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カスピ海の石油をアゼルバイジャン、グルジア、トルコを通過させて西欧に輸出するためのパイプライ

ンであるバクー－トビリシ－ジェイハン（BTC）パイプラインの建設が進んでいる。

歴史的に戦渦が絶えなかったバルカンが「火薬庫」と称されたのになぞらえて、コーカサスもしばしば

火薬庫だと称される。コーカサスは東西の文明の十字路であり、その戦略的意義の高さ故に、古くから他

国による数多の攻撃や侵略を受けてきた。さらに19世紀以降、南コーカサス地方、つまり現在のアゼルバ

イジャン、アルメニア、グルジアで構成された地域の戦略性は、カスピ海の石油や天然ガスによりますま

す高まったといえる。特に、19世紀にはバクー産の石油が世界の石油産出量の半分を占めていたとされて

いたほどだ。そのため当地では外国からの干渉が絶えなかったが、さらに非常に複雑な民族構成により、

国境と民族分布が一致せず（図1）、民族間の対立が常に地域の平和を脅かしてきたといってよい。旧ソ連

最後の共産党書記長となったミハイル・ゴルバチョフがペレストロイカを進めた1980年代後半から、旧ソ

連各地で民族問題が顕在化したが、南北コーカサスではとりわけ多くの問題が紛争に発展した。ロシアが

旧ソ連地域の紛争を、自国の影響力保持のための外交カードにしていることもあって、それら紛争のほと

んどはいまだに解決を見ていない。

旧ソ連地域は依然としてロシアの勢力圏であり、諸外国や国際機関の当地への影響力はおのずと制限さ

れてきた。しかし、カスピ

海の天然資源の存在は、欧

米諸国の当地への関心を高

める呼び水となった。近年

の中東情勢の不安定化、お

よび北海油田の枯渇の危機

感の高まりに鑑み、資源供

給源の多角化によりリスク

を減らし、中東政策をより

容易に行えるようにする必

要があったからである。

他方、ロシアは旧ソ連諸

国に対して影響力を保持し

続けようとしており、その

上でエネルギー問題は重要

な外交カードになってい

る。だが、カスピ海の天然

資源については、旧ソ連諸

国には海底資源を採掘する

能力がなかったため、欧米

企業の参入を阻止するすべ

はなかった。また、ロシア

がエネルギーを旧ソ連諸国

への外交カードに使う行為

そのものが、旧ソ連諸国の

欧米接近と、欧米諸国との
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※人口密度の低い場所もしくは住民のいない場所は白で示した。
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図1 コーカサスの民族分布地図

出所：拙著『旧ソ連地域と紛争：石油・民族・テロをめぐる地政学』慶應義塾大学出版会、2005
年、43頁を基に作成

かんが
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エネルギーを含む多分野の協力によって自立を目指そうとする動きを加速させているという皮肉な事実も

ある。

さらに、2001年の米国同時多発テロ（9.11事件）は、旧ソ連の地域情勢にも大きな影響を与え、当地へ

の米国の関与のあり方、またロシアと欧米諸国との関係はかなりの変容を遂げ、欧米の影響力が相対的に

強くなった。

石油開発を推進する欧米は、いわゆる「パイプライネスタン＊1」諸国への政策において、三つの目的を

持っている。すなわち、第一にカスピ海地域の資源へのアクセスを確実なものとすること、第二に当該地

域の旧ソ連構成諸国に対するロシアの影響力を弱めること、第三にこれら諸国の民主化の促進である。第

三の目的については、より具体的には政治、経済、法制などが「欧米水準」を満たす状態となることとい

えよう。また、第一、第二の目的とも絡んで「親欧米国家」化の推進とも読み換えられるだろう。

旧ソ連においては、グルジア、ウクライナ、クルグズスタン（キルギス）では近年、民衆による民主化

運動によって相次いで政権交代が起きるなど、マスコミ等が言うところの、いわゆる「民主化ドミノ」が

起きている他、アフガニスタンでも国際的な監視の下で徐々に民主化が進められている。グルジアの政変

が米国の政府や財団の支援で成功し、またアフガニスタンの政治変動の契機が米国による対テロ戦争であ

ったことに鑑みれば、当地で最大の影響力を持つ国は、もはやロシアではなく米国になったといっても過

言ではないかもしれない。しかし旧ソ連地域の構造はそれ程単純ではなく、ロシアの影響力はいまだ無視

できない、というのが現実だろう。

そのような中で、BTCパイプラインの建設、開通の当該地域にもつ意味は非常に大きいと思われる。と

りわけ、通過3カ国はBTCの成功によって、経済部門をはじめとした様々な部門の発展や地域協力の進展が

望めると期待している。本稿では、2005年12月18日から29日に行った現地調査の結果も踏まえつつ、BTC

パイプラインのルート選定の背景を概観してから、それが地域にもたらす影響を検討したい＊2。

盧 南コーカサスの不安定要因：

政治と紛争

既述のように、コーカサスには多く

の紛争やその火種が存在し、それらが

資源開発や地域協力の問題と関係して

いる場合も多い。そこで、まずコーカ

サスの潜在的、顕在的紛争を確認する

（表1）。潜在的な紛争とは、民族間に緊

張関係が存在し、紛争に発展しかねな

い状況を示す。同時に、南コーカサス

の紛争が北コーカサスの紛争の影響を

受けたり、ロシアによって悪化させら

れたりしているという事実にも注目す

る必要がある。他方、旧ソ連地域の紛

争を停戦に持ち込むことが出来るのも

またロシアに他ならず、コーカサスの

紛争の動向はロシアに握られていると

いってよい。

ここで、ナゴルノ・カラバフ、南オ

セチア、アブハジアが、本国の主権が

全く及ばない状態で独立を宣言し、国

家としての機能を満たしつつも国際承

認が得られていないため、「未承認国

家」と言われていることを特記する必

要があろう。国際的に無法地帯であり、

停戦中の紛争も再発しかねないことか

ら、地域の不安定要因となっている。

盪 ロシアの影響力の大きさ

ロシアは、バルト3国を除く旧ソ連

諸国で構成されるCIS諸国を自国の勢

力圏と見なし、勢力維持のためにあら

ゆる手段を用いてきたが、カスピ海政

策では失敗が続いていると見なされて

いる。第一にアゼルバイジャンで親ロ

政権を打ち立てることが出来なかった

こと、第二にカスピ海の法的地位問題

の紛糾＊3、第三に欧米の石油企業によ

る大規模投資の阻止失敗である。それ

が故に、アゼルバイジャンは反ロ的な

姿勢をとってきたが、ロシアはアゼル

バイジャンの民族問題を利用して、離

反を許さなかったのである。

例えば1994年9月に締結された、ア

ゼルバイジャンの「領海」における最

大の油田群であるアゼリ、チラグ、グ

ナシュリに関する生産分与契約（ACG

プロジェクトPSA）は「世紀の契約」

と称される。ロシアは当初、同契約か

ら除外されていたにもかかわらず、ア

ルメニアとアゼルバイジャンのナゴル

1. BTCパイプラインをめ
ぐる地域情勢と国際関係

＊１：パイプライネスタン（Pipelinestan）とは、ペペ・エスコーバーが「カスピ海周辺からアフガニスタンに至る天然資源の埋蔵量が豊かな、もしくはその
輸送に関係する諸国」を指して呼んだもの。

＊２：本稿では紙幅の関係で詳細に立ち入れなかった部分が多くあるが、拙著『旧ソ連地域の紛争：石油・テロ・民族をめぐる地政学』慶應義塾大学出版会、
2005年を参照されると多くの問題の背景や詳細がお分かりになると考える。

＊３：紙幅の都合により本稿では詳述を避けるが、カスピ海が海であるか、湖であるかという法的地位問題が沿岸国家間で争点となっている。その結論次第
で海洋法が適用されるか否かが決まり、カスピ海をめぐる様々な権利関係が変わるため、大きな懸案の一つとなっている。
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国

アルメニア、
アゼルバイジャン

アゼルバイジャン

グルジア

ロシア

紛争、紛争に発展しうる対立 概略 現状

【紛：1988-94】ナゴルノ・カラバ
フ自治州（ソ連末期、アルメニア
人が約76パーセントを占めたア
ゼルバイジャン共和国内の地方）

【対】旧赤いクルディスタン（ク
ルド人問題）
【対】ナヒチェヴァン自治共和国
（飛び地）
【対】南方タレシュ人（イラン系）
居住地域
【対】北部レズギ人・アヴァール
人（コーカサス系）居住地域
【紛：1992-93】アブハジア自治
共和国（ソ連末期、アブハズ人
が約18パーセントを占めた）

