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対談

ウクライナ侵攻
エスカレーションは止められるか
ウクライナ侵攻は現実化した。
国際社会のロシア包囲網に対し、
核の使用もちらつかせる。
プーチンの抑止は果たして、可能か。

慶應義塾大学准教授

貿易会・
経済研究所長

鶴岡路人

ロシア
ロシア

服部 私がまだ駆け出しの研究者だった一九九〇年代初

プーチンの侵攻は、その動きを巻き戻すかのようで、
「逆

――ロシア軍によるウクライナ侵攻は世界史的な事件にな
見ておられますか。

め、ソ連はまさに崩壊過程のただ中にありました。今回の

服部倫卓

NN
I I
S S

りそうですが、歴史上のどのような事象と類似性があると

3 月12 日、ウクライナ・ドネツクの
分離独立を主張する親ロシア勢力
地域で、戦車を先頭とする車列（ロ
イター／アフロ）

ウクライナ侵攻の衝撃波

たものであり、それだけ事態を深刻に見ているということ

ミュンヘン宥和になぞらえるのは、明らかに後者を想定し

で、
今回の事態の意味するところは大きく変わるでしょう。

ト三国やポーランドの安全保障まで直接的に脅かされるか

西側の北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国、例えばバル

ころは重要です。ロシアの侵攻がウクライナに留まるか、

の失敗に重ねる見方が少なくありません。その含意すると

鶴岡 ヨーロッパでは、一九三八年の「ミュンヘン宥和」

はウクライナやベラルーシも含まれます。

介なことに、プーチン大統領が描く「偉大なるロシア」に

りに「偉大なるロシアの復活」を旗印に掲げています。厄

社会主義イデオロギーは既になく、プーチン大統領は代わ

コース」が進んでいるように見えます。しかし、かつての

このような不安は今後高まっていくでしょう。

国と非加盟のウクライナでは事情が大きく異なりますが、

警戒が一部で高まっています。ＮＡＴＯ加盟国のバルト三

受けて、バルト三国では「次は自分たちだ」という不安や

る通りだと思います。しかし現実に、今回の一連の事態を

鶴岡 プーチン大統領の熱量が違うというのは、おっしゃ

ないでしょうか。

はないと思います。それはバルト三国に対しても同様では

が、いまウクライナやベラルーシに向けているほどの情熱

いった周辺国を侵攻対象にする可能性は否定できません

ます。プーチン大統領が将来的にモルドバやジョージアと

大統領は旧ソ連域外への領土的野心は想定しにくいと思い

たスラブ世界にまで領土拡張を企図しましたが、プーチン

ナやベラルーシが、敵であるＮＡＴＯによってたぶらか

はないでしょうか。自分たちの本来の領分であるウクライ

ては、
「ロシアは守勢に回っている」との意識が強いので

な衝撃を与えています。しかしプーチン大統領の主観とし

服部 確かにロシアの行動は非常に攻撃的で、欧州に大き

は明確な一線が存在することを示唆しているのかもしれま

プーチン大統領の中で、ウクライナとバルト三国との間に

ず、
彼がウクライナに対して特に危機感を露わにするのは、

アには既にＮＡＴＯ部隊が駐留しています。にもかかわら

る」と訴えますが、同じくロシアと国境を接するエストニ

国になれば、軍事基地がロシア国境のすぐそばに置かれ

他方で、プーチン大統領は「ウクライナがＮＡＴＯ加盟

されているのは許せない、という感覚です。
「ミュンヘン

せん。

です。

の教訓」に絡めれば、ヒトラーはポーランドやソ連といっ
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ク氏です。元科学者の銀行家で、歴史に基づいたロシア論

ています。とりわけ名前が挙がるのがユーリ・コバリチュ

内でも特定の親友以外とは長い時間を共にしないと言われ

ます。それに加えて、西側の隙を突いたようなところもあ

ら抜けてしまうことに大きな焦りを感じていたのだと思い

鶴岡 プーチン大統領は、ウクライナがロシアの勢力圏か

背中を押したという面もあると思います。
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ロシアの軍事侵攻は回避できたか
――そもそも、ロシアはなぜウクライナに軍事侵攻したの
でしょう。
服部 ＮＡＴＯ東方拡大の歴史的経緯はさておき、このタ
イミングでの侵攻を考えてみると、プーチン大統領の精神
状態に起因するところが大きいのではないかと思います。
ここ二年ほどはコロナ禍ゆえに、プーチン大統領は人との

