ウクライナ座談会

第 19 弾

――核軍縮・不拡散・核セキュリティへの影響と
ウクライナ侵攻を巡る日本の対応と政策決定――
ウクライナ座談会第 19 弾では、ウクライナ戦争が浮き彫りにした核軍縮・不拡散・核セ
キュリティへの影響、そしてウクライナ侵攻を巡る日本の対応と政策決定という 2 つの論
点を取り上げ、議論を行った。齋藤雅一所長の同席のもと、一政祐行・防衛政策研究室主任
研究官、小熊真也・防衛政策研究室研究員が座談会に参加した（司会は、浅見明咲・アジア・
アフリカ研究室研究員（企画調整課付））
。

（左から、齋藤所長、浅見研究員、小熊研究員、一政主任研究官）
趣旨説明
齋藤：ウクライナ座談会第 19 弾では、2 つの異なる視点から議論を行いたい。ウクライナ
戦争は通常戦力を中心に行われているものの、ウクライナを支援する西側諸国に対
し、核大国であるロシアが核恫喝を行っていることから、常に核兵器の存在を意識せ
ざるを得ない状況にある。そのことは核軍縮・不拡散の取り組みにも影響を与えざる
を得ない。また、今般のウクライナ侵攻に際して、日本はいち早く「侵略」と明確に
位置付けるとともに、経済制裁やウクライナ支援を進めるなど、アジア諸国の中で際
立った対応をとっている。
以上のような問題意識に基づき、今回の
座談会では、ウクライナ侵攻が核軍縮・核
不拡散・核セキュリティに与える影響と、
ウクライナ侵攻に対する日本の対応やそ
の政策決定プロセスの特徴という、2 つの
問題を取り上げて議論したいと思う。参加
してもらう 2 名には、活発な議論を期待し
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ている。
１．ウクライナ侵攻の核軍縮・不拡散への影響
一政：冷戦終結時、ウクライナには旧ソ連の核兵器 1,240 発と 176 基の大陸間弾道ミサイ
ル（ICBM）が残されており、その意味で同国は当時、世界第 3 位の核保有国であっ
たとされる。そのため、当時リスボン議定書で核を放棄して「核兵器の長い影」を失
ったがゆえに、ウクライナはロシアの侵攻を抑止できなかった、との議論も昨今みら
れるようになった。他方、
「核兵器の長い影」に対する期待や評価の高まりは、水平
的な核拡散とも結び付きかねない。核兵器やその開発計画の放棄を巡る直近のケー
スに 2003 年のリビアでの放棄事例があるが、核の放棄を主導したカダフィ（カッザ
ーフィー）大佐は 2011 年、北大西洋条約機構（NATO）の軍事介入のもとで反体制
派によって打倒されたため、核の放棄の「リビア・モデル」には負のイメージが付き
まとっている。ロシアのウクライナ侵攻を受けて、新たに核の放棄を巡るネガティブ
な「ウクライナ・モデル」が語られるようになるのは核不拡散上望ましくない。
他方、核抑止と「安定・不安定のパラド
クス」も昨今注目されている。これは対立
する核保有国間では戦略レベルの安定性
があるがために、準戦略レベルでの不安定
化を招き、通常戦力での紛争が激化すると
いうパラドクス（逆説）を意味する。この
議論には学説上も賛否あるが、核保有国が
現状変更勢力である場合において、核戦力
の積み増しを促し、垂直的な核拡散につながるのではないか、との懸念がある。
ウクライナ戦争直前の 2022 年 1 月に 5 核兵器国は、核戦争に勝者はなく、また核
リスクの低減が重要である旨の共同声明を発表した。6 月の NATO 首脳会談で発表
された新戦略概念でも、核リスクの低減が重視されるなど、同様の傾向がうかがえる。
安全保障の観点では核抑止の信頼性を維持しつつ、核リスクの削減を追求するのは
合理的である。しかし、現状では核軍備管理・軍縮のプライオリティが高いとはいえ
ず、この傾向がウクライナ戦争でさらに強まることが懸念される。
プーチン大統領による核の威嚇についても考慮が必要である。現在、西側諸国はロ
シアに核兵器を使わせない範囲でウクライナ支援を行っていると考えられるが、核
使用に関するプーチン大統領の「レッドライン」がどこにあるのか、慎重に見極める
必要がある。もし仮に核兵器が 1 発でも使用されれば、核出力や被害状況によって
は核軍備管理・軍縮に対する現在の議論は一変するだろう。
多国間の文脈でも注目すべき点は多い。今年 8 月に予定されている核不拡散条約
（NPT）運用検討会議は同条約第５条の核軍縮誠実交渉義務に立脚した「グランド・
