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　本稿では、最近発表された世界石油需給シナリオをサーベイし、そのなかから、今後の国際石油価格

の中長期的な動向を見通すための視座を得る。シナリオのなかには、！EAのような石油消費者の立場か

ら描かれたものもあれば、OPEC、ExxonMobilのような生産者の立場から描かれたものもある。したがっ

て、シナリオ分析を通じて、単なる予測の幅を見積るのではなく、異なる立場の機関・専門家が、それぞ

れどのような将来のイメージを持っているのかを整理することは、混迷する世界石油需給の将来を見通

す上で有益である。

1．　はじめに

2．世界の石油需給シナリオ

　石油生産シナリオ

　石油需要シナリオ

3．資源量制約ドライバとその影響

4．温暖化ドライバとその影響

　温暖化政策に関する代替シナリオ

　石油メジャーのシナリオ
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1．はじめに

　最近の原油価格の高騰は、過去2回、中東

での紛争をきっかけとしておきた石油ショッ

クとは様相を異にしている。背景には、石油

供給側の生産余力が小さいなかで、世界経済

の拡大による石油需要の急増があげられる。

しかし、石油需給の将来には、さらに様々な

不確実性が存在し、供給側も需要側も明確な

展望が描けない状況にある。このため以下で

は、最近発表された各機関の世界石油需給シ

ナリオを、需給両面および、制約となるいく

つかのドライバを中心に整理し、今後の国際

石油需給動向をどのようにみていくべきかを

示唆する。

　シナリオプランニングでは、不確実性が高

く、かつシナリオ全体に与える影響力の大き

な要素は、シナリオドライバと呼ばれる

（Schwartz（2000））。シナリオドライバには、

時代背景、生活環境あるいは国際情勢といっ

た、数量化しにくいものも多い。図1、2は、

主要国の石油需給を、不確実性を表す需給量

の年絶対変化率、影響の大きさを表す世界シ

ェアの2軸でプロットしたものである。この

図の右上にいくほど、不確実性が高く、かつ

全体に及ぼす影響も大きな国である。本稿で

は、国別のマクロの需給シナリオを主な分析

対象とするために、これらの国々を中心に考

察を進めたい。

　まず、世界石油需要についての図1をみる

と、右上に位置する国はないものの、右下部

に中国、左上部に米国がみられる。2000年以

降の中国の需要の変動（増加）が他の国・地

域と比較して際立って高いこと、米国は現在

のところ世界石油需要の実に4分の1を占め

ていることがわかる。昨年の世界石油需要を

牽引したのもこの2力国であった。
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世界石油需給に関するシナリオ分析

　次に図2で、世界石油供給について見てみ

ると、OPEC最大の産油国サウジアラビア、非

OPEC最大の産油国ロシアはともに図の上部

に位置し、世界の10％以上のシェアを持ち、

国際石油市場に大きな影響力を持っことがわ

かる。一方で、依然として不安定な情勢が続

くイラク、政情が安定しないヴェネズエラで

は、年々の生産量の変動が大きく、図の右側

に位置し、国際石油市場の不確実性を増大さ

せていることがわかる。ヴェネズエラは、長

らくアメリカの石油・ガソリン輸入の15％を

安定して供給してきた。地理的に近く　（海上

輸送でも6日）、OPECの中でも非アラブ非イ

スラムのメンバーであり、第一次石油危機、

湾岸危機においても増産を続けたヴェネズエ

ラは、かつては安定した存在感を示していた。

ところが、チャベス現大統領政権下の2002

年末から2003年初頭にかけて大規模なゼネ

ストが発生した。ひとたびヴェネズエラで供

給途絶が起こった場合に、その供給を補うサ

ウジアラビアやロシアからの輸送には1ヶ月

を要する。また、世界の石油市場の中心であ

る米国市場で需給逼迫や投機が起こると、そ

の影響は瞬く間に世界の石油市場に波及して

しまう。Billing　（2004）が指摘するように

2003年以降の石油価格高騰には、このヴェネ

ズエラの問題も大きく影響している。また、

イラクについては、2003年の米国のイラク攻

撃以降、新政府の誕生後も相次ぐテロの影響

で生産回復が遅れている。イラクはサウジア

ラビアに次ぐ世界第2位の確認埋蔵量を持ち

ながら、生産量は、2005年9月時点でも目量

197万バレルと、依然としてイラク戦争直前

の生産水準250万バレルにさえ追いついてい

ない状況が続いている。このため、OPECの生

産量割当からも外れたままであるが、ひとた

びイラクの生産が回復軌道に乗り、過去最大
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図1主要な国・地域の世界石油需要

