
．資源争奪戦から脱却できるか

心機一転。試行錯誤を繰り返しながらも、新たな時代へと変わりつつある。日本も含めて

例外なく、世界各国が次の時代への跳躍を模索している。いわゆるサブプライムローン問題

が残存した状態でリーマン・ショックが世界金融動乱の引き金となった。金融危機は実体経

済を巻き込み、世界同時不況の様相を呈した。 年に 度の恐慌だと慄く声さえ流布した。

しかしながら、 年 月末を大底に緩慢ではあるが、世界経済全体が落ち着きを取り戻

すようになった。油断は大敵。だが、新しい成長のエンジンが芽生え始めている。不断なる

技術革新─陳腐な表現だが、技術進歩が人類の生活を根底から変えていく。ただ、主役が時

代の変化と共に変遷していくだけだ。

前世紀は米国の時代だった。しかし、 世紀を迎えた今日、米国の時代が継続すると確信

できる者は皆無だろう。並外れた軍事力を背景とした米国の国力を侮ることはできない。し

かしそれでも、米国以外の国家が国力を強化してきたことで、米国の国力は相対的に弱まっ

ている。 世紀には米国発の経済危機が多発した。これは米国経済が世界経済の頂点に立つ

ことを物語る証左である。サブプライムローン問題、リーマン・ショックも米国発だった

が、米国発の金融危機はこれが最後になるかもしれない。次期金融危機はどの国が発火点と

なるかに注視しなければならない。中国発の金融危機が世界を震撼させたそのとき、中国が

世界経済の中心であることを意味する。但し、この前提条件は現行の中国が存在することで

ある。

花形産業も入れ替わるだろう。重厚長大から軽薄短小に移行する潮流は続く。しかし、そ

の主役に変化の兆しが現れている。エネルギー資源産業は重厚長大型に属するだろう。だ

が、この産業界も時代の変化を先読みしている。石炭から石油、石油から天然ガス、天然ガ

スから原子力、原子力から新エネルギーへと新たな動力源が付加されてきた。エネルギー資

源争奪戦に参戦しながらも、新しい成長の柱を探索している。最終的には世界の動力源は太

陽光になるだろう。そして、生存に不可欠な水資源を如何にして生み出すかに人類の英知が
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．ロシア極東地域が日本のエネルギー安全保障に貢献するか
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結集するだろう。現在がその分岐点、過渡期であることは間違いがない。

話題が少々飛躍するが、 年 月上旬、グルジア紛争 周年を迎えた。グルジア紛争を通

じて、カフカス（コーカサス）地方がロシア、米国、欧州の戦場であることを再認識した。

いわゆるグレート・ゲームの舞台となる地政学要衝地であることを再認識した。カスピ海周

辺に眠る貴重な原油と天然ガスの回廊であることを再認識した。米露の思惑が異なっている

ことを再認識した。にもかかわらず、オバマ米大統領がモスクワを公式訪問して、米露間で

軍縮を進めていく方向に道筋をつけた。

だがその一方で、バイデン米副大統領がウクライナとグルジアを訪れて、両国を支援する

ことを約束した。ワシントンの真意はどこにあるのか。ホワイトハウスにとっての優先順位

はグルジア問題よりもイランやアフガニスタンの安定にある。欧州当局もグルジアを支援し

てきたけれども、ロシアの立場を考慮せざるを得ない。グルジアとウクライナを拙速に北大

西洋条約機構（ ）と欧州連合（ ）に加盟させるわけにはいかない。 はエネル

ギー安全保障で結束を固めることで精一杯だ。

他方、クレムリンにとっては実効支配する南オセチア共和国やアブアジア自治共和国と自

国のチェチェン、イングーシ、ダゲスタンといった北カフカス地方の情勢が密接に絡み合

う。南オセチアとアブアジアを軍事占領し、その独立を扇動する反面、北カフカス地方の情

勢を睨みつつ、当該実効支配地域を支援しなければならない。南オセチアもアブハジアも財

政から安全保障に至るまで全面的にロシアに依存する有様。モスクワにとっては相当なコス

ト負担となる。

その見返りはあるのか。南オセチアと北オセチアとを統合すれば、新たな軋轢が生じよ

う。 年に開催が予定されているソチ冬季オリンピックが終われば、アブハジアへの関心

は薄れるだろう。グルジアの親米派サーカシビリ大統領を排除して、グルジア消滅に奏功し

たとしても、国際社会から非難の大合唱を浴びるだろう。結局はロシアの国益を損なうこと

になるかもしれない。

バルト 国を例外として、旧ソ連邦構成共和国の 加盟は困難な大事業である。加

盟をクレムリンが黙認するはずはなく、必ずや報復を試みるだろう。 内部でも統一

された見解がないのが実態だ。一方、ロシアが中核となる独立国家共同体（ ）も分裂状

態。グルジアは正式に を脱退した。結果、グルジアの疲弊のみが際立っている。

グルジアがいわゆるバラ革命（ 年）を達成して高度経済成長を謳歌できたのも束の間、

年の経済成長率は ％、 年ではマイナス ％に甘んじなければならない。国際通貨基

金（ ）は 年成長率を ％、グルジア政府は ％とそれぞれ見通している。 年に

はグルジア国内総生産（ ）の ％に相当する規模の外国直接投資（ ）、すなわち

億ドルが流入し、 ％成長を演出した。ところが、現在は国際支援に頼る始末。人口 万

人の小国に流入した国際支援は 億ドル。国民 人当たりに換算すると ドルになる ）。

にもかかわらず、失業率は ％を記録 ）。紛争、野党による反政府デモ活動、世界金融危

機といった複合要因が容赦なくグルジア経済に襲いかかった結果である。当然、投資家は衝
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撃を受ける。

