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　2019年2月28日、JOGMECは海外の石油天然ガス上流開発専門家を招へいし、「シェールオイル・
ガスの生産動向」をテーマとした国際セミナーを開催した。
　2000年代後半に始まった「シェール革命」により米国は世界最大の石油・天然ガス生産国となり、そ
の生産量は今後も拡大すると見込まれている。米国における掘削技術の進歩、資本市場の発達、在来型
の資源開発との違いなどについて理解を深める機会として、さまざまの形でシェールオイル・ガス開発
ビジネスに携わる専門家に登壇いただくこととした。
　はじめに米国の地質専門家スコット・スティーブンス氏から、シェール革命が始まって20年近くシェー
ル資源の潜在力は過小評価されてきており、これからもフラッキング技術の進歩、地質的知見の集積、
サポートの充実により成長が続くとみられるという報告があった。
　続いて米国投資銀行家のビル・マルコ氏から、拡大が続くシェール開発であるが、資本市場における
投資家の期待は成長から利回りへ変化しており、シェール開発の中心的な担い手が従来の独立系上場企
業から、メジャー企業やプライベート・エクイティ・ファンド、メザニン・ファンド＊1、ソブリンウェ
ルス・ファンド、個人投資家などに移っているという報告があった。
　さらに英国企業買収アドバイザーのラジーブ・マドハバン氏から、上流開発資産のポートフォリオに
おけるシェール資産の位置付けが確立されるにつれて、欧州のメジャー企業はパーミアンの資産を割高
と見ており、在来型の資源開発を活発化する動きが見られるとの説明があった。
　最後に米国コンサルタントのルシアン・パリアレシ氏から、シェールオイル・ガス生産動向に関する
今日的な課題の提起があり、
講演者と会場との間で質疑
応答が行われた。
　当日はあいにくの雨天に
もかかわらずエネルギー業
界を中心に各界から約130
名の方に参加いただき、講
演会は活況を呈した。以下
はその概要を取りまとめた
ものである。
※�なお、本稿における各氏
の講演内容は2019年2月
28日時点のものであり、
また、各講演内容の小見
出しなどは便宜上編者が
加えたものである。

はじめに

JOGMEC国際セミナー
－シェールオイル・ガスの生産動向－

JOGMEC調査部 古藤　太平（編者）

出所：JOGMEC撮影

写1 講演風景
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（1）初期のシェール開発

　米国のマーセラスなどで開発されているシェール（頁
岩）は、サウジアラビアやインドネシアなどのような在
来型の開発に見られる根源岩と同じもので有機物を豊富
に含むものが良質なものです。このような根源岩から石
油・天然ガスが生産できることはアメリカでも3～ 40
年前まで分かっていませんでした。アメリカでは在来型
資源の生産量減退が進んだため、シェールのような非在
来型の資源開発に着目せざるを得ない事情が生
じました。
　典型的なシェール開発では、まず垂直に2キ
ロほど掘り下げ、その後水平に掘り進めます。
2～ 3キロシェール層に沿って掘削し、水圧破
砕により貯留層に亀裂（fracture）を作って石油
や天然ガスの通り道を形成するのです。一度開
いた亀裂が閉じてしまわないように隙間に砂な
ど粒状のプロパントを充填することにより長い
ケースで30年にわたり生産を続けることがで
きます。
　シェールオイル、シェールガスの生産はアメ
リカ、カナダを中心に相当な量になっています
が、中国、アルゼンチンでも生産されています。
今では、世界の石油生産の7％、ガス生産の
19％がシェールによって占められています。
この技術は最近数年で急激に成長したのではな
く、40年近くかけて米国で開発されてきたも
のです。
　1970 ～ 80年代のシェール開発の初期段階
では石油・ガスの生産は自然に生じた亀裂を利
用していました。例えばカリフォルニアのモン
トレーでは自然の地震によって亀裂ができたと
ころから生成した石油やガスが封じ込まれたと
ころからしか生産できなかったので、その意味
では在来型の資源というべきかも知れません。
私が最初に手掛けたのはこのモントレーの
シェールでした。
　その後、1980年代後半から90年代前半にか
けてさまざまな技術が開発されました。特に
シェールガスや炭層メタンのような非在来型資
源開発に投資した場合には5割の控除を受ける
ことができるという税制上の恩典の後押しもあ

りました。しかし、この頃のシェール開発は深度1キロ
と浅かったため、地層圧が元来低く、相当量の水を圧入
しても天然ガスが出てくるペースが遅く生産性の低いも
のでした。生産量も米国全体の1％程度に止まっていま
した。
　大きな変革が起きたのは1990年代の後半にMitchell�
Energyという小さな企業が水平掘削技術をテキサス州
で大規模に使うようになったときのことです。この技術

1.  スコット・スティーブンス氏：「パーミアンのシェール資源：いつピークが
到来するか、資源量は予想を超えるのか」

JOGMEC調査部 橋本　知世（編者）

図1

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より

写2 Scott H. Stevens 氏

出所：JOGMEC撮影
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がノースダコタ州のバッケンというシェールオイルのプ
レイで使われたのが「シェール革命」の始まりでした。実
際に「革命」と認知されるまでには何年もかかったのです
が、これは初めの頃多くの石油会社はシェール開発には
商業的な発展の可能性がないと考えていたからです。
2005年になってフェイヤットビルやウッドフォードで
中小企業がいろいろなプレイでこの技術を適用して実用
化に成功し、2008年にマーセラスや特にイーグルフォー
ドなどで大規模な水平坑井によって典型的なシェール開
発が始まり「シェール革命」といわれるようになりまし
た。

（2）シェール開発の発展

　2010年以降、天然ガス価格の下落と原油価格の上昇
によりシェール開発の重点は天然ガスから石油へと移り
ました。ExxonMobilが約400億ドルでXTO�Energyを
買収するなど、提携や買収などにより大手の企業が
シェール開発に目を向けるようになりました。また、ポー
ランド、オーストラリア、中国、アルゼンチンなど海外
でもシェール開発への取り組みが進みましたが、それら
は大きな成果を上げるに至っておりません。アルゼンチ
ンでシェールオイルの生産が行われているほかは中国で
少量のシェールガスの生産がある程度です。しかし、新

しい発見の可能性はまだあると私は考えていま
す。ロッキー山脈で新しい発見があるかもしれ
ないし、新しい堆積盆地が見つかるかもしれま
せん。
　採収率（Recovery�Factor）についても触れて
おきたいと思います。採収率は水圧破砕技術の
進歩により3 ～ 4％から6 ～ 12％に改善して
おり、将来的には10 ～ 20％まで上昇すると考
えられています。水攻法や増進回収法はシェー
ル開発に向かないとされています（図2）。
　パーミアンはテキサス州からニューメキシコ
州にまたがる大きな堆積盆地で、日量300万バ
レル以上の原油が生産されています。価格の供
給カーブのどの辺に位置するのかについては図
3を参照してください。
　縦軸はフルサイクルのブレークイーブンの価
格＊2を示しており、0から120へと上がってい
ます。横軸は2027年の供給量を示しており、パー
ミアンは図の中央あたりに位置し、中東やロシ
アよりもかなり高いことが分かります。中東や
ロシアでは水圧破砕や水平掘削は不要なのでバ
レル当たり15 ～ 30ドルで生産できることを踏
まえると、パーミアンが30 ～ 50ドルのレンジ
で生産できるというのがなかなかの競争力であ
ることが分かると思います。また、今後10年
単位の時間軸で、技術革新により生産性はまだ
まだ改善の余地があると見られます。
　パーミアンにはミッドランドとデラウェアの
2つの堆積盆地があります。デラウェアがより
深く複雑な構造をしているのに対して、ミッド
ランドは比較的浅く、液分が豊富でシンプルな
構造になっています。しかしデラウェアの
シェール層には厚みがあり、天然ガスの割合が
大きい特徴があります。デラウェアの資源量（リ

