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　2018年2月21日、JOGMECは米国およびフランスから著名なエネルギー専門家を招へいし、国際セ
ミナーを開催しました。本稿はその概要についての報告です。
　2016年11月にOPEC内の減産合意がなされ、12月にはOPECと非OPEC主要国による協調減産合
意もなされました。この協調減産は2018年に入っても継続されており、世界の石油需要の伸びと相まっ
て、需給はバランスする方向に向かっています。これを受けIEAは、2020年代半ばまで世界の石油需
要は堅調に伸びるが、これに対応する供給増の大半は米国シェールオイルが賄うとしています。しかし、
協調減産による足元の相対的な需給引き締まりの状況や、今後の需要増に対する供給側の対応力などは
万全なのか、また、そこにリスクは潜んでいないのか。こうした観点からお三方に講演して頂きました。
講演者は、OPECおよび中東地域の屈指のエコノミストとして評価の高いピエール・テルジアン（Pierre 
Terzian）氏、アジア・中東を含む世界の治安情勢分析の専門家として活躍しているアーサー・ブラウン

（Arthur Brown）氏、米国の石
油産業･政策等に精通するコン
サルタントのルシアン・パリ
アレシ（Lucian Pugliaresi）氏の
各氏。エネルギー業界を中心
に各界から約170名の方のご
参加を頂き、講演は活況を呈
しました。
※ なお、本稿における各氏の

講演は、2018年2月21日時
点の情報に基づくものであ
ることをお断りいたします。
また、各講演概要における
小見出しは、便宜上、編者
が加えたものです。

元 JOGMEC調査部 小岩　孝二（編者）

はじめに

JOGMEC国際セミナー
－石油供給をめぐるリスクについて－

1.  テルジアン氏「石油を超えるサウジアラビア-ロシア関係の新展開（Saudi 
Arabia-Russia Relations：Oil and Beyond）」

（1）憤慨したアブドルアジーズ国王

　タイトルからお分かり頂けると思うが、私の話は、極
めて政治的な、ある意味で難しいものである。しかし、
できるだけ明確な形で話をさせて頂きたい。

　まず、サウジアラビアとロシア両国を比較、説明する
（図1、図2）。
　サウジアラビアは絶対君主制の国家であり、極めて強
い部族構造を維持している。宗教もイスラム教ワッハー

写1 講演風景

出所：JOGMEC 撮影
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ブ派という、非常に保守的なスンニ派の一派
である。建国は1932年で、王国の歴史はか
なり新しい。政治体制が変わらないことも特
徴で、戦争も、イエメンでの戦争以前は、い
わゆる代理戦争しか行っていない。一方、ロ
シアは1991年にソ連から移行したが、それ
以前からの古い歴史があり、政治体制もさま
ざまに変化してきた。直接的に多くの戦争を
行うなど、歴史的に戦争の記憶を持つ、核保
有超大国である。
　石油は、両国とも豊富な埋蔵量を有する。
生産量は同程度だが、埋蔵量はサウジアラビ
アのほうが多い。輸出量はロシアが若干少な
いものの、同程度といえる水準である。しか
し、ガスは異なる。ロシアの天然ガスの埋蔵
量は大変豊富で、生産量も極めて多い。サウ
ジアラビアはガスを輸出していないが、ロシ
アは輸出国である。ガスに関しては、ロシア
は輸出大国であると言える。石油産業の構造
では、サウジアラビアはSaudi Aramcoを通
じた国家独占である。一方ロシアでは、国家
支配的な官民共同事業であると言える。
　両国の歴史的な関係では、ソ連は1927年
という早い時期に、ヒジャーズ・ナジド王国

（サウジアラビア王国の前身）を世界で最初に
承認した。これは非常に興味深いことである。
ソ連は、ともにイスラム教徒であるカキモフ
特使とツルヤクロフ大使をサウジアラビアに
派遣し、この二人の活動の成果により、同国
と非常に近しい関係を結んだ。そして、サウ
ジアラビアはソ連から石油製品を輸入するよ
うになった。サウジアラビアは、当時まだ石
油を生産していなかった。1932年、初代ア
ブドルアジーズ国王は子息のファイサル王子
をモスクワに送った。ソ連は、サウジアラビ
アの債務を免除し、更に支援をしようとした。
しかし、アブドルアジーズ国王は英国から財
政支援を受けたい考えで、ソ連からの申し出
を英国から支援を引き出すための材料に使っ
た。一方、ファイサル王子は、ソ連の石油産
業に強い印象を持ち、また、ソ連の技術を輸
入したいと考えた。
　1932年から物事が変わりはじめた。ソ連は、
同国のイスラム教徒に対しメッカへの巡礼を
禁じた。そして1935年、ヒトラーの台頭に

図1

出所：ピエール・テルジアン氏講演資料より

写2 Pierre Terzian 氏

出所：JOGMEC 撮影

図2

出所：ピエール・テルジアン氏講演資料より
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よりスターリン・ソ連共産党書記長はヨーロッパの状況に
かかりきりになり、中東に対する関心を低下させた。そ
うしたなか、1937年から1938年にかけて、カキモフ氏
およびツルヤクロフ氏がスターリン書記長の命令で処刑
された。これにはアブドルアジーズ国王も憤慨した。国
王と処刑された二人の間に信頼関係があったからである。

（2）両国関係はいかに改善されたか

　1938年3月、米国の地質学者がサウジアラビアで石
油を発見し、これがまさにターニングポイントとなった。
スターリン書記長は、サウジアラビアに新たに特使を送
ろうとしたが、アブドルアジーズ国王は拒否した。カキ
モフ氏とツルヤクロフ氏以外は嫌だ、と言ったのである。
こうして、ソ連とサウジアラビアの関係は断絶された。
ロシアとサウジアラビアとの国交が回復したのは、ソ連
が崩壊した後、石油発見から54年後の1992年であり、
その間、両国は対立を続けた。1950年代、ソ連はアラ
ブ世界において、王政を採るサウジアラビアと反目する、
シリア・イラク・エジプトという社会主義共和国を支援
した。代理戦争も、1962年から1970年までイエメンで、
1978年から1989年までアフガニスタンで行われた。
また、サウジアラビアは、2003年までロシアのチェチェ
ン共和国を支援していた。
　興味深いのは、1986年における油価の急激な下落で
ある。サウジアラビアが大幅な原油増産を始め、ソ連に
陰謀を企んだ。まさに攻めたのだ。同じことは2014年
にも行われた。ロシアでは、「リヤドがまた陰謀を企ん
でいる」と言われた。特に、マスコミにそういう論調が
多く見られた。
　それでも、サウジアラビアとロシアの関係は徐々に改
善を始めた。両国の関係はいかに改善され、現在の状況
になっているかについてだが、鍵となるのはサウジアラ
ビアと米国の関係である。両国の関係悪化は、ジョージ・
W・ブッシュ大統領の時代から始まった。オバマ政権下
でも、同大統領が「アラブの春」を支援したことで、さら
に関係は悪化した。また、2015年7月には、米国（およ
び英・仏・独・中・露）とイランの核合意の締結もあった。
　サウジアラビアとロシアの関係が改善したもう一つの
要因は、米国のシェールオイルの生産が増え始めたこと
にある。これがまさに、65年にわたるサウジアラビア・
米国の相互安保協定を蝕

