ウクライナ座談会第 20 弾
——スウェーデン・フィンランドの NATO 加盟、NATO におけるトルコ——
（2022 年 7 月 12 日）
ウクライナ座談会第 20 弾では、スウェーデン・フィンランドの北大西洋条約機構（NATO）
加盟問題とウクライナ侵攻に対するトルコの役割、NATO におけるトルコの位置付けにつ
いて議論を行った。今回は齋藤雅一・防衛研究所長、田中亮佑・地域研究部米欧ロシア研究
室研究員、伊藤頌文・戦史研究センター国際紛争史研究室研究員が座談会に参加した（司会
は、菊地茂雄・企画調整課研究調整官）
。

（左から、齋藤所長、伊藤研究員、田中研究員）
趣旨説明
齋藤：ウクライナ座談会第 20 弾では、ウクライナ侵攻に際して重要性が浮き彫りとなった
南北 2 つの「側面（flanks）
」に着目して議論を行う。「北方側面（northern flank）
」
においては、非同盟の立場を維持してきたスウェーデンとフィンランドが、ウクライ
ナ侵攻を契機に加盟申請を表明し、2022 年 6 月末にマドリードで開かれた NATO 首
脳会議では両国に対して申請を受け入れることが決定された。さらに、「南方側面
（southern flank）」を見ると、トルコが、
スウェーデン・フィンランドの NATO 加盟
に当初反対を唱える一方、ロシアの侵攻を
受けるウクライナに無人機バイラクタル
TB-2 の提供などの支援を行うなど独自の
存在感を示している。こうした状況を踏ま
え、今回の座談会では、スウェーデン・フ
ィンランドの加盟問題とウクライナ侵攻に
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対するトルコの役割、NATO におけるトルコの位置付けについて議論を行うものと
する。参加してもらう 2 名には活発な議論を期待している。
１ スウェーデン・フィンランドの NATO 加盟
田中：スウェーデンとフィンランドは伝統的に中
立といわれてきたが、実態的には純粋な中
立とは異なる点もあり、ここでは共通点と
相違点を指摘したい。
共通点としては、中立とはいっても両国
の中立政策は法的に規定されたものではな
く、歴代政権の決定のなかで進められてき
たもので、安全保障環境に応じて変化して
きている。
「中立」という言葉は、冷戦後に欧州連合（EU）に加盟すると「軍事的非
同盟」という言葉に置き換えられていった。また、冷戦後の NATO が集団防衛のみ
ならず周辺地域での危機管理にまで役割を拡大したことにより、国連平和維持活動
を積極的に行ってきたスウェーデン・フィンランドと NATO の協力が促進された。
さらに、両国が加盟した EU も、冷戦後に安全保障政策を次第に拡大すると、両国の
「軍事的非同盟」という概念は曖昧になったとの指摘もある。
他方で、相違点をみてみると、中立政策・軍事的非同盟の起源が異なることである。
スウェーデンにとっては、ナポレオン戦争後の 1812 年、西方のデンマーク・ノルウ
ェー、東のロシアとの間で東西正面での対立を避けようとしたのが中立の原点であ
り、第 2 次世界大戦中も中立の維持に成功している。他方、フィンランドは 1917 年
にロシアから独立するが、第 2 次世界大戦においてはソ連の侵攻を受けた。その後、
ドイツとほぼ同時にソ連に宣戦をしたが、大戦末期にはソ連と休戦しドイツと戦う
など、ソ連・ドイツの双方から戦争に巻き込まれた。そこで、戦後のフィンランドに
とっては、隣国かつ大国であるソ連との間で安定した関係を構築することが、国家の
存立に直結する問題となった。
こうした中立の起源の相違が冷戦後の両国の政策にも違いとして表れていると思
われる。スウェーデンは、自国の軍隊の運用を、冷戦期の総合防衛から危機管理、国
際的貢献のためのものと位置付けを変え、国防費を削減、多くの基地も閉鎖した。一
方、ロシアと国境を接するフィンランドは冷戦後も一定の防衛力を維持してきた。こ
れは対ソ・対露観の違いに基づくものといえるのだろう。
伊藤：「中立」という政策を掲げながら、国によってその性格や方向性に違いがあるのが興
味深い。ウクライナ戦争を契機にスウェーデンとフィンランドは同時に NATO 加盟
を申請するに至ったが、実は「中立」という言葉で、軍事的安全保障における両国の
特徴が覆い隠されている点もあるのではないか。
田中：確かにそうした違いは指摘できる。冷戦期のスウェーデンは中立を掲げつつも、英米
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のほか、ノルウェーやデンマークと協力し、有事における米軍や NATO の受け入れ
