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財政赤字の拡大から石油戦略を転換したサウジアラビア
　今から２年半前の2014年11月のOPEC（石油輸出国機構）総会において，多くのエネ
ルギー専門家の予想に反して，OPECの盟主であるサウジアラビアが原油生産量を削減せ
ず，原油価格の下落を放任し，米国のシェール・オイル生産企業との消耗戦を開始した。
その間に，世界の石油需給は100万b/d～150万b/d程度も供給過剰となり，WTI（ウェ
スト・テキサス・インターミディエート）原油価格は，2014年６月の１バレル107ドルか
ら，2016年２月には１バレル26ドルまで暴落した（図表１）。
　もともと生産コストが１バレル４ドル～５ドル程度と安価なサウジアラビアの陸上油田
と比較して，2014年秋時点において，条件が良いスイート・スポットにおいても１バレル
50ドル以上と，生産コストが割高な米国のシェール・オイルとの価格競争は，半年程度の
短期間のうちに米国のシェール・オイル生産企業が経営破綻し，サウジアラビア原油が勝
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（図表１）主要原油価格（単位：ドル/バレル）

出所：ニューヨーク商業取引所終値
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利を収め，原油価格は上昇に向かうと考えら
れていた。しかし，サウジアラビアの当初の
予想とは異なり，米国のシェール・オイル生
産企業には底力があり，WTI 原油価格が１
バレル50ドルを割り込んだ後も，2015年に
おける米国のシェール・オイルの生産量は，
逆に増加した。2015年から2016年にかけて，
米国，サウジアラビア，ロシアの三大産油国
は，1,000万 b/d を超える過去最高水準の原
油生産を続け，その結果，原油価格が２年に
わたって低迷し，さすがに財政的に余裕があ
るサウジアラビアも財政赤字が拡大し，IMF
（国際通貨基金）は，サウジアラビアの準備金は５年で枯渇すると報告し，2016年２月，
ロシアをはじめとした非OPEC加盟国と原油価格回復に向けて，増産凍結への石油戦略の
転換を模索し始めた。
　筆者は，2016年夏頃から，サウジアラビアは「原油価格は市場に任せる」として，従来
のスイング・プロデューサー（原油生産調整役）を放棄し，原油価格の下落を放置して，
米国のシェール・オイル生産企業の経営破綻を待つという石油戦略の転換を行うと考えて
いた。冷静にサウジアラビアの石油戦略を見れば，企業の経営においても，１年以上経過
しても当初の戦略が成果を挙げなければ，戦略の見直しを行うのは当たり前である。サウ
ジアラビアによる原油価格下落を放任する政策は，２年を経過しても米国のシェール・オ
イル生産量の大きな減少につながらなかった。いくらサウジアラビアの原油生産コストが
米国のシェール・オイルと比較して安価であっても，歳入の８割以上を石油収入に依存し，
「アラブの春」以降，国民に対して手厚い社会保障を行っている中東産油国の財政を均衡さ
せる原油価格水準はひき上がっている（図表２）。
　中東産油国においても，一番財政的に余裕があるサウジアラビアも，原油価格が，１バ
レル60ドルを超えないと，財政赤字が発生してしまう。この３年近くの原油価格の低迷は，
サウジアラビアの財政収支にとって，サステイナブル（持続可能）な原油価格とはいえな
い。
　2016年４月に発表されたサウジアラビアのビジョン2030の基礎には，原油価格低迷の
長期化に対する脱石油依存経済，若年層の雇用の創出，産業構造の高度化が念頭におかれ
ている。しかし，脱石油依存，産業構造高度化が目指されているものの，サウジアラビア
の経済構造改革にとって，原資となる石油収入拡大への原油価格の回復が極めて重要であ
り，また，新規株式公開（IPO）が世界的に注目されている国営石油企業であるサウジア
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ラムコの企業価値向上のためにも，原油価格の引き上げは必要不可欠といえる。こうした
理由から，2016年11月のOPEC総会において，８年ぶりの協調減産合意が成立した。

