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EUのエネルギー政策とロシア
要因について
はじめに

　EUは、石油・天然ガスの域内生産の低下にともなって急速に輸入依存を強めている。加盟国ではな
いが、最も信頼できる供給国であったノルウェーの生産も次第に低下する。再生可能エネルギーのシェ
アを倍増させ省エネを加速するとしても、依然として1次エネルギー需要の7割は化石燃料である。原
発の老朽化と3.11福島原発事故の影響からドイツ、イタリアでは脱原発路線が確定し、フランスが原発
依存を堅持するとしても、その将来には不透明感が漂っている。したがって、EUにとって化石燃料、
とりわけ環境負荷が相対的に低い天然ガスを確保することが喫緊の課題となっている。
　こうした条件の下で、「ガス黄金時代」が訪れたことは、EUにとって朗報である。加えて、ヨーロッ
パは、ロシア、北アフリカ、中東、カスピ海、中央アジアという豊富なガス埋蔵量をもつ地域に囲まれ
ており、EUは、新たな国際パイプラインの敷

ふ

設
せつ

やLNGターミナル建設によって資源を多角的かつ安定
的に確保しようとしている。だが、2006年と2009年のウクライナ・ロシアのガス紛争が示したように、
EUは、エネルギー供給の安全保障をいかに確保するかという課題に直面している。
　ヨーロッパ各国のエネルギーミックスが大きく異なっていることが示すように、エネルギー政策は国
家主権に属し、これまでEUの権限が最も弱い政策領域であった。だが、EU主導で気候変動対策が推
進されるようになり、また市場統合の一環として域内エネルギー市場の自由化が進むに連れて、EUレ
ベルで共通エネルギー政策を導入する必要性が高まっていた。
　ロシアとウクライナのガス紛争は、EUレベルでのエネルギー政策を急速に発展させる契機となった。
2006年ガス紛争の1年後にEUエネルギー政策の骨子となるエネルギー・パッケージが打ち出されたの
である。それは、①EU経済の国際競争力向上、②持続可能な経済発展、③供給の安全保障という三つ
の課題とその相互補完の強化を目指す包括的な政策であり、現在のEUのエネルギー 2020戦略に受け
継がれている。こうして、エネルギー政策においても、欧州委員会の主導権が強化されたのである。依
然として、エネルギーミックスの選択は国家主権であるとはいえ、脱原発のドイツにせよ、原発依存の
フランスにせよ、そのエネルギー政策の将来を展望するには、EUレベルのエネルギー政策との関係を
抜きに考えることはできなくなっている。
　また2008年に生じたパイプライン通過国であるグルジアとロシアの戦争は、域内エネルギー政策と
対外エネルギー政策をリンクさせ、EUとして共同行動をとる必要性を痛感させた。その後、公表され
た第2次戦略的エネルギーレビューは、南ガス回廊や地中海ガスリングなどEU域外地域をも巻き込ん
だ広域の汎ヨーロッパ規模のインフラ整備（インターコネクティング・ヨーロッパ）を提起した。
　さらに、2009年のロシアとウクライナのガス紛争は、パイプライン通過国の状況に左右されずにロ
シア資源を安定確保することの重要性をEU主要国に再認識させ、対ロシア政策をめぐるEU内の不協
和音を押さえ込んで、ロシアとドイツを直結し、オランダを経由してイギリスにガスを送るノルドスト
リームを始動させる契機となった。
　そればかりではない。ガス紛争は、比較的エネルギー供給の多角化が進んでいるEU主要国とロシア
に過度に依存している中東欧・南東欧諸国の危機対応力の違い、そしてEUのエネルギー市場統合の不
足を露呈させた。2009年のガス供給停止の影響によって、「インターコネクション（相互接続）の欠如と
物理的孤立」が中東欧・南東欧諸国に拡がり、EUのエネルギー市場統合とインフラ整備が不完全である
ことを白日の下にさらしたのである。

立正大学経済学部教授
ユーラシア研究所事務局長 蓮見　雄



22011.9�Vol.45�No.5

JOGMEC

アナリシス

　EUは、域内エネルギー市場統合の完成を急ぐことが、緊急事態に対する柔軟な対応を可能にし、エネルギー供給
の安全保障の前提になると想定している。だが、同時に、アンバンドリングによるエネルギー市場の自由化は、国境
を越えた寡占競争とEU市場の再編を促しており、そこにGazpromが新たな収益の場を求めて下流部門へ進出し、西
欧エネルギー企業も競争に勝ち抜くためにロシアの資源確保を狙ってGazpromとの提携を強めるという事態を生み
出している。一方、ソ連の崩壊は、ウクライナ、ベラルーシという政治・経済的に不安定なパイプライン通過国を生
み出した。こうして、ソ連時代から40年以上にわたって維持されてきたEU・ロシアの信頼できるエネルギー協力関
係が不安定化した。ガス紛争は、その一つの現象形態に過ぎない。だが、それはEUの結束を強め、共通エネルギー
政策を発展させる契機となったのである。
　こうした状況下において、EUは、エネルギー系統運用者（Transmission system operator：TSO）のアンバンドリ
ングを強化しつつ、独立規制機関（ACER）を創設・強化することによってエネルギー市場における情報の非対称性を
克服し、さらにインフラを整備しエネルギー・ネットワークの相互接続を図ることによってエネルギー市場統合を完
成させ、同時にEUとして一貫した対外エネルギー政策を展開することによって、買い手としてのEUの交渉力を高め、
供給の安全保障を確保しようとしている。いわば、ウクライナ・ロシアのガス紛争がもたらしたEUのガス危機の原
因をロシアに責任があると言い訳して思考停止するのではなく、自らの責任においてエネルギー政策を総点検し、輸
入依存、エネルギー市場統合の遅れ、「インターコネクション（相互接続）の欠如」といった根本問題を特定し、それら
を根本的に克服していく政策を立案・実行した上で、ロシアとのエネルギー協力の再構築を進めようとしているので
ある。
　こうしたEUの政策を考えれば、エネルギーについてロシアが優位に立つという通説に反して、長期的にはEU側
が優位に立って交渉を進めていくであろう、と筆者は考えている。少なくとも、EUは､ そのための策を講じている。
以下、その理由を説明していくことにしよう。

1.�「ガス黄金時代」の到来とEU

（1）�新興経済諸国のエネルギー需要の急増と天然ガス開

発の技術革新

　2011年6月6日、国際エネルギー機関（IEA）は、『世
界エネルギー展望2011』の一環として、『われわれはガ
ス黄金時代に入りつつあるのか？』と題する特別報告書
を公表した。それによれば、世界の1次エネルギー需要
は2008年から2035年までに35％増加するとある。バ
イオマスその他の再生可能エネルギーが増加し、化石燃
料のシェア低下が見込まれるが､ 化石燃料はなお支配的
である（2008年の81％から2035年の74％）。だが、化
石燃料の構成が変化する（図1）。2035年に天然ガス需
要は、現在よりも1.8兆m3 増加して5.1兆m3 に達し、世
界のエネルギー需要の25％を占め、石油のシェア（27％）
に迫る「ガス黄金時代」を迎えるというのである。このシ
ナリオでは、EUのガス需要は､ 5,360億m3（2008年）
から6,360億m3（2035年）に増加すると見込まれている。
以上の「ガス黄金時代」シナリオの前提となるのは次の点
である。
　第1に、新興経済諸国の需要の急増である。2010年

の中国のガス需要は既にドイツを上回り、2035年には
EUに匹敵すると予想されている。中東諸国の需要も倍
増して、中国と同水準になり、インドの需要も4倍になる。
　第2に、予想されている需要増1.8兆m3 は現在のロシ
アの生産量の3倍に匹敵する量であるが、それを賄うに

出所： IEA, Are We Entering A Golden Age of Gas? World Energy 
Outlook 2011, Special Report, p. 19.

図1 世界の1次エネルギー需要予測（ガス･シナリオ）
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十分な資源が広く大量に分布している。在来型ガスの可
採埋蔵量は、現在の世界のガス消費の120年分以上、生
産水準の250年分以上ある。主要な産地の可採埋蔵量で、
少なくとも75年分の需要を賄うことができる。
　加えて、非在来型ガスの埋蔵量は、在来型ガスと同等
と推定されている。シェールガスなど非在来型ガスは、
水平抗井、水圧破砕、割れ目をモニターするサイスミッ
ク技術など技術革新とその実用化によるものである（米
国発のシェールガス革命）。現在、商業生産の60 %は米
国によるもの＊1 だが、カナダ、中国、オーストラリア
などでの生産増が見込まれ、将来ガス需要増の40％以
上を占めるであろう（図2）。開発ノウハウの蓄積が遅れ
ているヨーロッパでの本格生産には時間を要するが、
ポーランド、ドイツ、スウェーデン、フランスなどが有
望とされ、特にポーランドでは、非在来型ガスの調査お
よび鉱区確保に多数の企業が参入し始めている＊2 。
　IEAは、ヨーロッパでのMBtu（100万英国熱量単位）
あたりのガス価格を2035年に10.9ドル（2009年7.4ドル）
と想定しており、さらに、ガス供給の増加、LNGの増
加に伴うパイプラインのシェアの低下によって石油価格
に連動するガス価格設定が見直され、スポット取引の割
合が上昇すれば、長期にわたってガス価格が低位安定す
る可能性も生まれている＊3 。つまり、ガス開発の技術
革新によって、化石燃料は高くいずれ枯渇するという言
説は成り立たなくなったのである。ヨーロッパ35カ国
の市場調査によれば、2010年1月までの時点で、ガス
は新規発電所において最も重要であり（図3）、ガス供給
の増加とガス価格の低位安定が実現するとすれば、ヨー
ロッパにとって好ましいシナリオであると言えよう。
　第3に、道路輸送における天然ガス利用の増加である。

「ガス黄金時代」シナリオは、2035年に自動車の10台に
1台が天然ガス車であることを想定している。ハイブリッ
ドや電気自動車との競合など不確定要素はあるが、
2008年の天然ガス自動車130万台が、2035年に1,700
万台に増加（シェアでは1.1％から1.9%へ上昇）し、その
分だけ石油需要がガス需要に転換するとすれば、温室効
果ガスの増加が抑制される。
　第4に、とはいえ、化石燃料である天然ガスの利用増
加は3.5 ℃以上の気温上昇に相当する温室効果ガスを排
出すると予想されるため、気温上昇を2℃以内に抑える
にはほど遠く、さらに低価格の故に再生可能エネルギー
などの低炭素燃料に代替してしまう可能性がある。した
がって、二酸化炭素回収･貯留政策等を強化していく必
要がある。加えて、非在来型ガスの開発は、潜在的に自
然環境への影響が懸念されるので、適切な監視・規制が
必要とされるであろう。
　第5に、それでも、天然ガスは、石炭や石油等の他の
化石燃料と比較して環境負荷が低い相対的にクリーンな
エネルギーである。天然ガスの二酸化炭素（CO2）排出量
は、石炭の60％、石油の75％、窒素酸化物（NOx）はそ
れぞれ70％、60％、特に硫黄酸化物（SOx）については
ゼロである。

（2）�ヨーロッパにおける原子炉老朽化と「原子力ルネサ

ンス」の破綻

　加えて、いわゆる「原子力ルネサンス」が破綻している。
特にヨーロッパでは、1986年のチェルノブイリ原子力
発電所の事故以来、脱原発の動きが強まり、原発新設が

図2 世界のガス生産構造の変化

出所： IEA, Are We Entering A Golden Age of Gas? World Energy 
Outlook 2011, Special Report, p. 36.

図3 ヨーロッパ35カ国における発電所建設の進捗状況
（2005～2010年､ 各年1月時点）

出所： A. Honoré, European Natural Gas Demand, Supply, and Pricing – 
Cycles, Seasons, and the Impact of LNG Price Arbitrage, Oxford 
University Press, 2010, p.82.
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急速に減少していた。しかし、近年、ヨーロッパでは、
次のような理由から、原子力発電が再評価され、脱・脱
原発への方向転換が進められようとしていた。
ａ.  石油・ガス価格の高騰、供給国やパイプライン通過

国の政情不安やウクライナ・ロシアのガス紛争など
による供給途絶といった、外生的なエネルギー供給
の安全保障問題がクローズアップされるようになっ
た。

ｂ.  EUが気候変動対策を強化するなかで、発電時に二
酸化炭素を排出しないとされる原子力発電の再評価
が進んだ＊4 。

ｃ.  EU拡大に伴い中東欧諸国の旧ソ連型原子炉（軽水冷
却黒鉛減速炉<RBMK>）の廃止の代替措置として新
設計画が進められた（ブルガリア、スロバキアのロ
シア型加圧水型原子炉<VVER>やリトアニアの改
良型沸騰水型軽水炉<ABWR>）。

ｄ.  チェルノブイリ後の原子炉新設が停滞するなかで、
エネルギー需要増に対応するために、既存原子炉の
稼 働 率 向 上 や 稼 働 期 間 延 長 の た め の 設 備 改 修

（uprating）が進められた。EU27カ国の原子炉の設
計耐用年数は30 ～ 40年であるが、2007年末時点
で平均23年であり、うち発電量の33％相当分の原
子炉は今後10年以内に廃炉が必要とされる（図4）。
EUの原子力発電量の18％以上が30年以上の老朽化
原子炉によるものであり、15年以下の新設原子炉の
発電割合は8％に過ぎない＊5 。

ｅ.  こうした状況下で、次世代原子炉新設の動きが見ら
れ、2008年以降、新規建設の提案や承認が急増し
た（図3）（アレバ社が開発した欧州加圧水型炉
<EPR>のフィンランドやフランスでの新設など）。

　このヨーロッパの変化は、米国のブッシュ政権以降の
原発推進の動きと相まって、「原子力ルネサンス」という
言説を生み出したのである。
　しかし、3.11福島第1原子力発電所の事故は状況を根
本的に変化させた。IEA特別報告書は、極めて慎重な表
現ながら、「福島の原子力施設の災害（disaster）は、原子
力発電の将来の役割に疑問を生じさせ、多くの国で原発
関連政策の再評価を促している」と指摘し、「原子力発電
所の成長が低下する」ことを想定して、世界のエネルギー
ミックスに占める原子力発電のシェアは2035年に7％
にとどまる（2008年に6％）としている。
　事実、ドイツでは、原子力発電所の稼働期間延長を図
ろうとしていたメルケル政権が方針転換し、2011年6
月6日、2022年までに17基の原子力発電所全てを閉鎖

することを閣議決定した。イタリアでは、2011年6月
12、13日に行われた国民投票の結果、原発再稼働を断
念し、スイスは、2011年5月25日、2034年までに既
存原発を廃止することを決定した。
　他方で、しばしば指摘されるように、フランスは原子
力発電をエネルギー政策の柱としてきた国であり、稼働
20年に満たない比較的新しい発電所も多い（図5）。あ
まり知られていないが、スウェーデンは、水力発電とと
もに原子力発電に依存しているし、北海の資源枯渇が懸
念されエネルギー自給率が低下し始めているイギリスに
とっては、原子力発電は確保しておきたい選択肢である。
実際、2010年1月時点で、イギリスはヨーロッパ最大
の9.8GW（ギガワット）相当の原子力発電所建設を提案
しており、これにフィンランド（5.9GW）、トルコ

図4 EUにおける原子力発電所の稼働年数
（2007年12月31日現在）

出所： EC, ANNEX 1 Update of the Nuclear Illustrative Programme in 
the context of  the second Strategic Energy Review, 2008.

