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ロシアの石油ガス開発における
少数先住民族への対応

はじめに

　2020年9月、ミシュースチン首相は政
令第1488号「あらゆる形態の組織の経済
活動によるロシア連邦の少数先住民族の
居住地への損害に対する補償手続きに関
する規則の承認について」に署名した＊1。
これにより、経済活動を行う企業または
少数先住民族の主導により、損害・逸失
利益の賠償の規定を含む協定を、企業お
よび少数先住民族は締結することにな
り、また、協定内容は地方政府に共有さ
れ、パブリックコメントの対象にもなる。
この政令が注目されるのは、ロシアでは
これまでこうした損害賠償についての合
意形成の手順が確立されておらず、今回
の政令によって少数先住民族の損害賠償
を得る権利を保障するためのプロセスが
初めて定められた点にある。
　伏線には2020年5月下旬に発生したロ
シア領北極圏では過去最大規模のノリリ
スク燃料油漏洩事故がある。漏洩の当事
者であるノリリスク・ニッケルは合計20
億米ドル相当（水質汚染に対して約1,471
億ルーブル、土壌汚染に対して約7億ルー
ブル、合計約1,478億ルーブル）の罰金を
支払うこととなり、ロシアでは前例のな
いような巨額となった＊2。奇しくも事故
直後の6月5日は世界環境デーに当たり、
プーチン大統領はオンラインで環境保護
論者との会談が予定されていた。事故を
受けた直後の同会談では、「政府には国
会議員と協力して、環境法に根本的な変
更を加えて、こうした事態を防ぐための
作業を完了するよう求める」と発言し、

ひと月後の7月13日の、企業に対して油
流出への対策を義務づける法律の成立＊3

につながっている。今回の政令施行も急
速な環境保護に対する政府の動きが加速
した時期と重なる。
　他方で、ロシアにおける石油開発にお
いては、今回の政令が定められる前にお

いても、石油企業は探鉱開発対象エリア
の少数先住民族に対して、社会貢献プロ
グラムや現金支給、社会福祉、医療援助
等を通じて補償を行ってきており、決し
て少数先住民族が蔑ろにされてきたとい
うわけではない。本稿ではロシアの上流
開発における少数先住民族に対する生活

石油会社が毎年ネネツ自治管区（ナリヤンマル）で共同主催するスノーモービル大会写1

出所：筆者撮影（2008年3月）
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様式の保護や支援に対する考え方、損害
が発生した際の賠償に対する法体系がど
のようになっているのか、概要を紹介す
る。

1.  ロシアにおける少数先
住民族

　ロシアでは、ロシアの北部地域、シベ
リアおよび極東において祖先の土地に住
み続け、伝統的な生活様式・経済・職業
を維持している5万人未満の人々を「少数
先住民族（КМН・Коренные малочисленные 
народы/Indigenous minorities）」と定義
している。2010年に行われた国勢調査で
は連邦内には47の少数先住民族があり、
合計で約32万人が存在するとされている

（ロシアの全人口比では約0.2%）。彼らは、
主要石油ガス生産地域であるヤマロ・ネ
ネツ自治管区、ハンティ・マンシ自治管
区、サハリン州、ネネツ自治管区、コミ
共和国等25を超える連邦構成主体の広大
な地域に点在し、主にトナカイの飼育、

北極に関する国際会議開会式で披露された少数先住民族をテーマとする出し物写2

※ 少数先住民族をテーマとしたイベント用出し物は北極関連フォーラムや北方で開催されるイベントではよく
見掛けるが、パフォーマーがそれら少数先住民族出身者に限定されているわけではなく、また衣装や内容も
エンターテイメント用にアレンジされている。

出所：筆者撮影（2018年2月）

ロシア連邦における少数先住民族表1
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※1：法令に記載された順。各名称はロシア語をベースに表記している。
※2：◎で指定された少数先住民族は政府命令書第536-r号（2006年4月17日）に指定されたもの。
※3：政府命令書第132-r号（2009年2月4日）では40の少数先住民族の総数を244,000名と記載。
出所：ロシア政府政令より＊4。地図（ロシア連邦構成主体）および写真はパブリックドメイン。

