
．米 シェール革命 と欧州経済低迷に翻弄されるガスプロム

仮想敵国だったロシア。日本ではロシアの脅威に震える日々が続いていた。しかし、それ

は今や過去のできごと。ロシアの脅威は著しく低下した。ソ連邦時代とは違い、ロシアが日

本を侵略する可能性は皆無に等しくなった。

一方で、石油は今もって貴重な戦略物資。油がないと戦はできない。戦争の主要テーマは

領土と資源。領土拡張か、あるいは、資源を争奪すること──これが戦争の目的である。ゆ

えに仮想敵国同士で資源エネルギーを融通し合うことはない。

無論、このような論理は日露関係にも当てはまる。なるほど、日露両国は領土問題を抱え

込む。平和条約すら未だに締結していない。それでも、日露関係は改善された。現段階では

経済関係を機軸として、関係改善が進んでいる。

ソ連邦時代には遅々として進展しなかった資源エネルギー分野の日露間協力。しかし、新

生ロシアが産声を上げ、ロシアの社会情勢が落ち着いてくると、日露間の協力が前進した。

その象徴的存在がサハリン・プロジェクト。なかでもサハリン ・プロジェクトが先行、

サハリン ・プロジェクトから日本に向けて原油と液化天然ガス（ ）とが出荷される

ようになった。サハリン産の原油と は既に日本市場で流通している。

ここに東シベリア産の原油も加わった。ロシアの東シベリアから極東地域には幹線石油パ

イプラインが敷設され、毎日、大量の原油が石油積出港コズミノに流れ込んでいる。もちろ

ん、コズミノ港からは大型石油タンカーでアジア諸国に原油が輸出される。その一部が日本
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に陸揚げされるようになった。

結果、ロシア産の原油と が日本市場で一定の存在感を維持するようになった。とは

いえ、主流はあくまでも中東産の原油とアジア・オセアニア産の 。ロシア産の原油と

は補完的役割しか果たしていない。

ところが、日露双方にとっての利害関係が一致する場面が増えた。まずは日本側の事情。

日本では例の原子力発電所事故以来、原発アレルギーが蔓延、原発の再稼動と新規建設は一

段と困難になった。再生可能エネルギー買い取り制度が定着して、自然エネルギーが徐々に

普及してはいるけれども、まだまだ主役にはなれない。その結果、消去法で残ったのが火力

発電。石炭、石油、天然ガスによる火力発電がフル稼働するに至っている。当然、化石燃料

の必要性が叫ばれるようになる。だからこそ、日本が北米産の に触手を伸ばすように

なったのだ。

その一方でロシア側の事情。ロシア産資源エネルギーの上得意先は欧州諸国。西シベリア

を中核として、ロシア産の原油と天然ガスが大量に欧州へと運び込まれている。ところが、

周知のとおり、欧州経済は南欧諸国を中心に青息吐息。景気低迷に伴う失業増に悲鳴が上

がっている。こうした欧州経済の停滞を受けて、ロシア産原油・天然ガスの対欧州輸出は頭

打ちとなってきた。

泣き面に蜂。悪いときには悪いことが重なる。米国では シェール革命 が進展、天然ガ

スの生産量が大幅に伸びた。天然ガス生産量で世界首位を誇ったロシアを抜き去り、米国が

堂々の世界首位の地位をせしめた。米国の天然ガス輸入依存度は日増しに低下、計画してい

たロシア産 の輸入は不要となった。合わせて、日本は米国産の を 年から輸

入、世界全体を見渡しても、 市場での競争は激しくなる一方となった。

．日本市場開拓に血眼になるガスプロム

ロシアの資源エネルギー関連企業は新規市場を開拓する必要性に迫られた。注目を浴びた

のがアジア太平洋地域。日本、中国、韓国を筆頭に、ロシア産原油・天然ガス・ の売

り込み合戦が繰り広げられるようになった。このうち、最も化石燃料を必要とする大国が日

本。ロシア系企業の日本詣でが本格化する。

その結果、領土問題解決に先行して、日露経済関係の強化が進展。ロシア産の原油と

が日本で定着するようになった。それだけではない。資本力と技術力が乏しいロシア

は日本企業の対露進出を大歓迎。日本の資本と技術がロシアに投下されるようになってきた。

先行したロシア企業が国営天然ガス独占体のガスプロムだった。ガスプロムはロシア国内

のガス事業をほぼ独占。採算度外視で安価なガスをロシア国内に供給してきた。収益源はも

ちろん、対欧州輸出。天然ガス輸出についてもガスプロムが一手に掌握、稼いだガスマネー

をロシア国内で還流させた。ガスプロムはロシア国内総生産（ ）の ％を稼ぐ。

ロシアの財政もガスプロムが稼ぐガスマネーに大きく依存。政府歳入の ％をガスプロム

が納入するマネーに依拠している。クレムリン（ロシア大統領府）とガスプロムは二人三脚

でロシアの資源外交を展開した。自ずとガスプロムのプレゼンスは強化され、ここにガスプ
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ロム帝国が完成する。

