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はじめに

　1999年３月から６月まで続いた北大西洋条約機構（NATO）によるユーゴスラビア空爆は、

中国とロシアの強い反発を招いた。中露両国は、このコソボ戦争を米国主導のNATOによるその

域外の主権国家ユーゴスラビアに対する侵略と捉え、国際関係における米国一極支配の強化の

動きであると理解した。こうした米国による覇権強化の動きを自国に対する軍事的脅威の高ま

りと捉える両国の政治指導部や軍指導部は、自国の国防政策の見なおしに着手した。また、コ

ソボ戦争は、中露両国の戦略的パートナーシップ強化のきっかけとなったという点で、東アジ

アの戦略環境にも大きな影響を及ぼしている。中露の戦略的パートナーシップがどうなるかは、

わが国の安全保障に大きな影響を及ぼす要因と考えられ、わが国としてもその展望に注目する

必要がある。こうした観点から本稿は、コソボ戦争を中国とロシアがどのように捉え、それか

ら得た教訓をそれぞれ自国の国防政策にどのように反映させようとしているかを分析し、中露

の戦略的パートナーシップへのコソボ戦争の影響とその将来を検討し、最後に東アジアの戦略

環境及びわが国の安全保障への影響について考察するものである。

１　中露からみたコソボ戦争の意義

　中国とロシアは、コソボ戦争を契機として米国一極支配が強まりつつあると認識し、米国や

NATOに対する批判を強めた。中露両国は、米国主導のNATOが、国連の授権なしに、また中露

の反対を無視してユーゴスラビア空爆を実施したことを、NATOの責任範囲外に存在する主権国

家に対する侵略と捉え、米国とNATOを厳しく非難した１。中露両国は、NATO が域外の民族紛

争や地域紛争に対して軍事介入することが今後も増加することになると警戒しはじめている。

すなわち、中国やロシアは多くの民族・地域紛争の火種を抱えており、仮に今回の軍事介入を
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認めると、次は我が身がユーゴスラビア化する可能性があると認識したのである２。コソボ戦争

の前までは、基本的にロシアはNATOを防衛的な軍事同盟と見なしていたが、ユーゴスラビア空

爆によってNATO の攻撃的性格が露わになり、NATOはロシアにとっての深刻な軍事的脅威に

なったとの認識に到達した３。また中国も、ユーゴスラビア空爆時の米空軍機のミサイルによる

ベオグラードの中国大使館誤爆によりNATOに対する脅威感を強めることになった。

　中国とロシアは、軍事的観点からコソボ戦争の２つの側面を注視する。第１は、非対称戦争

としての側面である。つまり、この戦争は、軍事力で圧倒的に勝る軍事同盟が軍事力ではるか

に劣る一つの主権国家を攻撃したものであるということである。米国とNATOはハイテク兵器を

駆使し、これに対しユーゴスラビアはローテク兵器で対抗した。また、NATO は空爆により自

陣の兵員にほとんど被害を出さずに相手に甚大な被害を与えた。「ユーゴスラビアに対する

NATOの侵略は、十分な抑止能力を持たない主権国家に対して軍事力を使うきわめて危険な先例

となった４」、というクワシニン参謀総長のコソボ戦争についての発言にみられるように、コソ

ボ戦争は、兵力の均衡した二者が戦うという従来の戦争像を根本から転換し、将来の戦争が非

対称戦争になることを示した点で重要であるとロシアの軍事専門家はみている５。同様に中国の

専門家も、非対称戦争が将来戦の趨勢になるとみており、さらに彼らは、NATOによる非対称作

戦を可能にした要因として情報の優越に注目する。すなわち彼らによれば、NATO は、各種偵

察衛星を活用して情報を収集し、C4Iシステムなど多次元の技術能力を活用したのである。

NATOの大規模な空爆作戦を可能にしたのはまさにこうした情報の優越であり、正確な情報の獲

得と迅速な処理により非対称戦の実行が可能になったとみるのである６。

　第２は、非接触戦の側面である。コソボ戦争は78日間に及んだものの、双方の地上部隊が直

接戦闘を交えることはなかった。コソボ戦争は、航空機とミサイルによる戦争で、空爆戦は一

つの独立した作戦様式となった。ロシアは改めて空軍の重要性を認識することになったし、中

国は、米国など西側諸国が他国への軍事介入を行う際には、コソボで見せたような軍事行動が

21世紀の主要な作戦様式となるであろうと認識したのである７。

2　『2000-2001年戦略評估』軍事科学院出版2000.7及びKrasnaya Zvezda, July 30, 1999.
3　Celeste A. Wallander,“Wary of the West: Russian Security Policy at the Millennium,” Arms Control
Today, March 2000, pp.7-10及びKrasnaya Zvezda, August 12, 1999.
4   この発言は、1999年７月、ロシア外交アカデミーでの講演におけるものである。この講演の演題は、
“Traditsionnye vyzoby v sfere bezonasnosti”([Traditional challenges in the field of Security])であ

る。なお、この講演のテキストは、1999年7月、モスクワにて坂口が、バジャーノフ外交アカデミー副学
長より入手した。
5　Voennaya Mysl’, No.1, January-February 2000, pp.19-25
6　「非対称作戦与知識化戦争」『解放軍報』1999.４.27及び「冷静評戦局、重在尋規律」
『解放軍報』1999.６.29.
7　『科索沃戦争（中）』軍事科学出版社、１頁、「从科索沃戦争見美国軍事干渉特点」

『解放軍報』2000.３.27及び「現代戦争形態的 変与戦略発展」『軍事歴史』2000年第１期、50頁。
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２　中露によるコソボ戦争の分析

　コソボ戦争に関し中国とロシアの軍事専門家は詳細な分析を行っているが、それは大きく２

つの観点からなされている。第１は、この戦争中NATOがどのように行動したかということであ

る。第２は、NATOの攻撃に対してユーゴスラビアがどう対処したかということである。

（１）NATOの作戦・戦術の分析

　NATOの作戦・戦術の特徴について中露の軍事専門家は５つの点を指摘しており８、分析の内

容も共通点が多い。ただし、中国の専門家だけがハイテク兵器の弱点に言及しており、また、

ロシアの専門家だけがユーゴスラビア空軍の成果の悪さを指摘しているという特徴が認められ

る。

　第１は、多数の航空機が動員されたことであり、とりわけ、動員する航空機の数を急激に増

やすやり方がとられたことである。91年の湾岸戦争の時は当初から2,300機の航空機が動員され

たが、コソボ戦争においては、初期段階で動員された航空機は460機であった。しかし、１カ月

後にはその数は1.5倍に増強され、最終的には2.5倍にまで増強された。すなわちNATOは、当初

は少ない航空機で作戦を開始し、必要に応じて動員する航空機の数を急激に増やすというやり

方をとった。こうした作戦方法を可能にした要因は、NATOの後方支援能力の高さであった。

NATOの後方支援部隊は、イギリス、ドイツ、イタリア及びトルコの航空基地を確保し、長期に

わたって燃料、弾薬及びその他の物資の補給を行った。しかも、これらの基地はユーゴ側から

の攻撃を受ける心配がまったくなかったのである。

　第２は、NATOが様々な航空戦力による大規模な共同作戦を行ったことである。すなわちユー

ゴスラビアに近い航空基地（イタリア、ドイツ、トルコの航空基地）に配備された戦術戦闘機

とイギリスや北アメリカの航空基地から飛び立った戦略爆撃機が、３つの方角から同時にベオ

グラードを攻撃し、またアドリア海からは巡航ミサイル「トマホーク」が発射されたのである。

　第３は、NATOが特定の施設を徹底して攻撃したということである。NATOは、EA-6B電子戦

機、EC-130電子戦機及びEA-6Bを伴ったF-16C/J戦闘機を使用してユーゴスラビアの早期警告

8 　以下の記述は、中国に関しては、『科索沃戦争（中）』軍事科学出版社、30頁、「非対称作戦与知識
化戦争」『解放軍報』1999.４.27、「科索沃戦争与新軍事理論」『解放軍報』1999.６.１、「冷静評戦局、