バーゲン」が引き続き焦点になるだろう。なお、核兵器禁止条約（TPNW）の締約国
会議が 6 月にウィーンで開かれたが、数の上で NPT 締約国の約 3 分の 1 は TPNW
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も批准している計算となる。核兵器国の核リスク低減の取り組みの一方で、核軍備管
理・軍縮がやや後景に下がる印象が否めないなか、
「グランド・バーゲン」への核兵
器国の関与がどう受け止められるのか、舵取りが難しいと考える。
小熊：「安定・不安定のパラドクス」がもたらす影響は東アジア地域の文脈でも議論されて
きた。東アジアにおいて、このパラドクスによるリスクを低減するために、どのよう
な選択肢があり得るのか。
一政：中国が核戦力を現在の 2 倍に増やすと想定されるなか、アメリカが中国との相互脆
弱性を認めるか否かが論点だとされる。核戦力の均衡を防ぐべく核戦力を増強する、
戦略防衛の強化を図るといったアプローチも議論としてはあるかもしれない。他方、
戦略的安定に資するような核軍備管理を中国との間で構築するのも難しい。中国は
対米優位の領域は維持・強化し、また非対称性も追求したいであろう。他方、アメリ
カはロシア以外の核兵器国との核軍備管理は実績が薄い。トランプ政権期に米国は、
中国も交えた核軍備管理を提案して即座に拒絶された経緯があるが、このときロシ
アは中国だけでなく英仏も交えた核軍備管理交渉を提案しており、あえてロシアは
交渉がまとまらない方向へと誘導しているのではないか、との議論もあった。このよ
うに、短期的な核軍備管理・軍縮の進展には期待を持ちにくい状況だが、事態打開に
は軍拡競争の痛みが主要国間で実感されるかどうか、そして「安定・不安定のパラド
クス」に伴うリスクがどれだけ各国の認識に浸透するかが重要になるのではないか。
浅見：「安定・不安定のパラドクス」は、朝鮮半島における南北の軍事的衝突の文脈でも用
いられる議論である。米国と中国は地理的にも離れており、朝鮮半島での「安定・不
安定のパラドクス」とは違った様相を帯びていると思われる。このパラドクスは地域
的・地理的な条件によって左右されるのだろうか。
一政：地理的条件の違いには相応の影響があるのではないか。パラドクスの事例研究でよ
く挙がるインドとパキスタンは地続きであり、ご指摘の北朝鮮と韓国も同様である。
他方、NATO の場合、アメリカと核シェアリングをしているのが西欧諸国やトルコだ
とされるのに対して、地理的にロシアの脅威を肌身で感じているのは核シェアリン
グをしていない東欧諸国である。
齋藤：プーチンは 2 月 21 日の軍への指示で核に
よる「恫喝」を示唆するような動きをみせ
たが、同月 28 日のアメリカの分析による
と、ロシアの核戦力に特段の変化はないと
された。核による「恫喝」の効果はどの程
度あったのだろうか。また、その威嚇的な
言動が無視されたときにはどうなるのか。
一政：アメリカとしては、核の威嚇に対してあえて特段の構えを示さないことで、エスカレ
ーションの梯子を上らせない意思表示をしたのではないか。それによってロシアと
の直接的な軍事衝突を避けつつ、ウクライナ支援に道を開き、かつロシアによる核の
威嚇を模倣する可能性のある他の現状変更勢力に対して釘を刺したということだと
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考える。
小熊：核軍縮を巡って、日本が果たすことのできる役割には何があるか。
一政：やはり、2023 年の先進 7 カ国（G7）サミット開催地が広島であるという「場」の重
要性を指摘できる。核兵器国と非核兵器国、NPT と TPNW の支持国の橋渡しが論じ
られているが、唯一の被爆国である日本にしかできないアプローチとして、被爆地に
各国首脳が参集する機会を設けることが持つ意味は大きい。岸田首相の外相時代に
は、当時のオバマ大統領の広島訪問が実現し、多くの人々の心の琴線に触れる声明が
発表された。核軍縮の難しいタイミングこそ、こうした人々の心情に響くような共感
をいかに広げていくかが重要だと考える。
齋藤：主要な核保有国の一角たるロシアの一連の行為は、どのように受け止められている
のか。明白な NPT 違反の状態に対して、いかなる対応が考えられるだろうか。
