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サウジアラビアの石油・ガス・エネルギーをめぐる最近の動向
～OPECプラス大幅減産の背景と市場への安定供給を標榜するサ
ウジの思惑、ガス開発の課題等～

2022年11月海外石油天然ガス動向ブリーフィング

エネルギー事業本部 調査部 猪原 渉
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本日の報告事項
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• サウジアラビア経済概況
• アラムコ業績
• OPECプラスの減産決定の背景と市場への安定供給を標榜するサウジアラビア
の思惑・方針等

• サウジの余剰生産能力の見通し
• アラムコ石油生産能力増強に向けた取り組み
• 天然ガス開発の推進
• 気候変動問題への対応



サウジ経済は好調を維持
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湾岸産油国経済見通し
湾岸産油国は2020年にマイナス成長に落ち込んだが、石油需要回復、高油価により石油・ガス収入
が急増したことから、2021年にはプラス成長に転じ、2022年以降も高い成長率を維持する見込み。
サウジアラビアは、IMFによると、2020年の成長率はマイナス4.1%であったが、2021年にプラス

3.2%に転じ、2022年はプラス7.6%と、2010年以降では2011年の10%に次ぐ高い成長率が見込
まれる。2023年、2024年も3%前後の成長率が見込まれ、サウジ経済は好調を維持する見通し。

2019 2020 2021 2022E 2023F 2024F
サウジアラビア 0.3 -4.1 3.2 7.6 3.7 2.9 
UAE 3.4 -4.8 3.8 5.1 4.2 3.9 
クウェート -0.6 -8.9 1.3 8.7 2.6 2.6 
カタール 0.7 -3.6 1.6 3.4 2.4 1.7 
オマーン -1.1 -3.2 3.0 4.4 4.1 1.9 

湾岸産油国成長率IMF予測（実質GDP、前年比増減率、%）

出所： IMF World Economic Outlook (Oct. 2022) 



サウジ経済は好調を維持
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• 財政収支は大幅に改善
– 2022 年当初予算では、2013 年以来9 年ぶりとなる財政黒字240億ドルを見込む。
– 2022年の実勢見通しとしては、石油収入の増加を背景に歳入は対予算比17%増の3,259億ドルに拡
大し、歳出も8年ぶりの高水準となる3,019億ドル（予算2,547億ドル）に達する見込み。

– ジャダーン財務相は4月、2022年の歳出は石油収入の増減に関わらず一定と語っていたが、実際は
大幅な増額となった。増額分の多くは経済の多様化を目的とした資本支出に充てられる見込み。

– 2022年第3四半期の石油収入は第2四半期の668億ドルから611億ドルに低下したが、油価が低迷し
た2015年以降での最高レベルを維持。歳入に占める石油収入の比率は68%から76％に増加し、石油
収入依存が顕著。（次頁参照）

2021年
実績

2022年
予算

2022年
見通し

2023年
予測

2024年
予測

2025年
予測

歳入 257.5 278.7 325.9 299.5 305.6 321.3
歳出 277.0 254.7 301.9 297.1 300.0 302.4
収支 -19.6 24.0 24.0 2.4 5.6 18.9

（出所：サウジ財務省、MEES等によりJOGMEC作成）

サウジアラビア財政収支推移（実績、予算、予測） （単位：10億＄）



サウジ経済は好調を維持
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アラムコの業績も好調、過去最高レベルの利益計上
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• 国営石油会社Saudi Aramco（アラムコ）の業績も2020 年第2 四半期に底を打ってからは堅調に成長
し、2022第2四半期には484億ドルという上場企業として過去最高の四半期純利益を計上。

• 22年第3四半期の純利益は油価下落を反映して424億ドルに低下も、依然、過去最高水準を維持。
• アラムコの株価は原油価格が急落した20年3月に最安値を記録したが、その後上昇に転じ、21年10

月にはIPO実施前にムハンマド皇太子が目標として掲げていた時価総額2兆ドルを突破。
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出所：アラムコ資料、MEESを基に、JOGMEC作成

