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1．はじめに

昨今の「原油価格」高騰で、世界経済の行方

が危ぶまれる中、今やエネルギー資源の確保は各

国の死活問題となってきた。しかしその一方では、

好調な世界経済が続く限り、原油価格は上昇の一

途をたどるとの観測も浮上しており、その歯止め

は唯一世界的な景気後退をおいて考えられないと

も言われる。そして多くの専門家は、現下の原油

の値上がりは、かつての「オイルショック」時の

ような資源の枯渇や戦争による供給の途絶えでは

なく、中国・インド等の台頭に代表される「需要

主導型」の値上がりと力説する。

99 年に 1 バレル＝ 10 ドルであった原油価格

は、年率 10 ％アップのパターンで上昇を続け、

翌年 20 ドルとなり、今年に入り 60 ドル台後半ま

で急騰のあと、暫し沈静化しているとは云え、近

い将来 80 ドル台、更には 100 ドル台に乗せる可

能性も出てきている。米国エネルギー省は、世界

の原油需要を 2030 年まで年率 2 ％アップと予測

する。

中東・アフリカ外交を有利に進めようとする

中国の動きが石油利権に裏打ちされた事実とも重

なり、加えて核開発で米国に揺さぶりを掛けるイ

ランの登場は、日本にとっては歴史的にも因縁め

いた過去の悪夢を彷彿とさせる。今まさに、中東、

ロシア、欧州、米国、中国等の今後の世界の動き、

そしてこれに絡む日本の資源外交の去就から目を

離すことはできない。

現下における日本のエネルギー資源の安定確

保については、アジアの大国として日本が石油利
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Point
1 日本のエネルギー資源の安定確保については、中東、ロシア、欧州、米国、更には中国等の利権争

いの影響で、これまで大きく依存してきた既存ルートからの供給が途絶える危険性をはらむ。
2 日本は、1970年代の「第 1次石油ショック」当時、中東原油輸入依存度が 77.5 ％であったも

のが、近年90％近くまで急上昇している。
3 日本の中東外交が見え難いなか、改めて独自の国家としての基本方針を打ち出す極めて大事な時期

到来と考える。
4 一方、アラブ諸国はアラブ領土を占領するイスラエルに対し経済活動を通じ、イスラエルの経済

力・軍事力強化に協力する国・企業に対し「アラブボイコット（経済制裁）」を行う規定（リスト）

を歴史的に温存している。
5 中東原油依存度の高い日本にとっては、この事実を常に意識し、「アラブ／イスラエル問題」の激

震が世界を駆け巡る前に、グローバル企業各社が、経営視点において成すべき最低限の規律がある

ように思えてならない。
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権の獲得面で優位に立てる時代はもはや昔話とな

