
35 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

産油国における石油探鉱・開発、
投資動向

（Executive Summary）
		JOGMEC調査部調査課は、昨年に続き、フロンティアから大産油国まで複数の産油国を抽出し、石
油探鉱・開発動向、投資動向、そして、それらに影響を与えた要因について分析を行った。
		非OPECの大産油国、米国、ロシアは石油生産量を史上最高水準まで増やしている。米国はシェール
革命による増産により石油純輸出国への転換に向けた新たな段階に入った。シェール開発の主体が独
立系から資金力豊富なメジャーにシフトする兆しが見えるなか、2019年はシェール開発投資の占め
る割合が若干ながら減少する見通しとなっており、米国の石油探鉱・開発は新たな段階を迎えている。
ロシアはOPEC協調減産を遵守する姿勢を示しつつも、実際の生産量は過去最高を維持している。5
年以内に減少する見通しの原油生産を補完するべく、ロシア史上最大の優遇税制をフロンティア開発
に適用している。
		中東のOPEC大産油国のうち、サウジアラビアでは、生産能力維持に向けた取り組みが続けられると
ともに、初の社債発行、SABIC株式買収などによりAramcoの改革が進められている。UAE（アブ
ダビ）は2030年までに石油生産能力を500万b/dに引き上げる計画で、新規パートナーを積極的に起用
する方針だ。過去10年間に石油生産量を倍増させたイラクは、ガドバン新石油大臣のもとでさらに
生産能力を拡大しようと圧入用水の確保などに取り組んでいる。
		リスク国として取り上げたリビアとベネズエラの石油生産は、政治的、社会的な安定が訪れるか否か
に影響を受ける。リビアは、中期的には増産が見込まれるものの、政治的安定に加えインフラの回復
がカギを握る。Chávez前政権以降の失政により生産量が減少していたベネズエラは、2019年に入り
米国の経済制裁と頻発する停電で原油生産量がさらに激減している。
		ブラジル、ガイアナは探鉱・開発が進む大西洋諸国のなかでも、その進展が特に著しい国だ。ブラジ
ルでは、2019年1月に就任したBolsonaro大統領が前政権の探鉱・開発促進策、外資導入策を引き続
いでおり、プレソルトを中心に探鉱・開発が推し進められている。ガイアナでは、ExxonMobil主導
で探鉱・開発が進み、2025年には生産量を75万b/d超に引き上げる計画だ。ただし、契約条件厳格化
や国境紛争の可能性も浮上している。
		成熟国のメキシコ、カナダ、アンゴラは、政府が石油増産のための政策をとってはいるものの、中長
期的な増産にはすぐには結びつかないと見られている。メキシコではPeña Nieto前政権が行ってい
たエネルギー改革を否定し2018年12月に就任したLópez Obrador大統領が、PEMEX強化と浅海や
陸上油田の開発で2024年末までに石油生産量を270万b/dに増加させる計画だ。カナダでは、パイプ
ライン輸送能力不足でWCS（Western Canadian Select）とWTIの価格差が拡大し、オイルサンド生
産量の伸びが鈍化している。アンゴラでは、Lourenço大統領就任（2017年9月）により事業環境の整
備、新エネルギー法の制定が進み、入札も実施される。このような動きを受け、メジャー企業を中心
に既存油田周辺での投資が再開されてはいるものの、新規の探鉱にはつながっていない。
		2014年後半以降低下していた上流投資が、油価安定化により2017年以降回復している。とはいっても、
投資額は2014年のピークに比べるとまだ少ない。ただし、サービスに要するコストの単価が安い水
準であることが投資金額下落の一因と考えられ、作業量は投資額の減少ほどには衰えていない可能性
もある。昨年の報告で明らかになっていたリードタイムの短縮による早期のキャッシュフローが可能
なショートサイクル資産へのシフトに加え、新たな動きとして、米国の独立系と投資ファンド系企業
のシェール投資に陰りがみられるなかでのメジャー企業による米国シェール投資の増加、下流への投
資の重要性の再認識、わずかながらだが探鉱投資の増加の傾向が見られた。
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1.  今も続く石油生産地の
地殻変動

　2018年までの世界の石油の生産動向を
見てみたい。IEAのデータ＊1によると、
2018年はOPEC加盟国による石油生産量
のシェアは2017年の40.3％から37.4％に
減る一方、非OPECの国々からの生産量
が59.7%から62.6％に増加した（図1）。ま
た、構成比ではなく実際の生産量で見て
みると、世界の2018年の生産量は1億12
万b/dと前年比で2.8%、274万b/d増加し
たが、その内訳はOPECの生産量が4.6％
（180万b/d）も減少する一方、非OPECの
生産量が7.8％（453万b/d）と大幅に増え
ている（表1）。
　国別にみると、米国における石油生産
が世界の石油生産に占める割合が2017年
の1 3.6%から1 5.5％と増加しており、
シェール由来の原油増産が堅調に推移し
て「独り勝ち」の様相を呈していること、
また、その一方でベネズエラなどの特殊
な要因も含めてOPECによる生産量が大
きく減少し、米国増産のあおりを受けて
マーケットを失っている構図が見て取れ
る。
　最近、露ロスネフチのセーチン社長は、
「OPECおよび非OPEC産油国（『OPEC
＋』）による生産制限合意は、結局のとこ
ろ自分のマーケットシェアを低減させ、
米国のシェールオイル生産者を利するだ
けだ」との趣旨の発言を頻繁に行ってい
るが、上記のような実情を踏まえると、
必ずしも見当はずれの議論とはいえない
かもしれない。
　主要産油国の過去3年間の生産増減を
2017年と2018年で比較してみると、あま
り大きな変化は見られず、中東産油国で
の増産と比較しても米国の伸びが著しい
状況が継続していることが分かる（図2）。
　本稿では、これらの産油国のうち、い
くつかを「大産油国」「リスク国」「探鉱が
進む大西洋沿岸諸国」「成熟国」に分類し、
各国における最近の石油探鉱・開発の情
勢を整理していくこととする。

OPEC
37.4%

（←前年40.3％）
非OPEC
62.6%

（←前年59.7％）

サウジアラビア
12.3% イラク

4.7%
イラン
4.6%

UAE 3.8%
クウェート 3% ナイジェリア

2.1%

アンゴラ1.6%

ベネズエラ 1.5%

アルジェリア 1.5%

リビア1.0%

米国 15.5%
ロシア
11.5%

カナダ
5.2%

中国 3.8%
ブラジル 2.7%

メキシコ 2.1%

非OPECその他
21.9%

OPECその他 1.2%

石油生産比率（2018年OPEC/非OPEC、国別）図1

出所：IEAを基に作成。コンデンセート、NGLを含む

表1 石油生産量増減

出所：IEAを基に作成。コンデンセート、NGLを含む

2017年 2018年 増減 増減率
OPEC 3,922万b/d 3,742万b/d △180万b/d △4.6％

非OPEC 5,816万b/d 6,269万b/d ＋453万b/d ＋7.8％
世界 9,738万b/d 10,012万b/d ＋274万b/d ＋2.8％
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2.  産油国の探鉱・開発、 
投資動向

