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尖閣諸島の石油資源と21世紀初頭の中国の行動に関する一考察
─石油埋蔵量に関する記述を中心に─

亀

田

晃

尚

要旨
中華人民共和国（以下「中国」という。）にとって，エネルギー不足は大きな問題となっている。国連海洋
法条約上，中国は尖閣諸島周辺の石油資源の主権的権利を確保するためには，尖閣諸島の領有権を主張しなけ
ればならない。中国が経済的・安全保障的な高いリスクを背負ってまで，尖閣諸島に対する領土的野心を露わ
にすることは考えがたく，中国の尖閣諸島に関する領有権主張は石油資源を確保することを主眼としたもので
あると考えられる。中国は尖閣諸島周辺を含む東シナ海に800億バレルという莫大な石油埋蔵量を見込んでい
る。米国防総省も中国の見方を裏付ける。一方，日本は32億バレルの埋蔵量しか見込んでいない。日本が中
国の石油埋蔵量の認識についてどう捉えるかは，日本が中国に対してどのように対応していくかに直接関わっ
てくる。尖閣諸島をめぐって，中国を相手に力で対抗しようとするリアリズム的対応を行えば，安全保障のジ
レンマに陥り，不測の事態を招きかねない。中国は尖閣諸島の領有権を棚上げしての共同開発を提唱している
が，日中双方の信頼関係が十分に醸成されていることが前提となる。したがって，いま必要なのは，中国が尖
閣諸島周辺を含む東シナ海に莫大な石油資源を期待しているという現実を認識した対応であり，エスカレー
ション・ラダーを上げないための対話による中国への自制呼びかけや海上保安機関による冷静な現場対応に加
えて，経済関係や人的・文化的交流の拡大といったリベラリズム的な不断の努力である。そうした努力の積み
重ねによって日中の信頼関係は深く醸成されていくに違いない。その先に，尖閣諸島をめぐる問題の解決が見
えてくるであろう。
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はじめに

