ウクライナ情勢の現状と今後の見通し――戦史研究の視点から
（防衛研究所の研究者による座談会第 3 弾、2022 年 3 月 16 日）

（左から、花田主研、齋藤所長、庄司調整官、齋藤所員、藤井研究員）
2022 年 2 月 24 日、ロシアがウクライナに軍事侵攻を開始した。現在、ウクライナ国内
で戦禍は拡大し、民間人の犠牲者も増えている。こうした事態を受け、防衛研究所は、ウ
クライナ情勢に関する座談会第 3 弾を実施した。今回の座談会では、齋藤雅一所長、花田
智之主任研究官
（戦史研究センター戦史研究室）、齋藤達志所員（戦史研究センター史料室）、
藤井元博研究員（戦史研究センター戦史研究室）が、ウクライナ情勢の現状と今後に関し
て、それぞれの専門分野を中心に戦史研究の視点から語り合った（司会は、庄司智孝・企
画調整課研究調整官）
。
０

座談会の趣旨

齋藤所長：2 月 24 日、ロシアによるウクライナ侵攻が始まったことを受け、防衛研究所で
は 2 月 28 日に緊急座談会を開催し、主として米中露の視点からウクライナ情勢を議論し
た。続く 3 月 9 日の第 2 弾座談会においては、ロシアの内政、NATO、そして戦争の終結の
観点から議論を行った。今回の第 3 弾では、ウクライナ情勢に関し、戦史研究の視点から
議論し、現状と今後の見通しについて、戦史の視点からインプリケーションを得ることを
目的とする。
防衛研究所戦史研究センターは、戦史に関する調査研究を実施するほか、戦史の編さん
及び戦史史料の管理と調査研究を行っている。今日の座談会には、センターから 3 人の専
門家に参加してもらう。まずロシア外交・軍事史を専門とする花田主任研究官、そして近
代日本軍事史の専門家であり、戦史史料のエキスパートである齋藤所員、さらに中国軍事
史、日中戦争の専門家である藤井研究員である。
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１

