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『世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道』
エネルギー安全保障の視点から

　東日本大震災や東京電力福島第一原子力発電所の事故から4年余りが経
過しました。この間、わが国を取り巻くエネルギーの現状や世界のエネル
ギー情勢は目まぐるしく変化し、しかも、より不確実性を帯びてきています。

　わが国の経済や私たちの日々の暮らしは、国内外のエネルギー情勢の変
化と無関係でいることができません。これは、エネルギー資源が極めて乏
しく、海外から資源を調達せざるを得ないわが国のおかれた現実、すなわ
ち「エネルギー安全保障」の問題と密接に関わりあっています。

　私たちは刻々と変化する世界のエネルギー情勢を見極めながら、そして、
世界各国の先行事例などを参考にしながら、わが国のエネルギーがいかに
あるべきか、さらにどのように「エネルギー安全保障」を確保していくべき
かについて、冷静かつ現実的な視座で考えていかなければなりません。

　この冊子は当会で発行している月刊誌「ひろば」の436号から441号にお
いて、一般財団法人日本エネルギー経済研究所の協力を得てシリーズ連載
した『世界のエネルギー情勢と日本の歩むべき道』の中から、「エネルギー
安全保障」について、世界各国が自国のおかれた地理的条件や国際情勢の変
化などに対してどのようなエネルギー政策を遂行しているのか、また、各
国の動向が日本にどのような影響をもたらすのか、さらには、日本はどの
ように対処していくべきなのかを集約したものです。

　本冊子が、日本の「エネルギー安全保障」に対する理解を深めていただく
ための一助となれば幸いです。
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　私たちは日々エネルギーを使って生活していま
す。身近なものでは、電気・ガス・ガソリンといっ
たものが挙げられるでしょう。エネルギーは私た
ちの生活、産業等にとって欠かすことのできない
ものであり、社会の血液といっても過言ではあり
ません。
　資料①は、日本の1次エネルギー供給の構成の
変化を示しています。
　この図から、わが国のエネルギーは石油・石炭・
天然ガスといった化石エネルギーをベースに、そ
のほか原子力や水力などによって賄われているこ
とがわかります。しかし、日本では化石エネルギー
はごくわずかしか生産していません。必要な量の
ほとんどを海外からの輸入に頼っているのが現状
です。1次エネルギー供給のうち、自国の生産で

賄っている割合のことを “エネルギー自給率 ”と
言いますが、日本のエネルギー自給率はわずか
4％程度しかありません。
　また、日本以外の多くの国も外国から購入しな
ければいけない状況にあるため、世界でエネル
ギーの争奪戦が起きています。そうした中で、ひ
とたびエネルギー源の確保に失敗すれば、私たち
の生活は立ち行かなくなってしまうでしょう。そ
こで、自国で必要なエネルギーを安定的に確保す
ることが重要な課題になるのです。
　必要な量のエネルギーを、合理的な価格で、安
定的に調達できるようにすることを “エネルギー
安全保障 ”と呼びます。
　では、エネルギー安全保障を確保していくため
にはどのようなことが必要なのでしょうか。まず
は、自国で賄えるエネルギー源を開発していくこ
と、すなわちエネルギー自給率を高めることが必

エネルギー安全保障とは

要です。しかし残念ながら、現実的に日本のよう
なエネルギー資源が乏しい国では、エネルギー自
給率を高めることは容易ではありません。つまり、
外国からエネルギーを購入することは避けて通る
ことができないのです。
　外国からエネルギーを購入する際には、その国
のおかれている状況に左右される危険性もありま
すし、他国との競争もあり得るでしょう。また、
外国で紛争が起きた場合等は、その国でのエネル
ギー源の生産が滞る可能性がありますし、輸送が
困難になる可能性もあります。
　したがって、特定の国に多くのエネルギー源を
依存することを避けることや、特定のエネルギー
源に依存しないこと、すなわち “エネルギー源の
分散化 ”が重要になります。

　戦後の復興期には、基幹産業であった鉄鋼と、
その原料となる石炭産業に資材・資金を集中的に
投入する傾斜生産方式がとられていました。この

時代は、エネルギー源としては石炭が主力であり、
石油がそれを補完するものでしたので、“炭主油
従 ”と言われていました。
　その後、日本は高度経済成長期に入ります。当
時は国内の経済発展により、エネルギー消費も年
率10％を超える水準で爆発的に増加していて、
その伸び率は国内総生産（GDP）の伸び率よりも
大きいほどでした。したがってこの時代は、増加
するエネルギー需要に応えるために、安定的にエ
ネルギーを確保すること、加えてエネルギー価格
の低廉化が目標とされました。こうした中、国内
で生産する石炭が海外から輸入するものよりも割
高であったため、エネルギー消費の増分をより安
価であった石油の利用を増やすことで賄われるよ
うになりました。その結果1962年には、日本の
エネルギー供給において、初めて石油が石炭を抜
き首位になりました。
　しかし、その一方で、1970年には1次エネル
ギー供給の70％を石油に依存する（資料②）状態
になってしまいました。石油は日本では生産でき
ませんから、海外の、特に中東地域からの輸入に

日本のエネルギー安全保障政策の歴史

資料①　日本の1次エネルギー供給量の推移 資料②　日本の1次エネルギー供給割合の推移
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図１ 日本の1次エネルギー供給量の推移 

（出所）資源エネルギー庁 エネルギー白書２０１４ 
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図２ 日本の１次エネルギー供給割合の推移 

（出所）資源エネルギー庁 エネルギー白書２０１４ 
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第一章　日本のエネルギー安全保障の課題
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頼ることになり、エネルギー自給率も15％程度
まで低下しました。この状態は、エネルギー源の
大部分を中東地域の石油に依存しているわけで、
エネルギー安全保障の観点からは非常にリスクが
大きい状態であったといえます。
　第1次石油危機は、イスラエルとアラブ諸国と
の間で開戦した第4次中東戦争がきっかけでし
た。これによりアラブ石油輸出国機構（OAPEC）
が原油の生産制限を実施しました。また、当時石
油の価格は石油輸出国機構（OPEC）が定める公
示価格により決まっていましたが、この公示価格
の引き上げも行われました。
　続く第2次石油危機では、イラン革命により、
当時世界の石油の10％程度を供給していたイラ
ンからの石油輸出が滞り、中東情勢の悪化等を契
機に石油価格が大幅に上昇しました。
　日本では、石油危機が起こるまでは、エネルギー
安全保障についてあまり意識されていませんでし
た。しかし石油危機を教訓に、石油の安定的な確
保と、石油依存を低減するためにエネルギー源の
多様化に向けて動き始めることになったのです。
当時、日本で掲げられていた目標は以下の4点で
す。
・�石油依存度の低減と非石油エネルギーによる�
エネルギー源の多様化
・�石油の安定供給の確保
・�省エネルギーの推進
・�新エネルギーの研究開発
　エネルギー安全保障の確保のためには、エネル
ギー源の多様化が重要であることは間違いありま
せんが、その一方で、使用するエネルギーそのも
のを減らすことも重要です。
　1979年に「省エネ法」が制定され、省エネル
ギーへの取り組みが加速していきました。その結
果エネルギー使用の効率化が進み、石油危機後も
日本では経済成長が続きましたが、エネルギー使
用量の増加はかなり抑えることができました。い