重在尋規律」『解放軍報』1999.６.29、及び「空襲：侵攻作戦の主角戯」『解放軍報』2000.12.５に依拠
しており、またロシアに関しては、Krasnaya Zvezda, July 6, 1999及びVoennaya Mysl’, No.1, January-
February 2000, pp.19-25に依拠している。
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レーダーや防空レーダーを攻撃、破壊するとともに、通信施設に対して電子攻撃（妨害・干渉）

を行って混乱させ、完全にユーゴスラビアの情報システムを制圧した。またNATOは、道路や鉄

橋、石油精製工場や石油備蓄施設、発電所等を重点的に攻撃した。ユーゴスラビア軍はこの結

果、通信能力、輸送能力が低下し、深刻な燃料、エネルギー不足に陥ったのである。

　第４は、NATOが新たな航空攻撃兵器を用いたことである。戦略爆撃機B-2Aがはじめて用い

られ、相手のコンピューターや無線を妨害する新たな電子兵器が用いられた。また、高度精密

誘導兵器が大量に用いられたことも大きな特徴であり、航空攻撃兵器の約90％はこうした兵器

だった。

　第５は、NATOによる空爆がきわめて正確だったということである。NATOのデータによれ

ば、コソボ戦争の期間中に使われたNATOのミサイルや爆弾15,000発のうち、目標をはずしたの

はたった15発だけであった。精密誘導兵器は夜間や快晴の時に集中して使用された。これは、

複雑な気象条件下ではそのナビゲーション機能が十分に働かないという赤外線システムの特徴

によるものである。これに関連して特に中国の専門家は、天候の悪化のためNATOの精密誘導兵

器の使用が著しく制約された点に注目している。すなわち、78日間の空爆作戦中39日間は天候

不良によってNATOの攻撃は左右されたのである。コソボ戦争は、NATOが地域の特性を十分把

握しないまま作戦を行ったものであったと中国は分析している。

（２）ユーゴスラビアの対応の分析

　非対称戦争における軍事力で劣る側の対応は、米国やNATOに対して軍事力で劣勢にある中国

やロシアにとって非常に関心の高い点であった。ユーゴスラビア軍の対応に関する中露の専門

家の分析は、劣勢なユーゴスラビア軍がなぜ78日間持ちこたえることができたのかという点に

焦点が当てられている９。分析の焦点については共通点が認められるものの、ロシアがユーゴス

ラビア軍の戦術面のみに関心を向けているのに比べ、中国はユーゴスラビア軍の訓練、装備の

整備及び軍人の士気といった面にまで目を向けていることが特徴である。ロシアに比べ中国が

9　この点については、中国に関しては、「冷静評戦局、重在尋規律」『解放軍報』1999.６.29、「低技術
戦術」『単極世界的陰霾』社会科学文献出版社（1999.11）138頁及び「現有装備如何升値」『解放軍報』
2000.11.21、ロシアに関しては、Krasnaya Zvezda, July 6, 1999、Voennaya Mysl’, No.1, January-February
2000, pp.19-25及びViktor Gobarev, “Kosovo Aftermath: Russia-NATO Relations after the Kosovo Crisis:
Strategic Implications,” The Journal of Slavic Military Studies, Vol.12, No.3, September 1999, pp.9-11に
依拠している。



坂口・間山　中露の国防政策に与えたコソボ戦争の影響

5

ユーゴスラビア軍の対応を多角的に分析しているのは、米国やNATOの軍事力と自国の軍事力の

非対称性が中国の方がより強いからであるといえよう。

　中露とも、ユーゴスラビア軍は、最重要の後方支援施設の防衛や防空部隊や防空兵器の隠蔽

に勢力を集中した結果、制空権を奪われた状況下で長期間持ちこたえることができたとみてい

る。戦術面で特に中露が注目するのは、ユーゴスラビア軍が高射兵器を大量に使用した点であ

る。ユーゴスラビア軍は、電子制御装置をつけていない、レーダーを必要としない旧式の高射

兵器を用い、肉眼で目標をとらえ砲撃するやり方をとった。これにより、NATOの航空機が高度

3,000メートル以下での低空飛行の任務が阻害されたのである。またユーゴスラビア軍は、高射

砲を用いてNATOの巡航ミサイルを撃墜するなどの成果もあげた。

　こうした戦術面に加え、ユーゴスラビア軍の訓練のレベルが高かったことや装備の整備のレ

ベルが高かったことも、ユーゴスラビア軍が長期間持ちこたえることができた要因であると、

中国の専門家は指摘している。ユーゴスラビアが保有する地対空ミサイルは60-70年代初めに生

産されたものであるが、その技術状態は良く維持されていた。ユーゴスラビア軍は終始良好な

状況に装備品を維持し、これらの装備は、NATOの作戦機に対して大きな脅威となった。ユーゴ

スラビア軍参謀総長は、コソボ戦争においてユーゴスラビア軍がNATOの先端航空機数十機（ヘ

リコプター、無人機、巡航ミサイル等を含む）を撃墜したことを明らかにした。これは、ロー

テク兵器であっても戦法をくふうすることによってハイテク兵器の能力を低下させることがで

きることを証明したものであると中国の専門家は評価している。さらに、ユーゴ民族の結束力

の強さも、ユーゴスラビアが、NATOの戦力を前に彼らの要求を呑むことなく、長期戦を戦うこ

とができた重要な要因であると中国は評価している。

　しかし、ユーゴスラビア軍の成果に対する肯定的な評価だけでなく、否定的な評価もみられ

る。すなわち、ユーゴスラビアの防空軍の成果に比べ、空軍の成果が芳しくなかった点である。

旧世代のMiG-21を主体とするユーゴスラビア空軍の戦闘機は、中距離ミサイルを装備したF-15

やF-16との戦いでは明らかに劣勢で、最初の数日間でユーゴ空軍が保有するMiG-21の20％及び

MiG-29の62％が失われた。ユーゴ空軍が保有する数少ないMiG-29では、部隊や後方支援施設

の防衛には不十分であることは明らかだった。ユーゴ空軍のこうした悲惨な成果は、二者が戦っ

た場合、一方の軍事力が圧倒的に優位な状況にあると劣勢の側がどうなるかという典型的な事

例を提供するものである、とロシアの専門家は評価したのである。
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３　コソボ戦争の教訓と中露の国防政策

