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1．注目すべきトレンドの変化

（1）高止まりする国際商品市況
　2003年以降、資源・エネルギー価格の上
昇傾向が続き、高水準に達してい
る。例えば、WTI原油の年平均
価格は2003年の1バレル30.6ドル
から2006年には66.2ドルに、銅地
金の年平均価格は2003年の1,789.5
ドルから2006年には6,735.5ドルと
それぞれ2.2倍、3.8倍の水準に達
した。
　資源・エネルギー全般の価格推
移を見るために、国際商品全般の
動向を示すMCCI世界商品指数の
過去5年間の推移を示した（図表
3−1）。MCCI世界商品指数は原
油・ガソリン・天然ガスなどエ
ネルギー、アルミ・銅・金など金
属、小麦・とうもろこし・大豆な
ど穀物、綿花などの主要な市況商
品を指数の構成銘柄に採用して
いる。このMCCI世界商品指数は
2003年1月から2007年11月までの
間、およそ2.2倍となっている。
　また、過去38年間（1970年から
2007年まで）の長期推移を見る
と、2003年頃からの今回の変化
は、1973年の第一次石油ショック

（MCCI指数は1972年1月から1974
年12月に約2.2倍）、1978年の第二
次石油ショック（同1978年1月か

ら1980年12月に約2.0倍）と並ぶ大変化と
言うことができそうである（図表3−2）。

資源・エネルギー・環境問題
への対応第3章

図表3－1　MCCI世界商品指数
（2003年1月 = 100）
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（出所）三菱商事㈱国際戦略研究所
グラフは商品市況指数のMCCI（Mitsubishi 
Corporation Commodity Index）世界商品指
数。MCCIは原油・ガソリン・天然ガスなどエネル
ギー、アルミ・銅・金など金属、小麦・とうもろ
こし・大豆など穀物、綿花などの主要な市況商品
を指数の構成銘柄に採用している。

図表3－2　MCCI長期時系列の推移
（1970年1月 = 100）
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（2）資源国と消費国の関係にも変化
　資源価格の高騰は、資源国と消費国の力
関係にも大きな変化をおよぼしている。国
際商品のマーケットが買い手市場であった
1990年代の市況低迷期とはうって変わり、
2003年以降には世界経済の高成長に伴う資
源需要の増加による需給逼迫を背景に国際
商品マーケットは資源の売り手市場となっ
ている。資源国によっては、過去の資源価
格の低迷時に外国資本と締結した資源権益
の契約内容を見直すなどして、資源国の手
元に更に大きな利益を残そうとする動きも
見られる。また、資源権益を対外関係で優
位に立つための材料、外交手段として最大
限に利用するという動きさえ見られるよう
になってきている。
　但し、資源国が自国資源に対する支配を
強めたのは今に始まる話ではない。1962年
に国際連合で「天然資源に対する恒久主権
の権利」の宣言が出されて以来、中東や南
米を中心に外国企業の開発施設や資源権益
に対する国有化が進められた。新規開発に
おいても資源国に有利な条件で契約が締結
される傾向は強まり、資源国の自国資源の
支配力は一貫して高まってきている。むし
ろ1990年代は国際商品市況の低迷から資源
国の価格支配力が一時的に低下した例外的
な時期であったとも言えよう。

（3）環境規制の強まり
　資源・エネルギーを取り巻くトレンドの
変化として、環境規制の強まりも無視でき
ない要因である。2005年2月に発効した京
都議定書では、温室効果ガス排出削減のた
めに、各国毎に拘束力のある数値目標を
設定、目標期間を2008年から2012年までの

5年間としている。環境規制への関心の高
まりは、京都議定書の目標期間入りを前に
いよいよ顕著となってきている。例えば、
2007年6月のハイリゲンダム・サミットで
は環境問題が大きく取り上げられた。
　環境規制の柱の一つには、温室効果ガ
スの排出削減の問題がある。ハイリゲン
ダム・サミットでは「2050年までに世界全
体の温室効果ガスの排出量を半減」との共
同声明も出された。京都議定書の批准国で
中心的な役割を担う欧州や日本は従来から
積極的に取り組んできた。ここへきて、米
国が連邦政府も含めて環境へ前向きに取り
組むようになってきていることが注目され
る。米国は京都議定書から離脱、これまで
は州レベルや民間レベルで温室効果ガス削
減への取組みを進めてきた。しかし、米国
は中国とならんで世界最大級の温室効果
ガス排出国であり、米国の姿勢の変化はこ
れまで欧州連合（EU）主導で進んできた
環境規制の流れを大きく変える可能性があ
る。
　また、温室効果ガスの排出削減のみなら
ず、欧州を起点とする排ガスの規制や化学
物質の規制などの規制強化の動きも出てき
た。REACH規制は、EU域内で年間1トン
以上製造・輸入されるすべての化学物質の
登録を義務付けるものである。特に化学品
や電子材料の分野ではこれをきちんと意識
して事業を取り進めていくことは避けて
通れない。欧州発の環境関連の規制として
は、この他にWEEE指令（廃電子・電気
機器指令）及びRoHS指令（有害物質含有
禁止指令）などがある。こうした中、環境
に関連した制約が経済の持続的成長とのバ
ランスの上でどのように実施されていくの
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図表3－3
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（出所）三菱商事㈱国際戦略研究所
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EU基準の環境規制への配慮や対応が必
要。将来的には、水資源や石炭などの規
制も念頭に置いた対応を考えるべき。

パックスアメリカーナの退潮と資源の相
対的な稀少化が資源国の政治力増大を招
いている。

ポスト京都議定書で米国、中国
などを巻き込んだ枠組み作りの
動向は要注目。

再生可能エネルギーの普及には
コストの壁

資源国からの脅威
（資源ナショナリズム）

か注目される。上図は資源・環境をめぐる
規制強化の流れが加速している状況を示し
ている（図表3−3）。産業界としては、事
業を行っていく上で環境制約をこれまで以
上に強く意識すべき状況となってきてい
る。

（4�）資源・エネルギー・環境への総合的
取組みの重要性

　有名なローマクラブの報告書「成長の限
界」（1972年）から35年を経て、世界が直
ちに取り組むべき問題として資源制約と
気候変動が大きくクローズアップされてい
る。近年、世界的な異常気象の多発や平均
気温の上昇傾向から、多くの国々で環境問
題がより切実な問題として捉えられるよう
になってきている。2007年6月のハイリゲ

ンダム・サミットでも環境問題は大きく取
り上げられ、2008年の日本・洞爺湖サミッ
トでも重要なテーマになるものと見られて
おり、日本の産業界でもポスト京都の枠組
みの議論が進められるであろう。また、新
興国の高成長に伴う資源・エネルギー ・
食料等の需要急増と価格高騰、日本の購買
力の相対的な低下も大きな問題である。わ
が国の将来、国際経済社会の行方に大きな
影響を与える要因としての資源制約をこれ
まで以上に強く意識すべき状況となってき
ている。
　従来の経済成長モデルをいつまでも単純
に踏襲するだけでは、資源枯渇や気候変動
によって世界経済はいずれ行き詰まり、世
界全体として大きなコストを支払うことを
余儀なくされるとの認識は、これまでも世
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界で共有はされていた。しかし、現実的に
は各国ともに基本的に成長重視の立場を放
棄することはなかった。ところが、世界的
な資源・エネルギーの需給逼迫と地球規模
の気候変動への懸念の高まりから、世界が
いよいよ「成長の限界」を迎えるのではな
いかとの見方がここへきて現実味を増して
きた。
　こうした中、企業の責任ある行動に対す
る政府や社会の注目や期待はかつて無い程
に高まっている。もちろん、温室効果ガス
の排出削減の観点から、エネルギー産業や
エネルギー多消費型産業を中心に資源・エ
ネルギーに深く関与する産業において、環
境や資源への特別な配慮が必要であること
は言うまでもない。しかし、こうした政府
や社会の注目や期待は、業種を問わず、あ
らゆる企業に向けられるようになってきて
いる事実は重く受け止める必要がある。資
源・エネルギーに直接携わる業界以外で
も、素材産業、家電業界、自動車業界から
食品業界、小売業に至るあらゆる業種にお
いて、資源・環境面でのサステイナビリ
ティーに充分に配慮しつつ、事業継続・拡
大への取り組みを推進してい
くことが求められている。
　商社業界は多岐にわたる
事業領域において、これま
でもバリューチェーン上の
効率化、最適化に向けてのソ
リューションを提供し、顧客
とともに環境面の負荷の低減
に努めてきた。環境制約の強
まりとともに商社の果たすこ
のような機能がますます注目
されることになろう。化石

