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JOGMEC首席エコノミスト（特命参与） 野神　隆之

　前回JOGMEC石油天然ガスレビューに寄稿したのは、2020年11月であったが、あれから2年が経
とうとしている。すでに前回のレビュー寄稿の時点においても、世界中で新型コロナウイルス感染が拡
大し世界経済および石油市場が大混乱する状態となっていたが、その後も中国での新型コロナウイルス
感染抑制のための都市封鎖を含む厳格な規制措置の実施等もあり、同国経済減速と石油需要の伸びの鈍
化懸念が市場で強まったり、世界各国および地域で物価上昇の沈静化を目指して政策金利の引き上げが
相次いだり、さらに、ロシアがウクライナに対し事実上の侵攻を実施したりする等、世界中で激動の状
態が継続し、それが石油市場および原油相場に影響を及ぼし続けている。筆者は2004年4月より月1
回の頻度で石油市場等の調査・分析記事を執筆しJOGMECのウェブサイトに掲載している（2020年12
月以降はOPECプラス産油国閣僚級会合がほぼ月1回の頻度で開催されるため、当該会合での結果等を
めぐる分析速報記事の掲載を追加したため、ほぼ月2回の執筆となっていた）が、これはこれで、短期
的な情勢の分析と今後の注目点の摘出といった点で意味のあるものであったとは思うが、より中長期的
かつ幅広い視点に立った場合、短期的には見えにくかった石油市場の傾向や今後の注目点が見えてくる
部分もあるため、今回はそのような角度から石油市場を見ることとしたい。そして、新型コロナウイル
ス感染が世界中で拡大し始めた時点からの石油市場につき述べることが、一貫した石油市場の全貌把握
のためにも重要であると思われることから、拙稿では、新型コロナウイルス感染が流行する直前の
2020年1月以降の世界石油市場につき論ずることとする。まず、2020年初頭から現在に至るまでの石
油市場等の大きな流れにつき説明することとしたい。続いて、当該期間中石油市場に大きな影響を与え
ているOPECおよびOPECに協力する一部非OPEC（OPECプラス）産油国の原油生産方針等をめぐる動
きとその背景につき論ずることとする。さらに、2020年1月以降の期間中、世界石油市場の状況を反
映して種々の原油および石油製品価格が変動したので、それをめぐる状況についても述べることとした。
最後に、今後の石油市場等を展望する際に重要と見られる点を短期的なもののみならず中長期的なもの
も含め指摘することを試みたい。なお、今回の拙稿は、前回JOGMEC石油天然ガスレビューに掲載し
た拙稿（2020年11月25日掲載「最近の石油市場に関する一考察」）と内容的に重複する部分があるが、
新型コロナウイルス感染流行以降の世界石油市場等の動向を包括的に議論することを目的としたことに
伴うものであるので、御了承頂ければ幸いである（なお、拙稿で言及されるところの原油価格は、特に
指定されない場合はウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）を指す他、掲載されている個
人の役職は当時のものである）。
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　2020年初頭から2022年10月末にかけての原油市場は、
いくつかの段階に大きく分けることができよう。すなわ
ちそれは、①急落期（2020年1 ～ 4月）、②反発期（同年
4 ～ 6月）、③停滞期（同年6 ～ 11月）、④上昇期（2020
年11月～ 2021年11月）、⑤乱高下期（2021年11月～）、
となる。それでは、それぞれの時期における原油価格の
動向（図1参照）とその背景にある主な要因につき説明す
ることとしたい。
　まず、急落期であるが、この時期は中国で新型コロナ
ウイルスによる肺炎が確認されて（2019年12月31日に
中国湖北省武漢市の衛生健康委員会が、同市内の海鮮卸
売市場で複数人確認された肺炎患者がウイルス性のもの
である旨判断されたと発表した）以降、同ウイルス感染
者の中に重症化した者および死者が発生するとともに、
中国国内から世界中に感染が広がり始めたことに伴い、
世界各国および地域が新型コロナウイルス感染抑制のた
めの個人の外出規制や経済活動制限を強化したことによ
り、世界石油需要が下振れする懸念が市場で広がったこ
とから、原油価格が下落し始めた（2019年12月31日に
は1バレル当たり61.06ドルであった原油価格は2020
年3月5日には同45.90ドルとなっていた）。このような
状況を受け、3月6日に開催されたOPECおよび一部非
OEPC（いわゆるOPECプラス）産油国閣僚級会合におい

ては、日量150万バレルの減産を新たに実施するとの、
サウジアラビアを中心としたOPEC産油国の提案に対
し、新型コロナウイルス感染拡大の世界石油需要への影
響につきOPEC産油国ほど悲観的に考えていなかったロ
シアが拒否したことにより、減産措置をめぐる協議は決
裂、4月以降OPECプラス産油国は事実上自由に原油生
産を行えるような格好となったことから、市場関係者間
での世界石油需給緩和感が一層強まったことが、原油相
場に下方圧力を加えた。そのようななか、米国オクラホ
マ州クッシングの原油在庫が増加傾向となり2020年4
月10日時点で5,500万バレルと、当該地点の原油貯蔵
能力である7,609万バレルの約72％の水準に到達した。
これは、4月10日時点の原油在庫の前週比での増加幅で
ある570万バレルのペースでこの先在庫増加が続けば4
週間程度で貯蔵余力を使い果たす計算になることを意味
していた。このようなこともあり、クッシングを受渡地
点とする米国原油先物価格は、2020年4月21日の5月
渡し契約の取引期限を控え、高水準の米国内原油在庫と
余剰原油貯蔵能力の減少に伴う、市場での購入意欲の極
度の低下により、4月20日の取引で一時マイナス40.32
ドルに到達する場面が見られた。以上が急落期の石油市
場の動向である。
　ただ、2020年3月15日に開催された米国連邦公開市

1. 2020年初頭から2022年10月末にかけての石油市場等の動向
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原油価格の推移（2020 ～ 22 年）図1
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場委員会（FOMC）の臨時会合（当初3月17 ～ 18日に開
催が予定されていた通常のFOMCを繰り上げて開催す
る格好となった）において、それまで1.00 ～ 1.25％であっ
た政策金利を1.00％引き下げ（通常のFOMCでの政策金
利変動幅は0.25％である）0.00 ～ 0.25％とすることや
米国国債等の金融資産7,000億ドルの購入を含む積極的
な金融緩和策の実施方針が打ち出されたことから、投資
家のリスク資産に対する許容度拡大が刺激されたことに
加え、米国のトランプ大統領の仲介により、4月12日に
開催されたOPECプラス産油国閣僚級会合において、5
月1日から6月30日にかけ概ね2018年10月を基準とし
て日量970万バレル、7月1日から2020年末にかけ同
770万バレル、2021年1月1日から2022年4月30日に
かけ同580万バレルの、減産措置を実施することでサウ
ジアラビアとロシアを含むOPECプラス産油国が合意、
5月1日には当該措置が開始された。加えて、原油価格
の下落に伴う事業採算の悪化もあり米国での原油生産が
減少傾向となった。このような世界石油供給をめぐる状
況が原油相場に上方圧力を加えるようになった。この結
果、原油価格は6月22日には1バレル当たり40.46ドル
へと上昇した。ここまでが反発期の原油価格の動きであ
る。
　しかしながら、その後半年程度原油価格は停滞期に入
る。背景には、OPECプラス産油国や米国をはじめとし
て、自主的および非自主的（採算性の悪化に伴う）な減産
による石油需給の相対的な引き締まりを市場関係者が認
識するとともに、この先のさらなる引き締まり期待が多
少なりとも市場で醸成されたことが、原油相場を下支え
したものの、新型コロナウイルス感染者数が抑制され始
めるとともに、個人の外出規制および経済活動制限が緩
和されると、濃厚接触機会の増大により再び新型コロナ
ウイルス感染が拡大する結果、個人の外出規制および経
済活動制限を強化しなくてはならなくなり、その結果、
新型コロナウイルス感染拡大に伴う都市封鎖等により、
経済が減速するとともに石油需要の伸びが鈍化するとの
懸念が市場で拡大した結果、石油需給の緩和感が市場で
意識されるとともに、原油相場の上昇を抑制する形で作
用した（実際世界の新型コロナウイルス感染者数は2020
年4月12日に局所的に最高水準となった後、4月26日
には7万870人へと減少したものの、その後はむしろ
2021年1月8日に83万6,621人に到達する等、どちら
かというと増加傾向を示した）。この結果、2020年6 ～
11月の原油価格の終値は1バレル当たり35.79ドル（2020
年10月30日）～同43.39ドル（同年8月26日）の間で上
昇および下落を繰り返したうえ、2020年11月23日に

おいても同43.06ドルの終値となる等、原油相場は範囲
内での変動となった。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染をめぐる情勢
の変化により、転機が訪れた。米国製薬大手ファイザー
とドイツバイオ医薬品製造会社ビオンテックが共同で開
発中の新型コロナウイルスワクチンの緊急使用許可を米
国当局に申請する意向である旨11月20日に明らかになっ
て以降、新型コロナウイルスワクチン接種の普及拡大に
よる世界経済成長回復等を通じた石油需要の伸びの加速
に対する期待が市場で増大した。また、12月2日には、ファ
イザー他が開発中であった新型コロナウイルワクチンに
つき英国政府が緊急使用許可を承認、12月8日に世界で
初めて新型コロナウイルスワクチン接種を開始した他、
他の諸国および地域も接種を実施し始めた。このため、
市場関係者間で、新型コロナウイルスワクチンの接種が
普及するとともに、新型コロナウイルス感染が沈静化に
向かうことにより、個人の外出規制および経済活動制限
が緩和され、自動車や航空機等の往来が盛んになること
により、ガソリンやジェット燃料等、そして、消費者の
購買活動が促進されることに伴い物品の製造や輸送する
ための物流等が活発化することにより、軽油や重油等の
石油製品の需要が、それぞれ増加するとの期待が市場で
拡大することを通じ、原油相場に上方圧力が加わるよう
になった。また、2020年8月1日から12月31日にかけ
日量770万バレルの減産措置を実施していたOPECプラ
ス産油国は、当初2021年1月1日以降2022年4月30日
にかけては日量580万バレルへと減産措置の規模を縮小
する予定であったが、2021年1 ～ 6月の実際のOPEC
プラス産油国の減産措置は日量620 ～ 720万バレルと
なったうえ、2021年2 ～ 6月はサウジアラビアが日量
40 ～ 100万バレル程度の自主的な追加減産を実施した
こともあり、この期間は実際の減産措置の規模が当初の
計画を相当程度上回る格好となった。2021年7月から
2022年4月にかけては毎月前月比で日量40万バレル程
度減産措置を縮小することになったものの、2021年1
～ 6月のOPECプラス産油国による当初計画を上回る減
産措置（サウジアラビアによる自主減産を含む）の影響が
帳消しされる時期は2022年2月と推定された。このよ
うに、当初計画よりも大規模なOPECプラス産油国の減
産措置の実施により、世界石油需給引き締まり感が市場
で強まった（OECD諸国石油在庫は減少を続け、2021年
8月には平年（過去5年）幅を下回るようになった、図2
参照）。以上の要因が原油相場に上方圧力を加える格好
となった結果、原油価格は2021年10月26日には1バ
レル当たり84.65ドルの終値と2014年10月13日（この
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ときは同85.74ドル）以来の高水準に到達した。
　しかしながら、2021年11月10日に発表された同年
10 月の米国消費者物価指数（CPI：Consumer Price 
Index）が前年同月比で6.2％の上昇と9月の同5.4％から
上昇率が相当程度拡大、1990年11月（このときは同6.3％
の上昇）以来の大幅な上昇となった（図3参照）ことによ
り、この日、米ドルが上昇するとともに、原油相場に下
方圧力が加わったうえ、11月25日には、南アフリカ国
立伝染病研究所等で新型コロナウイルスの新たな変異株

（オミクロン株）が確認された他、同変異株は感染力が強
い可能性があるとの指摘が医療関係者からなされる等し
たことにより、当該変異株による感染が急速に拡大する
ことを通じて、世界各国および地域において個人の外出

規制や経済活動制限が強化されることにより、石油需要
が抑制されるとの観測が市場で増大したことに加え、
11月30日に開催された米国連邦議会上院公聴会におい
て同国連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が金
融緩和縮小加速を検討する意向である旨示唆したこと等
により米国での政策金利引き上げが早期に開始されると
の見方が市場で強まった結果、原油価格は下落傾向とな
り、2021年12月1日には1バレル当たり65.57ドルの
終値と2021年8月20日（このときは同62.32ドルの終値）
以来の低水準に到達した。
　それでもその後、新型コロナウイルスオミクロン変異
株は、感染力は強いものの、重症、入院および死亡率は
それほど高くない旨報じられるようになったことによ
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り、新型コロナウイルス感染抑制のための個人の外出規
制および経済活動制限の強化の可能性に対する懸念が市
場で後退したことが、原油相場に上方圧力を加えた。ま
た、ロシアとの国境付近にロシア軍10万人程度が集結
している旨ウクライナのゼレンスキー大統領が明らかに
したと2021年11月13日に報じられた（同国のクレバ外
相は国境付近でのロシア軍駐留は2021年春以降継続し
ていた旨明らかにしたと11月15日に報じられる）。12
月7日には、米国のバイデン大統領とロシアのプーチン
大統領がビデオ会議形式で2時間程度会談した。バイデ
ン大統領は、ロシアがウクライナ周辺地域において軍備
を拡大していることを欧州同盟国とともに深く懸念する
旨表明、ロシアがウクライナに対し軍事行動を実施した
際には、米国およびその同盟国はロシアに対し経済面で
強力な措置を講じる他、中欧諸国やバルト3国等からの
要求に応じ軍事支援を強化する等を含めこれまで例のな
いような強力な施策を実施することにより、深刻な結果
を招く可能性がある旨表明した他、米国はウクライナの
主権および領土安全保障の確保を支持する旨ロシアに伝
えるとともに、外交を通じウクライナをめぐる緊張緩和
に向け努力するようロシアに要求した。これに対しロシ
アはウクライナ国境でNATOが軍備を強化している旨
反論、これ以上の東方への拡大をNATOが実施しない
ことに加え、ロシア周辺地域でNATOが軍事施設等を
設置しない旨の法的保証を行うよう米国に要求した。米
国はどの国と同盟関係を締結するかは各国の自由意志に
よるとして、ロシアの要求を事実上拒否した。そしてこ
れ以降も、ウクライナおよび欧米諸国等とロシアとの間
では、緊張緩和に向けた協議が幾度となく実施されたが、
事実上議論は平行線であった。そして2022年2月24日
には、ロシアのプーチン大統領はウクライナの非武装化
を目的とする特別軍事作戦の実施を決定、これによりロ
シアはウクライナに対する事実上の侵攻を開始した。こ
れに対し米国を含む西側諸国等はロシア要人や金融機関
に対する制裁を発動した。このため、今後西側諸国等の
対ロシア制裁への報復措置として、もしくは西側諸国等
による更なる対ロシア制裁の一環として、ロシア産エネ
ルギー供給に制限が加わるのではないかとの懸念が市場
で高まったことが、原油相場に上方圧力を加えた。そし
て、3月6日には、米国のブリンケン国務長官が、米国
が欧州等の同盟国との間でロシアからの石油輸入禁止可
能性につき協議中である旨明らかにしたことから、特に
ロシア産エネルギーに大きく依存している欧州諸国の石
油需給が引き締まるとの懸念が市場で強まったことが、
原油価格を押し上げた結果、3月7日の原油価格の終値

は1バレル当たり123.70ドルと、2008年8月1日の終
値（このときは同125.10ドル）以来の高水準に到達した。
そして、実際3月8日には、米国のバイデン大統領がロ
シアからの原油および天然ガス等のエネルギー輸入を禁
止することを内容とする制裁をロシアに対し発動する旨
発表した。しかしながら、5月より米国戦略石油備蓄

（SPR）から日量100万バレルの石油を半年にわたり供給
する意向である旨3月31日に同国バイデン大統領が発
表したうえ、他のIEA加盟国も6,000万バレルの緊急時
備蓄からの石油供給実施を4月1日に決定したことが、
原油相場に下方圧力を加えた。また、新型コロナウイル
ス感染抑制のため3月28日以降中国上海市が都市封鎖
を実施したことにより、同国経済成長減速と石油需要の
伸びの鈍化懸念が市場で増大したことも、原油価格を押
し下げる格好となった。このような要因により、原油価
格は下落傾向となり、4 月 11 日には 1 バレル当たり
94.29ドルと2月25日以来の低水準に到達した。しかし
ながら、3月31日には、ロシアのプーチン大統領が、ロ
シア産天然ガスを購入する際の代金支払いをルーブル建
て（従来はユーロ等ルーブルでない通貨で決済が行われ
ることが多かった）としなければならないことを事実上
規定した大統領令に署名、同日当該大統領令は発効した
が、4月27日には、天然ガス購入代金のルーブルでの支
払いを拒否したポーランド向けの天然ガス供給をロシア
が停止した他、ロシアによるブルガリア向け天然ガス供
給も停止する旨の通知を受けたと4月26日にブルガリ
アは明らかにした。さらに5月21日朝（現地時間）にロ
シアが天然ガス供給を停止する旨5月20日にフィンラ
ンド国営ガス会社ガスム（Gasum）が明らかにした。こ
のようなことにより、欧州での天然ガス需給引き締まり
とともに燃料転換に伴う石油需要増加観測が市場で発生
したことが、原油相場を押し上げた。加えて、5月30日
には、ロシアのウクライナへの事実上の侵攻実施に伴い、
ロシア産石油輸入禁止を含む第6次対ロシア制裁発動で
EU加盟国が合意した（6月3日には、2022年12月5日
を以てロシア産原油を、2023年2月5日を以てロシア産
石油製品の輸入を、それぞれ原則禁止すること（一部例
外あり）を内容とする制裁の事実上の発動（採択）をEU
が発表した（同日発効））ことが原油価格に上方圧力を加
えた。このため、6月8日には、原油価格は1バレル当
たり122.11ドルの終値と、3月8日以来の高水準に到達
する等、再び上昇傾向となった。しかしながら、6月14
～ 15日のFOMCで0.75％の政策金利引き上げが決定し
たうえ、6月17日にFRBのパウエル議長が物価の大幅
上昇沈静化を重要視する姿勢を示す一方、米国経済を軟
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着陸させることがより困難になりつつある旨示唆したこ
とにより、同国の経済成長減速と石油需要の伸びの鈍化
観測が市場で増大したこと等が、原油相場に下方圧力を
加えた。また、中国上海市での新型コロナウイルス感染
抑制のための都市封鎖措置は解除されたものの、その後
も一部都市で個人の外出規制や経済活動制限が継続した
こともあり、中国の鉱工業生産、製造業購買担当者指数