ただ、グルジア独自の魅力は兼ね備えている。安価な労働力、低税率、簡素な税制（税金

は 種類で一律課税）、輸送、エネルギー分野に潜む豊富な事業機会─投資家が着目するグ

ルジアの長所だ。復興需要、産業近代化の面でも商機は溢れている。要するに、グルジアは

大国の思惑に翻弄されながら、経済自立化に向かって邁進しなければならないという困難な

課題に直面している。

各国はカスピ海周辺のエネルギー資源の回廊としてのグルジアに着眼する。エネルギー資

源争奪戦の戦場であることも否定できない現実だ。エネルギー外交の主戦場とも表現できよ

う。しかしながら、エネルギー資源争奪戦に食い込む一方で、各国はそれぞれ独自のエネル

ギー戦略を立案する必要に迫られている。

原油、天然ガス、ウランといった資源に恵まれない日本にとって、エネルギー資源の自給

は死活問題。短期、中期、長期の目標をそれぞれ明確にした上で、ゼロ炭素社会の実現に向

けて前進する決意が日本社会に要請される。地球温暖化阻止に貢献するという視点でなく、

人類の貴重なエネルギー資源を死守する、エネルギー源の自給体制を確立する観点から目標

を成就せねばならない。

ここに到達したできたとき、日本のエネルギー安全保障が構築され、国際社会での発言力

が強化される。ゼロ炭素社会の実現は自ずと日本の経済力、防衛力の強化を導出する。もっ

て米国や台頭する中国、それに隣国ロシアに対抗できる。ロシア極東地域からの原油・天然

ガス調達や原子力発電所増設は最終目標地点に到達する中間的目標、一里塚に過ぎないが、

その中期目標から点検することにしよう。

．ロシア極東地域が日本のエネルギー安全保障強化に貢献するか

ご多分に漏れず、ロシア経済もマイナス成長に喘いでいる。 年の実質経済成長率は

％を死守できたが、 年ではマイナス ％に落ち込むと見通されている ）。また、持ち

直してはいるものの、工業生産、殊に鉄鋼生産の落ち込みが酷い。加えて、ロシア政府が企

業や金融機関に公的資金を付与して救済した結果、財政赤字は対 比で ％に達する

見込みだ。財政収支は黒字から赤字に転落する。財政赤字は安定化基金によって補填される

が、積み上げた外貨準備金は確実に減少する。

失業率はメドベージェフが大統領に就任した 年 月の段階で ％まで改善されていた

が、 年 月には ％に跳ね上がった。地域別失業率を見ると、極東 ％、シベリア

％、ウラル ％、北西 ％、ヴォルガ ％、中央 ％、南部 ％とシベリアや極

東、それに南部地方の失業率が特に高いことが判明する ）。

世界経済の低迷でエネルギー資源需要が減り、その結果、エネルギー資源の国際価格が

年 月を頂点に下落の一途を辿った。ロシアの代表的株価指数 は 年 月末に 台
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を回復したものの、株価は原油価格に左右される不安定な展開。個人消費が勢いを失ったこ

