2016北東アジア経済発展国際会議（NICE）イン新潟

基調講演

基調講演
戦後国際秩序－経済の曲がり角、国際社会と
北東アジア
法政大学法学部教授

下斗米伸夫

冷戦終焉から四半世紀、世界は再び岐路に立っているよ

政治的比重を高めてきたプーチン大統領のロシアは、習近

う に 思 わ れ る。2014年 の ウ ク ラ イ ナ 危 機、 中 東 紛 争、

平氏率いる中国との戦略的な協調関係を高めることでG７

シェールガス革命が相まった孤立主義の台頭により、
「パッ

からの制裁をカバーしつつある。ロシアの東方シフトは、

クス・アメリカーナ」が終焉しつつあると言われている。

2012年のAPECウラジオストク開催となり、東シベリア太

宗派集団ISのテロ、地域紛争、エネルギー価格の暴落によ

平洋パイプライン建設などのエネルギーを通じた関与が東

り、国際秩序を構成するパラメーターの大変動が生じてい

日本大震災後の日本のエネルギー事情とも絡んで展開され

る。さらに、シリア難民に悩むヨーロッパの国際秩序は、

ている。さらに2015年９月に開催された東方経済フォーラ

崩壊の様相すら呈している。ここでのキーワードは
「国際・

ムと、2016年から始まったウラジオストクの自由港化に

地域」
「政治・経済」
「社会・文化」であり、それらに至るあ

よって、ロシアは新しいアジア国家としての相貌を示し始

る種の秩序がメルトダウンしつつあるが、それに代わるも

めている。このようなトレンドは、2014年末からのエネル

のがまだ見えてこない状況だ。こうした中で、ウクライナ

ギー価格暴落やルーブル安などに伴って深刻化しているロ

紛争についてはミンスク合意IIIとも言える展開が年明け

シアの財政危機とどう関係するだろうか。

にあり、制裁解除への動きがみられる。こうした変動が北

他方、中国は一帯一路、シルクロード構想、アジアイン

東アジア地域秩序にどのように影響するか、報告者なりの

フラ投資銀行
（AIIB）による金融大国化など、経済超大国

仮説を示したい。

としての夢を見つつあるが、足元では上海株式市場危機に

米ソ間のグローバルな冷戦期、この地域では中華人民共

みられる経済後退が忍び寄っている。朝鮮半島に目を転じ

和国の登場、朝鮮戦争とベトナム戦争といった熱い紛争が

れば、政治・経済面で韓中接近が進展し、日本と韓国も

あった。70年代にはオイルショックがあり、米中接近と

2015年末に従軍慰安婦問題が不可逆的な展開を見せた。マ

いった多極化への動きが進展した。その後、鄧小平の改革

ルチな枠組みとしては、TPP署名の一方、中断していた核

開放があり、ペレストロイカはアフガンニスタンなどの地

問題をめぐる六者協議が北朝鮮の
「水爆」
実験を契機に新し

域紛争を解決する一方、ソ連崩壊という巨大な転換となっ

いグローバルな問題となったように思われる。本報告では、

て世界を揺るがした。

この地域での統合と分断の交錯を議論することとする。

冷戦後は、金融、IT、それに圧倒的な軍事力という形で、
米国の一極的優位が見られた。98年の金融危機は、アジア

１．ウクライナからシリア危機へと変わる国際秩序のパラ

だけでなくロシアをも痛打したが、その後始まったエネル

メーター

ギー価格の高騰は、プーチン体制の登場とともに、この地

世界文明の揺籃の地である中東・ユーラシア地域でいま、

域にも新しい21世紀の構図をもたらした。

文明、宗教、政治、経済などあらゆる意味での変化が同時

こうした変動に伴い、北東アジアでは統合と分裂、紛争

に起きている。

と和解の双方の契機が混在している。アジア太平洋では

ウクライナ問題から、シリアでのISをめぐる反テロへと、

TPPの進展があるが、しかし他方、地政学的にみて問題な

アジェンダが急変している国際政治の局面について、米国、

のは、米中ロ日、朝鮮半島といったハイブリッドな国際関

ロシア、サウジアラビア・イランなどの中東といった三者

係が混在し、地域をつなぐ経済と理念の形成が、たとえば

関係を中心に問題点を整理してみたい。文明論、宗教論か

ウェストファリアと主権の平等をうたったEU統合と比較

ら経済まで、多くの争点がこれらの問題に関係している。

して、遅れていることである。

第１は、反テロをめぐる三者関係である。ロシアでの

この間、ウクライナやシリア紛争を通じて世界的にその

プーチン大統領の政治的台頭がチェチェン問題と絡でいる
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ことは一般的常識だ。彼はチェチェン民族主義をイスラム

