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金融・環境の危機の中で機能不全に陥る米国の政治経済
アンドリュー・デウィット

はじめに
〜

年の間に, 金融危機に対して全世界に投入された計

兆ドルの景気対策のうち,

億ドルがグリーン支出や租税特別措置に当てられており, 米国と中国が, そのうちの
を占めている｡ しかしこのようなグリーン刺激の雇用創出効果は, 市場の多くの ｢歪み｣ ―例
えば, 化石燃料を支える補助金 (全世界で

億ドル) やわずかな環境価格政策と規制等―

によって弱まっている｡ 同時に, エネルギーコストの高騰に伴う関連品価格の高騰や排出量の
一層の増加により, 持続可能な経済成長を支える真のグリーン・ニューディールは必要不可欠
と強調されている１)｡
こうしたなか, グローバル経済の先陣を切るはずの米国は様々な障害を抱えており, 緑の産
業革命を起こすリーダーシップを十分に発揮できていない｡ 米国が石油時代の代表国として抱
える問題は, エネルギー転換を妨害する既得権益の障害や産業構造の転換を促す産業政策を公
的部門が実施する伝統が根付いていないことに起因する｡ 金融分野及び環境エネルギー分野の
｢変革｣ を公約したオバマ政権は, 当初の期待に応えられていないのである｡ 今後, 新しい産
業の成長を促進する金融制度を整えなければ, 緑の産業革命の劇的な拡大は期待できないだろ
う｡ 既得権益に固執する業界や野党, 保守系の有権者等は, ｢変革｣ に抵抗している｡ 政権に
影響を及ぼすこれら既得権益の他に, もう一つの本質的な問題がある｡ それは, オバマ政権の
戦略である｡
金融改革を阻害しているのは, ホワイトハウスの寡頭政治化である｡ ウォール街の代表者が
政策の決定過程に直接参加し, 金融改革の選択肢を制限することで, 多くの専門家が支持する
ような必要不可欠な政策作成は行われていない｡ 特に, 大きすぎて潰せない問題 (
) は益々悪化している｡
１) エドワード・バービアー
(

年, ケンブリッジ大学出版) と ｢
｣ (

年)

を参照
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一方, 環境エネルギー改革の場合, 金融改革で問題となった寡頭政治化は, それほど目立っ
てはいない｡ むしろ, オバマ等は幅広いコンセンサスを元に ｢変革｣ を推進している｡ しかし,
石油時代を代表する米国において, エネルギー産業の社会経済的な役割は大きく, 議会等での
影響力が高いため, オバマ等が, 幅広い多くの既得権益が賛成できるような変革を進めようと
することにより, 増分主義型のアプローチに至っている｡ こうした背景から, 環境・エネルギ
ー危機に対応する為の, 必要不可欠なエネルギー転換を達成出来るかどうかが, 今後の焦点と
なっている｡
大手金融機関の規模がますます拡大しているのを見れば, 利益が一部の金融機関に集中して
いるにも拘らず, コストは分散している構造になっていることが分かる｡ また, 利益を受ける
既存産業のロビー活動へのインセンティブは非常に強い｡ その一方で, コストを負担している
他の産業や一般の有権者には, この問題を解決し, 持続可能な金融・エネルギー経済構造を創
造するための改革案を作成・導入するインセンティブは比較的弱い｡
オバマ等は, 誰もが賛成できるような ｢変革｣ を謳っているが, 石油時代を代表する国なら
ばより大胆な ｢変革｣ が必要である｡ 議会はエネルギー転換に消極的なため, オバマ等による
積極的なリーダーシップが必要である｡ しかし, ｢変革｣ という約束を掲げ, 大きな期待を受
けたオバマ政権は,

年時点において, 現実的な ｢変革｣ を促してはいない｡

危機の背景
大恐慌以来の

年に１度の危機によって ｢新自由主義｣ の時代は終わった２)｡

４日の米国大統領選挙で勝利したバラク・オバマは,

年１月

年

月

日の大統領就任演説で,

｢私たちは危機のただ中にいる｡ 戦時中 (イラク, アフガニスタン) であり, 経済はひどく弱
体化している｣ と述べている｡

年の大統領選挙キャンペーン中に, エネルギーと金融部門

を中心とした ｢変革｣ を公約し, オバマと同様に ｢変革｣ を重視した政治家も多数勝利を収め
た｡
大型な ｢変革｣ が必要だと考えられた理由の１つは, 金融デリバティブなどの複雑な証券化
商品の取引を進めた投資銀行と ｢影の銀行システム｣ の膨張によって, 米国の

に占める

２) 危機に陥る世界経済の流れに関する議論のうち, ユーラシア・グループ代表のイアン・ブラマーは,
(
年, ポートフォリオハードカバー出版) で, 今後の世界政治経済の特徴を, 国と政権の安定が強化さ
れる国家資本主義と, 企業の利益を最大化する自由主義経済の競争であると位置づけている｡ これに
対し, クライド・プレストウィズは,
(

年, フ

リープレス出版) で, 自由主義は単なる妄想であり, 対立は公共部門を中心に長期的経済戦略を生み
出す国々と, 生み出せない国々との間にあると主張した｡
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金融セクターの割合が

％にまで増加したことである｡

年のバブル崩壊後, レバレッジの

解消 (デレバレッジ)３) によって, 歴史的な水準である

％に向かって急速に縮小することが

予想されている｡

年７月の間に, 約

ら

年か

年からの不況下では, 当然他の分野も衰退し始めた｡ 米国では

自動車産業から約

万職が失われた｡ 住宅建設から約

万職, 金融部門から約

万職が失われた｡ 多くは回復の見込みがない｡ 米国の労働人口が毎月

万職,
万

万職が必要となる４)｡

人増加するため, 不況に陥る前の状況に戻るためには,

これらの弱体化する産業に代わり, 持続可能な成長を期待できる産業分野を育成しなければ
ならない｡ 特にグリーン分野が, 再構築する産業として注目されている｡ この点について,
年３月に英国のビジネス・イノベーション・スキル庁が発表した最も総合的なグリーン産
業の調査書である ｢低炭素と環境製品とサービス：産業別の分析｣ によると, 低炭素環境製品
の全世界の市場規模は,

〜

年に３兆

億ポンドであった５)｡

衰退産業に代わる, 持続可能な産業を新たに育成することは必要である｡ しかし, 金融部門
とエネルギー分野の既得権益がもたらす問題が深刻化するほど, 成長分野に対する支援は困難
となる｡ これら既得権益について, 以下で説明する前に, 米国が直面する金融危機の遺産につ
いて説明する｡
図表１に示されているように, バブル崩壊の入口に立つ米国の民間部門の債務負担は,
を ｢失った｣ 日本ほど高くはない｡ しかし, 大恐慌が始まった

年

年よりも格段に大きくなっ

ている｡ バブルの崩壊後, 民間の過剰な債務は公的部門のバランスシートで処理されている｡
レバレッジの処理に関して, 過去８世紀に起きた金融危機に関する比較研究によると, これま
での危機の遺産は, 救済策よりも大きな財政赤字であるという６)｡ 危機の３年後には, 国の財
政赤字は平均的に２倍にまで膨らむという｡ 金融危機後の５年間に失業率が平均７％上がる統
計もある｡ また, 一国の財政赤字が
年において日本は,

の

％上昇してから,

の成長率は１％以上減速する｡

％弱の財政赤字を抱えている｡ 米国議会予算局の, かなり

３) デレバレッジとは, レバレッジの反対売買の取引｡ レバレッジとは ｢てこ｣ を意味している｡ てこ
の作用は, 小さい力で大きなものを持ち上げることであるが, 投資においても, この ｢レバレッジ｣
を利用して, 手持ちの資金よりも大きな金額のお金を動かす場合がある (
より)｡
４) この点について,

年７月２日の

を参照｡

５) この調査書の特徴は, グリーン市場を３つの分野 (環境, 回復とリサイクル, 台頭低炭素) に分け,
詳細に分析していることである｡ このリポートについては,
を参照｡
英国における雇用は,
内に

％増加し,

万

人である｡ 英国内で金融危機があっても, 雇用成長率は今後８年以

万職が追加的に創出される｡ 米国内でも同様の成長を期待できるだろう｡

６) ハーバード大学ケネス・ログオフとメリーランド大学コモン・ラインハート教授の共著書
(

年, プリンストン大学出版)｡
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金融危機の入口における債務の構造と規模
対
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出典：

図表２

各国政府の財政赤字とその保有構成

出典：国際決済銀行, 国際通貨基金, 中央銀行等, マッキンジーグローバルインスティチュートから作成｡

楽観的と評価されている予想数値では, 米国連邦政府の財政赤字残高はこのまま続くと,
年までに第二次世界大戦直後と同じ

の

％に達する７)｡

米国で徐々に拡大する財政赤字は, 中長期的問題に留まらない｡ 海外の投資家への依存度の
高さから, 短期的に見ても深刻である (図表２)｡

年の６月時点, 財政赤字を支えるため

の海外からの資金調達は, それほど問題化していない｡ だが, 市場には債務への懸念が強まっ
ている｡
図表３に示されているように, 債務負担を経済成長により返済したケースは稀である｡ 第二
次世界大戦に巻き込まれた米国の例があるが, 戦争よりも産業革命を起こすことの方が望まし

