ＯＰＥＣ減産合意の内容
ＯＰＥＣは︑日本 語 で石油輸 出国機 構と訳 されるこ とが多 い︒略 称の読み方
は﹁オペッ ク﹂だ ︒名 前の通り︑ 石油を 輸出 している国 が集ま って ︑自分たち
の利益を守 り︑拡 大し ていこうと いう国 際的 な組織だ︒ 本部は ︑加 盟国ではな
いオーストリアのウイーンにある︒
似たよう な略称 にＯ ＡＰＥＣが ある︒ こち らは︑アラ ブ石油 輸出 機構などと
訳される︒ 読み方 は﹁ オアペック ﹂だ︒ ＯＰ ＥＣが︑中 東︑南 米︑ アジア︑ア
フリカなど 全世界 の石 油輸出国で 構成さ れて いるのに対 して︑ ＯＡ ＰＥＣはア
ラブ諸国だ けで構 成さ れている︒ 別の組 織だ が︑参加国 の一部 は重 複している
し︑目的なども似ている︒
いきなり 脱線す るが ︑ＡＰＥＣ は略称 が似 ているがＯ ＰＥＣ との 直接関係は
ない︒こち らはア ジア 太平洋経済 協力会 議と 訳される組 織で︑ 日米 中露や東南
アジア諸国など の国と地域が参加する経済協力のための枠組みだ︒読み方は
﹁エイペック﹂だ︒
閑話休題︒ＯＰＥＣは１９６０年に︑中東のサウジアラビア︑イラン︑イラク︑
クウェート と︑南 米の ベネズエラ の５か 国に よって設立 された ︒い ずれも原油
の輸出が経済の柱になっている国だ︒
当時はすでに︑原油は石炭に代わって︑世界の鉱物資源の中心になっていた︒
ガソリンや 軽油︑ 重油 など︑原油 から作 られ る石油製品 を直接 燃や してエネル
ギーにする ほか︑ プラ スチックや 化粧品 ︑道 路工事用の アスフ ァル トなどさま
ざまな化学製品の原材料でもあり︑原油の需要は急速に拡大していた︒﹂
ただし︑ そのこ ろ︑ 世界の原油 市場の 主導 権を握って いたの は︑ 原油産出国
ではなく﹁ 国際石 油資 本﹂や﹁メ ジャー ﹂な どと呼ばれ る米欧 の巨 大石油企業
だった︒エ クソン ︑モ ービルなど 主要７ 社は ﹁セブン・ シスタ ーズ ﹂と呼ばれ
ることもあ った︒ メジ ャーが事実 上のカ ルテ ルを結んで ︑原油 市場 を牛耳って
いるという批判の声も出ていた︒
自国の埋 蔵資源 であ りながら︑ 米欧の メジ ャーに価格 や生産 量を コントロー
ルされてい ること に不 満を持った ５か国 が︑ 原油価格の 決定権 を自 分たちに手
に戻そうとして結成したのがＯＰＥＣだ︒
その後︑カタール︑インドネシア︑リビア︑アラブ首長国連邦︵ＵＡＥ︶︑ア
ルジェリア ︑ナイ ジェ リア︑エク アドル ︑ガ ボン︑アン ゴラが 加盟 した︒一時
脱退して再加盟した国もあるが︑２０１６年 月現在︑ か国が加盟している︒
産油国の 発言力 が強 まるにつれ て︑原 油市 場における メジャ ーの 力はしだい
に弱まり︑ １９７ ０年 代に入ると ︑原油 の歴 史は﹁メジ ャーの 時代 ﹂から﹁Ｏ
ＰＥＣの時代﹂に変わったといわれるようになる︒
中でも︑ 年からの第１次石油危機と 年からの第２次石油危機という二つ
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の﹁オイル ショッ ク﹂ ではＯＰＥ Ｃが主 役と なって原油 の生産 量を 減らす減産
を断行し︑価格の引き上げに成功して存在感を示した︒
﹁世界最 大のカ ルテ ル﹂と呼ば れたの もこ のころだ︒ とこ ろが ︑二つの石
油危機を経験した石油消費国は︑省エネルギーを強力に推し進め︑
﹁石油に頼ら
ない経済﹂ を目指 し始 める︒石油 危機で 経済 発展のテン ポも緩 やか になり︑原
油の需要は鈍化し始める︒
一方で︑ 掘削技 術や 精製技術が 進歩し ︑Ｏ ＰＥＣ以外 の国で も安 いコストで
原油を生産 できる よう になってき た︒こ の結 果︑ＯＰＥ Ｃの価 格支 配力も陰り
を見せ︑１ ９８０ 年代 に入ると︑ その時 々の 市場の需要 関係に よっ て価格が決
まる傾向が 強まり ︑原 油の歴史は ﹁ＯＰ ＥＣ の時代﹂か ら﹁市 場の 時代﹂に移
って行く︒
﹁市場の 時代﹂ が進 んだうえ︑ 世界の 原油 生産量に占 めるＯ ＰＥ Ｃ加盟国の
比率が ％ を下回ったこともあって︑ＯＰＥＣの発言力は大幅に低下したと
いわれてい る︒そ の後 も︑ＯＰＥ Ｃは原 油価 格の維持︑ 上昇を 狙っ て︑減産の
話し合いをしたこともあるが︑加盟国の利害が対立するなどして︑２００８年
月以降︑減産の合意は成立していなかった︒
こうした 中で︑ ＯＰ ＥＣを取り 巻く状 況は 急変する︒ ２年ほ ど前 から原油価
格が急落し 始めた のだ ︒原油市場 の代表 的な 指標である ＷＴＩ ︵テ キサス産軽
質油︶の先 物価格 は︑ ２０１４年 半ばま では １バレル＝ １００ ドル 前後だった
が︑どんどん値下がりし︑ 年 月には ドル台まで下落した経緯がる今回の
値下がりはト ランプ政 権のイランへ の対応と 日本との貿易 の問題が 絡んでいる ︒
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