グは、パリでの１回目のテロ、バンダル王子がアルカイダ

急進主義と切り離し、後者を弾圧しつつ、前者を体制に取

との関係を疑われての失脚、オバマ大統領がウクライナ介

り込むという形で、この問題を国内では処理した。このこ

入の事実を認めたCNNでの演説、ロシアでの反政府系政

とにより、2001年の9.11以降、米国のブッシュ政権と反テ

治家ネムツォフ氏暗殺、プーチン大統領のクリミア介入の

ロ戦線での合流を可能とした。

詳細説明とも一致しており、現代史の転換点でもあった。

この結果、米国とOPECのエネルギー高価格政策とも相

ロシアはこの頃からウクライナからシリア・シフトに動き

まって、ロシアに多大なエネルギー収入をもたらした。こ

始めたと言われている。

れにより、プーチン体制の安定と高度成長が生じた。とく

第４に、オバマ政権は2103年９月に
「パクス・アメリカー

にGDPの４％といわれる軍事費は、プーチン期にドル・

ナ」の終焉を宣言したが、その背景には、シェールガス革

ベースで4.4倍にもなった。また、ロシアの輸出に占める

命で中東エネルギー依存が終わり、むしろ米国がエネル

エネルギー依存度は、経済学者イノゼムツェフによれば、

ギー輸出国になりつつあるという米国の経済・エネルギー

1999年の39％から2014年の69％へ増大した。

事情があった。これに対し、ロシアとサウジアラビア、

第２に、世界最強国家・米国の2003年のイラク軍事介入

OPECは価格調整よりも増産で対抗したが、このことはイ

は、サダム・フセイン政権を打倒したものの、これに代わ

ラン制裁の終わりとも絡んで、油価の大幅下落をもたらし

るあらたな秩序を創出することなく、結果として破綻国家

た。しばしば
「北のサウジアラビア」
と揶揄されてきたロシ

を生み出した。この結果が今日のISの台頭である。この間、

アとサウジアラビアとの結び目も、2015年の80歳のサルマ

米国政府はソフトパワーを動員しなかったわけではなく、

ン新国王就任とバンダル王子失脚後は強まっているかに見

2004年に「大中東圏構想」を打ち出し、北アフリカから中央

える。世界のエネルギー価格の決定はOPECでなくアメリ

アジアまでの民主化というレジーム・チェンジに着手した。

カが握るようになった
（2015年11月、セーチン・ロスネフ

しかしその結果は、イスラム急進主義の動きを拡大する一

チ会長の発言）が、このことは米国の中東離れ、中東のア

方、リビア、エジプト、シリアなどの国家崩壊を促進した。

メリカ離れをも促す結果となった。

米主導のこの動きの地政学的パートナーとなったのは、

オバマ政権の中東政策は2014年のISの登場が示すように

サウジアラビアの急進的潮流、とくにバンダル王子（元駐

行き詰まっている。ISの存在自体、政教分離という近・現

米大使、2005～15年国家安全保障会議事務局長）
であった。

代政治への原理的否定である。ISは単に中東政治の流動化

バンダル王子は反アサドの急先鋒で、2013年７月にプーチ

をもたらす存在だけでなく、欧州では、難民問題を通じて、

ン大統領に会い、ソチ五輪の安全保障と引き換えにシリア

主権国家の危機に瀕しているかに見える。

のレジーム・チェンジを認めよ、と威嚇したと言われてい

第５に、米・ロ・中東の三者関係が、ロシアの中東での

る。この提案を断ったプーチン大統領は、化学兵器をめ

影響力の拡大をもたらしているように思われる。仇敵のは

ぐって国連を舞台とした和平に動き、この結果、プーチン

ずのイスラエルとイランがともに、2014年３月の国連での

大統領は一躍フォーブス誌上で国際政治のトップに躍り出

クリミア併合非難決議に欠席することでロシアに恩を売っ

た。他方、米国のオバマ大統領は「世界の警察官」
の役割を

たことは、世界におけるロシアの位置を示す重要な要因だ。

やめることを明言し、中東地域への介入から手を引くこと

イスラエルはイランとの和解に動くオバマ政権への不満も

となった。 世界はヘゲモニーを失い、Ｇゼロとか新世界

あって、ロシアとの関係強化に動いているかに思われる。

無秩序と言われるようになった。

他方、イランに対しては、米・ロ・独など六者協議が2015

第３に、このことがウクライナ紛争に飛び火する思わぬ

年７月に核問題に関する制裁解除へ動き出し、2016年１月

展開となった。NATOの東方拡大に由来する米ロの安全

に正式解除した。

保障の利害関係の不一致に、欧米関係のまずさも手伝って、

こうした状況下でロシアは、シリア空爆でシリア難民流

ウクライナ紛争はマイダン革命、プーチン政権のクリミア

入に悩んでいる欧州やイスラム穏健派を念頭に、2015年９

併合、そしてウクライナ東西間の内戦を招く火口となった。

月のプーチン大統領の国連演説以降、
「反IS統一戦線」の構

このことは、ウクライナで元々あった国内の分裂（西部は

築を画策した。ロシアは対米協調に大きく舵を切り、その

ハプスブルグ帝国、東部はロシア帝国）や経済崩壊に、欧

結果がウィーンでの17カ国外相会議であり、とくにフラン

米とロシアとが巻き込まれた結果でもあった。内戦の激化

スが協調した。15年11月のフランスでのテロは偶然ではな

と米ロ代理戦争の深刻化を懸念した欧州勢は、2015年２月

い。しかし「反IS統一戦線」の中身は複雑だ。サウジアラビ

の停戦合意（ミンスク合意II）に持ち込んだ。このタイミン

ア、トルコ、カタールなどは急進的潮流と無関係ではなく、
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そこには歴史的怨念と言うべきものもある。トルコとロシ