　　の伸び（2000－2004）とシェア

12％

10％

8％

6％

4％

2％

0％

一Rロs馴a…一

◆

◆　Saudi

◆

◆

Ω，
i6

こ傷ン．． OVenezuela 1raq

　◆
　－　　　一　　　一　　　冒　　　冒　　　冒

タ蜜、 年（絶対）変化率平

0％

、～oq4年q：8旦》生産量シ；ア、
、

　　　　　　　　　　　一
10％　　　　20％　　　　30％　　　　4096　　　　50％　　　　60％

図2主要な国・地域の世界石油生産

　　の伸び（1995－2004）とシェァ

の日量360万バレル程度まで増産を行うだけ

でも、国際石油価格をバレルあたり4～5ドル

程度は引き下げるだけのインパクトを持って

いる1。

　以上の需給両面でのドライバのほかに、資

源量制約、温暖化制約の2つも今後の石油需

給を見ていく上で重要なドライバである。

　資源量制約に関連しては、最近の石油の価

格高騰は、世界的な石油生産のピークが近づ

いているためである、というピークオイル論

が再び昨年から活発になっている。米国の地

質学者Hubbertの『油田ごとの生産量は、Bell

1仮に、石油価格が30ドル程度としたときの、電中
研四半期国際石油需給モデルによる感度分析の結果。
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図3石油生産に関するシナリオの比較

　　（OPECとNon－OPEC）

型の生産量軌跡をたどり、埋蔵量の半分を生

産した段階で生産量はピークに達する。』とい

う米国内の油田データから得た経験則に端を

発したものである。Simons（2005）は、その著

書『Twilight　in　theDesert：The　coming　Saudi

Oil　Shock　and　theWorldEconomy』のなかで、

世界最大のサウジアラビアの石油生産能力に

は重大な疑問がある、と同国の石油関連情報

の不透明性を指摘している。また、サウジァ

ラビアは世界需要の増加にやがて対応しきれ

なくなる恐れがある、とも警告している。

　温暖化制約に関連しては、2005年に京都議

定書が発効し、批准国では2008年以降の温暖

化ガス排出量目標の達成が必要となった。先

進国を中心に、発熱量あたりの二酸化炭素排

出量が石油より少ない燃料である天然ガスヘ

のシフトが急速に進んでいる。また、燃費規

制をはじめとする省エネルギー（省石油）政

策の動向や、EUで今年から開始された排出権

取引制度は、中長期的な石油需要や、それを

前提とした石油供給計画にも大きな影響を与

える可能性がある。2節以降では、以上であ

げたドライバを中心に、世界石油需給シナリ

オを整理していく。

2．世界の石油需給シナリオの比較

2．1石油生産シナリオ

　EEA（2000，European　Environment　Agency）

がいうように、『シナリオは常に、明に暗に、

シナリオ作成者側の認識や判断を体現したも

のになる。』と考えられる。ここでとりあげる

主なシナリオは、米国エネルギー情報局

DOE（2005）、石油輸出国機構OPEC（2004）、国

際エネルギー機関IEA（2004〉、EC（2003〉、

Shell（2001）、ExxonMobil（2004）である2。

　図3は、このうちDOE、OPEC、IEAと星野・

桜井（2004）（以下、CRIEPIシナリオ）の4つ

について、OPEC、非OPECの石油生産量の

referenceシナリオを比較したものである。

　まずDOEシナリオについてみてみよう。こ

のなかでは、非OPECの生産量の伸びが2010

21EAは、2005年11月に2005年版のWorldEnergy
Outlookを公表予定である。She11は今年（2005年）、

新しいシナリオShell（2005）を発表している。
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年以降も続くと見ている。その根拠としては、

