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2 度の石油危機におけるエネルギー政策の転換
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おわりに

はじめに

1970年代に 2 度の石油危機が起きた。 1 度目は、1973年10月にエジプト軍とシ
リア軍が南北からイスラエル占領地を攻撃したことを契機に起こった第四次中東
戦争の時だった。これにより、石油輸出機構（OPEC）に加盟のペルシア湾岸 6
カ国は、原油公示価格の21％引き上げと、原油生産の削減とイスラエル支援国へ
の禁輸を決定した。さらに12月には、翌1974年 1 月より原油公示価格を 2 倍に引
き上げることを決定した。高度経済成長を続けていた日本の産業界は、エネル
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ギー源の大半が石油によって支えられていたために、深刻な事態となった。これ
を第一次石油危機（以下、第一次危機） という。 2 度目は、1978年にイラン革命
が起こり、イランでの石油生産が中断した時だった。そのため、イランから大量
の原油を購入していた日本は、再び需給が偪迫した。1978年末には OPEC が、
翌1979年より原油公示価格を 4 段階に分け、14.5％値上げすることを決定した。
これを第二次石油危機（以下、第二次危機）という1）。
当時の新聞記事をさかのぼってみると、第一次危機直後はメディアの情報に踊
らされた消費者や業者がこぞってトイレットペーパーや洗剤の買い占めに走った
ため、デパートなどから一時在庫がなくなる事態2）が生じた。また、駅のエスカ
レーターが停止3）、深夜のテレビ放送の自主規制が行われる4）など、ある種の社
会現象を引き起こした。しかし、第二次危機後は第一次危機の経験を活かし、こ
のようなパニック現象を生起するまでには至らなかった5）ことが見て取れる。
片倉邦雄は論文「1973年のアラブ石油戦略に対する日本の対応」6）の中で、日
本は第一次危機から学び、危機管理能力は強化されたと指摘している。福永文夫
は著作『第二の「戦後」の形成過程 ―1970年代日本の政治的・外交的再編 ―』7）
の中で、第二次危機では、第一次危機並みに原油価格が高騰したが、第一次危機
の学習効果、省エネルギー政策の浸透、企業の合理化などにより、日本経済に対
する影響は第一次危機ほど深刻なものにはならなかったと述べている。こういっ
たように、 2 つの石油危機による影響を何の断りもなく比較しているということ
は、つまり暗黙の了解として、 2 つの石油危機を同じような歴史的事象として捉
えていることを意味するが、第一次危機の教訓を生かしたことによる学習効果や
第一次危機後に講じた政策の成功のために、第二次危機の日本国内における影響
は第一次危機と比べて小さく済んだとする先行研究は少なくない8）。
また、池上萬奈は論文「第一次石油危機と日本外交―資源政策における日米関
係と多国間協調―」9）の中で、日本は時にはアメリカと一線を画して産油国に配
慮する政策を提示しながら、日米関係を前提とした多国間協調外交を一貫して展
開した、と述べている。また、『電気学会誌』に掲載されている南紀夫「省エネ
10）
ルギーに関する我が国の取り組み―省エネルギー政策を中心に―」
では、第二

次危機後の1979年に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネ法）が制
定・施行され、1978年にはムーンライト計画がスタート、民間における各種のエ
ネルギー技術の研究開発への助成等が推進されたと、述べられている。このよう
に、 2 度の石油危機をそれぞれ別個のものと捉える研究が発表された11）。
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仮に、片倉や池上らの研究に全面的に従うならば、省エネルギー政策（以下、
省エネ政策）が第一次危機直後から主要政策となっていたり、第二次危機後も外

交政策や備蓄政策を継続していてもいいはずである。これに対し、本稿の第Ⅱ章
においては、第二次危機後の日本国内におけるエネルギーに対する主要政策は、
第一次危機後の外交政策や備蓄政策を継続するのではなく、省エネ政策へと転換
していることを明らかにする。こうした視点からの先行研究は、管見の限り存在
しない。それでは、なぜ第二次危機後では主要政策が省エネ政策へと変化したの
だろうか。本稿においては仮説として、以下の 2 点を挙げる。
①第一次危機と第二次危機は異なった現象であったため、危機に対して取ら
れた対策としての政策が異なった。
②第一次危機と第二次危機は現象としては同じようなものであったが、当時
の国際的な情勢が変化したことや国内産業の状況が異なったために、主要
政策が変化した。
そこで、第Ⅱ章において、第一次危機と第二次危機での主要政策の変遷につい
て時系列ごとに追い、これまでの先行研究では明らかにされていなかった、省エ
ネ政策推進の背景には外交政策の行き詰まりがあったということを明らかにし、
第Ⅲ章では、外交政策（主に対中東外交）の行き詰まりの要因を第一次危機時と
第二次危機時に分け、日本の対外的状況と合わせて国内における政治の主要なア
クターの変化を追うことで検証する。第Ⅳ章では、なぜ外交政策の代わりとして、
省エネ政策が推進されたのか、国際的な情勢と国内的な情勢に分け、検証してい
く。
本稿の目的は、先行研究においてこれまで検証されていなかった、 2 度の石油
危機に対する主要政策の変化とその要因を検証することにある。それにより、現
在にまで続く省エネ政策の萌芽がこの時期にみられたことを明らかにする意義を
有する研究と言えよう。

Ⅱ

2 つの石油危機をめぐる政策方針の変化

この章では、政府の第一次危機に対する主要政策が外交政策であったのに対し、
第二次危機の際には省エネ政策へと転換した過程について、変遷を辿りながら、
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国会での答弁と併せて検証する。実際に実現された具体的政策と政治家個人、政
府全体の意識の変化の両面をみていく。

