
． シェール革命 とは何か

新型天然ガス田と位置付けられるシェールガス田の開発が進展した恩恵を享受して、米国

の天然ガス生産量が近年、増産に転じた。米国の天然ガス生産量は今世紀に入って、 年

まで減少傾向にあった。ところが、その年を底に 年から増産に転じる（ 年の天然ガ

ス生産量は 億強立方メートル程度）。

その後も一貫して増産が続き、米国の天然ガス生産量は 年に年間 億立方メートル

を記録。このうち 割をシェールガスが占めている。シェールガス増産のお陰で 年

の 年間に ％も天然ガス生産量が増加した ）。特筆に値するのは、天然ガス生産量に限定

すると、今や米国がロシアを追い抜いて、世界首位に立ったことである。

付言すると、米国ではシェールオイルの開発・生産も進展している。米国の産油量は既に

日量 万バレル（ 年実績）に達し、 年ぶりの高水準 ）。原油輸入依存度は 割程度

に低下している。たとえば、米ノースダコタ州バッケン油田地帯の原油生産量は日量 万バ

レルと、 年前の 倍に急増。石油輸出国機構（ ）加盟国のエクアドル 国の産油量

を上回る規模となった ）。

シェールオイルも含めて高密度の岩盤層内に埋蔵される原油は、総称して タイトオイ

ル と呼ばれている。シェールガスに加えてシェールオイルの開発・生産が活発化している

ことから、 年にはサウジアラビアを抜き去って、米国が世界最大の原油生産国にのし上

がってくると国際エネルギー機関（ ）は予測する。
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加えて、英系国際石油資本（メジャー）の は 年に米国の原油生産量がロシアやサ

ウジアラビアを上回ると大胆な予測を発表 ）。米エネルギー省は米国の産油量が 年に

％増え、石油輸入量が 年には過去 年間で最低の水準に低下すると見通している ）。

いずれにせよ、米国の産油量が増え続けていくことは間違いがない。

いずれも埋蔵量で太刀打ちできないが、生産量では世界首位に立つという見立てだ。気の

早い話で恐縮だが、 年を迎えると、米国がエネルギーの自給を達成できるとも は

予想している ）。 は 年までにエネルギーを ％自給できるようになると予測すると

同時に、同年には産油量で米州が中東を越えると見通している。このことから サウジアメ

リカ という造語まで飛び出した。

シェールオイルの生産増大とともに、石油パイプラインも整備されなければならない。産

油量が増えても流通網が放置されたままでは在庫が積み上がり、米国内の原油価格が低下し

てしまうからだ。これはシェールオイル開発・生産を手がける石油企業の収益を押し下げ

る。結果、増産のモチベーションが低下し、原油生産量の増加に結びつかなくなる。

パイプラインの整備が進めば、米国原油価格の指標となる （ウエスト・テキサス・

インターミディエート）価格は上昇し、北海ブレントとの価格差は縮小するだろう。天然ガ

スパイプラインについても同様である。

シェールオイルブームでその関連企業の株価が ％も急騰（ 年実績）。大手石油

企業の株価がさほど上昇していないにもかかわらず、シェールオイル開発に従事する中堅石

油企業の株価が高騰している。投資家も シェール革命 を評価していることがわかるだろ

う。

米国の産油量は急上昇しているが、原油を輸出することはできない。米国の法律で禁じら

れている。しかし、軽油などの石油製品については輸出可能で、米国から輸出された石油製

品は従来の日量 万バレル程度から同 万バレルに跳ね上がっている。当然、関連企業は

米国内販売よりも輸出に活路を見出そうとしている。このために米国内に製油所が新増設さ

れる計画となっている ）。

米国の天然ガス生産量が好調なのは明らかに、シェールガスの生産が貢献しているからで

ある。これには技術進歩、すなわち掘削技術の向上が寄与している。従来の掘削技術では断

念していた天然ガス田を新規技術で採掘できるようになったのだ。エネルギー資源分野の

ルネッサンス と評価できる。

シェールとは頁岩（けつがん）という意で、シェールガスは地中にある頁岩の固い岩盤層

に閉じ込められている。しかもそれは、地下 メートルに埋蔵されている。また、

岩盤層であることから天然ガスを含む頁岩は横に広がっている。このような新型天然ガスを

採掘する場合、固い岩盤層を打ち砕く技術と、横堀、すなわち水平に掘る技術や水圧掘削の

技術が必要となる。一連の技術が開発され、実用化されない限り、生産はあきらめなければ
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ならない。

