ。
　Equinorは新型のOseberg Hなど、ノルウェーで初の
無人操業が可能、と注目される自動プラットフォームに
よるコスト削減が可能と考えている。労働者のいない環
境では、トップサイドを小さく、また宿泊設備を無くす
ことができ、健康や安全上での義務が減少し、さらに補
給船も不要となる。もちろん、これは完全自動化した（ま
たは遠隔管理による）プロセスが必要となるが、これは

“デジタルツイン”による潜在的な業務変革のインパクト
を強調するものである。
　自動化したプラットフォームがなくとも、デジタル化
は従来型開発のpre-FEEDやFEED段階でのコスト節約
を可能にする。自動化されたモデリングは、いくつも開
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of traditional developments. Automated modelling can 
generate economic outcomes for a field under a range 
of development concepts and a continuum of variables. 
This isn’t new. But big data analytics infuses these 
models with an abundance of real-world experience, 
allowing faster data-driven decisions, with more 
confidence.
　There is also a plethora of incremental gains. 
Integrated project planning workspaces, bringing 
together operators, contractors and sub-contractors 
will improve overall project management. More fully 
and rapidly sharing requirements means shorter and 
improved tender processing. Blockchain offers an 
emerging opportunity to reduce contract administration 
costs and revolutionise payment systems – Equinor 
and Saudi Aramco have spotted the potential, providing 
venture funding to start-up Data Gumbo, which has 
developed a Blockchain-as-a-Service （BaaS） platform to 
streamline smart contracts. Even the procurement 
process can be digital ly transformed-Verisk’s 
PowerAdvocate, for example, enables companies to 
access accurate cost ings and improve suppl ier 
management.
　Rolling forward, imagine a corporate data lake that 
includes all proprietary and third-party data on 
exploration, production, development, economics, costs, 
stakeholders, regulators and so forth. Exploration or 
appra i sa l success f eeds in to th i s l ake , and an 
automated, optimised, fully-costed development plan is 
generated, allowing automatic ranking of the project 
for capital allocation.
　The upstream industry’s track record in project 
execution has historically been a source of doubt for 
investors. Our research shows that over the past 
decade, the average project was delivered six months 
late, with costs up 14% versus the forecast at FID. 
Since 2014, lessons have been learnt, and smaller, 
s impler pro jects mean much better execut ion . 
However, with more complex projects and potential 
capacity constraints on the horizon pose risks to the 
sustainability of the execution gains. We see the 
application of digitalisation through the development 
phase as an important element to maintaining good 
project delivery.

発コンセプトや変数を使って、油田の経済性を計算でき
る。これ自体は今に始まったことではないが、ビッグデー
タを使った分析により、こういったモデルを現実の世界
での経験と融合させ、意思決定をデータを使って迅速に、
かつ、高い信頼度で実現する。
　また、他にもさまざまなメリットがある。オペレー
ター、コントラクター、サブコントラクターをまとめる
統合型プロジェクト計画立案の作業空間によって、プロ
ジェクトマネージメント全体を改善することができるで
あろう。より包括的で迅速なシェアリングを果たすこと
で、入札プロセスを改善し時間を短縮する。ブロック
チェーンは契約事務処理の費用を削減し、また、決済シ
ステムに革命を起こす可能性を秘めている。Equinorや
Saudi Aramcoはこの可能性をすでに認識し、スマート
契約を簡素化するためにブロックチェーン・アズ・ア・
サービス（BaaS）プラットフォームを提供しているス
タートアップのData Gumboに出資している。また、調
達プロセスにおいてもデジタル化で変革することができ
る。例えばVerisk傘下のPowerAdvocate社は、正
確なコストデータに各社がアクセスできるようにし、サ
プライヤーの管理を改善させている。
　探鉱、生産、開発、経済性、コスト、ステークホルダー、
規制当局などに関する自社および第三者データのすべて
を含む企業のデータレイクを想像していただきたい。探
鉱・評価が成功した折にそのデータをレイクに取り込み、
そこから、自動化、最適化され、全体費用が算出の済ん
だ開発計画が作成され、資本配分を検討するにあたり、
プロジェクトを自動的にランキングする。
　上流産業がプロジェクトを予定通りにコスト内で完了
させた実績に関するデータは、これまで投資家からは疑
いをもって見られていた。弊社の調査によると、過去
10年で平均的なプロジェクトは6カ月遅れて完了し、
FIDコストも事前の予測に比べて14%高かった。2014
年以降はこれまでの教訓を活かし、プロジェクトは以前
より小規模にシンプルに実行されてきた。しかし、複雑
で制約の多いプロジェクトが増えるにしたがって、プロ
ジェクトを予定通りに完了させて得られる利益がきちん
と維持されるかどうかのリスクが高まってきている。開
発段階でデジタル化の応用は、優良なプロジェクトを実
現する上で重要な要素であると考える。
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4. Production：生産

