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東アジアにおけるエネルギー協力体制の確立
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The Northern Asian countries i.e. Japan, China and Korea, are facing their energy security problems and must 
avoid any energy crisis in the future. In this paper, I have explained the background of energy problems in this 
region and discussed the ways by which these countries must cooperate for their energy security. The reliance on 
foreign energy turns into a fragile situation in the globalization of the trade and industry. Any country that does not 
possess proper resources will lose their competitive edge.

When Japan, China and South Korea are considered, not only are the three countries rivals but they have 
similar interests and motivations on branching out of supply so that the dependence on the Middle East could be 
reduced. The most important motive of expanding energy resources is to reduce the heavy dependence on oil in 
energy consumption and the heavy reliance of oil imports from the Middle East.

In order to pursue the common interests, these countries should establish their energy cooperation system, 
such as joint stock piling system, alliance of oil and natural gas development, study and implementation of sustainable 
energy including solar and wind power, and information exchange of effective use of energy and electricity. 
Furthermore, relationship with Russia should be advanced, especially trade of natural gas using pipelines in addition 
to LNG vessels.

はじめに

世界のエネルギーをとりまく情勢は20世紀末か
ら大きく変化している。新興国における顕著な経
済成長に伴い，世界的にエネルギー需要が急増す
るとともに需給バランスが多極化し，新たな「ア
ラブの春」以降の中東問題もエネルギー情勢に影
響を与えている。さらに，原子力ルネッサンスの
終焉，シェールガス革命という現象も生じている。
特に中国・インドなどの新興国のエネルギー消費
量は大幅に上昇し，2010年以降OECDのエネル
ギー消費量よりも非OECD諸国の方が上回るよう
になった。近年のエネルギー資源をめぐる国際情
勢変化は，地球温暖化問題や環境汚染に伴うCO2

や環境汚染原因物質の排出の少ないエネルギーの
導入を加速している。しかし，一方では，エネル
ギー価格高騰によりエネルギー安全保障が重視さ
れ，国営石油会社（National Oil Companies）の
台頭で，資源の国家管理が強化されつつあり，エ

ネルギー価格体系の是正が困難となっている。

東北アジア諸国，特に中国，日本，および韓国
はエネルギーに関し，共通の困難な問題に直面し
ている。この3カ国の経済力合計は表1で示され
ているように合計では米国とほぼ等しく，購買力
平価（PPP）でGDPを換算すると米国よりも上
回っている。この3カ国は，それぞれの国の製造
業部門でエネルギーの輸入に対応するため外資獲

表1　日中韓のGDP
単位：10億USドル

2012年GDP（名目） 2012年GDP（PPP）
日本 5,960 4,576
韓国 1,130 1,598
中国 8,221 12,261
3国合計 15,311 18,435
米国 16,245 16,245
出所： IMF World Economic Outlook Data Base（2013年

10月版）
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得の増大を持続して努力している。これらの東北
アジア諸国がまた，知識産業を中心とした第3次
産業を発展させたいという政策にもかかわらず，
多くのエネルギーを必要とする製造業を中心とし
ている。特に中国ではその経済成長を製造業に依
存しているため，エネルギーの消費の増大の対
GDP弾性値は1.0を超えている。すなわちエネル
ギーの消費量増加率はGDPの成長率を上回ってい
るのである。そのため，中国は新しいエネルギー
源を求めて，エネルギー安全保障を高めることを
国の重要課題としている。

国際エネルギー機関であるIEAは2011年，2020
年頃に米国はサウジアラビアを抜いて世界最大の
産油国となり，2030年以降，北米は純原油輸出国
へと転じる見通しを発表した。これは北米におけ
る「シェールガス革命」の影響するところが大き
い。これらのエネルギー市場の変化は当然アジアに
おけるエネルギー安全保障にも波及するであろう。

また同機関（IEA）の世界エネルギー見通しは，
2035年までに世界のエネルギー需要は33％増大
し，中国，インド，その他のアジア諸国は経済高
度成長鈍化の兆しがあるとはいえ，需要の伸びの
3分の2を作り出すことになると予測している。

興味深いのは，1970年代，中東石油の70％はア
メリカとヨーロッパに向かっていたが，いまやそ
の70％がアジアへと流入している。この傾向は今
後ますます増大すると思われる。1970年代，世界
の石油を支配していたのはセブンシスターズとイ
タリアの国有エネルギー会社のENI（Ente Nazionale 
Idrocarbur，炭化水素公社）であったが，現在で
は，産油国の国有企業（National Oil Companies）
が原油の90％を支配しているとみなされている。

日中韓FTA（自由貿易協定）の交渉が動き出し
ている。三国間FTAが実現すれば15億人の巨大市
場が生れる。さらにRCEP（東アジア地域包括的
経済連携）に発展する可能性がある。日本・中国・
韓国の三か国はエネルギー協力，環境協力を推進
すべきであろう。

1．東アジアにおけるエネルギーの現況

中国の高度経済成長に伴い，石油，天然ガス，

石炭などの化石燃料および1次エネルギーの需要
は急速に拡大している。ただし，石炭を除いて国
内で生産された石油，天然ガス等によるエネルギー
供給だけで国内需要を十分に満たすのは難しく，
同国のエネルギーの海外依存度が上昇している。
これまで中国は中東のみに依存することを避け，
近隣のロシア・中央アジアやアフリカ・南米等の
新興国，豪州などエネルギー供給国を多様化して
きた。その増大ぶりに「爆食」といわれるほど，
石油の輸入量は急成長であった。

