
2023.1.26

石油・天然ガス上流開発企業の生産・投資動向
～ メジャー企業の債務ネットゼロとIOC・NOCの排出ネットゼロ ～

2023年1月海外石油天然ガス動向ブリーフィング

エネルギー事業本部
調査部 古藤 太平



本資料はエネルギー・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が信頼できると判断した各種資料に基づ
いて作成されていますが、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又は完全性を保証す
るものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたものであり、何らかの投資等に関する特定
のアドバイスの提供を目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に依拠して行わ
れた投資等の結果については一切責任を負いません。なお、機構が作成した図表類等を引用・転載
する場合は、機構資料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。機構以外が作成
した図表類等を引用・転載する場合は個別にお問い合わせください。Copyright (C) Japan 
Organization for Metals and Energy Security All Rights Reserved.

免責事項

2



本日の報告事項

3

1. はじめに
IEA World Energy Investment 2022

2. 債務ネットゼロが視野に入るメジャー企業
欧州系メジャーと米系メジャー

3. 国際石油会社（IOC）と独立系上流開発企業
REPowerEU・インフレ削減法・シェール開発・LNG

4. 排出ネットゼロをめざす国営石油会社（NOC）
産油国NOCと消費国NOC

5. まとめ



はじめに
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ロシアによるウクライナ侵攻が始まる前か
ら 低炭素エネルギーへの転換とエネルギー
効率の改善のために投資が必要と指摘

• エネルギー危機の原因は新型コロナウィル
ス感染拡大前からの設備投資不足と指摘：
持続可能なエネルギー供給のためには低炭
素エネルギーとエネルギー効率改善のため
の設備投資が必要

• 石油・天然ガス上流開発投資を継続する
国・企業もあるが、民間企業の多くがエネ
ルギー価格上昇にもかかわらず投資を拡大
できない事情としてエネルギートランジ
ションの３つのシナリオが示す需要見通し
が大きく異なることが指摘される

IEA World Energy Investment（2022年6月）
国際エネルギー機関（IEA）の年次報告（第7回：2016年～、エネルギーセキュリティ）

World Energy Investmentの3つのシナリオ
STEPS

Stated 
Policies 

Scenario

• 各国政府による具体的な政策の裏付けのあ
るエネルギー需給シナリオ。

• 石油需要は2023年までにパンデミック前の
水準を回復、2035年に日量103百万バレル
程度でピーク、2050年まで緩やかに減少。

APS
Announced 

Pledges 
Scenario

• 各国政府が掲げる排出削減（努力）目標が
期限までに達成されると仮定した場合のエ
ネルギー需給シナリオ。

• 石油需要は2024年に日量98百万バレル程度
（パンデミック前の2019年同水準）でピー
ク、2050年にかけて輸送用の需要は低下す
るが石油化学向けは引き続き増加。

NZE
Net Zero 

Emissions by 
2050 

Scenario

• 2050年二酸化炭素排出ネットゼロを達成す
るための道筋の一つを示すシナリオ。

•石油需要は2019 年の水準に回復することは
なく、内燃機関の新車販売禁止や長距離輸
送も電気・水素化、プラスチックリサイク
ル比率を高める政策を徹底。

出典：IEAウェブサイトよりJOGMEC作成



IEA World Energy Investment 2022
（石油・天然ガス上流開発関連部分）
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• ロシアによるウクライナ侵攻や新型コロ
ナウィルス感染拡大の以前からエネル
ギー需要増加見通しに関する不確実性が
高まり、上流開発投資の停滞によりエネ
ルギー価格は上昇傾向を示していた

• 中東など一部の国・地域では石油・天然
ガス等の上流開発投資を拡大しているが
持続可能な対応としては（EUのRE Power 
EU計画や米国のインフレ削減法のよう
な）低炭素エネルギーの利用拡大・エネ
ルギー効率改善のための投資を加速する
必要性を指摘している