　中露両国は、コソボ戦争の分析・検討を通じ、自国の国防政策にとっての様々な教訓を引き

出している。それらの共通点としては二点指摘できる。第１は、将来戦の特徴と考えられるハ

イテク兵器を用いた情報戦や非対称戦への対応を考えなければならないと理解したことである。

第２は、非接触戦の遂行を可能にする空軍力の強化・拡充の必要性を再認識したことである。

しかし、コソボ戦争の教訓に基づく自国の国防政策の見直しでは、中露両国の間に相違が認め

られる。兵器の近代化の面でロシアより遅れている中国の方が、コソボ戦争の結果をより深刻

に捉えている傾向が認められる。中国の場合は、軍のハイテク化の遅れだけでなく、ハイテク

兵器に対応できる人材が欠如しているとの危機感から、高い素質をもった人材の養成と訓練の

重要性が叫ばれるようになっているし、また、防空兵器を含む現有のローテク兵器をいかに有

効に用いるかということも重要課題となっている。これに対しロシアの場合は、米国やNATOに

対する通常戦力での劣勢を、軍改革による軍の戦闘即応態勢の強化、とりわけ核戦力の即応能

力の維持・強化で補おうとしている点がコソボ戦争に対する反応として特徴的である。

（１）中国にとっての教訓と中国の国防政策

ア．軍の近代化と人材の育成・訓練の重要性

　中国は、コソボ戦争の分析を通じ、将来戦はハイテク兵器を中心とする情報化戦争になると

の教訓を得た。例えば、中国軍総参謀長の傳全有は、99年８月１日の建軍72周年を記念して、

共産党の雑誌『求是』にこの点に関する論文を寄せている10。彼はこの論文の中で、情報化時代

の到来により軍事領域でもハイテク情報技術が広範に使用され、戦争の形態、作戦様式、部隊

の機構、武器装備及び訓練様式などが大きく変化し、戦場の情報化、作戦の一体化、軍隊のデ

ジタル化、兵器装備の知能化などの新たな趨勢が中国軍の近代化に対する新たな挑戦となって

いると述べた。さらに彼は、コソボ戦争は、最新の科学技術が軍事領域で運用できるか否か、

あるいは戦闘力の質的向上が実現できるか否かが戦争の勝敗に大きくかかわることを示したと

論じたのである。こうした観点から、中国全軍は現在科技練兵を実施中である。すなわち、兵

士に対する３能力訓練（体力、技能、知能）の強化と幹部及び機関の長に対する４つ（新知識、

新技能、新装備、新戦法）の新たな訓練の強化に取り組んでいる。また、部隊訓練においては

10　傳全有「大興科技練兵強固鋼鉄長城」『求是』1999年第15期。
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５種能力訓練（快速反応、対情報、野戦生存、共同作戦と総合保障）が追求され、兵士の総合

素質と部隊の総合作戦能力の向上が図られている。

　コソボ戦争は、中国に対し高い素質の人材育成が益々必要であることを認識させた。ハイテ

ク兵器に適応できる科学的知識や訓練素質をもった軍人がいなければ、先端兵器の能力を十分

に発揮するのは困難である。また各級指揮官の素質も重要であり、戦争の全局面を把握し、ハ

イテク局地戦争に適応して指揮しなければならない。傳全有は、情報化戦場においては知識が

戦闘力の主導的要素であり、相手よりも多くの高い素質をもった人材を養成する必要性につい

て触れ、高い素質の軍の人材を養成しハイテク兵器と調和させることによって強大な戦闘力を

形成発揮できると主張している。

　2000年12月末、第９期全国人民代表大会（全人代）常務委員会第19回会議で、「『解放軍現

役軍官（士官）服役条例』の改正に関する全人代常務委の決定草案」が採択され、同条例は『現

役軍官法』と改称された。これは士官の基本条件、選抜、在職年限、地位、待遇などについて

の規定を改めたものである。士官の基本的条件について同条例は、「中国共産党に忠実で、確

固たる革命の理想、信念と現代軍事知識を備えている」ことに加えて、新たに「大学での養成

を経てしかるべき学歴を取得している」とする条件が追加されたのである。これは軍の人材に

高い素質を求めた証左である11。このように中国は、ハイテク戦争や軍事革命に向けて動き出し

ている。

イ．ローテク兵器の重要性の再認識

　ハイテク兵器が今後ますます重要になっていくことを認識しつつ、他方で中国は、ハイテク

兵器を過信することは危険であるとの教訓も得た。これは、旧式兵器中心のユーゴスラビア軍

の対応から学んだ弱者の教訓といえるものであり、ハイテク兵器にも弱点があり、旧式兵器で

あってもその能力を十分に発揮すれば、強者に対抗することが可能であるというものである。

　まず、ハイテク兵器の弱点について中国は以下のように整理している。第１は、生産価格が

高く、生産周期が長く、臨戦下での補充が極めて困難であるということである。第２は、ハイ

テク兵器は構造が複雑で、操作が非常に難しいということである。第３に、ハイテク兵器は電

子機器への依存度が高く、簡単に干渉・妨害や破壊を受けやすく、気象や地形の制約を受けや

すいということである。

　ユーゴスラビア軍は赤外線誘導兵器の弱点を突き、人工煙幕を放つなど、NATO軍の電子偵察

と精密誘導兵器の打撃効果を低下させた。またユーゴスラビア軍はインターネットを利用して

NATOのネットに対し長時間ネット攻撃を実施した。この例が示すように、NATOのハイテク兵

11　「為建設高素質軍官隊伍提供制度保証」『解放軍報』2001.1.4.
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器の能力を低下させ、それによってユーゴスラビア軍は有利な条件を作り出した。ユーゴスラ

ビア軍は劣勢であったがゆえに創意を尽くし、新戦法の研究を怠らなかった。現有装備を最大

限に運用して敵の弱点を突いたのである。防空作戦においてはレーダー組織網を構築し早期警

告監視システムによって、的確に敵と味方を識別した。特に、彼らは旧式ミリ波レーダーの能

力を十分に発揮して、ステルス機を捕らえたのであった。

　つまり、中国は、ユーゴスラビア軍の対応の分析から現有装備に立脚し、その潜在力を十分

に発揮することの重要性を学んだのである12。こうした教訓が重要視される背景には、膨大な兵

力を抱える中国軍にとって、新型兵器装備を開発し部隊に配備することは短期間では難しいと

いう要因がある。

ウ．空軍の役割に関する認識の変化

　コソボ戦争は、空軍の地位、役割に関する中国の認識を大きく変えたといえる。つまり、中

国空軍は従来防空任務が主体であったが、攻防兼備の空軍を目指す必要性が認識されるように

なったのである。NATOがユーゴスラビアに対して空軍のみで作戦目的を達成できたことが、こ

うした中国の認識の変化に大きな影響を及ぼしている。99年11月の空軍創設50周年に際し、劉

順尭空軍司令員は、『求是』に寄せた論文の中で、中国空軍を「国土防空型」から「攻防兼備

型」に転換する必要があるとの見解を示した。空軍はこれまで、陸軍や海軍の作戦に対し補助

的な役割しか担ってこなかったが、これからはむしろ空軍が作戦の主導的な役割、あるいは空

軍が独自で作戦を遂行しえるものとならなければならないことを強く打ち出したのである。

　中国空軍は、ロシアからSu-27やSu-30などの戦闘機を導入し、着実に自らの実力を蓄積して

きた。さらに建国50周年の軍事パレードでは空中給油機も披露され、近代化が着実に進捗して

いることをうかがわせた。また、早期警戒機AWACS 取得の動きも見られる。こうした新装備

の取得に加え、彼らは科技強軍を推し進め部隊の質を強化し、局地戦争に勝利しえる空軍能力

の向上を目指している13。

エ．防空戦の重要性の再認識

　コソボ戦争は、防空戦の重要性を中国に再認識させた。中国軍は、防空作戦を重要な課題と

して取り上げ軍事訓練を強化している。これは新「三打三防」訓練と称するもので、「三打」

訓練とはステルス機を打ち落とし、巡航ミサイルを打ち落とし、武装ヘリを打ち落とす訓練で

ある。「三防」訓練とは精密打撃からの防御、電子戦からの防御、偵察監視からの防御の訓練

である。これは99年９月、蘭州軍区の某師団が現代戦における対応を研究しその訓練成果をま

12　『軍隊建設新視野』国防大学出版社（2000.４）４～12頁。
13　「建設一支強大的現代化人民空軍」『求是』1999年第21期。
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とめて全軍に普及したものであり14、40項目からなる戦法が作りだされている。訓練では特に、

