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はじめに

　ウクライナ危機の最大の原因は、同国が国としての当事者能力を欠いていることにある。当事者能力
を欠く国が地政学上の要衝に位置すれば、そこにさまざまな利害関係を持つ海外諸国の複雑な仕掛けが
集中する。そうした国が隣国といざこざを始め内戦になれば、世界を巻き込み、泥沼の事態に陥る。こ
れがウクライナ危機の実相である。ロシアによる主権侵害うんぬん以前にウクライナが国としての体を
成していないという見方は、ロシア悪者論で統一されたかの感がある日本の主流とは異なる少数意見で
あろう。
　こうした考えは、1996年以来、頻繁にウクライナを訪れ、同国の中核的金融機関の再建に立ち会い、
その後、歴代政権の失政によって国が崩れていく様を観察してきた私のなかに自然に形成されてきたも
のである。人口の減少やマクロ指標のさわりを見るだけで、ウクライナ独立以来の状況の悪さが見て取
れる。歴代政権は失政を繰り返すばかりで、多様な国民の意識を和解統合しようとせず、政権に近い者
に国営企業を買いとらせ巨大な新興財閥（オリガルヒ）形成に手を貸し、既得権を拡大するばかりだった。
今や、国家破綻寸前の状況を、米国等ロシアとの関係を対立的に捉える国が主導して支えている。こう
したなかで、日本は何ができるのか、何をなすべきなのか、ウクライナ金融セクター改革を振り返りな
がら、考察する。

1. 破綻する国

（1）悲しい数字

　人口とGDP（IMFによる）の数字を少し拾えば、ウク
ライナ・ウォッチとは国がだめになっていく様の観察
だったことが分かる。総人口は独立（1991年）以降2013
年までの間に 5,200万人から4,500万人に13.5％減少し
ている。ソ連時代に停滞の時代と呼ばれた1961年から
1990年までの30年間ですらウクライナには20％の人
口増加があったのだ。在外出稼ぎ人口600万人を差し引
けば、実人口は3,900万人となる。2014年だけでも相
当数の国民が難民化して海外に出たので、現時点の居住
人口は更に小さくなるはずだ。内戦が始まったのはまだ
去年のことだ。東部の戦闘地域でなくても、機会があれ
ば海外に出たいと希望する国民は非常に多い。ポーラン
ドなどの近隣国はウクライナ国民向けビザの発給を厳し
く取り締まっている。
　GDPも独立以来23年でプラス成長を記録したのは、

ロシアのブームに乗って東部が潤ったわずか4年に過ぎ
ない。独立した1991年の1人あたりGDPは世界平均を
11 ％上回っていたのに、2013年には同マイナス40 ％
に落ち込んでいる。産業関係の数値も電力生産はマイナ
ス34％、トラクター生産がマイナス95％と大幅マイナ
スで、代わりに、日本からの農業機械や建設機械の輸入
が増えている。科学アカデミーの職員はかつての50％と、
半減し、科学者は70％が職を失っている。雇用者総数
は1,200万人減少する一方、債務残高は2013年末現在1,377
億ドルとGDPの1,762億ドルに迫っている。2014年は
大幅マイナス成長なので、債務は一段と増加しており、
事実上デフォルト（債務不履行）状態にある。

（2）悲しい評価

　こうした数字をもたらした人材やシステムに対する評
価も低い。ポーランドの混乱下に現れたワレサやヤルゼ
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ルスキのように、国のために己の犠牲を顧みない人材は
出現していない、と多くのウクライナ人が嘆く。フラフ
チュク、クチマ、ユーシェンコ、ヤヌコビッチの歴代大
統領の評判も芳しくない。
　フラフチュクはソ連共産党ウクライナ第1書記で、ゴ
ルバチョフ追放のクーデター派に与

くみ

した。クーデター派
がエリツィンに敗れると、親西欧派に転じウクライナ独
立の旗手を演じ、初代大統領に納まった。極端な西欧シ
フトを進めたため、逆に国民の信用を失い、東部を地盤
とするクチマに敗れ再選はならなかった。
　クチマは、民営化を進めて娘婿のピンチュクをこの国
を代表するオリガルヒに育てた。腐敗の元凶と言われる。
ただ、外交は巧みだった。米露を天秤にかけ、どちらに
もいい顔をした。大統領を2期務め上げただけの外交的
手練手管を持ち合わせていたと言われる。その後、ラザ
レンコ（ティモシェンコのボス）、ヤヌコビッチ、ユーシェ
ンコと評判の振るわない政界の主役たちは、全員クチマ
政権下で首相を経験した。現大統領のポロシェンコもヤ
ヌコビッチとユーシェンコ政権の閣僚だったので、クチ
マの系譜と言えるのかもしれない。
　オレンジ革命で大統領に上り詰めたユーシェンコの評
価は最も低い。度重なる失政がオレンジ革命で敗北した
ヤヌコビッチの台頭を招き、オリガルヒが一段と私腹を
肥やすことになったと指摘されている。支持率が下がる
都度、ロシア語を公用語から外す、ロシアがファシスト
と忌み嫌っていたステパン・バンデラを国民英雄に復活
させる等、反露感情を煽

あお

ることで支持率を回復させよう
としたと言われ、ロシアとの関係を不必要に悪化させる
とともに国内の亀裂を拡大させた。
　ロシアとの天然ガス紛争はユーシェンコ時代に始まっ
た。ウクライナ国民にメリットのある取引と引き換えに
反露政策を採ったわけではなく、結果的にウクライナ国
民を苦しめただけだったと指摘されている。
　外資から見た歴代政権の問題は違約が後を絶たないこ
とに集約されていた。投資誘致の時に約束したことを全
く守らないどころか、途中から国民の反外資感情を煽り
せっかくの投資を蹉

さ

跌
てつ

させることが珍しくなかった。失
政の矛先を外資に向けるという評判すら立った。標的に
された外資はMotorola（通信）、Vanco（石油掘削）等非常
に多く、世界でのウクライナの評価を損なわせた。外資
の墓場と揶

や ゆ

揄されるほど信頼に欠く投資環境が続いた。
　実際、米国のVancoがクリミア半島沖合の鉱区で掘
削準備に入っていたにもかかわらず、ティモシェンコ首
相が投資許可を下ろさず、撤退を余儀なくされている。
Vancoが予定どおりクリミア沖で操業できていれば、ロ

シアはクリミアを併合することができたのであろうか。

（3）待ち受ける経済困難

　ウクライナで中流意識を持つ国民の割合は10％に過
ぎない。首都キエフで見る限り、そこまで貧しい国との
印象は受けないが、個々人の公式な収入を聞くと驚くほ
ど低い。かつてはマイナス成長なのに、建設資機材の需
要が高まり、生ごみが増え、キエフ市が対策に追われる
というニュースにも接したが、今はさすがにそれはない。
2014年以降はキエフ市内でもキオスクや露店が半減し、
レストランは閑古鳥が鳴いている。悪い意味でマクロ
データと肌感覚が一致し始めている。
　債務削減を前提に金融支援交渉が行われているが、回
復への構図が見えない。国際収支不安は従来、繰り返さ
れてきた。債務マネジメント能力が不足し十分な外貨準
備があってもIMFに救済を求める傾向があった。この
ことは、外貨管理政策・財政政策の柔軟性を欠いた国の
証左だった。外貨準備が危険水域に落ち込んでも債務救
済を求めずやり抜く能力のある国は回復が早く、その逆
は札付きの債務国になる傾向がある、という経験知に鑑
みれば先行きは暗い。
　これまでも、支援の見返りに要求されるさまざまな引
き締め政策（コンディショナリティ）を満たしたことは少
なかった。それでも国際金融社会の支援を得られたのは、
ウクライナの地政学上の重要性だった。逆にこのことが、
ウクライナ政府に援助慣れ体質のような甘えを生んでい
る。現時点ですら、首相以下多くの政権幹部が、「ウク
ライナが受けた海外からの支援はギリシャの10％にも
満たない」と発言している様子が世界中のメディアに取
り上げられている。
　さすがに、今回の危機は世界の監視下にあり、政府は
徐々に実効性のある手段を講じ始めているが、いずれも
が国民生活を脅かすものでもあり、肝心の腐敗対策やオ
リガルヒつぶしには手が回っていない。
　2013年のウクライナの財政支出/GDP比は55 ％と、
大改革を強いられているバルト3国の平均値34％を大
幅に上回っている。補助金で成り立つ経済である。
2013年のエネルギー関係補助金/GDP比は10％に達し
ており、大幅な料金値上げが開始された。10％のうち
ガス供給会社Naftogazの赤字が7.6％に達している。補
助金構造だけではなく国営企業の経営改善も求められ
る。公的年金/GDP比は18％に達し、年金の引き下げ
も始まっている。18％のうち4％は特別年金として構成
比の低い政府要人（ノーメンクラツーラ=富裕層）向けに
取り分けられたものであり、こうした改革がなおざりに

019アナリシス_真殿.indd   20 2015/07/09   12:06:35



21 石油・天然ガスレビュー

JOGMEC

K Y M C

ウクライナ輸出入銀行再建プロジェクトから見たウクライナの真相

されてきたことを示している。公共事業 /GDP比は
10％で、うち半分の5％がキックバックに使われていた、
とその腐敗が指摘されている。また、そのほかの貧困層
向け補助金は富裕層にも適用されており、その廃止も求
められている。
　このほか、政府がどうでもよい規制を張りめぐらせて
おり、その一つ一つに賄

