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〔出所〕『アジア動向年報』アジア経済研究所 

 

 

 

１． 面 積 1,707万5,400㎞2 

２． 人 口 1億4,550万人（2000年1月1日現在） 

３． Ｇ Ｄ Ｐ 3,949億米ドル（97年） 

４． 一人当たりＧＤＰ 2,680米ドル（97年） 

５． 経 済 成 長 率 3.2％（99年速報値） 

６． 物 価 上 昇 率 － 

７． 失 業 率 － 

８． 通 貨 ルーブル 

９． 為 替 レ ー ト 
１ルーブル＝100カペイカ 
１米ドル＝28.3ルーブル(2000年３月30日現在) 

10． 貿 易 額 
輸 出 
輸 入 

 
739億米ドル（99年） 
595億米ドル（99年） 

11． 外 貨 準 備 高 6,628百万ＳＤＲ（99年末） 

12． 財 政 規 模 
予 算 額 
対 Ｇ Ｄ Ｐ 比 

 
6,647億ルーブル（99年） 
14.8％ 

〔出所〕政府資料、ＩＭＦ資料、外務省資料等 
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第９節「シベリア・極東の発展可能性」：シベリア 

北海道大学スラブ研究センター 教授 

村 上   隆 

１．はじめに 

 本稿では、対ロ支援の見直しあるいは対ロ支援はどうあるべきかということを検討する

に当たって、その前提条件としてシベリア・極東の基礎的な問題を扱うことにしたい。ロ

シアの地域の概況を明らかにする場合、利用できる統計データが著しく制限される。ここ

で依拠する統計データは、ロシアの国家統計委員会が出している二つの資料である。一つ

は「ロシアの地域」という、1997 年からこれまで２年続けて発行されている統計であり、

地域の概観を述べたものである。もう一つは「ロシアの社会・経済状況」で、これは月別、

年別に発行されている。この他、ロシアには「国民経済統計年鑑」あるいは貿易について

は「関税統計」があり、新生ロシアになってから国際機関の支援の下で統計の整備、とり

わけ産業連関表やＮＮＰからＧＤＰに移行する統計が整備されつつある。「ロシアの統計

が信用できるか。」という問題が常に話題になるが、その一方で「ロシアも最近はなかな

かよくやっている。」という評価も存在する。 

 

２．領域 

 シベリアという地域について、我々は日頃「シベリア」というと、シベリア出兵とかシ

ベリアの捕虜とか、あるいはシベリア開発という言葉から、どちらかというとハバロフス

クあるいはヤクートというようなところを連想する。しかし、ロシア人はここをシベリア

とは呼ばない。この地域を極東と呼び、東の最果てと位置づけている。ロシアの行政区分

あるいは経済地域区分によれば、ウラル山脈の東側を西シベリア、その東のバイカル湖周

辺を東シベリア、さらにその東を極東と呼んでいる。ちなみに自然地理学では分水嶺によ

って区分されており、この場合サハ共和国は極東に含まれない。 

 ロシアの地域区分でもう一つ重要なことは、「アジア部」という言葉の存在である。ウ

ラル山脈をシベリア鉄道で通過すると、「ここからアジア」という大きな標識がある。な

るほど、このことからもアジア部の存在をよく理解できるが、伝統的にロシアのアジア部

というのはウラル山脈以東だけではなく、北コーカサスが含まれている。ロシア人に「北

コーカサスはアジアですよ」と言うと驚くが、アジアに含めるのが伝統になっている。ち

なみに、ロシアでいうアジアは、トルコから東を全部含めている。近年、ロシアの統計に
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はアジア部という分類は全くない。1920年代の旧ソ連の統計をみると、アジア部の統計が