図3

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より

図2

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より
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ソース）は477百万BOE、採収率10％としても埋蔵量（リ
ザーブ）は約50百万BOEという計算になります（図4）。
　現在、各社が坑井間の距離（スペーシング）の最適化の
実験をしています。生産量を高めるために、なるべく坑
井の間隔を詰めたいわけですが、あまり接近しすぎると
双方の坑井が干渉し合う、いわゆる「カニバライゼーショ
ン」が起こってしまいます。自分で自分の首をしめてし
まうわけです。地上設備の節約にもつながるため10％
程度の干渉ならば問題ないのですが、それ以上のカニバ
ライゼーションが起こってしまうと経済的に成り立たな
くなります（図5）。
　米国では鉱業権は政府に帰属するものではな
く、土地の所有者に帰属しています。石油・天
然ガスなどの地下資源は土地の所有者に帰属す
るわけです。掘削を行うときには、土地の所有
者とリース契約を交わし対価を払って掘削を行
います。石油会社は高額なリース権を保持し続
けるために土地の所有者が要求する掘削や生産
に関する取り決め（生産保持条項HBP：held�by�
production）を行います。
　油価が下がった際にリース権を維持するため
に掘削する必要に迫られると経済性が確保でき
ません。しかし、米国のシェールではHBPに
よりリースが継続することになるので油価が低
いときには遠く離れたところで掘削しておけ
ば、シナジーあるいは規模の経済も働きません。
複数の油井でインフラを共有すること（multi-
well�pad）で操業費も下がり設備投資も節約で
きるのです。このような意味での生産性の改善
は今後も十分期待できるところです。
　開発費を抑えるために水平坑井の長さを次第
に伸ばしていくのですが、この際に大切なこと
は土地の統合を行うことです。統合により連続
してより長い水平坑井を行い、ミッドランドで
は2マイルぐらいが最適な長さであるといわれ
ています。　

（3）パーミアンの可能性

　パーミアンのシェールオイル企業は、油価が
下落した2014年以降リグの稼働数を減らしま
したが生産量は増加し続けています。これは新
しい技術を駆使したというわけではなく地層学
的に最も利益率の高いいわゆる「スイートス
ポット」を見極められるようになり、地質学的
に優れたところにリグを集中させることで生産

性を高めることができたのです。これからも生産性は
徐々に上がっていくと考えられます。
　その後、いろいろな個々の技術も開発されました。マ
イクロサイズミック技術などで水圧破砕の質を高めた
り、プラグ・アンド・パーフ（Plug-and-Perf）やスライディ
ング・スリーブ（Sliding�Sleeves）といわれる方法を活用
したりとさまざまな技術が生まれてきました。それらを
合わせると、フルサイクルコストが年間5％、6 ～ 7％
くらい改善されていくと予想されます。この改善は今後
2～ 3年は続く見通しです。ただし、その先はサービス
会社も値段の引き上げを考えるでしょうからコスト削減

図5

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より

図4

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より
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効果も相当程度相殺されてしまうことになるでしょう。
　水圧破砕は鍵となるステップです。多くの水や化学物
質が使われています。水圧破砕は製造業とは違い、地形
も気候も、地下の地質学的な特徴も現場によって異なっ
ているので、ある程度の標準化はできますが工場のベル
トコンベヤーの作業のようなわけにはいきません。予想
外の出来事にも見舞われますが、1年に4,000の水平坑
井を掘削するうちに、いろいろな知識が蓄積されていく
のです（図6）。
　一つの水平坑井について取り上げてみると水圧破砕は
常に思ったように作業できるとは限りません。そのため、

モニタリングを改善し、設計、圧入方法ややり方、戦略
などを改善することによって、水圧破砕の効率を上げる
余地は大いに残されていると考えられます。
　プロパントとして使用される砂は油井コストの非常に
大きな部分を占めています。パーミアンでは、以前は
2,000キロ離れた場所から質の良い砂をコストをかけて
運んでいましたが、最近では地域のいろいろな砂の活用
が進み、4～ 5割のコスト削減が進んでいます（図7）。

（4）シェール資源の枯渇

　ここまで、技術の改善によりシェールの生産はこれか
らも増えていくだろうという楽観的な話をして
きましたが、当然課題もあります。
　最大の問題は油井と油井の間の圧力の影響で
エネルギーが横にそれてしまっていることだと
考えられます。あまり多くの油井を掘ると互い
に影響し合い、亀裂が広がりすぎて生産性が低
下してしまう場合があります。さまざまな対策
が講じられていますが、深刻な問題であること
に変わりはありません。
　地震のリスクも存在します。先日、中国の
PetroChinaのシェール開発地域付近で地震が
発生しました。パーミアンでは地震活動は見ら
れないし、ストレスや断層の方向によりずれる
事態は想定しにくいのですが、リオグランデ川
が多少影響を及ぼすことが最近明らかになって
きました。これはオクラホマでも同様なのです
が、管理可能な問題であると考えています。
　さらには地下水汚染のリスクもあります。た
だし、世界中で地下水を飲み水や灌漑用水とし
て使っていますが、これは浅いところの地下水
であり、これに対しマーセラスで掘る井戸は相
当深く、飲料水用の井戸とは浸透性のない岩盤
によって区切られているため大きなリスクはあ
りません。
　資源の枯渇について、掘削するペースが速す
ぎると枯渇してしまうのではないかという懸念
はあります。今後何十年にわたって低コストの
資源がシェールからは生産されると予想されま
す。しかし、プレイのなかで近いうちに枯渇す
ると思われているのが、テキサス州イーグル
フォードのシェールです。イーグルフォードは
10年ほど前に発見され、集中的に開発され、
油井も非常に狭い間隔で造られました。そのた
め、近いうちに枯渇すると予想されますが、

図7

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より

図6

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より
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（1）経済面から見た米国のシェール開発

　私はシェール資産の取引の流れについてお話します。
アメリカは今や最大の生産国です。石油は日量12百万
バレル、天然ガスで900億立方フィートの生産となって
います。ピーク時には、2,000本のリグが稼働していま
したが効率性の改善もあり、今では1,000本強に減少し
ました。
　米国の資本市場における企業買収・M&A取引の流動