ロシア・ウクライナ関係の歴史的経緯、ロシアの安全保障観の特徴

庄司：まず、ロシアとウクライナの歴史的関係と、ロシアの安全保障観の歴史を概観する
と、どのようなことが指摘できるか。
花田：ロシアとウクライナの歴史的関係は緊密である。両国はキエフ・ルーシという歴史
的起源を共有し、1654 年のペレヤスラフ協定の締結によりロシア皇帝アレクセイ・ミハイ
ロヴィチは自らを「大ロシア（ロシア）及び小ロシア（ウクライナ）の専制君主」と称し
た。18 世紀後半にロシア帝国が現在のウクライナ南部及びクリミア半島を併合すると、こ
れらの地域は「新ロシア（ノヴォロシア）」と呼ばれ、肥沃な穀倉地帯かつ不凍港を有する
黒海の勢力圏として重要な地位を占めた。特にオデッサは、黒海から地中海に向けた国際
貿易都市として発展し、19 世紀前半のロシア帝国の南下政策を象徴した。また、ソ連時代
はウクライナ東部のドンバス（ドネツク及びルガンスク）での重工業地帯の発展なども見
られた。
他方、その対外戦略上の重要さゆえ、ウクライナはロシアの戦争史のなかで激戦地とし
ても知られている。1853 年から 56 年までのクリミア戦争、1917 年から 22 年までのロシ
ア革命後のロシア内戦、1941 年から 45 年までの独ソ戦（大祖国戦争）ではまさに死闘が
繰り広げられ、特に 1944 年のクリミア攻勢（奪回）作戦は数多くの死傷者を伴う勝利とな
った。またウクライナ西部のリビウでは、ステパーン・バンデーラの主導したウクライナ
民族主義運動が一時ナチ・ドイツと協力した。これらはロシアが「ナチスに勝利した」と
いう歴史認識を形成する土台になった。今般のロシアのウクライナ軍事侵攻において、ウ
ラジーミル・プーチン大統領が反ロシア勢力を「ナチス」と呼ぶのは、こうした歴史的経
緯によるものと思われる。
さらに、1932 年から 33 年にかけてのホロドモール（大飢饉）も忘れてはならない。当
時のソ連の指導者であったヨシフ・スターリン書記長が、急速な工業化と農業集団化を目
的として、ウクライナでの過酷な穀物挑発を行った結果、計画的な大飢饉が発生した。ウ
クライナ人口の 1 割以上となる 400 万人から 600 万人が弊死したとされる（伊東孝之ほか
編『ポーランド・ウクライナ・バルト史』山川出版社、1998 年、321 頁）。このため、上記
した激戦地であった事実と合わせ、ウクライナは「ブラッド・ランド（流血地帯）」（ティ
モシー・スナイダー）の一部とも形容される。
次に、ロシアの安全保障観の特徴を歴史的視点から見ると、第 2 次世界大戦での戦勝体
験を基礎として、外交と戦争を駆使した対外戦略を採用していることが分かる。実際、ソ
連とロシア連邦は国家体制が異なるものの、対外戦略の共通する部分は多く、1939 年の独
ソ不可侵条約締結後のポーランド及びバルト三国への侵攻、冬戦争（ソ・フィン戦争）、日
本との関係では 1939 年のノモンハン事件や 1945 年の対日参戦（日ソ戦争）などが該当す
る。また第 2 次大戦後のソ連でも、1968 年の「プラハの春」や 1979 年から 89 年までのア
フガニスタン侵攻、さらにロシア連邦でも 2 度のチェチェン紛争、2008 年のジョージア侵
攻、2014 年のクリミア侵攻、2015 年のシリア空爆など、その対外戦略は外交と戦争に彩ら
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れている。こうしたなか、今般のウクライナへの軍事侵攻が注目されるのは、ロシア軍の
動員規模の大きさやウクライナの戦略的重要さだけではなく、欧州での軍事侵攻であるこ
