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古幡：皆様、おはようございます。米国から参加の皆様には「こんばんは」。JOGMECの国際セミナー
への参加に御礼申し上げます。今年度のテーマは新バイデン政権のエネルギー、気候変動および対中東
外交政策についてです。
　バイデン政権は早くも仕事に取りかかっております。さらに民主党は上下両院で多数派を占める状況
です。どのように、どのようなスピードで、新しい米国の政策がエネルギー、気候変動、石油、ガスセ
クター、外交政策に影響を及ぼすのか、注目されています。
　JOGMECは、米国から3名の著明なゲストスピーカーを招待いたしました。ルシアン・パリアレシ
さん、マイケル・リンチさん、グレン・スウィートナムさんです。
　まずルシアン・パリアレシさんですが、レーガン政権においてホワイトハウスの国家安全保障会議に
所属されていました。現在はエネルギー関連の非営利財団EPRINC社のプレジデントです。コンサル
タントとしてもJOGMEC、日本エネルギー経済研究所、経済産業省、多くの企業のサポートを続けて
おられます。
　テーマはバイデン政権のエネルギー、気候変動政策、エネルギーセキュリティとレジリエンスに対す
るインプリケーションです。では、さっそく、パリアレシさんの発表をお願いします。

はじめに

2020年度JOGMEC
国際セミナー ：2021年3月11日（木）

JOGMEC調査部
LNG情報チームリーダー 古幡　哲也（編者）

写1 講演開始前の画像

出所：JOGMEC 撮影【左上：司会の古幡調査部長、左下：講演 1/Mr.Lucian PUGLIARESI（ルシアン・パリアレシ氏）、
　　　右上　講演 2/Mr.Michael LYNCH（マイケル・リンチ氏）、右下　講演 3/Mr.Glen SWEETNAM（グレン・スウィートナム氏）】
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1.  ルシアン・パリアレシ氏：「米国新政権下のエネルギー・気候変動政策 
－気候変動とエネルギーセキュリティ」

パリアレシ：ありがとうございます。バーチャルではあ
りますが、皆さんにお話しできて大変うれしく思います。
今日は皆様と一緒にバイデン新政権におけるエネル
ギー、気候変動政策を振り返って、これが石油の将来、
またエネルギートランジションのスピードにどう影響を
及ぼすかを考えてみたいと思います。約30分いただい
ていますので私がお話しして、そのうえでマイケルさん、
グレンさんが補足をしてくれると思います。
　EPRINCについて一言ご紹介したいと思います。
1944年に設立された非営利の財団です。私どもは原油、
経済、公共政策に関連する分野で活動を展開しています。
出版物を提供していますので、サブスクリプションリス
トに興味のある方はぜひお名前を記載していただきたい
と思います。

　米国政府とは4年に1回のエネルギーレビューのプロ
ジェクトがあり、また国防省の戦略的アウトルックにつ
いても関わっています。それから各国の駐米大使館とも
いろいろと協力しています。日本エネルギー経済研究所
と協力して、「Future ASIAN LNG」の研究プロジェク
トにも関わっています。また、これから実施される「エ
ネルギートランジションにあたりエネルギー安全保障を
いかに維持するか」というプログラムにも参加します。
　本題に入ります。まず最初に米国がNET ZEROを達
成するためにどれだけの努力を払わねばならないか、あ
るいは規模がどれぐらいかを理解していきたいと思いま
す。バイデン政権がNET ZEROを達成する計画におい
て、米国政府として必要な政策はまだ十分とはいえませ
ん。エネルギーレジリエンス、エネルギー安全保障にとっ
て何を意味するのか。NET ZEROはほかの何かに必ず
影響を与えるし、コストも発生しますが、それがどれぐ
らいなのかということも考えてみる必要があります。
　まず最初に私たちの出発点を把握しておかなければい
けません。すでに私たちは、この30年間に大量の資金
を投下して、バイオ燃料、太陽光、風力を普及させよう
としてきましたが、いかにこれが困難かということはも
うおわかりだと思います。風力、太陽光による供給は
2019年末で1次エネルギー消費の4％未満です。バイオ
燃料もほんのわずかです。炭素を排出しない水力発電、
原子力発電は、まだこういった再生可能エネルギーより
も大きな割合を示しています。

　図1を見ていただきます。単
位がテラワットアワーで書いて
あるのでちょっとわかりにくい
かもしれませんが、これを変換
するとアメリカの総エネルギー
消費量は原油換算で日量4,000
万バレルに等しくなります。つ
まり、米国は大量にエネルギー
を消費する国家です。天然ガス、
原油、それから石炭の利用の割
合は下がっていますが、依然と
して石炭もかなりの割合で使用
しています。
　土地利用についても、いまい
ろいろと議論が展開されていま

写2 ルシアン・パリアレシ氏

出所：JOGMEC 撮影

図1 U.S. ENERGY CONSUMPTION, 1965-2019
(terawatt hours)

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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す。そしてハンバーガー製造や農業でどの程度の炭素排
出量かという議論もありますが、アメリカにおける炭素
排出量は原油、ガス、石炭、ほとんど化石燃料に依拠し
ています。
　ネットベースでの排出量は5.7ギガトンです。これは
多少変動があって、土壌がどのぐらい吸収しているかに
よって違いますが、5 ～ 6ギガトン（ギガトンは10億トン）
ほどの温室効果ガスを排出していることになります。
　アメリカで気候変動を及ぼすガスのうちどれぐらいが
発電による排出なのかということですが、2008年から
2009年にかけて天然ガスの生産量が急上昇しています。
これは北米の石油・ガスのルネサンスの時代ともいえる
でしょうが、ガスが石炭に取って代わるようになりまし
た。そして継続的に使用できない風力、太陽光というエ

ネルギー源のバックアップとして天然ガスが期待される
ようになりましたが、実は米国の発電産業は、アメリカ
の温室効果ガス排出量の30％しか占めていません。
　ですから発電部門だけに焦点を当てればいいというこ
とではありません。アメリカの排出量を削減するために
は、そして成功裏にトランジションを果たすためには、
ほかの産業分野にも目を向けていく必要があります。
　もう一つの問題です。図2が示しているのは、アメリ
カにおけるセクター別の温室効果ガスの排出量で、どれ
ぐらいの規模でバイデン政権がどこに対抗策を練るべき
かを示唆するものです。農業部門からの排出も、廃棄物
処理あるいは土地利用による排出もあります。約1ギガ
トンがいわゆる土地利用、土地利用変化および林業

（LULUCF）からの排出量です。
　しかし根本的に排出をしてい
る最も大きなセクターはエネル
ギー部門です。アメリカにおい
てエネルギー分野は、化石燃料
を燃焼させることによって温室
効果ガスを一番多く排出してい
ます。
　図3は温室効果ガスの発生源
の内訳を示しています。いまは
運輸部門と電力部門がだいたい
同じ割合です。それから産業部
門、主に鉄鋼・セメントが大気
に二酸化炭素を排出していま
す。そして商業・住居、それに
次いで農業です。ご覧いただく
とおわかりのように、単に電力
部門の脱炭素化を果たすだけで
は十分ではありません。国家経
済を支えるさまざまな分野に手
をつけなければNET ZEROは
達成できません。
　図4は3Dダイアグラムとい
いますが、非常に役に立つ図で
す。EPRINCが長期的にプロ
ジェクトを実施することで将来
的にありうるエネルギーの流
れ、いままでと同じようなエネ
ルギーの使い方をしていると、
どういうシナリオでどういう流
れになるかを示しています。経
済セクターの中でエネルギーを

図3 GREENHOUSE GAS SOURCES
(UNITED STATES EMISSIONS BY SECTOR)

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図2 US Greenhouse Gas Emissions by Sector

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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供給し、脱炭素化をしなければいけないのか。あるいは
代替燃料を何とか手当てしなければいけないのか。ここ
でいろいろな示唆が提供されます。
　アメリカにおける2019年の最終エネルギー消費を示
していますが、グレン・スウィートナム氏らがこのテー
ブルをまとめてくれたので、あらためてお礼を申し上げ
たいと思います。
　その中で、再生可能エネルギーは天然ガス、原油に比
べて少なくなっています。原油は主に運輸部門、農業部
門の割合がかなり高く、天然ガスは電力あるいは産業で

す。そして住宅の暖房あるいは住居に再生可能エネル
ギーが使われるようになってきました。天然ガスもそう
です。ただエネルギーの喪失が起こって、ガス、石油の
液化、製油所で無駄が発生します。エネルギーを生産す
る装置がこういったエネルギーの燃焼を行い、そこで無
駄なエネルギーがこれだけCO2排出をしています。
　また国民1人当たり、あるいはGDP1ドル当たりのエ
ネルギー消費、そしてGDP1ドル当たりのCO2排出量を
図5に示しました。赤と茶色の線を見ていただくと、ア
メリカは相対的には、1990年代後半から一貫したトレ

図4 U.S. Final Energy Consumption in 2019 
(Million tonnes of oil equivalent)

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図5 U.S. Energy Consumption and Energy-Related CO2

Emissions Per Capita and Per Dollar GDP

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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ンドを示しています。つまりエネルギー消費、二酸化炭
素の排出量をGDP1ドル当たりで見ると一貫して改善が
実現されています。
　そして上部の線部分です。これは入れないほうが良
かったかもしれませんが、カナダの割合を示しています。
このデータの参考までに申し上げると、日本と英国は米
国よりも30％割合が低くなっています。つまり、ヨーロッ
パや日本のエネルギー効率はアメリカをはるかにしのい
でいるのです。アメリカのエネルギー効率はあまり高く
ないので、エネルギーを利用するにあたってもっと省エ

ネの面で頑張らないといけません。
　車が長距離を走る、あるいは家庭の冷暖房でアメリカ
はこれだけのエネルギーを必要としているわけですが、
エネルギー効率を上げていかなければいけません。
　図6は米国の2040年における最終エネルギー消費の
予想です。現在の米国のエネルギー消費や省エネの傾向
からみて、IEAのSTEPS（Stated Policies Scenario）シ
ナリオに基づけば、エネルギー消費量は石油換算100万
トン当たり21億4,500万トンから19億4,500万トンに
減少していくはずです。

