
欧州グリーンディール
とEUの経済安全保障
―脱ロシア＝脱化石燃
料の試みとリスク―

2022年7月16日（土）
日本国際経済学会関東部会第3回研究会にて
蓮見 雄（立教大学経済学部）

付記：本報告は、市村清新技術財団地球環境研究助成による研究成
果の一部である。
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1．多極化時代における制裁の効果と副作用

2．加速する欧州グリーンディールとその隘路

3．脱ロシア依存＝脱化石燃料を目指すREPower EU

とリスク

4．経済安全保障－グリーンとデジタルは金属鉱物資源
に依存する。

5．ロシアの東方シフト－ドイツ依存から中国依存へ

6．サハリン2と日本の選択
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１．

多極化時代における経済
制裁の効果と副作用
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世界のGDP（購買力平価）におけるシェアの変化
ー大西洋からアジア太平洋へのパワーシフト―

注：*対ロシア経済制裁を導入し、ロシアが非友好国と指定した48カ国。ASEAN10カ国のうち、シンガポールは対ロシア制裁に参加している。
出所：IMF資料より作成。

G7の地位
低下

新興国の
地位上昇

欧米主導の
制度の慣性

と摩擦
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重層的経済 ガバ ナ ン
スの対抗と 協調
ー G 2 0 の重要 性

出所：蓮見雄「通商・金融と社会問題ー経済のグローバル化と国際機構」『国際機構 新版』2021年、岩波書店、58ページの図に加筆・修正。

注：－は発行済み，---は交渉中｡ インドはRCEP未参加。
ASEM（アジア欧州会議），APEC（アジア太平洋経済協力），AU（アフリ
カ連合），BIS（国際決済銀行），CETA（EU・カナダ包括的貿易投資協
定），FSB（国際金融安定理事会），GCC（湾岸協力会議），IEC（国際電
気標準会議），ILO（国際労働機関），ISO（国際標準化機構），RCEP（東
アジア地域包括的経済連携），SCO（上海協力機構），SWIFT（国際銀行間
金融通信協会），TPP（環太平洋パートナーシップ），TTIP（環大西洋横断
貿易投資パートナーシップ協定），USMCA（米国・メキシコ・カナダ協
定） 、AIIB（アジアインフラ投資銀行）、CIPS（国際銀行間人民元決済シス
テム）、SPFS（ロシアの国際銀行間決済システム）

・メガFTA
・WTO交渉の柔軟化

（プルリ交渉、有志国交渉）
・IMF改革

（中国SDR参加、貧困削減融資）
・G7からG20へ

G7による金融安定化フォーラム
⇒G20下の金融安定化理事会と

IMF、世界銀行、BIS等の連携

・G20のうち8カ国（中国、インド、インドネシア、
サウジアラビア、ブラジル、トルコ、南アフリカ、
アルゼンチン）、シンガポールを除くASEAN9カ国
は、対ロシア経済制裁に参加していない。

グローバル化の終焉？
２つの経済圏の敵対？
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世界全地域における百分位ごとの総所得伸び率（1980ｰ2016年）

注：横軸では、世界の総人口を等分して 100 グループに分け左から右に並べている。さらに、上位 1% は人口を等分して 10 グループに、そのうち最上位グループも
10 グループに、そのまた最上位グループも 10 グループに分けている。
出所：F. アルヴァレド，L. シャンセル，T. ピケティ，E. サエズ，G. ズックマン編，徳永優子，西村美由起訳『世界不平等レポート 2018』みすず書房，2018年，45 
頁．

G7における中
間層の没落

新興国における
中間層の形成

G7モ
デル*

の魅力
低下

注：*民主主義×新自由主義
は「豊かさの共有」のモデ
ルとなり得ていない。
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多極化の時代における経済制裁（経済の政治化）
� 通説：「ロシアは今や世界的に孤立し、曖昧な態度をとっている国の筆頭は中国だ」。

確かに、国連のロシアに対する非難決議には193カ国中141カ国が賛成した。
� 「しかし世界の大半は、一歩引いた立場をとって成り行きを見守っている」。中国、イ

ンド、ベトナム、イラク、南アフリカなど投票を棄権した35カ国の人口は世界のほぼ半
分で、反対した国を含めれば世界人口を超える。

� 非難した国も「賭けをヘッジしている」。例えば、サウジアラビアは、原油の人民元決
済を検討している。UAEは、シリアのアサド大統領の訪問を受け入れている。イスラエ
ルでさえ慎重である。

� 欧米の優越感が生む３つの問題
� 「偽善的」：イスラム教国に対するダブルスタンダード、イラクやアフガニスタン･･･
� 「自分たちの価値が普遍的だと思い込むの早計」：ミャンマーのロヒンギャ問題に対する対応･･･
� 「世界の大部分が西側によるロシアへの制裁に憤慨している」。「西側には自分たちに同意しない国を罰

する力があることも思い知らせた」。
� 「世界の大半が自分たちをどう見ているかを西側諸国の政府が把握すればするほど、西

側はさらに効果的な外交活動が展開できるようになるだろう」。
Edward Luce, “The West is rash to assume the world is on its side over Ukraine. It runs the risk of mistaking a local consensus  on 
Russian aggression for a global one”,  Financial Times, March 24, 2022.
邦訳「ウクライナ問題、世界が西側の味方と思うのは早計ー欧米の価値観は普遍的ではない、ロシアに傾く事情も様々」JBpress Premium, 
2022.2.39. https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/69481?page=4 7
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BRICS「拡大首脳会議」とG20における対立

� 2022年6月22～24日、BRICS首脳会議。
� 25日には5ヵ国に13ヵ国（アルジェリア、ア

ルゼンチン、エジプト、インドネシア、イ
ラン、カザフスタン、セネガル、ウズベキ
スタン、カンボジア、エチオピア、フィ
ジー、マレーシア、タイ）が参加した拡大
会議。その後、イランが加盟申請、アルゼ
ンチンも加盟申請との報道。

� 2022年7月７～8日、インドネシアに
てG20

� 対ロシア政策でG7との相違が鮮明に。共同
宣言見送り。

� 付記：ドル資産凍結は、産油国にとって
もドル依存のリスク⇒サウジアラビアな
ど人民元決済を検討

出所：『産経新聞』2022年7月8日
https://www.sankei.com/article/20220708-TJ5KFB5JARKNLO7EG6BPRZQUMQ/ 8
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対ロシア経済制裁とロシアの資源輸出収入予測
•米国内資産凍結、ドル決済禁止
•非米国企業・団体・人も対象となる「二次制裁」 → 中国への警告

米国のSDN（Specially Designated List）

•ただし、ガス決済のため、ガスプロムバンクなどは対象外

SWIFTからの主要銀行の排除とロシア外貨準備資産の凍結

•ノルドストリーム2制裁
•油田・ガス田関連機器・材料・役務等の禁輸と対象の拡大
•直接製品規制の拡大適用（米国製品・ソフトから製造した製品の対ロシア輸出［制
裁に協力する日本、EUは輸出許可免除］） → 中国への警告

