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ワシントン便り
岐路に立つ米国エネルギー
安全保障と中東外交

エネルギー安全保障のパラダイム転換
不安定な海外からのエネルギー輸入に依存

しない「エネルギー自給」の達成は、ニク
ソン大統領が1970年代に標

ひょうぼう

榜してから約40
年間、歴代政権が繰り返し掲げてきた政治
スローガンの一つとなっている。リーマン・
ショック直後の2009年に就任したオバマ大
統領もいわゆる「グリーン・ニューディール」
を掲げ、「エネルギー自給」目標へ踏み出す
ことを強調した。その後、実際には雇用創出
の伸び悩み、財政難などに直面する一方で、

「水圧破砕」「水平掘削」という掘削技術の商
業化によりシェール革命が進行した。このた
め、2期目を狙う2012年大統領選では、化石
燃料を含めあらゆるエネルギー源を活用する
という「All of the above」戦略にシフトし、

「2020年までに米国の原油輸入量を半減させ
る」との目標を掲げることとなる。一方、国
内化石燃料資源開発を主張する議員が多い
共和党のロムニー陣営も「2020年までに（カ
ナダを含めた）北米でのエネルギー自給を
実現へ」と公約に掲げて戦った。

こうした国内や北米でのエネルギー自給が
近づくにつれ、第1次石油危機以降の国際エネ
ルギー秩序を形成してきた「エネルギー輸入

はじめに
オバマ大統領は2009年の就任当初、イラ

ク戦争に突入したブッシュ前政権の単独行動
主義外交を戒め、「イスラム世界との対話」
を唱えた。その後、イラクやアフガニスタン
からの米軍撤退に注力し、オサマ・ビンラディ
ン容疑者の殺害に成功した。戦争終結を進め
る一方、成長著しいアジアでの通商・外交・
米軍再編を重視してきた。

しかし、2011年から本格化した「アラブ
の春」は、今や「アラブの嵐」とも呼ぶべき
状況に突入している。2期目に入ったオバマ
大統領はシリアのアサド政権による化学兵器
使用、エジプト情勢の混乱、イランの核開発
進行など、緊迫する中東情勢に背を向けるわ
けにはいかない状況に直面し、新たな局面を
迎えている。

こうした中、米国の足元ではシェール革命
が進行し、「エネルギー安全保障」の下部構
造では変化が見られる。本稿では、米国の
シェール革命の進行・深化が中東外交にど
のような影響を及ぼしているのか、最近の
ワシントンの議論を紹介し、今後の展望を
考察する。
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国である米国は、エネルギー不足にどう対応
すべきか」というエネルギー安全保障のパラ
ダイムが転換する状況が生まれつつある。

実際、米エネルギー省エネルギー情報局
（EIA）によると、米国の原油・石油製品の
輸入依存度は2005年の60.3％（うち中東は
14.0％）をピークに2011年には44.8％（うち
中東は11.8％）へと減少傾向にあり、中東に
エネルギー安全保障の面から過剰介入する
力学や動機は徐々に薄れつつある（表参照）。

国際エネルギー機関（IEA）の世界エネル
ギー見通し（2012年版）では、米国が2017
年までにサウジアラビアを抜き、世界最大の
産油国になるとの見方が示され、オバマ政権
発足当初には想定されていなかった状況が展
開されつつある。さらにIEAは、2030年ご
ろまでには米国が純石油輸出国になるとも

予想している（注：IEAによると、米国の石
油生産量は2015年までに日量1,000万バレル
程度に増加、2020年には同1,110万バレル、
2035年までには同920万バレルになると予想
する。一方、サウジの生産量は2015年まで
日量1,090万バレル、2020年は同1,060万バレル
で推移するが、2035年までには同1,230万バ
レルに増加し、世界最大の産油国に返り咲く
見通し）。

米国の中東政策への影響
しかし、ワシントンでは、「米国のエネル

ギー輸入が今後減少するからといって、それ
だけで米国の中東への関与が薄れるといった
単純な構図ではない」との見方が主流である。
米国の中東への関心は、同盟国・イスラエル
の安全保障、中東和平問題、イランの核開発
疑惑など多くの複雑な課題が絡み合って構成
されている。

米国の原油・石油製品輸入依存度 中国の原油・石油製品輸入依存度

国内消費（国内総供給）＝100％ 国内消費（国内総供給）＝100％

輸入計 うち中東 輸入計 うち中東

2000 52.9％ 14.0％ 33.7％ -
2001 55.5％ 15.7％ 30.9％ -
2002 53.4％ 13.1％ 32.8％ -
2003 56.1％ 12.3％ 39.3％ -
2004 58.4％ 14.4％ 47.5％ -
2005 60.3％ 14.0％ 43.9％ -
2006 59.9％ 14.5％ 48.2％ -
2007 58.2％ 14.4％ 50.4％ -
2008 57.0％ 15.6％ 53.8％ 17.6％
2009 51.5％ 12.1％ 56.6％ 11.1％
2010 49.2％ 11.9％ 58.6％ 14.8％
2011 44.8％ 11.8％ 60.9％ 22.9％

表　米中の石油輸入依存度

（出所）EIA／米国エネルギー省、中国国家統計局、中国海関総署
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ドニロン前オバマ大統領補佐官（国家安全
保障担当）は、「エネルギー面での米国の自
立傾向を背景に、米国が中東への関与をやめ
る、ということにはならない。米国は世界の
エネルギー安定供給と商業上の自由な流れに
関心を持ち続けている。米国内でのエネル
ギー供給増大は、米国経済の競争力を高め、
世界のエネルギー供給遮断や価格高騰の衝撃
を和らげる機能を果たすとともに、国際安全
保障の目標を実行する上でも強い持ち札と
なる」と述べる。