1

1960年代～第一次危機直後

第一次危機以前（～1973年）は、政府は高度成長期を通して、低廉かつ安定的
なエネルギーの供給を「総合エネルギー政策」の柱におき、「油主炭従政策」と
して産業構造の中心を石炭から石油に据える政策を行ってきた。その中で、1962
年の石油業法の制定と原油輸入自由化によって「エネルギー革命」が急速に進展
した12）。さらに、1962年の経済協力開発機構（OECD）の勧告等もあり、緊急時
対策として備蓄の必要性が議論され、1971年からは行政指導によって民間企業に
対して石油の備蓄を促した。
まもなく、1973年には第四次中東戦争が始まり、アラブ産油国は原油価格の大
幅な値上げ、原油生産削減、非友好国への輸出禁止を行い、日本は当初、原油供
給削減の対象となった。その結果、日本経済は大きな打撃を受け、日本のエネル
ギー供給構造の脆弱性を露呈する事態となった13）。
石油関連の外交面では当時「キッシンジャー構想」を軸とする日米欧関係が存
在したが、日本は産油国と直接外交関係を構築しようと考えていた。このような
日本の姿勢に対し、アメリカは否定的であった。しかし、日本は、原油が輸入で
きないことによる国内経済の停滞を打開するために、禁輸解除を目指し14）、三木
武夫副総理を特使としてアラブ諸国に派遣し、輸入先の多角化を模索した。
内政面では、同年11月国民生活安定緊急対策本部を設けるとともに「石油緊急
対策要綱」を閣議決定し、石油・電力の節約を行政指導した。また、同年12月石
油二法と呼ばれる「石油需給適正化法」と「国民生活安定緊急措置法」が制定さ
れた。また、1974年に主要石油消費国間で「エネルギー調整グループ」が結成さ
れ、日本も参加した。そして「国際エネルギー計画」（IEP）協定が採択されたこ
とで、「国際エネルギー機関」（IEA） が OECD の下部組織として設置された。
IEP 協定の規定に従って、日本は緊急時対策として1975年に石油備蓄法を制定し、
1980年度末までに90日分の備蓄計画が策定された15）。
第一次危機直後の1973年12月の第72回通常国会において、田中角栄内閣総理大
臣（以下、内閣総理大臣を総理とする）は第一次危機への対応として、中東諸国と
の緊密化を図るため、以下のように外交努力を行ったと述べている。
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資源を海外に大きく依存しておるわが国の実情にかんがみ、私は、かねてか
らその安定的供給の確保と供給先の多元化の必要性を痛感し、これまでも資
源保有諸国からの供給確保に努力を重ねてまいりました16）。
一方で省エネ政策に関して、省エネを目指す考えも読み取れるが、長期的な視
点からの提言であり、第一次危機に対応しうる具体化された政策とは言えない発
言をしている。
省資源、省エネルギーへの構造的対応をなし遂げ、国民生活においては生活
感覚を転換させて、資源の浪費を排し、節約は美徳の価値観を定着させてい
かなければなりません。
また1974年12月に開会された第74回通常国会において、当時の三木総理は「イ
ンフレ、不況、通貨、エネルギー、資源、食糧どの一つをとってみても（…）国
17）
際的協力なくして解決できるものは、何一つありません」
と発言し、外交政策

の必要性を指摘している。

2

第一次危機後～第二次危機前

第一次危機後の混乱がある程度収まると、政府内ではエネルギー供給体制への
危機意識が伸長し、長期的な対策に目が向けられていくことになった。その証左
として、当時の国会における三木総理の発言が挙げられる。
1975年 1 月の第75回通常国会において、三木総理は「石油について中東に大き
く依存するわが国としては、中東政策には格段の配慮が必要であります」と述べ
た上で、
「特に重要なエネルギー対策としては、石油九十日備蓄の計画的推進、
原子力平和利用の促進、原子力安全局の新設、新エネルギーの技術開発に重点を
18）
置きました」
と発言している。この発言から、外交による対処を行うだけでな

く、産業構造における石油依存体質そのものの改善も政策課題として捉えている
ことがわかる。
実際、政策面では前年の1974年から、通商産業省工業技術院において「サン
シャイン計画」が開始された19）。同計画の目的は、石油依存の解決と環境問題の
解決とされ、将来的にエネルギー需要の相当部分をまかない得るクリーンなエネ
ルギーの供給を目標として、太陽、地熱、石炭、水素エネルギーの 4 つの石油代
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替エネルギー技術について重点的に研究開発がすすめられた。
さらに、 2 年後の1977年 7 月の第81回国会で、福田赳夫総理は次のような発言
をしている。
政府は、周到な環境並びに安全対策を徹底しつつ、電源開発の促進、原子
力をはじめ、石油代替エネルギーの開発の積極的推進等に努めるとともに、
省エネルギー対策の拡充を図ってまいりますが、今後なおエネルギーの大半
を石油に依存せざるを得ない実情にかんがみまして、産油国等との協調、大
陸棚石油開発、備蓄等の諸対策を積極的に進めてまいりたいと存じます20）。
このことから、第二次危機が勃発する 1 年ほど前から少しずつ省エネ政策の重
要性の認識が高まってきたといえる。また、同年10月の第82回国会において、福
田総理は
エネルギー問題については、省エネルギー対策を推し進める一方、輸入石
油にかわるエネルギーの開発利用、石油輸入の安定、備蓄の強化などの施策
を促進し、また、周到な環境、安全対策を徹底しながら、発電所や備蓄施設
などエネルギー関係施設の整備を促進してまいる所存であります21）。
と発言しており、省エネ政策を模索する一方で外交政策の重要性についても触れ、
どちらか一方に偏ることなく、多角的なエネルギー政策を模索していることが読
み取れる。
その一環として、法律面では同年に、政府内に設置された、総合エネルギー対
策推進本部の省エネルギー部会によって、新たな省エネルギー化促進のための法
（省
律の制定が提言され、1979年に「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」
エネ法）が施行された。同法は、これまでの「熱管理法」（1951年施行）を改正し、

わが国のエネルギー供給体制の脆弱性を鑑みた、燃料資源の有効利用を主な目的
として、工場や建築物、機械器具を対象としたものであった22）。
加えて、1978年には前述した通商産業省工業技術院において「ムーンライト計
画」がスタートする23）。同計画の主軸は、石油依存からの脱却と省エネによる資
源の有効活用であった。具体的には、エネルギー転換効率の向上、未利用エネル
ギーの回収・利用、エネルギー利用効率の向上等エネルギーの有効利用を図る技
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術の研究開発を目的として、大型省エネルギー技術及び先導的・基盤的省エネル
ギー技術開発、民間における省エネルギー技術の研究開発への助成等が推進され
た。
この時期の国会での総理の発言をみてみると、省エネ政策に重点を置き、有限
な資源をいかに使うか、あるいはいかに利用方法を変えていくかという議論が目
立つ。
1978年 1 月の国会本会議において福田総理は
石油危機は、未開発の無限のエネルギーを開発し、人類共有の資産を活用
して、子孫とこれを分かち合うために、新しい知恵を発揮すべき機会でもあ
ります24）。
と述べ、さらに 9 月の第85回国会では
資源有限という人類にとっての制約条件を、ただ手をこまねいて甘受する
ことは許されません。積極的にこの問題に対処するためには、科学技術を振
興し、資源の合理的利用を図るとともに、新しいエネルギーの開発を推進し
なければならないのであります25）。
と述べており、外交に関連した発言はみられなくなった。