出てきて、そこにはコーカサスも含まれている。日本との関係でみると、例えば戦前の日

本の貿易年表は露領亜細亜と露西亜の２つに分かれている。露領亜細亜の中にはコーカサ

スが入っているのである。一昨年、日本政府がコーカサスへの支援ということを打ち上げ

たことがあるが、アジア部への支援という解釈に成り立っているとすれば納得できる話で

ある。 

本稿のテーマは「シベリア」ということであるが、極東を含めたシベリアと理解してい

ただきたい。以下、便宜上シベリア・極東と呼ぶ。この地域は大変広い（図表１）。「そ

の他」というのは、ウラル山脈から西側のヨーロッパ部及び北コーカサスを指す。シベリ

ア・極東の領域は大変大きく、全ロシア領域の75％を占めていることが容易に理解できる。

日本の約45倍の面積のうちの75％はシベリア・極東で占められているということになる。 

 ロシアは近年、盛んにアジアという言葉を使っている。その典型例は、1986年７月にゴ

ルバチョフ書記長（当時）がウラジオストクで行った、いわゆるウラジオストク演説であ

る。この演説は、アフガニスタンからの軍事力撤退を宣言したことで有名であるが、同時

に、ゴルバチョフは「ソ連もアジアの一員ですよ」ということを表明したのである。それ

以後、ロシアの日本研究者も極東に関心を示し始めた。ロシア人にアジアに目を向けさせ

た点でも、ゴルバチョフ氏は貢献したわけである。 

もう一つの例として、アジアの仲間入りという点での象徴的なことは、ＡＰＥＣ（アジ

ア・太平洋経済協力閣僚会議）に1997年 11月、ロシアが正式に加盟したことである。こ

のことがアジアの一員であるという確かな証になっている。 

 

３．特徴 

広大なシベリア・極東の人口は非常に少なく、ロシアの人口（1998年初現在１億4,700

万人）の78.5％はヨーロッパ部及び北コーカサスにある。民族的にみてもロシア人のシェ

アが非常に高い。よく、ロシアは多民族国家であり、百数十の民族がいると言われている

が、81.5％がロシア人なのである。次いでタタール人が 3.6％、ウクライナ人が３％、そ

れ以外に、多くの少数民族が住んでいる。ソ連流に言うと民族を「尊重」して自治共和国

あるいは自治管区を作ってきたわけであるが、これらの地域ですらロシア人が中心である。 

 広大なシベリア・極東の領域の際立った特徴は、天然資源が豊富なことである。その一

つは石炭資源であり、シベリア・極東がロシアの石炭確認埋蔵量の90％を占めている。こ
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の地域は森林資源も豊富である（1993年初の木材蓄積量はロシア全体の77％）。シベリア

の上空を飛ぶと、どこまでも広がる森という印象が強いが、特に東シベリアや極東には豊

富な森林資源がある。石油・天然ガス資源についてみれば、シベリアの埋蔵量は豊富であ

り、チュメニ州でロシアの石油の約70％が生産されている。しかし、最近石油生産量は減

少し続けており、埋蔵量も世界の確認埋蔵量の８％程度を占めるにすぎない。石油生産に

限界が生じているのに対し、シベリアの天然ガス資源は豊富にある。ロシアは世界の天然

ガス埋蔵量の35％も占めるほどの巨大な埋蔵量を持っており、超資源大国として位置づけ

られているわけである。 

シベリア・極東を生産力の点からみるとどうであろうか。「地域総生産」、Gross 

Regional Product という余り聞き慣れない言葉が、ロシアの統計で最近使われ出してい

る。ＧＲＰ（地域総生産）はＧＤＰ（国内総生産）とどう違うのかということであるが、

ＧＲＰ（地域総生産）は、各地域で生産された商品とサービスの新たに作られた価値のこ

とであり、ＧＤＰに含まれている国防、あるいは国家行政の付加価値額、金融・貿易の仲

介機関によって生み出された付加価値額、更に対外貿易で生み出された税金を含んでいな

い。したがって、ＧＲＰというのは、ＧＤＰの大体80％から85％ということになる。 

 シベリア・極東の生産力は弱く、地域総生産でみるとロシア全体の30％しか生み出され

ていない。固定フォンドの面から産業構造をみると、工業だけではなく農業も弱い。シベ

リア・極東の工業生産高のロシア全体に占めるシェアをみると、1997年現在、西シベリア

14.9％、東シベリア 6.2％、極東 4.6％であり、シベリア・極東全体で 25.7％のシェアし

か持っていない。農業についても、西シベリア 11.3％、東シベリア 7.2％、極東 4.2％で

あり、シベリア・極東はロシア全体の４分の１にも満たないことが分かる。シベリア・極

東は、気候条件の大変厳しいところであるから生産力が弱いわけで、面積が広くても土壌

や気象条件が農業に適していないのである。 

投資の面からみても、1997 年のシベリア・極東に対する固定資本投資はロシア全体の

30.6％にすぎない。 

 

