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中日エネルギー分野での衝突と協力 

 

要旨：石油消費大国としての中日両国は衝突があれば、協力がある。本稿はま

ず中日両国のエネルギー現状を簡単に紹介し、そして、エネルギー分野での両

国の衝突と協力を分析した。最後に、両国のエネルギー戦略をそれぞれ検討し

てみた。日本のエネルギー戦略が中国にどんな啓発を与えるのかと追究しよう

とする。 
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はじめに 

今日、世界の石油の資源で年々減少するので、もっとも重要なのはエネルギ

ーの利用効率を高めて、新しいエネルギーを開発して、環境をしっかる保護し

て、人類の将来のために一つの石油がなくても安心に生活できる地球を貢献す

る戦略を望む。 

中国が今まで完備している石油の戦略の体系を形成していない。国民経済の

健康な発展を保障する完備している石油の戦略体系がかなり長い時間が必要で

ある。簡単に言えば、中国の経済は持続的な急速に発展することに従って、石

油の不足する問題が中国の経済の発展を制約しつつある。国民経済の正常な発

展を保証するため、中国に対して必然的にこれらの国家との協力を増大して、

多種の方式を通して、多種のルートは中国の石油の供給を保証する。 

石油大国としての中国と日本は衝突があれば、協力がある。本稿はまず中日

両国のエネルギー現状を簡単に紹介し、そして、エネルギー分野での両国の衝

突と協力を分析した。最後に、両国のエネルギー戦略をそれぞれ検討してみた。

日本のエネルギー戦略が中国にどんな啓発を与えるのかと追究しようとする。 

 

1 中日両国のエネルギー現状について 
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1.1 日本のエネルギーについて 

日本のエネルギーは今日ではいろいろな問題が存在している。例えば、外国

からの輸入にひどく頼ること、核能に害があること、新しいエネルギーへの開

発が消費を満たさないことなどである。 

日本のエネルギー需要は、1970 年代までの高度経済成長期には、国内総生産

（GDP）よりも高い伸び率で増加してきた。しかし、1970 年代の２度にわたる

石油危機を契機に産業部門での省エネルギー化等が進み、そのような努力の結

果、エネルギー需要をある程度抑制しつつ経済成長を果たすことができた。し

かし、1980 年代後半からは、石油価格の低下に加え、豊かさを求めるライフス

タイルなどを背景にエネルギー需要は再び増加に転じる。その後、1980 年代半

ば以降は、1998 年度と 2001 年度に対前年度マイナスとなったのを除けば、エ

ネルギー需要は一貫して増加し ている。 

 部門別にエネルギー消費動向を見ると、石油危機以後、産業部門がほぼ横ば

いで推移する一方、民生・運輸部門がほぼ倍増している。その結果、産業・民

生・運輸のシェアは石油危機当時の ４対１対１から 2001 年度には２対１対１

と変化している。 

このように日本全体のエネルギー消費量は、増加を続けているが、GDP 当た

りのエネルギー一次供給を見ると、他の先進国と比較して少なく、日本は高い

エネルギー利用効率を達成している。 

1.2 中国のエネルギーについて 

中国の今のエネルギーの現状と言うと、まだ問題が大きい。例えば、外国の

の提供に依存していること、清潔エネルギーについての需要が大きいこと、石

油を設けるシステムを立てないことなどである。 

中国経済・社会の持続的かつ急速な発展は、膨大なエネルギーの確保と切り

離すことはできない。エネルギー確保は中国経済・社会発展の重要な鍵であり、

経済の安定と国家の安全につながっている。今後数十年は中国経済・社会の全

面的発展、中華民族の復興実現のカギとなる時期であり、エネルギー体系構築

の任務は重大である。ゆとりある社会（小康社会）を目指す過程において、十

数億人民の日増しに増大するエネルギー消費のニーズを満たすために、中国は
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今後の十年から二十年の間に世界最大のエネルギー消費と供給の体系を完成さ

せることにしている。 

中国特有のエネルギー資源と環境の下において、社会・経済発展のニーズを

満たすことができるだけでなく、環境にやさしいことを如何にして最大限に実

現することができるかが、我々が直面している極めて困難な課題である。この

ために、中国独自の新しいタイプのエネルギー資源体系開発の道を歩み、これ

によって比較的小さなエネルギー資源と環境への代価で現代化を構築する戦略

的目標を実現することが差し迫って必要となっている。その必要条件は、低消

費・高効率で、多元的に発展し、クリーンな環境保護を可能とし、科学技術先

行で、国際協力を堅持し、利用効率が高く、先進的な技術レベルであり、 汚染

排出が少なく、生態環境に対する影響が小さく、供給が安定してかつ安全な、 エ

ネルギー生産流通消費体系の構築に努めることである。 

 