性は非常に高く、年間50 ～ 70百万ドル、多いときには
数億ドルに達する取引量があります。流動性が高いとい
うことは競争が厳しいという側面もあります。
　取引にはさまざまな形があります。買収、ジョイント
ベンチャー、ドリルコ（DrillCo）＊4、ファイナンシャルな
ジョイントベンチャーあるいはプライベート、パブリッ
クなどバラエティに富んだファイナンスがシェール開発
を支えています。融資や投資の仕方にはさまざまなアプ

2.  ビル・マルコ氏：「米国シェール開発の最新動向：資本市場・M&Aの視点
から」

パーミアンではそのような心配はありません。
　私は、パーミアンを広大で何層にも分かれている資源
であると分析しています。約33 ～ 66のフルサイクルで
もパーミアンはまだ20 ～ 30年は持続すると考えられま
す。さらに油価が60ドル、70ドルになれば更に掘削箇
所が拡大されるでしょう。

　最後に10年前、私の会社が米エネルギー省のEIA
（Energy�Information�Administration）の委託を受けて
行った研究の話をしたいと思います。グローバルに北米
以外でどこにシェールの資源があるのかを調べたとこ
ろ、（リザーブではなく）リソースとしてのポテンシャル
が非常に高いところが多いことが分かりました。新聞が
注目し報道もされましたが、残念ながら報道の
過程でリソースがリザーブに変わってしまいま
した。地質学的に複雑なところでは水圧破砕は
できないというところまでレポートを読まず
に、数字だけが独り歩きしてしまったのです。
　熱狂的な反応を受けて、中国、オーストラリ
ア、アルゼンチンで相当の探査、探鉱が進みま
したが、開発までうまくいったのはアルゼンチ
ンのみです。
　中国に政府の強い支援があることは確かで
す。しかし、シェール資源の規模は小さく、地
質も複雑です。一方、アルゼンチン、メキシコ、
中東のシェール資源は大きな可能性を持ってい
ますが、問題は山積しています。というのも、
パーミアンでシェール開発が進んだ要因には、
地質的知見の集積、土地をめぐる法律関係や私
的所有権が安定していること、サポート企業、

リスクを取って開発する独立系企業、水圧破砕技術の進
展などがあげられるからです（図8）。
　私は楽観的な方だと思いますが、これまでの米国にお
けるシェール開発の結果は私の予想以上に良いものでし
た。2030年にはパーミアンの生産量は日量700 ～ 800
万バレルになると予測しています＊3。このため、油価は
長期間低い状態が継続し、50 ～ 60ドルで安定し、あま
り高くはならないだろうと思われます。他方、技術改善
の余地は十分にあり、シェール開発のコストも抑えられ
るでしょう。北米以外にもさまざまなシェール資産があ
りますが、50余りの技術革新意欲に優れた企業が競っ
ている米国以外で開発が進むことはなかなか期待できな
いかも知れません。

図8

出所：スコット・スティーブンス氏講演資料より
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ローチがあります。コモディティーの価値に依存するや
り方もあれば、企業の財務内容を担保に融資するやり方
もあります。どのような投資にもいえることですが、個々
の機会だけに注目するのではなく、全体としてポート
フォリオを構成することが大事であると思っています。
プライベート・キャピタルと共同して、プライベート・
キャピタルが投資している全体のポートフォリオにアク
セスを持つというアプローチもあるでしょう。
　それではまず、2000年以降の天然ガスの動向につい
て見てみましょう（図9、図10）。
　2000年代の最初の10年はリグの数は多かったけれど
も、天然ガスは不足していました。発電のためにカター
ルからLNGを輸入したり、製造業の拠点を海外に移転

すべきではないかなどと検討されていましたが、シェー
ルガスの登場により状況は大きく変化しました。
　バーネットやその他鉱区で相次いでシェールガスが開
発されました。天然ガスの価格は大きく上下に変動しま
した。天然ガス価格が百万BTU当たり2ドルを割るほ
どまで天然ガスの生産は増えました。産業界はうまくこ
の教訓を得て、ガスから石油の鉱区へと移っていきまし
た。金融危機を脱却して、液分豊富な鉱区に開発の中心
をシフトさせていったのです。
　そしてシェールオイルの生産が拡大していきました。
リグの稼働数が減少したのとは逆に、日量500万バレル
から1,200万バレルまで上昇しました。
　金融危機後、世界的な需要はまた反発し、供給が限ら

れていたために石油価格はまた上昇し、2013
～ 14年はバレル当たり100ドル前後まで跳ね
上がりました。その後、OPECがアメリカの供
給を封じ込めるために、アメリカのシェール事
業がうまくいかないように企てましたが、これ
は逆効果でした。アメリカのサービス業者には
大打撃を受け破産するところもありましたが、
生産者は資本コストの削減や油井の設計、場所
の選定、掘削方式など、さまざまな改善を行い、
効率を高めることに成功しました。
　石油価格がある程度回復したことにより、買
い手も売り手も適正な価格で取引ができるよう
になりました。何かが突然変わるようなことが
なければ長期的に50 ～ 60ドルくらいで安定的
に推移していくと見ています。

図9

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

図10

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

写3 William A. Marko 氏

出所：JOGMEC撮影
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（2）パーミアンの優位性と米国上流開発企業動向

　パーミアンでは、13百万エーカーの土地で473のリ
グが日量360万バレルの石油を生産しています。マーセ
ラスでは、30百万エーカーで80のリグが300億立方
フィートの天然ガスを生産しています。パーミアンの魅
力は炭化水素を含有する地層の厚みにあります。世界中
からパーミアンに対して相当な関心と注目が集まってい
ます（図11）。
　それでは、日本企業が取り得るアプローチはどのよう
なものでしょうか。米国企業は成長するためのアイデア
が豊富です。1年半前には投資家もキャッシュフローの3
倍半を支出しても構わないので年間2～ 3割資
産を増やしてほしいという状態でした。しかし、
最近では市場から資金を調達しようとすると負
債が多すぎるといわれるようになりました。そ
のため、採算性を確保してキャッシュフローの
範囲内で投資することを要求されるようになり
ました。成長からリターンを重視するように
なった株式市場からは設備投資拡大のための資
金調達を行うことが難しくなってしまいまし
た。ですから、日本企業にとって米国企業とパー
トナーシップを組むことは有力な選択肢の一つ
であると考えられます（図12）。
　パートナー選びの際に重要な検討事項は、自
分たちが何を提供できるのか、相手から何を提
供してもらえるのか、どのような鉱区を持って
いるのかなどです。
　2011 ～ 13年には米国に多くの海外企業が
参入しました。韓国企業やBPのようなヨーロッ
パメジャーも盛んに進出しました。M&A市場
では企業の集中と統合が進みました。ここに日
本企業の介入するチャンスはありますが、状況
は刻一刻と変化しています。
　日本企業が米国に投資する際に競合する可能
性のある存在は非上場の投資会社やファンドで
しょう。KKRやThe�Carlyle�Groupのようなプ
ライベート・エクイティ・ファンドやメザニン・
ファンド、アメリカやカナダの大学や年金基金
などがあります。BlackrockやInvescoなどの
機関投資家やSoros、Pritzkar�Groupなどの富
豪もエネルギー分野に投資しています。
　このような投資会社やファンドは合わせると
1,000億ドル規模の資金を持っており、それぞ
れが自前の技術チームを抱えて金融的な視点か
らだけでなく、さまざまな視点から慎重に投資

