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【要旨】 

1.  21 世紀に入り、人口増加、グローバル市場化の進展により、国際資源価格の高騰、

賃金の中国やインドへの鞘寄せなど、世界経済のパラダイムシフトが明確になってき

た。この結果、世界的規模で労働力としてのヒトの価値（賃金）に絶えず中国･インド

などアンカー国への鞘寄せ圧力が働く一方、ヒトの生存や経済成長に不可欠な財には

需給のタイト化により絶えず価格上昇圧力が働くという構造が出現した。 
こうした財としては、宇宙を構成する基本要素である中国五行思想の「木・火・土・

金・水（もくかどごんすい）」に象徴される自然資源が挙げられるが、日本はむしろ、

化石燃料を除きこうした自然資源に恵まれている。 
 
2.  こうしたパラダイムシフトの下で、各国の産業や企業の生産性・競争力は、国際商 

品（一物一価）かつインフレ財ともいえるこれら自然資源の投入量（従って排出量も）   

を如何に Reduce できるか、に依存することになる。 
また日本の海外輸入依存度が極めて高いこれら資源の高騰予想を踏まえると、これ 
 まで国内に蓄積されてきたスクラップ鉄やプラスチック資源あるいは食品残渣など 

も含めた国産資源の活用が、合理的な日本（企業）の行動となってくる。これが企業

の Reuse 活動であり、Recycle 活動である。 
 

３． 今次エネルギー価格の高騰や、京都議定書発効をむしろチャンスと捉え、日本の豊 
かな自然資源の活用やイノベーション、あるいは「コモンズ」などの経済社会システ

ム構築で、日本の環境保全と経済成長の両立は可能となる。 
３R 推進戦略、エネルギー自給率引上げ戦略、「有機無農薬農法」等による食料自給

率引上げ戦略、国土修復戦略など、循環型産業への構造改革策は新たな地域産業にお

ける雇用を創出し、地域を含めた日本経済の再生も展望可能とする。21 世紀のアジア

にとっても目標・規範たる産業改革となり得る。
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１．はじめに 
東アジア経済は、中国が高度経済成長に乗り、ASEAN 諸国も 97 年の通貨危機を克服し

再び高い経済成長軌道に復旧している。日本も中国特需要因等が大きく奏効し、デフレか

らの出口が見えつつある。 
一方、こうした東アジアの経済成長の制約要因として、エネルギー環境問題が急速にク

ローズアップされ、特に中国においてこの問題は深刻化している。中国の膨大な需要が大

きな要因となり、｢安心、安全｣も含め、ヒトの生存や経済成長に不可欠な財・サービスの

国際価格上昇といった形での国際的なマーケットメカニズムが働いている。 
21 世紀に入り、自然資源価格の高騰など世界経済のパラダイムが大きくシフトする中で、

特に人口増加ペースの速い東アジアは、経済成長と環境保全の調和なくして持続可能な経

済社会の構築が困難となっている。この点、公害問題や石油ショックを克服、省エネやリ

サイクルシステムで先行し、京都議定書基準への対応を進める日本の役割は大きくなって

いる。 
今こそ東アジアの持続可能な経済社会のモデルとなり得るような、日本自身の産業改革

への具体像の提示が求められる。 
  

２．21 世紀世界経済のパラダイムシフト 
2.1.人口増加とグローバル市場経済化 
 21 世紀に入り、原油１バレル 50 ドル時代が到来、また第２次石油ショック後ほぼ四半世

紀にわたり低位安定してきた石炭価格も２～３倍に高騰している。世界経済のインフレ論

議が活発な一方で、高い失業率あるいはデフレからの脱却政策を続けている国も多い。 
こうした現象を理解するには、第 1 次、第 2 次石油ショック時と異なり、今回は“中 

国の初めてのエネルギー危機”に象徴されるように、世界経済のパラダイム（ものの見方）

が変化したことに着目する必要がある。 
では、第 1 次、第 2 次石油ショック時に比べて世界経済は何が変化したのか。変化は、「人

口増加」および「旧共産圏の崩壊（真のグローバル市場経済化）、IT 化による労働・財市場

のグローバル単一化」に集約できる。 
すなわち、世界人口が 73 年の 39.4 億人から 2004 年の 64 億人まで増加したことに 

加え、旧共産諸国（ソ連＜91 年 12 月消滅＞、東欧＜89 年 11 月ベルリンの壁崩壊＞、中国

＜78 年改革開放政策＞等）が冷戦終結などに伴い市場経済へ移行し、現在では真のグロー

バル市場経済化が実現していることが指摘できる。 
戦後の世界人口推移を米国センサス局資料からみてみる（図表１）。 
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図表１ 第 2 次大戦後の世界人口の推移 
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（出所）米国センサス局 
 
 
1950 年に世界人口 25.6 億人のうち旧共産圏諸国は 8.7 億人と概ね１/3 を占めていた。以

降、60 年 30.4 億人（うち旧共産圏 10.2 億人）、70 年 37.1 億人（同 12.4 億人）と増加し、

73 年には 39．4 億人(同 13．1 億人)となった。第 1 次石油危機は、まさに 26 億人の市場

経済下で発生したといえる。さらに 80 年 44.5 億人（同 14.7 億人）、90 年 52.8 億人（同

16.7 億人）と世界人口は着実に増加したが､旧共産圏の人口比率も約１/3 を占めていた。91
年のソ連消滅によって、世界人口は 00 年 60.8 億人、04 年 64 億人と増えた。今次エネル

ギー危機は、第 1 次石油危機時の 2．5 倍もの市場経済下で暮らす大人口を背景としている

のがわかる。 
今後も市場経済下の人口は、10 年 68.2 億人、20 年 75.4 億人、50 年 91.9 億人（インド

が 16 億人とトップへ、中国は 14.2 億人）と増大が予測されている。 
この結果、世界的規模で労働力としてのヒトの価値（賃金）に、絶えず中国･インドなど

人口巨大国への鞘寄せ圧力が働く一方、ヒトの生存や経済成長に不可欠な財（モノ）には、

需給のタイト化により絶えず価格上昇圧力が働くという構造が出現した。 
こうした財（モノ）の根元は、宇宙を構成する基本要素である中国五行思想の「木・火・

土・金・水（もくかどごんすい）」資源に帰着する。すなわち森林(木)資源、原油など化石

燃料(火)資源、砂漠化により急速に失われている土資源やレアアース（稀土）、鉄鉱石・ス

クラップ鉄・稀少金属（レアメタル）などの金属資源、水資源あるいはその代理変数たる

穀物（1000 倍もの水が必要）や魚タンパク質である。 
これら資源は高度経済成長および人間の生存に不可欠な資源であるだけに、著名な投資

家バフェト氏が指摘するように、コモディティの今後の需給逼迫、価格高騰は必至との見

方に繋がることになる。 
 実は日本は化石燃料を除き、この 5 つの資源全てに恵まれた資源大国とも評価可能であ
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る。すなわち、先進国としては降雨＜水＞量が多く、草＜木＞が育ち、＜土＞質も良く、