４．産業構造 

 固定フォンドにおける産業構造（1997年）をみると、工業は、全ロシアが24％を占めて

いるのに対して、西シベリアは 50％、東シベリアは 45％、極東は 32％と全ロシアに比べ

てシベリア・極東の工業生産のシェアが高い。これはサービスや農業が弱体であり、ひと
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えにエネルギー部門の生産量が大きいからである。 

 工業部門構造をみると、電力・燃料は、全ロシアでは34％程度であるものが、西シベリ

アになると70％と極めて高い。チュメニ州の石油とチュメニ州北部の天然ガスが最大の産

業であるために大きなシェアになる。東シベリアについてはそのシェアは約30％であるが、

これは電力部門、特にイルクーツク周辺の水力発電所、あるいはクラスノヤルスク地方の

石炭産業がシェアを押し上げている。東シベリアで特徴的なことは、非鉄金属が大変重要

な産業になっていることである。特に北極海に面したノリリスクの非鉄金属が世界的にも

有名である。 

 極東のエネルギー産業では、石炭の開発は進んでいるが、石油・天然ガス開発は埋蔵量

が豊富であるにも関わらずほとんど進んでいない。その一方、非鉄金属では、サハ共和国

（ヤクーツク）の金、ダイヤモンドあるいはマガダン州の金、その他の非鉄金属が強力で

あるために、極東の非鉄金属産業の貢献度が大きい。 

 エネルギーの地域別生産状況をみると、石炭は、シベリア・極東とヨーロッパ部にばら

けている。伝統的なドネツ炭田がウクライナに位置しており、この炭田の一部がロシア領

域のロストフ州に食い込んでいるので、ヨーロッパ部で大きな生産量がみられる。西シベ

リアにはクズネツク炭田というウラル・クズネツクコンビナート計画で有名になった巨大

な炭田があるし、東シベリアには、クラスノヤルスク地方にカンスク・アチンスク炭田と

いう、露天掘りの有名な炭田がある。極東にも数多くの炭田が散在する。 

石油は、圧倒的に西シベリアが強力で、1997年にはロシア全体の生産量（３億560万ト

ン）のうち、西シベリア・チュメニ州では67％（２億690万トン）が生産された。その他

の地域として、かつて1900年頃にはアゼルバイジャンのバクーが世界の石油開発の拠点に

なっていたが、その後、1960年代にウラル・ボルガ地域に第２バクーと言われる石油生産

地域が生まれた。この地域では現在も石油生産が行われている。現在では第３バクーと言

われるチュメニ州がロシアのほとんどのシェアを持っているわけである。 

 天然ガスになると、もっと極端で、西シベリア、特にチュメニ州北部が90％の生産量を

誇っている。世界的な水準でロシアのエネルギー生産をみれば、シベリアの天然ガス生産

が群を抜いて重要である。 

 

５．極東を中心とした最近の経済事情 

 シベリア・極東は豊富な天然資源を保有しているが、ソ連邦崩壊後、工業生産の落ち込
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みが激しく、ロシア全体に比べ減少率が大きい。全ロシアの平均は、1991年以降、一貫し