北海油田の生産は2006年をピークに減少す

るものの減少テンポは緩やかで、2025年でも

ピーク時の7割程度の生産量を維持すること、

北米でも生産量の緩やかな減少が続くが、オ

イルサンド生産量は伸び続け、日量3百万バ

レルに達すること、高油価を背景に旧ソ連で

の生産量が増加を続け、2015年で日量15百

万バレルに達すると見こまれること、南米、

アフリカでの油田開発が進むことなどがあげ

られている。

　次にDOEと対照的なのがCRIEPIシナリオで

ある。同シナリオでは、OPECの生産増、非OPEC

の生産減がやや極端になっている。これは以

下の2つの理由による。第1に、需要増への

対応としては、コストの高い非在来型資源や

深海探査による非OPEC地域以外での供給増

ではなく、より安価なOPECの在来型資源の供

給増加が先んじて起こると考えたためである。

しかし、2004年以降のエネルギー価格の急騰

で、カナダのオイルサンドなど非在来型石油

開発が急速に進んでいる状況から、この点は

今後再考の余地がある。第2はロシアの生産

量の見通しの違いである。ロシアの生産量は、

2000年以降、急速に増加しているが、CRIEPI

シナリオでは、旧ソ連の2050までの累積生産

量は、同地域の確認埋蔵量の8割程度とやや

消極的な見方をしていた。これは、2000年以

降のロシアでの生産量の急増は、無理な増産

による一時的なものであり、油層に水を圧入

して油を回収する水攻法の乱用で油田の長期

的な油田の生産力が落ちるとの懸念が一般的

であったためである。しかし、最近では、本

村（2005）が指摘するように、生産力の回復

は一時的なものではなく、欧米の最新の生産

技術の導入によってもたらされたものである

ため、少なくとも10～20年は持続可能である

という見方がされつつある。

　このなかで、唯一供給国側を代表するOPEC

のシナリオをみると、DOEほどではないが、

非OPECの生産量は、2010年以降も減少する

ことはなく、その水準を維持していくと見て

いる。まず非OPECで鍵となるロシアの生産量

については、2015年ごろに日量11百万バレ

ルに達し、それ以降は高原状でその生産水準

を維持していくと見ている。しかし、ロシア
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図5石油需要に関するシナリオの比較