統計数値より低いと言われている。外貨準備高も最盛期の

アの関係が急変した事情には、クルド独立問題も作用して

４兆ドルから年初めには３兆3300億ドルに、実に7000億ド

いるだろう。

ルが危機対策に消費された。

2016年初頭の時点で以上の点をまとめると、まず、エネ

このような中国の経済減速が、ロシアの東方シフトにど

ルギーを自給できる米国は中東などでパックス・アメリ

のように影響するだろうか。ロシアの対中貿易高は2015年

カーナを放棄したものの、これに代わる像を提示していな

に３割程度減速した。ロシアからすれば、頼みのエネル

い。米国には経済的な優位があるが、地政学的な孤立が米

ギーの対中輸出へのドライブが減っている。そうでなくと

国の外交を難しくしている。

も、中東での安価なエネルギー資源が中国に入ってくると、

ロシアは米国を無視できず、ミンスクIIIに動き始めた。

中国のロシア・シフトが鈍くなる可能性がある。

2016年明けに、ロシアのグリズロフ交渉代表はキエフを訪

そうした中で、2016年のダボス会議にトルトネフ副首相

問してクチマ（ウクライナ元大統領）、ポロシェンコ（現大

が代表となったことは、ロシアとして東方シフトが最重要

統領）と会談し、ミンスク交渉で停戦へ向けた動きが加速

課題であることに変わりがないことを示しているのかもし

した。また、この紛争の実質的な火付け役であった米国の

れない。事実、彼はダボスで投資志向の新極東方針を出し

ヌーランド次官補とロシアのスルコフ大統領補佐官がカ

たし、この１月からウラジオストクの自由港化が始まった。

リーニングラードで交渉した。

ロシアの経済データを見ていると、経済の実態が必ずしも

中東は、イラン・サウジアラビアの断交が象徴する混沌

下がっているわけではない。ルーブル、失業率、インフレ、

の時代に入ってきた。油価低迷は、イラン原油の解禁も

それぞれ大きな問題だが、これをどう読むかはこれからの

あって低下基調は避けられない。サウジアランビアは王室

課題である。

不安や財政深刻化、地域紛争の軍事化も相まって深刻な状

安全保障では、ミンスク合意IIIが展開する中で、ロシア

況にある。中東では、宗派的、経済的、政治的分化が進ん

はNATOを敵であるとは言っていないが危険であるという

でいると言えよう。

言い方であり、われわれはそれを慎重に見る必要がある。

欧州もまた難民問題のあおりを受け、2016年早々、オース

北東アジアの地図を逆さに見ると、新潟、ウラジオスト

トリアまでがシェンゲン協定を停止した。かつてボーダー

クなどを含め、いかにこの地域がつながっているかが見え

レスな社会のモデルを目指した欧州が、いまやボーダーフ

てくる。ロシアの脱欧、東方シフトのプロセスについては

ルな地域に逆戻りしつつある。ウェストファリア発祥の地

申し上げた通りだが、中ロ関係については両方の利害の接

で国家主権共有の試みが後退しているのは皮肉である。

点を求めていることは明らかだ。2015年の中ロ貿易は約
660億ドル、減ってはいるが、油価の下落などによる日ロ

２．東アジア地域秩序

貿易と同じ３割程度の減少であろう。

北東アジアでは、このようなグローバル・トレンドに加

日ロ関係に触れれば、安倍総理とプーチン大統領の2015

えて、政治的野心を持ち始めたものの経済後退が響く中国

