
． シェール革命 はグローバル経済安定に貢献するか

不断なる技術革新の賜物。米国で推し進められている シェール革命 はエネルギー革命

史の ページを飾ろうとしている。水圧破砕という強固な岩盤を打ち砕く技術と水平掘りの

技術の技術的ブレイクスルーが シェール革命 を開花させた。それを実現した企業は世界

的に著名な国際石油資本（メジャー）ではない。中堅の資源エネルギー企業が成功へと導い

た。石油大手が開発を断念していた油田・天然ガス田に光を照らしたのである。

シェール革命 の功績は計り知れない。まず、米国の原油と天然ガスの産出量が劇的に

増えた。産油量も天然ガス生産量も年を重ねるごとに増加し続けている。これは シェール

革命 の直接的な実績である。

米国内では原油・天然ガス消費量が微増にとどまっている。それゆえ、生産量が増える

と、輸入量は自ずと減少する。これは貿易赤字の改善に役立つ。かつて米国はいわゆる 双

子の赤字 、すなわち財政赤字と貿易赤字に苦悶した。しかし、現在、ワシントンは軍事費

削減に力点を置いた財政再建に取り組んでいる。 双子の赤字 は大幅に縮小してきてい

る。貿易収支の改善─これが シェール革命 の第二の功績となる。

双子の赤字 が縮小すると、世界の基軸通貨である米ドルが市場から評価される。結果

として、強いドルが実現する。米ドルの安定がグローバル経済全体のそれを導くことは指摘

するまでもない。

さらに加えて、原油・天然ガスの生産量が激増すると、関連製品の市場価格を押し下げて

いく。事実、米国のエネルギー価格は安定して推移するようになった。もちろん、原油も天

然ガスも代表的な国際商品である。市場価格は米国内要因のみで決定されない。しかし、世

界指標の一角を占めるニューヨーク市場の （ウエスト・テキサス・インターミディ

エート）原油先物価格はロンドン市場で取引される北海ブレント先物よりも低水準にとど
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まっている。北海ブレント価格には地理的に近い中東やウクライナの地政学的リスクが反映

されるからである。米国内の生産量増加が価格抑制に寄与していることは間違いがない。一

方、米国内の天然ガス価格は大幅に下落した。

エネルギー価格の安定と低下が シェール革命 の代表的な功績の一つであることは否定

できない。

エネルギー価格が低下すると、消費者の購買力強化に資するだけでなく、企業の生産コス

ト抑制にも貢献する。実際、米国内企業は人件費の低下と相まって、価格競争力を強化して

いる。米国の製造業が復活したと評価されるゆえんだ。米国企業が国内回帰すると同時に、

安価なエネルギーを求めて外国企業も米国に押しかけるようになってきた。そうなると、全

体として米国の輸出力が強化される。これがまたドル高を演じていく。

そもそも米国人の起業家精神は常に旺盛である。偉大な発明家や起業家を矢継ぎ早に世に

送り出してきた米国。起業家の活躍は連綿と続いている。クロアチア系米国人発明家のニコ

ラ・テスラ氏。電気自動車を生産する米テスラ・モーターズはテスラにちなんでいる。この

テスラ・モーターズがリチウムイオン電池の巨大工場を米国に建設する。ヘンリー・フォー

ド氏を起点とする米自動車産業の起業家系譜は依然として生きている。米製造業は途切れな

い起業家によって受け継がれている。

この偉大な米国は 世界の警察 的な役割を担ってきた。原油が眠る中東にも米軍が駐留

する。しかし今、オバマ米政権は中東地域からの米軍撤退を表明。アフガニスタン、イラク

─ホワイトハウスは粛々と駐留米軍の規模縮小を推進している。これが米軍兵力削減を誘発

する。と同時に、アジア太平洋地域シフトが鮮明となってきた。

米国防総省は 年 月 日、 年ごとの国防戦略見直し（ ） を発表、アジア太

平洋地域に戦略の重点を移す リバランス（再均衡） 政策の継続を表明した ）。 年ま

でに太平洋に配備する米海軍艦船の割合を現在の ％から ％に引き上げる方針を打ち出し

ている。中国の海洋戦略が念頭に置かれていることは間違いがない。と同時に、日本、韓

国、オーストラリアといった同盟国との協力拡大にも力点が置かれている。

他方、中国は 年の国防予算を発表、対前年実績比 ％増の 億元、日本円に換算

すると 兆 億円が計上されている。国防費は米国に次ぐ世界第 位の規模となる。日本

の防衛費が 兆 億円であるから、 倍の規模に達する。合わせて、海洋大国を目指す

方針が明らかにされている。

中国軍は沖縄本島から南シナ海につながる第 列島線と東京からグアムなどを結ぶ第 列

島線という 本の概念上防衛線を引く ）。第 列島線内は既に中国海軍の勢力圏に置かれて

いる。今後の狙いは第 列島線と第 列島線間での勢力拡大、並びに第 列島線突破にシフ

トしていく。このような海洋戦略が全体としての対米防衛となる。加えて、北京による海洋

戦略ではアジア太平洋地域でのプレゼンスを高めるとともに、中東からインド洋、東シナ海

へと抜ける海上輸送路（シーレーン）の確保も視野に入っている。目標は東京五輪が開催さ

れる 年。 年までに富国強兵を実現する目標が掲げられている。
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ところが、米国の場合、資源エネルギー生産が増強されれば、外国産資源に依存する必要