図7 World Final Energy Consumption in 2040*
(Million tonnes of oil equivalent)

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図6 U.S. Final Energy Consumption in 2040*
(Million tonnes of oil equivalent)

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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　これはバイデン政権によるエネルギー政策の変更がな
くても、下がるという予想です。天然ガスの消費は引き
続き増えています。原油の利用はエネルギー効率を上げ
て、特に運輸部門において状況が改善することが期待さ
れています。また発電における石炭火力が大幅に減少す
ることが期待されています。
　電力部門における最近の展開をフォローしていればお
わかりだと思いますが、カリフォルニアの停電、テキサ
ス州の停電が非常に大きな論議を喚起しています。電力
部門におけるアメリカのエネルギーレジリエンスに関し
て議論が大きく喚起されており、一つの問題として指摘
されたのは、私たちが既存の石炭火力発電を廃止するこ
とに本当に意味があるのかということです。
　いまのようなペースで石炭火力発電所を廃止していい

のかという議論であり、ベースロード発電能力を維持す
るためには廃止のペースをスローダウンさせる必要があ
るのではないかという点が指摘されていますが、この議
論の結論が出るのはまだ先になると思います。
　図6は米国を対象にしたものでしたが、図7は2040
年の世界の最終エネルギー消費です。気候変動に対応す
る、温室効果ガスに対応するというのはまさにグローバ
ルな問題であって大事ですが、米国にとっては優先度が
落ちると思います。
　アメリカの2040年の最終エネルギー消費は石油換算
19億4,500万トンでしたがIEAのSTEPSシナリオでは、
2040年で石油換算で164億3,300万トンという消費の
シナリオになっています。非常にユニークな、費用対効
果の高いソリューションを実施しない限り、私たちは気

候変動に対応できません。これ
は日本の問題でも、アメリカ、
ヨーロッパの問題でもなく、ア
ジア、発展途上国の問題である
ともいえます。
　その点に関して、これはKen 
Medlock氏が作成したスライド
で紹介したいと思います（図
8）。 こ こ で ご 覧 の よ う に、
2004年にOECD以外のCO2 の
排出量がOECD諸国全体の排
出量を上回るという状況になり
ました。つまりこれは温暖化は
OECDだけではなく、グローバ
ルな問題であるということを示
しています。それに対して効果
的な解決策は出ていないと思い
ます。非常に広範かつコスト効
果の高い解決策を見出さない
と、太平洋周辺、中国、インド
も含めた新興諸国がコストの高
い戦略を実施して劇的に排出量
を減らすという方向には行きに
くいと思います。これについて
は注意深く考えていく必要があ
ると思います。
　図 9 は EPRINCの既存の研
究の一部ですが、中国、インド、
そのほかアジアの多くの国々を
見てみると、石炭が依然として
1次エネルギー需要の大宗を占

図8 No Substantial Global Transformation Without the Non-OECD 
World Source: Ken Medlock, Rice, BP Statistical Review

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図9 CHINA RUNS ON COAL

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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めていることがわかります。このスライドで興味深い点
は、中国で石炭利用が急速に増加したことです。2016
年に石炭生産を減らす努力をしましたが、それによって
輸入が急増したという状況があります。最近では、中国
とオーストラリアの間で貿易紛争が起きて、それによっ
て中国の石炭火力発電所の稼働率が低下し、停電が発生
するようになりました。豪州炭の輸入に対してボイコッ
トを実施したからです。
　図9の水色のところを見ていただくと、中国の石油生
産、石油の消費が伸びています。また中国では徐々に、
天然ガスも電力部門のエネルギーミックスの重要な一部
になりつつあります。
　図10はある研究からのものですが、ここで皆様に考
えていただきたい点があります。340枚ぐらいのスライ
ドをこのリンクが示しているWebサイトに掲載してい
て、学際的な研究者の専門家のチームが2050年までに
米国がNET ZEROを達成するために必要な六つの経路
を示しています。学者はいろいろなシナリオを発表する
ことができますが、NET ZEROがどのぐらいの労力を
必要として、どのぐらい困難なのかということは、なか
なか認識されていないと思います。
　現在から2030年までに2.5兆ドル投資すれば、2050
年までにNET ZEROを達成できるかもしれませんが、
非常に困難です。二つほど例を挙げたいと思います。一
つは、この先30年で3億台の電気自動車が必要になり
ますが、これは現実的ではないと思います。また1億3,000
万戸の住居にヒートポンプを設置しなければならない
し、急速に風力発電、太陽光発電を拡大しなければなり
ません。

　しかし、すでに風力発電や太
陽光発電には、間欠性という技
術的な問題があります。そして
シナリオ上は新たな原子力発電
所の新設が必要になってきま
す。しかしアメリカで原子力発
電所を新設することはできない
と思います。それから水素の活
用も必要になりますが、こうい
うものに対する代替的な戦略は
よく理解されていないと思いま
す。
　たとえばバイオ燃料の利用を
拡大するために許認可を受ける
とか、8万5,000kmのCO2 回収
のためのパイプラインを建設す

るという問題もありますが、実際に許認可を得て、さら
に地域で理解を得る（Public Acceptance）ことも非常に
困難だと思います。
　もう一つの興味深い点についても考える必要がありま
すが、この先どのような決定をしたとしても、将来のエ
ネルギートランジションに関してはまずベースケースを
理解しなければいけないということです。EPRINCで研
究を継続中ですが、ベースケースについてすら非常に大
きな不確実性があります。
　現在、アメリカで重要な議論が行われています。たと
えばエネルギー省は、一定のコストでエネルギー利用の
トランスフォーメーションができると言っていますが、
もともとのレファレンスケースがどうなのかによって違
うと思います。Equinorのものなのか。DNV GLのもの
なのか。WECのものなのか。そういうものであれば、
より低いコストでエネルギー変革を実現できると思いま
す。
　しかし多くの場合、人口が爆発的に増加することを想
定するとレファレンスケースにおいても石油および石炭
の消費を大幅に増やす必要が出てくるというのが蓋然性
の高い結果です。ですからNET ZEROを実現するには
かなりコストがかかることになります。
　レファレンスケース自体が何なのかということが、ま
だ正確にわかっていません。どういうものから転換しよ
うとしているのかという、その元がわかっていないので、
実際には世界規模で非常にコストが高い実験に直面する
ことになると思います。
　次にバイデン政権のNET ZEROを達成するための計
画の主要な特徴を見てみたいと思います。現在まだ固

図10 HOW DIFFICULT IS THE ROAD TO ENERGY 
TRANSFORMATION BY 2050?

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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まっていない内容も多くあります。（編集注：2020年4
月にバイデン政権は2030年までの排出量50％削減の方
針を打ち出し）ここで要約していますが、約5,000万台
の電気自動車を導入する、300万以上の公共の充電ポー
トを設置するといわれています。
　家庭の暖房のために電気のヒートポンプのシェアの倍
増、それから風力、ソーラーの発電容量を4倍にして
600ギガワットぐらいに増やす。現在のシェアはわずか
4 ％です。高圧送電容量も拡大します。これはNET 
ZERO達成には必須ですが、容易ではありません。
　また恒久的に森林、農地の土壌に貯留されている炭素
の年間の吸収量を増やすことも必要です。そして2020
年代において、インフラや技術に対しての投資をする。
それによって、より急速にNET ZEROに転換できるよ
うにする、ということです。
　これは、たとえば地下貯留へのCO2の輸送などが含ま
れているし、主要なテクノロジーとして先進原子力とか
地熱、水素などがあります。重要な点として、鉄鋼、セ
メント、プラスチック、アンモニアの肥料という四つの
主要な産業、つまり文明の柱に関しては化石燃料に代替
するような有効な燃料はないという点を忘れてはならな
いと思います。ですから技術を開発する必要があります。
　そして気候変動に関する大統領令が発令されていま
す。一つのポイントとしては国内外で気候変動をプライ
オリティとして設定すること、それから気候危機に対し
て政府全体で取り組むということです。気候変動関係に
おいては、Gina McCarthyという元EPA長官を気候変
動担当の大統領補佐官として任命しています。John 
Kerryは気候変動担当の大統領特使に、Michael Regan

はEPAの長官に任命されています。非常に経験豊富な
人たちです（編集追記：3月以降のその他の米政権の動
きは文末に追記）。
　バイデン政権は気候の緊急事態と呼んでいますが、そ
れに対応する計画の主眼は2兆ドルないしは1.9兆ドル
の景気刺激策です。コロナ関連対策といわれていますが、
コロナに関連しないものに対してもカバーされていま
す。それに加えて2兆ドルを環境インフラに投資するこ
とは、容易ではないと思います。
　また2035年までに電力業界による温室効果ガス排出
を実質ゼロにする。それから国際的な炭素集約型の化石
燃料ベースのエネルギーに対する資金提供をやめると
言っていますが、これはLNG関連のプロジェクトに対
してどういう意味を持つのかわかりません。
　連邦、地方自治体等の車両に関してはゼロエミッショ
ン車を採用するということを掲げています。また2030
年までに洋上風力を倍増させる。化石燃料に関連するロ
イヤルティの調整を考慮する。連邦所有地における石油、
ガスの新規開発の一時停止も含まれていますが、これは
石油業界にかなりの悪影響が予想されます。化石燃料に
対する連邦の補助金を大幅に削減するという内容もあり
ますが、現在すでに補助金がきわめて少ないので、これ
がどういうことを意味するのかという点はよくわかりま
せん。
　バイデン大統領による気候変動に対する初期の行動
は、エネルギーセキュリティに関してはあまり深い議論
がされていないように思いますが、一つの例として
2019 年 に 発 行 さ れ た TransCanada Keystone XL 
Pipelineの建設許可を取り消した事が挙げられます。そ