（PMI）および小売売上高、そして製油所の原油精製処理
量が低迷していることが示唆された。加えて米国ガソリ
ン需要の前年同期比減少幅が拡大した（7月1日以降の4
週間平均米国ガソリン需要は前年同期比4.1 ～ 9.0％の
減少と2022年4月1日～ 6月24日の同0.3 ～ 3.1％の減
少から減少率が相当程度上振れしている）旨判明したこ
とも、原油相場に下方圧力を加えた。このような要因に
より、7月22日にWTIで1バレル当たり94.70ドルの終
値であった原油価格は以降下落傾向となり、8月16日に
は86.53ドルの終値と、ロシアによるウクライナへの事
実上の侵攻開始（2月24日）以前の1月25日（このときの
終値は同85.60ドル）以来の低水準に到達した。このよ
うに、原油価格が下落しつつあったことから、9月5日
に開催される予定である次回OPECプラス産油国閣僚級
会合では、減産措置強化を決定する必要があるかもしれ
ない旨サウジアラビアのアブドルアジズ エネルギー相
が示唆したと8月22日午前遅く（米国東部時間）に報じ
られたことから、この先の石油需給引き締まり感を市場
が意識したこと等により、原油価格は持ち直し、8月29
日には、原油価格は1バレル当たり97.01ドルの終値に
到達する場面も見られたが、その後は、欧米諸国の複数
の金融当局関係者により、政策金利の大幅引き上げを支
持する発言がなされたことや、8月29日以降中国深圳市
を含む複数の都市で新型コロナウイルス感染抑制のため
の都市封鎖措置等が実施されたことにより、欧米諸国や
中国の経済減速と石油需要の伸びの鈍化懸念が市場で増
大したこと、9月20 ～ 21日に開催されたFOMCで0.75％
の政策金利引き上げが決定された他、同FOMC終了後
の9月21日に実施された記者会見において、パウエル
FRB議長が物価上昇沈静化のためには経済成長がある
程度犠牲になる恐れがある旨示唆したことが、原油相場
に下方圧力を加えたこともあり、9月26日の原油価格の
終値は1バレル当たり76.71ドルと、ロシアによるウク
ライナへの事実上の侵攻開始以前の1月3日（このときの
終値は同76.08ドル）以来の低水準に到達する場面が見
られた。それでも、欧州連合（EU）が、ロシア製品の購

入やロシア軍に資するような重要技術の供与の禁止等を
内容とする新たな対ロシア制裁を提案する意向である旨
欧州委員会のフォンデアライエン委員長が9月28日に
表明したことにより、ウクライナ問題をめぐる西側諸国
等とロシアとの対立の強まりに伴うロシアからのエネル
ギー供給への影響に対する懸念が市場で増大したことに
加え、10月5日に開催される予定であるOPECプラス産
油国閣僚級会合において日量100万バレル超の減産措置
実施が検討される旨10月2日に伝えられたり、OPECプ
ラス産油国閣僚級会合に向け日量200万バレルの原油生
産削減策が検討されている旨10月4日にブルームバー
グ通信が報じたりしたこと、そして実際10月5日に開
催されたOPECプラス産油国閣僚級会合では、2022年
11月から2023年12月にかけての原油生産目標を2022
年10月比で日量200万バレル削減する旨決定されたため、
石油需給引き締まり観測が市場で増大したことが、原油
相場に上方圧力を加えた結果、10月7日の原油相場の終
値は1バレル当たり92.64ドルとなった。
　その後10月末にかけては、中国政府による新型コロ
ナウイルス感染抑制のための厳格な個人の外出規制及び
経済活動制限強化の方針の表明等に伴い、同国の経済減
速及び石油需要の伸びの鈍化懸念が市場で強まったこと
が原油相場に下方圧力を加えたものの、米国の原油在庫
等の減少、米国主要企業の好調な業績を反映した同国株
式相場の上昇、米国経済が減速することを示唆する指標
類の発表によりかえって米ドルが下落したこと等が原油
相場を下支えした結果、原油価格は概ね1バレル当たり
83 ～ 90ドルを中心とする領域で変動した。また、11
月に入ってからは、真偽不明のものを含め、中国での新
型コロナウイルス感染抑制のための厳格な個人の外出規
制及び経済活動の制限を緩和することを示唆する情報や
動きが見られたことにより、原油価格は11月4日には1
バレル当たり92.61ドルにまで上昇する場面も見られた
うえ、11月10日に発表された米国CPIの上昇が鈍化し
た他市場の事前予想を下回ったこともあり、米国金融当
局による政策金利引き上げペースが減速する可能性が増
大したことが、原油相場に上方圧力を加えたものの、中
国での新型コロナウイルス感染拡大が続いたことに伴い
同国の個人の外出規制及び経済活動制限強化観測が市場
で広がったことが、原油相場に下方圧力を加えたことか
ら、原油価格は11月25日には1バレル当たり76.28ド
ルとなるなど、再び下落した。



7 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

最近の世界石油市場等に関する一考察（2022年版）

　ここまで、2020年初頭から現在（2022年11月25日）
に至るまでの世界石油市場の動向を説明してきた。そし
て、この世界石油市場の動向と密接に関係しているのが、
OPECプラス産油国の動向である。ここでは、世界石油
需給に影響を与える原油生産方針を中心にOPECプラス
産油国の行動につきほぼ時系列的に述べることとしたい

（なお、2020年4月以降のOPECプラス産油国の原油生
産目標と原油生産量は図4参照）。

（1） 2020年3月5日開催のOPECプラス産油国閣

僚級会合で減産措置強化に関する協議が決裂

　新型コロナウイルス感染が拡大しつつあった2020年
3月6日に開催されたOPECプラス産油国閣僚級会合で
は、前回のOPECプラス産油国閣僚級会合（同12月6日
開催）で合意した、3月31日までの減産措置（基準原油生
産水準（概ね2018年10月の原油生産量）から日量約170
万バレル程度減産）をこの先どう取り扱うかにつき協議
したが、減産措置強化を主張するOPEC産油国と、既存
の減産措置の6月末までの延長のみの実施を主張するロ
シアとの間での意見の隔たりが解消しなかった結果、協
議は決裂し、OPECプラス産油国が2020年1月1日より
実施していた減産措置も当初予定どおり3月末で終了、
4月1日以降OPECプラス産油国は事実上自由に原油生
産を行うことが可能となった。協議が決裂したことを受
け、今回のOPECプラス産油国閣僚級会合に関する声明
は発表されない旨3月6日に報じられた。
　2020年1月下旬以降中国での新型コロナウイルス感

染の拡大による同国等の経済減速と石油需要の伸びの鈍
化懸念が市場で発生したことから、原油価格は下落し始
め、それまで概ね1バレル当たり60ドル程度で推移し
ていた原油価格は、2月4日以降1バレル当たり50ドル
を割り込むようになった。さらに、2月下旬以降は中国
のみならず中国以外の国でも新型コロナウイルス感染の
拡大が目立つようになり世界各国・地域の経済減速と石
油需要の伸びの鈍化懸念が市場で増大したことから、原
油価格は更に下落し続けた。そして、2019年12月11
日に国営石油会社サウジアラムコの株式公開を実施して
おり、同社の株価に影響を与える原油価格に神経質に
なっていたサウジアラビアを初めとするOPEC産油国
は、2020年6月末まで日量150万バレル減産を拡大す
る方針である旨3月5日に明らかにしたが、それでも足
元原油価格の下落を防止することができなかったことか
ら、2020年末まで日量150万バレルの減産拡大を実施
する方針に変更し、石油市場関係者の心理の転換と原油
価格の防止を図ろうとした。しかしながら、ロシアは、
2020年の自国の予算措置の前提となっている原油価格
想定がブレントで1バレル当たり42.40ドル（WTIで同
37ドル程度）であったため、足元の原油価格水準は許容
範囲である旨プーチン大統領が3月1日に明らかにする
等、減産措置の強化には消極的であった（3月11日には
ロシアのソローキン（Sorokin）エネルギー副大臣が、ど
の程度石油需要が減少する可能性があるかを関係者が理
解するまで（追加の）減産措置の実施は意味がない旨明ら
かにする等、減産措置強化を判断するにはなお時期尚早

2. 2020年初頭以降のOPECプラス産油国の原油生産政策をめぐる動き
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出所：各種資料をもとに推定

OPEC プラス産油国の原油生産目標と原油生産量（2022 年 4 月～）図4
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であると認識していたことが示唆された）。このため、
ロシアは既存の減産措置の6月末までの延長のみを実施
すべきであると主張した。以上のような要因が当該閣僚
級会合での協議決裂の背景にあった。

（2） 2020年4月12日開催のOPECプラス産油国

閣僚級会合でOPECプラス産油国が日量970万

バレル程度の減産措置実施で合意

①協議内容等
　2020年4月9日午後4時（オーストリア時間）頃より、
OPECプラス産油国は、テレビ会議形式による臨時閣僚
級会合を実施した。当該会合には、OPECプラス産油国
に加え、アルゼンチン、コロンビア、エジプト、インド
ネシア、ノルウェー、トリニダード・トバゴおよび国際
エネルギーフォーラム（IEF）がオブザーバーとして参加
した。
　当該会合では、メキシコの同意を条件として（後述）、
2020年5月1日～ 6月30日につきOPECプラス産油国
全体で日量1,000万バレル原油生産を削減する他、7月1
日～ 12月31日については日量800万バレル、2021年1
月1日～ 2022年4月30日にかけては同600万バレル程度、
それぞれ減産することで合意した旨声明で発表された。
減産の基準となる原油生産量はサウジアラビアとロシア
については日量 1,100 万バレル、その他の産油国は
2018年10月のそれとした。OPECプラス産油国各国の
原油生産目標および減産目標の具体的内容については、
当該会合の声明では明らかになっていなかったが、この
時点では減産率についてはOPECプラス産油国で一律
23％とされた。なお、原油生産が不安定なイラン、リ
ビア、ベネズエラについて減産目標設定から除外された
格好となった。
　また、次回のOPECプラス閣僚級会合は6月10日に
テレビ会議形式により開催される予定であり、その際に
石油市場均衡のために必要とされる、更なる行動につき
判断する予定である他、2022年4月30日以降の減産措
置の延長については2021年12月に再検討する旨決定し
た。そして、OPECプラス産油国共同閣僚監視委員会

（JMMC： Joint Ministerial Monitoring Committee）が、
OPECプラス共同技術委員会（JTC：Joint Technical 
Committee）およびOPEC事務局による支援のもと、市
場の全般的な状況、原油生産水準、および減産遵守状況
につき緊密に監視を行うことも確認した。
　ただ、4月9日のOPECプラス産油国閣僚級会合にお
いては、メキシコが日量10万バレルの減産目標（因みに、
23％の減産率は日量40万バレル程度に相当する）を主

張し抵抗した結果、同日のOPECプラス産油国閣僚級会
合の声明では、合意はメキシコの同意を必要とする旨の
条件付となった。
　その後メキシコとサウジアラビア等との間で更に協議
を続けた結果、メキシコが日量10万バレルの減産を実
施するということで、4月12日にサウジアラビア等との
間での妥協が成立（後述）、4月12日夜（リヤド時間）に再
度OPECプラス産油国によるテレビ会議形式の臨時閣僚
級会合を開催し、2020 年 5 月 1 日～ 6 月 30 日につき
OPECプラス産油国全体で日量970万バレル、7月1日
～ 12月31日については日量770万バレル、2021年1
月1日～ 2022年4月30日にかけては同580万バレル程度、
それぞれ減産する（減産の基準となる原油生産量等他の
条件は4月9日に開催されたOPECプラス産油国閣僚級
会合時のものと同様である）旨声明で発表したが（表1参
照）、当該声明においてもOPECプラス産油国各国の具
体的な減産内容については明らかにならなかった。
　また、4月12日の会合開催の際に、OPECプラス産油
国は米国、カナダ、ブラジルおよびノルウェーといった
OPECプラス産油国の枠外の産油国が日量500万バレル
の減産を実施することを望む旨表明したと伝えられる
が、各産油国の具体的な個別減産目標は示されなかった。

②今回の会合の結果に至る経緯および背景等
　新型コロナウイルス感染の欧米諸国での拡大による、
個人の外出規制等に伴う経済活動の減速により、ガソリ
ンやジェット燃料をはじめとする石油需要の伸びの鈍化
懸念が市場で増大した結果、OPECプラス産油国の一部
による増産攻勢と相俟って、石油需給緩和感が市場で増
大するとともに、原油相場に下方圧力が加わったことか
ら、原油価格の終値は3月5日の1バレル当たり45.90ド
ルから3月30日には同20.09ドルと2002年2月7日（こ
のときは同19.64ドル）以来の低水準となった他、この
日は一時19.27ドルと、2002年2月7日の取引日（この
ときは同19.64ドル）以来の安値水準に到達する場面が
見られる等、特に3月下旬以降は概ね20 ～ 25ドルを中
心とする領域で推移する等低迷した。
　これに対し、トランプ大統領は、まず3月30日にロ
シアのプーチン大統領と電話で会談し世界石油市場に関
する問題につき協議、両国のエネルギー当局最高幹部に
よる原油市場に関する会談の場を設けることで合意し
た。続いて、トランプ大統領は4月2日に、サウジアラ
ビアのムハンマド皇太子と電話会談を行った（その場で
トランプ大統領は、OPEC産油国が減産を開始できなけ
れば、米国連邦議会議員によるサウジアラビアからの米
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軍撤退を求める法律制定を防止しきれなくなる旨説明し
たと5月1日に報じられる）。このようなことから、サウ
ジアラビアおよびロシアを含むOPECプラス産油国は減
産措置の再建に向け協議を始め、最終的に4月12日に
合意に至った。

（3） 2020 年 6 月 か ら 2021 年 6 月 に か け て の

OPECプラス産油国の動き

　OPECプラス産油国閣僚級会合は、その後2020年6
月6日、12月3日、2021年1月4 ～ 5日、3月4日、4月
1日、4月27日、6月1日に実施された。2020年6月に
開催された閣僚級会合では、同年7月につき日量960万
バレル（メキシコによる日量10万バレルの減産は6月を
以て終了となった）と5 ～ 6月の減産措置とほぼ同水準
の減産措置実施を決定した他、7月15日に開催された
JMMCでは、8月から12月にかけ当初予定どおり減産
措置を日量770万バレルへと緩和することを事実上決定
した。また、2020年12月に開催されたOPECプラス産
油国閣僚級会合では、今後各回の閣僚級会合開催の際の
減産措置調整規模の上限を日量50万バレルとする旨決
定したうえ、実際4月に至るまで原油生産目標を前月比
で日量7.5 ～ 50万バレル程度の引き上げにとどめた（併
せて、2021年2月以降サウジアラビアが別途自主的に
日量100万バレルの減産を実施した（後述））。2021年4
月1日にテレビ会議形式で開催されたOPECプラス閣僚
級会合では、2021年4月時点の日量690万バレルの減
産措置につき、5月は日量35万バレル縮小し同655万バ
レル、6月に更に同35万バレル縮小し同620万バレル、
7月に更に同44万バレル縮小し同576万バレルとするこ
とで合意した。また、別途サウジアラビアが4月に単独
で実施していた日量100万バレルの自主的な追加減産に
ついても、5月は同25万バレル縮小し同75万バレル、6
月に同35万バレル縮小し同40万バレル、7月に同40万
バレル縮小し当該追加減産を終了とする旨同国が明らか
にした。
　背景としては、2020年12月に新型コロナウイルスワ
クチン接種が開始されたものの、なお、どのようなペー
スで新型コロナウイルス感染が収束し、それにしたがっ
て経済および石油需要が回復するかにつき不透明な部分
が大きかったことや、リビア等減産措置に参加していな
い産油国の原油生産量が不安定であったことにより、
OPECプラス産油国は特に2021年に入ってからはほぼ毎
月閣僚級会合を開催し原油生産方針をこまめに検討する
等慎重に減産措置の緩和を推進する必要があるとOPEC
プラス産油国が認識していたものと見られることが挙げ

られる。特に2021年1月に開催されたOPECプラス産油
国閣僚級会合では、世界石油需要回復を背景として増産
を主張したロシアやカザフスタン等の要望を受け入れた
ものの、足元で新型コロナウイルス感染が拡大する場面
が見られる等したことから、当該会合開催後サウジアラ
ビアは別途自主的な減産実施を表明する等、OPECプラ
ス産油国の結束を維持するとともに、原油価格の大幅下
落を防止することにより産油国の原油収入の維持を図る
ため、原油生産方針に関し意見の異なる産油国間での原
油生産措置をサウジアラビアが調整する格好となった。
そしてこのような石油市場をめぐる不透明感により、5月
以降の期間においても、サウジアラビアは慎重に減産措
置の実施を推進しようとした。しかしながら、米国エネ
ルギー省のグランホルム長官とサウジアラビアのアブド
ルアジズ エネルギー相が4月1日に電話会談を実施し、
消費者にとって手頃で信頼できるエネルギー価格の重要
性を両者が再確認した前後から、方針が急転換、減産措
置の緩和が議論されるようになり、実際4月1日に開催
されたOPECプラス産油国閣僚級会合ではそれ以降の時
期につき漸進的な減産措置の縮小が決定された。ここに
おいては、原油価格の更なる上昇はすでに高水準となり
つつある国内でのガソリン小売価格の一層の上昇と政権
支持率の低下を招く恐れがある旨危惧する米国の状況
を、サウジアラビアが考慮したものと見られる。