協調減産により2017年に入り回復する原油価格
　2016年11月30日に開催されたOPEC 総会において，OPEC 加盟国は，約120万 b/d
の協調減産に合意し，2016年12月10日に開催されたOPECと非OPECの会合において，
ロシア，メキシコをはじめとした非OPEC加盟国は，約60万 b/d の減産に合意した。合
計180万b/dに達する減産合意は，国際原油需給を引き締めるという期待から，WTI（ウ
ェスト・テキサス・インターミディエート）原油価格は回復基調となり，2017年１月～４
月において，１バレル50ドル～55ドルの水準で推移している。
　OPEC加盟国14ヵ国のうち，内戦と政情不安定から原油生産量が減少しているナイジェ
リアとリビアを減産適用除外，加盟国の資格停止となっているインドネシア，この３ヵ国
を除く11ヵ国が，2017年１月１日以降の生産上限を設定している（図表３）。
　OPEC加盟の11ヵ国は，OPEC統計による2016年10月時点における基準原油生産量を
基準に，4.6％の削減を実施することとしている。OPECによる協調減産は，８年ぶりと
いえる。そもそも，原油生産国における原油生産量の数値は，IEA（国際エネルギー機関），
OPEC事務局等，データ・ソースによって異なっており，OPECの減産は，OPEC統計
を基準に，2016年10月の11ヵ国の原油生産量3,097万 b/d を，2017年１月に2,980万
b/dと，117万b/d削減することとなる。2017年５月11日のOPEC統計によると，イン
ドネシアを除いたOPEC加盟13ヵ国の2017年４月における原油生産量は，2016年12月
比129.7万 b/d 少ない，3,173.2万 b/d に削減されている。これは，主としてサウジアラ

（図表２）産油国財政均衡原油価格（単位：ドル/バレル）

出所：IMF統計
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ビアが，2016年第４四半期と比較して50万 b/d 以上も原油生産量を減少させたことによ
る。現時点において，OPECは協調減産目標を100％以上順守している。OPECと非OPEC
による減産に関しては，クウェートを議長国として，アルジェリア，ベネズエラ，ロシア，
オマーンの５ヵ国が減産順守監視委員会を構成し，産油国が減産を厳格に実施するかをチ
ェックする仕組みとなっている。OPEC の減産実施状況は，今後も毎月発表される IEA
（国際エネルギー機関）のオイル・マーケット・リポートによって，先進国においても確認
されることとなる。IEA の2017年５月16日のオイル・マーケット・リポートによると，
OPECは，2017年４月時点において，原油生産量は3,178万b/dと，2016年11月と比較
して，242万 b/d も原油生産量を削減している（図表４）。
　これまでのOPECの協調減産の歴史を見ると，OPECの盟主であるサウジアラビアが，
200万b/dを超える豊富な生産余力を背景に，OPEC全体の減産に主として責任を持って
きた。今後も，サウジアラビアが世界最大の原油生産能力を基礎として，原油価格の安定
化に大きな役割を果たしていくものと思われる。

加盟国 2016年10月原油生産量 2017年１月１日 減産幅

アルジェリア 1,089 1,039 －50

アンゴラ 1,751 1,673 －78

エクアドル 548 522 －28

ガボン 202 193 －9

インドネシア 加盟資格停止

イラン 3,975 3,797 －178

イラク 4,561 4,351 －210

クウェート 2,838 2,707 －131

リビア 適用除外

ナイジェリア 適用除外

カタール 648 618 －30

サウジアラビア 10,544 10,058 －486

UAE 3,013 2,874 －139

ベネズエラ 2,067 1,972 －95

合　計 31,236 29,804 －1,432

出所：OPEC統計

（図表３）OPEC加盟国の減産幅（単位：千b/d）
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順調に増加する世界の石油需要
　原油価格の下落は，悪影響だけを与えるのではない。原油価格が低迷することによって，
ガソリン，ジェット燃料の価格をはじめとした石油製品価格が低下し，世界の石油需要は
堅調に増加している。最新のIEAの予測によると，世界における石油需要は2016年に160
万 b/d，2017年に130万 b/d 増加すると見込まれている（図表５）。
　サウジアラビアをはじめとした産油国による協調減産実施により，OPEC 加盟国と非
OPEC加盟国が，合計180万b/d程度減産することから，2017年には需要超過となり，先

