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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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コロナ禍下の米国シェールオイル生産動向①
～ 油価下落、設備投資削減 ～

• 元々、米シェールオイル生産企業は設備投資削減等、財務規律を重視する方針であった。
• このため2000年末までの生産量を50～60ドル/bblでヘッジしていた企業が多く、油価下落
後すぐには生産量減少せず。4月のマイナス油価（貯蔵容量の払底）を受けて、生産井の一
時停止（シャットイン）が相次いで急速に生産が減少、5月にはピークから約200万b/d下落。

• 油価の回復（6月上旬以降WTI40ドル/bbl前後）を受けシャットイン井の生産再開が進んだ。
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コロナ禍下の米国シェールオイル生産動向②
～ 油価下落、設備投資削減 ～

• 一方、4月末～5月第1四半期決算で各社は更なる設備投資削減を発表。こ
れを受けて、水平坑井掘削リグ稼働数は3月末603基から7月171基まで急
減。生産量回復も頭打ち（前頁）、9月生産量見通しは8月と比較して微減。

• ただし、9月末頃から徐々にリグ稼働数の兆しが見られる。厳正な財務規律
が問われる下で、どこまで投資が回復するか。

出所：Baker Hughes
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コロナ禍下の米国シェールオイル生産動向③
～ シャットイン後の生産再開 ～

• 現在の40ドル/bblの油価（WTI）であれば、米国の大半のエリアで平均的な油井の操業コスト（平均23～36
ドル）が賄えることからシャットインした油井からの生産が再開してきたものと判断される。

• ちなみに、当該操業コストは前年調査時よりもわずかではあるが下落している。

生産エリアごとの操業コスト回収可能油価水準

出所：米ダラス連邦準備銀行
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コロナ禍下の米国シェールオイル生産動向④
～ シャットイン後の生産再開 ～

• 一方、掘削費を含めた資本コストを回収するために必要な原油価格（WTI）は46～52ドル/バレル程度と
なっており、これも操業費と同様、前年からはわずかにだが下落している。

• ただし、40ドル/bblの油価では、多くの場合、掘削費までは回収できず、新規投資を判断しにくい。

資本コスト回収可能油価水準

出所：米ダラス連邦準備銀行
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コロナ禍下の米国シェールオイル生産動向⑤
DUC（Drilled but Uncompleted well）の推移

• DUCにフラッキングの作業を

行い、生産に移行する動き
が、7月頃から発生。掘削数
の減少に伴いDUCの数が
徐々に減少。

• 一般に掘削費用2～3百万ド
ル、フラッキング費用5百万

ドルと言われ、フラッキング
だけであれば、新規掘削よ
りも経済性を確保しやすい。
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コロナ禍下の米国シェールオイル生産動向⑥
～台頭するメジャーズとM＆Aの動き～

【Chevron】
• 年初投資計画200億ドルを、3月に160億ドル、5月に140億

ドルへ、2度に亘り削減。
• 米国パーミアンを中心にシェールオイル生産を10～15万

b/dのシャットイン。生産復元ペースは緩慢。
• Noble Energy買収によりパーミアンの資産を積増し。
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出所：四半期決算報告資料

【ExxonMobil】
• 年初計画330億ドルの設備投資を230億ドルに3割

減。油価回復後の速やかな生産再開を見据える。
• 年末にかけて稼働リグ数を更に削減、当面の設備

投資増加はガイアナ海上油田開発等、国外が中心。
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分岐点に立つ米国シェールオイル・シェールガス企業①
～ 今後の見通し ～

• COVID-19対策による需要減、トランプ政権の対中貿易政策で、米国のシェー
ルオイル・ガスの生産・輸出は下落。米国のLNG液化基地の稼働率も低下。

• 40ドル/bblの油価ではDUCの棚卸しも活用し、一定生産量の維持可能。ただ
し、油価が回復しない限り、投資は不足し、OPECプラス産油国との競争にさら
され、2019年と同等の生産量に達するには時間を要すると見られる。
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（参考）米国の生産量見通し（ライスタッド・エナジー）
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• 投資回復が緩慢なのは、株主からの抑制的な投資（Financial 
Discipline)要求も一因。今後の各企業の投資動向、生産動向が注
目される。

• 油価下落に対し、急速な生産減やDUCの取崩しなど、投資の柔軟
性が高いシェール企業は、油価下落局面でレジリエンスを体現。
メジャーズの存在感高まり、中小の石油会社は、一部は破綻に追
い込まれるも会社再生やM&Aでしのぐ。

