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ペテルブルグ・サミット
と嫌ロ感
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１．蘇ってきた嫌ロ感

ウクライナとのガス価格問題が紛糾したこと
から、年明け早々ロシアがウクライナに対する
ガス供給を停止、これにより欧州各国へのガス
供給に影響が出たことから大騒ぎになったこと
はまだ記憶に新しい（これについては拙稿「ロシ
アvsウクライナガス戦争～CIS劇場で展開される
壮大なる愛憎劇の行方～」三井物産戦略研究所機
関誌「THE WORLD COMPASS」2006年2月号、
http://mitsui.mgssi.com/compass/0602/07.pdf
参照）。これを境に一気にロシア批判が噴き出
した感がある。最近は「ロシア・プーチン大統
領のリーダーシップによるサミット開催はG8

組織を愚弄するものであるため、米国はボイコ
ットすべきであるとマッケイン上院議員が米国
政府に要求した」とか、「ワシントンのこのよ
うな動きに呼応して、英、仏、独も7月のサミ
ットについて懸念しはじめ、いかにプーチンの
リーダーシップを支持していないように見える
よう振る舞うかについて協議を始めた」（2月26

日付ワシントンポスト）などと報道され、日本
においても「『G8議長国の資格なし』米に対露
不信」（2月26日付読売新聞）との見出しの下に
米国超党派の専門委員会がロシアの権威主義体
制が米ロ関係を悪化させていることを指摘し、
G8議長国の資格に疑問符をつける報告書を発
表したことを伝えている。そしてこの嫌ロ感が
今やロシアにとって脅威となりつつあると思う
のだが、ロシアは一貫して無視する構えである。

いや、ソ連時代から一方的に非難されることに
慣れてきたロシアはこの程度のことでは動じな
いと見るべきかもしれない。現実にWTO交渉
では同じく知的財産権保護を問題にされながら
も、ウクライナとは交渉を妥結させ、ロシアに
はこれを認めないということが起こってきてい
るのである。

9.11米国同時多発テロにより、米ロの蜜月と
も言える緊密な関係が始まった頃である2002年
6月、カナダ カナナキス・サミットにおいて、
G7はロシアをフル・メンバーとして迎え入れ、
2006年の議長国としてのペテルブルグ・サミッ
トを決めたのだった。しかしその後、ユーコス
事件でのホドロコフスキー逮捕（2003年10月）
あたりから風向きが変わってくる。2003年11月
にはすでにロシアをG8から排除すべきという
提案が前述のマッケイン上院議員からなされて
いる。その後のプーチン政権のオイル・ガス産
業の実質再国営化、ベスラン学校人質事件を契
機とした小選挙区制廃止と知事任命制、最近の
NGO規制法などが民主主義を後退させるもの
として批判にさらされたが、原油価格の高騰と
好調な経済に支えられた「大国ロシア」の復活
のプロセスと欧米諸国の嫌ロ感の高まりとが見
事に一致することは見逃せない。要は、（ソ連
邦崩壊を経て苦悩する）「弱いロシアは好きだ
が強いロシアは嫌いだ」という単純な発想が見
て取れるのである。そして、今時「お前なんか
嫌いだ」と宣言するわけにはいかないので、
「ロシアは間違っている」と宣言するチャンス
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を狙っていたのだが、今年初めのウクライナ・
ガス問題はその格好のチャンスを与えた。これ
を踏み台としたG8からの追い出し議論と私に
は見えるのである。事の本質はそこに論理を求
めるべくもない「嫌ロ感」であると思う。

２．エネルギー・サミットと各国の思惑

ロシアのG8議長国が決まったとき、ロシア
はそのテーマを「エネルギー安全保障」とする
ことを高らかに宣言した。ロシアとしては、こ
れを機会にロシアのエネルギー資源の国際的重
要性を世界に訴え、自国に対する外国投資の潮
流を作りたかったのであろう。今や石油生産高
で世界一のサウジアラビアと肩を並べるロシア
にふさわしいテーマである、と当時、皆思った
ものである。しかし今は違うのではないか。こ
のテーマでロシアを中心に議論するのは各国と
も「面倒臭く」なってきているのではないだろ
うか。件