•船舶の港湾利用禁止（米、カナダ）、海上航海用物品・無線通信技術の禁輸
•米国：原油・石油製品・LNG・石炭禁輸
•EU：海上輸送の原油禁輸、タンカー保険の禁止（＝事実上の二次制裁）
•金輸入の禁止？

輸出規制

•最恵国待遇取り消し、国際金融機関からの融資阻止
•EU：エネルギー産業への新規投資禁止 米国：ロシアへの新規投資禁止
•暗号資産等により制裁回避を阻止
•ロシア原油価格の上限設定？

G7

ブルームバーグによれば、一部の国・地域がロシア
産エネルギーの購入を即時あるいは段階的に停止す
るとしても、2022年のロシアの石油・天然ガス収
入は約2,850億ドル（8億ドル／日）で、その他のコ
モディティをあわせると、制裁で凍結された外貨準
備3,000億ドルを超える。

他方で、戦費負担で国庫はまもなく払底（ふって
い）」との見方もある。

出所：
「ロシア制裁でも戦費創造マシーンは順調に稼働中 欧米に外貨準備を凍
結されても戦争遂行は可能」東洋経済ONLINE、2022年6月3日。

杉浦敏広「対露経済制裁の効果を徹底検証：戦費負担で国庫はまもなく払
底 あと1か月に賭けるプーチン、ハイパーインフレの危険性高まる」
JBpress Premium, 2022年6月10日。 9



ロシアにおける石油・天然ガス開発参加企業と対応
ー①撤退によるロシア経済への影響、②撤退する企業・国家への影響、③インド・中国等が

ロシア上流権益を手にした場合のロシア制裁効果の減殺の比較考量－

□売却方針、撤退方針
□新規投資停止、見直し決定
□既存案件として維持、継続
□方針不明

注：BPの生産はロスネフチ株19.75％によるもの。トタルの生産の50％以上はノバテク株19.4％によるもの。
この図は、状況をわかりやすく可視化するための概括的な整理に過ぎず、同一企業でも個別案件ごとに対応は異なる。

出所：James Henderson, Thoughts on the impact of foreign companies exiting the Russian oil and gas industry, OIES, Energy Insight: 112,March 2022, p. 4.の図に加筆。

インド 中国 インド 日本 中国 日本 中国 日本 ベトナム 中国

1,000バレル／
日（石油換算）

英米系企業は売却方針、撤退方針

独仏系企業は新規投資停止。特にトタルの動きに
注目すべき。

インド系、中国系は不明だが、国として対ロシア
制裁に参加せず、通常の経済関係を維持する方針。

日系企業は方針不明。経済制裁に参加している日
本政府は？

欧米企業撤退
✅上流権益は誰の手に？
✅誰の利益に？
✅制裁効果の減殺？
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ロシア：
国内では生産低下×インフレも、油価高騰と輸入減で貿
易黒字×ルーブルレート

貿易黒字 ルーブル為替レートと原油価格

出所: Oxford Economics/Haver Analytics, Russia: Reduced export, 
demand contraction mean shallower dip, 30June 2022.

2022年上半期
1,385億ドルの
貿易黒字

出所：https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-11/russian-current-
account-hits-record-on-surging-energy-exports 11

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-11/russian-current-account-hits-record-on-surging-energy-exports


経済制裁のロシアの石油・天然ガスへの影響
BrentとUralの価格差の急拡大 ロシアの石油・ガス開発の長期的衰退

出所：https://www.neste.com/investors/market-data/urals-brent-price-difference

・石油・ガスの輸出関税はロシアの歳入の4割（特に石油）
・ロシア国家予算の想定油価62.20ドル
・油価高騰の恩恵を得ているのはWTIとBrent。
・2022年1～4月のUralの平均価格85ドル以下で、Brentとの価

格差30～40ドル。
・港湾利用禁止、タンカー保険禁止
・Uralはサワー原油で脱硫設備が必要（ESPOはスィート原油）
・公海上でのタンカー積み替え、原産地規則を利用した「ラト

ビア・ブレンド」などの制裁回避策も、Uralは投げ売り状態
・ロシア原油禁輸 ⇒ OPEC諸国は市場シェア10％の争奪戦

⇒ 増産 ⇒ 油価高騰の緩和？

出所：James Henderson, Thoughts on the impact of foreign companies exiting the 
Russian oil and gas industry, OIES, Energy Insight: 112,March 2022, p. 12.

・ロシアの石油・ガスの開発、精製、LNG製造など技術の欧米
企業への依存

・北極海大陸棚などロシア資源の開発条件の困難
・BP、シェル、エクソンの撤退
・採掘、液化、パイプライン建設など石油・ガスサービスを提

供する米国大手3社（ベーカー・ヒューズ、シュレンベル
ジェ、ハリバートン）の撤退

・リンデ（ドイツ）の技術を採用しているArcticLNG2の稼働
不可能？

・ロシアの石油・ガス開発の長期的衰退？＝石油・ガス供給の
制約要因 ⇒ 油価高止まり要因？ 12

https://www.neste.com/investors/market-data/urals-brent-price-difference


ロシアとウクライナの資源
世界におけるロシア資源の位置 EUの稀少資源の輸入依存とロシア

注：stage1:鉱石 stage2:精製原料
出所：V. Rizos and R. Righetti, Low-carbon technologies and Russian imports: 

How far Can recyling reduce the EU’s raw materials dependency?, CEPS 
Policy Insight, No. 2022-17, April 2022, p. 5. 

ロシアの資源の世界生産に占める割合（％）
石油 12.1

天然ガス 16.6

パラジウム 44

プラチナ 13

ニッケル 6

セレン 7

アルミニウム 5

出所：JOGMEC「ロシア鉱物資源データ集（2021年）」
BP, Statistical Review of World Energy, 2021.

半導体生産用の希ガス供給におけるウクライナ
ネオン 7割
クリプトン 4割
キセノン 3割

注：ネオンの半数を住めるウクライナ2社はオデーサとマリウポリに所在。
出所：G. Athanasia and G. Arucuri, “Russia’s Invasion of Ukraine 

Impacts Gas Markets Critical to Chip Production, CSIS, March 
14, 2022.

