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産油国における石油探鉱・開発動向
―低油価、需要急減に直面する石油の探鉱・開発―

はじめに

　2014年下期の原油価格下落は2016年12
月のサウジアラビア他OPECとロシアを
含む非OPEC（OPECプラス）による協
調減産の枠組みを生み出した。
　2020年は新型コロナウイルスが石油市
場を襲った。中国における新型コロナウ
イルスの感染症（COVID-19）拡大による
経済成長減速と石油需要の伸びの鈍化懸
念により、WTI原油価格は2月から3月
初旬にかけて1バレル50ドル前後で推移
していた。3月6日にOPECプラスによる
協調減産の枠組みが崩壊し、供給過剰懸
念が強まった。3月中旬から同月末にか
け、WTI原油価格は下落傾向となり、3
月30日の終値は1バレル20.09ドルと2002
年2月7日以来の低水準に到達した。その

後4月12日にOPECプラスは日量970万バ
レ ル 程 度 の 減 産 で 合 意 し た 。 一 方 、
COVID-19拡大防止のための都市封鎖に
よる経済活動の停滞は中国から欧米を含
む世界各地に広がり、石油需要の減少、
在庫の積み上がり（貯蔵能力の限界）がも
たらす供給過剰への懸念が高まった。
　米国エネルギー省エネルギー情報局

（EIA）は、2020年5月に発表した「短期エ
ネルギー見通し」において、2020年の世
界の石油需要は前年比日量810万バレル
減少の日量9,2 6 0万バレルと予測。また
石油在庫は2020年前半に大きく積み上が
り、第1四半期に日量660万バレル、第2
四半期には日量1,1 5 0万バレルのペース
で増加すると見る。
　4月20日には米国原油先物市場での納
会を控え原油売却の動きが強まった一方

で、原油を購入する動きが大幅に鈍化し
たという要因ではあるものの、WTI原
油価格は取引史上初となる1バレルマイ
ナス37.63ドルに達した。その後はOPEC
プラスによる減産措置の開始や世界各地
のCOVID-19に伴う外出制限措置の緩和
と経済活動再開の兆候による世界石油需
要回復に対する期待などが原油相場に上
方圧力を加え、WTI原油価格は1バレル
30ドルを超える水準に上昇した。
　今回の報告では、低油価とCOVID-19
による需要急減に直面する産油国の石油
探鉱・開発への取り組みについて報告す
る。
　石油の供給を考える上でインパクトの
ある産油国14カ国を対象とした。14カ国
の供給は世界の供給の7割を占める。価
格に応じて生産・投資が変動する「米国
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OPECプラス970万b/dの協調
減産で合意（20年4月12日）

中国を中心とした新型コロ
ナウイルスの感染拡大に
よる経済成長減速と石油
需要鈍化懸念（20年2月）

OPECプラス協調減産枠組み
崩壊（20年3月） 世界各地で外出制限

緩和と経済活動再開
の兆候（20年5月）

新型コロナウイルスの感染が欧米を
含む世界各地で拡大（20年3月）

WTI先物、市場初のマイナス
37.63ドル（20年4月20日）

出所：各種情報に基づき作成

図1 原油価格推移
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シェール」と石油収入に依存し政府が生
産・投資を左右するロシア、サウジアラ
ビアを対比する。次いでOPECでは増産
投資に取り組むUAEとイラク、政治情
勢の不安定性から供給の不確実性リスク
を抱えるリビアとベネズエラを抽出し
た。非OPECでは増産を重ねる南米のブ
ラジルと昨年産油国となったガイアナ、
さらに生産減退が続くメキシコ、需要減
退とインフラボトルネックで非OPECな
がら昨年Alberta州政府が生産削減を断
行したカナダを取り上げた。欧州とアフ
リ カ か ら は 成 熟 油 田 を 抱 え る ノ ル
ウェー、英国ならびにアンゴラを抽出し
た。
　なお、今回の報告では、各国の石油生
産実績および見通しを2020年3月9日に発
表されたIEAの中期石油市場見通しIEA 
Oil Market Report、Oil 2020を基に紹介

した。なお、Oil 2 0 2 0は、時期的に
COVID-19拡大や油価下落の影響を十分
に反映させたものとはなっていない。

1. 米国

（1）増加する米国の石油生産

　Oil 2020は米国の石油生産能力が2019
年日量1,7 2 1万バレルから2 0 2 5年日量
1,968万バレルへ6年間で日量247万バレ
ル増加する見通しを示している。世界全
体の生産増加分日量590万バレルの4割強
を米国が占めている。
　図3でLTO（Light Tight Oil）と示さ
れている部分がいわゆるシェールオイル
で、シェール革命が過去10年程度の米国
の石油生産増加を牽引してきたことを示
している。2025年までの向こう6年間に
おいても、増加見通し（日量247万バレル）

のうち原油日量170万バレル、天然ガス
液（NGL）日量70万バレルの大宗を占め
るシェールオイルとシェールガスが米国の
石油産業をリードする構図になっている。
　COVID-19拡大による需要の減少なら
びにロシアとサウジアラビアのシェア争
いにより原油価格が大幅に低下したた
め、米国でも多くの独立系上流開発企業
が投資を削減、一部には倒産に追い込ま
れる企業も出てくるなど足元の石油生産
は減少している。しかしながら、過去2
〜3年の間にExxonMobil、Chevron、BP
などメジャー企業がシェールオイルへの
投資を拡大し、生産効率が改善している
ため、シェールオイルの生産は2019年日
量800万バレルから2025年日量1,000万バ
レルまで増加するという見通しがIEAの
基本シナリオになっている。

（2） 石油産業の構

造変化

　2014年後半以降
の油価下落時には
生 産 量 の 大 宗 を
ヘッジした上で設
備投資を行う中堅
中小の独立系上流
開発企業が主要な担い手であったため、
シェールオイルの生産が大きく減少する
ことはなかったが、今日ではメジャー企
業やプライベートエクイティなどが大き
な役割を果たすようになっている。メ
ジャー企業は予め原油価格を確定する
ヘッジ取引を行わないため、米国石油生
産の増減は油価次第という側面が一段と
強くなっている。
　図4グラフはOil 2020が基本シナリオ
として示す2025年日量1,000万バレルと
いうシェールオイルの生産量の見通しに
は1バレルおよそ60ドルという油価の前
提があることを示している（合わせて油
価が80ドルに上昇すれば日量1,200万バ
レルまで増加し、40ドルまで下落すれば
日量600万バレル程度まで減少する見通
しが示されている）。4月下旬に原油価格
が一時マイナスになったのを踏まえる
と、2025年のシェールオイルの生産を日
量1,0 0 0万バレルとするIEAの基本シナ

出所：EIA短期エネルギー見通し2020年5月

図2 世界の需給バランス・在庫増減

出所：Oil 2020

図3 米国の石油生産実績および見通し
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リオが必ずしも保守的なものと断言する
ことは難しい。
　2014年後半以降の油価下落局面におい
てリスクマネーを供給したのはプライ
ベートエクイティなどの機関投資家で
あったが、最近ではこれら機関投資家に
対するエネルギートランジションやESG
投資の要求が強くなっている。独立系上
流開発企業に対する影響は判然としない
部分もあるが、少なくとも投資および生
産拡大よりも利益・株主還元を求める姿
勢は強くなっている。Oil 2020が示すよ
うな米国の石油生産が増加するシナリオ
はむしろ楽観的なものというべきかも知
れない。

（3）米国石油産業のレジリエンス

　とはいえ、油価動向次第で大きく変動
するシェールオイルと並んで、米国メキ
シコ湾の海上油田開発では供給能力の拡
大に向けた着実な取り組みが進んでいる
ことにも注目しておきたい。2019年には
MurphyのKing’s QuayとChevronの
Anchorの油田開発がFIDされており、
2022年から2024年頃には生産開始となる
予定である。
　また足元では生産開始済みのShellの
Appomattox、ChevronのBig Footの生

産が増加しており、さらに2021年に生産
開始予定BPのMad Dog  Phase  2、
Thunder Horseが控えており、高温高圧
層の大水深油田の技術開発も進んでいる。
　Oil 2020は米国メキシコ湾の石油生産
を2019年日量190万バレルから2025年に
は日量215万バレルへ日量25万バレル増
加と見込んでいる。
　昨年9月、米国は石油の貿易でも純輸
出国となり、トランプ政権が掲げるエネ
ルギードミナンスが実現するかに見えた
が、最近の急激な状況変化によりエネル
ギードミナンス戦略にも黄色の信号が点
灯しているといえる。エネルギートラン
ジション、石油価格急落など懸念要因は
枚挙にいとまがないが、米国の石油産業
には世界最大の消費市場を擁していると
いう強みがあり、COVID-19収束後の新
たな経済体制のなかで輸送用の燃料や化
学工業原料としての石油需要が二酸化炭
素排出削減の要請や機関投資家の動向と
どのようにバランスしていくのか注目さ
れる。

（4）石油産業を支える米国政府の取り組み

　転換期にあるともいえるエネルギード
ミナンス戦略、石油産業支援策として、
連邦レベルの金融、備蓄、関税、州レベ

ルの生産調整などに注目しておきたい。
　金融面では新型コロナウィルス支援・
救済・経済安全保障法（CARES法）によ
る支援は航空など特定産業向けの枠が設
定されている。現時点で石油産業に特化
した枠の設定はないが、Main Street 
Lending Programによる従業員1万5千人
未満の中堅企業向け融資25百万ドル（予
算額6,000億ドル）、Paycheck Protection 
Program による従業員1,000〜1,500人規
模の石油・天然ガス開発企業に対する雇
用支援2億ドル（PPP：予算額1次3,490億
ドル、2次3,100億ドル）などの支援の枠
組みを整備している。
　戦略備蓄（SPR）を利用した原油購入・
備蓄では、連邦政府エネルギー省による
30億ドルの原油購入計画は議会に阻止さ
れたが、SPR空き容量77.9百万バレルを
貸 し 出 す こ と に な り 、 入 札 の 結 果
Chevron、ExxonMob i l、Energy 
Transfer、Vitolを含む9社がメキシコ湾
岸の4サイト計23百万バレルの貯蔵施設
を来年3月まで使用する権利を取得して
いる（使用料は貯蔵原油の一部を引き渡
すことで代替）。
　関税政策では、サウジアラビアなど低
価格の原油の米国への輸出に対し関税を
課すことを主張する動きがあるが、南米
などへの原油・石油製品の輸出が米国石
油産業にとってより大きな利害関係とい
うこともあり、石油産業全体のコンセン
サス形成に具体的な進展は見えない。た
だし、サウジアラビアとロシアの首脳を
動かして協調減産の枠組みを鍛造したト
ランプ大統領の外交成果を歓迎する声は
多く聞かれる。
　各州レベルでの生産調整への取り組み
としては、中堅独立系上流開発企業の要
請を受けてテキサス州鉄道委員会の
Ryan Sitton委員が20％程度の減産を実
施すべきと主張したが、これには大手企
業 が 反 対 し た 。 最 終 的 に は W a y n e 
Christian委員長が4月29日に反対の立場

