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はじめに

本書は、一般財団法人石油開発情報センター（ICEP）が国から補助金の交付を受けて実

施する平成 27 年度産油・産ガス国開発支援協力事業の一環として平成 28 年 4 月 18 日に開

催しました「ICEP 国際セミナー2016 メキシコ合衆国」の講演記録です。 

メキシコ合衆国（以下、メキシコ）は、世界有数の産油国ですが、石油・天然ガス産業

をメキシコ石油公社（PEMEX）による 1 社独占としてきたため、その弊害により資金や技

術が不足し、生産量の減少に加えて、豊富な産出ポテンシャルを有するメキシコ湾の大水

深油田やシェールガスの開発が遅れていました。こうした状況を踏まえ、2012 年 12 月に

発足したペニャ・ニエト政権は、石油・天然ガス事業を民間企業を含む外資に開放すると

いうエネルギー改革を推し進め、世界から注目されることとなりました。

こうした中、平成 26 年度に実施しました ICEP 会員会社を対象にしたアンケート調査の

結果、メキシコへのミッション派遣の期待が高かったことから、関係省庁との協議を経て、

平成 26 年 11 月に同国へ石油開発会社等で構成するミッションを派遣し、エネルギー省、

炭化水素委員会、経済省、PEMEX を訪問し、最新の石油の探鉱・開発情報、入札情報等

に関する調査を実施するとともに、日本でのセミナー開催を打診したところ、開催に向け

て調整を行っていくこととなり、この度、セミナーの開催が実現したものです。

本セミナーは、石油開発会社、エンジニアリング会社、商社、駐日メキシコ大使館、経

済産業省、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構等から総勢 90 名を超える出席を

得て開催し、アルマダ・ロペス駐日メキシコ大使よりご挨拶をいただいた後、講師として

来日いただいた、メルガール エネルギー省炭化水素次官、ウガルデ大蔵省炭化水素所得局

長、セペダ炭化水素委員会委員長による「Mexico’s New Oil and Gas Industry – Round 1.4」
と題する講演と活発な質疑応答が行われました。また、インクラン駐日メキシコ大使館公

使による「Mexico – Japan Economic Partnership Agreement」と題する講演が行われ、

引き続き開催しました意見交換会にも多数の方の出席を得て活発な意見交換が行われ、盛

況裡に終了しました。

 本セミナーのために来日いただきました皆様に感謝申し上げますとともに、ご出席いた

だきました皆様並びに開催に当たりましてご支援、ご協力をいただきました経済産業省を

はじめとする関係者の皆様及びご後援いただきました駐日メキシコ大使館にお礼申し上げ

ます。

平成 28 年 5 月 
一般財団法人石油開発情報センター
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「ICEP 国際セミナー 2016 メキシコ合衆国」プログラム 

日 時：平成 28 年 4 月 18 日（月） 
場 所：帝国ホテル 東京 「光の間」

15:30～15:35  ICEP 会長挨拶 
会長 椙岡 雅俊

15:35～15:45  駐日メキシコ合衆国大使挨拶

  アルマダ・ロペス大使

15:45～17:15  Mexico’s New Oil & Gas Industry – Round 1.4 
  ロールデス・メルガール エネルギー省炭化水素次官

  サルバドール・ウガルデ 大蔵省炭化水素所得局長

  ファン・カルロス・セペダ 炭化水素委員会委員長

17:15～17:30  休憩、コーヒーブレーク

17:30～18:00  質疑応答

18:00～18:15  Mexico – Japan Economic Partnership Agreement 
  セルヒオ・インクラン駐日メキシコ合衆国大使館公使

18:15～18:25  質疑応答

18:25～18:30  ICEP 理事長挨拶 
  理事長 鈴木 孔

18:30～20:30  意見交換会
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Lourdes Melgar 
Deputy Secretary of Energy for Hydrocarbons, Mexico 

Lourdes Melgar is Mexico's Deputy Secretary of Energy for Hydrocarbons. Prior to this 
appointment, she served as Under-Secretary for Electricity from December 2012 to 
February 2014. She is a Member of Petróleos Mexicanos (PEMEX) Board of Directors 
and has also been a Member of the Board of Directors of the Federal Electricity 
Commission (CFE). Dr. Melgar has held various diplomatic positions. In the academic 
realm, she was Founding Director of the Center for Sustainability and Business at 
EGADE Business School of the Monterrey Institute of Technology. She has been a 
visiting scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars and at the 
Center for International Energy and Environmental Policy of the University of Texas. 
She is a National Researcher of the Mexican Council for Science and Technology; and 
member of the Mexican Council on Foreign Relations and of the International Women’s 
Forum, where she currently serves as Chair of the Mexican Chapter. Dr. Melgar holds a 
Ph.D. in Political Science from the Massachusetts Institute of Technology. 

María de Lourdes Melgar Palacios 
Subsecretaria de Hidrocarburos, Secretaría de Energía 

Subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía. Ocupó el cargo de 
Subsecretaria de Electricidad entre diciembre de 2012 y febrero de 2014. Es Consejera 
en el Consejo de Administración de PEMEX  y también ha sido miembro del Consejo 
de Administración de CFE. La Dra. Melgar ha ocupado diversos cargos en la 
diplomacia mexicana. En el ámbito académico fue Directora Fundadora del Centro de 
Sostenibilidad y Negocios de la EGADE Business School México, del Tecnológico de 
Monterrey, y ha sido investigadora visitante en el Centro Woodrow Wilson en 
Washington, D.C.,  y en  el Centro de Política Energética y Ambiental de la Universidad 
de Texas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del  Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Foro 
Internacional de Mujeres, donde actualmente funge como Presidenta del Capítulo de 
México. Cuenta con un doctorado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. 

3



SALVADOR UGALDE MANCILLA, M.FIN. 

Mr. Salvador Ugalde Mancilla has successfully contributed in the development and 

implementation of several projects and public policies of strategic importance, 

having over 14 years of experience in the Energy Sector. 

Salvador Ugalde currently serves as Head of the Hydrocarbon Income Unit in 

Mexico´s Ministry of Finance and Public Credit, a position to which he was 

appointed on November 2014. From the Unit’s helm Mr. Ugalde collaborates in the 

development of the legislative and institutional framework needed for the 

implementation of Mexico´s Energy Reform, including the design of the economic 

conditions relative to the contract’s fiscal terms for the exploration and production 

of hydrocarbons. Previously, he served as General Director at the Non-Tax Income 

Policy Unit. 

In Mexico’s public sector Mr. Ugalde has served in the Ministry of Energy as 

Director of New Projects, where he contributed in the design, development and 

implementation of the model used in the E&P contracts derived from Mexico’s 

2008 Energy Reform. He collaborated in the design and negotiation of the bilateral 

agreement to regulate the exploration of trans-boundary reservoirs with the United 

States and followed up several committees at Pemex. In the private sector he 

developed skills related to analysis, development and management of energy 

projects for over six years. 

Mr. Ugalde holds an undergraduate degree in Industrial Engineering from Mexico 

National University (UNAM) and a Master’s in Finance from Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), both in Mexico City. 
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Juan Carlos Zepeda Molina 

President Commissioner of the National Hydrocarbons Commission of 
Mexico. 

Juan Carlos Zepeda holds a B.A. in Economics from the Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM), a Master’s degree in Economics and Finance from the University of the 
Warwick, and a Master’s degree in Economics from the University of Georgetown where he 
studied for a Ph.D in Economics. 

Within the Mexican hydrocarbons industry, Juan Carlos has worked for the Ministry of Finance 
(Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP) and the Ministry of Energy (Secretaría de 
Energía-SENER). 

Juan Carlos’ duties at the Ministry of Finance included: evaluating Pemex’s investment projects; 
designing the Pemex tax system; evaluating and providing follow-up on the Pemex budget and 
its finances and designing and setting pricing policies in the oil industry. 

At the Ministry of Energy, he was Head of the E&P Department where he was in charge of 
technical evaluations of E&P projects. 

In May 2009, he was appointed President Commissioner of the National Hydrocarbons 
Commission CNH (For its Spanish acronym) for a five year period. On April 30 2014, Congress 
appointed him as the CNH President for a second five year period. 

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

El Maestro Juan Carlos Zepeda cuenta con amplia experiencia en la industria petrolera. Dentro 
de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Hacienda ha tenido a su cargo diversas 
responsabilidades en el campo de la economía del petróleo. Se mencionan algunas de ellas: En 
la Secretaría de Hacienda, la evaluación de proyectos de inversión de Petróleos Mexicanos; 
diseño del régimen fiscal de Pemex; evaluación y seguimiento del presupuesto y finanzas de 
Pemex, y diseño de la política de precios de la industria petrolera. 

En la Secretaría de Energía, como Director General de Exploración y Explotación de 
Hidrocarburos, tuvo a su cargo la evaluación técnica de los proyectos de exploración y 
explotación 

 Es egresado de la Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
Es maestro en Economía y Finanzas por parte de la Universidad Warwick, en Reino Unido y 
maestro en Economía por la Universidad de Georgetown en Washington, misma en la que 
realizó estudios Doctorales en Economía. 

En 2009 fue nombrado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos por un periodo de 
cinco años. El 30 de abril de 2014 el pleno de la Cámara de Senadores lo designó como 
Comisionado Presidente por un segundo periodo de cinco años. 
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Gabriel Heller Green 

Director General of Investor Relations & Promotion 

Ministry of Energy of Mexico 

Gabriel Heller Green has extensive experience in the energy and finance sectors.  

He started his professional career in the Central Bank of Mexico where he 

collaborated in the Directorate of Economic Research on issues of monetary policy 

and in the Directorate of  Operations for operations in the primary market.  In the 

following years, he joined the PMI Group, a subsidiary of PEMEX, first in Mexico 

City’s headquarters in the Financial Directorate in charge of the funding of the 

Group, as well as at the Products Directorate; and later in the Houston office as 

commercial liaison with crude oil international clients and responsible for promoting 

and marketing exports of Mexican crude to the American, European and Asian 

markets.  Currently, Gabriel is the Director General of Investor Relations & 

Promotion at the Ministry of Energy of Mexico.  He holds a Bachelor’s Degree in 

Economics from the Autonomous Technological Institute of Mexico (ITAM) and a 

Master in Business Administration from the London Business School (LBS). 
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【司会：河合業務部部長代理】 
皆様、ながらくお待たせいたしました。定刻になりましたので、ICEP 国際セミナー メ

キシコ合衆国を開催いたします。 
私は、本日の進行を務めさせていただきます、ICEP の河合です。よろしくお願いいたし

ます。 
 
まず初めに、幾つかご連絡がございます。 

お手元にお配りしている同時通訳のレシーバーですけれども、チャンネルが、1 番が英語、

日本語が 0 です。お手元にお配りした紙と少しずれているかもしれません。申し訳ござい

ません。 
次に緊急時のお話でございますが、火災発生時につきましては、警報に続いて館内非常

放送が流れます。日本語と英語でご案内いたしますので、指示があるまでこちらで待機を

お願いいたします。避難が必要な場合には、ホテルスタッフが 1 階ロビーまで誘導いたし

ます。次に地震発生時についてですけれども、天井の落下物などの危険から離れ、身の安

全を確保されますよう、お願いいたします。こちらも避難が必要な場合にはホテルスタッ

フが誘導いたします。念のため避難経路をスクリーンにてご案内しております。こちらが

正面で、皆様から向かって右と左に非常口が 2 つございます。後ろは少しパーテーション

で隠れておりますけれども、左後方にも出口がございます。こちらは中 2 階ですので、1 階

ロビーまで降りていただきまして、誘導に従って落ち着いて行動されるよう、お願いいた

します。 
 
 では本日は、メキシコエネルギー省よりメルガール炭化水素次官、炭化水素委員会より

セペダ委員長、大蔵省からはウガルデ炭化水素所得局長をお招きして、プレゼンテーショ

ンをしていただきます。 
本日のプログラムでございますけれども、当初お配りいたしましたものから変更がござ

いまして、「メキシコのニューオイルアンドガス インダストリー ラウンド 1.4」という

大きなテーマで、講演者 3 人によるプレゼンを連続して行っていただいた後、休憩を取っ

て、質疑応答を行いたいと存じます。詳細はお手元のプログラムでご確認下さい。 
なお、本日のセミナーは駐日メキシコ合衆国大使館からご後援をいただいており、アル

マダ・ロペス大使閣下及びインクラン公使にもご臨席いただいております。また、メキシ

コエネルギー省からはヘラー投資促進局長にもお越しいただいておりまして、セミナーの

他の個別面談等において貴重な情報交換を行っていただいております。 
 
 それでは初めに、石油開発情報センター会長の椙岡より、皆様に開会のご挨拶をさせて

いただきます。会長、お願いいたします。 
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（１）開会挨拶  一般財団法人石油開発情報センター会長 椙岡 雅俊

ICEP 会長を務めております椙岡でございます。実はこの 4 月 1 日に会長を仰せつかった

ばかりでして、ICEP においてはまだ新入社員になるのですが、よろしくお願いいたしたい

と存じます。

本日は、ICEP 国際セミナー メキシコ合衆国の開催に当たりまして、多数の皆様のご出

席を賜り、誠にありがとうございます。また、ただ今、司会から紹介がありましたけれど

も、ご来賓として駐日メキシコ合衆国大使館よりカルロス・アルマダ大使閣下、同じくセ

ルヒオ・インクラン公使のご臨席を賜っております。また、後ほどになると思いますが、

経済産業省より資源エネルギー庁資源・燃料部政策課の豊島企画官にご出席いただけるこ

とになっております。併せてお礼を申し上げる次第でございます。

また、本日ここにご参集いただいている皆様方におかれましては、平素より ICEP 事業

に対して深いご理解とご支援等を賜っておりまして、この場をお借りし、甚深の感謝を申

し上げる次第でございます。

さて、本日のセミナーでございますが、世界の石油開発がおしなべて注目する今般のメ

キシコエネルギー改革に関し、実務の面も含めましてその詳細な全体像をご説明いただけ

る、4 名のキーパーソンをメキシコからお迎えすることができました。これも、司会から紹

介がありましたが、エネルギー改革全般を所管されているエネルギー省からはメルガール

炭化水素次官並びにヘラー投資促進局長、鉱区入札を所管される炭化水素委員会からはセ

ペダ委員長、そして参入財務条件等を担当される大蔵省よりはウガルデ炭化水素所得局長

にご出席を賜っております。

ご案内の通り、メキシコにおいてはラウンド 1.4 となります大水深ブロックの国際入札プ

ロセスが足元で進行中でございます。それぞれの立場で極めてお忙しい中、本セミナーの

ために来日をいただいております。我が国の石油上流部門に対し、格別のご厚意をいただ

いているものと、深く感謝を申し上げる次第でございます。

ここで、本日のセミナーに至るまでの経緯について、若干触れさせていただきたいと思

います。本セミナーは経済産業省からいただいております補助金を活用した産油・産ガス

国開発支援協力事業の一環として実施されているものでございます。同支援協力事業の枠

組みの中で、2013 年 12 月の憲法改正を経て、石油上流部門の本格的な対外開放へと政策

転換を図られたメキシコに着目をし、ICEP では 2014 年 11 月に ICEP メキシコミッショ

ンを派遣いたしております。同ミッションは、エネルギー省、炭化水素委員会、経済省、

PEMEX をそれぞれ訪問し、面会の機会をいただきましたが、その際、日本でのセミナー

開催について打診を申し上げたところ、ご快諾を頂戴いたしました。その後 1 年以上経過

するわけですが、非常に皆様方がタイトなスケジュールの中で調整を重ねながら、今日の

セミナーに至ったという次第でございます。その間、メキシコ側からは常に温かいご協力
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を賜りました。改めて本日のセミナーにご参加をいただいている 4 名の皆様に深い感謝を

申し上げたいと思います。

本日は講演や Q&A のセッションに加えまして、セミナー終了後はレセプションも用意し

てありますので、せっかくの機会ですから、忌憚のないご意見、忌憚のない活発な意見交

換を、ICEP としてお願いし、私の挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうござ

います。

【司会】

会長、ありがとうございました。

それでは続きまして、駐日メキシコ大使館のアルマダ・ロペス大使閣下によるご挨拶を

いただきます。閣下、よろしくお願いいたします。

（２）駐日メキシコ合衆国大使挨拶  アルマダ・ロペス大使

こんにちは。ただ今ご紹介をいただきました、メキシコ大使、カルロス・アルマダです。

本日はよろしくお願いします。日本語はここまでです。

本日は、椙岡会長、鈴木理事長、このセミナーの開催に感謝しております。そしてハイ

レベルのメキシコの代表団が訪日をしていることをうれしく思いますし、これは ICEP の

ご招待の賜物でありますが、私としましては、ロールデス・メルガール炭化水素次官がい

らしているということ、特にこれは日本において歓迎すべきことではないかと思います。

ドクター・メルガールはエコノミストで非常に評価の高い MIT の PhD をお持ちの方でい

らっしゃいますし、当初からエネルギー改革をメキシコにおいて遂行されております。そ

してさらにカルロス・セペダ委員長、すなわち国家炭化水素委員会の委員長でいらっしゃ

います。この分野の主管委員会であります。それからサルバドール・ウガルデ炭化水素所

得局長が大蔵省から来ておりますし、ガブリエル・ヘラー氏はエネルギー省の投資促進局

長であります。ICEP に対しまして、前向きなイニシアチブを取って下さり、今回のセミナ

ーを開催して下さいますことを、大変感謝しております。

私は、昨年、アジェンダを見ておりまして、東京に大使として赴任して、まず最初に行

ったことの 1 つが、最も重要な日本のエネルギー企業の CEO 訪問でありました。ほとんど

の CEO を経済担当のインクラン公使と一緒に訪れまして、そしてこのようなセミナーの実

現性を検討しました。できる限り説明をしたいと思いましたのが、いかにエネルギー改革

が広範にニエト大統領によって行われているかをお話したいと思っておりました。私の前

任者のクロード・ヘラー大使は、たまたまガブリエル・ヘラー局長のお父さまで、最近ま

で大使でいらしたのですが、ヘラー大使がこういった企業を訪問し、私自身も訪問をしま

して、私どもは誇りを持って両国の経済にとってのエネルギー改革の意味合いについて説
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明を行いました。