性は低減する。それは同時にシーレーン防衛の必要性が低減することを意味する。中国の方

針と逆方向であることがわかる。その結果、米国経済にとって不要な駐留米軍が撤退するこ

とになる。米国は自国を挟む太平洋と大西洋の警護に集中しようとする。つまり、米

シェール革命 がグローバル安全保障に根底から修正を迫る結果を導出しようとしている

ことになる。日本をはじめとする米国の同盟国は自国の安全保障体制を再構築しなければな

らない段階を迎えている。

米国内の原油・天然ガス価格低下は国際エネルギー価格全体の押し下げ圧力となる。合わ

せて、米国内では天然ガスへのシフトが急速な勢いで進行している。結果、米国内の石炭が

余剰となる。当然、米国産石炭は世界へと飛び出していく。たとえば、欧州。米国産石炭は

欧州へと輸出されるようになった。ところが、環境への配慮で欧州でも脱石炭が進む。欧州

地域でも石炭の余剰が顕著となってきた。もって石炭価格が急落する。

逆に、天然ガスの国際価格は急騰。これが欧州の電力業界を直撃し、火力発電所が閉鎖に

追い込まれている。欧州では電力不足が懸念され始めるようになった。日本にも悪影響が及

ぶ。高額な液化天然ガス（ ）が日本列島に陸揚げされ、光熱費高騰を招いてしまっ

た。貿易収支が赤字転落したことは記憶に新しい。日本の貿易赤字は構造化してきた。

日本は 輸入で世界首位を誇る。天然ガス価格の上昇は折からの円高修正とも共振し

て、日本の貿易収支を赤字転落させた。消費税率引き上げとも相まって、日本の電力利用者

は光熱費の高騰に悲鳴を上げている。日本産業界にとって、国際的に高い法人税率とエネル

ギーコストとが足枷となっている。

無論、日本は早晩、米国、並びにカナダから を大量輸入するようになる。調達先の

多様化と輸入価格の押し下げに貢献すると専門家からは評価されているが、果たして真実で

あろうか。ガス火力発電所に依存しなければならない現状は常態化している。

いずれにせよ、米国で巻き起こった シェール革命 は世界の隅々にまでその影響力を行

使するに至っている。この影響力を緻密に分析することが喫緊の課題となってきた。

．グレート・ローテーションは真実か

喫緊の課題に踏み込む前に、現在、世界各国がいかなる経済状況下に置かれているのかを

まずは点検する必要がある。米国経済は堅調に推移している模様だが、いわゆる アベノミ

クス に浮かれる日本経済に死角はないのか。欧州経済は復調への軌道に乗っているのか。

高度成長を遂げてきた新興国は今後、どのような道を歩もうとしているのか。複眼的に捉え

てみる必要がある。

日欧米経済が直面する問題

日本が地球社会の一員であるように、日本経済もまたグローバル経済と密接に関係する。

同時に、日本経済はグローバル経済に多大な影響を及ぼす。グローバル経済を検診する前

に、お膝下の日本経済を概観してみることにしよう。



日本経済

内閣府は 年 月 日、 年 月期の実質国内総生産（ ）伸び率（改定

値）が年率換算で ％増と発表した ）。 ・四半期連続でプラス成長を記録したことにな

る。消費増税前の駆け込み需要で の 割（ 年で ％）を占める個人消費は堅調

に推移している。住宅投資や設備投資にも明るい兆しが見受けられるようになった。

年の実質 は対前年比 ％増の 兆円に拡大した。リーマン・ショック（金融

危機）前の 年を上回り、過去最高の水準となっている ）。しかしそれでも、名目

は季節調整値の年率換算で 兆 億円と東日本大震災前の水準をわずかながら超えられ

ないでいる（ 年 月期））。

現在の日本経済にとっての問題点は輸出に潜む。意外にも、純輸出が の減少要因と

なった。円高が修正されてきた今日、通常ならば輸出が伸びるはずである。ところが、問題

の輸出が回復していない。

その原因は第一に、日本企業の外国移転が進展したことにある。内閣府の調査によると、

日本メーカーの外国生産比率は ％（ 年度実績）と 割を突破、過去最高を記録して

いる ）。急激な円高と人件費高騰に悲鳴を上げた日本企業、殊に大企業は生産拠点の外国シ

フトを進めてきた。進出先の旺盛な需要を取り込むことも示唆する。その結果、情報通信機

械や繊維に代表される輸入が拡大している。

円安局面でもその効果、すなわち カーブ効果 が発揮されていない。逆に、企業物価

指数の円建て輸入価格は 年に ％上昇した。但し、製造業の円建て収益は輸出額が伸び

たために改善している。製造業の 年 月期経常利益は対前年同期比 ％の大幅増を

記録している ）。

輸出が消費増税後の反動を吸収できるか。日本経済は正念場を迎えている。経済成長率の

民間エコノミスト平均値は 年度 ％、 年度 ％となっている。問題の焦点はやは

り、円ドルレートにある。 ドル 円の為替相場が定着しない限り、円安の経済効果は表

出しない。加えて、所得増に弾みがつくかどうか。個人所得増、個人消費増、民間設備投資

増が好循環すれば、持続的成長を実現できる。

輸出が伸びないもう一つの原因、つまり カーブ効果 （円安当初は輸入金額の増加で

赤字になるが、時間の経過とともに輸出数量が増えて黒字化する）が表れていない原因は、

輸出数量が増えていないことに求めることができる。輸出企業が契約通貨ベースの輸出価格

を下げなかった結果、輸出数量が増えなかった。いわば当然の帰結である。輸出企業が輸出

価格を下げ、かつ輸出数量を増やせば、自ずと カーブ効果 は発揮される。日本企業が

外国市場をさらに開拓できるかどうか。外国市場の拡大が至上命令となっている。もちろ

ん、技術貿易で黒字を拡大することにも注力する必要がある。日本が真の技術立国に転身で

きるか。日本企業の真価が問われる。
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原子力発電所を再稼働させ、新規建設に着手しない限り、火力発電所主流の時代が続く。