原発用濃縮ウランの46％（2020年） 13



2．加速する欧州グリーンディールとその隘路

2019年末、
新たな成長
戦略として
欧州グリー
ンディール

2020年3

月、新産
業戦略

2020年6

月、タク
ソノミー

規則

2020年7

月、7,500

億ユーロ
の復興基

金

2021年2

月、新通
商政策－
「開かれ
た戦略的
自律性」

2021年5

月、新産
業戦略更
新－移行
経路の共

創

2021年5

月、日EU

グリーン
アライア
ンス合意

2021年6

月、EU米
国貿易・
技術評議

会

2021年7

月、欧州
気候法と
Fit for 55

2021年7

月、タク
ソノミー
委任規則

2021年12

月、Fit 

for 55第
二弾

2022年2

月、タク
ソノミー
委任規則
修正案

（ガス、
原子力）

2022年3月、
ベルサイユ

宣言＋
REPowerE

U計画

出所:筆者作成。

ウクライ
ナ戦争
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EUの成長戦略×エネルギー・環境戦略×通商戦略の変遷とウクライナ問題

①雇用、社会的結束、②環境に配慮した持続
可能な成長を可能とする、③知識基盤型経済 ③賢く、①持続可能で、②包摂的な成長 ②資源効率性が高く、③競争力ある経済を

もつ、①公正で豊かな社会

リスボン戦略 欧州2020戦略 欧州グリーンディール

注：①PEOPLE（Social）、②PLANET（Environmental）、③PROFIT（Economic）

2000年、2005年改定 2010年 2019年末

「グローバル・ヨーロッパ：世界で
戦うためにーEUの成長・雇用戦
略」（「有効に機能する高い域内
ルールを持つ開かれた市場」と「世
界 中 で 開 か れ た 市 場 」 の 確 保 ）

「貿易・成長・世界情勢ー欧州
2020戦略の中核的要素としての
通商政策」（戦略的パートナーと
の 通 商 協 定 交 渉 を 重 視 ）

「万人のための貿易：より責任あ
る貿易・投資政策」（効果・透明
性 ・ E U の 価 値 ）

「通商政策レビューー開かれた、
持続可能で、断固たる通商政策」
（EUの戦略的利益と価値観を反
映したリーダーシップと関与を通
じて、自ら選択を行い、周囲の世
界 を 形 成 す る E U の 能 力 ）

2006年 2010年 2015年 2021年

開かれた戦略的自律性

09年リスボン条約第191～193条EU環境政策権限、第194条EUエネルギー政策権限=環境政策とエネルギー政策の
統合

出所：筆者作成。

21年欧州気候法
・気候変動措置の促進、環境政策措置・行動計画、EU以上の措置を導入できる加盟国権限
・エネルギーの市場機能、供給の安全保障、効率・再生可能エネルギー促進、エネルギーネットワーク接続

・2050年気候中立の法的拘束力
・予測可能なビジネス環境

06年、ガス紛争 09年、ガス紛争 14年、ロシア、クリミア併合 21年、ガス高騰
11年ノルドストリーム1稼働 21年ノルドストリーム2完工

22年、ウクライナ戦争

22年ベルサイユ宣
言とREPowerEU

・ロシア依存脱却
・戦略的自立

成長戦略

通商戦略

エネルギー・
環境戦略

15



EUエネルギー・環境政策のための法的基礎の形成
－EU基本条約（リスボン条約）条文、2021年気候法、ベルサイユ宣言－

・1987年 単一欧州議定書：EUに環境分野の権限付与、環境統合原則（萌芽）

・1993年、マーストリヒト条約：環境、持続可能性（sustainability）

・1997年、アムステルダム条約：環境統合原則

・2009年、リスボン条約

•191条 環境政策の目的及び原則
•1項 第４ 特に気候変動と闘う措置の促進 ←2009年に追加!

•192条 環境政策の措置及び行動計画
•193条 EUよりも上の措置を加盟国がとれる
•194条 連合のエネルギー政策 ← 2009年に追加! （ロシアの影響）
•①エネルギー市場機能の確保、② エネルギー供給安全の確保、③ エネルギー効率、節約および再生可能エネルギー発展の促進、④エネルギーネットワー
クの接続

・2021年7月、欧州気候法：2050年気候中立、2030年目標値の法的拘束力、予測可能なビジネス環境

2022年3月、ベルサイユ宣言とRepowerEU計画
• 防衛力強化＝軍事的安全保障
• 域外へのエネルギー依存解消（脱ロシア依存、脱化石燃料）＝エネルギー安全保障
• EU経済の戦略的自律性（重要資源、技術の域内確保と輸入依存低減）＝経済安全保障

付記：エネルギーミックスの選択は国家権限であり、
「連帯の精神」に基づく加盟国協力＝EU内政治の影響。

出所：筆者作成。 16



新規発注された発電所規模の大型再生可能エネルギー技術
のLCOE（均等化発電原価）（2010-20年）

バッテリーコスト87%減。太陽光、
風力、バッテリーのコストは、
2030年までにさらに70％減。

再エネは、最も収益性
の高いビジネス。

理想や規範ではなく、
公正な競争条件にお
ける収益性

グリーン、デジタル、
サーキュラーのEU

標 準 ⇒ 国 際 標 準注：このデータは試運転された年のものである。円の直径はプロジェクトの規模を表し、その中心がY軸に示す各プロジェクトのコストである。
太い線は、世界のLCOEの加重平均。実質加重平均資本コスト（WACC）は、OECD諸国、中国では2010年に7.5％、2020年に5％、その他の
国々では2010年に10％、2020年に7.5％。各項目の帯域幅は5～95％を示している。／LCOE：Levelized Cost of Electricity。均等化発電原価。
発電所設置の初期投資費用、運転維持費、設備の廃棄処理費、利潤などの合計を、想定される運転年数内総発電量で除して算出する。
出所：IRENA, Renewables Power Generation  Costs in 2020, 2021, p. 27の図に加筆 17



バッテリーコストの変化（ドル／kWh）

出所：Bloomberg Green
（https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-30/battery-price-declines-slow-down-in-latest-pricing-survey）

� 太陽光発電コスト*：10年間で85％
低下

� *LCOE（均等化発電原価）

� バッテリーコスト：10年間でコス
ト89％低下

� 供給面の課題
� ただし、需要急増
� → 原材料争奪戦と高騰
� → 価格低下の鈍化
� 競争力：EU＜アジア

� 産官学連携によるバッテリー同盟は
始まったばかり･･･

� 使用後の課題
� 廃バッテリーのリサイクル、他目的

利用の商流を形成する
（サーキュラー・エコノミー）
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欧州グリーンディールの全体像
☑タクソノミー（企業活動の持続可能性に関するEU基準）と「欧州社会権の柱」を基礎として、
☑「産業界を総動員」して持続可能なビジネス・エコシステムへの移行経路（transition pathways ）を共創し、
☑「市場の声」と「市民の声」の信頼を確保することによって、EU域内における移行を加速し、
☑通商政策の強化によって、世界各国、および国際機構に、EUルールの受容を働きかけ、
☑グリーン、デジタル、サーキュラー・エコノミーという経済フロンティアのグローバル・スタンダード

「市民の声」
の信頼？「市場の声」

の信頼？

通商政策強化

各分野のビジネス・エ
コシステムの移行の順
序（sequencing）と
移行経路（transition 

pathways ）の共創

EUの連帯
が前提

財政政策をめぐる加
盟国間の対立と協調

19



具体策としてのEU新産業戦略－グリーンとデジタルへの移行

欧州産業変革の基礎
①産業の確実性ーより深く、よりデジタ
ルな単一市場
②公正なグローバル競争環境の確保
③気候中立に向けた企業支援
④サーキュラー・エコノミーの実現
⑤イノベーション精神の「埋め込み
embedding)」
⑥技能の習得と再教育
⑦移行のための投資と資金調達

機動的な官民パートナーシップと
「欧州の共通利益プロジェクト」

� European Battery Alliance（EBA)
� European Raw Materials Alliance
（ERMA)