を好んで語るなど、プーチン氏が影響を受けた人物の一人

ります。ウクライナを侵攻してもアメリカは強い反応は示

接触を極端に避けるようになり、外国の元首はおろか、国

のようです。彼が「黒幕」かどうかは別として、特定の思

八月のアフガニスタンからの米軍撤退時の失態を見て、米

さないだろう、と考えていた可能性は高いでしょう。昨

それに加えて、米国におけるバイデン政権の誕生や、ウ

国の介入はないと判断したとも考えられます。エネルギー

想や歴史観を持った友人たちと長時間緊密に過ごしたこと

クライナにおけるゼレンスキー政権の西側重視へのシフト

の問題などを梃子にすれば、欧州の足並みも乱れるだろう

二一年六月のジュネーブでの米ロ首脳会談で、バイデン大

といった外的環境の変化も影響を与えているでしょう。ベ

――プーチン大統領の目には、
さまざまな「条件が整った」

が、特定のナラティブにのめり込み、冷静な判断を妨げた

ラルーシをロシアの勢力圏につなぎ留めた「成功体験」が

統領にそのような印象を持ったかもしれません。あるいは

はっとり みちたか
青山学院大学大学院国際政治経
済学研究科修士課程修了。北海
道大学大学院文学研究科博士後
期課程修了。博士（学術）
。ソ連
東欧貿易会・ソ連東欧経済研究
所研究員、在ベラルーシ大使館
専門調査員などを経て、2020 年
から現職。著書に『不思議の国
のベラルーシ』
『ウクライナを知る
ための 65 章』
（共編著）など。

可能性は否定できないと思います。

つるおか みちと
ロンドン大学キングス・カレッジ大
学院 修了。PhD in War Studies.
在ベルギー大使館専門調査員、防
衛研究所主任研究員などを経て現
職。ブリュッセル自由大学・安全
保障・外交・戦略研究所（CSDS）
上席研究員などを兼務。著書に
『EU 離脱』など。

