ロシアの国家安全保障戦略
――ロシア経済、対中関係の視角から――
兵頭

〈要

慎治、秋本

茂樹、山添

博史

旨〉

本稿では、2009年5月に9年ぶりに大きく改定された「2020年までのロシア連邦の国家安
全保障戦略」の分析を基にして、その国家安全保障戦略を具現化していく上で牽引力とな
るロシア経済の将来、さらには東アジア正面においてロシアが戦略的に重視する中国との
関係について歴史的な観点からその趨勢について展望した。ロシアの国家安全保障戦略は
相対的に東アジア重視にシフトし、中国重視という外交上のプライオリティに大きな変化
は見られないものの、中露戦略的パートナーシップの限界から東アジアにおけるロシアの
立ち位置に「中国離れ」が見られるであろう。対米牽制的な観点から、上海協力機構（SCO）
などを通じて中露が戦略的協調を図るという構図が低減し、中国とは一定の距離を置いた
形でロシアが独自の東アジア外交を模索していく可能性がある。我が国を取り巻く東アジ
アの戦略環境を考える場合、こうした構造的な変化に着目しておく必要がある。

はじめに
金融・経済危機を受けたロシア経済の低迷、オバマ米新政権発足による米露関係の進展
など、ロシアを取り巻く戦略環境はさらなる不透明性を増している。こうした状況を受け
て、本稿では、2009年5月に12年ぶりに大きく改定された「2020年までのロシア連邦の国
家安全保障戦略」の分析を基にして、相対的に東アジアを重視する国家安全保障戦略を具
現化する際に牽引力となるロシア経済の将来、さらには東アジア正面においてロシアが戦
略的に重視する中国との関係について考察を試みる。
第1節では、「2020年までの国家安全保障戦略」の分析を通じて、ロシアが目指す国家目
標や戦略環境認識を明らかにし、ロシアの対外政策の基調がどのように変化しているのか
について分析する。第2節では、金融・経済危機の影響を受けたロシア経済の構造的な問
題を明らかにした上で、ロシアの経済的要因がロシアの国家安全保障戦略の具現化に対し
てどのような影響を与えているのかについて考察する。さらに第3節では、ロシアの国家
安全保障戦略が相対的に東アジア重視にシフトする中、ロシアの東アジア政策を条件付け
る要因と、東アジアにおいてロシアが戦略的に重視する中国との戦略的パートナーシップ
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の将来について、歴史的な観点からその趨勢について考察する。

１

ロシアの国家安全保障戦略

まず、ロシアの中期的な国家安全保障戦略がどのようなものであるのかについて、2009
年5月12日にメドヴェージェフ（Dmitrii Medvedev）大統領が承認した「2020年までのロ

シア連邦の国家安全保障戦略」
の内容と最近のロシアの対外行動から考察する。

（１）
「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」の策定
ア

全般的特徴
1997年に策定された「国家安全保障概念」が、名称を含めて12年ぶりに大きく改訂され

た。この文書は、広義の国家安全保障問題に関してロシアの公式見解を体系化したもの
であり、軍事のみならず、経済、社会、技術、環境、保健、教育、文化など全ての政策領
域を包含した最高位の戦略文書にあたる。これに基づいて、外交分野では「対外政策概念」、
軍事分野では「軍事ドクトリン」など、個別の政策文書が作成されている。
タンデム発足後、メドヴェージェフ大統領が独自の政策路線を展開するのではないかと
の見方もあったが、「安保戦略」の内容は、プーチン（Vladimir Putin）が大統領を退任
する際に表明した「2020年までのロシアの発展戦略（通称プーチン・プラン）」に依拠し
ており、「ロシアが多極世界における1極となる」という従来のプーチン路線が2020年まで
継続されることが明らかとなった。これは、国家戦略の基本的な方向性に関して、タンデ
ム発足後も、依然としてプーチン首相が大きな影響力を有していることを意味する。しか
も、
「2020年まで」という期限も付与されたことから、「安保戦略」の内容をプーチン・プ
ランに重ね合わせているとも解釈される。さらに、「安保戦略」の実現に関しても、プー
チンが何らかの形で関与し続けることをも予感させる。
 主として、第1節は兵頭、第2節は秋本、第3節は山添が執筆を担当した。
 「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」ロシア連邦安全保障会議ホームページ<http://www
.scrf.gov.ru/documents/99.html>2009年5月20日アクセス；Rossiiskaia gazeta, May 19, 2009.
 詳しくは、兵頭慎治「プーチン政権における国家安全保障概念の改訂をめぐる動き」
『ロシア外交の
現在Ⅱ』北海道大学スラブ研究センター、2006年5月。
 「プーチン・プラン」とは、2007年12月の議会下院選挙における「統一ロシア」の選挙綱領、2008年
2月8日に国家評議会拡大会合においてプーチン大統領（当時）が実施した「2020年までのロシアの発
展戦略」と題する演説、2009年5月にメドヴェージェフ大統領が承認した「2020年までの国家安全保
障戦略」等にみられる、プーチンが進めている2020年までの国家発展戦略を総称するロシア・メディ
アにおける表現である。「2020年までのロシアの発展戦略」ロシア連邦大統領ホームページ<http://
president.kremlin.ru/appears/2008/02/08/1542_type63374type63378type82634_159528.shtml>2008 年 2
月10日アクセス。
 兵頭慎治「ロシアを構造的に理解する」
『月刊ロシア通信』第110巻、2009年6月、14頁。
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旧文書は、2002年11月のモスクワ劇場占拠事件を受けて、プーチン大統領（当時）が改
定を指示し、2005年に安全保障事務局が改定案を作成したものの、2009年まで最終承認が
見送られてきた。「安保概念」から「安保戦略」へと名称が変更された理由としては、単
に概念的な文書に過ぎなかった旧文書の性格を改め、中長期的な内外政策の目標や戦略的
な優先課題を盛り込むことで、ロシアの国家政策の基盤となる戦略文書の策定を目指した
ものと思われる。旧来の文書は綱領的かつ宣言的な内容が多くみられたが、新文書におい
ては具体的な政策目標や、政策目標の進捗具合を測る7つの指標が列挙されるなど、政策
実施面におけるフィージビリティが高まったと言えよう。
「安保戦略」の冒頭部において、ロシアは20世紀末の政治的、社会的、経済的な危機を
克服して、形成されつつある多極的な国際関係における重要な主体として競争力の強化と
国益追求のための能力を回復したと述べられている。さらに、「経済的成長と政治的影響
力の新しい中心地が勢力を増した結果、本質的に新しい地政学的状況が生起しつつある」
と明記されており、米国の絶対的な影響力が減退し、中国やインドなどの新興国が台頭
してきたことにより、既に多極世界が到来しているというのがロシアの基本的な戦略環境
認識である。また、「安保戦略」に規定されたロシアの国益の1つとして、多極世界の状況
下において戦略的安定と互恵的パートナー関係の維持に向けた活動を行う世界的な大国に
ロシアを変貌させること、国際社会においてロシアの影響力を強化する方針としてブロッ
ク対立から多元的外交への転換、資源能力を実利的に利用した政策を掲げている。以上
から、ロシア外交の基調は、多極世界においてロシアが一極になることであると言える。
「安保戦略」においては、G8（主要8カ国）、G20（主要20カ国）、RIC（ロシア、イン
ド、中国）、BRIC（ブラジル、ロシア、インド、中国）のような多国間の連携を強化し
ていく意向が示されている。2009年6月16日にはロシア・ウラル地方のエカテリンブルク
においてBRICsサミットが開かれ、メドヴェージェフ大統領、胡錦濤中国国家主席、シン
（Manmohan Singh）・インド首相、ルラ（Luiz Inacio Lula da Silva）・ブラジル大統領との
間で国際金融・通貨体制の改革について議論され、同サミットの定期開催などを含む「首
脳共同宣言」が採択された10。金融・経済危機以降、ロシア経済の低迷が続く中、欧米の
メディアの中ではBRICsからのロシア離脱論も浮上したが、ロシアが戦略的に重視する中


7つの指標は以下の通り。①失業率、②十分位係数（所得格差の指標）
、③消費者物価上昇率、④
GDPに占める内外債務の比率、⑤GDPに占める保健、文化、教育、科学分野の支出、⑥兵器、軍用
機材の年間の更新水準、⑦軍人、技師の確保水準。但し、具体的な目標数値までは明示されていない。
 「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」
。
 同上。
 同上。
10 ロシア連邦大統領ホームページ<http://news.kremlin.ru/transcripts/4475>2009年9月10日アクセス。
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国やインドとの多国間協議の枠組みとしてロシアとしてはBRIC、またはブラジルを除い
たRICの枠組みを外交上重要視している11。中国とインドは多極の一極になるとの認識か
ら、ロシアは両国との関係を、二国間あるいは多国間の枠組みの中で重視する傾向がある。
イ

伝統的な安全保障観への回帰
2002年11月にプーチン大統領（当時）が同文書の改定を指示したことから明らかなよう

に、新しい国家安全保障戦略を策定する理由の1つは、チェチェン武装勢力によるテロリ
ズムという「非伝統的な脅威」をロシアの安全保障上どのように位置付けるのかであった。
テロリズムの出現は、国家脅威という「伝統的な脅威」への対処を本来任務とするロシア
軍の存在を揺るがし、テロ対策を取り仕切る連邦保安庁（FSB）の肥大化をもたらした。
しかしながら、2008年8月に隣国のグルジアと国境付近において軍事衝突が発生したこと
と、2009年4月に約10年に及んだ第二次チェチェン紛争の終結が宣言されたことから、新
しい「安保戦略」においては、近隣諸国との資源争奪や国境紛争に備えて旧ソ連圏との国
境に加えて北極、極東、カスピ海地域の国境管理を強化することが明記されている12。こ
こで、
「極東地域」という表現が盛り込まれていることも注目され、ロシア国境警備隊に
よる中国や日本などとの国境管理がさらに厳格化されていく可能性があると言えよう。
このように、ロシアの安全保障上の関心が、テロといった「非伝統的な脅威」から国境
紛争といった「伝統的な脅威」へ重心が移動していることを意味しており、ロシアが伝統
的な安全保障観に回帰していると理解される。旧「国家安保概念」の冒頭では治安の悪化
やテロリズムの脅威について言及されていたが、「安保戦略」においては国防問題が国家
安全保障の中核であると位置付けられており、テロリズムに対する扱いが低下した。
新戦略においては、対米強硬論を主張していたバルエフスキー（Iurii Baluevskii）安保
会議副書記（前参謀総長）など軍の保守派の意見も一部盛り込まれたことから、グルジア
紛争以降、ロシアの国家安全保障戦略の立案において軍の発言力が高まっていることも確
認される。2010年中には「軍事ドクトリン」も最終承認され、核の使用基準の緩和など、
軍保守派の主張が盛り込まれた13。ただし、経済・社会分野における国家発展を通じて国
際社会で影響力を発揮し、ロシアの安全保障を確保していくというプーチン路線に変化は
11 かつて、プリマコフ元首相により、露中印の戦略的トライアングル構想が提唱されたことがある。
12 「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」
；Российская газета , 19 мая 2009 года.
13 パトルシェフ安全保障会議書記は、9年ぶりに「軍事ドクトリン」を改定する理由について、
「2020
年までの世界の軍事情勢の趨勢を分析した結果、大規模な軍事衝突から地域紛争に焦点が移る」とし、
「国家の安全保障にとって危機的な状況下では、侵略国に対して核兵器による予防攻撃（preventive
strike）も排除しない」と述べ、ロシアが核使用の敷居を引き下げる意向を示した。Известия , 14
октября 2009 года. 大規模紛争のみならず地域紛争においても核兵器の予防攻撃があり得るとの認
識を示した。
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見られない。プーチン前政権下においても、国内総生産（GDP）に占める国防予算の割
合が2.6%前後に固定されてきたように、軍事優先の国家資源の配分がソ連崩壊につながっ
たという教訓は認識されている。むしろ、金融・経済危機の発生により、経済優先という
プーチン路線の重要性が一層認識されたとも言えるであろう。
（２）対外政策の基調
ア

戦略的に対等な対米関係の追求

「安保戦略」を新しく策定するもう1つの理由は、ロシアの安全保障にとって最大の要因
である米国との関係をどのように規定するかであった。本来なら「安保戦略」は2009年3
月末に最終承認される予定であったが、オバマ米政権の対露政策を見極めるためプーチン
首相が公表を約1カ月遅らせたとみられている14。このことからも、米国ファクターはロ
シアの安全保障戦略の立案上、大きな割合を占めていることが確認される。
プーチンは、イスラム過激勢力によるテロリズムは米露共通の脅威であり、ロシアが独
力で対処することはできないとの立場から、軍の反発を押し切って9・11事件直後にロシ
アの裏庭にあたる中央アジアに米軍の駐留を認め、これ以降、対テロ分野において米露協
調が達成された。しかしながら、米国が主導する北大西洋条約機構（NATO）が旧ソ連
のバルト諸国まで拡大し、NATO入りした東欧諸国に米国がミサイル防衛（MD）システ
ムの配備を進め、さらには米国がNATO入りを支持するグルジアとの間で2008年8月に軍
事衝突まで発生し、米露関係は冷戦終焉後、最悪の状態に陥ったと言われた。「安保戦略」
の中では、NATO拡大は容認できず、米国のMDシステムは軍事的脅威であると述べられ
ているほか、対米関係においても「戦略的に対等な関係」を追求していくとの姿勢が示さ
れている15。「安保戦略」の内容を見る限りにおいて、欧米諸国に対するロシアの対外姿
勢には、基本的な変化はみられない。米英をはじめとするNATO加盟10カ国とグルジア
やウクライナをはじめとするパートナー 5カ国の計15カ国が、5月にグルジア領内で多国
間の軍事演習を実施したため、ロシア側が反発を強める事態も発生した16。
2009年7月6日の米露首脳会談で、12月5日に失効する第一次戦略兵器削減条約（START
Ⅰ）の後継条約について合意された。「核なき世界」を標榜するオバマ政権は戦略核を大
幅に削減する目標を掲げており、核兵器の維持管理という財政的負担を低減させたいとす
るロシアも基本的には米国が提唱する核軍縮には前向きである。ただし、オバマ大統領が
14