（4） 2021年7月18日開催のOPECプラス産油国

閣僚級会合で8月以降毎月日量40万バレルずつ

減産措置を縮小すること等で合意

①協議内容等
　2021年7月2日にOPECプラス産油国は電話会議形式
で閣僚級会合を開催し（当初開催予定の7月1日から1日
遅延した）、足元で実施している減産措置（7月時点で日
量576万バレル）の8月以降の取り扱いにつき協議、当
該減産措置を2021年8月から12月にかけ毎月最大日量
40万バレル縮小する他、2022年4月末で終了する予定
であった減産措置を2022年末まで延長する方針につき、
大半の減産措置参加国が同意したとされる。ただ、アラ
ブ首長国連邦（UAE）は、8月から12月にかけての減産
措置の段階的な縮小実施については賛成したものの、自
国の原油生産能力が2018年10月時点の日量316.8万バ
レルから同384万バレルへと増加していることから、こ
れに応じて減産措置の基準となる原油生産量の引き上げ
が認められなければ、2022年末までの減産措置の延長
には反対であると主張した。この結果、この日のOPEC
プラス産油国閣僚級会合では全ての減産措置参加産油国
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による同意に到達することができず、当該会合は7月5
日に継続されることとなった。
　しかしながら、7月5日に継続して開催が予定された
OPECプラス産油国閣僚級会合に向けた調整において
も、サウジアラビアとUAEとの意見の相違は解消され
なかったことにより、7月5日に開催される予定であっ
た同閣僚級会合は中止となった。そしてその時点では、
次回のOPECプラス産油国閣僚級会合開催の日程は明示
されず、「しかるべき時点に開催を決定し、それにした
がって発表する」旨OPEC事務局は7月5日に明らかにし
た。そして、このままUAEと、サウジアラビアをはじ
めとする他のOPECプラス産油国との間での協議が妥結
しなければ、7月に実施中のOPECプラス産油国減産措
置が8月以降も同規模のまま実施される（つまり減産措
置の縮小は行われない）との懸念が市場で強まった。
　ただ、その後7月18日にOPECプラス産油国は電話
会議形式で閣僚級会合を開催し、足元で実施している減
産措置を、8月以降当該減産措置が消滅するまで毎月日
量40万バレルずつ縮小することで合意した。同時に
2021年12月時点で石油市場の状況および減産措置参加
国の減産遵守状況等をもとに減産措置を再検討する旨示
唆した。また、これまで2022年4月末に終了すること
となっていた減産措置を2022年末まで延長することと
した。さらに、今後も原則毎月OPECプラス産油国は閣
僚級会合を開催し石油市場の状況を評価するとともに翌
月以降の減産措置につき調整する他、石油市場の状況次
第で2022年9月末に減産措置を終了させるべく努力す
ることとした。
　さらに、2022年5月1日より、イラク、クウェート、
サウジアラビア、UAEおよびロシアといった一部減産
措置参加産油国の基準原油生産量を3 ～ 9％程度引き上
げることとした。ただし、この基準原油生産量の引き上
げは毎月日量40万バレルずつの減産措置の縮小には影
響しない旨7月18日にサウジアラビアのアブドルアジ
ズ エネルギー相が明らかにしている。

②今回の会合の結果に至る経緯および背景等
　2021年6月1日に開催された前回のOPECプラス産油
国閣僚級会合では、2021年8月以降の減産措置に関す
る協議は見送られた。このときの閣僚級会合開催の際に
は、欧米諸国等では新型コロナウイルスワクチン接種普
及が進展しつつあることにより新型コロナウイルス感染
者数が減少するとともに個人の外出規制および経済活動
制限が緩和されつつあったことから、これら地域の石油
需要が回復しつつあったことに加え、5月初頭にかけ新

型コロナウイルス感染が拡大していたインドでも感染者
数が減少し始めたことにより同国でも経済とともに石油
需要が底打ちする兆しが見え始めており、この先世界石
油需給が引き締まる方向に向かうとの観測が市場で増大
するとともに原油相場に上方圧力が加わる格好となって
いた。また、5月29日以降米国では夏場のドライブシー
ズンに伴うガソリン需要期に突入することにより、季節
的な石油需給引き締まり感が市場で強まったことも、原
油価格にとって支援材料となっていた。
　一方で、イラン核合意正常化に向けたイランと西側諸
国等の協議が進行中であり、核合意正常化で協議が妥結
することに伴い、米国の対イラン制裁が解除される等す
ることによりイランからの原油供給が増加するととも
に、世界石油需給が緩和するとの観測が市場で増大した
ことから、原油相場に下方圧力が加わる場面が見られた。
　また、この先新型コロナウイルス感染が再拡大した場
合の石油需要に与える影響につき予測が困難な側面があ
ることにより、世界石油需給バランスがどのように展開
するかについて不透明感が強い状況にあった。
　以上のような石油価格をめぐる様々な上昇及び下落材
料に加え、石油市場をめぐる不透明感により、6月1日
に開催された閣僚級会合では、OPECプラス産油国は、
8月以降の減産措置をめぐる方針決定を見送ることとし
た（サウジアラビアのアブドルアジズ　エネルギー相は
実際に減産措置縮小が必要だと判明した場合に限り減産
措置を縮小する旨6月1日に示唆しており、当該減産措
置の縮小に慎重であることが覗われた）。
　6月1日のOPECプラス産油国閣僚級会合での決定は、
世界石油需給バランス上この先予想される展開をめぐ
る、OPECプラス産油国の慎重な姿勢を示唆していると
の印象を市場に与える格好となり、この結果世界石油需
要の回復に対し当該減産措置の縮小が後手に回るととも
に石油需給が引き締まる方向に向かいやすいとの観測が
市場で増大したこともあり、6月1日の原油価格は前週
末終値比で 1 バレル当たり 1.40 ドル上昇し終値は同
67.72ドルと、2018年10月22日（このときは同69.17ド
ル）以来の高水準に到達した。
　そしてその後も、新型コロナウイルスワクチン接種普
及の進展とともに、欧米諸国等では新型コロナウイルス
感染者数が減少することにより個人の外出規制および経
済活動制限の緩和が進められた（6月15日には米国の
ニューヨークおよびカリフォルニア両州が一部を除き経
済活動制限を全面的に解除した）他、5月6日には1日当
たり新型コロナウイルス新規感染者数が41万4,188人
と過去最高水準に到達したインドでも7月4日時点では新
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規感染者数が3万9,796人と5月6日の10分の1以下の水
準にまで減少するとともに、新型コロナウイルス感染拡
大に伴い4月19日より都市封鎖措置を実施していたイン
ドの首都ニューデリーを含むデリー首都圏等多くの州で
は6月14日に経済活動制限等が緩和される等、同国の経
済および石油需要が持ち直す兆しが明確になった。
　このようななかで、5月29日には米国で夏場のドライ
ブシーズンに伴うガソリン需要期に突入したこともあ
り、原油価格は6月10日以降継続的に終値ベースで1バ
レル当たり70ドルを超過するようになる等上昇傾向と
なり、同国のガソリン需給の引き締まり観測から全米ガ
ソリン小売価格は5月10日以降米国国民の不満が高ま
り始める1ガロン当たり3ドルを超過して上昇し続けた

（図5参照）ことにより、バイデン政権への支持率に影響
が及ぶ恐れが増大しやすい状態となった。
　ただ、OPECプラス産油国閣僚級会合が開催された7
月2日の時点においても、依然としてイランと西側諸国
等との協議は継続中であり、この面では、今後も、イラ
ン核合意正常化に向けたイランと西側諸国等の協議が妥
結し、米国の対イラン制裁が解除される等することによ
りイランからの原油生産が増加するとともに、世界石油
需給の緩和感が市場で強まる結果、原油相場に下方圧力
が加わりやすくなるといった展開となることも否定でき
なかった。また、例えば、6月10日には、米国財務省が
イラン国営石油会社NIOC元幹部を含むイラン政府関係
者3人およびイラン企業2社に対して科していた制裁を
解除する旨報じられたことにより、当該報道直後の同日
昼頃（米国東部時間）には、それまで1バレル当たり70
ドルを超過する水準で推移していた原油価格が5分足ら
ずの間に68.68ドルまで下落する場面が見られた（その
後当該制裁解除は定常的なものでありイラン核合意正常
化をめぐる米国とイランとの協議とは関係ない旨米国政
府関係者が同日明らかにしたと報じられたことにより、
原油価格は回復に向かった、図6参照）等、原油価格の
不安定な動きが垣間見られた。
　そして、緩和的な金融政策の下、低コストで調達され
た投資資金が活発に原油市場へ流入していることが原油
相場を下支えしている側面があると見られることもあ
り、今後も、例えばOPECプラス産油国減産措置の更な
る緩和に、イラン核合意正常化に向けた協議の妥結到達
による米国の対イラン制裁解除に伴うイランからの原油
供給拡大観測が重なることや、新型コロナウイルス変異
株の感染拡大で経済および石油需要の回復が影響を受け
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出所：米国エネルギー省データをもとに作成

全米平均ガソリン小売価格（2019 ～ 22 年）図5

※横軸：時刻、縦軸（右側）：原油価格（ドル / バレル）
出所：CME/NYMEX

米国のイラン政府関係者制裁解除に伴う原油価格
急落（赤丸部分）（2021 年 6 月 10 日）図6
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ること等により、この先の石油需給引き締まりと原油価
格の上昇期待をめぐる石油市場関係者の心理が転換する
ようであれば、これまで流入していた投資資金が一転退
出することにより原油価格が急落するといった展開とな
ることも否定できなかった。
　このような状況下で、OPECプラス産油国は8月以降
については、減産措置を縮小し世界石油需給の引き締ま
り感の強まりと原油価格の更なる大幅上昇を抑制しよう
とした一方、減産措置の縮小幅を毎月日量40万バレルと
小刻みにすることで世界石油需給の緩和感の増大加速と
原油価格の急落を防止しようとしたものと考えられる。
　2021年8月から12月にかけ日量40万バレルの減産措
置の縮小を実施した場合、その時点での見通しでは
2021年第3および第4四半期は世界石油需要が供給を超
過するものの、季節的に石油需給が緩和する2022年第1
四半期は一転して世界石油供給が需要を超過することに
なる（なお、2022年第1四半期においては、更なる減産
措置の縮小は想定していない）ため、2021年後半の石油
需要超過を2022年第1四半期の石油供給超過で相殺す
る格好となり、この時期全体として世界石油需給は均衡
することになる（表1および表2参照）。

　また、従来 OPECプラス産油国による減産措置は
2022年4月30日で終了することとなっていたが、もし
そのとおりにした場合、2022年5月から12月にかけては、
それまでOPECプラス産油国が減産していた結果市場へ
の供給が排除されていた原油が再び石油市場に流入する
ことに伴い供給過剰となることにより、世界石油市場に
おいて余剰在庫が積み上がるとともに、石油需給緩和感
が市場で強まり原油相場に下方圧力が加わる可能性があ
ることから、2022年末までの減産措置継続を決定する
ことにより、サウジアラビアをはじめとするOPECプラ
ス産油国は将来の石油需給緩和感の市場での醸成を抑制
しようとしたものと見られる。
　しかしながら、7月1日に開催されたOPECプラス産
油国JMMCにおいて、UAEから、2018年10月時点で
の自国の原油生産能力日量316.8万バレルが7月1日時点
では同384万バレルへと増強されていることにより、減
産措置の基準となる原油生産量を引き上げることを要求
し、それが受け入れなければ、2022年末までの減産措
置の延長を承認しない旨主張したことにより、議論が紛
糾した結果、JMMCを7月2日にも実施することとなった。
　UAEは、これまで自国の基準原油生産量が低いにも

単位：日量百万バレル

2020 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 2021

総需要① 91.03 93.31 94.87 97.96 99.31 96.39

非 OPEC 石油生産 63.06 61.98 63.68 65.16 65.59 64.11

OPEC 原油生産 25.69 25.24 25.51 27.07 27.83 26.42

OPEC NGL 生産 5.18 5.21 5.31 5.34 5.34 5.30

総供給② 93.92 92.43 94.50 97.57 98.76 95.84

在庫変動その他（② - ①） 2.892.89 -0.88-0.88 -0.37-0.37 -0.40-0.40 -0.55-0.55 -0.55-0.55

注 1：イランおよびベネズエラについては 2021 年 5 月の原油生産量がその後も維持されるものと仮定
注 2：2021 年 8 月から 12 月にかけ OPEC プラス産油国は毎月日量 40 万バレル増産すると仮定
出所：各種データをもとに試算

世界石油需給バランスシナリオ（2021 年）(2021 年 7 月 2 日 OPEC プラス産油国閣僚級会合開催時点）表1

単位：日量百万バレル

2021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022

総需要① 96.39 98.28 98.57 100.35 100.59 99.46

非 OPEC 石油生産 64.11 65.58 67.10 68.28 68.24 67.31

OPEC 原油生産 26.42 28.08 29.68 30.46 30.46 29.68

OPEC NGL 生産 5.30 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54

総供給② 95.84 99.20 102.32 104.29 104.24 102.53

在庫変動その他（② - ①） -0.55-0.55 0.920.92 3.753.75 3.943.94 3.653.65 3.073.07

注 1：イランおよびベネズエラについては 2021 年 5 月の原油生産量がその後も維持されるものと仮定
注 2：2021 年 8 月から 12 月にかけ OPEC プラス産油国は毎月日量 40 万バレル増産すると仮定
注 3：OPEC プラス産油国の原油生産量は 2022 年 1 ～ 4 月は 2021 年 12 月の水準と同等、以降は減産措置を終了すると仮定
出所：各種データをもとに試算

世界石油需給バランスシナリオ（2022 年）(2021 年 7 月 2 日 OPEC プラス産油国閣僚級会合開催時点）表2
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かかわらずOPECプラス産油国の減産措置に合意してき
たのは、善意の姿勢を示すとともに2022年4月末に減
産措置が終了するとされていたためである旨同国が明ら
かにしたと7月2日に伝えられる。また、UAEはOPEC
加盟が同国の長期的利害（将来の世界石油需要見通しに
関する不透明感が強まるなか、早期に原油を生産し収入
を確保しておく必要性があるかもしれないと同国が認識
していることが背景にあると見る向きもある）に合致し
ているかどうか検討していた（その際OPEC脱退といっ
た選択肢も含まれていたとされる）とも2020年11月17
日に伝えられていた。
　そして、7月2日に開催されたOPECプラス閣僚級会
合においても、UAEは減産措置の段階的縮小には賛成
するものの、2022年4月末に終了する予定である減産
措置の2022年末までの延長の決定については、自国の
基準原油生産量の引き上げが認められなければ反対する
旨主張した。
　7月3日にも、UAEのマズルーイ エネルギー相が、
石油市場が必要としていることから、2021年8月以降
の減産措置の段階的縮小には無条件で賛成するものの、
2022年4月末に終了する予定である減産措置の2022年
末までの延長の決定については、実際に延長を決定しな
ければならない時期までにはなお8 ～ 9カ月程度の時間
的余裕があるため、この先開催される予定である閣僚級
会合まで決定を先送りすべきである旨改めて主張した。
　しかしながら、2021年2 ～ 6月に最大日量100万バ
レルの自主的な減産を実施したサウジアラビアのアブド
ルアジズ エネルギー相は、減産措置の延長は減産措置
の規模縮小と同様に直ちに決定すべき最重要課題である
ため、議論の先送りは認められない旨示唆した（前述の
通り、2022年4月までの減産措置終了後の世界石油需
給緩和感の市場での醸成により、原油価格に負の影響が
及ぶ恐れがあることに対し、そのような事態を未然に防
ぐ必要がある旨サウジアラビアが認識していたことが背
景にあるものと考えられる）他、OPECプラス産油国の
一部の産油国につき単一の月を減産措置の基準原油生産
量として採用するのは困難であり、また、採用すべきで
はない旨7月4日に反論した。原油価格の安定を重視す
るサウジアラビアは、UAEの減産措置基準原油生産量
の引き上げを認めれば、他の減産措置参加産油国も原油
生産目標を引き上げるべく基準原油生産量の改訂を要望
する可能性があり、結果として新たな原油生産目標設定
をめぐる議論が複雑化することにより、市場がOPECプ
ラス産油国の結束を疑問視するようになるとともに、原
油価格に負の影響が及ぶ恐れもあったため、そのような

事態は回避したいと考えていたものと見られる。
　このようなことから、7月2日に開催されたOPECプ
ラス産油国閣僚級会合では合意に到達することができ
ず、7月5日に改めて当該会合を開催し協議を継続する
ことにしたが、7月5日の会合に向けた関係産油国間で
の調整過程においても、サウジアラビアとUAEとの意
見の相違は解消されなかったため、7月5日に開催され
る予定であった会合は中止となり、次回の閣僚級会合の
開催日も未定となった。
　7月5日に開催が予定された閣僚級会合が中止された
ことにより、8月以降の減産措置の縮小（つまり事実上
の増産）が見送られる可能性が高まったとの見方ととも
に、世界石油需給の引き締まり観測が市場で増大したこ
とにより、原油相場に上方圧力が加わった結果、7月5
日以降原油価格が上昇する場面が見られ、7月6日未明（米
国東部時間）には一時1バレル当たり76.98ドルと2014
年11月24日の取引日（この日の高値は同77.02ドル）以
来の高水準に到達した。他方、全米平均ガソリン小売価
格も7月12日には1ガロン当たり3.227ドルへと上昇を
続けたことにより、米国国民のガソリン小売価格上昇に
よる同国バイデン政権に対する不満が一層強まりやすい
状況となった。
　これに対し、7月6日には米国バイデン政権のサキ大
統領報道官が、バイデン政権は米国のガソリン小売価格
に対するOPECプラス産油国間での減産措置をめぐる協
議の影響につき関心を持つとともに、手頃で信頼できる
エネルギー供給を促進させるべく、サウジアラビアおよ
びUAEの関係者と接触、原油価格上昇抑制に向け両国
が妥協するよう事実上の働きかけを行った旨示唆した。
併せてOPECプラス産油国を構成するロシアおよびク
ウェートがサウジアラビアとUAEとの間での妥協を図
るべく仲介していると7月7日に伝えられる。このような、
米国、ロシアおよびクウェートによる接触や仲介努力を
通じ、サウジアラビアとUAEとの間での妥協が図られ、
改めて7月18日にOPECプラス産油国閣僚級会合が開
催された結果、減産措置の規模縮小が決定されたものと
見られる。
　すでにサウジアラビアをはじめとする一部のOPECプ
ラス産油国は需要家に対し8月販売の原油数量や価格に
つき通知し始めていると7月7日以降伝えられたが、
OPECプラス産油国は8月の減産措置の規模についても7
月のそれから日量40万バレル縮小することを決定した。
また、2022年5月1日以降減産措置に対する基準原油生
産量を一部産油国につき引き上げ、そのうち、2022年
末までのOPECプラス産油国減産措置延長の条件として
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日量384万バレルへの基準原油生産量の引き上げを主張
していたUAEに対しては、半分程度の引き上げ幅に当
たる日量350万バレルを認めることで、UAEとの間で
妥協を図った。また、基準原油生産量の引き上げをめぐ
るUAEとの妥協に至る過程では、イラクも基準原油生
産量の引き上げを検討している旨7月14日に伝えられた
等、他の減産措置参加OPECプラス産油国の中にも基準
原油生産量の引き上げを希望している産油国があったと
見られ、そのような産油国の基準原油生産量を引き上げ
ることで、それら産油国にも配慮するとともに、OPEC
プラス産油国感での結束の維持を図る格好となった。
　さらに、減産措置の縮小を2022年においても継続す
る方針である他、石油市場の状況によっては2022年9
月末で減産措置を終了すべく努力する旨今次OPECプラ
ス産油国閣僚級会合で打ち出しており、これは、原油価
格の更なる上昇を抑制しようとするOPECプラス産油国
による配慮であるものと考えられる（ただし、実際2022
年においても日量40万バレルの増産を継続した場合に
は、2022年全体として世界石油供給が需要を相当程度
上回ることになる旨予想された（表3参照）ことから、以
降サウジアラビアを初めとするOPECプラス産油国はこ
れ以上の減産措置の加速には慎重になったものと考えら
れる）。
　一方、新型コロナウイルス変異株による感染拡大と世
界経済および石油需要の下振れの可能性等の要因によ
り、市場関係者の心理が急変するとともに、投資資金が
急速に退出することにより、原油価格が急激に押し下げ
られる可能性を含め、石油市場の状況変化にも遅滞なく
対処できるよう、次回OPECプラス産油国閣僚級会合を
9月1日と、今回のOPECプラス産油国閣僚級会合から
約1カ月半後という比較的短い間隔で以て開催すること
にした他、この先も原則毎月OPECプラス産油国閣僚級
会合を開催し翌月以降の減産措置につき検討できるよう