簡単に申し上げますと、メキシコと日本は補完し合う経済でありまして、ほとんど全て

の側面においての補完が可能です。JBIC の最近の調査を見ますと、投資の製造部門に関し

て、メキシコは日本の企業が好む 6 番目の国で、そして最近、JBIC の渡辺総裁が「メキシ

コは最も好まれる国である、世界で一番自動車の企業が先行する国である」と言って下さ

いました。これはジェトロの調査によっても確認されております。実際、昨年、143 の日本

企業がメキシコでオペレーションを始めています。今年、マイルストーンとなる、1,000 社

がメキシコで操業するということを達成いたします。これは非常に私どもにとって重要な

出来事であります。と言いますのも、お互いの競争優位を組み合わせた場合、さらに両国

の競争力は高まり、そして我が国は商品だけに依存するのではなく、製造におけるグロー

バルセンターになり得る、グローバルバリューチェーンに積極的に参加することができま

す。そしてもちろんエネルギーという面においても補完ができます。実際にそういうこと

が起きておりまして、ますますこういった、ICEP、その重要なメンバー企業、あるいは他

の日本企業とのコンタクトにおいて進むのではないか、メキシコ当局との連携によって進

むのではないかと思っております。

そして 11 の改革を果敢にメキシコ政府が行っておりまして、これはペニャ・ニエト政権

がスタートして以来の話でありますが、3 つの主要政党が支持をしています。中道から右派

に至るまでということで、エネルギー改革は、何と言いましてもその中で経済的な観点か

ら重要であります。

これは私の信念なのですが、データを見て私が理解する限りでありますが、日本、メキ

シコ共に、自然な意味でのパートナーです。電力、電子部門でも、自動車産業においても

そうです。そしてエネルギーという分野にも拡大していくことができると考えております。

そして、その次に航空宇宙分野、その他の高付加価値の産業分野になると考えています。

ロボテックスしかり、ナノテクしかり、そして IT もそうです。 
我々は議論を続け、大使館は常に皆様のお役に立ちたいと考えております。何かメキシ

コに関して必要なことがあれば、先ほど申しましたように、我々は非常に自然なパートナ

ーであるということで、我々は ICEP がそのメンバー企業等と訪れて下さいましたこと、

椙岡会長のおもてなし、大変に感謝しております。そしてメルガール次官でありますが、

今回かなりの苦労をして来日しております。つまりメキシコシティから最も長い旅程、ド

ーハを経由しての旅程で来日をされているということで、このような方が訪日をされ、非

常にお疲れかと思いますが、いつも通り素晴らしい発表をして下さると信じております。

【司会】

大使、ありがとうございました。

それではプレゼンテーションに移らせていただきます。準備の間、少しお待ち下さい。
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それではメルガール次官、よろしくお願いいたします。

（３）講演及び質疑応答

演題：Mexico’s New Oil & Gas Industry – Round 1.4 

〇ロールデス・メルガール エネルギー省炭化水素次官

皆様、こんにちは。まず発表を始める前に、日本の国民の皆さんに哀悼の意を表したい

と思います。メキシコ政府並びに国民から、この度の日本南部での地震で亡くなられた皆

様に、哀悼の意を表したいと思います。早く全面回復されることをお祈り申し上げます。

そしてまた、この場を借りまして ICEP にお礼を申し上げたいと思います。このセミナ

ーを主催していただき、ありがとうございます。特に鈴木理事長にはお礼を申し上げたい

と思います。細かいところまでいろいろ気を配っていただきまして、誠にありがとうござ

います。我々は非常に楽に来ることができました。ヘラー氏にもお礼を言いたいと思いま

す。今日は様々な皆さんがお集まりだと思いますが、ICEP 椙岡会長、アルマダ大使にもお

礼を申し上げます。

さて、本日の発表はだいぶ長いものになります。もともとは 1 つ発表をしたらすぐに休

憩を取るという形にしていたのですけれども、全体像を見ていただくために、もちろん改

革もそうなのですが、このラウンド 1.4 という、探鉱とその生産、大水深についての話を、

一区切り全部した方が良いのではないかと思います。

私の発表の次に大蔵省のウガルデ炭化水素所得局長にバトンタッチをして、その後に国

家炭化水素委員会のセペダ委員長にバトンタッチをして、次々と発表をしていきたいと思

います。その方がおそらく全体像がお分かりいただけると思います。その後で質疑応答を

したいと思っております。

 本格的にエネルギー分野の話に入る前に、まずこの話から入っていきたいと思います。

メキシコはどんな国なのかということです。そもそもビーチと観光業で知られている我が

国で、とても美しいビーチもあります。皆さん、いらしたことがない方は、是非メキシコ

にいらしていただきたいと思います。文化も豊かですし、自然もとても美しいです。それ

と同時にメキシコは商業ハブにもなってまいりました。非常にダイナミックな経済が存在

しています。そして自動車産業界では製造の中心にもなりつつあります。皆さん日本の方

はご存じかと思いますけれども、この分野において日本からも大きな投資がなされており

ます。

幾つか数字をご紹介しますと、今、ラテンアメリカにおいて貿易額第 1 位で、地域で 36
パーセントものシェアを有しております。世界貿易機関、WTO によりますと、貿易国とし

て 13 位になっております。ラテンアメリカで最大の輸出国で、世界でも 15 位となってお
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ります。それからもう一つ、とても重要なのは、FDI、直接投資につきましても、投資先と

して、ラテンアメリカで第 3 位になっていますし、世界でも第 13 位となっております。日

本からの投資も徐々に増えております。2009 年から 2014 年にかけましては、335 パーセ

ント増えました。特に自動車、技術分野、金属、ハイテクなどの分野です。例えば日本企

業の大手がメキシコに進出していることからも見てとれると思います。さらに日本企業が

メキシコのエネルギー分野にも進出されることを期待しております。もちろん電力分野に

非常な重要な企業が進出はしていますけれども、さらに例えば上流部門などでも見られる

ことを期待しています。

それでは簡単にメキシコの世界経済の中の位置付けについて話したいと思います。日本

と一緒に OECD のメンバーでもあります。OECD の加盟国であるということは、当然、民

主主義として安定しているということ、それから、我が国は国際的なベストプラクティス

にあらゆる分野で従う努力をしているということです。そして自由経済です。様々な自由

貿易協定のネットワークを介して市場が開放されております。最も重要でよく知られてい

るのが NAFTA で、それ以外にも欧州連合、EU などともありますし、46 か国との間で 11
の自由貿易協定を結んでおります。経済連携協定は 9 か国と結んでおります。投資保護と

促進のための協定は 33 締結しています。そして当然、TPP の参加国でもあります。今まさ

にその批准の過程にあります。これは一つのコンテクストになると思ってご紹介をしてい

ます。ほとんどの皆さんはご承知のことばかりだと思いますが、メキシコの世界における

立場でした。

 ここで重要なポイントは、エネルギー改革を打ち出したメキシコとしましては、強力で

競争力のあるエネルギーのハブになっていこうと思っております。燃料と電力をより安い

コストで生産、提供して、しかも信頼性の高い、環境に配慮した条件下でそれを提供する

ことによって、経済生産性を上げていく努力をしようというわけです。そのため、エネル

ギー改革によって、メキシコそのものを、メキシコの経済を強力にしていくことも目指し

ているのですが、もう一方で、エネルギー輸出のプラットフォームになっていこう、そし

て物品やサービスを世界により輸出していこう、こういう意気込みでいるということです。 

ではごく簡単に、エネルギー改革の歴史を説明します。そもそもの始まりは、ペニャ・

ニエト大統領が 2012 年に就任されたことがきっかけになっています。政治的なコンセンサ

スをようやく得て、包括的なエネルギー改革を議会で通しました。そして憲法レベルで承

認されました。これが 2013 年 12 月 20 日のことです。とても大事なのは憲法改正があった

ということです。憲法を変える、法律を変えるというのは、特にエネルギーの問題になり

ますと大変なことなのです。ですからどれだけこのエネルギー改革を通すのに難しかった

のかということが分かると思います。これは憲法の 3 つの条項を変更するものなのですが、

この改革に関して、憲法に述べられております。したがって、法的枠組みは間違いなくこ
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れから長期的に変わらないものであります。

さて、2014 年、ほとんど 1 年かけまして 2 つの法制を取りまとめました。そしてこの改

革を進めていくために必要な準備をしました。それから制度もこの間に制定しました。つ

まり独占だったモデルから競争主義へ移行するわけですから、組織も変えていかなければ

いけない、そしてその機関の様々な特性も変わってくるわけです。新しい機関を設立する

ということも必要でした。

2014 年はもう 1 つ重要な意味合いを持っています。それは上流分野にとってです。それ

はなぜかと言うと、ラウンドゼロを実施したのが 2014 年だからです。ここでメキシコの石

油会社、国営会社であります PEMEX に対して、鉱区を割り当てたところから始まってい

るのです。これは他社と競争しながら面積を増やしていくことを可能にするからです。

PEMEX に対して、メキシコの 2P の資源量の 83 パーセントを割り当てました。そして 1
日当たり 250 万バレルの生産が続けられるということになります。それからラウンドワン

の発表もしました。この後、その話は詳しくします。いずれにしても 2015 年が本格的に改

革が進められた年だと言えます。これは最初の石油契約を締結している写真なのですが、

1938 年以降、はじめてになります。エネルギー分野、しかも中下流も含めて自由に開放を

していきます。今年、本格的にこれを推進していきます。今年の 1 月から本格的な取り組

みが進んでおります。この中下流においても競争市場の確立をしようと、今、取り組んで

いる次第です。

それではこの改革について、もう少し詳しく説明をしたいと思います。先ほども申しま

したように、包括的なエネルギー改革です。というのは、これは電力部門も炭化水素部門

も網羅するものだからです。そして非常に重要な原則が根本にあります。まず最初に、こ

れはメキシコの炭化水素のサブソイルにも非常に重要です。これは標準的で米国は例外な

のですが、メキシコの炭化水素は国の所有物です。そして 2 つの形で炭化水素の開発がで

きるようにしております。1 つはエンタイトルメントを付与するというもの、それからもう

1 つは石油契約を締結する、対象としては企業で、そして入札を行います。これについて、

また後ほどさらに詳細にご説明いたします。先ほど申しましたけれども、もちろんシステ

ムベースで、PEMEX、それから電力、それぞれにおきまして国営企業があるわけですが、

そういった状況から開放市場制度で競争をベースにする、そして明確にルールを定めると

いう形でやっているわけです。役割、責任についても、明確にしております。

こういった変更を行いましたので、当然我々としては組織全体を改革しなければなりま

せんでした。例えば、これが中心的となる作業でしたけれども、要は規制機関を強化する

ということもありました。これも憲法レベルにおいて行われています。今日はセペダ委員

長が来ておりますけれども、国家炭化水素委員会が上流の担当です。上流の規制当局です。

それからもう 1 つ、入札で石油契約の契約を行うということも担当しております。電力そ

れから炭化水素の下流事業についてはエネルギー省も担当しております。国際的なベスト
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プラクティスに基づいて、国家としての炭化水素のための労働安全等を担当しています。

これは環境省に属するものでありまして、この組織は、全て活動について炭化水素の分野

においては安全な業界慣行に従うことを担保する、それから環境にも配慮することを担保

するためのものです。こういった形で、例えば米国で行われているように活動を健全に行

えるように担保するということです。

私どもは、憲法レベルにおきまして、持続可能性という原則を持っております。これは

憲法の第 25 条に盛り込まれております。持続可能性というのは、単に経済、財務という分

野のみならず、環境においても、産業においてもそうです。これは重要な点です。と言い

ますのも、電力法、炭化水素法におきましても、1 つの省が、社会的な影響、先住民の人権

が尊重される、そういった形でエネルギー部門においてのプロジェクトを行うことが盛り

込まれております。炭化水素の分野においては当然ですので余り話はしませんけれども、

クリーンなエネルギーを推進する、地球温暖化ガスの排出は抑えるということ、これも改

革の非常に重要な部分です。それから透明性の原則もあります。透明性というのは改革全

体で追及されておりまして、我々は、ラウンドの入札につきましてはインターネットを通

じて全てのプロセスに関する情報を入手できますし、入札に係る条件も無料でダウンロー

ドが可能で、落札日についても情報を得ることができます。

次に新しいモデルを簡単にご説明いたします。この新しいモデルは 2 つの重要な側面が

あります。1 つは憲法上の戦略的な分野を定めるということ。炭化水素については上流です。

電力の分野においては送配電ということです。それから活動の中でも国家が入札を行って

契約を行うと、民間の参加を募って、全ては透明に行ってまいります。ですから、下流に

おいては適切な機関が、ほとんどの場合においてはエネルギーの規制委員会が許可を出す

と、それに基づいて活動を行うということです。このシステムは公開市場それから競争が

ベースでありますけれども、計画、インディクティブプランニング（Indicative Planning）
というものを改革の一部としております。基本的には 3 つの計画があります。上流計画は 5
か年計画で、後ほどご説明申し上げます。インフラの整備についても 5 か年計画がありま

す。これは天然ガスのものです。それから 15 か年計画、これもインディクティブ計画であ

りますけれども、電力部門についてのものです。

通常このスライドはプレゼンテーションの一番最後で説明をするのですが、本日は大体

この 1.4 が中心になりますので、ごく簡単に申し上げます。メキシコのエネルギー改革とい

うのは、民間投資と公的投資で最大 1,900 億ドルのチャンスがもたらされます。初年度、

非常にうまく成功裏に行われまして、計画しておりましたものは全て完了しております。

基本的には、今までのところ予想された投資、1、2、3 番目の入札について行っておりま

す。大体合計で 70 億ドルくらいの予想投資額です。天然ガスにつきましては、パイプライ

ン開発については 160 億ドル、これから 10 年間におきまして 78 億ドルが投資される予定

になっております。発電につきましては、これから 15 年間で 900 億ドルが投資されると考
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えております。発電容量はメキシコにおいて倍増します。それから送配電につきましては

260 億ドルの投資が予想されております。 
こうした中で重要なこと、我々の上流事業についてお話をしております。上流事業につ

いてはたくさんのチャンスがあるということを申し上げたいと思います。電力と炭化水素、

両方において大きなチャンスがあるということです。 
  
現時点におきまして、我々が努力をして前進を遂げておりますのが、インフラの整備で

す。競争的な流動性のある市場を中下流において整備したいと考えております。メキシコ

はガソリンの 53 パーセントを輸入しております。ですから、この新しい市場に参入したい

という方にとっては、たくさんのチャンスがあるわけです。私どもは、もう許可を出して、

ガソリンあるいはディーゼルは今年の 4 月 1 日から輸入できるようになっています。 
 こちらの地図ですけれども、今まで例えば、PEMEX がガソリンあるいはディーゼルを

北部へ輸送するとなりますと、タンカーを用いて、ティファナやセナラに輸送することと

なります。このビジネスに関心があるという方は、このインフラから、ストックあるいは

安いガソリン、ディーゼル油があるところにアクセスできるわけです。ですから、今この

チェーン全体が開放されております。今年は石油販売会社による競争、それから輸入も可

能です。そして 2018 年以降はマーケットベースの価格設定も可能になります。これは LPG
でも同じような状況でありまして、もう既に輸入は可能です。来年までは固定価格で、そ

の後、競争を導入し、オープンな価格設定を行ってまいります。 
ここでの重要なことは、我々の改革は全てインフラに対するオープンアクセスが基本で

す。本当のコストを反映するような料金、PEMEX は現在のところ非常に支配的な企業で

すけれども、これからは統一規則の元で活動を行います。この改革を始めた当時は天然ガ

スが非常に不足していました。このため、インフラを構築し、天然ガスを輸入できるよう

にしようと、世界の一番安い市場、すなわち米国から輸入できるようにしようと考えまし

た。ということで、このインフラの整備に重点的に投資をしております。 
ご覧のように 2012 年の状況がこちらです。これが国家ガスパイプラインシステムと呼ば

れるものです。これは、全国をカバーしていませんし、システム化されたものでもなかっ

たのですから、本当はナショナルなものとは言えません。しかし、我々は入札のプロセス

を通じて新しいインフラを整備しようとしております。この改革の終わりまでには新たに

10 の戦略的なパイプライン、口径 30 インチ以上で 100 キロメートルの距離のパイプライ

ンを計画し、それから米国から輸入する能力、現在は 50 億立方フィートの輸入能力を 90
億立方フィートに増やす計画です。そしてまた、この戦略的なガスパイプラインに加えま

して、天然ガス用に通常は商業的に成り立たないような地域にも敷設しようと考えていま

す。いわゆるソーシャルパイプラインの開発です。例えば、ラサロ港からアカプルコまで、

それからサリナ・クルスからタパチュラまで、そして中米までと考えております。 
3 つの種類のパイプライン、戦略的なもの、社会的なもの、これはエネルギー省が担当し
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ておりまして、入札のプロセスで第三者が開発するものです。さらにコマーシャルパイプ

ラインも可能で、ガスパイプライン事業を行いたいと考える会社は、CRE（Enegy 
Regulatory Commission）で許可を得ます。そうするとパイプライン事業を行うことがで

きます。これは日本企業にとって重要な点だと思いますが、複数の企業がビジネスを確立

しています。例えばアグアスカリエンテスで安価なエネルギー、電力だけでなく天然ガス

を入手し、その上で競争的な価格で安定供給をするということを考えています。

次に上流の話をしたいと思います。その話になる前に簡単に PEMEX の話をしますが、

いわゆるステートプロダクティブエンタープライズ（State Productive Enterprise）、国営

企業ではあるのですが、ラウンドゼロにおいて PEMEX が引き続き作業するエリアを決め

ました。そして PEMEX は他の会社と同様に扱われています。これは非常に重要な点です。

他の国におけるモデルを見ますと、国営石油会社が特恵的な地位にあります。PEMEX を

特恵的な地位として扱ったのがラウンドゼロなのですが、それ以降は PEMEX は同じルー

ルに従わなければならない、つまり他の会社と同じです。これは非常に重要な点でありま

して、ラウンドに参入するときには他のプレーヤーと同様に参加することになります。

また、PEMEX はより柔軟性を持つことができます。つまり契約に関してです。ここで

重要な点を指摘したいと思います。この改革において国際的なベストプラクティスを採用

していますが、ファームアウトに関しては特定のプロセスを決めました。メキシコ社会と

しては透明性を重視しておりまして、これはメキシコ人にとって非常に大事なことです。

つまりどのようにメキシコの炭化水素を扱うかを透明にやってほしいということで、

PEMEX はファームアウトを交渉できません。PEMEX のファームアウトは入札のプロセ

スを経ます。そしてそのプロセスは炭化水素委員会が担当致します。PEMEX があるエン

タイトルメントを契約に移行したいならば、そのリクエストをエネルギー省に出します。

エネルギー省はそのリクエストを評価して、契約を設計します。こちらの方で契約を設計

して、PEMEX に対して、PQ の資格、例えばどういうパートナーに対して同意できるかと

聞いてみます。もし PEMEX が同意するならばプロセスを続けます。そしてこれを CNH（国

家炭化水素委員会）に出しまして、CNH は入札のプロセスを行います。その入札のプロセ

スの一環として CNH が PQ の審査を行います。すなわち事前資格審査ということで、その

企業が要件を満たしているということを確認しまして、入札を行って、国に対して一番良

いオファーを行ったところが落札をするというやり方です。

ここで強調したい点があります。少々混乱があるようで、どのように PEMEX とパート

ナーシップを組むのかについて、上流においては方法が規定されています。これは法律に

書かれていますし、憲法にも書かれていますので、変えられるものではありません。これ

は通常の他のやり方と違います。フレキシビリティを与えているということで、この共同

操業協定に関して 5 つの要素があります。これはノンネゴシアブルで、参加する企業、そ

して入札に参加する企業、全てに当てはまるものです。その他の共同操業協定の要素につ
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いては交渉することができますが、交渉対象ではないものがあるということです。PEMEX
は 14 のフィールドを 8 つの新しい契約にファームアウトするという要請を出しておりまし

