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ウクライナ危機とグローバル・パワーシフト

蓮見雄（立正大学経済学部教授・ユーラシア研究所事務局長）

第74回慶應EU研究会 2014年7月26日 慶應義塾大学三田キャンパス東館G‐SEC Lab（6階）
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本当の危機は、まだこれから
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ウクライナの対外債務とEUの対応
「EUは、大いに必要とされてい

る経済改革、経済の近代化、連
合協定の諸条件を履行する際
にウクライナを支援する用意が
ある。」

「過去にウクライナが累積してき
た負債を支払う、あるいは他国
の妨害活動に起因する損失を
企業に補償するつもりはない。」

・経済停滞 GDPは1990年比で7割以下
・「右派セクター」の影響拡大
・1400億ドルの対外債務＝GDPの8割
・短期債務650億ドル、年内に100億ドル返済

連合協定で変わるのか？
©Yu Hasumi 3

国家捕獲（state capture）
オリガルヒーの優遇税負担の変化（2011年と2012年）

出所：The Ukrainian Week, October 21, 2013.http://ukrainianweek.com/Economics/91843

注：ウクライナの統合財政における法人税の推定。銀行を含む大企業、中企業の課税前の利益・損失と純収入
の差の概算。
*オリガルヒーが支配している産業
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ウクライナの
財政赤字拡大

http://index.minfin.com.ua/budget/

年月 歳入 歳出 借入 財政赤字

（100万フリブナ、％ 対GDP比）

1
２
３
４
５

・IMFのコンディショナリティによる
新自由主義の強制？

・ガス供給停止の影響（EUにも）
・東部工業地帯？
・穀物作付け？
・国有資産をめぐる
オリガルヒーと外資の争奪戦？

・連合協定の経済効果？
・混乱が続けば、EUの負担増？
・・・

本当の危機
は秋から

議会選挙とポロシェンコの主導権？

©Yu Hasumi 5

EUとロシアへの「二重の従属」

• EUは、支援増額を条件とする連合協定締結を拒否

• IMFは、2011年に融資を破棄

• ロシアは、国民福祉基金でウクライナのユーロ債150億ドル
購入とガス価格の33％値引き

• → 連合協定締結の延期 ©Yu Hasumi 6
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対ロシアロシア経済制裁
＝対ウクライナ経済政策？

• ロシアの対外債務銀行2149億ドル、企業4378億ドル
（2014年1月12日現在）

• １～３月の資本逃避700億ドル

• ロシアの「東方シフト」加速

• 対ロシア経済制裁によるロシア経済の悪化＋ガス値
上げ＋貿易制限＋EU経済悪化

• IMF支援のコンディショナリティによる国内ガス価格値
上げ

→ GDPの約４割を占める東ウクライナ工業への打撃

対ロシア貿易、対EU貿易の悪化
＝対ウクライナ経済制裁？＝EUの負担増？

©Yu Hasumi 7

EU東方政策の硬直化と負担増？

©Yu Hasumi 8
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EUの対外政策の階層性
－ウクライナのEU加盟！？ ありえない－

• １．加盟国
• ２.加盟候補国

– セルビア、マケドニア、トルコ、アイスランド、モンテネグロ

• ３．潜在的加盟候補国
– 安定化・連合協定の西バルカン諸国（アルバニア、ボスニ
ア・ヘルツェゴヴィナ、コソボ（国連安保理決議1244の定
義)）

• ４．欧州近隣諸国政策
– 東方パートナーシップ
– 地中海パートナーシップ

• ５．ロシアとの４つの共通空間（経済、自由・公正、対
外安全保障、研究・教育）

• ・・・
©Yu Hasumi 9

EU東方拡大と平行して欧州近隣諸国政策
European Neighbourhood Policy

©Yu Hasumi

EC
10
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東方パートナーシップ
―グルジア戦争後に旧ソ連諸国を対象―

https://www.rebelmouse.com/EasternPartnership/infographic_for_social_media‐328039941.html©Yu Hasumi 11

制度に媒介された地政学
―EUとNATO－

『拡大ヨーロッパの地政学』文眞堂、2011年©Yu Hasumi 12
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欧州・大西洋の安定投影の
外部境界とグレー・ゾーン（2005年）

©Yu Hasumi

『拡大ヨーロッパの地政学』

文眞堂、2011年
13

境界線の「内」と「外」

• ヨーロッパの大部分で「EUとNATOによって媒介された
地政学」が優勢

• EUとNATOに「制度化された領域の周辺に生の（むき出
しの）地政学」が突然現れる

• だからこそ、「曖昧性」を組み込んだ東方政策

• 「制度に媒介された地政学」の限界を過小評価？
≒ 一極世界の過大評価？
≒ 多極化の過小評価？

©Yu Hasumi 14
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2014年1月22日
EU・ウクライナ連合協定の「神話」