ガスプロムは勢いに乗って、サハリン ・プロジェクト（ 年産能力 万トン）の

経営権を外資から剥奪、悲願の 事業を手中に収めた。サハリン からは生産される

万トンの のうち、 ％が日本に輸出されている。これを契機にガスプロムは

事業の拡大に目覚める。

ロシアの天然ガス田開発から生産、流通、輸出のほぼすべてを独占できる絶対的地位を背

景に、ガスプロムはサハリン産と東シベリア産の天然ガスをロシア極東地域に集約する構想

を思い付く。

サハリン ・プロジェクト（推定埋蔵量 兆 億立方メートル）、極東サハ共和国・

チャヤンダ天然ガス田、東シベリアイルクーツク州・コビクタ天然ガス田（可採埋蔵量 兆

立方メートル）からの天然ガスをパイプラインでハバロフスクとウラジオストクに一極集中

させ、そこに 生産基地を建設、ロシア極東地域を世界屈指の 生産拠点に仕立て

上げる計画を打ち出した。ウラジオストクに建設予定の 生産プラントは年間生産能力

万トンを誇る。ここに日本企業を巻き込む作戦だ。

ガスプロムは伊藤忠商事、丸紅、石油資源開発など日系 社による準備会社・極東ロシア

ガス事業調査（極東ガス）と合弁の事業会社を設立、ウラジオストクに 生産基地を建

設することで合意した ）。合わせて、共同で日本の大口顧客に販売することでも合意してい

る。ガスプロムが販売交渉にも参加することになる。 生産プラントは 年に完工、

生産が開始される。

対日 輸出は今後、ガスプロムにとっての生命線となる。ガスプロムはこれまで、大

名商売に安住してきた。だが、今後は熾烈な価格競争に直面することになる。ガスプロムの

収益源は輸出事業。 輸出が増えなければ、ガスプロムの経営基盤は強化されない。

市場は米国の シェールガス革命 で売り手市場から買い手市場に変貌しつつある。ガス

プロムがこの苦境を乗り切れるかどうか。日本での販売実績がガスプロムの命運を左右する。

．収益減に焦るガスプロム

ガスプロムはロシアの天然ガス田すべてを開発、生産する独占権を享受してきた。輸出権

も手中に収めてきた。これがクレムリンとの二人三脚資源外交を展開する基盤となった。ガ

スプロム帝国は安定的な地位を不動のものとした。

ところがここに、諸行無常の鐘が鳴る。

ガスプロムの利益は 年に ％減少、過去 年間で初めて利益が低下した。同年には

天然ガスの生産量も減少、事業の拡大が困難な状況に追い込まれている。対欧州連合

（ ）輸出純利益は 億ドルと、 ％減少の危機に瀕している。

欧州向け天然ガス輸出量は 年実績で 億立方メートルと対前年比 ％減となっ

た。それでも、欧州市場での占有率は ％を維持、 年には市場占有率を ％に
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拡大する目標を掲げるが、果たして可能だろうか。世界的に が台頭し、ガスプロムの

脅威となっている ）。

ガスプロムの販売実績はロシア国内でも伸びていない。 年実績でロシア国内販売量は

億立方メートルと対前年比で ％減少、かつてソ連邦を形成した近隣国家群への販売

量も 億立方メートルと同 ％も激減している。

ただ、 年上半期の欧州向け（トルコ向けを含む）天然ガス輸出は増加に転じている。

対前年同期比で ％増を記録、 年の落ち込みを取り戻した。しかし、輸出価格は引き下

げを余儀なくされている模様だ（ 立方メートル当たりで 年 ドル、 年

ドル）。 年通年の対欧州天然ガス輸出量は 億立方メートル（対前年比 ％増）に

なると予想されている ）。

バルト 国、すなわちラトビア、エストニア、リトアニアもかつてソ連邦の一角を占め

た。しかし、ソ連邦からの独立を逸早く宣言、今では と北大西洋条約機構（ ）

の一員となり、名実ともにロシアとの政治的決別を果たした。ところが、資源エネルギーの

分野では今もってロシアの傘の下にいる。

ガスプロムはリトアニアでガス施設の ％を支配してきた。リトアニアだけでなく、程度

の差こそあれ、中南東欧諸国はロシア産原油・天然ガス依存度がきわめて高い。ところが、

リトアニアは現在、 加盟国。 は欧州市場でのガスプロム独占に警鐘を鳴らしてき

た。 の競争法に抵触するとガスプロムに圧力をかけ、ガスプロムの独占的地位は切り崩

されようとしている。リトアニアで保有する権益についても、ガスプロムは 年 月まで

に売却しなければならない。

加えて、リトアニア政府は 受け入れ基地の新設を表明、脱ロシアを図る意図を鮮明

にしている。と同時に、ガスプロムはギリシャの国営天然ガス供給会社である の民

営化に伴う買収でも失敗、買収を断念した ）。

さらに、欧州ではノルウェーの国営石油最大手のスタトイルが天然ガス輸出で攻勢をかけ

て、ガスプロムに対抗。スタトイルが価格引き下げに応じたことで、ガスプロムも欧州市場

で天然ガスの販売価格を引き下げるに至っている。対欧州輸出は石油価格連動方式による長

期契約が主流であったが、スポット（随時取引）価格への変更が余儀なくされている。ガス

プロムの欧州での価格交渉力は明らかに弱化、同社の収益を圧迫している ）。

合わせて、欧州市場には米国産の石炭が流入したことで、欧州の天然ガス需要も低下して

きた。ここに米国産やカナダ産の も今後、流れ込む。欧州市場でのガスプロムの影響

力は極度に低下し、ガスプロムが欧州市場から締め出される様相を呈している。

欧州での価格交渉力の弱化に加えて、新興勢力の台頭でロシア市場での占有率も低下、そ

れに巨大プロジェクトへの過大投資がガスプロムの体力を弱める結果を招いた。まさに八方

塞。ガスプロムはやむなくシュトックマン天然ガス田の開発を延期した。このように、ガス

プロムのプレゼンスはお膝下のロシアでも主要輸出市場の欧州でも急速に低下している。
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年、ガスプロムのアレクセイ・ミレル最高経営責任者（ ）は 年までに同社