原油、天然ガス、石炭─日本はいずれも輸入に頼っている。発電向け燃料価格が低下する

か、あるいは輸入量を抑制しなければ、輸入は膨らむ一方である。過度な円高は阻止される

けれども、貿易赤字は構造化してしまう。

貿易赤字は 年 月に 兆 億円と対前年同月比で 兆 億円も膨張している。合

わせて、日本の経常収支（財・サービスや配当などの総合的な取引）は 年秋に赤字転

落、 年 月には 兆 億円の赤字に拡大した。過去最大の赤字幅である。貿易収支の

赤字を所得収支の黒字で埋められないでいる ）。

景気回復の兆しはある。 年の ギャップはリーマン・ショック直後のマイナス

％からマイナス ％に縮小した ）。 ギャップとは と潜在 （労働力や設

備投資をフル稼働した場合の供給力）の差の潜在 に対する比率を指す。完全失業率は

％（ 年 月）と東日本大震災前よりも低く、かつ有効求人倍率は 倍を突破した。

賃金水準もプラスに転じた。日本経済がようやくデフレ経済から脱却する糸口をつかんだと

診断できる。それでも、 デフレーターが 年連続でマイナスであることには留意しな

ければならない。デフレ脱却は依然として未完なのである。

輸出と投資主導の成長から消費・非製造業主導の成長へと転換できるか。日本経済は消

費・非製造業主導の成長へと質的変化を遂げようとしているのではないか。消費者層の拡

大、すなわちシニア層、外国人への拡大と非製造業による新規サービス創出とがあいまった

新たな消費経済を打ち立てる─ここに新しい日本経済の姿を見出せるのかもしれない。これ

を根底から支えるのは個人所得の増加である。

英経済紙 フィナンシャル・タイムズ （ 年 月 日号）は 日本経済の成長が公共

投資と政府消費主導によるもの と断じているけれども ）、 アベノミクス の醍醐味は異

次元金融緩和、すなわち大規模量的金融緩和にある。米国経済復活の直接的原因は量的金融

緩和と シェール革命 がもたらしたエネルギーコストの低下にある。成長戦略は重要では

あるが、米国経済の復活は成長戦略によるものではない。連綿と続く起業家精神が米国の経

済成長を支えてきた。さらなる円高是正を目指し、デフレ脱却を実現するためには、日本銀

行による追加金融緩和が不可欠である。日本政府は起業家精神を鼓舞するための法人税率引

き下げも含めた規制緩和に集中すれば良い。

かつて 欧州の病人 と揶揄されたドイツ。しかし、ドイツ企業は税や社会保障の企業負

担軽減、規制緩和によって蘇った。ドイツを見習って、フランスもまた企業の負担軽減に乗

り出している。負担軽減と規制緩和との組み合わせによる活力ある経済社会の創出。フラン

スもドイツの構造改革路線へと舵を切った。イタリアもこれに追随しようとしている。

欧州企業は深い眠りからようやく目覚めようとしている。日本企業の行方も企業負担の軽

減と規制緩和に依拠する。要するに、企業のコスト削減。日本政府も日銀もコスト削減に役

立つ政策を打ち出す必要がある。
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米国経済

緩やかな回復基調が続く米国景気だが、米連邦準備理事会（ ）のイエレン新議長が

最も心配する経済指標が失業率。イエレン議長は固唾を飲んで労働市場の推移を見守ってい

る。異常な寒波が長引いた 年の冬場。 年 月期の実質 成長率は

％と減速したが、日本の実績よりも高い数値であり、なおかつ潜在成長率を保っている ）。

もちろん、寒波と大雪の影響は甚大だ。個人消費に影を落とし、新車販売や住宅部門にも

悪影響が及んだ。 年 月期の成長率は ％以下に減速した。しかし、天候要因による

減速は一時的現象に過ぎない。 年 月期には反動増になるとの声が支配的だ。

年の経済成長率は ％に高まる見通しとなっている。

イエレン 議長が気をもむ労働市場は失業率こそ横這いながら（ 年 月現在

％）、新規雇用者数は大方の予想よりも上ぶれし、家計所得と個人消費を押し上げる下地

が築き上げられている。 は予定通り、量的金融緩和を段階的に縮小していく。これは

堅調な米国経済の動向とあいまって、米ドル高を演出する。米国経済は今後も堅調に推移す

ると診断できそうである。

その一方で米国の政治は停滞している。かつて日本政治の専売特許であった 決められな

い政治 。しかし、日本政治は 前進する政治 に変身した。 決められない のはオバマ米

政権。米国の製造業は完全復活を遂げたけれども、米国政治は機能不全に陥っている。外交

面でも精彩がなくなったのは周知の事実である。

米国大統領は世界の大統領ではない。オバマ大統領が米国社会の動きを注視するのは当然

である。米国はもはや 世界の警察 ではないと発言しても不思議ではない。しかしなが

ら、米ドルは紛れもなく世界の基軸通貨。グローバル経済は米ドルを中核として回る。つま

りグローバル経済の頂点に立つのは米 なのである。それだけに、 議長の存在は

重い。

ところが、イエレン議長の関心は米国経済に集中しているようだ。 年 月 日に実施

された議会下院証言で、 新興国通貨不安は米景気先行きへの深刻なリスクにならない と

語った。米ドルが基軸通貨であることを失念し、自国の労働市場のみを注視しているかのよ

うな印象を周辺に与えている。しかし、現実には による量的緩和縮小による金利上昇

は新興国からの資本流出と為替相場下落をもたらす。新興国が自国通貨防衛のために利上げ

に追い込まれれば、景気停滞を招いてしまう。米国経済のグローバル経済に及ぼす影響力は

今もって絶大なのである。

経高政低─いずれにせよ、米国社会は明らかに変質した。強いドルは実現できたが、政治

と外交、それに経済外交でも失点が続く。かつての日本社会を繰り返しているようだ。ま

た、欧州経済もかつての日本のように、デフレの脅威に身構えている。

欧州経済

ユーロ圏金融界の頂点に立つ欧州中央銀行（ ）のドラギ総裁は、ユーロ圏を 安定
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の島 と形容し、経済の見通しでは強気姿勢を見せつける ）。政策金利を過去最低の水準ま

で引き下げたが、追加緩和に慎重だ。ちなみに英国中央銀行も政策金利を過去最低に据え置

いている ）。ドラギ総裁はユーロ圏の成長率の予測についても上方修正した（ 年の実質

経済成長率予測は ％）など楽観的見通しを貫いている。失業率は ％と高止まっている

ものの、雇用の悪化に歯止めがかかっていることが景気認識を上方修正させているようだ
）。

しかしながら、ユーロ圏最大の難問は物価上昇。 政策目標の ％近辺を下回る水準

が継続している。経済の体温を示す物価が上昇しない原因は内需の低迷にある。市場は追加

金融緩和に期待を寄せるが、 はそれに応じない。それゆえに市場はユーロ買いで応

答、追加緩和を催促している。英ポンドも高値圏で推移する。かつての異常な円高が徹底し

た金融緩和を求めた市場の催促であったことを想起させる。

ユーロ高は輸入物価を押し下げ、物価が伸び悩む一因となる。欧州通貨当局はユーロ高を

牽制する口先介入で足並みを揃えるが、日本のようにデフレ状態に沈み、デフレが長期化し

ないか。市場関係者最大の懸念となっている。

確かに南欧経済は回復基調に入った。南欧諸国の国債は下げ止まり、長期金利が低下傾向

にある。南欧経済は明らかに最悪期を脱している。日本と同様に不動産バブル崩壊を経験し

たスペイン。このスペインが金融システムの再建を成し遂げようとしている。その土台と

なったのがドラギ 総裁によるユーロ防衛。南欧諸国国債の無制限買い入れ策実施で長

期金利が落ち着いた。スペイン経済はプラス成長に転換を果たすことになる。スペイン国内

金融機関の不良債権処理が進展し、失業率（現在 ％）が改善すれば、スペインの経済改革

は一段落する ）。

しかしながら、デフレに対する恐怖感は吹き飛んでいない。 は追加緩和策に打って

出るか。現状が維持される限り、市場はユーロ買いで応じる。日本経済は延々と続く円高に

疲弊した。市場が大胆な金融緩和を催促したにもかかわらず、日銀が頑なに応じなかったか

らである。ユーロ圏も日本と同じ轍を踏むのか。

新興国経済が直面する問題

年 月中旬、 カ国・地域（ ）財務相・中央銀行総裁会議がオーストラリアのシ

ドニーで開催された。そこでは 全体の 成長率を 年で ％以上 底上げする、

つまり を 兆ドル以上拡大するという異例の数値目標が掲げられた ）。年平均成長率

を ％ずつ上げることが目標達成の指針となる。この成長目標を見据えて、 各国は経

済対策を練り上げることになる。日本もこの成長目標を基準に、具体的な行動計画を打ち出

し、かつ実行しなければならない。そうでないと、国際公約を果たせなくなる。

新興国、殊に、経常収支の赤字国、高インフレ国は自助努力、すなわち経済改革に取り組

む必要がある。中国は貿易黒字国ではあるけれども、影の銀行（シャドーバンキング）への
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対処など金融危機の再発防止に踏み出さねばならない。

