
．何故、ロシアがグルジアに侵攻したのか

平和の祭典・北京オリンピックの開会式が挙行される間隙を突いて、グルジア軍が南オセ

チア自治州の反グルジア勢力を攻撃した。グルジアでバラ革命と命名された無血民主革命を

陣頭指揮した英雄・サーカシビリ大統領の賭けだった。ところが、この大勝負にロシア軍部

が猛反撃する。想定外の迅速な攻撃にグルジア軍は苦戦した。結果は明らか。小国グルジア

がロシアに勝てるはずもなく、グルジア軍は退散を余儀なくされた。ロシア軍の反応はサー

カシビリの誤算だった。本来ならば、最高司令官としての戦争責任が問われて、サーカシビ

リは大統領を辞職すべきだろう。しかしながら逆に、ロシア、あるいはロシア軍の存在が

サーカシビリに対する国民の求心力として作用した。これはロシアの誤算だ。

ロシア軍の大勝利。勢い余ったロシア軍はグルジア領内に深く進攻する。誰の眼から見て

も国境無視の侵略行為だが、ロシア軍部は緩衝地帯設置を言い訳にグルジア領内に駐留し

た。当然、国際社会からロシア非難が相次いだ。だが、クレムリン（大統領府）は南オセチ

ア（人口 万人）とアブハジア自治共和国（同 万人）の独立を承認してしまう（図 参

照）。双方の国土面積はグルジア全土の ％に相当する。これに対抗してサーカシビリ政権

はロシアと外交関係断絶を断行した。欧州連合（ ）議長国フランスのサルコジ大統領が

事態収拾に奔走した結果、ロシア軍は渋々、グルジア領内から南オセチアとアブハジアに向

けて引き揚げていった。その後、国際監視団が派遣された。 はここに数百人を投入す

る。

南オセチアとアブハジアの領有権を巡っては、常にグルジア政府と当該自治政府との間で
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対立していた。事実上の独立状態にあったといえる。それでも、国際的認識では南オセチア

もアブハジアもグルジア固有の領土。ここにロシアが割り込んだだけに過ぎない。ロシア政

府は南オセチア、アブハジアと外交関係樹立に関する文書を交換し、友好協力相互援助協定

を締結した。南オセチアとアブハジアがロシアの傘下に置かれたことを意味する。

旧ソ連邦時代、その第 世界戦略として社会主義を標榜する開発途上国と友好協力相互援

助協定を締結していた歴史がある。友好協力相互援助協定とは軍事協定だ。つまり、相手国

が攻撃された際、旧ソ連邦が武力を行使して、外国軍と交戦することを示唆する。これと同

じ手法が南オセチアとアブハジアに適用された。グルジア軍による攻撃をロシア軍が撃退で

きる。新冷戦時代到来かと叫ばれるのは、このようなクレムリンの戦略に起因している。

振り返れば、グルジアが旧ソ連邦に編入されたのは 年。この時、オセチアが南北に分

断され、北オセチアはロシア領となった。分断は明らかにモスクワの仕業。何を今更、南オ

セチアをロシアの支配下に置くというのか。罪滅ぼしのつもりか、領土拡大を狙っただけ

か。古今東西、分断された国家の民族は悲劇である。犠牲者がオセチア全体の民族であるこ

ととグルジアの苦悩をモスクワは心得るべきだ。早晩、北カフカスの民族がロシアからの分

離独立を再度求めて立ち上がるだろう。この時、クレムリンは武力を行使して分離独立運動

を撲滅するのか。今回のグルジア紛争でクレムリンは自己矛盾を抱え込んだ。

いずれにせよ、グルジア紛争とはロシアにとっては南オセチアとアブハジアを実効支配す

る絶好の口実だった。この 地域は早晩、ロシアが首謀する独立国家共同体（ ）に加盟

するだろう。グルジアが北大西洋条約機構（ ）に加盟を果たした際の予防措置となる。

今回の紛争が勃発したその時、ロシア軍最高司令官のメドベージェフ大統領は夏季休暇

中。プーチン首相は北京オリンピックの開会式に臨席していた。急遽、プーチンは北オセチ

アに飛んだが、虚を突かれたに違いない。プーチンは大統領として強いロシアの復活をス

ローガンに国民を一つの方向に導いた。しかし、誤解してはいけない。強いロシア、富国強

兵策と軍部ナショナリズムの鼓舞とは同義でない。士気が低下する兵士に戦はできない。経

済力が備わっていなければ軍の再建は不可能。プーチンはここにメスを入れたかった。経済

力を強化し、財源を確保してから軍部を再建する、そして効率的な軍部に仕上げる─これが

プーチンの狙いだった。そのためには武器・兵器の近代化と共に過剰な兵力をリストラク
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チャリング（再編成）する必要があった。結果として軍事費を削減でき、高まる軍部の発言