加盟国 従来の
目標生産量

2017年３月
生産量

2017年４月
生産量

削減
目標

３月達成率
（％）

アルジェリア 1.20 1.05 1.06 0.05 78.0

アンゴラ 1.52 1.64 1.66 0.08 142.0

エクアドル 0.43 0.52 0.53 0.03 108.0

ガボン 0.20 0.20 0.01 78.0

イラン 3.34 3.79 3.75 －0.09 0.0

イラク 4.43 4.41 0.21 62.0

クウェート 2.22 2.70 2.71 0.13 106.0

リビア 1.47 0.61 0.55 0.00 0.0

ナイジェリア 1.67 1.30 1.38 0.00 0.0

カタール 0.73 0.61 0.62 0.03 127.0

サウジアラビア 8.05 9.93 9.98 0.49 126.0

UAE 2.32 2.91 2.91 0.14 74.0

ベネズエラ 2.15 2.03 2.02 0.10 39.0

OPEC合計 30.00 31.72 31.78 100.0

出所：IEAオイル・マーケット・リポート2017年５月16日

（図表４）OPEC原油生産実績（単位：百万b/d）

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

OECD諸国 46.3 47.0 46.4 45.9 46.1 45.8 46.4 46.8 46.7

非OECD諸国 39.1 41.4 43.1 44.8 45.6 47.2 48.6 49.7 51.1

世界合計 85.5 88.4 89.5 90.7 91.7 93.0 95.0 96.6 97.9

出所：IEAオイル・マーケット・リポート2017年５月16日

（図表５）世界の石油需要（単位：百万b/d）
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進国における原油在庫が取り崩されることが，エネルギー専門家によって見込まれている。
世界の石油需給は，米国のシェール・オイルの生産量が増加し，サウジアラビア，ロシア
をはじめとした産油国が高水準の原油生産競争を続けたことから，2015年に150万b/d程
度供給過剰，2016年に100万 b/d 程度供給過剰であったと考えられる。これが，2014年
秋から2016年冬にかけて，原油価格を暴落させた要因といえる。ところが，2017年に需
要が130万b/d程度増加し，OPECと非OPECの供給が180万b/d削減されることから，
差し引き100－130－180＝マイナス210万 b/dと，200万 b/d程度需要超過となり，2017
年秋以降には需給が均衡する。その結果として，先進国における原油在庫が，徐々に取り
崩されることとなる。OPEC事務局も2017年５月11日のリポートにおいて，2017年４月
におけるOPECの原油生産量は，上限を設定した11ヵ国合計が2,967万b/d，その他の３
ヵ国を含めたOPEC13ヵ国の合計は3,173万 b/d としている。世界の石油需要は，2016
年の9,510万 b/d から2017年には9,640万 b/d へと，130万 b/d 増加する。それに対し
て，非OPECによる原油生産量とOPECによるNGL（天然ガス液）の生産量が，米国の
シェール・オイルの生産量を含めて2017年に120万 b/d 増加する。その結果として，対
OPEC 石油需要は10万 b/d 増加して，2016年の3,180万 b/d から，2017年が3,190万
b/d となり，石油需要期となる2017年秋以降に，OPECの石油需給は，需要過剰・供給
不足となると見込まれる（図表６）。

原油価格回復を受けて増加する米国のシェール・オイル生産量
　2017年１月～４月を通じて，WTI原油価格は，１バレル50ドル～55ドルの範囲で堅調
に推移した。サウジアラビアをはじめとしたOPEC加盟国としては，協調減産の効果が出
ていた。2017年に入ってからの原油先物市場の動きを見ると，2017年４月までは，ヘッ