出所：Oil 2020

図4 油価次第で増減する米国シェールオイル生産
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を表明したことで3人の委員のうち2人が
反対し大勢が決した。Texas Oil and 
Gas Associationは多くの生産者がすで
にリグ稼働数を減らしており、生産調整
は事態をむしろ悪化させる可能性が高い
こと、カルテル行為は歓迎しないことを
表明。オクラホマ州やノースダコタ州で
も生産調整の議論があるが、COVID-19
拡大をもって不可抗力と認めるか否かな
どシェール企業による自発的な減産を支
援する司法・行政の対応が注目される。
　以上見てきたように、米国のエネル
ギードミナンス戦略は石油市場・需給構
造の変質により真価が問われており、昨
年描いていたような急速な石油生産増加
の見通しは大幅な修正を余儀なくされて
いる。しかしながら、世界最大の消費市
場を擁する米国の石油産業は、連邦と州、
政府と業界、大企業と中堅中小、シェー
ルとメキシコ湾、技術開発力と資本市場
といった重層的な競争と協調関係からな
るレジリエントな構造になっている。

2. ロシア

　4月9日のOPECプラス緊急会合での6
月までの日量1千万バレル減産合意を受
け、ロシアは現在の生産量からコンデン
セートを除外した18%（日量180万バレ
ル前後）を削減する義務を負うことに
なった。西シベリアも夏に向かい、井戸
が凍結する時期を抜けることから減産調
整が一部可能な状態になる鉱床もある
が、すべての油田で対応できるものでは
なく、現在の生産量である日量1,1 3 1万
バレルからいかに今回の合意のロシア史
上最大かつ初の能動的減産（これまでも
協調減産は事実上増産だった）を実現で
きるのか問題を抱える。最大の生産量（日
量436万バレル）を誇るRosneftを中心に、
垂直統合型石油会社が割り当ての大半を
占めることになるが、調整が順調に行き、
減産を実現できるのか実質的・技術的課
題が山積している。他方、減産開始月で
ある5月に入って間もなく、ロシア経済
誌コメルサントはロシアの各石油会社は
OPECプラスの協調減産協定で定められ
た減産義務をほぼ完全に遂行している旨

の報道を行っており、減産の大半は西シ
ベリアの成熟した鉱床で達成していると
している。Rosneft子会社のRNセヴェル
ナヤ・ネフチ、RNニャガンネフチェガ
ス、RNシェリフ・ダリヌィ・ヴォストー
クではすでに39〜46％の減産を達成し、
Rosneft傘下最大の子会社であるRNユガ
ンスクネフチェガス（ハンティ・マンシ
自治管区のプリオブスコエ鉱床北鉱区の
開発に取り組んでいる）も18％の減産を、
LUKOILは2 1％の減産を達成したとい
う。このことは、ロシアの複数の大手石
油会社がごく短期間で大幅な減産に成功
したことを意味するが、具体的な減産方
法、すなわち、各社が具体的にどの鉱床
で大幅に生産を減少させたのかといった
点については今のところ公式な説明はな
されていない。現在の減産実施はロシア
にとって未知の領域である。ウォーター
カット率が高く（80〜95％）、ソ連崩壊後

「略奪的」な開発を進めた特徴を有するロ
シアは井戸閉鎖により水没したフィール
ドが再び生産を開始できるのかは誰にも
分からないのが実際だ。生産削減は可能
だが、以前の生産に戻すために、生産で

出所：ロシアエネルギー省統計から筆者取り纏め（※換算係数：1t＝7.34バレル）

図5 OPECプラス協調減産合意前後のロシアの原油生産量の推移
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きなくなった井戸を置き換えるには、大
規模な投資が必要になる可能性が高い。
ロシアは15年以上をかけて現在の生産レ

ベルに到達しており、OPECプラス協調
減産実行のため、極めて短い期間でそれ
らを失うリスクに直面する可能性が指摘

されている。
　OPECプラス協調減産枠組み崩壊を受
けた3月から4月の記録的な原油価格暴落

出所：各種報道より取り纏め

表1 低油価に対するロシア各社の投資・生産・配当への影響

石油会社 低油価対応（括弧は発表の日付）

Gazprom ・ 2020年の投資計画を当初の1.105兆ルーブルから1.08兆ルーブルへ見直し（▲0.025兆ルーブル/約375億円/2.3%減）（3/21）。2019年
下半期配当を前年比8%（1株当たり16.61ルーブル→15.24ルーブル）削減（4/15）。

・ 生産活動の最初の調整を発表。当初、統一ガス供給システムによる供給量の拡大を予定していたが（2019年843.3BCMから2021年へ
向けて850BCM）、2019年のレベルを維持（4/15）。

・ GazpromはCOVID-19による需要減を受けて、2020年のガス輸出量を166BCMまで減少する。当初は200BCMを見込んでいた。2018
年は202BCM、2019年は199BCMだった。2019年ロシアのパイプラインガスはEU全体供給量の35%を占め、LNGは21%を占めてい
る（4/30）。

・ Gazprom取締役は2019年の配当として、1株当たり15.24ルーブルを承認。IFRSベースで純利益の30%。2018年はIFRSベースで27%
の1株当たり16.61ルーブルだった（5/21）。

Rosneft ・ 第三者情報情報として、Rosneftは今年のCAPEXを40%削減し95億ドルにする可能性がある。当初予定は1兆ルーブル（155億ドル）だっ
た（2019年は936億ルーブル）。RosneftはCAPEX削減を否定している（4/15）。

・ Rosneftは記録的な配当を支払う。石油価格の崩壊にもかかわらず、ロシアの最大の石油会社Rosneftは、国際財務報告基準に基づく
2019年の純利益の50％に相当する配当を支払う予定。Rosneftは23日、1株当たり18.07ルーブル（23¢）の最終配当金支払いを決定し
たことを明らかにした（最終的には6月の株主総会で承認。初めて不在者投票が採用される）。これは昨年上半期に支払われた15.34ルー
ブル/株を上回る。2019年の支払い総額は合計で33.41ルーブル（44¢）/株になる。この結果、Rosneftは、2018年の2,746億ルーブル
から、3,541億ルーブル（47億ドル）を配当に割り当てることに。ロシア政府はRosneftの50％プラス1株を保有していたが、3月にその
株式の9.6％をRosneftのベネズエラ資産と交換譲渡している（4/24）。

・ Rosneftはミシュースチン首相に、現下の情勢に鑑み、西シベリアのベレゾフスカヤ層の回収が困難なガス鉱床に関連する抽出税の軽
減を要請。減税案の最大の受益者は、RosneftがBPと共同で開発しているハランプルプロジェクト（確認埋蔵量（3P）：735BCM/26TCF）

（5/12）。
・ セーチン社長がプーチン大統領に2020年の投資計画を7,500億ルーブル（1.1兆円）へ削減を報告。当初計画は9,500億ルーブル（1.4兆）

で21%減少。投資計画への支援のため銀行に対する金融政策の緩和を要請（5/12）。
・Rosneftは第1四半期の1,560億ルーブル（21億ドル）の損失を報告（5/15）。 

LUKOIL ・ 海外（イラク）および下流部門で15億ドルの予算削減を検討（4/12）。
・ LUKOIL取締役会は2019年下半期の配当として1株当たり、350ルーブルを支払う方針。2019年上半期は192ルーブルだった（5/18）。

NOVATEK ・ NOVATEK取締役会は2019年の配当金として1株当たり32.33ルーブル、総額981.6億ルーブル（約1,472億円）を承認。これは2019年
純利益（2,540億ルーブル/前年比5.2%増）の39%に当たる（4/27）。

・ 現時点で削減計画なし。開発中のLNG（アルクチクLNG-2・オビ）を計画どおり推進（4/14）。
・ ギャトヴェイ副社長：NOVATEKは2020年の投資計画を当初の2,500億ルーブル（約4,000億円）から20%（500億ルーブル）削減する

予定（4/30）。
・ ギャトヴェイ副社長：オビLNGのFIDを後倒しする可能性がある。これにより、予定されている250万tのトレーン稼働開始は2023年か

ら2024年にずれ込むかもしれない（4/30）。
・ ギャトヴェイ副社長：NOVATEKは主に協調減産を課された石油プロジェクトに対する2020年の設備投資を20％削減する。削減の大

半は石油プロジェクトに関連するものであり、LNG事業と主要国内関連プロジェクトへの投資については維持する。ただし、オビLNG
については延期することを検討している（4/30）。

Gazprom 
Neft

・ 2020年投資プログラムは20％以上下落するとは考えていない（＝20%削減はあり得る）。大陸棚プロジェクト（S-3：ネプチューンおよ
びトリトン）や現時点でアクティブな投資段階にないプロジェクトは延期される可能性がある（4/14）。

・ デューコフ社長：現下の状況は2030年までの長期戦略目標に影響を与えない。Gazprom Neftの経営は良好な状態にあり、ビジネス発
展に向けた準備ができている。安定した財政状態と低い債務比率でこの危機の時代に突入している。新規大規模プロジェクトはまだ活
発な投資段階にない。現在すべての計画を再評価し、特定のプロジェクトのスケジュールを変更する必要はあるが、2030年までの長
期戦略目標には影響を与えるものではない（4/15）。

・ Gazprom Neftは2020年の投資計画を20%削減する。当初予定は4,210億ルーブルだった。想定油価35ドルをベースに最適化を実施。
昨年は4,530億ルーブルだった（5/28）。

Transneft ・ Transneftグリシャーニン第1副社長：同社は2019年（下半期）の配当として、純利益の50%（1株当たり11,200ルーブル。810億ルー
ブル/約1,500億円）を支払うことができる。すでに取締役会で承認。ただし、今後の市場情勢の変化を受けて、2019年の配当について、
2022年にかけて3度に分けて（半分を今年）支払うことを政府と協議中（※同社は100%政府が保有）（4/30）。