歩兵による武装ヘリに対する打撃、高射砲部隊による巡航ミサイルの打撃、通信部隊による対

電子妨害などの戦法が集団軍や軍区で実施されたのである。コソボ戦争を教訓に彼らは、ハイ

テク技術に注目しながら自らの練度を磨くということを目標に、全軍上げて訓練演習を実施し

ハイテク条件下の作戦行動を総合的に体現しはじめている15。

　2000年11月初め、北京の人民大会堂で第４回全国人民防空会議が開かれ、江沢民は重要演説

を行った。人民防空は国防の重要な一部であって現代のハイテク局地戦争において、空襲と対

空襲（防空）は主要な作戦方式になっている。将来の防衛作戦において、人民防空の役割は非

常に重要になってくると強調したのである。さらに防空の整備の善し悪しは、国家戦略の大局

にかかわってくると述べ、人民防空戦の責任は重大であり、人民防空事業を戦略的な地位に据

えなければならないと指摘した。また彼は、軍と政府が絶えず指導を強めて、全人民による人

民防空の現代化建設に奮闘努力するよう要求した16。ここには、ユーゴスラビアがNATOのハイ

テク技術の空爆に十分もちこたえられたのは人民防空建設が適切であったからとの認識が反映

している17。加えてコソボ戦争での空襲は軍事目標のみにとどまらず非軍事目標や重要でない経

済目標までがNATOの空爆目標となり、絶対的安全縦深を確保できなかったために、NATOの劣

化ウラン弾などの爆撃によって知識のない市民、子供が犠牲となった。そうした教訓も含めて、

彼らは人民に対する防空訓練や教育の必要性を指摘し、本格的に人民防空建設の強化に動きは

じめている。

（２）ロシアにとっての教訓18とロシアの国防政策

ア．対外脅威認識の変化　

　ロシアは、NATOが「新戦略概念」の採択により攻撃的同盟に変貌を遂げ、コソボ戦争と同じ

かたちでロシアとその同盟国にも攻撃を仕掛けてくる可能性が高くなったという認識に達した。

こうした対外脅威認識の変化が、99年後半から2000年前半にかけての「国家安全保障概念」及

び「軍事ドクトリン」の改訂へとつながっていった。早くも99年５月、プーチン安全保障会議

14　「以新『三打三防』訓練成突破口」『解放軍報』1999.10.10.
15　「深化新“三打三防”訓練」『解放軍報』2000.11.14.
16　「江主席会見全国人民防空会議代表」『解放軍報』2000.11.9.
17　「人民防空的建設」『高技術空襲与防空』国防大学出版社(1999.10) 364～380頁。
18　本節の記述は主として以下の資料に基づいている。Gobarev, op. cit., Krasnaya Zvezda, July 6, 1999,
Voennaya Mysl’, No.1, January-February 2000, pp.19-25, Rossiiskaya Gazeta, July 27, 1999, Izvestiya,
September 25, 1999, Andrei Piontkovsky, “Season of Discontent: Lessons from Kosovo: one year on,”
The Russia Journal (on line), No.18, 15 May, 2000等。また、Wallander, op. cit .,及びWallander, “Russia’s
New Security Policy and the Ballistic Missile Defense Debate,” Current History, October 2000, pp.339-
340もあわせ参照。
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書記（当時）は、ロシアに対する外国の軍事侵攻を想定していない現在の国家安全保障概念（旧

「安保概念」のこと）は見直されなければならないと述べた。そして99年10月５日に開かれた

安全保障会議で新「国家安全保障概念」（新「安保概念」）が採択され、連邦議会の審議に付

されることになった。この会議でエリツィン大統領（当時）は、バルカンにおける深刻な事態

等を考慮して、新「安保概念」を策定する必要が生じたと発言し、国家が軍の能力を強化する

ために、十分な財政的努力をしなければならないことを強調した19。また、「軍事ドクトリン」

の改訂については、まず新「軍事ドクトリン」草案が、99年10月９日付『赤星』紙に掲載され

た。この草案は、「軍事ブロックや軍事同盟の拡大はロシアにとっての軍事的脅威である」と

述べて、明らかにNATOの東方拡大の動きを軍事的脅威ととらえる認識を示した20。そしてこれ

らのロシアの国防政策の根幹をなす文書は、プーチンが権力を継承するとともに相次いで承認

された（新「安保概念」の承認は2000年１月10日、新「軍事ドクトリン」の承認は2000年４月

21日であった）。欧州におけるNATOの活動の活発化により、ロシアが西方からの脅威の存在

を明確に文書に規定する必要に迫られた結果、新「安保概念」も新「軍事ドクトリン」も、外

国からの軍事的脅威が強まっているとの認識を強く打ち出している21。

　ロシア軍の現状に関して新「安保概念」は、軍改革や国防産業の改革の停滞および不十分な

国防支出により、ロシア軍の戦闘即応能力は危機的に低い水準にあり、これが、ロシアの軍事

的安全保障の弱体化につながっているとの認識を示している。そしてロシアの国家安全保障の

基本課題は、国家の軍事力を十分に高い水準へ向上させ、維持することであると指摘してい

る22。新「軍事ドクトリン」も、軍事的安全保障を確保するには、侵略を撃退できる十分な軍事

力の確保が不可欠であることを強調している。新「軍事ドクトリン」の特徴は、ロシアとその

同盟国に対する侵略を撃退するために、ロシアのすべての軍事力を用いることの正当性を明確

に強調していることである23。

イ．核戦略の見直し

　通常戦力を比較すると、NATOのそれとロシアのそれは明らかに非対称であり、NATO側が圧

倒的に優位な状況にある24。こうした状況下でNATOによる軍事侵攻にいかに対処するかが、ロ

19　Krasnaya Zvezda, October 6, 1999.
20　Krasnaya Zvezda, October 9, 1999に掲載された「軍事ドクトリン」の草案参照。
21　新「安保概念」のテキストはRossiiskaya Gazeta, January 18, 2000に、また、新「軍事ドクトリン」

のテキストはRossiiskaya Gazeta, April 25, 2000にそれぞれ公表されている。
22　Rossiiskaya Gazeta, 18 January, 2000.
23　Voennaya Mysl’, No.3, 2000, pp.22-34.
24　対NATO通常戦力で圧倒的にロシアが劣勢であるとのロシア軍部の認識と戦力の見積もりについては、
坂口「NATOの東方拡大とロシア」『海外事情』（拓殖大学海外事情研究所編）、1997年５月号、43-55
頁参照。
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シアの軍指導部にとっての緊要の課題となった。ロシアは、核戦略の見直しを進めてこの課題