７)
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図表３
典型

危機後におけるデレバレッジプロセスの典型的なかたち

危機後の
エピソード数

説

明

例

年

債務の拡大率は, 名目
の成長率より
低い｡ もしくは, 債務の名目残高の減少｡

・フィンランド
・マレーシア
・米国
・韓国

高インフレで,
の名目成長率が自動
的に増加するため, 債務対
の割合は
減少する｡

・スペイン
・イタリア
・中国

緊縮財政

(

)

高インフレ

(

)

顕著な債務不履行

(

)

・米国
・アルゼンチン
・メキシコ

経済成長で返済

(

)

・米国
・ナイジェリア
・エジプト

出典：マッキンジーグローバルインスティチュートから作成

い｡ また, 緊縮財政を重視したケースが
来るかは不明である｡

〜

と最も多くなっているが, 新しい産業分野を育成出

年に, 米国で長引いた不況の例に注目すべきだ｡

年にバブルが崩壊してから, 米国の実質成長率が

年の

％から

年には

８)

年にはマイナス

％へと変化した ｡ 景気が回復傾向にあると思われていた

％,
年の前

半には, 金融や実体経済の状況が更に悪化した｡
英中央銀行の計算によれば, 世界の金融機関は

年から

年の３年以内に, 約

兆ド

ルの債務借換のチャレンジに直面することが伝えられている｡ この借換は, 経済成長や金融安
定化にかなり大きな脅威を与えている｡ 金融機関の利潤が危機に陥ることで, デレバレッジと
貸出しの縮小が更に加速する可能性がある｡ 結果として貸出しコストは増加し, 特に先進国の
経済成長率が停滞することが予想されている９)｡
金融危機のもう１つの遺産として, 民間と政府部門が直面する ｢債務の壁｣

)

の国や企業に, 非常に困難な ｢挑戦｣ が迫っている｡ 米国の政府と企業による,
期の長期債務は膨大で, すべてのカテゴリー―

８) 米国の成長率について, 米国統計局が
９) 英中央銀行が
)

年６月

年６月

年以降満

グレードの債務から投資グレード債務,

日に発表した ｢

日に発表した ｢金融安定性報告｣ 第

年５月号グローバルファイナンス誌に掲載されている ｢

にぶち当る) を参照｡

もある｡ 多く

統計｣ 図２を参照｡

号を参照｡
｣ (債務の壁
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そしてジャンクボンド (高リスク高リターン) に至るまで―を含んでいる｡
年に, まず
米国連邦政府の

億ドル分の米国債が満期になり, 借換が必要となる (借換債)｡ これに
億ドルの赤字を加えると, 市場に対する需要は１兆

年までに, 年間１兆

億ドルの政府需要が生まれると予想されている｡

また, 貸付金利等の条件が緩かった

〜

年の間, 数多くの企業が５〜７年の満期社債の

資金を借り入れていた｡ そのため, 当時の借入資金の借換が,
年には

億ドルになる｡

年の

億ドルから,

億ドルに膨らむ｡ また, サブインベストメントグレードの会社 (投資格付け

以下) が借りたレバレッジローンのうち,

年に満期になる

億ドルが,

年に

億

ヨーロッパでもよく似た ｢挑戦｣ が差し迫っている｡ クレジットスイスの予想では,

〜

ドルのピークに達すると算出されている｡

年にかけて米国債の新規発行に対する需要は, 資本市場のキャパシティを年間
も上回る｡ ヨーロッパでは,

〜

るとされる｡ それに加え,

年までの間, 年間

億ドル

億ユーロも市場の許容量を越え

年の春から, ヨーロッパのサブプライム問題と言われる金融危

機も表面化した )｡ これは, 持続可能性が弱い世界経済の回復に悪影響を及ぼしており, 各国
が直面している財政危機は一層厳しくなっている｡
上記のような金融面の問題があるため, 現実的で持続可能な成長戦略をきちんと選ばなけれ
ば, 更に深刻な状況に陥る｡ 飛躍的に成長する分野への支援を強化しなければ, 債務問題に代
表される金融・財政の ピンチ が悪化するほど, 実態経済の状況は更に悪化することになる｡

石油
持続的な回復のために持続可能エネルギーを重視する必要があることは, 米国民主党の環境
派, 国連環境計画, 国際再生可能エネルギー機関等で強調されている｡ 世界におけるエネルギ
ー経済の年間取引は６兆ドルで, これは

年の世界経済の１割程度を占める｡ このエネルギ

ー取引だけでも, 世界最大の産業である｡ この分野は, 化石燃料に独占されている｡ また, 世
界のエネルギー消費量の
でに
の

％が化石燃料である (

年時点)｡ この水準が続けば,

年ま

％のエネルギーが, 化石燃料で消費されることになる )｡ 世界と米国のエネルギー需要

％弱を提供している石油の供給だけでも, 以下の問題が噴出する )｡
) この債務危機において, ヨーロッパ政府により
貨基金 (

) からは

億ユーロの緊急措置が合意された他, 国際通

億ユーロが拠出される｡ 欧州中央銀行 (

買い入れを実施することを,

年５月に決定した｡

年５月

) は,

加盟国の債務の

日付けフィナンシャルタイムズで,

マーティン・ウルフ経済専門家は, この大型の緊急措置の実行は市場のパニックを抑制しようとする
公的部門のパニックであり, この流れは

年秋頃に起きたリーマンショックの時と似ていると述べ

ている｡
) 米国エネルギー情報局の ｢

年エネルギー年次見通し｣ を参照｡

) 米国エネルギー構造について, エネルギー情報局の

年の ｢米国における一次エネルギー源の消
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現状のまま行けば, 石油需要は
ルへと推移する｡

年の日量

年までの需要増加率は約

ドルの投資, つまり世界

の

年には１億

万バレ

％に上る｡ この需要を満たすためには,

兆

)

％が必要となる ｡

投資・人材・インフラ等の不足で,

年には,

年までに石油余剰供給能力がなくなり,
)

万バレルにまで及ぶ可能性が非常に高い ｡

石油供給不足が一日

が保有する石油の余剰供給量は,
約

万バレルから,

％を占めるこの供給量は,

万バレルと認識されている｡ 全世界の需要量の

年までに

％まで下がる可能性のあることが, 国際エネ

ルギー機関に予測されている｡ 石油供給量が世界の需要量の５％を下回ると, 価格の振れは大
きくなる )｡ 更に同機関は, 世界の石油需要量は
達すると言う｡

年までに

を含む世界全体の石油生産量は,

％増加し,

万バレルに

％のみの増加である｡

同時に, 従来型エネルギーのコストが増加している｡ 国際エネルギー機関は, 石油開発コス
トの増加を反映し, 予測石油価格が

年までに

と試算した｡ 一方, 米エネルギー情報局の
年には

ドルに,

年までに

年の予想では, 石油価格は

ドルに上昇する
年に

ドル,

ドルまで上昇するとしている )｡ このように, 機関によって予想数値は一致し

ていない )｡
同一機関内でも, 過去と現在で算出する数値は大きく食い違い, 価格の上方修正が相次いで
行われている｡ 米エネルギー情報局が
ると, 同機関が
間には,

％〜

〜

年３月

日に発表した ｢年次報告のレビュー｣ によ

年にかけて発表してきた各年のエネルギー価格の予想と実際数値の

％のギャップがある )｡ 特にエネルギーの生産・消費の構造が複雑になって

いる現代, 中国をはじめとする新興国が先進国並の消費量を必要としはじめた｡ エネルギーコ
ストは, 世界で最も重要な予測数値の１つであるが, 予測価格の混乱は強まっている｡
すでに明らかになっている現実の危機に目を向けると,
費について (

年に, 平均４〜６ドルであった

年時点の図)｣ を参照｡

) 国際エネルギー機関 ｢世界エネルギー展望｣ (

年) ４ページを参照｡

)

年２月

日に発表された米国の統合軍事司令部による ｢統合作戦環境報告｣

)

年６月

日のブルームバーグの報道を参照｡

)

年５月

日に発表された, エネルギー情報局によるエネルギー年報を参照｡

) 予想について, 石油ピークに関する研究連盟 (

) の

年９月

ページを参照｡

日のサクラメントで行われ

た大会で発表された ｢エネルギー情報提供者：米エネルギー情報局・国際エネルギー機関・ケンブリ
ッジエネルギー研究機関について｣ を参照｡
) 米エネルギー情報局による
ンロード可能｡

年３月

日発表の ｢年次報告のレビュー｣ は, 下記の

でダウ

立教経済学研究

第

石油開発コスト (１バレル当たり) が,

巻

年には

量の１割程度である

年の

年

ドルまで増加している｡

年時点,

ドルを要した )｡

ドルの資本コストを満たすため, １バレル当たり
深海開発による原油生産量は,

第２号

万バレル弱 (日産) から,

年には世界消費

万バレル程 (日産) にまで増加した｡ 深海開発への多大な依存と同時

に, 各油田の開発コストは１億ドルを超えて２億ドルまで膨らんでいる｡ そして, 多くの油田
はその予想生産量の１,２割程度しか実際には生産されていない )｡ このように, 各機関のシ
ナリオ通りの価格高騰に留まることなく, 一層の価格騰貴が起きる可能性は高い )｡
年４月