燃料の使用とCO2削減、資源開発と生態系
への影響、食料生産と水資源、食料とバイ
オ燃料の原料競合関係など、資源・エネル
ギー ・環境の相互作用という視点が更に
重要になると思われる。

2�．資源・エネルギーを取り巻く環境�
の変化

（1）資源価格のパラダイムシフト
　2006年の暮れ近くから、日本各地で金属
製品の盗難が相次いだ。盗まれたものは、
電線、側溝のふた、公園のすべり台、信号
機、ガードレール、火の見やぐらの半鐘な
ど、何れも常識では考えられないものば
かりである。なぜこのようなものが盗ま
れたのか。その背景にあるのは、金属の価
格高騰である。銅などさまざまな金属は世
界的な需要の拡大から価格が高騰している
ため、高く売れる。そのため、常識では考
えられない金属まで盗まれており、回収業
者、輸出業者、処理業者などに売り飛ばさ
れているというわけである。
　図表3−4は代表的な金属である銅地金、
アルミニウム地金の国際価格の推移であ

図表3－4　銅・アルミニウム価格
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る。これらは2004年頃から上昇トレンドに
入り、2006年5月に銅は過去最高値1トン＝
8,700ドル、アルミニウムは3,135ドルをつ
けた。それぞれ2000年の価格が約4倍、1.5
倍になった計算である。
　価格が上昇しているのは金属だけではな
い。原油などエネルギー資源全体の価格が
持ち上がり、軒並み過去最高水準に来てい
る。むしろ、金属価格の上昇を先導したの
が原油であると言える。原油価格は1970年
代のオイルショックの後、1980〜90年代は
省エネルギーの進展による需要減少などか
ら長期低迷が続いていたが、2003年頃から
上昇トレンドに入り、2006年7月には1バレ
ル＝78.40ドルの過去最高値を付けた（図
表3−5）。更に2007年11月に入ってからは
90ドル台で最高値を更新するなど高止まり
が続いている。
　原子力発電（詳細は第3章3.参照）の燃
料となるウランの価格も急騰している。ウ
ランの国際スポット価格は、2003年前半の
1ポンド＝10ドル前後から、2007年には一
時140ドル近くまで10倍以上にはね上がっ
た。これらのさまざまな資源・エネルギー

の価格高騰をもたらした変化については以
下4点が主な要因として挙げられる。
　第一に、「世界経済の高成長」である。
先進国の経済成長とBRICsと呼ばれる国々

（ブラジル、ロシア、インド、中国）の高
成長により、世界経済は実質5％成長が続
き、資源・エネルギーに対する需要が急
増、需給が逼迫していることがある。特
に、中国の2003年以降4年連続の実質二桁
成長、インドの7−9％成長、ロシア経済の
著しい持ち直しは注目に値する。
　第二に、「過去の資源開発投資の停滞」
の影響である。世界的に資源に対する需要
が高まる一方で、供給面の不安が高まって
いる。1990年代、一次産品市況の低迷によ
り資源・エネルギーの開発が進まず、短期
間の需要急増により資源の供給余力が大幅
に低下した。今後ますます拡大が予想され
る需要増加に対応して、供給が追いつかな
い可能性がある。資源の開発は一般的に探
査から本格的生産開始まで5年以上のリー
ドタイムが必要であり、供給力の拡大には
ある程度の時間がかかる。
　第三が、「資源偏在の顕在化・寡占化の

進行」である。例えば、原油では
確認埋蔵量の6割が中東に集中す
るなど資源によっては特定の国・
地域に生産地が集中しているた
め、地政学的な影響を受け易い。
また、1990年代の資源・エネル
ギー価格が低迷した時期に、オイ
ルメジャーや金属資源メジャーの
合従連衡が起こり、生産者の寡占
化が進んだことがある。更に、エ
ネルギーではNOC（National Oil 
Company：国営石油会社）の台

図表3－5　原油価格
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頭により、NOCによる新たな寡占体制が
確立されつつあることも無視できない。ま
た、最近では、資源国による自国資源への
関与が強まりつつあり、供給不安に拍車が
かかっている。
　第四の要因として、「投機マネーの国際
商品市場への流入」がある。金融のグロー
バル化が進む中、世界的な金余りに伴う
ファンドの巨大化等が進行する中、年金
ファンドやヘッジファンドを中心に投資マ
ネーが積み上がり、少しでも利回りの高い
運用先を求めて金融市場のみならず国際商
品市場へも流入してきたことも原油などエ
ネルギー、銅やアルミなどの金属、穀物と
いった国際商品の相場上昇に拍車をかけた
と見られる。米国のサブプライム問題の発
生後、2007年秋に原油を中心とする商品価
格の騰勢が強まったのは、金融市場の不安
定化を嫌った投機マネーが商品市場に流入
した結果であり、このような動きの典型例
である。
　今後、生産国の増産等による資源・エネ
ルギーの供給の増加が実現すれば、資源・
エネルギー価格は徐々に落ち着くであろう
が、そもそも資源需要増大の背景である人
口増加と経済成長は、一過的なものではな
く構造的な地球的規模の社会のトレンドで
ある。そのため、資源の需給逼迫状態は中
長期的に更に強まろう。ということは、足
元の資源価格の高騰は、従前の安い価格帯
からステージを切り上げる、いわば資源価
格のパラダイムシフトと言えるかもしれな
い。今後、基本的な需給構造が大きく変わ
るとは考えにくく、基本的には資源・エネ
ルギー価格は高位安定で推移すると見られ
る。

