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ウクライナ座談会 第 23弾 

——戦史研究の視点から見たウクライナ侵攻—— 

（2022 年 8月 2日） 

 

ウクライナ座談会第 23弾では、戦史研究センター研究者による複数回の座談会を踏まえ

つつ、戦史研究から見たロシアによるウクライナ侵攻について議論を行った。齋藤雅一所長

の同席のもと、石津朋之・戦史研究センター長、今田将吾・戦史研究室主任研究官、水野剛・

安全保障政策史研究室主任研究官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）。 

 

（左から時計回りに、石津センター長、齋藤所長、今田主研、水野主研、菊地調整官） 

 

趣旨説明 

齋藤：防衛研究所では、第 3弾（3月 16 日）、第

13 弾（5月 26 日）、第 17 弾（6月 20日）

と、これまで複数回にわたって、戦史研究

センター研究者による座談会を実施してき

た。今回も引き続いて戦史研究の視点から、

ロシアのウクライナ侵攻について議論した

い。各人には、兵站の問題から海上封鎖ま

で、多岐にわたる論点を準備してもらった

と承知しており、活発な議論を期待している。 

 

（１）兵站から見たウクライナ侵攻 

石津：戦争における兵站（ロジスティクス）の問題は、戦史において様々な教訓を残してい

る。今般のウクライナ戦争においても、ロシア軍の構造的な問題、現実のロジスティ



2 

クスの問題、ウクライナ側の戦い方とロジスティクスへの影響などがある。 

まず、今日のロシア軍、特に陸軍は国境に近い部分地域の防衛が主たる任務であり、

ソ連時代のような遠征は基本的に想定されていない。ロシア軍は大隊戦術群（BTG）

によって機動性を確保しつつロジスティクスを軽くしているが、今回はそれが裏目

に出た形である。そのため、補給は鉄道で、燃料はパイプラインで運んでおり、国境

を越えた途端に問題が生じることになる。また、ロシア軍は後方から物資を事前の計

画通りに送り込むプッシュ型のロジスティクスであり、さらに北方の正面にはロジ

スティクスに精通した下士官も少ないように思われるし、兵士を消耗品扱いする傾

向も否めない。 

そもそも広大なウクライナに北・東・南

の3方向から全面侵攻するのは無理な話で

あったが、それに輪をかけてロジスティク

スが貧弱であることを考えると、当初ロシ

ア側が電撃戦を想定していたと推察でき

るし、それがロジスティクスの軽視にもつ

ながっているといえよう。ロシア軍はキー

ウ近郊の飛行場を占拠し、ロジスティクス

拠点として活用しようと計画していたとみられるが、これにも失敗しており、鉄道で

の輸送はベラルーシでサボタージュに遭っているとの観測に加えて、ウクライナ領

内に入れば容易に破壊されてしまう。道路での輸送に至っては車列が丸見えである。

ロジスティクス部隊そのものを守るには大規模な軍隊が必要であり、戦史の事例を

みても第一次世界大戦のシュリーフェン・プランや第二次世界大戦の独ソ戦では、伸

び切った補給ラインの後方が狙われている。今回の事象も、まさに古典的な事例を再

現しているように思われてならない。 

ウクライナ側は、上記の要因を踏まえて、偶然にせよ意図的にせよ、敢えて市街戦

を想定しているように見受けられる。市街戦は悲惨なものであるが、包囲する側のロ

ジスティクスの負担がきわめて大きい。こうなると、大規模な攻勢は両者にとって困

難であり、エドワード・ルトワックが論じるような形で、停戦交渉という選択肢も再

浮上してくるのではないか。 

齋藤：石津センター長は以前の座談会でもルトワックの議論に言及していた。一方、現実の

問題として戦争は継続中である。この点をどう整理するべきだろうか。 

石津：ルトワックの議論は、軍事的にはっきりと

決着をつけるか、それとも戦況が膠着して

双方が疲れ果てることで停戦交渉のインセ

ンティブが生まれるか、というものである。

今のウクライナは、そろそろ後者の状況に

なりつつあるのではないか、というのが私

の見立てである。 
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齋藤：「そろそろ」というのが実際どの時期になるのか、今後の論点になるだろう。 