・ プーチン大統領がトカレフTransneft社長に2020年の投資計画維持を要請。2020年の投資計画は2,570億ルーブル（5/28）。

Tatneft ・ Tatneftは今期配当を見送る決断。ロシア石油会社では初（4/22）。

Sibur ・ COVID-19の影響を受け、ロシア最大の石油化学会社Siburは資本投資を大幅に削減しようとしている。同社の2019年の投資額は1,500
億ルーブルであったが、今年は半分の750億ルーブルになる可能性がある。この計画は同社最大のプロジェクトであるアムール・ガス
化学コンプレクスには影響しないが、同プロジェクトについてはまだ投資決定が下されていない（5/15）。

Surgutnefte
gaz

・ Surgutneftegaz取締役は、2019年配当として1株当たり0.65ルーブル（普通株）、0.97ルーブル/（優先株）を支払う方針。2019年のロ
シアの会計基準による同社の純利益は1,055億ルーブル（16億ドル）であり、2018年から85％以上減少。Surgutneftegazは、ロシア会
計基準による純利益に基づいて配当を計算しており、優先株には純利益に10%が充当される。全株数は434.28億株。内普通株（357.26
億）および優先株（77.02億）となり、比率は82：18。なお、2018年は普通株1株あたり0.65ルーブル、優先株あたり7.62ルーブルを支払っ
ている（5/20）。

Slavneft ・ Slavneft（RosneftおよびGazprom Neftが各半分出資）取締役会は、2019年は無配当とすることを承認。純利益は債務返済に活用。
2019年純利益はロシア会計基準で前年比27%増加し、47.22億ルーブル（76億円）となった（5/28）。
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を受けて、当初ロシア最大の石油会社で
あるRosneftや国営Gazprom Neftはその
生産コストの低さを理由に低油価への耐
性と増産への意欲を示していた一方、純
民間のLUKOILはOPECプラス協調枠組
みの継続の必要性と不満を表明。また、
中小石油企業連盟（Assoneft）も首相に書
簡を送り、低油価対策として5月までの
資源抽出税支払い猶予を要請するなど、
国営と民間で対応が分かれている。
　低油価対応としては、4月には格付け
会社フィッチが現下の原油価格水準では
ロシア石油企業は投資を10〜20%削減す
るとの見通しを出していたが、当初ロシ
ア石油大手の対応には過敏な反応は見え
なかったものの、次第に財務に影響が出
始め、5月からは2020年の投資計画を縮
小する動きが出始めている。
 　急激かつ極低油価を受けてトレー
ディングでは国際価格と国内市場が利鞘
で逆転する現象が発生した。原油では西
シベリアの生産起点ニジネワルトフスク
から各海港（プリモルスク、ウスチルガ、
ノヴォロシースク）で、輸出価格が輸送
費と輸出関税のためにネットバック価格
を下回るという現象が生じている。また、
欧州のガソリン価格がロシアのガソリン

価格よりはるかに安くなりつつあり、ロ
シアがガソリンを輸入する場合を想定し
輸入税の導入が検討されるかもしれない
との憶測も呼んだ。ただし、この動きに
は原油価格に連動するルーブルが同様に
ルーブル安であることも影響しており、
ロシア国内はルーブル市場であり、外貨
に比べた場合の為替差益は考慮されてい
ない点、留意が必要である。
　欧米制裁によって、今後減退する原油
生産を補完する大水深、北極海および
シ ェ ー ル 層 開 発 は 遅 延 し て い る

（Gazpromによるサハリン-3（大水深）、
Rosneftによる北極海カラ海開発、世界
最大のシェール層であるバジェノフ層開
発）。しかし、自ら進められる陸上およ
び浅海を中心に開発は進んでおり、制裁
から丸6年が経過し、独自の技術開発が
進んでいるのも事実である。経済発展省
は、原油開発における外国からの輸入資
機材への依存度は2014年には53%だった
ものが、2019年には45%に。2020年は
43％にまで下がる見込みであることを発
表した。また、Rosneftは2025年までに
地質解析ソフトへの外国依存度を現在の
42%から2025年にゼロにし、全分野の自
国調達比率を2020年は58%、2021年は

68%、2022年は80%とする目標を掲げて
いる。
 このようななか、2016年発表予定から
情勢変化（制裁・油価変動など）への対応
を理由に遅延してきたエネルギーに関す
る長期戦略「2035年に向けたエネルギー
戦略」を、4月2日に政府が遂に承認し公
表している。原油生産量見通しについて
は、2024年までは現在の5.557億トン（日
量1,117万バレル）から5.560億トン（同
1,118万バレル）で微増推移するが、2035
年にかけて下限ケースで4.900億トン（同
985万バレル）、上限ケースで5.550億ト
ン（1,116万バレル）へ減退する見通しを
描いている。現状の生産量維持には現行
の収入ベースの税制度を成熟油田や非在
来型油田からの生産を最大化するための
収益ベースの税制度へ改革する必要性が
指摘されており、さらに北極圏陸上およ
び海洋鉱区からの
生産がロシアの将
来的生産の柱にな
ることを強調する
内 容 と な っ て い
る。また、ロシア
独 自 の 開 発 技 術

（現場・IT）につ

出所：RBKDaily（2014年10月17日付）および経済発展省を加筆

図6 ロシア石油産業の対外製品・技術依存度の変化
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いても検討の必要性を訴えている。なお、
天然ガスについては、2024年までは795
〜8 2 0BCMで推移。2 0 3 5年までに
860BCM〜1TCMへ拡大することを見込
む。LNGは昨年の3千万トンから2035年
までに8千万トンから1.4億トンへ野心的
な目標を掲げている。

3. サウジアラビア

　サウジアラビアの石油生産をめぐって
は、今年の3月以降、OPECプラスの協
調減産交渉の決裂とその後の減産合意の
復活という状況を受け、過去最高レベル
の大増産を行った後、前例のない規模の
大減産に踏み切るなど、生産量は大きく
変動した。

　3月6日、OPECおよびロシアなどの
OPECプラスは、油価低迷への対応策と
して、サウジが主導してOPECが打ち出
した4〜6月に日量150万バレルの追加減
産（うち50万バレルは非OPECに割当）を
実施する計画について協議したが、ロシ
アが同意せず交渉は決裂した。これを受
け、サウジアラビアは自主減産を取りや
め、4月から大幅な増産（供給拡大）に転
じる方針を表明した。4月の市場供給量
を過去最高の日量1,2 3 0万バレルに引き
上げることを発表したのである（IEAに
よるとサウジの2月生産量は日量965万バ
レル）。サウジは公式原油販売価格の大
幅引き下げも打ち出し、ロシアや米国と
の「価格競争」「増産競争」を仕掛け、
シェールオイルなどの高コスト生産者か

らシェアを奪う姿勢を鮮明にした。
　その後、油価の大幅下落による自国石
油産業への影響を懸念するトランプ米大
統領の介入もあり、4月12日、サウジと
ロシアはOPECプラスの5月からの大規
模減産で合意した。5月、6月はOPECプ
ラスとして日量970万バレルの減産を行
い、7月から12月は日量770万バレルの減
産、2021年1月から2022年4月までは日量
580万バレルの減産と、減産幅は徐々に
縮小する計画となっている。
　歳入の多く（60%以上）を石油収入に頼
るサウジにとって、油価の安定が何より
も重要であり、そのためにOPECプラス
の協調減産の復活が望ましいところで
あったが、その意味で、COVID-19の影
響もあって、米国などの非OPECプラス
国も関与する形で早いタイミングで協調
減産の復活が決まったことは一つの成果
としてとらえることができる。前回2014
年の同様ケースでは、「生産量競争」が
2016年末まで延々と続き、2017年になっ
てようやくOPECプラスという新たな協
調の枠組みが構築されたのだが、今回は
極めて短期間で協調減産の枠組みに回帰
することができたといえる。
　サウジアラビアの石油生産量は2019年
以降本年3月までの前回の協調減産の間、
アブカイク・クライスの生産施設へのド
ローン・ミサイル攻撃による減産時（2019
年9月）を除き、概ね日量950万〜1,000万
バレルの範囲で推移してきた。サウジは
合意した目標生産量（日量1,0 3 1万バレ
ル）を超える自主減産を継続するなどし
て、OPECプラスの協調減産体制を支え
てきたのである。その後、4月初旬には
増産宣言どおり過去最高の日量1,2 0 0万
バレルを超える供給（生産+在庫出荷）を
実現し、4月月間生産量も過去最高の
2018年11月（日量1,106万バレル）を大き
く上回る日量1,190万バレル（IEA）に達
した。4月12日のOPECプラスの協調減
産合意に基づき、サウジアラビアは5月、

表2 2020年4月2日、ロシア政府が新たな2035年長期エネルギー戦略を承認

出所：ロシアエネルギー省発表より筆者取り纏め
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6月には、基準値（日量1,100万バレル）の
23％減、4月実績から日量340万バレル程
度のマイナスとなる日量849万バレルに
減産し、7月から12月は日量899万バレ
ル、2021年1月から2022年4月までは日量
950万バレルの生産を行う計画となって
いる。COVID-19による需要激減、供給

過剰という状況を踏まえ、サウジは5月
11日に、6月以降更に日量100万バレルの
追加減産を行うとの方針も明らかにし
て、市場の変化に柔軟かつ強力に対処す
る姿勢を鮮明にした。
　サウジアラビアはOPEC最大の原油生
産能力の維持・拡大を進めつつ、産油国

で最大のスペアキャパシティ（生産余力）
を有していることを活かし、今後とも生
産調整の主導的役割を担う方針である。
生産能力に関しては、今年3月、協調減
産交渉が決裂した際にサウジエネルギー
省が国営石油会社（Saudi Aramco）に対
し、現状日量1,2 0 0万バレルの石油生産
能力を日量1,3 0 0万バレルに引き上げる
よう指示した。ただ、サウジは5月以降
大幅な減産体制に入り、さらに、油価低
迷を背景に投資圧縮やコスト削減が打ち
出されるなか、能力増強計画の優先順位
が下がった可能性がある。
　サウジアラビアは2009年までにクライ
ス油田の新規生産やシャイバ油田の増強
などにより石油生産能力日量1,2 0 0万バ
レルを達成。その後の増産（マニーファ
油田新規生産、シャイバ油田増強など）
は既存油田の増力減退分の補填（オフ
セット）にあてら
れた。現状の計画
では、サウジアラ
ビアは、老朽油田
の能力減退分を補
填し、日量1,2 0 0
万バレルの生産能
力 を 維 持 す る た
め、2023年頃までに複数の海洋油田の拡
張を計画している。具体的には、ズルー
フ油田、マルジャン油田、ベリー油田な
どの海洋油田で合計日量100万バレル程
度の能力増強を行う計画である。
　サウジが実際に増産する際は、主に、
公表値の日量380万バレルを上回る生産
力を有するとみられるガワール油田での
増産などで対応するとみられる。表3は、
Saudi Aramcoの発表資料および専門誌
などに記載されたサウジの主要油田の生
産能力一覧であるが、世界最大の油田ガ
ワール油田の生産能力はサウジの2019年
の発表では日量380万バレルとされてい
るものの、過去には、生産能力が日量
430万バレルあるいは日量580万バレルで
あるといった報告もされている。ガワー
ル油田が実際には公表値の日量380万バ
レルを大きく上回る生産能力を有してお
り、増産余力の「ポケット」が存在すると
の見方が有力とみられる。 
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出所：OPECプラスの減産合意（4月12日）などに基づき作成