して連邦所有地、海上における
新規の石油、ガス掘削を一時停
止し、大西洋沿岸やメキシコ湾、
アラスカ沖、ベーリング海にお
ける海上の石油、ガス探鉱に関
するトランプ前大統領の大統領
令を取り消しました。
　次にNET ZEROがエネルギー
レジリエンスとセキュリティに
どういう影響を及ぼすかという
点を見てみたいと思います。
　図11は原油と石油製品の純
輸入に関して、1991 ～ 2020
年までどういうことが起きたの
かを示しています。原油および
石油製品の輸出入をネットする

図11 PERMANENT BAN ON FEDERAL LEASING WILL HARM US 
ENERGY SECURITY

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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と石油に関しては基本的にはわ
ずかに純輸出国です。
　米国の生産を制限するような
政策は、気候変動に対してプラ
スの影響があるわけではないと
思います。むしろ石油の輸入が
増えると思います。
　図12で示しているのは米国
陸域の連邦管轄地における石
油、ガスの生産量です。赤い線
で囲った部分はアメリカの総生
産量です。内務省が発表した統
計ですが、2019年で原油は日
量 1,200 万バレル、そのうち
267万バレルが国有地から生産
されています。約22％です。
　バイデン政権は「現在の許認
可の下で生産している活動を規
制しない」と言っていますが、
私たちは今後慎重に、どういう
影響が出てくるかをフォローし
ていかなければいけません。
　図12の左側の二つのバーは
ニューメキシコとワイオミング
です。ニューメキシコは昨年の
大統領選挙でバイデン大統領が
優勢で勝利しましたが、ワイオ
ミングは反対にトランプ前大統
領が取りました。この二つの州
の経済活動は国有地からの石
油、ガス生産量に大きく依拠し
ています。バイデン政権は新た
な許認可を停止し、新たに生産
することを制約する可能性があ
ると思いますが、こういった州
の状況を考えると、やはり国有
地から新たな石油、ガスの生産
を継続することも十分考慮する
必要があると思います。
　図13では、何点か考慮しな
ければいけないことが示唆され
ています。エネルギーレジリエ
ンスに関連する課題です。例え
ばカリフォルニア州など特定の
電力市場が間欠性のある風力や

図13 Blackouts in California: Renewable Fuel Requirement Harms 
System Resilience

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図14 What are the lessons of the Texas Blackout? Did Reliance 
on Intermittent Fuels Harm Resilience?

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図12
Onshore Federal Land Oil and Gas Production Remains 
Important　thousands barrels of oil equivalent per day 
(kbblOE/d) – 2019

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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太陽光発電のようなエネルギー源に過剰に依拠すること
によって生じる問題です。
　これはカリフォルニアの電力市場を示していますが、
いわゆるDuckカーブと呼ばれる図です。EPRINCの
Max Pyziur氏 が 用 意 し て く れ た も の で、2010 年、
2015年、2020年の一日のエネルギーの利用を示してい
ます。
　太陽が沈むと18時に太陽光の電力供給が突然なくな
るので、急速にそれを補う発電をして電力を供給しなけ
ればいけません。その方法としてはベースロードの石炭
火力発電所、あるいはすぐに稼働を開始できる天然ガス
火力発電所で電力を補う必要があります。カリフォルニ
アは最近の停電を受けて、天然ガスの追加的な供給を十

分に確保するための政策を敷いています。
　次はテキサスです（図14）。テキサスには太陽光発電
はあまりありませんが、風力ではかなり発電されていま
す。最近のテキサス州でも停電が起きましたが、間欠性
がある電力源に関連しているといえます。
　エネルギー省のペリー前長官が言っていましたが、こ
のように連続的に利用できないエネルギー源に依拠する
とエネルギーレジリエンスそして発電系統のリスク、電
力供給が中断されるリスクが高くなります。テキサスの
問題は多面的な要因で起きましたが、分散した電源を
ベースロードの発電施設として任せる場合にはどのよう
に電力システムを機能させるかに配慮しなければならな
いのです。

　図 15 は Keystoneパイプラ
インのキャンセルについて説明
したものです。皆さんはご存じ
だと思いますが、なぜバイデン
政権が廃止に賛同したかという
と、Keystoneパイプラインが
運ぶ原油はほかのパイプライン
ルートを経由することも、鉄道
で輸送することもできるからで
す。しかし、Keystoneパイプ
ラインがなくなると実は温暖化
ガスの量は増加するのです。
　ヒラリー・クリントンが国務
長官のときに国務省がこのパイ
プラインの許認可を停止するこ
とを決定しましたが、Keystone
のパイプラインを停止させるこ
とによって、自分たちが気候変
動問題でリーダーシップを取っ
ていく意向を示したい、という
ことだったのです。私は、これ
はリーダーシップの問題ではな
く非常にまずい政策だったとい
わざるを得ません。
　それでは2050年とそれ以降
の気候変動対策はどうなるか、
ま ず は い ま の 現 状 で す（ 図
16）。まず技術はいろいろと
開発されてきて、ある分野にお
いては進捗を果たしてきまし
た。ただ一連の「グリーンユー
トピア」を構築しなければいけ

図15 Canceling KEYSTONE XL Pushes Crude to Rail; Reduces 
Transport Resilience

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より

図16 How To Think About Climate Action-Driven Future Outcomes 
2050 & Beyond?

出所：ルシアン・パリアレシ氏講演資料より
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ません。崇高な対策を取っていかなければいけません。
これは非常にコストのかかることですが、必ずしも全世
界で前進する用意はまだできていません。
　最後にここで指摘しておきたいのは、古幡さんから言
及するように言われた「45Q」です。これは、税控除（Tax 
Credit）であり、これは炭素を永久に隔離することで、
石油以外の業種の企業は、1トン当たり約50ドルの税額
控除が得られます。EORに使う場合には35ドルが控除
されます。
　ただし米国は5.7ギガトンのCO2 を排出しています。
二酸化炭素の貯留に関してはまだケタが違っており、
45Q制度を見てみると、キャパシティとしては4,000万
～ 6,000万トンになると予想されています。NET ZERO
を達成するために必要な対策としていまの技術を実施
し、いまのような税制優遇策を実施しても、私たちが克
服しなければいけないとてつもない障害は依然として残
ります。私からは以上です。

古幡：ありがとうございました。質問を待っている間に
私から質問します。バイデン政権のエネルギー政策につ
いては、いくつかの点がまだはっきりしていないと思い
ます。
パリアレシ：おっしゃるとおりです。
古幡：そこで私の質問です。バイデン政権の政策がはっ
きりするのに6カ月ぐらいかかるでしょうか。現在、計
画をレビュー中だと思いますが、どのぐらいかかりそう
ですか。
パリアレシ：気候変動政策の一部は非常に不人気で、特
にバイデンに投票しなかった州ではもちろん不人気で
す。そして2年後には中間選挙があります。もしかする
と上下両院で共和党が多数派になるかもしれません。
　電力セクターについては、ある一定のことはできるで
しょう。電気自動車に関してもある程度のインセンティ
ブは提供できるでしょう。ただ米国の経済について考え
ると、バイデン政権の政策がはっきりしたとしても、そ
れほど大きなことはできないと思います。ガソリン価格
は世界の需給市場によって影響が出ます。それによって、
いまは小さい政治問題ですが（実際にガソリン価格が高
くなるような影響が出たら）、これが大きな問題になる
可能性もあります。ガソリン価格は米国では大きな関心
事です。トランジションをするのはいいですが、そうす
るとガソリン価格はかなり上がるはずなので、ガソリン
価格を下げる工夫もしないといけないと思います。
　これから、気候変動政策について、いろいろな政治的
なシグナルが出てきて、いろいろな試みが失敗するで

しょう。電力業界においても、ある程度の活動は行われ
ると思いますが、それほど大きな変化は起きないと思い
ます。最近のカリフォルニアとテキサスの停電が非常に
大きな影響を及ぼしているということです。
古幡：やはりもう少しの間は静観するしかないですかね。
　アメリカにおけるエネルギートランジションをスピー
ドアップするきっかけが何かあるとすれば、金融制度が
あるかと思います。「金融が産業界に対してNET ZERO
に向けた資金供与を十分に行ってCO2排出量を削減する
ことが実現できるんじゃないか」との意見もありますが、
どうお考えですか。
パリアレシ：資本を管理しても、あるいは銀行にESG
投資のガイダンスを提供しても効果がないと思います。
やはり需要サイド、コストサイドでのファンダメンタル
が変わらなければいけません。つまり競争力のある代替
燃料が出てきて、石油、ガスを完全に使わなくならない
限り効果はありません。
　今日の午前中の金融関連ニュースで、「銀行は石油、
ガスに戻るときが来た」という記事が載っていました。
ですからこういった経済問題、ファンダメンタルズに関
する問題は、銀行が指針を発効したからといって必ずし
も守るとは思いません。これは効果がないと思います。
古幡：視聴者から質問が出てきました。まず、米国が石
油輸入超過になった場合、再び石油純輸入国になった場
合、バイデン政権はエネルギー分野に対してどういう対
応を取るのでしょうか。
パリアレシ：これからアメリカの輸入が増えていくと、
そ れ と と も に ガ ソ リ ン 価 格 が 上 昇 し て い き ま す。
Keystoneのパイプラインを再始動しろとは言いません
が、たとえばいま行われている国有地のリースの停止に
関する政策が、もう一度大々的に見直されることになる
と思います。
　ごく最近、エネルギー省のグランホルム長官がLNG
は全世界のコミュニティにとって、石炭に取って代わる
ガスとして非常に重要である、天然ガスの生産を見直す
必要があるということを示唆しました。「LNGの輸出を
停止する」とは言っていませんが、彼女はアメリカにとっ
ても天然ガスが重要だということを言っていました。
古幡：次の質問です。米国では政府のシグナルが十分強
力で、産業界が更に再エネや低炭素のプロジェクトを開
始するのではないだろうか、という質問です。
パリアレシ：税制上の優遇措置などもあるので、そうい
う意味では強力だといえると思います。たとえばそれほ
ど広く知られていませんが、オキシデンタル・ペトロリ
アムは40年間炭素を回収してきました。ですから一部
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2. マイケル・リンチ氏：「米国新政権の米国の石油・ガス生産への影響と見通し」

