
．シリアを見捨てられないクレムリン

大量虐殺の大罪を看過できるわけはない。にもかかわらず、モスクワはシリアのアサド大

統領を擁護し続けている。そこにはロシアの国益が絡んでいるからだ。

アサド大統領が 級戦犯であることは疑う余地がない。チュニジアのジャスミン革命に端

を発する、いわゆる アラブの春 はエジプトのムバラク大統領（当時）を弾劾し、追放。

その勢いは終息せず、リビアのカダフィ大佐の息の根を止め、イエメンのサレハ大統領（当

時）も亡命に追い込んだ。共通項は民衆蜂起による独裁者の追放にある。

中東イスラム圏の問題は多岐にわたる。現状では解決の糸口をつかもうとしている段階に

過ぎない。中でも最大の問題の焦点は中東各国が抱えるそれぞれの少数民族にどのように対

応するのかが問われている点だ ）。イスラムから民主主義に完全移行できるのか。平等を定

着させることができるのか。独裁政権が打倒されたとしても、その先には困難な課題が山積

している。

エジプトではムバラク元大統領が退場し、その 年半後にようやく、名実共に国民が選出

した新大統領が登場した。エジプト国民は歓喜の声で新大統領誕生を祝福した。投資家もイ

スラム系大統領の当選を好感し、 年 月 日のエジプト株式市場の株価は急騰、

指数が ％も上昇している ）。

だが、イスラム原理主義組織・ムスリム同胞団出身のムハンマド・モルシ大統領の勝利

が、民主主義の勝利だとは単純に喜べない懸念が残っている。どうやらエジプト軍部（軍最

高評議会）が大統領の権限を制限した上で、軍部の権限を強化する意向のようだ ）。新憲法

起草まで紆余曲折があるだろう。民主化に向かって直行する様子ではない。何よりも一般国
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民が自由で豊かな生活を享受できるかどうかは未だ不透明なのである ）。

イランの核開発疑惑は放置されたまま。解決の糸口さえつかめていない。イスラエルによ

るイラン攻撃の確率は高くはないものの、無視できる懸案ではない。対抗策としてテヘラン

がホルムズ海峡を封鎖すれば、国際原油価格は天井知らずの勢いで騰勢を強めよう。 バレ

ル ドルを突破することは明らかで、世界経済は奈落の底に突き落とされてしまう。

シリア情勢は アラブの春 の側面とイラン核開発疑惑の側面の双方を兼ね備えている。

前者については、シリア国民が独裁者・アサド大統領を窮地に追い込もうと反政府活動を活

発化させている。後者については、シリアとイランとは盟友同士だ。それは宗教上、宗派上

の団結ではなく、互いの国益が一致しているからに他ならない。この意味で両国は同盟関係

にある。

まずは アラブの春 の視点からシリア情勢を点検してみよう。

アサド独裁政権に反旗を翻したシリア国民は アラブの春 に触発されて、 年春以

降、アサド大統領の辞任を求めて、命がけで戦ってきた。尊い命を失った罪もない善良な市

民の数は 万人を超える。

独裁者は熾烈な権力闘争の末、当該国のトップに君臨する。独裁者としての地位を守り抜

くために、周辺に潜む異分子を徹底的に粛清する。恐怖感を周囲に与え、一般国民にも服従

を強制する。すべては自らの独裁的地位を死守するためだ。アサド大統領とて例外ではな

い。 年に父親から譲り受けた大統領の座を守り抜くためには手段を選ばない。逆らう者

は容赦なく武力弾圧される。

しかし、国際社会は独裁国家を容認しない。その矛先はシリアだけでなく、北朝鮮やイラ

ンにも向けられている。シリア国内は事実上の内戦状態。混迷を深め、無政府状態と化し

た。シリア政府軍と反政府勢力・自由シリア軍（ ）とが全面対決する。

事態の鎮静化を目指して、国連とアラブ連盟とがアサド政権に停戦を要請した。だが、アサ

ド政権はこの要請を無視。停戦期限を履行しなかった。

事態の重大性に鑑みた国連安全保障理事会は非武装の国連停戦監視団の対シリア派遣承認

決議案を採択する ）。と同時に、安全保障理事会は 人規模の停戦監視団本隊を 日間派

遣するというロシア決議案を採択する。アナン前国連事務総長のシリア訪問はこのような流

れの延長線上にある。もちろん、アナン・シリア問題合同特使は平和的な事態の解決をアサ

ド政権に要請したが、結果的に失敗に終わった。

年 月 日にはシリアで初の複数政党制と銘打った人民議会選挙が実施されたが、国

際社会に対するジェスチャーに過ぎない。爆破テロが頻発しており、最早、アサド大統領に

統治能力がないことは白日の下に曝されている。国際社会はアサド政権を非難するだけでな

く、また、制裁を強化するだけでなく、軍事行動に移す時期を迎えている。シリアの化学兵

器に関する知識は豊富だ。明日にでも化学兵器を動員しても不思議でない。国際社会はこれ

を未然に防がねばならない。

オバマ米政権が進めてきた対話型外交が手詰まりであることは今や明白な事実。イランの
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核開発疑惑や北朝鮮の核兵器開発問題を解決できていない原因は、煎じ詰めればワシントン