ロシア連邦大統領ホームページ<http://eng.kremlin.ru/text/speeches/2009/03/24/2056_type82913
_214288.shtml>2009年4月2日アクセス。
15 「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」
。
16 『RPロシア政策動向』第28巻第12号、no. 601、2009年6月15日、24頁。
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提案する核兵器全廃というグローバル・ゼロに対するロシア側の受け止めとしては、核軍
縮という総論に関しては共感が得られるものの、実現可能性も含めた各論に関しては懐疑
的な見方が多い。実際に、戦略核を1,500発以下に削減することに関しては、以下のよう
な軍事的理由によりロシア軍内部などにおいて反対論が多い。その理由としては、第1に
中国など他の核保有国とのバランスが崩れる、第2にロシア全土で第二撃能力を維持でき
なくなる、第3に通常戦力の劣勢を補完するために核戦力を重視している点などが考えら
れる。当初、米露間において1,000 ～ 1,500発の間で削減幅が合意されるものと予想されて
いたが、実際に合意された数は1,500 ～ 1,675発であった。モスクワ条約で規定された下限
が1,700発であることから、合意された削減幅は大きくなかった。それでも、戦略核と運
搬手段の保有数において米露間の格差が縮小することは、戦略的に対等な米露関係を目指
すロシアにとって大きな前進である。
「安保戦略」の本文でも、核戦力における「パリティ」
という表現が復活しており、核戦力の分野を中心としてロシアが戦略的に対等な対米関係
を築いていきたいという意気込みが感じられる。
このようにロシアが強気の対米姿勢を示す理由としては、特に金融・経済危機以降、イ
ラクとアフガニスタンの2つの戦争に従事する米国の影響力が減退しており、イランやア
フガニスタン問題等において、米国は今まで以上にロシアとの協力をより必要としている
とロシアが認識しているためである17。ロシアの軍事専門家によると、このような認識は
2008年8月に発生したグルジア紛争以前に既に存在し、たとえロシアとグルジアが軍事衝
突を起こしたとしても、米軍がグルジア側に参戦することはないとロシア側は確信してい
たとされる18。9月にはオバマ大統領がMDの欧州配備を見直す意向を表明したため19、メ
ドヴェージェフ大統領も2008年11月の年次教書演説の中で表明していたカリニングラード
州へのミサイル配備といった対抗手段を撤回すると述べた20。STARTⅠの後継条約交渉
やイラン問題においてロシアとの協力を必要とする米国がロシアに譲歩したとロシア側
は受け止めており、軍事的な対抗策を打ち立てて米MDに反対姿勢を貫いたことがロシア
外交の勝利に結びついたとの論調がロシアのメディアにおいて散見された21。米国による
MDの譲歩は、外交面における米露関係に肯定的な影響を及ぼすと予想されるが、米国が
17 Независимая газета , 30 марта 2009 года.
18 2009年9月21日に筆者と面談したクリメンコ元参謀本部軍事戦略研究センター長（現極東研究所主
任研究員）の発言。
19 『 毎 日 新 聞（ 電 子 版 ）』2009年9月18日<http://mainichi.jp/select/world/news/20090918k0000m
030079000c.html> 2009年9月19日アクセス。
20 「大統領年次教書演説」ロシア連邦大統領ホームページ、2008年11月5日<http://president.kremlin
.ru/eng/speeches/2008/11/05/2144_type70029type82917type127286_208836.shtml> 2008年11月6日ア
クセス。
21 例えば、Время Новостей , 21 мая 2009 года.
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見直しを表明したのはチェコとポーランドにおけるMDシステムの地上配備であり、洋上
配備を含むMDの欧州配備計画そのものは撤回していないため、ロシアからすれば米国の
MD計画に対する軍事的な懸念は完全に払拭されたことにはならないであろう。
現在の米露関係は、「伝統的な安全保障問題における対立」と「非伝統的な安全保障問
題における協力」という二重構造となっている。NATOの拡大や米国によるMDシステム
の欧州配備、そして南オセチアやアブハジアの独立承認などは、欧米とロシアによる勢力
圏を巡る対立であり、冷戦時代から存在する伝統的な安全保障問題に整理される。他方で、
アフガニスタンやイランをめぐる国際テロリズムや、核を含む大量破壊兵器の拡散といっ
た問題は、冷戦終結後に顕在化した新しいタイプの非伝統的な安全保障問題と位置付けら
れる。7月にモスクワで開かれた米露首脳会談においても、アフガニスタンに向けた米軍
機の領空通過をロシアが無償で認めたことから、オバマ大統領はメドヴェージェフ大統領
に対して謝意を表明した。このように「非伝統的な安全保障問題」においては、米露の利
害は近接している。
米露関係が対立と協力の二重構造となっている以上、冷戦時代のように米露が全面的に
対決するという、グルジア紛争直後に語られた「新冷戦」はあり得ないとしても、反対に
米露関係が劇的に改善することも予想されない。NATO拡大やMD配備、南オセチアやア
ブハジアの独立承認問題など、「伝統的な安全保障問題」において米露が歩み寄る余地が
限られているためである。当面の米露関係は、対立と協力が交錯する膠着した状態が続く
ことになろう。しかも、米国はアフガニスタンやイランといった非伝統的な安全保障問題
に関心をより集中させているのに対して、グルジア紛争を経験したロシアは伝統的な安全
保障観に回帰するという、米露間の安全保障上の認識が非対称の状況が生まれつつある。
非伝統的な安全保障問題に専念しようとする米国からすれば、伝統的な安全保障問題にお
けるロシアに対する関心は低い。他方、伝統的な安全保障観に回帰するロシアからすれば、
非伝統的な安全保障問題における対米協力を通じることにより、核戦力など伝統的な安全
保障分野において戦略的に対等な対米関係を構築しようと考えている。
イ

中露戦略協調の限界
2009年9月以降に発生したグローバルな金融と国際原油価格の下落に伴う経済危機を受

けて、資源依存型のロシア経済の体質が問題となり、新しい戦略産業の育成など産業構造
を多角化する必要性が認識された。しかしながら、産業構造の多角化には時間を要するこ
とから、ロシア経済は当面資源分野で活路を見出すしかない。資源輸出先としての欧州市
場が飽和状態であること、パイプラインをめぐる政治的な関係が存在することなどから、
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東シベリアの資源開発や太平洋パイプライン建設にみられるように、ロシアは資源の輸出
先として東アジアに注目している。現在、ロシアのエネルギー輸出においてアジア地域が
占める割合はわずか数%であるが、将来的には石油に関しては輸出量全体の20 ～ 25%に、
天然ガスに関しては20%程度まで拡大させる意向である22。
メドヴェージェフ大統領が2008年11月21日にインターネットに公開した論文「アジア・
太平洋地域における動的かつ平等なパートナーシップの強化に向けて」にみられるように、
ロシアはアジア・太平洋地域の経済活動に積極的に統合していくことで、シベリア、極東
地域の開発を含めて、ロシア経済の持続的成長を回復させたいと考えている23。また、8
月に政府承認された「2030年までのロシアのエネルギー戦略」においては、国家の戦略資
源の重点地域として東シベリア・極東を指定するとともに、それを将来的なアジア・太平
洋市場向けの輸出供給源とすることが明記されている24。さらに、2012年にウラジオスト
クで主催するアジア太平洋経済協力（APEC）サミットは、まさにロシアによるアジア・
太平洋地域への経済進出を示すものとして、2014年のソチ・オリンピックと並ぶ重要行事
と位置付けられている。ロシアは資源埋蔵量の拡大と安定的な輸出先の確保を目指してお
り、そのために東アジアのエネルギー市場への進出を企図している。資源輸出において中
国や日本など東アジアを重視するというロシアの姿勢は、2012年のAPECサミットの開催
に向けてさらに強まるものと予想される。
東アジアにおいてロシアが戦略的に最重要と考える中国との関係は、最近では微妙な変
化が見受けられる。例えば、2005年に作成された「安保戦略」の草案においては、「将来
的な中国およびインドの影響力増大、それに伴うアジア太平洋地域全体の影響力増大は明
らかである」と述べられ、中国とインドに対する言及があった25。しかしながら、最終的
に承認された文書においては両国を名指しする表現が無くなり、中国やインドが関わる上
海協力機構（SCO）に関しても、「中央アジア地域における相互信頼とパートナーシップ
の強化」という設立当初の目的が指摘されているに過ぎない。6月15、16日にSCOサミッ
トがエカテリンブルクで開催され、国際安全保障、テロ・麻薬の取り締まり、国際金融問
題などについて話し合われた。首脳会談後の記者会見においてメドヴェージェフ大統領は、
米ドル一極体制からの脱却など金融・経済分野における多極化の必要性を提唱するととも
22 「最近の日露関係」外務省欧州局ロシア課、2009年9月。
23 ドミトリー・メドヴェージェフ「アジア太平洋地域における動的かつ平等なパートナーシップの強
化に向けて」ロシア大統領ホームページ、2008年11月21日<http://news.kremlin.ru/transcripts/2143>
2008年12月1日アクセス。
24 「2030年までのエネルギー戦略」ロシア・エネルギー省ホームページ、2009年8月27日<http://mine
nergo.gov.ru/news/min_news/1515.html>2009年10月23日アクセス。
25 「国家安全保障戦略」草案（2005年、ロシア連邦安全保障会議）
。
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に、
「SCO首脳宣言」においても多極化傾向は不可逆であると明記された。
SCOの枠内で2009年7月22日から中国の吉林省で実施された第3回の中露合同軍事演習
「平和の使命2009」の実動演習においても、過去2回の軍事演習で観察されたような米国を
牽制するという政治的プレイ・アップが見られなかった26。以上から、多極世界の追求と
いう観点から中国やインドと戦略的に連携していくというロシアの姿勢に変化が見られつ
つあると言えるだろう。むしろ、多極世界において中心的な存在となる可能性がある中国
に対して、ロシアが安全保障上の懸念を深めているのではないかと思われる事象も浮上し
ている。
例えば、中露の二国間の問題としては、中国がロシア製兵器をコピーして第三国へ転売
していることに対してロシアは不満を強めており、近年、中国への兵器輸出の総量が減少
するなど、軍事技術協力が頭打ちの状態にあると指摘されている。また、前述した米露間
におけるSTARTⅠの後継条約に関する交渉においては、戦略核を1,500発以下に削減でき
ない理由の1つとして中国ファクターがあるとみられている。核軍縮を進めていく上で将
来的に増大する中国の核戦力をどのように見積もるか、米露の間には認識に開きがある。
その他にも、ロシアが主張する中距離核戦力（INF）全廃条約のグローバル化、7月のラ
クイラG8サミット時の日露首脳会談で合意された日米露の安全保障専門家による三極会
合など27、ロシア側の発意の裏側には中国ファクターがあるのではないかとの見方もある。
こうしたロシアの中国離れの動きは、北朝鮮問題をめぐる中露間の政治的なスタンスの違
いにも表れている。北朝鮮問題に関しては、ロシアの政治姿勢は中国に近いものであった
が、ロシアは度重なる核実験とミサイル発射に懸念を深めており、国連の場においても中
国と比較して北朝鮮に対して批判的な姿勢を強めている。その背景としては、以下の点が
考えられる。第1に、ロシアと北朝鮮が共有する国境線が短いことから、北朝鮮に圧力を
かけて体制が変動したとしても難民流入などロシアが受ける影響は中国に比べて小さい。
第2に、北朝鮮に対するロシアの政治的影響力が限定的であることから、北朝鮮と密接な
関係にある中国と比べて、ロシアは北朝鮮に批判的な態度をとり得る余地がある。欧州の
みならず、アジア・太平洋地域においても、将来的に多国間の安全保障枠組みを創設した
いと考えるロシアとしては、その足がかりとなる六者会合は何としても存続させたい意向
26

詳 し く は、Shinji Hyodo, “Russia, China and the SCO: ‘Peace Mission 2007’,” RUSI Newsbrief, The
Royal United Services Institute for defence and security studies in London (July 2007).
27 「ラクイラG8サミットの際の日露首脳会談（概要）
」日本外務省ホームページ<http://www.mofa
.go.jp/mofaj/kaidan/s_aso/g8_09/jr_sk.html>2009年7月24日アクセス。三極会合を準備する主体は、
日本が（財）日本国際問題研究所（JIIA）
、米国が戦略国際問題研究所（CSIS）
、ロシアが世界経済
国際関係研究所（IMEMO）であり、第一回会合はワシントンで2010年3月に実施される予定である（日
本経済新聞、2009年10月17日夕刊）。
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である。2009年4月下旬にラヴロフ（Sergey Lavrov）外相が北朝鮮と韓国をそれぞれ訪問し
たが28、同外相の訪問目的はロシアも参加する六者会合の枠組みをいかに維持するかであっ
た。ロシアが六者会合に拘る理由としては、米国や中国など特定国の突出した影響力のみ
によって、北朝鮮問題など東アジアの安全保障問題が進展することを回避するためである。
以上から、東アジアのリージョナルな国際関係を切り取って考えた場合、東アジアにお
けるロシアの立ち位置、とりわけ中国との関係において、微妙な変化が生じていると観察
される。多極世界が既に到来しつつあるとの戦略環境認識から、中国との戦略的連携に対
するロシアの政治姿勢が低下し、これとは逆に経済や資源といった実利面において日本と
の関係強化を強める動きである29。この意味において、ロシアは、これまでのように中国
との戦略的連携を一義的に追求するという路線から、より自立した東アジア外交を模索し
始めていると言えよう。
ウ