までは、産業分野を中心とした日本の省エネル
ギーへの取り組みは世界でもトップクラスになっ
ています。
　石油依存の脱却に向けた取り組みとして、
1980年に「石油代替エネルギー法」が制定され、
石油代替エネルギー源を開発するために「新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）」が設立
されました。特に電力分野では、脱石油依存の取
り組みが顕著に行われました。
　日本では、石油危機発生時には、1次エネルギー
供給と同様、発電する電力の70％を石油火力に
依存している状態でした。そのため、石油危機の
影響を大きく受けて電気料金が大幅に上昇する結
果になりました。これを踏まえ、発電構成を多様
化することを目的に、天然ガス火力や原子力の導
入が加速化しました。

　石油危機以降、長い時間をかけて日本のエネル
ギー安全保障は高まってきたといえます。しかし
ながら、2011年3月に発生した福島第一原子力発
電所事故を境に、日本のエネルギー情勢は大きく
変わりました。2014年4月現在は全ての原子力
発電所が停止している状況です。以前は日本の発
電電力量の約30％は原子力により賄われていま
したので、日本は震災後に30％の電源を失ってい
るといってもよい状況に至っています。
　これに対応する措置として、まずは大規模な節
電が行われました。しかし、発電電力量の30％
分の節電は不可能ですので、足りない分は火力発
電により代替されています。具体的には、石油お
よび液化天然ガス（LNG）火力の発電電力量を増
加させている状態です。通常、その国の30％の
電源が失われれば、電力供給を維持することが不
可能になる事態が想定されます。しかし日本では、

福島第一原子力発電所事故が
 もたらした変化

緊急時に備えて電力会社が一定の規模の発電所を
予備力として保持していたことから、そうした電
源を再稼働させることや、既存の発電所の運転を
増やすことにより対応することができました。
　ところが、原子力発電所の停止は、結果として
火力発電、すなわち化石燃料に再び大きく依存す
る事態を引き起こしています。（資料③）震災後
の2012年度には発電電力量の90％が火力発電と
大部分を化石エネルギーに依存しており、石油危
機時と同じようなリスクを抱えていることにほか
なりません。
　さらに、増加した火力発電電力量の多くは液化
天然ガス（LNG）火力が占めていますが、増えた液
化天然ガス（LNG）輸入量の多くは生産余力のあ
るカタールからのもので、再び中東地域への依存
度が高まっている状態です。カタール等からの液
化天然ガス（LNG）輸送の航路であるホルムズ海
峡は、少し前に緊張が高まっていた欧米とイラン
を巡る対立のように、常に封鎖されるリスクを抱え

ています。封鎖が実際に起これば電力供給が維持
できなくなる危険性がありますので、これはエネル
ギー安全保障の観点から憂慮すべき状態です。
　日本は石油危機以降、“エネルギー源の多様化 ”
をキーワードに、エネルギー安全保障の強化に務
めてきました。しかしながら、依然として化石エ
ネルギーは海外に依存しており、エネルギー自給
率は低いままです。そうした状況下で、福島第一
原子力発電所の事故が起こり、再び化石燃料への
依存度が高まったことで、エネルギー安全保障が
揺らいでいます。ひとたびある地域で紛争が起こ
れば、エネルギー源の調達に支障をきたす可能性
もありますし、他国のエネルギー事情の変化が日
本に影響を及ぼすこともあり得ます。したがって、
海外で起こっている変化を見据えて、日本のエネ
ルギー安全保障を向上させるための措置を講じて
いく必要があります。

資料③　発電電力量構成の推移　
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図3  発電電力量構成の推移（震災前後） 

（出所）資源エネルギー庁 電力調査統計 発電実績（総括） （出所）資源エネルギー庁　電力調査統計　発電実績（総括）
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　アメリカは、その広い国土に豊富な化石エネル
ギー資源を持っており、古くから石油・石炭・天
然ガスを自国で賄ってきました。アメリカのエネ
ルギー自給率は2012年時点で85%近くあり、過
去を振り返ってみても、70%以上の高い水準を
保ってきました。資料①ではアメリカのエネル
ギー自給率の変化を示しています。石炭と天然ガ
スが昔から高い自給率を保っている一方で、石油
の自給率は時とともに急速に低下し、2005年に
底を打つものの、依然として60%を切る状況で
あることが分かります。1次エネルギー供給の推

移（資料②）からも分かるとおり、石油はアメリカ
のエネルギー供給の主役です。主役である石油の
自給率が最も低いという状況から、アメリカでは、
石油の輸入依存度を下げることがエネルギー安全
保障政策の重点に置かれることとなりました。
　アメリカのエネルギー安全保障政策、言いかえ
れば、どのように石油を確保してきたのかについ
て見ていきましょう。
　アメリカを取り巻くエネルギー環境は1960年
代までは平穏なものでした。それを大きく変化さ
せたのが、1973年の第4次中東戦争と、それを契
機とする第1次石油危機です。中東地域からの石
油輸入依存度を下げてエネルギー自給体制を確立

アメリカのエネルギー安全保障政策

するために、当時のニクソン政権（1969年から
1974年）は、1980年までにエネルギー自給体制
を確立することを目標とする「プロジェクト・イ
ンディペンデンス」を1974年に定めました。こ
の計画は、現在のエネルギー安全保障政策の基礎
となるような重要な事項を取り扱っています。
・�アメリカにとって完全なエネルギー自給の達成
は極めて困難、かつ、達成に必要なコストは膨大
であるということを改めて確認
・�1980年代初頭までに、合理的な範囲内で、
エネルギー自給の達成を目指す
・�石油製品（原油ではなく、ガソリンなどを指す）
の供給不足への対応から、石油の輸入を奨励�
する
・�国内の石油、天然ガス資源の開発を促進し、
供給力を拡大する
・�新たな石油禁輸など供給途絶に備える石油備蓄