の石油生産には輸出関連設備の能力がボトル

ネックとなるため、2000年以降の急激な生産

の伸びは持続可能ではないとも述べている。

事実、このOPECのレポートの出された2004

年の秋以降、ロシアの増産ぺ一スは急減速し

ている。北米の生産量にっいては、現在の在

来型石油生産の低下が、カナダのオイルサン

ド、メキシコ湾の石油開発によって埋め合わ

されると見ている。

　さて、OPECでは、そのOPEC自身の生産シ

ナリオをどのように見ているのであろうか。

図3にあるように、OPECのreferenceケース

では、IEA（2004〉とほとんど同じ見方をしてい

ることがわかる3。2010年以降、急速に生産

量を伸ばし、2025年には、NGLを含んだ量で

目量58百万バレルに達することになり、OPEC

のシェアは50．9％と、わずかながらも非OPEC

を凌ぐことになる。OPECでは、これだけの規

模の生産量を実現するためには、相当な投資

が必要であるが、需要が本当にこれだけ伸び

るのか、非OPECの生産量が急増することはな

3図5にみることができるように、需要の見通しもIEA

の見通しとほぽ同様であるにもかかわらず、図3で

OPECによるNonOPECの生産見通しが、IEAと食い違
うのは、ここで示したIEA（2004）では、非在来型石油

を別掲してあるためである。

いのか、といった様々な不確実性を指摘して

いる。このため、次節でとりあげるように、

需要については、referenceケースよりも低

いシナリオを2つ作成している。

　OPECのこの苦悩を端的に表しているのが、

図4である。この図は、DOEのreferenceケ

ース、石油価格の高ケース、低ケースの3つ

のシナリオでのOPEC各国、旧ソ連での生産能

力、およびIEA、OPECシナリオでの旧ソ連の

生産量を示したものである。OPECとくにサウ

ジアラビアでは、世界需要に対応して必要と

なる生産能力にはシナリオ間で大きな差があ

ることがわかる。この幅は、ほぼ現在の同国

の生産能力に匹敵するほどの大きさにもなり、

非OPEC最大の産油国ロシアを含む旧ソ連で、

シナリオ間の幅が小さいこととは対照的であ

る。石油価格が高い場合には、世界需要の減

少と非OPECの生産量の増加によって、OPEC

への石油需要は減少し、逆に低価格の場合に

はこの逆のことが起こるためである。これま

で、サウジアラビアは、他の産油国を圧倒す

る規模の生産余力を発揮して、需給調整機能

を果たしてきた。従って、DOEをはじめとす

る多くの石油需給シナリオの背景には、サウ

ジアラビアが今後も引き続き同じ役割を果た

一23一



世界石油需給に関するシナリオ分析

すであろうという前提がある。しかし、需要

の不確実性が増大するなかで、サウジアラビ

アを中心としたOPECが、将来にわたってこの

ような需給調整機能を果たしていくことが可

能か否かは大きな不確定要素であろう。

2．2石油需要シナリオ

　次に世界石油需要のシナリオを比較したの

が図5である。今後数十年の人口・経済の伸

び、一人当たりエネルギー需要の伸び、自動

車の燃費効率などの想定から導かれる世界石

油需要は、DOEが、2025年で日量119百万バ

レル、IEAが2030年で日量121百万バレル、

OPECが2025年で日量115百万バレルである。

　図1、2の横軸のスケールをみると、国・

地域別にみた場合、過去の供給変動は需要変

動と比べて大きいことがわかる。これは、2004

年でみると、政治情勢の安定した先進国が世

界石油需要の60％を占めるのに対し、石油供

給では26％を占めるに過ぎないからである。

しかし、1990年代以降は、中国、アジア地域

を中心とした途上国での石油需要の増加が顕

著である。いずれのシナリオでも、将来にわ

たってこの傾向に大きな違いは見られない。

各機関では、世界石油需要のうち移行経済圏

も含めた途上国の占める割合は、DOEが2025

年で55％、IEAが2030年で53％、OPECで51％

と見ている。

　Kobos他（2003）では、中国の乗用車普及

とその影響についての2025年までのシナリ

オ分析を行っている。その結果、仮に経済成

長率が年率7．5％の高成長のケースでは、

2025年の千人あたり普及台数は72台になる。

中国の人口は、低めに見積もっても、2025年

には13億人を超えると予想されており、高成

長の場合には、1億台の乗用車が保有される

計算である。市場が飽和するとみられる普及

水準はさらに高く、千人あたり292台と計算

している。このように、各シナリオに共通し

て、途上国での石油需要の急増には、運輸部

門での需要拡大が大きく寄与していくと見ら

れている。

　DOEでは、経済成長に関する代替ケースと

して高成長、低成長ケースの2つを計算して

いる。それぞれのケースで、実質経済成長率

を、referenceケースに対して、先進国につ

いては0．5％ポイントずつ増減し、途上国に

ついては、1．0％ポイントずつ増減して計算し

ている。高成長ケースは、図5の最上位に示

されており、2025年で目量132百万バレルと

なり、現在より約60％増加する。その増加の

66％が、移行経済圏を含む途上国によるもの

である。

　既にみたように、OPECのreferenceケース

での世界の石油需給量は、ほぼIEAの
referenceケースを結果的に踏襲した規模に

なっている。しかし、これに加えてOPECでは、

代替的なシナリオとして、世界経済の低成長

シナリオ、自動車の燃費向上シナリオの2つ

を作成している。いずれも、referenceケー

スに対する、需要の減少リスクに対応したも

のとなる。OPECの「低成長ケース」は、世界

の各地域のGDP成長率が、referenceケース

よりもそれぞれ1％ポイントずつ低い場合の

需要への影響を見ている。その結果、図5で

は最も下位のシナリオに相当し、世界石油需

要は、2025年のreferenceケースよりも目量

17百万バレル（15％）少なくなる。これは、

現在のOPEC生産量の約半分に相当する。次に

OPECの「燃費向上ケース」では、今後最大の

需要の伸びが予想される運輸部門で、自動車

1台あたりの燃料消費量がReferenceケース

よりも0．5％減少（燃費が向上）した場合の

需要への影響を見ている。その結果、2025年

時点で、先進国で日量3百万バレル、途上国・
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移行経済圏で目量2．6百万バレル程度、石油