• 石油・天然ガス上流開発投資はエネル
ギー危機による価格高騰により2022年も
増加傾向が継続するも新型コロナウィル
ス感染拡大前の水準には及ばない。
資本市場はエネルギートランジションの
ペースについてSTEPS・APS・NZEの各シナ
リオで需要見通しが大きく異なるため再
生可能エネルギー・LNG設備を含むバ
リューチェーン全体への投資・株主還元
重視のバランスが国・地域・企業毎に異
なる。他方で産油国・国営石油会社では
歳入を化石燃料収入に依存、金利が上昇
する中で上流開発投資は増加傾向に。

世界のエネルギー投資推移（化石燃料・電力・省エネ）

エネルギー供給に対する投資額推移
企業グループ別上流開発投資（2019年実績と2022年計画）

企業別上流投資額（2021年実績と2022年計画）

出典：IEAウェブサイト（https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2022）
（JOGMECにてコメント補足）

エネルギー投資
総額：2.4兆ドル

化石燃料：
８千億ドル

石油：5千億ドル

石油・天然ガス投資：
2019年の水準には及ばず

石炭・低排出：1千億ドル

天然ガス：2千億ドル



石油・天然ガス上流開発投資動向
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出典：RystadEnergy

• ロシアによるウクライナ侵攻は石
油・天然ガス上流開発企業に大きな
利益をもたらした。短期的には欧州
の脱ロシア依存に対応するため上流
開発投資を行う先を見つけなければ
ならない（北米・南米・中東など）

• 長期的にはエネルギートランジショ
ンのペース次第で調整が必要だが、
少なくとも天然ガス液化設備に対す
る投資は堅調な伸びが予想される。

• 米国シェールオイルは新型コロナウイルスの感染が急速に拡大した
2020年には需給の調整弁となった。その後2年間の需要回復過程では
財務規律の要請等によりシェール開発投資に大きな伸びはなく、設備
投資の増加はLNGや在来型開発投資が牽引する見通し出典：RystadEnergy

天然ガス液化設備投資推移
千米ドル

上流開発投資推移（含むLNG）
十億米ドル



石油・天然ガス企業～生産量ランキング
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• エネルギーインテリジェンス社が業界
誌Petroleum Intelligence Weekly（PIW）
等で発表
分析のフレームワークとして

• 2021年の石油生産は回復傾向を示すも
依然としてパンデミック前の水準を下
回る。天然ガスは米国独立系と国営企
業が牽引。
Saudi Aramco、ExxonMobil等トップ10は
概ね安定するものの10位以下では企業
再編と埋蔵量評価の見直しにより順位
が変動。

• 企業再編（M&A）では規模拡大から脱
炭素・再生可能エネルギー関連へ重心
が移動。
オーガニックな石油・天然ガス開発投
資の中心はSaudi Aramco・ADNOC等の
NOCに移行。



２．メジャー企業 欧州系メジャー企業
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• LNG事業を含めたエネルギートランジションに注力してきた欧州系メ
ジャー企業では脱ロシア・エネルギーセキュリティに対する関心が高
まっても石油・天然ガス上流開発投資は制限される。短期的には上流
開発投資が増加しても一時的であり、2010年代前半の水準を下回る。
BP、Shell、TotalEnergiesに対するダイベストメントの要求が一時的
に弱まっても、後から加速することを求められる。

• Totalの石油関連投資は資産売却との純額ベースで評価され、Shellは新
CEOの下で新たな方向性を目指すが低炭素M&A取引である可能性もあ
る一方、Rosneftの株式を売却するBPは如何に代替資産取得の原資を
確保するのか注目される。

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) 上流事業ポートフォリオの削減計画（2025年まで据え置き、2030年までに40％削減）
(2) ロスネフチ株式19.75％の売却

(1) 新CEOによるトランジション戦略の見直し
(2) M&A戦略にも注目

(1) 大規模な再生可能エネルギー事業のM&A戦略
(2) スコープ3排出削減目標を制約条件としないショートサイクル資産に対する投資拡大
(3) 再生可能エネルギー事業のリターン向上戦略