（2）資源ナショナリズムの台頭
　資源・エネルギーの価格高騰が、新たな
供給不安の動きを引き起こしている。資源
ナショナリズムの台頭である。資源国では
資源関連産業への国家関与が強まりつつあ
り、自国資源を囲い込む動きが拡大してい
る。先に述べた通り、歴史的にはこれは新
しい動きではない。しかし、再燃しつつあ
る昨今の資源ナショナリズムは、従前とは
異なる意味を持つ。資源の有限性が見えて
きた中、すさまじい勢いで拡大する新興国
を中心とした資源需要を考えると、資源・
エネルギーは資源国の強烈な外交カードと
しての意味合いが強まることになる。
　2006年にその資源ナショナリズムの動き
が顕著だったのが、南米のベネズエラ、ボ
リビアといった反米・左派政権であった。
これらの国々では、資源価格の高騰により
外貨収入が増え、経済が活性化しており、
今こそ国内資源を保護し自分たちの利益と
国際社会における地位の向上を図るチャン
スとの考えがあった。
　ベネズエラで資源ナショナリズムの動き
を強めているのが、チャベス大統領であ
る。チャベス大統領は1999年の就任以降、
石油権益に対する国家管理を急速に強め
ている。2002年の新炭化水素法では、ロイ
ヤルティーの引き上げに加え、すべての探
鉱、開発契約についてベネズエラ国営石油
会社（PDVSA）が51%以上の権益を保有
することを定めた。更に2005年、操業サー
ビス契約を締結している企業に、PDVSA
が権益の51%以上を保有するジョイントベ
ンチャーへの契約変更を求めるとともに、
法人所得税率引き上げを通告した。これら
の一連のナショナリズムはとりわけ貧困層
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の支持を集め、2006年12月の大統領選挙は
チャベス大統領の圧勝だった。2007年1月
にはオリノコベルトの超重質油プロジェク
トの国有化を宣言し、メジャー各社に対し
PDVSAに株式の過半数を譲渡するよう要
求した。シェブロン、BPなどはこれに合
意したが、エクソンモービルとコノコ・
フィリップスはベネズエラ側との妥結に至
らず、ベネズエラからの撤退を余儀なくさ
れた。
　ベネズエラの資源ナショナリズムの動き
が伝播したのがボリビアだった。PDVSA
はボリビア国営石油会社（YPFB）に技術
支援を行っており、石油・ガス関連事業の
協力関係が深まっていた。ボリビアのモラ
レス大統領は2006年5月、炭化水素の国有
化に関する法律に署名し、天然ガス・石油
事業の国有化を宣言した。これにより、す
でに事業進出を行っている外資系企業は、
安価で手に入れた旧利権を放棄し、YPFB
と新たな契約を結ぶか、撤退するかの決断
を迫られることになった。
　また、ロシアについても、プーチン政権
の下で、エネルギー産業を「戦略産業」と
位置付けて、国営石油企業ロスネフチやガ
スプロムによる石油・ガス資源の権益独占
化を進めるなど資源の国家管理を強化しつ
つある。2005年の地下資源法の改定では、
主要資源の大きな鉱区における今後の新規
入札についてロシア企業が過半数を出資し
ている企業にのみ入札を認めることとし、
事実上の外資規制の強化に踏み切った。
　更に、資源に対する国家管理を国際的な
枠組みの中で強めようとの試み、すなわ
ち天然ガス市場でOPECのようなカルテル
を形成しようとする動きも出てきている。

2007年1月、イランの最高指導者ハメネイ
師はロシアのイワノフ書記との対談の中
で、ガス版OPECの設立を提案する趣旨の
発言を行った。ロシア、イランにカタール
の埋蔵量を加えると、3国で世界全体の埋
蔵量6割近くを占める（2005年時点）こと
になる。2007年4月のガス輸出国フォーラ
ムでもガス版OECDが話し合われたが、見
解の一致を見ず、今のところ誕生の見通し
は立っていない。しかし、このようなカル
テルの動きは、資源の国家管理を強めよう
とする世界の潮流を象徴している。
　一方、世界の石油・ガス埋蔵量の約90％
は既にNOCが保有している。かつて世界
のエネルギー市場を支配し1960〜70年代に
繁栄を謳歌したセブンシスターズの流れを
汲むオイルメジャーを中心とした国際石
油企業（IOC: International Oil Company）
が世界全体の石油・ガス埋蔵量に占める割
合は今や約6％に過ぎないという現実があ
る。また、近年、資源ナショナリズムを背
景に、資源国はプロジェクトの参画条件を
厳しくしており、相対的にIOCのポジショ
ンが悪化する傾向にある。力を強める一方
のNOCはニュー ・セブンシスターズ（ロ
シアのガスプロムGazprom、サウジアラ
ムコS.ARAMCO、ブラジルのペトロブラ
スPETROBRAS、マレーシアのペトロナ
スPETRONAS、中国国営石油CNPC、イ
ラン国営石油NIOC、ベネズエラ国営石
油PDVSA）とも呼ばれるようになってい
る。IOCは今後、技術革新等を軸として、
より難易度・リスクが高い案件や新エネル
ギーなどの分野への取組みをシフトせざる
を得ない。また、NOCへの対抗上、IOC間
で更なる再編の可能性もある。
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　また、資源国と消費国の力関係に変化を
及ぼしているのは資源ナショナリズムの高
まりだけではない。一部新興国の積極的な
資源確保行動が資源・エネルギー市場の混
乱を招いている面も否めない。例えば、中
国の性急な資源確保スタンスは、買い手側
である消費国の足並みの乱れを招いている
とともに、売り手側たる資源国の強気の姿
勢を助長している可能性もある。
　このような中国の動きとしては、2005年
に中国海洋石油公司の米国石油会社ユノカ
ルへの買収提案（米国の世論の反発や米国
外国投資委員会の適合性審査などの議論も
あり、結局は買収提案を撤回）、カザフス
タンの油田資産の買収（中国石油天然気集
団CNPCと中信集団CITICでカザフの原油
生産の2割弱を中国企業が獲得）、アフリカ
諸国へのトップ外交と経済・軍事援助を絡
めた資源確保戦略（国内紛争を抱えるスー
ダンへの接近）などがある。いずれも自国
のエネルギー安全保障を優先し、国際秩序
への配慮を重視しないやや強引ともいえる
やり方が他の消費国との摩擦と資源国によ
る強気の資源外交を引き起こしている。
　資源価格の高止まりで資源ナショナリズ
ムの動きは今後も続くであろう。エネル
ギーにとどまらず、鉱物資源などをめぐっ
ても世界中の資源国で同様のナショナリ
ズムが拡大しかねない。これらの動きが発
するメッセージは、今後、安い価格での資
源確保が難しくなってくるということであ
る。資源ナショナリズムの高まりが市場メ
カニズムの安定を阻害しかねない状況に
は、引き続き充分な注意が必要である。

（3）レアメタル市場で高まる供給不安
　価格高騰の波は、レアメタルと呼ばれる
金属にも押し寄せている。レアメタルと
は、鉄、銅、アルミニウムなどのベース
メタルに比べ、埋蔵量が少ない、あるいは
抽出・精錬が経済的・物理的に非常に困難
なために利用できる量が少ない希少金属の
ことをいう。インジウム、モリブデン、タ
ングステンなど、一般に31種類の元素を指
し、ネオジムなどの希土類（レアアース）
は性質が似ているため17元素を1種類と数
えている。
　レアメタルは、昨今のデジタル時代にお
いて、欠くことのできない資源である。例
えば、携帯電話一つをとってみても、電池
にリチウム、ニッケル、マンガン、コバル
ト、液晶ディスプレーにインジウム、ス
ピーカーにコバルト、ジルコニウムと、多
種多様なレアメタルが含まれている。他に
も、デジタル家電などのハイテク機器や自
動車など、実に広範にレアメタルが使用さ
れている。
　問題は、これだけ用途が広範で需要が拡
大しているにもかかわらず、供給量が文字
通りレア（希少）で、常に供給不安がつき
まとうということである。レアメタルは中
国、ロシア、南アフリカ、オーストラリア
などの特定国への偏在性が高い。例えば、
レアアース、タングステン、ネオジムは9
割、インジウムは5割以上を中国で、プラ
チナは8割を南アフリカで産出している。
更に、地理的な偏在性に加えて、特定の鉱
山や少数の企業に生産が集中している。こ
のため、これらの国々が国家管理を強める
か、あるいは紛争、鉱山事故、自然災害、
ストライキなどにより供給障害が発生すれ
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ば、たちまち供給不安が高まることにな
る。
　レアメタルの国際価格は、中国、日本な
どを中心に世界的に需要が旺盛であること
から、2000年以降軒並み過去最高水準に達
している。2007年3月までの5年間で、イン
ジウムの価格は8.5倍、ニッケルは7倍、モ
リブデンは6倍にもなった。日本は世界有
数のレアメタル消費国であり、レアメタル
の価格高騰は、メーカーの収益圧迫という
形で、影響を及ぼし始めている。
　また、日本はレアメタルのほとんどを輸
入に頼っているため、海外からのレアメタ
ルの入手が困難になれば、大きなインパク
トを受ける。そのため、レアメタル生産国
の輸出管理の動きは大きな脅威だ。中国は
以前、レアメタルの供給国であったが、国
内の需要が急増し、今では世界有数の消費
国になっている。これを背景に、中国では
国内の需要を優先した輸出割り当ての削減
や、輸出関税の新設・引き上げなどの対応
が強まっている。
　このような状況を踏まえ、レアメタルの
安定供給体制の確保がわが国の喫緊の重要
課題となっている。供給国の多様化、新規
鉱山の開発、リサイクルの推進、備蓄の強
化、代替原料の開発などを早急に進める必
要がある。特に、高止まる価格を背景に、
代替原料の開発を一層推進すべきであろ
う。