代表大会において，胡錦濤総書記は「海洋資源の開
発能力を高め，海洋経済を発展させ，海洋生態環境

尖閣諸島周辺で中国の海洋調査活動が活発化して

を保護し，国家の海洋権益を断固として守り，海洋

いる。13億の人口を抱え，急激な経済成長を遂げ

強国を建設する」と宣言した ２ 。カーネギー国際平

た中国にとって，エネルギー不足は，持続的な発展

和財団の研究員であったセリグ・S・ハリソン（ Selig

を図る上で大きな問題となっている。2011年に採

S. Harrison ）は，東アジアの石油埋蔵量の見通し

択された，中国の ５ カ年ごとの政策方針である「第

から，東アジアの紛争を地政学の立場から実証的に

」では，海洋が戦
十二次五カ年計画（2011−2015）

分析した。しかし，ハリソンの研究は1970年代と古

略分野として位置づけられ，海洋の章が初めて単独

く，中国の海洋開発技術の進歩や海洋進出の状況を

に盛り込まれた 。2012年の中国共産党第18回全国

踏まえたものではない。防衛庁防衛研究所第三研究

１
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室長であった平松茂雄やその他の先行研究も優れた

湾は尖閣諸島の領有権を主張し始めた11。

ものであるが，研究に用いられたデータは古く，中

1960年代，米国は共産主義の北ベトナムを支援す

国の経済成長やその他の状況を的確に捉えたものと

る中国とは対立していた。米国は米華相互防衛条約

は言い難い。したがって，新たな状況やデータのほ

のもとで台湾と連携を強め日本も米国に追随してい

か，海洋開発技術の進歩といったことも取り込んで

た。1971年に台湾と中国は尖閣諸島の領有権を公

現在の尖閣諸島を取り巻く状況をあらためて分析す

式に主張し始めるが，それは1972年のニクソン訪中

る。

で米中関係が対立から友好に劇的に変化し，ニクソ
ン政権による現実主義的な外交が展開される直前で
あった。すなわち，1972年の米中共同声明や日中国

１ 東シナ海の石油資源調査

交正常化前の東シナ海の政治情勢が劇的に変化する
１．１ 国連による石油資源の調査と評価

尖 閣 諸 島 周 辺 の 海 底 資 源 の 可 能 性 は， 東 京 水

直前に ECAFE の石油資源調査は行われ，その結果
が公表されたのであった。

３

産大学の新野弘教授 と米ウッズホール海洋研究
所の地質学者のケネス・O・エメリー（ Kenneth

１．２ 米国による石油資源の調査と評価

O. EMERY ） 博 士 ４ が，1961年 に「 Sediments of

米エネルギー省によれば，米国は1945年以降の数

Shallow Portions of East China Sea and South

十年間，沖縄の占領の一部として尖閣諸島を管理し，

China Sea（東シナ海と南シナ海の浅い部分の沈積

米国の石油会社はこの地域で最小限の探査を行った

層）
」という論文 を発表して初めて指摘した。当初，

とされる12。また，ECAFE の調査の予備的調査とし

新野は，日本政府の支援を受けて石油資源調査を行

ての空中磁気探査は米海軍が行った。米国は調査船

５

おうとしたが理解は得られなかった 。日本政府は

ハント号を米海軍指揮の下で運航した13。1969年 ５

国交のなかった中国の大陸の地続きにある東シナ海

月のバンコクでの CCOP 会議で調査報告書が公表さ

の大陸棚で石油資源調査を行うことに消極的であっ

れ，東シナ海及びその近辺の浅海域にペルシャ湾地

６

７

た 。しかし，米国が，国連アジア極東経済委員会

域に匹敵する石油及び天然ガスが存在する有望性が

（ ECAFE：UN Economic Commission for Asia

指摘された14。その後，1970年から1971年にかけて米

and Paciﬁc ／以下「 ECAFE 」という。）の下部の

国のガルフ社は，台湾の国営企業の中国石油公司と

政府間委員会として1966年に発足したアジア沿海

の契約に基づき，尖閣諸島周辺で当時最新鋭の調査

鉱物資源共同探査調整委員会（ CCOP：Committee

船ガルフレックス号により石油資源調査を行った。

for Coordination of Joint Prospecting for

台湾と米国の石油会社の共同調査については，台湾

Mineral Resources in Asian Offshore Areas ）」

中油公司（旧中国石油公司）の曽弘志の論文15に詳

に調査の実施を提案したことで CCOP の調査計画

しい。曽によれば，1970年10月，台湾政府は東シナ

に組み込まれた ８ 。米国は，CCOP へ協力する形

海の大陸棚を ５ つに区分した鉱区を設定し，米国の

で1968年6月に東シナ海で予備的な空中磁気調査

石油会社と合同で石油資源探査を進めることを発表

（ Project MAGNET ）を行った 。この空中磁気調

したとする16。尖閣諸島の北方海域は，第二鉱区と

査によって東シナ海に石油と天然ガスが存在する有

して指定され，ガルフ社に割り当てられた。他の海

望性が見出され，1968年に ECAFE は調査船を使用

域でのガルフレックス号の地質調査では深さ6,000m

して精度の高い調査を行うこととなった。1969年

までのデータは確認できており17，ガルフ社は尖閣

５ 月のバンコクでの CCOP 会議で調査報告書が公

諸島周辺の海底下6,000m までの堆積層のデータは保

表され，東シナ海及びその近辺の浅海域にペルシャ

有していると考えられる。ガルフ社の調査について

湾地域に匹敵する石油及び天然ガスが存在すること

1970年12月25日付の『日経新聞』は，ガルフ社の探

９

10

の有望性が指摘された 。そして1971年に中国と台

査船は ３ ヶ月以内に全部の作業を完了させる旨を報
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じた。また，1971年 ４ 月10日付の『朝日新聞』は，

」と題するコ
紛争（ Chinaʼs Territorial Disputes ）

米国務省は引揚げを要請し調査船は引き揚げた旨を

ラムの中で「東シナ海は最大1000億バレルの石油

報じた。通常の石油資源調査では調査のスケジュー

を埋蔵している」と初めて記述した。この莫大な石

ルは，航行船舶の安全上，正しく公表される。した

油 埋 蔵 量 は，2009年，2010年，2013年，2014年 の

がって，調査はガルフレックス号が引き揚げた時点

年次報告書にも同様に記述された。しかし，2011

でほぼ完了し，ガルフ社は尖閣諸島周辺の石油資源

年，2012年の年次報告書では石油埋蔵量の記述は

データを豊富に保有していると考える。

なくなり，2015年から2017年の年次報告書では「東

米国防総省は，毎年，米連邦議会に対して「中

シナ海の炭化水素の埋蔵量の見積もりは困難であ

国の軍事力・安全保障の進展に関する年次報告書

る」という，米エネルギー省（ EIA：U.S.Energy

（ ANNUAL REPORT TO CONGRESS, Military

Information Administration ） の2009年 の レ ポ ー

and Security Developments Involving the

ト18，2012年のレポート19，2014年のレポート20で用

Peopleʼs Republic of China ）」を提出している。

いられた表現と同様の表現が用いられ，埋蔵量の数

米国防総省は，2008年の年次報告書の「中国の領土

値は削除された。

表１

東シナ海の石油埋蔵量に関する米国の見解

（出所）米国防総省「中国の軍事力・安全保障の進展に関する年次報告書」
。
米エネルギー省については2009年はEIA,“East China Sea,”October 14,2009。2012年はEIA,“Territorial

disputes hamper exploration and production of resources in the East China Sea,”October 5,2012。

2014年はEIA,“Conﬂict hinders exploration in East China Sea,”17 September,2014。
（注）
「炭化水素」は前後の文脈から石油を指す。
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米国の見解を整理すると表 １ のとおりとなる。

