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中国のエネルギー爆食による
価格高騰シナリオは崩壊したのか
—逆オイルショック後の原油市場の展望—

1．原油価格急落の要因と短期的見通し
2014 年夏ごろまで 1 バレル 100 ドル台で推移

した原油価格（WTI）は、8 月以降急速に低下し、
11 月に入ると 1 バレル 70 ドル台に突入した。そ
の 後 も 下 落 の 勢 い は 止 ま ら ず、11 月 27 日 に
OPEC で減産見送りが決定されると、下落がさら
に加速。2015 年に入ると 1 バレル 40 ドル台前半
まで低下した。1 月中旬以降、油価は若干反発し
たが、3 月下旬現在、40 ドル前半での推移となっ

ている（図表 1）。
本稿では、逆オイルショックとも呼ばれる原油

価格急落の要因を整理し、今後の展開について短
期および中期的な視点で展望してみたい。

シェール増産と需要下振れが油価急落へ
14 年後半からの逆オイルショックは、増産を続

ける米国のシェールオイルに対する産油国サウジ
アラビアがけん制するために演出したとの見方も

Point
❶	 	2014 年後半から 15 年 3 月現在に至るまで原油価格は大幅に下落した。この「逆オイルショック」

の要因として、①シェールオイルの増産、②欧州や中国などの景気低迷、③米国の量的緩和の終了、
等が挙げられる。

❷	 	短期的には、原油価格は供給が需要を上回るため、低迷するものと見られる。また原油の需給が均
衡し、油価上昇局面になったとしても上昇力は鈍く、中東やシェールオイルの増産能力から原油価
格の上値は 80 ドル程度までに限られよう。

❸	 	2020 年までの原油等のエネルギー価格の展開について、米中のエネルギー消費動向がカギを握る。
米国は油価低下による経済の活性化でエネルギー消費は増加に転じると見られ、シェール資源の供
給余力は低下する。

❹	 	今後、中国のエネルギー消費の拡大は鈍化するものの、2020 年時点でもその消費の規模は圧倒
的であり、需要先として世界のエネルギー市場に依然として影響を及ぼす。一方、エネルギー供給
は油価低迷とロシアへの経済制裁で生産能力の増強が進まないため、2020 年にかけて需給ひっ
迫から原油などエネルギー価格が上昇する新興国の爆食シナリオ復活の可能性がある。
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あるが、それはうがち過ぎた見方であろう。
今回の原油価格の急落には、原油現物の需給両

面からの要因がそれぞれ存在し、さらに金融商品
としての側面も価格動向に影響している。まず、
原油の供給面では、シェールオイルなど非在来の
石油資源の増産によるところが大きい。シェール
オイルは 2011 年には日量 120 万バレルに過ぎな
かったが、14 年には日量 450 万バレルと 4 倍近く
増加しており、この生産規模は米国の需要量
24％、世界の 5％に達している。また IEA（国際
エネルギー機関）や EIA（米国エネルギー情報局）
によると、2014 年の米国のシェールオイルの生産
量は 13 年から 100 万バレル上乗せされた一方で、
世界の原油需要は 68 万バレル増加したに過ぎず、
供給過剰の分だけ原油価格の下押し圧力となって
いると分析している。

一方、原油の需要の面では、①このところ欧州
や中国を中心に世界経済が低迷しており原油の需
要が拡大しないこと、②米国などで自動車の燃費
改善によりガソリンなど輸送用燃料の需要が減少
していること、などを受けて、原油の需要見通し
が下振れしていることが油価下落につながってい
る。

米国の量的緩和の終了も影響
また、米国の金融政策では量的緩和が 2014 年

10 月で終了し、2015 年中の利上げが予想される中
で、機関投資家等がポートフォリオを組み換えて原
油などリスクの高い商品から国債等に資金を移す
動きが出てきたことも油価の低下に影響している。

一方、これまで原油価格上昇の材料として扱わ
れていた地政学的緊張は小康状態である。ロシア・
ウクライナ問題では、14 年 12 月に入って政府軍
と親ロシア派勢力との間で停戦の動きがあり、イ
ランの核開発問題ではイランと西側の協議交渉が
2015 年 6 月末まで延長された。リビアについては
2 つの議会と 2 人の首相が依然存在し、混乱が続
いているものの、原油生産には今のところ大きな
支障が出ていない。イスラム国も勢力に衰えは見
られないものの、原油生産設備のあるイラク南部
等に侵攻する状況までには至っていない。これら
の情勢はその後も動いているものの、原油市場で
はさほど材料視されていない。

