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更新日：2010/7/20 

石油企画調査部：本村真澄 

公開可 

 

ロシア：ベラルーシとの天然ガス紛争と関税同盟の展望 

 

・2010 年７月 6 日をもって、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン３カ国の関税同盟がスタートし、2011 年 7

月1 日には、諸外国産品の税関手続きも撤廃され、本格的な関税同盟の発足となる。 

・一方、2000 年以降続けられていたロシアによるベラルーシに対する輸出関税免除は、2007 年の石油

紛争以降撤廃され、割引率も徐々に縮小される傾向にある。そして 2010 年1 月、ロシア側はベラルーシ

国内需要分の 630 万トンに対する輸出税を無税とする一方で、ベラルーシが精製して欧州に石油製品と

して輸出する分に関しては、通常の水準の関税を掛けることとし、石油関税の撤廃を要求していたべラ

ルーシとの対立が深まった。しかしこれは、ベラルーシへの供給分に関しては無関税となっており関税

同盟と矛盾する方向ではなく、最終的に 7 月5 日、ベラルーシも関税同盟への参加を決めた。 

・2010 年 6 月 21 日、ロシアはベラルーシが天然ガス代金を滞納しているとして、天然ガス供給量を削減

し、ベラルーシはこれに対抗して欧州へのガスの中継輸送を停止したが 23 日にベラルーシ側が折れて

ガス代金を支払い、24 日にはロシアはガス供給を再開した。これはベラルーシの政治的失点となった。 

・これにより、ベラルーシは関税条約や関連文書に署名しないと見られ、7月1日にはロシアとカザフスタ

ンで関税同盟が発足したが、7 月 5 日のユーラシア共同体サミットの際にベラルーシがこれに署名し、３

カ国での関税同盟となった。 

・ルカシェンコ大統領は外交的には孤立し、2011 年初頭の大統領選で再選されるか疑問が出ている。

2010年2月にはウクライナでヤヌコビッチ政権が発足し、ポーランドとも関係改善が進むなど、ロシアと周

辺国の関係は大きく「リセット」されて来ている。長期的にエネルギー輸送でトラブルの要因となっていた

ベラルーシとの関係にも変化が生じる可能性がある。 

 

１． 2010年のロシアとベラルーシとの天然ガス紛争 

（１）再燃したベラルーシ問題 

2010年7月1日から、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン３カ国の関税同盟がスタートする筈であった。 

3カ国は、2009年11 月27日に、関税同盟に関する一連の協定書に署名しており、1 月には域外国に対

する共通輸入関税が導入された。しかし、ベラルーシは１月に原油輸入関税に関するロシアの通告を不

服として、7 月以降のスケジュールを認めない方針を表明した。 

ロシアとの政治的な緊張関係は、4月18日、政権転覆で一時カザフスタンに逃れていたバキエフ・
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キルギス大統領のベラルーシ亡命をルカシェンコ大統領が容認したことで更に高まった。これを伏