（1）大産油国

　生産量の多い産油国から、米国、ロシ
アとサウジアラビア、UAE、イラクを
取り上げ、比較した。

①米国
　2 0 1 9年3月に国際エネルギー機関
（IEA）が発表した中期市場分析「Oil	
2019」＊2によると、2018年の米国におけ
る石油生産量は1,550万b/d、その内訳は
原油1,100万b/d、NGL450万b/dであっ
た。原油の内、いわゆるシェールオイル
（IEAの統計ではLTO：軽質タイトオイ
ルとされているもの）が630万b/d、メキ
シコ湾海上油田174万b/d、アラスカ州50
万b/d、そのほかに在来型の陸上油田か
らの生産が200万b/d以上となっている。
　IEAの見通しでは原油価格（ブレント）
60ドル/bblの想定の下、米国の石油生産
は2024年までに408万b/d増加して1,956

万b/dに達するとされており、増加分の
多くはシェールオイルの増加（329万b/d）
によるものであり、2024年にはシェール
オイルの生産量見通しは9 5 9万b/dと
なっている。メキシコ湾海上油田の生産
量は微増、アラスカ州と在来型陸上油田
からの原油生産は減少する見通しで、
シェールオイル以外の石油生産の増加は

NGLの増加（約130万b/d）とされている
（図3）。米国エネルギー情報局（EIA）は
長期見通し＊3において2050年までの原油
の生産見通し（図4左）を公表している
が、2024年の米国全体の原油生産（NGL
コンデンセートを除く）が1,372万b/dに
なるというIEAの見通しと整合的なもの
になっている。

　このように米国の石油生
産が大幅に増加する見通し
の背景には、米国でも自動
車の燃費が改善し、また天
然ガスや再生可能エネル
ギーの利用が拡大している
こと、さらにこれを踏まえ
て米国の原油・石油製品輸
出が大幅に増加していく
ことが前提になっている。
Trump政権のエネルギー
政策は「Independence（自
立）」から「Dominance（支
配）」へ転換したといわれる
が、実際にパイプラインや
港湾設備などの輸出関連イ
ンフラの整備が進捗しつつ
あり、2020年にも（石炭・
天然ガスに続き）石油にお
いても米国が純輸出国とな
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米国の長期見通し図4

出所：EIA	Annual	Energy	Outlook	2019
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るというのがEIAの見通しである（図4
右）。
　IEAはこのように米国がシェールオイ
ルの増産により石油の純輸出国に転換す
る状況を「シェール革命2.0」などと表現
している。2014年後半に油価が低下して
以降、2016～18年にかけて世界の上流開
発投資を牽引したのはプライベートエク
イティなど資本市場からの資金供給と技
術革新の恩恵を受けた米国のシェール開
発であったが、今後は石油純輸出国転換
に伴い米国の上流開発産業は新たな段階
に入っていくものと見られる。昨年の
BPによる米国シェール資産の買収、あ
るいは結果的には実現しなかったものの
Chevronによる独立系上流開発企業で有
力なシェールオイル生産者である
Anadarkoの買収提案にみられるように、
メジャー企業など相対的に規模の大きな
企業を中心として業界の再編、産業の集
中が進行中である。メジャー企業が
シェール開発においても中心的な役割を
果たすようになると米国以外でのシェー
ル開発が加速する可能性も高まり、また
メジャー企業の上流資産のなかでメキシ
コ湾やブラジル、ガイアナなどの大水深
の石油開発との比較をすると資本効率の
最適化を目指してポートフォリオのリバ
ランスが行われると考えられる。IEAの
見通しでも2019年にはシェール開発投資
の占める割合は若干ながら減少するとい
う見通しが示されており（図5）、2010年
以降、資本市場と技術革新に後押しされ
て急速に拡大してきたシェールオイルの
生産動向は転換点を迎えている。
　他方、2024年までのメキシコ湾海上油
田や在来型陸上油田の石油生産はほぼ横
ばいというのがIEAの見通しとなってい
るが、Royal	Dutch	Shellは最近メキシ
コ湾でAppomattoxという大型のプラッ
トフォームの操業を開始しており、
ChevronやTotalはメキシコ湾大水深に
おける高温高圧の油・ガス層の開発の技
術開発を進めている。また最近ではメキ
シコ湾の東部にまたがるNorphletという
ジュラ系のプレイ（図6）で探鉱の成果が
上がっており、メキシコ湾の大水深、ア
ラスカ州や陸上在来型油田開発における

新たな探鉱開発技術の進展も期待される
ところである。現状では200 6年の法律
（Gulf	of	Mexico	Energy	Act）によりメ
キシコ湾東部の掘削活動は2022年まで禁
止されているが、2020年の大統領選挙の
先を見据えると新たな段階に入った米国
のエネルギー戦略の展開が注目される。

②ロシア
　ロシアはOPECと合意した協調減産を
遵守する姿勢を示しつつも、減産の基準
となる月（2016年10月および2018年10月）
に向けて大幅な増産を行い、基準点を生
産量の高い時点に設定することで減産を
見掛け上達成しながらも、実際の生産量
は過去最高水準を維持している（図7）。

一方、IEAの中期見通しによると、原油
生産量は向こう5年以内に減少に転じる
見通しとなっている。これはロシア政府
（エネルギー省）の悲観ケースでも同様で
2020年をピークに生産量が減少していく
ことが予想されている（図8）のが実際で
あり、今後、原油生産を維持、再び増加
軌道に乗せるためには、新規フロンティ
ア開発が急務となっている。
　しかし、正にロシアにとって将来的生
産ポテンシャルを有する重要な3分野で
ある大水深、北極海およびシェール層の
開発については、2014年から発動された
欧米による対露制裁のターゲットとな
り、現在まで必要な技術、資材、サービ
スが禁輸され、開発は遅延している。高

資産別投資動向図5

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019

Norphletプレイ（右側矢印部分）図6

出所：BOEM	US	OCS	O&G	Production	Forecast	2018-27
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コストとなるフロンティア開発を進める
べく、ロシア政府は対象地域やプロジェ
クト毎に優遇税制を適用することで、開
発各社に開発インセンティブを与えてい
る。そのようななかで、近年の新規油田
に関しては、サハリン沖合サハリン3鉱
区内（152m未満の浅海）で発見されたネ
プチューン鉱床（2017年）およびトリトン
鉱床（2018年）を挙げることができるが、

新規フロンティア開発での大規模な発見
は限定的な結果となっているのが実情で
ある。

③サウジアラビア
　サウジアラビアは2016年4月、国家展
望「Vision	2030」を発表、石油依存経済
から脱却し、経済の多角化を進める方針
を打ち出したが、サウジの石油生産を一