需要が減少すると見込まれている。このよう

に生産者であるOPECでは、消費者であるIEA

の需要予測を前提とした供給シナリオを描い

て見せる一方で、長期的な需要低迷のリスク

を最も懸念していることがわかる。

　改めて図5を見ると、IEAのreferenceケ

ースを中心として、DOEのHighケース、OPEC

のLowケースが対称をなしている。先進国と

しては、需要の高成長の可能性を指摘するこ

とで、産油国の対応を促す一方で、OPECでは

想定外の需要の低迷リスクを強調している。

3．資源量制約ドライバとその影響

前述のSi㎜onsの『サウジの原油生産は既

にピークを超えた』とする主張に対し、サウ

ジ国営石油会社Aramcoは、今後、1500万バ

レルまで生産量を拡大し、50年間はそれを安

定的に維持するだけの供給力を持っているこ

とをデータで示し、この論争にも一応の決着

がついたかにみえる。他方、米国の原油生産

は1970年代にピークを迎え、北海油田の生産

量も2006年がピークとされている。さらに、

サウジアラビアでも、1970年以降、大規模な

油田の発見はないまま、最大の油田ガワール

油田では徐々に生産力が落ちていることは確

かなようである。したがって、今後は、より

規模の小さな、あるいは深海や辺境地での油

田探索が必要となる。

　表1は資源量の想定と生産シナリオの関係

をまとめたものである。IEA（2004）の結果によ

ると、在来型資源量を、USGS（2002〉の在来型

資源の究極残存可採埋蔵量2．6兆バレルとし

た場合の石油生産のピークは2028－2032年で、

2030年時点での非在来型石油生産量は目量

10百万バレル程度である。ところが、仮に

百万トン
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＿一
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図8石油価格シナリオと代替燃料の価格