力を抑制できる。

プーチンの古巣である治安機関と軍部とが犬猿の仲であることは今や周知の事実。旧ソ連

邦崩壊の原因は膨大な軍事費にあった。軍事部門が肥大化したために民生部門が軽視され

た。その帰結が祖国消滅だった。プーチンはこの歴史的事実を体験した証言者。やむなくプ

ロのスパイからサンクトペテルブルクの役人に転進したが、辛酸を舐めたことであろう。労

苦を余儀なくされたはずである。軍部に対する憎悪は頂点に達していたに違いない。この

プーチンが軍部拡大に走るわけがない。プーチンにとっての課題は軍部支配。一方、メド

ベージェフは軍部とも治安機関とも縁がない。いわば無風状態に置かれた人物だ。最高司令

官であることは自覚しているだろうが、無益な冒険を試みることは想定できない。

ロシア軍が現場の判断で暴走したことは明白である。存在を誇示したかったのだろう。軍

事予算の圧縮を牽制したかったのだろう。ロシアの軍事支出は米国の ％に過ぎない。

年の数値で米国の軍事支出額が 億ドルであったのに対し、ロシアのそれは 億ドルに

も満たない ）。 年代や 年代に配備された兵器も残存する。 年の国防予算は対前年比で

％の増額だとはいえ、 億ドル程度である ）。米国との差は埋まっていない。軍部の欲

求不満は募るばかりだ。

ロシア軍部が最高司令官の命令に基づいて行動した形跡は微塵もない。軍部の独断専行で

ある。しかし、最高司令官としては軍部の独走だったと内外に言えない。辻褄合わせをする

必要がある。そこで、最高司令官経験者のプーチンが北オセチアに即行して、陣頭指揮を執

る体裁を整えた。メドベージェフの発言がプーチンの後追いであったことはこうした事情に

よる。それでも軍部は自己主張する。グルジアからの撤退が遅れたのはこのためだ。クレム

リンと軍部との間には相当程度の温度差がある。グルジア紛争でこれが露呈した。相手がグ

ルジアという小国だから通用したが、軍事大国であればロシア軍は大敗を喫していただろ

う。軍事戦略上、最大の欠陥を垣間見ることができた。

但し、クレムリンと軍部の双方が一致する側面もある。クレムリンが軍部を有効利用でき

る側面とは何か。

．グルジア紛争を利用して東西ルートを寸断できたクレムリン

ヒト・モノ・カネ・情報は高い所から低い所、余っている所から足りない所に移動する。

この原理に例外はない。そこに新たな機会が発生するからだ。グルジア、アルメニア、アゼ

ルバイジャンが位置するカスピ海と黒海に挟まれた地域はカフカス（コーカサス）と呼ばれ

る。東西、南北の移動ルートが交差する戦略的に枢要な地域だ。同時に、カフカス地方はエ

ネルギー資源埋蔵地域に隣接する。中東産油国は外洋に恵まれるが、カスピ海周辺の資源大

国は内陸国。大量にエネルギー資源を国際市場で流通させるには、海洋へのルートを確保す
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る必要がある。あるいは安定した輸出先を確保する必要がある。

東西南北のうち、まずは東進ルート。東側にはユーラシア大陸のもう一つの大国、中国が

構える。エネルギー資源を渇望する中国。カスピ海周辺諸国とは補完関係が成立する。西進

の場合、カフカス地方が中継地となる。グルジアは黒海に面する。黒海から世界市場に通じ

る。トルコを経由すれば地中海と繋がる。南下するとイランだ。ペルシャ湾岸が出口とな

る。北ルートがロシア経由となる。

言うまでもなく、旧ソ連邦時代はカフカス地方も中央アジア諸国も同一国家に組み込まれ

ていた。エネルギー資源の輸出先はほぼ欧州世界に限定された。原油も天然ガスもパイプラ

インで欧州諸国と結ばれている。黒海やバルト海から輸出することもできるが、やはりモス

クワ主導の意思決定が貫徹された。だが最早、カスピ海周辺のエネルギー資源をロシアは独

占できなくなった。

東西南北、どのルートで輸出するかは独立国家の判断による。どちらかというと、ロシア

やイランを迂回する傾向が強い。カスピ海周辺地域にはイスラム教徒が数多く居住する。イ

ランのイスラム原理主義が流入するのを当該当局が警戒する。イランと隣接するが、友好的

な関係は醸成されていない。また、輸出ルートのロシア依存を回避したい思惑もある。出口

を牛耳られたくないからだろう。旧ソ連邦地域ではロシアに対する求心力よりもむしろ、遠

心力が作用するようになって久しい。そうなると、西進ルートか東進ルートの重要性が自ず

と高まる。つまり、カフカス経由か、対中国ルートかになる。中央アジア諸国は中国と隣接

する。アゼルバイジャンはカフカス地方を挟んで欧州世界と接する。結果、それぞれが新た

な活路を模索し始める。カザフスタンやトルクメニスタンは対中国輸出を決断した。パイプ

ラインで潤沢な原油と天然ガスが中国市場に流れ込む。

上海協力機構（ 、中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベ

キスタンの カ国が加盟）がエネルギー共同体だとの見方も成立するだろう。中国が周辺諸

国のエネルギー資源を飲み込む構図だ。軍事協力組織でも反米組織でもない。具体的な実態

が乏しいことも事実だろう。唯一際立つのがエネルギー資源貿易である。クレムリンが南オ

セチア、アブハジア両地域の独立承認に踏み切った直後、 首脳会議が開催された。メ

ドベージェフは独立承認の理解を加盟国に求めたが、意外にも 加盟国は難色を示し

た。米国が主導するミサイル防衛（ ）システムを反対する声は多かったが、 全体

の総意として独立は承認されなかった。各国とも国境線の現状維持に執着した。例えば、カ

ザフスタンは人口の 割を占めるロシア系住民を抱える ）。ロシア軍がロシア系住民保護を

錦の御旗に掲げて攻め入ることは充分想定できる。グルジア侵略を容認できる立場にはない。

旧ソ連邦地域に居住するロシア系の人口は 万人。ウクライナの 万人（総人口

万人の ％に相当）を筆頭に、カザフスタン 万人、バルト 国 万人と続く。バルト

国は と に加盟して欧州世界の仲間入りを果たした。例の ・ テロ以降、

の目的はテロとの戦いに移行した。だが、グルジア危機を契機にバルト防衛強化が

主要任務として再浮上した ）。 は軍事支出を国内総生産（ ）の ％を上限とし
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てきたが、支出の増大を容認する方針に転換するかもしれない ）。