• 大統領選挙の結果、民主党バイデン元副大統領が勝利する場合
に、シェールオイル開発企業を含め、米国の石油・ガス生産や石
油産業に対する悪影響が懸念されている。

分岐点に立つ米国シェールオイル産業②
～ コロナ禍・米国シェール業界のレジリエンス ～
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トランプ政権の石油・天然ガス関連政策（COVID-19前）

 政権のエネルギー関連政策の基本は、「規制緩和」。シェール開発企
業を含む石油・ガス開発企業はこれを歓迎。

 シェール由来の石油・天然ガスの豊富な供給力（LNG出荷能力含む）を
背景に、「エネルギードミナンス」を意図。中東やロシア、中国等との国
際関係において、非妥協的な姿勢を取る一因と考えられている。

 パイプライン・港湾インフラ等整備に係る政府承認の迅速化、FTA非締
結国へのLNG輸出期間の延長により、石油・ガス（LNG）の生産・輸出を
促進してきた。

（例．カナダとメキシコ湾岸を結ぶKeystone XL石油パイプライン建設
の後押し→州政府・環境団体からの根強い反対に遭い法廷闘争中）

 パリ協定から離脱するとともに、安価な化石燃料使用を阻害する環境
規制を緩和するなど、石油・天然ガス需要の拡大にも寄与。
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COVID-19以降の主な連邦・州の石油・天然ガス政策

主な対策案 特徴および結果

SPR（戦略的備蓄）活用（購入） 民主党の予算措置反対により、貯蔵容量を貸出し（2300万bbl）
超低金利ローン、減税措置 更なる負債の積み上げ、民主党反対で不成立✕

外国産原油への輸入関税 手続きに時間要し、価格高止まりのリスクあり不成立✕

NOPEC法（反カルテル） 原油価格上昇のリスクあり、トランプ大統領不支持で不成立✕

連邦所有地ロイヤルティ引下げ 私有地とアンバランスも成立、内務省ガイドライン12.5%→0.5%
連邦による株式購入+生産割当 メジャーズ・大手、業界団体が強く反対して不成立✕

州政府による減産割当 中小企業賛同もメジャー・大手反対。テキサス鉄道委否決✕

• 環境関係では、EPA環境モニタリング等の猶予、許認可迅速化、米メキシコ間および米カナダ間の
輸送インフラ建設承認、メタン排出制限廃止などを打ち出した。

• この他、新型コロナウィルス支援・経済安全保障法（CARES法）はMain Street Lending Programによ
り中堅企業、Paycheck Protection Program により小規模事業者を支援。石油企業も支援対象。
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トランプ政権の今後の石油・天然ガス政策

 トランプ大統領再選の場合、政策継続の見込み。ただし再生可能エネル
ギーの採算性向上や各州政策により、トランプ大統領の下でも再生可能
エネルギーの供給量が持続的に成長する可能性はある。

 座礁資産化リスクやエネルギートランジションの進展、ESG投資の活発化

の情勢下、石油・ガス企業が金融機関から必要な資本の供給を受けるこ
とはますます困難になっている。これを打開する方法が政府にあるか？

 投資不足により石油・ガスの供給能力が維持できないリスクあり。もしも
需要が先に伸びれば、今後、石油・ガス価格が高騰する局面の恐れ。

 COVID-19対策の景気刺激策は、再選後に改めて協議されるが、民主党

が上下院双方で多数を占める場合など、議会との調整が進まないという
限界が露呈する可能性も。
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トランプ政権の石油・天然ガス関係の外交政策とその今後

 トランプ大統領が再選されれば、「エネルギードミナンス」を含め、
現状が維持されることとなろう。

 再選後もロシアやイラン・ベネズエラなどによるエネルギー覇権を
阻む方向で取り組む可能性が高い。中国や欧州との関係でも二
国間貿易交渉などを通じて、貿易不均衡を是正しながら、米国産
石油・天然ガスの輸出拡大にも取り組むものと考える。

 トランプ政権が、ロシアやサウジアラビアとの対話（OPECプラスの4
月の減産合意にも一定の影響）を行ったことは外交的な成果（国
内向け油価対策）との声もあるが、今後も同様のアプローチを続け
るかどうか注目される。

 また、トランプ政権の終焉を待つイランがトランプ大統領再選の場
合にどう出るか。
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• バイデン候補は、2050年までのネットゼロを打ち出し、連邦保有鉱区での新規の掘
削・フラッキング取止めについて言及。私有地での掘削・フラッキングは禁止せず。