　それではマイケル・リンチさんをご紹介したいと思い
ます。やはり私の良き友人であり、24年前にワシント
ンD.C.に駐在していたときに知り合いました。エネル
ギー経済学者として著名であり、EPRINCにおいてもシ
ニアフェローとして活躍、アジアエネルギー安全保障の
面ではこれまでも重要な役割を果たしてこられました。
それではマイケル・リンチさん、さっそくお願いします。

リンチ：古幡さん、ご紹介いただいてありがとうござい
ました。昔からの友人の方たちが多くオンラインでつな
がっていらっしゃると思いますが、スライドショーをス
タートしたいと思います。
　今回はバーチャルで会議を開いているので、残念なが
ら夜に古幡さんからビールをおごってもらえませんが、
いつかまた通常の状態に世の中が戻れば、また皆さんと
お会いしたいと思います。

　今日、私は米国の石油生産について展望を話したいと
思います。米国の石油生産という、この不確実なものに
ついて、私はできるだけ不確実性を軽減しようとする人
間です。人間である以上、皆厳密な答えを求めがちです
が、それに正解はないとしても、少なくともどういう不
安、懸念があるか、何が不確実なのかを明確にすること
によって少し安心できるのではないかと思います。
　シェールオイル生産はアメリカの石油業界において一
番大きな生産量を占めており、この10年間、世界の石
油業界においても重要な要素となってきました。2011
年以来、最初の3年間は世界の石油消費が増大するのを
補い、また、油価が下落してからその増加量は鈍化しま
したが、伸び続けてきました（図17）。
　これが他の産油国の一部には一つの不安材料になって
いました。特に2015年に、アメリカのシェールオイル
の生産の増加をスローダウンさせたいという理由で、サ
ウジアラビアは石油を増産し、原油価格が大きく下がり
ました。しかし、米国の石油産業は効率を改善し、コス
トをカットすることによって1バレル当たり60ドルで
も利益を上げられるようになり、生産を伸ばしていった
わけです。
　コロナ禍の直前にサウジアラビアが取った原油増産、
そしてそれに伴い油価が下落しました。それから米国の
生産量は、1日当たり200万バレルもの石油生産が失わ
れた段階がありましたが、いまはその半分程度の生産が
回復しています。いま（2021年3月）は1バレル60ドル
という状況にありますが、この油価ならばパーミアンは
年間に日量約100万バレル増えてきました。いまは「掘

の分野においては加速されると思いますが、規模が十分
ではありません。国家経済に対してどのぐらい大きなコ
ストを課すかという問題があると思います。
　この40 ～ 50年を振り返ってみると限界があると思い
ます。限界が存在するという問題は非常に大きいと思い
ます。部分的な転換はあるかもしれません。電力セクター
において、たとえばブレークスルーもあるかもしれませ
んが、私自身は大規模なエネルギー変革について非常に
慎重に見ています。
古幡：最後の質問です。米国で新たに原子力発電所を建
設しない理由は何でしょうか。

パリアレシ：あまりにも反対が多いことです。フランス、
中国、インドでない限り、やはり原子力発電所を新たに
新設することはあり得ないと思います。政治問題化して
いて、これを克服するのは困難です。そしてアメリカに
おいて電力供給が急速に上昇しているわけではありませ
ん。需要自体がそんなに急速に伸びているわけではあり
ません。
古幡：たくさんご質問をいただきましたが、時間がなく
なってきたので先に進みたいと思います。ルーさん、あ
りがとうございました。

写3 マイケル・リンチ氏

出所：JOGMEC 撮影
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削は完了したが、フラッキングが行われていない坑井、
DUC（Drilled but Uncompleted Well）」からの生産が増
えてきていますが、それはすでに掘ってある井戸を仕上
げるだけで生産ができるのでコストが安いためです（図
18）。また、井戸の生産性を上げるためのグレードアッ
プも行われます。これにより生産は回復してきたのです。
　生産性の低い抗井の生産をできるだけ下げて、生産性
の高い油井を掘削し続けるという対応策が取られるよう
になりました。これによって部分的に価格の下落に伴う
収入減を相殺することができますが、やはり掘削がどれ
ぐらい早く回復できるかという問題が依然として残って
います。
　この数週間、コロナ禍以前の価格に戻りつつあります

が、依然として企業には負債が積み上がっているので、
投資に回すよりも、そして供給を増やすよりも債務を返
済する必要があるという背景があります。負債が返済で
きない企業は破産したり、あるいはリストラをしていま
すので、いま操業を続けている企業はかなり財務健全性
を維持することができています。
　また、フラッキングの禁止とESGの推進が進んでき
ています。つまり企業ガバナンスでESGが重視されて
きています。環境に関心の高い投資家から銀行にもプ
レッシャーがかかっていて、銀行は石油セクターに融資
するな、あるいは投資をするなという状況がありますが、
これがどうなるかという問題があります。
　パーミアンの状況を見ていただくと、ほとんどの油井

において1バレル当たり20ドル、
25ドルの油価では投資をしな
いという判断です。例えば6カ
月待てば油価が回復して倍にな
ると考えているのであれば、更
に掘削をするインセンティブは
多くあるといえますが、やはり
一定の油価回復の後、投資はま
だ回復していません。
　掘削数でいうとパーミアンが
かなりの割合を占めています
が、これは原油を出荷するため
の出荷能力が十分にあることに
よるものです。一方でパーミア
ンではガスを出荷するのに十分
なパイプラインがないため、出
荷できないガスをフレア処理し
ているという状況です。価格が
下落すると、昔から操業してい
た油井の追加的なフラッキング
を行う、ただ、そのために生産
される随伴ガスはフレアをする
という状況が出てきました。
　ここには、必ずしもフラッキ
ングが行われても、それがタイ
ムリーに報告されていないとい
う問題があります。おそらくそ
れを考慮に入れると、DUCの
数字はもう少し下がってくると
思います。また、新たな掘削を
行うために必要なコストも下
がって、改善しつつあるといえ

図18 DRILLED UNCOMPLETED WELLS BY BASIN

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図17 SHALE OIL IMPACT

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より
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ると思います。
　次に、油価と掘削坑井数の比較です（図19）。濃いオ
レンジがアメリカにおけるパーミアンの状況です。一方、
グレーがバッケンで、これはかなり低くなっています。
黄色のラインは石油価格ですが、これを見ていただくと、
価格はコロナ禍以前に戻りつつあります。この4年間で、
掘削された井戸の数はそれまでの期間の2分の1以下の
水準になっています。やはり正常なレベルに戻るには6
～ 12カ月かかるでしょう。いまは失業している掘削ク
ルーがたくさんいます。1バレル当たり60 ～ 70ドルに
価格が戻らないと掘削本数は正常化しないでしょう。企
業にしてみれば、1日、あるいは1カ月価格が上昇しても、
またキャッシュフローは増えても、必ずしもそのキャッ

シュをまた投資に回すことには必ずしもなりません。
　図20はさまざまな堆積盆地の生産量の前年度からの
変化の状況を示したものですが、パーミアンが最も目
立っています。特に、この数年間、コロナ禍以前、ほか
の堆積盆地はパーミアンを下回る生産になっています
が、逆にいえば、パーミアンは「掘削されすぎ」の状況で
す。そして、石油会社は、地質学的に良好な層はすでに
すべて掘削し尽くしています。シェールオイルに関して、
この10年間かなり悲観的な展望があったのは、こうい
う事実によると思います。しかしシェール産業はこれま
で人の期待を上回るような業績を示してきました。
　シェールオイル開発に携わる企業が適切なパフォーマ
ンスを示さなかったのは、価格が大幅に下落したためで

す。価格が正常化すれば期待を
上回るパフォーマンスが数年間
続くと思います。
　次にこの井戸の生産性のデー
タ（図21）は急に大きく変動し
て疑わしいところもあるのです
が、これは元々、政府が行った
試算をベースにしています。過
去1年間のデータを見る限り、
生産性の改善を過大評価してい
るのではないかと思います。こ
れは掘削が行われる際に最も良
質な地質エリアに注力している
ことに原因があると思います。
　2015年以前、石油が1バレ
ル当たり100ドル以上だったと
きは、効率は二の次で、とにか
くできるだけ早く掘削しようと
いう時期もありましたが、油価
が下がると効率を上げることが
重要になり、掘削も選択的に行
われるようになりました。もう
一度油価が40ドルになるかど
うかはわかりませんが、これま
でも油価の下落に合わせて生産
性が改善されてきたことは明ら
かで、更なるコスト削減は可能
性として十分にあると思いま
す。
　最終的な供給量という結果に
は、1油井当たりの生産性と掘
削コストが独立した変数として

図20 YEAR ON YEAR CHANGE B/D

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図19 DRILLING AND THE OIL PRICE

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より
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影響を及ぼしていると思いま
す。
　eprinc.orgというわれわれの
Webサイトでアクセスすれば
確 認 し て い た だ け ま す が、
シェールオイルは従来の油井と
比較して、早く生産量が減少し
ます。通常の陸上油井は年間で
生産量が6 ～ 8％減少しますが、
シェールオイルの油井では1年
目で50 ～ 70％減少するといわ
れています。大統領選挙の際に、
たとえばバーニー・サンダース
は「フラッキングをすべて禁止
すべきだ」と言いました。これ
は、米国の原油生産量を急速に
下落させることから、非常に愚
かで、政治的な考え方だと思い
ますが、実際には多くの人がそ
れに影響を受けていました。
　仮にフラッキングを停止して
2 ～ 3年後に、500万、600万、
700万バレルぐらいの石油生産
が失われることになれば、もち
ろん世界の石油市場に大きな影
響を及ぼします。天然ガスに関
しては、石油生産の減少ほど大
きな変動があると更に困るので
すが、政府がこれほど大きな影
響を見逃すわけにはいきませ
ん。日本ではどうかわかりませ
んが、選挙戦中にこういった公
約を行っても守らないことはあ
るもので、困ったものです。
　図22、図23はダラス連邦
準 備 銀 行 が 毎 年 行 っ て い る
シェールオイル生産のためのコ
ストの調査結果です。図22の
グラフは既存の油井の操業、つ
まり生産を続けるための限界コ
ストですが、非常にレンジが広
くなっています。これは調査に
対する回答の平均であり、加重
平均ではありません。つまり大
規模な生産者からの回答と小規