て、そしてより多くのファームアウトも考えています。例えばペルディトエリアの発見、

メキシコ湾深海での発見も含まれております。

先ほど申しましたように、5 か年計画があります。これが上流の 5 か年計画となっていま

す。この計画は昨年 6 月にまず提示をしまして、最初のファーストプロポーザルのときに

業界のコメントを募集しました。ノミネーションというプロセスがありまして、コメント

を企業から受け付けることができます。それから各州からも情報を得ます。例えば、果た

してこのエリアの入札はフィージブルなのか、それとも社会的な問題あるいは環境上の問

題はないかということを考慮します。ここにありますのは、メキシコがこれから 5 年、2015
年から 2019 年に考えている計画ということで、このプレゼンテーションのリンクを貼って

ありますので、皆さんは詳細を得ることができます。

ここで重要なのは、本年 12 月の入札で 1.4、そして今年の夏になりますと、2.1、2.2、
それから 2.3 と進んでいきます。ラウンド 2、ラウンド 3、ラウンド 4 という形で進んでい

きますので、2019 年にはこの 5 か年計画が完了する予定です。基本的にやり方としては、

メキシコは非常に多様な地質でありますし、ポートフォリオも多様でありますので、浅海

それから陸上の在来型、非在来型資源、そして大水深と、入札を進めていきます。

重要なポイントでありますが、改革によりいろいろな種類の契約を結ぶことができます。

1 つ重要なポイントは、メキシコでは憲法上、コンセッション契約が禁止されておりますの

で、コンセッション契約は認められません。しかし、いろいろな種類の契約があります。

例えば、生産物分与契約、ライセンス契約、利益配分契約、そしてもちろんサービス契約

もあります。契約に関して、契約を設計する際に考えるのは、リスクと投資の適切なバラ

ンスを取ること、そして投資家にとっても国にとっても、その契約が 25 年間から 50 年間

の契約期間を全うできるようにしたいということです。

ここで言っておかなければならないのは、SENER（エネルギー省）が入札対象エリアを

選定する、入札対象のエリアを選定して CNH のテクニカルなサポートを得る、ということ

です。つまり SENER が、どのエリアを入札に出すのかということ、そして契約を設計す

るということ、入札のガイドラインも作ります。そして大蔵省、アシエンダ（Hacienda）
というふうに言っていますが、こちらが財務条件、また契約の経済条件を決定しますし、

いわゆる落札者決定のための経済指標を決めます。これも法律に書かれている通りであり

まして、落札者決定のための経済指標、これは国にとって一番良いものでなくてはならな

いということで、交渉ではなく、一番良いオファーを国に提出するということが重要な事

項であります。

CNH も重要な役割を果たします。一旦入札パッケージができた後に、CNH に持ってい

きまして、CNH が入札を行います。例えば、事前資格審査、契約締結では国を代表して署
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名をして、その後も契約の有効期間中に管理をするという重要な役割を果たしています。

CNH がメキシコの国を契約において代表するということになります。 

さて、ラウンドワン、2014 年 8 月に発表した鉱区です。この 2014 年 8 月に WTI が 100
ドルを超えていました。104 ドルという時点で入札をしました。今、余りにも低くなってい

て、もう考えたくもないくらいですけれども、とにかく油価が大幅に下落しています。で

すので、このファーストラウンドに対しての調整が必要になりました。しかし、そうはい

え、大変関心が寄せられていてうれしく思っております。これが昨年の結果です。第 1 次

入札、2014 年 12 月に始まったものですけれども、2015 年 7 月 15 日に落札が決まり浅海

における探鉱の生産物分与契約を 2 つ結びました。これは新しいメキシコの会社に与えら

れました。Sierra Oil & Gas と言われる会社で、オペレーターは Talos という米国の会社で

す。2019 年にこの契約で初めての石油が産出される予定です。投資額は 27 億ドルを予定

しています。

浅海域の第 2 次入札（生産）では 8 つのフィールドに 35MMB（1P)の埋蔵量があること

から、とても興味深いもので、この入札におきましては、3 つの落札がありました。1 つの

契約はイタリアの会社 ENI に与えられました。メジャーな会社が契約を結んでくれて非常

に良かったです。これもやはり生産物分与契約でした。後は Pan American Energy で、

Bridas と BP の資本が入っています。それからもう 1 つは米国の Fieldwood Energy をオ

ペレーターとするコンソーシアムです。ここにはメキシコの Petrobal という会社が参加し

ています。Grupo Bal のアフィリエイト会社になっております。鉱物の会社でもあります。 
最後になりますけれども、これが第 3 次入札になります。2015 年 12 月に入札致しまし

た。油価の面から見ると、1 バレル 25 ドル程度でしたから、非常に難しい時期ではあった

のですが、この入札においては新しい石油会社をメキシコに創立することを目的にしてい

ました。成熟したフィールドであるのでとにかく競争が激しく、合計で 25 個の契約につな

がりました。メキシコの PEMEX のコントラクターだった会社がオペレーターになったこ

と、コロンビア、米国の会社、オランダとメキシコのコンソーシアムも落札しています。

また、カナダの会社が 3 鉱区落札しています。1 鉱区は米国の会社のコンソーシアム、後は

オランダの会社で、残りはメキシコの会社が落札しています。

それでは第 4 次入札の話をいたします。配布資料での色が少し違うのが分かるかと思い

ます。もともとの計画は 2014 年だったのですが、小さなブロックでの入札を予定していま

した。この 5 か年計画の良いところは、産業界からフィードバックを得て調整を行ったと

ころだと思います。ですので、小さなブロックの面積を広げています。そして、産業界が

関心を寄せているエリアを入札対象にしました。この入札においてはライセンス契約で 10
の探鉱の鉱区を選んでおります。水深は 500 メートルから 3,600 メートルです。これは超

軽質油、軽質油と重質油、ガス、湿性ガスなどになります。CNH の委員長が地質や期間に

19



ついて話しますので、もう一つだけ申し上げるとすれば、この契約については、この 4 つ

のブロックをペルディドエリアで選んでいるわけですが、非常に大きな面積になっている

ということが分かると思います。米国の国境に近いところまで、これが及んでおります。

ここは水深 500 メートルくらいで、こっちはどちらかというと 3,600 メートルくらいの水

深に近いので、超大水深と言えるかもしれません。それからこちらです。これは産業界か

ら大きな関心が寄せられたサブサリナのベースンになります。これはフロンテリアエリア

と言っても構わないと思います。

では入札参加の資格についてご紹介をします。参加できるのは、メキシコの会社、外国

の会社、メキシコの国営企業です。個別にでも、コンソーシアムを組んでも結構です。超

大水深の場合にはコンソーシアムが多いことは承知しております。ですので、コンソーシ

アムが多くなることは予想しております。また、コンソーシアムに対しては、非常に柔軟

なルールを設けて考えております。メンバーの発表、メンバーの変更について企業が柔軟

に決断ができるようにしています。その一つの工夫としては PQ のやり方を 2 つ用意して

おります。オペレーターとして、ノンオペレーターとして、PQ を受けることができますの

で、オペレーターを志向しない場合でも、オペレーターとしての資格が認められれば、ノ

ンオペレーター、及びオペレーターとして資格を受けられる柔軟性を確保しております。

後は財務パートナーなども参画できるようになっています。

それでは契約について簡単に申し上げます。35 カ年の契約になります。延長が可能です。

最大で 50 年まで可能です。長期的に探鉱をできるようにしております。4 年から 10 年の

期間で探鉱できますので、この探鉱の初期段階においては企業が震探等の作業を実施する

ことを期待しております。ちなみにこの探鉱期間を最初の 4 年からさらに 3 年延長するこ

とができ、そしてさらに 3 年延長できるので、最大で 10 年間となります。企業がとにかく

アクティビティがあると示してくれることを期待しています。それから、評価されていな

い、あるいは開発しないものは、この鉱区を放棄することを期待しています。その後、評

価期間が最大で 3 年ほど設けられます。そして開発計画から外れた面積については放棄を

することを期待しています。そして最後の生産期間は 22 年間を考えています。延長は、最

初の延長が 10 年間、次の延長が 5 年間できるようになっています。ですので、この契約の

最大期間は 50 年になります。重要なことですが、メキシコはコンセッション契約を認めな

いと言いました。ですからこれはライセンス契約です。ということは、この契約期間が終

わったら鉱区を完全に放棄していただく必要があります。

さて、憲法、法律におきまして、ローカルコンテント（自国産部品等の利用）の要求を

しております。全ての契約において、ローカルコンテントの要求をしております。2015 年

から 2025 年にかけて、平均で 25 パーセントから 35 パーセントまでに上げようと考えてお

ります。ただメキシコは、このローカルコンテントの要件を、超大水深においては満たせ

ないと考えていますので、この分野においては、1.4 においては、初期の段階でローカルコ
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ンテントの要求は 3 パーセント、追加延長する場合には、1 回目の延長探鉱期間が 6 パーセ

ント、2 回目に延長した場合には 8 パーセントとなっています。ですからローカルコンテン

トは最大で 8 パーセントの要求になっています。 
次に評価の段階になりますと、とても重要なのはこの開発の段階です。というのは、当

初は生産の 4 パーセントの要求が、生産が開始した後は最大で 10 パーセントであるからで

す。このローカルコンテントの要求というのは、メキシコ政府のサプライチェーンの、国

内の開発とその政策と連動するものです。メキシコは生産ベースとして大きくなっていま

すので、メキシコがサプライヤーになっていく、メキシコのエネルギー市場に対するサプ

ライヤーのみならず、世界に対してサプライヤーになっていくことを期待しています。で

すので、自動車産業界や航空業界で実施したように、プラットフォームとなって、物やサ

ービスをエネルギー業界に提供していきたいと思います。ローカルコンテントの要求につ

いては計算式が定めてありまして、その計算式においては、技術移転ですとか、その他に

人材育成、人的資本の育成などに重きが置かれております。それもとても重要な要素です。

契約の中にはギャランティー条項、保証があります。いろいろな種類の保証があります。

1 つはコンプライアンスギャランティー、これは最低の作業義務量を契約の中で規定するこ

とです。それからもちろん入札プロセス、あるいはプロジェクトの実施期間において、保

証するものも多くなってまいります。探鉱期間毎の作業（Work Unit）で決まるものです。

また、企業の責任、最低資本要件というものもあります。それから保険が国際的な慣行に

従って行われております。労働安全、環境保護のガイドラインも、国際的なベストプラク

ティスに基づいて定められております。

それから、あと 2 つ申し上げたいと思います。1 つは契約解除、これは炭化水素法の第

20 条に基づいて定められております。まず最初に事実の調査を行い、その後手続きを開始

します。そのときに独立した第三者の意見も得ます。これによりまして、この契約解除が

どういうものなのかという、しっかりと意味が担保されるようにしております。それから

契約の中に契約上の契約解除という条項があり、これは例えば正当化できないような契約

違反があった際に発動されます。

それでは次の説明者にバトンタッチしたいと思います。私どもは産業界との対話を行っ

ております。産業界からのフィードバックをいただいております。産業界の方から契約の

条件やこの 1.4 につきましても、また CNH への委員長の方から、どういった日程実施する

案なのか、改訂版の契約について、この条件の改訂版についても、話をしてもらいたいと

思います。それでコメントを得た上で入札の期日を決めます。

それから最後にもう 1 つ申し上げたいと思いますけれども、透明性それから説明責任と

いうのが、我々の改革の一つの重要な要件になっております。すなわち、入札に関して我々

の行うことは全て、国民の目に透明な形でインターネットからもアクセスできるようにし
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ております。それから契約条件なども、フィードバックを得た上で、決めていきたいと思

っております。

それでは次の方にバトンタッチしたいと思います。ありがとうございました。

【司会】

ありがとうございました。長旅のところ、大変な貴重なプレゼンをいただき、感謝して

おります。

それでは、3 つのプレゼンテーションが 1 つのパッケージを成しているというご意向でご

ざいますので、引き続きまして大蔵省の炭化水素所得局長のウガルデ氏より、大水深鉱区

の生産及び探鉱の経済条件についてお話をいただきます。

〇サルバドール・ウガルデ 大蔵省炭化水素所得局長

鈴木理事長、ありがとうございます。また ICEP に対しても感謝申し上げたいと思いま

す。そしてご努力をいただきました大使及び大使館の皆様、ありがとうございます。私ど

も、皆さんに歓待され嬉しく思っております。日本に来ることができて、また皆さんにお

会いできて、非常に喜んでおります。これからエネルギーの改革についてご説明をいたし

ます。私どもがここ数カ月でどういったものを設計したか、どのような内容をこれから提

示し、メキシコに対する投資を誘致したいかということについてお話をしたいと思います。 

 私が担当している部分は、契約の財務条件についてです。最初に申し上げたいことは、

私どもは、投資環境及び石油価格について大変厳しい時期をくぐってきたわけですが、そ

れにもかかわらず、入札については多くの参加をいただいております。今、メルガール次

官から話がありましたけれども、今まで 3 つの入札ラウンドを行い、入札参加者に対して、

幾つかの鉱区が割り当てられております。こうした契約によりメキシコにおいて投資が増

えると、これから 3 年間の契約により 12 億ドルが投資されることを期待しております。プ

ロジェクト全体においては大体 68億ドルくらいが短期間において投資されるものと考えて

おります。

この E&P 契約の財務条件の設定のために、私どもメキシコにおいてはどのような契約を

投資家に対して提示するか、非常にフレキシビリティを持って対応しております。例えば、

契約形態には柔軟性があり、PSC でも、あるいはライセンスでもよいとしています。これ

はエリアの状況、あるいはリスクの状況、投資家に対してどういう利益を提供するかを考

慮して決めることができます。このように全ての契約においては同様の柔軟な枠組みが適

用されております。これは法律で定められておりますので、もし皆さんご関心があれば、

私どもの法律を検討していただきたいと思います。

もう既に契約において様々な要件が定められておりまして、例えば法人税については、

課税所得の 30 パーセントになっております。これは同じレートが経済全体に適用されてお
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ります。特別な取扱いというのは、どういった分野においてもありません。法人税は全て

の企業に対して同じです。それからいろいろな E&P プロジェクトの連結会計が可能です。

特にプロジェクト毎に独立処理する必要はありません。しかしながら異なる産業において

は分けております。炭化水素歳入法においては、基本的なロイヤルティー、それからレン

タルについて定めております。事業の経済条件は契約の中で定められます。したがって、

オペレーターはどのような環境においても確実性をもって財務条件を予見できるわけです。

そのために財務制度は全体的に累進的になっております。すなわち価格情報により利益が

上がれば、政府の取り分も増えるということです。また、契約の中で支払い方法について

も単純なルールを定めております。それから安定性維持メカニズムも入れております。で

すから契約は様々な状況変化においてもきちんと機能する、そして価格がどう変わろうと

も魅力的であるように安定的で、長期的に機能するような契約を定めております。

それから 4 番目のラウンド、ラウンド 1.4 につきましては、エネルギー省において、大水

深に最も適切な契約を定めました。これは基本的にはロイヤルティータックスシステムで

ありまして、次のような要素から構成されております。借地それから法で定められている

ベーシックロイヤルティーです。交渉可能なロイヤルティーは、それぞれの落札者が交渉

条件として定めるものです。累進的な追加的ロイヤルティーがあった場合の調整メカニズ

ムとして、入札条件の中にドリリングオプションも入れております。

レンタルでありますけれども、これはその会社が鉱区を保有するだけで何も作業しない

といった状況を避けるためのもので、料金がどんどん上がっていきます。探鉱段階におけ

る契約料金は当初は 1 平方キロメートルで 1 か月 65 ドルになっております。これは徐々に

上がりまして 60 か月後には、1 平方キロメートル当たり月 156 ドルになります。さらに探

鉱採掘活動税といったようなものがありまして、基本的には同じ公式を使いますが、価格

は異なります。これは探鉱段階、そして生産抽出採掘段階において適用されます。コント

ラクターがこのエリアを保有する場合、このような契約上のフィーを払いますが、保有す

る理由のないものであれば、部分的にいくつかのエリアを手放して支払いを回避すること

もできます。これはシステムの重要な特徴なのですが、メキシコの場合、地方自治体、州

自治体は、E&P 活動企業に課税しません。つまり連邦レベルで課税をします。したがいま

して、こういった探鉱生産活動の税は、連邦が課税して、州や自治体に配分するというこ

とです。これによりコントラクターが自らのエリアで作業するということに関して自治体

も満足できるのです。

 ロイヤルティーについてですが、基本的なロイヤルティーは競争的になっていると考え

ています。特に現在の低油価のシナリオにおいて、こういったロイヤルティーは価格に感

応度がありますので、価格が上がるとロイヤルティーも上がります。これは累進性により、

プロジェクトを、どのような状況でも実行できるということを確保するためのものです。
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こういったロイヤルティーは米国の生産者価格指数に基づいて毎年アップデートされ、い

