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概要 

 筆者は 2019 年 8 月から 9 月にかけて、米国国務省が実施する IVLP（International Visitors 

Leadership Program）に参加した。エネルギーセキュリティをテーマとして、連邦政府、州政府、

郡政府、市政府などの政府関係者、エネルギー事業者、NGO、シンクタンクなどを訪れ、政策面、

事業面に関するディスカッションを行った。それらを通じて筆者は、米国ではシェールガス革命

にとどまらない“エネルギー革命”が断続的に起こっており、これからもその状況が続くと感じた。

今後、この“エネルギー革命”は、米連邦政府の気候変動政策や、保守地域におけるエネルギー転換

など、米国に広く影響を及ぼすと考える。 

 

1. IVLPの概要 

IVLP（International Visitors Leadership Program）は米国国務省が米国外の専門職を対象に実

施するプログラムで、特定のテーマに沿って米国各地を訪問し米国の実情を学ぶと共に、関係者

とのネットワーク構築を目指すものである[1]。2019 年現在、およそ年間 5000 人が世界中から招

待され、複数国の参加者によって構成されるプログラムもあれば、1 か国の参加者のみで構成さ

れるプログラムもある。今回、筆者が参加したプログラムのテーマは「エネルギーセキュリティ」

であり、日本人メンバー4 名によって構成されるプログラムであった。 

この 10年で米国のエネルギー事情は大きく変わった。その一つがシェールガス革命、もう一つ

が自然エネルギー革命であり、その背景に気候変動問題がある。今回のプログラムでは、以下 5

都市を訪問し、その現場に触れる機会を頂き、その状況を実感した。 

・ワシントン D.C. 

・ペンシルベニア州ピッツバーグ 

・テキサス州サンアントニオ 

・メイン州ポートランド 

・マサチューセッツ州ボストン 

 ワシントン D.C.では、エネルギーや電力事業を主管する官庁や連邦議会下院の委員会事務局、

エネルギー・環境関連政策に影響を及ぼす業界団体、シンクタンク、NGO 等を訪れた。 
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ペンシルバニア州では州、郡、市政府および大学や国立の研究機関などの関係者と面会した。

ペンシルベニア州はシェールガス開発が盛んな州で、生産量はテキサス州に次ぐ 2 番目である

（2018 年実績[2]）。さらに、訪問したピッツバーグ市周辺はウェスティングハウスが本社を構え

る、原子力産業が盛んな地域の一つである。 

テキサス州では市政府、機関投資家、米軍、大学、地元電力事業者などを訪れた。テキサス州

は電力の系統運用が他州から独立している特徴がある。また、2000 年代から風力発電所を積極的

に導入し、年間発電量の 18%以上が風力発電によって賄われていると共に、時間帯によっては電

力需要の 50%以上を風力発電が供給している日もある（2018 年 12 月 27 日実績など[3]）。さら

に、電力市場制度は容量市場を持たない、米国内でも独特の制度も知られている。 

メイン州およびマサチューセッツ州では、州政府、発電事業者および業界団体、NGO、研究機

関などを訪れた。両州はニューイングランド地方と呼ばれる東海岸に位置し、シェールガスなど

化石資源が賦存しない地域にあたる。電力市場は古くから自由化され、水力や風力を中心とした

自然エネルギー開発を行うと共に洋上風力設置のための拠点港を整備するなど、自然エネルギー

に積極的な地域である。 

 今回のプログラムは 2019 年 8 月 18 日から 9 月 8 日までのおよそ 3 週間、計 33 回の公式面談

を米国務省および各地域のコーディネーターに設定頂いた。あらかじめ希望していた地域や企業

への訪問が叶わなかった場合もあるものの、総じて多面的な話が聞けたと思う。また、期間中は

2 名の日本語通訳者が同行し、英語での意思疎通の不足を補って頂いたことで、スムーズなコミュ

ニケーションが実現できた。 

 

 

図 1. 訪問先での面談の様子 

（左：米連邦下院エネルギー商業委員会事務局、中：FERC、右：シェールガス井） 
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2. 米国のエネルギー政策体系 

米国のエネルギー政策体系をあらためて整理する。米国は国の成り立ち上、各州政府はそれぞ

れ憲法を有し、独自の政治、行政、司法システムを構築している。そして、州域および国境を超

える事案が連邦政府所管となる。エネルギー政策についてもその考え方は同様である。以下、連

邦政府レベル、州レベル、基礎自治体レベルについて分けて記述する。 

 