少数先住民族名 居住する連邦構成主体 2010年時点
の人口

政令指定（※2）
少数先住民族

① アバザ カラチャイ・チェルケス共和国 43,341人
② アレウト

カムチャツカ地方
482人 ◎

③ アリュートル 0人 ◎
④ ベセルミャーニェ ウドムルト共和国 2,201人
⑤ ヴェプス カレリア共和国、レニングラード州およびヴォルゴグラード州 5,963人 ◎
⑥ ヴォート レニングラード州 64人
⑦ ドルガン クラスノヤルスク地方およびサハ共和国 7,885人 ◎
⑧ イジョーラ レニングラード州 266人
⑨ イテリメン カムチャツカ地方およびマガダン州 3,193人 ◎
⑩ カムチャダーリ カムチャツカ地方 1,927人 ◎
⑪ ケレク チュクチ自治管区 4人 ◎
⑫ ケット クラスノダール地方 1,219人 ◎
⑬ コリャーク カムチャツカ地方、チュクチ自治管区およびマガダン州 7,953人 ◎
⑭ クマンディン アルタイ地方、アルタイ共和国およびケメロヴォ州 2,892人 ◎
⑮ マンシ ハンティ・マンシ自治管区、チュメニ州、スヴェルドロフスク州およびコミ共和国 12,269人 ◎
⑯ ナガイバーキ チェリヤビンスク州 8,148人
⑰ ナナイ ハバロフスク地方、沿海地方およびサハリン州 12,003人 ◎
⑱ ヌガナサン クラスヤルスク地方 862人 ◎
⑲ ネギダール ハバロフスク地方 513人 ◎

⑳ ネネツ ヤマロ・ネネツ自治管区、ネネツ自治管区、アルハンゲリスク州、クラスノヤルスク地方、
ハンティ・マンシ自治管区およびコミ共和国 44,640人 ◎

� ニヴフ ハバロフスク地方およびサハリン州 4,652人 ◎
� ウィルタ（オロク） サハリン州 295人 ◎
� オロチ ハバロフスク地方 596人 ◎
� サーミ ムールマンスク州 1,771人 ◎
� セリクプ ヤマロ・ネネツ自治管区、チュメニ州、トムスク州およびクラスノヤルスク地方 3,649人 ◎
� セトゥ プスコフ州 214人
� ソイオート ブリヤート共和国 3,608人 ◎
� ターズ 沿海地方 274人 ◎
� テレンギート アルタイ共和国 3,712人 ◎
� テレウト ケメロヴォ州 2,643人 ◎
� トファ イルクーツク州 762人 ◎
� トゥヴァ アルタイ共和国 1,965人 ◎
� トヴィンツ・トジンツ トゥヴァ共和国 1,858人 ◎
� ウデヘ 沿海地方およびハバロフスク地方 1,496人 ◎
� ウリチ ハバロフスク地方 2,765人 ◎

� ハンティ ハンティ・マンシ自治管区、ヤマロ・ネネツ自治管区、チュメニ州、トムスク州およびコミ
共和国 30,943人 ◎

� チェルカン アルタイ共和国 1,181人 ◎
� チュヴァン チュクチ自治管区およびマガダン州 1,002人 ◎
� チュクチ チュクチ自治管区、カムチャツカ地方およびサハ共和国 15,908人 ◎
� チュルィム トムスク州およびクラスノヤルスク地方 355人 ◎
� シャプスーギ クラスノヤルスク地方 3,882人
� ショール ケメロヴォ州、ハカシア共和国およびアルタイ共和国 12,888人 ◎

� エヴェンキ サハ共和国、カムチャツカ地方、ハバロフスク地方、アムール州、サハリン州、ブリヤート
共和国、イルクーツク州、ザバイカル地方、トムスク州およびチュメニ州 38,396人 ◎

� エヴェン サハ共和国、ハバロフスク地方、マガダン州、チュクチ自治管区およびカムチャツカ地方 21,830人 ◎
� エネツ クラスノヤルスク地方 227人 ◎
� エスキモス チュクチ自治管区およびカムチャツカ地方 1,738人 ◎
� ユカギール サハ共和国、マガダン州およびチュクチ自治管区 1,603人 ◎

合　計 316,011人 ※3



182021.1 Vol.55 No.1

JOGMEC

K Y M C

漁猟、狩猟、野生の作物採取を生業とし
ている。ロシアでは国際法に準拠し、こ
れら少数先住民族が伝統的な生活様式を
貫き、歴史的に所有している土地・領域
を使用するという特別な特権を認めてお
り、連邦民族問題庁および各連邦構成主
体行政機関が監督を行っている。

2.  ロ シ ア 連 邦 に お け る 
少数先住民族の権利を
規定する法的基盤

　ロシア連邦における少数先住民族の権
利を規定する法的基盤は、まず、ロシア
連邦憲法第69条＊5にて、「ロシア連邦は、
ロシア連邦の国際法および国際条約の世
界的に認められた原則および規範に従っ
て、少数先住民族の権利を保障するもの
とする」と規定している。また、ロシア
連邦における政府が指定する少数先住民
族については、ロシア連邦政府命令書第
536-r号（2006年4月17日）にて40の民族が
指定されている（表1）。
　2001年、連邦法第49号「ロシア連邦の
北方、シベリア、極東の少数先住民族に
よる伝統的な自然の使用の領域ついて」

（2001年4月4日）＊6が採択され、彼ら少数

先住民族はこれらの領域に対する排他的
権利を有していることが認められている
が、土地自体とその天然資源は国家に属
すると定められている。また、彼らの領
域が何らかの目的で奪われた場合には、
補償がなされなければならないと規定し
ている。その方法については本法では明
示されておらず、後述の連邦法第82-FZ
号を参照することとなる。
　ロシア政府による少数先住民族に対す
る権利や発展に対する指針を示した基本
文書は、2009年に出された政府命令書第
132-r号「ロシア連邦の北部、シベリア、
極東の少数先住民族の持続可能な開発の
概念の承認について」（2009年2月4日）＊7

