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　2019年の石油・天然ガス上流開発業界におけるM&A取引は、2018年に続いて総じて低調であった。
しかしながら、2015年のRoyal Dutch Shell（以下、「Shell」）によるBG Group（以下、「BG」）買収以来、
最大規模の上流開発企業同士のM&AとなったOccidental Petroleum（以下、「Occidental」）による
Anadarko Petroleum（以下、「Anadarko」）買収は、注目に値する取引である。また、今後のM&A動向
を展望するに当たっては、OPECプラスの協調減産協議決裂や新型コロナウイルスの感染拡大影響によ
る石油需要減少によって引き起こされた2020年3月以降の油価急落が、上流開発企業のM&A戦略に
与える影響に注意する必要がある。
　本稿では、まず近時の上流開発業界のM&A動向について概観した上で、①Occidentalによる
Anadarko買収、②ShellによるBG買収の2つの大型M&Aの事例研究から、上流開発事業に関わる日
本企業の戦略に対するインプリケーションを考察する。
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上流開発企業のM&A動向
～2019年の振り返りと足下の油価下落を踏まえた今後の見通し～
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1. 近時の上流開発業界のM&A動向概観

（1）2019年のM&A動向の振り返り

　2019 年の世界の石油・天然ガス上流開発関連の
M&A取引件数は、2018年に続いて2年連続で減少して、
過去20年間で最低の水準まで落ち込んだ。落ち込みの
要因として、原油価格が 2018 年末に下落して以降
2019年を通じて2018年対比低位な水準での推移を継
続したことや、上流開発業界の収益性に対する投資家の
目線が厳しくなり、買収を企図する企業の資金調達手段
に制約が生じた可能性が考えられる。
　取引件数ベースでは落ち込んだ2019年の上流開発関
連M&A動向だが、取引金額ベースで見ると、大型案件
の寄与により、過去5年間で最大の規模に増加した。取
引タイプ別の内訳では、アセット・ディール（権益売買）
の累計金額が2年連続で減少したのに対し、コーポレー
ト・ディール（企業売買）は、OccidentalによるAnadarko
買収の寄与により、2015年以来の高水準となった。本
件は、取引金額が総額約650億ドルとなり、2019年の
上流開発業界のM&A取引金額全体の約40%を占める大
型買収であった（図1）。これは、2015年4月に公表され、
2016年2月に成立したShellによるBG買収以来、最大

規模の上流開発企業同士のM&Aである。また、金額規
模以外の注目点として、過去の上流開発業界における大
型M&Aでは、ShellによるBG買収を含め石油メジャー
が買い手となるケースが主流であったのに対し、本件は、
北 米 の シ ェ ー ル 開 発 等 に 注 力 す る 独 立 系 E&P

（Exploration & Production）企業間同士の大型M&Aで
ある点が特徴的だといえよう。本件については、次章に
おいて詳しく取り上げる。
　他方、累計金額が2年連続して減少したアセット・
ディールにおいても、大型のアセット・ディールが増加
したことは特筆すべき点として挙げられる。2019年に
公表されたアセット・ディールの取引金額全体に占める
取引金額10億ドル以上の大型案件の比率は、過去5年
間で最高の水準まで上昇しており、2019年の取引金額
上位5案件のうち、OccidentalによるAnadarko買収を
除く4案件が、アセット型のディールである。
　2019年に公表された大型のアセット・ディールでは、
OccidentalがAnadarko買収にあたってAnadarkoのア
フリカ資産をTotalに売却した案件を除き、石油メジャー
や大手独立系E&P企業が資産の売り手となる案件が目
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立っている。例えば、BPは、2019年8月に米国アラス
カ州から撤退し、同州の油田やパイプライン等の全事業
を地場独立系Hilcorp Energyに売却することを公表し
た。また、ExxonMobilとConoco Phillipsは、それぞれ
2019年中に、北海における保有資産をPrivate Equity 
Fundが関与する企業等に売却することを決定している。
大型のアセット・ディールにおいて石油メジャーが資産
の売り手になっている背景としては、石油メジャー各社
が、保有資産の一部を売却して得たキャッシュを債務削
減や株主還元に充当する“divestment program”を進め
ていることがあると考えられる。
　2019年の非在来型資源開発関連のM&A取引金額は、
OccidentalによるAnadarko買収を除くと、前年対比3
分の1強の水準まで減少した。減少の主因は、シェール
開発関連を中心に地域別の非在来型関連M&A取引の大
宗を占める北米において、M&A取引が急減したことが
挙げられる。米国においては、2019年に公表された取
引金額10百万ドル以上の上流開発M&A取引は、件数
ベースで100件を下回り、過去10年間で最低の水準ま
で落ち込んだ。また、カナダにおけるM&A取引件数の
減少は一層顕著で、2015年から2018年の平均取引件
数が約45件に対し、 2019年の取引件数は、 9件のみで
あった。