を判断しています。ExxonMobilやConocoPhillipsなど
のメジャー企業の戦略を熟知する必要もあるでしょう
し、投資会社やファンドのほかに大企業とパートナーを
組むという可能性も検討する必要があるでしょう。
　彼らの考えているポートフォリオに関して自分の会社
がどのように組み込まれ、あるいは対応できるのか検討
する必要もあるでしょう。石油業界という資産市場では、
何十という企業が存在してお互いに競争しています。
2018年12月には原油価格の下落に伴ってシェール資産
のM&Aがなかなか実現しませんでした。しかし、足下
では取引が活発化している兆しもありそうです（図13）。

図12

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

図11

出所：ビル・マルコ氏講演資料より
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（3）成功するシェール資産投資

　日本企業の立場に立って考えてみましょう。電力会社、
FLNGに携わる企業、石油化学会社、石油精製企業は、
実際に設備を所有して操業しているわけです。そういう
人たちから見ると、どうすれば原油やガスを今よりも安
い価格で買えるかと考えるわけです（図14）。
　ExxonMobilはパーミアンで上流開発をやっています
が、2025年までに日量80万バレル以上まで増産する計
画があります。現状、ExxonMobilは40本のリグをフル
稼働させているのです。
　ExxonMobilはパーミアンの上流開発投資に合わせて、

メキシコ湾岸まで輸送するインフラやメキシコ湾岸の製
油所や石化プラント、更にはLNG液化設備の建設まで
計画しており、Qatar�Petroleumとの提携も行っていま
す（図15）。
　パーミアンではバレル当たり35ドルで原油調達でき
ると考えられています。パイプラインまでに2ドル、そ
して湾岸まで行くと更にコストはかかるかもしれませ
ん。しかし、メキシコ湾岸まで40ドルくらいで送れる
ということになりますと、市場価格の50 ～ 60ドルより
もはるかに安くメキシコ湾岸の自社精油所に供給できる
ことになります。

　理屈は簡単なのですが、実際の競争は厳しく
激しいので、さまざまなアイデアが重要になっ
てきます。売買されるシェール資産の規模やそ
の手法、仕組みもさまざまです。一時期、優れ
たシェール資源に国際的な資本家が競うように
投資しました。その結果はそれほど良くはな
かったものの、多くの企業が殺到する状況が
あったわけです。経済的なリターンもそれほど
素晴らしいといえるものではありませんでした
（図16、図17）。
　ただ、質の高いアイデアや冒険心溢れる会社
が米国にはたくさんあります。上流開発からバ
リューチェーンやロジスティクスなどさまざま
な機会がありますが、アメリカ進出を検討して
いらっしゃる方に大切なことは、自社にリスク
をとる準備がどれほどあるのか、どういう規模
や形で取り決めをしたいのかを熟考することで
す（図18）。
　自社のニーズを把握した上で、上場会社を見
ることがパートナー候補選びのスタートポイン
トになると思います。しかし、アメリカ国内に
基盤のないところで他社と競い合うのは分が悪
いのでホームコートのアドバンテージを手に入
れる必要があります。ですから、信頼できる企
業を探し個別にパートナーシップを組めないか
打診する方が、競争入札よりも成功する可能性
が高いといえるでしょう。

図14

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

図13

出所：ビル・マルコ氏講演資料より
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図16

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

図17

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

図15

出所：ビル・マルコ氏講演資料より

図18

出所：ビル・マルコ氏講演資料より
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　私はロンドンから参りましたので「シェール革命」のな
かに生きているわけではありません。私の知識ベースや
視点は国際的なものとなりますが、米国以外の企業から
M＆Aを考えるとき、なぜ在来型ではなく、シェール
オイルなのかとよく尋ねられます。その際、シェールオ
イルを十分に理解して、そこにどのようなオポチュニ
ティがあるのかを見極めていかなければなりません。

（1）シェールの成長

　シェールオイルの生産は2009年には日量150万バレ

ルでした。これが、2019年には日量800万バレルにま
で伸びました。わずか10年で日量700万バレルも生産
が伸びたわけです（図19）。
　比較のためにイラクの例を取り上げてみましょう。
2009年以降の石油生産の伸びを見ていきます。イラク
は日量300万バレルから500万バレルへ伸びました。イ
ンフラの問題があったとはいえ在来型ではシェールオイ
ルほど伸びていません。シェールオイルの可能性がいか
に高いかお分かりいただけると思います。
　世界中の人々は1日におよそ1億バレルの石油を消費

します。その供給源の内訳を見ていきましょう。
在来型が日量81 ～ 85百万バレルで、残りが米
国のシェールになります。ここで注目したいの
は、2007年以降、在来型の供給がほぼ横ばい
の状況のなか、石油需要が高まり、その需要を
シェールオイルの生産の伸びがまかなってきた
点です。シェールオイルがなかったなら、状況
は全く異なっていたでしょう。
　先ほどのマルコ氏のお話にもあったように、
埋蔵量との比較においてコストを考えると油価
60 ～ 65ドルが上限でしょう。70 ～ 80ドルま
で上がると、石油の需給がバランスしなくなり
ます。
　また、シェールの現場の興味深い点に、起業
家精神が富んでいるという点があります。通常
の状況ですと、いろいろなところにリソースが
見つかったとしてもインフラが整備されていな
いと生かすことができません。しかし、米国の
場合は異なります。オープン市場で、プライベー
ト・キャピタルもあります。土地の所有者がい
ても起業家はダイナミックに活動ができるので
す。
　パーミアンでのシェール革命の後、インフラ
環境は整えられて、セクターやエコシステムは
効率よく働いています。このようなインフラ開
発やダイナミックな動きは米国以外ではなかな
か見られないものです。
　私は技術の専門家ではありませんが、油井あ
るいは坑井の生産性が極めて高いということは
申し上げることができます。また、それだけの
取り組みがなされてきたということです。です
から、2010年から2018年に下落の基調であっ

3. ラジーブ・マドハバン氏：「シェール開発に関する考察」

図19

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より

写4 Rajeev Madhavan 氏

出所：JOGMEC撮影
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たときにも、相当の金額、資本が米国のシェールオイル
開発に入ってきました。
　現在の油井のデザインの完成度に基づいて考えると、
最も生産性の高い「ティア1」からの生産は持続していく
でしょう。シェールオイルの成長はある日突然終わるの
ではなく、継続的に続いていくのです（図20）。
　まず、2018年に「ティア1」の坑井がどのくらい掘削
されたのか見ていきます。パーミアンのデラウェアでは
1,210もの掘削が行われました。また、ティア1の残存
年数はデラウェアでは17年、最も短い予想のバッケン
で10年です。この10年というのは、かなり堅く見た数
字です。これからも生産が長く続いていくということが
お分かりいただけると思います。今、シェール開発に関
心が集まっていますが、このブームはいわゆる
実体を伴ったブームであるというわけです。
　「ティア1」でまだ開発されていないエリアが
残されていることからも、可能性が秘められて
いるということがいえるでしょう。ティア1に
は評価段階のものや開発段階のものもありま
す。イーグルフォードのように在庫量がこれか
らどんどん増えていくと予想されます。