ところが、中央アジア諸国はロシアと事を構えることはできない。中央アジア諸国には

加盟という選択肢は存在しない。ロシアに安全保障面で依存することもできない。

独力で防衛する必要がある。この点、 加盟を目指すグルジアやウクライナとは決定

的に違う。西側世界、ロシア、中国─中央アジア諸国はいずれとも良好な関係を保持する必

要がある。国家存続の条件だ。カザフスタンは国内の貴重なエネルギー資源を梃子に全方位

外交を展開。米国資本を積極的に取り込む一方、ロシアや中国との関係維持にも腐心する。

カザフスタン政府が日本企業による投資・貿易を歓迎するのはその戦略に合致しているから

だ。

中国も同様だ。新彊ウイグル自治区、チベット独立問題に頭を悩ます北京がグルジアから

分離独立を認めることはできない。むしろ、戦略的な国際的地位が高まることを狙ってい

る。 はまさに同床異夢。国益が先行して統一見解を打ち出せる土壌はない。束ねる手

段はエネルギー資源だけなのだ。本来ならばロシアも同様の立場のはずである。モスクワは

コソボの独立承認を拒否し続けている。それは国内のチェチェン、北オセチア、イングーシ

に独立分離派が潜伏するからである。南オセチア、アブハジアの独立承認でクレムリンは自

己矛盾を抱え込んだ。これを承知で南オセチアとアブハジアの独立を承認したことになる。

実質的にロシアの領土を拡張して、グルジアが 加盟を果たす日に備えたということ

だろう。

．グルジアはエネルギー資源東西輸送ルートの要

クレムリンと軍部の思惑が一致する戦略的目的。それはグルジアの東西ルートを分断する

ことだ。グルジア経済の生命線は東西に走る道路と鉄道。殊に、貨物輸送の ％を鉄道に依

存する ）。黒海沿岸のポチ港とバトゥーミ港、首都のトビリシ、中部のゴリ、アゼルバイ

ジャン、アルメニアとが道路や鉄道で結ばれている。旧ソ連邦時代に恐怖政治を展開した独

裁者スターリンの生誕の地として知られるゴリはグルジア国内物流のいわば心臓部に匹敵す

る。ロシア軍はゴリも攻撃の標的にした。戦術的に合理的な攻撃だろう。結果、グルジアの

物流が麻痺した。

アゼルバイジャン産の原油も鉄道でトビリシ、ゴリ経由でポチ港とバトゥーミ港に運ばれ

る。日量 万 万バレルの原油が輸送されてきた ）。バトゥーミ港はカザフスタンの企業

が管理・運営する。だが、ロシア軍の攻撃でこの送油が停止した。同時に、すぐ後に触れる

パイプラインの稼動も全面ストップした。アゼルバイジャンはアゼリ・チラグ・グネシュリ

油田の産油量を日量 万バレルから同 万バレルに引き下げた。減産せざるを得なかった。

結果、バクーから輸出されるルートはロシア領のノボロシスク港（黒海沿岸）に至るルート

のみとなった。但し、バクー・ノボロシスクルートの送油量は日量 万バレルに留まる。

元々、アゼルバイジャンの古い陸上油田から産出される原油を運ぶために設置されたパイプ

ラインだからだ。やむなくアゼルバイジャンはこのノボロシスクルートに原油を流し込ん
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だ。この意思決定はアゼルバイジャンにとって不本意であった。ロシア産の品質の悪いウラ

ル・ブレントと混ざってしまうからだ。グルジア紛争はアゼルバイジャンにも経済的損失を

強いた。

グルジアの領内には主要なパイプラインが 本ある。いずれもアゼルバイジャンのエネル

ギー資源を運搬するパイプラインだ。英国の国際石油資本（メジャー）である がオペ

レーター（責任企業）を務めている。 主導でカフカス地方の経済発展が支えられてきた

面を否定できない。アゼルバイジャンの首都バクーはカスピ海に面する温暖な街だ。そのカ

スピ海海底にはアゼリ・チラグ・グネシュリ油田とシャフ・デニス天然ガス田がある。ここ

で産出される原油と天然ガスがグルジア経由で黒海沿岸やトルコに運ばれる（図 参照）。

年に稼動したバクー・スプサ（グルジアの黒海に面する石油積出港）石油パイプライ

ン。送油能力は日量 万 バレル。チラグ油田で生産される原油が流れ込む ）。スプサ港

はアゼルバイジャンの企業が管理・運営する。

もう一つの石油幹線パイプラインが有名な パイプライン。バクーからグルジアの首

都トビリシを経て、トルコの地中海に面する石油積出港ジェイハンに至るルートだ。総延長

キロメートルに達し、送油能力は日量 万バレルに及ぶ。日本の石油消費量が日量

万バレルであるから、その重要性がおわかりいただけるだろう。些か旧聞に属するが、

年に日本でも上映されたスパイ映画 シリーズのワールド・イズ・ノット・イナッフ

（ ）の舞台はカスピ海の油田だった。主役のジェームズ・ボンド

がテロリストと虚々実々の駆け引きを展開するのは、石油パイプラインの建設ルートを設定

するためだった。映画のクライマックスはロシアを経由するルートに打撃を与える謀略だっ

た。ボンドはトルコルートを死守したのである。

このストーリーは映画というフィクションの世界ではない。 石油パイプラインの

ルート設定を巡って、当時のクリントン米政権がロシアを迂回するルートに拘った。モスク

ワは再三再四、ワシントンを非難したが、当時のロシアは経済混乱で青息吐息。反撃するに

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 ・ 号合併号）

図 ．グルジアとその周辺のパイプライン

（出所） から作成。
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は国力が欠落していた。図 の地図を見れば一目瞭然だが、トビリシを経由するルートは