ウクライナ侵攻の衝撃波

ように見えたのかもしれません。

抱いている中でウクライナが加盟を目指せば、巨大な軋轢

れる可能性は低かったし、ロシアがＮＡＴＯに強い敵意を

私は、今回のロシアの侵攻はいかなる理由があっても正

――西側の行動によって、事前にロシアの侵攻を止めるこ

です。
ロシア側が米軍派兵の可能性を本気で信じなければ、

当化できないと考えます。また、現時点でウクライナの動

を生むことも明白だったわけです。そのあたりをどのよう

抑止は機能しません。バイデン政権にいざとなれば軍事介

きを検証すること自体、政治的な意味を持ってしまう状況

とはできたと考えますか。

入する意思が明確にあれば別ですが、そうでないのに口先

であることも理解しますが、いずれはそのような機会が

にヘッジするつもりだったのか。あるいは、仮にＮＡＴＯ

で「全てのオプション……」と言っても、結果は変わらな

あってしかるべきだと思います。

鶴岡 そこは難しいところです。昨年一二月の段階で、バ

かったのではないでしょうか。

鶴岡 基本的には私もその通りだと思います。冷戦時代、

がウクライナ加盟を認めたとしても、実現までにはかなり

服部 今回の事態は、ロシアとウクライナの関係の延長線

フィンランドやスウェーデンはＮＡＴＯに入ることができ

イデン政権が「ウクライナに米軍は送らない」と早々に断

上で起きたことですから、ウクライナ政府として何らかの

ませんでした。ノルウェーはＮＡＴＯに加盟しましたが、

の時間を要しますので、その間の安全保障をどう担保する

回避手段を取れなかったかという点は、今後検証されるべ

国内に外国の軍事基地を置かないという条件を、スターリ

言したのは問題があったと思います。しかし「全てのオプ

きテーマでしょう。当然のことながら、ウクライナにはＮ

ンに呑まされました。各国は、その時々の国際情勢と自ら

つもりだったのか。どのような議論や根回しがウクライナ

ＡＴＯ加盟を選択する権利がありますし、ロシアという脅

が置かれた制約の下で、ベストを希望しつつも現実的な選

ションはテーブルの上にある」といった外交の常套句を

威を抑止するためにＮＡＴＯ加盟が重要な選択肢であるこ

択を行い、安全保障を確保するのです。それはウクライナ

国内で、あるいは関係国に対して行われていたのか。

とも理解できます。他方、現実問題として、ロシアと領土

も同様です。

使ったとしても、ロシアが思いとどまったかといえば疑問

紛争を抱えるウクライナをＮＡＴＯが加盟国として迎え入
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その上で押さえておくべき点は、ウクライナのＮＡＴＯ

返ったりしました。そのイメージで今回の軍事作戦に至っ

民主的で自由で繁栄した近代的な国家となったウクライナ

とってＮＡＴＯ加盟はあくまで後付けの理由であり、より

ていないし、ロシアもそれはわかっていました。ロシアに

として、ウクライナのＮＡＴＯ加盟は、ここ数年全く動い

ＮＡＴＯについてほとんど触れていません。また実際問題

方で、二月二四日の「特別軍事作戦」開始時の演説では、

悪の根源であるかのような発言をする時もありますが、一

ということです。プーチン大統領はＮＡＴＯ拡大こそが諸

二二年のウクライナ軍の戦闘能力は一四年の比ではなく高

供にとどまらず、
訓練の支援も受けてきました。その結果、

た一四年以降、ウクライナ軍は西側からの防衛装備品の提

る戦いですから士気は当然高いし、地の利もあります。ま

生じたのだと思います。一方でウクライナ軍は、祖国を守

ざるを得なくなり、補給が追いつかないなど深刻な問題が

だったのでしょう。それが失敗した後、全土で軍事展開せ

いうよりは、数日でゼレンスキー政権を転覆させる計画

ロシアは当初、ウクライナ全土で軍事作戦を展開すると

たのだと思います。

が自らの勢力圏を離脱する、という事態を恐れたと考える

まっています。

加盟問題が、実際にどこまで侵攻の引き金になったのか、

方が、実態に即していると思います。

服部 ロシア軍に占領されたウクライナ南部の州都ヘルソ

いるわけでもありません。一言で言えば、ロシアはウクラ

ん。他方で、ロシアが当初に想定した通りに作戦が進んで

鶴岡 全体としてロシア軍が優勢であることは否めませ

闘が伝えられます。

――実際の戦闘では、ロシア軍の苦戦、ウクライナ軍の健

イナ国民から大きな反発を受けるのは必至であり、ほとん

シア軍が占領統治しようと考えているのであれば、ウクラ

住民が多い特殊な場所は例外として、ウクライナ全土をロ

こうなった」と思いました。クリミアのようなロシア系の

ている様子がうかがえます。私はそれを見て、
「やっぱり

るむことなく、
「出て行け」とシュプレヒコールを浴びせ

ンで撮影された現地の動画を見ると、市民がロシア軍にひ

イナ軍を過小評価していたのでしょう。二〇一四年のクリ

ど不可能でしょう。ところが無謀にも侵攻に踏み切ったと

正確な情報収集を欠いた開戦

ミア併合時、ウクライナ軍は全く戦わずに、降伏したり寝
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得ていなかった可能性が高い。軍事面だけでなく、ウクラ