ところが、米国で技術革新が進んだ結果、掘削コストが低下し、シェールガス田の開発、

商業化が可能となった。このシェールガスの生産が米国の天然ガス生産全体に貢献するよう

になったのだ。もって シェールガス革命 と命名されている。この原油バージョンが

シェールオイル革命 である。

供給が需要を上回り、需給バランスが崩れると、当然、価格は下落する。米国では増産に

よって天然ガスの価格が 分の に低下 ）。 万 （英国熱量単位）当たり ドル台

後半で推移するようになっている。この価格水準でも底値より 割も上昇している。欧州は

中東や北アフリカから 万 当たり ドルで調達している ）。

日本が輸入する液化天然ガス（ ）の価格が同じく ドル程度（ 年末の 平均

輸入価格）、スポット（随時契約）価格は同じく ドル前後（ 年 月半ば）なので、

日本がいかに割高な天然ガスを輸入しているかがわかる ）。日本の大口需要家による高値掴

みについては、英経済紙 フィナンシャル・タイムズ も指摘 ）、米国産の を輸入で

きるようになれば、 万 当たり ドルで購入できると試算されている。

米国では火力発電向けの燃料に天然ガスが利用されているほか、石油化学の原料にも使わ

れるようになった。燃料や原料のコストが下がると、産業全体にコスト低下が行き渡るよう

になる。結果として、産業競争力が強化されていく。米国製造業の復活はこの辺りにも原因

がありそうだ。日本では逆に、高い燃料費が経済全体の足枷となっている。

三菱ケミカルホールディングスは米国の化学大手であるダウ・ケミカルと提携して、

シェールガスを活用した石油化学コンビナートを共同構築する ）。ダウ・ケミカルは世界最

大級とされる巨大エチレン工場（年産 万トン）をテキサス州のフリーポートに建設する

が、ここに三菱ケミカルもアクリル樹脂原料工場を併設することになった。ダウ・ケミカル

が生産するエチレンを使って、三菱ケミカルはアクリル樹脂原料を生産できる。生産された

アクリル樹脂原料は北米市場に加えて、中南米にも輸出される計画となっている。

安価なシェールガスを活用してコストを抑制しようとする動きは鉄鋼業界にも波及してき

た。米鉄鋼最大手の スチールはシェールガスを使って純度の高い鉄を取り出す製鉄法

（コークスの代わりにシェールガスを使用し、直接還元鉄を造る製法）に参入することを検

討、直接還元鉄のプラントを建設する構えだ。また、 スチールはシェールガスを利用し

て、石炭を加工する取り組みも始めている。

さらに、同じく米電炉最大手のヌーコアもシェールガスを利用する製鉄プラント（直接還

元鉄プラント）を稼動させる計画でいる。電炉とは鉄スクラップを電気で溶かすことで、電

炉法によって建材や特殊鋼を造る。いずれも鉄鋼の世界的な供給過剰に備えた対策となる ）。

シェールガスの採掘に酸素と窒素が必要なことから、大陽日酸は窒素ガスといった工業用

ガスを米国内で増産する。空気中から酸素と窒素を分離して取り出すのだが、このうち窒素
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は頁岩を粉砕する際に使われる。ノースダコタ州、フロリダ州、アリゾナ州に三つの工場を

新増設し、工業用ガスの供給能力を日産 トンに増やす計画だ。この段階で大陽日酸の米

国市場シェアは ％に高まる ）。

さらに、米国では鉄道大手のバーリントン・ノーザン・サンタフェ（ ）が 機

関車を試験的に導入、 が軽油の代替燃料として位置付けられようとしている ）。

補給網の整備とともに、圧縮天然ガス（ ）とガソリンを併用するピックアップトラッ

クが普及しつつある。輸送部門で安価な天然ガスが珍重されるようになると、物流コストを

大幅に圧縮できるというメリットを輸送業界が得られる。

安価なシェールガスの生産やその利用に狙いを定めた戦略を駆使するのは、米国企業や日

本企業だけではない。メジャーの一角を占める英蘭系のロイヤル・ダッチ・シェルはペンシ

ルバニア州にエチレン工場を、南アフリカのエネルギー大手であるサソルはルイジアナ州に

ガス・トゥ・リキッズ（天然ガスから液体燃料を生産する技術・その液体燃料）生産プラン

トを建設する予定である。安価なシェールガスを求めて、世界の名立たるエネルギー企業が

米国に集結してきた。

安価なシェールガスを利用できることから、高い付加価値の化学製品を大量生産できれ

ば、自ずとコスト競争力が強化される。シェールガス革命のお陰で、米国が世界有数の化学

製品生産基地に変貌を遂げるということか。商機がある限り、世界の企業はそれを求めて群

がってくる。日本市場もこのような魅力溢れる市場に脱皮する必要がある。

天然ガス価格の下落は産業全体に貢献するが、天然ガスの生産者としては価格の下落は好

ましくない。当然、外国への輸出を検討するようになる。格好の輸出先は高い燃料費で悩む

日本。米国の生産者は少しでも高く天然ガスを売りたいはずだ。他方、日本の大口需要家は

少しでも安い天然ガスを調達したいだろう。

お人好しの日本は世界で最も高価な を買わされ続けている。オイルショックで石油

価格が急騰したことには敏感だったが、 価格の動向には鈍感だと指摘せざるを得な

い。足元でも東アジアの寒波や南米の 需要が増えた影響で日本向けのスポット価格が

上昇、東日本大震災後の高値を更新した。

年 月中旬現在、スポット価格は 万 当たり ドルに上昇し、リーマン・

ショック直前、すなわち 年夏以来の高値水準に跳ね上がっている。 年間で 割も上昇

した。

リーマン・ショック直前には国際原油価格が過去最高を記録し、これに連動して天然ガス

価格も急上昇した。しかし、原油価格は比較的、落ち着いており、リーマン・ショック直前

に比べると、 バレル当たり ドル程度も安い水準に留まっている。にもかかわらず、日本

は高価な に甘んじている。理不尽だと言わざるを得ない。

周知の通り、 年 月中旬、アルジェリア東部にあるイナメナスの天然ガス関連施設を

国際テロ組織 イスラム・マグレブ諸国のアルカイダ（ ） が襲撃した。アルジェリ

アは産油国だが（産油量は 年実績で日量 万バレル）、天然ガス生産国でもある。その

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。
） 日本経済新聞 年 月 日号。



シェール革命 から読み解く国際エネルギー資源問題（中津）

天然ガス生産量は年間 万トンで、イナメナスでの生産がその 割強を占めている。

その一方で、アルジェリアは欧州諸国に天然ガスや を輸出してきた。今回の人質事

件で当然、英 やノルウェーの石油最大手スタトイルが操業する、イナメナスでの天然ガ

ス生産は停止に追い込まれた。

その結果、欧州の天然ガス価格は上昇、ロンドン市場の先物価格は 万 当たり

ドル（ 年 月 日）となった ）。しかしそれでも、日本の 輸入価格の 分の

以下に留まっている。日本の 調達価格は国際比較で明らかに割高なのだ。

万 当たり ドル程度で米国産の を日本が輸入できるようになれば、燃料費

や電気料金の上昇を抑制できる。これは日本の消費者や利用者にとっての朗報であるばかり

か、貿易収支の赤字幅縮小にも貢献する。

日本の場合、貿易を通じた所得の外国流出（交易損失）が 年に過去最大規模の 兆

億円に膨れ上がっている ）。企業や家計の所得が大きく目減りしたことを意味する。

年代初頭までは所得流入（交易利得）となっていたが、 年には 兆 億円、

年には 兆 億円と交易損失が膨らんでいった。原因は原油価格が上昇したことと

の輸入が増えたことにある。年間 兆円の規模で発電向け燃料費が増え続けている。

もちろんそれは、原子力発電所の稼動が矢継ぎ早に停止し、天然ガス火力発電所の台頭が

著しくなった結果、 の輸入が格段に増えたからである。安価な を調達しない

と、日本の交易損失はますます増大することになる。円安要因ではあるが、日本の国力低下

だと投資家が診断すれば、悪質な円安に転じる恐れがある。

．米国が 輸出国に浮上する日 シェール・ルネッサンス と シェール・

ショック

これから米国では 生産・輸出基地の建設が本格化する。早速、日本企業が建設計画

への参画に名乗りを上げている。

テキサス州に建設予定のフリーポート プロジェクトには大阪ガスと中部電力が進出

を表明。 年から年間で 万トンの を調達する計画で、最大年間 輸出能力は

万トンと見込まれている。

ルイジアナ州ではキャメロン プロジェクトが推進される計画となっている。キャメ

ロン は米電力・ガス大手のセンプラ・エナジーが運営しているが、ここに三菱商事と

三井物産が参画する予定だ。年間 万トンの が 年から生産・輸出される見通し

で、最大年間 輸出能力は 万トンが予定されている。ここで生産予定の （年

間 万トン）を日本の最大 需要家である東京電力が 年から調達する予定だ ）。

メリーランド州で計画中のコーブポイント プロジェクトには東京ガスと住友商事が

参加する予定で、年間 万トンの が輸入される計画となっている。 年から
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輸出が開始される計画で、年間最大 輸出能力は 万トンが見込まれている。

