
第１部　ロシアの石油業界の現状

１．業界地図（主な石油会社）

油価が高く推移したことに好影響を受け，活
況を呈するロシア国内の各石油会社であるが、
規模，生産拠点，経営体制，戦略において各社
様々な状況にあり，第２部で述べる力学下で演
じる内容もそれぞれに違う。主要企業について
の簡単な紹介を行い，ロシア石油業界地図を概

観する。

� ルクオイル
ロシア最大の石油会社。1999年にコミテック
という中堅の石油会社を買収。その他，コミテ
ックが資本参加していた合弁企業の一部も完全
に傘下におさめた。外国での事業展開に積極的
である。国内では，チマン・ペチョラ地域（ネ

ネツ自治管区とコミ共和国にまたがって所在す
る）およびカスピ海沖の新鉱床の開発に積極的
に取り組もうとしている。ただ，少なくともこ
れまでは，外国での派手な投資活動の割には，
国内での設備投資額が少ないとの印象が強い。
これからは，国内での設備投資額を急増させな
いと，拠点である西シベリアのコガルィム等で
の生産量を維持するのは困難と予測される。ロ
シア最大の石油会社ということもあり，中央政
府に対してはかなり強い発言力を有しているも
のと思われる。ただ，同社にとっての最重要拠
点のひとつであるチマン・ペチョラ地域の地元
行政府（ネネツ自治管区とコミ共和国）との関
係は，現在，最悪に近い状態にある。この事実
は，同社の今後の事業展開にかなり深刻な悪影

響を及ぼすと考えられる。

� スルグトネフチェガス
ロシアで最も透明度が高く，設備投資に積極

的な企業。無借金経営で，財務的にも最も健全。
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ロシア石油業界のビジネス環境
～市場を取り巻く力学への考察

企画調査部＊

プーチン大統領の就任以来，石油の国際価格が高値で推移し，好影響を受けたロシアの石油
分野は活況を呈している。また，ロシア国内石油企業の活況のみならず，ロシア国外投資家の
ロシア石油分野への関心も高まってきている。しかし，依然としてロシアの石油分野は国外投
資家にとって参入が容易な分野ではない。ロシアにとって基幹産業たる石油産業は政府の貴重
な収入源であり，地方及び中央政府の介入を強める機会が多く，非常に恣意的な力学も生まれ
やすい環境にある。このような西側資本に馴染まない特殊な環境は，実際に大きな投資リスク
ともなっている。日本企業にとってもロシアで活動を行うにはこの特殊な環境に対し，十分に

分析を行い，具体的対処を検討することが必要である。本稿は平成12年度石油公団委託調査事
業として社団法人ロシア東欧貿易会が行った調査を企画調査部がまとめたものである。第１部
では数字を引用しながら，ロシア石油業界の現況を紹介する。主要な石油会社の概略を原油生
産・輸出状況を紹介することにより，ロシア石油業界が置かれている状況について解説し，第

２部においてロシア石油業界の実態的側面への考察を行う。
（第１部は�ロシア東欧貿易会ロシア東欧経済研究所　坂口泉次長が担当した。）

＊本稿は，企画調査部　古川純也が担当した。
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ただ，一部には，経営姿勢が消極的すぎると

指摘する声もある。油価の高騰のおかげで，10
億ドル単位の内部留保金を有しているといわれ，
最近になり，ようやく（拠点であるハンティ・
マンシ自治管区域外の）鉱区の開発権の獲得に
向けた積極的な動きを示すようになった。だが，
鉱区の開発権を獲得できたというニュースは今
のところ入ってきていない。資金力は豊富なも

のの，ロビー活動は不器用との印象が強い。

� ユコス
２～３年前までは，財務的にかなり不透明な
会社との印象が強かったが，油価が高値で安定
しはじめた一昨年より，目に見えて透明度が高
まっており，証券投資家の間での評価は急上昇
している。ただ，長期投資家の視点からみれば，
その変わり身の早さが，かえって警戒心を抱か
せる。より具体的にいえば，油価が低迷しはじ
めると，以前と同じような不透明な取引を始め

るのではないかと危惧する見方もある。
同社は，ロシアの石油会社の中で，最も，市
場経済の論理に近い企業との評価もある。それ
は，たとえば，組織のリストラに非常に積極的
であるというような形で具現化されている。証
券投資家はこの点を評価するが，このような企
業戦略が，いずれ，失業者の増大を防ぎたいと
いう国家もしくは地方政府の論理と衝突する可

能性もある。
同社が抱える最大の案件は，中国向けの原油
輸出用パイプラインの建設計画である。この計
画の実現に向け，同社は，最近，エヴェンキ自
治管区のユルブチェンスコ鉱床の開発権を有す
る東シベリア石油会社という地質探査会社を買
収している。ユルブチェンスコエ鉱床は，中国
向け原油輸出パイプラインの始点のひとつとな
る予定である。その他，ユコスは，今後，サハ
のタラカンスコ鉱床の開発にも関与してくると
思われるが，この鉱床も，中国向け輸出パイプ

ラインの起点のひとつとなる可能性がある。
同社の場合，中央政府に対する影響力が特に強
いとの印象は受けない。ただ，中国向けパイプ
ライン建設の絡みもあり，関係してくる地方行
政府に対し，細かな配慮を行っているとの印象

は受ける。たとえば，イルクーツク州，トムス
ク州，サハ共和国の各行政府とユコスとの関係
は，良好である。さらに，エヴェンキ自治管区
にいたっては，ユコスは，自らの社員を，知事
として送り込むべく動いていると言われてい
る。ただ，拠点のひとつであるハンティ・マン
シ自治管区行政府との関係は，必ずしもよくは

ないであろう。

� チュメニ石油会社
その是非はともかく，ロシアのビジネス環境
の特殊性を最も熟知している石油会社だといえ
る。中央政府に対しても，地方政府に対しても，
巧妙に食い込んでいるとの印象が強い。また，
米国輸銀保証の融資を獲得したことからもわか
る通り，外国人投資家からの受けも悪くない。
その他，最近では，イルクーツクのコビクタ・

ガス鉱床開発絡みで，BPに急接近していると
も言われている。同社は，1998～1999年に破産
法を利用して，ロシアの石油会社「シダンコ」
から，その子会社のチェルノゴルネフチとコン
ドペトロリウム（いずれも石油生産会社）を奪

取した。その他，同社は，2000年秋に，オナコ
の株式の85％を1,080百万ドルで取得している
（現在は，チュメニ石油会社がオナコの権益の
約３分の２を保有。残り約３分の１は，シブネ

フチが保有）。
同社の最大の弱点は，サマトロールという古

い油田（含水率が90％を超えるといわれている）
を拠点としていることである。マスコミ操作も
巧みで，派手な話題が先行する傾向があるが，
生産基盤自体は，それほど強力な会社ではない

との見方もある。

� シブネフチ
ロシアで最も著名な政商のひとりであるアブ
ラモヴィッチ氏が，実質的なオーナーだと言わ
れている会社。オフショア・カンパニーが株主
になっていることもあり，資金の流れはかなり
不透明。アブラモヴィッチ氏がアルミ業界に進
出する際，シブネフチの資金が投下された可能
性が高い。また，アブラモヴィッチ氏が知事を
務めるチュコト自治管区にも，シブネフチの資
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金が流れている可能性がある。
同社の場合，少なくともこれまでは，石油生
産企業というよりは，短期投資が得意な投資会
社という印象の方が強かった。政治色が強すぎ

て，企業としての評価はしがたい。

� 国営企業群
ロスネフチ，スラヴネフチ，トランスネフチ

（原油パイプラインを所有・運営する会社），ト
ランスネフチェプロダクト（石油製品パイプラ
インを所有・運営する会社），ザルベジネフチ
（外国での石油鉱床開発事業を担当する企業：
ガスプロムの子会社のザルベジネフチェガスと
は全くの別会社）が，主要な石油関連国営会社。

このうち，民営化の時期が最も早いのはスラヴ

ネフチと見られている。前出のオナコも，2000
年秋までは，国営企業であった。

� タトネフチ，バシネフチ
それぞれ，タタルスタン共和国行政府，バシ
コルトスタン共和国行政府の傘下にある。いず
れも，古い油田を拠点としており，生産される
原油の硫黄含有率はかなり高めとなっている。
両企業共，それぞれの共和国行政府から強力な
支援を受けられるが，反面，それぞれの共和国
の経済的安定のために資金面での協力を行う義
務を負っている。市場経済の論理よりも，共和
国レベルでの国家の論理の影響が強い企業だと
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（第１表）ロシアの主要石油会社の概要�
�

ルクオイル・西シベリア，ペル
ミネフチ，ルクオイル・ペルミ，
コミテック，ノベルオイル，ビ
トラン，ニジネヴォルジスクネ
フチ，カリニングラードモルネ
フチ，アストラハンモルネフチ�
�
スルグトネフチェガス�
�
�
ユガンスクフネフチェガス，サ
マラネフチェガス，トムスクネ
フチ�
�
�
サマトロールネフチェガス，ニ
ジネワルトフスク石油ガス開発
会社，チュメンネフチェガス，
TNK -ニジネワルトフスク，
TNK-ニャガニ�
�
オレンブルグネフチ�
�
ナヤブリスクネフチェガス�
�
プルネフチェガス，サハリンモ
ルネフチェガス，クラスノダル
ネフチェガス，ユグネフチェガ
ス，スタヴロポリネフチェガス，
ダグネフチ，テルムネフチ�
�
メギオンネフチェガス�
�
タトネフチ�
�
ヴァリエガンネフチ，ウドムル
トネフチ，サラトフネフチェガス�

１．ルクオイル�
�
�
�
�
�
�
２．スルグトネ
フチェガス�

�
３．ユスコ�
�
�
�
�
４．チュメニ石
油会社�

�
�
�
�
５．オナコ�
�
６．シブネフチ�
�
７．ロスネフチ�
�
�
�
�
�
８．スラブネフチ�
�
９．タトネフチ�
�
10．シダンコ�
�
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�
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�
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�
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－�
�
38�
�

ヴァルゴグラード製油
所，ペルミ製油所，ウ
フタ製油所�
�
�
�
�
キリシ製油所�
�
�
サマラ製油所，スイズ
ラン製油所，ノヴォク
イビシェフ製油所，ア
チンスク製油所�
�
リャザン製油所�
�
�
�
�
�
オルスク製油所�
�
オルスク製油所�
�
ツアプセ製油所，コム
ソモリスク製油所�
�
�
�
�
ヤロスウヴリ製油所�
�

－�
�
クレッキング�
�

（出所）各種資料より�

会社名� 傘下石油生産企業� 傘下製油所名�総埋蔵量�
（100万t）�

可採�
年数�
（年）�

製油能力�
（100万t/�
年）�

製油所�
の設備�
稼動率�
（％）�



いえる。

� シダンコ
事実上，BPのコントロール下にある。チェ

ルノゴルネフチの問題も，ヴァリエガンネフチ
ェガスの問題も最終的には結論が出ておらず，
両企業が生産する原油にアクセスできない状態
が続いている。これは，相当額のキャッシュフ
ローを失っていることを意味し，シダンコの台
所事情は，決して楽なものではないと推測され
る。シダンコの場合，弱体化が著しいので，い
ずれ，他のロシアの大手石油会社に吸収される

という見方が支配的となっている。
第１表では，石油会社の構成，設備容量等を

紹介する。

２．原油の生産

� 総生産量の推移
ロシアの原油生産量（第２表）は，1990年か
ら1994年にかけ大幅に生産量が減少している。

その主因として，１）生産条件の悪化（資源の

枯渇）と２）投資不足の２つが挙げられる。
１）の条件は改善されていないが，２）につ
いて，ここ数年は，スルグトネフチェガスをは
じめとする一部の大手石油会社や，外資との合
弁やロシア資本の中小石油会社が相応の投資を
行ったこともあり，生産が安定していた。さら

に，1999年頃より，国際油価の好調さもあり，
スルグトネフチェガス以外の大手石油会社も積
極的に設備投資を行うようになった。その結果，

2000年は，ロシアの石油生産量がかなり大幅に
増加した。

� 企業別の生産量の推移
主要企業別の生産量の推移は第３表のとおり

である。2000年に入り，ユコス，シブネフチ，
スルグトネフチェガス，ルクオイル，チュメニ
石油会社が大幅に生産量を増やしているが，こ
のうち，生産効率が上昇した結果，生産量が大
幅に伸びたのは，ユコス，シブネフチ，スルグ
トネフチェガスの３社である。ユコスとシブネ
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（第２表）ロシアの原油生産量の推移（ガスコンデンセートを含む）�

（出所）ロシア統計国家委員会�

（単位　100万t）

2000�
�
323

1999�
�
305

1998�
�
303

1997�
�
306

1996�
�
301

1995�
�
307

1994�
�
318

1993�
�
354

1992�
�
399

1991�
�
462

（第３表）企業別原油生産量の推移（ガスコンデンセートを含む）�
（単位　1,000 t）�

企　業　名�
�
ルクオイル�
ユコス�
スルグトネフチェガス�
タトネフチ�
シダンコ�
チュメニ石油会社�
シブネフチ�
バシネフチ�
ロスネフチ�
スラヴネフチ�
オナコ�
コミテック�
その他のロシア企業（ガスプロム含む）�
合弁企業�
�
合　計�
�


1996

50,912.3

46,511.4

33,256.6

24,778.6

20,814.7

21,478.9

18,612.4

16,343.9

12,995.3

12,883.3

7,890.7

4,526.5

6,076.0


15,215.5

301,283.1

1997

53,403.3

46,785.5

33,905.9

24,538.3

20,254.6

21,035.1

18,165.4

15,358.8

13,465.9

12,300.0

7,933.8

3,256.0


15,693.5

18,085.3

305,476.5

1998

53,667.1

44,847.2

35,171.4

24,439.6

19,903.9

19,651.5

17,313.8

12,891.4

12,626.1

11,783.8

7,888.0

3,589.8


19,365.9

19,608.6

303,370.5

1999

53,354.0

44,719.6

37,573.2

24,064.5

19,555.4

20,060.1

16,322.7

12,261.2

12,554.0

11,929.5

7,952.6

3,511.6


20,068.9

21,012.8

305,057.4

2000

62,177.7

49,547.4

40,620.8

24,336.7

12,956.7

28,574.1

17,198.8

11,940.5

13,473.1

12,267.4

7,505.7


 -

21,418.7

21,206.3

323,223.9

�注）出所が異なるので，第１表とは数字が若干食い違う。�
�（出所）『石油と資本』誌（2001年２月号）等�
�



フチの場合は，協力関係にあるSchlumberger
（新しい石油生産技術の提供，新技術に基づい
た井戸の掘削等を行う西側のサービス会社）の
力が大きいものと判断される。スルグトネフチ
ェガスは，従来より，ロシアで最も設備投資に
積極的な企業として有名で，その地道な努力が

結果となって現れていると考えてよい。
ルクオイルとチュメニ石油会社の場合は，生
産効率が上昇したことよりも，企業買収により
傘下の石油生産企業の数が増えたことが，増産

の主因となっている。
ルクオイルの場合は，2000年より，1999年に
買収したコミテックやコミテック傘下のいくつ
かの合弁企業の石油生産量がルクオイルの石油
生産量としてカウントされることとなったた
め，生産量が急増したようにみえるだけであっ
て，傘下の生産企業単位でみると生産量の伸び
はそれほど顕著ではない。たとえば，ルクオイ
ルの生産量の約７割を占めるルクオイル・西シ
ベリアの生産量の伸びは，前年比で１％程度に
すぎない。他の傘下生産企業の生産量の伸び率
も，平均で，１～２％にすぎず，あまり生産効
率が上昇していない。投資がまだ不十分との見

方も可能である。
チュメニ石油会社の場合は，破産法を利用し
てシダンコより奪取したコンドペトロリウム

（現在の名称はTNK-ニャガニ）とチェルノゴル
ネフチ（現在の名称はTNK-ニジネワルトフス
ク）の生産量が，2000年より，同社の生産量と
してカウントされるようになったため，生産量
が大幅に伸びた。もっとも，同社の場合は，ル
クオイルと違い，傘下の個々の生産企業単位で
みても，かなり生産量が伸びている（平均伸び

率は約6.65％）。
チュメニ石油会社は，Halliburton（西側サー
ビス会社）の技術支援を受けているが，そのこ

とが生産効率の向上につながったものと判断さ

れる。

３．原油の輸出量の推移

� 原油の輸出量の推移
原油の輸出量は第４表のとおりである。（数

字はロシア統計国家委員会のものであるが，同
委員会の発表する数字は，伝統的に，エネルギ
ー省が発表する数字よりも大きめとなってい

る。ちなみに，エネルギー省によれば，2000年
の原油輸出量（CIS諸国外）は，121.6百万tで
ある。）
2000年の輸出量はロシアの現在の原油輸出イ
ンフラの処理能力の限界と考えてよい。CPCや
バルトパイプライン・システムが本格稼働を開
始するまでは，ロシアの原油輸出能力が急増す
ることはないであろう。したがって，少なくと