であり、少数先住民族の現状、伝統的な
生活様式および文化的価値を維持しなが
ら、社会経済的可能性を強化するための
方法、持続可能な発展のための原則等に
ついて規定している。他方、土地を利用
する事業体による少数先住民族に対する
補償については扱っていない。
　少数先住民族の権利を保護し、居住す
る領域に対する損害への補償を確保する
法的枠組みは、連邦法第82-FZ号「ロシ
ア連邦の少数先住民族の権利の保障につ
いて」（1999年4月30日）＊8において規定さ

れている。この法律では、少数先住民族
は、ロシア政府によって確立された手順
に従って、個人・組織形態に関係なく、
経済活動によって少数先住民族の住環境
に損害をもたらされた場合には、補償を
受ける権利を有すると規定されている。
この法律でも、補償の具体的な内容は含
まれておらず、この点を明確にするため
に更に2省令および1政令が出されてい
る。
　ひとつ目は2009年に出されたロシア連
邦地域発展省令第565号「全ての所有形態
の組織および個人による事業およびその
他の活動の結果、ロシア連邦北方、シベリ
アおよび極東の少数先住民族が被る損失
額の計算方法の承認」（2009年12月9日）＊9

である。なお、損失額の算定方法につい
ては、この地域発展省のものだけでなく、
天然資源環境省は、狩猟資源に与えられ
た被害の大きさを
計算する方法を承
認する天然資源省
令第252号と第948
号「狩猟資源に引
き起こされた危害
の量を計算するた
めの方法論の承認

ロシア連邦における少数先住民族の権利を規定する関連法令表2

法律・法令 タイトル等 内容

ロシア連邦憲法第69条
「ロシア連邦は、ロシア連邦の国際法および国際条約の世界的に認
められた原則および規範に従って、少数先住民族の権利を保障す
るものとする」

少数先住民族の権利保障。

連邦法第82-FZ号（1999年4月30日） 「ロシア連邦の少数先住民族の権利の保障について」 損害に対する補償を受ける権利を規定。

連邦法第49号（2001年4月4日） 「ロシア連邦の北方、シベリア、極東の少数先住民族による伝統的
な自然の使用の領域ついて」

土地利用に対する排他的権利。所有権
は国家。

政府命令書第132-r号（2009年2月4日） 「ロシア連邦の北部、シベリア、極東の少数先住民族の持続可能な
開発の概念の承認について」

権利や持続可能な発展に対する指針を
示す。

地域発展省令第565号（2009年12月9日）
「全ての所有形態の組織および個人による事業およびその他の活動
の結果、ロシア連邦北方、シベリアおよび極東の少数先住民族が
被る損失額の計算方法の承認」

損害に対する補償額の計算方法を規定。

政令第1488号（2020年9月18日） 「あらゆる形態の組織の経済活動によるロシア連邦の少数先住民族の
居住地への損害に対する補償手続きに関する規則の承認について」

損害に対する補償手続きを規定。

この他、連邦構成主体毎の法制が存在。

例①：�クラスノヤルスク地方法第7-1215
号（2003年7月1日）他

「クラスノヤルスク地方北方少数先住民族の権利保障の原則」 域内の少数先住民族の権利を保障。

例②：サハ共和国法第820-3号
　　　（2010年4月14日）他

「サハ共和国北部の少数先住民族の伝統的な居住地と伝統的な経済
活動の場所における民族学的専門知識について」

事業者に補償額の決定を義務付け。

例③：�ヤマロ・ネネツ自治管区法第N�
49-ZAO号＊13�

　　　（2006年10月6日）他

「ヤマロ・ネネツ自治管区における北部少数先住民族の本来の居住
地と伝統的な生活様式の保護について」

域内の少数先住民族の権利を保障。

※ 各法文種については和訳を次のとおり割り当てている。連邦法：Федеральный закон、政府命令書：Распоряжение、省令：Приказ、政令：Постановление
出所：筆者取りまとめ
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（およびその修正）について」（2011年12月
8日）＊1 0を出している。また、ロシア政
府は1 9 9 1年に国連環境影響評価条約

（EIA）＊11に署名しており、まだロシア政
府は批准していないが、批准された場合
には少数先住民族に対する政策に影響を
与えることが想定される。
　もうひとつの政府令は、冒頭に触れた、
最近承認された政令第1488号「あらゆる
形態の組織の経済活動によるロシア連邦
の少数先住民族の居住地への損害に対す
る補償手続きに関する規則の承認につい
て」 （2020年9月18日）＊12である。同政令
では経済活動を行う事業主体が少数先住
民族と特定の協定を結ぶことを義務付け
てはいないが、いずれかの当事者の要求
に応じて協定を締結できると規定してい
る。
　この他、各連邦構成主体による域内適
用の法律が存在する。例えば、クラスノ
ヤルスク地方では、クラスノヤルスク地
方法第7-1215号「クラスノヤルスク地方
北方少数先住民族の権利保障の原則」