かった。この時期は前年の2010年 ９ 月 ７ 日に発生し

東シナ海の石油埋蔵量について，米エネルギー省

た，中国漁船の巡視船への衝突事件により日中関係

の見解に変化はないが，米国防総省は2011年以降，

が緊迫した状況であった。日中関係が極めて悪化し

具体的に言及しなくなった。その理由についての先

た時期であったがゆえに，米国防総省は，これ以上，

行研究は管見の限り見当たらない。したがって，筆

中国を刺激することは得策ではないと判断し，東シ

者独自の分析となるが，東シナ海をめぐる主な出来

ナ海の石油埋蔵量について具体的に言及することを

事と米国防総省の見解を比較した結果，米国防総省

避けたと考えられる。こう考える理由は当時の米国

の見解の変化は時期別に ４ つに分けることができ

の外交姿勢にある。中国漁船の海上保安庁の巡視船

る。米国防総省は中国との関係を考慮し石油埋蔵量

への衝突事件直後の2010年 ９ 月24日に行われた，米

の評価を変化させているとみられる。

国務省のプレスブリーフにおいて，米国政府は，日

2008年・2009年・2010年の年次報告書：初めて石

中両国が対話により平和的で建設的な関係を築くこ

油埋蔵量に言及

とが，米国と地域の利益のために重要であるとの認

米国防総省は，2008年の年次報告書で，中国が資

識を示した22。2011年の年次報告書では中国が東シ

源や領土をめぐる紛争に使用する能力をも発展させ

ナ海をめぐり近隣諸国と摩擦が生じているとの認識

つつあり，エネルギー供給源へのアクセスの安全に

を示すとともに，米中の持続的な対話は紛争を抑止

対する中国の懸念は，国防計画の問題に関する中国

し誤算のリスクを低めると言及した 。したがって，

の思考に影響しているのは明らかであるとの考えを

石油埋蔵量に言及しなかったのは中国との対話が重

21

示した 。そして，初めて「中国の領土紛争」とい

要という当時の米国の外交姿勢が反映しているとい

うコラムを設けて，東シナ海の石油埋蔵量について

える。

具体的に言及した。年次報告書からは，中国はエネ

2013年・2014年の年次報告書：石油埋蔵量の記

ルギー確保の脆弱性を補うために海上輸送に依存し

述が復活

ないパイプラインを使った輸送が可能な東シナ海と

2013年には石油埋蔵量の記述が復活する。2013

南シナ海の石油資源の確保を企図しているとの米国

年の年次報告書では，中国は主権と領土を守ること

防総省の考えが分かる。この時期，中国は，東シナ

を核心的利益とし，これを脅かす行為に対抗策を

海において日本の抗議を無視して，一方的な石油・

とる意思があり，2012年の尖閣諸島における中国

天然ガス開発を進めていた。東シナ海においては，

の行動によって示されたと言及された。この時期

日本と中国との間で排他的経済水域及び大陸棚の境

は，前年の2012年 ９ 月11日に尖閣三島を日本政府

界が定まっておらず，日本は，中国の一方的な開発

が取得・保有したことで，日中関係が極度に悪化し

行為を非難したが，中国の掘削施設の周囲には，中

た時期であった。日本政府は，尖閣諸島のうち，政

国海軍艦艇の航行も認められ，緊張が高まった時期

府所有の大正島，沖ノ北岩，沖ノ南岩及び飛瀬並び

であった。したがって，米国防総省は，東シナ海の

に民間人所有の久場島を除く，魚釣島・北小島・南

資源や領土の問題は中国の国防計画に直結している

小島の三島を通常の不動産取引により民間人から購

との前提で，中国の脅威を議会に説明するために，

入して国有財産化した。これは単に所有権が民間人

東シナ海の石油埋蔵量について具体的に言及したと

から国に移転したに過ぎず領有権とは関係のないも

考えられる。

のであった。日本政府は尖閣三島の取得・保有との

2011年・2012年の年次報告書：石油埋蔵に一切

表現で統一したが，日本のマスコミは国有化という

言及せず

表現を用い，中国のマスコミでも使用された。しか

2011年及び2012年の年次報告書には，「中国の領

し，国有化という表現は漢字圏の中国では国家の手

土紛争」と題するコラムは2010年以前と同様にあ

に委ねることを意味し，これらの報道は日本政府が

るが，東シナ海の石油埋蔵量はまったく記述されな

中国の領土を不当に奪ったとの印象を中国国民に与
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えたともいえる。この後，中国の行動はエスカレー