（2）足下の油価下落を踏まえた今後の見通し

　2019年のM&A取引は、件数ベースでは過去20年間
で最低の水準まで落ち込んだ一方、金額ベースでは、大
型案件の寄与により、2014年以来の高水準となった。

　2020年第1四半期のM&A取引は、件数・金額とも
に低調な推移となったが、今後M&A動向を見通す上で
は、足下の油価下落が上流開発企業のM&A戦略に与え
る影響を考慮する必要がある。2020年3月に、OPEC
プラスの減産延長交渉決裂、および新型コロナウイルス
の感染拡大影響による石油需要減少を受けて、原油価格
は大きく下落した。各国の新型コロナウイルス感染拡大
防止のための都市封鎖政策、および世界経済の減速等に
より、石油需要は移動・輸送関連を中心に大きく落ち込
んでおり、IEAの石油需要見通しによると、2020年第
2四半期の需要減少幅は前年同期比マイナス20百万b/d
程度と過去に類を見ない水準になると予想されている。
2020年4月には、OPECプラスが新たな協調減産につ
いて合意したものの、足下では需要の減少が原油価格に
大きな影響を与えている状況である。2020年5月下旬
の執筆時点のBrent価格は約$36/bblで年初来マイナス
$30/b程度下落しており、各国の原油在庫の積み上がり
を勘案すると、仮に2020年後半に需要が回復に向かっ
た場合でも、原油価格が直ちに年初の水準まで上昇する
とは考えにくい。
　足下の原油価格の下落は、上流開発業界における
M&A取引動向に対して、短期的にはネガティブな影響
を与えるとみられる。一般的に、上流開発業界における
M&A取引では、原油価格の下落局面においては不安定
な油価が売り手と買い手の価格に関わる合意形成を阻害
し、取引件数は減少すると考えられている。過去の事例
では、2014年後半以降に原油価格が急落した際、2015
年の上流開発業界におけるM&A取引件数は、過去15
年間でも2番目の少なさとなっている。足下の原油価格
下落および低油価の長期化懸念を踏まえると、2020年
のM&A取引件数は、2019年に続いて低調に推移する
ものと予想される。
　一方で、原油価格の下落局面は、上流開発業界におけ
るM&Aの買い手にとって、資産を割安に取得すること
で長期的な企業価値を向上させる好機ともとらえられ
る。近時の株価下落によって、エネルギーセクターの株
式指数は年初から5月下旬の執筆時点にかけて4割程度
下落しており、すでに相当程度割安な水準になっている
との意見もある。また、今後は、一部の財務基盤が脆弱
な企業が、手元流動性確保等を目的として割安な価格で
資産を売却することを余儀なくされる可能性もある。相
対的に財務基盤が強固な企業にとって、割安な価格で資
産や企業を取得することで、長期的な企業価値を向上さ
せる機会が増加するとも考えられる。
　2014年後半以降の原油価格下落の際、M&A取引件

