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In 2005, Japan and Russia celebrate the 150 th
anniversary of the establishment of diplomatic relations. In
addition, the centenary of the signing of the Peace Treaty
in Portsmouth, as well as the 60th anniversary of the end of
World War II, require that we assess past events in bilateral
relations, as well as considering the paths that the two
neighbors may choose in the future. This essay attempts to
briefly review the existing currents in bilateral economic
ties and envisage some potential building blocks for the
economic partnership between the two countries in the
longer term.1

rapidly, contributing to policy dialogue.
From 2001, personal bonds with the leaders of the
US, Germany, Italy, France and the UK became stronger
and more meaningful than at any point during the last
century. New geo-political interests are now supportive
of closer economic ties. Links with the West appear so
much different today, now that Moscow is a fully- edged
G8 partner. In fact, other members of this group are more
inclined to compete with Japan in promoting their own
trade and economic interests.
However, there are numerous speci c areas in which
strengthened cooperation could unmistakably serve the
interests of both sides. One such area is the DPRK. Japan
and Russia agree that the DPRK must be prevented from
developing nuclear weapons. However, both countries
need to envisage how and under what specific conditions
they could support the reform process, providing economic
and technical assistance in rebuilding infrastructure and
normalizing the energy supply in the north of the Peninsula.
Provided that the nuclear issue is resolved through
diplomatic means and an agreement on a nuclear-free
Korean Peninsula is reached, trans-Korea infrastructure
projects could become physically possible, including a
power grid, railroad and a pipeline for transporting natural
gas.
Yet another close link is assistance in the program for
the dismantling of old nuclear submarines. Under phase
two of the bilateral “Star of Hope” project, five Russian
nuclear submarines are to be dismantled: four of them in
the town of Bolshoi Kamen, near Vladivostok, and the
other in the town of Vilyuchinsk in Kamchatka. The first
18-month stage involved the dismantling of the Viktor-3
class submarine. The full plan envisages dismantling about
40 nuclear submarines by 2010.
In the field of international organizations, Japan
assisted Russia in joining the Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) forum. Tokyo supports Moscow’s
bid for accession to the World Trade Organization. In the
context of the reform of the United Nations, Russia has
reiterated its support for Japan’s becoming a permanent
member of the UN Security Council, giving broad consent
on the draft framework resolution of the G4 countries.

An Encouraging Geo-political Context
At the Japan-Russia Summit held in Bangkok in
October 2003, the leaders agreed to establish a policyoriented expert-level framework to exchange views on a
broad range of bilateral issues as part of their efforts to
improve the environment for the conclusion of a peace
treaty. Indeed, Japan and Russia are the only major powers
that have yet to achieve complete normalization, due to
the lack of a treaty with agreed borders. Nonetheless, one
must also recognize that the bilateral interface is now
qualitatively different, being more positively focused than
ever before.
Certainly, this interface is not perfect: there is
significant room for improvement. Further advancement
requires leadership and a working institutional framework.
However, like it or not, the role of politicians and their
supportive bureaucracies is becoming less dominant. In
contrast, the world is changing and global competitive
pressure requires that both countries respond to
groundbreaking economic trends and geo-political shifts. It
seems that pressing economic needs and changing interests,
as well as emerging non-military concerns will de ne the
transformation of the bilateral agenda for decades to come.
Factors unimaginable just two decades ago create a demand
for innovative approaches, including those relating to
steering policy dialogues, investment decisions and rapidly
increasing grass-roots interactions.
The reality is that the role of the US in Japan-Russia
relations has changed dramatically. Since 1991, Russia’s
political leadership no longer de nes its security priorities
in the context of confrontation with Washington or its
allies. In general, Moscow seems to be free from openly
antagonistic relationships with other countries and does not
threaten any other state. The military forces on both sides of
the Cold War divide were downsized and the risk of largescale war practically vanished. The new relationships with
NATO are guided by the idea of partnership. Military-tomilitary exchanges with Japan were also developing quite

Investment Climate
Obviously, economic limitations, particularly those
on the Russian side, were mostly to blame for sluggish
progress in business contacts over the last decade. However,
Russia has attained macroeconomic stability and made signi
cant progress in repaying its foreign debt. In 1999-2004,
annual GDP growth was above or close to 7%, while
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industrial production in 2004 expanded by 6%. Capital
expenditures increased by 11% and investments from all
sources were estimated at approximately $100 billion.
For a number of years, Japanese business leaders
basically agreed that the investment climate in Russia was
not suf ciently favorable. However, by 2005, accumulated
foreign investment exceeded $82 billion, including $40
billion attracted in 2004. The share of foreign direct
investment (FDI) was 23.3%, while portfolio investment
occupied 0.8% of the total volume. About 80% of the entire
influx, including 78% of FDI, originated from Cyprus,
Netherlands, Germany, the UK, the US and France.
Most foreign funds were focused on the industrial sector
(the oil industry in particular), retail trade and catering,
and commercial operations. Russia’s economic image
was gradually changing, influencing its credit rating. In
2003-2005, the leading credit agencies, including Moody’s,
Fitch, and Standard and Poor’s awarded Russia with an
investment level credit rating. According to the international
consultancy A. T. Kearney, Russia now occupies the 11th
position in the list of economies most appealing to foreign
investors, equaling China in this respect.
From 2004, Russia underwent fundamental changes
in the system of state management. This reform is aimed at
reducing the excessive involvement of the state in economic
affairs, dismantling barriers to entrepreneurship, protecting
property rights (including copyrights and intellectual
property), harmonizing technical standards and providing a
regulatory framework.
The tax pressure has been reduced considerably,
contributing to the investment capacity of enterprises. From
2004, the tax rate for operations with stocks and securities
was lowered from 0.8% to 0.2% of the nominal emission
volume. Value-added tax was reduced to 18%. A law signed
in July 2004 reduced social tax rates and expanded the
list of activities covered by the simpli ed tax regulations.
Amendments adopted in 2005 aim at the promotion of
competition in the context of anti-monopolistic regulations.
In September 2004, the government adopted a
plan aimed at promoting the development of financial
infrastructure, thereby reducing the risks involved in
entering the financial markets. In July of that year, the
government adopted a strategy of developing the banking
sector, aimed, amongst other things, at eliminating
discrimination against foreign investors. In addition, the
maximum foreign share in insurance companies has been
raised to 25% and some regulations were abolished for
rms in which the share of foreign ownership was less than
49%. In addition, a law was adopted that liberalized the

currency market. New legislation will soon be introduced
to establish transparent rules for companies operating in
natural resource-based industries. The government is also
set to introduce international accounting standards for listed
companies and has initiated new legislation on preventing
money laundering and improving the transparency of
banking institutions.

Economic Links
It is quite likely that bilateral trade may exceed
$10 billion in 2005-2006, demonstrating an exceptional
dynamism (Table 1).
Although the volume of bilateral trade is not large
by Japanese standards, it has doubled over the last seven
years. For Russia, Japan is an important trading partner,
but until recently it was not on the list of the top ten export
destinations, nor the top ten sources of imports. Official
statistics, however, are incomplete because they register
only direct imports. Exports to Russia via third countries
would add another $3-4 billion, making Japan Russia’s
fth-largest trading partner.
The composition of Russia’s exports to Japan remains
focused on grass-roots sectors, including precious and nonferrous metals (37%), fish and marine products (27%),
timber (11%) and fuels (20%), including coal, oil and oil
products. In 2004, Russia occupied the 25th position in
the list of Japan’s export destinations, behind Vietnam.
In terms of Japanese imports, Russia was in 21st place,
positioned between Kuwait and Switzerland. In absolute
terms, bilateral trade constitutes only about 10% of Japan’s
trade with the ROK and 5% of that with China.
According to Russian official sources, cumulative
Japanese investment to 2005 reached almost $700 million,
including $140 million of direct investment. Again, the
Sakhalin projects and investments made via third countries
accounted for $2-3 billion, making Japan the fifth-largest
investor. In 2003 alone, investment in the Sakhalin projects
reached $1.0 billion, which brought the cumulative volume
close to $2 billion, including $800 million of accumulated
FDI.
Currently, there are more than 80 representative of
ces registered only in Moscow. According to a survey
by the Japan Bank for International Cooperation (JBIC),
Russia has been elevated to the top ten geographic
destinations for business expansion. This is remarkable
progress compared with the situation in 2001, when it was
not found even among the top thirty attractive countries
for Japanese companies. However, given the traditional
caution in dealing with Russia, the complexities of the