ジョージア州サバンナ近郊には米パイプライン大手のキンダー・モーガンの傘下企業がエ

ルバ・アイランド ターミナルを保有しているが、ここに 生産施設が新たに建設

されることになった。英蘭系ロイヤル・ダッチ・シェルとキンダー・モーガンが合弁企業を

設立し（出資比率はキンダー・モーガン ％、ロイヤル・ダッチ・シェル ％）、年間能力

万トンの 生産施設を建設する。ロイヤル・ダッチ・シェルは生産予定の を全

量買い取って、欧州やアジアに輸出する計画でいる ）。

米系メジャーのエクソンモービルもカタール石油と共同で、テキサス州に年間生産能力

万トンのゴールデンパス プロジェクトを企画している ）。

米国政府は 年春に 輸出を解禁するが、首尾良く米国産の が日本に水揚げ

できれば、調達先の多様化が実現できるだけでなく、日本の価格交渉力が格段に強化され

る。現在、日本は中東の小国カタール（シェア ％）、オーストラリア（同 ％）、マレーシ

ア（同 ％）、ロシア、インドネシア、ブルネイ、アラブ首長国連邦（ ）といった生産

国から を調達する。基本的に親日国ばかりだが、ここに北米産の が加わる意義

は極めて深い。

ただ、米国産 輸出が本格化すれば、輸出価格を巡る交渉劇が繰り広げられることだ

ろう。欧米メジャーが価格交渉で主導権を握ろうとする動きもある ）。先物市場が整備され

て、市場で 価格が決定される方式が理想だが、そこに辿り着くには紆余曲折がありそ

うだ。

の新興輸出国は米国だけではない。米国の隣国カナダも産ガス国だ。米国と同様に

シェールガスに恵まれる。

出光興産はカナダのアルタガス（天然ガス関連事業）と 生産基地を西海岸部に建

設、 年から年間 万トンの をアジア諸国に輸出する計画でいる。

また、カナダでは三菱商事、東京ガス、大阪ガス、中部電力の 社が共同でシェールガス

鉱区の権益 ％を保有、カナダ社ペン・ウエストと共同開発している。加えて、国際石油開

発帝石と日揮もシェールガス鉱区の権益 ％を保有、カナダのネクセンと共同開発してい

る。

合わせて、三菱商事はロイヤル・ダッチ・シェル、中国石油天然ガス（ ）、韓国ガ

ス公社（ ）と共同で、年間 万トンの をカナダで生産する計画だ ）。

石油資源開発（ 、日本政府が ％を出資）もマレーシアの国営石油会社ペトロナ

ス（責任企業）がカナダ西部ブリティッシュ・コロンビア州（北部モントニー地域）で計画

しているシェールガス田開発・ 輸出プロジェクトに参画、権益 ％を 億ドルで取得

する。 年末に年間 万トンの がアジアに向けて出荷される予定で、ここから日

本は年間 万トンを確保できる見込みとなっている ）。
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シェール革命 から読み解く国際エネルギー資源問題（中津）

米系メジャーのシェブロンも米石油大手アパッチと共同で、ブリティッシュ・コロンビア

州で年間 万トンの生産能力を備えたキティマット プロジェクトを計画している ）。

カナダは米国よりも の生産・輸出に熱心だ。特に、需要が旺盛なアジア向け輸出に

意欲的である。カナダの 輸出が本格化すれば、日本のエネルギー業界はカナダとの結

びつきを重要視するようになる。

アフリカ大陸の南西部に位置するモザンビークもまた 新興輸出国。モザンビーク沖

合で天然ガス田が発見、開発されたことを皮切りに、イタリア炭化水素公社（ ）や米石

油大手アナダルコ・ペトロリアムといった欧米のエネルギー企業がモザンビークに進出、

生産プラントを建設することになっている。モザンビーク産の は 年からアジ

アに向けて出荷されていく。モザンビークにも有力な 生産・輸出国として世界の

消費国から熱い眼差しが注がれることになるだろう ）。

米国が を輸出することで日本はその恩恵を享受しそうだが、天然ガス産出国にとっ

ては脅威に映っている。米国にとっての シェール革命 は他の天然ガス生産国から見ると

まさに シェール・ショック 。米国経済はリーマン・ショックから シェール革命 で本

格的に復活したが、天然ガス生産国にとってはリーマン・ショックに続く シェール・

ショック となる。米国産 が世界市場に登場すると、世界全体の資源価格を押し下げ

る効用が期待できる。これは消費国にとっては朗報だが、生産国にとっては頭の痛い話とな

る。

インドネシアは米国に を輸出してきたが、インドネシア産の が不要となる日

が近いうちに到来する。オーストラリアでも大規模 生産基地の建設が見送られる可能

性が浮上してきた。天然ガスの世界価格が低下すると、採算が悪化してしまうからだ。天然

ガス価格の低下は石炭価格の下落にも繋がっている。

シェールガスが埋蔵されるのは北米だけではない。何よりも世界全体に眠るシェールガス

の推定埋蔵量は 兆立方フィートとされるが ）、中でも中国は米国よりも豊富なシェール

ガスに恵まれているという。米エネルギー情報局（ ）は中国のシェールガス埋蔵量を

兆立方メートルと見積もっており、主に四川省とタリム盆地に埋蔵されている。米石油

大手コノコフィリップスが中国石油加工（シノペック）と共同で四川省のシェールガス田を

探査・開発・生産する契約に調印した ）。

アルゼンチン、メキシコ、南アフリカ、オーストラリア、リビア、アルジェリア、ブラジ

ルにもシェールガスが埋蔵されているようだ。地下資源を開発する鉱業権を国家が独占し、

しかも開発技術の水準が低い中国でどの程度、生産が進むかは不透明だが、埋蔵国が一斉に

シェールガス革命 の波に乗れば、世界全体の天然ガス生産量は急増し、その結果、天然

ガス価格は急低下していくことになるだろう。

シェール革命 の進展に戦々恐々なのはロシアの国営天然ガス独占体ガスプロムも同
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様。天然ガス価格の低迷が巨大企業ガスプロムの台所を直撃している。ガスプロムは主とし

