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1 はじめに

　日米欧の代表的なエネルギー調査機関1では，原
油・天然ガス等の価格について，20年を超える先の
見通しを毎年発表している。そこで，2013年に各
機関から発表された見通しについて，2012年に発
表されたものと比較しながら傾向を紹介する。

2 2013年に発表された価格見通しの概要

　原油については，現行の動向がそのまま延長され
た場合，経済成長に伴う需要の増加によって原油価
格は着実に上昇していくという見通しが示されてい
る。天然ガスについては供給量や取引市場の拡大に
伴い，日米欧での輸入価格差が縮小に向かうとした
見通しとなっている。

3 原油価格見通し

　各機関とも，経済成長などの前提条件をもとにい
くつかシナリオやケースを想定し価格見通しを行っ
ている。基準ケースについてみると，各機関ともに
長期的には原油価格は上昇していくという見通しを
示している。また，2012年の見通しと比較すると，
長期の見通しには大きな変化は見られないが，足元
の実績とこの先数年の非OPEC諸国による非在来
型石油の生産拡大に起因する需給緩和見通しを反映
し，短期的な価格上昇スピードは緩やかになった見
通しが示されている。
　その他，機関ごとの見直しやその前提については
以下にて解説していく。

（１）米国エネルギー情報局（EIA）
　EIAは米国エネルギー省のエネルギーに関する情
報収集と分析を専門に行う組織で，政府とは独立し
中立的な立場で情報分析を行っている。EIAでは例
年，世界のエネルギー見通し（IEO：International 

Energy Outlook）を発表しており，この中で，原
油価格についても分析を行っている。原油価格指標
としてはこれまでWTI（米国テキサス地方で産出さ
れる硫黄分の少ない軽質油）を用いていたが，石油
在庫増加などによるWTI価格下落により他指標との
乖離がみられたことから，2013年よりBrent（北
海油田で産出される硫黄分の少ない軽質油）へと変
更している。よって，EIAについては2012年との比
較は行わず，2013年の見通しについて解説を行う。
　IEO2013では2035年断面でBrent価格が73～
213ドル／バレルになるとの見通しを示している
（図表1）。

　上記の算定に用いられた主な前提は需要面では
「新興国の経済成長など起因する世界の石油需要動
向」，生産面では「非在来型資源開発の経済性」「非
OPEC諸国による資源開発の経済性」「OPEC諸国
の石油採掘動向」で，ケースごとに次のように整理
されている。
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注：2011年実質価格換算数値を使用。
　　図表の日本語表示箇所は筆者にて編集
出所：EIA「IEO2013」

【レファレンス（基準）ケース】
◆	アジアの堅調な経済成長を背景に石油需要は増加
（世界の平均経済成長率3.6%）
◆	原油価格の高止まりを背景に非在来型資源開発の経済
性はOPEC，非OPEC諸国ともに向上

◆	非OPEC諸国による在来型資源開発は生産量増加に伴
い高コスト化し，経済性は低下

◆	OPEC諸国は生産能力を拡大するが市場シェアを目標
値内に収めるため一定の生産制限は実施

注：2011年実質価格換算数値を使用。
　　図表の日本語表示箇所は筆者にて編集
出所：EIA「IEO2013」

図表1　IEO2013での原油価格見通し
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　各ケースをみると，新興国の需要動向は価格に影
響を与える一方，先進国の需要動向は価格によって
影響を受ける傾向がみられている。また，各ケース
で示される価格水準は現実的に想定しておくべき水
準であり，基準ケースはこの価格になる可能性が最
も高いというものではなく，高価格・低価格につい
ても絶対にこれらの価格以上・以下にならないと断
言できるものではないことに注意が必要である。

（２）国際エネルギー機関（IEA）
　IEAはOECD2加盟国を中心に，エネルギー安全
保障を確立することを目的として設立された組織で
ある。IEAでも世界のエネルギー見通し（WEO：
World Energy Outlook）が例年発表されている
が，IEAでは原油価格の分析対象としてIEA加盟国
の原油平均輸入価格が用いられており，見通しも気
候変動への取り組み状況に応じたシナリオごとに行
われている。WEO2013では，2035年断面で原油
価格は100～145ドル程度になるとの見通しが示さ
れ，2012年と比較すると，2035年断面の価格水準
は同程度であるが，2030年頃までの価格上昇スピー
ドは，足元価格と非OPEC諸国による石油生産拡大
を反映し緩やかになっている（図表2）。