（2003年7月1日）＊14にて少数先住民族の
権利を保障している。また、サハ共和国
では共和国法第820-3号「サハ共和国北部
の少数先住民族の伝統的な居住地と伝統
的な経済活動の場所における民族学的専
門知識について」（2010年4月14日）＊15を
制定し、地下資源利用者（探鉱ライセン
ス等保有者）に対して民俗学的監査も実
施した上での補償額の決定を義務付けて
いる。これにより石油会社は探鉱開発を
行う前に民俗学的監査も行える事業者と
契約し、評価を行っているが、これら事
業者も石油会社が雇用主であるため、補
償額算定結果が少数先住民族にとって満
足のいくものにならない場合もあり、最
終決定までは協議が続けられることとな
る。

3.  ロシア上流開発において
事業主が少数先住民族
に対して課される義務

（1） 連邦法第82-FZ号「ロシア連邦の少

数先住民族の権利の保障について」

　前章で述べた連邦法第82-FZ号「ロシ
ア連邦の少数先住民族の権利の保障につ
いて」（1999年4月30日）は、少数先住民族
およびその協会等が、所有形態に関係な
く、経済活動によって彼らの居住地域に
生じた損害に対する補償を受ける権利が
あることを規定している（第8条第1項お
よび第8項）。したがって、石油会社が少
数先住民族の居住地域として定められた
領域と交差・重複する鉱区の探鉱ライセ
ンスを取得した場合、当該少数先住民族
は、経済活動による土地の縮小、水源の
汚染の可能性や慣習的に用いられている
生活ルートの断絶、その他の不便の発生
に対して当該企業から補償を受ける法的
権利を有する。この法律に基づき、石油
会社は少数先住民族およびその協会、ま
たは彼らが居住する地域の地方自治体と
補償額を記載した協定を締結することが
通例となっている。石油会社の最初のス
テップは、石油開発に必要な土砂、粘土、
水、道路、電力等を得るために、地域行
政当局と協議を行うが、その際、対象鉱
区が少数先住民族の居住エリアと交差す
る場合には当局が石油会社に確実に通知
し、彼らによる石油開発への了解と補償
を盛り込んだ協定締結を提案することに
なる。また、ロシアにおける上流開発に
おいて地下資源法（「地下資源について」
連邦法N2395-1＊16）に基づいて交付され
る探鉱および生産ライセンスでは、少数
先住民族に対する補償について明示的に
は規定されていないが、石油会社からの
見方として、同ライセンスで規定される
HSE関係法制遵守義務の中で、間接的に
少数先住民族保護法制の遵守も包含され
ていると解釈し、連邦法第82-FZ号をはじ

めとする法律に基づき少数先住民族およ
び地方自治体と協定を締結することはこ
の義務の履行と考えている企業もある。
　また、連邦構成主体における地域行政
当局が間接的に石油会社に対して補償履
行に対する圧力を掛けるメカニズムが存
在する。地域行政当局は連邦政府の合意
なしに石油会社の探鉱ライセンスを剥奪
することはできないが、ロシアの上流開
発における最も重要な法律である前掲の
地下資源法の中で、油田開発では通常必
ず必要となる汎用地下資源（土砂・砂利
等）、工業用水・飲料水の採掘免許を発
行する許認可権限を地域行政当局は有す
る。また、環境法や労働法の遵守等のさ
まざまな監査を通じて石油会社に圧力を
掛けることが可能となっており、石油会
社に対する補償履行を促す仕組みを事実
上、造り出している。しかし、地域行政
当局にとって、石油企業は税収をはじめ
その他地方予算の主な収入源であり、通
常、少数先住民族のために石油会社と公
然と対立することは避ける傾向にあるこ
とも確かである。

（2）少数先住民族に対する補償額の決定

　通常、石油会社は少数先住民族に対す
る補償を支払うことには異論を挟まない
が、補償額をどのように決定するのか基
準をめぐって、時に両者では係争が持ち
上がることもある。
　根拠法令としては、前述（表2. 参照）
のロシア連邦地域発展省令第565号「全て
の所有形態の組織および個人による事業
およびその他の活動の結果、ロシア連邦
北方、シベリアおよび極東の少数先住民
族が被る損失額の計算方法の承認」（2009
年12月9日）があり、耕作地と牧草地の縮
小、原宗教儀式の場所の移転、土壌と水
源の汚染等に対する一定期間の補償額の
計算方法（101に及ぶパラメータがある）
を規定している。また、この法令に基づ
く計算が前述の石油会社と少数先住民族
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間の協定のベースとなるべき根拠を与え
ている。他方、いくつかの地域では、こ
れら物理的損害の評価に加え、民俗学的
監査を行い、社会文化的状況への影響等
を評価し、補償を行うべきという意見も
あり、この場合、補償額は大幅に増額す

