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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は毎年，
原油・天然ガス等の価格見通しを発表している。
2014年に各機関が発表した価格見通しやその背景
などについて，2013年発表のものと比較しながら
紹介する。

2 2014年に発表された価格見通しの概要
　原油については，短期的には需給の緩和により，
2013年見通しに比べ価格は低い水準で推移し，長
期的には堅調な需要の増加により，2013年見通し
と同水準まで上昇する見通しである。天然ガスに
ついては，日米欧で異なる状況にあるが，その価
格差は貿易量拡大等により縮小する見通しである。
2013年見通しと比べた価格水準は，米国では生産
コスト増加に伴い上昇し，欧州では契約価格形態の
変化によりわずかに低下，日本では同水準程度とな
る見通しである。
　各機関の発表時期は2014年5月から11月である
ため，米国の非在来型資源の供給増加や中国をはじ
めとする新興国の景気減速による世界の石油需要増
加率の鈍化などを背景とした原油価格の下落傾向は
見通しに反映されているものの，OPEC総会での減
産見送り決定後の原油価格下落は見通しに反映され
ていない点には注意が必要である。
　なお，2015年1月に40ドル台まで下落した原油
価格は，米国の石油掘削リグ稼働数の減少などから，
若干持ち直してきたものの，リグ稼働数の減少によ
る生産減少には時間がかかることなどから，足元価
格は2011年から2014年8月まで続いた100ドルを
超える原油価格に比べると低いままである。

3 原油価格見通し
　価格見通しは経済成長などの前提条件を基にいく
つかのシナリオやケースを想定し行われている。
　2014年価格見通しは，各機関とも2020年頃まで

は需給緩和に伴う価格の下落傾向を反映し，2013
年見通しと比べ，わずかに低い水準で価格が推移
していくとの見通しを示している。しかし，2030
年，2040年といった長期的な見通しの傾向は機関
によって異なっている。IEAとIEEJは2013年見通
しと同水準程度になるとしているが，EIAは長期の
見通しについても2013年見通しに比べ低い水準に
なるとしている。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）
　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，原油価格に
ついても分析を行っている。EIAでは，Brent原
油（北海油田で産出される硫黄分の少ない軽質油）
を世界の原油価格指標として定義し分析している。
IEO2014では2040年断面でBrent価格が75～204ド
ル/バレルになるとの見通しを示している（図表1）。
　2013年見通しと比較すると，2014年見通しはレ
ファレンスケースと高価格ケースの価格水準が全体
的に低下した見通しとなっており，価格が上昇する

図表1　EIAの原油価格見通し
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1  日米欧の代表的な調査機関
【日本】日本エネルギー経済研究所（IEEJ：Institute of 
Energy Economics Japan）