図8 サウジ原油生産実績および見通し
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図9 Saudi Aramco株価推移
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図7 サウジアラビアの石油生産実績および生産能力見通し＊
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　サウジの生産能力をめぐっては、4月3
日に、生産を停止していたサウジ・ク
ウェート中立地帯沖合のカフジ油田の生

産が5年ぶりに再開されたと伝えられて
いる。中立地帯の生産量は元々サウジの
日量1,2 0 0万バレルの石油生産能力には

含まれていないが、カフジ油田の生産量
は、同じく生産を停止していた中立地帯
陸上ワフラ油田の生産量と合わせ、本年
末には合計日量55万バレルに達するとの
見方もあり（本年2月ファデル・クウェー
ト石油大臣コメント）、OPEC諸国の供
給能力強化に資するものである。ただし、
サウジ・クウェート共同のAl-Khafj i 
Joint Operations （KJO）は5月2 0日、
OPECプラスの協調減産合意を受け、6
月1日から30日間、カフジ油田の生産を
停止すると発表しており、中立地帯の生
産の見通しは不透明なものとなってき
た。
　COVID-19拡大、油価下落による石油
収入の激減という状況を受け、サウジア
ラビア経済、石油産業は大きな影響を受
けている。Saudi Aramcoは3月、油価暴
落を受け、2020年の設備投資額を250〜
300億ドルに圧縮すると発表した。2019
年実績（328億ドル）から大幅削減となる。
また、石油収入を原資とするサウジアラ
ビアの脱石油改革「Vision2030」の実現に
も暗雲が漂っている。Vision2030の一環
で、2 0 1 9年1 2月にサウジ国内市場
Tadawulに上場されたSaudi Aramcoの
株価は、図9で示したとおり、上場直後
の急騰後は徐々に下落し、3月の油価下
落時に大きく落ち込んで以降、公開価格

（32リヤル）付近のレベルで低迷してい
る。時価総額も上場直後につけた最高水
準より2割安い約1.7兆ドルと、実力者ム
ハンマド皇太子が主張する「2兆ドルの価
値」を大きく下回っている。当初サウジ
が計画していたSaudi Aramcoの海外上
場も全くめどが立っていない状況である。

4. UAE（アブダビ）

　2018年11月、アブダビSPC（最高石油
評議会）が石油生産能力増強計画（2020年
までに日量400万バレル、2030年までに
日量500万バレルへ引き上げる計画）を承
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出所：各種情報を基に作成

図10 サウジアラビア油田地図

出所：Saudi Aramco債権目論見書およびMEESなどを基に作成

表3 石油生産能力の油田別内訳（サウジアラビア）

油田名
（※海洋油田）

持続可能石油
生産能力（b/d） 備　考

ガワール 380万 世界最大油田。生産能力「430万b/d」「580万b/d」との報告も。

クライス 145万 2009年生産開始。

サファニア（※） 130万 世界最大の海洋油田。

シャイバ 100万 2016年増産

ズルーフ（※） 82.5万 増産事業。

マニーファ（※） 90万 2013年生産開始。

マルジャン（※） 60万 増産事業。

クルサニヤ 50万 　

カティーフ 50万

アブカイク 40万 19/9月、アブカイクCPF（処理能力700万b/d）にドローン攻撃。

ベリー（※） 25万 増産事業。

その他油田 47.5万

合計 1,200万
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認・決定した。　
　アブダビ国営石油（ADNOC）は、表4
で示したとおり、上部ザクム油田の生産
能力増強（現状の日量7 0万バレルから
2020年中に日量75万バレルに引き上げ、
2024年までに日量100万バレルへ引き上
げる計画）の他、ADNOC Onshore（旧
ADCO陸上鉱区）の生産能力日量200万
バレルへの引き上げ、さらに2018年に権
益更新された下部ザクム油田（目標生産
能力日量45万バレル）、ウムシャイフ・
ナスル油田（同日量45万バレル）、ウムル
ル・SARB油田（同日量21.5万バレル）、
ウムアダルク・サター油田（同日量4.5万
バレル）など、主要油田の増産計画の実
現に向け、パートナー企業と共に取り組
む方針である。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。
　さらにADNOC
は、2018年の第1
次鉱区入札、2019
年の第2次鉱区入
札（図1２参照）の対象鉱区での早期の探
鉱実施および商業生産開始により、石油
生産能力増強計画の実現を図っていく計
画である。
　2020年3月、ADNOCはSaudi Aramco
の増産決定に追随し、4月供給量を過去
最大の日量400万バレルに引き上げるこ
とを表明した。ちなみに、IEAによると、
UAEの2月の生産量は日量321万バレル
で、4月にはそこから2割以上の増産を行
う必要があった。UAEは実際に4月上旬
に、スペアキャパシティの利用も含め、
日量400万バレルを超える供給を実現し、
4月月間生産量も過去最高の日量385万バ
レルに達した。
　そして、4月12日のOPECプラスの協
調減産合意に基づき、UAEは5月、6月
は日量245万バレルまで大幅減産し、7月
から12月までは日量259万バレル、2021
年1月から2022年4月までは日量274万バ
レルの生産を行う計画である。UAEは5
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＊Sustainable Production Capacity
出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図11 UAE石油生産実績および生産能力見通し＊

出所：各社プレスリリース、報道など

表4 油田別生産能力・増産計画

鉱区名 現生産能力 権益保持者（残りはADNOC） 目標生産能力

1. 旧ADMA鉱区

　ウムシャイフ、
　ナスル

30万b/d Total（20%）、 Eni（10%）、 CNPC（10%） 45万b/d （時期不明）

　ウムルル、SARB 12.9万b/d Cepsa（20%）、 OMV（20%） 21.5万b/d（2023年）

　下部ザクム 36万b/d INPEX（10%）、ONGCなど印3社
（10%）、CNPC（10%）、 Eni（5%）、
 Total（5%）

45万b/d（時期不明）

2. 上部ザクム 70万b/d ExxonMobil（28%）、 
INPEX（12%）

75万b/d （2020年）
100万b/d （2024年）

3. ウムアダルク 1.5万b/d INPEX（40%） 2万b/d（時期不明）

4. サター 2万b/d INPEX（40%） 2.5万b/d（時期不明）

5. ADNOC Onshore
　（陸上）

180万b/d Total（10%）、 BP（10%）、 CNPC（8%）
INPEX（5%）、 Zhenhua Oil（4%）
GS Energy（3%）

200万b/d （2020年）

出所：ADNOC

図12 アブダビ2019年鉱区入札対象鉱区
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月11日には、日量100万バレルの追加減
産を発表したサウジアラビアと歩調を合
わせ、6月以降更に日量10万バレルの追
加減産を行うとの方針を発表した。
　アブダビは、2 0 1 6年2月にADNOC 
CEOに就任したスルタン・ジャーベル
氏の強力なリーダーシップのもと、石油
産業にかかるさまざまな構造改革を実行
してきた。最近も、上流・下流通じての
連携・協業が可能な企業（イタリアのEni
など）との間で戦略的パートナーシップ
の構築を進めており、低炭素化、エネル
ギートランジションに向けた取り組み強
化も表明している。
　 一 方 で 、 油 価 大 幅 下 落 の 影 響 で 、
ADNOCは最近、コントラクターへの
30％値下げ要請やEPC契約の解約、再入
札の実施など、投資抑制、コスト削減に
向けた取り組みを加速させている。投資
削減の動きは、上述の石油生産能力増強
計画の実行計画にも影響が及ぶと考えら
れ、今後のADNOCの対応（能力増強計
画の見直しがあるのか）が注目される。

5. イラク

　イラクでは2018年から2022年の5カ年
計画において ①原油生産能力 日量650
万バレル（2025年までに日量850万バレ
ル）、②原油輸出能力 日量525万バレル、
③出荷施設での原油貯蔵能力拡大 と
いった大規模増産に向けたキャパシティ
ビルディングの取り組みを行っている。
生産量は2010年の日量236万バレルから
2019年には過去最高の日量470万バレル
まで倍増した（図13）。大規模中下流プロ
ジェクトの完了により2015年から2016年
にかけて急増した後、近年は緩やかに増
加し、現在は最大で日量500万バレル程
度の生産能力があると考えられている。
　ただし従来いわれているとおり、ポン
プステーションや南部ターミナルの輸出
施設、その他のインフラが不足しており、

スペアキャパシティはない。南部輸出
ターミナルの容量も実態は名目容量より
もはるかに少ない状況である。2019年に
は南部輸出ターミナルで日量360万バレ
ルに迫る輸出量を記録したが、これが上
限ということになる（図14）。洋上の輸
出用パイプラインは老朽化による漏洩の
ため設計容量を下回る能力でしか輸送で
きない。また昨年秋、輸出能力を日量3
百万バレル増加させ、貯蔵能力を既存の
1千万バレルから更に6百万バレル増強す
るという計画でアラビア湾岸に人工島を
建設する初期契約がオランダ企業との間
で締結された。ただしその後の進捗は不
明で、現状の輸出容量の長期的維持すら

困難といった見通しもなされている。今
後、生産の主体とされる南部油田群から
の大規模増産を図るには、水の確保も欠
かせない。イラクの油田は回収率が低い
ことから、生産性向上を図るために油層
を 加 圧 し 油 を 押 し 出 す 増 進 回 収 法

（EOR）が行われている。圧入井から水
を圧入する水攻法が最も一般的で多くの
油田で採用されているが、そのためには
多量の圧入用水を確保しなければならな
い。問題はかねてより認識されており、
ペルシャ湾から採取した海水を処理した
上で南部の主要油田まで輸送し注入水と
するプロジェクトが2010年代初頭より計
画されている。しかし計画変更や事業者
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図13 イラクの石油生産実績および生産能力見通し*