今田：アメリカ国防総省やイギリス国防省によるとロシア軍には戦死者や負傷兵が続出し

ており、加えてロシアでは兵役拒否が多数出ているとのウクライナ側の発表を戦争

研究所（ISW）も取り上げているが、このようなロシア側の兵員不足をどう考えるべ

きか。 

菊地：ロシアにおける出生率の低下傾向はソ連時代から指摘されており、ソ連の崩壊によ

って出生率の高い他の連邦構成国が離脱した結果、先鋭化した。それにもかかわらず、

ロシア軍は未だにソ連軍時代の人海戦術的な考えから抜け出せていないようにも感

じる。また、戦いの中心がドンバス地方に移ったことで、火力で優勢なロシア軍に有

利に推移したとされるが、その後、ウクライナ側にはアメリカから高機動ロケット砲

システム（HIMARS）が供与されたことで戦況が持ち直し、長期戦の様相をみせるこ

とになったとも考えられる。 

石津：ロシアには火砲しかないが、一方のウクライナも反撃は簡単ではない。長期戦になる

か、手詰まりで停戦交渉に向かうか、どちらかの道筋しか描けないのではないか。 

水野：ウクライナ側のロジスティクスは潤沢なのか。ロジスティクスに支障があるとすれ

ば、どのような制約があるのか。 

石津：ウクライナも相当に苦労していると思われる。鉄道網が狙われやすいのはウクライ

ナも同様であり、西側の支援が前線まで十分に行き渡っているかは不明瞭である。現

状では、鉄道のジャンクションをめぐる陣取り合戦の様相を呈している。 

齋藤：ロシア側が自軍の能力を過大評価し、ウクライナ側の意思や能力を過小評価したこ

とに尽きるだろう。加えてロシア軍は士気が低く、補給も不十分だったわけであり、

そもそも当初の合計 5 正面という全面侵攻を、20 万人程度の兵力で実行しようとし

たことは無理筋であったといえるし、当初から特に空陸の連携不足が散見される。ま

た、ロシアは兵器の輸出大国だが、今回の

戦争でロシア製兵器の性能に疑問符が付い

た上に、ある種の「後背地」としてポーラ

ンドなどから支援を得られるウクライナ

と、自国ですべてを賄うしかないロシアと

の違いも今後大きくなるように思われる。

このような状況下で、ロシアにどの程度の

継戦能力が残されているのだろうか。 

石津：ロシアは様々な意味でかなり消耗していることは間違いない。中国やイランから物

資を調達しようとしているのはその表れだろう。アメリカは、そのような情報を事前

にリークする形で、これらの国々に対してロシアへの支援を止めさせようとしてい

る。 

今田：ISW によると、ロシアは侵攻前に保有していた精密誘導弾を 55～60％消耗したとす

るウクライナ側の発表があった。一方、無誘導の火砲や弾薬については、北大西洋条

約機構（NATO）への対応を想定した、冷戦期からの大量の備蓄と増産のための国内
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の豊富な原材料があると考えられる。ロシア軍の生産基盤が攻撃されない限り、砲兵

火力に係る兵站の観点では、ロシア側が優位ともいえる。 

齋藤：「弾」をもっている方が優位に立つ、という側面は確かにあるだろう。ウクライナは

他国からのコミットメントはあっても、得られた物資を前線まで運ぶことが難しい。

ひるがえってロシアには、砲弾はまだまだ多く残っているということか。 

水野：ウクライナが自前で兵器を製造できるか、そして供与された兵器を使いこなせるか、

という 2 つの点が重要だろう。その意味でも、有事において同盟国からの支援を受

けるという観点から、平素からインターオペラビリティを考える必要性が増してい

る。 

 