少々遠回り。だが、ホワイトハウスはアゼルバイジャン産の原油を是が非でもグルジア経由

で地中海に出荷したい。アゼルバイジャンとグルジアをロシア世界から切り離すことができ

るからだ。と同時に、イランを牽制（封じ込め）できる ）。ホワイトハウスの意図はここに

あった。この戦略的ルートを に託した。もって パイプラインは 億ドルが投じら

れて、 年 月に全面開通に漕ぎ着けた。

そして、グルジアではサーカシビリ首謀による民主化クーデター・バラ革命が成就する。

ブッシュ米政権もこれを全面的に支えた。その恩義に報いて、サーカシビリはイラクに自国

軍を派遣した。その見返りとして米国は特殊部隊によるグルジア軍支援を実施した。イスラ

エルもグルジアを支持した。武器・兵器もグルジアに供給されているものと推察される。中

東戦略で迷走するワシントンであるが、この穴埋めをカフカス地方で実現した格好だ。南オ

セチアの反グルジア勢力撲滅で米国がグルジアを指南しているとモスクワが非難する所以で

もある ）。グルジアもアゼルバイジャンも に加盟していないが、親米国としてワシ

ントンに忠誠を誓った。ホワイトハウスがグルジアの 加盟を後押しするのはこうし

た戦略的狙いがあった。

更に加えて、天然ガスのパイプラインも敷設される。南カフカス天然ガスパイプライン。

総延長 キロメートルのパイプラインは パイプラインと並行して建設された。終点

はトルコ内陸部にあるエルズルム。 年 月に稼動し、翌年の 月にはトルコ領内も含めて

全面操業されている。アゼルバイジャンのシャフ・デニス天然ガス田から産出される天然ガ

スがこのパイプラインによってグルジアとトルコに送り込まれる。近い将来、エルズルムか

ら更に西進してトルコの首都アンカラを通過し、バルカン半島へと延伸される予定だ。これ

がいわゆるナブコ天然ガスパイプラインである。バルカン半島からは北上してオーストリア

まで伸びる。総延長 キロメートル、総工費 億ユーロ（ 億 万ドル）に達する壮

大な計画となっている。このオペレーターがオーストリアの総合エネルギー企業 。パ

イプライン通過国のエネルギー企業も共同出資して 年に建設を開始し、 年後の完成・

稼動を目指す。第 期の供給量は年間 億立方メートルに留まるが、最終的に同 億立方

メートルの天然ガスが供給されることになる。

このナブコ計画に対抗すべく練り上げられたプロジェクトがモスクワ主導のサウススト

リーム計画 ）。黒海海底に天然ガスパイプラインを建設して、ノボロシスクとブルガリアの

ブルガス港とを結び付ける。ブルガスからはバルカン半島諸国に陸上パイプラインで天然ガ

スが供給される。クレムリンによる天然ガスを駆使した失地回復、巻き返し作戦だ。ウクラ

イナを迂回するルートを確立することで東側から中・南東欧諸国に再上陸する。

ナブコパイプラインとサウスストリームパイプラインが競合する懸念はないだろう。欧州

の天然ガス需要は今後、益々増加していく見通しだ。しかしながら、上流の天然ガス産出国

争奪戦は覚悟しておくべきだろう。ナブコ、サウスストリーム双方ともカスピ海周辺や中東

の天然ガス産出国を想定している。具体的にはアゼルバイジャン、トルクメニスタン、イラ

）
）
）



ン、カザフスタン、イラク、エジプトである。パイプラインが完成しても、肝心の天然ガス

がなければ計画は画餅に帰す。天然ガス産出国の国内需要も鰻上り。モスクワが勝つか、ブ

リュッセルが勝つか。熾烈な戦いはパイプラインの建設ルートにあるのではなく、産出国の

囲い込みにある。それだけ天然ガス産出国の戦略的立場が強化され、かつ発言力が増強され

ることになる。カスピ海から欧州に至る一帯では伝統的（陳腐）な資源争奪戦が繰り広げら

れるのだ。

．欧州が早急に改善すべき現実

欧州世界のエネルギー課題は増加する原油と天然ガスの需要を満たすこと。特に、中・南

東欧地域の消費量増大が著しい。トルコも例外でない。ゆえに、アゼルバイジャンとロシア

から大量の天然ガスを受け入れている。トルコにとっての最大の貿易相手国はロシア。エネ

ルギー資源（特に天然ガス）を中心にロシアと貿易関係を深化させている。その総額は

億ドルに上る。トルコのロシア依存度は高まるばかりだ。

欧州の天然ガス貿易を概観してみよう。

欧州では年間 億立方メートルの天然ガスが消費される（ 年実績、主要国別では英国

億立方メートル、ドイツ 億立方メートル、イタリア 億立方メートル、フランス

億立方メートル、オランダ 億立方メートル）。このうち、ノルウェーから欧州に輸出され

た天然ガスは 億立方メートル。これに対して、ロシアのそれは 億立方メートルと群

を抜く。欧州全輸入量の ％がロシア産天然ガスで占められている（ 市場における占有

率は ％）。ノルウェー産天然ガスの比率は ％に留まる。欧州の天然ガス市場には地中海

海底パイプラインによってアルジェリアからも供給される。供給量は 億立方メートル、

占有率は ％だ。このほかに液化天然ガス（ ）も活用される。欧州の 輸入先はカ

タール 億 万立方メートル、アルジェリア 億 万立方メートル、エジプト 億立

方メートル、ナイジェリア 億 万立方メートルとなっている。地理的近接性からアフ

リカ産の に依存していることがわかる。ロシア依存度を下げようと、アフリカの天然

ガス産出国から受け入れるようになった。それにもかかわらず、ロシア依存度は総じて高

い。これを国別に列挙してみよう。

フィンランド ％、スロバキア ％、ブルガリア ％、リトアニア ％、チェコ ％

強、ギリシャ ％、オーストリア ％、ハンガリー ％、ポーランド ％、ドイツ ％、イ

タリア ％、フランス ％。かつて旧ソ連邦の衛星国であった中・南東欧諸国の対ロシア天

然ガス依存度が極端に高いことが判明する。旧ソ連邦時代から西シベリアから伸びるパイプ

ラインで輸入しているからだ。この数値を引き下げるのは至難の業。併せて、ドイツの対ロ

シア依存度が高いことも際立っている。 年以降になると、ロシア領・バレンツ海海底の

シュトックマン天然ガス田からもノースストリームパイプラインでドイツに輸出される。ド

イツのロシア依存度は高まる一方だ。故に、ロシア制裁には慎重に対処せざるを得ない。加

えて、ロシアにおけるドイツ企業のプレゼンスも群を抜いている。 年のドイツ企業による

対露外国直接投資（ ）総額は 億ユーロ（ 億ドル）であった。ロシアに進出したド

イツ系企業は化学世界最大手の を筆頭に 社に上る。

既述のナブコ天然ガスパイプラインはドイツには届かない。供給先はトルコ、ギリシャ、
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ブルガリア、ルーマニア、ハンガリー、オーストリア、スロベニア、イタリアに留まる。南