2 中日両国のエネルギー分野での衝突 

2.1 石油消費大国としての中日両国 

 現在、中国は世界第二のエネルギー消費国となり、しかも、エネルギー消費

量は年を追う毎に拡大している。 

 国際エネルギー機関（IEA）の予測によれば、自動車保有量の増加などが原因

で、2030 年中国石油消費の 80％を輸入に頼らなければならないという。 

 未来のエネルギー供給・需要情況の予測報告によると、2020 年までに、中国

の石油消費量は 4 億 5000 万―6 億 1000 万トンに達し、国内供給量はわずか 1

億 8000 万―2億トン、石油の不足は 2億 5000 万―4億 3000 万トンに達する予

測という。 

 現在、中国の石油消費量はアメリカに次いで、世界第二位となる。 

 以前、中国の石油は主に工業、交通輸送業、農業、商業、生活消費などの領

域で使用されていた。 

 そのうち、工業石油消費量は全国石油消費量の 50％以上を占め、交通輸送業

の石油消費量は 25％近くに迫るという。 

 この数年で、各領域の石油消費量が微妙に変化しているという。 
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 工業消費のほか、インフラ施設、交通、建築などの業界が高速発展、石油へ

の需要量が急増した。 

 特に、自動車保有量の上昇により、交通輸送の石油需要量増加が最も速いと

見られている。 

2.2 石油依存度が高い中日両国 

この数年間、アジアを中心に世界のエネルギー消費量が急速に増加し、アジ

ア地区の石油輸入依存度は引き続き高いレベルを維持するという。2030 年まで

に、アジア地区での輸入石油比重は 8割を超えるとの予測もある。中日両国は

石油に対する依存度がとても高い。中国の石油対外依存度はまもなく 50％を突

破すると予測されている。 

確かにエネルギー政策における日本の石油依存度は高いし、石油消費を拡大

している中国にしてみればシベリア石油がエネルギー政策上重要な課題ではあ

るのだろう。しかし、そんなことより、日本の対露ロビー活動のほうが気にな

る。全く隠蔽されているわけではないが、日本としてはけっこう熾烈にロビー

活動をやっているようなのである。この実弾（金銭）をドンパチと飛ばすあた

りが、「戦争」という皮肉なのだろう。この結果が何をもたらすかといえば、さ

らなる中日の関係悪化というのは頷くしかない。 

大げさといえば大げさだが、その可能性は否定できないと思う。というか、

左翼マスコミがこんなところに首を突っ込む前に、国としては予防線だのをば

しばし張っているに違いない。 

そこで、プーチンがどう世界経済を見るかだが、彼は馬鹿ではないから日本

の潜在力は理解できるだろう。しかし、これから縮退化する日本に永続的に上

昇するエネルギー需要があるわけもないとも思うだろう。理性的に考えて、プ

ーチンが石油の流し先を中国に選んでもおかしいことはなにもない。 

それにしても、中国側もけっこう露骨なロビーを展開しているのだが、サウ

ジの件にまで深く首を突っ込んでいたのには、まったく知らないわけではない。 

2.3 多元戦略を行った中日両国 

一、中国の石油戦略 

戦略の意義の上から言って、国家は完全に輸入に依存する状態になるのがと
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ても危険な事だと思う。長い間中国の石油の産業の支柱としての大慶油田は現

