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極東地域に所在するロシア軍の将来像

―東アジア・太平洋地域の安全保障への影響―

三　井　光　夫

はじめに

1991年ソ連邦が崩壊し、それに伴って誕生したロシアは、旧ソ連領に比し24％も国土

が減少した。しかしそれにもかかわらずロシアは、依然として米国の約1.8倍強もの広大

な国土を誇る1。かつてカール・Ｖ・クラウゼウィツはこの国土の広大さにロシアの強

さの淵源があると喝破した2。それが今なお正しいとすれば、ロシアは依然として強い

国であり大国であるということになる。実際、ロシアはこの広大な国土のポテンシャル

に加え、軍事力にしても今なお核戦力は米国を除けば世界最大の質・量を誇る軍事大国

なのであり、アジアでロシアに比肩し得る国家は見当たらない。

この軍事大国ロシアの戦略的弱点の一つは、同国が西欧とアジアの両世界に連接して

いるという点にある。この２つの世界に向き合うロシアの地政学的特徴が、ロシアに安

全保障上プラスの効用をもたらす一方で、ロシアの持つ軍事的ポテンシャルを２つの正

面に分散させるという負の側面を生み出してきた。この負の側面は、実際に、これまで

常に西欧正面にロシアの持つポテンシャルが優先配分されるという形で表れてきてい

る。それは西欧正面がロシアの発展史の主舞台であり、ロシアの政治・経済の中心と深

く関りあってきたからである。それと同時に、アジアは人口希薄にして苛酷な自然条

件、それに伴う未開発地域という悪条件に加え、東西にわたる長大な地形縦深が、たと

えばノヴォシビリスクからウラジオストクまでの間でさえ、ベルリンからモスクワまでの約

2.5倍もあり、モスクワをしてアジア（ロシア極東）を遠い僻地としてしまったのである。

こうしてアジアは、ロシアの持つ軍事的ポテンシャルの全圧力を受けるということは

なかった。とはいえそれでも旧ソ連時代、たとえば80年代初期、機甲、自動車化狙撃及

び空挺の全師団数194個のうち52個師団がアジア（極東）に配置された。これは実に約

27％にも相当する戦力の展開であったのである3。ソ連の崩壊直後には、欧州正面が「欧

1   新生ロシア領は日本、中国の各々45倍、1.78倍である。
2 クラウゼウィツは、無視される時間、国民の忍耐力に加えて、ロシアの広大な領土にロシアの強さ
があると論じた。
3  欧州、コーカサス、南部、及び極東の４個正面があることから、１個正面あたり25％が標準のとこ
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州通常戦力（CFE）条約」によって配備戦力が制限されたことから、余剰戦力がウラル

以東に再配備された。これによってウラル以東のアジアには多大の戦力が展開し、その

量は実に全軍の約40％にもなっていた。

今日、欧州正面は、バルト3国の北大西洋条約機構（NATO）加盟（決定）によって

CFEに一部問題が惹起している。とはいえ、同条約によって欧州正面に配備する戦力の

上限が規定されていることから、ロシア・欧州部のロシア軍（通常戦力）の将来は予測

がつく。これに対し、アジア正面は、ロ中国境沿いの通常戦力についてその制限に関す

る二国間取り決めがロ中間でなされているだけで、通常戦力に関する国際条約の取り決

めはない。こうしてロシア・アジア部特にロシア極東に展開するロシア連邦軍（以下、

ロシア極東部隊と略称する。またロシア連邦軍をロシア軍と略称する）の詳細は、ロシ

ア・欧州部に比較して、トランスペアレンシーに欠ける状態となっている。またロシア

極東部隊は処置すべき多くの退役・廃棄原子力潜水艦を保有する。こうしてロシア極東

部隊は、様々な点から東アジア・太平洋諸国の安全保障問題に直接・間接に影響を及ぼ

す要素として看過し得ない。とりわけ北朝鮮問題が重要性を増しつつある今日の情勢下

において、一層ロシア及びロシア極東部隊の動向は重要性を増すだろう。

かかる観点から、本報告は、予測可能な範囲でロシア極東部隊の将来を予測し、それ

が我が国を含む東アジア・太平洋地域の安全保障に及ぼす影響について分析を試みたも

のである。

なお、本報告で対象とするロシア極東は、ロシア極東軍管区地域を主対象とし、サハ

共和国、沿海地方、ハバロフスク地方、アムール州、マガダン州、カムチャッカ州、サ

ハリン州、ユダヤ自治州、コリャーク自治管区、チュコト自治管区をその範囲としてい

るが、必要に応じてシベリア軍管区等の共和国、地方等を包含することもある。

Ⅰ　ロシア極東の安全保障とロシア極東の諸相

ロシア極東部隊の役割は、ロシア極東における国家安全保障の分野において軍事的安

全保障を確保することにある。そうだとすればロシア極東における安全保障とは何かと

いうことになろう。ソ連邦の崩壊後世界で起こった諸変化の結果、ロシアは西方におい

てばかりでなく、東方においても自己の民族的・国家的利益を保障するという課題に直

面するようになっている。しかも、ロシア極東は、ロシア・欧州部とロシア・アジア部

間に本質的な違いが存在しているため、欧州におけるロシアの国家安全保障のモデル

ろ、それを上回る27％の師団数が配置されており、極東（アジア）正面が軽視されたというわけでは
なかった。
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は、ロシア極東における安全保障のモデルとはなり得ない。そうした認識の下で、ロシ

ア極東の国家安全保障とは、第一に領土的一体性の保持、第二に人口動態上の安全保

障、そして第三に極東ロシア経済のロシア単一経済システムへの係留であるとも言われ

る4。その場合、第一については、要するに、ウラル山脈から太平洋沿岸(諸島を含む)ま

で広がる広大な空間を一部たりともロシアが喪失することを認めないこと、第二につい

ては、ダイナミックに発展している中国、日本、韓国という人口過剰な隣国の人口動態

的拡張を許さないこと、そして第三については、ロシア極東地域がロシア・欧州部から

離れているという状況下で国家の共通の経済空間を維持し、ロシア極東の経済をロシア

の単一経済システムに組み入れておくことを意味している5。このような考えを理解す

るためには、ロシア極東の諸相を一層理解する必要がある。

ロシア極東の諸相

ロシア極東は、ロシアがアジア太平洋地域に進出する場合の進出口を形成し、政治・

経済・軍事上、重要な地位を占める。

同時にロシア

極東は太平洋を

挟んで米国と、

また日本海を挟

んで日本と、そ

して北朝鮮、中

国と河川を介し

て国境を接して

いる。このロシ

ア極東を軍事上

カバーしている

のが極東軍管区

であり6 、94年

グラチョフ国防

相（当時）は、

 

ザバイカル軍管区 

シベリア軍管区 

 

極東軍管区 

主力戦車 6000 

火砲等 5800 

作戦機  715 

武装ﾍﾘ  200 

主力戦車 3000 

火砲等 4000 

作戦機  215 

武装ﾍﾘ   80 

主力戦車2000 

火砲等 2200 

作戦機  140 

武装ﾍﾘ   40 

出典：1994-1995 Military Balance 

ウラル 

軍管区 

図１        1994 年 1 月１日ロシア軍管区戦力配備図 

4 1996年、日ロ防衛研究交流で防衛研究所に来訪したA.B.シュリンドフ大佐（当時）の研究会での発
言。
5  同上。
6 1994年当時の極東軍管区は、ここで規定しているロシア極東地域全面をカバーしてはいなかった。
2001年９月極東軍管区はロシア極東地域全面をカバーするようになった（細部後述）。
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中国政府との信頼醸成措置に関する議論のなかで、同軍管区がウラルの東にある４つの

軍管区のなかでも最も重要であるということを示唆していた。

実際に94年の軍事力の展開状況は94-95ミリタリ・バランスによると図１のとおりであ

り、極東軍管区が最重要視されていたことが分かる。

ロシア極東とロシア極東に隣接する国々との間にはさまざまな領土問題・国境問題等

が存在している。米国との間では、ベーリング海峡の国境線を巡る問題がある7。日本

との間では北方領土（ロシア名：クリル諸島）の問題がある。中国との間では長年、東

部国境（アムール河、ウスリー河及びハンカー湖）及び西部国境での国境画定を巡る問

題があったが、80年代後半より交渉が開始され、94年4月までにほぼこれらの国境線の

画定がなされた。しかし、アムール河とウスリー河の合流点にある2つの島とアムール

河の１つの島の領有権問題が交渉継続となっている8（図２)。

ロ中間の領土問題では、一部のロシア人が、かつて中国領であった沿海地方を中国

(人）が奪還するのではないかという懸念をいまだに隠そうとしていない9。

こうしたロシア人の中国（人）への恐怖は、特にロシア極東住民の人口と中国の巨大

な人口格差にも根差している。実際、ロシア極東の人口は、750万人前後（1998年1月）

であるのに対し、隣接する中国は東北の３地方だけでも1億人を越えている。さらにロ

シア極東の住民は、約660万km2の広大な領域に居住しており10、人口密度は単純計算で

は1 km2あたり約1人という過疎度である11。

7 90年、ロシアのチュコート半島と米国のアラスカとの間の国境画定協定が、エドアルド・シュワル
ナッゼソ連外相（当時）とジェームス・ベーカー米国務長官（当時）との間で締結された。しかし、ロ
シア議会はその国境線ソ連と米国の海岸から等距離でなく、本来ロシア領に属すべき領海と大陸棚の
50,000�が米国領になっているとして、これを批准せず、今日、米国に同協定の見直しを要求する動
きを強めている。 Anastasia Koornya, “Bering sea to be redivided,” Moscow News, (September 11-17
2002).
8 91年５月ソ中東部国境協定締結、92年国境確定作業開始、そして94年９月ロ中西部国境協定締結。
99年４月27日、ロ中国境画定連合委員会が国境画定作業の終了を宣言。2444の島のうち約48％がロ
シア領、約52%が中国領となった。
9 2002年11月22日（金）～24日（日）間、キャンパスプラザ京都で実施された第18回日ロ極東学
術シンポジウムで、B.ゲリプラス（モスクワ大学アジア・アフリカ諸国学院教授）が、「ロシアへの
中国人労働移民の新しい段階」と題し、要旨次のような報告を行った。
　「中国国家の成功を賭けた闘いと帝国主義国家からほぼ100年にわたり屈辱を受けたことに対する復
讐を掲げて中国政府は全ての活動を進めている。ロシアは中国に「屈辱」を与えた国家に入る。学校
で学ぶ中国人はロシアが中国の領土を150万平方キロメートル奪い取ったと確信しており、その彼ら
がロシアにやってきて、本来中国の領土だと考えている地域に住みつくのである。北京の新しい戦略
を実現する手段の一つは、増加する中国人移民と世界中にある中国人同胞集団とを最大限に利用する
ことである。」
　注目すべきはこのような対中警戒感を表明したB.ゲリプラスがロシアでも有数の代表的中国問題の
研究者であり、ロシア国会で中国問題の参考意見を述べるなど世論形成に大きな影響力を有している
ことである。
10 ロシア極東はロシア全土の約37％を占め、日本の約22倍もある。
11 ロシア科学アカデミー経済科学研究所・人口問題予測分析センター長J.A.ザイオンチコフスカヤが
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もともとツンドラ地帯やタイガの存在、そして殆どの河川は約半年間凍結するなど過

酷な気象条件の下では生活地域も限定され12、ロシア極東に流入してきた人々は、その

多くが冷戦時代、軍需産業などに高賃金で集ってきた者であった。それゆえ、冷戦終焉

 

ハバロフスク 

ロシア極東 

モンゴル 

中 国 

アムール河 

ウスリー河 

タラバロフ島 大ウスリー島 

 
図２           係争中のロ中国境地点 

2002年11月23日、ロシア極東・日本学術シンポジウムで、「中国人労働の対ロ・マイグレーション
の展望」と題して発表した論によると、「中国の人口密度はロシアのそれの15倍から30倍である。最
も人口密度が高いロシア沿海州でも人口密度は1�あたり13.5人であるが、隣接する中国東北部では
130人に達する。」とのことであった。
12 人口の多くはシベリア鉄道沿線に集中して居住するという状況になっている。
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後、それまでの高賃金体系などの政

府の優遇措置が崩壊し、軍需産業以

外の主要工業の不在、その軍需産業

の民需転換の困難性、さらにはモス

クワやロシア欧州部との経済格差等

の問題が顕在化するにつれ、ロシア

極東地域から人口流出が生じ、人口

の希薄化が懸念される状況が現出す

るようになっている13。

こうした諸問題に加え、ロシア極

東の人々はモスクワ政府には幾分批

判的な傾向を持ち、自立困難なロシ

ア極東の経済開発に対するモスクワ

中央の支援の動きに対しても、モス

クワ政府を信用していない14。そして

市場経済の導入に伴い、ロシア極東

から遠いロシア欧州部等との貿易は高コストになり、価格競争で不利な状況になるとこ

ろから、むしろ外国との貿易すなわちアジア・太平洋地域との経済統合に目を向けるよ

うになっている。このような経済事情から、ロシア誕生直後には、ロシア極東がロシア

から分離独立するという可能性が取りざたされたこともあった。また、エリツィン時代

前半期には、政治意思を持った分離独立という事態にまでは至らないにせよ、経済的に

ロシア極東地域は円圏に入り、ロシア欧州部はマルク圏化し、ロシア極東はロシア中

央・西部とは自然に分離するだろうとの見方がなされたこともあった15。ロシア極東の

経済をロシアの単一の経済システムに組み入れておくというロシア中央の意向の背景に

は、ともすれば遠心傾向をみせがちなロシア極東のこうした事情が存在するのである。

                      

  面積 Kｍ2 人口 1998.1 

サハ共和国 3,103,200 1,003,000 

沿海地方 165,900 2,216,000 

ハバロフスク地方  788,600 1,546,000 

アムール州  363,700 1,023,000 

マガダン州  461,400 246,000 

カムチャッカ州  472,300 396,000 

サハリン州  87,100 620,000 

ユダヤ自治州 36,000 205,000 

コリャーク自治管区 301,500 31,000 

チュコト自治管区 737,700 81,000 

  6,517,400 7,367,000 

表１    ロシア極東地域の面積・人口 

出典：Robert W. Orttung, The Republics and  
Regions of Russian Federation, (Newyork:Eastwest  
Institute, 2000). 

 

13 「極東の人口は、この10年間で1，227、00人が減少した」と語る（ヴィクトール・Ｉ・イシャエ
フ・ハバロフスク知事が2002年８月発言）。
14 ロシア極東地域の社会経済発展のため、ロシア政府が主導し96年4月、「極東ザバイカル経済・社
会発展連邦プログラム：1996年～2005年」を策定した。同プログラムは必要投資額の約25%を連邦
予算から支出することを定めていたが、96年以降実際に連邦から支出されたのは数％にとどまり、プ
ログラムの行き詰まりを呈していた。これを承知したプーチン大統領は、同プログラムの縮小・整理
を指示し、それに基づき2002年３月、修正プログラム―「極東ザバイカル経済・社会発展連邦特別プ
ログラム」―が策定された。しかしこのプログラム修正案の取りまとめにあたり、連邦政府は現地の
極東ザバイカル関係機関をはずした形で策定しようとした動きも判明し、現地の不信感をもたらして
いる。
15  元産経新聞記者でもあった澤英武らはこうしたロシアの経済分裂の可能性を示唆していた。
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しかしその一方で、広大な

ロシア極東は鉄、鉛、亜鉛、

ダイヤモンド、金、銀、木

材、水産資源、などに加え、

特にサハリンを中心とする石

油・天然ガス、石炭のエネル

ギー資源の戦略的資源が豊富

であるという面が近年とみに

注目されるようになってきて

いる。

さらにロシア極東は、シベ

リアの石油、天然ガスの日本

海への搬出パイプライン路と

してもその重要性が高まって

きている。エネルギー開発は

後で述べるようにロシアの将

来に大きく影響する可能性を

秘めている。

また、ロシア中央・西欧正

面とアジア太平洋圏の経済を

結びつけ、それによってロシ

ア極東経済の活性化を図るべ

く、シベリア鉄道と朝鮮半島の鉄道を連結しようとする動きもプーチン大統領の下で熱

心に行われるようになっている16。

ロシア極東はこうした諸相を持っているほか、軍事的な特性として次のような特徴を

 

図３     軍事的に睨みをきかす要衝（ロシア極東） 

－ロシア極東からの戦略核到達範囲－ 

 

 

ロシア極東 

出典: Military Balance 

16  ロシアはシベリア鉄道を利用したトランジット貨物の輸送拡大を狙って、シベリア鉄道を南北朝
鮮の鉄道と連結し、欧州から釜山に至る鉄道輸送回廊（欧州鉄道網－シベリア鉄道－南北朝鮮の鉄道
網）の建設を希求している（南北朝鮮間の鉄道連結は2002年９月、その工事が始まった）。この構想
に対し、中国による中国内道と南北朝鮮の鉄道とを連結する鉄道輸送回廊（欧州鉄道網－一部のシベ
リア鉄道－中国の鉄道－南北朝鮮の鉄道網）の建設も考えられ、もしこの回廊建設が実行されれば、ロ
シアの鉄道回廊よりも短距離で、輸送コストの低価格化も見込まれるところから、シベリア鉄道に大
きな影響を及ぼすことになる。このため、ロシアは中国内鉄道回廊の計画化に先立ちこの回廊の建設
を急いでおり、北朝鮮との鉄道連結に意を注いでいる。2001年、モスクワ宣言で、同鉄道郵送回廊の
建設に賛成する旨が宣言され、2002年11月にシベリア鉄道と南北朝鮮鉄道との連結協議が発表され
た。
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もっている17。第１に、ロシア極東はアジア太平洋地域へのロシアの進出口であり、ア

ジア太平洋地域に対し、政治的、軍事的な睨みをきかす要衝でもある18（図３)。ロシア

の国力が回復するにつれ、その意義と重要性は増大するだろう。第２にその反面、ロシ

ア極東は、ロシアを攻撃する側にとって重要な攻撃拠点とはなり難い。実際、もしロシ

ア極東からロシアを攻撃し、モスクワなど内陸部に接近を試みたとしても、長大な東西

に伸びる地形の縦深と劣悪な気象・道路・生活環境などの諸条件から、その目的を達成

することは極めて困難であろうと見積もられるからである。

以上のような諸相を持つロシア極東に展開するロシア軍（極東部隊）にとって、様々

な潜在的な脅威が想定されている。

Ⅱ　ロシア極東正面の脅威（の源泉）

その潜在的な脅威は、国の内外において存在しているとみなされ、ウラジミール・

Ｖ・プーチン大統領による「2000年国家安全保障コンセプト｣（2000年1月)（細部後述)

及び「2000年軍事ドクトリン｣（2000年4月)（細部後述）の中で明らかにされている（表２)。

１　潜在的な外的脅威

プーチン大統領は国家安全保障コンセプトや軍事ドクトリンの中で、特定国を対外的

な潜在的脅威として示してはいない。しかし、潜在的な外的脅威は、通常主に隣接国か

らもたらされる。そこで、プーチン大統領が示す様々な潜在的脅威（の源泉）につい

て、それらは（ロシア極東に隣接する）米国、中国そして日本によってもたらされる脅

威として含意されているのかどうかについて検討してみた。その結果が表２の右の欄で

ある。○印は、その潜在的脅威はその国家によってもたらされる可能性が有り、△印は

その可能性が少なく、そして無印はその可能性がないことを示している。たとえば表２

の①の欄（｢国連や全欧州安全保障協力機構《OSCE》の役割を低下させようとする動

き｣）の脅威は、米国に○印がつき、中国や日本は無印となっている。その意味すると

ころは、米国はロシアが脅威と感じる国連等の役割を低下させようとする行動を取る可

能性があるが、中国及び日本の場合はその可能性が殆どないというものである。つま

り、表２の①の欄の脅威（の源泉）は、背景的には米国を潜在的な脅威として想定して

17 古くから指摘されている特徴でもある。たとえば成田精太『ソ連国力の解剖』（北隆館 昭和24年）
54～56頁を参照。
18  オホーツク海における戦略核搭載原子力潜水艦による対米配置などはこの好例である。
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脅威の源泉（脅威の内容） 米

国 
中
国 

日
本 

①国連や OSCE の役割を低下させようとする個々の国家や国際
連合体の動向 ○   

②世界におけるロシアの政治的･経済的･軍事的影響力の低下 ○   
③NATO の東方拡大など軍･政治ブロックや同盟の強化 ○   
④ロシア国境直近に外国基地や大部隊が出現する可能性 ○   
⑤大量破壊兵器とその運搬手段の拡散    
⑥CIS の統合プロセスの弱体化    
⑦ロシアや CIS の国境付近における紛争の発生と拡大  △  

