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Point
❶  米国石炭業界はトランプ氏に大統領の座をもたらした重要な支持層である。今回のパリ協定離脱に
はトランプ氏にとって “恩義ある” 石炭業界の振興政策を進める上での制約排除という側面がある。
だが「協定の中身が不公平」「パリ協定が実行されても温度上昇抑制効果は小さい」と言った彼の
批判を妄言とは言い切れない。

❷  CO2 回収や貯留といった付帯コストなし、言い換えれば「CO2出し放題」で米国産石炭を火力発
電に使えば電力コストが下がり、米国産業は安いエネルギーコストを享受し得る。それによって米
国製品の価格競争力が上がる可能性もある。

❸  パリ協定を脱退したからといって、米国の環境関連企業が世界の「CO2削減マーケット」獲得に
遠慮するはずはない。安いエネルギーコストを背景に価格競争力が高まれば再生可能エネルギー発
電などのCO2削減市場でも米国企業は有利になり得る。

❹  だが、そんなトランプ大統領の巧妙な「米国第一主義シナリオ」も再生可能エネルギー発電のコス
トが石炭火力より安くなった途端に破綻する。そして「石炭火力より安い再生エネ発電」は徐々に
現実のものになりつつある。

はじめに
　昨年6月には英国のEU離脱ショックが世界を
駆け巡ったが、今年6月には米国トランプ大統領
のパリ協定離脱表明で再び世界が揺れた。あれか
らもう3カ月である。
　そもそもパリ協定離脱は大統領選挙戦当時から
トランプ氏の公約でもあった。その意味では「本

当に離脱するとは」という驚きはあっても、今回
の動きは予想できないことではなかった。

　ただ、米国のパリ協定離脱は単に「国際協調か
らの脱退」や「孤立主義」を意味するものではなく、
そこにはトランプ大統領がかねがね強調している
「米国第一主義」の巧妙なシナリオがある。CO2

パリ協定離脱の裏にある
　　　「トランプ戦略」を検証する
̶ “米国第一” のエネルギー・産業政策は成功するか？̶
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削減目標という公約を自ら破棄し、米国産石炭を
はじめとした国内化石燃料を消費し、制限なしに
CO2を排出、一方でエネルギーコストを下げて米
国の産業競争力向上と雇用増大につなげる……と
いうトランプ氏の戦略はそれなりに「うまくでき
ている」といえる。そこで、本稿ではパリ協定の
裏にある「米国第一主義」のトランプ戦略と、そ
の戦略が彼のもくろみ通りに展開するかというこ
とについて考えてみたい。

トランプ大統領誕生の「功労者」たち
　トランプ大統領の離脱表明演説の中で印象的な
フレーズがあった。「私に投票したのはピッツバー
グの労働者たちであってパリの市民ではない」と
いうそのフレーズは新聞の見出しにぴったりの 
“トランプ節” であったが、同時にパリ協定脱退を
決めた大きな理由が込められている。
　ピッツバーグはかつて鉄鋼の町として栄えたと
ころであるが、米国鉄鋼産業やそれを支えた米国
炭鉱業界に昔日の面影はない。米国の火力発電用
石炭消費量の減少傾向は明らかで（図表1参照）、
米国石炭業界は完全に斜陽産業の仲間入りをして
いたといえる。
　こういった斜陽産業の労働者たちが「米国第一」
を掲げるトランプ大統領誕生の功労者になった。
ピッツバーグのあるペンシルベニア州やオハイオ

州などはアパラチア炭田を構成する州でもあるが、
今回の大統領選でこの炭鉱労働者たちがこぞって
トランプ氏に投票。「民主党の地盤」と言われるこ
れらの州で今回共和党が勝ったことがトランプ大
統領誕生の大きな要因であり、トランプ氏は鉄鋼
や石炭といった「CO2大量排出産業」に言わば “恩
義” があったわけである。パリ協定からの脱退に
よって、トランプ氏は米国石炭産業振興策を進め
る上での邪魔な制約、すなわちCO2削減公約を排
除できたことになる。