• 「連合協定締結はEU加盟の第一歩（a first 
step）」という神話

– 「連合協定はウクライナのＥＵ加盟に関するもの
ではない。ＥＵ加盟を申請するかどうかは各国が
決めることである。連合協定はそのプロセスの一
歩（one step）であるが、さらに一歩を進める（take 
things further）か否かについて、比較考量するこ
とは各国に委ねられている」。

©Yu Hasumi 15

EUの認識？、ロシアの認識？

出所： Browining and Joenniemi, (2007)“Geostrategies of the European Neighbourhood Policy”, DIIS Working Paper, No.2007/9.

p. 6とp. 12の図を組み合わせたもの.

開放的エネルギー市場と欧
州エネルギーネットワーク

エネルギー共同体条約締
結国は、EUのパラダイムシ
フトに組み込まれている。

EU市場に依存するロシア、
中央アジアも適応？

化石燃料をめぐる地政学的
紛争は生じるが、発生確率
と影響は低下。

©Yu Hasumi

EUの認識?

ロシアの認識？
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欧州近隣諸国政策の硬直化による
「曖昧性」を組み込んだ東方政策の失敗？

• 2002年、「ワイダー・ヨーロッパ」構想（政治的イニシアチブ）
– パッテン欧州委員（外務）とソラナ（共通外交安全保障政策＝CFSP上級代表）の共同書簡

• 2002年、「加盟の約束から始まるものではないが、結果として生じる加盟を排除し
ない」

– プロディ欧州委員長スピーチ「ワイダー・ヨーロッパ」

• 2004年、「曖昧性」を組み込んだ欧州近隣諸国政策戦略文書
– 共有（joint ownership）
– 差異化（differentiation）

– 支援（ENPI＝European Neighbourhood and Partnership Instrument）

– 官僚的実施？

• 2009年（グルジア戦争後）、東方パートナーシップ（ベラルーシ、ウクライナ、モル
ドバ、グルジア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ）

• 2010－11年、more‐for‐more の原則による積極的関与（差異化の原則の
軽視？と政策実施の柔軟性の欠如？）

©Yu Hasumi 17

ウクライナ支援は本気？それとも口先？

• 米国：10億ドルの債務保障

• EU:111.8億ユーロ（ただし、80億ユーロはプロ
ジェクト・ファイナンス）

• 日本：15億ドル（ただし、多くは円借款）

• IMF:170億ドル（第1トランシュ32億ドル）

• ロシア：160億ドル（未回収のガス代金20億ド
ル＋約束した支援150億ドルのうち既に支出
した30億ドル＋セバストーポリ租借の対価と
してのガス代金値引き110億ドル）

4月10日、プーチンの書簡
©Yu Hasumi 18



2014/7/26

10

ウクライナの
ガスパイプライン独占の終わり
―EUとロシアの対応―

©Yu Hasumi 19

EU加盟国のロシア産ガスへの依存度

ガス消費に占める割合（％）

CRS Report for Congress, Europe’s Energy Security：Options and Challenges to Natural Gas Supply Diversification, Aug. 20, 2013,p. 10.
©Yu Hasumi

一次エネルギー消費に占める割合（％）

EUの一次エネルギー消費の6％ EUのガス供給の24～27％（2012年）

20



2014/7/26

11

体制転換によって
EUの資源供給基地の性格を強めたロシア

『通商白書』 2013年 ©Yu Hasumi 21

ロシアの財輸出に占める石油天然ガス関連比率

A. Конопляник, A. (2011) “Европа больше чем Европа. Третий энергетический пакет ЕС будет иметь последствия и за пределами
Евросоюза”. – «Нефть России», 2011, № 5, с.61の図に大幅な加筆・修正

ソ連崩壊、EU拡大後に
ウクライナのパイプライン独占

©Yu Hasumi 22
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2006、09ガス紛争後、
強化されたEUの共通エネルギー政策

欧州委員会の
権限と加盟国
の連帯

Solidarity in “shared 
competence”