バイオマスなど再生可能エネルギー＜火＞も採れる。また年間 5,000～6,000 万トンという

米国に次ぐ豊富なリサイクル鉄＜金＞資源も蓄積されている。 
またこれら資源（穀物は水・土資源の代理変数）は、20 世紀の特色である大量の海上物

流による貿易財となり、この構造ゆえ臨海工業が有利となった。 
なお、｢カネ｣については、巨額の国際的な余剰資金が、国際商品市場、中国の固定資産

形成市場、日本の不良資産処理市場、米国の住宅市場などモノ市場を駆け巡る形となって

いる。 
 
2.2. ｢世界規模の所得再配分｣と「環境保全と生産性向上の両立」 
世界経済のパラダイムシフトは、｢世界規模の所得再配分｣と「環境保全と生産性向上の

両立」をもたらしている。 
｢世界規模の所得再配分｣とは、グローバルな負け組と勝ち組が生まれたことを意味する。

負け組とは例えば、先進国の労働者で賃金が抑制され、勝ち組とは高額の経営者報酬や配

当を手にした高所得層、あるいは割安な労働力を武器にした新興成長諸国や資源産出国で

ある。勝ち組の方が負け組より貯蓄性向が高いため、｢世界的な貯蓄過剰(すなわちカネ余

り)｣が発生、原油など資源価格高騰にもかかわらず、世界的な長期金利低下にあるという構

造を生んだとの見方に繋がっている。 
また資源価格の高騰は、３R(Reduce，Reuse，Recycle)という環境保全行動が、同時 

に企業の競争力を高め、「環境保全と生産性向上の両立」が可能となったことも意味する。 
 すなわち、各国の産業や企業の競争力は省エネ技術に代表されるように稀少資源の投入

量に大きく依存する。換言すると、21 世紀の各国の産業や企業の生産性・競争力は、国際

商品（一物一価）かつインフレ財ともいえる、これら資源の投入量（従って排出量も）を

如何に Reduce できるかに依存することになる。 
日本の海外輸入依存度が極めて高いこれら資源の高騰予想を踏まえると、これま  で

国内に蓄積されてきたスクラップ鉄やプラスチック資源あるいは食品残渣なども含めた国

産資源の活用が、合理的な日本（企業）の行動となってくる。これが企業の Reuse 活動で

あり、Recycle 活動である。 
企業の３R（Reduce、Reuse、Recycle）という環境対応行動は、企業の競争力強化と表

裏の関係にあり調和する。省エネ･省資源・省プロセスは、企業の競争力強化とともに環境

にやさしい経営の実現をも意味する。 
また物流改革（効率化、短縮化）ニーズの高まりは、“地消地産”ないし“地産地消”と

いう地域循環型産業構造への誘因となる。 
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2.3.経済政策面での新たなインプリケーション 

経済政策面での新たなインプリケーションも出てくる。「国際商品市況上昇→輸入物 
価上昇→賃金上昇→コストプッシュインフレ→賃金上昇→インフレ高進」という、旧共産

圏諸国の人々の需給が封じ込まれていた時代に発生しやすかったメカニズムは、賃金上昇

圧力の低下ゆえ経済政策で遮断できる余地が拡がる。 
すなわち賃金上昇圧力が低下することは、輸入インフレ圧力を減殺することさえできれ

ば、ホームメイドインフレにつながることを回避できることになる。こうしてインフレを

阻止することで実質賃金の目減りを緩和でき、個人消費への悪影響も阻止できることにも

なる。 
1985 年のプラザ合意以降、為替円高はわが国輸出企業の競争力を阻害し、モノ作り力を

殺ぎ､製造業の空洞化をもたらしたなどといったマイナス面が強調されてきた。しかし、国

際資源価格の高騰傾向は、企業の競争力を人件費よりも大きく左右する投入燃料・原材料

コストの上昇を招き、これを為替円高によって抑えることができることになるだろう。 
因みに、わが国の燃料輸入価格・為替レートと貿易収支の関係をみると（図表２）、今次

エネルギー危機前の 2001 年平均で燃料輸入額は 8.5 兆円であった。同じ量の燃料は、原油

CIF 輸入価格が 35 ドル/バレル、通関為替レートが 150 円/ドル（2001 年 23.9 ドル/バレル、

125 円/ドル）となれば 14.5 兆円と、6 兆円ものコストアップとなる。さらに 50 ドル/バレ

ルでは、為替レートは 110 円/ドルでも、同じく 15 兆円へと燃料輸入額は跳ね上がる(因に、

2003 年の燃料輸入額は 9.4 兆円、同 29.3 ドル、116 円)。 
 
図表２ 燃料価格・為替の変動と貿易収支 
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（注）２００X 年（予測）は、2001 年平均燃料輸入量を前提に算出。 
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３．東アジアの特徴 
3.1.東アジアの強みと弱み 
まず東アジアの強みとしては、次の諸点があげられる。①安くて優秀な労働力、特に中

国の年間 100 万人超に達する理工系大学入学者（日本、欧州、米国ともに、それぞれ医学

系を含めて年間 12～13 万人程度の大学入学者）、②中国や ASEAN 諸国、インドなど消費

市場の膨大な潜在力、③豊富な外貨準備高（東アジアで世界の６～7 割のシェア）、③日本

の省エネ・環境関連を含む高度な生産管理・商品開発技術、⑤中国に豊富な触媒用のレア

アース(稀土)やレアメタル等である。 
一方弱みとしては、人口増加ペースが速く､化石燃料・水・食料(穀物・魚タンパク質)な

ど資源の需給逼迫度および土壌流出など環境悪化度が高く、しかも循環型環境システムあ

るいは効率的な物流システムともに未整備な点である。弱みの財・サービス価格は需給逼

迫で今後値上がりする見通しとなる。こうした国際価格体系の変化は、３R 技術などのイノ

ベーションや新しい経済社会システム構築による、域内資源活用の循環型産業経済の 適

化モデルの形成に向けたインセンティブとなる。 
 

3.2.東アジアの自然資源需給 
 ここで、東アジアの弱みである自然資源（鉱物資源を除く）の需給見通しについて詳し

くみてみる。 
 
3.2.1 水・穀物 
水および 1000 倍もの水を必要とする穀物(水の代理変数)の需給は も深刻な逼迫が予想

される。環境省の調査でも、特に世界の 2 大人口大国の中国、インドを含むアジアは、エ

ネルギーのみならず水でも大変な弱点を抱えた地域である。2025 年の地域当り水の総使用

量は、欧米と比較してもレベルが違う。北米では約 8,000 億ｍ3、欧州では 6,000 億ｍ3だが、

アジアでは 3 兆ｍ3と桁違いである。95 年と比較しても 1 兆ｍ3増加すると予測される(図表

３)。 

0

図表３ 地域当たり水の総使用量予測 
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また世界 3 大穀物生産国(米・中・印)はいずれも地下水灌漑に大きく依存しているが、地

下水位の低下でこうした穀物生産は持続不可能とみられている（図表４）。 
 

図表４ 過剰揚水で農業生産をしている諸国の人口 
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（出所） レスター・ブラウン（2004） 
 
 
ここで、「経済のなかで 初に破綻するのが食料分野」と警告するレスター・ブラウンの

著書『プランＢ』から、水の代理変数である穀物の世界の需給動向を引用する。 
「世界の人口は、1950 年の 25 億人から 2000 年には 61 億人へ増加したが、世界全体の

一人当り所得はこの間 3 倍になった。人口と所得の増加はまた、同時期に世界の穀物需要

を 3 倍に拡大させ､1950 年の 6.4 億トンは 2000 年に 18.5 億トンとなった。この膨れ上が

る需要を満たすため、農民は侵食されやすい土地を耕してきた。このため、毎年数十億ト

ンもの表土が乾燥して強風で飛ばされたり､豪雨で流されている。 
 水需要も 3 倍に増加し､多くの国で持続可能な供給量を上回っている。その結果､地下水

位が下がり続け、井戸はかれつつある。河川も干上がる寸前で、野生生物や生態系に影響

が及んでいる。 
 一方、2002 年の世界の穀物生産量は 18.7 億トン(このうち約 7 億トンが飼料用)と史上

高を記録したが、世界の穀物消費量を 1 億トン、率にして 5％下回った。過去 悪のこの不

足によって穀物は 3 年連続して品薄になり、在庫はこの 40 年間で 低の水準にまで落ち込

んでいる。1950 年に 247kg であった世界の一人当たり穀物生産量も、84 年に 339kg とい

うかつてない高水準に達した後、減少に向かい､2002 年には過去 26 年間で も少ない

290kg にまで低下した(図表５)。」 
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図表５ 世界の穀物生産量 

