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早くも１年を超えたサウジアラビアと米国のシェール・オイルとの消耗戦
　今から１年前の2014年11月27日のOPEC（石油輸出国機構）総会における，サウジア
ラビアによる原油生産量据え置き決定により，サウジアラビアをはじめとした中東産油国
と米国におけるシェール・オイルとの戦いが始まって１年を超える。サウジアラビアによ
る原油生産量の据え置きと，スイング・プロデューサー（原油生産調整役）放棄の石油戦
略は，原油価格下落の大きな引き金となった（図表１）。
　今，振り返ると，2011年年初の「アラブの春」に始まった，１バレル100ドル超という
高原油価格が，2014年６月まで３年半にわたって続くという国際石油情勢は，150年を超
える石油産業の歴史において，特別な状況であったといえる。「アラブの春」による民主化
運動により，チュニジアをはじめとして，中東・アフリカ諸国における長期独裁政権が次々
と崩壊したものの，同時に世界の産油地域である中東諸国の地政学リスクの高まりに伴う

和光大学経済経営学部教授　大学院研究科委員長　岩間　剛一

中東産油国と米国のシェール・オイルとの
消耗戦の今後の行方

　 中東産油国の影響力は戻るのか　 

中東情勢分析 

（図表１）主要原油価格（単位：ドル/バレル）
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原油供給途絶のリスクが強まり，国際原油市
場における「適正な」原油価格を，１バレル
100ドルに引き上げたといえる。しかし，こ
れまでの石油産業の歴史を見ると，1970年代
の２度にわたる石油ショックによる原油価格
高騰によって，それまでは生産コストが高く，
開発が困難とされていた北海油田，アラスカ
油田の開発が進み，原油供給能力に余剰感が
強まり，他方，需要サイドにおいては，脱石
油政策，省エネルギーが，先進国において推
進され，結果として1986年と1988年に，逆
オイル・ショックが起こり，原油価格は１バ
レル10ドルを割り込んだ。このように，原油価格が高騰すると，従来は経済性の関係で開
発が困難とされたフロンティア油田の開発が進み，数年を経過すると，原油供給能力が過
剰となり，原油価格が下落するという歴史が繰り返された。今回も，こうした石油産業の
歴史の大きな文脈で考えると，原油価格が高騰し，生産コストが高いために経済的な開発
が不可能とされていたシェール・オイルの開発が米国の中堅・中小石油企業によって進め
られ，結果として世界全体の原油供給能力が過剰となったといえる。
　こうした米国のシェール・オイルという非在来型石油の生産量の増加という，中東産油
国にとって想定外といえる状況に対して，サウジアラビアは原油生産量の据え置きによる
価格競争によって，生産コストが高い米国のシェール・オイル企業の国際原油市場からの
退出という消耗戦を挑み，早くも１年以上が経過している。当初は，IEA（国際エネルギー
機関）をはじめとしたエネルギー専門機関は，米国のシェール・オイル企業の採算は，１
バレル60ドル～80ドルと，楽観的に想定し，原油価格が１バレル60ドルを割り込むと，米
国のシェール・オイルの生産量は，大きく減少し，生産コストが安価なサウジアラビア原
油の勝利に終わると考えられていた。ところが，原油生産量据え置きによる米国のシェー
ル・オイル生産企業との戦いは，当初の想定とは異なり，長期戦の様相を帯びてきた。な
ぜならば，米国標準油種であるWTI（ウェスト・テキサス・インターミディエート）原
油価格が2015年12月４日には，１バレル40ドルを割り込んでも，米国のシェール・オイ
ルの生産量が，大きく減少しないからである。米国のシェール・オイルには，予想を超え
た底力があった。

