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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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ダラス連銀の報告（3/24）

 ダラス連銀管轄域における2021年第1

四半期の石油ガス活動（155社）は前期

比で大幅に活発化

 事業活動指数：2020年4Q 18.5 ⇒ 2021年1Q  53.6

 石油生産指数：2020年4Q 1.0 ⇒ 2021年1Q  16.3

 ガス生産指数： 2020年4Q ▲2.1 ⇒ 2021年1Q 15.9

 CAPEX支出指数： 2020年4Q 12.5 ⇒ 2021年1Q 31.0

 2022年のCAPEX支出指数見通し 49.5

 2021年末油価見通し：平均$61/bbl
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ダラス連銀報告：石油会社の油価見通しの分布

・50～68ドル/bbl程度の油価を
見込んでいる企業が大半
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連邦規制による石油・ガス開発の利益への悪影響懸念

• バイデン政権はクリーンエネルギー促進に向
け税制改正を検討中。石油・ガス産業への優
遇税制廃止を検討とも報じられる。
（例）
 掘削コストの控除
 耐用年数短期化

• 1900年代初めから存在する優遇策も含まれ
ているが、オバマ政権でもこれらの廃止を企
図するも実現しなかった。

• 優遇税制の効果は2019年で12億ドルとも。こ
れが成功すれば、クリーンエネルギー促進に
向けた財源にもなる。

• 税制改正は議会承認が必要。オバマ政権時
よりも気候変動への問題意識は高まるも、経
済復興の観点からは容易ではない。
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シェールオイル開発の操業コストブレークイーブン油価
（2021年3月発表）
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昨年の操業コスト調査結果（2020年3月）
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一昨年の操業コスト調査結果（2019年3月）
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操業コストブレークイーブンの推移

（/bbl） 2019 2020 2021 特記事項
Permian(Midland) $27 $26 $27 下げ止まり？

Permian（Delaware） $35 $26 $26 下げ止まり？

その他のPermian $37 $32 $33 下げ止まり？

Eagle Ford $28 $23 $17 コンスタントに低下

米国の他地域シェール $28 $30 $33 コンスタントに増加

米国の在来型生産井 $36 $36 $34 低下、分布域は高コスト域から低コスト域まで広い

• 操業コストは必ずしも米国内の広いエリアで低下しているとは限ら
ないが、現行のWTI原油価格は十分に操業費の回収が可能なレ
ベルとなっている。
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シェールオイル開発の資本コストブレークイーブン油価
（2021年3月発表）
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昨年の資本コスト調査結果（2020年3月）
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一昨年の資本コスト調査結果（2019年3月）
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シェールオイルの資本コストブレークイーブンの推移

（/bbl） 2019 2020 2021 特記事項
Permian(Midland) $48 $46 $46 今回は、分布含めて変化なし

Permian（Delaware） $49 $52 $49 増減繰り返し、コスト削減限界？分布に大差なし

その他のPermian $54 $50 $53 増減繰り返し、コスト削減限界？高価格分布広がる

Eagle Ford $51 $46 $46 コスト削減限界？分布に変化なし

米国の他地域シェール $49 $51 $58 ＋$7/bbl大幅増、高価格の分布広がる

米国の在来型生産井 $49 $50 $53 微増だが低価格の分布が特徴。高価格分布広がる

 PermianやEagle Fordの堆積盆地でのブレークイーブンは抑えられているが、他のエリア
のシェールオイル開発の資本コストが増加している可能性。

油価は比較的好調なのになぜ投資そして生産量が増えない？
 企業財務が優先（キャッシュフローの増加で借入金返済・株価対策を優先）
 「Tier1」と呼ばれる良質な開発エリアでの開発が進み、徐々に生産性低下
 新技術導入の限界（生産効率向上を示すデータも散見されてはいる）
 鉱区の最適化（鉱区の交換等により、水平掘削長を延伸）が尽くされた
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米国主要地域のシェールオイル生産量：やや減少

 2021年2月の生産量は前月比51.2万b/d減の644.8万b/dとなった。

2月は異例の低温の影響
で石油生産量が急減。3月

以降回復し徐々に増加す
る見通し。
Permian堆積盆地の新規

坑井からの生産増、他の
堆積盆地からは生産減。
2020年11月ごろにはバレ

ル当たり50ドル程度に油

価が上昇したが、シェール
オイルへの投資回復・生
産増には至っていない。

出所：EIA
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今後の米国の原油生産量見通し（EIA、シェール以外を含む）