【紛:1990-92】南オセチア自治
州（同地域に7割を占めるオセッ
ト人（イラン系）居住地域）

【対】アジャリア自治共和国（イ
スラム教を信仰するグルジア人
であるアジャリア人の居住地域）
【対】ジャワヘティア（アルメニ
ア人の居住地域）
【対】ミングレリア（初代ガムサ
フルディア大統領の拠点）
【対】南西グルジアのアゼルバイ
ジャン人居住地域（マルネウリ等）
【対】キスティ人（グルジア系チ
ェチェン人）が住むアフメタ地区・
パンキシ渓谷
【紛：1994-96（第一次）;1999-（第
二次）】チェチェン共和国

【紛：1999】ロシア連邦・ダゲス
タン共和国

【紛：1992】イングーシ共和国・
北オセチア共和国

アゼルバイジャンからの独立かアルメ
ニアへの移管を求める民族、領土紛争。
最低でも2万5,000人が死亡し、約100
万人のアゼルバイジャン人が難民・国
内避難民に
クルディスタン独立要求。アルメニア
人のクルド人との協力
アルメニアとイラン国境での緊張

分離独立の可能性

ダゲスタンの同胞との統合要求

分離独立要求が武力紛争に発展。当
地人口の70パーセントにあたる25万
人が国内避難民化、1～2万人が死亡

グルジアの民族主義的政策に反発し、
ロシアの北オセチアとの統合要求を開
始、やがて武力紛争に発展。少なくと
も1,000人が死亡

同自治共和国のアバシゼ最高会議議
長の強権政治により、長年、グルジア
政府の主権が及んでいなかった
主に広汎な自治要求。分離独立を要
求する極端な者も
現政権に反対

アゼルバイジャン人の民族的権利要
求
チェチェンからの難民が非難している。
チェチェンゲリラがアラブ系ゲリラやアル・
カイダと結託か？
チェチェンの独立宣言と憲法採択を許
さないロシアが軍を送り、首都を破壊し
たが、チェチェンは反撃に成功し、停戦後、
事実上の独立を確立したが、6～10万
人が死亡

第一次チェチェン紛争時、ダゲスタン
の義勇兵がチェチェン側で参戦したの
を受け、第二次紛争開始の折、ロシア
はダゲスタンに侵攻、約千人を虐殺
プリゴロド地区をめぐる領土紛争。激し
い紛争は一週間程度だった

停戦中だが事実上の独立。アルメニア人
がナゴルノ・カラバフおよび同地とアルメ
ニアを結ぶ地域などアゼルバイジャン領の
約20パーセントを占領中

潜在的な紛争化の可能性。ナゴルノ・カ
ラバフの動向にも関連。
まれに小規模な衝突

1993年フンマトフを中心にタレシュ・ムガ
ム自治協共和国として一時、独立を宣言
低レベルでくすぶる。ロシアの関与が問わ
れる
ロシアによる支援により、アブハジア側が
実質的に勝利して停戦。事実上の独立を
維持しつつも住民の95パーセントがロシ
アのパスポートを持ち、実質的統合が進む。
双方のゲリラ活動はいまだに盛ん
ロシアと北オセチアによる支援により、南
オセチア側が実質的に勝利して停戦。事
実上の独立を維持しつつも住民の95パー
セントがロシアのパスポートを持ち、実質
的統合が進む。2004年夏には小規模な
武力衝突も
サアカシヴィリ大統領の強硬策の結果、
2004年5月にアバシゼが辞任し、ロシアに
亡命。グルジア政府が主権回復
ロシアの軍基地と支援もあり、緊張が継
続
常時緊張

政治的に常時緊張。グルジア警察の強
圧が問題に。武力衝突も
グルジアの主権が及んでいない。テロリス
トがいるとしてロシアがしばしば空爆などで
攻撃
モスクワでの連続テロ後、ロシアの攻撃に
より第二次紛争が勃発。チェチェン兵1万
3,000人、ロシア兵3,000人、チェチェン市
民9,000～1万4,000人が死亡（2005年
現在）、人権侵害が深刻な問題に。紛争
解決の予兆なし
ダゲスタンに攻撃がなされたり、同地に逃
げたチェチェン難民が掃討されたりと、不
安定な状態が続く

400人が死亡、4～6万人のイングーシ人
が国内避難民に。ロシアが仲裁の中心的
役割。散発的に衝突発生

表1 コーカサスの紛争・紛争に発展しうる対立

注：紛争【紛：期間】、紛争に発展しうる対立【対】
出所：筆者作成



ノ・カラバフをめぐる紛争（ナゴル

ノ・カラバフ紛争）を利用して、ロシ

ア企業を入り込ませたのである。ロシ

アは、アゼルバイジャン人民戦線の指

導者で、徹底した反ロ、反イラン政策

をとった同国の第二代大統領（1992～

1993年）アブルファズ・エルチベイを、

ナゴルノ・カラバフ紛争におけるアル

メニア支援やアゼルバイジャン内のク

ーデター支援により失脚に追い込み、

次期大統領（1993～2003年）のヘイダ

ル・アリエフには、ナゴルノ・カラバ

フ紛争を停戦に導くのと引き換えに、

CISおよびCIS安全保障条約への参加、

石油契約へのロシアの参加を要求した

のだった。こうして石油契約は仕切り

直され、「世紀の契約」にロシアも参画

するに至った。この「世紀の契約」に

基づき、独立以降、アゼルバイジャン

の石油生産を一手に担ってきたアゼル

バイジャン石油公社（SOCAR）と英

国BPが主導する多

国籍コンソーシアム

AIOC（Azerbai jan

I n t e r n a t i o n a l

Operating Company）

が発足し＊4、石油生

産が本格化したので

ある。

蘯 パイプラインの

政治性

カスピ海の石油を

欧米に輸出するため

には、外洋に直接つ

ながる大型パイプラ

インの建設が必須と

考えられた。既存の

パイプラインはあっ

たが、どれも容量が

少なく、また、黒海

ルート（図2参照）

はトルコのボスポラス海峡の環境問題

が、ロシアルートはチェチェン紛争が

それぞれ懸案事項となっていたからで

ある。

そこで、大量輸送を可能とする主要

パイプライン（Main Export Pipeline：

MEP）の建設が目指されたが、その

ルートの選定は困難を極めた。米国政

府は、ロシアとイラ

ンの当地域における

覇権が強くなること

を恐れ、たとえ経済

効率が悪くなろうと

も両国をルートから

はずし、「政治の論

理」を貫こうとした。

他方、多くの石油会

社は紛争のリスクが

少なく、海までの距

離が短く、建設費を

抑えられるルート、

とりわけイランルートを望んだといわ

れる。このように、政治の論理と経済

の論理が激突し、多くのパイプライン

計画が計画倒れとなった。

結局、1999年11月の欧州安全保障協

力機構（Organization for Security and

Co-operation in Europe: OSCE）による

イスタンブールサミットで、MEPは、

アナリシス
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注：石油タンクは小規模のものが四つであり、容量の少なさが見て取れ
る

出所：2005年12月22日筆者撮影

黒海ルートの終点であるグルジ
アのスプサのターミナル
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出所：拙著『旧ソ連地域と紛争：石油・民族・テロをめぐる地政学』慶應義塾大学出版会、2005年、141頁を基に作成

図3 カスピ海のパイプライン

＊４：BP社（英・オペレーター）権益比率34.1パーセント、UNOCAL社（米）10.3パーセント、SOCAR社（アゼルバイジャン）10パーセント、インペック
ス社（日）10パーセント、Statoil社（ノルウェー）8.6パーセント、Exxon-Mobil社（米）8パーセント、TPAO社（土）6.8パーセント、Pennzoil社（米）
5.6パーセント、伊藤忠石油開発3.9パーセント、Delta-Hess社（米）2.7パーセント、の6カ国10社で構成。