（2）投資家の最近のトレンド―成長から収益へ―

　シェール開発後の油価の変化についても言及
します。シェールの生産拡大によって、WTI
価格がブレントに比べてずいぶん低くなりまし
た。60 ～ 65ドルが開発できる価格の上限であ
るとみられています。このブレント-WTIのス
プレッドの拡大は続いています。
　では、少し違う視点からお話しましょう。こ
れまで、なぜシェールオイルの分野が画期的な
成長をしたかお話しましたが、どうやって生産
を伸ばしたのか見ていきましょう（図21）。
　在来型の生産に慣れている人にとって、
シェールオイルへの投資の手法は全く異なるも
のと感じられるでしょう。在来型は、最初に大
量の設備投資を行い、その後はあまり手をかけ
なくて済みます。これに対し、シェール開発で
は毎年、掘削や水圧破砕などの設備投資をしな
いと生産が止まってしまいます。生産を維持す
るためには毎年投資を継続していかなければな
らないのです。
　先ほどのマルコ氏のお話にもあったように、
投資家の最近のトレンドは収益を求めることで
す。要するに、フリーキャッシュフローを求め

ているのです。投資してから、オペレーティングキャッ
シュフローが発生し、必要な投資をした上で債務を返済
し、その残りが配当になります。図21では、20社く
らいの独立系上流開発事業社が最大規模でシェールオイ
ルを中心に開発を行っています。2010年からキャッシュ
フローの通算は約1,000億ドルのマイナスになっていま
す。
　シェール開発の資金は主に株式市場と債券市場でファ
イナンスされています。2013年から2018年の債券と
株式の累計は約3,000億ドルに達します。一部は米国内
の在来型にも投資されているかもしれませんが、大半は
シェールオイルに投資されてきました。
　しかし、今では投資家の視線は配当に向いており、市

図21

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より

図20

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より
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場から新しくファイナンスするのは難しくなっていま
す。
　シェールオイルセクターでの財務モデルはどのような
構造なのでしょうか。すべてのシェールオイルのプレイ
を合わせ、65ドルの油価で収益を上げようとした場合、
いつになったらフリーキャッシュフローが生じるのか、
そして追加資金がなくても持続できるのか検討してみま
しょう。
　私たちは、どんどん鉱区を増やして生産を拡大するの
に大体9～ 10年かかり、その間はずっと投資が必要で
あると考えています。その後増産がひと段落してフリー
キャッシュフローが生じるようになります。そうすると、
再投資をし、自分のフリーキャッシュフローで持続する

ことができます。その後、生産は減少していくでしょう。
キャッシュフローはいったん天井を打つと、後は下がっ
ていきます（図22、図23）。
　シェール開発の対象地域毎に細分化して内訳を見てみ
ましょう。図から読みとれるように、バッケンはすでに
この10年で増産してきました。イーグルフォードはも
う成熟し、増産段階を過ぎています。この2つにはフリー
キャッシュフローが発生しています。一方、パーミアン
ではまだ最大の増産段階が終わっていません。まだ、こ
れから数年間は投資が必要であるというわけです。
　「ティア1」を最大限にしたところでフリーキャッシュ
フローを生むような油価の水準になっています。債務の
返済をし、株主に配当の分配を始めるわけです。しかし

心配なのは、その場合、今後どうやって成長を
続けていくのかということです。やはり、シェー
ルオイル開発は常に投資を続けていかなければ
ならず、自転車操業のようなものであります。
　イーグルフォードには開発の蓄積があり、生
産量は大体横ばいです。一方、パーミアンはま
だ発展途上です。大手の生産者が日量300万バ
レルに増やすために資金を借り入れて投資を続
けていかなければなりませんでした。
　ここで特に強調したいことは、シェールオイ
ルは非常に画期的ではあるけれども、財務的に
どうやって収益を得るかよく考えてから投資し
なければならないということです。過去の例で
収益を見てみましょう（図24）。
　特定のシェールオイル開発会社群では、
2012年から2018年の過去6年間で成長を続け
てきました。しかし、2014年の油価が114ド
ルだった成長期ですらROACE（使用総資本利
益率）は10％に届いたことがありません。
　次に、もしシェールオイルが収益を提供する
ことができた場合はどうなるか見てみましょ
う。2018年にシェール開発会社の多くは投資
家からキャッシュフローの範囲内でやらなけれ
ばならない、そのために操業を最適化しなけれ
ばならないと求められています。リサイクル・
レシオ（Pre�Tax�recycle�ratio）は将来のキャッ
シュフローを投資で割ったものですが、リサイ
クル・レシオが1未満ではないため、自分の
キャッシュフローの範囲内で持続することがで
きます。つまり、次の油井に投資ができるとい
うわけです。
　18社がいろいろなシェールオイルの鉱区で

図23

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より

図22

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より
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活動をしていますが、2017年のフリーキャッシュフロー
できちんと持続している会社の比率を見てみましょう。
図24から読みとれるように、リサイクル・レシオが1
～ 2の間に多くの会社が位置し、ROACEが10％を超え
ることはなかなか難しい状況です。資本市場から追加の
資金調達が難しい状況下では、フリーキャッシュフロー
が成長の上限を規定してしまうわけです。油価45ドル
が損益分岐点であるとよくいわれますが、平均WTIが
油価65ドルだとすれば、図のとおりの伸びになります。
これが現状なのです。

（3） ポートフォリオの一環としてのシェールオイル

　投資家はリターンを求める一方、セクターはファイン
チューニングの最中であることも十分に留意し
てほしいと求めています。しかし、シェールオ
イルへの投資は続いています。シェールオイル
への投資はどのような役割を担っているので
しょうか。私たちは、シェールオイルはあくま
でもポートフォリオの一環なのではないかと考
えています。
　パーミアンでの独立系の生産者5社、
Pioneer、Concho、EOG、Oxy、Anadarkoを
見てみましょう。PioneerとConchoはパーミア
ン一本ですが、EOGやOxyは在来型も非在来
型もポートフォリオに入れています。パーミア
ンでの生産は2016年から2018年でほぼ倍増し、
株価も似たような動きになりましたが、リター
ンは伸びていません。生産は驚くほど伸びてい
ますが、リターンはそれに追いついていないと
いうことになります。
　OxyのCEOは、短期的にボリュームを伸ば
さないと会社の経営は成り立たないのでシェー
ル開発を行っているけれども、長期的には在来
型への投資も必要であると述べています。
　財務的なリターンは依然として在来型から来
ているのです。大手のプレイヤーで、スケール
も資本も優位にあっても、シェールオイルだけ
では今はまだ必要なリターンを確保することが
できません。このことはしっかり頭に入れてお
く必要があるでしょう。
　Chevron、ExxonMobilのポートフォリオも
見てみましょう（図25）。
　図25から読みとれるように、レガシーの在
来型の生産が両社の生産の大部分を占めていま
す。現在のもの、あるいは将来的に立ち上がっ

