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息の長い外交の国，ロシア

石井●本日はお忙しいところお越しいただ
き誠にありがとうございます。ところで，カ
ザフスタンのナザルバーエフ大統領が6月18
日からの公式日本訪問を終了したところです
が，先生が旧ソ連におられた60年代から今日
までの日本外交を振り返ったときに，日本は
旧ソ連・ロシアおよびその周辺諸国との外交
関係について，果たして良好にやってきたと
評価できるでしょうか？
松井●対ロシア（旧ソ連）日本外交は，長
期的ビジョンについてあまり腰が据わってお
らず，ぶれる時期があったと思う。一方，ロ
シア人は，チェス・ゲームをやるように長い
スパンで熟考しながら戦略を練っており，非
常に息の長い人たちだ。一般人は別にしてこ
の国の指導者層は，帝政ロシアの時代からチ
ェスの駒の動きを考えるように国のグラン
ド・デザインを考えていた。戦後の日本外交
は，最終的にどのような方向にいくべきかと

いう長期的展望に欠けていたように思う。北
方領土問題にしても長期的見通しを持って政
策のぶれのないような外交が必要であったの
に，見極めのないままに対応したために足元
（弱点）を見られてつけこまれるケースが見
られた。
それでも日露戦争の時代まではしっかりし
た外交戦略があったように思われる。しかし，
その後は対中問題など対外政策に関して国内
で意見が対立してまとまることができなかっ
た。戦後，日本の外交政策は日米関係を基軸
にしてきたわけだが，やや米国に頼りすぎた
きらいがあった。つまり，日本の安全保障に
ついて，日本自身でしっかりやろうとする気
構えに欠けていた。もちろん日米関係の重要
さ，防衛費の負担が少なかった分経済発展に
つながったことなどは評価するが，日本が独
立国として自国の安全保障は自国で責任を持
つという基本的気概が足らなかった。それが
外交戦略面でぐらぐらとした背景にあったと
思う。
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第二次世界大戦のトラウマがその後も残っ
たのだが，早くそこから脱却して長期的な日
本の外交戦略・針路を考える必要があった。
目の前の問題で右往左往していては，国際社
会における日本の存在感がなくなってしまう
のだ。
石井●外交官として現場におられたとき

に，一番ご苦労なされたことはどんなことで
しょうか？
松井●物質的不足や勤務条件の過酷さは時

が過ぎれば大したことではなくなってしまう
が，一番歯がゆく思ったことは，こちらが外
交官ということで現地の邦人の方々が一歩身
を引いてしまうことであった。つまり，私自
身はそう思っていないのだが，一般の人たち
は「大使，外交官は，エリートで特別な存在
だ」と考えて接してくる傾向があった。その
ような考え方は，百年以上も前のイメージで
あって，いまはそうではないという思いも込
めて，最近『初代大使が見たカザフスタン』
（めるくまーる）という本を著したのであっ
た。
世界には190以上の国があるが，日本より
も生活条件がいいのは北米と欧州の一部くら
いのものだ。そうなると外交官といえども，
日常生活面でも民間人と同じように苦労する
面が出てくるのは当然のこと。しかも大使館
を初めて設営するときには，大使といえども
何でも自分でやらなければならない。事故や
災害，テロなどの事件が起きたときには，外
交官も民間の人たちと一緒になってことに当
たらなければならない。大使館は敷居が高い
と言われると本当にさびしい気がする。海外
に行けば，外交官も民間も一緒にやらなけれ
ばならない場合が多いので，その「距離感」
にずいぶん悩んだものだった。
最近は経済分野ではだいぶ改善されて来て

いると聞いている。特に大型プロジェクトの
推進などでは，大使館と現地民間企業との合
同協議会などの枠組みを作って連絡を密にし
ているというとのことだ。但し，民間の人と
の接触は事務所や会議の場だけでは打ち解け
にくく，食事やスポーツなどのつきあいも現
地では有益な機会である。私のいたころはこ
れらが全て厳格に禁じられていたため，却っ
て情報が流れにくくなってしまっていた。
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エネルギー資源の豊かな中央アジア

