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免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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本日の報告事項

• はじめに
• アナダルコ社買収関連の動き
• 関係企業の動向
• 上流開発産業の背景
• まとめ
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アナダルコ社買収関連の動き

4月12日 米系石油メジャーのChevron Corporation（Chevron）は独立系上流開発企業Anadarko
Petroleum Corporation（Anadarko）を500億ドルで買収する契約を締結したと発表。1株当た
り65ドル（うち25％ 16.25ドルを現金、残り75%をChevron株式と交換）、取得株式総額は330
億ドル。

4月24日 Occidental Petroleum（Occidental）がAnadarkoに対し570億ドルで買収することを提案したこ
とを発表。1株当たり76ドル（うち50％ 38ドルを現金、残り50％をOccidental株式と交換）、
取得株式総額は380億ドル。

4月30日 OccidentalはBerkshire Hathaway（Warren Buffett氏が率いる投資会社）からAnadarko買収
に関連してワラント付き優先株発行により100億ドルを調達することで合意したと発表。

5月5日 Occidentalは買収提案のうち現金の比率を引き上げ、78％ 59ドルを現金で支払うことを発
表。さらにOccidentalはAnadarkoがChevronとの買収契約を破棄するための違約金10億ド
ルを負担すること、Anadarkoがアフリカに保有する資産を欧州系メジャーのTotalに売却す
ることで合意したことを発表。

5月6日 AnadarkoはOccidentalの提案がChevronとの合意内容よりも優れた提案であることを認め、
Chevronに対し買収条件再提出の検討を促した。

5月9日 Chevronは買収条件の再提出見送りを発表、AnadarkoとOccidentalは買収に関する契約を
締結。

8月8日 Anadarkoの臨時株主総会で買収に関する契約の締結を採決。
出所：各社ホームページ、報道等よりJOGMECにて作成
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関係企業の動向（１） Anadarko

Anadarko Petroleum Corporation
・本社 米国テキサス州 The Woodlands
・Chairman兼CEO R. A. Walker
・米国中央部Anadarko Basinで天然ガスを発見した
ことを契機に1959年に設立。独立系上流開発企

業の中では上位、本邦企業との共同事業も多数。
2000年前後から米メキシコ湾、アルジェリア、ガー
ナ、モザンビーク等海上油ガス田探鉱開発、WES
Midstream（米）を通じ輸送・貯蔵事業にも進出。

出典 ： 決算報告書よりJOGMEC作成
出典：投資家向けプレゼン資料より

百万ドル
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関係企業の動向（２） Occidental

Occidental Petroleum Corporation
・本社 米国テキサス州ヒューストン
・President兼CEO Vicki Hollub
・1920年カリフォルニアで設立、1957年にハマー氏に

買収されてからリビアなどに事業を拡大した独立系
石油会社。国内ではニューメキシコ・テキサス、海外
ではコロンビア・オマーン・カタール・UAEにおいてEOR
の適用や戦略的な権益取得、化学事業、中下流事
業を行う。

出典：投資家向けプレゼン資料より
出典 ： 決算報告書よりJOGMEC作成



7

関係企業の動向（３） Chevron

Chevron Corporation
・本社 米国カリフォルニア州 San Ramon
・Chairman兼CEO M.K. Wirth
・1960年代まで世界の石油市場で圧倒的な影響力

を誇ったセブン・シスターズのうちソーカル、テキサ
コ、ガルフの3社が現在のChevronを構成。1933年
ソーカルがカリフォルニア・アラビアン・スタンダー
ド石油（後のアラムコ）設立、1936年ソーカルとテ
キサコがCaltexを設立、1984年ソーカルとガルフと
合併しChevronに改名、2001年 Chevronとテキサ
コが合併（ChevronTexaco）、2005年Unocalを買収、
社名をChevronに戻す。

出典 ： 決算報告書よりJOGMEC作成出典：投資家向けプレゼン資料より

百万ドル
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関係企業の動向（４） Total

Total SA
・本社 フランス パリ
・Chairman兼CEO Patrick Pouyanne
・1924年、フランス石油（CFP）として設立、1991年
Totalに改名、1992～96年政府保有割合を31％か
ら1％に引き下げ民営化、ベルギーのPetrofina、
仏Elf  Aquitaineを買収（Total-Fina-Elf）した後、2003
年Totalに改名。探鉱開発、LNG、精製販売、石化、

発電事業などエネルギー全般を手掛けるメジャー
企業、中東・アフリカ・ロシアにも展開。

百万ドル

出典 ： 決算報告書よりJOGMEC作成
出典：投資家向けプレゼン資料より
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関係企業の動向（５）