将来のエネルギー価格見通し（ 2 0 1 4 ）

2 OECD（経済協力開発機構）：欧州を中心に日・米を含め
34カ国の先進国が加盟する国際機関で，国際マクロ経済
動向や，貿易などの分野について分析・検討を行い加盟
国間の調整を実施。

3 CIF価格：Cost, Insurance, and Freightの略で，船積
み価格に輸送コストや保険料を含めた荷上げするまでの
価格を示す。

【低価格ケース】

【高価格ケース】

◆	新興国では経済成長が鈍化する一方，低価格を背景に
需要は基準ケースと同程度を維持。先進国では低価格
を背景に需要が増加

◆	非在来型資源開発の経済性は低下
◆	非OPEC諸国の在来型資源開発経済性も低下
◆	OPEC諸国は生産制限をせず，生産量を拡大

◆現行政策シナリオ（Current	Policies	Scenario）
2013年の時点で実施されているもの以外，気候変動に
関する新たな追加政策が実施されない場合
◆新政策シナリオ（New	Policies	Scenario）
直近の気候変動に関する政府の政策公約のうち，具体化
されていないものも含め着実に実施される場合
◆450シナリオ（450	Scenario）
大気中の温室効果ガスのCO2換算濃度を450ppmに抑
え，世界の平均気温の上昇を2050年までに2℃以内に抑
えるためにあらゆる手段が実施される場合

◆	新興国では高い経済成長を背景に需要が増加する一方，
新興国では安価な燃料への代替化が進み需要が減少

◆	非在来型資源開発の経済性は向上
◆	非OPEC諸国による資源開発も経済性が向上
◆	OPEC諸国は生産制限を行い，生産量は減少

注：2012年の見通し価格は2011年実質価格換算，2013
年の見通し価格は2012年実質価格換算数値を使用。
図表凡例の日本語表示箇所，2013年見通し価格は筆
者にて編集

出所：IEA「WEO2012」「WEO2013」
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　上記の各シナリオ（現行政策，新政策，450）の
詳細は次のとおりである。

（２）日本エネルギー経済研究所（IEEJ）
　IEEJは日本を代表するエネルギー分析・調査機関
である。IEEJでも例年，世界のエネルギー見通し
（A/WEO：アジア／世界エネルギーアウトルック）
が発表されているが，A/WEOでは原油価格の見通
しがCIF価格3ベースでの算定となっているため，日
本国内の事業における事業計画や業績見通しなどを
算定する際の諸元として直接利用可能となっている。
　A/WEO2013では，CIF価格は2030年断面で
122ドル／バレル，2040年断面で127ドル／バレ
ル程度になるとの見通しが示されている（図表3）。

図表2　WEO2013での原油価格見通し
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2012年の見通しと比較すると，2030年断面での
価格水準は同程度であるが，足元価格が2011年の
109ドル／バレルから2012年には115ドル／バレ
ルと急上昇していることもあり，この先数年の価格
上昇スピードは昨年よりも緩やかになっている。

  価格見通しの主な前提は以下のとおりである。

4 天然ガス価格見通し

　天然ガスは日本・米国・欧州と地域間で現在大き
な価格差が生まれており，各機関で分析対象が異な
るため，見通しも様々となっている。価格差につい
ては，シェールガスなどによる供給量の増加や取引
市場の拡大をうけ，徐々に縮小へと向かうとしてい
るが，完全なる格差解消は難しく，一定の格差が残
るとしている。　　
　その他，機関ごとの見通しやその前提については
以下にて解説していく。

（１）米国エネルギー情報局（EIA）
　IEO2013では天然ガスの価格見通しが示されてい
ないため，同じくEIAによる米国内のエネルギー見通
しAEO（Annual Energy Outlook）に記載されてい
る米国内での天然ガス取引基準価格（ヘンリーハブ