　石炭は確かに燃料として安い。しかしCO2排出
抑制という観点でいえば望ましくない燃料である
ことも事実で、米国の石炭消費量が減り続けてい
たのは地球環境重視の「オバマ路線」の結果とも
いえる。オバマ政権下ではさらにCPP（Clean 
Power Plan：新規発電所建設に際した炭素排出基
準で、これが決まれば事実上CO2回収・貯留設備
なしで火力発電所新設は困難と見られていた）ま
で導入されようとしていた。先の大統領選で民主
党政権が続き、オバマ路線が継承されていれば米
国石炭産業はさらなる苦境に陥ったはずである。
　だがトランプ氏が勝った。選挙戦中からその名
もズバリ「America First Energy Plan（米国第一
エネルギープラン）」で国内化石燃料重視の政策を
掲げ、炭鉱労働者たちの圧倒的支持を集めた候補

図表 1　米国の火力発電用石炭消費量推移
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者が米国大統領になったわけである。選挙期間中
からパリ協定脱退を公約としていた彼が突然考え
を変え、自分を支持してくれた石炭業界を敵に回
してパリ協定に残る可能性など最初からなかった
と言ってよい。
　しかし、トランプ氏といえども「米国石炭産業
のためにパリ協定を脱退」とは言いづらいであろ
う。協定そのものの「悪質さ」を理由にする方が
聞こえは良い。そこで持ち出したのが「協定の不
公平性」という問題である。

パリ協定に潜む数字マジック
　ここでパリ協定で主要国が出した約束草案、す
なわちCO2削減公約の中身を再確認してみよう。
　削減目標は各国さまざまであるが、ここには数
字のトリックも隠れている。例えば中国の▲60%
～▲ 65%削減という数字は他国より高いが、これ
が「GDPあたりの排出量」であるという点はトラ
ンプ氏の言う「不公平」のポイントの一つといえる。
　2005年時点で約 16.3 兆人民元だった中国の
GDP（名目）は 2017年には 80兆元を超えると考
えられ、その後さらに2018～ 30年まで年率 6%
の成長が続くとすれば2030年にはおよそ 170兆
元。2005年比の軽く 10倍である。
　GDPあたりの排出原単位を2005年当時の 0.35

（65%減）にまで減らしても母数が10倍以上増え
ては相殺どころでは済まない。2030年時点での中
国のCO2排出総量は 2005年比で軽く数倍にはな
るはずで、減らないどころか増えるわけである。
このやり方はインドも使っているが、実際問題と
して中国やインドなどの新興国がパリ協定に参加
した背景にはこういった “増やせる余地のある楽
な公約” が許容されたことが影響しているのは確
かであろう。
　「パリ協定は不公平。中国やインドは今後13年
間好きなことができるのに米国はできない」とい
う扇動的な “トランプ節” に一面の真実が含まれ
ていることは否定できないのである。

米国 2025 年に▲ 26% ～▲ 28%（2005 年比）、▲ 28% に向
けて最大限努力 

EU 2030 年に少なくとも▲ 40%（1990 年比） 
日本 2030 年度に▲ 26%（2013 年度比） 

中国 2030年までにGDPあたり排出量▲60%～▲65%（2005
年比）、さらに 2030 年頃を排出量ピークとし、以後減少へ  

インド 2030年までにGDPあたり排出量▲33%～▲35%（2005
年比） 

図表 2　パリ協定における主要国の約束草案内容

出所：環境省資料等を基に筆者作成

　これに対して米国の削減公約は「2025年にCO2
排出量 26～ 28%削減（2005年比）」であるから、
増やせる余地などもちろんない。米国の2005年
のCO2排出量が約 58億トンであるから、その