米系メジャー ～ 債務ネットゼロ達成が視野に
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ExxonMobilとChevronの2022年度の純利益は2社合計で1,000億ドル近くとなる見
込み。2021年5月の株主総会で気候変動問題に対する取組み強化を求める議案が決議
され、炭素回収貯留・水素・バイオ燃料等の低炭素事業により多くの資金を投入する
一方でロシアによるウクライナ侵攻を受けた燃料価格高騰により実質無借金への移行
が視野に入ってきた。今後数十年に亘って世界の産業・経済活動を支える主要燃料で
あり続ける石油・天然ガスの生産を拡大するうえで資本市場からの調達に制約があっ
ても自己資金により賄うことができる。（Financial Times電子版 2023年1月1日）

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) 2025年まで資本規律を維持しつつパーミアンにおける増産計画を遂行
(2) 向こう10年間のCCS計画とクリーン水素戦略の具体的進展

(1) グローバルな資産ポートフォリオ・レビューによるパーミアンに続くネットゼロ事業モデ
ルを加速できる地域の特定

(2) CCSプロジェクトによる低炭素計画の遂行
(3) モザンビークRovuma LNGプロジェクトの進捗状況



３．国際石油会社（IOC）と独立系上流開発企業
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欧州の国際石油会社（IOC）
• REPowerEU計画の加速：

欧州委員会はエネルギーの対ロシア依存削減を達成するため、短期的には天然ガス
の消費削減（15％）、中期的には2030 年エネルギー目標における再エネ比率
（40％→ 45％）、エネルギー効率化目標を引き上げた（Fit for 55）。

• 貿易雇用関係への踏み込み：
2030 年までに3,000 億ユーロの設備投資を行う財源として排出量取引制度の排出
枠販売収入を充てるほか、国境炭素調整や超過利潤課税の導入を検討。貿易や雇用
関係にも踏み込んだサプライチェーン・労働政策の見直し踏み込んだに焦点を当て
た戦略に発展

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) 再エネ事業PlenitudeのIPOの成否
(2) （Azuleに続く）JV事業（サテライト戦略）の可能性と資金調達
(3) 欧州の天然ガス需要増加に対応するアフリカ事業戦略

(1) 再生可能エネルギー事業の収益性確保の具体策
(2) 資本市場とのESGに関する対話進展

(1) 再生可能エネルギー事業のパートナーと上流事業のパートナー
の立場の違いの調整／統合

(2) パートナーシップ戦略により捻出された資金の投資戦略
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米国の国際石油会社・独立系上流開発企業
インフレ削減法（IRA）の成立
• エネルギー・気候変動対策：

IRAが対象とするエネルギー・気候変動
対策にはクリーン電力・水素製造投資
に関する税額控除が含まれる。エネル
ギー省のガイダンスでは石油精製を含
むエネルギー産業の脱炭素化に必要な
技術として、エネルギー効率化・再生
可能エネルギー利用拡大・二酸化炭素
回収貯留を挙げている

• タックス・クレジット：
化石燃料開発に対しても低炭素技術を
導入すれば適用されることから座礁資
産化リスクにより滞っていた資金調達
の活性化が期待される

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) 2050年までのネットゼロ実現に向けた中期的な目標設定とその実施
(2) カタールに続くLNGプロジェクト
(3) 環境問題対応とアラスカ開発の両立

(1) CCSパイロット事業の進捗とスケールアップの可能性追求
(2) 豪州沖の探鉱を含む海外事業ポートフォリオ拡大の可能性追求
(3) 米国Utica開発の採算性

(1) パーミアンにおけるDACプロジェクトの遂行、コスト管理、
パートナーシップ（マネタイゼーション）戦略

(2) カーボンニュートラル原油戦略と（EOR以外の）CCS・DACサ
ポート事業の選択／戦略

(1) パーミアン（ミッドランド）に集中した低コスト・財務規律重視
(2) 天然ガス比率引上げと低炭素化投資による排出削減



独立系上流開発企業
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• 新型コロナウィルスの感染拡大による
需要減少に対応するために掘削リグへ
の投資を急激に絞り込んだため唯一の
成長地域となったパーミアンでさえ鉱
区を縮小した。シェブロンやコノコ
フィリップスなどの大手企業は掘削在
庫を確保しているが、中堅以下では枯
渇している