図5 EU各国の原子力発電所の稼働年数
の分布（2007年12月31日現在）

（注） RO ＝ルーマニア、CZ ＝チェコ、BG ＝ブルガリア、SK ＝スロバ
キア、LT ＝ラトビア、FR ＝フランス、HU ＝ハンガリー、ES ＝
スペイン、SI ＝スロベニア、DE ＝ドイツ、BE ＝ベルギー、FI ＝
フィンランド、SE ＝スウェーデン、UK ＝イギリス、NL ＝オラン
ダ

出所： EC, ANNEX 1 Update of the Nuclear Illustrative Programme in 
the context of  the second Strategic Energy Review, 2008
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（5.6GW）、スイス（4.8GW）、フランス（3.7GW）が計画さ
れていた＊6 。
　ヨーロッパでは、EU拡大の結果、旧東欧諸国に存在
していた旧ソ連型原子炉の閉鎖とその代替措置としての
新設が課題となるとともに、2006年、2009年の2度に
わたって顕在化したウクライナ・ロシアのガス紛争を契
機に、ロシアにガスを依存することの地政学的リスクが
強く意識されるようになった。これには、EU拡大の影
響もある。2004年以前のEU加盟15カ国のガス輸入の
30％はロシアであるが、新規加盟12カ国のロシアへの
ガス輸入依存度は85％を超える。つまり、EUは東方拡
大によって、ロシア要因を内部に抱え込むことになった
のである。
　例えば、ロシアへのガス依存度の高いフィンランドで
原子力発電所建設が約30年ぶりに再開され、リトアニ
アでは、イグナリナ原子力発電所の閉鎖の代替措置とし
て、ヴィサギナス原子力発電所の新設が計画されている。
これは、GE日立ニュークリア・エナジーが優先的交渉
権を獲得したと報じられているものである。ポーランド
でも、新設の提案がなされている。よく知られるように、
これらの国々は、これまでの歴史の記憶（過去の地政学）
から、ロシアにエネルギーを依存することを安全保障と
いう視点で捉える傾向が強い。
　なお、原発ビジネスを強化しようとしているロシア＊7 
は、カリーニングラードの原子力発電所（バルト電力プ
ラント）建設に着手している。これをEU主導のナブッコ・
パイプラインとロシア主導のサウスストリームの競合に
擬
なぞら

えて、ロシアがリトアニア原発潰
つぶ

しを狙っているとす
る見方もあるが、それは一面的な評価であろう。一方で、
確かにヴィサギナスにはバルト3国とポーランドという
ロシアに対する警戒心の強い国が参加していることから
も分かるように、安全保障政策の一環と考えられる。他
方で、ロシアがカリーニングラードに原子力発電所を建
設する最大の理由は、これまで経済特区や連邦からの隠
れた補助金など多大なコストをかけて、かろうじて維持
してきたカリーニングラード ――リトアニアとポーラ
ンドに挟まれたEU内に存在するロシアの飛び地―― の
維持コストを電力輸出によって補い、領土に対する支配
権を確実なものにしたいという思惑である。
　前者にせよ、後者にせよ、その発想の根底にあるのは

「国家の安全保障」である。
　しかし、同時に、これらの原子力発電所を、EUの6
大エネルギーインフラプロジェクトの一つであるバル
ト・エネルギー市場インターコネクション・プラン

（BEMIP）に統合することが検討されている＊8 。これは、

サウスストリームと対抗する非ロシアルートであると一
般に評されるナブッコの供給源にロシア産ガスが想定さ
れている事例を想起させる＊9 。これには、本村眞澄氏
が指摘しているプラグマティックな判断に加え、大小を
問わず各国がEUという地域統合の政策に組み込まれて
いる程度に応じて、ロシアとの協力に伴うリスクが抑制
される可能性が高まるという要素がある。EU域内エネ
ルギー市場の統合が完成し、加盟国間で自由にエネル
ギーを融通し合うことが可能になれば、ロシアや中東か
らのエネルギー供給が途絶するといった外生的ショック
が生じたとしても対応可能だからである。言い換えれば、
2008年末から2009年初めのウクライナ・ロシアのガ
ス紛争で中東欧諸国を中心にガス不足が広がったのは、
EUにおけるエネルギー市場の統合が不十分であったこ
との証左であると言えよう。
　現在、EUレベルにおいて、原子力発電の安全性見直
しが進められており、原子力発電の行方は不透明である。
現在、EU27カ国のうち14カ国が原子炉を有し、143基
の原子炉が存在するが、それらを対象に独立した欧州原
子力安全規制者グループ（ENSREG）による包括的かつ
透明性の高い安全性評価（ストレステスト）が行われるこ
とになった＊10 。ストレステストについては加盟国が自
主的に行うものであり、存続・廃炉の決定権も各国が握っ
ているため、その評価については疑問符がつくが、より
重要なのは、EU環境政策の強化、電力・ガス市場の自
由化（市場統合）、エネルギー輸入依存度の上昇などの要
因から、EUレベルでのエネルギー政策が、近年、急速
に発展し始めていることである。EUのエネルギー政策
のなかで、原子力発電は再生可能エネルギーとともに低
炭素経済への移行において重要な役割を担うことが指摘
されているが、EUのエネルギー政策において中心的な
役割を担うこと（つまり「原子力ルネサンス」）は想定され
ていない。
　私見によれば、2006年のウクライナ・ロシアのガス
紛争を契機として、EUレベルでのエネルギー政策は飛
躍的に発展したが、今回の福島の事故もまた、ユーラト
ム条約の改正を含め、EUレベルでのエネルギー政策の
役割を一層高める契機となる可能性が高い。つまり、エ
ネルギーミックスの選択における加盟国の国家主権を尊
重することを前提としながらも、長期的にはEUレベル
のエネルギー政策が各国のエネルギー政策を方向づけて
いくことになるであろう。
　原子力政策をめぐる議論では、しばしば、原子力発電
を維持・推進する立場からはフランスの事例が取り上げ
られ、脱原発の立場からはドイツの事例が取り上げられ
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2.�EUのエネルギー需要の予測と輸入依存

る。曰
いわ

く、フランスにできることが、なぜ日本にできな
いのか。曰く、ドイツにできることが、なぜ日本にでき
ないのか。どちらの立場に立つにせよ、この種の議論の
難点は、エネルギー政策が国策であるという常識に捕ら
われ、フランスにせよドイツにせよ、欧州統合という全
く新しい文脈に置かれていることを見落としている点に
ある。後述するように、近年、EUレベルでのエネルギー

政策は急速に発展しており、汎ヨーロッパレベルでイン
フラを整備し、エネルギー市場を一つにしようとする壮
大な実験が始まっている。これが、最大のエネルギー安
全保障だと考えられているのである。その意味において、
EUのエネルギー政策を理解することなしに、ヨーロッ
パ諸国のエネルギー政策の今後を占うことはできないと
言えよう。

（1）金融危機を考慮したEUの1次エネルギー需要予測

　EUは､ 2008年末以降の深刻な経済危機を考慮して、
エネルギー需要予測の見直しを行った。『2030年までの
EUのエネルギー動向―2009年改訂版』は、低成長が
2011年、2012年も続き、その後も影響を残すと仮定し
て2006、2007年の好調な経済実績を反映した2007年ベー
ス・シナリオを改訂し、新たに2009年ベース・シナリ
オを作成している（図6）。この経済予測を基礎に、化石
燃料の相対価格を図7と想定し、2009年4月までに実
施されたEUおよび加盟国の政策、温室効果ガス域内排
出量取引制度（EU-ETS）､ 省エネ策を前提とし、再生可
能エネルギー等の目標値は除いて、EUのエネルギー需
要予測を行っている（図8）。これによれば、経済危機の
影響によりエネルギー需要は抑えられるが、同時にエネ
ルギー効率改善のための投資が減少する。しかし、新た
な省エネ規制が導入されており、経済が回復すれば、エ
ネルギー効率の改善によって需要に対応できるので、エ

ネルギー需要は安定的に推移し、2005 ～ 2030年の最
終エネルギー需要は4％増にとどまる。
　EUのエネルギー消費の構成では、2005 ～ 2030年に、
石炭が18％から14％に、石油が37％から32％に低下し、
天然ガスはほぼ変わらず24％である。この間に、再生
可能エネルギーは7％から14％へと倍増すると予想さ
れている。原子力の割合は、2005年の14％から2020
年には13％に低下し、2030年に15％とややシェアを
高めると想定されている。このシナリオは、既に3.11
福島の原発事故以前からベルギーとドイツの段階的な原
子力発電所の閉鎖を考慮しているとはいえ、福島原発事
故の影響で新設や既存施設の稼働期間延長の先行きが不
透明になっていることから、原子力の割合は2009年ベー
ス･シナリオよりもさらに低下するかもしれない。また、
非在来型ガスの開発が進む可能性があることに加え、前
掲図3からも明らかなように、建設中あるいは建設承認
済みの発電所の状況から判断すれば、発電部門ではガス

（注） 2009 年ベース ･ シナリオ＝低成長が 2012 年まで続くと仮定。
2007 年ベース ･ シナリオ＝経済危機以前の予測。

出所： EC, EU energy trends to 2030 – update 2009, p. 14.
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出所： EC, EU energy trends to 2030 – update 2009, p. 16.
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が圧倒的に多く、またガスタービン複合サイクル（ガス
タービンで発電し､ さらに廃熱を回収して蒸気タービン
で発電する方法）への積極的な投資が行われていること
から、2009年ベース･シナリオ以上にガスのシェアが
拡大する可能性がある。

（2）強まるEUのエネルギー輸入依存

　近年、EUのエネルギー輸入依存度は徐々に高まってき
ている。2008年時点で、エネルギーの輸入依存度は
55％、特に石油では86％、天然ガスでは62％である（図9）。
2007年ベース･シナリオでは、2030年の輸入依存度は
全体で67％と予想されていたが、経済危機や2009年春
までに採られた対策により、2009年ベース・シナリオ
では59％にとどまるものと見られる。とはいえ、それ
でも、EUは、2030年に2000年比で、1.1倍の石油、1.9
倍の天然ガス、1.3倍の固形燃料を輸入しなければなら
ない。原子力発電の稼働期間延長や新設の状況によって
は、また再生可能エネルギー拡大や省エネの目標が達成
されなかった場合には、さらに多くの天然ガスを輸入し
なければならなくなるかもしれない。
　以上から、原子力発電が維持され、再生可能エネルギー
が倍増したとしても、依然として、EUは1次エネルギー
の7割を化石燃料に依存し続けることになる。化石燃料
のなかでは石炭、石油のシェアが低下し､ 天然ガスの相
対的なシェアが高まる。ところが、まさに天然ガスにお
いて、EUの輸入依存度が2005年の58 ％から2030年
に83％へと急速に上昇すると予測されているのである。

① EUの石油輸入依存度の上昇と主要供給国
　その最大の要因は、北海をはじめとする既存の域内資
源の枯渇である。まず石油について見てみよう。EUは、
世界の石油消費の約17％を占め、米国に次ぐ消費地で
ある。周知のように､ 石油は発電用の資源としては主に
天然ガス、部分的に再生可能エネルギーによって代替さ
れてきた。また、交通部門においても、再生可能エネル
ギーに10％を代替するという目標が達成され、さらに
天然ガスの利用が広がると期待されている。
　しかし、それでも、石油は､ 特に交通部門においては
依然として最も重要な資源である。1990年に6億6,500
万トンであったEUの石油需要（原油と石油製品）は、
2005年には7億3,400万トンを超え、さらに2008 年に
石油輸入依存度は85％に達した（図10）。その後、経
済危機の影響や環境対策を考慮した新しい予測によれ
ば、EUの石油需要は次第に低下していく。ところが、
石油の輸入依存度は、2030年には94％へとさらに上昇

すると見込まれている。図10から明らかなように、域
内生産が需要の減少以上に急速に低下すると見られるか
らである。域内で石油を生産しているのは、イギリス、
デンマーク、イタリア、ルーマニアなどに限られるが、
いずれも国内需要が大きく、かつ生産量が急速に減少し

図8 2009年ベース ･シナリオに基づいたEUの
1次エネルギー需要と純輸入の予測

図9 EU27のエネルギー輸入依存度の推移
（1995～2008年）

（注） ＊ベルギー、ドイツの段階的閉鎖、スウェーデンで 60 年に稼働
期間延長、ブルガリア、フィンランド、フランス、リトアニア、ルー
マニア、スロバキアにおける新設を想定。

出所： EC, EU energy trends to 2030 – update 2009, p. 31.

出所： EC, State of play in the EU energy policy Accompanying 
document to Energy 2020 A strategy for competitive, sustainable 
and secure energy, SEC（2010）1346 final.
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始めている。特にイギリスは、これまでエネルギーを自
給し、石油輸出国であった。ところが、2010 ～ 2020
年に、イギリスの石油の生産は年率9.8％減と急激に減
少し、石油の輸入は年率20.9％増と予想されており、エ
ネルギー輸入国へと急速に変貌しつつある。デンマーク
も石油輸出がほとんどできなくなる。
　このため、輸入先の確保が重要となる。EUの石油輸
入の32％占める最大の輸出国がロシアであり、これに
ノルウェー（15 ％）が続く。ノルウェー沖の石油は、
1975年以来、ノルパイプ･ラインでイギリスに運ばれ
ている。ロシアの石油は、1964年以来、主にベラルー
シを経由してドイツに至るドルージバ・ノースとベラ
ルーシとウクライナを経由してチェコ、ハンガリーに至

るドルージバ･サウスの二つのパイプラインによって運
ばれている。この他、バルト海に面するラトビアのヴェ
ンツピルス港、リトアニアのブティンゲ港、エストニア
のムーガ港からタンカーで運ばれていたが、バルト諸国
の独立後、石油供給を削減し、2001年にはロシア国内
のプリモルスク港へのパイプラインが完成したため、バ
ルト諸国への送油を停止し、国内からの輸出に切り替え
ている。また、黒海に面したノヴォロシースク港からも
輸出されている＊11 。この他、EUの石油輸入先として、
カザフスタン、アゼルバイジャンが、近年その重要性を
増している（図11）。OPEC諸国のなかでは、サウジア
ラビア（9％）、リビア（8％）、イラン（5％）が主な供給国
である。その他の供給国としては、アルジェリア（3％）、
ナイジェリア（3％）などである。

② 主要石油供給国の輸出能力の変化
　これらの第三国のなかで最も信頼できるとされるのが
ノルウェーである。ノルウェーは、1972年と1994年
にEU加盟に関する2度の国民投票を行ったが否決され
ており、EU加盟国ではない。また、ロシアと同様に、
エネルギー生産国としての立場から、消費国側にとって
有利な内容を含むエネルギー憲章条約を批准しておら
ず、欧州委員会のテイク･オア･ペイ条項廃止要求には
応じず、長期契約を選好する。しかし、1994年からEU
と欧州経済領域協定（EEA：European Economic Area 
Agreement）を締結しており、農業･漁業を除くEUの
アキ・コミュノテール（EU加盟国が遵

じゅん

守
しゅ

すべき法体系）
を実質的に受け入れている。ノルウェーは、EUの電力
･ガス指令を実施し、ヨーロッパで最もエネルギー市場
の自由化が進んでいる国である＊12 。
　ところが、EUにとって最も信頼できるノルウェーの
石油生産は、2001年にピークを迎えた後、減少を続け
ており、2010年にはピーク時の62％まで落ち込んでい
る。確認埋蔵量も改善がみられず、2010年末現在の可
採年数（確認埋蔵量／年間生産量）は8.5年である＊13 。
　EUにとって、ロシアの石油資源についても懸念材料
がある。BPによれば、ロシアの石油は2009年に落ち
込んだものの増産を続けており、確認埋蔵量も増加し、
可採年数も20年以上である。ところが、輸出量は2007
年をピークに低下傾向を示している＊14 。より重要なの
は、ロシアの石油産地が、ヨーロッパに近いヴォルガ、
ウラル、西シベリアから極東や東シベリアなど東方に移
動していることであり（図12）、東アジアには中国、韓
国などの大口の需要国、そして原発事故の影響により化
石燃料需要が高まる日本、が存在していることである。

図10 EUにおける石油の域内生産の減少

図11 EUの原油輸入先（2008年）

出所： EC, EU energy trends to 2030 – update 2009, p. 66.　より作成

出所：The European Files, 2011, n。22, p.13.
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つまり、ロシアにとってヨーロッパは依然として最重要
な石油輸出先であり続けることは間違いないとしても、
ロシアが東アジア市場を重視し、シベリア･極東地域の
石油開発に力を入れるほどに、ヨーロッパ向けの輸出余
力が低下する可能性があると言えよう。
　現在、パイプラインで運ばれているのは、EU向け原
油の14％であるが、ノルウェーからの供給が急激に低
下するため、その割合は近い将来11％にまで低下する
と見られている。
　EU域内およびノルウェーの石油生産の減少分は、他
地域からの輸入増で補わなければならないことになる。
ロシアからの輸入は増加することが想定されているが、
これには二つの供給リスクが伴う。第1に、ドルージバ・
パイプラインの輸送能力である。ドルージバの輸送能力
は既に完全に利用されている状態であ
り、今後の輸入需要増に対応するため
には輸送能力を2倍に引き上げなけれ
ばならない。第2に、ロシアがベラルー
シやウクライナに対する供給を停止す
るリスクである。これは、ロシアの石
油に依存しているハンガリー、スロバ
キア、チェコにとって特に大きな不安
定要素である＊15 。

③  EUの石油輸入の主要ルートと世界
のエネルギー供給構造の変化

　以上のように、ヨーロッパにおける
ノルウェーとロシアという2大石油輸
出国の状況を考えれば、他地域からの
石油を確保することが重要になる。現
在、ヨーロッパの石油輸入の85％以
上はタンカーによる海上輸送である。
海路で輸入される石油のほぼ60％は、
主にロッテルダムを経由してヨーロッ
パ北部に運ばれ、40 ％が地中海側の港湾に向かう。
2030年には、原油の半分以上が大西洋側の港湾経由で、
35％が地中海側の港湾経由で輸入されると予想されて
いる。大西洋側の港湾が重要性を増すのは、第1にヨー
ロッパ北部、特にノルウェーの石油に依存していたイギ
リスの需要が増大するためであり、第2にヨーロッパ北
部の国々が中東やアフリカからの石油輸入を増加させる
と予想されるからである。他方で、イタリアなど地中海
諸国の輸入は減少すると見られる。
　タンカー輸送は、輸出国側にとっても輸入国側にとっ
ても輸出入先が変更可能であるため柔軟な対応が可能で

あるという利点がある。だが同時に、いわゆるチョーク
ポイントという狭い海峡を通過しなければならないとい
うリスクがある。例えば、黒海と地中海を結ぶボスポラ
ス海峡、アラビア海から紅海に至るバブ･エル・マンデ
ブ海峡、地中海と紅海を結ぶスエズ運河（代替輸送手段
としてスメド･パイプラインがある）である。周知のよ
うに、船舶事故や海賊行為は、石油の供給と価格に大き
な影響を与える。
　しかし、パイプラインにせよ、タンカーにせよ、石油
輸送のリスクは限定的である。より重要なのは、世界の
石油の需給構造である。一方で、賛否両論があるとはい

