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　ブラジルは念願の原油自給達成に王手をかけ、石油輸出国の仲間入りを果たしつつある。
　近年、ブラジルの石油・天然ガス生産量、埋蔵量は急激に増加している。これは先進的であり、かつ
技術革新に邁

まい

進
しん

しているブラジルの国営石油会社Petrobras（ペトロブラス）によるところが大きい。
　ペトロブラスは、カンポス盆地をはじめ、沖合を中心に分布する炭化水素資源の探鉱・開発を行うた
め技術開発を進め、1997年には52％であったブラジルの石油自給率をこの10年間で100％近くまで上昇
させることに成功した。ただ、自給を達成しつつあるとはいえ、生産の主体が重質油であることから、
ペトロブラスは現在、軽質油や天然ガスの探鉱に努めている。さらに、国内で培った技術力を武器に、
ブラジル国外での探鉱・開発にも積極的に進出している。
　本稿では、まずブラジルの探鉱・開発史を紹介し、次にペトロブラスの実績と戦略をまとめ、最後に
ブラジルの今後の展開、新規参入の可能性について考察することにしたい。なお、本稿は2007年７月時
点での情報に基づいてまとめたものであり、その後の情報は反映されていない点にご留意いただきたい。

1. 石油・天然ガスの探鉱・開発動向

（1）探鉱・開発史

　ブラジルにおける石油探査の歴史は古く、1860年代に
遡
さかのぼ

るが、本格的な石油生産は1939年のブラジル東部バイ
ア州Lobato油田の発見以降である（図１）。当初の探鉱
活動は、ペトロブラスによりバイア州のレコンカボ堆

たい

積
せき

盆地を中心に行われ、主要な陸上油田はほとんど1940年
代から1960年代にかけて発
見された。
　1970年代に入ると、新規埋
蔵量の有望地として大陸棚
が脚光を浴びるようになり、
リオデジャネイロ州沖合カ
ンポス盆地におけるGaroupa
油田（約２億バレル）をはじ
め、多数の浅海油田が発見さ
れた（図１）。
　1980年代後半からは、大水
深海域の探鉱が活発化し、
カンポス盆地のAlbacora
油 田 （ 約 ７ 億 バ レ ル ）、
Marlim油田（約24億バレル）、
Roncador油田（約32億バレ

ル）などの重質油の巨大油田が相次いで発見された
（図１）。
　1990年代後半に入ると外資導入政策が開始され、1999
年以降はANP（National Petroleum Agency：ブラジル
国家石油庁）により毎年探鉱鉱区のライセンスラウンド
が実施されている。当初のライセンスラウンドはペトロ
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ブラジルにおける確認埋蔵量の変遷図1
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ブラスとメジャーが主体であったが、最近はメジャー以
外の独立系石油会社も多数参入するようになっている。
　図２には、ブラジルの主要堆積盆地であるカンポス盆
地、サントス盆地、エスピリトサント盆地の油ガス田位
置を示す。これまでの探鉱による発見油ガス田のほとん
どはカンポス盆地に偏って分布しており、1984年以前の
発見（図２緑色の油ガス田）は主に浅海に位置し、1985
年から2001年の発見（同黄色の油ガス田）は大水深に分
布する。
　さらに、最近の2002年以降の発見（同赤色の油ガス田）
は、南のサントス盆地、北のエスピリトサント盆地にも
拡大し、広く分布している。
　BP統計によると、ブラジルの原油埋蔵量は2006年末
時点で122億バレル、天然ガス埋蔵量は12兆3,000億立方
フィートで、原油生産量は181万バレル／日、ガスは11
億立方フィート／日となっている。原油生産量は年々増
大しており、2006年には自給態勢を整えたと伝えられて
いる。一方、天然ガスに関してはいまだに輸入国であり、

政治的な理由からガス開発が急務になっている（第２章
参照）。

（2）石油・天然ガス資源の特徴

　ブラジルでは1999年まで、基本的にペトロブラスが石
油開発事業を独占してきたことから、原油埋蔵量のほと
んどはペトロブラス保有鉱区に分布する。そのペトロブ
ラスの埋蔵量のうち、カンポス盆地の占める割合は82%
と圧倒的である（図３）。また、ペトロブラスの生産量
と開発計画も、カンポス盆地が主体である（第２章（3）
戦略①探鉱・開発参照）。
　水深ごとの分布に関しては、300〜1,500mの大水深海
域の占める割合が55%と高く、次いで1,500m以深の超大
水深が25%、0〜300mの浅海と陸上が10%と続く（図４）。
　油質に関しては、API比重22度未満の重質油の占める
割合が45%と高く、次いでAPI比重22〜31度の中質油が
29%、ガスが14%、API比重31度以上の軽質油が12%と
なっている（図５）。

　以上のように、ブラジルの石油・天然ガス
資源の最大の特徴は「カンポス盆地の大水深
海域における重質油に偏在する」ことである。

（3）最近の天然ガス・軽質油の探鉱・開発

　ブラジルの石油開発部門では、カンポス盆
地の重質油が長い間中心であったが、最近の
探鉱トレンドからは、①カンポス盆地からサ
ントス盆地、エスピリトサント盆地への移動

（重質油主体から天然ガス・軽質油の探鉱重
視）、②超大水深・大深度の探鉱という流れ
が読み取れる。
　具体的には、ペトロブラスの1998年から
2005年の８年間の総試掘井611坑のうち、同
社埋蔵量の82%を占めるカンポス盆地の試掘
井数は186坑（約30%）であるのに対して、
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ブラジルの主要堆積盆地と油田位置図図2
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ペトロブラスの埋蔵量に占める
API比重別原油とガスの割合図5
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サントス盆地の試掘井数が65坑（約10%）、エスピリト
サント盆地の試掘井数が40坑（約７%）となっている。
このことから、天然ガス・軽質油が主要探鉱対象である
両盆地を重視していることが分かる。
　成果としては、2001年にサントス盆地のBS-400鉱区で
発見されたMexilhaoガス田（約３兆5,000億立方フィー
ト）、2003年にBS-500鉱区で発見されたUrugua油ガス
田、2005年のTambauガス田などの大規模発見が相次い
でいる。ペトロブラスによると、両鉱区の総埋蔵量は、
将来的には15兆立方フィートに及ぶと推定されている。
　エスピリトサント盆地においても、2003年のGolfinho
油ガス田（約８億バレル）に続いて、複数の近隣油田が
発見されている。
　また、2006年の探鉱活動のなかでは、サントス盆地
BM-S-11鉱区のTupi油ガス田（1-RJS-628A井）発見が、
今後の超大水深・大深度探鉱の扉を開く大きな意味を持
つと言われている。

― Tupi油ガス田（1-RJS-628A井）発見をはじめとする
サブソルトプレイ＊1の探鉱―

　試掘井1-RJS-628A井は、リオデジャネイロの約250km
沖合の水深2,140ｍの超大水深海域において、深度6,000m
まで掘削された。テストでは、API比重30度の軽質油を
4,900バレル／日、15万m3／日のガスを産出した。地質
的には、白亜系の岩塩層（ソルト）を2,000m掘削した
下位にある下部白亜系砂岩を対象にしたサブソルトプレ
イの最初の発見である（図７）。

　Tupi油ガス田の発見以降、ペトロブラスはサントス
盆地のサブソルトプレイの探鉱を加速させており、2007
年７月現在、同プレイの試探掘井を同時に２坑掘削中と
のことである。
　１坑は、BM-S-11鉱区のTupi油ガス田（1-RJS-628A井）
の約10km南に位置する3-RJS-646井で、Tupi油ガス田の
探掘井として油層の広がりを調査するものである（この
結果によってはTupi油ガス田の埋蔵量は10億バレル規
模に達すると期待されている）。
　もう１坑は、BM-S-11鉱区の西に位置するBM-S-9鉱区
の1-SPS-50（1-BRSA-491-SPS）井であり、2,135ｍの超大
水深海域において、深度6,668mの大深度まで掘削する
計画である。
　一方、カンポス盆地でもサブソルトプレイの成果が出
始めている。ペトロブラスはJuba r t e油田南方の
Pirambu生産鉱区において、4-ESS-175（4-BRSA-449-
ESS）井を掘削し、2007年５月にサブソルト層準におい
て1,260バレル／日（API比重29度）の産出テストに成功
したと発表している。
　これらの成果から、下部白亜系のサブソルトプレイは、
サントス盆地沖合のみならず、カンポス盆地やエスピリ
トサント盆地においても狙える探鉱プレイであると考え
られる。探鉱対象エリアは、最大で図６の岩塩分布エリ
ア（青色）に相当し、３盆地の沖合に総延長1,000km以上、
幅数100kmもの巨大フロンティアが広がっていると見る
ことができる。すなわち、ブラジルの大水深探鉱は昨年
から今年にかけてのサブソルトプレイの探鉱により、完