いうことは、プーチン大統領はリアルなウクライナ情報を
がえます。

サークルで今回の軍事侵攻の意思決定を行ったことがうか

象があります。このあたりからも、ごく限られたインナー

側に追いやってしまったのです。そうした中でウクライナ

方への介入が原因です。つまり、ロシアがウクライナを西

アのクリミア併合と、その後のウクライナ東部ドンバス地

変わり、国民の間での反ロシア感情が上昇したのは、ロシ

～二〇％台と低水準で推移していました。それが決定的に

たし、ウクライナ国内におけるＮＡＴＯ加盟支持率も一〇

の関係を重視する人物が大統領に当選することもありまし

ヨーロッパ派が拮抗し、ヤヌコビッチ氏のようにロシアと

況です。二〇一四年までのウクライナは、親ロシア派と親

としても、その後の展望はまったく見えない、袋小路の状

るようになりました。これはロシアとしては予期していな

ための為替介入もできず、デフォルトのリスクも指摘され

と人民元しか残らなくなり、債務返済もルーブル安防止の

シアの金外貨準備は、国内で現物としてストックされる金

でしょう。日銀も円資産を凍結しました。これによってロ

のは、欧米日がロシア中央銀行の外貨準備を凍結したこと

戦後で初めてだと思います。経済制裁の筆頭に挙げられる

これだけ大がかりな国際包囲網が築かれたのは、第二次大

ン包囲網になっています。ロシアのような主要国に対して

服部 今回のロシアに対する経済制裁は、世界的なプーチ

――経済制裁の効果についてどう評価しますか。

経済制裁のインパクトは大きい

イナ社会全般についても、プーチン大統領に耳当りのいい
情報のみを集めてつくられた軍事作戦のように見えます。

に侵攻し、仮にゼレンスキー政権を転覆できたとしても、

かったと思います。

鶴岡 ご指摘の通りで、仮に軍事的にロシアが勝利できた

ロシアが操る傀儡政権にウクライナ国民が納得するわけは
ることも考えられません。

プなどの排除も、実際に発動されました。テクニカルに見

信協会
（ＳＷＩＦＴ）
システムからのロシア大手銀行グルー

また、経済制裁の最終手段ともいわれた、国際銀行間通

服部 経済制裁もそうですが、侵攻後に起こりうる懸念す

れば、
代替の決算手段での支払いも不可能ではありません。

なく、自由な選挙で親ロシア派の指導者が大統領に当選す

べき事態について、政権内できちんと分析されていない印
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は驚かされました。

ストリーム２の承認停止について、ドイツの決断の速さに

段上だったと思います。とりわけ困難視されていたノルド

が上がるものですが、その度合いはロシアの想像よりも数

くいわけです。経済制裁は国際社会が結束することで効果

格が上がるから経済制裁に反対する、といった議論はしに

ナで多くの人が亡くなる映像が流れるなか、エネルギー価

なければ、という機運が醸成されています。連日ウクライ

ています。その怒りゆえに、ある程度のコストは引き受け

鶴岡 ヨーロッパでは、今回の侵略に対する怒りが強まっ

すが、現在のところ強硬姿勢を崩していません。

題は、プーチン大統領がそれで行動を変えるかという点で

います。ロシア経済は巨大なダメージを負うでしょう。問

ンリスクが高まり、主要な海外企業の事業撤退が相次いで

にもロシアとビジネスを行うことで企業のレピュテーショ

ジネスは厳しい状態に追い込まれています。また、国際的

敷かれているというアナウンス効果によって、ロシアのビ

しかし、ロシアが「お尋ね者」になり、世界から包囲網を

われが知っているウクライナという国が存続できるのか、

しています。ウクライナ側が軍事的に追い詰められ、われ

す。今後、さらに非人道的で激しい攻撃が増すことを懸念

敗を認めることになり、政権がレームダック化するからで

めるのは期待しにくいかもしれません。ここで止めると失

服部 プーチン大統領がウクライナに対する攻撃の手を緩

――いまのところ停戦への展望は不透明です。

大きな役割を果たすのでしょう。

す。これからの経済制裁は政府だけでなく、個々の企業が

治的なメッセージが撤退理由として堂々と掲げられていま

見ると、自由を守るウクライナ人を支援する、といった政

応を求める力になっています。エクソンやシェルの声明を

です。さらにＥＳＧ投資の浸透も、企業に対して倫理的対

ビジネスには適さない国だ――そう認識されたということ

ンリスクに加え、ロシアは地政学的にもリスクが高すぎて

での事業から撤退を決めました。先ほどのレピュテーショ

エクソンモービルといった、巨大石油資本が軒並みロシア

から外されていましたが、ふたを開けると、ＢＰやシェル、

鶴岡 停戦交渉は軍事的に優勢な側が有利な立場を得ま

とても心配しています。

企業の自主的な判断としてロシアからの「離脱ドミノ」現

す。だからこそ、協議をしながらも軍事作戦が続くわけで

興味深いのは、各国政府による経済制裁の枠外で、民間
象が起きていることです。エネルギー分野は意図的に制裁
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す。焦点は、ウクライナがどこまで耐えられるか、に尽き