にしたものと思われる。

（5） 2021年8月～ 2022年6月のOPECプラス

産油国の原油生産をめぐる行動

　2021年8月から2022年4月にかけては、OPECプラ
ス産油国は、毎月前月比で日量40万バレルの減産幅縮
小を実施した。また、2022年5 ～ 6月においては、前
月比で日量43.2万バレルと若干減産幅縮小ペースを加
速した。2021年8月から2022年2月にかけては、新型
コロナウイルスワクチン接種の普及は進展しつつあった
ものの、なお、ワクチンの効果を低減させると考えられ
るような変異株の出現等により、新型コロナウイルス感
染の完全な収束が図られない等、世界経済と石油需要を
めぐる不透明感が強いままとなった一方、足元の全米平
均ガソリン小売価格は同国国民がバイデン政権に対し不
満を増大させ始める1ガロン当たり3ドルを超過し続け
ていたことにより、OPECプラス産油国がここで減産措
置の縮小を減速させれば原油相場とともに全米ガソリン
小売価格が更に上昇することにより、米国バイデン政権
のOPECプラス産油国に対する不満が高まるものと予想
されたことから、OPECプラス産油国としては減産措置
縮小の減速は事実上困難であった一方、米国の消費者物
価上昇が頭打ちの兆候を見せ始めているうえ、夏場のド
ライブシーズンに伴うガソリン需要期も終了に向かった
こともあり、ガソリン小売価格高騰に伴う米国国民のバ
イデン政権への不満もこれ以上大幅に増大するわけでは
ないものと見られたこともあり、OPECプラス産油国と
しても減産幅の縮小を急いで加速する必要性に迫られて
いたわけでもなかった。
　また、2022年2月24日のロシアのウクライナへの事
実上の侵攻開始等による西側諸国等の対ロシア制裁の発
動、そしてその報復措置としてロシアからのエネルギー
供給削減の実施可能性に対する懸念の増大により、2月

単位：日量百万バレル

2021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022

総需要① 96.45 98.24 98.67 100.27 100.60 99.45

非 OPEC 石油生産 64.11 65.84 67.01 68.11 68.28 67.32

OPEC 原油生産 26.36 28.46 29.22 29.98 30.34 29.51

OPEC NGL 生産 5.28 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

総供給② 95.75 99.81 101.73 103.59 104.12 102.33

在庫変動その他（② - ①） -0.70-0.70 1.561.56 3.073.07 3.333.33 3.533.53 2.882.88

注 1：イラン、リビアおよびベネズエラについては 2021 年 6 月の原油生産量がその後も維持されるものと仮定
注 2： 2021 年 8 月より OPEC プラス産油国は毎月日量 40 万バレル増産すると仮定
出所：各種データをもとに試算

世界石油需給バランスシナリオ（2022 年）（2021 年 7 月 18 日 OPEC プラス閣僚級会合開催時点）表3
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1日に1バレル当たり88.20ドルの終値であった原油価
格は3月1日には同103.41ドルとなる等上昇傾向となっ
た。しかしながら、OPECプラス産油国は、2022年の
世界石油需給バランスは依然として供給過剰になるもの
と予想され、足元の原油価格の上昇は実際の石油供給不
足によるものではなく、ウクライナをめぐる西側諸国等
とロシアとの対立の高まりによる、ロシアからの石油供
給途絶可能性に対する懸念を織り込んだものであり、そ
のような懸念が後退した場合、もしくは、今後イラン核
合意正常化に伴い米国からの対イラン制裁が緩和される
とともにイランからの原油供給が拡大した場合、石油供
給過剰感が市場で増大する結果、原油価格が急落する恐
れがあるものと認識しており、したがって減産措置の緩
和縮小の加速には慎重な姿勢であることが示唆された。
また、ロシアのウクライナへの事実上の侵攻実施に対す
る欧米諸国等の対ロシア制裁の発動およびロシア産石油
を購入することに伴う企業の評判リスク（Reputation 
Risk）への不安からロシア産石油購入を敬遠する動きが
西側諸国等の石油会社間に広がる結果、ロシアの石油生
産が大幅に減少することが懸念された（2022年3月16
日にIEAは2022年第2四半期以降ロシアの石油生産量
が日量300万バレル下振れするとの見通しを明らかにし
ていた）ものの、足元でロシアからの石油供給は大幅に
減少していたわけではないことに加え、ロシアがOPEC
プラス産油国の重要な構成国であったこともあり、拙速
に原油生産目標を引き上げることで、石油需給緩和感が
市場で急速に醸成されるととともに原油価格が急落する
ことを通じ、西側諸国等による石油購入が抑制されると
ともに増産が困難になる可能性のあったロシアの石油収
入が減少することにより、OPECプラス産油国の結束が
乱れる事態に陥ることを回避しようとした結果、OPEC
プラス産油国は従来方針どおり前月比で日量40万バレ
ルの原油生産目標引き上げを実施するにとどめる格好と
なった。なお、5 ～ 6月については、減産措置縮小規模
を日量40万バレルから同43.2万バレルへと引き上げて
いるが、これは5月よりOPECプラス産油国基準原油生
産量が一部産油国で増加（従来のものよりも合計で日量
163万バレル拡大）したことに伴う、事務的な減産措置
の調整であるとOPECプラス側は説明している。

（6） 2022年7 ～ 9月のOPECプラス産油国の原油

生産をめぐる行動

　OPECプラス産油国は2022年6月2日に閣僚級会合を
開催し、2022年7月の減産措置につき前月比で日量
64.8万バレル規模を縮小して実施する旨決定した。

　この決定の背景としては、まず、3月28日より実施し
ていた中国上海市の新型コロナウイルス感染抑制のため
の都市封鎖措置が6月1日を以て解除されたこともあり、
同国での経済成長と石油需要の伸びの回復に対する期待
が市場で拡大したことが挙げられる。
　加えて、5月17日にウクライナ南東部の主要都市であ
るマリウポリがロシア軍によって事実上制圧される等、
ロシアのウクライナに対する事実上の侵攻が継続したこ
ともあり、欧州のロシア産石油輸入禁止措置実施に向け
た動きが見られたり、ロシアが欧州一部諸国に対し天然
ガス供給停止措置を実施したりしたことにより、欧州諸
国等での石油需給引き締まり感が強まった。
　このような要因により、5月5日に開催されたOPECプ
ラス産油国閣僚級会合直前の5月4日には1バレル当たり
107.81ドルの終値であった原油価格は、6月2日に開催
されたOPECプラス産油国産油国閣僚級会合開催直前の
6月1日には同115.26ドルの終値となるなど、上昇傾向
となった。
　さらに、夏場のドライブシーズンに伴うガソリン需要
期に突入した米国ではガソリン小売価格が5月30日時
点で1ガロン当たり4.727ドルと1993年4月以降の同国
週間ガソリン小売価格統計史上最高水準に到達した。
　このようなこともあり、5月27日の週には、米国バイ
デン政権関係者がサウジアラビアを訪問、OPECプラス
産油国の減産措置縮小ペースの加速を事実上働きかけた
ものと見られる。
　しかしながら、サウジアラビアはOPECプラスの重要
な構成国であるロシアとの関係を維持することを含め
OPECプラス産油国間での結束にも配慮する必要があっ
た。このため、当初想定されていたと見られる7 ～ 9月
の期間における毎月前月比で日量43.2万バレルの減産
措置の縮小を7 ～ 8月に前倒しして実施すべく、7月（お
よび8月）は前月比で日量64.8万バレル減産措置を縮小
するものの、9月の減産措置縮小ペースについては今後
の世界石油需給バランスを考慮して再調整する余地を残
すことにより、原油価格が大幅に下落することに伴うロ
シアの石油収入減少の抑制を試みたものと考えられる

（その後6月30日に開催されたOPECプラス産油国閣僚
級会合では、改めて8月の減産措置を前月比で日量64.8
万バレル引き下げる旨決定している）。
　実際2022年8月3日に開催されたOPECプラス産油
国閣僚級会合では、2022年9月の原油生産目標を前月
比で日量10万バレル拡大する旨決定する等、7 ～ 8月の
原油生産目標の引き上げから引き上げ幅が相当程度縮小
した。
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　6月30日に開催されたOPECプラス産油国閣僚級会合
後、米国のバイデン大統領が、7月に予定している中東
諸国訪問の際原油生産拡大を要請する旨表明したことに
より、OPECプラス産油国による原油生産拡大と石油需
給緩和期待が市場で醸成された。また、中国の上海市を
含む一部都市で、新型コロナウイルス感染が拡大する兆
候が見られたこと、米国の物価上昇が加速した結果同国
金融当局関係者が金融引き締め政策を強化するとの見方
が市場で発生したこと、欧米諸国経済が減速している旨
示唆する経済指標類が発表されたこと等、この先石油需
要の伸びが鈍化するとの懸念が市場で増大した。このた
め、6月30日に開催された閣僚級会合開催直前の6月29
日に1バレル当たり109.78ドルであった原油価格は8月
3日に開催された閣僚級会合開催直前の8月2日には
94.42ドルとなる等下落傾向となった。他方、ロシアか
らの石油供給は依然大幅に減少しているようには見受け
られなかった。さらに、米国では夏場のドライブシーズ
ンに伴うガソリン需要期に突入していたにもかかわら
ず、7月22日までの4週間平均の同国ガソリン需要が前
年同期比で7.1％減少する等、必ずしも石油需要が旺盛
であるわけではなかったうえ、この先9月初頭以降の秋
場の石油不需要期に向け製油所の原油購入意欲が低下す
るとともに、この面で原油相場に更なる下方圧力が加わ
りうることが想定された。このように、この先の石油需
給の緩和感が感じられうるような状況下において、原油
供給を大幅に拡大すれば、石油需給緩和感が市場で増大
する他、OPECプラス産油国が石油需給緩和に対し寛容
な姿勢を見せ始めたと市場関係者が受け取ることによ
り、原油相場に一層の下方圧力が加わる恐れがあった。
これにより、OPECプラス産油国の重要な構成国である
ロシアの石油収入が減少する可能性が高まるとともに、
OPECプラス産油国間の結束に問題が生じることが懸念
された。以上のような要因により、OPECプラス産油国
は原油生産政策につき慎重に対処した結果、8月3日に
開催されたOPECプラス産油国閣僚級会合では、9月の
原油生産目標を前月から小幅の拡大にとどめる旨決定し
たものと考えられる。
　さらに、9月5日に開催されたOPECプラス産油国閣
僚級会合では、2022年10月の原油生産目標を前月比で
日量10万バレル削減する旨決定する等、2020年5月1
日より実施したOPECプラス産油国減産措置において初
めて原油生産目標を削減した（なお、一部産油国の自主
的減産を含めれば2021年2月にサウジアラビアが日量
100万バレルの自主的な減産を実施して以来の原油生産
目標削減となる）。

　8月3日に開催された前回のOPECプラス産油国閣僚
級会合以降、石油市場では、米国ガソリン需要低迷をめ
ぐる懸念の増大が、原油価格に下方圧力を加えた。また、
中国での新型コロナウイルス感染抑制のための一部都市
における封鎖措置等の実施および中国経済が減速しつつ
あることを示唆する指標類の発表も、原油価格を押し下
げた。さらに、物価上昇を抑制するための政策金利引き
上げを支持する旨の欧米金融当局者等の発言により、こ
の先の世界経済減速に伴う石油需要の伸びの鈍化懸念が
市場で増大したことでも、原油価格は下振れした。この
ようなことから、8月3日に開催された閣僚級会合直前
の8月2日には1バレル当たり94.42ドルの終値であった
原油価格は、9月3日に開催された閣僚級会合直前の9
月2日には同86.87ドルの終値へと下落したうえ、8月
16日には同86.53ドルの終値と、ロシアによるウクライ
ナへの事実上の侵攻開始（2月24日）以前の1月25日以
来の低水準に到達する場面も見られた他、特に8月29
日から9月1日にかけては、1バレル当たり10.40ドル下
落する等、下げ足が速まる兆候が見られた。他方、米国
では、9月3 ～ 5日の連休を以て夏場のドライブシーズ
ンに伴うガソリン需要期が終了することもあり、全米平
均ガソリン小売価格は6月13日に到達した1ガロン当た
り5.107ドルの史上最高水準から折り返し、8月29日に
は同3.938ドルと、依然として低水準ではないものの、
沈静化しつつあったことから、ガソリン小売価格引き下
げのための米国のサウジアラビア等OPECプラス産油国
に対する原油価格引き下げをめぐる働きかけも相対的に
弱まるものと見られた。このようなことから、サウジア
ラビアを含むOPECプラス産油国は、更なる原油価格の
下落による原油収入減少を防止するために先制的に行動
することを優先させ、市場での石油需給緩和感の抑制を
図るべく、10月の原油生産量を前月比で減少させる旨
決定したものと考えられる。

（7） OPECプ ラ ス 産 油 国 が 2022 年 11 月 か ら

2023 年 12 月 に か け て の 原 油 生 産 目 標 を

2022年10月比で日量200万バレル削減する

旨決定

①協議内容等
　2022年10月5日にOPECプラス産油国は閣僚級会合
を対面形式で開催し（対面形式でのOPECプラス産油国
閣僚級会合開催は2020年3月5日以来のことであった）、
2022年11月から2023年12月にかけてのOPECプラス
産油国の原油生産目標を2022年10月比で日量200万バ
レル削減する旨決定した。
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　この決定の背景には、世界経済および石油市場をめぐ
り不確実性が強まったことに加え、石油市場に対し
OPECプラス産油国が長期的な対処方針の表明を強化す
る必要があったことがある旨当該会合後に発表された声
明で示唆された。
　さらに、生産目標の完全遵守に固執することが極めて
重要であることを当会合で再確認し、（これまで生産目
標を達成できていない産油国は生産目標を完全に達成す
るための）追加生産調整計画（当該調整期間は2023年3
月31日までとする）を速やかに提出するよう、会合で要
請された。
　なお、次回のOPECプラス産油国閣僚級会合は12月4
日に開催される予定である。また、OPECプラス産油国
閣僚級会合はOPEC総会とともに6カ月毎に開催するこ
とを今回の会合で決定した他、市場の動向により必要と
される場合にOPECプラス産油国閣僚級会合を含めた追
加の会合を開催する権利をJMMCに付与することとした

（なお、JMMCは2カ月毎に開催される予定である旨、サ
ウジアラビアのアブドルアジズ エネルギー相が会合開催
後の記者会見で明らかにしている）。
　今回のOPECプラス産油国閣僚級会合後の記者会見
で、サウジアラビアのアブドルアジズ エネルギー相は、
西側諸国等による金融引き締め政策推進（に伴う原油相
場への下方圧力）に対し先制的に行動する必要があった
旨説明した。
　他方、今回のOPECプラス産油国閣僚級会合での決定
に対し、10月5日に米国のバイデン大統領は減産措置の
強化は必要ないものであるとして批判した。また、
OPECプラス産油国閣僚級会合での減産措置強化の決定
を受け、米国バイデン政権の国家安全保障担当顧問のサ
リバン（Sullivan）氏と国家経済会議（NEC：National 
Economic Council）委員長のディーズ（Deese）氏が声明
を発表した。そのなかで、世界経済がロシアのプーチン
大統領のウクライナ侵略に伴う継続的な負の影響と格闘
するなかでのOPECプラス産油国による短絡的な減産の
決定に失望した旨米国のバイデン大統領が表明したこと
が明らかになった。また、バイデン大統領は、米国民を
防衛しエネルギー安全保障を増進するため適切なSPR
放出を指示し続ける意向である他、エネルギー省長官に
対し中期的な国内（原油）生産の増加を継続させるための
追加の責任ある行動を検討するよう指示するとした。さ
らに、バイデン政権は、米国エネルギー企業に対しガソ
リン小売価格を引き下げ続けるよう要請した他、OPEC
のエネルギー価格に対する支配力を低減させるよう追加
方策と権限につき議会と協議する方針である旨明らかに

した。
　なお、OPECプラス産油国閣僚級会合後の記者会見に
おいてサウジアラビアのアブドルアジズ エネルギー相
は、上述の米国バイデン政権の声明について意見を求めら
れたが、「そのような立場にない」として発言を拒否した。

②今回の会合の結果に至る経緯および背景等
　9月5日に開催された前回のOPECプラス産油国閣僚
級会合以降においては、米国等での夏場ドライブシーズ
ンに伴うガソリン需要期終了による季節的なガソリン需
給の緩和感が石油市場で増大したことが、原油相場に下
方圧力を加えた。
　また、9月20 ～ 21日に開催されたFOMCで0.75％の
政策金利の引き上げが決定された他、この先の政策金利
予想が2022年末時点で4.4％、2023年末時点で4.6％と、
6月14 ～ 15日時点に発表された前回予想である2022
年末時点で3.4％、2023年末時点で3.8％から引き上げ
られた旨9月21日にFRBが明らかにしたこと、FOMC
開催後の記者会見でパウエルFRB議長が、物価上昇沈
静化のため経済成長がある程度犠牲になる恐れがある旨
明らかにしたことや、米国のクリーブランド連邦準備銀
行のメスター総裁およびボストン連邦準備銀行のコリン
ズ総裁を初めとして複数の米国金融当局関係者が積極的
な金融引き締め政策推進を支持する旨示唆したことによ
り、米ドルが上昇したり、政策金利の引き上げを含む積
極的な金融引き締め政策に伴い経済が減速するとの懸念
が市場で増大したことを通じ米国株式相場が下落したり
したことでも、原油価格は押し下げられた。
　さらに、米国に続き、9月22日に英国、スイス、ノル
ウェーおよび南アフリカ等の中央銀行が政策金利引き上
げを発表したことにより、世界的な景気後退発生に対す
る懸念が市場で増大したことでも、原油価格は下落した。
　加えて、1972年以来の大型減税を実施する旨9月23
日に英国のトラス首相およびクワーティング財務相が発
表したことにより、英国政府財政状況悪化懸念から英ポ
ンドが大幅に下落したことに対し、前年比2％の物価上
昇目標を達成するために必要とされる政策金利の調整を
躊躇なく実施する方針ではあるものの、（英ポンド下落
防止のための）緊急対策を講ずるつもりはない旨9月26
日に英国イングランド銀行（中央銀行）のベイリー総裁が
示唆したことにより、英国経済混乱観測が市場で強まる
とともに英ポンドが下落し続けた反面米ドルが上昇した
ことでも、原油価格は下振れした。
　このようなことから、前回閣僚級会合直前の9月2日
には1バレル当たり86.87ドルの終値であった原油価格
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は9月26日には同76.71ドルの終値と、ロシアによるウ
クライナへの事実上の侵攻開始以前の1月3日（このとき
の終値は同76.08ドル）以来の低水準に到達する場面が
見られた。
　そして、原油価格下落により、増産余地のない産油国
を中心として原油収入が減少する可能性が増大したこと
への懸念がOPECプラス産油国間で強まったものと見ら
れる。
　特にロシアについては、2022年1月に日量1,007万バ
レルであった原油生産量（コンデンセート除く）が2022
年9月には推定同987万バレルへと減少した（なお、同
国の2022年9月の原油生産目標は日量1,103万バレル
であったが、同国のウクライナへの事実上の侵攻実施に
伴う西側諸国等による対ロシア制裁発動およびロシア産
石油を購入することに伴う西側諸国等の石油企業に対す
る評判リスクへの懸念による同国産石油購入敬遠の動き
等もあり、同国は原油生産目標を大きく下回った水準で
の生産を余儀なくされていた）（図7参照）。
　また、西側諸国の石油企業等がロシア産石油の購入を
敬遠するようになったこともあり、ロシアの主要原油で
あるウラル（Urals）の原油価格が他の原油に比べ大幅に
下落、4月18日には欧州の指標原油であるブレントの価
格を1バレル当たり40ドル強下回る場面も見られた（な
お、ここではブレント原油価格はタンカーへの積載地で
の引き渡し価格であることに対し、ウラル原油価格は
ロッテルダムでの引き渡し価格である）。
　9月26日時点ではウラル原油価格がブレント原油価格
を下回る幅は1バレル当たり23.36ドルと、4月18日に
比べれば価格差は縮小したものの、4月18日から9月26
日に至るまでに原油価格自体が下落した（4月18日には