リーマン・ショック脱却の主力エンジンだったのは米国の量的金融緩和と中国の財政出

動。 億ドルに迫る米国の緩和マネーが新興国に流入した ）。と同時に、中国の大型経済

対策は新興国の対中国輸出を刺激した。国際商品価格の上昇が新興国の交易条件（輸入財で

測る輸出財の相対的な価格）改善を支えた。

しかし、今や米国の量的金融緩和は終焉を迎え、中国は金融バブルや不動産バブルの処理

に追われる。相対的な高金利通貨となる米ドルが買われ、経常赤字国からは資本が流出、米

国に逆流する。新興国が利上げで対抗すると、自ずと資金調達コストを圧迫する。中国の高

度経済成長にも期待を寄せることができなくなった。中国経済の減速は世界の資源エネル

ギー・食糧輸出国を直撃する。その悪影響は遠くブラジルや南アフリカにまで波及してい

る。中国経済が ％減速すると、新興国経済は ％押し下げられるという ）。

米モルガン・スタンレーが フラジャイル・ファイブ（ 、脆弱な カ国通貨、ト

ルコ・南アフリカ・インド・インドネシア・ブラジル） という概念を打ち出し、警鐘を鳴

らした途端、アルゼンチンペソが急落した。世に言うアルゼンチン・ショック。アルゼンチ

ンでは 年にペソ建て株価が倍増したが、バブル経済が弾けた格好となった。アルゼンチ

ン・ショックを契機として、通貨急落が瞬く間に新興国全体へと拡散していく。

各国中央銀行は即座に対応策を講じた。トルコは 週間物レポ金利を年 ％から ％に

引き上げた。インドもレポ金利を年 ％から ％に引き上げている。南アフリカもレポ

金利を ％から ％に引き上げた ）。先程触れた 財務相・中央銀行総裁会議で先進国

と新興国とが対立しなかったこと、それに加えて成長率を ％以上上乗せしたことも新興国

通貨の支援材料となった。それでも、政情不安を抱え込む南アフリカのランドやトルコのリ

ラは戻りが鈍い。脆弱な通貨は脆弱な状態で放置されている。

中国経済

財政出動余力を備え、貿易収支も黒字の中国ではあるが、世界各国は米国経済の行方とと

もに、中国経済の動向にも眼を光らせている。中国経済との関係を深める国が地球上に数多

く存在するからだ。 年の 規模は 兆 億元と堂々の世界第 位 ）。実質経済成

長率は ％だった。否が応でも世界第 位の経済大国と向き合う必要がある。

世界が注目する中国で、全国人民代表大会（全人代、国会に相当）が 年 月上旬に開

かれた。そこでは 年の経済成長率目標が ％に据え置かれ、雇用を重視する方針が示

された。具体的には都市部の新規就業数目標を 万人とした。また、都市部の失業率は

％以内に抑制する目標も示されている。そして、国民の所得増に基づく内需拡大を狙

う。中国経済を語るとき、 年までに 規模を 年の 倍に拡大するという国家目

標が厳然として存在することを忘れてはならない。

なぜか。名目 に占める家計消費の比率はわずか ％、米国の半分に過ぎない。反
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面、固定資本形成に占める比率は ％に達する（いずれも 年、先進国平均は ％台））。

過剰投資が中国の高度経済成長を支えてきたことがわかる。そして今、その反動で過剰設備

の廃棄に注目が集まっている。消費（内需）主導の成長へと転換されようとしている。問題

はこの調整転換が奏功するかどうかにある。中国の が倍増しないそのとき、誰が責任

を負うことになるのか。

合わせて、全人代ではインフレ率は ％以内、投資伸び率は ％増、消費伸び率は

％増という目標がそれぞれ提示されている。財政赤字の対 比は ％と 年目

標の ％よりも拡大している ）。

投資依存からの脱却や消費主導の成長に対する処方箋は描かれていないと判断して良い。

李克強首相が推進する経済政策 リコノミクス が後退した格好となっている。 リコノミ

クス の醍醐味は投資依存からの脱却と構造調整の断行。しかし、現実には不動産産業のみ

が突出している。消費者物価指数も卸売物価も市場予想よりも伸びておらず、経済が踊り場

で足踏みしている様子を読み取ることができる。農業政策では食糧の自給自足体制がもはや

放棄されている。代わって登場した発想が食糧安全保障。外国産食糧の安定調達が至上命令

となった。ゆえに国際商品価格の動向に多大な影響力を行使する。

理財商品（中国で流通している高利回りの資産運用商品）や社債の債務不履行（デフォル

ト）懸念はまったく払拭されておらず、金融のシステムリスク・地域リスクが潜伏してい

る。当局はデフォルトを容認しつつも、金融リスクの拡散は防止したい意向だ。しかし、当

該企業の業績が悪化すると、たちどころに社債利回りが上昇してしまう。

理財商品の資産残高は 兆 億元、円建てで換算すると 兆円と名目 の 割に

及ぶ（ 年 月末現在））。また、シャドーバンキングの規模については、 兆元（ 兆

円）とする推計がある一方、対 比で ％に達するとの試算もある ）。

人民元の国際化や過剰投資の弊害を減らす金利の市場化（金融機関の金利自主決定権拡

大、具体的には預金金利の上限撤廃）の重要性は認識されているが、最終地点に辿り着ける

かどうかは不透明である。手始めとして、管理変動相場制度を採用する中国の通貨当局は人

民元の変動幅を上下 ％から ％に拡大した ）。投機マネーの流入に歯止めをかけることと

輸出企業への配慮に狙いがある戦略と推察できる。

即断は禁物だが、それでも抵抗勢力撲滅が困難なゆえに、 リコノミクス が中途で頓挫

する可能性が浮上している。その場合、習近平国家主席（共産党総書記）に強権が集中す

る。中国の政治システムは毛沢東時代のカリスマ独裁体制に逆戻りする。否、現実には リ

コノミクス は葬り去られ、習ワントップ体制に移行しつつある。

当然、市場の中国経済に対する評価は厳しい。製造業・非製造業の購買担当者景気指数

（ ）悪化や短期市場の資金需給悪化、それに理財商品や社債のデフォルト懸念を受け

て、市場関係者は中国経済の先行き不安に神経を尖らせている。上海総合指数は 年に
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％下落、 年明け以降についても、戻りを試しながらも低空飛行を続けている。上海総