1) 連邦政府レベル 

エネルギー政策において、連邦政府レベルで重要となるのは主に 5つの官庁である。 

・DoE（Department of Energy）：エネルギー省 

・FERC（Federal Energy Regulatory Commission）：連邦エネルギー規制委員会 

・EPA（Environmental Protection Agency）：環境保護局 

・DoS（Department of State）：国務省 

・DoT（Department of Transportation）：運輸省 

DoE は日本の、資源エネルギー庁、NEDO、産総研、原子力機構などを合わせたような組織に

相当し、技術開発・研究開発や導入促進プログラムの実施、合衆国と他国とのエネルギーに関す

る許認可などを行う。国際送電線や国際パイプラインなどについては DoEの担当となる。 

FERC は日本で言うところの電力・ガス取引監視等委員会に相当するが、卸市場規制、州をま

たぐ送電線の許認可および託送料設定、予備力など電力の信頼性確保基準の策定、水力発電所な

ど河川関係の許認可などを担当する。また、州をまたぐガスや石油パイプラインについても担当

している。 

EPA は日本の環境省のうち、環境規制を担当する部門に相当し、全国大で取り組むべき規制の

策定などを行っている。ただし、実際の EPAの事務は、日本でかつてあった「機関委任事務」の

ような形で州政府が担っているものもある。 

DoS は日本の外務省のカウンターパートであるが、資源外交まで担う点が特徴である。従い、

日本の外務省と資源エネルギー庁の一部が合わさったような役目となっているとみられる。 

なお、他にDoTは、パイプラインの安全に関する規定や運用なども担当しており、それ以外に、

BOEMRE（Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement：海洋エネルギー

管理・規制・執行局）やDoI（Department of the Interior：内務省）なども一部、洋上ガスパイプ

ライン関連の許認可等で関わる場合もあるとのことである。 
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2) 州レベル 

州のエネルギー政策は、各州の考え方によって、全く様相が異なるのが米国の特徴である。各

州は連邦政府が設定した基準を満たせばそれ以上の水準の規制などを設定することが許される。

例えば、大気環境規制であれば、EPA が設定する基準以上の規制を各州が独自に設定することは

問題なく、カリフォルニア州の ZEV 法などはその一例である。電力事業制度に関してもその考え

方は同様である。 

電力事業における小売自由化状況を図 2 に示す。2019 年 9月現在、小売販売が自由化されてい

る州は、17州およびワシントン D.C.であり、カリフォルニア州のように部分自由化に留まってい

る州もある。また、州として全面自由化が行われているものの、発電、配電、小売を一体で担う

垂直統合企業が特定エリアに存在し、そのエリアのみ自由化されていない場合などもある。 

 

図 2. 小売電気市場の自由化状況 [4] 

系統運用について、連邦政府は FERCの Order888 およびOrder2000 によって ISO/RTO 方式

の採用を推奨している。図 3 はそれら ISO/RTO も含めたバランシング機関の地理的範囲および

その大きさを図示したものである[5]が、PJMやNew England ISO のように複数の州にまたがっ

た RTO が組成される場合もあれば、California ISO、NewYork ISO、ERCOT のように、一つの

州内で ISO が設立され、系統運用が行われる場合もある。ISO/RTO は卸電力取引を行う機能を

有し、容量市場を開設している場合もある。 

その一方、テネシー州やジョージア州のように小売自由化を行わず、ISO/RTO も設立せず、垂

直統合事業者が州内全域で事業を行っている場合もある。他にも、複数の垂直統合事業者が州内

で事業を行っているノースカロライナ州、サウスカロライナ州、ワシントン州のような事例もあ

る。 
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図 3. 米国のバランシング機関とその地理的範囲 [5] 

 

自然エネルギー導入施策についても、RPS、Net Metering、FiTなど州によってさまざまな制度

が存在する。例えば、マサチューセッツ州は土地の有効利用なども含めた SMART という名称の

新たな太陽光発電所向け固定価格買取プログラムを始めており、また、ペンシルベニア州は太陽

光発電導入を促進する計画に基づいた取り組みを行っていた。なお、米国において既存の電力事

業者以外の新たな発電事業者の参入が認められるようになったのは、カーター政権時の 1978 年

に制定された PURPA（公益事業規制政策法）という連邦法が起点となっており、これについては

日本語文献等でも紹介されている（例えば、参考文献[6]など）。余談だが、PURPAが自然エネル

ギーを含む分散型電源の導入にどのような役割を果たしたか連邦議会下院エネルギー商業委員会

事務局にてヒアリングした際、関係者一同、この法律の影響がいまだに大きいと口を揃えておっ

しゃられた点は印象深かった。 

 