てマイナス成長を続けてきた。1997 年にやっと、前年に比べて生産量がプラスになった。

ところが、1998年８月に金融危機が起こって、また大きな落ち込みをみせた。1999年には

若干回復して、６％増になっているが、依然として、ロシアの工業生産は振るわない。シ

ベリア・極東となると、減少率はより深刻な事態になっている。 

 ロシアの産業が復興できない最大の要因は、投資が産業に向かっていないことにある。

資料でも明らかなように（図表２）、1995年の西シベリアを別にして毎年落ち込みを続け

ている。 

 経済困難の中で、シベリア・極東の人口がどういう動きをしているのかをみると、1991

年と1998年を比較してみると、ロシア全体で１％ほど減少した。その中でシベリア・極東、

とりわけ極東の減少幅が大きく、この間、72万 1,000人も減っている。東シベリア、ある

いは西シベリアも若干減っているが、それほど大きな減少ではない。 

 次に極東に絞って経済状況をみてみよう。極東はロシアの他地域に比べて幾つかの際だ

った特徴をもっている。その第１は、自然・気象条件が厳しいことである。広い領域の90％

は永久凍土に覆われており、永久凍土でない地域は南部のシベリア鉄道沿線やサハリン島

程度である。第２は人口が希薄で、しかも都市部に集中していることである。極東には昔

からわずかな北方少数民族しか住んでいなかったために、農村は発展せず、主として軍事

的目的による都市が形成された。第３は石油、天然ガス、石炭、非鉄金属、森林、水産物

といった天然資源に恵まれていることである。第４はこれらの資源依存型の漁業、林業、

非鉄金属産業が産業の主体になっていることである。第５は軍産複合体が中核的な産業と

なっていることである。第６はアジア・太平洋に大きく窓を開いていることである。 

 極東の地域別工業生産高をみると、ロシア平均では1990年を100とすると大体50にな

っているが、極東の経済状況はほとんどのところでロシア平均よりも悪い。とりわけユダ

ヤ自治州、ハバロフスク地方、さらにアムール州といったところの減少が目立っている。 

 一般的に言えば、自治共和国とか自治管区の経済状況が悪いが、ハバロフスク地方が激

しく落ち込んでいるのは、軍産複合体の不振にある。この地域では元々軍産複合体の産業

基盤が強固であった。それに伴う機械工業が産業の中心であった。しかし、ソ連崩壊によ

って、かつてのゴススナブ（国家資材機械補給委員会）による資源配分のシステムが壊れ

たために、遠隔地は市場を失って大きな打撃を受けたのである。極東で大きな落ち込みを

みせているユダヤ自治州は、スターリン時代にユダヤ人を強制的に移し（実際にはユダヤ
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人は全体の人口の７％ほどしか住んでいない。）、ここに繊維産業、軽工業を興したが、

こういった産業が壊滅的な打撃を受けている。アムール州についても、軍産複合体が中心

で、不振を極めた。 

 極東の工業生産の不振に拍車をかけたのは輸送問題であり、グラフから明らかなように

（図表３）、新生ロシアでは1992年１月から市場価格の自由化が始まったが、消費者物価

に比べて輸送費のほうがはるかに大きな落ち込みをみせている。 

 国内の消費地から遠隔の地にある極東は国内よりも身近なアジア・太平洋地域に市場が

求められたかというと、市場の転換が成功したとは、とうてい言い難い。ソ連崩壊６年後

の1997年になっても、依然として極東の貿易依存度は低く、ロシア全体に占めるシェアは

輸出で 2.9％、輸入で 3.5％にすぎない。主な貿易相手国は日本、中国、韓国、アメリカ

であるが、市場を転換できるほどのパワーはまだ持っていない。 

では、外国投資の導入ではどうかというと、この点でも大変に弱い。全ロシアで 1997

年にはおよそ 123億ドルの外国投資があった。しかし、その内訳をみると、モスクワに85

億ドル投資されており、全体の60～70％のシェアになっている。この投資は、直接投資と

ポートフォリオ、もう一つは「その他」を構成するのはいわゆる信用供与であり、60％は

国際機関からの信用供与である。この数字は、言ってみれば対ロ支援の成果であり、生産

活動に民間が投資するような環境にはないことを物語っている。 

ロシア・極東地域の人口の減少という問題であるが、1991～1998年間に人口減少が激し

かった地域は、チュコト自治管区の45％余、次いでマガダン州の35％、カムチャッカ州の

15％、サハリン州の13％である。 

 以上のような貧しいところは、ナショナル・ミニマムの観点から、当然国が支援してい

くことになるが、補助金として地域財政支援基金が連邦から各地域に支出されている。こ

の地域財政支援基金を受け取っていないところはロシア全体で 89 構成主体のうちわずか

９地域しかない。補助金を必要としていない典型例はモスクワ市であり、ハントゥイ・マ

ンシ自治管区とヤマロ・ネネツ自治管区である。後者の２つとも天然ガスの生産地域であ

る。この他、クラスノヤルスク地方は水力発電や露天掘りによる石炭開発を行っており、

財政支援基金を受けていない。極東の全地域は地域財政支援基金を受け取っており、しか

も、その額はロシア全体の40％も占めているのである。 

 もう一つ、極東の経済状況が良くないことを示すのが、最低生活水準以下の貨幣所得者

の割合である。ごく最近の統計では、最低生活費は、月1,000ルーブルになっているが、
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この額以下の層の割合が、全ロシア平均で20％であるのに対し、シベリア・極東では30％