合指数と同様に、香港の代表的株価指数・ハンセン指数も神経質な展開。中国景気に不透明

感が漂い、上値を追えない。いずれにせよ、中国経済は当分の間、綱渡り状態が続く。

日本の株式市場にも悪影響が波及する。そもそも日本株は国内要因のみならず、外部環境

にも大きく左右される。堅調な米国経済、軟調な中国経済、それに折に触れて浮上する地政

学的リスクが複合的に為替相場に作用する。株式市場はその為替相場に影響される。基本的

に日本株は円高に脆弱だ。

加えて、国際商品市況の行方。実需は底堅いものの、中国経済の減速懸念は銅や鉄鉱石の

国際価格を直撃する。銅や鉄鉱石の価格が下がると、中国株だけでなく、資源国の株式が売

り込まれ、資源メジャーの業績を直撃する。中国を主要輸出先とするサウジアラビア基礎産

業公社（ ）の株価がさえない事実は象徴的である。まさしく負のスパイラル現象。

市場関係者は常に複雑な連立方程式を解き明かさねばならない。

フラジャイル・ファイブ 経済

フラジャイル・ファイブ の一角を占めるインドネシアルピア。経常赤字や高インフレ

を抱えるがゆえに、ルピア相場は軟調な展開が続いた。ただ、政策金利の引き上げでルピア

の下落調整は一段落するに至っている。貿易収支は黒字基調に転換し、外貨準備金は 億

万ドル（ 年 月末現在）に回復、通貨防衛の余力を強化した ）。

しかしながら、ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）は今なお弱い。 年の経常赤

字は対名目 比で ％と 年の水準よりも悪化している。利上げが資金調達コスト

を圧迫、投資の減速が観測される。 年の実質 成長率は対前年比で ％と 年ぶ

りに ％を下回った。固定資本形成は ％増に減速、内外の企業が投資に慎重姿勢を貫い

ている。ルピア安が輸出を刺激しているけれども、対中国資源輸出が急減速するなど予断は

許さない状況である ）。

インドネシアは資源大国として知られるが、今、資源の輸出国から消費国への転換を迫ら

れている。米国産 を輸入することも決定している。自動車産業の成長は著しいが、部

品については輸入に依存する始末。完成車を生産すれば生産するほど、部品輸入が急増する

構造に甘んじている。人口 億 万人の巨大市場は魅力的だが、国内産業の育成は今後の

課題である。

インドでも経済成長の鈍化が続く。インドの通貨当局はルピー防衛とインフレ抑制を目的

に金融引き締め策を継続、総固定資本形成はマイナス成長に沈んでいる。物価高の影響で民

間消費の伸びも低い。新車販売は前年度を下回る見通しで、消費の低迷が景気の足を引っ張

る様相を呈している。 年度（ 年 月 年 月）の 成長率予想は ％に

下方修正されている ）。これは 年前の半分の水準、過去 年で最低の成長率である。名目

見通しは 兆 億ルピー（ 兆 億ドル）と日本の 割、中国の 割の規模に留

まっている ）。
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緩和マネーが引き揚げられたことでルピー安の洗礼を受けたが、インド独特の経済課題が

横たわっている。金利の引き上げは資金調達コストを押し上げ、バランスシートを悪化させ

る。融資の停滞と財政・金融引き締めがインド経済の重石となっている。インド経済停滞の

分の は物価上昇とインフラ整備の遅れに起因するという ）。国営企業の民営化も急がねば

ならない。

ただ、貿易収支の改善に力点が置かれた政策が功を奏し、貿易赤字、並びに経常赤字の抑

制につながっている。 年 月期の経常赤字額は 億ドルと、前年同期の 億ドル

から急減した ）。このため、資本流出懸念は拭えないものの、ルピー相場は安定するように

なってきた。中間層の拡大も軽視できない。新車販売は行き詰っているが、低価格ではな

く、性能やデザイン性に着目する購買層が拡大、多目的スポーツ車（ ）に人気が集中

しているという ）。市場としての将来性、成長余力は依然として大きいということか。

ウクライナやタイと同様に、トルコの政情も落ち着かない。エルドアン首相に絡む汚職疑

惑がトルコ国内で波紋を広げている。米スタンダード・アンド・プアーズ（ ）はトル

コの格付け見通しを引き下げ、トルコ経済の先行きに警鐘を鳴らしている ）。利上げでトル

コリラの下落には歯止めがかかっているが、株価指数 は不安定な動きが続いてい

る。政治と経済の両面で不透明感が払拭されない限り、投資家はトルコ株やトルコリラを積

極的に買い進めない。

トルコ中央銀行は 年 月 日、 年の経常赤字が 億ドルであると発表した ）。

経常赤字は 年連続と記録を更新している。輸出総額が横這いで推移する一方、内需拡大で

輸入が増えている。貿易赤字は 億ドルだった。中間層の台頭で新車販売は過去最高水準

を維持、輸入車が飛ぶように売れているという。利上げ措置はこのような内需引き締めも視

野に入れた政策である。

経常赤字国の場合、国内物価が国際商品市況の動向に左右されてしまう。その典型的な資

源国が南アフリカ。南アフリカはプラチナの一大産地として知られるが、労働争議のニュー

スが伝わると、たちどころにプラチナの国際価格が跳ね上がる。

南アフリカの 年実質 成長率はリーマン・ショック後最低の ％増に甘んじる ）。

アフリカ全体の平均である ％成長よりも格段に低い。外国勢による資本引き揚げの洗礼を

浴びやすい経済状況となっている。事実、南アフリカ・ランドは安値圏で停滞、 フラジャ

イル な側面を見せている。労働問題、政策の不確実性、コスト上昇など南アフリカ特有の

要因によって経済は伸び悩み、業を煮やした南アフリカ系企業は自国ではなく、アフリカ企

業に投資する始末。アフリカのセメント産業は有望だとして、対外投資を膨らませている ）。

ところが、南アフリカ株は割高な水準にまで上昇、資産バブルの兆候が散見される。ラン

ド安で資源会社のドル建て収益を押し上げる。ヨハネスブルク証券取引所（ ）には豪英
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資源大手 ビリトン、英タバコ大手ブリティッシュ・アメリカン・タバコ、英ビール大