全に新しいステージに入ったものと筆者は
考える。

― Golfinho油ガス田の開発とサントス盆地
のMexilhaoガス田の開発―

　ペトロブラスが加速させている天然ガス
および軽質油の開発としては、大きなもの
でエスピリトサント盆地のGolfinho油ガス
田の開発とサントス盆地のMexilhaoガス
田の開発がある。
　エスピリトサント盆地のGolfinho油ガス
田は、2003年７月にペトロブラスによって
発見され、同年12月までの間に３坑の探掘
井により三つの油層が確認された。翌2004
年には評価井８坑が連続掘削され、同時に
開発計画が検討されている。

図7の断面線
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ブラジルの主要堆積盆地における地質構造と岩塩分布図図6

＊１：サブソルトプレイとは下部白亜系の岩塩の下位層を貯留岩とする探鉱プレイで、探鉱エリアはエスピリトサント盆地、カンポス盆地、サントス
盆地の大水深に広がる。
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　そして、発見からわずか２年半後の2006年１月には小
型FPSO＊2を用いたパイロット生産を開始し、2007年よ
り10万バレル／日規模のFPSO２隻（Capixaba, Cidade 
de Vitoria）を用いた本格開発に移行している（図８）。
　Golfinho油ガス田の開発はペトロブラスにとって、大
水深のインフラがないエリアで、かつ海底面の傾斜が急
な難地域において、短期間のうちに原油とガスを生産し
たチャレンジングなプロジェクトと位置づけられてい
る。2007年のOTC（Offshore Technology Conference）
においても、その成功が大々的に紹介されていた。

　一方、サントス盆地のBS-400鉱区に位置するMexilhao
ガス田の開発は、ブラジルの天然ガス供給の柱となる重
要なプロジェクトであり、2009年生産開始に向けて現在
プラットフォームの建設が進められている（図９）。差
し当たっては、Mexilhaoガス田から800万〜900万m3／
日で生産し、将来的にはBS-400鉱区の東方に位置する
BS-500鉱区のUrugua油ガス田やTambauガス田などを
含めた大規模開発により、2012年には1,500万m3／日に
増加させる計画である。
　以上をまとめると、長年ブラジルの探鉱・開発はカン
ポス盆地大水深が中心であったが、2000年以降はサント
ス盆地、エスピリトサント盆地へ活動が（重質油から天
然ガス・軽質油へ）移りつつある。また、2006年のサン
トス盆地のTupi油ガス田（1-RJS-628A井）発見を端緒に、
将来的には大水深・大深度探鉱であるサブソルトプレイ
に大きく移行すると、筆者は考える。

（4）鉱区公開状況

①第８次ライセンスラウンド
　ブラジルのライセンスラウンドは、1999年以降、年に
１回のペースでANPにより実施されてきた（表１）。

　2006年11月28日に実施され
た第８次ライセンスラウンド
では、特に、天然ガスと軽質
油の探鉱・開発促進を目指し
て、生産の中心であるカンポ
ス盆地を対象外とし、サント
ス盆地、エスピリトサント盆
地を中心に鉱区選定が行われ
た。これは、ブラジルが2006
年中に念願であった石油自給
を達成できる見通しとなった
ものの、生産される原油の多
くが重質油であることから、
今後は軽質油の増産を目指し
たいという、政府やペトロブ
ラスの意向を反映したもので
あった。また、1999年以降ブラジルは、積極的にボリビ
アの天然ガスを輸入する政策をとり、国内のガス消費量
の約50％をボリビアから輸入されるガスに依存していた
が、2006年５月にボリビアのモラレス大統領が炭化水素
資源国有化を宣言したことから、国内の天然ガス開発促
進を図る必要が生じたためでもある。
　第８次ライセンスラウンドは、ブラジル企業18社、外
国石油会社25社が参加し、予定どおり、11月28日に開始
された。Ecopetrol、ONGC Videsh、INPEX、Woodside、
Rich Mineralsなど、初めてブラジルのライセンスラウ
ンドに参加する企業も多かった。
　しかし、このライセンスラウンドから導入された入札
件数を制限する規則がペトロブラスや国家の利益を損な
うと、ペトロブラスのエンジニアにより組織される
AEPET（Association of Petrobras Engineers）などが
反対し、提訴した。裁判所はその主張を取り上げ、ライ
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＊２：FPSOとはFloating Production Storage and Offloading Systemの略で、洋上で石油・ガスを生産し、生産した石油・ガスを設備内のタンクに貯蔵
して、直接輸送タンカーへの積み出しを行う設備。

出所：Petrobras

Golfi nho油ガス田の開発図8

出所：Petrobras

Mexi lhao
ガス田の開発図9



25 石油・天然ガスレビュー

TACT SYSTEM

K Y M C

驚異の大躍進！ブラジルの石油・天然ガス開発　— ペトロブラスによる大水深油ガス田の探鉱・開発を中心に今後の展開を読む —

センスラウンドの中止を命じた。
　このため、入札が予定されていた284鉱区のうち、す
でに入札が行われていた陸上47鉱区のうち28鉱区（すべ
て北東部ツカノ盆地）と沖合11鉱区のうち10鉱区（すべ
てサントス盆地）をブラジル企業12社、外国石油会社11
社の合計23社が落札したところで、ライセンスラウンド
は中止された。
　ANPは、ブラジル国内で活動する石油会社の数を増
やすために、この第８次ライセンスラウンドから、一つ
の石油会社がオペレーターとして１セクターで入札でき
る数を３〜４件に制限するという規則を導入していた。
過去のライセンスラウンドで、ペトロブラスが多くの鉱
区を取得してきたことに外国石油会社から不満が出てい
たことが、この規制が導入された一因であると見る向き
もある。しかし、ANPによれば、これはペトロブラス
の活動を制限するためのものではなく、１社がオペレー
ターとして多くの鉱区を取得し探鉱･開発を行うよりも、
多くの異なったオペレーターが活動した方が探鉱・開発
のペースが上がり、効率がよいとの考え方によるもので
あるという。
　一方、AEPETなどの反対派は、この規則は自由競争
に反し、ペトロブラスやブラジルの利益を損なうもので
あり、認められないと主張した。ブラジルでは、長年続
いていたペトロブラスの石油産業独占状態が、1997年の
憲法改正により廃止され、石油産業が民営化されたが、
AEPETなどは、ペトロブラス以外の企業、特に外国石
油会社がブラジルの探鉱・開発に参入することに反対し、
石油産業を国家の独占状態に戻すことを求めてきた。そ
して、1999年以降、ライセンスラウンドの度に、これを
阻止するために裁判所への提訴を続けてきたが、第８次
ライセンスラウンドにおいて初めて、その主張が取り上
げられた。
　第８次ライセンスラウンドは、４時間あまりで中断さ
れることになったが、支払いボーナスの合計額は２億
6,800万ドルと、第７次ライセンスラウンドの４億7,200

万ドルに次いで過去２番めの高さとなった。
　また、個別の鉱区について見てみても、Eniがサント
ス盆地のS-M-857鉱区を支払いボーナス過去最高額の
１億4,100万ドルで落札した。S-M-857鉱区は水深1,750m
と大水深に位置するが、ポテンシャルが非常に高いとさ
れている。なお、ペトロブラスはS-M-857鉱区に隣接す
るS-M-855鉱区を7,650万ドルで落札したが、これもこれ
までの支払いボーナス最高額を上回った。
　ANPのLima総裁は入札の有効性に関して、裁判所の
決定により中止されるまでに落札された38鉱区について
は入札の結果は有効であり、権利を保証するとしている。
また、落札した企業のうちNorsk HydroとEniは、第８
次ライセンスラウンドで鉱区を取得したとの発表を行っ
ている。しかし、裁判所の中止命令によって第８次ライ
センスラウンドに関するすべての効力が停止されたとの
見方もあり、裁判所により最終的な判断が下されるまで
は、落札結果の行方は予断を許さない状況が続いていた。
　2007年７月末になり、最高裁判所は、中止を命じた裁
判所の決定はブラジルの経済発展を阻害するものである
との判断を下した。このためANPは、2007年下半期、
できれば９月中に第８次ライセンスラウンドを実施する
と発表した。詳細について発表はないが、中止されるま
でに実施された入札結果については有効と認め、中止さ
れたところより入札が継続されると考えられる。

②第９次ライセンスラウンド
　第８次ライセンスラウンドの中止を受けて、ANPは
早急に第９次ライセンスラウンドを実施すべく、直ちに
その準備を開始した。しかし、当初は2007年前半に実施
する計画であった第９次ライセンスラウンドは、エネル
ギー鉱山大臣が汚職事件への関与疑惑から辞任したこと
や、国家エネルギー政策委員会（National Council of 
Energy Policy : CNPE）において承認が得られないこと
から、実施が先送りされていた。
　７月23日になってやっと、ANPから、第９次ライセ