石井●最近，日本からカザフスタンへの投
資が増えているように聞いています。先生は
「カザフスタンはアジアとヨーロッパをつな
ぐ地政学的に重要な位置にある資源大国で，
今後ますます重要な国になる」と予言され，
その通りになっている慧眼には敬服していま
す。しかし，日本人一般とすると，カザフス
タンという国の信用度，知識，情報が十分で
はないので，投資先として見た場合には果た
してどのようなものなのでしょうか？
松井●私は，日本の投資が進み始めるのが
5年くらい遅かったとの実感を持っている。
私が大使を務めていたころから（93-96年），
すでに欧米企業は進出し始めていた。ナザル
バーエフ大統領は，すでに2000年ごろから
「（日本の進出は）5年遅かった」と言ってい
た。
後ればせながら2006年8月に日本から小泉
総理が首相として初めてカザフスタンを訪問
し（たまたま私もその直後に旅行者として訪
問），昨年4月には甘利経済産業相が訪問して
資源エネルギー外交を推進し，幸いにして今
次大統領訪日を機会に，原子力平和利用分野
での協力（ウランの安定供給や原子力産業間
の協力など）を一層促進し，投資や租税など
の協力関係の環境整備をすることが合意され
たので，やっとここまで来たのかと大変嬉し
い。
石井●とくに中央アジア地域はエネルギー
資源が豊富ですし。
松井●カザフスタンについていえば，石油，

ガス，ウランの他にもクロム，チタン，タン
グステン，モリブデンなどレアメタルの資源
が豊富なので，日本にとって協力に十分に値
するものだ。日本人は，誰かがやらないかな

と見ていて，行けそうとなるとドーッと出て
行く傾向がある。しかし遅れて行ったのでは，
既に良いところは他の国にみな取られてしま
っているし，残り物でも競争すれば高いもの
になる。このような体質が日本企業に見られ
る。中央アジアのみならず，いまインドやア
フリカで同様に騒いでいる状況だ。企業のト
ップはこのようなDNAから脱却していく必
要があるだろう。
日本の資源・エネルギー外交においては，
せめて10年くらいのスパンで展望すべきであ
る。先行投資には必ずリスクが伴うものだが，
しかしそのリスクを補って余りある利益が将
来あると見込まれれば，たとえ現在リスクが
あっても一歩踏み出すという勇気が必要だ。
これはカザフスタンに限らず，どこの国・地
域に対してもそうで，いつでも「日本は臆病
だ」，「遅すぎる」と言われる。
私がインドに勤務していた時にも（89-91
年），民間企業が撤退したり日本航空がイン
ドへの定期便の運航を停止した。当時，頑張
ったのはズズキ，ホンダくらいであった。や
っと今になって注目しているが，あの時に頑
張っておくべきだったと思う。

国ごとの発展度から見た開発独裁体制

石井●先生が『初代大使が見たカザフスタ
ン』のような本を出してくださったので，カ
ザフスタンについてはそれなりに日本人も関
心を持つようになったかもしれませんが，そ
れ以外の中央アジア諸国，その他発展途上国
についてはまだまだという気がしますが，い
かがでしょうか？
松井●アフリカ諸国はどの国でも，民族・
部族間の葛藤，汚職，賄賂，政府の正統性な
どさまざまな問題を抱えている。しかし，そ
のような国々に対してもシェブロンやシェル
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は投資し進出しているのはなぜなのか。それ
はリスクがあってもそれだけのメリットがあ
ると思うからなのだ。あまり目先のリスク面
ばかりを見ずに，もっと長期的大局的観点か
らこれがチャンスだと感じたら一歩先んじる
チャレンジ精神・冒険心が企業者に欠けてい
るような気がする。それは集団性の強い農耕
民族の宿命なのか。その点では，カザフスタ
ンのような騎馬遊牧民族とは体質が違う。騎
馬遊牧民族は，一人でもやれると思えば果敢
に出て行く。しかも変わり身も早い。
石井●途上国の内部でさまざまな政治勢力
が拮抗している場合には，独裁体制（開発独
裁）になってしまうのはある程度仕方がない
ものなのでしょうか？
松井●長いスパンで見るとそれぞれの国に