図1 世界の上流開発 M&A の取引件数・金額推移

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

取引価額（資産売買案件） 取引価額（企業売買案件）
Shell-BG Oxy-Anadarko
取引件数（右軸）

（十億ドル） （件）

出所： IHS Markit, Companies and Transaction services より、みずほ銀
行産業調査部作成



3 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

上流開発企業のM&A動向～2019年の振り返りと足下の油価下落を踏まえた今後の見通し～

数は前述のとおり減少した一方、Shellは、2015年4月
にBGを470億ポンド（約8兆 4,000億円）で買収するこ
とを公表して、大型の戦略投資による注力領域強化を実
施した。本件は、1999年にExxonとMobilが合併して
以来の規模の大型再編案件であった。本件については、
第3章において詳述する。
　過去の原油価格下落局面での事例を踏まえると、今回
の油価下落では、シェール開発を中心とする北米の上流
開発業界において、事業者の再編・統合が一層進展する
可能性が高いと考えられる。北米のシェールオイル開発
は、他の地域の油田対比で損益分岐点油価の平均値が高
く、油価下落に対して脆弱な事業者も多いといわれてい
る。また、シェール開発業界では、中小の事業者が多数
存在しており、これらの中には、財務基盤が脆弱で、タ
イトな資金繰りのなかで自転車操業状態での開発を継続
してきた事業者も多く含まれると考えられる。2020年
4 月 1 日 に は、 シ ェ ー ル 開 発 中 堅 企 業 の Whiting 
PetroleumがChapter 11を申請しており、今後も、シェー
ル開発に関わる一部事業者の資金繰りが逼迫して、債務

不履行や経営破綻等が発生することが予想される。相対
的に財務基盤の脆弱な事業者の淘汰が進むことで、これ
ら事業者の保有資産の整理に伴うアセット・ディールや、
経営悪化企業を財務基盤が強固な競合企業が吸収する
コーポレート・ディールにつながる可能性があり、注視
が必要である。
　次章以降では、第一に、2019年に公表された最大の
M&A案件であるOccidentalによるAnadarkoの買収に
ついて、Occidental、およびAnadarko買収をめぐって
Occidentalと 競 合 し た Chevron Corporation（ 以 下、

「Chevron」）の戦略的な狙いやその後の経緯を詳しく述
べる。第二に、足下の油価下落を踏まえた今後のM&A
動向を見通すべく、2014年後半以降の油価下落局面で
取引実行された最大のM&AディールであるShellによ
るBG買収と、それ以降現在まで継続しているShellによ
る資産売却（divestment program）について概観する。
最後に、これら2つの事例研究を踏まえ、上流開発事業
に関わる日本企業の戦略へのインプリケーションについ
て考察する。

2. ケース①：OccidentalによるAnadarko買収

　2019年5月9日、米国の独立系石油・天然ガス開発企
業Occidentalが、同じく米国の石油・天然ガス開発企業
であるAnadarkoを買収することとなった。Anadarko
については、もともと米系石油メジャーのChevronも
買収する方針を公表していたものの、両社競合の末に、
OccidentalによるAnadarko買収が決定した。
　Occidentalによる最終的な買収条件は、Anadarko株1
株あたり76ドルと、Chevronによる提示条件（同65ドル）
を約17%上回り、現金比率もOccidentalによる提案の
方が高かった。OccidentalによるAnadarko買収につい
て、株式取得総額は約380億ドル（約4兆2,000億円）、
負債価値を含めたAnadarkoの企業価値は570億ドル（約
6 兆 3,000 億 円 ） と 見 込 ま れ る。 次 に、Chevron、
Occidentalの両社がAnadarko買収を目指した背景、お
よび最終的にOccidentalがAnadarkoを買収することに
至った経緯について記載する。

（1）Anadarkoについて

　Anadarkoは、米国・テキサス州に本社を置く、独立
系 石 油・ 天 然 ガ ス 開 発 企 業 で あ り、1959 年 に、

Anadarko堆積盆地での在来型天然ガス開発を目的とし
て設立された。Occidentalによる買収が決定した2019
年5月時点でのAnadarkoの事業ポートフォリオは、主
に①シェールオイル・ガス、②深海油田を含めた石油開
発、③LNG、④パイプラインの4事業から構成されてい
る。Anadarkoは、特に米国テキサス州・Permian堆積
盆地（以下、「米国・Permian」）や、Denver-Julesburg（DJ）
堆積盆地でのシェールオイル・ガス開発に注力しており、
2018 年 11 月に開催された投資家向け説明会では、
2019年の資本的支出の約7割について、シェールオイル・
ガスを中心とする米国陸上鉱区に投じる計画を公表して
いる（図2、図3）。また、Anadarkoは、米国・メキシ
コ湾の10の油・ガス田でオペレーターを務めているほか、
モザンビーク・Mozambique Area 1 LNGプロジェクト
にオペレーターとして参画している。