1バレル当たり113.16ドルの終値であったブレント原油
価格は9月26日には84.06ドルの終値となった）ことに
より、9 月 26 日のウラル原油価格も 1 バレル当たり
60.70ドルと4月18日の水準（同72.25ドル）から16.0％
下落、ロシアのウクライナへの事実上の侵攻開始の相当
以前の時点である2021年4月13日（このときは同60.63
ドル）以来の低水準となった。
　このようにロシアでは、原油生産量が減少気味で推移
したうえ、原油販売価格も下落したことから、ロシアの
原油収入は2022年初頭に比べ相当程度減少しているも
のと推測される。
　このため、ウクライナへの事実上の侵攻実施に際しそ
の戦費を捻出する必要のあるロシアは、国家予算の相当
な部分を占める原油収入を確保する必要があるものの、
同国は原油販売量を拡大することが困難であったことも
あり、下落しつつあった原油価格の持ち直しに向けた方
策の遂行を希望したものと見られ、今回のOPECプラス
産油国閣僚級会合開催に際し日量100万バレルの原油生
産目標の引き下げを同国が主張する可能性が高い旨9月
27日に伝えられた。
　なお、前述のとおりロシアの原油生産量は、従来から
原油生産目標を下回っていたことにより、OPECプラス
産油国全体として原油生産目標を引き下げたとしても、
それは、原油生産目標近辺で生産するサウジアラビア等
一部の産油国の原油生産には影響を与えるものの、ロシ
アの原油生産には実質的にはほとんど影響がないものと
考えられた。
　また、原油生産拡大に苦慮する他のOPECプラス産油
国も、原油価格の引き上げが望ましい旨考えていたもの
と思われ、足元の原油価格がすでに一部のOPECプラス

ドル/バレル日量万バレル

原油生産量（左軸） ウラル原油価格（右軸）
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※コンデンセートを除く、またウラル原油価格はロッテルダムでの引き渡し価格
出所：各種資料をもとに推定

ロシア原油生産量とウラル原油価格（2022 年）図7
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産油国の予算に影響を与えつつあることにより、これ以
上価格が下落するようであれば、OPECプラス産油国は
減産措置の強化を検討するかもしれない旨9月22日に
ナイジェリアのシルバ石油資源相が発言している。
　他方、米国では、9月3 ～ 5日の連休を以て夏場のド
ライブシーズンに伴うガソリン需要期が終了したことも
あり、EIAが発表する週間全米平均ガソリン小売価格は、
10月3日には同3.909ドルへと下落したことから、この
面ではガソリン小売価格引き下げのための米国によるサ
ウジアラビア等主要OPECプラス産油国に対する原油価
格引き下げをめぐる働きかけを強める必要性は相対的に
後退する格好となった。
　それでも、11月8日に予定される米国連邦議会中間選
挙投票を控え、依然として米国のガソリン小売価格は低
水準とは言い難い状況であったことから、原油価格の安
定化を目指し、2022年10月に終了する予定であった同
国SPRからの原油供給につき、当初予定された1.8億バ
レルの原油供給量に対し9月19日時点での実際の供給
量が1.55億バレルにとどまっていたこともあり、11月
も最大1,000万バレルの原油をSPRから供給する方針で
ある旨9月19日に米国エネルギー省（DOE）が明らかに
した他、米国国務省のエネルギー安全保障担当顧問であ
るホクスタイン（Hochstein）氏と米国バイデン政権の中
東政策調整官であるマクガーク（McGurk）氏が9月23日
にサウジアラビアのムハンマド皇太子との間でエネル
ギー安全保障やイエメン問題等の中東情勢を含む内容に
関しサウジアラビアのジェッダで会合の機会を持った旨
同日国営サウジ通信が伝えたうえ、10月5日のOPECプ
ラス産油国閣僚級会合開催直前の時点においても、米国
政府関係者が中東湾岸OPECプラス産油国関係者に対
し、電話連絡を通じ、その時点でOPECプラス産油国が
検討していると報じられたところの減産措置の強化を撤
回させようとしたと伝えられる等、引き続き米国はサウ

ジアラビアに対し原油価格安定をめぐる働きかけを行っ
ていたものと見られる。
　しかしながら、原油価格が下落傾向となったことによ
り、特にOPECプラス産油国の重要な構成国であるロシ
アをはじめとする原油生産拡大余地の少ないOPECプラ
ス産油国の原油収入の減少への懸念が増大したことに加
え、原油相場下落拡大の兆候に対しOPECプラス産油国
が市場での石油需給引き締まり感の醸成への行動で後手
に廻るようだと、OPECプラス産油国は石油需給緩和観
測の強まりによる原油価格の下落に対し寛容な姿勢を示
していると市場に受け取られることから、原油相場に更
なる下方圧力が加わり続ける結果、全てのOPECプラス
産油国にとって原油収入が減少し続けることにより、各
産油国の財政運営面での支障が増大する恐れがあったこ
ともあり、そのような市場での認識の拡大を防止すべく
石油需給の引き締まり感の醸成を図るため、日量200万
バレルの原油生産目標削減を決定したものと考えられる。
　また、今回のOPECプラス産油国閣僚級会合における
2022年10月比での日量200万バレルの原油生産目標の
引き下げは、OPECプラス産油国の相当部分が原油生産
目標を下回る水準で原油生産を行っている状況からする
と、実質的な減産規模は主要中東湾岸OPECプラス産油
国（サウジアラビア、UAEおよびクウェート等）を中心
とした日量100万バレル程度にとどまるものと見られる

（今回のOPECプラス産油国閣僚級会合後の記者会見で
サウジアラビアのアブドルアジズ エネルギー相も実質
的な減産規模は日量100 ～ 110万バレルになる旨説明
していた）。
　OPECプラス産油国が2022年11月以降同年10月比
で実質日量100万バレルの減産を実施した場合、2022
年第4四半期は日量10万バレル程度世界石油需要が供
給を上回るものと見られることから、直近では石油需給
はほぼ均衡することとなる（表4参照）。

単位：日量百万バレル

2021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022

総需要① 97.70 99.46 98.44 99.95 100.89 99.69

非 OPEC 石油生産 63.76 64.89 64.66 66.07 66.34 65.50

OPEC 原油生産 26.43 28.54 28.70 29.51 29.06 28.95

OPEC NGL 生産 5.12 5.27 5.35 5.38 5.40 5.35

総供給② 95.31 98.70 98.72 100.96 100.79 99.80

在庫変動その他（② - ①） -2.39-2.39 -0.76-0.76 0.280.28 1.011.01 -0.10-0.10 0.110.11

注 1：イラン、リビアおよびベネズエラについては 2022 年 8 月の原油生産量がその後も維持されるものと仮定
注 2： OPEC プラス産油国は 2021 年 8 月より 2022 年 4 月まで毎月前月比で日量 40 万バレル、同年 5 ～ 6 月は同 43.2 万バレル、7 ～ 8 月は同 64.8 万バ

レル、9 月は同 10 万バレル、それぞれ増産、10 月は同 10 万バレル、11 ～ 12 月は同 200 万バレル、それぞれ減産措置を実施するものの、各産油
国の実際の原油生産状況に即して増減産するものと仮定する。

出所：各種データをもとに試算

世界石油需給バランスシナリオ（2022 年）（2022 年 10 月 5 日 OPEC プラス産油国閣僚級会合開催時点）表4
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　前章で述べてきたOPECプラス産油国による原油生産
調整行動に加え、2020年1月以降現在に至るまで、世界
石油市場においては、新型コロナウイルス感染拡大、そ
してロシアのウクライナへの事実上の侵攻実施といった、
世界の政治および経済を揺るがす大きな出来事が発生し
た。そしてそのような出来事を含めた事象が、原油の地
域間価格差や石油製品と原油との価格差に影響を与える
場面が見られた。ここでは、そのような価格差について、
原油および石油製品に分けて議論することにしたい。

（1）原油の地域間価格差等をめぐる一考察

　まず、原油の地域間価格差等に関し考察することとし
たい（図8参照）。2020年3月6日に開催されたOPECプ
ラス産油国閣僚級会合でOPEC産油国が提案した減産措
置（2020年3月31日まで実施される予定であった減産
措置を2020年末まで延長することに加え2020年12月
末まで日量150万バレルを追加で減産）に対し、ロシア
側は既存の減産措置の2020年6月末までの延長のみの
実施を主張、議論の隔たりが解消しなかった結果、協議
が決裂し、OPECプラス産油国が2019年1月1日より実

3. 原油および石油製品価格差をめぐる一考察

　しかしながら、今回の減産措置の期限は2023年12月
末であり、OPECプラス産油国が実質日量100万バレル
の減産措置を2023年12月末まで実施した場合、2023
年全体では日量140万バレル超程度世界石油需要が供給

を上回ることになる（表5参照）等、石油需給引き締まり
展望を相当程度強める格好となっており、この面では
OPECプラス産油国による原油価格回復に対する強い意
志が現れたものといえよう。

単位：日量百万バレル

2022 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023

総需要① 99.69 100.20 101.04 102.63 103.32 101.81

非 OPEC 石油生産 65.50 65.37 66.13 66.67 66.69 66.22

OPEC 原油生産 28.95 28.72 28.72 28.72 28.72 28.72

OPEC NGL 生産 5.35 5.43 5.44 5.45 5.48 5.45

総供給② 99.80 99.52 100.28 100.84 100.88 100.39

在庫変動その他（② - ①） 0.110.11 -0.68-0.68 -0.75-0.75 -1.79-1.79 -2.44-2.44 -1.42-1.42

注 1：イラン、リビアおよびベネズエラについては 2022 年 7 月の原油生産量がその後も維持されるものと仮定
注 2： OPEC プラス産油国は 2022 年 10 月比で日量 200 万バレルの減産措置を実施するものの、各産油国の実際の原油生産に即して減産するものとする。
出所：各種データをもとに試算

世界石油需給バランスシナリオ（2023 年）（2022 年 10 月 5 日 OPEC プラス産油国閣僚級会合開催時点）表5
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原油価格差（2020 ～ 22 年）図8
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施していた減産措置も当初予定どおり3月末で終了、4
月1日以降OPECプラス産油国は事実上自由に原油生産
を行うことが可能となった。そして、サウジアラビアは
4月の原油生産量を日量1,230万バレルへと引き上げる

（因みに2月の同国の原油生産量は同974万バレルであっ
た）旨サウジアラムコのナセル（Nasser）最高経営責任者

（CEO）が3月10日に明らかにした他、UAEも4月の原
油生産量を日量400万バレル超とする（2月の同国の原
油生産量は日量344万バレルであった）旨3月11日にア
ブダビ国営石油会社（ADNOC）のアルジャベル（Al 
Jaber）CEOが発表した。サウジアラビア等の中東湾岸
産油国が増産する場合、その増産分は軽質低硫黄原油に
比べ需要の低い中質・重質高硫黄原油が中心となる。ま
た、サウジアラビアが欧州（従来ロシア産原油の主要販
売先）の石油会社に対し原油を1バレル当たり25 ～ 28
ドル（CIFベース）の割安価格で販売、ロシアから市場
シェアを奪う行為を実施している旨示唆されると3月13
日に報じられた。他方、ロシア最大手石油会社ロフネフ
チは2020年4月以降増産を実施する方針であり、数週
間以内に日量30万バレル原油生産量が増加する可能性
がある旨3月9日に報じられた他、ロシアのノバク エネ
ルギー相も、同国は数週間以内に最大日量50万バレル
程度原油生産量を増加することが可能である旨2020年
3月10日に明らかにした。このようなことから、2020
年3月はサウジアラビアおよびロシア等で原油増産およ
び販売合戦の様相を呈するようになったことにより、相
対的にOPEC産油国およびロシアから市場への距離の近
い欧州での指標原油であるブレントおよびロシア産原油
の中心品種であるウラル及び米国メキシコ湾沖合で生産
され湾岸地域から出荷されるが故に米国内陸で生産され
るWTIに比べ欧州等米国以外の市場の需給状況を相対
的に反映しやすいマーズ（Mars）といった原油の価格が
WTI等米国産の原油価格に比べ大きく下落することと
なった。また、2020年4 ～ 5月の欧州の原油輸入状況
を見ると、サウジアラビアからの原油輸入量が増加する
反面、ロシアからの原油輸入量が減少しており、これは
サウジアラビアの欧州向け値引き販売の影響が現れてい
るものと考えられた。
　他方、中質高硫黄原油であるため、軽質低硫黄原油に
比べ価格が割安になりやすい、中東の指標原油であるド
バイの価格は、2020年3月はブレント原油先物価格を
若干上回る等、逆に割高となった（また、3月に加え4月
においてドバイ原油価格はブレント原油現物スポット価
格を上回った）。これは、サウジアラビアが欧州向け原
油価格を値引き販売した結果、大西洋圏の指標原油であ

るブレント（およびウラル）の原油価格が下落した一方、
アジア諸国の製油所は品質等の面で中東産原油を指向し
ていたことがドバイの原油価格を下支えしたことによる
ものとの指摘する向きもある（ただ、アジアの石油消費
国においては、大量調達が可能な石油供給地域が実務上
中東に限られていたことから、品質が劣るにもかかわら
ずドバイがブレント及びWTIに比べ割高になりやすい
という性質もある）。また、サウジアラビアおよびロシ
ア等で原油増産および販売合戦の様相を呈したことによ
り、原油販売のため多数の石油タンカーが手配された結
果、タンカー運賃が高騰した（ペルシャ湾から日本への
大型タンカー運賃は3 ～ 4月は1バレル当たり7ドルを
超過し、2月の同1ドル台前半の5倍超の水準に到達す
る場面も見られた）。このため大西洋圏からアジア太平
洋圏への原油の流入が経済的に容易でなくなったと見ら
れることも、ドバイ原油価格を下支えしたものと考えら
れる。
　その後、トランプ大統領の仲介により、サウジアラビ
アとロシアは4月12日に開催されたOPECプラス産油
国閣僚級会合で、5月1日から6月30日にかけ概ね2018
年10月を基準として日量970万バレル、7月1日から
2020年末にかけ同770万バレル、2021年1月1日から
2022年4月30日にかけ同580万バレルの、それぞれ減
産措置を実施することで合意した。しかしながら、新型
コロナウイルス感染拡大に伴う世界石油需要の下振れに
対しOPECプラス産油国等による減産措置では不十分な
のではないかとの懸念が市場で根強かった他、実際の減
産措置の開始日は5月1日であり、それまでOPECプラ
ス産油国は減産を実施する必要がなかったことから、
OPECプラス産油国を中心とする増産体制が短期的に収
束するとの観測が市場で発生しにくかったこともあり、
サウジアラビア産の中質・重質高硫黄原油と競合しやす
いウラルの価格に下方圧力が加わり続けた。このため、
3月のみならず4月においても、ウラルの価格はブレン
ト現物スポット価格をそれなりに下回っている。
　他方、新型コロナウイルス感染拡大による個人の外出
規制や経済活動制限が実施された米国では3 ～ 4月にか
け石油需要の減退が発生した一方で、3月にOPECプラ
ス産油国での減産措置方針に関する協議が決裂した結
果、原油価格が大幅に下落したものの、この時点では同
国のシェールオイルをはじめとする原油生産への影響は
比較的緩やかなものであった（実際同国の原油生産量は
2020年3月13日の週の日量1,310万バレルから4月24
日の週の同1,210万へと同100万バレルの比較的漸進的
な減少となったが、同国の石油需要は3月13日の週の
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同2,146万バレルから4月24日の週には同1,576万バレ
ルへと同570万バレル減少した他、4月10日の週には同
1,380万バレルへと減少する場面も見られた）。また、3
月にOPECプラス産油国閣僚級会合で減産措置に関する
協議が決裂したことでWTI等の米国産原油の価格が中
東に比較的近い欧州石油市場の指標原油であるブレント
やウラルのそれよりも相対的に堅調になったことで、欧
州方面から米国への原油輸出が刺激されると同時に、米
国からの原油輸出を抑制する格好となった。このような
こともあり、米国では3 ～ 4月に国内石油需給が大幅に
緩和、行き場を失った原油がクッシング等の原油貯蔵施
設に向かった結果、クッシングの原油在庫は増加傾向と
なり、4月10日時点で5,500万バレルと当該地点の原油
貯蔵能力である7,609万バレルの約72 ％の水準に到達
したが、これは、4月10日時点の原油在庫の前週比での
増加幅である570万バレルのペースでこの先在庫増加が
続けば4週間程度で貯蔵余力を使い果たす計算になるこ
とを意味していた。このようなこともあり、クッシング
を受渡地点とするWTI原油先物価格は2020年4月21
日の5月渡し契約の取引期限を控え、高水準の米国内原
油在庫と余剰原油貯蔵能力の低下を背景とした市場での
購買意欲の極度の低下により、4月20日の取引では一時
マイナス40.32ドルに到達する場面が見られた。このよ
うなこともあり、WTI以外の原油の価格はWTIに対し
相対的に割高となった。
　なお、4月はWTI原油先物価格および他の種類の原油
価格をブレント原油先物価格が相当程度上回っている
が、これはクッシングの原油在庫の増加傾向を材料とし
て、この先のWTIとブレントの原油先物価格差拡大の
観測から、WTI先物契約を売却するとともにブレント
先物契約を購入することにより、WTIおよびブレント
の原油価格双方に影響する要因による原油価格変動に伴
う損失を回避しつつ、ブレントとWTIの価格差拡大に
よる利益を享受しようとする手法を市場関係者が実施す
ることにより、ブレントの購入およびWTIの売却が進
んだことを通じ、実際に原油価格差拡大圧力が加わった
ことが一因であるものと考えられる。
　2020年から2021年にかけては、世界石油需要は新
型コロナウイルスの感染の拡大および縮小に翻弄され
た。しかしながら、原油価格が徐々に上昇したことによ
り、米国原油生産も回復基調となった。それでも、
2020年前半に新型コロナウイルス感染が大幅に拡大す
る以前の段階で、シェールオイルを開発・生産する石油
会社は生産拡大を優先した結果、原油生産は大幅に増加
したものの、石油需給が緩和状態になったことにより原