東欧諸国の対ロシア依存度は若干下がるかもしれない。それでも、大欧州世界全体がロシア

産天然ガスの傘下にあることに些かの変化もない。ロシアとエネルギー資源分野の戦略的

パートナーシップを模索する以外に方策はない。石油輸出国機構（ ）に対抗して設立

された国際エネルギー機関（ ）が 当局に警告を発するほどの重要課題である。フラ

ンスのクシュネル外相が 日本経済新聞 （ 年 月 日号）の書面インタビューに回答し

て、原子力発電の活用でロシア依存度を引き下げるべきだと力説した。しかし、言うは易く

行うは難し。現実にロシア依存度を低下させることは生易しいことではない。確かに、欧州

には北海油田がある。だが、枯渇する日が刻一刻と近付いている。そこで、 は北アフリ

カから地中海海底に敷設されたパイプラインで天然ガスを輸入するようになった。

それでも、ロシア依存度は一向に下がらない。中・南東欧地域をはじめ欧州各国と西シベ

リアの天然ガス田地帯とがウクライナ経由でパイプラインによって繋がれている。西欧地域

ではドイツ、フランス、イタリアのロシア依存度が高い。ウクライナをめぐるいわゆるガス

紛争はこの情勢下で勃発した。だから、グルジア紛争の際、対ロシア制裁を躊躇した。併せ

て、ロシアと長期パートナーシップの合意に向けて交渉を継続する方針を再確認している。

これはロシアから原油と天然ガスを間断なく輸入する姿勢に変化がないことを示唆する。

更に、 はウクライナの加盟問題を真剣に討議する課題を抱え込んでしまった。 の

域内企業がウクライナに投じる 総額は 年実績で 億ユーロ（ 億ドル）。ウクライナ

全体に流入する の ％に相当する。ロシアとの貿易・投資活動も活発であるが、

との経済関係を強化しなければウクライナは発展しない（ウクライナの経済成長率に関して

は図 を参照されたい）。勿論、ロシアはウクライナの 加盟を阻止したい。ウクライナ

を失うと、ロシアは最早、ユーラシア大陸の帝国でなくなってしまうからだ ）。

ロシアが世界貿易機関（ ）と経済協力開発機構（ ）に加盟することに対して

疑問を投げ掛け、ロシアが孤立の道を辿っていると集中砲火を浴びせるホワイトハウスの姿

勢とまったく異なっている ）。

図 ．ウクライナの経済成長率

（出所） より作成。

）
）



．狂うホワイトハウスのシナリオ

米新政権の課題になるが、ワシントンとしてはグルジアとウクライナの 加盟を一

刻も早く実現したいところだろう。そして、カフカス地方全域を米国の島としたいところだ

ろう。ここに米軍が駐留できれば、ロシアと中東の双方に睨みを利かせられる。度重なる中

東での失策を補えるのだ。ところが、シナリオが狂った。クレムリンが楔を打ち込もうとし

たのである。モスクワから眺めると、グルジアとウクライナの 加盟は国境を脅かす

脅威となる。それでも、両国の 加盟は秒読み段階に入っている。阻止することは困

難だ。南オセチアとアブハジアを実効支配すれば、脅威の度合いが幾分かは弱まる。ウクラ

イナのクリミア半島も支配したいところだろう。ウクライナはロシアにとっても欧米にとっ

てもグルジアよりも重要な国である。

誤解を恐れずに言うと、ロシアも欧米もウクライナ全土を掌握しておきたい。だが、ロシ

アはウクライナ侵攻を実行すれば米国の反撃が怖い。それに、ウクライナ国内には 万人

のロシア系住民が居住する。ロシア系の安全を確保して、ウクライナに攻め入ることは戦略

上難しい。そこで、グルジア侵攻でウクライナに警告を発した。ロシア軍の暴挙に慄いた

ブッシュはチェイニー副大統領をカフカス地方に派遣する。米国の築き上げた石油利権を死

守するために他ならない。チェイニーはまず、アゼルバイジャンに足を運んだ。油田を抱え

る上流から訪問を開始した。そして、トビリシに移動する。そこで 億ドル規模の対グルジ

ア援助を表明 ）。他方、国際通貨基金（ ）は 億 万ドルの緊急融資を約束してい

る。アゼルバイジャンとグルジアが親米国であることをモスクワに再確認させたかったのだ

ろう。チェイニーの最終訪問先はウクライナ。欧州にとってウクライナの と の

加盟は重要な政治課題だが、米国にとっても戦略上の死活問題。 加盟はともかく、米国

はウクライナの 加盟を全面的に支持している ）。

クリミア半島は 年にロシアからウクライナに割譲された ）。旧ソ連邦時代であったの

で、領有権は問題にならなかった。だが、クリミア半島のセバストポールをロシアの黒海艦

隊が本拠地としている。ウクライナ側がロシア軍部に貸与する。この現状を放置した状態で

ウクライナが に加盟すると、ロシア軍にとって由々しき事態となる。ウクライナ在

住のロシア系はロシアへの帰属意識が強いので、ウクライナ国内で政治的コンセンサスを得

られないまま、ウクライナが に加盟すると新たな問題が持ち上がる。ウクライナ国

内の権力闘争とも相まって、ウクライナの政治情勢は不安定化が常態化している。ユーシェ

ンコ大統領派もティモシェンコ首相派も親欧米を標榜しているにもかかわらず、対立するば

かりだ。一説によると、クレムリンとウクライナのティモシェンコ派との間で 加盟

を急がないとの密約が交わされたと指摘されている ）。ティモシェンコはウクライナ国内の

親露派を取り込むことで政治の主導権を握りたいのであろう。 年に予定されている大統

領選挙を意識した権力争いであることは間違いがない。ここにロシアと欧米諸国が介入すれ

ば、ウクライナ政治の先行きは極めて混沌とした状況に落い込まれてしまう。
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要するに、グルジアの 加盟は容易いが、ウクライナのそれはあらゆる問題が付き