（2）ChevronによるAnadarko買収計画

　2019年4月12日、ChevronはAnadarkoの全株式を
取得することについて、Anadarkoと合意に至ったと公
表した。
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　Chevronは、石油メジャーの1社であり、本社は米国・
カ リ フ ォ ル ニ ア 州 に 置 か れ て い る。Chevronは、
Standard Oil of California（SOCAL）にルーツを有し、
GulfやTexaco等、米国内の石油・天然ガス開発企業と
合併を繰り返して石油メジャーの一角に成長してきた経
緯がある（図4）。
　近年、Chevronは、米国・Permianにおけるシェール

オイル・ガスや米国・メキシコ湾深海油・ガス田、豪州・
LNG等を主力事業領域と位置付けてきた。一方、アゼ
ルバイジャンや英領北海、デンマーク等での在来型石油・
天然ガス開発事業はノンコア資産として売却対象とし、
資産ポートフォリオの選択と集中を図っている（図5）。
また、Chevronは、早期に資金回収が可能な“Short-cycle”
型の資産に重点的に投資を行う方針である。石油・天然

図2 米国の主要シェールオイル・ガス生産地域

出所： EIA 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

図3 Anadarko の投資計画

米国陸上
（シェール
オイル等）
70%

メキシコ湾
11%

LNG※5%
LNG※5%

海外
4%

探鉱
6%

その他
4%

Anadarkoの
投資計画

（2019/1、2期）
45億ドル

※  2019 年上半期 FID 予定の Mozambique Area 1 LNG プロジェクトの
投資額は含まず

出所： Anadarko IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

図4 Chevron の歴史

出所：Chevron IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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ガス開発は、特に在来型の大型プロジェクトの場合、開
発投資から生産を開始し売上が立つまでに長期間を要す
ることも少なくないが、Chevronは、2018年時点で、
2019年の資本的支出のうち最大7割を、2年以内にキャッ
シュフローを生み出すことが見込まれる資産に配分する
計画を公表している。
　Chevronは、Anadarko買収の方針を表明した際に、
買収の目的として、①シェールオイル・ガス、②深海油・
ガス田、③LNGの3事業の強化を挙げた（図6）。これら
3事業は、Chevronがコア領域に位置付けるとともに、
Anadarkoが近年注力してきた分野であり、本件は
Chevronの主力事業強化のための買収計画であったとい
える。シェールオイル・ガスでは米国・Permian、深海油・
ガス田では米国・メキシコ湾における両社のポートフォ
リオを統合することにより、Chevronの強みを更に拡充
することが可能となる。また、LNGについては、豪州
等の既存ソースにモザンビークの新規プロジェクトが加
わることによる、ChevronのLNG供給力の多角化が意
図するところであった（図7）。

（3）OccidentalによるAnadarko買収公表

　2019年4月24日、Occidentalは、Anadarkoに対して、
現金、および株式交換を組み合わせて1株あたり76ド
ル（現金38ドルとOccidental株 0.6094株）で買収するこ
とを提案した。Anadarkoは、当初はChevronと2019
年4月12日に締結した契約（“Definitive Agreement”）に
従って、Occidentalからの提案を慎重に検討する方針で

あった。その後2019年4月30日に、Occidentalは、資
産家のウォーレン・バフェット氏が率いる米国の投資・
保険会社Berkshire Hathawayへの転換権付き優先株式
発行により100億ドルを調達することを公表した。さら
に、2019年5月5日にOccidentalは、Anadarko株の買
収条件について、1株あたり買収金額を76ドルに維持し
つつ、現金比率を50%から78%に高める見直しを行った。
また同日、Occidentalは、買収完了後にAnadarkoがア

図5 Chevron の石油・天然ガス資産ポートフォリオ

出所：Chevron IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

図6 Chevron による Anadarko 買収の目的

出所：Chevron IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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フリカで保有している資産をフランスの石油メジャー・
Totalに88億ドルで売却することを公表した。
　2019年5月6日、Anadarkoは、Occidentalからの見
直し後の提案が、Chevronとの契約における“Superior 
Proposal”（より優れた提案）に該当すると確認し、
Chevronには4日以内に買収条件を再提出できる権利が

発生した。しかし、2019年5月9日にChevronは、コ
スト、および財務規律を重視し、Anadarkoに対して新
たな買収提案を行わないことを公表した。この結果とし
て、Occidentalが Anadarkoを 買 収 す る こ と と な り、
Anadarkoは、Chevronに対して当初の契約に基づく違
約金として10億ドルを支払った（図8）。