て欧州諸国にパイプラインで天然ガスを供給してきた。ガスプロムの対欧州天然ガス輸出量

は 年実績で 億立方メートル、輸出収入は年間 億ドル程度である ）。

しかし、欧州市場で新たなロシア産天然ガスのニーズを掘り起こすことは極めて困難と

なっている。需要の増加が見込めないことと競合相手が複数存在することがその理由だ。こ

のためにガスプロムがバレンツ海海底で計画していたシュトックマン天然ガス田（埋蔵量

兆 億立方メートル）の開発が無期延期に追い込まれてしまった ）。アジア市場の開拓に

乗り出しているが、価格が低迷すれば利益の上昇に結びつかない。ロシアの天然ガス戦略は

見直しが求められている。

泣き面に蜂。悪い時には悪いことが重なる。ロシアの隣国ウクライナで米エクソンモービ

ルが黒海沖海底のスキフスキー天然ガス田（推定埋蔵量 億立方メートル）を開発するこ

とに加え ）、シェールガス田も開発されることが決まった。英蘭系ロイヤル・ダッチ・シェ

ルがウクライナ政府と生産分与協定（ ）を締結している。ウクライナのシェールガス

埋蔵量は 兆 億立方メートルと試算されている ）。

大型のシェールガス田がロシアに近いウクライナ東部にあることから、ウクライナが

シェールガス革命 の恩恵を享受できれば、それは直線的にガスプロムが顧客を失うこと

を意味する。生産計画では 年から年間 億 億立方メートルの天然ガスを産出する

ことになっているが、これはウクライナ天然ガス年間消費量の最大 割に匹敵する規模とな

る。

今後、米シェブロンもウクライナ西部でシェールガス田の開発権を獲得、開発に乗り出す

予定である ）。ウクライナはガス消費量の 割をロシアから輸入してきたが、エネルギー政

策として脱ロシアを進めてきた。その結果、ロシアからの天然ガス輸入量は 年の 億

立方メートルから 年には 億立方メートルに激減している ）。

ここに加えて、シェールガス田の開発・生産が本格化すれば、ロシアからの輸入量を大幅

に減らすことが可能となる。 シェールガス革命 は遂にロシアにも直接的な影響を及ぼす

段階を迎えた。独占を享受してきたガスプロムだったが、最早、ガスプロムの欧州事業モデ

ルは通用しなくなった ）。

このようなシェールガス開発の進展を踏まえて、ウクライナ紙 ミンスク・タイムズ は

ウクライナでシェールガス開発が推進されることと、すぐ後で触れる、日本でメタンハイド

レートの開発に着手されたことから、ロシアのエネルギー独占構造が崩壊すると論じている ）。

この指摘は鋭く、かつ正しい。

ガスプロムの強敵はロシア国内にも存在する。ロシア石油最大手の国営ロスネフチと米エ
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シェール革命 から読み解く国際エネルギー資源問題（中津）

クソンモービルとが共同で、ロシア極東地域に 生産プラントを建設する構想が浮上し

ている ）。標的市場はもちろん、日本を含むアジア市場。サハリン ・プロジェクトにはエ

クソンモービルや日本の官民が出資する が出資して、主に天然ガス事業を展開し

ているが、サハリン で産出される天然ガスを有効利用できれば、 事業との相乗効果

を期待できる。

ロスネフチとエクソンモービルは最近、急接近。北極圏海底で油田開発に乗り出すことに

加えて、ロスネフチは米アラスカ州で進められている天然ガス田開発事業の権益 ％を獲得

した。ロスネフチは悲願の米国上陸を果たした。

ロスネフチはまた、オホーツク海の大陸棚開発に丸紅、国際石油開発帝石（ ）、伊

藤忠商事、石油資源開発（ ）、サハリン石油ガス開発という日系企業 社に協力を要

請している ）。このように、ガスプロムが悲鳴を上げるのを横目に、ロスネフチは快進撃を

遂げている。

ガスプロムはサハリン ・プロジェクトで を生産しているだけでなく（サハリン

からの日本の 輸入量は 年実績で対前年比 ％増の 万トン）、ウラジオストク近

郊では 生産基地を建設、 年に稼働させる計画でいる。この生産能力は最大年間

万トン（年産能力 万トンの 生産施設三つ、日本の年間 輸入量の ％）、

伊藤忠商事や石油資源開発（ ）がここに参入する予定だ。ロシア極東に位置する

チャヤンダ天然ガス田、イルクーツク州の天然ガス カ所の天然ガスがパイプラインでウラ

ジオストク近郊まで送ガスされ、 に加工される ）。

このようなプロジェクトは明らかにロスネフチの 事業と競合する。これまで天然ガ

ス関連の輸出に関しては、ガスプロムが独占を謳歌してきた。しかし、ロスネフチの

事業参入で独占的地位が剥奪される可能性が高くなった。

早速、プーチン大統領は 輸出の段階的な自由化を検討するように政府に指示した

が、ここには二つの示唆がある。一つは世界的な ブームに遅れているロシアの焦り。

ロシアの世界 市場に占めるシェアはわずか ％に過ぎない ）。ガスプロムによる

事業独占がロシアの 生産拡大にとって障害となっているという認識がある。もう

一つはガスプロムの 独占を崩し、ガスプロム以外のロシア企業にも参入の機会を促す

という、いわばロシア流の規制緩和政策へと舵を切る方向である。

ロシアでは 生産事業がサハリン に限定されている。ここでは年間 万トンの

が生産され、日本にも輸出されている。日本 市場に占める比率は ％程度であ

る。ここに切り込むのがロスネフチ・エクソンモービル連合。

また、民間系の天然ガス企業であるノバテックもヤマル半島で年産 万トンの 事

業を進めている。このヤマル にはノバテックが ％、仏石油大手トタルが ％をそれ

ぞれ出資する。 年から 生産を開始することになっている。ここに日中韓の企業が

出資する協議が進められている。ノバテックが保有する権益のうち最大で ％を譲渡する構
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えだという ）。