　In early to mid-life production, digitalisation will 
primarily affect opex and maintenance capex. Again, 
there are myriad ways in which digitalisation can make 
incremental gains.

（1）Inspection, repair and maintenance

　There has been a surge in technologies and software 
aimed at improving the efficiency of workers. These 
include tablets, mobiles, handheld devices, intelligent 
visors/glasses and other devices. “Connected” workers 
have information – maintenance history, asset registers, 
live data feeds and so forth – at their fingertips when 
out in the field, improving both effectiveness and 
efficiency （for example, by correct identifying parts, or 
accessing live telemetry）. This is already happening, 
and, as with al l hardware technologies , greater 
prevalence will drive the development of increasingly 
innovative software.
　But the next step up from enhanced workers is to 
remove them from the field entirely. Robots are one 
method for doing this. BP’s MAG HD crawler robot 
has been employed in tandem with drones to inspect 
the hull and riser of the Thunder Horse platform in the 
Gulf of Mexico. Both devices are equipped with high 
resolution cameras and other sensors. Using robots is 
safer and quicker than using rope access crews, and 
continuous image feeds from subsequent inspections 
compared and contrasted.
　Though BP’s MAG HD is remote controlled, the next 
step would be to have autonomous inspection robots 
operating continuously. Underwater autonomous 
vehic les have been around for a long t ime , but 
removing reliance on support vessels could lead to 
significant savings. Subsea 7 estimates that a seabed 
resident vehicle could lead to a 40% reduction in IRM 
vessel days. Equinor is trialling a new autonomous 
robot called Eelume at its Asgard field offshore 
Norway. Eelume acts as a resident underwater drone, 
capable of inspecting subsea production systems and 
performing small maintenance tasks. 
　One of the most discussed emerging applications in 
IRM is predictive maintenance. Feeding deep learning 
algorithms with vast quantities of historical data, 

　生産の初期から中期の段階では、デジタル化はおもに
OPEXや維持管理のCAPEXに影響する。デジタル化は
生産増加にも様々な形でその威力を発揮する。

（1）検査、修復、メンテナンス
　作業者の効率向上のための技術やソフトウェアが数多
く出回っている。これらにはタブレット、モバイル、携
帯端末、インテリジェント・バイザー /眼鏡、その他の
デバイスなどが含まれる。「繋がっている」作業者はメン
テナンスの履歴、資産登記簿、ライブのデータフィード
などの情報に現場でいつでもアクセスすることができ、
作業効果も効率も改善されている（例えば、正しいパー
ツを見つける、ライブテレメトリーにアクセスするな
ど）。これらはすでに実用化されており、他のハードウェ
ア技術と同様、幅広く普及することで更に革新的なソフ
トウェアが開発されていくであろう。
　しかし、高度化された作業者の次なる進化のステップ
は、油田から離れて仕事をすることである。ロボットは
これを実現する方法のひとつである。BPのMAG HD 
クローラー型ロボットはドローンと一緒に、メキシコ湾
Thunder Horseプラットフォームの船舶やライザーの点
検で活躍している。両装置は高解像度カメラやセンサー
を搭載している。ロボットの活用はロープアクセス・ク
ルーを採用するよりも安全で素早く、検査用の連続イ
メージデータ処理が可能になる。
　BPのMAG HDは遠隔制御されているが、次のステッ
プは継続的に作動する自律検査ロボットである。自律無
人潜水機は長い間活躍してきたが、支援船が不要となる
の で、 大 幅 な コ ス ト 節 約 が 可 能 と な る で あ ろ う。
Subsea 7 社は、海底車両により IRM（Inspection・
Repair・Maintenance：検査・修繕・メンテナンス）船
舶日数が40%削減できると考えられている。Equinorは
ノルウェー沖のAsgard油田にてEelumeと呼ばれる新
規自律型ロボットの試験運用を行っている。Eelumeは
潜水ドローンとして活動し、海底生産システムの検査や
簡単な維持管理タスクを遂行する能力を有している。
　IRMで現在最も議論の的となっている応用法は予知
保全である。深層学習のアルゴリズムにIIoTによって
取得した膨大な量の履歴データを与えることで、故障が
発生する前に「可視化」する（そして予防措置が取れるよ
うに警告を発する）ような新たな技術が生み出されるこ
とが期待されている。Aker BPはこれを更に一歩前進
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captured by the IIoT, is expected to produce new 
insights that allow failures to be “seen” before they 
occur （and with enough warning to take preventative 
action）. Aker BP has taken this a step further, 
agreeing a “smart contract” with pump supplier 
Framo. Framo monitors its pumps from a live data 
feed, taking a predictive and condition-based approach 
to maintenance, rather than the typical schedule-based 
approach.
　New learnings built into forthcoming greenfield 
developments should lead to better , lower-cost 
operating facilities. Data aggregation and analysis from 
existing assets will provide better understanding for 
future developments. What forces do platforms have to 
withstand? What is normal operating tolerance? How 
often and to what degree do abnormal forces apply? 
Where are the failure points?
　This level of enhanced understanding of asset 
integrity also has implications for late-life assets. As 
assets age , the operator ’s chal lenge is to delay 
decommissioning for as long as possible and maximise 
economic recovery. Digitalisation can help to determine 
the condition and robustness of ageing infrastructure.