「発展度」というものがあるように思う。民
主主義がほとんど育っていないところに，米
国型の民主主義をそのまま導入しようとして
も結局はうまくいかない。国民一人が清き一
票を投じることができるためには，汚職がな
い，暴力・圧力がないなどの条件が整う必要
がある。非識字率が70％を超えるような国で
果たして公正な選挙ができるのだろうか。あ
る途上国では，選挙をやるときに投票用紙に
政党のシンボルマーク（眼鏡，パラソル，自
転車など）を印刷してそこに印を記してもら
うやり方をしている。しかも村長などの地域
の政治家がバスなどに住民を乗せて投票所に
誘導する。また，選挙人名簿を確定するため
の人口調査（センサス）において賄賂を渡し
て住民数を水増して定員を増やそうとすると
ころもあり，それが暴力沙汰に発展する。そ
の他さまざまな不正が行われる中での選挙が
少なくないのだ。
マレーシアのマハティールのような開発独
裁体制で徐々に民度を上げていくことは，一

つのベターな方法と思う。見方によっては，
日本の明治政府も開発独裁的な面があったと
いえる。開発独裁によって経済レベルを上げ，
衣食住の問題をクリアーし，初等教育を普及
させる段階になって，ようやく国の将来を考
える民主主義政治が可能になると思う。そう
いうレベルまで程遠い状態の中で，形式的に
一人一票の選挙をあえてやることが民主主義
なのだろうか。それよりも国内を団結させて
経済を発展させる方が良いのではないか。勿
論それには国民に将来のビジョンを示してそ
れに向かって国民を引っ張っていく強力な指
導者が必要だ。そしてある程度の発展の道筋
をつけた段階で，民主化，民営化を進める方
が，結局は良い結果が得られるのではないか
と思う。市場経済，民主主義といっても国に
よって多様性があってしかるべきで，いきな
り欧米の基準を押しつけるわけにはいかない
だろう。

長期的視点の必要な途上国援助の必要性

石井●開発独裁の段階にある国との付き合
い方で注意すべき点とは，どのようなもので
しょうか？マハティール時代のマレーシアと
日本の外交関係は，中央アジア諸国との関係
のあり方への先例になるのでしょうか？
松井●マレーシアはマハティールで良かっ
た。またカザフスタンは，ナザルバーエフ大
統領で良いだろう。しかし，人権蹂躙の面が
あって西側諸国からも非難されているような
国もある。同じ開発独裁体制と言っても，国
の事情，指導者の資質などによって一律に判
断を下すことは無理だと思う。その国の歴史，
宗教，経済発展度，教育の程度などを考慮し
て，その国と付き合う必要がある。
「水清ければ魚住まず」と言われるように，
途上国に対してはあまり透明性を要求しすぎ
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ると身動きできなくなる恐れがある。ある程
度の余裕，「あそび」は必要悪といえる。水
道の栓も完全に閉めずにぽたぽた垂らして水
道が凍らない工夫も要るかもしれない。これ
は現場での実感である。近年，中国のアフリ
カ資源外交には目覚しいものがあるが，その
背後には国家指導者やその秘書への贈り物外
交がある。これは他の国にもみられることだ
が，このようなやり方で上層部に近づいて交
渉をまとめている例がみられる。
石井●私が友人から聞いた某国では高官の
子息たちが米国・カリフォルニア大学バーク
レー校へ行き，帰国後は同国の高位に就くの
で，彼らを「バークレー・マフィア」と呼ん
でいるそうです。日本でもそうした制度は必
要でしょうか？
松井●私が旧ソ連にいたときに，民族友好
大学（俗称ルムンバ大学）という大学があっ
て，そこにはアフリカからの留学生がたくさ
ん来ていた。当時（冷戦時代）アフリカは，
大国の「草刈場」となっていて，ソ連や中国
などが自分たちの息のかかった指導者を作
り，西側陣営に対抗しようとしていた。その
拠点のひとつとしてソ連ではルムンバ大学に
アフリカの留学生を招き，教育していたのだ。
そうでないモスクワ大学でも，東欧諸国，南
米諸国など途上国から多くの留学生を受け入
れていたのを思い出す。そのような特別な留
学制度大学を作って自国に友好的な人材を育
てることも一つの世界戦略なのかもしれない。
日本には明治維新以来，若い人材を先進国
に送り出して学ばせた経験があるし，逆に欧
米から相当の俸給を払って優秀な人を呼んで
多くのことを学んできた。これと同様のこと
をカザフスタンのナザルバーエフ大統領は実
施しているのだ。主に技術分野が多いようだ
が，毎年3000人を奨学金をつけて海外に遣っ