むしば

み始めたのである。
　1979年、サウジアラビアのナゼル石油大臣がテキサ
スの会議で米国人を前に次のように語った。「私たちに
は、まさに石油の海がある。あなたたちは、石油を生産
する必要はない。お互いに相互安全保障協定を結ぼうで

はないか」。また、これより以前、第二次世界大戦時には、
ルーズベルト大統領とアブドルアジーズ国王との会合も
あった。しかし、米国のシェールオイルの生産が増えた
ことで、米国にとってサウジアラビアの重要性は薄れた。
一方で、イランとの対立のため、サウジアラビアにとっ
て米国の重要性は増した。そして、カタール危機があっ
た。2017年5月、トランプ大統領はリヤドを訪問した。
その際サウジアラビアは、トランプ大統領がカタールの
海上封鎖に賛成するのではないかとの印象を受けた。し
かし、翌6月、カタール危機が始まると、当初、トラン
プ大統領は海上封鎖を承認したが、後に撤回し、交渉す
べきだと主張した。これによってサウジアラビアからす
ると、米国は予測不能で信頼できない国・パートナーと
考えられ始めたのである。
　サウジアラビア・ロシア関係の転換点は、2015年に
訪れた。同年1月23日、サルマーン皇太子がサウジア
ラビアの第7代国王に即位した。その3日前の1月20日、
イランに支援されたフーシー派の反乱軍が、イエメンの
首都サヌアの大統領宮殿を奪取した。サルマーン国王の
子息であるムハンマド国防大臣（当時。現・皇太子）がほ
ぼ全権を掌握し、3月、イエメンとの戦争を開始した。
6月、ムハンマド副皇太子（当時。現・皇太子）とプーチ
ン大統領が初めて会談し、その1カ月後の7月、米国が英・
仏・独・中・露とともにイランとの間で核合意の署名を
行った。サウジアラビアとイスラエルはこれに反対して
いた。9月、ロシアがシリアに介入した。
　このようにさまざまな理由から、サウジアラビアに
とってロシアは避けて通ることができない国になった。
イランを封じ込めるためにも、減退していく米国の支援
に取って代わる国としても、シリア問題の解決のために
も、2014年以降の油価下落の解決のためにも、ロシア
は無視できない国となった。

（3）2国間協同の意味

　油価下落によりロシアの外貨準備高は大幅に減少した
が、2015年から持ち直し始めている（図3）。このこと
は重要である。為替レートは、1ドルあたり30から35ルー
ブルであったものが、60から65ルーブルへと、相当なルー
ブル安になった。当初、ロシアはルーブルの防衛をした
が、しばらくして、それはすべきではないと考えるよう
になった。ルーブル安なら、（米ドルベースの）同じ石油
の値段で2倍のルーブルを受け取ることができ、かつ石
油産業の支出はほぼルーブル払いのみなので、そのメ
リットに気づいたのだ。したがって、ルーブル安政策を
後押しするようになった。その結果、ロシアにおける石
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油掘削と生産量は増加していった。一方、サウジアラビ
アの外貨準備高には全く違う影響が出た。サウジアラビ
アの外貨準備高はどんどん減っている（図4）。
　面白いのは、ロシアの石油・ガス収入への依存度を下
げる政策である。数週間前、ロシアは3カ年の国家予算
を採択した。そのなかで、1バレルあたり40ドルを超え
る石油・ガス収入は、国の予算に繰り入れるのではなく、
国の準備金とすることを規定した。ルーブル安政策は、
今後とも維持されよう。例えば、1月、ロシア中央銀行
はドル買いを推進し、ルーブルの価値が上がらないよう
にした。2017年のロシアにおける石油・
ガスの掘削活動量は、2015年比で30％も
増大した。
　一方のサウジアラビアはどのように石
油収入への依存度を下げようとしている
のか。同国は「ビジョン2030」という大変
野心的な計画を進め、広範囲にわたる経
済・社会改革を断行しようとしている。電
力・水道・燃料などに対する補助金も削減
され、Saudi Aramcoも一部民営化、株式
の5%まで上場されることになっている。
さらに、石油以外の収入源として、宗教観
光、鉱山業、再生可能エネルギー、新しい
技術都市などの発展に力を入れている。ま
た、不正蓄財の回収も行っている。
　それでは、なぜ、サウジアラビアはロシ
アと協同しているのか。1点目として石油
収入。これは決して新しい話ではない。
1960 年 9 月、OPECが結成された直後、
OPEC諸国は当時のソ連に加盟するよう働
きかけた。このように、石油を通じてロシ
アとの協同関係を進める動きは、今に始
まったことではない。2点目は、米国シェー
ルの可能性をサウジアラビアが過小評価
していたこと。ビジネスモデルとしての米
国シェールの展開を、2013年から2015
年の間、サウジアラビアは十分に理解して
いなかった。3点目として、サウジアラビ
アは外交政策面でも米国への依存度を下
げたいと考えたことが挙げられる。パート
ナーを多様化する意味でもロシアと仲良
くしたい、イランに対して影響力も持ちた
い、シリア問題の解決策も見つけたい、そ
ういう思惑だ。米国の同盟国で、ロシアと
の緊密な関係も求めているのはサウジア

ラビアだけではない。パキスタンもトルコも、ロシアと
の緊密な関係を求めている。
　一方、ロシアはなぜ、今になってサウジアラビアと協
同したいと考えているのか。まず、石油・ガス収入を増
やすこと。2点目は、中東・北アフリカの、米国が積み
残した政治的な真空地帯で、自国の地位を確立すること。
3点目は、新しいパートナーを探し、さまざまな制裁に
よるロシアの孤立をできるだけ避けたいということ。4
点目は、兵器の売りつけ。事実、ロシアのルーブル安政
策により、兵器販売収入と油価回復による収入増効果が

