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はじめに

　近年の石油需給を見ると、供給側の構
造が大きく変化したことが確認できる。
開発対象の深部化、奥地化、極地化、大
水深化が進行するなかで、かつて地続き
であった南米東部とアフリカ南西部の沖
では、岩塩層下（プレソルト）の不均質な
炭酸塩岩中に巨大油田が発見され、さら
にはタービダイト砂岩中の層位トラップ
プレイが相次いで見つかった。こうした
地震探査上の難条件をクリアしつつ、大
水深下における探鉱がさらに進みつつあ
る。また、米国の西経100度付近において、
水平坑井と多段階のフラクチャリング技
術を駆使することによって機敏に生産を
行うシェールオイル開発が大きな進展を
見せた。
　このような供給側における変化に比べ
ると、需要側の動きは、一見静かに見え
る。しかしながら、需要のトレンドは、
主用途の輸送部門がその時々の景況と荷
動きに左右されつつも、全体の潮流とし

ては、過去から将来に続く、極めて強い
構造変化の途上にあることが確認でき
る。
　本稿では、第一に、世界の需要見通し
について報告する。地域別には、OECD
とNon-OECDとの比較、中国・インドの
直近の動向に注目する。第二に、石油消
費量と経済成長との関係について分析す
る。第三に、石油需要を左右する2つの
要因として、経済成長と構造変化につい
て述べる。経済成長によって消費が伸び
た分野が、次の経済拡大期に同様に伸び
るかというと、そうとは限らなくなって
きているのである。最後に、石油消費の
けん引役は誰か、どのような動きに注目
すべきかを論ずる。

1.  世界の需要見通しと  
地域別動向

　定量的な需要見通しについては、今後
5年間（2022年まで）の石油消費を推計す
る。その方法は以下のとおりである。ま

今後の石油需要見通しと、その根底
に続く石油需要の構造変化について

　石油の需給構造に関しては、シェール革命等により、供給構造が大きく変化した。他方で、需要は
どのように変化していくか。
　世界の石油需要は、Non-OECDの旺盛な需要に支えられ、2016～2022年に年平均120万b/d程度増
加し、2022年には約104百万b/dに達する見込みである。一方、OECDの需要は足下では横ばいだが、
2022年にかけて微減の見通し。インドと中国をはじめ、Non-OECDが当面、需要増大を牽

けんいん

引する。
　石油需要は、経済成長率によって左右されると同時に、その根底にある需要構造は、過去から将来
にわたって常に変化し続けている。現在は変化の真っただ中にあり、輸送部門では、低燃費の機器や
他燃料へのシフトが進み、特に乗用車においてそれが顕著である。それ以外の輸送機器のなかでは貨物、
航空、船舶の燃料利用比率が将来にわたって拡大する見込みである。石油化学工業原料については、
Non-OECDにおける人口増加や工業化の進展により、経済成長率にかかわらず、需要の拡大圧力は強い。

分析区分 2016年 
推定所得弾性値

World 0.302

OECD －0.392

Non-OECD 0.876

（注）�経済成長の推移と石油消費量の関係
について近似曲線を求め、所得弾性
値を算出。エネルギー効率化および
技術開発の進展を考慮。

出所：�BP統計、IMF�World� Economic�
Outlook,�April�2017（以下、IMF統
計）を基にJOGMEC試算

推定所得弾性値表1

年 GDP成長率

2014 3.495

2015 3.354

2016 3.107 

2017 3.460

2018 3.647

2019 3.678

2020 3.668

2021 3.724

2022 3.757

IMFによる経済成長率
実績および見通し表2

出所：IMF統計
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ず、主要国・エリア別に、石油消費量と
経済成長率の関係から所得弾性値を推定
した（表1）。次に、この所得弾性値を基
に、IMFによる経済成長率見通し（表2）
を用いて主要国・エリア別に需要量を推
計した。そして、将来の経済成長見通し
を基に、直近期間の所得弾性値により
2022年における需要量を推計した。
　2022年の世界の石油消費量は、推計約
1 0 4百万b/dに達する見込みである。
2022年にかけて、年平均約123万b/dの
増加を続ける。201 3年前後はOECDと
Non-OECD（中国、インド、中東、その
他）がほぼ等量である。その後、Non-

OECDの消費は拡大を続け、OECDと
Non-OECDの差は、広がっていく。2022
年には、OECDが約45百万b/dであるの
に対し、Non-OECDは約58百万b/dにな
る見通しである（図1）。
　なお、IMFによる見通しどおりに経済
成長が進んだ場合（「IMF経済成長見通し
シナリオ」）に対する比較対象として、
GDP成長率が今後2017年時点の水準を
維持する場合（「GDP成長率2017年固定
シナリオ」）の石油消費量についても算出
した。両シナリオにおける石油消費量の
見通しを図2に示す。若干の差は生じる
が、いずれも約104百万b/dである。伸