ロスネフチのトップはセチンという、ロシアエネルギー業界の重鎮だ。プーチン大統領の

ナンバー とも目されている人物である。ガスプロムに圧力をかけることなど朝飯前だろ

う。つまり、クレムリン（ロシア大統領府）内部の権力闘争もここに反映されているという

ことになる。

当初、天然ガス埋蔵量世界首位というロシアの優位性を最大限に活用できることから、ガ

スプロムがクレムリンの世界戦略で珍重される時代が到来すると予想していた。しかし、米

国の シェールガス革命 の影響でガスプロムのロシアにおける地位が急低下した結果、マ

ンモス化したロスネフチの相対的地位は格段に跳ね上がっているような印象を受ける。

筆者の読み誤りは次の 点に集約される。一つはロシアでガスプロムが独占的地位を誇示

してきた事実に固執したこと。ガスプロムの改革は聖域だと思い込んでいた。しかし、プー

チン大統領はガスプロムを改革する方法として、外圧（ロスネフチ）を利用し、収益力が欠

如したガスプロムに収益性の向上を迫っていると考え直すようになった。もう一つの誤りは

米国の シェール革命 の経済効果を過小評価していたことである。原油、天然ガスの生産

量がここまで増えるとは想定していなかった。

プーチン大統領は後継者として、当時のガスプロム会長であったメドベージェフ現首相を

大抜擢した。当時、筆者は後継者の最有力候補がメドベージェフ・ガスプロム元会長に違い

ないと予想していた。当時、執筆した拙著に明記している。この予想は的中した。

そして今回、プーチン大統領は自分の後継者として、ロスネフチのセチン社長に白羽の矢

を立てる確率が高いと見通している。ロシアでの地位が急上昇したロスネフチのプレゼンス

が大幅に強まったことが予想の根拠だ。

世界の天然ガス地図を劇的に塗り替える可能性を秘めた、恐るべき シェールガス革

命 。予期しない影響を世界各国に及ぼす様相を呈している。エネルギー資源に恵まれない

日本としては、歓迎すべき動向なのかもしれない。合わせて、シェールオイルの増産が埋蔵

国で進展すれば、それは直線的に原油価格の下落圧力となる。油価の低下もまた、消費国・

日本にとっては朗報となる。 シェール革命 が国際秩序の形成に影響を及ぼす可能性すら

否定できない。技術革新の賜物だと言っても決して過言ではない。

オイルショック（石油危機）を契機に、日本は を導入し、原油から へのシフ

トを鮮明にさせてきた。この方向は正しい選択だった。そして今、原子力発電所の事故を契

機に、原子力から へのシフトを鮮明にしている。日本は危機を契機に を珍重し

てきたと言える。そこで、どのような経緯で日本が を導入するようになったのかを振

り返ってみる。

．日本が 導入に踏み切った日

そもそも は島国・日本のために開発された。筆者は門外漢なので詳しい原理はわか

らないが、天然ガスを超低温（マイナス 度）に冷却すると液体に変化する。これが
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に他ならない。海洋に囲まれた日本に外国から気体の状態で天然ガスを供給する場合、海底

パイプラインが必要となる。と同時に、日本列島の周辺に天然ガス供給国が存在することも

条件となる。日本の周辺ではロシア以外に見当たらない。

日本が最初に を受け入れたのは 年 月 日までさかのぼる。その当時、ロシア

はソ連邦の一員で、しかもそのソ連邦は共産党一党独裁国だった。東西冷戦時代の真っただ

中で、米国の同盟国である日本がソ連邦からエネルギー資源を輸入することなど到底不可能

だった。ソ連邦から海底パイプラインで天然ガスや原油を輸入することなど土台無理な相談

だった。であるがゆえに、日本には遠く離れた天然ガス生産国から を調達する以外に

方法はなかった。

年と言えば、懐かしい高度経済成長時代。誰もが豊かになれると信じて、毎日、額に

汗して働いた。しかし、その弊害が表出するようになったのも高度経済成長の負の副産物。

典型的な弊害が公害（大気汚染、水質汚濁）だった。そして、その数年後の 年、石油消

費国がオイルショックに見舞われる。エネルギー資源に乏しい日本は特に痛手を被った。石

油の消費量を抑制するために、節電が叫ばれるようになった。

オイルショックは天然ガスへのシフトも促した。日本が最初に受け入れた は米国の

アラスカから輸送されてきた だった。東京ガスと東京電力が日本で初めて を受

け入れた。割高ではあったが、天然ガスは当時の低公害燃料。東ガス、東電以外の電力・ガ

ス会社も次々と を受け入れるようになった。 の利用はそこからアジア諸国へと

広がっていった ）。

それでも日本が世界 貿易量の 分の を占有している。 年実績で 万トン、

年には 万トンの を輸入している ）。日本は 先行国なのだ。アラスカ産

が最後に到着したのは 年 月。その直後、日本は東日本大震災と福島の原子力発

電所の事故に見舞われた。原発事故を契機にあらためて が見直されるようになった。

ここで 日本経済新聞 （ 年 月 日号、 年 月 日号）の 経済教室 に掲載

された シェール革命の影響 に関する二つの論考を紹介する。

一つ目は須藤繁・帝京平成大学教授による寄稿。須藤教授は石油産業論の立場から、

シェールガス革命 の影響が世界で最も及ぶ地域がアジアだと指摘なさっている。米国産

の だけでなく、ロシア産天然ガスもアジアに流入する新たな展開を期待できることに

加えて、中国国内でも シェールガス革命 が進展すること、それに日本でメタンハイド

レートが開発されるようになることといった潮流が均衡点を探るようになると予想されてい

る。その上で韓国の北米産 受け入れが東アジア向けの 価格体系見直しの契機に

なると予想なさっている。日本の価格交渉力強化の関連では、メタンハイドレートの開発で

日本が自前の資源を持つことだと指摘なさっている。要するに、日本として独自にできるこ

とはメタンハイドレートの商業化を急ぐことだと力説なさりたいのだろう。

二つ目の論考はユーラシア・グループ社長のイアン・ブレマー氏によるもの。ブレマー氏

は従来の産油国群に シェール革命（シェールガス、タイトオイル） の影響が及ぶ点に着
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目、ロシアが東シベリア油田地帯、西シベリア地域に埋蔵されるタイトオイル、それに加え