がようやく見えてきた時期に，米国防総省が議会に

トし，一触即発の事態となったといっても過言では

対して「中国の領土紛争」と題して，尖閣諸島周辺

ない。同年 ９ 月18日には中国の梁光烈国防相はパ

の石油埋蔵量について言及すれば，中国を無用に刺

ネッタ米国防長官との共同記者会見で「われわれは

激し，日中関係の改善に水を差しかねず，米国に

事態の推移を注視し，一段の行動をとる権利を留保

とって利益にならないと判断し，
「見積もりは困難」

23

する 」と述べたが，その １ 週間後の ９ 月24日には

との表現に修正したと考えられる。そのように考え

過去最多の13隻の中国政府の船舶が尖閣諸島の接

る理由は，サキ報道官等の発言は，2014年 ４ 月にオ

続水域に侵入し，４ 隻が領海に侵入した。また，中

バマ米大統領が表明した，尖閣諸島の領有権に関す

国の各地では大規模な反日デモが発生し，日系スー

る最終的な決定については特定の立場を取っておら

パーが破壊と略奪行為に遭うなどした。こうした安

ず，“ 問題の平和的解決を望む ” という，米国の尖

全保障上の重大な危機が生じたことで，米国防総省

閣諸島に関する基本的な外交姿勢と一致しているか

は，その理由を議会に説明するため，東シナ海の石

らである。

油埋蔵量について具体的に言及したと考えられる。
日本政府が尖閣三島を取得・保有した直後の2012

１．３ 中国による石油資源の調査と評価

年 ９ 月20日には，米上院外交委員会東アジア・太平

中国の海洋科学者のチン・ユン・シャン（ Chʼ

洋問題小委員会は，南シナ海の領有権紛争と尖閣諸

in Yun-shan ）は，新野とエメリー研究の数年前

島をめぐる日中の動きを中心にした公聴会を開催し

の1959年には，東シナ海に関する海洋地質学上の

た。その中で，ジム・ウェッブ（ Jim Webb，民主

調査結果を発表し，海底石油の存在を予測してい

党）小委員長は「米国は，歴史的紛争の解決におい

た26。チンは1963年の論文で東シナ海に海底油田の

て特定の立場を支持しないが，軍事力の行使や一方

大きな鉱脈があるとの新野とエメリーの意見に異

的主権の拡張を抑えるための影響力行使を控えるべ

議を唱えていない27。中国は，独自に様々な調査を

きではない24」と軍事力の行使に関する内容を含む

行っており，中国政府の国土資源部中国地質調査局

踏み込んだ発言を行った。米国防総省の年次報告書

の資料28に詳細に記述されている。同資料によれば

は米議会に提出される。したがって，2013年の年次

天外天油ガス田（日本名：樫油ガス田）の深さは

報告書は，ウェッブ小委員長の発言に見られるよう

1986年の時点で約5,000m に達していることが分か

な，中国の海洋進出に対する米議会の強硬的な雰囲

る。尖閣諸島の北方海域でも調査を行っているた

気を反映し，海底石油の埋蔵量の記述を復活させた

め，5,000m までの厚さの堆積層のデータは保有し

という見方もできる。

ていると考えられる。また，1970年から1971年に

2015年・2016年・2017年の年次報告書：石油埋蔵

かけてガルフ社と共同して尖閣諸島付近の石油資源

量に言及せず

調査を行った台湾中油公司（旧中国石油公司）は，

2015年から2017年に至るまで，再び石油埋蔵量

2001年に中国の中国海洋石油総公司と石油資源探

の記述は消える。2014年11月には，尖閣三島の取

査についての協力で合意している29。したがって，

得・保有以降，途絶えていた日中首脳会談が久し

台湾中油公司と中国海洋石油総公司との間で当時の

ぶりに行われ，日中関係の改善に動き出していた

尖閣諸島付近の調査データが共有されている可能性

時期であった。この日中首脳の話し合いについて，

もある。中国共産党の機関紙である『人民日報』の

米国務省のジェン・サキ（ Jen Psaki ）報道官や

電子版の人民網は，2005年 ７ 月21日，「海洋強国に

米国家安全保障会議のエバン・メデイロス（ Evan

なるため中国は早急に海洋戦略を制定すべき」と題

Medeiros ）上級部長は「歓迎する」と発言し25，尖

する記事30で，

閣諸島を巡って極度に悪化した日中関係の改善を米

○ 国連アジア極東経済委員会は，釣魚島列島を

国としても強く望んでいた。日中関係の改善の兆し

含む我が国の東部の海底資源を調査し，東シナ
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海の大陸棚は世界で最も豊富な油田の一つにな

