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はじめに
　原油価格ほど値動きが激しく，耳目を集める金融指標はないだろう。原油価格の変動が
経済活動，そして国民生活に直結するだけに，その値動きに関心が向かうのは当然ではあ
るが，価格の振れは実に大きい。本稿ではまず，原油価格の推移を簡単に振り返った上で，
その変動の背景にある金融的側面について考察し，金融環境，投資家行動などの変化が原
油価格に与える影響について探ることとしたい。

１．原油価格の推移と逆オイルショック

30年前の逆オイルショックとの類似性も
　原油価格（以下では特段の断りがない限り，米国産 WTI（ウェスト・テキサス・イン
ターミディエート）先物価格。１バレル当たり価格）は本年２月中旬の26ドルを底値に春
先にかけて持ち直し，５月下旬には日中一時50ドル台を付けるまで持ち直した。底値から
の上昇率では90％を超え，３ヵ月間で価格が略倍増する，かなりの値上がりである。もっ
とも2014年半ばまでは110～120ドル台で推移してきたわけだから，約１年半での底値ま
での下落率は75％にも達しており，底値からの反発の域を出ない。
　もう少し前まで遡れば，原油価格が2008年７月には145ドルまで急騰したことは記憶に
新しい。原油価格は同年２月に１バレル100ドルを突破すると上げ足を速めていき，当時，
一部では「原油価格200ドル説」すら跋扈したが，９月のリーマン・ショック後には世界
的な景気後退を受け，一時は30ドル台前半にまでの急落となった。その後の中国・新興国
主導の景気回復の中で再び100ドル超の水準にまで持ち直し，「100ドル相場」が暫く続い
ていたが，2014年半ば以降に再び歴史的な値崩れ～逆オイルショック～再来となってしま
った。
　逆オイルショックとは一般的には1985年末から86年にかけての原油価格の急落局面の
ことを指す。原油価格は1970年代の２度に及ぶオイルショックのあと，1980年代前半は
ほぼ30ドル前後で安定していたが，85年11月下旬の30ドル台から86年３月末には10ドル
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にまで下落した。下落率では66％に及んだ30
年前の逆オイルショックの背景には，北海油
田の産出量増大による供給増，省エネルギー
の浸透や原子力等の代替エネルギーの普及等
による需要減に伴って，需給が緩んだことが
根底にあった。しかし，直接の引き金は，中
東の盟主サウジアラビアがスウィング・プロ
デューサー，すなわち，生産・価格調整の弁
としての役割を放棄したことにある。WTI先
物が NYMEX（ニューヨーク・マーカンタイ
ル取引所）に上場されたのは1983年だが，先
物市場で形成される市場価格の存在感が徐々
に高まり，市場価格を無視した価格維持が困
難となったことから，サウジアラビアは1985
年10月に原油政策の転換を迫られたのだっ
た。
　今般の逆オイルショックの背景には需要面
では中国経済の減速や欧州経済の低迷など世界経済の減速懸念があるが，供給面では代替
原油・エネルギーの台頭（米国産シェールオイル），OPEC の価格維持機能の喪失という
点で，1986年の逆オイルショックと共通点がある。加えて，見逃せないのは原油市場を巡
る金融面での環境変化であり，その点では市場主導の価格形成という金融環境の変化によ
ってもたらされた86年のショックにも通じるところがある。

２．逆オイルショックの金融的側面

ヘッジファンドがもたらした原油急落
　今般の逆オイルショックにおける特徴的な動きの一つに，先物市場における投機筋のシ
ョート・ポジション（売り持ち）の拡大がある。NYMEX の先物ポジションは石油当業者