も2001年は，ロシアの原油輸出量は2000年と同
程度の水準にとどまるものと予測される。

� 各社の輸出量
各社のCIS諸国外への輸出量と，当該企業の

生産量に占める輸出の割合は以下の第５表のと
おりである。いうまでもないが，各石油会社に

とって，外貨が稼げるCIS諸国外への輸出の割
合が高ければ高いほど好都合となる。2000年の
秋頃までは，原油の輸出割当はエネルギー省傘
下の委員会が行っていた。輸出割当プロセスに
おいては，生産量の大きさに比例して（たとえ

ば，生産量10の会社の輸出量が３であれば，生
産量100の会社の輸出量は30）決定するのが原
則となっており，本来，生産量に占める輸出の
割合が，会社によって大きく異なるというよう

なことはないはずである。ところが，第5表か
らもわかる通り，会社により，生産量に占める
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（第４表）ロシアの原油輸出量�

注）2000年の原油輸出量は金額ベースでは253億ドルで前年比，約79％�
（出所）ロシア統計国家委員会�

（単位　100万t）

2000�
　�

144.5�
127.6

1999�
　�

134.5�
104.7

1998�
　�

137.1�
117.9

1997�
　�

127.1�
110.0

1996�
　�

125.6�
105.0

1995�
　�

122.3�
96.2

1994�
　�
125�
91.9

�
�
輸出量�
うち；CIS諸国外�



輸出の割合が大きく異なっている。これは，何
らかの別の力学が働き，原則が崩れていること
を意味する。では，一体，どのような力学が働

いているのであろうか。
常識的に考えれば，国家の論理という力学が
働き，国営の石油会社が優遇されるはずである
が，ロスネフチはともかく，スラヴネフチやつ
い最近まで国営企業であったオナコの生産量に
占める輸出の比率は非常に小さくなっている。
また，ロシアの石油会社の中で最も透明度が高
く，設備投資に積極的で，さらに，納税義務も
最もきちんと果たしているといわれるスルグト
ネフチェガスも，つまり，最も国家への貢献度
が高いと思われる民間石油会社も，冷遇されて

いる。
一方，ロビー活動の巧みさで知られるチュメ
ニ石油会社では，かなり，生産量に占める輸出

の割合が高くなっている。輸出割当決定プロセ
スにおいては，かなり恣意的な力学が働いてい
たと考えられる。具体的にいえば，輸出割当決
定プロセスに関る特定の省庁や人物を取り込む
ことに成功した石油会社が有利な立場にたって
いたと考えてよいと思う。もちろん，そういっ
た恣意的力学（「闇の力学」とでもいうべきか）
がすべてであったとは言わないが，かなり大き

なファクターだったのではなかろうか。
2000年の秋に，石油パイプラインへのアクセ
ス権の決定権が，エネルギー省傘下の委員会か
ら，フリスチェンコ副首相が直轄する委員会に
移動したが，筆者は，この動きは，輸出パイプ
ラインへのアクセス権獲得プロセスにおいて働
いていた奇妙な力学を根絶させ，新たな力学を
そこに働かせようとするロシア政府の意向が具

現化されたものであるとの見方ができる。
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（第５表）企業別の原油輸出量（CIS諸国外）�

ロスネフチ�
ルクオイル 注1）�
スルグトネフチェガス�
ユコス 注2）�
シダンコ�
スラヴネフチ�
東部石油会社�
オナコ�
チュメニ石油会社 注3）�
シブネフチ�
タトネフチ�
バシネフチ�
コミテック�
その他の垂直統合型石油会社�
ガスプロム�
ロストププロム�
天然資源省�
合弁企業�
ロシアの中小石油会社�
その他の輸出者 注4）�
合計（平均）注5）�

注1）2000年はコミテックを含む数字。�
注2）2000年は東部石油会社を含む数字。�
注3）2000年はチェルノゴルネフチを含む数字。�
注4）出所が違うので第4表とは数字が食い違う。�
注5）「その他の輸出者」が具体的にどのような企業を指すのかは謎であるが，恐らく，国家需要のための石

油輸出を行っているトレーダーが大半を占めるものと推測される。ちなみに，一部には，トレーダー
の中には，大手石油会社の関連企業がかなり含まれているとの噂もある。�

（出所）『石油ガス垂直統合』誌（2000.2月，2000.3月，2001.3月）�

4,967.0

16,525.7

12,825.3

13,681.3

4,883.2

3,943.7

2,056.5

2,067.8

8,192.5

5,045.9

7,500.7

3,876.2

1,484.0

497.3


1,489.0

109.7

366.0


9,740.6

3,441.2

4,720.8


107,414.1

39.56

30.97

34.13

40.02

24.97

33.06

19.53

26.00

40.84

30.91

31.17

31.61

40.90

 …


15.02

30.50


142.26

46.61

37.89

 －


35.22

6293.0

20,844.0

13,705.0

18,804.6

3,046.3

4,269.3

－

1,082.6


13,379.0

5,587.1

9,574.1

3,811.3

 －

 …


1,276.8

155.1

515.9


8,050.6

3,616.1

 …


12,1621.1


46.71

33.52

33.74

37.95

28.50

34.16
－


14.42

43.38

32.49

39.34

31.92
－


 …

12.76

31.22


103.84

40.93

39.07

 …

37.63

生産量に占める�
輸出の割合（％）�

輸出量�
（1,000t）�

生産量に占める�
輸出の割合（％）�

輸出量�
（1,000t）�

1999

企　業　名�

2000
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４．設備投資の状況について

2000年は，石油の国際価格が極めて高い水準
にあったため，ロシアの石油会社の収益は大幅

に改善された。1998年のロシアの石油分野が得
た利益の合計が約20億ドルだったのに対し，
2000年は上半期だけで約50億ドルに達した
（『石油ガス垂直統合』誌，2000.12）。

余裕のできた各石油会社は，2000年に入り，
大幅に設備投資額を増加させた（第７表参照）。
ロシアの石油生産関連機器製造部門やサービス
会社は比較的レベルが高く，製造が追いつかな
いぐらいの量の仕事を各石油会社から受注した

といわれている。
投資額が急増した結果，開発井の掘削量も急

増した（第８表参照）。しかし，それでも，2000

（第６表）Uralsの国際価格の推移�

注）2000年は１～８月期の数字。�
（出所）トロイカ・ジアログ社資料�

（単位　ドル／バレル）�

2000�
　�
31.0�
19.0�
25.6

1999�
　�
26.5�
8.8�
17.2

1998�
　�
16.0�
9.0�
11.8

1997�
　�
24.0�
15.4�
18.4

1996�
　�
24.5�
16.4�
20.0

1995�
　�
18.8�
14.6�
16.6

1994�
　�
18.0�
12.0�
15.2

1993�
　�
17.5�
12.0�
15.4

1992�
　�
21.0�
16.0�
19.0

1991�
　�
29.5�
16.0�
19.0

1990�
　�
40.0�
15.0�
22.5

　�
　�

最高値�
最低値�
平均値�

（第７表）ロシアの垂直統合型石油会社別の投資状況�
�

�（出所）『石油ガス垂直統合』（2000.2月，2001.3月）�
�

（単位　100万ルーブル）�

企　業　名�
�
ルクオイル�
ユコス�
スルグトネフチェガス�
シダンコ�
タトネフチ�
チュメニ石油会社�
シブネフチ�
バシネフチ�
ロスネフチ�
スラヴネフチ�
オナコ�
コミテック�
�
垂直統合型石油会社合計�

1998

　4,011.8

4,192.9

5,630.8

1,476.9

2,418.8

1,028.5

1,741.6

1,039.5

1,512.5

900.1


1,034.1

104.6
　

25,308.1

1999

　5,892.0

2,221.2


13,056.7

2,696.5

5,724.0

2,334.1

1,441.6

1,757.0

3,766.0

1,858.4

1,918.9

180.4
　

42,856.8

2000

　20,134

8,277


31,252

2,786


11,747

12,617

5,699

5,080

9,978

4,406

4,204
－
　

116,179

明確なことは言い難いが，原油輸出割当のプ
ロセスは，これまで以上に透明度の高いものに
なるであろう。今後は，原油輸出割当プロセス
において，国家の論理が，これまでよりも，よ

り一層強く機能するようになる可能性が高い。

� 原油の輸出価格について
Uralsと呼ばれるロシアの輸出用原油は，一

般的に，国際市場での評価はBrentやWTIより
も低い。ここ10年の平均値をとれば，Brentが
19ドル/バレルであるのに対し，Uralsは18ド
ル／バレルとなっている。

ここ10年の国際市場での価格の推移は第６表
のとおりである（2000年の数字は年初から８月
末時点までの平均値）。この表からもわかる通り，

2000年は，石油の国際価格が飛び抜けて高かっ
た年であるといえる。最近のロシアの石油分野
の好調ぶり，あるいは，ロシア経済全体の好調
ぶりは，やはり，このコンテキストで解読して