（１） Anadarko
・出口戦略を模索中のプライベート・エクイティや資本市場からの調達を頼みとする一部の独
立系企業は、抑制的な設備投資を強いられ生産を拡大することが難しい（息苦しい）状況に
ある。独立系企業の中では相対的に上位に位置付けられるAnadarkoにおいても買収提案に
応じる事情があったと考えられる。

（２）Occidental
・パーミアンにおける最大級の石油・天然ガス生産者という地位を守る必要があった。
・シェール資産の規模を増やすだけでなく、EORやCCSの適用拡大といった具体的な合併効果
の実現に向けた取り組みも視野に入る。

（３） Chevron
・中堅中小を中心に資産売却の可能性を検討している独立系企業は多く、財務的にも余力の
あるChevronにとって柔軟に対応することができるが、不用意に価格競争に入ることには慎重。

（４） Total
・Novatekへの出資・Engie LNG買収に続くLNG資産ポートフォリオ戦略としてMozambique LNG
は好適（Chevronにとっても同様だった）。
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上流開発産業の背景（１）生産動向

・米国の石油生産量はシェール開発の急速な展開に
より2010年83万b/dから2018年に630万b/dに増加、
IEAの中期見通しでは2024年に959万b/dに達すると
見られている。
・2010～2018年の各社の石油生産量はAnadarkoが
ほぼ一貫して増加したが、米国企業のOccidentalと
Chevronは若干ながら生産を減らした（Totalの生産
量増加は米国以外の地域）。
・天然ガスの生産量はメジャー企業2社が増加してい
るのに対し米国独立系2社は減少した。

実績← →見通し

出典：IEA、EIA統計よりJOGMEC作成

出典 ： 決算報告書よりJOGMEC作成

83万b/d

630万b/d

959万b/d
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上流開発産業の背景（２）財務動向

・2010～2014年シェールオイルの増産を牽引したのは独立系上流開発企業の米国陸上油田開発へ

の回帰。水平掘削・水圧破砕の技術展開にアラブの春やメキシコ湾原油流出事故といった外部要
因が加わった。2014年後半に油価が下落した後も資本市場からのシェールへの後押しは継続。

・この間、メジャー企業によるシェール開発への投資は抑制的（上流開発における原油生産量以上に
原油を精製し製品を販売するので油価下落により中下流事業の採算は改善）、LNGを含め中下流事
業に対する設備投資は相対的に安定して推移。
・2019年の投資動向の見通しでは、資本市場からの調達が容易でなくなった独立系企業に対し、資

金力で優位にあるメジャー企業がシェール投資を加速しており、シェール開発の担い手が独立系上
流開発会社からメジャー企業にシフトする兆しも見られる。

百万ドル
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上流開発産業の背景（３）資本市場

・2017年以降、ショートサイクル資産としてのシェー
ル開発にメジャー企業も取り組みを拡大。

・トタールは米国シェール投資に慎重姿勢を維持し
ているが、探鉱から生産までに超長期を要する資
産については座礁資産化・資産価値毀損リスクが
あることから、既存インフラ活用型開発（ILED）や
市場アクセスの良い資源開発を推進。

・設備投資を拡大しようにも油価低下後借入を増
やしてきた独立系企業にとって資本市場からの調
達は容易ではない。

出典 ： 決算報告書よりJOGMEC作成
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2000年
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ExxonMobil
Phillips Res
（マーシェラス）
17億ドル