（リスボン条約194条）

エネルギー市場機能の確保

エネルギー供給の安全保障

エネルギー効率改善と再生可能エネルギー促進

エネルギーネットワークの相互接続

（付記：エネルギーミックスの選択は加盟国の主権）

再生可能エネ
ルギーの実用
化の枠組み

(信頼できる枠組）

FIT（固定価格買取制度）だけではなく、EU共通エネル
ギー政策。

地域特性が強く、小規模分散型で、出力不安定な再エ
ネを実用化するには、

調整電源として化石燃料（特にガス）の確保を前提とし
つつ、

送電網への自由なアクセスと相互融通が可能となる法的条
件とインフラ整備が必要（優先給電、優先接続）。©Yu Hasumi 23

EUのガス供給源
（2012年）

多様な供給源

– 北海など域内

– ロシア

– ノルウェー

– アルジェリア

– LNG

ENTSOG_SYSDEV_MAP2012

LNG

©Yu Hasumi 24
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EUのガス・インフラストラクチャー網
－残る東西インフラの分断－

ENTSOG_SYSDEV_MAP2012

双方向

一方向

©Yu Hasumi 25

「エネルギー共同体条約」とその拡大

・法的拘束力のある多国間条約

・エネルギー分野のEU法の適用

・世銀、EBRDによるインフラ
投資枠組を提供

・中東、カスピ海からのパイプラ
イン・ルートの支配権確保

・２０１０年モルドヴァ参加

・2011年ウクライナ参加

・トルコ、ノルウェー：オブザーバー

http://www.energy‐community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/MEMBERS
©Yu Hasumi 26



2014/7/26

14

ヨーロッパにおける
ガス・スポット市場の拡大

P. Heather, “Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose?”, Oxford Institute for Energy Studies, NG63､2012, p. 30, p. 5.

58％
石油価格連動42％

市場価格

©Yu Hasumi 27

ガス・スポット価格の急落を
対ロシア交渉の梃子に活用

Japan LNG

ドイツ輸入
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2012年、ガスプロムは、E.On（独）
やEni（伊）、GdF Suez（仏）等に総
額44億ドルの払い戻しに合意、
2013年にも47億ドルの値引き。

StatoilとWintershallのスポット
価格連動契約も、ガスプロム
への圧力を強めている。

2012年のガスプロムの純利
益は10％低下、特に旧ソ連諸
国への輸出が17％減少した。

2012年秋、欧州委員会、ガス
プロムを競争法違反の疑いで
調査開始を表明。BP Statistical Review of World Energy､2012より作成。

©Yu Hasumi 28
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ガスプロムとの契約の見直し

©Yu Hasumi 29

欧州委員会、
EUのエネルギー
輸入依存を誇張？

欧州委員会資料

欧州ガス協会資料

©Yu Hasumi 30

2013年、ロシアからの輸入増は、値下げとLNG輸入減による。
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ロシアのヨーロッパ向け輸出能力

©Yu Hasumi

J. Wieczorkiewicz and A. Behrens, “On Ukrainian Gas Transit and South Stream There may be more than meets the eye, 
CEPS Commentary, 21 March 2014, p.10.

Bcm（10億m3）

年

31

グローバル・パワーシフト
ロシアの東方シフト
―シベリアの呪いをシベリアの力に－

©Yu Hasumi 32
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世界のGDPに占める国・地域別シェアの推移
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©Yu Hasumi 33

新興国の台頭とロシア

『通商白書』2012年
34©Yu Hasumi
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Financial Times, June 5, 2013
Southeastern Shift : the new leaders of global growth.

世界の経済成長への寄与度の変化

©Yu Hasumi 35

価格交渉でロシアが求めたもの

• 中ロガス契約（30年、4000億ドル）は、G８を追い出された
ロシアの一方的妥協ではない。

（１）385ドル／1000ｍ3（350ドルという報道は誤り）

≓ 対欧州向け価格
≓ 対中国向け価格
≒ 対ウクライナ向け提示価格（交渉決裂→前払い制）

（２）石油連動

（３）テイク・オア・ペイ条項

＋ 建設資金のための中国の代金前払い（250億ドル）？
©Yu Hasumi 36
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プーチンの東方シフト
―シベリアの呪いをシベリアの力に―

2012年1月6日イズベスチア紙掲載論文「われわれが答え
なければならない挑戦に対し、ロシアは集中する」

• 「経済的な嵐（2008－09年の世界的な経済危機）･･･は経済システムの
調整の失敗・・・バーチャルかつ非現実的な価値・資産に依拠した経済
モデルが袋小路に入っている」。「･･･深刻な制度危機であり、グローバ
ルな再編成であり、地殻学的プロセスが起きている」。

• 「“一極化”という現象を含む､ソ連崩壊後、約20年間続いた明らかな終
焉であり、今日、これまでの唯一の”力の極“はもはやグローバルな安
定を維持することができない。一方で、”影響力の新しい中心“は､その
用意ができていない」。