びは直近と比べれば、若干緩くなりなが
らも、石油市場はさらに拡大する。
　図3は、OECD（左）およびNon-OECD
（右）における石油消費量の推移である。
OECDとNon-OECDとでは、今後の石油
消費の動きが大きく異なる。OECDは、
低水準ながら引き続き経済は成長するも
のの、エネルギー消費効率の向上や消費
構造の変化を受け、微減の見込みである。
一方、Non-OECDは、OECDに比べ著し
く伸びる。経済成長のペースがやや鈍化
し、消費の勢いはひと頃と比べて幾分弱
まるが、依然として上方圧力は強い。

石油消費量の推移図1

出所：�2014年まではBP統計。2015 ～ 2016年はWorld�Energy�Outlook�2016
（以下、WEO統計）。2017年以降はJOGMEC試算。主要国・エリア別に、
石油消費量と経済成長率の関係から算出した所得弾性値を基に、WEO統
計とIMFによる経済成長率見通しを用いて推計。
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出所：WEO統計、IMF統計を基にJOGMEC試算
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出所：�2014年まではBP統計。2015 ～ 2016年はWEO統計。2017年以降はWEO統計を基にJOMGEC試算
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2.  石油需要の増減率と、 
経済成長率との連動性

　過去約30年間における石油需要の増減
率と、世界経済成長率の推移を示す（図
4）。橙

だいだい

色の線が世界経済成長率、青色
の線が石油需要の増減率である。世界経
済成長率が上がる時は、概して石油需要
の増減率も上がり、世界経済成長率が下
がる時は石油需要も下がる。大きなトレ
ンドとして、変化点に注目すると、非常
によく似た動きをしていることが確認で
きる。この背景には、石油消費の大半を
占める輸送部門の荷動きが景気の動向に
よって左右されるということがある。こ
のように、石油需要の増減率と経済成長
率には高い連動性が見られることから、
経済成長率は、需要を見通す上で最も重
要な指標である。
　図4の楕

だ

円
えん

の破線で囲った箇所に注目
すると、2014～2015年は経済成長率が鈍

化しているのに対し、石油需要は伸びて
いる様子がうかがえる。この背景には、
何が起こっているか。Non-OECDのうち、
インドと中国の直近の動きに注目する。
　2014～2015年にかけての石油消費量の
伸び率については、世界平均が2.0 4%、
日本がマイナス3.6 7%であるのに対し、
インドは8.05%、中国6.84%と、非常に高
い（表3）。
　経済成長率と石油需要の伸び率との関
係を見ると、インドでは、経済成長率の
伸びが鈍化したのに対し、石油需要の伸
び率は高まっている（図5）。中国では経
済成長率が下がっているにもかかわら
ず、青色の線で示したように石油需要の
伸びは上向く。このように、中国および
インドは、経済成長率にかかわらず、石
油需要の伸びは上向く傾向にあることが
確認される。人口増に加え、所得増によ
り自動車購入者層が拡大していることか
ら、需要の増加圧力が強いことがうかが

える。
　図6に、石油需要の増減量を示す。中
国が非常に大きな増加量を記録したこと
が確認できる。この背景について、中国
では2014～2015年に、備蓄量の積み増し
を行ったことが影響している可能性があ
り、今後の消費動向を見ることが重要で
ある。
　図7に、1人あたり国民総所得（GNI）
と、1人あたり石油消費量の関係を示し
た。ピンクの四角がインド、赤い四角が
中国である。両国は、1人あたりGNIが
伸びるに従い、石油消費量は上がってい
る。一方、紫色の四角がドイツ、茶色の
三角が日本、緑の四角が米国である。
　このように、中国、インドでは、1人あ
たりGNIが上がれば、1人あたり石油消費
量は増えるトレンドにある。1人あたり
GNIが増加すると、自動車販売が増し、
したがって石油需要も増加する。しばら
くは、その勢いは衰える気配はない。他方、

世界における経済成長率と石油需要の増減率との関係図4

出所：BP統計、IMF統計
石油需要の増減率経済成長率

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 年

6

5

4

3

2

1

0

‒1

‒2

％

世界 欧州 米国 日本 インド 中国 中東

2.04 1.66 1.52 －3.67 8.05 6.84 2.44

2014～2015年の石油消費量の伸び率表3

出所：BP統計、IMF統計
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OECD各国の伸びは頭打ちであり、米国、
日本、ドイツでは、下がる傾向にある。

