
57 石油・天然ガスレビュー

知られざる新興大産油国
〜カザフスタンはこんな国〜

編集部前書き
　平成17年度にJOGMEC内部で運営しているロシア・中央アジア投資環境研究会において、任地より帰
国されて間もない前駐カザフスタン日本国特命全権大使の角﨑利夫氏に、カザフスタンの政治・経済に関
して特別に講演していただいた。石油・天然ガス動向に関心の深い読者にも有益な内容が随所に盛り込ま
れていることから、前大使より特別にご許可を頂き掲載する。

1. カザフスタンの国内事情

⑴　カザフスタンの政治・経済はかな
り安定している

　私は2002年の7月から2005年10月ま
でカザフスタンに勤務していた。そし
て改めて思ったことは、私はロシアに
も随分関係していたが、カザフスタン
というのはミニ・ロシアであるという
ことだ。
　カザフスタンは、ロシアの大体10分
の1の国家である。人口も1,500万で約
10分の1、GDPの規模も大体10分の1く
らいであると考えれば良い。人口1人
あたりのGDPについては、3,000ドルを
超えるレベルになってきている。最近
5年間平均の経済成長率はおよそ10
パーセントで、伸び率はむしろロシア
よりも高い。
　ナザルバエフ大統領は、いずれロシ
アを追い越すことを目標にしている。
ナザルバエフ大統領の言葉を借りれ
ば、人口では中央アジアの4分の１に
あたる1,500万しかないカザフスタン
は、中央アジアのGDPの3分の2を生
み出しており、彼は中央アジアのリー
ダーということを非常に意識してい
る。
　カザフスタンは今、非常に安定して
いる。その安定の基礎となっているの
は、やはり好況な経済である。石油価
格が高止まりしている一方、経済改革
を進めてきたことが、良い効果を生ん

でいるということだ。
　例えば、わりと早めに銀行改革を進
めており、最低資本金の問題を含めい
ろいろな制度改革を早くから導入し
て、銀行の淘

とう

汰
た

を相当進めた。1993年
には200くらいの銀行があったが、1998
年にはそれが71まで減り、2001年には
48、今ではもう30以下である。非常に
質の良い銀行だけが残ってきている。
　電力も随分早い時代から改革を進め
ており、1999年に「電気エネルギー法」
を公布し、規制緩和の方向で取り組ん
でいる。発電・送電・配電部門の三つ
に分け、送電部門は国営企業がしっか
り維持しているが、発電と配電はもう
民営化をしている。発電部門は実は
1996年から民営化しており、米国企業
なども進出している。配電部門も1999
年から民営化しており、ここにも外国
資本が入っている。
　外国企業との合弁事業は、サービス
産業も結構あるが、目立つのはトルコ
資本の建築ラッシュだ。アスタナなど
に新しいホテルが随分出来ているが、
ほとんどトルコ系である。製造業とな
ると数は少ないが、最近チェコ系自動
車企業シュコダの組み立て工場の進出
が決まった。そういう、車の組み立て
を細々とやるくらいのところは出てき
ている。インド系製鉄会社イスパッ
ト・カルメット（ミッタル・スチール）
も進出している。今、カザフスタンで
唯一と言っていい製鉄会社であり、今

度規模を拡大してパイプを作る工場を
建てると言っていた。
　ナザルバエフ大統領は若いころ鉄鋼
労働者で、イスパット・カルメットの
前身である国営製鉄会社で働いてい
た。私はテミルタウというカラガンダ
の隣町にあるこの製鉄所を訪問したこ
とがあるが、そこには、そこで働いて
いた若いころのナザルバエフの写真が
貼ってあった。エルビス・プレスリー
に似た二枚目であった。