日に起きた, メキシコ湾の原油流出事故で, 石油開発コストの拡大問題も強く

噴出した｡ 米国の公的議論では, 開発コストの上昇や, 将来にそれほどの生産量を見込めない
という事実が, ほとんど軽視されてきた｡

グリッドパリティの情報
石油の需要が増加するという予想と平行して, 供給能力の増加の限界―ピーク・オイル―に
関する懸念も強まっている｡ ｢ピーク・オイル論｣ とは, 有限資源である石油はいつしかピー
クに達し, 早期に枯渇するという見解を言う｡ 元々この論説が浮上したのは
油地勢学者の
油ピークが

〜

年である｡ 原

ハバードが, 油田の開発パターンを調査した結果に基づいて, 全米の石
年の間に起こるとの予測を米国石油学会で提唱したことが始まりだ｡ 当時は

非常に批判的・懐疑的な目を向けられていたが, 後に, 実は米国の石油生産量は

年代初頭

にピークに達していたことが明らかになった｡
それでも, エネルギー既存産業が否定し続ける ｢ピーク・オイル論｣ を, 毎年石油埋蔵量を
算出する国際エネルギー機関も軽視している｡ 具体的には,
産) であった全世界の石油生産量が,

年までに１億

という予想がなされている｡ しかしこの概算量の実に

年時点８千

万バレル (日

万バレル (日産) まで上昇する
が, まだ未発見・未開発の油田に

よる ｢見込み数値｣ で構成されているのだ｡
国際エネルギー機関は, ｢

年までの世界の石油産出量は１億

) シティグループのエネルギー研究と分析 (

万バレル (日産) が可

) のファイザル・カン担当者｡

年６月

日の

ウォールストリートトランスクリプトのインタビューを参照｡
)

年６月

日付けのフォルズ・チャージ・ニュースプレスに掲載されている, トム・ウィップル

(恐らく石油枯渇問題に米国一詳しい人物) が書く ｢ピークオイル危機：メキシコ湾の真の危機｣ の
記事を参照｡
) 例えば,

年半ばには, １バレル当たり

ドルを超える価格高騰も英国王立国際問題研究所の

専門家に予想されている｡ また, バークレーキャピタルが１バレル当たり
１バレル当たり
ハウス) による

ドル, ドイツバンクが

ドルの価格高騰を算出｡ ロイズ保険組合と英国王立国際問題研究所 (チャタム・
(

年６月)

ページを参照｡

金融・環境の危機の中で機能不全に陥る米国の政治経済

能｣ であると

年に伝えていた｡ しかし毎年少しずつ数値が引き下げられ, 現在は１億

万バレル (日産) としている｡ 同機関の上位幹部からのリークによれば, 元々の１億
いう数値自体が ｢ナンセンス｣ で,

万と

年に算出している数値もまた過大評価に過ぎず, それ

は国際エネルギー機関も重々承知だとの認識が広まりつつあることを指摘している )｡ ロイズ
保険組合を始め ), 迫り来る石油生産量のピークに関する警告が相次いで発信されている｡
持続可能な経済, 特にエネルギー経済, を構築する必要性が強まりつつあるなかで, 環境問
題にも厳しい側面がある｡ 国際エネルギー機関が

年

月

日に発表した ｢世界エネルギー

展望｣ では, 大気中の温室効果ガスが最も危険なレベルの

を越えなければ, 平均温度

の上昇は２℃まで抑える事が出来ると分析している (政府間パネルの予想と同じ) )｡ しかし,
年半ばまでに導入または採用されている政策が続いたと仮定したときに今後期待出来る結
果を算出した ｢参考シナリオ｣ によれば, 温室効果ガスの排出量は,
年までに

年の

ギガトンから

ギガトンまで増加する｡ 長期的に見ると, 大気中の温室効果ガスの濃度が約

まで上昇すると予想している｡ リポートには書かれていないが, これは, 少なくと
万年前以来の最高の数値である｡ 一方の

も

度がピークに達するのは
この場合の排出量は,

の

年で,

年にピークの

シナリオでは, 大気中の温室効果ガスの濃
年ほど横ばいの後,

まで減少する｡

ギガトンを迎え, その後は

年までに

ギガ

トンまで徐々に下がる｡
シナリオを達成するためには,

年から

年の間,

ル) の投資が必要であるとされる｡ エネルギー需要を満たすために
するために

兆ドルである｡ 低炭素型発電能力に６兆

その内訳は,

兆ドル (

年時点のド

兆, 低炭素の目的を達成

億ドルを投資する必要がある｡

(炭素を注入する技術) に９％, 原子力に

％, 再生可能エネルギーに

％

である｡ 化石燃料部門業界等のエネルギーの既存産業を事実上代表する国際エネルギー機関は,
大抵

や原子力の数値を過大に評価しようとバイアスをかけがちだが, そんな彼等でさえ

も, 再生可能エネルギーへの投資額として
) 上記数値について, 英ガーディアン (

％を越える数値を計上しているのだ )｡
年

月９日) を参照｡

) ロイズ保険組合と英国王立国際問題研究所 (チャタム・ハウス) による
(

年６月) を参照｡

) ｢世界エネルギー展望｣ (
)

年

年) 気候変動とエネルギー分野についてのセクションを参照

月に発表された, エネルギー・ウォッチ・グループ (学者と国会議員に構成される国際ネ

ットワーク) のリポート

文脈にある風力

でも, 同機関の再生可能なエネルギーに対する軽蔑が色

濃く現れている｡ 再生可能なエネルギーの成長のポテンシャルについて, 数ある調査機関の中でも最
低レベルの数値を出している｡ また同機関が毎年提出する

エネルギー展望

という報告書の中では,

石油・石炭の埋蔵量を示す地図が掲載されているが, 風力などの再生可能なエネルギーに関する地図
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年

同時に, 持続可能なエネルギー源へのエネルギー転換が進んでいるという兆しも多い｡
紀のための再生可能エネルギー政策ネットワークが発表した ｢
能エネルギー報告書｣ によると,

年の全世界における再生可

年の全世界における再生可能エネルギー発電能力は,

ギガワットに達し, 総発電能力の
への総投資額は,

世

を超えている｡ また, 同年の再生可能エネルギー

億ドルに上っている｡

危機の対策
米国のみならず, 深刻な経済や環境・エネルギーの危機に直面している世界でも, オバマ政
権は強く期待されていた｡ 特に, 石油・天然ガス業界を代表したブッシュ前政権 (

〜 年)

は, 気候変動に対する拘束力のある国際的な条約の合意を妨害しようとし, 従来型エネルギー
のコストや生産の問題には重きを置かなかったためである｡ これに対し, オバマ政権の中核を
構成する人脈は, この

年代後半から急速に悪化する危機を, 賢明な産業政策を実行するよ

い機会であるととらえ, 衰退の道を辿りつつある環境に悪影響を与える産業の代わりに, クリ
ーンで成長の期待できる産業への移行を支持している｡ 特に, 二酸化炭素排出削減目標の設定,
再生可能エネルギーへの投資, グリーン職の創出等の効果を波及するグリーン政策を, 強力に
推進している｡
無論, 米国ではホワイトハウス単独での政策策定は出来ない｡ 他の先進国と比較しても米国
の政治制度は最も複雑で, 権力が分散しているためである｡
ほとんどの民主国家が立憲共和国を採用する中, 米国も大統領を置く ｢立憲連邦共和国制｣
を取っている｡ しかし米国には, 国民から (議会から選出する国もある) 直接選出される大統
領の他に, 議会から選出され内閣を任命する役割を持つ首相が存在しない点で, 他国とは異な
っている｡
米国の政治制度には, 政治の権限を複数の機関に分散しているという特徴的な性格がある｡
まず上院・下院からなる連邦議会には ｢立法権｣ が与えられている｡ ２年間の任期がある下院
に対し, ６年間の任期を持つ上院は優越権限を有している｡ また, 大統領が ｢行政権｣ を, 連
邦最高裁判所及び議会により設置された下級裁判所が ｢司法権｣ を有する｡ 他の機関の暴走を
抑制するため, 国家権力をこれら３部門に分散し, 互いにチェックする方法がとられている｡
加えて, この議会やホワイトハウスの政治制度の中に, 圧力団体の活動の機会が多いため, 改
革を調整するのは非常に難しい｡ 参加するアクターが多く, ｢拒否点｣ (

) も多い

政治制度で, 一括で管理するのは難しい｡ 法案を作成し, 可決に至るまでのプロセスが複雑な
この構造から, どのような公約を宣言しても, ホワイトハウスがそれをスムーズに実現できる
はない｡
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とは限らない｡
権力が分散している米国の連邦政府において, オバマ政権の進めるグリーン政策を実現する
にはホワイトハウスと議会の協力が必要不可欠だ｡

年の大統領選挙で, 民主党が議会議員

の過半数を獲得し, ホワイトハウスに大統領を送り込むことに成功した｡ 米国で, 最も革新的
であり, 気候変動問題を緩和し再生可能エネルギーへの転換を推し進めているカリフォルニア
州の民主党員が, ホワイトハウスと議会の双方において, リーダー的な役割を取っている｡
年から