 
国 
家 
安 
全 
保 
障
構
想 

国
際
面
で
の
脅
威 

⑧ロシアの領土に対する不当な要求  ○ ○ 
⑧ロシアの領土に対する要求  ○ ○ 
⑨ロシアに対する内政干渉 ○   
⑩（①）多極化世界の有力な中心の一つとしてのロシアの強化
に反対する試み ○   

⑪（④⑦）武力紛争の火種の存在。特にロシアと CISの国境で
のもの    

⑫（④）ロシアと CIS の国境と領海周辺での軍事バランスを崩
すことにつながる部隊の創設（増強） ○   

⑬（③）ロシアの軍事的安全を損ねる軍事ブロックや軍事同盟
の拡大 ○   

⑭ロシアの隣接国等への外国軍部隊の国連憲章に違反した進駐 △   
⑮ロシアとその同盟国における行動のための部隊等の他国領土
における創設、訓練    

⑯外国領土配備ロシア軍事施設等への攻撃（挑発）    
⑰世界的、地域的安定に対する破壊活動    
⑱ロシアとその同盟国に対する敵対的な情報活動    
⑲国外在留ロシア市民の権利、自由、法的利益の差別、抑圧    

潜
在
的
な
外
的
脅
威 
 

⑳国際テロリズム    
 極東 

域内 
極東 
域外 

①暴力による憲法体制転覆の試み   
②過激な民族、宗教、分離主義、テロ活動によるロシアの国家
的統一、領土の一体性の破壊、国内情勢の不安定化を企図する
不法行動 

 ○ 

③連邦国家権力機関の機能の撹乱計画､準備､実施等   
④非合法武装集団の形成、装備化、訓練、実動化   
⑤テロ活動等の不法行為に利用できる火器等のロシア国内での
非合法的な拡散   

軍
事
ド
ク
ト
リ
ン 
 
 

潜
在
的
な
国
内
的
脅
威 

⑥軍事的安全保障を脅かす規模の組織犯罪、テロリズム、密輸、
その他の不法行動 ○ ○ 

表２          ロシア極東にとっての脅威の概念 
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いるとみてよい。こうしてみると、丸印が多ければ多いほど、その国家はロシア及びロ

シア極東に多大な脅威の感作を及ぼしていることになる。

この要領で検討した結果、米国は脅威の源泉（内容）の全項目（20項目）のうち８

～９項目に関係するとみられ、その項目の全体に占める割合は40％～45％になる。そ

れゆえあえて計数的にいえば、米国がロシア（ロシア極東）に及ぼす脅威度は40％～

45％程度だと言うことができるだろう。同様にして、中国がロシア（ロシア極東）に

及ぼす脅威度は（１～２項目）5％～10％程度、そして日本の脅威度（１項目）は5％

程度とみることができる。

この結果は潜在的な外的脅威について、次のような評価を導き出すことができるだろ

う。

その第一は、ロシアは軍事ドクトリンで、｢(米国を念頭においた）核戦争を含む大規

模戦争生起の危険性は低下している」との認識を示しているが、実際にはこの検討結果

のように、多くの脅威の源泉が米国に関係する可能性があり、ロシア（ロシア極東）に

とって米国は依然として最大の脅威となり得ることを示している。したがって、ロシア

（ロシア極東）の安全保障特に軍事的安全保障は依然として米国を念頭に構築している

とみることができる。2001年9月11日の米国でのテロ事件以降、プーチン大統領は特に

対米協調に努めているが、もし「根本的に異なる新しい関係」の下にそれを追及しよう

とすれば、対米脅威の度を低下させるよう脅威の源泉（内容）の見直しを真剣に行わな

ければならないだろう。

その第二は、意外なことに中国がロシアの大きな脅威の源泉になっていないというこ

とである。中国はロシア極東の諸相で述べたように、ロシアとの間で、さまざまな多く

の潜在的諸問題を内在させている。それにもかかわらず、こうした結果は注目に値す

る。つまり、ロシア（軍）は、人口格差に基づく対中脅威感などは、ロシア（軍）の現

実的な脅威の源泉として捉えていないということである。

その第三は、ロシア（軍）にとって対日脅威の源泉は、｢ロシアに対する領土要求」

が該当するであろう。日本が関与しそうなロシアの脅威の源泉はこれ１件である。しか

し、問題は脅威の源泉の数ではなく、脅威の源泉の重み（質）だとすれば、｢領土要求」

は他の脅威の源泉と比べてどの程度の重みがあるのかという問題が生じよう。軍事ドク

トリンでは「領土要求」が主要な脅威の冒頭に置かれており、その意味では、｢領土要

求」は最大の脅威の源泉として認識されている可能性がある。ロシア軍は93年11月、軍

事ドクトリン基本規定で核戦略を示した。そこでロシア（軍）は核を使用する場合の一

つとして、｢核兵器保有国と同盟協定により結びついている国が、ロシアまたはその領

土、軍及びその他の部隊、または同盟国に武力攻撃を行う場合、ロシアは核兵器を直ち
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に使用する」と述べていた。これをロシア極東正面に適用すると、｢核兵器保有国（＝

米国）と同盟協定により結びついている（ロシアに隣接する）国」とは日本しかない。

したがって、もし日本が、(領土奪回を狙って）ロシアの北方領土等に武力攻撃を行え

ば、ロシア（軍）は通常戦力ではなく、直ちに核兵器を使用するということを示唆して

いたわけで、これは日本に対する一種の核の恫喝であったとみることもできる。しか

し、日本側には、領土奪回のため北方領土を攻撃するというような考えは皆無であった

ことから、日本がそれに関心と反応を引き起こすことはなかった。ロシアはその後、後

で述べるように、こうした国家を特定するような核戦略は変更している。

いずれにせよロシア軍（極東部隊）は、依然として米国をそして可能性あるケースと

して日本を、潜在的な対外的脅威として強く意識している可能性がある。

２　潜在的な国内的脅威

一方、ロシア国内の潜在的脅威（の源泉）については、その全てがロシア極東域内で

存在しているというわけではない。また、その国内の潜在的脅威（の源泉）が極東域外

で存在している場合でも、ロシア極東部隊がその全てに関係（出動）するわけではな

い。こうした点を考慮しつつ合理的に分析すると、ロシア極東部隊が関係（出動）する

可能性がある国内的脅威としては②と⑥のケースになるのではなかろうか。実際にはこ

れまでのところ、ロシア極東域内での国内脅威にロシア軍部隊が出動したケースは皆無

である。また、ロシア極東域外の②のケース（脅威）に相当すると思われるチェチェン

問題では、太平洋艦隊所属の海軍歩兵部隊やハバロフスク近傍の自動車化歩兵連隊が出

動している。

今後、ロシア極東においては、北朝鮮の不測事態に際し、国内的脅威とは異質な難民

対処などでロシア極東部隊の出動が見込まれよう。

Ⅲ　ロシア軍（極東部隊）の将来像に影響を及ぼす主要素

特に潜在的な外的脅威（の源泉）に対し、プーチン政権は政治的、外交的及び経済的

な非軍事的手段を優先させ、戦争や武力紛争に至らないよう努めている。実際、非軍事

的手段による成果の有無は、ロシアの安全保障にそしてロシア軍（極東部隊）の将来像

にも大きく影響する。ここでは主要な非軍事的手段として、善隣地帯、枠組みによる安

全保障、信頼醸成措置及び対外政策をとりあげ、それらがロシア軍（極東部隊）に及ぼ

す影響を考察する。
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１　ロシア周辺における安全保障のベルト地帯（善隣地帯）

プーチン政権の非軍的手段の第一として特筆されるのは、｢善隣地帯」という構想で

ある（図４)。同地帯設定の目的は、この地帯でロシア連邦に連接する地域での緊張や紛

争の現存する温床の除去及びそれらの潜在的温

床の予防を促すことにある19 。この「善隣地

帯」という構想は公式にはプーチン大統領の外

交コンセプト（2000年６月）で初めて明らかに

された。そして、｢善隣地帯」を構成する核と

して独立国家共同体（CIS）、中国及びインド

が構想されている。しかし、これらの国々に

よって、いわばロシアを取り巻く安全保障のベ

ルト地帯を構築しようという構想は、エリツィ

ン政権時代の1992年当時から存在したとみてよ

い20。しかもこの善隣地帯は先の意義―紛争予防（国境の安定化）等―に加え、次の２

つの意義を持ち軍事的安全保障上の観点からも重要な意味を持っている。その第１は、

欧米諸国とロシアとの間のバッファーゾーン（軍事的緩衝地帯）として、不測事態の発

生を予防ないし防止することができることである。その第２は、ロシアは旧ソ連の崩壊

によって旧東欧諸国及び旧ソ連構成共和国を喪失し、西側諸国やNATOとの間で戦略的

縦深性を著しく欠く状況となった。このため、たとえば早期警戒システムにも問題が生

じており、同システムの再構築上からも善隣地帯は重要となっている21。

しかし、この善隣地帯はロシアが最も重視するCIS諸国がロシア離れを起こしつつあ

り、ロシアの当初の意図どおりには進展していない（表３)。特に2001年９月11日、米国

で起こった国際テロ事件を契機とする米国のアフガニスタン（タリバン政権、オサマ・

ビン・ラデン攻撃のための）進攻やその後の米国のイラク攻撃問題から、米国のCIS諸

国への接近が強まることによって、CIS諸国のロシア離れの傾向は強まっている22。

図４     善隣地帯 

                             

 

 

 

 

 

 

 

CIS 

善隣地帯 

（バッファーゾーン） 中国 

インド 

ロシア 

ロシア極東 

出典：筆者作成 

19『対外政策のコンセプト』 (2000年６月30日プーチン大統領承認)　　　
20  1992年当時の外務省高官であるラフマニン・アジア局次長の見解をみると、ロ中関係の安定化を
模索する中でこうした考えを持っていたことが読み取れる。細部は拙稿、「露中関係―ロシアからの視
点」『防衛研究所紀要』第１巻 第２号（1998年12月）71頁を参照。
また、エリッイン・ロシアは、ロシアの軍事的安全を保障するため、外国特にCIS諸国及び当時NATO
加盟が問題にもなっていなかった中欧・東欧諸国と、軍事分野において互恵的協力関係を発展させる
ことが重要としていた（『軍事ドクトリン基本規定』1993年11月）。
21 実際、ベラルーシに早期警戒用レーダーを設置
22  2001年10月12日には、ロシアの頭越しにウズベキスタンと米国はウズベキスタンの基地使用に
関する共同声明を発表し、その後、両国は「戦略的パートナーシップ」協定に調印している。また、同
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フ 
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タ 
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タ 
ン 

グ 
ル 
ジ 
ア 

ウ 
ズ 
ベ 
キ 
ス 
タ 
ン 

ア 
ゼ 
ル 
バ 
イ 
ジ 
ャ 
ン 

ト 
ル 
ク 
メ 
ニ 
ス 
タ 
ン 

ウ 
ク 
ラ 
イ 
ナ 

モ 
ル 
ド 
ヴ 
ァ 

加 
盟 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ― ― ― 

Ｃ 

Ⅰ 

Ｓ 集
団
安
保
条
約 

・99.４.20 条約は期限切れとなり、延長を行った国６ヶ国で３カ国が脱退し、全体として加

盟国は減少化の傾向 

・条約加盟国は 2002.５.24 の CIS サミットで「集団安全保障条約機構」の発足に合意。中

央アジア地域にイスラム原理主義勢力の影響力阻止を目的とする緊急展開部隊を創設す

る決定を採択するなど、その盟主であるロシアはその影響力確保に努力している。 

× × × × × × ○ ○ ○ × ○ ○  

1999.4.25 GUUAM グループ創設宣言 

出典：筆者作成 

表３          CIS 枠内における集団安全保障システムの状況 

ベ
ラ
ル
ー
シ 

善隣地帯は、特に西部、南部正面でたがが緩みつつあるが、ロシア極東正面は、後で

も述べるようにロシアが地域的及び地球規模の安定の支柱としてみている中国との関係

に動揺はなく、2001年7月にはロ中善隣友好協力条約を締結するなど、中国を核とする

善隣地帯は十分機能している。

他方、ロシアは日本を善隣地帯の構想には含めておらず23、その結果、日本海・太平

洋正面では信頼醸成上具体的な成果がなく空白地域となっている。

こうした善隣地帯の状況は、ロシア（軍）に、その関心を東アジア正面より西方正

面、カフカス正面及び中央アジア正面に、そして東アジア正面では中国正面より日本海

及び太平洋正面に向けさせることになるだろう。

年11月3日、タジキスタンは米国に対し、空軍基地の使用と米国機の領空通過を容認した。これに対
し、プーチンは同年９月24日、中央アジアは「自ら法的権限の及ぶ地域」と述べていた。
また、イラク問題関連では、ロシアとグルジアはかねてよりアブハジア問題、パンジャブ渓谷問題を
巡って関係が好ましくなかったが、2003年3月には、グルジアと米国との間で、米国の対イラク軍事
作戦のためにグルジア（首都トビリシからバクダットまで960㎞、イラク北部間で500㎞）の基地使
用を巡って交渉がなされ、グルジアの米国寄りの姿勢が一段と鮮明になっている。 ‘US in talks on using
Georgian bases against Iraq,’ The Russia Journal,  March 25, 2003.
23  ロシアの対外政策において、ロシアは日本との関係を中国、インドの後に記述している。さらに日
本に対しては、「日本との関係の着実な発展、双方の国の国益に合致した真の善隣関係の達成」を「主
張していく」としているのに対して、中国には「あらゆる方向にわたって中国との互恵的協力の発展
に努めていく」として、両国に対する対外方針では大きな相違を見せている。

ベ
ラ
ル
ー
シ
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２　枠組みによる安全保障

特徴ある第二の非軍事的手段としては、ロシア政権が枠組みによる安全保障確保に多

大の期待を寄せていることである。すなわちロシアは、地球規模や地域的・局地的な規

模での安全保障のシステムを構築し、その枠組みを活用して安全保障を確保しようとし

ている（図５)。

地球規模のシステムとしては国連を、そして地域的・局地的システムしては、欧州地

域ではOSCEなどを重視してきた。アジア太平洋地域及び南アジア地域にはそうしたシ

ステムがないことから、ロシアは多国間機構の必要性を主張している。この文脈の下

で、プーチン・ロシアは、アジア・太平洋地域での「アジア太平洋経済協力フォーラ

ム｣、東南アジア諸国連合（ASEAN）

の安全保障に関する地域フォーラム

（ARF)、上海協力機構（SCO）などの

枠組みにも多大の期待を寄せている24。

この枠組みによる安全保障確保の狙

いは、平等の立場でロシアが安全保障

の秩序構築に発言権を確保できること

であり、特に国連においては拒否権を

有する常任理事国の立場で危機や紛争

解決の防止に参加し、かつ欧米諸国

（特にNATO）の武力行使を阻止する

にある。ロシアは国連を最終の安全保障確保の手段としてみており、それだけ後で述べ

るように、1999年の国連を迂回してのNATOによるユーゴスラヴィア（以下、ユーゴと

略称する）空爆には非常な衝撃を受けた。

この国連や地域機構といった枠組み利用による安全保障確保の手段は、弱者の手段で

あり、ソ連時代には見られなかったものである。この枠組みへの期待は、97年頃が最大

で、同年の国家安全保障コンセプトでは、次のように述べていた。

｢ロシアの対外政策努力を実現する必須条件となるべきものは、21世紀を視野

に入れ、すべての平等と不可分の安全保障の原則に基づいた地球規模、地域的

及び局地的安全保障のモデルを作ることである。これは、①OSCEがコーディ

ネーターとしての役割を果たす、欧州・太平洋安全保障の根本的に新しいシス

24『ロシア対外政策コンセプト』（2000年６月）

出典：筆者作成 

図５  枠組みによる安全保障確保概念図 
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テムの創出、②アジア太平洋地域及び南アジア地域の国家安全保障の領域にお

ける努力を確保する多国間機構をつくるための努力を強めること、③地域的危

機や紛争の解決と防止への国連安保理事国としてのロシアの積極的な参加（以

下略）を想定している｡」

しかし、99年NATOが国連の安保理決議を受けることなく、ユーゴに武力行使（空

爆）を行ったこと、そして、OSCEがチェチェン戦争でロシア（軍）を人道上問題があ

ると強く非難したことが、特に

OSCEなどの枠組みによる安全

保障確保へのロシアの期待感を

急速に冷え込ませた25。

そうした経緯を踏まえ、プー

チン・ロシアは、米国主導の下

での国連の無力化を新たな最大

の脅威と指摘し26、国際関係の

中心は、21世紀においては国

連でなくてはならなず、世界的

問題において国連とその安保理

事会の役割を低める動きにはロ

シアは断固として反対していく

との決意を表明し27、国連重視

の立場をあらためて強く主張し

ている。

ロシア軍もまたNATOによる

国連の無力化の動きに対し、そ

の対策に乗り出しており、核と

りわけ戦術核依存の姿勢を強め

ている。

表４  ロ中国境地域における軍事力の相互削減等 

（主要内容） 

○国境地域における軍事力の相互削減に関する協定は、中国とロ

シア、カザフスタン、キルギスタン、及びタジキスタンが国境

地域のその軍事力を各国の防衛に必要なものを越えないレベ

ルで、友好善隣に一致した最小限のレベルに削減することを定

める。 

○協定の適用地理的範囲は国境の各々の側の100㎞地帯である。 

○どの国も他国に対し武力を行使したり脅したりしないのみな

らず、一方的に軍事力の優位を求めない。 

○各国は各国の国境から100㎞の縦深にある国境地域に展開する

地上軍、空軍、航空機及び国境警備部隊の規模並びにその兵器

や装備の主要なカテゴリーの量を削減し制限する。 

○ロシア、カザフスタン、キルギスタン、及びタジキスタンは、

中国との国境地域において戦車3900両（そのうちの 3810両は

ロシア分）を保有することができる。加えて、ロシアはそこに

装甲戦闘車両 4500 両を展開することができる。中国に対して

も同じ戦車のシーリングが定めれらている。 

○各国は国境地域の軍事力に関する情報とデータを交換し、協定

の実施を監視し検証する。 

第三国には秘密になる地域に関する軍事関連情報を規則正し

く交換する。 

出典：‘Mutual Reduction of Military Forces in the Border Areas、’FAS. 
< http://www.fas.org/nuke/control/mrmfba/>   

 

25  その後の国家安全保障コンセプトや軍事ドクトリンに「地球規模、地域的及び局地的安全保障のモ
デルを作ること」といった期待に満ちた文言は見当たらなくなっている。
さらにロシア大統領府嘱託顧問セルゲイ・カラガノフは、「ソ連とロシアが欧州安全保障枠での国益と
政治的立場を守るために、おろかにも過去12年間、主として望みをかけてきたOSCEは主流から取り
残され、静かに姿を消そうとしている。」と指摘し、OSCEへの失望感を述べている。細部は、セルゲ
イ・カラガノフ 「9.11後のロシアの対外戦略」『世界週報』（2002年4月23日）13頁を参照。
26『国家安全保障コンセプト』（2000年１月）による。
27『ロシア対外政策コンセプト』（2000年６月）による。
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３　信頼醸成措置

ロシア極東では前に述べたように、欧州でのCFE条約のような多国間の取り決めはな

く中国及び中国と国境を接する旧ソ連構成共和国（ロシア、カザフスタン、キルギスタ

ン、及びタジキスタン）間の取り決めによる中国とロシアとの国境沿いの兵力削減と、

信頼醸成措置の二つが主要なものとなっている28。

この取り決めによって、ロシア極東の国境線は、ロ中国境に沿っては兵力が規制され

る等の信頼醸成措置が取られているが（表４)、日本海及び太平洋正面は前に述べたよう

に信頼醸成措置面で空白帯になっている。

朝鮮半島正面では、ロシアは後で述べる理由から朝鮮半島の非核化を強く主張する立

場を取っている。

ロシア軍（極東部隊）は、ロ中国境沿いには兵力の上限規定などの信頼醸成措置が機

能していることから、限られた経済的資源の枠内で、戦力の質的改善を図るとすれば

（たとえば広域警戒監視能力の向上等)、その措置の欠けている日本海・太平洋正面の戦

力に優先指向することが予想される。

４　ロシアの対外政策

とりわけ対外政策は軍の建設に多大の影響を及ぼす。ここでは、対米、対中、対日そ

して対朝鮮半島の各政策を分析しつつ、ロシア軍（極東部隊）への影響を考察する。

（１）対米政策

ア　テロ事件前

就任直後のプーチン大統領は対米政策を、2000年1月の政権発足直後から相次いで公

表した一連の基本文書―国家安全保障コンセプト（2000年1月)、軍事ドクトリン（同年

4月）及び対外政策コンセプト（同年６月)29―の中で明らかにした。

28  軍事協定に関する会談は89年中国と旧ソ連との間で始まった。90年４月、中国政府と旧ソ連政府
が、国境地域の軍事領域で軍事力削減及び信頼醸成の原則のガイドラインに関する協定に調印した。旧
ソ連が崩壊しCISが作られた後、92年中国とCIS加盟４カ国間で会談が再開された。96年4月26日、
5カ国は上海で国境地域の軍事分野における信頼醸成に関する協定に調印した。97年4月、5カ国は
国境地域における軍事力の相互削減に関する協定に調印した。ロシア軍改革の枠組み内で2年以上か
けてこのプロセスを実施することが約束された。同協定は、2020年末まで有効である。
‘Mutual Reduction of Military Forces in Border Areas,’FAS. <http://www.fas.org/nuke/control/mrmfba>