【 米 国 】 米 国 エ ネ ル ギ ー 情 報 局（EIA：U.S Energy 
Information Administration）

【 欧 州 】 国 際 エ ネ ル ギ ー 機 関（IEA：International 
Energy Agency）

2  OPEC（石油輸出国機構）：加盟国の石油政策を調整・一
元化し，加盟国の利益保護を図ることを目的としており，
中東を中心に12カ国が加盟する

注：2013年見通し価格は2011年実質価格換算，2014年見通
し価格は2012年実質価格換算数値を使用

出所：EIA「IEO2013」「IEO2014」に掲載されているデー
タを基に筆者作成
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可能性が低く見積もられている。これは非OPEC2 
諸国，特に北米における非在来型石油生産量が増加
することで供給量も増加していくとした分析結果が
影響している。
　EIAが価格算定に用いた主な影響要因は①中国，
中東など非OECD3諸国の需要動向，②OPEC諸国の
資源開発投資および生産動向，③米国等の非OPEC
諸国の非在来型資源開発動向の3つであり，各影響要
因の変化度合に応じて各ケースが想定されている。
①「非OECD諸国の需要動向」
　レファレンスケースに比べ低価格ケースでは非
OECD諸国の経済成長が鈍化する結果，需要はわず
かに減少する見通しであり，高価格ケースでは高い経
済成長を背景に需要は増加する見通しになっている。
②③「OPEC，非OPEC諸国の生産動向」
　レファレンスケースに比べ低価格ケースでは，石
油生産の採算性が低下する結果，生産コストの高い
非OPEC諸国における生産量が低下し，代わりに生
産コストが比較的低いOPEC諸国による生産量が増
加する見通しになっている。一方で，高価格ケース
では採算性が向上することで，非OPEC諸国にお
ける高コスト資源の開発が進み生産量も増加する結
果，OPEC諸国における生産量は減少する見通しに
なっている。
　なお，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，レファレンスケースは
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・低価格についてもこれらの価格以上・
以下にならないとしたものではない。

（２）国際エネルギー機関（IEA）
　IEAはOECD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加盟国の平均
輸入価格が用いられており，見通しは気候変動への
取り組み政策に応じたシナリオごとに行われている。
以下3つのシナリオ（現行政策，新政策，450）に対
応する価格の見通しを示す。
◆現行政策シナリオ（Current Policies Scenario）
　　2014年時点で実施されているもの以外，新た

な追加政策が実施されないシナリオ
◆新政策シナリオ（New Policies Scenario）
　　未だ具体化されていない政策も含め，直近の各

国政府の政策公約が着実に実施されるシナリオ
◆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
実施されるシナリオ

　WEO2014では，2040年断面で原油価格は100～
155ドル/バレルになるとの見通しを示している（図
表2）。2013年見通しと比べると，2020年頃までの
短期的な見通しは，足元価格下落を反映し全体的に
低い水準となっているが，長期的な見通し価格につ
いては大きな変化はない。

（３）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。A/WEOでは原油価格の見通し
がCIF価格4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/WEO2014では，CIF価格は2040年断面で127

図表2　IEAの原油価格見通し

将来のエネルギー価格見通し（ 2 0 1 5 ）

3  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

4  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

注：1．2013年見通し価格は2012年実質価格換算，2014年
見通し価格は2013年実質価格換算数値を使用

　　2．図表の日本語表示箇所，2013年見通し価格は筆者に
て編集

出所：IEA「WEO2013」「WEO2014」
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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）。2013年見通しと比較すると，見通し期間
前半は至近の需給緩和による価格の下落傾向を反映
し，2014年見通し価格がわずかに低下しているが，
長期的な価格は2030年以降同じになるとしている。

4 天然ガス価格見通し
　天然ガスは日本・米国・欧州と地域間で価格に差
が生じており，各機関で分析している価格指標が異
なるため，見通しも様々となっている。しかし，地
域の価格差については，供給量や取引市場の拡大に
より今後ある程度縮小していくとした見通しが昨年
同様に示されている。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）
　IEO2014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。
　AEO2014ではガス価格は2040年時点で7.65ド
ル/百万Btu5程度になる可能性があるとしている

（図表4）。2013年見通しに比べると2014年見通し
は2038年頃まで全体的に高い水準になるとの見通
しが示されている。これは，ガスの採掘がより高コ

ストな坑井へと移っていくためとしている。また足
元から2018年頃にかけて特に高い水準で価格が推
移している点については，LNG輸出の増加と電力・
工業部門における消費量増加のためとの見通しが示
されている。

（２）国際エネルギー機関（IEA）
　IEAでは日米欧における天然ガス輸入価格につい
て，先に示した3つのシナリオごとに分析をしている。
　2040年時点で日本：12～17.3ドル/百万Btu，
米国：6.1～8.5ドル/百万Btu，欧州：9.2～14
ド ル/百 万Btu程 度 に な る と し て い る（ 図 表5）。
2013年見通しと比べると，日本の価格水準はあまり
変化がなく，米国は上昇，欧州はわずかに低下する
とした見通しが示されている。その結果，地域間の
価格差も現在の約4倍から2040年には約2倍まで縮
小するとしている（図表6）。
　各地域の見通しについては，米国は低コスト資源
の枯渇に伴いより高コストな資源開発へと移ってい
く結果，価格が上昇するとしている。一方，欧州で
は価格メカニズムがより需給を反映した大陸価格に
近い形になるなど柔軟性が高まるに伴い，価格もわ
ずかに低下する見通しになっている。日本について
は，世界的なLNG貿易量増加により供給の安定性は
高まるが，価格低下への恩恵は限定的であるとし，