による対話型外交の破綻にある。大統領選挙を目前にして、オバマ大統領は思い切った軍事

作戦を構築できないでいる。明らかに指導力が欠如している。

ホワイトハウスは武力介入という選択肢を頭から排除する。ロシアが調整することで突破

口としたい。しかしながら、クレムリンの反応は冷ややか。ホワイトハウスの要請に応答し

ないでいる。北朝鮮問題で北京に期待を寄せる外交姿勢と同類だ。

欧州連合（ ）とロシアとの間にも容易に払拭できない軋轢がある。 年 月 日、

ロシア西部のサンクトペテルブルクで ・ロシア首脳会議が開かれた ）。しかし、シリア

のアサド政権に対する制裁強化を巡る溝は埋まっていない。この場でもプーチン大統領は制

裁強化に反対する姿勢を崩していない。

また、 ・ロシア首脳会議に先立って、プーチン大統領がドイツのベルリンとフランス

のパリを相次いで訪れている。いずれも主要議題はシリア問題。フランスのオランド大統領

はアサド大統領の辞任が問題解決の糸口になるとの見解を披露、武力行使を排除しない考え

を示したが、プーチン大統領は制裁が機能していないとした上で、あくまでも外交による調

停に固執している ）。

その頑なな外交姿勢は 年 月中旬にメキシコの保養地ロスカボスで開催された カ

国・地域（ ）サミットでも示されている。もちろん、今回の サミットの場を使った

米露首脳会談でも同じ外交姿勢が貫かれた。ロシアはアサド大統領辞任という日欧米諸国の

主張にまったく耳を貸さなかった。

今回の サミットは世界の緊張が頂点に達した時期に開催された。その議題もさまざま

な領域にまたがるものだった。その直前には南欧のギリシャで議会選挙の 回目の投票が実

施されていた。ギリシャがユーロ圏から離脱するか、ユーロ体制に留まるか、文字通り、世

界中が固唾を飲んで見守った。幸い、緊縮財政派が勝利し、サマラス新民主主義党党首を首

相とする新内閣も誕生した。薄氷を踏む状況は是正されていないものの、崖っぷちから一

歩、下がることはできた。

このギリシャ再選挙を受けて、 の首脳は緊縮財政と経済成長の二兎追う必要性を認識

した ）。振り返ってみると、 サミットの発足はリーマン・ショック（金融危機）が促し

た結果である。第 回 サミットは 年春に開催されている。そこでは中国を筆頭に大規

模な財政出動で世界恐慌を回避しようする政策が打ち出された。その効果は抜群。 年 月

を大底に世界の株式相場や国際商品価格は上昇に転じた。

しかしながら、今は違う。財政拡大策には全面的に頼れない。南欧諸国が反面教師となっ

た。残る手段は金融緩和。各国は矢継ぎ早に金利引き下げと量的拡大に動いた。それでも限

界がある。今後は世界各国が構造改革に本気で取り組み、成長を促進させていかなければな

らない。財政拡大に頼らず、経済を持続可能な成長へと導いていく困難な課題に各国が挑戦

しなければ、不況は克服できない。

緊張感が漂う中で各国首脳同士による会談も精力的に行われた。日本の野田佳彦首相は

） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。
） 日本経済新聞 年 月 日号。



プーチン大統領との首脳会談に臨んだ。予定通り、米露首脳会談も実施された。 月 日、

オバマ大統領とプーチン大統領は 時間にわたって会談、シリア情勢について協議した ）。

暴力の即時終結では一致したものの、その暴力の解釈に大きな隔たりがあった。オバマ大統

領が念頭にある暴力とは市民を虐殺するアサド政権側の暴力を指す。他方、プーチン大統領

の言う暴力とは反体制派による暴力も包括する。

確かにモスクワはアサド政権による武力弾圧を容認してはいない。だが、その一方で、反

政府勢力にも非難の声を向けている。たとえば、ロシアのラブロフ外相は政権側と反政府側

の双方が市民虐殺に関与していると述べ、反政府勢力の対抗姿勢を非難する ）。同時に、暴力

の停止が目的だとして、アサド政権の継続を容認している。ロシアが公平な立場であること

を強調したいのだろうが、結果的にアサド政権による虐殺を黙認しているのである。

欧米諸国の基本的視座はアサド大統領が辞任し、国際社会の監視の下で新たな大統領選挙

を実施し、シリアに民主主義を定着させることにある。しかしながら、モスクワはアサド大

統領の辞任や大統領交代が事態を改善しないとの立場を貫徹している ）。

ロシアも中国もシリア情勢への関与、すなわちアサド政権を退陣に追い込むことを内政干

渉だとして跳ね付ける。武力弾圧による虐殺よりも国益を優先した結果だ。ゆえに、オバマ

大統領が明言したように、中露ともにアサド政権の早期退陣に反対する ）。

シリアはクレムリンにとって数少ない中東地域の伝統的な友好国。アサド父の時代からロ

シアがシリアのパトロンとしての役割を担ってきた。それゆえに、モスクワとアサド政権や

シリア軍部との関係は深い。モスクワはシリア国内（タルトゥス）にロシア海軍の補給基地

という軍事権益を保持する。タルトゥスでは 人程度のロシア人が勤務するという。

また、シリアはモスクワにとっての重要な武器・兵器市場でもある。総額で推定 億ドル

に達する武器・兵器がシリアに供給されてきたとされる ）。モスクワが売り付けた武器・兵

器でアサド政権はシリア国民への武力弾圧を強化できた。武力弾圧が顕在化した後でも攻撃

ヘリコプターをシリアに輸出している ）。

内戦が長期化すれば、貴重な外貨がモスクワの懐に舞い込む。結果として、ロシアが大量

虐殺に加担していることになる。欧米諸国による軍事介入に反対しているロシアが、アサド

政権を擁護する目的で軍事介入している。クレムリンの念頭にはシリアでの影響力強化しか

ない。これはアサド政権の温存と同義である。このロシアに調整を期待するオバマ政権は明

らかに間違っている。

残念なのはロシアの協力なくしてはシリア問題が解決困難だという現実である。北朝鮮問

題に関する中国の立場と酷似する。しかし、打つ手はある。中東世界ではエジプトが凋落し

た今日、エジプトに代わってトルコが台頭。トルコに政治的安定と経済的繁栄をもたらした

エルドガン首相は、近代トルコ建国の父ケマル・アタチュルク以来の大物政治家だと称賛さ

れるようになった。トルコを中東の大国に押し上げたその政治手腕が評価されている ）。
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確かにトルコの 加盟は実現していない。しかしながら、エルドガン政権は今、 の