る結果になる可能性がある。

（3）ロシア石油会社による実際の対応

　少数先住民族に対する補償額支払いの
慣行は、これら法律が定まる以前、1990
年代初頭から始まっていた。それより前、

石油開発が西シベリアで本格化する第2
次世界大戦後のソ連では全ての国民が平
等な社会を実現させる社会体制である共
産主義思想の下にあり、ソビエト連邦人
民の中で少数先住民族に対する排他的権
利を認めたという事実は確認できなかっ

ロシア連邦における少数先住民族の分布図1

※ 同マップでは政府命令書（第536-r号）で指定された40の少数先住民族（表1）の内、カレリア共和国、レニングラード州およびヴォルゴグラード州に分
布するとされる少数先住民族ヴェプスがなく、クラスノヤルスク地方イェニセイ河中流域に居住するユーギ（2010年で数名の記録）が加えられている。

出所：公開情報＊18に筆者加筆。

現時点公開されているライセンス鉱区図2

出所：天然資源環境省 ＊19
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たが、国策で進められた石油ガス開発に
おいては、当該地域の先住民族との良好
な関係構築が求められ、彼らからの食糧
調達に対する代価支払いを含むサポート
が行われてきたといわれている。また、
ソ連解体後の90年代、定期的に支払いを
実行してきたSurgutneftegazやLUKOIL
といった企業がある一方、Rosneftや
RussNeftのように市況や経済状況を理
由に補償額の削減を志向してきた企業も
あった。この背景には、1990年代に少数
先住民族に対する税や土地優遇策が与え

られ、地元実業家や地域行政官僚がそれ
を利用するために少数先住民族を支援
し、広大な土地を「祖先の土地（TTP）」＊17

として登録することで補償額を確保しよ
うとした動きもあったことが影響を与え
ている。例えば、ハンティ・マンシ自治
管区では475の「祖先の土地」が登録され、
総面積の24%（1,330万ヘクタール）に及
んでいる。中でもロシアの石油生産の
20%を生産するスルグート地区では107

（530万ヘクタールで同地区面積の50.4%）
のTTPが登録され、石油会社が保有す

るライセンス鉱区の76%がTTPと重複し
ており、少数先住民族は多くの場合、複
数の石油会社から補償を受け取ってい
る。ただし、これら補償が直接少数先住
民族に行き渡るわけではない。地域行政
主体が、少数先住民族をバックアップす
る基金を設立し、その基金が保証を受け
取ることが多い。地域行政主体にとって、
石油会社からのこれら補償収入は有益な
収入源になっており、更に一部の起業家
は少数先住民族に適用された税制優遇措
置を利用して、林業や建設資材の生産等、

主な石油ガス生産地域である連邦構成主体の伝統的天然資源利用テリトリー（TTP）図3

出所：公開情報より筆者取りまとめ＊20



222021.1 Vol.55 No.1

JOGMEC

K Y M C

TTP内でビジネスを展開している。
　石油会社のアプローチはTTPに従い
ながら補償額を支払いつつ、一方で
TTP領域を減少させ、少数先住民族へ
の補償を削減する措置を支持するよう中
央政府に働き掛ける2方向に向かってい
る。TTPを減少させる動きとして顕在
化しているものは、例えば、2016年にハ
バロフスク地域当局がロシア市民に「極
東1ヘクタール」を提供する大統領プログ
ラム＊2 1を実施する必要性に言及して、
地域内のTTPの面積を半分に削減する
ことを決定している。2020年には、ヤマ
ロ・ネネツ自治管区仲裁裁判所は、主な
従業員が少数先住民族からなるLLC 
Verkhne-Purovsky Farmが所有する
TTPから440万ヘクタールの森林地域を
本来の林業ではなく牧草地として使用さ
れていたことを理由にTTPから除外す
ることを決定したことを挙げることがで
きる。また、RosneftやRussNeftの補償
実績額がLUKOILやGazprom他石油企業
に比して顕著に低いことも石油会社のア
プローチの特徴の違いを示すものである

（後述）。2020年10月、RussNeftは原油
価格の低迷とOPECプラス協調減産に言
及し、少数先住民族との間で合意してい

た補償額の支払いを50％も削減している
が、これまでのところ、連邦政府から同
社に対する罰則措置には至っていない。

①Gazprom
　過去3カ年の少数先住民族に対する補
償額は年間200万米ドル前後で推移して
いる。以前はより多額の補償支援を行っ
ていたが、現在は減少傾向にある。例え
ば、2010年のボヴァネンコヴァ・ガス田
開発に代表されるヤマル半島開発に際し
ては先住民に対する補償だけで1億9,700
万ルーブル、（約3万7,000名で1人当たり
5,300ルーブル）の支払いを、2011年、同
ガス田の生産開始時には7億6,500万ルー
ブル（1人当たり2万700ルーブル）の支払
いを行っている。しかし、その後、同地
域に対する補償額は激減している。また、
2017年には、シベリアの力天然ガスパイ
プラインの建設に際して、サハ共和国の
6つの少数先住民族に対して5,300万ルー
ブル（約91万米ドル。サハ共和国の各少
数先住民族が各部族10～100名程度の規
模であり、1人当たり約2,000～3,000米ド
ルとなると見積もられる）の一時金の形
で支払いが実行されており、金額の試算
はGazpromが依頼した専門家の見積も