を想定していたことや、アメリカもソ連がスウェーデンに侵攻した場合における支
援実施を想定していたことなどが、冷戦後の研究で明らかとなってきた。このように
スウェーデンと NATO 諸国との協力は非公式ながら進んでおり、おそらく中立とは
いえないのが実態であった。他方、フィンランドについてはスウェーデンに比すれば
西側との協力は限定的であり、それは冷戦末期まで大きく変化はしなかったが、これ
にはやはりフィンランドの対露観が影響しているのだろう。また、冷戦後、両国は EU
に加盟したが、それにより EU の枠組みで他の欧州諸国と安全保障政策で協力するこ
とになり、先に述べた通り「軍事的非同盟」という考え方も曖昧になったとの指摘も
ある。
齋藤：同じスカンジナビア半島にあるノルウェーは NATO 加盟国だが、ノルウェーとスウ
ェーデンやフィンランドと安全保障上の協議はあったのか。なお、スウェーデンとフ
ィンランドの NATO 加盟が実現すれば、バルト海はほとんど NATO の海となり、ロ
シアと直接接する。こうした場合の、ロシア側の対抗措置をどのように計算している
のだろうか。
田中：これら北欧諸国の安全保障協力は非公式に行われてきた。スウェーデンは第 2 次世
界大戦に巻き込まれることなく、戦後は温存した経済力・軍事力を生かして「スカン
ジナビア防衛連合（SDU）」構想を打ち出し、中立的な同盟を創り上げようとした。
他方、ノルウェーやデンマークは第 2 次世界大戦後時に侵攻を受けた経験から、
戦後の中立政策には疑問をもっており、NATO の原加盟国となった。なお、先程も言
及したが、スウェーデンと NATO 加盟国、特にデンマーク、ノルウェー、イギリス、
アメリカの間では緊密な連携が行われていたとされる。スウェーデンは、これらの国
と防衛計画についてある程度共有することで、NATO との実質的な防衛計画の共有
に至っていたのではないかという見方もある。現在は、スウェーデン・フィンランド
ともに NATO の高次機会パートナーであるし、既に高いレベルで相互運用性等を高
めてきた。現下の情勢においてバルト海地
域・北欧の防衛計画を立てるなかで、スウ
ェーデン・フィンランドとノルウェーの間
で、公式・非公式の様々な協議が行われて
いた可能性もあるだろう。
2 点目についてだが、近年、イギリス主
導のもとバルト海を取り囲む北欧諸国間
（スウェーデン・フィンランドを含む）で、
すでに統合遠征軍（JEF）という部隊が作られており、これ以外にも NATO との協力
が進んでいたこともあって、実質的にはすでにバルト海はほとんど NATO の海であ
ったともいえるかもしれない。また、こうした高いレベルでの協力が進んでいたので、
スウェーデン・フィンランドの有事においては、NATO が介入してくることを期待し
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ていたとの見方もあった。しかし、ウクライナ侵攻によりそうした期待が現実的でな
いとの認識も大きくなり、NATO による防衛を期待するには NATO に加盟すること
が大前提という当然の結論に行き着いたのだと思う。それには、ロシア側がウクライ
ナへ戦力を投入し、対抗措置を取りがたい今のタイミングで加盟した方が良かった
のだろう。例をみない速さの加盟プロセスの進展がそれを物語っている。
齋藤：アメリカがウクライナへは派兵しないと明言したことが大きいのではないか。
田中：両国は加盟後もひとまず NATO のアセットは配備しないとしていることから、バル
ト三国やポーランドのように切迫した脅威感から NATO の物理的な前方展開による
防衛を期待しているというよりも、やはり NATO の第 5 条の適用を受けられるよう
にするという、いざというときのための保険を欲したということだろう。
齋藤：両国は NATO の拡大核抑止の傘を欲していたのではないか。
田中：現在の NATO の抑止では通常戦力が大きな構成要素となっているといわれるが、
NATO が核同盟であることは変わりなく、その意味においては加盟によって拡大核
抑止の提供を受けることを期待していたとしても自然なことだろう。
齋藤：両国の同時申請は協議して行ったものだろうか。
田中：2014 年のロシアによるクリミア併合以降、両国ではしばしば NATO 加盟の議論がみ
られたが、そのなかではバルト海地域で起きる何かしらの有事が自国に影響しない
ことはあり得ないという議論が散見される。つまりは、バルト海地域で起きることに
対して、自国だけ無事に傍観できる可能性が低くなってきており、バルト海地域・北