29 『国家安全保障コンセプト』は国の内外の脅威からの安全保障というものに対する考え方を系統的
にまとめたものである。『軍事ドクトリン』は同コンセプトの軍事分野の方針を具体化したものである。
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なかでも対外政策コンセプトでプーチン大統領は対米政策を示しているが（表５)、そ

の特徴は次のようなものである。

第１にプーチン大統領の外交

政策は対等な国際関係を希求

し、ロシアが参画して世界秩序

を形成する、いわゆる多極的世

界観に依拠する政策志向になっ

ている。

第２にその多極的世界を可能

にするため、ロシアは核兵器分

野で相互確証破壊のモデルに基

づく戦略的安定を希求している。

第３にそのため戦略的安定を

乱すシステムの変更は容認でき

ないとの立場から、戦略核削減

問題では核水準の安定性を希求

し、また、弾道弾迎撃ミサイル（ABM）制限条約の遵守や国家ミサイル防衛（NMD)（後

に米国はミサイル防衛《MD》に変更）開発の断念を米国に求める政策となっている。

第４に、こうした対米政策はエリツィン時代のそれと同一であり、変化は認められない。

プーチン大統領は政権を担当した初期、こうした対米政策が米国によって挑戦されている

として、強い危機感をにじませ、対米不信感と警戒感を隠そうとしていなかった30。その

背景には、第一に米国のイニシアティブの下で行われたロシアの感情を逆なでするNATO

の東方拡大、第二にロシアの武力行使反対の強い意向を無視し、国連を迂回して行われた

米国主導のNATOによるユーゴ空爆31、そして第三にチェチェン戦争を遂行しているロシ

ア（軍）に対する米国（人）の人道的立場からの執拗な批判などがあった32。

表５  対外政策コンセプトに示された対米政策 

           （2000 年 6 月） 

・ 国際面ではロシアの国益に対するあらたな挑戦や脅威

が生まれている。米国の経済的、軍事的支配の下で、世

界の一極化構造をつくる傾向が強まっている。 

・ 国連安保理の役割の低下に狙いがつけられている。ロシ

アは国際関係の多極的システムの形成を目指す。 

・ 核兵器分野の戦略的安定が破られないことが前提 

・ ロシアは戦略的安定の要として、ABM制限に関する 1972

年の条約の維持と遵守に努める。 

・ NMD 開発計画の米国による実現は、対応措置を講じるこ

とをロシアに強いる。    

・ 深刻な原則的な意見対立があるにもかかわらず、ロ米協

力は国際情勢の改善と地球規模の戦略的安定の確保の

必要条件 

・ 米国との活発な対話によってのみ、戦略核兵器の制限・

削減問題の解決は可能 

 

そして『対外政策コンセプト』は、ロシアの対外政策活動の内容と基本方向に対する見解の体系をま
とめたものである。
30  そのためプーチンは、米国での9.11テロ事件発生まで40数カ国を訪問したが、この間、ワシント
ンを訪れることは決してなかった。ワシントンを公式訪問したのはテロ事件後の2001年11月である。
この間、2000年９月ニューヨークを訪問しているが、国連ミレニアムサミットで演説するためだった。
その一方で、米国が「悪の枢軸」と呼ぶ北朝鮮への訪問は2000年７月に早々と行なっている。
31  ロシアはNATO不信感から、NATO空爆終結直前には、プリシュティナに部隊を突如派遣し、米
国と一触触発の事態が惹起する状況も生じている。細部は、拙稿 ｢NATOによるユーゴ空爆（コソヴォ
紛争）の全容―軍事的視点からの分析―｣『防衛研究所紀要』第４巻第２号（2001年11月）64頁を参照。
32  そのほかに、2001年に始まった米国のブッシュ政権自体、クリントン政権と比べて、国家安全保
障会議のロシア担当部長を廃止しロシアを格下げしてみるなど、ロシアに強硬な姿勢で臨んでおり、
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それゆえ、プーチン大統領は、外交の地域的優先順位でも米国を、CIS，欧州諸国、

欧州連合（EU)、NATO，バルト3国、バルカンの後に位置づけた33。さらに、プーチン

大統領は、9.11テロ事件が起きるその年の2001年4月に行われた議会宛大統領教書でも、

米国について触れることはなかったのである。こうしたプーチン大統領の対米観は、

ブッシュ米大統領の「米国とロシアは同盟国にもなれる」という発言が飛び出した2001

年6月のリュブリアナでの初の米ロ首脳会談及びその後のジェノヴァサミットを経て次

第に変化し始めた。その変化は主に、第１にプーチン大統領がブッシュ大統領に個人的

な親近感を抱くようになったこと、第２にロシア経済の再建には米国との協調が必要不

可欠であると同大統領がかねてより理解していたことに因るとみられている34 。した

がって、9.11テロ事件前の米国はロシアにとって、サラ・E・メンデルソン教授が指摘

するように、未だ確かな友人ではないが敵でもないという適宜の位置にある国家となっ

ていたのである35。

イ　テロ事件後

その米国で2001年9月11日、

予期せぬ大規模テロ事件が生起

した。このテロ事件に対し、

プーチン大統領は機敏な対米行

動をとった。事件の当日、プー

チン大統領は直ちに米国民に哀

悼の意を伝える緊急声明を発

し、翌日には、他国の首脳に先

駆けブッシュ大統領に電話をか

け哀悼の意とテロと戦う連帯の

意思を表明した。さらに24日にはテレビで演説し、対米協力5項目（表６）を発表した。

これらに加え、ロシアの勢力圏と思われた中央アジアへの米軍の進出も容認した（たと

えばウズベキスタンの基地使用の容認等)。さらにチェチェンに隣接するグルジアへの米

軍の駐留さえも認めたのである。

表６       対米協力５項目 

１ 情報機関のルートでの積極的な国際協力 

２ ロシアの空域を反テロ作戦が行われる地域への人道的

支援物資の輸送機の飛行のために提供 

３ ロシアの立場について、中央アジア地域のロシアの同盟

国と合意。各国も自国の飛行場を提供する可能性否定せ

ず。 

４ 必要ならば、捜索・救助的性格の国際活動に参加 

５ ラバニの率いるアフガニスタン政府との協力拡大 

武器、装備の提供という形でその軍に追加支援実施 

プーチンにとって米国は決して好ましい国家ではなかったのである。　
33 『対外政策コンセプト』（2000年6月）
34  2002年９月５日モスクワを訪問し、極東研究所日本研究センター長ヴィクトーウ・Ｎ・パヴラー
チェンコ博士と意見交換した際における同博士の見解。
35   Sarah E. Mendelson, “U.S.-Russian Military Relations: Between Friend and Foe,” The Washington
Quarterly, (winter 2003), p.161.
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プーチン大統領のこうした行動は、｢プーチン大統領が対米協調路線に転換した」と

世界で注目された。しかし、テロに関しては、ロシアは92年からこれを脅威として捉

え、安全保障上からもこの対処を重視していた36。

プーチン大統領も就任直後か

ら、｢国際テロリズムとの戦いを、

最重要の対外政策課題37 」として

位置づけ、｢この分野で各国との連

携を強める措置をとる38 」との方

針を定め、ロシアとしてとるべき

具体的な方策を定めていたのであ

る（表７)。したがって、対米協力

は、テロ発生の一年以上も前に定

められていた対テロの方針に添う

ものであったし、先の対米協力５

項目も項目的には驚くほどのもの

ではなかったと言えるだろう。驚

くとすれば領空通過及びテロに関

する情報の提供などで、予想以上

に緊密な協力が行なわれたことで

あった。そして注目すべきことは、その緊密な協力は、プーチン大統領の個人的決断に

負うところが大きかったということである。実際のところロシアでは、その頃深刻な反

米感情がクレムリンと世論を支配していた39。それゆえ、ロシアが反テロ同盟に参加す

ることはロシアの利益になることが自明の理であったにもかかわらず、プーチン大統領

が対米協力で更に緊密な協力をするには困難な決断が必要だったのである。その決断が

容易でなかったことは、イワノフ国防相が2001年9月14日、米軍のCIS加盟国での基地使

用には同意できないと発言した後で、プーチン大統領が米軍の基地使用の決定を支持し

表７    プーチン大統領の対テロ対策 

 

（国家安全保障コンセプト） 

・ テロリズムに対しては世界共同体があげてこの問 

題に取り組まなければならない。 

・ テロ活動を無力化するために早急に措置 

・ テロの撲滅闘争は、国を挙げての総合的な対抗措 

置によって実現 

・ 国際間の協定に基づき、国際組織と効果的な協力 

・ 調整された国際テロ対策のメカニズムの構築 

・ 武器や爆発物の海外からのルートの封鎖 

   国内でテロ活動にかかわる人物の追跡 

（対外政策コンセプト） 

・ 国際テロとの戦いを最重要の対外政策課題とみなす 

・ この分野での各国との連携を強める措置の策定継続 

・ テロリストに逃亡先を与えない  

（軍事ドクトリン） 

・ 国際テロリズム：軍事的安全保障に主要な脅威 

・ 対テロ作戦：ロシア軍使用 

36『軍事ドクトリン基本規定』（1993年４月）
37『対外政策コンセプト』（2000年６月）
38  同上。
39 ロシア空軍はCIS集団安全保障条約の緊急展開部隊の一部として、初めてキルギスタンのカント飛
行場に19機の軍用及び軍輸送機、２機のMi-8ヘリコプターと700人の兵士・軍属を展開した。その
狙いをルシャイロ・ロシア安全保障会議書記はアフガン・テロリストの生き残りの脅威に備えるため
と説明しているが、真の狙いは、中央アジアでプレゼンスを確立した米国の地政学的な挑戦に対抗す
るためとみられている。Sanobar Shemalova,“Motives in Kyrgyzstan,” Moscow News, No.50, (De-
cember 25-31, 2002), p３ .
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たと発表するなど、政府内での

意見調整の乱れがみられたこと

からも明らかであった。

いずれにせよテロ事件を契機

として、米国とロシアは半世紀

のなかで初めて共通の敵を持つ

ことになった。そして、ロ米関

係に新たな質的突破の展望が持

てるようになったのである。

しかし、それにもかかわらず

やはり根本的に異なる新しいロ

米関係を構築することはできな

いことが、次に述べる戦略核管

理交渉の経過と結果で明らかに

なった。

ロシアは、前に述べたよう

に、エリツィン時代から戦略的

安定を崩さないように、米国の

N M D 構想に反対するととも

に、ABMの遵守と概ねのパリ

ティーを保つよう戦略核弾頭数

量の削減を強く望んでいた。ロ

シアのイーゴリ・Ｓ・イワノフ

外相とコリン・パウエル米国務

長官との間で2001年2月、作業

グループを設けて戦略核削減・

ABM制限条約の交渉を開始する

との合意がなされ、リュブリア

ナサミットを経て、その交渉が

始まった（交渉経緯は表８)。その1年5ヵ月後の2002年 5月24日プーチン大統領は、初め

てモスクワを訪ずれたジョージ・ブッシュ大統領との間で、｢戦略攻撃兵器削減条約」

（モスクワ条約）に調印し、この戦略核管理の問題に終止符を打った。その結果、ロ米

両国は2012年12月31日までに各々現在の三分の一程度の1700～2200個に弾頭を削減する

表８      戦略核削減・ABM 制限条約交渉 

 

・2001. 2.26 米ロ外相、初会合。(作業グループ設置で合意） 
・2001. 6.16 米ロ初の首脳会談(於 リュブリアナ/スロベニア） 

ロ大統領：「一方的行動は問題を複雑化させる」 

と牽制              
       米大統領：「米とロは同盟国にもなれる」と語る。 

・2001. 7.22 G8（ジェノバサミット）で米ロ首脳会談 
        ABM と米ロの戦略核削減を一括協議で合意 

・2001. 8.13 国防相レベルで包括交渉開始 

・2001.11.13 米ロ両大統領米国で会談（戦略核大幅削減合意） 
○米大統領：「約 7000個の戦略核を今後 10年間で、

三分の一以下の 1700～2200個まで一方的に削減す

る方針を表明 
○ロ大統領：核戦力を「少なくとも三分の一」に大幅

削減すると公表。戦略核削減を拘束力のある条約化

求める。合意ならず（米大統領は、「条約不必要」
の立場）。さらに、ABM制限条約の存続を求める。 

○米国、廃棄を求め合意ならず。 

・2001.12.13 米大統領：ABM制限条約から一方的撤退を発表 
       ロ大統領：脱退決定を誤りと批判。同時に、「ロ 

シアの安全の脅威とはならない。」と強調（START 

Ⅱで禁止の ICBM保持を示唆） 
・2002. 5.24 初の訪ロをした米大統領とロ大統領：「戦略攻撃 

兵器削減条約」（モスクワ条約）に調印 

○戦略核弾頭の削減：2012年12月31日までに各々現
在の三分の一程度の 1700～2200個に削減。両国は

所定の上限内で、戦略攻撃兵器の構成と構造を独自

に決定と規定 
○米大統領：「米ロは冷戦の遺産を清算し、新たな時

代の幕を開けた。」 

○ロ大統領：「米ロは、安定的で公正な世界秩序を構
築する用意がある。」 

○「新たな戦略関係に関する共同宣言」調印 

米ロが互いに敵あるいは戦略的脅威とみなす時代

は終わった。我々はパートナーであると宣言 
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ことになった。この戦略核兵器削減交渉において、ロシアは米国が当初不必要とした戦

略核兵器削減の条約化に成功したものの、削減した弾頭を各々の国家が独自に保管する

ことに妥協せざるを得なかった。結局、所定の上限内で、両国は戦略核兵器の構成と構

造を独自に決定することになってしまったのである。

この戦略核管理の交渉は、ロ米関係を冷戦時の典型的なモデル、すなわち「相互確証

破壊」に依拠した従来型の枠組みに依存させるのか、あるいは「相互確証破壊」に依拠

しないまったく新しいパラダイムの下にロ米関係を発展させるのか（これはどこでもロ

米共同で行動する、非対立型モデルを目指す)、テロ共闘後のロ米関係の将来を問う交渉

でもあったのである40。

両国の大統領は、｢ロ米はお互いを敵あるいは戦略的脅威としてみる時代は終わった」

と述べ、｢両国関係を律する質的に新しい基盤が必要」と強調し、｢相互確証破壊」の哲

学から解放された相互関係の原則を宣言した。しかし、その一方で、プーチン・ロシア

の主張により、｢相互確証破壊」を保障する古典的なモデルであるSTART I条約の効力

が残るとも宣言された。その結果、プーチン大統領は、｢相互確証破壊」を一方では捨

て、他方ではそれを維持する、アンビバレント（二律背反）の立場にたつことになった

のである。この交渉で見せたプーチン大統領の立場は、新しいパラダイムに基づくロ米

関係、すなわちこれまでと「根本的に異なる関係」の構築にまで踏み込むことはないと

いうものであった。それは、就任直後の対米政策の「多極的世界の実現」という基本的

ビジョンにおいて、変化がないということを示すものでもあった。実際、9.11テロ事件

直後の9月18日、プーチン大統領は中国の江沢民国家主席（当時）との電話会談で、国

連や国連安保理、あるいはそのほかの世界的な機構の枠組み内でテロの脅威に対応する

ための国際メカニズムを築き上げること（すなわち多極的世界を実現すること）が不可

欠であるという考えを強調している41。

したがって、9.11テロ事件後のプーチン大統領の対米政策は、大きな利益が見込まれ

る米国とこれまで以上に協調関係を推進しようとするだろうが42、それは多極的世界観

（対等な関係、国連中心）の琴線に触れられない限りという条件がついていることに留

意する必要がある。

40  “Pote ntial of Russian-US Strategic Relations After May Meetings Assessed, ” Moscow Yadernyy
Kontrol  (June 6, 2002). < FBIS-SOV-2002-0925>
41「ロシアの声」放送 『ロシア政策動向』第20巻 第18号（2001年９月30日）８頁。ロシアは９.11
テロ事件後の米国のイラク進攻作戦（2003年）の際にも国連のマンデートのない武力行使に強く反対
した。
42  今後、特にエネルギー分野で米国との関係が深化することが期待されている。特にシベリア及びロ
シア極東の石油エネルギーの対米輸出が活発化する見込みである。将来はロシア極東からアラスカへ
のパイプライン建設まで視野に入れる発展性がある。
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NATOの第２次東方拡大もこの視点から見ると、ロシアの安全保障にとって好ましく

ない東方拡大ではあるが、特定領域にせよ初めてロシアの議決権が認められる

「NATO・ロシア理事会」が設置されたことによって43、NATOと幾分対等な関係がで

き、プーチンとしても比較的穏やかな対応になった。

特にNATOの第１次東方拡大時と比べて、今回大きく異なる点は、ロシアのNATO加

盟の是非が欧米諸国の指導者層からも述べられるようになったことである。実際、米国

の第61代国務長官であったジェームス・A・ベーカー３世も、ロシアの孤立化を避ける

べきだとの立場からロシアのNATO加盟を真剣に考えるよう提案している44

このロシアのNATO加盟について、ロシアのたとえばセルゲイ・Ｂ・イワノフ国防相

はブラッセルでの報道会見で2001年9月26日、｢私はいかなるものも排除しない」と答

え、将来のロシアのNATO加盟に含みを持たせた回答をしていた45。そしてプーチン大

統領もまた2001年7月にはNATO加盟の希望（意思）を見せていた。

しかしやはり欧米諸国の多くの指導者は、ロシアの加盟を認めようとしていない。そ

して重要なことは、9.11テロ事件後1年を経た2002年の９月時点で、ロシア（人）側が以

前ほどNATO加盟を希望する雰囲気になっていないということである46。

プーチンは9.11テロ事件後の行動を観察しても明らかに利益を追求する際限のないプ

ラグマティストである。しかし、ロ米関係に新しいパラダイムを構築する決断をするこ

とはできなかった。そこに彼の限界があり、プーチンはやはり新しい革新的指導者とい

うよりも、エリツィン前大統領とプーチン後の新しい指導者の過渡期の指導者として位

置づけることができるだろう。それゆえ今後も、プラグマティストとして米国とは協調

関係を発展させるだろうが、多極的世界観と一極化の世界秩序のパラダイムを巡って厳

しい場面が生起する懸念は十分あり得る。

したがって、ロシア軍（極東部隊）は依然として米国を潜在的脅威として認識し続け

る可能性が高い。

43  NATO・ロシア首脳会談で2002年５月28 日、NATOロシア理事会の設置が定められた（ローマ
宣言）。
44  James A. Baker, “Russia in NATO？,” The Washington Quarterly, vol.25, No.1 (Winter 2002),
pp.95-103.
45  “Russian Defense Minister Does Not Rule Out NATO Membership,” Moscow Interfax (September
26, 2001).
46  2002年９月モスクワを訪問し、世界経済国際関係研究所（IMEMO）アジア太平洋研究センター
主任研究員ヴィアチェスラヴ・Ｂ・アミロフ、IMEMO戦略研究部長アレクサンダー・Ｇ・サヴェリ
エフ、外務省外交アカデミー副学長エフゲニー・Ｐ・バジャーノフ、アメリカ・カナダ研究所副所長
ミハイル・Ｇ・ノーソフらと意見交換した際、彼らはロシアのNATO加盟には無関心を示した。
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（２）対中政策