3

第二次危機～1980年代

1979年 1 月の第87回国会では大平正芳総理が以下のように述べている。
今日、資源・エネルギーの確保は、わが国の命運を左右する重大な意味を
持っております。私は、省エネルギーの一層の推進、石油の安定供給の確保、
石油代替エネルギーの開発、日米科学技術協力などによる核融合をはじめと
する新エネルギーの研究開発等、一連のエネルギー政策を精力的に進めてま
いりたいと思います26）。
その後の 9 月の第88回国会でも、大平総理は政府の指針として、
「今日、経済
運営における中核的な課題は、石油を中心とするエネルギー問題への対応」であ

154

政治学研究56号（2017）

ると発言した。その上で、以下のような発言がみられる。
その石油は、70年代前半を境にしまして、数量的にも、価格的にも厳しい
制約を受けるようになり、いまや、われわれは、生活の様式も、産業の構造
も根底から見直さねばならない時代を迎えております27）。
ここで、大平総理は石油利用の節約と省エネルギー、新エネルギーの推進を掲
げており、外交政策に触れる発言は見当たらなかった。
実際、第二次危機以降においては、外交よりも省エネ政策、とくに企業の省エ
ネ対応設備投資に対する税制・金融措置が目立つ。
1979年には、省エネ設備の固定資産税軽減制度が創設された28）。さらに、同時
期には、1975年に創設された省エネ設備に対する特別償却制度の適用期限の延長、
対象設備の拡充が行われたのに加え、省エネ設備に対する投資への税額控除制度
も設けられ、省エネへの投資が集中してすすめられる結果となった29）。
一方、法律面でも「石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律
（代エネ法）
」が1980年に制定された。同法では、石油に替わる新エネルギー（原
子力、石炭、天然ガス、水力、地熱、太陽エネルギー等）の開発・促進が規定され、

第二次危機後における省エネ政策の推進を支えるものとなった。

4

小

括

以上、第一次危機と第二次危機をめぐる政府の政策方針の変化を時系列で辿っ
た。結果、政府の中心政策は、第一次危機直後は、外交・国内の省エネの両方を
重視した方針であったが、徐々に省エネにシフトしていき、第二次危機後には政
策の重点はほぼ省エネに置かれたことが示された。
図 1 は、以上の流れを踏まえ、主要な法律・政策・出来事を時系列でまとめた
ものであり、原則として実線は外交関連、破線は省エネ関連である。これをみる
と、第一次危機以降、外交関連の政策は徐々に姿をみせなくなり、第二次危機以
降はほぼ省エネ関連の政策に絞られていったのがわかる。
それでは、なぜこの時期に省エネ政策に転換していったのか。次章以降その要
因を検証していくことにする。
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図1

第一次危機から第二次危機における法律・政策の流れ30）
サンシャイン計画
（1974）

1992→
1993→

ムーンライト計画
（1978）

三木アラブ諸国訪問
（1973.12）
総合エネルギー政策の基本方向 東京サミット開催
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Ⅲ

外交状況および政府内意見の比較

1

第一次危機の外交状況と中東外交への転換

中曽根

1985

第 1 節では第一次危機発生当時の日本が置かれていた状況と、そこからいかに
して中東外交を展開していったかに焦点を当てる。まず、第一次危機の外交につ
いて整理していきたい。序章でも述べたように第一次危機は1973年に中東地域で
勃発した第四次中東戦争をきっかけに、OPEC 加盟 6 カ国が原油価格を引き上げ
ることを決定し、さらにアラブ石油輸出機構（以下 OAPEC とする）諸国がイスラ
エル支持国に対して石油禁輸を発するという一連の流れがあった。
図 2 と図 3 はそれぞれ、第一次危機と第二次危機の起こる前年の原油輸入国の
割合を円グラフで示したものであり、第一次危機の前年はおよそ 8 割を中東から
輸入していたことがわかる。当時、OAPEC 諸国はイスラエル支持国、言い換え
るとアラブ諸国からみた非友好国に対して禁輸措置をとる姿勢を明らかにしてい
た31）。つまり、図 2 にあるように原油輸入のおよそ 8 割を占めていたアラブ諸国
からの原油が、輸入停止する可能性があったのである。この状況はまさに石油危
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図2
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機と形容するにふさわしく、外交以外で、不足する可能性のあった 8 割もの原油
を賄うのは困難であったと考えられる。
ここからわかることは、第四次中東戦争の表向きの事件はイスラエル軍とエジ
プト・シリア勢力の衝突であったものの、日本にとって最も重要であったのはこ
の両勢力を支援する国々であったことである。すなわち、アメリカはイスラエル
側を支援し、反対にアラブ諸国はエジプト・シリア側を支援していたため、前者
のスタンスをとれば対米関係を維持できるものの原油が確保できなくなり、後者
のスタンスをとれば原油は確保できるが対米関係が悪化するという完全に板挟み
の状態に置かれていたのである。このような二者択一のジレンマを抱えた政府は
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非常に難しい判断を迫られることとなったが、OAPEC 6 カ国からの禁輸措置を
受けた場合、それは原油の総輸入量の 8 割にも及んでしまうため、現実問題とし
て中東外交を重視せざるを得ない状況に立たされていた。
このように、第一次危機では輸入量の大部分に対する禁輸を受ける可能性が
あったため、政府内での危機感も非常に強いものがあり、中東外交を重視するべ
きであるという声が多く挙がった。しかしこのような状況であっても、政府内の
省庁および大臣間で意見が割れていたというのも事実である。第一次危機におい
てとりわけ顕著なかたちで意見の対立が目立っていたのは、当時の通商産業大臣
（以下、通産相）の中曽根康弘と、外務大臣（以下、外相）の大平正芳である。中

曽根通産相はかねてから資源外交を重視しており、第一次危機が発生した直後も
中東外交を優先させるべきであると強く主張していたのに対し、大平外相は中東
事情よりも対米関係を重視する傾向が強く、両者の間では意見の乖離が生じてい
た。
中曽根通産相は、石油危機が発生したのでやむなく中東外交を重視する姿勢に
移行したわけではなく、むしろ第一次危機が発生する数カ月前から資源確保のた
めの中東外交を重視しており、事前の1973年 4 月に中東地域のアラブ 4 カ国（イ
ラン、サウジアラビア、クウェート、アブダビ） を訪問するなど、精力的に活動を