（図表６）OPECによる石油需給見通し（単位：百万b/d）

出所：OPEC統計2017年５月11日
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ジ・ファンドをはじめとした投機資金は，OPECによる協調減産の実効性を材料として，
原油先物の買いを行ってきた。そのため，OPECが当初の目標を上回って原油生産量の削
減を行っていたことから，サウジアラビアの石油戦略が成功し，WTI 原油価格は，１バ
レル50ドルを超える水準で安定して推移してきた。
　しかし，当たり前のことながら，原油価格が回復すると，再び米国のシェール・オイル
の生産量が増加する。原油価格の動きにはファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）とい
える国際石油需給関係がベースにあるものの，その時点，時点において，国際原油先物市
場が何を材料とするかが大きな意味をもつ。少なくとも，2017年４月上旬までは，市場の
材料は，OPEC加盟国が協調減産を実行するかであった。しかし，2017年４月中旬以降
は，OPEC加盟国が目標を達成し，その次に，米国のシェール・オイル生産の動向と米国
の原油在庫が，原油先物売買の材料として重要となってきた。EIA（米国エネルギー情報
局）の統計によると，2017年６月２日時点の米国における原油在庫は，５億1,320万バレ
ルと過去最高水準となり，米国における石油需給緩和が投機資金から材料視されている。
そのため，WTI 原油価格は，2017年６月８日には１バレル45.64ドルに低迷し，OPEC
が約120万b/dの協調減産を決めた2017年11月の水準にまで戻ってしまっている。2017
年６月時点における国際石油需給に関するファンダメンタルズに大きな変化はなく，また，
北朝鮮，シリアにおける地政学リスクにも大きな変化はない。北朝鮮についても，米国と
の軍事衝突の可能性は低下し，最悪期は脱したものの，北朝鮮による弾道ミサイル発射，
核開発の可能性は残っており，北朝鮮の地政学リスクは引き続き存在している。しかし，
そうした地政学リスクを，原油先物市場が材料視していない。むしろ，米国におけるシェー
ル・オイル開発の動きが，大きな材料となっている。米国においては，原油価格の回復と

（図表７）米国のリグ稼動数

出所：ベーカー・ヒューズ社統計
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ともに，リグ（新規油田開発のための掘削装置）の稼動数が増加しており，２年ぶりに，
米国国内のシェール・オイル開発のためのリグ稼動数は，700基を超えている（図表７）。
　原油価格の回復とともに，米国におけるシェール・オイル開発が活発化していることが，
原油価格の上値を抑える要因となっている。OPEC加盟国による協調減産→原油価格上昇
→米国のシェール・オイル生産量増加，というサイクリカルな動きが生じている。実際に，
米国におけるシェール・オイルの生産量は，原油価格の回復を受けて増加基調にある。2017
年のシェール・オイル生産量は，米国エネルギー情報局によると，再び500万 b/dを超え
ることが見込まれている（図表８）。
　米国におけるシェール・オイルの生産量は，多くのエネルギー専門家の予想よりも速い
ペースで増加している。シェール・オイル生産の特徴は，短期間のうちに井戸の掘削，原
油生産の開始が可能であることから，原油価格の変動に機動的に対応し，原油価格の上昇
とともに，すぐにシェール・オイルの生産量を増加させることである。現時点においては，
地下2,000メートル～3,000メートル程度のシェール・オイル油田の井戸の掘削は２ヵ月程
度しかかからず，WTI原油価格が１バレル50ドル程度になると，経済性があるシェール・
オイル油田の開発が活発化する。米国のシェール・オイルは陸上油田であり，パイプライ
ンをはじめとしたインフラストラクチャーが整備されていることから，在来型石油の油田
よりも開発期間が短い。特に，井戸の掘削，地下数千メートルの場所で，シームレス・パ
イプラインを水平に折り曲げる水平掘削（Horizontal�Well）等の掘削技術の進歩により，
坑井仕上げの期間が短縮されている。2017年５月時点においても，シェール・オイル生産
のための井戸掘削開始から３ヵ月～４ヵ月の期間により，シェール・オイルの生産が可能

（図表８）米国のシェール・オイル生産量（単位：千b/d）

出所：米国エネルギー情報局統計
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となっている。そのため，OPECの盟主であるサウジアラビアの予想を超えたシェール・
オイルの底力により，OPECが減産を行うと米国のシェール・オイルの生産量が増加し，
対OPEC石油需要が減少するという動きとなっている。
　こうした原油価格の低迷に対して，サウジアラビアは協調減産を今後も続ける石油戦略
をとり，2017年５月25日のOPEC総会において，協調減産を2018年３月まで続けること
を決定している。サウジアラビアの原油生産量は，1,000万b/dを下回っている（図表９）。
　2017年夏以降における原油価格を考えるうえで，サウジアラビアの石油戦略が与える影
響は極めて大きい。第１にロシア，メキシコをはじめとした非OPEC加盟国の減産幅は小
さく，また６ヵ月をかけて減産することから，短期的には減産動向は大きな影響を与えな
い。第２に米国のシェール・オイルの生産量増加には，新規開発から３ヵ月～４ヵ月の時
間を要し，かつ米国のシェール・オイルの生産量は，増加しても，短期間においては50万
b/d 程度と考えられる。そのため，米国のシェール・オイルの短期的な生産量の増加は，
サウジアラビアが持つ200万b/dを超える生産余力と比較して，国際原油市場に大きな影
響を与える可能性は小さい。今後も，サウジアラビアにおける原油生産動向と石油戦略が，
世界の石油需給の均衡に大きな影響を与える。サウジアラビアは，原油価格の安定化を目
指して，2017年夏には減産幅をさらに拡大する可能性が考えられ，2018年に向けて，原
油市場シェアの維持を目指すのか，自ら原油生産量の削減という戦略をとるのか，今後の
石油戦略は重要といえる。

