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●米国における、ウクライナ問題を踏まえた中長期的エネルギー安全保障・脱炭素政策、

食糧安全保障政策 
 
はじめに 
 本論考執筆の時点でロシアのウクライナ侵攻から 3 か月以上が経っているが、両国間で

停戦に至る兆しはなく、世界のエネルギーと食糧の需給に関する影響もそれぞれの価格 

高騰という形で表面化している段階にある。  
ウクライナでは次の収穫期のための種を蒔く必要のあるこの時期に種まきができていな

いことから来期の収穫への懸念が高まっている。 
また、ロシアへの様々な制裁がエネルギーと食糧の物流に直接影響を与えるタイミングも

しばらく先と考えられる。  
従い、本項ではまず米国のエネルギーと食糧の自給体制や脱炭素化の現状を見つつ、今回

のウクライナ問題がアメリカのエネルギーと食糧の安全保障政策や気候変動対応政策に 

もたらし得る影響を検討する。 
次いで、世界のエネルギーと食糧の需給におけるロシアとウクライナのこれまでの役割

を見つつ、今回の侵攻が世界のこれらの商品の需給に与える影響を考える。 
最後に、米国の今回のウクライナ問題の教訓として、世界覇権のガバナンスを持続させる

ために専制主義国家との関係をどう位置付けるのかを検討する。見せしめとしてロシアだ

けを追い込むのか、それとも新冷戦の構図を想定し、専制主義陣営全体の弱体化を目指すの

かというテーマについて考えてみる。 
 

 

１．米国のエネルギー安全保障政策・気候変動対応政策とウクライナ問題 

 

①ロシアのウクライナ侵攻は米国のエネルギー転換政策とエネルギー安全保障政策を対峙

させる ソース： S&P Global 
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アメリカは自らが世界最大のエネルギー産出国である分、ロシアのウクライナ侵攻によ

るグローバルなエネルギー危機の影響も限定的にしか受けないとみられるが、それでも安

全保障上の観点からアメリカのエネルギー転換政策に影響を及ぼすと見られる。 

例えば、バイデン大統領は選挙公約では気候変動対策として米国内の石油・ガスの新規開

発のための土地使用権の許可を停止するとしていた（既存の許可地域における掘削許可は

下していた）。ところがロシアの侵攻を受け、自らの公約を破って、新規の土地使用権の

許可を再開するとの通達を出している。 

共和党は米国内での新規の石油・ガス生産を増大させるようバイデン政権に強く求めて

いる。一方、民主党はこの機会に化石燃料と決別し、一気に再生可能エネルギーやクリー

ンテックへの転換を加速すべきと主張している。 

今回のウクライナ侵攻のような事態では、従来、気候変動や環境保護政策は後回しにさ

れてきた。 特に Build Back Betterにおける気候変動対策が現状失速している状況下、

エネルギー安全保障の切り口を付け加えることで今回は気候変動政策を一気に進めるチャ

ンスとすべきとの見方が出ている。 

従来からエネルギーの多くを輸入に依存してきた国々では、今回のウクライナ侵攻は気

候変動対策よりもエネルギー安全保障のウェイトが高まり、少なくとも短期的に化石燃料

への回帰を促すであろうが、エネルギー供給面で比較的余裕のある米国が、エネルギー安

全保障を気候変動政策にどう位置づけていくか注目される。 

 

②アメリカのエネルギー需給の実態 ソース： U.S. Energy Information Administration 

 

