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特 集  突入、「資源力」時代

思惑錯綜、「資源の地政学」

で14億ドル、開発費が30億ドルと合
計で3000億円以上に上り、単独プロ
ジェクトとしては、天然ガス開発事業
のサハリン2を超える規模だ。
　今後10年間で4000個の井戸を掘る
作業を昨年末から開始し、既に400カ

　「とても好調。ベリーグッドだ。井戸
1本当たりから上がるシェールガスの
量は想定より3～4割多い。良質な井
戸だと5割増しのところもある」
　三井物産エネルギー第一本部長の加
藤広之・執行役員は7月中旬、米ヒュ

ーストンを訪れ、米石油天然ガス大手
のアナダルコ幹部とがっちり握手し
た。両社は昨年2月、米ペンシルベニ
ア州のマーセラスと呼ばれる地域での
シェール層開発プロジェクトで提携を
発表。三井物産の投資総額は権益取得

米国や欧州、中国で技術革新による新しい燃料「シェールガス」が見つかった。
新旧の資源国がぶつかり合う中では「環境」も「原発」も交渉のカードにすぎない。
 「原発正悪二元論」にふける日本は、世界の冷徹な現状に目を向ける必要がある。

新ガスで軋む秩序

日本の消費量の270年分が眠る
米国の主要シェールガス採掘エリア
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下方修正

シェールガス登場で米国の天然ガス輸入必要は激減

出所：米エネルギー情報局
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れよう。これが北米の「シ
ェールガス革命」だ。
　象徴的なエピソードがあ
る。東日本大震災で電力危
機に陥った日本は、既に米
国のシェールガス革命の恩
恵に浴しているのだ。
　天然ガス埋蔵量で世界 

3位の中東のカタールは昨
年、年産7700万トン（約
1000億m3）のLNGプラン
トを完成させた。このうち
半分は米国に買ってもらうことを見込
んでいたが、当の米国でシェールガス
革命が起きた。引き取り手を失い、余
剰となったLNGが日本に供給された
というわけだ。
　7月15日、豪英系の鉱物資源メジャ
ーBHPビリトンが米石油・天然ガス大
手ペトロホーク・エナジーを121億ド
ルで買収すると発表した。もちろんシ
ェールガス事業を大幅に強化するのが
狙いだ。米エクソンモービルもXTO

エナジーを410億ドルで買収するなど
資源メジャーの動きは活発だ。
　米EIAはシェールガスの増産を受
け、2020年までの米国のLNG輸入見
通しを大幅に下方修正した。2005年
発表時に1500億m3超としていたのを
昨年、3分の1の500億m3に引き下げ

たのだ。「エネルギー輸入国だった米
国が、一転して輸出国になる可能性さ
えある」（三井物産の加藤氏）。
　石油天然ガス・金属鉱物資源機構
（JOGMEC）の伊原賢氏は、「米国は相
対的に中東へのエネルギー依存度が低
下し、エネルギー安全保障上優位に立
つ。天然ガス供給でロシアへの依存度
が大きい欧州市場でも掘削技術を輸出
することができる」と指摘する。

ポーランドに大量の埋蔵確認
　その欧州で、大規模なシェールガス
田が見つかり、エネルギー安全保障の
枠組みが大きく変わろうとしている。
舞台はポーランドだ。
　米EIAのリポートによれば、ポーラ
ンドのシェールガス可採埋蔵量は5.3

所の井戸を掘り終えた。加藤氏は、「シ
ェールガスは膨大な地下資源だが、潤
沢にあふれ出るスイートスポットを探
り当てるのが難しい。アナダルコは探
査能力に優れた魅力的なパートナーだ
った」と話す。両社は今後ピーク時で
マーセラスから年間274億～348億m3

のシェールガス採掘を目指す。

シェールガス革命勃発
　シェールガスは、油やガスのもとと
なる有機物に富んだ泥質岩の中に貯留
されている天然ガス。以前から北米を
中心に世界各地で埋蔵が確認されてい
たが、掘削コストが高く、実用化され
ていなかった。だが、過去5～6年で
岩盤の水圧破砕技術や、ガスを効率よ
く採集するための水平井掘削技術が確
立されて開発が加速している。
　米エネルギー省エネルギー情報局
（EIA）によると米国のシェールガス生
産は2000年の110億4800万m3から
2010年に1379億6000万m3に増加し
た。今や米国の天然ガス生産の23％
を占める存在になった。EIAによると
米国で技術的に採掘可能な埋蔵量は
24兆m3を超える。ちなみに1兆m3は
LNG（液化天然ガス）にして約7億
3000万トン。日本の年間LNG消費量
が6500万トンだから、その規模が知