図22 MARGINAL COSTS (SHORT-RUN)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図23 MARGINAL COSTS (LONG-RUN)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図21 IMPROVED DRILLING PRODUCTIVITY

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

eprinc.org
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模な生産者からの回答が等しく扱われているため、この
限界コストは過大に見積もられていると思います。 
　この調査結果によれば1バレル当たり25ドルという
価格だと、新しい油井を掘削することはないけれども既
存の油井からの生産は続けるということになるでしょ
う。図23は新しい油井を掘削するコストを勘案した場
合の限界コストです。やはりコストは加重平均を使って
おらず単純平均なので、かなりの過大評価だとは思いま
すが、長期的には新規掘削をするためには40 ～ 50ドル
がブレークイーブンとなる平均コストといえます。
　残念ながら最近の調査結果は近々発表されると思いま
すが（編集注：2021年3月24日付けで発表）、ほぼ1年
前の調査では、長期的な平均コストを見ると1バレル当

たり50 ～ 60ドルです。ここでは大幅な改善はなく、コ
ストはわずかに低下しているだけのように見えます。し
かしコストの低下度合いは過小評価されていると思いま
す。実際にはシェールオイル業界はコスト効率を上げて
います。確かに2015年の頃ほどコスト効率を改善する
ようなことはなく、例えば年間25％もコストを低下さ
せることはないし、今後もそれはないと思いますが、わ
ずかながらコストは改善されているというのが実態で
す。
　それから国有地からの石油生産についてです（図
25）。ニューメキシコ州のシェールオイル生産やメキ
シコ湾沖合の生産はほとんど連邦政府が統制していま
す。そして大統領令が執行されて国有地リースが一時停

止されました。大統領の気が変
わるということは、当分ないで
しょう。将来、国有地での掘削
を一切認めない方針に転ずる可
能性もあり得ます。
　ただ、陸上での生産はほとん
ど影響を受けていません。一番
影響を受けるとしたら、それは
ニューメキシコ州の陸上シェー
ルオイルの生産です。ニューメ
キシコでは国有地からのシェー
ルオイル生産が非常に多いので
す。また、メキシコ湾のほとん
どは連邦が所有する国有地で
す。ただ、石油会社が国有地で
石油の生産を停止すれば、石油
生産に基づく税収がなくなって
しまいます。
　グリーンジョブといわれてい
る仕事があります。たとえば太
陽光発電のソーラーパネルを設
置する仕事です。バイデン大統
領は石油開発に携わる労働者の
雇用を喪失させることはできる
だけ避けたいと考えているもの
の、「リースを再開するために
はやはり電気自動車や風力発電
所のために、石油産業からの資
金提供が必要だ」と言うと思い
ます。
　ニューメキシコの石油生産に
関してですが、10年以上前は

図24 EVOLUTION OF BREAKEVEN COSTS SHALE OIL($/BBL)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図25 HALT IN LEASES FEDERAL LANDS
(NEW MEXICO AND GULF OF MEXICO)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より
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大半が在来型の油田で、フラッ
キングによるシェールオイルの
生産量はわずかでした。2012
年以降はほとんどがシェールオ
イルになっています。油価の下
落による生産減も見られます。
　仮に新規の掘削が停止された
としても、DUCもあるので、
少なくともこの先1 ～ 2年は掘
削されなくても生産量に大きな
インパクトはないと思われてい
ます。ただ連邦所有地に対する
リースが停止されると状況は変
わると思います。
　メキシコ湾からの石油生産量
は200万BDぐらいです。在来
型が多く、大半が海上です。生
産量は浅海上の場合、1年で12
～ 15 ％ぐらい減少し、深海で
は20％ぐらい減少します。リー
スが更新されない場合、既存の
リースがすべて終了するまでに
は2 ～ 3年は余裕があると思い
ますので、古い油井を利用して
掘削を進めて生産を増やすかも
しれません。
　メキシコ湾での掘削は長年実
施されてきましたが、いままで
誰も深海域への影響以外は、
リース停止による影響の評価に
手をつけてきませんでした。
我々の評価によれば、リースが
中止された場合、2 ～ 3年後に
年間7万5,000 ～ 12万5,000BD
ぐらいの生産量が失われる恐れ
があると結論づけました。それ
は当該企業にとっては問題かも
しれませんが、石油市場全体へ
の影響から見れば、例えばサウ
ジアラビアが100万BD減産す
るほどの影響はないと思いま
す。
　ニューメキシコ州とメキシコ
湾を合わせて、年間で25万BD
ぐらい生産量が減るかもしれま

図28 MARKET EFFECT OF BIDEN POLICIES

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図26 NEW MEXICAN PRODUCTION (TB/D)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図27 US OIL PRODUCTION (TB/D)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より
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せんが、グローバルな動きと比較すれば影響は少ないで
す。むしろ油価が変化する方がシェールオイル生産量へ
の影響は大きいと考えます。1バレル当たり40ドルなの
か。あるいは60、70ドルなのか。油価が上がったら、
100万BDぐらい生産量が増えるかもしれません。一方、
規制が強化されると、それは石油会社にとってはコスト
が引き上げられるということになります。それに見合っ
た油価上昇がなければ掘削量も減ることになります。
　中東と比べてシェールオイルはコストが割高です。そ
のため、油価が低迷すれば大きな影響が出てきて、石油
市場がタイト化する可能性があると思います。油価が低
いままだと、この先5年間で100万～ 150万BDぐらい
供給が減る可能性があります。ただ需要が増加すること

のほう方が更に重要です。供給の不確実性が高まると、
イラン、リビア、ベネズエラなどの産油量が増加するか
もしれません。これらの産油国からの生産量が増加しな
いと、油価は10ドル/バレルぐらい上昇するかもしれ
ません。
　石油・ガス企業には非常に多額の負債が積み上がって
います。特に昨年はひどい状況でした。その後、状況は
改善されつつあるかもしれませんが、銀行や投資家に対
するプレッシャーも高まっています。たとえば、かつて
南アフリカへの投資を禁止するようなプレッシャーが銀
行や投資家にかかっていました。現在は別の理由からプ
レッシャーがかかっていますが、私は油価への影響のほ
う方が重要だと思います。

　たとえば明日ベネズエラに新
しい政権が誕生して制裁が解除
されたら、2 ～ 3年後には生産
量が市場に戻って油価に影響が
出るかもしれません。また、い
ま、油価は正常化しつつありま
す。油価が100ドル/バレルに
高騰していたとき、「それが正
常だ」と言った人がいますが、
実際に持続可能な油価の水準が
どの程度なのか、例えば60 ～
75ドルなのか、ということは
だれも言えないと思います。た
だ、油価が上がれば掘削が増え
ることになると思います。
　キャッシュフローが潤沢な企
業は投資の振り向け先を急速に
変えることができます。図29
のグラフは支出の原動力は何か
ということを示しています。上
流への投資金額は油価に追随す
る状況が示されています。油価
が上がればキャッシュがより潤
沢になって上流への投資が増え
ることになります。
　図30はIEAのデータですが、
2020年はコロナによってエネ
ルギー部門全体に対する投資が
大幅に減少しました。
　他方、業界の財務状況は改善
しています（図31）。大半が
2020年の第3四半期にプラス

図29 WHAT DRIVES SPENDING?

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図30 BIG DROP LAST YEAR IN ENERGY INVESTMENT

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より
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のフリーキャッシュフローを実
現して、44 ％が増益だったと
いう状況です。そして直近のブ
レント価格はその2020年第3
四半期当時よりも50 ％ぐらい
高くなっているのです。
　図32はダラス連銀の調査か
らのデータです。当時の油価が
バレル当たり47ドルぐらいだっ
た頃に、すでに投資は増やすだ
ろうと回答した企業が多かった
わけです。その後油価は更に
20ドルぐらい上昇してきたの
で、大半の企業は企業の利益も
増えて、投資も進むだろうと考
えられるわけです。
　図33は世界の掘削リグの稼
働数の推移を示しています。
1998年に油価が暴落していま
す。そして米国とカナダを除外
した掘削状況を示しています。
油価は2年以内に回復しました
が、掘削リグの稼働数が回復す
るのに5年ぐらいかかりました。
ですから世界の掘削リグの稼働
数の動きは油価の動きよりも遅
いといえます。
　北米以外の地域においては、
多くの海上油田開発のプロジェ
クトがあるので、リグの掘削数
が米国のように急に変わること
はありません。
　そして、油価と掘削リグ稼働
数は綱引き状態にあるというこ
とです。コストカットをして油
価が上昇すれば投資が回復する
と思われますが、債務の問題も、
化石燃料を減らして脱炭素化と
いうプレッシャーもあります。
それが制約条件になります。
　また巨大で高額なプロジェク
ト、例えばコストの高いバレン
ツ海で掘削したいと考える企業
は決して多くありません。たと
えば北海の石油開発プロジェク

図33 GLOBAL RIG COUNT(EXCLUDING US AND CANADA)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図31 INDUSTRY FINANCIALS IMPROVING

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より

図32 SPENDING GOING UP (WTI WAS $47)

出所：マイケル・リンチ氏講演資料より
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トは非常にコストが高いので、北海での石油開発は抑制
されるか延期されると思いますが、需要が回復して、こ
の先数年間油価が安定すれば、石油市場もタイト化する
かもしれません。特にイランとベネズエラが市場復帰し
なければ、マーケットはタイト化するでしょう。
　1998年以降、油価が12ドル/バレルまで暴落して、
その後30ドル/バレルまで急上昇したということもあっ
たので、これからも油価の動きには注意しなければいけ
ないと思います。石油業界としては、いまよりも多くの
投資が必要です。この先4 ～ 5年間はマーケットがタイ
ト化する可能性があるかもしれません。以上で終わりま
す。ありがとうございました。