Table 1. Russia-Japan Bilateral Trade, 1998-2005

1998

1999

2000

2001

2002

Exports
2.9
3.7
4.6
3.9
3.3
Imports
1.0
0.5
0.6
0.7
0.9
Total
3.9
4.2
5.2
4.6
4.2
Source: Ministry of Economic Development and Trade, Russia
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2003

2004

4.2
1.7
5.9

5.7
3.1
8.8

($1 billion)
2005
(1st half)
2.3
1.5
3.8
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Table 2. Loans by the Japan Bank for International Cooperation, 2002-2004
Agreement date
March 6, 2002
June 12, 2003

Partners
Commercial
banks
Bank of TokyoMitsubishi

September 2003

—

November 2003

—

March 2004

—

March 30, 2004

—

Recipients

Repayment
(years)

Vneshtorgbank

5

Moscow
International Bank

5

NEC-Neva JV
Gloverbel Group
(Asahi Glass)
Business Car
JV(Toyota)

—

Amount
($1 million)

Imports of machinery and
equipment
Imports of machinery and
20
equipment
Equipment manufacturing and
9
marketing
Manufacturing plant
108
construction
60

6

Rostelecom

Project

2.66

Marketing
Equipment procurement from
NEC

Source: Ministry of Economic Development and Trade, Russia

decision-making process and the lack of capacity (and, very
often, incentives), it could take years before these changing
attitudes are translated into concrete business projects. In
this context, the role of JBIC in supporting business links
could be crucial (Table 2).
At the same time, other institutional frameworks that
prop up bilateral ties need to be developed further. In this
context, the efforts of the US government to support the
private sector’s operations in Russia deserve attention,
including the BISNIS framework and the Commercial
Service representation of ces established in Russia, as well
as the of ces opened under the Regional Initiative program
- all funded by the Department of Commerce. Moreover, the
Commercial Energy Summit, a public-private framework,
was established by the leaders. This organization has
elevated US-Russia bilateral dialogue at the ministerial
level and the level of the leading energy companies. Similar
institutions that support private-sector operations in Russia
have been established by the european Union (EU).
Vis-à-vis these two mega-partners, Russo-Japanese
cooperation cannot yet rely on the proactive role of their
respective governments. Indeed, the current disposition
is quite far from ideal, considering that in both countries
the state and the private sector act mostly independently.
In summary, in both countries, there is no governmentfunded entity that could support private-sector operations.
In addition, there is little coordination among the existing
government-level bilateral frameworks. In other words,
both national and bilateral “lobbies” that should promote
bilateral economic links are weak, or yet to be organized.

reviving the economy. For example, Taizo Nishimuro,
Vice-Chairman of Nippon Keidanren and Chairman of
Toshiba Corporation, has raised the issue of a resolute shift
from a system of centralized control to regional autonomy,
local initiatives and decision-making, in order to sustain
balanced nationwide development.
Some regions are now moving in this direction. A
law on establishing Special Zones for Structural Reform
has been enacted. Currently, more than a hundred such
zones have been approved, granting exemptions from
regulations in such fields as education, urban renewal,
distribution, agriculture, medical care, and industryacademic cooperation. Over time, this could enhance the
competitiveness of regions and municipalities, providing
the means for the selective testing of new policies that
enhance competitiveness and promote region-to-region
links.
For Russia, these developments could be of signi cant
value. The Far Eastern region represents a strategic border
area, but it is economically and demographically at risk.
The challenge is the weakened economic and transportation
links between this part of the country and other regions in
Russia, as well as a harsh climate and difficult economic
conditions. It seems that a response strategy could be found
in the field of strengthening infrastructure connections,
including transport, telecommunications and energy
delivery systems, but also in promoting small and mediumsized businesses. These could provide incentives for
regional development, supporting at the same time closer
economic links with neighboring states, Japan in particular.
Far Eastern Russia is the traditional area of interest
for Japan, including Japanese companies and certain
prefectures, including Hokkaido and Niigata. On the other
hand, from the early 1990s, the economic wellbeing of
several Far Eastern provinces depended heavily on trade
with Japan, as well as other neighbors (Table 3).
In 2003, the bilateral trade transactions of Far Eastern
Russia were close to $7.7 billion, with exports consisting
mostly of oil and oil products (32%), timber (15%), fish
and shell sh (11%), coal (4%), metals (9%) and machinery
(5%).

Sub-national Relations
It is well known that countries do not trade:
businesses and companies do. However, in Japan-Russia
relations, activities at the sub-national level could play
an important supporting role, facilitating the flow of
information and the formation of interest groups. Despite
a trend towards greater centralization in Russia, regions
possess considerable freedom in their external contacts.
In highly disciplined Japan, on the other hand, regional
decentralization is now perceived as an important tool in
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Table 3. Far Eastern Russia: Bilateral Trade with Japan 1998-2003
1998

1999

2000

33.7
106.3
111.7
9.7
20.2
6.4
264.0
161.0
194.0
Primorskiy Krai
60.0
38.0
32.0
178.3
213.3
190.0
Khabarovskiy Krai
17.4
42.0
34.6
12.1
9.0
6.8
Amurskaya Oblast
15.7
5.4
2.6
123.5
64.4
81.9
Kamchatskaya Oblast
10.9
8.9
5.6
6.3
2.2
1.9
Magadanskaya Oblast
6.2
4.1
10.9
121.7
123.6
135.5
Sakhalinskaya Oblast
20.7
21.4
38.9
739.7
679.8
722.2
Total
140.6
140.1
131.3
Total trade
880.3
819.9
853.5
Source: Inter-regional Association “The Far East and Trans-Baikal Regions”
Yakutia

Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports
Exports
Imports

Japan accounted for almost $1.4 billion, or 22% of
total trade, following China (37%), but staying ahead of
the ROK (15%). Japan’s imports from the Far Eastern
region approached $880 million, including oil and oil
products (25%), timber (21%), coal (20%), and fish and
shellfish products (15%). 2 Japan’s exports to the Far
Eastern region of Russia consisted mainly of passenger cars
and trucks (35%), steel pipes and rolled steel (20%), and
construction and earthmoving machinery (9%). Provincewise, the leading trading partners of Japan were Sakhalin
Oblast ($438 million), Primorsky Krai ($377 million) and
Khabarovsk Krai ($247 million). Sakhalin was far ahead in
terms of Japanese investment ($784 million), followed by
Primorsky ($26 million) and Khabarovsk ($2 million).
It seems unlikely that a conventional expansion of
trade and evolutionary accumulation of Japanese investment
in Russia would suffice to transform all these important,
but minuscule economic exchanges. Rather, we should
anticipate some mega-developments that could affect both
the scale and the quality of economic links. The Sakhalin
oil and gas projects are quite representative in this regard.
During his 2005 summit meeting with Junichiro
Koizumi at Gleneagles, Vladimir Putin expressed his
appreciation that Toyota Motor Corporation has decided to
construct an assembly plant in St. Petersburg, promising his
full support for this venture. The leaders discussed progress
in implementing the “Japan-Russia Action Plan”. They
agreed that Putin will visit Japan on 20th-22nd November.
The leaders also af rmed the strategic importance of an oil

2001
27.8
7.4
257.0
47.0
180.0
34.0
19.3
1.4
50.5
6.0
23.0
9.4
94.0
84.0
652.0
189.3
841.3

2002
—
—
207.0
74.0
148.0
56.0
16.3
0.7
76.7
7.1
—
—
201.0
27.3
649.3
165.1
814.4

($1 million)
2003
138.9
11.0
154.9
221.7
169.2
77.8
21.9
1.8
70.6
13.4
20.1
12.7
293.5
144.6
869.2
483.0
1,352.2

pipeline project to Russia’s Paci c coast.