て北極圏海底油田の開発を急ぐようになったこと、また、 の価格調整能力が低下を

招くことを指摘なさっている。ブレマー氏の主張はとりとめがないので要約は難しいが、あ

えてまとめればこのようになるかと思う。

お二人の論考には目新しい視点はないが、日本にも シェール革命 の影響が及んでいる

ということを伝えたく、ここで紹介した。

日本は当分の間、 と縁を切ることはできない。原発銀座とも呼ばれる福井県若狭湾

沿岸地域に 基地や火力発電所が建設される計画が浮上している ）。原発に執着するの

ではなく、柔軟に社会需要に応答していく構えなのだろう。

原子力発電所の再稼働や新設が許可されない限り、日本の 輸入量は右肩上がりに増

え続ける。そのために日本は燃料調達費として年間ベースで 兆円ずつ積み増していく必要

がある。他方、米国は シェール革命 を発端として、製造業が蘇り、米国経済の底力を世

界中に誇示しようとしている。

この シェール革命 は日本にも恩恵をもたらす。日米両国は今まで以上に良好な関係を

構築する必要性が生じている。米国産 の受け入れ、尖閣問題、環太平洋経済連携協定

（ ）はそれぞれ別の案件のように見えるが、実は底流でつながっている。日本が

に加盟することは米国産 の安定調達と尖閣問題解決の突破口になることを肝に銘じな

ければならない。日本にとってそれらのすべてが国家生存にかかわる重要案件である。

． シェール革命 の国際政治経済学

安倍晋三政権が産声を上げる直前から極端な円高が是正され、円高是正を好感して日本株

が上昇気流に乗った。実際にデフレーションから脱却できるかどうかは不確実だが、円高が

修正される根拠は米国の シェール革命 にもある。

先程、米国が 年までにエネルギーの自給自足体制を確立できると述べた。エネルギー

輸出が輸入を上回り、米国がエネルギーの純輸出国に踊り出る。この段階で米国はエネル

ギー資源の脱中東を実現できる、と同時に、貿易収支の改善も実現できる。事実、米国の経

常赤字は改善傾向にある。

現在、世界最大の原油・天然ガス消費国となる米国は、エネルギー需要の 割、原油消費

量の 割強、天然ガス消費量の 割弱を輸入に依存している ）。その輸入コストは米貿易赤

字の半分に匹敵する。理屈上、米国は シェール革命 で貿易赤字を半減できる。エネル

ギーの輸入コスト増大は米ドル安要因となる。しかし、貿易赤字を半減できれば、それは米

ドル高圧力となる。

米国の原油輸入量は 年から 年まで趨勢として増加し続けてきた。しかし、その年
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をピークに減少に転じ、今度は趨勢として減少することになる。 年の原油輸入量は 億

万バレルと対前年比 ％の減少だ。と同時に、貿易赤字総額に占める原油輸入の割合

も 割を切り、 シェール革命 が貿易赤字改善に貢献していることがわかる。純輸出が増

加すると、それは自ずと実質国内総生産（ ）を押し上げる。原油輸入量の減少は米国

の実質経済成長率を押し上げるのだ ）。

ところが、日本ではまったく逆の現象が発生している。既述の通り、火力発電に必要な燃

料が増えたために、日本の輸入コストは上昇の一途を辿っている。もちろん、これは貿易収

支を悪化させ、 を押し下げる。

年の貿易赤字は 兆 億円、その翌年では 兆 億円に膨らみ、過去最大を記録

した ）。 の輸入額は 兆円を突破、対前年比で ％増えている。輸入が増大するの

で当然、円安要因となる。日本がこれから米国産の を輸入すること自体が円安ドル高

を演出していく。しかも日本が天然ガス火力発電を中止しない限り、永遠に続く。

貿易赤字に加えて財政赤字も拡大していく。双子の赤字に苦悶したのはかつての米国の

姿。日本円はもはや安全資産とは見なされなくなり、やがては構造的な円安ドル高が定着す

る。付言すれば、日本の国債もリスク資産と見なされる日が到来するかもしれない。その契

機は格付け会社による日本国債の格付け引き下げである。

悪い円安を阻止するには日本企業が外国現地法人をこれまで以上に設立すると同時に、外

国の優良企業を買収、傘下に置いて所得収入を増やしていかねばならない。また、外国企業

による対日投資を活発化させる対策が必要となる。これは成熟化した日本経済の理想的な形

でもある。

米国は産油国だが、足りない原油を輸入している。隣国のカナダからはパイプラインで、

中東を代表とする外国からは石油タンカーで原油を調達してきた。しかし、 シェールオイ

ル革命 で米国内の産油量が増強され、輸入量は減少しつつある。

カナダもまた有力な産油国。最近ではオイルサンド（新型資源、超重質油を含む砂の層）

が商業生産されるようになった。その埋蔵量は 億バレルに上る。生産量も増え、今では

カナダ産油量の過半を占めるようになった ）。近い将来、アジア向けの原油輸出も開始され

る可能性がある。

たとえ米国内で原油の自給自足体制が構築されないとしても、同盟国カナダからの輸入に

依存できる。そうなると、サウジアラビアといった中東産油国からの輸入が不要となる。米

軍はペルシャ湾岸地域に鎮座する王政産油国を防衛しているが、これは敵国イランからペル

シャ湾岸産油国を守り抜くためだ。このために多額の軍事費が投入されてきた。

ところが、米国、カナダの両国、すなわち北米地域で原油の自給自足体制が整えられたま

さにその日、米国の有権者は中東地域に駐留する米軍の撤退を要求するだろう。言うまでも

なく、軍事費は血税によって賄われている。米国の有権者はその血税を自国に振り向けるよ

うに要求するだろう。米国の軍事力は他の追随を許さない。この軍事力を背景に世界の警察

的な役割を担ってきた。
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それでも、当然のことながら、アメリカ合衆国大統領は国際世論よりも米国内の世論を重

