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ロシアの軍改革と海軍強化の動向 

 

政策研究部長  坂口 賀朗 

 

はじめに 

現在ロシアでは軍改革が進行中であり、それは軍の機構・組織改革、大幅な人員削減、

および「2020 年までの国家装備計画」（以下、現国家装備計画）の策定と最新装備の調

達の開始など広範囲にわたるものとなっている。この改革の中で海軍の改革はどうなっている

であろうか。海軍はこれまでのところ、部隊数が 240 から 123 までほぼ半減し、バルト

艦隊と黒海艦隊において大幅な人員削減が実施されるなど組織・定員面では他の軍種同様

厳しい改革に直面してきた。しかし他面で、長期的に海軍の強化を志向するような構想も

出てきている。2012 年 5 月 7 日、ウラジミール・プーチンは、その 3 期目のロシア大

統領職就任に当たり同日付で軍および国防産業の近代化に関する大統領令を発し、その中

で国防上の重要な課題の一つとして北極と極東を重視した海軍の強化に取り組む姿勢を示

した。本稿は、長期的に海軍を強化しようとするロシア指導部の構想が実現していくのか

否か展望するため、ロシアの海洋戦略と海軍をめぐる現在の軍改革の動きを整理するとと

もに、海軍の強化に関連してロシアが直面している課題について検討するものである。 

 

海洋戦略と海軍 

 ロシアはその海洋戦略を示す主要な文書として、2000 年 3 月 4 日に「2010 年まで 

の海軍活動の分野におけるロシア連邦の政策の基本」を、また、2001 年 7 月 27 日に 

「2020 年までのロシア連邦の海洋ドクトリン」をそれぞれ策定した。これらの文書によ 

ると、海軍に期待される主要な役割は３つある。第１は、ロシアとその同盟国に対する海 

洋からの侵略あるいはその脅威を抑止し、侵略があった場合はそれを排除することである。 

第２は、海面下におけるロシアの国境を防衛することである。そして第３は、領海、排他 

的経済水域、大陸棚および大洋におけるロシアの経済活動やその他の権益を擁護すること 

である。これら海軍の役割に関する規定の内容は、その後の様々な文書にも反映されてい 

る。侵略およびその脅威に対する抑止力は通常戦力だけでなく戦略核抑止力も含み、これ 

は、2010 年 2 月策定の現軍事ドクトリンで示された国防における核戦力重視の方針に 

も反映されている。海洋におけるロシアの経済権益などの擁護については、現軍事ドクト 

リンにおけるロシアの軍事政策の部分でも、世界の海洋におけるロシアの経済活動の安全の確保 

が項目の一つにあげられている。特に北極については、2008 年９月に策定された北極政策の 

基本文書となる、「2020 年までのロシア連邦の北極政策の基本」が、北極地域をロシア 

の最重要の戦略的資源基地と位置づけるとともに、この地域で資源をめぐる緊張の高まりが 

軍事紛争に発展する可能性が指摘され、こうした紛争に備えることが海軍をはじめ軍にとって重要 
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であることが暗に示されている。 

 