していた。その際に中曽根通産相は「日本は石油消費国同盟構想には賛成しない
し入らない」と述べ、アメリカなどで検討されている石油消費国同盟構想を初め
て公式の場で否定するなど、アメリカに相対する独自の外交を展開していた34）。
さらに、この中東外交を振り返りながら以下のような発言をしている。
この時期に中東諸国を訪問してよかった。最大の消費国である日本と中東
という巨大な産油国との間には、連携できる部分があり、日本にはチャンス
がある。（…） 産油国はただ単に金を出せば石油を売るというのではなく、
経済建設に協力するということが石油販売の条件であるといっている。これ
は石油輸出国機構（OPEC）の意向でもあると思う。その点で日本の石油政
策や石油業法を含め再検討しなければならない。（…）中東での日本の資源
外交はこれまでゼロだった。今後、積極的に推進する必要がある。米国をは
じめ西欧諸国は活発に中東への資源外交を展開している。日本は眠っていて
はいけない。日本は特に中東では手が汚れていないので自由に関係が進めら
れる35）。
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ここからわかるように、中曽根通産相は将来的に顕在化することになる資源問
題に政府の中でもいち早く気付き、行動を起こし、その重要性を説いていた。
当時の総理であった田中角栄は中曽根通産相ほどではないものの第一次危機発
生の前から資源外交を重視していた人物であり、両者の意向には共通した部分が
いくつもみられた。実際に、田中総理は1973年の 9 月には中東の石油確保につい
てフランス、イギリス、ドイツと首脳会談を通じて石油消費国として共通の対応
策を練ると共に、緊急時の石油相互融通についても話をすすめるなど、積極的に
EC 諸国との良好な関係を築き上げようと努力した36）。また、田中総理はその後
にソ連とも首脳会談を交わしてチュメニ油田からの石油輸入量引き下げを食い止
めるなど、多岐にわたって資源外交を展開していた。このような外遊活動を行う
中で田中総理は次のような発言を残している。
米国も含めて、日本、EC 諸国など先進国は深刻な石油不足、エネルギー
危機に見舞われている。最近、石油輸出国機構（OPEC）諸国の石油国有化
に対抗して、先進国の間からは「消費国同盟をつくれ」という意見もあるが、
これは OPEC を刺激するだけで、好ましくない。日本としては OPEC と国
際石油資本が団体交渉する前に協議するようにもっていきたい。これまで、
日本は双方に公平な態度で接しており、わが国の方針が理解を得られると思
う。また、石油産出国から石油を獲得するだけでなく、産出国の開発に力を
合わせることは、すでに米、仏、伊との間で合意している。（…）EC 諸国は
将来の緊急事態に備え、互いに石油を融通し合ったり、備蓄している。日本
も参加する必要がある。とくに、こうしたことをする国際的な機関の設置が
望まれるが、これは EC 諸国から提案してくるだろう。また、長期的に見て、
米、英、西独との間でエネルギー資源確保のため技術協力など国際的な協力
体制を確立することが必要だ37）。
以上からわかるように田中総理は中曽根通産相と同じく石油消費国同盟の構想
には否定的な意見を表明し、対米協調とは対照的な外交姿勢をとっていた。
一方で大平外相の思惑は中曽根通産相および田中総理による資源を重視した対
米自主外交的な考え方とは対極に位置していた。中曽根通産相と田中総理のみな
らず、政府内や世論も、アラブ寄りの外交を展開していくべきだという考えに染
まっていたにもかかわらず、大平外相はこの混乱状態の最中であっても軽々しく
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親アラブの姿勢をとるべきではないと慎重な態度を示した。
外相である私に対しても、政府の内外から、中近東に対する外交方針をア
ラブ寄りに転換するよう強い要請が出始めてきた。またメジャー以外のルー
トから石油を確保する方途を講ずるよう、これまた各方面から強い圧力が
あった。中近東政策の転換を求める声は、日増しに高まるばかりであった。
そこで私は、かならずしもその主張に賛成はできなかったが、どうしても政
府がやるというのであれば、事前にアメリカとの合意、少なくともアメリカ
の理解を得ておかねばならぬと考えていた38）。
また、大平外相は、石油危機は産油量の不足のために起こっているのではなく、
あくまでも OAPEC が統一して行動しているために起こっているという点に着目
した。産油国側のとった禁輸措置は確かに重要な出来事であったが、アラブ諸国
は結局のところ石油を輸出しないわけにはいかない。したがって、禁輸が緩和さ
れるようアラブ諸国から友好国と認定されねばならないとする議論を大平外相は
あまり重視しなかったのである。
このように、政府内で意見が 2 つに割れていたことは事実であるということが
確認できるが、日本がアラブ諸国に対して示す国際的な態度はあくまで 1 つに統
一しなければならなかった。そこで中曽根通産相と田中総理の 2 人は、大平外相
と外務省の反対を押し切って、親アラブ的内容の声明を発表することとなったの
である。その当時の心境を中曽根通産相は以下のように語っている。
私はとにかくこのパニック状態から抜け出すことが先決だと考え、文案を
手直しして田中首相に電話し、採択を頼んだ。田中首相の答えは「大平外相
を説得してくれ」とのことだった。しかし大平外相を中心とする外務省はこ
の文案に難色を示し、なかなか応じない。米国の反応を心配したのである。
（…）結局、閣議では二階堂官房長官談話として原案が発表され、約束通り

日本は友好国に変更された。（1973年：引用者）十二月下旬には石油を積んだ
タンカーが続々と日本に到着した。長い政治生活の中でこの時くらいうれし
かったことはない39）。
半ば強硬的のようなところがあったとはいえ、親アラブの姿勢を示すことに成
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功した日本は、その後同年12月25日に開かれた OAPEC 会議で、アラブの大義に
対し公正かつ正当な立場をとっており石油削減措置の下におく必要がない国であ
ることが正式に決定された40）。言い換えると、アラブ諸国の友好国として認めら
れ禁輸措置を免れることができたのである。第一次危機は国内での混乱はこの後
もしばらく続くものの、こうして原油の確保という観点では再び安定した状況へ
と戻ることができたのが見てとれる。第 2 節では第一次危機の状況と比較して第
二次危機がどのような相違点を持ち、それがいかにして外交努力の縮小へとつな
がっていったかを考察していく。