（２）戦争の 3つのレベル（戦略、作戦、戦術）から見たウクライナ侵攻 

今田：今回のウクライナ戦争を、アメリカにおける統合ドクトリンの「戦争レベル（levels 

of warfare）」の視点から整理すると、よ

り理解しやすくなるのではないか。「戦争

レベル」は、戦略レベル、作戦レベル、戦

術レベルの 3 つに分割され、それぞれ重な

り合う部分もある。 

まず戦略レベルについては、政治・外交

面でウクライナが優位に立つ一方、ロシア

への非難という国際的な結束は必ずしも

強くない。経済面でも、ロシアへの経済制裁は多岐にわたり、特に日本などによるハ

イテク機器の輸出制限が効いているように思われるが、ロシアも原油や天然ガス、小

麦などの穀物、肥料や飼料といった一次産品の主要な輸出国であるため、一筋縄では

いかない。そして情報面では、米サイバー軍のナカソネ司令官が、サイバー軍の専門

家達がウクライナ政府の招待により、2021 年 12 月からロシアの侵攻直前までウク

ライナ国内において活動し、現在も引き続きウクライナ支援のための各種作戦を実

施していると発言している。 

次に「オペレーショナル・アート（作戦術）」が適用される作戦レベルでは、国家

の軍事的なエンドステート（最終目標）を考える必要がある。今般のロシア側のエン

ドステートは、「ウクライナの中立化」すなわち NATO 加盟の放棄、「ウクライナ

の非軍事化」及び「ドネツク州、ルハンシク州及びクリミア半島の独立承認」の３つ

と考えられる。ISW の分析では、ロシア側は現存する 5 つの全軍管区から隷下部隊

を投入している。またアメリカ国防総省は、全ロシア軍で 168 個といわれる BTG の

うち 110 個をウクライナへ投入していると見積もっている。「特別軍事作戦」と呼

称されてはいるが総力戦の様相を呈しており、混成ながら一応の統一的な指揮がな

されていると判断するべきであろう。一方ウクライナ側は、参謀本部が全体を見なが

ら、ヘルソン方面とハルキウ・ルハンシク方面の戦力を、バランス良く投入している

ように見受けられる。高い士気と地の利に加えて NATO からの様々な支援があり、
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焦点を定めた反撃を可能としている。 

そして、実際に戦闘が実行される戦術レベルでは、作戦レベルよりも戦略レベルで

の攻防が色濃く影響している。ウクライナ側は西側から供与された兵器や装備を活

用し、情報提供も受けるなど、戦術レベルで有利な条件を作り出そうとしている。具

体的には、対機甲戦闘でのジャベリンと対戦車ミサイル NLAW、対空戦闘でのステ

ィンガー、司令部攻撃・情報収集等での TB-2 などの無人機、ロシア軍の火砲・後方

兵站への攻撃での HIMARS であり、それぞれが大きな戦果を挙げているが、いずれ

も戦略レベルでの外交によって西側から得た装備である。加えて、西側の経済制裁が

ロシアのハイテク兵器の生産に制約を与える一方で、スターリンクなど西側の民間

企業による、ウクライナ側へのソフト面の支援も無視できない。さらに、戦術レベル

で実際に砲火を交える兵士の士気は、作戦レベルの優劣に関わらず、勝敗を左右する

大きな要素となる。ロシア軍兵士の士気が低いという報道が正しいとすれば、まさに

ウクライナ戦争はそのような状況にあり、物質面のみならず精神面でも、ロシア側が

苦戦を強いられているといえよう。 

石津：宇宙やサイバーといった領域でウクライナ

はNATOと協力し、ロシア軍への急襲に対

しても大きな成果を上げている。歴史的に

みると、古典的な戦い方とのハイブリッド

な戦争をしているように映る。 

菊地：アメリカは 1990 年代から特定の州の州兵

と外国軍隊とのペアリングをおこない、共

同訓練などを実施することで、安定的な関

係構築に努める「ステート・パートナーシップ・プログラム（SPP）」を進めてきた

が、この SPP においてカリフォルニア州兵がウクライナ軍とペアになり、同国軍と

強固な関係を築いてきたことも、西側からの支援という観点で興味深い。なお、2021

年 8 月にゼレンスキー大統領がアメリカを訪れた際に、カリフォルニア空軍州兵基

地を訪問したのも、そうした事情が背景にある。 

今田：あまり報道されていないが、2014 年のロシアによるクリミア併合以降、ウクライナ

は NATO 加盟を念頭に置き、NATO 基準を達成するよう計画的に軍の再建を図り、

国家安全保障法の成立、国家安全保障戦略及び軍事安全保障戦略の更新、軍事ドクト

リンの変更やジャベリン取得プログラムなどの装備導入により、NATO との相互運

用性の向上を優先してきたとされる。加えて、NATOと訓練を実施するとともに、ロ

シアとの接触線上に約 400kmに及ぶ陣地を構築していたとする分析もある。いずれ

にせよ、ウクライナ軍は、NATO の協力によって、2014 年時に比して大きく戦い方

が進化したと思われる。 

水野：ロシア軍の作戦計画はどうなっていると考えるべきか。 

今田：ロシア側のエンドステートを考慮すると、キーウ侵攻と他の地域での作戦は、それぞ

れ分離して考えるべきであろう。戦例を挙げると、旧ソ連時代のアフガニスタン侵攻
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は、戦略レベルの環境は異なるが、作戦レベルではウクライナ侵攻と類似した部隊運