9000億バレル少ない低ケースの場合には、在

来型石油生産量ピークの時期は2013－17年に

早まり、ピーク時の生産量も目量25百万バレ

ル少なくなる。このケースでは、在来型石油

に代わって、非在来型石油の生産量が3．7倍

の日量37百万バレルとなり、現在のOPECの

生産量を大きく超え、2030年の石油供給の実

に28％が非在来型石油となる。

　また、EC（2003）では、資源量の想定の違い

が石油価格に与える影響を試算している。こ

の結果、仮に5800億バレル少ないケース（EC：

Low　Case）では、referenceケースに比べて

石油価格は2030年で約22％上昇するとして

いる。

　星野・桜井（2004）では、ロシアの生産量シ

ナリオが石油価格に与える影響を分析した。

仮にロシアを含む旧ソ連の生産量が、図6で

みるように、累積生産量でみて、確認埋蔵量

の1．1倍程度（べ一スケースでは、0．8倍程

度にとどまるとした）と高めであった場合に

は、生産ピークは2020年以降となる。この場

合、需給の緩和から、国際石油価格は最大で

約17％低下する可能性がある（図7）。

　最後に、石油価格シナリオ、および代替燃

料の現在の価格を比較したのが図8である。

石油価格の予測値は、それぞれの基準年、通

貨単位を調整した実質価格で比較している。

原油価格の急騰が急激に進んでいるため、予

測時点の違う価格予測値の水準を比較するこ

と自体にはあまり意味がないが、いずれも実

質べ一スで緩やかな価格の上昇を予測してい

ることは共通している。石油需要の着実な伸

びが期待されるなかで、先に見た資源制約が

徐々に顕在化し、より高コストの油田開発を

必要とするためである。

　また、代替燃料についてみると、現在の高

価格のもとでは、オイルサンド、GTLともに

競争力を持つ燃料であることがわかる。カナ

ダのオイルサンドの供給ロードマップ

（Alberta　Chamber　Resources（2004））では、

2030年までに、目量5百万バレルの生産を目

標としている。一方、バイオ燃料はまだ高コ

ストで十分な競争力を持つとはいい難い。し

かし、ブラジルでは国内で自動車用燃料とし

て利用されてきたエタノール燃料を、最近、

大規模に輸出し始めており、地球温暖化対策

の一環として世界的に市場が拡大する可能性

がある。

4．地球温暖化ドライバとその影響
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地球温暖化の原因となる温暖化ガスの大半

を占めるエネルギー（化石燃料）起源の二酸

化炭素の排出量を抑制、削減していくことが

求められている。今後、100年、200年といっ

た超長期での持続的な取り組みを、世界規模

で行う必要があり、そのなかで世界の石油需

要は大きな影響を受ける可能性がある。以下

では、各シナリオの代替シナリオとして描か

れている温暖化シナリオについてまとめる。

4．1温暖化政策に関する代替シナリオ

　以下では、DOE、IEA、EC、CRIEPIによる温

暖化政策に関する代替シナリオから、石油需

給に与える影響を検討する。表2では、前提

としている温暖化政策や評価年は異なるが、

これら4つのシナリオの影響をまとめたもの

である。

　DOEで前提としている温暖化政策は、京都

議定書を批准している国のみでその排出量目

標を達成するとし、さらにその排出量目標が

2025年まで一定と仮定している。CRIEPIでは、

日本およびEU4力国（ドイツ、フランス、英

国、イタリア）のみが京都議定書の第1約束

期間の排出量目標を国内対策（炭素税）のみ

で達成すると仮定している。DOE、CRIEPIと

もに京都議定書の第1約束期間の目標達成の

みを想定しているため、石油需要への影響も

小さめである。IEAでは、referenceケースに

対するAltemativeケースと称して、世界各

国が現在計画している温暖化関連政策をすべ

て計画通りに実施したと想定するシナリオを

掲げている。ECの”ACO2Emissionabatement

case”では、IPCCのB1シナリオの排出量目

標を達成した場合のシナリオである。

　DOE、EC、CRIEPIの各シナリオでは、炭素

価格がモデルのなかで明示的に決まるため、

エネルギー消費の減少、エネルギー間の代替

によって排出量目標を達成する。一方、IEA

では、地域ごとに出されている温暖化政策の

影響を積み上げて評価している。たとえば発

電部門でみると、北米については、再生可能

エネルギー利用促進、CHP利用促進、IGCCや

燃料電池開発の促進を想定しているのに対し、

EU地域では、それらに加えて、フランス、ス

ウェーデンでの原子力運転期間の延長を想定

している。

　EC、IEAのシナリオを比較すると、ECシナ

リオは排出削減量がIEAよりも大きいのに対

し、石油需要への影響は小さめである。これ

は、ECシナリオで、石炭から天然ガスヘの燃

料シフトをより大きくみていること、原子力

発電の寄与をより大きくみていることによる

ものである。

　石油需要の減少は、国際石油需給のバラン

スを通じて石油価格の低下をもたらす。

CRIEPIシナリオでは、この効果を含めて計算

している。仮に、目本およびEU4力国で京都

議定書の第1約束期間の排出量目標を国内対

策のみで削減した場合には、国際石油価格は

7．5％低下し、排出量目標を持たない国での石

油需要の増加を引き起こす。これはリーケー

ジ効果と呼ばれ、それが大きいため、石油需

要への影響は他のシナリオより小さめである。

　温暖化政策といっても、その内容や規模は

様々である。特に石油需要に与える影響は、

省エネルギー技術の開発を促進するのか、CO2

回収貯留を本格化するのか、原子力利用を促

進するのか、炭素の国際取引に参加するのか、

途上国の温暖化政策の取り組みはどうみるの

か、など政策の方向性によって大きく異なる

ことが予想される。そこで、たとえば、IEA

のシナリオで、現状でとられている世界の温

暖化政策の方向性が継続するとした場合の世

界需給へのインパクトをみると、2030年には、

石油需要を約1割減少させることが予想され
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表2温暖化政策が世界石油需要に与える影響