とも大きい。
過去のロシアの戦争史の事例を見直すと、フィンランドとの冬戦争は比較の参照軸とし
て大きな歴史的示唆を与えてくれる。第 1 に、両国に大きな戦力差がありながらも、冬戦
争は短期間で終結しなかった。ソ連軍（赤軍）は圧倒的に優勢であったものの、フィンラ
ンド軍のカレリア地峡（マンネルヘイム線）での徹底抗戦により、ソ連指導部が期待して
いた早期の勝利には遠く及ばず、フィンランド全土の掌握には至らなかった。第 2 に、親
ソ派の傀儡政権の樹立である。ソ連は開戦直後、国境地帯に親ソ派の傀儡政権であるフィ
ンランド民主共和国を樹立して、同政府を唯一のフィンランド政府と見なした。そして戦
争終結後、同共和国はカレロ・フィン社会主義共和国と改編され、1956 年にロシア共和国
に編入された。今般のウクライナ情勢において、プーチン大統領は親ロシア派のドネツク
及びルガンスク両人民共和国の国家承認を主張しており、現時点でロシア連邦への併合を
宣言していないものの、その動向に注視する必要がある。そして第 3 に、当時の国際世論
はフィンランド支持であった。ソ連は独ソ不可侵条約の秘密議定書に基づき、フィンラン
ドの国境線の変更や軍事基地設置などを求めたが、フィンランドがこれを拒否したため、
戦争が勃発した。この結果、1939 年 12 月にソ連は国際連盟を除名されることになった。
齋藤所員：冬戦争においては、フィンランド国民の抵抗力の強さが際立っていたように思
われる。例えば、道路上を進む戦車隊に対して、道の両側から挟撃する形で反撃するなど、
フィンランド側は地の利を活かした戦いを遂行した。
齋藤所長：今回のウクライナ侵攻を見ていても、正規軍同士の戦いがあると同時に、ゲリ
ラ戦やパルチザンの戦いが継続していくと思われる。2001 年のアフガニスタン戦争や 2003
年のイラク戦争のように、形式上の「終戦」後もロシアが直面するであろう、統治を巡る
難しさをどう考えるべきか。
花田：ソ連の事例を見直すと、アフガニスタン侵攻はまさに非正規戦であり、反政府ゲリ
ラとの戦いは膠着状態に陥り、多大な戦費負担と数多くの死傷者をもたらした。また、ア
フガニスタンの国土の縦深性についても、ソ連は十分に理解せず、失敗したといえる。
齋藤所長：今回の紛争は、ロシアにとって第 2 のアフガンともいうべき事態になる可能性
はないか。縦深性という観点では、まさしくウクライナは広大な領土をもつ。この点をど
う見るか。
花田：今般のウクライナ軍事侵攻が、プーチン大統領の思惑通りに進んでいないことは明
らかである。恐らく 2014 年のクリミア侵攻のように、数日間でのウクライナ全土の掌握を
企図してのではないか。停戦協議の推移を見守るとともに、チェルノブイリ及びザポロー
ジェ原発を巡る動きに留意する必要がある。また、現時点で 170 万人以上ともいわれるポ
ーランドへのウクライナ避難民の問題も無視できない。両国の関係は歴史的にも非常に深
く、言語も似ていることから、ポーランド国内には倍以上のウクライナ人コミュニティが
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存在するといわれている。
庄司：ウクライナ・ナショナリズムの問題は歴史からどう考えることができるか。
花田：ウクライナ・ナショナリズムが確立したのは 19 世紀とされているが、「兄弟国」と
して、歴史のなかでロシアからの分離（独立）志向とロシアへの合流志向が混在していた。
冒頭で紹介した、ペレヤスラフ協定で示された「小ロシア」も、ウクライナの歴史認識か
ら見れば、非常に複雑な問題となる。
２

