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21世紀のエネルギー革命と中東産油国
　21世紀における最大のエネルギー革命といえば，いうまでもなく米国を震源地としたシ
ェール・ガス革命，シェール・オイル革命といえる。これまでの石油工学の常識において
は，経済的に採取することが困難とされた，水の浸透率が極めて低い，硬い岩盤となって
いる頁岩（けつがん）に含まれた，石油・天然ガスの成分を経済的に採取することが可能
となり，天然ガス価格は下落した（図表１）。
　米国において，シェール・ガスの生産コストの急速な低減による生産量の増加，いわゆ
るシェール・ガス革命は，水圧破砕（Fracturing），水平掘削（Horizontal Well）という
在来型の石油開発技術を精緻に応用した成果である。しかし，天然ガスは，常温・常圧に
おいて気体であることから，輸送，貯蔵が困難であり，LNG（液化天然ガス）による輸送
を除けば，国際貿易へのインパクトは小さく，主として原油を輸出する中東諸国への影響
は，ほとんどなかったといって良い。ただ，こうしたシェール・ガスの開発で培われた技
術は，当然のことながら，米国の中堅・中小石油企業によって，頁岩に含まれたシェール・
オイル（米国においては，硬い地層に含まれた石油であることから，タイト・オイルと呼

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

第２幕を開ける中東産原油と
米国のシェール・オイルとの消耗戦の行方

中東情勢分析 

（図表１）米国の天然ガス価格（単位：ドル/百万 Btu）
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ぶ）の開発に応用される。米国における原油生産量が増加すると，国際石油需給が緩和し，
世界の原油生産量の３割を占める中東産油国にも大きな影響を与える（図表２）。
　米国におけるシェール・オイルの生産量が増加し，中東産油国が，石油市場シェアを維
持するために，シェール・オイルの生産コストと比較して安価な中東産原油による生産競
争を仕掛け，米国のシェール・オイル生産企業と対決した結果として原油価格の下落につ

（図表２）国別原油生産量（単位：千b/d）

出所：BP 統計2017年６月

（図表３）WTI 原油価格（単位：ドル/バレル）

出所：BP 統計2017年６月
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ながったことが，2014年からの国際原油市場
の状況である。米国におけるシェール・オイ
ルの登場は，21世紀初頭に喧伝された石油資
源枯渇論という陰鬱（Dismal）なオイル・
ピーク論を杞憂し，人類に石油という優れた
エネルギーを十分に使える恩恵を与えた反
面，中東産油国にとっては，国家財政の基礎
をなす石油収入の減少という大きなダメージ
を受ける皮肉な結果となった。2014年秋か
ら，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，米国のシェール・オイ
ルに消耗戦を挑んでから，WTI（ウェスト・
テキサス・インターミディエート）原油価格は下落基調となった（図表３）。
　原油価格が１バレル100ドル台を前提として組み立てられた中東産油国の経済構造は，
米国のシェール・オイルへの挑戦のプロセスにおいて，見直しを迫られたのである。

原油価格低迷への中東産油国の対応
　中東産油国は，歳入の８割程度を石油収入に依存し，１バレル100ドル超という高値の
原油価格のもと，教育費等は無料，所得税はないという手厚い保障を国民に与えてきた。
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国　名 ファンド名称 運用資産残高
（2017年６月末）