　ア　テロ事件前

ロシアと中国の関係は、ロシア（極東）軍の戦略及び軍改革に大きく影響する要因で

ある。

プーチン大統領は、アジアをロシアの対外政策において重要な、そしてますます増大

する意義を持つと評価しているものの、ロシア外交全体では、CIS、欧州諸国、EU、

NATO、バルト3国、バルカン、米国、そしてその後にアジアという位置づけに置いてい

る47。ロシアは常に西側を志向してきたわけで、それが不変であることを示している。

ロシアでは、アジアはロシアにとって西側ほど重要ではなかったし、将来も決して西側

ほど重要にはならないとロシア（人）は今もみているのである48。

こうした全体像のなかで、さらにプーチンはアジアの中では中国を、ついでインドを

重要視している49。かつてのエリツィン第一次政権では日本が中国よりも重要視されて

いた50。その後の数年間で、中国の重要性が増したということになる。

プーチン・ロシアは、中国に対し、｢世界政治の鍵となる問題に対するロシアと中国

の原則的な立場の一致は、地域的及び地球規模の安定の支柱の一つである。ロシアはあ

らゆる方向にわたって中国との互恵的協力の発展に努めていく51」と述べ、国際政治面

での中国の役割を高く評価している。そして互恵的協力すなわち両国が利益を享受しあ

う関係の発展を求めるとしているが、これは、1996年に両国が宣言し、今日まで両国関係

を律する原則となっている「戦略的パートナーシップ」の内容そのものにほかならない。

｢戦略的パートナーシップ」とは、｢平等と信頼の上に、第3国とは関係なく、両国が

長期にわたって相互に影響しあう関係、すなわち相互に利益を享受しあう関係」と解釈

できる原則である52 。その際の「相互の利益」には、国境の安定等様々な利益がある

が、なかでも実質的な経済面の利益と、両国が共同して世界の多極化を目指す政治面の

利益がその中心をなしていると言えるだろう53。

特にロシアが構想する多極的世界観は、国連重視の立場と表裏一体をなしており、米

47『対外政策コンセプト』(2000 年6 月).
48   “Russia: Evolution and Continuity of Russian Policy in East Asia,” Moscow Yadernyy Kontrol, no.6,
(October 5, 2002).  < FBIS-CH1-2003-0115 >
49『対外政策コンセプト』（2000年6月）。
50『対外政策コンセプト』（93年）。
51『対外政策コンセプト』（2000年6月）。
52  戦略的パートナーシップの意味について、その細部は、拙稿、「露中関係―ロシアからの視点―」『防
衛研究所紀要』第1巻 第２号（98年12月）67～73頁を参照。
53  同上。なお、多極的世界観の共有は、97年4月、江沢民国家主席のロシア国家院での演説で明ら
かにされた。
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国の一極志向とは相容れない。そのためロシアはしばしば米国と政治的対立を生じてお

り54、その際の対米カードとしての中国の存在は、ロシアにとって大きな意味をもって

いる。

ロシアと中国は、9.11テロ事件が発生する直前の2001年7月16日、この戦略的パート

ナーシップをロ中善隣友好協力条約として結実させた55。それゆえ同条約は、｢戦略的

パートナーシップ」の原則（長期性、善意の隣人、友好、相互信頼、互恵56）を踏襲し

ているとみてよい。

問題は、第三国から見れば不透明な内容になっている次の３つの条項である。

●第 8  条　中ロ双方はいずれの同盟またはブロックにも参加せず、第三国との条約締

結を含め、締約相手国の主権、安全、領土保全に損害を与えるような行動を

とらない。(ロシアのNATO加盟の制約要因になるのかどうか｡）

●第 9 条　平和への脅威が作られ、平和が破られ、あるいはその安全保障の利益に抵

触する可能性があるような事態が発生した場合、双方は直ちに互いに連絡を

とり、脅威の発生を除去するための協議を行なう。(同盟条項とみなしてよい

のかどうか｡）

●第12条　　双方は地球規模の戦略的バランスと安定の維持のために共同で努力し、そ

してまた戦略的安定の維持を保障する基本的合意の無条件遵守をあらゆる手

段で促していく。(準同盟条項とみなしてよいのかどうか｡）

これに関し、プーチン・ロシアは中国とともに同条約は第三国に向けたものではない

と強調し、イゴル・ロガチェフ（Igor Rogachef）駐中国ロシア大使も同条約に規定され

る両国関係は、｢軍事－政治同盟の形成はないという原則に基づいている」と述べて疑

惑払拭に努めている57。ロシア側の主張は幾分正当性を持っている。というのも、1993

年のロシア対外政策コンセプトでは、中国とはイデオロギー及び社会・政治体制の違い

から同盟はあり得ないと規定していたからである58。

ただこの第９条については、国際情勢しだいで軍事協力を進める可能性を秘めた協議

条項として注意を払わなければならないと説く識者もいる59。

54  ロシアの反対を押し切り、国連を迂回して行われた米国主導のNATO空爆や、ロシアの意向を無
視してのNATOの東方拡大など多数の事例がある。
55　ロシア国家院、ロシア連邦院2002年１月16日、承認。プーチン大統領は2002年１月25日、同
条約の批准に関する連邦法に署名。
56  Igor Rogachef, “Russian-Chinese Relations:New Treaty,” Far Eastern Affairs, vol.1, No.5  (2001), p.1.
57  Ibid., p.3.
58  2000年６月の対外政策コンセプトではそうした文面はみられない。
59  石井明「9.11事件とプーチン政権の対中政策」『海外事情』第50巻 第12号（2002年２月）12頁。
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第8条に関連する問題意識について、ロシア人は同条項が制約条項になるとはみてい

ない60。

イ　テロ事件後

プーチンはテロ事件後、米国と

協調関係を積極的に推進するよう

になっており、相対的に中国との

関係が希薄化しているとの印象を

醸成した。しかし、プーチン大統

領は、核管理交渉を通じ、多極的

世界観に代わる新しいパラダイム

に基づく対米関係を希求していな

いことを明らかにした。これに

よって、プーチン大統領にとって

もプラグマティズムに基づくプー

チン・ロシアの対米協調にも限界

があり、従前どおり中国との戦略

的関係が重要になっている。実

際、2002年12月、中国を訪問した

プーチン大統領は、ロ中共同宣言

を出し、その冒頭で「戦略的パー

トナーシップ」の深化が「唯一の

正しい歴史的選択である」と宣言

し、そのうえで戦略的パートナ

シップの政治的利益の側面である

「多極世界」の実現に向けて、

「国連」の役割を強化することが

必要であるとの主張を国際社会に

アピールしている。同時に多極的

世界実現の一手段として、中国と

共に中央アジアを睨んだSCO61にも

表９        ロ中が発展させる SCO 

 

・96.4  上海で 5 カ国（中国、ロシア、カザフスタン、

キルギス、タジキスタン）首脳によりファイブ」

成立 

「国境地域での軍事的信頼を強化する協定」に

署名 

・97.4   第 2 回首脳会議（モスクワ）。「国境地域の相

互軍縮に関する協定」に署名 

・98.7 第 3回会議（アルマトイ）。イスラム原理主義 

 や国際テロ対策の宣言 

・99.8  第 4回会議（ビシケク）。民族分裂等に反対国 

境越え犯罪取り締まり宣言 

・2000.7 第 5 回会議（ドゥシャンベ）。外交、経済、軍

事等協力強化、反テロ演習実施宣言 

・2001.6/14 上海ファイブでウズベキスタン加盟決定 

/15 第 6 回会議（上海）。6カ国首脳により上海

協力機構成立。３悪（分裂主義、テロリズム、

過激主義）に反対の公約に宣言。 

（上海ファイブ発足当時の目的は、中央アジアと

中国の国境地域の緊張緩和。だが、チェチェン

武装勢力や中央アジアでのイスラム過激派の活

発化で次第にテロ対策に傾斜。さらに「米国抜

きの多国間協議の場」として、対米牽制の意味

も加わり機構化へ） 

・2002.6 ｢憲章」採択 

第６回会議（サンクトペテルブルグ）。機構の

「憲章」等採択。（参加国の協議体として中央ア 

ジアでのテロ対策に重点を置いてきた同機構は

今後、正式な国際機構として活動を拡大（機構

事務所は北京）） 

60  2002年モスクワでの意見交換時のバジャーノフらの見解。
61  三悪（テロリズム、分離主義、過激主義）が地域の安定と安全にとって重要な脅威と見なされ、こ
れらに対抗するには二国間、多国間の協力の枠組みが必要とされた。
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多大の期待感を寄せている（表９)62。また、ロシアの経済面からの利益の追求として、

かつてボリス・Ｎ・エリツィン前大統領は200億ドルを目標としたが、2001年でようや

くその半分（107億ドル）に到達したにすぎず、対外政策コンセプトでも、「中国との

課題はこれからも、経済協力の規模を政治的関係のレベルに整合させることである」と

指摘し、経済の拡大に期待している。今後、特に東シベリアの油田を開発して、パイプ

ラインで中国市場に石油を輸出することが計画されており、エネルギー分野での経済交

流はこれまでより深化することが見込まれる。

さらにロシアにとって中国は、90年から再開された兵器輸出の主要顧客となってお

り、この要素もロ中関係を良好に持続させる補強材料になっている63。　　　

今後ともプーチン・ロシアはプラグマティクな立場で、中国よりも西欧志向の動きを

強めていくだろうが、米国との関係において、多極的世界観を共有する中国はプーチン

にとっても重要で、中国カードを十分に活用していくだろう。その意味で、ロ中関係

は、懸念材料（たとえば、前に述べたステレオタイプの対中脅威論や、ロシア極東にお

ける鉄道回廊選択の問題など）を包含しつつも見通し得る将来、善隣友好な関係が継続

するとみておくべきであろう。

そうだとすれば、ロシア軍（極東部隊）は引き続き中国を潜在的脅威小として対応す

る可能性が高い。

（３）対日政策

新生ロシアが誕生した頃のロシアは、前にも述べたように中国やインドよりも日本を

重視していた。当時のロシアの対日政策は、｢平和条約が全面的関係発展の前提条件と

されないような理解に到るべく努力する。しかし、領土問題解決時にのみ日ロ関係の真

の進歩が達成できる。64」というものであった。今日、プーチン大統領の対日政策は、

2000年の対外政策コンセプトによれば、｢ロシアは着実な発展、双方の国の国益に合致

62  ただし、ロシアの思惑とは異なり9.11テロ事件後、ウズベキスタンなど米国との関係を直接発展
させ始めており、SCOの意義と狙いは揺るぎつつある。
63  たとえば、20億ドルで新装備の新戦闘機の売却を契約。同契約は45機のSu-30MKKで、ロシア
沿海地方にあるコムソモリスク・ナ・アムールでの航空機製造会社で製造。２年間で引き渡される。潜
水艦８隻購入を交渉中。中国海軍向け駆逐艦２隻（14億ドル）建艦で合意。同Su-30MKKは、これ
まで1999年に18億ドルで40機売却の契約をしている。また、中国には10億ドルでSu-27戦闘爆撃
機26機を売却している。これらとは別に、96年、Su-27、22機売却の契約をした。その後、ロシア
はSu-27、200機のライセンス生産に同意している。最新のロシア対艦ミサイル‐グラニット‐（核弾
頭搭載可能）は、ロシア海軍のオスカー級原子力潜水艦用に設計され、米太平洋艦隊の空母を攻撃す
るもので、2001年末時点で売却の是非を検討中。中国はグラニットミサイルを熱望。John Helmer,
“Implications of Russia-China deal, ”The Russia Journal, (August 10, 2001).
64『対外政策コンセプト』（93年）
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した真の善隣関係の達成を主張していく。現在の交渉の枠内においてロシアは、両国間

の国際的に承認された国境線形成の互いに受け入れられる解決策の探求を続けてい

く。」となっている。以前の「領土解決によってのみ日ロ関係の進歩が可能」という対

日政策には、それゆえ是が非でも領土問題を解決せねばならないという解決に向けての

意欲が看取されるが、今日の「善隣関係の達成を主張し｣、｢解決策の探求を続けてい

く」という対日政策には、前者のような意欲が後退しているかのように感じられる。

実際、ロシアで対日関心は幾分薄れつつあるようである65。米国・カナダ研究所のア

レクセイ・ボガトゥーロフ副所長（当時）は次のように指摘している。｢日本に誰もが

好意をもっているが、ドイツ、韓国、中国のように日本と真剣に付き合うことができる

と思っているロシア人は殆どいない。66」

経済取引面でも、2000年を例にとると、日ロ間の往復貿易高は34億ドル弱で67、ロ中

間の往復貿易高約62億ドルに比べ、中国の約半分程度でしかない68。

これに加え、日本国内で対ロ政策を巡る混乱があった。このような状況の中で2003年

1月、日本の首相として4年2ヶ月ぶりに小泉純一郎首相がロシアを訪問した。同首相と

プーチン大統領との間で、両国関係のロードマップとして期待される「日ロ行動計画」

が調印された。同行動計画は、6分野にわたる包括的な両国関係の協力のあり方を定め

ている。そのなかでプーチン・ロシアは日本人拉致問題についても初めて日ロ間の公式

文書でこれに言及した。また後で述べる北朝鮮の核問題についても、同行動計画のなか

で、北朝鮮にとっては厳しい対応を求めるものとなっている。これらの問題について

は、平和裡に解決することを確認しあっている。そして、領土問題について、日ソ共同

宣言（56年)、東京宣言（93年)、モスクワ宣言（98年)、平和条約に関する日露首脳の声

明（2000年)、イルツーク声明（2001年）などを今後の交渉の基礎とし、北方４島の帰属

問題を解決し、平和条約を早期に締結することを確認している。領土問題は2004年に大

統領選挙があることでもあり、一挙に進展することは難しいだろう。

それにもかかわらず防衛交流は紆余曲折を経ながらも進展している。2003年1月には

石破防衛庁長官がロシアを訪問しイワノフ国防相と会談した。こうしたハイレベルの交

流はいうまでもなく、ロシア極東軍管区司令官と北部方面総監との現地部隊の交流まで

65  2002年９月初旬、報告者はモスクワを訪問したが、最も大きな書店はもとよりお土産店でも、1998
年以前には店頭にあった日本語訳付きの観光ガイドブックが全く見当たらなかった。
66  2002年９月26日、日本プレスセンターで開催された日・中・ロ・シンポジウムでの発言。
67  “Interfax Diplomatic Panorama for 09 Jan 03,” Moscow Interfax, January 9 2003. <FBIS-SOV-
2003-0109>.
68  外務省資料による。http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/russia/shihyou.html.
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重層的に行われるようになって

いる。

ロシア軍にとって、米国への

考慮と同時に北方領土問題が質

的に高い潜在的脅威だとすれ

ば、ロシア軍（極東部隊）は対

日軍事的考慮を低下させること

はない。その一方で、ロシア軍

はロシア西方及び南方対処を重

視する立場から、ロシア極東の

安定を望まざるを得ず、非軍事

的手段としての日ロ防衛交流を

重視することになるだろう。

（４）対朝鮮半島政策

プーチン大統領は、軍拡競争

が激化し緊張や紛争の温床が存

続しているアジアの情勢を健全

化することが重要だと考えてお

り、その観点から朝鮮半島情勢

に最大の懸念をおぼえている。そして、２つのポイント―第一に朝鮮問題の解決にロシ

アも対等な立場で参加できるようにすること、第二に二つの朝鮮国家とのバランスの取

れた関係維持に努力すること―からなる朝鮮半島政策をとっている69。

プーチン・ロシアはこの情勢の健全化をはかる立場から、今日、国際社会の注目を浴

びつつある北朝鮮の核問題、すなわち、核拡散防止条約（NPT）から脱退し、国際原子

力機関（IAEA）との保障措置協定による義務の履行を拒否するとの意向を示している北

朝鮮に対して、ロシアはその速やかな撤回とIAEA理事会決議の速やかな履行を北朝鮮に

呼びかけている。またこれとの文脈で、朝鮮半島の非核地帯を提唱している。

ロシアにとって朝鮮半島情勢の健全化の必要性は、第一に朝鮮半島情勢の混乱後、必

ずしもロシアにとって好ましい政治情勢が現出するとは限らないこと、第二に経済再建

表 10         ロシア･北朝鮮関係 

 

・1961.7  ソ朝友好協力相互援助条約締結 

・1996.9  同条約失効 

・1999.3    友好善隣協力条約仮調印 

・2000.2    同条約調印（イワノフ外相訪朝時） 

・2000.7    プーチン大統領初の訪朝。ロ朝共同宣言（沖 

縄サミット直前実施） 

・2001.8  金正日訪ロ間、モスクワ宣言 

（2001,2 プーチン大統領の訪韓） 

・［2002.1 米国一般教書演説でイラク､イラン､北朝鮮を

｢悪の枢軸」と呼ぶ］ 

・2002.8  プーチン大統領と金正日総書記と会談（ウラ

ジオストク）：ｼﾍﾞﾘｱ鉄道連接問題、日本人

埒問題とりあげず。 

      ※ロ朝首脳会談：3 年連続 

・2002.10 北朝鮮核開発の問題 

ロ：北朝鮮を悪の枢軸の一員と見ず。しかし、 

北朝鮮の非核化のため、「ジュネーブ枠組み 

合意」の堅持を北朝鮮に求める。 

 

69  対外政策コンセプト』（2000年６月）
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途上にあるロシアにとって、ロシア極東の混乱はその阻害要因になること、すなわちロ

シア極東と欧州を連結する朝鮮半島縦断鉄道計画やシベリア及びロシア極東の石油エネ

ルギー輸出にロシアの将来を見出している状況の崩壊への懸念70、そして第三に朝鮮半

島情勢いかんによっては難民等の問題が発生する懸念などから生まれている71。

ロシア極東は北朝鮮の後背地に位置することから、ロシア軍（極東部隊）は、前にも

述べ、さらに後でも述べるように朝鮮半島有事に備えた能力を保持することが必要とな

る。

Ⅳ　ロシア軍（極東部隊）

ロシア極東部隊に最大の影響を及ぼすのはいうまでもなくその本隊であるロシア軍の

動向である。ロシア軍が構想する戦略、戦略態勢、及び軍改革は、ロシア軍の一部をな

す極東部隊を直接ないし間接的に規制する。それゆえ、ロシア軍を承知することは、ロ

シア極東部隊を承知することでもある。

ロシア軍（極東部隊）の将来を描く前提として、ここでは、今日までどのようにロシ

ア軍（極東部隊）が形成され、その現状がどのようになっているのかを明らかにする。

１　ロシア軍の骨格形成期

（１）通常戦力（一般任務部隊）

92年5月に誕生したロシア軍にとって、その編成、戦略態勢の構築など、どれ一つを

とっても容易なことではなかった。実際、ロシア軍は、旧ソ連軍の旧東欧諸国からの引

揚げという大事業のなかで、旧ソ連邦構成共和国に展開した旧ソ連軍を除く残存部隊で

新たに編成しなければならなかった。戦略態勢も旧東欧諸国やモンゴルの完全独立に

よって、防衛戦略空間が激変するなかで構築しなければならなかったのである72。

ウラル山脈以東に展開する部隊は、欧州正面ほどの防衛戦略空間の激変はなかったも

のの、モンゴルの完全独立は、ウラル山脈以東のロシア軍の戦略思想・戦略態勢に大き

70 第１と第２についての細部は、“Trans-Korean rail project depends on N.Korea deal ,” Moscow
Interfax, January 9.を参照。
71 第三と第四については、2002年９月筆者がウラジオストクを訪問し、国立ウラジオストク経済・サー
ビス大学国際関係大学M・シンコフスキー学長と、ついで同時期モスクワを訪問し、ロシア科学アカ
デミー世界経済・国際関係研究所アジア・太平洋センターヴィアチェスラヴ・B・アミーロフ主任研
究員と各々意見交換をした際、先方より説明があったもの。
72 ロシア領は旧ソ連領に比し24％も減少した。



30

な影響を及ぼしているとみられる73。

ロシア軍の創設にあたって、｢いかなる国家も敵と見なさない｣、また「世界戦争の脅

威は完全には排除されないが、著しく減少している」という国際情勢認識の下で74、ロ

シア軍が対象とする戦争は、局地戦争の可能性が高いと判断された。これに基づき、ロ

シア軍の通常戦力（一般任務部隊）は、かつてのソ連軍からは想像もできない、単に局

地（地域）規模の侵略を撃退できる水準の維持が目標とされたのである。

この結果、ロシア軍の通常戦力（一般任務部隊）は、ロシアの安全に対する脅威が生

じる正面（地域）に短期間で移動、展開、機動できる小規模で機動力のある軍が理想と

して追及されるようになった。

そして、ロシア軍は、従来の地域外配置原則に基づく徴兵による軍勤務に加え、契約

による志願制勤務の組みあわせによる混合補充制による軍が望ましいとされた。

（２）戦略核

局地（地域）戦争対処が通常戦力の目標となった以上、大規模戦争の生起に対して核

戦力が考慮されたのは当然のことであった。その核戦力は冷戦の終焉にもかかわらず依

然として米国を強く意識し、米国との相互確証破壊に基づく抑止構造を維持すべく、

「戦略的安定」の維持が追求された75 。また、92年10月制定された国防法（第５条）

で、国防相は「ロシア連邦が奇襲攻撃を受けた場合、ロシア連邦最高会議によって定め

られた権限の範囲内で、核兵器その他の大量破壊兵器の使用を命ずることができる76」

となったことから、ロシア（軍）は核の先制攻撃を行うことができるようになった。こ

れは核戦略の大きな変更だった。旧ソ連（軍）は82年、中欧におけるNATOに対する通

常戦力の優越性を背景に、核の先制不使用を宣言し、それ以降、ミハイル・Ｓ・ゴルバ

チョフ時代にもそれが継承されていたのである。

この国防法の精神に基づき、ロシア（軍）は、93年の軍事ドクトリン基本規定で、ロ

シアが核を使用する場合を次のように示した（図６)77。

73  旧ソ連軍の対中戦略は、その部隊の戦略態勢等から、シベリア軍管区～モンゴル（ウランバートル）
～北京を主攻正面とし、チタに集中した大機甲部隊をもって一挙に北京を打撃する攻勢作戦になるだ
ろうと予想された。もしそうだとしても今日ではもはやその作戦は不可能となっている。今日では通
常戦力は局地戦・地域戦争対処を目標とすることから、ウラル山脈以東のロシア軍（特にシベリア軍
管区の部隊）は攻勢作戦から防勢作戦に転換しているとみられる。
74 『軍事ドクトリン基本規定』（93年11月）
75 『軍事ドクトリン基本規定』（93年11月）、『軍事ドクトリン』（2000年４月）
76  邦訳は「ロシア連邦国防法」『ロシア政策動向』第11巻 第25号 No.171（RP 92年11月30日）８
頁による。
77 Rossiyskaya gazeta, November 18,1993. 邦訳は、乾一宇監修「ロシア軍事ドクトリンの基本規定」
『世界週報』(1994 年１月)。
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非 NPT 加盟国 
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核 