り、供給難に陥る危険と表裏一体にあり、加えて

地政学的見地からも日本には癒しがたい不安が常

に付きまとう。

「突然、中東諸国からの石油供給が止められた

ら－」この恐怖感こそが、歴史的にも複雑な日本

の中東外交をより歯切れの悪いものとしてきた。

しかしながら、日本は国際舞台において、今や二

者択一の厳しい選択を迫られている現実を直視せ

ねばならない。そしてこの決断こそが、将来の日

本の運命を大きく左右する危険をはらむ。石油を

とるか、米国との同盟関係をとるか。

翻って、北朝鮮の核ミサイル問題に思いを馳

せれば、米国も時として、日米関係を配慮しつつ

も国際外交のバランス感覚を優先させる挙動に出

ることを改めて認識すべきであり、この事実を歴

史認識として記憶にとどめておかねばならない。

まさに日本の将来を思えば、今一度原点に立

ち返り、日本としてのあるべき方向性を見据え、

中長期視点の新たな「国際エネルギー戦略」をも

って日本外交の基本理念とし、これを着実に実行

に移していかねばならない大事な時期に直面して

いることを意味する。石油問題が国家の政治的側

面での影響を与える度合いは増してきており、国

家外交の重要な機軸に位置してきた。すなわち、

中東諸国にその供給源を求める日本としては、そ

の外交路線のあり方が問われることとなるが、図

らずも、この行き着く先は、解決の糸口が見えな

い歴史的大課題とされる「アラブ　VS. イスラ

エル」問題へと帰結する。「アラブとの関係」「イ

スラエルとの関係」を思えば、日本としてはその

距離感を計りつつ、将来に向けた歩むべき道を慎

重、かつ独自の戦略を掲げることで、国際社会に

立ち向かわねばならない。このように日本は、今

まさに難しい選択を迫られている。

2．日本の立場　

図表 1 の通り、日本は現時点の輸入原油の

90 ％近くを中東アラブ諸国に依存する。

思い起こせば、1973 年 10 月に勃発した第四次

中東戦争に端を発した「第 1次石油ショック」当

時、日本の中東原油依存度は 77.5 ％。国家存亡

の危機に直面した日本は国を挙げ「省エネ」「代

替燃料シフト」を掲げた結果、“狂乱物価”に象

徴されるマイナス成長に起因する高度経済成長の

終焉を迎えたが、その後の政策浸透が奏功したこ

とで、1987 年時点には中東原油依存度を 67.9 ％

にまで下落させることができた。

しかしながら、近年 90 ％近くまでその依存度

が再上昇している現実は一体何を意味するのか。

すなわち、日本の置かれている状況を見るに、

今や有無を言わさず、中東情勢に絡む国際政治の

表舞台に引きずり出されたことの証左に他なら

ず、更には中東諸国の国別の石油依存度をみるに、

取り分け日本とイラン 1 の深い関係について焦点

図表１　変わらない日本の中東依存

出所：経済産業省「資源・エネルギー統計月報」「ニューズウィーク
日本版 P.23」2006 年 7月 5日号
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１　イラン産原油は日本の総輸入量の第 3位　12.7 ％を占める。
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を当てることで、その宿命とも考えられる歴史的

な事実を知ることから始めなければならない。

参考情報：

1）「オイルショック」

①オイルショックは、1970 年代に 2 度あった。原油

の供給逼迫及び価格高騰とそれに伴う経済混乱を

指す。「石油危機」「石油ショック」とも称される。

②中国での石油需要増加予測や地政学的リスクを背

景にした原油先物市場における思惑買いに端を発

した 2004 年から 2006 年現在にかけての（目立っ

た供給減少を伴わない）原油価格高騰が、新たな

石油ショックの誘発となる懸念がある。

2）「第 1次オイルショック」

① 1973 年 10 月 6 日に第 4 次中東戦争が勃発。これ

を受け、10 月 16 日「石油輸出機構（OPEC）」に

加盟するペルシャ湾岸産油 6 カ国が、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。

②更に、12 月には翌 1974 年 1 月より原油価格を 2

倍に引き上げることを決定した。

3）「第 2次オイルショック」

① 1978 年のイラン革命により、イランでの石油生産

が中断したため、イランから大量の原油を購入し

ていた日本は需給が逼迫。

②また 1978 年末、OPECは「翌 1979 年から原油価格

を4段階 2に分けて計 14.5 ％値上げする」と発表。

3．日本とイランの歴史的因縁

石油化学産業に関わる日本とイランの関係は、

1970 年代後半にまでさかのぼる。中東諸国のなか

でも外国資本との提携に積極的であったイランは、

日本との関係構築に力を入れ、三井物産を中核と

する「IJPC」プロジェクト 3推進に協力的であった。

しかしながら、1979 年「イスラム革命」、また

1980 年「イラン・イラク戦争」勃発を境に、軌道

に乗りはじめていた計画に暗雲が垂れ込めた。

1979年には、約85％のプロジェクト完成を果たし、

次なる増設も検討されていた矢先、イランの石油

化学コンプレックスや新規案件の工場が戦闘地域

と化し、遂には「IJPC」のみならず多くの生産工

場・プロジェクトが灰に帰した苦い経験をもつ。

4．ロシアの思惑

このところロシアの動きが活発化している。

ロシアはエネルギー供給の有利な立場を十二分に

生かし、中東欧での覇権奪回の狙いから、ヨーロ

ッパへの影響力を行使する戦略が見え隠れする

（図表 2参照）。

最近の例としては、ロシアの天然ガス独占企

業ガスプロムが 6 月 21 日ハンガリーの石油・天

然ガス企業「モル」と事業規模 50 億ユーロ（約

図表２　エネルギーを巡る日米欧とロシアの関係

出所：日本経済新聞　2006 年７月 16 日付け朝刊
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２　「4段階」の値上げについては、OPEC総会で合意が形成されなかったものの「第 1次オイルショック」並みの原油価格高騰に直面した。しかし、
第 1次での学習効果、省エネルギー政策の浸透、企業の合理化効果などにより日本経済に対する影響は、第 1次ほどの酷いものとはならなかった。

