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(ニュース解説)内外に火種を抱える OPEC－第 164 回総会を終えて
12 月 4 日、第 164 回 OPEC 通常総会が開かれ、2 年前に決定した加盟 12 カ国の生産枠 3 千万
B/D（総量のみで国別生産枠は無し）を維持することで合意した。またバドリ事務局長（リビア出身）
の任期をさらに 1 年間再延長すること及び次回総会を 6 月 11 日にウィーンで開催することを決定し
3 時間で会議を終えた。
(詳細は OPEC プレスリリース参照：http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/2685.htm )
イランからはザンギャネ石油相が出席したが、同石油相は 1997 年から 2005 年まで石油相を務め
た政策通であり穏健な石油政策は OPEC 内部でも高く評価されていた。先のアハマドネジャド政権
時代の石油相は石油の門外漢であり OPEC 議長国として的外れな発言を繰り返したため、サウジ
アラビアのナイミ石油相が総会後に憤懣やるかたない感想を述べたこともあるが１、ベテランのザン
ギャネ石油相の登板により今回の総会は和やかな雰囲気であったと推測される。
しかし現在の OPEC は内外にいくつかの火種を抱えている。対外的には非 OPEC 産油国の生産
増により世界的な石油の需給バランスに異変が生じた場合、現在 100 ドルを超えている石油価格
(Brent 及び WTI)が急落したり或いは OPEC のシェアが低下する恐れがある。そして対内的にはイラ
ンに対する経済制裁措置が緩和され同国の石油輸出が回復した場合、OPEC 生産量が 3 千万 B/D
を大幅に超え石油価格が暴落する危険性もはらんでいる。
火種の一つである非 OPEC の生産増とは即ち米国のシェールオイルである。シェール革命により
米国の石油生産量は 2008 年の 678 万 B/D から 2012 年には 891 万 B/D に急増しており、自給率
も 33%から 48%にアップしている（BP レポートによる）２。この結果、ベネズエラ、ナイジェリアの米国向
け輸出が大きく落ち込んでいる。さらに天然ガス或いは石炭など同じ化石燃料との競合に晒され、
石油自体に先行きの不安感が漂っている。これらが複合的に作用すれば石油価格は 100 ドルを割
る可能性が高い。
これらが外部の波乱要因とすれば内部の波乱要因は生産量をめぐるイランとイラクの確執及び
OPEC 全体を取り仕切る最大の産油国サウジアラビアを含む 3 カ国間の駆け引きである。実は
OPEC の生産枠 3 千万 B/D には国別枠が無く、加盟各国に生産量の上限はないのである。それで
も今年 6 月の 12 カ国合計生産量は 3,038 万 B/D３、11 月のそれは 2,964 万 B/D４と 3 千万 B/D の
枠を 1%程度乖離しているに過ぎない。過去 2 年間このような微妙なバランスが保たれているのは、
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イラクとイランは一方の石油生産量が減れば他方が増えると言うシーソーゲームを演じてきたこと
が大きい。
1990 年当時、イランとイラクの国別生産割当は共に 314 万 B/D であったが、湾岸戦争後イラクは
経済制裁のため 131 万 B/D (1998 年)に制限され、一方のイランの割当量は 394 万 B/D に増えて
いる。これ以後イラクは国別生産割当から除外されてきたが、フセイン政権崩壊後の混乱を乗り越
え 2011 年には 288 万 B/D まで回復、現在は 330 万 B/D に達している５。これに対しイランは核開
発疑惑による経済制裁のため石油生産量は昨年初めから 100 万 B/D 近く減少、先月の生産量は
270 万 B/D とイラクを下回っている。ギャップを埋めているのがサウジアラビアである。即ち 1990 年
の同国の生産割当量は 538 万 B/D であったが(当時の OPEC11 カ国の合計生産枠は 2,052 万 B/D)、
その後 1998 年にはサウジアラビアの割当量は 876 万 B/D に増えている(OPEC 合計枠：2,600 万
B/D)。2006 年以降は国別割当量の無い総枠方式となり、2011 年 12 月に 3 千万 B/D となって現在
に至っていることは既に述べたとおりであるが、サウジアラビアの最近の生産量は 1 千万 B/D を前
後する水準で推移している。
このように OPEC 内部ではイラクとイランがシーソーゲームを演じ、両者のギャップを埋めている
のがサウジアラビアと言う図式が成り立っているのである。またサウジアラビアの場合は世界全体
の石油需要の増加に対応して OPEC の生産枠を拡大する調整役（スウィング・プロデューサー）とし
て石油市場における OPEC シェアを維持する役割を果たしている（生産量の増加にもかかわらず価
格が 100 ドル以上に高止まりし、また OPEC の結束が乱れないのはサウジアラビアが実に見事にコ
ントロールしている証しと言えよう）。
しかし現在の状況がいつまでも続く保証はない。イランの石油輸出規制が緩和されれば同国は
直ちに増産に取りかかるであろう。現にザンガネ石油相は経済制裁が緩和されれば半年以内に生
産量は 4 百万 B/D にアップできると言明し、ExxonMobil, Shell, BP, Total など欧米石油企業にイラン
に戻ってくるよう呼びかけている ６。このままではイラクもイランも増産競争に走ることは目に見えて
いる。OPEC の長い歴史の中で両国は同じ割当量とすることで均衡を保ってきたのであるが両国が
増産競争に走れば世界の石油市場は暴落に見舞われる。それを避ける唯一の手段はサウジアラ
ビアが減産することであるが、実現の可能性は限りなく小さい。サウジアラビアはこれまで増産で需
給と価格を調整してきたが、減産調整は泥沼に陥った 1990 年代前半の悪夢の再来であり同国には
到底受け入れがたいはずである。
OPEC は前門の虎(シェールオイルの生産拡大)と後門の狼（イランとイラクのせめぎ合い）という
両面の難問を抱え、極めて難しいかじ取りを迫られている。
（完）
本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。
前田 高行

〒183-0027 東京都府中市本町 2-31-13-601
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Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642
E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp
｢ニュース速報：決裂した OPEC 総会｣（2011 年 6 月）参照。
http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/0185OpecMeetingInJune2.pdf
２ ｢BP エネルギー統計レポート 2013 年版解説シリーズ：石油篇｣参照。
http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/0271BpOil2013Full.pdf
３ Arab News on 2013/7/1, ‘OPEC pumps 30.38m bpd in June’
４ Arab News on 2013/12/1, ‘OPEC output drops to 2 1/2-year low’
５ Gulf Times on 2013/10/17, ‘Iraq to boost oil exports to China, India next year’
６ Gulf Times on 2013/12/6, ‘Iran looks to global majors to revive its ageing oilfields’
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