の株式時価総額が 兆ドルになると豪語していた。その当時、同社の株式時価総額は 億

ドルで世界第 位であったから、 年間で 倍に膨れ上がると胸を張っていたのである。だ

が、現在、同社の株式時価総額は 億ドル、 分の 程度に収縮してしまった。

この失態をどのように形容すれば的確だろうか。誰が見ても、ガスプロムが凋落する姿が

浮き彫りにされる一方である。もはやガスプロムはアンタッチャブルではなくなった ）。期

待のアジア市場でガスプロムは影響力を強化できるのか。ガスプロムの期待に反して、アジ

ア市場でも競争は激しい。

．ガスプロムはアジア市場で活路を見出せるか

サハリン 産の が日本で流通していることは紛れもない事実。ウラジオストク産の

がここに追加されることもほぼ間違いはない。しかし、日本進出でガスプロムの収益

基盤が強化される保証はどこにもない。

当初、ガスプロムは中国への天然ガス輸出を突破口にしようと目論んだ。 年 月、ガ

スプロムは中国石油天然ガス（ ）に年間 億立方メートルの天然ガスを 年間、供

給することで合意、関連パイプラインの敷設も含めて、 年からの対中輸出に目処をつけ

た。最大輸出量は年間 億立方メートルとなる。

ところが、価格交渉が難航、輸出価格の問題で決着がついていない。中国はロシア産天然

ガスの輸入に手をつける前に、中央アジア産天然ガス輸入を実現させた。 年を迎える

と、中央アジア産の対中天然ガス輸出は現在の 倍の規模に跳ね上がる見込みとなっている ）。

当然、中国側はロシアに対して、中央アジア産天然ガスと同水準か、それよりも低い輸入

価格水準を希望する。この価格交渉では中国側が強い。複数の天然ガス輸入チャネルを保持

しているからである。合意はしたものの、価格交渉で折り合いがつかなければ、ロシア産の

天然ガスは不必要となる。少なくとも中国側は不必要との姿勢を貫く。

中露両国はことあるごとに蜜月関係を演出する。しかし、その実態は同床異夢の関係。実

利を主軸とする両国関係に終始している。

年 月 日、習近平・国家主席がモスクワでプーチン大統領と会談、資源エネルギー

の分野で経済関係を広げることで合意した。ロシアの対中輸出では原油や石炭といった資源

エネルギーが 割を占める。一方、中国は機械、自動車、日用品をロシアに輸出する。往復

貿易総額は 億ドルに達している ）。

ロシア国営石油最大手のロスネフチはガスプロムに先駆けて、対中原油輸出を実現。東シ

ベリア太平洋石油パイプライン（ ）の本線は極東のコズミノ港まで伸びているが、支

線は中国向けとなっている。現在、中国には 支線ルートで年間 万トン、コズミ

ノ港ルート（タンカー輸送）で年間 万トンのロシア産原油がそれぞれ輸出されている。

）
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年に 年契約が締結された。ロスネフチは対中原油輸出量を年間 万トンに拡充する

構えでいる。

習近平中国国家主席は就任後初の外遊先として、迷わずロシアを選んだ。胡錦濤前主席も

外交デビュー先としてロシアを選んだ経緯がある。 年 月に大統領に返り咲いたプーチ

ン大統領も復帰 カ月後に中国を訪れている。中露両国が表面上は緊密な関係にあることは

間違いがない。

しかしながら、中露関係はあくまでも実利を追求する戦略的パートナー。対米交渉力強化

の面では協調姿勢が演出されるが、主柱にあるのは経済関係に過ぎない。しかもロシア側に

は中国偏重に対する警戒心がある。

年 月にウラジオストクでアジア太平洋経済協力会議（ ）首脳会議が開催され

たが、ロシアのアジア太平洋地域におけるプレゼンスは高くない。ロシアは現段階において

もアジア太平洋地域の一員になれないでいる。対中経済関係でもロシアが資源エネルギーの

供給地に成り下がってしまうことに危機感を強めている。

舞台を中央アジアに移すと、ロシアの焦りはいっそう鮮明となる。言うまでもなく、中央

アジア諸国はソ連邦構成共和国群。ソ連邦崩壊で関係は切断されたが、モスクワは中央アジ

ア諸国との経済統合を断念したわけではない。プーチン大統領はユーラシア経済同盟を提

唱、中国の影響力強化に警戒感を強めている。

モスクワが警戒するのも無理はない。ソ連邦崩壊後、中国の中央アジア接近は着実に進展

してきた。カザフスタンからは石油パイプラインが中国に向けて敷設され、カザフスタン産

の原油が中国に運び込まれている。トルクメニスタンやウズベキスタンからも天然ガスパイ

プラインが中国まで伸びる。中央アジア諸国では中国産の財・サービスが溢れかえっている。

もちろん、中国石油大手は上流部門にまで進出、油田や天然ガス田の開発権益を獲得して

いる。カザフスタンは陸上（オンショア）と海底（オフショア）の双方に巨大油田を持つ。

カスピ海北部海底には 年に発見されたカシャガン油田（可採埋蔵量 億 億バレ

ル）が鎮座、カザフスタン石油産業の一角を担う。このカシャガン油田の権益 ％を が

億ドルで取得する。 による外国権益獲得では最大規模となる。その結果、中国系

石油大手がカザフスタン石油・天然ガス部門の 分の 以上を手中に収めることになる ）。

カシャガン油田も含めてカザフスタンの石油・天然ガス産業を一手に牛耳る企業が国営の

カズムナイガス。文字通りの国策企業だ。カズムナイガスは今、カザフスタン国内だけでな

く、欧州進出を目論んでいる。欧州の石油・天然ガス下流部門への参入である。その一歩が

ウクライナとトルコの下流部門、すなわちガソリンスタンド事業、輸入ターミナル、物流に

触手を伸ばすことである ）。

カズムナイガスは 年、ルーマニアのロムペトロール（製油所事業会社）を買収、欧州

進出の一歩を踏み出していた。カズムナイガスが製油所の近代化に投資し、品質の高い石油

製品を生産するようになった。

カズムナイガスによると、カザフスタンの原油埋蔵量は現在の 億バレルから 年までに
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億バレルに膨らむという。また、カザフスタンの産油量は 年の日量 万バレルから