手に担う国営石油会社Saudi	 Aramco
（以下、Aramco）は、Vision	2030で示さ
れた「脱石油」改革の推進にあたっても重
要な役割を担っている。Aramcoの新規
株式公開（IPO）は何度も延期を繰り返
し、現状では「2020年から2021年初頭に
実施する」（現地紙「シャルク・アウサト」
6月14日付インタビュー記事でのムハン
マド・ビン・サルマン皇太子発言）計画と
なっているが、他方、Aramcoは2019年4
月、政府系ファンドPublic	 Investment	
Fund（PIF）が保有していた石油化学大
手SABIC（サウジ基礎産業公社）の株式
70％（約690億ドル）を取得した。サウジ
政府はAramcoとの取引で巨額の投資資
金を得たPIFを活用して、脱石油改革の
投資を推進する計画である。
　Aramcoは4月、SABICの株式購入資
金に充当することを念頭に、100億ドル
超（最終的に120億ドル）の社債発行を発
表し、起債に合わせ、同社は初めて詳細
な業績・財務情報を公表した。今回の情
報公開は、IPO実施のネックになるとも
みられていた、Aramcoの透明性に対す
る投資家の懸念を払拭する狙いがあると
みられている。4月に発表された債権目
論見書（bond	 prospectus）によると、
Aramcoの2018年の純利益は1,111億ドル
で、現在、世界トップの純利益を上げて
いるAppleの595億ドルを大きく上回っ
ている。さらに、2018年の金利・税支払
前利益（EBIT）は2,128億ドルで、主要な
国際石油会社（In t e rn a t i o n a l 	 O i l	
Company：IOC）5社のEBIT（190億～
390億ドルの範囲）の5倍から10倍以上の
レベルとなっており、Aramcoが世界的
にも例を見ない高収益企業であることが
明らかになった。このことは、国内資源
開発を始めとする内外の石油関連事業で
のAramcoの活発な投資活動をさらに加
速させ、IPOの早期実現に向けた追い風
になることも考えられる。
　サウジアラビアの2019年の原油生産量

OPEC協調減産とロシアの生産量推移図7

出所：ロシアエネルギー省ウェブサイトを基に作成
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は概ね970万～980万b/dの範囲で推移し
ており、OPECとロシアなどの一部非
OPEC産油国による協調減産（2020年3月
末まで延長実施）で設定されたサウジの
目標生産量（1,031万b/d）を50万b/d以上
超える減産を継続している。緊急時も含
めた市場への供給責任を果たすため、現
状並みの150万～230万b/d程度の余剰生
産能力（spare	production	capacity）を維
持したいサウジアラビアとしては、将来
的な能力増強も視野に入れつつ、当面、
現状の原油生産能力（1,200万b/d）を維持
することが優先課題となっている。なお、
サウジアラビアは2018年11月に過去最高
レベルの約1,100万b/dの生産を記録して
おり、実績ベースでみると、現状で少な
くとも100万b/d以上の増産余力を持っ
ていると考えられる。
　原油生産能力に関しては、サウジアラ
ビアはこれまで、シャイバ油田、クライ
ス油田の増産やマニファ海上油田の生産
開始などにより、成熟油田の生産減退分
を穴埋めし、生産能力（1,200万b/d）の維
持を図ってきた。今後は、2023年頃まで
にマルジャン、ズルーフ、ベリの海上油
田を拡張（3油田合計で100万b/d以上の
能力増強）することで、生産減退分を補
填し、現状の生産能力を維持する計画で
ある。2019年7月には、マルジャン、ベ
リ両油田の拡張事業に関する180億ドル
規模の34件のEPC契約を締結したことが
Aramcoから発表された。

　2019年4月のAramco財務情報（債権目
論見書）の公開では、これまで明らかで
はなかったサウジアラビアの原油埋蔵量
や生産量の詳細情報も公表された。主要
油田の個別の生産能力（M S C ：
Maximum	Sustained	Capacity）も初めて
公表されたが（表2参照）、世界最大のガ
ワール陸上油田の生産能力が能力減退リ
スクを反映したとみられる予想外に低い
数値（380万b/d）に抑えられたのとは対
照的に、生産能力上位5油田のなかに2つ
の海上油田（サファーニア、ズルーフ）が
ランクインしており、サウジにとって、海
上油田開発の重要性がますます高まって
いることを示唆する内容となっている。
　現在生産休止中の分割地帯（旧中立地
帯）の2油田（カフジ沖合油田、ワフラ陸
上油田）については、現時点で操業再開
の見通しは立っていないものの、仮に操
業再開すれば、約50万b/d（サウジ分は
その半分）の供給増（余剰生産能力の上乗
せ）が可能となる。
　なお、ペルシャ湾を巡る緊張が高まる
なか、サウジのファリハエネルギー大臣
（当時）は7月、東部の油田地帯から原油
を西部の紅海沿岸へ運ぶパイプライン
（East-West	Pipeline）の最大輸送能力（現
状500万b/d）を2年以内に700万b/dに引
き上げることを検討中であると表明し
た。イランとの軍事的緊張が高まり、ペ
ルシャ湾の海上輸送による原油輸出が滞
るような事態に備え、サウジアラビアは、

ホルムズ海峡を迂回して紅海沿岸から原
油輸出を行うための陸上パイプラインの
輸送能力強化を進める方針である。

④UAE（アブダビ）
　UAE（アブダビ）
では、スルタン・
ジャーベルADNOC	
CEO（UAE国務大
臣）の強力なリー
ダーシップのもと、
アブダビ石油産業にかかるさまざまな改
革が実行されてきた。2 0 1 6年2月の
ジャーベル氏のCEO就任以降、全社統
一ブランドの導入（事業会社の統合、社
名変更の実施など含む）、ADNOCとし
て初の社債発行、グループ会社のIPO、
投資ファンドも含む外資との連携強化な
どの施策が矢継ぎ早に打ち出され、短期
間で実行に移された。
　「技術」「資本」「市場」へのアクセスを提
供する企業、下流事業での協業が可能な
企業などとの連携を目指す「戦略的パー
トナーシップ」や「上流・下流統合ポート
フォリオ戦略」の構築を目指すという点
が最近のアブダビの事業戦略の大きな特
徴となっている。アブダビとしては、既
存パートナーの貢献、実績は考慮するも
のの、戦略的価値があると判断されれば
新たなパートナーとの関係構築、連携を
積極的に進める方針である。例えば、
2018年2～3月頃の海上油田権益更新交渉
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出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成　＊Sustainable	Production	Capacity

表2 Saudi Aramcoが発表した
主要油田の石油生産能力(b/d)

＊：沖合油田
出所：Saudi	Aramco「債券目論見書」（2019年4月）

油田名 生産能力

ガワール油田 380万

シャイバ油田 100万

クライス油田 145万

サファーニア油田（＊） 130万

ズルーフ油田（＊） 82.5万

その他 362.5万

（合計） 1,200万
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において、インド企業3社（コンソーシア
ム）、Eni（イタリア）、OMV（オースト
リア）、Cepsa（スペイン）がアブダビ油
田権益を初めて取得し、2018年実施の第
一次探鉱鉱区入札においては、PTTEP
（タイ）がアブダビ上流への初参入を果た
した。インド、タイの初参入に加え、中