３　「IJPC」は、イラン法人（IRAN― JAPAN Petrochemical Co. Ltd.）の略称。イラン国営石油化学会社（National Petrochemical Co. Ltd.：
NPC）と日本法人の海外投資会社であるイラン化学開発（IRAN Chemical Development Co.Ltd.： ICDC）との折半出資による日本・イラン石
油化学合弁事業。1971 年 10 月設立。1989 年 10 月解散。
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7,500 億円）にのぼる天然ガスパイプラインの共

同新設計画に調印した。この事件が EU関係者を

震撼させた。旧ソ連支配に反旗を翻し、民主化の

道を歩み、EUに加盟したハンガリーを相手取り、

エネルギーを餌に有利に外交を押し進めるロシア

の触手が伸びてきたからである。

更には、イタリアへの足掛かりをも掴んだ。

片や、イタリア企業もその対価としてロシアの石

油開発プロジェクトに参画する利権を見返りに獲

得したとされるが、まさにロシアによるヨーロッ

パ宥和政策の思惑がこの事件からも読み取れる。

今のところ、欧米諸国の基本的なスタンスは一致

する。大勢としては、ロシアがエネルギー市場で覇

権を確立することを忌み嫌う暗黙の了解があるもの

と読み取れるが、最近のドイツの動きがこの歩調を

乱す。まさに将来に向けたEUの結束にひび割れを

生じさせかねない危うさを暗示する（図表3参照）。

5．世界のエネルギー市場の覇権争いと国家戦略

これら一連のロシアの動きに警戒感を強める

西側諸国を煽るかたちで、米国は「ナブコ

（NABUCCO）4」プロジェクトへの影響に神経を

尖らせる。その背景には、米国によるエネルギー

国家戦略の一環としての「米国 21 世紀戦略」完

遂への熱き思いが感じられる。一方、西側諸国に

おいては「トラセカ（TRACECA ： Transport

Corridor Europe Caucasus Asia）5」プロジェクト

再始動に向けた動きがにわかに浮上してきてお

り、ロシアとの覇権争いに躍起となる米国がこれ

に加担する。国際エネルギー機関（IEA）の予測

によれば、今後 25 年間に世界のエネルギー需要

は 60 ％増加と見込む。この予測こそが世界のエ

ネルギー市場の覇権争いを熾烈なものへと掻き立

てる事実にほかならない（図表 4参照）。

図表３　地政学上、重要な石油・ガスパイプライン

出所：日本経済新聞　2006 年７月４日付朝刊

４　カスピ海から中欧に至るパイプライン。ロシアを通らず、トルコ・ブルガリア・ハンガリー・オーストリアを結ぶ天然ガスパイプライン。
図表 3、⑤参照。

５ シルクロードの復興を基本戦略とし、ロシアを通さないヨーロッパエネルギールートの大型プロジェクト。EBRD（欧州復興開発銀行）資金によ
り 1997 年創設（カスピ海側油田の利権とも絡む。チェチェン紛争の源流にもさかのぼる）。
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ロシアを迂回するパイプライン構想が浮上し