制度を創設
・�原子力を含む石油代替エネルギーの供給を推進
　それぞれの政権によって重点分野は違います
が、ニクソン政権以降の歴代大統領は、石油の輸
入依存度を減らすために、省エネルギーや国内生
産の促進、石油代替エネルギーの開発といった政
策を実施してきました。フォード政権（1974年
から1977年）に続くカーター政権（1977年から
1981年）では、「国家エネルギー計画」が定められ、
省エネルギーと環境保全が政策の柱として初めて
示されました。エネルギー政策・行政全般を担当
する連邦エネルギー省（DOE）がつくられたのも
カーター政権下でのことです。このように、
1970年代は、石油危機の発生によってエネルギー
安全保障に対する関心が非常に高まり、積極的な
政策がとられた時代でした。
　レーガン政権（1981年から1989年）、ブッシュ

資料①　アメリカのエネルギー自給率の推移 資料②　アメリカの1次エネルギー供給量の推移
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第二章
（アメリカ編）

エネルギー安全保障
政策と世界に与える変化
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政権（1989年から1993年）、クリントン政権
（1993年から2001年）が誕生した1980年代から
1990年代は、エネルギー安全保障に対する懸念
が薄れ、市場の自由化が進められた時代でした。
　しかし、2000年代に入り、エネルギー安全保
障に対する懸念が再燃します。この背景には、
2000年夏から2001年にかけて発生したカリフォ
ルニア州電力危機、2000年代半ば以降の世界的
な原油価格の高騰などを経験する中で、次第に長
期的なエネルギー安全保障政策の重要性が見直さ
れるようになったことがあります。
　ブッシュ政権（ジョージ・W・ブッシュ、2001
年から2009年）では、エネルギー安全保障を重要
政策課題として位置付け、2005年8月に「2005
年エネルギー政策法」を定めました。この法律に
は、エネルギー安全保障を向上させるための具体
策が盛り込まれています。
・�省エネルギー及び再生可能エネルギーの利用を
拡大
・�石油備蓄の増強、液化天然ガス（LNG）受入基地
の整備促進、国内での石油・天然ガス生産拡大
・�石炭を効率的に利用し、環境への影響を抑える
技術の開発、原子力発電所建設に対する支援
・�クリーン自動車の開発促進と自動車の燃費改善
・水素エネルギーなど新技術の研究開発支援
・電力供給の信頼性向上
　また、2025年までに中東地域からの石油輸入
量を75%減らすという目標も示されました。続
くオバマ政権（2009年から現在）では、風力や太
陽光といった再生可能エネルギーをはじめ、次世
代自動車や二酸化炭素の貯留（工場などの排出ガ
スから二酸化炭素を集め、地中や水中などに封じ
込めること、CCSとも呼ぶ）などといったクリー
ンエネルギー技術の開発と省エネルギーを同時に
進めることで、石油などのエネルギー供給の輸入
依存度を減らそうという政策がとられています。
　このように、アメリカのエネルギー安全保障政

策の歴史を振り返りますと、自給率を高めるため
に原子力発電や再生可能エネルギーを利用しよう
としてきたこと、省エネルギーに取り組んできた
ことは日本と同じです。

　「利用可能な資源はすべて活用する」という戦略
を掲げてきたオバマ政権ですが、それまでは技術
的な問題によって開発が難しいと言われてきた石
油・ガスの開発が本格化しました。シェールガス、
シェールオイルと呼ばれる天然ガスや石油の増産
が続き、エネルギー自給率が回復するとともに、
アメリカが天然ガスや石油の輸出国へ転換すると
いう将来像が描かれるようになってきました。
「シェール革命」の到来です。
　では、シェール革命は世界にどのような影響を
与えているのでしょうか。最も大きなものは、
シェールオイルの増産によってアメリカの石油輸
入量が減少したことでしょう。これが世界の石油
需給を緩和させ、原油価格の下落を招く一因とな
りました。さらに日本にとっては、数年後に実現
するであろうアメリカからの LNG輸出計画は
様々なメリットをもたらすと考えられています。
LNG輸入相手国が増えること自体が日本のエネ
ルギー安全保障の強化に貢献するほか、世界の
LNG需給バランスの改善や、LNG輸出国同士
の競争が活発になることで、日本の LNG輸入環
境が良くなることが期待されているのです。

シェール革命によるアメリカの
 エネルギー市場の変化 　かつて世界のエネルギー市場の中心は、欧米そ

して日本などの先進国でした。今でも先進国は一
定の重要性をもっていますが、高い経済成長と大
きな人口という要因を背景に、今や発展途上国、特
にアジア市場の動向が世界のエネルギー市場を大
きく左右するようになっています。また、日本に
とってアジアは最も重要な経済パートナーで、多
くのアジア諸国と貿易・投資関係を通じて、切って
も切れない密接な相互依存関係を構築しています。
　人口13億人を抱える中国は今、急速な経済成
長に伴い、エネルギー需要が急増しており、世界

の注目を集めています。
　もはや中国は世界の経済成長のエンジンである
だけでなく、世界のエネルギー需給バランスやエ
ネルギー価格動向に最大の影響を与える国になっ
た、といっても過言ではありません。同時に、エネ
ルギー自給率の極めて低い日本にとっても、「中
国のエネルギー問題をどう解決するのか」という
課題は、石油や天然ガスを安定的に確保していく
うえで、重要なテーマになっています。
　中国は1949年の建国以降、エネルギーの自給
率100%を目標に掲げて、石油を中心としたエネ
ルギー産業の育成を進め、化石エネルギー資源の
生産を拡大させてきました。その結果、国内の大

中国のエネルギー政策の変遷

資料①　中国の主な原油・天然ガス輸入先
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第三章
（アジア編）