と、国内産業が不振であることもロシア経済の足枷となっている。不良債権問題は今後、顕

在化してくるだろう。株価や通貨ルーブルの重荷となる。政策金利は ％まで引き下げ

られたが、金融システムが不透明であることに何ら変わりはない ）。

もっともロシア政府（金融市場の監督官庁はロシア連邦金融市場サービス庁）は事態の重

要性に鑑みて、国内株式市場の空洞化対策に乗り出している。ロシア企業による外国市場で

の新規株式公開（ ）の規制を強化、すなわち外国での新規株式発行数を発行済み株式総

数の 割から ％に引き下げる一方、外国企業によるロシア国内での上場規制を大幅に緩和

した。 （モスクワ銀行間為替取引所、 年設立、為替、債券、株式などをルーブ

ルで取り扱う。 社超が上場、 指数は 銘柄で構成）の株式時価総額は 年 月

末時点で 億ドル。ブラジル・サンパウロ市場、インド・ムンバイ市場の時価総額 兆ド

ル、上海市場の 兆 億ドルと比べれば、大きく見劣りする ）。

経済再浮上の条件はエネルギー資源価格が高値圏で推移すること。と同時に、エネルギー

資源産業関連の産業部門を強化していかなければならない。 年の成長率は ％とされる

が、その条件は原油価格が バレル当り ドルであることだ。また同様に、 年では ド

ルとして ％成長を遂げることができると試算されている。

ロシア経済の再建は長く、かつ困難な道程であるが、技術水準の向上を目標に据えた地道

な取り組みが必要となる。言うまでもなく、足元ではロシア主要企業の業績は悪化。天然ガ

スの世界需要が低迷していることから、国営天然ガス独占体ガスプロムは天然ガス生産量を

抑制せざるを得ない。 、米国、日本の 年天然ガス需要は全体として 年比で ％減と

見通されている。ロシアの主要顧客である のそれは ％減となる見通しだ。

直近の数字を明示して、もう少し詳しく記述してみよう ）。 年 月 月期における

の天然ガス需要は前年同期比で 億立方メートルの減少であった。ロシアのそれも

億立方メートル、旧ソ連邦では 億立方メートルの需要減少が発生した。欧州各国の国別

需要を見ると、需要減少が更に明瞭となる。

すなわち、スペインでは 億立方メートの需要減少が生じ（ 年 月 月期）、年率換

算で ％の大幅減少となった。スペイン経済の低空飛行を示している。イタリアでも 億

立方メートル、年率 ％減を記録、以下、トルコ 億立方メートル、 ％減、英国 億

立方メートル、 ％減、ドイツ 億立方メートル、 ％減となっている。

このような天然ガス需要の低下を受けて、ガスプロムは生産調整を強いられた。 年 月

月期の天然ガス生産量は年率換算で ％減となった。過去 年で最低の水準。 年の

天然ガス生産量見通しでも 億立方メートルと対 年（ 億立方メートル）比で ％

減になると予測されている。 年でも 億立方メートル、 年 億立方メートルと

年生産量の水準を超えられない。そこで、ガスプロムはヤマル半島（西シベリア）にある

ボヴァネンコヴォ天然ガス田の開発を延期することに決定した。欧州天然ガス需要の ％を

供給するガスプロムとしては当然の企業意思決定である。結果、ガスプロムによる 年資本
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支出は当初計画の 億ルーブルから 億ルーブル（ 億ドル）に縮小される。

天然ガス価格の国際先物価格が 年ぶりの安値圏、すなわちニューヨーク先物市場で

万 （英国熱量単位、 ポンドの水温をカ氏 度上げるのに必要な熱量）当り ドル

台、ロンドン市場では同 ドル台で推移。欧州向けの輸出価格が連動して下がるため、ガ

スプロムの収入も減る。在庫の積み上がりが主因で国際価格は 年 月の過去最高値に比べ

て ％も下落。液化天然ガス（ ）スポット価格（同 ドル前後）の押し下げ要因にも

なっていた。但し、その後は原油価格と連動して急伸する場面もある。

もっとも、中長期的には石炭や原油に比べると、クリーンな天然ガスの世界需要は旺盛だ

ろう。欧州域内の天然ガス生産量が今後 年間で ％減になると予測されていること、欧州

の天然ガス輸入量（ 年で天然ガス消費量の ％に匹敵）が 年までに ％増になると予

測されていることから勘案すれば、ガスプロムは天然ガス生産量を増やす必要がある。これ

はガスプロムにとって収入増に結びつく。とは言え、欧州天然ガス市場では競争が激しい。

欧州よりもむしろアジアのほうが市場を開拓し易い（ 年実績で 天然ガス輸入市場のロ

シア産占有率は ％、以下、ノルウェー ％、アルジェリア ％、ナイジェリア

％、その他 ％ ））。

サハリン から日本向けの 出荷が開始されたが、韓国もガス公社（ ）を通じ

て年間 万トンの をサハリン から調達する ）。だが、 はガスプロムからパ

イプラインでも天然ガスを輸入する構えでいる。 とガスプロムはサハリン ハバロ

フスク ウラジオストク間天然ガスパイプラインの拡張（ キロメートル）調査とそのパ

イプラインによる天然ガス供給で合意している。このパイプラインは総延長 キロメート

ルで、建設は 年 月に着工されている。 年末に完成予定だ。総工費は 億ドル。輸送

能力は当初、年間 億立方メートルだが、最終的に同 億キロメートルに増強される。

このプロジェクトには日本政府が 億ドルの支援を提案している。その融資条件は日系企

業から 万トン規模のパイプラインを購入することだ。ウラジオストクには 生産基

地も建設される計画なので、日本はサハリンに加えてウラジオストクからもロシア産

を輸入できる ）。ただ、ロシアから韓国に供給する場合、北朝鮮経由か海底かの選択が迫ら

れる。いずれも政治経済的に困難な課題。解決できた暁には 年 年期にロシア産天然

ガス年間 億立方メートルが韓国に届けられることになる。

このように、ガスプロムは東アジア地域でロシア産天然ガスのサプライチェーンを構築し

ようとする野望を抱く。欧州市場開拓が一層困難となる現在、アジア太平洋市場の開拓はガ

スプロムにとって死活問題となる。日本の民主党新政権はこの点を肝に銘じた上でモスクワ

に対してロビー外交を展開する必要がある。

中央アジアのキルギス政府はマナス基地の賃貸料を引き上げることで米軍に貸与すること

を決定したと同時に、ロシア軍にも 番目の基地開設を容認するといった二刀流外交を駆使

している ）。外貨収入の維持を図ることで国庫を潤す戦術を徹底した結果だ。小国でありな
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がらも大国を相手に国益を厳密に計算している。これが担当政権のあるべき姿だ。クレムリ