ノルウェー ノルウェー政府年金基金 9,540億ドル

UAE アブダビ投資庁 8,280億ドル

中　国 中国投資有限公司 8,138億ドル

クウェート クウェート通貨庁 5,240億ドル

サウジアラビア サウジアラビア通貨庁 5,140億ドル

香　港 香港国家金融管理局 4,566億ドル

中　国 中国国家外貨管理局 4,411億ドル

シンガポール GIC 3,590億ドル

カタール カタール投資庁 3,200億ドル

世界合計 ７兆4,210億ドル

出所：SWF インスティチュート統計

（図表４）有力政府系ファンド（単位：億ドル）2017年６月末
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そして，潤沢なオイルマネーを原資に，国内のインフラストラクチャー整備，欧米先進国
の証券市場への株式投資を行ってきた。その主役は，政府系ファンド（SWF：Sovereign 
Wealth Fund）と呼ばれる，オイルマネーを原資とした有力ファンドである（図表４）。
　UAE（アラブ首長国連邦），サウジアラビアをはじめとして，中東産油国は有力な政府
系ファンドを持っている。しかし，原油価格の低迷とともに，石油収入が減少し，国家の
財政赤字を補うために，政府系ファンドの資金の取り崩し，外貨準備高の取り崩しを行う
とともに，公共料金の引き上げ等の緊縮策を実施している。さらに，2018年１月１日か
ら，UAE，サウジアラビアは，VAT（付加価値税）を導入し，歳入の増加をはかってい
る。ただ，国家の緊縮財政が，原油価格の下落のスピードに追いつかず，原油価格の低迷
とともに，UAE の経済成長率も急速に鈍化している（図表５）。

2018年春時点における原油価格は堅調
　2018年に入り，原油価格は１バレル60ドル超と，この３年間と比較するならば，堅調
な水準となっている。トランプ政権による，鉄鋼，アルミニウムに対する追加関税等の保
護貿易主義的政策により，株価，原油価格ともに，2018年２月には下落する局面があった
ものの，2018年３月以降は，北海ブレント原油価格は１バレル70ドルを突破する勢いを
見せている（図表６）。2018年４月時点においては，株価の下落と連動することなく，原
油価格は高値を維持している。それに伴って，WTI（ウェスト・テキサス・インターミデ
ィエート）原油価格も堅調な動きを示している。
　OPEC 加盟国が，米国のシェール・オイルとの消耗戦を挑んでからは，国際原油市場の
動きを振り返ると，国際原油需給が引き締まり，原油価格が上昇すると，米国のシェール・

（図表５）UAEの実質GDP成長率（％）

出所：IMF（国際通貨基金）統計
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オイルの生産量が増加し，国際石油需給が緩和し，原油価格が下落するというサイクリカ
ルな動きの繰り返しであった。2018年４月時点においても，原油価格の回復により，米国
におけるシェール・オイルの開発活動は活発化し，シェール・オイルの生産量は増加基調
にある（図表７）。2016年こそ，原油価格が１バレル26ドルまで下落したことから，米国
におけるシェール・オイルの生産量は減少したものの，2018年には600万b/dを超える水
準にある。
　このように米国のシェール・オイルの生産量が増加しているにもかかわらず，WTI 原
油価格が堅調である理由としては，第１にサウジアラビアをはじめとしたOPEC（石油輸

（図表６）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

（図表７）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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出国機構）加盟国と，ロシアをはじめとした非 OPEC 加盟国による，合計180万 b/d に
達する協調減産が順調に行われ，国際原油需給が均衡に向かっていることが挙げられる。
IEA（国際エネルギー機関）の統計によると，2018年に入ってからも，OPECは，100％
を超える順守率によって，原油生産の削減を行っている（図表８）。さらに，ロシアをはじ
めとした非OPEC加盟国も，協調減産に積極的に協力している。IEAの統計によれば，ロ
シアの2018年２月における原油生産量は1,134万 b/d と，減産順守率は87％に達してい
る。こうした OPEC 加盟国と非 OPEC 加盟国による協調減産の成果が，先進国の原油在
庫の取り崩しによる原油価格上昇要因となっている。
　OPEC の最新の見通しによると，米国のシェール・オイルの生産量が増加するものの，
世界の石油需要が堅調に増加し，OPECも協調減産を順守することから，中東産油国をは
じめとした OPEC 加盟国が3,200万 b/d 程度という現状の原油生産量を維持するならば，
世界の石油需給は均衡に向かうと考えられる（図表９）。