図2



米国が推進したバクー－トビリシ－ジ

ェイハン（BTC）ルートということで

妥結した。この政治色の強いパイプラ

インは、当時の米国大統領の名前を取

り「クリントンプロジェクト」とすら

呼ばれた。

しかし、BTCはあまりに長距離であ

るだけでなく、紛争地の近くを通るこ

とから（表2参照）、コストもリスクも高

いと石油企業は難色を示した。そのた

め、ルートが決まっても、高額な建設

費（29.5億ドル）にかかわる経済的な

問題や環境への対応および地域住民と

の調整などが難航し、建設は容易には

進まなかった。

しかし、石油価格の上昇により、当

初強く計画に反対していたBPが乗り

気になったことが最たる契機となり、

2002年夏に8カ国10社によるBTC建設

の国際コンソーシアム「Baku Tbilisi

Ceyhan Pipeline Company」が設立され

た＊5。その後、グルジアの環境問題を

めぐる建設中断などもあったが、建設

はそこそこ順調に進み、2005年5月に

バクー部分が、10月にグルジア部分が

開通した。当初、2005年末の全面開通

が予定されていたが、トルコ部分の建

設が遅れ、全面開通は2006年春以降に

なりそうである。

全長1,768キロメートルのパイプラ

インは、アゼルバイジャンを442キロ

メートル、グルジアを248キロメート

ル、トルコ東方を1,078キロメートル

通過する。1日の輸送原油は100万バレ

ルと予定され、北海油田の減産を補填

すると期待されている。

BTCパイプライン　～南コーカサス地方への政治経済的影響に関する一考察～

51 石油・天然ガスレビュー

多くの国がパイプラインの敷設を望

んでいることからも分かるように、パ

イプラインには利点が多い。しかしそ

の影響については多面的に考える必要

がある。以下では、BTCパイプライン

がもたらすであろう利点と問題点につ

いて考えていく。

盧　経済への好影響

BTCにより、法制度、政治、経済な

ど多方面で、いわゆる「ヨーロッパ・

スタンダード」化が進むと期待される。

経済部門ではまず、BTC敷設国への

投資やビジネスベンチャーの可能性が

高まる。同時に、リスク評価が改善さ

れ、外国企業などの参入も容易になる

と予測される。

次に、経済の透明化が期待できる。

旧ソ連では、共産主義体制の下で経済

システムに多くの歪みが生じ、汚職、

腐敗、第二経済の存在などが当たり前

となっていた。また、トルコでも伝統

色が強く、市場経済が機能していない

地域が国内に多数あるといわれ、BTC

敷設国それぞれが経済システムに大き

な問題を抱えているのである。

しかし、BTC敷設国間で基本路線と

して採択された「資源採取産業透明性

イニシアチブ（Extractive Industry

Transparency Initiative：EITI）」は、今

後、経済の透明化を促すものと期待さ

れている。EITIは、石油、天然ガス、

鉱石などの天然資源採取による企業収

益の資源保有国政府への還元や採取権

料の支払いなどに関する透明性を向上

させるために、2002年に英国政府の主

導で始められた。EITIには、先進国、

途上国政府のほか、採取企業、NGO

（非政府組織）など、資源採取計画ご

とに関連する様々な主体が参加し、企

業から政府への移転支出に関するガイ

ドラインなどを作成している。

そして、EITIが施行されている地域

において、EITIのガイドラインに反す

る活動が行われた場合は、関係企業の

みならず、当該地域の住民も異議申し

立てができることになっている。BTC

プロジェクトにおいては、まだEITIは

着手されたばかりで結果は出ていない

が、EITIにより経済の透明化が徹底化

されれば、後述するオランダ病の予防

にもつながると考えられる。

また、米国国際開発庁（USAID）

も多額の資金を投じて、市民社会発展

のための計画に着手した。 後述のよ

うに、BTCによって教化された住民が

経済の現状に問題意識を持ち、汚職や

2. BTCパイプラインの
メリット

紛争

ナゴルノ・カラバフ紛争

南オセチア紛争

アブハジア紛争

オセチア・イングーシ紛争

チェチェン紛争

ロシア・ダゲスタン紛争

トルコ・PKK（クルディスタン労働党）紛争

1988-1994

1990-1992

1992-1993

1992

1994-1996, 1999-

1999

1984-1999

15キロメートル

55キロメートル

130キロメートル

220キロメートル

110キロメートル

80キロメートル

紛争地を貫通

武力衝突の期間 BTCからの距離

表2 紛争地とBTCパイプラインの距離

出所：筆者作成

＊５：その株主構成は、BP社（英）32.60パーセント、SOCAR社（アゼルバイジャン）25.00パーセント、Unocal社（米）8.90パーセント、Statoil社（ノルウ
ェー）8.71パーセント、TPAO社（土）6.53パーセント、ENI社（伊）5.00パーセント、Total Fina Elf社（仏）5.00パーセント、伊藤忠（日）3.40パーセ
ント、インペックス社（日）2.50パーセント、Delta Hess社（米）2.36パーセント。



腐敗の改善に主体的に取り組むことも

期待されている。

さらに、石油収入をてこにして、当

該諸国が経済発展を遂げることも望ま

れている。たとえば、アゼルバイジャ

ンは当面の経済成長を石油産業に全面

的に依存している。特に、今後5～7年

の石油関連の収益は、国家予算の3倍

以上に相当する50億～60億ドルに達す

ると見込まれており、GDPも2005年は

13パーセント、2006年は14パーセント

と、CISで一番の高成長を遂げると予

想されている。

また、BTCと平行する天然ガスのバ

クー－トビリシ－エルズルム（BTE）

パイプライン（South Caucasus Pipeline：

SCPとも称される）の開通（2006年の

予定）により、さらなる経済成長が望

め、石油価格が現状維持されれば、ア

ゼルバイジャンの今後20年間の収益は

500億ドルにも及ぶと概算される。た

だし、地域住民の生活水準上昇という

課題については、後述のように容易で

はないことは留意されるべきである。

最後に、雇用創出と失業削減への貢

献が期待される。パイプラインの建設

と建設後の管理、運営、保護、そして

関連NGOなどの職が創出されること

により、周辺地域の失業問題も緩和で

きるといわれていた。だが、それもま

た後述のように簡単ではなさそうだ。

盪　法制度の整備と民主化

BTCの成功には、通過3カ国の法制

度の発展と統一的な法基準の整備が不

可欠であるといわれている。改善を要

する法基準は、環境、保健衛生、安全

保障、社会保障など多くの分野に及ぶ。

それらが欧米の政府や諸組織の指導に

よって改善されれば、3カ国のその他

の法や制度の諸システムも整備され、

社会の全般的な発展にもつながってい

くことが望まれている。アゼルバイジ

ャンやグルジアでは、外国企業が法的

に保護されていないために、収賄など

様々な問題が生じ、日本企業を含む多

くの外国企業が撤退を余儀なくされて

きた。このような状況に鑑みても、

BTC関連プロジェクトにおける欧米水

準化の経験が、別の側面においても生

かされていくべきだろう。

また、BTCによって敷設国の民主化

が進展することも期待されている。ま

ず、あまり世界に知られる機会がなか

ったコーカサスに注目が集まり、同時

に政治の面でも監視の目が厳しくなっ

ている。コーカサス諸国が参加してい

る欧州安全保障協力機構（OSCE）や

欧州評議会（Council of Europe：COE）

はもちろん、欧州連合 （European

Union：EU）もコーカサス3国に欧州

近 隣 諸 国 政 策 （ E u r o p e a n

Neighbourhood Policy：ENP）を2005年

より適用し始めた。同じくEU主導の、

ロシアを迂回した欧州と中央アジア、

コーカサスとの間の輸送回廊計画であ

るTRACECA（TRAnsport Corridor

Europe Caucasus Asia）プロジェクトな

どとも相まって、多方面での関係強化

が進んでいる。

この過程で、選挙への監視も厳しく

なっているほか、反体制派やメディア

への弾圧、人権侵害など民主化の阻害

要因に対する監視の目も強化されてい

る。BTCに参加している諸国および関

係企業の本国は、内政によってプロジ

ェクトが悪影響を受けることを避ける

ために、政情には敏感になっており、

場合によっては介入をも行うだろう。

次に、欧米企業、諸国の参入により、

次項で述べるように、地元住民の教育

や技術が向上していくことが期待され

る。そうなれば自国の政治に対する見

方も厳しくなり、下からの政治改革の

可能性も高まるだろう。

最後に、国民の政治化と並行して、

外部からも民衆を民主化運動に駆り立

てる動きが生じやすくなる。たとえば、

旧ソ連の「民主化ドミノ」の起点とな

ったグルジアの「バラの革命」を支援

したとされるジョージ・ソロスの「オ

ープンソサエティ・インスティテュー

ト」が、他のNGOとともにグルジア

での活動を開始した契機は、BTCプロ

ジェクトだったという＊6。つまり、

BTC計画がなければ、諸々のNGOの

参入はなかったかもしれず、BTCこそ

が旧ソ連の下からの民主化を刺激した

ともいえるのである＊7。

蘯　市民社会のレベルアップ

BTCは、社会や市民生活にもよい影

響を与えうると考えられる。まず、

BTCは地域住民のスキルキャパシティ

の向上に貢献する。たとえば、2004年

末にBTCコンソーシアムは、グルジア

のBTC敷設地域の経済および社会政策

のために4,600万ドルを供与した。そ

れとは別に、BTCを主導するBPもグ

ルジアの教育、保健、文化、エネルギ

ー、ビジネス、市民社会の各部門の発

展のために1,000万ドルを供与してい

る。

さらにBTCによって創出された雇用

者は、諸外国の企業とかかわることで

多くの教育や訓練を受けることができ

る。BPなどは、それによって得られ

た能力と専門性は、BTCプロジェクト

終了後も就職や起業に役立つだけでな

く、収入増にもつながり、ひいては当

地の経済発展を促すと強調している。

また、NGOの活性化により、敷設

地の諸々のインフラの整備と、敷設地
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＊６：Starr, S. Frederick."The Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline: School of Modernity," S. Frederick Starr and Svante E. Cornell, The Baku-Tbirisi-Ceyhan Pipeline. Central
Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2005, p.13.