ンは日本と韓国、それに中国を天秤に掛けつつ、日本政府にそれ相当の要求を突き付けてく

るはずだ。

日本でもお馴染みになったロシアの大富豪オレグ・デリパスカ。今もって大富豪であるこ

とには些かの変化もないけれども、デリパスカもまた世界金融危機の辛酸を舐めた。デリパ

スカが率いるロシアアルミ最大手の ルースアル。同社はアルミ価格の下落で資金繰りに

行き詰まった。そのため、 行の金融機関と債務返済繰り延べ交渉を続け、どうやら合意に

漕ぎ着けたようだ。その繰り延べ金額は 億ドル。 億ドルのうち、 億ドルがロシア国内

金融機関からの借入。例えば、ロシア対外経済銀行（ ）からは 億ドルを借り入れて

いる。 ルースアルが保有するロシア国内ニッケル最大手ノリリスクニッケルの株式 ％

を担保とする融資である ）。

デリパスカはまたロシア自動車 位の も保有する。 は米ゼネラル・モーター

ズの欧州子会社であるドイツのオペル買収劇を通じて世界的に有名になった。この の

経営も苦境に立たされていて、 万人の人員整理が計画されている。 年上半期の販売台数

は対前年同期比で 割減であった。ロシア政府から 億ドルの信用供与を得て経営再建中

である。

また、仏ルノーが ％超を出資するロシア自動車最大手の国営アフトワズも 万 人の

人員整理を計画 ）。同社の主力車は小型車ラーダであるが、 年 月 月期の販売台数は

万台と対前年同期比で ％減となった。加えて、同年の生産台数は 万台に縮小する見通

しである。対前年比で 割減の大幅な減産となる。同社もまたロシア政府から 億ドルの

支援を受けている。ロシアの自動車業界は 万人に上る雇用の場を提供してきた。この自

動車業界が矢継ぎ早に人員整理に踏み切れば、当然の結果として失業者数が増大する。

輸入中古車を含むロシアの乗用車市場は 年に 万台と過去最高を記録したが、 年

月 月期の新車販売台数はロシア全体で 万台と対前年同期比 割減に甘んじている（

年通年では 万台に減少する見通し）。勿論、日本車の販売台数も激減した。同年上半期実

績で 万台に留まり、対前年同期比で ％減となった。同年 月 月期の販売台数はトヨ

タ自動車で 万 台（対前年同期比 ％減）、日産自動車で 万 台（同 ％減）で

あった。

エネルギー資源業界がロシア産業界全体の牽引役であることは指摘するまでもないが、点

検してきたように自動車産業も主力産業に躍り出てきている。少なくともロシア当局が自動

車産業の重要性を認識し、戦略産業とみなしている。政府主導で自動車産業界にテコ入れし

ようとする動きがあっても不思議でない。

まず、既述のアフトワズとドイツのダイムラーが ％出資するロシアトラック最大手カズ

マとを経営統合する方針をロシア政府が打ち出した。持ち株会社アフトインベストホ ル

ディングスを設立した上で、政府系ロステクノロジーが保有するアフトワズ株 ％とカズマ

株 ％超がこの新会社に移され、 社が傘下に組み込まれる。ここにエンジン生産を手掛け
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るアフトディーゼルも組み入れる構想も浮上している ）。