出所：Google Finance

＜Tadawul(リヤド証券取引所）でのアラムコ株価推移＞



OPECプラスの大幅減産とサウジアラビア
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• OPECプラス供給政策の経緯
– 2020年4月9日、OPECプラス閣僚級会合において970万b/dの大幅な協調減産で合意
– 2021年1月4－5日、サウジアラビアが100万b/dの自主的追加減産表明（21年2-4月まで100万b/dの自
主的追加減産実施、21年5-7月まで段階的に減産縮小し自主的追加減産を終了）

– 2021年7月18日、8月以降の増産（段階的な減産措置縮小、毎月40万b/d）で合意（UAE他基準生産量
引上げ、22年末まで減産措置延長、市場の状況により22年9月末減産措置終了すべく努力で合意）

– 2022年3月31日、5月に43.2万b/dの増産（減産措置縮小）で合意。6月も43.2万b/dの増産継続
– 6月2日、7月・8月に各64.8万b/dの増産（7～9月分の減産措置縮小を前倒しで実施）を決定
– バイデン大統領のサウジ訪問（増産について協議）後の8月3日、9月の前月比10万b/d増産で合意
– 9月5日、10月の前月比10万b/d減産を決定
– 10月5日、2022年11月から2023年12月にかけて原油生産目標を2022年10月比で200万b/d削減（減
産）することを決定。英米の政策金利引き上げ等による原油価格の下落傾向を受け、OPECプラスが
油価下落に寛容であるという市場での認識を防止するため、長期的な減産を決定したと考えられる

※技術的問題等により生産割当を達成できない産油国が多く、OPECプラスの生産量は、目標生産量を300万
b/d以上下回る状況が続いている。今回、OPECプラスは200万b/dの減産を打ち出したが、減産を行うのはサ
ウジやUAEなど湾岸産油国が中心で、実際の減産量は100万b/d程度にとどまるとみられる



OPEC・サウジアラビア原油生産量推移（単位：万b/d）
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OPECプラスの減産をめぐり、米国とサウジが対立
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• OPECプラスプレスリリース（22年10月5日）
「世界経済及び石油市場の見通しが不透明な中、石油市場の長期的な方向性を強く示す必要性に鑑
み、OPEC及び非OPEC参加国が一貫して採用してきた先手先手のアプローチに則り、方針を決定」

• 米政権の反応
サウジに減産先送りを水面下で働きかけていたバイデン政権は不快感を表明。減産はウクライナ侵攻
で制裁を課されたロシアを利する「政治的決定」であり、米政権は、減産を主導したサウジアラビア
との関係を見直し、適切な対抗措置を検討する旨、表明。「（サウジに対し）結果を示す」と大統領。

• サウジの反論
サウジ外務省は10月12日、声明を発表し、「減産は純粋に経済的な観点からの決定」であり、サウジ
が一方的に決めたのではなく、「23の加盟国が一致して決定した」と述べた。サウジは、過去80年に
わたる米国との戦略的関係を重視しており、米国と敵対する意図はないと強調。

• OPECプラス諸国はサウジを支持する声明
オマーン、バーレーン、UAE、アルジェリア、クウェート、イラクが声明を出し、減産は23の加盟国
の満場一致での決定であり、減産への支持を強要された国があるとする米政府の見方を否定。
※OPECプラス閣僚会合前に、UAEがタフヌーン国家安全保障顧問をサウジに派遣し、減産への反対を表明したとの関
係筋情報が伝えられたが（WSJ 11月2日）、UAEの報道官は記事の内容は正確ではないとコメント。



米政権がサウジへの対抗措置を示唆、米国の選択肢は？
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• サウジへの対抗措置案
– 議会の対サウジ強硬論者を中心に、サウジへの対抗措置案およびエネルギー価格引き下げ策とし
て、①外交関係の格下げ（首脳間交流の停止等）、②武器売却の停止、③米軍の撤退、④戦略石
油備蓄の放出、⑤OPECプラスをターゲットにした反トラスト法（NOPEC法）の制定、⑥米国石油
製品の輸出制限、⑦米国での原油増産、⑧ベネズエラ制裁の緩和、⑨イラン制裁の緩和、などを
検討。中間選挙明けまで議論中断。

