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INPEX Eagle Fordの現場訪問
と最近のシェールオイル・ガス開発
情勢

はじめに

　2019年11月23日（土曜日）、国際
石油開発帝石（INPEX）のご配慮によ
り、JOGMEC細野理事長、石油・天
然ガス開発推進本部 横井理事（当時）、
他とともに、米テキサス州イーグル
フォード地域でのシェールオイル・ガ
スの開発現場を訪問する機会を頂い
た。筆者にとって、シェールオイル・
ガス開発現場への訪問は初めてのこと
であり、非常に参考になったが、多く
の本誌読者にも気楽に追体験して頂け
るかと考え、今回、エッセーの形で紹
介させて頂くこととした。今回の現場
訪問等にご協力を頂いた国際石油開発
帝石各位に深く御礼申し上げます。

1.  シェールオイル・ガス
生産現場の初探訪

　翌週にサンクスギビング休暇を控え
たヒューストンの朝は思いのほか肌寒
いものだった。成田から米テキサス州
ヒューストンのジョージ・ブッシュ・
インターコンチネンタル国際空港に2
日前に到着した際は、蒸し暑さすら感
じていたため、ことさら肌寒く感じた
のかもしれない。アメリカ南部でも、
北風が吹くと、このように寒くなるら
しい。ただ、足早に深まる日本の秋に
比べると、日中のテキサスの日差しは
強く、車中ではしばしば暑さすら感じ
た。
　さて前日にヒューストンでの要務を
無事に終えた我々は11月23日の現場

現場訪問当日、時差ボケにも助けられ
て早朝起床、サンアントニオを目指し
てタクシーでホテルを出発、ジョージ・
ブッシュ空港へ向かった。ところが、
いきなりハイウェイが事故で封鎖の緊
急事態！　側道に迂回したら渋滞に巻
き込まれ、南米から到着・合流予定の
細野理事長との集合時刻に間に合わな
いのでは！？と、冷や汗をかかされたが、
何とか渋滞を抜け、空港に到着。
　細野理事長他とも合流し、サンアン
トニオ行きのユナイテッド・エキスプ
レスUA3606便に搭乗、定刻7時30
分出発、予定通り8時38分にサンア
ントニオに無事到着した。
　サンアントニオ空港の到着ロビーで
ホテル行きのシャトルバスを待つ間、
空港の壁にディスプレイされた年表を

JOGMEC調査部
LNG情報チームリーダー 古幡　哲也

出所：JOGMEC

写1 UA3606便

出所：JOGMEC

写2 まもなく到着、サンアントニオ
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見ていたら、サンアントニオは米軍の
航空部隊（第二次世界大戦前は陸軍航
空隊）の搭乗員を養成する基地があっ
たようである。いまでも複数の基地が
あり、「Military City」と呼ばれること
もあるようだ。この地で鍛えられた搭
乗員が戦闘機や爆撃機で日本を襲って
いたと考えると、なんだか複雑な気分
だった。サンアントニオを発つ際には

「小さなお子様をお連れのお客様」と同
じタイミングで「軍関係者」も優先搭乗
できるとアナウンスがあり、軍人が尊
重されている町であると実感。また、
サンアントニオ空港の到着ロビーには

「米国慰問協会」（The United Service 
Organizations、通称「USO」）のオフィ
スまたはラウンジの扉もみつけた。米
軍人に対して慰問やさまざまなサービ
スを提供している組織だ＊1。
　さて、シャトルバスでホテルに到着
後、12：00 か ら INPEX Eagle Ford
の眞鍋社長他にホテル近隣のビルの会
議室でお会いして、現場訪問前の事前
レクチャーを受けた。同社はすでに原
油・ガスを生産中で、幸い、生産鉱区
の近傍に原油やガスを引き渡して販売
できるポイントがあるとのことであ
る。INPEXはそのビルに新たにサン