日露間の資源協力
次に、日露関係について考えてみたい。現在の日露関係は、北方領土問題を含む政治的

な関係は冷え切っているものの、経済、エネルギー分野の関係は強化されるという「政冷
経熱」の状態にある。2009年においては、資源協力の分野で日露関係に前進があった。ま
ずは、2009年3月には、既に開始されている原油に加えて、「サハリン2」プロジェクトか
ら液化天然ガス（LNG）の日本への輸出が開始された。ロシアからのLNG輸入量は2007
年の日本のLNG年間輸入量の約7.2%に、原油に関しては約4%に相当する見込みである30。
メドヴェージェフ大統領は、2月にサハリンで実施されたLNGプラント施設の稼働式典で、
「この事業により天然資源の世界的供給者としてロシアの地位を強化する」と述べている。
日本としては資源供給源の多角化というエネルギー安全保障の観点からロシアからの化石
燃料の輸入に前向きであり、将来的にロシアへのエネルギー依存度は増加していく傾向に
ある。ロシアからの化石燃料の輸入に関しては韓国なども関心が高く、東アジアにおける
ロシア産資源の潜在的な需要は高いとみられる。
2009年5月のプーチン首相訪日や7月のG8サミットにおいても、一部で期待された領土
問題の進展はなく、むしろ政治面におけるロシアの対日姿勢は硬化した。「我が国固有の
領土」と明記された改正「北方領土問題等解決促進特別措置法（北特法）」の成立に強く
反発するロシアは、7月には日本からの人道支援物資の受け入れを中止するとともに、8月
28 『RPロシア政策動向』第28巻第11号、no. 600、2009年5月31日、29頁。
29 2009年9月23日に筆者と面談したバジャーノフ外務省外交アカデミー副学長の発言。
30 「最近の日露関係」外務省欧州局ロシア課、2009年9月。
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にはミローノフ上院議長が色丹島を訪れて同島のロシア帰属をアピールした。他方、日本
企業のロシア進出は急増しており、日露間の貿易高は5年連続で拡大し、2008年の貿易高
はソ連時代を通じて過去最高を記録した。
メドヴェージェフ大統領による呼びかけにより、LNGプラントの稼動式典に招かれる
形で、2009年2月18日にサハリンにおいて日露首脳会談が実施された。サハリン沖で進め
られている「サハリン2」プロジェクトが完成を迎えて、日本への本格的な資源輸出が開
始されることとなった。サハリンからは年産960万トンのLNGが輸出される予定であり、
これは2007年の日本のLNG総輸入量の約7%にあたる。その約6割を日本の電力・ガス会社
が購入する予定となっており、運搬用のタンカーや国内の備蓄施設の整備が進められた。
2008年末にはサハリン産原油の通年生産も始まっており、日本は原油輸入量の約4%をロ
シアに依存することとなり、原油の中東依存度が少し低下した。
しかも、日露間の資源面における協力は化石燃料の輸入にとどまらない。5月に訪日し
たプーチン首相は、原発の建設協力やウラン濃縮などを可能にする「日露原子力協定」を
締結し、原子力の平和利用分野において日露協力を追求していくこととなった。これは、
核燃料の濃縮役務能力が高いロシアと、高い原発建設技術を持つ日本との間で相互補完の
関係を築くことを意味する。今後、軍民一体型の巨大な原子力企業であるロスアトムとグ
ローバルな原子力事業の展開を目指す東芝との間で、具体的な協力プロジェクトが検討さ
れる予定である31。原子力という新たな戦略産業を育成することは、ロシアにとっては産
業構造の多角化につながることから、ロシアは日本との原子力協定の締結には前向きであ
る。原子力の平和利用分野における国際協力は、国際的な核不拡散の動きに寄与するとの
観点から米露間においても進められている。「日露原子力協定」の締結は資源協力以上の
重要性を持っており、原子力分野において相互依存を深めていくことは両国間の構造的な
関係強化につながると言えるだろう。
経済・資源協力といった実利面での関係強化は求めるものの、領土問題を含む政治的関
係の改善にロシアが熱心ではないことから、戦略的な日本重視に発展する可能性は小さい
と考えられる。領土問題を進展させる素振りを見せながら実利面での日露協力を追求する
というのが、ロシア側の対日アプローチの基本と思われるが、ロシアが戦略的に日本を重
視するようにならない限り政治面での日露関係の進化は難しいと思われる。7月のラクイ
ラG8サミット時の日露首脳会談において、政府の政策に資するとの観点から、アジア・
太平洋地域の安全保障問題について日米露の専門家がトラック2のレベルで議論する「三
31 『北海道新聞』2009年5月31日。
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極会合」を立ち上げることが合意された32。第1回目の会合は2010年春にワシントンで開
催され、東アジアのエネルギー安全保障や北朝鮮問題、日米安保体制などについて話し合
われた33。従来、日露関係は二国間の観点からのみ議論されることが多かったが、米国を
含めた多国間の観点からアジア・太平洋地域の安全保障問題を議論していくことは、日露
関係の新たな意義付けを見出すことにもつながるであろう。
従来のロシアの多極化外交とは、米国一極主義に反対するとの観点から、将来的に中国
やインドなどと多極世界を構築し、ロシアがその一極になることを目指すというものであ
った。しかしながら、ロシアの一定程度の国力回復と米国の絶対的な影響力の減退により、
新しい「安保戦略」で示された認識は、多極世界は既に到来しつつあり、その中でロシア
が一極を占める可能性が強まっているというものである。その場合、ロシアが、多極の一
極となり得る中国やインドとどのような距離を保っていくかが今後のロシア外交の焦点と
なり、
この意味においてロシアの多極化外交は新たな段階に入りつつあると言えるだろう。
2012年のAPECサミットに向けて、ロシアが東アジアをより一層重視する姿勢を強めてい
くことは疑いない。しかし、ロシアの東アジア重視は、現時点においては資源協力などの
実利面にとどまっており、東アジア地域に対するロシア外交の優先順位に変動をもたらす
ものにはならないであろう。それでも、東アジアのリージョナルな国際関係を切り取って
考えた場合、東アジアにおけるロシアの立ち位置に微妙な変化が生じつつあると考えられ
る。多極世界が既に到来しつつあるとの戦略環境認識から、中国との戦略的連携に対する
ロシアの政治姿勢が徐々に低下していくであろう34。
次節では、相対的に東アジアを重視する国家安全保障戦略を具現化する際の牽引力とな
るロシア経済の将来について展望するとともに、経済要因がロシアの対外政策にどのよう
な影響を及ぼすのかについて考察する。

２

経済要因が対外政策に及ぼす影響

（１）金融・経済危機に直撃されたロシア経済
ア

金融・経済危機の影響
ロシア経済は、2008年夏からの国際原油価格の急落と同年9月のリーマン・ショックに

よる世界的な金融・経済危機に直撃された。図1に示すように、2009年のロシアの経済成
32 「ラクイラG8サミットの際の日露首脳会談（概要）
」
。
33 『 時 事 通 信（ 電 子 版 ）』2009年10月17日<http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091017-00000056-jij
-int>2009年10月17日アクセス。
34 2009年9月23日に筆者と面談したバジャーノフ外務省外交アカデミー副学長の発言。
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図１

ロシアの経済成長率、工業生産成長率、失業率の推移



（出所：IMF等）

（出所：世界銀行）

長率はマイナス7.9%に大きく落ち込み、1999年から続いた10年連続のプラス成長に終止符
が打たれた35。工業生産は大きく減少し、失業率も漸増・高止まりし36、金融・経済危機
の影響は、他の新興国に比べて著しい。
ロシア政府は、2008年秋から各種の政策手段を展開し、株式市場と銀行部門を支え
た37。2008年内に講じられた緊急経済政策の規模は1,800億ドル（約5兆4,000億ルーブル＝
約16兆2,000億円）を超え、2009年には、特定の産業及び企業を指定した限定的な支援政
策からマクロ経済全体の投資を促進する政策へと政策範囲を拡大した38。
歳入の大幅な落ち込みは、予算編成の数次の見直しを余儀なくした。2008年の段階での
2009年度予算の歳入見通しは約11兆ルーブルであったが39、2009年10月時点では6兆5,700
億ルーブルへと大幅に下方修正された40。一方歳出は、当初計画で約9兆ルーブルであっ
35

International Monetar y Fund [hereafter IMF], World Economic Outlook April 2010: Rebalancing
Growth (Washington D.C.: IMF, 2010).
36 World Bank, Russian Economic Report 20 (Washington, D.C. : World Bank, November 2009).
37 2008年9月に承認された銀行への公的資金の注入規模は総額600億ドル
（約1兆8,000億ルーブル＝5兆
4,000億円）に及んだ。特に上位3行（国営ズベルバンク、国営VTB及び国営ガスプロムバンク、この
3行でロシア国内の銀行資産全体の約36%を占める。
）にはその7割強に当たる440億ドルが配分された。
また、石油輸出税率を引き下げるとともに、株式の政府買い上げ資金として200億ドルを確保した。
さらに銀行及び国内企業の2008年度末決算に備え対外債務支払いを支援するために500億ドルを確保
した。このほか10月には、銀行の当座貸し出し用に364億ドルを確保した。Dick K. Nanto (coordinator),
The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications, CRS Report for Congress, RL34742
(Congress Research Service, 2009).
38 法人税率の24%から20%への引き下げ、小企業に対する特別減税措置など。
39 Government of the Russian Federation, the Government’s Priority Measures, Anti-Crisis Programme of
the Government of the Russian Federation for 2009 <http://premier.gov.ru/eng/anticrisis/>, accessed on
December 2, 2009.
40 Министерство финансов Российской Федерации, Основные направления бюджетной
политики на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов （ロシア連邦財務省『2010年度及び
2011年から2012年度計画期間に係る予算基本方針』
）<http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/
library/2009/08/Osnovnye_napravleniya_budzhetnoy_politiki.doc>, accessed on December 2, 2009.

93

防衛研究所紀要第13巻第3号（2011年3月）

図２

財政収支と準備基金



（出所：ロシア財務省）

たが緊急経済対策支出により約10兆ルーブルへと引き上げられた41。その結果2009年度の
財政赤字は、GDP比8.9%に相当する3兆4,188億ルーブルに達したため、ロシア政府は、準
備基金から3兆283億ルーブルを補填することで、赤字幅をGDP比1.05%にまで圧縮する対
応をとった42。
2009年11月25日に成立した2010年から12年の間の3カ年予算では、2010年度の歳入6兆
9,500億ルーブルに対し歳出9兆8,800億ルーブルとなっており、財政赤字の規模はGDPの
6.8%、額にして2兆9,000億ルーブルと見積もられた43。この財政赤字に関してロシア政府は、
当面2009年度規模の緊急経済対策を準備しつつ、緊急性の低い歳出については圧縮する一
方、財政赤字を準備基金及び国民福祉基金から補填することで、財政赤字幅を2%前後に
抑制するとした。しかし、図2から明らかなように、2009年単年度で1兆ルーブル規模に達
する緊急経済対策支出だけでなく、2010年度以降も経済刺激策を継続する必要性が予期さ
れるため、準備基金を取り崩して財政赤字に対応する方法には、いずれ限界が来ることが
41

このような緊急経済対策にともなう歳出増大に際しロシア政府は、緊急経済対策計画との関連性が
小さく緊急性の低い歳出分9,433億ルーブルをカットしたうえで、09年度の緊急経済対策として約1兆
5,000億ルーブルを確保した。Ibid.
42 準備基金とは、08年2月の安定化基金の分割によって創設されたものである。04年1月に導入された
安定化基金は、国際原油価格の変動に備え、石油輸出収入の一定額を基金として積み立て、状況に応
じて緊急財政出動の財源に充てるものであったが、08年2月、これを緊急拠出用の準備基金と年金等
社会保障財源としての国民福祉基金とに区分するとともに、石油輸出収入に加え、天然ガス輸出収入
の 一 部 を 準 備 基 金 に 積 み 増 す と い う 制 度 改 革 が 実 施 さ れ た。Ministry of Finance of Russian
Federation, Stabilization Fund of Russian Federation, Reser ve Fund, and National Wealth Fund
<http://www1.minfin.ru/en/stabfund/>, <http://www1.minfin.ru/en/reser vefund/>, and <http://
www1.minfin.ru/en/nationalwealthfund/>, accessed on December 11, 2009.
43 アレクセイ・クドリン（Aleksei Kudrin）財務相による政府予算案説明によれば、財政赤字は、11
年度には4%、12年度には3%に縮小するという。また、予算編成の根拠としたウラル産原油価格は10
年度1バレル当たり58ドル、11年度59ドル、12年度60ドルとそれぞれ見積もられている。“Russia’s
Federation Council Approves 2010 Budget,” RIA NOVOSTI, November 25, 2005 <http://en.rian.ru/
Russia/20091125/156982320>, accessed on December 9, 2009.
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図３

国際収支の推移

（出所：ロシア財務省）

予想される44。
イ

危機前のロシア経済の高度成長を支えたメカニズムとその崩壊過程
2009年後半に入ると、国際原油価格に明らかな上昇傾向が見られ、これにともない国際

収支が改善され、歳入増についても見通しが立つようになると、ロシア政府の中でロシア
経済に対する楽観的な見方が出てきた45。このような楽観的な観測は妥当だろうか。言い
換えれば、資源輸出依存型経済の持続的な成長は可能なのだろうか。この問題を解くため、
以下では、2008年までの高度経済成長メカニズムと崩壊過程を整理し、資源輸出依存型経
済の本質的な問題を明らかにしていく。
2003年から始まったロシア経済の高度成長を支えたメカニズムとは、国際原油価格の長
期的な上昇トレンドにより石油輸出関連産業の収入が増大し、これに誘引されて外資が流
入し、それにより豊富な資金を得た同関連企業が多角化経営を展開したことで、他部門に
いたるまで個人所得が増大した結果起きた個人消費主導型の経済成長であった46。しかし、
個人消費が向かった先は、国内製品ではなく高級輸入品であったため、旺盛な個人消費が
国内産業の成長に必ずしも結びつかなかった。
その要因について、まず、国際収支を見ると、実はこの間、図3のように経常収支と資
44

赤字補填の財源として予定されている基金のうち国民福祉基金は、本来、将来の年金支給財源であ
り、後述するように急速な高齢化が進むロシアにとって、その取り崩しには慎重にならざるを得ない。
45 Sergei Aleksashenko, “Russia: Time to Be Optimistic?” International Bulletin (November 2009)
<http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=24191>, accessed on
December 2, 2009.
46 ロシアのプラス経済成長は99年から始まったが、03年までの経済成長の主要因は、98年の金融危機
の反動と極端なルーブル安による国内製品志向にあった。そのため、本稿の趣旨から高度経済成長の
時期的範囲を03年以降とした。Pekka Sutela, How Strong is Russia’s Economic Foundation?, Centre for
European Reform [hereafter CER] Policy Brief, October 2009 (London: CER, 2009).
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図４

ロシアにおけるオイル・バブルの状況



（出所：ロシア財務省）

本収支双方の黒字によってルーブル上昇圧力が働いていたことが分かる。このため、ルー
ブル高の下で消費者の高級輸入品志向が高まったと考えられる。しかし、より重要な要因
として、国際競争力に劣る国内産業の内包という大きな問題があった。
ロシアの経済成長を好感した外資が向かった先は石油輸出関連産業であり、石油輸出関
連産業以外の国内産業の投資規模は低調なままであった47。積極的な投資が行えなかった
国内産業は、高級品を志向する個人消費者のニーズに応えられず、輸入品との市場競争で
劣勢を強いられた。しかし、このような状況でも国際競争力に劣る国内産業は市場の圧力
によっては淘汰されなかった。なぜならば、政府にとってこのような国内産業の維持には
政治的に特別な意味があり、たとえ非効率な企業でも政策的に支える必要があったからで
ある。具体的には、広大な国土に分散する地方都市の経済を支え、かつ、雇用を確保する
ためには、地方政府への支援を通じてたとえ非効率であっても現地企業や国営企業を維持
する必要があった。
結局政府は、図3のように、競争力に劣る国内産業を保護するため、国際収支黒字にと
もなうルーブル高の昂進を抑制することを目的としたドル買い・ルーブル売りの大規模な
為替介入を繰り返し展開した。一方、その反作用として市中に通貨が過剰に供給されイン
フレ圧力が高まり、政府はこれに対応するため、高金利政策を維持した結果、市中金利は
高止まりし、石油輸出関連企業以外の国内企業の国内における資金調達が難航し、投資が
さらに抑制されるという悪循環に陥った。また、国内企業の成長が停滞することで、もと
もと脆弱であった民間銀行の資本はさらにも弱まったため、経営を支えるためにはリスク
の大きい外資に依存せざるを得ないという構造でもあった。
47

