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防衛研究所では、1999 (平成11) 年から政治、経済、社会、文化等、さまざまな要因に 
配慮しつつ将来の世界の戦略環境を分析し、日本の防衛戦略構想を検討するため、 
広く各界の安全保障問題に関する有識者からなる防衛戦略研究会議を開催しています。 

 

 

平成 24 年 2 月 9 日（木）、グランドヒル市ヶ谷において、防衛戦略研究会議平成 23 年

度第 3 回会議が開催された。「日本の国家再構築と安全保障」を年間の共通テーマとする

今年度の同会議の第 3 回として、経済と安全保障について報告と討議が行われた。北畑委

員の報告「経済と安全保障―最近の話題から―」及び討議の概要は以下の通りであった。 

 

１ 報告「経済と安全保障―最近の話題から―」 

 

 ○ 石油―イラン、中東 

  経済と安全保障の観点から考察すると、石炭で軍艦が動いていた日露戦争は石炭の

戦争であり、太平洋戦争は石油の戦争であった。現在では、原子力や自然エネルギー

などのエネルギー資源の実用化が進み、軍事面でも原子力で動く空母や原潜もあるが、

航空機もミサイルも石油がなければ武器として役に立たない。 

  米国は産油国であるにもかかわらず安全保障上重要な資源である石油を輸出しな

くなり、代わりに、中東が、世界の石油貿易の主役を担うようになった。石油と戦争

が絡んだ戦後の戦争としては、第 4 次中東戦争や湾岸戦争があげられ、石油の利権が

背景にあるものとしては、イラク戦争やリビア内戦がある。 

  最近のトピックとしては、ホルムズ海峡問題がある。イランの核兵器開発に対し、

米国を中心に同国制裁を巡り情勢が動いている。日本が輸入している原油の８０％と

石油ガスの８７％がホルムズ海峡を通っているため、同海峡が封鎖された場合、日本

への影響が大きい。我が国には、約 170 日分の原油と、約 95 日分の石油ガスの国家

備蓄・民間備蓄があり、仮にホルムズ海峡が封鎖された場合、備蓄を取り崩してやり

くりすることになる。 

 

○ 天然ガス―ロシア・米国 

  天然ガスの主なものはメタンガスである。日本近海の海底深くにメタンガスがシャ

ーベット状になっているメタンハイドレードが大量に蓄積しており、これを利用でき

るようになれば、日本は大変な産ガス国になれるが、採掘が難しい。 

  天然ガスは、ガス体であり輸送に不便が伴うため、総産出量の約 60％が産出国の国

内で消費され、残りが国際間で取引されている。輸送には２つの方法があり、一つは
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ガスのままパイプラインで送る方法であり、これは、ロシアとヨーロッパの間等で広