国企業（CNPC）が旧ADCO陸上鉱区に続
き今回の海上鉱区権益を取得したことか
らみても、アブダビが特にアジア市場を
重視した新パートナー編成を行ったこと
がうかがわれる。
　2018年11月、SPC（最高石油評議会）
が新たな石油生産能力増強計画（「2020

年までに400万b/d、2030年までに500万
b/dに引き上げ」）を承認、公表した。従
来の計画（「2018年末までに生産能力350
万b/dに引き上げ」）に比べ、目標生産量
が大幅に引き上げられたが、アブダビは
計画の早期実現に向け以下のような対応
策を打ち出している。
①	2019年5月、前年に続き大規模探鉱鉱
区（陸上2鉱区、海上3鉱区）を対象とす
る第二次鉱区入札（入札期限：2019年
11月）を開始。
②	上部ザクム油田の生産量100万b/dへ
の増産（75万b/d達成後）をパートナー
（ExxonMobil、INPEX）と共同で予定
どおり2024年までに実施。
③	旧ADCO陸上鉱区（目標生産能力：180
万b/d）、下部ザクム油田（目標生産能
力：45万b/d）、ウムシャイフ油田（目
標生産能力：未公表）など、主要油田
の増産計画の実現に向け、パートナー
企業とともに取り組み。
　ADNOCは、各油田のパートナー企業
からアセットリーダーとなる企業を選定
し、アセットリーダーには増産計画の策
定および実行に関し主導的役割を果たす
ことを求めている。また、ADNOCはす
べてのパートナー企業に対して、各ア
セットに関する新規技術提案を積極的に
提出するよう要請している模様である。

⑤イラク
　イラクの2018年の石油生産量は456万
b/dで、2017年と比較し10万b/d増加し
た。生産量のうち約9割がイラク連邦政
府の管理下にあるイラク南部で生産され
ており、残りがイラク北部で生産されて
いる。なお、イラク北部では賦存する油
田のうち大部分がクルド自治政府
（KRG）の管理下にあり、KRGの生産量
は50万b/d程度と推定される。
　2018年のイラク連邦政府の原油輸出量
は平均350万b/dで、大部分が南部ペル
シャ湾からの出荷である。なお、南部か
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アブダビの第二次探鉱鉱区入札（2019年）鉱区図図11

出所：ADNOCホームページ
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らの出荷は月によって増減幅が大きく、
330万～360万b/dで推移している。これ
について、悪天候の影響による積み出し
の遅れがたびたび報じられており、「未
だインフラが脆弱なために悪天候の影響
を受けやすい」というイラク南部の状況
が現れているといえる。このほか、
KRGパイプラインによるトルコのジェ
イハン港経由の輸出が10万b/d弱存在す
る。さらにイラク連邦政府による輸出と
は別に、KRGによる輸出が40万b/d程度
あり、イラク連邦政府分とKRG分を合
わせた量がイラク全体の輸出量となる。

　原油生産量はイラク戦争後の復興に伴
い、過去10年間でほぼ倍増している。特
に、2015年以降の出荷インフラの拡大に
より南部油田からの生産が拡大したこと
がその要因とされる。生産量が倍増する
一方で、イラク政府は更なる拡大を視野
に入れており、2019年末までに500万b/d、
2022年までに650万b/dを生産能力目標
として掲げる。他方IEAは、今後イラク
は年平均15万b/dの拡大を続け、2024年
には生産能力580万b/dに到達するとい
う見通しを立てている（図12）。また
IEAは、生産の拡大はIOCが操業する南

部に集中し、KRG管理下にある北部キ
ルクーク油田地帯では緩やかな増加が見
込まれるとの見方を示している。
　なお、生産の拡大は油層圧力を維持す
るための圧入用水の確保（SIIP；South	
Iraq	Integrated	Project）＊4が前提である
が、SIIPの完成には最低でも4年を要す
るといわれている。SIIPにより増産が見
込まれるとして挙げられる油田はWest	
Qurna-1（オペレーターExxonMobil）、
West	Qurna	 2（同LUKOIL）、Zubair
（同Eni）、Rumaila（同BP）、Ratawi・
Nahr	Bin	Umar（同Basra	Oil	Co.）であ
る。イラク政府によれば、国営Basra	
Oil	Companyが操業するRatawi・Nahr	
Bin	Umarは、現在、両油田の合計生産
量が10万b/dであるのに対し、SIIPによ
り50万b/dへの増産が見込まれる。
　また、SIIPとは別に、短期的に増産が
見込まれる油田
は、Halfaya（同
CNPC）、Majnoon
（同B a s r a 	 O i l	
Co.）、Nassiriya
（同Dhi	 Qar	 Oil	
Co.）である。イラ
ク南部で最も短期
的に増産が見込まれるのがHalfaya油田
である。CNPCがオペレーターを務める
同油田では2018年12月に生産量を10万
b/d引き上げた。現在の生産量は35万b/
d程度とされ、さらに5万b/dの引き上げ
を目標として掲げる。Shellの撤退後、現
在は国営Basra	Oil	Companyがオペレー
ターを務めるMajnoon油田でも、今後3
年間（2021年末まで）で現在の24万b/dか
ら4 5万b/dへの生産拡大を計画してい
る。同じく国営のDhi	Qar	Oil	Company
がオペレーターを務めるNassiriya油田
でも現在の9万b/dから20万b/dへの拡大
を目指している。
　現在、イラク南部の輸出量は360万b/d
を下回る程度である。他方、南部港の輸
出能力は400万b/d程度備わっていると
もいわれ、当面は対応可能とされる。た
だし将来的な増産の実現に向けて充分な
出荷インフラ能力を備えているとはいい
がたい。老朽化によるパイプライン漏れ
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出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成　＊Sustainable	Production	Capacity

イラクの南部油田・インフラ分布図図13

出所：各種資料を基に作成



43 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

なども報じられている。
　また、現在稼働している原油輸出パイ
プラインはトルコのジェイハン港向けの
KRGパイプラインのみで、元来イラク
連邦政府が保有するイラク－トルコ間パ
イプライン（ITP）は2014年3月の過激派
組織「イスラム国（IS）」による襲撃以降停
止している。
バスラからヨルダン、アカバ港へ向かう
原油輸出パイプラインの建設が計画され
ている。だだし、あくまでも計画段階で、
早急に実現する話ではない。イラクが将
来的な増産を実現させるためには出荷能
力の拡大および輸出経路の増強に真剣に
取り組む必要がある。

（2）リスク国

　リスク国のカテゴリーでは、政治の混
乱や、戦闘、治安の悪化により、探鉱や
開発を継続することが困難となり、石油
の生産が安定しないリビアとベネズエラ
を取り上げる。