– 上記のうち、既に実施中のSPR放出（④）以外は当面実現の可能性は低いとみられる。
• 二国間関係のさらなる悪化にはつながらないとの見方が強い

– バイデン政権はサウジとの関係の見直しを宣言したが、見直しの完了時期を示さず、サウジアラ
ビアに懲罰を科す議会法案を支持することも表明していない。

– リヤドで開かれた、ムハンマド皇太子肝いりの「未来投資イニシアティブ」に多数の米国の金融
機関、投資銀行が参加。米民間企業のサウジへの投資意欲は旺盛。

– 22年8月2日、バイデン政権は30.5億ドル相当の防衛関連兵器システムをサウジに売却する契約を
承認。イランがサウジアラビアおよびイラクのクルド地区への攻撃を計画しているとの未確認情
報を受け、サウジが警戒態勢を強めているとの情報もあり、サウジと米国の安全保障面での連携
の重要性が再認識されている。



サウジアラビアの立場、方針はゆるがず
※以下、エネルギー大臣、アラムコCEOの発言等からサウジ方針について取り纏め
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1. OPECプラスの枠組みのもと、石油市場の安定化を目的として、石油政策の策定・調整を行う。
2. 情勢変化により世界の原油フローが変化するなか、サウジアラビアは引き続き市場（特に日本、中国、韓
国、インド等のアジアの大需要国）に対する供給責任を果たしていく。需要拡大時は、増産を実施。

3. OPECプラスは、余剰生産能力の確保と一定の価格水準維持を目的として、200万b/dの減産を決定。今回の
減産により、サウジの余剰生産能力は過去最低レベルの約120万b/dから170万b/d程度に回復の見込み。

4. 原油価格が大きく変動する要因として、世界的な余剰生産能力の不足があげられる。増産余力が乏しいの
は、サウジやUAE以外の上流開発投資が低迷していることが要因であり、新たな開発投資を促すような価
格水準が望ましい。

5. 供給途絶などの緊急時の備えである戦略備蓄（SPR)を、価格引き下げを目的に放出するのは間違ったやり
方であるとして、アブドゥルアジズエネルギー相が、SPR放出を進める米国を非難。

6. 脱炭素が進む中でも石油需要は今後も増加し続けるとの認識のもと、世界の石油生産能力の更なる拡張が
必要。アラムコは引き続き1,300万b/dへの拡張計画を進めるが、サウジ1国で将来の石油需要に応えること
はできず、石油業界全体での開発投資の拡大が求められる。

7. 外交に関しては、安全保障上のパートナーである米国との関係を基軸としつつ、2016年のOPECプラス設立
時からサウジとともに同組織を主導してきたロシアや、サウジ原油の最大の輸入国となった中国との関係
を重視。上海協力機構（SC0）への参加・地位取得や、BRICSへの参加打診など、ムハンマド皇太子は全方
位外交を推進。



サウジ原油のアジア4か国および欧州向け輸出量推移
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• サウジ原油の欧州向け輸出
は、2022年2月のロシアに
よるウクライナ侵攻を契機
に、増加基調にある。

• 一方で、サウジ原油輸出先
上位国の中国、日本、韓国、
インドに対しては、欧州向
け増加の影響も少なく、
ターム契約主体であること
から、概ね（月毎の変動は
あるものの）、従来並みレ
ベルで安定的供給を行って
いる。

出所：各種データベースによりJOGMEC作成

※「欧州」は、直送分（スエズ運河経由）とエジプト経由分（Sumed P/L→Sidi Kerir出荷）の合計
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中国、インドのサウジ原油輸入状況
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＜中国＞
• 22年1-9月は、割安なロシア原油が急増（前