年の２回の会談、岸田外相の９月訪ロ以降の日ロ関係があ

のファクターがある。良い面としては、上海協力機構への

り、この１月19日には岸田外相がジャーナリストの質問に

ロシアの懐疑主義が後退し、インドの正式加盟など同機構

対して、ロシア抜きに北朝鮮問題、イラク問題の解決はな

のメンバーも拡大している。とりわけAIIBと一帯一路構

い、と答えた。これにウクライナ問題を加えたい。日ロ関

想にヨーロッパが関与したことは、中国にとって成功で

係は単なる二国間関係ではなく、非常にグローバルな意味

あったと言えよう。海と陸と氷の３つのシルクロードがあ

を持っている。クリミアというキーワードは、ロシア人に

るが、ロシアの東方シフトとはベクトルが異なっている。

とっても象徴的なものだが、日ロ関係にとってもキーワー

ロシアは東に、中国は西に、である。とくに北極ルート、

ドである。日本とロシアが最初に国境線を引いた下田条約

つまり氷のシルクロードについては、北極海でのLNGプ

（1855年）
を結んだのは、まさにクリミア戦争が真っただ中

ロジェクトが油価の急落とともにどういう形で展開する

の時期だった。それ以降、ロシアは東方へシフトし、それ

か、いまのロシアの財政状況でインフラ整備をどこまで進

から90年後
（1945年）
、米・英・ソ３首脳がヤルタで第２次

められるかという問題がある。

世界大戦後の議論した時、日ロ関係にとってシンボリック

80年代から高度経済成長を続けてきた中国経済だが、過

なクリル列島の変更が行われた。クリミアは、われわれは

剰投資から「中進国の罠」に入り込んできた。統計の現実と

英語でannexation
（併合）と言うが、ロシア人から見れば

の乖離も目立つ。実際の成長率を示す李克強指数は、公表

присоединение
（統合）である。いずれにせよ、日本とロ
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シアは70年間にわたって日ロ平和条約を希求してきたが、

ロ関係改善に大きな可能性をもたらす。ケリー長官もダボ

その一里塚である1956年の共同宣言から、今年はまさに60

ス会議で制裁解除の可能性に言及し、早めれば７月ごろに

周年である。

それが出てくるだろう。

まとめとして、ロシアについては、油価が高い時は改革

こうした文脈において、日本は意外に面白い地位にいる

ができない、改革したいときはお金がないというジレンマ

と言える。日本は冷戦期以来の日ロ関係の宿題を抱えてい

が続いてきたが、いまは逆に油価が下がることによって改

るが、G７の議長国であることが思わぬ好機となることを

革を始めた。シリア問題をめぐっては米欧の接近があり、

期待せずにはいられない。５月末の伊勢志摩サミットの時

ロシアとウクライナとの解決に向けた動きも起こってい

にプーチン大統領を招き、グローバルな経済危機、地域紛

る。イラン問題の解決を見るとき、どうしてこれが北朝鮮

争、中東、ウクライナ、東アジア、朝鮮半島といった問題

でできないのかという思いもある。ミンスク合意IIIは米

が前進する、というのは私の初夢だけだろうか。

中国・ロシアのエネルギー協力の展開
オックスフォード・エネルギー研究所主任研究員

パイク・グンウク

2012年 に 著 書（Sino-Russian Oil and Gas Cooperation:

私が驚いたのは、ロスネフチを中心に行っているヴァン

The Reality and Implications）の準備を始め、2010年頃の

コール石油開発において、インド国営石油ガス公社
（ONGC）

資料を集めた時から、多くのことが変化した。とくに変

がヴァンコール・プロジェクトの15％の株を保有しているこ

わったのはGDPの規模で、中国とロシアの変化はショッ

とだ。ヴァンコールはESPOのもっとも大きな石油供給源に

クを受けるほどの大きさだ。もう一つの大きな変化は、中

なっているが、いまの生産量は2200万～2500万トンで、大き

国の外貨準備高の内7000億ドルがいっぺんになくなった

な減産となっている。言葉を変えれば、ロスネフチはやむ

が、それでもまだ3.3兆ドルある。この２大国が協力する

を得ず、ヴァンコールだけではなくクラスノヤルスクの未

ことは、相互に影響するだけでなく、世界経済に大きな影

開拓地域の開発をしなければならない、という状況に追い

響を与える。中ロの石油・ガス協力の重要な点は、２国間

込まれている。油価はいま極端に下がっているが、そうし

の問題だけでなく、多国間の問題でもあることである。も

なければ包括的な石油開発ができないのだ。ここでのジレ

し多国間協力が合意され、実行されれば、これまでにない

ンマは、ロシアが油価の下落でダメージを受けている事実

大きな変化が北東アジア地域で起こる契機となることだろ

の一方、ロシアはアジアに軸足を移し、さらにアジアに石

う。中ロの石油協力はこれまでも上手くいっていると言っ

油を輸出したいという意図を持っていることである。油価

ても過言ではないので、どちらかと言うとガスに重点を置

がこれほど下がることは、アジアに軸足を置く政策に抜本

いて話そうと思う。

的な影響を及ぼすことになりかねない、と懸念される。

ロシアのアジア地域にはパイプラインのほかにほとんど

図１はJOGMECが作成したものだが、ESPOの受益者は

インフラはない、と言ってもいい。ロシアにとって、この

中国とコズミノである。ここでの問題は、ロシアが未開拓

地域はまだまだ未開拓地域なのである。それでも東シベリ

地域の油田をさらに開発する意思があるかどうか、東シベ

ア・太平洋（ESPO）パイプラインがすでに建設されたが、

リアやサハリンなどの東部開発をどれぐらいの速度で進め

これも石油に限ったことだ。インフラ開発がこれから行わ

ることになるのかである。昨年、あるジャーナリストから、

れるとしたら、やはりガスパイプラインが中心になるだろ

なぜスコヴォロディノ－大慶パイプラインの建設が遅れた

う。この地域のインフラ開発を動かしているのは、中国で

のか、という質問を受けた。北京当局がESPOの交渉を早

ある。中国は近隣諸国から大規模なガス輸入をしているが、

急に進めようとしていた時、彼らは大慶の石油生産が3000

その実行がどうなるかによって、インフラの開発レベルも

万トンまで下がることを予想していた。しかし現実にはそ

決まってくる。

れほど下がらなかった。彼らにとっては、それほど急がな
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図１
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ロシアから中国へのエネルギーフロー

Drastic Increase of Energy Flow from Russia to Asia

JOGMEC (2015)