出典：軍事ドクトリン基本規定に基づき筆者が作成 

①　核兵器保有国と同盟協定により結びついている国がロシアまたはその領土、軍及

　　びその他の部隊、あるいは同盟国に対し武力攻撃を行う場合

②　当該国家が核兵器保有国と共に、ロシアまたはその領土、軍及びその他の部隊、

　　あるいは同盟国に対し侵攻、または武力攻撃の実施、あるいはそれへの支援におい

　　て共同行動を取る場合

③　核拡散防止条約に非核兵器国として加盟していない国家の侵攻の場合

　　図６　　　　　　　　　　　ロシアが核兵器を使用する場合

こうしてロシア誕生間もないエリツィン・ロシアの核戦略は、第一に大量報復の核戦

略、第二に核の「先制使用」という2つの特徴を持っていたのである78。しかし、それ

は、核使用の敷居が非常に低い分、逆に核使用の信憑性を低めるという皮肉な結果を内

在させていたのであった。

こうしてロシア軍は、軍事ドクトリン基本規定が公表された93年末頃までに、通常戦

力（一般任務部隊）は局地戦争、地域戦争に対処し得る戦力へ、そして、これで対処で

きない事態には核戦力で対処するという基本的な骨格を作り上げたのであった。

78  軍事ドクトリン基本規定（93 年11 月）に先立ち92 年６月に公表された軍事ドクトリン基本（草
案)（未採用）には、「核兵器を最初に使用しない」との文言が記述されており、旧ソ連軍の考えが踏
襲されていた。国防法の後に採択された軍事ドクトリン基本規定以降この文言はなくなっている。
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同時に、ロシア軍は旧ソ連時代には一顧だにしなかった平和維持活動のような国際市

民としての課題も自らに課すようになったのである。

２　戦略核重視期

97年はロシア軍にとって重要な年となった。96年後半からNATOの第一次東方拡大の

外交攻勢が強まった。ロシアはこれをロシアの国家安全保障を脅かすものであるとして

反発したものの、97年5月結局、｢ロシア連邦とNATOの相互関係、協力及び安全保障に

関する基本文書」に調印し、NATOの第一次東方拡大を黙認した形となった。

この情勢の下で、97年12月、ロシアは初めてとなる国家安全保障コンセプトを制定し

た。同コンセプトは政治、経済、社会、軍事、技術、環境、情報、その他の内外からの

脅威に対し、国家等の安全を保障するための目標や国家戦略を定めたものである。エリ

ツィン政権（当時）はこのコンセプトを通じ、NATOの東方拡大問題があったにもかか

わらず、｢世界は多極的世界の形成方向にある」との穏当な国際情勢認識を示した79。そ

の背景には、基本文書の調印とそれに基づく常設合同理事会の設置をNATOが受け入れ

たことで、表面上にせよ対等な関係が維持できたと判断したことによるものと思われる80。

前に述べたようにこの多極的世界観は米国の一極支配の世界観に対抗する世界観で、

国家間の対等性を強く希求するものである。それゆえ、この多極的世界観の主張が張子

の虎でないためには、ロシアの戦略核が重要な意味を持った。その意味では97年５月、

エリツィン大統領が新たな国防相としてイーゴリ・Ｄ・セルゲーエフ戦略ロケット軍総

司令官を任命したのは、その主たる理由が軍改革の観点からではあったにせよ81、多極

的世界観を後押しするのにはこれ以上望めない人選であったと言える82。

セルゲーエフ国防相は限られた財源のなかで、核戦力を重視する軍改革の必要性を指

摘し、「連邦軍の最重要課題は、核戦争及び通常兵器による大規模戦争または地域的戦

争を防止するために、核抑止力を保持することである」と強調した。そしてこれまで停

滞していた軍改革は、核戦力を優先する方針の下、進捗し始めたのである。

79 この際のこの認識が穏当と評価できるのは、同コンセプトの中で、ロシアにとって最大の脅威の主
たる原因を、「ロシア経済の危機的状況にある」としているからである。
80 ４月の中国と（米国に対し牽制の意味合いが強い）多極的世界観の共同宣言をした後、５月のNATO
との基本文書の調印、そして12月の国家安全保障コンセプトの国際情勢認識（世界は多極的世界の形
成方向にあるとの認識）の推移をみると、NATOの常設合同理事会等の受け入れをロシアが一定の評
価をしていることが分かる。
81 軍改革を巡り、イーゴリ・Ｎ・ロジョーノフ前国防相は、兵力を削減すれば予算を削減できると言
うのは幻想だと主張した。これに対しセルゲーエフ新国防相は経済の低落により軍の必要とする国防
費を十分支出できないという状況下で軍改革を行ない得るとした。
82 実際、国防相として戦略ロケット軍出身者が就任するのは初めてのことだった。
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同時にセルゲーエフ国防相の下で核戦略が変更された。それは97年12月の国家安全保

障コンセプトで明らかにされた。ロシアは、｢武力侵略の結果、ロシア連邦の存立自体

に対する脅威が生じる場合、核兵器を含め全ての兵力と手段を行使する権利を持つ」と

述べ、これまでの「武力攻撃がある」場合、(無条件ですぐさま）核兵器を使用するとし

ていたのを、｢ロシアの存立自体」が脅かされた場合にのみ核兵器を使用するというよ

うに「核の敷居」を高めたのであった。同時にこれにより通常戦力にも応分の戦闘効果

が期待されるようになり、核戦略は柔軟反応核戦略に転換された言える。

NATOの第一次東方拡大が終了したと思う間もなく、バルカンでコソヴォの係争問題

が生起し、これに対しNATOは99年3月24日、国連のマンデートを得ずしてユーゴを空爆

した。また、その空爆が終息したのと入れ代わるように、ロシアでイスラム原理主義勢

力によるテロ活動が続発した。これを国際テロリズムの仕業とみたロシアは、そのゲリ

ラの策源地をチェチェンにあるとみて、同地に軍事進攻を開始した（第２次チェチェン

戦争)。これに対し99年末頃から次第に欧米諸国はロシアの軍事行動を非難するように

なった。欧州安全保障秩序構築の担い手としてロシアが期待していたOSCEまでもがロ

シアを非難するようになり、OSCEに対するロシアを失望させたことは前に述べたとお

りである。この四面楚歌の情勢の中で99年12月31日、エリツイン大統領が突如辞任し、

99年8月以来、首相としてエリツィン政権の中枢にいたプーチンが政権を担うことになっ

た。プーチン大統領は、国家安全保障コンセプト（2000年1月)、軍事ドクトリン（同年

4月）を相次いで公表したが、既に述べたように対米関係について厳しい認識を示した83。

そして、軍事面において、通常戦力は局地戦争、地域戦争への対処を目指すことに変化

なく、結局、核戦力に一層の期待が寄せられることになったのである。そして、イワノ

フ外相が述べるように、あくまで核の抑止に期待したが、抑止が敗れた場合どうするか

についても検討がなされ、ロシアは、「他のあらゆる危機的状況の解決手段が尽きる

か、あるいは効果がないと判断したとき」核を使用する戦略に変えたのである84。

これによって核は、エリツィン政権時代の「ロシアの存立自体」が脅かされた場合の

使用から、「危機的状況」の場合の使用へと変わった。この「危機的状況」として、ロ

シア（軍）は次の３つの場合を想定している85。

83  モスクワタイムス紙のコラムニストのパベル・ヘルゲンハウアーは、プーチン大統領が署名した軍
事ドクトリンをソ連スタイルのドクトリンで、再び西側をロシアの主要な潜在的な敵としてみなして
いると論じている。細部は、Pavel Felgenhauer, ‘Putin’s Star Falling in the East,’ The Moscow Times,
25 December, 2002. p. 10.を参照。
84『国家安全保障コンセプト』（2000年１月）
85『軍事ドクトリン』（2000年４月）
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その第１は、ロシアまたはその同盟国に核・その他の種類の大量破壊兵器が行使され

た場合、その第２はロシアの安全保障にとって危機的状況における通常兵器を使用した

大規模な侵略が実施された場合、そしてその第３は核兵器を保有しない兵器不拡散条約

加盟国が核兵器保有国と共同で侵攻してきた場合、またはそれを支援した場合である。

これによって、｢核の敷居」は下がり核使用の容易な環境となった。

ロシア極東では、核戦力のコンポーネントとして（今日）シベリア軍管区のチタに戦

略ロケット軍が、また、太平洋艦隊に戦略核搭載原子力潜水艦が各々展開している。こ

うした核戦略は、このシベリア軍管区のICBM部隊及び太平洋艦隊の戦略核搭載原子力

潜水艦にも適用されるものである。

しかし、この核戦力重視のロシア軍改革は、予期せぬ出来事で破綻を迎えることに

なった。乏しい経済資源のなかで核戦力に重点配分をするセルゲーエフ軍改革に対し

て、軍内では不満が充満していた。その不満が、プーチンが大統領になって間もない

2000年7月13日、国防省で開催された高級幹部会議において、軍の最高幹部の一人であ

るアナトリー・Ｖ・クワシニン・ロシア軍参謀総長から出されたのである。クワシニン

は、ロシアの戦略核部隊は独立した軍種の地位を排除し、ロシア軍の他の軍種に吸収さ

れ、核部隊に関わる経費は通常戦力に向けられるべきだとの主張を展開した86。こうし

た不満の背景には、地上軍がチェチェン第二次戦争で経費のかかる地上戦争に従事して

いる時代に、制限された予算のあまりにも多くを戦略核にのみ費やしていることへの苛

立ちが主因であるとされている87。

この参謀総長の通常戦力重視路線への転換の主張に対し、戦略核部隊重視派の首領で

あるセルゲーエフ国防相（当時）は、この提案を「ロシアに対する犯罪であり、狂気の

沙汰である」と述べて、公式に強く非難した。核戦力重視の軍事力か通常戦力（多目的

部隊）重視の軍事力かの路線闘争は、古くは旧ソ連時代のニキータ・Ｓ・フルシチョフ

時代にも存在した。しかし、今回のように軍最高指導者間の不一致が、これほど白日の

下にさらされるということはかつてなかったことであった。大統領に就任したばかりの

プーチンにとって大きな課題が軍部より突きつけられたことになったのである。

86  クワシニン参謀総長案は、核弾頭を1500個以下に一方的に削減する、そのためICBMを771基か
ら100基に、19個のミサイル師団を２個に各々削減する、その結果生じる経済資源を通常戦力に充当
するというものであった。
87  通常戦力重視の勢力は地上軍を中心に一般将校にも多く、たとえば空軍出身のA.B.クラスノフ大
佐なども、北コーカサスにおける低強度紛争においては、空軍部隊の戦闘即応能力を増進させること
が特に重要だと説いている。A.B.Krasnov, ‘Enhancing the Air Force’s, Combat Rediness,’ Military
Thought,  Ministry of Defense: Moscow, Vol.11, No.1, 2002, pp.43-44を参照。
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３　通常戦力重視の時代

2000年夏から翌年の初春にかけ軍（事）改革に関する様々な会議が開催され、翌2001

年に先の課題に対するプーチン大統領の決定が示された。2001年３月、プーチン大統領

は、衝撃的な内容である「ロシア軍の建設整備及び軍の構成の改善に関する大統領令」

を発令した。それは2001年６月１日までに戦略ロケット軍を軍種から独立兵科に降格す

るという内容で、これまでの軍建設路線を根底から覆すものであったのである。プーチ

ン大統領は2001年3月28日、セルゲーエフ国防相を更迭し、安保会議書記のセルゲイ・

イワノフを新たに国防相に任じた88。

プーチン大統領がこうした決定、すなわち戦略核重視路線を放棄した背景には次のよ

うな事情があった。第１に現実に生起しているチェチェン戦争に対処するためには、通

常戦力の充実強化が必要であったこと89（これが長期化すれば大統領としての地位の不

安定化を招きかねない)。第２にロシアにとって現実的で優先すべき脅威は、コーカサス

正面やロシア南方正面で、その対処には通常戦力の強化が必要かつ重要であると考えら

れるようになったこと、そして第３にロシア人ジャーナリストのパヴェル・フェルゲン

ハウアーが指摘するもので、2000年8月12日発生した巡航ミサイル搭載原子力潜水艦

（SSGN）｢クルスク」の大惨事（乗員全員118人が死亡）が、プーチン大統領に戦略核

偏重を中止させ、核抑止の計画を放棄ないし縮小する決意もたらしたというものであっ

た90。こうした理由に加えて、第四にロシア経済再建のためには欧米諸国の経済への統

合を図る必要性から米国を強く意識して核戦力重視路線を変更した可能性もある。

しかし、ロシアでは国会議員や軍事戦略の専門家の多くがセルゲーエフ前国防相の戦

略核重視路線を支持し、通常戦力重視路線は不評であった。　　　　　

プーチン大統領のこの決定は、ロシアが超大国としての資格放棄を宣言したに等し

く、米国とのNMD問題や爾後本格化しようとする戦略核削減及びABM制限条約交渉の

行方を予見させるものだった。そして実際にそれらの交渉結果は前に述べたように米国

88  国防相の交代にあたって、プーチン大統領はセルゲーエフ前国防相に慎重な配慮をしており、2001
年４月20日に63歳で軍役任期の定年を迎えることになっていた折を見計らって更迭の形を取り、さ
らにセルゲーエフを大統領補佐官として側近に迎えている。
　セルゲイ・イワノフ前安保会議書紀は、旧ソ連国家保安委員会KGB出身で中将の地位にあったが、
2000年11月に大統領令で軍籍を外された、ロシアで初めて文民の国防相となった。旧KGB仲間とし
てプーチン大統領の側近中の側近として知られる。　
89 確かに通常戦力は問題のようで、IMEMOのアレキサンダー G.サヴェリエフ戦略研究部長は2002
年９月５日往訪した筆者に、現在ロシア軍には赤外線暗視装置を装着した軍用ヘリは、僅か２機しか
ないと述べた｡
90  The Moscow Times, August 15, 2002.
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に押し切られた感が強いものとなった。また、今後、路線転換に伴い戦略核の量的弱体

化が確実になったことで、様々な方策を講じたとしても長期的にはその抑止戦略が可能

かどうか危ぶまれる状況が予想される。先に見た対米関係から戦略核は重要であり、恐

らく今後、再び路線変更があり、核路線と通常戦力のバランス路線が取られることにな

ることが予想される。

４　ロシア軍（極東部隊）の状況91

これまでロシア軍の形成、戦略核重視の時代、そして通常戦力重視の時代へとロシア

軍が変化する変遷過程を概観してきたが、その結果として、ロシア軍（極東部隊）の現

状がどのようになっているのかについて述べる。

プーチンは政権を受け継いだ後、安全保障関係の法を相次いで改正、あるいは制定し

た。なかでも情報安全保障ドクトリン、緊急事態法、海洋戦略、戒厳令、テロ行為阻止

令、兵役代替法及び過激主義的行為対策法はエリツィン時代にはなかったものである。

その法整備の状況を時系列的に見ると次の通りである。

①　安全保障構想2000年１月10日改正

②　軍事ドクトリン2000年４月21日制定

③　対外政策構想2000年６月30日改正

④　情報安全保障ドクトリン2000年９月12日制定

⑤　緊急事態法（緊急事態に関する連邦憲法法律）2001年５月30日施行

⑥　海洋戦略(2010年までの海軍活動分野におけるロシアの政策原則)2001年７月27日

　制定

⑦　テロ行為阻止に関する大統領令2002年１月10日制定

⑧　戒厳令（戒厳事態に関する連邦憲法法律）2002年２月１日制定

⑨　兵役代替法2002年７月25日制定

⑩　過激主義的行為への対策法2002年７月25日制定

（１）軍改革

こうした法整備の下で、プーチン大統領は集中的に安全保障会議を開催し、次の新たな

諸施策を決定した。そして、これらの法及び諸施策に基づきロシア軍の改革を行っている。

91  特に本項目の作成にあたっては、特に亜細亜大学・永綱憲悟教授及び日本大学大学院・乾一宇教授
と数回に渡る研究会を行なった中で、貴重なアドバイスを頂いた。
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①  ｢2010年までの行動綱領｣（2000年11月９日）

　　国家全体の軍改革の方針を規定する文書92

②  ｢2001年から2010年までの兵器・装備及び支援装備国家綱領」（2001年１月）

　　兵器・装備の開発方針を規定する文書93

③   ｢2001年から2005年までの軍の建設計画」（2001年１月）

36.5万名の定員及び文官10万人以上の削減をする。陸海空の３軍種化として、

2001年に戦略ロケット軍から宇宙軍及びミサイル・宇宙防衛部隊を分離し、参

謀本部の直接指揮下におく。2002年には、戦略ロケット軍を軍種から兵科に改

編し、2006年にはこれを空軍に編入する94。

④   ｢2005年までの軍後方建設整備計画」（2001年２月）

　　　軍後方（兵站、補給、支援などの部隊・機関）の整備方針を定める文書95

⑤   ｢ロシア軍の建設整備及び軍の構成の改善に関する大統領令」（2001年３月）

　１）2001年６月１日までに戦略ロケット軍を軍種から独立兵科に降格する。

   ２）2001年９月１日までに沿ボルガ軍管区とウラル軍管区を統合し、沿ボルガ・

 　   ウラル軍管区に改編する。

　３）2001年12月１日をもって、地上軍総局を基盤に地上軍総司令部を設置する。

　４）2006年１月１日をもって、ロシア軍の定員数を100万とする96。

⑥   ｢2010年までの国家兵器・装備計画」(2002年１月)97

⑦   ｢2010年までの軍建設国家政策」(2002年５月）

　　 2010年までに85～100万人になる。これまでの軍改革計画を再度修正したもので

   ある98。他の実力省庁（準軍隊）の文書としては2005年までの関連文書が作成され

   ている。

（２）軍事力

その結果、ロシア軍（極東部隊）の戦力、編成は次のような状況になっている。

ア　戦　力

まずロシア軍全体の兵力の規模についていえば、2002年１月１日時点でロシア軍総兵

92 Krasnaya zvezda, November 9, 2000.; Izvestiya, June 26, 2001.
93 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.3, Junuary 26- February 1, 2001.
94 Ibid.
95 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.8, March 2-15, 2001.
96 Rossiyskaya gazeta, March 24, 2001.
97 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.3, Junuary 26-February 1, 2001.
98 Nezavisimaya gazeta, June ４ , 2002.; Krasnaya zvezda, June 4, 2002.
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力は127万4,000人であり、この他軍属（文官）が86万5,000人になっている99。　