アントニオのオフィスを構えるとのこ
とで、現場の皆さんの意気込みが伝
わってきた。
　レクチャー終了後、一行は早速ミニ
バンに乗車、最初の現場、Concord 
North鉱区の掘削現場に向かった。サ
ンアントニオからは、約1.5時間の移
動時間だったが、しばらくすると周囲
はなだらかな丘陵のうねりが続くよう
になり、路傍にサッカーロッドポンプ
やフレアリングのサイトが見られるよ
うになってきた（写4）。
　「これらは在来型の油・ガス田なの
ですか」と眞鍋社長にお尋ねしたとこ
ろ、これらは在来型ではなくすべて
シェールオイル・ガスの生産サイトと
のことであった。1坑井当たりの生産
量が200b/d程度までに落ち込むと、
サッカーロッドポンプを導入し経済性
がある限り生産を継続するとのことで
あった。
　筆者は、シェール対象の坑井とサッ
カーロッドポンプのイメージが全くつ
ながっていなかったのだが、在来型よ
りも急速に坑井からの生産量が減少す
る非在来型のシェール対象坑井であっ
ても、最後にはサッカーロッドポンプ
の世話になることは新たに学んだこと
の一つとなった。
　これらの他社生産サイトを左右に確
認 し な が ら、 我 々 一 行 は 無 事 に
Concord North鉱区の掘削現場に到着
した。遠くからリグが見えて、これは
誰が保有する鉱区かとお聞きしたら、
そこがまさにINPEXの鉱区であった。
この鉱区の掘削現場にはINPEXの社
員として米国人のスタッフ3名が常駐
していた。ただ、この3名だけでなく、
今回我々のご案内を頂いた眞鍋社長や
他のINPEXのスタッフは、掘削コン
トラクター（Patterson-UTI）作業員と
の間で円滑にコミュニケーションを
取っておられ、さすがオペレーターで
あると感じられた。なお、INPEXが
資産を購入したのちは、相手先企業

出所：JOGMEC

写3 INPEX眞鍋社長による事前ブリーフィング

出所：INPEX HPより鉱区位置図

図1 INPEX Eagle Ford鉱区図
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GulfTex Energyからのオペレーショ
ン業務引継ぎに関し、有期で業務支援
を受ける予定とのことであった。
　Concord North鉱区の第一印象は、
シェール開発に不可欠な水平坑井を掘
削するフェーズの現場であるが、この後
に訪問するフラッキングの現場と比較
すると、外観上もまた実際の作業もコ
ンベンショナルな石油・ガスの掘削現
場とそれほど変わらないものであった。

　さて、現地到着後、作業着や安全靴
へ の 履 き 替 え を 済 ま せ て か ら、
Patterson-UTIによるSafety Induction
が行われた。ビデオ視聴の後、いくつ
かの口頭注意事項があったが、リグの
階段もきちんと手すりを持って昇降す
るよう指示もあり、久しぶりに訪問す
る掘削現場の緊張感を肌で感じた。隣
の鉱区には水圧破砕用の水を供給する
ための人工池もあるとのことで、水圧
破砕の段階に入ったらそこから水を調
達することになるとのことである。
　筆者は前職で、JOGMEC柏崎テス
トフィールド所長を兼務していたが、
そこには内外の技術者研修に用いられ
ていた掘削シミュレーターがあった

（写6）。
　今回のリグにも柏崎のシミュレー
ターと非常によく似たオペレーター席
が実際に設けられていた。目の前の、
実際のドリルフロアをガラス越しに見
ながら操作していたがシミュレーター
による研修が非常に有効であることを
改めて認識することができた。
　なお、米国では掘削作業は鉱区保有
期間とも密接に関係している。米国の
リース契約では、一定期間の間に掘削・
生産等の作業を行わないと、鉱区権益
が維持できなくなることになっており、
これを一般に「Held by production」と
呼んでいる。多数の鉱区を保有してい
る場合、どのような順番で、あるいは

出所：JOGMEC

写4 Concord North鉱区に向かう車中から見たシェール生産現場

出所：JOGMEC

写6 JOGMEC柏崎テストフィールドの掘削シミュレーター

写5 Concord North鉱区の
採掘リグ・ドリルフロア

出所：JOGMEC
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どれくらいの作業量をかけて作業を行
うかを検討して、「Held by production」
の効力を維持するための計画を立てる
とのことである。複数のサイトで掘削
とフラッキングを同時並行で進めなけ
ればならない場合もある。
 ちなみにこのサイトでは、水平に
6,500フィート、2つの坑井を掘削す
るとのことであったが、執筆時点では
すでにフラッキングの作業に入ってお
られるだろうか。事故もなく予定通り
に作業が進捗することを心からお祈り
したい。
 その後、一行はConcord North鉱区
に別れを告げ、 20kmほど離れたフ
ラッキングの現場、Wiatrek鉱区への
移動を開始した。途中、往路と同じよ
うに、多くのサイトを目にすることに
なったが、後日、このエリアの衛星写