Denbury（バッ
ケン）16億ドル、
Celtic（カナダ）
26億ドル

Alberta Oil
Sand（Conoco）
7.2億ドル

InterOil（PNG 
LNG）21億ドル

Bassファミリー

企業（パーミア
ン）66億ドル

モザンビーク
Area 4（25％、
ENI）28億ドル

Royal Dutch 
Shell

Chesapeake
（パーミアン）
19億ドル

Repsol（T&Tと
ペルーのLNG）
54億ドル

BG Group（LNG 
上流）850億ド
ル

Silicon Ranch
（米・太陽光）2
億ドル

NewMotion
（欧州EV充電）
買収

Greenlots（米
EV）、Sonnen
（蓄電池）買収

BP
Reliance（イン
ド上中下流）72
億ドル

Rosneft
（19.75％株
式）49億ドル

JV出資（49％、
Rosneft）

Zohr（10％、
ENI） 5億ドル、
Tortue Kosmos
FLNG 9億ドル

Lightsource（太
陽光）2億ドル

BHP（米シェー
ル）105億ドル

Powershare
（中国EV充電）
合弁

Chevron
Encana / 
Apache（カナ
ダ・LNG）5.5億
ドル

アルゼンチン
（YPF合弁Vaca
Muerta）6.2億
ドル

パサデナ製油
所（Petrobras）
3.5億ドル

Total
SunPower（太
陽光）14億ドル、
Novatek（LNG）
40億ドル

Chesapeake
（ウチカ）23億
ドル

ADCO Onshore
（10％）22億ド
ル

Chesapeake
（バーネット）6
億ドル、Saft
Groupe（蓄電
池）12億ドル

Engie LNG 15
億ドル、EREN
RE（再エネ・
23％）3億ドル

Maersk 75億ド
ル、Direct
Energie（再エ
ネ）22億ドル

Anadarkoの
アフリカ事業
（Occidental）
88億ドル

LNG事業基盤拡大シェール・オイルサンド権益拡大 中下流・再生可能エネルギー

SDG・パリ協定・気候変動問題油価下落シェール革命

上流開発産業の背景（4-1）M&A
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上流開発産業の背景（4-2）M&A

• 1990年代の低油価期をメジャーズは合併による規模の拡大で
乗り切ってきた。2000年以降は中国を始めとする新興国需要

の拡大により油価が上昇～高騰期に入り、メジャーズは提携
戦略により規模・量の拡大を継続。

• 油価の高騰によりシェール開発技術の進化・利用拡大が促進、
2014年後半以降の低油価期には、事業の合理化・コスト削減・

ポートフォリオの最適化が一気に進んだ。メジャー間の再編で
はなく、戦略資産のM&Aによる強みの強化が中心。

• 油価下落～低油価期を通じて、シェール革命と並んで気候変
動問題・低炭素社会への対応の動きが加速。

• （小規模の案件では既に動きが見られるが）オクシデンタルの
アナダルコ買収が大型M&Aの先駆けとなるか注目される。
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上流開発産業の背景（５）

（１）生産動向

・シェール開発の担い手が、中堅中小の独立系企業やすでに手仕舞いを始めているプライ
ベート・エクイティ等のファンドからメジャーや大手独立系企業にシフト

・メジャー企業は無理な価格競争をしてまでシェール資産を拡大することを急いではおらず、一
方のOccidentalは単なるパーミアンの資産拡大以上のシナジーをAnadarko買収から実現する
ことを目指す

（２）財務動向
・シェール革命から2014年後半以降の低油価への対応として、独立系企業は天然ガスから
シェールオイルへのシフト、メジャー企業はM&Aにより事業の合理化・コスト削減・ポートフォリ
オの最適化を図り、成長の基盤を強化

（３）資本市場

・独立系・メジャー企業ともに増資・借入により規模を拡大してきたところ、市場の要請は生産
量の拡大から投資利回りの確保や低炭素社会への対応へ（資本市場との対話が重要に）

（４）M&A
・メジャー企業のM&AはLNG・中下流事業・再生可能エネルギーも増えてきた

・ショートサイクル資産はポートフォリオ最適化の手段としては有効、長期的な視野に立った大
型資源の探鉱開発は別途の対応が必要
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まとめ

（１） ChevronはAnadarkoを買収し損ねたが、メジャー企業は引き続きシェール資産を良好な条件
で取得する機会を虎視眈々と狙っている。

・資本市場からの資金調達を頼みとするプライベート・エクイティや一部の独立系企業は抑制
的な設備投資を強いられ生産を拡大することが難しい状況にある。

（２） 中堅中小を中心に資産売却の可能性を検討している独立系企業は多いが、中下流・LNG事
業を擁するメジャー企業は厚く安定したキャッシュフローを確保しており、柔軟に対応すること
ができるが不用意な価格競争に入ることには慎重姿勢。
・ただし、Gorgon・Wheatstoneに続く大型LNGプロジェクトとして期待されたMozambique LNGを
TotalにさらわれたChevronの次の一手は注目される。

（３） 一方のOccidentalにとっては、パーミアンにおける最大級の石油・天然ガス生産者という地位

を守るためとは言え、自身と比べても同程度の規模の企業を高いコストの資金を調達してま
で買収するという大きな賭けに出た。
・TotalやBuffet氏を巻き込んだ大型ディールを取りまとめた力量には目を見張るものがあるが、
具体的な合併効果の実現に向けた今後のOccidentalの取り組みが注目される。
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