96

World Bank, Russian Economic Report 17 (Washingon, D.C.: World Bank, November 2008).
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2007年夏のサブプライム問題以降の世界的な金融・経済システムの大変動がこの構造的
問題を顕在化させた。サブプライム問題によって行き場を失った世界の投資資金は、上昇
トレンドが続いていた原油先物市場へと流入し、国際原油価格を一気に押し上げた。豊富
な投資資金はまた、原油価格高騰を背景に上昇が見込まれるロシアの株式市場にも流入し、
2008年5月にはロシア株式指標であるRTSが史上最高値をつけるなど、一種の石油輸出関
連株バブルがロシア株式市場に発生した48。この間ロシア政府は、猛烈に進行するドル安
ルーブル高に対応するため、大規模なドル買い為替介入を行うとともに、高金利政策を続
けたのである。
このバブルは、2008年夏以降の国際原油価格の下落と同年9月のリーマン・ショックに
よって一気に弾けた。世界経済の減速による原油価格の下落に直面した市場関係者は、利
益確定のため、急速に魅力を失いつつあったロシア株式市場から短期資本を一斉に引き上
げる一方、米大手金融機関が資本回収に乗り出し、各国金融機関にドルの返済を迫った結
果、各国金融機関は債権回収に追われ、投資・融資先であるロシア企業の経営悪化を加速
させたのである。ロシアの各銀行はさらに資本不足に陥り、企業は運転資金にも枯渇する
状況となり、銀行の不良債権は増大する一方となっていった。他方、世界のドル需要は急
増し、急激なドル高ルーブル安が進行したため、ロシア政府はこれまでと一転、大規模な
ドル売り為替介入を行ったものの、ルーブルの下落は止まらず、ルーブル高に支えられて
いた個人消費が落ち込み、ロシア経済は急速に縮小していったのである。
ウ

資源依存型経済の問題の本質
一般にロシア経済の脆弱性は過度の資源依存にあると言われる。輸出全体に占める石

油・天然ガス輸出の比率は常に60%以上で安定しており、GDPに占める石油・天然ガス関
連収入の比率は、GDP及び同収入が最も大きかった2008年には10.5%、連邦歳入に占める
比率も47.3%に上るなど資源への依存は顕著である49。政府は、2010年以降の連邦予算の
編成に際して、連邦歳入に占める同歳入の比率を図5のように見積もっており、引き続き
資源に依存する状況である50。
資源依存型経済の本質的な問題は、資源の一般的な特性である収入の不確実性とロシア
に特徴的な制約とに整理される。まず、資源関連収入の不確実性について説明しよう。特に
48 Nanto, The Global Financial Crisis.
49 Министерство финансов Российской Федерации, Основные направления бюджетной политики
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов （ロシア連邦財務省『2010年度及び2011年から
2012年 度 計 画 期 間 に 係 る 予 算 基 本 方 針 』
）<http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/
library/2009/08/Osnovnye_napravleniya_budzhetnoy_politiki.doc>, accessed on December 2, 2009.
50 Ibid.
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図５

財政から見た資源依存

（出所：ロシア財務省）

国際市況品である石油の価格は、世界経済の景況に基づく需給動向によって大きく変動す
るだけでなく、先物市場における投機的資金の動向によっても大きく左右されるため、実は
収入予測そのものが難しい。そのため、高価格時でも収入の一部を価格下落に備えた準備
基金として積み増す必要があり、収入のすべてを単年度の予算財源として利用できるわけ
ではない。他方、現在長期契約に基づき取引される天然ガスは、消費国が最近、スポット契約
が可能なLNGの比重を高めつつあり、固定価格契約を基本とするパイプライン契約につ
いて、
LNG価格と考量したうえで契約を変更する動きを見せている51。このため、天然ガス
関連収入についても将来にわたる安定的な財源であることが保証されているわけではな
い。
次に、ロシアの個別事情にかかる問題について整理する。ロシアは世界最大の天然ガス
埋蔵量（世界の23.4%）と豊富な石油埋蔵量（同6.3%）を有する52。しかし、生産費用の
問題が将来の収益を圧迫しつつある53。つまり、ロシア国内で開発・生産が容易な油田・
ガス田の生産能力は急速に減衰しており、今後の開発・生産は、地理的・技術的に開発が
困難なより大きな開発・生産費用がかかる地域で、しかも、複数の中小規模の石油・ガス
田に依存しなければならない。また、消費地と離隔しているため、莫大な輸送コストもか
かってくる54。このため、ロシアは莫大な埋蔵量を有するとしても、その収益性は、開発・
生産費用が小さくしかも消費地への安価な輸送手段が確立している中東産油・産ガス国と
51

違約金を払ってもそれが有利ならば既存のパイプライン契約を破棄してLNG購入にシフトする動
きがある。Jonathan Stern, Continental European Long-Term Gas Contracts: Is a Transition away from
Oil Product-linked Pricing Inevitable and Imminent?, NG 34 (Oxford Institute for Energy Security, 2009).
52 British Petroleum [hereafter BP], BP Statistical Review of World Energy June 2009 (London: BP plc.,
2009).
53 JOGMEC編『石油資源の行方—石油資源はあとどれくらいあるのか』
、コロナ社、2009年。
54 International Energy Agency [hereafter IEA], World Energy Outlook 2008 (Paris: IEA, 2008).
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比べて大きく劣る55。
このほか、ロシアの石油・天然ガス輸出は地理的な要因から伝統的に欧州へのパイプラ
イン供給を主体とする一方、成熟した欧州エネルギー市場における需要の伸びは必ずしも
大きくなく、しかも欧州諸国は価格の観点からだけでなくエネルギー安全保障の観点から
も化石燃料に代替するエネルギー源を含む供給源の多角化を図っている状況にある。また、
ロシアの2008年の独立国家共同体（CIS）諸国向け石油輸出量は輸出全体の15.7%を占め
るが、金額で見ると11.5%になり56、さらに天然ガス輸出量の19%がCIS諸国向けであるが、
金額では7.5%に過ぎない57。これは主として政治的な理由からCIS向け優遇価格制度を設
けているからにほかならず、収益を圧迫している。同様に国内向け販売価格も収益の圧迫
要因となっており、政府はCIS向け及び国内向け販売価格ともに段階的な引き上げを企図
しているものの、今次経済危機の影響から早急な改善は不透明な状況である。
ロシア政府がこのような不確実な資源関連収入に依存しなければならない主な理由は社
会的な要因によるところが大きい58。ロシアはソ連時代、政治的な理由から意図的に地方
に労働力を分散させ、そこで重工業を主体としたいわゆる企業城下町を設けた。ソ連時代
はこれらの重工業製品は国内及び支配下に置かれた中東欧諸国において需要されたため地
方経済は成立した59。しかし、冷戦終結後の急激な市場経済化政策により不利な立地条件
におかれた地方産業は急速に疲弊し、地方政府の財務状況も悪化した。中央政府は社会的
な安定の観点から補助金を通じて地方経済を支えることになったが、このシステムの下で
は、地方企業には経営効率化のインセンティブが十分には働かず、地方市民にも自己投資
へのインセンティブが働かない。さらに、ガバナンスが脆弱な地方政府内では補助金をめ
ぐる汚職が蔓延し、その額は年間3,000億ドルに及ぶとも言われている60。政府は、このよ
うなシステムの経済的な非効率性を認識しつつも、社会政策の観点から補助金制度を当面
維持せざるを得ない状況にある。
55

実際に中東の産ガス国であるカタール（ガス埋蔵量は世界の13.8%）がLNG開発を強化しており、
価 格 競 争 の 面 で ロ シ ア は 不 利 な 状 況 に 置 か れ て い る。Roderick Kefferputz, Gazprom’s Changing
Fortunes, CEPS Commentary, November 2009 (Brussels: CEPS, 2009).
56 The Central Bank of the Russian Federation, External Sector Statistics <http://www.cbr.ru/eng/
statistics/?Prtid=svs>, accessed on December 3, 2009.
57 Ibid.及 びJonathan Stern, “The Russian Gas Balance to 2015: Difficult Years Ahead,” in Simon Pirani
ed., Russian and CIS Gas Markets and Their Impact on Europe (New York: Oxford University Press,
2009), pp. 54-92に基づき筆者計算。
58 Russia and Eurasia Program, Center for Strategic and International Studies, “First Deputy Prime
Minister Igor Shuvalov Adresses Russia and the Economy,” Russia Eurasia Insider (November 2009),
p. 5.
59 ただし、燃料については自律できず生産地からの移送に依存した。これが長大なパイプラインであ
り、また、国内統制価格の最大の理由である。これらは実質的な地方への補助金である。
60 Gregory Frifer, “Massive Corruption Threatens Russian State,” Radio Free Europe (November 27),
2009.
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補助金制度に代わる仕組みとして考えられるのは、銀行の間接金融機能である。しかし、
ロシアの銀行システムの現状は、貯蓄と投資を仲介する機能を果たせない状況にある61。
ロシアの銀行数は1991年のロシア連邦発足後850行から民営化の影響を受けて起業が続き、
1994年には2,500行にまで増大した。その後統合再編があったものの、2008年現在1,108行
を数える。この値は地方・州の産業を支えるドイツの2,000行には及ばないが、フランス
の約3倍に相当する。資産規模で見た場合、上位3行だけで35%を占めることから、資本力
に乏しい小規模銀行が乱立している状態であり、貸し出し余力は小さい。借り入れ側にと
っても中央銀行の高金利政策の影響から資金調達コストが高く、融資を受けにくい状況に
ある。これが企業の成長を抑制することで、銀行も株式市場における資産運用に慎重にな
らざるを得ず、結果として、貯蓄と投資を結びつける間接金融機能を十分に果たせず、銀
行システムの成長が制約されるという悪循環になっている。このような銀行システムの脆
弱性が地方企業の補助金への依存を継続させているのである。
しかも今回の金融・経済危機によりロシアの銀行は多くの不良債権を抱えることとなっ
た。ロシア政府は地方経済を支える観点から銀行への公的資金注入を行うとともに為替介
入によるルーブル防衛策を展開し、銀行のバランスシート改善と対外債務残高への支払い
を支援することで資本の流動性を確保しようとしているものの、2010年の段階でも依然と
して借り入れは低調なままである。
エ

急速に縮小する労働力人口
国際通貨基金（IMF）の推計では、ロシアの人口は長期的な減少傾向にあり、図6のように、

2009年の推計人口1億4,140万人から2011年には1億4,000万人を割り込むという。2006年5月、
プーチン大統領（当時）は大統領年次教書演説の中でロシア首脳として初めて人口問題に
言及し、翌2007年10月に、
「2025年までのロシア連邦の人口政策概念」を発表した62。しかし、
人口問題の深刻さは必ずしもロシア国民には共有されておらず、また、ロシア政府の中に
さえ一部楽観的な見方がある63。その理由は、図7のとおり、長期的な人口減少の中にあ
って、労働力人口（16 ～ 59歳）そのものが増加あるいは維持されてきたこと、そして、
近年出生数そのものは増加傾向にある一方、死亡者数は減少傾向にあることから2012年に
61

今回の金融危機・経済危機の影響を深刻化させた大きな要因であるロシアの銀行セクターの脆弱性
については、OECD, Russian Federation, OECD Economic Surveys, vol. 2009/6 (Paris: OECD, 2009)及
び Geoff Barnard, Russia’s Long and Winding Road to a More Efficient and Resilient Banking Sector,
OECD Economic Department Working Papers, no. 731, (November 6, 2009)に詳しい。
62 “Concept for a Demographic Policy for the Russian Federation for the Period up to 2025,” sanctioned
by Presidential Decree of October 9, 2007, no. 1351.
63 Anatoly Vishnevsky, The Challenges of Russia’s Demographic Crisis, Russie. Nei. Vision no. 41, June
2009 (Paris: IFRI Russia/NIS Center, 2009).
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図６

ロシアの人口推移

（出所：IMF）
図７

労働力人口

（出所：ロシア連邦統計局）

は下げ止まるという観測も計算上成り立つからである。
しかし現実の問題は、図7から明らかなように、労働力人口が十分に確保されてきたの
はほんの数年前からの事象であり、今後10年で再び労働力人口が急減するとともに人口の
高齢化が急速に進行するという点にある。
このような人口問題への対応には論理的に3つの考え方がある。ひとつは、現行の社会・
経済システムを所与として人口減少そのものに歯止めをかけるという考え方、第2に、こ
れとは逆に人口の減少を前提とし既存の社会・経済システムを新たな人口構成に適応した
ものに改めるという考え方、そして第3は、第1と第2それぞれの考え方に基づく政策を適
宜に組み合わせすることで相乗効果を期待するものである。いずれにしても、ロシアは
2020年を待たず、人口問題についても早急に対応の方針を定め適切に施策することが求め
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られている64。
（２）ロシアの経済成長戦略
ア