わゆる実質的なレートが維持されることとなります。

生産する炭化水素の種類によって、4 つの異なるロイヤルティーがあります。原油、随伴

ガスが 7.5 パーセント、そして原油の場合バレル 50 ドルを超えますとレートが上がってい

きます。コンデンセートも同様です。非随伴ガスに対しては特別なレートがありまして、

MMBTU 当たり 5 ドル以下の場合、ロイヤルティーは掛からない、いわゆるロイヤルティ

ーホリデーと言っています。これは、いろいろな炭化水素がいろいろな経済性を持つとこ

とを認識した上でのことであります。原油の方が収益性が良いということで、より高いロ

イヤルティーを課すことができます。各契約において、ロイヤルティーは、実際の価格、

実際のバリューに基づいています。つまりそれぞれのエリアで行う生産に基づくというこ

とで、これは全てのプロジェクトに適用されるスケールではなく、各プロジェクトに独自

のロイヤルティーレートを課すことになります。

実は複雑な公式なのですが、簡単にしか説明しません。ここで申し上げたいのは、財務

体制を累進的にすることにより、政府だけでなく、企業も、リスク、リワードについて適

切なバランスを取れるよう設計していることです。つまりプロジェクト実行において諸要

素がプラスになれば双方共アップサイドが取れるということです。

このメカニズムというのは、R ファクターという調整係数を使います。会社の達成したプ

ロジェクトの収益性を見まして、利益率がある値を超えますと、入札ラウンドで入札条件

とした追加的なロイヤルティーが徐々に上がって、より高い政府の収入につながります。

結局、基本的な財務体系というのは競争力に基づくものです。このグラフを見ていただき

ますと、我々の基本的なシステム、すなわち入札ラウンド前に政府の取り分は、例えば競

合する他の産油国と比べた場合、低いことが分かります。ノルウェーは 78 パーセントくら

いでありますし、ブラジル、米国のメキシコ湾ですと、このような線となっております。

そしてこれがメキシコの現在の入札ラウンド前のポジションであります。このように、メ

キシコの基本的な財務条件というのは非常に競争力があって、企業も我々がオファーして

いる内容をよく見ていただきたいと思います。

累進性が入ってきますと、全てのプロジェクトがこのような挙動となるわけではないの

ですが、この分布図のように、より高いリターンが実現した場合累進性が機能し始めます。

この図を見ていただきますと、プロジェクトがより利益を出すと政府の取り分が増えてい

くことが分かります。すなわち政府の限界の取り分が上がっても、全てのアップサイドを

取るのではなくて、企業の方も投資を増やすメリットがあるということです。こういった

累進性にはいろいろなメリットがあります。第一に、このプロジェクトが多様な状況の中

でもフィージビリティを持つことが確保できますし、また適切な投資収益率を確保するこ

とができます。さらに契約期間は 50 年間とされていますので、長期にわたって安定性、確

実性が維持され、またアップサイドも期待できます。50 年の契約期間においては、政府は

契約を順守し、大きな取り分を求めるようなことはしないことが分かります。
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入札における落札者の決定においては、一番透明性のあるやり方を取りたいと考えまし

た。そのシステムは誰にも明確であるべきものです。入札は、第 1 価格入札方式の封印公

開入札で、条件には 2 つの入札変数があります。1 つは追加的なロイヤルティー、これは企

業の入札対象のものです。それから義務的作業計画に追加するドリリングのオプションを

提示できます。例えばその会社が第 1 探鉱段階で井戸を掘ると提案した場合、入札プロポ

ーザルの評価においてプレミアムを取ることができる、すなわちより高いランキングをさ

れるということになります。

このシステムによって、企業は政府の取り分と、自ら財政的な体系としてどれくらい最

終的に負担するかを検討し、適切なレベルで入札に参加することになります。この入札の

メカニズムの設計をするために次のようなルールを設けました。すなわちクリアかつシン

プルなルール、透明性を持ったルールとするということ、そして財務的な負担を企業が確

定できるようにということです。また適切な形でコントラクターと政府のインセンティブ

を合致させるということ、そしてプロジェクトの利益性を最大限にするということ、また

透明性により共謀、談合といったようなリスクを下げるということです。炭化水素行政が

どうなっているのか、資源をどのように配分しているかということを、社会に対して十分

に透明性をもって報告をすることが重要です。また、透明性のイニシアチブは他にも複数

ありまして、これらを優先させることにより、入札を非常に透明なプロセスとしています。

それではドリリングオプションの話をしたいと思います。この設計をする際に早い段階

で気付いたことがあります。それは、大水深の探鉱においては大きなリスクと不確実性が

あるということです。このため、作業義務はごく僅かしか課しておりません。後でセペダ

氏からこの話を詳しくしてもらおうと思っています。そうはいっても、企業側は投資をし

たいという意欲があると感じていまして、探鉱フェーズにおいても追加作業をしていただ

けるものと考えておりますので、その追加作業計画については、これまでの入札よりも比

重を上げております。

この数式のように、追加のロイヤルティーと掘削の経費、そういったものを考えまして、

事業者のリスクを押さえてベネフィットを最大にするようにしております。この表はごく

簡単に 2 つの入札オプションの例を書いていますが、例えば、ある企業が追加ロイヤルテ

ィーを提供し、調査掘削はしないというオプションの場合には、この入札バリューは 60 に

なります。その一方で、掘削を行うのであれば、そこを加重しまして、ロイヤルティーを

低くすることができます。これは入札する企業の判断となります。高いロイヤルティーで

いくのか、それとも安いロイヤルティーにしておいて、掘削を行うというオプションを取

るのかという判断です。

 これらにつきましては、あくまでも参考情報ですので、ごくざっと押さえておきたいと

思います。何かご質問があれば、後ほどもう少し詳しくご説明することはできます。第一
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に、支払いは全て事業者側が計算をし、実行します。そして生産物の処分などをすること

もできます。例えば、炭化水素を貯蔵するのもよし、自由市場で販売するのもよし、精製

するのもよし、プレーヤーに販売するのもよしというわけです。企業が自分たちの好きな

ように判断することが、いつ何時でもできます。

それから報告に関する義務付けがあります。大部分につましては、我々が全てのプロジ

ェクトの流れを追えるようにするためのもの、そして透明性の規範を確保するためのもの

と思っていただければ結構です。それからコストの分類、原価の分類、それからこの財務

の体系は、シンプルで効率的なプロセスとすることを目標とし、企業がいろいろ手間を掛

けてレポーティングをすることなく、シンプルなルールに従えばよいとしたいわけです。

おおむねは、法人所得税に提出する情報を使うということです。ですから大蔵省にも委

員会にも同じ情報でよいようにしたいと思っております。

あとは調達の原則についてですが、ここに出てきていますけれども、基本的には相対取

引を求めております。そして OECD の移転価格原則を守ることを要求しています。それか

らローカルコンテントの要件を満たすということが必要になります。

法人所得税は先ほど説明した通りですけれども、これはあらゆる産業界のあらゆる経済

活動について一定の率になっております。1 つ、特筆すべきルールとしましては、大水深の

場合には、損失を 15 年までは繰り越すことができるという点だと思います。それから追加

的プレーヤーがいまして、これは米国の IRS のようなものですけれども、税金を徴収して

いる当局が法人所得税に関してあらゆる情報を公開する権利を有しているということです。 
私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。

【司会】

ウガルデ局長、ありがとうございました。

それでは先ほど申し上げましたように、続きまして、CNH のセペダ委員長よりプレゼン

テーションをいただきます。

〇ファン・カルロス・セペダ 炭化水素委員会委員長

ありがとうございます。ICEP にご招聘いただきまして、お礼を申し上げます。大変光栄

です。実は来日は初めてです。非常に嬉しく思っております。全てが美しくて本当に驚い

ております。そして何といっても日本の皆さんが優しくてご親切で、本当に来られて大変

光栄に思っております。ありがとうございます。

私は、ごく手短に発表します。コーヒーブレイクが予定では後 15 分くらいですので、長

い講演にならないようにやりたいと思います。
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さて、こちらが地図です。メルガール次官からも示されたものです。2 つの大きなエリア

が第 4 次入札の対象となっております。 
これらのエリアの詳細に入る前に、1 つ申し上げたい大事なことがあります。メキシコ湾

の大水深に関して申し上げたいと思います。メキシコ湾は「メキシコ」という名前が付い

ていますけれども、米国と半々で所有しています。このメキシコ湾の半分は米国の法域の

下、残り半分がメキシコの法域の下に存在しているということです。地質的な特徴も、そ

の地質構造も似ているものの、大水深における生産の状況はとても違います。米国側では

石油の生産が大水深で 1 日当たり 115 万バレルの生産を達成しています。米国のメキシコ

湾での生産がその程度になります。ということは、米国においての生産量は、極めてこの

メキシコ湾大水深域での生産に集中しているということです。

現行の生産だけではなく、将来的な投資も大水深に焦点を当てています。例えば米国の

過去 2 回の入札のラウンドをご存じでしょうか。1 つはこの 3 月に終わったばかりですけれ

ども、最新の 2 件について見てみるとトレンドが分かるのですが、ほとんどの鉱区は大水

深の落札なのです。それこそ 7 割の鉱区が大水深で、そのうちの半分が超大水深と言って

よい深さの案件です。ですから、米国では投資も生産も大水深中心で進んでいるというこ

とです。

一方、メキシコはどうかというと、予想が付くかもしれませんけれども、どれくらいの

生産か分かりますでしょうか。ゼロなのです。ゼロですよ？ 全くないのです。今、メキ

シコ側では、大水深については生産は全くありません。このように私は声を大にして申し

上げていますが、重要なことは、つまりは機会があるということなのです。というのも、

地質というのは国境など関係ありません。地質はメキシコ湾で一緒です。一方で米国側で

は大水深に探鉱開発が集中しており、メキシコ側ではゼロなわけです。ここを強調したい

のですが、皆さん、これは投資の機会だということが歴然な訳です。

なぜそうなっているのか、メルガール次官からも説明がありましたように、つい最近ま

でメキシコは民間投資をほとんどシャットアウトしていました。PEMEX はとても重要な

この大水深での油ガスの発見をしてきましたが、同社はこれまで、大水深での開発を推進

するだけの十分な能力を持っていなかったのです。PEMEX は会社としてはこの大水深の

フィールドの発見には成功を収めてきましたが、生産に移行するまでの開発能力はなかっ

たので、やはりパートナーが必要という話になるわけです。これを先ほどから申し上げて

います。

それでは少し詳しくこのエリアの話をしていきたいと思います。エリアは 2 つです。ま

ず上の白い囲みで示された部分をご覧ください。これは 4 つの鉱区が入っているグループ

です。これはペルディドフォールドベルト（Perdido Fold Belt）という地質学者たちが付

けた名前なのですが、そういう名称に位置しています。この後にも出てきますが、この地
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質は米国と一緒です。

2 つ目の白い囲みで示された部分が南部の中央部にあります。これがサリナベースン

（Salina Basin）と呼ばれるものになります。これもとても重要なエリアで、これは実はペ

ルディドエリアほどは知られていませんが、非常に魅力的で有望だと考えています。

では 1 つ目の白い囲みで示された部分の話です。このペルディドフォールドエリアであ

りますが、ご説明したいと思いますが、ここで説明しておりますのは、まず最初にこのペ

ルディドフォールドベルトは米国側と繋がっています。国境が赤線で示されています。ご

覧のように、ここがアメリカ側とメキシコ側を分けております。北部ですけれども、国際

的な企業は重要な発見地域があると、開発を進めてもう産油しております。現在、北部（米

国側）におきましては、ペルディドフォールドエリアでの生産量は日量 6 万 5,000 バレル

です。可採埋蔵量は油換算で 5 億 1,000 万バレルです。 
エネルギーのコンサルタント会社である Wood Mackenzie 社によると、現在のところ大

水深における米国側の生産コストは 1 バレル 35 ドルだということです。そうすると、これ

を評価しようと、メキシコ側のペルディドフォールドベルトの可能性を考える際には、北

部でどういう状況かということを参照すべきです。地層は同じで、単に国境を超えている

に過ぎません。ですから考えるべきは、やはり米国側の状況です。米国側におきまして、

もう 1 つ重要な点として、試掘成功率は 45 パーセントという数字。これは大体 2 坑掘削す

ると1坑はうまくいくということです。コストは先ほど申しましたが1バレル35ドルです。

これは税の支払いは含んでおりません。

次に開発と生産について説明します。地図をご覧いただきますと、このペルディドフォ

ールドベルトの構造は米国側からメキシコ側の方へずっと繋がってきております。メキシ

コ側の国営石油会社 PEMEX は、既にもうこの石油システムはメキシコにおいても成り立

つことを確認しております。PEMEX は幾つか発見しております。この地図ですが、4 つの

鉱区があります。これが入札対象でありますけれども、緑の部分、薄い緑の部分は、PEMEX
が既に探鉱活動を行っており、もう既に発見した部分です。おそらくは今後、数か月後に

は、エネルギー省が PEMEX と同時に幾つか発表すると思います。この 4 つの鉱区で入札

が始まるわけでありまして、この赤い丸印は既に PEMEX が油ガス構造を摘出しているプ

ロスペクトです。

それでは投資の機会についてご説明をしたいと思います。この鉱区面積の平均サイズは

約 2,000 平方キロメートルです。鉱区面積が非常に大きいことから、十分に探鉱リスクに

も対応できると思われます。また、これまでに PEMEX が実施した震探と摘出したプロス

ペクトを考えますと、各鉱区におけるプロスペクトから推定される平均的な油換算の埋蔵

量は 9 億 7,600 万バレルであります。この推定埋蔵量であるプロスペクティブリソース

（Prospective Resources）はまだ発表されていません。まだいずれの鉱区も探鉱段階にあ
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る鉱区（Exploration Block）です。しかしながら、これまでに取得された震探情報と PEMEX
によって摘出された鉱区内及び鉱区周辺プロスペクトの状況から推定して、各鉱区は油換

算で大体平均で 9 億 7,600 万バレル程度の資源量を有するのではないかということです。

これが大きいか小さいかは皆さんの判断ですが、私はよい数字だと思います。大体ですけ

れども、規模的に申しまして、大水深において経済性があるためには、フィールドで最低

で 1 億バレルということです。ここでは 9 億バレルであります。これはプロスペクティブ

リソースとしての数字であり、リスクはあります。ただ、鉱区面積は約 2,000 平方キロメ

ートルと十分大きく、そしてプロスペクティブリソースも十分あって、そこそこの油ガス

発見の機会があるのではないかと思われます。それから鉱区の水深ですが、スライドの右

側をご覧いただきますと示されていますが、4 鉱区は大水深鉱区あるいは超大水深鉱区です。 

それからもう 1 つ重要な点として申し上げたいことは、左の数字、メキシコの旗があり

ますけれども、メキシコ側における試掘成功率は 42 パーセントで、これは米国側と非常に

似通った数字です。PEMEX が証明しておりますが、メキシコ側のペルディドフォールド

ベルトの方の試掘成功率も、石油システムが十分に成立しており、試掘成功率も米国側と

非常に似ています。PEMEX は、既に油ガスを発見しており、油換算での累積の予想埋蔵

量が 10 億バレルです。10 億バレルは累積の予想埋蔵量で PEMEX はまだ完全な開発計画

は持っておりません。同社のファームアウトの際に開発計画等が提案されるものと思われ

ます。

それからもう 1 つ重要なこの鉱区の側面ですが、それは輸送インフラです。鉱区は米国

の国境に非常に近いところにあります。鉱区の開発、生産については、FPSO（Floating 
Production, Storage and Offloading System：浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備）

も可能です。どこでもオフショアでは可能です。それからもう既に米国側で確立されたこ

の輸送インフラがあります。この輸送インフラは米国側のペルディドフォールドベルトの

開発、生産に役に立っております。このパイプラインが北の方から国境の方へ来ておりま

す。2 つのパイプラインがありまして、1 つは石油でもう 1 つはガス用です。Williams と

いう輸送会社がこういうパイプライン保有しております。Williams と話をしましたが、ス

ペア能力はあって余剰能力はあるということで、メキシコ側の役に立ちたいと言っており

ます。ご覧のように、このパイプラインの設計能力は日量 13 万バレルから 15 万バレルで

す。前述したように、現在、生産量は日量 6 万 5,000 バレルでありますので、まだまだ余

裕があります。Williams はメキシコ側で操業する企業をお手伝いしたいと言っております。

4 鉱区が位置するフィールドの開発において、これも 1 つの重要な要素です。 

 次に地質を見てみましょう。米国側とメキシコ側の発見油田の結果から、第三系の中で

確立されたプレイ（Play）が 4 つあります。暁新統、始新統、漸新統、中新統におけるプ

レイが確立されています。メキシコ側ではこうしたプレイは既に証明されており、米国側
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ではこのような 4 つのプレイにおける生産が始まっております。ただメキシコ側と米国側

では状況は少し違います。

米国では白亜系の下部においても油ガスを産出する層がありまして、それは第三系を超

えて深いところにつながっております。米国側では白亜系からの生産が卓越していますが、

メキシコ側ではそこまで行っておりません。これがメキシコ側の懸念事項であって、今後

はこの白亜系からの油ガスの産出を証明するということが 1 つの課題になります。 

それからもう 1 つの鉱区について申し上げます。これは南部の中央部に位置する鉱区で

す。メキシコの南中部、これがサリナベースンです。この堆積盆地はやはり第三系の堆積

盆地ですが、先ほど申し上げたペルディドフォールドベルトと非常に似ております。米国

側のペルディドフォールドベルトとは非常に似ているということを申し上げました。この

サリナベースンはまだまだ未開発のエリアです。まだ掘削によるソルトの探鉱は行ってお

りません。メキシコ南中部は非常に大きなソルト構造があります。これは油ガスの胚胎に

は良い点です。ソルトがあるということは非常にありがたいことです。大量の油ガスが期

待できる堆積盆地において、そこにソルトが存在するということは、ソルトが天然のトラ

ップ（Trap）として動くことから非常に朗報です。ソルト構造がありますと、恐らくソル

トの下には石油のリザーブがあるのではないかと思うわけです。ですからこのエリアの期

待は大きいです。この堆積盆地は、今までメキシコにおいては探鉱を全くなされておりま

せん、未試掘のエリアです。実はサブソルトの探鉱を目的とした震探を始めたところであ

り、このエリアには相当な期待を持っております。まだまだフロンティアであり、この鉱

区はペルディドフォールドベルトよりも大きいものです。平均の鉱区面積は大体 2,600 平

方キロメートルです。鉱区面積は平均より大きいものもありますが、未開発のエリアで、

まだまだ期待も大きいです。

 ではなぜ期待が大きいかというと、その理由は、この期待の一番よい指標として挙げる

のが、先行指標と言いますが、石油業界によってどれくらいの投資が震探調査になされて

いるかということです。その業界が先を見通していると、どこがベストエリアかというこ

とを知りたければ、どこで震探をやっているのか、情報を取ろうとしているのかを見れば

よいと思います。

ここでお見せするのが、いわゆるヒットマップでありまして、メキシコ湾の震探調査を

示しています。赤いところが、物探コントラクターが震探を実施しているエリアで、自ら

投資をして情報収集を行い、石油会社が対価を支払ってその情報を入手するということに

なっています。今、この情報を提供する市場があって、既に市場で情報を入手できるもの

もあります。入札に参加するような企業は、こういった新しい情報にアクセスをして情報

を入手します。物探コントラクターが市場に情報を出したものを見ると、その殆どがサリ

ナベースン、ペルディドフォールドベルト地域のものです。この地域の震探はサブソルト
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の震探技術、いわゆる広方位角、広範囲の測定の震探でありまして、ソルト下での反射を