わい

賂
ろ

が要求されるというクレーム
が昔から存在する。実際、銀行員からレストランチェー
ンの経営に転じて成功した人物から、国、州、市に許認
可を受けなければならない項目を聞かされ、あまりの多
さに飛び上るほど驚かされた。財政赤字の削減というよ
りも国のシステムの在り方のすべてを変える必要が認め
られる。そのためには強大な政治的力量が求められる。
内戦が継続するさなかに、ポロシェンコ大統領とヤツェ
ニューク首相の静かな内ゲバが続いていると言われるよ
うでは、先行きは暗い。

（4）ウクライナの優先課題

　ウクライナは世界の問題児なのかもしれない。国際金
融界からの注射を受けてようやく経済が回っている状況
下でも、ロシアを挑発し続けている。ロシアに正義があ
るというのではない。それほどロシアが憎いなら、国民
一丸となって勝つ戦をするための努力をしてくるべき
だった。現代にも国としての臥

が

薪
しん

嘗
しょう

胆
たん

はあるはずなの
だ。何の努力もなく、腐敗を蔓

まんえん

延させ続け、国民生活を
疲弊させ続け、軍備強化もせず、国内対立をいたずらに
煽り、ロシアを挑発し続けただけだった。
　ウクライナの国としての最優先事項はロシアと戦争す
ることではない。より重要なことは、このような事態を

招いた脆
ぜい

弱
じゃく

な国として猛省した上で、インスティチュー
ション（制度や人材）を立て直してロシア以上に発展する
ことである。今は、そうなるプラットフォームを欠いて
いる。ならば、それを急ぐしかない。事ここに至ったの
だから、迂

う

遠
えん

なようでいて最も早道は、国を立て直せる
人材を育てることだ。そのような人材がドミノ的に増え
ていくような仕組みを考えることだ。
　ポロシェンコ政権では外国籍（移民申請済み）の重要閣
僚が3人誕生した。米国とEU（欧州連合）が圧力をかけ
抵抗するウクライナ政府を押さえ込んだのだった。しか
し早くも、当該閣僚たちがチームとして連れてきた補佐
官の辞任が取りざたされ始めた。お雇い外人すら定着し
ない国としての足腰の無さをどうしていくべきなのだろ
うか。

（5）お雇い外人の経験

　私自身、お雇い外人としてウクライナの銀行を再建す
るプロジェクトに巻き込まれ、同国の組織に入り必死の
思いで取り組んだ経験を持つ。一緒に汗をかいてくれた
ウクライナの人々に触れるなかで、ウクライナという国
の抱える課題を考えるようになった。お雇い外人的経験
が逆に、この国を見る時に視野狭窄に陥らせることは否
めないが、この国に対するさまざまな実感はそこに発し
ている。これは、現場での一つの経験にしか過ぎないが、
柔な日本のサラリーマンにとってあまりにも強烈な経験
であった。その時の話を詳しく紹介したことがなかった
こともあり、こうした執筆の機会をいただいたことから、
これまでの経験を今回の危機とつなぎ合わせながら、整
理し、日本は何をなすべきなのか考えてみた。

2. ウクライナ輸銀再建プロジェクトの開始

（1）期待と現実

　初めてのウクライナ行きは1996年11月、1週間ほど
のキエフ出張だった。出かける前に、集中的に関係書類
を読んで理解できたことは、1991年末にソ連が崩壊し
新たに独立した15カ国のうち、ロシアと並んで大きく
発展する可能性があると期待されていたのに、改革が最
も遅れた国になっている、ことだった。
　あれから20年近くの間、この期待外れの度合いはます
ます拡大し、今となっては、そうした期待があったことす
ら世界中の人々の記憶から薄れつつある。もう、経済が

完全に破綻状態にあるのに、ロシアの侵略を受け内戦状
態に陥っている国、という印象しかないのかもしれない。

（2）聞かされたネガティブな話

①期待されるウクライナ
　最初の出張では、ウクライナ当局に加え世銀、IMF、
Crédit Lyonnais（倒産前）などフランスを中心とする外
銀（旧ソ連では伝統的に仏銀の地位が高かった）、Cargill

（既に食糧資源に着目し1,000人単位の雇用を抱えてい
た）、Arthur Andersen（エンロン事件の前はウクライナ
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最大の外国会計事務所だった）、欧米の大手法律事務所
のキエフ事務所等の外国勢に集中的にヒアリングをかけ
た。ほぼ例外なくウクライナを将来性豊かな大国と見て
いた。回復軌道に乗りさえすればG7に加わる可能性す
らあるという指摘は珍しくなかった。Arthur Andersen
の事務所長だったウクライナ系カナダ人は、10年もす
ればウクライナはカナダを追い抜いてしまうだろう、と
語った。ただ、ごく少数、期待を抱くほうが間違ってい
る、という意見やデータにも遭遇した。

②サブサハラ並みの預金残/GDP比率
　その一つが、IMFの発行する統計集IFS（International 
Financial Statistics）に記載されていたウクライナの銀行
総預金/GDP比だった。サブサハラの国々と並んで世界
最低水準（一ケタ）だった。巨大なインフォーマルセク
ター、市場経済化の遅れ、制度の不備、企業間取引の不備、
キャピタルフライト、腐敗の横行等を反映する数値なの
で、そのとおりなら真っ当な金融機関を立ち上げるなど
不可能に近いことを示していた。しかし、サブサハラの
国とウクライナでは工業水準も教育水準も国民のレベル
も著しく異なるのだから、こんな重要な指標が同じであ
るわけがない、と誰しも思ったようで、面談相手はいず
れも、ソ連崩壊後の統計の不備によるのではないか、と
答えた。われわれもそのように勝手に解釈してしまった。

③IMF副所長の言葉
　もう一つ暗い情報は、IMF事務所での面談だった。
所長は不在で（他国兼轄）、一人で対応してくれた若い副
所長は、IMFの職を辞して故国に帰ることにしたので、
自分の思いを正直に伝えたいと前置きして、この国は絶
対よくならないと語った。文化、歴史、人々の発想、旧
ソ連の負のレガシー（遺産）、人材不足等々、市場経済
を阻害する要因に満ちており、どんなに努力しても大き
な改善は期待できないというのであった。IMFのスタッ
フにしては非論理的な内容だったが、冷静で、訥

とつとつ

々とし
た、非常に誠実な話しぶりだった。別れ際に、IMF内
部で総スカンを食って公式のIMFペーパーにはしても
らえなかったという彼のウクライナレポートのコピーを
もらった。ホテルに戻って読んでみると昼間の話をなぞ
るような内容だった。
　今もって一番読み返したいのが、どこかで紛失したこ
のペーパーである。父祖の故郷に貢献したいという気持
ちでやってきた、この若いウクライナ系2世のIMFスタッ
フにキャリアを捨てさせるほどの大きな失望を与えた国
だった。

④上滑るウクライナの要人たちの言葉
　3番目は、ウクライナ政府要人の話しぶりが上滑って
いることだった。市場経済という言葉の意味すら理解せ
ず、誰かに振り付けられたまま話しているような感じが
した。当時のラザレンコ首相（その後、マネーロンダリ
ングの容疑やパスポートを6種類も所持していた罪によ
りアメリカで逮捕収監された。側近の代表はティモシェ
ンコ元首相だった）、ユーシェンコ中央銀行総裁（後の首
相、大統領）、副首相、大統領補佐官、閣僚と次々に面
談したが、誰一人現実を理解した上で話しているとの印
象を受けなかった。もっと気になったのは、国を立て直
さなければならないという情熱や懸命さが欠けているよ
うに思われたことだ。

⑤若者の涙
　深刻な状況を理解しているように感じられたのは若い
世代だった。帰国前夜に、全ての面談先に同行し英語が
通じない相手には通訳を引き受けてくれたキエフ国立大
学国際関係学院出身の元中央銀行職員夫妻を食事に招い
た。アルコールが進むと、「この国は、これまで一度と
してちゃんとやれたことがないというのを知っていて、
この仕事を引き受けるのですか？　長い歴史で、ロシア
のようにはやれたことがないのですよ。あなたはこんな
国のためにキャリアを懸けてくれるのですか？」と言い
ながら、夫人が泣き出した。全ての人が自信を失ってい
る国なのだ、と思った。