� European Clean Hydrogen 
Alliance

� European Alliance on Processors 
and Semiconductor Technologies

� European Alliance for Industrial 
Data, Edge and Cloud

� ・・・

出所：European Commission, A New Industrial Strategy for Europe, COM（2020）102 final より作成。

グリーンとデジタルヘの移行は「競争の本質に影響する地政学的プレートが動く中で生じる。欧州
が、自らの声を確認し、価値観を掲げ、公正な競争の場を求めて戦う必要性が、かつてなく高まっ
ている。これは、ヨーロッパの主権に関わる」。欧州が「産業の自律性と戦略的自律性
（industrial and strategic autonomy）」を維持するためには「単一市場の影響力、規模、統合
を活用して、グローバル・スタンダードを設定しなければならない」。

気候中立に向けた産業支援
� エネルギーシステム統合＋⽔素
� 公正な移⾏プラットフォーム
� 欧州クリーン鉄鋼戦略
� 持続可能性のための化学品戦略
� 欧州洋上再⽣可能エネルギー戦略
� 持続可能なスマート・モビリティ戦略
� リノベーション・ウェーブ
� 炭素国境調整メカニズム（CBAM：カーボン
リーケージ対策）

構想は素晴らしいが、移行経路は具体化されていない。
20



TTFガス先物の高騰、ブレント原油先物の高騰

� 経済回復によるガス需要増
� ガス地下貯蔵の減少
� バルト海の風力発電量の減少
� スポット価格の高騰
� 油価連動価格が主のパイプラインガス

価格の低位安定
� 米国産LNG：価格の高いアジア市場へ
� グリーン・プチバブルと化石燃料確保

の軽視 ⇒化石燃料開発投資減の予想

� ⇒再エネを安定利用するには、エネル
ギーシステム統合が不可欠。「四半世
紀」に及ぶ移行期には他のエネルギー
源の安定確保が必要

� ⇒ 天然ガスの再評価
� ⇒ 原子力の位置づけ
� ⇒ ガス市場指令・規則改正案
� ⇒ 脱ロシア依存

Brent Crude Futures（in Dollars per barrel）

Dutch TTF Gas Futures（in Euros  per MWh）

出所：ICE

タクソノ
ミー委任規
則（細則）
改正案

2022.3.07

200.902

2022.6.8

120.89 

ガス市場自由化（gas-oil link → gas-gas market）→
ガス需要増×夏場の備蓄不足×タクソノミー不安 → 先物価格の高騰 地政学リスク

2020.9.30

13.698

2021.12.22

128.667

2022.07.13

180.505

脱ロシア依存計画

7月6日、欧州議会で委任規則案反対決議を否決。成立の可能性が高い。
21
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EUにおけるガス備蓄の状況（％）とガス市場の変質

出所：https://www.reuters.com/business/energy/cusp-europes-winter-season-gas-
storage-hits-10-yr-low-2021-09-22/ の図に加筆。

2021年 過去10年平均

2020年

☑ガス価格の高騰には、複合的要因があ
るが、本質的原因は、油価連動×長期契
約×テイク・オア・ペイが主であった欧
州ガス市場が変質し、スポット市場が主
流となり、投資家の思惑によって価格が
大きく変動するようになったことである。
これは、ロシアが望んだことではなく、
EUが望んだことである。Nordstream2の
稼働が見通せないことも投機の一因とな
る。

☑にもかかわらず、いかにしてエネル
ギーの安定供給を図りながら、化石燃料
に依存してきた産業の構造転換を進める
かという移行経路の具体化に着手したば
かりで「産業界を総動員」できていない。
市民生活にも影響が出ており、「市場の
信頼」、「市民の信頼」を確保できてお
らず、欧州グリーンディールの３つの新
機軸は実現できていない。

☑ウクライナ戦争による脱ロシア依存⇒
安価で安定したPLガスの不足と高価な
LNGの輸入（米国の利益）

62.93％
2022年7月13日
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EUで消費・供給される総エネルギー*（TWh換算）とその
構成変化の予測－2020年公表参照値とFit for 55シナリオ

注：
*エネルギー、産業、建築、交通など全部⾨で使
⽤されるエネルギーの合計。Eurostatでは「総利
⽤可能エネルギー」と分類される。
1)⽯炭・廃棄物には、製造ガス、泥炭製品、オイ
ルシェール・オイルサンド、再⽣不可能な廃棄物
が含まれる。

出所：https://visitors-centre.jrc.ec.europa.eu/en/media/tools/energy-scenarios-explore-future-european-energyにより表⽰される図を
元に作成。2005年、2019年について、原図に表⽰されない数値はEurostatで確認して補ったが、不⼀致の部分については誤差とした。

� 2020年公表参照値
� 石油・ガスに依存しつつ、

石炭を減らす。

� Fit for 55シナリオ
� 風力、太陽光・集光型太陽

熱、バイオ燃料の激増
� 石油・ガスの激減
� これが実現すれば、脱ロシ

ア依存も可能
� ところで、移行経路は？そ

もそも、風力不足でガス火
力が必要だったのでは？
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3．脱ロシア依存＝脱化石燃料
を目指すREPowerEU行動計画
とリスク

・Fit for 55+REPower EUは実現可能か？
・石油・LNGの代替供給先確保？
・再エネ、バイオの強化と新たな資源依存リスク

24



ウクライナ戦争を契機とするEUの対応
ベルサイユ宣言

EU防衛力強化
• EU加盟国が国防費を増やし、NATOの枠組みを補完する。

エネルギー輸入依存の解消
• 欧州グリーンディールの加速
• 脱ロシア依存のための多角化

より強力な経済基盤の確立
• 重要な原材料（Critical Raw materials）、半導体、医療、

デジタル、食糧の戦略的自立性

REPowerEU計画：
2030年以前にロシア依存を解消

LNG、バイオガスを含むガス供給源の多角化
• 米国、カタール、エジプト、西アフリカのLNG50bcm、アゼルバイ

ジャン、アルジェリア、ノルウェーのパイプラインガス10bcmでロシ
ア産代替可能

• バイオメタン、グリーン水素の目標引き上げ
• 太陽光、風力、ヒートポンプのバリューチェーン形成

再エネ、その主要原材料生産、プロジェクト認可の加速

効率改善、循環型生産・消費の促進

ガス備蓄強化：10月1日時点で80％

出所：European Commission, Informal meeting of the Heads of State or Government, Versailles Declaration, 10 and 11 March 2022.
European Commission, REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy, COM（2022）108 final.
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ロシアとEUのエネルギー相互依存：
いずれも代替市場、代替供給源の確保が必要

ロシアのEUエネルギー市場依存 EUのロシア化石燃料への依存

出所：Eurostatより作成。
26



Fit for 55+REPowerEU行動計画の追加措置
によるロシア天然ガス依存からの脱却？

時期 方策
確保・節約されるガス

（bcm） 投資金額（10億ユーロ）

(in 2030) (2022-2030)