まとうのだ。直線的に欧州最後の独裁国と揶揄されるベラルーシに対するアプローチも再考

されねばならない。ミンスクが欧州世界との雪解けに踏み切るかどうかが焦点だ。いずれに

せよ一筋縄ではいかない。

グルジアの東西回廊が不安定な状況に陥ってしまうと、カフカス地方の原油・天然ガスは

ロシアとイランに出口を求めてしまう。 パイプラインはこれを未然に防ぐことを主目

的として建設された。イランを懐柔するにはモスクワの協力が不可欠だ。北朝鮮問題で中国

が珍重される構図と酷似する。しかし、エネルギー資源の確保は別問題。経済利権が絡むだ

けに、西側世界はロシアの暴挙を許せない。今後、現段階の 最前線であるトルコ、

グルジア、ウクライナを包括的に支援・援助する政策が希求されよう。ロシア包囲網を構築

する試みだ。南オセチアとアブハジアの実効支配ではクレムリンと軍部の思惑は一致した。

グルジアの東西輸送ルートを寸断する点でも同様だ。ウクライナとグルジアの 加盟

に横槍を入れる点でも同様だ。軍部の手法は荒いがロシアの国益を守るという点で思惑は一

致する。愛国的心情を斟酌すれば当然の心理だろう。元来、ロシアには侵略のイデオロギー

が潜伏していると断言すれば過言だろうか ）。

．グルジア紛争を契機に加速したロシア経済の悪化

グルジア紛争が勃発する以前からロシア当局による 排除の動きが顕著だった。ロシア

はエネルギー資源分野など戦略産業への外国資本参入を厳しく制限する方針を固めていた。

ロシアの国営天然ガス独占体ガスプロムはサハリン ・プロジェクトの経営権を英蘭系メ

ジャーのロイヤル・ダッチ・シェルから剥奪した上に、東シベリアのコビクタ天然ガス田の

権益も から ぎ取った。戦略産業の外資保有率を ％未満に制限する大原則を貫徹し

た。

この原則に抵触する合弁企業が 社あった。それが である。同社は と

チュメニ石油（ ）とによって折半出資で 年 月に創設された石油合弁企業。

の実質的オーナーはロシア系オリガルキー（寡占資本家）のミルトン・フリードマン（

歳、資産 億ドル）。新興財閥コンソーシアム（企業連合）であるアルファ・アクセス・レ

ノバ（ ）が牛耳る。この はブレア英首相とプーチンとの良好な個人的関係

を背景に設立された経緯がある。また、当時、英国とロシアの国家関係も悪くなかった。

もロシア事業を新たな主柱とする方針を打ち出していた。事実、 全体の原油・天然

ガス生産の 分の がロシア事業を源泉とするようになった。 がカフカス地方も主柱と

した方針と整合性を備えている。 が最新技術、資本、経営者、熟練技術者を投入した結

果、 はロシア屈指の石油企業に躍り出た。

ところが、ここにロシア当局から横槍が入る。例のリトビネンコ毒殺事件以降、英国とロ
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シアとの関係がすっかり冷え込んでしまった。ロシア当局は容赦ない砲火を に浴びせ

た。脱税容疑に端を発したバッシングは就労ビザ延長拒否にまで発展する。 の

最高経営責任者（ ）には から派遣されたロバート・ダドリーが就任していた。 年

月 日にロシアを出国したダドリー に加えて、技術系スタッフの就労ビザが更新さ

れない事態となった。そして、ロシア出国を余儀なくされる。従業員 人のうち ％がロ

シアを出国したと伝えられている ）。やむなくダドリー はロシア国外から指令を発し

なければならなかった。

だが遂に、この が退任に追い込まれる。ロシア事業を重視する としてはやむを

得ない譲歩であったと推察される。ロシアの大株主（フリードマン）は の主導

権を掌握したいのだろう。しかしながら、英国系技術スタッフが欠如した現状を放置して、

産油量を維持・拡大できるはずがない。早晩、 の産油量は低下するだろう。原

油価格低下局面では営業利益の縮小が余儀なくされる。ロシア側の経営干渉・産業支配強化

政策は明らかに誤りだ。

この事件以来、ロシアの市場が動揺する。株価は下落、通貨ルーブルも売り込まれた。図

の株価推移国際比較を参照されたい。 （ブラジル、ロシア、インド、中国）が総

崩れであることがおわかりいただけるだろう。震源地の米国が最も軽傷であることも判明す

る。ルーブル売り圧力は 年の通貨危機（デフォルト［債務不履行］）以来の大きさであ

る。それでもクレムリンは原油価格の最高値更新で外資流出を侮っていた。だが、 年 月
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には バレル ドルを目前に国際市場の油価が下落。そこへグルジア紛争勃発。更に、米