（3）プロジェクトの始まり

　この出張は、当時私が勤務していた日本輸出入銀行（輸
銀、現・国際協力銀行）とウクライナ輸出入銀行との間
で業務協力協定を締結する準備のためだった。協定は、
Twinning Arrangement（TA）という名目で、両輸出入
銀行が双子の兄弟のように協力して金融機関として必要
なノウハウや組織づくり、人材育成をしていくことを目
的としていた。平たく言えば、国営のウクライナ輸出入
銀行を、海外からの支援受け入れの窓口として機能する
ように再建するというアジェンダ（計画）を日本輸出入銀
行が引き受けるというものだった。私は、旧ソ連、中東、
アフリカ、西欧向けに融資を行う部門のナンバー 2だっ
たので、交渉がまとまれば、この仕事の責任者を兼任す
ることになっていた。
　TAを仕掛けたのは世界銀行（世銀）で、再建プロジェ
クトのアジェンダは世銀のスタッフがコンサルタントを
雇って作成したものだった。その裏にはアメリカ政府の
要請があった。旧ソ連支援の最重点国ウクライナには、
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世銀の資金を受け入れて国内の復興に回すことのできる
銀行がなかった。最も可能性があるのがソ連のゴスバン
ク（中央銀行）の外国局が独立したソ連外国貿易銀行のウ
クライナの資産を継承して独立法人となっていた国営ウ
クライナ輸出入銀行だった。TAの実施に必要な資金は
日本政府が米国に協力して世界銀行に拠出したPHRD
フ ァ ン ド（Policy Human Resources Development 
Fund：政策と人的資源開発基金）から支弁されることに
なっていた。
　この仕事を引き受ければ、クルーを組んで頻繁に日本
とウクライナを往復する必要が生じる。現地側と一緒に
なって銀行を経営、再建していくには、クルーを相当期
間ウクライナにとどめ置き、短時日のうちに資金調達、
審査、融資、ALM（資産負債総合管理）を常に把握する
体制をつくり上げなければならない。もちろん、銀行の
組織や人事を抜本的に見直すことにも迫られる。コンサ
ルタントの雇用、ITシステムの見直し、旅費等の諸経
費と膨大な費用がかかることは明白であった。
　しかも、銀行内部を把握して調整を開始するまでに時
間をかけてはいられなかった。ウクライナ輸銀再建に一
枚噛

か

みたいという関係国から自薦他薦の売り込みもあっ
た。小田原評

ひょうじょう

定を避けるためにも、こうした外部の声を
うまく鎮めて、どこからも後ろ指を指されない強力チー
ムを結成しなければならなかった。このため、どうして
もチーフ・コンサルタントに実績、見識、能力に秀でた
世界的なレベルの人材を連れてこなければならないと考
えた。たまたま、その人材は近くにいた。スティーブ・
ワイスブロッド（Steve Weisbrod）だった。ノーベル経
済学賞受賞者のジョージ・スティグラーから奨学金を得
てシカゴ大でPh.D.、ニューヨーク連銀で銀行規制問題
に関する当時のボルカー議長のアシスタント、Chemical 
Bank（現・JP Morgan Chase Bank）で経営企画のVP、
ブランチバンキングや銀行経営システムの構築にも非常
に詳しかった。何よりも、私とはシカゴ大学時代からの
親友でもあり、その著書を、『最新アメリカ金融入門』と
題して大蔵省（現・財務省）の渡辺博史氏（現・国際協力
銀行総裁）、慶応大学の吉野直行氏（現・アジア開発銀行
研究所長）と私の3人で監訳して日本評論社から出版し
ていた。スティーブが協力してくれるならやり抜けるか
もしれないと考えていた。
　この仕事は、日本輸出入銀行がやりたいと手を挙げた
ものではなかった。既述のように、この仕事にかかるお
金は世銀の日本政府基金から支弁されることになってい
た。実際に、世銀が求める金融技術支援を日本が拠出し
た基金から支弁するには、制度上、世界銀行日本理事室

の承認が求められた。普段はほぼ事務局から上がってく
る事案はそのまま承認していた日本理事室が、この件に
関しては、Best Run EXIM Bankと評価されていた日本
輸出入銀行にTwinning Partnerの役割を担わせるべき
ではないのかと、事務局案にコメントをつけたため、日
本輸出入銀行にしてみれば、ある日突然に、世銀の要請
を受けたのだった。さらに、ウクライナ支援に熱心なア
メリカ政府もそれを望んでいるということも漏れ伝わっ
てきた。上から弾が飛んでくる典型的な案件だった。

（4）国務省訪問

　1996年9月半ばに恒例の世銀IMF総会がワシントン
で開催されることになっていた。総会には、世界の金融、
財政当局の首脳がやってくる。海外融資、特にソブリン
ものの関係者は、この期間ワシントンにいれば短時日の
うちに効率よく多数の借り入れ国首脳に会うことができ
るので、ほぼ毎年のように出かけていた。ウクライナの
関係者も多数来るというので、総会の数日前にワシント
ンに飛んだ。総会が始まってお互いに忙しくなる前に顔
合わせをして、大事な点を詰めておこうという腹積もり
だった。スティーブにも協議に参加してもらって最初か
ら問題を共有しておきたいと考えていた。
　成田発の直行便に乗れば、ワシントンでは到着直後の
朝一番から会議ができる。普通は、銀行のワシントン事
務所が午前中に1件、昼食そして2時からまた何件かの
面談を入れてくれている。ところがその日の最初の面談
は午後4時だった。4時の相手はクリストファー国務長
官の顧問役と言われている世界的大企業の元CEOだっ
た。ロサンゼルスの法律事務所O'Melveny & Myersの
トップ弁護士上がりの国務長官よりアメリカでは格上の
人物かもしれなかった。事務所のおしゃべりな誰かが日
頃から付き合いのあるロビイストにウクライナ向け金融
技術支援の話をしてしまったところ、ロビイストが気を
利かして、件

くだん

の大物とのアポイントを取り付けてきたと
いうことだった。
　今度は、事務所もびっくりして先方に会う前に私に心
の準備が必要と思ってくれ、午後4時まで何も入れなかっ
たようだった。たまたま、プロジェクトファイナンスの
関係や、かつて世界的エンジニアリング企業に出向して
いたことから、ジョージ・シュルツ元国務長官、エドワー
ド・レビ元司法長官、ニコラス・ブレイディ元財務長官、
ピーター・フラナガン元USTR（通商代表部）代表等、元
閣僚の何人かとは面識があった。こういう偉い人たちは
初めての相手、特に外国の若者や格下の人間を緊張させ
るようなことは絶対にしないと分かっていた。雑談のな
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かで気になっている人の名前や事柄を何かのフレーズに
込めてぽつんと言うだろうから、そこだけ気を付けてい
ればよいと思った。
　件の元CEOの企業は日本国内で大きな合弁事業を
やっていたから、日本を知り尽くしているはずだった。
どんなおっさんだろうか、と興味津々だった。国務省の
建物は広く大きく、長い廊下を歩いていく。階段を上っ
て案内された部屋に入ると泰然自若とした件の人物がに
こやかに迎えてくれた。「この2人がどうしても同席す
ると言うんでね」と2名のお付きを紹介された。対日経
済関係担当局の次長と課長だった。2人は非常に緊張し
ている様子だった。
　部屋を見渡すとメジャーリーガーをデザインした大き
なマトリョーシカ（ロシアの入れ子人形）が2セット置い
てあったので、私は自己紹介の後、いきなり「へえ、こ
れはカスタムメイドされたのですね」と、とぼけたこと
を訊

き

いた。ちょうど一月ほど前に、米国企業の幹部が出
張してきた時に、旧ソ連の話で盛り上がり、先方から「今
度モスクワに行ったらマトリョーシカをカスタムメイド
するといいぞ。家族写真を持っていけ」と勧められてい
たのだ。この元CEOはたぶん自分の関係するメジャー
球団の看板選手の写真を持っていて、それでマトリョー
シカを特注してきたに違いなかった。
　うれしそうに「そうなんだ。人生はメジャーがあるか
ら楽しいのさ」と応じてきた。マトリョーシカは箱根の
寄せ木細工にヒントを得てロシアで作られるようになっ
た話をすると、驚いて「箱根のどこだ。箱根の温泉は大
好きなんだ」と話は弾み、寄せ木細工の集落である畑

はたじゅく

宿
の話から木工の技術移転、そして金融技術移転へと話は
展開し、「金融技術移転はアメリカの力なしにはできな
いから、アメリカのコンサルタント（といってもスティー
ブのことだったが）と組もうと思うよ」という具合に、楽
しみながらウクライナの話に入って行った。15分から

30分と聞いていたが、愉快に話すうちに1時間がたって
いた。核心の仕事に関しては散漫な会話に終始し、その
なかからポイントを集めると以下のような言いぶりで、
先方は、ウクライナに対しては、焦っても始まらないと
考えている様子だった。

「ウクライナにはまだ期待しているんだがなあ…」
「クリントン大統領がその気になっていてさ…」
「国務省というよりゴア副大統領がウクライナ担当で
な…」
「副大統領は何度も出かけているんだがなあ…」
「あの国はすぐにはよくならないんだよな…」
「ロシアとは違うなあ…」
「世銀の仕事だとジム（ウォルフェンソン総裁）だな。
クリントンが連れてきた奴だから、言われると懸命だ
ろうなあ…」

　別れ際になって、お目付け役が「日本はウクライナの
プロジェクトを独り占めする気じゃあないだろうな」と
言うので、「俺は元々プロジェクトファイナンスの畑だ
から、プラント輸出だけでウクライナのような国のクレ
ジットリスクを取る話が来たら、アメリカに回してあげ
るよ」と応じると、元CEOは腹を抱えて笑った。「予想
以上にいいミーティングだった。また会おう」と言われ
て国務省を辞した。
　経営者上がりのこの人は、無理なことをしても始まら
ないと考えている様子だった。あまりにも話が噛み合っ
たので、逆に、政治家は違うことを考えるのかもしれな
いという思いがした。ワシントンとニューヨークでは考
えの軸が違う、と親しいアメリカのビジネスマンたちか
ら繰り返し聞かされていたのだ。この人物はニューヨー
ク的観点でウクライナを見ていた。

3. 銀行再建の現場

（1）ウクライナの銀行

　ウクライナ輸銀の再建は一筋縄ではいかなかった。社
会主義の金融制度とはどのようなものか、現場で実感し
たことは、それまで分かっていたことは、分かったつも
りに過ぎなかったのだ、と思い知らされることだった。
輸出入銀行といっても外国取引に強みを持つ国営商業銀