一員として影響力を及ぼすのではなく、中東の大国として外交力を行使しているようにみえ

る。そもそも、第 次世界大戦後、ワシントンは自由の砦としてギリシャとトルコを死守し

た。トルコもギリシャも北大西洋条約機構（ ）の加盟国。トルコは米国の同盟国な

のである。中東世界で台頭してきた米国の同盟国トルコを活用しない手はない。

トルコはアジア、中東、アフリカ、バルカン半島の交差点に位置する。歴史家は文明の十

字路と呼んだ。それは今、周辺国との経済関係に具現されている。貿易総額に占める の

割合は突出して高く、 年の実績で 億ドルに及ぶが、ロシアとも関係は深い。 億

ドルの貿易額を記録している。イランとの輸出入額は 億ドルと決して少なくない。クル

ド系民族への対処で対立する隣国のイラクとも 億ドルの往復貿易額を維持している。イン

ドとは 億ドル、エジプトとは 億ドルだ ）。

トルコは人口規模 万人に達する大国。欧州債務問題の余波で減速するとはいえ、

年の経済成長率は ％と見込まれている。 年のそれは ％だった。国民 人当たり国内

総生産（ ）は 万ドルを突破している。トルコ建国 周年にあたる 年には、 万

ドルに押し上げようと政府が外資誘致を進めている ）。トルコは平均年齢が 歳と若

く、労働者の層が厚い。有望な新興国であると同時に、中東の大国であることを再認識すべ

きだろう。

年 月 日昼、トルコ空軍機・ 戦闘機が地中海沖でシリア軍に撃墜された ）。警

告なしに攻撃されている。トルコ、シリア両国は関係が極度に悪化している。アンカラがア

サド政権の大量虐殺を非難してきたからだ。トルコにはシリア難民 万人以上が流入、トル

コ政府は弾圧から逃れてきた難民を大量に受け入れている。ワシントンは同盟国の戦闘機が

シリアに撃墜された事実を重く受け止めるべきであろう。これを口実にシリアを空爆するこ

とを検討すべきだろう。

確かにトルコからの要請を受けて、 がブリュッセルにある本部で緊急大使級会合

を開き、トルコ軍機撃墜に関して非難したが、報復措置は検討されなかったという。シリア

がトルコにとっての明白な脅威であるにもかかわらず、 の集団的自衛権が発動され

るには至っていない ）。

トルコはイランと良好な外交関係を維持している。その一方で、シリアには断固とした態

度で臨んでいる。トルコ政府は否定するが、シリアの反政府勢力・自由シリア軍にはトルコ

経由で武器・兵器が流れている模様である ）。今後、トルコは自由シリア軍に対する支援を

強化していくであろう。米国はトルコのプレゼンスを認め、援護射撃に乗り出すべきだろ

う。

経済制裁が強化されたシリアにとって、ロシアからの支援は重要な意味を持つ。たとえ

ば、これまでオーストリアで印刷されていたシリアの通貨ポンドは現在、ロシアで印刷され
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ているという ）。他方、クレムリンはシリア国内に保持する権益を保持したいがゆえに、ア

サド政権転覆を回避したい。

モスクワはシリア問題をリビア、イラク、ユーゴスラビアのプリズムを通して捉えてい

る。リビアでもイラクでもユーゴスラビアでも、米国主導による軍事介入で独裁政権が崩

壊、ロシアの影響力が皆無となった。米国による軍事介入の大義名分は人道上の行動であっ

た。人権を重視するホワイトハウスの姿勢が優先された。

しかしながら、ロシアはイラクで確保していた油田権益やリビアでの事業権益を、独裁者

追放の直後に喪失した。今もってロシアは失地を回復できていない。シリアでこの轍を踏み

たくないというのがモスクワの本音だ。

ここで二番目の視点であるイランの核開発疑惑という要素を注入してみよう。

日本のメディアにならってここでも疑惑と表記しておいたが、イランが核兵器の開発に乗

り出していることは状況証拠から明らかである。イランの核開発を巡る、いわゆる カ国

（米欧露 カ国）協議が 年 月 日と 日の両日にモスクワで開かれた ）。予想通り、

協議は決裂、物別れに終わった。イランはあくまでも制裁解除を先行させるよう主張。これ

に対して カ国側は核兵器製造につながる濃縮度 ％のウラン製造中止を突き付けた ）。

日欧米諸国はイラン制裁措置を本格発動することになった。 はイラン産原油の輸入禁

止を完全実施、一方、米国は金融制裁を強化する。イラン中央銀行と取引する各国の金融機

関と米銀の取引が禁止された。世界規模のイラン制裁網が始動した格好だ。

当然、経済制裁でイラン経済は行き詰っている。原油生産量は 年前の水準に逆戻り。

年前の産油量は日量 万バレルで 年でも同 万バレルの水準が維持されていたが、

年 月の産油量は同 万バレルにまで低下している。 年 月の原油輸出量は同

万 万バレルに留まると試算されている。これは産油量が同 万バレル以下であること

を示唆する ）。

石油産業のみならず、製造業企業も資金不足が深刻化しているという。 年実績でイラ

ンの貿易黒字は 億ドルであったが、 年には半減、すなわち 億ドルまで落ち込むと

予測されている ）。原油輸出収入はイラン政府歳出の ％、輸出総額の ％を占有する。オ

イルマネーの激減は直線的にイラン経済に強烈な一撃を与える。イラン経済は崩壊へと一歩

一歩近づきつつある。

欧米主導の対イラン制裁強化に抗議する意図で、イランの革命防衛隊がミサイル発射実験

を断行した。ホルムズ海峡封鎖の危険性が再び高まり、軟調に推移していた国際原油価格が

急上昇する原因となった。北海ブレント価格は バレル ドルの大台を突破した。発射さ

れたミサイルは射程 キロメートルの中距離ミサイル・シャハブ 、短距離ミサイルの

シャハブ （射程 キロメートル）、並びにシャハブ （同 キロメートル）である。

シャハブ はイスラエルを射程範囲内とする ）。イスラエルや米国によるイラン攻撃に対抗
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クレムリンの新外交戦略（中津）