古幡：マイクさん、ありがとうございました。いくつか
質問を受け付けております。技術開発のトレンド、シェー
ルオイルに関する油井の掘削に関してどれくらい生産性
が改善しているのでしょうか。
リンチ：シェールオイル開発の、一番大きな要素は技術
的進歩ですが、これが年間3 ～ 5％ぐらいで更に進むと
思います。
古幡：ダラスのFRBの図を見ると、毎年ほんのわずか
しか効率が上がっていないように思えるのですが。
リンチ：1ドル/バレルとか2ドル/バレル程度の効率改
善ですが、引き続きじわじわと効率が上がってくるので
はないかと思います。アメリカのシェールオイルの開発、
掘削は多くのベンチャーキャピタルによって実施されて
います。そして新しい掘削法を導入していると思います。
ただ、コロナの発生によって油価が下落し、多くの会社
が倒産してしまいました。
古幡：倒産の規模はどのぐらいあったのでしょうか。こ
れは掘削技術の開発にどれぐらいの影響を及ぼすと思い
ますか。
リンチ：油価の下落に伴うシェール業界への悪影響があ
まりに大げさに論じられていると思います。もちろん油
価が下落する前は多くの企業は黒字でした。2014年、

2015年に大幅に損失が発生しましたが、いまは債務を
償却してほぼ返済されているといえると思います。
　米国ではシェールオイル開発について非常に優れた技
術を開発してきたので、これを実用化して、実際の掘削
に応用しようという段階になってきたと思います。カリ
フォルニアのモントレー、あるいは中国のシェールオイ
ルは生産が非常に困難だといわれているので、こういう
ところでも小規模ながらイノベーションを実現した企業
が活躍できると思います。
古幡：別の質問です。メキシコ湾深海における探鉱・開
発ビジネスに関心があります。今日ロイターにも記事が
ありましたが、新しいリースは3月25日に再開される
でしょうか。あるいは、この6 ～ 7月にはもっと政策が
はっきりしてくるのでしょうか。
リンチ：そうは思いません。残念ながらアメリカの政府
は日本と違います。つまりアメリカ人は政府に関しては、
官僚に優秀な人たちを採用するという歴史がありませ
ん。日本の官僚とは違う状況です。ですから夏までにリー
ス更新が可能になるかははっきりしません。
古幡：最後の質問です。バイデン大統領の政策はガスの
生産にどういう影響を及ぼすと思いますか。アメリカ国
内のガス価格にはどういう影響を及ぼすと思いますか。
リンチ：私の一族はガス生産にかかわっていて、全然も
うかっていません。残念ながらウエストバージニアでそ
れをやっているので答えにくいのですが。バイデン政権
は発電所における天然ガス使用を制限するといううわさ
がありました。でも、それはないと思います。
　例えば、メタンの漏洩を限定したり、パーミアンにお
いてフラッキングによるメタンガスの漏洩検出をするこ
とになるとコストが上がると思います。また米国の
LNGコストは安いので、フレアしていたすべてのガス
をLNGにして販売できる水準にあると思います。天然
ガスの供給曲線は長年非常にフラットに推移してきたの
で、非常に長い間、価格は変わらないで推移していくと
思います。
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古幡：ありがとうございました。それでは最後のセッショ
ンに進みたいと思います。グレン・スウィートナムさん
です。最近APERCに入られました。いまシニアバイス
プレジデントとしてアジア太平洋エネルギー研究セン
ターにお勤めで、近々日本に異動される予定です。
　長年米国エネルギー省（DOE）に勤められ、カーター
政権、レーガン政権の下、DOEで仕事をなさいました。
その後20年間にわたってエネルギー企業にお勤めにな
り、再び DOEのエネルギー情報局に戻られました。
2012年からは、エネルギー気候変動担当のシニアディ
レクターとしてオバマ政権で活躍なさいました。またそ
の後DOEに戻られて、北アフリカ、中東担当になりま
した。
　今日は米国新政権の外交政策の課題、特に中東外交政
策についてお話をいただきます。

スウィートナム：古幡さん、ご紹介いただいてどうもあ
りがとうございました。皆さんの前でお話しさせていた
だき大変うれしく思います。すでに2人の方たちがエネ
ルギートランジションにも触れつつ話したので、そこに
も触れつつ課題についてお話ししたいと思います。
　図34で私が取り上げたいポイントをまとめていま
す。これはかなりリーズナブルなポイントだと思います
が、最初のポイントはすでに言及がありました。主要な
世界のエネルギーミックスに、引き続き石油、ガスは重
要な構成要素として残るということです。繰り返しにな
りますが、やはり簡単には石油、ガスから脱却すること
ができない世界の情勢があるという最初のポイントを、
私も強調したいと思います。
　次に中東、北アフリカ諸国は石油、ガスの供給に重要
な役割を果たしていくと思います。これを理解する必要
があります。
　3点目に中東、北アフリカ地域においては、やはり政
治情勢は引き続き不安定に推移するでしょう。いまより
ももっと不安定化するかもしれません。なぜそう思うの
かという理由を後で説明したいと思います。
　バイデン政権の中東政策はますます不穏な状況を醸成
する可能性があります。したがって石油、ガス供給の中
断の可能性は高まっていきます。アメリカの石油生産を
調整しながら原油価格のボラティリティを抑制すること
はあり得るかもしれませんが、結局、アメリカの外交政

策は中東、北アフリカ地域にお
ける不安定性を払拭することは
できないので、日本のようなエ
ネルギー輸入国は自国経済を守
るために必要な施策を講じる必
要があると思います。
　図35は皆さんよくご存じだ
と思いますが、石油、ガス資源
は中東、北アフリカ地域に集中
しています。2019年の確認可
採埋蔵量はMENA地域に多く
あります。ガスも同様です。た
だ、北アメリカにおける埋蔵量
は、十分にはカウントされてい
ません。資本を投下すること、

3. グレン・スウィートナム氏  
　  ：「米国新政権の外交政策の課題、特に対中東外交政策」

図34 Presentation Outline

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より

写4 グレン・スウィートナム氏

出所：JOGMEC 撮影



402021.7 Vol.55 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

あるいは資本をコミットすることによってカウントでき
る確認可採埋蔵量だけだからです。とはいえ、この中東
と北アフリカ地域においては、非常に大きな炭化水素埋
蔵量であるため、これらの国々が石油、ガスから脱却し
ようとしても、これらの国々は極めて重要な役割を果た
していきます。 
　ペルシャ湾岸諸国や北アフリカ諸国は開発生産コスト
が非常に低いので、石油、ガスの需要が減少することに
よって価格が下がっても、この国々は生産を続けていく
ことになります。これがこの地域の特徴です。石油、ガ
ス生産の収入が国家の所得源として非常に重要で、これ
が引き続き生産が続いていく大きな原因となっています。
　こういう国々の中で特にサウジアラビア、UAEは、
どうやって脱炭素社会において生存していくかを模索し
ています。引き続き石油、ガス埋蔵量を開発するけれど
も、一方では研究を行って脱炭素プログラムを追求して
います。
　たとえば日本がブルー水素についてサウジアラビアと
話をしているのもその一つです。水素の製造に際し、蒸
気を使って二酸化炭素を除去して、そのプロセスから二
酸化炭素を空気中に排出させない、そして二酸化炭素を
地下に貯留することによってブルー水素を生産し、二酸
化炭素排出量を減少させる。その一方で、その水素が引
き続き国家にとっての収益源を確保することが期待され
ています。
　プラスチックにも焦点が当たっています。サウジアラ
ビアはプラスチックの研究を行って改良プラスチックを
開発しようとしています。たとえば石油化学産業ではア
ンモニアだけではなく、プラスチックを改良し、引き続

き石油、ガスを生産する一つの
重要な原動力にしようとしてい
ます。
　それからマイケルが話してい
ましたが、再生可能エネルギー、
クリーンエネルギー分野におい
て技術が開発・改善されてきて、
その技術改善が石油、ガスにも
貢献しています。ですから石油、
ガスの価格が下落したとして
も、それを開発するコストも下
がるわけです。石油、ガスの脱
炭素化の価格が技術開発によっ
て大きく下落していることも事
実です。
　それでは外交政策の側面に

もっと焦点を当てたいと思います。外交政策にとって、
いかにこの地域が重要かという政治的な側面です。私の
今日のタイトルは「経験に対する希望の勝利」としていま
すが、この言葉は18世紀のイギリスの小説家サミュエル・
ジョンソンが書いた小説の中で使われています。
　この小説は、非常に不幸な結婚をしていて、妻が死亡
した後再婚をするという話ですが、サミュエル・ジョン
ソンの小説の主人公は「再婚とは経験に対する希望の勝
利」と言っています。まさにアメリカの外交政策は、こ
う形容できると思います。
　オバマ政権の外交政策は成功しませんでしたが、その
同じ要因によってバイデン政権の外交政策がこの地域に
引き続き不安定性をもたらしていくと私は考えていま
す。もちろん、北アフリカ、中東地域の不安定さは、ア
メリカの外交政策だけで起こっているわけではありませ
ん。ペルシャ人、アラブ人、スンニ派、シーア派、クル
ド人、パレスチナ人の敵対心が、この地域に大きな問題
をもたらしてきました。
　それからこの20年間、イスラム過激派のテロリズム
が大きな問題として浮上してきました。これは若い男性
が十分な経済的機会に恵まれていないことに大きく起因
しています。アルカイダ、ISIS、アル・シャバブ、ナイ
ジェリアのボコ・ハラムといった過激集団は同じモデル
を踏襲しています。
　経済的な機会を与えられない若い男性を動員して、過
激派として訓練をする。この地域は石油資源に大きく依
拠しているので、その他には十分に所得を確保できる機
会があるとはいえません。ですから引き続き、特に若い
男性が過激派に動員されてこの地域に不安定、混乱をも