図表 3　米国のCO2 排出量の推移
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28%、約 16億トンを“純減”させなければならない。
　だがここにも一種のトリックがある。「2005年
比」という部分である。2005年というのは米国の
CO2排出量がピークだった年なのである（図表3
参照）。
　その後、リーマンショックによる景気減速や再
生可能エネルギー普及等で排出量は減少が続き、
2013年時点ですでにピーク時からは約7億トンも
減っている。「28%削減達成のためにCO2排出を
16億トン減らす」というと大変野心的な目標に聞
こえるが、その16億トンの中には「事実上すで
に達成済みの7億トン」が含まれていることにな
る。もちろん残り9億トンの削減は容易でないが、
それを “より厳しく野心的な目標に見えるような”
算出基準を使って世界に打ち出したわけである。
　こうして見るとパリ協定には「新興国を含む全
ての国が合意した初の画期的削減枠組み」という
意義はあっても、各国の政治的な思惑が投影され
た中身になっていることは否めない。各国の削減
目標は公約であって不履行のペナルティは一切な
く、実効性がどの程度あるのかという問題も残る。
「全員参加の意義」を優先して発足した協定という
側面があるのは確かなのである。

　パリ協定後に発表されたUNEP（国連環境計画）
のレポートによれば「産業革命前からの地球平均
気温の上昇を2℃以下、1.5℃に抑える」というパ
リ協定の全体目標をクリアするためには 2030年
時点でのCO2排出量を 420億トン程度に抑える必
要があるとされている。一方、パリ協定参加国全
てが目標を守ったとしても排出量は540億～ 560
億トンに達すると推計されており、120億～ 140
億トンもの追加削減が求められる。120億トンと
いえば現在世界最大の排出国である中国の排出量
よりも多い。
　表だって「米国石炭産業のため」と言えないト
ランプ大統領が「削減目標を守ったとしても温度
上昇抑制効果など小さい」と言ってパリ協定の実
効性をこき下ろした背景には「米国が残ろうが残

るまいが、どうせパリ協定での効果は少ない」と
いう気の短い判断があったことも十分考えられる。

米国非難も馬耳東風
　こうしてパリ協定離脱は実行された。トランプ
政権下での米国エネルギー政策は選挙期間中から
アピールし続けてきた「国内化石燃料重視」の方
向に今後舵が切られるはずである。パリ協定とい
うCO2排出枠組みから逃れ、米国産シェールガス
や石炭をCO2対策なしで派手に燃やして米国だけ
は安いエネルギーコストを達成……といったシナ
リオがトランプ氏の中に描かれている可能性は高
い。
　この考え方が地球温暖化抑制の流れに逆行した
ものであることは確かであるし、「アメリカ第一主
義」の自分勝手な政策と言われても仕方ないのも
事実。その点では環境派や国際協調派の米国非難
は当然で、いかに自国第一主義を掲げて大統領に
当選したからと言ってもトランプ氏に大国のリー
ダーたる振る舞いを期待していた人にとってパリ
協定離脱表明は失望以外の何者でもなかったであ
ろう。

　しかし、米国第一主義を掲げるトランプ氏に「自
国の都合より地球環境のことを考えろ」などと非
難しても馬耳東風であろう。彼にとっては不公平
で実効性の低いパリ協定に留まって体面を保つこ
とよりも、自分を支持してくれた米国石炭産業の
恩義に報い、さらに米国の雇用と競争力を守るこ
との方が重要なのは言うまでもない。
　だがパリ協定から脱退し、米国産化石燃料を使
うことでトランプ氏の思惑通りエネルギーコスト
は下がり、雇用増大や産業競争力につながるのか？
この点について次項で考察してみたい。

石炭火力が増えれば電気代は安く
　トランプ政権の誕生など誰も想像していなかっ
た2013年、ちょうどオバマ大統領の2期目がス
タートした直後に米国エネルギー情報局（以下、

パリ協定離脱の裏にある「トランプ戦略」を検証する
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EIA）が米国の長期的な電源構成の見通しを発表
している。
　図表4では技術タイプ別の発電容量ウェイトを
数字で示しているが（石炭は白ヌキ数字）、これを
見れば一目瞭然で石炭は2020年まで減ったあと
は完全な横ばい続き、比率は低くなる一方である。
グラフでは石油・天然ガスも減っているように見
えるが、内燃機関やGT（ガスタービン）等で使
われる分を加えればこちらはむしろ増えていると
言ってよく、石炭の “一人負け” なのである。