てきた背景とは、ひとえに地政学的な結論から導

き出されたものであるが、欧州西側諸国の狙いと

しては、エネルギー確保の視点でロシアの影響力

を最小限に食い止めることにある。その意図する

ところは、旧ソ連諸国の「ロシア離れ」を加速さ

せることにあるとされるが、欧米諸国の政治的な

思惑がこれに絡むことは容易に理解できる。

また、これら一連の動きに呼応し、中国がそ

の覇権争いに触手を延ばす。6 月 15 日「上海協

力機構（SCO）6」は発足 5年目の首脳会議におい

て、民主主義に対する外からの介入を排除する

との考え方を鮮明にし、欧米西側諸国の動きを

牽制しはじめる。しばし、このせめぎ合いは、

今後新聞紙上を賑わす格好の材料として浮上し

てこよう。

6．「アラブ・ボイコットリスト」の存在

そして、この流れに宗教問題が絡む。すなわち、

PLO／イスラエル和平交渉が遅々として進まない

ことが、くだんの「米国同時多発テロ」の根本的

な解決への糸口が見えてこない理由とされるが、

ここにもうひとつの厄介な問題が浮上する。「ア

ラブ・ボイコットリスト」の存在である。

アラブ世界のすべての団体・組織は断固たる結

束をもって、イスラエルとの商取引を行うことでイ

スラエルの経済支援を進める国家・企業とは、断じ

て取引をしないとする原理原則がある。すなわち、

これこそが日本が見失いがちな、日本の中東石油外

交を進めるにあたり、歴史的に横たわる難問であり、

避けては通れない国際問題を意味する。

7．「アラブ・ボイコットリスト」の目的
－イスラエル国力増強阻止の狙い－

アラブボイコットとは、アラブの領土を占領

するイスラエルに対し経済活動を通じ、イスラエ

ルの経済力・軍事力強化に協力する国、企業との

貿易をアラブ連盟 22 カ国 7 が経済制裁（ボイコ

ット）するための規定である。

8．「アラブボイコット」の内容

1945 年 10 月アラブ連盟がパレスチナのユダヤ

人商品のボイコット決議を行ったことに由来し、

現在 3つの規定からなる（図表 5参照）。

9．形骸化したアラブボイコット

爾来、加盟各国が年 2 回シリア（ダマスカス）

にある同本部に集まり、アラブ各国代表がボイコ

ット対象企業を審議し、各国が独自の判断でボイ

コット企業を追加削除する。そして、「ブラック

リスト 8」の最新版を作成し、掟を遵守する。

図表４　パイプラインに火花

出所：BP、GAZPR0M、「NEWSWEEK」2006.7.3､ 「ニュー
ズウィーク日本版」2006 年７月５日号

６　2002 年 6 月創設。中国、ロシアとトルクメニスタンを除く中央アジア 4カ国で構成され、経済交流や協力を目的とする。将来的にはアジアとヨ
ーロッパを結ぶ有力な地域経済圏創設が基本構想にある。併せて、上海・新疆から中央アジアを経て、モスクワ・アムステルダムを結ぶ「シルク
ロード鉄道」敷設を狙う。

７　アラブ連盟 22 カ国の内には、先進国が戦略物資・技術に関し、特に厳しい輸出規制を実施している「懸念国」（イラン・イラク・リビア）も正式
加盟。

８　サウジアラビアのようにボイコット対象企業であっても、自国にとって重要と思われる企業であれば、積極的に「ブラックリスト」から削除する
一方、間接ボイコット撤廃後でも、「ブラックリスト」企業に対し、ビザを発給しない等、国益に照らした弾力的な運用が目に付く。
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もっとも、近年その運用方法は不明瞭とされ

