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21世紀に入ってからの脱化石燃料の動き
　20世紀は石油の世紀，21世紀は環境の世紀といわれる。20世紀後半に入ってからの欧
米諸国に来襲した記録的な猛暑により，石油をはじめとした化石燃料の燃焼による炭酸ガ
ス排出に起因する地球温暖化（Global Warming），気候変動（Climate Change）が，欧
米先進国を中心に大きな注目を集めるようになった。もちろん，米国トランプ政権に代表
されるように，人為的な石油消費活動と地球の気温上昇に因果関係はないという立場があ
るものの，人類の経済活動による炭酸ガスの排出と地球の温室効果（Green House Effect）
による気温上昇に関する研究の歴史は長い（図表１）。

和光大学経済経営学部教授　大学院研究科委員長　岩間　剛一

先進国における脱石油・天然ガスへの動きと
湾岸産油国の未来への考察

中東情勢分析 

年 概　　要
1827年 フーリエが，地球の温室効果を研究
1861年 ティンダルが，炭酸ガス，水蒸気等が温室効果ガスであることを発見
1896年 アレニウスが，石炭をはじめとした化石燃料の消費により，気温上昇を提唱
1958年 キーリングが，ハワイにおいて炭酸ガス濃度の観測開始
1972年 ローマ・クラブが，成長の限界を発表
1973年 第１次石油ショック
1979年 第２次石油ショック
1988年 米国議会において猛暑による地球温暖化議論開始
1988年 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）設立
1992年 気候変動枠組み条約（UNFCC）成立
1997年 京都議定書採択
2006年 スターン報告発表
2015年 パリ協定採択
2016年 パリ協定発効
2017年 米国トランプ大統領がパリ協定離脱表明

出所：各種新聞報道

（図表１）地球温暖化に関する世界の流れ



16 中東協力センターニュース　2018・10

　石炭をはじめとする化石燃料の燃焼による
炭酸ガスの濃度上昇が，地球の気温を上昇さ
せるという考え方は，200年近くの歴史を持
っている。もともと，炭酸ガス，水蒸気等が，
温室におけるビニールと同じ役割を果たし，
地球の気温が上昇するという学説は，1827年
にジョセフ・フーリエが発表している。
　さらに，1896年にスヴァンテ・アレニウス
が，人類による石炭をはじめとする化石燃料
の大量消費による炭酸ガスの濃度上昇が地球
の気温を上昇させるという学説を発表した。
もともと地球は太陽エネルギーを起源とした
熱機関であり，太陽からのエネルギー照射と宇宙空間への熱エネルギーの放射によって，
大気の気温はバランスしている。しかし，太陽から地球に照射された熱エネルギーを宇宙
空間に放散するにあたり，大気中の二酸化炭素，水蒸気等が，温室のビニールのような働
きを行って熱エネルギーを地表に反射することから，地球の気温が上昇する。これが地球
温暖化のメカニズムであり，温室効果とよばれる。太陽からのエネルギー照射と地球から
のエネルギー放散のバランスを物理学的に計算すると，地球の気温はマイナス18度程度と
なる。しかし，地球の平均気温は15度～18度であることから，その差の30度分程度は二
酸化炭素，水蒸気等による，宇宙空間への熱エネルギー放散の遮断による温室効果といえ
る。人類にとって考えると，これまでは平均気温18度という一定の温室効果が，生命体に
とって最適な生活空間を与えてきた。炭酸ガスによる温室効果は，一概に悪いこととはい
えないということに留意することが必要である。しかし，炭酸ガスの濃度が一定の割合を
超えると気温の上昇が熱暴走を発生させ，生命体にとって適正な水準を逸脱することとな
る。これが地球温暖化への懸念である。2018年夏における，観測史上始まって以来の巨大
台風，豪雨等も，地球温暖化によって説明されることが多い。

地球温暖化対策の歴史におけるパリ協定の意味
　1980年代以降に本格化した地球温暖化への議論において，1992年にリオデジャネイロ
において，環境と開発に関する国際連合会議（地球サミット）が開催され，現在の地球温
暖化対策の基本となる国連気候変動枠組み条約（UNFCCC：United Nations Framework 
Convention on Climate Change）が採択された。しかし，その後の地球温暖化対策への
取組は難航した。その理由としては，温室効果ガス排出削減の手法，地球温暖化対策の負
担について先進国と途上国が鋭く対立し，そもそも地球温暖化そのものへの反対論も根強
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題」，「「ガソリン」本当の値段」，「石油がわかれば
世界が読める」，その他，新聞，雑誌等への寄稿，
テレビ，ラジオ出演多数
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かったことが挙げられる。1997年のCOP３（第３回国連気候変動枠組み条約締約国会議）
において，京都議定書が採択されたものの，炭酸ガスの排出削減義務は先進国にだけ課さ
れ，途上国は炭酸ガス排出削減義務を負っていなかった。また，2001年３月に，当時にお
いて世界最大の炭酸ガス排出国であった米国は，共和党ブッシュ政権のもとにおいて，炭
酸ガスの排出削減は米国経済に悪影響を与えるとして京都議定書を離脱し，炭酸ガス排出
削減の実効性は失われた。その後の COP（Conference of Parties：気候変動枠組み条約
締約国会議）の議論は停滞した。米国をはじめとした先進国は，温室効果ガス排出削減義
務を途上国にも平等に課すことを主張したのに対して，中国をはじめとした途上国は，地
球温暖化は産業革命以降の先進国の経済活動に責任があり，先進国が温室効果ガス排出削
減義務を負うべきであり，途上国には豊かになる権利がある。地球温暖化対策への資金支
援を先進国が途上国に対して行うべきであると主張し，議論は平行線をたどった。しかし，
その後も，世界の炭酸ガス排出量は世界経済の発展とともに毎年５億トン～10億トン程度
増加を続け，2017年時点において，世界の炭酸ガス排出量は年間330億トンを超えている。
さらに，中国が米国を抜いて世界最大の炭酸ガス排出国となっている（図表２）。こうした
炭酸ガスの排出量の増加，炭酸ガス排出量に占める途上国の割合の上昇により，2014年12
月にペルーのリマで開催された COP20（第20回国連気候変動枠組み条約締約国会議）に
おいて，先進国のみならず，途上国を含めた，2020年以降の地球温暖化対策の枠組みを
COP21において作ることを決定した。こうした歴史の積み重ねのもとに，2015年12月に
フランスのパリにおいて，COP21（第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議）が開催
され，2020年以降の新たな地球温暖化対策の枠組みとなる「パリ協定」が2015年12月12
日に採択された。パリ協定は，国連気候変動枠組み条約に加盟する「196の国と地域のす
べてが」歴史上初めて地球温暖化対策への努力を行うことを約束し，温室効果ガス排出削