図13 EUの主な石油輸入ルート（2005年、100万 t）

出所： A. Checchi, A. Behrens and C. Egenhofer, “Long-Term Energy Security Risks for 
Europe: A Sector-Specific Approach”, CEPS Working Document, No. 309, 2009, p. 9.
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えピークオイル論をめぐる言説が広がり、他方で2030
年までに石油需要が35％増加し、うち4割以上を中国
とインドが占めるというIEAの予想は、結果的に石油
の供給制約というリスクを強調することになった。
　同時に見落としてならないのは、エネルギー資源を保
有する経営主体の変化である。1960年代には、セブン
･シスターズと言われる欧米多国籍企業が世界の石油･
天然ガス埋蔵量の85％を支配していた。その後、セブ
ン･シスターズは、M&Aを通じて6大スーパーメジャー
に再編されたが、依然として資金力では他を圧倒してい
る。ところが、今日、これらの企業が保有している世界
のエネルギー資源は16％と激減しているのである＊16 。
これに代わって世界資源の大半を保有しているのが、

『ファイナンシャル･タイムズ』紙（200 7年3月11日）
が 新セブン ･ シスターズと名 付けた新興国の国有
系 メジャー（Saudi Aramco、Gazprom、PetroChina、
NIOC<イラン>、PDVSA<ベネズエラ>、Petrobras<
ブラジル>、Petronas<マレーシア>）である。
　こうした資源保有主体の変化を背景として、資源ナ
ショナリズムが供給リスクとして認識されるようになっ
た。第1に、大株主である政府の政治的動機の影響を受
けやすいという政治的リスクである。ただし、この点ば
かりが一面的に強調され、国有系メジャーといえども採
算性を度外視することはできないという点が見落とされ
ると、判断を誤る。これは、ウクライナ・ロシアのガス
紛争の評価にも関わる問題である。第2に、より重要な
点は、経済的リスクである。国有系メジャーは、スーパー
･メジャーに比べて開発技術が劣り、また資源ナショナ
リズムの政治的影響から外資の上流部門への投資を妨げ
る可能性があり、それは開発を遅らせ、エネルギー供給
能力を低下させるというリスクをもたらす。これは、ロ
シアの資源開発状況に対するEUの懸念とも関わる。
　こうした新しい供給リスクに対して、EUは、域内エ
ネルギー市場の統合によってエネルギー資源を相互に融
通できるエネルギー ･ネットワークを整備するととも
に、EUレベルの対外エネルギー政策に取り組み始めて
いる。また、資源を保有する近隣諸国それぞれの国情に
配慮しつつ、包括的な友好関係を構築することによって、
エネルギーを確保しやすい国際環境を醸成することを目
指している。例えば、ロシアとの共通空間構想やエネル
ギー対話、欧州近隣諸国政策（対象16カ国にはアルジェ
リア、エジプト、リビア、チュニジア、アゼルバイジャ
ンなどの資源国やウクライナ、グルジアなどのパイプラ
イン通過国が含まれている）、さらに近年の対中央アジ
ア政策の強化が挙げられる＊17 。

④ EUのガス輸入依存度の上昇と主要供給国
　次に、天然ガスについて見てみよう。天然ガスは、世
界のエネルギーミックスの4分の1を占め、EU27カ国
平均でもそうである。際だった例外は、フランス、ポー
ランド、スウェーデンである。フランスの場合は、エネ
ルギーミックスに占めるガスのシェアは15％だが、こ
れは原子力発電が大きな役割を果たしているからであ
る。ポーランドの場合は、5割以上を石炭に依存しており、
ガスのシェアは12 ％程度に留まる。スウェーデンは、
水力発電と原子力発電に依存し、ガスのシェアは3％程
度である。
　199 0 ～ 20 0 5年にEUのガス需要は50％増加した。
しかし、200 9 年ベース ･シナリオによれば、今後は
急激に増加することはなく、203 0 年にはやや減少す
る（図14）。しかし、石油と同様に、域内生産が急速に
低下し始めている。天然ガスの場合も、イギリスの生産
低下が著しい。2010 ～ 2020年にイギリスのガス生産
は年率9.2％減、輸入は年率8.7％増と予想されている。
この結果、EUの天然ガス輸入依存度は、2005 年の
58％から2030年には83％にまで上昇することになる。
　もう一つの可能性として、非在来型のガス開発があ
る。しかし、少なくとも2020年までは、ヨーロッパで
はタイトガスやシェールガスの急速な増産は見込めず、
その後、増加するにしても2030年に500億m3 程度と
見られる。非在来型ガスの過半は米国によるものであ
り、当面、ヨーロッパ諸国は、スポットで購入するこ
とになるであろう＊18。
　では、いかにして天然ガスを確保するか。EUは天然

図14 EUにおけるガスの域内生産の減少

出所： EC, EU energy trends to 2030 – update 2009, p. 66.　より作成
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ガスを主にロシア（40％）、ノルウェー（30％）、アルジェ
リア（15％）の3カ国に依存している（図15）。残りは、
ナイジェリア、リビア、カタール、エジプト、オマーン
等からの輸入である。天然ガス輸出国の生産、埋蔵量の
推移を見ると、石油の場合に比べれば、EUにとって急
激に供給が低下するリスクはないと言える。BPによれ
ば、2010年末現在、ロシアの天然ガスの可採年数（確認
埋蔵量／年間生産量）は76年、ノルウェー 19年、アルジェ
リア56年である。
　あまり知られていないが、EU諸国のロシアの天然ガ
スへの依存度は、過去20年余りの間に大きく低下して
いる（図16）。1990年以降のEUのガス輸入増の8割は、
ロシア以外の国々からの輸入であり、その結果、1990
年に75％にも達していたロシア産ガスへの輸入依存度
は 40 ％まで低下した。これには、後述するように、
LNG 輸入先を多角化したことも貢献している。
　留意すべきは、国ごとにガスの輸入先の構成が大きく
異なっていることである（図17）Gazpromから最も多
くのガスを購入しているのは、ドイツ（380億m3）でガ
スのロシアへの輸入依存度は42％に達しているが、ノ
ルウェー、アルジェリアからも大量に輸入している。イ
タリアは、Gazpromから224億m3 のガスを輸入し、そ
の依存度は22％であるが、それ以上にアルジェリアか
らの輸入が多い。この他、アルジェリアのガスを輸入し
ているのは、スペイン、フランス、ポルトガルなどであ
る。
　比較的、供給先を多角化している主要国とは対照的に、
中東欧諸国、南東欧諸国、バルト諸国は、圧倒的に
Gazpromに依存している。中東欧諸国は輸入の78 ％、
消費の60％を、バルト諸国に至っては、ほぼ100％ロ
シアに依存している（輸入の100％、消費の94％）。
　2008 年 の 段 階 で は、 イ ギ リ ス と ス ペ イ ン は、
Gazpromから全く輸入していない。イギリスは専

もっぱ

ら自
国産とノルウェー産に依存し、スペインはアルジェリア
その他に依存しているからである。しかし、イギリスの
状況は、既に指摘したように、急速に変わりつつある。
イギリスの選択肢は、LNG輸入を強化しつつ、ノルド
ストリーム経由でドイツ、オランダを経てパイプライン
で入ってくる予定のロシア産のガスを輸入することにな
らざるをえないであろう。同様に、オランダはガスを自
給しているだけでなく、輸出しているが、ガス生産は
2005年をピークに次第に低下するものと予想されてい
る。
　この他、トルコ（238億m3）のロシア産ガスへの依存
度が62％と高い。ロシア、カザフスタンと関税同盟を

結んでいるベラルーシ（211億m3）は、100％ロシアのガ
スに依存している。
　さらに、ロシアは、中央アジアからヨーロッパへのガ
ス輸出の仲介を行っている。2008年末まで、2006年初
頭のウクライナ・ロシアのパイプライン紛争の際に設立
されたロスウクルエネルゴ（Gazpromが50％、ウクラ
イナの投資家ドミトリー・フィルタシュが45％を所有
するペーパーカンパニー）は中央アジア産ガスのヨー
ロッパ向け輸出において重要な役割を果たしていた。
Gazpromは、トルクメニスタン、ウズベキスタン、カ
ザフスタンから660億m3 以上のガスを買い付け、ロス
ウクルエネルゴを通じて、ウクライナ、ポーランド、ハ
ンガリー、さらにZMB（現在のガスプロム･ドイツ）、

図15 EUのガス輸入先（2008年）

出所： The European Files, 2011, n。22, p.13.

図16 EU27カ国のロシア産ガスへの依存度の変化（1990～2007年）

出所： P. Noël, “Beyond Dependence: How to Deal with Russian Gas”, 
Policy Brief, No. 9,European Council on Foreign Relations, p. 5.
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ガスプロム･ドイツ支社に販売していた。しかし、2009
年、ロスウクルエネルゴは、ガス貿易の仲介を停止し、
また経済危機に伴う需要減や中央アジア産ガスの値上げ
などから、Gazpromはトルクメニスタンからのガス輸入
を削減している＊19 。
　以上から明らかなように、一方で、中東欧諸国，バル

ト諸国など旧ソ連による支配を経験し、その影響から離
脱したばかりの国々は、ロシアへの警戒心が強いにもか
かわらず、遺制としてガスをロシアに全面的に依存し続
けている。他方で、大量のガスを確保しなければならな
い主要国、特にドイツ、イタリアは供給先を多角化しつ
つ、ロシアのガスを確保することを重視している。これ

までロシア産ガスを利用してこな
かったイギリスも、北海資源の枯渇
という事態に直面し、方針を転換せ
ざるを得なくなっている。

⑤  「ヨーロッパの利益プロジェク
ト」ノルドストリーム

　このような各国のガス輸入先の構
成の違いは、対ロシア政策をめぐっ
てEU内に不協和音をもたらす一因
となっているばかりでなく、パイプ
ライン･プロジェクト建設の行方と
も関わっている。バルト海海底を通
るノルドストリームの所有権は、
Gazprom 51％、E.ON/Ruhrgas（ド
イツ）15.5 ％、BASF/Wintershall（ド
イツ）15.5％、ハスニー（オランダ）
9 ％、GDF Suez（フランス）9 ％、
となっている。これは、ドイツ2社
の権益を各4.5 %削減して、2007年
に ハ ス ニ ー に、2010 年 に GDF 
Suezに割り当てたものである。さ
らに、ノルドストリームをオランダ
経由でイギリスにつなぐBBLパイ
プラインの権益構成は、ハスニー
60％、E.ON 20％、Fluxys（ベルギー）
20％となっているが、Gazpromは、
ハスニーへのノルドストリーム参加
の見返りに、BBLパイプラインに
参加した（9％）。これは、ロシア産
ガスをイギリスに運ぶことを可能に
する。2008年2月、Eni（イタリア）
の子会社Saipemは、パイプライン
の海中部分の建設について契約を交
わしている。さらに、オランダやフ
ランス企業の参加、さらにCentrica

（イギリス）、Distrigas（ベルギー）、
Repsol YPF（スペイン）が関心を寄
せ始めたことにより、これまでのド

図17 EU各国の天然ガス供給先の構成とGazpromのシェア（2008年）

出所： A. Łoskot-Strachota, Gazprom's expansion in the EU:co-operation or domination?, Centre 
for Eastern Studies, 2009, p. 9.

図18 EU向けの主たる天然ガス供給国の確認埋蔵量と潜在的供給力（10億m3）

出所： A. Checchi, A. Behrens and C. Egenhofer, “Long-Term Energy Security Risks for Europe: 
A Sector-Specifi c Approach”, CEPS Working Document, No. 309, 2009, p. 16.
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・ ＥＵ-15（23.3％）
・ ポーランド、チェコ、スロバキア、
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　ルーマニア（77.5％）
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・ ポーランド、チェコ、スロバキア、
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　ルーマニア（60.0％）
・リトアニア、ラトビア、
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・ ポーランド、チェコ、スロバキア、
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　ルーマニア（60.0％）
・リトアニア、ラトビア、
　エストニア（93.5％）
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イツ･ロシア連合というノルドストリームのイメージは
すっかり変貌し、今やヨーロッパ主要国を巻き込んだ一
大事業となっている。第１フェーズの205億m3 につい
ては、既にDONG（デンマーク）、E.ON/Ruhrgas、GDF 
Suez、Wingas（Wintershallと Gazpromの合弁企業）、
GazpromM&Tイギリスの購入が契約済みである＊20 。
　このように、ノルドストリームは、生産国ロシアと
EUの主要な消費国との利害が一致していることを示唆
している。だからこそ、ポーランドの強硬な反対、バル
ト諸国の反対ないし慎重姿勢、フィンランドやスウェー
デンの環境への懸念が表明されたにもかかわらず、ドイ
ツ、オランダの支持、イギリスの黙認によって実現され
つつあると考えられるのである。ここには、明らかな
win-winの関係が成立している。ノルドストリームが、
トランス・ヨーロピアン・エネルギー・ネットワークに
おいて最重要課題であることを示す「ヨーロッパの利益
プロジェクト」に指定されていることもうなずける。
　つまり、Gazpromがその所有権の51％と資源を握っ
ている限りにおいて、ノルドストリームをロシア主導と
呼ぶことは間違いではないが、実際にはロシアの
GazpromとEU主要国のエネルギー企業の共通の利益を
得るべく事業が進められていることを見落としてはなら
ない。
　これは、EU主導のロシア迂

う

回ルートと喧
けん

伝
でん

されてい
るナブッコに対抗するロシア主導のサウスストリームに
ついても言える。サウスストリームには、Gazprom 
50％、Eni（イタリア）40％、EdF（フランス）10％が
参加しており、さらに2011年3月にはWintershall （ド
イツ）が権益の15％を取得するとの合意がなされている
からである（Gazpromは50％を維持）。

⑥  ヨーロッパ周辺の豊富な天然ガス資源と天然ガス固
有の供給リスク

　ヨーロッパ周辺地域の天然ガスの埋蔵量は大きく、今
後も供給増が期待できることは、EUにとって好材料で
ある（図18）。2010年末現在の確認埋蔵量におけるシェ
アを見ると、ロシア23.9 ％、イラン15.8 ％、カタール
13.5％、トルクメニスタン4.3％、アルジェリア2.4％、
ナイジェリア2.8％で、これだけで世界の確認埋蔵量の
63％を占める。なお、EU主導のナブッコ･パイプライ
ンとの関連でカスピ海の資源も注目されているが、その
大半はトルクメニスタンによるものである。
　ロシアについてみると（図18）、豊富な埋蔵量を持つ
ことは確かであり、また石油の産地のように東方に急速
にシフトするという事態は生じておらず、この点は、

EUにとって有利な条件である。だが、伝統的な産地で
ある西シベリアのガス生産が半減するとみられており、
バレンツ海（50年以上にわたりEUの需要の15％を賄え
ると言われるシュトックマン・ガス田）、カラ海、特に
ヤマル半島の開発が重要である。いずれにしても、EU
にとって重要なことは、ロシアやアルジェリアをはじめ
とする隣国の天然ガスをいかにして確保するかである。
　しかし、ガスの供給には固有のリスクがある＊21 。第
1に、多くの場合、パイプラインを敷設し、長距離を運
ばなければならない。ガスの売り手と買い手がパイプラ
インというインフラによって物理的に結びつけられるこ
とは、相互依存関係を生むことになる。そのため、ガス
供給の確保の問題が、しばしば政治的安全保障と絡めて
論じられることになりがちである。
　ただし、リスクは需要サイドだけが負っているのでな
いことに留意が必要である。供給サイドは、開発コスト
やパイプラインやLNG施設の建設･維持のための多額
のコストを回収しなければならず、安定的な購入者を必
要としている。だからこそ、テイク・オア･ペイ条項が
存在するのである＊22 。
　第2に、ガス市場は、石油市場と異なり、グローバル・
マーケットが成立しておらず、地域性が強い。つまり、
どこの資源を、どこを通って、どこに運ぶかという輸送
の問題が重要になる。このため、図17に示したように、
EU加盟国の間でも国ごとにどの国の資源を輸入するか
が異なり、ガス供給の確保ための対策も異なるのである。
ガス供給問題が地政学的リスクと絡むのはこのためであ
る。
　第3に、天然ガスの輸入依存度が急速に上昇するEU

図19 ロシアの天然ガス生産地の変化

出所： K, Liuhto, Energy in Russia's foreign policy, PEI, 10/2010, p. 73.
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にとって、①生産国においてガス開発と輸送に十分な投
資が行われるかどうか、②輸出国が政治的に信頼できる
かどうか、③パイプライン通過国が信頼できるかどうか、
という追加的なリスクがある。
　既に指摘したように、ロシアは新しい石油･ガスを開
発するために膨大な投資を必要としているばかりでな
く、開発条件が厳しくなるため西側企業の技術を必要と
している。資源開発への外資導入は一つの解決策である
が、資源ナショナリズムの高まりのなかで、その可能性
は限定的である。アルジェリアの場合、そのリスクはロ
シアよりも小さいが、外資に不利な税制が導入されるな
どの問題も生じている。さらに、輸入依存が高まるほど
に重要性を増すのが国際パイプラインであるが、敷設･
維持コストの高さから、インターコネクターへの投資が
不足するリスクが生じる。ヨーロッパは、トランスミッ
ションや輸出入施設が事故の潜在的なリスクにさらされ
ているにもかかわらず、そうした施設は遠くEUのコン
トロールの及ばないところに位置している。ロシアから
のヤマル･パイプライン、アルジェリアとイタリアをつ
なぐ地中海横断パイプラインがその典型であり、ガスイ
ンフラのメンテナンスは専ら供給国の対応にかかってい
る。
　例えば、ロシアは、資源外交を展開するエネルギー大
国というイメージにもかかわらず、しっかりとしたエネ
ルギー国家戦略を持っているとは言い難い。EUとロシ
アの間では、エネルギー対話が続けられているが、既に
上述の問題は、2006年のエネルギー対話報告書におい
て次のように指摘されている＊23 。
ａ.  ヴォルガ･ウラル、西シベリアの石油･ガスの減産