くだん

の「ウクライナ・ガス問題」から出て
きた議論は「エネルギーの安定供給国として不
安が残る→ロシアがこの問題をサミットでリー
ダーシップを取る形で論じる資格はない→G8

から出て行け」というものであるが、EU代表
を含めG8参加国の過半数は欧州諸国であり、
英国を除きロシアのガス供給に直接の利害を有
する国々である。つまり、これらの国にとって
ロシアからのガス供給はロシアとの政治そのも
のである。自国へのガス供給の話をするのに何
も隣国の代表と一緒にテーブルを囲む必要はな

いのである。一方米国はロシアからLNGを輸
入したいと考えており、天然ガスのLNG化を
前提とするシュトックマンのガス田開発には並々
ならぬ関心を示している。そして日本は太平洋
パイプラインとサハリンプロジェクトが懸案と
してある。つまり、嫌ロ感に任せてロシアを怒
らせ、ロシアのエネルギー供給を渋らせて困る
のはG7側であるということである。G7なしに、
あるいはIMFなしに、なんら困ること無く隆と
して生きていたソ連という国がついこの前まで
あったことを忘れてはなるまい。今日のソ連は
往年のソ連より一回り小さい「ロシア国」では
あるが、原油ならびに天然ガスの輸送パイプラ
インを押さえていることには変わりはないので
ある。これらのソ連遺産を「世界のエネルギー
安全保障」ならびに「国際協調」の美名の下に
広く諸外国が利用するには、ロシアの自発的協力
が無ければできないことを再度想起する必要があ
る。嫌ロ感に根ざした対ロ圧力に屈するような
相手ではないのである。強くなったロシアを従
わせるにはもっと高度な戦略が必要なのである。

３．先手に回るロシア

前述のとおり「エネルギー安全保障」を高ら
かに掲げたロシアであったが、わずか3年あま
りの間に状況は激変し、今やロシアは「エネル
ギー帝国主義」との批判を浴びるようになって
きた。これは全く予想だにしなかった事態であ
り、何とかせねばならない。「エネルギー安全

表1 欧州諸国の対ロシアのガス依存度

国　　名

ドイツ
ウクライナ
イタリア
トルコ
フランス
オーストリア
スロバキア
フィンランド
ブルガリア
リトアニア
ギリシア

ガス消費量（10億m3）

100.2
78.0
79.7
22.4
44.7
9.0
6.9
4.9
3.1
3.1
2.7

ガス輸入量（10億m3）

90.8
60.0
67.9
21.7
37.0
8.4
6.7
4.9
2.9
2.6
2.6

ロシアからのガス輸入量
（10億m3）

39.1
60.0＊

23.6
14.1
11.5
6.7
6.7
4.9
2.9
2.6
2.2

ロシア依存比率（％）

39.02
76.92
29.61
62.95
25.73
74.44
97.10
100.00
93.55
83.87
81.48

（注）＊うち37はトルクメニスタンのガスをロシアのパイプラインを使用して輸入
1．ベルギー、イギリス、アイルランド、スペイン、ポルトガル、スウェーデンなどの国はロシアからガスを輸入していない
2．ノルウェー、デンマークは自給自足

（出所）BBC、「VLAST」誌（2006年1月16日）



アングル

70 日本貿易会月報

保障」などという、日々流転する国際政治その
ものの生々しいテーマを選ぶべきではなかっ
た。「テロとの戦い」くらいにしておけばよか
った。昨年の英国グレンイーグルズ・サミット
で議長国英国が「アフリカ支援」と「気候変動」
をそのテーマにしたのは大変賢い選択であった
……このように今プーチン大統領が感じている
かどうか分からないが、そう感じさせることが
最近起こった。3月1日に発表された「サンクト
ペテルブルグ・サミットに向かうG8：挑戦、
可能性、責任」と題するプーチン大統領論文が
それである（囲み記事参照）。一般には今年初
めてG8サミットを主催することになったロシ
アが、その決意表明をしたものと評されている
が、私はロシアが先手に出てきたとみる。エネ
ルギー安全保障とは「地球規模でエネルギーの
安全保障を達成するための戦略を作成するこ
と」であると定義し、「先進国の小さなグルー
プを優先してエネルギーの再配分を行うだけで
は地球規模の発展という課題と目標を達成する
ことはできない」として政治の生々しい議論と
「エネルギー帝国主義」との誹

