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IEA世界のエネルギー見通し2008
～足元は原油価格下落だが、中期的供給不安に留意を～

国際エネルギー機関（International Energy Agency：IEA）は 11 月 12 日、「世界のエネルギー
見通し 2008（World Energy Outlook 2008）1」を発表。さらに、11 月 24 日、当地シンクタン
ク戦略国際問題研究所で、Richard Jones IEA 事務次長および Fatih Birol チーフエコノミスト
が講演を行った。Birol 氏は、現在のエネルギーの供給や消費のトレンドを続けることは、環
境的、経済的、社会的に持続不可能で、安価で信頼性の高いエネルギーの供給確保、低炭素
エネルギーへの変換、効率的で環境に優しいエネルギーの供給システムが必要とし、そのた
めの設備投資の必要性や各国の協調を訴えた。

＜2030 年までの世界のエネルギー需要の見通し＞
 2006～2030 年までにエネルギー需要は 45％増加する（年率 1.6％）。非 OECD 諸国が増

加分の 87％を占め、そのうち、中国とインドだけで 50％、中東が 11％に上る。
 石油の需要は年１％のペースで増加するが、エネルギー需要全体における割合は 34％か

ら 30％に低下する。石油価格の高騰と GDP 成長の鈍化、石油以外のエネルギー源に注目
する各国政府の新政策が原因。石油需要の増加はすべて非 OECD 国による。増加分のう
ち、中国が 43％、中東が 20％、インドが 20％を占める。

 石炭の需要は年 2％のペースで増加し、エネルギー需要全体における割合は 26％から
29％まで拡大する。増加分の 85％は中国とインドでの発電が原因。

 2010 年以降、再生可能エネルギーは、風力、太陽、地熱、波力の合算では、石炭に次い
で第 2 位の電力源となる。これは、政府からの支援、投資コストの低下や化石燃料の価
格高騰による。

 エネルギー需要全体における原子力の割合は 6％から 5％に低下する。

 需要拡大に対応するためには、2007～2030 年の間に 26 兆ドル（年 1 兆ドル）のエネルギ
ー設備投資が必要。2007～2030 年に行われる投資の半分以上が現在の供給レベルを維持
するために使われ、現在の設備のほとんどが 2030 年までに更新される必要がある。しか
し、金融危機により投資が遅れがちであり、世界経済が回復した際に、設備更新投資が
遅れた結果、供給不足に陥る可能性がある。

1 IEA. “World Energy Outlook 2008.”http://www.worldenergyoutlook.org/docs/weo2008/WEO2008_es_english.pdf
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図表 1：エネルギー需要見通し2

出典：IEA

＜安価な原油の時代は終わる＞
IEA 加盟国の平均原油輸入価格は 2008～2015 年平均 1 バレル＝100 ドル、2030 年には 1 バレ
ル＝120 ドルを超す（2007 年実質ドルベース）。さらに、名目ベースでは 2030 年に 1 バレル
＝200 ドルを超すと予測。ただし、原油価格はかなり変動的であり続ける（特に今後 1、2
年）。現在の金融危機が悪化した場合、経済活動ひいては石油需要を落ち込ませ、原油価格
の下落を引き起こすだろう。しかし、2015 年以降は、開発コストが原油よりも高い非在来型
石油資源のシェアが拡大するにつれ、供給コストが増加し、原油価格は上昇する。

＜エネルギー供給の見通し：非 OPEC 諸国の石油生産は減少していく＞
 石油供給量は 2007 年の日量 8,400 万バレルから、2030 年には日量 1 億 600 万バレルに増

加する。そのうち原油の増加量は、新規油田から採掘される原油量が既存油田の生産量
減少でほぼ相殺されてしまうため、日量 500 万バレルのみで、石油供給量の増加幅の大
部分は、天然ガス液（地上に産出されると自然に液状になる性質の天然ガス）や非在来
型石油資源（カナダのオイルサンドなど）による。

 石油生産量の増加はほぼ OPEC 諸国からで、全体に占める OPEC 諸国のシェアは 2007 年
の 44％から 2030 年には 51％に拡大する。

 非 OPEC 諸国（ロシア、米国、カナダ、メキシコ、英国など）の従来型石油生産量はす
でに横ばいで、2010 年代半ばで減少し始め、2030 年に向かって減少ペースを加速させる。

 2006～2030 年までの天然ガス生産量の増加分の 46％を中東が占める。残りの大半はアフ
リカとロシアからの供給。

2 Mtoe は、1 単位当たり石油 100 万トンに相当するエネルギー



Washington D.C. Representative Office

3

 石油や天然ガスは世界的に十分な埋蔵量が存在し、現在のペースで消費し続けたとして
も、今後 40 年間は石油を供給できる。しかし、油田ごとの石油生産量の低下が加速して
いる。