（図表２）国別炭酸ガス排出量（％）

出所：BP 統計2018年６月
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減の自主目標を作成し，国連に提出することを義務付けた。パリ協定は，世界全体が参加
し，地球の気温上昇を産業革命以前から２度より低く抑制し，1.5度以内とすること，21
世紀後半には人為的な温室効果ガス排出量と森林などの温室効果ガス吸収量を均衡させ
る，等を目標とする画期的な取り決めとなった（図表３）。
　米国のオバマ大統領は，地球温暖化対策を大統領としてのレガシー（政治的遺産）とす
るべく，2016年９月３日にパリ協定を批准し，パリ協定は2016年11月４日に発効してい
る。ただし，パリ協定においては，全員参加を優先したことから目標は達成義務が課され
ず，目標を達成できなかった場合の規定を盛り込まず，実効性に関しては不透明な要素も
ある。さらに，参加国がすべて目標を達成したとしても，地球の気温は産業革命前と比較

京都議定書 パリ協定

採択年 1997年 2015年

対象国 先進国のみ 世界196の国と地域

地球全体の目標 2012年までに1990年比較５％削減 産業革命前から２度未満，1.5度以内に努力

各国の目標 日本６％，EU８％ 作成，報告を義務化，達成は義務付けない

途上国支援 規定なし 先進国の支援義務，途上国の自主的拠出

出所：各種新聞報道

（図表３）パリ協定概要

温暖化ガス排出削減2020年以降の目標2018年10月時点

国　名 温暖化ガス排出削減目標（％） 基準年

日　本 2030年までに26％削減 2013年

米　国 2025年までに26％～28％ 2005年

EU 2030年までに少なくとも40％ 1990年

ノルウェー 2030年までに40％削減 1990年

カナダ 30％ 2005年

豪　州 2030年までに26％～28％削減 2005年

中　国 2030年までに単位 GDP 当たり60％～65％削減 2005年

ロシア 2030年に25％～30％削減 1990年

インドネシア 対策を施さない場合よりも26％ 2010年

インド 2030年に単位 GDP 当たり33％～35％削減 2005年

ブラジル 2025年に37％削減 2005年

出所：各種新聞報道

（図表４）温暖化ガス排出削減目標
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して３度程度も上昇すると推計され，目標の５年ごとの見直しが不可欠といえる。しかし，
米国，日本をはじめとして先進国のみならず，途上国も極めて意欲的な目標を掲げている

（図表４）。

欧州諸国を中心とした脱化石燃料の流れ
　2016年11月４日に発効したパリ協定は，地球温暖化対策の国際的な枠組みとなってお
り，それに従って，燃焼時に炭酸ガスを排出する石炭，石油をはじめとした化石燃料（Fossil 
Fuel）に対して，一部の年金基金をはじめとした機関投資家，金融機関によるダイベスト
メント（投資撤退：石炭，石油を取り扱う企業には投資しない，融資を行わないという経
営方針）の動きが始まっている。特に，燃焼時に炭酸ガス排出量が天然ガスの２倍に達す
る石炭への逆風は強く，2021年にフランスが，2025年に英国が，石炭火力発電を廃止す
ることを表明している。既に，有力な投資家は，石炭に関連する企業から投資を引き揚げ
る方針を示している（図表５）。
　同様に，石油，天然ガスも，化石燃料として燃焼時に炭酸ガスを排出し，地球温暖化の
原因となるという観点から，石油・天然ガスを生産する企業も，一部がダイベストメント
の対象となってきている（図表６）。