中国経済は2008年9月のリーマンショックの際
に一時的に落ち込んだものの，実質GDP成長率
は，2000年代に入って以降平均10.2％の高い経済
成長を実現してきている。その結果，2010年に中
国は名目GDPで日本を抜いて米国に次ぐ世界第2
位の経済大国となった。経済発展に伴い，エネル
ギー消費も急速に伸びている。ここ10年（2000
～2010年）の1次エネルギー消費を見ると，年率
8.5％の高い伸びとなっている。また石炭が68.5％

（2012年）と非常に高いシェアを占めているのが
特徴である。中国のGDPは世界の8.6％に過ぎな
いが，エネルギー消費量は世界の19.3％を占める。
単位GDPあたりのエネルギー消費量は世界平均の
2倍以上である。

日中韓のエネルギー需要量は，世界のおよそ4
分の1を占め，さらにインドと台湾を加えれば世
界の3分の1となり大きなエネルギー消費グルー
プを形成している。その詳細は表2で示されてい
る通りであり，日本，中国，韓国は，世界の5大
石油輸入国に入っている。この3カ国は，海外，特
に中東の石油・ガスに対する依存度が高い。しか
しながら大量の石油・ガス購買者にもかかわらず，
売り手市場であったという歴史的背景からアジア・
プレミアムという言葉がよく使われているように，
西欧やアメリカに比べ，アジアでは高い価格で買
わざるを得ない状況である。現在問題となってい
るのが，天然ガスの高価格輸入である。これは日
本だけの問題ではなく，中国あるいは韓国も，世
界的に見るとかなり高い価格で買っているといわ
れている。その3カ国が石油については中東に依
存し，天然ガスについては限られた地域に依存し
ているということが，安全保障面で重要な課題と
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なっている。このため，日中韓がFTAで経済的連
携を結ぶと同時に，この3カ国が協力すれば，ア
ジアプレミアムという高い原油・天然ガス価格に
対して交渉力をある程度持てることが可能である。
また安全保障面でも，例えば共同備蓄などで，今
後さまざまな協力が可能であろう。

アジア地域のエネルギー需給構造はより脆弱に
なりつつある。日本と韓国は従来から化石燃料の
ほとんどを輸入しており，中国の石油の輸入依存
度も近年急速に高まっている。表3で示されてい
るように日本，中国，韓国は世界2，3，4位の石
油輸入国であり，日本と韓国は，世界1，2位の石
炭輸入国である。日本と韓国が化石エネルギー輸
入量で世界上位を占めているのに対して，中国は
最大の消費国でありながら，生産国でもあり，石
炭に関しては世界1位の生産国でもある。

中国の1人当たりのエネルギー消費量は，日本
や韓国の3分の1の水準に満たない。また1人当た
りの電力消費量も日本と韓国に比べるとまだ低い
水準にある。しかし，燃料用および発電電力用と
して石炭への依存が非常に高く，中国は世界の石
炭の3分の1以上を消費している。そのため，中
国は地球温暖化の原因とされるCO2 排出国世界一
となっている。さらに中国では，経済発展および
今後のモータリゼーションの進行により，CO2 の
排出量は拡大を続けると思われる。

天然ガスの燃焼は，石炭に比べて二酸化炭素排
出量は40％少なく，石油と比べても25％少ないた
め排出量削減となる。また，天然ガスは不純物を
含まないため化石燃料の中でもっとも「クリーン
な」資源と言える。今後のCO2 削減のためには天
然ガスへのシフトが必須である。

2013年1月，中国国務院が公式HPに「エネル
ギー発展第12次五カ年計画」を公表した。本計画
の最終年である2015年までに中国全体のエネル
ギー消費総量を抑制し，非化石エネルギーおよび
天然ガスの比率を高め，再生可能エネルギー（風
力，太陽光，バイオマス）の振興を図ることを主
要目的とした。主要な政策目標は次の3点である。

第1に，エネルギーの消費総量を抑制し，2015
年の全国のエネルギーの総消費量を標準炭換算で
40億トン（年平均4.3％増），電力消費量を6兆1500
億kWh（年平均8％増）に抑え，GDP単位あたり
のエネルギー消費量を2010年比で16％低下させ
る。

表2　各国別エネルギー消費量 2012年
単位：MTOE

石油 天然ガス 石炭 原子力 水力 再生可能
エネルギー 合計 世界シェア

（％）
日本 218.2 105.1 124.4 4.1 18.3 8.2 478.2 3.8
中国 487.3 129.5 1,873.3 22.0 194.8 31.9 2,735.2 21.9
インド 171.6 49.1 298.3 7.5 26.2 10.9 563.5 4.5
韓国 108.8 45.0 81.8 34.0 0.7 0.8 271.1 2.2
台湾 42.2 14.7 41.1 9.1 1.2 1.1 109.4 0.9
5カ国合計 1,028.1 343.4 2,418.9 76.7 241.4 52.9 4,157.4 33.3
アメリカ 819.9 654.0 437.8 183.2 63.2 50.7 2,208.8 17.7
世界合計 4,130.5 2,987.1 3,730.1 560.4 831.1 237.4 12,476.6 100.0
出所：BP Statistical Review of World Energy, June 2013