三井物産は昨年米資源会社アナダルコと提携、米ペンシルベニ
ア州マーセラス区域での採掘を開始した

岩の中の膨大なガスを取り出す
主要国におけるシェールガスの可採埋蔵量 出所：米エネルギー情報局

技術的な可採埋蔵量
天然ガス年間消費量
（2009年）

可採埋蔵量を各国
の天然ガス年間消
費量で換算

中国 36兆1000億m3 872億m3 414年分
米国 24兆4000億 6456億 38 
ポーランド 5兆3000億 164億 322 
フランス 5兆1000億 490億 104 
英国 6000億 881億 6 
ドイツ 2000億 926億 2 
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はロシアからの輸入を、年間75億m3

から90億m3以上へと増やす2022年ま
での長期契約を結んだものの、このま
まではロシアに生殺与奪の権を握られ
かねないとの危機感が募る。
　ロシアへのガス依存度を引き下げた
いのはほかの欧州連合（EU）諸国も同

じだ。現在、EU全体ではガス輸入の
約4割をロシアに頼り、その約8割が
ウクライナ経由のパイプラインで送ら
れてくる。だが、ロシアとウクライナ
は過去幾度となくガスの供給価格や支
払いを巡り対立し、一時はロシア側が

ガス供給を停止する事態にまで
発展した。
　こうした状況を考えれ
ば、EUが一丸となって
ポーランドのシェールガ
ス開発を加速しても不思
議ではない。だが、そう
単純に進まないのが「資
源の地政学」の実相だ。
　ポーランドとほぼ同量
のシェールガス埋蔵量が
あるとされるフランスで
は、「環境」が障害になっ
た。シェールガス採掘時
に大量に地中に注入され
る化学物質と水が、地下
水を汚染する危険性が指
摘されている。今年5月、
環境破壊を理由にシェー
ルガスの開発を禁止する
法案が成立したほどだ。
　米調査会社ストラトフ
ォーはリポートで、「フ
ランスの反シェールガス
の動きは欧州全体に広が
り、EUレベルの規制に
影響を及ぼす可能性があ
る」と指摘する。フラン
スのパリに本部を構える

国際エネルギー機関（IEA）も、「2020
年までに欧州で大規模なシェールガス
の採掘が始まるとは考えにくい」と分
析している。
　だが、ポーランド側も黙っていない。
ポーランド人ジャーナリスト、マリウ
シュ・クキリンスキ氏は「EU主要国は

兆m3で、フランスをしのぎ欧州で最
多だ。2009年のポーランド国内の天
然ガス消費量の実に322年分、欧州全
体の消費量の10年分を軽く上回る。
　2005年から2007年までポーランド
政府で環境副大臣を務め、同国でシェ
ールガスを発見した人物と言われる地
質学者、ブロツワフ大学のマリウシュ・
イェンドリセク教授は、「シェールガ
スの採掘が進めば、ポーランドはエネ
ルギー大国として欧州で大きな影響力
を発揮できるようになる」と期待する。
　イェンドリセク教授が環境副大臣だ
った当時、既にシェールガス開発で実
績を上げていた米国企業に声をかけ、
探鉱・採掘権の付与を始めた。米シェ
ブロンやエクソンモービルなどオイル
メジャーに加え、シェールガス専門の
中堅採掘会社が数多く参入し、今春か
ら一部で探鉱作業が始まっている。
　三井物産も今年6月、米マラソン・
オイルからポーランドにおけるシェー
ルガス権益の一部を、日本の商社とし
て初めて取得した。今後5年間を費や
し、探鉱作業を実施する計画だ。欧州
三井物産でエネルギーを担当する山口
賢一郎ゼネラル・マネージャーは、「米
国でのブームは当初、誰も想像できな
かった。欧州でもシェールガスが大き
なビジネスになる可能性がある。米国
での経験を生かし先手を打つ」と話す。

環境も資源外交のカード
　ポーランド政府がシェールガスの開
発に熱心なのは、将来的にロシアへの
エネルギー依存度を引き下げたいから
だ。現在、ポーランドは電力の92％を
石炭火力に依存しているが、温暖化ガ
ス排出量の削減のため天然ガス火力を
増やす必要に迫られている。ポーラン
ドは既に年間消費の約9割をロシアか
らの輸入に頼っている。昨年10月に