3) 基礎自治体レベル 

州にはそれぞれ County と呼ばれる自治体（日本語では一般的に郡と訳される場合が多いが、

ここではあえて County と表記する）が複数設定され、選挙で選ばれる複数人の Commissioner が

立法および行政を担う統治機構となっている。ただし、County の行政制度は州によって大きくと

異なるようである。市や Town などの基礎自治体は County の中に含まれていることが多いもの

の、County に属さない独立市や複数の County を含む市も存在する。また、基礎自治体は、地域

によって、Town、Township、Borough（ボロ）など様々な呼称があり、Commissioner も 3人の

場合もあればそれ以上の場合もある。なお、市の場合、市長と市議会議員は別々の選挙で選ばれ

るが、County や市以外の基礎自治体において、日本のように首長と議会が別々に存在する場合は

あまり多くないようである[7]。 
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エネルギー政策のうち、電力事業については、Countyや市が重要な役割を果たす。図4はCounty

ごとの配電事業者を示したものである。ニューイングランド諸州やカルフォルニア州のように、

州のほぼ全域を民間事業者が配電事業を行っている場合もあれば、ほとんどが公設配電網もしく

は協同組合形式となっている州、様々な形態の事業者が複雑に入り混じっている州など様々なパ

ターンがある。今回訪問したテキサス州の場合、電力の小売事業は自由化されているものの、サ

ンアントニオ市では発電から小売まで垂直統合された事業者のみが電力の小売を行っていた。サ

ンアントニオ市以外にも州都オースティン市などもの形態を取っており[8]、電力の小売販売が自

由化されているからと言って、州全域が同じような状況と言えない一例である。 

 

図 4. County 毎の小売事業者の状況（民間・公設・協同組合の区別を示す）（FERC 資料） 

 

基礎自治体や County は徴税権を有している点もポイントである。エネルギー政策に関して、

基礎自治体や County は固定資産税などを住民や事業者に課すことができ、例えば、今回訪れた

ペンシルベニア州では州法によってシェールガス井に対する基礎自治体および County による課

税が認められていた。そのため、シェールガス開発が、地域の税収増と雇用創出の 2 つの視点か

ら重要な産業とみなされ、地方政治家にとっても党派と関係なくシェールガス開発を推進する立

場が取られている場合もあった。シェールガス開発については、水質汚染や地震発生など様々な

社会問題があり、それらを懸念する声があることを理解しつつも、私たちが訪れた地域では、地

元への恩恵がそれら懸念を上回っているように見えた。その一方、直接的な恩恵を受けず、環境

被害のみを受ける開発地以外の関係者などからは、シェールガス開発に対する懸念も示され、新

たな地域間対立も生じていた。 
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3. シェールガスと自然エネルギーがもたらした米国内エネルギー市場の急速な変化 

近年の米国全体の変化を大きな視点から理解するため、筆者は今回のプログラム全体で 2 つの

共通質問を各訪問先で行った。一つは、「米国のエネルギー政策およびビジネスに関わるエキス

パートが注目するエネルギー資源や技術は何か」、もう一つは、「シェールガスや自然エネルギー

の拡大が、米国東南部州のエネルギー政策に影響を及ぼす可能性があるのか」である。 

前者については、関係者が注目する資源や技術を理解することで、米国の現状の深堀りと今後

の動きを理解できると考えた。なお、筆者は、シェールガス、太陽光発電、陸上＆洋上風力発電

が注目されていると当初、想定した。後者については、安価なシェールガス生産の拡大と自然エ

ネルギーの導入拡大が、石炭発電の比率が伝統的に高い南東部の諸州にまで影響を及ぼしている

のではないかと考えた。米国南東部は一般的に保守的と言われ、伝統的に共和党支持層が多い。

すなわち、それらの州のエネルギー政策が変わることは、米国全体の気候変動政策にまで影響を

与える可能性もあると考えた。 

筆者が行った質問に対する結論を先に述べると、前者は天然ガス火力発電、太陽光発電、さら

に、蓄電池技術が注目されている資源および技術であった。後者については、これまで石炭発電

を主軸とした州においても、既にシェールガスと自然エネルギーとが大きな影響を与えており、

今後、政権交代が起こらなくても、米国の気候変動政策が大きく転換する可能性があるとの結論

に至った。併せて、気候変動に対する強い懸念が党派を問わず広がっていることを実感した。 

以下、1)シェールガス開発、2)自然エネルギーの導入拡大、3)石炭および原子力発電所の市場

退出、4)系統投資抑制のための太陽光発電・蓄電池・省エネ技術、5)気候変動に対して広がる強い

懸念、の順で述べる。 

 