軍改革と海軍 

ロシアの軍改革は、2008 年 10 月に着手されてから約４年強が経過し、老朽化した装

備の近代化に焦点が移っている。最新装備の調達は、2010 年末に策定された現国家装備

計画に基づいて進められている。現国家装備計画では、戦略核戦力の強化と近代化、精密

誘導兵器の開発と導入に高い優先度が与えられているが、海軍艦艇の近代化も重要な柱と

して言及されている。海軍装備としては、戦略核戦力では特に 8 隻のボレイ級戦略原子力

潜水艦（SSBN）の建造とそれらへの弾道ミサイル「ブラヴァ」の配備が重視されている。

精密誘導兵器では最新の海上発射巡航ミサイルの開発と導入が考慮されている。艦艇の近

代化については、2020 年までに全体で約 100 隻の様々な新たな艦艇を導入する計画で

あるとされ、これらの中には、上述の 8 隻のボレイ級 SSBN、多目的潜水艦 20 隻、コ

ルベット艦 35 隻、フリゲート艦 15 隻が含まれている。すでにボレイ級 SSBN2 隻、多

目的潜水艦 3 隻、戦闘艦１隻（艦艇の種類は不明）の調達は完了したと報じられている。

これらの中でも、特にロシア指導部が力を入れているのがボレイ級SSBN の建造である。

現国家装備計画で調達予定の 8 隻のうち、最初の 2 隻ユーリー・ドルゴルキーとアレク

サンドル・ネフスキーはまもなく就役し、太平洋艦隊のカムチャッカ半島にあるビリュチ

ンスク基地に配備される可能性があるとの報道もある。現在、試験航行中の 3 番艦ウラジ

ミール・モノマフは 2014 年までに配備される予定となっている（配備先は現時点で不

明）。2012 年 7 月末、これらの SSBN を建造しているセブマシュ造船所を訪問したプ

ーチン大統領は、現国家装備計画における海軍の装備調達の方針を説明し、2020 年まで

に国家装備計画全体の支出予定額の 23.4%に当たる 4 兆 4,400 億ルーブルを海軍強化

のために支出することになると述べた。 

ロシア指導部が海軍の強化について積極的な姿勢を見せ始めた背景には、北極と極東に

おける海洋をめぐる情勢の変化がある。北極海は近年解氷が進み、海上交通路としても、

またその海底に眠るとされる膨大な天然資源からも長期的に沿岸国の利害がからむ熱い海

になる可能性がある。さらにロシアは、北極海という新たな北の戦略正面の出現に備える

という安全保障上の観点から北極地域における軍事的プレゼンスの拡大・強化を図ろうと

している。すなわち、北極海は、西の欧州正面、南の中央アジア・コーカサス正面および

東の極東正面（特に対中国）という 3 つの戦略正面に次ぐ、ロシアが軍事的に備えなけれ

ばならない、第 4 の北の戦略正面ということになる。ニコライ・パトルシェフ安全保障会

議書記は、ロシアが大西洋と太平洋をつなぐ北極海の海岸線に沿って海軍および国境警備

軍の基地を建設する考えであることを明らかにした。 

また、極東においては、急速に軍事力増強を進める中国が海洋活動を活発化させ、その

活動海域を拡大させていることが、ロシアを含む周辺国の懸念を強めている。ロシアは、

上述のボレイ級 SSBN の他にもフランスから購入するミストラル級強襲揚陸艦 2 隻も太

平洋艦隊に配備する計画であると報じられている。ロシアは極東において海軍がかかわる
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演習を活発化させていることも注目される。2010 年 6 月から 7 月にかけて、東部軍管

区に再編前のシベリア、極東両軍管区において、大規模な演習「ヴォストーク（東方）

2010」が実施された際、黒海艦隊所属のミサイル巡洋艦モスクワや北方艦隊所属の原子

力ミサイル巡洋艦ピョートル・ベリーキーなどが極東に回航し、太平洋艦隊の諸艦艇とと

もに海上での演習を実施した。2011 年 8 月から 9 月にかけて、日本海、オホーツク海

からカムチャッカ半島の太平洋沿岸地域にかけて太平洋艦隊の大規模な演習が実施された。

この演習には太平洋艦隊の海兵部隊、ミサイル巡洋艦ワリャーグ、対潜攻撃艦アドミラル・

トリブーツおよびアドミラル・パンテレーエフ、強襲航空部隊などが参加し、海洋での作

戦における東部軍管区の諸部隊との連携、軍種間や他の機関の部隊との相互連携が検証さ

れたのである。さらに 2012 年 4 月、黄海において中露合同演習「海上連携 2012」が

実施され、中露間の初の海軍合同演習として注目された。この演習を行ったロシア側の意

図は、海洋における活動を活発化・拡大する中国海軍の能力を把握することと、極東にお

ける海軍力の強化に本格的に取り組むとの姿勢を国内外に示すことであったと考えられる。 

 