　土地に関しては、2年ほど前に「新土
地法」を採択し、農業用地の私有化も
断行している。土地を抵当に入れて金
を借りるということも最近随分多く
なっており、現在カザフスタンでは不
動産が値上がりしている。農業用地の
場合は、やはり外国人に買い占められ
ることを懸念して、外国人には借地だ
けが認められており、制度上買うこと
は出来ない。市民権を放棄して国外に
去る場合には土地は国家に返却すると
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いうことになっている。これはロシア
人を念頭に置いていると思われる。つ
まり、ロシア人が土地を得ても、国外
に去る場合には土地を手放さなくては
ならない。
　経済改革は非常に進んでいるという
ことで、今、WTO加入交渉を積極的に
進めている。おそらくロシアとカザフ
スタンは、ほぼ同じ時期に加入してい
くのではないか。中央アジアでは、現
在キルギスがすでに加入しているが、
カザフスタンがそれに続くことになろ
う。経済改革面では、CIS諸国の中で
最も進んでいる国の一つである。
　それが政治的安定の基礎になってい
る。昨年12月4日に大統領選挙が行わ
れたが、現職のナザルバエフが圧勝し
た。ある西側外交官も言っていたが、
アゼルバイジャンでも選挙があった
が、あの選挙の後、アゼルバイジャン
でカラー革命的なことが起これば、そ
れがカザフスタンに波及するというこ
とは十分考えられた。しかしアゼルバ
イジャンがあのような形で収まってい
くというのであれば、カザフスタンで
不穏なことが起きる可能性はなかっ
た。つまり、グルジア、ウクライナ、
キルギスと続いたカラー革命がカザフ
スタンに波及するということはなかっ
た。
　もちろんナザルバエフ大統領には権
威主義的、強権主義的な体質が残って
おり、国民の間の貧富の差は拡大する
一方であり、社会の隅々まで汚職、腐
敗体質がしみ込んでいるということは
ロシアと変わらない。
　私がいちばん驚いたのは、汚職体質
が教育の場にまで浸透していること
だ。カザフスタンでよく聞くことは、
大学などに入学するためにある程度お
金を積むと、試験の成績に関係なく入
れるということだ。さらに学校で良い
成績を取ろうとすれば、お金を出せば
簡単に優が取れる。従って、学生が真
剣に勉強するインセンティブがなく

なってしまう。とにかく、怠けていて
も最後にちょっとお金を積めば良い成
績がもらえるということになってい
る。カザフスタンの要職にある人が、
教育の腐敗というのはまさに国家の将
来にかかわる大問題だということを
言っていたが、いかんせん教員の給与
水準が低いということもあり、そうい
うことが蔓

は び こ

延ってしまうという状況が
見られる。
　2005年７月にカザフスタンは、教員
や病院の医師といった国家・地方公務
員の給料を一挙に30パーセントもアッ
プしている。さらに年金なども相当
アップしている。これは、大統領選を
前にナザルバエフ大統領の人気を高め
るための工作という側面もあるが、や
はり公務員の給料が低いという状況で
は、汚職が蔓延るということに対する
対策でもあるのだろう。
　大統領自身もいろいろな演説で、汚
職対策が重要だということは言ってお
り、警察などの取り締まりもそれなり
にやっているようだが、なかなかこの
体質は治っていないという実態がある

ようだ。しかしながら、やはりカラー
革命的なものが起こりにくい背景に
は、経済成長が低所得層にもスピンア
ウト効果（波及効果）を生み出してい
るという事情があろう。
　カザフスタンでも、大統領の親族へ
の富の集中がある程度行われている。
しかしカザフスタンには結構いろいろ
な寡占資本家グループがあり、それぞ
れが富を蓄える状況になっている。
　これはキルギスと比較すると一目
瞭
りょうぜん

然だ。キルギスの場合、なぜあのよ
うな革命が起きたのかと言えば、大統
領の親族が極めてえげつない形で富の
集中を行ったことに対する風当たりが
相当強くなって、それが一つの起爆剤
になったと言われている。しかしカザ
フスタンの場合、大統領近親者だけが
目立つことはない。キルギスはやはり
国が小さいので、一族がやると非常に
目立ってしまうという状況にあった。
　さらに、カザフスタンの場合、野党
が非常に弱く、ウクライナやグルジア
と異なり、カリスマ性のある指導者が
不在であるため、あのようなカラー革
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命は極めて起こりにくい。また、ナザ
ルバエフ大統領も結構人気が高い。地
方に行くと、やはりナザルバエフのお
かげで生活が少しずつ良くなっている
と言う人が非常に多い。