線とするかのように、６月になって天然ガス供給を巡り紛争が発生した。 

 ロシアのベラルーシに対する天然ガス供給（図１参照）は、これまでも円滑なものではなかった。

2004年にもベラルーシ側によるガス抜き取りに対抗して供給停止が行われており、2007年の天然

ガス価格に関しては前年 12 月 31 日の午後 11 時 58 分にようやく妥結するなど、その危うい基盤

はウクライナとの状況と大差ない。そして、2006 年にウクライナにおける親西側のユーシェンコ

政権下での天然ガス紛争では、欧州全体を巻き込んだ報道合戦となったことから、2007 年の原油

関税を巡るロシアとベラルーシとの石油紛争も大きく報道された。 

 しかしその後の国際世論は、エネルギー価格の高騰している時期にロシアがエネルギー価格を引

き上げようとすることはビジネスとして当然という認識が広まり、2009 年のウクライナとのガス

紛争、そして今回のベラルーシとのガス紛争において、パニック的な報道は見られなくなっている。 

（２）対ベラルーシ天然ガス紛争の経緯 

今回、繰り返された天然ガス紛争は、ベラルーシがロシアから輸入している天然ガスの支払いの

問題が契機になっているが、その背景には原油の輸出関税問題を巡っての2007年以降のロシアと

ベラルーシとの確執がある（後述）。ベラルーシの輸出収入の4割は石油製品が占めており、原油

関税の引き上げは経済的打撃が大きい。2011 年初頭に予定されている大統領選での再選を目指す

ルカシェンコにとっては、ロシアからの安い石油・ガスの確保は喫緊の課題である。よしんばある

程度の価格の引き上げを受け入れざるを得なくなった場合でも、唯々諾々とロシアの意向を呑むの

でなく、「英雄的」に抵抗して見せなくては国民を支持は覚束ない。 

直接の発端は6月17日、Gazpromがベラルーシ政府に対して、天然ガス代金の累積債務$1.92

億を支払わなければ天然ガスの 85%までを供給カットすると通告したことから始まる（但しこれ

はガス輸送システムの操業に必要な残りの15%は削減しないというもの）1。Gazpromの主張によ

ればベラルーシが支払うべき天然ガス代金は、契約では第１四半期$169/1,000m3、第２四半期

$184/1,000m3 だが、ベラルーシは昨年の契約条件である$150/1,000m3 を前提に支払っていたた

め、未払い代金は累積で$1.92 億に達するという2。これに対して、ベラルーシ側は一旦は拒否し、

Gazprom が天然ガスの供給率を削減すると、欧州へのガスの中継輸送の停止という手段で抵抗を

                                                 
1 PON, 2010/6/21 
2 IOD, 2010/6/17 
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試みたものの、ロシア側が削減率を引き上げると、2007 年の石油紛争の時と同様に３日で全面的

に敗北した。欧州市場においてベラルーシに対する同情的な声は聞かれていない。 

以下、時系列に沿って述べる。 

1月4日：ロシアがベラルーシ向け原油関税を600万トンまで無関税、残りを100%課税と提案3。

ベラルーシ側は、原油通過タリフを現行の約 12 倍の$45/トンまで引き上げると主張して対抗し、

一時期原油輸送が停止するなどの緊張状態となる。 

1月27日：ロシアのSechin副首相とベラルーシのVladimir Semashko第一副首相は、原油輸入

に付き、国内需要相当の630万トンを無関税、これを上回る欧州向け石油製品輸出用（1,550万ト

ン）については 100%の輸出関税とすること、及び原油の通過タリフを現行の$3.90/t から 11%引

き上げることで合意4。 

6月17日：Gazpromがベラルーシ政府に対して、天然ガス代金の累積債務$1.92億を支払わなけ

れば天然ガスの85%までを供給カットすると通告。 

6月21日：モスクワで両国が交渉するも決裂。Gazpromは同日10:00amから送ガスを15%削減。 

6 月22 日：Gazprom はガスの削減率を30%に強化。ベラルーシ側は、ロシア側が2009 年11 月

からの天然ガス通過料$2.6億($1.88/1,000m3/100km)が未払いと主張し、ロシアが差額を支払うま

で対抗措置として対欧州向けの輸送を停止した。ロシア側は、通過料の未払いの件は「為にするも

の(artificial)」で、ベラルーシ側が請求書を未送のため支払ってないと反論5。 

6月23日：ロシアはベラルーシ向け削減率を30%から60%に強化。リトアニアと飛地のカリニン

グラードでガス供給量40%低下。Vladimir Semashko第一副首相は滞納料金$1.92億の内、$1.87

億を振り込んだとロシア側の要求受け入れを表明。ガス紛争は３日で収拾へ6. 

6月24日：Gazpromはベラルーシに対する通常のガス供給を再開し事態は収拾へ。一方、Gazprom

は天然ガスの通過料$2.38億をベラルーシの国営天然ガス輸送会社Beltransgasに送金。但しタリ

フは$1.45/1,000m3/100kmを前提としたもので、依然として交渉の余地を残す。 

6 月 25 日：ルカシェンコ大統領は、改定されたより高いガスの通過タリフをロシア側が支払わな

ければ、石油・ガスの通過を停止すると警告。 

                                                 
3 PON, 2010/1/05 
4 IOD, 2010/1/29 
5 新聞各紙, PON, 2010/6/23 
6 新聞各紙、2010/6/24, PON, 6/25、IOD, 6/25 
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7月2日：GazpromとBeltransgazは、天然ガスの通過タリフに関して、2006年の合意水準であ