1) シェールガス開発 

 2010 年代より米国ではシェールガスおよびタイトサンドオイル（シェールオイル）の開発が広

がり石油およびガス価格が低下した。その結果、米国の原油指標ウエスト・テキサス・インター

ミディエート（WTI）は世界の他の原油指標と乖離し始め、米国産原油を輸出しようとする圧力

が高まる。1975 年に制定されたエネルギー政策及び保全法（Energy Policy and Conservation Act：

EPCA）に基づき、米国は石油輸出を厳重に管理してきたが、市場からの要請も受け、輸出解禁を

行う旨の議論が連邦議会で行われる。その結果、2015 年に輸出解禁措置がとられ、米国産原油の

輸出が開始される。なお、米国は 2020年に輸出と輸入を差し引いたネットで石油の純輸出国とな

る見込みである。 

一方、二章で述べたとおり、シェールガス開発は環境の観点からさまざまな問題が指摘されて

いるものの、税収増や雇用創出効果の恩恵を受けられる地域において開発がより積極的に促進さ

れる状況となっている。とりわけ技術面の著しい進歩がそれを後押ししていた。これまで、油田

やガス田の掘削は 1 日 100m 程度で十分速いとされたが、米国のシェールオイル・シェールガス
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開発では最大 1 日 2000m 程度の水平掘削が可能になるまでに至っていた[9]。実際に、私たちが

訪れたシェールガス田では、18000 フィート（およそ 5400m）の水平井戸が 2～3 週間で掘削完

了すると開発会社より説明を受けた。これらの技術進展はガス田開発に係る工数を大幅に削減し、

短期間に複数本の井戸を掘ることができることにしていた。その結果、生産コストは 1～

2USD/MMBTU まで下がり、その余波は日本にも影響を及ぼしている。例えば、東日本大震災後

13USD/MMBTU まで高騰した LNG 価格は、近年夏場においてスポット市場において

5USD/MMBTU 程度まで下がり、この 8 月は 4.7USD/MMBTU となった[10]。 

全米屈指のシェールガス生産地であるテキサス州 Permian では、シェールオイルの随伴ガスと

してシェールガスが生産されている。しかし、ガスを需要地に送るパイプライン容量が不足して

いるため、2019 年 4 月にはネガティブプライスも観察されている（図 5 中のWaha）。すなわち、

ガスを燃やして捨てた方が経済的という状況まで至っている。私たちの訪問時も、テキサス州内

陸部でガスフレアを度々目にした。現在、メキシコへのガス輸出増加や、テキサス州内のパイプ

ライン増設の動きも進められているとのことであり、LNG として海外への輸出を拡大したいとの

思惑も伺った。このような状況から、米国のシェールガス価格は低位で推移している。 

 

図 5. Permian ガス田のある Waha と Henry Hub の天然ガススポット価格 [11] 

 

2) 自然エネルギーの導入拡大 

 米国において自然エネルギーの導入をけん引しているのは各州の RPS（Renewable Portfolio 

Standard）制度である。図 6は各州が設定した自然エネルギーの導入目標であるが、2030 年頃を

目安として 50%前後の目標設定としている州も見られ、自然エネルギー導入を促進している。さ

らに、テキサス州のように、送電網整備と合わせて実施したケースもある。テキサス州では RPS

の設定に合わせ CREZ と呼ばれる風力発電導入拡大のための送電線増強プロジェクトを行った

[12]。CREZ は同州内の風力発電設備の導入を促し、2019 年時点の同州内の風力発電設備容量は

21GW 以上に至った[3]。なお、同州の最大需要が 70GW 程度であることを考慮すれば、風力発
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電所の導入量の多さは注目に値する。ただし、近年 CREZ においても、風力発電導入拡大に伴っ