ロシアの喉元に大ガス田
三井物産が権益の一部を獲得した採掘区域（下）

シェールガス開発で手を握るオバマ米大統領（左）とポーランドのトゥス
ク首相（右）。米国は大ガス田を発見したポーランドの後ろ盾となり、ロ
シアを牽制する

クフィヅン

ブロドニツァ

リピン

プオニスク

シェドルツエ

リツバルク

チェハヌフ

ソコウフ

パルチェフ

オジェフフ

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ー
ラ
ン
ド

チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア

ル
ー
マ
ニ
ア

ハ
ン
ガ
リ
ー

オ
ー
スト
リ
ア

ス
イ
ス イ
タ
リ
ア

フ
ラ
ン
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

デ
ン
マ
ー
ク

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ベ
ラ
ル
ー
シ

リト
ア
ニ
ア

ラト
ビ
ア

エ
スト
ニ
ア

ロ
シ
ア

ド
イ
ツ

オ
ラ
ン
ダ

ベ
ル
ギ
ー

ワ
ル
シ
ャ
ワ



2011.8.8・15 ■ NIKKEI BUSINESS  33

ポーランドがエネルギー大国となるこ
とを警戒している。特に、フランスや
英国は環境問題を持ち出してエネルギ
ー分野のポーランドの競争力をそごう
としている」と批判する。
　原子力産業を国策として推進し、電
力の75％を原発に依存しているフラ
ンスは、国内の電力需要を賄うために
シェールガスを開発する必要がない。
さらにポーランドなど東欧諸国は、自
国の原子力関連企業にとって潜在市場
だ。将来、ポーランドでシェールガス
を使った火力発電所の建設が加速すれ
ば、フランスは有望な原発の輸出先を
失いかねない。
　天然ガス超大国の「ロシアの軛

くびき

」か
ら、欧州諸国は簡単に抜け出せない。
英オックスフォード大学エネルギー研
究所のシャミル・イェニケイェフ氏
は、「中央アジアのガス産出国からパ
イプラインを引く構想も事実上失敗
し、フクシマ後は原発に頼ることも難
しい」と指摘する。苦悩するのは脱原

発で新エネルギーを模索するドイツも
同じだ。2022年までに17基すべての
原発を停止し、一方で温暖化ガス削減
のために現在総電力の46％を占める
石炭火力を減らす必要がある。IEAに
よれば、ロシアの総輸出量の10分の1
に匹敵するガスの追加需要が発生す
る。ポーランドのシェールガスが産出
されるまで待ってはいられない。
　7月18～19日の2日間、独アンゲラ・
メルケル首相は、ロシアのドミトリー・
メドベージェフ大統領と会談し、エネ
ルギー問題について協議した。両国は
エネルギー政策において歴史的に親密
な関係を築いてきた。ウクライナやポ
ーランド経由のパイプラインを迂回
し、バルト海を経由してロシアから直
接ドイツにガスを供給する「ノード・
ストリーム」と呼ばれる新パイプライ
ンも完成間近だ。
　脱原発宣言以降、ドイツはロシアに
これまで以上に接近し、ロシアからの
天然ガスの安定確保に向けて動き始め

ている。政治的なリスク情報を分析す
る英エクスクルーシブ・アナリシスで
エネルギー担当のティムール・フセイ
ノフ氏も、「欧州は政治的な思惑より
も、経済的な必要性からロシアとの関
係を強化せざるを得ない」と見る。

オバマ訪問の真意
　ただ、ポーランドが孤立無援なわけ
ではない。冒頭で述べた通りシェール
ガス革命の発祥地であり、エネルギー
の新盟主を目指す米国が後ろ盾になろ
うとしている。
　今年5月、バラク・オバマ米大統領
はポーランドを訪問しドナルド・トゥ
スク首相と会談。ミサイル防衛ととも
にシェールガス開発を重要テーマとし
て取り上げた。オバマ大統領はポーラ
ンドに対し、軍事面の安全保障だけで
はなくエネルギーでも技術支援をする
ことを約束したのだ。米企業が培って
きたシェールガス採掘ノウハウをポー
ランドで生かし、大きなビジネスチャ

　ポーランドでシェールガスの採掘が成功すれば、世界の
エネルギー政策に大きな影響を与える。ポーランド、そし
て欧州各国はガスの大部分をロシアからの輸入に頼ってい
る。だが、ポーランドで本格的にシェールガスが採掘され
れば、ロシアからのガス輸入は必要なくなる。
　そうなれば、ロシアは欧州というガスの
巨大市場を失い、新たな輸出先を探さなけ
ればならない。その市場が、日本を含む東
アジアだ。エネルギー需要が急増している
中国だけでなく、日本や韓国にとってもエ
ネルギー安全保障上、天然ガスの輸入拡大
は重要だ。ポーランドでのシェールガス採
掘が成功すれば、ロシアはこれまでの強気
の姿勢を一転し、日本に「ガスを買ってほ