範に用いられている。もう一つは、天然ガスをマイナス 162 度に冷却して液化し、LNG

（液化天然ガス）と呼ばれるものにしてタンカーで運ぶものである。日本が輸入して

いる天然ガスは、全て LNG として輸入している。2010 年の世界の LNG 貿易量は約 11

兆立方フィートである。世界の LNG 最大輸出国はカタールであり、最大輸入国は全貿

易量の３分の 1 を占める日本である。 

  日本の LNG の輸入先は、石油と異なり、分散・多角化している。中東に依存するこ

となく、マレーシア、インドネシア、ブルネイといったアジア諸国のほか、オースト

ラリアなどの先進国にも分散させており、供給面で、石油よりも安全なエネルギーで

ある。輸入した LNG は、６割が電力会社、残りの４割がガス会社により使用されてい

る。また、日本の LNG 輸入の 9 割以上が、液化プラントに対する多額の投資と引き替

えに結んだ長期契約に基づいており、スポット契約が中心で、産油国の情勢に価格や

供給量が大きく左右される石油とは異なる。 

  第 4 次中東戦争に伴う石油ショック当時、エネルギーの約 75％を石油、そのほとん

どを中東からの輸入に依存していた日本は、原油の輸出が止まるという経験を踏まえ、

原油の備蓄と、エネルギー源を石油以外のもの、原子力、天然ガス、石炭といったも

のに多様化していくことを進めてきた。 

  福島原発事故以降、点検のため停止し再稼働しない原子力発電所の代わりを石油に

大きく依存することになると、ホルムズ海峡の問題で大変なことになるが、救いは天

然ガスである。原発が全て止まった場合、2012 年の LNG 需要は更に約２千万トン増加

する見通しである。天然ガスの輸入が大幅に増えて大丈夫かという話になるが、「非

在来型天然ガス」、今まで採掘出来なかったシェールガスというものの開発が可能に

なった。シェールガスは、頁岩中に含まれる天然ガスで、水圧破砕によって亀裂を入

れ、生産を行うものであり、米国で開発・生産が進んでいる。シェールガスは既存の

天然ガスと同程度の埋蔵量があり、天然ガスの埋蔵量が一気に倍になった。日本の LNG

輸入価格は、原油価格に連動しているため、その上昇に伴い、LNG の価格も上昇して

いるが、米国の天然ガス価格は、シェールガスの生産拡大により、需給が緩和し、下

落している。米国は安全保障上の理由から、石油は輸出しないものの、天然ガスは輸

出しようとしている。 

  このような状況下、天然ガスを巡る情勢に変化が生じている。当てが外れて、天然

ガス輸出戦略の変更を迫られたのがカタールである。シェールガスの開発・生産に成

功した米国は、もはやカタールの天然ガス輸出先ではなくなり、カタールは米国以外

の輸出先を開拓せざるを得ない状況になった。カタールは、米国の代わりに欧州に販

路を見出そうとしているが、ロシアの天然ガス輸出先と競合することになる。ロシア

が困ったことになる。 
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  米国は、兵器の燃料となる石油は輸出しないが天然ガスは輸出する。米国やカナダ

で複数の LNG 輸出プロジェクトを検討しているが、日本として歓迎すべきことである。

北米に、LNG 輸出基地が建設されることで、日本への天然ガスの輸出が可能となる。

日本企業による北米の天然ガス権益の獲得も進んでいる。日本政府による政策支援が

検討されている。昨年９月の APEC において、牧野経済産業省副大臣からチュー米エ

ネルギー省長官に対し、LNG 輸出を働きかけている。アジア地域では、まだ、シェー

ルガス開発に成功していない。 

  一方、ロシアの天然ガス戦略は興味深いものである。ロシアはカスピ海と黒海周辺

で産出する天然ガスをパイプラインで欧州へ輸出している。産ガス量はピークを迎え

つつあるが、シベリアからサハリンへかけての石油・天然ガスは、未開発のものが大

規模に残っている。シベリアにおける石油パイプラインの第１段階は 2009 年 12 月に

完成し、既に中国へ輸出されており、第 2 段階は本年中にも完工される予定である。

天然ガスも、シベリアで産出されたものが中国へ輸出するべくパイプラインが建設中

である。しかし、中国との間では価格を巡って難しい交渉を抱えており、中国との交

渉を有利にするため、日本、韓国、アジアにも売れるよう、パイプライン網を整備し

ようとしている。 

シベリアから東に住むロシア人は、約 600 万人と少なく、しかも人口は減っていく

ばかりである。国境を接している中国は、満州だけでも 1 億 3 千万人が住んでおり、

国境を越えてロシアと商売するのみならず、ロシアに住み始めており、ロシアはこの

中国人の増加に対し危機感を持っている。領土問題が再燃しかねないことを警戒して

いる。そのため、日本や韓国から技術や資金を入れて、シベリアからサハリンにかけ

ての地域を開発して住みやすくし、ロシアの人口を増やさないといけないというのが、

ロシア政府の政策である。 

  ロシアは、石油・天然ガスの主要な輸出先である欧州に対する価格交渉力を維持・

強化するためにも、アジア市場を開拓することを戦略としている。プーチン首相の強

力なリーダーシップの下、極東・東シベリアの石油・天然ガスの開発やパイプライン

の建設が急速に進展している。また、東日本大震災後、石油・天然ガスの共同開発を

含む、包括的なエネルギー協力の提案があり、その実現に向けて、ロシア国営ガス会

社と協議中である。 

  また、サハリンにも、サハリンⅠ、サハリンⅡ及びサハリンⅢのプロジェクトがあ

る。サハリンの石油・天然ガス開発はそもそも、日本と欧米メージャーが開発に着手

したものである。サハリンⅠは、民間だけでなく、日本政府の出資も入っている。し

かし、民間企業主導で進めたサハリンⅡについては、完成直前でロシアが環境政策な

どで異論を言い、民間企業は半ば強制的にロシアへ株式の過半数を売却せざるを得な

い結果になった。これは、ロシアと民間ベースでプロジェクトを進める上で重大な教
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訓である。 