てくる油田も入っていますが、生産を維持するのは大変
なことです。そのなかで、シェールオイルがボリューム
維持の上で大きな役割を果たしていくということになり
ます。ExxonMobilの場合、2025年にシェールオイルが
日量500万バレルの生産をもたらすというコミットが期
待されるので、この間に使われる資本の一部がシェール
オイルにも投下されています。
　財務内容に優れ、規模も大きなメジャー企業の場合、
株主も「リターンが出ないならシェールへの投資をやめ
るべきだ」などとすぐには言わないという面もあります。
シェール以外の分野で利益が確保できるからです。バ
リューチェーン全体を見て利益を生み出すことができる
のが、メジャーの強みです。

図25

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より

図24

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より
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　米国のメジャー企業はパーミアンに投資することを合
理的と考えています。パーミアンではたくさんのトラン
ザクションやディールが行われています。その3分の2
は株式を使い、3分の1はキャッシュを使います。米国
以外の企業は株式を使うことができませんから、米国企
業に大きなアドバンテージがあります。
　在来型とシェールオイルのビジネスモデルの違いを
いったん整理してみましょう。
　在来型は、リグを調達し、地下資源を探鉱し、設備建
設をし、資源を回収するビジネスモデルです。一方、
シェール開発の本質は土地を取得するところにありま
す。この土地の買収に大きなコストがかかるわけです。
そして、投資をして生産をするのです。つまり、開発コ
ストもさることながら、買収コストが非常に大きいため
に、リターンを得るのが複雑になるのです。
　国際プレイヤーがM&Aを考えるとき、パーミアンの
ような場所はエントリーコストが高く、リターンはその
分圧縮されます。ほかの鉱区であれば、M&Aとしては
ホットではないかもしれませんので、参入コストは抑え
られるかもしれません。あるいは、キャッシュでの買収
も可能になるかもしれません。しかし、パーミアンでは
熾烈な統合ゲームが始まっており、これは数年続くで
しょう（図26）。
　図26は各社の状況を分かりやすく表している図で
す。横軸に土地の仕入れ在庫量をとり、縦軸に鉱区のク
オリティを示しています。右上に当たる第一象限は、豊
富な土地の広さとクオリティの高さを持つわけです。こ
の第一象限には、やはりビックネームが名を連ねていま
す。

　確かに、企業の再編は起こっています。質、量ともに
優れた鉱区は非常に競争率が高く、第一象限を狙うなら、
このビックネームと手を組むことになります。一方で、
左下に当たる第三象限は質、量ともに不十分ですから、
警戒すべきでしょう。
　米国のシェールオイル生産の半分以上はメジャーや独
立系企業が占めています。では、その他はどのように参
入していくのでしょうか。
　Totalはパーミアンへの参入は難しく、コストも高い
と公言しています。しかし、BPやShellはすでにパーミ
アンに参入しています。彼らは、ExxonMobilや
Chevronではなく、独立系でもない、国際的なプレイヤー
ですが、パーミアンに参入しているのです。
　なぜBPがパーミアンに参入したのかは、その歴史を
さかのぼるよりほかにありません。BPは2000年に
ARCOを買収し、ARCOの持っていたパーミアンのポ
ジションを得ました。19年前の2000年の時点で、すで
にパーミアンに足跡を残していたのです。
　しかしその後、事故が起こりました。相当な資本を支
出し、Apacheにパーミアンを売却しました。ビジネス
は維持しましたが、2014年、2015年になると、BPは
在来型の方で合理化が必要だったと気づきました。そし
て、BPX�Energyをつくり、他の堆積盆地にも着目して
いきました。また、テキサスの非在来型の会社のデイブ・
ローラー氏をCEOとして雇い入れました。独立系セク
ターのDNAを自らに入れることで、米国での戦い方を
変えたのです。そこで、BHPシェール資産買収のチャ
ンスが到来し、非在来型のポートフォリオのグレード
アップを図ったわけです。

　BPにはパーミアンに歴史もレガシーもあっ
たので、国際プレイヤーのなかで優位に立って
いたのです。ですから、BPのやったことをす
べて他の企業が真似してできるということには
なりません。

（4） 外国企業が米国シェール開発に参入する際

の検討ポイント

　シェールへの投資はさまざまな観点から検討
する必要がありますが、上流開発のポートフォ
リオをどのように構築するのかという構想を明
確化しておく必要があります。ポートフォリオ
全体をどのようにとらえて、何を目的とするか
によって投資戦略は変わってくるでしょう。
　シェール資産がその他の在来型開発とどのよ
うに比較されるのか、シェールへの投資が本当

図26

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より
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に最善の投資なのか、資本の配分から十分に検討する必
要があります。そして、米国へ参入する際にはどのよう
なアドバンテージを確保できるのかがポイントになるで
しょう。
　シェール開発にはまだ完成された財務モデル
があるわけではありません。シェールオイル、
シェールガスにはどのような財務的リスクとリ
ターンがあるのか、あるいは投資期間をどのく
らいにするのか、よく考える必要があります。
シェール開発ではスケールを拡大する期間が確
保できなければ利益を上げることは困難です。
出資者や本社などのスポンサーがこのことを理
解していないと失望ばかりが積もることになり
かねません。　
　パーミアンは外国企業にとってコストも高く
参入しにくい場所かも知れませんが、米国には
パーミアンのほかにもたくさんの鉱区がありま
す。シェールガスのように割安な資産に長期的
な視点で投資すれば技術的にも財務的にも十分

なリターンが得られるのではないでしょうか。戦略的な
提携先を探すなど従来とは少し違う考え方をとってみる
必要があると思います（図27）。

（1）北米シェール開発の主要論点

　米国では、ほとんどが個人所有の土地のためさまざま
な開発ができます。しかし、時には個人の土地所有が非
効率の原因にもなります。最近では連邦政府がニューメ
キシコ州の公共用地の入札を行いましたが、開発のため
の土地の入手の仕方はさまざまだということです。
　米国には膨大な資源の埋蔵量があります。そのなかの
天然ガスのうち、決して見過ごすことのできない量が随伴
ガスです。石油においても液分と共にガスが発生します。
　このような事情があるため、米国にとって随伴ガスの
引き取り手を捜すことが非常に重要なのです。引き取り
手を捜すという意味においても、カナダやメキシコの動
向は重要な要素になってくるのです。
　シェールオイル・ガスの生産はこれまで予想を上回る
成長を実現してきました。ビッグ・データや人工知能な
どの新規技術への展望はまだ不確実な面もあるけれど
も、今後、大方の予想を上回るペースで拡大していくと
思われます。

　ユティカとマーセラスの2つで米国の天然ガスの約3
分の2を生産しています（図28）。しかし、米国の北東
部に位置しているので、歴史的に見ると石油ガスの生産
地ではないところでの生産になっています。そのため、
この生産地からメキシコ湾岸など輸送設備のあるところ
へ移動させ、出荷しなければなりません。輸送もプロジェ
クトを考える場合に検討する必要があります。
　北米の生産プラットフォームは、米国、メキシコ、カ
ナダが非常に緊密に結合された基盤になっています。出
荷も製品も投資もこの3カ国の間を行き来しています。
直接価値で10兆ドルもの価値になります。これは世界
の4分の1に相当します。また、米国および同盟国にとっ
てのエネルギー安全保障向上にもつながっています（図
29）。
　シェール開発というのは非常にショートサイクルです
から、常に資本を投下しなければなりません。しかし、
同時に比較的短期で油価の変動に対応できる柔軟さも持
ち合わせています。