戦争論の観点からみたウクライナ侵攻作戦

庄司：戦争論の視点から、今回の事象をどのように捉えることができるか。
齋藤所員：2 月 24 日の演説でプーチン大統領は「ウクライナの非軍事化と多くの血なまぐ
さい罪を犯した人々を裁判にかける」と述べており、
「戦争は政治におけるとは異なる手段
をもってする政治の継続にほかならない」というクラウゼヴィッツの言葉からすれば、ロ
シア軍の当初の主たる攻撃目標は、キエフ、特にゼレンスキー大統領と政府指揮中枢の破
壊であったといえる。
軍事的には、アメリカ軍がイラク戦争で行ったように、
「衝撃と畏怖」
という電撃戦的な手法を採用するのが合理的であった。しかしロシア軍は、ソ連以来の伝
統的な外線の態勢を確保してキエフを包囲するべく、ベラルーシ、ロシア、クリミア正面
から同時に攻撃を開始した。この態勢は、作戦面積的にも 1945 年 8 月の満洲侵攻と近い
が、その際は狙撃 70 個師団を中心に約 150 万の兵力であった一方、ウクライナでは 20 万
前後であると聞く。これは戦闘力の分散を意味し、しかも多くは後方部隊と考えられるた
め、実際の侵攻兵力はその半分程度であろう。これは約 4000 万人の人口を擁するウクライ
ナにとって、決して圧倒的ではない。
この小兵力での侵攻は、2014 年のクリミア併合に至るハイブリット戦の成功体験を過信
し、ウクライナ軍を全く舐めていたことを示している。キエフに到達しなくても、ウクラ
イナは降伏すると考えていたのかもしれない。あるいは、計画した軍の参謀本部が無能で
あったのか、そうせざるを得なかったのか、今後の検証が必要であろう。その結果、キエ
フのはるか遠方で衝撃力が尽き、停止する結果となった。ロシア軍の低い戦意や低練度も
要因として考えられる。東部及び黒海正面では多少の進展があるようだが、本丸のキエフ
正面の動きは鈍い。現在の状況は、約 300 万の人口を要するキエフを東京 23 区とすると、
概ね八王子、川越、石岡、成田を連ねる線に約 20 万前後の兵力が展開しているようなもの
である。
キエフは、地形障害としてドニエプル川、イルピーニ川に囲まれ、さらに標高約 180 メ
ートルの台地上にあることから、ロシア軍が侵攻しようとすると、歩兵、戦車、各種車輛
などが、ウクライナ軍の観測下という危険を冒して 2 つの河川の大障害を通過する必要が
ある。ロシア軍とウクライナ軍の真面目な戦闘があるとすれば、この段階で起こる公算が
高い。キエフと面積、地形とも相似しているスターリングラード攻防戦では、ドイツ軍が
約 20 個師団、ソ連軍が約 60 個師団を投入した。また、第 2 次世界大戦末期、相模湾と九
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十九里浜から上陸して東京を包囲しようとした米軍は、先端戦力として約 25 個師団を計
画した。このような事例と比較しても、現状ではロシア軍は空軍力、陸上火力、ミサイル
等で主要な目標を破壊しつつ、特殊部隊を潜入させる程度しか打つ手はないであろう。300
万人近くの市民、民兵、軍が存在するキエフを制圧しようとすれば、どうしても歩兵をも
って、東京 23 区よりも広いキエフを、面で占領する必要がある。
このような膠着した状態では、どちらが先に折れるか、ということになろう。とはいっ
ても、ロシア軍は補給線が延びているので、酷寒の中にある前線の兵士たちの補給状況、
士気も重要な問題となる。20 万の兵力に必要な補給物資は、食糧、燃料、弾薬などを中心
に膨大な量となり、これを輸送する車両も同じく膨大なものとなり、その補給線は最大の
弱点となる。また、クラウゼヴィッツは、戦争の理論として、国民、軍隊、政府を挙げ、
この 3 種が 3 個の引力点の間に均衡を保つことが必要という三位一体の理論を述べてい
る。現状をみるに、ウクライナ側はゼレンスキー大統領のもと、政治、軍、国民は一体化、
均衡を保ち三位一体は成り立っているように思われる。一方のロシアは、プーチン大統領
と軍、国民の間の均衡は不透明である。西側陣営は、ロシアの三位一体上の弱点と思われ
る軍、国民に対して武力戦以外の戦いである経済戦、思想戦、さらにはノンキネティクな
宇宙、サイバー、電磁波・SNS 空間での戦いをもって三位一体を崩さなければならない。
日露戦争、第一次世界大戦、ベトナム戦争、ソ連のアフガニスタン侵攻などの成功例もあ
る。
クラウゼヴィッツは、戦争に用いられる一切の力というのは、「（1）本来の戦闘力、（2）
面積と人口を要する国、（3）同盟諸国である」と述べている。今、われわれが注目するの
は、ウクライナの面積と人口と国民、西側同盟諸国の支援であろう。武力以外の戦いが、
武力戦にどこまで対処できるのか、今試されているといえよう。
３