アジアのエネルギー事情と
日本への影響
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型油田の開発成功によって、1960年代には石油
の自給自足を達成し、1970年代からは輸出も開
始しました。
　しかし、1990年代に入り、主力油田の生産量
が頭打ちとなる一方で、工業化の進展や経済の発
展により、化石エネルギーの消費量が急増し始め
ます。その結果、1993年に石油の純輸入国となっ
たことをきっかけに、エネルギー安全保障政策を
本格的に展開していくことになります。
　化石エネルギーの供給を確保するため、国内開
発の加速だけではなく、輸入拡大に向けた海外で
の資源開発が始まりました。中東、アフリカ、北米、
南米、オセアニア、旧ソ連諸国と合計約50カ国に
わたり、油田・ガス田の探鉱や生産、石油・天然ガ
スパイプラインの建設など積極的な活動を展開し
ています。
　一方で、輸入量拡大に伴う輸送上のリスクの高
まりを受け、その分散対策としての輸入ルート、
輸入源の多様化にも目を向けています。資料①
（P-8）は中国の原油（2012年）および天然ガス
（2013年）の輸入先を示したものです。中国の原
油輸入量は2009年に2億トンを超え、日本（1.8
億トン強）を抜いて世界第2位になりました。過
去10年間で4倍という驚異的な勢いで増加して
います。2012年における主な輸入先は、中東諸
国が全体の約5割（日本の中東依存度は8割超）を
占めているものの、アンゴラ（15%）やロシア
（9%）、ベネズエラ（6%）など中東以外の地域の比
率も上昇してきており、徐々に多様化が進んでい
るといえます。
　天然ガスについては、2006年にオーストラリ
アから液化天然ガス（LNG）輸入を開始したのが
始まりですが、2013年までのわずか7年で50倍
超となる547億立方メートル（パイプラインと液
化天然ガス（LNG）がほぼ半々）まで、輸入量を急
速に拡大させました。パイプラインによる輸入先
は、トルクメニスタンが大部分を占めております

が、主な LNG輸入先は、カタール（17%）、オー
ストラリア（9%）、マレーシア（7%）、インドネシ
ア（6%）となっており、原油と同様に、供給先の
多様化が進められています。
　中国は近年、リスク分散対策および緊急時対策
として、石油備蓄量の増大を急いでいます。その
背景には、エネルギー問題に加え、国家安全保障や
軍事戦略上の課題も絡んでいます。今日、東シナ
海では日本との、南シナ海ではベトナムやフィリ
ピン等との緊張関係が続いている中、アメリカが
同盟諸国との関係強化を通して、これらの地域で
の影響力を再び強化しつつあります。中国は、ア
メリカとの間で軍事的緊張関係が悪化するような
有事が将来発生した場合、原油や天然ガスの輸入
ルートが遮断される可能性を危惧している訳です。
　輸入依存度が増加し続けている石油や天然ガス
の供給源の多様化に向けた政策が進められる一方
で、次第に重要性を増しているのが化石エネル
ギーの大量消費に伴う環境問題です。こうした中、
エネルギー安全保障問題と環境問題を同時に解決
する政策として、省エネルギーの推進が強調され
るようになっています。
　中国が講じているこうした政策は、日本が石油
危機以降にとってきた各種政策をなぞるように変
遷しています。いまや世界第2位の経済大国と
なった中国が、今後さらに深刻化するエネルギー
安全保障問題に対し、どのような対策をとってい
くか。先行する日本が中国のエネルギー安定化に
果たしうる役割は、結果的に日本の利益となると
いう意味でも重要といえます。世界のエネルギー
需給バランスや価格動向に大きな影響力をもつ中
国に対して、そのエネルギー動向が日本に与える
マイナスの影響を最小限に食い止める発想が必要
となっているのです。さらには、そこに新たなビ
ジネス機会を発掘していくことも、今後の日中関
係改善に向けた糸口のひとつになるのではないで
しょうか。

　東南アジア諸国のエネルギー事情をみてみま
しょう。
　東南アジア諸国でも様々な要因を背景として、
エネルギー需要が増えています。まず人口ですが、
圧倒的に人口の多いインドネシアから最も少ない
ブルネイまで、いずれの国も過去10年間で人口が
増えています。こうした人口の増加は、当然のこ
とながらエネルギー消費量の増加をもたらしてい
ます。国連の予測によると、東南アジアの人口は
今後も伸び続ける見通しで、引き続きこの地域の
エネルギー需要を押し上げる要因となっていま
す。

　エネルギー需要はどれくらい増えるのでしょ
うか。資料②は、日本エネルギー経済研究所によ
る見通しを国別に示したものです。いずれの国
においても堅調な増加が予測されており、東南ア
ジア地域全体の一次エネルギー需要は2011年か
ら2040年にかけて2.4倍にも増える見通しと
なっています。
　東南アジア諸国の自給率は、エネルギー需要の
拡大に対して国内生産が追い付かず、低下する傾
向にあります。この傾向は特に石油で顕著にみ
られ、石油の供給確保と需要の抑制が大きな課題
となっています。また、天然ガスについても、近
年は輸出可能量が減少する、あるいは輸入依存度
が高まる傾向にあり、その対策が求められるよう

成長を続ける東南アジア諸国

資料②　東南アジア諸国における一次エネルギー需要の変化と見通し
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になっています。
　石油・天然ガスの自給率低下という事態に対し
て、東南アジア諸国は石油・天然ガスの増産と同
時に、代替となる国産エネルギーの生産量を増や
そうとする取り組みを行っています。例えば、イ
ンドネシアやベトナムでは石炭の生産量を増や
そうとしているほか、再生可能エネルギーの供給
拡大に加え、新たに原子力発電の利用も検討して
います。

　東南アジア地域のエネルギー事情とその変化
は、日本にとってどのような影響をもたらすで
しょうか。
　まず憂慮すべきなのは、東南アジアから日本へ
の化石燃料資源の輸出減少です。これまで東南
アジアは日本にとって重要な化石燃料の輸入相
手国でしたが、輸出量の減少は既に現実のもの
となっています。例えば、インドネシアやマレー
シア、ベトナムなどは原油の輸出国ですが、国内
需要の増加に加えて、石油資源そのものの減少
もあり、日本向けの輸出が減少し続けています。
また、天然ガスについても生産量が伸び悩む一
方で、発電や肥料製造用を中心とした国内需要
が増えており、輸出に回す余力が減っているの
が現状です。
　資源をもたない日本は、今後も化石燃料を輸
入し続けなければならず、また資源輸入に伴う
リスクを減らすためには、輸入相手国を多様化
することが求められています。こうした中、輸
入相手国としての東南アジアを失うことは、量の
確保と相手国の分散化の両面で、日本のエネル
ギー安全保障にとって懸念材料といえます。
　タイやインドネシア、マレーシア、フィリピン、
ベトナムでは、国内での化石燃料生産がエネル