資料に加筆 
大陸平均 170kg **うち約 7 億トンが飼料用 

 

このように水不足問題というのは、アジア域内において も大きく経済成長を制約し、

である約 8,000 億ｍ3の上限に達しており、過

剰

花の価格維持政策が転換されたこともあり、穀物価格

は

油などエネルギー価格のみならず、水、そし

て

.2.2 化石燃料 
関である IEA(国際エネルギー機関)では、今後のアジアの 1 次エネルギー
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3211,4301980
2911,0791970
2718241960
2476311950

１人当り（kg）合計（100万ｔ）年
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3351,7691990

*3391,6471985
3211,4301980
2911,0791970
2718241960
2476311950

１人当り（kg）合計（100万ｔ）年

（出所）林 良博東大教授 
（注）*ピーク（1984 年）344ｋｇ アフリカ

 
 

環境問題を激化させる要因と考えてよい。 
特に中国では、既に水資源年間利用可能量

揚水問題も深刻化している。大量の水を必要とする穀物生産や綿花生産を中国では地下

水利用に大きく依存し、この結果、穀物生産は 98 年に史上ピークを記録した。しかしその

後、過剰揚水、工場・住宅・道路用地への転用、植樹のため畑から山林への転換政策等か

ら、穀物生産量はかなり低下した。 
2003 年には、それまでの穀物や綿

年間 20～30%も高騰するなど、都市部の低所得者層や綿加工業者を直撃する事態となっ

た。穀物在庫も急速に低下し、中国の穀物輸入は急増している。2015 年頃までに中国は年

間 2 億トン近くの穀物を海外から輸入せざるを得なくなるとの見通しもある。これは、2003
年時点において、世界で取引されている穀物総量のほぼ半分に相当し、このことは、世界

的に穀物価格の高騰を招くことを意味する。 
既にバレル 50 ドル時代に入った感のある石

その代理変数ともいうべき穀物の価格高騰時代を迎えつつあるのである。世界的な食糧

不足・価格高騰は、穀物輸入余力のない貧困国の政治不安定化をもたらすことになる。第

三世界諸国の水不足も軽視できないが、中国の水問題はスケールが違うわけであり、世界

経済の“distortion”(歪み)となりかねない。 
 
3
 OECD の一機

供給(需要)予測を出している（図表６）。しかし、アジア地域の石油・天然ガスなど化石資
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源はシベリアを除いて不足している。 
 
図表６ アジアにおける日本 －1 次エネルギー供給 

とりわけ中国では、エネルギー事情の深刻化が予測され、経済成長と環境保全の二律背

問題が顕在化している。 

高成長持続を踏まえ、OECD/IEA（20.72 億トン）も、中国政

府

な波紋を

投

 

周大地能源研究所長、＃19WEC, 2004 年 9 月-COAL TOPICS） 
（注）1.*1:石炭発熱量を 6500kcal／kg（無煙炭ベース） 

0.64Mt-c/Mtoe。亜炭 4,100kcal/kg の場合 

3.*3:2020 年輸入量は石油 4.5 億 t 

（出所）日本エネルギー経済研究所計量分析部推計 
 
 

反

すなわち中国の 2020 年総エネルギー消費（石油換算）は、従来 17 億トンの予想だった

が、2004 年になり、今後の

（25.2 億トン）も大幅に上方修正、原油輸入依存度は既に急上昇している。 
また 2004 年 9 月、国家発展改革委員会の周大地エネルギー研究所長がシドニーの国際会

議で発表した中国の「2020 年総エネルギー消費、発電能力見通し」は世界に大き

げかけた(図表７)。とりわけ石炭火力発電が中心になることもあって 2020 年の年間石炭

消費量は 31 億トン（実物量）に達する。この場合、▲16 億トン（標準炭換算で 9 億トン）

の輸入超バランスとなり､石炭さえ 5 割程度の輸入依存度に達する。 
 

図表７ 2020 年総エネルギー消費、発電能力と二酸化炭素排出予測 

 
 
 
 
（出所）湯原哲夫 東京大学大学院教授  
（

2.*2:CO2 排出源単位は石炭 1.08,石油 0.84,天然ガス

 を括弧内に示した。 
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石炭火力による 2020 年の発電能力も 7.8 億 kw に達し（日本の現状能力は 2.3 億 kw）、

現在の世界 相当の規模となる見通しである。 
こうした石炭消費見通しに伴って、大気汚染や

避け

 

000 年時点で、世界全体の土地面積 130.6 億 ha
て、森林面積は 38.7 ha と森林率は 3 割弱となっている。各大陸別には、北欧、

5 割程度と高く、カナダを含む北央

米およびオ れに続く。

が森林と北欧のフィンランド並みである

0.2ha と、アフリカ平均の

うしてみると、

水 に加え森林資源にも脆弱性を抱えていることが見えてく

。 

0.217.8115,847547,7933,084,746アジア計

0.119.47535,78929,817　　　　フィリピン

0.163.3－6,2489,873　　　　　　　韓国

0.228.94,92014,76251,089　　　　　　　タイ

0.629.6187,0863,869,45513,063,900世界計

2.650.510,455885,6181,754,741南アメリカ計

6.623.33,201197,623849,096オセアニア計

1.125.717,533549,3042,136,966北央アメリカ計

1.446.032,0151,039,2512,259,957ヨーロッパ計

0.958.71,75019,29232,855　　　　　　　マレーシア

0.264.010,68224,08137,652　　　　　　　日本

0.558.09,871104,986181,157　　　　　　　インドネシア

0.121.632,57864,113297,319　　　　　　　インド

0.368.2－8,21012,041　　　　　　　（北朝鮮）

0.117.545,083163,480932,743　　　　　うち中国

0.821.88,036649,8662,978,394アフリカ計

1人当たり森林面積（ha）森林率（%）人工林面積（千ha）森林面積（千ha）土地面積（千ha）

総発電能力の約 1/3
煤塵・酸性雨など環境問題の一段悪化は

られない。石炭ガス化など抜本的なクリーンコール・テクノロジーの開発導入なくし

て、中国の高成長持続は不可能となる。 

3.2.3 森林資源の持続可能性 
FAO（国連食料農業機構）によると、2

に対し 億

東欧を含む欧州およびアマゾンを含む南米の森林率は

セアニアでは約１/4 が森林と、こ アジアの森林率は、シベリアを含

めても 2割を切るが、日本と北朝鮮だけは約 2/3 (図
表 8)。 

 
図表８ 世界各国の森林面積 
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（出所）FAO「STATE OF THE WORLD’ FORESTS 2003」より作成 
（注）土地面積、森林面積は 2000 年、人口は 1999 年の数値 

 
 一人当たり森林面積となると、人口の多いアジアでは平均で

0.8ha さえ大きく下回る。日本、北朝鮮もそれぞれ 0.2ha、0.3ha である。こ

(穀物)アジアは化石エネルギー、

る

 OECD の「世界環境白書―2020 年の展望」によると、現在 OECD 地域では、年間森林

成長量の約 55～60％しか収穫されておらず、必要に応じて収穫量を増やすことができる。

今後数十年間はこの地域で木材供給が不足することはないものとみられる。 
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世界全体の用材貿易の大部分は北半球の先進国間で行なわれており、全輸出量のおよそ