2030年 FIT for 55による節約 Fit for 55の全政策の実現 116

短期

多角化 (既存のインフラ利用によるLNG追加） 50

多角化（既存のインフラ利用によるパイプライン・ガス） 10 -

石炭火力の廃止延期・稼働延長 24 2

原発の段階的廃止の放棄 7

家庭用・サービス部門の燃料転換 9

EUにおける需要対策（行動変容） 10 -

EUにおける産業界の省エネ - -

中期（2027年）

新規のLNGインフラとパイプライン網 - 10

送電網・貯蔵への追加投資 - 39

バイオマス発電 1 2

エネルギー効率化・ヒートポンプ 37 56

太陽光発電・風力発電 21 86

持続可能なバイオメタン 17 37

産業部門の需要削減 12 41

長期（2027年以降） 再生可能水素 27
27（域内＋輸入）

合計 310 300

出所：European Commission, IMPLEMENTING THE REPOWER EU ACTION PLAN:INVESMTEMENT NEEDS, HYDROGEN ACCELERATOR AND ACHIEVING THE BIO-
METAHENE TARGETS, SWD(2022)230 final. 一部省略。

主に復興基金の中心
となる復興・レジリ
エンスファシリティ
による融資
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R E P o w e r E U 行動計画が目指す
エ ネ ル ギ ー ミ ッ ク ス の 変 化

一次エネルギーの構成 最終エネルギー消費の構成

天然ガスの半減

出所：European Commission, IMPLEMENTING THE REPOWER EU ACTION PLAN:INVESMTEMENT NEEDS, HYDROGEN ACCELERATOR AND ACHIEVING THE BIO-
METAHENE TARGETS, SWD(2022)230 final. 一部省略。

天然ガスの半減
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EU：ロシア依存から米国LNG依存へ？
－欧州がLNG基地を整備したとしても、価格次第。

出所：European Commission, EU-US LNG TRADE US liquefied natural gas(LNG) has the potential to help match EU gas needs.
Joint Statement between the United States and the European Commission on European Energy Security, March 25, 2022.

2022年3月25日、欧州エネルギー安全保障に関する
EU米国共同声明

・米国：2022年に15bcmを供給する努力（過去の
実績を下回る）
・EU：2030年までに米国産LNG50bcmの需要確保

Joint Statement between the United States and the 
European Commission on European Energy Security, 
March 25, 2002. 29



欧州：ロシアPLガスからLNGへの転換の困難
欧州LNG受入基地37中、接続のよい北
西部18稼働率高く、追加輸入余地なし。 欧州地下ガス貯蔵在庫予測

出所：白川裕「天然ガス・LNG最新動向ーLNG市場波高し！大国野望に揺れる世界のガスに春は来るか？ー」『石油・天然ガスレビュー』
Vol.56, No. 3, 2022年, p. 3, p. 26.およびhttps://agsi.gie.eu/historical/eu

7月13日:62.93％
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チキンレース？
－対ロシア制裁強化とNordstream1の停止

ドイツのガス備蓄の状況 ロシアからドイツへのガスの停止？

出所：Bundesnetzagentur, Gas supply status report as at 1pm. 14 July 2022. の図に加筆。

7月14日、64.5％

・6月16日、60％減
・カナダで修繕中のタービ
ン返却の遅れ理由
・7月9日、カナダ、タービ
ン返却を期限付き制裁対象
外に
・7月11日、定期点検で供給
停止
・7月21日以降に再開？

イラン制裁の解除？

注：2018年の米国の対イラン制裁再開に対して、英独仏はINSTEX＝
Instrument for Supporting Trade Exchangesによるユーロ建て決済を導入。
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エネルギー・食料の高騰×貿易赤字×ユーロ安
⇒ 制裁疲れ？、市民の反発？

ユーロ圏のインフレ率の推移 エネルギー高騰×貿易赤字×ユーロ安

出所：Oxford Economics/Haver Analytics, Eurozone: Facing up to a two-speed recovery,１３ July 2022.

出所：Eurostat, euroindicators, 80/2022, 15  July 2022.

出所：https://www.bloomberg.com/quote/EURUSD:CUR

Sep           Nov         Jan        Mar         May        July 

2022年5月の貿易赤字：
ユーロ圏2,630億€、EU3,500億€

2022年7月13日、
20年ぶりに対ドル等価割れ

8.5％
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ロシアと中国のガスパイプライン
―「シベリアの力」と「シベリアの力２」計画

出所：原田大輔「ウクライナ情勢：ロシアによるウクライナ侵攻について」JOGMEC、2022年3月29日、23ページ。
https://oilgas-info.jogmec.go.jp/info_reports/1009226/1009293.html

ESPO完成により石油の4分
の１をアジアに輸出

サハリン２のLNGと「シベリア
の力」により、アジア向けガス
輸出開始

2022年2月4日、中ロ首脳会談
で100億m3の追加（ただし上
流は制裁対象で実現は？）

「シベリアの力２」計画
• 欧州向けの西シベリアのガスが中

国へ？
• 建設には「シベリアの力」を上回

るコストと5年以上。
• 欧州向け200bcmを代替できない。
• 交渉は中国に有利。
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インドと中国はEU市場を代替できるか？
� インド

� 2022年4月に39万バレル／日（輸入の8％）
� 6月から100万バレル／日
� 長期契約について交渉中。
� インドで精製して欧州に輸出（制裁回避）。

� 中国
� 159万バレル／日（輸入の16％）で、ロシアはサ

ウジアラビアと並ぶ。
� 2022年5月、198万バレル／日（前年同期比55％

増）
� 2022年5月、原油・石油製品の輸出は2021年平均

（750万バレル／日）より日米欧向け110万バレ
ル限となったが、トルコ10万バレル／日、中国
40万バレル／日、インド80万バレル／日で相殺。

� 海上輸送の保険禁止が抑制要因となるかもしれな
いが、インド、中国の原油輸入を止めるのは困難。

出所：『エコノミスト』2022年7月12日、27ページ。
竹原美佳「インドと中国はロシアからの原油輸入を今後も拡大するのか」
JOGMEC、2022年7月11日。 34



4．経済安全保障－グリーンとデジ
タルは、金属鉱物資源に依存する。

再生可能エネルギーやEVが増えても、資源がいらなく
なるわけではない。太陽光パネル、電極、発電機など再
生可能エネルギーを利用するための機械・設備には、金
属鉱物資源が必要であり、しかも供給源は地理的に偏っ
ており、既に争奪戦が始まっており、経済安全保障が問
題となっている。
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グリーンとデジタルはCRMsに依存する。

出所：European Commission,  Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU, A foresight Study, 2020, p .20.

LREEs: Light Rare Earth Elements
HREEs: Heavy Rare Earth Elements

欧州グリーンディールの要となる
グリーン技術とデジタル技術の発
展は、クリティカル・ローマテリ
アルズ（CRMs）の重要性を高め、
需要が激増する。

しかし、CRMsの地理的賦存は極
めて不均質。

したがって、実効性ある「開放的
戦略自律性」が求められる。関連
して、2021年から、EU・米国貿易
技術評議会（TTC）が設置され、
投資審査、AI、半導体などについ
て協議を開始している。
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CRMｓの供給国とEUの輸入依存
（2016－2018年）

世界のCRMsの主な供給国 EUのCRMsの主な輸入先

出所：Study on the EU's list of Critical Raw Materials(2020) Final Report.
37



2040年までのEV化と資源需要の増加予測

アルミニウムとEV・道路輸送 銅とEV・充電インフラ

出所：ING, Electric vehicles to drive metals demand higher, Economic and Financial Analysis, 13 October 2021.