持続可能な経済成長モデルへの転換
前項では、今後仮に資源価格が上昇したとしても現行の資源依存型経済モデルから脱却

しない限り持続可能な経済成長は望めないことを明らかにした。ロシア政府は、経済の近
代化・多角化構想を打ち出しているが、同時に資源依存をもたらしてきた構造的要因を緩
和あるいは排除していかなければならない。本項では、ロシア経済の構造的問題に基づき
経済学的に妥当と思われる政策を列挙し、これを視点として現在ロシア政府が構想してい
る経済戦略を評価する。そのうえで、経済戦略を実現させるうえでの現実的な課題を明ら
かにしていく。
今回の世界的な金融・経済危機は全般に、外需に依存する経済の脆弱性を改めて認識さ
せるものであった。翻って、ロシアが資源関連産業以外の産業の比率を高めたとしても、
それが外需に依存する限りマクロ・ショックの影響を回避できず、今回の危機と同様の結
末を迎えることになる。そのため、産業構造を多角化する際、国外ばかりでなく国内にお
いても国際価格で安定的に消費される財を生産する産業を育成し、設備投資と個人消費が
主導する安定的な経済成長モデルに移行することがマクロ・ショックを局限するうえで重
要である65。
一方、今後労働力人口の縮小が予想される中、産業の育成において考慮しなければなら
ない条件とは、まず、供給サイドの観点から、労働集約的な産業ではなく、資本集約的な
産業であること、次に、需要サイドの観点から、急速に進行する少子高齢化社会における
需要構造に適合する産業であること、この2点が特に重要である66。つまり、人口動態の
観点から育成が望ましい産業とは、高い付加価値を生み出す産業で、かつ、需要の年齢差
が小さい産業にほかならない67。労働力のみならず天然資源に関してもロシアが保有する
生産資源は今後ますます希少なものとなる。したがって、希少な生産資源を効率的に利用・
配分するシステムの整備が極めて重要になる。このため、まず、非効率な産業部門を再編
64

ロシア男性の平均寿命が64歳前後で推移していること、死亡原因として循環器系疾患の比率が高い
ことなどから、労働力人口に該当する中年層においても健康に不安を抱えている者が多く、労働生産
性を押し下げていることが推測される。この観点から、人口問題と健康問題が経済成長率に大きく影
響していると考えられる。
65 詳しくは、OECD, Russian Federationを参照。
66 詳しくは、Vishnevsky, The Challenges of Russia’s Demographic Crisisを参照。
67 Philip Hanson, Russia to 2020, Occasional Paper, November 2009 (Rome: Finmeccanica Research
Department, 2009)では、ロシアの労働生産性には十分な改善余地があり、これによって経済成長が
期待できるとしている。
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し、補助金制度などを通じて非効率に費消されている資源を、真に育成すべき産業に再配
分するとともに、退蔵されている労働力の自由な移動を確保することが重要である。
次に、産業の育成に必要な資本フローを確保するため、現行の金融システムを整備する
ことが必要である68。この際、起業段階における資本の導入を図るため、短期資本に適度
な政府保証を与えると同時に、適切な経営・財政規律を維持するために金融機関の融資・
監督機能を強化する必要がある。また、その後の成長のためには大規模な資本調達を可能
にする株式市場の整備とともに、外資導入を促進する世界貿易機関（WTO）への加盟が
重要になる。特に、非効率な銀行システムを再編し、銀行の資金力の強化を図ることがポ
イントである。
ロシアにおける汚職問題は根深い。そのため、育成すべき産業及び補助金支給・政府保
証対象企業の選定、並びに統合・再編の対象とすべき産業及び国有企業・地方企業の選定
など、あらゆる段階において汚職や企業犯罪が問題となってくる69。具体的には、情報や
権力の偏在及び関連法の未整備に起因するレント・シーキングによって、無用のインフル
エンス・コストが発生し、不適格な部門に非効率に資源が配分される問題である70。した
がって、経済構造改革と並行して、このような汚職・企業犯罪問題にも取り組まなければ
ならない。この際、市場原理に委ねた競争政策によって汚職の発生を抑制することも考え
られるが、所有権保護や企業買収等に関連する法律、並びに財務諸表等の情報開示体制が
未整備なまま自由競争だけを進めるならば、1990年代に露呈したようにループホールに乗
じた国家資産の簒奪が発生する恐れもある71。このため、経済構造を改革するためには、
汚職・企業犯罪への対策とともに、市場関連法とその執行体制の整備を同時に進めていか
なければならない。
イ

ロシア政府の経済改革構想
さて、このような内外の環境からの経済構造改革の要請にロシア政府はどのように応じ

ようとしているのだろうか。実は、経済構造改革の必要性についてロシア政府は、すでに
高度経済成長の最中から強く認識しており、2006年夏の段階から改革構想の策定に着手し
ていた72。その後、経済構造改革構想は、2008年2月にプーチン大統領（当時）が発表し
68
69

詳しくは、World Bank, Russian Economic Report 20を参照。
詳 し く は、Andrew Wood, Russia’s Coming Decade, Russia and Eurasia Programme: REP PP 09/03
(London: Chatham House, September 2009)を参照。
70 レント・シーキング及びインフルエンス・コストについては、Paul Milgrom and John Roberts,
Economics, Organization, and Management (New Jersey: Prentice Hall, 1992)に詳しい。
71 内閣府政策統括官室（経済財政分析担当）
『世界経済の潮流2009年Ⅰ—世界金融・経済危機の現況』
第2章第5節、2009年6月。
72 Sutela, How Strong is Russia’s Economic Foundation?
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た「2020年までのロシアの発展戦略」としてまとめられ、さらに、2009年5月の「2020年
までのロシア連邦の国家安全保障戦略」において戦略的国家優先課題のひとつとして明確
に指定され、そして、メドヴェージェフ大統領によって、重点的に育成すべき分野として
5つの方向性が示されている。
2006年夏ごろからプーチン大統領（当時）は、高い経済成長の陰で資源依存型経済構造
の転換と経済活動の効率性の向上が先送りされてきた問題を強く認識し始め、ロシアが持
続的に発展するためには、知識や技術を効果的に活用する革新的な発展路線に移行するこ
とが必要であると訴えた。この際プーチン大統領が優先課題として指定したのが、人的資
源の育成と蓄積である。具体的には、教育改革と国民の健康問題への取り組みを掲げ、教
育については、経済界からの研究投資の促進とともに産学官連携の強化を訴え、また、健
康問題への取り組みについては、人口減少問題への対応策として死亡率の低減を図るため
の医療改革の必要性を訴えた。人口問題に関連し、プーチン大統領が同時に強調したのが、
経済の効率性の向上である。2020年までに労働生産性を4倍に向上させる目標を設定した
ほか、省エネ技術の開発・利用、ハイテク技術の開発・利用、そして輸送・通信インフラ
の整備の必要性を謳った。また、これら技術の開発資金の調達には金融システムの整備が
必要であるとした73。
このようなプーチン大統領の発展戦略の本質は、中長期的な人口構成比、特に労働人口
の縮小を予測し、それに適合した新たな社会・経済システムへの移行を図るというもので
あり、この点においてプーチン大統領が策定した戦略の方向性は妥当であろう。プーチン
大統領はこの戦略に基づき、急速な高齢化にともなう年金支給総額の増大に備え、2008年
2月に安定化基金を再編した。2004年1月に導入された安定化基金は、国際原油価格の変動
に備え、石油輸出収入の一定額を基金として積み立て、状況に応じて緊急財政出動の財源
に充てるものであったが、これを緊急拠出用の準備基金と年金等社会保障財源としての国
民福祉基金とに区分するとともに、石油輸出収入に加え、天然ガス輸出収入の一部を準備
基金に積み増すという制度改革を実施している74。
経済危機が最も深刻であった2009年5月に承認された「2020年までのロシア連邦の国家
安全保障戦略」では、経済競争力の向上が国益のひとつとされ、経済成長の達成手段とし
73

President of Russia, “Speech at the Expanded Meeting of the State Council on Russia’s Development
Strategy Through to 2020,” Statements on Major Issues by Vladimir Putin, Febr uar y 8, 2008
<http://eng.kremlin.ru/speeches/2008/02/08/1137_type82912type82913_159643.shtml>, accessed on
December 8, 2009.
74 Ministry of Finance of Russian Federation, Stabilization Fund of Russian Federation, Reserve Fund,
and National Wealth Fund <http://www1.minfin.ru/en/stabfund/>, <http://www1.minfin.ru/en/
reservefund/>, and <http://www1.minfin.ru/en/nationalwealthfund/>, accessed on December 8, 2009.
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て、イノベーション・システムの発展、人的資本への投資に基づく労働生産性の向上、国
防産業を含む国内の優先産業セクターの近代化及び金融・財政システムの改善と並んで新
たな資源供給源の開発が指定されており、これらに国家としての努力と資源を集中的に投
下することとされている75。このような経済安全保障戦略の本質は、プーチン大統領の戦
略をより具体化するとともに、経済構造改革に必要な財源を引き続き資源関連収入によっ
て確保する方針を示した点にある。また、経済構造改革に際し、資源依存への慣性、地域
間経済格差問題及び汚職問題などが改革推進の阻害要因になることが明記されており、こ
れらの解決に総合的に取り組むことが謳われている。
メドヴェージェフ大統領は、2008年5月の就任前から一貫して汚職問題への取り組みを
政権の最優先課題に掲げている。プーチン政権時代にも汚職問題の深刻さは認識され、厳
罰措置を規定する法案が審議されてきたが、刑法の一部改正にとどまり、汚職対策に特化
した包括的な法律は制定されなかった。メドヴェージェフ大統領は就任直後から果断に汚
職問題に取り組み、同年12月、汚職対策の法的措置を規定した連邦法「汚職対策について」
の制定にこぎつけた76。もちろん、この法律の制定をもって汚職問題が即座に解決される
わけではないが、経済構造改革を推進するうえで重要な汚職問題に取り組む際の明確な法
的根拠が確立された意味は大きい。特に、資本フローの透明性が確保される点から外資導
入を促進する要素になるだろう。
メドヴェージェフ大統領の経済構造改革構想の特徴は、国家として育成を支援する重点
産業分野を明確に規定した点と市場競争を基軸としている点にある。まず、重点産業分野
について注目されるのが、2009年5月に大統領直轄委員会として設置された「ロシア経済
の近代化・技術開発委員会」である77。同委員会は、ロシア経済の持続的発展の基盤とな
りうる重要産業分野の育成にかかる政策を大統領が直轄して展開するというものである。
メドヴェージェフ大統領が指定した重要産業分野は、①新エネルギーを含むエネルギー
効率に関する分野、②核・原子力エネルギー技術分野、③グローバル航法衛星システム
（GLONASS）を中核とした宇宙技術分野、④医療分野、⑤スーパーコンピューターやソ
フトウェア開発を含む戦略的情報技術分野の5つの分野である78。これらの選定基準につ
いてメドヴェージェフ大統領は、まず、国際競争力があり、すでに世界水準の開発段階に
75 「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」
。
76 津田憂子「メドヴェージェフ政権の汚職対策」
『外国の立法』第240号、2009年6月。
77 President of Russia, “Dmitr y Medvedev Issued an Executive Order Establishing a Presidential
Commission on Modernisation and Technological Development of Russia’s Economy,” May 21, 2009
<http://eng.kremlin.ru/text/news/2009/05/216661.shtml>, accessed on December 11, 2009.
78 President of Russia, “Opening Address at Meeting of Commission for Moder nization and
Technological Development of Russia’s Economy,” June 18, 2009 <http://eng.kremlin.ru/speeches/
2009/06/18/2019_type82913_218096.shtml>, accessed on December 11, 2009.
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あること、次に、当該技術分野の発展が産業全体の近代化に寄与するものであること、そ
して何より、当該技術分野の開発が国防・安全保障上の所要と密接に関連し、かつ、重要
なインパクトを与えるものであること、この3点を強調している79。このような重点形成
に関してメドヴェージェフ大統領は、9月に大統領HP上に掲載された論文及び11月の大統
領年次教書演説の中で繰り返し論じている80。
次に、競争原理を基軸に据えている点については、2009年11月の大統領年次教書演説に
明確に現れている。教書演説の中心テーマはロシア経済の近代化であったが、大統領はそ
の原動力が指導者からの指示及び支援ではなく、あくまでも個人の責任と努力であると強
調したうえで、重点産業分野における支援対象企業の選定についても競争的に行う方針を
示している。このようなメドヴェージェフ大統領の経済構造改革構想は、希少な国家資源
の効率的な利用・配分の観点から、上で検討した育成すべき産業としての条件をある程度
満たしている産業を指定している点で評価できるだろう。また、このような最先端の技術
分野を政府が重視する姿勢を国民に示すことで、自らへの教育投資のインセンティブを形
成させる狙いも読み取れる。
ウ

構想の実現に向けての現実的課題
このようなロシア政府の描く経済戦略に対し鋭い批判が寄せられている。これらは概ね

権力のタンデム体制の実効性に向けられた批判に集約される。つまり、メドヴェージェフ
大統領とプーチン首相とによるタンデム政権の本質が、権力の垂直的な階層構造の頂点に
立つプーチン首相に対し、メドヴェージェフ大統領の基盤は脆弱である点にあるとして、
両者はともに改革の必要性を認識しているものの、結局、実質的な権力を有するとされる
プーチン首相さえも中央及び地方の属人的な党組織を権力基盤とする限り、地方経済を犠
牲とするような改革を断行できないという批判である81。この批判が妥当だとすれば、メ
ドヴェージェフ大統領が謳う経済構造改革に必要な政治システム改革とは、論理的にはプ
ーチン首相が築き上げた権力の垂直的階層構造の解体以外の何者でもなく、メドヴェージ
79