できる能力を誇示するためだろう。

この国際社会から孤立するイランとダマスカスとが同盟関係を築き上げてきた。イランに

とってシリアは自国を防御するための最後の砦となっている。これはロシアにとっても同

じ。アサド政権が崩落すれば、この混乱に乗じてイスラエルがイランに猛攻撃を仕掛けるか

もしれない。イランの神権政治が空中分解し、米国とその同盟国の手に落ちた場合、ロシア

はいわば、丸裸状態となる。イランの北部国境とロシア、あるいは中央アジアとは目と鼻の

先だ。

失地回復を狙って、米軍がイラン国内に駐留するような事態となれば、モスクワは裏庭で

米国と角を突き合わさなければならなくなる。ロシアは依然として核の超大国ではあるが、

通常兵力では米軍と勝負にならない。この意味でもシリアはロシアにとっての生命線なので

ある。

テヘランにとってもシリアは生命線。シリアでアサド大統領が君臨するがゆえに、自国の

安全が保障されているという現実がある。アサド政権はイランの命運を掛けても死守しなけ

ればならない。

シリアは産油国で、同国の に占める石油産業の比率は ％に及ぶ。シリア産の原油

は主として欧州諸国に輸出されてきた。シリア産原油輸出の ％が 向けだった。しか

し、欧州はシリア産原油を禁輸、シリアとの経済関係を途絶した。オイルマネーで兵力を増

強できたアサド政権であったが、原油の禁輸制裁でオイルマネーの流入は不可能となった。

シリア・ポンドの価値は 分の に下落したという。

この空白を埋めているのがロシア、そして、イランである。イランはシリアの代行とし

て、シリア産の軽質油 億ドル相当分を輸出したとされる ）。シリアのタルトゥス港からイ

ランのホルムズ海峡に面するララクランドに運搬し、代金をシリアに送ったことが明るみに

出た。

シリア並びにイランに対する制裁強化で漁夫の利を得るのはどの国か。もちろんロシア。

両国産原油の大半は国際石油市場から姿を消した。制裁強化で両国産原油を輸入してきた石

油消費国は代替調達先を物色、確保しなければならない。

欧州地元の北海油田は老朽化が進み、早晩枯渇する。それに加えて、足元ではノルウェー

で油田従業員によるストライキが多発し、ノルウェーの産油量は瞬間的に ％も減少した ）。サ

ウジアラビアには原油生産余力が備わっているが、石油輸出国機構（ ）の取り決めで

生産枠があるので、無闇に産油量を増やせない。そうなると、石油消費国が当てにできる有

力な産油国は 非加盟のロシアしかない。中でもフランスやスペイン、それにイタリ

アとトルコの石油大手がロシア産ウラルズの調達に動いている模様だ ）。

黒海艦隊の報道官によると、シリア在住のロシア人の保護と安全確保を名目に、戦艦 隻

をシリアに向けて出航させたという ）。シリア内戦の悪化に伴う行動だとしている。しか

し、ロシアは武器・兵器をシリアに売却し続けている。ロシアの関与はシリア情勢をまった

）
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）
）



く改善しない。

シリアの内戦はより深刻な状態となり、戦闘の激しさが増している。自由シリア軍と政府

軍との衝突は首都ダマスカスにまで及ぶに至っている ）。アサド政権は最早、シリア全土を

掌握できていない。シリア国内は完全に分裂してしまった。

共和国防衛隊の幹部、マナフ・タラス准将がアサド政権と決別し、トルコに逃亡してい

る。政権中枢からの初めての離反者だ。この人物の父親はアサド父政権時代の国防相。アサ

ド大統領とは友人関係にある ）。その後も軍将校が相次いでトルコに亡命している。また、

反体制派による爆弾テロでラジハ国防相とアサド大統領の義兄シャウカト陸軍副参謀長、ト

ルクマニ元国防相が死亡した ）。

もちろん、シリア経済は崩壊寸前、混乱を極めている。消費者物価指数（ ）は 年

月に ％増を突破、 年にはマイナス成長に転落したシリア経済だが、 年の経済成

長率はマイナス ％と予測されている ）。

国連の調停活動は難航を極め、アサド政権の崩壊は時間の問題となった。シリア国民は国

連の調停にはまったく期待していない。自力で自由を勝ち取る決意のようだ ）。

年 月末、国連安全保障理事会の常任理事国 カ国、アラブ連盟、トルコといった関

係国がシリア情勢を巡る閣僚会議をスイスのジュネーブで開催した ）。そこではアサド政府

と反体制派の双方が参加する暫定統一政権の樹立を求める共同声明が打ち出された。暫定統

一政権樹立後に総選挙が実施されることも盛り込まれている。しかし、アサド大統領残留で

は反政府勢力側が納得しない。反政府派はこの共同声明に失望したと伝えられている ）。大

量虐殺の首謀者であるアサド大統領が辞任しない限り、問題の解決には至らないのである。

問題解決にはアサド大統領辞任が大前提条件となる。

それでもモスクワはアサド政権に肩入れするのか。この場に及んでも、ロシアのラブロフ

外相はアサド大統領退陣に同調していない ）。プーチン大統領もアサド政権を擁護すると同

時に、反体制派を非難している ）。国際社会の眼はポスト・アサドに移っているにもかかわ

らず、ロシアはいつまでアサド政権を擁護するつもりなのか。中東世界ではロシアがイラン

と同じ穴の狢に成り下がっている。引くに引けないプーチン政権。プーチン政権もアサド政

権と同じ運命を辿るのか。
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クレムリンの新外交戦略（中津）

．溝が埋まらない米露関係

大統領就任式典が終了した後、主要 カ国（ ）首脳会議（サミット）が米国のキャン

プデビッドで開催される予定となっていた。その場で大統領就任後初のオバマ・プーチン会

談が開かれると誰もが信じていた。ところが、プーチン大統領は急遽、 サミット出席を

キャンセルした。俗に言うドタキャンである。名代としてメドベージェフ首相がキャンプデ

ビッドに送り込まれた。

プーチン大統領欠席が世に広まった直後、今度はオバマ大統領が 年 月にロシアの極

東ウラジオストクで開催予定のアジア太平洋経済協力会議（ ）の首脳会議を欠席する

と言い出した。

無論、プーチン大統領のドタキャンやオバマ大統領の サミット欠席にはさまざま

な憶測が飛び交った。クレムリンからの公式見解は組閣に時間を要するという内容であった

が、俄かに信用する者は少なかった。米露首脳会談の場を設けても建設的な会談とはならな

い、米露の対立が浮き彫りになるだけで会談開催の意味がないなどと評価する専門家もいた。

プーチン大統領のドタキャンに関しては、閣僚名簿の完成に時間がかかるとの報道内容に

ほぼ間違いはないだろう。しかし、米露首脳会談で成果が期待できないこともまた事実であ

る。それだけに米露関係は良好でない。

米露関係とは煎じ詰めれば、安全保障上の関係に集約される。少なくとも米露両国の経済

関係は希薄だ。米中関係の中心には経済問題がある。ゆえに人民元改革が焦点となる。中露

両国の経済関係も深まってきている。ロシアが中国にエネルギー資源を輸出する一方、中国

は安価な財・サービスの対露輸出に余念がない。後述するが、だからと言って中露両国が軍

事的に結びついているわけではない。あくまでも経済関係が中心だ。

モスクワは核の超大国を自認する。この核兵器を保有するがゆえに、米国と対等に渡り合

える。また、次の視点も肝要だ。すなわちロシアにとって真の友好国はこの世に存在しな

い。と同時に、真の敵国も存在しない。ロシアは常に独立独歩の道を歩んできた。旧ソ連の

構成共和国を例外として、対等な立場で軍事同盟を結ぶ国は存在しない。ロシアは常に孤立

し、孤独なのである。それがゆえに自国の安全保障には敏感に反応する。

サミットが終了した直後、今度は米国のシカゴで 首脳会議が 年 月 日

に開催された ）。その目玉はミサイル防衛システム（ ）稼働の宣言にあった。欧州全域

をイランからの弾道ミサイル攻撃から守る は の集団安全保障体制の新段階とな

る。主に米軍の装備が配備されるからだ。 各国は軍事費用を負担し、米国の負担軽

減を図る。

トルコに配備された早期警戒レーダーの運用権限が に移管される。また、ルーマ

ニアとポーランドには迎撃ミサイルが配備され、スペインは米国のイージス艦を受け入れ

る。指揮・管制サンターはドイツのラムシュタインに置かれる。

続く 月 日にはアフガニスタン 年末終戦が宣言された ）。アフガニスタンで展開さ
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れる米軍主導の国際治安支援部隊（ 、 万人）の活動は 年末に終了する。 年