図35 Oil and gas reserves are concentrated in MENA

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より
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たらすことが不安材料として残ります。
　この地域にオバマ政権の政策がどういう影響を及ぼし
たか、バイデン政権がなぜ同じ轍を踏むと危惧されるの
か、を見ていくために、この地域における主要なイベン
トをフォローしてみたいと思います（図36）。
　2009年6月4日、オバマ大統領がカイロにおいてイス
ラム社会における新たな出発という演説をして、これは
イスラム社会に受け入れられました。これはアメリカと
イスラム諸国、中東地域、北アフリカ諸国との関係がこ
こで新たに出発するという演説でしたが、1年半後にチュ
ニジアの町で無許可の街頭販売をしていた者が警官によ
る商品没収に対し抗議の焼身自殺を図り、アラブの春の
きっかけとなりました。
　私はその当時国務省の中東担当のスタッフでした。私
がとても不思議に思ったのは、外交政策の担当官がアラ
ブの春に対してとてもエキサイトしていたことですが、
まずチュニジアからスタートして、1カ月後にはエジプ
トのカイロのTahrir Squareに群衆が集まって政府に抗
議をしました。
　オバマ政権は、民衆が抗議をすることでこの地域の市
民権が大幅に強化されることを期待しました。結局ムバ
ラク大統領が辞任して、当然ながら選挙によって安定し
た政権を選出することが期待されたのです。ただ、「こ
の地域における人権をどう強化できるか」という、人権
に政策の焦点を当てたことで、必ずしもアメリカの外交
政策は成功しませんでした。むしろ地域の混乱が高まっ
たともいえます。
　2011年10月に、オバマは米軍のイラクからの撤退を
発表しました。そしてイラクは安全保障を確保すること

ができないという認識の下で、ISISがカリフ制を確立し
て、イラク北西部、シリア東部を占拠しました。これが
2014年6月です。さらにオバマ政権は秘密裏にイラン
と交渉を行って、イランの核兵器開発をできるだけ阻止
しようとしました。この協議はその地域の同盟国には一
切秘密にされていたので、サウジアラビアなども一切知
る由もありませんでした。
　「P5＋1」のP5は国連常任理事国で＋1はドイツですが、
この6カ国がJCPOA（包括的共同作業計画）に合意しま
した。トランプ前大統領は「JCPOAは最悪な協定である」
と言っていますが、私はそうは思いません。
　ただ、JCPOAはあまりにもカバーする範囲が狭すぎ
たといえます。これは単に核分裂材料を使って核兵器を
開発するのを制約するという範囲の非常に狭い協定で
す。確かにイランは能力があり、それを行使する範囲が
非常に制約されました。それはこの合意によって可能と
なりましたが、一方でイランのこの地域における不法行
為を抑えることはできなかったのです。つまりシーア派
の三日月地帯を構築し、イエメンのフーシ派の支援、ソ
マリアのアル・シャバブの支援、そしてイラクでも勢力
を強めシリアのアサド大統領を支援してレバノンのヒズ
ボラへの連絡路を築きました。
　このようにイランは周囲のスンニ派の地域の中に弧と
なる勢力を築いたのです。そしてJCPOAでは、大陸間
弾道弾を制限する等のほかの活動を制約することは前文
では少し言及していますが、本文には入っていません。
実はアメリカは本当に達成したかった「大陸間弾道弾の
制限」を達成することができませんでした。そのためト
ランプ前大統領はJCPOAから脱退して、違う施策を講

じることにしたのです。
　そして、中東地域の国々には、
イランに対してそれぞれの国が
自衛するように言いました。ま
た2020年の1月には、トラン
プ 前 大 統 領 の 許 可 に よ っ て
Soleimani司令官とAbu Mandi 
al-Muhandis司令官が殺害され
ました。ですからトランプ前大
統領は、その地域におけるバラ
ンスと安定性を高めるという意
味では、より現実的だったとい
えるかもしれません。しかし、
バイデン大統領が就任したこと
によって、オバマ元政権のよう
な政策に戻ることを懸念してい

図36 Key Events

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より
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ます。
　いま、バイデン政権は、イラ
ンとの関係に関し、「イランが
この地域でアグレッシブな、あ
るいは混乱をもたらすような行
動を行わないように仕向けるこ
とができる」と思っていますが、
これはまさに「経験に対する希
望の勝利」という言葉を体現し
ていると思います。
　図37で、オバマ元政権、ト
ランプ前政権は石油の生産量に
対してどういう影響を与えたの
か、ということを見たいと思い
ます。イランへの制裁によって
イランからの原油輸出量は、
2011年の240万BDから2012
年は130万BDまで大幅に減っ
ています。つまりイランの原油
輸出量は一気に100万バレル程
度減少しました。制裁が解除さ
れた2016年以降は輸出量が増
えましたが、その後、トランプ
前大統領が核合意から離脱して
イランに対する制裁を復活さ
せ、イランの原油の輸出量が再
び大幅に減少しました。
　次に油価を見てみたいと思い
ます（図38）。油価は地政学的
なイベントに大きな影響を受け
ます。これは 2008 ～ 20 年ま
での推移を示していますが、
リーマンショックに伴う金融危
機によって大幅に下落していま
す。その後油価は1バレル当た
り70ドルまで回復して、リビ
アの内戦で急上昇しましたが、
サウジのマーケットシェアを重
視する戦略によって下落しまし
た。その後2016年からコロナ
の危機までは50 ～ 60ドルで安
定的に推移していました。
　 次 に 米 国 に お け る タ イ ト
シェールオイルの生産が油価に
どういう影響を及ぼしているか

図37 Sanctions are Iran’s oil exports were successful

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より

図38 Geopolitics affect oil prices

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より

図39 U.S. tight oil production reduced oil price volatility

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より
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ということを示したいと思いま
す。図39はシェールオイルの
生産量と油価の推移を示してい
ます。2008年は50万BDであっ
たものが、2015年には500万
BDぐらいまで増えてきていま
す。
　サウジがマーケットシェアを
拡大する目的で生産量を増加さ
せ、油価を引き下げて米国の生
産量を減らすという戦略を取っ
たため、実際にシェールオイル
の生産量は若干減りましたが、
技術の進化と油価の若干の上昇
に よ っ て 2019 年 に は 830 万
BDまでシェールオイルの生産
が増えました。その当時は、シェールの生産に関する政
権の対応がうまくいっていたのです。
　オバマ元政権はサウジにおける人権を重視する、そし
てイランに働きかけてイランが相互主義的に対応してく
れると考えていたようですし、バイデン政権もそうです
が、これが賢明でないことは私にははっきりわかります。
私が指摘したいのは、なぜ政権の担当者はそれがわから
ないのかということです。
　1968年にワシントン大聖堂でマーティン・ルーサー・
キング牧師が、演説をしました。「いつの日かわれわれ
は打ち勝つ、なぜならモラルの宇宙の弧は長いけれども、
それは正義に向かっているからだ」 と言ったのです。オ
バマ、バイデンの外交政策アプローチを見てみると、同
じように時間をかければ歴史の弧は正義に向かうと考え
ているようです。
　オバマ元政権の時代に実際にオーバルオフィスに行っ
たとき、キング牧師の言葉が絨毯に編み込まれていまし
た。米国はイランや、あるいはサウジに対して、適切な
形で人権の面でプレッシャーをかければこれらの地域の
自由主義化が進むとオバマ、バイデンは考えているよう
ですが、これはジョン・ミアシャイマーがリベラルヘゲ
モニーと呼んでいるような状況です。
　つまり、これは「リベラルな民主国家になれば相互に
戦争も行わないし、貿易が促進されて人権も尊重される
ので平和と繁栄がもたらされる」という考え方です。た
だ、これは現実的な見方ではありません。これでは地域
を不安定化させた、そしてイランの核開発プログラムを
遅らせられたなかったオバマ元政権の外交政策の失敗を
バイデン政権もなぞってしまう懸念があります。 

　最後のスライド（図40）ではイランとサウジアラビ
ア、米国の関係を見ていますが、イラン側の主な目標は
石油輸出に対する制裁を解除させる、あるいは無効化さ
せて200万BDぐらいの輸出を再開させることです。そ
して核合意の交渉に関してはできるだけ引き延ばし、査
察も遅らせるというのがイラン側の目標です。域内の不
安定化活動も続け、イエメンのフーシ派にも、あるいは
イラクにおいても、民兵を通じて影響力を拡大していま
す。
　米国側の目標はイランにとってのブレークアウトタイ
ム、つまり核兵器の製造にかかる期間を1年以上に引き
延ばすことです。1年以上であれば、その間に国際社会
も対応できると考えています。またイランによる悪意あ
る域内活動を制限すること、大陸間弾道弾の開発を制限
することです。
　バイデン政権がこういう政策を行って成功する条件と
して、イランの原油輸出を再度制限することが必要にな
ります。すでに現在もイランの原油輸出量は増えつつあ
ります。生産に関しては、バイデン政権は「イラン側が
核合意を遵守しなければ核合意には復帰しない」と言っ
ています。この核合意の交渉が引き延ばされて非常に進
捗が遅くなり、また核査察が制限されると、大変な事態
をもたらすと思います。
　サウジ側の目標は何でしょうか。それは石油収入を維
持すること、イランとその代理勢力からの攻撃に対して
防衛することです。
　アメリカ側の目標はサウジの国民の人権を改善するこ
と、そして米国内のガソリン価格を低く維持することで
す。特に選挙期間においてガソリン価格を低く維持する