しい」と頼むようになるだろう。
　ポーランドのシェールガス開発の行方に懐疑的な見方も
ある。理由の1つが、環境問題に厳しい欧州の政策が障害
になるという指摘だ。だが、本当にそうか。例えば、英独
仏など欧州連合（EU）の大国は、ポーランドの影響力が拡

大することを警戒している。フランスをは
じめEU主要国が、シェールガス開発によ
る環境破壊にことさら懸念を表明するの
は、その警戒感と無縁ではないはずだ。
　だが、技術進歩で課題は解決できる。ポー
ランドのシェールガス開発に課題があると
すれば、それはロシアや欧州主要国、そし
て米国がポーランドを舞台に国益をぶつけ
合う、資源を巡る地政学だけだ。 （談）

ロシアがガス購入を頼む時代が来る
マリウシュ・イェンドリセク教授  ポーランド・元環境副大臣  に聞く
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別れに終わった。両国間では2009年
に、東西シベリア双方のパイプライン
を使って中国に年間680億m3を供給す
る基本合意が成立したものの、価格面
で最終合意に至っていない。
　先にも紹介したカタールの天然ガス
増産で、ロシアでは欧州向けの天然ガ
ス需要が一時的に緩和。ロシアは代わ
りに中国が欧州レベルの価格で購入し
てくれることを望んだ。だが、中国は
トルクメニスタンやウズベキスタンな
ど中央アジアからの安いガス輸入を始
めたこともあり、欧州向けより1000 

m3当たり100ドルも安い価格を主張
しているのだ。
　こんな中、中国がシェールガスの初
めての公開入札を実施したというニュ
ースが世界を駆け巡った。中国メディ
アは6月27日、中国政府が実施する第
1回目の入札で、中国石油化工（シノ
ペック）と河南煤層気公司の企業連合
が落札、貴州と重慶の約4000m2の開
発権を得たと報じた。年内には海外企
業にも対象を広げた2回目の入札を計

画しているという。
　シェールガス開発への真剣度を示す
ことで自国のエネルギー調達の多様性
を誇示し、ロシアとの天然ガス価格交
渉を有利に進める̶̶。こうした中国
のシナリオが透けて見える。
　エネルギー消費国から産出国への転
換をにらむ米国。エネルギー大国ロシ
アの喉に刺さった小骨とも言えるポー
ランド。海外での資源買いあさりから
自国生産に舵を切ろうとする中国。各
国は新しい資源時代を生き残ろうと最
大限のカードを用意して交渉に臨む。
「環境」も「原発」もその例外ではない。
　日本はどうか。東日本大震災という
あまりに大きなダメージのため、原発
の存続か廃止かという二元論がいまだ
に続いている。いかなる手段を講じて
も資源を獲得する。日本もそろそろ内
向き志向から脱し、世界の動きに目を
向けるべきではないだろうか。
　では、現時点で日本は何をなし得る
のか。次ページからエネルギー小国日
本で始まった試みを紹介する。

ンスをつかむとともに、ロシアの欧州
への影響力を弱める。そんな米国の狙
いが垣間見える訪問だった。
　シェールガス革命は中国にも飛び火
しロシアを揺さぶる。今年4月、米
EIAが公表した「世界のシェールガス
資源量評価リポート」がエネルギー業
界に衝撃を与えた。リポートは中国の
シェールガス可採埋蔵量について、四
川と新疆タリム盆地の2地域合わせて
36兆m3と評価したのだ。米国を上回
る最も高い評価だ。
　JOGMECの竹原美佳氏は、「中国は
都市化と経済発展で天然ガス輸入が増
加し、需給ギャップが拡大している。
中国政府はシェールガスを本格開発す
ることで、天然ガスの輸入依存から脱
却しようとしている」と指摘する。
　中国政府（国土資源部）は、シェー
ルガス生産量を2020年に150億m3、
2030年に1100億m3に伸ばすと表明し
ている。これをIEAが2010年に発表
した中国の天然ガス需給予測に照らし
合わせてみよう。IEAの予測では需 

給ギャップ（輸入が必要になる量）は
2020年に800億m3、2030年に1640 

億m3。だが、中国政府の期待通りシ
ェールガス開発が進めば「輸入依存は
一貫して500億m3強に抑えられる計算
になる」（竹原氏）。

中国政府の「本気度」
　こうした皮算用は、中国政府のシェ
ールガス開発への「やる気度」を測る
証拠と見ることもできる。背景には天
然ガス調達におけるロシアとの綱引き
がありそうだ。
　中国の胡錦濤国家主席は6月16日、
ロシアのメドベージェフ大統領との首
脳会談に臨んだ。経済協力や北朝鮮問
題ではがっちり握手したものの、懸案
となっていた天然ガス供給問題では物

中国、埋蔵量で一躍首位に
採掘有望と見られる主な
シェールガス層


