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　2000年代後半に起きたシェール革命を契機とする米国のシェールオイル・ガス開発（以下、シェール
開発）は、今日まで米国の石油ガス生産を牽引し、米国が再び世界最大の産油・産ガス国の地位を確立
する上で大きな役割を果たしてきた。米国のシェール開発は、国営石油会社やメジャー等が主導する他
国の上流開発と異なり、大企業から中小企業に至る数千もの上流開発企業に支えられており、これが強
み・弱みとなって、これまでにさまざまな形で国際マーケットに影響を与えてきた。従来、シェール開
発を担う上流開発企業の多くが、事業規模の拡大を経営上の最優先目標に位置づけ、積極的な開発投資
と資産買収を進めてきたが、昨年の油価急落を契機に、こうした戦略からの大きな方向転換を試みよう
としている。そこで本稿では、まず第１部で、米国シェール企業の経営戦略の変遷と今般の戦略転換の
模様について、ファイナンスの側面に焦点を当てる形で紹介した上で、続く第2部では、それらと表裏
一体の関係にあるM&A市場の動向について紹介する。

はじめに

最近の米国シェールオイル・ガス
開発情勢について
～油価低迷を経て新たな局面に入る米国シェール産業～

1. 米国シェール企業の動向

（1）多様な担い手で構成される米国シェール開発

　世界の主要産油国における石油・ガス開発では、資金
力・技術力のあるメジャーや国営石油会社等が開発・生
産を主導するケースが多く見られるが、米国では、「独
立系」と呼ばれる非メジャーの上流開発専業企業が、
シェールをはじめとする国内石油・ガス開発の中心的役
割を担っている。2018年の実績では、米国産原油の実
に約80%、天然ガスに至っては約90%を独立系企業に
よる生産が占めている（図1）。これらの一部には、大手
独立系企業によるメキシコ湾沖合の油・ガス田開発が含
まれるが、その大部分は開発コストが相対的に低廉で参
入が容易なシェール開発によるものである。また、国内
の独立系企業の数は非常に多く、その大部分が中小企業
であることも特筆すべき点である。図1にある2018年
の原油生産の約20%、天然ガス生産の約25%を、約2,000
社にも及ぶ非上場の小規模の独立系企業が占めており、

米国の石油・ガス生産に大きな影響を与える存在となっ
ている。米国内には約9,000の独立系企業が存在してい
るといわれている＊1。
　米国では、企業の規模に加えて質的にも多様な独立系
企業がシェール開発に参画している。上場企業に加えて、
創業家が保有と経営を一体的に行う大手・中堅のオー
ナー企業、プライベート・エクイティファンドが資産運
用の一環で設立・操業する企業、地権者や石油会社の技
術者OB等が設立する小規模の個人経営企業等の形態が
見られる。
　なお、一部の大手企業は、米国内外の在来型油ガス田
開発も手掛けているが、独立系企業の大部分がシェール
開発専業である点に鑑み、本稿では、便宜上、非シェー
ル事業を手掛ける大手企業を含む独立系企業を総称して
「シェール企業（産業）」と呼ぶこととする。
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（2） シェール企業による過去の飽くなき成

長路線の追求とその代償

①慢性的なフリーキャッシュフロー赤字体質
　シェール革命を契機とする開発の本格化
により、米国のシェールオイル・ガスの生
産量は2010年頃より増加を続けてきた。
とりわけ、2017 ～ 18年の2年間は、シェー
ル企業による資産買収やM&Aの活発化と
企業再編の進展に併せて開発・生産が大き
く加速し、原油は毎年100万b/d以上、天
然ガスは毎年10bcf/d以上に至る急激な
ペースで生産量が増加した（図2）。
　米国は今や世界一の産油・産ガス国とな
り、その地位の確立にシェール産業の発展
が大きく寄与している点は論を俟たない
が、この目覚ましい発展は、その実、シェー
ル企業各社による収益をおろそかにした飽
くなき事業規模拡大の追求と、規律なき開
発投資によりもたらされたものであったと
いえる。一例として、表1をご覧いただき
たい。これは規模の異なる主要シェール企
業合計25社を任意に抽出し、これらの
2010 ～ 18年にかけてのフリーキャッシュ
フロー（FCF）＊3の推移をまとめたもので

図1 米国石油・ガス生産量の企業属性別シェア（2018 年）

出所：
�IHS�Markit�“The�Economic�Contribution�
of�Independent�Operators�in�the�United�
States,�May�2019＊ 2�”