企業名 国　名

グレンコア スイス

中国神華能源 中　国

コール・インディア インド

中国電力 日　本

J パワー 日　本

出所：各種新聞報道

（図表５）ダイベストメントの対象となる石炭関連企業

企業名 国　名

エクソンモービル 米　国

ロイヤル・ダッチ・シェル 英国・オランダ

ガスプロム ロシア

シノペック 中　国

国際石油開発帝石 日　本

出所：各種新聞報道

（図表６）ダイベストメントの対象となる石油・天然ガス企業
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　これまでに，炭酸ガスの排出による環境破壊の可能性がある企業に対して，投資撤退を
行う投資家は，世界全体で900社以上，運用資産は700兆円に達する。こうした機関投資
家の一部は，株式，社債の売却を行い，石油・天然ガス関連企業の株価下落圧力となって
いる。その理由としては，「地球環境破壊につながるリスクのある企業は，将来的に企業業
績に悪影響がある」，「株式売却，融資の取りやめ等により，市場の圧力により，地球温暖
化対策を促す」という考え方があり，石油・天然ガス輸出により外貨収入を得ている中東
産油国にとっても，今後の国家財政に大きな影響を与える可能性がある。今後，産油国国
営石油企業が，欧米先進国に上場する場合にも，こうした欧米先進国投資家によるダイベ
ストメントの動きを注視する必要がある。ただし，世界全体においては，石油・天然ガス
に関連した企業へのダイベストメントの動きは一部にとどまり，石炭の場合と異なり，現
時点において，世界の石油産業の経営，中東産油国の経済構造を根本から揺さぶるものと
はなっていないものの，脱化石燃料への動きは，これまでのように原油生産に大きく依存
したモノカルチャー経済となっている湾岸産油国の未来の国家像を根本から見直す必要が
あることは間違いない。
　もちろん，科学的な見地からの反論もあり，サウジアラビアをはじめとした中東産油国
は，石油，天然ガスは，単位熱量当たりの炭酸ガス排出量が，石炭と比較して少ないこと
から，石炭消費を抑制し，石油・天然ガスの効率的利用により，炭酸ガス排出削減が可能
であると主張している。ロイヤル・ダッチ・シェルをはじめとしたメジャー（国際石油資
本）は，石油の効率的利用，さらに天然ガスの利用促進が炭酸ガス排出削減の切り札と考
え，「21世紀は天然ガスの世紀」と評価している。燃焼時の炭酸ガス排出量を比較すると，
石炭の炭酸ガス排出量が一番多く，石炭を100とすると，石油は80，天然ガスは57と，天

（図表７）燃焼時の炭酸ガス排出量比較（石炭を100とする。）

出所：資源エネルギー庁統計
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然ガスの燃焼時の炭酸ガス排出量は石炭の半分程度に過ぎない（図表７）。天然ガスの主成
分であるメタンは，自然界に単体として存在する化石燃料のうち，もっとも炭素に対する
水素の比率が大きい分子構造CH４を持ち，単位質量当たりの発熱量が大きく，炭酸ガス排
出量が少ない，化石燃料の中においては，究極のクリーン・エネルギーといえる。
　さらに，今後のアジアをはじめとした途上国における自動車，航空機の増加を考えると，
輸送用燃料としての石油の重要性は変わらない。21世紀に入ってからも，世界の自動車販
売は，中国をはじめとした途上国を中心として急速に増加している（図表８）。
　現在の人類の技術においては，自動車，航空機，船舶等の輸送用燃料は，輸送・貯蔵が
容易で，単位体積当たりのエネルギー密度が高い石油以外には考えられず，今後も石油は
重要なエネルギーであるといえる。しかし，炭酸ガスの排出抑制の観点から，自動車産業，
航空機産業は，より燃費効率が優れた省エネルギー型の自動車，航空機の開発が求められ
る。航空機に関しては低燃費ジェット・エンジンの開発，自動車についてはハイブリッド
車，プラグ・イン・ハイブリッド車の技術革新が行われており，船舶についても，炭酸ガ
ス，硫黄酸化物の排出量が少ない LNG 燃料船の建造が行われている。しかし，個々の自
動車の燃費向上を上回る勢いで世界の自動車販売は増加しており，21世紀に入ってからの
石油消費量は増加基調が続いている。パリ協定は，短期的にも中長期的にも，省エネルギー
政策，脱石油政策，低炭素社会構築を世界的に促し，石油・天然ガス開発と原油埋蔵量増
加への取り組みにとって逆風となる。しかし，2030年に向けて，自動車，航空機の燃費向
上を超えるペースで，自動車，航空機がアジアをはじめとした途上国において増加するこ
とから，炭酸ガス排出抑制に応えながらも，中東産油国は，輸送用燃料の安定供給と安価
な生産に注力する必要が求められる。

（図表８）世界の自動車販売台数（単位：万台）

出所：国際自動車工業会統計
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地球温暖化に対する中東産油国とトランプ政権による反論
　これまでの地球温暖化に関する研究は，上述のように19世紀から始まっていたものの，
必ずしも地球の気温は，上昇を続けているという一直線的な議論により，地球温暖化対策
が行われてきたわけではない。第１に，20世紀に入ってからも，1940年代から1970年代
にかけて，地球の気温は低下傾向にあったからである（図表９）。人類は，18世紀後半の
産業革命期以降から化石燃料の大量消費を開始しており，20世紀を通じて，地球の炭酸ガ
ス濃度は上昇を続けていたにもかかわらず，地球の気温は低下していた。この時期には，
地球温暖化の議論よりも，むしろ地球に氷河期（Ice Age）が到来する懸念に関する議論
が行われていた。その意味では，1940年代からの地球の気温低下を，「人類による石油の
消費＝炭酸ガス濃度の上昇＝地球温暖化」という単純な構図によって説明することはでき
ない。そもそも，数千万年，数億年単位で地球の気温を研究すると，氷河期と間氷期を繰
り返しており，なぜ地球の気温が大きな変化をし，氷河期が周期的に到来するかという点
については，地球の炭酸ガス濃度，地球の軌道，太陽活動等，さまざまな説明が試みられ
ているものの，現時点においても正確には分かっていない。人類が誕生していなかった２
億5,000万年前から始まる中生代の気温は，現在よりも10度以上高かったと推定されてお
り，その時期に豊富なプランクトン，シダ類が生息し，それが石炭，石油の起源になった
と考えられ，21世紀の人類に恩恵を与えていることも考慮する必要がある。また，気温が