ギー需要に追い付かず、輸入が増え始めていま
すが、この点も懸念材料のひとつとなっていま
す。東南アジア諸国の輸入地域化は、国際エネル
ギー市場の不安定化要因となる可能性があり、国
際市場を介して日本のエネルギー輸入に影響が
及ぶことが考えられます。また、東南アジア地
域のエネルギー安全保障上の弱さは、この地域
の経済に悪影響を及ぼす可能性があり、このこ
ともまた日本にとって好ましいものではありま
せん。
　中国との関係でも、日本のエネルギー輸入の海
上輸送路（シーレーン）確保の面で東南アジアは
戦略的に重要であり、この地域が健全に発展して
いくことが望まれます。こうした事情を踏まえ
れば、東南アジアのエネルギー安全保障向上に対
して、日本が積極的にかかわっていくことは、日
本の国益にとっても大きな意味をもつといえる
訳です。
　中国および東南アジア地域は人口の増加、経
済の成長に伴って、世界のエネルギー市場の中
で大きな割合を占めるようになっています。こ
れは、アジア地域で混乱が起きれば、即座に日本
を含む国際エネルギー市場に影響が及ぶことを
意味しています。とりわけ、エネルギー供給の
ほぼ全てを輸入に依存せざるを得ない日本は、
国際市場の変化から受ける影響は多大といえま
す。今後もアジア諸国を巡る環境の変化は大き
いとみられ、日本はその中で自国のエネルギー
安全保障を損なうことがないように、柔軟かつ
迅速に対応していくことが強く求められている
のです。

東南アジアのエネルギー事情が
 日本にもたらす影響

　中東は石油・天然ガス資源を豊富に有する地域
です。
　では、中東で生産された石油と天然ガスは、ど
こに輸出されているのでしょうか。
　石油の輸出量の推移（資料①）をみますと、アジ
ア向けが増える傾向にあります。そして近年では、
総輸出量の70%を超えています。
　一方、液化天然ガス（LNG）資料②（P-13）をみ
ますと、1990年代半ばから輸出量が増加しはじ
め、2013年には1990年の輸出量の30倍近くに
まで拡大しています。その輸出先ですが、2009
年以降に欧州向けの販売が拡大したためにアジア
向けのシェアが減少しましたが、それでも近年で
はアジア向けの輸出が76%を占めています。

　中東にとってアジアは、重要な輸出先であり続
けると考えられ、この貴重な輸出先を確保するこ
とが中東にとってのエネルギー安全保障となって
います。逆に、世界やアジアにとっての中東は、
世界の石油や天然ガスの埋蔵量の半分近くを占め
ていますので、世界のエネルギー需給をバランス
させるために極めて重要な供給元であるといえま
す。
　世界に多くの石油や天然ガスを供給する中東は
非常に重要な役割を担っていますが、残念ながら
その供給が常に安定している訳ではありません。
中東では過去、1948年から1973年までの間に4
度の大きな衝突が起きています。その後も第一次、
第二次湾岸戦争や国連多国籍軍によるイラク戦
争、アラブ諸国の民主化運動などの衝突が起きる
たびに、世界のエネルギー市場は大きな影響を受
けてきました。

世界の石油・天然ガス供給の
 重要な役割を担う中東

資料①　中東の地域別石油輸出量の推移
百万b/d

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

その他
欧州
米国
ｱｼﾞｱ
ｱｼﾞｱのｼｪｱ（右軸）

（出所）BP Statistical Review of World Energy 各年版

＜執筆者＞松本　卓
（一財）日本エネルギー経済研究所
戦略研究ユニット　国際情勢分析
第1グループ研究主幹

第四章
（中東編）

中東のエネルギー安全保障と
世界への影響



13 14

　中東は世界の石油や天然ガス供給にとって重要
な地域なのですが、不安定な状態が今も続いてい
ます。それは容易に解決できる問題ではなく根深
いものがあります。日本は中東地域から多くの石
油・天然ガスを輸入していますので、「対岸の火事」
と無視することはできません。中東地域の安定化
は日本のエネルギー安全保障にとって非常に重要
な問題であり、安定化に向けた支援を行っていく
ことが必要です。
　今後も中東では人口の増加と経済成長が見込ま
れているのですが、同時に進むエネルギー消費量
の拡大は、将来、中東からの原油輸出量が減少し
たり、さらには産油・ガス国であってもエネルギー
を輸入しなければならなくなったりする、という
危険性を秘めています。
　このようなことが将来現実となれば、産油国と
輸入国の双方にとって一大事です。産油国にとっ
ては、唯一最大の収入源である原油輸出ができな
くなるため、経済破綻の危機を招くことになりま

す。輸入国にとっても、世界のおよそ1／ 3を占
める中東からの原油供給を失うことは、量の確保
はもちろん価格の高騰という点でも、経済に大き
な影響をもたらす心配があります。
　そこで中東産油国の多くは、国家の歳入を確保
するために、国内のエネルギー需要はできるだけ
天然ガスで賄うことで石油の消費を抑制し、石油
は輸出に回すという政策をとっています。そのた
め、原油生産能力の増強にも取り組んでいます。

　中東産油国のエネルギー消費は極端に石油と天
然ガスに偏っています。このような利用形態は、
中東諸国はもちろん石油・天然ガス輸入国にとっ
て将来のリスクとなっています。そのため、①省
エネによって少しでもエネルギー消費の増加を抑
制することこと②石油・ガス以外の代替エネル
ギーを開発することでこの構造を変えていくこと