凡例 定義 企業数

Global 上流から下流まで一貫して手掛けるメジャー等の
世界最大手 8社

Ind Large 大手独立系上場企業（生産量 20万boed～） 18社

Ind Mid-sized 中規模独立系上場企業（生産量 10万～20万boed）
大手非上場企業（生産量 5万boed～） 35社

Ind Small 小規模独立系上場企業（生産量 2万～10万boed）
中規模非上場企業（生産量 2万～5万boed） 75社

Pvt Small 非上場小規模企業（～生産量 2万boed） 2,079社

図2 シェールオイル・ガスの生産量の推移

出所：EIA�Drilling�Productivity�Report�を基に JOGMEC作成
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ある。FCFがマイナスとなった年を赤括弧で示してい
るが、この表を俯瞰しただけで、多くの企業が、FCF
の赤字を繰り返し計上してきたことが分かる。全25社
の約半数にあたる13社（水色）が、対象期間9カ年のう
ち6年以上にわたり赤字を計上しており、このうち5社（太
字）＊4は全期間を通じて赤字となっていた。特に財務体
質が脆弱な中小企業ほど、こうした傾向は顕著に見られ
た。これらの結果から、慢性的に外部資金に依存し、
FCFを上回る開発投資を続けてきたシェール企業の体
質が理解できるだろう。シェールオイル・ガスは、一般
的に生産開始から1年後には生産量が約80％近く減退
するため、生産量を維持するためには、繰り返し資金を
投入して自転車操業的に開発を継続しなければならな
い。各社の過剰な開発投資は、こうしたシェール開発特
有のビジネスモデルも大きく関係している。

②投資家による失望と株主還元要求の高まり
　2017 ～ 18年は、直前の油価低迷期にコスト競争力
を高めて淘汰を生き延びたシェール企業が積極的に事業
規模の拡大を図った時期であったが、同時にこの頃から、
いつまで経っても十分な株主還元（配当増や株式買い戻
し等）を実行しないシェール企業に対する投資家の失望
感が広がり始めたといわれている。米国シェール産業の
黎明期以来、多くの投資家が、その成長ポテンシャルと

将来の投資リターンの収益性に期待してシェール企業へ
の投資を続けてきたが、シェール企業は、表1に見たと
おり、長年にわたり事業の成長に多額の資金を投入し、
株主への還元を後回しにしてきた。その結果、今まで辛
抱してきた投資家の不満は限界に達し、シェール各社に
対し、株主への利益還元を優先するよう強く要求するよ
うになったとのことである。
　この投資家によるシェール企業への失望感と不満は、
各社の資金調達に大きな影響を及ぼした。図3は、
2014 ～ 20年の主要シェール企業による資金調達の内
訳を示したものである。2014 ～ 17年上期にかけて株
式発行等のエクイティ・ファイナンスによる資金調達が
積極的に行われていたが、2017年下期以後その動きは
大きく縮小し、昨年末に至るまでエクイティによる資金
へのアクセスがほぼ遮断されていることが分かる。また、
前述の投資家マインドの変化は、株価からも読み取るこ
とができる。図4は、2018年1月からパンデミック拡
大前にあたる2020年1月末までのS&P500�（代表的な
米国企業500銘柄で構成される主要米国株価指数）、
XOP（米国独立系上流開発企業ETF）およびランダムに
抽出した上場大手シェール企業4社の株価の推移を比較
したものである。対象期間を通じて、S&P500指数は約
20%上昇した一方で、大手シェール4社の株価とXOP
はいずれも約30 ～ 50%の大幅な下落を見せており、こ

表1 主要シェール企業の FCF の推移（単位 : 百万ドル）

※�水色は対象期間 9年のうち 2/3 にあたる 6年以上にわたり赤字を計上している企業。このうち全期間を通じて赤字を計上している企業を太字で
記載。

出所：IHS�Markit および米国エネルギー情報局データを基に JOGMEC作成
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れらの傾向は、シェール企業に対する投資家の期待の低
下を反映したものと理解することができる。

③�エクイティ・ファイナンスに続き、デット・ファイナ
ンスによる資金調達も困難に

　前項に述べた株式等による資金調達の不振を背景に、
シェール企業は、近年ほぼ全ての外部資金調達を社債発
行や銀行融資等の借入に依存していたが、2019年は多
くの企業が、これらデット・ファイナンスによる資金調
達の制約にも直面した（図3）。
　シェール企業の多くは、財務基盤が脆弱であること、
変動の大きい石油・ガス価格に収益が大きく影響を受け
る等の事情から、信用リスクの高い投機的格付けに区分
されており、債券を発行する際にはジャンク債として相

対的に高い金利が適用される。それにもかかわらず、
シェール各社は、リーマンショック以後、長く続いた米
国内の低金利環境を背景に、成長投資の財源をこれら
ジャンク債による多額の借入で賄ってきた。他方、表1
のとおり、操業に伴うCF収入を優先的に開発資金に充
当してきたシェール各社は、株主還元と同様に債務削減
を後回しにしてきたため、各社の債務残高は膨張を続け、
バランスシートは悪化した。図5は、大手から中小企業
に至る上場企業約65社をレバレッジ比率に応じて区分
し、年別に比較したものであるが、同図からは、負債の
割合が大きく、財務の安全性が懸念される企業が相当数
いたことが分かる。
　そして、膨れ上がった債務の多くは、今後数年間に返
済期限が集中することとなる。図6は、2022年以後の