Size of the prize:
　The operational phase forms the backbone of the 
conventional industry’s spend, with over US$340 bn 
spent on opex each year. This is one of the drivers – 

させ、ポンプのサプライヤーであるFramoと「スマート
契約」を結んでいる。Framoは自社のポンプをライブデー
タフィードを経由して監視しており、維持管理には一般
的なスケジュールに基づいたアプローチではなく予測と
状態に基づいたアプローチを採用している。
　今後のグリーンフィールド開発に組み込まれた新たな
技術は更に優れており、低コストな運転設備につながる
はずである。プラットフォームはどのくらいの力に耐え
る必要があるのか？正常な動作の許容範囲はどのような
ものか？異常な力はどういった頻度でどのくらいの値で
発生するのか？故障はどこで発生するのか？など、既存
アセットからのデータの集約や分析は、将来の開発によ
り有用な情報を提供するだろう。
　この位のレベルでアセットについて把握することがで
きると、生産段階末期のアセットに対しても重要な意味
を持つ。アセットが老朽化するにつれて、できる限り廃
棄を遅らせ、経済性の劣化を防ぐことがオペレーターの
課題となる。デジタル化は老朽化するインフラの状態や
頑健性を特定する上で役に立つ。

メリットの大きさ
　操業段階のプロジェクトにはOPEXとして毎年3,400
億ドル以上の金額が費やされるが、これは従来型アセッ
トに対して発生する費用の大半を占める。採用可能なテ

Fig.4 Potential savings in conventional opex, 
Potential gains in conventional production
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along with the readiness of the technologies – behind 
the relatively high uptake of digitalisation in this phase. 
We are start ing to see appl icat ions across the 
categories making up the bulk of operating costs；
IRM, production management, logistics, and supply 
chain management. Whilst it is inevitable that new 
developments stand to benefit most from these 
innovations, they are also relevant to existing fields.
　The analysis below assumes a 5% reduction in 
annual field operating costs, and a 1% increase in 
annual field production. For many assets, this is already 
a conservative assumption. For example, Total expects 
an opex reduct ion o f a lmost 10% at the under -
development Culzean field in the UK North Sea 
through the application of a digital package. There is 
still much progress to make in applying such systems 
not only on individual assets , but across whole 
portfolios.
　Production gains through increased uptime are the 
other, potentially more valuable, side of the equation. 
During our research we have heard isolated examples 
of 3 – 5% increases in production across individual 
assets. To illustrate the potential, a 1% increase from 
each conventional producing asset would result in an 
additional 1.3 mmboe per day in the market；roughly 
equivalent to the total output from Libya.

