
． 世界情勢の激変と日本のエネルギー戦略

民衆蜂起による アラブの春 で明け、金正日総書記の死去で幕を閉じた 年。日本は

空前絶後の地震と津波に襲われ、意気消沈、欧州はソブリン・リスク（財政危機）に恐れ慄

き、委縮した。米国もリーマン・ショック（金融危機）から完治せずにいる。

ソブリン・リスクの震源地であったギリシャやその余波を受けたイタリアでは政権トップ

が交代、それに先行して日本でも首相が入れ替わった。タレント 年、総理大臣 年の使い

捨ての時代は終焉し、大臣もタレントも 年の生命を維持するのに精一杯の時代へと突入し

た。

先進地域とされる日本や欧米の経済は青息吐息。当然、新興国にもその悪影響が及ぶ。グ

ローバル化が進展したこの地球上で、デカップリングは有り得ない。世界経済を牽引したと

評判だった中国はバブル経済崩壊の危機に瀕している。インドやブラジルは通貨安とそれに

伴う物価上昇や経常収支の慢性的赤字に苦悶する。

ロシアは今もって資源エネルギー頼みの脆弱な経済体質から抜け切れない。盤石とされ

た、いわゆる双頭（タンデム）政治も揺らいでいる。プーチン大統領の人気も風前の灯。大

統領に当選したが 年の任期ををまっとうできるかどうかはまったくの未知数。間もなく有

力な政敵が出現することだろう。

年までに積み上がった課題はどれ一つ解決されていない。 年以降に持ち越されて

しまった。 年は選挙の年。ロシアを筆頭にフランス、米国で大統領選挙が実施される。

現職の大統領が続投できる条件は整っていない。中国でも国家指導者が交代する。首相ポス

トを巡る権力闘争が現在進行中だ。

年が世界激変の幕開けとなるだろう。 年以降、安定するか、あるいは不安定な状

況が続くか、勝負の 年となる。もちろん日本も例外ではない。東京電力福島第 原子力発
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電所の大惨事以来、脱原発の潮流が定着した。数十年後、再び原発を見直す声が高まるだろ

うが、それまでは天然ガスで電力源・エネルギー源を賄うしか方策はない。ところが、日本

政府は新たなエネルギー政策を打ち出せていない。原発の空白をいかにして埋めるのか、方

針を定められないでいる。

日本政府が右往左往している最中、ホルムズ海峡封鎖の危険性が高まってきた。イスラエ

ルによるイラン攻撃の可能性も再び浮上してきた。中東世界は アラブの春 の歓喜から

核の冬 へと移行しようとしている。

にもかかわらず、日本政府は有効な手段を講じることができない。その犠牲者は日本の国

民全体。米国は今、シェールオイル・ガスブームに沸く（シェールオイル・ガス革命）。天

然ガス生産量は 年以降、趨勢として上昇傾向にある。米国は早晩、脱中東産原油の夢を

実現する。その日が到来すれば、ワシントンにとっての中東の存在意義は急速に萎む。イラ

ク並びにアフガニスタンからの米軍撤収と相まって、ホワイトハウスは中東に関心を抱かな

くなるだろう。

大型石油タンカーや液化天然ガス（ ）輸送船の安全航行を米軍が請け負う必要性は

雲散霧消する。日本の 輸入量は既に 万トン（ 年実績）に膨れ上がっている。

日本は自力でエネルギー安全保障を確立しなければならない。これは海上輸送路（シーレー

ン）の安全確保から最適エネルギーミックスの確立に至る包括的なエネルギー安全保障を自

力で構築しなければならないことを意味する。日本政府にその覚悟はあるか。以下では、ホ

ルムズ海峡の封鎖から日本の電力業界解体に至る重要案件を総合的に点検する。

．ホルムズ海峡封鎖の危険度

海峡封鎖──このリスクは今、初めて意識されたわけではない。イラン・イスラム革命勃

発直後からホルムズ海峡封鎖の危険性は常に指摘されてきた。だが、ペルシャ湾岸産油国の

みならず、石油消費国も真剣に対策を講じてこなかった。一度もホルムズ海峡が封鎖された

事実がないからだろう。

とは言え、海峡封鎖は想定外の有事ではない。その可能性を完全否定できる者は誰一人い

ないだろう。釈迦に説法だが、最悪の事態に備えることが危機管理の基本。石油消費国とペ

ルシャ湾岸産油国は一丸となって、原油輸出のホルムズ海峡迂回ルートを設置しなければな

らない。ホルムズ海峡を迂回し、アラビア海に直結する送油ルートの設置は今もって喫緊の

課題である。

言うまでもなく、ホルムズ海峡は海上輸送の大動脈。ペルシャ湾からオマーン湾、アラビ

ア海へと抜ける海上輸送路の中間点に位置する。大型タンカーだけで 日平均 隻が航行す

る。日本の原油輸入量（ 年 月期の実績で日量 万バレル ））のほぼ 倍に匹敵

する日量 万バレルの原油が通過する世界経済の心臓 ）。世界原油輸出の ％を占める
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）。また、日本向け原油の 割がホルムズ海峡経由だ。加えて、カタール産やアラブ首長国