これまで2001年に９万人削減したが、2002年に11万人を削減した後、2002年～2003年

にかけても削減が行われ100、前に述べたように最終的には2010年までに85万～100万人

に縮小する計画になっている101。

極東ロシア軍もロシア・欧州部と同様に兵力削減が行われている102。

イ　編　成

（ア）３軍構成及び戦略ロケット部隊

ソ連以来、列国にはない５軍種制を採っていたのがロシア軍であった。それが今日、

３軍種、３独立兵科制となっている（図７)。

軍種は地上軍、空軍及び海軍、独立兵科は戦略ロケット部隊、宇宙部隊及び空挺部隊

である103。

戦略ロケット部隊は、一時は、空軍に編入される案もあったが、現在のところは独立

兵科としての地位を保持している。

新設された宇宙部隊は、イワノフ国防相によれば、核ミサイル攻撃の警告任務の遂

行、通信の確保及び宇宙空間衛星システムの管制を行う104。ミサイル攻撃警告システム

及び宇宙空間管制システムにはCIS諸国の地域が必要で、ベラルーシ（バラノヴィチ市

郊外の新型レーダー)、タジキスタン（ヌレクとスタヴロポリ地方のコンプレクス）を利

用する予定である。通信の確保では、チェチェン紛争やダゲスタンでの軍事行動に、宇

宙部隊が活躍し、前線航空部隊の目標指示、山岳地帯での衛星通信回線の利用などに寄

与している105。

ロシア極東軍管区内のアムール州に宇宙部隊のスヴォボドヌイ宇宙基地が展開している。

空挺部隊は戦略部隊であり、地域紛争重視の下では限定された兵力でよいとの考えか

ら、地上軍に編入されることも検討された。しかし、地域紛争において活躍しており、

独立兵科としての地位を保持し、従来通り戦闘即応態勢の高い部隊として存在してい

る。ロシア極東軍管区の空挺部隊は、ウスリースク（第5軍隷下の第83独立空挺旅団）

99 イワノフ国防相が2002年1月31日、プーチン大統領と会談した際、説明した数字である。Krasnaya
zvezda, February 1, 2002. 西側は、たとえば英国戦略研究所『ミリタリーバランス』は、ロシア軍兵
力を現在97万7,100人であるとみている。
100  Izvestiya, June 26, 2001.
101 Nezavisimaya gazeta, June ４ , 2002.; Krasnaya zvezda, June 4, 2002.
102 筆者は、ロシア軍が100万人になった場合には、ロシア極東軍管区の全兵力は大雑把に見積もって
15万人前後になるだろうと予測している。
103 Krasnaya zvezda,  October ４ , 2001.
104 Krasnaya zvezda,  May 30,2001.
105 Krasnaya zvezda,  October 4,2001.
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②　第14

③　第５

④　第４

⑤　第６

出典：諸資料により筆者作成

　　注：太字・網掛け はロシア極東地域に所在する部隊を示す。

 

地上軍（軍種） 

地上軍総司令部 

海軍（軍種） 

海軍総司令部 

空軍（軍種） 

空軍総司令部 

戦略ロケット部隊 

（独立兵科） 

戦略ロケット軍司令部 

宇宙部隊（独立兵科） 

宇宙軍司令部 

空挺部隊（独立兵科） 

空挺兵司令部 

軍管区×６ 

極東 

 

 

 

艦隊×４ 

 

①太平洋 

②黒海 

③バルト 

④北洋 

カスピ小艦隊

第 37最高総司

令部航空軍 

（戦略任務） 

第 61最高司令

部航空軍 

（戦略輸送） 

モスクワ航

空･防空管区 

航空･防空軍 

×５ 

① 第 11 

 
ロケット軍×４ 

第３ロケット･ 

宇宙防衛軍 

宇宙基地等 

軍種に含まれない部隊 

軍後方の部隊及び施設 

建設･部隊宿舎部隊 

第 5軍 第 35 軍 

第 68軍団 

ロシア連邦大統領 

ロシア連邦軍最高司令官 

 
国 防 省 

 

 
参 謀 本 部 

 
国 防 相 
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及びハバロフスク（新隊名不明）の2地域に所在している｡106

ロシア極東地域（極東軍管区及び海軍）に所在する極東部隊の状況は図８のとおりで

ある。

（イ）戦略ロケット部隊　

ICBMを保有する戦略ロケット部隊は、ウラディミール, オムスク, オレンブルグ、及

びチタの４個のミサイル軍として展開している107。ロシア極東軍管区にはICBM部隊は

展開していない。

同ミサイル軍は19個師団（約100個連隊）から成り、固定、移動（鉄道、道路）シス

テムの756個の発射基、約3635個の核弾頭で装備されている108。移動式は他の核保有国

にないもので発見が難しく、そのため残存性も高く対都市報復打撃の任務を主として担っ

ている。ICBM部隊を指揮統制するのはモスクワ近傍のウラシクハにある中央指揮所であ

る。新しく地下コマンド・コントロールセンターがウラル山脈内のコスビンキに建設さ

れている。核兵器運用の最高責任者はロシア連邦軍最高指揮官である大統領である。

1998年末、戦略核部隊（戦略ロケット軍、 海軍の戦略核コンポーネント、空軍戦略

核コンポーネント）を単一指揮の下に置くという提案がセルゲーエフ国防相（当時）に

よってなされたが、米国の戦略コマンドをモデルにしたこの提案は厳しい批判にさらさ

れ実現するには至っていない。　

（ウ）地上軍　

a  地上軍総司令部の復活

1997年、参謀本部が地上軍を直接隷属させたいとして、クワシニン参謀総長主導の

下、地上軍総司令部が廃止され、代わりに地上軍総局が設置された。

しかし、ユーリー・Ｄ・ブクレエフ地上軍総局長（当時）は、戦争が発生した場合に

臨時に編成される指揮機関では直ちに効果的に部隊を指揮することは出来ず、地域紛争

においても所属省庁や軍管区が異なる部隊が運用されることから地上軍総司令部の創設

が必要だと指摘していた109。

そうした経緯を踏まえ、地上軍総司令部が2001年12月１日復活した。新地上軍総司令

官ニコライ・Ｖ・コルミリツェフ大将は「地上軍総司令部は軍管区を指揮するために設

置された｣、｢編成上も権限上も地上軍総司令部の機能が強化された。従来は作戦立案の

機能と軍管区に対する直接的な指揮の機能は参謀本部の権限であった」と述べている。

106 kommersant Vlasti, No.18 (521), May 12-18, 2003, c.75.
107 Greg Austin, Alexey D. Muraviev, The Armed Forces of Russia in Asia, (New York; I.B. Publishers,
2000), pp.186-187.
108 Ibid,, p.187.
109 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.41, November 3/9, 2000.
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110  Izvestiya, December 28, 2001.　
111 Izvestiya, March 13, 1998.
112 Ibid.

今後地上軍総司令部は、地上軍の作戦指揮を直接実施する。また戦時における軍管区

部隊の運用、地上軍全般の指導を行う110。つまり軍管区を指揮・統制し、補充や動員問

題に従事する。また、各兵科部隊及び戦闘支援部隊の組織・編成の改善、効率化を行

い、軍事理論の開発と実践に携わり、教令・教範を作成、訓練を監督する。

これによって、ロシア極東軍管区やシベリア軍管区なども地上軍総司令部の指揮を受

けるようになっている。また同軍管区の訓練等も地上軍総局の監督を受ける。

　b  配備と軍管区

既にこれまで断片的に触れている軍管区は、古く帝政ロシア時代の1862年に創設さ

れ、ソ連時代にも引き継がれた伝統のあるロシアの制度である。新生ロシアになって、

国内の軍事力の配備はソ連時代のまま、８個軍管区から発足した。

1998年初め、８個軍管区態勢において、脅威に応じ直ちに対処する軍管区と戦力造成

を行う軍管区の二つに区分された。すなわち、作戦・戦略コマンドと作戦・地域コマン

ドである。当時、潜在的には西のNATO、東の中国、米国、平時では地域紛争が主たる

脅威と考え、西部、北部、南部、東部の最も危険な地域の防衛のため、この正面の５個

管区（モスクワ、レニングラード、北カフカス、ザバイカル、極東軍管区）が作戦・戦

略コマンドとなり、各軍管区毎、戦略正面（戦域）を担当することになった。すなわち

作戦・戦略コマンドは、危機時、国境の危険な地域を常時即応態勢にある師団・連隊級

部隊（将来、各軍管区は１～２個の完全充足師団を持つ）で防御し、必要に応じ主戦力

が展開するのを擁護する。必要な場合、侵略者に最初の打撃を与える。この際、機動軍

を拘置し、必要に応じ軍管区に増援する構想であった111。

作戦・地域コマンドは、大規模な侵略を撃退するための予備を準備・展開させること

を含め戦略基盤の造成にあたる。沿ボルガ、ウラル及びシベリア両軍管区がこれにあ

たった112。

ソ連時代を含めNATOに対する西方正面は装備良好、充足率もよい軍管区を当て、東

部正面は主として中国に対処する態勢にあった。イスラム対処の南部正面は紛争が起こ

れば手持ち兵力で十分対処可能と考えていた。

それが98年７月、｢ロシア連邦軍軍管区規定」が制定され、軍管区の統合（６個軍管

区制）を前提に、すべての軍管区に作戦・戦略コマンドの地位が付与された。同規定に

よれば、軍管区は、ロシア軍の基本的な軍事行政単位で、作戦・戦略地域の統合部隊で
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ある。指揮・運用面において軍管区は作戦・戦略コマンドとして、軍事的安全を確保す

る責任がある。国防における当該地域の防衛責任が定められた。すなわち、軍管区司令

官には軍の指揮機関、統合部隊、編合部隊、編成基幹部隊及び組織並びに軍事委員部が

直接隷属する。また、防衛任務にあたり、軍管区司令官の作戦隷下に準軍隊が移管され

ることがあるということになった113。

この規定を受け、ウラル以東では大きな変化が起こった。98年、ザバイカル軍管区が

分割され、サハ共和国を除くザバイカル軍管区は、シベリア軍管区に統合され新しいシ

ベリア軍管区となった。その結果、新シベリア軍管区は旧軍管区の4倍の地域になり全

ロシア領土の42％を占め、境界は約1000㌔に及ぶようになっている114。また、いくつか

の後方支援基地を持つ旧ザバイカル軍管区のサハ共和国は、極東軍管区に統合された115。

これにより新しい極東軍管区は全ロシア領土の37％になった。ザバイカル軍管区はこう

して完全に消滅した。

2001年９月１日には、沿ボルガ軍管区とウラル軍管区が統合され、沿ボルガ・ウラル

軍管区となった116。その拡大したコマンドの下には、第27師団（オレンブルグに所在）

と第201師団（タジキスタンに所在）の僅か２個師団があるだけである117。その両師団

とも沿ボルガ軍管区から受け継いだものである。旧ウラル軍管区には、いくらか戦闘即

応態勢にあると知られている僅か１個の部隊が存在するにすぎない。

各戦略正面と新しい６個の軍管区（図９）の関係は次の通りである。

北西戦略正面　　　　レニングラード軍管区

西部戦略正面　　　　モスクワ軍管区

南西戦略正面　　　　北カフカス軍管区

中央アジア戦略正面　沿ボルガ・ウラル軍管区

シベリア戦略正面　　シベリア軍管区

極東戦略正面　　　　極東軍管区

113 Izvestiya, December 28, 2001.　
114 Greg Austin, The Armed Forces of Russia in Asia, p. 177.
115 Ibid.
116 ロシア参謀本部は、2000年にアフガンのタリバン体制がロシアに安全保障上の脅威になっている
と決めた。その対応として、中央アジアとロシア南部国境を擁護するために大規模な軍事グループを
展開する決定をおこない、国防省と参謀本部はウラルとヴォルガの両軍管区を統一することを決定し
た。 Alexander Golts, ‘Time to move beyond Army’s little squares,’ The Russia Journal,  28 September
2001.
117 Ibid.
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   図９             ロシアの新しい軍管区 

極東軍管区 
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モスクワ軍管区 

北カフカス軍管区 

結局、ロシア・欧州部の軍管区は現状のままであったのに対し、ウラル以東は大きく

変化し、極東軍管区・シベリア軍管区の面積が拡大した。しかし、増加兵力は伝えられ

ておらず、従来兵力の展開かまたはむしろ削減の方向にあり、兵力配備は非常に薄く

なったといえる。これは対中考慮が大きく低下していることを窺わせるものである。

　ｃ　常時即応部隊

地上軍の即応能力は、人員、装備の充足状況に応じ３つに分けられる。第１は常時即

応部隊、第２は縮小編成部隊（師団級及び連隊級部隊)、第３は基幹要員部隊である。

常時即応部隊は、常時警戒態勢にある部隊（人員が戦時定員の80％、兵器・装備が100

％充足)、縮小編成部隊は短期間に完全定員数まで補充できる部隊、基幹要員部隊は特別

事態期、あるいは脅威を受けている正面に一定期間後展開する118。

現在、地上軍には20コ戦闘師団と他軍種の15コ師団級部隊があるとみられる。しかし

そのうち、多少なりとも「戦える状態」にある部隊は、最近編成されたチェチェン第42

師団のみである。その他の地上軍師団の即応能力は相当低下しているようである。1997

～1999年、常時即応部隊において削減が始まっている。それは、４コ連隊からなる師団

の中から１コ連隊だけ完全編成の部隊、つまり戦闘即応態勢の連隊として残すことを意

118 Rossiyskaya gazeta, July 3, 2002.

出典：Kоммерсанмь－Власмь,No17-18(47-471)14,мая.2002, c.32.
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味した。後にその連隊級部隊も改編の波に晒され、数個大隊からなる連隊の中から戦闘

即応態勢にある大隊として１コ大隊だけが残された。こうして師団の即応態勢は大隊レ

ベルまで低下している。将来、各軍管区に１コの完全編成師団を置くこと、それに並行

して兵器・装備の補給基地を建設し、必要な場合、それを利用して数週間以内に戦闘能

力のある師団・連隊を編成する計画にはなっている119  。

こうした状況はロシア極東部隊も例外ではない。

（エ）海軍（４個艦隊）

ソ連以来、４個艦隊制を採っており、海洋戦略核戦力は北洋艦隊及び太平洋艦隊の両

正面に分散して展開している。１カ所に集中せず、まさかの時のことを考え、分散配置

しているところに海洋核戦力配備の特色がある。

海軍の任務として、海洋ドクトリンは国土防衛と国境警備、外洋におけるロシアの国

益の擁護、海軍のプレゼンス、艦艇の外国訪問及び国連活動への参加などを挙げてい

る。基本的にはソ連時代推定されていた海軍の任務と変化はない。しかし、今回ドクト

リンとして、大統領令で定めたことは海洋に対する関心が深いことを示している。

ただ、ロシアは、帝政ロシア、ソ連時代を通じ、大陸国として陸軍の優位を当然視し

ており、現ロシアになってから海軍に対する考え方が急激に変化するとは考え難い。

2000年までにロシア海軍の数的戦力は10万人に減少し、ロシアの２つの大艦隊―北洋

艦隊と太平洋艦隊は各々3万人になることが予想されている120。

太平洋艦隊の2003年までに運用できるSSBNは、10-15隻ほどになり、2005年－2007年

までに全てのSSBNは太平洋から撤退し、北洋艦隊に基地をおくことになると予想され

ている121。

SSBNが現存している間は、ソ連時代からの海軍の守勢的指向に基づき、太平洋艦隊

の主任務もオホーツク海のSSBN用「聖域」を維持することにある。しかし、SSBNの消

滅後の太平洋艦隊の主要任務が問題となるだろう。それは後で述べる将来の戦略構想に

よっても大きく異なってくるだろう。たとえば対米脅威の戦略思想が維持される場合に

は、太平洋艦隊の役割は、チタの戦略ロケット部隊の擁護が目的となり、縦深性の確

保、情報収集、防空が必要となる任務になるだろう。対中脅威の戦略の場合は、海洋か

らの対中打撃が必要な任務になるだろう。

ロシア軍は2002年5月、ヴェトナムのカムラン湾基地を経済的理由（借料）からやむ

なく撤退している。冷戦時代はアジア太平洋艦隊の重要な戦略拠点だった。

119 Nezavisimaya gazeta, August 1, 2002.
120  Greg Austin, The Armed Forces of Russia in Asia, p.229.
121  Ibid.
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（オ）空軍

ロシア空軍は、今日、絶え間ない基金不足、スペアパーツや航空燃料の厳しい不足、

パイロット訓練の低下など、非常に困難な移行期を通過しつつある。

ソ連崩壊時期までに旧ソ連空軍は、航空機約11,000機（作戦機約5,000機、軍用輸送機

700機を含む）を保有していた。旧ソ連崩壊とともに、ソ連空軍の兵站支援用インフラ

の重要要素や相当の数の新鋭機を独立した旧ソ連共和国に譲り渡さざるを得ず、新生ロ

シア空軍は、その機数の35％とその作戦機の38％を喪失した122。戦略爆撃機Tu-95MSや

Tu-160、戦闘機Su-27、給油機Il-78のような多くの最新鋭機も同様の道を辿った123。

効率的な運用から「ロシア連邦軍改革とその構造改革のための優先事項」に関する

1997年7月のエリツィン大統領令に従って、2個の独立した軍種―空軍と防空部隊―は統

合され、99年1月1日に質的に新しくなった軍種―ロシア連邦空軍（RFAF）に変わった。

90年代のロシア軍事指導部は、現代の軍事紛争、特に91年の湾岸戦争を踏まえて、同

国の空軍を通常戦争におけるロシア軍の主要打撃コンポーネントとしてみなすように

なっている124。

ロシア極東正面における海上周辺部での重大な軍事対決の場合、ロシアの地域航空戦

力は、その戦域の海上通信を中断させることができるとみられている125。

（３）兵制：志願制への移行

大陸国家ロシアとして、また財政上も徴兵制は大量の兵士を安価に求めることのでき

る必要な制度である。だが、現実は徴兵適齢者の11％しか兵役についていない126。しか

も、ロシアの人口は減少傾向にあり、志願制が現実の前に行き詰まりつつある。

契約兵（志願制）への移行の問題は、96年の大統領選挙での2000年までに完了すると

のエリツィン前大統領の選挙公約にも関わらず、一部導入されてはいるものの先送りに

なっている。これを2004年から2010年にかけて志願制に完全に移行するとのカシヤノフ

首相の提案を、プーチン大統領は2001年11月承認した127。

この意義は大きい。志願制に移行すると、兵数が制限され、人件費は高くつき、予備

役数が激減するマイナス面がある。それにもかかわらず、志願制に踏み切ったのは世論

の趨勢を無視できない事情が存在するからである。

122 Greg Austin, The Armed Forces of Russia in Asia, p.234.
123 Ibid., p236.
124 Ibid.,
125 Ibid., pp.255-256.
126 Nezavisimaya gazeta, September 12, 2002.
127 Krasnaya zvezda, November 22, 2001.
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2002年９月１日から、第76空挺師団（レニングラード軍管区所在）において志願制の

試行作業が開始された（現在同師団契約兵15％を100％に)。2003年中頃に試行結果を出

す予定である128。

だが、後述する問題点、とくに厳しい財政と予備役確保の困難なことから、実現まで

には紆余曲折が予想される。

この志願制移行が実施されると予備役が大幅に減少し、ロシア軍は将来急激に兵力を

増大させることが非常に困難となるだろう。加えて、ロシア極東軍管区は人口が少ない

ところから、応募者の問題も生起してこよう。他地域からの志願者をロシア極東に配置

しようとすれば諸経費も予想外に高くなるだろう。ロシア極東部隊の志願制は相当問題が

ありそうで、必要性と可能性からして、実現は、他軍管区よりも遅れる可能性が高い。

 将来的には兵員徴募の機関としての意義を有する軍管区は、志願制の導入と共に廃止

される可能性がある。

（４）後方支援

2000年11月の安全保障会議において、2001年末までにロシア軍及び軍事力省庁（準軍

隊）統一後方支援システムの創設計画の作成が決定された129。

2001年３月、ウラジミール・Ｉ・イサコフ・ロシア軍後方長官は、軍事力省庁統一後

方支援システムが軍の後方を基盤として、統一的な指揮の下、所属省庁の如何に関わら

ずすべての部隊に対して支援するとの大原則を明らかにし、これを受けロシア軍、その

他の部隊、部隊的組織及び機関（準軍隊)（表11）の軍事力省庁統一後方保障システムへ

の移行が始まった130。

これにより、後方組織の常時即応態勢、中央における予備物資の集積、後方支援の戦

時態勢への移行、移動式の一般兵科部隊後方支援指揮システムの開発（地域紛争に従事

している北カフカス軍管区で試験的運用)、地域後方支援システムの創設などが具体化さ

れることになった131。

例えば、地域的統一補給の原則の導入がある132。実例としてカムチャッカ州では、ロ

シア軍北東統合部隊が主体となり、他省庁管轄下の国境警備部隊、国内保安軍、その他

に統一後方支援システムを創設して支援するようになっている。

これに関連し、2002年７月ザバイカル及び極東地域で、この地域の統一後方支援の基

128 Krasnaya zvezda, June 27, 2002.; Izvestiya, June 27, 2002.
129 Izvestiya, June 27, 2002.
130 Krasnaya zvezda, February 21, 2002.
131 Ibid.
132 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.8, March 2/15, 2001.
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盤となるシベリア、極東両軍管区合同後方支援演習が行われ、師団統一倉庫についての