在すでに採掘さだから石油探査と採掘の力を増大するのがとても重要である。

近年、中国は渤海にあって、東シナ海などは次々と豊富な石油の資源を発見し

て、その他に新疆タリム盆地でも豊富な石油の資源を発見した。見抜くことが

できて、中国の石油の戦略が国内から言うのは石油探査の開発の力度を増大し

たのである。 

中国の輸入の原油 50%以上は中東からきて、30%は中央アジアからきて、20%

はアフリカから来る。数字から見抜くことができて、“多すぎる卵は１つのかご

の中で-中東に置く。中東はずっと中国の石油の輸入の重点の地区だ。しかしイ

ラク戦争が世界の第 1石油タンクのペルシャ湾はアメリカのコントロールの下

にあるため、そして中東はずっと政治の揺れ動いている焦点の地区で、石油が

輸入して一定のリスクが存在している。だからここ数年来、中国は国際市場で

全線出撃して、全世界の範囲の内でパートナーを探して、石油の供給の出所を

拡大することを努力して、そして努力して供給ルートの多元化を使用して、石

油の輸入のリスクを減らします。たとえば、中国は再び策略を調整して、アフ

リカなどの市場で多元化の海外の石油の戦略の新しい重点に組み入れる。 

二、日本の石油戦略 

今日は日本のエネルギーについて、特に日本としてこれからエネルギー戦略

をどう進めていくべきかについて、検討してみる。日本はエネルギー資源のた

いへん乏しい国ということもあって、1970年代に2度のオイルショックを経て

今日に至っている。この１０年近く、日本のエネルギー政策には３つの大きな

柱があった。「３つのＥ」という言い方をするが、一番目は“Economic 

Growth”――日本の経済成長を確保すること、二番目は“Energy 

Security”――エネルギーの安全保障、三番目は“Environmental 

Protection”――環境保全、特に地球温暖化問題への対応という３つの柱で

す。この３つのＥを掲げているが、そのときどきの社会的状況や世界の潮流に

よって重点の置き方が変わってきた。例えば70年代から80年代にかけてオイル

ショックが起きた時代においては、エネルギー安全保障がプライオリティの高

い政策だった。 
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ところが、８０年代、９０年代と石油の価格が低い時代が続くと、どちらか

というとエネルギー産業の効率化を進めようというので、自由化、規制緩和が

進んできた。90年代に入ると、地球温暖化問題が重要な世界的な課題になるな

かで、「京都議定書」が批准されたこともあり、日本としては地球温暖化問題

に取り組むことが、エネルギー政策を進めるうえでの重要な柱になってきてい

る。「３つのＥ」を実現するために、具体的にこれまで日本が取り組んできた

柱は４つある。最初は省エネルギー対策を強化すること、二番目は新エネルギ

ーの導入を促進すること、三番目は原子力開発を推進すること、四番目が天然

ガスの利用拡大を図ることで、この４つの政策を進めてきている。そういう政

策を掲げるなかで、日本の将来のエネルギーの需要と供給がどうなるか、それ

を実現するために政策をどう進めるべきかについて、過去数年間、政府でさま

ざまな検討がなされてきた。  

 

3 エネルギー分野での中日両国の協力 

3.1 エネルギー協力の面での政治支持 

日本は、エネルギー・環境分野における中国への技術協力を、政府開発援助

（ODA）という形で実施してきている。ODA には、開発途上国に対して直接支援

を実施する二国間援助と、国際機関を通じた援助（多国間援助：国際機関に対

する出資や拠出）があり、さらに、二国間援助には贈与の「無償資金協力」と

「技術協力」、政府貸付の「有償資金協力（円借款）」がある。 

エネルギー分野では、主に、NEDOが中心となって石炭利用、天然ガス利用、

水力利用、エネルギー有効利用に関して、中国への協力を進めており、特に、

中国の主要エネルギーである石炭の有効利用に関する協力事業、すなわち、循

環流動床ボイラ導入支援事業や脱硫型CWM（Coal Water Mixture）設備共同実証

事業等が実施されてきた。一方、環境分野では、環境省、JICAがリードして、

大気汚染、酸性雨、水、一般廃棄物、化学物質、環境管理政策等、様々な分野

での環境対策協力を実施しつつある。しかしながら、これらの技術協力は、例

えば、脱硫技術移転でみると、パイロットプラント的な意味合いが強く、本格

的な導入にまでは至っておらず、技術協力の成果を定量的に把握することは難
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しいのが現状である。 