加盟国 従来の
目標生産量

2018年１月
生産量

2018年２月
生産量 削減目標 ２月達成率

（％）

アルジェリア 1.20 1.02 1.04 0.05 98

アンゴラ 1.52 1.57 1.57 0.08 232

エクアドル 0.43 0.52 0.51 0.02 146

赤道ギニア 0.13 0.14 0.01 83

ガボン 0.21 0.20 0.01 22

イラン 3.34 3.80 3.82 －0.09 126

イラク 4.48 4.48 0.21 39

クウェート 2.22 2.70 2.70 0.13 105

リビア 1.47 1.00 1.02 0.00 0

ナイジェリア 1.67 1.68 1.70 0.00 0

カタール 0.73 0.62 0.60 0.03 160

サウジアラビア 8.05 9.98 9.98 0.49 116

UAE 2.32 2.85 2.80 0.14 153

ベネズエラ 2.15 1.61 1.55 0.10 544

OPEC 合計 30.00 32.17 32.10 1.18 147

出所：IEA オイル・マーケット・リポート2018年３月15日

（図表８）OPEC原油生産実績（単位：百万b/d）
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中東の地政学リスクも原油価格上昇要因に
　2014年秋に，OPEC の盟主であるサウジアラビアが米国のシェール・オイルに消耗戦
を仕掛けてから，中東産原油と米国のシェール・オイルとの根くらべが続いていた。その
意味においては，米国のシェール・オイルが国際原油価格の撹乱要因となっていたといえ
る。2018年４月時点においても，原油価格の上昇に伴い，米国のシェール・オイルの生産
量は増加している。にもかかわらず，WTI 原油価格は下落していない。それは，原油価
格上昇の第２の要因として，中東における地政学リスクの強まりが挙げられる。イランに
対する強硬派であるムハンマド皇太子の主導によるサウジアラビアとイランとの緊張関
係，カタールとの国交断絶に解決の糸口が見えない。さらに，米国のトランプ大統領はイ
ランとの核合意の見直しを掲げており，イランとの緊張関係が強まっている。トランプ大
統領は，2018年３月には，国際協調を重視する穏健派である，エクソンモービルの CEO
であった，レックス・ティラーソン国務長官を更迭し，後任に対イラン強硬派のポンペオ
氏を指名している（図表10）。
　トランプ大統領は，就任から１年以上を経過して，国内における選挙対策もあって，イ
ラン，北朝鮮に対する強硬外交，保護貿易主義の色彩を一段と鮮明にしている。トランプ
政権の閣僚から，国際協調，自由貿易を持論とするレックス・ティラーソン国務長官，マ
クマスター大統領補佐官（安全保障担当），ゲーリー・コーン国家経済会議委員長等が相次
いで去っている。後任の閣僚は，いずれもイラン，北朝鮮への軍事行動も躊躇しない主張
を持っており，「米国第一」，「強硬外交」，「保護貿易」という立場で共通している。米国に
おけるシェール・ガス革命，シェール・オイル革命が国際原油価格を引き下げ，米国のエ
ネルギーの自立を実現するとともに，米国が中東の石油への依存度を低下させたことが，
米国による対中東強硬外交につながり，原油価格を上昇させていることは，歴史のいたず

（図表９）OPECによる世界石油需給見通し（単位：百万b/d）

出所：OPEC 石油月報2018年２月
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らといえる。トランプ大統領は，イランへの強硬姿勢を強め，それに対して，イランの保
守派は米国への反発を強めている。イランに対する制裁が再開されイランと米国の緊張関
係が高まると，ホルムズ海峡封鎖による原油供給途絶という状況も考えられる。さらに，
2018年４月には，シリアにおいて化学兵器使用問題が持ち上がり，米国はシリアへの軍事
行動を示唆している。これまでにも米国はシリアへの軍事行動を行っており，こうした中
東における地政学リスクが，米国のシェール・オイルの生産量増加よりも，国際原油先物
市場において材料視されている。