図3

出所：ピエール・テルジアン氏講演資料より

図4

出所：ピエール・テルジアン氏講演資料より
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増幅している。5点目は、ロシア国内のイスラム教徒を
過激な思想から隔離すること。
　ロシアがOPECと協同する約束を、今回守っているの
はなぜか。過去、OPECとロシアは4回協同合意を行っ
ているが、これらは全てプーチン氏が大統領になる以前
に結ばれたもの、あるいは、プーチン氏がロシアの石油・
ガス産業を完全に掌握する以前に結ばれたものである。
プーチン大統領がロシアの石油部門を完全に掌握したの
は、2006年7月である。巨大な会社であったYukosは
解体され、国有資源会社RosneftとGazpromに分割され
た。すなわち、プーチン大統領は、ロシアの石油産業と
ガス産業を完全に手中に収めたと言える。

（4）現在はウインウインの関係

　現在、ロシアは、サウジアラビアに対し、自らの条件
を一方的に主張していると言える。例えば、サウジアラ
ビアはシリアにおける譲歩を求めているのに対し、ロシ
アはシリアに関しては絶対譲歩しない。また、カタール
危機においても、ロシアはサウジアラビアに味方しな
かった。むしろロシアは、カタールからRosneftへの多
額の投資を獲得している。さらにロシアは、イランとの
関係縮小も拒否した。そして、サウジアラビアは、イラ
ンの石油生産の削減・凍結を義務化することを求めたが、
これも拒否した。一方、サウジアラビアは、ロシアにお
けるチェチェン反乱軍の支援を取りやめ、ロシアの
WTO加盟も支持、2008年8月のロシアのグルジア（現・
ジョージア）侵攻も理解する立場を取った。これらはロ
シアが、イスラム世界に対して友好的な国であるという
姿勢を見せる一助にもなっている。しかし、ロシア正教
会は、サウジアラビアが要請しているモスクワにおける
新しいモスル建設に反対している。
　サウジアラビアとロシアの関係は、確固たるものなの
か。2016年4月、カタール・ドーハでの石油生産量凍
結の合意は失敗した。最終段階でサウジアラビアが「イ
ランも減産すべきである」と要求したのだ。この合意失
敗に、ロシアはサウジアラビアに憤慨した。しかしプー
チン大統領は、「パートナーのサウジアラビアが最後に
なって立場を変えた。われわれは変えなかった」と語っ
た後、「ムハンマド副皇太子は信頼できるパートナー」と
つけ加えた。ムハンマド副皇太子の指示によりサウジア
ラビアは最後に立場を変えたのだが、これは、ロシアが
サウジアラビアとの関係改善を進めることを前もって決
めていたことを示している。サウジアラビアとロシアの
関係がどのくらい確固としたものかを示すものに、サウ
ジアラビアのファリハ石油相の「サウジアラビアとロシ

アの関係は何十年も、世代を越えて続く」という発言が
挙げられる。
　2018年1月、プーチン大統領は、「ロシアは安定した、
しかも予測可能な信頼性のある外交政策を前面に出して
いる」と語った。米国よりも、ロシアのほうが信頼でき
るということを語ったものだ。今のところ、ウインウイ
ンのパートナーシップはできているということである。
これにはもちろん、石油・ガス価格が回復し、収入が増
えているということもあずかって寄与している。現在両
国は、互いに投資するプロジェクトを検討しているとこ
ろで、石油・ガス案件もそのなかに含まれている。
2017年、サルマーン国王が1,500人から成る代表団を
引き連れて、モスクワを訪問した。共通の目標は、イス
ラム過激派によるテロとの戦いと、エネルギー源として
の石油の立場を守ることである。米国では、シェールオ
イル、シェールガスに加えLNGの生産・輸出も増えて
おり、ロシア、サウジアラビアの共通のライバルとなっ
ている。

（5）今後の展開

　こうした状況の下、サウジアラビアとロシアの関係は
継続し、進展するかについて考えたい。まず、OPECと
非OPEC諸国が、サプライサイドとしての何らかの新し
い枠組みをつくる必要がある。今、増産凍結の合意はで
きているが、これがいつまでも維持できるわけではなく、
2018年中には終了すると考える。増産凍結をしても、
米国のシェール生産は増え続け、止めることはできない。
実際、ロシアの石油会社も増産凍結を認めていない。特
に、Rosneftが反対している。また、イランやリビアな
どの国々が増産を始めると、それに抵抗できないだろう。
さらに、ピークオイル・デマンドが2030年、2035年
または2040年頃に起こるという予想もあるのだが……。
　政治的な重要な課題として、サウジアラビアとイラン
の対立に何らかの解決策を見出さなければならない。こ
の対立があるため、サウジアラビアは「親米でなければ
ならない」からである。ロシアは、米国とサウジアラビ
アの間にくさびを打ち込みたいと考えるのであれば、解
決策を見出す手助けをなさねばならない。ロシアは、イ
ランとサウジアラビアとの仲裁役を務めるというオ
ファーを何度か出している。イエメンでの戦争は、サウ
ジアラビアにとって成功ではなく、状況は悪化している。
サウジアラビアとしては、イエメンから手を引きたいと
考えているが、それには、少なくともイランとの緊張緩
和が先決である。
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（1）「トップダウン」のトランプ大統領

　私の話は、非常に卓越したお二人のスピーカーの間の、
いわば休憩時間と言っていいかもしれない。テルジアン
さんは経済学博士で、パリアレシ氏も何十年にもわたる
専門知識を持っておられる。私はその間として、米国の
政策は何かという話ではなく、米国の政策が中東でどの
ように移りゆくかを推測しようというものである。
　まず、米国の政策がどのようなものか、
推測していく。これは、あくまでも私の推
測であって、事実はこうだというものでは
ない。テルジアン博士は、歴史的な事実を
お話しした。次にお話しする方からは、米
国の現在のエネルギー事情が説明される。
私からはあくまでも推測である。将来を予
測することは誰にもできない。特にトラン
プ大統領は予測できない。そして彼は、そ
の予測不可能性をツールとして使おうとし
ている。
　ところで、ジェームズ・マティス将軍（現・
国防長官）は、「PowerPointはわれわれを
バカにする」と語った。PowerPointはスラ
イドで区切られ、これを見るとテーマの全
てが分かると思われがちだが、そんなこと
はないという意味だ。私も、マティス将軍
に全く同感である。
　今回は、トランプ大統領に関すること、
トランプ政策の原動力をお話しする。国内
の原動力と、中東地域における原動力につ
いても触れたい。また、イラク政策がどの
ような結果を生むか、それはイランにどの
ような影響を及ぼすかに関心がある。
　ご存じのように、米国の政策立案の流れ
は、大きく二つある。大きな政策を扱う国
務省と、マティス長官率いる国防総省であ
る。まず、大統領から全体の構想が伝えら
れ、国務省と国防総省の下、担当者が煮詰
めて政策を立案し、上に上げ、最終的に大
統領まで上がり、AとBのどちらの政策に
するかを決めることが、通常の政策立案の
流れであった。しかし、今は全て変わった。
　米国では、大統領が代わる度、4,000人