2

第二次危機の外交状況と対米協調への回帰

第二次危機は1979年のイラン革命に端を発し、イランにおける石油生産が中断
されたために石油の需給が偪迫したことにより発生した。さらに前年に OPEC
により石油価格の引き上げが決定されていたことが大きな原因であった。第二次
危機もまた紛争を原因としたものであったが、石油の量の確保という観点からみ
ると 6 カ国からのおよそ 8 割の原油がストップしかけた第一次危機に比べ、第二
次危機はイランからの輸入割合13％が滞るのみであった。そのため第二次危機に
おいては、外交政策だけでなく国内における政策で不足分の13％を補うだけの対
応が可能であった。つまり、第一次危機と第二次危機においては石油輸入に関す
る状況が異なっており、この両危機を脱するために必要な政策もまた異なってい
たのである。輸入割合でいうと 8 割の原油が途絶える可能性があった第一次危機
と、13％の原油の代替案を探る必要があった第二次危機では、とるべき対応策も
異なっていたため、日本政府の対応の違いがみられた。
以上のように第一次危機と第二次危機の外交状況が違うことを確認した上で、
政府の外交方針が大きく転換したことに着目していきたい。結論から言うと第二
次危機が発生した後はそれまでの親アラブ姿勢の中東外交は影を潜め、日本従来
の状態とも言うべき対米協調路線へと回帰していくこととなる。この転換は、第
二次危機が発生した当時の内閣が第一次大平正芳内閣であったというのが一つの
大きな要因だったのではないかと考えられる。
第 1 節でもみてきたように、大平外相は第一次危機の混乱した状況の最中で
あっても対米関係を最優先する人物であった。その意志は、当時の田中総理が親
アラブの姿勢を優先したがために尊重されない結果に終わってしまったが、第二
次危機では大平自身が首相を務めているため政府の外交方針の転換により大きな
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影響力を行使することができた。また、当時の外相であった園田直や通産省の江
崎真澄も対米協調路線に対して特に否定的な意見は持ち合わせていなかったため、
第一次危機のように政府内で意見が割れるようなこともなく、円滑に外交方針が
転換されることとなった。現に、第一次危機前後で展開されていた中東地域への
訪問および外交活動は第二次危機以降ではすっかり影を潜め、エネルギー問題に
関しては欧米諸国との連携を重視していく姿勢が強化されていくことになる。
1979年 1 月25日に国会で行われた施政方針演説では「日本の平和と安全を確保す
ることは政治の最大の責務であり、そのためには節度ある自衛力とこれを補完す
る日米安全保障条約とからなる安全保障体制を堅持することが必要である」と述
べるなど、日米関係を重要視する発言を随時発表している。次いで翌年の同日に
行われた施政方針演説では次のように語っている。
我々は、まず第一に、重大な試練にさらされている基本的な国際秩序を維
持するために、我が国の国際的地位にふさわしい役割と責任を積極的に果た
さなければならない。そのため、内外の諸施策を整合的に展開し、国際問題
に対する受動的な対応から主体的なそれへ脱皮することが緊要な課題である。
第二に、技術の革新に果敢に挑戦し、新たな環境に適応し得るよう産業構造
の改革と生活様式の転換を大胆に進めなければならない。これによって石油
に依存した体質からの脱却を図ることが当面の急務である41）。
このように中東外交から対米外交へとシフトする時期と重なるようにして脱石
油、省エネに関する発言も目立つようになったのである。第一次危機への対応は、
歴史的にみてもかなり特異な外交政策であったため、積極的な訪問活動等が展開
されたが、第二次危機は日本が戦後長きに渡って継続してきた対米関係の延長線
上であったとも考えられるように、第一次危機と比較して政府の外交に対する力
の入れ方が弱まるのは必然的であったと考えられる。また、第二次危機では第一
次危機での経験もあったことから、政府と民間どちらにも余裕があった42）とい
うことも重なり、内政つまりは省エネ政策に力を注ぎ、イランが生産停止した原
油の分を賄うだけの余力が残されていたと考えられる。

3

小

括

第Ⅲ章では、以上のように第一次危機と第二次危機の外交状況を確認し、政府
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の外交方針の力点が中東へと転換した後、再びアメリカへと回帰した流れをみて
きた。第一次危機では原油の確保が死活問題であったと共に、当時の田中総理が
資源を重視した上で中曽根通産相の意見を受容したために中東外交が展開された。
それは今までにない新しい外交方針であったがために、多大なる外交努力を要す
るものであったと同時に、初の石油危機ということもあり国内はパニック状態で
内政を整える余裕はほとんどなかった。これに対し第二次危機では原油がある程
度確保できていたという状況に加えて、総理が第一次危機の時から対米協調を重
んじることを主張し続けていた大平であったがゆえに、政府の外交方針は臨時的
にとられていた親アラブ姿勢から従来の親米姿勢へと回帰することとなった。ま
た、第二次危機では第一次危機の経験があったがために政府は多少の余裕をもっ
て省エネ政策に力を注ぐことができた。次の第Ⅳ章ではその内政に焦点を当てて
細かくみていきたい。

Ⅳ

省エネ政策への転換とその要因

1

経済的な同質性

第Ⅲ章では外交的な部分に着目して検証したため、第二次危機の方が第一次危
機よりも日本に対する影響が小さかったようにみえる。しかし、この節では、経
済的な側面からみると、第一次危機と第二次危機では影響力は同等のものであっ
たといえることを検証する。
石油危機が与えた長期的な経済的影響や政治的影響について比べてしまうと、
第二次危機の方が第一次危機の経験があるため、それが学習効果等の何らかの影
響を与えており、危機そのものが及ぼした影響を正確に比較することが難しい。
そのため、石油危機の起こった背景や、 2 度の石油危機時の原油価格の上昇幅、
原油価格の上昇に伴う支払い増加分の対 GNP 比、の 3 点に着目して同質性を考
えていく43）。
まず、 2 つの石油危機の起こった背景についてである。双方とも、背景として
「石油消費量の増加と石油供給量の減少」という点が挙げられる。図 4 から明ら
かなように、第一次危機直前では1973年に向けて、急激に石油消費量が増加して
いる。第二次危機直前では第一次危機の影響で石油消費量が一度落ち込んだもの
の、脱石油化が進展しなかった44）ことで、第一次危機の影響が落ち着きをみせ
始めた1976年ごろから再び石油消費量が増加していることがわかる。石油供給量
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図4