油価格が抑制された結果、収益が圧迫されたことにより、
これら石油会社の株主を含む資金供給者は、「収益拡大
第1、生産拡大第2」といった「規律（discipline）」を厳格に
遂行するよう経営陣に迫った。この結果、特に原油価格
が十分に回復していない段階では、企業経営者は十分な
収益が確保できそうな箇所を選択し開発・生産作業を実
施したことにより、シェールオイルを含む原油生産量は
増加はしたものの、新型コロナウイルス感染拡大以前の
時期に比べ、その増加は緩やかなものとなった。ただ、
増加した米国の原油供給が新型コロナウイルス感染状況
と石油需要の回復状況に応じ、米国で消費されたり、欧
州方面に輸出されたりしたことにより、大西洋圏におい
て、特に軽質低硫黄原油の需給は平準化される格好と
なったことから、ブレントとWTIの原油価格差は2020
年5月以降概ね1バレル当たり2～4ドル程度で推移した。
なお、近年においてはブレントとWTIの価格差はブレ
ントの価格がWTIの価格を1バレル当たり2ドルかそれ
以上上回っているが、この2ドルは概ね米国から欧州方
面への輸送関連コストを表しており、仮にこの価格差が
2ドルを割り込むようであれば、WTI等の米国産原油を
欧州に輸出しても採算割れしやすくなる結果、米国から
の原油輸出が鈍化する場面が見られやすくなる。
　他方、OPECプラス産油国は2020年5月に日量970
万バレルの水準で減産措置を開始して以降、同年7月に
は同960万バレル、8月から12月にかけて同770万バレ
ル等、更にその後も2022年9月に至るまで減産措置が
緩和されていった。このため、OPECプラス産油国の主
要構成国である中東諸国やロシアで主に生産される中質
もしくは重質高硫黄原油の供給が増加したり、増加する
との観測が市場で広がったりした。そして、それは米国
原油生産の増加ペースに比べても総じて速いものであっ
た。このようなこともあり、2020年5月以降は重質高
硫黄原油価格が相対的に軽質低硫黄原油価格に比べ割安
になる傾向が見られた。
　また、2022年に入ってからは、ロシアのウクライナ
への侵攻と西側諸国等によるロシアに対する制裁発動等
に伴うロシア産石油供給削減の可能性への懸念が市場で
強まったこともあり、そうなる前にロシア産石油を購入
しようとする動きが市場で発生したとみられることか
ら、ウラルの価格が他の原油価格に比べ割高になる場面
が見られた。しかしながら、2022年2月24日にロシア
がウクライナへの事実上の侵攻を開始して以降、西側諸
国等による対ロシア制裁の発動や西側諸国等の石油会社
がロシア産石油を購入することに伴う当該石油会社に対
する評判リスクへの懸念からそれら石油会社がロシア産
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石油購入を敬遠するようになったことに伴い、ロシア産
石油への需要が減少したことにより、ロシア産原油が他
の原油に比べ相当程度割安になる場面が見られるように
なった。反面、ロシアのウクライナへの事実上の侵攻の
実施に伴う西側諸国等によるロシア産石油購入停止の動
き（実際、3月8日には米国バイデン大統領がロシア産原
油、天然ガス等のエネルギー輸入禁止の大統領令に署名
した他、EU加盟国は、ロシア産原油につき2022年12
月5日に、ロシア産石油製品につき2023年2月5日に、
それぞれ購入を原則禁止することを内容とする旨の制裁
を6月3日に発動した）に伴い、欧州での石油需給の引き
締まり感が市場で強まったことが、欧州の代表的な原油
指標であるブレントに上方圧力を加えた結果、ブレント
原油とWTI原油の価格差が拡大する場面がみられた。
　また、9月5日に開催されたOPECプラス産油国閣僚
級 会 合 で は、2022 年 10 月 の 原 油 生 産 目 標 に つ き、
2020年5月1日に現行の減産体制を実施して以降で初め
て日量10万バレルの削減を決定した。このため、市場
関係者間でOPECプラス産油国による減産措置強化に伴
い、特に中東産の中質及び重質原油供給が減少するとの
観測が市場で広がったものと見られる結果、中東の代表
的な指標原油であるドバイ原油価格が他の原油に比べ割
高になった。
　そして、ロシアのウクライナへの事実上の侵攻実施開
始からしばらくの間は、このような欧州を中心として、
特に足元の石油需給引き締まり感が市場で意識されたこ
とにより、直近の受渡月の原油価格が翌月以降の受渡月
の原油価格に比べ相当程度割高になる場面がみられた。
しかしながら、原油価格の相当程度の上昇に伴い石油需
要が抑制されたうえ、西側諸国等が引き取らなくなった
ロシア産石油を中国やインドといった消費国が引き取る
結果、中国やインドが引き取らなくなった非ロシア産石
油を西側諸国等が引き取る等、石油流通の平準化が比較
的円滑に行われた（概ね常圧常温で液体であることから
輸送が容易であるという石油の特性を発揮したといえよ
う）ことに加え、3月28日以降の中国の上海市で実施さ
れた新型コロナウイルス感染抑制のための都市封鎖措
置、エネルギー価格高騰を一因とする世界各国及び地域
政府による政策金利の引き上げを含む金融引き締め策の
推進等により、世界的に経済減速と石油需要の鈍化観測
が市場で強まったこともあり、足元の石油需給引き締ま
り感が市場で後退したこともあり、直近の受渡月の原油
価格の翌月以降の受渡月の原油価格に対する割高感は低
減する傾向を示している。

（2）石油製品と原油との価格差をめぐる一考察

　2020年以降の新型コロナウイルス感染流行は石油製
品価格にも影響を与えた。ここでは、主要石油製品の価
格動向について述べることとしたいが、特に石油製品価
格はその原料となる原油価格に左右される側面も強いた
め、石油製品製造利幅の指標と見做されるべきところの、
石油製品と原油との価格差（そして世界の精製の中心で
ある米国（メキシコ湾岸）、欧州（ロッテルダム）、アジア

（シンガポール）の各地域の価格差）を中心に解説するこ
ととする。なお、原油価格は米国がWTI、欧州がブレ
ント、シンガポールがドバイを、それぞれ使用している
ため、WTIの価格が、原油の流動性が限定されやすい
米国内陸部に位置するクッシングの石油需給を反映しや
すい関係上、ブレント及びドバイの各価格に対して割安
になりやすい分、米国の精製利幅や石油製品との価格差
が欧州及びシンガポールのそれに比べ拡大しやすい点に
留意されたい。
　石油製品製造をめぐる製油所での利幅（ここでは、ガ
ソリン3、軽油2、原油1の比率で以て算出した理論上の
利幅（「3：2：1クラック」）を使用することとする）につい
て説明することとする（図9参照）。2020年3月以降新型
コロナウイルス感染が拡大したことにより、各国および
地域政府においては、感染抑制のため都市封鎖等の個人
の外出規制および経済活動制限を強化した。これにより、
石油需要が低迷するとともに石油需給が緩和したことか
ら、石油製品製造に伴う利幅が圧迫された。この状態は、
2020年12月8日の英国から新型コロナウイルスワクチ
ン接種が開始されたことにより、新型コロナウイルス感
染抑制のための個人の外出規制および経済活動制限等に
伴う石油需要抑制懸念が後退するまで継続した他、比較
的高度化されていない製油所で割高な軽質低硫黄原油を
中心に処理する結果、収益構造が脆弱である欧州の精製
に伴う利幅が特に影響を受ける格好となった。
　その後は、感染力の強い新型コロナウイルスオミクロ
ン変異株による感染拡大の兆候により、個人の外出規制
および経済活動制限等に伴う石油需要の下振れ懸念が市
場で強まったことが、精製に伴う利幅を抑制する場面が
見られたものの、概ね当該利幅は安定的に推移した。し
かしながら、新型コロナウイルス感染抑制による個人の
外出規制および経済活動制限等の緩和による石油需要の
回復期待が市場で広がるなか、2022年2月24日にロシ
アがウクライナへの事実上の侵攻を開始して以降は、ロ
シアからの石油製品輸出に支障が発生することによりロ
シアから石油製品を輸入している欧州での石油需給引き
締まり感が増大した他、夏場のドライブシーズンに伴う
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ガソリン需要期を迎えつつある米国やシンガポールを含
め、新型コロナウイルス感染によるサプライチェーン混
乱等の影響で、石油製品需要を満たすような精製能力が
確保できないのではないかとの懸念が市場で広がったこ
とが、石油製品価格を押し上げた結果、2022年2月か
ら6月にかけては世界的に製油所の石油製品製造に伴う
利幅が拡大したが、特にロシアの石油製品取引関係の深
かった欧州や欧州から距離が近く、ロシア産石油製品の
代替供給源となりうる米国での精製に伴う利幅の拡大が
相当程度顕著であった一方、新型コロナウイルス感染拡
大の兆候に対しいわゆる「ゼロコロナ政策」による徹底し
た新型コロナウイルス感染抑制のための都市封鎖を含む
個人の外出規制および経済活動制限等を強化したことに
より中国を中心として石油需要の下振れ懸念が増大した
ことから、特にシンガポールでの精製利幅は他の地域に
比べ伸び悩む場面が見られた。また、例えば6月13日
にはEIAが調査する米国ガソリン小売価格が1ガロン当
たり5.107ドルと1993年4月以降の同国週間統計史上
最高水準に到達する等したことを含め、物価上昇が加速
した（2022年6月の米国CPIは前年同月比9.1％の上昇
と1981年11月（このときは同9.6％の上昇）以来の高水
準となった）ことにより、6月14 ～ 15日および7月26
～ 27日に、それぞれ開催されたFOMCにおいて、各々
0.75％の大幅な政策金利の引き上げが決定されたことも
あり、7月以降米国のガソリン需要が大幅減少するよう

になった。一方で、欧州でも物価上昇沈静化のため、9
月8日に開催された欧州中央銀行（ECB）理事会におい
て、史上初めて0.75％の政策金利の引き上げが決定さ
れる等した。このため、欧米諸国等では景気後退局面に
突入するとともに石油需要が影響を受けるとの不安感が
市場で増大した結果、石油製品価格に下方圧力が加わっ
たことにより、精製に伴う利幅が縮小することとなった。
　また、中国での新型コロナウイルス感染抑制のための
都市封鎖を含む厳格な個人の外出規制及び経済活動制限
の実施により、中国を中心としたアジア地域の経済減速
と石油需要の伸びの鈍化懸念の市場での拡大に加え、中
国で新規石油製品輸出枠の付与（ガソリン、ジェット燃
料、軽油及び低硫黄重油で合計1,500万トン（うち175
万トンが低硫黄重油と見られる）の輸出枠付与を中国政
府が最終決定した旨9月30日に報じられていた）もあり、
アジア地域で石油製品需給が緩和するとの観測が市場で
発生した格好となったことから、2022年10月の同地域
の精製利幅は他の地域の精製利幅に一層劣後する格好と
なっている。そして同様の傾向がガソリンや軽油等主要
製品の製造利幅にも見られる。
　次に、各主要製品の精製利幅等につき見ていきたい。
まずガソリンである（図10参照）が、これは、新型コロ
ナウイルス感染抑制のための都市封鎖措置を含む個人の
外出規制強化により通勤や行楽に使用される乗用車での
移動が制限され、需要減少に直結する格好となったこと
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各地域の精製利幅（2020 ～ 22 年）図9
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が、特に2020年3月以降のガソリンと原油との価格差
縮小に寄与した。しかしながら、新型コロナウイルスワ
クチンの接種普及の進展とともに、個人の外出規制が緩
和されたことにより、乗用車での往来が活発化するとと
もに、ガソリン需要が回復傾向となった他、更に新型コ
ロナウイルス感染が収束することにより一層乗用車での
移動が促進されるとともにガソリン需要が上振れすると
の観測がガソリン価格を押し上げた結果、ガソリンと原
油との価格差は拡大した。また、2021 年 11 月から
2022年1月にかけてを中心とする時期においては、感
染力の強い新型コロナウイルスのオミクロン変異株によ
る感染流行により、個人の外出が抑制される結果、ガソ
リン需要が低迷するとの懸念が市場で増大したことが、
ガソリンと原油との価格差を圧迫させたものの、やがて
新型コロナウイルスのオミクロン変異株は、感染力は強
いものの、重症化率、入院率および死亡率はそれほど高
くないということが判明するにつれ、再び個人の外出が
促されるようになりガソリン需要回復期待が市場で強ま
るとともに、ガソリンと原油との価格差は再び拡大し始
めた。さらに、ロシアのウクライナへの事実上侵攻実施
に伴い、夏場の消費国のドライブシーズン到来に伴うガ
ソリン需要期突入を控えロシア産原油等の欧米諸国等へ
の供給混乱に伴うガソリン供給への支障に対する懸念が
市場で増大したことが、ガソリン価格を押し上げた結果、
2022年2月から6月にかけガソリンと原油との価格差は
大幅に拡大した。しかしながら、ガソリン価格が上昇し

たこともあり、世界各国および地域の消費者物価が上昇
し続けたことにより、米国を初めとする消費国において
ガソリン需要が前年同期を大きく下回る等低迷するよう
になった他、8月に入ると夏場のドライブシーズンに伴
うガソリン需要期の終了が市場関係者の視野に入るよう
になったことが、ガソリン価格を押し下げる方向で作用
したことから、7月以降ガソリンと原油との価格差は縮
小する傾向を示した。
　軽油（図11参照、なお、ここでの分析に使用した軽
油の硫黄含有率は米国で0.2％（＝2,000ppm）、欧州で
10ppm、シンガポールで50ppmであるので、米国の軽
油価格は欧州及びシンガポールのそれに比べ割安になり
やすい点に留意されたい）についても、新型コロナウイ
ルス感染拡大による経済活動制限等の影響を製造業、そ
してそれら部門で消費される軽油需要が受けなかったわ
けではなかったが、それまで店舗で物品を購入していた
消費者が電子取引（EC）を経由して物品を購入する方式
に切り替えたことにより、物流部門での軽油の影響はむ
しろガソリンよりも限られたものであった。したがって、
この面では軽油価格への下方圧力はガソリン価格に比べ
強いものではなかった。しかしながら、2020年の新型
コロナウイルス流行拡大時から2022年のロシアのウク
ライナへの事実上侵攻開始までの期間、一部を除き、軽
油と原油との価格差が、ガソリンと原油との価格差を下
回る場面がしばしば見られた。これは軽油需要をめぐる
要因というよりは、軽油の供給をめぐる要因によるもの
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の方が大きいと考えられる。そして軽油供給に影響を与
えたのが、ジェット燃料の需給である。新型コロナウイ
ルス感染拡大によりジェット燃料の需要が大幅に減少し
た（後述）。そしてジェット燃料は軽油と類似した品質で
あったことから、製油所等では、需給が大幅に緩和した
ジェット燃料の生産を削減する代わりに軽油の生産を拡
大する場面が見られた。この結果、ジェット燃料の需給
緩和が継続する限り軽油の需給緩和も継続するとの観測
が市場で広がったことが、軽油価格を抑制する形で作用
した結果、軽油と原油との価格差を圧迫することとなっ
た。ただ、ロシアのウクライナへの事実上の侵攻開始以
降、ロシアから欧州への原油および軽油の供給が低迷す
るのではないかとの懸念が市場で増大したことや、特に
世界最大の石油消費国である米国での夏場のドライブ
シーズンに向け世界各国および地域でガソリンが重点的
に生産された結果軽油の生産が劣後する格好となったこ
とにより、軽油需給の引き締まり感が強まった（また、
欧州は米国等他の地域と異なり主に消費される石油製品
は軽油であった）こともあり、軽油と原油との価格差が
2022年3月以降大幅に拡大した。そしてそれは、夏場
のドライブシーズンに伴う軽油需要期を控えた6月に
ピークを迎えたが、その後軽油価格の高騰により需要が
抑制されたと見られることや、夏場のドライブシーズン
に伴う軽油需要期が峠を越え始めたことにより、7 ～ 9
月には欧州の軽油と原油との価格差は縮小し始めた。
　しかしながら、2022 年 12 月 5 日にロシア産原油、

2023年2月5日にはロシア産石油製品の輸入を、それぞ
れ原則禁止することを内容とする制裁が実施されること
を控え、9月22日以降フランスで給与水準引き上げ等の
労働条件改善を要求した労働者によるストライキが拡
大、10月4日時点で同国の原油精製能力（2021年時点で
日量114万バレルとされる）の65％程度に相当する日量
74万バレル程度の原油精製能力を保有する製油所の稼
働が停止した（10月19日以降同国での製油所ストライ
キは収束に向かい初め、11月8日の同国フェイザン

（Feyzin）製油所（操業者：トタルエナジーズ、原油精製
処理能力日量11万バレル）の操業再開を以て、全ての製
油所でのストライキは終了したとされる）ことから、欧
州の石油需要の中心である軽油の需給引き締まり感が市
場で強まったこともあり、10月には欧州を中心として
軽油と原油との価格差は再び拡大している。
　新型コロナウイルス感染拡大で最も大きな影響を受け
た石油製品の一つは灯油と品質が類似するジェット燃料