中国はすでに立法を通じて、再生可能エネルギーの開発・利用をエネルギー

発展の優先分野に挙げるとともに、再生可能エネルギー中長期計画を制定して

おり、太陽エネルギー、風力エネルギー、バイオマスエネルギー、水素エネル

ギーと燃料電池等の無炭素及び低炭素エネルギーを今後の発展の重点と定めて

いる。図５は中国の再生可能エネルギー技術中長期計画のタイムテーブルであ

る。太陽エネルギー、風力エネルギー、バイオマスエネルギー、水素エネルギ

ーと燃料電池等の新しいエネルギーと再生可能エネルギーの発展は、技術的要

素の影響を受ける以外に、その経済性も一つの制約的要素となっており、非化

石エネルギーが大きな規模で化石エネルギーに取って代わる道のりはまだ極め

て長いものであるが、温室ガス排出削減の重要性に対する国際社会の認識が絶

えず進化するのにともない、エネルギー技術が低炭素、無炭素化の方向に向か

って発展する趨勢は日増しに強まるであろう。 

エネルギーは現代の経済社会発展の基礎と重要な制約的要素であり、エネル

ギーの安全は経済の安全と国の安全に関わる。エネルギー発展戦略を立派に実

施し、エネルギー政策をいっそう完備したものにし、体制のメカニズムを健全

化し、マクロ管理を強化し、市場の資源配置の基礎的役割をさらに明確に設定

すれば、新エネルギーと再生可能エネルギーは経済社会の発展のためにさらに

強力なエネルギーの保障を提供できることになる。 

 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已经

被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为这

些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买时

间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写

手在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这
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是我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。

对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再

买断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录

等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老

师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论

文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某一

部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有重复

的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

3.2 中日両国の多元合作 

3.2.1 中日両国の技術での協力 

近年の日中関係は、政治的問題が多く不安定である。しかしエネルギー問題

は日中両国にとって現に生じている共通の課題であり、その解決は両国にとっ

て重要なことである。石油問題解決のため中国で豊富に採れる石炭を利用した

技術を例に、日中の技術協力についてまとめた。 

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国に比肩する原油生産量を誇る中国。2008

年にはサウジアラビア、ロシア、米国、イランに次いで世界第 5位となる年産

1億 9000 万トン（日量 380 万バレル）を生産している。しかし、中国では、急

速な経済発展に伴って石油需要が急増し、国内生産分だけでは賄うことができ

ず、2008 年には 1億 7888 万トンの原油を海外から輸入している。  
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そんな中国も、60 年前の建国当時は貧油国と評価され、石油資源への期待は

大きくなかったことはあまり知られていない。当時、自力で資源やエネルギー

を供給する必要があったにもかかわらず、大々的な石油探査はなされておらず、

石油開発に関する理論や経験、資料が大幅に不足していた。建国当初は友好関

係にあったソ連の協力を得て、1950 年に新疆ウイグル自治区の独山子油田に新

疆中ソ石油公司を設立させた。中国における当時の主な石油生産地は西北部に

集中しており、1949 年の年間生産量はわずか 12 万トン、1950 年は 20 万トンと、

今から比べれば 1000 分の一程度の生産量で、当時の石油需要の 10％を満たせ

る程度の量でしかなかった。今から考えれば信じられない話だろう。 

 中国はこの貧油国状態を脱するきっかけとなったのが、1959 年 9 月の大慶油

田の発見である。建国 10 周年の大慶のときに発見されたことから、この油田の

名前が付けられたという。この大慶油田の場所は長い間秘密にされており、そ

の正確な位置が海外に明らかにされたのは発見から10年後の1970年であった。

大慶油田発見後は山東省の勝利油田、遼寧省の遼河油田などの大油田が相次い

で発見され、原油生産量も 1965 年に 1000 万トン、改革開放が始まった 1978

年には 1億トンに達した。石油資源の探鉱と油田の開発は順調に進み、原油生

産量は着実に伸びていった。  

3.2.2 石油の開発と輸送 

 改革開放による海外企業との石油開発協力も、中国の原油生産拡大に大きな

貢献を果たした。1980 年代から始まった日中両国の石油開発企業による渤海湾

での海洋油田の開発協力では、日本から探鉱・開発資金を提供したのみならず、

中国企業は難しい海洋油田の先進的開発技術や近代的な企業管理運営のノウハ

ウなどを経験しながら吸収していった。 

 もちろん、日本にとっても、この協力によって幾ばくかの原油が日本にもた

らされ、日本のエネルギー安全保障に一役かったばかりでなく、日本企業の対

中投資の足掛かりになったことも事実ではある。ただ、共同石油開発プロジェ

クトという点では、当時の逆オイルショックと円高の進行、および思っていた

以上の油層構造の複雑さによって損失が大きかったことは否めない。 

中国ではよく「井戸を掘った人を忘れない」と言われるが、国内の井戸（油
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井）が枯渇し、海外に井戸（石油資源）を求めて行く中で、次第に井戸（協力