に対処しようとしている。

　99年４月29日、安全保障会議の非公開会議が開催された。この会議ではロシアの核抑止戦略

について審議され、エリツインが、戦略核戦力および非戦略核戦力の発展および使用に関する

３つの大統領令に署名した。プーチン安全保障会議書記(当時)は、同会議がコソボ戦争と関連し

たものではないと述べたものの、NATOによるユーゴスラビア空爆がこの会議の背景であること

は明らかであった25。

　この会議では、戦略核戦力について、デルタⅢ級原子力潜水艦及び大陸間弾道弾(ICBM)の耐

用年数延長措置が決定され、また、今後実際に使用することのできる戦術核兵器に、有効な抑

止戦力としての新たな役割を付与する決定が行われたと一部報道されている26。ロシアは、経済

的理由から大規模な通常戦力の更新・増強は不可能であり、当面、核戦力に抑止力としての主

要な役割を期待せざるをえない状況にある。しかし、戦略核戦力自体も老朽化の危機にさらさ

れており、戦術核への期待は、このようなロシアの苦境を反映するものであると考えられる。

　核兵器の使用について新「軍事ドクトリン」は、ロシアやその同盟国が、核兵器や大量破壊

兵器の攻撃を受けた場合だけでなく、通常兵器による大規模な侵略を受けて安全保障上深刻な

事態に至った場合には、ロシアは核兵器を用いる権利があると述べて、核戦力の重要性を強調

している27。

　99年６月21日から26日まで実施された大規模な戦略指揮所演習「ザーパド(西)99」は、NATO

がロシアと国家連合を形成するベラルーシの領土に侵攻し、それをロシアとベラルーシが共同

で撃退するというシナリオに基づいて実施された。この演習は、約５万人の兵員が参加する冷

戦終焉後最大規模のものであったが、特に注目されたのは、核兵器の使用も想定してなされた

演習だったことであった28。

　さらに2001年２月13日から16日までロシア軍は、米国との核戦争を想定した大規模な演習を

西方と極東で同時に実施した29。この演習の狙いは、NMD構想を進める米政府に警告を発し、

ロシアの核戦力の即応能力を誇示することであったとされる。この演習ではTu-22M3やTu-160

25　Krasnaya Zvezda, April 30, 1999.
26　Izvestiya, April 30, 1999.
27　Rossiiskaya Gazeta, April 25, 2000.
28　Military Information Services, Bureau of Studies and Analysis, Ministry of Defense of Poland, The
Intelligence Review, pp.8-9. この資料は、1999年７月に坂口がポーランド国防大学を訪問した際、先方よ

り入手したものである。この演習に関するロシアの報道については、Krasnaya Zvezda, July 10, 1999に
掲載された演習の総括記事やKrasnaya Zvezda, July 13, 1999に掲載された演習の詳細に関する記事を参
照。
29　この演習の詳細については、Nezavisimaya Gazeta, February 24, 2001及び“Russia proposes Euro
missile shield,” BBC News, 20 February, 2001(available from http://news6.thdo.bbc.co.uk/hi/english/
world/europe/newsid_1177000/1177889.stm)を参照。
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等の戦略爆撃機が動員され、また、ロシア北部のプリセツク・ミサイル基地から最新鋭の大陸

間弾道ミサイル「トーポリM」（SS27）が発射され、カムチャッカ沖の海上に撃ち込まれた。

ウ．空軍力の強化

　コソボ戦争の作戦・戦術的教訓として、空軍力の強化の必要性が認識されていることがある。

航空戦力を急速に増強し、様々な施設群を徹底して爆撃する能力を有する敵に対抗するために

は、脅威が顕在化している地域や危険が生起しつつある地域における作戦に航空部隊を迅速に

集中して展開できる高い即応態勢が求められる。こうした航空戦力の展開は、敵の作戦行動の

速度に見あった速さで実施されなければならない。従って、ロシアの空軍力の拡充を求める声

が強くなってきているのである。

　ロシア軍幹部は、コソボ戦争の数ヵ月後、第２チェチェン紛争に際し、早速コソボ戦争の戦

術面の教訓を生かすことになった。すなわち彼らは、①ロシア軍の人的被害を最小限に抑える

ことができる、②敵の部隊だけでなく、重要な施設やインフラを無力化することが可能である

との理由で空爆による作戦遂行というNATOのやり方を模倣したのである30。

　戦略爆撃能力の強化方針もコソボ戦争の重要な教訓であった。とりわけ、2001年２月の大規

模な演習にも使われた長距離戦略爆撃機Tu-160の保有数を増やす動きが注目される。2000年５

月、カザン航空機生産プラントから１機のTu-160爆撃機がロシア空軍に引き渡された。この12

年ぶりに導入された新しい１機を加え、ロシア空軍が保有するTu-160は15機となった。ソ連崩

壊により、ロシアには６機のTu-160しか残らなかった。しかし、コソボ戦争勃発直後の99年５

月、ロシアはウクライナから対露債務返済の一環として８機のTu-160を引き渡されている。そ

して新たな１機が加わったのである31。ロシアはさらに、ウクライナが保有している残りの11機

についても買い戻すことを検討しているとの指摘もある32。ウクライナからの引き渡しの時期を

考えると、ロシア指導部は明らかに長距離戦略爆撃機の増強を意図したと考えられる。その理

由は第１に、Tu-160の増強は戦略核戦力の即応能力の向上につながることである。第２に、コ

ソボ戦争でNATOが長距離爆撃機に通常弾頭を搭載して爆撃を実施したやり方から教訓を得て、

Tu-160を同じように使うことを考えたのである33。

30　Alexander Golts, “Chechnya not another Yugoslavia. But Russians study NATO attack plan,”The
Russia Journal (on line), No.32, 4 October, 1999.
31　この経緯については、Vladislav Komarov, “Explosive gift for airborne nuclear forces,”
The Russia Journal (on line), No.19, 22 May, 2000参照。
32　Military Information Services, The Intelligence Review, p.8.
33　Komarov, “Explosive gift for airborne nuclear forces.”
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エ．軍改革の推進と即応態勢の強化

　コソボ戦争は、ロシアの軍改革にも大きな影響を与えた。セルゲーエフ前国防相は就任以来、

ロシアに対する大規模侵攻が生起する可能性は今後10年はないとの認識に立って、当面の即応

態勢維持を犠牲にして、研究開発など軍建設のための将来投資を優先し、この間の抑止力は核

戦力に依拠しようとしてきた。しかし、NATOによるユーゴスラビア空爆を契機として、ロシア

軍の即応態勢建て直しの必要が、ロシア指導部内で共通認識となった。コンパクトで機動性が

高いプロフェッショナルな軍隊をつくることが、ロシアの軍改革の目標になっている。新「安

保概念」では、ロシア軍の即応能力についてかなり厳しい認識が示されており、軍改革の推進

がプーチン政権の最重要の課題の１つであることを示している。プーチン政権にとってのジレ

ンマは以下のようにまとめることができるだろう。つまり、通常戦力で劣勢な欧州正面でNATO

の軍事侵攻を抑止するには核戦力の即応能力を維持することが重要であるが、他方、戦略ロケッ

ト軍に国防予算の多くを割くと通常戦力の改良・更新は進まず、NATOに対する通常戦力での劣

勢はいつまでも解消されない、ということである。

　そこでロシア軍内部では、慢性的に不足がちな国防予算をいかに効率的に使って、ロシア軍

の戦闘即応態勢を高めるかをめぐる対立が続くことになる。この対立がクワシニン参謀総長と

セルゲーエフとの対立に最も先鋭的なかたちで現れていた34。クワシニンは従来から、通常戦力

の更新・改良に国防予算を優先的に配分すべきであると主張してきた。クワシニンは、2000年

４月、戦略ロケット軍の大幅な削減を中心とする軍改革案をプーチン大統領に提出した。その

改革案の骨子は、①戦略ロケット軍を６分の１から７分の１に削減し、2003年までに空軍に吸

収統合する、②戦略ロケット軍の削減によって浮いた資金を通常戦力の更新・拡充に振り向け

る、の２点である。クワシニンは、2000年７月、軍の幹部会議でこの軍改革案について報告し、

その中で、冷戦が終結し、世界規模の核戦争の可能性が著しく低下した半面、コソボ戦争にみ

られるような地域紛争が続発するようになったが、ロシアはこの戦略環境の変化にあわせた軍

改革ができていないと述べたのである35。

　これに対しセルゲーエフは、クワシニン提案は、唯一戦闘能力を残している軍種である戦略

ロケット軍を通常戦力強化のために犠牲にしようとするものであると強く批判した36。2000年８

月11日、2015年までのロシア軍の改革をテーマとする安全保障会議が開催され、①戦略ロケッ

ト軍は2006年まで独立した軍種として維持する、②最新の大陸間弾道ミサイル「トーポリＭ」

は、クワシニンの提案より多い数を生産する、及び③大陸間弾道ミサイルは、その耐用年数が

34　クワシニンとセルゲーエフの軍改革に関する考え方の相違については、Nezavisimaya Gazeta, October
2, 1999を参照。
35　防衛研究所編『東アジア戦略概観2001』、平成13年２月刊の第７章の関連部分を参照。
36　Itogi, 4 July, 2000,に掲載されたクワシニンに対する批判記事参照。
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過ぎた段階で戦闘配備から解除される、以上３点が決定された37。イワノフ安全保障会議書記