米国のエネルギー需要は 2018年にピークを迎え、翌 2019年に 1%減少している。 

一方、2019年のエネルギーの生産量は 2018年比で 6%増え、結果として 2019年は、1957

年以来初めて生産量が需要を上回った(3%)。（別紙１，２参照） 

2020年時点で化石燃料はアメリカの一次エネルギー生産の 79%を占めている。（別紙３参

照）その中で石炭の生産は 2008年の 11.7 億 ST（ショートトン）がピークであり、需要で

は 2007年の 11.3 億ショートトンをピークに下降を続けている。発電における需要が減っ

ていることが主な原因である。（別紙４） 

天然ガスの生産は 2019年に 33.97兆立方フィートの過去最高を記録し、翌 2020年には

2%減少した。 2017年以来、米国内における天然ガスの生産量は需要を上回っている。 

頁岩掘削技術の効率化等でシェールガスの生産量が増し、それが価格低下に寄与し、発電

や産業分野での天然ガス利用増につながっていた。 

米国内の原油生産は 1970年から 2008年までの間に減少していたが、2009年に反転、増

加に転じ、2019年には日産 1,225 万バレルと過去最高を記録した。費用対効果の高い掘削

並びに生産技術が特にテキサス州とノースダコタ州での生産に活かされた。  
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2020年に米国の原油生産量は日産 1,131 万バレルに減少。その大きな原因はコロナパン

デミックに伴う需要の大幅減。 

天然ガスから抽出される天然ガスプラント液はアメリカの炭化水素ガス液生産の最大の

原料となっており、その生産量は 2005年から増大、2020年には日量 516 万バレルの最多

生産量を記録した。 天然ガスプラント液の増産は炭化水素ガス液の価格を押し下げ、そ

の結果、米国内の炭化水素ガス液の消費と輸出に貢献している。 

米国の原子力発電は 1957年に始まり、1990年まで発電量は増え続けたが、2000年以降

は定常状態にある。 2020年の発電量は 7,900 億キロワットアワーと 2019年に次いで過

去 2番目の記録となった。（別紙２参照） 

原子炉の数は減っているが、出力増の改修や、燃料供給及びメンテナンスのサイクルを縮

めるといった効率化で出力の減少を補ってきている。 

アメリカの再生可能エネルギーの生産並びに消費は 2020年に過去最高を記録した。

（別紙１，２参照） 専ら太陽光発電と風力発電が伸び続け、水力発電の生産量は過去 50

年平均よりも 9%も減少、バイオマス発電は 2018年の過去最高に比べ 10%減、地熱発電は

2014年の過去最高の生産及び消費量のレベルにある。 

 

③インフラ法を通じた米国内エネルギー安全保障体制とサプライチェーン及び気候変動対

策強化   ソース： ホワイトハウス 

 

バイデン大統領は昨年 9月にインフラ法案に署名すると同時に Infrastructure 

Implementation Task Forceを立上げ、具体的なインフラ構築に入った。 

その中で始動した米国内のエネルギー供給関連及び気候変動対策関連のインフラプロジ

ェクトは以下の通り。 

l ハリス副大統領が 50 万か所の EV 充電ステーション設置のアクションプランを発表 

l EV 充電ステーションのネットワーク構築を目指すべくブティジェッジ運輸長官とグラ

ンホルムエネルギー長官が Joint Office of Energy & Transportationを共同設置 

l エネルギー庁は Office of Clean Energy Demonstrationsを設置。ここで 200 億ドル

ものクリーンエネルギーの拡張プログラムを監督する。 

l エネルギー庁は新たに Building a Better Gridイニシアティブの推進を発表。イン

フラ法に基づく新たな送配電網の実現を加速する。 

l 取り残された油田やガス田を塞ぐことでメタンガスの排出を抑え新たな雇用を生み出

すことに興味のある州に対し総額 47 億ドルもの補助金を出すための要綱を内務省が

リリース。現状、26もの州が興味を表明。 

l エネルギー庁は二酸化炭素の排出削減や除去のための技術の展開や実証に関する提案

募集を行った。インフラ整備の中で総額 100 億ドルを確保している。 
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④Build Back Better法実現に基づき期待される気候変動対策 ソース： VOX 

 

マンチン上院議員（民主党、ウェストバージニア州選出）の反対でとん挫している B3

法案に関し、同議員が賛成し得る代替案として処方薬の価格改善と税制改革及び気候変動

対策投資と財政健全化に集中したものに言及している。 

既に下院で法案化された B3案の場合で例にとると、処方薬価改善と税制改革で今後 10

年において 1.5兆円歳入を増やし、その内の半分を財政赤字削減とインフレ対応に用い、

残り半分でクリーンエネルギー用タックスクレジットなどへの支出を行うというもの。 

マンチン議員は詳細を明かしておらず、実現可能性については予断を許さない状況。 

 