海軍強化のための課題 

 プーチン大統領が国防上の課題の一つとして掲げる北極と極東を重視した海軍の強化方

針の実現のためには、いくつか克服すべき問題がある。それらは、海軍装備を供給する国

防産業の研究開発および生産能力と、海軍艦艇の外洋での活動を円滑にするための海外基

地の確保に集約される。第１は、ロシアの国防産業の近代化と強化が進展するかどうかで

ある。現国家装備計画の目標は、2020 年までに海軍を含むロシア軍が保有する装備にお

ける最新装備の割合を 70%まで高めることであり、国防産業がこうした要請に応えられ

るかという問題がある。ロシアの国防産業の現状についてプーチン大統領は厳しい見方を

している。すなわち彼は、国防産業が過去 30 年間にわたり、研究開発、生産両面で近代

化が著しく遅れ、旧型の装備を型どおりに生産するだけになっているとの見方を示し、今

後取り組むべき課題として、①先端的な次世代の装備の供給の増加、②将来を見据えた科

学技術力の形成、③競争力のある装備を生産するために不可欠な技術の開発と習熟、およ

び④先端装備の生産に特化した産業の技術基盤の改善を挙げた。こうした課題の克服のた

めに、現国家装備計画で予定されている 2020 年までの総額約 23 兆ルーブルの予算の

うち、4 兆ルーブルは国防産業の近代化に割り当てられることになっている。十分な予算

は確かに一定の効果をもたらすかもしれない。ボレイ級 SSBN の建造を例にとれば、1

番艦ユーリー・ドルゴルキーの場合は起工から引き渡しまで 12 年もかかったが、起工し

た 1996 年から 1999 年まではボリス・エリツィン大統領政権下で国防予算が十分に確

保されていなかった時期であったことが影響したと思われる。これに対し 2004 年起工

の 2 番艦アレクサンドル・ネフスキーの場合はこの期間が 6 年に短縮され、さらに 2006

年起工の 3 番艦ウラジミール・モノマフの場合はさらに短縮され 5 年になった。しかし

財務省は、現国家装備計画の総予算約 23 兆ルーブルは高額すぎるとして 20％の削減を

要求している。これに対しプーチン大統領はこの総予算の規模を維持する意向を示してい



防衛研究所ニュース ２０１３年１月号（通算１７２号） 

 

 4

るが、最新装備の調達や国防産業の近代化が計画通り進むかどうかは不確定な面がある。 

第 2 は、最新装備調達および軍事技術面での外国への依存が不可欠になっている点であ

る。特に海軍装備の調達では、ロシアはフランスに依存しはじめている。先述したように、

現在、フランスからミストラル級強襲揚陸艦 4 隻を導入するプロジェクト（2 隻はフラン

スから購入し、他の 2 隻はロシア国内で建造する計画）が進められている。ロシアの揚陸

艦は、フランス艦よりはるかに小型であるにもかかわらず、燃料の消費量は 3 倍であり、

ロシアの技術面での劣勢は歴然としているという。この導入計画との関連で、2010 年

11 月、ロシアの統一造船会社とフランスの海軍防衛グループ（DCNS）は、民間船舶だ

けでなく軍艦建造の分野でも協力を強化することで合意している。こうした動きがロシア

の国防企業の改革を促し長期的に国防産業全体の近代化につながるかどうかによって、長

期的に海軍の装備調達が影響を受けることになろう。 

 第 3 は、海軍戦略上重要な海外基地が確保できていないということである。ロシア海軍

の北方艦隊と太平洋艦隊という二つの主力艦隊が欧州と極東にかなり離れて所在している

ため、艦艇がこの二つの戦域間を円滑に移動できる機動力の確保が海軍にとって重要な課

題の一つであり、そのために長く続く航路上にある補給基地は極めて重要になっている。

現在ロシアは、シリアのタルトゥスに海外で唯一の海軍基地を有しているが、インド洋か

ら極東までの広範な海洋での活動を考慮すれば、複数の海外基地が不可欠になる。そこで

ロシアは現在、ソ連時代に海軍基地があったイエメンのアデンやベトナムのカムラン湾に

再び基地を設置する交渉をこれら両国と進めているとの報道がある。こうした海外基地の

確保は、海外におけるロシアの軍事的プレゼンスの強化だけでなく、ロシア海軍の戦闘準

備態勢を高い水準に維持するという観点から不可欠であり、こうした交渉がうまくいかな

いと、大洋での活動に支障をきたすことになる。 

 

おわりに 

 軍と国防産業の近代化を貫徹しようとするロシア指導部の強い政治的意思が維持され、

それを裏付ける十分な予算が確保される限りは、海軍を含む軍全体の能力が向上すること

は予測される。極東における海軍の強化が主に中国の海洋活動の活発化・拡大を念頭に置

いているとしても、ロシア海軍の強化が進むことは我が国の安全保障上も考慮すべき要因

であり、引き続きこの地域におけるロシア海軍の動向を注視していく必要がある。 

（平成25年１月９日脱稿） 

 
 

本稿が複雑な安全保障問題を見ていただく上で参考となれば幸いです。なお本稿の見解は防衛研究所を 

代表するものではありません。また無断引用はお断り致しております。 
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防衛研究所企画部企画調整課 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２   専用線 : ８－６７－６５２２、６５８８ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９   ※防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp 

 