（当時、現国防相）は、この会議では特定の軍種に多大な損失を与えないとの原則に従って軍

改革が検討されたことを明らかにした38。こうした決定をみると、大国としてのロシアの唯一と

もいえる拠り所となっている強大な核戦力を放棄することになかなか踏みきれないロシア指導

部の姿が浮かび上がってくる。

オ．兵員の削減問題への対応

　コソボ戦争により軍の即応能力の建て直しの必要を痛感したプーチン指導部にとって、兵員

の削減により、適正な規模の規律の高いプロフェショナルな軍をつくることが重要課題になっ

ている。慢性的な国防予算の不足は、軍人の生活レベルを低下させ、軍人の士気の低下をもた

らし、このことが軍の戦闘能力の低下につながっている39。装備の更新に資金が回らないだけで

なく、軍人の給与も十分に払われない状況は、現在のロシア軍の規模が現状の経済力に見合っ

たものになっていないことを示している。プーチンの兵員削減計画に対しては、軍高官からの

反発が強かったが、2000年11月９日の安全保障会議において約60万人削減することが正式決定

された。こうした兵員の削減計画が着実に進展していけば、ロシア軍の戦闘即応能力の低下は

止まるであろう。しかし、削減計画の進展を阻害する要因もあり、計画の実行はなかなか容易

ではない。まず、削減の対象となる兵員には、内務省軍、国境警備軍、鉄道部隊などの準軍隊

の兵員も含まれており、これらの機関の反発がかなり強いという問題が指摘できる40。さらに、

もしも兵員の削減が実施されると、現在住宅をもっていない兵士約12万人の住宅を準備しなけ

ればならないという新たな財政負担の問題も出てきてしまうことになる41。

カ．国防産業の強化方針

  コソボ戦争の結果、ロシア軍幹部は、今のままロシアの国防産業の悲惨な状況が続けば、

NATOに対するロシアの軍事・技術面の遅れは深刻なものになってしまうとの危機感を抱いた。

彼らは、特に通信・情報手段、偵察手段、高度精密誘導兵器などで明らかにロシアは遅れてい

るとの認識を持ち、国家が国防産業の再生のために取り組む必要があることを強調し出してい

る。すなわち、今後起こりえる非対称戦争においてロシアが敗北しないためには、敵の最新兵

37　Izvestiya, 12 August, 2000
38　Ibid.
39　国防予算の不足が、どのような否定的な影響をロシア軍にもたらしているかについては、“Russia’s
armed forces: Problems of reform and resettlement,” Strategic Comments, Vol.6, No.7, September 2000
参照。
40　The Russia Journal (on line), No.38, 5 October, 2000.
41　Izvestiya, 7 October, 2000.
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器に対抗できる兵器を生産できるように国防産業を強化することが必要であるとの認識が強く

なっているのである42。

　99年後半、2001年～2010年の装備国家綱領を策定する動きが本格化した。装備国家綱領が掲

げる目標は２点である。第１に、2010年までの間、核及び非核兵器による侵攻の抑止や、軍の

戦闘任務及び作戦任務の遂行を保障するために既存の装備体系を戦闘即応状態に維持すること

である。第２は、2010年以降、軍の物的、技術的基盤を形成するものとなるべき将来の兵器を

つくるために、科学技術力及び生産技術力を強化することである。装備国家綱領は、21世紀に

枢要な兵器技術を開発すること、最も重要な戦略兵器、偵察システム、指揮・通信システム、

戦術級の戦闘のシステム・手段の開発及び生産に主要な努力を傾注すべきであると指摘してい

る43。

　プーチンも、国防産業の維持・強化が安全保障の根幹をなすことは理解しており、この課題

に意欲的に取り組む姿勢を示している。2000年３月、ニジェニー・ノブゴロドで開催された全

ロシア軍産複合体企業会議でプーチンは演説し、99年の国防産業全体の生産が対前年比30％増

加したことは好ましい成果であるものの、ロシアの国防産業が情報・通信などハイテク分野で

諸外国に遅れているという根本的問題があることを認めた44。そして多くの国防企業が市場経済

メカニズムの中で十分に機能していく能力がないことも認めている。プーチンが取り組むべき

課題として提起しているのは、国家安全保障上戦略的意義を持つ少ない企業を選別して限られ

た資金を集中的にそれらの企業に投資するやり方の徹底である。プーチン政権の最初の組閣で

は、新たに国防産業を管轄する工業・科学・技術省が設置され、軍事技術の生産、政府の兵器

調達ならびにロシア製兵器の対外輸出を担当することになった45。

４　中露の戦略的パートナーシップへのコソボ戦争の影響と将来

（１）新たな段階に進んだ中露の戦略的パートナーシップ

　中露両国は、96年４月に戦略的パートナーシップを宣言して以来、両国の指導者たちの相互

訪問を通じてその関係を深めてきた。さらにコソボ戦争、特にベオグラードの中国大使館に対

するNATOの誤爆をきっかけに、中露両国の接近は強まり、緊密化の度合いが増すこととなっ

42　Voennaya Mysl’, No.1, January-February 2000, p.21.
43　Krasnaya Zvezda, December 9, 1999.
44　http://president.kremulin.ru/events/19.html
45　Vedomost’, 23 May, 2000.
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た。中露両国は、米国やNATOの行動を厳しく非難するとともに、両国が重大な国際問題で今後