が予想され、ヤマル半島、シュトックマンなどの開
発が急務である。

ｂ.  ロシアのエネルギーインフラは、石油生産で60％、
電力で65％、ガス生産で70％、石油精製で80％が
老朽化しており、設備更新が必要である。

ｃ.  エネルギー集約度が高いまま国内需要が増加する
と、ロシアの輸出余力が低下する。

ｄ.  パイプライン及び関連施設への投資が必要である。
ｅ.  ロシアのヨーロッパの下流部門への進出は、上流部

門への投資に影響する。

　このようにEU側は、ロシアの投資不足に強い懸念を
抱いていることが分かる。先にも指摘したように、特に
深刻な影響が出ると考えられるのはヤマルの開発の遅れ
である。ロシアのガスは、埋蔵量の95％を占める36カ
所の巨大ガス鉱床で生産されているが、各鉱床は急速に

減産すると予測されており、2013年までにヤマルかシュ
トックマンで生産が行われないとすれば、ヨーロッパ向
けの輸出減少は避けられないと見られる。2013年にヤ
マルの生産が開始されるとすれば、ロシアのヨーロッ
パ・CIS向けの純輸出量は、2015 ～ 2016年には2008
年水準より45 ％増加して2,750億m3 となり、それは
2030年まで続く。しかし、ヤマルでの生産開始が5年
遅れるとすれば、ヨーロッパ向けの輸出は激減すると
予想されている。ヤマルでの生産が開始されていれば、
シュトックマン開発の遅れの影響は相対的に小さいが、
2020 ～ 2025年に約25％、ヨーロッパ向けの輸出が低
下することになる（図20）。

⑥ 新たな天然ガス供給ルートの開発問題
　こうしたリスクを低減するためには、供給ルート、輸
入地点、インターコネクターの多角化が重要である。だ
からこそ、バルト海を経由してロシアとドイツをつなぐ
ノルドストリームとそれをオランダ経由でイギリスにつ
なぐBBL、カスピ海地域（そして潜在的には中東地域）
とヨーロッパを結ぶナブッコ、黒海経由でロシアとヨー
ロッパをつなぐサウスストリーム、アゼルバイジャンか
らの南コーカサス・パイプライン、トルコ･イタリア･
ギリシャをつなぐITGI（Interconnector Turkey-Greece-
Italy）、トルコ･ギリシャ・アルバニアをつなぐアドリ
ア海横断パイプラインTAP、アルジェリアとイタリア、
スペインを結ぶGALSIとMedgaz、アルジェリアを通過
してナイジェリアと南欧を結ぶサハラ横断パイプライ
ン、さらにLNGターミナルの整備・新設が、次々と提

図20 ロシアのヨーロッパ /CIS向け純輸出能力の推定

（注） 2007 年、Gazprom は CIS 諸国向けに 1,010 億 m3 輸出しているが、
中央アジアから 600 億 m3 輸入している。

出所： B. Söderbergh, Production from Giant Gas Fields in Norway 
and Russia and Subsequent Implications for European Energy 
Security. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala 
Dissertations from the Faculty of Science and Technology, 
Uppsala University, 2010, p. 51.
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案され、実施されようとしているのである（図21）。
　このように、EUは、資源国からのパイプライを整備
するばかりでなく、域内でもインターコネクター網を整
備しようとしている。後述するように、実はその先には、
ヨーロッパのエネルギー・ネットワークを一つに連結す

るインターコネクティング・ヨーロッパ構想がある。こ
れは、文字どおり一つに統合されたEUのエネルギー市
場に外部からの多角的なエネルギー供給網を連結し、域
内エネルギー市場において相互融通を可能にすることに
よって、外生的なエネルギー供給ショックに柔軟に対応

できる究極のエネルギー安全保障を
目指すものと言える。
　以上から、ヨーロッパの視点から
見て本質的に重要なことは、ガスを
安定的に確保できるかどうか、とい
うことである。しばしば、EU主導
のナブッコとロシア主導のサウスス
トリームが対比され、ロシア･EU
の対立が強調される論評がなされる
が、EU側からすれば世界最大の確
認埋蔵量を持つロシアからガスを輸
入するのは避けることのできない当
然の選択に過ぎない。問題はその供
給リスクを可能な限り低減する策を
講じることである。その具体策なし
に、単にロシアに依存することの危
険を叫ぶばかりでは、エネルギー安
全保障を実現することはできないの
である。
　もちろん、どの輸送ルートの整備
を優先するかという選択の問題があ
るが、それには価格や供給リスクに
関する予想が影響をもたらすであろ
う。2009年のIEAの予測によれば、
2020年の各ルートのガスの実勢価
格は、ノルウェー、北アフリカ、中
東からパイプラインで運ばれるガス
が最も安く、次いでカスピ海ルート、
カタール、ナイジェリア、トリニダー
ド･トバゴからのLNG、最も高いも
のがロシア産のガスということにな
る。だが、域内生産が低下するため、
多角化を図りながら量を確保しなけ
ればならないEUにとっては、優先
順位をつけて投資を行いつつ、将来
的には全てのルートを確保すること
が必要であろう。

図21 ヨーロッパ向け天然ガスの供給源と輸送ルート

出所： S. Nies, Oil and Gas Delivery to Europe - An Overview of Existing and Planned 
Infrastructures, New Edition, Ifri, 2011, p. 54.

図22 2020年にヨーロッパに運ばれる潜在的ガスの実勢価格に関する IEA予測（ドル /100万Btu）

出所： H. Mäkinen, The future of natural gas as the European Union's energy source – risks and 
possibilities, PEI, 9/2010, p. 33.
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3.��EUから見たエネルギー供給リスクの評価

（1）ウクライナ・ロシアのガス紛争をどう評価するか

①「武器」としてのエネルギー？
　エネルギー供給をロシア、中東、アフリカに依存する
ことは、資源ナショナリズム等の政策、政情不安といっ
た政治的信頼性に関わる供給リスクが高まるのではない
かという懸念を生じさせる。確かに、天然ガスは、石油
の場合と異なり、パイプラインで運ばれる割合が高いた
め、生産者側が、特定国をターゲットとして供給を制限
し政治的圧力をかける手段として利用することは技術的
には可能であり、国家が支配権を握る国策企業の場合、
国家の政治的動機に従ったり、少なくともそれに配慮し
た行動をとらざるを得ない。加えて、テロ、クーデター、
政権交代による政策の急変といったリスクもある。言う
までもなく、中東情勢は原油価格に影響し、それに連動
しているガス価格にも波及する。
　よく知られているように、供給途絶という事態まで
陥ったのが、ウクライナ･ロシアのパイプライン紛争の
ケースである。実は、ウクライナへのガス供給制限は、
1993年、1994年、1995年と何度も繰り返されてきた
のだが、これまで安全保障問題化することはなかった。
ウクライナがパイプラインからガスを抜く（サイフォニ
ング）としても、ロシアはヨーロッパ向けのガスが滞ら
ぬよう供給を続けてきたからである。ところが、2005
年末から2006年初頭にかけてのウクライナへのガス供
給停止は、安全保障問題として西側マスコミから激しく
非難された。確かに、この背景には、オレンジ革命によっ
て西側寄りのユーシェンコ政権が誕生していたという政
治的変化があり、それに対するロシアの反発があったこ
とは想像に難くない。
　だが、そもそもロシアがウクライナに対してガス価
格を1,000m3 あたり50ドルから230ドルへ値上げを要
求したのは、ロシアが「近い外国」と呼ぶ国々に対して
続けてきた国際価格の4分の1という特恵価格をやめて
市場価格取引にするという経済的動機によるものであ
る＊24 。当時のプーチン大統領は、キエフに安価なガス
を供給するためにロシアは15年以上も毎年50億ドルを
失ってきたのだ、と述べている。政治的な動機が刺激
となった面があるとはいえ、こうした経済的動機がパ
イプライン紛争の基本的原因であることは、親ロシア
と見なされるベラルーシとの間でも同様の紛争が生じ
たことからも明らかである。

　2009年、ロシアは、再びウクライナ向けのガス供給
を停止し、その影響は広くヨーロッパに広がった。1月
6日深夜、ガスの低下が生じ、それは次第に大きくなっ
て西バルカンルートで33％低下、西ウクライナの輸入
ポイントで11％低下した。同日午前1時、西ルーマニア、
ブルガリア、ギリシャ、マケドニア、トルコ向けのバル
カン経由のガス供給は全て停止した旨報告されている。
同日午前10時、オーストリア、西ハンガリー、チェコ、
ドイツ、イタリア、フランス、スロベニア、クロアチア
に送られるはずの輸入ポイントであるスロバキアのガス
量はわずかに10％であった。同様の報告は、ポーラン
ドや東ルーマニアの輸入ポイントでも確認されている。
東ハンガリーに送られたガスは通常の20％で、それは
セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナへの供給にも影響
した。1月6日夜から7日、ウクライナ経由のロシア産
ガスのEU向け供給は全て停止され、それから20日ま
で続いた＊25 。図23のとおり、特に影響が大きかった
のは、中東欧諸国、南東欧諸国であり、2週間余りの間、
ガス供給量は75％以上も低下した。
　これによって、ロシア側も、多大な損失（Gazpromは
3週間で20億ドルの損失）を被ったばかりでなく、ロシ
ア、ウクライナ共に、EUにとって信頼できるエネルギー
供給者、信頼できるエネルギー通過国としての評価を
下げたのである。
　しかし、欧州委員会も、「EUは、今回のようなビ

・

ジ
・

ネ
・

ス
・

上
・

の
・

紛
・

争
・

ばかりでなく、ガス輸入パイプラインの事

図23 ウクライナ・ロシアガス紛争によるガス供給量の減少率（2009年１月6日～20日）

（注）14 日間にわたって、1 日あたり 3 億 m3　のガス供給が減少した。
出所： The European Files, 2011, n。22, p. 29.
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故や技術的ミスにも脆弱である（傍点筆者）」＊26 と指摘
しているように、2009年の供給停止は、2006年の紛争
のケースと同様に、経済的動機による部分が大きいと考
えられる。その理由は、次のとおりである。
ａ.  ウクライナのサイフォニング問題、値上げ交渉の決

裂、6億ドルのガス代金未払い。2006年の紛争の際に、
ロスウクルエネルゴが仲介し、中央アジア産ガスを
55ドル/1,000m3 で購入し、ロシア産の国際価格の
ガスと混ぜて半値でウクライナに売るというスキー
ムが作られた。だが、2004年に20ドルと極めて安
価であった中央アジア産のガスは、2007年に100
ドルに達し、2009年には300ドルを超えた。中央
アジア産ガスの高騰により、このスキームが維持で
きなくなり、国際価格への値上げが必要となった。

ｂ.  金融危機の影響で原油価格が低下し、それに半年遅
れで連動するガス価格の低下によって、Gazpromの
収益低下が予想された。

ｃ.  ロシアのヨーロッパ向けガスの80％が通過するにも
かかわらず、パイプライン通過国としての責任を果
たさないウクライナとのあいだで、毎年のように支
払い問題が生じる状況を、ロシアは根本的に打開し
たいと考えていた。

ｄ.  ロシアの最大の顧客であるEUのエネルギー市場に
おいて、市場の自由化（アンバンドリング）が進み、
仕向地条項の撤廃などにより、Gazpromの利益が低
下するリスクが生じ、収益確保が重視されるように
なった。

　しかし、こうした事実は一般の共通認識とはならず、
ガス紛争によって、少なくとも日本では「武器」としての
エネルギーという言説が流布され、ロシアにエネルギー
を依存することは危険だというイメージだけが定着して
しまったのである＊27 。

②2006年のガス紛争とEUエネルギー政策の急展開
　既に別稿＊28 でも簡単に指摘しているが、ガス紛争に
ついて、筆者は通説とは全く異なる見解を持っている。
　第1に、2006年のガス紛争の結果は、ロシアにとっ
てもEUにとっても想定外の出来事であった。一方で、
ロシアの立場から見れば、長年繰り返されてきた旧ソ連
共和国とのガス紛争は、いわば「内紛」であり、事実、こ
れまで国際世論から厳しい批判を受けることもなかっ
た。他方で、EUは40年以上にわたって信頼できるエネ
ルギー供給国であったソ連の後継国ロシアが、これほど
強硬な態度に出るとは予想していなかった。ガス供給の

低下は、スロバキアで20％、ハンガリー 30％、オース
トリア20 ％、チェコ20 ％、イタリア15 ％、ポーラン
ド10％、ドイツ6％であった。フランスではガス圧が
低下した＊29 。
　だが、意図したものであったかどうかは別として、結
果から見る限り、欧州委員会はEUレベルでのエネルギー
政策の統一を推進する契機としてガス紛争を利用し、驚
くべき速さで共通エネルギー政策を形成していったので
ある。それまで、EUの環境政策の発展、電力･ガス市
場の自由化、域内エネルギー生産の枯渇とエネルギー輸
入依存度の急上昇といった状況の変化の中で、次第にエ
ネルギー政策統一の必要性が認識されるようになってい
たとはいえ、エネルギー政策は国家権限に属し、欧州委
員会の権限が最も弱い分野であった。2000年にエネル
ギー安全保障に関する議論のたたき台として公表された
グリーンペーパー「エネルギー供給の安全保障のための
ヨーロッパ戦略を目指して」は、エネルギー輸入依存度
の高まりに警鐘を鳴らし、EU共通のエネルギー戦略の
必要性を提起したものの、具体的な政策は進まなかった。
　ところが、2006年のガス紛争直後の3月に新しいグ
リーンペーパー「持続可能で競争力のある安定したエ
ネルギーのためのヨーロッパ戦略」が公表され、同月の
欧州理事会は「ヨーロッパのためのエネルギー政策」、
つまり共通エネルギー政策の推進を承認した。これを
皮切りに一気に共通エネルギー政策が形成された。1年
後の2007年3月にはエネルギー政策パッケージが公表
され、欧州理事会で承認された。現在のEUエネルギー
政策の基礎となっている「エネルギー 2020」戦略の骨子
は、既にこの段階でほぼでき上がっていたのである。
こうした結果から見ると、2006年のガス紛争に際して、
欧州委員会は、エネルギー分野での権限を拡大し共通
エネルギー政策を推進するために、ガス紛争を絶好の
機会として利用したと言えるのである。

③2009年のガス紛争とノルドストリームの始動
　第2に、2009年のガス紛争は、2006年の時と異なっ
て、ロシアにとっても、EU（少なくとも主要国）にとっ
ても、想定内の出来事であった。2007年に、ロシアと
EUは、パートナーシップ協力協定に新たにエネルギー
協力を盛り込んで改訂しようとしたが、ポーランドの拒
否権発動で頓挫してしまった。また、ベラルーシ、ウク
ライナ、ポーランドといった国々を迂回しロシアとドイ
ツを直結するノルドストリームの建設が、ポーランドや
バルト諸国の反対で滞るのではないかとの懸念が生じて
いた。つまり、EU拡大の結果として、ロシアに対する
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警戒心の強い国々が加盟したことが、EUの対ロシア政
策の合意を困難にし、ドイツをはじめとするEU主要国
の政策を妨げる事態を招いていた（ただし、2010年の政
権交代後、ポーランドは、ロシアとプラグマティックな
協力を目指す政策に転換している）。
　さらに、ロシアとウクライナとのガス価格改定交渉、
ガス代金未払いといったトラブルは依然として続いてお
り、長期的に安定供給を図るためにもウクライナの老朽
化した施設を近代化することが必要であり、政治情勢は
不安定で、パイプライン通過国としてのウクライナの信
頼性が疑問視されるようになっていた。こと、エネルギー
の安定供給に限れば、ロシアもEUもウクライナの姿勢
に苛

いら

立
だ

ちを覚えており、ロシアが再び供給停止を行う条
件は出そろっていたと言える。こうした状況下でノルド
ストリームの建設が遅れることは、天然ガスの量を確保
しなければならないEU主要国にとってエネルギー供給
リスクが拡大することを意味していた。
　加えて、上述のように、EU主要国は、LNG供給の強
化やガス備蓄といった対応をとり、供給先の多角化を図
り、エネルギー政策の統一を進め始めており、ロシアの
供給停止リスクへの対応ができていた。例えば、ガス需
要は季節変動があり、これに対応する一つの方法として
ガス備蓄が利用されている。確かに、2009年1月のガ
ス備蓄利用量は、多くの国で前年同期の2倍になってお