The Oil Pipeline Impasse
The Paci c oil pipeline project is now part of JapanRussia and Russia-China policy dialogues. Initially, the
project was not designed to gain support from Japan.
Nevertheless, Japanese energy planners became interested
in it. Supportive remarks made by Koizumi when he visited
Moscow in January 2003 paved the way for high-level
exchanges, working-level discussions and technical visits.
This ignited hopes that Japan could become a partner in the
project. The expectations of an agreement were initially
high on both sides, particularly in Russia. However, the
process has stalled, leading to disappointment among its
proponents, including the Transneft Company.
In order to understand the sources and mechanisms of
such disappointment on the part of Russia, one has to review
the role of Putin in the decision-making process centered
on the Paci c oil pipeline and other critical infrastructure
issues. It seems that he is strongly convinced that eastbound
pipeline infrastructure is vital to Russia’s economic
wellbeing, political integrity and international posture.
Since his days in local government in St. Petersburg,
transportation routes and related infrastructure have been an
important part of Putin’s agenda, partly de ning his longstanding personal links. For example, in 1996-1999, Alexei
Miller, currently Chairman of the Board at Gazprom, served
as director for investment and development at the Sea Port
of St. Petersburg. In 1999-2000, with Putin taking over the

2

The smuggling of sh and shell sh from the Paci c provinces to neighboring countries is perhaps the most notorious part of
the underground economy in Eastern Russia. Of cially, in 2003, such exports to Japan were estimated at about $102 million.
In reality, these gures represent only a fraction of existing exports.
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reins of government, Miller was given responsibility over
the Baltic Pipeline System (BTS). This project has now
became a major infrastructure achievement.
Putin believes in state control over the trunk pipelines,
including projects such as the BTS and the Paci c pipeline.
Despite some differences in approaches relating to
investment mobilization3, cabinet members have no other
choice but to follow his view. Putin now discusses pipeline
infrastructure issues on a regular basis with Miller, as well
as with such key figures as Semen Vainshtok (CEO of
Transneft). He does not shy away from chairing cabinetlevel meetings on pipeline infrastructure development, with
the most recent session having been held in early October
2004. He also discussed with the minister for natural
resources the prospects for exploring and developing oil
and natural gas reserves in Eastern Russia. On the other
hand, he likes sharing his ideas with the leaders of Germany
and France, as well as other G8 members, including Japan.
Putin’s overall position in de ning the pipeline routes
could be perceived as Russo-centric. The earlier drafts of
the Energy Strategy 2020 stated the need to avoid the transit
of oil and gas via the territories of “third” countries. Before
visiting China, Putin explained that any decision regarding
the destination of an oil pipeline will be based on Russia’s
national interests, including the development prospects of
the Far Eastern provinces. On the other hand, he alluded to
a comprehensive energy partnership with China.
As far as Japan is concerned, there was presumably
a lack of con dence in the project’s economics, including
the reserves of oil available in Eastern Siberia, which are
currently estimated at about 1,000 million tons (Mt). In
total, about 40 new elds could be licensed as soon as in
2006-2007, with an additional 30 fields to be auctioned
soon thereafter. As of today, discovered oil and gas elds,
including Talakanskoe (Yakutia), Urubcheno-Tokhomskoe
(Evenkia), Verkhnechonskoe (Irkutsk Oblast), as well as
smaller fields, could allow production of 50 Mt of oil a
year.
The long-term plan envisages enlarging the oil
reserves by about 1,500 Mt by 2010, accompanied by a
similar expansion in resource estimates. The cost of the
program that would allow these increases is close to $25
billion. Towards 2030, the estimated costs of the geological
exploration and development of the new oil reserves
could amount to $50 billion.4 On the other hand, the plan
envisages an initial supply of about 30 Mt of oil from
Western Siberia. Moreover, the funding for the geological
exploration and development of new reserves will be
supported through the federal budget, but an international
exploration-and-development consortium that could help
alleviate investment risks could be established with the

participation of Japan. There is a strong expectation that
President Putin’s planned visit to Japan will result in more
good news regarding this oil pipeline mega-project and
related activities.
In this context, it is important to envisage the
demand for Siberian and Sakhalin oil on the part of Japan.
Currently, the capacity of the US to absorb oil from Eastern
Russia is estimated at 15-25 Mt a year. A similar estimate
could be applicable to the ROK and Taiwan combined. The
remaining 30-50 Mt should find their way to China and
Japan. A commitment on the part of these two economies
to certain volumes of oil imports from Russia could be
important for the overall design and commercial success of
the project.

An Energy Partnership?
In a broader sense, extensive energy links could
make Japan and Russia economically interdependent,
promising significant benefits, but requiring closer policy
coordination. According to Nippon Keidanren, Japan’s
Achilles’ heel is energy. A stable energy supply must be
secured, consistent both with environmental and economic
concerns. Sources should be diversified to avoid the risk
of over-concentration.5 Similarly, Russian energy planners
propose to diversify energy exports, accessing new oil
and gas markets in the Asia-Pacific region, Northeast
Asia in particular. As of today, Russia’s energy exports
basically have only one predominant destination: Europe.
The Russian government is proposing to diversify energy
supplies to the “north, east and south”, promoting energy
production in new, capital-intensive environments,
including Eastern Siberia, the Far Eastern region, the Arctic
and the continental shelf of the Northern and Caspian seas.
The economies of Northeast Asia and the US are
emerging as potential new destinations for Russian oil
and natural gas. In May 2002, Moscow and Washington
launched their “new energy dialogue”. China, for its part,
has been successful in lobbying for an export pipeline.
Energy cooperation became part of the Japan-Russia Action
Plan adopted in January 2003.
Energy exports to Northeast Asia seem to be becoming
a priority target for Moscow. On the other hand, Russia
is not planning to expand its energy exports to europe
in physical terms. Contrary to expectations, including
projections by the International Energy Agency, the main
provisions of the Russian Energy Strategy to 2020, adopted
in August 2003, basically re ect this change in priorities.
The Energy Strategy 2020 says that crude oil exports to
the Asia-Paci c region could reach 105Mt a year - a little
more than 2 million barrels a day - including 25Mt to
be produced by the Sakhalin offshore fields. These huge

The decision on the Paci c pipeline was of cially announced on 31st December 2004. The pipeline will be built in two
phases, first to Skovorodino (2006-08), then to Perevoznaya Bay (from 2008), and the chief contractor of the project is
Transneft. It is not yet clear how the project could be nanced, but the option of using the extra revenue accumulated in the
Stabilization Fund could be among the possibilities. The alternative could be a transportation tariff levied by Transneft, as well
as taxation preferences and customs bene ts extended to companies involved in the project.
4
Currently, the annual level of funding for geological exploration and development in Eastern Russia is a little more than
$100 million, only about 10% of the required investment level.
5
Looking to Japan’s Future: Keidanren’s Perspective on Constitutional Policy Issues, 18th January 2005, Nippon Keidanren
(Japan Business Federation).
3
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amounts will constitute about one-third of the projected
Russian oil exports in 2020.
The plan also includes building a 4,200km crude
oil pipeline, connecting the fields in Eastern Siberia and
Yakutia and the existing trunk oil pipeline in Taishet,
near Lake Baikal, with an export terminal on the Pacific
coast. The price tag of this project is close to $12 billion.
If materialized, it could divert as much as 15% to 20% of
Russia’s total oil output and 25% to 30% of its oil exports
to markets in Northeast Asia. Japan’s trade minister,
Shoichi Nakagawa, stated that Japan was willing to help “in
every way possible”, if Moscow gives priority to building
the pipeline to the Paci c coast. However, plans to divert
part of the oil to China upon the completion of the first
phase of the project appear to be a problem.
With regard to natural gas exports, the share of
Northeast Asia could reach 15% to 20% by 2020. Gas
supplies to China and the Korean Peninsula via pipelines
could reach 25 billion cubic meters (Bcm) by 2020. This is
greater than the volume that the ROK currently imports as
lique ed natural gas (LNG). Technically, a gas pipeline to
the ROK could be routed via the DPRK, but a more viable
option would be transit via China. A submarine gas pipeline
between Sakhalin and Japan (Sendai or Niigata) has been
proposed by ExxonMobil. Moreover, the Sakhalin II LNG
project could export about 13 Bcm of LNG annually by
2015 and Japan is about to conclude contracts for half of
this volume.
Bilateral energy cooperation potentially transcends
export-oriented projects. To sustain domestic demand
towards 2020, expand exports and modernize domestic
energy industries, Russia needs between $620 billion
and $850 billion, including $260 billion to $300 billion
mobilized before 2010-2012. Most of these funds should
originate from private sources and loans. Only the Sakhalin
I and Sakhalin II international consortia, in which Japanese
companies are involved, plan to invest as much as $35
billion over the next decade or so, but several other oil
and gas projects on the Sakhalin shelf are in the formation
phase, requiring another $30 billion to $50 billion.
These and other projects would create huge business
opportunities. Japanese investors and equipment
manufacturers could participate in the construction of
new power plants and delivery infrastructure and the
modernization of existing facilities, as well as a broader
reorientation of the Russian energy sector toward
increased ef ciency and added value. More generally, the
development of energy industries is seen by the Russian
government in the context of technological advancement
and high-tech research and development. Technological
cooperation in the fields of energy, fuels and emission
reductions could benefit both countries, but these issues
are yet to become part of the bilateral agenda. In addition,
cross-border power interconnection is on the long-term list
of priorities, with forecasts of electricity exports to China
and the Koreas. Eastern Russia’s unique hydroelectric
power potential presents an opportunity for projects that are
ef cient both in economic and environmental terms.
Indeed, energy sector development contains signi cant
potential for investment and trade, including new business
opportunities for companies and investors. It seems,

however, that a new conceptual framework is needed to
integrate these opportunities into the long-term policy
agenda. One such example is the concept of “Asian Energy
Partnership”, which was publicized in April 2004 by the
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) and is
mostly aimed at promoting ASEAN+3 (Japan, the ROK and
China) cooperation. This plan avoids explicitly mentioning
the options relating to eastern Russia. On the other hand, it
seems that leading companies could act beyond the bilateral
frameworks. For example, some of them are working in
partnership with Gazprom in the Stockman field project,
which is not related to the Japanese market at all.