（図12参照）であろう。感染拡大により世界各国および
地域は個人の外出規制に加え国および地域外からの入国
制限を強化したことにより、国内線および国際線ともに
航空旅客数が大幅に落ち込んだ（図13参照）。これが
ジェット燃料価格に下方圧力を加えた結果、ジェット燃
料と原油との価格差が圧迫された。それでも、新型コロ
ナウイルスワクチン接種の普及進展とともに個人の外出
規制が緩和してきたこともあり、国内線の航空旅客数が
回復するとともに、ジェット燃料需要も増加傾向となっ
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た他、ジェット燃料と品質が比較的近い軽油の需給も引
き締まる方向に向かい始めるととともに、ジェット燃料
需給も緩和感が後退したこともあり、ジェット燃料と原
油との価格差も拡大し始めた。さらに、2022年2月の
ロシアのウクライナへの事実上の侵攻開始以降は、欧州
を中心として軽油需給が圧迫されるとの懸念が市場で強
まったことにより、欧州等の製油所は軽油を優先して製
造する反面、ジェット燃料の製造が劣後する格好となっ
たことにより、かえってジェット燃料の需給の引き締ま
り感が強まる格好となったことが、ジェット燃料価格に
上方圧力を加えた結果、ジェット燃料と原油との価格差

も拡大した。ただ、中国の複数都市における厳格な新型
コロナウイルス感染抑制策実施もあり、中国を中心とす
る諸国等での航空機を利用した往来が低迷したと見られ
ることが、アジア地域のジェット燃料需要に影響を与え
たことにより、シンガポールでのジェット燃料製造利幅
は欧米諸国に比べてもたつき気味となったものと考えら
れる。
　重油（図14参照）については、2020年1月1日に実施
される予定であった船舶用燃料の硫黄含有分規制強化

（上限を質量比3.5％から0.5％へと引き下げ）を控え船舶
用燃料需要が高硫黄重油から低硫黄燃料に移行するとの
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各地域のジェット燃料製造利幅（2020～22年）図12
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観測が市場で拡大したことにより、2019年後半を中心
として世界的に低硫黄軽油や重油と高硫黄重油との価格
差（この場合低硫黄軽油や重油の価格が高硫黄重油価格
を上回っている）は拡大する傾向を示した。しかしなが
ら、この結果、高硫黄重油の割安感に米国メキシコ湾岸
地域を中心とする製油所（この地域の製油所は従来から
ベネズエラ産等の重質高硫黄原油を大量に処理するため
大規模な脱硫装置を設置していたところが多かったもの
の、米国の対ベネズエラ制裁によりベネズエラからの原
油輸入が皆無となったことにより、脱硫装置の能力に余
裕が発生する格好となっていた）が着目、高硫黄重油を
購入し脱硫処理を施した後低硫黄重油として販売するこ
とで、収益を得るようになった。それにしたがって、そ
の後低硫黄重油と高硫黄重油の価格差は縮小する傾向を
示した。また、このような要因により、2020年につい
ては、石油製品需要が全般的に低迷したことに対応し製
油所の稼働が低下したことにより、他の石油製品と併せ
て生産が削減されたものの、個人の外出規制が制約要因
となったガソリンと異なり、船舶等に利用される燃料、
そして重油の需要はそれほど落ち込まなかった（電子取
引等を通じた消費者の購買活動はそれなりに継続したこ
とに伴い、物品の海上輸送が根強く行われたものと見ら
れる）。このようなこともあり、高硫黄重油と原油との
価格差（この場合2020年以降は米国、欧州およびシン
ガポールのいずれの地域も高硫黄原油価格が原油価格を
下回っている）は、かえって縮小する傾向を示した。し

かしながら、新型コロナウイルスワクチン接種が普及、
経済とともに石油需要が上向き始める（さらに、ロシア
のウクライナへの事実上の侵攻実施に伴い、夏場のドラ
イブシーズン到来を控えガソリン等乗用車用燃料需要の
増加とともにロシアからの原油や石油製品の欧州等への
供給混乱を含め西側諸国等を中心としてガソリンや軽油
等石油製品需給の引き締まり感が市場で強まり始める）
と、欧米諸国等の製油所でのガソリンや軽油の生産が活
発化するとともに重油の生産も促進された一方、発展途
上国を中心として新型コロナウイルス感染抑制のための
個人の外出規制が残った諸国あるいは地域もある等した
ことから、労働力を含め他サプライチェーン上の制約に
より、船舶往来の活発化に支障が発生したと見られるこ
とが、重油需要の拡大を抑制したと見られることから、
高硫黄重油価格が原油価格を下回る幅は2022年半ばに
向け拡大する傾向を示した。ただ、特にロシアによる事
実上のウクライナ侵攻開始以降、ロシアから欧州方面へ
の天然ガス供給が削減されたことで、2022 ～ 23年の
冬場に向けた天然ガス需給の引き締まり懸念等が市場で
増大したこともあり、欧州やアジアでの天然ガスおよび
LNGのスポット価格が高騰したことにより、発電部門
等において燃料が天然ガスから低硫黄重油に転換される
との観測が市場で発生したことから、2022年3月以降
低硫黄重油と原油との価格差（この場合低硫黄重油価格
が原油価格を上回っている）は拡大する場面も見られた。
　また、ナフサ（図15参照）については、2018年より
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　それでは最後に、石油市場における今後の注目点につ
いて述べることにしたい。始めに、地政学的リスク要因
面であるが、まずロシアのウクライナへの事実上の侵攻
をめぐる情勢が挙げられる。9月2日に開催された主要7
カ国政府（G7）財務相会合において、2022年12月5日に

ロシア産原油に対し、そして2023年2月5日にロシア
産石油製品に対し、それぞれ上限を超過する価格での売
買については海上輸送に際しての保険付保を禁じること
等を内容とする措置を発動することで合意した（上限価
格は追って決定するとしているが、9月7日に米国財務

4. 今後の注目点等―終わりに代えて

激化した米国と中国との間での貿易紛争もあり、2018
年央以降米国等の経済が減速し始めたことにより、経済
減速でプラスチック等の石油化学製品需要が低迷したこ
とから、例えばシンガポールではナフサ価格は原油価格
を恒常的に下回るようになったうえ、その幅が総じて拡
大する傾向を示した。ただ、2020年の新型コロナウイ
ルス感染拡大以降しばらくの間は、マスク等の医療用資
機材、在宅勤務のためのIT機器類や什器類等に使用さ
れるプラスチック等の石油化学製品需要が発生したこと
もあり、他の石油製品価格が低迷するなか、どちらかと
いうと堅調に推移し、ナフサ価格の原油価格を下回る幅
が縮小したり、ナフサ価格が原油価格を上回る場面が見
られたりした。しかしながら、2022年3月28日以降中
国の上海市を初めとした一部都市において、新型コロナ
ウイルス感染が拡大し始めたことにより、都市封鎖措置

の実施を含む厳格な個人の外出規制および経済活動制限
等が実施されたことから、同国経済が大幅に減速したこ
とに伴い、石油化学製品需要が不振となったことや、米
国でのガソリン需要が特に2022年7月以降前年同期を
大幅に下回り始めたこともあり、ガソリンに混入するナ
フサの需要に負の影響が及んだことが、ナフサ価格に下
方圧力を加えた結果、再びナフサ価格の原油価格を下回
る幅が拡大した。なお、米国は、ロシアのウクライナへ
の事実上の侵攻実施の影響を受けた欧州や中国の新型コ
ロナウイルス感染抑制のための厳格な規制強化の影響を
受けたアジアに比べ経済的な打撃が相対的に大きくな
かった分、ガソリンに混入するナフサへの需要が堅調で
あったこともあり、ナフサの製造利幅の落ち込みが相対
的に軽減されているものと考えられる。
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省のアデエモ副長官は、ロシアの（石油開発・）生産コス
ト（1バレル当たり44ドル程度と指摘されるものの、諸
説ある）を下回らないことにより、ロシアの石油生産意
欲を阻害しない一方、原油等を販売することによりロシ
アに多額の利益がもたらされないような範囲で価格を設
定する意向である旨明らかにした）。しかしながら、G7
財務相会合に先立ち、ロシア大統領府のペスコフ報道官
は、ロシア産石油価格上限を設定する国および企業に対
しては石油を販売しない旨警告した他、9月7日には、
ロシアのプーチン大統領も、西側諸国等が（ロシア産の
石油や天然ガス）価格に上限を設定するのであれば、そ
のような諸国に対し石油等のエネルギー供給を停止する
意向である旨表明した。また、9月6日には、ロシアのシュ
ルギノフ エネルギー相は、（価格上限を設定する諸国等
に対し、石油の販売を差し止める代わりに、価格上限を
設定しない）アジア諸国等への石油輸出を拡大する意向
である旨明らかにした。このため、今後ロシアからの欧
州諸国等への石油供給が減少する反面、中国、インド等
といった消費国がより多くのロシア産原油等を引き取る
一方、従来中国やインド等が購入していた非ロシア産石
油を引き取らなくなることにより、そのような石油が欧
州諸国等に向かう等することを通じ、石油供給が平準化
される方向に向かうといった展開が想定されるが、その
ような平準化がどの程度円滑に行われていくかに市場関
係者の注目が集まるものと見られる。この場合、平準化
が順調に行われるようであれば、原油相場への影響は最
小限にとどまる一方、平準化が行われる過程において輸
送面等で支障が発生するようであれば、原油相場が乱高
下することも予想される。
　また、9月9日には、EUのエネルギー担当相が臨時会
合を開催し、天然ガス火力発電を除く発電事業から得ら
れる収益に上限を設定する他、天然ガス価格の高騰に苦
慮する電力会社を支援することや、ロシア産に限定しな
い形で天然ガス価格に上限を設けることを含めた、緊急
対策を打ち出すよう欧州委員会に要請することで合意し
た。これに対し、9月14日に欧州委員会のフォンデアラ
イエン委員長は、風力、太陽光および原子力等といった、
発電費用が相対的に低廉な発電所に対する収入上限の設
定（1メガワット時当たり180ユーロ（約180ドル）と、
足元の販売価格の半分以下になるものとされる）、およ
び2022年から石油、天然ガスおよび石炭会社に対し超
過利潤の33％の拠出要求等を実施する方針である旨表
明した（なお、天然ガス価格上限については関係者間で
議論が収束しないため引き続き協議するとした）。これ
に対し、前述のとおり9月7日にプーチン大統領は天然

ガス価格上限を設定する国等に対しエネルギー供給を停
止する意向である旨示唆している。また、ロシアから欧
州方面に天然ガスを輸送するノルド・ストリーム1・パ
イプライン（天然ガス輸送能力日量53億立方フィート）
において、唯一稼働していた天然ガス送出用タービンの
メンテナンス作業実施により、8月31日から9月2日に
かけ同パイプラインの操業を停止する旨8月19日にロ
シア国営ガス会社ガスプロムが発表した（メンテナンス
作業終了時に、技術的な不具合が見当たらないようであ
れば、足元の天然ガス輸送量（輸送能力の約20％に当た
る約12億立方フィート）の輸送を再開する意向である旨
併せてガスプロムは明らかにした）が、メンテナンス作
業実施中に同タービンでオイル漏洩が発見されたことに
より、当該タービン改修のためパイプラインの操業再開
を延期する（再開時期未定）旨9月2日にガスプロムが明
らかにしたことにより、欧州での天然ガス需給引き締ま
り観測が市場で増大した。
　他方、6月8日午前11時40分頃（現地時間）、米国テ
キサス州にあるフリーポートLNG出荷基地（操業者：フ
リーポートLNG社、出荷能力年間1,500万トン）で火災
が発生した（安全バルブに不具合があり、圧力過多となっ
たことにより破損したパイプからLNGおよびメタンが
漏洩し炎上したものと米国運輸省パイプライン危険物安
全 局（PHMSA： Pipeline and Hazardous Materials 
Safety Administration）が暫定的に報告したと6月30日
に伝えられる）が、当初少なくとも3週間程度当該施設
の操業が停止する旨6月8日にフリーポートLNG社が発
表していたものの、その後9月までに部分的に操業を再
開、2022年末までに全面的な操業再開を目指す旨6月
14日に同社が発表したことにより、当初見込みよりも
長期にわたり米国からのLNG輸出が相当程度（同国の通
常のLNG輸出量である約8,400万トンの約20％弱程度）
減少する旨判明した。8月3日にフリーポートLNG社は、
PHMSAとの間でフリーポートLNG施設事故をめぐる
是正措置に関する同意書を締結、それにしたがってフ
リーポートLNG社は作業を実施し、当該作業完了時に
PHMSAが操業再開を承認すれば、10月上旬にはほぼ
1,500万トン相当のLNG生産を再開できるものとフリー
ポートLNG社は考えている旨同日同社は明らかにした
が、8月23日には、同社は、11月下旬までにLNG施設
の稼働を85 ％に到達させるものの、100 ％の稼働は
2023年3月を目標とする旨発表した。さらに、11月18
日に同社は12月中旬の操業再開を目標とすべく再開計
画書の類を関係規制当局に提出した旨明らかにした。こ
のように、当該施設のLNG輸出再開作業は進捗してい
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るようには見えるものの、その展望については依然不透
明な部分も見受けられる。
　そして、8月16日には、ドイツ連邦ネットワーク庁の
ミュラー（Mueller）長官が、足元で目標としている11
月1日までに95％の天然ガス貯蔵充填率を達成したと
しても、ロシアからの天然ガス供給が全面的に停止して
しまうのであれば、ドイツの天然ガス需要の2カ月半程
度しか賄えない旨警告した。しかしながら、2022年初
頭以降、欧州の天然ガス需要は産業部門を中心として前
年を10％程度下回ると指摘される等不振であり（気温上
昇による空調稼働用電力供給のため発電部門での天然ガ
ス使用量が10％程度増加したにもかかわらず、天然ガ
ス価格上昇もあり、民生部門で 10 ％、産業部門で
17 ％、それぞれ消費量が減少していることにより、
2022年初頭以降欧州天然ガス需要が前年同期比で11％
減少している旨石油・天然ガス市場関係調査機関ウッド・
マッケンジーが指摘したと7月15日に報じられている）、
このような需要の下振れにより、2022 ～ 23年の欧州
の冬においては広範な天然ガス不足が発生することには
ならないと見る向きもある（ミュラー長官も、地域的な
天然ガス不足が発生することはあっても、ドイツ全土に
わたり天然ガス不足が発生するわけでは必ずしもない旨
示唆したと8月18日に報じられる）。それでも、2022
～ 23年の冬において極端に気温が低下する場面が見ら
れたり、ガス田やLNG出荷施設において装置に不具合
が発生することにより供給停止が複数見られたりする等
するようであれば、2022 ～ 23年の冬において欧州を
中心とした地域の天然ガス需給が極度に引き締まった
り、2022 ～ 23年の冬は乗り切れても、2023 ～ 24年
以降の冬の天然ガス需給が引き締まる可能性が高まると
のリスクは存在する。
　世界天然ガス市場においては、以上のようなものを含
め不透明要因が存在していることもあり、市場がこのよ
うな要因を意識することにより、2022 ～ 23年の冬場
の暖房用天然ガス需要期を控え、供給不安が拡大するこ
とを通じ、天然ガス価格が高騰する結果、相対的に安価
な石油へ燃料転換が促進されるとの観測（IEAは2022
年第4四半期月から2023年第1四半期にかけ日量70万
バレルの石油需要増加が見込まれるとの見解を9月14
日に明らかにしている）が市場で増大することを通じ原
油相場に上方圧力が加わる可能性がある。
　ただ、欧州での天然ガスを含むエネルギー価格高騰に
より、当該地域での経済が失速する（また、このまま欧
州の天然ガス（およびLNG）価格が高水準を維持するよ
うであれば、天然ガスを含むエネルギー多消費産業を中

心として欧州から製造拠点等が移転する（その場合、移
転先の有力候補の一つは天然ガスを含めエネルギー価格
が相対的に低廉であり、かつカントリーリスクや市場へ
の至近性を含め事業環境が相対的に良好である米国にな
ろう）リスクが増大すると見る向きもある）との不安感か
ら、ユーロが下落する反面米ドルが上昇することにより、
原油相場が抑制される場面が見られることもありうる。
　他方、イラン核合意正常化に向けた西側諸国等とイラ
ンとの間での協議妥結のため、8月8日に米国およびイ
ランに向けEUが提示した最終草案に対し、8月15日に
イランが行った回答への意見書を米国が提出した旨8月
24日に米国国務省のプライス報道官が発表したが、米
国国家安全保障会議（NSC： National Security Council）
のカービー（Kirby）戦略広報調整官は、当該協議は妥結
に向け一層接近しているものの、なお意見の相違は残っ
ている旨明らかにしたと8月24日に報じられた。その後、
イランが米国に対し建設的な提案を行った旨9月1日午
後遅く（米国東部時間）に報じられたものの、イランの
行った提案は建設的なものではなかった旨米国が明らか
にしたと9月1日夜遅く（同）に伝えられる。また、9月5
日には、イラン外務省が、国際原子力機関（IAEA）によ
るイラン核関連施設の査察の停止がイラン核合意正常化
に向けた協議妥結のための重要条件の一つである旨表明
した。これに対し同日EUのボレル外交安全保障上級代
表はイラン核合意正常化をめぐる西側諸国等とイランと
の協議妥結が遠のきつつあることを懸念する旨発言し
た。さらに、9月7日にはIAEAがイラン核開発活動に
関する報告書を取り纏め、その中でイランがIAEAに対
し核開発活動実施を申告していない3施設で核開発活動
の痕跡が認められたことにつき、IAEAの信頼を得られ
るような説明をイラン側が行っていない他、イランの濃
縮度60％の濃縮ウラン保有量が5月30日の前回報告書
作成時から12.5キログラム増加し55.6キログラムに到
達した旨指摘した（なお、イラン核合意で規定されるイ
ランの保有可能なウランの濃縮度上限は3.67％である）。
9月8日には、イラン核合意正常化に向けた西側諸国等
とイランの協議が決裂した場合のために、米国は代替の
選択肢を準備する意向である旨同国のバイデン大統領が
明らかにしたと9月8日にNSCのカービー氏が発表した。
また、9月8日には、ロシアおよびイラン革命防衛隊へ
の無人機供与に関与したとして、米国財務省がイランの
企業4社および個人1人に対し、米国内資産凍結等を内
容とする制裁を発動した。また、7月15日に発生したア
ルバニア政府に対するサイバー攻撃にイランが関与して
いたとして、9月7日にアルバニア（2013年にイラン反
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体制派組織ムジャヒディン・ハルク（Mujahideen Khalq）
の受入をアルバニアが表明、実際に3,000人程度の組織
構成員を受け入れたことにより、イランとの関係が悪化
していた）がイランとの間での断交を発表、これに伴い
9月9日にはバイデン政権がイランのハディブ情報相に
対し米国内の資産凍結を内容とする制裁を発動した（イ
ランがサイバー攻撃を実施したとのアルバニア側の主張
は根拠がないものであると9月7日にイラン側は反論し
ている）。また、9月10日には、英国、フランスおよび
ドイツがイラン核合意正常化に向けた協議に対するイラ
ンの姿勢を疑問視する旨の共同声明を発表したが、これ
に対し、同日イラン外務省は当該声明を非建設的なもの
であるとして非難した。また、9月12日には、米国のブ
リンケン国務長官が、イランが核合意正常化に向けた協
議とは関係のない問題につき協議しようとし続けている