＊７：アゼルバイジャンでもウクライナの「オレンジ革命」後に反政府行動の頻度と規模が特に増しているが、後述の通り、同国では権威主義体制が堅持さ
れているため、毎回警察によって厳しい弾圧がなされ、負傷者や逮捕者が多数出ていることから、同国の場合はむしろ政治的混乱の一要素として評価
するほうが適切かもしれない。また、「民主化ドミノ」という言葉はマスコミ等がしばしば用いているが、そのような動きが起きたのが、旧ソ連15カ
国中3カ国のみであることを考えれば、「ドミノ」とは言い難いことも指摘しておきたい。



地主への補償も含む当地住民の社会保

障の整備で住民の生活水準や民度が向

上することも期待されている。

ただし、NGOもその母体や目的次

第で異なる影響力を持つことには留意

が必要だ。たとえば、グルジアの民主

化を促したNGOは、ソロス財団など

直接石油産業に関係なかったものであ

ったが、よりミクロな形で民衆に働き

かける活動を行っているのは石油会社

がボランティア的に行っているNGO

活動だといえる。

中でもBPは、パイプライン関連業

で90年の経験を持ち、少なくとも10カ

国で独自のパイプラインを運営してい

る。一般的に石油企業は地元やインフ

ラ整備には関与しないのが通例だが、

グルジア、アゼルバイジャンの場合は

例外で、BPは医療、教育、環境保全

など、様々なNGOを創設し、現地職

員を雇って当地の状況を綿密に調査

し、充実した対応を行っている＊8。

また、パイプラインの安全保障につ

いても地域住民に委ねている。地域住

民と契約し、自警団を組織してもらい、

各人にBTCの司令塔につながる警報器

を携帯させている。地域住民は見回り

をするのみならず、牧畜などをしなが

ら、パイプラインを監視する。地域住

民は「地元の人間」以外の者をすぐに

見分けられるため、不審者がいた場合

には早急にオペレーターに知らせるこ

とができるので、破壊行為などを未然

に防げるというわけである。

また、緊急事態の際には、BTCの始

点であるサンガチャル陸上基地のみな

らず、終点のジェイハン基地でもBTC

パイプラインすべての稼働を操作でき

る。BTCパイプラインは地中に埋めら

れているため、もともとテロには強い

と見なされていたが、住民と一体化し

てその警備を行うことで安全性はます

ます高まり、住民も収入を得られるの

である＊9。

もちろん、環境社会影響評価（Envi

ronmental Social Impact Assessment：

ESIA）が進む過程で、NGO、政府、

地域コミュニティ、被雇用者それぞれ

の潜在力が拡大し、住民の自主的活動

を含めた様々な動きが連関し合い、同

時に人々の社会や環境への関心が高ま

って、地域の社会化と人々の民主化へ

の覚醒が進むことも目指されている。

このような諸々の試みにより、プロジ

ェクトの進展に伴って当地の社会・産

業構造が整備され、経済や雇用も発展

するように日々努力がなされているの

である。

BTCの環境に対する負の側面が強調

される一方、まさにBTCプロジェクト

が契機となって、これまで看過されて

きた当地の環境問題に欧米水準の監視

と指導がなされることとなった。中で

も特筆に値するのは、2000年5月にロ

ンドンのコンサルタント会社である

ERM（Environmental Resource Manage

ment）がBPと、当地の全般的なESIA

調査を行う契約をしたことである。

ERMが各地共通の懸念材料をまとめ

た小冊子は敷設地付近の住民に配布さ

れたが、環境への影響の大きさはプロ

ジェクト開始前から懸念されていた。

そしてERMは、BPとの契約を基盤と

して、米国のURSおよび五つの地元の

環境コンサルタント会社（トルコのコ

ラ、エンヴィ、グルジアのゴルビ、ア

ゼルバイジャンのシネルゲティクス、

AETC）などと協力しつつESIAを進め

ている＊10。

また、BTCにおける環境投資計画

（Environmental Investment Programme:

EIP）においては、国内および国際的

な環境NGOとの連携の下、建設によ

る悪影響の緩和、土壌の復興を目的に、

特に熊や黒雷鳥、陸亀などを含む希少

な保護生物種への対策や保護対象地の

戦略、森林保護の支援、生物の多様化

計画と環境NGOの能力拡充を目指し

ている。たとえば、BTC建設のために

土壌を掘り起こした際、大量の陸亀の

卵が発見されたが、専用のセンターを

設立し、一匹も殺さずに孵化させて育

成しているという＊11。

さらにBTCでは、外国企業と国内外

のNGO、さらに各地域コミュニティ

が独自の社会投資計画（Community

Investment Programme：CIP）を共同で

進めている。それは地域の持続的な社

会的、経済的、環境的発展を目的とし

ており、中でもとりわけ重視されてい

るのは、住民の増収と生活水準の向上

および、清水や燃料の常時供給を可能

にすることを含めたインフラ整備で、

計画の見直しが綿密に重ねられている。

特筆すべきは、各地域コミュニティ

がCIPにおいて単に活動するだけでな

く、CIP総費用の最低20パーセントを

金銭もしくは現物払いで出資すること

が義務付けられていることである。日

本のODA（政府開発援助）の有効性

をめぐる議論でもしばしば問題になる

が、単なる資金援助はうまく機能しな

い場合が多いのが実情である。そのた

め、このように地域コミュニティにも

負担と責任を課せば、計画の実効性は

より高まると考えられている。これら

の長期計画にはミクロ財政の供給、公

共施設の新設や修繕、浄水システムの

導入、熱効率の良い暖房の供給なども

含まれており、CIPが長期の持続的発

展計画につながって、最終的には各地

域の独立性を促すと考えられている。

盻　ロシアからの自立と国際関係の強化

既述の通り、ソ連解体後もロシアの

旧ソ連地域に対する影響力は維持され
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＊８：BPの医療NGOであるInternational Medical Corpsのカマラ・フセイノヴァ氏へのインタビューによる（2003年12月29日）。
＊９：伊藤忠商事バクーオフィス代表の杉浦敏広氏に2005年12月20日に行ったインタビューによる。
＊10：Platform 2003.
＊11：前出、杉浦氏による。