一政：核の威嚇自体は核抑止に織り込まれているものだが、ロシアの行為は非核兵器国へ
の核の威嚇と軍事侵攻が合わさったことから、国家としての名望を大きく損なった
といえるし、今回の NPT 運用検討会議でもこの点でロシアへの強い批判がなされる
のではないか。一方、冷戦期に 6 万発余を数えた核兵器が削減され、最終的に 1.3 万
発となり、米ロ間では新戦略兵器削減条約（新 START）でその配備済み核弾頭数の
上限が 1,550 発となっている。ここから今後どう核軍備管理を進めるかだが、次回の
NPT 運用検討会議は 5 年後であり、次期的には中国の核戦力が 2 倍近くに増大する
と予測されるタイミングとも近い。そのため、NPT 運用検討会議の場で、米ロ中の
3 カ国がどのような結果を出せるのかが焦点となるのではないか。
齋藤：万が一にもロシアが核兵器を使用したならば、どのような対応が現実的に可能なの
か。
一政：もし核攻撃が発生した際に、攻撃を受けた地域に立ち入り、組織的な救護や支援活動
を開始できるようになるまでには相当の時間を要するといわれている。他方、現在は
様々な媒体を通じて即座に映像が出回るので、核攻撃を受けた直後の惨状を世界が
目にすることになり、核兵器使用の人道的側面が改めて厳しく問われることになる
だろう。
２．ザポリージャ原発攻撃にみられる核セキュリティへの影響
一政：今回のウクライナ戦争では、原発への攻撃に備える必要性があらためて浮き彫りに
なった。従来、原発をめぐる核セキュリティは核テロ対策に主眼が置かれ、規制当局
から事業者への指示という形で対応がと
られていた。ところが、ロシア軍によるザ
ポリージャ原発への攻撃という衝撃的な
事案が発生したことで、今後は状況次第で、
こうした軍事的脅威も考慮せねばならな
い可能性が生じつつある。
ザポリージャ原発に関して、ロシア軍の
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侵攻が何を意図していたかは現時点で判然としない。原発の破壊が目的だったのか、
原発を制圧・占拠してウクライナ側の士気を下げることを狙ったのか、接収後の電力
利権を奪おうとしたのかなど、様々な議論がなされている。原発そのものの破壊につ
いては、過去にイスラエルによるイラクのオシュラク原発爆撃による破壊事例があ
るが、ロシア軍は今回そこまでは踏み込んでいないため、破壊が目的だったとは考え
にくい。また、核テロで想定されてきた内部脅威やサイバー攻撃の形跡なども、現時
点では明らかにはなっていない。なお、ウクライナ側は過去に国際原子力機関（IAEA）
総会で同国原発へのロシアの軍事的脅威を述べ立てていたが、IAEA でこのような議
論が生じること自体が、きわめて異常な状態だったといえる。今回のザポリージャ原
発攻撃事案は、強い火力支援のもと、高い戦闘継続能力を持つ軍の攻撃であった点に
特徴がある。ここから、今後いかなる教訓を導き出すかが IAEA や関係各国に問われ
ているといえよう。
小熊：ウクライナ戦争の発生直後に起こった、ロシア軍によるチョルノービリ（チェルノブ
イリ）原発の占拠については、ザポリージャ原発の事例と比較して何がいえるか。ま
た、原発を攻撃したロシア軍の意図はどのようなものと推測できるか。一部では、チ
ョルノービリ原発が首都キーウへのルート上にあったため制圧を試みたという仮説
が議論されている。
一政：チョルノービリ原発はザポリージャ原発
とは異なり、ロシア軍による攻撃時の映像
があまり出回っておらず、その意味で攻撃
の実態が未だよくわからない部分がある。
また、加速器の実験用に中性子源が置かれ
ていたというハリコフ物理技術研究所も
ロシア軍の攻撃を受けたが、こちらも攻撃
の全容が必ずしも明らかではない。
推察されるロシア軍の意図として、侵攻ルート上に原発があったので攻撃した、と
の仮説にも一部頷ける部分はあるが、しかしあまりにも戦略性に欠く行為だったと
の批判は免れない。原発に対して軍が攻撃を仕掛ける行為がどれほどの非難や懸念
を呼ぶか、ロシア側の認識はあまりに薄かったのではないか。いずれにしても、かつ
て事故を起こした原子炉は石棺で封じ込められ、残る 3 基の原子炉も運転停止状態
だったチョルノービリ原発はもとより、原子炉が稼働中だったザポリージャ原発へ