の経験）そのものの存在が忘れ去れるのではないかとの懸念もある。国内や海

外で先進的な教育を受け、合理的な発想で物事を考える世代が増えていく中で、

改めて過去の出来事をしっかりと後世に伝え残していく大切さを感じる今日こ

の頃である。 

 現在、中国国有石油企業はアフリカや中東、中央アジア等世界中で石油開発

に協力しているが、そこで発揮されている石油開発技術や企業管理ノウハウは

日本企業との協力によって得られたところが少なくない。当時、日本のオイル

マンと一緒に汗を流して作業を行い、大声を張り上げて議論し合った技術者や

企業幹部は、今、国有石油企業の要職に就いているが、彼らが定年を迎え、第

一線から退く日もそう遠くない。 

 

おわりに 

日本は一つのエネルギーの消費と輸入の大国である。中国は日本の石油の戦

略の過程の中で犯した誤りとそれを得た成功の中から日本の経験と教訓を参考

することが必要だと思う。 

まず、大規模の石油の企業を作ることである。日本は大規模の石油の企業が

とても少ないので、国際市場で競争力に不足する。石油は開発して大部分が失

敗で終わる。今中国に三つの大規模の石油の企業があって、努力して全世界の

競争者になる。  

それから、買い付けて、探査しないことである。日本企業が石油を開発する

のは多すぎる資金を調査に入る、すでに探知した石油の埋蔵量を買い付けるの

ではない、日本政府は３０年来日本企業の石油探査プロジェクトのために 500

億ドルの資金に入った。しかし、2003 年日本が輸入した石油の中で５．７％だ

けは自分の持つ油田から来る。 

そして、省エネルギである。日本のエネルギーを利用する効率は世界中で非

常に高い国であるので、日本の経済成長に対して重要な支える作用を果たすこ

とができた。 

また、多元化である。開発して自分の石油の資源に属することができなかっ
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た後に、日本は外交の活動を増加して、それは多数の産油国が安定している原

油の供給を得るこどができる。 

最後に、石油を備蓄する体系を作ることである。1973 年石油危機後に、日本

政府は石油危機の発生に対処するために、自分の石油の備蓄する体系を作り上

げました。それによって石油の価格のが揺れ動くため必要でない損を免れる。 

まだ日本は今年新国家エネルギー戦略を制定された。制定した戦略の内容か

ら見ると中国に対して非常に参考価値である。 
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文献综述 

（1）『エネルギー白書 2007』 経済産業省 編  ぎょうせい出版社 2007 年１月 

  戦後日本経済の高度成長につれ、エネルギーの消費量も急速に増えてきた。しかし、日

本のエネルギーの対外依存度が高く、国外から大量に輸入しているため、省エネルギーに

大きな力を入れてきた。現在では、日本は既にエネルギーを節約する面で世界で最高水準

になり、省エネルギーの大国になっている。 

  日本は小さい島国で、資源が限られているから、戦略資源がすべて国外から輸入する。

石油、石炭、鉄鉱石など、主な戦略資源の対外依存度は 90%以上に達し、甚だしきに至っ

ては 100%まで達する。日本は毎年海運で６億トンもの物資を輸入するから、国民経済の海

外依存性が極めて強いのである。用途の広い石油・LP ガスは中東地域を中心に、天然ガス

は東南アジア、豪州、中東等から、石炭は豪州等からほぼ全量を輸入している。一方、日

本国内で産出される「国産エネルギー」は、水力、地熱、風力や若干の天然ガス等（国際

エネルギー機関（IEA）による）のみで、必要なエネルギーは約 4％にすぎない。原子力発

電に必要なウランも海外から輸入されているが、燃料のエネルギー密度が高く、備蓄が容

易であること、使用済燃料を再処理することで資源燃料として再利用できること等から、

資源依存度が低い「準国産エネルギー」と位置付けられている。原子力エネルギーを含め

ても、エネルギー自給率（エネルギー供給に占める国産エネルギーの割合）は、約 2割に

すぎない。 

 

（2）『エネルギー•経済統計要覧』 日本エネルギー経済研究所 編 （財）省エネルギー

センター出版社 2007 年 11 月 

  日本のエネルギーは、従来、鉄鋼、化学、セメント、紙パルプ等の製造業を中心に消費

され、第一次石油危機が発生した１９７３年度においては、消費全体の約６６％を産業部

門が占めていた。ところが、その後の二度の石油危機を経て、製造業では大幅な省エネル

ギーが実現されたのに対して、乗用車を含む家庭やサービス部門におけるエネルギー消費

が、豊かさを求めるライフスタイルやＩＴ化の進展等で、これまでほぼ一貫して増加して

きており、今やエネルギーの消費の主体は、従来の製造業中心の産業部門から、家庭やサ

ービス部門にシフトしてきている。 

 本書は、各部門ごとのエネルギー消費について分析し、日本エネルギーの消費特徴につ

いて述べる。 

 