ている。同大統領は明治時代の日本の経験か
ら多くを学んだようだ。但し，奨学生に帰国
後は必ず一定期間政府機関で仕事をするとい
う契約書を書かせて，さらに奨学金の担保を
とり，万が一契約違反をした場合には，それ
を没収するということまでしている。これも
騎馬遊牧民族らしいドライな発想だ。
カザフスタンが一番欲しいのは，資金でも
なく，資源でもなく，直ぐに使える技術だ。
従って，先端技術を学んでそれを自国の産業
に導入できる人材の育成に熱心なのだ。その
意味で，日本からも資金援助よりも技術（面）
が欲しいとナザルバーエフ大統領は訴えてい
る。最近，日本政府も中央アジア諸国から数
百人単位で留学生を受け入れることを発表し
た。
このようにカザフスタンは優秀な人材をす
ぐに活用できる水準にまで達したといえる。
カザフスタンは一人当たりGDPが5000ドル
ほどになっており，グラント（無償資金援助）
も必要ない状態だ。しかし，中央アジア諸国
でも発展水準にばらつきがあり，他の国々は
残念ながらそこまでいっていない。ウズベキ
スタンやキルギスからは多くの労働者がカザ
フスタンに出稼ぎに行っている。

戦略的重要性をもつカザフスタン

石井●カザフスタンに隣接する大国はロシ
アですが，近年，石油など資源で相当裕福に
なっています。今後の展望はいかがでしょう
か？
松井●ロシアは最近自信をつけ，愛国心が
非常に高揚している。サッカーでヨーロッパ
の強豪に勝つなど，スポーツで強くなってい
ることはその表れだろう。国の興亡とスポー
ツの強弱は連動するように思える。
ゴルバチョフはノーベル平和賞を受賞し世
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界的には評判は良いが，国内では「ゴルバチ
ョフは立派なロシアをめちゃくちゃにし，崩
壊させた張本人だ」と評価はあまり高くない。
米ソ雪解けをやったフルシチョフも国内では
人気がなかった。ロシア人は「大国ロシア」
を望んでおり，文句なしに強い指導者，「強
い男」が好きだ。その点でプーチンはロシア
人好みの人物だ。資源で儲け，うまく波に乗
っている。かつての国の借金も期限前にすべ
て返し，外貨準備高も世界で有数になってい
る。
世界の指導者の中に，プーチンと対等に渡
り合える指導者があまり見当たらない。米国
のブッシュ，その後の候補者もそうだ。英国
のブラウン首相，フランスのサルコジ大統領，
ドイツのメルケル首相など，それぞれ国内的
な問題を抱えている上，EU全体も若干結束
が乱れてロシアに対抗できる余裕がない。ヨ
ーロッパのエネルギーの3～4割を供給するロ
シアは，その点でも強みがある。
他方で，エネルギーを持つ国が生のエネル
ギー資源だけに頼っていていいのかという問
題がある。それは「ミニ・ロシア」といわれ
るカザフスタンも同様だ。両国とも資源ナシ
ョナリズムが高揚しているが，資源を如何に
持続させて，他の産業も育成できるかが今後