真を見たら、実際には生産サイトがほ
ぼ等間隔で散らばっていることが分
かって驚いた。車での移動時には多く
の生産サイトを通過したのも当然で
あった。
　少々話がそれるが、この移動途中に
周囲の緩やかにうねった地勢を見てい
て思い出したのが、10年前に訪問し
たウズベキスタン南部の産ガス地域で
あった。日本ではあまりお目にかかれ
ない「緩やかな丘陵地帯」のような地勢
が石油・ガス産出地域とも関係するか、
JOGMECの地質技術者に質問してみ
たら、一定の関係はあるとのことであ
り、堆積盆地の地表面はなだらかな丘
陵地帯となることも多いそうだ。
　ウズベキスタンでのほろ苦い経験

（Japan-GTL導入スタディを検討する
も経済性伴わず断念）にも思いを馳せ

つつ、我々一行を乗せた車はフラッキ
ング（水圧破砕）現場であるWiatrek鉱
区へ到着した。
　Wiatrek鉱区でまず気が付いたの
が、さまざまな機器、パイプ、ポンプ
などの多くが赤く彩られていること
だった。初めはあまり気にも留めてい
なかったのだが、いい機会なので現地
の作業員に聞いたら、「単に（コントラ
クターとして）ハリバートンを使って
いるから、そのハリバートンの会社の
色だよ。もしもシュルンベルジェを使
うと、みんな青くなっちゃうから」と
大笑いされてしまった。何たる想像力
の不足でしょうか！
　さて、すでに掘削済みの8坑の水平
坑井の長さは3,100フィート、このう
ち、5坑がフラック作業実施済みとの
こと。残念ながら我々の訪問時は、フ

出所：2019年11月筆者撮影

写7 Concord North鉱区へ向かう周辺の地勢

出所：2010年ウズベキスタン南部にて筆者撮影

写8 ウズベキスタン南部ガス田地帯の地勢
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ラッキング作業は行われておらず、残
り3本の水平坑井のうち、1本にクレー
ンでワイヤーラインを降下させて水平
坑井に対するパーフォレーション（穿
孔作業）が行われているところだった。
ハリバートンの作業員が、作業車内で
PCを見ながら的確なタイミングで、
ワイヤーラインの先の装置「Gun」によ
るパーフォレーションを行っている作
業を見ることができた。うまく作業が
進んだと説明されて、安心した。ちな
みに1編成当たり12区画を穿孔でき
る「Gun」が装着されているとのこと。
火薬爆発により生ずる圧力が、ケーシ
ングに穿孔をする仕組みである。ちな
みに地下での火薬の破裂音は地上では
一切聞こえない。
　生産する坑井を数十の部分（ステー
ジ）に分け、穿孔作業後にそれぞれ別

個に数十回の仕上げ（フラッキング）を
実施するとのことである。1ステージ
の作業時間はおよそ3.5時間で、1坑
井のフラッキングを行うために約3日
間を要するとのことである。超高圧で
水やプロパントを圧入するため、ポン
プ車20台を使用する。
　また話がそれるが、Wiatrek鉱区で
は、360ｔの荷重に耐えられる大型ク
レーンが作業していた。小生が前職で
所長を兼務していた「JOGMEC柏崎テ
ストフィールド」では2016年に訓練
用のリグを解体したが、その際に使っ
たクレーンは240ｔ荷重の仕様で、し
かも新潟県に1台しかないとのことで
実際に非常に大きなものだったが、そ
れよりも大きなクレーンがテキサスに
はゴロゴロしているということだろう
か。さすがに石油・ガス開発の本場で