4.  ルシアン・パリアレシ氏：「北米シェール開発の未来：シェール革命の主要
論点整理」

図27

出所：ラジーブ・マドハバン氏講演資料より
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（2）質疑応答

パリアレシ氏：私からのコメントはこのぐらいにして質
疑応答の時間に移りたいと思います。最初に技術の改善
やビッグ・データの利用に関してコメントをいただきま
しょう。

スティーブンス氏：いろいろと新しい手法が登場してい
ますが、地質学者の立場から重要なのは地質学的な理解、
層の形成についての理解を深めることだと思います。以
前はひたすら掘削していましたが、ここ10年で物理特
性などの理解を深めるようになってきました。どういう
鉱物によりどういう速度で形成されているか、透過率、

浸透性がどうであるかといった具合にで
す。新しい考え方も多く登場しています
が、AIやビッグ・データまではまだ十
分使いこなせない段階にいるのが現状で
す。5 ～ 10年後には使いこなしている
かもしれませんが、まだその前の段階に
いるのです。
　先ほどHBPの話をしましたが、契約
上早く掘削しないといけないということ
で四苦八苦してきました。最近ようやく
合理的にパッドを使って5本、10本、
20本の油井を掘ることができる体制に
変わりつつあります。しかし、シリコン
バレーのような最先端のテクノロジーを
駆使するような段階ではありません。

パリアレシ氏：取引をまとめていく上で、
買い手が企業価値を試算する際にさまざ
まな懸念事項があると思います。政治的
なリスクなどとあわせて、どのように懸
念を解消していくのでしょうか。

マルコ氏：まず楽観的、しかし現実的で
達成可能なケースを売り手に代わって提
示して買い手に考えてもらいます。環境、
安全、地元の政治、連邦レベルの政治情
勢、このような情報をきちんと売り手の
立場から説明し、買い手がいたずらにリ
スクにばかりこだわらないようにしてい
ます。買い手によって視点が違ってきま
す。政権交代で立場が180度変わってし
まうような政治リスクはどこにだってあ
ります。リスクを定量化できるものもあ

れば、できないものもありましょう。洗練されたアップ
ストリームビジネスに慣れた買い手であれば対応できま
す。

パリアレシ氏：日本企業の多くはケミカルプラントなど、
エネルギー集約的なところで非常に洗練されたプロセス
を持っていますが、どのように見ていますか。

マルコ氏：アップストリームだけでなく、最終的に原料
にアクセスできることが大事です。しかし、そのような
事例は多くなく、どうしてもアップストリームにフォー
カスするのが一般的です。買い手が更なる価値を見出し

図29

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図28

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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てくれれば、下流のプロセスも得ることができて、それ
がメリットになるという判断であれば販売価格に上乗せ
してくれるかもしれません。また、我々は天然ガスのリ
キッドの構成まで詳細に見ることはしません。これは
ショッキングに思われるかもしれませんが、かなり一般
的なことなのです。

マドハバン氏：企業はインダストリーの視点で統合され
たビジネスの価値を十分に認識していなかったのだと思
います。ビジネスをバリューチェーンで垂直統合すると
どれだけの価値が生まれるか、十分考えていなかったの
です。
　しかし、シェールオイルセクターでの動向を見ていて
分かったのですが、コモディティー価格をベースにして
投資などできないし、そのコモディティー価格の見通し
など誰にも分からないので垂直統合が重要な意味を持つ
のだと気づいたのです。しかし、垂直的に統合された企
業にとっても資本の配分をどうするのかという問題は重
要な課題となります。メジャー企業でも上流と下流で資
本の取り合いをしており、なかなか共同しようという発
想はありません。ExxonMobilとChevronの新しいCEO
は下流出身です。Totalも同様です。下流出身の人がメ
ジャーのトップになっているのは面白いと思います。

古幡部長（JOGMEC）：フロアの皆様からも質問を受け
付けます。ご遠慮なくどうぞ。

質問①：政治的な側面について伺いたいと思います。ス
ティーブンス氏がおっしゃったように、水の問題を最近
ではあまり耳にしなくなりました。これにはどのような
政治的な情勢があるのでしょうか。また、気候変動の問
題にも触れましたが、これは今、大きな問題なのでしょ
うか。

スティーブンス氏：地上の油井の現場では、企業は非常
に高度な戦略を持って地元住民と交流しています。テキ
サス州では大学の敷地内に油井があります。たくさんの
水を輸送するトラックが頻繁に行き交うわけですから、
地元から苦情が出ることもあります。サービス会社大手
は現地のコミュニティーと話をしていろいろな問題に対
応しています。
　例えば、ニューメキシコ州は民主政権で民主党の知事
ですので、水圧破砕を禁止にしようとする法案が出てい
ます。しかし、コロラド州などではシェールに企業が関
心を持っており、州もそこから収入を得ているので、態

度がニューメキシコとは全く異なります。
　また、連邦政府も顔ぶれが変わって、環境に関心のあ
る大統領が誕生すれば、水圧破砕に関して新しい規制が
導入される可能性は十分にあります。しかし、実際には
州レベルが相当程度コントロールしています。
　それから、ほとんどが個人所有の土地で行われている
ということも大きいです。海上でも陸上でも公共の土地
や政府の所有する土地での掘削は減少していますが、個
人所有の土地での生産は増加傾向にあります。これは、
今まで石油生産を行ってきたところ、そうではないとこ
ろの両方においてです。
　石油会社は環境に対しての責任感をますます強めてい
ます。質の低い塩水や淡水を使うより、水のリサイクル
などいろいろな工夫を行っています。水圧破砕後の水は
塩分が強い場合がありますから、これをリサイクルして
また油井に再投入したり、あるいは町の廃水を使ったり
しています。
　2012年にオバマ大統領が2期目の選挙活動中にシェー
ルは私がやったのだと言いました。これは全く正しくあ
りませんが、オバマ大統領がそのように発言したのは非
常に嬉しいことでした。というのは2011年は環境保護派
からいろいろな圧力が加わって、シェール開発ができな
くなってしまうのではないかと思うほどだったからです。
　今でもキーストーンパイプラインは必要ですし、これ
からカナダのオイルサンドの生産を統合しなければなり
ません。2019年にはエネルギー省、連邦エネルギー規
制委員会などのいくつかの決定が行われ、新しいLNG
施設や大規模な施設などに関する決定が下されるのでは
ないかと思っています。ドリフトウッド・プロジェクト
も今後改善されると思いますので、いつ頃これらのプロ
ジェクトの投資決定が行われるのかという面白い議論に
入っています。

質問②：油価についてどのようなお考えか伺いたいです。
油価はシェールビジネスにどのような影響を与えるで
しょうか。2014年にOPECがシェールへ対抗した後、
厳しい年が続きました。しかし、今では大企業やメジャー
がシェールオイルにプレゼンスを高めて参入していま
す。油価があまり乱高下しないように安定的な水準で維
持できるように期待しているのですが、どのようなご意
見をお持ちでしょうか。