連邦（ ）産の を積んだ専用タンカーもホルムズ海峡を通過する。

ホルムズ海峡が封鎖されれば、中東産の原油や が日本列島に届かなくなる。原油や

天然ガスを産出しない日本にとって、ホルムズ海峡は文字通りの生命線。海峡封鎖は死活問

題となる。

無論、ペルシャ湾岸産油国にとっても死活問題。当事国のイランのみならず、イラク、ク

ウェート、サウジアラビア、カタール、 から輸出される原油の大半がホルムズ海峡を

通過する。イラクのバスラ石油積出港、クウェートのミナ・アル・アフマディ石油積出港、

サウジアラビアのラスタヌラ石油積出港、カタールのウムサイド石油積出港、 ・アブ

ダビ首長国の石油積出港やジェベル・ダナ製油所はすべてペルシャ湾岸に臨む。

確かに 政府はホルムズ海峡を迂回する石油パイプライン（ハブシャン・フジェイラ

間、総延長 キロメートル）の建設、稼働を推進している。しかし、その完成は遅れ、

年半ばにずれ込む見通しだ。それに送油能力が日量 万バレルと大きくない。

産の原油全量（日量 万バレル）を運ぶことすらできない ）。迂回ルートの設置にはイラ

ンに対抗する目的で設立された王室クラブ・湾岸協力会議（ ）が率先して取り組むべ

きだろう。必要であれば、日本がここに支援の手を差し伸べれば良い。

発電や医療用（がん治療などに使うアイソトープの製造）といった平和利用が開発の目的

だと主張してきたけれども、イラン当局が核兵器の開発を推進すると同時に、ウラン濃縮作

業も断行してきたことは今や周知の事実。イランの核開発が軍事用途であることは間違いが

ない。ところが、今回再度、海峡封鎖の危機が叫ばれるようになったことには伏線がある。

年 月 日、国際原子力機関（ ）がイランの核開発報告書を公表した ）。イラ

ンが濃度 ％のウラン製造に成功したこと、核爆発に使用する起爆方法を 年の大規模実験

で使ったこと、高性能爆薬の実験に使える鉄の大型コンテナを設置したこと、弾道ミサイル

に核弾頭を搭載するための改造を行ったことを指摘し、イランが軍事利用を目的として核開

発を進めてきたと は報告した。その カ月前の 月 日、イランのブシェールでは

ロシアからの協力で建設された原子力発電所の稼働式典が挙行されている。

この報告書公表を受けて、激怒したのがイランと断交しているワシントン。イラン革命直

後に起こった在テヘラン米国大使館人質事件を契機に、米国はイランとの外交関係を断ち

切った。と同時に、当時のレーガン政権は 年 月、イラン産原油の禁輸に踏み切った。

日量 万バレルのイラン産原油が米国の石油市場から消えた ）。米国にとってイランは仮想

敵国ではない、宿敵なのである。

米国は の報告後、直ちに制裁強化を国際社会に向かって叫んだ。加えて、イスラ

エルは対イラン軍事攻撃の可能性に言及。受けて立つイランは、報告書を政治的意図がある

と一蹴、無視を決め込んだ。釈明するどころか、ホルムズ海峡を封鎖すると石油消費国を恫

喝した。こうして一気に緊迫の度合いが高まった。
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年 月末、イランの群衆が在テヘラン英国大使館に乱入した。イラン当局が群衆乱入

を扇動したことは明らかだろう。この事件を受けて、ロンドンは在テヘラン英国大使館を閉

鎖すると同時に、英国に駐在するイラン外交官に国外退去を要求。英政府はイランとの関係

を最小限に縮小すると表明した。

フランス政府もイラン中央銀行資産の凍結、イラン産原油・石油製品の取引停止、イラン

政権を麻痺させる規模の制裁を提唱している。この襲撃事件を契機に欧米社会の対イラン制

裁強化姿勢が一層強まった ）。そして、イラン産原油の禁輸へと大きな流れが生まれてく

る。

年 月 日、米議会上院がイラン追加制裁を決定 ）。この国防授権法（米国国内法）

案可決（ 月 日に発効）によって、イラン中央銀行と原油代金決済などの決済取引がある

外国銀行は米銀とのドル取引が禁じられる。要するに、違反した外銀は米国の金融市場から

締め出される憂き目に遭う。イランからの原油輸入を事実上、断念せざるを得ない。

欧州連合（ ）も米国に追随して、 年 月 日、イラン産原油の禁輸という強硬手

段に出た ）。 は 年に平均で日量 万バレルの原油をイランから輸入していたが、翌

年の 月には同 万バレルにまで減少 ）。 年 月 日には輸入が全面停止する。そもそ

も北大西洋条約機構（ ）のミサイル防衛（ ）構想はイランが発射するミサイルを

迎撃するためだ。大欧州世界のイランに対する外交方針が不動のものとなった。

当然、イラン側は圧力を強める欧米の制裁強化を牽制。欧米社会との対話を拒否し、あく

までも核開発を続行する姿勢を鮮明にしている。アハマディネジャド大統領は濃縮ウランを

製造するための、濃縮速度を高めた新たな遠心分離機、すなわち第 世代の遠心分離機を開

発したと公表、核開発継続の意思を内外に明らかにした ）。最高指導者のハメネイ師は核開

発を決して断念しないと言明した上で、経済制裁に打ち勝ち、イラン国内の経済力で成長で

きると見栄を張っている ）。加えて、軍事的威嚇というカードまで切り始めた。

年末の軍事演習に加えて、 年の年明け早々、イラン海軍はホルムズ海峡とその周

辺海域でミサイルを試射。 日には中距離ミサイル・メフラブを、 日には射程 キロ

メートルの新型地対艦ミサイル・カデルの発射テストを強行した ）。イランは 年 月に

もペルシャ湾やホルムズ海峡周辺で軍事演習を実施した。

イラン側が軍事力行使といった強硬路線を誇示することで国際的危機感を高めていること

は明白。事あるごとにホルムズ海峡封鎖の可能性について言及している。何よりも核開発を

停止、断念していない。イランが国際社会に揺さぶりを掛けるのは原油禁輸でイランの収益

源が枯渇することを恐れるためだ。イラン側の強硬姿勢は不安の裏返しでもある。イランの

本音は経済制裁を解除して欲しいことにある。もちろん、欧米社会の狙いはイランの核兵器

開発を未然に阻止することにある。
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独自外交を展開するインドも脱イラン産原油の方針を鮮明にしつつある。オマーンからア