⑤エネルギー安全保障 ソース： フォーブス 

 

ロシア産天然ガスへの欧州の過剰依存と、安定した原油市場へのアメリカの過剰依存の

構図が、今回のウクライナ問題により、西側の集団的安全保障体制の弱点としてあぶりだ

されている。  

欧州のロシア産天然ガス依存度は 2005年の 30%から最近は 40%を越えるところまで来て

いた。 また、アメリカ人ドライバーはその移動ニーズの 90%を石油に依存していること

から、現在のガソリン価格の高騰に悩まされている。 

これらの問題に対し、欧米は中長期的には化石燃料の需要を真剣に削減し、一方で短期

的にはその化石燃料の調達先を多角化すべきである。そしてそのようなアプローチは気候

変動対策の目標と国家安全保障及び経済安全保障の問題とのバランスを求められる。 

それらを全て意識していくことで長期的には全ての問題の解決となり得る。 

1973年から 74年にかけてのオイルショックを契機に車やトラックの燃費向上や代替燃

料の開発、そして新たな国内油田・ガス田の開発投資がなされたように、今回のウクライ

ナ危機でにわかに顕在化した脆弱性を解決することで米国の経済と安全保障の強化、さら

には気候変動対応の目標達成につなげるべき。 

また、短期的には米国内の余剰化石燃料を国内にため込まず、欧州に輸出すべき。 

この点で、シェールガスやシェールオイルの生産をある程度の期間認め続ける必要があ

る。 

 

⑥NIMBYismの動きに制約を受ける再生可能エネルギー開発 ソース：DENTONS 

 

NIMBYは Not In My Back Yardの省略形で、本件の場合、気候変動対策としてやウクラ

イナ危機で顕在化する化石燃料依存の問題に対する解決策として太陽光発電や風力発電を
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大規模に開発していくことに総論は賛成だが、自分の居住地域の近くではお断り、という

考え方である。  

例えば、ニューヨーク市のロングアイランドのサウザンプトン沖合に今年 2月から建設

が始まった大型洋上風力発電計画に対し、地元住民が環境への悪影響や汚染リスクを理由

として反対訴訟を起こしている。同様に、ネバダ砂漠で建設予定の全米最大の太陽光発電

計画も地元の住民団体から強い反対に遭っている。 

訴訟の結果に基づく判例がどうなるかにもよるが、少なくとも建設計画の遅れといった

気候変動対策のずれ込みとビジネスリスクが懸念されている。 

 

 

２．米国の食料安全保障政策とウクライナ問題 

 

①アメリカの農産物貿易の実態 ソース：USDA Economic Research Service 

 

米国は EUに次いで世界第二位の農産物貿易量を誇る。 

米国の農産物生産高は国内需要の伸びを上回るスピードで増加していることから、米国

の農家は生産物の価格維持と売り上げ増のため、輸出市場に依存してきた。 その結果

1996年の輸出高が 665 億ドルであったのに対し、2021年は 1,770 億ドルにまで達してい

る。この間、生産物の内訳は世界の需給の変化の影響を受け大きく変わってきた。 

例えば、世界の人口増と収入増及び食文化の多様性はアメリカの乳製品、食肉、果物、野

菜といった比較的値の張る製品が増大している。（別紙５参照） 

一方、アメリカの農産物輸入も消費者志向製品を中心に増大中で、2021年に 1,710 億ド

ルと 1996年比で 4 倍以上に増大している。（別紙６参照）  

その半分以上が果物やナッツ、野菜、飲料といった園芸品で、米国内ではオフシーズン

となっているもののである。 次いで、コーヒー、ココア、スパイスといった嗜好品が約

15%を占める。（別紙 7参照） 

 

②食料安全保障  ソース： CSIS 

 

ロシアのウクライナ侵攻は小麦や油料種子そのものの生産はもとより、それらを原料と

した食品市場への影響を与えている。さらには肥料供給にも悪影響が出て、アメリカの農

家では肥料の使用量が比較的少なくて済む大豆の生産にシフトし、大豆育成の規模が記録

的な高さとなっている。（別紙８参照） 

ロシアのウクライナ攻撃目標にはウクライナの GDP の 9%を越える農業の生産から輸送ま

でのインフラも含まれている。その結果、ウクライナからの小麦の輸出は 1百万トン減る

が、ロシア産小麦の輸出は 1百万トン以上増える見通し。 
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米政府は、ロシア産小麦については現状、制裁の対象にしていない。 