見るというようなものです。ということで、このサブソルトに対しては大きな関心が集ま

っております。物探コントラクターは、サリナベースンやペルディドフォールドベルト地

域での投資を加速しています。例えば 1 年前では、これは民間の活動ということで許可を

出していますが、調査は物探コントラクターが実施します。物探コントラクターは 25 億ド

ルも投資をして大水深の準備をしているということです。

そしてこの物探コントラクターから入ってくる情報以外にも、CNH は包括的な 3D の調

査情報を提供しています。これはもともと PEMEX が収録したものです。CNH は、PEMEX
が過去に持っていたデータを開放しており、入札前にデータを公開して、企業がこういっ

た震探についての情報を得られるようにしました。入札に参加するような企業のほとんど

はもうアクセスをしていまして、13 社がアクセス料を払っています。ですからこの入札は

十分に情報があって、かなりの関心を石油会社に対して与えています。そして、この 3D 震

探以外にも 2D の広域的な情報がありまして、企業は単に鉱区をカバーする震探データだけ

でなく広域的な 2 次元の震探データも見ることができます。 

事前資格審査は、先ほど次官の方から話がありましたので省略します。

最後に幾つかお見せしたいと思います。まずスケジュールです。今の段階というのは、

企業がデータルームに入ってきて、すなわち情報のアクセス料を払っているような段階で

す。中には既に PQ 段階に入っているところもあります。例えば、アポイントを取って、そ

してこのプロセスの資格を取ろうとしております。事前資格審査のプロセスは 8 月に終わ

ります。8 月 24 日に PQ 資格のある企業リストを発表します。そしてこの事前資格審査の

段階、つまり 8 月 24 日に向けての時期でありますが、その頃に最終的な契約バージョンを

公表します。これは先ほどメルガール次官が説明をされた通りでありますが、この最終バ

ージョンというのは 8 月 24 日までに公表し、そこから企業はコンソーシアムを組む、ある

いはコンソーシアムの変更を行い、最終的に 12 月 5 日が入札日ということになります。ど

ういうプロセスになっているかですが、20 社がデータ室のアクセスを要請しています。非

常にうれしいことに、3 つの日本企業、INPEX、JOGMEC、三菱商事が入っておりますが、

この 20 社のうち 9 社が正式のプロセスの登録を要請して、事前審査のプロセスを始めてい

ます。こういったメジャーが既にプロセスの登録を行っています。登録を行った企業は、

Chevron、Shell、Total、Hess、ExxonMobil、Statoil、BP、BHP、Anadarko といったよ

うなところです。データ室のアクセスをしているところがさらに事前審査の方に移るので

はないか、日本企業も事前審査のプロセスを進めるのではないかと期待しております。そ

して 12 月 5 日という入札日に向けて参加をして下さることを期待しています。 
以上ですが、ここから質疑応答に移りたいと思います。
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【司会】

セペダ委員長、ありがとうございました。

大変内容の濃いプレゼンテーションが続きましたので、いったんコーヒーブレイクとさ

せていただきまして、その後、質疑応答に移りたいと思います。会場に時計がございませ

んが、皆さまの時計で 5 時 35 分までコーヒーブレイクとさせていただきます。後ろの方に

コーヒーの用意がございますので、どうぞご利用ください。それではいったんコーヒーブ

レイクとさせていただきます。

【司会】

それでは時間となりましたので、お席の方へお戻り下さるよう、お願いいたします。そ

れではセミナーを再開させていただきます。

先ほど、ポリシーとテクニカルとコマーシャルと、3 つの分野からプレゼンテーションを

いただきました。これに関しましてご質問やコメントをお受けしたいと思います。ご発言

の際には、皆さま方のご所属先およびお名前を最初におっしゃっていただけるよう、お願

いいたします。それではどなたか、ご質問等、いらっしゃいましたら、挙手をお願いいた

します。では今マイクがまいりますので。

【早川（国際石油開発帝石）】

国際石油開発帝石の早川です。

最後の説明に関連するのですが、ペルディドエリアで今回のラウンド 1.4 の鉱区内で発見

された集油構造が PEMEX の鉱区周辺まで広がっていた場合には、ユニタイゼーションな

どがあると思うのですが、その辺の取決め、若しくはモデル契約的なものというのはある

のでしょうかということです。

【メルガール次官】

ご質問ありがとうございます。

ユニタイゼーションアグリーメントがあります。例えば、ある鉱区、あるエリア、これ

は共通の国際的なやり方なのですが、米国との間で既に国境を超えたトランスバウンダリ

ーアグリーメント（U.S.-Mexico Transboundary Hydrocarbon Agreement：米墨越境炭化

水素協定）があります。メキシコ内であった場合はユニタイゼーションというのがあって、

これが法律によって確立されています。先ほど申しましたように、PEMEX はファームア

ウトをこういったところで考えておりまして、これは PEMEX が発見したエリアです。こ

れがファームアウトの対象となって、地質的な連続性があることが考えられます。ですか

らユニタイゼーションアグリーメントというのを PEMEX と結ばねばなりません。 
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【司会】

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。質問に対しては非常に強力な回答陣が本日

いらっしゃっていますので、ぜひとも。そちらの方、お願いします。

【長谷川（三井物産）】

三井物産の長谷川です。

米国側のパイプラインというのは、メキシコ側で油やガスを発見された場合、国外に輸

出するためのルートとして使ってよいインフラなのでしょうか。あるいは国内での何か取

決めがあるのでしょうかというのが、1 番目の質問です。 

【セペダ委員長】

ご質問ありがとうございます。

あのパイプラインは北から国境に来るものなのですが、民間の輸送企業である Williams
社が所有しており、輸送能力は日量 13 万バレルから 15 万バレルです。そして先ほど前の

スライドでお見せしましたが、ペルディドフォールドベルトの生産量は、日量で 6 万バレ

ルを少し超えるくらいです。したがって、輸送能力の余剰があるということで使うことが

できます。Williams 社は、実際、我々に明確にしたのですが、Williams 社は輸送サービス

をメキシコサイドに提供する意思もあって、可能性もあるということです。特に特別な規

制や要件はありません。民間の取決め、つまりメキシコの石油会社とその輸送会社の取決

めをすればよいということで、自由な民間同士のアグリーメントということで、制約は全

くありません。使えます。ただ契約をその輸送会社と結ばなくてはなりません。

【長谷川（三井物産）】

今の図で、PEMEX が発見した油田が幾つかあると思うのですが、その油田の開発につ

いても、今おっしゃられた Williams 社所有のパイプラインを使って米国に輸出しようとさ

れているのでしょうか。どういう開発計画なのか、どのように開発するのか、あるいはい

つ生産を開始するのか、教えていただけますでしょうか。

【メルガール次官】

ありがとうございます。

先ほど申しましたように、PEMEX が発見をしましたが、PEMEX は開発をする能力が

ありません。この PEMEX が発見したエリアの掘削前の水深が 2,000 メートルから 3,000
メートルということで、こういったタイプのプロジェクトというのは、通常、コンソーシ

アム形式を取ります。ですから PEMEX は、これはファームアウトの対象としようという

ことで、我々は PEMEX と協力をしまして、ファームアウトの入札を 1.4、つまり 12 月 5
日、同時期にやるのが合理的ではないかと考えています。その際に、このファームアウト
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の条件をこれから数か月の間にまとめたいと思っていまして、こういったファームアウト

も入札対象としたいと思っています。そうするとファームアウトを落札したコンソーシア

ムが開発計画を策定せねばなりません。

【長谷川（三井物産）】

最後にフィスカルターム（Fiscal Term）についての質問なのですが、スライドの 29 ペ

ージのレンタルのところで記載されているコントラクチュアルフィー（Contractual Fee）
とアクティビティタックス（Activities Tax）についてですが、これはタックスの計算上は

損金不算入ということでいいですか。それとも損金算入可能でしょうか。教えていただけ

ますでしょうか。

【ウガルデ局長】

ご質問ありがとうございます。

まず契約上の支払いは、法人の場合には全て損金算入可能になります。つまり探鉱の段

階の契約フィーとロイヤルティーは所得から引くことができるということです。普通、税

金に対して損金とはなりません。ですので、法人税の計算においては、これは対象になり

ません。

【早川（国際石油開発帝石）】

アクティビティタックスについてはいかがですか。それはディダクティブルなのか、そ

うではないか、アクティビティタックスについてはどうですか。

【ウガルデ局長】

ノンディダクティブルになります。

【早川（国際石油開発帝石）】

分かりました。ありがとうございます。

【司会】

ありがとうございました。

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。ではこちらの方、お願いします。

【田内（国際石油開発帝石）】

国際石油開発帝石の田内と言います。

今後の 5 年間の計画について質問があります。今後 5 年間の計画ですけれども、これの

石油契約のフレームワークというのは決まっているのでしょうか。1.4 ラウンドに関しては
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ライセンス契約と理解しているのですが、これが今後も続くのか、変更になるのか、それ

ともまだ決まっていないのか、教えていただければと思います。

【メルガール次官】

ご質問ありがとうございます。

まずこの 5 か年計画について強調したいのは、これはもともとの計画です。2015 年から

19 年にかけての 5 か年計画として最初に出したものです。そして毎年ノミネーションを聞

いていますので、この「N」と書いているところがありますが、これは何かというと、業界

からエリアのノミネーションを受けているということです。ということで、それに基づい

て適切な調整をするということなのです。ラウンドワンでも、そのようにノミネーション

を前提として配慮をして、変更をしてきました。後は市場の状況に応じて変更してきたわ

けです。

契約の種類についてですが、これまでのところ考慮してきたのは地質とリスク、プロジ

ェクトの種類です。ですから浅海の場合には PSC にしました。成熟したフィールドにつき

ましてはライセンス契約にしました。非常に小さなプロジェクトなのに大きな手数が掛か

るのはいけないと思ったからです。それから大水深の場合には、やはり競争力が必要と思

って、ライセンス契約にしています。エリアごとにそんなふうに判断をしています。また

入札案件ごとに考慮をして決めていきます。似たような類似性のある契約にこれからなっ

ていくと思いますけれども、そうはいえ、やはり条件によってそれぞれの入札において判

断は変わってくる可能性はあります。ありがとうございました。

【司会】

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。お願いします。

【藤井（三井石油開発）】

三井石油開発の藤井です。

35 ページのところで、アディショナルロイヤルティーとドリリングオプションのスライ

ドがありまして、非常に興味深く聞かせていただきましたが、メキシコ政府の方々は、大

水深エリアのドリリングコストについて、どれくらいの数字を考えられていらっしゃるの

でしょうか。教えていただけますでしょうか。

【ウガルデ局長】

ご質問ありがとうございます。

ドリリングコストは状況次第です。余り具体的に申し上げられなくて申し訳ないのです

けれども、地図をご覧いただいたと思いますが、場所によって、浅い、浅海から 500 メー

トル、それからまた超大水深になりますと 3,500 メートル近くになります。浅海のコスト
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につきましては恐らくは大体 1 億ドルくらい、もっと深いところになりますとおそらく 2
億 5,000 万ドルくらいということを考えております。これは予想なのですが、掘削サイト

に行って、そこにソルトが存在した場合にはひょっとすると少し調整が必要かもしれませ

ん。ソルトが存在する掘削サイトにおいては掘削の困難さがあるかもしれません。以上で

す。ありがとうございました。

【司会】

他にいらっしゃいますか。どうぞ。

【早川（国際石油開発帝石）】

国際石油開発帝石の早川です。

ちょうどこの図が出ているので確認したいのですが、入札書類には書いてあるかもしれ

ないですが、これはビッディングパラメーター（Bidding Parameter）、アディショナル

ロイヤルティーとドリリング、坑井の本数の 2 つのパラメーターがあるということだと思

うのですが、この坑井の方は 1 坑を掘削したということは、ターゲットホライズン（Target 
Horizon：目的層準）によって規定されるのか、深度によって規定されるのか、それともド

リリングコストによって規定されるのか、確認したいのですが。

【ウガルデ局長】

ご質問ありがとうございます。

求めておりますのは追加掘削ということで、それが坑井の特性で、コストによって規定

されるわけではありません。そのエリアの技術的なニーズです。ですから、前のご質問に

も関係しますけれども、エリアによって井戸がもっと深くなければいけないようなところ

もあれば、そんなに深くなくてもよいところがあります。そういう特性が CNH のテンダ

ー・プロセス（Tender Process）で規定されるわけです。ですから、ドリリングオプション

で「イエス」、「ノー」と決めます。しかしながら皆さんの頭の中では「イエス」というこ

とは、5 キロメートルあるいは 8 キロメートルの探鉱ということですので、それについては

CNH の中で規定されているということなのです。ありがとうございました。 

【司会】

他にどなたかいらっしゃいますでしょうか。お願いします。

【奥井（出光興産）】

出光興産の奥井と申します。

1 つ質問があるのですが、大水深地域でのテクニカルチャレンジ（Technical Challenge）
というのは何でしょうか。PEMEX は探鉱はできているというふうに先ほどご説明があっ
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て、しかし開発は少し難しいという話だったのですが、そこに含蓄されるテクニカルチャ

レンジというのは具体的にどのようなものか、もしご説明いただければありがたいのです

が。

【セペダ委員長】

ご質問ありがとうございます。

違いは何かとういと、1 つには、この試掘井を深海に掘削するということは、掘削に際し

て、水中にプラットフォームを設置し、そこから 2,000 メートルあるいは 3,000 メートル

の深さまで下がっていって海底面に達し、さらにそこから 4 キロメートルを掘るというこ

とです。探鉱の場合はそれだけなのですが、さらにそこから開発していくためには、超大

水深の場合ですと生産用のインフラも必要になりますし、そのインフラを建設すること、

しかもこの 3,000 メートルもの水深に建てなければいけないのです。そしてそこで油とガ

スと水を分けるような施設を 3,000 メートルの水深に建造しなければなりません。したが

って、掘削そのものも難しいですし、さらにはこの水深 3,000 メートルもの場所に施設を

建造して石油、ガス、水をその深さで分離する施設の設置が必要だということで、これは

とても困難な作業です。この掘削だけの場合と開発まで想定した後者の場合とでは、それ

だけの深度になりますと、随分違うものです。なので、そこが一番大きく違います。

【奥井（出光興産）】

大水深での開発は世界中でやられているので、そういう困難性と言っているのはかなり

よく皆理解されていると思っているので、そんなにチャレンジングかなという気もするの

ですが。私は地質屋なので、ペルディドフォールドベルトのデータを少し見たことがある

のですが、地質的にかなり複雑だなという印象を受けていて、ですからそういうインフラ

ストラクチャーを開発するためのいろいろなコストは結構掛かりそうだと思うので、そう

いうこともあるのかなと思ったのですが、そうではないと、純粋に困難性は、エンジニア

リングイシューだということでよいのですか。

【セペダ委員長】

2 つの話があると思います。生産のためのインフラ、しかもこの海底でということですか

ら、標準的な商用の技術を使ってサービス会社から買えるようなものではありません。ペ

ルディドのフォールドベルトでは、アメリカ側においては Shell（シェル）がオペレーター

なのですが、独自の技術を開発して、石油、ガス、水の分離をその水深で行っています。

その技術は独占技術で、事業者が所有している独自の技術で、サービス会社から簡単に提

供されるものではないのです。そこが陸上や浅海とは違うところだと思います。グレート

ホワイト（Great White）のプロジェクトは Shell がやっていますが、同社は多くの独自技

術を開発して FMC Technologies 社と共同で開発を進めています。よって、最前線の技術で
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やっている、しかもサービス会社から提供される技術ではないという難しさがあります。

それからメルガール次官が説明されたように、これは 40 億ドルの投資額に相当するような

規模のものです。ですから経済的不確かさもそれだけ大きくなります。よって、その不確

かさ、大きなプロジェクトが故のマネージメントも難しいところではあります。となると、

それをどんなチャレンジによって適用するのかということも変わってきますので、独自の

技術も多くなります。 
 

【奥井（出光興産）】 
そうすると、そういうふうなところも経験がないと、オペレーターとして経験がないと、

参入するのは難しい、入札においてもそういうところを見られてアワードされにくいと理

解してよろしいですか。 
 

【セペダ委員長】 
まさにそうです。これもメルガール次官が説明されていましたけれども、この入札プロ

セスには 3 つの段階があります。第 1 段階は、このデータルームへのアクセスをするとい

うこと。震探のデータを見て、坑井のデータを見るというもの、これが第 1 段階です。第 2
段階は何かというと、資格要件証明の提示です。それを PQ のために提出するということで

す。つまりオペレーターとしてやりたいという場合には諸条件があります。その諸条件の

一つが資格要件証明の提示です。つまり資格があるということを示すものです。大水深の

プロジェクト、しかもその水深が 1,000 メートル以上の深さの場合、探鉱会社として、あ

るいは開発会社として 1 件でもプロジェクトの経験があるということを示す必要がありま

す。そういう資格要件証明の提示が必要ということです。少なくとも 1,000 メートルの水

深でのプロジェクトの経験があるということが要件になります。これらのプロジェクトは

極めて複雑ですので、様々なリスクが伴います。したがって、企業に対して単独でそれを

負えとは考えていません。例えば、メキシコ湾の様々な経験に目を向けますと、あらゆる

大水深のプロジェクトはコンソーシアムで対応しています。チームでやるわけです。そう

すると経済リスクも分散できるし、様々な技術的能力も持ち合わせて対応するということ

が可能です。ですからオペレーターとしてそういうことの経験があることを示してほしい、

それが要件です。 
 

【奥井（出光興産）】 
ありがとうございました。もっと質問はあるのですが、後で個別に話をしましょう。 

 
【セペダ委員長】 
では後ほど、喜んで。ありがとうございました。 
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【司会】

