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サウジアラビア：
石油産業をめぐる最近の動向と当面の課題

調査部 猪原 渉



免責事項

本資料は石油天然ガス・金属鉱物資源機構（以下「機構」）が
信頼できると判断した各種資料に基づいて作成されています
が、機構は本資料に含まれるデータおよび情報の正確性又
は完全性を保証するものではありません。
また、本資料は読者への一般的な情報提供を目的としたもの
であり、何らかの投資等に関する特定のアドバイスの提供を
目的としたものではありません。したがって、機構は本資料に
依拠して行われた投資等の結果については一切責任を負い
ません。なお、本資料の図表類等を引用等する場合には、機
構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い
申し上げます。
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本日の報告事項

サウジアラビア石油産業をめぐる最近の動向と当面の課題
石油開発の動向
天然ガス開発の動向
低炭素化に向けた取り組み
ファイナンス
外交動向
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サウジアラビアの資源（石油・天然ガス）ポテンシャル

＜概況（2019年）＞
 石油

埋蔵量：2,976億bbl
（ベネズエラに次いで世界2位）

生産量：11,951千b/d
(米国、ロシアに次いで世界3位）

※石油生産量は原油およびコンデンセート含む

 天然ガス
埋蔵量：211.3兆cf（世界8位）
生産量：1,136億m3/年（世界9位）

出所：BP統計2020年6月
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油価概況（サウジ石油政策の影響）
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JJOGMEC調査部まとめ
2021年

 サウジは、スイングプロデューサーの立場は取らないが、他産油国の協調を前提として、OPECプラス協調減
産を主導・実行。2月、3月および4月（延長）の100万b/dの自主的追加減産が油価上昇に寄与。影響力大。

 産油国最大のスペアキャパティを有するサウジの生産能力拡大に向けた方策に要注目（Ｐ7-8で紹介）

OPEC+減産開始（970万b/d）
5月～

減産緩和（770万b/d）
8月～

サウジ100万b/d自主減産
2月・3月＆4月

減産緩和（720万b/d）
1月～

サ露の「油価戦争」
3月・4月
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原油生産量推移

IEA統計を基にJOGMEC作成

出所：米国エネルギー情報局

＜石油生産能力：1,200万b/d＞

サウジ・ロシア「油価戦争」による増産により、20/4月に石油生産能力
（1200万b/d)に迫る過去最高の1190万b/dを記録。
5月以降はOPECプラス合意に基づく減産を継続。
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（各種資料によりJOGMEC作成）

石油生産能力増強に向けた取り組み

油田名
（※海洋油田）

持続可能石油生産能力
（b/d）

備 考

ガワール 380万 世界最大油田。生産能力「430万b/d」「580万b/d」との報道も。

クライス 145万 2009年生産開始。

サファニア（＊） 130万 世界最大の海洋油田。

シャイバ 100万 2016年増産

ズルーフ（＊） 82.5万 増産事業。

マニファ（＊） 90万 2013年生産開始。

マルジャン（＊） 60万 増産事業。

クルサニヤ 50万

カティーフ 50万

アブカイク 40万 19/9月、アブカイクCPF（処理能力700万b/d）にドローン攻撃。

ベリー（＊） 25万 増産事業。

その他油田 47.5万

合計 1200万

石油生産能力の油田別内訳

出所：アラムコIPO目論見書及びMEES等に基づき作成

主要油ガス田位置図
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石油生産能力増強に向けた取り組み

 20/3月、エネルギー省がアラムコに生産能力（現状1200万b/d）の1300万b/dへの引き上げ指示。
 コロナ禍および減産体制下でもアラムコ幹部から能力増強計画を堅持する旨の発言。生産能力の維
持・拡大により産油国最大のスぺアキャパシティを確保し引き続き生産調整の主役担う方針。
（参考）2019年12月時点のOPECスペアキャパシティ336万b/d、内サウジアラビア 232万b/d

 生産能力増強の経緯
 クライス油田・AFK（Abu Hadriyah, Fadhili & Khursaniyah）油田の生産開始等により、

2009年の時点で生産能力1200万b/dを達成。
 以後の増産分（2013年マニファ油田＋50万b/d、2016年シャイバ油田＋25万b/d等）は既存油
田能力減退のカバー（off-set）にあてられ、生産能力（1,200万b/d）の維持に寄与

 従来計画(19/7月アラムコ発表等）では、2023年頃までに複数の沖合油田の拡張（※）を計画
※ズルーフ（+60万b/d）、マルジャン（+30万b/d）、ベリー（+25万b/d）等