保護貿易的政策にもかかわらず世界経済は好調
　トランプ大統領が，米国の貿易赤字改善のために，鉄鋼，アルミニウムに追加関税を課
し，中国も米国に対して報復関税を課すこととし，貿易戦争の様相を呈している。EU 諸
国も，米国の保護貿易的政策に反発している。そのため，米国，日本をはじめとした各国
の株価は，2018年２月以降下落局面となっている。しかし，世界の実体経済そのものは，
堅調に成長を続けている（図表11）。
　トランプ政権による保護貿易主義的政策による世界経済への悪影響の懸念があるもの
の，現時点においては世界経済は順調に成長し，中国，インドをはじめとしたアジア諸国

閣　僚 現　　職 政治的主張

国務長官 ティラーソンを2018年３月解任，
後任は CIA 長官ポンペオ 対イラン強硬派

大統領補佐官
（安全保障）

マクマスターを2018年３月解任，
後任は国連大使ボルトン 保守強硬派

エネルギー長官 前テキサス州知事リック・ペリー エネルギー業界支持

EPA 長官 オクラホマ州司法長官
スコット・プルイット 石炭火力発電規制反対

国防長官 退役海兵隊大将ジェームズ・マティス テロとの戦い支持

財務長官 元ゴールドマン・サックス幹部
スティーブン・ムニューシン 金融規制緩和

国家経済会議委員長 ゴールドマン・サックス COO
ゲーリー・コーン2018年退任 保護貿易主義に反対

厚生長官 下院予算委員長トム・プライス オバマケアに反対

内務長官 モンタナ州下院議員ライン・ジンキ シェール・ガス開発規制緩和

司法長官 アラバマ州上院議員
ジェフ・セッションズ 移民反対の保守派

出所：各種新聞報道

（図表10）トランプ政権の主要閣僚（2018年）
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における石油需要も堅調に増加している。2018年も，アジアをはじめとした途上国の石油
消費は，順調に拡大することが見込まれている（図表12）。IEAの見通しによれば，2018
年は，先進国，途上国ともに石油消費量は増加すると予測されている。
　こうした，①サウジアラビアをはじめとしたOPEC加盟国による協調減産の順守による
石油需給均衡というファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）要因，②中東における地政
学リスク要因，③好調な世界経済による石油消費の伸び要因等により，原油価格は，米国
におけるシェール・オイルの生産量増加にもかかわらず，高値を維持している。アジアに
おける旺盛な石油消費量の伸びは，中東産油国にとって重要な原油輸出先となっている。

2018年４月以降のシェール・オイルの影響
　2018年４月時点において，米国のシェール・オイルの生産量増加は，国際原油先物市場に
おいて材料視されていない。しかし，今後のシェール・オイルの動きに中東産油国も大きな
関心を見せている。米国においては，原油価格の上昇を受けてシェール・オイル開発が活発
化しており，リグ（新規油田開発のための掘削装置）稼動数が増加基調にある（図表13）。