ラビア海海底に石油パイプラインを敷設して、直接オマーンから原油を輸入する計画があ

る。完成すれば、インドとアラビア半島とが石油パイプラインで直結される ）。

ただ、国際社会全体がイラン封じ込めで団結しているわけではない。特に、国連安全保障

理事会常任理事国の中国とロシアとがイラン寄りの外交姿勢を堅持。少なくとも米英両国に

よる対イラン軍事力行使には猛反対している。大量の原油を買い付ける中国、武器・兵器を

売り込みたいロシア。それぞれの思惑は異なるが、イラン封じ込め反対では見解が一致す

る。中国がイラン産原油の一括購入に動いたとしても決して不思議ではない。交渉上手な北

京ならば安定購入の条件として値引きをイラン側に要求するかもしれない。

イランは本気でホルムズ海峡を封鎖するのか。イスラエルは単独でイランの核開発施設を

空爆、攻撃するのか。米国は軍事行動に踏み切るのか。米国の強硬な姿勢に反発する北京や

モスクワはどのように対応するのか。ペルシャ湾岸産油国はどの程度の悪影響を被るのか。

イラン産原油を輸入している石油消費国は禁輸で歩調を合わせることができるのか。

日本政府や日系企業はどのように対応すべきなのか。危機が眼前に迫っているにもかかわ

らず、日本政府は右往左往。腰が定まらない。あまつさえ、制裁強化を訴えるワシントン

に、日本に対して特別措置を講じるように陳情する始末。東日本大震災の際と同様、危機管

理の基本が欠落している。 年にイラン・イラク戦争が勃発した際、日系企業は即座にイ

ラン撤退を決断できなかった。また、今世紀に入ってからも、イラン・アザデガン油田開発

に執着した。撤退を決めたのは 年 月である。日本の政府や企業にとってイランはまさ

に鬼門。イラン産原油との決別を決断しなければならない。

問題は極めて複雑だ。 アラブの春 の際よりも対応が難しい。一つずつ紐解いていく必

要がある。

まずはイラン。仮にホルムズ海峡を封鎖する軍事的意図があったとしても、イラン軍部に

封鎖する能力はあるのか。地図を見れば明らかだが、ホルムズ海峡の最も狭い部分で幅は

マイル（ マイルは メートル）に過ぎない。オマーンの飛び地とイランとがホルムズ海

峡を挟んで睨み合っている。 ・ドバイで取引される株価の上値が重いのは とイ

ランとが近接するからに他ならない。

また、ホルムズ海峡近辺の領海については、周辺各国間で未解決の地域がある。軍事的に

要衝地であることは誰もが認める地政学的事実だろう。たとえ封鎖されなくてもイラン側が

船舶の自由航行を妨害するだけで戦略的効果を発揮する。海峡封鎖はイラン側の脅しに過ぎ

ないとする見解はある。しかし、封鎖の危険は厳然として残っている。

ただ、イラン国内は一枚岩ではない。出生率が高いことから若年層が厚い。若者は 年以

上も前のイスラム革命を知らない。勢い、欧米の豊かな文化に憧れている。指導部でも意見

の不一致が見受けられる。そもそもイランの神権政治において大統領の地位は高くない。大

統領は飾り物に過ぎない。イスラム体制の最高指導者はあくまでもイスラム教・シーア派

（イランはイスラム教・シーア派国家）のトップとして君臨するハメネイ師。

アハマディネジャド大統領との確執がしばしば漏れ伝わってくるが、その対立で神権政治

）



が傷付くことはない。保守的な支配層が改革派を封じ込める構図となっている。欧米との敵

対意識を演出して、国内での結束を強化したい思惑はあるだろう。対外的危機を煽り、国内

世論を誘導する手法は全体主義国家の常套手段である。つまり、若者を中心とするイラン国

民が協力して蜂起しない限り、イスラム支配構造を突き崩すことはできない。その際、イラ

ン軍部の意思決定が民衆蜂起を成功に導く決定打となる。

年 月初旬、イラン人核科学者でナタンツ核ウラン濃縮施設の副所長を務めていたモ

スタファ・アハマディ・ロシャン（ 歳）が暗殺された ）。その犯人がイスラエル人である

ことは公然の秘密。イラン政府は米国とイスラエルの仕業だと決め付けた。暗殺事件を契機

にイランで核開発に携わる科学者は震え上がったことだろう。イスラエルの狙いはまさにこ

こ、すなわち核開発意欲の低下にある。隠密行動で局地的ダメージをイラン側に与えること

──イスラエル当局の意図に他ならない。

年 月にはイラン国内で爆発事故が多発した。 日にテヘラン近郊にある武器庫で爆

発が発生。イラン指導部の親衛隊・革命防衛隊の隊員が多数死傷した。また、 日にはイラ

ン中部イスファハンにある核関連施設で爆発が起きている。爆発事故の背後にイスラエルの

影が潜んでいることは察することができるだろう。

イスラエル政府にイラン核施設空爆のシナリオがあることは確かである。イスラエルは核

兵器を保有する。この点でイスラエルは中東世界で優位に立つ。イランが核兵器開発に成功

すれば、この軍事的優位性が崩れる。イランの核がテロリストの手に渡れば、中東地域のみ

ならず世界中が奈落の底に突き落とされる。

イスラエルにはイランを攻撃できる能力が備わっている。幾度もの中東戦争を経験してき

た軍事大国だ。軍用機の上空飛行を周辺国が許可すれば、明日にでも空爆の準備が整う。そ

れに加えて、イスラエル沖の海底には巨大天然ガス田が眠る（リバイアサン天然ガス田とタ

マル天然ガス田、前者の埋蔵量は 億立方メートル）。国内消費を賄うだけでなく、イスラ

エルが天然ガスの純輸出国として浮上すれば、イスラエルには潤沢なガスマネーが流入す

る。これを見据えて、イスラエル政府はガスマネーを活用する政府系ファンド（ ）を

創設、 億ドル規模の基金を運用する計画でいる ）。もちろん、このような基金はイスラ

エルの安全保障を強化する。イスラエルは以前よりも増して、強大な国家となった。

イランはイスラエルの攻撃に対抗できるのか。イランが報復に出て、イスラエル・イラン

戦争が勃発すれば、イランの敗北は確実。イラン最高指導部の威信は極度に低下するだろ

う。これを契機にイラン民衆が立ち上がるかもしれない。

イスラエルによる電撃的軍事作戦はホルムズ海峡封鎖と同程度の衝撃を世界中に及ぼす。

原油の国際価格は現段階における バレル ドルの水準から ドルへと跳ね上がるだろ

う。石油輸出国機構（ 、 全体の産油量は日量 万バレル程度）の盟主サウ

ジアラビア（世界の産油国の中で最も原油生産余力が大きい）が原油増産に踏み切ったとし

ても、それすらホルムズ海峡を通過しないと世界の石油市場で流通し得ない。

もって 世紀最初の石油危機が到来する。石油消費国を筆頭に世界経済は再び大打撃を被
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るに違いない。この衝撃度はリーマン・ショックやソブリン・ショックを上回る。イスラエ