半ばまでにアフガニスタン治安部隊が全土で戦闘任務を主導するが、 年末には大半の外国

部隊は撤収する。 年以降は 主導の新たな部隊がアフガニスタンに駐留すること

になる。

アフガニスタンでは反政府武装勢力タリバン討伐作戦に米軍 万人、英軍 人、その他

万 人、合計 万 人が投入されている ）。加えて、後方支援の米軍は 万 人に

上る。米軍はまた、戦車 万 両も展開させている。英国も 両、その他も 万 両

の戦車を展開する。合計 万両に達する。コンテナに関しては、米国が 万、英国が 万

、その他 、合計 万を投入している。

戦費については、米国は 億ドルを出費、財政赤字の原因の一つに数えられる。無論、

撤退するにしても費用が必要で、 億ドルの出費になると試算されている。英国の戦費も

億 億ポンドに達する。その英軍が撤退する場合、海路・陸路で 万ポンド、陸路・

空路・鉄道で 万ポンド、空路で 万ポンドが必要だという。ちなみに、パキスタン国境

通過に必要な 日当たりの通行料は 万ドルとされる。

要するに、アフガニスタン撤退にも相当額の出費を覚悟しなければならないということ

だ。

今回の 首脳会議では、米国が欧州に配備している戦術核削減を開始することも検

討された。 抑止力・防衛体制の見直し報告書 では米国とロシアによる核削減交渉を支

持、ロシアの対応に応じた戦術核削減を検討、と明記されている ）。戦術核とは航空機で落

下させる小型核爆弾の一種である。欧州 カ国に 発前後配備されている。戦術核の削減

は 稼働と同時進行させなければならない。そうでないと、欧州の安全保障体制が崩壊

する。

米国は一刻も早く、アフガニスタンから足を洗いたい。イラク戦争の終結と相まって、米

国の軍事力は中東地域からアジア太平洋地域へとシフトする。ただ、イランとシリアの情勢

次第では中東地域からの米軍撤退は遠のくかもしれない。また、共和党の候補者が大統領に

就任した場合、イランとシリアへの軍事的関与を強化するかもしれない。新大統領決定まで

は情勢は流動的となろう。

もちろん、ロシアは の 配備に猛反対だ。 サミットに先立つ 年

月 日、モスクワで独立国家共同体（ ）集団安全保障条約に加盟する カ国による首脳

会議が開かれた ）。そこでは欧州 を欧州の戦略的安定に損害をもたらすと批判、共同

宣言が採択された。ロシアは通常兵力で欧米に比べて格段に見劣りする。これを補完するの

はロシアが大量に保有する戦術核だ。ロシアが戦術核削減で同意する可能性は極めて低い。

ロシアは米国とは強硬路線、旧ソ連圏では影響力拡大路線を踏襲する。プーチン大統領の基

本的な外交姿勢でもある。

米国とのいわゆる、リセット（関係再構築）は米国で新しい大統領が就任するまでは見送
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クレムリンの新外交戦略（中津）

られるだろう。と同時に、 についても、新大統領決定までプーチン大統領は静観する

だろう ）。米国でプーチン大統領が望む、オバマ大統領が再選されるか、共和党候補者が大

統領に就任するかによって、クレムリンの対米戦略は具体化されないだろう。ただ、そのシ

ナリオ作成については着手されていると思われる。

．同床異夢のロシアと中国

上海協力機構（ ）の首脳会議が 年 月 日、 日の両日に中国の首都・北京で

開催されるのにあわせて、開催の前日、すなわち 日に胡錦濤国家主席とプーチン大統領と

による中露首脳会談が催された。人民大会堂で開かれた中露首脳会談は 時間に及んだとい

う ）。中国側は国家元首の公式訪問では最も格式の高い国事訪問（国賓）としてプーチン大

統領を招き入れ、最大級のもてなしで受け入れている。

中露貿易総額は 年実績で 億ドル程度だが、 年までに年間 億ドルに拡張す

る目標が首脳会談で確認されている ）。ロシア産の原油は既に、パイプラインで中国に供給

されるようになったが、天然ガスの供給については、依然として価格面で互いに折り合って

いない。天然ガス貿易に関しては、明らかに正面衝突している。

確かに中露両国は 年に善隣友好条約を締結している。今回の首脳会談でも両国軍の協力

をさらに深化させていくことが表明されている ）。表面的には同盟関係だ。シリアやイラン

の問題でも歩調を合わせて、ホワイトハウスには同調しない外交姿勢を貫いている。それぞ

れの思惑が一致するからだろう。

しかし、実際には互いの領土侵犯を防ぐ程度の関係でしかない。信頼のパートナーシップ

といった言葉だけが独り歩きし、真の同盟関係には踏み込めていない。プーチン大統領の関

心は中国との経済関係の強化、正確に表現すれば、ロシア産財・サービスの対中輸出増加と

中国市場の開拓にある。軍事同盟として中露両国関係を位置付けているわけではない。

今回の中露首脳会談の席で中国側はロシアに対して、 域内に自由貿易圏を創設しよ

うと持ちかけた ）。ところが、ロシアはこの提案を拒否。チャイナマネーが 域内を席

巻することを恐れたからに他ならない。中央アジアを舞台にロシアの大国主義と中国のそれ

とが正面衝突していることがわかる。ロシアは中央アジアを自国の利益圏と捉えている。他

方、中国もまた中央アジアで影響力を誇示したい。表面的には友好関係を演出する中露両国

だが、現実には対立する局面が多い。

世界経済の成長センターが欧州からアジア太平洋地域にシフトし、本格的なアジア太平洋

の時代を迎えて、北京は勢力拡大に余念がない。一方のロシアもアジア太平洋地域を重要視

している。中露両国とも米国のアジア太平洋地域に対するプレゼンス拡大を警戒しているけ
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れども、加えて、米国主導の世界秩序に反旗を翻しているけれども、共通の思いは米国に対