もの政治任命ポストが交代する。例えば、国務長官も駐
日大使もそのなかに含まれる。4,000人のうち1,200人
は上院の承認が必要で、そのうち635が主要ポストであ
る。主要という表現はあいまいだが、全体の半分は重要
ポストであるということだ。国務省の116のポスト、国
防総省の53のポストがそのなかに入る。今年1月末の、
就任からちょうど1年の段階で、トランプ政権のポスト

2.  ブラウン氏「米国の中東政策展望：イラクとイラン（Calculating US 
Policy In the Middle East，Iraq/Iran as Case Studies）」

写3 Arthur Brown 氏

出所：JOGMEC 撮影

図5

出所：アーサー・ブラウン氏講演資料より
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は38％だけ承認されている（図5）。残りのうち、22％
の146名が承認待ち、残りはいまだ指名もなされていな
い。トランプ政権以前の二つの政権の就任1年後の状況
では、ブッシュ政権は80％、オバマ政権も75％程度が
承認済みであった。これに対し、トランプ政権ははるか
に及んでいない。政策を立案するポストの空席が相当数
ある。
　国務省の組織図を示す（図6）。青丸が付してあるのは
承認済みのポストで、国務長官、国務副長官など。黄丸
は、指名され上院の承認待ちのポスト。そして赤丸は、
空席で指名もなされていないポストだ。これが、イラン
とイラクにとって何を意味するかというと、中東担当の
次官補および政治担当の次官が空席だということであ
る。外交官は、政策担当者を誘い、ランチでも取りなが
ら米国の政策はどういうものかを調べ、確認するなどし
て、おおまかな感触を得る。現在、その担当者のポスト
が空席となっている。組織図の左側が政治経済の分野、
右側がいわゆるソフトパワーと言われる分野である。ソ
フトパワーのうち、民間人の安全保障、民主主義、テロ
対策などはほぼ空席のままだ。この状況についてトラン
プ大統領は、「全く構わない。意味があるのは私だけだ
から、私さえいればいい。下のポストはどうでもいい」
と語っている。つまり今、ワシントンにおける政治モデ
ルが変化し、トップダウンになっている。トランプ大統
領の政策は、私の視点からすると、常に一人で壁に向かっ
てボールを打ち、跳ね返ってくるボールに反応するとい
うものだ。チェスは、常に戦略を練って打つが、トラン

プ大統領は一人で壁打ちしているようなもので、戦略的
ビジョンというものが見当たらない。
　トランプ大統領の「米国を偉大にする」という言葉は、
具体的にどのような意味であろうか。誰にも分からない。
日々、言うことが変わるからである。そして、ツイート
で発信する。ティラーソン国務長官が北朝鮮と対話する
ことを提案すると、「それは駄目だ」とツイートするとい
う具合だ。このため、米国は「予測不可能で信頼ができ
ない国」になってしまうわけだ。
　トランプ大統領の主眼は、何しろ「勝つこと」にある。

「勝つこと」の定義は、オバマ前大統領、ブッシュ（子）
元大統領、あるいは、クリントン元国務長官よりも、「よ
り良く、より賢く」あることだ。そして、情報源は全てケー
ブルテレビであり、歴史に関心がなく、書物は読まない。
何より重要なことは、支持層を維持することにある。ト
ランプ大統領の支持層は、何が起きてもその支持を変え
ない。全有権者の35％から40％を占める支持層が、ト
ランプ大統領にとっては何よりも大事なのである。これ
らの支持層は「One-Issue Voters」、つまり、一つの論点
により投票する有権者である。例えば、全米ライフル協
会（NRA）という銃規制に反対する組織の成員は、銃所
持に賛成の政治家に投票し、反対する政治家に投票しな
いという、単純明快な投票行動を取る。一つの論点で投
票する4、5グループ程度がトランプ大統領支持で、何
が起きても支持する。例えば、キリスト教右派もその一
つであり、イスラエル寄り、反イラン・反イスラムであ
る。「米国第一」を掲げる有権者の米国第一の意味は、そ

れ以外は二の次であるということである。
軍事力支持、国連反対、対外援助反対、ソ
フトパワー反対でもある。白人が割を食い
被害者になっていると主張する有権者は、
米国を取り戻す、移民反対・難民反対といっ
た主張をしている。有権者として非常な影
響力を持ち、いわゆる自己責任派とでもい
うのか、税金反対、外国援助・政府の対外
援助反対という人たちも存在する。

（2）最強のロビイ団体

　トランプ大統領の初の中東歴訪では、イ
スラエルとサウジアラビアのみを訪問し
た。AIPAC（米・イスラエル公共問題委員
会）は、ワシントンDCにおいて恐らく最
も強い影響力を持つロビイ団体である。彼
らは、米国の安全保障とイスラエルの安全
保障は切っても切り離せないとの立場を

図6

出所：アーサー・ブラウン氏講演資料より
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取っており、「反イスラエル」は米国の安全保障に反する
こと、と主張するグループである。さきの大統領選挙前、
候補者5名中、トランプ氏、クリントン氏、クルーズ氏、
ケーシック氏の4名がAIPACの総会に参加した。唯一
参加しなかったのはサンダース氏であったが、彼はユダ
ヤ系米国人のため参加しなくとも構わなかった。また、
トランプ大統領は、2018年5月に在イスラエル米国大
使館をテルアビブからエルサレムに移転させると発表し
た。そして、イランを世界最大のテロ支援国家と呼び、
核合意からの離脱を警告している。
　ワシントンDCには、サウジアラビアから資金の提供
を受けている多くのシンクタンクも存在する。サウジア
ラビア・米国公共関係問題委員会やアラビア基金、湾岸
諸国研究所などのシンクタンクは次々に論文を発表し、
会議を開催し、サウジアラビアの意を受けた見解を常に
主張している。米国・サウジアラビア経済評議会という
ものもあり、そこには米国経済界の主だった多くの企業
が参加し、支援者として名を連ねている。
　また、サウジアラビアとイスラエルは、イランが共通
の脅威であるという認識を共有し、トランプ大統領言う
ところの中東における「究極的なディール（取引）」との連
携を図っている。