ている。中でもエネルギーなどのイン

フラをロシアに依存せざるを得ないこ

と、またロシアが旧ソ連地域の紛争を

外交カードとして利用していることか

ら、旧ソ連諸国が真の独立を果たすこ

とは困難な課題であり続けた。

しかし、BTCにより、経済やエネル

ギー面での依存体質が改善され、また

諸外国の注目が当地に集まり、国際的

な相互関係が増加することから、ロシ

アの影響力はかなり軽減され、自立性

が高まると考えられる。

同時に、前述の通り、当地は紛争が

多く、テロが多発する場所であること

から、パイプラインや国境の保護が重

要課題となっており、様々な形で軍拡

が進められている。各国が自国軍の強

化を図っているだけでなく、BTC通過

3カ国はパイプラインを保護するため

の共同の軍事対策も推進している。そ

して、米国＊12、NATO、ロシアの関与

があると考えられる。

アゼルバイジャン、グルジアはNA

TOに未加盟であるため、NATOの平

和のためのパートナーシップ（Partner

ship for Peace：PfP）に基づいてNATO

との関係強化を進めている。NATOは

とりわけ、この地域においては国際テ

ロ対策、武器不拡散、民族紛争、国際

組織犯罪対策などに力を入れている。

また、米国は2001年の9.11事件後、

グルジアのテロ対策能力強化を名目

に、グルジア軍の訓練のために軍を送

り込んだ（規模は小さいが英仏も米国

に続いた）ほか、コーカサス諸国への

軍事援助を強化し、軍備も拡充して軍

事的影響力を確実に拡大している＊13。

しかし、現在に至ってもロシアの影

響力が強いのもまた事実である。ロシ

アはかつてアゼルバイジャンとグルジ

アの民族紛争において分離主義派を支

持し、停戦と引き換えに両国をCISお

よびCIS安全保障条約に加盟させ、グ

ルジアには四つの軍事基地を設置し、

アゼルバイジャンの「世紀の契約」に

も確たる位置を獲得した。1999年11月

のOSCEイスタンブールサミットで、

グルジアのロシア軍事基地の閉鎖が決

められたものの、2基地の閉鎖は遅れ

ている。また閉鎖した場合には、その

軍備がアルメニアのロシア軍基地に移

転されることが想定されるため、アル

メニアにおけるロシアの軍事力の拡大

が周辺国、とりわけアゼルバイジャン

から危惧されている。

また、アゼルバイジャンにはロシア

軍基地はないものの、ガバラレーダー

基地をロシア軍が使用しており、グル

ジアの紛争地域にはCIS軍（実質的に

はロシア軍）が平和維持活動のために

展開している。こうした現実に鑑みれ

ば、ロシアの影響力を極力弱くしてい

くために、諸外国との軍事的な関係強

化も望まれていると言ってよいだろう。

眈 地域協力と紛争解決への期待

BTCにより、通過国のみならず周辺

地域の相互関係が深化し、地域協力が

拡大・深化することが期待される。た

とえばカザフスタンは自国石油をBTC

に供給する協定を締結しているほか、

安全保障や経済の側面でも関係強化を

進めることを表明している。

また、BTC以外の地域プロジェクト

でも、エネルギーをてこにした地域協

力が必ず念頭に置かれる。たとえば、

欧州のシンクタンクであるCEPSが主

導する「コーカサス安定協定」の協定

文書案には、「地域の経済、特にエネ

ルギー分野の潜在性を最大限実現化す

る。カスピ海の輸送路の複数化による

利益最大化やカスピ海の法的問題の明

確化も行い、関係全諸国が『エネルギ

ー憲章』を早期に批准することを目指

す」という文言も含まれている。

多方面での地域協力が期待される

中、すでに具体的な計画も進んでいる。

たとえば、BTC通過3カ国は、さらに

天然ガスの前述BTEパイプライン

（SCP）でも利害を共有しており＊14、

また3国の共同出資で「新戦略的鉄道

計画」も進めている。本計画は北東ト

ルコ、トビリシ、バクーを258キロメ

ートルの国際鉄道および高速道路で結

ぶ、4億～8億ドルの大規模な計画であ

る。9年前にトルコのデミレル大統領

（当時）が提案し、グルジアのシェワ

ルナゼ大統領（当時）と議論を進めて

いた計画だが、財政的な理由により凍

結されていた＊15。今後、トルコのカル

スとグルジアのアハルカラキを結ぶ30

キロメートルを新設し、アハルカラキ

とトビリシ間の鉄道を復興する予定で

ある。これにより、3国にはBTC、

BTE（SCP）両パイプライン、鉄道、

道路と4本の戦略性の高いラインが通

過することとなる。様々な物資や人々

がトルコを経由して欧州とコーカサス

を行き交い、インフラも整備され、経

済活動も活発になって、地域協力が深

化することが期待されている。

さらに、アハルカラキはアルメニア

人居住地区であり、ロシアが軍基地を

設置するなど強い影響力を握る地域だ

が、この鉄道敷設により、グルジアが

主張するロシア軍基地の閉鎖が早ま

り、社会問題も改善されるのではない

かという期待も持たれている。

他方、アルメニアのグルジアへの依

存が高まることによって地域協力が進

展するという予測もある＊16。欧州との

連結ルートを模索する中国も、ロシア

経由より本ルートのほうが望ましいと
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＊12：ただし、米国は公にはBTCの防衛には関与しないとしている（RFE/RL Newsline, 25 May 2005）。
＊13：なお、アルメニア人のロビー活動により、アゼルバイジャンが米国により課されていた経済制裁（自由支援法S.907）も時限的に停止されている。
＊14：カスピ海資源には、石油と天然ガスがあるが、本稿では天然ガスについては触れない。
＊15：ソ連時代には、カルス・ギュムリ（アルメニア）・トビリシを通過する鉄道があったが、ナゴルノ・カラバフ紛争により、トルコとアルメニアの関係

が悪化し、運行が停止していた。
＊16：Hayots Ashkharh, 1 October 2004.
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して投資の用意を表明しており、前出

TRACECAとの連結も期待されてい

る。

とはいえ、アハルカラキとアルメニ

アのアルメニア人は本計画に徹底的に

反対している。彼らの反対は、道路や

鉄道だけではなく、当然、二つのパイ

プラインにも及んでいる。アルメニア

人にとっては、これら四つの計画は地

域協力を促すものではありえず、「ア

ルメニア包囲網」に他ならない。アル

メニアの孤立を促すために意図的に進

められていると考えられている点は留

意されるべきだろう＊17。

このように、アルメニアが除外され

ているとはいえ、鉄道を介して、コー

カサスを中心とした地域協力が中国に

まで拡大することが望まれる一方、

BTCが成功すればカスピ海開発の利点

が証明され、ロシア、中央アジア、イ

ランなどの近隣諸国などにも良い波及

効果が及ぶと考えられている。カスピ

海の近隣諸国の多くは権威主義国家で

あり、法制や政治状況についても、欧

米の水準とはかけ離れている場合が多

い。特にそれらに、米国が言うところ

の「ならず者国家」であるイランも含

まれていることから、欧米諸国がBTC

に寄せる副次的な期待は大きい。たと

えば、中央アジアの北朝鮮と称される

悪名高きトルクメニスタンにも肯定的

な影響を与え、諸外国にも歩み寄る可

能性があると見られている＊18。

さらに、BTCは同地で深刻な問題と

なっている多くの紛争を解決に導く上

での刺激となることも期待されてい

る。MEPのルートをめぐる紛糾の際、

アゼルバイジャン、アルメニア、トル

コを通せば、ナゴルノ・カラバフ紛争

の解決と、1915年のアルメニア人大虐

殺などをめぐるトルコとアルメニアの

和解、さらにアルメニアのエネルギー

と経済問題を一括解決できるとして、

「平和のパイプライン構想」が常に議

論されていた。同構想は「紛争解決後

に初めて経済協力が可能になる」とす

るアゼルバイジャンの立場に反し、実

現には至らなかったが、紛争地のパイ

プラインは地域協力を不可避とし、そ

れにより信頼醸成が進めば、紛争が解

決され、地域の平和構築も促進される

ことが常に期待されてきた。

現在も、BTCが地域協力のみならず

紛争解決と平和構築に貢献すること

を、トルコは強く希望している。ただ

し、パイプライン運用の国際間ルール

が守られなかった場合には、それが新

たな紛争の火種になりうることには留

意が必要だろう。また、残念ながら、

前述のようにBTCパイプラインは「平

和のパイプライン」になるどころか、

アルメニアの孤立を促すものとして機

能しつつあるともいえるのである。

BTCは元来、米国政府が戦略的観点

から強く支持したものであり、クリン

トンプロジェクトの異名すら持つが、

石油企業は消極的だった。しかし、石

油価格の高騰により、石油関連会社の

BTC観が変わり、積極化したことは既

に述べた。このような経緯もあり、米

国およびBTC通過諸国政府、そして計

画が実行段階となったあとの関係石油

企業は、国際社会にその正当性を広く

浸透させるために、BTCの肯定的な側

面を強調することに努めている。

そのため、BTCの負の側面について

はあまり注目されてこなかったが、実

際は多くの懸念材料があり、それらが

建設遅滞の一因にもなっていただけで

なく、将来の不安材料を残すことにも

なっている。以下ではBTCがもたらし

うる負の側面を検討する。

盧 環境汚染の懸念と対策

環境問題は、とりわけBTCにおける

大きな懸念材料と考えられており、今

後30年間に相当な環境破壊が進むこと

が危惧されている。

まず、グルジアの名水「ボルジョミ」

の取水源であるボルジョミ渓谷付近を

BTCが通過することによる、同水への

影響への懸念は、計画段階から大きな

問題であり続けた。建設中も約1カ月

間、建設が中断されるなど、BTC建設

遅滞の主原因ともなった。

結局は、ボルジョミ渓谷に影響が及

ばないレベルにまでパイプラインを非

常に深く埋設することで問題は解決し

たとされているが、本当に影響がない

のかということについては、実際にパ

イプラインが稼働しなければ判断でき

ないともいわれている。

また、カスピ海沿岸でも、石油によ

る住民の健康被害が懸念されている。

たとえば、石油産出が最も盛んなアゼ

ルバイジャンのアプシェロン半島で

は、約200の湖沼が石油で汚染されて

おり、浄化が必要な地域は1万8,000～

3万7,000エーカー（1エーカーは約4万

468平方メートル）にも及ぶとされて

いる。通常、2.5エーカーの浄化には

100万ドルを要するため、対策には巨

額の費用が必要となると見られる。

アゼルバイジャン政府としては、

1990年代末に設立された環境・天然資

源省が問題に対応している。近年、同

省のカスピアン複合監視部は、新規契

3. BTCパイプラインが
はらむ問題点

＊17：Styopa Safaryan （The Armenian Center for National and International Studies）氏への筆者によるインタビューによる（2005年12月26日）。
＊18：Cornell, Svante E. Mamuka Tsereteli and Vladimir Socor. "Geostrategic Implications of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline," S. Frederick Starr and Svante E. Cornell,