る$1.45/1,000m3/100kmから、2010年は$1.88/1,000m3/100kmとすることで合意7。 

（３）EUの反応 

 このロシアとベラルーシとの天然ガス紛争に関して、EUは市場への大きな影響はないと冷静な

対応をしている。ロシアはEUと2009年11月に創設した「早期警戒制度」に基づき、6月21日

からのベラルーシへの供給削減をEUに直ちに通報しており、この効果が大きい。また、短期で終

結したこともあり、市場への影響は全くなかったと言って良い。以下、主な発言を列挙する。 

・Gunther Oettinger(ECエネルギー・コミッショナー)：「今回の債務返済を巡る問題は、欧州大 

陸の他の地域への供給には影響しない見通しだ」8。「ガスの輸送はこの紛争の影響を受けない」9。 

・Marlene Holzner（EC報道官）：「状況を注視し、両国政府とは常に緊密な連絡をとっている

ところ。欧州需要の6.25%がベラルーシ経由で入っているが、仮に危機になったとしてもこの程度

の水準では欧州へのガス輸送が影響を受けることはない。EU諸国との契約は遵守される」10。 

・Jerzy Buzek欧州議会議長：「Oettingerコミッショナーとは、ベラルーシでガスの抜き取りが

あるとの報告があれば監視団を派遣することで打合せ済み（実際の派遣はなかった）」11 

（４）ウクライナの反応 

・Naftogaz Ukraine：「問題が発生した場合には、ドイツ、ポーランド向けのガスに関して、供

給契約を守るためにウクライナがガスを振り向ける方針である」12。 

・Yuriy Boikoエネルギー相：「ガス紛争でEUへの支援を約束する」13。 

（５）供給停止による実際の影響 

リトアニアのガス企業Lietuvos Dujosは6月23日、リトアニア及びロシアの飛び地であるカリニ

ングラード州において送ガス量が 40%低下したと述べた。前記の「早期警戒制度」に基づき、リ

トアニアへは隣国のラトビアから臨時供給を受けている。別の報道によれば、ドイツとポーランド

に対しては、通常通り供給されている14。 

                                                 
7 Argus FSUE, 2010/7/02, PON, 7/05, Russian News, 7/05 
8 WSJ, 2010/6/22 
9 IOD, 2010/6/22 
10 PON, 2010/6/23 
11 Interfax, 2010/6/22 
12 PON, 2010/6/23 
13 Interfax, 2010/6/23  
14 各紙, 2010/6/24 
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（５）ベラルーシに対する過去の供給停止措置 

2004年2月：24時間のガス供給停止。ポーランド、ドイツに影響が出た.。報道は殆どなし。 

2007年1月：2週間原油供給の停止。（後述） 

図１ ロシアから欧州への天然ガスパイプライン網（RPIの図に筆者加筆） 

 

２． 関税同盟と2007年の石油紛争後の対ベラルーシ原油輸出関税の動き 

（１）関税同盟設立とロシア・ベラルーシ連合国家を巡る経緯 

1995年5月12日：ロシア、ベラルーシの関税同盟に関する政府間協定 

1996年：「共同体形成条約」 

1997年：「連合条約」 

1999年：「連合国家創設条約」 
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2001年：「ユーラシア経済共同体」（露、ベラルーシ、カザフ、キルギス、タジク、ウズベク） 

（ベラルーシからの石油製品輸出への関税は85%がロシアへ、15%がベラルーシへと取り決め） 

2009 年11 月27日：ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの３カ国大統領が関税同盟協定に署名。 