られる。しかし，石油開発公団の元理事によれば，

ることが可能であり，釣魚島周辺の水域は「第

3,000m よりも深い堆積物は石油根源岩となり得る

二の中東」になると結論づけた。

とされることから，3,000m までの堆積物の調査で

○ 1982年に我が国の科学者は，釣魚島周辺海

は石油資源のデータ把握という点で不十分であった

域の石油埋蔵量を約30億から70億トンと推定し

といえる。1974年には通商産業省工業技術院地質

た。また，当該海域の海底石油埋蔵量は，約

調査所が金属工業事業団の白嶺丸を使用して調査を

800億バレル，100億トン以上というデータもあ

行った36。このときは尖閣諸島の北方海域の大陸棚

る。

における調査は行われなかった。2004年，中国の石
31

という一文を載せた 。この記事は中国共産党中

油開発企業である中国海洋石油が，尖閣諸島から北

央委員会に直属し，中国共産党の高級幹部を養成す

東に約500km 離れた，東シナ海の日中中間線の日

る機関で，党幹部の最高養成機関とされる「中国共

本側エリアに極めて近い海域で天然ガス採掘施設の

産党中央党校」の機関紙の『学習時報』
（2004年 ３ 月

建設を開始した。日本は海底地下で資源が日本側に

32

25日付）から引用されている 。すなわち中国政府

つながっている可能性があるため，試掘データの提

の公式見解とみなしてもよいであろう。中国共産党

供を求めたが中国は応じなかった。このため，2004

は，2005年に中国が海洋戦略を早急に制定すべき

年に資源エネルギー庁は東シナ海の中国の天然ガス

であるとの考えを示し，その理由の一つとして尖閣

採掘施設に近い海域で調査を行ったが，尖閣諸島の

諸島周辺の石油資源に言及したと捉えることができ

北方の大陸棚における調査は行われなかった。東シ

る。また，この『学習時報』が明らかにした埋蔵量

ナ海の石油資源の埋蔵量については，国会で資源エ

は，その後も『新浪網 』などにより中国国民向け

ネルギー庁が答弁37しており，1978年には約 ７ 億キ

に繰り返し報道されており，中国国民の尖閣諸島に

ロリットルの原油換算の究極可採埋蔵量38が予想さ

関する意識や国内の世論形成に大きな影響を及ぼし

れているとし，2006年には約 ５ 億キロリットルの

ていると考えられる。

賦存資源量39を推定しているとした。日本の1日あ
たりの石油消費量は約404万バレル40（年間約2.3億

１．４ 日本による石油資源の調査と評価

1968年の ECAFE の調査後，日本政府（総理府）

キロリットル）であり，日本の約 ２ 年分の石油消費
量を最大でまかなうに過ぎない。すなわち，東シナ

は，尖閣諸島周辺の海底地質調査を東海大学に委託

海には莫大な石油資源は期待できないというのが日

し，1969年から1971年にかけて ３ 次にわたる調査

本政府の見解といえる。この見解は，尖閣研究の第

を行った。調査団は，東海大学，石油開発公団，琉

一人者の奥原敏男や石油資源開発株式会社の取締役

球政府，琉球大学，通産省工業技術院地質調査所等

を務めた猪間明俊の考えに通ずる。奥原は2012年

により編成され，尖閣諸島とその北方海域で行われ

の対談で，海底パイプラインの敷設が必要だが，日

た。この調査は ECAFE の調査よりも精密な調査が

本は深い海底に敷設せざるを得ず，困難との認識を

行われ，調査海域の尖閣諸島の北方海域に亘って厚

示した41。猪間も同様で中国沿海に持っていく他な

さが2,000m を超える堆積層と石油探鉱の実施に価

いとの見解を示した42。しかし、経済産業省は2004

すべき背斜構造を確認した34。調査報告書では海底

年に資源エネルギー庁が東シナ海の日本と中国の排

資源の存在の可能性は一段と高められたとしたが，

他的経済水域の中間線付近で地殻構造調査を行う

エアガンを使用した海底下5,000m までの音波探査

少し前の2001年度と2002年度の ２ カ年にわたって，

と試掘が必要と指摘された。調査報告書には堆積層

石油公団，民間企業と共同で「天然ガス液体燃料化

の厚さを3,000m 以上と考えてよい旨の記述がある35

FPSO に係る調査」を行っている43。FPSO（Floating

ことから，総理府が委託した1969年から1971年の

Production, Storage and Oﬄoading system ）は，

調査では3,000m までの堆積層は確認できたと考え

浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備であり，パ
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イプラインを必要としない44。したがって，以前は
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２．３ 回収率を考慮した埋蔵量