るが、その不透明さが故に、かえってこのボイコ

ット制度の存在感を高め、非アラブ世界の国・企

業に対しては、常に脅威を抱かせてきた。

このように、ボイコットの実質的な適用がど

のようなものかその影響力をアラブ一律に判断す

ることは不可能と考えられる。しかしながら、97

年 3 月 31 日「アラブ外相会議」で以下 2 案が採

決された。

①イスラエルとの関係正常化の凍結　

②「第 1次ボイコット」の復活

この背景には、ボイコット対象がアラブ諸国

のみという「直接ボイコット」がある。更には、

アラブ以外の国に影響を及ぼす「間接ボイコット」

を敢えて含ませていない暗黙のメッセージがあ

る。とはいえ、昨今のガルフ沿岸での欧米系のユ

ダヤ資本企業進出の流れから、アラブボイコット

は、今や象徴的なものと考え、実質的な影響はほ

とんどなくなってきていると見なすこともでき

る。しかし、昨今の中東情勢をみるに、その流れ

が時代を逆行することを十分視野に入れた対応が

切望される。

10．アラビア語の「アラブ」の意味

“アラブ”とは、アラビア語で「胎動」を意味

する。アラビア語で自動車のことを“Arabia”と

言う。常に物質の内部組織が変化・反応し、とど

まることを知らないものと定義される。すなわち、

一度異物が混入されるや、化学反応を起こし、と

どまることを知らないうねりとなって、手の付け

所のない様相を呈し、そして暴れ狂うことを意味

する。アラブ／イスラエル民族問題の発火点は、

この構図に置き換えることで容易に理解できるの

ではなかろうか。

11．日本の自動車メーカーのイスラエル向け

輸出攻勢

昨今の日系自動車メーカーのイスラエル向け

輸出攻勢には、目を見張るものがある。

96 年以前、日系自動車メーカーでイスラエル向

けに輸出を行っていたのは、スバル（富士重工）

1社であった。他メーカーは「アラブボイコット」

にリストアップされる不安からアラブ諸国のみに

市場を限定してきた。しかしながら、上記「アラ

ブ外相会議」決議の本音部分を見透かし、97 年

以降マツダを筆頭に、トヨタ、日産等々大手メー

カーほとんどが一斉に輸出攻勢に転じた。

イスラエルの自動車市場は、2000 年に 19 万台

弱までに拡大したが、その後は政情不安と景気低

迷で 2003 年末までに 10.3 万台にまで落ち込ん

だ。しかし、2003 年終わりごろからの経済回復

で、2004 年は増加に転じ、30.2 ％増の 13.4 万台

となった。過去、同国向けには、1996 年発効の

図表５

出所：各種資料から筆者作成

第1次ボイコット（直接ボイコット　1946年制定） 

アラブの国及び企業がイスラエルの国・企業及び直接・間接
に交易をしてはならないとする規定。 

第2次ボイコット（間接ボイコット　1951年制定） 

イスラエル及びイスラエル企業と親密な関係にある企業とは
アラブの国・企業は交易をしてはならないとする規定。 
 
例：①ユダヤ資本が過半を占める企業　 
       ②イスラエルに工場・中東地域の総代理店を持つ企業 
       ③役員に親イスラエル＝シオニスト＝がいる企業　 

第3次ボイコット（間接ボイコット　1954年制定） 

被ボイコット企業の子会社、代理店、技術提携等イスラエル
及びイスラエル企業と関係が深い会社と取引関係のある会社
とは、アラブの国・企業は交易を行わないとする規定。 

図表６　アラブボイコットの実施状況

出所：各種資料から筆者作成

完全実施 シリア、イラク、レバノン、イエメン、リビア 

直接ボイコット 
のみ実施 

アルジェリア、スーダン、ソマリア、ジブチ、 
バーレーン、サウジアラビア、クエート、 
アラブ首長国連邦 

完全廃止 エジプト、ヨルダン、パレスチナ（オマーン、
カタール要再確認） 
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EUとの FTAを活用した欧州自動車メーカーのシ