年の始めにかけて, カリフォルニアの教訓に根ざした公的部門の賢明な役割が,

連邦政治において強く重視されると思われていた｡
オバマのカリフォルニア人脈と他の環境派の中でも, 特に強い影響力を持っているのは, 環
境問題に熱心に取り組むナンシー・ペロシ下院議長である｡ 彼女と同じようにカリフォルニア
出身の議員で中心的な役割を果たしているのがヘンリー・ワックスマン議員で, 下院のエネル
ギーおよび商業対策委員会の委員長を務めている｡ 同委員会の監督分野は非常に広範にわたり,
議会を通過する法案の半分以上が含まれている｡ ワックスマンはまた, 同委員会の気候変動,
エネルギー, 大気環境, 水源関連分野の監督義務を新しく組織された ｢エネルギーと環境小委
員会｣ に一本化するという委員会の再編を

年１月初旬に行い, この小委員会の委員長に,

マサチューセッツ州出身で温室効果ガス規制の強力な推進者である民主党議員エドワード・マ
ーキーを選出した｡ 一方上院で有力な人物は環境と公共事業委員会の長を務めるバーバラ・ボ
クサーである｡ 彼女は, 特に環境問題についてワックスマンとほぼ同じ見解を持っていると公
言している｡
ホワイトハウスの政権チームについて見ると,
るカリフォルニアの物理学者スティーブン・チュー

年
)

月, オバマはノーベル賞受賞者であ

をエネルギー庁長官に選んだ｡ チューは,

温室効果ガスの排出を削減するために再生可能エネルギー技術の推進を強く進めている人物と
して, 科学・環境分野ではよく知られている｡ さらに, オバマはハーバード大学の物理学者ジ
ョン・ホルドレン

)

をホワイトハウスの科学技術顧問に任命した｡

移る前, ホルドレンはカリフォルニア大学 (バークレイ校) で

年にハーバード大学に

年以上, エネルギーと環境問

題について教鞭をとり研究をしていた｡ 彼も, 世界でトップクラスの気候変動問題専門家であ
り, 積極的に発言する科学者である｡
オバマ自身も, 以前から持続可能な経済改革を支持していた｡

年４月３日, まだ米国議

員時代のオバマは, ｢化石燃料への依存から脱却し, 新たなエネルギー路線を打ち出さなけれ
ば, 次世代に地球規模の大惨事をもたらすことになりだろう｣ と主張していた｡
年の大統領選挙キャンペーン中に掲げた公約では, グリーン・ニューディールの詳細が
示された｡ その内容は, 再生可能エネルギーなどグリーン産業の事業について, 政府保証を含
)
)
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年までに温暖化ガスを

可能エネルギー電力の割合を,

年までに

％,

年

％削減 (
年までに

億ドルのクリーンエネルギー戦略投資により民間部門で
能エネルギーの生産を３年間で倍増すること｡

年対比) すること｡ 再生

年までに,

％とすること｡

年に渡り,

万職を生み出すこと｡ 再生可
％の二酸化炭素を削減するこ

)

とが盛り込まれた ｡
年２月

オバマは大統領就任後も, 化石燃料からの脱却を強調する姿勢を見せている｡

日に行われた施政方針演説で, ｢我々はクリーンで再生可能なエネルギーの手綱を握る国が
世紀を主導すると分かっている｡ しかし, エネルギー効率の高い経済に向け, 史上最大の計画
を発足させたのは (我々ではなく) 中国だ｡ 太陽光発電の技術を開発したのは我々だが, その
生産においてはドイツや日本のような国々に追い抜かれた｡ 新しい (家庭用電源で充電できる)
プラグイン・ハイブリッド車は我々の生産ラインから生まれるが, バッテリーは韓国製だ｣ と
述べた )｡
また, オバマ政権の中心となっている, ホワイトハウス主席補佐官のラーム・エマニュエル
年秋に, ｢深刻な危機が無駄になることを誰も望まない｣ とし, ｢これまでにない, エネ

は

ルギー・医療・教育・租税政策・規制等の分野を改革するチャンスだ｣ と述べている )｡
上記で分かるように, ケインズのいう ｢穴を掘ってまた埋める｣ 式の

年の景気対策はせ

いぜい一時的効果しかないというのは, 共通の認識であった｡ 住宅価格の上昇に依存した借金
漬けで ｢過剰消費｣ してきた過去に戻ることは不可能である｡ 事実,
倍増以来, 全米における住宅価格は

年半ばまでに

年の間の

年から

％下落し, 今後も下落傾向は続くと予

)

想されている ｡ バブル崩壊後, 消費者は借金を減らし貯蓄に向かっているため, 過剰消費経
済をよみがえらせる方法は限定的であるとされた｡
したがって, オバマ政権が

年２月

日に導入した

億ドル景気対策の一部はグリー

ン・ニューディールにより, エネルギー転換を促進し, 新しい産業と雇用を生み出す目的があ
った｡ グリーン・ニューディールの中でも注目されたのは, スマートグリッド
)

)

と再生可能エ

を参照｡

)

２

｢日経ネット｣ を

参照｡
) エマニュエルの発言とエネルギー政策について,

年

月

日付け

(

) を参照｡
)

年５月

日付け ｢ファイナンシャル・タイムス｣

) スマートグリッドは配電の双方向ネットワークであり, 配電と消費の双方において需要と供給を監
視・調整するハイテク送電ネットワークである｡ たとえば, 電力需要に余裕のある時間に自動車用の
電池を充電するなどして消費者のエネルギーコストを削減することで, 電力生産者がピーク需要に備
えるための余剰生産能力や電線による送配電ロスを減らすことにつながる｡ また人口密度の低い地域
で生産されたクリーン電力を人口密度の高い地域に供給することが可能になる｡ これについて, エネ

金融・環境の危機の中で機能不全に陥る米国の政治経済
図表４

原資料：
出典：

2009年米国再生法による経済対策の金額内訳

米国再生法の啓発と調整に関わる透明性確保のために設けられているサイト)

図表５

米国再生法による経済対策における環境・エネルギー分野の主な対策

所轄省

対

策

予算額

送電網の近代化, スマートグリッドの整備

億ドル

州政府等のエネルギー効率化・省エネプログラムへの補助

億ドル

再生可能エネルギー事業 (風力, 太陽光など) への融資保証

億ドル

化石燃料の利用技術 (グリーン石炭技,

億ドル

技術など) の研究開発

エネルギー省
米国内で生産される次世代型電池の製造への助成

億ドル

再生可能エネルギー事業への生産税控除の延長

億ドル

プラグイン・ハイブリッド自動車等への購入者向け減税

億ドル

クリーンエネルギー・再生可能エネルギー関連の減税・債務保証等

億ドル

中低所得者向け住宅の断熱化等への補助

億ドル

住宅・都市開発省
家庭の省エネ投資に対する減税額を拡大 (一世帯当たり上限
共通役務庁
原資料：
出典：

ドル)

連邦政府の建物におけるエネルギー効率化のための改修

億ドル
億ドル

年米国再生・再投資法

ネルギーのための

億ドルの支出であった｡ この景気対策法の概要は, 図表４, 図表５の通

りである｡ また, 環境保護局が提出した予算案は図表６を参照されたい｡
環境保護局に関して, オバマは大統領就任早々, 環境保護局の理事長であるリサ・ジャクソ

ルギーフォーラム編 ｢スマート革命｣ の衝撃 (

年, エネルギーフォーラム発行)

ページを参照｡
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図表６

第

巻

第２号

年

EPA (米環境保護局) 2010年度予算案
内

容

予算額

温室効果ガス排出量を
年レベルから,
年までに ％減,
削減する排出量取引制度を中心とする排出削減プログラムを策定

年までに約

％

―

温室効果ガス排出インベントリの整備など

万ドル

州水質浄化回転融資基金 (
) 及び州飲料水回転融資基金 (
質浄化事業約
件, 飲料水事業約
件を支援
スーパーファンド税復活を含む

) 補助水

の中心的な研究, 執行, 規制業務の強化 (税収)

億ドル
億ドル以上

世界最大の淡水資源としての五大湖保護 (外来種問題, 非特定排出源, 生息地の回復,
４億
底質汚染)

万ドル

出典：

ンに, 温室効果ガスと気候変動, そして

年４月２日の最高裁判所の判決 (二酸化炭素など

の温室効果ガス排出規制を義務づける判決) について, 再検討することを命じた｡
新しいリーダーシップを獲得した同庁は, ようやく温室効果ガスは危険であるとの認識を表
年４月

明した｡

日には, 自動車メーカー, 燃料供給者, エンジン製造業などの事業者が,

二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出量を記した年次報告書を提出させる新しい規制を議会
に提案した｡ この規制の対象は, 米国で排出される二酸化炭素ガスの

〜

％ほどを占める約

の設備に上るため, 議会で, 削減目標と達成するためのメカニズムを規定するルール
(特に排出量取引制度, 炭素取引制度) が通過されなければ, 環境保護局の規制により, 排出
量を削減できると期待されている｡ この規制により,