原油価格の長期低迷のもと構造改革を行うサウジアラビア
　原油価格低迷の長期化という状況のもと，サルマン国王の息子であるムハンマド副皇太
子の主導のもと，2016年４月25日には，脱石油依存，産業構造の多角化，投資主導経済

（図表９）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・インテリジェンス統計
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への転換を盛り込んだ「ビジョン2030」を発表している。「ビジョン2030」においては，
時価総額２兆ドルに達するとも評価される国営石油企業サウジアラムコの上場により得ら
れた資金によって政府系ファンドを拡充し，投資収益を拡大し，石油収入だけに依存しな
い経済を目指している。サウジアラビアがこうした経済構造改革を打ち出した背景には，
原油価格の低迷による経済成長率の鈍化が挙げられる（図表10）。
　サウジアラビアは，名目GDP（国内総生産）の５割，歳入の８割～９割を石油収入に
依存するモノカルチャー経済である。「アラブの春」以降における手厚い社会保障の原資
も，石油収入に依存する。そのため，原油価格の乱高下が，経済成長率に大きな影響を与
える。こうした原油価格の乱高下に振り回されない強靭かつ持続的な経済構造を構築すべ
く，「ビジョン2030」が構想されている。「活力ある社会」，「繁栄する経済」，「野心的国
家」という３つのコンセプトのもと，具体的な内容としては，①公的投資ファンド（PIF）
の拡充，②民営化プログラムの策定，③政府部門の統治強化プログラムにより政府機関の
手続きを簡素化し，責任を明確化する，等が挙げられている。この「ビジョン2030」の中
で，特に注目されているものは，サウジアラビアの投資資金調達として，世界最大の国営
石油企業サウジアラムコのIPO（新規株式公開）といえる。サウジアラビアは，在来型石
油（Conventional�Oil）については，世界最大の埋蔵量を誇っている（図表11）。
　現時点における計画では，サウジアラムコを持ち株会社とし，2018年をめどに株式の５
％未満を上場する。サウジアラビアの石油資源はすべて国家資源であり，サウジアラムコ
が探鉱・開発権を持っている。原油価格を１バレル50ドルとすると，2,666億バレルの原
油埋蔵量を乗じると10兆ドルを超える石油資源の価値がある。ただ，石油，天然ガスとい
う資源の主権は国王に存在することから，この10兆ドルを超える原油埋蔵資源をサウジア
ラムコの企業価値といえるかどうかは，エネルギー専門家においても意見が分かれるとこ

（図表10）サウジアラビアの経済成長率（％）

出所：IMF（国際通貨基金）統計
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ろである。サウジアラビア国内における評価は２兆ドル，JPモルガンをはじめとした欧米
の投資銀行による評価は１兆ドルとなっている。いずれにしても，５％分のIPOは，1,000
億ドル（約11兆円）という過去最大のものとなり，欧米の投資銀行，ニューヨーク証券取
引所，東京証券取引所，香港証券取引所等から，「史上最大の投資案件」として大きな注目
を集めている。この新規株式公開により得られた資金が，公共投資ファンドの拡充に用い
られる。このファンドをもとに，サウジアラビアの国内と国外の成長性がある企業に投資
を行い，国内の産業育成を行い，石油収入だけに依存することなく，投資収益を挙げる国
家戦略を構想している。