The Kyoto Protocol
It is important to make a brief mention of the Kyoto
Protocol, which recently came into force as a result of
its ratification by Russia. Under the Kyoto Protocol, the
emissions volume in 1990 became the “base” level for
Russia, as well as for many other countries that have
signed up to the agreement. The Russian government
tends to view the Protocol not as a “money bag”, but as a
“pilot agreement” designed to launch innovative economic
mechanisms aimed at emission reductions and improved
energy ef ciency. It remains to be seen how Japan responds
in the context of this agreement. Foreign Minister Nobutaka
Machimura said that Japan welcomed the decision,
indicating that his government has been approaching Russia
on this issue on many occasions at various levels.
In general, by combining energy cooperation with
efforts aimed at reducing emissions, the agreement could
stimulate both bilateral and sub-regional economic links.
In the context of Japan-Russia bilateral cooperation, the
agreement could contribute to promoting renewable energy
sources in Russia and exporting energy-saving technologies
from Japan.
Among the cross-border projects are various options
for power grid interconnection, natural gas pipelines,
hydroelectric power and biomass energy. By investing in
these environment-friendly ventures, Japan and other Annex
II countries would increase the range of options available
to them for meeting their Kyoto targets. However, to justify
investment in large-capacity projects, these ventures must
have market access.
On the other hand, Russia does need vast improvements
in energy efficiency and new investment in the
modernization of energy facilities. In Eastern Russia,
renewable energy could replace obsolete thermal capacity
in some cases. Given the abundant renewable energy
resources in the eastern regions of Russia and very large
markets for cleaner energy in neighboring countries, growth
in renewable energy production could be significant. It
is also conceivable that the Kyoto process would require
active participation at the regional governmental level.

A Geo-economic Complementarity
Growing regional economic interconnectedness may
require mutual support from Japan and Russia, which could
potentially lead to investment projects that cover not a
single market, but create a production and export platform
that serves several regions.
METI estimates that by 2020, Asia will have a
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25% share of world GDP, compared with 19% in 1990.
As a result, the region is now seen as a huge market for
commodities and consumer goods. Less widely appreciated
is the fact that Asia is quickly becoming a hub for advanced
research and development, as well as higher-end products.
Japan remains the second largest country in the world,
bigger than all the rest of Asia combined. In 1992-2001,
Japanese imports from East Asia surged from 31% to
43%, while exports to East Asia rose from 33% to 42%.
It is estimated that more than 70% of the largest Asian
companies on an annual turnover basis are Japanese. China
has become Japan’s largest trade partner, supplanting the
US, while in 2003 trade with ASEAN accounted for about
15% of total Japanese trade.
In November 2004, during the ASEAN+3 summit in
Laos, economic ministers decided to set up an expert group
to study the establishment of an East Asian Free Trade
Area. Russia needs much closer links with the economies
of East Asia. Japan has been a key player in helping to
promote Asian integration. This is being achieved through
investments by private rms, as well as government grants
to develop regional infrastructure, service operations and
production capabilities. It now invests approximately 10%
of its outbound FDI in East Asia.

but appear to be mutually reinforcing tools in the pursuit
of national interests, prosperity at the regional level and
international stability.
In conclusion, bilateral economic interaction is moving
ahead, promising significant mutual benefits. Firstly, the
real level of bilateral economic exchange is much higher
than of cial statistics suggest.
Secondly, mega-projects, including the Sakhalin oil
and gas ventures, Pacific oil pipeline and similar projects
could further motivate bilateral trade and investment
cooperation.
Thirdly, the relationship with China has become one of
the most important bilateral links for both Japan and Russia.
China’s demand for commodities, energy and manufactured
goods represents a golden opportunity for both Russia and
Japan, particularly if they could somehow complement one
another on a long-term basis.
Fourthly, cross-border energy cooperation in
Northeast Asia, focused on energy sector development in
Eastern Russia, would enhance the energy security of the
economies of this area, contributing to their international
competitiveness and environmental sustainability, as well
as the political stability of the region as a whole.
Fifthly, it seems that globalization intertwined with
decentralization offers new opportunities for development
and cooperation. New options for business links supported
by the governments of provinces and prefectures should
be carefully examined, while also bearing in mind that the
central bureaucracies in both countries are still in control
and are likely to remain the key channel for businessrelated communications.
Finally, both the expansion of contacts at the
grassroots level, including the business elites of Japan
and Russia, and their mutually beneficial geo-economic
positioning are among the goals that are long-term in
nature, but highly dependent on the overall international
environment and leadership.

Conclusions
In their bilateral relations, Russia and Japan have
reached a point when the feelings of “remembrance and
reconciliation” should prevail. The Portsmouth Treaty did
not really work out well for various reasons, including
revolutions, conflicts and wars in the years immediately
after 1905. The post-1945 alliance obligations did change
the geo-political currents further, completely altering the
intermediary role of the US in Tokyo-Moscow relations.
Today, relatively loose trade and industry links continue to
re ect these century-long upheavals, as well as the limited
capacity on both sides to interact economically.
The bottom line is that the new trade and economic
links cannot be a part of policy bargaining any longer,

年以降のロシアと日本
ERINA調査研究部長

ウラジーミル・I・イワノフ

み立てるための「要素」を探る試みである。1

2005年は、ロシアと日本の間の外交関係樹立150周年に
あたる。また、ポーツマス平和条約締結100周年及び第二
次世界大戦終了60周年の年でもあり、今までの 2 国間関係

好調な地政学的（geo-political）状況

を評価し、両国が選択することができる将来関係の可能な

2003年10月にバンコクで行われた日ロ首脳会談では、 2

発展の方向性を考える必要がある。この論文は、日ロ経済

国間関係に関する広範囲的な意見交換を促進するための政

関係の現状の概要及び将来の長期的な経済協力の基盤を組

策指向の強い日ロ専門家グループを形成することで合意し

1
この原稿は日ロ戦争平和協定100周年記念イベントとして開催された会議（2005年 9 月 8 日〜10日、ニューハンプシャー州ハノーヴァー、
Dartmouth大学）で発表したものである。