President of Russia, “Dmitry Medvedev Held the First Meeting of Commission for Modernisation and
Technological Development of Russia’s Economy,” June 18, 2009 <http://eng.kremlin.ru/sdocs/news.sh
tml?month=06&day=18&year=2009&prefix=&value_from=&value_to=&date=&stype=&dayRequired=no
&day_enable=true&Submit.x=7&Submit.y=7>, accessed on December 11, 2009.
80 President of Russia, “Go Russia!” Articles by Dmitr y Medvedev, September 10, 2009 <http://eng
.kremlin.ru/speeches/2009/09/10/1534_type104017_221527.shtml>, accessed on December 8, 2009;
President of Russia, “Presidential Address to the Federal Assembly of the Russian Federation,” Addresses
to the Federal Assembly by Dmitry Medvedev, November 12, 2009 <http://eng.kremlin.ru/speeches/
2009/11/12/1321_type70029type82912_222702.shtml>, accessed on December 8, 2009.
81 Nikolai Petrov, “‘A’ for Rhetoric, ‘D’ for Action,” The Moscow Times, November 17, 2009; Lilia
Shevtsova, “The Perfect Fall Guy,” The Moscow Times, November 18, 2009.
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ェフ大統領が実質的な権力を持たない以上、その実現可能性は小さく、経済構造改革は掛
け声に終わることになる82。
経済改革構想の実現には、経済合理性の観点から見ても、技術的に大きな課題がある。
メドヴェージェフ大統領は重点分野として5つの産業分野を指定したが、実際にこれらの
産業分野がロシア経済の成長を牽引する産業に成長するかどうかは不確実であるという国
際競争に係る本質的な問題である。メドヴェージェフ大統領は、成長が期待できる分野と
して重点産業を指定したが、現段階で国際市場にドメインを確立しているわけではない。
つまり、今後、当該産業の育成を図るとしても、まず最先端の技術を持つ国あるいは企業
にキャッチアップすることが必要であり、そのための莫大な初期投資の多くを政府が負担
することになる。また、仮にキャッチアップに成功しても、それが国際市場でのドメイン
の確保を保証するものではなく、キャッチアップした段階で始めて国際競争に参加できる
という程度のものである。つまり、莫大な投資を行った企業が競争に勝ち残れるかどうか
はこの時点でも依然として不明であり、税金を投入した政府として埋没コストを考えた場
合、キャッチアップ完了段階で援助を停止し、ロシアが加盟を目指すWTOの理念に基づ
く完全な自由競争に晒すかどうかは極めて難しい判断となる83。
このような経済合理性の観点から見た場合、メドヴェージェフ構想の成否のポイントは、
自ら指定した産業の成長可能性を適切に見極め、公正な国際市場競争に晒すために政府援
助を縮小するタイミングを図るとともに、逆に成長が望めないと判断した場合には早急に
支援を停止できるかどうかという点になろう。そのためには、5つの分野の指定にとどま
らず、さらに産業を絞り込むかあるいは新たに成長が見込まれる産業に柔軟に重点をシフ
トするなどの方策を展開する二段三段構えの経済政策を準備しておく必要がある。同時に、
縮小あるいは撤退した産業からの労働力の移動を保証する社会保障制度も整備しなければ
ならない。
これまで検討してきた経済構造改革は一朝一夕で結論が出せるものではない。つまり、
メドヴェージェフ大統領が言うように、改革の成果を判断するには時間が必要であり、逆
に成果を挙げるためには時間が必要である84。このことをいかに国民に納得させるかが問
題である。
82

Mikhail Kasyanov, “Beyond the Putin System,” REP Roundtable Summar y, Chatham House,
(November 17, 2009).
83 埋没コストの存在が経済合理的な判断を困難にする問題については広く知られている。
84 President of Russia, “Conversation with Dmitry Medvedev. Answers to Questions from Director of
News Programmes at Russia’s Channel One Kirill Kleimenov,” Inter views with Dmitr y Medvedev,
October 11, 2009 <http://eng.kremlin.ru/speeches/2009/10/11/1311_type82916_222095.shtml>,
accessed on December 8, 2009.
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また、地域経済に重大な影響を及ぼす地域産業の再編及び汚職対策については、既得権
益を有する勢力からの大きな抵抗が予想される。同時に、社会的安定の観点から、再編に
ともなう新たな雇用の確保も極めて重要である。メドヴェージェフ大統領はこの問題に対
して必ずしも明快な解答を用意できておらず、むしろ、この問題に現時点で対応している
のはプーチン首相である。しかし、プーチン首相が強い指導力を発揮して当面の地域問題
あるいは雇用問題に対応すること自体が改革の進展を遅らせるという反作用を持つ点が懸
念されるのは皮肉である85。いずれにせよ、経済構造改革の成否は、メドヴェージェフ大
統領とプーチン首相との緊密な連携の成否に係っている。
（３）経済要因がロシアの対外政策に及ぼす影響
ア

ロシアの対外政策への影響に関する一般的評価
86
ロシアの国家目標は一般に、
「自律した大国（independent great power）としての行動」

または「主要な国際的プレーヤー（major international player）としての復権」87であると理
解され、この国家目標を達成する手段としての対外政策目標は、概ね次のように要約され
る。第1に伝統的な利害地域である近隣諸国に対する影響力の維持、第2に米国、中国及び
欧州連合（EU）などの世界の大国・地域と対等な地位の確保、第3に多極化された世界秩
序への重要なメンバーとしての参加である88。また、このような対外政策目標を実現する
ため豊富な天然資源そのものと資源輸出によって増大した経済力が利用されてきたと考え
られている89。しかし、世界的な金融・経済危機によるロシア国内外の劇的な経済環境の
変化によって、「独断的な（assertive）」対外政策目標の達成が困難になったとも言われて
いる90。
このような苦境にあるロシアに対し米国では、レーガン政権がソ連解体に追い込んだよ
うな経済競争を仕掛けるのではなく、むしろ、米国が有する経済的なレバレッジをもって、
国益に照らして望ましい方向にロシアを導くべきだという議論がある91。欧州においても
85 『RPロシア政策動向』第28巻第13号、no. 602、2009年6月30日、18-20頁。
86 Dmitri Trenin, “Russia Reborn: Reimaging Moscow’s Foreign Policy,” Foreign Affairs, vol. 88, no. 6
(November/December 2009), pp. 64-78.
87 Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: the Return of Great Power Politics (Lanham: Rowman &
Littlefield Publishers, Inc., 2009), pp. 11-51.
88 このうち3番目の目標は、新しい「2020年までのロシア連邦の国家安全保障戦略」において国益の
ひとつとして明記されている。
89 CIS諸国に対する優遇価格制度のほか、莫大な資源輸出関連歳入による国防力の整備あるいは選択
的な経済支援の展開、並びに対外債務の繰上げ返済による国際金融機関等における地位の向上など。
詳 し く は、P. K. Baev, Russian Energy Policy and Military Power: Putin’s Quest for Greatness (London:
Routledge, 2008)を参照。
90 Mankoff, Russian Foreign Policy.
91 具体的には、米国市場の開放やWTO加盟支援などにより、ロシアを国際的な市場経済に組み込む

108

ロシアの国家安全保障戦略

また、政治・経済分野ではEUの枠組みに、そして安全保障分野ではNATOの枠組みに積
極的に関与させるべく支援と窓口を準備するべきだという議論がある92。
イ

ロシアの対外政策の戦略的分析枠組み
ロシアが直面する経済的課題は、ロシア自身を米欧が求めるような国際システムに吸収

される方向に向かわせるだろうか。この問題を解くためには、ロシアの立場に立った戦略
的な思考が必要である93。まず、ロシアの対外政策の利害は、国際政治において自らの利
害を最大化できるような裁量の余地を確保することになる。他方、米欧が求めるものは、
ロシアへの支援提供と引き換えにロシアの対外政策上の裁量範囲を限定することにほかな
らない。しかし、ロシアにとって、国際社会、特に米欧からの理解と協力そして支援は、
対外政策の基盤となる持続的な経済成長に不可欠である94。ではどうすればいいのか。
そのヒントは、経済学の知見から得られるホールドアップ問題への対処要領にあるだろ
う95。
ロシアにとって危険なホールドアップ問題とは、米欧などからの支援に関連した特殊な
投資をして特殊な資産をいったん形成してしまうと、この特殊な資産は人質となり、米欧
との良好な取引関係を継続する必要が出てくる問題である。つまり、ロシアから見て法外
な政治的要求を米欧などが突きつけてきた場合、ロシアは人質の犠牲なしにはその要求を
拒否できなくなるという問題である96。このような支援をめぐるホールドアップ問題への
ことで修正主義的な政治を放棄させるとともに、対テロ、アフガニスタン復興支援やイラン核開発問
題の解決に協力させることで国際安全保障秩序の形成に寄与させるというオバマ政権が掲げる米露関
係の「リセット」の実現を図るべきだというものである。詳しくは、Trenin, “Russia Reborn”; Ariel
Cohen and Richard E. Ericson, Russia’s Economic Crisis and U.S.-Russia Relations: Troubled Times
Ahead, Backgrounder, no. 2333, November 2, 2009 (Washington, D.C.: The Heritage Foundation, 2009)
を参照。
92 具体的には、08年8月のグルジア紛争などロシアの対外政策の本質には変化がないとの前提に立っ
たうえで、経済的な苦境にあるロシアが反動的な安全保障政策を展開することを警戒する一方、孤立
の深化を避けるための関与政策を展開すべきというものである。詳しくは、Thomas Valasek, NATO,
Russia and European Security, New CER Working Paper, November 2009 (London: Center for European
Reform, 2009)を参照。
93 梶井厚志『戦略的思考の技術』、中央公論新社、2002年など。
94 具体的には、銀行の不良債権処理及び資本増強、並びに企業の財務強化には規律ある外国資本の導
入が必要であり、重点産業を育成するためには、当面の保護政策に関して国際社会の理解を得ると同
時に、努めて早期にWTOへの加盟を実現し、輸出市場への参入と外国資本の導入環境を整備すると
いう矛盾する政策を実現しなければならない。そのためには、特に米国やEUからの理解と支援を取
り付けることが重要になる。また、ハイテク産業の育成あるいは資源開発に不可欠な高度な技術の移
転に関して、最先端の当該技術を有する国との関係を強化しなければならない。
Benjamin Klein, Robert G. Crawford and Armen A. Alchian, “Vertical
95 ホールドアップ問題については、
Integration, Appropriable Rent, and the Competitive Contracting Process,” Journal of Law and
Economics, vol. 21, no. 2 (1978), pp. 297-326に詳しい。
96 人 質 問 題 に つ い て は、Oliver E. Williamson, “Credible Commitments: Using Hostages to Support
Exchange,” American Economic Review, vol. 73, no. 4 (1983), pp. 519-540に詳しい。
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対応要領は次の2つに整理される。
取引相手（支援提供者）の多元化
ひとつは、支援の提供者を多元化することである。提供者を多元化することで、仮に
政治的な駆け引きを仕掛けられたとしても、他からの支援を確保できていれば、駆け引
きを仕掛けた支援者からの支援を断ることができるので、政治的な駆け引きが抑制され
る。この方策のバリエーションとして、支援提供主体が多国間で構成される国際機関の
場合、国際機関の統一的な意思決定を阻害することで実質的に支援提供者を多元化する
方法がある。
相互の人質交換
第2の要領は、支援提供者を多元化できない場合の対応である。この場合、相互に人
質を交換することが有効である。具体的には、ロシアにとって必要な技術等の提供者が
特定の国に限定されるような場合、ロシアとして当該技術関連の支援を受ける代わりに、
支援提供国にとってロシア以外との取引では意味をなさないような特殊な資産を支援提
供国に形成させるというものである。
このような戦略的思考から導かれる合理的な行動は、今後のロシアの対外政策を展望す
るうえで有効である。つまり、金融・経済危機後のロシアの実際の対外政策がこの枠組み
で説明できるのであれば、それは、ロシアが依然として独断的な対外政策を追求しようと
していると推論できることを意味する。例えば、経済的な動機に基づく対外政策が、政治
的にも多国間の協調や二国間関係の強化あるいは改善をもたらすように見えたとしても、
ロシアの実際の経済的利害とロシアがそこで形成しようとしている構造をこの分析枠組み
だけで説明できるならば、ロシアの対外政策の本質は実は変わっておらず、この対外政策
はあくまで経済回復・成長という限定目標のもと展開されているものと推論でき、経済問
題と政治問題を切り離して理解するべきだといえるだろう。
ウ

経済要因から見た対外政策上の注目点
将来にわたりロシア経済の基盤となる資源開発には莫大な資本が必要であり、かつ、開

発鉱区の地理的条件から高度な技術の導入が必須の要件となっている。一方、アジア・太
平洋市場へのシフトの観点からこの投資を東シベリア・極東の資源開発に集中投下するこ
とが合理的である。しかし実際には、北極圏堆積盆地（シュトクマン、ヤマル鉱区等）と
東シベリア・極東（コビクタ、サハリン鉱区等）の複数の鉱区開発を同時に進めており、
110
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しかも、中国及び日本を含む複数の国・企業（国営・民間）に資本参加させている97。
ロシアは緊急経済政策のひとつとして、不良債権問題に苦しむ銀行から銀行債を大量に
購入することでバランスシートの改善を図るとともに、企業の株式を大量に購入し、経営
を支えている。その結果、準備基金が大きく取り崩され、今後の財政運営の機動性に支障
が出てくる可能性がある。この状況において、ロシア政府は2009年11月、政府保有の株式
を10年までに売却し、財政赤字幅を縮小する計画を発表した。この動きに対し欧州復興開
発銀行（EBRD）は、ロシアの非効率な国有企業の再編と民営化を支援する観点から、政
府保有の銀行債及び株式を買い取る計画を発表した98。ロシア政府はその後、適正な政府
保有比率などを含め時間をかけて検討するとし、本格的な民営化の実施時期を2011年から
とした。
2009年11月、プーチン首相がフランスを訪問し、ロシアの自動車企業アフトワズ
（AvtoVAZ）への仏ルノーによる技術支援とロシアのガス開発事業への仏電力企業EDF及
びガス企業GDFの参入に関する政府間協定が締結された。2009年12月、インドのシン首
相がロシアを訪問し、インドからのIT及び医薬関連の最先端技術の提供とロシアからの
原子力発電所建設支援に関する政府間合意が形成された。これらはいずれも双方にとって
特殊な資産の形成を意味するものである。
97

これらの大規模プロジェクトには、ドイツのE.ON、フランスのTotal、米国のShell、そしてノルウ
ェーのStatoilなどの主要企業が資本参加している。これらの多くは政府系企業であり、しかも、深海
部や酷寒地での高度な探鉱・開発技術を有している。東シベリア・極東正面で特筆すべきは、09年4
月に中国との間で、石油部門の協力に関する政府間協定が締結され、
長年の懸案であった東シベリア・
太平洋（ESPO）石油パイプラインが着工されたことである。ESPOの事業主体である国有石油企業
ロスネフチと国営パイプライン独占企業トランスネフチは当初、自己資本によるパイプライン建設と
油田開発、そしてアジア・太平洋市場への進出を企図したものの、急激な財務状況の悪化によりそれ
が困難となった。そこで、太平洋沿岸へのパイプラインの延伸を保留し、東シベリア油田開発を優先
することを選択し、中国への依存を回避する観点から拒否してきた中国からの融資を受け入れ、中国
向けのESPO支線の建設と長期原油輸出に関する協定締結に至ったのである。具体的には、08年10月
に形成された政府間枠組み合意に基づき、09年2月にはセチン副首相兼エネルギー相（ロスネフチ取
締役会会長）が訪中し、総額250億ドルの融資協定と20年間の長期原油輸出協定の仮署名を済ませ、4
月の正式署名に至った。そして同月末には、10年末完成を目標に中国向けESPO支線建設が着工され
たのである。なお、この協定の最大の特徴は、融資による原油購入であり、ロスネフチは中国国家開
発銀行から150億ドルの融資を受け、11年以降20年間日量30万バレルの原油を契約相手である中国国
営石油企業中国石油天然気公司（CNPC）に輸出し、その代金により返済を行うことになる。また、
トランスネフチは同じく100億ドルの融資を受け、東シベリアから中国国境までのパイプラインを建
設することになる。“Rosneft President Sergey Bogdanchikov Joined Russian Delegation on a Visit to
China,” Rosneft, April 23, 2009 <http://www.rosneft.com/news/news_in_press/2304009.html>;
JOGMEC「中国：国をあげて石油資源調達へ—エネルギー安全保障と外貨準備の運用」
『石油・天然
ガス資源情報』、2009年3月17日。
98 EBRDは今回の計画の目的が、実質国有化された企業の株式を再度市場に流通させ再編を促進する
こと、そして、ロシア企業の所有者及び銀行の債権者としてコーポレートガバナンスを強化すること
にあると説明している。“EBRD Adopts New Strategy for 2010-2012,” EBRD Press Release, November 26, 2009
<http://www.ebrd.com/new/pressrel/2009/091125.htm>; “EBRD’s Russia Focus Shifts to Help
‘Accelerate’ Privatizations,” Bloomberg, November 26, 2009 <http://www.bloomberg.com/apps/news
?pid=20670001&sid=aRmUyfj0onO0>, accessed on December 10, 2009.
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３