DO霞 磁A 荘C 巾礒

2025年 2030年 2030年
2008－12
年平均

（百万バレル／露）「 一3．4 一13．6 一9．4 一1．4

％ 一2．8％ 一11．2％ 一8ρ％ 一1，4％

召　　　への 一7．5％

1（G駕CO2〉 一〇．6 一6．0 一9．2 一〇．04

乖離率（％》

世鞠1　（再）’ ・一2繍 一”、2覧 一8．｛跳一 岬1，4飴

鍵 一18ρ％ 一23．0％ 一42．0％ 一1．5％

天撮ガス 2．5％ 一10．0％ 0．0％ 一1．2％

華発 12．6％ 13．6％ 36．0％ 0．0％

る。一方、エネルギー価格の変化を通じた、

よりダイナミックなエネルギー間の代替が可

能だとすると、ECのシナリオに近く、この場

合にも約8％の石油需要の減少が見込まれて

いる。ただ、原子力発電の利用のかなりの拡

大を想定したものであるため、それが難しい

場合には、石油需要への影響はさらに大きく

なる可能性もある。また、CRIEPIシナリオか

ら示唆されるように、世界規模での温暖化政

策の実施によって、国際石油市場では価格に

よる需給の調整が起こるため、当初想定され

た石油需要の減少幅は、若干小さくなる可能

性があることがわかる。

4．2石油メジャーのシナリオ

　石油メジャー各社は、地球温暖化をどのよ

うに捕らえているのであろうか。Birger　and

Skodvin（2003）1ま、　　“Cl　imate　change　and　the

oil　industry”のなかで、米国のExxonMobi1、

欧州のShel1、スウェーデンのStatoi1の3

社の地球温暖化に対する各企業の取り組みを

事例としてとりあげている。ともに大規模に

世界展開している世界有数の石油会社であり

ながら、取り組みの違いがあること、それが

どのような理由によるものかについて論じて

いる。その経営学的なインプリケーションは

別としても、ここで取り上げられている3社

の性格の違いが際立っていて興味深い。

14。日量百万及、
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図9She”、ExxonMobilの世界石油需要シナリオ