• シェールオイルは生産開始から1年程
度で生産量が減少するので継続して増
産するには掘削リグを追加し続ける必
要がある。株式市場は掘削装置に再投
資するよりも利益還元を望んでいるた
め油価が80ドル以上であっても設備投
資を増加させにくい

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) スリナムのFID、掘削継続による潜在的な成長可能性
(2) エジプトのプロジェクトのキャッシュフロー安定と採算確保
(3) 長年に亘る事業縮小傾向から成長軌道への復帰

(1) バッケンにおけるパイロットEOR事業の立ち上がり
(2) ガイアナ沖開発の成功継続

イーグルフォード等陸上（シェール）
とメキシコ湾海上油田の両方へ投資

財務規律を重視しつつ低排出
のシェール開発に投資継続

米国シェール開発のほか赤道
ギニア天然ガス資産にも投資



参考：ダラス連銀サーベイ（2022年第4四半期）
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• ダラス連銀が管轄する第11連邦準備地区（テキサス州・ルイジ
アナ州北部・ニューメキシコ州南部）にはヘインズビル・イー
グルフォード・パーミアンを含まれ、四半期定例と特定テーマ
のサーベイはエネルギー企業152社（E&P：97、OFS：55）を
対象としており回答企業の7割が生産量1万 b/d未満の中堅中小
であることから注目される。

• 上流開発のコストが上昇している反面、油ガス価格の更なる上
昇を予想している企業は限定的。ほとんどのE&P企業は事業
キャッシュフローで容易に操業コストを賄うことができるが、
基盤となるシェール資産は成熟してきており生産拡大にとって
は逆風となっている。

• 1万b/d超を生産する企業（Large firms）はより排出削減・再生
可能エネルギー投資に重点を置いている（CO2・メタン・フレ
アリング対策）。企業規模がは重要でることを示すと共に、小
規模事業者の支援には適切なインセンティブ付与が有効である
ことを示す。財務規律（債務圧縮）は目標水準に近づくが、余
剰キャッシュフローが上流開発とエネルギートランジションの
いずれに向けられるか注目される。

80～90ドル/バレル程度の油価
を見込む企業が最多（45％）

5～6ドル/MMBtu程度のガス価
を見込む企業が最多（4割弱）

シェール開発：操業ブレークイーブン（WTI）

エネルギー企業の油価（WTI）見通し分布

エネルギー企業のガス価（HH）見通し分布

シェール開発：資本ブレークイーブン（WTI）

既存井のOPEXをカバーするにはパーミア
ンでは平均28～35ドル/バレル程度必要

新規井のCAPEXをカバーするにはパーミアン
では平均50～54ドル/バレル必要
（パーミアンの上限は80ドル程度）

特定テーマ:排出削減に対する投資を計画している割合（％）

出典：ダラス連銀ウェブサイト
（https://www.dallasfed.org/research/energy/slideshow）

（JOGMECにてコメント補足）



独立系上流（シェールガス）開発企業

14

• オフテイク契約の進展：ウクライナ侵攻以降、ロシアからの供給の代替と価格の上
昇により米国のLNGプロジェクトは欧州とアジアの両方の需要家との引取契約が勢
いを増している（Port Arthur : 年間1,350万トン、RioGrande : 年間1,620万トン等）。
米国LNG開発事業者は欧州市場参入のため脱炭素化の取組みを強化している

• 最終投資決定FIDの加速：NextDecadeは炭素回収貯留を通じRioGrande LNGからの
二酸化炭素排出量を90%以上削減することを目指した結果、2022年、Engieとの契約
が復活、年間175万トンの引取契約を締結。SempraはCameron LNGから再生可能電
力を導入するために電力事業会社Entergyと協働してHackberry CCSプロジェクトを
手掛け、戦略的に二酸化炭素排出量低下を追求

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) マーセラスとウティカにフォーカス
(2) 低排出強度・低コスト資産に持続可能な投資を継続