他にどなたかいらっしゃるでしょうか。お願いします。

【鈴木理事長】

ICEP、鈴木です。3 つ質問がありますが簡単な方から行います。 
4 年計画ですか、ビッドのスケジュールが示されたテーブルがあったと思いますけれども、

私の記憶が間違っていないと、ファーストラウンドのラウンドからは、例のアンコンベン

ショナルとチコンテペックが外されたというふうに記憶しているのですが、それが、2、3、
4 のラウンドには、もちろん復活して入っているということなのですが、その辺りの理由を

教えていただきたいと思います。これが第 1 問です。 
第 2 問はもう少し大きな話なのですが、憲法改正から始まるエネルギー改革というのは、

政治的にも困難なプロセスだったと思って、我々としても非常に敬意を表したいというふ

うに思います。報道によりますと、当たっているかどうかは知りませんが、メキシコの原

油生産量は最盛期に比べると、この数年前くらいまで、相当、量が減っていたと思います。

それが国家歳入にも悪い影響があったと私は思いますけれども、その辺を改善するために

もリフォームをしてスペックをいろいろと皆さんが努力されたのではないかと思っていま

す。そこはそういう理解でも正しいでしょうか。要は、生産量が減って国家収入が減った

ということもあって、それを元通りにするというか、増加させるためにはいろいろな努力

が必要だということで、エネルギー改革に至ったという理解でよろしいかというのが 1 つ

の質問です。

もう 1 つは、生産量が減った理由です。先ほどから聞いていますと、PEMEX が悪いよ

うな印象を受けますけれども、それだけでもないだろうというふうに、PEMEX シンパと

しては思うわけなのですが、その辺りをどういうふうに分析されているのかをご披露いた

だきたいと思います。質問は以上の 3 つです。 

【メルガール次官】

ご質問ありがとうございます。

まず最初のご質問です。少し前のスライドに戻ります。これが私がプレゼンテーション

でご説明したわけですけれども、ご存じのようにアンコンベンショナルリソース

（Unconventional Resource）も入っています。おっしゃった通りです。また超重質油も入

っています。この超重質原油、これは今は入札の対象ではありません。と言いますのも、

生産費用がバーレル当たり 45 ドル以上です。現在の価格状況によると 30 ドル、あるいは

それを切るくらいの状況で、そうすると超重質油の場合はもっと安いわけで、競争力があ

りません。ですから今のところはこの超重質油については入札対象にしておりません。重

要なリザーブがあるような、そういう鉱区が発見されるということになりますと、状況も

改善してくると思います。
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アンコンベンショナルについてはラウンド 1.5 ということになります。実はこれは後ろ出

しにしております。その理由の 1 つは、当然、油価の下落がありますし、米国側とは違い

まして、米国の方は既にインフラも整備されておりますが、私どものエリアの方、アンコ

ンベンショナルリソースにつきましては、メキシコの北部についてはインフラがありませ

ん。ですから探鉱は盛んではないわけです。ブルゴスベースン（Burgos Basin）の方は若

干ありますけれども、こちらの方はありません。ですから、まずインフラの整備が必要で

す。インフラといいますのは、単にパイプラインで原油を搬送するというだけではありま

せん。人が動くようなことができなければいけませんし、それから砂漠もあります。 
それからもう一つ重要なところ、アンコンベンショナル、タイトオイル、シェールオイ

ルのリソースにつきましては、このタンピコ・ミサントラ（Tampico-Misantla）地域があ

りますが、こちらの方はまだ入札の対象にしておりません。といいますのも、まだ規制が

固まっていないのです。ご存じのようにアンコンベンショナルリソースの場合は特定の規

制が必要です。メキシコは一般的な規則はあるのですが、まだアンコンベンショナルリソ

ースがありませんので、そういった規制もありません。ですから入札の対象に際しては、

こういった具体的な規則が必要です。いろいろなことが必要です。例えば、探鉱井はどう

掘削するか、掘削に当たっての水はどうするか、水の土地使用権はどうするか、どういう

ふうに再処理するか、不純物が出てくるのをどういうふうに処理するか、そういったいろ

いろな問題があります。現時点におきましては 5 つのチームがいろいろな問題に当たって

います。1 つが規制対応をしております。 
少し比較のために申し上げますと、アンコンベンショナルを、例えば原子力発電所と比

較してみましょう。原子力発電所を造る場合は具体的な規制が必要です。また特定のエン

ジニアリング条件も必要ですし、非常に具体的なことですが、例えば原子力廃棄物をどう

するかという問題がありますが、アンコンベンショナルリソースの開発においても同じよ

うに不純物をどう処理するかという問題を解決しなければなりません。石油のエンジニア

はどういうふうにすればよいか、それからまた、そのコンバインドサイクルプラントにつ

いては分かるわけですけれども、原子力と同じようなことをシェールの開発においてもや

る必要があるわけです。ただ、規制がおそらく今年はできると思います。そうすると今度

はアンコンベンショナルの入札を行ってまいります。CNH はもう既にこういった入札のベ

ストなエリアを考えておりますので、規制ができれば早く動けると思います。そういうこ

とがありまして、5 か年計画をご覧いただきますと、アンコンベンショナル、それからチコ

ンテペックというスケジュールになっています。チコンテペックの方は大体タイトオイル

の探鉱開発がほとんどです。チコンテペックでの探鉱開発では、水平ドリリング、フラッ

キング（Fracking：水圧破砕）等が必要になります。今後はこういったことが進んでいき

ます。 
それからメキシコの石油生産は、以前は日量約 300 万バレル超で、これは 2004 年より

前で、生産量がピークの頃でありました。当時の石油生産は、カンタレル（Cantarell）油
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田が大半を占めていました。この油田は非常に巨大な油田でピーク生産量はで大体日量 200
万バレルを生産しておりました。皆様ご存じのように、油田は成熟し、その後は減退して

いくことになります。カンタレル油田でも同様のことが起き、徐々に減退してきたわけで

す。現時点において、メキシコの幾つかの油田はもう成熟期に来ており、これからは減退

していくということで、メキシコの石油生産量はピーク時の日量 330 万バレルから現在 
220 万バレルなってきたわけです。 
どうしてこのエネルギー改革をしてきたか、その理由は幾つかあります。そのうちの 1

つ、これはおっしゃるように石油生産の減少があります。特にまたもう 1 つ、PEMEX は

浅海域においては非常に成功裏にやってまいりました。ただ本当に大水深における探鉱開

発となると PEMEX には、技術的、行政、管理能力等が備わっていないという問題を抱え

ていました。同じような形で、PEMEX は能力的にシェールの資源開発についてもうまく

やってこれませんでした。

この改革の理由については、そういったことで生産を増やさなければいけないと、まず

最初に PEMEX にチャンスを与えよう、それからまた他の競合企業にもチャンスを与えよ

うと、他のところと連携をし、技術を得る、資本も得る、そしてできるようにしていきた

い、そういったことがありました。炭化水素につきましては、これも考えて改革も行って

おります。それから電力の改革をしたのは競争力の強化です。電力料金が非常に高いから

です。我々としては、もっと競争力を高め、そして電力料金を下げたいと思いました。

ちょうど政府の石油収入に対する依存という話が出ましたので、指摘したいことは、メ

キシコの経済というのは石油依存ではありません。GDP の 8 パーセント以下が石油に関連

するものです。非常に多様な多角的な経済になっております。他にもいろいろと収入のソ

ースはあります。今、例えば観光は石油収入を超えております。ただ改革の重要な点とし

ては、その予算の傾向として石油への依存、予算のうち石油から来るものが減ってきたこ

とです。改革の重要な一環としては石油収入を、以前は大蔵省の担当でありましたが、こ

の改革でメキシコ石油基金というのを創りました。これはメキシコ中央銀行が担当してお

ります。中央銀行が石油収入を管理しております。明確なガイドラインが設定されており

ます。これはやはり憲法レベルです。そういったことで、メキシコ石油基金には理事会が

ありまして、大蔵大臣、メキシコ銀行、中央銀行、外務省、4 人が理事であります。メキシ

コ石油基金の理事会は、政府予算に何パーセント資金を使うか、長期預金に幾ら投入する

か、他の基金に幾ら預けるか、インフラの整備に幾ら充てるか、あるいは教育に幾ら投資

するか等を決定し、更に持続可能な経済のためにどう資金を使うか等の検討をやっており

ます。

【司会】

それでは、時間の都合もございますので、ここで一旦質問を締めさせていただきます。

続きまして、駐日メキシコ大使館インクラン公使より、日本とメキシコの EPA 関係に関
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してご講演をいただきます。なおインクラン公使はメキシコ経済省の駐日代表も務めてい

らっしゃいます。

演題：Mexico – Japan Economic Partnership Agreement 

〇セルヒオ・インクラン駐日メキシコ合衆国大使館公使

皆さん、こんにちは。まず、ICEP の椙岡会長、鈴木理事長、本日はお招きいただきまし

てありがとうございます。そして、メルガール炭化水素次官、アルマダ大使、大蔵省と CNH
の高官、並びにヘラーさんと本セミナーに同席でき、大変光栄に思います。

私からは EPA についてお話をします。同 EPA は 2 週間ほど前、皆さんご存じの通り、

11 周年を迎えました。これから、EPA の来歴、EPA の体系、これまでの成果について触れ

まして、より重要な点である、EPA 締結後の日本企業のメキシコのエネルギー分野への参

画の話をします。

この図は、メキシコの FTA のネットワークを表しています。メルガール次官から既に言

及がありましたが、1992 年の NAFTA に始まり、以降、ラテンアメリカの国々、それから

ヨーロッパの国々との FTA と進めてきました。当時、日本はこの種の二国間協定を締結し

ていませんでした。日本企業がメキシコのみならず北米において競争力を失いつつありま

した。エレクトロニクスやエネルギー、そして自動車分野でも競争力を失って、2001 年に

フィージビリティスタディを開始したわけです。この日・メキシコの間で FTA が役に立つ

のかという 1 年間の協議を経て、結論としては「やはりやりましょう」ということでした。

そして自由貿易協定の交渉をしまして、2002 年に締結した次第です。 
最も重要なこの協定の側面は何かというと、これが最新の FTA であることだと思います。

「最新の」とは何かというと、自由貿易のあらゆる側面を網羅すると同時に、二国間協力

の側面にまで至っているという点があるからです。また、日本にとって本格的な FTA は、

メキシコ相手のものが第 1 号となりました。農業も入っています。そして WTO の規則に従

ったものとなっています。メキシコにとってはアジアの国を対象とした初の FTA で、当然

様々なネットワークを補完するものとなりました。

このグラフから分かるように、EPA には 3 つの要素があります。自由貿易協定であると

いうこと、物品の貿易、投資促進、政府調達、それから投資という重要な章もあります。

そして、これによって日本企業に対する法的確かさを提供します。後は、この 11 のサブコ

ミッティを通じて実現される二国間協力です。つい先週ですけれども、衛生並びに植物衛

生の第 10 回会合をしたところです。それからもう一つはビジネス環境の改善のための委員

会、CIBE もあります。この委員会についてごく簡単に触れます。最も重要な目的は、どう

すれば経済関係をより促進できるのかについて、両政府に対して勧告をすることです。2015
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年の 8 月にこの委員会の第 8 回の会合をしたところです。日本からは、武藤外務副大臣

（ICEP 註：正しくは「宇都宮外務大臣政務官」）がメキシコにお見えになりました。重要

なポイントがここに示されています。メキシコの場合には、民間部門、政府の高官が参加

をしましたけれども、様々な分野で、しかもエネルギーも含めて、より多くの機会を日本

の投資家に与えるべきだということになりました。そして、一方、日本の代表団からは、

より多くの情報が必要だという意見がありました。経済の重要な分野、特にエネルギーに

おいて参画するにはどうしたらいいのか、情報が必要ということでした。

これからご説明いたしますけれども、この EPA は非常にうまくいっていると思います。

ご覧のように両国間の貿易は EPA 調印後に 73.5 パーセント増えてきております。最初の頃

は少し減りましたけれども、この調印以降、増えております。その結果、二国間の貿易は

20 年前に比して 317 パーセントに増えています。投資について申し上げますと、先ほども

申しましたけれども、この協定の中の投資に関する章は非常に強力です。日本企業に対し

まして内国民待遇、最恵国待遇を与えております。そういったことで日本の投資が非常に

増えてきております。この協定が発効してから 11 年間ありますけれども、エネルギーの分

野におきましては 52 億ドルの投資がなされております。その結果、私どもにとりましても

日本は投資国としてはアジアの中で最も重要な国になっております。昨年は、米国、スペ

インに次ぐ大投資国となっております。

それではエネルギーはどういう状況でしょうか。先ほども申しましたけれども、NAFTA
の調印以来、あるいはヨーロッパとの協定を結んで以来、日本企業の競争力はなくなって

いましたが、この EPA を調印してから、メキシコにおいて BOT 等をやってまいりまして、

ここ 10 年間で 52 億ドルになってきております。エネルギーにつきましてメルガール次官

から話がありましたけれども、日本企業はエネルギー部門に対する投資を非常に活発化さ

せてきております。これはそのうちの幾つかの例でありまして、もう既にこうした日本企

業がエネルギー部門に参画をしています。例えば、三井物産、三菱商事、三菱重工業、三

菱日立パワーシステムズ、住友商事、東芝、中部電力、国際協力銀行といった企業が、参

画して下さっております。2014 年 7 月に日本の総理大臣がメキシコを公式訪問しまして、

ペニャ・ニエト大統領と共に、EPA による重要な成果を強調しました。また、今後さらに

この経済連携協定を強化することに関しても協議を行っております。総理大臣訪問期間中

に、14 件の MOU が調印されました。これには、PEMEX と JOGMEC との間の MOU に

ついて、それからまた JBIC との MOU が含まれています。 

自動車産業だけでなく、他にも PEMEX との重要な合意に至っています。そして経済産

業省と話をしておりまして、いわゆるマスタープランが策定されているようです。いかに

して日本企業をサポートして、もっと積極的にメキシコのエネルギー部門に参入できるよ
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うに、あるいはインフラ部門に参入できるようにということで、2013 年、2014 年、METI
（経済産業省）が 2 つのチームをメキシコに派遣しました。どういう機会があるのかを探

り、当局、重要な省庁、PEMEX、そして CFE との話し合いが行われました。同様に ICEP
の皆様も重要な代表団を 2014 年 11 月に派遣して下さっています。そしてやはりエネルギ

ー部門の事業機会を探ることを述べています。そして、同年 2月に海外電力調査会（JEPIC）

も代表団を送っておりまして、JEPIC の方々と発電の分野での協力が模索されました。 

改革の結果、最も重要なセクター、つまり日本企業にとって重要なセクターがここに示

されておりまして、エネルギーといえば石油ガスの部門になります。何を日本企業に提供

できるかということですが、92 年の NAFTA をはじめ、自由化を行っています。今、メキ

シコはナンバーワンのラテンアメリカの輸出国となっていまして、ブラジルよりも大きい、

あるいはコロンビアとペルーを合わせてもメキシコの方が多い割合となっています。いわ

ばラテンアメリカ内のラテンアメリカと言いますか、NAFTA の国であり、OECD、G20
のメンバー、APEC のメンバー、太平洋同盟そして TPP のエコノミーである、ラテンアメ

リカの唯一の国であると言ってよいと思います。

結論でありますが、我々の EPA は成功を収めていると言ってよいかと思います。大使館

の方でオフィスを設置しておりまして、この取り決めのサービスを提供していますので、

例えばエネルギーを含め関心ある分野があれば、いわゆるテクニカルな情報、またメキシ

コシティにある関係部局を通じてエネルギーについての情報も提供することができます。2
人の首脳が共同声明に調印をしました。いろいろなセクターの協議が進んでおりまして、

そのうちの一つがエネルギーであります。是非検討して下さい。メキシコシティにある関

係部局と共に進みたいということで、こちらは協力を惜しみません。ご清聴ありがとうご

ざいました。

【司会】

公使、ありがとうございました。

ご質問があるかもしれませんけれども、永田町の方にいつでもいらっしゃるということ

ですので、そちらにお聞きいただきたいと思います。

それでは最後に、ICEP 理事長の鈴木より、ご挨拶をさせていただきます。理事長、お願

いいたします。

（４）閉会挨拶  一般財団法人石油開発情報センター理事長 鈴木 孔
ICEP の理事長をしております、鈴木でございます。本日のセミナーの終了に当たりまし

て、一言ご挨拶いたします。

本日は、100 名近い方にご出席いただきました。ICEP のセミナー始まって以来の多数の
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参加者を想定して会場設営を致しましたので、若干、心配もありましたが、かくも大勢の

方にご参加いただきまして、本当にありがとうございます。安堵している次第です。

本日は、公務ご多忙の中、駐日メキシコ合衆国大使館からアルマダ大使、インクラン公

使にご臨席いただきました。また経済産業省からは豊島企画官にご出席いただきまして、

ありがとうございました。また、メキシコから 4 名の方に来日いただきました。いろいろ

とお話が出ている通り、今、入札のプロセス中ということで、特にメルガール次官は「超」

が 3 つ付くくらい、多忙な日々を送っておられると考えておりますが、その中をぬって、

一昨日でしょうか、昨日でしょうか、カタールでの産油国の会議にご出席をされた後、日

本に飛んできたと聞いております。まだ時差ボケやお疲れの中で、成田空港からこの会場

に乗り込んできたというような状況でありまして、非常に感謝をしている次第でございま

す。

講演の内容につきましては、皆様、断片的にはご承知の内容だったかと思いますけれど、

本日は、憲法改正から大水深の入札の話まで一気通貫で説明していただきまして、我々に

とって、非常に有意義な、包括的な講演であったと思っています。ブリッジングをしてい

る ICEP といたしましては、多くの日本企業がメキシコの上流に興味を持ち、できれば入

札に参加していただければと思います。今後は、皆様方、会社での検討によるものとは思

いますが、これを機会にメキシコに対し注目をしていただけたら非常にありがたいと思い

ます。

少し裏話をさせていただきますと、2014 年 11 月に ICEP ミッションが訪問したという

のは既に何回かお話が出ていますが、このプログラムは経済産業省の補助金をいただいて

やっている事業です。2014 年の訪問の翌年にはお返しとしてメキシコからお招きをすると

いうプログラムで、昨年の 4 月以降ずっと協議をしていたのですが、メキシコの方は、大

変忙しい方で、なかなか日程の調整が付かずに、本日も出席されている、ガブリエル・ヘ

ラーさんには大変なご苦労をいただいたのではないかと思います。経済産業省からは、2015
年度の予算の繰越しということまでご配慮いただきまして、やっとこの日を迎えたという

ことでして、各方面の多大なご協力にこの場を借りてお礼を申し上げる次第でございます。 
既に時間も経過しておりますので、喉が渇いた方もいらっしゃると思います。裏の方に

レセプションの用意が既にできていると思います。どうかお時間の許す限り歓談をしてい

ただきたいと思います。本日は長時間、どうもありがとうございました。

【司会】

それでは、これをもちまして本日のプログラムを終了させていただきます。お気を付け

てお帰りくださいませ。

お願いがあるのですけれども、卓上にアンケートをお配りしておりますので、どうぞお
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帰りの前に記入をお願いいたします。また、本日のプレゼン資料ですが、事前に皆さまに

電子媒体をお配りするようにアレンジができませんでしたので、一両日中に私どものホー

ムページからダウンロードできるように準備するつもりでございます。大使館のプレゼン

資料に関しましては、いろいろと内容のご関係もあって、今日お配りした紙媒体だけのご

配布となります。よろしくお願いします。なお、ご使用になったレシーバーはテーブルの

上に置いていっていただくようにお願いいたします。

 それでは、理事長からご案内しましたように、衝立の後ろにレセプションのご用意がご

ざいますので、どうぞご参加下さい。

本日はどうもありがとうございました。
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Mexico’s New Oil & Gas Industry 
Round 1.4 

Lourdes Melgar, Ph.D. 
Deputy Secretary of Energy for Hydrocarbons 

April, 2016 
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MEXICO: 
KEY GLOBAL PARTNER 
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MEXICO: 
KEY GLOBAL PARTNER 

The Energy Reform positions Mexico as a strong and competitive energy hub, with 
the capacity to provide fuels and electricity at lower cost, under reliable and 
environmentally safe conditions, to boost economic productivity.   