16

ERINA REPORT Vol. 66 2005

NOVEMBER

た。このような形の対話は平和条約締結への努力を補足す

イメージを描かなければならない。仮に核兵器問題を外交

る役割を果たすものである。日本とロシアは、国境確定条

的方法で解決し、朝鮮半島非核化が実現したとすれば、鉄

約を未だ締結しておらず、主要国としては唯一、 2 国間関

道連結、送電線の敷設、天然ガスパイプライン網の整備な

係を完全に改善していない。それにもかかわらず、 2 国間

どを含む大規模なインフラ建設を実施することが可能にな

関係の内容は質的に改善され、以前に比べてより前向きな

る。
もう一つの密接な協力分野としては、老朽化した原子力

ものになってきたことも事実である。
もちろん、現在の関係は完全とは言えず、改善の余地が

潜水艦解体への日本の支援である。このプロジェクトは
「希

数多くあるのは明らかである。 2 国間関係をさらに進展さ

望の星」という名前で知られており、その第 2 段階ではウ

せるためには、リーダーシップと制度的枠組みが必要であ

ラジオストク市近郊のボリショイ・カーメニで 4 隻及びカ

る。とは言え、政治家及び彼らを補佐する官僚の役割が低

ムチャツカ州のヴィリュチンスクで 1 隻、計 5 隻の潜水艦

くなりつつあることは否定できない。一方、世界の変化及

を解体する予定である。 1 年半を要した第 1 段階では「ビ

び激化するグローバル競争に対応するために、両国は新し

クター 3 」級の潜水艦 1 隻を解体した。マスタープランで

い経済的動向や地政学的な変動を正しく読む必要がある。

は2010年までに全部で40隻の潜水艦を解体する計画である。

高まる経済的ニーズ、変化する国益及び新たな非軍事的懸

多国間国際機構における協力分野では、まず日本はロシ

念が、今後数十年にわたって両国関係に大いに影響すると

アのＡＰＥＣ加盟に協力した。また、日本はロシアのＷＴＯ

思われる。20年前にまったく想像できなかった事象が起

加盟を支持している。逆に、ロシアは、他の 4 つの国連安

こっているため、政治的対話、投資、急速に拡大している

保理常任理事国が安保理改革に合意すれば、日本が常任理

草の根レベルの交流などの革新的アプローチが必要となっ

事国になることを支持することを確認した。

てきている。
投資環境

実際、
日ロ関係における米国の役割は根本的に変わった。
そして、ロシアの政治指導者は1991年以降、米国やその同

日ロ間で長い間ビジネス関係があまり進展しなかった原

盟国との対立を踏まえた国家安全保障政策を明示していな

因は、特に過去10年間のロシア側の経済的制約であったこ

い。全体的に、ロシアは他国との明らかな対立から解放さ

とは明らかだ。しかし、ロシアはマクロ経済的に安定し、

れ、他国を威嚇しないように見える。冷戦時代に作られた

国際債務の返済に成功している。1999〜2004年のＧＤＰの

壁の両側では軍備・兵力が削減され、大規模な武力衝突の

平均成長率は約 7 ％であった。2004年に鉱工業生産高が 6 ％

可能性がほとんどなくなった。ＮＡＴＯとの新しい関係は

増大し、固定資本投資は11％増えて1,000億ドルに達した

パートナーシップという思想の下に構築されている。さら

と推定される。
多年にわたって、日本経済界のリーダーたちはロシアの

に、日ロ軍事関連機関の交流は著しく拡大し、政治的な対

投資環境に批判的であったが、2005年までにロシアへの外

話に貢献してきた。
さらに、2001年以降ロシアの指導者と米国、ドイツ、イ

国投資の累積額は820億ドルを超え、その中の400億ドルは

タリア、フランス、イギリスの首脳との個人的な関係が強

2004年に導入された投資であった。直接投資が23.3％、証

化され、前世紀にはない新しい内容と質を伴ってきた。今

券投資が0.8％を占めている。国別で見ると、キプロス、

や、新たな地政学的（geo-political）利害が密接な経済関

オランダ、ドイツ、イギリス、アメリカ及びフランスから

係の基盤となっている。ロシアがＧ 8 の正式なメンバーに

の投資が最も多く、これらの国々のシェアは、外資総額の

なった結果、西側との関係は大きく変わってきた。Ｇ 8 の

約80％、直接投資の78％を占めた。主な外国投資は鉱工業

他のメンバーは対ロ関係においては独自の貿易・経済的利

（特に石油開発）
、商業（小売）、外食サービス及び市場サー
ビスに導入された。ロシア経済のイメージが徐々に改善さ

害を押し進め、日本と競合することもあり得る。
もちろん、日ロ関係においては協力がもたらす数多くの

れ、債券市場における信用も高まってきた。2003〜2005年

相互利益がある。北朝鮮はその一つになる可能性がある。

にムーディーズ、フィッチ及びスタンダードアンドプアー

ロシアも日本も北朝鮮が核兵器開発計画を廃止すべきとい

等の大手格付け機関がロシアに投資適格格付けを与えた。

う立場で一致している。しかしそのためには、両国が北朝

国際的コンサルティング会社A.T.社の評価によると、直接

鮮のインフラを改善し、エネルギー供給を正常化するため

投資受入れ市場としての魅力ではロシアは11位にランクさ

の経済的技術的支援を行い、どの分野でどのような条件下

れ、中国に接近している。
2004年以降、ロシアは国家マネージメントシステムの構

で北朝鮮の改革を維持することができるかに関する明確な

17

ERINA REPORT Vol. 66 2005 NOVEMBER

造改革を断行した。この改革のねらいは、政府による経済

日本から見て日ロ貿易高はそれほど高くないものの、こ

干渉を減らし、ビジネス上の行政障壁の除去、所有権（知

こ 7 年間で倍増した。日本は以前からロシアにとって重要

的所有権を含む）の強化、技術基準の調和及び規制の枠組

な貿易相手国であったが、最近まではロシアの貿易相手国

みを設けることにある。

のトップ10に入っていなかった。しかし、公式統計には日

税負担の軽減により、企業の健全性と、それに伴う投資

本からの直接輸入しか記録されておらず、実際の状況が反

能力が高くなってきた。2004年から証券取引税が証券額面

映されていない。第三国を経由する日本の輸出は30〜40億

の0.8％から0.2％に、付加価値税が18％にまで下げられた。

ドルだという評価があり、これも加えると、日本はロシア

2004年 7 月に統一社会税の税率引き下げ関する法律が調印

の 5 番目の貿易相手になる。

され、簡素化された租税法規による事業のリストが拡大さ

ロシアの対日輸出構造では、依然として稀金属・非鉄金

れた。2005年に採用された改革案では、競争の促進を目指

属（総輸出の37％）
、海産物（27％）、木材（11％）及び石

す反独占法律規制が盛り込まれている。

炭・石油・石油製品を含む燃料（20％）が多い。2004年の

2004年 9 月、政府は金融市場への参入リスク軽減を目指

日本の輸出先として、ロシアはベトナムに次いで25位、日

す金融インフラ・金融市場の開発政策を採択した。同年 7

本の輸入元としては、クウェートとスイスの間の21位を占

月に承認した銀行部門発展戦略は、外国の投資家がロシア

めた。日ロ貿易総額は日韓貿易の10％、日中貿易の 5 ％に

銀行市場にアクセスする際の差別の撤廃を目指している。

過ぎなかった。

さらに、保険会社の株式における外国資本の上限は25％に

公式統計上は、日本の対ロ投資額は累計で 7 億ドルに達

引き上げられ、企業における外資のシェアを49％未満とす

し、そのうちの1.4億ドルは直接投資である。貿易と同様、

る規制が廃止された。また、為替市場を自由化する法が導

公式統計に把握されていない第三国経由の投資及びサハリ

入された。天然資源関連分野で活動している会社に対する

ンプロジェクト枠内の投資は20〜30億ドルと考えられ、こ

明確なルールを定めた新しい法律もまもなく採択される。

れも考慮すると、日本はロシアにとって第 5 番目の投資提

また、政府は上場会社のための国際会計基準を導入し、マ

供国である。2003年だけで日本企業はサハリンプロジェク

ネーロンダリング防止及び金融制度透明性の向上を確保す

トに約10億ドルを投入し、日本によるロシアのプロジェク

る新しい法律を提案した。

トへの投資総額は 8 億ドルの直接投資を含めて約20億ドル
となった。
現在はモスクワだけで80以上の日本企業の支店がある。

経済関係
日ロ貿易が著しい成長を見せている状況が続けば、2005

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の調査によると、ロシアは日本

〜2006年に 2 国間貿易高が100億ドルを超える可能性は十

企業にとって魅力的な国のトップ10に入っている。2001年

分ある（表 1 参照）。

にロシアがトップ30にも入っていなかったということを考

表１．1998〜2005年ロ日貿易（億ドル）
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
（上半期）

ロシアの輸出

29

37

46

39

33

42

57

ロシアの輸入

10

5

6

7

9

17

31

23
15

総額

39

42

52

46

42

59

88

38

出所：ロシア連邦経済発展貿易省

表２．2002〜2004年国際協力銀行による貸付
協定

相手

受領者

2002年3月

商業銀行

2003年6月

東京三菱銀行 モスクワ国際銀行

返済

Vneshtorgbank

金額
プロジェクト
（100万ドル）

５年間

60

機械設備輸入

５年間

20

機械設備輸入

9

設備製造販売

2003年9月

−

合弁企業
«NEC-Neva»