の軍事攻撃という事実は重い。後者において、ロシア軍の侵攻直前に原子炉のシャッ
トダウンや低出力運転に踏み切るなどのリスクヘッジがなされたのは幸いであった。
浅見：今回の事象で、原発の秘匿性を保ちつつ守るという重大な課題が明らかになったと
思われる。原発への守りを固めることは、それ自体が死活的な重要性を内外に示すこ
とになりかねないので、そのバランスが難しいと感じる。
齋藤：地球温暖化との関係で、各国とも原発への依存はある程度致し方ない状況にあるが、
そのなかで起こったザポリージャ原発の事例はきわめて深刻である。国際法上、原発
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への攻撃を縛る議論はできないのだろうか。
一政：原発への攻撃をどう規制するか、国際法上の整理については今も様々な議論がある
と聞くが、いずれにせよ原発の警備体制強化を適切にアピールすることは、潜在的な
敵対者へのシグナルとして、原発攻撃を抑止する重要なポイントになるのではない
か。
３．ウクライナ侵攻を巡る日本の対応と政策決定プロセスの特徴
小熊：ウクライナ戦争に際して、日本政府はウクライナに対する物資の提供、そしてロシア
に対する経済制裁を素早く実行した。日本の法制度上、他国のような殺傷兵器の提供
はできないものの、それ以外の分野では積極的な支援に動いた。独キール世界経済研
究所の試算によれば、金額ベースで北米と欧州を除けば最大規模の支援を行ってい
るのが日本である。
日本政府の対応をみると、2014 年のクリ
ミア「併合」時とはきわめて対照的といえる。
2014 年当時は、制裁の必要性はもちろん認
識されていたが、北方領土交渉という日本
に特有の対露関係の文脈もあり、欧米諸国
に比べると穏やかな制裁措置にとどまった。
他方で今回は、ロシアがドネツクとルハン
スクの「独立」を承認した翌日である 2 月
23 日には、関係者へのビザ発給停止や資産凍結などを発表している。24 日に全面侵
攻が始まると、翌 25 日にはロシアの個人・団体に対する資産凍結や輸出規制などに
踏み切り、続いて 27 日には各国のロシアに対する国際銀行間通信協会（SWIFT）か
らの排除措置にも加わった。また物資の面では、ウクライナに対して防弾チョッキや
ヘルメットなどの供与を行った。防弾チョッキは防衛装備移転三原則における「防衛
装備」に該当するが、国家安全保障会議（NSC）において三原則の運用指針が改定さ
れた。ロシアの力による一方的な現状変更は「アジアを含む国際秩序の根幹を揺るが
す行為」であり、日本が国際社会と結束して行動することは、今後の日本の安全保障
にとってきわめて重要である、という位置付けで、防弾チョッキの供与が決断された
のである。
政策決定過程の詳細は明らかになっていない部分も多いが、公開情報をみる限り、
2013 年に設置された NSC を活用した政策形成が行われたと推察できる。具体的な
対応の検討は各省レベルで行う部分が大きいものの、重要事項を四大臣会合によっ
て機動的に決定するなど、ある程度トップダウンの意思決定があるのではないか。
ウクライナ戦争は今なお継続中だが、最近ではウクライナの復興に向けた議論が
活発化している。7 月 4、5 日にはスイスで国際会議が開かれ、欧州連合（EU）はウ
クライナの国家再建のために新たなプラットフォームを立ち上げると表明した。日
本は兵器を送ることはできないが、復興に関しては災害大国ならではの強みがある
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と思われる。経済援助のみならず、人的支援や資機材・ノウハウの提供など、積極的
な役割を果たすべきである。
一政：ゼレンスキー大統領の国会演説でも復興支援への言及があったと思うが、まさに日
本の強みを生かすという意味で今後の大事な論点であり、この点、ウクライナ側もよ
く日本の事情を理解していたと感じる。他方、ロシアへの経済制裁の実施後、日本政
府や企業が投資するサハリン 1 をロシアが接収し、またサハリン 2 についても今後
接収するとの報道もみられる。このような日本への報復措置や、それを受けたリスク
管理について、NSC でどのような議論があったと考えられるか。
小熊：一般的に経済制裁に対する対抗手段の行使は珍しいことではなく、サハリン 2 に関