80％と全輸入量の 90％をOECD諸国が占める。アジアの中で用材の消費量が際立って多い

のが日本で、これまで世界 大の用材輸入国であった。しかし、中国の産業用針葉樹丸太

輸

約 10 年

前に､各国へのアンケート調査により、人的要因による水侵食､風浸食､農薬汚染など化学的

捨て場など物理的劣化という４つの要因により、土壌が再生不可

能

年） 

地面積約 19.6 億 ha のうち再生不能な劣化面積は約 3 億 ha、全体の 16%との

地面積という計算になる。一方、1991 年

の F 地面積 14 億 ha に対し世界人口は 54 億人

(農業人口 24 億人)であり、人口１人当り耕地面積は 0.25ha と、人口増加に加え土壌の浸食

入は、1998 年の大洪水以前には 100 万m3程度で世界の輸入量の 2％を占めるに過ぎなか

ったが、2002 年には 1500 万m3を超え日本を抜いて、割合も世界全体の 20％を超えた。 
降水量に恵まれている日本は、2002 年に中国に取って代わられるまでは世界 大の木材輸

入量であったが、今後は国産資源の利用拡大が可能であり、かつ必要となってきている。

現に日本からの中国への丸太輸出量も、宮崎県などから徐々に増加しつつある。 
 

3.2.4 危機的な土壌資源 
また世界的に土壌の劣化が急速に進み、土壌資源は危機的な様相を呈している。

劣化、道路建設や廃棄物

ほど劣化した度合いを含めた調査が世界的に行なわれた。それを集計したのが図表９で

ある。 
 

図表９ 大陸別の人的要因による土壌劣化状況等 
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（出所）ISRIC・UNEP のデータから筆者作成 
（注）＊: Strong, Extreme Degradation を指す 

 
 世界の全耕

調査結果であった。約 16.6 億 ha が再生可能な耕

AO の計算によると、1990 年の世界全体の耕

や劣化から、1975 年の 0.33ha の 3／4 程度にまで減少していると分析している。FAO の

耕地面積は上記アンケート調査結果に比べて少ないが、これは、恐らくはアンケート調査
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で劣化が軽微、すなわち再生可能な耕地面積と回答されている中にも大きく劣化が進んで

いる部分があるためと解される。 
 いずれにせよ、本調査時の 1990 年当時に比べて、現在の世界人口は既に 64 億人に達し、

世界の穀物生産量も 20 億トンというレベルにある。国連の推計などによる 終的な世界人

口は 100 億人前後とすると、さらに年間 10 億トンの穀物増産が必要となる。他方、世界の

耕地面積増加は1980年以来頭打ちとなり、上述のようにむしろ土壌の侵食､劣化が進む中、

切られ、溝ができ、ヤギや羊の根こそぎの食性もあり、年間約１cm のピッチで黒土

概ね 1 億トンで推移し、その 6 割近くはアジアが占めている。

面養殖の

及で生産量が急増したためである。この部分を取り除いた海面の魚介類の漁獲量(藻類を

に世界全体で約 8000 万トンと頭打ちにある。 

10)。 

世界の土壌資源はこれまで以上の大きな負荷に耐えうるのかとの危機感が強まってきてい

る。 
 また世界でも有数の中国の穀倉地帯、東北３省の“黒土”にも異変が起きている。土壌

浸食の深刻な被害により､肥沃な黒土が瘠せた“黄色い大地”に変わりつつある。ここでは、

中国全体のトウモロコシの約 8 割､大豆の約 6 割を生産している。農民の生活向上等のため、

森林が

は減少中である。開墾初期には黒土層が地下１m にまで達していたのが、現在ではわずか

20～30cm の厚みしかない。関係専門家は、「現在の流出ペースが続くと、50 年後に黒土は

消滅する」と警告する。 
 ここにも、中国が高度経済成長を持続する上での大きな制約要因が存在する。 
 
3.2.5 魚タンパクの需給逼迫予想 
世界の漁業総生産量は、

1990 年頃を境に、漁業生産量が増加に転じたが、これは特に中国において、内水

普

除く)は、20 世紀終わり頃をピーク

今後についても、FAO では、世界全体の人口増加によって､魚類消費量の確実な増加を予

想している。例えば、世界の食料需給見通しにおいて、タンパク源として魚に期待される

量は、2010 年 1.2 億トン、2020 年 1.4 億トン、2030 年 1.5 億トンに上る。8,000 万トンで

頭打ちの海面魚介類の漁獲量との差は、養殖漁業で補わざるを得ない状況にある(図表
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図表１０ たんぱく質（魚）不足問題 

TION OF THE UNITED NATIONS 
2002」 

海洋環境汚染といった要因による。これ

内 の水産物輸入大国となってい

。こうした中、わが国水産業は、｢獲る漁業から作り育てる漁業、すなわち資源管理型漁

業への転換｣を模索しているわけである。 

も懸念されている。 
 

水産物の生産と供給を行って

い

P4 倍化の計画にある。 
現在、想定通りの高成長が続いているが、日本や韓国､台湾では高度経済成長期にあって

(年度) 

（出所）FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZA
「The State of World Fisheries and Aquaculture 

 
 

 そもそも漁業生産の減少は、過剰漁獲あるいは

まで日本は、豊かな国内生産量を誇り、世界総生産量の 1 割を消費してきた。しかし、国

生産が減少する中、世界水産市場の 3 割を輸入する世界一

る

漁獲量減少には、環境変化も大きな影を落としている。地球温暖化、エルニーニョ現象

など地球規模での異常気象の影響も懸念される。 
わが国沿岸地域では、生活排水等による海水の富栄養化での赤潮発生の被害が既に出て

いる。一方、藻場・干潟の埋め立て、海砂利の採取、自然海岸の減少等が続いており、漁

場や繁殖･保育の場の喪失による資源の減少

漁業は自然環境に依拠する産業であり、環境の変化は漁業資源に大きな影響を与える。

今後とも環境や生態系の保全と修復に努めることは、安全な

く上で極めて重要となっている。 
 
４．中国経済の高成長シナリオと制約要因 
4.1.高成長ながら所得格差が急拡大 
中国では、2000 年までの 20 年間、年率 10％近い高度経済成長を達成した。さらに、雇

用創出のためにも 2020 年までに GD
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も比較的安定していた所得格差が、中国では異常に拡大している。それに伴って、犯罪も

応が中国政府の 大課題となっている。 

でいるとされ、あ

る

学生）の不

満

 