 中立地帯陸海2油田の生産再開（2020年）により生産能力の上乗せが見込まれ（次頁参照）、4
つの油田・ガス田の発見（2020年12月）も探鉱結果次第では中期的に増産への寄与が期待。

 コロナ禍、油価低迷の影響で2020年のアラムコ設備投資額（前年度328億ドル）を200～250億ド
ルに削減する方針（20/8月発表）。削減の内訳は不明だが、沖合油田EPC入札の1年延期の報道も
あり、能力増強計画への影響が懸念される。
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中立地帯（分割地帯）油田の状況

 中立地帯2油田の再稼動により、最大約50万b/d
（サウジ分はその半分）の供給増（余剰生産能力
の上乗せ）が見込まれる。

＜カフジ沖合油田＞
Aramco Gulf Operations Co.(AGOC)とKuwait Gulf Oil
Co（KGOC)が折半出資するAl-Khafji Joint Operations 
(KJO)が操業。アラムコは2014年10月、環境基準未達を
理由に生産停止。2020年より生産再開。

＜ワフラ陸上油田＞
KGOCとSaudi Arabian Chevron（SAC)により操業。
Chevronはサウジ側（50％）の権益を保有（2008年に30
年間の権益延長で合意）。サウジ上流開発事業では唯
一の外資参加事業。主権を巡る両国の対立から2015年
より生産停止。2020年より生産再開。

出所：各種資料よりJOGMEC作成
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天然ガス開発現況

 サウジは国内ガス需要（発電、海水淡水化、石油化学等）の急増を背景に、天然ガス開発を推進。直焚き発電を抑制
し、ガス焚発電を拡大することで、発電用原油の輸出転換を促進。（P11・12参照）

 最大の開発ターゲットはJafurah Basinの非在来型ガス（期待埋蔵量200ｔｃｆ）。当初計画では、1,100億ドルの投資を行
い、2024年にスタートアップ、2036年までにガス2.2Bcfdのプラトー生産に到達する見込み。

 コロナ禍、油価低迷の影響で2020年のアラムコ設備投資額（前年度328億ドル）を200～250億ドルに削減する方針
（20/8月発表）。削減の内訳は不明だが、Jafurah非在来ガス開発の入札が中止との報道もあり、動向注視が必要。

Jafurah Basin

South Ghawar

非在来型ガスターゲットエリア

（各種資料によりJOGMEC作成）

天然ガス生産実績・予測

出所：WoodMackenzie

 以前は陸上油田（主にガワール）
随伴ガスが大半。2011年以降、
Karanガス田生産開始、Ｗａｓｉｔ・
Khadiliプラント操業開始により、
海上油ガス田在来型ガスの量・
比率が急増。

 2019年に行われたアラムコIPO
のロードショー（投資家説明会）
で示されたデータによると、サウ
ジのガス需要（2018年8.6Bcfd)は
2025年に12.3Bcfd、2030年に
14.4Bcfdに達する見通し。

Karanガス田

Wasitプラント

Khadiliプラント
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天然ガスセクター別需要実績・予測（2010～2030）

出所：アラムコ債権目論見書（2020年11月）
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国内発電容量実績・予測（燃料別内訳）

出所：アラムコ債権目論見書（2020年11月）
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低炭素化に向けたサウジアラビアの対応

政府・PIF（公共投資基金）の取り組み
 1月10日、巨大なゼロカーボン都市「The Line」プロジェクト（サウジ北西部の先端産業都市「NEOM」内

に建設）を発表。今後、1000～2000億ドルの投資でインフラ整備。
 「ビジョン2030」（2016年制定）に基づき、再生可能エネルギーについて目標設定。当初目標は2030年

9.5GW（内5.9GWは太陽光発電）、その後「2030年58.7GW」に見直し。

サウジアラムコの取り組み
 アラムコは、パリ協定のもと2014年に設立された、GHG（温室効果ガス）削減の取り組みを行う業界団

体 Oil and Gas Climate Initiative (OGCI)の創立以来のメンバー。
 フレアガス回収の取り組みにも注力（世銀のプログラムへの参加等）。あくまで主軸は石油ガス開発と

のスタンスだったが、最近の潮流を反映して低炭素化の取り組み（水素、アンモニア、CCS等）を強化。

サウジの低炭素化プロジェクト
 アラムコ・SABIC・エネ研によるブルーアンモニアプロジェクト（2020年9月）
 米Air Products・ACWA・NEOMのグリーン水素プロジェクト（2020年7月）→独政府が支援
 アラムコとHyundai Heavy Industries（韓国）のMOU（3月3日）→ブルー水素製造で発生したCO2の輸送