年

月

日に環境保護局により提案

された温室効果ガス排出量の報告義務が実行された｡ しかし削減義務の導入にまでは至ってい
ない｡
年１月

日, オバマによる大統領令 ｢

ガスの排出量を,

％削減 (

ある連邦政府は

年, 電力や燃料で, 総額

｣ で, 連邦政府は

年までに, 温室効果

年比) することを示した｡ 米国最大のエネルギー消費団体で
億ドルの費用を捻出している )｡

議会の動き
〜
〜
ていた｡

年にブッシュ政権下の連邦議会でもいくつかの気候変動法案が検討されていた｡

年までのブッシュ政権は, 気候変動問題について, 自主行動型のアプローチを重視し
年の大統領選挙で政権交代が行われ, ホワイトハウスだけでなく, 議会のリーダ

ーシップも大きく変化した｡
)

年代の始めにも, 議会では気候政策関連法案が議論されてい

金融・環境の危機の中で機能不全に陥る米国の政治経済

た｡ 特に注目を浴びたのが,

年

月,

対

の僅差で否決された

(通称マケイン・リーバーマン法案) である｡ 同法案は, エネルギー, 運輸, 製
造業等からの温室効果ガスの排出量を, キャップアンドトレード型国内排出量取引制度により,
年までに

年比と同水準とすることを義務づけるものだ｡ 気候政策関連法案として, 初

めて採決にかけられた｡ これと似た法案が

年に提出されたが,

で否決されている )｡

対

年度の議会の動きを見ると, 二酸化炭素を削減するための強制的なルールの導入を支持
する議員は, 政権交代以前も存在していたことが明らかである｡ ただし, 採決で過半数を超え
るのは難しい )｡ 特に注目すべき問題は, 上院, 下院共に, それぞれ既存産業から強い影響を
受けていることである (上院はエネルギー既存産業の影響を, 下院は石炭業界の影響を受けて
いる)｡ 米国では, 影響力が集中している石油・天然ガス業界は大手が少ない一方, 電力会社
社もあるため, 合意に至るのは困難である｡

が

オバマへの政権交代により, ブッシュ時代から動いていた議員の活動は更に後押しされた｡
年

月

日にオバマ政権が議会の古くからの慣習である ｢年功序列｣ を断ち切り, 下院エ

ネルギー商業対策委員会の委員長をジョン・ディンガル (ミシガン州) からカリフォルニア州
出身で力のあるヘンリー・ワックスマンへ交代することを支持した )｡
ワックスマン委員長は早速, 炭素取引制度を含む ｢
)

法案｣ を作成し , この法案は

年６月

日に下院を通過した｡ この法案の

オバマらが大統領選挙キャンペーン中に公約した
年までに

年米国クリーンエネルギー安全保障

年までに

)

％のみとされた ｡ 具体的には,

％のうち,

)

は,

％という目標よりも低い,

年から電力業界のベース・ロード電力の

６％を再生可能エネルギーにより発電することから始め,
められる

法

年までに

％とする｡ ここで定

％は必ず再生可能エネルギーでの発電で占め, 残りの８％は効率性を

向上させる省エネ等の措置によるものとして振り分けられている｡ また,

) マケイン・ギルクレスト・インズリーによる炭素取引制度法案｡

年までに

％

年までに５％の削減を定める

同法案は, 両院で議論された｡
) 上院では

を超えなければならない｡ 法案の審議を引き延ばす ｢議事妨害｣ もある｡

) これについて

年

月

日付け ｢スレート｣ を参照｡

)

この法案の内容と経済に対する影響について日本環境省の分析

を参照｡
)

法とは, 全エネルギー又は電力の一定割合を, 再生可能エネルギーから発電することを義務

づける制度である｡ 米議会が定める目標数値は,
(

年時点) の内, カリフォルニア州が
年までに

％, ハワイ州が

る｡ 米州政府の
)

年までに

年までに

年までに

法の詳細について, 下記

％である｡ すでに導入している

％ (

％, ネバダ州では

年までに

州

％), ニューヨーク州が

年までに

％等と定められてい

を参照｡

年下院の委員会および本会議で議員の支持を受けるため, 法案のルールが大幅に弱められた｡
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年

年比) の二酸化炭素排出量の削減も提案されている｡
この法案で予想されている炭素一トン当たりのコストは,

年に (

年ドル)

ドル〜

)

ドル であるが, それでは低すぎるため, 施行されても生産や消費に及ぶ影響が少なくなる
かもしれない｡ 中には, この法案の定義は曖昧で, ｢措置｣ の名を借りた ｢抜け穴｣ となる可能
性が高いと批判する専門家もいる )｡ もともとオバマ政権は, 排出枠を有償で企業に購入させ
ようとしていたが, 下院を通過した法案では, 結局

年までに

％もの排出枠が無償で各企

)

業に割り当てられることとなった ｡ 政府が収入を得るというオバマ政権の目論見ははずれた｡
上院外交委員長のジョン・ケリー議員と, 上院国家安全保障・政府問題委員長のジェセフ・
リバーマン議員が発表した ｢米国ケリー・リーバーマン法案 )｣ で設定されている

法では,

年までに削減目標として ％という非常に低い数値を設定している｡ それだけでなく, 新た
な石炭火力発電所や原発機のアップグレード, 新しい原発機をベースライン電力の計算から除
外する特別措置により, 実際に必要となる再生可能エネルギーの増加割合は抑えられてしまう｡
本来ならば, 炭素取引により新しい収入が期待できるため, 財政赤字の問題はある程度解消
されるが, この法案の問題点は, 無償で炭素取引が行われるため, 調達できる収入が低くなる
ことである｡ 議会予算局の調査によると, 現在上院が検討しているこの法案では,
に連邦政府の財政赤字が

年まで

億ドル拡大するとされている｡ 同時に, この法案は, 深海開発や

原子力, オイルシェール, タールサンド, 天然ガス等の再生可能ではないエネルギー源のため
の補助金も提供している )｡ 環境保護局の規制により温室効果ガスを削減する可能性も, この
法案により制限される｡ 更には, 米国の州政府レベルでも, 炭素取引制度が廃止されることが
決定されている｡

｢転換｣ の拡散
オバマ政権が,

年の選挙キャンペーンでの公約を達成すること, つまりエネルギー転換

を成し遂げるのは, 大きなチャレンジである｡ エネルギー転換を支援するという面で, 米国連

) この結果は環境保護局の決算により算出された｡
) ｢再生可能エネルギー・説明責任プロジェクト (

)｣

参照｡
) 排出枠についてピューセンターの分析を参照｡
)

を参照｡
年

) ｢

月

日の

を参照｡
｣ を参照｡
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邦政府の短期的で弱い支援体制から, カリフォルニア州等である程度できているような長期的
で強い支援体制へのシフトは, あまり上手くいっていない｡ シフトを阻む多くの要因の内, 特
に政党や団体の戦略による妨害が目立っている｡ オバマは

年２月

日,

億ドルにの

ぼる景気対策を導入し, 党派を超えた支持を得ようと試みていた｡ しかし, 政治経済学的な現
実に衝突した｡ すなわち, 米連邦下院議会において, 共和党議員は誰も景気対策法案に賛成票
を投ぜず, 上院においてはわずか３名が賛成にまわっただけであった｡
オバマとの協力を拒否することで, 米共和党は戦略的な賭けに出たと考えることができよう｡
共和党の支持基盤の多くは, 教育や所得の水準がかなり低く, 宗教原理主義的な傾向が強い｡
不況の悪化で非常に大きな打撃を受けている彼等は ), 巨額な財政赤字に強い不満を抱いてお
り, 伝統的な ｢小さな政府｣ の理想主義に立ち戻ることを望んでいる｡ また, 同党に残留して
いる中道的な政治家でさえ, このラジカルで感情的反発が高っている政治の渦中に巻き込まれ
ているため, オバマ政権の景気対策を, 手当たり次第に反対している )｡
また, 民主党の中にも, 既存のエネルギー・金融部門の影響を強く受けている地域を代表す
る議員が少なくない｡ これらの保守系民主党議員は,

名で構成される団体を組織し (

年

)

時点), 改革を阻む活動を行っている ｡
こうした有権者と代表者の間にある問題の背後には, 政治経済構造のなかに埋め込まれてい
る, 既存産業の行動インセンティブや影響が潜んでいる｡ 特にエネルギー部門・金融部門でオ
バマ等が対峙している問題は, マンサー・オルソンが提唱する集団行動の合理性である )｡ オ
ルソンが指摘したように, 集中した利益に対して活動する圧力団体のインセンティブが強いた
め, 圧力団体が経済社会を弱体化させる既得権益になる傾向は顕著である｡ これに対し, 環境
被害や価格高騰等, 自らのコストが分散している消費者や有権者にとっては, 圧力団体を組織
) 不況が与えた打撃について,
査で示されている｡