ル・イラン戦争とホルムズ海峡の封鎖は国際社会の総力を結集して、未然に防がねばならな

い。

イスラエルと米国とは同盟関係にあるが、ワシントンはイスラエルによる単独行動を抑え

込みたい。そのために米軍は空母エーブラハム・リンカーンやイージス巡洋艦を中核とする

艦隊やステルス戦闘機 など爆撃機をインド洋に集結させる。万が一には米軍がイラン軍

のミサイル基地やレーダー施設などを波状攻撃するだろう ）。英国とフランスの艦船も米軍

と歩調を合わせた。

米国が抑止としての役割を演じることはできるか。イラン空爆の実現性については、イス

ラエルの軍事的な意図と能力に問題の焦点があるのではなく、米国とイスラエルとの国家関

係にこそその決め手が潜んでいる。

軍事大国であるにもかかわらず、米国の戦略的対応は非常に難しい。核技術や武器を貴重

な外貨獲得源としてきた北朝鮮と核武装したイランとが結託して、中東地域と朝鮮半島の双

方で核の危機が同時発生した場合、たとえ世界随一の軍事力を誇る米国でさえ、こうした二

正面軍事行動についてはお手上げとなる。イランの核も北朝鮮の核も米国本土には届かな

い。米国は自国民を救出するだけで事足りる。

指摘するまでもなく、自由貿易と経済グローバル化の進展は船舶の自由航行を保障してき

た米海軍力の賜物だ。だが、米国に軍事支出を拡大する財政的余地はなく、むしろ軍事費削

減策を余儀なくされている。今後 年間で 兆円に及ぶ軍事費が削減される。

加えて、米軍はアフガニスタンとイラクから完全撤収する。米国国内ではいわゆる、

シェールオイル・ガス（頁岩層を水圧で砕いて開発・生産）の増産が進み、米国の産油量や

天然ガス生産量が上向いてきた。米エネルギー省による予測によると、 年には

の、 年には天然ガスの純輸出国に浮上するという ）。エネルギー自給が進めば、米国は

ペルシャ湾岸産油国に依存する必要がなくなる。少なくとも北米大陸全体で見ると、早晩、

エネルギーの自給自足が達成される。

米国の安全保障にとって中東地域の戦略的価値は時間と共に低落する。不毛なイスラム世

界との対立を避けて、軍事大国・中国が鎮座するアジア太平洋地域に国力を集中するように

なるだろう。

結果的に、 加盟国であるトルコに対イラン交渉を一任する可能性も視野に入る。

トルコは最近、中東地域でそのプレゼンスを誇示するようになった。そうなると米国の対中

東政治力が一気に低下する。これは原油価格の押し上げ要因となる。

今も昔もイランが中東で最も危険な国であることは変わりない。北朝鮮の核も含めて、核

開発はグローバルな問題である。国際社会が核兵器を監視できることこそが要請される仕組

みだ。イランも北朝鮮も核の監視に協力しない。イラン、北朝鮮両国の危険性に対する認識

を国際社会全体で共有することが求められている ）。

世界各国から信頼されない日本政府はその認識が甘い。ゆえにイラン産原油に執着する。

） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



日本は一刻も早く、脱イラン産原油、脱中東産原油に向かって邁進する必要がある。エネル

ギー資源に乏しい日本にとって、エネルギー安全保障の確立は国家生存と同義なのである。

．イラン産原油消滅の衝撃度

悪魔の国と揶揄されてきたイランの原油輸出量は 年実績で日量 万バレル。このう

ち ％が中国に、そして ％が に向けて出荷された。 域内では南欧諸国がイラン産

の原油を大量に輸入、中でもギリシャの原油輸入に占めるイラン産原油の比率は ％に

達する。イランの原油収入は 億ドルに及ぶ。イランの政府歳入の半分、政府外貨収入の

割が原油収入によって賄われており、核開発の資金源となっている ）。

また、 年上半期実績で見ると、イランは日量 万バレルの原油を輸出している。

年通年の石油収入は 億ドルと試算されている ）。その輸出先と輸入国にとっての対

イラン原油依存度を網羅してみよう。

首位は中国で ％、 年の実績と変化はない。中国原油輸入に占めるイラン産原油の割

合は ％である。中国は日量 万 バレルを輸入する。情けないことに第 位が日本。イ

ラン産原油輸出に占める日本向けの比率は ％（日量 万 バレル）に達する。しかも日

本の対イラン依存度は ％と高い。第 位はインドで ％、対イラン依存度は ％だ。その

輸入量は日量 万 バレルである。第 位は韓国の ％（日量 万 バレル）、そのイ

ラン依存度も ％である。第 位にトルコ（日量 万 バレル）とイタリアが並ぶ。

トルコの対イラン依存度は ％と極めて高く、トルコがイランとの関係を重要視せざるを

得ない理由となっている。一方、イタリアの対イラン依存度も ％と低くはない。第 位が

スペインで ％、その対イラン依存度は ％となっている。第 位は南アフリカの ％で、

対イラン依存度が ％と非常に高い。以下、その他 （フランス、オランダ、ドイツ、ギ

リシャ） ％、その他 ％となる ）。

加盟諸国がイラン産原油輸出全体の ％（日量 万バレル）を輸入してきたことにな

る。 による禁輸分は日量 万─ 万バレルになる。また、ホワイトハウスによる輸入国

に対する圧力で最低日量 万 万バレルのイラン産原油が行き場を失うことになる。イラ

ン産原油輸出全体の ％に上る。イラン当局は代替輸出先を確保するか、原油生産を抑

制して対処しなければならない。失敗すれば、イラン経済は致命傷を負うことになる。イラ

ン国内の石油消費量は年々増え続けている。他方、原油生産は停滞、原油の輸出拡大は困難

な情勢だ。

ペルシャ湾岸主要産油国の原油生産量と原油輸出量は図表 のようになっている。原油輸

出量に関しては と同水準だが、原油生産量はサウジアラビアを除くすべての産油国を

凌ぐ。つまり、原油の国内消費量がそれだけ多いことを示す。これはイラン経済にとっての

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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制約要因となる。

もちろん、原油消費国も代替調達先を探さなければならない。欧州諸国はイラン産原油と

品質が近い（重質油）ロシアの指標油種ウラルズを物色するだろう ）。ホルムズ海峡の外側

に位置し、イラン産原油と同質のオマーン産原油のスポット（随時契約）価格も上昇基調に

あるという ）。

イラン経済はこれまでの経済制裁で既に行き詰っている。 年度（ 年 月 年

月期）の経済成長率は ％とされているけれども ）、経済制裁の影響で顕著なのが物不

足。インフレの高進は避けられない。消費者物価指数（ ）上昇率は 年初の ％超か

ら同年秋には ％に達したという。現段階のインフレ率は公式統計で ％。また、公

式統計で ％程度とされる失業率も実際にはより高いという ）。代替輸出先を確保できなけ

れば、オイルマネーの流入が滞り、国民経済の足枷となる。

さらに通貨リアルが売り込まれて急落。イラン中央銀行は金利の引き上げを余儀なくされ

ている。これまで金利は ％と物価上昇率よりも低く抑えられてきたが、ここにきて ％ポ

イント引き上げられて ％となった ）。それでも ドル 万 リアルと、 年 月（

ドル 万 リアル）と比べれば ％もリアル安。イラン革命（ 年）以来のリアル安水

準が続いている ）。 年度の財政赤字は 億 億ドルに及ぶとされ、オイルマネーの

枯渇、資本逃避とも相まってリアル安を食い止めることは至難の業である。

加えて、イランの対岸に位置する とカタールとがイラン向けの貿易決済を停止し

た。これによってイランとの交易窓口が閉ざされた。 はイランにとって最大の輸入相

手国。イラン輸入全体の 割を占有する ）。また、 （特にドバイ）からイラン向けの

輸出総額は 年上半期実績で 億ドルに上るという。 年 月 年 月期では

）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。イラン輸入総額は 年度（ 年 月 年 月）実績で
億ドルだった。そのうちアラブ首長国連邦（ ）が ％、中国が ％、ドイツが ％、韓国が
％、トルコが ％、日本が ％、その他が ％をそれぞれ占めている。