行だったから、各州の州都に1店舗とはいえ全土に支店
を持ち、預金を集め、地場の有力企業との取引も多かっ
た。大口取引先集中による効率は認められたが、貸し付
け過多、預金不足、特にドル預金過多、内貨（グリブナ）
預金不足という構造問題を抱えていることはすぐに分
かった。中央銀行の外貨政策で銀行全体が揺さぶられる
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構造だった。全業務と資金ポジションをリアルタイムで
把握して、全ての支店を含む営業部門を統括できるよう
にすることは不可欠だった。
　しかし、支店管理は困難を極めた。独立王国のように
勝手に貸金業を続ける地方の支店を本店のトレジャリー
システムに統合し、支店を効率的に運営させることは、
組織として未経験だった。ローカルボスと組んで本店に
抵抗する支店長をどう押さえ込むのか、というような仕
事までお鉢が回ってきた。
　オデッサやドニプロペトロフスクのような大支店は、
独立して何年もたつのに、ソ連からウクライナに変わっ
たという意識が希薄だった。支店長はいずれも旧ソ連時
代から同じポストに座り続けていた。死ぬまで座り続け
て当然という意識だった。あるいは、そういうそぶりを
して、勝手をし続けるという確信犯だったのかもしれな
い。ソ連時代はモスクワ本店の言うことには従ってきた
が、ウクライナが独立し、ある日突然本店になった昔の
キエフ支店とは対等なのだ、という意識をあらわにした。
　しかも、こうした支店の取引には偏りがあり、地場の
特定企業（工場）向け貸付金が総資産の8割を占めるよう
なケースが珍しくなかった。銀行全体の総資産の2割を
占めるような支店で、そうした大口取引先の返済が滞る
と銀行が倒れかねなかった。
　大口取引先は返済を滞らせても何とも思わないばかり
か、資金を持ってこいと命令するのだった。地元では、
昔から銀行の支店よりも工場の方が格上であり、工場長

（後の社長）の政治力は絶大だった。ソ連時代の銀行はゴ
スプラン（国家開発計画）に認められた予算どおりに生産
現場に資金を配分することが主な仕事だったから、貸し
付け先に強いわけではなかった。多くの大衆から預金を
集めて貸し付けに回すという初歩的な金融仲介機能を体
現していなかった。
　やがて、こうした工場のなかには民営化を通じて新興
財閥にのし上がる者も現れるようになっていった。当時
は、工場の建設と同時にモスクワから派遣されてきたエ
ンジニア上がりの、設備や生産工程については世界中で
誰にも負けないと自負するだけの「エンジニア馬鹿」で経
営はさっぱりだったのに、10年後には民営化した工場
の株を買い占めて事業を拡張するような力を備えてい
た。支店の取引先のおやじが10年かそこらで、大物オ
リガルヒに成長する国でもあった。
　どこの支店にも共通していたのは、支店長が朝の顔合
わせからわれわれに前菜とウオッカを振る舞い、仕事の
開始を遅らせようとしていたことだ。昼になるとその町
では一番気の利いたレストランに車で連れて行き、また

ウオッカを振る舞い、午後の仕事をできなくさせようと
していた。晩飯時にも同じことを試みて、とにかく仕事
をさせない、教えないという雰囲気がありありだった。
たかがキエフ支店の支店長が総裁面をして、外国から連
れてきたアドバイザーやコンサルタントなどウオッカ
シャワーで眠らせておくのが一番、とでも思っているか
のようだった。
　こちらは、飲み係と仕事係に仕事を分けざるを得な
かった。スティーブに「俺は頭で仕事をするから、お前
は胃袋と口で勝負しろ」とからかわれた。支店長室に入
ると部屋中埃

ほこり

だらけで、全く執務していないことが明ら
かな支店もあった。そのくせ、話を突っ込んでいくと、
地場経済の実態には非常に詳しく、それなりのお金の動
きを見ていなければ分からない話ができるのだった。監
査を含むコントロールシステムは不可欠だったが、大変
な抵抗に遭うことは必至だった。

（2）抵抗勢力

　作業が軌道に乗るまでの最初の半年はほぼ毎月、その
後は2カ月に一度クルーを2週間派遣し、都度最後の1
週間は私が出向き、トップと作業の進捗と次の課題を確
認し、必要に応じて中銀や政府に善処を要請することを
繰り返した。重要拠点だけではなく本店でもモグラたた
きのように問題は噴出し続けた。順調にはかどることは
何一つなく、世銀との調整も難航を極めた。
　そもそも、世銀に民間金融機関を経営した経験を有す
る者など1人もおらず、現地で確認してみると、世銀の

（雇っていたコンサルタントの）作成したアジェンダは
ジョブ項目を羅列しただけのもので、ウクライナの現実
を知れば知るほど使い物にならないことが明らかになっ
ていった。世銀の担当スタッフとコンサルタントはいつ
も一緒に仕事をしている、ある意味、馴

な

れ合いの仲間同
士だった。コンサルタントの能力を否定することはス
タッフの立場を危うくしかねないので、抵抗は激しかっ
た。国際金融機関の実態とはそんなものだった。旧ソ連
の銀行の何たるかを理解していたスタッフは、担当副総
裁以下世銀には1人もいないように感じられた。開発経
済の訓

くん

詁
こ

学を垂れていることと銀行の現場改革は全く異
なる事業だった。誇り高い国際官僚に誤りを認めさせる
ことは、ウクライナ人の抵抗に対するのに勝るとも劣ら
ぬ以上のパワーを要した。
　ウクライナ輸銀本店の抵抗は支店をはるかに上回るも
のだった。組織変更、人事異動は、長年変わらない仕事
の激変をもたらした。それは仕事や立場に付随していた
既得権や役得をはぎ取るものだったので、一緒に仕事を
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していた若者は、身の危険にさらされ、実際に襲われて
辞めていく者も現れた。われわれはその再就職の相談に
も乗った。よく外資系企業に応募する時にレファレンス
リストに名前を書かせてくれと頼まれた。こうした付き
合いが積もり積もって、ウクライナ社会を知ることに
なっていった。
　最も大きな抵抗に遭ったのは、引当金の計上をめぐる
議論においてだった。財務諸表に落とし込み計数管理を
しようとすることに担当役員以下関係者全員が抵抗し
た。案件ごとに恣

し い

意的に引き当てるそれまでのやり方を
改めて、リスク資産を管理する合理性をいくら説明して
もだめだった。それまでうまくいっていた別件も、この
問題を契機に、あちらこちらで抵抗が始まり動かなくな
る始末だった。情実融資や命令融資にメスが入ることに
なりかねないため、抵抗は避けられなかったのだ。根の
深さと変革のバランスをどう取るか、どのタイミングで
押し切って導入してしまうか、その見極めには、さまざ
まな配慮と決断が求められた。足して2で割れるような
話ではなかった。
　銀行も含めてウクライナ企業はすべからく償却不足
だった。支店などの構築物への支出を資本勘定に入れる
ため、実際以上に自己資本が膨れ上がり、資産の償却が
なおざりにされていた。業績に関係なく建設工事を進め
ることができるシステムでもあった。収益上問題のある
支店に限って豪壮な新支店ビルの建設を始めていた。社
会主義と市場経済の会計規則の非対称性がもたらす歪

ゆが

み
だった。旧ソ連の土建国家としての伝統はウクライナに
引き継がれていた。

（3）出始めた手応え

　それでも、ウクライナ輸銀の経営はなんとか軌道に
乗って旧ソ連の銀行として初めてALM（トレジャリー）
と企業審査システムを備えた組織に変わっていった。時
間はかかったが、先方のトップが徐々に日本チームを信
頼してくれるようになり、何事もステップ・バイ・ステッ
プで時間を要したものの物事が動くようになり始めた。
若い世代が、新しいやり方、分析、仕組みの吸収に夢中
になったことが大きかった。加うるに、ウクライナ輸銀
のIT系スタッフが非常に優秀で、データベース改訂作
業を思いのほか迅速に進めたばかりか、行内の強力な応
援団になってくれた。
　銀行のシステム改訂には膨大な資金とマンパワーが求
められるため、IT系の見直しを作業に含めるかどうか
大変迷った。世銀も当初のアジェンダに総花的に載せて
はいたが、手を付けられるはずはないと見ていた。実際