図4 一部大手シェール企業の株価および関連指標の推移

出所：WSJ データを基に JOGEMC作成

図3 シェール企業による外部資金調達実績の推移

出所：Rystad�Energy�Research�and�Analysis
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10年間に満期到来が予定されるシェール企業約65社の
債務の残高を年別にまとめたものであるが、次の7年間
に満期が到来する債務は合計約1,240億ドルにも及び、
金利も大きな負担となっていることが分かる。
　デット・ファイナンスによる資金調達が困難となった背
景については、以上のように、過去に蓄積された多額の
債務の返済期限が目前に迫る現実と、シェール企業の低
い収益体質や脆弱な財務状況から、将来のデフォルトを
懸念する投資家が社債への投資を控え、銀行も融資を引
き締めるようになった点が指摘されている。これにより
一部の財務体質の優良な企業を除く大部分のシェール企
業が、既存債務の借り換えを含めて、デット・ファイナン
スによる資金調達も困難な状況に陥った模様である。

④背水の陣で投資家の信頼獲得を目指すシェール企業
　このように、シェール各社は、株主リターンの強化や
債務削減を要求する投資家の圧力の高まりと、株式と借
入の双方における厳しい資金アクセスの制約に同時に直
面することとなった。特に2019年はこの傾向が顕著と
なり、外部資金調達実績は過去5年間で最低水準であっ
た（図3）。
　操業に必要な外部資金へのアクセスを遮断された
シェール各社が将来の企業存続に向けて取りうる唯一の
選択肢は、全ての投資を操業キャッシュフロー（CF）収
入の枠内に収める「CF中立投資」を実現した上で、残り
のCFを原資に投資家の2つの要求（株主還元と債務削減）
に応えることであった。その実現に向けて、2019年初

旬以後、各社は、開発計画の見直し
によるCAPEXの削減、オペレー
ション効率化や坑井の生産性向上等
による操業CF収入の改善、非主流
資産の売却等による一時的なFCF
の確保とバランスシートの改善等に
取り組んだ。図7は、主要シェール
企業合計40社の操業CF収入と
CAPEXの推移を示したものであ
る。従来、CAPEXが操業CF収入
を大幅に超過する過大投資の状況が
慢性的に続いてきたが、2019年2Q
以後はCF中立投資が達成されるよ
うになり、さらにその後の同年4Q
には対象40社の約75%がCF中立
投資を実現するなど、各社の努力が
軌道に乗り始めていた様子が理解で
きる。

（3） スピーディかつ大胆な対策で油

価急落を乗り越える

　ところが、これらの努力に水を差
す形で、新型コロナウィルスの感染
拡大に伴う世界的な石油需要の減少
とOPECでの減産交渉決裂を背景に、
2020年3月に油価が大きく下落した。
この油価急落により、主に石油開発
を手掛けるシェール企業の大部分が
収益を大きく悪化させ、事業計画の
大きな変更を余儀なくされた。
　油価急落による操業CF収入の大
幅な収縮を見越したシェール各社

図6 主要シェール企業の満期別の債務残高

出所：Rystad�Energy�Research�＆�Analysis を基に JOGMEC作成

図5 シェール企業の負債資本比率の分布

※上場独立系企業約 65 社を対象に集計。
出所：IHS�Markit データを基に JOGMEC作成
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図7 主要シェール企業の操業 CF 収入と CAPEX の推移

出所：Rystad�Energy�research�and�analysis

図8 主な米国石油・ガス企業による2020年CAPEX見直しの状況 (3/17時点)

出所：Hart�Energy
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は、CFの保護と財務の健全性維持の観点から、驚くほ
どの速さで、2020年の投資計画の大胆な見直しを行った。
図8は、油価急落から約1週間後の時点で、シェール企
業を中心とする米国の上流開発企業各社が公表済みの投
資計画の見直し結果をまとめたものである。すでにこの
時点で27社が、平均30%の投資計画の削減に踏み切っ
ていた。
　また、シェール各社は、これらの投資計画の見直しに
併せて、当時の油価で操業費用が回収できない既存生産
井の一時閉鎖を実行した。ここで図9を見ていただきた
い。これはダラス連邦準備銀行が、テキサス州を中心と
する管轄地域の上流開発企業に対しアンケート調査を行
い、各社が操業する主要シェール鉱床で既存生産井の操
業費用を回収するために必要な油価（損益分岐価格）につ
いて調べたものである。
　同図は、各事業者から得られた回答を基に、各鉱床の
平均損益分岐コストと、鉱床別の損益分岐コストの範囲