いくのが最も妥当なような気がする。
ちなみに，2000年のロシアの原油の輸出額は，
約253億ドルで，ロシアの輸出総額の約24％を
占めた（ロシア統計国家委員会資料による）。
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年の開発井の掘削量の合計は，1990年時点のそ
れの４割程度にすぎない。また，設備投資の内
容も，石油生産量の当面の維持もしくは増加を
主目的とする短期的なものが大半であったとい

われている（上掲『石油ガス垂直統合』誌）。
2000年に各石油会社が設備投資額を大幅に増
やしたという事実は積極的に評価しなければい

けないが，現時点では，2000年の投資ブームは，
あくまで短期的なトレンドであると判断せざる
を得ない。投資ブームが生じたとはいえ，いま
だ，ロシアの石油分野における投資水準は十分
なものであるとは言い難く，同分野が，危機的
状況を完全に脱却し，安定軌道にのるためには，

今後，かなりの長期にわたり，2000年のような
積極的な投資を継続する必要があると思われる。

５．今後の原油の生産見通し

2000年に非常に積極的な設備投資が行われた
ので，2001年は，少なくとも前年並の生産は維

持できるという見方が一般的になっている。た
だ，大幅な増産は困難であろう。それは，販売

面での限界が存在するからである。
販売面での限界とは，具体的には，（有効需

要の期待できるCIS諸国外への）輸出能力の限
界と国内での有効需要の限界のことを意味す
る。まず輸出能力の問題であるが，先にも述べ
たように，輸出用パイプラインや輸出用ターミ
ナルの処理能力が限界に達している。また，国
内の消費量もほぼ限界に達しており，（国内の

有効需要の不足だけが原因ではないが）2000年
末から2001年初めにかけ，ロシアの石油輸送パ
イプライン・システムの貯蔵設備が在庫の原油
で満杯となるという事態が生じた。つまり，大
幅に増産をしても売り先を確保できない可能性
が高い。したがって，仮に上流に大幅な生産余

力が生じたとしても，少なくとも，2001年は，
販売面での制約を受け，大幅な増産を達成する

ことは不可能と考えられる。

ロシアの石油業界では，様々な力学が複雑な
形で作用しあっているため，他に類をみない特
有のビジネス環境が生まれている。ロシアの石
油業界で作用している代表的な力学は，｢国家
論理の力学｣｢恣意的力学｣｢企業論理の力学｣の
３つに大別することができる。ここではそれぞ

れの力学についての具体的説明を行う。

１．第１の力学（国家の論理）

ここでいう国家の論理とは，各石油会社に対
しロシア経済の｢ドナー｣となり，その安定に貢

（第８表）　開発井の掘削量の推移�
� （単位　1000m）�

企　業　名�
�
ルクオイル・コミテック�
スルグトネフチェガス�
ユコス�
シブネフチ�
シダンコ�
タトネフチ�
チュメニ石油会社・オナコ�
バシネフチ�
ロスネフチ�
スラヴネフチ�
�
合　計�

1997

　
1,334.8

1,592.4

990.0

726.2

448.7

602.3

280.9

259.4

447.5

315.5
　

6,997.7

1998

　483.8

1,423.2

520.9

464.1

233.5

492.3

141.6

128.7

172.8

248.5
　

4,310.7

1999

　2,521.3

1,798.7

257.3

311.9

250.2

382.9

435.2

194.2

358.2

362.6
　

4,872.5

2000

　
952.6

2,119.4

780.1

725.0

278.0

622.8


1,178.8

361.5

676.7

591.8
　

8,286.6

（出所）1997年はMIG社資料，1998～2000年は『石油ガス垂直統合』誌（2000.3，2001.3）�
�

第２部　ロシア石油業界のビジネス環境の特殊性



献することを強制する政治的（行政的）力学の
ことを指す。この力学が具現化された事象を紹

介する。

�　重油をはじめとする石油製品の輸出制限
重油はロシアの電力分野等にとって重要な燃
料源のひとつであるが，各石油会社は，国内の
需要家の代金支払があまり良くないこともあり，
確実に代金回収ができる輸出を優先する傾向が
強い。このため，市場の論理に任せていると，

国内に重油が不足する可能性が高くなる。
そのような事態を回避するため，ロシア政府
は，度々，重油の輸出制限を行う。たとえば，

1994～1996年に，重油の輸出は原則的に禁止さ
れた。また，1999年１月から1999年３月頃まで，
重油に高率の輸出関税を課すという形での輸出

制限が実施された。さらに，1999年の夏以降は，
政府決定に従い，石油製品の輸出の量的制限が
実施された。はっきりした情報はないが，この

制限は，2000年の春頃まで続けられた模様であ
る。その後，ガスプロムが国内の電力分野への
ガス供給量を減少させる可能性があったため，

2000年９月１日から2001年３月１日まで重油の
輸出制限が実施された。
このように最近は，国内に重油をはじめとす
る石油製品が不足する冬場に輸出制限が実施さ
れ，夏場に一時的に制限が解除されるという傾

向が強い。2000年の月別の石油製品輸出量を見
てもその傾向が顕著である（第９表参照）。政
府側は，今後，行政的手段を用い石油製品の輸
出制限を行うことは極力回避したいと明言して
いるが，ロシアのエネルギー事情を勘案すると，
今後も，石油製品の輸出制限が実施される可能

性が高いと考えられる。

�　原油の輸出割当
ロシア政府は，国営企業「トランスネフチ」

を通し，輸出用パイプラインのほぼすべてを保
有しており事実上の原油の輸出割当を実施して

いる。2000年末までは，エネルギー省とトラン
スネフチが実権を握る「石油・石油製品パイプ
ラインの利用に関する諸問題の省庁間調整委員
会」が，原油の輸出割当を実施していた。同委
員会によれば，「納税義務や国内市場への石油
製品納入義務を怠る石油会社に対しては原油の
輸出割当量を減らす可能性はあるものの，原則
的に生産量に比例する形で輸出割当量を定め
る」のが基本原則とのことであったが，現実を
見ると，必ずしも，この建前上の原則は守られ
ていなかった。たとえば，第５表からもわかる
とおり，最も国家に忠実で，納税義務や石油製
品納入義務を模範的に遂行しているといわれて
いるスルグトネフチェガスが冷遇されていた
り，必ずしも義務遂行状況が完ぺきとは言い難
いチュメニ石油会社が優遇されていたりしてい
た。許認可権を握る省庁や機関の関係者が，一
部の石油会社に買収されていた可能性が高い。
実際，上記の省庁間委員会による原油輸出割当
プロセスが不透明で，客観性を欠くものである

との批判はかなり以前より存在した。
いつの時点からなのか明確ではないが，石油
の輸出割当プロセスをより客観的で国益にそっ
たものとするため，輸出割当の決定権を，エネ
ルギー省傘下の上記の省庁間委員会から奪い取
ろうとする動きが出始めた。たとえば，ある時
期より，エネルギー省を弱体化させようとする
政府側の動きが顕著となったが，その最終目的
のひとつが，輸出割当権を同省から剥奪するこ
とにあったとの見方がある。この「最終目的」

は，2000年秋に達成される。2001年初頭より石
油の輸出割当を担当する機関を，エネルギー省
傘下の省庁間委員会から，フリスチェンコ副首
相が議長を務めるロシア政府付属委員会（幹線
石油・石油製品パイプラインの利用についての
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（第９表）2000年月別石油製品輸出量�

（出所）ロシア統計国家委員会�

（単位　100万t）

１月�
�
2.7

２月�
�
3.4

３月�
�
4.4

４月�
�
4.5

５月�
�
9.8

６月�
�
6.2

７月�
�
6.8

８月�
�
7.0

９月�
�
4.8

10月�
�
3.6

11月�
�
4.7

12月�
�
3.9



諸問題に関する委員会）に移すことを規定した

政府決定が，2000年11月に発令されたのである。
新委員会のメンバーは17人で構成されている
が，エネルギー省の代表は２名にすぎない。ま
た，トランスネフチの代表は委員会のメンバー
に含まれていない。新委員会の設立により，原
油の輸出割当は，ロシア政府の直轄マターにな

ったと考えてよいであろう。
恐らく，今後は，原油の輸出割当に際し，主
観的なファクターが介入する度合いは少なくな

るであろう。
そのかわり，原油の輸出割当に際しては，国益
優先の力学がこれまでより直接的に強く機能し
始める可能性が高い。たとえば，新委員会設立
直後に，国家が原油の輸出権を競売方式で石油
会社に売却するという構想が発表されたが，こ
の動きも，国益優先の力学が具現化されたもの

であると考えてよい。
原油の輸出割当の許認可権は，ロシア政府サ
イドから見た場合，待ったなしの状況になりつ
つあるロシア経済の構造改革を実施する上での
命綱のひとつであると言っても過言ではない。
したがって，原油輸出に関する国家管理は，今