は、北京オリンピックでも環境問題に強く取り組む姿勢にある。北京に青空を

り戻す blue sky plan など大気汚染対策が主体の｢エコ五輪｣の目玉は、中国４大製鉄所の

急増によって光化学スモッグ問題が

激

方で、益々実情は深刻化するという“いたちごっ

こ

資源問題が両 
立

ら「循環経済」への転換は、経済発展モデルを根本的に変革することで 
あ

開始しているが、まだ準備段階にある。循環

経

において培ってきた、環境保全

急増するなど、｢所得格差｣問題への対

特に、 近の「三農問題」に象徴される都市部と農村部の所得格差の拡大問題は、例 
えば都市住民の農村住民を“アフリカ未開者”並みに見る意識さえ生ん

いは人民解放軍も一頃の 600 万人体制から現在の 200 万人体制化へ、さらには 100 万人

体制への縮小計画にあり、リストラされた形の元軍人にも不満が高じているとされる。 
今回の反日運動も、根底にあるこうした貧困階層（あるいは貧困階層出身の

の発露としての自然発生的な行動との見方も強い。 
もっとも、｢政治的な安定｣｢経済的な安定｣は､これまでになく、毛沢東､鄧小平時代に比

べてもはるかに強いため、｢社会的な安定｣が崩れることはないとの見方が大勢なのも事実

である。 

4.2.中国の高成長持続における深刻な資源・環境制約 
前述のとおり、実は環境保全・エネルギー確保問題が、｢所得分配｣問題と並んで中国 

の 大のアキレス腱となりつつある。 
現在中国

取

一つ、首都鋼鉄の移転である。しかし一方で、自動車

化し、むしろ交通渋滞が北京オリンピックのアキレス腱となっている。 
このように環境対策が打ち出される一

”関係は、中国全土に及びつつある。今後の中国の高成長持続の大きな制約要因として、

化石燃料を含めた鉱物資源、水資源などの資源問題あるいは環境問題が急速に表面化して

いるのである。 
急速に深刻化する環境情勢を踏まえ、中国政策研究者においても、環境と

の持続可能な発展を導くという｢循環経済｣の概念を打ち出している。「循環経済」とは物

質資源の循環利用やエネルギーの効率的利用を特徴とし、生態(エコロジ―)工業、生態農業、

生態消費等のシステムを含むものである。 
伝統的な経済か

る。従って、転換の過程で、理念の転換、関連技術の研究開発と創造、システムの発展

計画と方案の制定、市場の力で解決するという問題、関連する法律や法規の問題、国民と

企業の責任など多くの課題をクリアーする必要がある。 
これら課題の解決のため中国は既に行動を

済の発展において大きな成功を収めたドイツと日本の、政府の立法や企業の努力など豊

富な経験に対して関心が高まっている。 
大気汚染、海洋汚染の影響を直接受ける日本は、自分自身の問題でもあり、これまで公

害・エネルギー・地球温暖化・廃棄物リサイクル問題など
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と

５

水準を左右するものは、三つしかない。生産性、所得配分、失業、

れだけ」と喝破している。 
国や日本に続き、20 世紀後半にかけて、NIEs
伴い雇用増加（失業減少）も実現した。所得

速に拡大している。 
 

分と失業はセーフティネッ

生存に不可欠な財・サービス価格

上昇圧力が強まる状況下では、政府による生産性を殺がない形での適切な所得配分や雇

整力が重要となる。 

の｢木・火・土・金・水｣に象徴される自然資源大国

で

シュンペーターは経済の発展を現実のものにする営みを「新結合」、さらには「イノベー

ている。 

ション：新材料や新しい部品の導入 

組織の導入 

経済成長の両立が可能な 3R（Reduce、Reuse、Recycle）関連技術分野での協力がとり

わけ重要となろう。 
 

．3 つの課題解決手法と日本経済の再生 
5.1.経済の 3 大課題と３つの課題解決手法 
 ところで、米国の経済学者クルーグマンは「経済にとって大事なことというのは、つま

りたくさんの人の生活

こ

経済成長（生産性向上）に関しては、米欧諸

諸国、中国などが成功を収めてきた。それに

配分に関しては、先進国では長い時間をかけてその仕組みを整備したが、前述のように、

中国にはその余裕がなく、都市部との格差拡大を象徴する「三農問題」のように、目覚し

い経済成長の中で所得格差が急

この３つの課題解決に際しては、「政策」「自然資源活用+イノベーション」「新しい経済

社会システム構築」という 3 つの手法がキーとなる。 
 
5.1.1「政策」 
｢政策｣すなわち、政府の役割面では、何といっても、所得配

トの構築そのものであり、政府の役割が大きい。グローバルな労働需給が引き緩み賃金の

下押し圧力が強まる一方、水や食料など安全かつ人々の

の

用確保面での調

また、知識の陳腐化が速くなる中、単純労働にとどまらず、付加価値の高い労働力化に

向けた絶えざる教育訓練サービスの提供も政府の重要な政策となる。 
 
5.1.2「自然資源活用＋イノベーション」 
日本は前述のように、中国五行思想

あり、国際資源価格の高騰は、日本の自給できる自然資源を活用したイノベーションへ

のインセンティブとなる。 

ション」と呼び、次の５つの概念を提示し

①プロダクト・イノベーション：新製品・新技術の導入 
②プロセス・イノベーション ：新しい生産手段、生産プロセスの導入 
③マテリアル・イノベー

④マーケット・イノベーション：新しい市場の発見 
⑤システム・イノベーション ：新しい仕組み・
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日 わが国の技術開発に関して、

従来 を入れる形

での システム・イノベーシ

ョン

 後 心・安全な有機無農薬

農

ション力が不可欠となるが、この場合、具体的には｢コ

｢コモンズ｣とは、言ってみれば“村社会”といった地域共同体であり、構成員には企業

にして､構成員の平等、生存権などを確保する制

度

水道、電力・ガスなど社会的インフラ、そして教育、医療、

司

この社会的組織が「コモンズ(Commons)」である。コモンズの概念はもとも

と

家権力を通じて行われるのではなくて、コモンズを構

会地制度などが該当する。 
「

 

本では、特に④､⑤が産業競争力強化に必要である。近年、

からの縦割り蛸壺型から脱却して、ファイナンスを含め組織横断型の横串

仕組み作りが求められているが、これがこれまで欠如していた

を模索する動きと理解できる。 
述の日本古来の農法と先端技術、さらには金融を結合させた安

法もこうしたシステム・イノベーションの視点で取り組む必要があろう。 
 
5.1.3「新しい経済社会システムの構築」 
今後はとりわけシステム・イノベー

モンズ｣といった新しい経済社会システム構築の視点でのプレーヤー集め、あるいはアライ

アンス形成が重要となる。 

や個人も含まれ、自己の権利主張は控え目

である。 
19 世紀の終わりに唱えられた制度主義経済学の視点から、大気、森林、河川、土壌、海

洋など自然環境、道路、上下

法、金融など制度資本は｢社会的共通資本｣であり、これを社会的に運営管理する組織の

あり方として再評価されている。 
 すなわち、

、ある特定の人々の集団あるいはコミュニティにとって、その生活上あるいは生存のた

めに重要な役割を果たす稀少資源そのものか、あるいはそのような稀少資源を生み出すよ

うな特定の場所を限定して、その利用に関して特定のルールを決めるような制度とされる。

特に、コモンズの管理が必ずしも国

成する人々の集団ないしコミュニティから信託（フィデュシアリーの形で）されているの

が特徴である。 
コモンズの理論に関しては、1968 年、生物学者ハーディンが「共有地（Commons） 

の悲劇」と題して、共有地が必然的にそのキャパシティを超えて過剰利用され、再生の能

力を失って、崩壊せざるを得ないという命題を打ち出した。これが契機となり、｢持続可能

な経済発展｣論争につながった。共有地制度としては、灌漑用水、あるいは沿岸漁業、牧草

地、森林などの入

コモンズ」においては、消費者と供給者がともに存在する、あるいは重なっているため、

そこで取引される財・サービスの価格はオープン市場の価格とは別に成り立つことにもな

る。 視点を変えると、いわゆる動脈産業と異なり、敬遠されるゆえに市場原理で処理す

ることが難しかった廃棄物処理など、いわゆる静脈産業における“価格発見”機能をこの

「コモンズ」の新しい機能として期待できる。
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5.2. 日本の「生産性」「失業」「所得配分」問題 
では日本自身の「生産性」「失業」「所得配分」問題はどう考えたらよいのであろうか。 