を示している。各社は、このうち損益分岐コストが油価
を上回る既存井、すなわち操業すればするほど損失が発
生する油井を中心に一時閉鎖を行ったものと考えられ
る。一時閉鎖と減産量の関係については、Rystad�
Energyが図10のとおり分析している。これによれば、
油価が大きく落ち込んだ5月に各社は約100万bd相当
にも及ぶ大規模な減産を実行、そして油価が40ドル前
後で安定し始めた7月には減産の解除に着手し、9月ま
でにほぼ全ての減産を解消したとのことである。収益へ
のダメージやCF流出を最小化するために取られたこれ
ら一連の措置は、非常に速いスピードで状況変化に対応
する米国シェール企業の特徴が顕著に表れたものであっ
たといえる。

（4）今般の油価急落に伴うシェールオイル企業の倒産動向

　なお、今般の油価急落局面では、前述の努力にもかか
わらず、多くのシェール企業が資金繰りに行き詰まり経
営破綻した（表2）。2020年を通じて合計46社が米国破
産法11条（チャプター 11）の申請を行い、合計約500億
ドル（5.5兆円）相当の債務が法的整理の対象となった。
　ここで、2016年、2019年、2020年のシェールオイ
ル企業の倒産件数と法的整理対象となる債務残高を比較
した図11を見ていただきたい。2020年の債務残高は
前回油価低迷期の2016年とほぼ同程度であるが、倒産
件数は2016年と比べて大きく減少している、そしてこ
の2020年の倒産件数は、油価急落前にあたる2019年
と同水準であることが分かる。
　今回の油価急落局面の当初、米国内の多くの専門家が、
シェール企業倒産の新たな波が到来する可能性を指摘し

図9 主要シェールオイル鉱床における既存生産井の
損益分岐コスト

出所：ダラス連銀

図10 油価急落を受けた米国における原油減産量の推移＊ 6

出所：Rystad�Energy�Research�and�Analysis＊ 5

表2 2020年にチャプター11を
申請した主なシェール企業＊8

企業名 債務残高
（百万ドル）

Chesapeake Energy 11,800

California Resources 6,285

Ultra Petroleum 5,556

Unit Corp. 4,808

Whiting Petroleum 3,567

Extraction Oil & Gas 2,523

Denbury Resources 2,500

Gulfport Energy 2,298

Oasis Petroleum 2,265

出所：�Haynes�&�Boone�“Oil�Patch�Bankruptcy�
Monitor”を基に JOGMEC作成＊7
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ていたが、上記の比較から、結果的に業界専門家が当初
恐れていたほどの深刻な事態には至らなかったといえる
だろう。その最大の理由は、2020年3Q以降、現在まで
油価の回復基調が続いている点にあるが、加えて、（2）
で述べた経緯を経てシェール企業の「体質改善」が進んだ
ことも一因ではないかと著者は考える。

（5） 新たな局面に入るシェール企業の経営戦略

　図12は、前回の油価急落が生じた2014年から2020
年末にかけてのWTIスポット価格とシェールオイルの

生産量の推移を示したものである。2015年から始まる
低油価期に、操業効率化等を通じてコスト競争力を高め
たシェール企業は、2017年下期の油価回復局面で大き
く増産に舵を切った。その勢いは油価が約70ドル/bbl
台で頭打ちになった2018年央以後も留まることなく続
き、米国の原油生産は増加の一途を辿ってきた。
　2020年3月に急落した油価は、同年夏に40ドル/bbl
の水準まで回復したのちに現在まで回復基調が続き、本
稿を執筆中の3月中旬現在、WTIのスポット取引価格は
1バレルあたり60ドル台半ばの水準まで到達している。
この間、OPEC諸国をはじめとする世界の原油市場関係
者が、前回の油価回復局面で大きく増産に踏み切った米
国シェール企業の動向に注目していたが、今回各社は、
先般見直した保守的な開発計画を引き続き今後も維持
し、FCFの確保を優先する戦略を選択した。ここで改
めて図7をご覧いただきたい。当該選択の結果、2020
年3Qには操業CF収入がCAPEXを大きく上回り、CF
の黒字を実現した企業の割合も90%まで上昇している
ことが確認できる。図13は、個別企業の取り組みの一
例として、パーミアン専業のシェール企業である
Diamondback�Energy社の再投資比率＊9の推移を示した
ものである。同社の再投資比率は事業の拡大期に100%
程度で推移していたが、油価急落後の2020年4Qには
その半分程度まで減少していることが分かる。また、同
社は2021年も再投資比率を80%以下に抑えることとし
ている。