（2）Production optimisation 

　Digital twins will have a significant impact on 
production optimisation by improving modelling speed 
and making decisions based on vast amounts of data. 
BP claims to have added 30,000 barrels to its 2017 
annual production from the first stage roll-out of its 
APEX programme across i t s opera ted hubs – 
equivalent to 0.6% of its net production （2% of its 
operated production）.  One example cited in the Gulf of 
Mexico was of system optimisation reducing from 24-
30 hours to just 20 minutes. We expect the benefit to 
grow further in 2019 as key assets such as Clair and 
West Nile Delta ramp up. Three percent growth in 
BP’s expected operated production in 2019 would 
translate to an additional～65kboe per day – roughly 
equivalent to the company’s Algerian production. 
　In the L48, managing production from mature wells 
manually is repetitive and labour-intensive, making it 

クノロジーも多くあることもあって、プロジェクトの操
業段階でデジタル化が比較的幅広く普及している要因の
ひとつとなっている。IRM、生産管理、ロジスティクス、
サプライチェーンマネージメントなど、オペレーティン
グコストの多くを占めるあらゆる部門でデジタル化は進
行しつつある。これらイノベーションは専ら新規開発プ
ロジェクトのみならず、既存の油田にも適用されている。
　ある分析では、年間の油田オペレーティングコストは
5%減り、一方で、原油生産量は1%増加するものと仮定
している。それでも保守的な仮定といえる。例えば、
Totalでは英国領北海にある未開発のCulzean油田に対
しデジタルパッケージを適用しOPEXを約10%削減で
きるものと推定している。このようなシステムを個別の
アセットのみならず、ポートフォリオ全体に適用してい
くためには一層の技術進歩が要求される。
　この変革の別の効用は稼働時間の向上による生産量の
増大であり、それは非常に大きな価値をもたらすものと
なり得るが、弊社の調査で生産量が3%から5%向上し
たという実例を複数確認している。これを具体的に示す
と、従来型の操業中のアセットで生産量が1%向上する
と1日あたり1.3mmboeの原油が市場に追加供給される
ことになり、概ねリビアでの原油生産量に相当する。

（2）生産の最適化
　“デジタルツイン”によってモデルがスピードアップ
し、また、膨大な量のデータをベースにした意思決定を
行うことが可能となり、生産最適化に重大な影響をもた
らす。BPは自社が運営するハブにAPEXプログラムの
第一フェーズを展開し、2017年度の年間生産量を3万
バレル追加させたと報じており、これはBPの総生産量
の0.6%分に相当する（BPが操業主体を務めるアセット
からの生産量の2%）。メキシコ湾でのある事例では、シ
ステム最適化により24 ～ 30時間かかっていた作業時間
を 20 分に短縮したという報告もある。Clairや West 
Nile Deltaなどの重要アセットでの生産増加により、
2019年には最適化の効果が更に顕著になるものと期待
されている。BPの2019年度の予測生産量が3%伸びると、
日量で65,000boe相当の生産増加となり、これは同社の
アルジェリアでの総生産量に概ね相当する。
　米国陸上油田では、マニュアル作業による操業期間の
長い油井の生産管理が反復的、労働集約的に行われてお
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ripe for automation. Current AI systems focus on 
applications that require constant monitoring and 
adjustments to “set-points” on equipment like artificial 
lift systems and chemical injection pumps. In the case 
of artificial lift, these systems detect production 
anomalies and adjust set points of artificial lift pumps. 
The production results feed back to the algorithms and 
used to optimise production across an entire field.

Size of the prize:
　In the L48, plays such as the Bakken and Eagle Ford 
have been drilled extensively for almost a decade now. 
Each contains over 10,000 horizontal flowing wells that 
are at least three years old. With their initial payback 
complete, full-cycle economics depend largely on Lease 
Operating Expenses （LOE）, making these wells prime 
targets for optimisation efforts.
　In 2017, 45% of L48 horizontal production came 
from wells that were at least two years old. In the L48, 
it is safe to assume all of these wells are on secondary 
recovery systems already. As a conservative estimate, 
we say smart production management can reduce LOE 
by 10%. This represents a potential NPV10 increase of 
US$25 bn across the L48.
　A more aggressive approach assumes that all wells 
are on secondary recovery within one year, accounting 

り、自動化が大いに期待されている。現行のAIシステ
ムは、例えばArtificial Liftシステムや薬液注入ポンプ
など、常に監視して機材の設定に必要な微調整を加えな
ければならないアプリケーションに主に導入されてい
る。人工リフトの場合、これらのシステムが生産時の異
常を検知し、人工リフトポンプの設定値を調整する。生
産の結果はアルゴリズムにフィードバックされ、油田全
体での生産最適化に用いられる。