さらに、14 年 11 月 27 日の OPEC 総会で、サ
ウジアラビアが主導して OPEC 加盟国による原油
減産を見送ったことが、原油価格の下落に一段と
拍車をかけた。価格反転の材料として有力であっ
た OPEC 加盟国の減産がまとまらず、価格形成を

図表 1　原油価格の推移
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市場に委ねたことで、今後の OPEC のアクション
に対する市場の期待はしぼんでおり、投機筋や年
金基金の資金が原油市場から引き揚げられる動き
がみられる。

原油価格の上値は抑えられる展開に
原油価格の今後の展開について探りたい。まず

供給面では、米国の原油供給増を担ってきた
シェール開発は依然として続いていて、原油の超
過供給の状況は変わっていない。確かにシェール
開発企業は、採掘投資を抑制してリグ（採掘装置）
を減らしており、EIA のリグ数調査によると、14
年 10 月時点のピーク時（1,335 基）から 30％以
上減少している 1（図表 2）。ただし、リグ数低下
の影響が原油生産に現れるのにタイムラグがあり、
おそらく原油生産の低下は 2015 年半ば以降にな
らないと見られないだろう。一方、リグを据えた
シェール井について開発企業は、採掘投資の回収
や土地所有者との契約履行のため、シェールオイ
ルの採掘を続けており、シェールオイルの生産は
増加している。そのため、2015 年前半において原
油需給は均衡せず、原油価格は不安定に推移する
と見られる。

また原油需給が均衡した後、原油価格が一本調
子で上昇に向かうことは期待しにくい状況にあ
る。まず、シェール開発企業の損益分岐点と油価
の関係である。IEA は米国全体で 500 万バレル生
産した場合、損益分岐点が 80 ドル以上の開発企
業は全体の 8％、損益分岐点が 60 ～ 80 ドルの開
発企業は全体の 24％、損益分岐点が 60 ドル以下
の開発企業は 68％と試算している。つまり、油価
が 60 ドル程度まで上昇すると 3 分の 2 以上の
シェール開発企業が本格的に生産を再開すること
となる。次に、中東など既存の産油国の増産能力
である。現在の油価では、中東の大半が税収減に
よる財政赤字に陥っており、原油価格上昇時には
増産能力のある産油国は財政赤字を縮小するため
に増産に駆られやすい。以上の二つの要因から、
原油価格が上昇してもその上値は抑えられる見通
しで、それどころか供給増で原油価格が一段と下
落する可能性もある。

上昇しても 1 バレル 80 ドル台まで
一方、世界の原油需要の下振れに寄与した欧州

や中国の経済低迷は、景気循環的要因というより
も構造的要因によるところが大きい。欧州は債務

1    なお、Baker Hugh 社のリグ数調査では、3 月上旬時点でピーク時から 40％以上減少している。

図表 2　採掘装置の稼働数とシェールオイルの生産の推移
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通貨危機の後遺症やデフレ化の恐れによる需要減
退、中国は投資主導から消費主導への構造転換と

「新常態」への移行期にあるため、経済の低迷や減
速は長期化する見通しである。そのため、欧州の
エネルギー需要の低迷は長びく可能性が高く、中
国も、かつてのような旺盛なエネルギー需要の規
模まで回復することはないだろう。

今般の原油価格急落は、「中国を中心とする新興
国が、限られたエネルギー資源を大量消費するた
めエネルギー価格が高値で推移する」という従来
シナリオが、シェールオイルなどの新たなエネル
ギーの登場と新興国経済、とりわけ中国経済の構
造変化によって、変更を余儀なくされたといって
よい。そのため、今後の原油価格は、厳冬や地政
学的緊張など突発的な事態が生じない限り、低迷
を続けると見られており、仮に油価が上昇したと
しても力弱く、1 バレル 80 ドル台までにとどまる
と予想される。

2．		米中のエネルギー消費の中期的見通し	
～中国の爆食シナリオは崩壊したか

前半では、最近の原油価格の低下・低迷の背景
に、米国シェール開発に加えて、中国など新興国
等のエネルギーの大量消費の持続というこれまで
想定されていた前提が崩れたことがある点を指摘
した。しかし、このまま米国や新興国のエネル
ギー消費拡大は鈍化を続けるのだろうか。後半で
は、今般の原油価格低下・低迷をもたらした需要
要因、特に米国と中国のエネルギー消費の今後に
ついて占ってみたい。