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

世　界 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.7 3.9 3.9

日　本 1.5 1.6 0.0 1.1 0.9 1.8 1.2 0.9

米　国 2.3 2.2 2.4 2.6 1.5 2.3 2.7 2.5

ユーロ －0.7 －0.4 0.9 2.0 1.8 2.4 2.2 2.0

中　国 7.7 7.7 7.3 6.9 6.7 6.8 6.6 6.4

インド 4.7 6.9 7.2 8.0 7.1 6.7 7.4 7.8

ブラジル 1.0 2.7 0.1 －3.8 －3.5 1.1 1.9 2.1

アセアン５ 6.2 5.1 4.6 4.9 4.9 5.3 5.3 5.3

中東アフリカ 4.8 2.4 2.7 2.7 4.9 2.5 3.6 3.5

出所：（国際通貨基金）世界経済見通し2018年１月

（図表11）世界経済見通し

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

OECD 諸国 45.9 46.1 45.8 46.4 46.9 47.4 47.7

非 OECD 諸国 44.8 45.6 47.4 48.6 49.3 50.4 51.6

世界合計 90.7 91.7 93.1 95.0 96.2 97.8 99.3

（図表12）世界の石油需要見通し（単位：百万b/d）2018年３月15日
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　米国におけるシェール・オイル開発は積極的になっており，現状の原油価格が続くと，
2018年夏に向けて，シェール・オイルの生産量が増加してくる。既に，米国は，2017年
11月に原油生産量が47年ぶりに1,000万 b/d を突破している（図表14）。
　BP統計は，原油（Crude Oil）にNGL（天然ガス液）を含んだ生産量をOil Production
として示しており，単に原油だけの生産量ではない。IEA，EIA等は，原油（Crude Oil）
だけの生産量を統計として発表している。同じ石油生産量（Oil Production）といっても，
専門機関によって定義が異なる。2017年以前においても，既にBP統計においては，原油
に NGL を加えた生産量は，米国が世界第１位となっている。
　ここで留意するべきことは，2018年４月時点においても，原油（Crude Oil）の生産量

（図表13）米国のリグ稼動数

出所：ベーカー・ヒューズ社統計

（図表14）米国の原油生産量（単位：百万b/d）

出所：米国エネルギー情報局統計
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だけでは，IEA の統計においては，サウジアラビアのほうが米国を上回っており，サウジ
アラビアは世界最大の「原油生産国」の地位を誇っているということである。しかし，IEA
等の統計における原油だけの生産量を比較しても，2018年に米国の原油生産量は，サウジ
アラビア，ロシアを抜いて世界最大となる。IEA の統計においても，米国は再び世界のエ
ネルギー大国となる。原油価格の上昇に伴って米国の原油生産量が増加するならば，2018
年５月以降において，米国のシェール・オイルは原油価格の下落要因となるとともに，米
国からの原油輸出増加により市場シェアを奪われるという懸念から，サウジアラビア，ロ
シアをはじめとした大産油国が再び「価格よりも市場シェア」という消耗戦を始め，協調
減産にほころびが発生し，原油価格の下落につながる可能性に留意する必要がある。

原油価格下落に伴う中東産油国の財政
　2014年６月に１バレル107ドルであった WTI 原油価格は，2016年２月には１バレル
26ドルまで暴落し，2018年４月には１バレル60ドル台に回復しているものの，この４年
間にわたる原油価格低迷は，サウジアラビアをはじめとした中東産油国の財政にボディー・
ブローのように打撃を与えている。しかし，OPEC加盟国とロシアをはじめとした非OPEC
加盟国による合計180万 b/d に達する協調減産が2018年末まで延長されたこともあって，
原油価格は2018年に入って１バレル60ドルを超える水準となっており，中東産油国にお
ける協調減産の効果が確実に挙がっている。
　原油価格の回復は中東産油国の財政に多少の余裕を与えるものの，IMF（国際通貨基金）
による推計においては，現状の原油価格においても，人口が少なく財政上のゆとりがある
カタール等を除き，大多数の中東産油国は財政赤字に陥っている。OPECの盟主であるサ
ウジアラビアも，原油価格が１バレル70ドル以上にならないと，財政赤字となってしまう

（図表15）産油国の財政均衡原油価格（単位：ドル/バレル）

出所：IMF（国際通貨基金）による推計
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（図表15）。サウジアラビア政府は，2018年も1,950億リヤルの財政赤字が見込まれるとし
て，財政健全化を当初の2020年から2023年に３年先送りすることを2017年12月に決定
している。これまで所得税がなく，教育費は無料，国民の大部分が公務員，国営企業の職
員という形で雇用保証され，潤沢な石油収入を基に国民に手厚い保障を行ってきたものの，
これまで歳入の８割以上を石油収入に依存してきたことから，原油価格の下落に伴って，
国家歳入は減少基調となっている（図表16）。
　他方，イエメンへの軍事介入，国内の教育費等の増加により歳出は増加し，2017年ま
で，４年連続の財政赤字を余儀なくされている。そのためサウジアラビアにとって財政健
全化は喫緊の課題となっており，日本の消費税に相当する VAT（付加価値税）を2018年
１月１日から導入し，公共料金の引き上げ等，国民に痛みを強いる政策を打ち出さざるを
得なくなっている状況にある。