図40 Key Signposts – U.S. relations with Iran and Saudi Arabia

出所：グレン・スウィートナム氏講演資料より
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ことが重要で、選挙が近づけば近づくほどガソリン価格
を低下させる政策を実施すると思います。さらにサウジ
が核燃料サイクルを獲得することを防止したいと考えて
いますが、これは難しいと思います。
　ここで道標となりそうなこととして、サウジと中国、
あるいはサウジとロシアの通商関係が拡大することが懸
念されます。すでにサウジと中国の関係は現在でもかな
り緊密です。サウジとしては特にアメリカがサウジから
離れるような場合には、中国、ロシアとの通商関係、あ
るいは安全保障上の関係を強化する必要があると考えて
います。
　またOPECプラスの結束も見ていかなければなりませ
ん。中国、ロシアからサウジが原子力発電所を購入する
可能性にも注意しなければならないと思います。これは
外交政策の目標達成という意味で重要な点だと思いま
す。
　私の見方は若干悲観的ですが、より現実的な見方だと
思います。バイデン政権のグリーンディール政策によっ
て、特にアメリカの石油の生産量が限定される場合には
石油市場にはかなりの不安定性が予想されます。また中
東の不安定化が進むと私は見ています。
　石油の輸入国としては、エネルギーセキュリティを強
化しなければなりません。石油の輸入国は、域内の石油
輸出国との関係も強化する必要があります。以上です。

古幡：ありがとうございました。一つご質問をいただい
ていますが、その質問はルシアンさんに一部Web上で
すでにお答えいただいていますので、それを皆さんにご
紹介したいと思います。
　アメリカは石油を生産しているので、もはや中東、北
アフリカから石油を輸入する必要はないと思いますが、
アメリカはこの地域に引き続きどのぐらいコミットする
のでしょうか。
パリアレシ：これはよく出てくる質問です。アメリカは、
規模はそれほど大きくありませんが、いまは原油の小さ
な輸出超過または輸入超過という状況にあると思いま
す。そして石油市場で何かあった場合には、やはり価格
が高騰します。ですから伝統的な海外への富の移転は起
こりませんが、アメリカの政治家にとっては、やはり油
価は非常に大きな問題です。
　たとえばガスの価格が高騰すると議員が職を失ってし
まう。そしてパイプラインも操業が難しくなる。もちろ
ん政策がまずいとそういうことが起こるのですが、根本
的な改革あるいは規制緩和がされない限りは、ガソリン
価格が高騰すると大きな問題になります。

　多くの米国の同盟国が石油に依拠しているので、中東
における主要な原油生産国が、困った状況に追い込まれ
るのは困るわけです。もしそうなったら多くの国々が、
アメリカが何かをすることを期待します。
　もちろんアメリカは、石油市場における混乱はできる
だけ回避しなければいけないので、中東におけるコミッ
トメントは長期的なものです。「米国はエネルギーを自
給できる国家である。だから世界のほかの地域から撤退
すればいいじゃないか。ほかの国々は必要ない」と言う
アメリカの議員もよくいます。「石油市場は世界が統合
化されている。そしてアライアンスがあるという状況の
中で、中東地域は必要ない」と言う議員もいます。
　グレンさん、何か一言ありますか。
スウィートナム：ルーが言ったことに同感です。ガソリ
ン価格はアメリカに非常に大きな影響をもたらします。
確かにアメリカはあまり石油を輸入していませんが、世
界の原油市場で混乱があれば、当然ながらアメリカ経済
にも影響が出てきます。大きなマイナスの影響を受ける
セクターもあります。アメリカの同盟国も、やはり困難
な状況に追いやられるのは困ると思います。
古幡：次のご質問です。サウジにとって原子力発電所を
導入することは依然として重要ですか。
スウィートナム：二つの部分があると思います。一つは
いわゆる権威、威信として原子力発電所を持つというこ
とです。サウジは技術能力の面で世界第一級の国になり
たいので、その側面の一部として原子力発電が重要だと
考えています。原子力はCO2を排出しないということも
重要な点です。
　もう一つ重要なのは、現在すでにイランが核燃料サイ
クルを保有していてウラン濃縮もできるので、サウジも
そういう能力を獲得すべきだということです。この政策
では、サウジは非常にセンシティブです。
古幡：ほとんど時間がなくなってしまいましたが、私か
ら二つ質問をさせていただきたいと思います。これはグ
レンさんのお話だけではなくてすべての方に伺いたいの
ですが、バッテリー技術です。
　バッテリー技術は再生可能エネルギーの間欠性を排除
するには重要だと思います。天然ガスの生産に関係して
いる者としてバッテリー技術は一番気になるところです
が、バッテリー技術の開発はどれぐらい進んでいるので
しょうか。
リンチ：ありがとうございます。ピークの石油需要に関
するペーパーをeprinc.orgのWebサイトに最近掲載し、
そこでもすこし触れています。よくバッテリーのコスト
の話が出てきますが、私はバッテリー技術への懐疑論者
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（編者追記）

　3月の国際セミナー以降、米国のバイデン政権が温室効果ガス対策を中心に7月中旬までどのように動いたかは、ご存じ
の読者が多いと思うが、念のため補足しておきたい。
　まず税制については、いわゆる「45Q」（CCSやCCUSによるCO2隔離1トン当たり35～50ドルの税額控除）はトランプ政
権から継続されている。また、先進的製品を製造する場合の「連邦生産税額控除」の対象となる「低炭素水素」として、
グリーン水素だけでなく天然ガス由来水素（CCS等の活用）も加える法案が6月に議会に提出された。一方、法人税の引き
上げ（21％→28％）に加え、石油会社に対し長年認められてきた優遇税制の撤廃（10年で350億ドルの税収増との試算あり）
の法案も6月に議会に送られており、成立すれば石油・ガス会社には大きな悪影響が懸念される。実際に、石油・天然ガ
ス業界からは強い反発が生じている。
　次に予算についてだが、バイデン政権がコロナウイルス対策や経済復興のため、今後10年間で1.9兆ドルの政府支出をコ
ミットした「アメリカ救済計画」が成立した（3月11日）。また、8年間で2.3兆ドルを支出する「アメリカ雇用計画」（3月31
日）、そして今後10年間で1.8兆ドルを支出する「米国の家族のための計画」（4月28日）が発表されており、これら一連の計
画には、エネルギー・気候変動対策も盛り込まれている。これらの対策を踏まえた「2022会計年度予算案」が策定され、
エネルギー省の省エネルギー・再生可能エネルギー局向け予算が前年度比65％増と計上されるなど、クリーンエネルギー
推進政策の強化が読み取れる。
　これ以外にも米国は温暖化対策に主導的な立場を示すべく、「気候変動サミット」を4月22日・23日に主催、米国は2030
年までに2005年比で温室効果ガス排出量を50～52％削減する方針を発表した。日本も米国からの働きかけを受けて2030年
までに温室効果ガス排出量の46％削減を約束している。ただし、本稿にも納めたパリアレシの報告を思い返せば、米国が
温室効果ガスを短期間で大幅に削減する目標を達成することは極めて難しいという認識も持っておくべきであろう。今後
どれだけ実現に向けて政策を実行できるのか、特に予算はどれだけ確保できるのか（当面は2022年度の予算が成立するか）、
そして、ただでさえ足元でガソリン価格が上昇してバイデン政権への非難が高まっている中、このまま無理を続けた場合
に中間選挙の選挙結果はどうなるのか。引き続き、米国の温室効果ガス対策は世界の耳目を集めるだろう。
　なお、米国における「連邦管轄内における石油天然ガス・リースの停止」については、https://oilgas-info.jogmec.go.jp/
info_reports/1008924/1009085.htmlにて、JOGMECワシントン事務所石田副所長が取りまとめており、そちらも参照され
たい。

です。どちらかというとバッテリー推進派はコストを低
く見積もっていて、進捗のほうだけを大げさに取り上げ
ていると思います。
　バッテリー技術は、いま電力会社にとってのニッチ市
場になっていると思いますが、ソーラーパワー 3日分の
バックアップ、つまり電力供給の6％をバッテリーで賄
うことができる状態に至るには程遠いと思います。この
バッテリープロジェクトのコストの予想は、研究で発表
されている論文よりはずっと高いと思います。
　よくエネルギー安全保障を論じるときにセキュリティ
が確保できない、原油がいかに割高かという話をします
が、忘れてはいけないのは、ゆくゆくは新しいセキュリ
ティのサプライチェーンが出てくるということです。こ
ういう新技術の開発の多くは中国でなされています。あ
るいは限られた地域、国で開発されています。日本でも
技術は開発されていますが、エネルギー安全保障が別の
安全保障に取って代わられるということに過ぎないと思
います。
古幡：最後の質問です。カマラ・ハリス副大統領はエネ
ルギーと環境政策に対してどういう指向でしょうか。石
油業界に対してよりアグレッシブでしょうか。そして

2024年に大統領に選出される可能性はあるでしょうか。
パリアレシ：彼女は、基本的には石油業界に対して非常
に敵対的だと思います。ただ上院議員、下院議員もいる
ので、彼女の見解は政治的な現実性に合わせて修正され
ると思います。端的に申し上げると、石油業界を非常に
敵視するでしょう。そしてエネルギートランジションを
進めるでしょうが、政治の現実としては、それは緩和さ
れると思います。
古幡：ありがとうございました。あらためまして、この
ウェビナーに参加していただいた講演者の先生方、視聴
者の皆さん、ありがとうございました。
　私たちはいまエネルギートランジションの最中にあり
ますが、中東地域の伝統的な地政学的リスクが存在する
なか、依然として石油、ガスの需要が大きいのも事実で
す。グレンさんからもそのように説明していただきまし
た。ただ、いまは石油、ガス部門にとっては非常に課題
の多い時期です。
　今日はアメリカにおける新しい政権の政策と、その石
油、ガスに対する影響も学ぶことができました。これは
企業あるいは研究者にとって非常に大きな貢献です。以
上で終了します。今日はご出席ありがとうございました。

https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009085.html
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1008924/1009085.html


462021.7 Vol.55 No.4

JOGMEC

K Y M C

アナリシス

講演者紹介

Mr. Lucian PUGLIARESI（ルシアン・パリアレシ氏）
レーガン政権下のホワイトハウスで国家安全保障会議国際問題を担当。旧ソビエト連邦や中東に対する米国の事情にも精通し、議会、
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