の課題だ。
これからのキー・ワードは，エネルギーと
民族問題だろう。ロシア，カザフスタン，中
国など強国になりはしたが，国の中に民族問
題という火種を抱えている。コソボ独立をロ
シアが反対したのには，その波及を恐れてい
る面がある。
かつて19世紀末に英露間のグレート・ゲー
ムが展開した中央アジアであるが，いまは第
二のグレート・ゲームともいわれるように，
中央アジアをめぐって露中，さらには米国の
間で競争が繰り広げられている。しかし，中
央アジア諸国も上海協力機構などさまざまな
地域機構に参加してバランスを保とうとして
いるので，戦火を交えるようなことにはなら
ないだろう。
石井●それぞれメンバーシップが重複して
いて複雑ですね。
松井●むしろいくつもの機構が絡み合って
いるほど，紛争を防止するのに役立つように
思う。そのなかでもカザフスタンの存在感は
一段と強いので，これを誰が取り込むかとい
う問題がある。
ナザルバーエフ大統領は，かつてソ連時代
に共産党の政治局員を務めていたし，彼は91
年の独立以来大統領の座にあり，2012年まで



任期がある上，それ以降の三選も彼に限って
は禁止されていない。周辺諸国で対抗できる
人物が見当たらないので，ナザルバーエフ大
統領の発言権が高まり，この地域で中露両国
と対等に口を利けるのは彼くらいしかいない
ことになる。ロシアのメドベージェフ新大統
領は，ソ連時代からの経験や人脈の豊富なナ
ザルバーエフからすれば，子供のように見え
るだろう。その意味で，グレート・ゲームが
展開されたとしても，ナザルバーエフは大国
間のバランスを取って戦略を展開できるに違
いない。例えば，その地政学的位置と大きさ，
エネルギー供給，軍事基地提供，アフガン問
題，宇宙基地などカザフスタンにとっての有
力なカードが少なくない。それゆえどこかの
大国に飲み込まれるという恐れはないと思
う。
また，日本にとってカザフスタンは中国の
背後にある国なので，対中国牽制の意味があ
る。カザフスタンも日本と仲良くしたいと願
っている。中国の13億の人口圧力は，ロシア，
カザフスタンも恐れている。それゆえ，上海
協力機構では露中が手を握って，対米牽制で
仲良しの格好をしているものの，それぞれ思
惑は違っている。もともとこの地域の国境確
定やイスラーム原理主義と少数民族問題を押
さえ込むためにできた機構であったし，加盟
各国ともそれぞれ思惑が違っているので，今
後強力な組織になるとは思えない。

10年後を見据えた外交戦略が必要な日本

石井●ところで，こうした非常に難しい世
界情勢の中で，日本がとるべき外交戦略とは
どのようなものでしょうか？先生のお話にあ
りましたとおり，外交とは人間同士の付き合
いを基本とするので，そのような草の根外交
も一つのポイントと思われますが，いかがで

しょうか？
松井●遠い未来はともかくも，少なくとも
10年後には世界はどのようになっているかを
描いて，それに基づいた日本の世界戦略を立
てる必要があると痛感する。そのような将来
ビジョンを前提にして，現状を分析してどの
ように展開していくべきかを考える必要があ
る。
例えば，ナザルバーエフ大統領は，今後10
年間でカザフスタンを競争力において世界で
50番以内の国にしようという目標を立てて取
り組んでいる。プーチンもかってロシアを10
位以内にしたいと言ったことがあると記憶し
ている。ところが日本ははなはだ心もとない。
目先の国内的な政治課題に右往左往している
状況だ。年金問題を議論するにしても，10年
後の人口動態を見据えてそれに基づいた冷静
な議論をすべきなのに，人気取り的な術策に
あたふたしているように見える。
国際安全保障に関して，日本は軍事大国に
ならない，二度と戦争はしないという国是に
ついては広くコンセンサスがあると思うが，
国連などから要請されたときに，自衛隊を海
外派遣ができるのか，集団安全保障体制に加
担できるのかなど，国際的な責務を果たすた
めに明確にすべき問題が少なくない。世界平
和に対する日本の貢献については，大きな視
点から考えるべきだろう。国際協力について
は，日本としても軍事面での協力も必要だろ
うと考える。いままでは日本は金だけ出して
国際的義務を果たしたつもりになっている
（ずるい）とみられてきたが，だんだんそれ
だけでは済みそうもなくなってきている。し
かも，その金も出なくなりつつある。そうな
ると日本としても最低限の国際貢献はしなけ
ればならないが，その中で軍事面での位置づ
けをどうすべきかが重要な課題となる。これ
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は避けて通れない議論であり，国民的な合意
の形成が必要である。
軍事面で全面的な協力ができなければ，経
済協力を積極的に推進すべきだろう。ならば
何故ODA（政府開発援助）を40％も削減し
てしまったのか。ODA（の援助）にしても
最貧国には借款ではなく贈与（グラント）で
やるべきだろう。また人材養成や技術協力分
野に重点的にやることも大切だろう。このよ
うなメリハリをつけることが大切だと思う。
目先のことに目を奪われずに，将来のビジ