※アラムコの低炭素化事業で具体化・商業化したものは未だなく、エネルギートランジションに関するコンサルによるアラム
コの評価は低い（「緒についたばかり」との評）。一方でカーボンニュートラルLNGの実契約を締結したQPに対しては高評価。
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ファイナンス面の課題、取り組み

アラムコの2020年第3四半期決算（2020年11月発表）
 純利益118億ドルは前年同期比で44％減、前四半期（２Q）との比較では82％増加
 年間750億ドルの配当支払いのため以前厳しい資金繰りが続く （※2020年度決算発表：3月22日予定）

アラムコは政府・PIFに対する資金供給源(=財源）の位置づけ
 「PIFプログラム2021-2025」の発表(1/24)。毎年400億ドルを国内投資、180万人の雇用創出。
 年間750億ドルの配当（株式公開比率は1.7%に過ぎず、配当の98.3%は政府への支払い）
 SABIC株式70％のPIFからの買収（691億ドル）
 配当原資確保のため、2回目の社債発行により80億ドル調達（20/11月）

 ローンも含めたDebt Equity Ratio（9月30日現在）は21.8％に達し、目標の「5～15％」を大きく上回る。
 「四半期配当額＞フリーキャッシュフロー」の状況が続き、2021年に再度社債発行か？

 ムハンマド皇太子やルマイヤンPIF総裁兼アラムコ会長から同社の更なる株式売却や資産売却について
の発言あり。

 2020年アラムコCapex「200～250億ドル」（前年度328億ドル）に圧縮
 アラムコ株価は堅調に推移（次頁）

 「現在の低レベルの上流投資が上方修正されなければ、中長期的には供給逼迫（supply crunch）に陥る懸念
がある」（20/10月アミン・ナセルアラムコＣＥＯ）と石油業界への警告を発したが、アラムコ自身が政府向け資
金供給（調達）に奔走する中、将来の供給能力拡大に向けた必要な投資を継続できるかがカギ。
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サウジアラムコ株価は堅調
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SAR サウジアラムコ株価

公開価格：32リヤル

 アラムコ株価（Tadawul）はコロナ
禍で一時公開価格（32リヤル）以
下まで下落したが、順調に回復
し、昨年10月以降は概ね35リヤル
前後のレベルで堅調に推移。

 3月16日終値：35.7リヤル
時価総額：約1兆9000億ドル

 堅調な株価の背景（見方）
 低コストの優位性と豊富な資

金力（年750億ドルの配当維
持）への評価

 王族や国内機関投資家が買
い支え？

 体制批判ととられることを嫌っ
た機関投資家の売り控え？

出所：各種データに基づきJOGMEC作成
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頻発するフーシ派（イラン？）からの攻撃

 昨年秋以降、今年に入ってもサウジ南
部を対象とするドローン等による攻撃
事件が頻発。（フーシ派の犯行か）

 3月7日には、東部のラスタヌーラ積出
基地に対する海上からのドローンによ
る攻撃が発生。（ドローンの飛行ルート
からみて、2019年9月の事件と同様、
イランまたは湾岸のイランの支援を受
けた勢力による犯行とみられる。）

 米軍の支援も受け、サウジの防空能
力は向上したと考えられるが、サウジ
東部の石油施設が依然としてテロ攻
撃のリスクに晒されていることが明ら
かになった。（2019年9月のアブカイク・
クライス攻撃では一時570万b/dの生
産停止）
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外交・地政学動向

サウジを取り巻く地域のパワーバランス（各国の関係性）に変化の兆し
 カタールとの和解（イランとの緊張は続く）

 1月5日、GCCサミットをウラーで開催、ウラー宣言（加盟国の結束謳う）を採択。

 将来的にカタールからガス購入の可能性？

 米政権、対サウジ政策の「見直し」に着手
 サウジ人記者殺害事件へのムハンマド皇太子の関与認める報告書を公表。（2月26日）

 バイデン大統領、イエメン政策を発表（2月4日）。イエメン戦争停止に向け、当事者（サウジ含む）への

支援終了。フーシ派のテロ組織指定を解除。一方で、サウジの主権と領土保全に向けた支援は継続。

 イエメン紛争は長期化、泥沼化
 サウジはラスタヌラ攻撃への報復でサヌアを空爆。

 UAEとの「すきま風（？）」
 カタール断交をけん引してきたUAEムハンマド皇太子（MbZ）とサウジムハンマド皇太子（MbS）ですれ

違い？（表面上は友好を装うが）
 イエメン政策、イスラエル政策、石油政策（サウジ：協調減産重視、UAE：減産緩和重視）で立場相違。
 サウジ国外に地域本部を置く外国企業と契約しないとのサウジ方針は、UAE（ドバイ）に対する対抗心

の表れ？
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