⑵　「遊牧の民」カザフはイスラム化
が最も遅かった

　もう一つ、カザフスタンが他の中央
アジア諸国と比較して安定しているの
は、イスラム教の影響が弱いことがあ
る。この点、ウズベキスタンと比べる
と分かりやすい。
　中央アジアは「遊牧の民」カザフ人、
「オアシスの民」ウズベク人、「山岳の
民」キルギス人という三つの民からな
る。「オアシスの民」というのは、古来
オアシスの周りにずっと定住してきた
ため、イスラムの伝道師が布教をしや
すい環境にあり、古い時代からあそこ
にはイスラム教が普及してきた。
　「遊牧の民」はつかみ所がなく、布
教しようにも、次に行ってみると何百
キロと離れた所に移動しているため、
イスラム教の布教は難しかった。その
ため、カザフ人は18～19世紀になって
ようやくイスラム化している。
　彼らはチュルク系民族で、固有の祖
先信仰、太陽信仰が非常に根強く、そ
れと併存したような、奇妙な宗教の状
況下にある。その点、何となく日本に

おける仏教と神道の関係を見ているよ
うな感じがして、親しみを覚える。
　ちなみに日本は太陽を国旗にしてい
るが、カザフスタンもやはり国旗に太
陽を使っており、私がもう一つ管轄し
ていたキルギスも国旗には太陽を使っ
ている。つまり、中央アジアの国々の
国旗に関し、三日月と星を使うか、太
陽を使うかという選択は非常にシンボ
リックであり、カザフスタンやキルギ
スの場合はイスラム教の影響よりも、
古来の信仰である太陽信仰のほうが強
いということを暗示しているのだろう。

⑶　安定の影の中に見える脆弱さ
　中央アジアでは、トルクメニスタン
も天然ガスのおかげで統計上成長率は
高い。それを例外とすると、カザフス
タンと中央アジアの成長率の格差が非
常に広がっている。これが地域の不安
定化につながるという問題があり得
る。ナザルバエフ大統領がつい最近、
中央アジア諸国連合というような構想
を発表し、また中央アジアの市場をも
う少し統一していくべきだということ
も言っている。それは、カザフスタン
における製造業の発展のためには、中
央アジア全体の市場が重要だというね
らいもあるだろう。しかし、カザフス
タンだけがますます経済発展するけれ
ども周りの国は全部貧しいというので

は地域が不安定化する
ため、やはり全体とし
て安定的な発展をして
いく必要があるという
発想に基づくものと思
われる。
　その点、日本政府が
今進めている「中央ア
ジア＋日本」という対
話は、非常に時宜を得
たものであり、今の中
央アジア地域において
は高く評価されるべき
政策だと思う。

　長期的に見れば、カザフスタンの安
定性にも脆

ぜいじゃく

弱さはある。まず一つは、
今のカザフの経済成長と安定というの
は、石油に依存していると言っても過
言ではない点だ。ナザルバエフ大統領
は資源産業以外の製造業にも「投資し
てくれ」と一生懸命言っているが、そ
れはままならず、製造業を発展させる
のはなかなか難しい状況にある。やは
りカザフスタンの地理的な位置、つま
り内陸国であって海から遠く、市場か
らも遠いということは重要だ。人口規
模1,500万のカザフスタンだけではと
ても、製造業を引きつける市場にはな
れないという問題がある。資源依存型
経済の脆弱性というのは、どうしても
免れない。
　宗教的、民族的な問題も存在してい
る。カザフスタン南部では、ウズベク
系住民が少しずつ増加している。その
背景の一つとして、ウズベク系住民の
ほうが出生率が高いことがある。
　もう一つは、ウズベキスタンから非
合法で国境を越えて入ってきているこ
とだ。その人たちはイスラムの信仰心
が厚い。すなわち、次第に南のほうか
らイスラムが浸透してきているという
状況が見られる。今後5年、10年で何か
大きな社会変化をもたらすとは思わな
いが、もう少し長いスパンで考えれば、
ウズベク系住民の増加はあの国の社会
の変動要因になり得よう。
　ナザルバエフ大統領は、多民族・多
宗教国家であるカザフスタンをうまく
統治しているが、やはり民族的多様性
が本来持っている政治的な弱さは消し
得ない。その一つはロシア人の問題で
ある。
　現在の人口構成としては五十数パー
セント、半分以上がカザフ人。その次
に多いのがロシア人で30パーセントく
らいである。元々ロシア人の数はもっ
と多かったが、相当ロシアに移住した。
そして元来100万人のドイツ人がいた
が、既に70万人がドイツに帰還してお