検証が行われている133。

（５）兵器開発

前に述べたように、軍改革は西欧の列国軍に後れをとらないように質の軍隊、換言す

ればハイテク装備の近代軍にロシア軍を転換させることが最大の目標である。だが、そ

れはロシアの経済力と技術力から遅々として進んでいない。量的な兵員削減が急速に進

んでいるのみである。この現実を踏まえ、2005年までに組織・機構を改編、その後経済

力に応じ近代装備を部隊に導入する計画である。

しかし、財政難から僅少な研究・開発費による開発の停滞、細々とした兵器調達によ

る兵器産業の衰退に陥り、2006年以降に計画している近代兵器の装備化が危ぶまれる状

況にある。ハイテク近代兵器の導入において西側との格差は拡大しつつある。

例えば、コルミリツェフ地上軍総司令官によれば、2010年まで、地上軍として話題に

なる新型装備を調達できる状況ではない、という。また、アレクサンドル・Ｓ・モロゾ

フ地上軍総参謀長の言によれば、地上軍の装備開発の重点と称しても、当初は、兵器・

装備の修理、近代化への改修であり、その後新型兵器・装備への更新、自動化指揮シス

テムの導入を考えているという134。

空軍においては、2005年までに前線航空部隊の20～25％を第四世代戦闘機にし、Su-

27IBが入るのみのようである135。

３軍の重複する無駄を省くため、兵器・装備統一発注システムを導入すべく統一発注

局が創設されている136。

また、このままではロシアの軍需産業が衰退の一途を辿るばかりであることから、ロ

シアは兵器輸出による軍需産業の維持・発展を企図している。イワノフ国防相によれ

ば、ロシアの兵器輸出は、2000年で約40億ドル、将来は45億ドルを目指している。これ

により防衛関連企業の生産力を維持・拡大し、兵器・装備の更新を加速することができ

るという137。コムソモリスク・ナ・アムーレの軍需工場では軍需、民需のヘリコプター

及び航空機生産で賑わいをみせているが、極東地域全体としては軍需産業の活性化は難

しい状況になっている。

133  Krasnaya zvezda, July 19, 2002.
134 Krasnaya zvezda, December 28, 2001.
135 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.26, August 2-8, 2002.
136 Krasnaya zvezda, October 19, 2001.
137 Izvestiya, June 26, 2001.
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（６）軍事費と厚生関連問題

国防費はエリツィン政権時代から、財政状態を反映して厳しく制限されてきた。おお

むね政府予算の20％を占めてきてい

る。また、GNPの３～3.5％以下に制

限されてきた138。

現在の国防費における使途の割合

は、28％が研究・開発費用、72％が

金銭給与と軍維持費である139 。軍

人給与も、時々引き上げられてい

る。2002年７月に軍人給与が２倍に

引き上げられ、さらに2003年１月１

日から給与における軍人の階級と国

家公務員の資格等級が均衡すること

になるといわれている140。しかし、

クワシニン参謀総長によれば、税金

の控除やその他の特権の廃止（例え

ば、2002年７月１日をもって住宅・

公共サービス手当が廃止）で、実質

的に将校の給与は殆ど増えないとい

う141。

住宅問題は最も厳しい問題であ

る。将校５人に１人が独立家屋を

持っていない。100万人以上の家族

が住宅難にあるという142。

さらに、民族紛争を戦っている限

り、その費用は戦況次第となっており、

計画的に算出できるものではなく、それ

が大きな足枷せになっている。

138 Nezavisimaya gazeta, May 23, 1997.
139 Nezavisimaya gazeta,  September 12, 2002.
140 Komsomol’skaya Pravda, March 19, 2002.
141 Izvestiya, June 14, 2002.
142 Nezavisimaya gazeta,  September 12, 2002.

表11           国 防 機 構 

「国防法」で国のために使用される組織は 5 つに区分。 

軍事組織の名称 
所属の連邦執行権

力機関 

国防法に

よる規定 

軍 ロシア連邦軍 国防省 
国防のた

めに設置 

連邦国境局国境軍 連邦国境局 

内務省国内軍 内務省 

鉄道部隊 連邦鉄道部隊局 

連邦政府通信・情

報機関部隊 

連邦政府通信・情

報機関 

そ

の

他

の

軍 
民間防衛部隊 緊急事態省 

 

 

国防のた

めに投入 

工兵・技術部隊 連邦特別建設局等 部
隊 
的 
組
織 道路建設部隊 連邦特別建設局 

対外情報局 ― 

連邦保安局機関 連邦保安局 

連邦国境局機関 連邦国境局 

政府通信・情報連

邦機関の連邦機関 

連邦政府通信・ 

情報機関 

国家警備連邦機関 連邦警備局 

機 

 

 

 

関 

 
国家権力機関動員

準備保障連邦機関 
― 

戦時に編成される特殊

な部隊 
複数 

 

 

 

国防分野

の特定の

任務を遂

行 

※ 上記のほか、法務省等、国防法にない武力省庁も存在 
出典：? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?－ ? ? ? ? ? ?,  出典：Kоммерсанмь－Власмь,

No17-18(47-471)14,мая.2002,
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財政不足は確かに直接軍の士気に大きく影響している。ロシア極東部隊の士気の低下

も著しい。

（７）準軍隊の関わり

ア　準軍隊の削減

ロシアには、国防省以外の武力省庁として11省庁が存在し、いわゆる準軍隊を構成し

ている。準軍隊の兵力は80万人といわれている143（表11)。

準軍隊は、国境警備軍及び国内保安軍を除き、武力官庁から普通の行政官庁になる方

向にある。国境警備軍は任務が軽減され、軽装備の部隊、つまり国境警備隊(Border

Guard)、国内保安軍は任務の軽減により連邦警護隊(Federal Guard)となる。民防部隊は

文民組織となり特殊救護組織となる。鉄道部隊は順次鉄道省の傘下に入る方向にある。

軍事力省庁は2002～2005年で30万人削減する計画である144。こうした動きは、ロシア極

東軍管区でも起こっている。

イ　準軍隊の指揮

2000年４月制定の新軍事ドクトリンでは、軍及び準軍隊を国家の軍事組織と規定し、

総合的に軍事的安全を確保する考えを打ち出している。その際軍が主体となって、準軍

隊との計画・調整にあたるように規定している。防衛のための作戦計画、動員計画はも

ちろん、装備調達、後方計画などでも国防省及び参謀本部が主体となって統一システム

を導入しつつある。ただ、指揮権の問題については、平時から国防省が一元的に指揮す

べきとの考えを示しているが、準軍隊の属する他省庁の反対にあい、今後の課題となっ

ている。

ロシア極東地域においても将来、特に有事には、ロシア極東軍管区司令官が準軍隊の

指揮をとる形態に変わるだろう。すなわち、軍及び準軍隊が軍の指揮の下、一体化して

運用されることになる方向にある。

Ⅴ　ロシア軍（極東部隊）の展望

　

これまで分析、検討してきたロシア極東の諸相、ロシア（軍）の脅威、ロシア軍（極

東部隊）の動向に影響を及ぼす主要素等及びロシア軍（極東部隊）の状況を踏まえつ

つ、ロシア軍（極東部隊）の将来を展望する。　　

143 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.43, November 17/23, 2000.
144 Nezavisimoe voennoe obozrenie, No.39, October 19/25, 2001.
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１　２つの戦略思想

ロシア軍には現在2つの大きな戦略思想の潮流がみられる。その第１はＶ.N.ツギチコ

とA.A.ピオントコフスキーが主張するもので、将来の脅威は中国であるとし、この対処

に通常戦力を重視する軍建設を行うべきだと説く流れである。これに対し、第２の潮流

は、A.E.クリメンコとV.Iルトヴィノフらによる戦略思想に代表されるもので、中国は脅

威ではない、NATOの接近と米国が脅威視されるべきであり、それゆえ戦略核を充実強

化すべきであると反論する流れである。両者の中国または米国が脅威の対象となると説

く理由とその論理の展開過程で説かれる通常戦力や核戦力の必要性の論理は、前に述べ

た今日のロシア軍最高指導部内における路線闘争と結びついている可能性もある145。

（１）中国脅威視のロシア軍（極東部隊）　

ツギチコとピオントコフスキーが説く中国脅威視に基づく戦略論は、次のようなもの

である146。

「①　ロシアの軍事ドクトリンはロシアの核に特別な注意を払っている。しかし、核

       兵器が戦略的な安定と軍事的安全保障を確保することができるのだろうか、我々

 　  はこの問いに対する回答を求めようとするものである。

　②　ロシアにとって潜在的に脅威となる領域は、西部、コーカサス、中央アジアそ

　　　して極東である。

　③　西部：

　　　西部は極端に脆弱性を有するインフラを持つデモクラシーの精神を持ち、経済

　　的にも豊かでロシアにとって脅威にはならない。なぜなら、ロシアは彼ら（NATO

　　　諸国）が侵略してきた場合、核を保有し、彼らに受け入れ難い損害を与えること

　　　ができるからである。彼らは僅かな損害にも耐えられない。

145  セルゲーエフ前国防相の核重視路線とクワシンニン参謀総長の通常戦力（一般目的部隊）重視路
線の路線闘争において、前者は明らかにクリメンコ軍事戦略研究センタ―所長の戦略理論に長く支え
られてきた。すなわち、セルゲーエフ前国防相―レオニード・Ｇ・イワショフ国際協力総局長―アナ
トリー・Ｆ・クリメンコ軍事戦略研究センタ―所長のラインは、1997年―1999年末までのエリツイ
ン時代の軍事戦略を支え、米国を脅威視する強硬路線でもあった（その結果、親中国派としてもみら
れた）。セルゲーエフ前国防相以下そのラインが一掃され、今日ではクワシニン路線となっているが、
それに伴いロシア軍から中国ロビーが消失したとも見られている（ロシア極東歴史・考古学等研究所
タマラ・Ｇ・トロヤコヴァ米国研究者らロシア人研究者の見解）。
146  V. N. Tsygichko, A.A. Piontkovskiy, “ Russia’s National Security in the Early 21st Century,”
Militaly Thought, vol.10, No.2, (2001).
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　④　コーカサス：

　　　北コーカサスの問題は力によって解決できるものではない。(解決に）必要なの

 　  は地域の人々をロシア側に引きつける合理的な政策である。

　⑤ 中央アジア：

　　　中央アジアには、我々の安全保障に直接影響を及ぼす脅威はない。

　⑥ 極東：

１　中国はロシアに対しある優位性を持っている。その通常部隊（一般目的部

隊）は、ロシアに比しはるかに数量的に優勢である。

２　中国は我が戦略的パートナーであるが、明日にはその政治的・軍事的目的は

変化するかもしれない。

３　中国は拡大志向である。

　急速な人口増加がその一層の圧力になる。西側専門家は、ロシアに対する中国

の大規模な領土拡張があり得るとみている。

４　極東領域における核抑止の代替手段は存在する。すなわち、強力な一般的タ

スクフォースとよく準備した戦闘地域がその手段となるだろう。

　　我々は両国が冷たい関係にあった時代のインフラを活用すべきである。その

インフラを良好な状態に修理すべきで、中国はきたる15年～20年は南方に努力

を志向しているので、その時間は十分にある。

５　通常部隊（一般目的部隊）や兵器、物資でいかなる攻撃をもはねかえす用意

をすべきである。

６　我々のこうした分析は、我が軍事ドクトリンの弱点を示した。核抑止の概念

はそれほど論理的でもなければ魅力的でもないように見える。

７　我が安全保障に対する現在の挑戦は、間違いなく我々が最新兵器を備えた通

常部隊（一般目的部隊）を再び強化すべきであるという努力を呼びかけている

ものだ。」

こうした論理を展開して中国脅威視の戦略理論家達が説くロシア軍（極東部隊）の将

来像は、通常戦力（一般目的部隊）重視の軍である。

もしこうしたロシア軍を目指すとすれば、限られた経済資源の下で、ロシア極東で

は、対中戦争抑止や対処のため、太平洋艦隊よりもロシア極東軍管区に展開する地上部

隊及び空軍が重視されることになるだろう。その際、シベリア軍管区の通常部隊は、ロ

シアと中国との間にモンゴルが介在していることから、旧ソ連時代に担っていた対中抑

止及び対処の主作戦正面の役割は軽減されるだろう。代わりにロシア極東軍管区が対中

戦争抑止及び対処の主作戦正面担任部隊になることが予想され、シベリア軍管区は極東
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軍軍管区の後方支援としての役割へと変化するだろう。

しかし、今日の国際情勢（NATOの一層の東方拡大、良好なロ中の戦略的パートナー

シップの維持等）に照らして、ロシア（軍）が、ロシア・欧州部よりもロシア・極東部

を脅威視し、重点的な戦力配分を行うべきだと説くこの戦略は幾分合理性に欠く戦略思

考とみられなくもない。実際、米・ロ・中の相互関係を展望した場合にも、今後とも多

極的世界観を共有するとみられる中国はロシアにとって米国に対抗するカードとして重

要であり、この中国脅威視の戦略理論の展望は決して明るくないようにみうけられる。

（２）米国脅威視のロシア軍（極東部隊）

一方、ツギチコやピオントコフスキーの戦略理論と対極にあるクリメンコらは、核戦

力を重視するこれまでの軍事ドクトリンに誤りはなく、中国を脅威視するのではなく米

国を脅威視し、核戦力重視のロシア軍を目指すべきだと強く反発し、次のように反論し

ている147。

「①　ロシアの軍事ドクトリンは、ロシアの安全保障に対する主要な脅威を含んでいる。

　　　　特定の国の脅威に触れていないが、敵としてある国を直接的に描くことは、

　　　反ロシアの軍事政策という形での反応を引き起こす可能性があるからだ。

　　　　国際安全保障におけるロシアの国益を無視する試みや多極的世界のセンター

　　　の一つとしてロシアの立場を強化しようとするロシアの動きを阻止する試みなど、

　　　これらの分析は、どの国がロシアにとって脅威となるかをはっきりさせている。

　　　　我々は、西側はロシアを脅かさないと言うツギチコやピオントコフスキー

　　　のテーゼは大いに議論の余地があると信じている。今日、確かにNATOは疑い

　　　もなくロシアを脅してはいない。しかし、軍事領域におけるNATOの実際の歩

　　　みは無視し得ない。潜在的そして増大する危険（danger）はブロックの東方拡

　　　大によってつくられている。NATOは米国や他のNATO指導者達にロシアに対

　　　するより大きな政治軍事的圧力をかけることを認めている。

　　　もしバルト3国がNATOに加われば、戦略的に重要なラインにNATO軍を連れ

　　てくることになろう。NATO海軍はバルト海ゾーンで活動の自由を獲得するこ

　　　とになろう。同時に戦略的警告及び防空組織のロシアの可能性に損害を与える

　　　ことになろう。

　②　我々はツギチコやピオントコフスキーらの極東領域における可能な発展に

147  A. E. Klimenko, V.I.Lutovinov, “ We may endanger Russia’ s Military Security by misrepresenting
real threats, ” Military Thought, vol.10, No.4 (2001), pp.79-82.
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　　ついての評価に完全に不同意である。

中国は我々の戦略的パートナーであり、中国との緊密な政治協力は絶対的で

長期に必要であるいうことを考慮に入れることは非常に重要なことだ。中国に

ついて十分な情報のないことが人々の感情の中に中国脅威の神話を作り出して

いるということを指摘すべきだ。そして、これがロシアに対する中国の領土拡

張の恐怖をもたらしている。

③　多極的世界のコンセプトを受け入れ、世界で一極のヘゲモニーに反対するロ

シアと中国は、世界的シーンで協力を強化しつつある。

④　計画された基盤の上に進む両国の軍事協力は、協力関係の典型的な例であ

る。アジア・太平洋諸国との多くの取り決め、特に共通の国境領域における軍

事領域での信頼醸成措置に関する1996年の上海協定及び共通の国境に展開する

軍事力の相互削減に関する1997年の取り決めは、中央アジアや極東でのより大

きな安定と安全保障に大きく貢献している。

⑤　我々は両国間の国防省によって取り決められた次の措置が、軍事領域で安全

保障と信頼醸成のシステムを確立することができると確信している。すなわ

ち、軍事部門間の政治協議：大規模演習や地上、航空及び海軍部隊の大規模移

動に関する情報、：あらゆる種類の演習の規模、期間及び地域の制限：海軍活

動が事前情報、相互の演習拒否及び海峡における機動、漁業ゾーン及び彼らの

航空領域なしに実施すべきでないところの領海を超えた領域に関する取り決

め、：頻繁な軍事指導者・軍艦及び海軍指揮官間の通信の交流：欧州の経験の

使用による危機時に反応するシステムの構築のための対話：危険な軍事活動及

びその他のステップの防止に関する取り決め。

⑥　これらを要するに、我々両国の努力の合体によって、最も困難な問題の解決

がなされ、アジア・太平洋地域も平和で相互理解の可能な地域に変えることが

できるのである｡」

さらにクリメンコは、9.11テロ事件後、ロシア国家院（下院）の公聴会で北方領土問

題につき意見を陳述した。その意見はその後、｢北方領土とロシアの安全保障」と題し

て『軍事思想』に発表された148。そのなかでクリメンコは北方領土の軍事戦略上の重要

性に触れ、その重要性が米軍への対処から生じていることを隠そうとしていない。すな

わちクリメンコは次のように述べている。

148 A. E. Klimenko, “ Kuril islands and Russian’ s Security,” Military Thought, vol.11, no.3 (2002),
pp.113-116.
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「北方領土は、軍事戦略的にはその重要性が高まっている。ロシア極東の戦略

的防衛システムにおける自然の前線ラインを構成している。北方領土の損失

は、オホーツク海における太平洋艦隊の戦略的コンポーネントの戦闘上の安定

性を減少する。北方領土は政治、経済、少なくとも軍事上、ロシアにとって非

常に重要なのである｡」

このようにオホーツク海の重要性を強調しているが、これはいうまでもなく、米国を

睨んだSSBNの価値を説いたものであり、幾分冷戦時代のステレオタイプ的戦略思想で

ある。こうしてクリメンコらの説く戦略理論は明瞭な対米脅威論であり、戦略核重視論

となっている。そしてクリメンコらは将来もロシア（軍）は、この戦略理論に依拠すべ

きであると説いている。

将来この対米脅威視のロシア軍へと進んだ場合、ロシア極東地域では、シベリア軍管

区のICBMが重要となる。そのため、ロシア極東軍管区の一義的な役割は側面からシベ

リア軍管区のICBMの防護に寄与することになるだろう（前に述べたように将来、太平

洋艦隊のSSBNは皆無になっていると予想され、再配備も費用対効果の点から可能性は

低いと見積もられる）。そのため、ロシア極東軍管区及びシベリア軍管区の地上部隊に

おいては、国外からの特殊作戦部隊による同ICBM破壊工作に対処する対特殊作戦能力

が、また空軍においては太平洋からシベリア軍管区への戦略航空攻撃を阻止する対空戦

闘能力（防空能力）の強化が図られるだろう。その一方で、全体としてロシア極東軍管

区の通常戦力は縮小されるだろう。

２　NATO軍化するロシア軍（極東部隊）

以上の２つの論は、いずれも中国あるいは米国を脅威視するロシア軍（極東部隊）を

目指すものであった。しかし、長期的展望に立てば、ロシアがもはや外国を脅威視しな

いロシア軍を保有するということも考えられないことではない。それはロシアがNATO

に加盟する場合である。そしてこれは、前にも述べたように、以前は考えられなかった

欧米諸国の指導者層が、ロシアのNATO加盟に言及するようにもなってきており、あり

得ないことではない。

もし、ロシア軍のNATO化が実現すれば、何がロシア軍にとって問題になるだろう

か？大きな問題の一つとして、兵器・装備のNATO化の問題がある。それはロシアにお

ける軍事産業の死活の問題にも関わってくる。

この難題をクリアーしたとしてロシア軍がNATO化すれば、ロシア（軍）は、これに

よって恐らく初めて相互確証破壊の戦略思想を放棄することになるだろう。つまりロシ
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ア（軍）は核水準の戦略的安定にも初めて言及しなくてよくなるだろう。その結果、ロ