OPECによる余剰生産は今後も続く可能性
　2015年12月４日に開催されたOPEC（石油輸出国機構）の総会においては，筆者の予

筆者紹介
　1981年東京大学法学部卒業，東京銀行（現三菱東
京UFJ 銀行）入行，東京銀行本店営業第２部部長代
理（エネルギー融資，経済産業省担当），東京三菱銀
行本店産業調査部部長代理（エネルギー調査担当）。
出向：石油公団（現石油天然ガス・金属鉱物資源機
構）企画調査部（資源エネルギー・チーフ・エコノミ
スト），日本格付研究所（チーフ・アナリスト：ソブ
リン，資源エネルギー担当）。2003年から和光大学経
済経営学部教授（資源エネルギー論，マクロ経済学，
ミクロ経済学）。東京大学工学部非常勤講師（金融工
学，資源開発プロジェクト・ファイナンス論），三菱
UFJリサーチ・コンサルティング客員主任研究員，石
油技術協会資源経済委員会委員長。
＊�著書「資源開発プロジェクトの経済工学と環境問
題」，「「ガソリン」本当の値段」，「石油がわかれば
世界が読める」，その他，新聞，雑誌等への寄稿，
テレビ，ラジオ出演多数
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想とおりに，サウジアラビアをはじめとしたOPEC加盟国は，原油生産量を据え置いた。
サウジアラビアも，一度シェール・オイルとの生産競争によって，戦いを挑んだ以上は，
安易に原油生産量を削減するという石油戦略はとれなかったといえる。現在の原油生産目
標は，OPEC加盟国全体として，3,000万 b/d であるものの，実際には2015年10月時点
において，3,176万b/dと200万b/d近くの余剰生産を行っており，OPECの生産目標は，
ある意味で形式的なものとなっている（図表２）。
　原油価格は，2014年６月をピークとして，2014年夏から中国経済の減速を契機として
下落を始めた。WTI 原油価格が，１バレル107ドルから１バレル40ドル台まで下落した
理由としては，第１に需要面においては，中国の経済成長率の鈍化による石油需要の伸び
悩みが続いていること，特に，中国の経済成長率の鈍化は長期化しており，雇用を維持す
る目安とされる年率８％を大きく割り込んでいる（図表３）。
　第２に米国におけるシェール・オイルの生産量が増加していること，第３に米国の10年
近くに達する金融緩和から，金融引き締めによる金利引き上げへと金融政策を転換する見
方が強まったことにより，ヘッジ・ファンドをはじめとした投機資金が原油先物市場から
資金を流出させたこと，等が挙げられる。特に，１年前の2014年11月27日に開催された

OPEC原油生産実績 IEA2015年11月13日（単位：百万 b/d）

加盟国 目標生産量 2015年９月
生産量

2015年10月
生産量 生産能力 余剰

生産能力

アルジェリア 1.20 1.12 1.11 1.14 0.03

アンゴラ 1.52 1.77 1.79 1.80 0.01

エクアドル 0.43 0.53 0.53 0.57 0.04

イラン 3.34 2.88 2.88 3.60 0.72

イラク 4.30 4.20 4.18 0.00

クウェート 2.22 2.81 2.73 2.82 0.09

リビア 1.47 0.37 0.43 0.50 0.07

ナイジェリア 1.67 1.86 1.90 1.92 0.02

カタール 0.73 0.65 0.67 0.70 0.03

サウジアラビア 8.05 10.20 10.25 12.26 2.01

UAE 2.32 2.91 2.89 2.94 0.05

ベネズエラ 1.99 2.38 2.38 2.49 0.11

OPEC合計 30.00 31.78 31.76 34.92 3.18

出所：IEAオイル・マーケット・リポート2015年11月13日

（図表２）OPEC加盟国の原油生産量（単位：百万b/d）
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OPEC総会において，OPECの盟主といえるサウジアラビアが，多くのエネルギー専門家
の予想に反して，スイング・プロデューサーを放棄し，原油生産量を削減せず，原油価格
の下支えを失ったことが大きい。サウジアラビアが，原油価格の安定よりも，米国のシェー
ル・オイルとの戦いにおいて，市場シェア維持を優先したことにより，原油価格下落は一
段と加速し，2015年年初には，WTI 原油価格は，１バレル50ドルを割り込んだ。

原油価格下落局面にもかかわらず強気の原油生産を続けるサウジアラビア
　サウジアラビアが，原油生産量を削減せず，米国のシェール・オイルとの消耗戦を開始
するとともに，原油価格下落は加速した。原油価格が下落する状況においても，サウジア