表3　主要アジア国の石油需給バランス 2012年
単位：1,000b/d

生産 消費 バランス
日本 ― 4,714 -4,714
中国 4,155 10,221 -6,066
インド 894 3,652 -2,758
インドネシア 918 1,565 -647
マレーシア 657 897 -568
タイ 440 1,212 -772
ベトナム 348 361 -13
韓国 ― 2,458 -2,458
台湾 ― 1,212 -1,212
出所：BP Statistical Review of World Energy, June 2013
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第2に，非化石エネルギー消費の割合を11.4％
まで高め，非化石エネルギー発電設備の割合を30％
まで拡大する。また，天然ガス比率を，1次エネ
ルギー消費量の7.5％まで高め，石炭消費量の割合
を65％に低減し，石油の対外依存度を61％以内

（2010年57％）に抑制する。
第3に，再生可能エネルギー（風力，太陽光，バ

イオマス）については，2015年に風力発電の設備
容量を1億kWh（年平均26.4％増），太陽光発電の
設備容量を2100万kWh（年平均89.5％増），バイ
オマス発電の設備容量を1300万kWhにすること
を目標とする。これらが実現すれば，CO2 の発生
増加を抑制することにより地球温暖化対策に大き
く貢献することになろう。

2．東アジアにおけるエネルギー安全保障

東アジア諸国のエネルギー政策の主要目的は，
エネルギー安全保障すなわちエネルギーの安定供
給を確立することにある。また消費者の立場から
すれば，エネルギーは常識的な価格で長期かつ安
定的に入手できなければならない。1973年の第1
次石油危機から40年が経過したが，今後第3次石
油危機が起こらないという保証はない。

安全保障面で東アジアの最大の問題点は，エネ
ルギーを海外に大幅に依存していることである。
その対応策としては，供給源の多様化がある。特
に中国の石油の輸入量が非常に増えていることの
解決策の一つが，ロシアとの連携強化である。ロ
シアは天然ガスと石油の両者を合わせると，世界
一の生産量を有している。すでにサハリンでは日
本向けの開発が進んでいるが，今後，ロシアが極
東のシベリア地区で，石油・天然ガスを増産した
ときに，日中韓が今後ロシアからの輸入量を増大
し，かつ共同で購入することで，ロシアと友好関
係を保ち，エネルギー面でもお互いに協力できる
と考えられる。

石油問題については，石油はまもなく枯渇して
しまう，というピークオイル説が存在した。しか
し北海やアラスカ，アフリカなど中東以外の地域
で石油開発が進み，近年では石油の生産量は増加
している。石油業界では石油可採年数（R/P比）

として算出され，年間の消費量を分母，確認埋蔵
量を分子として計算する。確認可採埋蔵量とは，
現在の技術と価格を前提として，90％以上の確率
で回収できる埋蔵量を意味している。その結果，
表4で示されているように2012年末で52.9年とい
う可採年数が算出されている。それは現在の生産
量が続き，今後は新しい埋蔵量が一切発見されず，
また消費量が不変であれば53年で枯渇することを
意味している。新規の石油の埋蔵量が増えている
のと，消費量がそれほど伸びていないために，ま
た近年ではシェールガス・石油の採掘経済性の向
上も伴って，可採年数は伸びる傾向がある。ただ
し，石油は地域的に非常に偏在している。特に，
中東の埋蔵量は約70年分であるが，アジア地域は
14年以下である。そのような地域的な問題が東ア
ジアにおけるエネルギー安全保障問題に影響を与
えている。

また石油危機には至らないものの原油価格がさ
らに高騰する可能性は存在する。第1次石油危機
では，それ以前のバレルあたり3ドルであったの
が，10ドル以上に高騰した。現在は1バレル当た
りブレント原油で100ドルを超えており，乱高下
している。ただし，市場価格とインフレファクター
で調整し，実質価格で歴史的推移を見ると，過去
にも100ドルを超える高いときもあったのである。
オイルショック時，あるいは石油がまだ生まれた
ばかりの1900年以前と比べると，現在は異常な価
格ではないといえる。今後どうなるかは不透明で
あるが，後で述べるシェールガス革命によって，
天然ガス価格の低下傾向があるため，石油はそれ
ほど高騰しないという説が有力である。しかし東
アジア諸国にとっては石油価格の価格上昇はマク

表4　石油可採年数　2012年末
単位：年

北米 38.7
欧州 22.4
中東 78.1
アフリカ 37.7
アジア 13.6
世界 52.9
出所：BP Statistical Review of World Energy, June 2013
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ロ経済的に大きな影響がある。しかし，問題は表
5で示されているように，欧米諸国とは反対に，中
国をはじめアジア諸国の中東依存度が現在以上に
大きくなると予測されていることである。