後かなり長期にわたり続くと考えられる。

�　徴税圧力
資金不足に陥った際に石油会社への徴税圧力
を強めるというのは，ロシア政府の手段となり
つつある。この傾向が最も顕著に現れたのは，

1998年夏から1999年初頭にかけてである。1998
年8月の経済危機以降，税収不足と外貨不足に
苦しむロシア政府は石油会社への徴税圧力を強

め，1999年初頭からは，石油の国際価格が低迷
していたにも関らず，原油および石油製品の輸
出税の導入に踏み切った。当時は，各石油会社
とも，経済危機の後遺症と油価の極端な低迷に
苦慮していた時期であり，ロシア政府の措置を

不安視する向きも合った。
この｢困った時のオイルマネー頼み｣という傾

向は，2000年秋頃より，再び，顕著化してきて
いるように思える。より具体的にいえば，IMF
とパリクラブとの交渉が難航し，2001年の対外
債務返済スケジュールを履行するためには，追

加の外貨収入が不可欠という判断が支配的にな
った頃より，急激に，石油会社への徴税圧力を
強化する動きが目立っている。ロシアの経済状
況を勘案すると，この傾向は，今後もありうる。
このことは，ロシアの石油分野におけるビジネ
ス環境の変化を，より一層読みがたいものとす

る要因の一つとも言える。

２．第２の力学（恣意的な力学あるいは闇経済

の力学）

ロシアの石油分野では，本来は公平かつ客観
的に働くべきである「国家（あるいは地方行政
府）の論理」という力学が，許認可権を有する
機関や個人が買収され歪められ，特定の企業，
個人，地域の利益を強引に優先する形で機能す
るケースがある。ここでは，それを｢恣意的な力

学｣あるいは｢闇経済の力学｣と呼ぶことにする。
ロシアの石油分野で，｢恣意的な力学｣が具体
的にどのような形で機能しているのかを示す事

例を挙げる。

�　ケース1（石油会社民営化の際に作用して

いた恣意的力学の例）
ロシアの国営石油会社の民営化は，入札方式

（あるいは競売方式）で実施されることが多いが，
少なくともエリツィン大統領時代は，ほとんど
の入札の結果は，事前にわかっていた。より具
体的にいえば，入札の条件が特定の応札者にし
か満足させることができないものであったり，
競合する相手が様々な口実をつけられ入札に参
加できないというケースが目立った。すなわち，
特定の会社とロシア政府との間で，事前に談合
が行われているケースがほとんどであった。そ
こには，恣意的力学が強く働いていたと考えて
間違いない。より直接的にいえば，入札を実施
する側の関係者が，何らかの利権を餌に，落札
候補者であるところの特定の会社に買収されて

いたケースが多かったと考えてよいと思う。
この力学が顕著だったのは，1995年末の担保
入札であろう。この時は，シダンコやユコスと
いった大手石油会社の民営化が実施されたが，
それぞれ事前に，ポターニン率いるインターロ
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ス・グループと，ハダルコフスキー率いるロス
プロムが落札するのは確実視されていた。事実，
ライバル企業は，政府サイドから言いがかりに
近い様々な口実をつけられ，結局，入札に参加
できなかった。事実上競合相手のいない入札で
あったため，落札額は非常に低いものとなった。

たとえば，シダンコの株式（51％）は1,300百
万ドルで，ユコスの株式（45％）は約1,600百
万ドルで落札された（第10表参照）。
最近は，少なくとも石油分野においては，事
前に落札者を言い当てることができるような露
骨な｢出来レース｣の民営化は行われなくなっ

た。2000年秋に実施されたオナコの民営化では，
最後まで，誰が落札者になるかわからなかった。
この民営化は，かなり公正な形で実施されたと

いわれており，落札額も10億ドルを上回った。
油価の高騰や株式の85％が民営化の対象となっ
たという好材料はあったにせよ，オレンブルグ
州にしか拠点がなく，生産規模（石油生産量）
がユコスの４分の１にも及ばない中堅石油会社

の株式が10億ドル以上で売れたという事実は，
入札が公正な競争原理に基づき実施されたこと

を間接的に証明しているように思える。
今後，少なくともプーチンが大統領でいる間
は，国営石油会社の民営化がエリツィン時代の
ように不透明な形で実施される可能性は低いと

考えてよいのではなかろうか。

� ケース２（破産法絡みで作用している恣意

的力学の例）
ロシアでは，破産法を利用した企業乗っ取り

が「合法的」に行われることが珍しくない。
ロシアでは，最低賃金の500倍以上に相当す

る（延滞期間３ヶ月以上の）債務を有する企業
はすべて，破産法適用の対象となりうる。最低

賃金の500倍というのは些少な額であり（正確
な数字はないが数千ドルだと推定される），事
実上，ロシアのすべての企業が破産法の適用対
象となると考えてよい。換言すれば，特定の企
業の「合法的乗っ取り」を目論む者は，容易に，
当該企業への（広義の）破産措置適用申請を行

うことができるということになる。
破産措置適用申請は，（破産措置の対象とな

る）当該の企業が所在する地域の地方調停裁判
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（第10表）ロシアにおける石油会社の民営化あるいは企業買収の主な事例�

ARCO
スルグトネフチェガス

NIKoil
ルクオイル
インターロス
メナテップ
メナテップ

NFK
シブネフチ
アルファG/RENOVA

BP
ロスプロム・ユコス
ルクオイル

Reforma
ロスネフチェガスストロイ
チュメニ石油会社
アルファG/RENOVA
チュメニ石油会社

ユコス

ルクオイルの株式の7.99%�
スルグトネフチェガスの40.12%�
ルクオイルの16.07%�
ルクオイルの5％�
シダンコの51%�
ユコスの45%�
ユコスの33%�
シブネフチの51%�
東シベリア石油会社の47.02%�
チュメニ石油会社の40%�
シダンコの10％�
東部石油会社の45%�
コミテックの98.93%�
ルクオイルの9%�
東シベリア石油会社の51.4%�
チェルノゴルネフチの100%�
チュメニ石油会社の49.806%�
オナコの85％�
東シベリア石油会社の68%�

注）当該の株式を取得するために投下した資÷（株式を取得した石油会社の埋蔵量×獲得した株式シェア）で
導きだされる数字。単純には比較できないが，この数字が小さければ，比較的安価で石油会社の株式を取
得したことを意味し， この数字が大きければ比較的高値で取得したことを意味すると考えてよいと思う。�

�（出所）『コメルサント』紙，2000.7.6等�
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埋蔵量1ｔあたり�
の価格，ドル＊�

取引価格，�
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所に対し行われる。当該の地方調停裁判所は，
その申請に基づき審査を行い，（広義の）破産
措置の適用が妥当と判断される場合は，臨時管
財人を選定する。問題は，申請の審査および臨
時管財人選定の際に，恣意的要素が入りやすい
という点である。すなわち，ロシアでは，乗っ
取りを企む者が，地方調停裁判所（あるいは，
地方調停裁判所に強い影響力を有する当該州の
知事）を買収し，自らの息のかかった人物を臨
時管財人として送り込み，その後の債権者会議
での審議や外部管財人選定プロセスを自らに有
利な形で進め，当該企業を乗っ取るというケー

スが目立つのである。
石油分野でこの破産措置を利用した企業乗っ
取りの被害を最も多く被っているのはシダンコ
で，コンドペトロリウム，チェルノゴルネフチ，
ヴァリエガンネフチェガス等の有力子会社が，
軒並み，「破産法利用乗っ取りビジネス」の餌食
となった。そのうち，チェルノゴルネフチとヴ
ァリエガンネフチェガスについては，奪回に向
けての道筋は出来上がっているようだが，現時

点（2001年４月）では，まだ，シダンコは，こ
れら２社に対する支配権を回復できていない。
ちなみに，コンドペトロリウムは，正式に，チ

ュメニ石油会社の傘下に移っている。
その他，ロスネフチ傘下のプルネフチェガス
も，一時，破産法利用乗っ取りビジネスのター

ゲットになったことがある。
現在，ロシアでは，破産法が企業乗っ取りに
利用されることを防ぐことを主目的とした，破
産法の改訂が実施されているが，当該の改訂が，
破産プロセスへの恣意的力学の介入の阻止にど
の程度効力を発揮するのかは，今後の事態の進
展が注目される。しかし，買収される地方裁判
所や知事が存在する限り，今後も同様の問題の