石油消費量の推移45）
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の減少という点については、第一次危機は第四次中東戦争を契機に、第二次危機
はイラン革命を契機に発生しており、どちらも原油産出国、それも当時の原油産
出量の大半を占める国であるため、これらの地域からの原油の供給が停滞するこ
とで、世界における原油供給量は大きく減少した46）。
次に原油価格の推移であるが、図 5 をみると、第一次危機・第二次危機ともに
原油価格が通常とはかけ離れて高騰していることがわかる。また、第一次危機時
には OPEC は生産量および価格に対する独自の支配権を確立しており、第二次
危機時には直前まで原油の実質価格は低下していたが、OPEC は利潤を大きくす
る目的もあり、原油価格引き上げに意欲的だった。このように、どちらも OPEC
による恣意的な原油価格の引き上げが行われたという共通点も挙げられる。
最後に 2 つの石油危機による原油価格の高騰に伴う支払い増加額が GNP に占
める割合であるが、表 1 にまとめた通りである。これをみると明らかなように、
第一次危機時も第二次危機時も原油価格の高騰に伴う支払い増加額は GNP 比で
みるとほぼ同じであるといえる。つまり、経済的なダメージにほとんど違いはな
かったといえよう。
以上の 3 点に鑑みて、第一次危機と第二次危機は経済的側面からみると、国内
においては同質的なものであったと位置づけることができる。次節からは、 2 つ
の危機が経済的には同質的なものであったことを前提に、第Ⅲ章で述べた外交状
況とはまた別の視点から、国際的な圧力や国内産業の動向について述べていく。
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図5

原油公示価格の推移47）
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第一次危機と第二次危機の対 GNP 比48）
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218,894
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3.3

外的要因による国内政策の転換

第 1 節では、 2 度の石油危機の背景や、原油価格の上昇幅、原油価格の上昇に
伴う支払い増加額の対 GNP 比の 3 点から、両者の同質性を論じた。本節では、
以上を踏まえ、第一次危機から第二次危機において国内の政策が外交面から省エ
ネ政策へと変化した原因について、外的な要因を国際的な状況から論じていく。
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1 つ目の要因として、国際エネルギー機関（以下、IEA） 第 3 回閣僚理事会の
開催が挙げられる。IEA は、第一次危機後の1974年、安定したエネルギーの供給
体制を確立することを目的に、OECD の枠内における機関として設立された。
日本も設立当初から加盟しており、IEA 加盟国としての責務を果たす必要性が第
二次危機後には求められることとなった。1979年 5 月21日から22日にかけて、
IEA の第 3 回閣僚理事会がパリの OECD 本部で開催された。理事会では第二次
危機を受け、各国の石油消費抑制策を強化する方針を固めた。この理事会におい
て、日本政府が想像していた以上に、他の加盟国は今後の石油供給の先行きを懸
念しているという現実に政府は直面した。当時の江崎真澄通産大臣は閣僚理事会
閉幕後の記者会見において以下のように語っている。
日本でもエネルギー事情について楽観してはいなかったのだが、各国の分
析を聞くと、予想以上に厳しいものであると分かった。日本の中長期的エネ
ルギー見通しについて今後再検討も必要であろう49）。
また、OECD のパン・レネップ事務総長が「石油不足に対応するには各国が
総需要管理を行うべきだ」と提案したことを受け、各国の経済成長を抑えてでも
節約を徹底すべきとの意見が出てきたことを、日本を含めた加盟国は重く受け止
めていた50）。さらに、IEA のウルフ・ランツケ事務局長は、当面の受給切迫は
1980年まで続くこと、また、省エネルギーと代替エネルギー開発が現状のまま推
移すると、西側諸国の石油供給量は1985年には5.1％不足するという、いわゆる
「1985年危機説」を認め、将来の石油需給に関する厳しい共通認識が加盟国の間
で生まれた51）。こうした状況を受け、日本は国内における石油節約をさらに徹底
させなければならない状況に追い込まれたのである。IEA 閣僚理事会のコミュニ
ケは、エネルギー需給問題が今後とも深刻であり、強力な行動が直ちに要請され
るということにつき合意したとしており、各国の省エネ政策の強化に関する提言
も以下の通り採択されている。
閣僚は IEA 諸国の全体のエネルギー・経済成長比率をさらに低減するため、
省エネルギー及び燃料効率を高める努力が高い優先事項として強化推進され
なければならないことに合意した。価格政策、投資奨励政策、消費基準及び
後方等、すでに改善に役立っている主要な措置は継続し、強化すべきである。
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閣僚は、1979年10月を国際省エネルギー月間と指定する決定を強く支持した。
閣僚は、民間分野の適切な参画と、国際的行事への最大限の協調により、国
家レベルで同月間に対し、最大限の強い支持を確保することに合意し、特に
冬季暖房シーズンの必要性に応ずるために、大衆のエネルギー節約のニーズ
と手段に向けることに資するであろうことと留意した52）。
また、IEA 閣僚理事会閉幕後の記者会見でジェームズ・Ｒ・シュレシンジャー
米エネルギー長官は日本の名前を挙げ、
「エネルギー節約にあたって、日本が我々
の手本になってほしい」と訴えていた53）。さらに、同年 6 月 6 日には IEA から対
日勧告が発表され、その中に、「省エネルギー使用の合理化に関する法律」（省エ
ネルギー法）の早期成立を図るとともに、その効果を監視する省エネルギー投資

にさらに大幅な助成金を支出する54）ことなどが列挙されていたことから、日本
における省エネ政策に対して他の加盟国からの期待が高まっていたといえる。以
上のように、第二次危機後には IEA 加盟国としての役割と責務を担っていたこ
とにより、他の加盟国からの要請と理事会の決定を受けた上での国内政策を実施
する必要性が生じたため、省エネ政策の強化に一層力が入れられたということが
できよう。
2 つ目の要因として、東京サミットの開催が挙げられる。東京サミット（以下
サミットとする） とは、1979年 6 月28日から29日にかけて、イラン革命以後の第