（3）イラクは基本的に「戦場」

　続いて、イラクとイラン、二つの国から米国政策の影
響を考える。
　イラクは米国からは基本的に戦場と見られ、事業機会
がある所とは見られていない。むしろ、IS

（Islamic State）を駆逐しに行く所という見
方である。イラクには増派もあり8,890人
の米軍将兵が駐留していることから、軍関
係のビジネスは増えている。駐留軍は今後
数カ月で少し減少するかもしれない。シリ
ア、アフガニスタンからも将兵は戻ってき
ている。軍関係ビジネスとは、国防総省の
資金でビルや道路を整備し、米国将兵に食
料や衣類を提供するもの。増派があると軍
関係ビジネスは増え、しかも駐留人数が
減ってもビジネスは減らない。イラク軍に
物資を提供する役割も持つからである。こ
のビジネスモデルは続く。
　しかし、石油産業はそうはいかない。米
国の石油会社では、ExxonMobilが、イラ
ク南部にオペレーターとして進出している。
Chevronなど他社は撤退し、ExxonMobil

だけが残った。Schlumbergerも入っているが、フラン
ス法人の支社としてである。ほとんどのエンジニア会社
や、Baker Hughesなどの掘削会社も関心を持っていな
いということである。参入を続けているのは、中国の7社、
ロシア4社、UAE3社などであり、日本からは伊藤忠商
事が参入している（図7）。すなわちこれを要すれば、米
国からビジネス機会のある国と思われていないことを示
している。
　イラク第2の大都市モスルは、全てが破壊された。IS
攻撃のための米国軍の爆撃により破壊されたのか、ISが
撤退時に爆破したのか分からないが、どちらにしろ破壊
されている。また、撤退時には必ず地雷を埋めるため、
地雷を処理しなければモスルに戻ることはできない。モ
スルだけではない。かつてISが占拠していた地域には
地雷原が広がり、しかも激しく破壊されている。大型の
製油所も、今はまさにスクラップメタルになっている。
全てが破壊され、ただ金属が転がっているだけだ。そし
て、いまだに爆撃を受けている地域もある。
　イラクのアバディ首相は、復興には1,000億ドルが必
要だが、自国にはその予算はないと言っている。修復の
ためには国際的援助が必要だが、米国は過去3年間に17
億ドルしか提供していない。2017年には6億ドルを提
供したが、これを対IS用のショートタームフォーカス
と呼んでいる。例えば、ISが撤退した時、病院を建て
るための短期資金は出すが、これは復興用途ではなく、
あ く ま で も 短 期 的 な も の と い う こ と だ。 そ し て、
USAID（米国国際開発庁）の予算は、2018年は32％程

図7

出所：アーサー・ブラウン氏講演資料より
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度カットされるだろうと言われている。USAIDの顧問
は、イラクはこのようなサービスを自らの予算で提供し
なければならないと発言している。
　先週、クウェートでイラクの復興に関する閣僚級会議
が開催された。いくつか約束された支援策もあるが、こ
れらはあくまでも借款である。しかし、イラクには債務
返済の能力はない。ここで期待されるのは、サウジアラ
ビアかもしれない。2017年、イラクとサウジアラビア
の間にかなりの相互訪問があった。アバディ首相がサウ
ジアラビアを2度訪問し、サウジアラビアのジュベイル
外相がイラクを訪れ、エネルギー省も訪れた。こうした
ことから、かなりのやり取りがあり、期待として、サウ
ジアラビアが少なくともスンニ派の住むイラクの地域に
資金を提供するということがあるかもしれない。米国政
府としては、これに拍手を送っている。ティラーソン国
務長官は、「サウジアラビアとイラクの間に経済機会が
生まれている。サウジアラビアの企業にとって良い機会
が生まれる」と発言している。米国企業にとってではな
い。サウジアラビアは、「われわれとイラクは同じアラ
ブ人」と言い、ペルシャであるイランに対し、われわれ（サ
ウジアラビアとイラク）はアラブの国である、とけん制し
ているのだ。
　これらのことから、米国の対イラク政策を推測すると、
砲弾はいいが支援はしないということである。ISの戦
闘員は1,000人程度残存していると思われるが、討滅す
るための方策について、駐留米軍に対しフリーハンドを
与えると思われる。トランプ大統領は、過去の大統領の

過ちを繰り返したくないと考えている。ブッシュ元大統
領が取ったような、イラク復興のための、国の仕組みづ
くりやインフラ再整備は行わない。オバマ前大統領は軍
を撤退させたが、これも間違っているとして、同様のこ
とは行わない。イラクはあくまでも戦場であり、経済的
な機会を生み出す国ではないということだ。そして、イ
ランの影響力に対抗し、サウジアラビアとイラクとの対
話は支援する。米国とサウジアラビア、サウジアラビア
とイラクという二つの関係を軸としていく。イラクでは、
2018年5月に選挙がある。米国は、マリキ元首相をイ
ランの傀

かいらい

儡と見ており、同氏の復権を嫌い、アバディ氏
を首相職にとどめたい考えだ。したがって、米国はサウ
ジアラビアによるイラク復興を支援し、自国のソフトパ
ワーは活用しないという方針である。

（4）イランの核合意からの撤退に期待感

　次はイランだが、これはイラクよりも難しい。2017
年12月に全国的にデモが行われたが、一般の人々がア
ヤトラ（ハメネイ師）に対し反対を叫ぶという、前例のな
いものになった。EU（European Union）は、イランの石
油輸出先として中国に次ぐ地位を占めている。このため、
EUはイランを石油の供給国であり、かつビジネス参入
のチャンスのある国と見ている。
　一方で、トランプ政権支持層はイランをどのように見
ているか。「米国に死を、イスラエルに死を」というよう
なスローガンを掲げたデモ行進が行われるイランを、単
なるテロ国家としか見ていない。イランを、米国にとっ

てビジネスチャンスのある国とは見なして
いない。米国において、イランを支持する
ロビイ活動もほとんど存在しない。EUと
イランの貿易は2倍に増えているが、米国
とイランの貿易はあまりにも小さく、別の
グラフを作らなければ見えないほどである

（図8）。
　米国とイランの貿易額は、2016年の1
億7,000万ドルから2017年には1億3,000
万ドルに減っている。米国からイランへの
輸出品の2/3は大豆であり、イランから米
国への輸出品はほとんどが美術品やペル
シャ絨