ライセンスラウンド Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Round 7

実施時期 1999年6月 2000年6月 2001年6月 2002年6月 2003年8月 2004年8月 2005年10月

落札鉱区 12 21 34 21 101＊ 154＊ 251＊

ボーナス（百万ドル） 181 260 243 34 9 221 472

最小作業量（百万ドル） 1,362 1,445 1,961 700 121 683 781
＊ 第５次ラウンドより小ブロック制を導入（各堆積盆地をセクターと呼ばれる大ブロックに区分し、さらにセクターを小ブロックに分ける入札制度で

鉱区数が従来の数倍に増大）。
出所：ANPより作成

表1 ライセンスラウンド結果の一覧
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ンスラウンドを11月27、28日に実施するとの発表が行わ
れた。第９次ライセンスラウンドでは、カンポス、サン
トス、エスピリトサント、パラ︲マランハオ（Para-
Maranhao）、パルナイバ（Parnaiba）、ペルナンブコ︲パ
ライバ（Pernambuco-Paraiba）、ポティガー（Potiguar）、
レコンカボ（Reconcavo）、リオデペイクセ（Rio do 
Peixe）の九つの盆地の313鉱区が公開される。うち、
｢Off shore High Potential Block｣ がカンポス、サントス、
エスピリトサント盆地の153鉱区、｢Offshore New 
Frontiers Block｣がエスピリトサント、パラ︲マランハオ、
ペルナンブコ︲パライバ盆地の69鉱区、｢Onshore 
Mature Block｣ はエスピリトサント、ポティガー、レ
コンカボ盆地の62鉱区、｢Onshore New Frontiers 
Block｣ がペルナンブコ︲パライバ、リオデペイクセの29
鉱区となっている。
　第９次ライセンスラウンドで公開される鉱区のうち特
に注目される鉱区は、サントス盆地のサブソルトでの発

見の周辺鉱区であり、サブソルトプレイでの追加発見が
期待されている（図10）。
　なお、第８次ライセンスラウンドが中止される原因と
なった、１社が入札・取得できる鉱区数に関する制限は、
第９次ライセンスラウンドでは課されないことになっ
た。その他の入札に関する規則は、第８次ライセンスラ
ウンドと同じ規則が適用される。
　第８次ライセンスラウンドが中止となった直後、
ANPのLima総裁は、資源ナショナリズムの傾向が強い
中南米にあって法・税制面で安定した国であるというブ
ラジルのイメージが、ライセンスラウンドが当日に突然
中止となったことで大きく傷つけられた、としていた。
そして、今後も引き続き石油会社がブラジルのライセン
スラウンドに興味を示すか否かについて懸念していた。
　石油会社の多くは、鉱区の評価や事前の調査など入札
の準備に数カ月をかけてきたことから、第８次ライセン
スラウンドの突然の中止に落胆の意を表明していた。し
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出所：ANP資料より作成

第9次ライセンスラウンドで公開されるサントス盆地鉱区図10
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かし、Shell、Total、Repsol YPF、Ecopetrolなどは第
９次ライセンスラウンドに参加する意向を示しており、
第８次ライセンスラウンド中止による今後のライセンス
ラウンドへの大きな影響は出ないと考えられる。これ

は、ブラジルがベネズエラ、ボリビアなどに比べると外
国石油会社に対し友好的な政策を取っており、税制面で
も厳しくないためで、第９次ライセンスラウンドは多く
の企業の関心を引くとの見方が一般的である。

（１）概要

　ブラジルの国営石油会社ペトロブラスは、2006年の生
産量が石油換算で230万バレル／日、2006年末時点で石
油換算150億バレルの確認埋蔵量、16カ所の製油所（精
製能力は合計で223万バレル／日）、全長３万1,089kmに
及ぶパイプライン、5,870カ所のサービス・ステーショ
ンを保有する、ブラジル最大のエネルギー企業である。
　しかし、1953年10月に設立された当初のペトロブラス
は、原油生産量が2,700バレル／日、確認埋蔵量が石油
換算1,680万バレル、精製処理量が5,000バレル／日の小
規模な企業にすぎなかった。鉱山動力省石油庁の監督
下、ブラジルの石油・ガスの探鉱、開発、精製、原油お
よび製品の海上輸送並びにガスのパイプライン輸送を独
占的に実施するために設立されたが、資金力、技術力不
足から、1975年には外国石油会社にブラジル国内の鉱区
が開放されるという事態になった。
　1970年代の２度の石油危機に際して、ブラジルの石油
輸入額は大幅に増加し、国際収支が悪化した。このよう
な事態を少しでも緩和するため、政府は国内の沖合油田
の開発を積極的に進める方針を決定した。その結果、ペ
トロブラスは沖合での探鉱・開発技術の開発を進め、現
在のペトロブラスの、大水深での優れた技術力の基礎が
築かれることになった。
　1988年に新憲法が施行されたことにより、原油・ガス
の探鉱・開発、精製、石油製品の輸出入は、再びペトロ
ブラスの独占事業となったが、ペトロブラスは1992年以
降、財政難から投資額を大幅に削減し、重点地域に活動
を絞らざるを得なくなった。そこでペトロブラスは、ブ
ラジルの炭化水素資源の多くが存在するとされるカンポ
ス盆地、サントス盆地、エスピリトサント盆地の探鉱・
開発を集中的に行うため、大水深での探鉱・開発技術を
さらに進化させるよう努めた。その結果、ペトロブラス
は大水深での探鉱・開発技術に長じ、これまであまり活
動が行われていなかったこれら大水深での開発が進み、
埋蔵量、生産量が大幅かつ急激に増加することになった。
　1997年８月には、憲法改正に伴い新石油法が制定され、
ペトロブラスによるブラジルの石油、ガス産業独占状態

は終了し、外国石油会社もブラジルでの探鉱・開発等へ
参入できるようになった。
　しかし、ペトロブラスは現在もブラジル国内の鉱区の
過半を所有し、原油生産量の90％以上を生産するなど、
ブラジル国内の探鉱・開発、精製、輸送、販売、石油化
学などの分野で中心的な役割を果たしている。また、水
力発電や風力発電も行い、バイオディーゼルなど新たな
エネルギー源の開発にも注力している。
　このように多方面にわたる業務を遂行するため、ペト
ロブラスは、探鉱・生産、下流、ガス・エネルギー、国
際の４つの主要部門と、財務、サービスの二つのサポー
ト部門の合計６部門を設置し、また、その傘下に多くの
子会社、関連会社を保有している（図11、表2）。2007
年５月のペトロブラスの従業員数は、ブラジル国内が
５万75人、子会社が１万1,432人、ブラジル国外が7,053
人の合計６万8,560人となっている。
　ペトロブラスの社長兼最高経営責任者であるガブリエ
リ（José Sergio Gabrielli de Azevedo）氏は、国立バイ
ア大学修士課程（経済学）、ボストン大学博士課程（ブ
ラジル公共部門ファイナンシング）を修了し、バイア大
学等の教授を経て、2003年２月にペトロブラスの最高財
務責任者に就任、2005年７月から現職を務めている。
　ペトロブラスは、その卓越した大水深の探鉱・開発技
術について、同分野において最も重要な賞とされる
OTC賞を1992年と2001年に受賞している。また、2007
年にはペトロブラスの研究開発センターCENPESに所属
するMarcos Assayag氏が、大水深での生産技術開発に
ついてOTCの個人に対する賞を受賞している。
　中南米の代表的な国営石油会社であるメキシコの
PemexやベネズエラのPDVSAと比較してみると、ペト
ロブラスは、埋蔵量ではこれらの企業に及ばないものの、
高い技術力を背景に、生産量では伸び悩みもしくは減退
傾向にある両社に迫りつつある。さらに、両社が国内で
の活動を中心としているのに対し、ペトロブラスは近年、
特に米国メキシコ湾、中南米、アフリカ等、自国以外で
の活動も積極的に推進している。
　2007年３月31日時点で、政府のペトロブラスの持ち株

2. ペトロブラス
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下流

ロジスティックス

精製

マーケティング・販売
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国際

技術支援

ビジネス開発
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新事業 法務
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コミュニケーション秘書社長室人事
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プロジェクトファイナンス