中国におけるエネルギーの懸念材料の1つは，自
動車の保有台数の増加である。自動車の保有増大
の問題点は，ガソリン・軽油が主な燃料源である
ことによって，地球温暖化の元とされる二酸化炭
素排出量の増大と公害問題の深刻化である。中国
の自動車保有台数は，2010年で7800万台，20年
後に先進国と同じように4人に一人が所有するよ
うになると，3倍の3.2億台になると予想される。
したがって，この問題は，ハイブリッド車の普及
や，電気自動車（EV）が普及しさらに燃料電池
の開発によって解決しなければならない。さらに
自動車の所有制限も課題に登場するであろう。

今後，中国の自動車の保有台数がますます増え
ると，他のエネルギーに代替できないため，中国
の石油輸入量が爆発的に伸びると予想される。一
方，日本と韓国は，自動車用の石油消費量は燃費
の改善等で減少傾向にある。アメリカにおいては
シェールガス革命によって運輸用の燃料に石油か
らガスへの転換が見られる。

さらに中国の電力の多大な消費が深刻である。
2013年12月の中国電力企業連合会の報告によれ
ば，中国の発電量は2012年に4兆9800億キロワッ
ト時に達している。日本は約1兆kWhであるから，
中国はGDPでは日本を数割上回るのに対し，人口
が多いとはいえ日本の約5倍の電力消費量がある。
工業の発展および生活水準の向上に伴う民生用電
灯需要の拡大によって中国の電力消費量はさらに
増大するであろう。中国での発電量および発電設

備容量は，いずれも石炭の部分が非常に多い。石
炭は二酸化炭素の排出量が天然ガスや石油に比べ
て多く，さらに脱硫設備の不備などによる公害問
題を引き起こしている。今後地球温暖化対策とし
ては，原子力発電があるが，原子力には福島第一
原発の事故などさまざまな問題がある。そのため，
中国が現在太陽光発電，風力等の再生エネルギー
に重点を置いている。この自然エネルギーの分野
においては日本の技術および経験を生かして共同
開発の余地がある。

日本は1970年代の2回にわたる石油危機さらに
は京都議定書の発効によって，省エネ・節エネに
努力をしてきた。中国はエネルギー消費の増大に
よって，二酸化炭素の排出量が今後とも増大する
と思われる。その結果，2035年には中国の二酸化
炭素排出量が全世界の4分の1を超えるという予
想がなされている。エネルギーの効率的使用に関
し共同で研究開発する余地が十分に残っている。

電力効率を高めるには，東アジア諸国は電力を
中心としてサプライチェーンを整備して安定性を
高め，生産コストを低下させるようなインフラ・
ストラクチュアを構築する必要がある。これを，
多国間でのエネルギー政策と組み合わせれば，地
域的な経済協力とエネルギー安全保障が強化され
るであろう。この方法の先例として，EUの2007
年に実施した集団的エネルギー安全保障の強化が
ある。この改革によって，EU加盟国の電力市場の
自由化が促され，電力供給システムの運用が改善
された。その一環である「トランス・ヨーロピア
ン・ネットワーク」は，大陸間の電力供給と天然
ガス輸送を改善することで，エネルギー安全保障
を強化することを目的としている 1）。

3．東アジアにおけるエネルギー協力

今後おこりえるエネルギー危機に対処するため
に東アジア諸国間のエネルギー協力関係が必須で
ある。日本と韓国の両国では石油と同じく国内に
大規模な天然ガスと石炭を有していない。また今
後エネルギー需要が急増する中国も石油について
は純輸入国である。したがって，東アジア諸国は
中東原油への依存を少なくするために新しい供給

表5　中東からの石油輸出（仕向け地域別）
単位：日量百万バレル

2000 2011 2035（予測）
中国 2.0 2.9 6.6
インド 1.1 1.7 4.9
日韓 5.1 5.8 4.3
欧州 3.8 3.0 2.2
米国 2.3 1.9 1.9
出所：IEA, World Energy Outlook, 2013
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源を開拓する必要がある。さらに，テロ活動，お
よび政治的な混乱のようにさまざまなリスクを考
慮に入れなければならない。これらの諸問題に対
処するために特定の石油供給国に大きく依存する
のはリスクが大きい。そのリスクを回避するため
に，エネルギーおよびその供給源の多様化が求め
られている。しかし一方では供給者の多様化は，
より遠隔地からの供給により高い輸送費用を引き
起こすことも考慮しなければならない。

東アジアは北米とはエネルギー安全保証に関し
基本的に異なる状況にある。カナダ，米国，メキ
シコは北米自由貿易協定（NAFTA）によって結
ばれているが，3カ国は莫大なエネルギー資源を
国内に持っている。また相互投資の枠組みがあり，
エネルギー供給で協力してきた歴史も有している。

中国，日本，および韓国の3カ国は石油の供給
源についてライバル関係にある一方，中東への依
存の減少という供給面で共通の関心と動機がある。
その結果，原子力を含むエネルギーの供給を保証
するための石油，天然ガス，石炭，および再生可
能エネルギーについて東アジア諸国は，共同備蓄，
非常時の場合における供給協定，石油の共同開発，
および天然ガス田開発など，協力しなければなら
ない分野がある。