出所：JOGMEC

写9 真っ赤なポンプ車20台が並ぶ。壮観！

出所：JOGMEC

写10 使用前「プラグ」

出所：JOGMEC

写11 使用後の穿孔ツール

出所：JOGMEC

写13 粒子が細かいプロパント

出所：JOGMEC

写12 粒子が粗めのプロパント
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ある。
　Wiatrek鉱区ではGulfTex操業時か
らの現場監督が一切を取り仕切ってい
た。もう15年、シェールの現場での
経験があるとのことで、非常に頼もし
かった。
　写12、写13は、Wiatrek鉱区で実
際に使用されているプロパントである。
　左のプロパントの粒子は粗く、右は
細かい粒子であった。このように小さ
な粒子が、地下でフラッキングにより
作られた割れ目を支えているのは驚き
であった。ちなみに、プロパントは最
近テキサス州でも生産されると聞いた
ので尋ねてみたら、これはテキサス産
ではないとのこと。プロパントはケミ
カルブレンダーで水や化学品と混合さ
れ、圧力をかけて地中に送り込まれて
いく。
　1ステージの穿孔作業が終わったら、
すぐにもフラッキングの作業に移ると
のことである。早ければ10分から20
分後には、フラッキングの作業に入る
こともあるという。Wiatrek鉱区では
2km離れた池からフラッキングに必
要な水を購入していた。
　Wiatrek鉱区ではまだ開発作業が続
いていたが、すでに生産を開始した鉱
区もあるとのこと。我々が訪問した現
場では、ワイヤーラインを用いたパー
フォレーションだけが行われていたわ
けだが、作業効率を高めるために、同
じパッド内の複数坑井に対してパー
フォレーションとフラッキングの作業
を並行して行うケースもあるとのこと
である。確かに一つのパッドからは複
数の坑井が掘削されているし、パー
フォレーションの作業とフラッキング
の作業は別系列であり、（現場監督の
責任が大きくはなるだろうが）並行し
て作業ができればより効率的に作業を
行うことができるであろう。
　最近、シェール層からの油・ガス開
発に関して、「良質な地質の鉱区の開
発が優先されて鉱区の質が下がってい

出所：JOGMEC

写14 購入した水をフラック現場に運ぶパイプ

出所：JOGMEC

写15 ハリバートンのトレーラーによって
続々と送られてくる大量のプロパント

出所：JOGMEC

写16 プロパントと水などを混合するブレンダー
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る」、「シェール開発の技術がかなり成
熟化したために大きなコスト削減や操
業効率改善は望めない」との声がコン
サルタント等の専門家からも聞かれる
ようになってきている。このような意
見についてINPEX眞鍋社長に質問を
してみたところ、周辺鉱区で適用され
て生産量を向上させた技術を実際に試
してみたいとの由。ぜひうまくいって
ほしいところだが、併せて、そのよう
な、地道な改善が生産性・経済性の向
上につながっていると実感した。イー
グルフォード地域はパーミアン地域よ
りも早く開発が進み、成熟化している
エリアである。生産量を維持増加させ、
コストを削減することが、事業の経済
性に大きく影響することがよく分かっ
た。
　また、現場での操業の柔軟性につい
て、現場監督は「必要な機材があった
ら、3日前に電話しておけば、届けて
くれる」とのことであった。1年間の
調達の計画を立てる通常の石油・ガス
上流権益とはだいぶ異なる仕事の仕組
みである。仮に大きな変更であっても、
本社の承認など取っている暇はなさそ
うだ。意思決定を相当程度、現場にゆ
だねる必要があるのだろう。
　その関係でもっと正確に理解できた
ことは、従来型の探鉱・開発プロジェ
クト以上にシェールオイル・ガス開発
の「ノンオペ」パートナーは「やること
がない」（＝「得るものがない」）ことで
ある。従来型の探鉱開発であれば、「ノ
ンオペ」参加者にも共同操業協定に基
づいた権利・義務がある。技術面やコ
マーシャルの会議に参加して意見を述
べるし、電話会議も頻繁に行われる。
しかし、シェールオイル・ガス開発の
世界では、そんなこともしない。現場
でどんどん物事が進んでいくことにな
る。INPEXを含め、他の日本企業で
もオペレーターを志向して参入してい
る企業が多いが、その背景が理解でき
た。

　我々一行は、一通りの現場訪問を終
え、夕刻、眞鍋社長ほかINPEXスタッ
フやGulfTexからの支援要員と別れ
て、大変有意義だったWiatrek鉱区の
現場を後にした。
　さて、翌日、我々はロサンゼルス経
由で帰国したのだが、サンアントニオ
からロサンゼルスまでのフライトがテ
キサス州やニューメキシコ州のシェー
ルオイル生産地域のちょうど真上を通
過した。筆者は窓際席だったため、何
枚か写真を撮ったので紹介したい。
　まず写17は、風力発電の風車が林
立している地点と思われる。実はテキ