手 ミラーや鉱山企業が上場される。代表的株価指数である ・ は 年

月 日に過去最高値を更新、年間上昇率は 割に達した。経済成長率が鈍化する中での株価

上昇。明らかにバブルだろう。経常赤字国であることも考え合わせると、明日にでもバブル

が破裂しても不思議ではない。

フラジャイル・ファイブ 最後の国はブラジルである。 年 月以降、代表的な株価

指数ボベスパは一貫して下落、隣国のアルゼンチン・ショックでさらに下押しした。格付け

会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスは 年 月、 （トリプル に相当）

に強含みから安定的に修正、 は同年 月に安定的から弱含みにそれぞれ下方修正して

いる。さらに、 年 月には 幹部がブラジル格下げに言及、資本流出の懸念が増幅

されている ）。 年の対ブラジル外国直接投資（ ）は対前年比 ％減の 億ドル

と、 年連続の前年割れとなっている。同年の新車販売台数も対前年比 ％減の 万台、

低調な状況が続く ）。

ところが、奇妙なことに、ブラジルでは不動産価格が鰻登りの急上昇。首都サンパウロの

不動産価格は 年 月以来 ％増、リオデジャネイロの場合では同じく ％増と不動産

バブルの様相を呈している。米国の不動産バブル期よりも悪質だ。 年を とするブラ

ジル全体の不動産価格は であり、その ％は過大評価だとされる。 年末現在の不動

産融資額は 億レアルに積み上がっているという ）。ブラジル経済は緩和マネーの流入も

手伝って、国民 人当たり は 年以降 ％上昇、これが賃金水準を押し上げ、成長

を加速させた。そして今、緩和マネーの流出で一転して経済が足踏み状態を続けるように

なった。早晩、不動産バブルは弾け、不良債権の墓場が出没する。

今後、ブラジルの景気は改善に向かうのか。 年 月期の実質 成長率は対前

期比 ％増とプラス転換、市場予想を上回った。対前年同期比では ％増となる。輸出主

導の成長が蘇ってきている。加えて、インフレ抑制を目的とする利上げは終盤に差しかかっ

ている。利上げ収束はボベスパ指数に対する重荷が取り除かれる。サッカー・ワールドカッ

プ（ 杯）とリオデジャネイロ夏季五輪の開催国ブラジル。ブラジル株は下げ止まるのか。

正念場を迎えている。

シェール革命 に誘発された米国製造業の復活と経済の堅調な推移。米 はこれを

背景に量的金融緩和縮小に踏み切った。量的金融緩和で潤沢なマネーが流入した新興国から

マネーが逆流する。米ドル高が演出され、 フラジャイル・ファイブ は通貨安に脅える。

この意味で シェール革命 はグローバル経済に甚大な影響を及ぼしている。

反面、日本経済にとって シェール革命 は救世主。日銀が打ち出した異次元金融緩和と

底堅い米国経済で円高が是正され、日本経済は脱デフレに邁進する。
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米 シェール革命 とグローバル経済（中津）

． シェール革命 の業績評価

米エネルギー省は日本企業が米国内で進める 事業をすべて承認し、これにより米国

産の が 年以降、日本列島に陸揚げされる道が開かれた。日本企業は米国内で カ

所、 事業に参画している。米国東部のコーブポイント（日本の年間輸入量 万トン）、メ

キシコ湾沿岸のキャメロン（同 万トン）、同じくメキシコ湾沿岸のフリーポート （同

万トン）、フリーポート （同 万トン）。カナダ産の も合わせると、合計年間

万トンになる ）。

日本が北米産 を受け入れる意義はどこにあるのか。第一に、調達先の多様化に貢献

する。従来の輸入先に加えて、北米産 が日本市場で流通すると、日本側の価格交渉力

が強化される。第二に、安定供給を実現できる。米国は日本の同盟国。価値観を共有する同

盟国からの調達は安定供給体制を強化する。第三に、日本企業のビジネスチャンスが拡大す

ることである。直接的な商機としては、プラント需要、 専用タンカー需要を挙げるこ

とができる。 のプラント建設から生産、輸出に至るまで日本企業が参画できる。事業

運営の権益を総合商社が獲得すると同時に、日揮や千代田化工建設といったプラント大手が

生産基地建設を受注している。加えて、安価なシェールガス（頁岩の岩盤層の隙間に閉じ込

められた天然ガス）を原料とする米国現地生産の裾野が広がる。

最後に、燃料価格の抑制。この価格抑制効果については慎重に精査すべきだが、一般的に

は北米産の は安価だとされる。現在、日本は世界一高い を輸入している（ス

ポット取引価格で 年 月下旬現在、 万 当たり ドル ）。 ドル突破は

史上最高値更新）。しかも原子力発電所の再稼働や新規建設が困難な中、ガス火力発電所は

フル稼働の状態にある。 を大量に調達しなければならない（ 年の輸入実績で

万トン）。それがゆえに、貿易赤字が膨らんでいる。安価とされる北米産の を輸入で

きれば、燃料費抑制に効果があるのではないかとの期待が寄せられるゆえんである。

シェール革命 は天然ガスの増産を実現したが、それだけではない。米国では今、産油

量も劇的に増加している。 年実績で日量 万バレル ）。原油生産量は 年期に

％増を記録、 年は 億 万トンとなった。米国に眠るシェールオイル（頁岩の岩盤

層の隙間に閉じ込められた原油）は 億トンで、原油確認埋蔵量の ％を占める ）。

米エネルギー情報局（ ）によると、米国の原油生産量は 年までに日量 万バレ

ルへと拡大、 年の日量 万バレルに接近する見通しだという ）。大底となる 年の

産油量が日量 万バレルであるから、ほぼ倍増することになる。また、今後 年で 年

代のピーク時に近づくという試算もある ）。但し、 年をピークに再び減少に転じる可能

性も指摘されている。これを技術力とインフラの整備、それに生産効率の改善で克服できる

のか。 年に正念場を迎える。
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原油増産で米国は対外石油依存度の引き下げを実現した。 年のそれは ％に達した