は、思わぬ低コストとわずかな時間でやり遂げてしまっ
た。下請けを野村総合研究所にお願いした。大蔵省財務
官時代から旧ソ連諸国の市場経済化支援に大変熱心だっ
た千野忠男野村総研理事長（その後アジア開発銀行総裁）
を訪ね予算と内容を説明したところ、日本で引き受ける
と大赤字になるので野村総研香港に指示し、香港ネイ
ティブとコスタリカ生まれのシステムエンジニアを2名
キエフに派遣してくださった。実際は、この2人には大
してお金はかからなかった。ウクライナ側がどんどん仕
事を進めたのだった。結果的に無理を承知で引き受けて
くれた野村総研に赤字は出なかったばかりか、経済体制
移行国の中核銀行のシステム改革に成功したという実績
をもたらした（野村総研香港社長談）。
　千野理事長とはパーティの席で名刺交換した程度の知
り合いに過ぎなかったのに、突然電話を入れ、面談を求
め、お願いに及ばざるを得なかったのは、そのほかの日
本のIT系企業にサウンドしたところ、ささやかれた数
字が世銀の本件プロジェクト全体の予算の10 ～ 30倍の
オーダーだったからだ。
　ITの議論は最初からスムーズでアイデアもウクライ
ナ側から積極的に出され、すぐにスコープがまとまった。
ウクライナのスタッフはトレジャリーシステムや支店会
計、企業審査のIT化もすぐ理解したばかりか、銀行が
そのように変わることを大変喜び熱心に作業に取り組ん
でくれた。旧ソ連の工学系の教育を受けた人材はこの国
の宝物だったのだ。
　変化の手応えが出てくるにつれ、若い世代間の日・ウ
協力は形を成していった。その頃から外資のヘッドハン
トが始まり、ウクライナ輸銀の若手のなかから外銀の要
職に就く者が現れるようになった。自然に外銀や競合行
の動きが耳に入るようになり、チームの世間に対する視
野が広がっていった。育ちつつある明日の幹部がいなく
なる痛手はあったが、チーム入りしたいと手を挙げてく
る若手や中堅幹部は多く、全員資質が高く補充には困ら
なかった。タフだがやりがいの伴う作業に夢中になって
いると、金や地位がついてくることが認識されるように
なっていった。

（4）外銀進出

　ウクライナ輸銀と貯蓄銀行を除き、旧ソ連時代からの
銀行は徐々に民営化されていった。いずれも民営化直後
は昔の業容を誇ったが、経営力不足や組織整備の遅れか
らすぐに後退し、有力オリガルヒの傘下に入り、グルー
プ色を強めていった。これらに加え独立とともに雨後の
竹の子のように設立された民間銀行も多様な企業グルー
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プの財布として機能するばかりで、しっかり育っている
ものは少なかった。集めた預金をグループの不足資金に
充当してしまうか、民営化企業を狙って買い占めていく
資金に使うか（文字どおり投資銀行！）どちらかで、非常
に荒っぽい業務に終始していたので、長続きする組織に
はならなかったのだ。そこそこの銀行が外資に買収され
ていった。
　外銀の業容は、全土に支店を展開するものと限られた
収益業務に集中するものとの二通りに分かれた。限られ
た業務に集中する銀行は進出してくる外資企業やその取
引先との太いパイプを握って、そこから派生する大口
コーポレート業務でしっかり手数料や鞘

さや

を抜けるシステ
ムをつくり上げていた。全土に支店を広げる外銀は表向
きの派手さと裏腹に脆

もろ

かった。ウクライナ経済が揺らぐ
とブランチネットワークのあちこちで綻びが生じ、それ
を処理して回れる人材を持ち合わせてはいなかったし、
本国も実態をしっかり把握できていない様子だった。
　外銀は、最初はフランス系、次いで北欧系、オースト
リア系、イタリア系と若干のタイムラグを伴いながら一
斉 に ウ ク ラ イ ナ 進 出 を 図 っ た。 今 な お 残 る の は、
Raiffeisenに代表されるオーストリア勢、アメリカの
CITIそしてロシアのAlfa Bank（ウクライナ出身のロシ
ア人オリガルヒであるフリードマンの経営）など数行に
過ぎない。ロシア経済につられてウクライナ経済が上向
いた時に、高値で中身に問題のある地場銀行を買収する
というそもそもの投資に問題があった。しっかりした収
益予測に基づいて企業価値を算定することをせず（経営
データが揃っていないという言い訳はできた）、バブル
的な類似取引事例をベースに買収価格を算定していた。
ウクライナのように何があるか分からない国で銀行を買
うのに、しっかりした調査や審査、デューディリジェン
ス（due diligence：投資対象となる資産の価値・収益力
等をさまざまな観点から詳細に調査・分析すること）を
欠いていたのだ。
　しかも、外資はウクライナの投資先には優秀な人材を
派遣しなかった。派遣されてくるのは、ウクライナ支店
を管轄する母店所在地のローカル採用ばかりで、いわば
奥地駐屯所で滞在中に金をためて帰ろうともくろむよう
な人ばかりだった。こうした外国人ゲットーに住んで金
を残すことしか考えていない派遣ボスたちは、キエフ大
学国際関係学院を卒業したIQの高い現地職員を応分に活
用できず、ウクライナの若者たちは力を持て余していた。
　日本と異なり、不安定社会で育つ高学歴の若者たちは
スキルや知識向上に貪欲なので、外国人ボスに、こうし
た現地の人材のモチベーションを高めるような資質が備

わっていれば、投資の失敗を回避できただけではなく、
失敗して去っていく同業他社をハゲタカのように食い尽
くすことさえ可能だったはずだ。現地の業績悪化に対し
て派遣ボスたちが行ったのは問題を先送りしてお茶を濁
すことだった。これが外国人ボスたちの横並びの姿だっ
た。結果は、傷を大きくしただけだった。銀行を外資に
高値で売り払ったオリガルヒたちは左団

う ち わ

扇だった。
　こうしたなかでも、企業、産業、金融情報サービスが
整備されていった。旧ソ連時代のモスクワに全ての情報
が集まる仕組みが市場経済の下で変貌を遂げつつあっ
た。旧ソ連ゴスプランと関係深い金融、財政、産業デー
タを扱っていたロシアの政府部門が、データ会社として
民営化し、キプロスを拠点に世界に情報を発信できる体
制を整えていた。RenaissanceやTroika等の金融系デー
タ企業がさまざまな情報サービスを始めていた。ウクラ
イナの金融当局はこうしたロシアの変化を取り込もうと
はしなかったが、若いビジネスマンたちの間で飛び交う
情報は深化していった。

（5）ウクライナ輸銀を通して見たロシア問題

①密接不可分の経済関係
　銀行の経営数値から、ウクライナ経済はロシア経済と
深く結びついていることは明らかだった。ロシアの経済
の回復とほぼ同時に東部の支店の預金、貸し付けが伸び
利
り

鞘
ざや

も拡大し収益が伸びた。本店とキエフ周辺の州には
やや時間をおいて影響が出た。一方、西部にはリボフを
除けば大支店はなく収益は小さく動きも鈍かった。
　ソ連時代からウクライナ東南部は、日本の小中学生の
地理の教科書でも取り上げられていたほど世界有数の工
業地帯だった。ハリコフ、ドニプロペトロフスク、ドネ
ツク、ルガンスク、ザポロジェ、ケルソン、ポルタバ等
の主要都市は鉄道、ヘリコプター、高速艇、ロケット、
ミサイルなどの兵器、航空宇宙産業の大工場の城下町と
して発展していた。クリボイログの鉄鉱石とドネツク、
ルガンスクの石炭は世界最大規模の製鉄所を生んだ。応
分にインフラも発達し巨大発電所が建てられてきた。ロ
シアからのガスの大消費地でもあった。製品のほとんど
はロシアに輸出されていた。
　その構図が今もって変わらないまま、ウクライナはロ
シアとの関係を断とうとしている。今や機械工場は製品
の買い手を失い製鉄所は戦乱で操業を停止し、石炭鉱山
は長期生産停止により水没の危機に瀕している。2014
年後半からウクライナは石炭の自給がかなわなくなり

（発電用石炭が不足）、輸入国に転じた。東南部の機械工
業は事実上ロシアの下請けだったので、ロシアが代替工
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場をつくり上げれば存在意義を失う。また製鉄所の規模
は大きかったが、独立以来設備投資を怠ってきたため、
設備が老朽化している。ロシアによる投資もこの地域に
は少なからず存在すると言われてきたが、ウクライナ政
府はロシア資本を締め出す動きに出ており、併せてこの
地域の産業は衰滅する可能性が出てきた。

②ロシア語とウクライナ語
　ウクライナ輸銀の仕事はロシア語で行われており、わ
れわれの作業でも相手が英語の分からない場合はロシア
語の通訳が入った。ウクライナ語のできないものは少な
からずいたが、全員ロシア語はできたので、それが当た
り前だと思い込んでいた。特に、幹部は東部出身が多く
ウクライナ語を苦手にしていた。キエフでは、ウクライ
ナ語ネイティブもウクライナ語は家庭だけ、仕事はロシ
ア語であることに何の違和感も抱いていない様子だっ
た。このため、ユーシェンコ政権下でロシア語を公用語
から外す法律が通った時には、唐突感を否めなかった。
徒
いたずら

に国民の間に亀裂を生むような政策をなぜ採るのか、
と思われたことだった。そんなことをすればロシアの思
うつぼになる、と指摘するウクライナ人は多かった。今
なお、言語の対立は煽られた結果生じたのではないかと
思われてならない。
　2014年2月のユーロマイダン革命（ヤヌコビッチ大統
領の欧州連合協定調印棚上げに抗議して民衆数十万人が
首都キエフの中心部の広場〈マイダン〉に参集して反政府
デモを繰り広げた）直後の公用語法案改訂でも同じこと
を感じた。ロシア語しか話せない国民に喧嘩を売るよう
なものだからだ。公務員や外交官になる道を閉ざされ、
裁判所では通訳に頼らざる得ないロシア語オンリーの
人々は怒るに決まっている。ロシア語を話そうが、ウク
ライナ語を話そうがウクライナ輸銀の行員であり、ウク
ライナに誇りを持つ人たちばかりだったと思う。ソ連が
崩壊して時間とともに言葉とは関係なくウクライナ国民
としてのアイデンティティが形成されていくような感覚
はあった。少なくとも、ウクライナ輸銀のなかで東西ウ
クライナや言葉をめぐってヒッチは全くなく、全員がウ
クライナの愛国者だった。言葉の問題を持ち出して喧嘩
することに、部外者とはいえ違和感を覚えた。それは今
も変わらない。