サス州は石油・天然ガスの生産だけで
なく、図2のグラフでわかるとおり、
全米で最大の風力発電量（25%）を誇っ
ている。
　テキサス州の人口密度は1平方マイ
ル当たり約110人、これに対して日本
は1平方マイル当たり約900人前後と
およそ8倍だ。テキサスには再生可能
エネルギーに取り組む土地が豊富にあ
りそうだが、石油・天然ガスだけじゃ
なくて風力資源にまで恵まれていると
は、なんと羨ましいことか！　なお写
17をよく見ると、風車のその周囲に、
石油ガス生産を行っているサイトらし

出所：JOGMEC

写17 風力発電サイトと思われるエリア

出所：米エネルギー省EIA　https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39772#

図2 米国における風力発電量
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き地点も見られる。シェールオイル・
ガス開発と風力発電が同じ場所ででき
るなら、石油・天然ガスの探鉱・開発
現場での二酸化炭素の発生を大幅に減
ずることができるかもしれない。調べ
てみたら、パーミアンの石油・ガス生
産地であるMidlandでは、風力と太陽
光発電合計で3,100MWの電力を発電、
こ の う ち 風 力 だ け で も 11 カ 所
1,000MWの 発 電 量 が あ り、 今 後
3,400MWまで拡張する計画＊2 とのこ

とである。
　写18では、地形に合わせてシェー
ルオイル・ガス開発が行われている様
子がよく分かる。
　写19は別のロケーションだが、少
し拡大した写真だ。生産パッド相互の
位置関係がよく分かる。
　訪問の最後に実際のシェールオイ
ル・ガスの生産現場を上空から一望す
ることができ、大変満足な出張の締め
くくりとなった。改めて、JOGMEC

一行の現場訪問にご尽力いただいた
INPEX関係者並びに関係各位の皆様
に心からの感謝を申し上げたい。イー
グルフォードでの事業が順調に進み、
今後、INPEXの重要な拠点となるこ
とを祈念したい。

2.  最近の米国シェールオ
イル生産・開発を巡る
動向

（1） 油価急落により本稿を修正

　本稿については、 2020年3月末の 
「石油・天然ガスレビュー」配信に向け、
プロによる一次校正なども進めていた
のだが、3月6日、ウィーンで開かれ
たOPEC産油国と非OPEC産油国の大
臣級会合（いわゆる「OPECプラス」）に
おいて、OPECが提案する150万b/d
の 追 加 減 産（OPEC100 万 b/d、 非
OPEC50万b/d）をロシアが拒否して
決裂した。この結果、現行のOPEC＋
の減産措置は3月31日の期限をもっ
て終了することとなり、OPECを含め
た産油国は自由に増産することが可能
になった。加えて、サウジアラムコは

（本稿加筆時点で）4月から1,230万b/
dの供給が可能であると発表した。実
際にサウジアラムコが大幅に値引きを
して原油の販売を始めたことも報じら
れている。かくして、4月以降、原油
供給が急増することがほぼ確定してし
まった。
　この時期は、新型コロナウイルスに
よる肺炎の影響が世界中に広がって、
石油需要の大きな減少が懸念された時
期と重なり、図3の様に原油価格が急
落してしまった（詳しくはJOGMEC石
油天然ガス開発推進本部 野神審議役
の記事・資料をご参照ください）。

出所：JOGMEC

写18 パーミアンにおけるシェールオイル・ガスの開発地域と見られるエリア

出所：JOGMEC

写19 シェールオイル・ガス開発を行うパッドの位置関係
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https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_
reports/1008604/1008711.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/_res/
p r o j e c t s / d e f a u l t _ p r o j e c t / _
page_/001/008/714/20200318_
Research1.pdf
　海外の情報誌等では、今回の油価急
落を「Perfect Storm」あるいは「Price 
Collapse」と呼んだりしているが、本
稿後半部分も抜本的に内容を差し替え
ざるを得なくなった。まだプリマチュ
アな面もあるが、新たな環境下におけ
る米国のシェールオイル開発やそれに
携わる企業の行方を簡単に考察してみ
たい。

（2） 油価下落の影響の直撃はヘッジに

より回避

　足元（3月25日現在）で原油価格は
20 ～ 25ドル/bbl以下の価格で推移し

ているが、米国でシェールオイル開発
に携わる企業の多くが、自社の2020
年末までの生産量の50 ～ 60%程度に
ついて、ヘッジを手当していると報じ
られている。また、その価格帯は50
ドル/bblとも60ドル/bblとも言われ
る。具体的にはRystad Energyが取り
まとめた図4をご覧いただきたい。こ
の分析でも、全生産量の48％にヘッ
ジがかけられていること、その価格が
50 ～ 60ドル/bblであることが良くわ
かる。
　つまり、米国でシェールオイル開発
に携わる企業の大半にとっては、必ず
しも油価に比例して急激にキャッシュ
フローが細るわけではない。既存の生
産資産から一定のキャッシュフローを
維持することが可能であり、その間に
低油価耐性をさらに高めるための様々
な方策を講ずる時間的猶予があると考