（図表９）世界の平均気温偏差

出所：気象庁統計



23 中東協力センターニュース　2018・10

上昇し，北半球，南半球の氷床が消滅したことから，多様な生物種が繁栄したとされてい
る。つまり，100年単位の議論と数億年単位と議論は，大きく異なる。
　第２に，21世紀に入ってからの地球の気温も一本調子で上昇しているわけではなく，地
球の平均気温が低下している時期もあり，単純に「人類が石油を消費しているから，地球
の気温が上昇している」という説明はできない。むしろ，太陽の活動周期による影響のほ
うが大きい可能性があり，スベンスマルクは，太陽活動による宇宙線の影響による気温の
変化が重要であると提唱している。
　第３に，スターン報告，IPCC による評価報告書ともに，スーパー・コンピュターによ
る気象解析を行っているものの，一定の前提をおいた推計にとどまる。実際には，日食，
月食の発生日時に関する計算のように，少ないパラメーター（変数）の計算と異なり，気
象解析のパラメーターは極めて多く，気象のメカニズムも複雑であるために，100％確実
な計算はできない。日常の生活においても，明日の天気，１週間後の台風の進路も正確に
予測できず，「想定外」の暴風雨が発生することが頻繁にある。2018年夏においても，大
きな自然災害が発生したことを見ても，いかに気象予測が困難であるかが分かる。１週間
後の天候も，正確に予測する技術を人類は持っていない現状において，まして10年先，50
年先の地球の気象状況，気温を正確に予測することは不可能といえる。あくまでも，制約
された前提条件と限られたパラメーターによるシミュレーション結果と考えることが適切
である。そのため，Probability（可能性）だけをもって，No Regret Policy（将来的に，
損失が発生しても後悔しないように，コストをかけて地球温暖化対策を行うことが妥当で
あるという考え方）により，巨額の負担を国民経済に課し，経済発展を阻害することへの
反論も根強い。米国の共和党におけるエネルギー開発推進派等は，「地球温暖化に科学的根
拠はなく，炭酸ガスの排出削減義務を米国が負う必要はない」という反論が出ることは，
ある意味で当然のことといえる。トランプ米国大統領も，「地球温暖化に科学的根拠がない
以上，石炭の生産を増加し，シェール・ガス開発を促進する」と主張し，2017年６月１日
にパリ協定から離脱した。世界のエネルギー大国である米国においても，地球温暖化と炭
酸ガス排出削減に対する意見は大きく分かれている。

長期的な脱石油を見据えた中東産油国の政策
　長期的には，太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの普及，ガソリン自動車，
ディーゼル自動車から電気自動車（EV）へのシフトにより，発電用の石油需要，自動車用
の石油需要が減少する可能性がある。他方，中東産油国は，原油価格の長期間の低迷によ
る財政難，人口の急速な増加と若年層の雇用創出という課題を抱えている。そうした状況
において，中東産油国は，相次いで脱石油を見据えた国家戦略を構想している。
　第１には，従来のように原油，天然ガスの生産・販売だけに依存せず，中東産油国国内
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の石油精製・石油化学という下流部門（Down Stream）の強化を行い，国内産業の多角
化，雇用の創出を行う計画が進められている。UAE のアブダビの国営石油企業 ADNOC
は，2018年から５年間に，石油精製，石油化学事業に450億ドル（約５兆円）を投資する。
既に，石油化学プラントが集積するルワイスの施設を拡張し，石油精製能力を150万 b/d に
拡大し，2025年までに15,000人の雇用を創出し，実質GDP（国内総生産）成長率を１％
引き引き上げることを目標としている。ADNOCは，日本のJXTG，出光興産等に，石油
精製・石油化学プラントの建設，運営，メンテナンスの面における，5,000億円規模の事
業参画を打診している。カタールの国営石油企業 QP も，ラスラファンの石油化学事業の
拡大を掲げ，豊富な天然ガスを原料として，世界最大級のエチレン・プラントの建設を構
想している。中東産油国は既に，巨大な石油精製能力を誇っている（図表10）。
　世界的に見ても，中東産油国は，サウジアラビアをはじめとして世界最大級の石油精製
施設を，これまでにも数多く保有している（図表11）。
　しかし，増加する国内のガソリンをはじめとした石油製品需要に対して，国内の石油精
製能力が不足し，原油を生産しても，石油製品を海外から輸入している。そのため，貿易

（図表10）中東諸国の石油精製能力（単位：千b/d）

出所：BP 統計2018年６月

国　名 製油所 石油精製能力

UAE アブダビ ルワイス 81.7万 b/d

サウジアラビア ラス・タヌラ 55万 b/d

出所：米国エネルギー情報局統計

（図表11）中東産油国の世界最大級製油所（2018年）
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収支の改善，国内の雇用機会の創出という観点から，石油精製・石油化学事業の拡大を目
指している。2017年２月には，日本の出光興産，三井物産，丸紅が出資する，カタールの
ラファン第２製油所が完成し，カタールの天然ガス田から生産されるコンデンセート（粗
製ガソリン）を原料とした14万6,000b/d の石油精製設備が完成している。中東産油国に
おいて，現在も多数の製油所が建設中となっている（図表12）。
　サウジアラビアも，国営石油企業サウジアラムコと石油化学大手のSABIC（サウジアラ
ビア基礎産業公社）が提携し，投資規模200億ドル（約２兆2,000億円）の石油化学コンビ
ナートの建設を計画している。紅海沿岸のヤンブーに建設し，40万b/dの石油精製，年間
900万トンの石油化学製品生産という世界最大級のプラントとなる。サウジアラムコのア
ミン・ナセル CEO（最高経営責任者）と SABIC のユセフ・ベンヤン CEO は，世界最大
のコンビナートを建設し，３万人を雇用し，実質GDP成長率を1.5％引き上げる効果があ
るとしている。サウジアラビアについては，改革の旗手ムハンマド皇太子のもと，サウジ
アラビアの経済構造改革の目玉として，企業価値２兆円ともされるサウジアラムコの株式
の５％（約1,000億ドル）を上場するという，過去最大のIPO（新規株式公開）が，ニュー
ヨーク，ロンドンをはじめとした世界中の投資家の注目を集めていた。サウジアラビアも
株式上場によって得られた資金を PIF（パブリック・インベストメント・ファンド）とい
う政府系ファンドの原資とし，新規産業の創設，経済構造改革を行う計画であった。しか
し，原油埋蔵量をはじめとした情報開示の不透明性，米国国民からの9.11同時多発テロに
係わる訴訟提起の可能性等から，事実上ニューヨークにおける株式上場が難しくなってい
る。そのため，サウジアラムコが SABIC の株式７割を PIF から取得する計画が構想され
ている。SABICの株式をサウジアラムコが買い取ることによって，700億ドル（７兆7,000
億円）の資金が PIF に入る。SABIC は，石油化学，鉄鋼，肥料等の事業を手がけ，エチ
レン生産量は，年間1,300万トンと，世界第４位の巨大石油化学企業に成長している。サ
ウジアラムコと SABIC が統合すると，エクソンモービル，ロイヤル・ダッチ・シェルを
はじめとした石油メジャーのように，石油の探鉱・開発から石油精製・石油化学の上流か
ら下流までの一貫操業（Integration）企業が誕生する。日本も三菱ケミカルホールディン