くても良かったということになる。

ムは全体のスキームの実施に強い関心をもっているが、少

東シベリア・極東における統一ガス供給システム計画が

なくともガスプロムにとって財政的にメリットのあるもの

2003年に発表された当時、ウラジオストクがLNG輸出港

にしていかなければならない。

を手に入れるとは誰も信じていなかった。これは、アジア

いまガスプロムが直面している問題は、中国に38BCM

に軸足を移すというロシアの転換を示すものであった。し

の市場があったとしても、これが２つの市場で構成されて

かし、油価があまりにも暴落したことから、このような大

いることだ。１つは20BCMの黒龍江、吉林、遼寧の３省、

型プロジェクトはなかなか推進できなくなってしまった。

残りの18BCMの市場は渤海湾、北京、天津、山東省である。

2014年５月、大きな発表があった。東シベリアから中国

３省で20BCMの市場を守ることができても、渤海湾や河

東北、さらに渤海湾を加えた地域への38BCM
（10億立方メー

北などの18BCMの市場は脆弱だ。なぜなら、LNGが海外

トル）
のガス輸出を念頭に入れたシベリアライン
（
「シベリア

から競争力のある価格で入ってくる可能性があるからであ

の力」
）
である
（図２）
。当時、油価は100ドルを維持していた。

る。ガスプロムが中国国家発展改革委員会（NDRC）や国務

この覚書はしかし、法的拘束力がなかった。そしてその２

院にロビーイングしたとしても、自分たちのガスを買って

カ月後に油価の暴落が始まった。ガスプロムはいまや、財

もらえる保証はもらえない。どれぐらい短期間で、どれぐ

政的にもこれを実行するのが難しい状況になっている。

らい効率的に、最低限の財政負担でシベリアの力を開発で

シベリアラインの当初のスキームは60BCMのガスをア

きるかが、このスキームの成功の鍵となる。

ジアに、中国へはパイプラインで、アジア市場にはLNG

中国は、ロシアからのガス供給をどのように考えている

で 輸 出 す る と い う も の で、38BCMは パ イ プ ラ イ ン で、

だろうか。まず、ロシアにはいくつかのLNG輸出の選択

23BCMはLNGでウラジオストクから出す計画であった。

肢がある。しかし、財政的な投資が限られている中では、

しかし、ウラジオストクLNGは、日本にとって非常に高

ヤマルLNGがもっとも可能性がある。中国が積極的にヤ

価なものになってしまう。ガスプロムは、550億ドルの投

マルLNGプロジェクトを推進しているからである。両者

資をこの新しいパイプラインに準備していると言っている

にシナジーが生まれれば、３つのLNGプロジェクトが進

が、これを実行する財政的余裕はない。そこで、ガスプロ

む可能性がある。中ロの関係者の間でファイナンスの点が

ムはこのプロジェクトを段階的に実行できないかと考えて

きちんと合意されれば、十分に成功する可能性がある。

いる。チャヤンダの25BCMと、コヴィクタの35BCM、合

中国のガスパイプライン拡大スキームの話の前に、まず

わせて60BCMの２つの供給源の開発を進めると、中国へ

一帯一路
（図３）
について見てみたい。時間の経過とともに、

38BCMを、23BCMをLNGに回すことができる。ガスプロ

この内容は変わっていくと思う。現在は中東、ヨーロッパ、
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図２ 「シベリアの力」パイプライン

2
Source : Gazprom (2014)

図３

新シルクロード

3

アジアなどが対象であり、ロシアは含まれていない。しか

とって優先度の高いものになってきた。とくにイスラム系

し、中国当局がどういう役割をガスプロムやシベリアの力

の多い新疆地域は大きな問題を抱えている。国務院にとっ

に持っているのかを考えた時、習近平氏自身も間違いなく

て、西部開発は中国と中央アジアの共和国諸国や中東を結

ロシアと中国との関係を強化し、一帯一路にロシアを含め

ぶ意味で不可欠な開発地域であり、パイプライン・ガスの

ていくことを考えているだろう。

ネットワークを新疆地域から沿岸地域まで結ぶ上で重要な

中国は経済政策を積極的に進めてきた。とくにこれまで

のである。

20年間は沿岸地域に十分なインセンティブを提供し、貿易

一帯一路は、LNGの供給多様性をもたらすものとしても

都市として大きく発展させることに成功した。2000年の初

重要なものとなってくる。パイプライン・ネットワークの

め、中国西部についても開発しなければならない、格差が生

開発に、海洋からのLNGの供給をプラスすることによって、

まれた中では社会的な安寧が保てない、という考え方に転

戦略的にガスの供給源を多様化する、という考え方である。

換した。外交問題より国内問題、国内の安定が中国政府に

中国のガスの拡大で最も大切な問題は、中国が2000年で
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表１
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中国の資源別一次エネルギー消費（％）

2000

2005

2015

Coal

69.2

70.8

66.0

Oil

22.2

19.8

17.1

Gas

2.2

2.6

5.7

Hydro, Nuclear & Renewable

6.4

6.8

11.2

Source : CNPC (2015)

図４

中国のガスパイプライン

Source : CNPC (2011)

Natural Gas Pipelines In China
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重庆
湘潭

樟树
赣州
厦门

桂林
南宁

上海

南昌

贵阳

BurmaChina
Pipeline

WE II

武汉

Zhong-Wu

5

Ji-Ning

平顶山

ZhongweiGuiyang Pipeline

WE II Pipeline:
Runs from Horgos to Guangzhou
Covers 14 provinces
Total length = 8,700km,inc.8 branch lines)
瑞丽
Design pressure: 12MPa for west section,
and 10MPa for east section
Line pipe grade: X80
Annual thruput: 30 billion m3
Construction duration:2008—2011