図11 シェール企業によるチャプター 11 申請件数と
債務残高

出所：�Haynes�&�Boone�“Oil�Patch�Bankruptcy�Monitor”を基に
JOGMEC作成＊7

図12 WTI 価格と米国シェールオイル生産量の推移

出所：�EIA�ウェブサイトおよび“Drilling�Productivity�Report”を
基に JOGMEC作成
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　今後のシェール企業の経営戦略の傾向に関して、昨今、
在ヒューストンの専門家からは「CF中立投資」「FCF最
大化」「収益性重視」「控えめな成長」「株主還元」「債務
削減」等をキーワードとする考察を多く耳にするが、こ
れらのキーワードは2020年下期の各社の決算発表から

も読み取れる。図14に、一部大手シェール企業の決算
発表資料から、上記キーワードに関連する財務戦略関連
の目標や取り組みをまとめたのでご覧頂きたい。具体的
な目標は各企業で異なるものの、大枠としては、①再投
資比率を80%以下に維持してFCFを確保する、②成長

ペースを抑制する、③油価上昇で上振れす
る収益は債務削減と株主還元に優先充当し
ていく、等の特徴が共通して見られる。
　（2）で述べたように、これらの傾向の萌芽
は油価急落前の2019年から見られていたが、
今般、改めて各社が相次ぎ明確な方針を打
ち出したことは、シェール各社の経営戦略
が、ひたすらに事業の成長や規模の拡大を
追求するフェーズから、腰を据えて収益性
や将来の持続性を追求する新たなフェーズ
へと進化したことを裏付ける注目すべき動
向といえよう。これは、先般の油価急落に
よりシェール企業の収益性や持続性に対す
る投資家の懸念が従来にも増して高まるな
かで、その信頼を回復するための決意表明
とも理解することができる。

図14 主要シェール企業各社の再投資比率と FCF 創出に向けた取り組み

出所：各社決算資料および IR情報に基づき JOGMEC作成

図13 Diamondback 社の再投資比率の推移

出所：�Diamondback�Energy 社 IR 資料
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　国家が鉱区を管理する他国の一般的な上流開発との比
較において、米国のシェール開発を差別化する大きな特
徴の1つに、その大部分が私企業や個人等の私有地で開
発されている点が挙げられる。このため、従来、米国で
は、シェール鉱区やシェール企業を相対で売買するエコ
システム（M&A市場）が形成されており、米国シェール
産業のダイナミズムの原動力となっている。本章では、
シェール企業の経営戦略と表裏一体であり、シェール産
業の全体像を理解する上でも重要な、このM&A市場の

動向について紹介する。なお、主な取引形態としては、
シェール鉱区そのものを売買するケースと、これら
シェール鉱区を保有する企業を吸収合併するケースの2
種類が挙げられるが、ここでは、便宜上、両者を総称し
てM&Aと呼ぶこととする。

（1）油価急落前のM&A市場動向

　シェールM&A市場の動向は、1.にて述べたシェール
企業の動向と密接に連動している。ここで、過去4年間

の米国シェール関連M&Aの件
数および取引高の実績を比較し
た図15を見て頂きたい。シェー
ル各社が開発を積極的に拡大し
た 2017 ～ 18 年 に か けては
M&A市場も活況であった一方、
シェール各社のファイナンス環
境の悪化が顕在化した2019年
は、1件の大型買収により取引
高は大きく見えるが、その実、
全体としてM&A市況も大きく
後退していることが分かる。
　2019年のM&A市場は、売
り手、買い手の双方がそれぞれ
直面する異なる事情から、売り
物が多く出る一方で、買い手の
数が限られる「買い手市場」で
あったと考えられる。まず売り
手側の事情として、1.で述べた
とおり2019年は多くのシェー
ル企業が資金調達に難航すると
ともに、投資家との関係で、株
主還元やバランスシート改善に
向けた原資の確保の必要性に迫
られていたため、資産売却のイ
ンセンティブが強く働いていた
ことが挙げられる。折しも直前
2年間で実行された合計約1,300
億ドルものM&Aのうち、約
550億ドルが企業買収であった
ことから、これに伴う非主流資
産の売却ニーズも相当程度あっ
たと考えられる。他方、買い手

2. シェールM&A市場の動向

図15 2017～20年にかけての米国シェール関連M&A実績 (100万ドル)