（Commercial）と非当業者（Non Commercial）に分類されて報告されているが，この
非当業者のポジションが一般的には「投機筋」のポジションと解釈されている。
　投機筋のポジションは当然ではあるが，ロング（買い持ち）とショート（売り持ち）の
両方がある。両者を合計したネットのポジションでは2014年半ばにかけて過去最高規模の
ロングポジションが積み上がっていたことは余り知られていない（図表１）。そして14年
後半以降はこのネットでの記録的なロングポジションの巻き戻しが，グロスでのショート・
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ポジションが急速に積み上がる形で生じたことが逆オイルショックに繋がったのである。
中国経済の減速懸念が高まり，中国の高成長と資源爆買い需要に伴う資源価格のスーパー
サイクルが終焉したとの見方が強まったことは，投機筋が原油先物市場でショート・ポジ
ションを積み上げるには格好の材料であったのだろう。なお，原油価格が春先以降持ち直
しを示している中で，足元ではショート・ポジションが相応に解消され，ネット・ロング
のポジションが再び拡大している。ネット・ロングのポジションが調整され，原油価格に
再び下落圧力がかかる可能性も残されているものと思われる。

原油先物市場の規模は僅か2,000億ドル弱
　これまではポジションの規模を先物市場で取引される取引枚数でみたが，取引金額でみ
るとやや様相は異なってくる。原油価格の変動によるところも大ではあるが，NYMEXで
の原油先物市場での市場規模（建玉ベース）は2000年代に急拡大したものの，その後は振
れを伴いつつも，概ね横ばい圏での推移となり，この逆オイルショック局面ではむしろ減
少している（図表２）。市場規模はNY原油は800億ドル強，近年存在感を強めているロン
ドンのインターコンチネンタル（ICE）取引所でのブレント原油でも1,000億ドル程度であ
り，両者を合計しても2,000億ドルにも満たない（2016年５月時点）。株式時価総額で見
た世界の株式市場規模が60兆ドル強，債券の発行残高で見た世界の債券市場規模が約100
兆ドルであることに鑑みれば，原油先物の規模は僅少と言える。単純な比較になるが，株
式市場での時価総額で世界第１位の米アップル社（約5,400億ドル）一社の４割にも満た
ない規模となる。市場規模が小さいだけに，投機的な資金の動きによって原油価格の値動

【図表１】NY原油先物市場でのポジション

（資料）Bloomberg よりみずほ総合研究所作成



26 中東協力センターニュース　2016・6

きが増幅されやすい側面があると考えられる。

高まるCTAの存在感
　それではこうした原油先物市場で取引を行う投機筋とはどのような投資家なのだろう
か。まず，短期的な取引を行う投機筋としてはコモディティ系のヘッジファンドがあげら
れる。ヘッジファンドには様々な投資戦略があるが，コモディティを扱うヘッジファンド
は主として CTA／マネージド・フューチャーズ戦略及びグローバルマクロ戦略に分類さ
れることが多い。マネージド・フューチャーズ戦略は金利，通貨，コモディティ等の各種
先物に対して積極的に投資を行う戦略であり，米国では CTA（コモディティ・トレーデ
ィング・アドバイザー：商品取引投資顧問）として登録されている。加えて，マクロ的な
経済・金融環境に係る分析を踏まえて現物，先物を問わず，各種金融商品に投資を行うグ
ローバルマクロ戦略でも各国の為替や金利，株式のみならず，コモディティを投資対象と
することも多い。また，複数の投資戦略を活用し，特定の戦略に分類できないファンドも
多いことから，コモディティに投資を行うヘッジファンドの規模を正確に把握することは
難しい。
　なお，シンガポールのヘッジファンド調査会社ユーリカヘッジによれば，CTA／マネー
ジド・フューチャーズ戦略をとるファンドの預かり資産残高は緩やかな拡大基調にあり，
業界全体としてはヘッジファンドの資産残高が頭打ち傾向にある中では特筆に値する（図
表３）。原油に限らず，各種商品価格が歴史的な下落を示す中で，コモディティ市場でのヘ
ッジファンドの存在感が高まっていることを示すものと言えよう。