（4）需給が逼迫する食料資源
　これまで見たように、資源・エネルギー
の価格高騰の根底には、有限の資源をめ
ぐって、人口増加や経済成長に伴う世界の
旺盛な需要が続くという需給逼迫の構図が

ある。このような構図が当てはまるのは、
資源・エネルギーに限った話ではない。普
段我々が口にする食料も同様である。
　食料の中でも、日本人になじみが深いも
のの一つが魚である。日本の食生活では、
焼き魚やすしなどの形で、魚が主要な食材
となってきた。日本は有数の水産資源の消
費国であり、例えば、マグロは日本が世界
の漁獲量の3割以上を消費している。特に、
クロマグロの大半は日本が輸入している。
　この水産資源が今、危機にさらされてい
る。過剰漁獲や海洋汚染などにより、個体
数の減少が続いている。国連の食糧農業機
関（FAO）によると、2004年時点で52%の
水産資源が「（過剰漁獲となる寸前の）限
界まで漁獲」されており、更に17%が「過
剰漁獲状態」、7%が「枯渇」しているとい
う。つまり、水産資源の75%が適度な漁獲
量を超えた危機的状況なのである。
　過剰漁獲を生んでいるのは、世界の旺
盛な魚需要である。世界の一人当たりの
魚の消費量は増加を続け、1961年の9.0kg
が2003年には16.5kgに増加した。これは更
に、2015年には19.1kgに達すると予測され
ている。
　この増加のほとんどは中国によるもの
である。中国では外食や中食の習慣が拡
大してきたことから、魚の消費量が拡大し
た。一人当たり消費量は、1990年の11.5kg
から2003年には25.4kgに増加したという。
13億の人口をかけると、中国全体でおよそ
3,300万トンの魚が消費されたことになる。
　一方、世界の漁獲・養殖生産量は、1950
年の2,000万トンからほぼ毎年増加を続け、
2005年には1億6,000万トンに達した。その
ほとんどは中国によるものである。中国
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の漁獲・生産量は1980年代後半から急増し
ており、世界の漁獲・生産量に占める中
国のシェアは1950年の5.0%から2005年には
38.6%に上昇した。この中国の寄与分を除
けば、1980年代後半以降、事実上世界の漁
獲・生産量は頭打ち状態なのである。
　漁獲量の減少を受けて、世界中で漁獲制
限の機運が高まってきている。EUは2007
年6月、ウナギの稚魚（シラス）の漁獲量
を2013年までに6割減らす規制案を承認し
た。また、2006年10月中旬、「ミナミマグ
ロ保存委員会」は、日本のミナミマグロの
漁獲枠を2007年から5年間、現行と比べ半
減することを決定。大西洋マグロ類保存国
際委員会（ICCAT）は2006年11月に、地
中海を含む東大西洋のクロマグロの総漁獲
量を段階的に削減し、2010年は現行比約2
割削減することを決めた。
　2006年11月科学誌「サイエンス」に、
2048年までに世界の水産資源が消滅すると
いう衝撃的な論文が掲載された。原因は過
剰漁獲と水質汚染だという。改めて、水産
資源が将来急速に減少に向かうとの認識を
再確認すべきであろう。
　水産資源以外にも、現在ホットな議論を
巻き起こしている食料がある。穀物であ
る。穀物は主食としても、また飼料原料と
しても幅広く消費されてきたが、その需給
逼迫が今、深刻化している。世界の穀物需
要は増加を続けており、米国農務省による
と、2007/08年度の世界の穀物の期末在庫
率は15%まで落ち込む見通しである。これ
は、食糧危機とも言われた1970年代初めに
匹敵する低水準である。
　この背景にあるのは、バイオ燃料向け穀
物需要の急拡大である。バイオ燃料は、ト

ウモロコシやサトウキビなどから作られる
バイオエタノールと、菜種油やパーム油な
どから作られるバイオディーゼルが代表的
である。バイオ燃料は地球温暖化を食い止
めるための二酸化炭素の排出削減の必要性
などから世界中で利用拡大が図られてお
り、急速に需要が拡大している。
　特にインパクトが大きいのは、世界最大
の穀物生産国である米国の動向である。世
界のおよそ4割のトウモロコシを生産する
米国では、主としてトウモロコシを原料に
バイオエタノールが生産されており、ガソ
リンに混合して自動車燃料として使用され
ている。米国では、海外への原油依存度を
下げるため、国策でバイオエタノール導入
が強く推進されており、ブッシュ大統領は
2007年の年頭教書演説で、2017年までにバ
イオエタノールなど再生可能燃料の使用量
を350億ガロンまで増やすという目標を発
表した。2006年の米国の燃料用エタノール
の消費量は54億ガロン程度と見られ、これ
が今後急速に拡大していく見通しである。
　米国農務省によると、米国のトウモロコ
シの生産量は、2006/07年度（06年9月〜07
年8月）の105億3,500万ブッシェル（1ブッ
シェルは25.4kg）から2007/08年度は133億
800万ブッシェルに急拡大する。これは、
バイオエタノール向け需要を睨んで高値が
続いたトウモロコシに、大豆などから作付
けがシフトしたためである。トウモロコシ
のバイオ燃料向け生産量も、2006/07年度
の21億2500万ブッシェルから2007/08年度
には33億ブッシェルに急増する。これによ
り、トウモロコシ需要全体に占めるバイオ
エタノール向けの比率は、2006/07年度の
18.7%から2007/08年度に25.8%に急拡大す
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る。トウモロコシのバイオエタノール向け
需要の増大は、食料や飼料に回るトウモロ
コシの減少につながる懸念がある（図表3
−6）。
　更に、大豆からトウモロコシへ大幅に作
付けがシフトしたことから、今度は大豆
の需給逼迫が生じている。2007/08年度の
米国の大豆の作付面積は、前年度比15.1%
減の6,410万エーカーとなる見通しである。
これに伴い同年度の大豆生産は豊作の前年
度から一転して減少し、期末在庫率は7.3%
まで低下する。
　バイオ燃料は米国だけでなく、世界の多
くの国々で普及が進められている。世界の
人口増加と食生活の近代化による食料・飼
料需要増に加え、このバイオ燃料需要の拡
大が、今後穀物の需給逼迫の度合いをます
ます強めることになろう。