300

310

320

330

340

350

360

370

バスラ原油 キルクーク原油（Qayara油田） キルクーク原油（Ceyhan） キルクーク原油（ヨルダン向け）

万b/d

Ja
n-1

9

Fe
b-1

9

Mar-
19

Ap
r-1

9

May
-19

Ju
n-1

9

Ju
l-1

9
Au

g-1
9

Se
p-1

9

Oct-
19

Nov
-19

Dec
-19

Ja
n-2

0

Fe
b-2

0

Mar-
20

出所：Somoデータを基に作成

図14 イラク政府による原油輸出量
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間の軋轢など、度重なる問題により遅延
を余儀なくされており、遂行の目途は
立っていない。
　今後、生産の主体である南部からの生
産量および輸出量を大幅に増加させるに
は、こうした輸出パイプラインの全面的
な整備や大規模な注水計画を含む重要イ
ンフラプロジェクト「Sou t h  I r a q 
Integrated Project（SIIP）」が欠かせな
いわけだが、その総額は530億ドルとも
見積もられており実現可能性を疑問視す
る声も多い。
　隣国イランとの関係においては、2018
年頃からの米国イラン対立の深化により
イラクは大きく影響を受けている。今年
1月に米軍がイランの革命防衛隊の司令
官を殺害し、同行するイラクのシーア派
民兵組織である人民防衛隊の副司令官も
死亡した。その後、米国への報復とみら
れる攻撃が続発し、4月に入ってからは
民兵勢力によるイラクにおける外資系石
油施設への攻撃も頻発している。こうし
た米イラン間の緊張の高まりにイラク国
内の政治的空白が拍車をかけ、治安状況
を一層悪化させてきた。地域におけるイ

ラクの存在感、重要度が高まる一方でイ
ラクの脆弱性が露呈し、短期的には生産
能力の拡大は難しい可能性があるとみら
れている。しかしインフラ問題や水の問
題といったかねてからの諸問題が解決
し、また契約条件改善などにより外資企
業にとっての魅力が増進すれば、油田に
よっては1バレル当たり2ドル未満のコス
トで生産できるというコストの低さがイ
ラクの強みであるため、中期的には
OPEC内で最大規模の生産拡大が期待さ
れ、2025年には日量60万バレル増加し
550万バレルに達するといった見通しも
IEAより出されている。
　石油モノカルチャー経済で、石油が国
家収入の約90％を占めるイラクでは、最
近の原油価格暴落により国家収入も大き
く減少した。石油ガス部門はもちろん、
国家の将来性を確保するためには主要投
資が欠かせない。2020年2月の平均原油
輸出量は日量339万バレルで石油収入は
48.4億ドル。一方で3月の輸出量は横ば
いで推移したにもかかわらず石油収入は
39％減少の29.8億ドルとなり、4月は更
に14.2億ドルまで落ち込んだ。2020年の

輸出収入は2006年以来最低となる可能性
があるといわれている。さらに4月に合
意されたOPECプラス協調減産により
2020年5〜6月に日量106万バレル、7〜12
月に日量85万バレル、2021年1〜4月に日
量6 3万バレルの減産義務を課されてい
る。イラクでは5月7日に新政権が発足し、
5カ月にわたる政治的空白がようやく解
消された。しかしながら立法、行政の麻
痺状態が継続したことで、石油ガス分野
にかかる政策実行に支障が生じている。
低油価、協調減産に伴う国家収入減、財
政逼迫による公共サービスの低下によ
り、今後、民衆の不満や圧力が高まる懸
念も否めない。
　これまでの協調減産においてイラクは
常に減産枠を上回る量を生産し続けてい
た。しかし今回に関しては、現在、減産
に取り組む構えを見せている。ではいか
にして減産を実現するのか。油田ごとに
削減量を振り分け、より重い油を生産す
る高コストの油田や随伴ガスを国内発電
所向けに供給できないような油田で減産
割合が高くなるであろうと石油省関係者
は発言している。具体的には、比較的軽

出所：各種報道を基に作成

表5 イラク主要油田の開発状況

油田名 生産能力
（千b/d）

オペ
レーター 開発状況 COVID-19、需要減少、

油価下落による状況の変化

Rumaila 1,500 BP

・2019年147万→150万b/d拡大、注水量増加・電力供給設備導入
により達成

・プラトー210万b/d達成に向け、生産施設（4基）導入計画
・新規開発井（50坑）掘削計画中
・高い自然減退率抑制には注水が重要
　（圧入水：現在150万b/d→目標200万b/d）
・「生産よりも水を重視」目標達成には大規模インフラプロジェク

トが必須

・BP：CAPEX25％削減の一環として2020年掘
削リグ数半減（30基未満へ）、一方で改修・注水
は維持

・OPECプラス減産に対応し約21万b/d減産

West
Qurna-1 470 Exxon ・2020年 追加掘削（20坑）計画

・2019年12月 随伴ガス回収施設拡張に向けEPC契約付与
・OPECプラス減産に対応し約12万b/d減産

West
Qurna-2 420 Lukoil ・2019年2月 第2開発フェーズ開始、掘削（57坑）予定 ・OPECプラス減産に対応し約12万b/d減産

Zubair 500 Eni
・現在生産量49.7万→2020年末までに54.8万b/d拡大計画
・2018年12月 Halliburtonと掘削契約、今後2年間で開発井掘削予

定

・Eni：CAPEX20％削減の候補として「Zubair」名
指し

・OPECプラス減産に対応し約5～10万b/d減産

Halfaya 400 CNPC ・2018年9月 3基目の処理施設建設により第3開発フェーズ完了
・2019年3月 20万→40万b/d拡大

・需要減少とCOVID-19発生に伴う人員不足によ
り5月までに35万b/d→25万b/d削減

Missan 200 CNOOC ・2018年4月 新規ガス処理施設稼働開始 ・すでに減産・投資削減実施

Garraf 100 Petronas
・2018年4月最終開発フェーズ合意、2020年末までに23万b/d拡

大計画
・2019年3月追加掘削（19坑）契約付与

・イラク国内でのCOVID-19発生を受け一時開発
中断・生産停止

Majnoon 240 国営
BOC

・2021年末までに生産能力45万b/d拡大計画
・2018年8月 中央処理施設拡張などのEPC契約付与
・2019年9月 新坑井掘削のため2社へ掘削契約付与（80坑、43坑）
・2020年3月 サワーガス処理施設建設契約付与

・推定生産量5万b/d以下
・第2フェーズ作業一時中断
※OPECプラス減産に対応し国営企業操業油田か

ら35万b/d減産



55 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

質の油を生産するBPのRumaila油田の削
減要求は日量20万バレルにとどまる一方
で、LukoilのWest Qurna-2油田やCNPC
のHalfaya油田などが削減要求割合の高
い油田に含まれる模様だ。またイラク政
府は減産をしながらも生産コストを削減
することで収入を最大化しようとももく
ろんでおり、油田操業を行う外資企業に
対して操業費用の30％削減や請負先への
支払い繰り延べを要請した。外資企業や
イラク国営企業が操業する各々のプロ
ジェクトはこれまで開発、生産拡大に向
けた取り組みを行っていた。しかし3月
以降は、油価下落に伴う投資削減や
COVID-19の影響、協調減産への対応な
どにより、多くのプロジェクトで縮小や
減産といった報道がなされている（表
5）。なお、イラク国営企業が操業する
油田に対しては、従来の減産協定で大幅
な減産が課されおり、すでに生産量は数
分の一まで減少しているという。よって、
今回の減産は外資企業へ協力を仰がざる
を得ない状況となっている。またイラク
政府は外資企業との技術サービス契約の
改定に取り組む考えで、新政府は交渉
チームの結成を提案している。こうした
取り組みにより、短期的には政府負担は
軽減するかもしれない。しかしながらイ
ラクにとって“必須”とされる石油ガス投
資の大きな妨げになることは間違いない
だろう。202 0年の掘削半減を決定した
BPは「予算を4分の1程度削減すると、短
期的・長期的な生産量に影響が出ること
は避けられない」と発言している。今回
の投資削減がイラクの将来の生産量に影
響する可能性も否めない。

6. リビア

　リビアではカダフィ政権崩壊後の引き
続く内戦による投資不足、インフラ攻撃
による制約といった状況にもかかわら
ず、2019年には日量116万バレルという

記録的生産量を達成した（図15）。また
NOCは内戦で荒廃した石油部門を修復
し、生産を維持しようと努力を進めてい
た。2019年4月にはハフタル司令官率い
るリビア国民軍（LNA）によるトリポリ
への進軍が始まった。ただしそうしたな
かでも生産が順調に伸びていた昨年の段
階では、2011年の革命前と同水準を目指
し、石油生産能力を日量160万バレルへ、
更に25％以上増強する計画を立てていた。
　復興に向けた重要エリアの1つが、リ
ビア全体の輸出量の約3分の2を占める東
部石油輸出ターミナルである。例えばラ

ス・ラヌフの原油貯蔵タンクは2011年以
前は13基700万バレルの容量を有してい
たものの、その多くがこれまでの内戦で
破壊され、現在貯蔵可能なタンクは4基
100万バレルのみといわれている。日数
にするとわずか3、4日分程度の容量しか
ない計算だ。よって悪天候など積み込み
に支障が出た際には余裕がなく、貯蔵で
きない以上すぐに油田操業の停止に直結
することになる。故に貯蔵容量拡大に向
けた大規模投資を行わなければ、実質的
な生産量の増加も不可能ということにな
り、そのためにはどうしても長期にわた
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出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図15 リビアの石油生産実績および生産能力見通し*

出所：MEES資料に加筆

図16 リビアの主要石油ガスインフラ
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る政治的安定性が不可欠である。
　2020年1月に東部勢力であるリビア国
民軍によって東部5つの石油ターミナル
および西部2つの主要油田であるEl 
Sharara油田（日量30万バレル）とEl Feel
油田（日量7万バレル）が封鎖された。6月
に一時的に操業を再開したものの、わず
か数日で再び封鎖に見舞われた。その後、
石油封鎖終了に向けた協議が進められ、
7月10日には、NOCはリビアにおける原
油出荷全てに関する不可抗力条項を解除
する旨発表した。しかしその直後、リビ
ア国民軍が出荷中止を指示し、7月12日
にNOCは再び不可抗力条項の適用を宣
言した。石油生産量は日量約8万バレル
まで落ち込んでおり、東部のリビア国民
軍が名目上、国内の石油・ガスインフラ
の大部分を支配し、生産を継続できてい
るのは西部の一部の油・ガス田のみとい
われている（図16、図17）。