EV 道路輸送 EV 充電インフラ（送電網を除く）
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2040年までの金属需要の増加予測
� EV用バッテリーによるニッケル、コバルト、リチウムの需要増

� EV部門における金属需要の年平均増加率（2040年、％）

出所：ING, Electric vehicles to drive metals demand higher, Economic and Financial Analysis, 13 October 2021.
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出所：European Commission, On the Implementation of the Strategic Action Plan on Batteries: Building a Strategic Battery Value Chain in Europe, COM(2019)176 final.

EUのEV関連の重要な原材料（CRMs）の輸入依存

サーキュラー・エコ
ノミーへの転換によ
る戦略的自律性強化

通商政策による戦略
的自律性強化

経済安全保障の課題
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バッテリーの輸入依存から循環型サプライチェーンへ
－サーキュラー・エコノミーによる経済安全保障

Mapped: EV Battery Manufacturing Capacity, by Region
https://www.visualcapitalist.com/mapped-ev-battery-manufacturing-capacity-by-region/

世界のバッテリー生産TOP10 原材料の輸入依存を低減するために、
EUが目指す循環型のバッテリー・サプライチェーン

European Commission, On the 
Implementation of the Strategic 
Action Plan on Batteries: Building 
a Strategic Battery Value Chain in 
Europe, COM(2019)176 final.

原材料の
輸入依存

リサイクル

バッテ
リーの輸
入依存
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2006年電池規則から2020年電池・廃電池規則案へ

� 2006年指令の問題点
� 持続可能なバッテリー生産投資のインセンティ

ブ欠如
� リサイクル市場が機能していない
� 透明性欠如による社会的リスク、環境的リスク

� 2020年規則案
� 「再使用」の定義が、「再使用」と「別目的で

の利用」に区分された。
� 電池寿命の定義は、廃棄されるまで。
� サプライチェーン全体を持続可能なものに転換

するために、カーボンフットプリント、電池管
理システム（データの保存、開示によるり使用
済み電池の市場創出）、supply chain due 
Diligence（義務・注意事項）

� 2020年規則案の目的
� 域内におけるバッテリー・サプライチェーンの構築によ

る産業の戦略的自律性の確立
� 回収、再資料、リサイクルなどの新たな商流のルール構

築と信頼できる二次原材料の確保
� バッテリーのライフサイクル全体のグローバル・スタン

ダードの構築

2020年電池・廃電池規則案のリサイクル要件
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2021年、2020年新産業戦略（DX × Green）アップデート

COVID-19 による経済危機の教訓
• 国境を越える人、財、サービスの移動制限による域内貿

易縮小
• グローバル・サプライチェーンの途絶による重要な資

源・製品の不足

アップデートの指針
• ①単一市場のレジリエンスの強化：危機対応ビジネス

サービス標準の調和・市場監視のデジタル化、中小企業
支援強化。毎年、14のビジネスエコシステムの分析。

• ②開かれた戦略的自律性の強化：5,200品目から極めて
輸入依存度が高く影響が甚大な137品目（財輸入額の
6％）を特定。原料、バッテリ－、医薬品原液、水素、
半導体、クラウド関連のエッジ技術の6分野の産官学連
携強化。

• ③対をなすグリーンとデジタルヘの移行の加速：2021
年第3四半期に「標準化戦略」を公表。産業界、公的機
関、社会的パートナー、その他のステイクホルダーと協
力し、各分野のビジネスエコシステムにおける「移行経
路（transition pathways）を共創。

出所：European Commission, Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single Market for Europe’s recovery, COM（2021）350 final.

新興経済諸国（中国52％、ベトナム11％、ブラジル5％など）に依存
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EUの新通商戦略文書「開かれた持続可能な断固たる通商
政策」において定義された「開かれた戦略的自律性」
「EUの戦略的利益と価値観を反映したリーダー
シップと関与を通じて、自ら選択を行い、周囲の
世界を形成するEUの能力」

出所：Trade Policy Review - An Open, Sustainable and 
Assertive Trade Policy, COM(2021)66 final.

＋2021年5月、日EUグリーンアライアンス合意
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5.ロシアの東方シフト
―ドイツ依存から中国依存へ―

経済制裁は、ロシアの中国依存を決定的に深め
る。ロシアは、中国依存を軽減するために、イ
ンド、ベトナムなどと多角的協力を求める。

45



ロシアの貿易に占めるアジア諸国の割合（％）
－中国、韓国、日本、インド、ユーラシア連合－

輸出に占める割合（％） 輸入に占める割合（％）

ユーラシア経済連合

インド

韓国

日本

中国

出所：Rosstat, Federal Customs Service of Russiaより作成。
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ロシアの対中国貿易の推移
� 東アジアの台頭への適応

� 2 0 0 6 年 東 シ ベ リ ア 太 平 洋 石 油 パ イ プ ラ イ ン
（ ES P O ） 建 設 開 始

� 2 0 0 7 年 東 方 ガ ス プ ロ グ ラム
� ES P O 1 完 成 （ 2 0 0 9 年 ）
� サ ハ リ ン L N G 輸 出 開 始 （ 2 0 0 9年 ）
� ES P O 大 慶 支 線 （ 2 0 1 1 年 ）
� ES P O 2 完 成 （ 2 0 1 2 年 ）
� 2 0 1 4 年 、 年 間 3 80 億 m3 の大 型 ガ ス 契 約
� 2 0 1 9 年 、 「 シ ベ リ ア の 力」 ガ ス パ イ プ ライ ン 稼 働
� 2 0 2 2 年 、 年 間 1 00 億 m3 ガス 追 加 、 「 シベ リ ア の 力 ２」

建 設 計 画 協 議

� EUエネルギー政策の変化ヘの適応
� ガス紛争（2006年～）
� 2009年

� リスボン条約194条
� 第3次エネルギー・パッケージ
� ノルドストリーム1建設開始（独露直結ガ

スパイプライン）
� 2021年、ノルドストリーム２完工も稼働せず。

� EU：脱ロシア依存を決意。欧米協力強化。

� ロシア：脱EU依存を決意。中国、インドへの接近を
加速。

参考：J. Horak, “Sanctions  as a Catalyst for Russia’s and China’s balance of Trade: Business Opportunity”, Journal of  Risk and Financial management, V.14, No.36, 2021. 