• 油価見通しは上方修正されているが、原油生産量は下方修正。油価上
昇によっても投資・生産が増加しない状況がここでも明らか。

• 世界でCOVID-19ワクチン接種が進み、需要見通しの引き上げが続いて
いるが（OPEC・IEA）、需要増に合わせて米国が同じペース、あるいはこ
れを上回るペースで原油生産量を伸ばせるか？

（単位：万b/d） 2020年平均 2021年平均 （想定油価） 2022年平均 （想定油価）

2021/3/9 発表 1,131 1,115 ($57.24/b) 1,202 ($54.75/b)

2021/4/6 発表 1,131 1,104 ($58.89/b) 1,186 ($56.74/b)

（3月との差） － ⊿11 (+$1.65/b) ⊿16 (+$1.99/b)
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米国の原油・ガス生産見通し（Rystad Energy, 4/19)

・Rystad Energy
もEIAと同様の

油価見通し、
また2021年中

の大きな生産
増は期待でき
ないと見込む。
（前月比で下
方修正）
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水平坑井掘削リグ稼働数(Rystad Energy, 4/12)

・昨夏以降、ゆっく
りと水平坑井掘
削リグ稼働数が
増加。

・シェールオイル
増産には、現在
の300基程度の
リグ数を150基増

やすことが必要
との意見も。
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DUC（Drilled but Uncompleted Well)の推移

• 低油価時はDUCの在庫

を増やし、油価上昇のタ
イミングに合わせて坑井
仕上げを行うケース多い。

• 油価上昇の後、積み上
がったDUCを仕上げて生
産に至る例が増加。EIA
は3月もDUC減を報告。

• 今後、油価が維持され
れば、リグ稼働数の増加
もあいまって、DUCも平
準化する見込み。

出所：Rystad Energy

（注）Live DUCs:掘削から2年を経ていないDUC
（2年を過ぎるとそのまま仕上げられない坑井が多い）
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シェールオイル生産企業の財務が徐々に改善①

・米シェールオイル生産企業のキャッシュフローが黒字化

 油価の上昇と投資の抑制がその原因。

 シェールオイル生産量は、2020年に比して200万b/d

程度減産しているが、それでも米国全体としては、

700万b/d程度のシェールオイル生産量が維持。

 多くの会社がWTI$60/bblの価格でキャッシュフローが

黒字化。
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米シェールオイル生産企業の財務（フリーキャッシュフロー）

• 多くの企業でキャッシュフローがマイナス、急激な生産増に隠された財務の軽視

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79.48 94.88 94.05 97.98 93.17 48.66 43.29 50.80 65.23
4.37 4.00 2.75 3.73 4.37 2.62 2.52 2.99 3.15

Apache (6,677) 1,308 (4,920) 2,719 (343) 3,660 770 1,012 (167)
Cabot Oil & Gas (129) 14 (113) 106 (428) (253) 39 192 812
Chesapeake (3,386) 91 (2,147) 1,647 5,088 (2,217) (864) (443) 2,185
Concho (1,392) (452) (1,003) (535) (872) (1,072) (840) (24) 342
ConocoPhillips 21,710 12,631 2,295 9,836 1,604 (1,083) 544 14,839 9,091
Continental Resources (386) (937) (2,271) (1,148) (1,232) (1,189) 593 270 596
EOG (2,194) (1,177) (882) 1,015 1,136 (1,725) 1,106 278 1,598
EQT (450) 291 (574) 163 (1,029) (1,309) (1,897) (2,489) (1,003)
Hess (729) (1,582) (1,391) 5,448 4,465 (2,225) (1,295) 2,303 373
Marathon Oil 3,252 (1,143) (1,422) 749 3,741 (1,637) 199 72 1,764
Occidental Petroleum 271 2,378 (1,343) 4,734 2,598 (2,072) (1,359) 1,782 4,463
Pioneer Natural Resources 330 (31) (1,419) 5 (333) (592) (2,322) 307 632
Range Resources (286) 84 (881) (240) (291) 465 78 (323) 295
Southwestern Energy (83) (285) (253) (307) (4,953) (58) 336 (155) 1,582
Diamondback Energy (48) (46) (133) (784) (1,126) (479) (978) (2,244) (1,939)
Comstock Resources (129) (667) (121) 575 (234) (132) (53) (4) (24)
Cimarex Energy 153 (137) (222) (207) (121) (317) (93) (169) 465
Devon Energy 5,366 578 (2,570) 1,437 (2,203) (941) 874 699 3,759
Parsley Energy, NA NA (85) (372) (1,063) (255) (1,657) (2,763) (375)
Whiting Petroleum 83 (568) (379) (158) (1,045) (931) 372 651 139
Matador Resources (120) (98) (183) (187) (319) (217) (272) (525) (907)
Laredo Petroleum (304) (363) (564) 35 (909) (352) (208) 680 (153)
Oasis Petroleum (260) (453) (646) (1,747) (205) (119) (843) (207) (617)
QEP Resources (393) (130) (1,499) (250) 2,121 (736) (515) (570) (240)
Centennial Resource NA NA NA (123) (66) (130) (1,790) (732) (399)