図表 ．ペルシャ湾岸主要産油国の原油生産量と原油輸出量

産油国
原油生産量

（日量 バレル）

原油輸出量

（日量 バレル）

イラン 万 万

イラク 万 万

クウェート 万 万

カタール 万 万

サウジアラビア 万 万

アラブ首長国連邦（ ） 万 万

（出所）



億ドルに達する ）。主に食料品や日用品、それに電化製品などが輸出されてきた。 が

欧米による対イラン制裁強化に追随した格好だが、これはイランの国民経済にとって致命傷

となる。

イランとの貿易をいわば、自粛しているのは だけでない。マレーシアやシンガポー

ルの商社は加工食品の原料となるヤシ油のイラン向け輸出を停止している。また、コメ国内

消費の 割を依存するインドも対イラン・コメ輸出を見直している。ウクライナもトウモロ

コシの輸出量を半減させた。 による貿易決済の停止が少なからず影響を及ぼしている

ことは想像に難くない。たとえイランの輸入が正常に機能したとしても、通貨リアルの大幅

な下落で輸入コストが急上昇することは指摘するまでもないだろう。イランにとって残され

た手段は原油とのバーター取引（物々交換）しかない。

このように、イラン経済は崩壊の危機に直面している。イラン政権指導部は一刻も早く大

量破壊兵器の開発を断念し、核開発関連施設を国際社会に公開する必要がある。イラン当局

が大量破壊兵器開発の断念を国際社会に宣言することこそがイラン経済を救う唯一の方法で

ある。

このようなリスクを背負うイランから日本は原油を大量に調達してきた。 年 月

期における日本の国別原油輸入量は次のとおりである。日本の原油輸入量は日量 万バレ

ル。このうちサウジアラビア産の原油が ％を占有し、サウジアラビアが日本にとっての

最大の原油調達国である。第 番目の調達国が で ％を占める。以下、カタール

％、イラン ％、クウェート ％、ロシア ％、インドネシア ％、イラク

％、その他 ％と続く ）。

日本のイラン産原油輸入量は日量 万バレル（ 年 月期）だが、次のような日系

企業がイラン産原油を長期契約で買い付けている。 日鉱日石エネルギーが日量 万バレ

ル、昭和シェル石油が同 万バレル、富士石油が同 万バレル、コスモ石油が同 万バレ

ル、出光興産が同 万バレル ）。

イランに依存するのは原油だけではない。化学原料となるメタノール（代表的なアルコー

ル）もイランから大量輸入する。日本はメタノールの全量を輸入に頼っている。その輸入量

は 年実績で 万トン。このうちサウジアラビアが ％、マレーシアが ％、イラ

ンが ％、ニュージーランドが ％、オマーンが ％、ブルネイが ％、その他が

％をそれぞれ占める ）。イラン産のメタノールについても日本は代替調達先を確保しな

ければならない。

調達してきた企業に罪はない。しかし、イラン産原油に安住することを放置してきた日本

政府、特に経済産業省の罪は重い。イラン専門家や関係者はイラン産原油の代替を見つける

ことが困難だと主張する。だが、探す努力を怠った関係者の怠慢に過ぎない。日本を例外的

扱いとするように米国政府に要請するなど言語道断。往生際が悪いのにも程がある。即刻、
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イラン産原油、否、イランと決別すべきだろう。