併せて、ロシア政府は国内自動車産業を保護する方針も鮮明にしている。リーマン・

ショック後、ロシア政府は 年 月 日に自動車輸入関税の引き上げ措置を講じた。これは

同年 月 日までの暫定措置であった。新車並びに製造後 年未満の中古車については輸入

関税を平均 ％から同 ％に引き上げると共に、 年超の中古車には平均 ％の輸入関税が

課せられるようになった ）。

ところが、この暫定措置が延期される。ロシア産業貿易省で自動車産業を統括するアレク

セイ・ラスマノフ局長は中古車の輸入関税率を恒久化すると明言している ）。明らかな産業

保護政策である。業界再編と同時に実施することで自動車産業の再生が意図されている。保

護政策の効果を発揮して、外国ブランド車を含むロシア国内生産車の比率は 年の ％から

年には ％となる。目標とする ％を達成できる格好だ。反比例して中古輸入車の比率

は激減する。

蛇足となるが、ロシア政府は軍民双方の航空機製造を戦略産業と位置付け、本格的に航空

産業を育成し、航空機輸出の増加を外貨獲得源とする意向も示唆している ）。

ロシアの主要企業でさえもこの有様。他の弱小企業については押して知るべし。ロシア企

業全体の対外債務は 億ドルに達し、このうち 億ドルが 年内に返済期限を迎える。

ガスプロム、 ルースアル、 、アフトワズといった主要企業の債務返済実績がロシ

ア企業の健全性を示すリトマス試験紙となる。

このような苦境の最中、横浜ゴムが 年からロシアでタイヤ製造を開始する。リペック

州に新設される新会社ヨコハマ ・ ・ に伊藤忠商事が ％を出資し（残余は横浜ゴムが

出資）、ロシア現地生産の仲間入りを果たす ）。資本金は 億 万ルーブル（ 億円）で

億ルーブルが投資される。年産 万本のタイヤが生産される。

足元の経済情勢は芳しくないが、ロシアの潜在力に投資する案件といえる。ロシアの代理

店をチャネルとして乳児用紙おむつ・メリーズの販売を開始した花王 ）や、現地販売会社

（カネボウコスメティックスロシア ）をチャネルとして高級化粧品を売り込むカネボ

ウ ）の動機も同様だろう。両社とも富裕層を標的市場とする。

日本とロシアとの間にはさまざまな分野で補完関係が成立する。つまり利害関係が一致し

易い。領土問題という大きな障害はあるけれども、近隣諸国でロシア以上に補完関係が成立

する外国は希少だ。ここにスポットを照射して両国の経済関係を緊密化していくことは決し

て邪悪な目標でない。むしろ建設的な関係構築の導火線となる。この意味で日露関係の在り

方を再検討する方向が望まれる。対クレムリン警戒を前提条件として、ロシア産エネルギー

資源のサプライチェーンに組み込まれることが日本のエネルギー安全保障を強化する一つの

道だと思われる。
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．南米のエネルギー資源保有国は日本にとって有望か

珍しくベネズエラの特集記事を 日本経済新聞 （ 年 月 日号）が組んだ。オバマ米

大統領とは意気投合した演出に打って出たが、嫌米として知られるチャベス大統領が訪日し

たのが 年 月上旬。チャベス大統領はこの訪日の際、日系企業に対ベネズエラ投資を呼び

掛けた。チャベス大統領の狙いは日系企業の技術力と資金力。エネルギー資源の中東依存か

ら脱却したい日本と原油の輸出先を米国からシフトさせたいベネズエラとの間に日露間と同

様の補完関係が成り立つ。

早速、石油天然ガス・金属鉱物資源機構（ ）、国際石油開発帝石、三菱商事の

社がオリノコ油田フニン・ブロック の開発に向けた共同調査を開始することで合意した ）。ベ

ネズエラも世界屈指の産油国の一角を占める。原油確認埋蔵量は 億バレル。ベネズエラ

企業の技術力と資金力で克服できない壁を乗り越えるには外資系企業が不可欠。日系企業の

ベネズエラ進出はこの空白を埋める。もって産油国ベネズエラの潜在力を引き出せる。

但し、チャベス政権は国際社会が経済制裁を強化するイランにガソリン（日量 万バレ

ル）を供給すると同時に、南パルス天然ガス田開発に 億 万ドルを投じる ）。また、グ

ルジアからの独立を宣言した南オセチア自治州とアブハジア自治共和国の独立を承認した ）。独

立を認めた国家はロシア、ニカラグアに続き カ国に過ぎない。国際社会にとってベネズエ

ラが異質な国家であることは肝に銘じておく必要がある。

ベネズエラも例外なくリーマン・ショックの犠牲国だった。 年の経済成長率は ％を

維持したものの、 年 月 月期には対前年同期比で ％に失速した。但し、資源国有

化の断行、固定為替相場制度の採用、低中所得者層への原油資源収入再配分といった歪な政

策がベネズエラ自身の首を絞める結果を招いている面も否定できない。ボリビアと同様の政

策が貫徹されている。国民の支持率は高いけれども、持続性のある経済成長を実現すること

は困難だ。どうしても物価上昇圧力が生じる。

外資の進出を歓迎しながらも、 年に国営石油会社 が過半を出資する合弁企業

に移行することを外資側に命じた。また、 年にはオリノコ油田地帯（オリノコ川北側 万

平方キロメートルに広がる重質油を産出する油田）で操業していたメジャーにも

の出資比率を ％以上とする国有化を断行。油田開発の鍵は外資にあるにもかかわらず、外

資が不信感を抱く政策は誤っている。ベネズエラに進出していた一部の日系企業は撤退方針

を固めている。

ベネズエラの産油量は統計によって数値にかなりのばらつきがある。 は 年の

産油量実績を日量 万バレルとするが、英系メジャーの は同 万バレルと推定。ま

た、石油輸出国機構（ ）は同 万 バレルとする。ベネズエラにクウェート並み

の原油が眠っていることは間違いがないが、 年の産油量は日量 万バレルであったか

ら、産油量は低迷しているようだ。原油輸出量は 年日量 万バレル、 年同 万バレル

とされる ）。大幅増産の決め手となるのはオリノコ油田の開発。ここには 億バレルの原
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油が埋蔵されるとの推計もある。サウジアラビアに匹敵する莫大な規模だ。 カ所のプロ