出所：�IHS�Markit�データを基に JOCMEC作成

図16 2019 年の Occidental Petroleum 社の株価の推移

出所：Occidental�Petroleumウェブサイト情報を元に JOGMEC作成



35 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

最近の米国シェールオイル・ガス開発情勢について～油価低迷を経て新たな局面に入る米国シェール産業～

側の事情としては、成長投資よりも株主還元を優先する
よう投資家から強い圧力を受けるなか、大規模な資本支
出を伴うM&Aを実施することは投資家との関係で困難
であった点が挙げられる。ここで図16を見ていただき
たい。2019年上期にはメジャーのChevronと大手独立
系のOccidental�Petroleum（以下、Oxy）がAnadarkoを
めぐる買収劇を繰り広げたところであるが、同図は、
M&Aの実行が株価に与える影響を考察するために、
Oxyの2019年の株価の推移を示したものである。赤い
丸印は、Oxyが570億ドルもの大きな負担を伴う提案を
行い、最終的にAnadarko買収の権利を得た時期を示し
ている。従来パーミアンの主要オペレーターの1社であ
るOxyにとっては、同じパーミアンの中核地域に多く
の資産を持つAnadarkoの買収は、オペレーションの観
点から大きなシナジーが見込める事案であったが、一部
のOxy株主は、買収額の割高感、高額な資金調達コスト、
財務の悪化等を懸念して反対の声を挙げていた。こうし
た投資家の懸念は株価の値動きにも反映し、同社の株価
は買収発表から1カ月で約20%近くも下落することと
なった。
　巨額の買収事案である本件を他の全ての事案と同一視
することはできないが、程度の差こそあれシェール各社
は上記同様の株主圧力に直面していたことにより、大規
模な支出を伴うM&Aの実行は困難な状況であったと考
えられる。
　なお、以上の話はいずれも上場企業の動向を述べたも
のであるが、米国シェールM&A市場では、プライベー
ト・エクイティ・ファンド（PEファンド）が出資する
シェール企業（以下、PE系企業）も上場企業と並ぶ中心
的な市場参加者であるため、ここで少しPE系企業の動
向についても紹介したい。
　PE系企業は、上場企業が手を出しにくい高リスク案件
（新規鉱床の探鉱や複雑な構造の鉱床の開発、新たな技
術や開発手法の実装など）に積極的に投資し、事業性の
確認までを行ったのちに、当該事業、更には当該事業を
手掛ける企業そのものを上場企業に売却するビジネスモ
デルを通じて、これまで米国シェール産業を支えてきた
重要なプレイヤーであるといわれている。2017 ～ 18年
のシェール産業の拡大期にも、PEファンドが多額の資金
をコミットし、多くのPE系企業が開発に参入した（図
17、図18）。
　これらPE系企業は、あくまでPEファンドが資産運
用の一環で創設・経営する企業であることから、将来の
ある時点で必ずExitの対象となり、その期限は平均5年
程度とされている。図18に示す数百件の全てのPE系

企業も、最終的には上場企業への売却対象として、いず
れかの時点でマーケットに売りに出されることとなり、
こうした形で、従来PEファンドはM&A案件の主な供
給源の１つとしての役割を果たしてきた。しかしながら、
前述のとおり2019年は上場企業の多くがM&Aを実行
できる状況になかったため、PEファンドの多くが、傘
下のPE系企業の売却先を見つけられず、Exitに苦戦し
ている模様であった。そして各PEファンドは、現在、
状況の打開に向けて傘下のPE系企業同士の合併を進め
ているといわれている。
　PEファンドが、これらPE系企業同士の合併を進める
背景として、当地の金融関係者は次の2点を指摘する。
1点目として、多くのPEファンドが、売却先のないPE
系企業を適切な売却時期まで保有し、操業収入でファン
ドの利回りを確保する選択肢を追求し始めたことであ
る。オペレーターとして高い収益を上げるためには事業
規模の拡大が不可欠であること、また、傘下の企業数が
多いほど間接コストの重複が多くなるため、これを削減
する必要性から、合併を進めているとのことである。そ
して2点目は、相対的に資金力がある大手上場企業への
訴求の観点である。大手上場企業は最も有望な売却先の
候補であるが、費用対効果の観点から、小規模のM&A
案件を敬遠する傾向にある。そこで、合併を通じて、傘
下企業の事業規模を大きくすることで、これら大手上場
企業の目を惹こうとしているとのことである。
　また、その他のPEファンドによるExit手段として、
かつてはIPO（株式上場）が実行されるケースもあったが、
昨今は、投資家によるシェール企業の不人気から期待ど
おりの株価が見込めず、IPOの動きは停滞が続いていた。
こうしたなか、興味深い動向として、本年2月下旬に大
手PEファンドのBlackstoneが、傘下のHeynesvilleの主
要シェールガス企業であるVine�Oil�&�Gas社の一部株式
のIPOについて当局への申請を行った旨が報じられた。
本件は、2017年以来の約4年振りのIPO案件といわれて
おり、米国シェール企業に対する投資家の信頼が戻りつ
つある兆候とも解釈しうる動向として著者は注目してい
たが、結果的に上場時の株価は想定を下回り、当初の資金
調達目標を達成することができなかった模様である＊10。
依然として投資家のシェール企業に対する警戒感が高い
ことを表す1つの動きといえるだろう。