年同期比9%増）する中、サウジ原油は前年
同期比マイナス1%の微減にとどまった。

• サウジ原油輸入量は176万b/dと、ロシア原
油（172万b/d）を上回り、今期も第1位。

＜インド＞
• 22年1-8月は、安価なロシア原油が前年同期

比6倍以上の50万b/dに急伸したが、サウジ
原油も29%増の88万b/dと、イラク原油
（116万b/d）に次ぐ第2位となった。

※サウジエネルギー相は安定供給を約束
アブドゥルアジズエネルギー相は10月、サウジ
原油輸入上位国の中国、インド、日本のエネル
ギー担当大臣と相次ぎ会談（11月には韓国大臣
とも会談）、市場に対する安定的かつ持続的な
原油供給の確保を約束し、アジア重視の姿勢を
強調した。
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サウジアラビアの余剰生産能力
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• サウジアラビアは、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（余剰
生産能力）を確保し、引き続き生産調整の主
役を担う方針。

• 大規模な協調減産が終了した2022年9月の生産
量は1,103万b/dと、2020年4月以来の1,100万
b/d超を記録したが、増産に伴いサウジの余剰
生産能力は過去最低レベルの約120万b/dまで
低下。緊急時の追加供給能力の低下が懸念さ
れる状況。

• 今回、OPECプラスの200万b/dの減産が実施さ
れ、サウジの11月末の余剰生産能力は、前月
の120万b/dから170万b/d程度に回復する見込
み。

（出所：OPECおよびIEAデータにより推定）
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今後のOPECプラス石油供給政策の注目点
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• 12月5日のロシア原油上限価格設定に伴い原油の市場供給量が減少
することも予想される中、サウジアラビアおよびOPECプラスが増
産方針を打ち出す可能性はあるか？

（ポイント）
• 現時点でOPECプラスおよびサウジアラビア等から対応方針等に関する
メッセージは出ていない。

• 次回のOPECプラス閣僚級会合は12月4日に開催予定。
• その後、OPECプラス閣僚級会合は6か月毎の開催となり、合同閣僚監視
委員会（JMMC)も2か月毎の開催となる。いずれの会議も、従来（2022
年10月まで）は毎月開催であったので、開催頻度が減少することで、
機動的対応が取りづらくなる可能性あり。
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• アラムコは、石油生産能力（現状1,200万b/d）を2027年までに1,300万b/dに引き上げる方針。
• 本年3月、アラムコは上記計画の達成に向けたロードマップを明らかにした。今後、複数の海上油田の拡

張を順次進め、持続可能な最大能力は25年に1,230万b/d、26年に1,270万b/d、27年に1,300万b/dに到達。
• ナセルCEOは8月、27年後半以降、世界最大の海上油田サファニア油田の生産能力を70万b/d拡張すると

表明。（⇒生産能力は1,300 万b/d以上には引き上げないとするムハンマド皇太子の7月の発言と矛盾?）

（出所：アラムコ2021年度決算報告資料）
現在 ベリー マルジャン ズルーフ ダンマン 自然減退 2027年

（出所：アラムコ資料、MEES等により作成）

「2027年1,300万b/d」に向けたロードマップ
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サウジアラビア主要油田概要

（出所：各種資料を基にJOGMEC作成）

（出所：各種資料を基にJOGMEC作成）



中立地帯の油ガス田開発状況
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• 中立地帯の原油生産が2020年に５年振りに再開。
• サウジ・クウェートの共同保有・共同操業の油田だが、

特にクウェートは原油生産能力の低下が指摘されており、
中立地帯の生産への期待が大きい。

• クウェートは25年までに中立地帯から35万b/dの原油供給
を計画。クウェートの計画では25年に中立地帯の総生産
能力は70万b/dが必要となるが、現状の生産量が20万～27
万b/d程度であること、生産停止前の2014年頃の生産量は
40万b/d程度であったことから、70万b/d達成のハードル
は高いとみられる。

• 3月にイランとの確執が伝えられたDorraガス田について
は、その後、報道が途絶えており、最新状況は不明。

出所：各種資料よりJOGMEC作成

＜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。
＜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。