どのロシアの要求を受け入れるつもりはないということで

抵抗している間は、クリミアに対するロシアの主権承認な

うにかして止めたいため、
即時停戦を求めています。ただ、

す。ウクライナ側は国民の犠牲や国土の破壊が進むのをど

な犠牲が懸念される展開が予想されます。

ちらが早いかという、不毛で悲しい、しかも人道的に多大

ナが持ちこたえるのと、プーチン体制が崩れていくのとど

ける傾向が、これまで以上に強まると思います。ウクライ

でしょう。その結果、国民の不満を強権によって押さえつ

国企業が撤退すれば、これまでのような消費生活が享受で

り、耐性は高いと言えます。しかし、経済制裁に加えて外

きる国で、国民は何度も危機を乗り越えてきたこともあ

服部 ロシアはエネルギーや食料などの基本物資を自給で

わざるを得ない状況をつくり出そうとしています。

はそのあたりを念頭に、ロシアが譲歩してでも停戦に向か

が苦しくなり、その不満が政府に向かうこと。ウクライナ

高まるはずです。もう一つは経済制裁の結果、国民の生活

しょうが、完全な隠蔽は難しく、知れ渡れば国民の不満は

積み上がることです。政府は犠牲者数を隠そうとするで

主党の党首が率い、緑の党も加わる連立政権が行ったこと

重視し、安全保障面ではソフト路線と言われてきた社会民

の増額です。しかもこの決断は、今までロシアとの関係を

増やすと確約しました。今は約一・五％なので、三割以上

ロの基金設立を決めたほか、国防費をＧＤＰ比二％以上に

予算の大幅増額で、防衛装備品を補うため一〇〇〇億ユー

相が政策の大転換を発表しました。最大のポイントは国防

イツは日曜日にもかかわらず連邦議会を開き、ショルツ首

つはドイツです。侵攻が始まって三日後の二月二七日、ド

鶴岡 ヨーロッパでは大きな地殻変動が起きています。一

――各国の外交や国際秩序への影響も大きいと思います。

巨大な地殻変動が始まった

きなくなるし、戦費や占領コストがかさむ上に税収が減る

に留意すべきです。ドイツの安全保障政策が根本的に転換

ロシアにとって重荷になるのは、ロシア軍兵士の犠牲が

ます。

のは間違いありません。ロシアの国家財政はこれまで超優

したと言ってよいでしょう。

もう一つは、フィンランドとスウェーデンのＮＡＴＯへ

良経営でしたが、今後は国債を中銀が買い上げる財政ファ
イナンスに陥るかもしれません。もちろんインフレも招く
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ライナ中立化の議論の過程でＥＵ加盟問題がいかに議論さ