油価高騰などでエネルギー消費が低下する米国
米国のエネルギー消費は 1980 年時点において

も 18 億トン（石油換算、以下略す）と世界エネ
ルギー消費の 4 分の 1 を占める世界最大のエネル
ギー消費国であった。その後もシェアを低下させ
ながらも世界最大のエネルギー消費国の座を維持
していたが、リーマン・ショック後の 2009 年、
ついに中国にその座を譲っている。その後のエネ

ルギー消費については低下基調で推移して現在に
至っている。12 年時点の米国のエネルギー消費は
21 億トンと中国に次いで世界第 2 位であるが、世
界でのシェアは 16％に過ぎない（図表 3）。

米国のエネルギー消費の部門別内訳は、エネル
ギー消費全体の 4 割を運輸部門が占め、次いで民
生・農業・他部門が 3 割程度を占める構造である。
部門別推移を見ると、2000 年まではどの部門にお
いてもエネルギー消費は増加していたが、2000 年
に入ると産業部門、2000 年代半ば以降には運輸部
門と非エネルギー部門、2010 年代に入ると民生・
農業・他部門において低下基調となった。2000 年
以降のエネルギー消費の低下には、製造業などエ
ネルギー集約産業から IT や金融など非エネル
ギー集約産業に米国の産業構造がシフトしたこと
に加えて、2000 年代半ば以降のエネルギー価格の
高騰で省エネルギー技術の採用が進んだことがあ
る。

このことは、米国の主たるエネルギー消費産業
である自動車においても例外ではない。米国車と
いえば燃費の悪い大型車の代名詞であった。しか
し、2000 年代半ば以降の燃料価格の高騰でユー
ザーの米国車離れが懸念されたことに加えて、連
邦政府が、四半世紀以上にわたって事実上放置し
ていた燃費基準を 2007 年に引き上げ、その後も
燃費規制を強化している。このような状況に追い

図表 3　世界のエネルギー消費の推移
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込まれて、米国自動車メーカーは燃費改善に本腰
を入れざるを得なくなっているのである。

こうした省エネ努力を受けて、米国全体のエネ
ルギー効率は改善が進んでいる。1990 年から
2012 年にかけて米国のエネルギー効率は年率
3.9％で改善しているが、なかでも 2000 年代に
入ってからエネルギー効率の改善テンポが高まっ
ている。

油価低迷でエネルギー供給余力が低下
ただし今後の米国のエネルギー消費について、

IEA による見通し（政策変更がないシナリオ）に
よると、生産の国内回帰等を背景に民生等のエネ
ルギー消費がけん引して増加基調に転ずるとして
おり、2020 年には 23 億トンに達する見込みであ
る。さらに、同見通しでは昨今の原油価格の低下・
低迷は考慮されていないため、米国のエネルギー
消費が民生部門を中心に上振れする可能性がある。

確かに連邦政府は運輸部門や電力部門を中心に
環境規制を強化していくため、米国のエネルギー
消費が一本調子で増えていくとは考えられない。
しかし、米国経済を取り巻くエネルギー環境は近
年にないほど好転しており、米国のエネルギー消
費は、少なくとも今後数年間においてはこれまで
の低下基調から上昇基調に転じると見るのが妥当
である。このため、米国のシェールオイルや
シェールガスの世界への供給余力は想定を下回る
可能性があるだろう。

爆食を続ける中国のエネルギー消費量
一方の中国のエネルギー消費は 1980 年時点で

は 6 億トン弱と世界の同シェアの 8％程度に過ぎ
なかった。しかし、その後の中国の工業化および
所得の上昇に伴い、エネルギー消費も増加してい
る。1995 年には 10 億トン、2007 年には 20 億ト
ンを超えてエネルギーを消費し、2009 年には 23
億トンと米国を超えて世界第 1 位のエネルギー消
費大国に躍り出た。その後も、エネルギー消費は
減ることなく増えており、2012 年時点の中国のエ

ネルギー消費量は 29 億トンと世界の同シェアの
22％に達している（図表 3）

中国のエネルギー消費についてその内訳を見る
と、米国と異なり工業化および高成長が持続して
きたことで産業部門のエネルギー消費が国全体の
半分程度を占めている一方、民生・農業・他部門
のエネルギー消費は 3 割程度となっており、また
運輸部門のそれは上昇しているとはいえ、10％台
半ばに過ぎない。