換言すると、日本経済が自律的、持続的な成長軌道に乗る、すなわち再生したと評価する

には、どの程度の姿を想定すればいいのであろうか。 
再生とは、日本経済の経営資源たる人材（ヒト）、知財・技術(モノ)、資本(カネ)などが望

ムが活発化し、｢生産性向上｣と｢雇用増大｣

が

1・2 次石油ショックを契機に、わ

て地

域

・火・土・金・水｣資源への着目が有効となる。 

によ

 

きな 2 つの課題が解決されなければならない。①過剰負債の調整を終え空前のキ

ど「所得配分」の将来構造の明確化である。 

発想が重要となる。 
は、今次エネルギー危機によってもたらされた原油バレル 50 ドル、石炭価格 2 倍化時

代において、わが国産業はどのような構造改革により、再び「危機をチャンスに変える」

 

ましいところに円滑に動き、新陳代謝のメカニズ

実現することである。また、新しい産業構造に向けた「資源の有効な再配分」がなされ

ること、少なくとも多くの部分でこのメカニズムが働き始めること、と捉えられる。 
この点、今回の原油バレル 50 ドル時代の到来は、第

が国製造業が国際競争力を高めたという、危機をチャンスに変換した経験が想起されなけ

ればなるまい。 
また日本の弱い部分、すなわち地方経済、中小企業などにおいて、持続可能性が展望で

きるように自己変革が始まることも必要である。例えば地方においては、自立に向け

産業が力強く芽生えるといった胎動、ダイナミズムが感じられなければなるまい。 
 こう考えると、原油バレル 50 ドル時代に入り稀少資源として価値が高まっており、かつ

地方に豊富な｢木

鉄源や食品残渣の飼料化などのリサイクルを含め、化石燃料や農林水産物などの輸入財

に代替するだけでなく、さらに安心・安全を備えた食料（農水産物）など輸出財作りを展

開していく必要がある。この過程で、人材、資本、技術など地域資源の有効な再配分

る自立かつ持続可能な地域経済が実現する。そのとき日本経済の再生がなったと評価でき

よう。 
また GDP の過半を占める個人消費が安定的な経済のエンジン役となるには、｢所得配分｣

のツールたる税制や、年金、健康保険などのセーフティネットの先行き不透明感の解消も

重要となる。 
外需一辺倒ではない、内需（企業設備投資や個人消費）主体の経済再生には、日本にお

いても大

ャッシュフロー増加で、内部留保（貯蓄）を積み上げている企業が、設備投資（M&A を含

む）に確信を持ち得るような産業改革ビジョンを共有すること、および②税制や年金・健

康保険の改革な

 
5.3. エネルギー危機をチャンスに産業改革を 

日本は危機をチャンスに変えた経験を持つ。第 1・2 次石油ショックを契機にわが国産業

構造は大きく省エネ型に転換し、振り返ってみると製造業の国際競争力も飛躍的に高まっ

た。今回の原油 50 ドル時代到来も、危機をチャンスに変える

で
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ことができるのであろうか。 
 

円 
/ド

スト試算値 

円から、9.1 円に 4 割上昇 
ると 13.6 円と、水力発電並 

みのコストになる。これは長年、原子力発電コストの 5.9 円/kwh（使用済み核燃料再処 
)と並び、日本の各種新エネルギー源導入に 

壊することを意味する。 
また石油火力発電コストは、kwh 当り 10.2 円から 24.6 円に上昇し、同じく稼働率補正

ると、34.4 円とほぼ限界的な電源となってしまう。石油価格と連動する天然ガス(LNG)
価 は

、

が、化石燃料発電に大

き

向けて引き上げることが考えられる。また長期的には、現在主流の微粉

炭

そこで、資源エネルギー庁による 2000 年の燃料源別の発電コスト試算(99 年価格、 
稼働率 80%)を前提に、原油価格（および連動の LNG 価格）が 50 ドル/バレル(99 年 
12.8 ドル/バレル)、石炭価格が 2 倍化、為替レートは現状の 110 円/ドル（99 年 128

ル）として、発電コストを算出してみた（図表 11）。 
 
図表１１ 資源高時代の発電コ

（出所）湯原哲夫 東京大学大学院教授 
 
 

もウエイトの高い石炭火力発電コストは、kwh 当り 6.5
する。しかも火力発電の稼働率を実勢の 40%として補正す

理コストはさらに 0.6 円/ kwh 程度の上乗せ

際しての“石炭火力 6 円/kwh の壁”が崩

す

格も上昇するため、LNG 発電コストも、6.4 円から 15.5 円へと上昇し、稼働率補正で

20.1 円となる。 
すなわち、これまで石炭火力や天然ガスの安いコスト壁との比較で普及が困難であった

太陽光（kwh 当り 18.9 円<2010 年>）、風力（同 23.4～13.9 円）、廃棄物（同 12.5～8.6 円）

地熱、バイオマスエネルギー(生物資源)など新エネルギーによる発電

く代替する条件が整ってきたことになる。 
大規模都市集中電力の供給に優れた電力会社の今後の経営戦略としては、5.9 円/kwh と

も低コストの原子力発電をフル稼働させつつ、石炭火力や LNG 発電の稼働率を 99 年試

算の前提の 80%に

火力発電の熱電効率(燃料の持つ全カロリーの電気への変換率)は40%程度であるが、2015
年以降の実用化に向けた蒸気タービンにガスタービン、さらには燃料電池をも加えたトリ

12.5－ 8.6（大 規 模 ）¥/kW h廃 棄 物 発 電

23.4－ 13.9（大 規 模 ）¥/kW h風 力

65.8（94万 円 ／ kW ）　→ 　18.9（2010年 27万 円 ／ kW ）¥/kW h太 陽 光

　　　　　　 13.6¥/kW h水 力

　　　　　　　 5.9¥/kW h原 子 力

20.117.06.4¥/kW hLNG火 力

34.429.110.2¥/kW h石 油 火 力

12.711.06.5¥/kW h 石 炭 火 力
　
　

発　

電　

コ　

ス　

ト

404080％火 力 稼 働 率

110110128¥/$通 関 レ ー ト

806039.0$/t一 般 炭 CIF価 格

503512.8$/bbl原 油 CIF価 格
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プルサイクルの発電システム開発により、75%程度の熱電効率を目指したイノベーションが

期待されることとなる。 
 

ルギー多消費産業間における｢産業間連携｣の動きが促進される

図表 12）。「産業間連携」とは、企業や産業の枠を超えてモノ・エネルギーの融通を図り、

す、加えてなるべく廃棄物を出さない産業コンプレックスのよう

な

地球温暖化対策、成果と今後 

が、熱

め得る

5.4. 産業間連携の進展 
原油バレル 50 ドル、石炭価格 2 倍化は、日本の電力・ガス産業の価格競争力を高めると

同時に、この新しいエネルギー価格体系は、日本のエネルギー需要産業の行動を大きく変

革させ、他国に先駆けて環境保全と経済成長が調和した高度に発達した産業社会をもたら

すことにもなる。 
まず鉄鋼や化学などエネ

（

その生産の 適化を目指

ものの構築を目指すことである。産業間の連携で、省エネ・省資源を達成しエネルギー

や資源のコストを下げることで稼ぐという“エネルギーコンビナート”的な構想である。 
 
図表１２ 鉄鋼業の

（出所）新日本製鐵 
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ことになれば、 大のエネルギー多消費産業である化学の石油消費量は大きく節約される。 
 このように既に日本では、企業単位の省エネ策はやり尽くしている。日本の国際競争力