（5）水資源をめぐる争奪戦
　食料消費量の増大は、意外なものの需給
逼迫に直結することになる。水である。世

界の水利用の内訳は、農業
が7割、工業が2割、生活水
が1割となっており、農業
に最も多くの水が消費され
ている。そのため、農産物
を大量に消費するというこ
とは、水を大量に消費する
ということを意味する。農
業がどれだけ多くの水を消
費するか。それは実際の数
字を見ると分かりやすい。
食料1kg当たりの生産に必
要な水は、例えば、牛肉
では15,000リットル、穀物

では1,500リットルと膨大な量なのである。
人口増加と経済発展による食生活の変化に
より世界の農産物の消費量が増加を続けて
おり、今後この水資源の不足が懸念され
る。
　水資源は地球上に多量に存在するので問
題ないようにも思われるが、実際利用でき
る水は極めて限られている。地球上に存
在する水の量は13.8億キロ立方メートルと
推定されているが、このうち淡水は0.35億
キロリットルで、わずか2.5%しかない。し
かも、その3分の2は北極や南極の氷雪であ
り、利用は難しい。残りの0.76%が地下水
で、比較的利用しやすい河川・湖沼などの
水は0.01%に過ぎない。
　既に、この限られた水資源に対する需要
は相当なペースで増大している。国連に
よると、20世紀の水の消費量は、人口増加
の2倍のスピードで増加した。更に今後は、
都市化の進展が水需要を一層増大させると
見込まれる。2025年までには、18億人が絶
対的水不足の国または地域に住むことにな

図表3－6　米国のトウモロコシ生産高と
エタノール向け比率
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り、世界人口の3分の2が水ストレスの状態
になるという。
　水不足を深刻化させるのは、需要の増大
だけではない。国や地域によっては水質汚
染がかなり進んでおり、安定的な水供給を
脅かしている。国連「世界水発展報告書」
によると、世界で産業廃棄物、化学物質、
し尿、農業廃棄物といった廃棄物が、一日
当たり約200万トンも淡水域に排出されて
いるという。特に河川の汚染が深刻なのが
中国である。2005年の国家環境保護局の発
表によると、長江水系と珠江水系の水質は
比較的良好とされているが、その他の水系
は重度および中度の汚染状態にある。
　更に、地球温暖化の進行も水資源への脅
威になる。2007年4月に発表された気候変
動に関する政府間パネル（IPCC）第4次評
価報告書第2作業部会報告書によると、今
後の気温上昇によって湿潤熱帯地域と高緯
度地域での水利用可能性が増加する一方、
中緯度地域と半乾燥低緯度地域では水利用
可能性の減少と旱魃の増加が見込まれ、数
億人が水不足の深刻化に直面するという。
2006年の英国気象庁の調査によると、気候
変動に対して今後緩和策が実施されなけれ
ば、現在50年に1度しか起こらない大旱魃
が、2100年までには2年に1度発生するよう
になるという。
　また、世界の多くの氷河では、観測が実
施されるたびに氷河の後退が進んでいる。
今世紀の間に、氷河や積雪などに貯蔵され
た水の供給が減少し、このため主要な山岳
地帯から雪解け水の供給を受けている地域

（現在、世界の人口の1/6以上が住む）にお
ける利用可能水量が減少すると予想され
ている。IPCCの報告書では、この氷河の

融解により、2050年代までに10億人以上の
人々が水不足の悪影響を受け得るとしてい
る。
　最近になって拡がっている概念にバー
チャルウォーター（仮想水）という考え方
がある。バーチャルウォーターとは、穀
物、肉、工業製品等を消費国（輸入国）で
生産・製造したと仮定した場合に必要とさ
れる水資源の量を表す言葉である。日本
は、トウモロコシ、小麦、大豆、牛肉など
の形で、海外から大量のバーチャルウォー
ターを輸入している。食料自給率が低い日
本は、食料輸入を通じて間接的に多量の水
を利用していることになり、海外の水不足
による農業のダメージを大きく受けること
になる。日本では蛇口をひねれば水がとめ
どなく流れ出てくるため水問題の深刻さを
実感しづらいが、実は今後予想される大き
な問題の一つが、この水の問題なのであ
る。

（6）厳しさを増す資源・エネルギー環境
　このように、あらゆる資源・エネル
ギー ・食料に対する需要が増大する一方、
供給不安はますます高まり、今後、資源・
エネルギーをめぐる環境は、一層厳しい方
向に向かおう。
　図表3−7は、国連が発表した世界の将来
人口である。これによると、2007年時点で
66億人の世界人口は、2050年には90億人を
超える見通しである。2007年時点で世界一
の人口を抱える中国は、一人っ子政策のた
め2050年までには人口のピークを超えてお
り、14億人前後になる。代わって、世界一
の人口大国に躍り出るのはインドである。
インドの人口は2007年の11億6千万人から
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増加を続け、2050年には16億5千万人に達
する見通しである。また、多くの途上国
でも人口増加が続く。更に経済発展ととも
に、資源・エネルギーの消費量は加速度的
に増えていくことになる。
　資源価格が高止まりすれば、資源国は資
源ナショナリズムの動きを強めよう。その
結果資源・エネルギーはますます入手しづ
らくなり、価格には更に上昇圧力がかかろ
う。つまり、資源価格の高騰と資源国の資
源管理の強化がスパイラルを描いて、世界
の資源需給を更に引き締め、資源価格を持
ち上げるという構図である。
　更に、中国などの新興国が、国内の旺盛
な需要を満たすために世界中から更に多く
の資源を購入することが予想される。中国
は「走出去」（海外進出）をスローガンに、
2000年頃から政府が企業の海外直接投資を
推進しており、資源・エネルギー分野でも
国をあげて海外での資源獲得に力を入れて
いる。2001年のWTO加盟も、中国の対外
開放政策を深化させた。資源外交も活発化
させており、資源獲得に向けたアフリカ諸
国への支援の拡大や、上海協力機構を通じ
たロシアなどとの協力強化など、資源国と

の関係を強化させている。
　既に日本が資源、食料など
を中国に「買い負ける」状況
が発生している。急速な経済
発展を続ける中国は、豊富な
外貨収入をバックにこれから
も強力なバイイング・パワー
を発揮しよう。日本の食料自
給率は、1965年度の73%から下
落を続け、2006年度には39%と、
ついに40%を下回ってしまっ

た。エネルギーに至っては、自給率はわず
か4%程度である。資源・エネルギー ・食
料の多くを輸入に依存する日本にとって、
安定的な供給体制を確保することが待った
なしの状況となっている。

3．環境問題と規制強化の動き

（1）気候変動に対する国際的な関心の高まり
　異常気象と地球温暖化との関連について
は未だ科学的に解明されていない部分も多
いが、少なくとも近年の気温の上昇傾向を
見ると、たまたま、その年に暖冬だった、
旱魃が発生した、というような整理ではす
まされない規模と頻度になってきている。
世界と日本の平均気温の実測値について最
近の100年強の推移を見ると、1990年以降、
高い年平均気温が連続している。2006年の
世界の平均気温は、統計を開始した1891年
以降では1998年、2005年、2003年、2002年
に次いで5番目に高い値となった。特に近
年は気温の高い状態が続いており、1997〜
2006年の10年間はすべて統計開始以後の11
位までに入っている（図表3−8）。
　一方で、温室効果ガスの大気に占める割
合は過去数十年間で加速度的に増えている