しては、大統領令に先んじて地下資源法の改正が行われるなど、ロシア国内でもさま
ざまな動きがあった。NSC の議事録は一般公開されていないため具体的な検討内容
は不明だが、NSC 事務局の国家安全保障局（NSS）を含めて政府内で何らかの議論
が行われてきたと考えるのが自然だろう。サハリン 2 を巡る問題は、ロシアに対す
る経済制裁、日本企業の権益・契約、日本への液化天然ガス（LNG）供給などが絡む
複雑なものであり、特にサハリン 2 の事業形態が今後どうなるかは不透明な部分も
大きい。ただ経済制裁に関しては、世論調査をみると「生活への影響があっても制裁
を行うべき」との意見が多数派で、国民の声を背景に制裁を続けることが政治的にも
可能になってきた。そして、制裁はロシアに戦争のコストを支払わせるツールである
とともに、ウクライナや友好国に対し連帯を示すシグナリングにもなっている。ロシ
アによる措置が日本にもたらす影響は精査が必要だが、国際的な制裁のネットワー
クを崩さないことも重要だ。
一政：インド太平洋の文脈ではどうか。たとえば、日韓で比較すると、ウクライナ支援にお
いてどのような傾向が見出せるか。
小熊：日韓の比較でいえば、金額でみると日本の方が韓国よりも支援額は多い。韓国は当初
独自制裁を明示的に否定するなど、制裁面で日本や欧米諸国から遅れを取ったよう
に思われたが、現在では戦略物資や半導体
等の輸出規制、SWIFT からの排除等を行っ
ている。インド太平洋というレベルまで視
点を広げれば、むしろ制裁参加国とそうで
ない国の差が際立つ。中国が制裁に不参加
であるほか、日米豪印戦略対話（QUAD）
を通じ日本と近年関係が強化されている
インドも制裁には参加していない。
浅見：支援という面では、韓国も日本と同様に、殺傷能力を持った装備品の提供などは行っ
ておらず、人道的または経済的な支援を行っている。しかし、1 つ例を挙げるならば、
6 月にノルウェーが M109 自走砲をウクライナに提供することを発表した。これは、
ノルウェーが韓国から K9 自走砲を購入し、装備の刷新を行っていたことが背景にあ
る。防衛産業に力を入れている韓国の技術力が、間接的ながらウクライナ支援の一助

7

になっているととらえることもできる。このような点においては、日本よりも柔軟性
があるのではないか。
齋藤：1991 年の湾岸戦争の際には、日本は 130 億ドルという巨額の財政支援を行ったにも
かかわらず、きわめて低い評価しか得られなかった。それを考えると、今般の日本の
対応は隔世の感がある。湾岸戦争への対応は外務省が中心であり、NSC の主導によ
る政策決定との違いもあるだろうし、防衛装備移転三原則の柔軟な運用もみられる
など、これまでの様々な改革が活きてきたということだろう。これから、さらに改良
を重ねる余地もあるだろうが、どのような点が指摘できるだろうか。
小熊：「小切手外交」とも揶揄された湾岸戦争の時代とは全く異なる動きがみられることは
重要だが、防衛装備品の供与については議論のポイントになり得る。今回は防衛装備
移転三原則の運用指針を改定し、ウクライナという対象を明示しているので、あくま
でアドホックな対応を行ったといえる。米国ではウクライナでの戦争から、台湾支援
に関する教訓を引き出そうとする議論もみられるが、日本も新たな有事に対応可能
なルールについて議論を進めることが重要だろう。
齋藤：ウクライナの復興も課題が山積している。休戦が実現しないことには始まらないが、
ドンバス地域をはじめとする東部の復興がどうなるのかを含め、日本にもさらなる
貢献が求められるということだろう。
結語
齋藤：本日の座談会では、核問題と日本の対応という 2 つの異なる問題について議論する
ことができた。ウクライナ座談会では統一的なテーマで議論を行うことも多いが、他
方で異なるテーマを掛け合わせて行うこ
とにより、相互に触発されることもあるも
のと考えて、今回の座談会を企画した。急
遽の要請に応じ、難しい問題に取り組んで
準備を進めてくれた両名に感謝したい。今
後も、何が日本の課題であるか意識しつつ、
専門性を生かして研究を進めていってほ
しい。
（座談会で示された意見は参加者個人の見解であり、防衛研究所や防衛省の意見を代表するものではない）
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