＜環境や気候変動対策におけるエネルギーの影響＞
 IEA の予測通りに CO2 排出量が増加すれば、21 世紀末までに空気中の温暖化ガスの含有

量は 2 倍になり、気温は平均 6℃上昇する。
 2030 年までに増加する CO2 排出量の 97％が非 OECD 諸国での排出。中国、インド、中

東が 3/4 を占める。しかし、非 OECD 諸国の一人当たりの CO2排出量は依然 OECD 諸国
より低いままである。

 OECD 諸国の CO2排出量は 2020 年にピークに達し、その後減少するが、2030 年時点で現
在より排出量が下回るのは欧州と日本のみ。

 CO2 削減のために技術革新が必要であるが、エネルギー効率の向上や低炭素エネルギー
の活用が削減に大きく貢献する。

 エネルギー関連の CO2 排出量上位 5 カ国（中国、米国、EU、インド、ロシア）が、全体
の排出量の 2/3 を占める。特に中国と米国が排出量削減枠組みで貢献することが重要。

＜ポスト京都議定書枠組みの合意を目指す＞
IEA による今回の分析は、2009 年に開催されるコペンハーゲン会議で京都議定書後の具体的
な気候変動に関わる国際的枠組み合意を目指すための貴重な材料である。11 月 24 日、当地
シンクタンク戦略国際問題研究所で、Richard Jones IEA 事務次長および Fatih Birol チーフエ
コノミスト（World Energy Outlook 2008 作成責任者）が講演を行った。

Birol 氏は、現在のエネルギーの供給と消費のトレンドを変えないことは、環境的、経済的、
社会的に最早持続不可能で、安価で信頼性の高いエネルギーの供給確保、低炭素型エネルギ
ーへの変換、効率的で環境に優しいエネルギーの供給システムが必要であると述べた。さら
に、気候変動が手遅れになる前に、世界のエネルギーシステム全体が本格的な脱炭素化に取
り組むべきであると述べた。

具体的には、①2009 年末にコペンハーゲンで開催される国連気候変動枠組み条約締結国会議
（COP15）で、2012 年に失効する京都議定書以降の枠組みを構築、②気温上昇を 2℃に留め
るため、全地域が CO2 排出削減に取り組む必要があり、技術的な躍進も不可欠、③気候変動
の緩和はエネルギー安全保障の改善にもつながると主張した。

さらに最後に、現在の経済情勢への懸念を、エネルギー問題への対処を遅らせたり後戻りさ
せたりする言い訳にしてはならないと強く訴えた。

＜金融危機のために足踏みしかねない、再生可能エネルギーの開発＞
Washington, DC には、米国のエネルギー政策や原子力発電所建設の再開を追うために、原子
力・エネルギー関連企業や官庁の事務所が多い。彼らは一様に、金融危機の結果、巨額投資
を要する原子力発電所の新設向け資金調達に暗雲が垂れ込めたことを懸念する。また米国の
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あるコンサルタントは、金融危機の余波で、米国内で進めていたバイオマス発電プロジェク
トの資金調達が行き詰ったと嘆いていた。

Off-the-record の会合のため詳しく紹介できないが、ロシアとイランが、次なる主力輸出商品
の天然ガスを巡り微妙な関係にあるとの議論もあった。現在ロシアは欧州の主要天然ガス供
給源だが、パイプラインさえ建設すれば潜在的にイランが第２の供給源になり得る。欧州も
ロシア単独依存が避けられる。米欧とイランの関係改善の糸口になり得るか、どうか。

エネルギーは国の生存の根幹である。米国の政権や企業の幹部はエネルギー話に詳しい人が
多い。再生可能エネルギーや地球温暖化も、先端技術開発や安全保障視点での議論が水面下
で進む。今回 IEA は、足元の景気後退対応の騒がしさの中で、世界の中期的なエネルギー需
給について冷静な指摘を行った。我が国も景気対策議論だけに忙殺されることなく、中長期
のエネルギー戦略を着実に実行することが望まれる。世界経済の停滞期はむしろ好機なのか
もしれない。

（担当：龍野裕香）
（e-mail address：ytatsuno@us.mufg.jp）

以下の当行ホームページで過去20件のレポートがご覧になれます。
https://reports.us.bk.mufg.jp/portal/site/menuitem.a896743d8f3a013a2afaaee493ca16a0/
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