年には同 万バレルに急拡大、 年には同 万バレル、 年同 万バレル、 年

同 万バレル、 年同 万バレル、 年同 万バレルと推移すると見通されている。

上記の数字は決して悪い数字ではないが、中東の石油大国イラクと比べると、見劣りする

ことは否定できない。イラクの産油量は 年日量 万バレル、 年同 万バレルと推

移、 年同 万バレル、 年同 万バレル、 年同 万バレル、 年同 万バ

レル、 年同 万バレルに拡大すると予想されている。ブラジルの産油量でさえ、

年には日量 万バレルに達し、 年には同 万バレルに接近する ）。カザフスタンの産

油量が劇的に増加するのではないということを指摘しておきたい。

中央アジア諸国側も原油や天然ガスの増産に熱心だ。内陸地域であるから輸出先の多様化

が課題となる。ロシア一辺倒から脱却して、中国への輸出力を強化したい思惑も働く。トル

クメニスタンだけでなくタジキスタンも天然ガス田の開発を急ぎ、フランス石油最大手のト

タルや を招き入れている。 年になると、最大で年間 億立方メートルの中央

アジア産天然ガスが中国に流入する見込みとなっている ）。

現状を放置した場合、中央アジア カ国（カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニス

タン、タジキスタン、キルギス）のうち、資源エネルギーに恵まれないキルギスしかロシア

陣営に残らなくなる。だからこそ、モスクワは中央アジア諸国の取り込みを仕掛ける。ガス

プロムはキルギスの国営ガス会社を買収することで合意している。

カザフスタン、タジキスタン、キルギス、それにベラルーシの カ国の金融機関を対象に

モスクワ証券取引所での為替取引を開放、ロシア国内の金融機関と同じ資格でロシアの通貨

ルーブルと自国通貨との為替取引が 年 月から可能となった。もちろん狙いはルーブル

を共通通貨に仕立て上げることにある。中国が人民元の国際化を急ぐのと同様の戦略だ。

資本、サービス、労働力の自由移動を認めるユーラシア経済同盟の最終仕上げが共通通貨

の導入である。モスクワを国際金融センターに育て、独立国家共同体（ ）加盟国の企業に

新規株式公開（ ）やコマーシャルペーパー（ ）の発行を促すことも視野に入っている ）。

中央アジア地域を巡る綱引きは中露両国による角逐に留まらない。米国や欧州もそれぞれの思

惑で中央アジア地域に接近する。まさに 世紀の華麗なるグレートゲームの様相を呈している。

はウズベキスタンの首都タシケントに連絡事務所を開設、カザフスタンから事務

所を移設した。ウズベキスタンはロシア主導の軍事同盟への加盟資格を停止、欧米接近の外

交方針を前面に打ち出すようになった。アフガニスタンからの米軍撤収を円滑に進める目的

に加えて、 がイスラム過激派のウズベキスタン流入を阻止する。

タジキスタン政府は英国と 年 月、アフガニスタンからの部隊撤収でタジキスタン領

内の通過を認めたうえで、通行料を徴収する政府間協定に調印している。ロシア軍とはタジ

キスタン領内の駐留期限を 年間延長することで合意している ）。

日本政府もまたウランといった資源獲得を目的として中央アジア諸国に触手を伸ばしてい
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る。日本、米国、欧州、中国、ロシアがそれぞれの立場で中央アジア地域に進出、影響力強

化を狙うようになった。中央アジア地域はそれだけの戦略的価値を有していることになる。

ロシアでは 年末に パイプラインが全線稼働した。総延長は キロメート

ル、送油能力は現段階で年間 万トン、将来的には同 万トンに拡充される。

原油は低硫黄で品質に優れるという。終点のコズミノ港からは年間 万トンの 原

油が輸出される（ 年）。このうち 割の 原油が日本に輸出されている。中期的に

は輸出量がさらに増える見通しである。それだけロシア産原油の日本でのプレゼンスが高

まっていく。アジアに活路を見出したロシアと化石燃料を渇望する日本の国益が見事に一致

している ）。

ガスプロムは東シベリア・天然ガスパイプライン建設構想を描いているが、総事業費が

億ドルに達すると試算されており採算性が問われる ）。中国向けとウラジオストク

生産基地向けのパイプライン網となるが、採算性を度外視してでも政治的判断で断行するこ

とになるのだろうか。

．横槍を入れるロスネフチと新興勢力ノバテック

日本のサハリン石油ガス開発（ ）が参画するサハリン ・プロジェクト。

は 割の権益を保有する。ロスネフチがオペレーター（責任企業）となり、米系

国際石油資本（メジャー）のエクソンモービルも参加している。当初、サハリン 産の天然

ガスはパイプラインで中国に輸出する計画だった。しかし、ガスプロムによる輸出独占が障

害となり、対中輸出構想は頓挫、暗雲が垂れこめていた。

ところが、ガスプロムの輸出独占権がクレムリンに剥奪されたことで視界が開ける。ロス

ネフチはサハリン島近くのロシア極東沿岸部デカストリに 生産基地建設計画（年産能

力は最大 万トン）を決断、エクソンモービルと契約を締結した ）。総事業費は 億ド

ルと試算されている。サハリン 産の天然ガスは中国に向かうのではなく、 として日

本を含むアジア各国に輸出されることになった。

早速、この 生産基地から出荷される を 年から丸紅が調達する手筈となっ

た。天然ガス田の共同開発も視野に入っているという。丸紅とロスネフチは の基地建

設や資金調達、輸送・販売など広範囲にわたる分野で提携している ）。

丸紅はロスネフチと の長期輸入契約（ 年間）を締結、年間 万トンの対日供給

に踏み切る ）。また、 も年間 万トンの を引き取ることになった ）。

はこの 生産基地建設にも参加する ）。
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なお、ロスネフチはロシア北部にある不凍港ムルマンスクにも 生産基地を建設する