前後と大きくなっている。 

 

６．シベリア・極東の発展可能性 

最後に、シベリア・極東の今後について述べてみたい。シベリア・極東の経済が発展す

るためには、この地域の経済潜在力をどのように生かせるかにかかっている。経済潜在力

は何かといえば、天然資源の開発に尽きよう。ソ連邦崩壊後ロシアにおける外国投資の環

境は極度に悪化した。特に、政治的不安定、朝令暮改の法律制定、経済破綻といった環境

が外国投資を誘致できなくなった。そこで、外国企業の知恵を借りて超法規的なステイタ

スを持たせて成立させたのが生産分与法という外国資本導入形態である。1996年１月、生

産分与法が発効した。その後この法律は関連法との整合性がとられ、1999年１月に修正法

として発効した。生産分与法による資源開発形態はインドネシアで最初に始められ、その

後の世界の資源開発の一般的な形態となったが、ロシアで取り入れられたのは石油、天然

ガス開発が最初である。その雛形になっているのがサハリン大陸棚での石油、天然ガス開

発プロジェクトである。サハリン島北部の大陸棚には、今のところ５つの開発地域が将来

の生産分与法に基づく開発の対象になっているが、このうち、議会の審議を経て生産分与

法による開発の指定を受けたプロジェクトは、サハリン～Ⅰ、サハリン～Ⅱ及びサハリン

～Ⅲのうちの第４鉱区（キリンスコエ鉱区）である。サハリン～Ⅱプロジェクトはこの地

域で最も早くから開発準備を進めてきており、1999年 7月にはアストフスコエ鉱区におい

て生産が開始された。今後、全体開発が進み、天然ガスの開発に移行すれば、北東アジア

最大の石油、天然ガス供給地域に変貌することになる。当面、解氷期の６カ月間だけ生産

が行われ、天然ガスの需要家が見つかれば本格的な開発が始まる。サハリン大陸棚の石油、

天然ガス開発はどのような意味を持つのであろうか。その第１はサハリン州の経済を復興

できることである。既に述べたようにサハリン州の経済は悲惨な状況にある。石油、天然

ガス開発が順調に進めば長期にわたって年間約15億ドルの収入が見込まれ、わずか70万

人足らずの人口にこれだけの収入が生まれることになるわけである。第２は極東の逼迫し

ているエネルギー需給を緩和することができることである。極東には確かに石油、天然ガ

ス、石炭といった資源が豊富に存在する。しかし、本格的な開発が進んでいるのは石炭だ

けであり、しかも石炭の品質は劣り、最近では減産の傾向が著しい。石油の自給率は今の

ところ10％程度にすぎず、サハリンからの供給が実現すれば、自給率は大幅に高まる。第
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３は生産分与形態による資源開発がロシアの他の地域の開発のパイオニアになることであ