ジェクトだけで 億 億ドルの投資が必要と試算されるが、実現すれば日量 万バレ

ルの原油を確保できるという ）。

しかしながら、政治的リスク、投資リスク、重課税などが相まって外資側がどうしても警

戒してしまう。無論、日系企業にも不満が充満する。原油価格が低位で推移すれば充分な利

益を期待できないからだ。ベネズエラは現在、財政赤字と貿易赤字という、いわゆる双子の

赤字に直面 ）。原油価格がもう一段の上昇気流に乗らない限り、双子の赤字は解消しない。

の台所は火の車となる。資金余力は乏しい。外資が必要不可欠の存在であることは

自明の理。イラク政府についても同様だが、理不尽な要求を突き付けるのでなく、謙虚に外

資から技術やノウハウを吸収しようとする姿勢が必要だ。チャベス政権は石油政策を再検討

する必要がある。

南米にはベネズエラのほかにも有力な産油国が存在する。外資の進出を制限した副作用で

産油量が激減しているが、南米有力産油国の一国としてメキシコを挙げることができる。メ

キシコの原油埋蔵量は 億バレル、産油量は日量 万バレル程度。原油の純輸出量は 年

日量 万バレル、 年同 万バレルであった。メキシコはオンショア（陸上）油田とオフ

ショア（海底）油田の双方に恵まれる。メキシコ湾には今もって巨大油田が眠っているよう

だ。

最近では英系メジャー が米国領メキシコ湾海底で埋蔵量 億バレルの巨大油田を発

見。近着の英経済紙 フィナンシャル・タイムズ （ 年 月 日号）が伝えるところによ

ると、ヒューストンの南東 マイル沖合、水深 メートルの海底で発見されたという。

はメキシコ湾の深海油田埋蔵量を 億バレルと試算。 によるメキシコ湾での原油生

産量はいずれ日量 万バレルに達すると見込まれている。可能性を秘めた油田地帯といえる

だろう。

ブラジル大西洋沖合の深海でも次々と巨大油田が発見されている（水面下 メー

トルの深海油田プレサル）。最近でも埋蔵量 億 億バレル規模の油田が発見されて物議

を醸した ）。深海油田の開発が進展すれば、ブラジルの原油埋蔵量はイラクと肩を並べるよ

うになる。ブラジル国営石油会社ペトロブラスは外資の進出を歓迎し、油田の開発権益を譲

渡してきたにもかかわらず、巨大油田の発見以降、同社の権益を ％以上とするなど ）外

資の権益に制限を加えるようになった。

深海油田開発には相当の投資が必要。ブラジル単独で確保できるのか。それでも、ブラジ

ルでは過去 年間で産油量は倍増、日量 万バレルに達した ）。現段階では未だブラジル

は原油の純輸入国（日量 万バレルを純輸入）に留まっているが、純輸出国となるのは時間

の問題。中国政府がブラジルと関係強化を図り、遠く離れたブラジルから原油を調達する所

以でもある。

）
）
）
）
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いわゆる （ブラジル、ロシア、インド、中国）の中で中国とインドが原油の純輸