The Baku-Tbirisi-Ceyhan Pipeline, Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2005, pp. 23-24. 
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約の石油企業に対して厳しい環境基準

を課すようになった。しかし、その対

策は遅すぎたといってよく、しかもほ

とんどの石油企業は基準を無視し続け

ているという。

ここで、若干の希望が持てるのは、

第一に各石油企業およびアゼルバイジ

ャンの国家石油基金＊19が環境税を支払

っていること、第二に各NGOが現状

把握と問題の透明性確保のために努力

を続けていることだろう。

しかし、NGOにはほとんど発言力

がないのが実情である。またカスピ海

沿岸5カ国が、2003年にカスピ海の環

境問題に関して議論した際にも、深刻

な環境汚染が報告されたにもかかわら

ず、その文書はいまだに批准がなされ

ておらず、五カ国の協力体制も現状で

は望めないのである。

盪 政治的民主化の阻害要因

グルジアでは2003年に民衆が旧体制

を失脚させ、新体制によって民主化を

進める契機を作った「バラの革命」が

起きたものの、アゼルバイジャンでは

依然としてアリエフ一族による堅固な

権威主義体制が維持されている。欧米

諸国は、石油開発で当地に参入すると

ともに、地域戦略として民主化を進め

たいはずなのに、アゼルバイジャンの

権威主義体制が安泰なのはなぜだろう

か。現地の研究者や野党の政治家の間

では、欧米諸国はアゼルバイジャンに

対して矛盾をはらむダブル・スタンダ

ードを取っていると分析されている。

アゼルバイジャンでは、前大統領の

ヘイダル･アリエフによる事前の周到

な準備もあり、2003年10月の大統領選

挙で子息のイルハムが圧勝し、旧ソ連

地域初の世襲政権が誕生した。欧米諸

国やOSCEをはじめとした国際組織が

折に触れ選挙の民主化を要求していた

にもかかわらず、その選挙プロセスは、

不正に満ちた非民主的なものだったと

評価された。しかし、欧米諸国はこぞ

ってイルハム政権の誕生を歓迎したの

である。これらのことから、アゼルバ

イジャンの場合、欧米諸国は当地の民

主化よりも、石油開発の滞りない進展

のために当地の安定を優先したと考え

られるのである。

なぜなら、イルハムが父の路線を継

承すれば権威主義が維持され、当地の

安定が保たれると想定できた反面、も

し乱立している野党などが政権をとっ

た場合には国内の混乱が生じることが

予想されていた。さらに、たとえ混乱

は防げても、新政権が前政権の影響力

の残存を嫌って、既存の協定や取り決

めなどを変更したり、破棄したりする

可能性も否めなかったからである。実

際、1993年にエルチベイ大統領（当時）

が失脚した折には、彼がロシアを排除

する形で進めた主要な契約が次大統領

のヘイダル・アリエフによって反古
ほ ご

に

され、ロシアを交える形で契約が仕切

り直された経緯がある。

つまり、政治の不安定さは契約の不

確実性やプロジェクトの停滞や失敗に

結びつきやすいといえるのである。

BTC計画が軌道に乗るまでに生じた多

くの困難に鑑みても、欧米諸国は何と

1994

1.12

－

－

74.62

1995

0.635

0.576

－

76.52

1996

0.651

0.497

0.595

85.67

1997

0.729

0.632

0.371

89.26

1998

0.807

0.624

0.358

93.52

1999

0.992

0.654

0.276

103.26

2000

1.08

0.681

0.188

99.94

2001

1.17

0.655

0.239

91.61

2002

1.29

0.647

0.342

97.48

＊21

2003

1.35

0.765

0.403

98.88

2004

1.75

－

－

－

2005

3

－

－

－

アゼルバイジャン

アルメニア

グルジア

トルコ

表3 軍事支出（単位：億ドル）

1994

4.6

－

－

4.1

1995

2.3

4.1

－

3.9

1996

2.2

3.3

2.2

4.1

1997

2.2

3.9

［1.2］

4.1

1998

2.3

3.5

［1.1］

4.4

1999

2.3

3.6

［0.9］

5.4

2000

2.1

3.6

［0.6］

5.0

2001

2.0

3.1

［0.7］

5.0

2002

2.0

2.7

［0.9］

4.9

2003

2.6

－

－

－

2004

6.5

－

－

－

アゼルバイジャン

アルメニア

グルジア

トルコ

表4 軍事支出（対GDPパーセンテージ）

注1：グルジアの2002年、03年の数値は予算額。1997～2001年の実際の執行額は予算額の56～90パーセント。
注2：アゼルバイジャンの2005年の数値は予算額。前年比70パーセント増であるため、内外の注目を浴びている。2003～05年の数値のみ出所は2005年6月25日

の大統領演説（RFE/RL Newsline,  27 June 2005）。また、2003～04年の軍事支出費はアゼルバイジャン統計局発表のGDPの数値をもとに筆者が計算。
注3：［ ］はSIPRIの推計額。
出所：Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security, 2005, Oxford, pp.353-355（表3）,