③東西の対立と歴史のトラウマ
　ウクライナが東南部と西部とで2分され対立している
という典型例として挙げられるのが、大統領選挙の州別
得票数の色分けである。東南部地盤と西部地盤の候補の

獲得票を色分けすれば2分されているように見受けられ
る。その色分けはロシア語話者数、ウクライナ語話者数
の色分けと一致している。とはいえ、選挙の帰

き

趨
すう

はいつ
も首都キエフの大票田がどちらに転ぶか次第だった（石郷
岡建元毎日新聞特別編集委員）。キエフの投票パターンは
一定ではなく、その時々で東西いずれにも流れた。選挙
の勝ち負けはキエフのスィングボーターがどちらに投じ
るか次第であって、人口の東西分布によったのではなかっ
た。最近の投票傾向をキエフの限られた友人たちの話か
ら類推すると、全員が、オレンジ革命（2004年11月のウ
クライナ大統領選決選投票で、中央選管は親露派のヤヌ
コビッチ氏の勝利を発表。しかし親欧米派のユーシェン
コ氏陣営は選挙の不正を主張。これを受け最高裁は選挙
無効を宣言。やり直し投票でユーシェンコ氏が当選した。
その過程は同氏陣営のシンボルカラーにちなみ「オレンジ
革命」と呼ばれる）の時はクチマ政権後半の腐敗に失望し
てユーシェンコに投じている。ヤヌコビッチが勝った大
統領選では同じく全員が、ユーシェンコの失政にあきれ
果てて、ユーシェンコと内ゲバを繰り返したティモシェ
ンコではなくヤヌコビッチに投じている。
　ユーシェンコはキエフ近郊の、ティモシェンコは東部
のドニプロペトロフスク出身である。反露感情の強い地
域出身ではない。彼らが強烈な反露派になったのには
ファミリートラウマがあると言われている。ユーシェン
コの父親は第二次大戦でのドイツ軍捕虜の生き残りだっ
た。一家は戦後、ヒトラーに恭順の意を示して同胞を殺
戮した非国民的扱いを受けたと言われる。
　類似の話がさまざまな人について回っている。ティモ
シェンコの一族にも何らかのヒストリーがあるのかもし
れない。「親父は死ぬまでヒトラーを憎み続けた」とか「ス
ターリンへの嫌悪感で満ち満ちた家で育った」というよ
うな話はよくある。独ソ戦は日本では信じられないよう
な悲しいドラマを家々に残したようである。第二次世界
大戦ではソ連は2,700万人、ドイツは800万人亡くなっ
ている。主戦場の一つはウクライナだった。同じ国のな
かでナチス・ドイツの側に立ったり、スターリン軍の精
鋭部隊にいたり、と敵味方に分かれて戦ったのだ。
　ウクライナ西部には帝政時代から独立運動があり、独
ソ戦ではドイツを解放軍として受け入れ、ホロコースト
に与した歴史も残る。東部は独ソ戦を戦い抜きベルリン
に攻め上がる過程で大量の犠牲者を出した。ロシアと反
政府勢力は西部をファシストと呼び、政府は反政府勢力
をテロリストと呼ぶ。ウクライナの東西はこうした第二
次世界大戦の歴史の亡霊と戦っているかのようである。
　この問題はイスラエルとの関係にも影を投げかける。
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クリミア併合後のアメリカ提案の国連決議にイスラエル
は欠席して世界を驚かせた。イスラエルの全人口800万
のうち100万がロシア系でありその多くはオデッサを中
心とするウクライナ南部の出身者である。イスラエルと
しては、ホロコーストに与した西ウクライナを擁護する
ことになるロシア非難決議には、アメリカの提案とはい
え応じられない国内事情があるのだ。
　独ソ戦（第二次大戦）以外にも、ウクライナ人にはロシ
ア人やユダヤ人に虐げられたという被害者意識（事実か
もしれない）が根強く残っている。特に、東南部はソ連
治下で急速に重工業化が進み、モスクワから派遣されて
きたロシア人とユダヤ人が指導的立場に立ち、地場に暮
らすウクライナ人は労働者として下働きに出る者が多数
を占めた。その結果が、都市部の工場や役所ではロシア
語が半ば公用語化し、家庭ではウクライナ語という現実
をつくった。社会でのこうした格差が、言葉の問題を怨
念化させ、何か争い事が起きると不必要にプレーアップ
される傾向は認められる。
　歴史的トラウマを追加すればホロドモルがある。
1932 ～ 1933年にかけてウクライナ農村部で引き起こ
された穀物（主として小麦）徴発による数百万人と言われ
るウクライナ農民の大規模餓死である。同じ地に住むロ
シア人とユダヤ人にそれは及ばなかった。ユーシェンコ
政権はこの記録を次々に発掘、公表、人権への犯罪とい
う扱いを強めていった。ロシア人やユダヤ人から見れば
右派が怨念の記録発掘を推進していると受け止める。実
際に農村部で生産された穀物が徴発され口に入らず大規
模な餓死者を出したので、ホロコーストに匹敵するとい
う指摘もある。
　ウクライナ政府は2015年5月、ソ連時代の記念碑類
を禁じる法律を通した。通りの名前を変えモニュメント
をどんどん破壊し非ソ連（非ロシア）化を図るという。複
雑な国内対立を抱える国において、建設的なやり方なの
かどうか不安は残る。われわれがウクライナ輸銀で仕事
をした限り、このような反ロシア感情は存在していな
かった。

（6）銀行の将来

①IMFの要請
　1997年のアジア経済危機、1998年のロシア危機によっ
て脆弱なウクライナ経済は揺らいだ。急

きゅう

遽
きょ

IMFは審査
ミッションを派遣し、金融セクターにメスを入れようと
した。旧ソ連各国の銀行システムの状況をつぶさに確認
するという作業の一環だった。
　この時、ウクライナ輸銀はIMFを驚愕させた。初歩

的とはいえ旧ソ連で唯一市場経済にかなうシステムを導
入している銀行と映ったのだった。われわれとともに仕
事をしてきたスタッフが対応にあたったせいでもあっ
た。IMFミッションと同じ目線で、同じ言葉で対応で
きたのだった。ほかの銀行とどうしてこんなに異なるの
か、というIMFの質問に対してウクライナ輸銀は、全
ては日本輸出入銀行の支援による、とかなり大げさにわ
れわれの仕事を持ち上げてくれた。このため、われわれ
のもとにIMFから、旧ソ連金融システムの再建全体、
まずはウクライナの金融セクターの立て直しを引き受け
てもらえないか、という非公式な要請が寄せられた。
　日本の支援には違いなかったが、根幹の技術は親友の
スティーブ・ワイスブロッドが米国の商業銀行システム

（Bankers Trustモデル）を簡略化して日本とウクライナ
の若手銀行員に教え込んで植えつけたものだった。IMF
がもう一つ感じ入ってくれたのが企業審査の仕組みで、
日本興業銀行を退職しコンサルタントを営む常磐大学

（その後麗澤大学）の久保田政純教授（元公認会計士2次
試験委員）の企業審査教育を通じてつくり上げたもの
だった。ウクライナの若者たちは、久保田教授の作成に
なるさまざまなテキストと事例研究を中心とする1日14
時間も続く1週間単位の泊まり込み研修を何回も受講し
た。これらが既述のようにITシステムに落とし込まれ
ていたのである。当時を思い返せばIMFならずとも驚
いたと思う。促成栽培のMBA教育だった。
　IMFの口頭ベースの要請は、その後、ワシントンを
経由して日本政府への正式要請となった。大蔵省から、
IMFからこんな要請が来ているがどうするのか、と振
られた何も知らない日本輸出入銀行の役所窓口が、まさ
かそんな大それたことができるわけがないでしょう、と
返答したという。
　われわれには全く執着はなかった。だから、根回しも
しなかった。ウクライナは不安定要因だらけなので、関
係者間の一致した理解に加え、従来の何倍ものリソース
を用意しない限り無理な話だ、と割り切っていた。IMF
は戦略やスコープを何も用意していなかったので、頼ま
れたといっても、初めの時のように断れない話になって
舞い降りてきたわけではなかった。逆に、IMFのため
に戦略やスコープをわれわれが書いてあげて、IMF、世
銀、日本政府、そして日本輸出入銀行で合意させるよう
な作業を手伝うようなことになると、本論に到達する前
にスタミナが切れてしまいかねなかった。言って聞かせ
て、やってみせてうんぬんというのは、ウクライナでや
ることであって、IMFにまでしてあげることではない
ように思えた。ウクライナ輸銀の再建だけでも、プロジェ
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クトファイナンス部長を兼務する身には大仕事だった。
もしやるなら、日本輸出入銀行はとてつもない規模のリ
ソースを割