中東と北アフリカを中心に 26もの国々が夫々の小麦の層所要量の 5割以上をウクライ

ナとロシアからの輸入に依存しており、食料安全保障上重大な問題に直面している。特に

エジプトは世界最大の小麦輸入国で、その 8割以上をウクライナとロシアからの輸入に依

存している。 

専門家によれば世界にはその需要を満たすに十分な量の小麦のストックがあり、それを

需要に結びつける必要がある。 この点、インドは余剰供給力を輸出に回し始め、小麦の

価格高で利益を上げている。1 

バイデン政権は低・中所得国における農業開発支援に対するコミットメントを繰り返し

きているが、今回の戦争に伴う短期的影響への支援については未だ発表できていない。 

米国のインテリジェンス部門は 2015年に Intelligence Community Assessment on 

Global Food Securityという報告においてリン酸やカリ、燃料油となる食料品生産の主要

部分の輸出が紛争や政府の行動によって影響を受け、価格高騰を招きかねないという警鐘

を鳴らしていた。 今回まさにその懸念が当たってしまったわけで、二度と同じ価格高騰

の過ちを繰り返さないために、今回のような出来事が生じても価格高騰を招かない供給体

制を考えておくことが世界の食糧安全保障の教訓と言える。 

 

③バイデン政権の対南ア食料支援のアプローチ ソース： ホワイトハウス 

 

国家安全保障担当大統領補佐官のジェイク・サリバンは南アフリカの同職のシドニー・

ムファマディ大統領補佐官と今月面談。 両国間の関係強化の継続努力に合意すると共

に、サリバン補佐官は南アを襲った洪水の被害者への支援提供を約束した。 

さらに、米国が、ウクライナ危機への対応はもとより、貿易と投資、保健体制、気候変

動問題でのパートナーシップの強化、そしてテロ対策と地位完全保障の支援について南ア

フリカと協働する用意があると強調した。 

両者はウクライナへのロシアの侵攻を即時停止する必要があることを強調し、アフリカ

におけるサプライチェーンや商品価格並びに食の安全保障への悪影響について意見を交換

した。 

 

 

３．世界のエネルギーと食糧の安全保障におけるウクライナ問題の影響 
 

①ウクライナとロシアの農産物 ソース： Economics Observatory 

 

                                                   
1 5 月 2 日時点のニュースではインドを襲っている異常熱波は小麦畑に損害を与えており、当初期待されたほどの小麦

の輸出余力はないとの懸念が上がっている。 
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別紙９を見るとわかるようにロシアとウクライナは夫々、ヒマワリの種や木綿の種の

油、小麦、大麦、トウモロコシそして肥料の一大生産地となっている。 その結果それら

の穀物や肥料の世界の輸出に占める両国の割合も別紙の通り非常に高い。 

また、別紙１０の通りロシア産小麦を多く輸入しているのがトルコ、ベトナム、インド

ネシア、EU、メキシコであり、ロシア産ヒマワリ種油についてはベラルーシ、カザフスタ

ン、アルメニア、ジョージア、EUの順で多く輸入している。 

一方、ウクライナ産小麦はインドネシア、フィリピン、モロッコ、EU 及びチュニジアの

順で多く輸入し、ウクライナ産のヒマワリ種油は EU、トルコ、イタリア、ルーマニア、マ

レーシアの順で多く輸入している。 

いずれにせよアメリカの両国からの輸入依存度は必ずしも高くはない。 

農産物輸出はウクライナの総輸出収入の 45%を占めている。 

今年春の同国の種まきはロシア侵攻の影響で例年の半分以下となっている。 300 万人

以上ともいわれる国外脱出者の数や、農家の農産物貯蔵施設の爆撃破壊、農工機械の武器

転用などによりウクライナの食糧生産は大きく落ち込んでいる。 

イギリスのような農産物の自給が進んでいる国でも、肥料価格や燃料価格の高騰が連鎖

反応で食料品価格のインフレにつながっている。 

少なくともウクライナからの農産物供給量の低減を短期的にどのように穴埋めし、中長

期的には如何にウクライナの農業生産復活のためのヒトモノカネを集め戻していくかが問

われている。 

 