ロシアにとっての東アジア

ロシアの国家安全保障戦略が相対的に東アジア重視にシフトする中、本節では、ロシア
の東アジア政策を条件付ける要因と、東アジアにおいてロシアが戦略的に重視する中国と
の関係について、歴史的な観点からその趨勢について考察する。
（１）歴史的対外政策思想における根本的要因
ロシアの対外政策は歴史的に見て、その大きな目的設定に際しては抽象的要素が強く、
その実施に際してはリアリズムの面が強い。ソ連が崩壊し国家体制も領域も激変したロシ
アは、大きな外交目標を求めて迷わざるを得なかったが、その過程では歴史回帰が試みら
れた。外相プリマコフ（Evgenii Primakov）は、クリミア戦争敗戦後の1856年にロシア帝
国外相に就任したゴルチャコフ（Aleksandr Gorchakov）にモデルを求め、1998年4月の会
合で「困難な状況においてこそ、受動的な外交ではなく積極的な外交で、国家の地位を高
めなければならない」と主張した99。このように大きな抽象レベルでは、歴史的なパター
ンを持つ理念的な目標が提示されることが多い。ここでは、ロシアの東アジア政策を展望
するにあたり、まずロシアの大きな外交目標の設定の裏にある発想の根源を考察する。
ロシア国家の対外関係において、歴史的に根源的な特徴は、ヨーロッパとの近接性と、
ヨーロッパとの異質性である。ロシア人はスラブ語族の一派として、ポーランド人などと
言語的、文化的近接性をもともと持っており、現在もその人口のほとんどが近接する位置
に集中している。その一方で、国家形成としてはカトリック教会の広まっていた西ヨーロ
ッパ社会とは異なり、ロシアは東ローマ帝国から東方正教会を導入し、かつその宗教的権
威を継承したとの自覚を持っていた。その後、モンゴルによる支配があり、それを脱して
モスクワがロシアを統一した頃には、西ヨーロッパとは異なる国家となっていた。その後
ロシアはポーランドやスウェーデンなどの西側の強国から圧迫を受け、18世紀にはピョー
トル大帝があらためてヨーロッパ化することにより国家の近代化を果たし、スウェーデン
を破った。以降、強国としてヨーロッパ国際政治に参加しつつ拡大したロシアは、19世紀
のウィーン体制では「ヨーロッパ協調」を支える責任ある大国の一つとなった。
こうして「世界政治を担う大国としてのロシア」の自己像が確立した。1856年にクリミ
ア戦争で敗北した際、失われたものとして最も重大だったのは「秩序維持者としての大国
ロシアの地位」であり、講和条約の黒海艦隊保持禁止条項が敗戦の象徴と捉えられ、この
99
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条項を撤廃することが、その後のロシア外交の至上命題となった100。ロシアが同条項を無
効であると1870年に宣言したが、その後しばらく艦隊は再建されておらず、黒海艦隊は具
体的な必要というより象徴的意味合いが強かった。その後、ロシア革命を経て成立したソ
連は、東方正教ではなく共産主義を旗印として、世界政治に主要な地位を占めようという
意欲を持ち続け、冷戦期には世界の隅々に影響力を持った101。
このようにヨーロッパとの近接性、異質性を土台として大国としての自己意識を確立し
てきたロシアは、ソ連崩壊後も継承した国家的資源を根拠として、抽象的レベルでは引き
続き大国であるべきという目標を堅く守っている102。国連安全保障理事会の役割を主張し
て常任理事国としての地位を活用しようとし、あるいはG8の一員としての役割を強化し
ようとしてきたことは、その例である。ロシアが対外政策を考える上での歴史を通じた根
本的特徴は、世界政治に大国として関与する意欲と、近接しかつ先進大国である西側諸国
との関係の重視であり、一方ではヨーロッパとの異質性という要素からもたらされる、独
自の大国としての路線や非西欧諸国への接近という指向である。
（２）ロシアの東アジア政策を条件付ける要因
このような発想を持つロシアが東アジア地域に向き合う際、重大関心対象である西側諸
国との関係の変化に応じて、間歇的に世界政治上の大国としての中国や日本が重視されて
103
きた。ロシア人の中の思想潮流として、「スラブ主義」や「ユーラシア主義」
が発言力を

増し、アジアへの接近が叫ばれることはあるが、ヨーロッパ諸国との間のような文化・文
明・社会的紐帯に比較すれば、アジアとの間でそのようなものは歴史上実在せず、根本的
で持続的な関係とはなっていない。これらを考えると、ロシアの東アジア政策を左右する
要因として、歴史的には次のようなものが挙げられる。
第1に、世界政治への参与という観点である。中国に欧米列強が関与を強めた19世紀半
ばに、ロシア帝国もそこに加わり、独自の地位を維持あるいは強化しようと試みた。日本
100 Barbara Jelavich, A Century of Russian Foreign Policy, 1814-1914 (Philadelphia: J. B. Lippincott
Company, 1964), p. 130.
101 Peter J. S. Duncan, Russian Messianism: Third Rome, Holy Revolution, Communism and After
(London: Routledge, 2000).
102 Bobo Lo, Russian Foreign Policy in the Post-Soviet Era: Reality, Illusion and Mythmaking (Basingstoke
and New York: Palgrave Macmillan, 2002).
103 「ユーラシア主義」は、ヨーロッパとアジアの複合語に由来し、ロシア人がその両方に関係するが
ゆえの役割を主張する考え方だが、時代やグループによってその内容はかなり異なる。1920年代のト
ルベツコイ（Nikolai Trubetskoi）らは、モンゴル帝国の統治下にあったロシアが受け継いだ要素を
肯定的に評価した。しかし現代ロシアにおいて、モンゴルとの関係にユーラシア主義はあまり影響し
ておらず、中央アジア諸国以外に実体的な紐帯はほとんどない。現代におけるユーラシア主義につい
ては、浜由樹子「プーチン政権下の『ユーラシア』概念」木村汎、袴田茂樹編『アジアに接近するロ
シア—その実態と意味』北海道大学出版会、2007年。
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が満州に大きな力を持っていた1930年代から40年代、日本の宥和あるいは対抗はスターリ
ンの大きな関心事項であった。中華人民共和国の国力の性質は1949年以来様々に変化して
いるが、モスクワにとっては大国あるいは主要懸念国として一貫した関心対象である。
第2に、東方領域における脆弱性の認識である。そもそも19世紀半ばに領土進出を進め
た東シベリア総督ムラヴィヨフ（N.N. Murav’ev=Amurskii）の大きな懸念は、アムール川（黒
竜江）を利用できるように確保しなければバイカル湖周辺の東シベリア拠点が危ういとい
うことであり、そのためアムール川や下流域をイギリス帝国の拡張の前に確保する必要が
あるというのが、その領土拡大の動機であった104。中国とはその時代から現在に至るまで
長い不安定な国境を共有しており、ロシアは持続的に多かれ少なかれ中国に懸念を抱き、
中央から資源を投入して防衛体制を維持してきた。1960年代に実際に起こった国境衝突は
大きな衝撃であり、1990年代以降の国境問題解決努力の動機は、これらの脅威認識にある
と考えられる。現代もロシア極東は人口も産業力も脆弱で、隣接する中国東北地域と比べ
た場合のさまざまな懸念がロシア社会に存在し、その開発・発展は長年取り組みつつも解
決できていない大きな課題である。
第3に、西側方面の代替としての発展展望の対象という要素である。ロシアが西側方面
への発展に見込みを失ったときに、時としてロシア中央の関心が東方に集中する現象が、
歴史的に見られる。ただしこれは必ずしも明確な因果関係ではなく、東方での動きは東方
での事情に起因するが、それを後押しするロシア中央の動きが見られる場合があり、東方
への注目が増幅されるということである。1850年代のロシアの領土拡大は、基本的に総督
ムラヴィヨフの意欲と現地の清朝勢力の弱さが原因であったが、当時クリミア戦争で挫折
したロシアのエリートが東方への発展展望に大きな期待を抱いた105。日露戦争に至るロシ
アの東方政策の背景の一つにも、東方発展への希望や、アジア的なるものへの親近性の要
素が見られた106。現代ロシアでの進出は経済問題、特にエネルギー輸出であり、モスクワ
の国家発展計画の中に、十分発展している西方方面への輸出に加えて、未発展の東方方面
への輸出計画が重要な地位を占めるようになり、中央からの継続的な発展意欲が維持され
ている。
このように、ロシアにとっての東アジアは、西方に比べれば副次的な関心事項であるも
104 S.C.M. Paine, Imperial Rivals: China, Russia and Their Disputed Frontier (Armonk, NY: M.E. Sharpe,
1996)；山添博史「ムラヴィヨフの対中対日外交：アムール川流域と樺太」
『社会システム研究』第6号、
2003年。
105 Mark Bassin, Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian
Far East, 1840-1865 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).
106 David Schimmelpenninck van der Oye, Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the
Path to War with Japan (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2001).
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のの、大国政治、脆弱性認識、代替的発展展望の観点から、時代によっては大きな動きを
もたらすものとなっている。現代においては、アジア太平洋地域は成長の舞台であって、
大国政治のうえでも経済発展展望のうえでも、この地域特に中国は重要関心の対象であり、
脆弱性を克服するべきという動機も持続している。2012年に予定されるAPECサミット開
催地としてのウラジオストクの開発は、これらの点での東アジアへの国家的取り組みの象
徴となっている。このためロシアの東アジアへの発展意欲は、当面継続すると考えられる。
（３）中露戦略的パートナーシップの将来
ア

ロシアの歴史的対中政策における要因
ここでは、ロシアにとっての東アジアの中で中心的位置を占める中国について、同様に

歴史的連続性や変化を踏まえ、将来展望を試みる。現象面では、接近や対立を繰り返す複
雑な二国間関係ではあるが、ロシア中央からの対中態度に関しては、歴史的に共通する諸
要因がそれを条件付けている。先に挙げた東アジア政策における諸要因、すなわち大国間
政治、脆弱性、発展展望のいずれにおいても、中国はロシアにとって東アジア地域の重要
問題であった。
第1の大国間政治の観点から中国を考える場合、やはりロシアとしては東アジア地域限
定ではなく、そこを越えた大国外交の枠組みの中で中国を見る傾向が強い。19世紀のロシ
アにとっては、ヨーロッパ大国間政治の延長としての舞台が中国であった。ただし、清朝
はもともと強力な東アジア大国であり、ロシアが常に中国に対して優位な立場から行動で
きるわけではなかった。1689年のネルチンスク条約でロシアは清朝に領土を明け渡さざる
を得なかったものの、その際に捕虜となって以来北京で暮らすようになったロシア人の子
孫のために、ロシア正教伝道団を派遣する権利を得たほか、欧米とは違ってモンゴルやチ
ベットなどの「藩部」と同じく理藩院で扱われ、陸路交易の権利を得た。このことは19世
紀にロシアが中国についての情報を収集する上でメリットとなり、また「200年におよぶ
特殊な友好関係」として繰り返し言及されることになる。ソ連の時代には、国際政治の場
において中国を自分の陣営にとりこむことで立場を強化しようと試みていた。中華人民共
和国が成立し、それが成功したといえる時期があったが、中国はやがてソ連に従うことの
ない独自の大国となった。むしろ中ソ対立の時代は長く、新しい大国間政治である米中ソ
の三国関係の中では米中対ソ連という不利な対立構図に持ち込まれたこともあった。ソ連
が崩壊し、ロシア連邦は西側諸国への参入をめざし接近した。しかしその路線がほどなく
挫折すると、圧倒的な力を持つ米国陣営と距離を置くため、あらためて中国に近づく動機
が生じ、中国側も利害を共有した。その後、人権問題、コソボ介入問題、内政不干渉など
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の論点で中露は協調することが多かったが、これはロシアにとっては常に西側との関係を
軸にした発想であった。
第2に、中国はロシアと長い陸上国境を共有する大国であり、ロシアの側で一貫した脆
弱性と脅威を感じている。19世紀後半から20世紀前半にかけてロシアは国力において中国
より優位に立つが、その時代でさえ、ロシアの統治エリートには対中国脅威論がときおり
見られた。例えば1905年の日本への敗戦後にロシア帝国の軍人が恐れたシナリオは「日中
提携による再度の軍事衝突」であった107。また実際に、1870年代にロシア帝国が国境治安
問題に関連して占領した新疆イリ地方を、清朝の軍隊が反乱軍鎮圧によって回復しており、
これを受けて1881年、ロシアが清朝に占領地域を返還するサンクトペテルブルク条約（イ
リ条約）が成立している108。中華人民共和国成立以降に中国が独立国としての地歩を固め
てからは、1960年代の国境衝突を頂点とした対立関係の期間は長く、冷戦下にあっても直
接の国境をはさんだ社会主義国中国はソ連の深刻な懸念であった。ソ連崩壊後は、ロシア
極東から人口が流出し、中国人が流入しているという懸念109もあって、脆弱性の認識はさ
らに深まり、地方政治家の強硬な対中国反発と、モスクワの国境問題妥結意欲の両方の反
応をもたらした。ロシア人の中には感情的な軽蔑意識も根強く残っている。加えてモスク
ワには、大国政治のうえでの対中接近の必要もあり、中露協調と国境問題解決は、相互の
必要と不信の産物でもあったと言える。現在でも、成長の著しい中国の軍備近代化努力は、
ロシアの懸念材料の一つであり続けている。
第3に中国はロシアの国家発展意欲が向かう対象でもあった。古くは毛皮と茶の交易で
ロシア帝国は西側諸国とは違った利益を中国から得ており、1840年代以降にイギリスが中
国市場において大きな勢力を持つようになると、ロシアはその挽回策としての中国海港貿
易参加や、懸案であったアムール川流域領土をめぐって、中国に向けて動き出した。日清
戦争以降の東アジア進出も同様に、列強との競争環境においてロシアの帝国主義的利益を
発展させるという性格を持っていた。ロシア革命後、期待していたドイツなどでの同時革
命に見込みを失ったソ連が次に望んだのは、中国を含めアジア各国の反帝国主義革命であ
り、中国に対しても相当の資源を振り向けた。現代においては成長を続ける中国でのエネ
ルギー需要を見込んだエネルギー開発・輸出の開発が、中国への重大関心である。
107 Ia. A. Shlatov, Na puti k sotrudnichestvu: rossiisko-iaponskie otnosheniia v 1905-1914 gg.（協力への
道：1905年から1914年の露日関係）(Khabarovsk-Moscow: Institut vostokovedeniia RAN, 2008).
108 A. D. Voskresenskii, Kitai i Rossiia v evrazii: istoricheskaia dinamika politicheskikh vzaimovliianii（ユ
ーラシアにおける中国とロシア：政治的相互作用の歴史力学）
（Moscow: Muravei, 2004）.
109 不法移民が大量に来て人口で圧倒的に中国化してしまう、との言説がよく見られるが、統計的に
は根拠が薄い。Bobo Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics (London: Chatham
House and Washington D.C.: Brookings Institution Press, 2008), pp. 59-60.
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このように、ロシアが対外政策を考える上で中国は、主に西側諸国を意識した大国政治
上での友好国あるいは対立国、脆弱なロシア極東に対して解決困難な懸念材料であり続け
る隣国、ロシアの国家発展の機会を与える有望な国、という面があり、これらは歴史上の
さまざまな場面でロシアの対中政策を決める要素として表れてきた。
イ