要視する。ユダヤロビー（米国人口に占めるユダヤ系の比率は ％）の政治的圧力は無視で

きないが、大半の有権者から中東撤退を要求されれば、米国の大統領といえども受け入れざ

るを得ない。

中東地域に展開する米軍は撤退するか、少なくとも駐留規模が大幅に縮小されるだろう。

米軍が撤退した空白に潜り込む大国はどこか。米軍が中東から撤退したとしても、日本は中

東産の原油を輸入し続けなければならない。日本向けの原油が積み込まれた大型石油タン

カーは安全に航行できるのか。

米軍が撤退した間隙を突いて、テロ活動が活発化し、それをイランが扇動する事態に発展

しないか。中東海域で海賊が横行する事態に発展しないか。イスラム武装勢力によるテロ活

動が息を吹き替えさないか。想定される最悪の事態である。単純な俗説だと一体誰が退ける

ことができるのか。危機管理とは最悪の事態に備えることに他ならない。

海上輸送路（シーレーン）の安全航行を保障するために、海上自衛隊は出動できるのか。

米国に代わって、ロシアや中国が中東地域で勢力を拡張しないか。テヘランと北京が結託し

て、中東地域全体を恐怖の底に突き落とすことはないか。中東でのロシアの台頭に備えて、

日本は今後、ロシアとの関係改善に本気で取り組まねばならない客観的状況が表出しそうだ。

北米産の を日本が輸入できるようになれば、 の調達先を多様化でき、もって

日本の大口需要家の価格交渉力は強まる。日本はロシアからも を輸入しているが、ロ

シアのガスプロムに対して 価格の引き下げを迫ることが可能となる。色丹島と歯舞群

島の返還を先行させて、日露間で平和条約を締結し、北方領土問題が事実上、解決すれば、

日露関係は格段に改善される。仮に中東地域でロシアが南下してきても、日本にとってはロ

シア南下が脅威ではなくなる。ロシア産原油の依存度が高まれば、自ずと中東依存度は低下

することだろう。

日米関係を基軸としながらも、モスクワとの関係改善で北京に対する発言力が強化されて

いく。中東の空白地に中国が滑り込んでも、すなわち中東のパキスタン化が現実になって

も、日本は一定のプレゼンスを中東で保持できる。ホワイトハウスがイスラエル防衛を錦の

御旗として、必要最小限の軍事力を中東地域に維持できれば、これはこれで日本にとっては

朗報だ。

握るべきは複数の外交カード。ここに韓国、オーストラリア、インドを巻き込めば、アジ

アにおける日本の立場は不動のものとなるだろう。

の調達コストを抑制するための仕掛けとして、現在、東京に 先物市場を開設す

ることが検討されている ）。原油には先物市場が整備されているが、 の先物市場は今

もって開設されていない。従来、天然ガス取引は長期契約（ 年程度）が主流で、スポット

取引はわずかだった。この長期契約では価格が原油価格と連動するために、高止まりしやす

くなっている。その結果、価格の硬直性を招いてきた。この硬直性を先物市場の開設で突破

しようとする試みである。実現には解決すべき問題が多々あるが、 の先物市場が日本
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にとって必要なのは明らかである。

兆円の債務保証枠も新設されることになった ）。シェールガス事業に参入する日本企業

の資金調達を支援するためである。狙いは米国内で進められている 生産基地建設や

シェールガス資源権益獲得を資金面で支えて、燃料調達費削減を促すことにある。もちろ

ん、ロシア、オーストラリア、モザンビークなどの天然ガス権益取得も保証の対象となる。

要するに、産業競争力強化策の一環だ。エネルギー資源政策がエネルギー資源の安定調達か

らコスト抑制にシフトすることになるのだろうか。

．知られざる日本のエネルギー資源

島国の日本は海洋資源に恵まれている。経済権益を持つ海域を排他的経済水域（ ）と

言うが、日本の 面積は世界第 位を誇る。日本の場合、陸地には制約があるが、膨大

な で経済権益を保有することから、海底資源に期待できる ）。

よく知られているのはメタンハイドレート。 燃える氷（ ） と呼ばれ、メタン

（天然ガスの成分）を低温高圧の条件下で水分子が閉じ込めている固体燃料である。分解す

ると、体積の 倍のメタンガスが出る。

その回収可能量は 兆 億立方メートルに達し、経済的価値は 兆円以上と試算され

ている。日本の天然ガス消費量の 年分のメタンハイドレートが埋蔵すると推定されてい

る。これだけでも日本が資源大国であることがおわかりいただけると思う。

日本政府による 海洋基本計画 （ 年度、 年ごとに策定）によると、メタンハ

イドレートの生産技術を 年度までに開発、 年間程度で商業生産を可能にするという。

と同時に、レアメタル（希少金属）の開発も視野に入っている ）。

現在、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ ）が主導するメタンハ

イドレート開発促進事業に基づいて、愛知県渥美半島から志摩半島の沖合で石油資源開発が

オペレータ（責任企業）として掘削工事を担当している。水深 メートル以上の海底下ま

でパイプを入れ、地中で分離したメタンガスを採取する試みだ。世界初の海洋産出試験とな

る。ここでは圧力を低下させてメタンハイドレートを分解する減圧法が採用されている。こ

の周辺海域には日本の 輸入 年分が埋蔵されるという。

メタンハイドレートの開発に加えて、佐渡南西沖では原油と天然ガスの試掘にも着手され

る。 から委託されて、 日鉱日石開発が試掘を担当する ）。

メタンハイドレートや原油・天然ガスだけではない。日本は熱水鉱床やコバルトリッチク

ラストにも恵まれている。

前者の熱水鉱床には金（ゴールド）、亜鉛などの原鉱石が眠っている。回収可能量は 億

万トンに及び、 兆円以上の経済的価値を見込めるという。また、後者のコバルトリッ

チクラストにはチタン、マンガンといった原鉱石が埋蔵され、その回収可能量は 億トンに
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上る。経済的価値は 兆円以上とされ、これら 大資源の経済価値は合計で 兆円以上に