【図表２】原油先物市場の規模（金額ベース）

（資料）Bloomberg よりみずほ総合研究所作成
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伝統的な機関投資家のコモディティ離れ
　原油先物市場で直接，間接に投資を行うのは，短期的な取引を主体とするヘッジファン
ドだけでなく，より中長期的な視点から投資を行う機関投資家も少なくない。
　欧米の年金や各種財団・基金を始めとした伝統的な機関投資家が運用ポートフォリオの
一環としてコモディティ投資を始めたのは1990年代のことである。米国では1990年代前
半にはハーバード大学をはじめとした大手の財団・基金が先駆けとしてコモディティ投資
を開始している。2000年代半ばには，コモディティを株式や債券といった伝統的な金融資
産と同様に一つのアセットクラスとして位置づけ，積極的にコモディティに資産を振り向
ける動きが強まっていった。いわゆる「コモディティの金融商品化」の動きであり，代表
的な商品指数，例えば，S＆P GSCI（Goldman Sachs Commodity Index）やBloomberg 
Commodity（BCOM）Index（旧 Dow Jones AIG Commodity Index）などに連動し
た投資成果を目指したファンドなどへの投資が積極的に行われた。なお，こうした代表的
な商品指数の構成としては貴金属類のウェイトが高いが，ICEのブレント先物（BOCOM
指数では約9.3％），NYMEXのWTI先物（同約8.8％）など原油先物についても相応のウ
ェイトを有している。
　世界最大級の年金基金であるカルパース（カリフォルニア州職員退職年金基金）も2006
年にコモディティの試験的な運用を始め，カルパースに追随する形でコモディティ投資を
拡大させる動きもあった。英バークレーズキャピタルによれば，機関投資家のコモディテ
ィ投資金額は2005年には世界全体で900億ドルに過ぎなかったが，2012年には一時約
4,500億ドルにまで拡大した。
　しかし，2012年末にはカルパースがコモディティ投資の圧縮を図るなど機関投資家のコ
モディティ離れが始まり，コモディティ投資残高は2015年末には2,000億ドル割れの水準

【図表３】ヘッジファンド（CTA／マネージド・フューチャーズ戦略）の預かり資産残高

（資料）ユーリカヘッジ
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にまで減少した模様だ。
　そもそも機関投資家がコモディティ投資に乗り出した背景には一般的に３つ要因がある
と考えられる。第一がポートフォリオの分散投資効果であり，伝統的な金融資産との相関
が相対的に低いと考えられたコモディティ投資により，ポートフォリオ全体の効用が高ま
ることが期待された。第二が，インフレヘッジであり，実物資産ゆえに，インフレ進行時
にリスクヘッジが可能となることだ。そして，第三が，高いリターンの確保である。しか
し，実際には伝統的な金融資産との分散投資効果が期待されたほど得られなかったこと，
ディスインフレ，或いはデフレへの懸念すら払拭されない中で，インフレを心配するよう
な環境ではなかったこと，商品市況の歴史的な暴落・低迷に伴い運用パフォーマンスが優
れなかったことなどから，機関投資家のコモディティ投資離れが進んでいたことも，今般
の逆オイルショックの遠因であったものと考えられる。