近年鈍化の兆しも
ただし、近年の中国の経済成長率の鈍化に伴

い、エネルギー消費の増加ペースも落ちてきてい
る。2000 年代のエネルギー消費の伸び率は年率
8.1％に対して 2010 ～ 12 年の伸び率は 7% 程度に
とどまっている。これらのエネルギー消費の鈍化
は景気循環的なものでなく、生産主導から消費主
導へと経済構造が転換することに伴うものであり、
今後も中国のエネルギー消費は鈍化を続けるだろ
う。

それでも中国が必要とするエネルギーは膨大な
ものであり、中国国内だけでなく世界市場まで多
大な影響を与える。IEA による 2020 年の中国の
エネルギー消費見通し（政策変更なし）によると、
エネルギー消費の年間伸び率は 2.4％と、これま
での伸びから大きく鈍化する。しかし、エネル
ギーの消費規模は 35 億トンに達する見込みであ
る。中国の原油や天然ガスの国内生産能力は急速
に拡大できないため、これらの増分、つまり、原
油では日量 350 万バレル、天然ガスでは 5 兆立方
フィート、について輸入に頼らざるを得ない。こ
れらの規模はこの数年間のシェール革命で生み出
された原油と天然ガスに匹敵するレベルである。

中国のエネルギー政策は拡大抑制に転換したが、
そのペースは緩やか

もちろん、中国政府は今後のエネルギー消費の
拡大を放置するつもりはない。2014 年 11 月には
米中首脳は、エネルギー消費の拡大や CO2 排出の

経済・産業
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増大を抑制する共同声明を出した。中国は 2030
年ごろには CO2 排出をピークアウトさせ、非化石
エネルギーの比率をエネルギー全体の 20％程度ま
で引き上げるとしている。同じく 11 月に国務院
は「エネルギー発展戦略行動計画（2014-2020 年）」
を発表した。同計画は、節約の優先、国内資源へ
の立脚、グリーン・低炭素、技術革新という 4 点
の戦略方針を示し、エネルギー消費等の数値目標
を明らかにした。具体的には、中国の主たるエネ
ルギー源である石炭のエネルギー全体に占める比
率を 62％以下にとどめるとともに、天然ガスの比
率を 10％以上、非化石エネルギーの比率を 15％
程度とした。また、原子力発電や再生可能エネル
ギーの設備容量等についても数値目標を明示した。

これらの数値目標は、現在実施されている第 12
次五か年計画の延長に位置づけられる。言い換え
れば、今回発表された数値目標はこれまでの数値
目標を踏襲したものであり、現行のエネルギー政
策が継続されていくことを示す。つまり、中国の
エネルギー政策は、2020 年までの中期的な観点で
は、中国国内のエネルギー消費の拡大を強力に抑
えるものではない。

したがって 2020 年ごろの中国のエネルギー消費
は、ペースは鈍化するものの拡大しており、依然
として存在感を発揮するだろう。さらに他のアジ
ア地域のエネルギー消費の増加を合わせると、原
油などエネルギーの世界的な需給に深刻な影響を
与えるだろう。

新興国の爆食シナリオ復活の可能性も
一方、ロシアへの経済制裁や原油等のエネル

ギー価格の低迷で世界的に資源開発投資が削減さ
れているため、原油や天然ガスの生産能力にさほ
ど伸び代はないだろう。IEA は 2014 年の世界エネ
ルギー見通しで、2025 年にかけての原油増産の規
模について、米国に加えて、イラクと超大水深油
田を持つブラジルが日量 200 万バレル以上、オイ
ルサンドのカナダが同 180 万バレル以上としてい
る。しかし、これらの油田のバレル当たり生産コ
ストを見ると（図表 4）、オイルサンドなど重質油
の生産コストは 50 ドル以上、超大水深油田の生産
コストは 70 ドル以上となっている。現在の油価水
準ではこれらの油田は採算にのらないこととなり、
これらの開発投資が行われるとは考えられない。
そのため、2020 年までの間に新興国のエネルギー
の需要が供給を上回って価格が急上昇する、いわ
ゆる新興国の爆食シナリオが復活する可能性も捨
てきれず、エネルギー需給の動向に注意が必要だ
ろう。

図表 4　各種原油の生産コスト
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出所：IEA資料

中国のエネルギー爆食による価格高騰シナリオは崩壊したのか