証券大手リーマン・ブラザーズの経営破綻。リーマン危機（米国発金融危機）とグルジア紛

争でロシアは政治的リスクと経済的リスクの両方を抱え込んでしまう ）。自業自得。ロシ

ア市場から外国資本が逃げ出した。グルジア紛争後にロシアから流出した投資資金は 億

ドルに上るという。株価（主要株式指数 ）はメドベージェフが大統領に就任した直後

の 年 月 日をピークに大幅下落。年初来高値比で 割近く低下した。 億ドルが吹き

飛んだ。当然、ロシア企業は流動性不足に喘ぐことになる。外資依存型の成長モデルを修正

して、国内資金を活用するモデルに転換しなければならない。

慌てたロシア中央銀行はルーブル防衛のため 億ドルの米ドル売り・ルーブル買い介入

を実施した ）。ロシアの政府系ファンド・国民福祉基金（ 、現在 億ドル規模、 年

以降は 億ドル、図 も参照されたい）を動員して株価を支えなければならなくなった。

ルーブル下落は輸入インフレ圧力となる。 年のインフレ見通しは ％であるが、現実には

大きく上回ることだろう。

プーチンはグルジア問題とロシア金融危機とは無関係だ、あるいは米国と違ってロシアは

財政収支も貿易収支も黒字であると豪語しながらも、 年の対ロシア外国資本流入が対前年

比 ％減になることを認めざるを得なかった ）。すなわち、 年の 億ドルから 億

億ドルに激減すると吐露せざるを得なかったのだ。外資が半減すると、経済成長に支障

を来たすことは指摘するまでもない。メドベージェフは 年の経済成長率を ％と予測し

ているが ）、この水準を維持できるだろうか。グローバル経済にロシアが組み込まれている

証左であるけれども、事の重大性をクレムリンが自覚していなかった証拠でもある。付言す

ると、中国当局も株価下落が著しい事態を打開しようと、国有投資会社に大手商業銀行の株

式購入を要請している。原油価格が バレル ドルを下回ると、ロシアの財政は赤字に転落

するとされる ）。 が公表する月間石油市場報告書は 年の石油需要を日量 万バレ

ルから同 万バレルに、 年のそれを同 万バレルから同 万バレルにそれぞれ下方

修正している ）。天井知らずの急騰は当分の間、息を潜めそうだ。ロシア経済は依然として

薄氷を踏む体質から脱却できていない。原油価格が軟調に推移すると、ロシア経済の成長が

鈍化する。事実、ロシアの原油収入は減少している。すなわち、 年 月には 日当たり

億ドルが流入していたが、同年 月では 億ドルに急減した ）。

市場がクレムリンに軌道修正、すなわちリベラルな政策を促した。 年 月 日はメド

ベージェフの誕生日だった。小国相手とはいえ、ロシアはグルジア紛争の戦勝国。二重の喜

びで有頂天となるはずだ。だが、メドベージェフの表情は冴えない。誕生日の翌日、大クレ

ムリン宮殿のアレクサンドロフスキーの間にロシア企業のトップ 名ほどが参集した。ロシ

ア売りに危機感を募らせた経営者が口々に西側世界との良好なビジネス関係の構築、
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への早期加盟を切々とメドベージェフに訴えた ）。メドベージェフの発言内容はこれに呼応

して、西側世界との対決から協調へと修正されていく ）。グルジア紛争直後、メドベージェ

フは新冷戦を恐れない、 との関係断絶を辞さない、 加盟交渉を凍結すると西

側世界を恫喝した。しかし、旧ソ連邦時代には後戻りしない、戦略産業部門への外資参入を

奨励する、 加盟交渉を継続するとロシアの過ちを認めた。否、市場がクレムリンに

協調姿勢を迫ったのだ。窮地に追い込まれたロシア政府は大規模な緊急市場安定化策を発表

する。その骨子を以下に紹介してみよう ）。

株式相場買い支えのため 億ルーブルの公的資金を市場に投入する。

ズベルバンク、対外貿易銀行、ガスプロムバンクの主要 銀行へのロシア中央銀行の貸出

枠を 兆 億ルーブルに（ 倍以上）引き上げる。

石油輸出税を 月 日（ 年）から軽減する（ トン当たり ドルから同 ドル、 ％

の引き下げ）。

住宅貸付抵当機関へ 億ルーブルを予算から割り当てる。

ロシアの産油量は 年に入って減少傾向を辿っている。西シベリア油田地帯の産油量が減

少していることに加えて、東シベリア、カスピ海海底、北極圏（陸上のチマン・ペチョラ油

田地帯を含む）といった新規油田開発に莫大な投資が必要なことが主たる原因である。にも

かかわらず、油価が バレル ドル以上の場合、ロシアの石油企業は売上げの ％を納税し

なければならない。これでは投資インセンティブが削がれる。更に、外資系石油企業に圧力

を掛ける。これでは原油生産が停滞しても致し方ないだろう。 の予測によると、ロシ

アの産油量は 年 年期では日量 万バレルで横這い状態が続くという ）。

ルーブル防衛と株価下支えが緊急市場安定化策の目的であることは指摘するまでもない。

南オセチアとアブハジアの経済再建、アジア太平洋経済協力会議（ ）開催（ウラジオ

ストク、 年）、冬季 輪開催（ソチ、 年）にはインフラ整備が不可欠となる。当時

のロシアの外貨準備金は 億ドル。中国、日本に次ぐ規模だ。 年危機とは状況が違う。

金融システムに対する信頼が崩壊することはない。しかし、ロシアに対する信頼は一夜にし

て崩れ落ちる。事実、欧州で実施された世論調査の結果、ロシアを脅威とする見方がグルジ

ア紛争以降、圧倒的に高まっている。特に、バルト 国防衛を訴える声が多い ）。クレムリ

ンは肝に銘じておくべきだろう。市場の復讐は容赦ない。
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グルジア紛争から読み解くエネルギー資源争奪戦の真相（中津）