変化する投資銀行のコモディティ・ビジネス
　実は投資家だけでなく，欧米大手投資銀行も2000年代半ば以降，コモディティ・ビジネ
スを重要な戦略的ビジネスとして位置づけた。コモディティのトレーディングやデリバテ
ィブでのヘッジ業務にとどまらず，自らコモディティの現物を保有する動きすら強まった。
金融機関がタンクなどのコモディティ貯蔵施設，陸上輸送などの輸送インフラを保有し，
コモディティ・ビジネスに係るバリューチェーンにセットで取り込む動きも活発化した。
　金融危機前の当時，コモディティ・ビジネスは欧米大手投資銀行の広義の債券部門（い
わゆる FICC（Fixed Income，Currency and Commodities）部門）における中核的な
ビジネスラインとされた。ボストンコンサルティンググループによれば，投資銀行業界全
体でのコモディティ・ビジネスの収入（除く引き受け手数料）は2000年代半ばには100億
ドルを突破し，当時は最も高い成長性が見込まれるビジネスラインとの認識が一般的であ
った。
　しかし，金融危機後は情勢が激変し，とりわけ，逆オイルショックに見舞われた2014年
にかけては投資銀行のコモディティ・ビジネスが大きな転換を迫られていた。米モルガン・
スタンレー，JP モルガン・チェース，バンク・オブ・アメリカ，ドイチェバンク，英ロイ
ヤル・バンク・オブ・スコットランドなど多くの大手金融機関がコモディティの現物ビジ
ネスの縮小や売却の動きを強めていった。
　そうした欧米大手金融機関の動きの背景には政治や規制の動きも存在した。米国議会に
は，2000年代後半の原油価格高騰の背景には金融機関の投機的な行動があるとの根強い批
判と不信感があり，米系大手金融機関を槍玉に挙げる動きが2014年にかけても続いた。そ
うした中で金融機関は2015年から実施された金融機関の業務規制強化（高リスク業務を禁
止する通称ボルカー・ルール）も控えて，軒並みコモディティ・ビジネスの縮小を強いら
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れたのである。
　こうした金融資本のコモディティ・ビジネスからの退出は，「コモディティの金融商品
化」の変質・見直しを示唆するものであり，逆オイルショックの一因にもなったものと考
えられる。

ドル高と原油安は表裏一体
　今般の逆オイルショックの金融的側面を考える際には，歴史的な原油安とドル高が同時
並行的に進んだことも見逃せない。2014年後半以降に加速した原油安の一因に米国の金融
政策転換への思惑とドル高もある。
　ここで重要なことは，原油安とドル高が表裏一体である点である。米国ではFRB（連邦
準備制度理事会）が2014年には６年越しの三次にわたる量的緩和政策に終止符を打ち，さ
らに2015年12月には10年振りの利上げに踏み切った。米国経済の堅調さと金利の上昇期
待がドル高をもたらした。
　そもそもドルと原油価格には逆相関の動きを辿る傾向がある。ドル安の際には原油高に，
逆にドル高の際には原油安になりやすく，こうした傾向はとりわけ2000年代以降強まって
いる。このドルと原油の逆相関の背景には諸説あるが，先ず第一にはドルと原油の資産代
替性がある。往々にしてドル安は米国の金融緩和の結果であり，金融緩和に伴う流動性相
場の下では資金は原油などの商品に向かいやすい。ドル不安が高まった際に，「質への逃避

（Flight to Quality）」ならぬ「商品への逃避（Flight to Commodity）」の動きが強まり，
原油高になるというわけだ。今次局面ではその反対のことが起きつつある。すなわち，ド
ルの信認回復に伴い，これまでのドルから原油へのマネーフローの巻き戻しが進み，ドル
に資金が回帰したものと考えられる。第二には原油がドル建てで取引されていることによ
る特殊性もある。例えば，ドル安が進めば，原油は他の通貨からみれば割安感が高まり，
資金の流入を招きやすい。逆にドル高になれば，他の通貨に比べて割高感が強まり，資金
が流出することになりやすい。第三には産油国の事情もある。産油国としては，ドル安が
進めば原油高を志向しやすく，逆に，ドル高が進めば原油安を甘受しやすい事情がある。
すなわち，ドル安局面では，ドル建ての原油収入が目減りし，産油国としては生産抑制に
より価格上昇を志向するが，ドル高局面ではドル建ての原油収入の増大から，増産による
原油価格の下落を容認しやすい側面もあると考えられる。
　このような諸要因も重なり，歴史的なドル高が進む中で逆オイルショックが生じたので
ある。ドルの通貨としての実力を実質実効ドルレートで見てみると，金融危機時の安全資
産選好から一時的に急騰した2009年の水準を上回り，前年比での上昇率は二桁に及ぶ歴史
的にもかなりのペースでの急激なドル高が進行したことも，原油安を招くことになった。
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３．原油価格の今後：金融的側面からの視点
　最後に原油価格の今後を占う上での金融面からの論点について考察してみたい。