も協議と協力を強化していくことを強調した。

　コソボ戦争までは、NATOの東方拡大という西からの圧力を直に感じているロシアとそうでな

い中国とでは、米国やNATOに対する態度に若干の差があった。例えば、98年12月のインド訪

問の際にプリマコフ首相（当時）が提案した米国一極支配に対抗するためのロシア、中国、イ

ンドによる戦略的トライアングル構築構想に対し、中国は冷めた反応を示していた。しかし、

コソボ戦争は、米国やNATOに対する中国の態度をより厳しい方へ変化させることになった。コ

ソボ戦争の結果、中国とロシアは米国主導のNATOを軍事的脅威と見なす立場を共有するように

なったとみることができるのである46。

　ロシアのプーチン政権発足後も中露の戦略的パートナーシップは引き継がれている。2000年

７月、プーチンは初の訪中を前に、中国との関係発展はロシアの対外政策の主要な優先方向の

１つであると指摘し、両国関係を発展させるのは便宜的なものではないと強調した47。さらに江

沢民・プーチン会談において、江沢民は「中露は国連安保理常任理事国で、核保有国であり、

世界の平和と安全に重大な責任を負っている。中露が戦略的パートナーシップを確立し、発展

させることは両国の正しい歴史的選択であり、両国の戦略的利益に必要なものである」と述べ、

両国関係を新たな段階に進め、永遠の「良き友人、良き隣人、良きパートナー」となることを

願っていると強調した。７月18日、中露首脳は「北京宣言」に調印し、その中で、①両国の友

好強化により多極的世界と新しい公正かつ合理的な国際秩序の形成を促すこと、②今後も対外

政策や国防政策等で協力を強化していくことを確認した48。また、この「北京宣言」とあわせ

て、米国のNMD計画に対する両国の反対姿勢を明確に示した共同声明にも両首脳は調印した49。

　2000年11月の江沢民・プーチン会談では、「我々は今年４回も会見した。両国の議会指導者

と首相も会合を開いた。両国の各分野の協力は絶えず強化されている」と江沢民が述べ、「中

露はABM制限問題でも協力を強めた。国連は今年、ABM制限条約を継続、順守することに関す

る決議を可決した。我々の厳正な立場はますます幅広い支持を得るようになっている」と中露

のパートナーシップが成果を上げたことを強調したのである。このようにコソボ戦争は中露間

のパートナーシップの結びつきを強めたといえるであろう。

46　Ahmed Rashid, “Unstable Fringe: Terrorist threats help push China and Russia closer,”
Far Eastern Economic Review, September 9, 1999, p.28.
47　2000年７月に公表されたロシアの新しい「対外政策概念」は、アジア政策では引き続き中国との関係
に最も高いプライオリティーを置いている。新「対外政策概念」のテキストは、http://www.mid.ru/mid/
vpcons.htmより入手できる。
48　「北京宣言」のテキストは、Problemy Dal’nego Vostoka([Problems of Far East]), No.5, 2000, pp.5-8
に掲載されたものを利用した。
49　Ibid, pp.9-10.に掲載されたテキストを利用した。
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（２）コソボ戦争と中露の軍事面の戦略的パートナーシップ

　中露の戦略的パートナーシップが最も具体化しているのは軍事協力及び軍事技術協力の分野

である。

　中国はロシア製兵器の最大の輸出先であり、ロシアの国防産業の生き残りのためには対中兵

器輸出の意義はきわめて大きい50。しかし、ロシア指導部は、経済的観点からだけでなく、戦略

的観点からも中国への兵器輸出を重視している。すなわち、ロシアが目指す多極的世界の構築

のためには、一つの極である中国の軍事力が米国のそれに比して弱すぎるのは好ましくないと

のロシア指導部の考えがあり、彼らは中国との軍事技術協力の強化により、中国軍の近代化の

促進に力を貸す必要があると考えているのである51。コソボ戦争を契機として、米国やNATOか

らの脅威に対抗するために中国との軍事協力を強化する必要があるとの発言が、ロシアの軍幹

部や政治家に多くみられるようになっている52。

　すでに中国にはSu-27SK戦闘機が導入され、そのライセンス生産も99年から始動し、年間10

～15機生産されるとみられている。それに加えて、エリツィンが99年12月に訪中した際に、ロ

シア側は中国に60機のSu-30MKの売却を約束した。Su-30MKの売買について中国は、ロシアが

中国との戦略的パートナーシップを強化し、それによってコソボ戦争以来の欧州正面における

ロシアに対する圧力を打破する狙いがあったと伝えている53。海軍の装備では、キロ級潜水艦が

４隻導入され、ソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦も２隻目が中国に手渡された。このほか対空

ミサイルS-300やイスラエルからの取得に失敗した早期警戒管制機もロシアからの導入を図りつ

つある。

　コソボ戦争のような情報化戦争において、中国が適応できる能力は限られている。そのため

にもロシアとのパートナーシップは不可欠であり、これをてことして軍の近代化を図ることが

中国にとっての差し迫った課題となっている。コソボ戦争は中国軍にとって、ロシアへの兵器

依存を強めるものとなった54。それは中露の軍事交流の動きからもうかがわれる。新華社（2000

年１月５日）が1999年の軍事交流を回顧し、中でも中露の軍事交流が際だって活発であったと

50　Nezavisimaya Gazeta, August 27, 1999.
51　1999年７月、モスクワにて坂口がバジャーノフ外交アカデミー副学長と意見交換した際、先方は、ロ
シアの中国に対する兵器輸出の背景にあるロシアのこのような戦略的思考について指摘した。
52　例えば、イワショフ国防省国際軍事協力総局長やアルバートフ下院国防副委員長等の発言である。詳

しくは、Rossiiskaya Akademiya Nauk ([Russian Academy of Sciences]), Rossiya i Zapad: Krizis otnosheniy
v sfere bezopasnosti i problema kontrolya nad voorudzheniyami ([Russia and the West: The Crisis of Relations in
the field of Security and the Problem of Arms Control ]), Moscow, 1999に彼らが寄稿している論文を参照。
53　「21世紀初めの中国の安全環境」『北京週報』2000年 No.２、12頁。
54　ロシアの兵器輸出の背景にある戦略的思考として、ある国のロシアに対する兵器依存が強まれば、ロ
シアのその国に対する政治的影響力が拡大するという考えがある。
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伝えた。「全面的で活発な周辺軍事外交の中で、中国とロシアおよび中国と北東アジア諸国と

の軍事往来はとりわけ注目された。中国とロシアは世界の多極化のプロセスで、重要な役割を

果たしている。中露のハイレベルの軍事交流は活発で、軍事関係の発展は順調だった。張万年

中央軍事委副主席が訪露したが、これは中国軍のハイレベル指導者による重要な訪問だった。

中国人民解放軍総政治部、総装備部、海軍などの代表団も相次いで訪露した。軍事関係を含む

中露両国の21世紀に向けた戦略的パートナーシップはこの年にさらに発展した」と報じたので

ある55。

　2000年１月、遅浩田国防部長はロシアを訪問しセルゲーエフ国防相（当時）と会談し、軍事

分野での協力を一層強めることに関する両国国防省の了解覚え書きに調印した。またプーチン

とも会見し軍事面における中露関係の絆を強めた。遅浩田はロシアとの善隣友好協力関係を非

常に重視していることを伝え、21世紀に向けての戦略的パートナーシップが必ず発展すること

を確信していると述べたのである。同年７月、遅浩田はプーチンに同行してきたセルゲーエフ

と再び会談し、AMB制限条約を守るロシアの立場を強く称賛した。また11月、北京で中露両軍

参謀本部の第４回協議が開かれ、熊光楷副参謀長とマニーロフ参謀総長第一代理が参加した。

両軍参謀本部は、両者の協議メカニズムの強化を図るなど軍事面のパートナーシップの強化を

話し合った。こうした緊密な中露両軍のパートナーシップが築かれたのはコソボ戦争が一つの

きっかけを作ったと考えられる。

（３）中露の戦略的パートナーシップの行方

　90年代を通じ、中露関係は緊密化の度を深める傾向にあり、コソボ戦争を契機としてこの傾

向にさらに拍車がかかった感がある。中露両国は共に指摘する。それは双方が目指す戦略的目

標が比較的一致していることである。彼らは非常に多くの領域でかつ広範にわたって利益を共

有し、特に重大な問題に関しては一致またはかなり近い見方をしてきた。そのために、中露双

方は根本的に利害が大きく衝突することはないだろうと見ている。中でも最も敏感である軍事

分野での協力関係は極めて順調に展開している。こうした実態を合わせ見るなら今後、将来に

向けて中露の戦略的パートナーシップは引き続き維持されるであろうと見られる。

　しかし、中露の戦略的パートナーシップにも限界があることは指摘しておかなければならな

い。まず第１に、中国指導部も、ロシア指導部も、対米関係を中露関係より重要であると考え

ている点である。中露は、両国の戦略的パートナーシップが特定の第３国に向けられたもので

はないことを繰り返し強調している。このことは、中露の戦略的提携強化が米国一極支配に対

55　「活発だった99年中国軍事外交」『日刊中国通信』2000年１月７日、６頁。
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する反発という動機を持ちながらも、米国を中心とする西側諸国を刺激するのを避けようとす