2030年を見据えるサウジアラムコの石油戦略
　ビジョン2030により，サウジアラビアの産業構造の高度化，非石油部門の成長を掲げて
いるといっても，それは，「脱石油」を意味しているわけではない。むしろ，石油産業が得
た資金をもとに，さらに経済成長をはかることを目指し，サウジアラビアにおける持続的
発展のためのエンジンとして，石油産業そのものの高度化，強靭化が一層求められている。
2016年10月に，サウジアラムコは，2025年までの10年間に総額3,340億ドル（約37兆円）
の巨額投資を行うと発表している。「原油価格が低迷し，世界の油田開発が停滞すると，長
期的には原油供給が世界的に不足する」という，ファリハ・エネルギー産業鉱物資源大臣
の危機感があるからである。サウジアラムコは，今後も，世界の石油需要の増加に対して，
世界最大の産油国としての原油安定供給の責務を果たしていく戦略をとっている。ビジョ
ン2030に基づき，サウジアラムコが，世界の石油産業の探鉱・開発部門，精製部門におけ
るリーダーシップをとっていく決意を示している（図表12）。

（図表11）国別原油埋蔵量（単位：億バレル）

出所：BP統計2016年６月
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　サウジアラビアは，これまで国内東部の油田開発に集中しており（図表13），今後は，未
開発の西部地域における油田開発が期待されている。
　さらにサウジアラムコは，石油需要の伸びが著しいアジア諸国における石油精製・販売，
石油化学という下流部門（Down�Stream）への投資を強化している。アジア諸国におい
ては，インドネシア，ベトナム，フィリピン等において，国内の石油精製能力が不足して
いる。サウジアラムコは，2016年12月にインドネシアの国営石油企業であるプルタミナ
と，ジャワ島中部のチラチャプ製油所の拡張に合意している。さらに2017年２月には，マ
レーシアの国営石油企業ペトロナスによる南部ジョホール州の石油化学プラントに70億
ドルの投資を行うことを決めている。このプラントは，石油精製能力が30万b/d，その他
に，エチレン，プロピレンを生産する。サウジアラムコは，既に，日本，中国の石油企業
にも出資を行っている（図表14）。
　サウジアラムコが積極的にアジアの下流部門に投資を行う理由は，次の２点が挙げられ

項　目 概　　　要

原油生産 原油生産能力を1,250万 b/d に維持する

天然ガス生産 120億立方フィート/日から178億立方フィート/日に拡大

石油精製 国内の石油精製能力を290万 b/d から330万 b/d に拡大

出所：ビジョン2030

（図表12）サウジアラビアの石油戦略

（図表13）サウジアラビアの主要油田

出所：石油天然ガス・金属鉱物資源機構
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る。第１に石油需要の伸びが著しいアジア諸国がサウジアラビア原油の重要な輸出先とな
っており，アジア諸国への投資によって原油輸入国との関係を強化すること。人口減少に
伴う国内市場の縮小に直面する日本を除くと，中国をはじめとしたアジア諸国は，現時点
においても，石油需要を順調に増加させている（図表15）。
　第２に単なる原油輸出にとどまらず，石油精製・石油化学分野に進出することにより高
付加価値の製品を生産し，産業構造を高度化することが可能となる。今後も「ビジョン
2030」の方針のもと，サウジアラムコの石油収入を原資として，世界の成長セクターであ
るアジアの石油精製・石油化学部門への投資拡大は続くものと考えられる。

日本にも積極的な協力を求めるサウジアラビア
　2017年３月に，サウジアラビアのサルマン国王が，1971年のファイサル国王以来，46
年ぶりに来日した。サルマン国王は，2017年２月から３月にかけて，マレーシアを皮切り
に，日本，中国等のアジア諸国を訪問し，石油だけに依存しない国づくりへの協力を求め

国　名 概　　　要

日　本 昭和シェル石油への15％の出資

中　国 SINOPECと石油精製・石油化学の合弁事業

韓　国 Sオイルへの63％の出資

インドネシア プルタミナの製油所への50億ドルの投資

出所：各種新聞報道

（図表14）サウジアラムコによるアジアへの投資

（図表15）アジア諸国の石油需要（単位：千b/d）

出所：BP統計2016年６月
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ている（図表16）。
　サウジアラビアにとって，アジア諸国はサウジアラビア産原油の主要な輸出先であると
ともに，資金と技術を活用した国内のインフラストラクチャー整備，国内産業の多角化に
とって，日本をはじめとしたアジア諸国は重要な友好国である。他方，日本にとっても，
サウジアラビアは最大の原油調達先であり，日本のエネルギー安全保障，持続的経済発展
にとって必要不可欠な相手国である（図表17）。
　2017年３月12日に，サルマン国王が来日して安倍首相と会談し，サウジアラビアへの
日本企業の進出を促すために，経済特区を創設することで合意が成立した。経済特区にお
いては，外資規制の緩和，税制優遇，関税の簡素化等が行われ，日本の製造業，金融機関
のサウジアラビアへの進出を容易にする。特に，サウジアラビアによる日本の自動車産業
をはじめとした製造業の進出への期待は大きい。欧米先進国において，自動車産業の育成
が国家発展の原動力となった歴史を念頭においており，トヨタ自動車が工場新設の事業化
調査，JXエネルギーが製油所設立への提携等を行うことで覚書を交わしている。日本にと