②グローバルな貿易の終焉？ ソース：DENTONS 

 

米中対立とパンデミックを契機としたサプライチェーンの国内囲い込みの動きはウクラ

イナ問題で一層高まり、米国では半導体はもとよりレアアースの資源確保の動きが目立

つ。 

ウクライナ問題での勝ち組として、エネルギーではアジアとカタールの液化天然ガスサ

プライヤーが挙げられる。欧州向け(特にドイツ)で高値輸出を行っている。 

小麦ではインドが中東及びアフリカといったロシア・ウクライナに小麦供給を依存して

いる地域への輸出増を目論んでいる。 

実際エジプトはインドから 300 万トンもの小麦輸入に合意。これはエジプトがロシア・

ウクライナから輸入していた量の約半分にあたる。 

また、モロッコ、チュニジア、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム及びレバノ

ンがインドに訪問団を送りインドからの小麦調達を交渉しているという。 

インド政府は今年中に小麦の輸出量を 50%増す方針にある。 

貿易においてウクライナ問題で注目されるのはロシア貿易ではなく、中国貿易である。 
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国連でロシア侵攻を非難する決議において、決議に投票した国々の間での貿易以外の貿易

は世界の 39%で、その過半は中国貿易である。そして、世界の貿易高の 4分の 1は中国と

ロシア非難決議に投票した国々との間のモノである。 

ウクライナ問題が長引くほどに中国・ロシア寄りの陣営と反ロシア・親 NATO陣営との

貿易の区分けが進み、そのいずれかに属さない国々の立場が難しくなる可能性がある。 

 

③ウクライナ問題のエネルギー、気候変動及び食料への影響 ソース：nature  

 

欧州は、2008年のロシアによるジョージア侵攻と 2014年のクリミア半島併合の後であ

ってもロシアに多くのエネルギーを依存し続けてきた。  

EUは 2019年の段階で、天然ガスの 40%、石油の 25%超、そして石炭の半分以上をロシア

産に依存していた。  

今回は、ロシアへのエネルギーはもとより食料への依存を減らす決断に移行している。 

天然ガスについては年内にそのロシア依存度を 3分の 1にまで減らすという。 

その不足をアメリカやカタールからの LNG等で補うという。 

その削減量は 1,015 億立方メートルで、その内の約 6割を米国などから補い、33%分を

再生可能エネルギーとエネルギー効率かで賄うという。 ロシアからの輸入依存度が特に

高いドイツでは石炭火力の増大化が必要となってくる。 

石炭火力が増す分、短期的には GHG排出が懸念されるが、欧州排出権取引があるため、

石炭火力の短期的な排出増はカーボンの価格を高め、結果として全体の排出を抑える方向

に働くと見られる。 

長期的には、再生可能エネルギーのシェアが現在の 40%から 2035年までに 100%に持っ

ていく方向で従来の計画の 5年前倒しで進むきっかけとなると見る向きもある。 

食料に関しては、ロシアとウクライナからの小麦などの供給が滞っても世界的には十分

な貯蔵量があると見られている。 

但し、肥料に関しては、化石燃料が主な原料となるため、大きな影響を受けかねない。 

農家は代替肥料を検討することになろう。 

 

④ウクライナ問題をきっかけとしたエネルギーと食料の安全保障に関する政策オプション 

ソース： CHATAM HOUSE 

 

パンデミックで既に影響を受けていた世界のサプライチェーンの問題が、ウクライナ問

題でエネルギーと肥料、穀物及び油用種子のサプライにおいてさらに強調され、各国政府

は将来の同様の世界的ショックに際してもレジリアンス高く社会と経済を持続させる政策

が求められている。 
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短期的には自国内のサプライ強化で外部環境変化の影響を遮断しようとするかもしれな