（図表３）中国の実質GDP成長率（％）

出所：IMF（国際通貨基金）統計

（図表４）サウジアラビアの原油生産量（単位：千b/d）

出所：オイル・マーケット・インテリジェンス
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ラビアは原油生産量を据え置くどころか，逆に原油生産量を増加させている（図表４）。
　サウジアラビアは，1970年代の２度にわたる石油ショック以降，世界最大の原油生産余
力を持つ原油生産国として，原油価格の安定化のために，原油価格が下落する局面におい
ては，原油生産量を削減し，原油価格の下支えを行うスイング・プロデューサーを果たし
てきた。サウジアラビアは，原油価格が下落した1980年代，1990年代には，原油生産量
を400万b/dまで削減した歴史がある。サウジアラビアが，2015年12月時点においても，
200万b/dを超える原油生産余力を持ち，従来は原油価格安定のために，原油生産量を増
減してきた歴史があるからこそ（図表５），国際原油市場における原油価格は安定してきた
といえる。しかし，原油価格が下落する局面にある2015年の１年間にわたって，1,000万
b/dを超える強気の原油生産を続け，原油生産量を削減するどころか，むしろ原油生産量
を増加させ，事実上の原油価格安定化を保証していたサウジアラビアが，原油価格調整役
を放棄したことが，原油価格下落を加速させている大きな要因となっている。
　同じく，非OPEC加盟国であるロシアも，2015年11月時点において，1,000万 b/dを
超える原油生産量を続けており，世界的な石油の余剰感，中国経済の減速に伴う石油需要
の伸び悩みの中で，米国，サウジアラビア，ロシアの三大産油国が，過去最高水準の1,000
万b/dを超える原油生産競争を続ければ，原油価格の底値が見えなくなるということが現
在の状況である。
　サウジアラビアの，この１年間の石油戦略を見るならば，OPEC加盟国ではない，ロシ
ア，米国が，原油生産量を増加させる中で，サウジアラビアが原油価格下支えのために原
油生産量の削減を行えば，損失を被るのはサウジアラビアだけであり，原油市場シェアを
ロシアと米国に奪われることから，原油価格下支えよりも，原油生産量を増加させること

（図表５）サウジアラビアの原油生産量（単位：千b/d）

出所：BP統計2015年６月
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による原油市場シェア維持という石油戦略をとったことは経済合理的な判断といえる。し
かし，１年を超える米国のシェール・オイルとの消耗戦において，サウジアラビアが行っ
ている強気の原油生産量据え置き，あるいは原油生産量増加という石油戦略が，サウジア
ラビア自身にとっての石油収入の大幅な減少という苦境につながっている面もあり，2015
年12月４日に開催されたOPEC総会においても，サウジアラビアは，非OPEC加盟国で
あるロシア，OPEC加盟国であるイラク，イランに対しても，原油生産量の削減を求め，
協調した原油生産量削減による原油価格引き上げへの動きを模索したことも当然といえ
る。

サウジアラビアに判断ミスがあったといえるのか
　サウジアラビアが，原油生産量を削減せず，米国のシェール・オイルとの戦いに挑んだ
石油戦略は，2015年を振り返って，効果があったといえるであろうか。サウジアラビアの
石油戦略は，部分的には成功したといえる。なぜならば，米国のリグ（新規油田開発のた
めの掘削装置）稼動数が，減少しているからである（図表６）。
　原油価格の下落を受けて，米国におけるリグ稼動数は，この１年間で３分の１にまで大
幅に減少している。もともと，生産コストを考えると，条件の良いスイート・スポットに
おいて１バレル25ドル～35ドル，地質構造が複雑で開発条件が悪い場所では，１バレル60
ドル～80ドルと，サウジアラビアの原油生産コストである１バレル４ドル～５ドルと比較
して割高な米国のシェール・オイルの場合には，原油価格が１バレル50ドルを割り込むと，
新規油田の開発が停滞し，油田開発の先行指標といえるリグ稼動数は減少する。油田の生
産コストは，国と地域ごとに大きく異なり（図表７），生産コストが高い油田は，原油価格
の下落により大きな打撃を受ける。その意味において，現状において，生産コストが，十