海底パイプラインを敷設しなければ東シナ海の天然

東シナ海の石油埋蔵量について，平松は，ノル

ガスを日本まで送ることはできなかったが，技術の

ウェーのサガ石油のヤン・オラフ・ウィリアムス

進歩により LNG-FPSO で日本へ運ぶことが可能と

（ Jan-Olaf Williums ）がマサチューセッツ工科大
学で行った詳細な研究があるとし，1977年に発表

なりつつある。

された研究成果を紹介した46。ヤン・オラフは中国

２ 調査深度と推定埋蔵量の比較

周辺の大陸棚の石油埋蔵量について浅部と深部の ２

２．１ 各国の調査深度

つに分けた上で ３ 種類の推定を行った。ヤン・オラ

各 種 の 文 献 等 か ら， 米 国 は 海 底 下6,000m 程 度

フは埋蔵量に対する採掘可能量の比率，すなわち

までのデータを，中国は海底下5,000ｍ程度までの

回収率を一律に25% と設定したことが分かる。表 ３

データは保有していると考えられる。一方，日本

は，ヤン・オラフの研究成果47から東シナ海のみ筆

はどうであろうか。1969年には尖閣諸島の北方海

者が抜粋したものである。

域で調査が行われたが，報告書の内容から海底下

ヤン・オラフの試算結果は，中国で事業を展開し

3,000ｍ程度までのデータの把握に留まったと考え

ようとする米国企業向けの専門誌48に掲載されたも

られる。また，1974年の通商産業省の調査は尖閣

のであり，悲観的・中間的・楽観的の区分は，商業

諸島の北方海域では行われなかった。2004年の資

生産のための経済的な要素を踏まえた区分と考えら

源エネルギー庁の調査は尖閣諸島の北方海域から

れる。ヤン・オラフは回収率を一律に25% と設定し

は数百キロメートルも離れた海域であった。した

たが，回収率は技術的な要素により変化し，海洋開

がって，1969年の東海大学の調査が重要となるが

発技術が進歩すれば回収率は上がってくる。した

3,000m よりも深い堆積物が石油根源岩となり得る

がって，筆者独自の試みとして，表 ４ のとおり、ヤ

ことから，3,000m までの堆積物の調査では不十分

ン・オラフの研究成果のうち埋蔵量の部分と，一般

と考えられる。

的な石油の回収率49を組み合わせて採掘可能量を試
算し，各国の推定埋蔵量と比較した。

２．２ 各国の推定埋蔵量

各国の東シナ海の推定石油埋蔵量は，表 ２ のとお
り大きな相違が見られる45。

表２

東シナ海の推定埋蔵量

約 ７ 億㎘（約44億バレル）
1978年
約 ５ 億㎘（約32億バレル）
2006年
2008年〜2010年、2013年、2014年 最大1000億バレル
米国防総省
見積もりは困難
2015年〜2017年
見積もりは困難。６ 千万から1億バレル
2009年、2012年
見積もりは困難。２ 億バレル
米エネルギー省
2014年
〈中国の主張〉700億から1600億バレル
2009年、2012年、2014年
中国政府
約800億バレル、100億トン以上
2005年
※括弧内は １ トンを7.3バレル、１ ㎘を6.3バレルとして筆者が換算
資源エネルギー庁

（出所）資源エネルギー庁の数値は1978年と2006年の国会答弁。米国防総省の数値は「中国の軍事力・安全
保障の進展に関する年次報告書」。米エネルギー省の数値は2009年はEIA,“East China Sea,”October

14,2009。2012年はEIA,“Territorial disputes hamper exploration and production of resources in the
East China Sea,”October 5,2012。2014年はEIA,“Conﬂict hinders exploration in East China Sea,”17
September,2014。中国政府の数値は『人民網』2005年 ７ 月21日。
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３ 石油埋蔵量の見方と中国の行動

行ったことはない。したがって，日本政府や米エネ
ルギー省は，データが十分でないという制約の中で，

日本政府や米エネルギー省は，莫大な石油資源は

生産のための地理的条件が厳しいことを念頭にお

期待できないとする見方をとる。この見方は，中国

き，経済的な要素を考慮して，悲観的に埋蔵量を見

が見積もった埋蔵量に対する「生産のための経済的

積もったと筆者は考える。一方，中国と米国防総省

な要素を考慮していない」との米エネルギー省の指

は，莫大な石油資源が期待できるとする見方をとる。

摘がポイントになろう。日本は，通常3,000m よりも

ソビエト地質学省の顧問を務め，1949年から1960年

深い厚さの堆積層にあるとされる石油資源の十分な

までの中国で収集された地質学資料を利用できる立

調査を行ったことはない。また，米エネルギー省は

場にあったアーサー・A・マイヤーホフ（ Arthur A.

ECAFE の調査の約10年後の1977年に設立された機

Meyerhoﬀ）は，東シナ海の石油資源を128.4億バレル

関であり，独自に尖閣諸島周辺で石油資源の調査を

と見積もったが50，中国と米国の見積もりはマイヤー

表３（ヤン・オラフによる推定量）

（出所）Jan-Olaf Williums,“Chinaʼs Oﬀshore Petroleum,”The China Business Review,vol.4,1977,p12
（注）原文では東シナ海（深部）の中間的採掘可能量は104と記述されているが，その他の採掘可能量の数値は
埋蔵量の25％であり，104を1104と訂正した。
表４（ヤン・オラフの埋蔵量に回収率を乗じた試算結果）

（出所）回収率 100 % の行は Jan-Olaf Williums, “ China ʼ s Offshore Petroleum, ” The China Business

Review,vol.4,1977,p12。その他は筆者が回収率を乗じて算出。
各国の石油資源量の見積もりと上表の試算結果を照合すると次のとおりとなる。
日本政府

：深部の回収率25％の商業生産に悲観的な見方の数値に近似

米国防総省

：深部の回収率25％の商業生産に中間的な見方の数値に近似

米エネルギー省

：浅部の回収率40％の商業生産に悲観的な見方の数値に近似

中国政府

：深部の回収率20％の商業生産に中間的な見方の数値に近似
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ホフの見積もりすら大きく上回る。中国が推定する
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４ 結び