図7 Chevron と Anadarko の石油・天然ガス開発事業展開地域

出所：Chevron IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

図8 Anadarko 買収をめぐる経緯

出所：各社 IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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　Occidentalは、Anadarko買収により、シナジー効果
や資本的支出の削減等を通じて年間35億ドルのキャッ
シュフロー創出を見込んでいる。次に、強みの更なる強
化とシナジーが見込まれる米国・Permianでのシェール
オイル開発と、ノンコア事業の売却による経営効率化の
一例となるアフリカでの資産売却について言及する。
　第一に、Anadarkoをめぐる、OccidentalとChevron
との買収合戦は、Permianにおける攻防であったといえ
よう。Occidentalによれば、Permianにおける現在の企
業別石油・天然ガス生産量は、Occidentalが第1位である。
一方、ChevronのPermianでの生産規模は、Occidental
に肉薄しており、ChevronがAnadarkoを買収した場合

には、ChevronがOccidentalを抜いてPermianでの生産
量で首位に躍り出る可能性があった。Permianは、米国
のシェールオイル生産地域の中でも、生産性の高い有望
エ リ ア で あ り、Occidentalは Anadarko買 収 に よ り、
Permianでの地位をより磐石なものとしつつ、隣接する
鉱区の開発等に関わるシナジー効果の追求により、長期
的な成長につなげるものと期待される（図9）。
　第二に、Occidentalは、Anadarkoが保有するアルジェ
リア、ガーナ、モザンビーク、南アフリカの資産を
Totalに総額88億ドルで売却することにより、非注力領
域の資産増加を回避する方針である。Occidentalは、米
国外ではオマーン、カタール、アラブ首長国連邦、コロ
ンビア等に進出しているものの、アフリカには足掛かり
がない。そのような状況で、Occidentalは、ノンコアの
位置付けとなるAnadarkoのアフリカの資産を売却する
ことにより、事業戦略上の選択と集中を図るとともに、
巨額の買収資金に充当する狙いがあると理解される。
Occidentalは、今後、100 ～ 150億ドル規模の資産売却
を行う方針であり、Anadarkoの資産のうち、米国・メ
キシコ湾等、Occidentalの事業規模が大きくない地域の
鉱区に関わるOccidentalの判断が注目される（図10）。
　他方、売却先のTotalにとり、Anadarkoがアフリカ
に保有する権益は、コア領域の強化やシナジー効果の発
揮が期待できる資産である。Anadarkoのアフリカ事業
にはAnadarkoがオペレーターとして参画するモザン
ビーク・Mozambique Area 1 LNGプロジェクトが含ま
れており、TotalのLNG供給力の更なる拡充につながる
と考えられる。Totalは、近年、出資参画する豪州・
Ichthysやロシア・Yamal等のプロジェクトの立ち上が

図9 米国・Permian 堆積盆地における
現在の企業別石油・天然ガス生産量
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出所：Occidental IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

図10 Occidental と Anadarko との石油・天然ガス生産量構成

出所：Occidental IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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りに加え、フランス・ENGIEのLNG上流事業買収により、
LNG供給源を多角化している。LNG取引に関わるニー
ズが多様化し、供給ソースの多角化が重要となるなか、
東アフリカのLNGプロジェクトが、新たにTotalのポー
トフォリオに加わる意義は大きい。また、アルジェリア
では、TotalとAnadarkoが同じ鉱区に参画しているこ

とから、Totalにとっては、両社の持分の統合によるシ
ナジー効果が期待できる地域のひとつといえる。今後は、
Occidental、およびTotalが、Anadarkoの資産を有効に
活用し、買収によるシナジーを具現化できるかどうかが、
ポイントとなろう。

3. ケース②：ShellによるBG買収

　Shellは、2015年4月にBGを470億ポンド（約8兆4,000
億円）で買収すると公表し、2016年2月に取引を完了した。
上流開発業界においては、1999年のExxonとMobilの
合併以来、最大規模の業界再編となった。
　次に、まずShellがBGを買収するに至った経緯と狙い
に着目した上で、BG買収以降、現在まで継続するShell
の資産売却（divestment program）について注目したい。