（3）『資源環境対策』    環境コミュニケーションズ 編 環境コミュニケーションズ出

版社    2008 年 5 月 

  エネルギー基本計画は、今後 10 年程度を見通して、日本のエネルギー政策の基本的な方

向性を示すものであるが、世界的なエネルギー需給の逼迫傾向、地球温暖化問題をめぐる

国際的な動きの活発化等、最近のグローバルなエネルギーをめぐる情勢変化を踏まえて改

定し、2007 年３月９日に閣議決定・国会報告された。改定されたエネルギー基本計画では、

エネルギー安全保障の確立、地球温暖化問題への対応等の観点から、以下のような政策の

方向性を提示している。今後、本計画に則り、政府一体となってエネルギー政策に取り組

んでいくことになる。 

 

（一） 核燃料サイクルを含む原子力発電の推進と新エネルギーの着実な導入拡大 
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（二）石油等の安定供給確保に向けた戦略的・総合的な取組の強化 

（三）省エネルギー政策の強化と地球温暖化問題についての実効ある国際的枠組み作りの

主導エネルギーの安定供給確保と地球温暖化対策に資するとともに、経済活性化効果もあ

る省エネルギー対策を強化する。 

（四）技術力の強化とその戦略的活用 

 

（4）『地球環境が危ない』 塚田善信   筑摩書房．昭和 53 年 

  石油、石炭、天然ガス等の化石燃料は無限にあるものではなく「限られた天然資源」で

ある。原油の可採年数（埋蔵量/生産量）は２００２年末段階で約４１年とされている。 

 また、石油、石炭、天然ガス等の主要なエネルギー資源がほとんどないことから、日本

のエネルギー自給率は約２０％という低い水準にあり、残りは輸入に頼っている。化石燃

料は過去の石油ショックに見られるように、安定的な調達、供給に対して「不安のある資

源」でもある。 

 こうしたことから「限りある資源」を有効に活用するためにも、省エネが必要となって

いる。 

省エネルギーの必要性の理由として、オイルショック時には石油等のエネルギー資源の枯

渇が主として問題とされていた。しかし、当時も今も、石油の採掘可能年数は約 40 年と言

われている。したがって今後も新たに発見される可能性はあるという楽観的な見方もある

が、化石燃料の埋蔵量は原理的に無限ではあり得ない。 

 

（5）《地球可持续技术》 小宫山宏 著，李大寅 译 中国环境科学出版社 2006 年 02 月  

  エネルギーは石油や石炭などの化石燃料を燃焼することで得られるが、同時に二酸化炭

素などの温室効果ガスが排出される。エネルギーの大量消費でこの温室効果ガスの濃度が

増大し、宇宙に放出されていた熱が再び大気中に封じこめられ、地球の平均気温の上昇が

進行しているのである。その結果、海面上昇や気候変動といった現象により、深刻な問題

が地球上の様々な場所で発生している。このような地球温暖化の問題を少しでも防止する

ためには、省エネルギーが必要となっている。 

 

（6）《能源与环境安全战略研究》 修光利，侯丽敏 编著 中国时代经济出版社 2008 年 07

月  

  日本は 30 年間で 37％もの省エネルギーを達成してきた。日本は現在世界でエネルギー

の利用効率の最も高い国であり、エネルギーの利用率は米国の 2.75 倍に相当する。 

  エネルギー消費を原油に換算すると、中国は GDP 国内総生産 1 ドルあたり、800 グラム

の原油を必要とするが、日本は 130 グラムで、中国の六分の一に過ぎない。石炭に換算す

ると、中国は標準的な石炭一キログラムのエネルギーの発生ごとに、GDP 国内総生産は 0.35

ドルで、日本は 5.58 ドルで、世界の平均値は 1.86 ドルで、日本は中国の 15.5 倍である。

中日両国の鋼の生産高は現在おおよそ同じだが、中国は日本より石炭を 4000 万トン多く消

費する。中国では自動車のガソリン消費量は日本の 3倍である。 

  日本はエネルギーを節約する面で既に世界で高い水準になり、世界各国の模範であると

思われる。中国では資源の利用効率がまだ高くないという現実が存在している。私たちは

日本の省エネルギーについての研究を通じ、長所を取り入れ短所を補って、省エネを積極

的に推進しなければならない。 

 

 