（2）2020年のＭ＆Ａ動向

　2020年は、従来と比べて資産取引件数が約半分まで
減少した一方で、企業買収の件数が約5割ほど増加した
点が大きな特徴といえる（図15）。油価が急落した上期
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のM&A実績は過去3年間で最も不調であったが、下期
に相次ぎ企業買収案件が発表されたことで、年間を通じ
た取引高は、2017年の実績まであと一歩の規模となる
500億ドルまで到達した。2020年上期は油価の急落で
シェール各社の株価や鉱区の資産価値に割安感が見られ
ていたにもかかわらず、M&Aが不調であった主な理由
については、当地の多くの専門家が、資産価値評価のベー
スとなる油価が不安定であったため、売り手と買い手が
取引価額で合意するのが困難であった点と、油価急落に
より買い手の収益が悪化した点を指摘している。
　図19は、2020年下期に発表された企業買収案件の
中から、4件の大型案件の概要を整理したものであるが、

これら4件にはいくつかの共通する特徴が見られる。
　1つ目の特徴として、4件の事案全てが、全量株式交
換の形態によりM&Aが実行されている点が挙げられ
る。これは、前述した投資家との関係、すなわち株主へ
の収益還元と債務圧縮の観点から、買収原資にキャッ
シュや借入等を容易に利用できないシェール企業の事情
を反映したものといえる。
　2つ目として、4件のうち②～④の3件の買収事案は、
いずれも従来から財務状況が良好な企業同士による
M&Aである点が挙げられる。この点に関して、当事者
の財務状況を理解する上で参考になる指標が各社IR資
料に掲載されていたので図19に併せて記載する。指標

図17 PE ファンドによる石油ガス開発への資金コミットメント

出所：Enverus

図18 PE 系企業の創設件数

出所：Enverus



37 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

最近の米国シェールオイル・ガス開発情勢について～油価低迷を経て新たな局面に入る米国シェール産業～

に多少のバラつきはあるが、3件いずれも、試算ベース
では合併後の純負債は収入の2倍未満に収まっており、
数年後には1倍以下まで低減する目標を立てている。あ
る調査では平均的なシェール企業の純負債/EBITDA
（X）の比率が約3倍程度＊11とされていることを踏まえれ
ば、今回例示した事例はいずれも財務が良好な企業を当
事者とする事案であると解釈することができる。
　3点目に、今回の事案はいずれもパーミアンの事業規
模拡大を主眼に置いている点である。これら4件には特
徴があり、①と②は従来パーミアン西部のデラウェア鉱
床で操業する近隣オペレーター同士の合併、③は自社の
事業ポートフォリオに占めるパーミアンの割合が相対的

に小さい企業が、これを拡大するためのパーミアン専業
企業の買収、④はパーミアン東部のミッドランド鉱床で
操業する近隣オペレーター同士の合併（図20）をそれぞ
れ企図したケースといえる。パーミアンの事業拡大と一
口に言っても、その動機や狙いは各当事者の置かれた状
況によって異なっている。
　なお、上記4件のうち①と③は「大手企業による中堅
の買収」、②と④は「中堅同士の合併」と整理することが
できるが、当地の多くの専門家は、今回の一連の大型
M&Aの発表を、「長期の構造変化を目指す統合」と評価
し、今後、米国シェール業界に上記2形態をトレンドと
する大きな次期M&Aブームが到来する可能性を指摘す

図20 Pioneer Natural Resources 社と Parsley Energy 社の鉱区の位置関係

出所：Pioneer�Natural�Resources 社�IR 資料

図19 2020 年下期における大型シェール関連 M&A 案件の概要

出所：各社 IR情報等を基に JOGMEC作成
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3. まとめ

　以上、本稿では、財務戦略やファイナンスの側面に焦
点を当てた形で、米国シェール企業の経営戦略の進化の
模様について紹介してきた。新たな段階に入ったシェー
ル企業が目指す姿は「堅固な財務基盤」「持続的な成長」

「収益性重視」等のキーワードで特徴づけることができ、
業界内では、この新たな段階を“Shale�3.0”と呼ぶことも
ある。シェール各社は、先般の油価急落を経て、改めて
投資家に対し、開発投資の抑制と投資家への利益還元を

る。これら専門家は、その理由として、（1）前回の油価
低迷時に操業の効率化や坑井の設計の改良等により事業
の収益性を大きく改善させたが、これ以上の改善の伸び
シロが少ないこと、（2）シェール革命から約10年が経過
し、各シェール鉱床で「Tier1」と呼ばれる生産性の最も
高い優良鉱区が徐々に枯渇しつつあること、（3）これら
2点を背景に開発コストの削減が限界点に達しつつある
なかで、今まで以上に投資家から高い収益性を要求され
ている点を指摘し、更なる「スケールアップ」が不可欠で
あると主張する。2020年に資産取引の件数が減少する
一方、企業買収が増加した理由については、今般の低油
価で企業価値に割安感があったことに加えて、上記の課
題を背景に、従来の主流であったシェール鉱区面積の拡
張のみならず、中流インフラ等を含む広範なバリュー
チェーン規模でのコスト削減、さらにはバランスシート
強化等の財務戦略を含む広義のスケールアップの必要性
があったことも一因と考えられる。財務戦略上のシナ
ジー創出の一例として、Pioneer社とParsley社の合併
に係るIR資料では、従来5%の金利負担で開発資金を調
達していたParsley社が、今回の合併の結果、Pioneer
社の信用をレバレッジに同額の資金を2%で調達するこ