中露戦略的パートナーシップの経緯と展望
これまでの議論を踏まえ、ここでは現代の中露戦略的パートナーシップの流れを概観し、

その展望を試みる。現代における中露戦略的パートナーシップは、1989年5月のゴルバチ
ョフ（Mikhail Gorbachev）と鄧小平による和解に起源を持つが、積極的な意味合いを持
つのは、1993年ごろであった。ソ連崩壊直後のロシアのエリツィン（Boris Yeltsin）政権
は西側路線の改革、近代化を重視するあまり、コズィレフ（Andrei Kozyrev）外相（当時）
に見られるような西側中心主義を示した。しかしそれは国内で「西側追随」との反発をも
たらし、コズィレフ外相も路線を切り替え、さらに中東エキスパートのプリマコフが外相
に任命されて、
「東方」重視の姿勢を示した。1992年12月のエリツィン訪中を契機として、
「善
隣友好期」とされる時期に入った110。この際に戦闘機Su-27と防空システムS-300を含むソ
連・ロシア製装備の中国への移転が合意された。動機としては、中国は天安門事件以来
西側の武器を輸入できず、装備の近代化をソ連・ロシア製に依存し、その割合は2000 ～
2002年には90%を超えており、ロシアは軍需産業維持のための輸出市場として最大の中国
に依存していた111。
ソ連崩壊後の中央アジアの国境問題をめぐっては、1996年に上海で国境地域信頼醸成協
定が成立して以来、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、中国が協議を
続けていき、法的な解決が成立するに至っている。この「上海ファイブ」は、2001年6月
にSCOに発展し、国境問題や信頼醸成措置に加え、地域の多様な問題を扱う常設機構とし
て制度化されている。中央アジアにおいては安全保障面でモスクワの主導力が依然として
強く、中国はその地位を争う兆しを見せていないが112、エネルギー関係、軍事技術協力な
どで中央アジア諸国との二国間協定を進めてもいる113。
1990年代後半に西側と一線を画す中露の協調姿勢が目立ち、中露のパートナーシップは
加速した。ロシアと中国はとりわけ、コソボ問題などをめぐって西側諸国が国連安保理
110 岩下明裕「ロシアの対中国外交：『チャイナ・シンドローム』を越えて」横手慎二編『東アジアの
ロシア』、慶應義塾大学出版会、2004年、69-70頁。
111 Jeanne L. Wilson, Strategic Partners: Russian-Chinese Relations in the Post-Soviet Era (New York: M.
E. Sharpe, 2004), pp. 95, 100-102.
112 Lo, Axis of Convenience, p. 101.
113 湯浅剛「中央アジアにおける中国ファクター」木村・袴田編『アジアに接近するロシア』128-129頁。
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の枠外で影響力を拡大していることやミサイル防衛への反対で立場を共有した114。2000年
に戦略的パートナーシップの実質的合意が成立し、2001年7月にモスクワでプーチン大統
領と江沢民国家主席が中露善隣友好協力条約に調印した115。前文では歴史的友好関係と、
1992 ～ 2000年の諸合意に言及し、本文では、領土一体性の相互承認（第4条）、第三国に
向けない軍事技術協力（第7条）、国連安保理における主権尊重などの原則での協力（第13
条）
、などを規定している116。2001年に9・11テロ事件が発生すると、チェチェン問題を抱
えるロシアは反テロリズムの国際協調を契機として米国に接近し、中央アジアへの米軍の
プレゼンスさえ認めた。これは中国が想定していなかった事態であり、中国の立場を難し
いものにしたが、ほどなく米露関係に対立が見られるようになると、ロシアは再び中国に
接近し117、2003年3月のイラクに対する武力行使の頃には、米国の単独行動主義に抵抗す
る動きが中露間でも強まった。
中露の国境問題は、エリツィン時代初期には中央と地方の政治や法律に齟齬が見られ、
沿海地方のナズドラチェンコ（Evgenii Nazdratenko）知事やハバロフスク地方のイシャ
エフ（Victor Ishaev）知事が中国との妥協に強硬に反対していた118。しかし1997年の合意
期限にはエリツィン政権の解決努力と中国側の妥協もあって、国境の98%は画定され、さ
らにプーチン政権は地方に対する中央権力を強化し、2004年10月に中露首脳は残されてい
た国境問題について基本的な合意に至ったと発表した119。共同宣言で両国首脳は、中露関
係が新たな高みに至ったとの認識を示し、その筆頭に領土問題の基本的解決を挙げ、さら
に2001年の善隣友好協力条約に列挙された両国の共通認識や合意事項を確認した120。続い
て2005年に大規模な中露合同軍事演習が行われ、その関係の深さが誇示された。SCOにお
いても、中央アジアの米軍基地の閉鎖を求める動きが見られた。
その後は中露それぞれの事情の変化が見られるようになった。中国がロシア製の武器を
無断でコピーして製造しているという疑惑があり、また中国が以前ほどロシア製武器に近
114 Wilson, Strategic Partners, pp. 150-161.
115 Ibid., p. 35.
116 “Dogovor o dobrososedstve, druzhbe i sotrudnichestve mezhdu Rossiiskoi Federatsiei i Kitaiskoi
Narodnoi Respublikoi（中露善隣友好協力条約）,” Russian Embassy in China, July 16, 2001 <http://
www.russia.org.cn/rus/?SID=49&ID=148>, accessed on December 8, 2009. 中国語版、英語版も同ウェ
ブサイトに掲載。
117 Lo, Axis of Convenience, pp. 95-97.
118 岩下明裕『中・ロ国境4000キロ』角川書店、2003年、30-35頁。
119 岩下明裕「中・ロ国境問題の最終決着に関する覚え書」
『ユーラシア国境政治—ロシア・中国・中
央アジア』21世紀COEプログラム研究報告集第8号、北海道大学スラブ研究センター、2005年、73-76
頁。
120 “Sovmestnaia deklaratsiia Rossiiskoi Federatsii i Kitaiskoi Narodnoi Respublikoi（中露共同宣言）,”
Russian Ministr y of Foreign Af fairs, October 14, 2004 <http://www.ln.mid.r u/brp_4.nsf/sps/
723D6C718186E6CAC3256F2E0023EC0C>, accessed on December 8, 2009.
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代化を依存する割合が高くなくなり、武器輸出は停滞するようになった121。ロシアはエネ
ルギー輸出による富の蓄積と国家整備に自信を強め、単独で米国の勢いに抵抗できるとの
自信を持つようになった。2008年7月に改定された「ロシア連邦対外政策概念」には「現
代世界において影響力を持つ中心の一つとしてのロシア」122とあり、すでに一極世界が終
わってロシアが多極世界の一つの極となっているとの自信がほのめかされている。2008年
8月にグルジアを舞台に紛争が起こり、米露関係は緊張したが、ロシアは強い態度を保った。
この際、中央アジア諸国や中国はロシアの立場に理解を示しつつも、グルジア国内の分離
独立運動の承認には同調しなかった。
2009年になり米露関係が改善の兆しを見せると、ロシアは北朝鮮やイランの核兵器開発
問題をめぐって、西側の態度に近い姿勢を示すことになり、中国と別の判断が垣間見られ
るようになった。一方で、計画実行が長く滞っていたロシアから中国へのエネルギー輸
出123が、前述のように2009年には確定した形で動き出した。10月のプーチン首相訪中時に
は、天然ガス輸出に関する詳細な合意が確認され、弾道ミサイル・ロケット発射に際して
事前通告する旨の協定など、信頼関係の向上の動きも見られた124。
このような過程を見てみると、大国政治の面での中露関係は弱まる傾向にある。ロシア
にとっては自国単独の裁量の余地が増し、また一貫して重視する西側との関係が改善の傾
向にあるからである。中国も米国との関係を重視し、ロシアに対する外交上の優先順位は
高くない。SCOについても、米国などの介入を否定的にとらえ、それに対する安定化機構
として評価する論者もいるが125、これも地域に対する防御的な論点であり、米国に対抗す
るためのグローバルなレベルの同盟に至るとは考えにくい。また、脆弱なロシア極東地方
に隣接する中国という観点においては、国境問題は解決し基本的な信頼醸成措置は進展し
ているものの、長期的な軍事的脅威という観点はロシアの中国観に残っており、START
やINF全廃条約などの米露間の軍縮問題においてロシアが大幅削減に積極的でないこと
や、武器移転が停滞している背景にも、中国の戦力への警戒心があると考えられる。

121 “Voenno-eksportnyi tupik（軍需輸出の袋小路）,” Nezavisimaia gazeta, January 29, 2008.
122 “Kontseptsiia vneshnei politiki Rosssiskoi Federatsii（ ロ シ ア 連 邦 対 外 政 策 概 念 ）,” President of
Russia, July 12, 2008 <http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/07/204108.shtml>, accessed on
August 6, 2008.
123 滞っていた直接の原因は、「日中の外交的争奪戦」ではなく、パイプラインの路線をめぐるロシア
側の混乱であった。伊藤庄一『北東アジアのエネルギー国際関係』東洋書店、2009年、12-13頁。
124 「中俄总理第十四次定期会晤联合公报（中露首相第14回定期会談共同声明）
」中国外交部、2009年
10月13日<http://www.fmprc.gov.cn/chn/gxh/zlb/smgg/t620336.htm>2009年11月26日アクセス。
125 例 え ば“Rossiia i Kitai: vzgliad na ShOS（ ロ シ ア と 中 国： 上 海 協 力 機 構 へ の 視 点 ）,” Rossiia v
global’noi politike, vol. 7, no. 4 (2009), p. 186.
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おわりに
2009年5月12日にメドヴェージェフ大統領が「2020年までのロシア連邦の国家安全保障
戦略」を承認し、ロシアの国家安全保障戦略の方向性が明らかとなった。米国の絶対的な
影響力が減退し、中国やインドなどの新興国が台頭してきたことにより、既に多極世界が
到来しているというのがロシアの基本的な戦略環境認識であり、多極世界下で世界的な大
国にロシアを変貌させること、国際社会においてロシアの影響力を強化することがロシア
の国益であると記されている。また、グルジア紛争を受けて、ロシアの安全保障上の関心
が、テロといった「非伝統的な脅威」から国境紛争といった「伝統的な脅威」へ重心が移
動しており、ロシアが伝統的な安全保障観に回帰していることが指摘される。
ロシア経済は、1999年から続いた10年連続のプラス成長に終止符が打たれ、2008年夏か
らの国際原油価格の急落と同年9月のリーマン・ショックによる世界的な金融・経済危機
に直撃された。メドヴェージェフ政権は、資源に依存した経済構造を多角化しようと新た
な経済成長戦略を打ち出しているが、人口減少や汚職問題、タンデム体制の行方など不安
定要素もあり、持続可能な経済成長モデルへの転換は容易ではない。世界的な金融・経
済危機によるロシア国内外の劇的な経済環境の変化によって、従来のような「独断的な
（assertive）」対外政策目標の達成が困難になったとの指摘もあるが、金融・経済危機後の
ロシアの実際の対外政策をホールドアップ問題の枠組から説明すれば、ロシアが依然とし
て独断的な対外政策を追求していると合理的に推測することも可能である。
対外政策に関しては、「安保戦略」の内容から判断すれば、戦略的に対等な対米関係の
追求が進み、中国との戦略的パートナーシップに限界がみられるとともに、日露間の資源
協力も一定程度進展するであろう。ロシアの対外政策を歴史的に分析した場合、世界政治
に大国として関与する意欲、先進国である近接した西側諸国との関係の重視、さらにヨー
ロッパとの異質性ゆえの独自の大国路線や非西側諸国への接近という特徴がある。また、
ロシアにとっての東アジアは、西方に比べれば副次的な関心事に過ぎないが、大国政治、
脆弱性認識、代替的発展展望の観点から時代によっては大きな関心事となり、当面はロシ
アの東アジアへの発展意欲は継続すると考えられる。大国政治の面での中露関係は弱まる
傾向にあり、国境問題を解決し基本的な信頼醸成措置が進展しているものの、長期的な軍
事的脅威という観点はロシアの中国観に残されている。
以上の考察から、ロシアの東アジア政策は、相対的に東アジアに対するロシアの関心は
増大し、中国重視という外交上のプライオリティに大きな変化は見られないものの、中露
協調関係の限界から東アジアにおけるロシアの立ち位置に中国離れが見られるであろう。
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対米牽制的な観点から、SCOなどを通じて中露が戦略的協調を図るという構図が低減し、
中国とは一定の距離を置いた形でロシアが独自の東アジア外交を模索していく可能性があ
る。我が国を取り巻く東アジアの戦略環境を考える場合、こうした構造的な変化に注目し
ておく必要がある。
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