（イランがIAEAに申告していない施設でのIAEAによ
る核査察を終了させることを指しているものと見られ
る）こともあり、短期的には協議が妥結する可能性は高
くない旨明らかにした。さらに、イラン核合意正常化に
向けた西側諸国等とイランとの協議妥結は、米国が二度
と核合意から離脱しないよう保証すること、および
IAEAによるイランでの核開発関連調査を終了させるこ
とが条件となる旨9月22日にイランのライシ大統領が
表明した一方、米国を含む西側諸国はそのような条件は
受け入れられないとした。そのようななか、米国はイラ
ンで製造された石油製品の供給に関与したとして中国（2
社）、香港、UAE、インドを拠点とする企業5社を対象
に制裁を発動する旨9月29日に米国国務省および財務
省が発表した。
　また、イランは最大300機の無人機（ドローン）をロシ
アに供与する方針である旨7月18日にニューヨーク・
タイムスが報じて以降、イラン側はしばしば当該疑惑を
否定してきた。しかしながら、11月5日にイランのアブ
ドラヒアン外相は、一転してロシアに対し少数の無人機
の供与を行った旨明らかにした（但し、イランが2022
年末までにロシアに短距離用弾道ミサイルを供与すべく
準備をしている旨11月1日になされた報道に対し、弾
道ミサイルの供与は行っていない旨同外相は説明してい
る）。このようなこともあり、イラン核合意正常化に向
けた西側諸国等とイランとの協議は停滞気味となってお
り、10月20日には、NSCのカービー戦略広報調整官及
び同国国務省のプライス（Price）報道官はともに、米国
はイラン核合意正常化に向けたイランとの交渉には注力
しておらず、従って、近いうちに協議が妥結する可能性
は高くない旨示唆した。むしろ前述の通り最近米国はイ

ラン産原油等の供給に関与した当事者に対し米国内資産
凍結及び米国人等との取引禁止等を内容とする制裁を発
動するなどしており、11月3日にも、イラン革命防衛隊
の精鋭部隊である「コッズ部隊」が実施する原油の密輸事
業に関係したとして、UAEを拠点とする法人及び個人
に対し米国内資産凍結を内容とする制裁を発動した。ま
た、10月22日時点でイランが濃縮度60％の濃縮ウラン
を62.3キログラム所有しており、8月21日時点から6.7
キログラム増加した旨の報告書を11月10日にIAEAが
取り纏めた他、イランは2021年4月以降濃縮度60％の
濃縮ウランを製造していた同国中部ナタンズの核開発施
設に加え、同国中部にあるフォルドゥにおいても濃縮度
60％の濃縮ウランの製造を開始した旨11月22日に伝え
られるなど、イランの核合意逸脱がさらに進んでいるこ
とが示唆される。また、イスラエル企業家が運営に関与
するとされる石油製品タンカー「パシフィック・ジルコ
ン（Pacific Zircon）」（石油製品積載能力約5万トン、軽
油を輸送していたとされる）が、11月15日午後7時半頃

（現地時間）、オマーン沖150マイル付近で爆薬を積載し
た無人機で攻撃された旨11月16日早朝（米国東部時間）
に報じられた（人的被害及び原油漏洩はなく、影響は軽
微であったと伝えられる）が、11月22日には米国海軍が、
当該攻撃に使用された無人機は、ロシアのウクライナへ
の事実上の侵攻実施に際し、イランがロシアに対して供
給したものと同種のものであった旨発表した。
　また、イエメンについては、ハディ暫定大統領派勢力

（および同政権を支援するサウジアラビアが主導する有
志連合軍）とフーシ派武装勢力（イランが支援していると
される）との間での、国連の仲介による停戦（4月2日よ
り2カ月間の予定で実施、6月2日に2カ月間延長）につき、
更に2カ月間延長する旨8月2日に国連が発表したものの、
新たな期限とされた10月2日までに、両当事者は更な
る停戦延長につき合意できなかった（国連を仲介者とす
る交渉はなお継続しているとされる）。そして、フーシ
派武装勢力はサウジアラビアの石油関連施設等に対する
攻撃を再開する旨警告したと10月2日に伝えられる。
　その後、フーシ派武装勢力がイエメン南部ハドラマウ
ト（Hadramaut）県ダッバ（Dabba）にある石油積出港を無
人機で攻撃した旨10月21日にイエメンのハディ暫定大
統領派勢力が明らかにした他、11月9日にも、フーシ派
武装勢力が同国南部シャブワ（Shabwa）県ケナ（Qena）に
ある石油積出港を無人機で攻撃した旨ハディ暫定大統領
派勢力が声明を発表した旨11月10日に報じられた。さ
らに11月21日には、再び同国のダッバにある石油積出
港が無人機で攻撃を受けた旨ハディ暫定政権が明らかに
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した。このように、イエメンにおいては、フーシ派武装
勢力による攻撃が散発的に行われるようになっている。
　そして、今後も、イラン核合意正常化をめぐる、米国
を含む西側諸国等とイランとの協議が複雑化することと
併せ、ペルシャ湾のタンカーが攻撃されたり、フーシ派
武装勢力がイエメン国内の施設、及びサウジアラビアを
含む中東湾岸産油国の石油施設を含む施設に対し無人機
等による攻撃を行ったりすることにより、中東産油国か
らの石油供給途絶懸念が市場で高まる結果、原油相場に
上方圧力が加わる可能性がある。
　リビアでは、2011年の住民の蜂起によるカダフィ大
佐の追放後、西部の首都トリポリを拠点とする国民合意
政府（GNA： Government of National Accord）（国連お
よびトルコ等が支援）と、東部トブルクを拠点とする代
表議会（HoR： House of Representatives）を支援する、
ハフタル将軍を指導者とするリビア国民軍（LNA： 
Libyan National Army）（エジプト、UAEおよびロシア
等が支援）との間での対立状態が続いてきたが、2020年
10月23日には両者が停戦合意書に署名した。また、
2021年2月5日には国連主導でGNAとHoRによる和平
協議が実施され、2021年12月に実施が予定されるリビ
ア大統領および議会議員選挙までの期間同国を統治する
ための暫定評議会の議長にムハンマド・メンフィ

（Mohammad Younes Menfi）氏（東部トブルク出身の外
交官）、そして和平協議の結果設立される暫定国民統一
政府（GNU： Government of National Unity）の暫定首相
にアブドルハミド・ドベイバ（Abdul Hamid Mohammed 
Dbeibah）氏（西部ミスラタ出身の実業家）を選出した旨
同日国連リビア支援団（UNSMIL）が発表した。しかしな
がら、その後も両者の対立は継続しており、2021年12
月24日に投票の実施が予定されていた、リビア大統領
選挙については、技術的、法的および治安的な理由（立
候補資格等をめぐり対立が発生していたことが背景にあ
るとされる）により、12月22日に同国選挙管理委員会
は実施を2022年1月24日へと延期する旨発表した。他
方HoRは、12月24日を以て暫定統一政府が有効期限を
迎える旨主張、2022年3月1日にはバシャガ（Bashagha）
元内務相を首相として承認した。
　そして同国では、暫定政府の指導者であるドベイバ首
相に対する（石油収入の配分等を求めた）抗議活動が活発
化し、抗議勢力が同国の一部石油供給関連施設を占拠し
た結果、操業に影響を及ぼしたことにより、2022年4
月17日には、同国西部のエル・フィール（El Feel）油田（原
油生産量日量7万バレル）とシャララ（Sharara）油田（同
30万バレル）の操業が、さらに4月18日にはズエイティ

ナ（Zueitina）石油ターミナル（原油出荷量日量7万バレ
ル）とブレガ（Brega）石油ターミナル（同6万バレル）の操
業が、それぞれ停止した他、6月10日にリビア東部の武
装勢力が同国のラス・ラヌフ（Ras Lanuf）（原油出荷能
力日量22万バレル）およびエス・シデル（Es Sider）（同
32万バレル）両石油ターミナルの操業を停止する等した
ことにより、2022年2月には日量116万バレルであっ
た同国の原油生産量が6月には同63万バレルに落ち込
んだ。7月12日にはドベイバ暫定首相が、元リビア中央
銀行総裁（2006 ～ 11年）であるベングダラ（Bengdara）
氏をNOCの新会長に指名した旨発表、7月14日にはベ
ングダラ氏は政府軍とともにNOC本部に突入したこと
により、それまでNOCの会長であったサナラ氏は退去
した。ベングダラ新会長は1週間以内に同国の原油生産
量を今般の一連の石油生産関連施設の停止前の水準であ
る日量120万バレルに回復させる意向である旨表明した
と7月15日に伝えられた後、石油生産関連施設を封鎖
していた抗議活動実施者との間で合意に到達したことに
より、同国では全ての油田の生産および原油輸出が再開
した旨7月15日に報じられた他、10月には日量118万
バレルへと同国の原油生産量は回復した。しかしながら、
国連およびトルコが支援する国民合意政府GNAおよび
GNAと行動をともにするGNUと、エジプト、UAEお
よびロシア等が支援する、東部トブルクを拠点とする
HoRおよびHoRを支援するLNAとの間での対立が完全
に解消されたわけではなく、8月27日にも両勢力を支援
する民兵組織間で衝突が発生、32人が死亡する等して
おり、今後も両勢力の対立が高まるようであれば、油田
等石油生産関連施設が占拠される等することにより、同
国の原油生産量が減少する結果、原油価格が上振れする
ことも想定されるため、注意が必要であろう。
　原油価格に影響を与えうる経済面での要因としては、
まず、中国の新型コロナウイルス感染抑制のための都市
封鎖を含む個人の外出規制および経済活動制限等をめぐ
る状況が挙げられよう。11月24日時点での中国の1日
当たり新型コロナウイルス新規感染者数は32,695人で
ある旨同国国家衛生健康委員会が11月25日に発表して
おり、これは新型コロナウイルス感染流行開始以降で最
多であった。
　このため、中国の北京市や上海市を初めとする同国一
部都市では、個人の外出規制が強化されつつある。今後
も都市封鎖措置を含む個人の外出規制及び経済活動の制
限が強化されることにより、同国経済減速と石油需要の
伸びの鈍化懸念が市場で拡大することを通じ、原油相場
に下方圧力が加わる場面が見られるといった展開も想定
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される。
　ただ、11月2日には、中国は厳格な新型コロナウイル
ス感染抑制策（いわゆる「ゼロコロナ政策」）を堅持すべき
である旨同国国家衛生健康委員会が明らかにしているも
のの、中国への渡航者の隔離期間を従来の10日間から8
日間へと短縮する他、濃厚接触者の濃厚接触者（いわゆ
る「二次接触者」）の特定作業も取りやめるうえ、航路に
より新型コロナウイルス感染者を渡航させた航空会社に
対し一部の路線の運行停止を義務づける措置を廃止する
旨11月11日に同国国家衛生健康委員会が発表している。
このようなこともあり、この先のいずれかの時点で中国
の新型コロナウイルス感染抑制策を巡る方針が相当程度
転換されることによる、中国経済及び石油需要回復に対
する市場の期待が煽られることにより、原油相場が支持
される可能性がある他、真偽の定かでない新型コロナウ
イルス感染抑制策の修正や国内外での移動の自由化に向
けた中国政府の動向に関する情報が流布することによ
り、同国の個人の往来の活発化や経済回復に伴う石油需
要の増加期待が市場で拡大する結果、原油相場に上方圧
力が加わる場面が見られることも否定はしきれない。
　8月26日に米国ワイオミング州ジャクソンホールで開
催された米国カンザスシティ連邦準備銀行による年次シ
ンポジウムにおける講演で、パウエルFRB議長は、物
価上昇沈静化を図るべく高水準の政策金利を継続する意
向である旨明らかにするとともに、その過程では経済成
長が下振れする恐れがある旨示唆した他、他の複数の米
国金融当局関係者も、物価上昇沈静化を重視する姿勢を
見せた。そのようななか、9月13日に発表された8月の
米国CPIは前年同月比で8.3％の上昇と7月の同8.5％上
昇からは伸び率が縮小したものの、市場の事前予想（同
8.1％の上昇）を上回ったうえ、8月のエネルギーおよび
食料を除くCPIが前年同月比で6.3％の上昇と、7月の同
5.9％の上昇から上昇が加速する兆候が見られた。この
ようなこともあり、9月20 ～ 21日に開催されたFOMC
において、0.75％の政策金利引き上げが決定されたうえ、
この先の政策金利予想が2022年末時点で4.4％、2023
年末時点で4.6 ％と、6月14 ～ 15日時点の前回予想で
ある2022年末時点で3.4％、2023年末時点で3.8％から
引き上げられた旨9月21日にFRBが明らかにした他、
FOMC開催後の記者会見でパウエルFRB議長が、物価
上昇沈静化のためには経済成長がある程度犠牲になる恐
れがある旨示唆した。また、ボストン連邦準備銀行のコ
リンズ総裁（9月26日）、セントルイス連邦準備銀行のブ
ラード総裁（9月27日）、アトランタ連邦準備銀行のボス
ティック総裁（10月5日）、サンフランシスコ連邦準備銀

行のデーリー総裁（10月5日）、クリーブランド連邦準備
銀行のメスター総裁（10月6日）、ミネアポリス連邦準備
銀行のカシュカリ総裁（10月6日）、FRBのブレイナー
ド副議長（9月30日）、クック理事（10月6日）およびウォ
ラー理事（10月7日）等複数の米国金融当局関係者が米国
景気減速よりも物価上昇抑制のための政策金利引き上げ
継続を重視する旨示唆した（括弧内は示唆した日を指
す）。また、9月8日に開催されたECB理事会では、史
上初めて0.75％の政策金利の引き上げが決定された他、
景気後退の恐れがあるにもかかわらず、物価上昇沈静化
を優先させることにより、更なる政策金利引き上げの姿
勢が示唆された。加えて、9月22日に英国、スイス、ノ
ルウェーおよび南アフリカ等の中央銀行が政策金利引き
上げを発表した。また、9月28日にはECBのラガルド
総裁も物価安定を最重要課題として政策金利引き上げを
継続する旨表明した。このように、世界各国および地域
で政策金利引き上げを含む金融引き締め政策が推進され
ており、世界各国および地域の経済減速懸念が市場で増
大する結果、米国等の株式相場が下落したり、米国の迅
速な政策金利引き上げ観測から米ドルが上昇したりする
ことにより、原油相場に下方圧力が加わる可能性がある。
ただ、11月10日に米国労働省から発表された10月の同
国CPI上昇率が前年同月比7.7％と9月の同8.2％から縮
小した他、市場の事前予想（同8.0％）を下回るなど、同
国の物価上昇が鈍化する兆候が見られる他、11月23日
に明らかになったFOMC議事録（11月1 ～ 2日開催分）
では、近いうちに政策金利引き上げペース減速の実施が
妥当となる旨複数の同国金融当局関係者が認識していた
旨明らかになるなどしていることから、原油相場への影
響が複雑化する可能性があることに注意する必要があろ
う。
　なお、政策金利引き上げの影響は短期的な面のみなら
ず長期的な面でも見られる可能性もある。政策金利の引
き上げに伴い資金調達コスト全般が押し上げられること
から、しばしば長期かつ多額の費用を要する石油・天然
ガス探鉱・開発・生産および輸送等のプロジェクトの推
進に支障が発生、少なくとも計画の見直しにより事業開
始が遅延するか、もしくは事業自体が中止に追い込まれ
る結果、将来的な石油・天然ガス等の供給が当初見込み
よりも下振れすることにより、石油需給が引き締まる（天
然ガス需給の引き締まり懸念から天然ガスから石油への
燃料転換を通じて石油需要が増加することを含む）結果、
原油価格に上方圧力が加わる場面が見られることもあり
うる。
　最後にOPECプラス産油国の行動について触れること
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ととしたい。2022年6月13日にはガソリン小売価格が
1ガロン当たり5.107ドルの統計史上最高水準に到達し
たこともあり、夏場のドライブシーズンに伴うガソリン
需要期において米国バイデン政権はOPECプラスの主要
構成産油国であるサウジアラビア等に対し原油価格抑制
のための原油供給拡大を働きかけたとされる。ただ、秋
場から冬場にかけては、米国等はドライブシーズンに伴
うガソリン需要期ではないことにより、原油価格抑制の
ための原油供給拡大へ働きかけが相対的に弱まる可能性
があるが、春場から夏場にかけ、原油価格が高騰するよ
うであれば、再びサウジアラビア等に対し原油供給拡大
への働きかけを強めるものと見られる。一方、サウジア
ラビアと並ぶOPECプラスの重要構成産油国にウクライ
ナ問題をめぐり欧米諸国等と対立するロシアがいるた
め、サウジアラビアはロシアの意向（そして西側諸国等
による対ロシア制裁や評判リスクを恐れる石油会社によ
るロシア産石油購入敬遠の動きもあり、少なくとも石油
供給を拡大することが困難なロシアにとってウクライナ
への侵攻費用を捻出すべく石油収入を確保するためには
高水準の原油価格を維持する必要がある）にも配慮しつ
つ、原油生産方針を決定しなければならない。さらに、
中国の新型コロナウイルス感染抑制のための都市封鎖措
置等の実施による同国等の経済減速と石油需要の伸びの
鈍化、そして、欧米諸国等の金融当局関係者による積極
的な政策金利引き上げに伴う経済減速と石油需要の伸び

の鈍化から原油相場に下方圧力が加わる恐れもある。こ
のような状況から、サウジアラビアを初めとするOPEC
プラス産油国は、原油生産目標の大幅拡大には慎重に対
応するものと考えられる。また、原油価格が下落傾向と
なったり、特に閣僚級会合直前において原油価格が急落
する兆候が見られたりした場合には、サウジアラビアを
初めとするOPECプラス産油国は、石油市場を牽制すべ
く、先制的に原油生産目標引き下げの可能性に言及する

（つまりいわゆる「口先介入」を行う）場面が見られる他、
実際にOPECプラス産油国閣僚級会合等に際しては原油
生産目標のさらなる引き下げが検討及び決定する可能性
も否定できないものと考えられる。
　このように、石油市場をめぐっては現時点で想定され
る要素を考慮しても不透明感が強いうえ、更に現時点で
は想定できない事象がこの先顕在化することも否定でき
ない。特に、政治的、外交的および軍事的な問題は相手
との意思疎通の不具合から時としてあらぬ方向に事態が
展開してしまう、という確率も、「稀」というには多いと
いうのが石油市場をめぐる過去の事象から得られた教訓
でもある。したがって、ロシアのウクライナへの事実上
の侵攻の今後の状況を含め、石油市場をめぐる展開につ
き緊密に監視するとともに、新たな変数が加わった場合
には、それを加味して常に状況をアップデートしていく
ことが引き続き肝要であるものと考えられる。