沈阳

秦皇岛

北京

Shaan-JIng

韶关
广州

深圳LNG

5

The dotted line in blue is WE II

69％、2015年でまだ66％、石炭に頼っていることだ
（表１）
。

ガス依存度は2000年の2.2％から2014年には5.7％になって

化石燃料の業界というのは、既得権を持つグループを排除

きた。これをもっと上げていかなければならない。ガスの

することはできない。中国には大きな石炭産業があるので

価格がもっと低ければ、あるいは政策を変えていくことが

段階的に行っていかなければならないことだが、石炭から

できれば、石炭からガスへの移行ができていくだろう。

ガスや再生可能エネルギーにどう移行していくかは最も重

中国のガスの需要見通しは、何もしない場合のシナリオ

要なことである。

で2030年に454BCMとなる
（Paik, 2015）
。ガス生産の見通

これは中国だけの問題ではない。いまだ中国の発電用の

しは、炭層メタンやシェールガス生産が伸び、高めの見通

石炭価格はガス価格の４分の１ぐらいの値段であり、効果

しで2020年に410BCMとなる
（Xu Bo, 2013）。ガス市場の

的な政策で調整が行われなければ、COP21のプロジェク

予測は、保守的な予測で2030年に457.3BCMとなっている

トは成功できないだろう。もし中国が石炭依存度を下げる

（CNPC, 2015）。ガス市場予測で最も優先されるのは輸入

ことが出来なければ、アセアンやインドはどうなるだろう

パイプライン・ガスである。中国のリーダーシップは、ガ

か。これらの国・地域も石炭依存度が高く、COP21を実

スの供給源を多様化しようとしている。

現することはなかなかできないだろう。これらの国・地域

中国の西気東輸パイプライン
（WEP）
は、現在WEP-VIま

は、COP21がOECD諸国のためのものであり、あまり負担

で話が進んでいる
（図４）
。中央アジアの共和国諸国のガス

を負いたくないと考えている。

パイプラインもA ～ Cができている
（図５）
。ガスパイプラ

再生可能エネルギーが大切であることは分かっていて

インのネットワークは幹線が東西を通っているが、沿岸地

も、化石燃料から再生可能エネルギーに１日で移行するこ

域の輸入LNGとはネットワークがつながっていない。北

とはできない。段階的に移行していかなければならず、そ

西、北東、南西からパイプライン・ガスが供給され、LNG

のためにはまずガスに移行することが重要である。中国の

は海から入ってくる
（図６）
。こうした形でガスの輸入ス
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図５

中央アジアのガスパイプライン

Central Asia Gas Pipeline A, B, C and D Line & WEP II and III Line

Source : SASAC ( 2015)