を維持していくには、一企業、一産業の努力だけでは限度がある。従って、省エネや省資

源での「産業間連携」、あるいは民生部門まで含めた連携を考えていかなければならない。 
 この｢産業間連携｣が地域をも巻き込んだモノやエネルギーの循環に絡んでくることにな

ると、地域も得をする。例えば地域へのエネルギー供給など、地域が絡む新規事業で企業

のメリットもさらに膨らむ。モノやエネルギーを産業間、さらには地域との間で取りもつ

機能へのニーズが高まるようになると、それをビジネスとする商社的な会社、共通の運営

会社、あるいはプラントエンジニアリング会社など新しい産業も生まれる。これら取引を

支える技術や評価手法の開発も必要となる。共通の運営会社の効率的な運営のため、ある

いは共通の情報ラインへのニーズの高まりから、高度広域情報管理技術（IT）も新たに開

発されることとなる。 
これらコンビナートが、地域のエネルギー源にもなり、さらには新技術の実証フィール

ドとなることで、民生部門への転用、オープン化にもつながる。 
 
5.5. 小口分散型エネルギー供給産業の誕生 

加えて、前述したように“石炭火力 6 円/kwh の壁”が崩れることで、地産資源でもある

ネルギーを活用した小口分散型エネルギー供給産業の採算確保が容易となる。しかも

 
 

大企業輸出主導型の景気回復サイクルから取り残され、また公共投資の削減等で“天か

らカネが降って た”地域経済においては、少子高齢化の影響がより深刻化して

いる。企業の工場を擁する地域を除き景気回復の手がかりをつかめない状況にある。まさ

に採算確保が容易となった新エネルギー、あるいは上述の地域をも巻き込んだエネルギー

「産業間連携」で地域経済自立の出口がみえてくる。 
業種的にみても、戦後安い石油時代の到来とともに、食料と材木を採るだけの産業と化

して疲弊したわが国農林業を、再び戦前のように「地消地産」型の地域エネルギー産業の

一角を担うものとして甦えらせ得る。 
この点、技術だけで解決策を探るのではなく、農林業をエネルギー産業の一環、さらに

は国土など自然環境の保全産業として位置づけるなど、産業コンセプトをがらりと変える

ことが重要である。ビジネスモデル的にも、バイオマス発電に伴う廃熱利用で新たに工場

型農果樹園や、“森のヒラメ”など陸の水産工場などを立ち上げトータルで採算を確保する。

同時に疲弊した森林の修復を図る。そうすることでファイナンスを含め持続可能な地域の

自立型産業構造につながっていく。 
例えば、どんな地域にも存在する大きな光熱費需要（3 万人、1 万世帯地域で年間 80 億

円程度）に着目し、地産のバイオマスエネルギーなどで極力代替する「地消地産」型ビジ

新エ

新エネルギーは、日本のどの地域経済にも豊かなバイオマス（生物資源）等とし

て存在するため、雇用創出など地域経済の再生につながる。

来なくなっ

20 



ネスモデルを構築する。地域の雇用も生み出せる。この場合、電力・ガスなどエネルギー

業の協力も含めて、地方自治体や農林業関係者、地場企業等による採算のとれる、いわ

なる。こういう社会的な組織作りを伴う点で

は

仕組み、

6.

・水｣資源を活用した３R 循環型産業社会への転換

が

」といった自立か

つ

構築は、21 世紀のアジア・世界にとっても目標・

規

21 世紀において、基本的に持続的な価格上昇が予想される財、すなわち中国の五行思想

「木・火・土・金・水」資源に対して、各種イノベーションによる環境保全の３R（Reduce、
Reuse、Recycle）技術システムを活用し、省エネ・省資源・リサイクルを行なうことによ

企

ば｢コモンズ｣的な仕組み、組織作りが必要と

、システム・イノベーションの具体的な事例作りそのものでもある。 
こうした“場”では、電力などエネルギー企業の協力も含めて、地方自治体や農林漁業

関係者、地場企業等の参加を含めて、昔の入会地のような、いわば｢コモンズ｣的な

組織も新たに登場することになろう。 
以上のようにエネルギー危機に対し、各産業や各地域において省エネ・省資源などいわ

ゆる 3Ｒ(Reduce、Reuse、Recycle)対応を推進する過程で、日本のイノベーション力は磨

かれる。イノベーションを通じた日本経済の生産性向上が確実となる。 
 
６．日本の産業構造改革の方向 

1.自然資源活用型 4 つの産業改革 
以上のように考えると、原油 1 バレル 50 ドル時代に入り稀少資源として価値が高まって

おり、かつ地方に豊富な｢木・火・土・金

必然になる。新たな地域産業において雇用が生まれる。具体的には、次のように日本の

自然資源活用型の産業改革 4 つのビジョンが有効と考える。 
① 環境保全と産業競争力強化が同時実現する３R 推進戦略 
② エネルギー自給率引上げ戦略 
③ ｢有機無農薬農法｣で食料自給率引上げ戦略 
④ 国土修復戦略 
すなわち、新エネルギーの活用や物流改革、鉄源やプラスチックの Recycle 戦略、食品残

渣の飼料化、家畜糞尿・魚残渣の有機肥料化などの Reuse 戦略である。さらにはこうした

「完熟堆肥」｢完熟液肥｣を活用する日本古来の伝統農法と先端技術が融合した新農法での

安心・安全・栄養豊富な食料の大量生産である。エネルギーや食料の自給率引上げと同時

に、国土修復も進展する。 
この過程で、ヒト、モノ、カネなど経営資源が再配分され、「コモンズ

持続可能な地域経済社会が出現し、そのとき日本経済も再生する。 
日本の恵まれた自然資源や各種イノベーションによる新たな産業構造の構築、あるいは

「コモンズ」などの経済社会システムの

範たる経済社会モデルとなり得るだろう。 
 

6.2.環境保全と産業競争力強化が同時実現する３R 推進戦略 
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り、競争力が強化された産業モデルも同時に実現することになる。 
、副生ガスの 100％活用、副産物の 98％再資源化率、

90

（出所）新日本製鐵

議定書対応についても｢危機をチャンスに変える｣発想で、新たなマーケットづくり

企業や産業の枠を越えた熱融通など｢エコ・エネルギーコンビナート｣、

あるいは海陸一貫の物流システム等のシステムイノベーションの推進も期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 現に新日鉄では、2003 年実績として

％の水循環率を達成している（図表 13）。 
 
図表１３ 新日鉄の資源・エネルギーの有効利用 
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6.3.エネルギー自給率引上げ戦略 
％イ

比率・

 

2003 年 3 月）資料 

図表１５ 

（出所）図表１４に同じ 
 

 
2005 1 2050 年の世界エネルギー社会のあり方を示す「超長期エ

200
2050 31CO 1/4 (6CO ) /20

 2003 年 3 月、経済同友会・富士通総研共同で提示した｢2030 年エネルギー自給率 50
ニシアチブ｣も大きな契機となり（図表１４、１５）、「2030 年トリプル 50（化石燃料

自給率・利用効率 50％）」戦略（東京大学との学産連携）などの動きに拡大中である。

 
図表１４ エネルギー自給率 50%イニシアティブ 

単位 Mtoe：石油換算百万トン 

（出所）経済同友会・富士通総研共同シンポジウム（
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意欲的なものである。 
 さらには、「2100 年エネルギー自給率 100％（再生可能エネルギー50％、原子力 50％）」