Large

Midium

Small

WTI (Cushing Spot FOB, $/bbl)
Henry Hub (Spot, $/mmbtu)

Company
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シェール生産企業の財務が徐々に改善②

• 一定のキャッ
シュフローを維
持しつつ、投
資額を大幅に
抑えることで、
財務改善が可
能になってき
ている。

出所：Rystad Energy
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米シェール企業の置かれている状況－米EOGの例

EOGの2020年第4四半期決算は3.3億ドルの純利益計上。設備投資を10％
引き上げて37～41億ドルとし、8～10％増産を計画。油価40$/b・ガス価
2.5$/Mcfで利回り60％の高効率生産を約束。さらに2025年ゼロフレア、
2040年スコープ1・2排出ネットゼロ目標を設定。（2021/2/26）

⇒その発表直後に
株価は10％急落。

投資増に対する
厳しい投資家の
評価。

出所：Nasdaq



24

（参考）米シェールガス会社 Vine Energyの例

シェールガス開発をHaynesville堆積盆地で行う企業が3月後半にIPO。
プライベートイクイティのBlackstoneが支援、1株あたり$14で2150万株を発行、

3億1百万ドルを調達。
当初の想定株価は$16～$19であったが、株価がそこに至らなかったため、

当初予定の1870万株に加えて280万株を売却。

⇒その後の株価は$11.25まで下落。
• 一応、IPOとしては成立したが、そ

の後の株価低迷を見ると必ずし
も、目論見通り進まず。

出所：NYSEデータから作成
$10.00

$11.00

$12.00

$13.00

$14.00

$15.00

Vine Energy社のIPO後の株価
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シェール生産企業の財務が徐々に改善③

油価の上昇と企業収益の向上

• キャッシュフローが十分にある企業により、金融機関か

ら借入金の借換えが進んでいる。独立系上流開発企業

の第1四半期債券発行は約200億ドル、昨年330億ドル

の3分の2を超えるハイペース。

• シェールオイル企業同士のM&Aが進む可能性も示唆さ

れている。特に、財務が改善した強いシェール会社によ

る再編の動き。
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最近の米シェール企業の統合、資産買収の事例

買収企業 被買収企業(売却元) 買収額(百万ドル)
Chevron Noble Energy 130億ドル、企業買収、

株式交換

Devon Energy WPX Energy 58億ドル、企業買収、
株式交換

ConocoPhillips Concho Resources 133億ドル、企業買収、
株式交換

Pioneer Natural 
Resources

Parsley Energy 16億ドル、企業買収、
株式交換

Diamondback Energy QEP Resources 23億ドル、企業買収

Diamondback Energy Guidon Energy 8.6億ドル、資産買収

EQT Chevron 7.3億ドル、資産買収

Pioneer Natural 
Resources

DoublePoint Energy 64億ドル、企業買収

M&A市場では、 2件の大型企
業買収案件(Chevron, Devon)
が発表された20年3Qに続き、
Q4もConocoPhillipsのConcho
買収などが続く。