日本および韓国ではエネルギーの大部分が海運
によって輸送されている。そのため，両国は輸入
の航路を確保している相互友好関係を近隣諸国と
改善しなければならない。特にマラッカ海峡およ
びホルムズ海峡については，東アジアの諸国にとっ
て重要な航路である。2007年2月の第2回東アジ
アサミットでは，「省エネルギーとバイオマスエネ
ルギーの開発促進，無公害石炭の使用，およびエ
ネルギー窮迫の回避」のように共同プロジェクト
を行うために決定がなされた。

近年における東アジアでのエネルギー需要の増
加はほとんど中国を中心とする工業化の結果であ
る。グローバリズムと自由貿易による市場の自由
化が進展している。例えば，かつてはアメリカ合
衆国とヨーロッパは鉄鋼の主な生産国であったが，
現在では，日本，韓国，中国，タイ，およびその
他アジア諸国にその多くの部分は移転した。

現代の東アジアの国のエネルギー需要を考える

場合，国内での石油供給不足は，不安定なペルシャ
湾から石油輸入に依存せざるをえなかった。その
ため天然ガスへの転換はこれらの国のエネルギー
供給における多様化に寄与する。天然ガスは他の
化石燃料より比較的クリーンであり，また，比較
的広範囲で存在しているので，発電セクターと輸
送セクターの両方で主要なエネルギー源になる多
くの可能性がある。今後，輸送セクターの天然ガ
スの開発は中央アジアとシベリアからアジア市場
へ長距離のガスパイプラインを建設することで促
進されるであろう。中国では「西気東輸」（西の天
然ガスを東に輸送するプロジェクト）のパイプラ
インを中心とするネットワークを構築している。

また，石炭が大量に産出され，また安価である
ことは，まさしく天然ガスと同じようにエネルギー
に関する代替手段となりえる。石炭は経済的に魅
力的なエネルギー源であり，今後も石炭は経済的
な理由により中国の主なエネルギー源である可能
性が強い。しかしながら，国全体が，石炭を主要
エネルギーとした場合，環境に悪影響を及ぼさな
い石炭利用技術の開発は，きわめて重要である。
これは石炭の消費が汚染，酸性雨など環境へ悪影
響を与えるからである。石炭の液化，ガス化は今
後の技術革新が期待できる分野である。

エネルギー安全保障は，アジアの国に関する必
須の条件である。北東アジアは国境を越えた天然
ガスのパイプラインを主軸として，相互援助によっ
て安全保障を達成して，お互いに安定供給をめざ
す努力をしなければならない。配電網のリンク，
協力的な戦略石油備蓄，海のシーレーンのセキュ
リティを確立することなど課題は多い。日本では，
原油の備蓄は180日分あるがLNGは20日分のみで
ある。今後，共同備蓄として東アジアで原油およ
び LNG で相互に協力関係を強化すべきである。
LNGについては，比較的安価で建造できる海上備
蓄の技術が発展しつつあり，今後の進展が期待で
きる。

2012年9月ブノンペンでのASEAN＋3の共同声
明では，福島第一原発事故で学んだ知識や教訓を
国際社会と共有することや，原発，石油備蓄，コー
ルテクノロジーなどエネルギー選択肢の研究にむ
けた各国関係者の協力が重要であるとの認識を示
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した。石油備蓄のロードマップ策定の検討，石油
市場の透明性確保をねらいに取り組んでいる共同
機関データイニシアチブへの支援も確認された。
またASEAN域内で，2015年までに全設備容量に
対する再生可能エネルギーの割合を15％にする目
標達成が順調に進んでいることも確認された。

（1）　ロシアとのエネルギー協力関係
ロシアから中国への原油および天然ガスの輸出

量を大幅に増大させることができれば，日本経済
にも間接的に好影響を及ぼし，国際市場における
原油・天然ガス価格の安定化にも寄与し得る。

原油・天然ガスに関し，中国の需要急増に対し
てロシアの開発の進展は望まれるところである。
しかし問題点は，中ロ間の地政学対立および東シ
ベリアの油田・ガス田の開発（確認埋蔵量確保の
ための探査から，商業生産までを含む）の推進に
伴う巨額な投資額および投資リスクである。

これらの問題を克服するには，中ロおよび日本
と韓国を含む多国間による国際コンソーシアムを
構築することが考えられる。まず油田やガス田開
発における投資リスクが分散され，日本のみなら
ず，ロシアの上流開発への参入機会を窺っている
韓国等も加入が望まれる。

原油について今後の課題は，東シベリアから太
平洋に至るパイプラインが既に完了しているので，
それを活用する原油生産量の増大である。ロシア
が自国の資源開発に最も多額の投資額を行ってい
るが，消費国側の投資も積極的に活用し共同開発
が望まれるところである。天然ガスについては，
ロシア東部地域からの輸出がサハリン2からのLNG
出荷のみに限られているが，ロシアからのガスパ
イプライン構想に関し，特に中国の需要急増が国
際的にもたらす影響を考慮して，地域間で安定的
な供給網の構築を目指して，消費国間および産消
国間で協議を開始する必要があろう 2）。

アジア諸国では，その歴史的経緯によって，欧
米と比して一次エネルギーに占める天然ガスのシェ
アが低い。特にパイプラインによる輸送網が未発
達である。アジアでの天然ガス利用の拡大はエネ
ルギー源の多様化・分散化と点でエネルギー安全
保障確保に貢献する。今後の日本のLNG需要が大