る。ロシアには豊富な資源があるが、開発するための資金と技術がない。サハリンで生産

分与法による開発が成功すれば、他の地域でも容易に実現できよう。第４は天然ガスが環

境面で大きく貢献できる。将来、中国でのエネルギー消費量が急激に増え、その多くを石

炭に依存することになる。天然ガス開発が進めば、石炭開発にブレーキをかけることが可

能になる。第５は北東アジアのパイプライン網建設のきっかけとなることである。日本の

周辺には国家間のパイプラインはまだ存在しない。サハリン大陸棚の天然ガス開発によっ

て、国家間輸送方法としてパイプライン輸送が注目されるようになった。第６はサハリン

の石油、天然ガス開発は日本にとってもエネルギー供給源の分散化に役立ち、エネルギー

安全保障面で大きく貢献できることである。 

以上のような利点がある反面、当然のことながら制約要因もある。その最大の問題は開

発コストが他の世界の供給源に比べて割高なことである。第２は、天然ガスのユーザーが

決まっていないことである。そのために大規模開発に移行できないでいる。第３はオホー

ツク海の自然・海象条件がまだ十分に解明されていないことである。この地域に外国の研

究者が入れるようになったのは新生ロシアになってからのことであり、日が浅い。第４は

開発に伴う環境面での影響が心配されることである。第５はロシアに対する信頼性が欠如

していることである。ＬＮＧの潜在的ユーザーは日本の電力業界である。しかし、彼らは

ソ連時代からのロシアに対する不信感を依然として払拭できないでいる。天然ガスの供給

のような20～25年という長期にわたる供給には信頼性が重要なファクターである。第６は

ロシアの法制が未整備であり、しかも透明性に欠けることである。 

以上のような問題点を抱えており、身近に豊かな資源がありながら本格的な開発に移行

できないでいる。この壁を破るには政府レベルの支援が必要であろう。経済的に不利な側

面をどう克服するかが鍵である。その場合、領土問題の解決を含めて日本にとって何が国

益に合致しているかである。中東への極度の石油依存体質は危機管理面やエネルギーの安

全保障の観点からは脆い。エネルギー供給源の分散化による安全保障の確保と経済復興策

としてサハリン大陸棚の石油、天然ガス開発が大きく貢献できることから、ロシアの経済

復興の起爆剤になり、日本がこれにより積極的に協力することによって領土問題の解決に

寄与できるだろう。 

７．おわりに 

 ロシア極東地域がどのようにしたらアジア・太平洋地域経済にインボルブできるのだろ
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うか。おそらく、将来的にもロシア極東地域は原燃料の供給源であり続けるであろう。そ

の場合、サハリンの石油、天然ガス開発がメガトン級の起爆剤になりうることは間違いな

い。一つの成功が周辺の成功を導く。逆に石油、天然ガス開発に失敗すれば極東の経済発

展の将来は暗い。 
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（質疑） 

 

［ 小島 ］ 将来、日本の資本と中国人の労働者と北朝鮮の労働者でシベリアを開発す

るという可能性はあるのだろうか。 

［ 村上 ］ 大変難しい問題であるが、日本の資本力が核となって中国や北朝鮮の労働

力を利用してシベリア開発を行うというパターンはもうないというか、今までも厳密に言

えばそれはなかったので、難しいのだろうと思う。むしろロシアや中国のイニシアチブに

よって、日本とは限らない外国の資本力を呼び込む。例えば具体的なケースを言うと、東

シベリアのイルクーツクにコヴィクチンスコエという大きなガス田があり、このガス田の

ガスをモンゴル経由で北京、最終的には韓国、日本まで持ってくるという構想があって、

これに対して中国とロシアでは基本的にアグリーメントを結んでいる。今、フィージビリ

ティー・スタディーの段階だが、これは日本政府、とりわけ石油公団がかねてから積極的

に働きかけて、日本は資金アップしてもいいということを明言しているわけだが、お呼び

でないよとお二方に断られている。 

 このような場合に考えられるのは、中国はガスを受け取るかわりにパイプラインの建設

を請け負ってくると思う。そうすると、その中で一番強いのは労働力の問題である。逆に、

今度はサハリンの開発などの場合には、中国人の労働力というのは全く利用されていない。

かなり大規模に開発が始まるのだが、おそらく利用されないだろう。なぜかというと、ロ

シアにまだ今のところ労働力が余っている。それは経済が50％も落ち込んでいるわけだか

ら余っているのと、ロシア自身が、生産分与法の中で、それぞれの開発主体のオペレータ

ーが結ぶ契約の中にローカルコンテンツという内容のものが必ず入っていて、これが大体

70％に設定されているわけである。「70％はロシアの資機材や労働力を使いなさい。それ

が義務ですよ。」と言われている。これを一番簡単に消化できる、つまり西側にとって都

合のいいのは、設備等でなく労働力なのである。パイプラインを建設する労働者のほうが

はるかに、リスクが少ないので、これをなるべく活用する。ロシアの資機材を使って果た

していいものができるかという点で、「70％」の枠内に、オペレーターは「国際規格の水

準に合ったもの」という条件を付していることからもわかるように、ロシアのものはなる

べく使いたくないというほうに動いてくるわけである。 

 例えば、今、サハリンの大陸棚でアラスカで使用されたことのあるプラットフォームが

据えつけられているが、水深が深いために、下駄を履かせなければいけない。その下駄を
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履かせるための作業をするのはロシア人の労働者だが、そこに張りつける鋼板は質のいい