そし

りを排除し、
「『エネルギー・エゴイズム』はいずれ行き詰ま
る」と神の高みから語りかけるとともに「エネ
ルギー安全保障でロシアの立場が堅固で不変で
ある」と宣言している。「エネルギー安全保障」
を単なる政治レベルの話から地球レベルでの
「世界平和」と同じ次元の高みに持ち上げ、巧み
に発展途上国支援の問題にすりかえようとして
いる。議論の基点をここまで持ち上げれば、エ
ネルギー安全保障問題で「そもそもロシアはけ
しからん…」という議論は偏狭で口にするのも
恥ずかしくなるのである。ロシアはサンクト・
ペテルブルグ・サミットを前に早くも先手を打
ってきたのである。

４．対抗策

それではサミット主催国の議論の土俵の上
で、どう対抗していけるだろうか。
上記プーチン論文は、地球規模でのエネルギ

ー安全保障を達成するためには、「既存のエネ
ルギー資源を世界経済に安定的に供給するため
の実際的な方策」が求められると言っているに

もかかわらず、今や世界の46ヵ国が締結し
（2005年1月現在）、1998年4月から発効している
「エネルギー憲章に関する条約」について一言
も言及していないのはなぜか。ここに大きなヒ
ントが潜んでいるような気がするのである。ロ
シアは有名な非締結国である。エネルギー憲章
は外務省のホームページによる解説によると、
1991年、ソ連崩壊による旧ソ連、東欧諸国にお
けるエネルギー供給の混乱を防止するととも
に、エネルギー分野の市場原理に基づく改革の
促進、ならびにこの分野における貿易や投資な
どの企業活動を全世界的に促進することなどを
宣言する「欧州エネルギー憲章」を採択、1994

年、この憲章の内容を実施するための法的枠組
として、「エネルギー憲章に関する条約」を作
成、前述のとおり日本、EU、東欧諸国を含む
多くの国々が締結し、「エネルギー原料・産品
の貿易及び通過の自由化並びにエネルギー分野
における投資の自由化・保護等」の規定を共有
しているのである。
ロシアがエネルギー憲章採択には調印する

も、その具体的実施に関わる条約に調印しない
のは、まさに自ら「行き詰まる」とする「エネ
ルギー・エゴイズム」に根ざしたものではない
か。ロシアとの政治的親密度によってガス供給
価格を変える差別価格（ウクライナ・ガス問題）、
輸送手段の国営企業による独占体制（ガス－ガ
スプロム、原油－トランスネフチ）などロシア
国家による独占体制を維持することが国益であ
るとすれば、将来このような体制を維持してい
くことの障害になるような国際条約は締結しな
い、というスタンスではないのか。多くの支持
者のいる「エネルギー憲章に関する条約」を排
し、ロシアの独占体制を温存した「既存のエネ
ルギー資源を世界経済に安定的に供給するため
の実際的な方策」などあろうはずがないではな
いか。このことを踏まえたうえで、ロシアの主
張する「既存のエネルギー資源を世界経済に安
定的に供給するための実際的な方策」を「エネ
ルギー憲章に関する条約」を修正・発展させる
形で構築しようという提案をG7が一致して7月
のペテルブルグ・G8サミットの場で行うのが、
現状最も効果的に思えるのだがどうだろう。
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サンクトペテルブルグ・サミットに向かうG8:挑戦、可能性、責任
（エネルギー安全保障部分　ロシア東欧貿易会仮訳）

ウラジーミル・プーチン
エネルギーの安全保障について、信頼でき、かつ包含的な体制を作り上げることがG8、そして国際社会全体の

戦略的課題の一つであることは疑う余地がない。今日、地球規模でのエネルギー供給は、まさに社会経済の発展
にとって最も重要な動力であり、地球上の数十億人の繁栄に直接影響を及ぼしている。
私たちは、G8議長を務める間にこの分野で現下の問題を解決するための基本的なアプローチを見いだすだけで

なく、将来に向けた政策でも合意できるよう真剣に努力する決意だ。
現在、世界的なエネルギー供給にとって現実に脅威となっているのは、化石燃料市場の不安定さだ。特に、需