欧でなるべく歩調を合わせたほうが良いという考え方が主流となってきているので
はないか。それも、加盟の声が大きくなってきた一因だろうし、スウェーデン・フィ
ンランドの一方が加盟すれば他方も加盟するとも予想されていた。実際に、EU 加盟
の際もスウェーデンとフィンランドの加盟は相互に影響していたとみられ、公式・非
公式は別として、NATO 加盟申請にあたり両国間で協議があったとしても不思議で
はない。
齋藤：ウクライナ侵攻を契機にスウェーデンとフィンランドが加盟申請を行い、加盟が実
現すれば NATO がさらに拡大することになり、ロシアにとっての NATO の「脅威」
が増大することにもなる。こうした事態をロシアは想定していたと考えるか。
田中：ウクライナ侵攻を契機として、両国が NATO 加盟するのはロシア側の「オウンゴー
ル」という論調がよくみられる。確かにロ
シアの行動が決定的要因であったのは間違
いないが、ウクライナへ大規模な侵攻を仕
掛ければ、欧州全体への影響があるのはロ
シア側も理解していただろうし、両国の加
盟は起こり得るシナリオの 1 つとして想定
の範囲内であったかもしれない。そこから
考えれば、ウクライナ侵攻は、NATO 拡大
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自体を阻止することではなく「オウンゴール」を覚悟のうえで、ウクライナに対する
固有の目的があったとみることもできる。
伊藤：フィンランドとスウェーデンが西側の国家であるという認識は、冷戦期から一定程
度あった。ロシアの論理からすると、ウクライナが西側の一部になるのは許せないが、
北欧の両国については致し方ないとする結論に至るのも、ある意味では妥当だと思
われる。
齋藤：ロシア側が、ウクライナ侵攻が短期で決着が付くと予想していたとするならば、両国
が NATO 加盟まで至る可能性は低いと考えていたのではないか。
２ ウクライナ侵攻に対するトルコの役割、NATO におけるトルコの位置付け
伊藤：NATO 加盟国であるトルコの基本的な立場は、ロシアの軍事侵攻を非難し、ウクライ
ナを支援するというものである。その一方で、地域のバランサー・仲介者としての役
割を意識した「したたかさ」も垣間見せており、ウクライナ戦争におけるトルコの態
度は両義的といえる。トルコとロシアは歴史的に衝突を繰り返してきたし、現在もシ
リア内戦やナゴルノ・カラバフ紛争などで鋭く対立する。他方で、トルコはロシアへ
の経済的な依存が強く、S-400 配備問題などでロシアに配慮した動きもみせている。
そのため、トルコは NATO のなかで最も「ロシア寄り」とされ、しばしば同盟内の
攪乱要因とみなされる。ただし、ポピュリズムや権威主義はハンガリーやポーランド
など各国にも広がっており、トルコのみが
NATO の結束を乱しているわけではない。
ひるがえって、ドローン・バイラクタル
TB-2 を提供したり、自由貿易協定（FTA）
を 2022 年 2 月 3 日に締結したりと、トル
コとウクライナの関係もかなり深い。なか
でも FTA は、ドローンの輸出促進を狙って
いるという分析もある。
また、1936 年のモントルー条約によってボスポラス・ダーダネルス海峡の管理権
を認められたトルコは、地理的・戦略的にも重要な位置を占めている。ウクライナ戦
争においても、黒海の沿岸国であるか否かを問わず軍艦の通行を認めていないなど、
ロシアとウクライナの双方に配慮する立場をとる。さらにトルコは、アメリカとの関
係が冷え込むたびに、米軍が戦術核を置くインジルリク空軍基地の閉鎖を仄めかし
て揺さぶりをかけるなど、同基地をアメリカに対する交渉の道具として使っている。
これもトルコの NATO 内での立ち位置を際立たせるエピソードといえよう。
これに関連して、トルコを含む東地中海地域、すなわち NATO の「南方側面」の
位置付けをみていきたい。歴史的には、冷戦期の NATO が「南方側面」と北欧地域
の「北方側面」を連動させて考える傾向が強かったという点が興味深い。たとえば、
イギリスが 1970 年代に「南方側面」からの軍事的撤退を検討した際、軍事面の影響
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は皆無だったにもかかわらず、
「北方側面」の脆弱性を高めるという異論が NATO 内
から噴出し、結局イギリスの関与縮小は中途半端なものにならざるを得なかった。ま
た、NATO の盟主であるアメリカと、同盟国であるトルコの関係も、一筋縄ではいか
ない。1962 年のキューバ危機では、米ソ間の取引でトルコに配備されていたジュピ