  さらに、ウラジオストク LNG プロジェクトというものがある。これは、2012 年のウ

ラジオストク APEC の開催を見据え、極東開発の一環としてサハリンからウラジオス

トクまでのガスパイプラインを完成させたうえで、同地に LNG 基地を建設する計画で

ある。ウラジオストクは、不凍港であるので、ここで天然ガスを液化し、日本、韓国、

中国、そして、東南アジア諸国への輸出を企図している。日本企業はこのロシアの計

画に参画している。  

  ウラジオ発、北朝鮮経由、韓国行という天然ガスパイプライン構想がある。北朝鮮

経由は、ウクライナの教訓もあり、リスクがあるが、韓国は、38 度線渡し、つまり北

朝鮮がガスを止めた場合は金を払わないという、ロシアがリスクを負った契約を考え

ているようである。また、万が一止められた場合は、ウラジオからの LNG 輸入を増加

させるという対応策も検討しているようである。韓国にとっては、安価な天然ガスの

輸入、供給ルートの多角化、そして、北朝鮮には通過料が支払われるのであるから、

韓国政府にとっては財政負担を伴わない北朝鮮支援にもなるという意味合いもある。 

  欧州は、供給源と輸送ルートの多角化を志向している。かつて、EU では、旧ソ連か

らパイプラインで大量に天然ガスを輸入する、つまり「赤いガス」に依存して、安全

保障上大丈夫かという議論があったが、北アフリカのアルジェリアからも天然ガスを

輸入し、ロシアからの輸入のリスクは相殺されるということで輸入を始めた。しかし、

ロシアが、欧州寄りの政策をとり始めたウクライナを恫喝するため、ウクライナ向け

天然ガスパイプラインを止めるというウクライナ事件が起きた。欧州への供給途絶が

現実のものとなった。ウクライナの政治が混乱して、親ロシア政権が誕生し、黒海の

軍港をロシアに使用させる政治的譲歩を行い、ウクライナへの天然ガス輸出は、再開

しされたが、天然ガスの供給が政治・外交の手段として使用される前例となった。こ

れに対し、東欧諸国、チェコ、ハンガリーなどにとっては、エネルギー供給の自立化

は、国の安全保障上極めて重要な課題であると認識され、原子力エネルギーの導入、

自然エネルギーの活用、ウクライナを経由しない天然ガス供給ルートの開拓などエネ

ルギー政策を大きく転換する方向となった。 

 

○レアアース・レアメタル―中国 

 レアアースの供給源は圧倒的に中国で、世界のレアアース生産量の 97％となっている。

世界の埋蔵量の半分が中国で、米国にも相当な埋蔵量があるが、中国は、大量に安値で

輸出し、米国などにあった生産会社を倒産に追い込んだ。寡占状態にしてから尖閣諸島

問題ではレアアースの輸出禁止を外交の武器として使用した。また、中国は、レアアー

スの国内と国外の値段に差をつけ、安価な値段で入手したいなら中国にハイテク工場を

移転させるように仕向けている。経済政策、産業政策の手段としても利用している。石
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油と異なり、代替の開発や、リサイクルの促進などで対応することが可能であるため、

技術力により対抗するというのが日本の戦略である。 

 