メリットの大きさ
　米国内陸では、BakkenやEagle Fordなどで10年近
く掘削が広範囲にわたり行われてきた。各地域には少な
くとも3年以上稼働している1万箇所以上の水平の自噴
井が存在する。これらの油田の初期投資の回収は完了し
ているため、フルサイクルコストとしては主にリース営
業費用 （Lease Operating Expenses；LOE）しかかかっ
ておらず、抗井の最適化によって効率化が期待できる。
　2017年時点、米国陸上で水平掘削が行われている油
田の45%は2年以上生産が経過したものであった。これ
らはすべて二次回収によるものと仮定して差し支えない
であろう。保守的に見ても、スマート生産管理により
LOEを10%下げることが可能である。これは米国陸上
油田全体のNPV 10が250億ドル分上昇する可能性を表
している。
　さらに大胆な試算では、すべての油井が1年以内に二
次回収に移行するものと仮定しているが、これは水平掘

Fig.5 L48 decline rate management using smart production system



15 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

Digitalisation in upstream oil and gas：石油・ガス探鉱・開発におけるデジタル化

　Companies of all sizes are increasingly focusing on 
digital transformation. Numerous examples cited above 
involve the Majors. But we also see it in smaller 
Independent E&Ps such as Tullow Oil, which has 
established a corporate digital strategy team to develop 
and realise a company-wide digital roadmap.  We see it 
at larger integrated firms；OMV and Repsol have each 
set out clearly defined actions covering dozens of 
digitalisation projects and tens of millions of dollars of 
investment.  
　The NOCs are also on board. Digital transformation 

　様々な規模の企業がデジタル変革に注目しつつある。
メジャーが多くの実例を出してきたが、Tullow Oilなど
の小規模の独立したE&P企業でもその動きは散見され
る。同社ではコーポレートデジタル変革チームを結成、
会社全体を対象にしたデジタルロードマップを作成しそ
の実現に向け動いている。また、同じ取り組みはOMV
やRepsolなどの大規模な統合型企業でも見られ、両社
はそれぞれ明確なデジタル化への目標を掲げ、何千万ド
ルもの予算をつけ、数十件のプロジェクトに取り組んで
いる。
　NOC（国営石油会社）もデジタル化に取り組んでいる。

Get on board：デジタル化への参加

for 67% of total horizontal production. Placing all these 
wells on smart production management systems that 
lower LOE by 10%, increases NPV10 by US$45 bn 
across the L48.
　The chart above illustrates the enormity of this 
potential prize across the entire L48 business. The 
potential value gain of US$70 bn outlined above （US$45 
bn through drilling efficiencies, US$25 bn through 
product ion management） is l arger than Wood 
Mackenzie’s valuation of the top L48 portfolios.

削による総生産量の67%に相当する。これらの油井す
べてのLOEを10%下げるスマート生産管理システムの
管理下に置くことで、米国陸上油田全体ではNPV 10 
を450億ドル引き上げることが可能となる。
　上記の図では米国陸上油田事業に対する潜在的な経済
的恩恵が途方もなく大きいことが良く表されている。上
記に示している700億ドルもの潜在的な価値（掘削効率
化により450億ドル、生産管理体制により250億ドル）
は弊社が算定する米国内陸最大のポートフォリオ

（EOG）が持つ経済価値よりも金額が大きい。

Fig.6 Potential NPV gains in L48
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features prominently in CNOOC’s 2019 strategy 
preview. It is one of Petrobras’ six “transversal 
strategies”. Saudi Aramco has recently opened its 
“Fourth industrial revolution centre” – a 2,500 square 
metre space featuring 279 square meters of video 
walls, designed to support use-case development from 
ideation to full-scale deployment of digital solutions. 
Gazprom Neft’s 2030 digital strategy targets a 1.5-fold 
reduction in exploration and field development lead-
times and costs, a 40% reduction in major project lead 
times, and a 10% reduction in production costs. The 
Russian NOC has already implemented projects that 
make use of blockchain, AI, Big Data, and the IIoT, 
developing digital twins for wells, drilling rigs, and 
refining facilities.
　Digitalisation is not a fad. There are new tools and 
techniques available that will provide unparalleled 
insight into operations. Companies that don’t get on 
board will fall behind.