いが、それは長期的には社会と経済の脆弱性を増す。従い、可能な範囲での国際的な需要

と供給のリバランスを取る政策が望まれる(ウクライナ紛争によるエネルギーと食料への

影響を緩和するための政策オプションは別紙 11の通り）。 

 

 

４．米国のウクライナ問題を教訓とする専制主義国家との対峙政策のオプション 

 

①ウクライナ問題と第二の冷戦 ソース： NBC News他 

 

欧米を中心とした資本主義・民主主義の価値観とソ連を中心とした共産主義・社会主義

体制の国々との東西対立であった冷戦に対し、今回のロシアのウクライナ侵攻の結果とし

て生じている対立は、民主主義と法に基づく秩序の価値観に対する専制主義と力・強権に

よる秩序の間の対立となる。  

バイデン大統領は今年の一般教書演説において、「ロシアのウクライナ侵攻を黙認する

国々はその仲間として辱められる」と語り、ロシアの行為に対し旗幟鮮明にさせることで

対露制裁による囲い込みの実効を図ろうとしている。 

今回の場合、中国がロシア寄りの姿勢を示しているが、いずれの国も専制主義ではある

ものの資本主義を取り入れてグローバル経済に組み込まれており、独自の経済圏で西側と

対立した冷戦時代とは異なる。 

 

②新冷戦とアメリカのエネルギー安全保障 ソース：Council on Foreign Relations 

 