2010年1月1日：ロシア、カザフ、ベラルーシが共通輸入関税率導入。３カ国の関税同盟が発効。 

5 月 28 日：ロシア・カザフスタンの首相級会合で、ベラルーシ抜きの 2 カ国による統一関税圏移

行を宣言。 

7月1日：ロシアとカザフスタンが関税条約や関連文書に署名。２カ国での関税同盟が発足。 

7月5日：アスタナで開催されたユーラシア共同体サミットにおいて、ロシア、カザフスタン、ベ

ラルーシ３国大統領が会談し、３国の関税同盟の基本文書となる関税法典の発効に関する共同声明

に署名。キルギス、タジキスタンも関税同盟への参加の意向を表明。 

7 月 6 日：ルカシェンコ大統領が関税条約に署名したのを受け、3 カ国での関税同盟スタート。 

（２）潰えたロシアとベラルーシとの「連合国家」構想 

ロシアとベラルーシとの関係は、1996年の「共同体形成条約」から接近の度を強めて行き、1997

年に「連合条約」、そして 1999 年 12 月 8 日には「連合国家創設条約」を結び、翌 2000 年 1 月

には批准書を交換し、ルカシェンコは「連合国家」の元首に当たる初代最高国家評議会議長に就任

した。正に小が大を飲む連合である。しかし、その頃ロシア大統領に就任したプーチンのベラルー

シに対する姿勢は、ロシア側の経済の復活も相俟って、明らかに小国に対するものとなった。ルカ

シェンコ大統領にとって、国家連合は魅力的な構想ではなくなり、感情的にも耐えがたいものとな

った。一方、プーチン大統領はこの「欧州最後の独裁政権」に対しては、嫌悪感を持ち続けていた。

2001 年に再選を果たしたルカシェンコ大統領が強権的な姿勢を強め、天然ガス代金の支払いにも

滞るなど、両国関係は次第に円滑さを欠くようになった。 

2002 年 6 月にはプーチン大統領が国家連合構想自体を批判する事態となり、更にベラルーシ経

由でラトビア及びウクライナに向かう全長 1,100km の石油パイプラインの所有権を巡っても両国

は激しく対立した。同年 7 月 17 日にはベラルーシの最高裁判所が、ソ連崩壊後の 1992 年に結ば

れたロシア企業による石油パイプラインの所有・管理権を取り消し、ロシアのパイプライン所有権

を認めないとの決定を下した15。これ以降、両国の関係は完全に冷却した。 

2006 年 3 月 19 日にルカシェンコ大統領は再選を果たし、プーチン大統領は祝電を送り、連合

                                                 
15 読売, 2002/7/26 
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国家創設への確信を改めて表明したが、米国及び欧州安保協力機構(OSCE)は民主的選挙のための

OSCE コミットメントを果たしていないと批判した。3 月25 日には抗議集会をおこなっていた野

党勢力が拘束され負傷者が発生するなど騒乱状態となり、EUはルカシェンコ大統領を含む公職者

のEU圏内立ち入りを禁止した。 

その後 5 月 8 日、プラハで EU と旧ソ連 6 ヶ国（ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、グルジ

ア、アゼルバイジャン、アルメニア）は「東方パートナーシップ」を発足させた16。これはエネル

ギー分野での協力強化等の宣言するもので、EU から 17 ヶ国出席したものの、英、仏、西、伊首

脳は欠席するなど概して低調であった。但し、これによりベラルーシは再度EUと接近が果たせた。 

 