さ

かなければならなくなるはずだった。
　私とスティーブはIMFとは似て非なることを考えて
いた。それはウクライナ輸銀を合併させることだった。

②合併構想
　IMFはウクライナ輸銀の立ち上がっていく様を奇跡
的だと評してくれたが、われわれがいなくなっても変わ
らずやっていけるのかについて大きな不安があった。ウ
クライナ側と一緒につくったシステムを継続、継承、高
度化していくことは、ある程度外から支援を続ければ実
務的には可能だと思われた。しかし、ウクライナの政治
状況が揺らげば話は別だった。
　何よりも銀行は過小預金と過剰資金需要という構造的
な問題を抱えていた。中央銀行と政府の政策がちょっと
変われば銀行は大変なことになる状況だった。その大変
なことを平気でやる政府だった。この問題にけりをつけ
ておかなければ何をやっても砂上の楼閣だった。
　スティーブと2人で最初から話し合ってきたことは、
銀行合併しかない、ということだった。想定した合併相
手はウクライナ貯蓄銀行だった。貯蓄銀行も輸銀も国営
であり、政府さえその気になれば合併手続きは単純だっ
た。郵貯のように全国津々浦々に支店を持ち、庶民の財
布代わりになっている貯蓄銀行に大きな資金需要はな
く、余資は政府に吸い上げられているだけだった。ウク
ライナ輸銀と合併すれば大規模な金融仲介が可能にな
る。合併銀行が立ち上がれば、簡単には崩れない組織に
なる。
　われわれは、ウクライナではかなりのレベルまで話を
通すことはできると考えていた。逆に世銀、IMF、米国
政府、日本政府、そして日本輸出入銀行とは、一からか
なり詰めた議論が必要だった。今度は冗談抜きで米国国
務省に出かけなければならなかったであろうし、世銀も
担当副総裁や局長を飛び越してウォルフェンソン総裁と
直談判するくらいの理論、説得、根性が求められそうだっ
た。そのような騒ぎを起こすなら日本国内でも関係先へ
の地ならしが求められるはずだった。
　日本でのわれわれのプロジェクトの最大の支援者だっ
た大蔵省国際金融局（現・財務省国際局）は、プロジェク
トの始まりから一貫して最大の理解者かつ支援者だった
ので、相談すれば諸手を挙げて最大限の支援を約束して
くれるに違いないという手応えはあった。しかし、国際
機関の関与するプロジェクトの常として、ウクライナ政
府が国際機関（IMF）に要請を出して、国際機関がそれに

乗って進めるという手順が必要だった。そのようにウク
ライナが申請し、IMFがこれを受けてしっかりグラン
ドワークをこなした上で、日本に要請してくるように仕
組んでいかなければならなかった。
　言い出しっぺのIMFもウクライナ政府も動きは鈍かっ
た。IMFはウクライナの金融セクター全体をどう変え
ていくのか、どの銀行から手を付けるべきか、分かって
いなかった。そのあたりを勉強した上で持ってきてもら
わないと動ける話ではなかった。
　ちょうど、ウクライナ輸銀とのTAの終了期限が迫っ
ていた。ウクライナ政府は更新を切望したが、日本では
いつまでも私が兼務を続けるわけにはいかなかった。ウ
クライナの仕事はとてつもない激務だった。半端なスト
レスではなかった。何度も痛風の発作に見舞われたし、
メニエル病で歩けなくなったこともあった。不摂生の果
てではあるにしても、メニエルも痛風も、ウクライナの
仕事が始まってからのものだった。発作はいつもウクラ
イナ問題で困り抜いている時に起きた。出張前夜に痛風
の発作が起こって足がはれ上がり歩けなくなり、空港で
は車椅子と電気自動車のお世話になりやっとの思いでキ
エフにたどり着いたこともあった。
　TA更新の要請を受けた直後、2週間の夏休みを取っ
て新宿の朝日生命成人病研究所に入院した。体がオー
バーホールすることを求めていた。食事制限と徹底した
検査を受け体がリセットしたところで、決断した。辞め
たくはなかったが、1人でやり続けるわけにはいかない、
組織で対応しないと日本サイドも続かない、と思われた。
適当な後任は見当たらなかった。
　幸いにもスティーブが残ってくれることになり、プロ
ジェクトにいつも同行してくれた久松佳彰氏（現・東洋
大学教授。当時は岩田一政東大教授〈その後日本銀行副
総裁を経て現・日本経済研究センター理事長〉の助手）も
支援を続けてくれることになった上に、野村総研香港の
香港ネイティブのシステムエンジニアが手を挙げてくれ
た。ウクライナの人たちも育っているので、ひとまず継
続は確保できた。
　やがて、オレンジ革命でユーシェンコが大統領になる
と、政府や政府機関の人事が一掃され、金融機関の経営
の連続性が途絶えることになった。その上、ユーシェン
コとティモシェンコは内ゲバを繰り返し、その影響は銀
行に及んだ。銀行は元の木

もく

阿
あ み

弥に戻った。
　若者たちは全員銀行を離れた。彼らは転職を繰り返し
たが、幸いにも職探しにはそう困らなかった。われわれ
のプロジェクトはウクライナの金融界では有名になって
いたし、彼らにはバンカーとしての相当のスキルが身に
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ついていた。それに、彼ら同士のネットワークも強大になっ
ていた。脆弱なウクライナ経済がよろけるたびに転職を
迫られる環境下でも、彼らにはいつもよい職があった。
　ウクライナ輸銀のプロジェクトを通して、彼らからも
ろもろの相談を受けた。家族の来

こ

し方、行く末の話もず
いぶん聞いた。ウクライナの人々の生の姿、考え、生活
ぶりの全てが、よいものも悪いものも耳に入るように
なっていった。優しい目で彼らを見る人畜無害の日本人
には話しやすかったのだと思う。よかれと思うことだけ
してくれる。決して悪意で対応することはない。ロシア
人や欧米人のように、ウクライナで何かビジネスを立ち
上げようという意欲もない。秘密を漏らすこともない。
黒い噂

うわさ

すら耳に入ったが反対の耳から放出した。こうし

て、ウクライナ経済や社会の推移に目が行くのが習い性
となっていった。
　大統領がユーシェンコになっても、ヤヌコビッチに
なっても、金融改革の話は耳に入った。IMFは貯蓄銀
行をなんとかしないとウクライナの金融セクター改革は
できないというようになり、貯蓄銀行改革プログラムに
着手した。貯蓄銀行は、スティーブにアドバイスを求め
た。今度はウクライナ輸銀ではなく貯蓄銀行の改革のア
ジェンダづくりを頼まれたのだ。両銀行はわれわれの手
によって再建を図ろうとしてきた事実は残った。今はど
うなっているのか。近いうちに出かけて話を聞いてみよ
うと思う。

4. 日本は何をすべきなのか

（1）世界の対応

　ウクライナ危機の解決は、破綻国ウクライナがいかに
自力で国を造り直せるかにかかっている。ウクライナ支
援とは、本来この国の人々を自力で国を再建できるよう
になってもらうために手を貸すことに他ならない。ウク
ライナが自力で国を再建し成長軌道に乗らない限り、同
じことを繰り返し、世界を巻き込むような不幸が繰り返
される。これは、複雑な歴史的トラウマを背負った地政
学上枢要な位置を占める国の宿命である。
　しかし、ウクライナが自立していくための支援は、た
だ労多くして報われないばかりか、腰を据えてかからな
ければならない大仕事である。小さな輸出入銀行の再建
一つとってみても、紹介したように容易なことではな
かった。国全体ということになれば気の遠くなるような
努力と不屈の精神力を要するに違いない。困難だからこ
そ、世界中がこぞってこうした支援に集中すべきなので
ある。武器を供与して反政府軍との戦闘を煽ることと対
極にある支援が必要なのである。
　「ウクライナ問題」は世界的に広がっている。冷戦時代
を彷

ほうふつ

彿させる米露の敵対、EUとアメリカのロシアをめ
ぐるくい違い、EU内の複雑な利害関係、ドイツの悩み
と野望、中国との関係、制裁をめぐる多様な思惑、ロシ
アとの経済関係、中東との脈絡、ロシアのラテンアメリ
カ外交、BRICs、AIIB、石油やガスのエネルギー産業
の動向等国際関係の諸事象の全てがウクライナ問題と絡
んでいると言ってよい。

　国際関係の常として、全ての国が、どの国の危機でも
自国のために利用しようと行動する。大国だけではなく、
EUの小国や問題児ギリシャに至るまで、ウクライナ問
題をうまく利用して自国の利益を増すべく画策して回っ
ている。現に、ウクライナ危機はNATO（北大西洋条約
機構）の既往メンバーの連帯と防衛力をかつてなく強化
することには役に立ったが、ウクライナの軍事力は惨

さんたん

憺
たるありさまのままである。
　アメリカではメルケル独首相の一連の動きを、熟柿作
戦と指摘する向きがある。放っておけばウクライナはド
イツ経済圏に入らざるを得ないのだから、混乱を避ける
ように調停して回っているというのだ。ポーランドに
とってウクライナは安全保障上のバッファー（緩衝装置）
であり、問題の拡大はNATOや米国のポーランド支援
拡大につながる。南欧、中欧諸国、トルコには、ロシア
からより有利なガスの取引条件を引き出す機会になりつ
つある。関連する国の対応をつぶさに観察すれば、全て
の国が自国の利益を優先して対応していることが分か
る。そうした冷厳な国際社会の現実の前に、本当に必要
なウクライナの再建は放っておかれている。
　債務救済の動きでも、できるだけ国際機関に支弁させ、
自国の負担は極力少なくしたい、というのが各国代表の
基本スタンスになっている。納税者がウクライナへの金
融支援を自国にとってウィン・ウィン関係になるもの、
と思ってくれない限り柔な交渉をすることはどの国だっ
てできないのである。何もしないわけにはいかない状況
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になっていることは誰もが理解していても、できるだけ
少ない負担で済まそうとするのが債務救済の常識という
ものである。