ェアが高かったが、近年日韓メーカーの伸びが著

しく、2004 年には上位 3 位を占めるまでに伸び

てきた。マツダは Atenza に加え、Mazda3 を投

入。販売量を前年比 5.6 ％に拡大させた。現代自

動車は、販売量を約 70 ％拡大。シェアを 15.2 ％

とした。またトヨタは、ハイブリッド車の物品税

引き下げをきっかけに 2004 年にシェアを 2 倍弱

の 8.3 ％とし、Prius 効果が確実に浸透してきた

ことを如実に物語る（図表 7、8参照）。

12．イスラエル進出日系企業

（2004年8月末現在　22社）

日系自動車メーカーのみならず、ハイテク・

貴金属・情報分野でのイスラエル進出も見られる

（図表 9、10、11 参照）。

13．結論（提言）

以上見てきたように、日系メーカー・商社に

よるイスラエルとの取引も 97 年以降年々増えて

きていること自体、昨今の欧米企業の動静をうか

がうに、現時点大きな問題はないものと考えたい。

しかしながら、「中東情勢の急変（対イスラエル

経済断交の表面化等）」、また米国寄りの外交基本

方針を余儀なくされている日本の企業の立場から

すれば、商取引そのものは自己完結的な行為とさ

れても、工場設備・プラントビジネスについては、

事実を示す証拠として残すことになりかねない。

図表７　イスラエル自動車販売台数

出所： FOURIN 世界自動車統計白書 2005

乗用車 

商用車 

合　計 

105,679

41,469

147,148

103,477

45,058

148,535

103,643

30,748

134,391

77.1%

22.9%

100.0%

（単位：台） 

1999年　 2001年 2004年 構成比 

図表８　イスラエルブランド別自動車販売台数

出所： FOURIN 世界自動車統計白書 2005

　（単位：台） 

1999年 2001年 2004年 シェア 

Mazda 19,493 15,397 24,000 17.9%

Hyundai 10,968 4,750 20,434 15.2%

Toyota 9,369 10,649 11,160 8.3%

GM Daewoo 5,748 819 9,191 6.8%

Citroen 11,607 14,325 8,711 6.5%

Renault 8,914 13,225 8,396 6.2%

Mitsubishi 3,737 2,870 6,508 4.8%

Pugeot 6,452 12,842 6,164 4.6%

Subaru 3,668 4,131 5,334 4.0%

Suzuki 4,255 4,652 5,273 3.9%

VW 10,993 16,306 4,713 3.5%

Mercedes-Benz 2,327 2,854 2,549 1.9%

GM 5,211 6,006 2,450 1.8%

Fiat 5,867 4,589 2,096 1.6%

その他 205 147 83 0.1%

合計 147,148 148,535 134,391 100.0%

図表９　イスラエル進出日系企業

出所： JETROテルアビブ事務所

ハイテク関連企業 5社 

商社 5社 

ダイヤモンド関連 3社 

化学 3社 

マスコミ 6社 

日健総本社 （89年健康食品用藻類粉末製造） 

タテホ化学 （91年耐火レンガ用原料） 

デンセイ・ラムダ （91年スイッチング電源、制御装） 

京セラ （90年コンデンサー製造） 
註：京セラ米国湖会社（AVX）出資 

安川電機 （96年ロボット制御部品） 

東京精密 
（97年半導体検査装置ソフト、 

  イメージプロセシング開発） 
富士通 （98年VLSIのデザイン） 

伊藤忠商事 （96年） 

三菱商事 （97年） 

三井物産 （97年） 

森六 

山田洋行 

例）製造業 

例）商社 
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2006 年 3 月、経済産業省は今般外為法違反容

疑事案が続出する事情に鑑み、「我が国輸出管理

の強化策について」を発表。民間企業を挙げて

の安全保障貿易管理の強化を改めて要請する。

この意味するところは、従来型の「輸出管理」

では不十分とし、元より一国からの輸出のみを

対象とするものではなく、広く「第三国経由に

よる輸出」「三国間取引」「米国の再輸出規制」、

更には「海外関係会社の立場から見ると輸入」

となる流れを含め全方位的な貿易管理を義務付

けるものである。すなわち各企業におけるグロ

ーバル視点での企業統治を意味するものであり、

換言すれば、扱い製品の最終仕向地・用途（経

由地も含め）も含めたすべての「貿易管理」を

意味する。

もはやその有効な管理手法としては、堅固な

「輸出管理社内規定」（コンプライアンス・プロ

グラム）の策定であり、同時に企業としての高

い倫理観と責任感を備えた確実な実行を求める

のが、この法令である。しかしながら、輸入原

油の 90 ％近くを中東アラブ諸国に依存する日本

においては、「イランの核開発疑惑」「ロシア・

中国の露骨なまでのエネルギー資源外交」を十

分視野に入れたしたたかな姿勢を堅持せねばな

らない。

日本とすれば、従来通りの米国を介した国際

外交を将来にわたり貫くにせよ、時として国際

外交上のバランスを優先させる米国を思えば、

中東諸国からのエネルギー資源の安定確保のた

めには、各企業内における監視機能の制度化を

義務付ける必要性を痛感する。「アラブの大義」

をして、「胎動」する現下の中東情勢を見るに、

図表 10 イスラエル輸出内訳（2003 年度）

出所： JETRO、中央統計局

輸出品目 輸出額（百万ドル） 対前年比（％） 構成比（％） 

工業・ハイテク製品 19,449.7 6.2 69.7 

加工ダイヤモンド 5,636.2 6.0 20.2 

ダイヤモンド原石 2,231.8 38.2 8.0 

農業製品 714.7 15.2 2.6 

中古船舶・航空機 0 － － 

合　計 27,913.3 8.9 100.0

図表 11 イスラエル輸入内訳（2003 年度）

出所： JETRO、中央統計局

 輸出品目 輸出額（百万ドル） 対前年比（％） 構成比（％） 

 原材料 13,156.8 3.3 39.0 

 ダイヤモンド（加工、原石） 0 － － 

 資本財 5,268.5 △4.3 15.6 

 消費財 4,256.5 △1.8 12.6 

 燃料 3,699.5 21,2 11,0 

 合　計 33,707.4 3.5 100.0
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行政面での指導がいずれ強化されることを意識

し、企業各社においては「ワッセナー協約 9」

「キャッチオール規制 10」に特化した貿易管理体

制の強化に終始することなく、「アラブ諸国から

のエネルギー資源安定確保」に向けたビジネス

のあり方を考える時代へと移行してきているこ

とを認識したい。

すなわち、「アラブ／イスラエル問題」の激震

の直撃を受けた際の国際情勢の事態急変に備えた

「危機管理（監視）システム」早期導入の必要性

を顧みることこそが、グローバル企業各社におい

ては、経営視点から外してはならない新たな、そ

して最低限の規律と思えてならない。
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