可能性を残している。

� ケース３（鉱区の開発権を巡り作用してい

る恣意的力学の例）
鉱区の開発権は，コンクール（プロポーザ

ル・コンペ）もしくはオークション（競売）を
通し，石油会社に供与される。オークションは，
提示金額の多寡で優劣が決められるので，恣意

的要素が混入する可能性は比較的少ない。問題
が生じやすいのは，コンクールの方である。コ
ンクールの場合，提示金額（ボーナス）の多寡
の他，同時に提出する文書（事業計画書等）の
善し悪しも結論を出す上で重要なポイントとな
り，恣意的要素あるいは主観的要素が介入する
余地がかなりあると判断される。具体的にいえ
ば，コンクールの組織当事者である（当該の鉱
区が所在する地域の）地方行政府とロシア天然
資源省が，特定の会社に買収され，その会社に
有利な形でコンクールが実施される可能性が存

在するのである。
最近，恣意的な力学が介在した可能性が極め
て高いとの嫌疑がかけられたコンクールの例を

紹介する。
問題となっている鉱区は，ネネツ自治管区の
チマン・ペチョラ地区の東部に位置するチェル
パユスコエ，ニャジェイユスコエ，ハスィレイ
スコエの３つの鉱床で構成される，ヴァール・
ガンヴルツエヴァという名称の鉱区である。こ

の鉱区の原始埋蔵量は約192百万ｔ，可採埋蔵量
は60百万ｔ～65百万ｔと評価されている。
同鉱区の開発権をめぐるコンクールは，2000
年秋に公示されたが，当初より，ネネツ自治管
区のブトフ知事およびヤツケヴィッチ・ロシア
天然資源相と親しい関係にある「セヴェルナ
ヤ・ネフチ」というチマン・ペチョラ地域を拠

点とする弱小石油会社（2000年の同社の石油生
産量は84万ｔにすぎない）が，勝利者になるの
ではないかとの憶測が飛び交っていた。このた
め，このコンクールへの参加の意向を表明して
いた大手石油会社の中からは，同鉱区の開発権
については，コンクール方式ではなく，より透
明度の高いオークション方式で落札者を選ぶべ
きとの声があがっていた。しかし，ネネツ自治
管区と天然資源省は，その声を無視して，コン

クールを強行した。
コンクールの結果は，20001年3月に発表され
たが，ネネツ自治管区と天然資源省の代表で構
成されるコンクール実施委員会は，予想通り，
セヴェルナヤ・ネフチが落札者として最適であ
るとの結論を出した。そして，４月には，まず
ヤツケヴィッチ天然資源相（当時）が，その後，
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ネネツ自治管区のブトフ知事が，それぞれ，コ
ンクール実施委員会が出した結論を承認した。
この時点で，コンクールの一応の決着がついた
ことになる（一部の大手石油会社が，コンクー
ルに不正があったとして提訴しているので，ま
だ，開発ライセンスはセヴェルナヤ・ネフチに

供与されていない）。
このコンクールに恣意的力学が作用したこと
を証明する決定的証拠は存在しない。しかし，
以下に挙げる事実より，恣意的力学が介在した

可能性が疑われた。
①セヴェルナヤ・ネフチのバビーロフ会長とブ

トフ・ネネツ自治管区知事との密接な関係
セヴェルナヤ・ネフチの実質的オーナーであ
るバビーロフ会長は，元ロシア財務省第一次官
で，ロシア政府のボンドのインサイダー取引や
賄賂で巨万の富を築いたといった類いの噂がつ
きまとう人物である。また，財務次官時代に築
いた，有力政治家や官僚との間の太いパイプが
今も機能しており（有力政治家や官僚の資金運
用絡みの弱みを握っているとの説もある），同
氏の政界・官界に対する影響力は今も非常に強

いといわれている。
バビーロフ会長とブトフ知事は親密な関係を

築いており，結果的には落選したが，1999年の
下院選でバビーロフ氏がネネツ自治管区から立
候補した際には，ブトフ知事は休暇をとり，一
個人としてバビーロフ陣営に入り応援を行っ

た。また，2001年初頭に実施されたネネツ自治

管区の知事選では，バビーロフ氏がブトフ知事
に対し巨額の選挙資金を提供したといわれてい
る。巨額の選挙資金提供の見返りとして，セヴ
ェルナヤ・ネフチにヴァール・ガンヴルツェヴ
ァ鉱区の開発権が供与されるだろうとの噂は，

2000年秋より囁かれていた。
②ヤツケヴィッチ天然資源相とセヴェルナヤ・

ネフチの密接な関係
ヤツケヴィッチ天然資源相の妻のナタリヤ・
ヤツケヴィッチ女史は，セヴェルナヤ・ネフチ
社の法律顧問を務めている。同女史がコンクー
ルに直接関与した証拠はないが，コンクールの
組織責任者の妻が，コンクールに参加する特定
の企業とビジネス上の関係を有してことは問題
視されていた。また，今回のコンクール実施委
員会（天然資源省とネネツ自治管区の代表で構
成）の議長は，セヴェルナヤ・ネフチの元職員

であるとの噂もある。
③あまりにも違いすぎるボーナスの額
チマン・ペチョラ地域の鉱区の場合，現在の

ボーナスの相場は，可採埋蔵量１ｔにつき1.5
～２ドルといわれている（同鉱区の可採埋蔵量

は既述のとおり60～65百万ｔ）。しかし，セヴ
ェルナヤ・ネフチが提示したボーナス額はわず

か700万ドルであった。一方，コンクールに参
加した他の企業の中には，１億ドル以上のボー

ナスを提示したものが複数存在する。
通常のコンクールであれば，提出文書（事業
計画書等）の内容の他に，ボーナスの額も重要
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（第11表）ヴァール・ガンヴルツェヴァ鉱区のコンクールで主要企業が提示した条件の比較�

１．セヴェルナヤ・ネフチ�
�
�
２．スルグトネフチェガス�
３．シブネフチ�
４．ユコス�
５．ルクオイル�
６．ロスネフチ�

注）当該のコンクールには約10社が参加した。ここでは，そのうち主要な企業の指標のみ取り上げた。�
�（出所）『コメルサント・ブラースチ』誌（2001.4.3）�
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な決め手となるはずであるが，当該のコンクー
ルにおいては，ボーナス額の多寡は全く無視さ
れたことになる。セヴェルナヤ・ネフチの事業
計画書等に提示された数字が，競合各社のそれ
と比較して飛び抜けて優れているというのなら

話は別であるが，少なくとも第11表を見る限り，
そのような印象は受けない。
④ネネツ自治管区独特の「風土」
ネネツ自治管区のブトフ知事と，同自治管区
で多くの鉱床の開発を行っているルクオイルと

の間の関係の悪さは有名である。2001年1月に
実施されたネネツ自治管区の知事選では，ルク
オイルは，公然と，ブトフ知事の対抗候補を支
援した（結局，知事選は，現職のブトフ氏の勝

利に終わった）。
ルクオイルもヴァール・ガンヴルツェヴァ鉱
区のコンクールに参加していたが，このような
事情により，当初より同社が落札することは絶
対にないといわれていた。ブトフ知事は，かな
り強引な利益誘導を行うことで有名で，みすみ
す自分の敵に塩を送ることなどありえないから

である。

� ケース４（鉱区探査権を巡り作用している

恣意的力学）
地下資源利用法の改訂に伴い，2000年１月よ
り，十分に探査の行われていない鉱区に関して
は，当該の鉱区が存賦する地方行政府の合意の
もと，天然資源省（もしくは同省の地方支部）
が，公開のオクークションやコンクールを実施
することなく（つまり非公開で），その探査権
（期間は５年間）を石油会社に供与できること

となった。
その結果，鉱区の探査権供与プロセスには，

恣意的力学が介入し易くなった。つまり非公開
故，何が基準となって，石油会社の選定が行わ
れたのかが明らかでなくなったのである。いつ
の間にか，探査権が供与されていたという印象
を受ける例も多い。たとえば，チュメニ石油会
社がイルクーツク州のコビクタ天然ガス鉱床に
隣接する鉱区の探査権を獲得した際の詳しい経

緯は謎につつまれている。
しかし，この恣意的な力学が最も強いという

見方をされるのは，ネネツ自治管区における探
査権供与プロセスである。ここでは，天然資源
省はネネツ自治管区行政府の意向を直接的に反

映する形で動いているとの印象が強い。2000年
初頭より，これまで，同自治管区では５つ以上
の鉱区の探査権が，石油会社に供与されたとい
われているが，獲得した会社の多くはネネツ自
治管区と密接な関係を有する無名企業だといわ
れている。たとえば，トレブス鉱床とチトフ鉱
床（一般には，すでに探査が終了した鉱床とみ
なされている）の「探査権」を獲得したカルム
ィツカヤ石油会社や，ムシュルショルスコエ鉱
区の探査権を獲得したネネツ石油会社は，一般
に，ネネツ自治管区行政府（あるいはチトフ知