訪問国 概　　　要

マレーシア 70億ドルの石油化学設備への投資

インドネシア 開発資金に10億ドル拠出

日　本 サウジアラビア国内に経済特区を創設

中　国 サウジアラビアのインフラストラクチャー整備に中国が650億ドル協力

出所：各種新聞報道

（図表16）サウジアラビア国王の2017年春のアジア訪問

（図表17）日本の国別原油輸入割合（％）

出所：資源エネルギー庁統計
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っても，これまでの原油，LPガス輸入に偏った貿易関係からの高度化を目指しており，石
油に加えた製造業，金融業，インフラストラクチャー整備等の関係強化をはかっている（図
表18）。

日本が得意とする高付加価値素材と運用能力
　日本は家電製品，スマート・フォンをはじめとした組み立て工程を必要とする最終製品
においては，人件費が安価な中国，韓国企業に対して劣勢にあるものの，高付加価値の炭
素繊維，海水を淡水化する逆浸透膜等の素材分野において，圧倒的な強みを持っている。
特に，淡水が恒常的に不足する中東地域において必要な海水を淡水化するための逆浸透膜
（RO膜）においては，世界シェアの半分を日本の日東電工，東レ，東洋紡が握っている
（図表19）。
　特に，東洋紡は中東の淡水化市場の５割を掌握しており，海水の塩分濃度が高い中東市
場において技術力を発揮している。2017年３月のサルマン国王来日にあたっても，サウジ
アラビアの海水淡水化公団と，水処理膜の共同開発を行う覚書を交わしている。
　また，日本のソフトバンクは，サウジアラビアの公共投資ファンドとともに，ハイテク
分野への投資を行う「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」の設立について，2017年５月
20日に合意した。サウジアラビアの公共投資ファンドが450億ドル，ソフトバンクが250

企業名 概　　　要

トヨタ 現地生産の事業化調査

東電ホールディングス 研究開発の人材交流

JXホールディングス 製油所の建設

出光興産 原油の安定調達

東洋紡 水処理膜の開発

JFE エンジニアリング 海水淡水化装置の開発

横河電気 石油制御技術の開発

JOGMEC 石油備蓄タンクの提供

日本取引所グループ 金融商品開発の協力

三菱東京UFJ 銀行 金融サービス向上への提携

三井住友銀行 情報交流

みずほ銀行 都市インフラストラクチャー整備

出所：各種新聞報道

（図表18）日本とサウジアラビアとの経済協力
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億ドル，UAEのアブダビ投資ファンドが150億ドルの出資を行い，その他の投資家を含め
て，合計1,000億ドルに達する総額10兆円ファンドを発足させている。このファンドをも
とに，米国の衛星通信企業ワンウェブへの投資，中国のタクシー配車，ライド・シェア最
大企業である滴滴出行に50億ドルを出資する。滴滴出行は中国の400以上の都市でサービ
スを展開し，年間利用者４億人という世界最大の配車サービス企業に成長している。1,000
億ドルファンドは，ソフトバンクが米国トランプ大統領と合意している米国への500億ド
ル投資の原資となる。今後も，ソフトバンクはサウジアラビアと共同して，AI（人工知能）
を用いた農業，医療，ソリューション等のハイテク事業への投資を行っていく。ソフトバ
ンクはカリスマ経営者である孫正義社長のもと，これまでにも通信事業，携帯電話事業，
半導体設計事業と，次々と事業を拡大し，米国の携帯電話事業にも投資を行っている。「ソ
フトバンク・ビジョン・ファンド」も，サウジアラビアのムハンマド副皇太子と孫正義社
長とのファンド構想の合意から始まっている。ソフトバンクによる投資事業の収益率は年
率40％を超えており，サウジアラビアも将来的な海外における投資収益率の向上策とし
て，ソフトバンクの運用能力に大きな期待をかけている。日本は，ソフトバンクを通じて，
中東の大国サウジアラビアと世界の超大国米国とのハイテク産業をはじめとした巨大な共
同投資事業の架け橋となっている。
　2015年１月にサルマン国王が即位し，息子のムハンマド副皇太子が主導して，2016年
４月に「ビジョン2030」が構想され，ムハンマド副皇太子は，国内の政治構造，経済構造
の改革に積極的に乗り出している。サウジアラビアは，石油だけに依存しない経済構造を
構築し，それとともに，産業構造の高度化，人材の育成，雇用の創出をはかっている。こ
うした状況において，インフラストラクチャー整備の正確な運用・保守に係わる人材の育
成面において，日本がサウジアラビアに貢献できる面は多い。サウジアラビアは「ビジョ
ン2030」実現のために，2016年６月に祖国変革プログラム（NTP）2020を発表してい