幅に増大していくことが，短期的にも中長期的に
もアジアの天然ガス市場にどのような影響を及ぼ
すであろうか。エネルギー安全保障確保という共
通利益追求のため中国との対話・協力を今まで以
上に促進していく必要があろう 3）。

日韓両国は世界有数のエネルギー消費・輸入大
国として，利害を共有する面がある。中でも，LNG
輸入は，日本が世界1位，韓国が2位で，両国で
2011年の世界貿易での輸入シェアが47％とほぼ世
界の半分を占める。LNG市場における量・価格面
での安定調達確保は，共通の重要なポイントとな
る。石油価格連動型で長期契約であるため，欧米
市場に比してアジアのLNG価格が割高である「LNG
価格のアジアプレミアム問題」に関しては，まさ
に両国の問題意識は一致しているといってよい4）。

日露のエネルギー協力では，極東ウラジオスト
クでの液化天然ガス（LNG）基地の共同建設，東
シベリアや極東での石油ガス開発，将来的には電
力の対日輸出など交渉を進めるべき案件がある。
日本には資源の中東依存を下げるうえで，資源大
国ロシアとの協力が重要性を増す一方，石油ガス
の輸入価格や開発事業の採算性も十分に考慮する
必要がある 5）。

ロシア大陸棚の共同開発を関連して，新聞報道
ではロシア国営石油ロスネフチが丸紅や国際石油
開発帝石（INPEX）など日本企業5社と協議を進
めていることが明らかになった。その協議対象の
鉱区を明らかではないが，オホーツク海の北部，
マガダン沖の大陸棚を想定しているとみられる。
原油埋蔵量は2.5億トン程度との推定もあるが，自
然環境など開発条件は厳しい状況である。セチン
社長は訪日前に中国と韓国を訪れ，同じく大陸棚
の資源や液化天然ガス（LNG）の開発での協力を
協議した 6）。

ロシアの主要な天然ガス企業であるガスプロム
と日本の極東ロシアガス事業調査会社は，すでに
ウラジオストクにある70億ドル規模のLNG施設
とガス・ケミカル複合施設の建設に着手しており，
2016年には一連の施設が完成する予定である。ウ
ラジオストクと日本の新潟市を結ぶ800㎞のパイ
プライン敷設も，将来的にいずれ検討されること
になるであろう。パイプラインが完成すれば，日
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本は天然ガスをより安価に調達できるようになる
だけでなく，ガスプロムも含めてロシアからの対
日輸出も強化され，ロシアと日本の経済協力の進
展も期待できる 7）。

ロシアから北朝鮮を経由し韓国へと延びるパイ
プライン計画も，政治的・軍事的に多くの困難な
問題を抱えるが，地域的な紛争を緩和する効果を
期待できる。一方，ロシアと中国間の石油パイプ
ラインはすでに完成しており，両国にとって，天
然ガスパイプラインを新たに敷設するのも大きな
利益になるであろう。

（2）　中国とのエネルギー協力関係
2011年に孫正義が提案した「アジア・スーパー

グリッド構想」は，再生可能エネルギーと伝統的
なエネルギーの双方を多彩に組み合わせることの
できるエネルギー・プラットフォームを想定して
いる。この壮大な提案が実現すれば，電力生産能
力と風力やソーラーASEAN（東南アジア諸国連
合）とインド，中国，台湾，モンゴル，韓国，日
本，ロシアを結ぶアジアのスーパーグリッドを確
立する見込みも出てくるだろう。太陽光・風力な
どの再生可能エネルギーを，国境を越えて組み合
わせ，取り引きすることで，各国はエネルギーの
調達効率を最大限に高めることができる 8）。

すでに中国政府は，従来の経済成長至上主義か
ら持続可能な発展を目指す方向へと変更している。
そのため，温暖化防止と省エネの推進，安定かつ
高効率でクリーンなエネルギー供給構造の構築を
基本方針としている。すでに日中間では，2006年
から官民合同で「日中省エネ・環境フォーラム」
が開かれており，2012年10月の第5回会合では44
の協力案件で合意された。従来からの鉄鋼や石炭
火力などでの省エネや環境保全の技術提携・協力
に加えて，資源循環・低炭素モデル都市事業やス
マート・グリッドの技術協力などの新たな案件が
増えてきている。

これらの低炭素技術は，今後の成長産業として
世界各国がしのぎを削っている分野である。特許
出願件数ですでに日本を上回った中国は，低炭素
技術の開発を国家戦略として推進している。日本
は，欧米諸国とも連携して，中国に知的財産権の

保護に関する国際ルールの順守を求めながら，競
争しつつ協調を図るという新たな課題に取り組む
必要がある 9）。

また，第15回日中韓3カ国の環境大臣会合が日
本で 2013 年 5 月に開催され，微小粒子状物質

（PM2.5）を含めた環境対策に関して話し合われ
た。PM2.5は，大気中に浮遊する粒子状物質の中
でも特に粒径の小さい2.5μm（マイクロメートル）
以下の微小粒子状物質であるため，呼吸器の奥深
くまで入り込みやすく，人体の健康への影響が最
も懸念されており，北京児童病院等では呼吸科で
診察と治療を受けた患者が急速に増加していると
報道されていた 10）。