価格）見通しについて解説を行う。
　AEO2013では生産性の向上および豊富な国内供給
によってガス価格は2035年断面で6.32ドル／100万
Btu程度と2012年（2035年断面で7.52ドル／100万
Btu）よりも全体的に低い価格水準で推移するとの見
通しが示されている。

　また，ヘンリーハブ価格に影響を与えるシェール
ガス生産量については2011年から2040年にかけて
113％増加するとし，天然ガス総生産量の増加（2011
年から2040年にかけて44％増加）に大きく貢献する
と分析している。さらに，天然ガス生産量が増加する
結果，米国は2020年頃には天然ガスの純輸出国にな
るとしている（図表5）。
　なお，日本への米国LNG輸出は最速で2017年頃か
ら開始される見通しである。

図表4　AEO2013での天然ガス価格見通し
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注：【Btu】British Thermal Unitの略で約0.25kcalを
指す。図表凡例の日本語表示箇所は筆者にて編集

出所：EIA 「AEO2013」

◆	工業化，モータリゼーション化を背景としたアジアの
石油需要の増加（世界の石油需要増分の約6割がアジア
に起因）

◆	既存油田の減退率上昇
◆	投資停滞による供給制約の顕在化
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図表5　米国の天然ガス消費量と国内生産量見通し

注：図表凡例の日本語表示箇所は筆者にて編集
出所：EIA「AEO2013」
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図表3　A/WEO2013での原油価格見通し
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（２）国際エネルギー機関（IEA）
　WEO2012では日本・欧州・米国の3国について
先に紹介した3つのシナリオごとの天然ガス輸入価
格の見通しが示されており，その内，現行政策と新
政策の2つのシナリオについてみると，2035年断面
で100万Btuあたりの価格は日本が15～17ドル程
度，欧州が13～14ドル程度，米国が7ドル程度にな
ると予測されている。2012年の見通しと比較する
と，日本と欧州はわずかに上昇，米国は下落した見
通しが示されている（図表6）。

　地域間の価格差については，2012年時点で米国の
価格に比べ欧州が約4倍，日本が約6倍の水準にある
が，供給量の拡大などにより，2035年には日米価格
差は約2倍まで縮小すると分析されている（図表7）。

（３）日本エネルギー経済研究所（IEEJ）
　A/WEO2013では日本向けの液化天然ガス
（LNG）価格について分析しており，2030年断面
で722ドル／t，2040年断面で747ドル／t程度（各
14，14.4ドル／100万Btu程度）になると分析して
いる。また，2012年の見通しと比較すると，2012
年では価格は低下傾向ではあるがほぼ横ばいに推移
するとしていたのに対し，足元価格が100ドル／t
程度上昇していることもあり，2013年の見通しで
は，2020年にかけて一度大きく下落した後，ほぼ
横ばいに推移していくという価格傾向が示されてい
る（前項図表3）。

5 おわりに

　2013年にはついに中国が米国を抜いて世界最大
の純石油輸入国となり，インドも2020年代初頭ま
でに世界最大の石油輸入国になるとの見通しが示さ
れるなど，エネルギー貿易の中心は大西洋からアジ
ア太平洋へと移りつつある。エネルギー大消費国で
ありながら自給率が低い日本では，安定かつ安価な
エネルギー調達を行うためにも周辺のアジア諸国と
連携を図りながら，アジアの中の日本として交渉力
の強化およびエネルギー生産国との関係性の維持・
強化を図る必要がある。
　また，前述のような供給側だけではなく，需要側
の取り組みとして，世界のトップレベルである日本
の省エネ技術や環境対策技術をさらに発展させ，活
用していくことが重要であり，このような需給両面
からの取り組みが今後の日本の成長戦略および国際
エネルギー戦略にとって主要な柱になると思われる。
（詳細な内容はエネルギア地域経済レポートNo.476（2014.2発行）
に掲載）

図表6　日・欧・米　天然ガス輸入価格見通し

図表7　世界の天然ガス貿易の見通し
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