米国は専制主義陣営に対する民主主義陣営のリーダーとして、その陣営のエネルギー源

となるべき。  

米国のエネルギー供給余力や影響力を駆使することで陣営のメンバーがロシアとのエネ

ルギー依存関係を断ち切ることを支援すべき。 そのためにも来る 10年間は米国内の化

石燃料生産を復活させるべき。加えて、地中海東部のガス田となるイスラエル、エジプト

及びキプロスからの供給を確保すべき。  

この民主主義陣営のエネルギー安全保障と軍事力の強化こそ新冷戦に打ち勝つための準

備と言える。そしてそのためにも米国の政治体制として新冷戦を意識した超党派合意形成

が大切になる。  

ホワイトハウスに歴代の共和党出身の大統領や閣僚を招いてアドバイスを求めたり、 

議会共和党の幹部を招いて根回しをしたりといった姿勢を見せることで、現在の分断傾向

から国内をまとめ上げるきっかけとすべき。 
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【考察】 

ロシアのウクライナ軍事侵攻を受けてバイデン政権が大いなる見直しを求められるのが

従来、対中一辺倒であった外交・安全保障戦略であろう。 

ロシアの人口動態の先行きの厳しさや経済力の弱さ、エネルギー・食料輸出を通じた 

欧州との相互依存関係を見たときにロシアが米国の覇権を脅かす脅威の位置づけにはなか

った。もちろん米国と同規模の核弾頭を保有するロシアは核大国ではあるが、相互確証破

壊（MAD）のシナリオから現実的な脅威ではなく、新 STARTといった二国間協定において

ロシアを対等に扱うことで米国のいわば「管理下」におかれていた。 

従い、ロシアが今回のような前近代的暴挙に出るというシナリオはあまり想定されては

いなかったといえよう。 

今後、ロシア国内での政権転覆が無い限り、米国はプーチン率いるロシアとまともな 

経済・外交関係に戻る可能性はないと考えられる。そうなると、ロシアを支える専制主義

陣営が中国、イラン、シリア、ベラルーシ、北朝鮮等を含めて築かれていく可能性が考え

られる。  

冷戦時代の「共産主義」という共通のイデオロギーを求心力とせず、「反米」を共通の

よりどころとする「敵の敵は味方」という徒党集団に追い込むことになる。  

ただ、冷戦時代のようにヒトモノカネ情報技術が東西で遮断されるというよりは、中国

を窓口として両陣営間である程度の流れが保たれるかもしれない。 

或いは、今回の侵攻を契機に、欧米が中国の新疆ウイグル自治区などの人権問題や南シ

ナ海・東シナ海での抑圧活動に対する制裁的動きを活発化させ、中国を敵陣営の中心に追

い込み、対立を先鋭化させ、白黒をつけようとする「新冷戦」の構図を強化していく可能

性もあり得る。  

無論、全てのシナリオにはマイナスがあるため、それぞれのプラスマイナスの政治判断

となろう。 

上記の「新冷戦」のシナリオは、米国自身が豊かなエネルギーと食糧生産国であること

から米国単独としての実効性は高いが、日本、欧州を含めた自由・民主主義陣営に入ると

想定される国々のエネルギー・食料安全保障までも米国が担保できるかというと定かでは

ない。 

この点で、エネルギー面での脱化石燃料の速度と、大国インドの動きが注目される。 

ロシア産の豊富なエネルギーと小麦・食料、肥料や希少資源並びに兵器・軍事技術が今

後は自由・民主主義陣営には流れなくなる（実際、ロシアが「非友好国」指定したポーラ

ンドへのガス輸出を停止）としたとき、ロシアの余剰エネルギーや食糧はどこに振り向け

られるのか。 現状、エネルギーの多くはインドに振り向けられている。中国へも侵攻前

に比べ 1割強、トルコへも大幅増量となっている。 
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アメリカから見た場合に、兵器的体系でロシア（ソ連）育ちであったインドを対中とい

う共通の目的で QUADに誘い込めたことは朗報であったが、反ロシアとしての陣営にイン

ドを巻き込むことの難しさは認識されている。 

一方、小麦輸出に関しては、インドは今回の侵攻で漁夫の利を得た格好にあり、インド

からの輸出供給が増えることは結果として各国のロシアへの食糧依存度を下げることに 

貢献する可能性はある。 

同様に BRICS に含まれるブラジルと南アフリカや、NATO加盟国でありながらロシアとの

隣国として近い距離間にあるトルコ、アジアの大国であるインドネシアやベトナムもロシ

アとの距離感は近い。 

米国がこういった大国を自らの陣営に囲い込むほどに大量の食糧やエネルギーの補給が

できるわけでもなく、そこは外交力で彼らのロシアとの距離を開かせようとするのであろ

う。 

当面、バイデン政権としては自由・民主主義陣営のコアとなる欧州のエネルギー不足や

食料不足を自らの余剰供給力で補いつつ、共に脱化石燃料化を進めようとするであろう。 

一方で、中東やアフリカが食糧価格高騰で不安定化することを抑えるための食料供給の

メカニズムの構築も国連と共にイニシアティブをとることが期待される。 

仮に新冷戦の構図が現実のものとなる場合に、気候変動対応が自由・民主主義陣営のみ

で進むのか、それとも両陣営間はもとより、非同盟諸国との間の共通のテーマとして数少

ない協働のプロジェクトとなり得るのかについては現段階では予断を許さない。 

以上 
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別紙１ 米国の一次エネルギー分野ごとの消費量の推移（1950年から 2020年まで） 

 ソース： U.S. Energy Information Administration 
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別紙２ 米国の一次エネルギー分野ごとの生産量の推移（1950年から 2020年まで） 

 ソース： U.S. Energy Information Administration 
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別紙３ 米国の 2020年の一次エネルギー分野ごとの生産量 

 ソース： U.S. Energy Information Administration 
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別紙４ 米国の 2020年の一次エネルギー分野ごとのソース、電力セクター及び最終需要 

家間の相関関係 ソース： U.S. Energy Information Administration 
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別紙５ 米国の穀物及び高付加価値食品の輸出高の推移 ソース：USDA 

 

 

別紙６ 米国の穀物及び高付加価値食品の輸入高の推移 ソース：USDA 
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別紙７ 2010年から 2020年までの米国の食品消費に占める輸入の割合の平均値 

 ソース： USDA 
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別紙８ 2018年から 2020年までのロシア、ベラルーシ、ウクライナからの肥料輸入への 

依存度マップ 
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別紙９ 世界におけるロシアとウクライナの農産物供給の地位、シェア 

 ソース： Economics Observatory 
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別紙１０ 各国・地域におけるロシアとウクライナ産ヒマワリ油と小麦の輸入割合 

（2018年時点） ソース： Economics Observatory 
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別紙１１ ウクライナ紛争によるエネルギーと食料への影響を緩和するための 

政策オプション  ソース： CHATHAM HOUSE 

 

 

 