ター・ミサイルが撤去され、トルコの不興を買った。1970 年代にはキプロス紛争を
めぐって米議会上院がトルコに対する武器禁輸を決定し、トルコの猛反発を受ける
結果となった。最近でも S-400 配備問題を発端として、アメリカがトルコに対して
「ロシア制裁法」に基づく制裁を発動し、次世代戦闘機 F-35 の共同開発計画からも
同国を除外するなど、米トルコ関係にはたびたび不穏な空気が漂う。
とはいえ、トルコにとって NATO を離脱するという選択肢はあり得ない。したが
って、同国としてはあくまで地域のバランスを重視しつつ、アメリカの中東への関与
が希薄化する状況に対してリスクヘッジをとっている、という側面もあるだろう。
田中：トルコの対外政策が非常に独特で興味深い一方で、今回のスウェーデンとフィンラ
ンドの NATO 加盟に対して、トルコ国内では賛成・反対どのような政治的意見の対
立があり、エルドアン政権の姿勢に影響を与えたのだろうか。また、今後 NATO は
EU との協力を進める必要があるが、そこで問題となるのが、トルコと EU に加盟し
ているキプロスの問題だろう。今後、トルコはキプロス問題を使って揺さぶりをかけ
てくるだろうか。
伊藤：スウェーデンとフィンランドの NATO 加盟
への反対を交渉材料として使ったのは、エ
ルドアン大統領という指導者の強烈な個性
によるところが大きいのではないか。最終
的に鉾を収めたとはいえ、トルコがここま
で声高に NATO 拡大に反対した事例はなか
ったように思われる。その意味でも、トル
コにとって国内の治安上の一大懸案である
クルド人問題は、欧米諸国が認識しているよりもはるかに重いということだろう。い
ずれにせよ、スウェーデン・フィンランドの両国やアメリカから妥協を引き出したの
は、急激なインフレによって政権への批判が高まり、綱渡り状態が続くエルドアン政
権にとって追い風となった。キプロスについては、事実上の分断国家のまま EU に加
盟したため、EU 側のバーゲニング・パワーが失われている。今後も、トルコの権益
が関わるところでは、EU はもとより NATO においても、キプロスの問題が蒸し返さ
れる可能性はきわめて高い。
齋藤：全会一致が原則の NATO では、意見の相違が表面化しやすいのではないか。他方で、
トルコの権威主義的な傾向が続くとみるか、あるいは選挙があれば変わるのであろ
うか。
伊藤：エルドアン大統領の一連の言動が条件闘争であるというのは専門家も指摘している
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ところであり、いずれかのタイミングで歩み寄りがみられると予想されていた。スウ
ェーデンとフィンランドがひとまずクルド人民防衛隊（YTG）の問題で譲歩したのは、
トルコ側の条件闘争の勝利であったといえる。ともあれ、国際機関に等しく当てはま
ることだが、加盟国が増えるに従って意見の一致は難しくなるし、NATO も例外では
ない。トルコの権威主義的な傾向については、地域大国という自国の立ち位置を歴代
のトルコの政治指導者は強く意識してきたし、大国らしく振る舞うという性格も変
わらないと思われる。エルドアン大統領のようなポピュリスト的な指導者は、今後も
登場するのではないか。
田中：NATO の決定は全会一致が原則なので、加盟国が増えると合意に時間がかかり効率
性が損なわれるとの議論は確かにある。たとえば、今回のような新規加盟国の承認や、
有事における第 5 条の適用の承認など、大きな政治的問題については紛糾する可能
性もある。他方で、即応性の問題に関しては、事前の協議で合意のうえで、一部の指
揮権を限定的に NATO の欧州における最高司令官（SACEUR）に移譲しておいたり、
すでに前方に展開している各国の部隊や、そのほか加盟国の部隊が、それぞれの個別
的・集団的自衛権に基づき、各国の指揮系統のなかで対応したりすることもあるので、
第 5 条の発動により NATO として行動するか否かはその後の段階の話になることも
あるのではとも思う。
結語
齋藤：本日の座談会では、NATO の南北に焦点を
当てて議論を行うことができた。ウクライ
ナ侵攻がもたらした影響を理解するうえで
は、これらの展開を承知しておく必要があ
ると思い、今回の座談会を企画した。2 人
には多忙ななか、座談会に対応してもらっ
たことに感謝したい。
（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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