欧米諸国が主導する対イラン経済封鎖に日本は反旗を翻すのか。日本が支払う原油代金が

イランの核開発に充当されてきた現実をどのように認識しているのか。日本はいつまで 悪

魔の国 イランの核開発に加担するつもりなのか。被爆国・日本が 悪魔の国 の核開発を

支援するのか。経済封鎖の実効性を問う前に、日本は毅然とした態度をイラン当局に見せね

ばならない。

カントリーリスクはいかなる産油国にも付きまとう。そのリスクは相対的に診断せざるを

得ない。隣国ロシアのカントリーリスクは必ずしも低くはない。しかしながら、大量破壊兵

器開発に邁進する独裁国家であるイランと比べれば、相対的には格段に低い。イランのリス

クは北朝鮮のそれと何ら変わりはない。日本はロシアのサハリンや東シベリアの油田開発に

積極的に取り組む必要がある。確かにサウジアラビアには原油の増産余力（日量 万バレ

ル）が備わっている ）。しかし、サウジアラビアだけに頼ることそれ自体にもリスクが潜

む。

日本はリビア産の原油を一滴も輸入していない。しかしながら、幸いなことに、リビアの

原油生産が予想を上回る早さで急回復している。 年 月には日量 万バレルに回復し

た。イタリア炭化水素公社（ ）をはじめとする外資系企業のリビア復帰も進んでいるこ

とが産油量回復に貢献している ）。

リビアのシャクマク石油省副大臣によれば、産油量は 年夏には内戦以前の水準、すな

わち日量 万バレルまで戻るという ）。 年 月時点で産油量は日量 万バレル、原油

輸出量については同 万 万バレルにまで持ち直しているという。 年を迎えると、原

油輸出量は日量 万バレルに達する見通しだ。内戦以前の輸出量・日量 万バレルには届

かないが、リビア産の原油が市場に復帰し、再び世界市場で安定的に流通することになる。

ポスト・カダフィ政権ではカダフィ政権時代よりも油田開発への外国資本の進出が進むだ

ろう。国営石油会社の民営化にも着手されるに違いない。外資の積極的な進出でリビアの産

油量は驚異的に増えるだろう。しかもリビア産の原油はライトスイートと呼ばれる軽質油、

品質的に優れる代物だ。日系企業の眼前にも新たな商機が広がる。日系企業がリビア産原油

を輸入し、それが日本市場で流通するようになれば、直線的に日本のエネルギー安保は強化

される。

欧米諸国主導によるイラン産原油の禁輸とイランやホルムズ海峡を巡る軍事的リスクが原

油価格を押し上げていることは事実だ。しかし、イラン産原油と決別してもその代替品は世

界に山のようにある。それでも油価が高値圏にあることには些かの変化もない。日本はイラ

ン産原油と決別するだけでなく、脱石油の道を模索しなければならない。しかも原発に依存

せずに、その課題を実現せねばならない。そうでないとエネルギー安保強化と貿易収支の黒

字化を同時に達成できない。

） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。



．シェール革命と日本のエネルギー安全保障

東電福島第 原発の事故を受けて、日本政府はエネルギー政策の見直しを表明した。脱原

発へと舵を切るのは日本だけではない。日本の原発事故が世界に及ぼした衝撃は計り知れな

い。欧州ではドイツを筆頭にイタリアやスイスまでもが脱原発を宣言した。ドイツでは

年までに 基の原発が停止する。電機大手のシーメンスは原発事業からの撤退を決断した ）。

その影響は北米大陸にまで及ぶ。米国もかつて 年に、スリーマイル島原発事故で辛酸

を舐めた経緯がある ）。米国政府もエネルギー政策総点検の方針を打ち出した模様だ。エネ

ルギー政策見直しの動機は福島の原発事故に加えて、国際石油資本（メジャー）の一角を占

める英 のメキシコ湾原油流出事故にもある。米国も地球温暖化ガスの排出量を抑制しな

がら、エネルギーの輸入依存度を引き下げ（自給率を引き上げ）る、という二兎を追わねば

ならない。その解決方法の一つが環境負荷の低い天然ガスへのシフトである ）。

研究室の壁に米国本土の地図をがある。この地図は全米の油田と天然ガス田の所在地を示

すものだ。一瞥すると一目瞭然だが、油田も天然ガス田も米国全体に広がり、殊に米メキシ

コ湾を起点として 字型のベルト地帯に集中している。米国は世界有数の資源大国であるこ

とを思い知らされる。

実際、米国のエネルギー対外依存度は低下傾向にある。消費エネルギーに占める輸入の比

率が 年の ％から 年には ％に低下する見通しだという ）。実現すれば、米国のエ

ネルギー安保は格段に強化される。

エネルギーの自給率が高まっている理由の一つがシェールガスと命名された新型天然ガス

の増産。シェールガス（ ）とは地中深く（地下 メートル）の泥土が堆積

した頁岩層から産出される天然ガスのことである。強い水圧を掛けて岩盤層を破砕し、ガス

を抽出する ）。

米国では 年から商業生産が本格化、天然ガス生産に占めるシェールガスの割合はその生

産が軌道に乗った 年時点で ％。この数値が 年には ％にまで上昇すると予想され

ている。米国天然ガス生産の半分をシェールガスが占めることになる。シェールガスの生産

量が米国全体の天然ガス生産量を押し上げている。事実、米国の天然ガス生産量は 年末の

日量 億立方フィートから 年末には同 億立方フィートに増強されている ）。

米国内の天然ガス価格が破格に安いことから当然のことながら、それが輸出の動機付けと

なる。 として輸出すれば、事業者の収益向上につながる。計画通りに 輸出が軌

道に乗れば、米国は 年に の純輸出国に大変身。 年には天然ガス全体でも純輸

出国に転じるという。シェールガスの生産は 年間可能とされる。

エネルギー自給率が改善されるもう一つの理由が産油量の増加。米国内の原油生産量は
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日本の包括的エネルギー安全保障（中津）

年から減少したが、 年から上昇に転じた。 年の産油量は日量 万バレルと過去

年で ％増を記録。 年には同 万バレルにまで増える見通しだ。 の原油流出事

故があったものの、メキシコ湾でのオフショア油田の開発が進んでいることが産油量増加に

寄与している。

シェールオイルの生産量は 年では日量 万バレルに留まっているものの、 年を迎

えると同 万バレルにまで増強される。液化燃料（石油製品など）の輸入依存率は 年の

％から 年に ％に急低下、 年には ％まで低下する。

世界経済を牽引してきた米国の石油消費量はかつて、上昇の一途を辿っていた。同国の石

油消費量は 年に日量 万バレルに低下したが ）、そのピークは 年の日量 万バレル

であった ）。米国経済のエネルギー効率が低いことも一般に知られていた。米国貿易赤字の

％が石油に起因する。為替相場や原油価格水準を考慮する必要はあるが、石油の輸入量が

減れば、貿易赤字幅は縮小するかもしれない。

幸い、メキシコ湾深海油田やシェールオイルの開発が進み、米国の産油量が増加に転じ

た。 年の産油量は日量 万バレルと予想されている ）。現段階の石油輸入量は日量

万バレル程度だが、 年代初めには同 万バレルに輸入量が減少するという。日量

万バレルの石油であれば、隣国のカナダとメキシコからの輸入で十分事足りる。カナダ

でもオイルサンドの開発・生産が進み、その産油量は日量 万バレルに倍増する。

米国の石油（原油と石油製品）調達先を列挙すると次のようになる（ 年 月実績）。

カナダ日量 万バレル、サウジアラビア同 万バレル、メキシコ同 万バレル、ナイ

ジェリア同 万バレル、ベネズエラ 万バレル、イラク同 万バレル、ロシア同 万バレ

ル、コロンビア同 万バレル、その他同 万バレル ）。カナダとメキシコの両国から大量

の原油を輸入していることがわかる。無論、石油パイプラインによる調達だ。

米国単独では不可能でも、北米全体の石油自給が実現する。米国、カナダ両国の産油量は

年実績で合計日量 万バレル。一方、両国の石油消費量は日量 万バレルであっ

た。しかし、両国の産油量は 年までに日量 万バレルと大幅に増える。石油消費量の

増加を抑制できれば、米国、カナダ両国だけでも自給体制が整う。メキシコを巻き込めば、

ある意味で石油輸出国機構（ ）に対抗できる一大勢力として浮上するだろう。

シェールオイルの開発が進む地域の具体例を紹介してみよう。

カナダと国境を接する米国辺境、ノースダコタ州では石油開発ブームに街が沸き立ってい

る。改善されたとはいえ、全米の失業率は ％と高止まり。だが、ノースダコタ州のそれ

は僅か ％（ 年 月）に留まっている。日本の失業率 ％よりも低い。もちろん、全

米で最低の水準を誇る。石油産業の勃興を中核とする産業ルネッサンスで雇用の機会が急増

しているからに他ならない。同州のスタンリー市はシェールオイル生産の最前線基地となっ

た。スタンリー市の税収は過去 年で 倍に増えたという。また、ノースダコタ州には過去

年間に 万 人の石油労働者が流入している。

） 日本の石油消費量は 年段階で日量 万バレルであった。
）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



全米水準で見ると、シェール革命の好影響で直接的要因だけでも 万 人の雇用創出効

果があるという ）。米国の石油・天然ガス部門の雇用者数は 万 人に増加する。しか

し、産業には波及効果がある。シェール革命で化学、関連設備、サービスといった各産業部

門も潤うことになろう。例えば、エチレン生産では価格競争力（石油換算で バレル ド

ル）で中国よりも勝る。米ダウ・ケミカルは 年、 年ぶりに米国での石油化学プラント

の建設計画を発表したが、シェールガスを利用してエチレンなどを生産する計画である ）。

ノースダコタ州からモンタナ州、そしてカナダの一部に広がるバッケン（ ）・

シェール地域には 億バレル以上（米国年間産油量の 倍に相当）のシェールオイルが ）、

また、ケンタッキー州からオンタリオに至るベルト地帯には石油換算で 億バレル（北海

油田に匹敵）のシェールオイル・ガスがそれぞれ埋蔵されると試算されている。

技術的に採掘が可能なシェールガスの世界埋蔵量は、国際エネルギー機関（ ）による

と、 兆立方メートルとされる。在来型の天然ガス埋蔵量は 兆立方メートルであるか

ら、新型天然ガスの登場で可採年数が 年以上に伸びることになる。地域別にシェールガ

ス埋蔵量を概観すると、北米が 兆立方メートル、アジア・大洋州が 兆立方メートル（う

ち中国が 兆 億立方メートルを占める）、南米が 兆立方メートル、アフリカが 兆立

方メートル、西欧が 兆立方メートル、中東が 兆立方メートルと、北米大陸がシェールガ

スに恵まれることがわかる ）。ただ、ロシア依存度を引き下げたいポーランドがシェールガ

スの開発を推進しようと試みていることを特記しておきたい ）。

別の資料による国別のシェールガス可採埋蔵量は次のとおりである。中国 兆立方

フィート、米国 兆立方フィート、アルゼンチン 兆立方フィート、メキシコ 兆立方

フィート、南アフリカ 兆立方フィート、オーストラリア 兆立方フィート ）。国別では

中国がトップに立つが、やはり北米に多く埋蔵されている事実が判明する。シェールガス開

発の進展を受けて、 は回収可能な天然ガスの埋蔵量が 兆立方フィートに達すると指

摘している。これにより可採年数は 年（従来の 倍）に伸びることになる。

しかも既述のとおり、米国産の天然ガス価格は絶対的に安価だ。 年 月中旬には

万 （英国熱量単位）当たり ドルと 年ぶりの安値を記録、ピーク時の 分の 以

下にまで下落した ）。熱量換算で バレル ドル程度の水準だ。英国産天然ガスの 分の

、日本が購入する 価格（ ドル）の 分の に留まる ）。他方、日本の 輸

入価格は 年 月に同じく 万 当たり ドルと過去最高を記録している ）。

米国の天然ガス価格は 年 月時点で ドルであったから、 年間で 分の 以下の

水準にまで価格が急落したことがわかる。 年を迎えても、 ドル程度の価格水準に留ま
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ると予想されている ）。米国が 輸出に傾くのも当然の企業行動だろう。