○TPP・FTAAP―中国・米国・韓国 

 第 2 次世界大戦の原因はブロック経済化にあるとの反省から、最恵国待遇、つまり関

税をすべての国に同率で適用することを大原則とする GATT（現 WTO）が成立した。世界

貿易を活発にして経済発展を図るため、各国が一律に関税率を引き下げていく「ラウン

ド」が何度か実施されたが、この 10 年間程は、各国の利害の対立から頓挫している。こ

れに対し、一部の国との間で関税を下げるというのが自由貿易協定（FTA）である。一見

ブロック経済化と似ているが、メンバー国以外の国には差別的に関税を上げてブロック

化したのがブロック経済であるが、メンバー国以外には差別的であるが、メンバー国の

間では関税を原則としてゼロにするというものが FTA である。WTO よりも更に自由化し

ようというのが FTA であり、WTO の例外として認められている。世界では、EU があり、

アジアにおいては ASEAN がある。この ASEAN を核に FTA 網を作っていき、面的なものに

していこうとして ASEAN+３（EAFTA）と ASEAN+６（CEPEA）が検討されている。 

 ASEAN＋３は、ASEAN10 ヶ国に日・中・韓 3 国を加えたもの。ASEAN＋６は、更に、イ

ンド、ニュージーランド、オーストラリアを加えたものである。これら 3 国は、市場主

義経済、法治主義、民主主義という共通項があり、中国をけん制する意味がある。ここ

に突如持ち上がったのが TPP である。自由化の進んだレベルの高い FTA であるのが TPP

である。アジア太平洋の広範な国が参加を検討している。ASEAN＋３、ASEAN＋６との違

いは、米国が入ることである。中国は参加する可能性が低い。日本は両方に入るという

有利な立場を取りうる。ASEAN＋３（又は＋６）と TPP は、国家資本主義の中国と、市場

主義の米国という経済システムの対立であると同時に、安全保障の分野での米中対立の

反映でもある。 

  

２ 討議 

 

○  日本における国家エネルギー戦略について、日本では、国家の政策を実現する手段

が民営化されており、国が直接実現する手段がほとんどないのが現状である。石油輸

出国は、石油の開発・輸出を国家資本、国家そのものが行っており、ロシアは国営企

業や元国家の一部であった企業がプーチンの意向と殆ど違わない形で戦略を推進して

いる。フランスですら、原子力については国家と一体となった公社が行っている。中

国も国家と企業が一体となっている。これに対して、日本は、分散化された民間企業

が主体に実施しており、そういった体制が違う中で、どうやって工夫しながらエネル

ギー政策をやっていくかである。 
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○  ロシアは難しい国であるが、シベリアからサハリンにかけての膨大な資源を売らな

ければならない。日本は、優れた技術があり、資金協力も含めた強みもあり、日本は、

ロシアと中国の対立関係を上手く利用出来れば、チャンスもあると思う。 

○  FTA、TPP に関しては、我々は、日・中・韓が、面的にべったりと ASEAN と一緒にな

ることが東アジア経済共同体につながると考えたが、中国と韓国の思惑が違った。中

国は、中国を中心として、その周辺国、日本もそのうちの一カ国であろうが、それら

の国々と個々に結ぶという、中華思想というような考えである。一方、韓国は自国の

独自性を発揮したいとして、アジアよりも欧米と先に FTA を構築した。中国は、米国

に頭を下げて TPP に入れてくれという話は無いであろうが、仮に入りたいと言った場

合、米国等は国営企業の民営化等厳しい要求をすることが予想されることから、中国

の TPP 入りには相当の障害がある。むしろ、中国を中心としたアジアの FTA 網と TPP

の両方が存在して、日本は、その両方に入るというのが現実的であり、日本にとって

有利な選択だと考える。 

○  南シナ海の領有権問題は、ここはエネルギー資源の産出量としてはさほど魅力のあ

る地域ではなく、これと比較すると、シベリアやサハリンでの石油・天然ガスや、米

国のシェールガスは埋蔵量が多く、その価値ははるかに大きいものである。アジアの

エネルギー供給に、米国やロシアが関わることは、南シナ海の緊張を緩和するという

意味で良いことであると考える。 

○  中国は、国家施策として、アフリカに資金協力することにより、エネルギー戦略を

進めているが、日本の民間企業は、西アフリカの資源開発に資金を出したとしても、

日本に持ってこられず採算が合わないため、中国に出し抜かれている。それだけでは

なく、米国の圧力によって、日本が、長年友好関係を保ち、石油の開発利権を持って

いたイランのアザガデン油田から撤退した後、中国がその利権を取った。 

○  ロシアは、シベリアからサハリンにかけての石油や天然ガスの資源を欧州にまで輸

出するわけにはいかず、経済発展の続くアジアに売るしかない。その際、日本が、資

金を交渉材料にすることなどの協力ができる。一方、日本が原子力を失いつつあるこ

とは、ロシアとの交渉においてはマイナスに作用するであろう。ロシアと中国の微妙

な関係、そして、日本との 3 国の関係を上手に交渉材料に利用することを考えるべき

だ。 

 また、欧州の北海油・ガス田については、その産出量は限界にある。各国は、北極

海の未開発の資源に殺到しており、日本はこの分野へは参画していない。 

○  日本の石油の供給先の分散化については、70 年代のオイルショックの直後は中東以

外の国へ分散化が進められたが、結局、日本が開発して利権を得たインドネシアが輸

出国から輸入国に変わるなど、また、中東へ依存するようになっている。しかし、石

油そのものへの依存度が下がったため、エネルギー全体に占める中東への依存度は低
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下している。 