2003年11月

−

«Gloverbel Group»
(Asahi Glass)

−

108

2004年3月

−

合弁企業
«Business Car»
(Toyota)

−

6

2004年3月

−

Rostelecom

2.66

出所：ロシア連邦経済発展貿易省
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地域交流

えると、状況が大きく変わってきたことは明らかである。
一方、日本人が依然としてロシアでのビジネスに慎重であ

よく知られているように、通商を行うのは国ではなく企

り、ディシジョンメイキングのプロセスが複雑であり、人

業および会社である。しかしながら、日ロ関係の場合、準

材が限られており、ロシア側のパートナーによる努力も不

国家レベルの活動が重要なサポート役を務め、情報の出入

十分であるため、このような対ロ評価の変化が具体的なプ

および利益グループの形成を促進する。ロシアでは中央集

ロジェクトにつながるには、まだ時間がかかると思われる。

権主義が強まる傾向にあるが、地方は対外関係においてか

このような状況で、ＪＢＩＣは両国の投資協力発展に決定

なりの自由を有している。一方、高度に統制の取れた日本

的な役割を果すことができる（表 2 参照）。

では、地方分権は今や、経済復興における重要手段と認識

同時に、 2 国間関係を支援する他の制度的な枠組は、さ

されている。例えば、㈳日本経済団体連合会副会長および

らに改善される必要がある。ここでは、ロシアで活動して

東芝会長の西室泰三氏は、バランスのとれた全国規模の発

いる米国の民間企業を支援するための米国政府による努力

展を維持するため、中央管理システムから地方自治への移

に注目すべきであろう。このような努力は、「BISNIS」プ

行、地方のイニシアチブおよび政策決定を提唱した。

ログラム、在ロシア米国通商代表部、
「Regional Initiative」

いくつかの地方は今、この方向で動いている。構造改革

プログラムなどであり、すべて商務省が資金提供している。

特区法が制定された。目下、100余の特区が承認され、教育、

さらに、米ロコマーシャル・エネルギーサミットを開催し

都市再開発、流通、農業、医療、産学連携という分野で規

ている。このサミットは官民の枠組みであり、エネルギー

制を免除されている。そして次第に、これは、地域や自治

対話を大臣及び大手エネルギー会社社長のレベルまで引き

体の競争力を高め、地域間連携を促進する新政策の選択的

上げた。ＥＵも、ロシアで活動している民間企業を支援す

実験の意義をもたらすであろう。
ロシアにとって、このような開発はかなり重要である。

る同様の組織を設立した。
この 2 つのメガパートナーに比べると、日ロ協力はまだ

ロシア極東地域は戦略的辺境の代表であるが、この地域は

それほど進んでおらず、政府による積極的な支援を必要と

経済的にも人口統計的にも危機的状態にある。難題は、厳

している。両国とも、政府と民間企業の間の協力関係が弱

しい気候、経済格差のみならず、弱体化した経済および同

く、理想から程遠い。両国では、民間レベルの協力を促進

地域とロシア国内の他地域との間の輸送連絡である。
輸送、

するための政府による特別措置がとられていない。さらに、

遠距離通信、エネルギー輸送システムなどのインフラ整備

既存の政府レベルの 2 国間協力の枠組み同士の調整がない。

分野ののみならず、中小ビジネスの促進に対応戦略を見い

換言すれば、ロシアでも日本でも、 2 国間経済協力を活性

だすことができ、それらは地域開発を誘発すると同時に、

化する「支援グループ」はまだ弱いか、あるいは組織され

近隣諸国、
特に日本との密接な経済連携をサポートし得る。
ロシア極東地域は、日本企業および北海道、新潟などの

ていない。

表３．ロシア極東：対日貿易（1998〜2003年）
（100万ドル）
1998
ヤクーチヤ（サハ）
沿海地方
ハバロフスク地方
アムール州
カムチャツカ州
マガダン州
サハリン州
合計

1999

2000

2001

2002

2003

輸出

33.7

106.3

111.7

27.8

-

輸入

9.7

20.2

6.4

7.4

-

138.9
11.0

輸出

264.0

161.0

194.0

257.0

207.0

154.9

輸入

60.0

38.0

32.0

47.0

74.0

221.7

輸出

178.3

213.3

190.0

180.0

148.0

169.2

輸入

17.4

42.0

34.6

34.0

56.0

77.8

輸出

12.1

9.0

6.8

19.3

16.3

21.9

輸入

15.7

5.4

2.6

1.4

0.7

1.8

輸出

123.5

64.4

81.9

50.5

76.7

70.6

輸入

10.9

8.9

5.6

6.0

7.1

13.4

輸出

6.3

2.2

1.9

23.0

−

20.1

輸入

6.2

4.1

10.9

9.4

−

12.7

輸出

121.7

123.6

135.5

94.0

201.0

293.5
144.6

輸入

20.7

21.4

38.9

84.0

27.3

輸出

739.7

679.8

722.2

652.0

649.3

869.2

輸入

140.6

140.1

131.3

189.3

165.1

483.0

880.3

819.9

853.5

841.3

814.4

1,352.2

貿易総額
出所：極東ザバイカル協会
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いくつかの県も含め、伝統的に日本が高い関心を抱く地域