出国に躍り出る可能性はない。ロシアとブラジルとが純輸出国としての位置を占める。但

し、早期に巡航速度の成長を実現できるのはブラジルであろう。ブラジル政府は 年に

％成長を達成できると見込んでいる ）。また、市場規模では劣るが、インドよりも名目

の規模は大きい。日系企業が根を張る余地は豊富だ。

．日本にとっての天然ガス、原子力、そして新エネルギー

南米大陸にエネルギー資源が潤沢に埋蔵されていることは確かな事実。この貴重なエネル

ギー資源が日本産業界の生命線となることもまた事実。この意味において南米の資源大国は

日本にとって枢要な役割を演じる。ここに商機がある限り、日系企業が参入することは有益

だ。これはエネルギー資源争奪戦に日系企業が参戦することと同義。

しかし一方で、時代の潮流が石炭、石油から天然ガス、原子力、自然エネルギーへと徐々

に移行している。 年を迎えると、非炭素系のエネルギー源が消費の ％を占めるように

なるとの推計がある。問題はその段階に至るまでの手順、ロードマップ（工程表）であろ

う。ある試算によると、 年 年期の年平均成長率で風力・太陽光・その他新エネル

ギーのそれは ％と最も高いという ）。次に、石油・天然ガスの成長率が高く ％とな

る。以下、石炭 ％、水力発電 ％、バイオマス・廃棄物 ％、原子力 ％と続く。

新エネルギーの活用が地球にとって重要なのは誰もが認める。だが、普及には政府補助が

必要。ここから脱却する道を追求せねばならない。採算ベースに乗らない事業を民間企業は

継続できない。優れた政策と戦略を駆使すれば、エネルギー資源に恵まれない日本でさえも

必ずやエネルギーを自給できる。この処方箋を描くことが持続可能な成長を導く一つの方法

となる。

世界有数のメジャーが保有する確認埋蔵量は必ずしも豊富ではない。石油と天然ガスの保

有埋蔵量を石油に換算して算出すると次のようになる。仏トタル 億バレル（生産量は石

油換算で日量 万 バレル）、米シェブロン 億バレル（同 万バレル）、英蘭ロイヤ

ル・ダッチ・シェル 億バレル（同 万 バレル）、英 億バレル（同 万

バレル）、米エクソンモービル 億バレル（同 万 バレル）。つまり、世界級のメ

ジャーでさえも新エネルギー分野に進出しなければ、企業生命が尽きてしまう。

は米国で洋上風力ビジネスに乗り出し、また中国では太陽光分野に進出。ブラジルで

はバイオエネルギー生産を手掛ける。それでも、代替エネルギーの占有率は売上高・利益の

％未満。 は 年に 億ドルを新規投資する計画でいる。だが、代替エネルギー向け

投資は全体の ％に留まる。次の 年間で 億ドルを代替エネルギー分野に振り向けるが、

充分とはいえない。

エネルギー資源に恵まれない日本こそがその分野を牽引せねばならない。この手順が大切

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



世界エネルギー資源産業界の新潮流（中津）

だ。石油依存度と中東依存度を同時に引き下げることを目標として掲げ、日本社会は天然ガ

スを積極的に取り入れた。日本は島国なので、海底パイプラインによる調達は困難だ。そこ

で、液化天然ガス（ ）が開発された。この戦略が奏功し、 年実績で日本は 万ト

ンの を輸入する世界首位の 大国となった。日本、韓国、台湾が圧倒的なシェア

を占める。

ところが、各国が を受け入れるようになってきた。欧州や米国は元々、パイプライ

ンで天然ガスを運ぶ。しかし、不足分を で補うため、いわば日本のライバル的存在と

して浮上。ライバルは欧米勢だけでない。これから中国が を大量に輸入する時代に突

入する。中国では国内に天然ガス田がある。近隣の天然ガス産出国からも調達する体制を整

備中だ。だが、それでも足りない中国は にも手を出した。中国の国営石油企業である

ペトロチャイナ。ペトロチャイナは中国石油天然ガス（ ）の子会社で内外に株式を上

場する。

このペトロチャイナがオーストラリアのゴーゴン・プロジェクト（オーストラリア西部沖

合の海底天然ガス田開発、 生産事業、天然ガス埋蔵量 兆 億立方メートル、総工

費 億ドル、責任企業はシェブロンで ％を出資、エクソンモービルとロイヤル・ダッ

チ・シェルも ％ずつ出資、 年から年間 万トンを生産 ））から 年間に亘って

億ドル相当の を輸入する。中国・オーストラリアの 国間貿易総額は 億ドルであ

るが、この 貿易で貿易総額は飛躍的に増えるだろう ）。大阪ガスと東京ガスもシェブ

ロンと長期供給契約を締結、 年から 年間、それぞれ年間 万 トン、同 万トン

の を受け取る ）。

だが、 を新規に輸入する国家は中国だけでない。大産油国として知られるクウェー

トまでもが 輸入に踏み切った。オーストラリア、オマーン、ロシア・サハリンから

を調達する ）。勿論、ペルシャ湾岸諸国で を輸入するのはクウェートが最初。近

隣のカタールから を調達しないのが不思議だが、それだけ電力需要が旺盛であること

を物語っている。

需要国が増えれば、当然、 生産の増強が必要。この需要に応答して、カタール

の 生産能力が年間 万トンに増強、世界シェアが ％に達したほか ）、インドネシ

ア、ロシア、イエメンが 年中に 生産を開始する。世界景気が回復するまでは

の需給が逼迫することはない。しかし、景気浮上に伴って の需要は再度、増えてい

く。日本は確実な調達先を確保しておく必要がある。サハリン産 はやがて日本にとっ

て不可欠なエネルギー源となるだろう。

また、 の世界的普及は日系企業にとって追加的な商機を創出する。 の生産基

地、受け入れ基地の建設はもちろんのこと、 輸送船（海上の化学プラント）の需要も

否応なく増える。だが、後発組の韓国やフランス勢に対抗するには一段の差別化、すなわち
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性能の向上が必要だ。