①リビア
　2018年12月、リビア南西部に位置する
同国最大のEl	Sharara油田で経済状況の
改善と電力供給を求める石油施設警備隊
（PFG）や部族勢力によって施設が占拠さ
れ、油田操業が停止した。攻撃を仕掛け
たPFGは元来、遠隔地の油田や港湾の警

備のために設立されたリビア国防省傘下
の警備部隊であった。NOCは不当要求
であるとして受け入れを拒否し、この影
響によりリビアの原油生産量は2019年1
月には85万b/dまで落ち込み、3月に入
りEl	Sharara油田はようやく原油生産を
再開した。リビアでは2013年以降、圧力
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出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成　＊Sustainable	Production	Capacity
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によって国家に譲歩を迫る武装グループ
による油田関連施設や原油出荷関連施設
の占拠などが相次いでいる。
　2019年4月、同国東部トブルクを拠点
とする東部政府（暫定議会）を支援するリ
ビア国民軍（LNA：Libyan	 National	
Army）が、国連をはじめとする海外勢
力の停戦の呼びかけを無視し、国連が支
援する統合政府が統治する首都トリポリ
へ進軍した。その後、戦闘状態は激化し、
紛争長期化のリスクが増大している。た
だし、現時点ではリビアの原油生産量は
戦闘による大きな影響は受けていないよ
うに見受けられ、足元では2013年6月以
来6年振りの高水準で推移している。
2019年6月の原油生産量は113万b/dであ
る。
　しかしながら、今後、戦闘が油田地帯
に及ぶか、もしくは政府による統治機能
が低下することにより地域部族が油田関
連施設や原油出荷関連施設を占拠、また、
操業妨害行為などによってリビアの原油
生産に影響が及ぶといった展開も排除し
きれない。首都トリポリ近郊に位置する
Mellitah港（出荷容量：1 6万b/d）や
Zawiya港（出荷容量：23万b/d）の状況次
第といった声も聞かれる。
　「Oil	2019」のなかでIEAは、リビアの
原油生産について「政情不安から2019年
の生産量は再び減少の見込み、2020年か
ら再び回復」と予想する。ただし、今後
の将来的な回復、拡大については、政治
的安定性の回復、およびインフラ補修へ
の資金充当が安定的になされるかどうか
がカギであると言及している。幸いにも
足元の生産量は増加傾向にある。ただし
依然として先行きの見通しは困難であ
り、リビア情勢の今後の成り行きについ
ては注視していく必要があるだろう。

②ベネズエラ
　Orinoco	Oil	Beltの超重質油を中心に
世界一の確認埋蔵量を誇るベネズエラだ
が、2013年に就任したMaduro大統領は
Chávez前政権の石油政策を引き継ぎ、
デフォルト回避やバラマキ政策を優先
し、石油産業への投資を削減、サービス
会社などへの支払も滞り、稼働リグ数が

減少、探鉱や開発が停滞している。国営
石油会社PDVSAの従業員の多くもベネ
ズエラ国外に流出し、人材、資金、資材、
機材、いずれもが不足する状況が続いて
いる。
　2019年1月10日にはMaduro大統領が二
期目の大統領就任式を執り行ったが、
2018年5月20日に行われた大統領選挙は
公正なものではなかったとして、野党が
主流を占める国会が、Maduro大統領の正
当性を否認した。これを受けてMaduro
大統領に対する抗議行動が激化、すでに
悪化していた政治、経済、社会情勢が混
乱、さらに悪化するという状況になった。
1月23日には、野党指導者のJuan	Guaidó
国会議長が憲法の規定にのっとって自ら
暫定大統領就任を宣言、また、大統領選
挙のやり直しを主張した。米国は同日に

Guaidó氏の暫定大統領就任を承認した。
　そして、1月28日には米国財務省が、
PDVSAに対し制裁を科すと発表した。
ベネズエラは米国の石油会社に販売した
原油の代金を回収することが事実上不可
能となり、最大の外貨獲得源を失った。
米国からベネズエラへの希釈剤の輸出も
認められず、超重質のOrinoco	Oil	Belt
の原油を希釈するナフサや軽質原油など
の希釈剤の輸入にも影響が出ている。
　さらに、3月には大規模な停電が起き
た。ベネズエラではこれまでも停電が頻
発していたが、2019年3月の停電は全土
に及び停電期間も長く、これまでにない
大規模なものであった。停電の期間、石
油生産量は40万～60万b/dに減少、石油
輸出もほぼ停止した。
　このような状況から、IEAは、石油生
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産量は2015年の267万b/dから2018年に
は1 1 4万b/d減少し1 5 3万b/dとなり、
2019年も87万b/dに減少する見通しとし
ている（図17）。石油産業復興は政治的、
社会的な安定後となると考えられ、それ
には時間を要すると考えられる。

（3）探鉱が進む大西洋沿岸諸国

　大西洋、Atlamtic	Basinの深海エリア
には、その有望性からメジャーなどIOC
の注目が集まり、探鉱や開発が盛んに行
われるようになっている。なかでも、最
も探鉱や開発が活発に行われているブラ
ジルとガイアナの2カ国を探鉱が進む大西
洋沿岸諸国の対象国として取り上げた。

①ブラジル
　ブラジルでは、2 0 0 6年以降、沖合
Santos	Basin、Campos	Basinのプレソル
トで大規模油田の発見が相次いだ。この
プレソルトの油田は1坑当たりの生産量
が平均で2.5～2.7万b/dと生産性が非常に
高く、また、低コストで開発、生産が可
能である。このプレソルトで油田を発見
し、開発と生産に結び付けようとIOCが
殺到している。
　その背景には、Temer前政権が外資
導入政策、探鉱・開発促進政策をとり、
頻繁に入札を実施し、プレソルトの有望
鉱区を公開したことがあると考えられ
る。2017年、2018年にはプレソルトエリ
アを対象としたPS入札ラウンドが4回、
プレソルトエリア外を対象とするライセ
ンスラウンド（ただし、プレソルトエリ
ア周辺の有望鉱区を含む入札）が2回実施
された。2019年1月に就任したBolsonaro
大統領も、この政策を引き継ぎ、2019～
2021年に第6～8次PS入札ラウンドと第
16～18次ライセンスラウンドを実施する
計画だ。加えて、Transfer	of	Rightsエ
リアの入札も計画されている。政府は
2010年に国営石油会社Petrobrasに同社
株式4 2 5億ドル相当と引き換えに、