pp.359-361（表4）

＊19：詳細は、http://www.oilfund.az/ 参照のこと。



してもBTCを成功させる必要に迫られ

ていた。そのため、本来の目的とは矛

盾しても、アゼルバイジャンの民主化

よりも石油事業の安定、すなわち自己

利益を優先したといえるだろう。

蘯 地域の軍備拡大と地域的安定への

懸念

既述の通り、同地ではパイプライン

の保護を筆頭とした地域安全保障を名

目に、多方面で地域の軍備が拡充され

ているが、軍拡は行き過ぎの感を呈し

ており、それが、停戦中の紛争再発な

どの新たな地域の不安定化につながる

のではないかと強く懸念されている。

ここで特筆すべきなのは、アゼルバ

イジャンが石油による好景気を背景

に、近年、軍事力を顕著に増強させて

いることである。特に、BTCのアゼル

バイジャン部分が開通した2005年に

は、イルハム・アリエフ大統領が、

度々軍事力強化を公言している。しか

し、停戦状態にあるアゼルバイジャン

とアルメニアが戦争再開の可能性を常

に示唆している状況下で、地域内に軍

事バランスの不均衡が生まれれば、そ

の落差を埋めようとする動き、ひいて

は軍拡競争が激化するだろう＊20。

他方、前述の通り、米軍はコーカサ

スへの関与を深めているが、2005年に

その動きはさらに強化された。まず5

月にブッシュ米大統領がグルジアを訪

問し、4月にラムズフェルド米国防長

官が、7月にオルブライト米元国務長

官がアゼルバイジャンを訪問する一

方、アゼルバイジャン外相も8月に訪

米するなど、関係強化が進められた。

2005年の米国の対アゼルバイジャン

援助額は、前年比200万ドル増の7,000

万ドルにも及ぶ＊22。自由支援法S.907

が時限的停止をされているとはいえ

（注13）、同法がまだ有効である状態で、

それほどの支援をしているということ

の意味は大きい。また、アゼルバイジ

ャン、米国はともに否定しているもの

の、アゼルバイジャンで既にかなりの

数の米軍の設備が稼働し、空港の整備

も進められており、近く米軍基地も設

置されるという未確認情報も頻繁に報

じられるようになった。9.11事件後の

2001年秋に設置されたウズベキスタン

の米軍基地の閉鎖に鑑みても、アゼル

バイジャンの戦略的重要性はますます

高まったといえる＊23。

欧米がコーカサスにおける軍事的コ

ミットメントを強化し、またグルジア

からは軍基地の閉鎖を迫られている中

でロシアは、コーカサスにおける地歩

を確実に喪失しつつある。しかし、前

述の通り、ロシアの軍備のアルメニア

への移管計画は、アゼルバイジャンに

とって大きな懸念材料となっている。

なお、ロシアとアルメニアはMEPのル

ート決定前から、MEPはグルジアと

トルコを経由すると確信し、想定され

るルートに対し、いかに攻撃を加える

かを綿密に分析していたことが知られ

ており、その戦略地図も流通している。

しかし、トルコ、アゼルバイジャン、

グルジアの3カ国関係が、様々な分野

で強化されているのは揺るぎのない事

実である。

盻 石油収入が及ぼす経済への悪影響

BTCは経済の活況をもたらすと考え

られている一方、多くの悪影響をもた

らすとも予想されており、その最たる

ものがアゼルバイジャンにおける「オ

ランダ病」に対する危惧である。

オランダ病とは、1960年代に北海海

底で天然ガスが発見され、それが70年

代の石油ブームの中でオランダに起き

た経済的な否定的影響を説明した言葉

で、国際経済学の用語として定着して

いる。つまり、産出する天然資源の価

格の高騰により外貨収入の急増、つま

り莫大な不労所得が発生し、実質為替

レートの上昇が起こることでその他の

輸出部門を害し、財政支出を膨張させ

るなど、長期的な経済成長を阻害する

政策をとってしまったことによって生

じる経済危機を意味する。

アゼルバイジャンでは輸出の80パー

セントを石油が占め、石油関連以外の

部門への投資の慢性的不足と不正や汚

職の蔓延により、オランダ病発生の可

能性を否定し得ない状況にある。

アゼルバイジャンのエコノミストや

関係省庁の役人は、国家石油基金の経

営の透明化と、農業産品や石油関連製

品の輸出強化によりオランダ病を回避

できると断言するが＊24、現政権は石油

収入を国民の生活水準の向上に反映で

きていない。同国の一人当たり平均月

額生活費（住宅費は含まない）は約50

ドルだが、国内には難民、国内避難民

が100万人近くおり、その生活水準の

低さは深刻な問題であり続けている。

他方、富は国の上層に集中するため

貧富の差が拡大し、経済の汚職、腐敗

がより深刻化する。大統領は最低賃金

を引き上げるとともに、職の創出に資

金を投じて貧困対策を行っているが、

それでも貧困の度合いは、良くても年

BTCパイプライン　～南コーカサス地方への政治経済的影響に関する一考察～

57 石油・天然ガスレビュー

＊20：グルジアの軍拡も顕著である（Fuller, Liz. and Richard Giragosian. 2005. "Why Should Georgia Need A Larger Army?." RFE/RL Caucasus Report, Vol. 8 （24）,
22 July 2005）。

＊21：ただし、ロンドンの国際戦略学研究所（IISS）のデータによれば、アルメニアの軍事費は2001年に1億3,500万ドル、2002年に1億6,200万ドルを示し、
後者のGDP比は6.4パーセントにおよび、それはCIS諸国で最大の数値であった。なお、2002年の軍事費のGDP比率について、同研究所は、アゼルバイ
ジャンは3.3パーセント、グルジアは1.7パーセントと報告している（Ziyadov, Taleh. and Alman Mir-Ismail, "Arms Race in the South Caucasus," Eurasia Daily
Monitor, 25 July 2005）。

＊22：Associated Press, 20 May 2005.
＊23：Nezavisimaia Gazeta, 3 Avgusta 2005.
＊24：筆者が2003年から2004年にかけてSOCAR、燃料エネルギー省、経済発展省、UNDP、OSCEバクー事務所、ツーラン通信社で行ったインタビューによる。



率2パーセントしか減少できないと見

なされており、改善に時間を要するこ

とは明らかだ＊25。

また、高率のインフレも国民生活に

打撃を与えている。たとえば2005年上

四半期にはトップ品目で15パーセン

ト、平均で7.6パーセントのインフレ

率を記録し、年間平均では13パーセン

トに達すると見なされている＊26。概し

て、資源産出国が「オランダ病」を回

避することは困難で、天然資源が経済

の支配的位置を占めることは、他部門

のインフレと衰退を導く場合が多い。

アゼルバイジャンのインフレ動向に鑑

みても、今後の経済の趨勢については

悲観的な予測も多い。特に、石油以外

の部門への充分な投資がないこと、ま

た国家石油基金の民主的な運用につい

ての期待感が薄いため、石油収入が一

部の搾取や国防費の肥大化につながる

ことが危惧されているのである。

現在、大統領や政府関係者は、アゼ

ルバイジャンの石油収入がピークに達

するのは、BTCが石油で完全に満たさ

れる2008年以降であり、それ以後は国

民に石油収入を還元し、生活の向上を

保障できるとして、国民に対しては当

面は生活状況が悪くとも忍耐してくれ

るよう要請している。また、アゼルバ

イジャンの権威主義体制と世襲政治を

確たるものとした故ヘイダル・アリエ

フ前大統領から2003年に政権を継承し

た、子息のイルハム・アリエフが父を

神格化しつつ、独自の権威主義体制を

築きつつある＊27。神格化の手段として

は、たとえば連日国営放送で、前大統

領の映像を放映し、現大統領がその

「素晴らしい」実績を称賛したり、各

地に前大統領の銅像や公園を建設した

りしているほか、空港、道路、大きな

ホールをはじめとした国家の主要な設

備の名前をすべて変更し、ヘイダル・

アリエフの名を冠したりしている。

BTCの名称も、アゼルバイジャンにお

いては、「ヘイダル・アリエフBTC主

要輸出パイプライン（the Heydar

Aliyev BTC main export pipeline）」と改

称された。これも、BTCの将来の成功

を国民に確信させる上で、有効な手段

の一つになっていると考えられる。実

際、国民もそれを期待しつつ、忍耐を

重ねているが、公言が果たされなけれ

ば国民の不満が爆発し、政権転覆にも

発展する可能性は否めない。

眈 住民対策

前項で述べたように、主にBPの

NGOなどがBTC敷設地の住民に対し

て社会保障システムを整備したり、補

償を行ったりしたが、それは十分であ

ったとは言い難いという。本プロジェ

クトについては、宅地を必ずそれるよ

うに事前の計画を行ったため、立ち退

きを求めた事例は一件もなく、建設の

ために住居や農地について一時的な立

ち退きを求めた事例があるだけだとい

われており、建設終了後には、住民は

元の居住地に戻り、農地の復興も進め

られることが予定されているという。

それでも、補償については多くのトラ

ブルがあったようである。

たとえば、アゼルバイジャンでは、

補償交渉はラテン文字表記のアゼルバ

イジャン語文書をもって行われた。し

かし、アゼルバイジャンでは1991年に

従来のアゼルバイジャン･キリル文字

に代わって、アゼルバイジャン･ラテ

ン文字の公用化が決定され、2001年8

月に完全移行した。このため、文字が

読めず、契約内容を理解せずに署名を

した者も多かったため、後になって不

満を述べる者が続出したという＊28。

また、前章で言及したように、雇用

が一時的であったり、失職を強いたり

するケースも多々あることには注意が

必要である。また、事前の予測ほどに

は新しい雇用は創出されず、さらに

BTC完成後には、建設労働者の大量失

業や、外国人労働者への賃貸業で生計

を立てていた者の収入源の喪失が生じ

ている。BTCプロジェクトとの関係で

失業した者に対しては、各政府やBP

が補償を行っているが、その対応では

十分とはいえないようだ＊29。加えて新

規の求人の多くには大卒など諸条件が

ついていたため、失業問題の飛躍的改

善も期待できない＊30。行われるはずの

地域住民に対する援助の恩恵を受けら

れない地域も多いという。

遺憾ながら、BTCが環境被害や住民

の損害など、多くの負の遺産を生む可

能性は否定できないのである。
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以上、述べてきたように、BTCは肯

定的および否定的の双方の影響を持ち

うると考えられる。その両側面につい

て、一つの論考の中でかなり矛盾する

議論を展開したが、その背景には、

BTCを推進する主体、言い換えればそ

の受益者たちが負の側面よりもそのメ

リットを強調したことがある。しかも、

BTCの受益者は政治的、経済的に強者

である場合が多く、宣伝能力にも長
た

け

ているため、負の側面はあまり表面化

4. 結びにかえて

＊25：RFE/RL Newsline, 9 June 2004.
＊26：Khadija Ismayilova, "Azerbaijan Fights Inflations and Looks For Curprits," EurasiaNet, 22 June 2005. 
＊27：アゼルバイジャンの権威主義については、拙稿（2005年）第3章第4節で時期ごとの詳細な分析と分類が行われている。
＊28：筆者が2002年8月、2003年12月、04年9月に現地で行ったインタビューによる。
＊29：http://www.bakuceyhan.org.uk/more_info/social.htm（2005年7月25日アクセス）
＊30：たとえばグルジアでは、建設中には6,500人の雇用が創出されるが、建設後のオペレーションでは500人の雇用しか生まれず、しかも後者では学歴など