2012年大統領教書

• 「世界は多極化の中で強化されている」。「21世紀のロシア発展のベクト
ルは東方への発展だ。極東シベリアはわれわれが持つ巨大な潜在力」

詳しくは、石郷岡（2013､2014）を参照 ©Yu Hasumi 37

ロシアのエネルギー供給
の地域構造の変化

ガス （ヤマルの重要性） 石油（東シベリアの重要性）

K, Liuhto, Energy in Russia’s foreign policy, PEI, 10/2010, p. 73. ©Yu Hasumi 38
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北東アジアの新しいエネルギーフロー
―ESPO（東シベリア・太平洋パイプライン）とサハリン―

本村真澄「ロシア：サハリン－３、キリンスキー鉱区の埋蔵量が大幅拡大―あり得る開発計画は？JOGMEC, 2013年4月17日

マガダン2.3

©Yu Hasumi 39

エネルギー需要の変化
－ヨーロッパからアジアへ－

石油需給の予測(１００万バレル／日) ガス需給の予測(１０億立法フィート／日)

出所：BP, Energy Outlook 2035 booklet, January 2014.
©Yu Hasumi 40
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市場の確保、投資の確保

5月21日

中ロ天然
ガス合意

5月22‐24日

サンクトペテ
ルブルグ国
際経済
フォーラム

6月16日

ウクライナに
前払い制

≓供給停止

6月15～10日

モスクワで

第21回世界石
油会議

○月○日

日本、韓
国

顧客対応

投資家、開発協力者対応 ©Yu Hasumi 41

http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.aim.org%2Fwp‐content%2Fuploads%2F2014%2F06%2Fad‐Americas‐Interests‐
Are‐at‐Stake‐in‐Russia‐and‐Ukraine.pdf&ei=oOXSU6eED8SQuATutoDgDQ&usg=AFQjCNF280Y4ppzdRnbySZEHKbkheqmZSA&sig2=T93J6c2sn3C9z5KfyT4jTg&bvm=bv.71778758,d.c2E&cad=rja

http://www.nam.org/Issues/Trade/Manufacturing‐And‐Trade‐Multilateral‐Trade.aspx

©Yu Hasumi

６月２６日、ジェイ・ティモン米国
製造業者協会会長・ＣＥＯとトー
マス・ドナヒュー米国商工会議所
会長・ＣＥＯは連名で「ウクライナ
とロシアでアメリカの利益が脅か
されている」と題する意見広告

「米国の労働者と産業者が、
外交目的を達成する米国の能
力を強化する見込みのほとんど
無い一方的な経済制裁のコスト
を支払うのだ」。

42
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メジャーがモスクワに集う訳

• エクソンモービルＣＥＯレックス・テイラーソン

「今後何年かのうちに、われわれはロシア極東
の強みを生かしたい。カラ海やそのさらに先で
原油と天然ガスの新たな資源に手を付ける」。

• ロシアの資源

• メジャーの技術

• アジアの市場

アジアのエネルギー安定供給

市場経済化の過程でモノカルチャーとなったロシアを
資源供給地として利用してきた欧米の政策の破綻©Yu Hasumi 43

ウクライナ危機
＝アジアへのパワーシフトの加速

大西洋 太平洋

欧米主導の戦後秩序

日本は欧米追従？

ロシアは、欧米と別の道？

欧米は地盤沈下阻止に必死？
（米EU‐FTA、日EU‐FTA、TPP）

ロシアは「受け身」？

で「東方シフト」

ウクライナ危機＝EU・NATO連携の失敗＝成長要因としてのロシアの取り込み失

敗＝ネオコンの短期的利益と欧米の長期的損失＝ロシアの東方シフト加速とア
ジアへのエネルギー供給の安定＝グローバル・パワーシフトに「受け身」で対応
してきたロシア日本の協力の加速？

ウクライナ危機

連
携
の
失
敗

©Yu Hasumi 44
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政経不可分？ いいえ
―領土問題があっても経済協力できる―

共同資源開発プロジェクト
日本企業のロシア進出

共同宣言：政経不可分の見直し？

「東方シフト」のロシアと3.11以
降の日本との利害の一致

2000年代、ロシア経済急成長

1990年代、生産物分与法（PS
法）による外資誘致

1980年代以降、「悪の帝国」？、
政経不可分

1970年代、日本政府の支援・支
持を得て、資源開発協力推進

時事通信Janet e‐world 2013年5月29日
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