り、国によって状況は異なるが、これによってガス不足
が緩和されていたことがわかる（図24）。このため、ロ
シアがガス供給を停止したとしても、主要国は比較的容
易に対応できることは、ロシア・EU主要国はいずれも
理解していた。同時に、供給停止の大きな影響が出ると
すれば、ガス供給の多角化や備蓄対策ができておらずロ
シアへの依存度が極端に高い中東欧諸国や南東欧諸国に
限られることも想定の範囲内であった。
　こうした2006年ガス紛争時とは異なる条件の下で生
じた2009年のガス供給停止は、反ロシア的立場のユー
シェンコ政権を弱体化させ、ロシアとの協調路線に転じ
たかに見えたティモシェンコを支持するという政治的な
意図が含まれていたとはいえ、それ以上に、ヨーロッパ
のエネルギー供給源としてのロシアのプレゼンスを再認
識させ、不安定な経由地を迂回する新ルートの建設がロ
シア･EU双方の共通の利益であることを示威する狙い
があったと言えよう。
　事実、供給停止に対して、2006 年の時と異なり、
EUは、ロシア、ウクライナの双方に、供給国、パイプ
ライン通過国としての責任を果たすよう求め中立的な
姿勢を保った。そして、2009年11月にはノルドストリー
ム建設が始まったのである。つまり、意図した結果で
あるかどうかは別として、2009年のガス供給停止は、
ロシアとのエネルギー協力を阻む中東欧諸国を抑え込

図24 EU各国のガス備蓄利用の季節変動と2009年ガス危機

出所： EC, Assessment Report of Directive 2004/ 67/EC on Security of Gas Supply. SEC（2009）978.
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み、ノルドストリーム建設を容認させたという点で、
EU主要国の利害にも合致していた面があると言えるの
である＊30 。

④  天然ガスの買い手としてのEUと売り手としてのロシ
アの関係

　そもそも、EUとロシアの非対称的な相互依存関係が、
ロシアによる「武器」としてのエネルギーの行使を抑制す
る効果を持つことを過小評価すべきではない。EUは、
ロシアにとって貿易の5割以上を占め、石油・ガスを購
入してくれる大口の顧客である。Gazpromの輸出の5割
は西欧諸国、2割が中東欧諸国向けであり、これだけで
輸出総額の4分の3近くを占める。ところが、EUの1次
エネルギー需要のロシアへの依存度は6.5％に過ぎず（図
16）、この割合は1990年からほとんど変わっていない。
したがって、ロシアは、旧ソ連諸国や中東欧諸国に対し
て「武器」としてのエネルギーを行使しようとすることが
あるとしても、進んで西欧諸国をターゲットに同様の行
動をとるとは考えられない。
　先に指摘したように、ロシアのエネルギーへの依存度
は国によって全く異なり、中東欧諸国のロシアへの依存
度が特に高い。しかし、ロシアからの供給が止まったと
しても、EUのエネルギー市場が統一されており、中東
欧諸国が西欧からエネルギーを調達できるようになって
いるとすれば、中東欧諸国に対する「武器」としてのエネ
ルギーの効力は打ち消される。言い換えれば、ガス紛争
は、単にロシアがエネルギー供給国として信頼できない
部分があることを示しただけではなく、EUのエネルギー
市場の統合が不完全であることを示したのである。エネ
ルギー市場の統合は、エネルギーの買い手としてのEU
の交渉力を高める。EUにおけるエネルギー供給の安全
保障を考えるポイントは、ここにある。
　この他、中東諸国の不安定化、アフリカ諸国の資源ナ
ショナリズムなども、しばしば潜在的供給リスクとして
指摘される点である。関連して、2006年8月、ロシア
のGazpromとアルジェリアのSonatrachが協力の覚書を
交わしたことは、EU諸国の懸念を誘うものであった。
この2国だけでEUのガス輸入の5割以上を占めるから
である。関連して取りざたされたのが、2001年に設立
されたガス輸出国フォーラム会議（GECF）である。
　2006年11月、『ファイナンシャル･タイムズ』紙は、

「NATOはロシアの「ガスOPEC」計画を恐れている」と
いう記事を掲載した。しかし、その後の経緯からも明ら
かなように、それは杞憂に過ぎなかった＊31 。そもそも、
ガス貿易は7割がパイプライン経由のため、地域性が強

く、長期契約が支配的である。したがって、ガスカルテ
ルを形成するのは極めて困難である。せいぜい、LNG
のスポット価格に影響を与える程度に過ぎない。また、
確かにGECFには、ロシア、アルジェリア以外に、ナイ
ジェリア、カタール、エジプト、リビアなどEUにとっ
て重要なガス供給国、さらに政治的リスクの高いイラン
も参加しているが、ノルウェーとオランダがオブザー
バー参加しており、この2国がカルテルに協力するとは
想像し難い。さらに、石油と異なり、ガスには、石炭、
再生可能エネルギーなど代替品が存在し、生産者側が価
格をコントロールするには限界がある。加えて、天然ガ
スの生産調整は、石油の場合よりも技術的に難しくコス
トがかかる。しかも、米国での非在来型ガスの飛躍的増
産やカタールのLNG供給増によってガスは供給過剰に
なると予測されている。つまり、ガスは買い手市場なの
である。したがって、GECFは、天然ガスの売り手の側
の交渉力を高める一方策以上のものにはなり得ない。

（2）�ガス供給の多角化としてのLNGとハブをめぐる競争

　供給先の多角化を図るために、EUはLNGに力を入れ
ている。トルコは、イランからのガス供給が停止された
際にLNGによって不足分を補った。2009年のロシアの
ガス供給停止の際、ブルガリアはギリシャのLNGター
ミナルからガスの供給を受けた。2006年時点で14の
LNGターミナルがあり、6カ所が建設中であったが、27
件もの新設が提案されている（図25）。2010年6月時点
で、EU内のLNGターミナルはまだ17に留まっている。
現在、ヨーロッパ向けの天然ガスの84％がパイプライ
ンで、残りの16％がLNGで運ばれている。
　2009年のLNG輸入の内訳を見ると、カタール29％、
アルジェリア26％、ナイジェリア15％、トリニダード・
トバゴ12％、エジプト10％である＊32 。世界にLNGを
輸出しているカタールやトリニダード･トバゴでは、
2007年のその輸出に占めるEU市場のシェアは2割に満
たないが、リビア、ノルウェーのLNGは全てEU向けで
あり、アルジェリア65％、ナイジェリア68％、エジプ
ト42％とEU市場への依存度が高い。EUのガス消費に
占めるLNG の割合は9％程度だが、2030年には32％
に上昇するとみられる。だが、再ガス化能力もLNG利
用も、国によって大きく異なる。スペインが最大の消費
国でLNG輸入の2分の1を占め、次いでフランスが4分
の1を占めている。
　ドイツのLNG計画（Wihelmshaven、100億m3、コス
ト6億ユーロ）については、再ガス化能力が生産国の液
化能力を上回るのではないかとの議論があり、ポーラン
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ドのLNG計画（Świnoujście、30 ～ 50億m3、コスト4
億ユーロ）についてはコストが問題となっているが、中
東欧諸国やバルト諸国にとって供給の安全性を高めるで
あろう。
　これまでヨーロッパのガスは、フローニンゲン･シス
テムと呼ばれる制度によって取引されてきた。オランダ
政府は、フローニンゲンガス田の開発に必要な資金を確
保するために、長期契約と石油価格連動というシステム

を導入したのである。これは、Gazpromとヨーロッパ
企業との長期契約にも受け継がれている。Gazpromと
GDF Suezの契約は2030年まで、E.ON 2036年、Eni 
2035年、OMV（オーストリア）2027年、DONG（デンマー
ク）2030年、Bulgargaz（ブルガリア）2030年、WIEH

（ ル ー マ ニ ア ）2030 年、RWE（ チ ェ コ ）2035 年、
Latviija（ラトビア）2030年、スロバキア（2028年）など
である＊33 。

図25 ヨーロッパのLNGターミナル（2006年）

出所： King & Spalding, LNG in Europe- An Overview of European Import Terminals, 2006, p. 5.
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　言うまでもなく、非在来型ガスの登場は、長期契約価
格引き下げの圧力となっている。ヨーロッパのガスは、
主にイギリスのBactonとベルギーのZeebruggeという
二つのハブを経由して取引されてきた。大陸諸国のガス
価格は石油価格に連動し、イギリスの価格は需給によっ
て変動した。このいわば二重の価格システムは、供給の
多角化を進めるなかで大きく変容しようとしている。
1997年に完成したBacton-Zeebrugge間のインターコネ
クターは、ロシア産ガス、ノルウェー産ガス、イギリス
産ガス、そしてLNGのあいだの競争をもたらした。こ
れは、供給の多角化にとって大きな役割を果たした。
BactonとオランダのBalgzandを結ぶBBLは2006年に
稼働し、大陸ヨーロッパに「自由な」ガスをもたらしたの
である。ロシア産ガスはノルドストリームとBBLを通っ
てイギリスに運ぶことができるようになる。
　これは、ハブをめぐる競争を激化させることになった。
フローニンゲンの枯渇という状況に直面するオランダ
は、ハブの地位を維持すべくLNGターミナルの建設に
乗り出した。これは、当初、ベルギーのLNGターミナ
ルとの競争など供給過剰により採算性が疑問視された
が、ロッテルダム近くのMaasvlakteにLNGターミナル
が建設され、2011年6月、初のタンカーが到着した。
オランダは、さらにロッテルダムに二つのLNGターミ
ナルを増設し、Eemshavenにも新設する予定である。 
LNG輸入体制を整えたオランダは、フローニンゲンの
既存施設をも利用しつつ、今後も、北西ヨーロッパにお
けるガスハブの地位を維持し続けるであろう。南東欧に
目を転じると、オーストリアのBaumgarten が同様の地
を目指している。ただし、それは、ナブッコとサウスス

トリームの進捗状況に左右されるであろう。
　表1は、フランス、イタリアなどの国々が設備を増強
し、ドイツ、クロアチア、ギリシャなどLNGターミナ
ルを持たない国々が新設すると仮定した場合のヨーロッ
パにおける再ガス化能力を示したものである。このよう
に、LNG ターミナルの設備拡張や新設の動きは今後も
続き、再ガス化能力は急増すると予想されている。これ
は、供給上の安全保障を高めるであろう。

（3）�SECUREプロジェクトによるEUエネルギー供給

の安全保障に関する評価

　EUは、エネルギー供給の安全保障を図るために、
EUの研究・開発第7次フレームワーク・プログラム（2007
～ 2013 年 ） の 一 環 と し て SECUREプ ロ ジ ェ ク ト

（Security of Energy Considering its Uncertainties, 
Risks and Economic Implications）を進めている。その
成果の一端を示したF. ヘンリー論文は、次のように指
摘している＊34 。
　「特に、資源ナショナリズムの問題は、イデオロギー
のレンズを通して理解するのではなく、注意深く取り扱
い、事実に基づいて理解しなければならない」「資源ナ
ショナリズムは、常にそうであるように、当該国が、収
益の流れをコントロールし、その社会的政治的優先課題
を達成するために国益を守るという意味において、他の
外交イシューと何ら異なるところはない。したがって、
これらの国々は必ずしも武器として資源を利用すること
を目指しているのではない。EUは、この事実を念頭に
置いて、資源ナショナリズムを外交政策に統合すべきで
あって、それを大きな脅威と考えるべきではない」。
　このように「事実に基づいて理解する」という視点か
ら、供給国のリスクとトランジット･リスクの評価を行っ
たものが表2である。高いリスクがあると評価されてい
る国あるいはパイプラインは、EUに供給していないか、
まだ供給していない。これは、ノルウェー、ロシア、ア
ルジェリアに続く第4のルートとして将来重要になると
見られる（EUのプランでは南ガス回廊と呼ばれる）イラ
ン、イラク、そして中央アジア諸国について該当する。
　他方で、ノルウェー、アルジェリア、リビアは、今後
も安定的な供給国であると期待される。
　ロシアについては、限定的な不安定性があるとしても、
国内の軍事紛争にさらされているわけではなく、ヨー
ロッパ以外の地域に供給を変更するリスクも小さい。だ
が、現状のようにベラルーシ、ウクライナ経由のままで
はトランジットリスクが高い。2011年にノルドストリー
ムが稼働すれば改善されるが、依然として多くのガスが

国 2007 年 2010 年 2015 年
ドイツ 0 50 100

ベルギー 65 91 91
フランス 156 239 594
イギリス 90 440 547
イタリア 0 10 270
スペイン 505 573 643

ポルトガル 55 85 85
ギリシャ 26 26 26

アイルランド 0 0 25
クロアチア 0 0 100
ポーランド 0 0 25

合計 932 1678 3015

表1 ヨーロッパ諸国の再ガス化能力（億m3/年）

出所： S. Nies, Oil and Gas Delivery to Europe - An Overview of 
Existing and Planned Infrastructures, New Edition, Ifri, 2011, p. 
59.
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ウクライナ経由で運ばれることを考えれば、ウクライナ、
ロシア、EUの三者による輸送の監視と（少なくともEU
側の立場としては）欧州エネルギー憲章条約の枠組みで
の紛争解決策の導入が望まれる。
　ただし、エネルギー憲章条約は、共産圏崩壊後の
1991年末に、主として旧ソ連／中東欧におけるエネル
ギー貿易の自由化、パイプラインの開放、投資促進を目
的として発足したもので、明らかに買い手の立場、つま
りEU側にとって有利な内容となっている。このため、
ロシアは、またノルウェーもエネルギー憲章条約を批准
しておらず、ロシアは生産国側の立場に配慮した改訂が
必要であると主張しており、合意は難しい。
　なお、先に触れたように、ロシアがガス輸出国フォー
ラムを強化したいとの意向を持つのは、その実効性は置
くとしても、売り手の交渉力を高めたいとの意図がある
からである。ロシアが、輸出先をヨーロッパからアジア
に切り替えるというリスクは、当面は大きくない。それ
は、ロシアがどの鉱床の開発を優先するかによって左右
されるが、東シベリア開発には時間がかかる。

　図26は、SECUREプログラムの一環としてRamboll 
Oil & Gas社の開発した分析手法に基づいて行われた
EU各国のエネルギー供給の安全保障に関する評価をま
とめたものである。総じてみるならば、西欧諸国では、
相対的に高いエネルギーの安全保障が確保されており、
北欧諸国、中東欧諸国で脆

ぜい

弱
じゃく

性が高いと言えよう。重
要なことは、その要因が国ごとに大きく異なることであ
る。例えば、オランダの場合、エネルギー生産能力の多
角化が進み、自国での生産もできるためエネルギー供給
の安全保障水準が高いとみられる。
　他方で、評価の低い国々は、多角化が進んでいないと
いう共通の特徴を持っている。このため、エネルギー供
給が、主たる供給国（ロシア、アルジェリア、ノルウェー
等）およびパイプライン通過国（ベラルーシ、ウクライナ、
トルコ、ナイジェリア等）のエネルギー供給能力や政治
的信頼性に左右されてしまう、つまり大きな地政学的リ
スクを抱え込むことになる。最も典型的な事例が、
2009年のウクライナ・ロシアのガス紛争に伴うガス供
給途絶であった。単に輸入依存度が高いということが問

国 供給リスク 輸送リスク 総合的リスク
アルジェリア 中 低 低

アゼルバイジャン 低 中 中

中央アジア
（トルクメニスタン、
カザフスタン、ウズベ

キスタン）

中

ハイリスク
（イラン経由） 高

高
（ロシア経由） 高

高
（カスピ海 PL 経由） 高

エジプト 低 低 低

イラン ハイリスク

中
（トルコ経由） 高

低
（LNG） 高

イラク ハイリスク 高
（トルコ経由） 高

リビア 低 極低 低

ナイジェリア ハイリスク

低
（LNG) 中

ハイリスク
（サハラ PL 経由） ハイリスク

ノルウェー 極低 極低 極低
カタール 極低 低 極低

ロシア 低

高
（変化のない場合） 中

中
（ノルド・ストリームかサウス・スト

リームのいずれかが完成する場合）
中

低
（ウクライナとの恒久的解決が見出さ
れた場合。例えば、EU、ロシア、ウ
クライナのトランジット・コンソー

シアム）

低

表2 EUにエネルギーを供給している国々のリスク評価

出所： F. Henry, “Europe's Gas Supply Security: Rating Source Country”, CEPS Policy Brief, No, 220, 2010, p. 3.
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題なのではなく、ロシアという1国からの1本のパイプ
ラインにのみ依存し、エネルギー供給の多角化という対
策をとっていなかったことが問題の本質である（図
27）。天然ガスを輸入しているという点では、イギリス、
スペイン、オランダ、フランス、イタリアなどの主要国
も同じであり、イタリア、ドイツの場合は、ロシアの天
然ガスの輸入への依存度も高い。だが、ノルウェー、ア
ルジェリア、LNGなど多様な供給ルートを確保してお

り、かつ国内のエネルギー政策においても、多角化とバ
ランスを追求している。
　SECUREプログラムの評価によれば、供給途絶その
ものはさほど大きなガス供給リスクではない。むしろ、
双方向でガス供給するシステムが欠如しており、事実上、
EUのガス市場が分断されている状況に問題がある。特
に、西から東へのガス供給ルートが欠けていることが、
2009年のガス紛争の際に中東欧諸国が大きな影響を被っ