図3 セミパラチンスク空港で民族衣装の女性から
花束を受ける筆者
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り、30万人がカザフスタンに残ってい
る。いずれにしろ、それだけ多くのロ
シア人を抱えているため、今日カザフ
語が国家語、ロシア語が公用語となっ
ている。公文書にも一応両方使われて

いるが、傾向としてはカザフ語重視と
いう民族主義的傾向が伺える。このよ
うな傾向は、例えば官僚組織の中でも
上のほうの人たちが徐々にロシア系に
代わってカザフ系が増えていることか

らも見て取れる。そのような状況が、
今後民族関係にどういう影響を与えて
いくかが注目される。

２.　カザフスタンの国際
関係

⑴　米国との関係は緊密
　今日、カザフスタンには外国軍の基
地はない。ロシア政府がバイコヌール
の宇宙基地を借りているが、これは特
に軍事基地ということではない。中に
軍人がいるようなことはあるが、軍事
基地として借りているわけではない。
　カザフスタンと米国の関係だが、
9.11後にアフガニスタン情勢が紛糾し
た時にも、米国はカザフスタンには基
地の設置を要求していない。アフガニ
スタンからカザフスタンは遠すぎると
いうことで、ウズベキスタン、あるい
はキルギスの基地で十分対応できると
いうことであった。他方、カザフスタ
ンは今でも米軍機の上空通過権および
緊急の場合の着陸権を認めている。
　キルギスに関しては、米軍が駐留し
ているのみならず、ロシア軍も25キロ
離れたところのカント基地に駐留して
いる。しかし、カザフスタンは外国の
基地は置かないという立場を貫いてい
る。両国の国力の差や国の規模の差が
表れていると言うべきであろう。
　カザフスタンにも民主化問題あるい
は人権問題がある。例えば野党系の新
聞がいろいろ税務当局から圧力を受け
て閉鎖されるとか、あるいは編集者や
記者がだれか分からない者に殺された
り、暴力を受けたりする事件も発生し
ている。ただ、幸いにも隣のウズベキ
スタンでの人権・民主化問題のほうが
もっと大きいため、カザフスタンの問
題はあまり騒がれていない。
　そして何よりも米国政府が高く評価

しているのは、カザフスタンがイラク
に派兵をしていることだ。わずか30人
程度であるが、カザフスタンは地雷等
爆発物処理部隊を出している。中央ア
ジアで唯一のイラク派兵国である。ま
た、既に触れた通り、経済改革を非常
に進めており、米国が高く評価してい
るということもあって、米国は殊更カ
ザフスタンに関する人権問題を取り上
げていない。つまり、米国との関係は
非常に良い。
　カザフスタンは現在、海軍を編成し
ようとしている。海のない国の海軍と
いうのも妙ではあるが、カスピ海で展
開する海軍のことである。カスピ海の
油田開発が進むと、そこにテロが起こ
るかもしれないということから、やは
りあそこの防衛は重要だということで
米国が艦艇などを無料で寄贈したり、
あるいは軍の養成に米軍が相当かか
わったりしている。軍事面での協力関
係が示すとおり、米国との関係は決し

て悪くない。

⑵　中国との関係は石油が中心
　中国にとってカザフスタンは、二つ
の点で重要性がある。一つは、経済・
資源であり、二つ目はウイグル人過激
派対策である。
　私の在任中に、中国の経済的進出が
非常に目立った。まず石油だが、これ
はすでに少し前から中国のCNPCがカ
ザフスタンの北のほうでCNPCアクト
ベムナイガスという合弁企業（最近は
既に100パーセント中国資本）を設立
し、石油生産を始めた。最近はそれに
加えてペトロカザフスタン、少し前ま
ではハリケーン社といったカナダ系石
油企業を買収した。これらは両方とも
陸上油田の生産を行うものである。
　他方、カシャガンという極めて有望
視されているカスピ海の海底油田でも
中国は利権を得ようとしたが、そちら
は失敗した。ブリティッシュ・ガスが