中東におけるエネルギー供給の多様化

資料②　中東の地域別 LNG輸出量の推移
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が重要になっています。
　代替エネルギーについては、2006年12月にサ
ウジアラビアを盟主とする湾岸協力会議（Gulf�
Cooperate�Council：GCC）の第27回最高評議
会（サミット）で原子力利用の方向性が決定され、
エネルギー源として原子力利用の検討が始まりま
した。中東で原子力発電所を建設しようとする背
景は、次のようなものです。
・急激な電力需要増加
・化石燃料の温存
・地球温暖化防止対策
・近隣諸国の核保有
　この結果、アラブ首長国連邦のアブダビ首長国
では、2017年完成を目指して原子力発電所の�
建設（140万 kW級×4基）が進んでいるほか、�
サウジアラビアでは2010年4月17日にアブドラ�
国王原子力・再生可能エネルギー都市（King�
Abdullah�City� for�Atomic�and�Renewable�
Energy：KACARE）が設立され、2030年までに
16基の原子力発電所の建設を計画しています。
一方、イランは独自に原子力発電所の建設を進め、
2012年9月に南部のブシェールに100万 kWの
原子力発電所が本格稼動を開始しています。さら
に2014年3月にはブシェール原発の2基増設に
ついてロシアとの間で基本合意に達したとされて
います。
　もうひとつの代替エネルギーとして再生可能エ
ネルギーがあります。アラブ首長国連邦のアブダ
ビ首長国では2007年に再生可能エネルギー都市
「マスダール」を建設し、先進エネルギー技術（太
陽光・太陽熱、風力、水素、CCS：二酸化炭素の
地中貯留）を核とした、エネルギー利用の多角化
を図ろうとしています。そして同首長国では、
2020年までに電力需要の7%を再生可能エネル
ギーで、25%を原子力発電で賄う目標を掲げ、
2013年3月に10万 kWの太陽熱発電プラント
Shams-1（Shams とはアラビア語で「太陽」とい

う意味）を稼動させています。同様にドバイ首長
国でも2013年10月に1.2万 kWの太陽光発電
の運転を開始し、2030年までに発電能力100万
kWのプラント建設を予定しています。クウェー
トでも、2020年までに総発電量の5%を再生可
能エネルギーで賄う目標を掲げ、海洋温度差発電
や太陽熱・ガスの複合発電を計画しています。サ
ウジアラビアでは、2032年までに1,600万 kW
分の太陽光発電の導入目標を掲げています。カ
タールでも電力需要の増加をカバーするために、
原子力発電とともに再生可能エネルギーの採用を
積極的に推進し、近い将来350万 kW規模の太陽
光発電所の建設を模索しています。
　中東各国は資源大国であるからと安穏としてい
るのではなく、エネルギー消費（特に電力需要）の
急増に対応するため、省エネを推進するとともに、
地球温暖化防止を念頭に置きつつ原子力発電や再
生可能エネルギーの開発にも取り組んでいます。
　こうした取り組みは中東諸国自身のために行わ
れているのですが、同時に輸入国の要請、つまり
今後も中東諸国が石油・天然ガスの輸出国であり
続けてくれること、にも応えるものです。言い換
えますと、産油国と、日本を含む輸入国の双方に
利益をもたらす取り組みと言えます。そして幸い
なことに、日本は中東諸国が進めるこうした事業
に貢献できる技術をもっています。この技術を上
手く使うことによって、中東諸国が望むエネル
ギー需給構造の改革を支援しつつ、日本は原油や
天然ガスの供給安定性を向上させることが可能な
のです。これがまさに、日本が目指すべき中東と
の関係強化の方向性と言えるでしょう。
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す。

　さらにアゼルバイジャン等中央アジア諸国のガ

スをトルコとギリシャを経由してイタリアまで運

ぶTANAP－ TAPパイプラインが計画されてい

ます。このパイプラインが完成すれば、中央アジ

アから欧州への天然ガスの直接輸入が可能とな

り、ロシアへの天然ガス依存度の低下も期待でき

ます。

　エネルギーの安全保障は、平時は意識されるこ

とは少ないですが、一旦供給遮断が起これば我々

の生活に極めて深刻な影響を与えます。欧州でも

ロシアへの天然ガス依存度を低下させるために、

中央アジアの天然ガスを輸入するパイプラインの

建設や、地下ガス貯蔵施設の整備、液化天然ガス

（LNG）輸入基地の建設等を着実に進めています。

平時においても気を緩めることなく、エネルギー

の供給先の多様化を推進し続ける事が必要でしょ

う。

　EU（欧州連合）のエネルギー政策は、日本と共

通する点が多くあります。その背景として、EU

内には域内のエネルギー需要を賄うだけのエネル

ギー資源が無く、その多くを EU域外からの輸入

に依存していることがあります。石油は中東、ロ

シア、ノルウェー等からの輸入が多く、石炭はド

イツやポーランドでは国内で産出するものの、そ

れ以外の国々では米国、南アフリカ、コロンビア

等の海外から輸入しています。天然ガスもイギリ

スの北海で生産されていますがその産出量は減少

傾向で、ロシアやノルウェーからのパイプライン

によるガス輸入、カタールからの船による液化天

然ガス（LNG）輸入が増えています。EUでは、

この域外へのエネルギー依存をどのように低減し

ていくかという点が大きな課題となっています。

　また EUは、地球温暖化対策で世界をリードす

る積極的な動きが特徴です。今後の気温上昇を抑

え、地球温暖化の影響を最小限にするためには、

温室効果ガスの大幅な排出削減が必要とされてい

ます。EUは意欲的な温室効果ガス削減目標を掲

げ、地球温暖化に関わる国際交渉をリードし、地

球温暖化対策に積極的に取り組んでいます。

　このエネルギー安全保障と地球温暖化対策を両

立するため、EUではエネルギーに関する3つの

基本方針を定めています。一つは「エネルギー自

給率の向上と安定供給の確保」です。エネルギー

の自給率を高めることでエネルギーの対外依存度

を下げ、安定したエネルギー供給体制を構築しよ

うとするものです。第二に「新しいエネルギー・

経済システムの構築」です。これまでのエネルギー

大量輸入・大量消費の先進国モデルをやめて、新

しい低炭素な社会システムへの転換を目指してい

ます。第三に「環境と成長の調和」です。地球温

暖化により降雨量の変化や異常気象の多発、海面

水位の上昇等が予測されていますが、これらの影

響を緩和しつつ、同時に経済の成長を図っていこ

うというものです。

　エネルギー安全保障の強化という観点から最近

特に注目されているのが、エネルギー供給源の多

様化です。特に天然ガスについては現在ロシアか

らのパイプラインによる供給に大きく依存してい

る状況で、2005年にはロシアとウクライナのガ

ス価格を巡る紛争によりウクライナを通る天然ガ

スパイプラインが全面供給停止し、東欧諸国のガ

ス供給が遮断される事態となりました。

　このような事態の再発を避けるため、EUでは

天然ガスの調達先の多様化に取り組んでいます

（資料①）。パイプラインによる天然ガスを、ロシ

ア以外のノルウェーやアルジェリアからも輸入す

るようになりました。また液化天然ガス（LNG）

を船で運ぶことにより、中東、アフリカ、中米等

の遠隔地からの天然ガス輸入が可能となりまし

た。液化天然ガス（LNG）は既にイギリス、フラ

ンス、スペイン、イタリア等の西欧の国々で利用

されています。最近はポーランドやエストニアな

ど、ロシアへの天然ガス依存度を低下させたい東

欧の国々でも LNG輸入が計画されています。ま

たロシアからの供給ルート自体も多様化していま

欧州のエネルギー政策

資料①　欧州の天然ガスパイプライン網

出典：eurogas｢STATISTICAL REPORT 2013｣
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（出所）IEA, Natural gas information 2011