投資

税務

ファイナンシャルプランニング
リスクマネジメント

ガス・エネルギー

マーケティング・販売

エネルギー開発

出所：Petrobras

ペトロブラス機構図図11

子会社名 設立年 業務内容等

Petrobras　Distribuidora-BR 1971年 ブラジル国内の石油製品、天然ガスなどの販売、マーケティングを担当

Petrobras Energia Participaciones 2002年
アルゼンチン企業Perez　Compancを取得し、事業を引き継いだ
ブラジル、アルゼンチンの他、ベネズエラ、ボリビア、ペルー、エクアドルで探鉱・
開発、輸送、精製、石化、発電事業などを実施

Petrobras Quimica-PETROQUISA 1967年 石油化学事業を担当

Petrobras Gas-GASPETRO 1972年 国内での肥料の自給達成を目指していたPetrobras　Fertilizantes－Petrofertilを基に設立
ボリビア・ブラジル間のガスパイプラインなど天然ガス輸送事業などを担当

Petrobras Transporte-TRANSPETRO 1998年 輸送部門の拡張を目的に設立

Downstream Participacoes 2000年 Repsol YPFと資産を交換した際に設立され、精製、処理、輸出入を担当

Petrobras International Finance 
Company-PIFCO 1997年 原油、石油製品の輸入を実施

出所：Petrobras

表2 ペトロブラスの主要子会社

比率は32.2％となっているが、議決権のある普通株につ
いては政府が55.7％を保有している。
　ガブリエリ社長は、ペトロブラスの人事については、
社長は政府から任命されるが、他の役員は株主総会で決
定され、予算もブラジル政府から独立したものとなって
おり、ペトロブラスは政府とは別組織であると強調して
いる。
　一方、ブラジルのルラ大統領は、2007年１月に発表し
た成長加速化計画（PAC）のなかでペトロブラスに対し、
総額803億ドルにのぼる183件のプロジェクトを実施し、
石油生産量を国内消費量よりも少なくとも20％多い水準
で維持し、石油自給を長期間達成するとともに、精製能

力の引き上げ、製油所の近代化、天然ガスの生産増など
を行うよう求めた。また、同年４月には ｢ペトロブラス
は政府により管理、監督されており、国家の開発戦略に
合致している必要がある｣ と語り、ルラ大統領はペトロ
ブラスをブラジルの経済発展の道具として利用しようと
しているのではないかと物議をかもした。
　いずれにせよ、これらのことから、ペトロブラスは政
府の経済政策にとらわれずに利益を追求できる企業であ
るとはいえ、エネルギー鉱山省に付属する国営石油会社
であり、政府としては、ペトロブラスに対して、経済発
展の一翼を担ってほしいと大きな期待を寄せていること
がうかがわれる。
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（２）操業状況

①石油・天然ガス探鉱・開発、生産状況
　第１章で示したとおり、ペトロブラスは埋蔵量の豊富
なカンポス盆地を中心に、活発な探鉱・開発を行ってい
る。その結果、埋蔵量は順調に増加し、ペトロブラスに
よれば、2006年末で原油の確認埋蔵量（SPE基準）はブ
ラジル国内が117億バレル、国外が７億バレル、天然ガ
スの確認埋蔵量はブラジル国内が12兆立方フィート、国
外が４兆立方フィートとなっている（図12）。
　活発な探鉱・開発に支えられて、ペトロブラスのブラ
ジル国内の原油生産量は1997年の86万9,000バレル／日
から急激に増加し、2006年には177万8,000万バレル／日

となった。しかし、2006年は、生産目標188万バレル／
日を達成することができなかった。2006年４月にカンポ
ス盆地のAlbacora Leste油田が生産を開始した際には、
ブラジルは念願の石油自給を達成できると話題になった
が、実際には2006年中に自給できる状態を整えたという
のが妥当な見方であろう。
　ペトロブラスが生産目標を達成できなかったのは、
2006年10月に生産開始予定のJubarte油田P-34プラット
フォーム（生産量６万バレル／日）の生産開始が12月中
旬に、同じく10月に生産開始予定の北部セルジッペ−ア
ラゴーアス盆地Piranema油田（生産量２万バレル／日）
の生産開始が2007年にずれ込んだこと、2006年前半に生
産施設のメンテナンス作業が重なったことなどによると
考えられる。特に、Piranema油田については、2006年
中頃にはプラットフォームが設置される予定であった
が、環境ライセンスが取得できずに、生産が開始できな
い状況が続いている。
　ペトロブラスは、石油を自給できる状況を維持し、輸
出量を増加させるため、投資額を2004年の106億ドル、
2005年の120億ドル、2006年の180億ドルから、2007年は
223億ドルに増加させ、そのうち約半分にあたる110億ド
ルを国内の探鉱・開発部門に充てる計画である。そして、
2007年は国内の生産量を197万9,000バレル／日に増加さ
せることを計画している（図13）。
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ペトロブラスのブラジル国内の原油生産量の推移と生産計画図13
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　ペトロブラスは、2007年１月にはカンポス盆地の 
Espadarte油田のRio de Janeiro FPSO（生産量10万バレ
ル／日）の生産を開始した。その後はPiranema油田、
Golfi nho油田Cidade de Vitoria FPSO（生産量10万バレ
ル／日）、カンポス盆地のRoncador油田のP-52、P-54プ
ラットフォーム（生産量各18万バレル／日）の生産を開
始する予定で、準備が進められているという。
　しかし、2007年上半期のペトロブラスのブラジル国内
の原油生産量は、技術上のトラブルなどにより、179万
4,600バレル／日となっており、予定していたような生
産量の増加は、現在のところ見られない。
　なお、ペトロブラスは2007年に入り、2010年に生産開
始予定のエスピリトサント盆地のJubarte油田P-57プ
ラットフォームと2011年生産開始のカンポス盆地の
Roncador油田P-55プラットフォームの入札を実施した。
しかし、建設コストの高騰や入札トラブルなどにより、
入札は不調に終わり、プラットフォーム建設の遅れが懸
念されている。ペトロブラスは、プラットフォーム建設
の遅れにより、これらの油田の開発が遅れることはない
としているが、2011年以降に生産開始予定のMarlim 
Sur油田のP-56プラットフォームの建設開始を急ぐこと
を決定した。
　天然ガスについては、これまでボリビアを供給源と考え、
ボリビアでの探鉱・開発を推進してきたが、モラレス大統
領による炭化水素資源国有化策により、今後はブラジル
国内のガス開発に注力していくとしている（図14）。
　国内のガス田の開発が順次進められていく計画である
が 、 2 0 0 7 年 １ 月 に は カ マ ム （ C a m a m u ） 盆 地 、
BCAM-40鉱区Manatiガス田の生産が開始された。当初

生産量は300万m3／日で、2007年中に600万m3／日のフ
ル生産に達する予定である。
　また、ペトロブラスはブラジル国内では最大規模のガ
ス田開発となるサントス盆地のBS-400鉱区Mexilhaoガ
ス田の開発を行っており、2009年に生産を開始する計画
である。開発コストは20億ドルで、生産量は、当初800
万〜900万m3／日、2012年には1,500万m3／日に増加す
る見通しである。

②精製状況
　ペトロブラスは、ブラジル国内に11カ所の製油所を所
有している。精製能力は合計で198万6,000バレル／日、
2006年のブラジル国内の精製処理量は174万6,000バレル
／日で、稼働率は88％であった（図15）。
　ペトロブラスは、アルゼンチンとボリビアにも製油所
各２カ所を保有していたが、ボリビアの製油所について
は、ボリビア政府の国有化政策により、2007年４月にボ
リビアの国営石油会社YPFBに１億1,200万ドルで譲渡さ
れることになった。
　また、ペトロブラスは2006年９月に、米国テキサス州
パサデナ（Pasadena）の製油所の権益の50%を３億7,000
万ドルで、Astra Oil Tradingから買収した。同製油所
の精製能力は10万バレル／日であるが、ペトロブラスは
今後４年間に３億〜５億ドルをかけて、精製能力を20万
バレル／日に引き上げるとともに、同製油所の改修を行
う計画である。

③パイプラインの状況
　ペトロブラスは、カンポス盆地沖合とサンパウロやリ

オデジャネイロなどの南部を結ぶ天然ガスパ
イプラインと、北東部の沿岸地域フォルタレ
ザとサルバドル間を結ぶ天然ガスパイプライ
ンなどを保有している（図16）。広大なブラ
ジルの国土に比べると、パイプラインで結ば
れている地域は非常に限られており、ブラジ
ルは増加するガス需要を賄うのに十分な埋蔵
量を保有しているにもかかわらず、これを十
分に利用できない状態にある。ペトロブラス
は現在、ガス利用を促進するため、アマゾナ
ス州のウルク（Urucu）―マナウス（Manaus）
間を結ぶパイプラインとブラジル南東部と北
東部を結ぶGaseneパイプラインを建設中で
ある。両パイプラインとも2008年に完成の予
定である。
　また、ペトロブラスはボリビア―ブラジル
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ペトロブラスの天然ガス生産計画図14
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間のパイプライン（BBPL）を所有するTransportadora 
Brasiliera Gasoduto（TBG）の株式51％を保有している。
BBPLは、1997年８月に敷設が開始され、1999年７月に
サンパウロ、2000年にはポルトアレグレ（Por to 
Alegre）までの供給が開始された。BBPLの送ガス能力
は3,000万m3／日となっている。
　石油に関しては、パイプラインはさらに限られたもの
となっており、カンポス盆地からリオデジャネイロやサ
ンパウロ方面の製油所へのパイプラインと、ウルク―コ
アリ（Coari）間のパイプラインが敷設されているのみ
である。カンポス盆地で生産される原油の大部分は、タ
ンカーなどで輸送されており、パイプラインを利用して
いるのは主に浅海の油田となっている。