が、 年には ％に低下するとされる。原油増産の一方で石油需要の伸びは限定的。

年実績では日量 万バレル増、対前年比 ％増に留まっている ）。石油化学プラント向けの

プロパンなどの需要が増加したからだという。米国では輸送手段の ％を石油に依存する。

米国の石油消費量は 年実績で国内生産よりも 億 万トン多い状況であったが、

年には 億 万トンに需給バランスが改善した。国産原油の生産量上昇には米国内のいわ

ばオイルショック度を緩和する効果がある。

興味深いことに、中国の石油需要も 年、日量 万 バレル増と米国並みに増えてい

る。しかし、足踏み状態にある中国経済の影響で、過去 年では最低の伸びに抑えられてい

る。それでも、中国は国内原油生産を増産できないでいる。結果として、中国は世界首位の

石油輸入国に躍り出た。エネルギー安全保障に限定すると、米国の場合は強化された反面、

中国のそれは足元が揺らぐ。

他方、米国の天然ガス生産量は 年期に ％増、 年には 億 万トン（石油

換算）の天然ガスを産出した。 年の段階で天然ガス生産の半分以上をシェールガスが占

有する。一方、ロシアの天然ガス生産量は 年に 億 万トン（石油換算）。世界最大

の天然ガス輸出国ロシアを米国が抜き去った。

米国の場合、石油・天然ガス産業の比較優位を意外にも生産コストに求めることができ

る。天然ガスの生産コストは 万 （英国熱量単位、 立方メートル）当たり

ドル。 年を迎えても ドルに抑制できるという。米国の天然ガス生産が北米のガス価

格を抑制する機能を果たしている。シェールオイルの生産コストは バレル当たり ドル

と、カナダのオイルサンドやブラジルの深海油田（いずれも バレル ドル）よりも低い ）。た

だ、 年になると ドルに跳ね上がる。

米国の天然ガス生産量は 年までに 年の ％増産される見通しとなっている。

シェール革命 では原油よりも天然ガスに増産効果を見込める。但し、天然ガス生産の

年までの伸び率は年率で ％に減速する。年間 ％増の巡航速度で天然ガス生産量が

増え続ける見通しだ。

ワシントンでは原油輸出解禁論が浮上しているようだが、現実的には原油輸出よりも

輸出が米国の貿易収支に貢献する。火力発電所では石油、石炭から天然ガスシフトが

進展し、ガス火力が主流となってきた。ただ、基軸通貨国の原油増産は石油輸出国機構

（ ）を代表に対外的衝撃は絶大だ。原油の国際価格にも影響力を行使するだろう。少

なくとも 原油に関しては、下押し圧力が作用する。 シェール革命 の対外的インパ

クトは計り知れない。

原油価格の推移を予想することは難しいが、シェールオイルの生産コストを下回る水準は

想定できない。他方、上値は バレル ドルを突破することを想定しておく必要はあろ

う。油価が安定し、先高感が後退した場合、高コスト油田の開発は先送りされるかもしれな

い。それが長期化すると、供給不安が再燃して価格は上昇する。原油価格の下値不安が和ら
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米 シェール革命 とグローバル経済（中津）

ぐことで、オイルマネーに依存する 加盟諸国は安堵するかもしれない。しかし、

シェール革命 の真の衝撃とは から国際原油価格カルテル機能を剥奪することな

のである。 シェール革命 で は原油価格を操作できなくなった。

米国内の天然ガス生産量が急増したことで、米国は輸入を減少させている。 年期

には ％減、 輸入に関しては ％減となった。対外依存度の低下が米国のエネルギー

安全保障を強化することは既に述べたが、 輸出の実現で の国際価格にも揺さぶ

りをかけることができる。米国産の が輸出される暁には、欧州市場やアジア市場の

価格には下落圧力が作用するはずである。

欧州諸国は対ロシア依存度を引き下げるために外国産の を切望、ウクライナの

月革命 と クリミア独立 を契機に脱ロシアのボルテージはなお一層上がっている ）。技

術力の向上で生産効率が改善されれば、コスト・価格は下落する。これが既存の 生産

国、並びにロシアに対する価格引き下げ圧力機能を果たす。

確かにカナダ西部や南部アフリカのモザンビークでも 生産・輸出計画が進行してい

る。モザンビークに触発されて、南隣国のタンザニアでも天然ガス田探鉱作業が進行、巨大

天然ガス田が発見された。付言すれば、アラビア海に面するオマーンでは新型天然ガス（タ

イトガス）が埋蔵されるカザン天然ガス田が新たに開発される計画になっている ）。ここで

も 輸出を強化する狙いがある。

また、カナダでは つのプロジェクトが同時進行、 年にもカナダ産の が日本に

輸出される見通しとなっている。 年代半ばにはカナダ産 の輸出量は年間 万ト

ンに達するという ）。 年にわたる輸出が可能とされる。

しかし、インフラ整備は今後の課題。経験不足が生産計画の足枷となることも想定でき

る。オーストラリアでは労働コスト上昇や環境規制でプロジェクトが見直しや延期、凍結さ

れた経緯もある。米国の優位性は技術力とパイプラインなどのインフラ整備、それにエンジ

ニアリング産業の発展にある。

米国の指標価格となる ヘンリーハブ の天然ガス価格（ 年 月下旬現在、 万

当たり ドル強 ））は欧州市場の 分の 、アジア市場の 分の とされる。アジア

では日本と中国の天然ガス需要が急増、市場価格が高止まりする原因となっている。しか

し、米国に加えて、 年になると 生産国は カ国に増える。過去最大の 生産

国はカタールであったが、 年後にはオーストラリアが首位に踊り出る見通しである ）。加

えて、北米とアフリカでの 生産能力が突出して強化されていく。他方、天然ガス需要

サイドではアジア太平洋や中東での需要が急増する。

が重要視されるのはグローバルな傾向である。化石燃料の 年期における世界

生産の年率平均伸び率は石油が ％増、天然ガスが ％増、電力が ％増、石炭が ％

増であるのに対して、 の場合は ％増と群を抜く。 の重要性は今後も高まり、

）ウクライナの 月革命 と クリミア独立 に関しては別稿にて詳述する予定でいる。
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その世界貿易の動向に注目が集まるだろう。