天然ガス開発の推進
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出所：各種資料よりJOGMEC作成

Jafurah Basin

天然ガスセクター別需要実績・予測（2010～2030）

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。原油直焚
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。
アラムコは今後、Jafurah非在来ガスの開発推進等により、ガス生産量を2030年までに50% 以上引き上げる計
画。Jafurah生産ガスは当初計画ではLNG燃料用とされたが、脱炭素に向け水素・アンモニア燃料用に変更。
Jafurahガス田の推定埋蔵量は200tcfとされ、アラムコによると、天然ガス2.2bcfd、エタン4.25億cfd、NGL 55万

b/dの生産能力を有する。アナリストによると、Jafurah非在来ガスの本格的な開発には約2,000本の井戸が必要
とされ、開発コストの高さが指摘されている。水圧破砕が必要となるが、サウジの水不足により、掘削コス
トは米国シェールよりも割高との見方。シェール開発の経験があるIOCとの連携を探っているとの見方もある。

出所：アラムコ債権目論見書（2020年11月）
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シャルムエルシェイク（COP27会場）でサウジが開催した「中東グリーンイニシアティブ」関連イベントで、
気候変動問題に対するサウジの新たな取り組み方針を表明。（2022年11月14日）
• 温室効果ガスのクレジットとオフセットの国家的スキームを確立し、来年初頭に開始すること。
• 炭素回収・貯留（CCS）の目標を大幅に拡大し、2035年までに年間4400万トン、2027年までに年間900万ト
ンの回収・貯留（Phase-1）を実施することを目標に掲げる。

• 2030 年までに発電量の 50%を再生可能エネルギーで賄うというサウジアラビアの取り組みの一環として、
合計 11.4GW の容量を持つ 13 件の新規再生可能エネルギープロジェクト（推定投資額 90 億ドル）を計画。

• サウジアラビアの政府系ファンドである公共投資ファンド（PIF）は、国家目標より10年早い2050年までの
ネットゼロを目標に掲げた。（※アラムコは昨年既に「2050年ネットゼロ」の方針を表明）

• サウジアラビア・グリーン・イニシアティブの植林プログラムを加速する。2030年までに6億本の植林が予
定されており、従来の目標より1億5千万本増加する。

• サウジアラビア初の電気自動車（EV）ブランド「Ceer」の立ち上げ。EV企業のルシードが、米国以外で初
の工場をサウジに建設。PIF会長（兼アラムコ会長）であり、政府系ファンドとしては初のグリーンボンド
発行の推進者であるヤシール・アル・ルマイヤン氏によれば、工場が稼働すれば、サウジアラビアは年間
32万8000台のEVを生産できる見通し。

アラムコは引き続き石油・ガス開発に注力も、脱炭素関連事業（水素・アンモニア事業、CCS等）も推進
• 2022年10月8日、JOGMECとアラムコは、水素・アンモニア分野における包括協力協定（MOC）を締結。

水素・燃料アンモニアの製造や貯留に係るプロジェクト支援・技術開発・人材育成での連携で合意。
JOGMECが公表したCCSや温室効果ガス排出量算定に係るガイドラインをふまえ、プロジェクトの実現
に向けた協議を実施。
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• 需要回復、高油価を受けサウジ経済は好調を維持。アラムコも2022年第２四半期に上場
企業としての最高益をたたき出し、第３四半期も高水準の利益確保。

• OPECプラスの200万b/d減産決定に対し、米バイデン政権は、ロシアを利する政治的決定
であると反発。減産を主導したサウジへの対抗措置を検討中だが、安全保障での連携の
重要性から、両国関係のさらなる悪化は避けられる見通し。

• サウジは、緊急時対応のための余剰生産能力の確保、適切な価格水準のもと世界の上流
開発投資の促進、石油生産能力の拡大を狙う。アジアの需要国に対しては安定的且つ持
続的な原油供給を約束。

• アラムコは、2027年生産能力1,300万b/dの達成に向けたロードマップを公表。複数の海洋
油田の拡張を進め、2025年以降2027年まで、段階的に能力増強。

• サウジは国内ガス需要拡大への備えと、発電用原油の輸出転換を促進する観点から、
Jafurah非在来ガスの開発をメインに天然ガス生産能力の拡大を狙う。

• COP27開催に合わせ、サウジは気候変動問題への新たな取り組み方針を発表。アラムコは
引き続き石油ガス開発に注力も、脱炭素関連事業も推進。
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