じゅうたん

毯である。大豆と絨毯では、経済界
のロビイ活動などは期待できない。ボーイ
ング航空機がある、という方もおられるか
もしれない。確かに、2016年に110機の
民間航空機の売買契約等を結び、金額とし
てはおよそ200億ドルになる。「ボーイン

図8

出所：アーサー・ブラウン氏講演資料より
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グはこの取引で何万人もの雇用を生むだろう」と言われ
たが、ライセンスは依然として検討中であり、成約に至
る可能性も低いものと思われる。それにもかかわらず、
ボーイングの株価はこの12カ月で107％上昇した。な
ぜか。米国国防費増加の見通しが、イランへの旅客機売
却との関係を勘定に入れなくとも余りあると思われたの
かもしれない。ボーイングは、政府の指針等が出て必要
があれば、活動を調整するとも言っている。
　他方、イランには、定期的に新しい制裁が科されてい
る。1月末までのこの1年間で10件の制裁が追加された

（図9）。人権問題やミサイル計画、偽通貨、
その他の犯罪などを理由に、米国財務省は
イランに引き続き制裁を科している。
　イラン最大の問題は核開発問題に関する
合意である。以下は私の分析であり、法律
専門家の意見ではないことにご留意いただ
きたい。問題の鍵は二つあり、一つは承認、
もう一つは制裁の放棄である（図10）。米
国大統領は、イランは核合意を順守してい
るという承認書に、90日ごとに署名する。
トランプ大統領は、昨年の4月と7月に承
認の署名を行った。しかし、昨年10月は、
承認を与えないとした。そうすると、60
日間の手続きが開始され、議会はその間、
何らかの行動を取るか、制裁の内容を変更
するかを決めなければならない。しかし、
議会は何も決めなかった。そうなると、こ
の問題は議会からトランプ大統領へ戻り、
3月中旬までに承認するか否かを決めなけ
ればならない。恐らく、承認しないであろ
う。トランプ大統領が承認しないと議会に
委ねられ、議会が何もしなければ、またト
ランプ大統領に戻るという、ただぐるぐる
回るだけで何も起こらない。これは皆さん
とは無関係の、米国国内政治の手続き上の
問題ではあるが。
　しかし、核開発問題に関する制裁の一時
停止は皆さんにも関係がある。制裁は今も
導入されたままで廃止されていないので、
120日に1度、大統領は制裁を一時停止す
る署名をする。昨年の5月と9月、直近で
は今年1月に署名した。しかし、その際には、
もう二度と署名しないとトランプ大統領は
発言した。もちろん、気が変わるかもしれ
ない。トランプ大統領はEUに対し、「核

合意の内容をより良く変えてほしい」と訴えた。「より良
く」とはどのような意味かは分からない。対象にミサイ
ルを入れるなら、制裁の一時停止を続けるということか
もしれない。トランプ大統領が5月に、制裁を一時停止
する署名をしなければ、制裁は再導入される。このため、
次の期限である今年5月12日、制裁がどのようになる
かが注目される。
　核合意は、オバマ・ケアと同様、オバマ前政権の象徴
的なものと言える。トランプ大統領の目的の一つに、オ
バマ氏が行ってきたことを否定することがある。オバマ・

図10

出所：アーサー・ブラウン氏講演資料より

図9

出所：アーサー・ブラウン氏講演資料より
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（1）デフォルトの可能性も

　今日は米州における二つの石油生産地
域、ベネズエラと北米についてお話しする。
ベネズエラの危機は、ある意味では、北米
の石油プラットフォームの強さと対になっ
ている。理解頂きたいのは、ベネズエラで
何が起きているかということだけではな
く、米国生産プラットフォームの回復であ
る。石油に関してさまざまな予測があるが、
少なくとも2050年まで、石油セクターは
供給面では何も心配することはないと思わ
れる。
　これに対照してベネズエラの状況はかな
り深刻である。私たちEPRINC（Energy 
Policy Research Foundation, Inc）のボード
メンバーの1人は、1990年代にベネズエ
ラで勤務していた。彼は引退し、マイアミ
に居住したが、1万5,000ドル相当受け取っ

ケアも核合意も、オバマ氏が行ったので悪い合意であり、
全て破棄するということを考えている。しかし、それに
代わる「トランプ・ケア」があるわけではない。核合意に
代わる何らかの新しい方策はなく、単に破り捨てるだけ
であって、責任を問われたくもない。「イラン・ディール」
が何を意味するかというと、圧力を加え、イラン自身が
核合意から撤退するよう仕向けること。さまざまな圧力
を加え、イランが「もうたくさんだ」と出ていくようにす
ることである。また、不確実性を常に発信し続けること
で、イランへの長期的な事業投資の決断をさせないこと
である。不確実性を政治的なツールとして使い、外国投
資家を遠ざけようというものだ。これが私の、当面のア
メリカの対イラン政策に関する見解である。
　核合意に関しては、明確に理解できる状態ではなく、
いつまでも引きずり、妨げたいということだ。イランが
世界市場にアクセスすることを妨げ、ヨーロッパの企業
にも、イランに投資しないよう仕向ける。先ほど述べた
ような、核開発関係以外の制裁をさらに増やすべく、さ
まざまな口実を探る。また、イラン国内の抗議活動を助
長し、米国にとってより有利な形での政権の交替を、漠

とした形ではあるが期待している。

（5）想定外の大見出しも？

　通常想定外のことを一つ紹介する。英国では何事も賭
けの対象とされるが、トランプ大統領が任期を全うする
か否かについても賭けが行われている。それぞれにオッ
ズという、競馬の倍率のようなものがある。2017年1月
17日のオッズで、「任期を満了しない・辞任するか弾劾
される」の割合は約35％であったが、半年後、それが
50％弱に増加し、今年の1月末には64％まで上昇した。
さきほど確認すると、61％に若干下がっていた。このよ
うに、オッズは日々変動する。かつて「クリントン大統
領が弾劾される」「ニクソン大統領辞任」という大見出し
を見たように、明日の朝起きると、トランプ大統領に関
する大見出しが目に飛び込んでくるかもしれない。
　米国の将来の政策は、誰も予測できなくなり、確実性
も期待できない。最も良い推量に乗って選択するしかな
い。その場合、「PowerPointは使わないほうがいい」と
いうことしか言えない。

3.  パリアレシ氏「ベネズエラと北米：米州２大産油地域の物語（A Tale of 
Two Oil Provinces（Venezuela & North America）」