て送電混雑が発生し、また、同州北西部の発電が夜間に多く昼間需要とミスマッチとなるケース

も散見され、問題視され始めていた。 

 

図 6. RPS 制度による調達量目標値 [14] 

3) 石炭および原子力発電所の市場退出 

シェールガスおよび自然エネルギーの導入拡大に伴い、米国では石炭および原子力発電所の市

場退出が進んでいる。米国では、図 3 で示したバランシング機関内で電源間競争が行われるが、

他の発電所との競争に負けた場合、その発電所は市場撤退を余儀なくされる。 

今回、私たちはウェストバージニア州にある 700MW 超臨界石炭発電所（Longview 発電所）を

訪れたが、その際、PJM 内における同発電所のディスパッチコストを示していただいた（図 7）。

それによると、既存石炭発電所の kWh ベースの発電コストは軒並み天然ガス発電より高くなって

いた。訪問した発電所では、発電所から 7 マイルの位置にある炭鉱（坑内掘り）から上質の亜瀝

青炭を供給し、超臨界ボイラを備えた発電設備であるが、そのような好条件であっても、訪問し

た翌週には天然ガスを石炭に混ぜてボイラで燃焼させる準備を進めており、天然ガスの安さの前

に石炭発電所はその運用まで変え始める実態を目の当たりにした。 

さらに、現在稼働している米国の石炭発電所の多くが 1970 年代に建てられたものであり、運転

開始後 40～50 年経過した発電所を改修して使い続けるか、新たに天然ガス火力発電所を導入す

るかの議論なども発電事業者等において行われていることも伺った。少なくとも今回の訪問中に

石炭発電所の代替に天然ガス火力と自然エネルギー以外が選択される話を聞くことはなかった。

それと言うのも、将来、カーボンクレジットなどが課された場合、超臨界圧以上のボイラ技術を

用いたとしても、石炭発電所は採算が合わなくなる見込みが高いとの事である。なお、上述の

Longview 発電所においても、石炭発電所の敷地内に天然ガスコンバインドサイクル（1200MW）

および太陽光発電所（50MW：ペンシルベニア州 RPS 適用）の建設準備を進めていた。 
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図 7. PJM におけるディスパッチコストと Longview 石炭発電所の現状 [15] 

 

ところで、今回の面談において、米国南東部諸州の電力事業者から直接話を伺うことは出来な

かったが、それら電力事業者と共同研究等を行っている研究者やシンクタンク等からは話を伺う

ことができた。それによると、天然ガスおよび自然エネルギーシフトは、南東部諸州の電力事業

者においても起こっていると伺った。それら地域は米国北部に比べ水力などの自然エネルギー資

源が豊富とは言えず、一方で石炭へのアクセスが容易であったことから、伝統的に原子力発電お

よび石炭発電の比率が高い特徴がある。しかし、それら地域でさえ、シェールガスおよび自然エ

ネルギーが経済的優位になっているとのことである。 

図 8に、それら諸州における過去 10年の石炭発電所による発電比率を示すが、ウェストバージ

ニア州を除き、石炭発電所による発電比率が軒並み低下していることが見て取れる。また、石炭

発電所は出力を落とすことによって発電比率が下がっているのではなく、実際に市場退出が進ん

でいる。図 9に、それら南部諸州において市場退出している発電所を示すが、過去 10年で 24GW

近くの石炭発電所が閉鎖されている。 



11 

 

 

図 8. 米国南部諸州における石炭発電比率の推移（自然エネルギー財団作成）[15]  

 

図 9. 米国南部諸州における石炭発電所の市場退出（BNEF データを元に自然エネルギー財団作成） 

 

石炭発電所と同様、原子力発電所においても市場退出が進み始めていることを今回の訪問にお

いて随所で伺った。2011 年の福島第一原子力発電所事故に伴い、米国原子力規制委員会（NRC）

は安全対策強化の指令を出し、2016 年までに履行することを求めた。そのような状況下に、上述

のシェールガスおよび自然エネルギーの導入拡大が起こり、卸電力価格が低下し、原子力発電所

の運転終了圧力が高まったことが背景にある。表 1 は 2013 年以降に運転終了した原子力発電所

と今後運転終了する予定の原子力発電所を示したものであるが、既に 7炉の運転が終了、さらに、

12炉の運転終了が見込まれている[16]（2019 年 1月時点）。これら発電所の多くは卸電力市場に

おいて競争が行われているエリアに位置し、卸電力取引（kWh 価値）および容量取引（kW 価値）

の双方を含めても収益が十分ではないことが、運転終了につながったとみられている。 
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一方、今回の訪問直前に、オハイオ州で原子力発電所を支援する法案が可決成立し、表 1 のう