原油価格の低迷と脱石油への経済構造改革
　石油収入に歳入の８割程度を依存する中東産油国は，今回の原油価格の下落にあたって，
サウジアラビア，UAEはVATを導入し，税金を課す，石油収入に過度に依存しない，普
通の国家への構造改革を目指している。その目玉となるものが，先進的な改革派で知られ
るサウジアラビアのムハンマド皇太子が主導する，「ビジョン2030」である。2016年４月
25日に発表された「ビジョン2030」は，脱石油依存，産業構造の多角化，投資主導経済
への転換を盛り込み，時価総額２兆ドルに達すると評価される国営石油企業サウジアラム

（図表16）サウジアラビアの国家歳入（単位：億ドル）

出所：在サウジアラビア日本大使館推計
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コの上場により得られた資金によって政府系ファンド（PIF）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。サウジアラムコを持ち株会社とし，
2018年中に株式の５％未満を上場する計画は，1,000億ドル（約11兆円）という過去最大
のIPO（新規株式公開）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。
　しかし，2018年４月時点において，サウジアラビアの経済構造改革は，必ずしも順調に
いっているとはいえない面が挙げられる。第１に進歩派とされるムハンマド皇太子は，女
性の自動車運転解禁，映画館開設等近代的改革を行い，若年層を中心に国民から根強い支
持を受ける一方，2017年11月には汚職摘発を名目に，著名投資家であるアルワリード王
子，アブドラ前国王の息子ムトイブ王子等の有力王族，閣僚を拘束し，イランへの敵対政
策を強めるという強硬な面も持っている。2018年１月には大多数の王子，閣僚が解放され
たものの，解放と引き換えに1,000億ドルもの資金を財政赤字の補填に差し出し，「法の支
配」，「財産権の保護」に対する欧米投資家の不安を引き起こしている面もある。脱石油依
存の近代化政策と国内保守勢力との対立は，微妙な舵取りを求められる。第２に改革の原
資となるサウジアラムコの海外上場にも不透明感が生じている。もともと財務状況の透明
性に厳格なニューヨーク証券取引所への上場には，サウジアラムコの原油埋蔵量，正確な
財務諸表の提出は難しいという見方があった。さらに，米国においては，エクソンモービ
ルをはじめとした石油会社に対する，環境保護団体による地球温暖化への責任を求める訴
訟が提起されている。欧米先進国においては，低炭素社会構築，脱石油への Divestment

（年金基金等による投資引き上げ）の動きが，中東産油国にとっての懸念となっている。さ
らに，9.11同時多発テロに関与した外国政府に，遺族が損害賠償を請求する訴えを起こす
ことが可能な「テロ支援者制裁法：JASTA」が2016年に制定されており，サウジアラビ
ア人がテロに加わっていたことから，サウジアラビア政府が筆頭株主であるサウジアラム
コが訴訟の対象となり，資産を差し押さえられる可能性もある。そもそもニューヨーク，
ロンドンへの上場は，サウジアラビアの石油政策を忠実に実行してきたサウジアラムコに，
欧米諸国の環境保護団体，年金基金等が影響力を行使するようになり，サウジアラムコ自
身がサウジアラビア政府と欧米の環境保護団体との間において，身動きがとれなくなるリ
スクを孕んでいる。そのため，サウジアラビア国内証券市場タダウルへの上場にとどまる
という見方もあるが，国内市場は，時価総額が6,000億ドルと小さく，世界の証券市場の
注目を集めているサウジアラムコの IPO による資金調達は，2018年中には難しくなって
いる。第３に経済構造改革，脱石油依存政策も，石油化学以外には高成長に寄与している
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とは必ずしもいえず，若年層の雇用創出も成果が挙がっていない。革新的政策に対して，
一部の王族，宗教界等からの反発も考えられる。脱石油依存政策といっても，短期的には
石油収入が経済活動の原動力となっており，原油価格の低迷により経済成長の実感がなく，
サウジアラビアの経済成長率は低迷している（図表17）。
　そうした国民の不満を吸収する形で，公務員給与引き下げの撤回，低所得者層への現金
支給等の政策を行っている。