＜執筆者＞藤崎　亘
（一財）日本エネルギー経済研究所
戦略研究ユニット　国際情勢分析
第1グループ研究主幹

第五章
（欧州編）

エネルギー環境政策と
安全保障の両立を目指す欧州
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で、2008年に経験したような石油価格の急騰が
起こったらどうなるでしょうか。日本人の生活は
あっという間に苦しくなります。これは実際に
1970年代に起こったことです。二度にわたる石
油危機の苦い教訓から、日本は石油だけではなく
石炭や天然ガス、原子力、再生可能エネルギーと、
幅広く、万遍なくエネルギーを利用するように変
わってきたのです。
　そしてもう一つ付け加えると、「省エネルギー」
も重要な対策です。より少ないエネルギーで機械
を動かす、より少ないエネルギーで電灯を灯すた
めの努力をしてきました。こうした努力によって、
エネルギーの輸入量が増えることを抑えようとし
てきたのです。
　この多様化と省エネルギーは、今でも重要であ
ることは言うまでもありません。日本は依然とし
てエネルギー供給のほとんどを輸入に頼っていま
す。特に、原子力発電所が停止している現在は、
逆に輸入依存度が高まってさえいます。そのため
現在は、これまで続けてきた「多様化」と「省エネ
ルギー」がますます必要とされているのです。

　エネルギーを輸送する段階を考えてみましょ
う。世界の海上交通路には「チョーク・ポイント」
（資料①）と呼ばれる場所があります。チョーク・
ポイントとは、船が通行するうえで要となる重要
な地点を示す言葉です。日本は四方を海に囲まれ
ていますから、エネルギーを輸入するためには船
を使うしかありません。つまり、船の安全な航行
を確保することも、日本のエネルギーの安定供給
を保つうえで非常に重要なのです。
　日本に関係が深いところでは、ペルシャ湾の出
口にあたるホルムズ海峡や、マレーシアとインド
ネシアの間に位置するマラッカ海峡があります。
例えばホルムズ海峡は、ペルシャ湾の内側にある
サウジアラビアやクウェートなどから原油を輸送
する場合に必ず通らなければなりません。そして
驚くべきことに、世界で生産する石油の約2割が
この海峡を通って世界中に供給されているので
す。そしてこの海峡は、狭いが故に、やろうと思
えば簡単に通行を止めることができてしまうので

島国日本の生命線

資料①　原油の輸送ルートとチョーク・ポイント

（出所）American Security Project
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中南米
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チョーク・ポイント
海賊行為発生場所

マラッカ海峡

パナマ運河

バブエルマンデブ海峡

クウェート
ペルシャ湾

イラン

Major Oil Waterway Shipping Routes

（出所）American Security Project

　エネルギー安全保障の確保に向けて日本がとる
ことができる方策や注目すべき点を整理しようと
思います。ここでは、エネルギー安全保障を「国
民生活や経済活動などを維持していくために必要
な量のエネルギーを妥当な価格で確保すること」
と定義します。
　日本のエネルギー自給率はわずか4%程度で
す。言い換えますと、96%のエネルギーは海外
からの輸入に頼っています。発電で多く使われて
いる燃料のうち石炭はオーストラリアやインドネ
シアから、天然ガスはマレーシアや中東のカター
ルから多く輸入しています。日本は周りを全て海
に囲まれていますから、海外で購入した石炭や天
然ガスは大きな船に積み込んで何日も、ときには
1カ月近くもかけて日本まで運んでこなければな
りません。日本の港に到着した燃料は、発電所に
運び込まれます。そしてあたりまえのことですが、
発電所が無ければ電気を作ることができません。
作り出された電気は、皆さんも街中で目にする電
線を通って各家庭に届けられます。そして皆さん
がスイッチを捻ると、照明が灯るのです。この一
連の流れを、「エネルギーの供給チェーン」と言い
ます。
　ここで大切なのは、石炭や天然ガスを生産する
国から皆さんの家の照明に至る長い道のりのう
ち、どれ一つとして欠けてよいものはない、とい
うことです。例えば、天然ガスの買い付けに失敗
してしまうと、燃料が足りなくて発電ができなく
なります。例えば、船が航海の途中で沈没したら
燃料は日本に入ってきません。燃料が日本に着い
ても、発電所が無ければ電気が作れません。作っ

た電気も、電線が切れていては流れてきません。
　日本のエネルギー供給は毎日多くの危険に晒さ
れていますが、エネルギー供給を担う人々の弛ま
ぬ努力によって安定供給が維持されているのです。
　では、日本のエネルギー供給を脅かす危険性は
どこにあり、そのことに対してどのように対処し
ていけばよいのでしょうか。

　世界には、当面の供給には十分な量の化石エネ
ルギーがあると考えられています。問題は、それ
を安定して、かつなるべく安価に買うことができ
るか、という点です。例えば、何かの事故で石油
の生産量が突然減ってしまった場合に、日本の会
社は海外の企業との競争の中で必要な量を確保す
ることができるでしょうか。また、できるだけ安
く買ってくることは可能でしょうか。
　こうした事態とならないように様々な対策を
取っていますが、キーワードは二つの「多様化」で
す。第一の多様化は、輸入相手国の多様化です。
イランは核開発問題でアメリカや欧州から経済制
裁を受け、石油を輸出できなくなりました。仮に
日本が石油供給の全てをイランに頼っていたとす
れば、日本が危機的な状況に陥ったであろうこと
は容易に想像できます。そのため、特定の国に依
存しない、特に政情が不安定な国には極力依存し
ないように、輸入相手国を分散しています。
　第二の多様化は、エネルギー利用の多様化です。
例えば、日本が全てのエネルギーを石油で賄って
いるとします。自動車はもちろん、発電でも、工
場でも、家で調理をしたりお風呂を沸かすのにも
石油しか使っていなかったとします。そうした中