図６

中国のガス輸入ゲート

表２

中国のLNGターミナルの拡大（2015年）

China’s Four Natural Gas Import Gateways

Unit : no. of terminals / volume
Operation

Under
construction

CNOOC

8 / 26.5 mt

6 / 13.5 mt 12 / 33.6 mt 26 / 73.6 mt

CNPC

4 / 10.6 mt

1 / 3.0 mt

5 / 15.5 mt 10 / 29.1 mt

SINOPEC

1 / 3.0 mt

3 / 9.1 mt

6 / 17.9 mt 10 / 30.0 mt

Northeast
Gate

Northwest
Gate

Total

Planned

Total

13 / 40.1 mt 10 / 25.6 mt 23 / 67.0 mt 46/132.7 mt

Source : author's data base

Southwest
Gate

Sea LNG
Gate
7

Source: CNPC 2015

キームが考えられているが、それぞれの比率については言

実際に実行されれば、中国はパイプライン・ガス、LNG

及されていない。重要なのは価格競争力であり、LNGが

の最大の輸入国になる。

安い価格で入ってくることを中国は狙っている。

ロシアは、韓国の李明博
（イ・ミョンバク）大統領が対北

西気東輸パイプラインはWEP-IVまでだろうと私は考え

政策を展開していた2008～2011年の間、ウラジオストクか

て い た。WEP-IとWEP-IVの 供 給 源 は 中 国 国 内 で あ り、

ら北朝鮮、韓国へのパイプラインを促進してきた。イ・ミョ

WEP-IIとWEP-III、WEP-Vは中央アジアからのものであ

ンバク政権の政策は、中国のパイプラインを無視したもの

る。これらに加え、ロシアのアルタイからのパイプライン・

だった。しかし、北朝鮮の金正日
（キム・ジョンイル）最高

ガス
（WEP-VI）が５年後ぐらいに入ってくるだろうことを

指導者が2011年に亡くなってから、北京は大胆にも、威海

中国は否定していない。さらに、やはり５年ぐらい後に、

から韓国へのガス供給の提案をした
（図７）
。しかし３年間、

南シナ海の紛争が激しくならなければ、ミャンマーからの

北京は韓国から肯定的な返答を得られなかった。韓国政府

パイプラインもできるだろう。また、話し合っているのは、

としては、もしこれを受けてしまうと、３年間自分たちが

東北地域の38BCMについてである。

促進してきたものを無視してしまうことになるからだ。朴

沿岸部では現在、13のLNGターミナル（4000万トン）が

槿恵
（パク・クネ）
政権はこれについて何も言っていないが、

操業している。建設中のものが10カ所（2500万トン）
、計画

もし韓国が中国からのパイプラインを伸ばすことに合意す

中のものが23カ所（6700万トン）ある（表２）
。計画中のもの

れば、３カ国のエネルギー協力が初めて実現することにな

が半分でも実行されれば、トータルのLNG輸入量は日本

る。

の輸入量より大きいものになる。これらのプロジェクトが

韓国にパイプライン幹線が入ってくることになれば、釜
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図７ to朝鮮半島へのロシアのガス供給案
Russian gas supply
the Unified Korea

Option 3

Option 2

Option 1

9

Source : Chatham House (Nov 2015)

山から九州までの距離を考えると、日本はLNGに加え、

により、ひとつのハブを創っていくことができると思う。

パイプライン・ガス供給の利益も受けることができるよう

日本、韓国、中国、タイ、インドといったアジアの買い手

になるかもしれない。日本と韓国は、LNG産業が成功し

がステークホルダーとなることによって、大きな影響力を

たことにより、逆にアジア・プレミアムというデメリット

行使できるようになる。これは供給者のゲームではなく、

を受けている。国際大手石油会社にとっては、高値のアジ

買い手のゲームなのである。中国とロシアのガス協力自体

ア・プレミアムが下がっては困るが、彼らの供給先として

が供給の選択肢を多様にしており、中国にとってロシアの

他には中国があるだけである。中国にとっては、国内にガ

ガスは多様化の一部になっている。

スがあり、WEPというパイプライン・ガスもあり、あと

なぜ中国とロシアのガスパイプライン協力をサポートす

はLNGだけである。価格が高すぎるが、中国は財政的な

るのか、とよく聞かれるが、これは供給者のためではなく

負担を負ってこれを実現しようとしている。しかし、中国

消費者のためなのである。イデオロギーの対立や宗教の対

だけでは負担が大きすぎる。威海－韓国、韓国－九州のパ

立ということが言われるが、その対立の中心にあるのはマ

イプラインが実現すれば、象徴的な多国間協力が実現でき

ネーゲームである。アジアの消費国は供給者に対して多く

るし、これを梃子として、消費国同盟をつくることができ

のお金を払い過ぎてきた。これまでのやり方を考え直し、

る。さらに、中国と韓国はともに、北朝鮮の核に対して交

消費国としての立場を守っていかなければならない。私の

渉力を持つことができる。そういう意味で、図７は非常に

著書の終章にも書いたことだが、もっとも大切な中国とロ

重要な意味を持っていると思う。しかし、残念ながらソウ

シアのガス協力のポイントとは、それがアジアの買い手の

ルから北京への色よい返答はまだない。

助けとなっている、ということである。LNGの生産者が

中国へのLNGの主な供給源は、現在のところカタール

状況を勝手に決めるようなことがなくなれば、消費国のた

の7700万トンである。次がオーストラリアだが、今後３～

めになる。ヤマルLNGやアフリカ東部LNGの開発など、

４年ぐらいで8000万トンぐらいになるだろう。それに加え

多様な供給があることはアジアの消費国にとって幸せなこ

て、アメリカのLNG供給が6000万トンから１億トン程度

となのである。

にまで増えてくる可能性がある。中国は供給源を多様化し

強調したいことは、北東アジアには真の意味での多国間

たいと考えており、ヤマルLNGやアフリカ東部のLNGに

協力はないと言われるが、われわれは新たな協力を導入し

も注目している。

ていくことができる。エネルギーをその新しい協力のツー

現在、石油価格が下落しているが、アジアの消費者とし

ルとして、北東アジアに導入していくことができる、と考

てはエネルギー源の多様化は非常に重要だ。地域的な協力

えている。
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