米国国内経済には シェール革命 の恩恵が徐々に浸透してきた。需給バランスが崩れ、

天然ガス価格は下落。これが米国企業・家計のエネルギーコストを押し下げた。安価な天然

ガスは石炭や石油を駆逐、火力発電所は一斉に天然ガスシフトの流れを鮮明にした。

石油化学工業にも安価な天然ガスが流入、外国企業も米国生産を強化している。シェール

ガスの成分の大半はメタンが占めるが、エチレンの原料となるエタンも ％の割合で産

出される ）。割合は低いが、プロピレン原料のプロパンなどの成分も含まれる。三菱化学は

エチレンから直接、樹脂や塗料の原料になるプロピレンを作る触媒を開発、シェールガスか

ら安価なエチレンを大量に製造できるようになった。産業技術総合研究所はメタンからベン

ゼンを直接合成する技術の実用化に踏み込んでいる。シェールガスが化学製品の原料として

活用できるようになったことから、価格競争力を備えた化学品原料の生産へと シェール革

命 の地平が広がってきた。米国の石油化学工業は新たな段階に突入した。

無論、 シェール革命 の副作用はある。

天然ガスへのシフトが鮮明になったことで、石炭が余剰、石炭価格の下落を誘発した ）。

石炭市場は突如、買い手市場に変容した。米国内で行き場を失った石炭は外国に出口を求め

た。米国産石炭の輸出は 年期に倍増、 年の輸出実績は 億トンであったが、

年には 億トンに跳ね上がった。米国産石炭が国際市場で流通したことを契機に、世

界の石炭価格は急落。逆に、天然ガス価格が上昇した ）。

たとえば、欧州市場にも米国産石炭が輸出されたが、欧州では環境規制で石炭は過剰利用

できない。主流の天然ガス火力発電所は高額の天然ガスを強いられて利益率が急低下、一部

のガス火力発電所は閉鎖に追い込まれた。新エネルギーは利用者に経済的負担を押しつける

ため、石炭火力や原発に代わる発電所が不足する事態を招いている。その結果、皮肉なこと

に欧州が電力供給のリスクに脅えることになった。

ここで注意しなければならないことは石炭が環境を破壊するという先入観である。技術革

新で石炭ガス化複合発電（ ）が実用化されるようになった。二酸化炭素（ ）の排

出量を極限にまで抑制した最新鋭の火力発電である。 は石炭を蒸し焼きにして発生し

た一酸化炭素などを燃料として発電する。石炭を直接燃やすよりも発電効率が高いという ）。

石炭価格の下落で が爆発的に普及する可能性が浮上している。

米国内では水不足の懸念が急浮上、環境問題に発展するリスクを内包するようになった。

シェールオイル・ガスの生産には莫大な量の水が必要である。地域別に概観すると、カナダ

国境沿いのバッケン地区では 年 月から 年 月に 億ガロン、南部のパーミアン地

区では 億ガロン、同じく南部のイーグル・フォード地区では 億ガロンの水を使用した ）。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） 日本経済新聞 年 月 日号。
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時契約）価格は 年 月末、 トン当たり ドル前後に下落した。 年ぶりの安値水準である。米国の
シェール革命 や中国経済の減速懸念が石炭価格を押し下げている。新興国の通貨安で石炭の輸入量が
抑制されている面もある。石炭火力発電の場合、調達価格が下落すれば、電力各社の収益を押し上げる
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米 シェール革命 とグローバル経済（中津）

企業別に見ると、チェサピークが 億ガロン、 リソーシズが 億ガロン、 エナ

ジーが 億ガロン、アナダルコが 億ガロン、サウスウエスタンが 億ガロン、デボンが

億ガロン、エンカナが 億ガロン、 ビリトンが 億ガロン、パイオニアが 億ガロ

ン、アパッチが 億ガロンの水をそれぞれ使用している。水不足問題は今後、米国で頻発す

ることだろう。これを技術革新で克服する必要がある。

．資源エネルギー貿易の変容

シェール革命 の進展で米国は確実に原油と天然ガスの輸入量を減らしてきている。天

然ガスに関しては外国産のそれに依存するどころか、 輸出国としてプレゼンスを高め

ようとの野心すら潜む。原油輸入についてもアフリカ産原油の輸入に頼る必要はなくなっ

た。

米国に輸出されてきた原油や が新たな市場を求めるようになった。目指すはアジア

諸国と欧州市場。アジア市場では原油と の需要は依然として旺盛。殊に、日本と中国

は シフトを鮮明にしている。米国市場に向かうはずだったアフリカ産の原油もアジア

と欧州に流れ込む。

シェール革命 の影響で原油・ 貿易のルートが明らかに変更を余儀なくされてい

る。また、スポット取引が活発になったことも関係して、 貿易量は激増。 年実績

で 億 万トンに達し、過去 年で 割も増えた。 年までにさらに 割増える見通し

だという ）。北米産やアフリカ産の が専用タンカーで海上輸送されるのだから、

貿易量は必然的に増える。

加えて、原油と天然ガスを送るパイプラインの新規建設も進む。 シェール革命 お膝下

の米国では今後、 万 マイルのパイプラインが新たに設置される計画だ。カナダでも

マイル相当のパイプラインが建設される。シェールオイル、シェールガス、オイルサン

ドの開発にともなって、インフラの整備も同時に進める必要があるからだ。

北米に次いで建設計画が積み上がっている地域はアジア大洋州。 万 マイルのパイプ

ライン建設計画が予定されている。以下、中東 マイル、欧州 マイル、南米 マイ

ル、アフリカ マイルと続く。ロシアを含む独立国家共同体（ ）で計画されている新

規建設は欧州とアジア大洋州に振り分けられて含まれている ）。

具体的に新規パイプライン設置計画を概観してみよう。

クリミア独立 で明らかになったように、欧州諸国は常にロシアリスクと向き合ってい

る。従来、西シベリアからパイプラインで原油と天然ガスを調達してきたが、ロシア依存度

を引き下げることが欧州のエネルギー安全保障上、至上命令となっている。もちろん、欧州

はリスク分散の視点から、欧州地域の油田・天然ガス田開発に取り組み、なおかつ北アフリ

カから原油と天然ガスを輸入している。中東地域からも大型タンカーで原油を受け入れ、ア

） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



フリカ産 も輸入してきた。それでも、ロシアに依存する現状に変わりはない。

幸い、カスピ海海底に原油と天然ガスが眠る。原油はパイプラインで上流のアゼルバイ

ジャンからグルジア、トルコに輸出されるようになった。合わせて、天然ガスパイプライン

の設置構想も進む。その総事業費は 兆円、日本企業にとっても商機となる。天然ガスパイ

プライン もアゼルバイジャンからグルジア経由でトルコに向かう。将来的にはギ

リシャからアルバニア、イタリアに至る天然ガスパイプライン と相互接続される。総

延長は キロメートルに達する。

英系メジャーの がオペレーター（責任企業）を務めるコンソーシアムにアゼルバイ

ジャン国営石油会社（ ）など参画して天然ガス田が開発される。シャフ・デニス

天然ガス田の第 フェーズやアゼリ天然ガス田が開発対象だ。 年末から天然ガス供給が

開始され、その 年後には欧州に供給される予定である ）。

天然ガス生産量については当初、年間 億立方メートルが計画されているが、同 億立

方メートルが追加生産され、最終的には同 億立方メートルとなる。 億立方メートルの

うち、 億立方メートルがトルコに、 億立方メートルが欧州に送ガスされる。狙いは欧

州のエネルギー安全保障と競争力強化にあることは言うまでもない ）。

トルコにはイラクのクルド自治区からも原油が直送される。 年末、原油パイプライン

が完成し、クルド自治区内にある油田（原油埋蔵量は 億バレル）からトルコの地中海に

面するジェイハン港に向けて原油が供給されるようになった。 年には天然ガスもクルド

自治区からトルコに輸出される計画だという ）。悲惨な戦争を経て、イラクがようやく原油

市場に本格復帰できたことの影響は大きい。

さきほど、タンザニアでも 生産計画が浮上していると述べた。タンザニア沖海底に

ある天然ガス田の開発が外国資本で進められているが、沿岸部に 生産基地が建設され

ると同時に、パイプラインも建設され、天然ガスがタンザニア国内に供給される予定だ ）。

シェール革命 は資源エネルギー市場、エネルギー安全保障、資源エネルギー貿易に多

大な影響を及ぼす。エネルギー勢力図が激変した。無論、日本も シェール革命 の影響を

受ける。これが好影響となるのか、あるいは悪影響となるのかは日本の取り組み次第であ

る。国産エネルギーであるメタンハイドレートの開発が本格化するまで、北米産 が日

本のエネルギー安全保障強化の一翼を担うことは間違いがない。
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