ョン，例えば10年後もG8の座に留まるとい
うような目標を立てて，それに向かって現在
何をするかを発想する。そのようなグラン
ド・デザインが描ければ，日本の存在感が出
てくる。グランド・デザインにしたがってプ
ライオリティーをつけた政策を計画的に進め
る。
例えば，アフリカ支援にしてもそれぞれの
国で食糧を作れるように援助するのであっ
て，単なる食料供与ではダメだ。そのために
農村開発により食糧自給を進め，万が一余剰
産物が出れば海外に輸出も可能となる。それ
から初等教育の充実だ。明治時代の経験に習
って，まずは読み・書き・そろばんといった
基礎教育が重要だ。そのような基盤を整えな
い限り，何年援助しても経済開発が軌道に乗
り真の民主主義が定着するにはほど遠い。
安易な人道援助・医療協力には疑問が残
る。アフリカの人口爆発を促す可能性があり，
さらに食糧不足・貧困などを助長しかねな
い。それゆえまず第一段階としては，基礎教
育の普及と農業などの自立基盤の整備が何と
しても重要になる。日本のODAも，そのよ
うな将来展望・ビジョンを持って進める必要
があるだろう。アフリカの希望ある青年指導
者が育っていくことが長期目標となるだろう

から，それに協力できれば日本としても大き
な貢献となる。
日本国内ではあまり自分自身の活動を宣伝
すると出る釘は打たれることになりかねない
が，いざ国際社会に出た場合には日本の貢献
を具体的に，そしてもっとうまく広報宣伝す
る必要がある。その点を外交官はいつも悩む
ことになる。
現在，日本人は全体的に非常に内向きにな
っているように思われる。かつては世界のた
めにやろうとの志を持っていた青年は多かっ
た。商社員にしても新天地を開拓してやろう
という気概を持っていた人がいた。ところが
最近は全体として，外に出たがらなくなって
しまった。日本は物質的に豊かにはなったが，
逆に閉塞感を持ち幸せとはいえない状況にあ
る。そのような時にこそ，外に出かけていっ
て何かやってやろうという気概をもつ若者が
必要だ。
例えば，若い大学生などは，少なくとも一
年くらいはアフリカなどの開発途上国に出か
けて行って，そこで現地の生活を体験をして
きて欲しい。青年海外協力隊のような体験は
非常に有意義だ。そのような途上国での体験
を積めば，すぐに「キレル」ようなことはな
くなるに違いない。いまは物質的に豊かな生
活の中で甘やかされ過ぎているような感じが
する。
すでに日本は経済面ではピークを過ぎてし
まったので，日本人が内向きになってしまう
と，日本は極東地域の片隅に埋没してしまう
のではないかとの危機感を抱いている。日本
が大国に留まるための人材育成システムを早
急に作る必要があるのではないだろうか。
石井●本日は貴重なご意見を頂きありがと
うございました。
（2008年6月23日）
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