　米国がパリ協定を脱退して石炭火力拡充、それ
も「CO2貯留等のコスト負担なし」での拡充に舵
を切れば石炭業界は当然喜ぶ。燃料コストだけで
比較すれば石炭は安いのであるから、石炭火力の
比率が高まれば電力料金のダウンにもつながる。
エネルギーコストが下がればその分米国製品の価
格競争力も高まり、輸出拡大・雇用増大という期
待もふくらむ。パリ協定から脱退したトランプ氏
が重視する「米国第一主義」のもくろみはそれな
りに筋が通っているのである。
　考えられる懸念要素の一つはEUを中心とした

「パリ協定グループ」による “報復” であろう。
EUや日本のメーカーは環境負荷低減コストを負
担し、割高なエネルギーコストを受け入れている
のに、米国メーカーだけは “CO2 排出し放題” の
石炭火力に支えられた安いエネルギーコストで製
品を作り、世界に輸出しようとしている。それこ
そ不公平だと非難する声はすでにあり、米国製品
に「報復炭素関税」をかけるべきといった話も飛
び出している。しかし仮にそうなればトランプ氏
はここぞとばかりに報復措置に出るはずであり、
果てしない報復合戦・貿易戦争に陥ることにな
る。報復炭素関税のような「協定脱退ペナルティ」
が現実になるとは考えづらい。

　トランプ氏の離脱表明後、アップルやインテル
といった米国の有名企業は相次いで離脱への反対
意思と、企業として環境対策に取り組み続けるこ
とを発表した。さらにテスラモーターズのイーロ
ン・マスク氏は離脱に失望してホワイトハウスの
経済諮問委員を辞任。こういった米国企業の一連
の動きも端的に言えば「大統領はああ言っている
が、わが社は違いますよ」という世界市場に向け

図表 4　米国の電源構成見通し
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たアピールと見ることもできる。しかし、実際に
は前述のように貿易戦争が起きる可能性は低いし、
声明を出したり委員を辞任したりして「わが社は
環境にやさしい」という姿勢を世界にアピールし
ておけば “安全度” はさらに高まる。その上でト
ランプ氏のもくろみ通り安いエネルギーコストを
享受して国際価格競争力が上がれば米国企業に
とって誠に結構な話である。

CO2削減市場競争では遠慮なし？
　さらにトランプ大統領の「米国第一ぶり」が見
てとれるのが、パリ協定を離脱しても環境技術の
開発や輸出には前向きな姿勢を示している点であ
る。トランプ政権の中でも「離脱派」の急先鋒と
言われる米EPA（環境保護局）のプルーイット長
官はトランプ氏の離脱表明に続いた記者会見で「米
国は技術革新を通じて排出削減に貢献し、世界が
この手法を学びたければ喜んで共有する」と述べ
ているが、筆者にはこの言葉は「今後増えるCO2
削減マーケット獲得競争では米国は全く遠慮など
しない」という意味に聞こえる。パリ協定後に発
生するCO2削減需要は、これまでよりさらに巨大
なものになるのが確実で、これを見逃すことなど
あり得ない。

　トランプ氏に「好きなことをできる国」と非難
された中国やインド。しかし実際には中国やイン
ドは今後生まれる莫大なCO2削減マーケットでも
中心的な存在になる。
　すでに中国は太陽光でも風力でも世界最大の
マーケットだが、中国政府が今後計画通り再生可
能エネルギーを増やしていくとすると、2.5MWク
ラスの大型風車を毎年2万本以上、さらに10MW
クラスのメガソーラーを毎年6,000カ所以上の
ペースで増やす必要がある。中国一つ取ってみて
も今後生まれるCO2削減マーケットは莫大なもの
であり、世界レベルで考えればなおさらである。
　こういった再生可能エネルギー投資はCO2排出
を抑えて地球環境に貢献するため？　確かにその