（図表６）米国のリグ稼動数

出所：米国ベーカ・ヒューズ社統計
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分に原油価格を下回っているのは，中東産油国の油田だけである。
　油田ごとの生産コストという観点から，サウジアラビアの石油戦略は，最初の１イニン
グ目は，米国のシェール・オイルに対して，勝利を収めた。しかし，同時に２イニング目
以降において，サウジアラビアにも石油戦略における判断ミスがあったといえる。それは，
原油価格が，１バレル50ドル以下にまで下落することによって，当初期待されたほど，米
国のシェール・オイル企業の経営破綻が起こらず，米国のシェール・オイルの生産量が減
少しないことである。米国のシェール・オイル生産企業について，原油価格が１バレル60
ドルを割り込むと，半分程度の米国における中堅・中小石油企業が，資金繰りに窮し，シ
ェール・オイルの生産量が減少すると考えられていた。これが，エネルギー専門家の間で
いわれていた，サウジアラビアによる，「米国のシェール・オイル企業潰し」といわれる戦
略であった。確かに，原油価格の下落により，一部のシェール・オイル企業の経営破綻，
欧米の石油メジャー（国際石油資本）による大幅な投資の抑制という効果はあった（図表
８）。
　ところが，シェール・オイルを含めた米国の原油生産量は，ほとんど減少していない（図
表９）。
　米国の原油生産量は，減少するどころか，2015年に入って，原油価格が１バレル50ド
ルを割り込んでから，むしろ増加している。これは，第１に，米国のシェール・オイルの
開発技術が日進月歩で進歩し，シェール・オイルの生産コストが低下し，原油価格が１バ

（図表７）地域別油田発見・生産コスト（単位：ドル/バレル）

出所：各種専門機関の推計をもとに筆者作成
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レル40ドル台でも採算がとれるシェール・オイル油田が増加していること。新規のシェー
ル・オイル油田の開発コストは，井戸の掘削コストを含めて，2015年の１年間において２
割程度減少している。第２に既存のシェール・オイル油田における，水平掘削（Horizontal�

シェール・ガス開発の新たな動き2015年

年　月 概　　要

2014年４月 伊藤忠商事，シェール権益で290億円の損失計上

2014年７月 ホワイトニングが，コディアックを6,000億円で買収

2014年８月 シェルが，ルイジアナ州の鉱区を2,300億円で売却

2014年９月 エンカナが，アスロン・エナジーを7,600億円で買収

2014年９月 住友商事が，シェール・オイルで1,700億円の損失計上

2014年10月 チャサピークがシェール・ガス権益を5,800億円で売却

2015年１月 米国シェール・オイル企業WBHエナジー経営破綻

2015年２月 シェブロンがポーランド，ウクライナのシェール・ガス開発から撤退

2015年４月 ロイヤル・ダッチ・シェルが470億ポンドでBG買収

2015年５月 米国ノーブル・エナジーが21億ドルでロゼッタ・リソーシズを買収

2015年６月 コノコフィリップスがポーランドのシェール・ガス開発から撤退

2015年６月 伊藤忠商事，米国のシェール・ガス権益撤退，累計損失1,000億円

2015年８月 欧米石油メジャー６社が2015年の投資額を300億ドル削減

2015年９月 サムソン・リソーシズが41.5億ドルの負債を抱え経営破綻

出所：各種新聞報道

（図表８）シェール・ガス，シェール・オイル関連の動き

（図表９）米国の原油生産量（単位：千b/d）2015年

出所：オイル・マーケット・インテリジェンス
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Well），水圧破砕（Fracturing），坑井仕上げ等の技術が進歩を続けており，１井戸当たり
の生産性が向上し，地下に存在するシェール・オイルの回収率が向上し，新規のシェール・
オイル油田を開発しなくとも，シェール・オイルの生産量を，維持・増加することが可能
となったこと。等が挙げられる。確かに，地質構造が複雑で，シェール・オイルの回収率
が低く，生産コストが高いシェール・オイル油田の新規開発は中止あるいは先送りされ，
そのために米国のリグ稼動数は減少している。米国におけるシェール・オイルの生産量は，
2015年６月時点の560万 b/d 程度から2015年11月には530万 b/d 程度に減少している。
しかし，リグの稼動数の減少が，かならずしも大きな，米国におけるシェール・オイルの
生産量の減少につながらず，米国のシェール・オイル企業の，「予想を超えた底力」に，サ
ウジアラビアの判断ミスがあったといえる。もっとも，世界の大多数の石油技術者は，2015
年年初には，シェール・オイルの生産コストを高く想定し，原油価格の下落に伴う，米国
のシェール・オイルの生産量の減少を予想していただけに，サウジアラビアだけが判断ミ
スをしたとはいえない。