ExxonMobilは、米国系の企業ということもあ

り、地球温暖化問題に対する取り組みは3社

の中で最も消極的で、生産物に占める炭素集

約度は最も高い。これに対し、She11は、温

暖化政策の石油産業に与える影響に対する意

識は強く、永年シナリオ分析などを通して将

来に備える議論をしてきた。このため、早く

からガスやrenewableに対する投資も積極的

に行っている。Statoi1は、両者が両極端と

すればその真ん中程度に位置している。

Statoilでは、最近、CCS（CO2の回収隔離4）

プラントの開発を始めるなど、その地球温暖

化問題への取り組みには世界の注目が集まっ

　4今年新たにIPCCの場で、CCS（CO2回収隔離）の
活用の議論が本格化することになった。本稿ではふ

れることはできなかったが、仮に、CCSが活用された

場合には、世界の石油需給の将来だけでなく、エネ

ルギー需給のシナリオは大きく変更される可能性が

ある。今後、この点についてはさらに分析していく

予定である。
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ている。

　このうち、ExxonMobil、She11の2社は、

各社独自の将来シナリオを発表している。

SheHシナリオは、天然ガス・水素社会を志

向したシナリオであり、ExxonMobilシナリオ

では、非在来型資源を含めた資源制約には楽

観的であり、依然として石油が大きなシェア

を維持するシナリオとなっている。

　図9は、両社のシナリオから石油需要の見

通しについて比較したものである。Shellシ

ナリオでは、referenceケースはなく、

DynamicasUsualシナリオとSpiritofthe

comingAgeシナリオの2つがあげられている。

Dynamic　as　Usua1では、既存技術の延長線上

の技術進歩を想定しているため、現在の各機

器のエネルギー効率が順調に改善する。車の

燃費向上も進展するため、2010－2015年にか

けて石油需給が緩み価格も低下する。反面、

価格低下から途上国での輸送や暖房用の石油

需要を増加させる。このため、2050年にかけ

ても石油需要の低下はない。一方、Spirit　of

comingAgeでは、試行錯誤を繰り返しながら、

技術革新によって、より良いエネルギーを手

にすることが可能となり、エネルギー需要も、

2050年で約4割多くなっているシナリオで

ある。燃料電池技術の進歩により、燃料電池

車の普及が急速に進み、2025年までに先進国

の自動車の25％が燃料電池車となる。メタン

の供給源としては、天然ガスに加え、二酸化

炭素の貯留を前提として、石炭やオイルシェ

ールも技術的に選択可能となる。こうして、

石油が枯渇する以前に、石油の需要は減少し

十分に価格も低下するため、一部の途上国で

も、熱や電力の供給に用いられる。しかし、

輸送用燃料としての需要の減少により、石油

需要全体は、低下していく。量的には先の図

のOPECの代替ケースのうちのLow　Economic

Growthケースに相当する。

　一方のExxonMobilのシナリオでは、2020

年時点でも石油と天然ガスが世界の一次エネ

ルギー需要の60％を占めると考えており、こ

のため引き続き石油・天然ガス関連部門に重

点的に投資する経営方針である。現在の技術

の延長線上で、さらに技術進歩のスピードを

速め、エネルギー利用効率を向上させること

が、温暖化問題の解決に対しては最も確実な

方法であると考えている。このため、太陽光

や風力といった再生可能エネルギーや水素エ

ネルギーの活用可能性には懐疑的であり、

ShellシナリオのSpirit　of　coming　Ageとは

対照的である。このように、同じ石油メジャ

ーのなかでも温暖化制約に対する将来のシナ

リオは異なり、それに応じてビジネスのイメ

ージは多様であることがわかる。しかし、共

に技術開発の重要性を強調している点では共

通しているといえよう。

　超長期シナリオであるためここでの定量的

比較には詳しくとりあげなかったが、地球温

暖化問題に対応したシナリオとしては、IPCC

のSRES（SpecialReportonEmission
Scenarios）シナリオが代表的である。これは、

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）で

2000年に採択された超長期での世界の温暖

化ガス排出シナリオSRESである。このなかで

は、グローバル化が進む社会（対極には地域

主義的な社会）の軸と環境の持続可能性の軸

の2軸で、4つの社会像が描かれ、それに沿

った社会・経済・エネルギー需要・温暖化ガ

ス排出シナリオ（A1，A2，B1，B2）が提示されて

いる。特にグローバル化の下で高い経済成長

率、急速な技術進歩と国際的な技術の伝播が

実現する社会「A1シナリオ」では、技術開発

の方向性が重要であると指摘されている。今

後の石油メジャーも含めた技術戦略の方向性
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は、石油需給だけにとどまらず、エネルギー

需給全般や地球温暖化の動向にも大きな影響

を及ぼす可能性がある。

5．まとめ

今後20年から30年間での世界石油需給の

将来には、様々な不確実性が横たわっている。

非OPECでの資源の枯渇が徐々に顕在化する

なかで、供給国としてのOPECの存在感は増し

ていく。その際に、最大の産油国サウジアラ

ビアが直面する20～30年後の需要の幅は現

在の生産規模に匹敵するほどの大きさとなる

と予想される。石油の上流部門の投資の実現

には莫大な費用と時間が必要である。このた

め供給国は、需要の下方リスクをより大きく

意識せざるを得ず、結果的に石油価格はより

高い水準にとどまる可能性が大きい。したが

って、石油需要の不確実性の幅を小さくする

ことは、供給国のみならず石油消費国にとっ

ても非常に重要な課題である。一時的な供給

緩衝策としては、IEAを中心とした石油備蓄

は一定の成果を挙げているといえよう。今後

は、石油需要をいかに抑え、石油の消費効率

を向上させていく取り組みが重要となろう。
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