た根本原因である。つまり、ロ
シアからの供給が停止したとし
ても、他地域のガス、例えばノ
ルウェーやスペインで輸入され
たLNGが西から東へと供給さ
れるシステムが構築されていれ
ば、ロシアからの供給途絶は、
これほど大きな問題とはならな
かったのである。
　これに対して、例えばブルガ
リア、ラトビア、オーストリア
は、備蓄を増やす対策を講じて
いる。加えて重要なことはバラ
ンスである。例えば、イギリス
は、原子力発電など生産能力の
多角化の水準は高いが、調達量
の多角化の水準は低く、ガス備
蓄はあるが、国内需要の規模に
比べればわずかである。自国の

資源埋蔵量があるとはいえ、こ
れは既に指摘したように急速に
減少すると見られており、多様
なルートで資源を確保し、調達
量の多角化を進めていくことが
必要になっており、既にノルド
ストリームからの調達など対策
に着手している。
　フランスとドイツは、原発推
進（2009年国内消費の40％）と
脱原発（同11％）という政策の違
いがあるとはいえ、多角化とい
う点でのバランスはともに優れ
ている。原発を持たないイタリ
アもバランスがよい。こうした
国々に共通している特徴は、近
年、急速に再生可能エネルギー
の比重を高めていることである。

図27 EU諸国の天然ガス輸入量とロシアへの依存度の違い（2010年）

出所： A. Machintosh, “Security of Europe's Gas Supply: EU Vulnerability”, CEPS Policy Brief, No.222, 
2010, p. 4 の図に加筆

図26 供給の安全保障に関するEU各国別評価（2010年）

出所： A. Machintosh, “Security of Europe's Gas Supply: EU Vulnerability”, CEPS Policy Brief, No.222, 
2010, p. 3.
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4.��EUエネルギー政策の形成とロシア要因

（1）EUエネルギー政策の三つのポイント

　現在、EUレベルのエネルギー政策の基礎は、2010
年11月10月の政策文書「エネルギー 2020 ―競争力あ
る持続可能で安全なエネルギー」＊36 である。このエネ
ルギー 2020戦略の特徴は、EU経済の国際競争力の強化、
気候変動対策、エネルギー資源の安定確保の三つの課題
の最適な組み合わせ追求しようとしている点にある。こ
れを簡単に一つの図にまとめると、図28のように、3
都市の名称に象徴された三つの課題のバランスと相互補
完性を高めようとする包括的な戦略である。
　第1に、競争力向上を目指す「リスボン」とは、2010
年3月3日に公表された「ヨーロッパ2020 ―知的で持続

可能な包摂的成長」戦略である。これは、知識基盤型社
会への移行によって成長と雇用の両立を目指し2000年
に提起されたリスボン戦略を継承している。ここで言う

「知的（smart）」成長とは教育、研究開発、ICT技術を重
視した成長戦略である。「持続可能な」成長とは、言うま
でもなく環境保護と関連しており、低炭素経済、環境保
護、グリーンテクノロジーの開発、スマートグリッド、
ビジネス環境の改善、消費者保護の実現であり、とりわ
けエネルギー効率の向上やバイオ燃料開発、二酸化炭素
回収・貯留等の技術開発においてEUが世界の主導権を
握ることが重視され、ガス網や電力網の整備（スマート
グリッド）による将来的なビジネス環境の改善が展望さ

れている。「包摂的（inclusive）」とは、技能・職
業訓練、社会政策を現代化することによって、
特に女性、若年層、高齢者、低熟練労働者、移
民の就労を促し雇用率を75％に引き上げると
ともに、貧困や社会的排除に取り組むことに
よって、富を社会に広く行き渡らせ社会的・地
域的結束（cohesion）を高めることを目指すこと
である。加えて、経済危機に直面しているEU
は加盟国の経済政策の監視・調和を強化し、ユー
ロ圏の経済安定を図るという経済ガバナンスの
改善にも取り組んでいる。
　第2に、これは、「京都」議定書に象徴される
環境保護という課題と関連した諸政策である。
EUは、温室効果ガス排出量取引（EU-ETS）、
再生可能エネルギーの発展・普及、さらに気候
変動枠組条約約締国会議（COP）などグローバ
ルな環境対策において積極的に主導権をとり、
EUの環境規制を事実上のグローバル・スタン

1999～2009年に、国内消費に占める再生可能エネルギー
の割合は、ドイツで2.4％から8.5％へ、イタリアで5.7％
から9.5％へ、スペインで5.1％から9.5％に増加してい
る（イギリスも0.9％から3％に増やしている）。
　もちろん、水力発電、風力発電などの発達している国々
では、再生可能エネルギーの割合はもっと高く、特にデ
ンマークはこの間にその割合を8.1％から16.7％へと倍
増させている。2009年時点で、ラトビア36％、スウェー
デン34 ％、オーストリア27 ％、フィンランド23 ％と

高い。ノルウェーは、EUに石油・ガスを供給している
資源大国であるが、国内消費に占める再生可能エネル
ギーの割合は42％である＊35 。
　だが、ここで留意すべきことは、ドイツをはじめとす
る大量のエネルギーを消費する国々が再生可能エネル
ギーに取り組むことによって、エネルギーミックスのバ
ランスを改善し、供給の安全保障を高めていることであ
る。

図28 EUのエネルギー政策の三つのポイント

出所： J. Vinois, The new Energy Policy. のプレゼンテーションファイル 
http://www.ceps.eu/fi les/pres1sec.pdf に加筆・修正
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ダードにしようと試みている。ここで重要なことは、「リ
スボン」の課題と「京都」の課題を同時に追求することが、
ゼロサムの関係ではなく、プラスサムの関係として考え
られていることである。つまり、厳しい環境規制は、企
業の適応力と技術開発を刺激し、結果としてエネルギー
需要の増大を一層抑制する（経済成長とエネルギー消費
の増大の相関を分離する<decoupling>）ことができるば
かりでなく、さらにEU市場における環境規制がグロー
バルに広がることは、ヨーロッパ企業の国際競争力向上
に役立つというわけである。
　とはいえ、第3に、この二つを実現する前提となるのは、
本稿で主題としている「モスクワ」との関係に象徴される
エネルギー供給の安全保障である。再生可能エネルギー
の開発・普及が加速するとしても、それが直ちに化石燃
料を代替するわけではなく、今日の経済は化石燃料に依
存していることを忘れるべきではない。もちろん、エネ
ルギー効率を向上させ、再生可能エネルギーを普及させ
れば、化石燃料の輸入への依存度は低下するという意味
において、「リスボン」と「京都」は、供給の安全保障にとっ
ても役立つ。域内エネルギー市場の統合により備蓄体制
や相互融通を整備すれば、外生的な供給ショックに対し
て柔軟に適応することが可能になる。しかし、それでも、
域内生産が低下するEUにとっては、外国のエネルギー
資源の確保が重要であり、本稿で指摘したように、資源
保有国と協力し、多角的なルートで多様な資源を確保す
ることが課題となる。

（2）EU共通エネルギー政策形成の背景

　今日、ヨーロッパでの経済活動を考える時、大前提と
なるのはEUが設定する経済ルールである。市場統合は、
財・サービス・資本・人の自由移動の障壁を撤廃するこ
とを通じて自由な競争空間を作り出す。競争法は事業者
による市場の分断を阻止し、公正な競争条件を確保する。
こうしたEU市場において欧州委員会が強い権限を持つ
ことは、例えば日本企業（ソニー、旭硝子、YKKなど）
がカルテルに関与したとして欧州委員会から多額の制裁
金を課された事例からも、よく知られるようになった。
　ところが、欧州石炭鉄鋼共同体がEU統合の原点にあ
るにもかかわらず、これまでエネルギー政策は、基本的
に国家権限に属し、欧州委員会の権限が最も弱い分野で
あった。特に、1970年代のオイルショック以来、加盟
国はそれぞれ独自のエネルギー戦略をとるようになっ
た。今日でも、各国のエネルギーミックスが大きく異な
るのは、加盟国の資源賦存や地理的条件などが異なると
いう事情に加え、各国が独自にエネルギー政策を進めて

きたからでもある。
　しかし、次のような理由から、次第にEUレベルでの
共通エネルギー政策の必要性が認識されるようになって
いった。
　第1に、市場統合の進展にともなって電力・ガス市場
の自由化が進められ、エネルギー市場の統合の端緒が開
かれた。電力もガスも市場で流通している商品である以
上、加盟国のエネルギー政策とは異なる市場統合という
文脈において欧州委員会がエネルギーに関与するように
なったのである。この変化にともなって、これまで問題
とされることのなかった異なる国のエネルギー企業間の
協調行動が、カルテルとして摘発されるようになった。
　 例 え ば、2009 年 7 月、E.ONと そ の 子 会 社 E.ON  
RuhrgasおよびGDF Suezに対して11億600万ユーロ（各
5億5,300万ユーロ）の制裁金が課された事例があげられ
る＊37 。Ruhrgas（現在のE.ON Ruhrgas）とフランスガス

（現在のGDF Suezの一部）は、ドイツ経由でロシア産ガ
スを運ぶMEGALパイプラインを共同で建設した1975
年に、同パイプライン経由で輸送されるガスを互いに相
手の国内市場では販売しないとの取り決めを結んでい
た。このパイプラインは、南ドイツを経由して、ドイツ・
チェコ間、ドイツ・オーストリア間の東の国境とフラン
ス・ドイツ間の西の国境をつなぐものである。両社は、
1998年のガス指令によってガス市場が自由化された
2000年以降も、この市場分割を維持し続け、それを完
全に破棄したのは2005年であった。周知のとおり、E.ON
は 2008 年の世界売上 870 億ユーロ、GDF Suezは同
680億ユーロを占めるヨーロッパの二大エネルギー企業
である。E.ONは、2003年にRuhrgasを買収し、E.ON 
Ruhrgasとなった。フランスガスは、E.ONとのカルテ
ルを破棄した後、2006年に欧州委員会の承認を得て
GDF Suezとなっていた。2006年5月、欧州委員会は、
ドイツ、イタリア、フランス、ベルギー、オーストリア
の5カ国のガス会社に対して抜き打ち調査を実施したこ
とを明かした。その結果、多額の制裁金が課されること
になったのである。競争政策担当欧州委員によれば、「こ
の決定は、欧州委員会がいかなる形態の反競争的行動も
許さないことを、エネルギー関係者に対して強く警告し
ている。市場分割は、最悪のタイプの独占禁止法違反で
ある」。
　第2に、環境問題が国境を越えるという全ヨーロッパ
的性格を持つことから、EUは、1973年の第1次環境行
動計画以来、環境問題に取り組んできた。このEU環境
政策の発展と共に、EUレベルでのエネルギー共通政策
の必要性が認識されるようになった。特に1997年のア
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ムステルダム条約では、「持続可能な発展」がEUの目標
として明確に規定され、EUレベルの政策を考える際に
環境保護の観点を統合すること（環境統合原則）が求めら
れるようになった。
　第3に、EUの拡大である。1990年代の後半になると、
中東欧諸国のEU加盟が確実視されるようになり、2001
年には拡大のための機構改革を織り込んだニース条約が
締結された（2003年発効）。そして、2003年には、政策
文書「拡大EU、近隣・パートナーシップ諸国のための
エネルギー開発について」が公表されている。これは、
EUの東方拡大にともなって、拡大EUの東と南に広が
る近隣諸国に対する新たな政策として形成されつつあっ
た欧州近隣諸国政策を念頭においたものであり、拡大
EUのエネルギー市場の統合に加えて、「ヨーロッパ大
陸のエネルギー供給の安全保障」、相手国のエネルギー
システムの近代化、新しいエネルギーインフラの構築の
必要性、を提起するものであった。
　こうしたEU自体の三つの変化を背景として、欧州委
員会は、2000年11月に、共通エネルギー政策導入のた
めのたたき台としてグリーンペーパー「エネルギー供給

の安全保障のためのヨーロッパ戦略を目指して」を公表
し、環境、エネルギー市場の統合、石油･ガスの新たな
輸入ルートの確保などのためにEUレベルの長期的な共
通エネルギー政策が必要であると提起した。

（3）EUエネルギー政策の急速な発展とロシア要因

①2006年新グリーンペーパー
　その後、2006年初頭のガス紛争を契機として、EU
のエネルギー政策は、驚くべきスピードで発展する。こ
の経緯を簡潔に1枚の図にまとめたものが図29である。
2006年3月、欧州委員会は新しいグリーンペーパー「持
続可能で競争力ある安定したエネルギーのためのヨー
ロッパ戦略」を公表した。この文書は、先に示した競争力、
持続可能、供給の安全保障を中心としたEUのエネルギー
政策に力を注ぐことを求め、次の六つの優先課題を提起
した。① リスボン戦略実現のための域内エネルギー市
場の統合（国境を越えたエネルギー網の統合、優先的イ
ンターコネクション<相互接続>、自由化<アンバンド
リング>、投資など）、② 供給の安全保障のための加盟
国の結束、③ 持続可能で効率的な多角的エネルギーミッ

図29 EUのエネルギー政策の発展とロシア要因

出所： K.　Kellner, Energy　Policy for Europe Action Plan 2007-2009, New and renewable sources of energy , energy effi  ciency and innovation.、
http://www.slidefi nder.net/e/energy_policy_europe/action_plan_2007_2009/234680 のプレゼンテーションファイルに大幅な加筆 ･ 修正
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クス、④ 気候変動対策（省エネ、再生可能エネルギーな
ど）、⑤ エネルギー技術の研究・開発、⑥ 一貫した対
外エネルギー政策。これを受けた春の欧州理事会は、直
ちにこれを推進することを承認した。
　欧州理事会に提出された欧州委員会とソラナ共通外交
安全保障政策上級代表の共同文書「ヨーロッパのエネル
ギー利益に奉仕する対外政策」は、エネルギー政策に関
する国家主権を尊重しつつ、EUレベルで一貫した対外
エネルギー政策を導入するべきことを訴えた。2006年
10月には、2020年までのエネルギー消費を20 ％削減
するという目標を設定した「エネルギー効率行動計画」が
出されている。
　2006年7月に締結されたエネルギー共同体条約も見
逃せない。これは、EUの潜在的加盟候補国とされてい
る南東欧諸国とのあいだで締結され、その後、2009年
12月にウクライナ、モルドバが参加し、ノルウェーと
トルコがオブザーバー参加している。このエネルギー共
同体条約とは、対象諸国で、エネルギー分野のEU法を
適用し、規制機関を立ち上げ、エネルギー市場の自由化
を目指す法的拘束力のある多国間協定である。さらに、
エネルギー管理・効率改善、エネルギー集約度の引き下
げ、法令をEU基準に適合させるための市場指向型の改
革を目指すとしている。これは、まさにカスピ海、中央
アジア、中東地域からのパイプライン・ルートの諸国を
EUエネルギー市場に統合し、EUの支配権を確保しよ
うとする政策に他ならない。

②2007年エネルギー・パッケージ
　こうした方針を踏まえて、2007年初頭には、関連政
策を一つにまとめたエネルギー政策パッケージが公表さ
れるのである。2007年1月10日、包括的な政策文書「ヨー
ロッパのためのエネルギー政策」と次のような一連の関
連文書が公表された。①「再生可能エネルギー・ロード
マップ」、②交通分野でバイオ燃料の割合を10％まで引
き上げることを目指す「バイオ燃料進捗報告書」、③「ガ
ス・電力域内市場の展望」、④「優先的インターコネクティ
ング計画」、⑤「原子力説明プログラム」、⑥「持続可能な
化石燃料発電」、⑦「ヨーロッパ戦略的エネルギー技術計
画を目指して」。
　このように、2006年初頭のガス紛争後の1年間でEU
の共通エネルギーの骨子がほぼできあがったのである。
この2007年のエネルギー・パッケージは、3月の欧州
理事会で承認された。そのポイントは、EUレベルで共
通エネルギー政策を導入することが合意され、以下の政

策実施について欧州委員会の主導的役割が正式に認めら
れたことである。
ａ. 域内エネルギー市場の確立
ｂ. 安定したエネルギー供給の確保
ｃ.  2020年までに、温室効果ガスの排出を、少なくと

も1990年比で20％削減（国際合意が得られればEU
を含む先進諸国は30％削減）

ｄ.  1次エネルギー消費を20％削減
ｅ.  エネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの

割合を2020年までに20％に引き上げる
ｆ.  エネルギー関連技術の発展（第7次研究開発プログラ

ムでエネルギー部門研究費50％増）
ｇ.  原子力発電の将来の検討（原子力発電導入の決定は

各加盟国によって決定されているが、安全保障、安
全性、核拡散防止、廃炉、廃棄物管理に関する共通
の一貫した方針が必要）

ｈ.  共通のエネルギー外交（エネルギー憲章条約を基礎
に、消費国、生産国、パイプライン通過国を含め多
角的に協力を進める）

　その後、欧州委員会は、エネルギー・パッケージを
具体的に実施していく作業を進める。2007年9月19日
には、「ヨーロッパを活気づける―安定した供給ができ
る本当の市場」と題する第3次エネルギー規則・指令パッ
ケージを公表した。これには、次のような法令案が含
まれており、2009年に採択されている。① エネルギー
規制協力機関（ACER）の設立（規則）、② 電力の国境を
越えた交換のためのネットワークアクセス条件（規則）、
③ 天然ガス・トランスミッション・ネットワークアク
セス条件（規則）、④ 電力域内市場の共通ルール（指令）、
⑤ 天然ガス域内市場の共通ルール（指令）。2007年11
月には、EUのエネルギー・気候変動対策のための技術
ロードマップ「ヨーロッパ戦略的エネルギー技術計画