事）の会社と認識されている。

３．第３の力学（企業の論理あるいは経済効率

優先の論理）

この力学は，ひとつは，グローバル企業とし
て認知されることを目的とした各企業の努力の
ことであり，もうひとつは，国家や地方政府か
らの管理圧力や徴税圧力をかわすための「企業
努力」のことを意味する。後者は，前述の恣意
的力学あるいは闇経済の力学に含めてもよい性
格のものであるが，当該の「企業努力」は，各
石油会社が十分な設備投資を行う上で重要な役
割を果たしているとの見方も存在するので，敢

えて，この第3の力学の枠内で取り上げること
とした。

� 企業の透明化に向けての努力
最近，資金調達源の幅を広げるという目的も

あり，ロシアの大手石油会社の多くは，IAS
（国際会計基準）あるいはGAAP（米国会計基準）
に準拠したバランスシートへの移行努力を行っ
ている。また，会計監査も，西側の会計監査法

人により実施されているところが殆どである。
ただ，少なくともこれまでは，透明化に向け
ての努力は，バランスシートを西側の投資家に
も解りやすいものとするという段階でとまって
いたという印象が強い。すなわち，バランスシ
ートは理解し易くなったが，そこに，西側の投
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資家にはどうしても理解し難い数字や事実が浮

き彫りになっているというケースが存在した。
たとえば，モスクワのある証券会社によれば，

ユコスは1997年頃よりGAAPへ移行している
が，1997年の会計報告書の中に，同社がウラル
ブレンドの国際相場の50％強の価格でトレーダ
ーに原油を売却していたという事実を示す数字
を見いだすことができるという。資本関係はな
いが事実上の関連会社であるトレーダーに故意
に安い価格で原油を売却することにより，資金
を外国に逃避させていた可能性が高いとのこと

である。
ところが，最近になり，ユコスの原油輸出価
格は，急激に国際相場の数字に近づきつつある。

たとえば，1998年は国際相場の約70％となり，
1999年には97％となった。ユコスの透明度が急
激に高まってきており，証券投資家の間での評
価が高まっていると述べたが，この見方によれ
ば「透明度が急激に高まっている」とは，具体
的には，「疑惑の多い取引を少なくする努力を

行っている」という考え方もできよう。
また，タトネフチも，比較的早い時期から

GAAPに移行していたが，1997年～1998年頃，
外国から借り入れた資金の一部（約２億ドル程
度といわれている）をタタルスタン共和国行政
府にまた貸しするといった，西側の投資家に不

信感を抱かせる取引を行っている。
西側の会計基準にそった会計報告書を作成し
ているという事実は評価すべきであろうが，ロ
シアの石油会社の場合，その事実を過大評価し
てはならないと思う。重要なのは，会計報告書
に記載された数字や事実の背後に何があるかを

正確に解読することであろう。
ちなみに，ロシアの大手石油会社の中で，最
も透明度が高いのはスルグトネフチェガスであ
るということで，内外の専門家の意見はほぼ一
致しているが，同社は，まだ，ロシアの会計基
準に基づいたバランスシートしか発表していな

い。

� 組織の合理化に向けての努力
ロシアの大手石油会社は，原則的に，社会主
義の思想に基づいた組織構造をいまだ維持して

おり，経済効率面で問題が多い。各石油会社と
も，その点は十分認識しており，組織のスリム
化に向けての努力をそれなりに行っている。た
とえば，ユコスやルクオイル等，大手石油会社
の多くは，掘削サービスや生産技術の開発等を
おこなういわゆるサービス部門を切り離し，ア
ウトソーシングの割合を増やすという形での合

理化を実施している。
ただ，外部に依頼すれば，組織のスリム化や
高い対投資効果を得ることが可能になるとの認
識はあるものの，一部の例外を除き，どの石油
会社もサービス部門を完全に切り離すことは考
えていないようである。より具体的にいえば，
難しい課題のみ外部の優秀なサービス会社

（Schlumberger，Halliburton，ペトロ・アリヤ
ンス等）に依頼し，比較的容易な課題について
は，経済効率を多少無視しても，極力内部のサ
ービス部門に発注するというスタンスを維持し
ようとしている。これは，各社とも，サービス
部門を完全に切り離すことにより，大量の失業
者が出，（社会不安の勃発を極端に嫌う）当該
の地方行政府（あるいは中央政府）との関係が

悪化するのを恐れているためである。
製油所についても同様の状況が生じている。

ロシアの製油部門は，設備過剰状態にあり，設
備利用率は非常に低い。世界の平均的な製油所

では，設備利用率が80％を超えるのが普通であ
るが，ロシアの場合，このレベルを超えている
か，もしくは，それに近いのはキリシ製油所と
ルクオイル傘下の製油所だけである。その他の

大半の製油所は，設備利用率が70％を大きく割
り込んでいる。経済効率を考えると，製油所の
統廃合が不可欠なのは誰の目にも明らかである
が，ロシアの石油業界においては，国家および
地方行政府の論理が強く機能しており，製油所
の統廃合は全く進んでいない。製油所は，企業
城下町を形成しており，他に雇用の受け皿がな
いという状況下にあることが多いため，製油所
の整理を行うと，当該の地域では社会不安が生
じる可能性が高く，政府（特に地方政府）の側
から，経済効率を無視してでも稼働を持続すべ
きとの圧力が，石油会社の側にかかってくるの
である。かつて，まだ市場経済への直接的移行



の可能性が信じられていた頃には，製油所の閉
鎖を試みた大手石油会社も存在したが，現時点
では，どの石油会社も傘下の製油所の閉鎖には
非常に慎重な態度を有しているように思える。
つまり，ある程度の人員削減は行えても，閉鎖

は非常に困難というのが実情ではなかろうか。

� 節税の努力（グループ企業内原油価格）
ロシアの石油会社の多くは，法律の間隙をぬ
うような形で，節税努力を行っている。様々な
合法的節税方法が存在するようだが，最近，最
も話題になっているのは，「グループ企業内原
油取引価格」（企業グループ内で適用されてい
る極端に安い原油取引価格）を利用した節税方
法である。グループ内の石油生産会社と製油所
間の原油取引価格を極端に低く設定すれば，原
油の売上高を課税基礎とする税金（ロイヤリテ
ィ，天然資源再生税）を「節税」することが可

能になるのである。
ちなみに，1999年時点での企業グループ内取
引価格の平均値はトンあたり約600～800ルーブ
ル（バレル３ドル～５ドル程度）であったとい
われている。一方，国内スポット市場での価格

はトンあたり3,200ルーブル程度（バレル15ドル
程度）であったといわれている（『石油ガス垂

直統合』誌，2000.12）。ロシア国内の原油市場
では，このようなグループ企業内での非常に安
い価格での原油取引が主流となっており，国内
のスポット市場に出回る原油の量は，全体の数

パーセントにすぎないといわれている。
ここで問題となるのは，少なくとも現時点で
は，ロシア国内には原油市場が，事実上，存在
しないという点である。つまり，特定の製油所
もしくは仲介業者と直接契約でも結ばない限
り，ロシア国内では，どのぐらいの価格でどの
くらいの量の原油を売りさばけるのか，予測が
困難ということである。これでは，生産した原
油の大半を輸出できるという保証か，国内の製
油所と有利な条件で長期契約を結べるという保
証でもない限り，多くの外資はしり込みしてい

まうのではなかろうか。
更に問題なのは，ロシアの大手石油会社が，

このような非合法すれすれの手段を用いて節税

を行い，資金を確保しているという事実である。
少なくとも政府側は，石油会社のこのような節
税努力を，脱税に限りなく近いものとみなして
おり，原油の国内価格の国家統制を行うことに
より，企業グループ内原油取引価格を利用した
節税を不可能にさせることを検討している。そ
の他，ロシア政府は，原油の売上高ではなく，
利益もしくは石油製品の売上高を課税基礎とす
る新税の導入も検討しているようである。これ
ら政府の対抗策が実施されれば，ロシアの大手
石油会社の財務状況あるいは資金繰りが，一時
的ではあれ，悪化することは必至で，各石油会
社に対する評価，あるいは，ロシアの石油業界
全体に対する評価を再考する必要がでてくるか

もしれない。

４．３つの力学とロシアの石油会社

� ３つの力学の関係
以上で述べた力学の関係について言えば，現
在のロシアの石油分野では，明らかに，第１の
力学と第２の力学が，第３の力学よりも強く機
能するケースが多い。経済的合理性を機軸とし
て動くビジネス環境に慣れ親しんだ西側投資家
にとって，ロシアのビジネス環境は，理解しが
たいもの，あるいは予測不能な特殊なものとし
て映ることがあるが，その原因のひとつがまさ