800億バレルは，日本の実に約66年間分の莫大な石
油消費量に相当する51。中国は，すでに東シナ海で

本論文では，米国，中国，そして日本が，尖閣諸

複数の天然ガス採掘施設を稼働させている。海洋開

島周辺の東シナ海にどの程度の石油埋蔵量を期待し

発技術は急速に進歩し，中国は2011年には海底下約

ているのかの分析に重点を置いた。分析の結果，中

52

４ 千メートルの掘削に成功している 。したがって，

国は，尖閣諸島周辺の東シナ海に莫大な石油資源が

中国は経済的な要素のほか，技術的な要素も考慮し

期待できるとし，それは商業生産上，悲観的でも楽

て，莫大な埋蔵量を現実的な数字として見積もって

観的でもない中間的な見方であることが確認でき

いると考える。近年，中国は ECAFE が「世界で最

た。また，米国防総省の推計も中国の見方を裏付

も豊富な油田の一つとなる可能性が大きい53」と指

けることを確認できた。このことは非常に重要で

摘した台湾の北東で，2012年から2016年 ３ 月にかけ

ある。その理由は「海洋法に関する国際連合条約」

て55件の日本の同意のない海洋調査活動を行ってい
54

（以下「国連海洋法条約」という。
）にある。国連海

る 。その中には石油資源探査が可能な船も含まれ

洋法条約では，沿岸国は大陸棚の石油資源等の天然

る。上海海洋石油局の調査船は2013年 ６ 月に尖閣諸

資源の開発に関する主権的権利を有するとされてい

島の北北西の日本の EEZ 内での航行が確認されたと

る。国連海洋法条約を踏まえれば，尖閣諸島の領有

55

報道された 。中国は海洋調査船という非軍事的な

権を有する沿岸国が，同諸島周辺の大陸棚にある石

手段を使って活動しているとみられる。中国は，東

油資源の主権的権利を有することとなる。言い換え

シナ海に莫大な石油埋蔵量を期待し，海洋資源開発

れば，中国は，尖閣諸島周辺の石油資源の主権的権

に関する国家戦略を定め，その海洋開発の技術は急

利を確保するには，尖閣諸島の領有権を主張しなけ

速に進歩している。したがって，近年の尖閣諸島周

ればならないのである。中国が尖閣諸島の領有権を

辺における中国の海洋調査船の活発な活動は，石油

公式に主張し始めたのは1971年である。当時は国連

資源の確保を念頭に置いたものと想定される。中国

海洋法条約の前身の大陸棚条約であったが，大陸棚

は海洋調査船という非軍事的な手段を使い，着実に

条約にも国連海洋法条約と同様の大陸棚の天然資源

調査を進めている状況にある。

に関する沿岸国の権利規定がある。当時の中国では
大慶油田などが開発されたとはいえ，国内における
石油供給はいまだ十分ではなかった56。また，中国
では毛沢東が唱えた，自らの力を基本とする「自力
更生」政策を1960年代から1970年代にかけて採用

図１ 外国海洋調査船の活動状況（2012年〜2016年３月）

（出所）海上保安レポート2016
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し，国内の油田開発を進めていた57。さらに，海軍