3. 経済成長と構造変化

　図8に、経済成長と構造変化の関係を
示した。石油消費の大半を占める輸送部
門は、経済状況によって荷動きが変動し、
これに応じて、石油消費量も変化する。

構造変化については、輸送機器の需要は
拡大する一方で、低燃費機器への更新、
他燃料へのシフトが進行している。衣食
住に深く関わる化学工業原料向けは経済
状況にかかわらず、人口増が需要を押し
上げる。
　経済拡大期に需要は伸び、次に、大き
な経済拡大期が訪れる。その時は、例え
ば自動車台数の増加の一方で燃費の低下

や他燃料等へのシフトが進む等、需要構
造は変化しており、その構造に応じて需
要は伸びる。したがって、石油の需要状
況は前回の経済拡大期と異なるものにな
る。このように、その時々の経済状況に
加えて、石油需要の構造変化が起きてい
ることに留意することが必要である。
　また、地域ごとに消費動向が異なるこ
とにも留意した上で見通しを精査した
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い。表4は、OECDおよびNon-OECD地
域における動向を示したものである。
OECDでは、①市場の自由化が進展、②
エネルギーインフラは比較的整備、③燃

料の多様化が進展、④各国が環境規制を
導入、⑤省エネ投資が活発、⑥税体系は
さまざま、⑦総合効率に優れる燃料電池
の欧州への普及の可能性等の特徴が見ら
れる。一方、Non-OECDでは、①所得増
（乗用車購入者層の拡大）、②人口増（衣
食住＋電力・エネルギーに関わる需要

増）、③燃料の多様化やインフラ整備に
課題あり、④産油国における燃料補助金
の削減等の特徴が見られる。今後の課題
として、こうした特徴を踏まえ、地域ご
とに消費動向が異なることにも留意した
上で見通しを精査していくことが欠かせ
ない。
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用途別のエネルギー需要（2014年）図10

出所：IEA統計

区分 地域の特徴

OECD

•市場の自由化が進展
•エネルギーインフラは比較的整備
•燃料の多様化が進展
•各国が環境規制を導入
•省エネ投資が活発
•税体系はさまざま
• 総合効率に優れる燃料電池の欧州への普及の可能性

Non-OECD

•所得増（乗用車購入者層の拡大）
• 人口増（衣食住＋電力・エネルギーに関わる需要増）
• 燃料の多様化やインフラ整備に課題あり
•産油国における燃料補助金の削減

OECDおよびNon-OECDにおけるエネルギーを
取り巻く動向表4

出所：各種情報を基にJOGMEC作成

分野別石油需要の変化図9

出所：IEA�World�Energy�Outlook2016における
　　　New�Policies�Scenario
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4.  需要の鍵を握る分野

　需要の鍵を握る分野は、どのような分
野か。図9は、IEAのWorld� Energy�
OutlookにおけるNew�Policies�Scenario
を参考に、石油需要の分野別シェアを示
した図である。IEAは、主用途の乗用車
について、石油需要におけるシェアは

2015年の26%から、2040年には24％まで
減ずると予想している。牽引役は、「貨
物自動車等」「航空機」「船舶」の輸送3分野
と、「化学工業原料」であり、4分野の合
計シェアは、2015年の計41％から2040年
には48%に拡大する。このような4分野
のシェア拡大は、図9のように、過去か
らも継続していることから、現在は構造

変化の途上にあることが確認できる。
　図10に、エネルギー利用について用
途別に示す。輸送部門に使用されるのは、
圧倒的に石油である。工業用燃料、その
他燃料の用途は、他燃料等と競合する。
工業原料は、ガスとやや競合するものの、
需要が旺盛なアジアの消費地は石油で、
産ガス国はガスを使うように、すみ分け

輸送部門における他燃料等との競合図11

出所：各種情報を基にJOGMEC作成

輸送部門における需要増減の要因図12

（注）乗用車購入と航空機の利用は、Non-OECD中でも所得水準が高い国で進展。
出所：各種情報を基にJOGMEC作成
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がなされている。
　図11は、輸送部門における他燃料等
の競合関係を示した図である。①エネル
ギー密度が高く、取り扱いが容易な液体
燃料を使う移動体（石油）、②エネルギー
密度を高くするため圧縮したガス等を使
用する移動体（天然ガス、LPガス）、③
外部から供給される電気のみを使用する
移動体（EV=電気自動車）に分けて、各
輸送機器別に示した。
　輸送部門は、石油が多く使用される分
野であるが、各輸送機器別に見ると、ト
レンドは異なる。乗用車は、パワートレ
インの選択肢が広がり、他燃料等への移
行が進展しつつある。図中の濃いオレン
ジ色の矢印から、薄いオレンジ色の領域
へと、徐々に拡大していく。天然ガス車
およびLPガス車は徐々に普及し、また、
同様にガス体では、水素を使用した燃料
電池自動車（FCV）が市販されている。
　他方で、厳しい環境規制が導入される
欧州、米国カリフォルニア州に加え、
EV補助金を強化する中国では、EVの普
及がこれまで以上の勢いで進んでいる。