する対抗軸を強化するという、米国牽制にしかない。

まさに同床異夢。中露両国の海軍は 年 月下旬に黄海で大規模な合同軍事演習を実施

した。だが、中国軍の太平洋展開にはモスクワも神経を尖らせている。それゆえ、北方領土

に軍事拠点を設置し、中国の太平洋展開に目を光らせようとしているのだ。

世界新秩序形成という段階になれば、ロシアも中国も主導権を握ろうとするだろう。その

時点で中露両国が協力することはありえない。中国共産党機関紙 人民日報 は中露両国の

参画と関与なくして、国際問題は解決され得ないと豪語したようだが ）、それぞれの国益を

度外視してまで歩調を合わせることは決してない。

日本の賢明な戦略はアジア太平洋戦略で中途半端な立場にあるロシアを自陣営に組み込

み、日米同盟を機軸としながら、韓国、オーストラリア、ベトナム、インドも巻き込みつ

つ、合同軍事演習を実現することだろう。定期的に軍事演習を実施できれば、全体として、

中国に対する圧力として作用する。不沈空母・日本列島を活用する中国包囲網を一刻も早く

構築しなければならない。

ベトナム戦争以降、断絶していた米国、ベトナム両国は過去の確執を清算して、外交関係

正常化に舵を切った。外交正常化を契機に米国、ベトナムの政治・軍事・経済関係は確実に

進展するようになった。

年 月 日、米国のパネッタ国防長官がベトナムの首都ハノイを訪問、フン・クア

ン・タイン国防相と会談した ）。米国、ベトナム両国間の軍事協力を強化し、南シナ海の海

洋安全保障で連携する方針を確認している。

その前日には、パネッタ国防長官が米国の国防長官として初めて、ベトナム中部にあるカ

ムラン湾を訪れ、米軍艦船の寄港への道を開いた。ワシントンのアジア重視を強調した格好

だ。カムラン湾は旧ソ連時代にはモスクワが軍事拠点として利用していた、アジアでも屈指

の天然の良港である。ホワイトハウスは米国海軍施設の ％をアジア太平洋地域に展開する

構えでいる。北京が干渉を強化する南シナ海や東シナ海での戦力を高めることが主目的であ

ることは間違いがない。カムラン湾は今後、米軍の拠点として仕立て上げられることになろ

う ）。

そして、同年 月 日、ベトナム国会はベトナム海洋法を圧倒的多数で可決、同法が成立

した ）。 年 月から施行される。同法はベトナムで初めて南シナ海の国家主権と領有権

を法律で明記、定義したものである。南シナ海の南沙諸島（英語名スプラトリー）と西沙諸

島（同パラセル）の領有権をベトナムが保有すると規定されている。領海などが外国に侵害

された場合、軍事的自衛手段が行使される。領海内で外国籍の船舶による領海侵犯や違法漁

業を発見すれば、逮捕、拘束できると定められている。

もちろん、ベトナム海洋法は南シナ海の領有を既成事実化する中国を牽制するための法的

武器である。中国による不法占拠に対抗するための法的武装だ。受けて立つ中国は南沙諸
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島、西沙諸島、中沙諸島を管轄する新たな行政単位となる海南省三沙市を新設。同市政府は

西沙諸島の永興島に置かれる。

中国の挑発行為はこれだけではない。中国海洋石油（ ）がベトナムの排他的経済

水域（ ）内で海底油田と海底天然ガス田を開発すると公表 ）。外資系企業に国際入札を

呼び掛け、共同探査・開発への参加を促している。この海域ではベトナム国営石油最大手の

ペトロベトナム（ ）が外資系石油企業（米エクソンモービル、ロシア・ガスプロムな

ど）と共同開発に着手している ）。当然、ベトナム当局は違法行為だと中国側に厳重に抗

議。ベトナム、中国両国の対立は文字通り、泥沼化する様相を呈している。

年 月上旬、カンボジアの首都プノンペンで開催された東南アジア諸国連合

（ ）の外相会議では、その共同声明の文言について紛糾。結局、共同声明はまとま

らなかった。その原因は親中派と反中派の対立にある。中国と海洋の領有権を巡って対立す

るフィリピンやベトナムが海洋紛争を共同声明に明記するよう要求。これに対して

議長国で親中派のカンボジアが拒否を繰り返した。特別外相会議も開かれたが、意見は一致

しなかった。これでは 分断を画策する北京の思う壺。中国は の連帯に楔

を打ち込みたい ）。

ベトナムは旧ソ連時代の衛星国。ロシアもベトナム沖の海洋資源には並々ならぬ興味を抱

く。しかも、ベトナムは南沙諸島の防衛力を強化すべく、 年にディーゼル型キロ級の潜水

艦 隻をロシアに発注 ）。 年にベトナム側に引き渡されるという。また、ベトナムは

トン級の軽護衛隊 隻の購入契約も済ませている。こうした潜水艦や軽護衛隊でベトナ

ムは南沙艦隊を創設するという。ロシアに発注した潜水艦が南沙艦隊で利用されることは間

違いがない。これも中国と対立する要因となる。

ワシントンがこうした一連の動きを見過ごすわけはない。米国籍船舶の安全航行を盾に、

北京と全面対決する姿勢を鮮明にするだろう。海軍資産のアジアシフトはこれに対応する措

置である。ホワイトハウスが 年近くも放置してきたにもかかわらず、海の憲法と位置付け

られる国連海洋法条約 ）の締結に動き出している。なぜか。同条約の枠外におれば、中国

に対して強気の路線を打ち出せないからだ。米国の同条約加盟を契機に、アジアでの米中両

国による駆け引きが活発化することは間違いがない。

東シナ海では天然ガス田開発を巡って、日本と中国が正面衝突している。 に対する

解釈の違い、あるいは見解の相違が日中対立の原因である。天然ガス田を開発せず、放置す

れば、中国による開発が先行して、日本の立場は弱まってしまう。早急に開発に着手すべき

だろう。天然ガス田を開発しても、海底の地形の関係でパイプライン輸送できないことを理

由に、開発で中国と対立することは好ましくないとする意見がある。だが、これは明らかに
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間違っている。