りによるものとされている。また、少数
先住民族との直接交渉よりは地域行政主
体経由での協定締結を好む傾向がある。

②LUKOIL
　ロシア連邦では少数先住民族に対する
補償に最も寛容な企業であり、そのほと
んど（92%）がコアアセットのあるハン
ティ・マンシ自治管区およびネネツ自治
管区に対して支払われている。LUKOIL
によれば、2019年を見れば、ハンティ・
マンシ自治管区には1,3 2 9人の少数先住
民族が生活しており、補償額は1人当た
り25万3,000ルーブル（3,900米ドル）に及
ぶ。表3のとおり、同自治管区の2019年
の平均月収が7万4,428ルーブル（1,150米
ドル）であったことから、LUKOILの年
間補償支給額は3カ月分の平均給与に相
当する。また、同地域は資源経済を背景
に他ロシア連邦の構成主体より裕福であ
り、ロシア全体の平均月収が同年4万
7,420ルーブル（733米ドル）であることを
前提とすれば、5カ月分超の給与を保証
していることになる。同社は、同自治管
区だけで、360のTTPとの協定を締結し
ており、少数先住民族との直接対話の傾
向が高い。

③Rosneft
　Rosneftの最大の生産量を誇る子会社
であるRN-Yuganskneftegazは、その生
産資産がヤマロ・ネネツ自治管区に集中
しており、2012年（RosneftがTNK-BPを
買収する年）までは、同社の少数先住民
族に対する貢献を詳細に宣伝していた。
2011年には少数先住民族との合意に基づ
き4,000万ルーブル（62万米ドル）、2012
年には4,350万ルーブル（67万米ドル）を
支払ったとされている。当時、RN-
Yuganskneftegazは同自治管区で35のラ
イセンス鉱区を保有しており、その内、
11鉱区は少数先住民族93家族（合計400
人）が居住するTTPと重複していたこと
から、201 1年と201 2年にRosneftが支
払った1人当たりの補償額は3,500米ドル
であったことが分かる。しかし、その後、
Rosneftは詳細支払額の公開を止めてい
る。その理由として想定されるのは、

ロシア主要石油各社の少数先住民族への補償額推移
（2017年～2019年／左軸：百万ルーブル）図4

出所：RusEnergy調査に筆者加筆
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RosneftがGazpromやLUKOILと比較し
て、少数先住民族に対して少額の補償金
を支払っているという事実だろう。少数
先住民族に対する2017～2019年の年間平
均支出額はLUKOILの支出額の15%（95
万米ドル）に留まっている。

④Surgutneftegaz
　LUKOILに次いで、少数先住民族に対
す る 継 続 的 な 配 慮 を 示 し て き た
Surgutneftegazは、2020年に補償金とし
て1億8,040万ルーブル（250万米ドル）を
割り当てる予算を計上している。約1,200
人 の 先 住 民 が 住 む 1 0 6 の T T P が
Surgutneftegazのライセンス鉱区内にあ
り、2019年の会社の同地域への補償額支
払い（1億9,400万ルーブル）は1人当たり
約16万ルーブル（2,600米ドル）に相当す
る。Surgutneftegazによれば、その金額
の半分（8万ルーブル）が現金で、半分は

医療援助、通信、輸送および社会的なイ
ベントの開催におけるコミュニティへの
支援として支払われているとされている。

⑤�Irkutsk�Oil� Company（INK/イル
クーツク石油）

　東シベリア開発を主体として、2009年
のESPO原油パイプラインの稼働開始か
ら急成長を遂げているイル
クーツク石油は、少数先住
民族に対す補償金を公開す
ることは控えている一方、
社会貢献プログラムおよび
費用について公開してい
る。間接的なデータから判
断すると、イルクーツク州
とサハ共和国に居住する少
数先住民族に対する同社の
予算は、2017年から2019年
に年間3,0 0 0万～5,0 0 0万

ルーブル（50万～80万米ドル）の範囲で、
少数先住民族に対する補償金の支払い
は、1人当たり年間1,000～1,500米ドルの
範囲であると推定される（表3のとおり、
イルクーツク州の201 9年の平均月収が
45,818ルーブル（708米ドル）であったこ
とから、同補償支給額は最大2カ月分の
平均給与に相当）。同社は14の少数先住

ロシア連邦構成主体（主要主体抜粋）毎の平均給与
（2019年平均月給）表3

各連邦構成主体 2019年平均
月収（ルーブル）

米ドル
換算

ロシア連邦全体 47,420 733
中央連邦管区平均 60,396 933
　モスクワ市 93,866 1,451
北西連邦管区平均 52,640 813
　カレリア共和国 42,752 661
　コミ共和国 53,173 822
　アルハンゲリスク州 51,743 800