（2）日本のウクライナ支援を考える

　こうしてみると、日本のウクライナ支援問題での立場
や行動は国際社会において例外的かつ希少性あるものの
ように映る。対米配慮という以外、日本は国益を盾にぎ
らつくことはないのである。日本は、ウクライナの平和
と安定のため、G7の一員として、また国際社会の責任
あるグローバル・プレーヤーとして、積極的関与・支援
を行うとして、国別では最大規模となる総額最大約18
億4,000万ドルの支援を表明し、着実に実施中である（在
ウクライナ日本大使館）。日本の国力（世界のGDPに占
める割合は10％を下回る）から見れば突出した支援を遠
く離れた経済的利害関係の薄い国にしたのである。こう
した国際緊急支援は既債権額の大きさ、経済規模

（GDP）、当事国との関係などから分担が決まるところ
があるので、18億4,000万ドルが適当な規模であったか
どうかは別として、この金額はウクライナには大変あり
がたいものであったはずだ。他国のように国益をぎらつ
かせない日本がそれなりの金額をコミットしたことは、
ウクライナにとって他国との交渉に大いに役に立ったと
考えられるからだ。
　国際緊急支援において、伝統的に日本はかなりの負担
をするのが常ではあった。安全保障面での寄与が薄い分、
不相応な資金供与を求められてきたという歴史もあっ
た。それが積み重なり、その実績をベースに議論されて
しまう、という現実ができ上がった。そのせいか、ウク
ライナだけではなく日本は気前よく金を出してくれると
いう評価が国際社会にはある。意外な国が日本びいきな
のには、こうした貢献の結果でもある。一方、金はあま
り出さないが、しっかり口は出すしたたかな援助国から
すれば、日本は大甘の国に映ってきた。幸いにもウクラ
イナは「日本は、口は出さないが、金は出してくれるあ
りがたい国」という評価を尊んでいた。地政学的に重要
な位置にある国の常として、近隣国からさんざんな目に
遭ってきたせいか、日本の支援に心から感謝している
人々は非常に多い。今回も「誰も金を出してくれないの
なら、外相は気前のよい日本にお願いに行くべきだ」と
いうような記事が現地の新聞に散見された。
　まず表明した支援額のうち1,100億円は環境関係のプ
ロジェクトに使うということのようではあるが、日本の
メリットはどの程度あるのだろうか。一般的に言って、
プロジェクトにおける日本から輸出される機械やサービ

スは、円安が進んでいるとはいえ、もはや契約額全体の
10％程度になった。多くは韓国や中国等アジア諸国の
第三国品を現地に持ち込んで組み立てる。結果は、日本
経済への裨

ひ

益
えき

は少なく、第三国の輸出を応援することに
なる。しかもウクライナでのプロジェクトには、現地で
さまざまな組織や政治家が介入するという積年の宿

しゅく

痾
あ

を
乗り越えるという課題を伴う。かねて、このような問題
があったから日本企業はウクライナ向け支援をビジネス
に活用することを逡

しゅんじゅん

巡する傾向にあったのだ。
　今回のプロジェクトの進捗がどうなのか不明だが、ウ
クライナで工事を伴う仕事をやりたがる企業は多くはな
いと思われる。むしろ自動車など単体機械を集中的に輸
出するならこうした問題を避けることができ、日本比率
を高めることが可能になろう。悲しいことだが現地では、
医療用緊急車両などが大いに不足している。
　要は、日本にもウクライナにもメリットのある支援を
探すことである。それは人的支援に求められる。人的支
援というと、ウクライナ輸銀の再建のような現地での作
業を思い浮かべるかもしれないが、あのようなプロジェ
クトをつくり上げることは容易ではない。それに、この
分野で日本は大きく出遅れている。法制の整備とか会計
規則の整備となると、世界的な法律事務所や会計会社の
ない日本は欧米に太刀打ちできない。コンサルティング
にも似たところがある。インフラも医療もハードはよく
ても規制緩和の遅れや既得権擁護が邪魔し、サービスビ
ジネスの海外展開が遅れている。現地で行う人的支援で
は欧米と伍

ご

してはいけない。
　何が残っているのか。それはウクライナの頭脳を日本
に入れることかもしれない。ウクライナ輸銀のIT部門
が優れていたように、IT技術者のレベルは高い。科学
技術水準も高い。それなのにキエフ工科大学、ハリコフ
工科大学、キエフ国立大学工学部と世界的な工科大学の
ポストグラデュエート等高学歴者には職がない。彼らに
5年の長期滞在ビザを出し、NTTや日立、東芝などの企
業の研究職や開発部署に招き入れ、日本のウクライナ支
援をその給与や滞在費に充当してはどうだろうか。
　このような支援は全額日本国内で支弁されようと
ODA（政府開発援助）に分類される。外国からの研修生
の招

しょう

聘
へい

と同じカテゴリーに入る。結果、ODAが国内の
景気対策と同様に国内消費に充当されるという副次的メ
リットも認められる。例えば、毎年100人のこのような
頭脳を5年、10年のスパンで迎え入れたら、どうなのだ
ろうか。将来は日本に永住する者、ウクライナに帰国す
る者、第三国に移り住む者、恐らく3分されるのかもし
れない。同じことが中国との間で長年行われてきている。
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ウクライナ輸出入銀行再建プロジェクトから見たウクライナの真相

　鄧小平の提案で始まった改革開放の日中留学制度であ
る。毎年100人の中国人学生が大学から博士課程修了ま
で日本に滞在した。在日中国人学者の多く、中国で日中
関係の公私の仕事に携わる者、アメリカで活躍する者と、
夥
おびただ

しい関係者が育ち日中の懸け橋になっている。長期的
に日本とウクライナの関係にこれほど寄与するものはな
いであろう。ロシアに戻る者もたくさん出るのかもしれ
ない。ハリコフやドネツク、オデッサなどの大学や研究
機関の関係者にはロシアやイスラエルと縁のある者が多
い。ひいては日露関係にも大いに寄与することになる。
　かつてキエフ工科大学とNTT先端技術総合研究所の
合同セミナーを開いたことがあった。お互いのレベルの
高さを認め合うすばらしい場になった。その後キエフ工
大を訪れた時、第1副学長が、研究費の不足により研究

は机上研究ばかりだと嘆いた。研究者を派遣して実験を
好きなだけやらせたいものだと相談された。
　何度か学園を案内してもらった。元素の周期律表をつ
くったメンデレーエフ（キエフ工大で研究）の銅像をやり
過ごして小さな博物館に入ると、実際に回収した、表面
が焼きただれた初期の人間カプセルや、ヘリコプター（キ
エフ工大が発明）等が展示されていた。バイコヌール基
地ではキエフ工大の出身者が中核になっていたのだと説
明された。
　ウクライナでは宇宙工学やITだけではなく、そのほ
かの分野でも優れた研究者が無

ぶ

聊
りょう

を託
かこ

っている。ハイド
ロカーボンの世界でも何かあるのかもしれない。制裁で
何もできないと思い込まず、水面下での研究協力は大事
なアヒルの水かきと考えるべきではなかろうか。

執筆者紹介

真殿　達（まどの　さとる）
学　　歴： 1975年6月、シカゴ大学大学院国際関係専攻科修士。同年9月、スタンフォード大学中国語上級

コース修了。
職　　歴： 〈1971～2002年〉日本輸出入銀行、国際協力銀行（プロジェクトファイナンス部長、国際審査

部長、審議役）、Bechtel（サンフランシスコ）客員コンサルタント、Dillon, Read & Co.（ニュー
ヨーク）客員コンサルタント、（財）国際金融情報センター地域総括部長、東京農工大学客員
教授、東京大学大学院非常勤講師、国際基督教大学非常勤講師（いずれもプロジェクトファイ
ナンス）。

〈2002年～〉麗澤大学経済学部教授（2006年4月～2014年3月、キャリアセンター長、2013年4月、
同特任教授）、（株）アイジック代表取締役、（有）サイバーアシスト・ワン（産総研ベンチャー）
取締役（2003年5月、代表取締役、2005年～取締役）、（株）東京電力顧問（2003年11月～2007
年11月）、（株）USS社外取締役（2006年～2014年6月）。

著　　書： 『実践ゼミナール国際経済』（共著、東洋経済新報社、1993年）、P.ガーバー/S.ワイスブロッド『最新アメリカ金融入門』（共
監訳、日本評論社、1994年）、『プロジェクトファイナンス』（単著、CD-ROM、日本土木学会、2003年）、D.アイトマン/A.ス
トーンヒル/M.モフェット『国際ビジネスファイナンス』（共監訳、麗澤大学出版会、2011年）、「インフラ事業の海外展開
と本邦企業の課題」（論文、「運輸と経済」、2011年5月）等。

賞　　罰： 1999年6月、ウクライナ経済再建のための金融技術支援（ウクライナ輸出入銀行改革支援）における功績に対して、ウク
ライナ政府より感謝状と勲章を受章（日本人初）。
2001年9月、日本－ウクライナ国交樹立10周年にあたり､ 両国関係に最も寄与した日本人としてウクライナ政府より表彰
状を受ける。
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