盆地
油田
ガス田

カスピ海
アラル海

ロシア

カザフスタン

ウズベキスタントルクメニスタン

アルメニア

アゼルバイジャン

グルジア

トルコ

キルギスタン

タジキスタン

ロシア

カザフスタン

ウズベキスタントルクメニスタン

アルメニア

アゼルバイジャン

グルジア

トルコ

キルギスタン

タジキスタン

アスタナアスタナ

出所：JOGMEC

図4 中央アジアの国々
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自社所有分の権益（全体の1/6）を売
却したいという話を持ち出し、カザフ
スタン政府の仲介で中国が買うという
話になったが、結局コンソーシアムの
他のメンバーが先買権を行使してその
権益を全部分配することになり（日本
のINPEXだけは参加していないが）、
結局中国は入れなかった。
　最近「地下資源法」が改正された。
例えば、外国企業がカザフスタンで得
た権益をカザフ政府が買い取ろうとす
る場合には、外国企業が買った時の値
段で買えるという規定が入っている
が、ただ、遡

そきゅう

及しないということに一
応なっている。従って、これまで契約
しているものについては影響を受けな
いということで、カシャガンをはじめ
として、これまでの投資家たちは一応
安心できるという状況になっている。
　この問題に対して、西側大使館が全
部集まって、カザフ政府に申し入れる
という話には至っていない。ただおそ
らく、今後の資源部門における投資を
相当鈍らせる話にもなっていくだろ
う。その後、西側の民間企業の大きな
投資話はあまり聞いておらず、むしろ
ロシアとカザフスタンの間でカスピ海
の油田を開発する合意がなされたと伝
え聞く。ロシアとの間では、おそらく
別の、国家間の協定等でやっていくと
思われる。その意味では、やはり欧米
の外資系企業は、新しい投資について
相当渋っていると言えるのだろう。
　なぜ今、中国がこんなにカザフスタ
ンで石油を一生懸命血眼になって買い
あさっているのかと言えば、パイプラ
インとの関係がある。中国への石油パ
イプラインが2005年末に完成するの
で、年間1,000万トンの輸送力をもつ
同パイプラインに流す油を確保する必
要がある。アクトベムナイガスからだ
けでは全く足りず、他の油田の確保に
躍起になっているのだ。当面はロシア
から油を入れて流す予定だが、将来的
にはカザフスタンで中国が権益を持つ

油田から送油して1,000万トンを満た
したいということだろう。まだ構想段
階ではあるが、中国は石油だけでなく
天然ガスもパイプラインで自国に引っ
張るという話も検討されている。
　次にウイグル人対策だが、中国はカ
ザフスタンの中に居住する20万人のウ
イグル人社会がウイグル過激派の巣

そうくつ

窟
となることを極めて心配している。カ
ザフスタン政府に対しては、常にウイ
グル人の動きをウォッチしてくれと依
頼しているが、やはりカザフスタンと
の間で良い関係を保つことが、ウイグ
ル人問題の対策上も重要となってい
る。
　上海協力機構は、中国にとって非常
にメリットの大きい機構である。かつ
ては旧ソ連中央アジアと中国の間には
常に鉄のカーテンがあったが、今日で
はそれが取れて、中国が中央アジアに
進出できる可能性が広がっている。そ
れを制度的に保障するのが、いわば上
海協力機構なのだろう。上海協力機構
は元々安全保障が中心であったのが、
中国側は経済協力のための機構として
の役割を非常に強調している。まさに
それが大きなねらいである。中国側は
10億ドルの資金を供与するというよう
なことも言っている。上海協力機構は、
中国があれだけイニシアティブを取
り、資金も提供しているから発展して
きているという側面がある。
　しかし、ロシアはどちらかというと
ユーラシア経済共同体を中央アジア協
力機構と合体させて、中国抜きのユー
ラシア経済共同体協力機構を活性化し
ていこうという考えだろう。
　ウズベキスタンは最後に上海協力機
構に入ったが、カリモフ大統領は中国
の製品が国内に入ってくるのは絶対認
めないと言っている。つまり、中国の
進出に対するアレルギーはあるけれど
も、他のさまざまな理由からウズベキ
スタンは上海協力機構に入った。その
意味では、徐々にウズベキスタンにお