日中戦争における紛争のエスカレーション及び停戦合意の難しさ

藤井：ウクライナ戦争におけるエスカレーションと国土防衛という観点に立つと、日中戦
争における日本側の対中認識や中国の抗戦体制は類似点を含め歴史的なインプリケーショ
ンがあると思われる。
まず、戦争のエスカレーションについていうと、日中戦争の場合、中国に一撃加えるこ
とで有利に日中関係の問題を打開できると考えた陸軍内の「拡大派」と呼ばれるグループ
が、紛争激化の原因としてしばしば指摘される。「拡大派」の多くは、中国の国家統一を
不可能とみなしてその抗戦能力やナショナリズムを極めて低く評価する傾向にあり、それ
ゆえ軍事力で一撃を与えれば中国は講和を求めるとみていた。こうした状況は、ロシアの
当初の軍事計画がウクライナ側の抵抗やナショナリズムの過小評価に基づいていたとする
昨今の分析と類似していると思われる。
続いて国土防衛については、中国の視点から考える必要がある。当時の中国を統治する
蔣介石率いる国民政府はそもそも日本との戦争にあたり、1930 年代から持久戦を基本とす
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る戦略を立てていた。これは第 1 次上海事変を契機として構想されたもので、主に上海方
面から侵攻してくる日本軍に対して、長江流域に築いた防衛線で応戦しつつ、長期戦に持
ち込んでその戦力を衰えさせるというものだった。この戦略の要点は、先ほど齋藤所員か
ら指摘のあった、戦争における国土・人口の要素にあたるもので、要するに国土の広さを
戦略的に利用するというものである。蔣介石はこれを「空間をもって時間に換える」戦略
と称した。特に 1938 年 10 月の武漢陥落以降、国民政府は華中地域の前線を防衛しつつ、
戦局全体を泥沼化にもっていくことに成功した。
中国が長期持久の体制を維持・構築することができた理由はいくつか考えられるが、ま
ず挙げるとすれば、民衆動員による戦時体制である。中国は 1930 年代より、ドイツの支援
を受けた正規軍の建設・近代化とともに民衆を軍事動員する体制の構築を進めた。その結
果、日中戦争開戦時の中国は正規軍以外に大量の武装組織を擁していた。これら兵力は正
規軍の作戦に協力するだけでなく、その人材源にもなっており、日本軍の攻勢によって受
けた損害を回復する重要な役割を果たしたとされる。そのため、民衆動員は長期持久だけ
でなく軍事体制の立て直しという点でも重要であった。国民政府は、これを「軍民合作」
と呼び、軍事体制を支える柱としていた。先ほどの戦争の要素という話に引きつければ、
民衆動員は国土と並ぶ人口の要素にあたるといえよう。
また、長期抗戦を支えるもう 1 つの要因として挙げられるのが国際的な支援である。国
民政府の抗戦を支える国際支援は主に 2 つ挙げられる。1 つは英米が主に担った金融支援
で、もう 1 つは物資や弾薬などを送る物的支援である。前者の金融支援は戦費を担保する
などして何度か財政危機に陥る国民政府を救った。また、物的支援はいわゆる援蔣ルート
といわれるもので、その主要な輸送ルートはフランス領インドシナやイギリス領ビルマを
経由して重慶につながっており、中国が戦争を継続する重要な資源となった。
そして、これらの長期持久を可能とする 2 つの要因に共通するのが、宣伝戦の要素であ
る。国民政府は日中戦争以前から日本と対抗するうえでメディアを活用したプロパガンダ
戦・宣伝戦を積極的に実施してきた。こうした宣伝は国際的・対外的なものと国内向けの
ものに分けられる。対外的には、日本の非道さと暴力に加え、中国がそれに抵抗できてい
る或いは体制が生存可能であるという、特に欧米諸国を対象とした宣伝がなされ、日本の