達する。国際市場価格が上ぶれすれば、当然のことながら、推定を超える経済的価値を見込

める。

このほかにレアアース（希土類）が南鳥島沖の深海で発見されている。その埋蔵量は国内

消費の 年分と推定されている。国産のレアアースを商業生産できれば、もはや、中国か

ら輸入する必要はなくなり、日本の立場は強化される。 兆円以上という試算には、この

レアアース分は含まれていない。技術革新でさらに多くの資源を発見できれば、日本の資源

量は格段に増えていく。

但し、商業生産できる高度技術が不可欠であることは当然で、かつ、採算ベースに乗るま

で生産コストを抑制できないと、商業化を実現できない。メタンハイドレートの商業化は早

くても 年後だという。それでも開発コストは 万 当たり ドル前後と試算されて

いる ）。目的達成には時間と投資、それに技術開発や技術者の育成が必要となる。

．日本のエネルギー安全保障

東京電力・福島第 原子力発電所の大惨事以来、日本では極論が蔓延るようになった。ド

イツが原発ゼロの道を歩み始めたことも影響を及ぼしていると考えられる。事実、ドイツで

は原発から再生可能エネルギーへのシフトがより鮮明となっている。このドイツを見習って

日本も脱原発を実現せよ 、といった論調が強まった。確かに再生可能エネルギーへのシ

フトは理想だろう。しかし、現実には原発ゼロは極めて難しい選択である。

ドイツは欧州大陸の真ん中に位置し、周辺国から電力を輸入できる。実際、欧州各国は互

いに電力を融通し合っている。しかし、島国の日本は電力を安易に外国から輸入できない。

それだけではない。日本でも再生可能エネルギー買い取り制度が導入されたが、ドイツで

も日本に先行して、再生可能エネルギー法（ ）が施行され、一般家庭などが太陽光な

どで発電した電力を地域の電力会社が買い取ることが義務付けられている。ところが、こう

した負担金が際限なく膨れ上がり、地域電力会社の負担が日増しに強くなっている。と同時

に、電気料金の引き上げが国民生活を圧迫するようになった ）。

そこで、ドイツ政府は負担金の引き上げを 年間、凍結すると言明、現行制度も抜本的に

見直す方針を明らかにした。ドイツでは太陽光発電設備大手の セルズが法的整理に追い込

まれるなど、再生可能エネルギー普及に伴う誤算が頻発している。

つまり、再生可能エネルギーは万能の神ではないということだ。もちろん、原発も万能で

はない。しかし、無意識に頭から原発を排除してしまうと、日本の経済が立ち行かなくな

る。再生可能エネルギーにも原子力発電にも一長一短がある。割高な再生可能エネルギーに

依存する体制は危険だ。何よりもバランスが大切だろう。
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石炭を頭から否定することにも落とし穴がある。日本が輸入するエネルギー資源は例外な

く割高である。しかし、石炭の魅力は安さにある ）。エネルギー価格の高騰に苦しむ今日、

安価な石炭は日本経済にとって魅力的なエネルギー資源となる。日本の クリーンコール

発電技術は完璧で、二酸化炭素（ ）の排出量を極限まで減らすことができる最先端技術

を持ち合わせている。

シェール革命 の影響で余剰になった米国産石炭が欧州に流入していることから、英国

やドイツで石炭火力が増加している。イタリアやオランダも米国産一般炭の輸入を増やして

いるようだ。 排出枠が値下がりしていることも欧州で石炭の消費を伸ばしている原因と

なっている ）。

原子力発電が縮小の道を辿る今日、日本では火力発電が見直されている。不安定な再生可

能エネルギーには日本産業を支えるだけの力量はない。産業革命以前、人類は再生可能エネ

ルギーを主軸とするエネルギー安全保障を構築していた。しかし、水力から蒸気機関へのシ

フトという、いわば動力革命が産業革命の原動力となった。この産業革命が生産効率の急上

昇をもたらし、人口の増大に対応できたことは周知の事実である。

現在、地球上では 億人が生活を営んでいる。この生活を再生可能エネルギーだけで支え

ることは不可能なのだ。不可能であるからこそ、英国で産業革命が生まれたのではないか。

産業革命以前の時代に逆戻りすることは、もはやできない。再生可能エネルギーが人類の生

活を支えられるというのは幻想に過ぎない。

日本では原発アレルギーが払拭されるまで火力発電が主流となる。この火力発電を高効率

の原発と低効率の再生可能エネルギーが支える構図だ。ここから脱却するにはかなりの歳月

が必要となる。

しかし、日本で原発依存を抑制すると、関連技術の向上に支障を来す。人材育成の面でも

望ましくない。原発関連の国際競争力が弱まる危険性がある。これを未然に防止するには原

発輸出を活性化する必要がある。

日本経済新聞 （ 年 月 日号）によると、アジア地域で今後 年間に原発が 基

も新設される見通しだという。このうち、中国（ 基）、インド（ 基）、韓国（ 基）の

カ国が 割を占有する。インドネシアにも 基、台湾にも 基の原発が新設される予定であ

る。ベトナムも 年までに 基の原発を新設する計画となっている。市場規模は 兆円に

達する。日本は原発新設に拒絶反応を示しているが、電力需要が急増するアジア新興国では

原発が珍重される。受注競争に日本企業が打ち勝つには原発関連技術に一層、磨きをかける

必要がある。

幸い、日本政府はサウジアラビア政府と原発輸出を巡る協議に入っている ）。世界首位を

誇る原油埋蔵国が原発建設に着手することは一見、奇異に感じるかもしれない。しかし、人

口急増でサウジアラビアのエネルギー消費量は急増している。原油輸出量を確保したいサウ

ジアラビアは貴重な外貨獲得源である原油を国内需要に充当したくない。国内需要は天然ガ

スや原子力で賄いたい。サウジアラビアでは 年までに 基に及ぶ原発が新規建設される

） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。



予定である。日本企業がここに食い込めば、新たな商機につながる。

アラブ首長国連邦（ ）もまた再生可能エネルギーの開発・普及に乗り出している。

サウジアラビアも も石油後を睨んでいる。日本企業の商機はここにも潜む。原発事故

に苦悶する日本だが、委縮せず、広い視野で新たな展望を開いていくことが肝要ではない

か。

ガスプロムは採算性を理由に海底パイプラインによる対日天然ガス供給に消極的のようだ

が、クレムリンからの政治的圧力で方針を転換する可能性がある。ロシア極東からの天然ガ

ス受け入れについては、日本の大口需要家も採算性に疑問を呈して実現に至らなかった経緯

はあるが、福島の原発事故以降、客観的状況が激変した。ロシア産天然ガスや原油の大量受

け入れが日本のエネルギー安全保障を強化する情勢となっている。

ロシアからのパイプラインによる天然ガス調達に加えて、ロシアから電力を輸入する構想

も浮上。ソフトバンク、三井物産、ロシア電力大手インテル （ロシア政府が ％出

資）の 社がロシア極東地域で発電される電力をサハリン経由で北海道などに送電する構想

を打ち出した。この構想では 年以降から電力が供給される計画となっている ）。

エネルギー資源争奪戦に打ち勝つという国家的課題を克服しつつ、ロシアを日本の主要な

供給国と位置付けたうえで、米国産 を受け入れる絵を描くことが重要だろう。これは

シェール革命 に日本が対応する姿でもある。メタンハイドレートという貴重な国産エネ

ルギーはあるのだが、商業生産が開始されるまで楽観はできない。複眼的なエネルギー政策

を日本政府は組み立てる必要がある。

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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