　この封鎖によってリビアの生産量、輸
出量は下限まで落ち込み、収入もほとん
どない。よって現在他の産油国の国営石
油会社が直面している油価暴落という市
場の現実からはリビアは守られていると
いう側面がある。また2 0 2 0年4月の
OPECプラス協調減産義務からもリビア
は免除されている。
　現在の石油封鎖について、NOCは、
状況が改善すれば数週間での生産・出荷
再開が可能であると語る一方で、投資資
金不足による石油施設の補修不能を訴え
ており、直ちに封鎖解除・生産再開・投
資資金確保がなされなければ2022年には
国全体の原油生産量は日量65万バレルに
まで減少すると警告している。未だ政治
的安定が見通せないなかで、近い将来の
リビア原油の市場への供給については、
悲観的な意見が大勢を占めているのが現
状だ。

7. ベネズエラ

　ベネズエラでは、Maduro大統領が
Chávez前政権の失政を引き継いだこと
で、資金、人材、技術力、資機材が恒常
的に不足する状況が続いており、リグ稼
働数、原油生産量共に減少傾向が続いて
いる。
　2019年1月には、米国がベネズエラ国
営石油会社（PDVSA）を制裁対象に加え
たことで、原油輸出や希釈剤輸入が減少
し、生産に影響が生じるようになった。
追い打ちをかけるように、3月にはベネ
ズエラ全土で大規模停電が発生し生産量
減少に拍車がかかった。
　その後生産は若干回復していたが、8
月に米国による制裁が強化されて以降、
PDVSAはタンカーを調達することが難
しくなり、原油輸出量が更に減少するこ
とになった。その結果、貯蔵設備が充溢
となり、ベネズエラは生産を調整せざる
を得ない状況に陥った。しかし、10月以
降は、主にRosneftが原油を引き取り、
貯蔵設備に空きが生じたことから、生産
が若干回復した。
　ところが、2020年2月18日および3月12
日に原油輸出の6割以上を扱っていた
Rosneftの子会社が米国の制裁対象と
なったことから、PDVSAは原油輸出先
確保に焦慮するようになり、大幅なディ
スカウントを提案したり、メキシコの無
名企業2社に原油を取り扱わせたりした。
しかし、米国が、これら企業とベネズエ
ラの取引について調査を実施することと
なったため、ベネズエラはこれら企業へ
の原油供給を停止、ベネズエラの原油貯
蔵設備は再び充溢となり、生産量減少に
つながっている。なお、3月2 8日に
Rosneftはベネズエラ資産をロシア政府
所有企業に売却したが、これは制裁を逃
れるための方策と考えられる。
　4月22日には米国が、制裁下で操業を
認めていたChevronと米国の大手サービ
ス会社に対し、12月1日までベネズエラ
国内での活動を継続することを認めたも
のの、掘削やベネズエラ産原油の生産、
輸送、輸出、さらに、安全対策以外のメ
ンテナンスを禁止した。大手サービス会
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出所：MEES資料に加筆

図17 リビアの石油輸出ターミナルからの出荷量（2019年）
（単位：千b/d）

出所：IEA Oil Market Report、Baker Hugesウェブサイトを基に作成

図18 ベネズエラの稼働リグ数と原油生産量の推移
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社はすでにベネズエラではほとんど活動
を行ってはおらず、影響は少ないと考え
られる。一方、Chevronも油価下落に伴
い、すでにベネズエラでの操業ペースを
落としているとの報道がなされていた
が、Chevron CEOのWirth氏はベネズエ
ラから完全撤退することは考えていない
と語っており、今後の動向が注目される。
　 な お 、 C O V I D - 1 9 拡 大 を 受 け て
Maduro大統領は3月15日、首都と6州で
の「社会的集団隔離」実施を宣言、さらに
その後、この宣言をベネズエラ全土に拡
大した。これにより石油生産、輸出は更
に混乱をきたす可能性があると懸念され
ている。
　また、ベネズエラでは4月27日に、石
油産業を改革する提案がなされた。すべ
ての石油関連事業に対する国家管理を排
除し、民間資本へ石油産業を開放し、ロ
イヤリティを引き下げるなどを内容とし
ている。現状、このような改革の実現は
難しいと見られているが、状況を注視し
ていく必要があると思われる。
　IEAは2020年にベネズエラの石油生産
量は更に減少し日量70万バレルとなり、
その後2025年まで横ばいで推移するとの
見立てをしている。ただし、政権交代な
どにより探鉱・開発が進展するような新

たな機会が生まれる可能性がある一方、
事態が更に悪化し石油産業が崩壊する可
能性もあるとしている。

8. ブラジル

　Temer前大統領、そして、2019年1月
に就任したBolsonaro大統領は外資導入
策、探鉱・開発促進策をとり、頻繁に入
札を実施し、プレソルトの有望鉱区を公
開してきた。その結果、国営石油会社
PetrobrasもIOCも共に生産性が高く、低

コストのプレソルトを中心に探鉱・開発を
進めている。
　2019年後半には、2017年から集中的に
行われていたメンテナンスが一段落し、
2018年以降に生産を始めた浮体式石油生
産 貯 蔵 積 み 出 し 設 備 （ F l o a t i n g 
Production Storage and Offloading 
System：FPSO）8基の生産量が順調に
増加したことから、生産量が急増した。
2019年11月は日量309万バレルと月別生
産量が初めて日量3 0 0万バレルを超え、
また、2019年通年でも10億1,800万バレ
ルと初めて年間の生産量が10億バレルを
突破した。プレソルトの生産量が急増し
ており、現在、プレソルトの生産は総生産
量の70％近くを占めるようになっている。
　Petrobrasは2019年末発表の5カ年計画
で5年間の投資額を前回の5カ年計画より
も引き下げたものの、FPSOを新たに13
基導入し、同社の石油生産量を2020年の
日量220万バレルから2024年には日量290
万バレルに引き上げるとしている。
　 今 後 5 年 間 と い う こ と で 見 る と 、
Shell、Equinor、Totalなどもブラジル
の生産を伸ばす計画となっている。
　このような状況において、ブラジル政
府は2030年までに石油生産量を日量550
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＊Sustainable Production Capacity
出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図19 ベネズエラの石油生産実績および生産能力見通し＊

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

20
10
年
9月

20
11
年
3月

20
11
年
9月

20
12
年
3月

20
12
年
9月

20
13
年
3月

20
13
年
9月

20
14
年
3月

20
14
年
9月

20
15
年
3月

20
15
年
9月

20
16
年
3月

20
16
年
9月

20
17
年
3月

20
17
年
9月

20
18
年
3月

20
18
年
9月

20
19
年
3月

20
19
年
9月

20
20
年
1月

ブラジル うちプレソルト

千b/d

出所：ANP websiteを基に作成

図20 ブラジルの石油生産量推移
（2010年9月～2020年1月）



582020.7 Vol.54 No.4

JOGMEC

K Y M C

万バレルに増加させ、世界の産油国トッ
プ5への仲間入りを目指すとした。
　ところが、2019年11月実施のプレソル
トエリアを対象とする2回の入札がこれ
までとは一転、不調に終わった。原因は
サインボーナスが高額であったことや、
Petrobras以外の企業がオペレーターと
なれない鉱区が多かったことなどとされ
ているが、政府は次回以降の入札に多く
の企業が関心を示すよう入札や契約の条
件変更を検討している。
　そのようななか、需要が減少し、油価
が急落したことを受け、政府は、2020年
に計画していた第17次ライセンスラウン
ドと第7次PS入札ラウンドを中止すると
発表した。また、探鉱期間を9カ月延長
することとし、状況によっては、更に探

鉱期間の延長を検討するとしている。
　その一方で、Petrobrasは3月26日、3
月末までに生産量を日量10万バレル削減
し、2020年の投資額を120億ドルから85
億ドルに削減すると発表した。さらに、
4月1日には、同日より生産削減量を倍増
させ日量20万バレルとすると発表した。
しかし、4月28日、石油需要が予想を上
回っているためとして、この生産削減を
撤回すると発表した。
　 4 月 中 旬 に は 、
ExxonMobilがブラジル
沖での掘削キャンペーン
を継続するものの、坑井
数は減らす可能性がある
としたり、Equ ino rの
Peregrino油田のプラット

フォームの建造がCOVID-19対策のため2
カ月程度遅延したりしているといった情
報が伝わってきており、IOCのブラジルで
の活動に影響が生じ始めているようだ。
　IEAはOil 2020で、2025年までにブラ
ジルの生産量は日量110万バレル増加す
る見通しとしている。しかし、生産の伸び
は、Petrobrasがどの程度生産、そして、
開発計画を調整するのか、IOCによる開
発がどの程度遅れるのか次第となると考
えられる。

9. ガイアナ

　ExxonMobilは2015年にLiza油田を発
見したのを皮切りに、Stabroek鉱区で16
油田を発見した。現在、同鉱区の推定可
採埋蔵量は石油換算80億バレル以上と推
定されている。
　ExxonMobilは
予定よりも早く、
そして、油田発見
からわずか4年半
後の2019年12月20
日にLiza油田の生
産 を 開 始 し た 。
ExxonMobi lは、
現在、Liza2の開発に着手している。そ
して、2026年までにFPSO5基で原油日
量75万バレル以上を生産することを計画
している。
　ExxonMobil以外にも、2019年第3四半
期にTullow OilがOrinduik Blockで2坑、
RepsolがKanuku Blockで1坑を掘削、隣
国スリナムでもApacheがBlock58で掘削
した2坑で出油に成功しており、周辺鉱
区でも探鉱が進められている。
　ガイアナでは、2020年3月2日に総選挙
が実施された。2018年12月21日に国会で
Granger現政権に対する不信任案が成立

564

871
1,124

1,744

2,240 2,247
2,365 2,367

2,206

1,303

984

741 745
841 757

280
493

651

1,046
1,188

1,275
1,418 1,475

1,539

1,086

800
606 603

688 643

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
総投資額
うち探鉱・生産部門

20
06
-2
01
0

20
07
-2
01
1

20
08
-2
01
2

20
09
-2
01
3

20
10
-2
01
4

20
11
-2
01
5

20
12
-2
01
6

20
13
-2
01
7

20
14
-2
01
8

20
15
-2
01
9

20
16
/1
修
正

20
17
-2
02
1

20
18
-2
02
2

20
19
-2
02
3

20
20
-2
02
4

億ドル

出所：Petrobras websiteを基に作成

図21 Petrobras5カ年計画の投資額
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出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図22 ブラジルの石油生産実績および生産見通し＊