国際的孤立と対中支援の獲得・拡大という成果をもたらした。
また、国内向け宣伝といえば国民政府の民衆や軍に向けた政治工作が挙げられる。政治
工作とは、兵士や民衆に向けて政治教育や宣伝を行うもので、軍紀の改善や民衆動員にも
活用された。緒戦で大きな打撃を受けた国民政府は、軍の立て直しにあたってこの政治工
作を重視し、前線部隊などでも力を入れていた。
国土と人口を生かした戦略、戦時動員体制、国際的な支援、そしてそれらの取り組みを
支援する宣伝戦といったいずれの要素も、攻撃を受けた国家が国土防衛を継続・推進する
うえで重要であったと思われる。
庄司：今回のウクライナ情勢との相違点はどのようなものが挙げられるか。
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齋藤所長：これに関連して、長期戦という視点に立ったとき、日中戦争から抽出される教
訓が、ウクライナにどの程度当てはまるといえるか。現状はロシアの優位に進んでいるな
かで、今後ウクライナがどうなっていくのか、その一方でロシア側の準備不足は否めず、
20 万人という戦力投射の「少なさ」からみても、そもそもロシアは長期戦に耐えられるの
か。また、ロシアの国内世論への影響はどのようなものが考えられるか。
齋藤所員：補給線を巡る攻防が最も重要になると思われる。ウクライナとしては、キエフ
への補給線を防衛したい一方、ロシアはこれを断ち切りたいと考えている。もし、ロシア
がその目標を完全に達成しようとすれば、ますますロシア軍地上部隊はウクライナ国内の
奥へと入り込んでいかざるを得ない。そうなると、日中戦争時の日本軍のように点と線の
占領にならざるを得ず、その部隊への補給線は最大の弱点となる。また、一部の都市で行
われているロシア軍による市長の拉致という非人道的行為は、まさしく独ソ戦時にナチス
が行ったことと同じであり、ロシアへの反感はますます高まるだろう。その意味で、ロシ
アにとってアフガニスタンの二の舞になることは十分に考えられる。とはいえ、ウクライ
ナにとっても、国土、国民の損耗をどこまで許容できるのかという問題が生じる。
齋藤所長：ロシアも多くの国々と同じく少子化が進んでいるなかで、死傷者数の増加は国
内世論に大きく影響すると思われるが、どう考えるか。独ソ戦での徹底抗戦は侵攻「され
た」場合であって、侵攻「した」という今回のケースとの違いはどこまで重要か。
花田：戦争での勝利は死傷者数の多寡ではなく戦略目標の達成を競い合うものなので、死
傷者数の増大だけで侵攻を断念することはないと思われる。実際、ノモンハン事件でもソ
連軍は日本軍以上に犠牲を出した。他方、今般のウクライナ軍事侵攻に関しては、2014 年
のクリミア併合の成功体験のイメージが強く、補給や兵站が軽視されたのも間違いないだ
ろう。また、長期戦になると厭戦気分が広がる可能性もある。
庄司：ウクライナ側の抵抗力についてはどうか。
花田：ウクライナがこれほど徹底抗戦することは、プーチン大統領にとって想定外だった
のではないか。ウクライナへの軍事支援も届いており、欧米諸国が今後どれだけ受け入れ
てくれるかが焦点となろう。
藤井：日中戦争と今回のウクライナ情勢の違いとしては、軍事的なリーチの存在が挙げら
れる。日中戦争では、奥地の中国側拠点に対する日本の攻撃が比較的小さなダメージに止
まったことで、中国側は継戦体制を維持することができた。また、エスカレーションとい
う観点では、ロシアはゼレンスキー政権の打倒が一応の目標として前提にあるが、日本は
当初から目標が不明確なうえ、作戦に行き詰まると政治謀略に注力するなど、長期的な戦
略が全く欠けていたことも大きな相違点だろう。
４