米国内では現在、ルイジアナ州で カ所、メリーランド州で カ所、オレゴン州で カ

所、テキサス州で カ所の 生産基地の建設が予定されている。 年にはすべて

の 生産基地が完成する。 輸出価格の試算としては、アジア向けで 万 当

たり ドルと ドル、欧州向けで同 ドルと ドルと弾き出されている ）。いず

れにしても現段階で日本が輸入している 価格よりも割安である。

日本がこの割安な米国産（あるいは北米産） を輸入できれば、エネルギー資源に苦

悩する日本社会を利することは間違いがない。日本が環太平洋経済連携協定（ ）に参

加する利点はここにもある。

当然のことながら、シェール革命には潤沢な商機が潜む。結果、開発競争が激化する。

米系メジャーのエクソンモービルはシェールガスに強みを持つ米 エナジーを総額

億ドルで買収。伊藤忠商事も米系投資ファンド、コールバーグ・クラビス・ロバーツ

（ ）グループなどと共同で米オクラホマ州にある石油・ガス会社サムソン・インベス

トメント（シェールガスの権益を保有）を総額 億ドルで買収した ）。 年を目処に米国

から を日本向けに出荷する計画だという。伊藤忠商事はまた米ワイオミング州でも

シェールオイル開発に参画している。

他方、三井物産は米石油大手アナダルコと米ペンシルバニア州にあるシェールガス鉱区の

開発・生産に乗り出した。 億円を投資する。同社は米テキサス州でも権益 ％を

億円で取得している。また、住友商事もペンシルバニア州の開発事業に参画、シェールガス

の開発権益 ％を獲得した。

加えて、丸紅も米国のコロラド州とワイオミング州にまたがるシェールオイルの鉱区開発

に参画、投資している。同時に、丸紅は米石油ガス開発大手のハント・オイルがテキサス州

イーグルフォードに保有するシェールオイル・ガス田の開発・生産権益 ％を取得すること

で 年 月 日に合意している。シェールオイルの生産量が全体の ％を占めるという。

開発費も含めて 億ドルが投下される。フル生産時点の産油量は日量 万数千バレルと見込

まれている ）。この丸紅も伊藤忠商事と同様に日本への 輸出を検討している。

あわせて、三菱商事はカナダで北米最大級とされるシェールガス田（可採埋蔵量 兆立方

フィート）の開発に携わっている。カナダの資源大手エンカナ社（カルガリー）がブリ

ティッシュ・コロンビア州モントニー地域で保有する権益の 割を取得、 億カナダドル

（ 億円）を投じる。 生産基地も建設して、 年以降、日本を含むアジア諸国に

を輸出する壮大な構想だ。今後 年以内で天然ガス生産を日量 億立方フィートとす

る数値目標が掲げられている ）。

また、カナダ西部ブリティシュ・コロンビア州では国際石油開発帝石と日揮も共同で

シェールガスの鉱区権益 ％を 億カナダドルで同国の資源開発大手ネクセンから取得して

）
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いる。原油換算の生産量は最大日量 万バレル、 換算で年間 万トンが見込まれて

いる。やはり日本への 輸出を検討しているという ）。三菱商事はまた、カナダ西部コ

ルドバ地区にもシェールガス田権益を保有、さらに、西オーストラリア州キンバリー地区で

もシェールガス探鉱鉱区の権益 ％を豪資源会社ブル・エナジーから取得している ）。

意外と知られていない事実だが、カナダは米国（ 年実績の天然ガス生産量は 億立

方メートル）、ロシア（同 億立方メートル）に次ぐ、世界第 位（同 億立方メート

ル）の天然ガス生産国である。カナダの後にイラン（同 億立方メートル）、カタール

（同 億立方メートル）、ノルウェー（同 億立方メートル）と続く ）。ちなみに世界

全体の天然ガス生産量は 兆 億立方メートルである。

シェールガスの開発でカナダの天然ガス生産量はさらに増える。カナダ当局としては、天

然ガスの需給が緩む北米よりもアジア・太平洋諸国に として輸出したい。現在、ブリ

ティッシュ・コロンビア州キティマット市に 生産基地を建設する計画が進んでいる。

年以内に完成するという。

あわせて、カナダは産油国でもある。とくに近年、オイルサンド（タールサンド）の開発

がアルバータ州で進む。カナダの原油埋蔵量は 億バレルだが、その ％、すなわち

億バレルがアルバータ（ ）州に集中する。原油埋蔵量はイラン以上の規模でサウジ

アラビア、ベネズエラに次ぐ。このオイルサンドの開発に米エクソンモービル、英蘭ロイヤ

ル・ダッチ・シェル、英 、仏トタルといったメジャーが群がっている。日系企業では石

油資源開発がオペレーター（事業責任企業）としてオイルサンドの開発に参入、 年には

ビチューメン（超重質油）生産量を日量 バレルから同 万バレルに拡大する方針だ ）。

カナダの産油量は 年実績で日量 万バレルだが、 年には同 万バレルに膨張す

るという。オイルサンドの生産量も 年の日量 万バレルから 年には同 万バレル

に倍増する見通しだ。カナダの国内総生産（ ）に占める石油部門の割合は 年の ％

から 年には ％に拡大したが、この数値は今後、さらに上昇するだろう。カナダ産の原

油は総延長 キロメートルに達する石油パイプラインで隣接する米国に輸出される。幹線

石油パイプラインが完成すると、カナダ・アルバータ州と米テキサス州とが結ばれることに

なる ）。

カナダ産原油・天然ガスの ％が米国向けだ。当然、輸出先の多様化が課題となる。アジ

ア・太平洋市場の開拓が喫緊の課題となっている ）。この点が日本の思惑と一致する。日本

としては割安な北米産の を輸入し、その一方で中東産 に対する依存度を引き下

げていく努力が希求される。この取り組みが結果的に日本のエネルギー安保を強めていく。

エネルギー資源を渇望する中国が黙視しているわけはない。

中国海洋石油（ ）は 年 月、米天然ガス大手チェサピーク・エナジー

（ ）からシェールガス田の権益 ％を既に取得。このチェサピー
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ク・エナジーからは豪英資源大手 ビリトンもアーカンソー州にあるシェールガス田の