略も提示されつつある。 
原発事故で信頼が低下していた原子力エネルギー政策についても、資源や地球環境問題

ルギーとして優位性が高まっ

績を確保してきているのも事

も、火力・原子力発電所の温排水活用に

寒冷地での「農漁業用コージ

岸漁業水揚げ量が減少してい

」などの構想実現が期待され

た、種々のプラントシステム構築がわが

国の挑戦的な戦略として浮かび上がっ 大学大学院教授に

（わが国年間降

量＜6,500 億トン前後＞の 3 割相当）に達し、その廃熱量も年間 1.22 億石油換算トン（わ

国年間一次エネルギー供給量＜約5億石油換算トン＞の1/4に相当）と膨大なものである。 
 

活用して、汚染した海洋を浄化し、同時に周辺海域漁場の回復

図ることは、極めて有効な産業政策ともなる。 
 域分散型エネルギーシステムについても、降水量や森林資源に恵まれている国土を活

か

といった地球温暖化問題と調和したより長期的な戦

といった制約が強まる中、コスト面で、あるいは持続的エネ

ている。日本では、原子炉周りの技術的安全性には完璧な実

実である。“安心”に関しても、アカウンタビリティを果たし、原子力エネルギー比率引上

げの国民的な合意を得ていくことが重要である。 
またこうした全国民的な合意を得ていくために

よる地域産業創出のサポートも望まれる。例えば、東北など

ェネ」の推進、あるいは磯焼けなどでわが国の豊かだった沿

るが、発電所温排水を利用した「人工湧昇流による漁場作り

る。 
例えば、膨大な発電所からの温排水量を活用し

てくる（図表１６）。湯原哲夫東京

よると、わが国の火力・原子力発電所からの温排水量は年間 1,747 億トン

水

が

図表１６ 発電所からの温排水量 

（出所）湯原哲夫 東京大学大学院教授 
（注）1.＊1,＊2：出典「EDMC,2003」 

2.＊3：40（火力）～70（原子力）t/s/100 万 kW 

3.＊4：Mtoe＝1013kcal 

 
 
そこで、この温排水を利

を

地

し、“石炭火力 kwh6 円の壁”が崩れた今、バイオマスエネルギー活用等を軸とした“地

消地産”“地域循環型”クラスターなど｢コモンズ｣形成の視点で推進されるべきであろう。 
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6.4.｢有機無農薬農法｣で食料自給率引上げ戦略 
環境悪化の下、資源と同じく需要が強まっている｢安心・安全｣な食料に関しても、IT 活

用

ター、あるいは 12000 戸程度の大規模

畜

 より、｢新たな経済社会システム｣づくりが可能となる。

すなわち ギー患者用職住一体型の「コモンズ」づくり、この農法での

活用（貸付信託等を利用した強制的貸与制度の導入）による耕作放棄地（34 万 ha＜2000
年＞、東京都の 1.5 倍）の解消策にもなる。 

社会保障費軽減による財政赤字削減効果のほか、高齢者の貯蓄取崩しが不要となること

よって国債管理も容易となる。 

のモニタリング等により、有機無農薬農業(畜産糞尿、魚残渣活用の堆肥と無臭液肥農法

など)や陸上水産業など、安全かつ周年の大量生産が全国どのような地域においても可能と

なっている。農林水産業は、全国どこでも食料自給率の引上げを可能とするだけでなく、

医療・化粧品向け素材を生産する産業として蘇る。 
 機能不全に陥っている全国 3000 以上の堆肥セン

産農家にリースされている堆肥プラントが再生することになり、畜産糞尿の完熟堆肥化

も実現する。これは、畜産糞尿の完全 Reuse、Recycle 化を意味する（図表１７）。 
 
図表１７ バイオマスの発生量と利用状況 

30%

60%

100%

40%

80%

70%

40%

60%

20%

もみ殻など農作物の非食用部

下水汚泥

林地残材

建設廃木材

家畜排泄物

（出所）日本経済新聞 2005 年 2 月 12 日 
 
 
各種有機無農薬農法の全国展開に

、増加一途のアレル

再

また需給逼迫が予想される中国向けなどの安全な“魚タンパク”などの輸出産業化も展

望できる。 
 こうして農漁業は「安全な“食”と生涯現役の“職“」を提供する産業として半世紀振

りに復活することになる。これら新しい農漁業に従事することで、高齢者の PPK（ピンピ

ンコロリ）のライフスタイルが実現し、年金負担および健康保険負担も軽減される。 

に

10%

100%

10%

90%

100%

90%

製材工場などの残材

パルプ廃液（乾燥重量）

廃棄紙

食品廃棄物

非利用率

年間発生量 
（万トン） 

約 9,100 

 

約 480 

 

約 390 

 

約 7,600 

 

約 1,300 

 

約 2,200 

 

約 1,400 

 

約 1,400 

 

約 610 

利用率
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6.5.国土修復戦略 
近の台風・豪雨・洪水など気候変動は今後益々の激化が予想される中、治山、治水（埋

没ダムの浚渫など）、保水、海洋浄化など折角の自然資源に恵まれた日本の国土の修復戦略

が重要となっている。これは同時に、中国の五行思想資源の修復・保全・涵養策でもある。 
また、このほど日本列島の人工林（1,000 万 ha）は、世界 34 ヶ所の「生物多様性ホット

スポット」（緊急かつ戦略的に生物多様性を保全すべき地域）の一つに指定され、国際的な

国土論として「日本列島修復論」（仮称）も大きな課題となる。 
 

各種イノベーションのさらな

などによって、日本の持続可能な自立型産業経済モデルを構築する道筋がみえてくる。 
 こうしたモデルは、日本もその一角を占める東アジアモンスーン地域における豊かな自

然資源活用型の持続可能な産業経済モデルとして大いに参考となる。 
とりわけ、今後世界経済の機関車役として期待される中国が高経済成長を続けるために

不可欠な資源・環境制約問題を克服する上で、日本の目指すべき「環境保全と産業競争力

強化が同時実現する３R 推進戦略」は参考となろう。そのことは、

鉄鋼業が、世界で もエネルギー高効率体制を築き上げた日本の鉄鋼業のノウハウに学ぼ

、日本の豊かな自然資源（水、木、土、ミネラル、バイオ、海洋など）と各種イノベー

ョンを活用して創出される新たな循環型農水産業は、FTA や東アジア共同体の推進政策

かつて戦争など国家間の緊張を高める大きな原因となった“油争い”

 

注目を浴びる事態になっている。 
 以上のような大きな潮流の変化を踏まえると、石油危機当時に打ち出された「日本列島

改造論」に対して、地球規模での資源制約、環境制約が強まる中での日本の新たな未来型

の

 
７．おわりに 
以上、21 世紀の世界経済のパラダイムが大きくシフトする中で、再評価されつつある日

本の恵まれた自然資源の活用、製造業分野で磨き上げてきた

る進化、あるいは入会権といった形で伝統的に存在していた｢コモンズ｣的な制度の再構成

中国の主力産業となった

うとしている姿勢に端的に現れている。 
また FTA や東アジア共同体の推進上大きな論点として絶えず農業問題が取り上げられる

が

シ

とも調和することになる。なぜならば、日本の食料自給率上昇は、あくまで自由貿易の枠

内での、農水産業の比較優位性ゆえの結果であるからである。このことは、東アジア全体

の農水産業の発展と域内各国の食料安定供給（自給率向上）が両立することを意味する。 
加えて、東アジア全体の弱点である化石燃料の確保の面でも協力体制を構築することで、

“水争い”などの芽を

断てることにもなる。
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