今後のウクライナ情勢について

花田：今回の議論の射程を超えるが、インテリジェンスの歴史の視点からも学ぶべきこと
が多いと思われる。日本では、太平洋戦争時の日本陸海軍の作戦重視と情報軽視が問題視
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され、情報の重視が大きな焦点になったが、今般のウクライナ軍事侵攻に鑑みると、米政
府当局はインテリジェンスを通じてロシア軍の動向を事前に把握していたものの、軍事侵
攻を止められなかった。政治決断の難しさが、改めて理解できたといえる。
齋藤所員：ゼレンスキー大統領の健在はもちろんであるが、今後どこに位置するかが重要
で、3 つのケースが考えられる。
第 1 のケースは、ゼレンスキー大統領があくまでもキエフに止まるというものである。
この場合、最終的には、ソ連軍によるスターリングラードの大反攻のように、キエフを完
全に封鎖し、歩兵がキエフ市内のウクライナ軍拠点を 1 つずつ潰す必要がある。この際は、
ロシア軍、ウクライナ軍の兵士はもちろん膨大な市民の犠牲が予想され、キエフは破壊し
尽くされるであろう。
しかし、
その様な兵力は現段階ではロシア軍にはないのではないか。
第 2 のケースは、ゼレンスキー大統領がキエフを脱出し、ウクライナ西部に後退するも
のである。ゼレンスキー大統領がウクライナ国内に留まる限り、ウクライナの三位一体は
維持できるものと考える。しかし、沖縄戦で首里を包囲された第 32 軍司令部が南部摩文仁
に後退した時のように、ゼレンスキー大統領に同行してキエフから脱出する軍と国民は、
全く計画されていなかった戦場で戦うこととなり、多くの損害が出るであろう。また取り
残されたキエフ市民も心配である。一方のロシア軍は、ゼレンスキー大統領を追って、追
撃を図るであろう。このため、ウクライナ軍の抵抗にもよるが、数か月もすればポーラン
ド国境まで到達するかもしれない。しかし、逆の見方をすれば日中戦争時の日本軍のよう
にロシア軍は、ウクライナ国内に広く誘致されたとも言え、点と線の占領による長期消耗
戦となる。すでにロシアはアフガニスタンでこのような状況を体験しているので、これを
避けるために核兵器、
化学兵器の使用をちらつかせることも考えられる。核と化学兵器は、
支援ルートなどを含む広域を行動不能地域とすることもできる。ただし、分散された部隊
はウクライナ軍の好目標として各個撃破され、その損害のためロシアの三位一体が崩壊す
る可能性もある。
第 3 のケースは、ゼレンスキー大統領が国外に脱出し、国外から指揮するものである。
そのときは、ウクライナ国民の士気も落ち、三位一体が崩壊し、第 2 次世界大戦のフラン
ス、オランダのように第三者、当時は、米英を中心とした連合軍であったが、現代もこれ
ら他国によるロシア軍の撃破を待つ以外にない。しかし、このような国は世界中のどこに
もいない。
何れにしても、キエフにとどまるというゼレンスキー大統領の言葉を信じれば、ウクラ
イナにとって当面、最も重要なのは、ゼレンスキー大統領政権の存在維持はもちろんであ
るが、西側からの補給線の確保とキエフの防衛態勢の強化、要塞化であろう。クラウゼヴ
ィッツは、
「敵に和を講ぜしめる動因となり得るものが二件ある」という。「第一に勝算の
ないこと、第二は勝利を購うには過大の代価を支払わねばならないこと」である。現在西
側が行っているロシアに対する武力以外の戦いでロシアの三位一体が崩壊するかどうか注
視する必要がある。こう考えると、極論すれば、ゼレンスキー大統領とロシア国民の我慢
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比べといえるのかもしれない。しかし、クラウゼヴィッツの言う戦争の摩擦、不確実性な
どから、全く我々が予期できなかったことが生起し、想像もしなかった結末となることも
あるかもしれない。
藤井：長期戦になればなるほど、停戦交渉も難しくなる、というのが歴史の教訓として挙
げられる。日中戦争では、日中双方とも停戦を企図したが、戦争の長期化によって互いに
条件が厳しくなり、あるいは戦局の変化によって停戦の条件も変わるなかで、停戦できな
い状況が続くことになった。また、傀儡政権を擁立することも停戦を困難にする要因にな
り、特にゼレンスキー政権が抗戦を続ける限りは交渉に入れないだろう。その一方で、国
民の犠牲が増え続けることで、停戦の条件が厳しくなり、さらなる犠牲を生むことにもつ
ながりかねない。
齋藤所長：インテリジェンスの重要性、3 つのシナリオ、そして停戦交渉の歴史的教訓な
ど、様々な論点を考える必要があることが、この議論から浮かび上がったといえよう。
５

結語

齋藤所長：今回も気鋭の研究者たちの参加を得て、特に戦史研究の視点から意義深い座談
会を実施することができた。ロシアのウクライナ侵攻という重大な安全保障上の危機を前
に、防衛研究所では今後もこうした座談会を含め、積極的な情報発信を行っていく。防衛
研究所ホームページには「ウクライナ特集」が設けられ、そこに座談会の記録、関連コメ
ンタリーその他の情報がまとめられている。また、戦史研究の成果として、令和 2 年度の
戦争史研究国際フォーラムでは「既存の秩序をめぐる不確実性」への対応、令和 3 年度の
同フォーラムでは湾岸戦争 30 周年を迎えての議論を深めた。それらの情報もぜひご参照
いただきたい。
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