用と受け取ることができる。アフガニスタン侵攻時、旧ソ連軍は米軍のように地上部

隊の侵攻前に大規模な空爆を行うことなく、特殊部隊が大統領府を急襲すると同時

に、ソ連領内から大規模な陸軍部隊を越境

させている。ウクライナ侵攻でも、ロシア

軍は米軍のような大規模な空爆を実施する

ことなく、キーウ近郊のアントノフ国際空

港を空挺軍部隊で急襲すると同時に、イギ

リス国防省によるとクリミア半島とロシア

領内の概略 5つの地域から、地上軍を大規

模に越境させている。 

キーウ侵攻はロシアのエンドステートの 1 つである「ウクライナの中立化」を目

標とし、大統領府の襲撃を企図していたとも考えられるが、ウクライナ側の報道によ

ると、アントノフ国際空港で空挺軍部隊が撃破された。このため、緊急事態対処とし

て、大統領府の急襲から陸軍部隊による首都包囲に作戦を変更せざるを得なくなり、

ハルキウ方面の西部軍管区の一部の部隊が強行軍でキーウ包囲に加わったのではな

いか。また、ウクライナ側が NATO 加盟をひとまず棚上げにしたことで、エンドス

テートの 1 つが達成されたとロシア側が判断し、キーウ正面の作戦を終了したと考

えることもできる。 

現在は戦略レベル、作戦レベル及び戦術レベルの区別がなされずに考察される傾

向が強い。生々しい戦場である戦術レベルにおけるキーウ正面でのロシア軍の苦戦

が強く印象付けられるため、ウクライナ軍の善戦によってロシア軍がキーウ侵攻を

諦め、ウクライナ東部に目標を変更したとする報道や評価は必然であろう。史実とし

ては、戦後のロシア政府による公式な情報公開を待たねばならない。一方、他の侵攻

方面は、ロシア側のエンドステートが「ウクライナの非軍事化」及び「ドネツク州、

ルハンシク州及びクリミア半島の独立承認」と考えられ、この点はウクライナ側が受

け入れられないため、両軍はウクライナ東部・南部で激戦を繰り広げていると考えら

れる。 

齋藤：今般の事態を 3 つのレベルで整理することで、理解が深まる部分は多い。ロシアは

戦略レベルで誤っていたともいえるし、作戦レベルでも統一指揮官が長らく不在で

あったなど、一貫性に欠ける。さらに戦術レベルでも膠着状態になったことで、戦線

を整理して東部に集中したという仮説も立てられよう。いずれにせよ、ウクライナに

とって困難な局面は続くし、ロシアの底力も無視できない。 

 

（３）NATOとウクライナの連携／海上封鎖の実効性 

水野：ウクライナ戦争で同国と NATO の関係があらためて注目を集めているが、ここでは

冷戦後の NATO が周辺国の安定化に寄与するべく 1994 年から開始した「平和のた

めのパートナーシップ（PfP）」を取り上げたい。PfP は東欧諸国との関係強化を図る
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目的で開始されたが、この制度を利用して各国は NATO 加盟準備を進めることにも