中国で急浮上したPM2.5の原因の多くは石炭燃
焼にあると考えられる。解決のためには，京都議
定書の柔軟化処置の一つであるクリーン開発メカ
ニズム（CDM）を利用することによって，排煙
施設など日本の技術を中国で活用することが考え
られる。その結果，両国は二酸化炭素の排出の削
減にも貢献することになる。

4．シェールガス革命

シェールガスとは，頁岩（シェール）層に存在
している非在来型の天然ガスである。その存在は
以前から知られていたが，コストの面で採掘が困
難であった。2000年代に入って，米国のベンチャー
企業主導で水平掘削や水圧破砕などを組み合わせ
て効率的な採掘技術が確立し，高天然ガス価格の
もとで，商業ベースの開発に成功した。これら一
連のイノベーションにより安価で大量のガスの採
掘が可能になったことの影響が大きいことから

「シェールガス革命」と呼ぶようになった，さら
に，シェールガスの採掘技術を利用して，頁岩

（シェール）層から生産する石油をシェールオイル
と称して，シェールガスとシェールオイル両者の
商業的生産をもって「シェール革命」と命名する
識者もいる。
「シェール革命」による変化は，ピークオイル説

のような化石燃料の資源枯渇論を後退させたこと
にある。アジア諸国および欧州は，米国シェール
ガスの増産で，米国以外の天然ガスが余剰となっ
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たり，石炭などの他のエネルギーが割安となった
りするなどの恩恵を受けている。このことが東ア
ジアにおけるエネルギー協力に寄与することはな
いであろうか。

米国は現在「シェール革命」によってエネル
ギー・インディペンデンス（エネルギー自給体制）
達成の兆しが見え始めたことを背景に，新たな世
界戦略を構築しつつある。日本にとっては，2017
年以降の米国本土からの対日LNG（液化天然ガス）
輸出の拡大規模であろう。2012年，日本のLNG
輸入量は8731万トン強（前年比約11％増）とな
り，輸入額が6兆円を超え，輸入金額の増大の大
きな原因となった。2011年3月の福島第一原子力
発電所の事故後にLNG需要が急増しただけでな
く，日本が世界的に見ても割高な原油価格リンク
した天然ガス価格のため貿易収支の赤字の原因と
なっている。

今後の東アジアの課題は，いかにしてLNG貿易
における「アジアプレミアム」の解消するかにあ
る。石油には，米国産標準油種（WTI）など世界
標準たる価格指標が存在し，世界の市場価格は連
動しており，地域間価格差は大きくない。しかし，
天然ガス市場は分断されており，世界標準となる
価格指標が存在しないのである。現在でも，LNG
契約ではTake or pay条項が適用される例が多く割
高な天然ガス価格の原因となっている。
「シェールガス革命」の恩恵を受けて，米国のパ

イプラインガスの市況であるヘンリー・ハブの価
格は，MBTU当たり3ドル前後，欧州では10―12
ドル，アジアでは16―18ドルと，アジアの価格
は液化・輸送コスト（6ドル前後）を考慮しても
米国の3―4倍程度高いという状況である。こう
したアジアプレミアムの解消のためには，日中韓
で国を超えた天然ガスの共同調達や共同開発，中
期的にはアジア・ハブの形成による取引透明化や，
北東アジアのパイプライン網の形成などが不可欠
である。

北米，欧州，アジアと地域市場が概して別々に
異なった市場を形成しているため，石油市場がそ
れぞれの市場価格を持つように，天然ガス価格は
地域市場ごとに大きく違っており，それぞれが大
幅な価格変動を経験してきた。しかし，今後二つ

の要因によって，天然ガス価格の地域的な不均衡
は是正されると思われる。第1に，在来型天然ガ
ス資源の大規模な保有国であるナイジェリア，カ
タール，ロシア，トリニダード・トバコなどが，
天然ガスの輸出を拡大する方向である。LNG貿易
の拡大によって，天然ガスも原油のような世界市
場が次第に整備されるであろう。天然ガスがパイ
プラインやタンカーによってグローバルに取引さ
れるようになれば，市場機能が作用し，三つの市
場で大きく異なる価格で取引するのは難しくなる。

第2の要因は，シェールガスを代表とする安価
な非在来型ガス資源の開発とそのサプライチェー
ンの施設が急速に進んでいることである。この状
況で，天然ガス価格を石油価格に連動させた契約
が維持されていくとは考えにくい。エネルギーベー
ス（BTU＝英熱量単位）で考えると，天然ガスは
石油よりも安く，次第に，天然ガスが石油に取っ
て代わっていくであろう。この変化は，最初に電
力生産部門で，次に，産業部門そして交通部門で
起きると思われる 11）。

国際エネルギー機関（IEA）によると，アジア
と中東の石油精製能力は17年までに11年比で580
万バレル増える。日本の現在の精製能力の1.3倍
が新たに生まれることになる。

円安で日本の石油会社の輸出採算は最近では好
転している。ただし今後，アジアの需給が緩めば
販売先を再び失いかねない。輸出の伸び悩みが国
内価格を押し下げる要因になりうる12）。日本の石
油企業は石油製品の輸出を増大すると共に，合弁
会社の設立など東アジアに進出で活路を見いだせ
なければならない。