出所：ロシア統計局資料より作成。
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ロシアの資源*の輸出先の変化
ー欧州からアジアへー

2001年 2020年

注：*農産物、肥料、森林資源、化石燃料、金属鉱物資源、貴金属
出所：https://resourcetrade.earth/ より作成。
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2001年 2019年

ロシアの産業用機械・設備（HS84）*の輸入先の変
化 ―中国が最大の供給国に―

注：*原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部品

ドイツ
ドイツ 中国

中国

日本
日本

出所：https://atlas.cid.harvard.edu/ より作成。
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2001年 2019年

ロシアの電気機器・設備（HS85）の輸入先の変化
―中国が最大の供給国に―

出所：https://atlas.cid.harvard.edu/ より作成。

日本

日本

ドイツ

ドイツ

中国

中国
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2001年 2019年

ロシアの半導体の主な輸入先の変化
―中国が最大の供給国に―

ドイツ

ドイツ

中国

中国

日本

日本

出所：https://atlas.cid.harvard.edu/ より作成。 51
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SWIFT

国際銀行間通信協会の電子送金システム

200ヵ国・地域、1.1万社

5兆ドル／日の決済。

ロシアは、その取引の1.5％

ロシア７行をSWIFTから排除

ガスプロムバンク、ズベルバンク、アルファバンクは対象外
（当面）
ロシアと貿易を続ける国々の決済問題

バックフィル（他の送金システ
ム）とその限界

SPES（ロシア）
•2017年稼働
•ロシア400行、アルメニア、ベラルーシ、ウズベキスタン、カザフスタンなどのみ。
•トルコ、イラン、中国、インド、ユーラシア経済連合などを勧誘。
•平日営業時間のみ稼働

CIPS（中国）
•2015年稼働の人民元送金システム
•三菱UFJ、みずほも参加
•2021年7-9月でSWIFT4,000万件／日に対して、1.3万件
•CIPSもSWIFTのネットワークに依存
•人民元の国際化は道半ば
•デジタル人民元は実験中

Ｇ７：暗号資産の監視強化

二国間の国民通貨建て決済
•ルーブル、人民元、ルピー、ドン・・・

SWIFT排除とバックフィルの限界
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脱ドル化を模索してきたロシア

ロシア中央銀行の外貨準備構成の変化 BRICS諸国に対するロシア輸出の決済通貨

出所：Congressional Research Service, De-Dollarization 
Efforts in China and Russia, July 23, 2021.

出所：ロシア中央銀行資料より作成。

経済制裁により、ドル、ユーロ、ポンドなどは
凍結されたため、手元にあるのは金と人民元。

53



2022年3月31日大統領令
「気体の天然ガス」輸出の
ルーブル建て支払い

経緯
•2月23日、ロシアが指定する「非友好国」に対する天然ガスのルーブル決済要求
•2月28日、G7、ルーブル決済拒否
•3月31日、天然ガスのルーブル決済に関する大統領令
•対象は「気体のガス」、つまりLNGは対象外。
•ルーブル建て支払いをしなかったとして供給停止：ポーランド、ブルガリア、フィンラン
ド、オランダ、デンマーク。

スキーム
•「非友好国」購入者は、ガスプロムバンクに外貨建て、ルーブル建ての口座を開設。
•「非友好国」購入者はガスプロムバンクにドルやユーロで支払う。
•ガスプロムバンクは、市場で売却しルーブルを買い入れる。
•そのルーブルを「非友好国」購入者のルーブル建て口座に振り込む。
•「非友好国」購入者が、ガスプロムにルーブルを送金する。
•ガスプロムから天然ガスが供給される。

補足
•ルーブル建てへの変更は契約違反。
•外国企業はルーブルを調達しなくてよいので、実質的には現状とほぼ同じ。
•受け入れるとしても、ルーブル建て契約の為替リスクあり。
•ルーブルの買い支え？
•ガスプロムバンクのSWIFT排除阻止？
•支払いからガス供給の間、代金が「人質」となる。
•「ガスの政治利用」により、半世紀にわたる「信頼できる供給国」としての信用
の失墜。

•LNGも対象となるか？

注：外貨輸出収入の80％の売却義務が導入済みだが、このスキームでは実質100％になる。
出所：ǮțȠȜț�ǰșȎȒȖȚȖȞȜȐ, ǽȞȜȢȓȟȟȖȜțȎșȩ�FMCG/HoReCa/DIY/E-commerceの管理者
https://www.facebook.com/photo?fbid=473568184517764&set=gm.2193721054118740

ガス購入者 ガス販売者

モスクワ証券取引所

仲介サービス

外貨建て口座 ルーブル建て口座

ガスプロムバンク

天然ガス

ガス所有権の移転
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ロシアの対中国財・サービス貿易における
決済通貨構成の変化（2013～2021年、％）

輸出 輸入

出所：ロシア中央銀行資料より作成。 55



ロシアの対中国財・サービス貿易における
決済通貨構成の変化（2013～2021年、％）

輸出 輸入

出所：ロシア中央銀行資料より作成。 56



メモ：ブロック経済化とドル覇権の揺らぎ？

� 「有事のドル」？

� しかし、実体経済のブロック経済化が進み、相対的に貿易の重
要性が高まり、QEの見直しにより相対的に金融市場が縮小する
と･･･

� 金融資産の価値が低下し、実物資産の価値が上昇する？

� ドル覇権の揺らぎ？、人民元シェアの拡大？
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6．サハリン2と日本の選択

・日本の一次エネルギー自給率は11％（2020年）。
・電力市場改革が遅れ、再エネ利用拡大の条件が整ってい
ない。
・サハリン1、2、及びArctic 2は供給源の多角化策だった。
・だが、地政学リスクに直面し、厳しい選択を迫られてい
る。
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エネルギー供給源の多角化とエネ
ルギーミックスの多様化の違いが
選択肢を規定する。

出所：IEA, Japan 2021  Energy Policy Review, 2021, p. 23.

OECD諸国の一次エネルギー構成の比較（2019年）

英米は、石油・ガス生産国であり、ロシアへの依存度は極めて低
い。⇒ 制裁を主導できるだけでなく、同時に経済的利益を得ら
れる。
ドイツは、脱原発方針だが、再生可能エネルギーが発展 ⇒
EUの脱炭素化を主導することによって、脱ロシア依存。フラン
スは、原発大国であり、かつEUエネルギー市場と統合されてい
る。

EUのロシア依存度は高いが、EUのエネルギーインフラは、ハー
ド、ソフトの両面で統合が進んでおり、欧州グリーンディール強
化による脱ロシア依存を展望可能。また、多様なエネルギーミッ
クスのエネルギー市場統合が進んでおり、相互補完性が高い。

しかし、脱炭素化への周到な準備を進めてきたEUでさえ、2050

年気候中立に向けた各産業界の移行経路が具体化されず、ガス高
騰を招いた。EUは、移行期には天然ガスと原発の必要性を認め、
タクソノミーを修正。しかもEU産業の戦略的自立が実現しなけ
れば、再エネやEVは、CRMsなどの新たな輸入依存問題に。
日本は、エネルギーインフラのハード、ソフトの両面の整備の遅
れが、再エネの発展を妨げている。輸入に依存している日本に
とって、化石燃料の安定確保の重要性は高い。当面は、あらゆる
選択肢を考えなければならないが、原発は有事の際のリスクであ
ることがウクライナ戦争で浮き彫りとなった。

日本

ドイツ

フランス
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⽇本企業が関係するロシアにおける主な⽯油・ガスプロジェクト
北極LNG2
【企業】ノヴァテク60%、Total10%、
CNPC10%、CNOOC10%、
Japan Arctic LNG B.V.
（三井物産、JOGMEC）10%
【状況】開発中