(1) マーセラスに低コスト資産在庫
(2) 低減退資産基盤による持続可能に注力

(1) マーセラス・ウティカ・ヘインズビルにフォーカス
(2) 財務規律と低炭素化資産への持続可能な投資



国営石油会社（NOC）
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米国シェールへの投資拡大が
困難になっていること、ロシ
アからの供給制約は、伝統的
な生産地域におけるNOCの投
資拡大・増産を後押しする。
アジアでは中下流事業に取組
み、欧州向けには低炭素強度
が強みに

(1) 左派ルーラ政権下の人事・政策の配当・燃料価格政策に対する影響
(2) プレソルト周辺における事業への集中的投資への影響

(1) コロンビアの新左派政権下の経営に対する影響
(2) 低炭素化対応の進展

(1) 生産能力1,300万b/dへの拡張、 Jafurahガス田フェーズ1立ち上げ等の大型投資案件の進展
(2) 国内又は海外における株式追加上場戦略
(3) 巨大CCSプロジェクトによるブルー水素・アンモニア事業の進展

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成
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• 脱炭素化対応：
輸出相手国の要求の高ま
りに応じて脱炭素関連投
資も差別化のツールとし
て有用。カーボンフット
プリント削減は資産価値
向上になる（Pemex）

• LNG設備投資：
YPF・PTTは天然ガスを増
産するが、QatarEnergy・
Petronasのように天然ガス
液化投資を拡大するには
ファイナンスの強化が必
要

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成

(1) 上流事業PTTEPによる排出削減目標と新5ヶ年計画における生産量拡大目標の両立
(2) Sriracha製油所の燃料アップグレード事業（クリーン燃料プロジェクト）の立ち上げ

(1) 2023年末までの原油輸出停止と国内精製インフラ投資を拡大する計画の実現可能性
(2) 2024年スタートアップに向けたZama油田開発の加速化
(3) 新しいESGの重点課題設定

(1) 非在来型・低炭素強度資源に注力
(2) 付随するパイプライン等インフラ投資への対応
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• 輸入国NOC：
中東・南米・アフリカ・米国にロシ
ア産原油・天然ガスの調達先多様化
は中国など資源輸入国NOCの交渉力
を高める（スイングバイヤー）。中
国にとってはロシアとイランの価格
競争の恩恵もあり
中東NOCは中下流事業強化や脱炭
素・LNG投資を強化

• ロシアについては2022年も上流開発
投資を拡大しているとする発言も聞
かれるが、財務情報の開示に制約あ
り、見通しを立てることは難しい

(1) メキシコ湾・カナダ・北海の資産売却による国内事業シフト
(2) ガイアナ等の低地政学リスク・高採算事業の進捗

(1) EUとロシアの対立の影響 (2) 輸出採算低下の投資への影響
(3) 中国・中央アジアへの販売強化

(1) EUとロシアの対立の影響下におけるパートナーシップ戦略
(2) パイプラインを介して中国への天然ガス輸出の可能性

(1) グリーン水素で業界をリードする戦略の進展 (2)  カタールLNG確保
(3) Saudi Aramcoとの精製・石化事業の中国における更なる進展

出典：Evaluate EnergyよりJOGMEC作成
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• メジャー企業：再生可能エネルギーで先行する欧州系と脱炭素技術に注力
する米系のポジションに違いはあるが、石油・天然ガス価格上昇もあり、
債務ネットゼロ達成が視野に入り、エネルギーセキュリティと二酸化炭素
排出削減を同時に追求する技術と資本がある。

• IOC・独立系上流開発企業：財務規律を重視しつつショートサイクル資産・
シェール開発により安定供給を確保、各国・地域の低炭素化投資に対する
政策的支援が強化されている。天然ガス液化設備投資を拡大するにはファ
イナンスに課題が残る。

• 国営石油会社（NOC）：石油・天然ガス上流開発投資拡大に加え天然ガス
液化を含む中下流事業を強化。中東湾岸産油国NOCは輸出相手先に応じ貿
易フローの変化や低炭素化投資を行い、また中下流事業への投資拡大を含
む垂直統合型のビジネスモデルを強化する動きを加速。
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