えてよさそうだ。ただし、その猶予期
間はヘッジの効果が途切れる2020年
末までしかない。
　一方、ポリシーとして全くヘッジを
か け な い Continental Resourcesや
Hess、Apacheといった企業もある。
これらの企業はすでにキャッシュフ
ローが急速に細り始めているはずであ
り、ヘッジを行っている企業と比較し
て迅速な対応が求められることとなろ
う。

（3） 一難去ってまた一難、投資額の削減

に走る米シェールオイル開発企業

　米国でシェールオイル開発に携わる
企業は、2017年以前は「大きな借入を
行って投資を行い、できるだけ増産す
る」というビヘイビアを取ってきたの
だが、2018年頃からはこれらの企業
への投資家が「いつまでカネを湯水の

※2020年3月18日日本時間午前9時前にはWTIで1バレル当たり26.20ドルまで下落
出所：JOGMEC

図3 原油価格（2019年12月～2020年3月）
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ように使うのか？」あるいは「生産量は
増やさなくていいから、キャッシュフ
ローや配当を増やせ」と要求するよう
になってきた。その結果、企業の借り
入れは抑制的になり、同時に投資は効

率的なものとなり、例えば、より長い
水平坑井区間を持つような開発方式が
進むようにもなった。
　図5をご覧いただきたい。2018年
以降、水平坑井掘削リグの稼働数が頭

打ちの状態になっているにもかかわら
ず、原油生産量はほぼコンスタントに
上がり続けている。これが開発技術の
向上による効率的な投資の証である。
その結果、ようやく2019年には、キャッ
シュフローがポジティブになって、バ
ランスシートが改善してくる企業がち
らほら出てきていたところであった。
　しかし、そんな中にまた一難、今回
の大幅な油価大暴落に直面することに
なってしまったわけである。前述の通
り、50 ％程度の生産量にヘッジが掛
かっているとはいえ、残りの50％の
生産量は以前の半分程度のキャッシュ
フローしか生まないことから（これは
シェールオイル開発に携わる中小の企
業に限らず、メジャーズも同様だが）、
投資家からは「バランスシートの健全
性の維持」に注力することが一層強く
求められている。英コンサルタントの
Lambert Energy社も油価暴落直後の
3月10日には早くも「バランスシート
の健全性を維持するために、石油会社
は投資額の削減でもコストの削減で
も、資産の売却でも、何でもするだろ

出所：Rystad Energy reserch and analysis

図4 米国におけるシェールオイル生産企業ごとのヘッジ状況

※水平坑井には傾斜井を含む
出所：Baker Hughesデータ他をもとに作成

図5 米国の油田開発向け水平坑井掘削装置稼働数と原油価格・原油生産量の推移
（2011～2020年）
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う」と予想していた。その予想通り、3
月中旬までに米国のシェールオイル開
発に携わる多くの企業が2020年の設
備投資額（CAPEX）を20% ～ 30%程
度の幅で削減することを相次いで発表
した。その際、2020年に予定してい
た予定されていた増産が実現できな
い、あるいは生産量が減少する可能性
にも言及する企業もあった。
　現時点までの情報を総合すると、米
国のシェールオイル開発に携わる企業
に限らず、世界中の多くの石油開発企
業が、「バランスシートの健全性の維
持」、「キャッシュフロー・ニュートラ
ル」を目指して、2020年のCAPEX額
の引き下げやコスト削減に向けて計画
の見直しに奔走しているものとみられ
る。

（4） 「3月6日」よりも前に増産ペー

スが下落してきていた米国の

シェールオイル生産量

　図5に示したグラフからは読み取り
にくいが、2019年の半ばごろから、
主なシェールオイル生産地域からの月
次生産量は、図6のグラフに示すとお
り、昨年11月頃からやや頭打ちの状
況になってきていたところであった。
　その原因として、しばしば下記のよ