今後の長期的な原油価格の見通し―サウジアラビアの消耗戦の行方
　21世紀に入り，原油価格は，1990年代の１バレル10ドル～20ドルという低迷期から，
１バレル100ドルの時代へと急速に上昇した（図表10）。21世紀における原油価格の上昇
は，主として需要サイドにおける中国をはじめとした新興経済発展諸国の高度経済成長に
伴う石油の爆食があり，他方では供給サイドにおいては，世界の産油地域である中東にお
ける地政学リスクの強まりによる原油供給途絶懸念があったことによる。

（図表10）WTI 原油価格（単位：ドル/バレル）

出所：BP統計2015年６月
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　しかし，非OPEC加盟国であるロシアが，1,000万b/dを超える原油生産を続け，原油
生産量が減退の一途を辿ると考えられていた米国が急速に原油生産量を増加させると，構
造的に供給サイドは過剰生産の状況となる。原油生産量の増加が，OPEC加盟国の内部で
起こったならば，サウジアラビアをはじめとしたOPEC加盟国における原油生産調整によ
り，原油価格をコントロールできる。ところが，OPEC加盟国以外の国において，特に，
市場経済の国であり，１バレルの原油生産により，１セントでも利益が上がるならば，原
油生産量を増加させる，営利企業が主体となっている米国における原油生産量が急速に増
加すると（図表11），サウジアラビアによる原油価格の制御が不可能となる。
　2015年12月４日に開催されたOPEC総会においても，サウジアラビアは，非OPEC加
盟国であるロシア，OPEC加盟国である，イラク，イラン等も参加した形で，原油生産量
の削減を協議した。しかし，多くの産油国は，原油価格引き上げのために，サウジアラビ
アに原油生産量の削減を期待するものの，自国は従来の原油生産量の維持を当然の権利と
考えている。イランも，経済制裁解除による原油輸出量の増加を睨んで，自ら原油生産量
を削減することに消極的である。戦争から10年以上を経過して，経済復興が著しいイラク
においても，油田の保守・回収が行われ，原油生産量が急速に増加している（図表12）。原
油価格の下落により，石油収入が減少する状況において，OPEC加盟国は，自ら石油収入
を一段と減少させる原油生産量削減へのインセンティブ（誘因）を持たない。このように
中東産油国の利害が錯綜する状況において，サウジアラビアが原油生産量の削減を行えば，
OPECの盟主であるサウジアラビアだけが損失を被る。
　2015年12月４日のOPEC総会において，かりに，サウジアラビアが，200万b/d程度
の原油生産量の削減を行えば，原油価格は１バレル60ドル程度に回復する可能性が大きい