なり、大半がNATO加盟を果たした。現在、NATOへの加盟を表明し、その後も PfP

を継続しているのはウクライナとジョージアのみとなっており、今や PfP は当初の

目的をほぼ終えたともいわれる。 

冷戦終結によって NATO に対する「脅威」が消えたことで、PfP は民主主義を根

幹とする規範としてのルールを設定し、軍事組織としての NATO の価値を継続する

根拠の 1つとなった。また、ロシア側の拒否感を緩和するべく、特別な地位を与える

などの配慮もみせたが、本質的にロシアはNATOへの疑念が強く、自らの「勢力圏」

にある国家に影響が及ぶと、西側からすれ

ば「過敏に」反応してきたのは周知のとお

りである。 

上記のような成果と課題を残した PfP

は、基本的な理念として対話を重視し、ツ

ール面でもインターオペラビリティの訓

練を重ねるなど、重要な制度的枠組みとし

て機能した。その一方で、それらのツール

周辺の検証については、まだまだ議論が深まっていない。NATOの活動するアリーナ

が拡大している状況に鑑みても、PfPのツールに関する考察はますます重要になると

思われる。 

もう 1 つの論点として、海上封鎖に関する議論に移りたい。ウクライナ戦争に伴

い、黒海を利用したウクライナからの穀物輸送が停滞し、世界の食糧事情への深刻な

影響が懸念されている。情報ソースが限られているため、情勢の正確な把握は困難で

あるものの、実際に封鎖という状態が発生し、現在も継続している。戦術的な要素に

加えて、中立国の商船への影響も無視できない。 

まず、ウクライナの港湾施設が攻撃対象になったことで、自主的に運航を停止して

いる海運業者が多い。海事専門サイトの情報でも、ウクライナ沖に多数の船舶が滞留

しているのが確認できる。一方、ジョージアやトルコについては港湾が「安全」とい

う判断もなされている。 

浮遊機雷の問題も重要である。ウクライナ側はロシア軍の艦船の接近拒否・上陸阻

止のため、ロシア側はウクライナ海軍の海上封鎖のため、すなわち双方が戦術的な観

点から機雷を敷設したとみられる。トルコなど第三国でも浮遊機雷が発見・処理され

たが、その責任についてはロシアとウクライナの間で非難の応酬が繰り返されてい

る。いずれにせよ、浮遊機雷によって不特定の海域で海上交通が危険な状態にあるこ

とは間違いない。 

これらの事象を検証するにあたっては、2014 年以来ウクライナ海軍が壊滅状態に

あり、制海権をロシアが握っているという点が前提となる。また、情報ソースについ

ても、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の活用による欺瞞と情報操

作の可能性は否定できず、慎重な検証が必要だが、経済への波及効果は当然ながら大



8 

きい。機雷についても真偽不明な情報が多いが、機雷が「ある」という情報だけで重

大な効果をもたらし、国際法上の議論も活発化している。そして、黒海を通じた食糧

輸送に与える深刻な影響は看過できない。 

石津：PfP は非常に実効的かつ巧みな枠組みであり、NATOからすれば、ロシアを過度に刺

激することなく、東方拡大を実現できたという評価になるだろう。ただし、ロシアが

NATOに「囲まれる」という過度な恐怖感を抱いたのも事実であり、国際関係におけ

るパーセプション（認識）の問題をあらためて考えさせられる。一方で海上封鎖に関

する疑問だが、ウクライナ側はどれほどの機雷を敷設しているのか。これらをどう除

去することになるのか。 

菊地：安全海域の設定も含めて気になるところで

ある。また、停泊したままの船舶は何を恐

れていると考えられるか。 

水野：冷戦終結後の枠組みとして、PfP は間違い

なく有効だった。ロシア側からみれば「囲

まれる」感覚に苛まれるのも理解できなく

はないが、その感覚が実際の状況とは異な

るということを、NATO 側もより丁寧に説

明する必要がある。 

海上封鎖と機雷の問題については、ウクライナ側は技術的にかなり不足している

のではないか。停泊している船舶からすれば、いつ攻撃されるか分からないという恐

怖があるのだろう。 

今田：黒海に関していえば、アゾフ海の位置付けはどう考えるべきか。マリウポリの制圧時

に注目されたのは、クリミア半島とロシア本国との陸路の確保であったが、アゾフ海

の制海という意図もあるのではないか。たとえば 2018 年には、黒海からアゾフ海に

向けてケルチ海峡を通過しようとしたウクライナ海軍の艦船が拿捕されている。水

深が比較的浅いとはいえ、ロシアにとって不凍港は貴重であり、四面を自国で囲まれ

た軍港とする価値は高いのではないか。 

水野：ロシアはクリミアを勢力下に置いているの

で、内海を勢力圏に入れるか否かは別の問

題と思われる。 

齋藤：22014 年のクリミア併合によってウクライ

ナ海軍は壊滅状態になり、制海権を失った

とのことだが、ウクライナにとって海運は

死活的な要素のはずである。にもかかわら

ず、ウクライナ側は対策に乗り出さなかっ

たのか。 

水野：そこまで投資できなかった、という国力の問題に尽きると思われる。一義的には軍事

的な備えを、それも陸側で整えることが急務だったということだろう。 
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齋藤：穀物輸出の問題も含めて、今後ロシアが沿岸部をどこまで射程に入れて動くのか、注

目に値する。 

 

結語 

齋藤：これまでの座談会でも戦史研究の視点からウクライナ侵攻を取り上げてきたが、今

回の座談会では、これまでやってこなかった新しい視点で議論を行うことができた。

多忙な中、対応してくれた 3人には感謝したい。 

また、防衛研究所はウクライナ戦争の勃

発直後から、様々な形で積極的な情報発信

を行ってきた。ロシア専門家を中心に多数

の「NIDSコメンタリー」が執筆されたほか、

23 回を数えたウクライナ座談会では、ロシ

アを専門とする研究者に加えて、多様な分

野の研究者に、それぞれの視点から議論し

てもらうなど、防衛研究所の総力を挙げて

分析と議論を深めてきた。今後も引き続き、思索を深めていっていただきたい。これ

までの座談会に参加してくれた研究者各位に対して、この場を借りてあらためて感

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） 