図表3－7　世界人口見通し
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という事実がある。温暖化の原因と
しては、二酸化炭素をはじめとする
温室効果ガスが増大した影響が大き
いと見られる（図表3−9）。ハリケー
ンの多発や大規模な旱魃の発生など
異常気象の頻度も明らかに増えてい
る。このような状況から、地球温暖
化への対応が喫緊の課題であること
は誰の目にも明白となってきた。
　1997年の京都議定書合意後、排出
権取引が推進され、環境技術への取
り組みも行われたが、残念ながら現
状では本格的な温室効果ガス削減ま
でには至っていない。また、京都議
定書は米国と豪州が批准せず、カナ
ダは目標達成が困難となったことか
ら離脱、また、中国・インドなど途
上国には削減義務がないなど、京都
議定書で削減義務のある国の排出量
は世界全体の3割程度を占めるに過
ぎないことから（図表3−10）、この

図表3－8　過去の平均気温の変化（世界・日本）
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図表3－9　大気中の温室効果ガス濃度の推移

Radiative forcing:放射強制力。 
大きいほど温室効果ガスとしての効果が大きい。
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枠組みの実効性についても疑問が呈されて
いる。
　2007年6月6日から8日までドイツで開催
されたG8ハイリゲンダム・サミットでは、
地球温暖化問題への取組が最重要課題の一
つとして取り上げられ、日本政府が提案す
る「美しい星50」が紹介され、G8として
世界全体の温室効果ガス排出量を2050年ま
でに半減することを真剣に検討するとの声
明につながった。
　更に、2013年以降のポスト京都議定書に
於ける削減目標・削減義務の設定に関し
て、国際間の議論が開始されつつあること
も注目すべきである。2007年12月3日から
12月14日までインドネシア・バリで開催さ
れた気候変動枠組み条約第13回締約国会議

（COP13）では、ポスト京都議定書へ向け
た交渉のスケジュールや進め方を定めた
ロードマップが採択された。
　ポスト京都議定書の最大の焦点は、中国
など発展途上国・新興国と米国の参加で
ある。最近では、EU、英国も非常に大き
な幅での温室効果ガス削減目標を掲げる
ようになって来ている。（EU : 2020年まで

に20%削減、英国 : 2050年までに
60%削減など。） 
　また、これまで温室効果ガスの
削減について「科学的根拠が不十
分」「経済成長への悪影響」「途上
国との不公平」を理由に後ろ向き
であった米国も、州政府や企業側
の声に押され、少しずつ軌道修正
をしつつある。
　温室効果ガスの排出量に強制的
に上限をかけていくという現行の
提案に対して、その恣意性や実

効性について依然として疑問視する声もあ
るが、国家・政府レベルの対応とともに企
業・市民レベルの対応も重要である。

（2�）新エネ・省エネの可能性と限界
　エネルギー価格の高騰と環境問題の高ま
りに伴い、原子力に加えて、再生可能エ
ネルギー ・新エネルギー等への取組みが
急速に進んでいる。但し、そもそも、今後
の世界のエネルギー消費量の見通しを見る
限り、化石燃料への依存度を大幅に低下さ
せることは物理的に不可能と見られる。エ
ネルギー源を代替するというよりは、エネ
ルギー消費の絶対量自体を削減しないかぎ
り、化石燃料への依存度を大幅に下げるこ
とは現実的には困難と見られる。
　IEAの見通しも将来的な化石燃料への依
存度の低下には悲観的な見方となってい
る。化石燃料（原油・天然ガス・石炭等）
への依存は今後も続き（2030年にも世界の
一次エネルギー消費量の7割超を占める）、
化石燃料以外では原子力が主力とならざ
るを得ない（図表3−11）。原子力について
は、安全性の確保に加えて、平和利用・核

図表3－10　国・地域ごとの二酸化炭素
排出量（百万トン）
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不拡散対策が重要であるが、化石燃料の補
完と環境問題を両立させ得るエネルギー源
として最も期待される。米国・フランス・
日本・韓国・英国・中国・インド・フィン
ランドは原子力発電に前向きに取り組む姿
勢を示している。また、80年代後半以降、
原子力発電所の新設はあまり進んでいない
が、主に米国の稼働率向上により世界全体
の原子力発電の電力量は伸び続けている。
　従って、エネルギーをこれまで以上に効
率的に有効に使用するという努力を継続
するとともに、原子力発電の再評価を含
めたエネルギー源の多角化を一層推進して
いくことが重要となる。省エネへの取り組
み強化と原子力の見直しや再生可能エネル
ギー ・新エネルギーの利用促進を組み合
わせることによって、化石燃料への依存度
をこれ以上高めないようにするという姿勢
で臨むことも重要である。
　一方、原子力以外の代替エネルギー源と
して注目される太陽光、風力、バイオ燃料
等の再生可能エネルギー及び、新エネル
ギーについては、数年前の予測よりはるか

に速いスピードで導入が進むと思われる。
数年前には再生可能エネルギー ・新エネ
ルギーが全体に占める割合は2030年でせい
ぜい5%程度と予想されていたが、最近で
は2030年には世界全体の10％、OECDでは
20%という予想も出てきた。
　以下は代表的な再生可能エネルギー ・
新エネルギーの現状と見通しである。

①　太陽光
　 　太陽光発電は世界的に大きく伸びてい

る。全世界の太陽光発電導入量（累積）
を見ると、1996年には24.5万kWであっ
た も の が2001年 に は98.9万kWに 達 し、
2005年には370.0万kWと過去10年間で15
倍となった。2005年の全世界の再生可能
エネルギーに対する投資額4.4兆円のう
ち、太陽光発電が26%を占めた（一位は
風力発電の37%）。

　 　日本は1974年以降に始まったサンシャ
イン計画やその後のニューサンシャイン
計画により、太陽光発電の実用化のため
の技術開発が進んだ。このため実施した

太陽光発電にかかわる技術もあ
り、日本メーカーが世界最先端を
走っている。但し、太陽光発電の
普及ではドイツが日本を抜いて
いる。2005年の太陽光発電導入量
の累積ではドイツが142.9万kWで
第一位、日本は142.1万kWで第二
位となった（2004年は日本が第一
位。）（図表3−12）。ドイツでは固
定価格買取り制度などの手厚い助
成制度や、研究開発・普及プログ
ラムにより、太陽光発電の導入量
が急速に伸びたと言われており、

図表3－11　世界のエネルギー供給の見通し

（出所）IEA World Energy Outlook 2006より算出
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ドイツの成功例にならって類似の制度を
導入する国が増えてきている。

②　風力
　 　風力発電も世界的に実用化が進んでい

る。2005年末時点での導入実績は、世界
全体で5,932万kW、前年比25%増となっ
た。地域別に見ると、欧州（4,050万kW）
で世界の約69%を占めている。国別に

見ると、世界第1位のドイツは約
1,461万kW、第2位のアメリカは
約635万kW（ い ず れ も2003年 末
時点）で、これに対し、わが国の
風力発電の導入実績は、2004年3
月末現在約67.7万kWにとどまっ
ている（図表3−13）。
　風力発電は、これまで驚異的な
ペースで伸びを続けてきたが、風
力発電に適した条件の良い立地に
限界が出てきた事もあり、伸びの
ペースに陰りが出ている。しかし

EUの「2010年の目標値として発電需要
量の22%を再生可能エネルギーとする」
との計画ではその時点での再生可能エ
ネルギーの約40%が風力発電とされてお
り、EUにおける再生可能エネルギー拡
大の柱とされている。

③　バイオ燃料
　 　バイオ燃料ではエタノール、バイオ

ディーゼルなどが代表例である。
特にエタノールは米国を中心に生
産量が急拡大している。当面は米
国・ブラジルなどを皮切りにエタ
ノールのガソリン混和利用が先行
するであろう（図表3−14）。
　但し、一時は全世界的にブー
ムのようになっていたが、元々
は地産地消のベースに立った小規
模な部分的・補完的エネルギー源
としての性格を持つ。最近では大
規模生産に伴う食糧生産との競合
やその経済性に対する批判的見方
も増えてきている。即ち、バイオ
燃料の生産には、自然破壊、ラ