写4 Lucian Pugliaresi 氏

出所：JOGMEC 撮影
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ていた年金が、昨年、ほぼ50ドルになってしまっ
たという。インフレがあまりにも高進したため、
年金の価値が大きく目減りしたのである。
　このグラフ（図11）のオレンジ色の棒線は、ベ
ネズエラの原油生産量を示している。1990年代
初期と中期、オフショア油田にExxonMobilや
Eniも参加するなど、かなり拡大した。数年後に
は投資も増加し、生産も増えた。青線で描かれて
いるのはOPEC加盟国の生産量だが、その生産量
の10％はベネズエラが占めていた。それが最近、
激減しているということであり、その原因は政策
にある。チャベス前大統領と後継者のマドゥロ現
大統領の政策により、石油の生産がここまで減っ
てしまった。
　ベネズエラは1970年代、素晴らしい成長率を
示す、南米諸国内で最も格差の少ない国であった。
1974年から1979年にかけ、同諸国内において1
人あたりの国民所得が最も高い国であった。高価
なスコッチウイスキーを飲み、キャデラックに乗
るという良い時代があった。そしてベネズエラは、
中南米諸国の3民主主義国のうちの1国でもあっ
た。
　二つのグラフから、ベネズエラの特徴が理解で
きる。一つは悲惨指数（Misery Index）であり、イ
ンフレ率と失業率を組み合わせたものである（図
12）。ベネズエラでは、この指数が2,000近くに
なってる。次に悪いのはイエメンの47なので、
この差からその深刻さが分かると思う。この国で
起きていることは、まさに悲劇である。近代的な、
豊かな民主主義国家が、ここまで落ちてしまった
のである。もう一つは、インフレに関する理解で
ある。かつての同国でも、全てが良かったという
ことではなく、インフレの問題は常にあった。グ
ラフ（図13）の折れ線はインフレ率を表してい
る。赤線の部分はチャベス政権下、黒線の部分は
マドゥロ政権下のものである。知人の年金の1万
5,000ドルが50ドルに激減したことでも分かると
おり、ここまでインフレが高進してしまったとい
うことだ。こういう状況では経済活動も不活発で、
普通のビジネスは容易にはできない状況である。
　ベネズエラの原油生産は、OPECによる同国の
減産目標値の2倍を超えた量（減産）となっている。
それでも2017年の原油生産量は日量180万バレ
ルあり、これだけあれば債務返済はできるはずだ。
しかし、その原油は、本当の意味でキャッシュフ

図11

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より

図12

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より

図13

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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ローを生み出せていない。石油が国内で補助金付きの価
格で売られている。つまり、日量40万バレルが補助金
付きの非常に安い価格で国内で販売され、同50万バレ
ルが中国・ロシアへの債務返済に充てられている。5万
バレルはカリブ海諸国からの支持確保のため、値引きし
て、売られている。この結果、ネットのキャッシュフロー
は、日量80万バレル分しかないことになる。今後数年間、
ベネズエラ政府と国営石油会社（PDVSA）の要債務返済
額は高水準であり、デフォルト（default：債務不履行）
になる可能性もある。問題は、今後どうなるかだが、生
産量は更に少なくとも日量20万バレルは落ち込むだろ
うと言われている。PDVSAの元職員や元幹部に聞くと、
油田の現場では給料が支払われないため、離職者が続出
しているそうだ。2018年には、日量60万バレルも生産
が減少する可能性すらあるとの意見も聞かれる。この数
字は、現在の石油市場で問題ないが、今後のベネズエラ
の生産見通しという観点では回復するまでには相当な時
間がかかりそうだ。
　米国はベネズエラに対し制裁を科している。まず、ベ
ネズエラは米国からの長期信用を受けることができな
い。このため銀行はベネズエラ企業に信用状を発行せず、
対米輸出は急速に減少している。制裁は石油貿易を直接
の対象にしているわけではないが、輸出入とも減少して
いる。ほとんどのバイヤーは、ベネズエラに代わる供給
源を探している。また、カナダやEUも制裁を検討して
いる。
　それでは、米国のベネズエラからの原油輸入はどう

なったか。米国の製油所は非常に先進的で、メキシコ湾
岸の製油所は技術が大変進んでいる。相対的に価格の安
い、重質の原油を効率よく精製できる。グラフ（図14）
の濃い色で示されているように、ベネズエラからの輸入
は、どんどん減っている。重質油が主体であるベネズエ
ラの原油生産が低迷するとともに、カナダの重質油が流
入してきたからだ。米国のベネズエラからの輸入量は、
足元でせいぜい日量10万バレル程度である。そして、
ベネズエラ産ではない原油が、パイプラインや鉄道輸送
で入ってきているので、米国でのベネズエラ原油の重要
性は薄れている。この国のマクロ経済に基本的な変革・
改革がなければ、今後さらに原油生産が減少すると思わ
れる。また、PDVSAの組織構造に根本的な改革が行わ
れなければ、現在の状況が改善される見込みは薄いだろ
う。PDVSAには3万5,000人程度の従業員がいるが、
必要以上の従業員を多く抱えていると見られる。
　この米州の2大生産地域を見た場合、よく聞くのは、
需要の天井に数年で達する、もう需要増の時代は終わり
だ、などの興味深い意見だ。いろいろな研究結果が出て
いるが、なぜそのような結果になるのであろうか。分析
が正しいか否かは、基本的なコスト構造がどうなってい
るかを見ると分かる。

（2）依然旺盛なシェール投資

　米国の石油生産、需要はともに堅調である。
　シェール鉱床は、非在来型の資源のうち最も重要なも
のの一つである。シェール鉱床は根源岩でもあり、掘削

に踏み切るかどうかは別として、誰にでも
すぐ見つけることができる。高度な技術を
持った探鉱専門家ではなくとも、地質学的
なベースから根源岩を探し出すことがで
きる。通常の石油鉱床を発見、開発するの
には相当な技術が必要だが、シェールオイ
ルは根源岩から採取するに過ぎない。掘削
をするかどうかは、経済性に大きく左右さ
れる。例えば、水平方向の長い掘削井を使
うなど、どのように経済性を確保できるか
が、主眼となる。
　このグラフ（図15）は、米国における石
油生産の歴史を示している。1970年代、
日量1,000万バレル程度の生産があったが、
2018年にはそれを上回った。米国におけ
る生産量は、世界の石油市場において最も
短期間に、最も大きく増やしている。米国
では、鉱業権は個人・民間が持っており、