• 連邦保有地鉱区のシェールオイル生産量やフラッキング作業量は私有地に比して
非常に少なく、全体の生産量に与える影響は必ずしも大きくはない。

• 連邦保有地では掘削を現政権中にできるだけ進める動きも出ている。

民主党バイデン候補の「新規掘削・フラッキング禁止方針」
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民主党バイデン候補の石油・天然ガス関連政策①

• バイデン候補はオバマ政権下（2009-2017）でシェール開発の成功

体験を経験している。穏健派と評されていることもあり、経済復興・
輸出促進・CO2排出削減等を並立させるため、シェールオイル・ガス
の開発やLNG輸出促進を継続する（LNGプロジェクトのFID禁止まで
は踏み込まない）可能性は高いと見られている。
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民主党バイデン候補の石油・天然ガスに関する政策②

• パイプライン・港湾インフラ整備にあたっては、承認を迅速
化したトランプ政権と異なり、地方の反対を尊重し、環境
審査を重視する可能性があり、計画に遅れが生じる可能
性があるかもしれない。

• 米国沖合の新たな油ガス田開発を認めない方針。ただし、
すでに開発が進んでいるメキシコ湾（東部を除く）における
沖合鉱区のリースセールは継続するものと見られる。（多
くのロイヤリティ収入が連邦・沿岸州にもたらされている）

• 企業への課税が強化されれば、石油・ガス会社にも悪影
響。
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民主党バイデン候補の気候変動対策①

• パリ協定に復帰し、環境を重視する政策を指向。2050年ま

でのネットゼロに向け、再生可能エネルギーを推進し、電源
構成を改めていく方向が示されている。

• 4年間、2兆ドルの予算でCCS、水素等の低（脱）炭素化技術
に加え、再生可能エネルギー・電池・EV関連の技術革新を
目指す。2035年までに全発電を脱炭素化するための端緒
とし、経済復興政策のコアとする方針。
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民主党バイデン候補の気候変動対策②

• フレアリングやメタンリーク規制にも取り組む方針。ただし、政府
の規制有無に関わらず、株主等からの要請に基づき、
ConocoPhillipsなど、企業自らがこれら規制に取組む姿勢も。た
だし、中小の企業にはコスト上昇圧力の負担大。

• 民主党内左派・環境活動家から一定の理解が得られない（「手
ぬるい」）場合、その圧力に抗えず石油・ガス産業へのさらなる規
制が強化されるなど、悪影響を懸念する声もある。

• 民主党が議会上下院において過半数を維持するかどうかも影響。
民主党が両院で多数を占めれば、石油・天然ガスへの規制強化
の恐れもますます高まる。
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民主党バイデン候補の外交政策（石油・ガス関連）

• パリ協定復帰、多国間の枠組みで中国・イランと対話方針。
• 対イラン政策は、オバマ政権でのレガシーである「JCPOA」への復
帰に向かうと見込まれる。また対ベネズエラではまず人道援助を
開始する可能性が指摘されている。

• ベネズエラの石油産業の復興には相当の投資と時間を要すると
見込まれるが、イランは約200万b/dの輸出量を短期間に復旧さ
せることが可能と言われる。中期的には油価に下方圧力をかけ、
米企業を再び圧迫する恐れあり。

• 対中国で強硬な議会の上下院（共和党・民主党とも）との関係か
ら、バイデン候補が勝利しても、対中強硬政策は維持される可能
性が指摘されている。
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バイデン候補にとっての課題

• バイデン候補有利を石油・ガス市場はすでに織り込んでいる可能性
があるが、選挙戦が接戦となり、選挙結果が連邦最高裁による判断
まで持ち越されて、時間を要するようだと、石油・ガス市場に強い下方
圧力をかける可能性も指摘されている。

• 2035年に発電ネットゼロ、2050年全米ネットゼロの達成に向けて、今
後4年間で連邦政府予算として2兆ドル拠出するとしているが、COVID-
19感染対策及び経済復興対策が必要な中で、この財源をいかに確

保するかが大きな課題。（法人税増税を行わない場合、具体的な財
源として何が提示できるのか）

• 再生可能エネルギー関連のサプライチェーンは米国内に十分あるか。
その整備には時間を要する可能性も考えられる。
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選挙結果が与える米国エネルギー資源開発への影響
～JOGMECワシントン事務所によるまとめ～