内、ネネツ自治管区 86,523 1,337
　ムールマンスク州 62,975 973
　サンクトペテルブルク市 63,235 977
南部連邦管区 34,277 530
北カフカース連邦管区 29,201 451
　沿ヴォルガ連邦管区 34,383 531
　ウドムルト共和国 34,040 526
　ウラル連邦管区 50,709 784
　チュメニ州 72,096 1,114
内、ハンティ・マンシ自治管区 74,428 1,150
内、ヤマロ・ネネツ自治管区 100,347 1,551

シベリア連邦管区 40,815 631
　アルタイ共和国 32,858 508
　トィヴァ共和国 39,219 606
　ハカシア共和国 40,018 618
　アルタイ地方 27,859 431
　クラスノヤルスク地方 49,454 764
　イルクーツク州 45,818 708
　オムスク州 35,229 544
　トムスク州 43,723 676
極東連邦管区 55,996 865
　ブリヤート共和国 38,974 602
　サハ共和国（ヤクーチャ） 72,564 1,121
　ザバイカリエ地方 43,537 673
　カムチャツカ地方 79,106 1,222
　沿海地方 46,129 713
　ハバロフスク地方 50,311 778
　アムール州 47,228 730
　マガダン州 93,120 1,439
　サハリン州 86,265 1,333
　チュクチ自治管区 106,834 1,651

出所： ロシア連邦国家統計局資料＊24から筆者抜粋作成（2019年通年
米ドル・ルーブルレート：1米ドル＝64.7ルーブルで計算

イルクーツク石油による先住民の生活様式保護と支援（上）
連邦民族庁との協力協定締結（2019年12月11日）（下）写3

出所：イルクーツク石油ホームページより＊23



242021.1 Vol.55 No.1

JOGMEC

K Y M C

民族コミュニティおよび協会と協定を締
結している他、保有鉱区が所在している
連邦構成主体（イルクーツク州）政府とも
社会経済協力協定を締結し、対象市町村
および少数先住民族団体ベースに対し
て、年間供与資金・物資を取り決めてい
る。また、2019年12月、イルクーツク石
油は北方・シベリア・極東の少数先住民
族の社会的および経済的発展の分野での
協力について、連邦民族庁と協定を締結
しており＊22、今後少数先住民族に対する
補償金が増加する可能性がある。

（4）その他石油会社を取り巻く圧力

　このような石油会社による少数先住民
族に対する補償や社会的・経済的協力促
進の背景には2つの圧力も存在する。ひ
とつは企業活動に付随するコンプライア
ンス遵守とレピュテーションリスクの回
避である。ロシアの大中規模石油企業は
押しなべて外国パートナーとの関係構築
や上場している株式の市場価値の追求、
借入資金市場へのアクセスのために、一
般的な国際商業慣行の順守を宣言してい
る。例えば、国営石油会社であるRosneft
が、ロシア政府が批准していない国際労
働機関条約第169号「独立国における原住
民および種族民に関する条約」＊25と2007
年の採択に際してロシア政府が棄権した

「先住民族の権利に関する国際連合宣言
（UNDRIP）」＊26の遵守を宣言しているこ
とは興味深い。少数先住民族は地下資源
利用者の環境汚染や法令違反について、
今やロシア国内だけでなく、国際メディ
アに訴えることもできるため、石油会社
は彼らに定期的な補償提供を通じた穏便
な関係維持を求める傾向にある。実際、
2020年5月下旬に発生したノリリスク・
ニッケルによる燃料油漏洩事故では、8
月にロシアの少数先住民族協会がテスラ
社のイーロン・マスクCEOに対する公開
書簡を発出し、ノリリスク・ニッケルか
らのニッケル購入を控えるよう求め、
ニュースに発展している＊27。
　もうひとつの圧力は政治的圧力であ
る。プーチン大統領は近年石油会社に対
して、少数先住民族に対して細心の注意
を払う必要性について繰り返し発言して

いる。早晩減退する西シベリア油田の代
替を中心に新規フロンティア開発はロシ
アにとって急務であり、北極圏における
資源開発はプーチン大統領の最優先事項
となっているといえる。他方、推進され
るプロジェクトは、常に環境保護団体を
中心に警戒心を生んでおり、彼らの否定
的な発言によって、プロジェクト推進に
支障が出ないようにすることが重要な命
題となっていることがその背景にある。