きかもしれません。今後、停戦協議が本格化した際、ウク

トだとすれば、ＮＡＴＯ加盟と並んでＥＵ加盟を警戒すべ

いくのを避けることが、ロシアにとって最も重要なポイン

で自由で経済的に繁栄した国としてヨーロッパに傾斜して

です。先に申し上げたように、ウクライナが平和で民主的

鶴岡 短期的な加盟は非現実的ですが、非常に重要な動き

動きについてはいかがでしょう。

――ウクライナはＥＵへの加盟申請を行いました。
、その

ンゴールと言うほかありません。

ロシア包囲網が強まってしまった。プーチン大統領のオウ

Ｏに接近し、さらにドイツが国防強化に目覚め、かえって

わらず、結果としてフィンランドとスウェーデンがＮＡＴ

ＮＡＴＯ拡大阻止を掲げてウクライナに侵攻したにもかか

んどＮＡＴＯ」といってもよい状況です。プーチン政権は

スウェーデンを参加させると決定しており、両国は「ほと

ＡＴＯはウクライナに関する全ての協議にフィンランドと

の急接近です。加盟に至るかどうかはわかりませんが、Ｎ

か。深刻な課題です。

能性があります。これに、われわれはどう対処すべきなの

あるいは使用を念頭に置いた瀬戸際外交的な脅しに出る可

でプーチン体制が追い込まれたとき、核兵器を使用する、

る可能性が高いといえます。今後、戦況の変化や国内情勢

チン大統領にとっては「プーチン体制の存亡」と同義であ

立てば核兵器を使うと明言しています。国の存亡は、プー

べきことではありませんが、ロシアは、国が存亡の危機に

鶴岡 重要な論点として、核抑止の問題があります。驚く

な問題が考えられるでしょうか。

――アメリカの関与が弱まりつつある中で、今後どのよう

アの参戦要求に抵抗しています。

のほかロシアと距離を置いていますし、ベラルーシもロシ

わけではなく、中央アジアの雄であるカザフスタンは思い

の対ウクライナ戦争で必ずしも無条件にロシア支持という

申請を行いました。一方の親ロシア的な国々ですが、今般

ウクライナだけでなく、モルドバとジョージアもＥＵ加盟

国とに、
これまで以上に二分されていくと思います。今回、

しょう。ＮＡＴＯとロシアのやり取りを見ていて気になる

ロシアの核兵器使用を抑止できるのはアメリカだけで

――ロシアおよびその周辺国への影響はいかがでしょうか。

のは、ロシア側からは抑止のメッセージ――例えばウクラ

れるのかは注目です。
服部 ＥＵ加盟を志向する国と、ロシアと歩調を合わせる
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されてしまいます。こうした一連の過程における主導権を

それに応じて次の段階に入る覚悟がないと、一方的に抑止

アが事態を一段引き上げるつもりであれば、
ＮＡＴＯ側も、

と警告したのが久しぶりの抑止のメッセージでした。ロシ

器を使用すれば、
ロシアは厳しい代償を支払うことになる」

ん。三月一一日にバイデン大統領が「ウクライナで化学兵

らロシアに向けた抑止のアナウンスはほとんどありませ

といった警告が繰り返し発出されているのに対し、西側か

イナ上空に飛行禁止区域を設定すれば戦闘行為とみなす、

戦合意ができたとしても、プーチン大統領を倒すまでは経

れは読みようによっては、ウクライナにおいて何らかの停

ことを確実なものにする」という文言が使われました。こ

では、
「この戦争がプーチンにとっての戦略的失敗になる

ＦＴ排除やロシア中央銀行への制裁を決めた米欧共同声明

標に据える声が増大しつつあります。二月二七日にＳＷＩ

経済制裁を強化する中で、プーチン大統領の排除を最終目

鶴岡 アメリカとヨーロッパの一部の国では、ロシアへの

になってきました。

的に相容れません。
「プーチン対国際社会」のような構図

けや、クリミア併合の問題もあります。今回の侵攻につい

も、例えばロシアが独立を承認したドンバス二州の位置づ

く必要があります。仮にウクライナ本土で停戦が実現して

服部 プーチン体制との対立は長期化することを念頭に置

大きな問題です。

出せていません。これがＮＡＴＯ側の弱点になっており、

いという前提で動いているため、強い抑止のメッセージが

はこれ以上関与を深めることは国内世論の支持を得られな

７の一員として毅然とした態度をとっていくこと以外に選

とだと思います。日本は「プーチンのロシア」に対し、Ｇ

し、この中に日本も入りました。日本にとっては名誉なこ

服部 ロシア政府は三月五日に非友好国のリストを制定

議論を始めなければいけません。

存続する場合、
それにいかに対応するのか。日本としても、

踏み込んでいません。今回の戦争終結後にプーチン政権が

パ内部でも温度差があると思います。岸田政権もそこまで

しかし、これに関してＧ７でまだ合意はなく、ヨーロッ

済制裁を続ける、という意思表示です。

ても、停戦したらそれで放免、ということにはなりません。

択肢はないと思います。●

をいかに確保できるかが問われるわけです。バイデン政権

そうした課題が残る限り、プーチン体制と国際社会は根本
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「エスカレーション・コントロール」と呼びますが、これ

ウクライナ侵攻の衝撃波