出所：各種資料を基に作成

表6 ガイアナStabroek鉱区の開発状況および計画

油田 FID 生産開始 生産能力

Liza1 2017年6月 2019年12月 12万b/d

Liza2 2019年5月 2022年 22万b/d

Payara 2020年 2023年 22万b/d

Hammerhead 2024年中頃 15～19万b/d
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したものの、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、カリブ司法裁判所で審理が行
われ、この不信任案は有効との判断が下
され、ようやく総選挙が実施されるとい
う経緯があった。ところが、この選挙に
不正の疑いが浮上し、裁判所が結果発表
を差し止めている。選挙結果が出ないた
め、Payara油田開発計画が承認されな
い状態が続いている。また、ガイアナで
は、昨年末まで石油・ガスが生産されて
いなかったことから、これまで石油会社
に有利な契約条件を提示されてきたが、
2018年4月にIMFが、ExxonMobilとの契
約は標準的な契約に比べ、同社にとって
有利なものになっていると指摘したこと
から、石油法や規制を見直す動きがある。
Granger政権は外資導入を図ってきたが、
選挙結果次第では、契約条件が厳格化さ
れる可能性もある。
　ExxonMobilは油価が急落したことを
受けて、2020年の資本支出を30％削減す
ると発表したが、ガイアナに関しては、
開発の最初の2フェーズであるLiza1と
Liza2については予定どおり実施すると
している。しかし、先述したとおり、
Payara油田の開発承認が遅れているこ

とと、COVID-1 9拡大防止のため作業
ローテーションを変更したり、出張に制
限 が か か っ た り し て い る こ と か ら 、
Payara油田の生産開始に6カ月から1年
の遅れが生じる可能性があるという。な
お、6月中旬には、ガス圧入機材に技術
的な問題が発生したため、Liza油田の石
油生産量が日量8万バレルから日量2.5〜
3万バレルに減少し、6月中旬までに生産
量を日量12万バレルまで引き上げる計画
を達成することは難しくなったと報じら

れた。しかし、ExxonMobilは、生産減
退はプロジェクト開始時の一時的なもの
で、Liza油田の生産量は今後数週間のう
ちに日量12万バレルに達する見通しであ
ると発表した。
　ガイアナについてIEAは、中南米の石
油生産増の鍵を握る国の一つとしてい
る。その見方に間違いはないと思われる
が、COVID-19拡大に国内の政治状況が
加わり、生産増が計画されているよりも
鈍化する可能性はあると考えられる。
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図23 ガイアナ沖合鉱区図
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図24 ガイアナの石油生産見通し

出所：PEMEX website

図25 PEMEXのOPEXとCAPEX
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10. メキシコ

　Andrés Manuel López Obrador
（AMLO）大統領は、前政権のエネルギー
改革を否定し、国営石油会社PEMEXの
ファームアウトを含むすべての鉱区入札
を中止した。その一方で、PEMEXを支
援、強化し、PEMEXに短期間・低コス
トで生産開始が可能な浅海および陸上の
油田を開発させることで、2024年末まで
に石油生産量を日量270万バレルに増加
させることを計画している。しかし、
PEMEXによる探鉱・開発は進まず、
2019年のメキシコの生産量は2018年比
7.2％減の日量1 6 7.9万バレルとなった。
一方、前政権が実施した鉱区入札でメキ
シコに参入したIOCなどはZama油田な
どを発見、開発を進めている。その結果、
まだ量的には少ないが、PEMEX以外の
企業の生産は増加している。AMLO大
統領は、エネルギー改革でメキシコに参
入した企業が投資と生産で実績を示すこ
とができれば、鉱区入札を再開するとし
ていたが、2020年1月8日、2020年に鉱区
入札を再開する計画はないことを明らか
にした。
　COVID-1 9拡大を受けて、PEMEXは
2020年3月30日以降、人員を削減して事
業を継続しており、生産減少や安全面へ
の懸念が高まっている。
　また、油価急落への対応として、政府
は4月5日、PEMEXの税負担軽減（26億
ドル）とガソリン生産量引き上げを発表

した。しかし、税負担軽減は不十分であ
り、ガソリン生産量引き上げは実現不可
能なうえに損失を増やすだけと批判を受
けている。
　なお、メキシコはOPECプラスの生産削
減に合意したものの、ナレ・エネルギー
大臣が、5月と6月のみ生産量を日量10万
バレル削減し、7月以降は日量175.3万バレ
ルまで再び生産量を引き上げると発言し、
真意が不明であると混乱を招いている。
　このようななか、PEMEXは5月に、
Capexを145億ドルから125億ドルに15％
削減すると発表した。一方、Repsol、
Shell、CNOOC等はメキシコ湾大水深で
探鉱を、BP関連会社やEni等は浅海で開
発、生産を進めている。その結果、メキ
シコでは、原油価格下落下にあっても、

多少ペースは落ちているものの、他国に
比して活発な探鉱・開発が続けられてい
る。
　IEAは、ショートサイクルのプロジェ
クトを進め、深海や外資とのJVから離
れることを選択したメキシコでは、2025
年までに、エネルギー改革により参入し
た企業が開発する油田からの生産増が成
熟油田の生産減退を補うことはできず、
生産減少を逆転させることはできないと
見ている。原油価格の下落やCOVID-19
拡大、政府の不十分なPEMEX支援策で、
更に大きな生産減少をまねく恐れがある
と考えられる。

11. カナダ（オイルサンド）

　カナダでは、2 0 1 8年後半にWTI と
WCS（Western Canadian Select）の価格
差が1バレル当たり50ドルまで拡大した
ことを受け、Alberta州政府が2019年1月
より生産削減を実施してきた。
　一方、パイプラインの建設や拡張工事
の進展は遅い。図27は、カナダ西部か
ら地域外への原油供給量とパイプライン
の輸送能力の積み上げを現したものだ。
パイプラインの建設、拡張が進展しない
限り、カナダ西部からの地域外への原油
供給量がカバーできない状況が続くこと
が読み取れる。
　このような状況から、2020年2月には
Teck ResourcesがAlberta州最後の巨大
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＊Sustainable Production Capacity
出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図26 メキシコの石油生産実績および生産見通し＊

出所：IEA Oil 2020

図27 カナダの原油生産量およびパイプライン輸送能力見通し
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オイルサンドプロジェクトといわれてい
たFrontierプロジェクトの申請を撤回す
るなど新規プロジェクトは立ち上がらな
い状況となっている。
　需要激減と価格下落を受け、カナダの石
油会社各社は事業計画を変更、生産量や
投資額を削減している。すでに、中小規
模の企業では解雇や倒産も始まっている。
　このような事態に対処するため、連邦
政府は4月17日に、廃坑井処理やメタン
排出規制支援などからなるエネルギー産

業への支援策を発表、これにより、1万
人の雇用確保を目指すとした。しかし、
Alberta州が要求していた200億〜300億
ドル規模の支援にははるかに及ばないも
のであった。その後、連邦政府は支援策
を追加発表したが、全産業向けの包括的
支援で、資金規模など詳細は未公表と
なっている。
　一方、Alberta州政府は前政権から大
幅な財政赤字を引き継いでいることか
ら、支援策発表に慎重であったが、廃坑

井の処理に関する費用負担、Alberta州
エネルギー監督庁への年間費の支払いの
軽減・延期、州政府との石油契約期間の
自動延長、廃坑井を処理する公的団体
Orphan Well Associationへの政府融資か
らなる支援策を発表した。
　IEAはAlberta州の生産削減緩和とパ
イプライン建設、拡張工事が進むことで、
2025年までに石油生産量は日量50万バレ
ル増加すると見ている。油価下落、需要
減退という状況に加え、カナダ特有のパ
イプラインの建設、拡張工事の進展が不
透明なことなどが相まって、IEAの見通
しどおりの生産増は難しくなる可能性も
あると思われる。

12. ノルウェー・英国

　ノルウェー・英国は、共に生産のピー
クを2000年ごろに迎えており、産油国の
中では成熟国として位置づけられる。
　まず、両国における石油生産実績およ
び見通しを見ていく。
　英国では近年生産量が少しずつ増加し
ている。この理由は、高油価であった
2010年代前半に開発決定がなされた油田
が立ち上がり、他の既存油田の生産減退
分を上回ったためである。2020年以降に
ついては、自然な減退に加えて、油価の
下落とCOVID-19の流行により、更に減
退する見込みである。英国の業界団体
Oil & Gas UKは、石油市場の影響や生
産現場でのCOVID-19対策のため、見通
しよりも8%ほど落ち込むだろうとコメ
ントしている。
　ノルウェーでは、2020年以降急激に生
産見通しが伸びている。これはJohan 
Sverdrup油田の生産開始によるもので
ある。しかし、ノルウェー政府は4月29日、
油価下落とCOVID-1 9の流行を受けて、
ノルウェー国内の生産者に対して減産を
命じた。Johan Sverdrup油田も対象と
なっており、この見通しから更に下回る
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出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図28 カナダの石油生産実績および生産見通し

出所：Oil 2020を基に作成

図29 石油生産実績および見通し
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見込みである。ただし、減産について、
ノルウェーはサウジアラビアのような他
の産油国と比較すると、政府の生産者に
対する影響力が小さいため、減産のプロ
セスが実際どうなされるのか注目される
ところである。
　北海も例外なく油価下落の影響を受け
ているが、操業費の低さにより生産を継
続できている油田が多い。図30は、北
海における石油・天然ガスプロジェクト
ごとの、バレルあたりの操業費・税金・
ロイヤリティの合計を示したものであ
る。水色が英国、青色がノルウェーのプ
ロジェクトを表している。
　Wood Mackenzieによると、北海で操
業中の油・ガス田の95%が、これらのコ
ストの合計が30ドル以下、さらに90%が
20ドル以下であると発表しており、現在
のブレント価格の水準であっても、操業
可能な油・ガス田が多いことを示してい
る。この背景には、2014年以降の油価下
落の際に、サービス産業を中心に徹底的
なコスト削減の取り組みが進んだことが
挙げられる。
　他方で、油価下落の影響により、生産
者は探鉱削減やFIDを遅らせる決定をし
ており、この結果サービス会社の経営が
かなり厳しくなっているといわれてい
る。厳しい状態にある業界団体および労
働組合は、政府への支援を求める働きか
けを続けている。
　ノルウェーでは6月12日、議会が石油・

天然ガス産業を支援する財政支援策を承
認した。具体的には、企業の設備投資に
対しての100%の法人税額控除（通常6年
間での減価償却）、設備投資のアップリ
フト（石油特別税での追加控除）の引き上
げ（20.8%→24％）などを含む。この財政
支援策の効果について、財務省は「2020
〜2021年の間に100億ドル近くのキャッ
シュフローを業界にもたらす」と試算し
ている。この財政支援策は企業の継続的
な投資を促進するために税制を一時的に
変更するものであり、ノルウェーの上流
税率78%に変更はない。
　英国では、現段階で国レベルでの石
油・天然ガス産業に特化した支援策は決
定されていないが、スコットランド政府
は、石油・天然ガス産業の支援と低炭素