ちの Davis Besseおよび Perry の両発電所の早期閉鎖指示が撤回されたようである。ほかにニュー

ヨーク州、イリノイ州、コネチカット州、ニュージャージー州においても原子力発電所を支援す

る法案が既に成立している。米国においては、原子力発電の特徴の一つとされる経済性について、

既に競争力が無くなってきており、州政府等の支援なしで原子力発電を運転することの難しさが

浮き彫りになりつつある。なお、米国南東部の諸州の垂直統合事業者は、原子力発電所について

ネガティブではないとのことであり運転を終了させるといった話は、今回の面談範囲内で聞くこ

とはなかった。 

表 1. 運転終了ないしは運転終了予定の原子力発電所（自然エネルギー財団作成）[16] 

 

 

4） 系統投資抑制のための太陽光発電・蓄電池・省エネ技術 

今回の訪問において、多くのエネルギー事業者や研究者が太陽光発電の導入拡大を志向してい

た。この背景には、大きく２つの側面があった。一つは、太陽光発電導入コストの低下、もう一

つは、ピーク需要拡大抑制効果への期待である。米国では、人口増加に伴う電力需要の増加、も

しくは設備の老朽化、のいずれかの理由により、新たな系統設備増強が求められる場合がある。

どちらの理由であっても、既存の系統設備を有効活用し投資を抑制することは、低い電気料金を

維持するために有効である。その観点から系統投資抑制手段として太陽光発電が注目されていた

のである。 
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例えば、需要が増えている地域ではピーク需要を抑えることで系統設備の増強が不要となるこ

とから、太陽光発電やスマートビルディングの導入に対しインセンティブが働く。また、設備が

老朽化している地域では、停電に対するレジリエンスの観点から太陽光発電と蓄電池の導入に関

心が高まる。いずれの場合も、太陽光発電の導入コストが著しく下がってきたため、その導入が

積極的に取り組まれてきたと言えよう。なかでも、テキサス州サンアントニオ市では市政府レベ

ル、研究者レベル、事業者レベルに加え、米軍も協力して太陽光発電の導入を進めており、今後、

蓄電池を備えた設備導入なども進めていくとのことであった。スマートビルディングについても

連邦レベルにおいて導入促進予算が組まれ、配電網への追加投資が難しい地域において積極的に

活用されている事例を見ることができた。 

 