図２ ロシアから欧州への石油パイプライン網（PRIの図にJOGMEC加筆） 

                                                 
16 IOD, PON, 2009/5/11 
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（３）2007 年1月のロシア=ベラルーシ石油紛争とその後の動き 

 2007年のべラルーシとの石油紛争は、2006 年のウクライナとのガス紛争に続いて起こったこと

もあり、多くのメディアの注目するところとなった。以下の簡単に経緯を追ってみる。ロシアから

欧州への石油パイプライン網を図２に示す。詳細は、脚注論文を参照されたい17。 

2006年12月8日：ロシアがベラルーシに対して2007 年元日から、輸出関税の免除を停止して通

常の輸出関税$180.70/トン($25/bbl)に引き上げると通告（ベラルーシが無関税で輸入した原油を

精製して、国際価格で欧州に輸出し、本来なら利益の 85%をロシアに還元すべきところ、2001

年からベラルーシ側が還元を停止していたことから、ロシア側が対抗措置を採ったもの）。 

2007年1月4日：ベラルーシは$45/トン($6.2/bbl)の「通過関税」を掛けることで対抗。 

1月6日：ベラルーシがパイプラインから原油抜き取り開始。 

1月8日：ロシアは原油輸出停止。 

1月10日：ベラルーシ「通過関税」を撤廃。 

1月11日：ロシアからの原油輸送再開。 

1 月 12 日：ロシアからのベラルーシ向け原油関税の割引き後の水準を 2007 年 29.3%、2008 年

33.5%、2009年35.7%とした18。即ち、2007年におけるロシアからの輸出関税は、1月1日に表

明した$180.70/ﾄﾝの29.3%の水準の$53/ﾄﾝとなる。ベラルーシからの石油製品輸出の関税はロシ

アと同水準とし、その取り分を07年ロシア70%・ベラルーシ30%、08年ロシア80%・ベラル

ーシ 20%、09 年ロシア 85%・ベラルーシ 15%とすることとした19。ベラルーシの取り分は、2

年後には半分になる訳で、明らかに紛争前より条件が悪くなっている。ベラルーシは、勝ち目の

ない戦いに挑んで失敗し、懲罰を食らった形となった。 

 なお、2009 年 12 月の段階で、ベラルーシ向け原油の輸出関税は$96.47/トン、通常のロシア

の輸出関税が$271/トンで、割引きされた課税水準は35.6%となっており、2007 年の取り決めは

忠実に守られている20。 

（４）2010 年の対ベラルーシ石油輸出関税 

2010年1月4日、ロシアはベラルーシに対して、①ベラルーシの国内向け精製のための年間630
                                                 
17 本村真澄(2007), ロシアとベラルーシの石油・天然ガスを巡る係争について、石油・天然ガスレビュー、

2007年5月Vol. 41, No.3, p.17-26 
18 田畑伸一郎、「ロシア・ベラルーシの原油輸出騒動の真相」、世界週報2007/3/13、p.54-55 
19 Interfax, 2007/1/15 
20 PON, 2010/1/05 
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万トンまでは原油はロシアからの輸出税を免除、②ベラルーシにて精製され製品輸出される分には

輸出税を 100%課税（昨年実績は 1,550 万トン）、という提案を行った21。即ち、ロシアからの原

油輸出税の約70%の課税水準とされており、従来の約2倍という厳しいものになっている。 

これにベラルーシ側は反発していたが、1 月 27 日、ロシアの Sechin 副首相とベラルーシの

Vladimir Semashko第一副首相は、原油輸入に付き国内需要相当の630万トンを無関税、これを

上回る欧州向け石油製品輸出用（年間約 1,500 万トン）については 100%の輸出関税とすること、

原油の通過タリフを現行の$3.90/tから11%引き上げることで合意した22。 

 ベラルーシの国内需要分に関しては、輸出関税を撤廃しており、関税同盟の精神に沿ったもので

あり、ベラルーシによるそれ以上の関税撤廃要求は過剰な補助金供与に当たるというのが、ロシア

の言い分である。ベラルーシは天然ガスは安く調達しており、できることならば、原油も安く調達

したいが、パイプラインを使って係争を起こすたびにロシア側から厳しい対応を受け、条件は次第

に悪くなって行く。鉾の収めどころということで、関税同盟に加盟を決めたものと思われる。 

 

３． ロシア・ベラルーシ・カザフスタンの関税同盟の意義と展望 

（１）関税同盟の経緯 

関税同盟は通常、二つまたはそれ以上の国家相互間で、関税を撤廃または軽減する一方、第三国

に対する共通の関税制度を設立することを目的とする。 プーチン首相は、「独立国家共同体（CIS）

の統合に向けた原動力」と述べ、ロシアを核に地域統合を加速する意向を示した。そして、モノに

加えて資金と労働力の域内移動も自由化する「統一経済圏」を 2012 年に創設するとした23。ロシ

アを関税同盟設立の経緯を以下に記す。 

・1995年1月6日：ロシアとベラルーシとの間で関税同盟協定調印 

・1995年1月20日：ロシア・ベラルーシとカザフスタンとの間で関税同盟協定調印 

・1996年3月29日：キルギスタンがに上記の関税同盟に加盟 

・1999年1月20日：タジキスタンがに上記関税同盟に加盟 

・2000 年 10 月 10 日：それまでの関税同盟が形骸化していることから「ユーラシア経済共同体

(EurAsEC)」へ改組。これは1997年にロシアとの距離を置いたグルジア・ウクライナ・ウズベキ

                                                 
21 PON, 2010/1/05、IOD, 1/08 
22 IOD, 2010/1/29 
23 日経, 2010/6/28 
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スタン・アゼルバイジャン・モルドバの5か国が結成した国家連合GUUAMに対抗するもので、

ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタンの5カ国が加盟し、モルドバ、ウ

クライナ、アルメニアはオブザーバーとして参加。これは域内すべての貿易障壁の撤廃、関税同

盟の創設、サービス・労働・資本の移動を自由化する共同市場の実現をめざすもの。2006 年に

はウズベキスタンが加盟したが、2008年には脱退。 

・2007年10月6日：ユーラシア経済共同体首脳会合で、ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの3