化投資促進のため6,2 0 0万ポンドのパッ
ケージを発表した。

13. アンゴラ

　アンゴラはアフリカでナイジェリアに
次ぐ2番目の石油生産国である。2007年に
はOPECに加盟し、2009年には議長国を
務めた。アンゴラの経済は石油・天然ガ
ス生産に大きく依存しており、原油価格
の変動に脆弱である。アフリカ開発銀行
によると、2017年の原油・天然ガス部門は
同国国内総生産（GDP）の約30%、輸出総
額の約95%、財政収入総額の約52%を占
めている＊1。
　石油産業に依存する一方で、アンゴラ
の石油生産量は高い開発コストや油田の

出所：Wood Mackenzieより引用

図30 北海における石油生産実績および見通し
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＊Sustainable Production Capacity
出所：IEA Oil Market Report、Oil 2020を基に作成

図31 アンゴラの石油生産実績および生産能力見通し＊
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成熟化、新規投資の停滞により、減退傾
向にある（図31）。政府による石油産業
復活への取り組みや、EniやTotalなどに
よるニアフィールド開発で減退への歯止
めが期待されている。
　アンゴラ政府は近年、石油産業の復活
に力を入れている。2018年の大統領令に
より、既存の開発エリアでの企業の追加
調査の承認やマージナルフィールドの定
義を簡素化、明確化した上で、生産・取
引・所得税やコスト回収などに伴う税制
上の優遇措置を設けるなどした。また、
2019年には、国営石油会社Sonangolを石
油・ガスの採掘や精製、流通といった中
核事業により特化させるための取り組み
として、石油産業の管理監督機能を
Sonangolから切り離し、石油部門の規制
機関として国家石油ガス庁を創設した。
　政府の取り組みの成果として、Total
やEniといったアフリカに強いIOCとの
関係強化が挙げられる。
　Eniは2019年3月にAgogo油田を発見す
ると、わずか9カ月で操業を開始した。

このスピード生産は、West HubのNgoma 
FPSOへのタイバックで可能となった。
2020年2月、EniはAgogo油田で2番目の
評価井の掘削に成功し、原始埋蔵量を
40％増加させ10億バレルと発表した。こ
の結果から日量15,000バレルの生産能力
が見込まれている。同鉱区のJV（Eni 
3 6.8 412%、Sonangol P&P 36.8 421%、
SSI Fifteen 26.3158%）は第3の生産ハブ
を通じで生産量拡大に向けた調査をすで
に開始しており、2021年のFIDを目標と
している。
　 T o t a l の K a o m b o プ ロ ジ ェ ク ト

（Block32）は日量20万バレルの生産量を
有し、アンゴラの生産量拡大に貢献して
いる。
　同社はアンゴラ深海でのプレゼンス拡
大を狙っており、2011年に操業開始した
Pazflorフィールドの生産量を維持する
ため、Block17のZinia Phase 2、CLOV 
Phase 2、Dalia Phase 3を進める計画で
ある。Zinia Phase 2は、201 8年5月に
FIDされ、日量4万バレルの生産が見込

ま れ て い る 。 C L O V 
Phase 2は2020年操業開
始予定でプラトー生産日
量4万バレルが見込まれ、
Dalia Phase 3は2021年
操業開始でプラトー生産
日量3万バレルが見込ま
れている。Zinia Phase 
2、CLOV Pha s e  2、
Dal ia Phase 3は1億5
千万バレル以上の追加資
源を開発し、Block1 7の
生産量を日量40万バレル
の水準に維持することが
期待されている。これら
は2011年に生産開始した
既存のPazflor油田にタイ
バックされる計画である。
　アトランティックベー
スンのうち、ブラジルは

生産性の高さからコストを安く抑えるこ
とができる一方、アンゴラは開発コスト
が高く、開発が厳しい状況である。また、
アンゴラ原油は米国シェールと性状が似
ており質は良いが、米国シェールオイル
が余っている状況からアンゴラ原油が売
れにくい状況が続いている。
　政府の海外投資誘致政策は一定の成果
を挙げているものの、IOCにとって魅力
的な参入鉱区は世界中にあるため、更な
る投資を呼び込むには一層の改革が必要
だとも指摘されている。
　アンゴラは原油輸出の6〜8割が中国向
けとなっている。COVID-19による急激
かつ突然の経済活動の停滞によって需要
が落ち込み、中国に向かうアンゴラ原油
価格は強い下方圧力にさらされた。3月5
日時点では4月積みカーゴの売れ残りが
15〜20存在した模様である。3月20日に
は、中国に債務返済用（価格は1バレル17
ドルで固定）として原油が販売されたと
の報道もあった。
　アンゴラ政府は生産量減退に歯止めを
かけたい構えだが、4月のOPECプラス
の大規模減産合意を受けて、アンゴラは
5月および6月の月間石油生産量を日量
118万バレルとされた。
　さらに、COVID-1 9の影響により、
2020年に予定されていたライセンスラウ
ンドは延期されている。
　COVID-19により世界的に石油需要が
落ち込んでいる昨今、石油産業に依存し
てきたアンゴラの経済は更に逼迫すると
みられる。一方で、アンゴラ政府が石油
産業復活のために実施してきた政策や
IOCのニアフィールド開発で生産量減退
に歯止めがかかるか、今後も注視してい
きたい。

まとめ

　OPECプラスの減産が報じられるとと
もに、米国やカナダなど、OPECプラス

出所：各社websiteより作成

図32 アンゴラにおけるEniおよびTotalの
主なニアフィールド開発鉱区
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以外の産油国でも、採算が期待できない
油田・油井からの生産が、急スピードで
減少してきた。
　昨年も同じテーマで発表したが、その
ときと最も大きく変わっているのは米国
の様子だろう。昨年のレポートでは、「米
国シェールオイルの増産・シェア拡大が
どこまで伸びていくのか」、がポイント
だったが、すでに米国の減産は明らかで
あり、日量約200万バレルも下がったとの
見方もある。
　このように供給量が減っているために
原油価格は徐々に上昇したが、1バレル
40ドル付近に留まっている。今後の需要
の回復はコロナウィルス感染をどのよう
に抑制できるのかに左右されるため見通
しは難しい。供給ではOPECプラスや米
国の減産状況が影響するだろう。

　また、現在の探鉱・開発投資について
は、ショートサイクル資産であるシェー
ルオイルの開発投資が集中的に減らされ
ている。この他に、FID前の開発事業の
先送り、そして、探鉱費の削減・先送り
が顕著となっている。
　このような企業の投資行動が、産油国
にも影響を与えることは間違いないであ
ろう。
　油価下落により産油国の財政は極めて
大きな影響を受けている。したがって、
産油国が取り分利益を増やそうとして企
業との契約条件を改悪するような動きが
心配される。ただし、その一方で、探鉱・
開発投資を誘致する目的で、契約条件を
改善してくる産油国が出てくるかもしれ
ず、注目していきたい。
　今後の生産再開、石油開発投資の是非

は、原油価格、産油国の財政、企業財務
が影響してくる。苦境に陥っている石油
会社やサービス会社の間で企業再編が行
われる可能性もあり、これについても注
目したい。
　また、本稿には記載していないが、欧
州を中心に進んでいる再生可能エネル
ギー導入など、エネルギートランジショ
ンとの関係では「今回の油価下落によっ
て当面は遅れる」という意見と「これを
きっかけに一気に進む」という両方の意
見がある。今後どのように進展するか注
視していきたいと思う。

（JOGMEC調査部　古幡 哲也、古藤 太
平、猪原 渉、同調査課　竹原 美佳、原
田 大輔、芦原 雪絵、川田 眞子、橋本 
知世、舩木 弥和子）
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表7 産油国の状況まとめ

生産調整 探鉱開発 その他
米国 ・企業の経済性からの自発的減産（テキサスな

ど州レベルで生産調整の議論あり）
・シェールオイル増産は油価次第
　（ショートサイクル資産）
・米メキシコ湾の増産は底堅い

・産業支援（金融、SPRを利用した原油購入・
備蓄）

ロシア ・OPECプラス協調減産
　（史上最大かつ初の能動的減産）

・LUKOILを除き、足元の投資計画に大きな
変更なし

サウジアラビア ・OPECプラス協調減産（4月合意に加え6月
以降の追加減産表明）

・生産能力の維持・拡大方針維持 ・脱石油改革の遅延
・Saudi Aramcoの海外上場のめど立たず

UAE ・OPECプラス協調減産
　（4月合意に加え6月以降の追加減産表明）

・生産能力増強計画維持
・コントラクターへの値下げ要請やEPC再入

札など投資抑制、コスト削減

・構造改革を継続実施

イラク ・OPECプラス協調減産
　（減産表明も順守に疑問符）

・増産計画は国内外制約で難航
・南部操業IOCに30％の支出削減および支払

い繰り延べ要請

・低油価、協調減産に伴う国家収入減、財政
逼迫

リビア ・OPECプラス協調減産免除 ・内戦による油田封鎖、生産障害

ベネズエラ ・OPECプラス協調減産免除 ・前政権以降の失政、米制裁、停電などによ
る生産障害続く

・石油産業改革実現に懐疑的見方

・COVID-19拡大で石油生産・輸出更に混乱

ブラジル - ・Petrobrasは生産・投資削減を表明
　（生産削減は撤回）
・生産施設遅延、IOCの活動にも影響

ガイアナ - ・政治不安定化による承認遅延、低油価による
投資削減、COVID-19拡大で追加開発遅延

メキシコ ・OPECプラス外の減産協力
　（5月と6月のみ、7月以降増産）

・PEMEX予算増とショートサイクル開発へ
の集中で生産増目指すも停滞

・PEMEX投資削減、活動を継続するIOCが多い

カナダ ・Alberta（AB）州は19年1月より生産削減 ・各社生産や投資削減 ・連邦政府、エネルギー産業支援策発表
・AB州も廃坑、契約などへの支援策発表

ノルウェー・
英国

・ノルウェーOPECプラス外の減産協力（20
年6月～12月の減産方針表明も難航か）

・14年下期低油価でコスト削減進む
・各社投資削減やプロジェクト遅延

・ノルウェー、英国政府共に産業支援策を調
整中

アンゴラ ・OPECプラス協調減産 ・EniやTotalなどによるニアフィールド開発
で減退への歯止めが期待

・低油価、COVID-19による国家収入減、財
政逼迫

<出所>　＊1： EIA https://www.eia.gov/international/analysis/country/AGO