パリアレシ氏：米国の石油生産者は最も大きな企業でも
価格に反応するプライステーカーです。これまでの歴史
から、オフショアで巨大な投資がされると生産を開始す
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るまで10 ～ 15年かかります。しかも生産過剰になって
しまうと、価格は下落します。このような状況では、問
題の整理や解消に時間がかかります。
　しかしシェールはショートサイクルです。シェールの
レスポンスタイムが非常に短くなりました。一定のレン
ジのなかでは非常にフレキシブルに動くことができるわ
けです。オンオフの切り替えが短期間でできます。つま
り、2年もすれば全体の絵姿が大きく変わるということ
になります。まさに、それが価格の安定や上流開発事業
の持続性を実現するということになるかもしれません。

マルコ氏：私も同じように考えてきました。OPEC次第
で米国が押したり引いたりする状況がずっと続いてきま
した。OPECは長いサイクルでプロジェクトが動きます
が、米国のシェール開発はショートサイクルのプロジェ
クトです。14くらいのカウボーイのような独立系企業
が自分の利益のために行動しています。資本家として考
え、オーナーとして株主のリターンを最大にしようとし
ています。キャピタリスト的なオバマ氏やクリントン氏
はビジョンを持って産業界を引っ張ってきましたが、
シェールに関していえば、チェサピークが順調に成長し
ていたらもっと早く成長していたでしょう。
　米国におけるシェールの経済活動は最大でも全体の
3％にすぎません。零細なものが群雄割拠しているわけ
ですから、コラボレーションも難しいのです。資本主義
のルールだけが仕切るのです。

マドハバン氏：シェールオイルは量を柔軟に変えること
もできます。60 ～ 65ドルの価格帯で日量100 ～ 150
万バレルも増えました。
　2014年は、シェールオイルやサウジアラビアと関係
なく、イランやベネズエラで政治が動いたということで
不安定なシステムが働いていました。例えば数年前のリ
ビアのように生産量が100万バレルから200万バレル突
然急激に減ったとして、その分をシェールオイルがまか
なえるかというと、そうではありません。政治家が石油
に手を付けなければ価格は安定するでしょう。ツイッ
ターをやらず、石油に関わらないこと、これが指導者に
期待したいことです。

古幡部長（JOGMEC）：ほかに質問はありますか。

質問③：リグカウントと生産性について質問します。掘
削済・未仕上げ坑井（DUC：drilled�but�uncompleted）の
影響で、リグカウントが増えても生産が増加しなかった

り、リグカウントは減っても生産が減らなかったりする
ことがあると思います。
　2017 ～ 18年に生産性は下がっているようですが、
シェールのプレイヤーは生産性が改善していると言って
います。これは計算上のトリックなのでしょうか。

スティーブンス氏：EIAのこの図には問題があると思っ
ています。シェールガス、シェールオイルだけでなく、
EORなど混ぜこぜになってしまっているのです。時間
の経過とともに9割は水平掘削のシェールオイルになる
と思います。
　2014 ～ 16年頃、石油の油価が下落したときにリグ
の数も減少し、生産性が大幅に高まりました。これは、
リグを主にスイートスポットにのみ残したということで
す。生産性が下がったのはもともと利益率の悪い地域を
掘削していたからなのです。
　ですから、生産性の大幅な改善は技術的な問題ではな
く、地質的な問題です。地質的に良いところの掘削が増
えたわけです。そして新たなリグを稼働させる場合にお
いても、最良とはいえずとも比較的地質的に良い場所で
稼働を始めたのが要因だと思います。現在も生産性は低
下しておらず、だいたい横ばいの状況だと思います。予
想としては、今後もゆっくりながらも、バッケンのよう
に増加すると思います。

質問④：現在はパーミアンのオイルリッチなゾーンで生
産していますが、今後ボーンスプリングなどに移ってい
くと、ビジネスはより難しくなるのでしょうか。

スティーブンス氏：スイートスポットのマッピングは、
新しい油井のデータとして理解を深めるためにいつも
やっています。低コストのものは、パーミアンで30年、
40年は持続すると思います。パーミアンではミッドラ
ンドベースンで石油のいいものが発見されましたし、多
くの会社が探査評価プログラムなどをやっています。
ボーンスプリングは資源報告のなかに入っていません
し、埋蔵量のなかにもまだ入っていません。ですから、
まだまだ楽観的に見通せると思います。

古幡部長（JOGMEC）：ちょうど時間になりましたので
誠に恐縮ですがここで質疑を打ち切らせていただきま
す。本日は短い時間ではありましたがインタラクティブ
なセッションの試みもさせていただきました。皆様のご
意見をいただきながら次回の企画を考えていきたいと思
います。講演者の方々に改めて感謝を申し上げます。
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講演者紹介

Mr. Scott H. Stevens（スコット・スティーブンス氏）
Upstream�Energy�Advisors,�LLC代表。1984年から米石油会社やコンサルティング会社で地質構造評価を手掛けてきた地質技術専門
家。米国のみならず中国やアルゼンチンなどにおいて、独立系上流開発企業・メジャー系石油会社・国営石油会社などのシェール資
産取得に際しての資源量の技術的・経済的評価を手掛けてきた。

Mr. William A. Marko（ビル・マルコ氏）
Managing�Director,�Jefferies�LLC。旧Mobil社のエンジニアなど米国の石油産業で経験を積んだのち、投資銀行Randall�&�Deweyお
よびJefferies�LLCで数多くの石油・天然ガス企業や事業資産の買収に際しての資金調達や戦略策定などをさまざまの形で支援してき
た。

Mr. Rajeev Madhavan（ラジーブ・マドハバン氏）
Managing�Director,�Lambert�Energy�Advisory�Ltd。Lambert�Energy�Advisoryは英国のエネルギー業界専門M&A・企業戦略アド
バイザリー/コンサルタント会社。長年にわたりメジャー系石油会社・独立系上流開発企業・サービス会社・国営石油会社など幅広
い顧客のアジア・中東・アフリカなどにおける上流開発プロジェクト・企業買収の支援に携わってきた。

Mr. Lucian Pugliaresi（ルシアン・パリアレシ氏）
Energy�Policy�Research�Foundation,�Inc.代表。レーガン政権下のホワイトハウスで国家安全保障委員会で国際問題を担当。旧ソビエ
ト連邦や中東に対する米国の事情にも精通し、議会、政府関係者、エネルギー関連企業首脳などの幅広い人脈を有している。

Global Disclaimer（免責事項）
本稿は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）調査部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
本稿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、本稿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、機構は本稿に依拠し
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、本稿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。

<注・解説>
＊1：�金融機関の融資よりも劣後し、株式よりも優先するミドルリスク・ミドルリターンを狙ったファンドのこと。
＊2：操業費と資本費の両方を回収できる価格
＊3：現在は日量約410万バレル
＊4：ジョイントベンチャーの一種。個別の掘削事業を遂行するためのジョイントベンチャー