（図表19）逆浸透膜シェア（％）

出所：各種新聞報道
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る。NTP2020においては，最初の５年間に，目指すべき産業多角化の目標が掲げられて
いる（図表20）。
　こうした積極的な国家改革の方針のもと，ムハンマド副皇太子は，日本，米国等を相次
いで訪問し，2016年９月に日本を訪問し，日本は，官民を挙げて，サウジアラビアによる
「ビジョン2030」に協力するべく，「日本・サウジ・ビジョン2030共同グループ」が創設
されている。サウジアラビアと日本は，政府のハイレベルの会合を行い，サウジアラビア
に対する，①貿易・投資機会，②投資・ファイナンス，③エネルギー・産業，④中小企業，
能力開発，⑤文化，スポーツ，分野における協力関係の強化を行っている。これまでの日
本は，サウジアラビアとの関係は原油貿易に集中し，住友化学とのラービグ・プロジェク
ト等の石油化学事業，発電事業，海水淡水化事業以外には，製造業の進出は限定的であっ
た。しかし，サウジアラビアは，第１に原油価格低迷の長期化による脱石油依存経済の構
築，第２にシェール・オイルの生産量増加に伴い，軍事面をはじめとした米国との関係の
見直しを迫られていること，等から日本の最先端のインフラストラクチャー運営能力，省
エネルギー技術，環境技術に期待を寄せている。日本は，これまでの石油と石油から派生
した石油化学，発電事業にとどまらず，自動車産業，金融業をはじめとした，より深化し
たサウジアラビアとの関係を構築する良い機会を与えられている。今後のインフラストラ
クチャー面等における協力は，日本にとっての資源エネルギーの安定供給のみならず，サ
ウジアラビアの持続的経済発展に貢献する。2017年時点においては，米国のシェール・オ
イルの攻勢を受けているものの，サウジアラビアは在来型石油の生産面においては，現在
も圧倒的なプレゼンスを国際エネルギー市場に示し続けている（図表21）。
　ただ，ここで留意すべきことは，日本の世界最先端のインフラストラクチャー運営・保
守能力，人材育成のノウハウ等を，サウジアラビアとの経済協力に活かすことだけに目が
向きがちであるものの，サウジアラビアとの関係の基本に，石油の安定供給への関係強化
が根本にあることを忘れてはいけない。日本は石油消費量が減少しているといっても，米
国，中国に次ぐ，世界第３位の石油消費国である。400万b/d近い石油を安定調達するう

担　当　省 概　　要

経済企画省 非原油セクターの向上

通信情報技術省 IT産業の貢献

エネルギー産業鉱物資源省 鉱業セクターの貢献

サウジ観光・国家遺産委員会 観光セクターの寄与

出所：祖国変革プログラム2020

（図表20）サウジアラビアの産業多角化目標
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えで，地理的にも，供給能力からいっても，日本にとって，サウジアラビア以外に，まと
まったロットの原油を安定的に調達可能な産油国はない。今後の米国におけるシェール・
オイルの生産量の見通しを考えても，日本にとって，もっとも重要な原油供給国は，サウ
ジアラビアであることは，2030年においても変わらない。こうした総合的な視点をもっ
て，両国のウィン・ウィンの関係構築への道を開くことが重要なのである。

＊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。

（図表21）国別原油生産量（単位：千b/d）

出所：BP統計2016年６月