は対中投資に二の足を踏むようになり，2014年に

は中国本土の沿岸を防衛する程度の装備しかなく，

は減少率が過去最大を記録した61。すなわち，尖閣

外洋で活動する能力はなかった58。こうした当時の

諸島をめぐる政治リスクの増大は，中国にとって経

状況からすれば，1971年の中国の尖閣諸島の領有

済的にマイナス要因になるといえる。また，中国が

権主張は，国内の石油需要を満たし，かつ石油輸出

尖閣諸島に対する領土的野心を増大させた場合に

59

による貴重な外貨獲得を企図したものといえる 。

は，日本は防衛力の増強や日米同盟の強化等を図る

言い換えれば，中国は，国際法上，沿岸国でなけれ

ことになり，中国はそれに不安を覚えて，より安全

ば大陸棚の石油資源の権利を主張できないことか

になろうと軍事力を増大するなどし，かえって安全

ら，尖閣諸島の領有権を主張し始めたと考えられ，

保障が脅かされる状況に陥る可能性がある。すなわ

尖閣諸島の領有権主張は，領土的野心というよりか

ち，国際関係論でいう安全保障のジレンマに陥りか

は，むしろ経済発展に必要な石油資源確保のための

ねない。この場合，エスカレーション・ラダー（緊

手段であったと考えられるのである。

張激化の梯子）は上がっていき，不測の事態が生じ

それでは，現在はどうであろうか。中国が尖閣諸

るおそれがある。したがって，現時点では，中国が，

島の領有権を主張し始めてから数十年が経過した今

経済的・安全保障的な高いリスクを背負ってまで，

日，中国は急激な経済成長を遂げた。それに伴って

尖閣諸島に対する領土的野心を直ちに実行に移そう

中国は2010年から米国を抜いて世界最大のエネル

とするとは考えがたい。その理由は，中国が1970年

ギー消費国となった。急速なエネルギーの需要拡大

代からこれまでたびたび日中共同開発に言及してい

が続いており，国内の石油生産だけでは不足し，石

ることにもある62。2013年にも中国の王毅外相が問

油の輸入が拡大の一途を辿っている。中国の国営石

題を棚上げし共同開発することが可能だと述べてい

油会社は，米国がかつて米系石油メジャーを支援し

る。こうした言動を踏まえると，中国は，尖閣諸島

て海外の石油確保を進めたように，中国政府の支援

に対する領土的野心はあるにせよ，やはり日中の経

のもとで世界各地で石油開発を行っている60。しか

済の相互依存状況や軍事バランスの状況から，第一

し，海外の石油を確保しても，それを中国大陸まで

に考えているのは，1970年代からと同様に，尖閣

運ぶには海上輸送に頼らざるをえない。一方，東シ

諸島の領有権の棚上げを前提とした共同開発による

ナ海の石油・天然ガスは海底パイプラインを用いて

石油資源の確保と想定されるのである。共同開発は

中国本土まで送ることができる（これは南シナ海で

1970年代に日本でも議論されており，日中間で話

も同様である。
）。海底パイプラインにより送油が可

し合う余地が全くないとは言えない63。そこに緊張

能であることは，シーレーンに頼らないという点に

緩和の一縷の望みがあると言えるのかもしれない。

おいて，安全保障上，中国にとってメリットが大き

米国も日中共同開発については平和的解決策として

い。したがって，中国にとって，東シナ海の石油開

賛同するであろう64。しかし，共同開発を行おうと

発は，国内の需要を満たすための石油輸入を減らす

する場合には，両国の法令の適用を調整しなければ

という経済的メリットに加えて，シーレーンに頼ら

ならない。すなわち，資源開発の規制，従業員の災

ない石油供給源を確保するという安全保障上のメ

害防止，海洋環境の保護等について日中のどちらの

リットがあるといえる。そうしたメリットが中国に

法令を適用するか，また，利益に対して日中どち

あることを認識したうえで，尖閣諸島の問題を考察

らの税率を適用して課税するかなどが問題となる。

したい。グローバル化が進んだ21世紀の現在では，

1978年の東シナ海大陸棚の日韓共同開発の例にな

日中の経済的依存関係は非常に深まっているが，

らえば，小鉱区ごとに両国のどちらの法令が適用さ

2012年に尖閣諸島をめぐって日中関係が悪化した

れるかを決定し，相手国の事業者には課税できない

ことをきっかけに，拡大が続いていた日本の対中投

取り決めとなる。すなわち，尖閣諸島の領有権を棚

資は減少に転じた。政治リスクを警戒した日本企業

上げせざるを得ないが，それは主権の問題である。
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このため，日韓共同開発時における日本と韓国との

るかは，日本の中国への対応に直接関わってくるか

間と同様に，日中双方の信頼関係が十分に醸成され

らである。日本が，尖閣諸島周辺を含む東シナ海に

ていることが前提となる。しかし，現在も，荒天時

中国が莫大な石油資源を期待しているという現実を

を除いて常時，中国政府の船舶が尖閣諸島の接続水

軽視すれば，中国の行動は，純粋な領土的野心に基

域内を航行し，頻繁に領海に侵入しているといった

づく覇権主義的行動と映ることとなる。その場合，

状況にあり，中国政府の船舶の隻数はむしろ増加し

中国の力による行動に力で対抗しようと，リアリズ

ている。また，東シナ海では，中国による日本の同

ム的対応に指向しがちになり，結果的に，安全保障

意のない海洋調査が頻繁に行われ，一方的なガス田

のジレンマに陥って，不測の事態を招くおそれがあ

開発も進められている。こうした中国の行動は，政

る。したがって，いま必要なのは，中国が尖閣諸島

治リスクを高め，エスカレーション・ラダーを一方

周辺を含む東シナ海に莫大な石油資源を期待してい

的に上げるものであり，日中相互の信頼関係の醸成

るという現実を十分に認識した対応であり，エスカ

にはマイナス要因でしかない。こうしたことから，

レーション・ラダーを上げないための対話による中

尖閣諸島周辺の日中共同開発については，日本側で

国への自制呼びかけや海上保安機関による冷静な現

は議論の俎上にすら上がっていない状況にある。

場対応に加えて，経済関係や人的・文化的交流の拡

国際関係論では，国家間の相互依存の深化は対立
65

大といったリベラリズム的な不断の努力である。そ

の危険を低下させるとする 。しかし，中国は日本

うした努力の積み重ねによって日中の信頼関係は一

との経済的な相互依存の方を尖閣諸島よりも重視す

層深く醸成されていくに違いない。その先に，尖閣

るような姿勢は見せていない。日本の貿易総額に占

諸島をめぐる問題の解決が見えてくるであろう。

める主要国の割合をみると，過去20年ほどの間に中
国の割合は上昇し，中国との相互依存関係は飛躍的
に深まってきた。しかし，中国の貿易総額に占める
主要国の割合をみると，日本との相互依存関係は過
去20年ほどの間に弱まってきている。東洋大学の
関山は，こうした日中間での相互依存関係の非対称
的変化こそ，近年の日中関係の対立激化の重要な背
66

景要因として指摘できるとする 。一方，米国と中
国の相互依存関係はますます強まっている状況にあ
る。そうした米中の相互依存関係の強まりは，米国
が尖閣諸島の領有権に関して特定の立場を取らず，
問題の平和的解決を望むという米国の姿勢にも現れ
ている。日中双方が経済的な相互依存関係を強め，
日中双方が対話の継続に努めれば，必然的に日中間
の対立は弱まるであろう。米国も，中国による領土
紛争に関する議会への報告の中で，東シナ海の石油
埋蔵量についての具体的な言及を避けて中国に配慮
し，話し合いによる平和的な解決を望んでいる。中
国が尖閣諸島周辺を含む東シナ海に莫大な石油埋蔵
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