国　名 製油所 石油精製能力

サウジアラビア ジザン 40万 b/d

クウェート アルズール 61.5万 b/d

イラク キルクーク 42万 b/d

オマーン ドゥクム 23万 b/d

出所：各種新聞報道

（図表12）中東産油国の建設中製油所例
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グス，住友化学等がサウジアラムコからの原油・天然ガス調達コストが安価である強みを
活かし，サウジアラビアにおいて共同で事業を展開している。さらに，2018年９月には，
PIF が国際銀行団から110億ドル（１兆2,000億円）の融資を受ける合意が成立している。
米国によるイランとの核合意破棄を契機としたイラン原油への制裁再開により，国際原油
供給逼迫懸念から原油価格は上昇している。サウジアラビアとの長期的な協調関係を重視
した世界中の金融機関が低利の融資に応じ，サウジアラビアの経済構造改革における資金
調達の目処が立ちつつある。
　こうした中東産油国における巨大な石油化学事業の計画が構想される理由としては，①
原油生産にとどまらず，高付加価値製品の製造により，産業構造を高度化でき，②輸送用
燃料，発電用燃料としての石油需要が伸び悩む一方，アジアをはじめとして，自動車部品，
建築資材，生活素材等の石油化学製品の原料として石油需要が長期的にも増加することが
見込まれているからである（図表13）。
　第２に，石油需要の伸びが著しいアジア諸国における石油精製事業の展開が挙げられる。
2018年７月には，UAE の ADNOC がサウジアラムコと共同で，インドにおける石油精
製・石油化学事業に参入することを決定した。総事業費は440億ドル（４兆8,000億円）に
達し，地元のインド企業とともに，ADNOCとサウジアラムコが25％ずつ出資する。2022
年に事業を開始し，石油精製能力120万 b/d，年間1,800万トンの石油化学製品を生産す
る。サウジアラムコは，マレーシアの国営石油企業ペトロナスが計画する石油化学事業に，
70億ドル（7,700億円）を投資することを決めている。マレーシアのジョホール州におい

（図表13）石油化学原料用石油需要見通し（単位：百万b/d）

出所：OPEC 見通し2017年
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てガソリン等の石油製品，エチレン等の石油化学製品を生産する。サウジアラムコは，こ
れまでにもアジア諸国における石油精製・石油化学事業に参画している（図表14）。
　クウェートも，日本の出光興産，三井化学と共同で，ベトナム最大の石油精製能力20万
b/dに達するニソン製油所が2018年５月に製品出荷を開始し，クウェートの原油から石油
製品，芳香族の生産を行っている（図表15）。クウェートの原油を原料に，石油製品，石
油化学製品需要の伸びが著しいベトナムの国内市場と周辺アジア諸国への販売を拡大する
動きといえる。
　中東産油国がアジア諸国における石油精製・石油化学事業に参入する理由としては，ア
ジア諸国の石油需要の伸びが大きく，原油の安定的な販売先を得ておくことが挙げられる。
次に，インドネシア，ベトナムをはじめとして，国内の石油需要の伸び，石油化学製品需
要の伸びに供給能力が追いつかず，そうしたアジア諸国の製品需要を取り込み，産業の多
角化をはかることにある。欧州諸国をはじめとして，脱石油，低炭素社会への動きが強ま
っているものの，アジアにおける石油需要は今後も堅調な伸びが期待される（図表16）。
　第３に太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーを産油国の国内に普及させ，増加
する電力需要に対応する政策である。サウジアラビアは北部サカーカにおいて，初の大規
模太陽光発電（メガ・ソーラー）の建設を始めることを2018年２月に発表している。サウ