Santos	BasinプレソルトのTransfer	 of	
Rightsエリアで50億bblの原油・ガスを
生産する権利を与えた。ところが、その
後の探鉱でTransfer	of	Rightsエリアの
確認埋蔵量が50億bblを上回ることが判
明した。そこで、政府は、このTransfer	
of	Rightsエリアの確認埋蔵量が50億bbl
を上回る部分を対象に、2019年中に入札
を実施することを計画している。
　一方で、Petrobrasは非中核資産の売
却やIOCとの提携を進め、プレソルト中
心に探鉱や開発に注力し、汚職問題から
の立て直しを図っている。Petrobrasは、
毎年更新する同社の5カ年計画「Business	
and	Management	Plan（BMP）」に投資
額を発表している。その総投資額は
BMP2014-2018から、探鉱・生産部門の
投資額もBMP2015-2019から減少を続け
ていたが、それぞれBMP2 0 1 8-2 0 2 2、
BMP2019-2 0 2 3から増加に転じた（図
18）。
　IOCもメジャーを中心に、2 0 1 7年、
2018年の入札で、プレソルトで油田発見
が狙える鉱区や、すでに油田が発見され
開発に移行できる鉱区を落札、探鉱や開
発に積極的に取り組んでいる。

　IEAが、ブラジルの石油生産量は2017
年の274万b/dから2018年第4四半期には
303万b/dまで増加、2018年通年の生産
量も28 9万b/dに増加すると見るなど、
2018年はブラジルの石油生産量が増加す
ると見る向きが多かった。しかし、2018
年は成熟油田の生産減退、メンテナンス
が長引いたこと、新規の浮体式生産貯蔵
積出設備（Floating	Production	Storage	
and	Offloading	System：FPSO）の生産
開始の遅延で、期待された生産増はな
かった。ただし、2019年は2018年から
2019年初に生産を開始したFPSOへのつ
なぎこみが進み、生産量は増加する見通
しだ。
　中期的にみても、IEAが2019年3月に
発表した「Oil	2019」で、ブラジルの石油
生産量は2018年の270万b/dから2024年
には387万b/dへと117万b/d増加すると
するなど、石油生産量の増加が見込まれ
ている（図19）。Albuquerque鉱業エネ
ルギー大臣も、今後10年間に石油生産量
を550万b/dに引き上げる、生産量を倍
増させることにリスクはないと語ってい
る＊5。
　ブラジルの石油探鉱・開発の懸念事項
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としては、2019年1月に起きたValeのダ
ム決壊事故の影響が挙げられる。同事故
により石油開発についても環境などの規
制が強化されるのではないかとの見方が
あり、今後の動向が注目される。

②ガイアナ
　ガイアナは、スリナム、仏領ギアナと
ともにガイアナ堆積盆地の一部をなす。
同堆積盆地は200 0年に米国地質調査所
（USGS）に、石油埋蔵量ポテンシャルは
150億bblで、世界で最も有望な堆積盆地

の一つとされた。また、大西洋を挟んで
対岸となる西アフリカ沿岸域では、2007
年にガーナ深海でJubilee油田が発見さ
れるなど、良好な探鉱結果が得られてい
た。しかし、2000年以降スリナムとの排
他的経済水域（EEZ）をめぐる紛争が続い
ていたため、ガイアナ沖では探鉱が進ん
でいなかった。2007年9月に国際海洋法
裁判所（ITLOS）の決定で両国の中間線
を境界とし、紛争海域を分割することで
決着がつき、ようやくガイアナでの探鉱
が進むようになったのである。
　2 0 1 5年からは、ExxonMob i lが
Stabroek鉱区で掘削を開始した。Liza油
田を皮切りにこれまでに13油田が発見さ
れ、推定可採埋蔵量は石油換算で55億
bblとされている。
　Stabroek鉱区開発の第1フェーズは
2017年6月に最終投資決定を行い、44億
ドルを投資し、生
産能力12万b/dの
F P S O を 用い、
2020年初めに生産
を開始、4.5億bbl
を開発する計画と
なっている。第2
フェーズは生産能
力22万b/dの	FPSOを用いる計画となっ
ている。第2フェーズは、当初2018年に
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出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成
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出所：各種資料より作成

表3 Stabroek鉱区の開発計画

出所：各種資料より作成

フェーズ 最終投資決定 FPSO（生産能力） 生産開始 その他

1 2017年6月 12万b/d 2020年初 投資額44億ドル、4.5億bblを開発

2 2019年5月 22万b/d 2022年中頃

3 2019年中（予定） 18～22万b/d 2023年 ガイアナの石油生産見通し図21

出所：各種資料より作成。（　）は生産開始年
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最終投資決定を実施する予定だったが、
遅延し、20 1 9年5月にようやくこれを
行った。ただし、生産開始の時期につい
ては2022年中頃で、変更を行わないとい
う。第3フェーズは2019年中に最終投資
決定を予定しており、生産能力18～22万
b/dのFPSOを用い、2023年に生産開始
予定とされている（表3）。さらに、詳細
は明らかにされていないが、第5フェー
ズまでの開発計画が立てられており、
2025年には5基のFPSOで合計75万b/d超
を生産する計画である。
　なお、2019年8月には、Tullow	Oilが
隣接するOrinduik鉱区で新たな油田を発
見したと報じられた。
　生産量の急増が見込まれるガイアナだ
が、いくつかの懸念事項が浮上してきて
いる。
　ガイアナでは、これまで探鉱と開発を
後押ししてきたGranger大統領の不信任
案が2018年12月に国会で成立した。しか
し、Granger政権はこれを受け入れず、
最高裁にあたるカリブ共同体の司法機関
Caribbean	Court	of	Justice（トリニダー
ド・トバゴ）で審理が行われた。その結果、
選挙が実施されることとなり、政権交代
の可能性がある。
　また、ガイアナの契約条件は石油会社
に有利なものであることからIOCが相次
いで参入したという経緯があるが、IMF
が、ExxonMobilとの契約は標準的な契
約に比べ石油会社に有利であると指摘、
今後は契約条件が厳格化する可能性があ
る。
　さらに、ガイアナ北西部についてはベ
ネズエラが自国領土と主張しており、
Stabroek鉱区などの北西部で地震探鉱を
行おうとした際に、ベネズエラ海軍によ
り妨害されるという事件があった。今後、
ベネズエラとの国境紛争が再燃する可能
性も考えられる。

（4）成熟国

　成熟国として、石油生産減退傾向を止
められないメキシコ、石油生産量は増加
しているものの増産幅が縮まっているカ
ナダ、一時的な石油生産回復は見込まれ
るが、その後生産減少が見込まれるアン
ゴラの3カ国を比較した。

①メキシコ
　メキシコでは、Peña	Nieto前政権下で
エネルギー改革が進展し、PEMEXの石
油産業独占体制が終了した。その後、合
計9回の国際入札が行われ、107鉱区が落

札された。PEMEXのファームアウト入
札でも6鉱区が公開され、3鉱区が落札さ
れた。これらの入札により、メジャーか
ら中小企業、地場企業までがメキシコで
の探鉱・開発に参入した。
　しかし、20 1 8年1 2月1日に就任した
Andrés	Manuel	López	Obrador大統領
（通称AMLO大統領）は、これら落札さ
れた鉱区について締結された既存の契約
は継続するとしたものの、前政権が計画
した入札プロセスを中止、PEMEXの
ファームアウト入札も延期、さらに、水
圧破砕を禁止するとした。政府は