図表3－13　日本における風力発電導入量の推移

（注）10KW以上の風力発電設備で稼働中のもの
（出所）資源エネルギー庁
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イフ・サイクルを通じた排出削減効果の
問題 （加工工程でのCO2排出を勘案する
とネットでの温室効果ガス削減効果を疑
問視する見方もある）、経済性の低さと
いった短所も浮かび上がっている。

④　オイルサンド・オリノコタール
　 　カナダ、ベネズエラ、豪州、アフリカ

南部などに分布し、全世界ベースでの可
採埋蔵量は1.7兆バレルとも2.5兆バレル
とも言われる超重質原油である。原油
の可採埋蔵量1.3兆バレルを大きく上回
る。分離・精製にコストがかかり、原油
価格の低い時代には規模は拡大しなかっ
たが、近年の原油価格急騰に伴い価格競
争力が出てきたため、各地で本格的な増
産を行っている。2〜3年後にカナダでは
200万BD （=日本の需要の約55%） の規
模に拡大すると言われるなど、確実な規
模拡大が見込まれている。

⑤　GTL
　 　GTLはGas to Liquidsの頭文字で、天

然ガスを液体燃料 （自動車用燃料） に転
換していこうとする技術であり、シェル
や南アフリカのSASOLがカタールで大

型商業プラントを稼動させつつあ
る。しかし、極めて大規模な設
備投資を伴う資本コストの高い
事業であり、EPC（Engineering, 
Procurement and Construction）
コスト高な昨今の状況では大規模
な展開がしにくくなっている。将
来的に伸びる事業ではあるが、現
在では小休止状態にあると言える。

⑥　CTL
　CTLはCoal to Liquidsの 頭 文 字 で あ
る。石炭を液体燃料に変換に転換しよう
とする技術で、GTL技術と類似したも
のである。GTL同様、投資コストのか
さむ事業であり、将来は有望なものの当
面は小規模な展開で推移すると思われる。

⑦　メタンハイドレート
　 　メタンガスが水深1,000〜3,000m前後

の海底で水和してシャーベット状になっ
ているものをメタンハイドレートと呼
ぶ。日本近海にもわが国年間LNG消費
量の100年分に相当する量が賦存してい
る事が判明している。世界的な賦存量は
正確に掴めていない。採取・輸送の経済
性を確立することが鍵となろう。

⑧　地熱発電
　 　地熱発電は同じ電力量を発電する際の

炭酸ガス排出量が原子力・水力発電と並
んで少なく、地球環境に与えるインパク
トが非常に低いエネルギー資源である。
但し、世界的に見ても一次エネルギーの
0.2%以下のシェアであり、今後も大きく
伸びることはは難しいと思われる。

図表3－14　米国のエタノール生産量
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（出所）米国エタノール連合会
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（3）規制強化の波
　欧州の排ガス規制強化やREACH規制な
ど欧州発の規制強化の流れがある（図表3

−15）。欧州排ガス規制では、EUがEU域
内で自動車を販売するメーカーに対し、二
酸化炭素（CO2）の排出量を1995年比で

セグメント

地球温暖化

化学物質

大気汚染

1)二酸化炭素
　排出削減

2)エネルギー
　利用効率の
　向上による
　エネルギー
　消費削減

3)ポスト
　京都議定書

4)化学物質
　規制

5)大気汚染
　防止

具体的中身

■排出権取引

■再生可能
　エネルギー

■吸収源対策
（植林等）

■省エネ

■高効率エネル
ギー利用技術

■制度のフレー
ムは白紙。現
状の削減目
標よりも厳し
くなる可能性

■REACH規制
（化学品や化
学品を含む電
気製品を対象
に約3万種以
上の物質の安
全性評価を義
務付ける）

■RoHS（ロー
ズ）規制（家
電・電子機器
に含まれる特
定有害物質
の使用制限）

■大気汚染防
止・対策

欧　州

域内取引開始

バイオディーゼ
ル中心。2030
年で20％前後
にまで高める見
通し

欧米、途上国
では省エネの
余地が大きい

環境税導入

－

07年6月から施
行（08年6月か
ら義務付け）

06年7月に導入
電気・電子機
器への鉛、カ
ドミウム、水
銀、六価クロ
ム等の使用禁
止

ディーゼル車新
規制「ユーロ5」
（08年～）

米　国
Chicago 
Carbon 
Exchange、
北東部9州等独
自取引制度

2017年までに
再生可能燃料
や代替燃料な
どの使用量を
3 5 0億ガロン
（約13300万
KL）に増加。5
州でＥ10義務
化一部でＥ85
も導入

－

EUとの共同作
業 

州毎に規制強化
カリフォルニア
州では07年1月
より映像ディス
プレー製品を対
象にリサイクル
法施行。鉛や水
銀 、カドミウ
ム、六価クロム
の含有を禁止

ディーゼル車新
規制（10年～）

政策対応

日　本

自主参加型など
検討中

E3導入（義務
付けなし）

吸収源CDM/JI
のルール化。日
本企業による
海外での植林

民生、運輸部門
の対応強化。化
学、鉄鋼、セメ
ントなどアジア
向けに省エネ技
術の移転

未定

－

REACH規制対
応

J-Moss規制を
7月から実施。
家 電 品 7品目
（P C、電子レ
ンジ等）を対象
にRoHS規制6
物質の含有、
非含有を各々
R,Gマークで表
示する義務

大気汚染防止
法。ディーゼル
車新規制「ポス
ト新長期規制」
（09年～）

その他

中国：2010年
までに2005年
比GDP原単位
当たりエネルギ
ー消費量2割減

インド：一部地
域でE5が義務
化。
インドネシア：
2010年までに
E10導入予定。

－

中国：07年3
月R o H S導入
鉛や水銀など6
物質が製品中
に含まれる場
合は特定のマ
ークを表示す
る義務

BRICs：関連
法整備
ASEAN：公害
防止管理者制
度

業界ニーズ・シーズ

エネルギー利
用技術（クリー
ンコール、バイ
オマス、太陽光
発電、風力発
電、燃料電池
等）

省エネ技術（制
御技術、低公
害車自動車、
輸送エネルギ
ー最適化、コジ
ェネ等）

革新的なエネル
ギー技術の台頭
が不可欠か

化学物質情報
の管理

排ガス浄化資
材、産業機械
のNox、PM対
策技術

図表3－15　資源・環境を巡る規制強化の流れは加速

（出所）三菱商事㈱国際戦略研究所
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35％削減するように義務付ける方針が発
表されている。ここでは、2012年までに、
メーカーの努力でCO2排出量を平均で走行
1キロメートル当たり130グラムまで減ら
し、タイヤの改良などで更に10グラム減ら
すよう求めている。これに対し、日本車の
欧州での実績は170グラム（2004年、新車）
と、欧州車（米系メーカーを含む）の161
グラムに遅れをとっている。
　化学物質にかかわるREACH規制は3万
物質が対象となり、2007年6月1日に導入さ
れた。登録時期は製造・輸入量や物質の
有害性により異なるが、2018年までにすべ
ての物質の登録が必要となる。また、有害
性があると判断される物質については、製
造事業者に安全な物質への代替計画の提出
が義務付けられる。現状では代替する物質
がない場合は、代替物質を開発するため
の研究開発計画の提出が求められる。登
録・認可手続きは欧州化学庁が監督して
いる。EUではこれまで、1981年以降に発
売された「新規化学物質」約3,000種類と、
これ以前に生産された「既存化学物質」約
10万種類を異なる方法で管理していた。
REACHは、この二重システムを解消する
ものである。