エネルギー資源開発関係者は、大統領選挙のみならず、上院選挙（共和・民主で拮抗）の動向も注視

（ITTA、EPRINC等）

大統領選挙
トランプ勝利 バイデン勝利

議

会

選

挙

共和党
上下院
過半数

・化石燃料の生産・輸出増
・連邦政府の気候変動対策・規制に変更なし
・次世代原子力・石炭火力推進
・電力グリッド強靭化への財政支援

・連邦政府への訴訟増
・次世代原子力推進
・エネルギー貯蔵、CCUS向け助成措置強化

スプリット
・化石燃料の生産・輸出増
・規制強化ではなくエネルギー関連R&Dに重点化
（次世代原子力含む）
・電力グリッド強靭化、クリマテ、CCUS、再エネ、省エ
ネ推進

・GHG排出削減のための規制措置
・再エネ税額控除の延長
・クリーンエネルギー、エネルギー貯蔵、CCUS向け助成
措置強化
・党派対立の継続

民主党
上下院
過半数

・再エネへのインセンティブ拡充
・大統領府と、議会との対立激化
・業界関係者の政府内主要ポスト登用減

・2050年までにGHG排出量ネットゼロ
・再エネ税額控除の延長
・クリーンエネルギー、EV向け助成措置強化
・化石燃料業界への規制強化

トランプが続投となった場合には、気候変動対策重視州と連邦政府との間で対立が激化し、２０２２年中間選挙では、
２０１８年中間選挙以上に、州独自の対策を求める州民投票が実施される可能性が高まるとの指摘あり

シェール業界では、バイデン勝利に備え、連邦直轄地での掘削許可申請の前倒し等を進めているとの報道あり。

トランプは8/14アラスカ州北極圏野生保護区での掘削リースプログラム承認
一方で、9/8フロリダ、ジョージア、サウスカロライナ州沿岸の掘削向けリース禁止延長発表（地元要望に基づく）
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参考① 大統領選挙＠化石燃料産出州×大票田州×接戦州
～JOGMECワシントン事務所からの情報～

全米50州のうち、原油・ガス関連では、化石燃料産出州×大票田州×接戦州＝ペンシルバニア、フロ
リダ、テキサス等に注目

（出典）２７０ to Win WEB https://www.270towin.com/
等）

２０１９年９月３０日 ２０２０年１０月１４日

民主党候補優勢に転じた州：ペンシルバニア２０、アリゾナ１１、ウィスコンシン10等

共和党候補優勢が失われた州：オハイオ１８、ジョージア１６、アイオワ６等

https://www.270towin.com/


25

参考② 上院選挙
～JOGMECワシントン事務所からの情報～

年初は、民主党が接戦州（アリゾナ、コロラド、ノースカロライナ、メイン）の全てを勝利しても、民主党は
過半数に達さないとの予測。COVID19以降、共和党候補が優勢を失った州が出てきており、拮抗。

２０２０年３月６日 ２０２０年１０月１４日

（出典）２７０ to Win WEB https://www.270towin.com/等）

民主党候補優勢に転じた州：アリゾナ、コロラド、メイン

共和党候補優勢が失われた州：モンタナ、アイオワ

接戦州は、いずれも、両党が掲げる政策以上に、地域情勢、候補者自
身の実績・人柄・家 柄に至るまで様々な要素が複雑に絡み合う

https://www.270towin.com/
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まとめ

• 米国のシェールオイル生産は油価上昇に伴いやや増えたが、設備投資が回収できる油
価には上昇しておらず投資は低迷。ただし、水平坑井リグ稼働数に増加の兆し。

• 米石油企業は、一部債務過多の企業は破綻したが、全体的には投資削減や合理化、そ
して最近はM&Aを通じて生き残りを模索。油価下落への抵抗力がさらに強まっている。

• トランプ大統領が再選される場合は、基本的には現在の政策を継続すると見込まれる。

• バイデン候補が大統領選に勝利しても、経済復興における米石油産業の重要性に鑑み、
極端に規制を強化する可能性は低い（最近の米石油企業のM&Aの判断も、「バイデン政

権」誕生を織り込み済みか？）。しかし、党内の急進派や議会との関係次第では、「バイ
デン政権」への圧力が高まり、温暖化対策・石油産業への規制に傾く可能性も。

• 「バイデン政権」はパリ協定への復帰など、長期的には気候変動問題への対応に布石を
打つであろうが、これまでに打ち出した「2035年発電ネットゼロ、2050年全米ネットゼロ」
の達成に向けては、予算の確保など前途は多難。

• COVID-19感染拡大阻止や消費者の選択によるエネルギートランジションが石油・天然ガ
ス需要見通しに大きく影響する。米国の向かう方向もこれらに大きな影響を及ぼす。
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