国　名 概　　　要

日　本 昭和シェル石油への15％の出資

中　国 SINOPEC と石油精製・石油化学の合弁事業

韓　国 S オイルへの63％の出資

インドネシア プルタミナの製油所への50億ドルの投資

マレーシア ジョホール州の石油精製・石油化学事業に参画

インド 製油所建設に出資

出所：各種新聞報道

（図表14）サウジアラムコによるアジアへの投資

出　資 クウェート国際石油35.1％，出光興産35.1％，三井化学4.7％，ペトロベトナム25.1％

石油精製能力 20万 b/d

石油化学 芳香族生産

総事業費 90億ドル

生産開始 2018年５月

出所：各種新聞報道

（図表15）ベトナムのニソン製油所の概要
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ジアラビアは2018年中に７ヵ所において，合計330万キロワットの太陽光発電所，80万キ
ロワットの風力発電所を建設する計画を立てている。日本のソフトバンクもサウジアラビ
アと共同で，運用総額10兆円に達する「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を創設し，
2030年までに２億キロワットの太陽光発電所を，総投資額2,000億ドル（22兆円）をかけ
て建設することを計画している。世界最大の太陽光発電所により，10万人の雇用を創出す
ることが期待されている。UAEのアブダビ水電力省は，117万キロワットに達する太陽光
発電所建設を計画し，2050年までに毎年100万キロワットの太陽光発電をはじめとした再
生可能エネルギーを新設する構想を掲げている。クウェート，カタール等も，同様のメガ・
ソーラー計画を立てている。このように，もともと国内に豊富な石油・天然ガス資源が賦存
する中東産油国において，再生可能エネルギーに大規模な投資を行う理由としては，①中
東産油国にとって貴重な外貨獲得源である石油・天然ガスを優先的に輸出に回し，国内に
おいて急速に増加する電力需要は再生可能エネルギーにより対応するということが経済合
理的であるからである。100万キロワットの石油火力発電所を１年間稼働させると，年間
143万トン（約1,000万バレル）の石油を必要とする（図表17）。
　国内の電力需要は再生可能エネルギーに依存し，100万キロワットの石油火力発電の燃
料となる原油を輸出に回すならば，原油価格を１バレル80ドルとすると，80ドル×1,000
万バレル＝８億ドル（約800億円）もの外貨収入が得られる。②中東産油国は，もともと
太陽光発電に適した日照条件が良い砂漠地帯であり，太陽光発電の発電コストが安価であ
る。太陽光発電パネルの価格も低下しており，これまでに丸紅をはじめとした総合商社が
アブダビ，サウジアラビアにおいて建設しているメガ・ソーラーの発電コストは，１キロ

（図表16）アジア大洋州の石油需要見通し（単位：百万b/d）

出所：IEA（国際エネルギー機関）2017年見通し
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ワット時当たり２円台と，世界で一番安価な太陽光発電となっている。今後も，太陽光発
電パネルの技術革新，量産効果により，太陽光発電の発電コストはさらに低下することが
期待される。③太陽光発電は真夏の昼間に発電量が最大となり，冷房需要により増加する
火力発電需要のピーク・カットの役割を果たす。100万キロワットの LNG 火力発電所は，
年間100万トンの LNG を消費するが，既に日本においても，太陽光発電をはじめとした
再生可能エネルギーの普及により，日本のLNG輸入量はピークを越えたと考えられる（図
表18）。
　カタール，アブダビ等も，国内の天然ガス火力発電の代わりに太陽光発電を利用するな

（図表17）100万キロワットを年間発電するための燃料別消費量（単位：トン）

出所：資源エネルギー庁統計

（図表18）日本の LNG輸入量（単位：万トン）

出所：財務省貿易統計
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らば，潤沢な天然ガスを LNG として輸出し，外貨収入が増加する。④太陽光発電をはじ
めとした再生可能エネルギーの普及により，石油に依存しない新規産業と雇用を創出する
ことが可能となる。再生可能エネルギーは，もともと地域に根ざした地産地消のエネルギー
として，地域の活性化，雇用の創出につながる。
　第４に豊富な原油を原料として，「究極のクリーン・エネルギー」とされる水素を製造
し，水素社会の基礎をつくる計画も，サウジアラムコは構想している。原油から水素を製
造する（Crude Oil to Hydrogen）計画は，原油を原料として水素を生産する。製造プロ
セスにおいて発生する炭酸ガスを，CCS（炭酸ガス回収・地下貯留）技術により，炭酸ガ
スを地下に貯留して，大気中における炭酸ガス濃度を上昇させない，炭酸ガス排出ゼロを
目指し，低炭素社会と石油の利用を両立させる。日本企業は，千代田化工をはじめとして
水素の輸送・貯蔵，利用に関する世界最先端の技術を持っている（図表19）。日本はトヨ
タ自動車，ホンダ自動車が，世界最初の水素を燃料とした燃料電池車の量産化に成功して
いる。

水素エネルギー事業への動き2018年

企業名 概　　要

千代田化工 2015年度に川崎に世界最大級の水素供給基地建設

大阪ガス 都市ガスから従来の３倍の水素製造装置を2013年末に発売

東京ガス 水素を１キログラム1,100円で販売

JXTG エネルギー 石油から水素を従来の２割増しで生産する設備開発

JXTG エネルギー 水素ステーションを2015年度までに40ヵ所建設

太陽日酸 水素ステーションの主要機器の価格を半額に

岩谷産業 2015年度までに水素ステーションを20ヵ所建設

東芝 風力発電の電気を水素で貯蔵－マイクロ・グリッド

川崎重工業 豪州で生産した水素を2020年に日本に輸送

川崎重工業 水素輸送船の開発，2017年に水素発電設備を量産

川崎重工業 水素輸送においてロイヤル・ダッチ・シェルと提携

岩谷産業，東芝，東北電力 福島県内に年間900トンの世界最大級の水素製造工場建設

トヨタ 2018年春にエネルギー企業等と水素供給ステーション整備会社設立

岩谷産業 2018年２月にサウジアラムコと水素関連事業の提携交渉

トヨタ 2018年５月に燃料電池スタックと水素タンクの生産設備増強計画

出所：各種新聞報道

（図表19）日本企業の水素関連事業
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重要な石油の需要が伸び悩む可能性のなか中東産油国の未来像はなにか
　2018年の最新の BP による予測においても，石油というエネルギーは，2040年におい
ても，もっとも重要なエネルギーと予測されている（図表20）。
　世界的な地球温暖化対策の枠組みを決めるパリ協定が発効し，欧州諸国をはじめとして，
脱化石燃料，低炭素社会構築への動きを始めたものの，原子力発電，再生可能エネルギー
と比較しても，エネルギーとしての，①取り扱いやすさ，②資源量，③エネルギー産出・
投入比率，④エネルギー利用コスト，等において，石油・天然ガスを100％代替するエネ
ルギーは，現在の人類の技術において誕生していない。そもそも，石油，天然ガス，石炭
以外のエネルギーは，なんらかの政府による支援（減税措置，補助金等）を受けて成り立