PROMOTING FREE TRADE 

• 11 Free trade agreements with 46 countries (NAFTA, EU-MX)
• 9 Economic cooperation agreements (Japan, South America)
• 33 Agreements on Reciprocal Investment Promotion and Protection
• TPP ongoing ratification process.

MULTILATERAL ORGANIZATIONS 

• OECD
• APEC
• WTO
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2013-2016 
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STATE OWNED 
MONOPOLY 

OPEN  
MARKET 

Clear rules, roles and responsibilities 
Balancing risks and returns 

Optimization of Mexico’s resources 
Access to state of the art technology 

Comprehensive industrial development strategy 
Human resources strategy 

Access to capital 

KEY PRINCIPLES 

MEXICO’S ENERGY REFORM: 
THE TRANSFORMATION 

RULE OF LAW 
STRONGER 

INSTITUTIONS 
SUSTAINABILITY TRANSPARENCY 

HYDROCARBONS 
BELONG TO THE

NATION 
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INTERNATIONAL PUBLIC BIDS 

PERMITS STRATEGIC AREA 
MEDIUM AND LONG-TERM PLANNING 

A NEW ENERGY MODEL 

53



Mexico’s Energy Reform presents opportunities for private and 
public investment of up to 190 billion USD.* 

HYDROCARBONS 

Round One 
1st Bid: 2.7 billion USD 
2nd Bid: 3.1 billion USD 
3rd Bid: 1.1 billion USD 

4th Bid: 4.4 billion USD/contract  

Natural gas pipelines 
16 billion USD 

Mid & Downstream 
7.8 billion USD 

POWER SECTOR 

Generation (by 2029) 
Additional generation 

capacity (60GW):  
90 billion USD 

Transmission & 
Distribution: 
26 billion USD 

INVESTING IN THE 
TRANSFORMATION 

* Considering 100% allocation in the 4th bid. 54



INVESTING IN 
MID & DOWNSTREAM 
Creating competitive markets: 

• Open access to infrastructure.
• Tariffs that reflect true costs.
• Asymmetric regulation during the

transition stage.
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INVESTING IN 
NATURAL GAS 

2012 2016 

El Encino 

Aguascalientes 

Zacatecas 

Puerto Libertad 

Los Ramones 

Guaymas 

Huexca 
Ciudad 
Pemex 

Nuevo 
Pemex 

Nativitas 

2019 

Cempoala 

Acapulco 

Lázaro Cárdenas 

El Oro 
Topolobampo 

Mazatlán 

Apaseo el Alto 

San 
Luis 

Potosí 

La 
Laguna 

Tuxpan 
Tula 

Samalayuca 

Jáltipan 

Salina 
Cruz 

Guadalajara 

Durango 

According to the Gas Pipelines Five Year 
Plan* Mexico will have the following 
infrastructure by 2019:  
• 10 New strategic gas pipelines
• 2 Social coverage pipelines
• 5 new interconnections with the USA
• 9 Bcf import capacity (currently at 5 Bcf)

* Available in Spanish at:
http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-gas-natural-2015-2019  
** Excluded from the Five Year Plan 

Estimated Investment: 
16 billion USD 

Merchant pipelines 
can be developed 
through permits at 
investors own cost 
and risk.** 

Escobedo 

Altamira 

Naranjos 

Tapachula 
To Central 
America 

Naco 
Cd. Juárez 

KM Monterrey 
Reynosa 
Argüelles 
Río Bravo 

Piedras Negras 

Camargo 

Sur de 
Texas 

Sásabe 

Colombia 

Los Algodones 
Los Algodones bis 

San Isidro 

Ojinaga 

Mexicali 

Nogales 

Agua Prieta 
Gloria a Dios 

Cd. Acuña 
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INVESTING IN MEXICO: 
PEMEX PROJECTS 

• Pemex has requested to farm-
out 14 of the fields assigned to
the company through Round
Zero into 8 new contracts.

• The JOAs must include some
non-negotiable terms in
accordance to the
Hydrocarbons Law (Art. 29).

• Partners will be selected
through bidding processes.

Through Round Zero PEMEX received 83% of Mexico’s 2P reserves 
and 21% of its prospective resources.  

PEMEX can partner up with other companies through farm-outs to access the 
capital and technologies required to develop advanced projects.  
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E&P FIVE YEAR PLAN 

*Available at: http://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/plan-quinquenal-de-licitaciones-para-la-exploracion-y-extraccion-de-hidrocarburos-2015-2019-7652 58
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E&P FIVE YEAR PLAN 

S.W. - Shallow Water 
O.C.- Onshore Conventional 
U. and Ch. - Unconventional and Chicontepec 
D.W. - Deep Water 

N: Nominations 
A: Area selection 
C: Call for bids 
T: Tender 

 Five Year Program for Exploration and Production of Hydrocarbons 2015-2019 

Invitation to Bid D.R. 2016 2017 2018 2019 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4 - D.W. 9 T 
2.1 - S.W. 7 A C  T 
2.2 - O.C. 8 A C T 
2.3 - U. and Ch. 6 N A C T 
2.4 - D.W. 9  N A C T 
3.1 -  S.W. 6  N A C T 
3.2 -  O.C 6 N A C T 
3.3 - U. and Ch. 6 N A C T 
3.4 - D.W. 9 N A C T 
4.1 - S.W. 6 N A C T 
4.2 - O.C. 6  N A C T 
4.3 - U. and Ch. 6 N A C T 
4.4 - D.W 9  N A C T 
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MEXICO’S UPSTREAM MODEL 

PRODUCTION SHARING 
CONTRACTS 

LICENSE 
CONTRACTS 

PROFIT  
SHARING CONTRACTS 

SERVICES  
CONTRACTS 

1st 
2nd 

3rd

4th   

Concessions are banned by the 
Mexican Constitution.  

Mexico’s new upstream contracting model is designed to balance risks, attract  investment 
and access the best available technology as we move into frontier fields to stop the decline 
in oil and gas production. 

SENER: 
• Contract design
• Bidding guidelines

SHCP: 
• Fiscal terms and conditions
• Economic awarding variable

CNH: 
• Bidding processes
• Contract management
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INVESTING IN MEXICO: 
ROUND ONE 
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INVESTING IN MEXICO: 
ROUND ONE 

1st Bid: 
Exploration in Shallow Waters 
• Production Sharing Contract
• 2 contracts awarded on

July 15, 2015
• First oil: 2019
• Peak production: 79 Mboed
• Estimated Investment:

2.7 billion USD

2nd Bid: 
Extraction in Shallow Waters 
• Production Sharing Contract
• 3 contracts awarded on

Sept. 30, 2015
• First oil: 2018
• Peak production: 124 Mboed
• Estimated Investment:

3.1 billion USD

3rd Bid: 
Extraction in Onshore Fields 
• License Contract
• 25 contracts awarded on

Dec. 15, 2015
• First oil: 2016-2017
• Peak production: 77 Mboed
• Estimated Investment:

1.1 billion USD

Mboed: thousand barrels of oil equivalent per day. 62



ROUND ONE: 
FOURTH BID 

4th Bid: 
Exploration in Deep Waters 
• License Contract
• 10 exploration areas
• Depth range: 500 -3,600 km
• Resources: super light, light

and heavy oil, gas and wet
gas

• Exploration phase: 4 -10
years.

• Estimated investment:
4.4 billion USD per
contractual area, on average.

• 27 interested companies.
• 9 registered.

Salina del Istmo 
Basin 

Perdido Area 
Perdido Area 

Salina del Istmo 
Basin 
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SELECTED CONTRACTUAL AREAS 
PERDIDO AREA 

Block Surface 
area (km2) 

P50 
Prospective 
Resources 
(MMboe) 

% 3D 
Seismic 

Coverage 

Depth 
(m) 

Expected  
Hydrocarbons 

1 1,678.0 625.8 100 1,000 – 3,100 Super light oil 

2 2,976.6 1,439.7 79.2 2,300 – 3,600 
Light and super light oil, 

wet gas  
3 1,686.9 1,304.0 100 500 – 1,700 Light and super light oil 

4 1,876.7 540.5 100 600 - 2,000 Light and super light oil 

Total 8,218.2 3,910 
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SELECTED CONTRACTUAL AREAS 
SALINA DEL ISTMO BASIN 

Block Surface 
area (km2) 

P50 Prospective 
Resources (MMboe) 

% 3D Seismic 
Coverage 

Depth 
(m) 

Expected 
Hydrocarbons 

1 2,381.1 1,851.9 100.0 2,000 – 3,100 Light and super light oil 
2 2,411.2 1,446.0 62.5 2,000 – 3,000 Heavy and light oil 
3 3,287.1 1,668.9 100.0 1,000 – 2,500 Light oil and wet gas 

4 2,358.7 392.1 100.0 1,000 – 1,500 
Heavy and light oil, and 

gas 

5 2,573.2 621.4 100.0 1,000 – 1,500 
Light and super light oil, 

and gas 
6 2,605.5 999.2 100.0 500 – 1,000 Heavy oil 

Total 15,616.8 6,979.5 65



ROUND ONE: 
FOURTH BID 

• Mexican or foreign companies and State Productive Enterprises, individually or in partnership.

• Companies can prequalify as Operators or Non-Operators. Operators must pay a fee to access the
Data Room.

• Operators can participate in one or more Bidding Groups with other Operators or Non-Operators.

TECHNICAL (OPERATORS) 

1. Experience in at least one exploration and
production project in deep waters of at least
1 km of depth, from 2011-2015.

2. Capital investments in exploration and/or
production projects  of at least 2 billion USD
in total.

3. Experience in industrial and operation
safety, and environmental protection in
deep waters certified over the past 5 years
through OHSAS 18001 (safety) or ISO 14001
(environment).

FINANCIAL 

1. The Operator must demonstrate having:
a) Equity of at least 2 billion USD; or,
b) Total assets with a minimum value of 10

billion USD and an investment grade credit
rating issued in 2014 or 2015 (Fitch
Ratings, Moody’s Investors Service, o
Standard & Poors, Rating Services).

2. The Non-Operator must demonstrate having:
  Equity of at least 250 million USD. 

WHAT CAPACITIES MUST THEY DEMONSTRATE? 

WHO CAN PARTICIPATE? 
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LICENSE CONTRACT  
TIMELINE SUMMARY 

Exploration Evaluation Development 

 
There exploration periods: 
 
1. Initial Exploration Period of up 

to 4 years.   
 

2. First Additional Exploration 
Period of up to 3 years, if 
applicable.  
 

3. Second Additional Exploration 
Period of up to 3 years, if 
applicable.   
 

 
 
 

An evaluation period per 
discovery: 
 
• Evaluation Period of up to 3 

years following a discovery.  

Length of the Development 
Period:  
• Approximately 22 years upon the 

approval of the Development 
Plan.  
 

Two possible extensions: subject 
to achieving regular commercial 
production: 
1. First extension: 10 years 
2. Second extension: 5 years 

 
Contract’s maximum life-time:  
 
50 years 

Obligatory 
relinquishment of areas 
not evaluated nor 
developed.  

Obligatory 
relinquishment of areas 
excluded from a 
Development Plan.  

Obligatory 
relinquishment of the 
entire area at the end of 
the contract.  

4 to 10 years Up to 3 years  Over 22 years  

35 to 50 years 
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LICENSE CONTRACT 
LOCAL CONTENT REQUIREMENTS 

Local Content 

• 3% during the Initial
Exploration Period.

• 6% during the First
Additional Exploration
Period.

• 8% during the Second
Additional Exploration
Period.

Local Content 

• Determined considering
the exploration phase
in which discoveries
take place.

Local Content 

• 4% prior to the start of
production.

• 10% after production
begins.

Exploration Evaluation Development 

4 to 10 years Up to 3 years  Over 22 years 

35 to 50 years 
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LICENSE CONTRACT 
CONTRACTUAL ELEMENTS 
Guarantees 
• Minimum work commitments
• Based on work units
• Corporate responsibility
• Minimum capital requirements

Insurance 
• According to international practice
• Mutual insurance schemes

Industrial Safety and Environmental 
Protection 

Work Programs and Budgets 
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LICENSE CONTRACT 
RESCISSION 

Administrative Rescission 

• Severe causes, as provided by Art. 20 of the
Hydrocarbons Law.

• Includes a prior investigation, to be
performed by an independent third party.

• Definitions: Willful misconduct, gross
negligence, unjustified cause, and serious
accident.

Contractual Rescission 

• Applicable upon unjustified breach of
contractual obligations.

• Possibility to access alternative dispute
resolution mechanisms such as conciliation
or arbitration.
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TRANSPARENCY AND 
ACCOUNTABILITY 

Energy  
Reform 

EITI 
Open 

Government  
Partnership 

Mexico’s new energy regime establishes unprecedented transparency 
standards providing greater certainty to investors and fostering the optimal 
use of Mexico’s natural resources and wealth.  
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Deep Water E&P Fiscal Terms 

April, 2016 
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Mexico is attractive 

 International and Mexican oil companies have participated in our bidding rounds,
notwithstanding the adverse economic conditions the global E&P industry is currently
facing.

 Results of the three first auctions are favorable and allow for an optimistic view:

 
 

 

 New contracts will also boost investment:

- Initial work commitments for the three tenders will result in a total investment of 
1.2 billion dollars in the next three years. 

- Expected total investment in the allocated areas amounts to at least 6.8 billion 
dollars. 

Bidding round 
Number of 

participants 
Allocated areas 

1st (exploration in shallow water) 7 2 /14 

2nd (shallow water fields) 9 3 / 5 

3rd (onshore brownfields) 40 25 / 25 
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E&P fiscal terms 

 Mexico has outstanding flexibility in choosing the right fiscal system. A PSC or a
royalty/tax system can be applied depending on the characteristics of each project.

 In any case, the fiscal terms should be familiar to the industry and give legal and
economic long-run certainty. Therefore, most of the fiscal elements are established by
law:

-  Corporate income tax (CIT) is 30% of taxable income and consolidation is possible 
amongst E&P projects. 

- The Hydrocarbon’s Revenue Law establishes how basic royalties and surface 
rentals work. 

 Economic terms in the contract guarantee that the contractor will have certainty regarding
how the fiscal terms will evolve in a changing economic environment:

- Overall, the fiscal regime is progressive. 

- The contract states clear and simple rules for payment as well as stability 
mechanisms. 
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E&P fiscal terms 

 The contract for deep water released on December 17, 2016 is a License Contract.

 Therefore the fiscal terms are based on a royalty/tax system, including the following
items:

Rentals 

Basic royalties 

A biddable additional royalty 

A progressive adjustment mechanism to the additional royalty 

Corporate tax income 

A drilling option included in the bidding mechanism 
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Rentals 

 Rentals intend to incentivize development and avoid warehousing. Therefore, fees
increase after an initial period.

 Fees are updated annually considering changes in the general inflation in Mexico.

 

 

 Contractors should pay the Exploration Phase contractual fee for any surface retained
that is not considered for in the development plan.

 In Mexico, local governments does not tax E&P activities, instead the federal government
transfers all payments of the Exploration and Extraction Activities Tax to states and
municipalities affected by those activities.

Exploration Phase contractual fee: 
First  60 months: 1,175 MXN (65 USD) per km2 

 Thereafter: 2,810 MXN (156 USD) per km2 

Exploration and Extraction Activities Tax: 
1,533 MXN (85 USD) per km2 during exploration 

6,133 MXN (340 USD) per km2 during extraction 
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Basic royalties 
 Basic royalties are competitive, in particular under the current low oil prices.

 Royalties are sensitive to prices. These elements allow projects to be developed
under a wide set of circumstances.

 Royalties are updated annually based on the US PPI, in order to keep the rates on
real terms.
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Adjustment mechanism 

 The amount of the additional royalty will be the bid percentage plus an additional
percentage resulting from an adjustment mechanism.

 The adjustment mechanism intends to 1) make the fiscal regime progressive and 2)
provide an adequate risk balance.

 Progressivity will kick in under positive surprises in prices, efficiency or volume. The design
is fair and aims to give the operator flexibility under low prices.
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 Adjustment mechanism depends on an
R-factor and the Operating Result
Coefficient (CRO).

 R-factor considers costs, basic royalties
and rentals.

 CRO is the contractor’s quarterly cash
flow before tax divided by gross
revenues.

If the CRO is negative or zero, the adjustment 
mechanism results in zero additional percentage 

regardless of the R-factor. 

R-factor Additional Percentage 
R ≤ 2 0% 

2< R < 4 ((R – 2)*25*CRO)% 
4 ≤ R (50*CRO)% 

50% 

0% 
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Competitive  fiscal terms 

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

30 40 50 60 70 80 90 100

G
ov

er
nm

en
t T

ak
e 

Oil prices (usd/bbl) 

Mexico 

Brazil 

US GOM 

Norway 

 Mexican E&P base fiscal system encourages investment under current and expected oil
prices, while protecting the national interest in terms of maximizing the benefits from the
resource extraction.