二次危機への対策を中心に協議するために東京で開催され、日本、フランス、ア
メリカ、イギリス、西ドイツ、イタリア、カナダの 7 カ国が出席した先進国首脳
会議である。サミットにおいては、主要先進 7 カ国がそれぞれ経済危機打開のた
めの有効な政策パッケージを提示すると共に、石油輸入の具体的目標を示して石
油消費節約面での協調体制を作り出すことが目標とされた。サミットに臨む日本
は、以下のような基本姿勢をとった。
石油問題について、東京サミットでは、石油の 5 パーセント節約を完全実
施するための具体策がぜひ必要。その際アメリカなどから提案されている輸
入目標値の設定、石油融通制度の拡充などを中心に検討を進める。また、産
油国との対話は、わが国は全般的なムード作りを進める一方、当面は個別対
話の方向を主張する、などの方針が決まっていた55）。
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このように、日本は石油節約の徹底を強調した姿勢を各国首脳に示す構えで
あったことがわかる。
サミットが開かれると、 6 月28日の会議において、石油輸入削減のための目標
値作りに対し、西ドイツのヘルムート・シュミット首相が大平首相との同日午後
の会談で、国別の石油輸入値設定に反対することを表明し、日米案であった国別
目標案との溝を浮き彫りにした。また、フランスのヴァレリー・ジスカール・デ
スタン大統領も大平総理との会談で、1979年と1980年の 2 年間の石油輸入目標設
定には賛成したが、同時に長期の抑制措置についても考えるべきであると述べ、
当面、 2 年を目標とする日米案との食い違いを示した56）。このように、当初は石
油輸入目標値の設定において反対姿勢を取る西ドイツとフランスに対し、日米は
賛成し、協調する姿勢であった。
ところが、同日多角的に進められた調整過程で、フランスが提案した1985年の
先進 7 カ国の石油輸入量を1978年の実績以下に抑制すべきという案に、アメリカ
も同意する意向となったという情報がもたらされた。この案が採決され、石油の
輸入量が1978年の水準になった場合、依存度が高く、すでに最も省エネを行って
いる日本にとって節約の余地は乏しく、経済が著しく混乱に陥ることは不可避と
考えられた。とくに、同時期に策定中であった「新経済社会 7 カ年計画」におい
て必要な1985年の石油輸入量は、 1 日当たり700万バーレルが最低ラインと想定
されていた。それが1978年の水準である540万バーレルしか輸入できなくなって
しまうと、経済社会計画が実現不可能となることは明らかだった。
その結果、 6 月29日の会議において、石油輸入目標設定を1978年度の水準にす
るフランスの提案にアメリカ、西ドイツ、イギリスが同意した。大平首相は、必
死に日本のエネルギー事情を訴え、日本としてはその数値目標を呑めないことを
主張したが、カナダ、イタリアがフランスの提案に同調したため、大平首相は孤
立したかたちとなった57）。最終的に、アメリカなどから条件付きの支持を得るこ
とで、日本は1985年の石油輸入目標を 1 日あたり630万バーレルから690万バーレ
ルとすることで妥協が成立し、宣言に盛り込まれることとなった58）。しかしなが
ら、まず成長率を決め、それにより予算を組み、石油輸入量を決める方法をとっ
てきた日本にとって、成長率が決まっていない段階で、先に石油輸入量が制限さ
れたことは、今後の成長率の達成が危惧される事態ともなった。
以上のように、IEA における石油需給の共通認識から石油節約の枠組みが形成
されたことや、アメリカによる対日勧告にみられるように省エネ政策への他国か
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らの圧力があったこと、加えてサミットの中で、日本はアメリカの石油輸入目標
設定の方向性の変化に追従せざるをえない状況に追い込まれた。結果として国内
における政策は石油消費の節約、ひいては省エネ政策の強化へと変化したと結論
づけられる。
つづく第 3 節では、第一次危機から第二次危機における国内の政策変化の原因
について、内的な要因である、国内産業の側面から論じていくこととする。

3

国内産業の動向

（ 1 ） エネルギー節約意識の向上
第一次危機を受けて、日本の社会では、エネルギー負荷の小さい街づくり、物
流の効率化、公共交通機関の利用促進などエネルギーを浪費しない国民各層のラ
イフスタイル形成に向けた政策が進められた。第一次石油危機後の1979年に、エ
ネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置として、省エネ法
が制定されていることからもその動きが理解できる。また同時に、火力発電所だ
けに依存するのではなく、火力発電以外の電源を開発することでリスクを分散し、
火力発電に対する依存度を下げようとする動きもみられた。1974年に電源三法が
制定されたことからもその動きを読み取ることができる。
エネルギー需要への対策に当たって、エネルギー関連機器の効率化はそれ以前
の大量エネルギー消費型の経済・社会構造の転換を図り、資源節約型の経済・社
会構造の形成に向けた取り組みに寄与した。特に、製造業界ではエネルギー価格
の上昇に対応して、家電や乗用車の製品で省エネ化を促進させた。各企業は効率
の良い製品をアピールすることで、消費者の購買意欲を維持させていた。一方で、
消費者側も節約する志向が高まっていった。そして、このような需要構造の変化
に伴って、各々の産業における競争力にも変化がみられた。具体的には、資源エ
ネルギーを大量に使用する鉄鋼や繊維などの素材型産業が衰退した。それに代
わって、自動車や電機などの加工組立産業はエネルギーを抑える技術が開発され
たため、国内外における生産額・販売台数を前進させた。こうした産業構造の転
換に対して、当時の政府は、不況の業種に対する設備廃棄や合理化を促す政策を
展開した。その結果として、歳出面でもエネルギー多消費型の素材産業からエネ
ルギー効率の高い加工組立型産業への転換がなされ、より一層のエネルギーを効
率的に消費するための政策へ転換が図られた。
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（ 2 ） エネルギー業界における技術革新
第二次危機以降、政府は「ムーンライト計画」を打ち出し、それを受けた日本
の電力会社では火力発電設備の高効率化をすすめた。電力会社が火力発電設備の
高効率化をすすめた要因は 2 つ挙げられる。第 1 に、電力原価の高騰を抑制する
ために熱効率を上げることが求められたことである。電力会社は、石油危機によ
る原油価格高騰を電力価格に反映させないようにするため、発電過程における効
率化によるコストの削減を図ることとなった。第 2 に、火力発電にピークロード
対応の役割が付与されたことである。石油危機以降、夏期ピークの先鋭化、また、
原子力発電の推進で新たなベースロード電源が加わったことにより、火力発電に
は電力需要の変動に対応してピーク時に必要な供給を行う、ピークロード対応の
役割も求められるようになった。第二次危機を経験し、省エネ政策に対する意識
が高まっていく中で、電力会社では熱効率の改善が求められ、それにより、起動
停止等の運転操作も容易なコンバインドサイクルの導入や、超々臨界圧のような
新たな設備への投資、導入が行われた。
また、政府は、第一次危機後に石油依存の解決や石油の安定供給を目的とした
「サンシャイン計画」を制定していた。しかし、第二次危機後には、省エネ政策
を推進していくため、民間企業である電力会社には高効率化が求められ、それを
受け、行政側としても高効率ガスタービンプロジェクトや超々臨界圧発電に関す
る技術の研究開発等を通じて、これらの高効率化を支援していった。その支援の
一つが、通商産業省での脱石油化の議論を背景に設立された省エネルギー技術研
究開発制度（ムーンライト計画）の下で実施された「高効率ガスタービン研究開
発プロジェクト」（1978～1987年）である。これによりガスタービンの高温化・高
効率化をすすめる上で必須の要素技術を開発する技術基盤が作られた。ほかにも、
1966年から開始されていた電磁流体（MHD） 発電の運転研究がムーンライト計
画の下で1981年から第 2 期計画として本格化していたり、1980年から新型電池電
力貯蔵システムの研究開発が開始されていたりすることからも、省エネルギー技
術開発が本格化していることが読み取れる59）。
また、これらの産業部門における省エネ技術の開発だけでなく、民生部門にお
いても様々な開発が行われている。その代表となるのが、冷暖房動力源および小
型産業用動力源としての汎用スターリングエンジンの研究開発である。これは、
石油以外の燃料の使用が可能であり、かつ熱効率が高いため低公害であるという
特長を活かしたものであり、民生部門の省エネ化および石油代替化を図ろうとし
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たものである60）。このようにサンシャイン計画時においては石油の安定供給を重
視した政策を打ち出していたのに対し、1978年から行われたムーンライト計画に
おいては省エネルギーの推進や代替エネルギー開発に重点項目が移行しており、
省エネ推進のきっかけとなっているのである。
その後、1980年代後半から1990年代にかけて、民生部門および運輸部門におい
て国民のゆとりと豊かさの追求により、エネルギー消費が大きく増加している。
それらのエネルギー需要増大を受けて、省エネルギーの重要性を再確認させられ
た我が国では、1993年に上記のサンシャイン計画とムーンライト計画が統合され、
エネルギーと環境問題の同時解決を目指した革新的技術の開発を目的とした
ニューサンシャイン計画が国家プロジェクトとして制定されている61）。この計画
は、サンシャイン計画およびムーンライト計画の延長として計画されており、28
プロジェクトに対し予算3500億円を投資して10年間行われている62）。このプロ
ジェクトに則りながら、太陽光発電技術や分散型電池電力貯蔵技術に代表される
ような様々な研究開発が行われており、省エネ技術開発に注力していることが理
解できる。さらに、この計画を受けて2001年度からは、イノベーションプログラ
ムとして国家プロジェクトが再編され、経済産業省のすべての研究開発プロジェ
クトを政策目標ごとに分類した上で、重要技術課題を抽出し、戦略的な企画立案
を行っている63）。
以上のように、現在に至るまでの省エネ技術開発プロジェクトが第二次危機時
のムーンライト計画を受けて、継続していることを読み取ることができる。よっ
て、現在の省エネに対する取り組みの基礎となっているのが、第二次危機後の高
効率ガスタービン発電設備開発や新型電池電力貯蔵システムなどの研究開発を
行ったムーンライト計画に代表されるような、省エネルギー分野における技術開
発および技術革新であると考えられる。