減る中東産油国からのオイルマネー
　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，21世紀に入ってからの１
バレル100ドルを超える原油価格により，中東産油国は潤沢なオイルマネーを手にして欧
米の金融市場を通じて，有力企業への投資を行ってきた。アルワリード王子も，総資産180
億ドルに達するオイルマネーを原資に，シティー・バンク，ツィッターへの投資により世
界中の注目を浴びてきた。中東産油国は，オイルマネーを原資に，UAE のアブダビ，カ
タールをはじめとして政府系ファンド（SWF）を設立し，欧米各国，日本等の証券市場へ
の株式投資，ハイテク企業等の個別企業への出資を行ってきた。特に，2003年以降の原油
価格上昇に伴って，中東産油国に流入するオイルマネーは急速に増加した。原油価格が１
バレル100ドルを超え，2012年におけるオイルマネー流入額は7,947億ドル（約80兆円）
に達している（図表18）。その時期には，欧米から石油輸入代金として流入した潤沢なド
ルが，ニューヨーク市場，ロンドン市場を通じて，欧米先進企業に還流するというマネー
の流れが形成されていた。しかし，その後の原油価格下落局面においては，中東産油国が
手に入れるオイルマネーは減少している。
　近年における世界的な株価の上昇は，各国の金融緩和政策による余剰な資金の証券市場

（図表17）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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への流入とともに，好調な原油価格に支えられたオイルマネーが欧米諸国の証券市場に還
流し，ファイナンス面から世界経済を支えた功績が大きいといえる。しかし，原油価格の
長期低迷による中東産油国の財政難，オイルマネーの減少は，中東産油国の国内経済構造，
国民生活に打撃を与える。脱石油依存，産業構造の高度化の前提として，まずドルという
石油収入が必要となる。しかし，今後も原油価格が上昇すると，米国のシェール・オイル
の生産量が増加し，原油価格の上値を抑える要因となり，世界全体で見た中東産油国を起
点としたマネーの流れが滞る。中東産油国の財政状況とオイルマネーの動きは，世界経済
の健全な発展を考えるうえで注視することが必要である。

今後の中東産油国原油の底力
　中東産原油と米国のシェール・オイルとの消耗戦の第２幕が始まっているものの，米国
のシェール・オイルと中東産原油の実力については様々な評価がある。米国の EIA（米国
エネルギー情報局）は，2040年まで，米国のシェール・ガス，シェール・オイルの生産量
は増加すると予測している（図表19）。
　他方，IEA（国際エネルギー機関）等は，2024年頃に米国のシェール・オイルの生産量
はピークに達するとしている。もともと生産コストが中東産原油と比較して割高な米国の
シェール・オイルは，原油価格に応じて生産量が変化し，長期的な原油価格をいくらと前
提とするかによって将来的な生産量が変わってくる。それに対して中東産原油の強みは，
生産コストが安価であることである。中東産原油の生産コストは１バレル10ドル程度と，
米国のシェール・オイルと比較して極めて安価である（図表20）。
　今後も５年～10年の期間にわたって，米国のシェール・オイルと中東産原油の駆け引き
により，原油価格が１バレル50ドル～60ドル程度にとどまった場合には，経済性の面で持