年６月

年の不況から

日に報告された, ピューリサーチセンターの米国世論調

ヶ月が経過し, 国民の

％余が失業 (短期的なものも含む),

または給料の削減, 労働時間の低下, 非自発的失業を経験している｡ また
ていると答え, 家計支出が増えたのは６％のみである｡
なると懸念している (

年２月調査では

要だと感じている｡ そして家主の

％)｡

％が, 家計支出が減少し

％の人が, 退職後に所得と資産が不十分と

代の労働者の内, 約

％が退職時期の延長が必

％が, 住宅価格の値下がりを経験している｡ 更に, 自分の子供が

大人になる時, 生活水準が現在と比較して悪化すると感じているのは

％いる (

年前は

％であっ

た)｡
) 特に目立つのは, アリゾナ州上院議員で
中道的だったマケインは,

年の大統領選候補者であったジョン・マケインである｡

年代に気候変動対策法案を提案していたが,

年には, 温室効果ガ

ス排出量の削減や二酸化炭素取引制度の導入に以前から反対していると主張して, オバマ政権の景気
対策を手当たり次第に反対しているのである｡
) 民主党保守派は, 青犬 (

) 連盟を形成している｡

) マンサー・オルソン
(

年, イエール大学出版) を参照｡
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フォーチュン500の米国トップ20企業 (2010年)

順位

企業名

１

ウォルマート

２

エクソンモービル

３

シェブロン

収入 (＄

万)

利益 (＄

万)

４
５

バンク・オブ・アメリカ

６

コノコフィリップス

７
８
９

フォード・モーター
モルガン・チェース

バークシャーハザウェイ
シティグループ
ベライゾン・コミュニケーションズ
マックケッソン
ゼネラルモーターズ

データ無

カーディナルヘルス

ウェルズファーゴ

出典：

するインセンティブが比較的弱い｡
米国の既存産業において, エネルギー部門・金融部門が占める位置を確認しておこう｡ フォ
ーチュン

の米国トップ

企業 (

年版) を示した図表７をみると, 石油・天然ガス関連

は３社 (エクソンモビール, シェブロン, コノコ), 金融関連は４社 (シティグループ,

,

モルガン, バンカメ) がランクインしており, 全体に占める比重が大きいのが分かる｡
次に, 米国経済における石油・天然ガス産業の地位 (
済において石油・天然ガスの分野が占める割合は,
得の

％を占める｡ 付加価値では

年時点で雇用の

％に上り, 労働所

％である｡

米国地域別の, 石油・天然ガスの活動インパクト (
に, 石油・天然ガスの職の

年) を図表８で確認する｡ 米国経

年) を示した図表９から分かるよう

は, 数州のみに集中している｡ 州政府の代表が強い上院では,

特に数ヶ所に集中している産業の影響力が強い｡
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図表８
項

米国の石油・天然ガス産業の貢献割合 (2007年)

目

総

額

米国全体の割合

活動のインパクト
雇用

％

労働所得 (

万ドル)

％

付加価値 (

万ドル)

％

資本投資のインパクト
雇用

％

労働所得 (

万ドル)

％

付加価値 (

万ドル)

％

全体のインパクト
雇用

％

労働所得 (

万ドル)

％

付加価値 (

万ドル)

％

出典：

年９月

図表９

石油・天然ガスの活動インパクト
雇用

州別 (2007年)

労働所得

付加価値

州
総額

州全体の割合

(＄

万)

州全体の割合

(＄

万)

州全体の割合

ワイオミング州

％

％

％

オクラホマ州

％

％

％

ルイジアナ州

％

％

％

テキサス州

％

％

％

アラスカ州

％

％

％

出典：

年 月

もう一つの化石燃料である石炭を見てみると, 米国では, 世界の生産量の２割程の年間
トンの石炭を生産している｡

年時点で,

州に

の炭坑がある｡ 炭坑の

億

, ８万

人の労働者の半数が, ３州 (ケンタッキー, ペンシルベニア, ウエストバージニア州) に集中
している )｡
電の

年時点では, 石炭生産量の

％が電力発電に利用され, これは全国の電力発

％を占めている )｡ 一部の地域に業界が偏っていることも問題ではあるが, 電力発電

が石炭にこれほど依存していることもまた, 政治のパワーバランスの面で問題視しなければな
) 米国労働統計局の工業についての統計を参照｡
) 米エネルギー情報局の

年６月付け ｢電力報告｣ を参照｡
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大手４社の預金割合の変化 (2000年, 2009年)

出典

図表11

大手６行が所有する資産と GDP の割合
保有資産 (

年

月

億ドル)

日

年

シティグループ

月

バンク・オブ・アメリカ

バンク・オブ・アメリカ

モルガン・チェース

ケミカル・バンキング

シティグループ

ネーションズバンク

ウェールズ・ファーゴ

モルガン

ゴールドマン・サックス

チェース・マンハッタン
合

モルガン・スタンレー

計

合

計

名目
割

日

合

名目
％

割

合

％

出典：フィラデルフィア連邦準備銀行

らない｡
金融部門についてみておく｡ 図表10と図表11によると, 金融大手の割合の拡大と共に, 預金
割合が一部に集中している｡ 米国は金融自由化を世界に強制するグローバリゼーションを主導
して, 金融セクターの膨張によって経済成長を実現してきた｡ 政治歴史学者ケビン・フィリッ
プスは, 米国における金融, 保険, 不動産などの金融セクターの膨張を ｢火事場経済 (
)｣ と呼び, このセクターが経済活動を支えるより経済そのものを指導し始めたと特
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徴づけている )｡ 規制緩和の結果, 債券残高は
年代後半までの

の

倍まで膨らみ,

年間に, 公債を除く私債の規模は約４倍になって

年代の初頭には, 火事場経済は
その間に, 製造セクターは

の

の
％から

％だったが,

年には

年代の後半から
兆ドルに達している｡
％にまで増加した｡

％まで下がっている｡ そして

年

年から

までのブッシュ政権期の経済成長の約４割は, 住宅セクターであった｡ オバマ政権のラーム・
エマニュエルが指摘するように, これまで成されていない改革を実行する機会を逃さず, 新し
い産業の持続可能な成長を促進する金融制度を整えなければ, グリーン産業革命は期待できな
い｡ 景気対策を導入した後で, 危機をもたらした金融制度を適切に改革し, 価格シグナルの効
果を強く重視した環境エネルギー法案の導入は不可欠だ｡ その第１歩目としてグリーン・ニュ
ーディールが提唱されたが, その後は寡頭政治等の動きにより阻害されている｡
オバマ政権が誕生した

年１月

日, オバマには, 金融問題に関して, とりうるいくつか

の解決策が残されていた｡ その一つは, 不良債権処理を急ぎ, 同じ過ちを繰り返さないための
改革を実行しながら金融システムの再生を図ると同時に, グリーン・ニューディールを進める
道であった｡ 具体的には, 債務超過に陥った銀行を一時国有化して, 毒入り証券化商品をはじ
めとする不良資産を切り離し, 国家管理 (たとえば整理信託公社) のもとで時間をかけて処理
していき, 健全な銀行機能を再民営化する方法である｡ この場合, 大胆な金融改革によって証
券化商品に規律あるルールを設定したうえで, 政府と

による金融支援策を導入すること

になる｡
しかしオバマ政権は望ましくない方向に向かったと, 多くの専門家は懸念した )｡
規模の証券化ローン市場の縮小が元に戻るまで, 政府と

兆ドル

が金融機関の会計粉飾

)

を黙認

しつつ, 救済融資, 公的資金注入, 証券買取などを続けて, 不良資産の だらだら処理 を続
けた｡ だが, この金融政策は失敗に終わりつつある｡ 証券化ローン市場に大きく空いた穴を短
期間で埋めるには, おそらく, つぎのバブルが必要になる｡ それは, 排出権取引 ｢市場｣ にお
いて, 住宅ローン担保証券市場でも用いられたストラクチャード・ファイナンスの手法を使っ
て人為的な証券化商品を作り出す形で少しずつ始まっている )｡

) ケビン・フィリップス
(

年, ヴァイキング・アダルト社)｡

) ノーベル経済学賞を受賞したジョセフ・スティグリッツとエド・プレスコット, 国際通貨基金元チ
ーフエコノミストの

経済学部教授サイモン・ジョンソン, カンザス・シティー連邦準備銀行総

裁トーマス・ホーニグなど｡ 彼らを含む専門家や当局の批判については,
参照｡
) ミズーリ大学准教授ウィリアム・ブラックの会計粉飾に関する研究, コメントは明快である｡
年４月

日号

バロンズ

) アンドリュー・デウィット, 金子勝

参照｡
脱 ｢世界同時不況｣

(

年, 岩波書店)

〜

ページ参照｡
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これまで指摘してきたように, エネルギー部門と金融部門の影響力の強さと, 企業の規模は
更に拡大する傾向にある｡ エネルギー部門, 金融部門それぞれにおいて, 既存産業の開発コス
トの増加や, 金融危機による債務コストの膨張が見られている｡ また, 大手企業に有利な動き
が強まっており, 既存産業の政治に対する影響はさらに拡大する恐れがある｡
こうした動きの中, 金融・環境改革が停滞するオバマ政権は, 幅広い支持基盤をつくろうと
画策しているが, ラジカルな共和党の支持を無理に得ようとするため, ｢変革｣ よりも増分主
義型の政策に傾いてしまっている｡ そのため保守系民主党の有利性を高めてしまい, 金融・気
候変動法案は交渉プロセスを経て骨抜きにされてしまう )｡
金融改革が増分主義型のアプローチで行われているのには, 次のような理由が存在している｡
すなわち, 金融改革について, オバマ政権はルービン・エマニュエルのアドバイスを受けなが
ら, 議会の多くの委員会メンバーを決めた｡ エマニュエルは, 金融改革に及ぼす影響力の強い
下院, 上院の委員会のうち, 保守的でウォール街を強く支持する民主党の議員を入れこんだ｡
エマニュアルのこのような ｢裏工作｣ で, 特にクリントン政権の下で強化されたウォール街と
の関わり (ウォール街は民主党政権に多額の政治献金を送っていたりした) や大事な支持基盤
を守ろうとしていた｡