方針を明らかにしている。

ガスプロムの 事業独占にロスネフチが割って入った格好となっている。ロスネフチ

は 年までにロシア国内天然ガス市場で占有率 ％を目標とする方針を表明、年間 億

立方メートルの天然ガス生産を生産目標数値として掲げた ）。ロシア企業全体で の輸

出量を現在の 倍に拡大する目標が掲げられている。このためにプーチン大統領はあらため

て天然ガス輸出の自由化を推進する意向を示している。

ガスプロム独占を切り崩すのはロスネフチだけではない。ロシアでは新興勢力の独立系天

然ガス企業ノバテックも台頭。ノバテックの共同経営者の 人にゲンナジー・チムチェンコ

氏がいるが、同氏はプーチン大統領の旧友とされる。ロスネフチのセチン社長もかつてプー

チン大統領の側近を務めたことがある。こうしたプーチン大統領に近い人物が同大統領に直

訴、天然ガス・ 輸出の自由化を要求した。ロスネフチとノバテックがガスプロムに圧

力をかける構図となっている。

さらに加えて、ロスネフチはロシア独立系天然ガス企業のイテラも買収、天然ガス事業へ

の本格参入を目指している ）。ガスプロムはロシア国内でロスネフチとノバテックという強

力なライバルに包囲される事態に陥っている。

ノバテックは 年代後半から事業を急拡大してきた。その結果、天然ガス生産量は急

増、ロシア北部に位置するヤマル半島（ネネツ自治区サベタ）で 生産基地建設を推進

するようになった。ここではフランスのトタルとノバテックによる合弁企業 ヤマル

が 生産施設を建設する。 年から稼働する予定で、年産能力は 万トンとか

なりの大型案件である。ここに も 割を出資し、中国に年間 万トン以上の

を輸出する契約が締結されている。

このヤマル半島 基地建設事業には日揮が食い込み、フランスのプラント大手テク

ニップと共同でプラントの設計を担当、プラント建設に関する本契約が結ばれる。サハリン

の 事業では千代田化工建設が担当したが、日揮にとってロシアでの受注は初めての

案件となる ）。

．ガスプロムは名誉挽回できるか

天然ガス埋蔵量では世界首位を誇るロシア。ロシアの天然ガス埋蔵量は 兆 億立方

フィートで世界全体の ％を占有する。世界第 位のイランの天然ガス埋蔵量は 兆立

方フィートで世界占有率は ％、以下、カタール 兆立方フィート、 ％、サウジア

ラビア 兆 億立方フィート、 ％、米国 兆 億立方フィート、 ％と続く ）。

ところが、天然ガス生産量に関しては、ロシアを含めた 全体では 兆 億立方

）
）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



フィート（世界占有率は ％）と世界首位だが、ロシア単独では 兆 億立方フィート

（同 ％）の米国に抜かれてしまった。以下、天然ガス生産量ではカナダ、イラン、カ

タールと続くが、米国やロシアが他の追随を許さない ）。

言うまでもなく、米国の天然ガス生産量がロシアを追い抜いた原因は シェールガス革

命 にある。埋蔵量で絶対優位に立つロシアではあるが、生産量の首位を米国に明け渡して

しまった。ロシアの天然ガス生産量が伸びていないからである。最新の技術を導入して、新

規天然ガス田の開発を断行し、アジア市場の開拓を急がないと、ロシアに勝ち目はなさそうだ。

年 月 日、天然ガス輸出国フォーラムがモスクワで首脳会議を開催、共同声明を採

択した。天然ガス輸出国フォーラムは 年に創設された天然ガスを生産、輸出する国によ

る多国間協議機関で、ロシアやイラン、それにカタール、アラブ首長国連邦（ ）、ベネ

ズエラ、ナイジェリア、ボリビア、赤道ギニア、リビア、イラクなど カ国が加盟する。加

盟国全体で世界天然ガス埋蔵量の ％、世界パイプライン天然ガス輸出の ％、世界

輸出の ％を占有する ）。

天然ガス輸出国フォーラム加盟国は少なからず シェールガス革命 を意識、なかでも価

格の低下を懸念する。採択された共同声明では天然ガスの長期輸出契約や石油価格連動型の

価格設定を支持すると明言、連携する姿勢を強めた。但し、天然ガス輸出フォーラムは石油

輸出国機構（ ）のような価格カルテルではない。共通の利益を探るための協議機関に

留まっている。

米国は今のところ世界で有力な天然ガスや の輸出国ではない。天然ガス（ を含

む）輸出の世界トップ はロシア、カタール、ノルウェー、カナダ、アルジェリアである。

一方、天然ガス（同）輸入の世界トップ は日本、米国、ドイツ、イタリア、英国。米国が

純輸入国であることがわかる。

グローバルな潮流で天然ガスの重要性が高まっていることは確かである。石油から天然ガ

ス、原子力から天然ガスへのシフトはグローバルレベルで鮮明であり、天然ガスが石油製品

の代替燃料、化学産業での石油代替の役割を果たしていることも間違いはない。 に加

えてガス・トゥ・リキッズ（ ）と天然ガスの用途は拡大し、天然ガス需要は明らかに

増えている。

問題は需給バランスだ。特に、日本にとっては の需給バランスが重要である。

年初頭現在の 生産能力は年間 億 万トン。他方、 貿易量は 年実

績で 億 万トンであった。 年実績の 億 万トンよりも ％減少している ）。

取引の主流は長期契約に基づくものであるが、 が国際商品化するのかどうか。

そのためには の先物取引市場の整備が不可欠となる。ここでは の需給バランス

に絞り込んで述べてみよう。

アジアでは日本と中国の需要が増えている。当然、 の価格は上昇。日本は北米産の

を輸入することになるが、北米産の 価格も今後は上昇する可能性が高い。また、

北米産の はパナマ運河経由で東南アジアへも輸出されることも想定される。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



ロシアの資源メジャー（中津）

東南アジアの天然ガス需要が拡大していることに加えて、中国では 受け入れ基地の

増設が進む。一方、インドでは 受け入れ基地増設の遅れが目立っている。

アジアとは違って、欧州では天然ガス需要は低迷している。景気が停滞していることに加

えて、欧州諸国はロシア産、北アフリカ産、北海産、 と調達先が多様化、価格競争が

激化していることから買い手市場に変質しつつある。

供給サイドに目を転じると、モザンビークやタンザニアといった東アフリカ産の が

世界市場で登場する。その大半が需要の旺盛なアジアに向かうだろう。インドネシアやマ

レーシア、それにオーストラリアでも 生産施設の新増設が相次ぐ。また、米国の

生産基地はカナダ国境の西海岸とメキシコ湾に集中している ）。

このような需給バランスは 価格に反映されている。ここで 年 月時点の 万

（英国熱量単位、約 万立方メートル）当たり 価格を紹介しよう ）。

日本 ドル

韓国 ドル

中国 ドル

インド ドル

ベルギー ドル

英国 ドル

スペイン ドル

米国 ドル台

南米 ドル

日本が世界最高値の を輸入し続けていることが判明する一方、アジアでの 価

格が全般的に高い。その反面、需要が低迷する欧州諸国での 価格水準は低い。アメリ

カ大陸を見ると、意外にも南米の 価格が高いことに気付く。 シェール革命 に沸く

米国の 価格は世界最低水準となっているが、米国が例外中の例外的存在だとも診断で

きよう。

その後、日本向けの 価格は下落したが、 年の夏場を迎えて再び上昇基調を強め

ることとなった。同年 月中旬のスポット価格は 万 当たり ドル前後で推移して

いる。

日本の猛暑と韓国の電力不足で 需要が押し上げられたこと、それに加えて、スエズ

運河を支配するエジプトの情勢が緊迫し、原油価格を押し上げ、その結果、 スポット

価格が上昇基調にある。一方、 シェール革命 で天然ガスの増産が続く米国では、ニュー

ヨーク市場の天然ガス先物価格が急落、需給が緩んだ影響が反映されている ）。

確かにエジプトは主要な産油国ではない。しかし、スエズ運河は紅海と地中海とを結ぶ原

油と の海上輸送ルート。日量 万バレルの原油が輸送されているという。騒乱がエジ
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プトに限定されれば傷は浅いが、周辺諸国、特にリビアとアルジェリアにまで波及した場