側面もあるが、特に新興国で切実なのは大気汚染
などの国内環境問題であろう。国内環境汚染に対
する国民の不満という “内圧” に応えるために中
国やインドは巨大な投資をして再生可能エネル
ギーを導入し、EVを普及させなければならないの
である。新興国にとっては地球温暖化抑制への貢
献という崇高な目的より、現実的な国内事情の方
が強いCO2削減モチベーションになり、それがそ
のまま巨大市場の形成につながるわけである。

　風力発電や太陽光発電、EVやFCV、それを支
えるバッテリーや素材等々、パリ協定をさらなる
推進力として今後世界で莫大なCO2削減関連マー
ケットが生まれることは確実であり、世界中の関
連メーカーがその市場を狙っている。トランプ氏
がその巨大市場に米国企業の参入を “遠慮” させ
るはずはない。
　そういった市場獲得競争において米国メーカー
が先述のようにこれまでより安いエネルギーコス
トを享受し、その分高い価格競争力を持つことが
できるとしたら？　ことによるとトランプ氏のパ
リ協定離脱宣言で “おいしい思い” をするのは米
国石炭業界だけではなく、環境関連装置メーカー
も同様かもしれないのである。
　不公平を表向きの理由にパリ協定離脱 ⇒ 石炭
火力へのシフトで石炭産業からの支持獲得と電力
コストダウンを実現 ⇒ 安いエネルギーコストを
背景に米国企業の競争力向上 ⇒ パリ協定が圧力
となって生じる巨大な温暖化対策市場で米国企業
が有利に……という展開を考えていくと、トラン
プ氏が思い描くシナリオはかなりうまくできてい
ると言わざるをえない。パリ協定離脱は「自分だ
けは好き放題にCO2を排出する」という単なる開
き直りではない。地球温暖化抑制という大命題に
対して、電力コストや米国の産業競争力も絡めて
トランプ大統領が仕掛けてきた「究極の米国第一
主義」と言ってよいであろう。
　しかし、本当にトランプ氏のもくろみ通りにな
るのであろうか？　彼の「米国第一シナリオ」に
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誤算や見落としはないのか？　筆者には「ある誤
算」が生じる可能性が大きいのではないかと思え
るのである。

石炭火力より安い電力が現れた時
　「ある誤算」とは発電コストの問題である。火力
発電用燃料としては石炭が最もコストが安く、石
油や天然ガスの方が高い。ましてや小規模分散型
の再生可能エネルギー発電では火力発電コストに
対抗できないというイメージが強い。しかも、ト
ランプ氏が思い描くのがCO2回収・貯留といった
付帯設備など付けない “温暖化対策無視型” の石
炭火力であるとすれば、コスト面で石炭はさらに
有利になるに違いない。
　CO2削減コストをかけない石炭火力が増えれば
米国の電気料金コストダウンにつながる可能性は
確かにある。だが、このシナリオの基本は「発電
コストでは石炭火力が一番安い」という考えが大
前提になっている。もしこの前提が崩れたらどう
なるか？

　これは決してとっぴな仮定ではない。風力発電
や太陽光発電などの再生可能エネルギー発電コス
トは近年劇的に下がりつつあり、条件さえ整えば
「火力発電より安い再生エネルギー発電」はすでに
現実のものになっているのである。
　ソフトバンクが出資した自然エネルギー財団理
事長も務めるスウェーデンの元エネルギー庁長官

が来日講演の時に「安い再生可能エネルギー発電」
の事例を示している（図表5参照）。これを見ると
最近の再生可能エネルギー発電では石炭火力より
コストが安いケースが着実に増えていることがわ
かる。今や欧州では洋上風力発電が「最も安い電
源の一つ」になりつつある。今後風車や太陽電池
のコストダウンと高効率化が進めば、いずれ「最
も安い電力は再生エネルギー発電」という時代が
来る可能性は十分にあるといえよう。