図表3　IEEJの原油価格見通し 図表4　EIAの天然ガス価格見通し

注：2013年見通し価格は2012年実質価格換算，2014年見通
し価格は2013年実質価格換算数値を使用

出所：IEEJ「A/WEO2013」「A/WEO2014」に掲載されて
いるデータを基に筆者作成

注：2013年見通し価格は2011年実質価格換算，2014年見通
し価格は2012年実質価格換算数値を使用

出所：EIA「AEO2013」「AEO2014」に掲載されているデー
タを基に筆者作成

5  Btu：British Thermal Unitの略で約0.25kcalを指す
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水準自体は昨年見通しとあまり変化がない。
　なお，日本の2014年見通しについてみると，短期
的には原子力発電停止により発生している追加のガ
ス輸入量が減少するにつれ，価格は低下に向かうと
しているが，その後天然ガスの採掘コスト上昇と共
に見通し期間後半に向けて価格は再上昇していくと
している。

（３）日本エネルギー経済研究所（IEEJ）
　IEEJでは日本向けのLNG価格について分析してお
り，2040年時点で14.5ドル/百万Btu（752ドル/トン）

程度になるとの見通しを示している（図表7）。
　2013年見通しも2014年見通しも2020年頃にかけ
て価格が低下したのち，緩やかに上昇していくよう
な見通しとなっている。2013年見通しと比較すると，
2028年頃までは足元価格の影響もあり，2014年見
通しがわずかに低くなっているが，どちらも全体の
傾向としては，2020年頃にかけて価格が低下し，そ
の後見通し期間後半に向けて緩やかに上昇していく
ような見通しとなっている。なお，2020年頃にかけ
ての価格低下は，非在来型ガスの供給が世界で増加
する結果，需給が緩和し，これがタイムラグを伴っ
て日本の長期契約やスポット価格にも反映されるこ
とで，価格が下落していくためとしている。

5 おわりに
　昨年8月以降，非在来型資源の供給増加と世界の
石油需要増加率の鈍化などを背景に原油価格が低下
している。価格の低迷が続けば資源開発への適切な
投資が継続されなくなり，需要が堅調に増加すれば，
供給力が不足し価格が高騰する事態も懸念される。
　エネルギー大消費国でありながらエネルギー自給
率の乏しい日本においては，エネルギー情勢・価格
の変化によって受ける影響が非常に大きいため，各
調査機関の見通しを含め情報収集および情報の見極
めを行い，将来生じてくると思われる課題や懸念に
備えることが今後とも重要と考える。

将来のエネルギー価格見通し（ 2 0 1 5 ）

図表5　IEAの天然ガス価格見通し（1/2）

図表6　IEAの天然ガス価格見通し（2/2）

注：2013年実質価格換算数値を使用
出所：IEA「WEO2014」に掲載されているデータを基に

筆者作成

注：1．2013年見通し価格は2012年実質価格換算，2014
年見通し価格は2013年実質価格換算数値を使用

　　2．図表凡例の日本語表示箇所及び，2013年見通し値
は筆者にて編集

出所：IEA「WEO2013」「WEO2014」
図表7　IEEJのLNG価格見通し

注：2013年見通し価格は2012年実質価格換算，2014年見
通し価格は2013年実質価格換算数値を使用

出所：IEEJ「A/WEO2013」「A/WEO2014」に掲載され
ているデータを基に筆者作成

（詳細な内容はエネルギア地域経済レポートNo.488（2015.3発行）に掲載）