合、供給不安が顕著となる。合わせて、イラクの産油量も伸び悩んでいる。結果、中東産ド

バイ原油、北海ブレント原油の価格はともに上昇基調にある ）。

原油と天然ガスの価格上昇はロシアにとって追い風となる。しかし、ガスプロムが直面す

る内外の厳しい構造的環境が好転する兆しは今のところ乏しい。追い詰められたガスプロ

ム。突破口を開くことはできるのか。当面、憂鬱な日々が続く。

． を買収するロスネフチ

英系メジャー は企業戦略として、ロシアとアゼルバイジャンを重要視してきた。アゼ

ルバイジャンには巨額資金を投下、油田開発から輸出向けの石油パイプライン建設に至るま

で、すなわち、上流から下流までを包括する投資を手がけている。アゼルバイジャンの産油

量は日増しに増加し、アゼルバイジャンは有力産油国となった。

は並行して、ロシア投資も断行。 年にチュメニ石油（ ）と石油合弁企業

を創設し、資本と先端技術の供与を推し進めた。 はロシア事業をグローバル

事業ポートフォリオの主柱に据え、先行投資を継続した。 年の実績によると、 のロ

シア事業は石油換算埋蔵量で 事業全体の ％、石油換算生産量で ％を占めていた ）。

は とロシアの投資家集団 （ ）の折半出資（各

億ドル）で設立されたが、やがて経営の主導権を巡って双方が対立。訴訟問題にまで発展

し、事態は泥沼化した。 はロシア事業の突破口を開こうと、 年 月にロスネフチと

資本・業務提携に調印した。このとき提携実現に奔走した人物が、当時、エネルギーを担当

していたセチン副首相だった。

だが、ここに が横槍を入れる。この横槍で とロスネフチの提携は白紙撤回。業

を煮やした はついに、ロシア撤退を決意する。もちろん、ロスネフチとセチン氏は

を敵視、双方の対立に火がつく。

年 月、プーチン氏が大統領に正式就任すると、セチン氏はロスネフチ最高経営責任

者（ ）に就任。ロスネフチ・セチンと の睨み合いが続く。一方、 を清

算する意向を固めた は同年 月、自社出資分の引き取りを に要求。 は保有株

の売却で と交渉する一方、ロスネフチへの売却交渉も同時進行させた ）。

セチン・ロスネフチ が交渉人役を果たすことで売却案件が進展、結局、ロスネフチ

が 億ドルで を買収することになった。 億ドルという規模の買収はロシア

（合併・買収）史上、最高額となった。国際石油業界でも過去 番目に大きな買収劇

である。この買収劇は 年 月 日に終幕、買収が完了している ）。

その結果、ロスネフチは原油・天然ガス生産量で米系メジャーのエクソンモービルを抜き
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ロシアの資源メジャー（中津）

去り、上場企業で世界首位に躍り出た（ 年実績の石油換算生産量はロスネフチ日量

万バレル、エクソンモービル同 万バレル、 同 万バレル、ロイヤル・ダッチ・シェ

ル同 万バレル）。原油生産量だけで見ても、ロスネフチは日量 万バレルとエクソン

モービルの同 万バレルを上回る。ロスネフチはロシア産油量の 割、世界全体の ％を

支配することになる。ここにロシア版スーパーメジャーが誕生した ）。

ロスネフチは産油量の ％を輸出する。これはブラジル国営石油最大手ペトロブラス

の 倍に匹敵。しかも、ロスネフチの従業員数は 万人に達し、ペトロブラスの 倍に相当

する。ロスネフチが途方もない巨大企業であることは間違いがない。巨艦ガスプロムと並ぶ

ロシア屈指の資源エネルギー企業となった。

ロシアでは国営系の石油企業 社（ロスネフチ、ガスプロムネフチ、スラブネフチ）が同

国産油量の ％を占有。ロシア産油量の半分を国営系企業が支配することになった ）。ク

レムリンがオリガルキー（寡占資本家）から石油企業を奪還した結果である。オリガルキー

がロシアの石油産業を独占する時代が名実ともに終焉を迎えた。

を放棄した にもメリットはある。 は から 億ドルに及ぶ配

当金を受け取ってきた。配当金だけでも当初の出資金である 億ドルを上回る ）。それに、

ロシア資産を解消することは痛手だが、 の懐には 保有株の売却益が転がり込

む。そのうえで、ロスネフチとの関係を強化することで、ロシアに再上陸できる条件が整っ

たのである。

は 株売却益の半分強に相当する 億ドルを投じて、ロスネフチ株 ％

を保有（ は買収劇以前からロスネフチ株を ％保有していた）、筆頭株主のロシア政

府に次ぐ、第 位株主となった ）。

結局、 は現金で 億 万ドルとロスネフチ株 ％を獲得できたことになる。ロ

スネフチ出資により は日量 万バレルの産油量と原油埋蔵量 億バレルを手中に収め

る。これは 時代よりも潤沢な資産獲得だ ）。

一方、 買収でロスネフチの債務は膨らむが（ロスネフチの債務総額は 億ド

ル）、ロシア産油量の 割を牛耳れるようになった。

交渉劇の敗北者は 。巨額の売却益は握ったものの、 はロシアの石油事業から

完全撤退した。 を牽引するのはロシアの新興財閥アルファ・グループ。資源エネル

ギー部門への投資を主力事業とする。興味深いことに、アルファ・グループのグローバル投

資事業のアドバイザーに のブラウン元 が就任している。ロシア事業に見切りをつ

けた が事業の舞台をグローバル規模に拡大していく意思表示だろう ）。
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．ロシア石油産業の生命線 北極海大陸棚開発