（図表20）2040年における一次エネルギー構成比（％）

出所：BP エネルギー見通し2018年

石油への重い負担2017年度

石油製品品目 税　目 税率（KL当たり円） 税収（億円）

石油石炭税 2,800 6,880

ガソリン ガソリン税 53,800 26,502

軽　油 軽油引取税 32,100 9,310

ジェット燃料 航空機燃料税 18,000 669

LP ガス 石油ガス税 9,800 160

合　計 43,521

出所：石油連盟統計

（図表21）日本における石油への重い課税
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っている。ガソリンに過重な税金が課せられていることは，逆にいえば，石油だけが自立
したエネルギーであり，政府からの補助ではなく，課税されても利用されるエネルギーで
あるからに他ならない（図表21）。
　電気自動車も，①短い航続距離，②長い充電時間，③割高な車体コスト，④高性能なリ
チウム・イオン電池の開発の困難，等により短期的にはガソリン・エンジンを超える，短
期的な増加は見込めない（図表22）。電気自動車の走行コストがガソリン自動車と比較し
て割安であるといっても，ガソリン税と比較して電気に課せられる税金が少ないからに過
ぎない。さらに，電気自動車の中心といえるリチウム・イオン電池の開発については，正
極材に利用するコバルトをはじめとしたレアメタルの価格高騰リスクがある。世界の自動
車販売台数は，年間１億台近くに達しているものの，電気自動車の割合は，2030年におい
ても５％程度，2040年においても20％程度と考えることが合理的である。サウジアラム
コは2040年において，世界の自動車保有台数は20億台，そのうち電気自動車は多くとも
５億台，残りの15億台は石油によって動くと予測しており，輸送用の燃料として石油が重
要であることに変わりはない。
　中東産油国における，2050年に向けての未来像を考えるうえで重要なことは，現実的な
視点に立って国家のビジョンを考えることといえる。単純に，日本，ドイツをはじめとし
た先進工業諸国の成功した経済構造を目指すことではないと考えられる。歴史的背景，文
化的，宗教的状況が異なり，勤労観も異なる状況において，モノづくりの長い経験を持た
ない国が製造業に進出することは賢明な経済政策とはいえない。むしろ，これまでに持っ
ている強みを活かすことが重要である。中東産油国の強みとは何かを考えると，それは豊
富な原油・天然ガス資源，潤沢な資金に他ならない。そうした強みを前提として考えた場
合には，石油・天然ガスに関連した事業の高度化をはかることが求められる。

（図表22）国別電気自動車販売台数予測（単位：万台）

出所：各種専門機関の予測をもとに筆者推計
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　第１にベースとなる資金を得られる源泉として，引き続き石油・天然ガス開発を粘り強
く続ける戦略が求められる。脱石油の動きがあるとはいえ，インドをはじめとしたアジア
諸国における石油需要，世界における石油化学製品需要は今後も増加し，世界の石油需要
は，2040年時点においても，１億 b/d を超えることが見込まれる（図表23）。
　世界の石油消費量の伸びに対して，米国のシェール・オイルの生産量増加だけでは対応
できない。そのため，生産コストが安価な中東産油国の原油開発を行い，技術革新による
生産コストの引き下げを行うことは，これからも中東産油国経済の基盤となる。また，ベー
スとなる外貨獲得産業を保持することによって，漸進的な国家の近代化をはかることが可
能となる。
　第２に石油精製・石油化学という下流部門を国内・国外において強化することが重要で
ある。生活製品の基礎材料，IT機器等のハイテク部品にとって，石油化学製品は重要な素
材であり，アジア，アフリカ等の経済発展，所得水準の向上とともに，石油化学製品の需
要増加は間違いない。そのため，中東産油国としては，安価な石油・天然ガスという原料
を持つ強みを活かし，高付加価値製品の生産に取り組むことが求められる。原油販売とい
う上流部門は利幅が大きいものの，原油価格の乱高下により，利益が大きく変動する。そ
れに対して，石油精製・石油化学の下流部門は一定割合の利ざやを得ることができ，原油
価格の変動と関係なく，中東産油国は安定的な利益を得られる。さらに，雇用吸収力も大
きい。中期的にも，アジアを中心に，基礎化学品であるエチレンの需要は大きく増加する

（図表24）。
　エチレン，プロピレン等の原料コストを考えた場合，天然ガスの成分の一つであるエタ
ン（C２H６）の価格は，米国が百万Btu（ブリティッシュ熱量単位）当たり３ドル程度であ
るのに対して，中東産油国においては百万Btu当たり1.75ドル，原油の生産コストは，サ