環境投資バブルの芽生え
それでは, 政府と

がリスクを負って証券化商品を買い, そのために融資をすることで,

証券化ローン市場を活性化することができるだろうか｡ 証券化商品はおよそ
に達しており, そのうち

や

などの複雑な証券化商品は

兆ドルもの規模

兆ドルにも及ぶ｡ 少なく

とも住宅価格や商業用不動産価格が下落を続け, 消費者ローンや自動車ローン, 中小企業ロー
ンの焦げ付きが増加して損失が拡大しているかぎりは, 困難だろう｡ このまま

ずるずる処

理 政策をとっている間は, 金融機関は損失処理に追われ, グリーン・ニューディールのチャ
ンスは失われていくだろう｡
だが, 当面の ｢抜け道｣ がある｡ それは, かつて ｢情報スーパーハイウェイ構想｣ を掲げた
クリントン政権が, 金融自由化を進めながら

バブルを演出したのと同じ道である｡ いわゆ

る ｢バブル循環｣ に戻る以外に, この証券化ローン市場を ｢元に戻す｣ ことはできないだろう｡
その際, ターゲットとなるのは炭素取引 (排出権取引) の証券化商品市場である｡
実際, 炭素取引市場は増加の一途をたどっている｡ 炭素取引量は,
) ６月

年から

年にかけ

日付けのブルームバーグの記事は, 米国の大手銀行が, 骨抜きのボルカー・ルールを順守す

る期間は

年までになるだろうとしている｡

対照的に順守期限は１年以内であった｡

年に制定されたグラススティーガル法はこれとは
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て倍の規模に,

年には

％も増加している｡ 投資家へのアドバイスを行うプライベート・

エクイティ・ファンドなどで勤務するアセットマネージャー (取引者) は, 炭素を新しいアセ
ットクラス (投資先分類) として販売し始めている｡ そして彼らの販売活動により, 投資家が
自らの投資ポートフォリオの一部を, 炭素デリバティブに分配している｡ また投資銀行は, 新
しい金融取引指標や, カーボンファンド (オフセットプロジェクトのファイナンスや, カーボ
ンクレジットを購入する活動) を作ったりしている｡ ほとんどの炭素取引は投機者により行わ
れているので, 炭素取引市場が拡大するとともに, 彼らの支配は続くであろう｡
なかでも, 温室効果ガス削減や, 地下に炭素を閉じ込めるためのプロジェクトによって得ら
れるカーボンオフセットクレジットの増加は著しい｡ 炭素取引制度の法案には, カーボンオフ
セットクレジットは炭素取引の

％も占めると想定されている｡

年７月８日付のニューヨ

ーク・タイムズ紙の炭素取引に関する記事において, メリルリンチの代表者は, 現時点のクレ
ジットデリバティブのマーケットと同程度の規模拡大が予想できるほど, カーボンオフセット
クレジットは炭素取引史上最も早い成長を遂げる市場になるかもしれない, と指摘している｡
こうした状況を受けて, フレンズ・オブ・ジ・アース (世界

カ国に支部を置く) のグリー

ン投資プログラムの担当者ミシェル・チャンは, 米国議会の下院歳入委員会 (

年３月 日)

において, ｢炭素市場でも, バブルとバブル崩壊の悪循環に陥る危険性があるため, きちんと
構想し, 政府が規制することが必要不可欠だ｣ と証言した｡ チャンは, この証言の中で, バブ
ルを招くシナリオについていくつか述べている )｡
１つは, オフセットプロジェクトに対して不届きな先物取引 (まだ存在していない, あるい
は温室効果ガスの削減にならないオフセットプログラム) が用いられて, クレジットが過剰に
売買され, 取引しているクレジット価格の高騰を招くというシナリオである｡
もう１つのシナリオは, 取引者には ｢ジャンクカーボン｣ と呼ばれているバッドガーボンや
｢サブプライム｣ カーボンのように, 将来履行されないリスクがかなり高い契約の炭素取引が
提供されることである｡ オフセットクレジットは, 本来, 根本的な目的が二酸化炭素の排出量
の削減にもかかわらず, 実行されない ｢サブプライム｣ カーボン取引を大量に生み出し, 将来
的に契約価値が崩壊するリスクがかなり高い｡ それらは, サブプライム・ローンやジャンクボ
ンドと構造が似ている｡
さらに, この証券化市場にも, 住宅ローン担保証券化商品で作られた
トラクチャード・ファイナンスの手法がすでに登場している｡

で用いられたス

年にクレジットスイスが作

った炭素取引のパッケージには, 炭素市場でどのような金融工学が行われているのかを見てと
ることができる｡ クレジットスイスのパッケージによると,

個の, いろいろな段階のオフセ

ットプロジェクトが集められ, ３つのトランシュ (リスク程度) に分けて投資家に販売してい

)

を参照｡
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るようである｡ 対象となっているのは, ３カ国, ５つのデベロッパー (プロジェクトを実行し
ている企業) で行われているオフセットプロジェクトであり, いろいろな段階とは, カーボン
クレジットと認められるために必要な国連の承認がまだ得られていない段階のものも含まれて
いることを指す｡
このような証券化のプロセスは, 住宅ローン担保証券化商品の製造と似た部分がとても多く,
危険視されている｡ こうした取り組みはまだ小規模だが, 将来その数が拡大して, 構造が複雑
化し, 最終的に数百, 数千もの炭素資産パッケージができあがっていくと予想される｡ と同時
に, 証券化される投資先に対して,

のような保証も売られる可能性もある｡ クレジット

年にもう一つの炭素取引の証券化を予定しており, 他の銀行も検討段階であるよ

スイスは

うだ｡ 環境投資バブルが実現するかどうかは, 議会でどのような炭素取引制度ができるのか,
そして炭素取引の証券化に関する金融規制のあり方が今後どうなっていくのかにかかっている｡
米国証券取引委員会 (

) の石油埋蔵量開示の基準の見直しにより,

年１月１日から

｢確認埋蔵量｣ の定義が変わることが世界で話題になっている｡ これまでは, 世界共通の技術
による手作業での検証作業を経て埋蔵量の確認が行われてきた｡ しかし改正によって, 地震探
査分析や埋蔵量モデルを元に, 確認埋蔵量はオイルシェルやビチューメン (瀝青, れきせい),
炭層ガス等の非従来型資源も埋蔵量として登録できるようになる｡
石油埋蔵量開示基準の見直しについて,

年２月

日付けウォールストリート・ジャーナ

ルの記事は, 石油・天然ガス業界にとっての ｢確認埋蔵量｣ は投資家からの資金調達を促すた
めの非常に重要なアピールポイントであるとしている｡ 確かに非従来型の石油・天然ガス埋蔵
による

量の計測方法は野放しであったため, 何らかのルールが必要であった｡ しかし,

この怪しい ｢カジノ型取引｣ のルール変更は専門家らを驚愕させ, もう一つの ｢規制の虜｣ と
さえ考えられている｡ この点について,

年

月

日付けロイターには, ｢

, 石油産業

に降参｣ の見出しが躍り, 金融部門の活動に関する専門ブログ ｢資金アルファ｣ では, ｢石油
がモンテカルロに向かう｣ (

カジノ：

月

日付け) と題した記事が掲載された｡

再生可能エネルギー発電のコスト低下
このように, 既存産業の影響力が強いために, ｢変革｣ を達成することがより困難になって
いる｡ しかし, エネルギー問題における既存産業からの脱却が徐々に進んでいる面もある｡ 例
えば, 従来型のエネルギーコストが増加している一方で, 再生可能エネルギーの発電コストが
安くなっている事実がある｡

年３月に報告された,

等による調査結果によると ),

技術の単位当たりコストは時が経つにつれて下がる傾向にある｡ 規模の経済が働き, 生産や普
)

等による

マップ｣

年の研究 ｢

ページを参照｡

％再生可能な電力―ヨーロッパと北アフリカの

年へのロード
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図表12
投資
ランク

国

１

中国

２

米国

３

英国

４

(他)

５

スペイン

６

ブラジル

７

ドイツ

８

カナダ

９

イタリア

年
投資合計 (＄)

再生可能エネルギーへの投資

５年投資
成長率 (％)

再生可能エネル
ギーの発電能力
(ギガワット)

導入されている
発電能力の５年
成長率 (％)

電力合計の
割合 (％)

※投資の密
度 (％)