（図表18）中東産油国オイルマネー流入額（単位：億ドル）

出所：BP 統計をもとに筆者推計
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続可能（Sustainable）な原油は中東産原油に他ならない。生産コスト，埋蔵量の面から，
中東産油国における在来型石油（Conventional Oil）には絶対的な強みがある。21世紀
半ばを見据えた場合，パリ協定の発効とともに世界は脱化石燃料の流れがあるものの，航
空機をはじめとした輸送用燃料，石油化学原料として，中東産原油は重要な意味を持って
いる。フォルクス・ワーゲンをはじめとした世界の自動車メーカーが電気自動車に舵を切
り，フランス，英国がガソリン自動車の廃止を発表し，世界の自動車には，「電動化」への
投資が活発化している。しかし，現在におけるリチウム・イオン電池の技術的，コスト的

（図表19）米国のエネルギー生産量見通し

出所：米国エネルギー情報局統計

（図表20）油田別発見・生産コスト（単位：ドル/バレル）

出所：各種専門機関の予測をもとに筆者推計
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制約から，一部の自動車を除いてエネルギー密度の観点から，航続距離と速度を必要とす
るトラック，船舶，航空機の燃料は，石油以外には考えられない。現在の人類が持つ技術
において，ガソリンが持つエネルギー密度は極めて優れている（図表21）。
　現在の技術を前提とした場合，日本の小型車は，40リットルのガソリンにより，500キ
ロメートル以上走行できる。それと同じエネルギーをリチウム・イオン電池に求めた場合
には，800キログラム～１トンの重量を必要とする。石油という液体燃料だからこそ，航
空機も１回のジェット燃料充填により，東京からニューヨークに直行できる。実は，多く
の人々は，石油というエネルギーが持つ意味を理解していない。2030年を目処とした場合
に，石油というエネルギーに代替するエネルギーは存在しない。つまり，中東産原油の重
要性に変わりはないということを意味する。蓄電池に技術革新がない限り，2030年時点に
おいても，電気自動車は，自動車販売台数の10％～20％程度にとどまると考えることが妥
当である。加えて，多様な石油化学製品を生産する原料としては，石油が最適である。こ

エネルギー源

ガソリン 12,000ワット時/kg

鉛蓄電池 35ワット時/kg

ニッケル水素電池 70ワット時/kg

リチウム・イオン電池 200ワット時/kg

水素（200気圧） 165ワット時/kg

出所：資源エネルギー庁統計

（図表21）単位重量当りのエネルギー密度（単位：ワット時/kg）

（図表22）世界の石油需要見通し（単位：百万b/d）

出所：IEA（世界エネルギー機関）世界エネルギー見通し



29 中東協力センターニュース　2018・4

れからも，途上国をはじめとした石油化学製品の需要は長期的に増加する。サウジアラビ
ア，UAE等も，産業構造の高度化として石油化学産業の振興に力を入れている。世界の石
油需要は，中長期的にも増加することが見込まれている（図表22）。
　サウジアラビアをはじめとしたOPECによる協調減産の効果が出て，原油価格の上昇と
ともに米国のシェール・オイルの生産量が増加し，中東産原油と米国のシェール・オイル
との戦いの第２幕が開いた。短期的に見れば，依然として石油収入に財政を依存するサウ
ジアラビア，ロシア等の有力産油国は，協調減産を続けることで意見の一致を見ている。
サウジアラムコの IPO にとっても，原油価格の安定は必須である。今後も，OPEC によ
る協調減産と米国のシェール・オイルとの微妙な駆け引きが続くと思われるものの，米国
のシェール・オイルの生産量が増加したとしても，日本を含めたアジアによって，米国は
安定的な原油調達先とはなり得ない。長期的には，１億b/dを超える大量の原油を安定的
かつ低コストにより供給することが可能な中東産原油の開発への投資を日本として支援
し，中東産油国のインフラストラクチャー投資に協力することが，中東地域の健全な発展
につながるのみならず，今後も中東産原油に依存することが確実な日本，アジア諸国にと
っても，21世紀半ばに向けて重要なエネルギー安全保障に寄与することとなるのである。

＊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。