④国外への進出状況
　ペトロブラスのブラジル国外での活動は、1980年代に
は主に中東産油国と交渉し、これらの国から石油を輸入
することであった。ブラジルの原油生産量が増加し、ペ
トロブラスが中南米で最も重要なエネルギー企業の１社
に成長した現在、同社の国外での活動は世界各地での探
鉱・開発と、生産された原油の市場を確保し、拡大する
ことが中心となっている。
　ペトロブラスは世界26カ国で活動を行っており、中南
米諸国、米国メキシコ湾、アンゴラ、ナイジェリアが主
な活動地域となっている。これらの地域のうち、アルゼ
ンチン、ボリビア、ベネズエラ、コロンビア、ペルー、
アンゴラ、米国、エクアドルでは、石油・天然ガスを生

産している。2006年のペトロブラスのブラジル以外での
生産量は、合計で石油が14万2,000バレル／日、天然ガ
スが1,720万m3／日となっている。
　ペトロブラスは大水深での探鉱・開発技術を武器に活
動の場を広げてきたため、各国での活動は大水深が中心
となっている。
　ペトロブラスが比較的早い時期から活発に活動を行っ
てきたのは、距離的に近い中南米諸国である。とりわけ
アルゼンチンは、2006年に石油換算10万8,000バレル／
日と、ペトロブラスのブラジル国外の生産量の約半量を
生産している。
　ペトロブラスは、1993年からアルゼンチンでの活動を
開始し、積極的な資産買収により、探鉱・開発、精製、
輸送、石油化学、発電などの分野で事業を拡大し、石油、
天然ガスの生産のみならず、エネルギー全般を扱う主要
な企業となっている。現在、ペトロブラスは、Repsol  
YPF、Chevron、Pan American Energy、ExxonMobil
とともに合計23億ドルを投資し、アルゼンチン国内に製
油所を建設することを計画している。
　ペトロブラスは、パイプラインで天然ガスの輸送が可
能な中南米では、特にガスの探鉱・開発に力を入れてき
た。なかでも、ペトロブラスが国外で最も多く天然ガス
を生産しているのが、ボリビアである。2006年のペトロ
ブラスのボリビアでのガス生産量は820万m3／日であっ
た。
　ブラジルは隣国ボリビアを天然ガスの供給源とするこ
ととして、1996年よりペトロブラスが約10億ドルをボリ
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ペトロブラスが所有する製油所（2006年）図15
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ビアに投資、探鉱・開発を実施してきた。その結果、ブ
ラジルは、天然ガス消費量の約50％をボリビアで生産さ
れる天然ガスで賄っている。
　2006年５月のモラレス大統領による炭化水素資源国有
化宣言以降、ペトロブラスとボリビア政府は、上流部門
の契約見直し、天然ガス輸出価格、ペトロブラスが所有
する製油所のYPFBへの移転の３点について、解決する
必要に迫られた。ペトロブラスは、YPFBやボリビア政
府を批判することを避けるなど、ボリビアにとどまるた
めに懸命の努力を続けた。
　その結果、ペトロブラスは、2006年10月にはボリビア
政府と上流部門の契約締結について、2007年２月にはブ
ラジル向けの天然ガス輸出価格を4.3ドル／百万Btuから
３〜６％程度引き上げ、国際価格の水準と同レベルの価
格とすることで、同年４月には２カ所の製油所を１億
1,200万ドルでYPFBに引き渡すことで、合意が成立した。
　これらの問題が解決したことで両国間の緊張が和ら
ぎ、ペトロブラスは凍結していたボリビア向け投資を再
開するとしている。しかし、ペトロブラスはボリビア向
けの投資には引き続き注意を払い、さらに情勢が安定す
るまでは大規模な追加投資は行わないとの見方もなされ
ている。
　ボリビアと同様に、資源ナショナリズムや環境問題か
ら、ペトロブラスが問題を抱えているのがエクアドルで
ある。ペトロブラスは、1996年以降エクアドルで活動を
行ってきたが、2007年に入り、オペレーターを務める第
31鉱区と第18鉱区について、難しい局面を迎えている。
　2007年２月には、コレア大統領が環境保護の観点から、
エクアドル最大の国立公園ヤスニ（Yasuni）国立公園
内にある第31鉱区について、ペトロブラスとの契約を打
ち切る可能性があると示唆し、同鉱区での活動は停止し
ている。
　また、第18鉱区では、３月に労働者や現地住民が賃金
の引き揚げと環境破壊に対する補償を求めて抗議行動を
起こし、25日間にわたり生産が停止した。さらに、同年
７月には、ペトロブラスが2005年に、政府の承認を得ず
に第18鉱区の権益の一部を譲渡しようとしたと政府が主
張して、こちらも契約を打ち切る可能性があるとしてい
る。
　また、ペトロブラスはエクアドルの国営石油会社
Petroecuadorと、重質油の可採埋蔵量が10億バレルで16
万5,000バレル／日を生産できるとされる同国東部の
ITT （Ishpingo-Tambochocha-Tiputini）油田の共同開発
を行うことでMOU（覚書）を締結したが、その後、
Petroecuadorは、環境保護団体の反対から同油田開発に

ついて再検討を行うとしている。
　ボリビア、エクアドルと並び、資源ナショナリズム政
策を取るベネズエラでは、ペトロブラスは、政府の参加
比率拡大や税率の引き上げに苦しんではいるが、国営石
油会社という立場から、民間企業に比べれば順調に事業
を進めている。2006年は石油換算２万6,000バレル／日
を生産したのに加え、超重質油の生産が期待できるオリ
ノコベルトCarabobo１鉱区での埋蔵量調査にも参加し
ている。オリノコベルトCarabobo１鉱区では、PDVSA
と合併会社を設立し、超重質油20万バレル／日を生産す
る計画である。また、2007年１月には、PDVSAとペト
ロブラスが合併会社を設立し、ベネズエラ東部の成熟油
田の開発を行う計画が発表された。
　ペトロブラスは、1987年に米国での探鉱・開発に参入
した。その後、非常に積極的に入札に参加し、現在では
212鉱区に権益を保有し、そのうち73鉱区でオペレーター
を務めている。大水深での探鉱・開発について高い技術
を有していることを武器に、メジャーなどとパートナー
を組み、メキシコ湾を中心に活発に探鉱・開発を行って
いる。
　2007年２月には、ペトロブラスがメキシコ湾でオペ
レーターとして初めて生産を行うCottonwoodガス田の
生産が開始され、ペトロブラスの米国内の生産量は石油
換算5,500バレル／日から２万5,000バレル／日に増加し
た。2009年末には、同じくメキシコ湾内のChinook油田、
Cascade油田の生産が開始される予定で、ペトロブラス
は米国内の生産量を2012年までに10万バレル／日、2013
年までに13万バレル／日に引き上げる計画である。
　ペトロブラスは探鉱・開発に加え、米国での精製、販
売にも活動を広げている。2006年のパサデナ製油所買収
に続き、米国のガソリン市場にも関心を寄せているとい
う。
　アフリカで、近年特にペトロブラスの活動が目立つの
はナイジェリアである。ペトロブラスは、1988年からナ
イジェリア大水深で活動しており、現在、2008年に生産
開始予定のOPL 216鉱区のAgbami油田とOPL 246鉱区
のAkpo油田の開発に参加している。この２油田のペト
ロブラスの生産量のシェアは、石油換算10万5,000バレ
ル／日と見込まれており、ナイジェリアはペトロブラス
のブラジル以外での最大の生産国となる見通しである。
　ペトロブラスは、これらの国以外の国でも積極的な鉱
区取得、探鉱・開発を進めており、2007年３月に発表さ
れた計画によると、新たにモザンビーク、イラン、パキ
スタン、インド、ポルトガル、セネガル、パラグアイ、
ウルグアイなど11カ国で本格的に探鉱を開始するほか、
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既存地域でも探鉱・開発を拡大するとしている。
　また、ペトロブラスは近年、各国の国営石油会社との
関係強化も進めている。多くの国営石油会社が、大水深
での探鉱・開発技術に優れ、バイオエネルギーの分野で
も世界をリードしているペトロブラスとの協力、関係強
化を望んでいる。主要なものだけでも、2004年に
Sinopec、2005年にCNPC、当機構（JOGMEC）、2006年
にモザンビークのENH、2007年にPemex、チリの
ENAP、Eniと、探鉱・開発をはじめとするさまざまな
分野で協力することで合意している。
　特に、インドのONGCとは、2006年９月に上流部門で
の活動について協力することでMOUを締結し、2007年
６月にはこのMOUを具体化し、ONGCとペトロブラス
が沖合の鉱区の権益をスワップすることで合意してい
る。ペトロブラスはインドのクリシュナ−ゴダバリ