図14

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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政府による規制はない。例えばパーミアン（Permian 
Basin）などでは、投資がどんどん行われている。これか
らも、多くの企業が、シェールに投資するであろう。
　最近、電気自動車に関する話題が多い。米国では
Teslaがその中心にある。Teslaの電気自動車は、10万
ドル以上の高級自動車市場の6割を占めている。平均年
収55万ドル以上の家庭の人が購入する、という資料も
ある。一方、3万ドル程度の価格で、後部座席もある電
気自動車は、米国にはない。電気自動車の場合、3 ～ 4
年乗ると、購入価格の2割程度の査定になる。また、所
有者の65％は、買い替え時には電気自動
車ではなく、内燃機関の自動車を買うとい
う統計もある。内燃機関自動車の燃料重量
1ポンドあたりの走行距離は、今も伸び続
けている。一方、リチウム電池でも研究は
行われているが、物理的・化学的な面で考
えると、リチウム電池の重量あたりの走行
距離の伸びは緩やかである。したがって、
走行距離に関しては電池にはまだ競争力
はない。
　米国では再生可能エネルギーへの投資
も盛んに行われており、石油の時代は終わ
るとも言われている。しかし、100万ドル
の設備投資を行った場合、シェールオイ
ル・ガスでは40万バレル相当の生産量が
得られる。一方、風力では10万バレル相当、
太陽光では5万バレル相当以下である。風
力と太陽光のコストは、限界近くまで削減
されたと思われ、これ以上大幅には下がら
ない（図16）。また、風力や太陽光による
発電には連続性が保障できないという問
題があり、いつ途切れるかも分からない。

（3）革命的技術進歩

　これらを反映した、DOE/EIA（米国エ
ネルギー省エネルギー情報局）の最新の分
野別・燃料別エネルギー消費量予測を見よ
う。これ（図17）は、レファレンスケース、
すなわち石油の世界で予想外の大きなこ
とが起こらない場合に、現在の技術で
2050年までどういう変遷をたどるかとい
うものだ。燃料別の消費予測で、石油とそ
の他液体燃料は将来再び増勢になると見
込まれている。これには、輸送分野での消
費増が影響している。天然ガスはもちろん

増え、石炭と原子力は横ばいである。生産量予測は、技
術進歩のペースを考えると控えめの、技術の大幅な革新
は前提にしていないものだ。それでも、原油に関しては
日量1,180万バレル、ガスは日量1,230億cfまで増える
と予測されている。
　シェールオイルの地域別生産実績では、パーミアンは、
独特な地質構造などから伸びている。パーミアンでは、
水平掘りと垂直掘りの両方が可能だ。ノースダコタの
ウィリストン（Williston）とテキサスのイーグルフォード

（Eagle Ford）では一時減少していたが、今は少し持ち直

図16

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より

図15

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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し始めている。その他の地域でも、進展が見られる。こ
の間、1リグあたりの生産量は継続的に改善されてきた。
かつては、稼働リグ数が減ると生産量も減ると思われて
きた。しかし、今ではそうとは言えなくなっている。つ
まり、リグの稼働数は減っているが、生産量は伸びてい
るのだ。それは、効率性が高まるとともに、より高度に、
賢く掘削をするようになったからである。これは、シェー
ルの革命的技術進歩とも言える。2年ほど前から、大手
石油会社が多額の資金を研究開発に投じるようになった
ことがその原動力となっている。

　このグラフ（図18）は、パーミアンでの掘削状況と1
リグあたり生産量の推移を表している。緑の線は、掘削
されているがまだ完成していない油井の増減数を示して
いる。仕上げ作業を行えば、いつでも生産が開始できる
ことを意味する。注目したいのは、非在来型の場合、短
期サイクルで動いており、掘削しても、坑井を完成させ
ずにおくことが可能ということだ。従来型の石油は、例
えば海洋でいろいろな地質学的研究を行い、資金も技術
も投じ、石油が生産されるまでに10年は必要である。
しかし、シェールは掘削して半年から1年ほどで生産が

開始できる。シェール開発では、初期投資
額も少なくて済むため、低リスクでどんど
ん掘削することができる。技術的にも資金
的にもそれほど大きなリスクはない。石油
を貯蔵して将来の販売に備えるといった
形態を取る必要はなく、シェールでは
シェールそのものが物理的に貯蔵されて
いるようなものなので、いつでも生産でき
る状態のまま置いておくことが可能だ。こ
れは、石油産業において画期的な事象と言
える。
　次は、シェール油井のパフォーマンスに
何が起きているかを示す。グラフ（図19）
はテキサス州のパーミアン鉱床（左側のグ
ラフ）と、ニューメキシコ州のパーミアン
鉱床（右側のグラフ）における油井の生産
パフォーマンスの変化を示している。ここ
で理解して頂きたいのは、短期間で急速な
改善がなされているということである。毎
年、1坑井あたりの生産量が増大している
ことが分かり、かつ生産開始当初の生産量
が大幅に伸びている。この改善状況は、
2014年ごろまでは穏やかに進んでいたが、
その後急速に進んだ。短期間で驚くべき成
果が上がっていることを表している。この
グラフ（図20）はEPRINCが行った、坑井
における水平方向への掘削長、経費、得ら
れる収入の関係の研究結果を示したもの
である。2015年頃から、水平の掘削長が
伸びるほど生産性が良くなっていってい
ることが分かる。このような成果がシェー
ルでは多く得られている。

図18

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より

図17

出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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（4）石油の時代は終わっていない

　こちらのグラフ（図21）はガス生産の増減
量推移を示している。非在来型の石油を地中
から取り出すと、井戸元からガスも出る。こ
の随伴ガスをどうするか。米国は40億cfの
天然ガスをメキシコに毎日出荷している。こ
のメキシコのマーケットは、将来のLNGマー
ケットにもなり、極めて重要である。ガス生
産者にとって重要なだけではなく、石油の生
産者にとっても重要だ。なぜなら、石油随伴
のガスを販売することができなければ、焼却

（ガスフレアリング）しなければならなくなる
からである。ガスフレアで燃やし続けること
はできないので、販売市場を見つけなければ
ならない。このため、北米のプラットフォー
ムを統合し、輸出先を見出すことが極めて重
要だ。トランプ大統領も、これは理解し始め
ているだろう。
　これは少しおかしな話だと思うが、年金基
金などで石油関係企業の株式を売却すると
言っているところがある。北米の石油開発企
業の規模別探鉱・開発投資額は、メジャー企
業や北米域内大規模企業で200億ドルから
350億ドル、域内中小規模企業でも10億ド
ルから270億ドルの投資が行われている。も
し石油の時代が終わったと言うならば、投資
家や株式保有者は、これほどの探鉱・開発投
資にコミットメントしていないはずである。
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出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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出所：ルシアン・ パリアレシ氏講演資料より
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