充電施設の整備と航続距離（一充電走行
距離）に課題があり、地域的には、都市
部の利用が中心である。貨物自動車は、
強
きょうじん

靭な足回りを持ち、車両重量より重い
ものを運搬でき、トンkm/ℓでは、現状で
も、乗用車に比べて非常に効率がよい輸
送機器である。船舶は、IMO環境規制
対策として、排ガス処理装置や低硫黄燃
料へのシフトが進行しつつある。航空機
は、灯油系のジェット燃料が短中期的に
は引き続き主役であり、航空輸送の拡大
は、ジェット燃料需要の拡大に直結する。
　図12に、輸送部門における需要増減
の要素を示した。全ての輸送機器に、稼
働状況と経済との連動性が見られる。特
に、貨物自動車等および船舶について、
荷動きは経済状況に左右される。また、
航空旅客動向についても経済状況に左右
される。乗用車購入と航空機利用は、
Non-OECDのうちでも、所得水準が高い
国で進展する。
　次に、石油製品を燃料とする輸送機器
の普及の欄について、すべての輸送機器
の数は増加するが、OECDでは頭打ち、

Non-OECDでは伸びが著しい。一方で、
各機器の低燃費化が進む。輸送機器の稼
働は、経済状況に左右される。輸送機器
の需要は拡大しつつも、乗用車は、低燃
費化や燃料転換が急速に進展する。乗用
車に比べ、船舶は相対的に更新のサイク
ルが長いため、短期間での置き換えは進
みにくい。
　続いて、石油化学工業原料の動向に
フォーカスする。図13に見るように、1
人あたりのプラスチック消費量を見る
と、「世界平均」と「日本を除くアジア」は
右肩上がりであり、ようやく1人あたり
40kg程度に達したところである。日本、
西欧、米国は、この倍以上である。「世界
平均」や「日本を除くアジア」は、80kgの
水準に達するまで、まだまだ伸びる余地
がある。
　石油化学工業に使用される燃料・原料
について見る。図14のように、世界平
均では、石油が大きな割合を占める。ゴ
ム産業が発達していれば、原油に利点が
ある。産ガス国ではガスを使い、すみ分
けが見られる。その他、ガス価格が抑え
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出所：日本プラスチック工業連盟
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られている国もある。石油化学原料のみ
を製造する目的でガスを海上輸送するの
は採算面で難しく、産ガス国から輸入す
る場合は、現地で製造した樹脂原料を輸
入することになる。
　表5は、日本における石油製品の生産
である。原油処理量を100とすると、ガ
ソリン29、軽油22、重油17、灯油8、ナ
フサ10の割合で石油製品が生産される。
石油化学工業の原料となるナフサ（エチ

レン、プロピレン、B-B留分、分解油、
オフガス・分解重油等の原料）は、原油
処理量の1割である。
　石油化学工業原料に関する特徴は、以
下のとおりである。①Non-OECDの人口
増加は、衣食住に係る樹脂等の需要を喚
起する、②その原料等は顕著な地域性が
見られる。アジア、中東産油国、欧州は、
石油（ナフサベース）であり、天然ガスの
生産量上位3カ国（米国、ロシア、イラン）
と価格統制を行うインドは、天然ガス（エ
タンベース）である、③精製処理は、ガ
ソリンと軽油の需要が低下すれば、ナフ
サ等の生産減を招く。製品需給のギャッ
プは石油製品の貿易により補完されるこ
とになる。

まとめ

　以上、今後の石油需要見通しと、その
根底に続く石油需要の構造変化について
分析を行った。要点を以下にまとめる。

1）世界消費量：世界全体の石油消費量は
増加し、2022年の消費量は約103.6～
～104.0百万b/dの見込みである。地域
別には、Non-OECDの拡大が顕著であ
る。
2）経済成長率と石油需要の関係：石油需
要は、経済成長率によって左右される。
Non-OECDでは、経済成長率の鈍化に
かかわらず、石油需要が顕著な伸びを
示す兆候も見られる。
3）構造変化：輸送機器の普及は進む一方、
低燃費の機器や他燃料等へのシフトが
進展する。構成する機器の変化により、
その稼働状況が石油需要にもたらす影
響は変化していく。一方、石油化学工
業原料については、Non-OECDにおけ
る人口増加や工業化の進展により、需
要の拡大圧力は依然として強い。

（�堀　琢磨、新井　裕実子、増野　伊登、
芦原　雪絵）

Global Disclaimer（免責事項）
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原油処理量
百万kℓ 189 100%

ガソリン 54 29%

軽油 42 22%

重油 32 17%

灯油 16 8%

ナフサ 19 10%

輸入ナフサ 28 －

日本の石油製品の生産
（2015年）表5

出所：�『石油化学工業の現状2016年』（石油化
学工業協会）を参考に作成