エネルギー供給チェーンの確保

多様化の重要性

＜執筆者＞久谷　一朗
（一財）日本エネルギー経済研究所
戦略研究ユニット　国際情勢分析
第1グループ　グループマネージャー
総括研究主幹

第六章 日本の歩むべき道
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す。例えばイランは、過去にホルムズ海峡の封鎖
をほのめかしました。実際に封鎖は起こりません
でしたが、これは日本のエネルギー安全保障に
とって重大な危機です。中東ではこれまでも多く
の紛争が起こりましたし、現在も不安定な状態が
続いています。ホルムズ海峡の安全は、必ずしも
保障されているわけではないのです。
　また、驚かれるかもしれませんが、世界には未
だに海賊がいます。大型タンカーがシージャック
されることもあるのです。こうした危険を排除す
ることは日本にとって重要であるため、海賊の多
いソマリア周辺などに自衛隊は艦船を派遣し、船
の通行の安全を守っているのです。
　日本は、1970年代からの長い積み重ねによっ
て、大きな量の石油備蓄をもっています。現在で
は、輸入量のおよそ200日分に相当する量が備蓄
されています。単純化して言い換えますと、およ
そ半年は石油の輸入が止まっても何とかなる、と
いうことです。石油供給のほとんどを輸入に頼っ
ている日本にとっては、大きな安心と言えるで
しょう。
　ただ、備蓄があるのは石油だけです。同じく輸
入に頼っている天然ガスや石炭は備蓄が無くても
大丈夫なのでしょうか。備蓄があれば安心なのは
間違いないのですが、石油と比べると貯蔵するこ
とが難しいのです。天然ガスは常温で気体なので、
多くの量を蓄えようとすると、ものすごく大きな
タンクが必要です。温度を下げると液体になって
体積を小さくすることができますが、天然ガスが
液体になる極低温を保つためには特殊な材料で作
る高価なタンクが必要です。また石炭は、慎重に
管理しないと自然に発火する性質があります。そ
のため、大量の石炭を長期間貯蔵するのが困難で
す。このように、天然ガスと石炭は備蓄という手
段をとることが難しいので、石油以上に多様化な
ど他の対策を強めることが求められるのです。

　資源獲得競争の激化や輸送路の確保、供給途絶
への備えは、日本がエネルギーを輸入しているた
めに起こるリスクとそれへの対処です。では、こ
うしたリスクを根本的になくすことはできないの
でしょうか。この問いに応えるエネルギーが、原
子力発電と再生可能エネルギーです。
　これらのエネルギーを今後どのように使ってい
くのか、あるいは使わないのかを、じっくりと議
論して決めなければなりません。ここで注意すべ
きこと、あるいは議論において時折忘れられてし
まうのは、時間に対する考慮です。
　一つ目の例は、石油危機以降の日本のエネル
ギー利用構造の変化です。脱石油を成し遂げるの
に何年を要したでしょうか。明確に区切りをつけ
ることはできませんが、目に見える変化が生じる
までにおよそ10年がかかっています。
　例えば発電所の場合、その寿命は最低でも30
年程度あります。去年作った発電所を、必要なく
なったからといって明日止めてしまうわけにはい
かないのです。そんなことをしてしまうと電力会
社は倒産し、我々消費者は電気を使えなくなって
しまいます。そのため、古い発電所の建て替える
時期に合わせて順番に燃料を変えていくことが合
理的なのです。
　二つ目の例は、ドイツの脱原発政策です。ここ
で注意すべきは、ドイツは現在も原子力発電を利
用し続けており、すべてを停止するのは2022年
の予定である点です。即座に原子力発電所を停止
してしまうと電気の安定供給に問題が生じる、あ
るいは電気料金が高くなってしまう懸念があるた
め、何年もかけて段階的に止めていこうとしてい
るのです。
　エネルギー需給構造の変化には10年単位の長
い時間が必要であり、性急な変化は大きな弊害を
もたらす可能性がある、ということです。現在の

原子力と再生可能エネルギー 日本に当てはめますと、突然原子力発電の利用が
ほぼゼロとなってしまったため、電気の供給が十
分にできず厳しい節電を強いることになる、ある
いは原子力の変わりに天然ガスと石油の輸入量が
激増してコスト負担（電気料金の上昇）が顕著に
なる、といった弊害が起こっています。この先ど
のような選択をするにしても、その選択が及ぼす
可能性のある悪影響に配慮し、時間をかけてエネ
ルギー構造変化を進めていくのが賢い選択だと思
います。
　日本を取り巻く環境は石油危機以降大きく変化
しましたが、求められていること、必要なことは
何も変わっていません。今も昔も日本はエネル
ギーの自給率が極めて低く、供給のほとんどを輸
入に頼っています。そのため、化石燃料の輸入を
如何に安定確保するかは文字通り死活問題です。
原子力発電が止まり、そして再生可能エネルギー

も力不足の現在は、特にその意義が高まっている
と言えます。こうしたことから、日本は変化し続
ける国外の情勢に常に目を配り、変化に合わせて
柔軟かつ素早く行動することが必要なのです。
　また国内においても、「エネルギー供給チェー
ン」の終点、つまり家庭に至る流れを途絶えさせ
ないように注意する必要があります。国内でも、
原子力発電を巡る問題や自由化に関する議論な
ど、大きな変化を目の当たりにしています。どう
いう選択が日本にとって良いのか、エネルギー安
全保障の視点も踏まえて十分な議論を行うことが
求められています。

　石油危機以降、様々な波はあったものの概ね日本のエネルギー安全保障は保たれ、いち
消費者の立場では危機といわれるような状況に直面せずに済んできました。これはエネル
ギー供給に携わる多くの人々の労力の積み重ねによって達成されてきましたが、危ういバ
ランスのうえに成り立っており、かじ取りを間違えばあっという間に状況は悪化し得るの
です。例えば中東で大規模な戦争が起こる、あるいは東日本大震災のような自然災害に再
び見舞われる可能性を考えれば、容易に想像できるでしょう。
　現在、わが国ではエネルギーに関する様々な議論や変革が行われています。この時にエ
ネルギー安全保障の確保という視点を忘れてはなりません。エネルギー安全保障の視座を
欠いた変革は危うく、日本の社会や経済に悪影響を及ぼす可能性があります。どのような
変革を行うにせよ、エネルギーの安定供給確保を無視してはならないのです。
　この冊子を通して、エネルギー安全保障に対する認識が少しでも高まれば、また、この
ことを踏まえてより多くの方が日本のエネルギーの将来を考えるきっかけとなれば、望外
の喜びであります。

最後に…まとめにかえて