（1）BGについて

　BGは、もともとは英国国営ガス会社British Gasを前
身とするが、1990年代から2000年代の民営化の過程
で小売部門や導管部門を分割し、上流開発を主業とする
事業ポートフォリオが形成された。BGは、上流開発の
なかでも、特に深海油田開発、およびLNGプロジェク
トに注力してきた。Shellに買収された当時のBGの石油・
天然ガス生産量の地域別シェアについては、Atlantic 
LNG向けの天然ガス生産が多いトリニダード・トバゴ

や深海油田の生産が増加しているブラジルを含む南米の
シェアが大きい。BGの生産における油ガス比率を見る
と、天然ガス生産量が、石油生産量より大きくなってい
る点も特徴である。また、BGの2014年の投資額は、
ブラジルとQCLNGプロジェクトが進展する豪州への配
分が厚くなっており、BGが深海油田開発、およびLNG
事業に注力してきたことが見て取れる（図11）。

（2）ShellによるBG買収の狙い

　Shellは、自社が抱える事業ポートフォリオについて、
①キャッシュフロー創出のエンジン、②中期的な成長の
重点分野、③将来的な成長機会の3つに分類してきた（図
12）。2015年にBG買収を公表した当時、中期的な成
長の重点分野としては深海油田、およびLNGを含めた
天然ガス事業、長期的な成長機会には非在来型資源や北
極海、重質油等の開発が挙げられていた。Shellは、
LNGプロジェクトの持分を買収する一方で、ノンコア

図11 BG の投資・生産について

出所：BG IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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資産を売却する等、従来からかかる事業戦略に沿って投
資ポートフォリオの入れ替えを進めてきた。また、
2014年後半からの原油価格下落を背景に、上流開発企
業の多くが開発・投資計画の見直しを実施していたなか、
Shellは基本的な投資方針を変更せず、中長期的に各分
野へ資源配分を行っていく方針を堅持していた。
　Shellは、BGの買収によって、在来型油田の生産量増
加に加えて、Shellが中期的な成長の重点分野としてい
た深海油田開発、およびLNG事業の強化を企図してい
たと考えられる。両事業は、Shellの中期的な成長分野
であると同時にBGが注力していた分野であり、Shellの
事業戦略上のニーズとBGの事業領域が合致していた。
BGは、ブラジル・Santos等に深海油田権益を保有して
おり、石油・天然ガス確認埋蔵量全体に占める南米のシェ
アが約46%であった。BG買収により、Shellの確認埋蔵

量は、南米での埋蔵量増加が寄与して約28%増加した
ことから、BGの深海油田権益は、Shellの中長期的な生
産量増加に向けて重要な位置付けであったと考えられる

（図13）。
　Shellは、2015年の当時から、民間企業として世界最
大のLNG生産能力を保有していた。BGが保有する7
百万トンの生産能力が追加されることにより、供給能力
の更なる増強が実現し、現在まで民間企業として世界最
大の民間LNGサプライヤーの地位を維持している。ま
た、Shellは、自社が開発に参画するプロジェクに加えて、
2014年1月にスペイン・Repsolよりトリニダード・ト
バゴとペルーにおけるLNGプロジェクトの持分を買収
する等、M&Aも活用してLNGの供給ポートフォリオを
拡大してきた。BGの買収についても、LNG供給におけ
るShellのポジションをより盤石なものにするための手
段のひとつであったと考えられる。
　また、ShellとBGのLNGポートフォリオは、地理的
な補完関係を有していた。Shellは、東南アジア、中東、
サハリン、豪州西海岸を中心にLNG生産能力を保有し
ていた。一方、BGは、Shellが進出していなかった豪州
東海岸、エジプト、赤道ギニアに供給源を確保していた
ほか、北米のLNG生産能力を増強する計画を有してい
た。ShellのLNG供給体制は、BG買収により、アジア
大洋州、アフリカ、北米において強化され、更なる拡充
が達成されたといえる。世界のLNG輸入国が増加して、
将来的なLNG需要の増加が見込まれていたなかで、各
地域にLNG基地を保有しグローバルで多様なLNG供給
体制を充実させることは、LNG需要を捕捉する上で意
義があったと考えられる（図14）。

図12 Shell の事業領域

出所：Shell IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

図13 Shell・BG 合算の石油・天然ガス生産量／確認埋蔵量

出所：Shell、BG IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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（3）Shellの資産売却