いても中国の影響力が強くなり、中国
の経済的進出が見られるようになって
くるだろう。

⑶　カザフスタンにとってロシアは頼
り甲斐のあるパートナー

　ロシアとカザフスタンの関係につい
て言えば、ロシアにとってカザフスタ
ンは最も頼りがいのあるCISのパート
ナーであろう。もう一つ、ベラルーシ
もあるが、同国はやはり西側との関係
を考える際に重荷となる国であり、経
済的統合を図っていく時に、制度が違
い過ぎており、やりにくい面があるだ
ろう。これらの観点からすれば、やは
りカザフスタンが経済的にも非常に頼
り甲斐があるパートナーなのではない
か。また、両国間の国境画定問題も最
近解決したため、ロシアとカザフスタ
ンの間には政治問題もほぼ存在しない
と言えよう。
　ロシアおよびカザフスタン、ウクラ
イナ、ベラルーシによる統一経済圏構
想は、結局ウクライナがEUとの統合
を重視するということで、なかなか統
一経済圏に歩み寄ってこない。カザフ
スタンとしては、別にウクライナがな
くてもロシアとだけで統一経済圏的な
ものを作っても良いというくらいの考
えでいる。今の経済改革の度合い等、
またWTOの加盟交渉の進展度を考え
ると、ロシアとカザフスタンというの
は最も経済圏的なものを作りやすい状
況にあるだろう。
　ロシアが加盟している地域機構とし
ては、上海協力機構、ユーラシア経済
共同体、CIS、集団安全保障条約機構、
統一経済圏中央アジア協力機構などい
ろいろなものがある。そして、これら
にすべて入っているのはカザフスタン
だけである。カザフスタンとロシアが
同じ地域機構に入っているということ
も、カザフスタンとロシアの近さを象
徴的に示している。
　ただし、ロシアとの関係が近いから、
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例えば米国や中国との関係が悪いとい
うことではない。そのような意味では、
今カザフスタンはロシアからも中国か
らも米国からも求愛される花嫁のよう
な状況にある。

⑷　隣国ウズベキスタンとは緊張も
　カザフスタンが唯一問題を抱えてい
る国は、隣のウズベキスタンである。
カリモフ・ウズベキスタン大統領との
間にパーソナルなライバル意識みたい
なものもある。他方、ウズベキスタン
が経済改革という面では相当立ち遅れ
てしまったために、非常にクローズさ
れた状況になっている。カザフスタン
は既に述べたとおり、中央アジア諸国
連合のようなものをぜひやろうという
ことで、積極的にウズベキスタンに対
し国をオープンにするようラブコール
を出している感があるが、ウズベキス
タンとしては安全保障上の問題を抱え
ているため、なかなか応じることが出
来ないでいる。
　国際的な立場として、カザフスタン
は強く、ウズベキスタンは弱い。最近、
ウズベキスタンの人権活動家がカザフ
スタンに逃げ込み、ウズベキスタンが
同人物を引き渡せと要求したのに対し
てカザフスタンはそれを断り、国連難
民高等弁務官事務所（UNHCR）に引
き渡した。これについて、カリモフ大
統領がカンカンに怒っているが、カザ
フスタンは両国の国際的立場の強弱を
見極めて対応したといえる。
　この結果、カザフスタンは西側との
関係で点数を稼いだが、これは2009年
の欧州安全保障機構（OSCE）の議長
国をカザフスタンがねらっていること
にも関連する。カザフスタンは今後し
ばらく、ヨーロッパ指向というか、ヨー
ロッパあるいは米国の機嫌を取るよう
な行動をいろいろな形でしてくるだろ
う。おそらく、一層経済改革を進める
ことや、人権問題などでも少し柔軟に
野党に対応するといったような手段を

講じてくるだろう。
　しかし、それらはナザルバエフ大統
領の「管理民主主義」のもとで行われ
ている以上、本物の民主主義の拡大に
つながるかどうかについては、慎重に
見極めていく必要がある。

⑸　カザフスタンは日本のイニシア
ティブを評価

　最近のナザルバエフ大統領の外交演
説などを見ていると、カザフスタンに
とって重要な国々はロシア、中国、米
国と3国がまず並ぶ。その次にアジア
諸国、中国を除いたアジア諸国となる
が、アジア諸国のなかで言うとすれば、
日本やインド、韓国といったような
国々が並ぶ。おそらくカザフスタンに
とっての対外優先事項は、今後しばら
くヨーロッパ指向が出てくるだろう
が、並べるならばロシア、中国、米国、
EU、そしてアジアの順となろう。さ
らにアジアのなかを分けるとすれば日
本、インド、韓国の順となろう。
　経済援助の累積額から言えば日本は
ナンバーワンであるが、今のカザフス
タンは正直なところ、もはや経済協力
が外交的なテコになるような状況下に
はない。ナザルバエフ大統領からは「民
間投資を促進してほしい。日本の企業
は投資額が少ない」というようなこと
を常に言われた。私が着任した時、最
初に同大統領から要請されたのは、第
1に日本大使館を新しい首都のアスタ
ナに移転すること、第2に、日本の首
相にぜひカザフスタンを訪問してほし