PEMEXのOPEXとCAPEX図22

出所：PEMEXウェブサイト

PEMEXが開発予定の油田図23

出所：PEMEXウェブサイトに加筆
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PEMEXに対し金融支援策をとり、
PEMEXの強化を図るとしている。その
結果、PEMEXの投資額は若干ではある

が、増加の見込みである。そして、
PEMEXが短期間、低コストで生産開始
可能な浅海や陸上の油田の開発に集中す

ることで、2024年末までに石油生産量を
270万b/dに増加させることを計画して
いる。
　このようなAMLO政権の石油政策に
関しては、上流へより多く投資を行うべ
きだ、外資開放を続けるべきだとの指摘
がなされており、現在の政策では石油生
産量、埋蔵量ともに回復は見込めないと
の見方がなされている。なお、これまで
の入札で外資などに付与された鉱区で成
果が出れば、入札再開の可能性もあると
されている。

②カナダ
　カナダ石油生産者協会（CAPP）による
と、2013年には194万b/dであったオイ
ルサンドの生産量が、2018年には291万
b/dと6年間で約100万b/d急激に増加し
た。ところが、パイプラインの輸送能力
の追加がこれに追
いついていない。
2018年後半、カナ
ダ西部からの石油
輸出可能量がパイ
プラインの輸送能
力や鉄道による輸
送能力を上回り、
WCSとWTIの価格差が約50ドル/bblに
拡大した（図26）。Alberta州政府が2019
年1月より32.5万b/dの生産削減を実施し
たことから、価格差が縮まってきており、
Alberta州政府は企業に生産削減をさせ
ている。
　しかし、新たなパイプラインの建設、
拡張計画は進んでいない。
　当初、カナダ西部から石油を輸送する
パイプラインの建設、拡張計画は5つあっ
たが、2016年11月に太平洋岸北部向けの
パイプラインNorthern	 Gatewayが、
2017年10月には東部向けのパイプライン
Energy	Eastがキャンセルされ、現在3
つのプロジェクトが残っている。
　Line3修繕・拡張プロジェクトは、
Alberta州Hardisty－米Wisconsin州
Superior間の老朽化し輸送能力が76万
b/dから37万b/dに減少したLine3を修
繕、拡張し輸送能力を76万b/dまで増や
す計画だ。2 0 1 9年稼働予定だったが、
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出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成

カナダ西部の石油輸出可能量およびパイプライン輸送能力見通し図25

出所：IEA	Oil	2019

WCSとWTIの価格推移図26

出所：Alberta州ウェブサイト
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Minnesota州の許可の遅れで遅延してお
り、稼働開始は202 0年下半期以降とさ
れている。2019年6月3日にはMinnesota
控訴裁判所がSuperior湖への石油流出の
潜在的な影響を考慮するよう命じており、
さらに遅れる可能性がある。
　Trans	Mountainパイプラインの拡張計
画はAlberta州EdmontonとBrit i sh	
C o l um b i a州B u r n a b y間のT r a n s	
Mountainパイプラインの輸送能力を30
万b/dから8 9万b/dに拡張する計画だ。
2018年8月に、事業拡大に伴うタンカー
の交通量増大に対する環境影響評価と先
住民との追加協議を行うよう連邦控訴裁
判所が命じたのに対し、2019年6月18日、
Trudeau首相がTrans	Mountainパイプ
ライン拡張事業を再度承認すると発表し
た。そして、2019年夏から同事業に着工
する予定であると発言した。しかし、
British	Columbia州政府や地元先住民族
の一部は引き続き反対を表明し裁判で戦
う構えを示しており、工事開始の時期は
不透明である。
　Keystone	XLパイプラインはAlberta
州Hardisty－米Nebraska州Steele	City間
を結ぶ輸送能力83万b/dのパイプライン
である。2017年3月23日にTrump大統領
がKeystone	XLパイプライン建設許認可
（以下「2017年許認可」という）を発出した
ものの、2018年11月にMontana連邦地裁
で2017年許認可が無効とされた。しかし、
2019年3月29日にTrump大統領は新たな
許認可（以下「2019年許認可」という）を発
出、2017年許認可を取り消した。6月6
日、合衆国第9控訴裁判所は、2019年許
認可によって2017年許認可は取り消され
たというTrump大統領の考えを是認す
る判決を下した。この判決により建設を
開始できるとの報道もあったが、環境保
護団体や先住民のグループが最高裁への
上告を検討しており、今後も混乱が続く
と思われる。
　このように、WCSとWTIの価格差に

対する懸念と将来のパイプラインの送油
能力拡張の不確かさから、石油会社はオ
イルサンドの新規プロジェクトに着手す
ることを渋っている。したがって、2024
年までの生産増は数年前に承認されたプ
ロジェクトによるものとなっており、オイ
ルサンドの生産量の伸びについての見通
しは以前の見通しよりも縮小している。

③アンゴラ
　アンゴラでは、Dos	Santos前政権下で
厳しい契約条件がとられていたために、
新たに外資が参入することもなく、生産
コストの引き下げも進まず、探鉱や開発
が停滞していた。ブラジルのプレソルト
で油田が発見されたことから、アンゴラ
南部深海のプレソルトでも油田が発見さ
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カナダの石油生産実績および生産見通し図27

出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成

IOCのアンゴラ参入状況
(直近1年で主な動きがあったもの)図28

出所：各社ウェブサイトを基に作成
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れるのではないかとの期待が高まった
が、良好な結果は得られなかった。成熟
油田の生産が減退をはじめ、201 6年以
降、石油生産量は減少を続けている。
　2017年9月にLourenço大統領が就任す
ると、この状況に変化が見られるように
なった。Lourenço大統領は汚職撲滅や手
続き等の透明性の確保を図るなど事業環
境を整備した。また、石油省と鉱業省を
統合したり、国営石油会社Sonangolから
規制機関の役割を分離し、新たに規制機
関Agência	Nacional	de	Hidrocarbonetos	
e	Biocombustìveis（ANHB）を設立する
など、組織改編にも着手した。2018年5

月には新エネルギー法を制定し、これま
で認められていなかった開発エリアでの
探鉱実施を認め、マージナル油田の開発
を促進することとした。さらに、2019～
2025年に入札を実施し55鉱区を公開する
予定だ。
　このような政府の変化を受け、メ
ジャー企業を中心にIOCがアンゴラへの
投資を再開し始めた。その結果、コスト
削減も進められるようになり、Totalが
オペレーターを務めるKaomboプロジェ
クト（生産量23万b/d）やEniがオペレー
ターを務めるOchigufu油田の生産が開
始されるとともに、既存油田周辺（near	

field）での探鉱と開発が進展するように
なった。しかし、新規エリアでの探鉱は
進んでおらず、IEAも、2019年は石油生
産量が回復するものの、その後は再び、
生産量が減少するとの見通しを発表して
いる（図29）。