（図表11）米国の原油生産量（単位：千b/d）

出所：BP統計2015年６月
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といえた。2015年12月時点における，世界の石油需給は，100万 b/d～200万 b/d 程度
の供給過剰状況にあり，サウジアラビアの原油生産量の削減により，石油余剰感が解消す
る。しかし，現時点において原油価格が，１バレル60ドル程度まで上昇すると，米国にお
けるリグ稼動数が増加し，シェール・オイルの生産量が再び上昇するというジレンマが発
生する。こうした状況において，サウジアラビアは原油生産量を据え置き，さらにはOPEC
の3,000万 b/d という生産目標を大幅に上回った原油生産量の追認という石油戦略ととる
ことは，サウジアラビアにとって，経済合理的であるといえる。OPECは，１年間の米国
のシェール・オイルとの消耗戦の末に，原油価格回復の糸口をもたないまま，原油生産量
を据え置き，原油価格下落を原油先物市場に任せた。2015年末から，2016年春にかけて，
米国北東部は暖冬予想がなされ，暖房油をはじめとした石油需要の伸び悩みも加わり，原
油価格の底値が見えない状況にある。2016年年初には，原油価格が１バレル30ドル割れ
まで下落する可能性が強い。
　しかし，原油価格と国際原油需給に関しては，短期的な視点と長期的な視点を分けて考
える必要がある。現在の１バレル40ドルという原油価格は，長期的にはサステイナブル
（持続可能）ではない。第１に米国のシェール・オイルの生産量の増加が，世界の原油価格
の撹乱要因であるといっても，米国におけるシェール・オイルの生産量は，米国EIA（エ
ネルギー情報局）の見通しでは，2020年をピークに減退する可能性が大きい（図表13）。
　現時点における見通しにおいては，2020年以降は，米国の原油生産量が，再び減少基調
となることから，世界における中心的な原油生産の担い手は，中東産油国に戻る可能性が
大きい。長期的な観点から見れば，米国のシェール・オイルの生産による原油価格の混乱
は，一過性のものという見方もできる。
　第２に米国のシェール・オイルの生産量の増加が，原油価格下落の大きな要因であると

（図表12）イラクの原油生産量（単位：千b/d）

出所：オイル・マーケット・インテリジェンス
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しても，現時点においても，米国の原油生産量は，世界全体の12.3％に過ぎず，中東産油
国の原油生産量は31.7％に達する（BP統計：図表14）。世界は，依然として中東産油国か
ら生産される原油に依存していることに変わりはない。現在の原油価格では，中東産油国
の大部分は，原油生産に係わるコストは回収できるものの，財政赤字に転落し，国民への
十分な社会保障を行うことが可能な原油価格水準とはいえない。サウジアラビアをはじめ
とした中東産油国は，準備金を取り崩して，財政赤字を補っている状況にある。
　準備金において余裕のあるサウジアラビアにおいても，2015年９月末時点における準備

（図表13）米国国内の石油需給見通し（単位：百万b/d）

出所：米国エネルギー情報局統計

（図表14）国別原油生産量（単位：千b/d）

出所：BP統計2015年６月
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金は6,500億ドル程度であり，2015年の財政赤字が1,200億ドル程度あることから，IMF
（国際通貨基金）は，2015年10月の報告書において，現在の財政状況においては，今後５
年間でサウジアラビアにおける準備金が枯渇すると予測している。既に，財政的に余裕が
ある中東産油国は，2015年に入って，サウジアラビアが350億リヤル，カタールが150億
リヤルに達する，財政資金調達のための国債を発行している。原油価格が，現時点におい
て，中東産油国の原油生産コストを上回っているとしても，財政が均衡しなければ，新規
油田の開発，既存油田のメンテナンスが停滞し，将来的には原油供給不足の可能性を引き
起こす。特に，財政状況の悪化とともに，信用格付けが引き下げられると，新規の資金調
達が困難となり，生産コストが安価な中東産油国における新規油田の開発を停滞させると
いう悪循環が発生する。既に，イラクは，国内の地政学リスクもあって，信用格付けが投
機的水準となり，債券を発行できない状況に直面している。2015年12月時点においては，
マージナル（限界的）な米国の原油生産が，原油価格の値下げの大きな要因となっている
ものの，長期的に，世界の原油生産量の３割を超える中東産油国の原油生産に支障をきた
せば，原油価格高騰につながる。多くのエネルギー専門家は，「OPECの崩壊」，「中東産
油国の影響力の低下」を話題にするものの，以上の観点からも分かるように，長期的な国
際石油需給の均衡と，原油価格の安定という側面から見ると，2020年以降の原油価格の安
定化と石油需給の均衡にとって，中東産油国の影響力は大きい。現状においても，内戦，
テロ等による地政学リスクの勃発に対して，安定的に200万b/dを超える原油供給余力を
持っている産油国は，サウジアラビアだけである。現時点における底値が見えない原油価
格の混乱だけに目を奪われることなく，長期的なパースペクティブから，中東産油国の重
要性が不変であることに留意する必要があるのである。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。