（Krishna-Godavari）盆地の大水深のKG-DWN-98/2鉱区
の15％、マハナディ（Mahanadi）盆地のMN-DWN-98/3
鉱区の40％、カウベリー（Cauve ry）盆地のCY-
DWN-2001/1鉱区の25％を、ONGCはブラジルのバリエ
リンハス（Barrierinhas）盆地のBM-SEAL-4鉱区、セル
ジッペ−アラゴーアス（Sergipe-Alagoas）盆地の
BMS-17鉱区、サントス盆地BM-BAR-1鉱区の各25％を
取得した。ONGCはペトロブラスが大水深での探鉱・開
発技術に優れていることから、協力して活動することで
得られる恩恵は大きいとしている。

（３）戦略

　ペトロブラスは、2006年７月に「ビジネスプラン
2007-2011」を策定した。これに基づき、社会的、環境
面での責任を果たしつつ、中南米をリードし、世界に通
用する総合エネルギー企業となるべく活動を行ってい
る。この「ビジネスプラン2007-2011」は、ブラジルの

石油を自給できる状況の確立とボリビアの炭化水素資源
国有化政策に大きな影響を受けたと考えられ、前年に策
定された「ビジネスプラン2006-2010」に比べて投資額
を大幅に増加させている。
　石油を自給できる状況の確立により、ペトロブラスは、
石油についてはこれを維持し、さらに、重質油中心の生
産から、今後は価格的にも高く売却できる軽質原油の生
産増を図りたいとしている。そのためには、これまで以
上に大水深技術の開発を進めていくとしている。そし
て、ブラジル国内だけでなく、国外でもこの技術を生か
すために、国外での探鉱・開発にも積極的に進出を果た
していくと見られる。また、ペトロブラスは、生産が増
加している重質原油を処理し、収益性を高めるために、
製油所の拡張と改修、ブラジル以外の製油所の取得を進
めていく方針である。
　天然ガス消費量の約50％を依存するボリビアで、炭化
水素資源国有化が行われたが、ブラジル国内にガス供給
不足の事態は生じなかった。しかし、ブラジル政府並び
にペトロブラスは、ボリビアのガスへの依存体質から脱
却したいと考えており、そのためにブラジル国内のガス
田の探鉱・開発促進と、LNG輸入を検討している。

①探鉱・開発
　ペトロブラスは、環境問題やプラットフォーム建設コ
ストの高騰などによる生産開始の遅れといった問題を抱
えているとはいえ、石油を自給できる状況を整えつつあ
る。同社は、これを維持し、さらに生産量を増加させて
いくためには、今後、毎年、石油換算10億バレルの埋蔵
量を発見する必要があると考えており、引き続き探鉱・
開発に注力していく方針である。
　探鉱・開発は、これまでと同様、カンポス盆地、サン
トス盆地、エスピリトサント盆地、そしてこれらに隣接
するバイアスル（Bahia Sul）盆地を中心に進められる
計画である（図17）。これらの地域で期待される埋蔵量
は、ブラジル全体の80％以上を占めており、ペトロブラ
スは2006〜10年の間に、これらの地域で全体の試掘井の
65％を掘削する計画である。
「ビジネスプラン2007-2011」では、この５年間に探鉱・
開発部門に407億ドルを投じ、国内の原油生産量を2011
年に237万4,500バレル／日に、2015年に281万2,000バレ
ル／日に引き上げることが計画されている（図18）。
2011年までに開発が予定されている油田は図13のとお
りであるが、その後もMarlim Sul P-56、Mod 4、Papa-
Terra Mod. 1、2、Roncador Mod 4など、大規模な開発
が相次いで予定されている。

（億ドル）

BP2006-2010＊ BP2007-2011

探鉱・生産 250 407

下流 143 231

ガス・エネルギー 46 72

国外 67 121

販売 9 22

総務 10 17

合計 524 871

＊ビジネスプラン（BP）2006-2010で計画された2007〜11年の投資計画

表3 ペトロブラスの2007〜11年の投資計画

出所：Petrobras
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　現在、ブラジルで生産される原油の約８割がカンポス
盆地で生産されているが、このカンポス盆地で生産され
る原油の多くがAPI比重10度台半ばから30度の重質の原
油である。近年生産量が減退しているが、それでも約45
万バレル／日を生産し、主力油田であるMarlim油田は
API比重21度、生産量20万バレル／日前後とMarlim油
田に次ぐ生産量で、生産量増加中のMarlim Sul油田は
API比重16〜27度、生産量10万バレル／日前後の
Barracuda油田がAPI比重25度、Caratinga油田がAPI比
重24度と、主要油田のAPI比重は20度前後が中心となっ
ている。2006年４月に生産が開始されたAlbacora Leste
油田や、今後生産が開始される油田のなかで生産量が多

いと考えられるMarlim Leste油田な
どは、API比重19度となっている。
　したがって、ブラジルは石油を輸出
できる国になったとはいえ、現在も軽
質の原油を輸入せざるを得ない状態が
続いている。また、軽質の原油は価格
的にも高く売却でき、さらに、国内の
製油所でも処理できることから、ペト
ロブラスは軽質原油の生産増を図りた
いとしている。試掘井の掘削計画で、
軽質油発見の期待ができるサントス盆
地、エスピリトサント盆地の掘削井数
が、重質油中心のカンポス盆地の掘削
井数よりも多くなっているのは、この
ためと考えられる。
　ガブリエリ社長によると、2006年時
点でブラジルの総生産量に占める軽質
油の割合は11％にすぎないが、2011年

には目標生産量237万バレル／日の25％にあたる、59万
バレル／日を軽質油にしたいとしている。
　なお、2007年に生産開始が予定されている油田のう
ち、Golfinho油田はAPI比重が28〜41度、Piranema油田
はAPI比重が40度以上と、軽質であることから注目を集
めている。
「ビジネスプラン2007-2011」によると、ブラジルの天
然ガス消費量は、2005年の4,540万m3／日から、2011年
には１億2,100万m3／日に増加する見通しである。ペト
ロブラスは、ボリビアの炭化水素資源国有化宣言を受け
て、その59％にあたる7,100万m3／日を国内で生産され
る天然ガス、17％にあたる2,000万m3／日をLNG輸入に
より供給する計画である。以前の計画では、ペトロブラ
スはボリビアからのガス輸入量を2010年までに7,000万
m3／日に引き上げるとしていたが、2011年のボリビア
からのガス輸入量は3,000万m3／日に抑えられることに
なっている。
　そして、国内の天然ガスの探鉱・開発を促進するため、
ペトロブラスは2007〜11年の国内の天然ガス部門への投
資額を、当初予定されていた81億ドルから、176億ドル
に増額することとした。特に、Mexilhaoガス田をかか
えるサントス盆地は、ボリビアからのガス輸入依存度低
減の鍵を握る地域とされている。
　また、現在、天然ガス生産量の75％が随伴ガスとなっ
ていることから、ペトロブラスは非随伴ガス田の開発を
進めるとしている。そして、天然ガスパイプラインなど
インフラの整備に力を入れていくとしている。

・ソリモエス3坑
1.4％

・サンフランシスコ2坑
0.2％

・ペロタス2坑
0.1％ ・サントス66坑

27.3％

・カンポス62坑
28.7％

・エスピリトサント69坑
11％

・バイアスル43坑
16.5％

・セアルレコンカボ54坑
4.5％

・マルヘンエクアトリアル13坑
・セアラー7坑
・ポティファー47坑
10.3％

期待埋蔵量の
83.5％

計画されている
試掘井数の
65％

ペトロブラス
ペトロブラス以外の企業

出所：Petrobras各種資料を基にJOGMEC作成

盆地別の期待埋蔵量とペトロブラスの試掘計画
（2006〜2010年）図17
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出所：Petrobras各種資料を基にJOGMEC作成