ギープランナーたちがこれに関心を持ち始めた。小泉首相

である。一方、1990年代に入って以降、極東の地方･州の

が2003年 1 月のモスクワ訪問時に協力の意向を表明したこ

経済回復はかなりの部分、近隣地域、特に日本との貿易に

とは、ハイレベルの交流、実務レベルの議論、技術者の視

依存してきた（表 3 参照）。

察への道筋をつけ、日本がプロジェクトパートナーに成り

2003年のロシア極東地域の 2 国間貿易取引高は約77億ド

得るという期待を喚起した。当初、合意への期待は、双方、

ル、
この大部分が石油および石油製品（32％）
、
材木（15％）、

特にロシア側にあった。しかしながらこの過程は頓挫し、
「トランスネフチ」を始め提案者たちの失望を呼んだ。

魚介類（11％）、
石炭（ 4 ％）、
金属（ 9 ％）、機械製品（ 5 ％）

ロシア側の失望の原因と構造を理解するためには、
「太

であった。

平洋パイプライン」およびその他の重要なインフラ問題に

日本のシェアは、中国（37％）に次いで14億ドル（22％）。
それに韓国（15％）が続く。日本の対ロシア極東地域輸入

関する計画政策決定プロセスにおけるプーチン大統領の役

高は8.8億ドルに達した。内訳は石油・石油製品（25％）、

割について、検証する必要があろう。彼は東方へのパイプ

2

材木（21％）
、石炭（20％）、魚介類（15％）であった 。

ライン・インフラがロシア経済の健全性の維持、政治的統

日本の対ロシア極東輸出高の構成は、主に乗用車およびト

制、対外姿勢に必要であると確信しているようだ。サンク

ラック（35％）
、鋼鉄パイプ・圧延鋼（20％）、
建設機械（ 9 ％）

トペテルブルグ市勤務時代からずっと、輸送ルートおよび

であった。地方・州別にみると、対日貿易のリーダーはサ

関連インフラはプーチン大統領の重要テーマであり、それ

ハリン州（4.38億ドル）
、沿海地方（3.77億ドル）、ハバロ

は彼の長年の交友関係にある程度影響を与えてきた。例え

フスク地方（2.47億ドル）である。日本資本の投資額はサ

ば、アレクセイ・ミレル・現「ガスプロム」社長は1996〜

ハリン州（7.84億ドル）が沿海地方（2,600万ドル）とハバ

1999年、サンクトペテルブルグ市海港投資・開発部長を務

ロフスク地方（200万ドル）を大きく引き離している。

めた。プーチン大統領と共に市政を握った1999〜2000年、
ミレルはバルチック・幹線パイプライン・システム（ＢＴＳ）

これら重要だが非常に小規模の経済交流を一変させるた
めには、従来どおりの貿易の拡大やロシアにおける日本投

の責任者となった。同プロジェクトは今や、インフラ整備

資の段階的蓄積では不十分である。むしろ、我々は、経済

の偉業となっている。

協力の規模と質の両方に影響を与え得るメガ開発を先取り

プーチンは、ＢＴＳプロジェクトや太平洋パイプライン

すべきであろう。サハリンの石油・天然ガス開発プロジェ

のようなプロジェクトも含め、幹線パイプラインの国家管

クトは、その代表である。

理を信条としている。投資引込みへの取組みについて意見

2005年、グレンイーグルズでの小泉純一郎首相との会談

の相違はあるものの3、閣僚たちは大統領の見解にしたが

でウラジーミル・プーチン大統領は、トヨタ自動車がサン

うほかない。プーチンは現在、セミョン・ワインシュトク

クトペテルブルグでの自動車組立工場の建設を決定したこ

（「トランスネフチ」社ＣＥＯ）などの重要人物はもちろん

とについて謝意を表し、この事業への全面的支援を約束し

のこと、ミレルとも定期的にパイプライン・インフラの整

た。両国首脳は､「日ロ行動計画」の履行進展について話

備について議論している。大統領は、パイプライン・イン

し合った。両首脳は、プーチン大統領が2005年11月20〜22

フラ整備に関する内閣レベルの会合を積極的に主導してい

日に訪日することで合意したほか、｢太平洋パイプライン｣

る。最近の協議は2004年10月初旬に行われた。また、天然

計画の戦略的重要性も確認した。

資源相とは、ロシア東部の石油・天然ガス埋蔵量の探鉱お
よび開発について話し合った。その一方、プーチンはドイ

石油パイプラインの行き詰まり

ツやフランスなどＧ 8 諸国のリーダーたちと自らのアイ

「太平洋パイプライン」計画は、現在、日ロおよび中ロ

ディアをシェアすることを好む。

の政治対話の段階である。当初、同プロジェクトは日本か

パイプライン敷設ルートを決定した際、プーチン大統領

らの支援は見込んでいなかった。ところが、日本のエネル

は総じて「ロシア中心の立場」を取った。「2020年までの

2

太平洋岸地域から近隣諸国への魚介類の密輸は、ロシア東部地域の闇経済のなかでも最も悪名高い部分であろう。公式には、2003年、日本への
この種の密輸は約 1 億200万ドルであった。実際には、この数字は実在する密輸のごく一部でしかない。

3

「太平洋パイプライン」に関する政府決定は2004年12月31日に発表された。パイプラインは 2 段階に分けて建設され、第 1 段階はスコヴォロジノ
まで（2006〜2008年）
、第 2 段階はペレヴォズナヤ湾まで（2008年以降）。プロジェクトの主要管理者は「トランスネフチ」社である。プロジェクト
費用の調達方法についてはいまだ明らかにされていないが、安定化基金に蓄積された臨時歳入の利用も可能な選択肢の一つである。同プロジェクト
の関連企業におよぶ租税・関税の優遇、
「トランスネフチ」の徴収する運賃も代案となり得る。
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エネルギー戦略」の初期の草案は、「第三国」領土経由の

エネルギーは日本のアキレス腱である。環境とも経済とも

石油および天然ガスのトランジットを回避する必要性を明

矛盾しない、
安定エネルギー供給が確保されるべきである。

言していた。訪中前、プーチン大統領は、石油パイプライ

過剰な集中を避けるために、供給源は多様化されるべきで

ンの目的地の決定は、極東地域の発展の展望を含め、ロシ

ある5。同様に、ロシアのエネルギープランナーたちは、

アの国益に立脚すると説明した。その一方で、中国との包

エネルギー輸出の多様化を提案し、アジア・太平洋地域、

括的エネルギーパートナーシップもほのめかした。

特に北東アジアの新規石油・天然ガス市場に進出しようと

日本にしてみれば、現在約10億トンと推定される東シベ

している。今日現在、ロシアのエネルギー輸出先は、圧倒

リアの採可石油埋蔵量も含め、このプロジェクトは経済面

的にヨーロッパである。ロシア政府は、
「北、東、南」へ

で信頼性に欠けていた。総じて、約40の新規鉱床が2006〜

のエネルギー供給の多様化を提唱し、東シベリア、極東地

2007年にも許認可され、その後さらに30鉱床が入札にかけ

域、北極圏、北洋およびカスピ海大陸棚等の新しい巨大資

られる。今日現在で、タラカン鉱床（ヤクーチヤ）、ウル

本を要するエネルギー生産を奨励している。

ブチェノ・トホムスコエ鉱床（エベンク）、ベルフネチョ

北東アジア諸国および米国は、ロシア産石油・天然ガス

ンスコエ鉱床（イルクーツク州）
、そのほかより小規模の

の新しい輸出先候補である。2002年 5 月、ロシアと米国は

鉱床も含め、試掘済みの石油および天然ガス鉱床の生産能

「新しいエネルギー対話」を開始した。中国は、輸出パイ
プライン絡みのロビー活動で成功している。エネルギー協

力は年間5,000万トンと見られている。

力は2003年 1 月に採択された「日ロ行動計画」でも取り上

長期的には、2010年までに石油埋蔵量を最大約15億トン

げている。

にまで拡大することが想定されている。この拡大を可能に
し得るプログラムのコストは、250億ドルである。2030年

対北東アジアエネルギー輸出はモスクワの優先的目標に

に向けて、新規石油埋蔵量の試掘および開発の推定費用は

なりつつある。その一方で、ロシアは対ヨーロッパへのエ

4

500億ドルになろう 。その一方で、同計画は、初期に西シ

ネルギー輸出を物理的に拡大するつもりはない。国際エネ

ベリアから約3,000万トンの石油を供給することを想定し

ルギー機関（ＩＥＡ）の予測などの期待に反して、2003年

ている。そのうえ、新規埋蔵量の試掘および開発への投資

8 月に採択された
「2020年までのロシアのエネルギー戦略」

は連邦予算がサポートするが、投資リスクの軽減に役立つ

の主要条項は、
基本的にこの変更を優先事項に含んでいる。

国際的な試掘・開発コンソーシアムが日本の参加で設立さ

「2020年までのエネルギー戦略」によると、おおよその

れる可能性もある。プーチン大統領の訪日がこの巨大石油

対アジア・太平洋地域原油輸出は、サハリン沖油田の生産

パイプラインプロジェクトと関連事業についてより多くの

する2,500万トンも含め、年間 1 億500万トン（200万バレ

朗報をもたらすのではないかという、大いなる期待が存在

ル／日強）に達すると見られている。
この計画には、東シベリアおよびヤクーチヤの油田、既

する。
このような状況を踏まえ、シベリアとサハリンの石油に

存のタイシェット（バイカル湖付近）の幹線石油パイプラ

対する日本側の需要を想定することが重要だ。目下、米国

インを太平洋岸の輸出ターミナルに接続する4,200kmの原

の東シベリア産石油の消費力は、年間1,500〜2,500万トン

油パイプラインの建設も含まれている。同プロジェクトの

と推定される。韓国と台湾を合わせて同様の試算が適用で

費用は約120億ドルである。これが実現すれば、ロシアの

きる。残る3,000〜5,000万トンの行き先が中国と日本にな

原油の総生産量の15〜20％および石油輸出の25〜30％を北

ろう。ロシアからの一定量の石油輸入に対するこれら 2 カ

東アジア市場に転換し得る。日本の中川昭一・経済産業大

国の熱意は、このプロジェクトの総合的デザインと商業的

臣は、モスクワが太平洋岸へのパイプライン建設を優先す

成功にとって、非常に重要となり得る。

る場合に、日本は「可能な限りあらゆる方法で」支援する
用意があると表明した。しかしながら、プロジェクトの第
1 段階が完了した際に石油の一部を中国に転換するという

エネルギー協力の可能性

計画が問題となっている。

広義で、幅広いエネルギー協力は日本とロシアを経済的
相互依存状態にし、かなりの利益を約束するが、より親密

天然ガス輸出に関しては、北東アジアのシェアは2020年

な政策調整も必要とする。日本経済団体連合会によれば、

までに15〜20％に達し得る。中国および朝鮮半島へのパイ

4
5

目下、ロシア東部における探鉱および開発への年間投資は 1 億ドルをわずかに超える程度であり、これは必要な投資の約10%に過ぎない。
「我が国の基本問題を考える〜これからの日本を展望して〜」2005年 1 月18日、社団法人日本経済団体連合会
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プラインによる天然ガス供給は、2020年までに250億m3に