（1）What’s the catch?

　Digital transformation is not easy. It is not “an IT 
project”. To be successful, companies must commit to 
digital transformation at the very highest level , 
accepting that this may entail an upending of corporate 
culture and the complete overhaul of well -worn 
p r a c t i c e . New t e chno l og i e s a r e enab l e r s f o r 
digitalisation, but a company’s capacity to change will 
determine its success.
　Industry cooperation has to improve. Taking the 
example of L48 well optimisation, certainty in well 
productivity would let operators optimally size surface 
gathering, processing and transport facilities. But 
current algorithms are not yet capable of accurately 
and consistently forecasting well performance. 
Although predictive analytics improve with increases 
in well data, many of the most important parameters 
are not in the public domain. Industry data-sharing 
c on s o r t i a mus t d ev e l o p i n o r d e r t o imp r ove 
performance across all operators.
　Companies must upskill . In-house training and 
recruitment has to reflect the new paradigm. But E&P 
companies will also have to collaborate – AI start-ups 
that merge Silicon Valley roots and domain knowledge 

（often through a co-founder） may bring benefits to 

CNOOCは2019年戦略概要でデジタル変革を大きく取
り上げている。Petrobrasは6つの戦略のひとつにデジ
タル化を位置づけている。Saudi Aramcoではアイデア
構想から全面的なデジタルソリューション展開までの
“ユースケース”の開発を支援する目的で、2,500平方メー
トルの空間に279平方メートルのビデオウォールを設置
した「第四産業革命センター」を開設している。Gazprom 
Neftの2030年のデジタル戦略は探鉱や油田開発に対す
るリードタイムやコストを3分の2に削減し、主要プロ
ジェクトについてはリードタイムを40%、生産コスト
を10%削減することを目標としている。ロシアのNOC
はすでにブロックチェーン、AI、ビッグデータ、IIoT
を活用したプロジェクトを実施しており、油井、掘削リ
グ、石油精製設備の“デジタルツイン”を開発中である。
　デジタル化は一時的な流行ではなく、これまでにない
知識、知見を事業に提供する新たなツールや技術といえ
る。デジタル化の波に乗れない企業は今後大幅に遅れを
取ることになるであろう。

（1）何か裏があるのでは?
　デジタル変革は容易に達成できることではなく、「IT
プロジェクト」とは趣を事にする。デジタル変革を成功
させるためには、各社は最重要課題として企業文化の変
貌を受け入れ、またこれまで慣れ親しんできたやり方を
根本から見直すような覚悟が必要だ。新しい技術がデジ
タル化を進めるが、それ以上に変化を許容する企業の懐
の深さが成功を左右する。
　企業間の協力関係も改善の余地がある。米国の陸上油
井の生産最適化を例に取ると、オペレーターは油井の生
産能力を正確に予測することができれば、最適な規模の
地上での石油・ガス回収量、処理量、輸送設備量を決定
することができる。しかし、現在のアルゴリズムではそ
こまで正確にかつ安定的には予測できていない。予測分
析は油井データが増加すれば改善するが、最も重要なパ
ラメーターの多くは各社が保有していて一般にアベイラ
ブルなデータではない。オペレーターのパフォーマンス
を改善させるには、業界内でデータを共有するコンソー
シアムを組む必要がある。
　各社はスキルの向上を目指す必要があり、社内研修や
採用活動に新たなパラダイムを反映させる必要がある。
また一方で、E&P各社はコラボレーションを進めてい
く必要もある。シリコンバレー発祥の企業と専門知識の
融合に成功した（多くは共同創業者によって）AIのス
タートアップ企業は、個々の企業ごとに取り組むより、
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compan i e s much more qu i ck l y t han i n - h ouse 
approaches.
　And expectations must be managed. In an ideal 
world, engineers would customise completion designs 
for any area and geology based on well-trained, physics-
backed machine learning algorithms. But for now, 
many of these initiatives are in their early days, and 
some operators believe these algorithms only confirm 
broad trends that were internal knowledge already. 
New processes may have to be revised and iterated 
many times to deliver tangible and material benefits. 
Digitalisation consists of a series of tools and techniques 
that must be harnessed and directed – it is not a magic 
bullet. 
　Companies must adopt a structure that will foster 
innovation. There is no “one size fits all” approach here. 
A hub-and-spoke approach, for example, may work best 
for some companies, a top-down approach best suited 
to others. Whatever operating model a company 
selects, it is crucial that all departments work towards 
enabling this. Digitalisation requires nothing less than a 
corporate revolution.