財務体質が良好な大手企業
によるPermianの鉱区拡大を
主目的とする案件が中心。

PE系のExit案件にも注目。

一連の大型買収案件の発表
を受けて、業界内にはM&A
ブーム再来への期待が高ま
る。ただし、その規模や時期
については見解にばらつきあ
り。
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最近の米シェール企業の
2020年米連邦破産法Chapter11申請

Chapter11申請企業
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

2020年1月以後、合計46社が総額
$530億ドル相当の債務整理を目的
にCh11を申請。対象となる債務額の
規模は前回の油価低迷期にあたる
2016年と同程度。
中小企業が多く倒産した2016年と

比べて、2020年の申請件数は少な
いが、負債総額$10億ドルを超える
大型の債務整理案件が多く発生。
（14件）
これらの一部は債務整理が完了し、

新体制による経営を開始。
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• 1/20の内務長官代行令により、米連邦管轄地では60日間、新たな鉱区
リース付与を行わないことを決定→1/27の大統領令（石油天然ガス開発
の許認可及びリースの包括的見直し指示）を踏まえ、更新された模様。

• トランプ政権が公告したメキシコ湾リースセールの計画も取り消し。
• いつリースを再開するか、いつまでにバイデン政権が見直しの結論を出

すかも不透明。夏頃には方針が示されるのではないか、との指摘もある。
• 将来、リースが再開されても、そのペースはトランプ政権時代よりもゆっく

りしたものになるだろうとも言われている。
• 「これらのリース停止が長引いているが、業界団体や石油・ガス開発関

連企業から強い懸念が示されていない。」という意見が米国のコンサルタ
ントからは聞こえている。

米バイデン政権は石油・ガス産業をどのように扱うか
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本日のまとめ

• 米国のシェールオイル開発のコストはパーミアンを含めてそれほど増加
してはいないが、コストが下がる可能性もかなり限定的と思われる。

• 本来ショートサイクル資産の米国シェールオイルには投資が戻るかと思
われたが、投資家・金融機関からの財務規律維持の要請により、投資は
抑制。生産量見通しも急速に増えるシナリオにはなっていない。

• 他方、財務規律重視の結果、キャッシュフローや財務が好転している企
業が増えている。ただ、現在の油価が続いても、すぐに投資・生産増に向
かうとは見込めず、引き続き状況を注視していきたい。

• 油価が比較的安定しているため、財務が好転したシェールオイル開発企
業を中心に、企業買収や資産買収が行われ始めている。

• 米国政府の石油・ガス開発政策を見極めるために投資が抑えられている
面もある。バイデン政権の政策の行方にも注視が必要。


	米国シェールオイル開発の動向�ｰダラス連銀アンケート結果を踏まえてｰ
	免責事項
	ダラス連銀の報告（3/24）
	ダラス連銀報告：石油会社の油価見通しの分布
	連邦規制による石油・ガス開発の利益への悪影響懸念
	シェールオイル開発の操業コストブレークイーブン油価（2021年3月発表）
	昨年の操業コスト調査結果（2020年3月）
	一昨年の操業コスト調査結果（2019年3月）
	操業コストブレークイーブンの推移
	シェールオイル開発の資本コストブレークイーブン油価（2021年3月発表）
	昨年の資本コスト調査結果（2020年3月）
	一昨年の資本コスト調査結果（2019年3月）
	シェールオイルの資本コストブレークイーブンの推移
	スライド番号 14
	米国主要地域のシェールオイル生産量：やや減少
	今後の米国の原油生産量見通し（EIA、シェール以外を含む）
	米国の原油・ガス生産見通し（Rystad Energy, 4/19)
	水平坑井掘削リグ稼働数(Rystad Energy, 4/12)
	DUC（Drilled but Uncompleted Well)の推移
	シェールオイル生産企業の財務が徐々に改善①
	米シェールオイル生産企業の財務（フリーキャッシュフロー）
	シェール生産企業の財務が徐々に改善②
	米シェール企業の置かれている状況－米EOGの例
	（参考）米シェールガス会社　Vine Energyの例
	シェール生産企業の財務が徐々に改善③
	最近の米シェール企業の統合、資産買収の事例
	最近の米シェール企業の�2020年米連邦破産法Chapter11申請
	米バイデン政権は石油・ガス産業をどのように扱うか
	本日のまとめ