いこと、そして第3に日本からの投資
増加をぜひ期待したいということで
あった。
　ここ2～3年、日本からの投資額は増
加傾向にある。これは主にカシャガン
におけるINPEXの投資増加に伴い増
えているものだ。貿易額も、昨年、一
昨年と増え続けており、今年もおそら
く昨年の2倍とまではいかないにしろ、
相当増える見込みである。
　日本とカザフスタン間の貿易で、最
近特に目立つものの一つは自動車であ
る。それから建機がずいぶん増えてい
る。日本側の輸入は極めて少ない。貿
易が増加しているとはいえ、日本から
の輸出が増えているということであ
り、日本の輸入は鉱物資源だが、それ
ほど増えていない。非常にアンバラン
スになっている。
　「中央アジア＋日本」の話に関し、
カザフスタンは日本のイニシアティブ
を非常に高く評価している。それには、
カザフスタン自身が中央アジア全体の
雄であって、そういう大きな市場が誕
生すればカザフスタンにとっても有利
だという意味合いもある。もう一つは
やはりカザフスタンだけが経済的にど
んどん発展して他のところが取り残さ
れると不安定化するので、そういうと
ころは日本にも協力してもらい、全体
として安定性、発展を図ることが出来
れば良いということもある。
　2004年のことだが、1992年に渡辺外
務大臣（当時）が訪問して以来、12年
ぶりに川口外務大臣が日本の外相とし
てカザフスタンを訪問した。おそらく、
今後はこの枠組みの中で、12年に1回で
なく、もう少し頻繁に外務大臣の訪問、
あるいは首相の訪問などもいずれ実現
するのではないかと思っている。ちな
みに、G7の中でどの国の首脳がカザフ
スタンを訪問しているかといえば、イ
タリア、ドイツが既に訪問済みで、フ
ランスのシラク大統領も実は2005年の
10月に訪問する予定であった。同大統

2003 年夏撮影

図5 日本が無償資金協力で機材供与したセミパラチ
ンスクの医療センターで医師の説明を聞く筆者
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領の健康上の理由から急きょ取り止め
になったものの、現在も訪問する意向
を示している。残っているのは日・米・
英・加である。
　「中央アジア＋日本」をどのように
進めていくかという問題は、ウズベキ
スタンでは暴動事件があった後、難し
くなりつつある。しかし、このスキー
ムに関しては、日本がイニシアチブを
取っているということもあり、ウズベ
キスタンもそう冷たい態度を示してい
るわけではない。私見では、何かカザ
フスタンもウズベキスタンも合意でき
るようなプロジェクトを動かしていく
という可能性が残されている。
　それはあまり政治的なものが絡まな

い、例えば道路整備や観光促進などが
考えられるだろう。
　日本からの経済協力に関し、最近の
カザフスタンは、もう円借款はいらな
いと言っている。自分たちは石油から
取れる資金が潤沢であり、むしろハイ
テク部門で技術協力をやってほしいと
か、あるいは直接投資をお願いしたい
と言っている。
　ハイテクの技術移転を含む円借案件
であれば前向きに考えるし、政府保証
も付けたいということだ。では、具体
的にハイテクの技術移転とは何だとい
うと、一例としてアフメトフ首相が、
首都の空港から都心までモノレールを
作るアイデアを挙げていた。つまり、

全く円借の可能性を排除しているわけ
ではない、ということだ。
　最近の日本の民間企業の動きとして
は、カザフスタンの資源にようやく注
目が集まってきた。商社などもウラン
にかなり関心を持っている。カザフス
タンはウランの埋蔵量が世界有数の国
である。石油のほうはINPEXの後は、
特に目立った動きを聞いていない。今
後カザフスタンはカスピ海の鉱区を順
番に開放していくだろうが、韓国や中
国、インド等はかなり関心を示してい
るようだ。日本の民間は必ずしもそこ
まで関心を示してきていないのが気懸
かりである。
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