　先に述べたように米国の世界的企業はトランプ
氏のパリ協定離脱表明後も企業として温暖化防止
に取り組むと表明し、特に再生可能エネルギー発
電からの買電比率を高めることをこぞって発表し
ている。
　米国の再生可能エネルギー導入量を見ると、特
に風力が著しく伸びているが（図表6参照）、これ
は「温暖化防止のためのニーズが風力に集まった」
というだけで説明できるものではない。すでに米
国でも「場所さえよければ風力は火力より安い」
といった評価が2～ 3年前から現れ始めている。
大手企業がこぞって再生可能エネルギーからの購
入拡大を打ち出している背景には温暖化防止に貢
献姿勢を示すと同時に、「将来安くなりそうな電力」
と購入契約を結ぼうという単純な動機も少なから
ず存在しているのではないだろうか。
　トランプ大統領がこのことを知っていたか、あ
るいは知っていても「自分の任期中にはそんなこ

風
力
発
電

① 2016 年 2月デンマーク電力会社とオランダ沖洋上風力発電が 8¢/kWhで契約
→約 9 円 /kWh

②同年 9月スウェーデン電力会社とデンマーク沖洋上風力発電が 6¢/kWhで契約
→約 6.8 円 /kWh

③同年11月スウェーデン電力会社とデンマーク沖洋上風力発電が49.9 € /MWhで契約
→約 6.4 円 /kWh

太
陽
光
発
電

① 2016 年 2月、ペルーの144MW 太陽光発電が4.8¢/kWhで契約
→約 5.24 円 /kWh

②同年 5月、ドバイで 800 MWの太陽光発電施設が 2.99¢/kWhで契約
→約 3.38 円 /kWh

③同年 9月、アブダビで 350 MWの太陽光発電施設が 2.42¢/kWhで契約
→約 2.73 円 /kWh

図表 5　最近の再生可能エネルギー発電コストの契約事例

（注）1ドル＝113円、１ユーロ＝129円で円換算 
出所：Smart Japan掲載のトーマス・コーベリエル氏講演内容

産業技術
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とはあるまい」と考えていたかは分からない。だが、
もし「石炭火力より安い再生可能エネルギー発電」
が当たり前になれば、トランプ大統領のもくろみ
が崩れることだけは間違いない。あらゆる企業・
消費者は “安い方” から電気を買おうとし、いく
らトランプ氏が力こぶを入れても “高い石炭火力”
は電力マーケットで競争力を失う。これはあくま
で「もし」という仮定付きの話であるが、先ほど
見たようにこの「もし」はすでに局所的に現実の
ものになっている。トランプ氏は果たしてこの「も
し」の可能性を考慮したであろうか？

　米国のパリ協定離脱、さらに米国産石炭を使っ
た火力発電拡大によって米国石炭産業が一時的に
息を吹き返す可能性は確かにある。それによって
電力コストが安くなり、価格競争力を強めた米国
の環境装置メーカーが莫大な「CO2削減マーケッ
ト」で有利なビジネスを展開する可能性もある。
わが国や欧州のメーカーが不利になる局面も起こ
り得よう。

　しかしそれが長期的・永続的なトレンドチェン
ジになるはずはない。たとえ中国やインドが “楽
な目標” を掲げ、米国が離脱しても、パリ協定が
掲げるCO2削減・地球温暖化抑制という世界の趨
勢が変わることなど考えられないし、再生可能エ
ネルギーに代表されるCO2削減市場が今後さらに
拡大し続けることも間違いない。
　そのマーケットが莫大なものである以上、再生
可能エネルギー発電コストダウンのための技術開
発競争はやむことなく続き、いずれは上述のよう
に「石炭火力より安い再生可能エネルギー発電」
が当たり前になる可能性は十分にある。
　そうなった時にトランプ氏がまだ大統領の座に
いるか、次期もしくは次々期大統領の政権になっ
ているかは分からない。しかしパリ協定離脱と米
国石炭産業復活というトランプ戦略が一時的に奏
功しても、結局それはトランプ政権下でのごく短
期的な “リバウンド” でしかなかったと後世記憶
されることになるはずである。もしそれが後世の
人々の記憶に残れば、の話であるが。

図表 6　米国の技術別再生可能エネルギー発電量推移
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出所：U.S. Energy Information Administration 
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