にここにある。
第１の力学（国家の論理あるいは国益優先の
論理）が最も強く機能するのは，原油や石油製
品の輸出に際してである。たとえば，原油の輸
出の場合は，輸出割当の権限を国家が握ること
により，国家の石油会社に対する発言力の強さ
を維持しようという力学が強く働いている。こ
の力学があまりに強く働きすぎると，外国企業
のロシアの石油分野への投資意欲をそぐ危険性
があるが，この力学を維持することは，今のロ
シア政府にとってオイルマネーの管理や，国内
の燃料不足の回避等の政策を行うためには，必
要不可欠である。したがって，原油や石油製品
の輸出に関する国家管理が弱まる可能性は，少

なくとも短期的には，ほとんどないであろう。
第２の力学（闇経済の力学）は，これまで，
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民営化や破産法を利用した企業乗っ取りプロセ
スにおいて強く機能してきた。この力学の生命
力は強く，現在は，既述のとおり，（あくまで
特定の一部の地域においてではあるが）鉱区の
開発権や探査権供与プロセスにおいて具現化さ
れることが多い。いうまでもなく，この力学が
強く機能することは特に外資にとって好ましい

ことではない。
第３の力学（企業の論理あるいは経済効率の
論理）も，もちろん機能はしているが，第一義
的な重みを有することは少ない。ロシアの石油
分野では，この第３の力学が，ロシアの他の生
産分野と比較しても，軽んじられているとの印

象が強い。

� ３つの力学に対するロシア石油会社の対応

の仕方
以上述べてきたように，ロシアの石油業界に
おいては３つの力学が複雑に絡み合いながら機
能している。そして，全般的傾向としては，第
１と第２の力学のほうがより強く機能するケー

スが目立つ。
このような状況の中，各石油会社は，好むと
好まざるとに関らず，この３つの力学への対応
を迫られている。その対応の巧みさが最も目立
つのは，チュメニ石油会社（オーナーは，アル
ファ・グループとアルミニウムのトレーダーと

しても有名なRENOVA社）である。この石油
会社は，あまり生産基盤が強いとは言い難いが，

内外の投資家や政府から評価を得ている。
同社の強みとしてまず目につくのは，３つの
力学に対するバランス感覚の良さである。より
具体的に言えば，同社の場合，それぞれの力学
に熟知した幹部が非常にバランス良く配置され
ているとの印象が強い。中央政府との関係は，
恐らく，中央政界に強いコネクションを持つア
ルファ・グループのフリードマン氏やハン氏が
担当し，地方政府ならびに恣意的力学との調整

は，RENOVA社のヴェクセリベルグ・チュメニ
石油会社取締役が担当しているものと思われる。

ちなみ，RENOVAは，地方行政府とのつきあい
方が非常に巧みなことで有名な会社である。そ
して，外国人投資家との交渉，ならびに，グロ

ーバル企業としてのイメージ作りは，外国のメ
ジャーでの勤務経験を有するサイモン・クック

ス社長が担当しているものと推測されている。
チュメニ石油会社は，優秀なスタッフを擁し，
３つの力学を非常に巧みに利用することで，同
社の業績やイメージの改善あるいは勢力拡大を
達成している。たとえば，同社は，地方行政府
との関係および恣意的力学を利用し，法破産法
の間隙をつく形で，シダンコからコンドペトロ
リウムとチェルノゴルネフチを奪取することに
成功している。また，やはり地方政府との良好
の関係を利用して，いつの間にか，コビクタ鉱
床の周辺の鉱区の探査権の獲得に成功してい
た。その他，同社の石油生産量に占める輸出量
の割合が大きいのは，同社と中央政府との関係

が良好なことを示す証拠であるといえよう。
さらに，同社は外国人投資家からも高い評価
を受けている。同社が，米国輸銀の融資保証を
獲得，最近では，コビクタ鉱床の開発絡みで，

BPに急接近することにも成功している。シダン
コを通し，ロシア経済において作用する力学の

特殊性を痛感したBPは，その特殊性（特に第１
の力学と第２の力学）を逆手にとるような形で
自社の利益に結びつける「技術」を有するチュ
メニ石油会社を，今後，現地エージェントとし

て利用しようと考えているとの見方もある。
一方，市場経済の論理や国家の論理がより正
常な形で（より直接的で透明な形で）機能して
いる経済下においてなら，当然，最も高く評価
されてしかるべき会社が，苦戦するという不思
議な事象も，ロシアの石油業界では生じている。
苦戦している会社とは，スルグトネフチェガス
である。同社は，内外の専門家から，ロシアの
大手石油会社の中では，最も透明度が高く，財
務内容も最も良い会社と評価されている。実際，
同社の株式時価総額は，生産規模が同社よりも
遥かに大きいルクオイルとほぼ同じとなってい
る。すなわち，それだけ市場の評価が高いので
ある。しかし，少なくともこれまでは，中央政
府からの評価は決して高いとは言えなかった。
たとえば，同社の石油生産量に占める輸出の割

合は，平均値を下回っている（第5表参照）。同
社は，ロシアで最も納税義務をきちんと果たす
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企業だが，輸出割当の決定権を有していたエネ
ルギー省へうまく取り入ることができなかった
のではないかと考えられる。また，地方政府か
らの評価もそれほど高くない。拠点のハンティ
マンシ自治管区との関係は非常に良好だといわ
れているが，その他の行政府との関係作りは決
して上手ではない。このため，当該地方政府と
の良好な関係樹立が重要なポイントとなる鉱区
の開発権や探査権をめぐる争いでは，ことごと
く負け続けている（ヴァール・ガンヴルツェヴ
ァ鉱区，コビクタ鉱床周辺の鉱区，タラカンス

コエ鉱床で負けている）。
スルグトネフチェガスは，資金力，堅実さ，

経済効率，投資意欲，規範性の高さ（特に納税
規範の高さは特筆すべきものがある）の点で，
ロシアの石油会社の中では群を抜いた存在であ
るが，「柔軟性」に欠けている。現在のロシア
の石油業界では，ビジネスを円滑に行おうとす
れば，中央官庁や地方行政府が発信源ととなる
恣意的力学にも対応できる「柔軟性」が必要と

いうことであろう。
しかし，中央政府レベルでは恣意的力学を極
力排除しようという動きが見え始めている。ス
ルグトネフチェガスは，今後，少なくとも中央
政府からは，これまでよりは厚遇を受けられる
ようになるのではなかろうか。換言すれば，ス
ルグトネフチェガスが厚遇を受けるようになれ
ば，中央政府による石油業界に対する管理が，
より客観的なものとなったと判断してよいと思
う。スルグトネフチェガスは，その意味では，
石油業界に対する国家管理の透明度や客観性の
程度を判断する一種のバロメーターであると言

えなくもない。

まとめ～３つの力学の「進化」の方向について

の考察
ロシアは，今後，巨額の対外債務を返済しつ
つ，産業構造の改善や老朽化したライフライン
の刷新を行っていかねばらない。ロシア経済の
現状を勘案すると，それらの課題を遂行するた

めには，程度の差こそあれ，今後も石油分野あ

るいはオイルマネーに依存せざるを得ない。
そういったコンテキストで考えると，石油分
野，特に原油や石油製品の輸出に対する国家管
理は，強まることはあっても，弱まることは決
してないと考えられる。たとえば，原油の輸出
割当システムは，今後，より透明度の高いもの
となる可能性があるが，システムそのものが無
くなるということは考えがたい。つまり，ごく
一部の例外（トランスネフチのインフラを全く
使用せず輸送を行うサハリンのプロジェクト
等）を除き，生産した原油の一部しか輸出にま
わせないという状況は今後も続くであろう。そ
の他，石油分野における思い切った組織整理や
人員削減も，セイフティー・ネットとなりうる

新しい産業が育つまでは，困難であろう。
一方，地方政府レベルでは，第2の力学が，

今後も機能し続ける可能性が高い。一部の地域
では，鉱区の開発権や探査権の供与プロセス，
破産法絡みの企業買収，石油輸送関連インフラ
等のための敷地提供プロセスにおいては，今後
も，地域の利益という建前の背後で，恣意的力

学が強く機能する可能性が十分考えられる
このような環境下では，市場経済の論理を絶
対的な善とみなし，第１の力学や第２の力学に
真正面から抵抗してでも経済効率を追求すると
いった類いのビジネス戦略は，容易ではない。
チュメニ石油会社が行っているように，３つの
力学を巧みに操り，企業業績を上げていくとい

う柔軟性も方法のひとつなのかもしれない。
また，かなり困難ではあるが，スルグトネフ
チェガスのように，ロシア経済の特性を十分に
考慮した上での経済効率や経済的合理性の追求
（「ロシア式市場経済」の追求とでもいうべきか。
たとえば，雇用を極力維持しつつ，各人の意識
を改革することにより経済効率を高めるといっ
た類いの手法の採用）を徹底的に行うという道
もある。今後もロシアの石油ビジネス環境を見
極める上で，この力学の行方を十分に注視して

いかなければならない。
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