　Shellは、注力分野に位置付け
る深海油田やLNG生産のアセッ
トについてBG買収を通じて拡充
すると同時に、BG買収後の資産
ポートフォリオ最適化と債務削減
のために、2016 年から 2018 年
にかけて合計で約300億ドルの資
産 を 売 却 す る divestment 
programを公表している。売却対
象となるのは、Shellがノンコア
事業に位置付ける事業に関わるア
セ ッ ト で あ る。 具 体 的 に は、
Shellは、2017年1月に英領北海
権益を北海中心に事業展開する独
立系・Chrysaorに売却（約38億
ドル）、2017 年 3 月にカナダの
Athabasca Oil Sands Projectの持
分 を 地 場・Canadian Natural 
Resourcesに売却（約73億ドル）
する等、着実に資産売却を進めて
きた（図15）。当初のdivestment 
programの目標金額である300億

図14 Shell・BG の LNG 基地

出所：Shell、BG IR 資料よりみずほ銀行産業調査部作成

図15 Shell の主要な資産売却動向

出所：Shell IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成
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ドルについては2018年までに達成したものの、
Shellは、2019年の投資家向け説明会において、
2019年から2020年にかけて最低50億ドル/年、
2021年から2025年にかけては合計で200億ド
ル程度の水準を目指して引き続き資産売却を進め
ていくこと表明している。

4. 日本企業へのインプリケーション

　最後に、2つの事例研究を踏まえ、上流開発事業に関
わる日本企業へのインプリケーションについて考察す
る。
　日本企業が、石油・天然ガス開発事業の中長期的な成
長を実現するためには、ShellやOccidental、Chevron等
の欧米系上流開発企業と同様に、注力領域を明確化しメ
リハリの効いた経営資源配分を行うことが重要である。
例えば、世界最大の需要国の事業者として経験を蓄積し
てきたLNG、多くの日本企業が参画するアジアの在来
型石油・天然ガス開発等が、日本の上流開発企業の注力
領域の候補となろう。また、今後の業界再編の可能性が
指摘されるシェールオイル・ガス開発に参画して、ノウ
ハウを拡充して自社のコア事業に成長させることも選択
肢となる。
　企業買収や資産買収といったM&Aの活用は、上流開
発事業に関わる日本企業が、資産ポートフォリオの非連
続的な拡充や新たなノウハウの吸収等を通じて、事業戦
略上の注力領域を強化するための選択肢となる。特に企
業買収は、対象企業の財務等には留意が必要であるもの
の、被買収企業が有する技術や経験を取り込むことがで
きる点が資産買収と対比した場合のメリットであり、新
たな事業ノウハウを必要とする分野への展開に有用とな

る。また、ShellやOccidentalは、大型の企業買収に取
り組むに当たって、同時に資産ポートフォリオ最適化の
ためのdivestmentを実行していることにも注目する必
要があろう。企業買収においては、買い手企業の注力領
域と、対象企業の事業ポートフォリオに重なりがあるこ
とが重要であるが、仮に対象企業の事業ポートフォリオ
に買収企業のターゲットとする分野以外の事業も含まれ
ている場合でも、企業買収後に資産を切り出して売却す
ることも選択肢として、企業買収を検討すべきである。
　大型のコーポレート型M&A後のdivestmentは、日
本企業が資産買収による事業ポートフォリオ拡充を検討
する場合の好機ととらえることもできる。上流開発企業
の注力領域は多様であり、例えばアジアの在来型石油・
天然ガス開発について、欧米の石油メジャー等がノンコ
ア領域と位置付けて資産売却を進める可能性も考えられ
る。今後、油価下落環境下での大型コーポレート・ディー
ルの発表や、それに関連する資産売却の動向は注視する
必要があろう。
　上流開発事業に関わる日本企業が、M&Aを手段のひ
とつとして、戦略的に事業ポートフォリオを構築して、
長期的な成長を実現することに期待したい。

図16 Shell の投資 /divestment の金額推移

（注 1）BG 買収金額は現金同等物相殺後財務キャッシュアウトフロー額
（注 2）2019 年度の Divestment 額は非開示
出所：Shell IR 資料より、みずほ銀行産業調査部作成

（十億ドル）
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