 Fiscal design has to ensure that the fiscal terms are competitive. The government take
comparison shows that the Mexican base fiscal terms (without additional royalty) are
attractive:
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Progressivity 

 Mexican fiscal terms for deep water projects are progressive:

 Progressivity has many advantages:

-  Assures the project’s feasibility under diverse conditions. 

- Guarantees an appropriate return on investment. 

- Provides stability and certainty relative to upside distribution. 
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 Contractors are selected by a first-price sealed-bid public auction with two bidding
variables:

- Additional royalty. 

- Increase over mandatory working programs: drilling option. 

 The allocation mechanism assures that the definitive government take will be set through a
transparent and competitive process.

 The economic design of the bidding mechanism have the following goals and premises:

- Set clear and simple rules to allocate resources and to determine the definitive fiscal 
burden. 

- Properly align the incentive for contractors and Government to maximize the profitability 
of the project. 

- Reduce collusion risk. 

Bidding mechanism 
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 Deep water contracts recognize the risk and uncertainty involved in the exploration of the
blocks. Therefore, only a relatively small working commitment is required.

 However, bidders can offer to increase the working commitment to include a exploration
well during the initial phase of the contract.

 The bid formula gives more weight on additional work than the prior bid rounds.

 The goal of the bid formula is to establish a trade-off between the additional royalty and
drilling expense to reduce the contractor’s risk exposure and maximize the benefit to the
government.

Bidding mechanism: drilling option 

Example Additional 
royalty (%) 

Drilling 
option Bid value 

1 15.00 No 60 

10.36 Yes 60 

2 
20.00 No 80 

14.84 Yes 80 
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Other fiscal elements 

 Payment and
lifting

- Contractors will be responsible for all royalty calculations and payment. 

- Contractors will lift and market (or dispose of) all production. 

 Reporting

- Revenue and costs shall be reported to the government for verification and 
transparency purposes. 

- Cost reporting will be informative and shall follow the guidelines established 
by the Ministry of Finance and Public Credit. 

- Cost classification will be the same as for the CIT. 

 Procurement
principles

- All transactions shall be done at arm’s length and operations with related 
parties must comply with OECD’s transfer price principles. 

- Procurement should comply with local content requirements. 

 Corporate
Income  Tax
(CIT)

- CIT rate is equal for all industries and economic activities. 

- Loss carry forward for deep water is 15 years. Activities cannot be 
consolidated with midstream or downstream operations or with other 
operations. 

- For CIT purposes, all contractors will report revenue and cost information. In 
this case, the Tax Administration Service can audit the reports. 
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THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 

April, 2016 

84



www.gob.mx/sener 

www.ronda1.gob.mx 
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ANNEX 
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ROUND ONE – FIRST BID 

E&P in Shallow waters 
• Contract model: PSC
• Awarded Areas: Veracruz

(Block 2) and Tabasco
(Block 7)

• Winner: Talos Energy
(Operator), Sierra Oil & Gas
and Premier Oil

• Estimated investment: In 3
years 2.4 billion, in 5 years,
2.6 billion.

Important dates 
• Launch: December 11,

2014 
• Award: July 15, 2015
• The contracts were signed

on: September 4, 2015
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ROUND ONE – SECOND BID 
Extraction in Shallow waters 
• Contract model: PSC
• Awarded Areas:
Amoca, Miztón, Teocalli 
• ENI International
Hokchi 
• Pan American / E&P Hidrocarburos y

Servicios
Ichalkil, Pokoch 
• Fieldwood / Petrobal
• Investment (5 years): 1,000 million

USD

• Estimated investments: in 3 years:
2.8 billion, in 5 years, 3.1 billion.

Important dates 
• Launch: February 27, 2015
• Award: October 2, 2015
• The contracts were signed on:

November 30, 2015 / January 7, 2016
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ROUND ONE – THIRD BID 

Extraction in Onshore Fields 
• 25 bidding areas, 25 fields
• Contract model: License
• Regions: Nuevo Leon,

Tamaulipas, Veracruz,
Tabasco and Chiapas

• Estimated Investment: in 3
years: 0.4 billion, in 5 years,
0.6 billion

• All the areas (25) were
awarded, 22 of them to
Mexican companies

• Important dates
• Launch: May 12, 2015
• Final contract: Nov. 10,

2015 
• Award: Dec. 15, 2015
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SELECTED CONTRACTUAL AREAS 
FOURTH BID 

Perdido 
Area 

Salina del 
Istmo 
Basin 

Block Surface 
(km2) 

Average Prospective 
Resources (MMboe) 

% of 3D seismic 
coverage 

Depth 
(m) Type of hydrocarbons 

1 1,678.0 697.5 100 1,000 – 3,100 Super light 

2 2,976.6 1,439.7 79.2 2,300 – 3,600 Light and super light oil, wet gas 

3 1,686.9 1,304.0 100 500 – 1,700 Light and super light oil 
4 1,876.7 540.5 100 600 - 2,000 Light and super light oil 
5 2,381.1 1,851.9 100.0 2,000 – 3,100 Light and super light oil 
6 2,411.2 1,446.0 62.5 2,000 – 3,000 Light and heavy oil 
7 3,287.1 1,668.9 100.0 1,000 – 2,500 Light oil and wet gas 
8 2,358.7 392.1 100.0 1,000 – 1,500 Light and heavy oil, gas 
9 2,573.2 621.4 100.0 1,000 – 1,500 Light and heavy oil, gas 

10 2,605.5 999.2 100.0 500 – 1,000 Heavy oil 
Total 23,835 10,537 
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4TH BIDDING PROCESS ROUND 
DEEP-WATER BLOCKS 

ROUND 1 

April 2016 

Deep-water Exploration and Production 
License Contracts  

in the Gulf of Mexico 
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The following information is the sole responsibility of 
the speaker and does not necessarily represent the 
institutional position of the National Hydrocarbons 

Commission, which reserves its position and 
distributes official information through its 

institutional web pages: www.cnh.gob.mx and 
www.ronda1.gob.mx,  as well as, those published in 

the Official Gazette. 
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4th Invitation to Bid 

6 blocks covering 
15,617 sq km within 
the Saline Basin 

10 Exploration Blocks (License Contracts) = 23,835 sq km 

4 blocks in the 
Perdido area covering 
8,218 sq km  

Source: National Hydrocarbons Commission 
CNH. 
.   
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USA 
°API = 32-38 
Drilled exploration wells =  11 
Success ratio = 45%  
Cost per barrel = 35 usd/barrel 
Oil production (2015) = 65 mbpd 
Gas production (2015) = 120 mmcfd 
Recoverable Reserves* =  511 mmboe 

Di st ance f rom Bl ock 1 
t o borderl i ne:  6. 5 km Mexico 

Drilled exploration wells =  12 
Success ratio = 42% 
3P reserves = 1,000 mmboe 

Perdido Area 

• Great White: Shell 
33.34% (operator), BP
33.33%, Chevron 33.33%

• Silvertip: Chevron 60%
and Shell 40% (operator)

• Tobago: Shell 32.5%
(operator), Nexen 10%,
Chevron 30%,Unocal
27.5% 

• Trident: Rocksource
100%. 

• Tiger: Mariner 100%.

Field Recoverable 
reserves* (mmboe) 

Water 
depth (m) 

Reservoir 
depth (m) 

Great White 352 2,441 3,391 
Silvertip 32 2,809 4,500 
Tiger 34 2,744 4,640 
Tobago 18 2,934 5,447 
Trident  76 2,970 5,946 

Williams 
pipelines 

Source: WoodMackenzie Global Economic Model and Upstream Data Tool. 
Chevron www.chevron.com. Bureau of Ocean Energy Management BOEM. 
Petroleos Mexicanos www.pemex.com.  

Recoverable Reserves*= Proved plus probable oil, 
gas, condensate and LPG reserves. 
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Di st ance f rom Bl ock 1  
t o borderl i ne:  6. 5 km 

Williams 
pipelines 

Mexico 
Drilled exploration wells =  12 
Success ratio = 42% 
3P reserves = 1,000 mmboe 

Perdido Area 

Block 
Area 

(sq km) 

Prospective 
resources 
(MMboe) 

% 
Seismic 

3D 

Deep water 
(m) 

1 1,678.0 625.8 100 1,000-3,100 
2 2,976.6 1,439.7 80 2,300-3,600 
3 1,686.9 1,304.0 100 500-1,700 
4 1,876.7 540.5 100 600-2,000 

Total 8,218.2 3,910.0 
Prom 2,055 976 

Source: Petroleos Mexicanos www.pemex.com. National 
Hydrocarbons Commission CNH. 
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Perdido Oil & Gas Pipelines 

Operated by Williams 

Two available 
pipelines:  

• Oil
• Gas.

Both pipelines are 18” 
wide. 

Design Capacity: 
• 130,000 to 150,000

barrels per day (Oil)
• 300 to 350 mmcfd

(Gas)

Williams 
pipelines 

Source: Williams Company Co. and National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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Perdido Area, Stratigraphy & Plays 

 
• 4 Established Plays 

Paleocene, Eocene, Oligocene 
and recently Miocene 
 

• 2 Hypothetical Play 
Upper & Lower Cretaceous 
 

• Hydrocarbon types 
Light oil and gas 

Depositional features Perdido Area 

U.S. Analogs: 
Baha-1, Tiber-1 
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(Turbidites) 

 
Shaley limestones 

Shale 
Fractured carbonates 

Shaley limestones 

Fractured carbonates 
Shaley limestones 

Shale 

Shale 

Shale 

Sandstone and siltstone 
(Turbidites) 

Stratigraphy 
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 S 
RS 

Reservoir 
Seal 
Source Rock 

Established play 

Hypothetical play 

Avg. depht 

1,200-4,400 m 

3,150-5,860m 

3,300-7,600m 

3,300-8,300m 

5,400-9,300m 

All drilled Wells in México and un 
U.S. produces at Tertiary 
stratigraphic levels. 
 
Baha-1 and Tiber-1 Wells have 
tested succesfully the Upper 
Cretaceous Plays.  

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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20% of Mexico’s  total 
hydrocarbon prospective 
resources are located in the 
Saline Basin.  However, current 
estimates of Mexico’s 
prospective resources do not 
consider sub-saline prospects. 
Recent images of sub-salt 
sections of the Saline Basin 
indicate significant 
accumulations of untapped 
hydrocarbon potential. 

Block 
Area (sq 

km) 

Prospective 
resources 
(MMboe) 

% 
Seismic 

3D 

Deep water 
(m) 

1 2,381.1 1,851.9 100.0 2,000–3,100 
2 2,411.2 1,446.0 62.5 2,000–3,000 
3 3,287.1 1,668.9 100.0 1,000–2,500 
4 2,358.7 392.1 100.0 1,000–1,500 
5 2,573.2 621.4 100.0 500 – 1,500 
6 2,605.5 999.2 100.0 500 – 1,000 

Total 15,616.8 6,979.5 
Prom 2,603 1,163 

Saline Basin 

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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Key Industry Indicators :  
G&G Permits Granted permits: 33 

14 Companies: 

Granted permits represent:  

  

69% 

3.2 

of all the 2D seismic data 
collected by Pemex. 

times 3D wide azimuth 
(WAZ) seismic data 
collected by Pemex. 

More than 2.5 billion 
dollars will be invested 

in exploration during the 
3 following years. 

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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Complete 3D seismic studies and associated well 
data 

• CNH
• has made

available a
comprehensive
set of 3D seismic
cubes originally
acquired by
PEMEX

• 13 companies
have invested
$109 million in
data licenses
associated to
these studies

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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4th Invitation to Bid:  
Technical Information 

All blocks are covered by recent 3D 
seismic information,  2D regional 
seismic lines and a set of associated 
well data. 

 

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   

101



4th Invitation to Bid: 
Prequalification requirements 

Technical capability 
1. Experience, at least one project

of exploration and / or
extraction, in deep water (1,000
meters) over the period 2011-
2015. 

2. Capital investments in
exploration and / or extraction of
at least 2,000 million dollars
altogether.

3. Experience in management
systems for industrial safety,
operational safety and
environmental protection
facilities or deepwaters projects
in the last 5 years, such as
OHSAS 18001 (safety) and ISO
14001 (environment).

Financial capability 
1. Operator must demonstrate:

• Stockholder’s equity of at
least 2 billion dollars (on
average in the last five years).

• Total assets of at least 10
billion dollars and investment
grade credity rating issued
during 2015 or 2016 (Fitch
Ratings, Moody's Investors
Service or Standard & Poors
Rating Services).

2. Non operator must demonstrate:
• Equity of at least 250 million

dollars.
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4th Invitation to Bid: 
Calendar 

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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4th Invitation to Bid 

Number of registered participants by country 

9 27 

1 

20 
1. Chevron
2. Shell
3. Total
4. Hess
5. Exxon Mobil

6. Statoil
7. BP
8. BHP Billiton
9. Atlantic Rim

(Anadarko)

4 

Companies have shown 
interest : 

Participants have begun 
prequalifying process: 

Companies have requested 
access to the Data Room: 
1. Atlantic Rim
2. BHP Billiton
3. BP
4. Cobalt
5. Chevron
6. China Offshore Oil

Corporation
7. Eni
8. ExxonMobil
9. Hess
10. Inpex
11. Japan Oil

12. Mitsubishi
Corporation

13. Murphy
14. NBL
15. PC  Carigali
16. Petro-Canada
17. Petróleos

Mexicanos
18. Shell
19. Statoil
20. Total

Source: National Hydrocarbons Commission CNH. 
.   
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資料 4-(2) 

*駐日メキシコ大使館による下記プレゼン資料は、掲載不可となっておりますので、

ご了承ください 

Mexico-Japan Economic Partnership Agreement 

A Success Story 
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５．会場写真 
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開会挨拶 （ICEP 会長 椙岡雅俊） 

 

 

会場風景（１） 
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会場風景（2） 

アルマダ・ロペス大使 挨拶 
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メルガール次官 講演 

 

 

 
ウガルデ局長 講演 
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セペダ委員長 講演 

インクラン公使 講演 
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質疑応答風景 

理事長挨拶（ICEP 理事長 鈴木孔）
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意見交換会にて 
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６．参加者リスト 
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会社・組織名 役職名

資源部技術課

国際需給部海外事業課

エネルギー部門石油・ガス開発部

エネルギー部門石油・ガス開発部CIS・中東・米州事業課

新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニット

新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニット・新規探鉱グループ

新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニット

新規プロジェクト開発本部プロジェクト開発ユニット

アメリカ・アフリカ事業本部地域事業ユニット

アメリカ・アフリカ事業本部地域事業ユニット・北米グループ

アメリカ・アフリカ事業本部業務企画ユニット・南米・アフリカグループ

エネルギー開発部

エネルギー開発部

地域総括部

米州・ロシア事業本部事業開発部技術グループ

米州・ロシア事業本部事業開発部計画グループ

資源エネルギー事業本部資源ビジネス本部

資源エネルギー事業本部資源ビジネス本部

日本オイルエンジニアリング
(株)

施設技術部電気計装グループ

経営企画室

営業部

営業部

ペトロサミット石油開発(株) 代表取締役

プラッツ シニアニュースエディター

丸紅㈱ 石油・ガス開発部石油・ガス開発企画管理課

(株)みずほ銀行 営業第六部営業第三チーム

成長産業クラスター第二グループ

ストラクチャードファイナンス営業部プロジェクトファイナンス第二グループ

日本海洋掘削(株)

出光興産㈱

東洋エンジニアリング㈱

石油資源開発㈱

伊藤忠商事㈱

国際石油開発帝石㈱

住友商事(株)

（株）三井住友銀行
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執行役員

米州事業部

米州事業部

技術統括部

技術統括部

石油・ガス資源開発部

石油・ガス資源開発部

石油・ガス資源開発部

三菱重工業(株) グループ戦略推進室渉外部

石油・ガス探鉱開発事業本部米州・オセアニアE&P事業部

石油・ガス探鉱開発事業本部米州・オセアニアE&P事業部

石油・ガス探鉱開発事業本部米州・オセアニアE&P事業部

海外電力プラント部米州チーム

海外電力プラント部米州チーム

エンジニアリング事業部海外プロジェクトチーム

三菱商事マシナリ(株) 重電機輸出第3部米州チーム

Eneｒｇｙ

Eneｒｇｙ

Energy Technical

技術戦略部

技術部地質技術グループ

技術部地質技術グループ

第2事業本部技術2部

PGS Japan Business Development Manager

三菱商事(株)

JX石油開発(株)

IHS

三井石油開発(株)

三井物産(株)
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会社・組織名 役職名

資源・燃料部政策課

資源・燃料部石油・天然ガス課

通商政策局米州課中南米室

商務流通保安グループ

石油開発技術本部

石油開発推進本部事業推進部

石油開発推進本部事業推進部地質・物理探査課

石油開発推進本部事業推進部地質・物理探査課

石油開発推進本部事業推進部地質・物理探査課

石油開発推進本部事業推進部地質・物理探査課

石油開発推進本部事業推進部地質・物理探査課

石油開発推進本部事業推進部地質・物理探査課

石油開発開発本部企画調整部企画課

石油開発技術本部企画調整部

石油開発技術本部探査部海外探査課

技術ソリューショングループ企画チーム

調査部エネルギー資源調査課

備蓄企画部

 エネルギー省（講演者） 炭化水素次官　Lourdes Melgar

大蔵省（講演者） 炭化水素所得局長　Salvador Ugalde

炭化水素委員会（講演者） 委員長　Juan Carlos Zepeda

投資促進局 局長　Gabriel Heller

特命全権大使　カルロス・フェルナンド・アルマーダ・ロペス

公使　セルジオ・インクラン

貿易・投資アナリスト　サンチェス・ハビエル

投資アナリスト　ロペス・オマール

会長　椙岡　雅俊

理事長　鈴木　孔

事務局長　今　英樹

参事　田巻　輝夫

研究部部長　正田　伸次

研究部主任　加藤　邦弘

一般財団法人石油開発情報
センター

在京メキシコ共和国大使館

経済産業省　資源エネルギー
庁

独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構
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研究部主任　川本　友久

研究部主任　柴田　武

研究部主任　千野　剛司

研究部研究員　對馬　和希

業務部部長代理　井口　義朗

業務部部長代理　河合　透
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一般財団法人石油開発情報センター

〒101-0065 

東京都千代田区西神田三丁目 1 番 6 号（日本弘道会ビル） 

TEL 03(3222)8142 

FAX 03(3222)8162 
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