（2）How Wood Mackenzie can help

　Wood Mackenzie is working with our clients on 
finding value from advanced analytics.  To learn more, 
please email contactus@woodmac.com

お互いに早く成長することができた。
　しかし期待しすぎるのは禁物である。理想では、エン
ジニアは巧妙にプログラミングされ、物理学を元にした
マシンラーニングアルゴリズムをベースに、どんな地域
や地質条件においても抗井仕上げのデザインをカスタマ
イズできよう。しかし、現在は多くの取り組みは早期の
段階にあり、これらのアルゴリズムは、すでに判明して
いる大よそのトレンドを再確認するだけのものと信じて
いるオペレーターもいる。目に見える明確な形で恩恵を
実感するには、プロセスを何度も繰り返して見直してみ
る必要がある。デジタル化は常に改良し続ける必要のあ
るツールや技術の上に成り立っており、魔法の杖ではな
い。
　企業はイノベーションが醸成されるような体制を構築
する必要がある。デジタル化を進めるにあたり「万人向
けの」アプローチは存在しない。例えば、ハブ・アンド・
スポーク型のアプローチは一部の企業には最良の選択で
あるかも知れないし、また別の企業にとってはトップダ
ウン型のアプローチが適しているかもしれない。どのよ
うな運用モデルを企業が選択しようとも、すべての部門
がこれを実現するために努力することが重要である。デ
ジタル化が要求するものは企業革命に他ならない。

（2）ウッドマッケンジーの強み
　ウッドマッケンジーは高度な分析力によってお客様と
ともに価値を創造することに取り組んでおります。詳し
くは、contactus@woodmac.comまでメールにてご連
絡ください。



182019.7 Vol.53 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

These materials, including any updates to them, are published by and remain subject to the copyright of the Wood 
Mackenzie group （“Wood Mackenzie”）, and are made available to clients of Wood Mackenzie under terms agreed 
between Wood Mackenzie and those clients. The use of these materials is governed by the terms and conditions of 
the agreement under which they were provided. The content and conclusions contained are confidential and may 
not be disclosed to any other person without Wood Mackenzie’s prior written permission. Wood Mackenzie makes 
no warranty or representation about the accuracy or completeness of the information and data contained in these 
materials, which are provided ‘as is’. The opinions expressed in these materials are those of Wood Mackenzie, and 
nothing contained in them constitutes an offer to buy or to sell securities, or investment advice. Wood Mackenzie’s 
products do not provide a comprehensive analysis of the financial position or prospects of any company or entity 
and nothing in any such product should be taken as comment regarding the value of the securities of any entity. 
Wood Mackenzie does not warrant or represent that these materials are appropriate or sufficient for your purposes. 
If, notwithstanding the foregoing, you or any other person relies upon these materials in any way, Wood Mackenzie 
does not accept, and hereby disclaims to the extent permitted by law, all liability for any loss and damage suffered 
arising in connection with such reliance. Please also note that the laws of certain jurisdictions may prohibit or 
regulate the dissemination of certain types of information contained in these materials, such as maps, and 
accordingly it is your responsibility to ensure that any dissemination of such information across national boundaries 
within your organisation is permitted under the laws of the relevant jurisdiction.
Copyright © 2019, Wood Mackenzie Limited. All rights reserved. Wood Mackenzie is a Verisk Analytics business.

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。

執筆者紹介

Greig Aitken, Director, M&A Research
［学歴］Heriot-Watt University with an MA in Business Organization
［職歴］ Greig Aitken leads Wood Mackenzie’s global research into upstream mergers and acquisitions. This 

includes assessment of corporate strategies, analysis of value creation and deal evaluation. He 
frequently engages with industry and financial clients, and presents at conferences around the 
world. His views on upstream mergers and acquisitions are regularly sought by the media.

  Prior to joining Wood Mackenzie in 2012, Greig was a sell-side equities analyst in Brewin Dolphin’s 
award-winning institutional broking business. He was the #1 ranked stock picker in the energy 
sector （FT/Starmine Analyst Awards, UK & Ireland）, and was Extel-rated in the both the Oil & 
Gas and Technology sectors.

［趣味］Computer programming