インド
メキシコ
フランス
トルコ
オーストラリア
日本
インドネシア
南アフリカ
アルゼンチン
韓国
※再生可能エネルギーの投資割合 (対
比)
出典：ピュー・リサーチセンター (
年３月 日発表)

及の効率性の向上によるためだ｡ ほとんどすべての電力技術にもこれは当てはまるが, 原子力
発電は例外であり, 時間の経過と共に費用は拡大していく｡ 他方, 風力発電コストは, 近年の
年間で徐々に下がり, 現在は化石燃料と同水準となっている｡
同様のコスト低下プロセスは, 太陽光発電にも見られるが, 従来型の発電技術ほどは達成さ
れていない｡ 太陽熱の分野では, 発電能力が倍増すると, ５〜
太陽熱の発電量が ギガワットまで増加すれば (
設備コストは今と比べて

年時点の全世界の風力発電力能力の半分),

％程低下する｡

現在達成している, 各発電方法の年間成長率 (風力
〜

％のコスト削減が期待できる｡

〜

％, バイオマス

〜

％, 太陽光

％) を見れば, コスト削減の継続は期待できる｡ 現在, 風力等に比較して高い太陽熱

のコストは, 今後

〜

年以内に, 最も安い電力発電技術となるだろう｡

図表12に示されているように, ｢再生可能エネルギーの発電能力｣ は,
国が一番大きい｡ 米国にとって最大の競争国である中国は,

ギガワットの米

ギガワットとすぐ後を追う形

だ｡ ｢導入されている発電能力の５年成長率｣ では, 中国は際立った成長を見せる (増加率は
％)｡

％しか投資が伸びておらず, ８位に位置する米国は, 中国の動きを鑑みても不利な
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位につける米国の

年投資合計｣ では, 中国の投資額は,

年で総額

億ドルに上った｡ ２

億ドルの２倍の規模である｡ ｢５年投資成長率｣ についてはトルコの

％はトップだが, ベースが小さく世界のリーダーになる可能性は小さい｡

％増加率で２位

のブラジルは, 特にバイオマスの大国として躍進している｡ それに比べ,

％を達成してい

る中国は, ほとんどすべての再生可能エネルギー分野に投資しているため, 世界をリードする
可能性が高い｡

％増加の米国は, 比較的強い立場にあるが, 世界のリーダーシップとして

の競争力は弱い｡ ｢投資の密度｣ で目立った動きを示すのが,

％のスペインである｡ ２位の

英国では, 近年のエネルギー危機は中長期的問題ではなく, 短期的な問題であるという認識が,
年頃から山火事のように広がっていた｡ なぜなら, 英国は産油国であったため, エネルギ
ー問題の深刻化は避けられると考えられていたからだ｡

年になってショックに直面し, よ

うやく再生可能エネルギーの転換の必要性を認識し始めた｡

高まる再生可能エネルギーの競争力
社会問題への関心が高い投資家や企業, 公益団体で構成される ｢環境に責任を持つ経済のた
めの連合 (セリーズ)｣ が

年７月

日に発表した ｢

世紀電力会社｣

)

調査報告書を見れば,

高コスト原発を重視することに将来性がないことが理解できる｡
セリーズが組織する ｢気候リスクの投資家ネットワーク｣ (約

兆ドルの資産を管理する

以上の機関投資家で構成される) は, 環境の急激な変化に対する電力業界の活動に, 強い関心
を持っている｡ 環境の急激な変化とは, 従来型のアプローチのリスクに伴う新しい技術の台頭
等を意味している｡
米国が排出する二酸化炭素の４割が, 電力部門によるものであるという事実を背景にし, 米
証券取引委員会では, 電力会社や上場企業の金融報告に気候関連リスク (炭素削減政策等の影
響によるリスク) を組み込むことが, 機関投資家の要求により正式に指導された｡ セリーズ社
長のミンディー・ラバー氏は, コストリスクや環境インパクトを最小限にしながら, 機会・選
択肢・社会的恩恵を最大化するための電力会社向けの政策が重要であることを,

世紀型の電

力会社が持つべき５つの基礎として指摘している｡
米国市場における, 数十年間にわたる建設・維持・運営コスト (燃料を含む) のキロワット
時当たり均衡化発電原価を
原発は

年ドルに換算すると, 天然ガスは６セント, 石炭は

セントであるのに対し, 風力は

セント,

セント, 地熱は３セントとなっている (図表13)｡

他にも, 石炭・原発・天然ガスの費用面での限界として,

年

月に行われた米国地質調

査所の調査では, 米国最大, または最も有益な石炭開発地域に存在する経済的に採取可能な埋

)

年７月８日発表｡

金融・環境の危機の中で機能不全に陥る米国の政治経済
図表13

出典：公益団体で構成されるセリーズが発表した ｢

均衡化発電原価

世紀電力会社｣ (

年７月) より｡

蔵量の割合は, 以前の概算のたったの６％と報告された｡ 石炭火力発電所のほとんどが, 建設
年以上経過していることを加味すれば, 石炭の入手可能性と長期的価格が問われ始めて

から

いる｡ 事実, 最近

年間で, 石炭火力発電所の新たな

のプロジェクト提案が中止されてお

基は訴訟中である｡

り,

原発については, 二酸化炭素削減のための重要な技術的選択であるとの見方もある｡ しかし
原子力発電所建設プロジェクトの承認に時間がかかること (承認されないリスクもあること),
原子力発電所の建設に関わる危険や事故が起きた場合のリスク等により, 原子力エネルギーを
求める電力会社のリスク工学は悪化の途を辿っている )｡ それでも新たな原発能力や,

の

試験型プロジェクトが短期的に実行される可能性はあるが, このようなプロジェクトを大規模
且つ確実な開発が可能になるまでに, 少なくとも

年はかかる｡

一方, 国産天然ガスへの依存は, エネルギー保証と技術開発 (フラッキング) により拡大し
ている｡ ある専門家は, フラッキング技術で明らかになった米国の確認／可能天然ガス埋蔵量
は, 約

年分と予想した )｡ 変動する再生可能エネルギー資源を補完する役割として, 天然

ガスが積極的に使用されるようになるだろう｡
年２月時点で,

州とワシントン

が義務的な

法を導入しており, ６つの州政

府が, ポートフォリオ目的で導入している｡ 各州を合わせると, これらの
成するためには,
発電能力
)

年までに再生可能エネルギーの

％) が必要となる｡ 連邦議会は, 全国的な
年２月に刊行されたムーディーズのリポートより｡

) 現在の需要水準を元に算出｡

法と目的を達

ギガワット (現在の風力や太陽光
法を検討している｡
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このように州政府の政策による義務付けや, 技術革新によるパフォーマンスの向上による恩
恵が, 再生可能エネルギーにはある｡ また, 製造数の拡大や製造プロセスの改善で, 単位費用
が低下している｡ エネルギー資源ミックスの一端としての役割は比較的小さいものだが, 近年,
新しい発電能力の割合として, 益々の増加が見込まれる｡
再生可能エネルギーの競争力が高まっている原因の一つは, 従来型発電能力の直面する課題
に由来する｡ その課題とは, 大型石炭火力発電能力と原子力発電能力の両方を作る電力会社の
格付けをめぐるデメリットだ｡ ムーディーズの調査では, 電力会社が原発を重視すればする程,
格付けが悪化するという悪循環に陥っており, 原子力発電能力の開発は電力会社にとって ｢全
財産を賭けるリスク｣ となる｡
が

年７月

日に発表したレポートによると, 再生可能エネルギーの発電能力の

増加率は, ２年続けて従来型燃料 (石炭, 天然ガス, 原発) を上回っている )｡ また, 同機関
年５月

が

日に発表した ｢

年世界の再生可能エネルギー現状報告書｣ によると,

年の全世界における再生可能エネルギー発電能力は,

ギガワットに達し, 総発電能力の

を超えた )｡ また, 同年の再生可能エネルギーへの総投資額は,
太陽光発電の発電能力は,

〜

年の間で

億ドルに上っている｡

％も成長している｡

おわりに
これまでみてきたように, 米国の連邦レベルの政治制度は, エネルギー転換を促すように十
分には機能していない｡

年

月上旬に行われる中間選挙では, 議席数の減少により民主党

の議会での影響力が弱くなると予想されている (下院では過半数を失う恐れもある)｡ 小さな
政府や化石燃料の継続的な使用を重視している共和党の影響力が強まるほど, 政治制度の機能
不全がより深刻な問題になる｡ 同時に, 世界のグリーン経済開発をリードしようとしている
(また, ある分野ですでにとっている) 中国に対して競争上の優位に立たなければ, 世界のリ
ーダーたる地位を失ってしまうことへの危機感から, 共和党がエネルギー転換を重視する政策
に同意する可能性はある｡
均衡化発電能力をみれば, 再生可能エネルギーは既に低コストの発電オプションとして利用
可能である｡ しかし, 世界が直面している金融制度の問題, 資源不足, 気候変動の悪化等を背
景にして懸念される問題は, エネルギー転換が進むスピードである｡ 米国においてエネルギー
転換を促進する政策支援が弱い状況で, 米国がリーダーシップをとりながら持続可能な経済モ
デルを作れるかどうかは未知数である｡

)
)

金融・環境の危機の中で機能不全に陥る米国の政治経済
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