．深い傷跡を残したグルジア経済

グルジアのサーカシビリ大統領は国際社会による援助が同国経済を再点火すると強調する ）。

米国と が表明した対グルジア援助総額は 億ドル。併せて、 は 億 万ドルの

スタンドバイ・クレジットを供与する。紛争中に破壊されたインフラ（ハイウエー、給水、

発電所、ガス貯蔵施設など）を整備するのに 億 億ドルが必要だと試算されている。英

経済紙 フィナンシャル・タイムズ （ 年 月 日号）は紛争の経済的損失が 億ドルだ

と報じたが、ほぼこの水準だと推測して誤りはないだろう。同時に、避難民向けの新規住

宅、厚生、教育（学校）向けにも援助が動員されねばならない。グルジア経済復興には時間

とコストを伴う。 年の経済成長率は ％以下、すなわち前年（ ％）の半分以下の水準

に落ち込んでしまうだろう。

いみじくもサーカシビリが指摘するように、グルジア経済のエンジンは外国資本。外資の

流入が同国経済の機関車役を演じてきた。したがって、外国人投資家による信頼が最も重要

な要素となる。欧米諸国によるインフラ整備向けの援助が投資家の信頼回復に威力を発揮す

るだろう。 年にグルジアに流れ込んだ 総額は 億ドル ）。同国 が 億ドルに

過ぎないことを斟酌すると、 の対 寄与度は相当程度高い。外貨準備金は 億ドル

に留まることを考慮しても、外資の役割は決定的である。

．グルジア紛争から見る伝統的地政学

グルジア紛争を契機に改めてグルジアを含むカフカス地方の戦略的重要性が浮き彫りと

なった。殊に、グルジア国内の東西物流ルートの寸断がカスピ海産エネルギー資源輸送の障

害となることが露呈した。上流のアゼルバイジャン、中流のグルジア、下流のトルコが程度

の差こそあれ経済損失を被った。この苦い経験を教訓に早速、代替ルート確立の声が聞かれ

るようになった。

トルコとアルメニアは犬猿の仲。 年の旧ソ連邦崩壊・共和国独立以来、正式な外交関係

（国交）さえ結ばれていない。第 次世界大戦期にかけてオスマントルコがアルメニア人大

虐殺を繰り広げた。アルメニア側は 万人のアルメニア人が虐殺されたと主張。これに対

してトルコは 万 万人の殺害に留まっていると反論。双方の歴史的理解に大きな食い違

いが見受けられる。また、アゼルバイジャンはトルコの友好国。アルメニアはこのアゼルバ

イジャンと領土紛争問題を抱える。ところが、アルメニア貿易の大半はグルジア経由。グル

ジア紛争で同国内の物流網が壊滅したことで第 国のアルメニアも損害を被った。トルコと

の国境も封鎖された状態。貿易を復活させるにはトルコとの関係改善が急務となった。

トルコにもお家の事情がある。カスピ海産並びにイラクを代表とする中東産の原油・天然

ガスはトルコから欧米市場に出荷される。立派なエネルギー回廊に匹敵する。しかしなが
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ら、グルジア経由のみのルートに依存していた現実がトルコに煮え湯を飲ませた。これでは

原油・天然ガスの欧米向け発信地としてのプレゼンスを誇示できない。グルジアを経由しな

いルート、すなわちアルメニア経由ルートの確保が要請される。トルコによる危機管理だろ

う。

このような差し迫った危機を背景に、トルコのギュル大統領が 年 月 日、アルメニア

のサルキシャン大統領の招待で初訪問した ）。この歴史的訪問は首都エレバンで開催される

サッカー・ワールドカップ予選の両国代表による試合を観戦するためだった。サルキシャン

はこの時、同年 月にトルコで再戦する両国代表のサッカー試合を観戦することを表明し

た。また、米ニューヨークの国連総会で両国外相が会談することも明らかにした。両国を取

り巻く国内世論（国民感情）は複雑だが、首尾良く事が運べば、国交樹立が実現するかもし

れない。グルジア紛争による不便が両国を接近させたということだろう。

グルジア経由であれ、アルメニア経由であれ、カフカス地方の地政学的重要度に些かの変

化もない。カスピ海産のエネルギー資源を世界市場と繋ぐ役割を果たすからだ。仮にカフカ

ス地方を経由できないとなれば、出口をロシアかイランに求めざるを得ない。事実、アゼル

バイジャンはロシアとイランの双方に原油を輸出するようになった ）。イランが普通の国に

変身を遂げれば、その戦略的価値は急上昇する。ペルシャ湾から原油を輸出するのが最も効

率的だからだ。他方、カフカス地方やトルコの地政学的価値は一気に下がる。

イランがいわゆる神権政治を放棄する気配は毛頭ない。核兵器開発を断念する誠意も欠け

る。しかし万が一、イランの政治経済体制に変化が見受けられれば、西側世界、特に欧州世

界のイラン戦略は練り直されるはずだ。核兵器開発を放棄すると明言するだけでも同様の効

果が得られるかもしれない。そうなると、西側世界は一斉にイランとの関係強化へと邁進す

るだろう。少なくとも の対イラン戦略が 度転換する。イラン産の天然ガスを例のナ

ブコパイプラインに充当できる。瓢箪から駒。予期せぬ展開へと発展するかもしれない。

イランの戦略的重要性を逸早く察知したロシアはガスプロムのイラン進出を画策した。仏

石油大手トタルがイランからの撤退を表明したが、この穴を埋める格好だ。シュトックマン

天然ガス田開発にはトタルが参画している。トタルとガスプロムの関係は良好だ。トタルが

イランから撤退することを事前にガスプロムに通告していたのだろう。ロシアはイランに原

子炉も売りたい。両国には補完関係が成立している。クレムリンは今後、イランカードを有

効に活用するだろう。

こうした戦略的発想は非常に陳腐な地政学的見方に他ならない。原油資源が発見、実用化

された当初とまったく同じだ。如何に人類が成長していないかの論証でもある。原油や天然

ガス、それに原子力でさえも必要のないエネルギーシステムを構築できていれば、このよう

な無駄な争いに巻き込まれなくて済む。原油、天然ガスに 次エネルギー源を依拠している

間は、エネルギー資源争奪戦に参戦する必要がある。しかし、この日本が太陽光、風力、水

力、あるいは自然エネルギーの組み合わせだけでエネルギー源を自給できるようになれば、
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一切かかわる必要のない争奪戦なのである。石油が不要な武器・兵器を開発できたその日か

ら、日本は世界の頂点に立てる。日本の最先端技術による世界覇権時代の幕が開く。この

時、原油や天然ガス、それにウランなどは無用の長物と化す。