シア軍は戦略核をさらに一層削減させ、小規模紛争対処のロシア軍へと真に脱皮してい

く可能性がある。そしてロシア軍は一層の小規模化と機動力、ハイテク化を遂げた近代

軍を手中に収めることができるようになる。

中国の存在はもはや欧米諸国と同盟関係にあるロシアにとって、大きな脅威とはなら

ない。

ロシア極東部隊にとって北方領土の軍事的価値も低下し、同領土が必要だという軍事

面の理由は消失するだろう。

３　低強度紛争対処能力を強化するロシア軍（極東部隊）　

これまでロシア軍の将来像として、中国か米国を脅威視する軍、あるいはNATO化す

るロシア軍を展望してきた。いずれの場合にせよ多大な経費が必要となる（中国か米国を

脅威視する大規模戦争対処を前提にした軍はもとより、NATO化する場合でも兵器・装備

のNATO標準化のために必要)。果たしてそれは可能だろうか。ロシア経済が回復しない場

合、そうした軍を求めることは困難である。そうした見方から、大規模戦争の対処を前提

にしつつも、すなわち、ロシア軍は基本的に対米脅威視あるいは対中脅威視の軍を志向し

つつも、実際にはそれは精神的な範疇にとどまり、実態としては次のような情勢の現出に

伴い、そこから要求される機能（役割）のみの強化を行うという場合もあり得よう。

その第１は、ロシア極東地域が石油、エネルギー産業の舞台となる情勢である。その

場合、ロシア極東部隊は経済活動をサポートすることが要求され、ロシア極東部隊はそ

の機能の充実強化が図られよう。そして、ロシア極東軍管区及び太平洋艦隊は、経済活

動を阻害するテロや海賊に対する対テロ機能及び経済活動の警備機能の充実強化に努力

が志向されるだろう。

その第２は、北朝鮮を巡り朝鮮半島情勢が深刻な状況を呈し始めた場合である。この

場合、その情勢の変化に呼応して、極東部隊は難民への対応、国境管理、対テロ、民生

活動支援及び警察機能などの機能強化が図られよう。

Ⅵ　将来のロシア軍（極東部隊）が周辺地域に及ぼす影響

　

これまでに述べてきたロシア軍（極東部隊）の展望が現実のものとなれば、アジア太

平洋地域、とりわけ我が国及びその周辺地域に及ぼす影響はいかなるものであろうか。

ここでは前章で見積もった将来のロシア軍（極東部隊）像の各々が及ぼす影響を考察する。
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１　中国脅威視のロシア軍（極東部隊）が出現した場合

中国脅威視のロシア軍（極東部隊）が出現した場合、中国はあらためてロシアに多大

の関心を寄せざるを得なくなる。そして中国は、次第に南方海上正面（台湾、西沙諸島

等の問題）のみに集中していた軍事力を含む国の相当量のエネルギーを北方正面にも裂

かざるを得なくなるだろう。この結果、台湾問題、島嶼問題等が内在する東アジア太平

洋地域すなわち海洋地域は、中国による軍事的対決のレベルが低下し、好ましい安全保

障環境が醸成されるだろう。

その一方で、ロ中関係が幾分緊張含みとなり、ロシア極東部隊は中国軍に対する数的

劣勢を補うべく戦術核の再配備を行うなど、ロシア極東及び中央アジアの大陸地域は不

安定な戦略環境に変化するだろう。

ロシア極東地域への中国人のマイグレーション問題は非常に機微な問題となり、ロシ

ア極東の経済も悪化する恐れがある。

こうした状況下では、ロ中間の仲介役として日米の存在感が強まると予想される。

　　

２　米国脅威視のロシア軍（極東部隊）が出現した場合

米国脅威視のロシア軍（極東部隊）が出現する状況は、中国にとっては最も好ましい

状況である。ロ中間の技術移転を始め、中国にとってはロシアの対米牽制としての役割

をさらに期待することができる。しかし、こうした状況は、中国を冒険主義に走らせる

可能性を生み出し、台湾や西沙諸島などを巡り緊張した状況が出現する可能性も排除し

得ない。北方領土問題も一層解決困難な状況になると予想される。

ロシアはこうしたロシア軍を保持することによって、時の政権は多極的世界観を強く

主張し続けるだろう。こうした状況下のロ米関係はその動向が、日本の安全保障にも大

きく影響する。

ロシアの経済力が回復した場合におけるこのロシア軍の将来像は、我が国はもとより

東アジア・太平洋地域の安全保障にとって、さらに大きな好ましくない影響を及ぼすこ

とになろう。

３　NATO軍化するロシア軍（極東部隊）が出現した場合

ロシアがNATO化すれば、ロシアの軍事情勢、軍需産業分野で大きな変化が生じるだ

ろう。日本とロシアは米国を介し準同盟になる。アレクサンドル・Ｎ・パノフ駐日ロシ
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ア大使（当時）が北方領土問題の解決にはロ日が準同盟になることだと述べていたが、

特にロシア軍のNATO化は、この問題を解決する貴重な機会を提供するに違いない。

他方、この状況が生じる場合、我が国は少なくとも次の２点について考慮する必要が

ある。その第１は、中国問題である。ロシアのNATO加盟は・アジア・太平洋地域の安

定化に大きく寄与するだろうが、その一方で、既存の日米同盟及び日韓同盟の存在とを

あわせ・中国包囲網の形成という側面を作り出す。これによって生じる中国の孤立感

は、逆に地域の不安定化を生み出しかねない。それゆえ中国の孤立感を取り除く諸施策

をロシアのNATO加盟化の動きと同時並行的に進めていく必要がある。そのため、たと

えば中国、米、ロ、日、韓を中心とする多国間対話の枠組み（状況によっては北朝鮮も含む）

を構築することが望ましい。我が国はこれに向けてイニシアティブを発揮すべきである。

その第２は、ロシアのNATO化はロシアの軍需産業を大きく混乱させる懸念があると

いうことである。それゆえ再度民需転換などの救済策を早期から検討しておく必要がある。

４　低強度紛争対処能力を強化するロシア軍（極東部隊）が出現した場合

ロシア軍は基本的に対米脅威視あるいは対中脅威視の軍を志向しつつも、実際には

それが精神的な範疇にとどまり、極東部隊において対テロ、警備、民生協力、警察機

能（能力）などの機能強化が図られる場合には、ロシア特にロシア極東周辺諸国にとっ

ては、安全保障上好ましい状況が現出するだろう。ロシア軍（極東部隊）と周辺諸国

との間で対テロ協力のあり方など、信頼醸成に基づく多国間協力が一層進展するもの

と予想される。

Ⅶ　結論

　

前章までで、ロシア軍（極東部隊）の展望とそれが周辺地域に及ぼす影響を分析し

た。本章ではこれらの分析結果をあらためて再観察し、ロシア極東地域の将来の戦略環

境、最も蓋然性の高いロシア軍（極東部隊）の将来像、そして我が国として留意すべき

事項を整理する。

１　これまでの成果を踏まえ、ロシア（極東地域）を巡る将来の戦略環境を展望してみ

ると、次の４つの情勢を予想することができる（表12）。その第１は依然としてロシア

が米国とは世界観が折り合わず、協調関係の中にも底流に一定の緊張関係を内在させて

いる情勢である（ほぼ現状の情勢)。その第２は逆に緊張関係が今日以上に氷解している
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情勢の展開である。この場合はさらに2つのケースがあり得よう。その一つのケースは

ロシアがNATOに加盟する場合（あるいは加盟している場合）である。その二つ目の

ケースは、ロ米がロシア極東地域及びシベリアの石油エネルギーを中心にプラスサムの

関係（得か損かの関係）になっている場合である。いずれにせよこの第２の情勢が現出

している場合、ロシア極東地域は極めて安定した地域になっているだろう。その第３

は、ロ中関係が悪化する場合である。中国人の合法・非合法によるロシア極東への移住

は、ロ中の潜在的な緊張関係を再燃させる要素となり得る。また既に始まっている合法

的ロシア極東地域の中国化にロシアが懸念を表明しても、その中国化をロシアがもはや
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将来のロシア軍（極東部隊） 
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将来の戦略環境像 

１ 

米国脅威視の

ロシア軍（極東

部隊） 

 

・核戦力の重視 １ ほぼ現状の事態 

（冷戦時代とは異なるが、依然としてロ

シアが米国とは世界観が折り合わず協調

関係の中にも一定の緊張関係を内在させ

ている情勢） 

 

２ 

中国脅威視の 

ロシア軍（極東

部隊） 

(ツギチコ戦略

理論に依拠) 

・通常戦力の重視 

２－１ 

ロシアが NATO に加 

盟している情勢 

３ 

NATO 軍化す

る極東部隊 

・戦力の縮小化 

２ 緊張関係

が今日以上に

氷解している

情勢の展開 

２－２ 

ロシア極東がエネルギ

ー資源などでロ米プラ

スサム関係の情勢 
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表 12            将来のロシア軍と戦略環境の関係総括表 

出典：筆者作成 
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押し戻せない状況が生じたような場合、両国関係は悪化するだろう149。そして第４の場

合は、北朝鮮を「ならず者国家」や「悪の枢軸」と見なす米国を中心に、これに韓・日

を加え、北朝鮮との間で深刻な情勢が生起しているような場合である。

この戦略環境の中で、あえて言えば、第２、第３の事態が生起する可能性は、合理的

に判断する限り第１の事態のそれよりも低いだろう150。結局、第１の事態が、今後も展

開されていくのではなかろうか。問題は第四の事態である。この事態では、ロシアの対

朝鮮半島政策は国際社会と一致する政策を志向しており、国際社会と問題を惹起する可

能性は小さい。しかし、米国が将来ともにユニラテラリズムを取りつづけた場合、多極

的世界観（国連重視）を標榜し続けると予想されるロシアと米国との間で、北朝鮮問題

の対応を巡って緊迫した情勢が生起する可能性もなしとしない。そして、米国による北

朝鮮への攻撃があると予想されるような場合で、もし北朝鮮と隣接するロシアが、2003

年3月の英米によるイラク攻撃開始時、トルコが行ったと同様の英米作戦協力の拒否を

行った場合には、その影響・効果はトルコの比ではない。状況次第では、米国は大量の

核を保有るロシアとの対決すらも視野に入れなければならなくなるからである。

２　以上のような将来あり得る戦略環境の見通しの下で、将来のロシア軍（極東部隊）

像としては、第１に2つの戦略思想（クリメンコ戦略理論：対米脅威論、ツギチコ戦略

理論：対中脅威論）の潮流に基づく対米脅威視または対中脅威視のロシア軍（極東部隊)、

第２にNATO化したロシア軍、そして第３に低強度紛争対処能力（機能）を強化したロシ

ア軍（極東部隊）が予想される。もし、将来の政権がプーチン政権と同様、新しいパラ

ダイムに基づくロ米関係―これまでと「根本的に異なる関係」―の構築にまで踏み込ま

ない場合、言い換えれば「多極的世界の実現」という基本的ビジョンを持ち続ける場合

には、ロシア（軍）はクリメンコ退役中将が説く論理（対米脅威論）に依拠するロシア

軍（極東部隊）を依然として志向することになるだろう。もしそうだとすれば、基本的

には再び戦略核が重視され、そのなかで、経済的制約から通常部隊（一般任務部隊）は

149  ロシア極東の林業関係企業は既に中国人が実質的に支配しているとの見方がある。また、人口希
薄なロシア極東が経済発展するためには、どうしても中国人の協力を必要とし、これによって自然と
将来、ロシア極東は中国化していくとみる専門家も多い。
150  第２の事態であるロシアのNATO加盟は、容易なようで容易でない。たとえば、NATO加盟の条
件から、日本との間でも領土問題を解決し、日本と良好な関係を維持していることも必要となるだろ
う（日本も日米同盟の立場をもフルに生かして主張すべき）。また、既に述べているようにロシアの軍
需産業が危機的状況に陥る問題もある。また、第３の事態であるロ中関係は、両国が長期にわたって
利益を得るパートナーシップを持続させようとしており、そうする方が両国にとって利益も大きく、両
国関係の悪化は予想し難たい。さらに将来、エネルギーを中心とするロ米のプラスサム関係はあり得
るものの（その可能性は高い）、ロシアが将来ともに多極的世界観を保持する限り、ロシア軍改革の主
たる方向は、クリメンコ理論に依拠するものになるだろう。
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厳しくコンパクト化が図られ、数的増大の可能性も極めて小さいと見積もられる。ま

た、戦略核増強という動きの中においても、ロシア極東地域の戦略核戦力は、前に述べ

たようにICBMは展開しておらず、太平洋艦隊の戦略核搭載原子力潜水艦（SSBN）は数

年後に消失している可能性大という情勢の中で、経済的且つ兵器の整備管理の点からあ

らためて再配備されるというという展望は描き難い。戦略核戦力の増強は、ロシア極東

軍管区の隣接軍管区であるシベリア軍管区の戦略ロケット部隊においてなされるだろ

う。そうした中でロシア極東軍管区は、シベリア軍管区の戦略ロケット部隊の健在化及

びその機能発揮への貢献という役割（機能）が重要視されるだろう。そして、前に述べ

たように米国（軍）の特殊作戦に対する対処能力や戦略航空攻撃阻止のための防空能力

の向上などに重きがおかれ、警戒・情報収集担任部隊（宇宙部隊など）の機能強化が優

先されるだろう。さらにシベリア軍管区のICBMの健全性・有用性向上のため、地形縦

深の保持が必要とされ、カムチャッカ半島中心の北東統合部隊の価値も高まり（そのた

め北東統合部隊はさらに自己完結性を高めることになるだろう)、その文脈において北方

領土の返還は一段と困難になろう。ただ、北方領土は（クリメンコ戦略思想―戦略核重

視―の下では)、シベリア軍管区との間で地形の縦深性を構成する点に価値があり、経済

的資源に制約がある状況下では、同領土に通常戦力の充実強化を図る意味は少なく、今

後とも部隊増強の公算は少ないと見積もられる（図10)。他方、広域防衛が容易な空軍

 

 核戦力の強化    +         通常戦力    ＝      経済資源 

  

  戦力増強              戦力減少            一定 

           

シベリア軍管区     

 

ICBMの健在化 

北方領土 

（戦力増強の可能性小） 

ｶﾑﾁｬｯｶ半島 １情報収集・警戒 

① 情報収集 

② 早期警戒措置 

２打撃阻止 

① 対特殊作戦 

② 海洋からの打撃阻止 

地形縦深の保持 

図 10      クリメンコ戦略理論に依拠する北方領土･カムチャッカ半島の意義 

極東軍管区 

シベリア軍管区へ

の寄与（ICBM擁護） 

１ 情報収集 

２ 打撃阻止 

出典：筆者作成
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は、防空能力向上の必要性ともあわせ戦力増強の対象になるだろう。

注目すべきは、対米脅威視の軍改革が志向された場合でも、ロシアの経済事情や国際

情勢（特にロシア極東でエネルギー関係に基づくロ米のプラスサム関係が確立されるよ

うな情勢が生起する場合）次第では、極東部隊はこれまでに述べた軍改革の方向を辿ら

ず、一部の機能強化が図られるだけという場合もあり得るということである。たとえば

ロシア極東地域で活発化するエネルギー経済活動の支援のため、対テロ・対海賊対処機

能のみが強化されるというようにである。したがってロシア極東のエネルギー開発はロ

シア軍（極東部隊）の将来像とも大きく関わってくる。ロシア極東のエネルギー開発の

動向は、日本の経済活動の視点からのみならず安全保障の視点からも看過し得ない。

３　こうした展望のなかで、ロシア軍（極東部隊）と共に、地域の安定化を希求し続け

る努力は依然として重要である。そのためにはさまざまな信頼醸成措置を講じ続けるこ

とが必要である。特に、ロシアが善隣地帯として重視する国境線沿いの中で、日本海、

オホーツク海、そして太平洋正面の日（米）・ロ間のゾーンが信頼醸成措置上空白域に

なっている。したがって、この空白域の措置を今後検討していくことが望ましい。

信頼醸成措置としてはたとえば次のようなものがある。　

△ 軍事省庁の代表者による政治協議への参加

△ 大規模な演習及び地上・海上部隊の大規模な移動の通告

△ 地上部隊、空軍及び海軍の演習へのオブザーバーの招待

△ 演習の規模、期間及び地理的範囲の制限

△ 事前通告のない軍事活動の実施を禁止する、領水外の水域の設定

△ 海峡、漁業水域及びそれらの上空における訓練及び演習の相互中止

△ 危機対応システムの創設を目的とした多国間対話の組織化

△ 潜水艦救助

４　特に我が国政府として取るべき施策は、ロシアのNATO加盟（ロシア軍のNATO

化）を後押しすることである。これは、第１に北方領土問題を解決する可能性を極めて

高めるだろう。第２に東アジア太平洋情勢を一挙に安定化させる効果を生み出すだろう

からである。その際、我が国は、ロシアのNATO加盟推進と平行して、ロシアのNATO

加盟に伴って派生すると予想される諸問題の解決に積極的なイニシアティブを取ること

が重要である151。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2003年3月31日脱稿）

151 ロシアのNATO加盟に伴なって派生すると予想される諸問題としては、第１にロシアのNATO加
盟によってロシアの軍需産業が苦境に陥ることが予想される。そのため西側諸国はあらためてロシア
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（追記）

本稿の脱稿直前、すなわち2003年３月に米英によるイラク戦争が開始された。その

後、同年10月２日にはロシア連邦軍によって、｢ロシア連邦軍発展の緊急課題（АКТ

УАЛЬНЫЕ ЗДАЧИ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОС

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ）(以下、緊急課題と略称する)」が発表された。こ

うした動きに関連して、若干のコメントを付記しておきたい。

その第１は、イラク戦争に関連するロシアの対応についてである。ロシアはこの戦争

及びその後のイラク戦後復興について、国連主導下で行動すべきである点を主張し、米

英と明瞭な一線を画した。すなわちイラク戦争を通じて、ロシアは国連重視の立場、す

なわち多極的世界観重視の立場を改めて強調したのであった。その結果、ロシアは世界

観において今後とも米国とは緊張関係に陥る可能性があると指摘した本論の考察は、は

からずもイラク戦争によって立証されることになった。

その第２は、ロシア（軍）の国際情勢認識についてである。ロシア（軍）は先の「緊

急課題」において、国際情勢を「２つの基本的な傾向―すなわち民主的な国際経済・政

治システム構築の動きと、国連の枠外で行われる軍事力行使の動き―が絡み合ってい

る」との見方を示した152。国際情勢に関するこの認識は、2000年1月、プーチン大統領に

よって公表された国家安全保障コンセプトのそれとほぼ同一である。９.11テロ事件前後

からロ米関係は様々な点で改善されつつあった。それにもかかわらず肝心の国際情勢認

識において、プーチン・ロシアのそれは変化していなかった。これは、ロ米関係の基本

的なパラダイムにおいて根本的な変化が起こっていなかったということを示す証左とし

て注目すべきであろう。

その第３は、ロシア（軍）の軍事力整備についてである。すなわち、ロシア（軍）

は、この国際情勢認識に基づいて、再度軍事力整備について検討を行った可能性があ

る。本論で述べたように、ロシア軍は2001年にそれまでの核戦力重視路線から通常戦力

重視路線に変化した。しかし、2003年10月のこの「緊急課題」では、ロシア軍建設の基

本的な優先課題として、(米国を意識した)「戦略抑止を実行する能力」が冒頭に掲げら

れ、その重要性が強調されるとともに、そのための方策がかってないほど詳細に力説さ

軍需産業の民需転換を支援する等の対策を講じなければならない。その第２は、ロシアのNATO加盟
は、中国包囲網の形成という側面があり、中国に不安感を抱かせる懸念を内包している。それゆえ、中
国の孤立感を和らげるよう中国との２国間対話及び中国を含む多国間対話の様々な枠組みを構築する
ことが望ましい。
152 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ, АКТУА
ЛЬНЫЕ ЗДАЧИ РАЗВИТИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, c. 13.
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れている153。こうしたことからロシア（軍）内において、核戦力重視の必要性が再度認

識されるようになっていることが伺える。その結果、ロシア軍は軍事力整備において、

戦略核と通常戦力のバランス路線に再度変化した可能性があり、今後引き続き注視して

いく必要がある。

その第四は、極東部隊に関するものである。ロシア軍は「緊急課題」の中で、極東部

隊（の常時即応部隊）の今後の予想される機能は、①地域戦争の抑止、②大規模戦争の

抑止、③国境紛争への参加、④平和創設作戦、⑤民間防衛部隊の作戦における作戦実施

への協力であるということを示した154。こうした機能は、極東部隊（の常時即応部隊）

に期待される役割とも読み換えることができ、且つ、こうした機能を持つ部隊がロシア

極東部隊の期待される将来像であると言うこともできるだろう。ちなみに西方正面にお

ける部隊の第一に予想される機能（役割）は、大規模戦争の抑止である155。極東部隊と西

方正面の部隊とで第に期待される役割（将来像）に相違がある点に注目すべきである。

こうしてみると、本稿脱稿後、世界に激震を走らせた米英によるイラク戦争や「緊急

課題」で示したロシア（軍）の軍事力整備の考え方等は、それ以前のロシア（軍）の動

向を踏まえて取り纏めた本論のロシア極東部隊の将来像を基本的には首肯するものと

なっていると見てよい。

しかし、米英によるイラク戦争がロシア（軍）に及ぼした影響は大きく、ロシア軍

（極東部隊）の将来像を考察する上でもその影響について、詳細に分析することが望ま

しい。これについては、別な機会に稿を改め発表したい。

153 Там же, с. 41.
154 Там же, с. 45.
155 Там же,