3.  世界の探鉱・開発投資 
動向

　これまでは、各地の探鉱・開発動向を
見てきたが、ここでは2019年5月にIEA
が発表した「IEA	 Wor l d 	 Ene rgy	
Investment	2019」（以下、「WEI2019」と
言う。）に基づいて、石油・天然ガスの探
鉱・開発投資の全体的な動きをまとめて
みたい。
　2014年後半の油価下落以降低下してい
た石油・天然ガス上流開発投資は、油価
の安定化に伴って
2017～18年と2年
連続して回復し
た。IEAは2019年
も 6 ％増加して
5,0 0 0億ドルに達
するとの見通しを
示しているが（図
30）、それでも2014年のピーク、約8,000
億ドルと比較すると、いまだに約3,0 0 0
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アンゴラの石油生産実績および生産能力見通し＊図29

出所：IEA	Oil	Market	Report、Oil	2019を基に作成　＊Sustainable	Production	Capacity

上流部門への投資額推移図30

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019

生産開始までの期間図31

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019
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億ドル低い水準に止まっていることにな
る。
　ただ、「WEI2019」では、探鉱や開発
に必要な掘削作業やさまざまなサービス
に要するコストの単価が201 4年に比し
て、いまだに20%以上安い水準であるこ
とも指摘している。投資金額が下落して
いるとしても、実際の探鉱や開発の「作
業量」はそれほど減っていないと考えて
もよさそうだ。
　さて、全体としては増加傾向にある上
流開発投資であるが、投資決定から生産
開始までの期間はシェールなどの陸上非
在来型開発（Onshore）だけでなく海上油
田開発（Deepwater/Shallow	water）にお
いても短くなっており（図31）、いわゆる
「ショートサイクル資産」へのシフト傾向
がここでも明らかになってきている。ま
た、2016年以降の設備投資増加を牽引し
てきたのは米国シェール開発であった
が、最近は米独立系や投資ファンド系の
シェール開発企業に対して、投資家から
「規律ある投資」や「配当など、早期のリ
ターン実現」を求める圧力が強まってき
ていることもあり、2018～2019年の米国
での投資額は減少に転じ、上流開発投資
が拡大するのは南米、アフリカ、中東な
どとなるとIEA「WEI2019」は見込んで
いる（図32）。
　実はIEA以外にも、米国のシェールオ
イルやシェールガス投資に陰りが見られ
るのではないかとの見方をする専門家は
少なくない。また、事業の当事者が米国
における抑制的な投資とその影響を認め
始めている。例えば、米サービス会社
Halliburton幹部は今年1月に、「今年の後
半になってもあまりフラッキングの活動
は大きくは回復しない（“modest	fracking	
recovery”）」とコメントしていた＊6が、7
月に同社は北米での余剰資機材を売却し
たり、人員を8%削減したりするなどの
方針を発表＊7しており、今後の米国にお
ける投資動向や生産量への影響が生じる

地域別上流投資の変化（2018 ～ 2019年）図32

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019

企業タイプ別上流投資額見通し（2019年）図33

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019

地域別製油所への投資額図34

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019
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か注目される。
　20 1 9年の企業別上流開発投資では、
シェール開発を拡大するExxonMobilや
Chevronを始めとするメジャー企業、
PetroChinaなどの中国、ロシアのNOC
が積極的なのに対し、米国の独立系上流
開発企業は設備投資拡大に慎重な姿勢を
示していることが、ここでも確認できる
（図33）。
　メジャー企業の投資額の内でもっとも
伸びてきたのは、シェールガス・シェー
ルオイルへの投資であり、今年も増加が
見込まれている。これは、米国の独立系、
投資ファンド系のシェール開発企業が上
述のとおり、抑制的に投資していること
と対照的である（図35）。
　少し視点を変えてみたいが、石油・ガ
ス会社がLNG、パイプライン、石油精
製設備などの中下流事業への投資も拡大
している。天然ガスの「バリューチェー
ン」の重要性に関しては言うまでもない
が、油価が大きく変動する環境下では、
石油のケースでも油価が下落した場合に
むしろマージンを増やせる下流投資（い
わゆる「ナチュラルヘッジ」）の重要性が、
改めて確認されているのではないかと考
えられる（図34）。
　最後に、上流投資のうちの探鉱投資の
動きを見てみたい（図36）。全投資額に
占める探鉱投資額の割合は、2014年の原
油価格下落以前の2011年から継続して減
少していたが、201 9年の探鉱投資額は
18％増加し600億ドルに達するとIEAは
見込んでいる。それでも、投資全体に占
める探鉱投資の割合は201 0年の半分程
度、10%程度に過ぎない。ただ、予算削
減や財務上の制約から、より効率の良い
リグを使ったり、地震探鉱など探鉱サー
ビスコストのデフレが進んだりしている
ともIEAは指摘している。
　2014～2018年に発見された在来型原油
は52億bbl/年であり、それ以前の10年間
の平均より3分の2も少ないとされてい

る。ただ、2019年に限ると第1四半期に
はガイアナ、アンゴラの沖合で油田が発
見されるなど、すでに回復の兆しが見え
るとしている。
　今年前半の在来型の油・ガス資源の発
見量については、67億boe（石油換算）
との分析も出ている	。その主体は沖合
油・ガス田の発見である。ガスの比率が
63％を占めている。昨年は1年間で99億
boeであったことを勘案すれば、2019年
通期での在来型油・ガス田の埋蔵量発見
量は上向く可能性もあると考えられる。

おわりに

　わが国企業からも探鉱投資へのハード
ルは高いとしばしばお聞きする。ショー
トサイクル資産であるシェール資源の開
発がこれだけ注目されるなか、在来型石
油・天然ガスの探鉱投資の意思決定はと
りわけ難しい面があると思うが、世界で
は回復傾向にある。引き続き、探鉱の動
向を含めた上流開発に関しては、タイム
リーな情報発信に努めていく所存である。
（JOGMEC調査部　古幡	哲也、古藤	太
平、猪原	渉、同調査課　原田	大輔、芦
原	雪絵、舩木	弥和子）

メジャー企業による上流投資の内訳図35

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019

発見された在来型油・ガス埋蔵量と
総投資額に占める探鉱投資の推移図36

出所：IEA	World	Energy	Investment	2019
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<注・解説>
＊1	：IEA「Oil	2019」の「石油」の定義は原油、コンデンセート、NGLを含む。
＊2	：Oil	2019	-	Analysis	and	forecast	to	2024、2019年3月
＊3	：Annual	Energy	Outlook	2019	-	with	projections	to	2050、2019年1月
＊4	：	ペルシャ湾からの海水を処理、パイプライン経由で生産施設へ輸送し、油層への圧入に用いるという2013年から計画されて

いたプロジェクト
＊5	：日本経済新聞,	2019/6/18
＊6	：International	Oil	Daily,	2019/1/23
＊7	：Platt’s	Oilgram	News,	2019/7/23
＊8	：Rystad	Energy社プレスリリース2019/7/11
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