ものでないと、氷がぶつかったら壊れてしまうから、これは日本から供給している。こう

いう形に典型的に見られるように、ロシアの労働力をまず基本的には使う。それでだめだ

ったら、次の段階として、中国の労働力が大きくクローズアップされてくるのだろう。し

かし、かつてのように、日本がイニシアチブをとってシベリア開発をやっていた時代とは

大分違って、資源開発に日本の出番がむしろなくなってくると、端的に言えば、どこが経

済採算に乗るかという判断で進めていくだろう。その場合に、中国北東部の１億人の労働

力というのは、やはり魅力ではあると思う。 

 それから、北朝鮮の労働力についてはかなり限定つきで、やはりロシアも国際社会のリ

ーダーシップを保つために、あまりむちゃな北朝鮮の労働力の雇用ということはやらない

だろうが、ロシアは国際政治への影響力維持という点から、北朝鮮はロシアの手のひらの

上で動くという部分を持ちたいだろうから、北朝鮮の労働力を使って仕事をすること、つ

まり今までどおりの木材の伐採での労働力利用を続けるのだろうと思う。 

 だから、この３つがうまく結びつくというのは現実にはなかなか難しいと言えると思う。 

［ 中井 ］ 極東地域で地方政府というのは、いろいろな政策決定、開発で、モスクワ

を外して一体どれだけ自由度があるのか。というのは、１年ほど前、国際会議に出ていた

ら、ヨーロッパの人々が、ちょうどルーブル危機の後で、「モスクワを相手にするのは難

しい。地方政府と直接いろいろネゴをやりたいのだけれども、中央政府を外して後でもめ

ても困る。一体どこまで中央政府を外してネゴできるのか。」というようなことを議論し

ていた。結論は出なかったのだが。 

 先ほどのローカル・コンテンツのような話、例えば、シベリアは特殊なので鋼材といっ

てもなかなか調達できないから、このプロジェクトは地方で決定するというようなことを

地方政府ができるのかどうか。 

［ 村上 ］ 複雑な問題を簡単に答えるが、地方政府には全く力がないと考えたほうが

いいと思う。 

 例えば、今、極東で一番進められているのはサハリンの開発の問題だが、プロジェクト

が50万ドルを超えると中央政府が扱うようになる。それから、大陸棚のものは中央政府し

か扱えない。そういう法的な縛りもある。 

 それから、地方政府の考え方が、地方政府は自立するのだと言っていても、モスクワ依

存型の体質から抜け切れない。これは、経済的に独立できていないからそうなるのだが、
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そのための経済的な、お金がそこに落ちるような仕組みをまだもっていないわけである。

部分的にはなりつつあるが、まだ、あと10年か 20年かかるだろう。 

 もう一つは、特に金融機関の機能が全部モスクワ中心で、地方で稼いだものを全部モス

クワが吸い取っているという構造がある。例えばハバロフスクとかウラジオストクに幾つ

か銀行があるが、地方にお金を落とす銀行というのはほんのわずかしかなくて、そのシェ

アは非常に小さい。だから、モスクワがだめだから地方とつき合ったら何とかなるかとい

うことは考えないほうがいいかも知れない。ただ、それはもちろん固定的に考えるべきで

はなくて、変わっていく。 

 最後にちょっと紹介したい。ロシアの新聞によると、昨年ロシアは貿易で一体幾らもう

けたかというと、貿易収支の黒字は何と 400億ドルである。これはひとえに石油価格が上

がったおかげである。天然ガスも石油価格に追従する。この面から見ても、ロシアはチェ

チェンの戦争はやめない。ソ連が崩壊してから一番いいパフォーマンスを示してきたのは、

ずっと貿易だけである。その貿易は、すべてモスクワが握っているのである。だから、そ

ういうところからいっても地方の構造というのはなかなか立ち上がってこない。 
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図表１ シベリア・極東の領域 (％) 

 

図表２ シベリア・極東の固定資本投資減少率 (1991-1997) 
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図表３ ロシアの消費者物価と鉄道輸送費の推移（倍率） 
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