三菱重工業は独自技術で燃費性能を高める 輸送専用タンカーを開発 ）。また、

も積載量増強や揺れに対応する独立した タンクを船体に搭載するタンカーを開発し

た。三井造船や川崎重工業系は関連技術の開発を進めている。高付加価値のタンカー開発で

日系企業が新規需要に応答できる。

欧米のメジャーは天然ガス田開発や 生産事業へと事業ポートフォリオを組み替え、

脱石油の道を模索している。しかしながら、現時点ではその段階で足踏み状態だ。次へのス

テップ、すなわち、原子力産業や新エネルギー産業にはほとんど参入できていない。無論、

日本の石油企業もそのような分野へは足を踏み入れていない。

だが、製造業関連の日系企業が原子力産業や新エネルギー分野に果敢に挑戦している。原

子力発電プラント業界では東芝・米ウエスチングハウス（ ）連合が建設実績シェアで

％を占有する（仏アレバ ％、米 ・日立製作所グループ ％、三菱重工業 ％））。

国際原子力機関（ ）によると、 年末時点で建設中の原子炉は 基に上るという（現

段階では 基））。運転中の原発は 基に達し、世界電力需要の ％を賄っている。ここに

加えて、建設が計画あるいは検討されている原発は 基に及ぶ ）。また、 は 年

月 日、世界原子力発電能力の中長期見通しを現在の ギガ（ギガは 億）から 年に

は最大 ギガ（最小 ギガ）に拡大すると上方修正している。東アジアで需要が増大する

ようだ。原子力利用へのシフトが加速することで日系原子力関連企業が活躍できる裾野は確

実に拡大する。

バルカン半島の小国アルバニアは水力発電によって電力を生産してきた。海底油田開発に

外資を積極的に誘致することも忘れてはいない。加えて、原発建設案も浮上している ）。驚

いたことに、産油国が密集する中東地域でも原発建設計画が持ち上がっている。人口増加と

工業化で電力需要が急拡大しているからだ。天然ガスだけでは旺盛な需要に応答できない。

また、 は中東の石油消費が 年には 年の 倍に膨れ上がると予測している。外貨

獲得源となる原油を国内消費に充当せずに輸出したい─産油国政府の本音である。結果、急

場を原発で凌ぐ方針だ。

米国と原子力協定を締結したアラブ首長国連邦（ ）は 年の原発稼動を目指す ）。

では電力消費量が年率で ％増加。 年には現在の 倍の電力が必要になる。この

需要を原発で賄う方針だ。天然ガス輸入をロシアに頼るトルコも地中海沿いにあるアックス

に出力 万キロワットの原発を建設する。ここにはロシアの国営アトムストロイエクスポ

ルトが参入する見込みだ。更に、世界最大の産油国サウジアラビアも原発建設を検討中 ）。

ヨルダン、エジプトも加えて、中東地域で矢継ぎ早に原発建設計画が立案されている。原子

力へのシフトが世界的規模で発生している。
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世界エネルギー資源産業界の新潮流（中津）

原発の新増設に比例してウランの需要量も激増する。ウラン生産量は 年実績で 万

トンであったが、 年には 万 トンに激増するという。日系企業はカザフスタンでウ

ラン関連の権益を取得し、モンゴルにも触手を伸ばしているが、原子力立国化を図るには、

ウラン資源に恵まれない日本はその確保に奔走せねばならない。ウランの需要増を見据え

て、ウラン埋蔵量世界首位とされるオーストラリアの英豪系資源大手 ビリトンがオリ

ンピックダム鉱山のウラン生産量を 倍、すなわち年間 万 トンに拡張することを決

定している。同じく英豪系のリオ・ティントの子会社であるエナジー・リソーシズ・オブ・

オーストラリア（ ）はレンジャー鉱山の拡張を政府に申請した。対中国ウラン輸出を

増やすためである。

一方、ウラン生産世界首位カナダのカメコ（ウラン世界最大手）はカナダ西部にあるシ

ガーレイク鉱山を開発中だ。 年から年間 トンのウランを生産する。日本の政府、企

業の課題はウラン獲得である。これが重要な視点の一つ。

もう一つは原発産業への日系企業による世界的浸透だ。日本の経済産業省は原発関連（素

材・部品）企業の技術開発を支援、補助金を付与する方針を鮮明にしている。加圧水型軽水

炉（ ）の主要機器である蒸気発生器の大型を自主開発する がこの政府支援の対象

となる。蒸気発生器は発電タービンを回す蒸気をつくる中核機器である。 はこれを

年から量産し、同社が ％を出資する に納入予定だ。経済産業省から 億円相当の補

助金を受け、 年間で 億円を投資して年産 基体制とする。また、大型鋼塊鍛造の技術開

発を進める神戸製鋼所にも 億円の補助金が充当される。同社は 年度から 年間で 億円

を投下する構えだ。政府支援で各社は技術開発を急ぎ、外国市場への進出を果たす。

外国の原子力関連企業に出資する日系企業も散見される。東芝が ％（ 億ドル）を出資

してウエスチングハウスを傘下に収めたが、そのライバルである三菱重工業は提携関係を結

ぶ仏国営原子力大手アレバ（原発プラント設計・製造、核燃料加工、使用済み再処理を総合

的に展開、 年売上高は 億 万ユーロ、フランス政府と原子力庁が株式約 割を保

有）に出資する方向で検討に入った模様だ ）。両社は既に中型原子炉アトメアの共同開発、

原発燃料の製造で合弁企業を運営している。原発を主力輸出産業と位置付けるフランス政府

はアレバを中心とする仏企業連合を支援している。フランスが 年 月にインド、 年 月

にイタリアと原子力協定を結んだ結果、アレバが受注を獲得した ）。

原子力の先には新エネルギー群がある。ここでは石油企業の姿は見られない。いずれエネ

ルギー資源業界から石油企業がその姿を消すのか。電気自動車が普及すれば、ガソリンは最

早無用の長物。携帯電話と同様に一晩の充電で利用（走行）できるのであれば、自動車が家

電製品や 製品の一種となる。自動車企業と家電製造業とが将来、融合するのか。自動車

会社と太陽電池関連企業とによる提携はその序幕に過ぎない。

発電源を太陽光のみで賄うことができれば、産業界に新たな業界再編の嵐が吹き荒れるだ

ろう。スマート・グリッドが普及すれば、 業界もここに乗り込んでくるはずだ。電力企
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業とガス企業を巻き込んだ再編で総合エネルギー企業が産声を上げるだろう。ここに異業種

産業から新規に参入する企業も登場するだろう。エネルギー源の多様化が日系企業の競争、

融合、再編を促進する起爆剤となる。これが 世紀産業社会の新しい姿である。
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