たとえパイプライン輸送できなくとも、洋上 生産基地を確保すれば、東シナ海から

日本列島に専用タンカーで輸送可能だ。 火力が優勢となっている今日、日本にとって

貴重な となる。洋上 生産であれば、仮に埋蔵量が少なくても、移動可能である

から経済的に損失を被ることはない。日本国内には大口需要家が複数いる。

海洋権益の問題は海洋国家・日本にとって極めて重大な問題である。この海洋権益につい

て、 人の識者がそれぞれの見解を披露している。ここでは 日本経済新聞 の 経済教

室 に寄稿された内容を紹介してみよう。

まずは アジアの枠組み創設急げ と題された明治大学の奥脇直也教授の見解を紹介す

る。奥脇教授は国際法、海洋法の立場から東シナ海の天然ガス田開発について切り込んでい

る ）。

その主張はアジアで海洋境界を画定できないことが関係諸国の中国に対する警戒心を増幅

させている、ゆえに関係各国が自国の法律を適用し、それが中国との対立を助長している、

したがって、日本としては総合的に戦略を練り、周到な準備の下で中国に対応していかねば

ならないと奥脇教授は説いている。その上で、北東アジア地域に欠けている地域レジーム

（枠組み）を創設することが持続的な平和を構築する際の大前提になるとし、日中海洋協議

がそのようなレジーム創出を導き出すものでなければならないとしている。その全体像の中

に日本を位置付けるべきだと奥脇教授は主張したいのだろう。奥脇教授の見解は日中対立を

回避することに重点があるように思われる。

他方、 資源確保戦略、国力を左右 と題した一文を寄稿した神戸大学の坂元茂樹教授の

見解は奥脇教授よりも対中強硬派に属する ）。坂元教授も条約法、海洋法の立場、すなわち

法律の立場から述べているが、現実の世界で展開される海洋資源争奪戦に日本がどのように

対応すべきかに論点があるようだ。

坂元教授は 年 月に国連大陸棚限界委員会が日本の大陸棚延長申請を認めたことを重

要視し、この勧告で日本は 万平方キロメートルに及ぶ海洋権益を拡充できたとしている。

身勝手な北京の主張に怯むことなく、国連海洋法条約に基づいて日本は自国の正当性を積極

的に主張せよと述べている。日本は海洋大国であり、日本の海洋資源はいわば無尽蔵にあ

る。これを日本の国益のため、環境問題と向き合いながら粛々と開発する重要性を説いてい

るように思われる。無謀な中国に一歩たりとも譲歩する必要はない、日本は国際海洋法に

よって守られている、と坂元教授は訴えたいのであろう。

日本は海洋国家であり、海洋国家であるがゆえに海洋資源を開発できる。それは国際海洋

法によって認められている。それを不当に妨害する外国とは全面対決していかざるを得ない

のだ。これが国際政治の現実である。日米同盟を中核としつつ、中国と対立する国を日米陣

営に組み込み、中国包囲網を形成していくことは日本の海洋資源を防御する上でも極めて重

要な戦略なのである。
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．近い外国と遠い外国

ロシアは従来、外国を近い外国と遠い外国として区別してきた。端的に表現すると、近い

外国とは旧ソ連の構成共和国、 に加盟する国家群を指す。文字通り、ロシアに近接す

る国家群だ。一方、遠い外国とはそれ以外の外国を指す。

プーチン大統領は大統領就任式後、近い外国となる隣国ベラルーシの土を最初に踏んだ ）。

外遊先として近い外国を優先した格好だ。同大統領は首都ミンスクでベラルーシのルカシェ

ンコ大統領と会談、ユーラシア経済同盟の創設で意気投合した。ユーラシア経済同盟はバル

ト 国を除く旧ソ連諸国との経済統合を深化させるための枠組みである。無論、その中心に

はロシアがいる。おそらく、モスクワは自国通貨ルーブルをユーラシア経済同盟の統一通貨

に格上げしたいのだろう。

ところが、ベラルーシがロシアに全面的に服従しているわけではない。 年 月 日、

中国の軍事使節団がミンスクを訪れた ）。意外にもベラルーシは中国から軍事支援を受け

ている。ルカシェンコ大統領は軍事使節団に対して、中国との軍事協力をさらに深化させた

いと述べたという。軍事面だけではない。ベラルーシ国内に中国系乗用車メーカーの組み立

て工場を誘致、経済面でも中国との関係強化を図っている。

ルカシェンコ大統領はロシアのルーブルを共通通貨として使用することに消極的だ。その

返す刀で中国に擦り寄っている。中国カードを握ることでクレムリンを牽制したいのだろ

う。ルカシェンコ大統領の天秤外交である。つまり、ベラルーシとロシアとは必ずしも一枚

岩ではないということだ。

クレムリンの外交戦術は旧ソ連を構成していた共和国を束ねることにある。中央アジアに

は中国が押し迫る。安価な中国製の財・サービスで中央アジア各国の市場は溢れかえってい

る。中国の影響力は強まるばかりだ。モスクワから見ると、裏庭が荒らされているように映

る。この中国の侵略に楔を打ち込みたい─モスクワは中央アジアを自陣営に組み込もうと躍

起だ。

中央アジアの一角を占めるモンゴルには豊富な鉱物資源が眠っている。モンゴルの国民

人当たり は ドル（ 年）と中国の ドルやロシアの 万 ドルと比べれば

見劣りするが、 年の実質 成長率は ％を記録 ）。資源大国モンゴルには世界各

国からの熱い視線が投げ掛けられている。無論、中国もロシアも虎視眈々と狙っている。

年に挙行された北京五輪の最中、ロシア軍が親米国グルジアに侵攻して問題となった。

世に言うグルジア紛争である。それ以降、グルジアとロシアとの断行は継続している。結果

として、グルジアは南オセチア共和国とアブハジア自治共和国とを失った。現在もなお、両

共和国にはロシア軍が駐留、ロシアが実効支配する。

実は、プーチン大統領はベラルーシを訪れる直前の 月 日、冬季オリンピックが開催さ

れる予定のソチでアブハジア自治共和国の大統領と会談していた。その席でプーチン大統領
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は社会保障や軍事部門で支援する用意があると約束している。クレムリンが旧ソ連崩壊を契

機に失った失地回復に乗り出した格好だ ）。

グルジアのサーカシビリ大統領は親欧米路線を標榜。米国からの支援に支えられてきた。

年 月 日、米国のクリントン国務長官がグルジアを訪問、グルジアに対する軍事支援

を拡大する方針を表明した ）。もちろん、ロシアには南オセチアとアブハジアからの撤退を

要求、南オセチアとアブハジアの国家独立を認めたロシアを非難した。

モスクワは旧ソ連諸国の中心的国家を目指すが、旧ソ連諸国は当然のことながら、一枚岩

ではない。中央アジア諸国もグルジアもモスクワの支配下に置かれることを拒否する。勢

い、外国の勢力を利用して、ロシアを牽制する行動に出る。

ウクライナも同様だ。ロシアの国営天然ガス独占体ガスプロムがウクライナ向けの天然ガ

ス供給を停止して、物議を醸してきた。いわゆるガス紛争である。ウクライナでは国論が二

分することが多い。基本的に同国東部ではロシア支持派が多く居住し、同国西部には西欧派

が多い。その政治的力関係がウクライナを迷走させてきた。

欧州債務問題で覆い隠されているが、ウクライナの財政も悪化。 億ドルに達するインフ

ラ整備で財政負担が膨らんだ結果だ ）。緊縮策を要求する国際通貨基金（ ）とは融資交

渉が難航、 年末までに 億ドルの債務返済が必要であるにもかかわらず、巨額の債務

が放置された状態となっている。経済的に行き詰ると、ロシア依存を強めることとなるが、

ヤヌコビッチ政権がどのように舵を切るか。

オレンジ革命の頃、ウクライナは欧州の、いわば英雄だった。誰もが同国の民主化と市場

経済への道を信じて疑わなかった。人口 万人に及ぶウクライナは欧州で小国ではない。

しかし、欧州の期待は裏切られ、ウクライナは民主化と逆行する道を辿っている。結果、ウ

クライナは欧州の一員になれないでいる。加えて、経済も不調だ。国民 人当たり は

僅か ドル。欧州の最貧国と揶揄されたアルバニアの ドルと同水準だ。旧ソ連崩壊の

年を とするウクライナの実質 は 年で と、旧ソ連崩壊時点よりも経済が

収縮している ）。

ロシアはこの間隙を突いて忍び寄ってくる。モスクワの常套手段だ。ウクライナは再びロ

シアの手先に成り下がってしまうのか。ヤヌコビッチ政権にウクライナ再生を期待しないほ

うが賢明だろう。民主化指導者がウクライナに求められている。

．北方領土問題は進展しない

北方領土の一角を占める択捉島を 年 月下旬に訪れた 日本経済新聞 札幌支社の記

者が 列島追跡 というコーナーに寄稿して、択捉島の近況をレポートしている ）。択捉島
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の港湾（内岡港 なよか港）整備には韓国資本が投じられ、全長 メートルの岸壁と海洋