ペトロブラスの2015年までの生産計画図18
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②国外
｢ビジネスプラン2007-2011｣ でペトロブラスは、2007

〜11年のブラジル以外での活動への投資額を、｢ビジネ
スプラン2006-2010｣ で予定されていた67億ドルから121
億ドルに引き上げ、国外での活動にも力を入れていく方
針を示した。国外での活動に充てられる投資額の70％
が、探鉱・生産部門に投資される計画である。地域別に
見ると、投資額の28％が中南米に、23％が北米に、16％
がアフリカに充てられることになっている。
　これらの地域、国に加えて、ペトロブラスは、リビア、
中国、インドでのビジネスチャンスも積極的に求めてい
ると伝えられる。
　2006年のペトロブラスのブラジル以外での生産量は、
石油換算で24万3,000バレル／日となっているが、2011
年までにこれを56万8,000バレル／日に増やす計画と
なっている（表４）。
　ペトロブラスはこれまで、距離的にも近く、同様の文
化的背景があることから中南米諸国で有利に事業を進め
てきた。ところが近年、ボリビアでは炭化水素資源の国
有化、ベネズエラでは政府／PDVSAの参加比率拡大や
ロイヤルティー並びに税率の引き上げ、エクアドルでは
環境問題と、中南米では資源ナショナリズムを背景にさ
まざまな問題に直面し、損失を被るケースが生じている。
しかし、ペトロブラスにとって中南米は、米国、アンゴ
ラ、ナイジェリアと並ぶ主要なターゲットである。また、
ペトロブラス並びにブラジル政府は、現在の状況が今後、
長期間続き、現在被っている以上の損害を受けることは
なく、長期的に見れば、現在これらの国に行っている投
資は十分に見合うものであると考えているという。した
がって、ペトロブラスには中南米での活動を縮小する意
思はなく、これらの国での活動を継続する方針であると
いう。

③精製
　ペトロブラスの弱点は、精製部門と言われている。ブ
ラジルが石油を自給できる状況となりつつあるにもかか
わらず、ペトロブラスの製油所では国内で生産されるす

べての重質油を処理できず、また、付加価値の高い製品
を精製する能力も不足している。
　ペトロブラスの製油所が建設されたのは、主に1950〜
70年代である。当時は、消費される石油の多くを輸入原
油が占めており、石油自給達成は念頭になく、そのため
に、これらの製油所は主に中東から輸入される軽質の原
油を処理するように設計された。その後、国内の生産量
は増えたが、その80％が重質油であることから、生産さ
れる原油と製油所で精製できる原油がかみ合わない状態
が続いている。ペトロブラスは現在、重質原油を処理し、
収益性を高めるために、積極的に投資を行い、国内の製
油所の拡張と改修を進める努力をしている。
　2006年７月にガブリエリ社長は、ペトロブラスが2015
年までに、ブラジル国内の製油所建設と国外の製油所取
得により、精製能力を320万バレル／日まで増加させる
計画であることを明らかにした。このために、2007〜11
年に142億ドルが投じられる計画である。
　2006年には精製部門に15億ドルを投資し、特に、南部
サンパウロ州のREVAP製油所の重質油処理能力を増強
し、同製油所で処理される原油の中心をナイジェリアの
軽質原油からブラジルの重質原油にするための改修が行
われた。
　2007〜11年には、より多くのブラジル産原油を国内で
処理できるようにするため、45億ドルをかけて、サンパ
ウロ州のREVAP、RECAP、REPLAN、RPBCの４製油
所の改修を行うとしている。これら４製油所では、現在
精製能力の80％まで、ブラジル産の重質油を処理できる
が、この改修により、これを90％まで引き上げる計画で
ある。
　また、ペトロブラスは表５のとおり、国内３カ所に重
質油を処理するための製油所を建設する計画である。
　ペトロブラスは、増加する重質原油を処理し、付加価
値の高い石油製品を精製、輸出するためには、国外にも
製油所を保有する必要があると考えている。ペトロブラ
スはすでに、国内の11カ所の製油所のほかに、アルゼン
チンなどにも製油所を保有している。同社は、米国や中
南米など近隣諸国を中心に製油所の買収を行うとしてい
るが、生産量が増加している重質原油の市場を確保する
ために、需要増が見込まれる中国をはじめアジア各国も
視野に入れていると考えられる。また、製油所の新設が
検討されている国内とは異なり、国外については既存の
製油所の買収と改修のみを行う計画であるという。
　ペトロブラスは本国外に重質油を処理できる製油所を
獲得するという戦略に基づき、2006年８月に、コロンビ
アのカルタヘナ製油所（精製能力７万バレル／日）の権

（単位：石油換算1,000バレル／日）

2006年実績 2011年計画

石油 142 383

天然ガス 101 185

合計 243 568

出所：Petrobras

表4 ペトロブラスのブラジル国外での生産量
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場所 精製能力 稼働開始 パートナー 建設コスト

ペルナンブッコ（Pernambuco）州
アブレル・エ・リマ（Abreu e Lima） 20万バレル／日 2010年 PDVSA 25億ドル

リオデジャネイロ州 15万バレル／日 2014年以前 Ultra 35億ドル

未定 50万バレル／日 2014年以降 － 55億ドル

表5 ペトロブラスが建設予定の製油所

出所：各種資料より作成

益の50％を取得し、精製能力を倍増させることを計画し
て入札に参加したが落札できず、実現には至らなかった。
　その後、2006年９月に、米国テキサス州パサデナの製
油所の権益の50％を、３億7,000万ドルでAstra Oil 
Tradingから買収することに成功した。この製油所の精
製能力は10万バレル／日であるが、ペトロブラスは今後
４年間に３億〜５億ドルをかけて、精製能力を20万バレ
ル／日に引き上げるとともに、精製能力の60〜70％を
Marlim油田などカンポス盆地で生産される重質原油を
処理できるように改修する計画である。ペトロブラスが
米国で製油所を所有するのは初めてのことである。
　また、2006年９月には、ペトロブラスが、沖縄の南西
石油（株）の株式のうち、東燃ゼネラル石油が保有する
87.5％を買収することで交渉を行っていることが明らか
になった。買収後は、南西石油の製油所を廃棄し、貯蔵
ターミナルを建設するのではないかとの見方もあった。
しかし、ペトロブラスはこの製油所の改修を行う方針を
示しており、重質原油を処理し、アジアへの輸出増を目
指すものとの見方がなされている。2007年４月時点で、
ペトロブラスは南西石油の株式買収について交渉を継続
していると伝えられている。
　なお、ペトロブラスは、精製能力の増強とともに、国
内で軽質原油を発見する努力を続けており、大規模な軽
質油の発見があれば、ペトロブラスは精製部門を強化す
る戦略を見直すとの見方もある。

④LNG輸入
　ペトロブラスの天然ガスに関する戦略は、2006年に実
施されたボリビアの炭化水素資源国有化政策に大きな影
響を受けている。
　ブラジルは隣国ボリビアを天然ガスの供給源とするこ
ととして、1997年よりペトロブラスは約10億ドルをボリ
ビア国内の探鉱･開発に投資してきた。現在、ブラジル
の天然ガス需要は5,000万〜5,200万m3／日で、このうち
2,600万m3／日を国内で生産、2,400万m3／日をボリビア
から輸入している。そして、1,000万m3／日をペトロブ
ラスの製油所等で利用し、残り4,200万m3／日を市場で

売却している。
　ボリビアの炭化水素資源国有化にもかかわらず、ブラ
ジル国内にガス供給不足の事態は生じなかったが、ブラ
ジル政府とペトロブラスは、ボリビアのガスへの依存体
質から脱却するため、代替供給源を持つ必要を感じ、ブ
ラジル国内のガス田の探鉱・開発促進とLNG輸入を本
格的に検討し始めた。
　現在、ペトロブラスは、北東部セアラー州Pecem（受
入能力150万トン／年）と、南東部リオデジャネイロ州
Guanabara Bay（受入能力360万トン／年）に、LNG受
入基地建設を計画している。
　そして2007年４月には、ペトロブラスとノルウェーの
LNG輸送会社Golar LNGが、浮体式LNG再ガス化・貯蔵
施設（FSRU）２隻について、長期傭船契約を締結した。
チャーター期間は10年間で、その費用は２隻合計で年間
9,000万ドルとされている。ペトロブラスが傭船するの
は、Golar SpiritとGolar Winterの２隻のLNGタンカー
で、気化器を設置し、FSRUに改造後、Golar Spiritは
2008年第２四半期（３月との情報もあり）より、Golar 
Winterは2009年第２四半期より、稼働開始の予定であ
る（表６）。
　契約額は10年間で９億ドル、約1,000億円となる。従
来型の受入能力300万〜400万トン／年の陸上LNG受入
基地の建設費は300億〜400億円程度なので、これを２カ
所に建設するよりも割高となる。
　また、LNGのタンク保有量がLNGタンカー１隻分し
かないので、次のタンカーが来るまでに必ずLNGを使
い切る必要があり、需要変動への対応が難しいというデ
メリットもある。すなわち、調達をうまくマネジメント
し、次のタンカーの日程を調整する必要があり、LNG
配船、調達の柔軟性は、タンク容量が大きい従来型の陸
上LNG受入基地の方が優れていると言うことができる。
　しかし、今回の契約には、以下のようなメリットが考
えられる。
　・　 Golar、ペトロブラス双方に契約の中途解約条件