うな点が挙げられている。
① 2019 年全般にわたって、油価が

$50 ～ 60/bblで（比較的）低位で安
定してしまったこと。

② （前述の通り）投資効率の高い資産や
回収率の高い開発技術が用いられて
投資効率は高まったが、CAPEX減
少に伴う生産減退を補うまでには
至っていないこと。

③ 他 よ り も 埋 蔵 量 規 模 が 大 き い
Permian盆地ではまだ増産が続いて
いるが、開発が始まって長期間が経
過している他のエリアでは、「Tier 
1」と呼ばれるような地質的に有望な
地域が徐々に減少していること。

④ シェールオイル・シェールガスの生
産が始まって以来、技術の改善が石
油会社だけでなくサービス会社も含
め て 業 界 全 体 で 進 ん で き た が、
シェール開発技術そのものが成熟し
てしまい、技術の改善の余地が徐々
に狭められてきていること。

⑤ コスト削減については、シェールオ
イル生産企業からの要請を受けて、
サービス会社もこれまでコスト削減
に努めてきたが、すでに可能なコス
ト削減は進んでしまっていて、すで
に「絞り切った雑巾」のようになって
いて、コスト削減の余地が少ないこ

と。
　筆者は、これまでに何人かの専門家
から「2020年代の半ばに米国のシェー
ルオイル生産量はピークを迎え、その
後、生産プラトー期間が続くだろう」
と聞かされていた。そのため、米国の
シェールオイル生産量の動きに注目し
てきたが、もしもこれがその「ピーク」
の始まりだとすると、それらの予測よ
りも5年も早く「ピーク」が到来したこ
とになる。これは本当に「ピーク」と呼
んでよいものなのだろうか。

（5） 投資額の削減が米生産量に与える

影響

　もしも2020年末以降までサウジア
ラビアとロシアの対立が続き、油価が
$20 ～ 30/bblを推移するようであれ
ば、油価ヘッジの効果も尽きてしまい、
米国のシェールオイル生産は急速に生
産量が低下することになるだろう。
　Rystad Energy社によれば、図7の
通り、油価前提毎の米国のシェールオ
イルの生産量見込みは大きく変化する

（ここではヘッジの効果は加味されて
いない）。油価 $50/bblの場合には、
2020年から2021年にかけて生産量
は回復し、緩やかに増産を続ける予測
だが、油価$20/bblが継続した場合に
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出所：EIA掘削生産性レポート3月16日より

図6 2019年から2020年にかけての地域別シェールオイル生産量
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は、新規坑井からの増産は極めて少な
くなり、2021年にかけて急速にシェー
ルオイル生産量が減少すると見てい
る。
 このように、油価によって大きく生
産量の見通しが変化する理由は、米国
のシェールオイル開発の経済性、特に
原油販売収入と支出（操業費、OPEX）
が均衡する「ブレークイーブン価格」に
あると考えられる。
 米 国 の ダ ラ ス 連 邦 準 備 銀 行 は

（Federal Reserve Bank of Dallas）は
その担当区域（テキサス州、ルイジア
ナ州北部、ニューメキシコ州南部、図
8）にある石油会社へのアンケート調
査を行いながら、テキサス州や全米の
エネルギー事情についての情報を公表
しているが、そこにはブレークイーブ
ンに関するアンケート調査が含まれて
おり、大変興味深いのでご紹介したい。
　まず一つ目のグラフ（図9）は、「2020
年に貴社が資本投資（CAPEX）を回収
出来るだけのキャッシュフローを得る
ために必要な油価（WTI）は何ドルか」
という問いに対する石油会社からのア
ンケートをまとめたものである（2019
年12月に調査）。
　これによると、$34/bbl以下ではほ
とんどの会社はCAPEXが回収できな
くなる。逆に$50 ～ 60/bblのレンジ
に戻れば、キャッシュフローが増えて
CAPEXまで回収できることになり、
例えばこれを再投資に回す余地も生ま
れてくるわけだ。
　次は、同じダラス連銀が石油会社に
対して「貴社が最もアクティブな2つ
のエリアで、油価何ドル（WTI）であ
れば既存のシェールオイル生産井の操
業費が回収できるか＊3」と、アンケー
ト調査対象企業の操業費のブレーク
イーブン価格を問うた結果である。

出所：ダラス連銀

図8 ダラス連邦準備銀行の担当区域

出所：ダラス連銀

図9 投資コスト回収に必要な原油価格（WTI）を問うた
アンケート結果まとめ（2019年12月）

出所：Rystad Energy reserch and analysis

図7 油価ごとの追加原油生産量見通し
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　図10の3年の推移を比較してみる
と、操業費回収のためのブレークイー
ブンは、全体的に下落傾向にあるよう
に思われる。具体的にみていくと、