雇用条件が厳しく、狭き門となっている。



しなかったのだと考えられる。そのた

め、NGOやアナリストによる負の側

面を危惧する分析などを、肯定的な議

論と並べると、相互に矛盾が出てくる

ことになるのである。

矛盾するとはいえ、功罪の両要素が

紙一重で共存しているのは事実であ

る。BTC関係者は負の側面を無視して

いるわけでは決してなく、EITIやCIPな

どを導入してその対策に努めていると

言える。アゼルバイジャンの権威主義

が見て見ぬふりをされていることなど

「強者の論理」が貫かれている部分も

あるとはいえ、弱者に対してもできる

限りの配慮がなされているのである。

負の側面への対応に不十分な面があ

ることは否めないが、今後の対応次第

でかなりの部分は回避もしくは改善で

きるとも言える。逆に、石油企業、関

連諸国政府、国際組織などが、地域住

民の利益や長期的な影響力を無視すれ

ば、負の側面が大きく表面化するだろ

う。そのため、BTC計画の関係諸国や

組織、そして受益者は短期的な自己利

益を追求するのではなく、地域住民は

もちろん、地域の安定や地球環境保全

を見据えた対応により、負の要素を減

らし、肯定的側面を強化していくこと

が望まれる。

また、BTCのプロジェクトについて

は、CIPや自警団による安全保障の強

化など、地元を巻き込む工夫が見られ

る。ODAなどがしばしば、資金を出

すだけでその後のケアがなされていな

いという批判を浴びていることに鑑み

れば、CIPのような試みは画期的であ

り、民衆が教化されていくこととも相

まって、地域の自活力を強化すること

にも貢献するだろう。さらに、負の影

響を直接受ける民衆が実力をつけるこ

ともまた、負の要素の排除に有効に働

いていくだろう。

2005年末に全面開通の予定だった

BTCは、トルコ部分の建設の遅れで、

全面開通は2006年前半と予測されてい

る。また、その影響が明らかとなるの

は2008年以降だといわれており、現状

からその将来像を描くのは困難だろ

う。なぜなら、BTCの将来展望が明確

に描けないのに加え、当該地域を取り

巻く構造が複雑だからである。ここで

その構造を解きほぐしてみよう。

まず、冷戦構造の影響は現在でも確

かに残存している。そのため、現状で

は旧ソ連地域における米国とロシアの

共存共栄は期待できず、むしろ当地で

の影響力をより多く獲得しようとする

競争関係にある。そして、その関係は

ゼロ・サムではない。なぜなら、欧米

諸国もロシアも、そして旧ソ連の新興

独立諸国も一貫した政策をとっている

わけではなく、時に日和見的とすら思

われるような「最善の選択」を各局面

でとっていると考えられるからである。

また、欧米諸国は概して、旧ソ連地

域からロシアの影響力を排除しようと

する。民主化や市場経済の発展など、

政治経済におけるヨーロッパスタンダ

ード化を目指し、軍事的にもNATO陣

営に組み込もうとしている。そして、

OSCEや各国政府などが選挙監視をし

たり、法整備や人権問題についても改

善にむけて指導や要請を行い、時に

「民主化ドミノ」にも加担したりして

いる。にもかかわらず、前述のように、

アゼルバイジャンでは民主化よりも当

地の安定がより重視され、非民主的な

状況も黙認される傾向がある＊31。

ロシアは欧米諸国と違って、基本的

に旧ソ連の民主化は望まず、ロシアに

友好的な政府を打ち立てることを目指

す。また、欧米の影響力を極力排除し、

ロシアの影響力を最大限維持すること

に腐心している。そのためには、民族

問題を外交カードとして利用するなど

手段を選ばず、ロシアの姿勢が地域の

不安定化を促すことも多い。

他方、新興独立諸国は親欧米か親ロ

か、外交路線の選択を迫られるが、こ

れもゼロ・サムではない。たとえば、

アルメニアは心情的には親欧米だが、

資源がなく、トルコとアゼルバイジャ

ンに経済封鎖をされているため、ロシ

アに頼るほかはない。民主化などでは

欧米の指導に従おうと努力している

BTCパイプライン　～南コーカサス地方への政治経済的影響に関する一考察～

59 石油・天然ガスレビュー

出所：2005年12月22日筆者撮影

図4 黒海沿岸に建設中の謎の石油関連施設群

＊31：2005年11月の議会選挙でも、多くの不正が行われたことが報告されているにもかかわらず、欧米があまり当局を批判せずに基本的に容認姿勢をとった
ことについて、アゼルバイジャン野党は石油産業の成功を優先する欧米のダブルスタンダードに対して強く抗議している。



が、軍事、経済はロシアに依存してい

る。そのため、たとえば2006年にアク

ションプランの策定が予定されている

「欧州近隣諸国政策（E u r o p e a n

Neighbour-hood Policy：ENP）につい

ても、他国、とりわけグルジアが熱心

なのに対し、アルメニアは「自分達は

どうせロシアに追従するしかない」と

悲観的な見方をしている＊32。

また、民主化ドミノを達成したグル

ジアやウクライナにおいてすら、極端

な反ロシアの姿勢をとることは危険だ

と見られている。2005年9月にはウク

ライナでティモシェンコ首相が、10月

にはグルジアでズラビシヴィリ外相が

解任された。解任の理由は政権内の意

見対立とされているが、とりわけ極端

な反ロ的姿勢など外交志向の対立もあ

ったともいわれている。また、2005年

末から2006年初にかけて、ロシアとウ

クライナの間で、ガス価格をめぐる対

立とロシアの輸出停止があり、欧州に

も大きな影響を与えたことは記憶に新

しい。ロシアにとって、民族問題と並

んでエネルギー問題も、旧ソ連諸国に

対する大きな外交カードなのである。

さらに、アゼルバイジャン、トルク

メニスタンなど天然資源を「持てる国」

は二つの理由で、大国が意図するよう

にはならない傾向がある。たとえば、

トルクメニスタンは独裁的なニヤゾフ

大統領が終身大統領として君臨し、内

外からの声に耳を貸さずに、外交的に

は中立をうたい、諸外国との関係を極

力抑えている。そのように独立独行的

な政策を維持できることの背景には、

大量の天然ガスを有して他国に依存し

なくともやっていけるという事情があ

る。アゼルバイジャンも、欧米の民主

化圧力にある程度応えるポーズを示し

つつ、実質的にはほとんど改善をして

いないのが実情だ。実際、前述のよう

に「安定と民主化のジレンマ」のなか

で、欧米諸国が同国に対してダブル・

スタンダードをとる傾向があることも

また、権威主義体制を強化してしまっ

ていると言えるだろう。

加えて、今後は資産家による個人的

な参入も顕著になることが予測され

る。筆者が2005年12月にグルジアで調

査を行った際、公にされていない石油

プロジェクトが進行しているという情

報を得て、黒海沿岸のポチから程近い

問題の場所に行ってみた。そこには、

大規模な石油関連施設が多数作られて

いた（図4。写真は施設の一部に過ぎ

ない）。現在、石油基地として重要な

役割を果たしているスプサの石油タン

クでも中型のもので四つしかなかった

のに、当地では、既にスプサの石油タ

ンクよりかなり大きい石油タンクが10

以上も作られていた。石油タンクの建

設は365日、24時間、フル稼働で進め

られているとのことで、最終的にいく

つ作られるのか、現時点では明らかに

されていないという。その石油タンク

群について知る者は非常に少なく、少

なくとも公にはされていないようであ

る。ほとんどの地域住民はそのプロジ

ェクトについて全く知らず、数人から

「3人の有力ユダヤ人資産家が進めてい

るプロジェクトで、カスピ海やロシア

から鉄道で石油を輸送し、欧州方面に

輸出するつもりらしい」との情報を得

た。ただし、これらは未確認情報であ

り、あくまでも住民の噂というレベル

でしか紹介できない。ともあれ、公の

プロジェクト以外でも、巨大なプロジ

ェクトが進んでいる事例があるという

ことだけは明らかである。グローバル

化の折、今後はそのような個人の影響

もますます強まってくるだろう。

このように、旧ソ連においては様々

な主体が力を持ち、多様な利害が入り

乱れている。各主体の行動様式は利益

至上主義で、日和見的になりがちであ

るために、今後の趨勢の予測は非常に

難しい。現状が続けば地域の不安定が

継続し、発展の阻害要因にもなる。

そのため、石油関連収入によりある

程度の経済的政治的自主性を獲得した

諸国の政府は、自国の存続や上層部の

利益確保のために八方美人的な政策を

とるのではなく、民意を反映した政策

をとっていくことが望まれる。また、

各主体が全体としての利益拡大を目指

して協力し、それが地域の安定と発展

に結びついていくことが求められる。
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＊32：筆者が2005年12月にアルメニアの研究者やジャーナリストに対して行ったインタビューによる。
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