（SET Plan）」、さらに2008年1月には、温室効果ガス
の20％削減と再生可能エネルギー利用比率の20％への
引き上げを2020 年までに達成する「20・20 by 2020」
と関連する規則・指令案（EU-ETS変更、EU-ETS対象
外産業の目標設定、再生可能エネルギー利用促進、CO2

回収・貯留（CCS）、環境保護国家支援ガイドラインなど）
を含む気候変動・エネルギー政策パッケージが公表さ
れている（いわゆる「20・20・20」戦略）。 

③第2次戦略的エネルギーレビュー
　2008年8月のグルジア戦争＊38 は、EUのエネルギー
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政策をさらに加速する役割を果たした。グルジアは、地
下資源に乏しい国であるが、カスピ海から石油を運ぶパ
イプラインが通過するトランジット国であったからであ
る。アゼルバイジャンの石油は、グルジア経由で黒海に
面したスプサ港に至る西ルート、バクーからグルジアの
トビリシ経由でトルコのジェイハンに至るBTCパイプ
ラインによって運ばれている。
　2008年11月23日、欧州委員会は、「第二次戦略的エ
ネルギーレビュー：エネルギー安全保障・結束行動計画」
と次のような一連の関連文書を公表した。①グリーン
ペーパー「安定し持続可能で競争力あるヨーロッパ・エ
ネルギーネットワークを目指して」、②「2002－2006
年トランス・ヨーロッパ・エネルギーネットワーク・プ
ログラム実施報告書」、③「石油インフラ：EU内及び
EU向けの既存及び計画中の石油インフラ・アセスメン
ト」、④「原油・石油製品の最小限の備蓄を加盟国に義務
づける指令案」、⑤「天然ガス供給の安全保障確保策に関
する2004年4月26日付け指令に関する」見直し開始、
⑥「洋上風力発電：2020年以降のエネルギー政策目標達
成のための行動」、⑦「原子力説明プログラムの改訂」、
⑧「エネルギー効率：20％目標達成」、⑨「エネルギー関
連製品によるエネルギーその他資源の消費に関する製品
情報のラベルと標準製品情報の表示に関する指令案」、
⑩「燃料効率とその他重要指標を遵守したタイヤのラベ
ル指令案」、⑪「コージュネレーション（熱電併給）による
省エネ化」。
　第2次戦略的エネルギーレビューは、次のように指摘
している。「域内エネルギー市場について、特定の国家
の解決策はしばしば不十分である。リスクを共有し分散
させ、世界の諸問題におけるEUの総合的な重要性を最
大限利用する戦略が、国家のバラバラな行動よりも効率
的である。･･･エネルギー安全保障はEUの共通の関心
事項である」。「加盟国の多くがたった一つの供給者に圧
倒的に依存しているガスについては」最も懸念が大きい。

「EUは、一つの声を上げ、エネルギー安全保障にとっ
て主要なインフラを特定し、その建設を着実に進め、重
要なエネルギー供給国、パイプライン通過国、消費国と
のパートナーシップを深めるための一貫した行動をと
り、効果的な対外エネルギー政策を発展させるよう力を
傾注しなければならない」。
　その上で、戦略的エネルギーレビューは、次の五つの
課題を指摘した。①インフラ整備とエネルギー供給の多
角化、②対外エネルギー関係強化、③石油・ガス備蓄と
危機対応メカニズム、④エネルギー効率向上の促進、⑤

域内資源の有効利用。また、インフラ整備の優先課題と
して、バルト海インターコネクション、南ガス回廊、
LNG、地中海エネルギーリング、エネルギー共同体に
基づいた中欧・南東欧内における南北間ガス・電力イン
ターコネクション、北海洋上電力網の整備、を提案した。
さらに、2050年エネルギー・ロードマップ作成に着手
することが謳われた。
　本稿では、個々の政策について論じることはできない
が、以上のように主たる政策をリストアップしただけで
も、2006年のガス危機を契機として、EUのエネルギー
政策が極めて急速なスピードで形成され、また2008年
のグルジア戦争が、それを加速したことがわかるであろ
う。つまり、2009年のガス紛争の前には、EUのエネ
ルギー政策の方向性とその方策は明確に定まっていた。
その意味において、2009年のガス紛争は、EUにとっ
て想定内だったのである。そして、2009年4月、気候
変動・エネルギー規則・指令パッケージ（EU-ETS改訂
指令、EU-ETS外の温暖化ガス排出削減国別目標決定、
CO2回収・貯留（CCS）指令、再生可能エネルギー促進国
別目標指令、新車CO2 排出削減規則、燃料品質指令改定）
が、欧州理事会で承認された。

④エネルギー 2020戦略とロシアとの協力再構築へ
　以上のような諸政策は、2010年11月に「エネルギー
2020」戦略としてとりまとめられ、さらにその後も、「2020
年以降のエネルギーインフラ優先課題：統合されたヨー
ロッパ・エネルギーネットワークの青写真」、「エネルギー
効率計画2011」、「スマートグリッド：イノベーション
から展開へ」、「回復のためヨーロッパエネルギープログ
ラム」などが次々と打ち出され、今日に至っている。
　さらに、EUは、この戦略を基礎に、ロシアとの現実
的な協力関係を再構築することを試みている。2011年
2月には、EUとロシアは、エネルギー対話の枠組みの
なかで、①エネルギー部門における緊急事態の予防・克
服メカニズムの構築に関する覚書、②ガス市場の将来動
向評価メカニズム創出に関する共同宣言、③2050年ま
でのEU･ロシアエネルギー協力ロードマップ準備に関
する共通理解、の3文書に署名した。

（4）�2009年のガス紛争からEUが得た教訓

　以上のように、EUは、2006年以降、包括的な共通
エネルギー政策を構築し始めていた。この段階で、再び
直面することとなった2009年のガス紛争から、EUは
どのような教訓を引き出しているのだろうか。2009年
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7月、EUは、「2009年EU向けガス供給途絶の検証」「ガ
ス供給安全保障指令2004/67/EC検証報告書」という二
つの文書を作成している。簡単にまとめると、次のとお
りである。
ａ.  緊急事態に適切な行動をとるための需要、供給、

備蓄の情報とその透明性が欠けていた。ガス系統
運用者ネットワーク（European Network of Gas 
Transmission System  Operator：ENTSO-G）とも協
力しながら、「公共財としての供給の安全保障と危
機予防・軽減のシナリオ」を考えるべきである。

ｂ.  EUは、情報センターとしての役割を担い、議長国チェ
コと共に、ガス供給確保の規則（2004/67/EC）が定
めているガス調整グループの活動を支援した。これ
により、「圧力をかける加盟国があったにもかかわ
らず、EUは共通のアプローチを堅持することに成
功した」。しかし、危機に対する各国の準備状況が
大きく異なり、対策の一貫性、調和、互換性が欠け
ていた。国内市場リスクに基づくトレーダーの反応
が、域内市場に効率的にガスを送る妨げとなり、危
機を増幅させた。国家レベルだけでなく、EUの共
通の基準、エネルギー市場の地域性を考慮した地域
対策が必要である。

ｃ.  省エネ、エネルギーの切り替えは、危機対策として
は有効であった。ガス備蓄も有用だが、長期に依存
できるものではなく、ガス網の整備の代わりになる
わけではない。

ｄ.  図30のように、危機直後には、ベラルーシ・ポー

ランド経由のヤマル・パイプラインやトルコ経由の
ブルーストリームのロシア産ガスの供給が増加し、
またEU側ではイギリス・ベルギーのパイプライン
の逆送、オランダ・イギリス間のBBLのガス量の削
減等の対応がとられていた。その後も、ドイツ、イ
タリアからクロアチアへのガス供給が増加され、
チェコ・スロバキア間の逆送、ギリシャ・ブルガリ
ア間の逆送、スペインからギリシャ、トルコへのス
ポットLNGの供給などの手立てがとられた。しかし、
それは不十分であり、EUとしての共同行動ではな
かった。

ｅ.  このため、「インターコネクション（相互接続）の欠
如と物理的孤立」が生じた。ガス系統運用者（TSO）
間の協力とパイプライン網アクセスを改善するに
は、「明確に定義され一貫性のある政治枠組み」と投
資が必要である。「相互に連結された市場が多くな
ればなるほど、ガス輸送の柔軟性が高まり、燃料代
替の選択肢が増え、単一の供給者に大きく依存する
リスクは低下する」。

ｆ.  域内市場は、強力な対外関係によって補完されると
の認識に立ち、供給国を多角化し、主要供給国、パ
イプライン通過国と早期警告や危機対応について協
力関係を構築する必要がある。そのためには、EU
としての共通の対応と政治的結束が必要である。

ｇ.  特に重要なのは、中東欧諸国のガス供給の多角化で
あり、第2次戦略的エネルギーレビューが提起して
いる新しいインフラの整備が必要である。

　以上を一言で表現すれば、ガス域内市場の統合が不十
分で「インターコネクションの欠如と物理的孤立」が生じ
たということである。これを改善するには、EUレベル
で国境を越えたエネルギー・インフラ網を整備しなけれ
ばならないということになる。

（5）アンバンドリングとガスプロマイゼーション？

①アンバンドリング
　だが、域内エネルギー市場の統合が無条件で、供給の
安全保障につながるわけではない。EUにおけるエネル
ギー市場の自由化は、1996年電力指令、1998年のガス
指令に始まり、2003年の第2次規則・指令パッケージ
を経て、2009年には第3次規則・指令パッケージが採
択されている。周知のように、エネルギー産業は、生産
から消費に至るプロセスが電力網やガスパイプライン網
というネットワーク・インフラによって結びつけられて
いるため、自然独占が生まれる＊39 。利益を追求する私

図30 2009年ガス紛争の際のEUの対応

出所： EC, The January 2009 gas supply disruption to the EU: an 
assessment, SEC（2009） 977.

ヨーロッパの対応

BBLオランダ～イギリス削減
ヤマル増加

日時
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10 Jan.
16 Jan.
18 Jan.

チェコ～スロバキア逆送
イギリス～ベルギー逆送

ブルーストリーム
増加

ドイツ～クロアチア増加 ハンガリーから
ボスニア、セルビアへ

ギリシャ～ブルガリア逆送

ギリシャ、トルコへのスポットＬＮＧ

イタリア～クロアチア増加
（オフテイク）
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企業は、それを利用して上流から下流に至る垂直的なバ
リューチェーンを形成する。このため、コスト・プラス
方式の独占価格が生じるが、エネルギーは、市場で取引
される商品であるとともに公共財であることから、これ
を公益のために規制するという体制が定着した。ところ
が、一方で、規制機関はエネルギー企業ほどに十分な情
報を持ち合わせておらず、他方で、独占状態にあり超過
利潤をもつ企業側は豊富な人材を備え、事実を隠匿し、
規制を逃れるノウハウをもっている。つまり、このエネ
ルギー産業の独占構造が、情報の非対称性を強め、さら
に独占を強化し、公益を守るべき規制機関が私益に従属
するという逆転が生じる傾向を生み出す。
　EUのエネルギー市場自由化の目的は、垂直統合型の
バリューチェーンを解体し、競争原理を導入することに
よって、この独占的なエネルギー市場構造を打破するこ
とにある（図31）。エネルギー産業を活動分野ごとに解
体するアンバンドリング（会計分離、経営分離、法人格
分離、所有権分離など）を進め、ネットワークを第三者
に開放することによって競争を促すのである。流通経路
の様々な段階に競争を導入することは、一方で市場を活
性化すると同時に、他方で、規制当局と企業の情報の非
対称性を削減することによって、エネルギーという公共
財を適正に監視するという規制機関本来の役割を回復

し、公正な競争条件が確保される、というわけである。
　しかし、エネルギー市場の統合は未完である。現実
には、エネルギー系統運用者（TSO）が、電力・ガス供
給企業のネットワークアクセスを妨害したり、適切な
配電・配ガス割り当てをしていなかったり、特にガス
危機において問題となったTSO間の相互接続について、
国家間で調整が行われておらず、EU規則に違反しても、
国別の規制当局では実効的な対応ができず、2003年に
設置されたヨーロッパ電力・ガス規制機関グループ

（ERGEG）も意思決定権をもたなかった。そこで、第3
次規制・指令パッケージにより、TSOにおけるアンバ
ンドリングを強化し、ERGEGに代えてヨーロッパ・エ
ネ ル ギ ー 規 制 機 関（Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators：ACER）が設置されたのである。
　このようにエネルギー市場統合が未完成であることに
加え、アンバンドリングが二面性をもつことも指摘して
おかねばならない。アンバンドリングは、垂直的なバ
リューチェーン（資源開発・輸入段階から最終消費に至
る過程のコスト・付加価値・利益の連鎖）を解体し、市
場を活性化するが、同時に不確実性を生み出す。スポッ
ト市場が拡大し、卸売市場とトレーディングを発展させ、
消費者への供給ルートを多様化させるが、価格変動を生
み、リスク回避のために先物市場の形成を促し、そこに

一次産品市場
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としてのネットワーク 第三者のネットワークアクセス
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スーパーマーケット

大手流通業者
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ロ
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図31 エネルギーバリューチェーンの解体・再編をめぐる競争とエネルギー企業の行動

出所： ジャン＝マリー・シュヴァリエ著、増田達夫監訳、林昌宏訳『世界エネルギー市場―石油・天然ガス・電気・原子力・新エネルギー・
地球環境をめぐる 21 世紀の経済戦争』（作品社、2007 年、p. 147）の図に加筆・修正
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様々な金融派生商品が流れ込むからである。末端の供給
では、スーパーマーケットや大手流通業などが参入し競
争が激化する。
　市場統合の完成、情報の非対称性の克服、独立規制機
関の機能向上、そして後述するインフラ整備が、EUエ
ネルギー市場の課題である。興味深いことに、これらは、
まさに2009年ガス紛争から得た教訓として欧州委員会
が指摘している点である。

②ガスプロマイゼーション？
　これまでどおりのやり方では、市場シェアを失うリ
スクが生じ、エネルギー部門では寡占競争が激化する。
表3のように、近年、エネルギー産業の大規模な再編
が進んでいることがわかる。この理由は、第1に、国境
を越える競争が激化するなかで国内シェアが奪われるリ
スクが生じた。第2に、同時に、市場自由化にともなっ
て近隣諸国に新たなビジネスチャンスが生まれ、水平的
統合を強化することによって市場を拡大しようとする動
機が生まれた。第3に、ガスの輸入企業は、ライバル企
業との競争を勝ち抜くために生産にアクセスし資源を確
保しようとし、輸出企業は下流部門に進出し新たな収益
源を確保しようと行動する傾向が生じ、垂直的統合の再
編が国境を越えて展開される。例えば、ドイツの事例で
は、E.ONとRuhrgasは水平的統合であり、またRWEは
中小規模の企業の買収を進めた。この結果、2008年時
点で、GDF Suez、E.ON、Eni、GasTerra、Wintershall、
RWE、Gas Natural、Centrica、Distrigas、VNGの10社
がEUのガス市場のほぼ全てを支配し、国境を越えた寡
占競争を展開している。各国別に見ると、2008年の上
位3社の市場シェアは、イギリス（62％）、スペイン（66％）
を除き、いずれの国でも80％、90％に達している＊40 。
　こうしたEUのエネルギー市場の変化は、ロシアとの
関係にも影響を与えた。EUとロシアは、米国の反対に
もかかわらず1960年代にパイプラインが建設されて以
来、互いに信頼できるパートナーであった。それを支え
ていたのは、体制は異なっていたとはいえ、双方の独占
的なエネルギー企業のあいだの長期契約である。ところ
が、ヨーロッパの西と東が共に変化した。一方で、ロシ
アは、体制転換の困難を経験したが、市場経済の国にな
り、Gazpromは独占企業ではあるとはいえ、利益を追
求する企業として行動するようになった。他方で、EUは、
市場統合を進め、その影響はエネルギー市場にも及ぶよ
うになった。アンバンドリングによる競争原理の導入は、
価格変動リスクばかりではなく、ガス市場のバリュー
チェーンにおいて上流部門の独占価格を維持することを

困難にし、下流部門の収益性を上昇させる傾向を生み出
す。パイプラインの第三者開放要求は、ロシアの収益性
を低下させるリスクである。しかも、ロシアの資源開発
条件は厳しくなり、コストがかかることは確実である。
こうした状況に対応し、収益性低下を補完するためにロ
シア企業が選択したのが、ヨーロッパの下流部門への進
出である。一方、EUの企業は、市場支配力を維持する
ために、資源確保を目指してロシアと積極的に協力する
行動をとった（前掲図31の左右の矢印を参照）。
　Gazpromあるいはその協力企業は、バルト諸国とモ
ルドバのガスパイプライン、ヤマルガスパイプラインを
所有し、ベラルーシの他のパイプラインシェアの
37.5 ％、フィンランドのパイプラインの大半（Gasum 
Oyの所有権25％を通じて）を握っている。さらに、ポー
ランドを通過するヤマル・パイプラインの48.64 ％、
Wingasのパイプラインネットワークの50％－1株、東
ドイツのVNGネットワークの5.26％をもち、さらに近
い将来ノルドストリームとつながるOPALパイプライ
ンにも参加している。また、Gazpromは、ドイツの
WingasとVNGやラトビアのLatvijas Gazeの株式取得
を通じてガス地下備蓄施設にも関わっており、イギリス
など他国でも貯蔵施設の能力をリースしている。図32