があり、エネルギー需要の動向などによりプロ
ジェクトを途中で中止することができる
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Golar Winter Golar Spirit

就航時期 2004年 1981年

タンク形状 メンブレン型（箱形） Moss型（球形タンク）

容量 13万8,250m3 12万9,000m3

運航形態 長期契約の傭船ではない。日本やアメリカ等で活躍 主にインドネシア（長期契約で傭船）～韓国にて活躍

引き渡し時期 2009年 2008年

能力※ 300万～400万トン／年 300万～400万トン／年

※推定：設置する気化器能力による
出所：各種資料より作成

表6 改造するLNGタンカーの概況

　・　 一度建設したら半永久的に残ってしまう陸上基地
に対し、撤去して別のところで使うことができる

　・　 建設期間が短い（現場工事は数カ月で完了する見
通し）

　・　 陸上基地のように、タンクや波止場建設のために
地域、地元と交渉する必要が少ない

　・　 陸から離れているので保安、安全上有利である（事
故、テロ等）

　・　 ExmarやHoeghの再ガス化機能付きLNGタンカー
（LNGRV）方式では、ガス化の間、港に停泊する
必要があるので、LNGタンカーの回転率が低下
する傾向にあるが、FSRUであればその心配はな
い

　なお、ペトロブラスがExmarやHoeghの再ガス化機能
付きLNGタンカー方式を採用せず、GolarのFSRUを採
用したのは、ブラジルのガス導管ネットワークでは再ガ
ス化LNGタンカーのガスを吸収できる余裕がないため、
少しでもLNGタンクがあるFSRUを採用したと伝えられ
ている。
　実現すれば、LNGタンカーをFSRUに改造し使用する
世界初のプロジェクトとなる。なお、Golarはイタリア
のOFFSHORE LIVORNO OLT PROJECTでもGolar 
Frost（2004年就航、Moss型〈球形タンク〉、容量13万
8,830m3、短期契約向け傭船として活躍）を改造し、
LNG受入基地として同様に利用する計画を持っており、
2008年第４四半期の稼働開始を目指している。
　 ペ ト ロ ブ ラ ス は 、 南 部 サ ン タ カ タ リ ー ナ 州
SaoFranciscoDoSul港にも３番目のLNG受け入れターミ
ナルの建設を計画しており、３隻目のFSRUの傭船も検
討されているという。
　また、ペトロブラスは、長期的には陸上のLNG受入
基地建設も検討していくとしている。
　なお、LNG供給源については、ナイジェリア、オマー

ンとLNG供給について合意、ソナトラックとLNG供給
に向けたMOUを締結、カタールとLNG輸入について交
渉中と、さまざまな情報が伝えられている。

（４）技術

　ペトロブラスが大水深での油田開発に成功し、ブラジ
ルが石油を自給できる状態になったのも、中南米の他の
国営石油会社に比べ、積極的に国外での探鉱・開発に進
出できるのも、ペトロブラスの優れた技術力によるとこ
ろが大きい。
　ペトロブラスの大水深、超大水深での技術については、
水深3,000ｍでの探鉱・開発も射程圏内にあると伝えら
れている。また、ブラジルの原油生産の中心となってい
るカンポス盆地は、水深100m程度の大陸棚が陸地から
60km続いた後、急激に水深が深くなるという地形であ
る。そのため、ペトロブラスはこのように単に深いだけ
ではなく、急に深くなる斜面に位置する油田の開発技術
にも優れている。また、ブラジルで生産される原油は重
質の原油が中心で、重質油は低温の大水深域では粘性が
高くなり輸送が困難になることから、ペトロブラスは熱
を伝えにくい構造のフローラインを利用している。
　このような優れた技術を開発したのが、ペトロブラス
の研究開発センターCENPESである。CENPESには137
の研究室があり、従業員1,500人以上が働いている。
CENPESでは現在、大水深での生産に関する技術力の向
上、回収率の向上、新しい精製技術の確立、新しいエネ
ルギー源の開発の４点にプライオリティーを置き、研究、
開発に取り組んでいる。
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3. ペトロブラス以外の企業の探鉱・開発、生産状況と今後の計画

　ブラジルでは、1997年の憲法改正によりペトロブラス
の石油産業の独占状態が終わり、1999年以降、外国石油
会社もブラジル国内で探鉱・開発を実施するようになっ
た。1999年以降、ANPが毎年ライセンスラウンドを実
施し、多くの企業にブラジル国内で活動を行ってほしい
と考えているにもかかわらず、有望な鉱区はペトロブラ
スが保有していることもあり、民間企業による探鉱の成
果は限られたものとなっていた。
　このため、2005年にはBPがブラジルでの活動を削減
したり、第７次ライセンスラウンドでは落札鉱区数や支
払いボーナスが過去最高の結果となったが、その中心は
ペトロブラスと中小規模の企業で、メジャーで入札に参
加したのは生産油田を持つShellのみ、という事態も発
生した。
　しかし、2004年末からは、徐々に探鉱の成果が表れ、
新規発見も増加してきた。これは、ベネズエラ、ボリビ

ア、エクアドルなど資源ナショナリズムの高まりによっ
て法制、税制の変更が行われている国に比べ、ブラジル
は活動しやすい国と考える企業が増加していることが原
因と考えられる。
　現在、ペトロブラス以外の企業が参加し、生産が行わ
れているのは、Shellのカンポス盆地のBijupira Salema
油田（API比重14度、生産量３万バレル／日）、2006年
４月に権益の10％をRepsol YPFがペトロブラスより資
産のスワップで取得したAlbacora Leste油田（生産量18
万バレル／日）のみである。
　しかし、ペトロブラス以外の企業が探鉱・開発を行い、
間もなく生産を開始する油田が増えてきており、2011年
までにはこれらの企業による生産量が合計で30万バレル
／日を超え、ブラジルの生産量の10％以上を占めるよう
になるとの見通しもある（表７）。

油田、鉱区名 盆地 オペレーター 生産開始 埋蔵量 生産量

Polvo カンポス Devon Energy 2007年 0.5億バレル 5万バレル／日

Frade カンポス Chevron 2008～9年 3億バレル 10万バレル／日

BC-10 エスピリトサント Shell 2010年 4.5億バレル 10万バレル／日

Peregrino カンポス Norsk Hydro 2010年 3～6億バレル 10万バレル／日

出所：各種資料より作成

表7 ペトロブラス以外の企業が参加し生産開始が予定される主な油田

　ブラジルでは、今後もペトロブラスが主体となり、カ
ンポス盆地、サントス盆地、エスピリトサント盆地を中
心に探鉱・開発が進められると考えられる。そのなかで
も、今後特に注目を集めると考えられるのが、サントス
盆地のTupi油ガス田やカンポス盆地の4-ESS-175井など
の発見があった、サブソルトプレイの探鉱である。
　第９次ライセンスラウンドでは、Tupi油ガス田の周
辺鉱区が公開され、サブソルトプレイで探鉱を行う絶好
のチャンスと考えられる。
　また、ブラジルでの探鉱・開発に参入するにあたって
は、その鍵を握るペトロブラスとの関係強化が重要であ
ると考えられる。そして、ペトロブラスとの関係を強化
するためには、その戦略に合致し、お互いに利益を得ら
れるようなプロジェクトを見つけ出すことが有効な手段
となろう。

　ONGCは、2006年にペトロブラスとMOUを締結し、
その後両者にとって有益な案件を求めて協議を行い、ブ
ラジル、インド両国の有望な探鉱鉱区各３鉱区の権益を
スワップすることに成功した。このONGCの事例は、日
本企業にとって、有望権益を取得する際の参考になると
考えられる。
　また、ペトロブラスのブラジル国外への進出に際して
は、メジャーをはじめとする多くの石油会社が、水深
3,000ｍでの探鉱・開発も射程圏内に入れたとされるペ
トロブラスの大水深、超大水深での技術を見込んで、一
緒にプロジェクトを進めたいと考えているという。日本
企業とペトロブラスとのプロジェクトでも、このペトロ
ブラスの大水深での高度な技術が活用されるようになる
ことが期待される。

4. 終わりに
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