コモディティ投資への見直しは起きるか
　まず，第一にグローバルな超低金利・運用難時代におけるコモディティ投資の見直しの
可能性である。本稿で見た通り，ヘッジファンド等による短期的な投機資金がコモディテ
ィ市場に向かう動きが強まっている一方で，中長期的な投資資金や欧米大手金融機関では
資金はコモディティ市場から距離を置く動きが近年強まった。
　しかし，日欧での量的金融緩和政策とマイナス金利政策に伴い，今や世界の国債市場の
３分の１近くがマイナス圏での利回り推移となり，行き場を失った投資資金が少しでも高
い利回りを求めて投資機会を模索する状況だ。所謂「利回り狩り（Hunting for Yield）」
とも言われる動きだ。
　原油価格の先物曲線を見ると，期近限月の価格が期先よりも安い「コンタンゴ」が続い
ているが，その傾きはかなり平坦化しつつあり，限月間のスプレッドもバックワーデーシ
ョン（期近限月の価格が期先よりも高い）からコンタンゴに転じた2014年以降の最低水準
となりつつある。今後仮にバックワーデーションに転じることがあれば，期近物を売り，
期先物を買う乗り換え利益（いわゆるロール・イールド）も期待でき，インデックス・フ
ァンドにとっては投資妙味が増してくる。ヘッジファンド等による投機的な動きだけでは
なく，運用難の中で機関投資家の資金がコモディティに回帰するかが今後のポイントとな
ろう。

【図表４】原油価格と米ドル実質実効為替レート

（資料）Bloomberg よりみずほ総合研究所作成
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　中国経済の構造的な調整圧力が世界経済にのしかかる中で当面はディスインフレ圧力が
継続する公算が大きいが，前代未聞の超金融緩和政策が採られているだけに，投資家とし
ては将来のインフレ・リスクに全くの無防備という訳にもいかないだろう。そうしたこと
から，機関投資家がコモディティ投資に再び注目する動きが今後強まる展開も考えられる。
既に一部の欧米大手投資銀行ではコモディティ・ビジネスの再強化に動いている模様であ
り，コモディティを巡る投資銀行の経営戦略が変化する可能性もある。

通貨を巡る動向にも注目
　第二が米ドルを巡る動きだ。2015年12月に利上げ路線に転じたFRBでは年２回程度の
利上げを視野に入れ，そのタイミングを見計らっている。米国経済が底堅く推移する中で
はドル高原油安圧力がかかりやすい。一方で，世界の経済・金融市場の先行きを巡る不透
明感が強い中では利上げのペースも抑制されるものと見られる。また，今秋の大統領選挙
の結果次第では米政権のドル安志向が強まる可能性もあり，ドル安圧力が強まることがあ
れば，原油高圧力が働く展開も十分有り得よう。
　第三が，サウジアラビアの通貨政策の行方も原油価格の行方を占う上では中期的な論点
として重要である。サウジアラビアは1986年の逆オイルショック以降，通貨リヤルをドル
に連動させる（１ドル＝3.75リヤル）ドル・ペッグ制を維持している。しかし，原油安に
伴い，国内経済が減速し，今や経常赤字・財政赤字の「双子の赤字」に見舞わる中で，市
場の一部では通貨リヤルの切り下げ観測も燻っている。また，サウジアラビアはムハンマ
ド・ビン・サルマン副皇太子の強いリーダーシップの下で，石油依存度を引き下げ，製造
業を始めとした産業構造の多角化を志向している。将来的にサウジアラビアの産業構造が
変わっていく過程では自ずとその通貨政策も修正される可能性が高い。ドルや人民元など
の国際通貨のあり方にも当然左右されるが，サウジアラビアの通貨政策が中長期的に見直
される際には，ドル建てでの現行の原油取引慣行も影響を受ける可能性があり，注視する
必要があろう。
　原油価格の動きを見る場合には，原油の需給，すなわち，原油消費国での需要の動向，
原油生産国での供給の動向が重要であることは論を待たない。しかし，本稿で論じてきた
ように金融的な側面への見極めが一段と重要性を増していると考えるべきだろう。

＊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。