資源エネルギーと戦略（国策）企業の国家管理に邁進するプーチン大統領。その代理人

（エージェント）役を務めるセチン・ロスネフチ 。二人の野望は際限なく続く。この

延長線上に、セチン次期大統領がいるのは指摘するまでもないだろう。

もちろん、前途洋々なのはロシア国内だけの話。ロスネフチの技術力は欧米メジャーに比

べると極度に劣る。ロシア石油産業の課題は新規油田の開発。西シベリアの油田地帯が軒並

み老朽化した今日、東シベリアやサハリン、それに北極海の油田開発がロシア石油産業の命

運を握る。なかでも北極海の油田開発は技術的に極めて難しい。難易度の高い油田開発には

外資系企業の先端技術が不可欠となる。

セチン もロスネフチの現状を把握している。そこで、北極海開発に外資系企業を積

極的に誘致。外資系企業との提携を通じた開発に目処をつけた。北極海には世界の未発見資

源のうち、原油で ％、天然ガスで ％が眠っているとされる。北極海は資源エネルギー企

業にとって最後の楽園となるのである。

ロシアの石油産業には 年までに 兆ドルの投資が必要だとされる。そして、 年に

はロシア産油量の ％をオフショア油田が占めると試算されている ）。ロシアの石油

産業にとって、オフショア開発は不可欠の要件となる。

まずは 。ロスネフチ第 位の株主となった はロシア事業に再接近できるように

なった。具体的な開発案件は今後の課題だが、第 位株主として新規油田の開発を手がける

ことができる。

北極海開発で先陣を切ったのがエクソンモービル。エクソンモービルはサハリン沖開発事

業、サハリン ・プロジェクトに参入していたが、ガスプロムとの対立が激化。途方に暮れ

る日々が続いた。ロスネフチがここに救いの手を差し伸べた。エクソンモービルはロスネフ

チとの提携を通じて、サハリン 事業の突破口を開いた。

と同時に、北極海の海底油田開発にも参画。ロスネフチと合弁契約を締結して、北極海の

カラ海海底油田と黒海海底の開発に乗り出す。エクソンモービルは初期探査費用 億ドルの

過半を負担する。 年から掘削を開始する予定となっている。エクソンモービルは悲願の

北極海開発にアクセスできた。見返りにエクソンモービルは米国で保有する資産（油田権

益）をロスネフチに譲渡している ）。

次に、イタリア炭化水素公社（ ）。 もまたロスネフチとの合弁契約でバレンツ海

海底油田開発に着手する。ノルウェーの石油最大手スタトイルもバレンツ海開発に参画す

る。 もスタトイルも北極海アクセスの見返りとして、自社保有資産をロスネフチに譲

渡している。

オホーツク海では石油資源開発がロスネフチと共同で海底油田開発を始動させる。開発対

象鉱区の埋蔵量は石油換算で 億バレル、石油資源開発は ％の権益を取得した ）。

結果として、ロスネフチは世界各地で油田権益を保有。一気にメジャー級の存在に浮上し
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ロシアの資源メジャー（中津）

た。外資系企業との相次ぐ提携で技術移転も進む公算が大きい。田舎企業の華麗なるグロー

バル化。ロスネフチを開花させたのはセチン 、この人物である。

ノルウェー領バレンツ海やノルウェー海、それに北海の大陸棚には未開発の資源が石油換

算で 億 万トンから 億 万トンも眠っているとされる ）。ノルウェー当局はこれま

で、精力的に海底油田・天然ガス田の開発に取り組んできた。有望なのはスノーヴィット天

然ガス田とゴリアト油田である。双方ともバレンツ海海底にある。ノルウェーにとってもロ

シアにとってもバレンツ海の開発が重要案件となっている。

地球温暖化が事実なのかどうか、判断は困難だが、北極圏の氷が解けていることは事実の

ようである。これは 世紀の 海運革命 に道を開く可能性を高めている。アジアと欧州間

の新たな北回り貿易ルートが確立されていくからだ。 年までに北回りのアジア・欧州間

海上貿易量が 倍になるとする見解もある。また、 年には北回り航路がアジア・欧州間

海上貿易の 分の を占めるとする見解もある ）。

神戸港とオランダのロッテルダム港間を北回り航路で結ぶと、航海日数は 日に過ぎな

い。ロシア北部のムルマンスク港までであれば僅か 日である。エジプトのスエズ運河経由

では 日であることから、大幅に輸送時間を短縮できる。加えて、従来の南回りルートであ

れば海賊対策の武装コストも必要だ。明らかに北回りルートには比較優位が備わっている。

北極圏で生産されたロシア産の原油や を積んだタンカーがアジア諸国に陸揚げされ

る日は近い。もちろん、日本も北回り航路の恩恵を享受できる。その要をロスネフチが握る

ことになる。好き嫌いに関係なく、日本の資源エネルギー関連企業はロスネフチとの関係構

築を余儀なくされることになる。

．ロスネフチの経営課題

構造改革に着手せず、企業・資産買収で巨大化したロスネフチ。北極海の開発権益を握る

など、クレムリンとの親密な関係もまたロスネフチの政治的資産となるが、企業改革を度外

視して、このまま疾走することは危険だろう。それに加えて、セチン がオイルマンと

して世界のメジャー級石油企業と対等に渡り合っていけるのか。確かに、買収劇や外資系企

業との事業提携で辣腕を発揮したセチン であるが、オイルマンとしての業績は皆無に

等しい。

ロスネフチの債務は 億ドルに達する一方で、キャッシュフローは 年実績で 億ド

ルと少ない。 年の半分に減少している。国際石油価格が バレル ドルに急落すると、

たちどころにロスネフチの台所を直撃することになるだろう ）。また、原油埋蔵量や産油量

で世界首位を誇るものの、売上高と純利益では見劣る。クレムリンにご奉仕する国策企業ロ

スネフチが、株主利益最大化を目指す欧米メジャーに対抗できるのか。経営効率の追求とい

う点ではロスネフチの課題はあまりにも多い。

）
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ロシア政府は税収の ％を原油・天然ガス収入に依存する。ロスネフチは 年にロンド