く関係のないシュットクマノフ・ガス田プロジェクトでガ

達し得る。これは、韓国が現在輸入している液化天然ガス

スプロムと提携している。

（ＬＮＧ）よりも多い。技術的には、韓国に達するガスパ
京都議定書

イプラインは北朝鮮を経由する可能性があるが、より実行
可能な選択肢は中国経由である。ExxonMobilはサハリン

ロシアが批准した結果、最近発効した京都議定書に手短

と日本（仙台あるいは新潟）の間の海底ガスパイプライン

に触れたい。京都議定書では、他の締約国はもちろん、ロ

を提唱している。サハリンⅡのＬＮＧプロジェクトは、

シアにとっても、1990年におけるCO2の排出量が基準値と

3

2015年までに年間130億m のＬＮＧを輸出し、日本はこの

なっている。ロシア政府は、京都議定書は「財布」ではな

半量の購入契約を締結する方針である。

く、CO2排出量削減とエネルギー効率の向上を目指した革

二国間エネルギー協力は輸出を目的としたプロジェクト

新的経済メカニズムを打ち出すための「パイロット協定」

に優る。2020年に向かって国内需要を満たし、輸出を拡大

とみなす傾向にある。同議定書における日本の対応の仕方

し、国内エネルギー産業を近代化するために、ロシアは

は、まだわからない。町田信孝外相は、日本政府がこの問

6,200〜8,500億ドルを必要とする（うち2,600〜3,000億ドル

題で折に触れて様々なレベルでロシアに働きかけてきたこ

は2010〜2012年以前に導入）
。これらの投資の大部分は民

とも含め、
（ロシアの）決定を歓迎すると述べた。

間セクターおよびローンに頼る。日本企業も参加するサハ

総じて、エネルギー協力とCO2排出量削減に向けた努力

リンⅠ・Ⅱの国際コンソーシアムは次の約10年間に350億

を結合させることにより、京都議定書は 2 国間および地域

ドルの投資を計画しているが、サハリン大陸棚の残りの石

間の経済交流を促進し得る。日ロ協力という見地では、京

油・天然ガスプロジェクトは形成段階にあり、さらに300

都議定書はロシアにおける再生可能エネルギーの普及と日

〜500億ドルを必要とする。

本の省エネ技術の輸出に貢献するだろう。

上記およびその他のプロジェクトは、巨大なビジネス

国際プロジェクトの中には、送電網、天然ガスパイプラ

チャンスを生むだろう。日本人投資家とプラントメーカー

イン、水力発電、バイオマスエネルギーという様々な選択

は、高効率および付加価値を目指したロシアエネルギー産

肢がある。これら環境にやさしい事業に投資することに

業の新たな幅広い方向付けのみならず、新規発電プラント

よって、日本と他の付属書Ⅱ締約国は、京都ターゲットを

の建設や輸送インフラ、既存の設備の更新に参加し得る。

達成するために利用できる選択肢を増やすだろう。しかし

概して、ロシア政府にとって、エネルギー産業の発展は技

ながら、大資本プロジェクトへの投資を正当化するために

術の進歩、ハイテク研究・開発という意味がある。エネル

は、これらの事業に市場アクセスがなければならない。

ギー、燃料、CO2排出量削減分野の技術協力は両国にとっ

その一方で、ロシアはエネルギー効率の大幅な向上とエ

て有益であるが、これらの問題はまだ 2 国間の議題ではな

ネルギープラントの更新への新規投資を必要としている。

い。加えて、クロスボーダーの送電は、中国および南北朝

ロシア東部では、再生可能エネルギー資源が旧式の火力に

鮮への電力輸出を予測した長期的優先事項である。ロシア

取って代わり得る。ロシア東部の豊富な再生可能エネル

東部特有の水力発電のポテンシャルは、経済と環境の両面

ギー資源および近隣諸国の巨大なクリーンエネルギー市

において効率的なプロジェクトに、チャンスを与えるもの

場、再生可能エネルギー生産の成長は、かなり重要になろ

である。

う。また、京都プロセスは地域政府レベルでの積極的な参
加も必要とするであろう。

実際、エネルギー産業の発展は、企業や投資家の新たな
ビジネスチャンスを含め、投資および貿易にとっての莫大

地経学的（geo-economic）相互補完性

なポテンシャルを含有している。しかしながら、これらの
チャンスを長期的政策にまとめるためには、新しい概念的

地域経済は相関性を強めつつあり、日本とロシアがそれ

枠組みが必要とされよう。その一つの例が、2004年 4 月に

を相互に支えることが必要になる。それは、複数の地域を

経済産業省が発表した「アジア・エネルギー・パートナー

対象とする生産・輸出政策を生み出す投資プロジェクトに

シップ」という概念である。これは、主としてASEAN+ 3

つながるだろう。

（日本、韓国、中国）の促進を目的としている。同プラン

経済産業省は、世界のＧＤＰにおけるアジアのシェアが

はロシア東部との交流という選択肢について明言を避けて

2020年 の 時 点 で25 ％ に な る と 予 測 し て い る（1990年 は

いる。その一方で、大手企業は 2 国間枠組みを超えて活動

15％）
。その結果、この地域は現在、消費財の巨大マーケッ

し得る。例えば、これらの企業数社が、日本市場にまった

トと認識されている。しかし、アジアがより高級な製品の

22

ERINA REPORT Vol. 66 2005

NOVEMBER

新しい貿易経済関係というものは、もはや政策交渉の一

生産のみならず、先端の研究および開発の拠点に急速に変

部にはなり得ないが、国益および地域レベルの繁栄、国際

貌しつつあるという事実は、あまり知られていない。
日本は依然として世界第 2 位、且つアジア最大の経済大

的安定を追求するなかで相互補強するための手段であろう。

国である。1992〜2001年に、日本の東アジアからの輸入は

結論として、相互に影響を及ぼす 2 国間経済関係は進展

31％から43％に、同地域への輸出は33％から42％に急増し

しつつあり、相互利益を約束している。まず、 2 国間経済

た。年間取引高ベースで判断して、アジアの大手企業の

交流の実質レベルは、公式統計が示すよりもはるかに高い。

70％余が日本企業であると推定される。中国は米国を押し

第二に、サハリンの石油・天然ガス事業、「太平洋パイ

のけ、日本にとって最大の貿易相手となった。その一方、

プライン」などを含む大規模プロジェクトは、 2 国間貿易

2003年の対ASEAN貿易高は日本の貿易総額の約15％で

投資協力にいっそうの刺激を与え得る。
第三に、対中関係は、日ロ双方にとって最も重要な 2 国

あった。
2004年11月のASEAN+ 3 のラオス・サミット開催期間

間関係要素の一つであり続ける。中国における消費財、エ

中、経済閣僚たちが東アジア自由貿易地帯の創設を研究す

ネルギー、工業製品の需要は、特にロシアと日本が長期的

る専門家グループの結成を採択した。ロシアは、東アジア

に何とか相互補完することができれば、双方にとって絶好

とのより密接な連携を必要としている。日本は、依然とし

のチャンスである。

て、アジアの統合を促進するキー・プレーヤーである。そ

第四に、ロシア東部のエネルギー産業の発展に焦点を当

れは、地域インフラの整備、サービス事業および生産能力

てた北東アジアにおける国際エネルギー協力は、この地域

の向上を目的とした国家助成金のみならず、民間企業によ

のエネルギー安全保障を強化し、同地域全体の政治的安定

る投資を通じて達成されている。日本は目下、海外直接投

のみならず、国際競争力の向上と環境保全に貢献するだろ

資（ＦＤＩ）の約10％を東アジアに対して行っている。

う。
第五に、地方分権を絡めたグローバリゼーションは、発
展と協力のための新たな機会を提供する。地方行政区域の

結論
2 国間関係において、日本とロシアは、「記憶と和解」

政府が支援するビジネス協力の新しい選択肢が慎重に検討

という感情が支配する段階に到達した。ポーツマス平和条

されるべきであるが、同時に、両国の中央政府の官僚たち

約は、1905年直後の革命や闘争、戦争などが原因で、うま

が未だにビジネス交流のキー・チャンネルであることを心

く機能しなかった。第 2 次世界大戦後の同盟関係は地政学

に留めておかねばならない。

的（geo-political）傾向をさらに変化させ、日ロ関係にお

最後になったが、本来長期的であると同時に国際情勢全

ける米国の仲介者的役割をまったく別物にした。両国が経

体と統率力に高度に依存する目標の一つとして、日ロのビ

済的に影響し合う可能性は限られており、今日の比較的

ジネスエリートも含めた「草の根」レベルの交流の拡大、

ルーズな通商・産業関係は、そのことのみならず、これら

それらの互恵的、地経学的（geo-economic）位置付けが挙

100年間の激変をも反映し続けている。

げられる。
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