シェール革命によって米国はサウジアラビアか
ら日量200万バレルの石油輸入が必要なくなる。
また，最近の「アラブの春」以降の米国の中東政
策に対するサウジアラビアの反感は，1945年以来
続いていた両国の友好関係が冷え込むことなった。
その結果，アジア諸国の中東依存度はますます高
まり，将来は石油の中東から輸出の9割はアジア
に向かうことになる。米国のプレゼンスの減少す
るホルムズ海峡で問題が起これば深刻な問題とな
りうる。東アジア諸国は共同でこの地域での安全
保障を確保しなければならない。
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おわりに

アジアでのエネルギー需要は今後20年間で2倍
となると想定される。アジアのエネルギー消費量
は表2で示されているように主要5カ国で現在世
界エネルギー需要の三分の一を占めているが，今
後そのシェアはさらに増大すると思われる。中国
ではすでに述べたように，エネルギー資源の輸入
を増加させ，中東，アフリカ，中央アジアのよう
な多地域から石油を輸入してきた。

日本は1970年代の2度の石油危機（1973と1979）
以降，エネルギー需要の増大と高い輸入依存のた
めエネルギー安全保障を基本的な優先課題にして
きた。その結果，省エネ・節エネ及び技術革新に
よってエネルギー効率を改善された。この技術と
ノウハウは東アジア諸国間でまだ十分に共有され
てはいない。

一方，韓国においては，朴槿恵（パク・クネ）
大統領は2013年10月，「ユーラシア・イニシアチ
ブ」という新しいエネルギーに関連する戦略構想
を提示した。第1に，朴大統領は「釜山を出発し，
北朝鮮，ロシア，中国，中央アジア，欧州を貫通
する『シルクロード・エクスプレス（SRX）』を
提唱した。ユーラシア東北部を鉄道と道路でつな
ぐ複合物流ネットワークを構築し，最終的にこれ
を欧州までつなげるという構想である。第 2 に

「ユーラシア・エネルギー・ネットワーク」の構築
である。朴大統領は「領域内の電力網，ガス管，
送油管をはじめとするエネルギーインフラを連係
し，中国のシェールガス，東シベリアの石油・ガ
スなどを共同開発するWin-winのユーラシアエネ
ルギー協力を推進という考えである。ユーラシア・
イニシアチブは短期的には北朝鮮の核問題解決の
ために米国・中国・日本とロシアを一つの船に乗
せ，長期的にはロシアと中央アジアを相手に自由
貿易の土台を用意する戦略と分析される13）。この
構想は実現にあたっては大きな障害が考えられる
が，推進するに値する構想であろう。

世界一の原油生産国であるロシアは，今後もエ
ネルギー外交を活発に進めるであろう。東シベリ
ア・極東・サハリン地域全体の産油量は今後増加
が期待でき，天然ガス生産の同地域における産出

量も増加している。中ロ間では，既に鉄道輸送を
通して，原油貿易が実施されており，2012年実績
を見ると中国の旧ソ連からの原油からの輸入量は
日量1,215千バレル，中国にとってロシアは，中
東からの日量2,900千バレルにつぐ原油輸入相手
国となっている。それに対して日本では，旧ソ連
からわずか日量187千バレルで，中東からは日量
3,543千バレルには遠く及ばない。今後，日本はロ
シアからの原油輸入拡大の余地が十分あるといえ
る。

ロシアでは2012年12月，アジア諸国に原油を
輸出する「東シベリア・太平洋パイプライン」

（ESPO）が開通した。また2018年にもウラジオ
ストクで液化天然ガス（LNG）プラントを稼働さ
せる計画で，日本企業の参画について交渉が行わ
れている。さらにロシア政府が日本への電力輸出
を検討しているといわれている。サハリンに発電
所を建設し，北海道まで大容量の海底ケーブルを
敷いて輸送する計画である。日本では東京電力福
島第一原子力発電所の事故以降，電力需給が逼迫
しているので，ロシア側の新たな日ロ経済協力の
目玉として「エネルギー（電力）の懸け橋」は今
後の進展が期待できる。

日中韓の石油輸入量は世界の石油貿易量の26％
に及び，液化天然ガス（LNG）では52％と世界
の大半である。日中韓の3国はエネルギー分野で
は共通の問題に直面していることから中東やロシ
ア，さらにはアフリカ諸国等の産油国との共同交
渉も含めて，様々なエネルギーの分野での協力体
制が求められている。特に，省エネルギーやスマー
ト・グリッドなどの先端分野での技術交流や社会
インフラの情報提供，さらに石油や天然ガスの共
同備蓄および融通など東アジアにおけるエネルギー
安全保障に大きく貢献できると思われる。

他方，米国を中心としたシェールガス革命，中
東・アフリカ等の政治的不安定，新興国との競争
激化など，エネルギー外交をめぐる情勢は変化し
つつある。こうした変化に合わせて，日中韓の3
国は相互に友好関係の樹立およびロシアとの連携
によって東アジアにおけるエネルギー協力体制を
発展させることが今後も望まれるであろう。
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