PermianのDelaware地域では、直近
2020年の調査で平均$26/bblとなり、
$9/bblも下落した。同じくPermianの
Midlandでも$1/bblだけだが下落して

いる。また、Bakkenでは2年前と比
較 し て 実 に $10/bblも 下 落、Eagle 
Fordでも前年比で$5/bblと大きく下
落している。
　シェールオイル開発に携わる企業の
低油価への耐性はますます高まってい
るが、逆に足元の$20 ～ 25/bblの油
価では、多くの生産井で操業費も賄う
ことが難しい状況になっているものと
思われる。もしも油価が長期にわたっ
て（2021年に入っても）$20 ～ 25/bbl
を割り込むようだと、ヘッジの効果も
なくなり、米国のシェールオイル生産
量は急速に下落する可能性が高いとい
うRystad Energyの見通しは妥当なよ
うに思われる。
　ただ、2014年から15年にかけて油
価が下落した際の生産量の下げ幅を見
てほしい（図5を改めてご覧下さい）。
2014年から2015年にかけて、油価
は大きく下落し、稼働リグ数は大幅に
減少したのだが、生産量を見てみると
それほど大きくは減っていない。これ
は、油価が$30/bblを割った時期が限
られていたことや操業費が安価な
シェールオイル生産井からの生産が続
いたことに加え、生産開始から3 ～ 4
年を経過して極めて小さい生産量に
至った坑井（例えば、写真4のような
ストリッパーウェルからの生産）は実
はかなり長期にわたって低いコストで
生産量が維持できるため、これら多く
の小規模生産井の貢献もあるとも言わ
れている。これらの小規模生産井の数
は2014 ～ 15年の頃よりも、今はもっ
と積みあがっているはずであり、生産
量を下支えする可能性もある。
　一方で、もしも油価が30 ～ 40ドル
程度に回復すると、図10の各エリア
におけるブレークイーブン価格の平均
を上回ることから（CAPEXを抑制す
れば）、キャッシュニュートラルを維
持することができるようなシェールオ
イル生産井が増えてくる。米国の
シェールオイル開発に携わる企業の反

（2019年3月）

出所：ダラス連銀

（2020年3月）

（2018年3月）

図10 既存のシェールオイル生産井の操業費を回収するために必要な
原油価格の平均値（WTI）
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6年ぶりに調査部に戻り、米国駐在（ワシントン）や商社出向の経験を活かしつつ、石油・天然ガス開発の動向に
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応は、現場訪問でも垣間見られたよう
に非常に速い。油価が回復するようで
あれば、多少のタイムラグは生じると
しても、比較的早期に投資や生産量が
回復する可能性は高いと見ている。
　また、今後、米国でシェールオイル
開発に携わる企業の一部が経営破綻に
見舞われ、買収されたり統合されたり
するかもしれないが、それは必ずしも、
シェールオイルの生産ポテンシャルが
失われたことにはならない。将来的に
はメジャー企業によって安く買収され
るなどの可能性もあるだろう。米国の
シェールオイルに携わる企業によるコ
スト削減や技術革新の取り組みも一層

拍車が掛かるはずである。
　全体的に考えればシェールオイルの
生産量もまだピークを迎えたわけでは
ないだろう。油価が回復すれば、シェー
ルオイルの生産量はまた上昇基調を迎
える可能性が高いと考えている。そし
て、その時は、今よりももっと強力な
財務力や技術力を背景に、力強く回復
していく可能性を指摘しておきたい。
それは油価次第であり、現在足元の
$20 ～ 25/bblのような油価が相当な
長期にわたって続くようであれば、生
産量は低空飛行を続け、米国における
シェールオイル開発を取り巻く環境が
構造的に変化し、全く異なる事業環境

に至る可能性もあることを心に留めて
おきたい。
　米国のシェールオイル開発の動向に
ついては、石油開発に携わるわが国企
業の関係者を始め、多くの読者が注目
していることと考える。今後、このま
ま米国のシェールオイル生産は比較的
早いタイミングでピークを迎えるの
か、油価下落の苦境を乗り越えて
シェールオイル生産が2016年以降の
ように力強く回復するのか、しっかり
と見極めて、改めて読者の皆様にご報
告をしてまいりたいと考えております。
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