カ国で関税同盟創設条約が調印され、先行的に関税同盟を2010年までにスタートさせることで

合意。ロシアのプーチン大統領（当時）は「ＥＵ（欧州連合）と対抗する存在になる可能性があ

る」とコメント。 

・2009年11月27日：ロシア、ベラルーシ、カザフスタンの３国で関連の共同文書が調印。 

（２）関税同盟のスケジュールと問題点 

 2010 年1月から始動する関税同盟では、まず共通輸入関税が導入され、ついで7月に、関税同

盟の税感行政や通関業務に係る「税関基本法」の施行、輸入関税の統一的徴収・分配メカニズムが

導入され、2011 年 7 月には域外国を原産地とする物品の税感手続きが撤廃され、関税同盟が形を

整えることになる。 

2008 年における平均輸入関税率はロシアが 10.8%、ベラルーシ 10.8%、カザフスタンが 6.0%

で、2010 年からの共通輸入関税率はロシアの関税体系を踏襲したものになる。一方、輸入関税収

入の分配比率は、ロシアが87.97%、ベラルーシが4.70%、カザフスタンが7.33%と決定した（詳

細は、金野（2010）24参照）。 

（３）その後のベラルーシの対ロシア姿勢 

7 月１4 日、ベネズエラ原油がウクライナの Odessa ターミナルに入り、鉄道でベラルーシの

Mozyr 製油所へ送られた。両国は政府間協定で2010 年400万トン、2011 年に1,000 万トンこの

方式で輸入する。他にバルト海経由で、エストニアのMuugaからNovopolotsk（Naftan）に入る

ルートも予定にあり。現時点でも、ロシアからのエネルギー供給に関して、両国はロシアとの距離

を維持するべく努めている。専門誌ではこのことの経済性への疑問が指摘されている25。 

更に 2007 年 9 月には、ベラルーシの国営石油Belorusneft とイランのPetroiran は、50:50 で

埋蔵量21億バレルのJofeir油田の開発に取り組むことで合意した。Semashko第１副首相は、年

                                                 
24 金野(2011)、「ロシア・ベラルーシ・カザフスタンの関税同盟」ロシアNIS調査月報、2010年6月号 
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間150 万トン（日量3 万バレル）の生産が可能と述べている26。この油田は本年10 月にも生産開

始となり、ベラルーシに向けて輸出される見込みである。その後には、ナイジェリアからの原油輸

入を予定しており、ここに来て俄かに供給先の分散化を始めた27。ベラルーシは分散化により、ロ

シアに対する立場を強化するのが目的と思われるが、関税同盟への加盟との関連は特段見出せない。 

 ロシアは、2007 年からベラルーシに対して輸出関税を適用したが、これは他の国の約 1/3 とい

うレベルであって、依然として実質的な補助金付与を行って来た。2010 年には、輸出税は約 7 割

というレベルまで引き上げられたが、少なくとも、国内需要分の原油に関しては、無関税となって

おり、Oxford Analyticaによれば、ベラルーシの立場はウクライナなどよりも恵まれていると見る

べきである28。ロシアは旧ソ連・CIS諸国との関係を市場に基づくものに移行させようとしており、

ベラルーシを優遇して来た政策は後退せざるを得ない。ベラルーシは発効したばかりの３国関税同

盟のものとで、無関税を要求したが、過大なものとしてロシアから退けられる結果となった。但し、

今回の件がベラルーシにとって「教訓」となるかは不明である。 

 

［追  記］ Druzhba石油パイプラインについて（図２参照） 

 ドルージュバ（友好）パイプラインはベラルーシにおける通油能力が日量 140 万バレル、これ

に加えてベラルーシに供給する量が日量40 万バレルで、ベラルーシにおける主要な製油所は、中

央南部の Mozyr と西部の Novoportsk にあり、そこに供給している。国内需要は日量約７万バレ

ルである。 

 このパイプラインは1962年に、まずUshgorodを経由してチェコスロバキアに入る南ルートが

完成して対して供給が開始され、翌1963年に北ルートといわれるBrest経由ポーランド、東ドイ

ツの Schwedt に至るラインができた。全区間が完成したのは 1964 年である。これは、交換可能

通貨（ハードカレンシー）の持てない東欧圏まで原油を供給するもので、東欧圏の維持と言う政治

的な目的を託された数少ないパイプラインである。これは、1973 年に西ドイツまで、その後更に

フランスにまで到達した天然ガス・パイプラインとは大いに性格を異にする。 

 

                                                                                                                                                               
25 IOD, 2010/7/15 
26 PON,. 2010/7/01 
27 PON, 2010/7/19 
28 Oxfrod Analytica, 2010/2/23 