る両国指導部の意図を反映しているといえる。

　中国の国内経済建設という課題にとっても、またロシアの国内経済改革という課題にとって

も、米国を中心とする西側諸国との経済関係の強化は不可欠である。たしかに、中露双方の経

済的メカニズムは互いに補完性があり、経済貿易面で両国関係が深化していく可能性もある

が56、両国の経済関係の現状は満足できるものではないとの認識がある57。ロシア経済の再生の

ためにはシベリア・極東の資源開発が不可欠であり、中国もこれらの豊富な資源が中国の経済

建設にとって有益な要素となる可能性が高いとみている。しかし、ロシア側は中国以上に日本

からの資源開発の大規模投資に期待していることは明らかである58。21世紀、中露双方が共に目

指すのは、まさしく大国としてふさわしい国力増進あるいはその充実である。そのためにも中

露の狙いは経済力をも含んだ彼らの言う総合国力を強化することにある。特に、ロシアの場合

は経済力の回復こそが差し迫った問題であり、全てに優先しなければならない。そうであれば

なおさら、西側諸国との経済関係の深化は不可欠となろう。

　第２は、特にロシア側についていえることであるが、中国に対する脅威感が依然として根強

く存在しているということである。特に中国と国境をはさんで直接接しているロシア極東地域

の指導者や住民のなかにこうした脅威感が強い。もし、中国がその兵力にまかせてロシア極東

地域に侵攻してきた場合、ロシア極東の兵力では防ぎきれないため、中国との軍事協力を進展

させる必要がある、と指摘するロシアの専門家もいる59。また、軍の中には、中国との軍事技術

協力を重視しながらも、中国の軍事力がロシアにとって脅威になるのを避けるため、最新鋭の

兵器の中国への輸出は慎重に行うべきであるとの議論がある。セルゲーエフも、Su-37戦闘機や

S-400対空ミサイルシステムといった最新鋭の兵器の対中輸出については慎重な姿勢を示してい

た60。

　第３に、特にプーチン政権の登場とともに、ロシアの中国に対するアプローチがエリツィン

時代と若干変化していることである。プーチン政権は、中国との関係においても実利獲得を優

先する姿勢をみせはじめている。プーチン政権は、兵器輸出に傾きがちなロシアの対中輸出構

56　「対世紀之交中露関係的思考」『国際問題研究』2000年第１期、10頁。
57　ロシアの新「対外政策概念」は、露中関係においては、政治関係に比べ経済関係が遅れているとの認
識を明確に示している。
58　ジョセフ・ファーガソン（坂口訳）「日露関係―過去・現在・未来―」(Joseph Ferguson,
“Continuing Patterns in Japanese-Russian Relations: Time for Change?”)『新防衛論集』第28巻第
１号、2000年6月、49-66頁参照。
59　中国問題の専門家であるバジャーノフ外交アカデミー副学長は、1999年７月にモスクワでの坂口との

意見交換の際、このようなロシアの思考について言及した。
60　Bin Yu, New Century, New Face, and China’s“ Putin Puzzle”, Regional Overview: China-Russia, the
Pacific Forum CSIS, July 2000 (available from http://www.csis.org/pacfor/cc/001Q china-rus.html.).
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造を変え、より広範な分野の輸出を増やしたいと考えている。つまり、プーチンは、エリツィ

ンが政権末期に米国やNATOに対する反発から中国との戦略的提携に走ったのと比べ中国に対し

より現実的なアプローチをとるだろうとの見方もできる。国防産業問題を担当するクレバノフ

副首相が2000年３月に訪中した際、軍事技術協力以外の分野における対中輸出が低い水準にあ

ることに不満を表明したのである61。

５　東アジアの戦略環境及びわが国の安全保障に及ぼす影響

　バルカン半島から視点を東アジアに移してみると、ガイドラインの改訂やTMDの研究開発の

動きにみられるような日米同盟の強化の動きに対し、中露両国は神経を尖らせてきている。明

らかに中露両国は、欧州におけるNATOの強化の動きと東アジアにおける日米同盟の強化の動き

を連動したものと捉え始めている。簡潔に言えば、西でも東でも米国を中心とする軍事同盟が

強化されつつあるという共通認識である。中露両国の指導者がここ数年、アジア太平洋地域の

安全保障について幅広く意見を交換し、特に国際情勢の中で最も敏感な問題について双方の足

並みがそろう傾向にあるのは、こうした共通認識が背景にあると考えられる。こうした共通認

識に基づく立場の接近が、中露両国間に存在している両国関係の緊密化を妨げる要因を脇に追

いやっているというのが現在の状況であると考えられる。

　中露の戦略的パートナーシップが引き続き維持されていく場合、東アジアの戦略環境にどの

ような影響を及ぼすだろうか。注視しなければならないのは、中露両国間の国境での軍縮や信

頼醸成措置の進展が及ぼす影響である。両国は共にアジア太平洋地域の安定と安全を維持する

ため、各方面で積極的な政治的対話を推進し、この地域に内在する現実的あるいは潜在的な紛

争や衝突の発生を未然に防止してきたと認識している。中国とロシアは、２カ国間だけではな

く、中国、ロシアに中央アジアの３カ国（カザフスタン、キルギス及びタジキスタン）を合わ

せた５カ国間（上海ファイブ）でも、国境地帯での軍縮や信頼醸成措置協定により、中国と旧

ソ連の国境地域の安定化を図っている。こうした中露の努力は、東アジア地域の情勢に健全な

影響を及ぼし、アジア太平洋地域の安定と安全をつくり出すうえで大きな貢献をしていると、

中国は高く評価している。問題は、この枠組みに入っていない地域では逆に緊張が高まる可能

性があることである。端的に言ってしまえば、北方での戦略環境を安定させ、ロシア製兵器の

購入によって特に海軍力を強化した中国が南方（海洋正面）において軍事的脅威を高める可能

性があることである。わが国としては、近代化していく中国の軍事力を正確に把握するために

61　Ibid.
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もロシアとの軍事交流を深め、軍事情報の交換を密に行っていく必要がある。また、わが国に

対してロシア側が求めているように62、ロシアとの部分的な軍事技術協力に踏み切り、ロシアの

東アジア政策が対中関係に傾斜しないように仕向けていく必要があろう。

　ロシアは現在及び今後の一定期間は戦略的萎縮期にあると言え、彼らの戦略的重心も欧州正

面にある。アジア太平洋地域の安全保障に対するロシアの影響力は決して小さくはないものの、

主導的役割を果たすには限界があると思われる。この地域の安全保障の主軸となるのは中国と

米国であるが、現在の国力からするならばそのイニシアチブは米国側にあるといえる。米国が

この地域でどのような安全保障政策を追及するかによって、米露関係なり米中関係が緊張した

り、緩和の方向へ向かったりするようになる。わが国としては、どのような状況になろうとも、

ロシアや中国との関係が極度に悪化しないように、恒常的に両国との安定した関係構築に取り

組んでいく必要がある。

62　Krasnaya Zvezda, September 16, 2000は、国防産業問題を担当するクレバノフ副首相が、日本との軍
事技術協力に着手する可能性を示唆し、また2000年９月のプーチンの訪日には、国防産業を担当する工
業・科学・技術相も同行し、日本側との会談の席上、軍用機の供給問題に言及したと報じている。