要と供給の差が拡大している。アジア諸国でのエネルギー消費の増大は明らかだ。このような状況は地域間の景
気の「落差」によって呼び起こされているだけではなく、政治や安全保障の分野での様々な問題にも原因がある。
状況をただすには、国際社会全体が調和のとれた行動をとる必要がある。
世界の主要国にとって、エネルギー問題が地球規模になった以上、もはやそこからエネルギーの安全保障を切

り離すことは不可能だと認識することが新しいアプローチの出発点となるはずだ。私たちがエネルギーの分野で
運命をともにすることは、責任と危険と利益をも共有する、ということを意味する。
私たちは、地球規模でエネルギーの安全保障を達成するための戦略を作成することが特に重要だと考える。そ

の土台には、価格的にも妥当で輸出国も輸入国も満足でき、長期的に持続して信頼できて、かつ環境的にも受け
入れ可能なエネルギー供給―という原則が貫かれていなければならない。必要なのは、地球規模でのエネルギ
ーをめぐる相互活動の参加者たちの利害を調整することだけではない。既存のエネルギー資源を世界経済に安定
的に供給するための実際的な方策と、エネルギーの節約計画や代替エネルギーをより積極的に導入するための方
策も求められている。
バランスの取れた、ばらつきのないエネルギー供給。これが、現在だけでなく将来にもわたって安全な世界を

維持するのに必要な要素の一つであることは間違いない。私たちは後世に世界的なエネルギーの「構築体」を遺
のこ

し、子孫を紛争やエネルギー争奪のための非建設的な争いから守る義務がある。このため、将来長きにわたる文
明のための効果的な「エネルギーの基盤」を構築するための総合的アプローチを見いだすことが非常に重要だ。
ロシアは、G8と国際社会全体が革新的な技術を開発するために、より緊密に努力を結集するよう訴えている。

このことは、エネルギー資源が今日あるような形では完全に枯渇してしまうであろう未来における人類へのエネ
ルギー供給のための技術的基盤を確保する第一歩となるだろう。
地球規模でエネルギーの安全保障を強固にすることはまた、社会と経済の発展の効率性を高めるため総合的な

アプローチを生み出すことにも貢献する。昨年の英国グレンイーグルズ・サミットでは、この方面で重要な進展
があった。何よりもまず、技術革新の奨励とエネルギーの節約、そして環境保全に向けた行動計画が採択された。
私たちは、G8グループの行動、特にグレンイーグルズで採択された文書の実現に、G8ではない国々、とりわけ
産業が発展中で成長著しい国々をも巻き込むことが極めて重要だと考える。
エネルギーの安全保障は主として先進国のためのものだ、と考えている人が多い。しかし、現在地球上では、

約20億もの人々が近代的なエネルギー供給を受けられない状態にあることを忘れてはならない。電気を利用する
機会すら与えられない人々も少なくない。彼らには実質的に、富や文明の成果を享受する道が閉ざされているの
だ。
エネルギーはそれ自体では貧困問題を解決しない。とはいえ、エネルギー資源の不足は各地で経済成長を本質

的に阻害し、また、非合理的なエネルギーの利用は環境に惨事をもたらす―しかも、地域的な規模ではなく、
地球規模で―ことにつながりかねない。
近年、専門家らは、発展途上国のエネルギー需要をまかなうために従来型ではないエネルギー源をより積極的

に利用する可能性について熱心に議論している。この点で、代替エネルギー供給体制を確立し、導入することへ
のG8からの援助が特に切実な重要性を帯びている。
全体として、相互依存度が非常に高い現代の世界では、「エネルギー・エゴイズム」はいずれ行き詰まる、と

いうことをともに認識しなければならない。エネルギー安全保障でロシアの立場が堅固で不変なのはこのためだ。
私たちは、先進国の小さなグループを優先してエネルギーの再配分を行うだけでは地球規模の発展という課題と
目標を達成することはできない、と確信している。私たちは、世界全体の利益を考慮したエネルギー安全保障の
構築を目指す。人類にとってはおよそ、すべての国に安定したエネルギー供給を保証するバランスの取れた能力
を持てばそれで十分であり、国際協力はそのためにあらゆる可能性を開くものだ。
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