権益を 億 万ドルで獲得している。また、 ビリトンは米石油・天然ガス開発会社

ペトロホーク・エナジーを 億ドルで買収している。ペトロホーク・エナジーはテキサス

州とルイジアナ州にシェールオイル・ガス田鉱区を保有する ）。

フランスの石油大手トタルもまた、オハイオ州にあるシェールオイル・ガス田開発に 億

ドルを投下し、チェサピーク・エナジー、エネルベスト（ ）と共同で事業参加す

る。トタルが権益の ％を取得すると同時に、開発コストの ％、すなわち 億 万ドルを

負担するという。現金 億ドルも投下される。 年に日量 万バレルの産油量を見込む ）。

中国石油化工（シノペック）も 年 月に米石油探査会社デボン・エナジー（オクラホ

マ州）からシェールガス権益の 分の を 億ドルで取得することに合意している。シノ

ペックはまた、オクラホマ州からアラバマ州に至る地域に広がる カ所のシェールオイル・

ガス田の開発に 億ドルを投じる。開発コストの 億ドルを負担するほかに、現金で 億ド

ルを投資するという。さらに加えて、カナダの石油会社デイライト・エナジーを 億カナダ

ドルで買収することでも合意している ）。

北京は戦略的に中東産油国との関係を強化してきた。その結果、中国による原油輸入の

％を中東に依存するようになった。問題のイランには中国人労働者を多数、送り込み、見

返りとして原油を獲得している。イラクでは と中国中化（シノケム、中国国有石

油化学大手）とが共同でマイサン油田の開発に、そして中国石油天然ガス（ ）はルメ

イラ油田の開発にそれぞれ参入している。なお、シノケムはトタルがコロンビアで保有する

資産を買収することで合意している ）。

中国にとって最大の原油供給国であるサウジアラビアでも、シノペックが紅海沿岸にある

ヤンブー港に精製能力・日量 万バレルの製油所をサウジアラビアの国営石油会社サウジア

ラムコと合弁で建設する。この案件はシノペックにとって初の中国国外の製油所建設となる。

サウジアラムコはペトロチャイナ（ の子会社）と共同で中国国内に製油所を建設してい

る。中国とサウジアラビアの双方が相互に相手国の下流部門に参入することになる ）。

中国政府は中国国内に埋蔵されるシェールガスを独立した資源と認定。 年までに年間

億立方メートル、 年までに同 億 億立方メートルの生産を目指す。外資系企

業から技術支援を受けるつもりでいる。 は英蘭系メジャーのロイヤル・ダッチ・シェル

と四川省などで探鉱に踏み切り、 年末に鉱床を発見している ）。

日本国内でもエネルギーの脱中東が声高に叫ばれてきたけれども、日本政府にとっても日

系企業にとっても馬耳東風。中東依存度は一向に下がっていない。情けない日本を横目に米

国では脱中東が着々と進展。ペルシャ湾岸諸国からの石油の輸入量は 年から 年の時期
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に ％も減少。同時に、石油の全輸入量に占めるペルシャ湾岸諸国に対する依存度も ％か

ら ％に低下した。

ホワイトハウスは米軍の中東撤収シナリオを描く。イラク、アフガニスタンに加えて、中

東地域から常駐する米軍を撤退させ、軍基地を閉鎖できる段階までそのシナリオは続く。中

東地域の安全保障については、中東の各当事国が自前の戦力で賄わねばならない時代が早晩

到来する。

ここには当然、海上輸送路も含まれる。この空白を埋めることができるのは だ

が、ここに中国やインド、それにロシアが食い込んで、中東地域の勢力均衡が大きく崩れる

ことになるだろう。だが、ワシントンは最早、中東地域の安全保障には関知しない。オイル

ロードの安全航行は石油消費国が独自に確保しなければならない。日本政府にその覚悟はあ

るのか。一刻も早く脱中東を推進していく必要がある。

中東地域における米国のプレゼンスが低下すれば、この地域の勢力均衡が崩壊すると同時

に、それが原油価格の押し上げ要因となることをあえて指摘しておきたい。

．日本の最適エネルギーミックスを探る

日本政府は原子力を発電源の主柱に据えるエネルギー政策を推進しようとしていた。しか

し、その構想は例の原発事故によって脆くも雲散霧消した。再生可能エネルギー、たとえ

ば、太陽光、太陽熱、風力、地熱など、は発電源の補完機能を果たすことはできるが、主力

となるまでには相当程度の時間とコストとが求められる。消去法ではあるが、日本の発電源

の主力はどうしても石炭、石油、天然ガスといった化石燃料に依存せざるを得ない。

ただ、化石燃料の場合、多かれ少なかれ、地球温暖化ガスを排出する。その課題は技術革

新による発電効率の向上となる。地球温暖化ガスの排出量を極限にまで抑制すると同時に、

発電効率を改善する──この困難な技術的課題を解決しなければならない。幸い、石炭火力

発電でも最先端の技術を駆使すれば、 並みのクリーン度を達成できるようになった。

石炭火力発電の弱点は指摘するまでもなく、硫黄酸化物や窒素酸化物の多さと発電効率の

低さにあった。しかし、蒸気に対する温度と圧力を引き上げて、水蒸気を液体と気体の性質

を持つ状態に変える超臨界圧（ ）を活用することで、発電効率を向上させる技術開発

が進展しているという。この 技術は既に実用化されている。電源開発（ パワー）が

保有する磯子石炭火力発電所（ 石炭火力）では温度 度、圧力 気圧の蒸気で世界

最高水準の熱効率 ％を達成しているという。他方、微粉炭技術の開発、並びに脱硫・脱硝

装置の技術革新で硫黄酸化物、窒素酸化物の排出量を 火力発電並みに削減することが

できるようになったという ）。

原子力発電を本格的に再利用するには数十年の歳月が必要だろう。米国でもスリーマイル

島の事故以降、新規の原発建設は認められなかった。今になってようやく原発の芽が吹き返

したばかりである。ただ、日本にはもはや石炭も原油も天然ガスも埋蔵されない。メタンハ
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イドレートの研究開発は粛々と進められてはいるけれども、その実用化には多大なるコスト

を伴う。当面は既存の化石燃料に依拠せざるを得ない。

要するに、今の日本に希求されるのは不断なる技術革新と中東地域以外からの化石燃料の

安定確保なのである。これこそ日本の官民が一丸となって取り組むべき国家的課題である。

官はエネルギー外交を通じて日系企業を先導すべき立場にある。一方、民は技術革新に邁進

する。こうした取り組みが機能して初めて日本のエネルギー安保が強化される。これこそが

包括的エネルギー安全保障の構築に他ならない。
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