一方で、米国のエネルギー需給の変化が米
国の対外政策の議論にもじわりと影響を及ぼ
しつつあることも看過できない。著名なエネ
ルギー外交の専門家、エイミー・ジャッフェ
氏（カリフォルニア大学デイビス校エグゼク
ティブ・ディレクター）は、下院エネルギー
商業委員会の公聴会などで、米国のエネル
ギー自給が外交に与える影響を次のように
述べている。

・ 米国の原油生産量の増加は、1973年以
前の状況に時計の針を戻すことが可能
になる。すなわち、産油国はエネルギー
供給遮断というてこを使ってワシント
ンの外交政策に圧力をかけることが難
しくなる。

・ エネルギー自給力が高まった米国は、た
とえ原油輸出にまで至らずとも約7億バ
レルの戦略石油備蓄（SPR）をより柔軟
に管理できるようになる。

・ 一方、皮肉にも米国のエネルギー自給が
高まると、米国市場への石油輸入を禁止
するという制裁措置の効力が薄まってし
まうデメリットもある。1990－2000年

にはOPECが取引する石油生産量の伸び
の6割近くを米国の石油需要が占め、米
国は巨大な米国市場へのアクセスを外交
カードとして使うことができた。例えば、
リビアは2003年12月、米国市場へのア
クセスができなくなることを恐れ、当時
の独裁者・カダフィ大佐が大量破壊兵器
開発計画を放棄した。しかし、今後、産
油国からの石油の流れがアジアに一層向
かうようになれば、石油禁輸という経済
制裁カードの効力が弱まる可能性があ
る。この傾向は2012年夏にワシントンが
イラン産石油の禁輸強化をしたにもかか
わらず、中国やインドなどの協力を得る
ことが難しかったことにも表れている。

中東への武力介入に対する世論の変化
中東に過剰に関与しなくてもよくなった米

国が現れつつあるとしたら、その傾向はアフ
ガニスタンやイラクで長く困難な介入（戦費
負担）を余儀なくされ、厭

えん

戦
せん

気分の漂う米国
民の世論に表出しているように思える。

米国の武力行使直前の賛否についてのギャ
ラップ調査を見ると、湾岸戦争直前（1991
年1月11－13日）では米国民の62％が賛成、
33％が反対、アフガニスタン戦争直前（2001
年10月5－6日）では82％が賛成、14％が反
対、イラク戦争直前（2003年2月24－26日）
では59％が賛成、37％が反対だった。

しかし、2013年8月下旬にシリアのアサド
政権が化学兵器を使用したという「レッドラ
イン」を超えた事態を受け、オバマ大統領が
対シリア軍事攻撃を行おうとした際の米国民
の反応（2013年9月3－4日）は、36％が賛成、
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後も増え続けると、中東の安全保障につい
てアジアの国々がどんな役割を担うべきか
という疑問が（米国内で）湧いてくるだろう」
と指摘する。

前述のジャッフェ氏も、ペルシャ湾からの
シーレーン安全保障に米国が単独で財政負担
することは難しくなるとみる。「米国民は、
中東の安全保障にフリーライドする中国のた
めに自分たちの税金を投入することに対して
違和感を覚え、中東へのエネルギー依存が
強いアジアに財政負担を求める声が高まるだ
ろう。また、米国はLNG輸出をてこにアジア
諸国（日本、インド等）から中東政策への
協力を引き出すことも考えられる」と指摘
する。

最後に
米連邦政府の16の情報機関を束ねる米国

国家情報会議（NIC）が2012年12月に発表
した「グローバル・トレンド2030」という
長期予測では、2030年に起こり得る未来の
姿として4つのシナリオを提示している。その
シナリオでは、2030年に向けて世界経済が
成長するか失速するか、4段階の道筋において

「米国のエネルギー自給の高まり」と「中東紛争
の適正処理」の成否が重要な分岐点となって
いる。

現実として今、「イラク・アフガニスタン
からの撤退」以降、米国のプレゼンスが後退し

「覇権なき中東」という構造が生まれつつある。
オバマ政権は今、エネルギー安全保障のパラ
ダイム転換が足元で進む中、歴史に残る中東
外交のレガシーを築けるか、瀬戸際に立た
されている。

反対が51％となっている。一度はシリア攻
撃を決断したオバマ大統領が、一転してシリ
ア化学兵器の国際管理というロシアの提案に
合意し、外交解決の模索にかじを切った背景
として、こうしたシリアへの武力行使に対
する米国民の支持を得ることが難しかった
ことも一因として考えられる。

アジアに向かう中東のエネルギー供給
今後米国の石油・ガス輸入が減少する一方、

アジアの石油・ガス需要は増大する世界のエ
ネルギーの流れにリバランスが起きつつある
ことが指摘されている。IEAは、米国の石油
ブームが、貿易の流れを加速度的に変化させ、
2035年までには中東産原油の約90％が中国、
インド、日本などアジア向けになると予測し
ている。

こうしたエネルギー需給の変化は、アジア
の地政学的状況にも大きな影響を与え、中国
の産油国への投資・関与は既に高まっている。
一方、OPECへのエネルギー依存が高まるこ
とは、石油供給の不安定化に直面するリスク
が高まることも意味する。こうした不安が中
国やインドなどの外洋航行能力のある海軍増
強に拍車を掛け、アジアの軍拡競争リスクを
高めているとの見方もある。特に、インド洋
シーレーンでの中国とインドの競争・摩擦が
増すとみられる。

また、中東の安全保障のための財政負担
を米国が今後、アジアの国々に求めること
も考えられる。エネルギー問題の権威のダ
ニエル・ヤーギン氏（IHS CERA会長、ピュー
リッツァー賞受賞者）は「中東からホルム
ズ海峡を経てアジアに向かう石油の量が今
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