5) 気候変動に対して広がる強い懸念 

 本章冒頭の 2 つの質問のうち、2 点目に関連する気候変動問題に関して、オバマ政権時にパリ

協定への参加が決められた。その後、トランプ政権はパリ協定脱退の方針を示した。このような

経緯から、一般的に、民主党支持層が気候変動対策を支持し、共和党支持層は気候変動対策に対

して懸念を持っているとされる。しかし、今回米国で様々な方にお会いしお話しを聞く中で、そ

の区分は正確でなく、共和党支持層においても気候変動対策を考慮する必要があるとの認識が広

がっているとの話を聞く機会が何度かあった。ある保守州の都市において、州全体としては共和

党を支持するものの、その中の都市は気候変動対策に強くコミットしている場合もあった。この

ような、いわゆる非国家アクターの積極的な取り組みの話も数多く伺った。この動きの背景には

ハリケーンを代表とする自然災害や、干ばつによる水不足など、身近なところで起こる被害への

懸念があった。 

奇しくも、私たちの米国滞在時もハリケーン「ドリアン」がバハマを襲い、2500 人以上が行方

不明との報道が連日なされていた。これら災害の増加は、気候変動に否定的であった層に対して、

少なくとも気候変動対策に No とは言わないとの流れを作りつつある。さらに、「トランプ大統領

が何を言っても、石炭産業は既に競争力を失っていることは抗いようもなく、次の大統領選挙に

おいて石炭政策は争点にさえならない」と言われる方もいた。その真偽はともかく、競争力と雇

用創出効果を有するシェールガスと自然エネルギーの前に石炭関連産業を守ることの意味がなく

なりつつあり、それは今後、連邦政府レベルが気候変動対策へコミットする下地となっていくの

ではないだろうか。 

他にも、上述の南東部諸州やそれら州の電力事業者が、気候変動に対してどのような手を打つ

必要があるのか、また、カーボンクレジットが付加された場合、どのような対策を打つべきなの

かなどの検討に入っているとの話も伺った。それら検討は大学やシンクタンクと共同で行う場合

もあり、石炭発電が伝統的に強かった地域でさえ、気候変動対策による政策変更を無視できない

状況に至っていることを認識させられた。さらに、垂直統合事業者の場合、一旦意思決定が行わ

れると、思った以上に早くエネルギー転換が起こる可能性もあると述べる大学関係者もいた。 
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4. さいごに －米国のエネルギー革命の光と影－ 

今回の訪問を通じて、シェールガス革命および自然エネルギー革命が米国に低価格のエネル

ギー供給をもたらし、さらに、石油輸出の解禁によって米国がエネルギーの輸出国にまで至って

いる現実を理解した。その反面、様々な別の側面をも生み出していると伺う機会もあった。例え

ば、米国の現状がイランへの経済制裁強化などに繋がった可能性の指摘もあった。あるワシント

ン関係者は、イランからの原油禁輸措置の背景に、サウジアラビアなど他国からの十分な供給力

と、米国内で石油供給に不安が無いことがあったとの見解を持っていた。すなわち、米国のエネ

ルギー革命はイランの経済制裁による中東の緊張の高まりに何らかの影響を与えた可能性もある

という事である。 

また、米国内において発電所が設置される州や基礎自治体、シェールガス生産を行う州や基礎

自治体は、雇用や税収の面で恩恵を受ける一方、発電所が閉鎖される地域、炭鉱が閉鎖される地

域では、関連雇用が失われ、場合によっては、シェールガス生産に伴う大気汚染リスクおよび水

質汚染リスクも併せて被る地域も別にあるとわかった。さらに、発電所建設、シェールガス生産

に伴って経済的利益を受ける事業者は地元事業者ではなく、遠く離れた国や州の事業者ではない

かとの懸念も何度と聞いた。そのような懸念があるにも関わらず、シェールガスの開発が急速に

進み産業構造が一気に変容している様は、一部の人たちに対し不満や不安を与えていることも目

にした。 

自然エネルギー発電所への投資に関しては、太陽光発電設備や風力発電設備の大幅な価格低下

に加え、RPS 制度と TAX CREDIT などの税制優遇政策が投資を呼び込む重要な役割を果たして

いる点も理解した。そのため、TAX CREDITが切れた後、新たな投資を見込めないのではないか

との予測も伺った。一方、自然エネルギー発電コストは近年著しく低下しており、TAX CREDIT

等の政策誘導が無くても導入は拡大するとの見通しもある。 

 大規模集中型発電所への投資に関しては、例えばテキサス州サンアントニオ市の垂直統合企業

の例は参考になるかもしれない。2018 年、石炭発電所の閉鎖を決定した際、代替とする発電所を

天然ガス火力発電とする意思決定を行ったが、今後は天然ガス火力発電であっても大規模投資に

はリスクが伴うと考えていた。それは、太陽光発電の価格低下や、蓄電池のブレークスルーの可

能性を考慮すれば、天然ガス火力発電であっても座礁資産化する可能性を否定できないとの判断

からである。この 10年で起こったシェールガスと自然エネルギーによるエネルギー革命が、その

ようなマインドを育んだようであり、今後、電源はより分散化の方向へ進むと考えていた。 

 以上のように、シェールガスと自然エネルギーによる“エネルギー革命”は様々な事象を引き起

こしてきたが、圧倒的な経済性と気候変動に対する要請から、この動きは今後も引き続き進展し

ていくと見るべきであると著者は考える。そして、さらなる技術革新が起これば経済性はさらに

向上し、それまでの各技術の弱点をも克服していく可能性もある。結果的に、シェールガスは石

炭発電を置き換え、自然エネルギーの導入率は増え続けるだろう。そして、遠くない将来、米国

を、気候変動対策を推し進める一員に押し上げる可能性も否定できない。いずれにせよ、米国で
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進むエネルギー革命は、各州レベルにとどまらず全米全体に波及し、州や連邦のエネルギー政策

を大きく変えていく可能性を強く感じた。今後の米国の動きに引き続き注目していきたい。 

 

おまけ．サンアントニオ市のラーメン店「木村」にて 
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