とができるようになり、最大7,500万ドルの資本コストの
節約が可能となる点をシナジー効果の１つに挙げている。
　今後の米国シェール産業の再編の道行きに関しては、
業界関係者の間で多様な見解がある。一例として、昨年
末にダラス連銀が実施した、今後の業界再編の見通しに
関するアンケート調査結果を図21に紹介する。本アン
ケート調査は、米国の上流開発企業約100社に対し、現
在60社程度ある米国の上場独立系上流開発企業が、
2022年末にどの程度残っているかについて聴取したも
のである。アンケートでは、約半数の回答者が、今後の
業界再編を通じて、現在の約60 ～ 80%（37 ～ 48社）ま
で企業数が減少すると予想した。このほか、最終的に
10社程度の大手シェール企業による寡占状態になると
の分析や、10 ～ 15社程度の大手上場企業と地域別に4
～ 5社の専業中堅企業に集約されるとの分析なども見聞
する。今回の一連の大型M&A案件に見られる「大手企
業による中堅の買収」と「中堅同士の合併」が新たな
M&Aのスタンダードになるのか、果たして次のM&A
ブームは本当に来るのか等、興味が尽きないところであ
る。引き続き、今後の動向を注視していきたい。

図21 今後の上場シェール企業数に関する業界関係者の見立て

出所：ダラス連銀＊12

Q： 現在約 60 社ある米国の上場独立系上流開発企業は、
今後の業界再編の結果、2022 年末までに何社程度
が残っていると考えるか？
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<注釈>
＊1：https://www.ipaa.org/independent-producers/
＊2：https://www.ipaa.org/wp-content/uploads/2019/05/IPAA-Economic-Contribution-Final-Report.pdf
＊3：純操業キャッシュフロー収入から純投資活動キャッシュフローを差し引いて算出。
＊4：2012年以後のデータのみ利用可能な2社（Parsley�EnergyとCentennial�Resources）を含む合計。
＊5：�https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/us-shut-in-oil-comes-back-most-curtailed-

output-is-set-to-return-by-the-end-of-august/
＊6：Netはシェール企業の権益保有分の合計値、Grossは政府のロイヤルティ収入相当分を含む合計値。
＊7：https://www.haynesboone.com/-/media/Files/Energy_Bankruptcy_Reports/Oil_Patch_Bankruptcy_Monitor
＊8：債務残高20億ドル以上の企業を列挙した。
＊9：ある期の開発資本支出を、同期の操業CF収入（運転資本増減反映前）で除して算出。
＊10：�https://www.nasdaq.com/articles/blackstone-backed-natural-gas-ep-vine-energy-prices-ipo-below-the-range-

at-%2414-2021-03-17
＊11：�https://www.eulerhermes.com/content/dam/onemarketing/ehndbx/eulerhermes_com/en_gl/erd/

newsimport/pdf/20200123watchusenergyinsolvencies.pdf
＊12：https://www.dallasfed.org/research/surveys/des/2020/2004.aspx#tab-questions

表明したところであるが、折しも、今この原稿を執筆し
ている3月中旬時点でWTI価格は1バレルあたり60ド
ル代半ばの水準まで回復しているところである。そして
この油価上昇を受けて、一部のPE系企業は、再び増産
に向けて掘削リグの稼働数を大きく増やす動きも見せ始
めている。油価の回復により、掘削に資金をつぎ込む誘
惑が再び迫るなか、シェール各社はその誘惑に打ち勝ち、
当初のコミットメントを維持することができるのか。あ
るいは、再び「囚人のジレンマ」に陥り、痛みを伴う増産
競争に転じるのか。シェール産業は今まさにその忍耐力
が試されており、過去に失った投資家の信頼を取り戻す

ための正念場を迎えているといえるだろう。さらに、正
念場という意味では、世界的なESGに対する意識の高
まり、さらにはバイデン新政権による気候変動政策が米
国シェール企業に与える影響も今後、目が離せない動向
である。なお、3月11日に開催されたJOGMEC国際セ
ミナーでは、バイデン新政権が石油・ガス産業に与える
影響について議論が行われた。本稿の読者の中には、そ
れをご視聴いただいた方も多いと思われるが、その結果
は別途、本誌にも後日掲載する予定なので、見逃した方
は是非記事を参考にしてもらいたい。
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