2023年頃から⽣産開始予定
【規模】1,980万トン

ヤマルLNG
【企業】ノヴァテク50.1%、Total20%、

CNPC20%等
※⽇揮・千代化がEPC受注
※横河電機が計測制御納⼊
※商船三井等が砕氷LNG船納⼊

【状況】⽣産開始（2018）
【規模】1,650万トン

INK－Zapad
【企業】INK51%、⽇本南サハ⽯油49%
※⽇本南サハ⽯油の出資⽐率︓
伊藤忠25.2%、INPEX25.1%、JOG49.7%

【状況】⽣産中（2016）
【規模】4.2万BD（2020）
【輸⼊量】NA
【⾃主開発量】2.1万BD（2020）

カムチャツカLNG積替え基地
【企業】ノヴァテク
※商船三井が参画へ調整中
【状況】計画段階

サハリン１（原油）
【企業】エクソン30%、SODECO30%、
印ONGC30%、ロスネフチ20%
【状況】⽣産中（2005）
【規模】24.3万BD（2020）
【輸⼊量】3.5万BD（2020）
【⾃主開発量】7.3万BD（2020）

極東LNG（LNG）
【状況】FEED済
【規模】620万トン

サハリン２（原油・LNG）
【企業】ガスプロム50%＋1株、シェル27.5%－1株、
三井物産12.5%、三菱商事10%
【状況】⽣産中
（1999:原油、2009:LNG）
【規模】原油︓9.9万BD（2020）

LNG︓1,160万トン（2020）
【輸⼊量】原油︓1.2万BD／天然ガス︓599万トン（2020）
【⾃主開発量】原油︓2.2万BD／天然ガス︓261万トン（2020）

セントラルタタール鉱区（資源探査）
【企業】ロスネフチ、JOGMEC
（丸紅、INPEX）
【状況】地震探査データ評価中

2021年以降に試掘段階移⾏

出所：原田大輔
（JOGMEC）提供資料。
蓮見が、エクソン、
シェルを赤に、Total

を紫に変更。

蓮見追記：地図は、トランスネフチ社
公開資料
https://en.transneft.ru/pipelines/
（ただし、現在アクセスできない。）
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日本の原油・天然ガス調達におけるロシアの位置

出典: 財務省貿易統計 出所：原田大輔（JOGMEC）提供資料。蓮見がスライドタイトルを変更。

8.8%

10.2%

ヤマルLNG輸出開始

中東シェア

サハリン-2LNG輸出開始

原油調達地域 天然ガス調達地域
ロシアの供給シェア3.6%（2021年）

= 2577億円
ロシアの供給シェア8.8%（2021年）

= 3722億円

3.6%

ESPOパイプライン稼働

サハリン-1原油輸出開始
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サハリン2：多角化策も、地政学リスクに
� LNG8.8％、長期契約、油価連動により安価で、3日で届く。供給源多角化

策だが、地政学リスクに直面。
� 5割から6割が日本向け（発電と都市ガス用）
� スポットに切り替えると2兆円の追加コスト？
� ⇒電気、ガスの高騰

� 6月30日、ロシア大統領令「特定の外国及び国際機関の非友好的な行動に関わる燃料
エネルギー分野における特別措置の適用について」（第416号）＋地下資源法改正
（ロシア法人限定に）

� 生産物分与法（PSA）に基づく契約を一部外国企業が履行しなかったとしてロシアの有限責
任会社にサハリン・エナジー・インベンスのすべての権利と義務を譲渡

� ガスプロム以外の株主の持ち分はロシア政府が管理。株主は①か月以内に同意書を提出、ロ
シア政府は3日以内に判断

� 不許可あるいは撤退の場合は、４カ月以内にロシア法人に売却し、代金をルーブル口座に振
り込む。だだし、財務、環境、技術面の義務違反による賠償が差し引かれる。

� 主たるターゲットは、日本ではなくシェル？ シェルは、撤退を表明しCNOOC、CNPC、
Sinopecと交渉したが50億ドルでは売れなかった。やむを得ず、留まっているが、業務を怠
り生産に支障をしたしている。

� 凍結されているロシア中央銀行資産がウクライナ復興に転用された場合、ロシアは、外資企
業を国有化するかもしれない。

� 付記：インドは、エクソン撤退後のサハリン1の権益確保を目指しているとの報道が
ある。

サハリンLNGの輸出先（2020年）

シンガポール

日本

台湾

韓国

中国

出所：ǿ. ǸȡȒȖȭȞȜȐ，“ǿȎȣȎșȖț�țȎȦ”, ȋȘȟȝȓȞȠ�Ɋ��, ȖȬșȭ�2022.
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30年後を見据え脱炭素社会の移行経路の具体化と産業の
戦略的自立性の実現を目指した経済安全保障
①日本は、当面のエネルギー源の確保と同時に、

②脱炭素化の移行期におけるガスや原発の位置づけ、

③再生可能エネルギー開発の条件整備、

④およびそれに伴うCRMsやデジタル技術など新たな資源依存リスクを意識した経済安全保障、

⑤それにあわせた産官学連携に基づいた各産業界の移行経路の具体化を考えなければならない。ただ
し、状況は急速に変化するので、EU新産業戦略と同様に、毎年の見直しと軌道修正が必要である。
⑥日本は、30年後を見据え脱炭素社会への移行経路の具体化と産業の戦略的自立性の実現を目指した
経済安全保障への取り組みを迫られている。
⑦同様の課題に直面し「開かれた戦略的自立性」に基づく通商政策を打ち出しているEUとのグリー
ンアライアンスの強化など国際協力は、中国やインドに公正な競争条件の順守を求める上でも重要。
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おわりに
ウクライナ戦争に直面したEUは、欧州グリーンディール強化策Fit for 55に追加策を加えたREPowerEU計画を打
ち出し、短期間に脱ロシア依存を実現しようとしている。だが、それは再エネや EV に関連する資源・技術の中国
依存という新たな対外依存を強める経済安全保障リスクを伴っている。

当面の代替エネルギー源の確保と同時に、脱炭素化に向けた産業ごとの具体的な移行経路の具体化と産業の戦略的
自律性の実現を目指した経済安全保障が重要課題となっている。

G7を中心とする経済制裁により、ロシアは、欧州市場から「追放」されるとしても、中国、インド、ASEANなど
アジア市場に接近する動きがあることに、留意する必要がある。

日本のロシア依存度はEUに比べればはるかに低く、輸出の1％、輸入の2％弱であり、ロシアとの関係を断つ選択
肢はある。しかし、日本は上流権益を失うだけでなく、中国やインドが検疫を手にし、結果として制裁効果を減じ
るかもしれない。

G7 vs. BRICSのような対立する２つの経済圏の併存という可能性さえ考えられる中で、隣国ロシアとの関係を断
つ選択が国益であるかどうか、まさに政治的判断である。ロシアが参入を試みている中国、インド、ASEAN諸国
は、日本にとっても極めて重要な市場である。
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ご清聴、
ありがとうご
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