○  中国のエネルギー戦略の要は石炭である。石炭からは、多くの二酸化炭素が出るの

で、地球温暖化対策上は問題の多いエネルギー資源であるが、中国が自前でまかなえ

るエネルギーであり、これがあることから、中国は、ロシアに対抗できる。一方、現

在、日本が自前でまかなえる主なエネルギーは水力発電と太陽光、風力などの自然エ

ネルギーであるが、これらではエネルギー消費の６％しか賄えないことから、日本の

エネルギーを支えることはできない。日本にとっては、メタンハイドレードが将来性

のあるエネルギーであろう。 

○  日本の人口は、50 年後には 8700 万人に減少すると予想されており、日本のエネルギ

ー消費量は減るであろうが、アジア全体では人口が増加し、アジア経済が発展すれば、

当然、エネルギー需要も増加する。日本はエネルギーの安全保障や安定性を引き続き

図る必要がある。 

○  中国が、エネルギー安全保障のみならず、金融・宇宙・サイバー空間といった分野

も広く総合して安全保障問題として取り扱う枠組みを設定しているということである

が、この点は興味深いことである。 

○  日本の自由な経済圏の構築に関するアプローチは、TPP、ASEAN+３（EAFTA）と ASEAN+

６（CEPEA）の 3 つの構想を、重層的に進めている。 

   日本が TPP への参画を表明したことで、韓国の態度に変化が生じている。韓国は日

本と FTA を締結せず、欧米との FTA で、中国、日本とは異なる FTA 路線を推進し、関

税の差を利用して欧米への輸出で有利な立場に立つとともに、炭素繊維など日本のハ

イテク産業の韓国への投資を促進しようとの思惑があったが、そこからの変化が感じ

られる。 

○  仮に、原子力がゼロになったとすると深刻な事態になるが、それでもロシアからの

天然ガスと米国からのシェールガスは、日本にとって救いとなる。天然ガスを大幅に

増やし、それに加えて石炭も増やすという対応をすると考える。石炭を増やすことに

関しては、地球温暖化を進めるという点から問題が生じるし、エネルギー価格は大幅

に上昇するが、やむを得ない。このような形でのエネルギーの安定を図るしかない。 

○  日本の TPP 交渉参加により、中国がパニックになったという指摘については、慌て

たことは事実であろうが、中国は資源が豊かであり、まだまだ高度経済成長期にある

ため、自信があることからパニックにまでは陥っていないと考える。 

○  米国で普及が進んでいるバイオ燃料については、日本では、コストが高くなるため、

大量の普及は現実的ではない。米国ではトウモロコシ等を原料としているが、日本で

はトウモロコシを原料とするのは現実的ではない。沖縄のサトウキビなどが考えられ

るが、何れにせよ、バイオ燃料を大量生産するための原料を国内で調達することはで

きない。 
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○  日本は、従来、加盟国が一斉に関税を下げるという WTO 中心主義であった。日本に

とってその方が得策と考えられていた。WTO を諦めた訳ではないが、153 カ国で議論

していると、所謂国連化現象によって話が進まない。FTA も当初は 2 国間が多かった

のが、TPP のように多国間のものが主流になってきたので、面的に広がれば、WTO に

代わる次善の策として推進すれば良いと思う。日本は、欧米諸国と同様、2 本立てで

行くのが現実的な対応である。 

なお、エネルギーの問題で、世界共通のルールを作るというご指摘は、現実問題と

しては不可能であると考える。 

○  米国がシェールガスの開発に要した金額はよく分からないが、米国のエネルギーメ

ジャーは豊富な資金力を持っており、長期的な視点に立った巨額の投資で実現出来た。

日本のメタンハイドレードは、現在、政府が研究している段階である。 
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