ンとモスクワに上場、資金を調達したが、その株価は国際石油価格に左右される。また、ガ

スプロムもロンドンとニューヨークに上場を果たしたが、株価は過去 年間で 分の に低

落。クレムリンもさじを投げた。返す刀でクレムリンはガスプロムの天然ガス輸出独占権を

剥奪、ロスネフチやノバテックに新規参入の道を開いた。天然ガス輸出チャネルを多様化す

ることで税収増を狙う。

ロスネフチは油田の開発、原油生産のみならず、下流部門にも進出。原油や石油製品の輸

出は石油パイプラインで管理・運営会社トランスネフチが独占しているが、石油製品の生産

も手がけている。

三井物産とはロシア極東に石油化学コンビナートを建設することで合意、年産能力 万

トンの石油精製施設を世に送り出す。ナフタを年間 万トン、エチレンとポロピレンを同

じく 万トン生産できる設備が誕生する。ロスネフチ側は子会社・極東ペトロケミカルが

担当するという ）。

ロスネフチは天然ガス事業にも参入、ガスプロムに圧力をかけている。現在、ロシア天然

ガス生産の ％はガスプロムが独占、そのすぐ後をノバテックが追いかける。ノバテックの

天然ガス生産量は年間 億立方メートルで、ロシア全体の ％以下に留まっている。他

方、ロスネフチのそれは同 億立方メートルで、今もって弱小勢力に過ぎない。この天然

ガス生産量を 年までに年間 億立方メートルに拡大する構えでいる。 年初頭には

ロシアの独立系天然ガス会社イテラと合弁事業に踏み切っている。

天然ガス事業に意欲を燃やすロスネフチ。ロシアの国営電力会社インター に天然ガ

スを供給する契約に調印、 年間で 億立方メートルの天然ガスを供給することになった ）。

ガスプロムの牙城が周辺から徐々に切り崩されてきた。

シェール革命 の本家米国並みの果実は期待できないが、ロシア版 シェール革命 も

静かに進められている。巨大埋蔵量が確認されている シェールオイル が眠る西シベリア

のバジェノフ・シェール。バジェノフ油田の原油推定埋蔵量は 兆バレル、西シベリア原油

埋蔵量の ％に匹敵する規模というから驚きだ。この開発にロスネフチが乗り出す。エクソ

ンモービルと 年に共同開発合意文書を締結、両社が油田開発に挑む。

ガスプロムも負けていない。同社の石油部門子会社ガスプロムネフチ（旧シブネフチ、ガ

スプロムが 年に 億ドルでシブネフチを買収）と英蘭系メジャーのロイヤル・ダッ

チ・シェルが西シベリア・サリム油田（ハンティ・マンシ自治管区）の合弁企業を通じて、

タイトオイル 開発で協力を進めている。

また、ロイヤル・ダッチ・シェルは北極海大陸棚の開発でもガスプロムと提携、ロシア東

北部のチュクチ海と同西北部のペチョラ海で油田開発を推し進める ）。

ロイヤル・ダッチ・シェルはサハリン ・プロジェクトでロシア事業を先行させてきた。

その経営権を握るのがガスプロム。ガスプロムとロイヤル・ダッチ・シェルとの提携関係は

重層的だ。
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ロシアの資源メジャー（中津）

ロシア民間石油企業のルークオイルも 年 月から シェールオイル を開発し、

年 月には生産を開始する計画でいる。その原油推定埋蔵量は 億 万トンだという ）。

シェールオイル や タイトオイル の開発は技術的に難易度が高いとされるが、北極

海海底の油田と比較すれば割安である。また、西シベリアではインフラも整っている。ロシ

ア政府は鉱物資源税を ％免除する ）。それに加えて、意外に知られていない事実だが、

シェールガス はともかくも、 シェールオイル の可採埋蔵量はロシアが世界首位に立

つ。 シェール革命 では米国が先頭を走るが、次の有力な走者はいない。埋蔵量で優位に

あるロシアが シェールオイル革命 で一世を風靡できるか。外資系企業の協力がここでも

不可欠の要素となっている。

欧米メジャーはここにきて新興国の国営石油企業に食い込み、資源開発を加速するように

なってきている。

米系メジャーのシェブロンは南米アルゼンチンの国営石油会社 とアルゼンチンの

シェールガス と シェールオイル を共同開発することで合意。同国西部ネウケン州に

広がる バカムエルタ・シェール の鉱区を対象に掘削作業に入る。アルゼンチンは

シェールガス 可採埋蔵量で世界第 位、 シェールオイル 可採埋蔵量で世界第 位を

誇る ）。

ロイヤル・ダッチ・シェルはブラジル国営石油会社ペトロブラスとブラジル沖合で、深海

油田の開発拡大を推進する。ロイヤル・ダッチ・シェルはブラジルの事業を世界戦略の柱に

据えているようだ。

は中国海洋石油（ ）と南シナ海の深海油田を開発する。 が探査費用を負

担し、 が操業を担当する。 は商業生産される原油・天然ガスの ％を確

保するという。

欧米メジャーは原油価格の低迷や原油需要の下落で減益を余儀なくされてきた。これが新

興国石油大手と提携拡大に踏み切る起爆剤となった。

ロスネフチの利益も原油価格の下落や輸出税の増加で減少している。そうなると今後、ロ

スネフチにとってもアジア市場の開拓は必須課題となる。ロシア産石油の対欧州輸出は 年

ぶりの低水準に甘んじた。欧州の景気低迷が原因であることは指摘するまでもないだろう。

欧州は北海油田が枯渇するリスクに脅えるとともに、ホワイトハウスからの要請による禁輸

措置でイラン産原油も欧州に流れ込まなくなった。結果として、製油コストが増大してい

る。

その一方で、ロシアの石油製品の生産量は増加、日量 万バレルを記録し、 年以

来、 ％増となった。

ロシア産石油の対欧州輸出量は 年 月実績で日量 万バレルと、欧州市場が今なお

ロシア産石油輸出市場の中核となっている。他方、ロシア産石油の対アジア輸出量は日量

万バレルに留まっている。その主柱は中国市場と日本市場だ ）。

）
）
） 日本経済新聞 年 月 日号。
）



中露関係は複雑怪奇であるが、対米牽制という一点では見解が一致する。表面上の中露関

係は戦略的パートナーである一方、真の姿は犬猿の仲という表現が当てはまる。ロシア国民

がもっとも恐れる民族は漢民族。中露蜜月はあり得ない。但し、ロシアにとって中国市場は

有望な資源エネルギー輸出市場。ロシア系の資源エネルギー関連企業にとって中国市場は今

後、不可欠の市場となる。

ロスネフチは東シベリア太平洋石油パイプライン（ 、年間送油能力 万トン）の

支線で中国向け原油輸出を実施している。輸出規模を拡大して、 年 月から 支

線で年間 万トンの原油を中国に供給することになった。ロスネフチは中国石油天然ガス

（ ）と輸出契約を締結し、今後 年間で 億 万トンの原油を供給する。 億ド

ル相当の契約額となる ）。

は見返りとして、ノバテックが推進するヤマル半島 事業（ 億ドル規模）

の権益 ％を取得した。 は年間 万トンの を受け取る。

日本はサハリン 事業から を調達しているが、同事業からは原油も輸入する。ま

た、 原油も日本市場に陸揚げされるようになった。日本の原油輸入量は日量 万バ

レルであるが、将来的にはその ％程度をロシアから調達することになるだろう。 割に達

する中東産原油には遠く及ばないが、一定のプレゼンスを示すことになる。

セチン は今後、日系企業に秋波を送ってくるだろう。対露投資の強化を訴え、やが

ては日本上陸を視野に入れるようになるだろう。ロスネフチの財務基盤が安定すれば、日系

企業、特に資源エネルギー企業（電力・ガス会社や総合商社）の株式取得を目指すかもしれ

ない。ロスネフチの収益基盤を強化することが目的であろうが、日本国民は素直にこれを受

け入れるだろうか。ロスネフチの最終的な経営課題は日本上陸。仮にそうであれば、日本側

は心構えする必要がある。

大阪商業大学論集 第 巻 第 号（通号 号）

） 日本経済新聞 年 月 日号。
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