（4）温室効果ガス削減への取組み
　環境問題は、最終ユーザーの消費活動、
小売、流通、製造、開発などあらゆる場
面に存在している。また、政府や企業、
NPO、一般の生活者などさまざまなプレ
イヤーにかかわる問題でもあり、こうした
多くの関係者を巻き込んでバリューチェー
ン全体にかかわる問題として総合的に対応
しないと、効果を上げることは難しい。そ

こには、パートナーと共にバリューチェー
ンを改革したり、新しいバリューチェーン
を生み出すことを基本的な使命とする我々
商社が貢献できる場がある。排出権ビジネ
スなど環境分野で新しい市場やビジネスを
作っていくうえでも、商社の経験や知識を
生かして貢献できると考えられる。
　2006年秋、環境省が2005年度の温室効果
ガス総排出量を発表したが、わが国は京都
議定書でベースとしている水準から減る
どころか、むしろ8.1％も上回ってしまっ
ていることが判明した。削減目標は、ベー
スとなる1990年の水準から6％減であり、
2005年度の水準から算出すると14％という
膨大な排出量の削減が必要である。自らの
排出量を削減するには限界があり、未だ削
減余地の大きい途上国を中心に他の国で排
出量を削減しその排出権を購入するなどし
て、日本に課せられた排出量削減を達成し
ていかなければならない状況にある。
　わが国は環境問題では世界の中でも対応
が進んだ国であることは事実であるが、京
都議定書で約束した義務を果たしていくた
めには、自らの温室効果ガスの排出量を更
に削減する必要がある。同時に、まだまだ
削減余地のある海外では、わが国の進んだ
環境対応の仕組みや技術を提供しながら、
途上国を中心に温室効果ガス削減への協力
などに取り組んでいく必要がある。

4．これからの取り組み

　資源・エネルギーや環境における変化に
鑑みて、わが国としては資源外交への取り
組みを通じた資源確保が今後ますます重要
となってくるであろう。環境と資源のバラ
ンスへの配慮も重要である。環境問題への
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対応において資源・エネルギー戦略、エネ
ルギー安全保障の観点を付加していくこと
が必要である。また、企業においては、環
境に配慮した企業活動が極めて重要となっ
てきており、環境配慮と経済性を両立して
いかなければならない。また、日本にとっ
ては技術革新における貢献が最も重要と思
われる。環境先進国・省エネ先進国の日本
としては、技術革新を通じた資源・エネル
ギーや環境をめぐる問題への取り組みを通
じて世界に貢献していくことが望ましい。

（1）資源外交への取組み強化と資源確保
　近年の資源・エネルギーの価格上昇や需
給逼迫は一過性のものではなく構造的な変
化と考えられる。わが国経済の持続的成長
のためには、各国と協調しつつもわが国が
必要とするエネルギーや資源、食料等の安
定供給を確保していくことが重要となる。
　商社を含む資源関連のステークホルダー
は投資や技術を絡めた資源確保をこれまで
以上に推進する必要がある。しかし、資
源・エネルギーの確保は多極化が進み複雑
化する国際関係の中で民間の投資や技術の
みで達成されるものでもなく、これまで以
上に官民一体となって推進する必要が出て
きたことを充分に認識する必要がある。わ
が国としてしっかりとしたビジョンに基づ
く資源外交をこれまで以上に積極的に推進
していくべきである。
　資源外交を推進する上で重要となるポイ
ントは、
①　資源ナショナリズムへの現実的な対応
② 　 日本の購買力低下を補完するための方

策
③ 　世界的な規制強化の流れに対する充分

な認識と対応
にあると考えられる。
　わが国の外交は理想を充分に追求しつつ
も、資源・エネルギーの需給タイト化と地
球環境問題への意識の高まりという複雑な
現実の中、ある部分ではリアリズムに徹
し、わが国の中長期的な利益を損なうこと
なく推進しなければならない場面も出てく
るであろう。世界におけるわが国の経済協
力や技術供与などの貢献は、資源外交や環
境対応との関連を充分に意識しながら進め
ることが重要であろう。

（2）環境と資源のバランスへの配慮
　わが国としては、官民ともに環境対策の
推進や環境技術の開発に引き続き取り組む
必要があるが、環境問題への対応に資源・
エネルギー戦略の観点を付加していくこと
も重要となってくる。
　例えば、対外経済援助における環境対応
と資源・エネルギー戦略の連動強化は検討
に値しよう。日本が有する省資源、省エネ
ルギー、環境技術を途上国などに提供して
いくことは世界の資源・エネルギー需給の
逼迫を解消させることにもつながり、資
源・エネルギー戦略としても有用であるこ
とは再認識すべきであり、また、世界に対
してその有用性を積極的にアピールしてい
くべきである。
　また、環境負荷の低減とエネルギー安全
保障の確保を両立させ得るエネルギー源の
開発・推進も重要となろう。原子力発電へ
の取り組みは安全性を重視しつつも引き続
き強化していくべきであろう。特に、海外
市場においては信頼性の高い実績のある日
本の原子力発電システムを提供し、世界全
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体の環境・エネルギー問題への貢献をして
いくという観点から、原子力関連機器の輸
出を積極的に推進すべきであろう。また、
再生可能エネルギーについては経済性に加
えて安全保障の観点からも多角的な検討が
なされるべきであろう。
　更に、一般的な企業活動においても環境
配慮が極めて重要となってきており、環境
配慮と経済性を両立していかなければなら
ない。海外における資源開発事業等では、
理解・支持を得るべき対象は、生産国政府
や開発対象の自治体・地域住民にとどまら
ず、広く地球的規模におけるステークホル
ダーと認識すべきであろう。環境問題に敏
感となっている世界全体の状況を鑑みて、
自ら情報公開を進め、環境への配慮を充分
に行っていることを積極的にアピールして
いく必要がある。

（3）技術革新を通じた貢献
　資源・エネルギー ・環境をめぐる問題
に関して、日本は技術を通じた貢献も期待
されている。資源小国である日本では、従
来から省エネ努力がなされてきた他、1960
年代の公害による被害拡大の教訓から大気
汚染防止や水質改善等の努力によって、省
エネ・環境技術では世界に誇る高い水準に
ある。また、原子力技術においても、エネ
ルギー多様化・石油依存度の低下を目的に
長い間、技術開発を積極的に進めてきたこ
とから、原子力システムの安全性や機器の
信頼性において非常に優れたものを持って
いる。環境先進国・省エネ先進国・原子力
先進国の日本として、資源・エネルギーや
環境分野における技術革新の成果を諸外国
とシェアーすることによって世界に貢献し

ていくことが望ましい。
　もちろん、技術革新の努力が充分に報わ
れ、技術革新の当事者がその成果を世界に
広める仕組みを作ることが重要である。こ
のためには、貿易を通じて環境機器や技術
を提供していくことが必要とされる。この
ためには、適切な制度金融や技術援助によ
る支援を強化すべきであろう。また、これ
ら技術成果を海外に根付かせるための投資
の促進についても検討すべきであろう。
　技術革新を通じて、世界全体で省エネや
新エネルギー開発、環境負荷の低減を推進
することは、日本の安全保障を高めること
のみならず、資源をめぐる世界の政治的緊
張を緩和し、ひいては政治・経済的な安定
化に貢献することを充分に認識すべきであ
る。