（図表23）世界の石油需要見通し（単位：百万b/d）

出所：IEA 世界エネルギー見通し2017年11月
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ウジアラビアの場合には，１バレル当たり４ドル～５ドル程度と，米国のエチレン・プラ
ントと比較して，圧倒的な価格競争力を持っており，石油化学事業の利ざやは極めて大き
い。シェール・ガスを原料としたエチレンの生産コストは，日本のナフサ（粗製ガソリン）
を原料としたエチレンの半分程度とされるが，中東産油国のエタンを原料としたエチレン
の生産コストは，さらに米国のエチレンの半分程度に過ぎない。中東産油国における産業
構造の近代化，雇用の創出という点において，石油精製・石油化学事業の国内外における
事業展開により，新たな産業立国となる展望が開ける。
　第３に低炭素社会に向けた，再生可能エネルギー事業，水素事業の展開が挙げられる。
中東産油国に豊富にある資源としては，太陽エネルギーがある。晴天の日が多く，日照条
件が良い中東産油国は，太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギー事業に適している。
中東産油国は世界有数のサン・ベルトとして，太陽光発電，太陽熱発電を増加させ，超伝
導送電網によって欧州諸国に電力を供給する拠点としての可能性を秘めている。世界全体
は地球温暖化対策，省エネルギー政策を行っているものの，電力の需要は増加を続け，世
界における再生可能エネルギーの発電能力は増えることが見込まれている（図表25）。
　水素についても，原料となる原油・天然ガス資源は豊富にある。水素社会については，
燃焼しても，水しか排出しない，「究極のクリーン・エネルギー」として，燃料電池車，定
置型燃料電池，水素発電等の市場が，世界的にも大きく広がることが期待されている。世
界の水素市場は，2050年には160兆円に達するという意欲的な予測もある。日本政府も，
水素戦略を掲げており，中東産油国との低炭素社会構築への提携が期待される。
　第４にエネルギーとAI（人工知能）を結びつけ，新たな産業分野を開拓することも求め
られる。炭酸ガスを排出しない再生可能エネルギーだけによる未来都市の構築による新規
産業の創出，中東産油国における雇用の創出が見込まれる。これまでにも，UAEアブダビ

（図表24）世界のエチレン換算需要（単位：百万トン）

出所：資源エネルギー庁統計
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のマスダール・シティー，サウジアラビアのムハンマド皇太子が提唱する NEOM 等の未
来都市の建設が計画されている。季節，天候により出力変動が激しい再生可能エネルギー
による送電系統の安定化，省エネルギーのために AI を利用し，エネルギー効率の最適化
をはかることが可能となる。さらに，AIへのエネルギー産業への応用は，中東産油国にと
って新たな産業を創出する可能性がある。
　中東産油国は，2014年以降に米国に登場したシェール・オイルからの挑戦を受け，原油
価格暴落という打撃を受け，財政赤字に陥った。2017年１月からOPEC加盟国と非OPEC
加盟国による合計180万b/dに達する協調減産により原油価格が１バレル80ドル程度に上
昇し，経済的，財政的に回復基調にある。しかし，2018年に入り，欧州諸国をはじめとし
た石油産業へのダイベストメント，欧州諸国の自動車メーカーの電気自動車シフトに端を
発した脱ガソリン車，脱ディーゼル車の動きにより，新たな石油需要ピーク論に直面して
いる。これは，米国のシェール・オイルとの消耗戦のように短期的なものではなく，石油
というエネルギーに対する長期的かつ構造的な脅威といえる。しかし，2050年までの未来
像を考えた場合，短期間のうちに脱石油政策を促進し，性急にモノづくり工業化社会への
産業構造変革を試行することは，現実的な政策とはいえない。火力発電用のタービン，ガ
ソリン・エンジン等のモノづくりには，数十年を超える長い熟練工の試行錯誤の歴史と層
の厚い系列産業の集積が求められ，潤沢な石油収入に国家財政と国民生活が依存してきた
中東産油国にとって，短期間にキャッチアップできることではない。むしろ，現在優位性
を持っている石油・天然ガスという資源を活かし，いかに石油製品，石油化学製品とその
派生品（Derivatives）を地球環境と共存させながら持続的に利用し，さらなる国家発展の
基礎とするかが重要となってくる。加えて，時間と経験を必要とするモノづくりと異なり，
エネルギーに係わるデジタル化は，短期間のうちに欧米先進国にキャッチアップすること

IEA2016年11月新政策シナリオ

2014年 2040年現行政策 2040年新政策 2040年450

石　炭 1,882 3,030 2,437 1,194

天然ガス 1,563 3,035 2,703 2,251

石　油 441 264 254 211

原子力 398 529 606 820

水　力 1,177 1,770 1,848 2,057

再生可能エネルギー 656 2,533 3,320 5,233

合　計 6,117 11,161 11,168 11,766

出所：IEA 世界経済見通し2016年11月

（図表25）世界の発電能力見通し（単位：百万キロワット）
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が可能である。AIを利用して油田開発を行い，生産性を向上させ，エネルギー利用分野に
おける IoT（あらゆるモノがインターネットとつながる）の技術開発等は，新たな産業の
フロンティアとして期待される。
　日本企業は，石油精製・石油化学事業における中東産油国との提携により，中東産油国
の産業構造の高度化に貢献できるとともに，アブダビの油田権益更新のように，日本の自
主開発原油割合の引き上げにより，中東産油国からの石油・天然ガスの安定供給によるエ
ネルギー安全保障を向上させることが可能となる。中東産油国にとっても，石油精製・石
油化学事業の建設・運営・保守・管理面における日本への期待は大きい。また，水素関連
技術も日本が世界最先端を走っており，中東産油国への技術面，人材育成面において協力
できる可能性がある。住友化学，三菱ケミカル等もサウジアラビアにおける事業にあたり，
現地の人材育成に大きく貢献してきた歴史がある。脱石油の動きがあるとしても，少なく
とも，2050年までは，小型の自動車以外のトラック，バス，航空機，船舶等の輸送用燃料
において，石油に代わるエネルギーを技術的に期待することは難しく，石油・天然ガスは，
世界の一次エネルギーの重要な役割を担うことを前提に，いかに日本企業の石油精製・石
油化学分野の建設・運営のノウハウ，再生可能エネルギー分野と AI 活用における日本企
業の知見と素材技術，高度な水素関連技術を中東産油国との協力関係強化に活かしていく
のか。地球環境保護と石油関連事業の両立と持続的な成長，中東産油国の構造改革に，中
東産油国の国家戦略と日本企業の英知が求められているのである。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。