4. その他資源国との比較

　先住民族をめぐる深い歴史を有する米
国やカナダでは、石油ガス生産地域やパ
イプライン敷設エリアに居住する先住民
族への配慮が不十分だったことで、石油
ガス企業が多額の経済的損失を被る例に
ついて枚挙に暇がない。また、非政府組
織（NGO）が力を持ち、陪審制による裁
判では裁判官が先住民族に対して有利な
評決を下すこともあり得る。例えば、
2017年、ダコタ・アクセス・パイプライ
ン（総工費38億米ドル/総延長1,886 キロ
メートル）は、ノースダコタ州からイリ
ノイ州へ2,8 0 0万トンのバッケンシェー
ルから生産された原油を輸送するはず
だったが、先住民族の抗議および訴訟に
より、2016年に建設が中断され、2017年
に稼働を開始するも、2020年7月、裁判
所は先住民族の訴えを支持し操業を停止
し、30日以内にパイプラインから原油を
取り除き、パイプラインのリスク調査と
徹底した環境影響評価をするよう求める
判決を下している＊2 8。また、2 0 1 8年、
カナダでは、オンタリオ州にある133の
ファーストネーション（インディアン）部
族の首長が力を合わせ、オイルサンド開
発とトランスマウンテン・パイプライン
延長の建設を含むオイルサンド拡張プロ
ジェクトを阻止し、最終的には2019年、
カナダ政府はプロジェクトを承認した
が、先住民族の利益に対応するべく事業
に対して制限を課すこととなった。2020
年7月には、ダコタ・アクセス・パイプ
ラインと同時期に、更に米国の2つのガ
ス生産者であるドミニオン・エナジーと
デューク・エナジーが、ノースカロライ

ナ州の先住民族と環境団体による抗議・
訴訟のために2013年に開始されたパイプ
ライン建設プロジェクトであるアトラン
ティック・コースト・パイプライン（年
間15BCMの天然ガス輸送）終了を余儀な
くされている＊29。
　他方、ロシアでは、たとえ地方裁判所
であろうと少数先住民族による訴訟で、
大企業が進める巨大パイプラインの建設
を中止するという判断を下すという状況
を想像するのは難しい。ロシアの司法制
度は、NGOや少数先住民族の声よりも
政府当局の意見に耳を傾ける傾向があ
り、最終的に中央政府がプロジェクトを
支援するのであれば、評決もその方向に
向かうことがほぼ確実だからだ。果たし
てこの背景には中央集権という現代ロシ
アの特徴も大きく作用しているが、それ
はソ連・共産党時代から延々と続く慣わ
しという点も大きく関係していると考え
られる。ソ連時代、土地を含め全ての財
産は国家に帰属し、少数先住民族に対す
る排他的権利は存在せず、また、全ての
国民が平等な社会を実現させる社会体制
である共産主義思想の下にあり、先住民
族という区別も必要なかった時代が長
く、自らの権利を主張する風土が育たな
かったことも影響しているのだろう＊30。
　また、先住民に対する補償額を比べて
みると、そこにもロシアとは大きな違い
がある。カナダ石油生産者協会（アルバー
タ州カルガリーに本拠を置く石油天然ガ
ス産業を代表するロビー団体）が公表し
ているカナダの先住民族と石油および天
然ガス産業に関するレポート（2018年）に
は支払われた石油会社による先住民族へ
の支援および補償費用についてまとめら
れているが、大まかに見積もれば、全体
で年間1億カナダドル（約7,700万米ドル）
以上が費やされていると考えられる＊31。
前掲図4のとおり、ロシアの主要石油ガ
ス企業である4大企業が少数先住民族の
補償として、年間1,2 0 0万米ドル程度を
支払っていることは、ロシアの少数先住
民族が24万～32万人である一方、カナダ
の先住民族はその5～7倍の167万人超と
いう点や、カナダの石油生産量はロシア
の4割程度という観点から見ると興味深
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い。さらに見方を変えれば、ロシアにお
ける上流開発が、米国、カナダ、その他
の西側諸国における上流開発よりも、先
住民族対応における法廷費用による経済
的損失のリスクと経費出費が少ないとい
うことも表すものである。

5. おわりに

　ロシアにおける少数先住民族に対する
石油会社に課せられた対応について、法
的基盤と実際の対応の現状と背景を見て

きた。9 0年代から補償を行ってきた
LUKOILをはじめとする企業も存在する
が、大企業の中でもその対応に大きな相
違があることは興味深い。また、この9
月にようやく損害賠償についての合意形
成プロセスが法文化されたということ
は、これまでは慣習的に石油会社と少数
先住民族の間で合意形成が行われてお
り、曖昧ながらも事足りていたという事
実がある一方、5月に発生したノリリス
ク・ニッケル燃料油漏洩事故がトリガー
となって、将来的なスキャンダル回避の

ために法整備が必要となったという背景
もあると考えられる。前述のとおり、ソ
連時代、土地を含め全ての財産は国家に
帰属し、少数先住民族に対する排他的権
利は存在しなかった時代の影響が、現代
でも中央集権であるロシア連邦の少数先
住民族のメンタリティにも依然として
残っていることも考えられる。それが、
同じ産油ガス国ながら、北米のような先
住民族と石油会社との在り方との差異を
生んでいるともいえるだろう。
 （JOGMEC調査部　原田　大輔）
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