ターミナルが建設されているという。総事業費は 億ルーブル、日本円に換算すると、 億

円になる。

港湾施設の整備に加えて、幹線道路の舗装工事にも着手され、標識なども設置されつつあ

るという。あわせて、新しい空港も建設中。中型機の発着に対応できる。島内の出生率は

年々増加し、子供の人口も増えつつあるようだ。

ロシアでは前回のプーチン政権の際、 年から 年までの社会経済発展計画が採択さ

れ、北方領土の開発を進めてきた経緯がある。インフラ整備に 億ルーブル（ 億円）が

投じられる計画だ ）。

日本政府は北方領土を日本固有の領土だとロシア側に主張し続けてきた。これが日本政府

の公式見解である。しかし、モスクワには 島を一括して日本側に返還する気持ちなど毛頭

ない。歯舞群島と色丹島を返還して、日本と平和条約を締結し、領土問題に終止符を打つ─

これがクレムリンの基本方針だ。

ここで北方領土の返還交渉について再度、振り返っておこう。

第 次世界大戦終結直後、旧ソ連は北海道の北部に広がる択捉島、国後島、歯舞群島、色

丹島の北方四島を不法占拠 ）。この不法占拠に抗議する、すなわち領土返還を要求すること

が領土問題の発端となっている。北方領土の帰属問題が解決されていないために、日露両国

間では今もって平和条約が締結されていない。これまでの日露関係は領土問題と平和条約締

結問題とを棚上げにして進められてきている。

日ソ両国は 年に国交を回復、この時に、いわゆる日ソ共同宣言が交わされている。北

方領土交渉の出発点は 年の日ソ共同宣言にある。その主たる内容は平和条約を締結した

後に歯舞群島と色丹島とを日本側に返還するというものだ。 年の日ソ共同声明では北方領

土が解決されるべき領土問題の対象と確認されている。ところが、旧ソ連は 年末に崩壊、

その後、ロシアが日ソ共同宣言を引き継いでいる。

エリツィン政権期に移った 年、東京宣言でロシアが日ソ間の約束を継承し、日露両国間

の領土問題とは北方四島の帰属問題であることを確認している。 年に署名されたイルクー

ツク声明は日ソ共同宣言が有効だと確認している。

要するに、返還交渉はまったく進展していないのだ。 年の日ソ共同宣言の内容ですら実

現していない。ロシア側が 島返還で決着しようとしているのに対し、日本側が 島一括返

還に執着しているからに他ならない。国際法上は日本側が正しい。しかし、現実には実効支

配しているロシアの立場が強い。ロシアが実効支配している関係上、日米安全保障条約は適

用されない。ここが日本の実効支配する尖閣諸島と根本的に異なる。

経済関係を深化することで信頼関係を構築すれば、領土問題の打開策を模索できる─この

ように表現する識者が多いが、たとえ経済関係が深化したとしても日露間には真の意味での

信頼関係を築くことは不可能だ。 年実績で日露貿易総額は 億ドルを突破した ）。し

かし、貿易総額が 億ドルになろうが、 億ドルになろうが、領土問題解決の突破口に
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はならない。

歯舞群島と色丹島の返還を先行させ、まずは平和条約を締結することが先決だろう。そし

て、日本政府は択捉島と国後島とは永遠に返還されないと認識すべきだ。もちろん、形式上

は返還を要求し続ければ良い。だが、返還されないと諦めることが重要なのである。但し、

実利は追求すれば良い。北方領土周辺海域の海洋資源開発に堂々と乗り出すべきだろう。

陸地には資源を見込めないが、海底には貴重な資源が眠っているかもしれない。インフラ

整備には協力せず、韓国企業に一任すれば良い。日系企業は海洋資源開発のみに集中すれば

良い。

年 月中旬、メキシコの保養地ロスカボスで開催された 首脳会議を有効利用し

て、日露首脳会談が 月 日午後に催された ）。ここでは北方領土交渉の再活性化（実際の

首脳会談では再活性化という言葉は使用されていない）で合意している。個人的な信頼関係

を構築することに主眼が置かれたとされるが、同年夏の玄葉光一郎外相の訪露を経て、 月

にウラジオストクで開かれたアジア太平洋経済協力会議（ ）サミットで再度、日露首

脳会談を行い、 年内の野田首相公式訪露へと道を開くことが当面の外交課題となってい

る。

それでも北方四島一括返還は不可能だ。野田首相は一括返還不可能を前提として、対露交

渉を進めていくべきだ。無駄な幻想を決して抱いてはならない。

年 月 日午後、大胆にもメドベージェフ首相が国後島を再訪した ）。サハリン州の

ユジノサハリンスクから空路で国後島に入っている。メドベージェフ首相にとっては 年

月の訪問以来 回目の訪問となる。その数週間前に野田首相とプーチン大統領が北方領土

交渉を再活性化する方針を確認した矢先の国後島訪問である。日本を愚弄しているとしか思

えない行動だ。

政界大混乱で頭を痛めている野田首相は、ロシアの意図がわからないと戸惑っているとい

う。いやしくも一国の首相が わからない と発言することは問題だが、正直な心境を語っ

たのだろう。ロシアという国をそのような国だと再認識して欲しい。北方領土、特に国後島

と択捉島とはロシアの領土である、ゆえに日本政府からの批判は内政干渉に過ぎない─モス

クワはこのように判断している。日本当局はこの現実を直視しなければならない。もう一度

指摘する。クレムリンに幻想を抱いてはならない。国後島と択捉島とは放棄する覚悟が必要だ。

中国海軍は北朝鮮に拠点を構えて、オホーツク海への展開を狙っている。クレムリンは先

手を打って、中国の野望に楔を打ち込みたい。国後島、あるいは択捉島にロシア太平洋艦隊

の基地を建設することで中国に対抗できる。ロシアの海洋戦略上、国後島と択捉島とは手放

せない。両島の死守がクレムリンにとっての基本政策となる。

北方領土問題でモスクワと睨み合うよりも安全保障の面でロシアと協力する姿勢に転換す

るほうが日本にとっては得策だ。中国包囲網の形成にロシアも巻き込んで、日米韓による軍

事同盟の強化を図ることが日本の国益に合致する。ロシアは世界平和に貢献できない国だ。

ならば、軍事面で日本に協力させれば良い。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）
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