年 事例 規模
（10 億ユーロ）

2007 Enel+Avviona/Endesa 43.4

2000 Veba / Viag (E.ON) 38.0

2008 GDF / Suez 29.2

2002 National Grid / Lattice 19.2

2007 Iberdrola / Scottish Power 18.3

2009 Gas Natural / Union Fenosa 16.7

2001 E.ON / Powergen 15.3

2008 EDF / British Energy 13.5

2008 E.ON / Endesa and Enel assets 11.8

2003 E.ON / Ruhrgas 11.2

2003 Suez / Electrabel 11.2

2005 EDF + AEM / Edison 11.0

2009 Vattenfall / Nuon ＊ 10.3

2002 RWE / Innogy 8.5

1999 Suez / Tractebel 7.5

2009 RWE / Essent 7.3

表3 ヨーロッパにおける近年の主なM&A

　＊： Vattenfall は、2009 年に Nuon 株 49％を取得し、その後 6 年をか
けて残りの株式を取得する予定。

出所： C. Schülke, The EU's Major Electricity and Gas Utilities since 
Market Liberalization, IFRI, 2010, p. 19.
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のように、ガスの最終消費においても、Gazpromは、
バルト諸国やモルドバで大きなシェアをもつばかりでな
く、フィンランドで22.5％、ドイツで10％、イギリス
で7.6％を占めている。
　これが、いわゆる「ガスプロマイゼーション」といわれ
る現象である。これは、ロシア企業といえども、収益を
求める当然の行動であるとはいえ、ロシア政府が支配株
を握るGazpromの進出を懸念する声が高まった。そこ
で、TSOの買い手が供給・生産活動から独立していな
い場合、EUが直接介入しうることが、ACER設立に関
する規則に盛り込まれることとなった。これが、いわゆ
る「ガスプロム条項」である。Gazpromは、ロスネフチ
と異なり、単に資源だけでなく、パイプライン網も所有
している垂直統合企業であるから、同規則の条文が
Gazpromを念頭に置いていることは明らかである。
　忘れてならないことは、エネルギー供給をめぐるEU
とロシアの関係が不安定化した背景には、1980年代後
半から、ヨーロッパの東だけでなく、西もまた大きく変
貌を遂げたという歴史的変化があるという点である。一
方で、ソ連が崩壊し、ウクライナとベラルーシという独
立国家が、新たな、そして政治・経済的に極めて不安定
なトランジット・ルートとなり、さらにロシアが体制転

換不況という産みの苦しみ
を経て、市場経済の国に変
わり、経済的利益を追求す
るようになったのである。
この変化は、1985年にゴ
ルバチョフがソ連共産党書
記長に就任したことに始ま
る。他方で、EUは、市場
統合の完成を目指して統合
を深化させると同時に、体
制転換した中東欧諸国の
国々を受入れ、統合を拡大
していった。この変化の起
点は、1985年の域内市場
統合白書である。そして、
ロシアへのエネルギー依存
度の極めて高い国々が加盟
したことにより、結果的に
EUは、ロシア問題を内部
に抱え込むことになった。
しかも、EUはエネルギー
市場統合に取り組み始めて
いたものの、それを支える

物理的ネットワークの形成が不備のままに、EU加盟プ
ロセスが進行したのである。

（5）�インターコネクティング･ヨーロッパ―究極のエネ

ルギー安全保障を目指して

　2010年11月10日、欧州委員会は、これまでのエネ
ルギー政策を総括し2020年を展望した政策文書「エネ
ルギー 2020」を公表し、優先課題として、①エネルギー
効率改善、②インフラによって汎ヨーロッパで統合され
たエネルギー市場、③消費者の権利保護と最高水準の安
全、④エネルギー技術・イノベーションにおけるEUの
主導権、⑤対外エネルギー政策を強化すること、を掲げ
た。本稿の観点からみて、より重要なことは、11月17
日付けで「2020年以降のエネルギーインフラ優先課題：
統合されたヨーロッパ・エネルギーネットワークの青写
真」が示されたことである。同政策文書は、グルジア紛
争後の2008年11月に示されたグリーンペーパー「安定
し持続可能で競争力あるヨーロッパ・エネルギーネット
ワークを目指して」及びガス紛争後の2009年7月に示さ
れた「2009年EU向けガス供給途絶の検証」の二つの文
書が共に指摘しているインターコネクションの欠如を根
本的に解決することを目指している。同文書は、冒頭で

図32 ヨーロッパのガス最終消費に占めるGazpromのシェア

　　　＊：2009 年契約（29 億 m3）、2010 年最大（39 億 m3）
　　＊＊：最大 1.5bcm、GM&T フランスの 2008 年実績 5 億 m3（1.1％）
　＊＊＊：マスコミ情報
＊＊＊＊：2008 年の実績 35 億 m3（5.2％）、販売権 75 億 m3（11.2％）、2009 年の販売権 135 億 m3

出所： A. Łoskot-Strachota, Gazprom's expansion in the EU-co-operation or domination?, Centre for Eastern 
Studies, 2009, p. 15.
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次のように指摘している。
　「適切に統合された信頼できるエ
ネルギー・ネットワークは、EU
のエネルギー政策目的にとってば
かりでなく、EUの経済的戦略に
とっても必須の前提条件である」。

「EUは、時代遅れで十分に相互接
続されていなかったエネルギーイ
ンフラの対価を支払う。2009年1月、
東欧におけるガス途絶は、逆送と
いう選択肢がなく、相互接続・備
蓄のインフラが不適切であったこ
とによって、解決を妨げられたの
である。陸上、洋上ともに電力グ
リッドの相互接続が不十分である
ために、北海とバルト海地域の洋
上風力発電の急速な発展が妨げら
れている。EUと近隣諸国とのあ
いだで追加的な相互接続がなけれ
ば、南欧と北アフリカの膨大な再
生可能エネルギーの潜在力は活用
できないだろう。EUが、緊急課
題として、知的で効率的で競争的
なエネルギー・ネットワークに投
資し、エネルギー効率改善のため
にその潜在力を活用しなければ、
途絶のリスク、コスト及び損失は
はるかに大きなものとなるだろう」。「新しいEUのエネ
ルギーインフラは、大陸規模でネットワークの発展を調
和させ最適化することが求められている」。
　その上で、同文書は、2020年実現を目指す短期的な
優先課題として、①電力グリッド、②多角的なガス供給
源を完全に相互接続されたEUガスネットワークに供給
すること、③石油供給の安全保障、④スマートグリッド
技術開発、また長期的な課題として、⑤電力ハイウェー、
⑥CO2 輸送インフラ、を掲げた。
　具体的には、図33のように、国境を越え、さらには
EUの境界をも越えた汎ヨーロッパ的なエネルギーイン
フラ統合計画を示している。
　電力グリッドについては、次のとおりである。
ａ.  北海洋上風力発電グリッドと北欧・中欧の接続。
ｂ.  南西ヨーロッパの相互接続によって、イベリア半島

の風力、水力、太陽光発電をフランス、中欧に繋ぎ、
さらに北アフリカの再生可能エネルギーを活用す
る。

ｃ.  中東欧と南東欧を接続し、南北間、東西間の電力輸
送を強化する。

ｄ.  バルト・エネルギー市場相互接続によって、バルト
諸国をヨーロッパ市場に統合し、さらにフィンラン
ド、スウェーデン、ポーランドの相互接続を強化す
る。

　ガスについては、次のとおりである。
ａ.  供給先を多角化するために、カスピ海、中央アジア、

中東のガスを直接EUに運ぶ南ガス回廊を構築する。
ｂ.  バルト海、黒海、アドリア海、エーゲ海を結び、特

にバルトと中東欧・南欧間の南北ガス回廊を構築す
る。

ｃ.  西ヨーロッパの南北ガス回廊によって、域内市場の
ボトルネックを解消し、アフリカ等の潜在的供給を
最大限活用し、インフラ、特に既存のLNG プラン
トや備蓄施設を最適化する。
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図33 第二次戦略エネルギーレビューの提起に基づき作成された優先的エネルギーインフラ統合プラン

出所： EC, Energy infrastructure priorities for 2020  and beyond - A Blueprint for an integrated 
European energy network COM（2010） 677 final .
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おわりに

　EUのエネルギー政策は、①EU経済の国際競争力の
強化、②気候変動対策、③エネルギー供給の安全保障の
確保の三つの柱からなり、その相互補完関係を高めるこ
とによって､ エネルギー安全保障を図ろうとしている。
本稿では､ 特にEUのエネルギー供給の安全保障問題を
中心に取り上げた。既に明らかなように、EUのエネル
ギー政策にとって、対ロシア関係は単なるリスクではな
く、エネルギー政策発展の重要な契機となった。
　だが、EUのエネルギー政策は、まだ枠組みができた
ばかりの初期段階にあり、多くの問題が残されている。
域内市場では省エネ化が遅れており、目標達成が危ぶま
れている。TSOの独立性や監視体制（ACER）の確立・
強化、インターコネクションの国家間調整など課題は山
積している。インターコネクティング・ヨーロッパ構想
は、まだフレームワークが提示されたばかりである。
　さらに、エネルギー政策におけるEU権限と国家主権
の関係をどのように調整していくかという制度問題があ
る。域内市場、競争政策、通商は主としてEU権限が優
越する分野であるが、エネルギーミックスの選択、外交、
国防は国家主権の手に残されているからである。
　対外エネルギー政策の強化という方針にも、依然とし
て不確実性がつきまとう。EUへのエネルギー供給力は、
資源保有国独自の開発戦略や投資に左右される。また、
EUの域内エネルギー市場のルールを供給国側が受け入
れるとは限らない。
　しかし、忘れてならないことは、消費者側と生産者側
が、「商品」としてのエネルギーを売買する上で交渉を有
利に運ぼうとして、それぞれに工夫を懲らしているとい
う当たり前の事実である。EUは、買い手の立場からエ
ネルギー憲章条約の批准を求めるし、ロシアやノル
ウェーは、それを生産国の視点が欠けていると考え､ そ

れを批准していない。一方で、EUは、供給先の多角化、
エネルギーミックスの多角化、さらに対外エネルギー政
策の強化に取り組んでいる。他方で、ロシアはアジア市
場の開拓、LNG市場への参入、ヨーロッパの下流部門
への進出、さらにガス輸出国ファーラム会議（GECF）な
どによってガスの売り手の交渉力を高めようとしてい
る。資金力、技術力で劣るロシアにとって、エネルギー
資源をより有利な条件で販売しようとするのは当然であ
る。これは、政治ではなく､ ビジネスである。事実、
2009年ガス紛争についても、欧州委員会は「ビジネス上
の紛争」と指摘している。
　同時に、エネルギーは、開発にコストと時間のかかる
特性をもち、しかも公共性の高い「商品」である。したがっ
て、それを確保するには、長期的な視点にたって、リス
クと利益を冷静に比較考量し、エネルギーを安定的に確
保するために建設的妥協を図ることが肝要である。これ
は、ビジネスではなく、政治である。
　既にEUは、こうした視点から自らとロシアの双方の
強みと弱みの分析に基づいた冷静なリスク判断が必要で
あることを明確に認識するに至っている。2009年ガス
紛争からEUが得た教訓は「インターコネクションの欠
如」というEU自身のエネルギー市場統合の不足であっ
た。ガス紛争を契機として、EUはエネルギー政策の壮
大なフレームワークを構築し、かつ可能なところから行
動を始めている。これは、EUの政治力である。
　確かに、EUが打ち出している「エネルギー 2020」､
さらに「低炭素経済への移行エネルギー・ロードマップ
2050」を、所詮、絵空事であると批判することは簡単で
ある。
　しかし、筆者は、一見、空想とも思えるほどの壮大な
構想のフレームワークを設定できるところにこそ、EU

　2020年までのインフラ整備のコストは、送電網に1,420
億ユーロ、ガス網に570億ユーロ、CO2輸送に25億ユー
ロが必要とされ、このうち約1,000億ユーロは民間企業
による投資を予定している。これは、投資効果も見込ま
れており、2011 ～ 2020年に、GDPで0.9％プラス成長、
77万の新規雇用が見込める。
　このプランを実行に移すために、特に重要な案件につ
いては、EUにとって最も重要度が高いことを示す「ヨー

ロッパの利益プロジェクト」＊41 に指定されている。興
味深いことに、アルジェリアとスペインを繋ぐMedgaz,
アルジェリアとイタリアを繋ぐGALSI、リビアとイタ
リアを結ぶグリーンストリーム、トルコ・ギリシャ・イ
タリアを結ぶITGI、ナブッコなどと共に、ノルドスト
リームは「ヨーロッパの利益プロジェクト」にあげられて
いるが、サウスストリームは指定されていない。
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＜注・解説＞
＊１： 伊原賢「シェールガスのインパクト」『石油天然ガスレビュー』（2010年、 Vol. 44、 No.3）を参照。
＊２： 伊原賢「欧州：シェールガスの可能性」2010/5/14　（http://oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/3/3559/1005_out_h_

shale_gas.pdf）を参照。
＊３： 長期契約による石油価格リンクを前提としたパイプラインに依存するヨーロッパと比べて、非在来型ガス生産

国である米国の場合は安く（2035年で8.0ドル）、LNGに依存する日本の場合は高い（同、12.9ドル）。なお、ガ
スについては長期契約価格とスポット価格が乖

かい

離
り

しているが、長期契約によるエネルギー確保を図りつつ、ス
ポット取引の割合を増やすことによって実質的に価格低下が進む可能性がある。宮本善文「欧州大陸、中東の
ガス価格を巡る最近の動向～原油価格リンクの難しさ～」2010年9月15日を参照。http://oilgas-info.jogmec.
go.jp/pdf/3/3686/1009_out_c_00_gas_europ_middleeaste_gas_price_trendo.pdf

＊４： EUの温室効果ガス域内排出量取引制度（EU-ETS）は、排出量取引の世界で圧倒的シェアをもち、温室効果ガ
ス削減を図りつつ排出量市場という新たなビジネスの場を生み出したという点において市場の革新と評価でき
る。しかし、温暖化問題をCO2削減に矮小化させてしまうという副作用を伴い、意図した結果ではないとして
も、それが発電過程においてCO2を出さない原子力発電はクリーンであるという言説に連なり、CO2排出以外
のリスクを相対的に過小評価させることになった可能性があることを指摘しておきたい。

＊５： EC, Update of the Nuclear Illustrative Programme in the Context of the Second Strategy Energy Review, 
COM（2008）776 final, 2008.

＊６： A. Honoré, European Natural Gas Demand, Supply, and Pricing – Cycles, Seasons, and the Impact of LNG 

Price Arbitrage, Oxford University Press, 2010, pp.91 ～ 94.
＊７： 西条泰博「大統領を先頭に原発輸出を目指すロシア」『ロシア・ユーラシアの経済と社会』（2011年2月号）を

参照。 
＊８： 蓮見雄「カリーニングラード州経済の危機と展望－リアリズムとリベラリズムのあいだで」『ロシア・ユーラシ

アの経済と社会』2011年8月号、pp. 52 ～ 55。
＊９： 本村眞澄「ロシア/トルコ：サウス/ストリームとナブッコが並立、一体化への布石か」（2009/8/10） http://

oilgas-info.jogmec.go.jp/pdf/3/3395/0908_out_i_South-Stream-Turkey.pdf

の競争力があると考えている。比喩的に言うならば、
EUは、インターフェースを標準化した様々な政策モ
ジュールの集合体であり、課題に応じてフレームワーク
を設定し、既存の政策モジュールの最適な組み合わせを
検討し、必要に応じて新しい政策モジュールを開発して
いく仕組みを備えている。この特徴は、本稿で論じた対
ロシア関係とEUエネルギー政策の形成過程の相関にも
現れている。本稿の主題との関連でいえば、EU経済の
競争力強化のために、エネルギー政策のモジュールと気
候変動対策のモジュールの最適な組み合わせが実現でき
るかどうか、が今後の課題となろう。
　付言すれば、極めてエネルギー集約度の高いロシアや
近隣諸国のエネルギー効率改善への支援は、その国々の

エネルギー輸出余力を拡大するばかりでなく、EUにとっ
て新たな環境ビジネスの場を産むであろう。
　売り手と買い手の競争と協調の両立を可能にするルー
ルや制度を構築し、競争の場において自らのルールの影
響力を拡大・強化していく手法は、EUの比較優位とも
言える特徴であり、おそらくロシアの政治力では太刀打
ちできず、EU側に有利な妥協に至る環境が静かに（い
つの間にか気がつかないうちに）形成されていくであろ
う。つまり、エネルギーについてはロシアが優位に立っ
ているとの通説に反して、筆者は、むしろEUが優位に
立っていると考えている。少なくとも、EUは、エネルギー
をめぐる対ロシア交渉を有利に運ぶための策を講じてい
る。
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