Ⅴ

おわりに

第Ⅱ章においては、第一次危機と第二次危機での主要政策の変遷について、政
府の国会答弁などに注目し、議事録をはじめ様々なデータを時系列的に追い、こ
れまでの先行研究では明らかにされていなかった、省エネ政策推進の背景を明ら
かにしようと考えた。結果として、政府は第一次危機直後、外交・国内の省エネ
の両方を重視する方針であったが、外交政策の限界が明らかになるに伴い、徐々
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に省エネ政策にシフトしていった。第二次危機後には政策の重点はほぼ省エネに
置かれたことを示すことができた。
第Ⅲ章では、対中東外交を主とした外交政策の行き詰まりの要因を、第一次危
機時と第二次危機時に分け、日本の対外的状況と併せて検証した。政府の外交方
針は暫定的にとられていた親アラブ姿勢から従来の親米姿勢へと回帰することと
なった。それは、主要なアクターが、資源重視の立場をとった田中、中曽根から、
対米協調を重んじる大平に変化したことが、大きな要因の一つであることが、議
事録やその他の記録から読み取ることができたからである。
第Ⅳ章では、経済的な同質性を前提として、なぜ外交政策の代わりとして、省
エネ政策が推進されたのか、国際的な情勢と国内的な情勢とに分け、検証した。
国際的な圧力として、他国からの省エネ政策への圧力があったことや、サミット
においてアメリカの石油輸入目標設定の方向性の変化があり、経済成長の減速化
などを考えると、石油消費の節約、省エネ政策の強化を行う以外の道は考えられ
なかったのであった。そして、国内でも少しずつエネルギー節約の意識が高まり、
エネルギーを効率的に消費するための政策に転換し、サンシャイン計画やムーン
ライト計画といった技術開発および革新を促進する政策が打ち出されたことがわ
かった。
「なぜ第二次危機後では主要政策が省エネ政策へと変化したのだろうか」とい
う問いに対して我々は「第一次危機と第二次危機は異なった現象であったため、
危機に対して取られた対策としての政策が異なったのではないか」
、
「第一次危機
と第二次危機は現象としては同じようなものであったが、当時の国際的な情勢が
変化したことや国内産業の状況が異なったために、主要政策が変化したのではな
いか」という仮説を立てた。確かに、第一次危機と第二次危機は外交政策の点か
らみると、異なった現象であったため、危機に対して取られた対策として、別の
政策が取られたと結論づけることができる。一方、第一次危機と第二次危機は経
済的な点からみると、同質なものであり、当時の国際的な情勢が変化したことや
国内産業の状況が異なったために、主要政策が変化したといえるのである。
石油危機が一定の解決をみせ、以降1980年代後半からのバブル期においては、
景気の拡大、省エネ意識の希薄化がすすみ、エネルギー消費量は、運輸・民生部
門では増加傾向のまま推移し、産業部門も微増するという結果となった。しかし、
同じく1980年代後半から「地球環境問題」に関する国際的議論が高まり、特に
1989年以降、議論は著しい展開をみせ、1992年 2 月には「気候変動枠組み条約」
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が採択された。1997年に行われた「第 3 回気候変動枠組み条約締約国会議」にお
いて京都議定書が採択され、日本は2008～12年の平均で1990年比 6 ％減の温室効
果ガスの削減目標が設定され、環境問題への関心が高まった。温暖化の原因物質
である温暖化効果ガスの排出量の大半は、石油エネルギー起源の二酸化炭素であ
り、地球環境問題の議論の高まりから「省エネルギー」の重要性が再び叫ばれる
ようになった64）。
このように、我が国における省エネルギーに対する取り組みは、第二次危機を
契機として本格的にスタートし、バブル景気により一時後退したものの、今日で
は地球環境問題の顕在化により地球温暖化対策の重要な柱の一つとして位置づけ
られるまでに至っている。今後、さらなる省エネ政策の研究が進展すると思われ
るが、福島原発の放射能汚染問題などを踏まえた新しい視点からの実証的な研究
にも期待したい。
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