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ウクライナ危機の深層、米欧とロシア長年の反目 最悪のシナリオは 
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 ロシア軍との緊張が続くウクライナ情勢は、欧米とロシアの

度重なる外交交渉にもかかわらず、侵攻への懸念が一段と

高まっている。何が起きているのか。8 年前のウクライナ危

機を経ながら、なぜ、この事態を防げなかったのか。 「想像

してほしい。ウクライナが北大西洋条約機構（NATO）に入っ

て軍事行動を始める。我々は NATO と戦うのか？」 「米国

の目的はロシアの封じ込めで、ウクライナはその手段なの

だ」 今月 1 日、ロシアのプーチン大統領はクレムリン（大統

領府）での記者会見で声を張り上げた。ウクライナ情勢をめ

ぐって公の場で発言するのは今年初めてだった。 

 

 情勢は緊迫の度を増す 

 ロシアは 1 月半ば以降、自国領内のウクライナ国境に集めていた 10 万

人規模の軍に加え、同国と約 1100キロの国境で接するベラルーシに演習

名目で約 3 万人の部隊を送ったとされる。 3 日にはベラルーシ軍と合同

訓練を実施した。ロシア軍は実効支配する南部クリミア半島を含め、南部

から東、北の国境までウクライナの外周のほぼ半分を包囲したかっこうだ。 

 ロシア軍の集結は昨春、初めて明らかになった。 6 月のバイデン米大統

領とプーチン大統領の首脳会談を前にいったん撤退が発表されたが、10月末に再び集結が報じられた。 

 

 なぜ、プーチン氏はウクライナにこだわるのか 

 ウクライナはロシアにとって、欧州との間に挟まれた緩衝地帯にあたる。 東・中部は 17世紀以降、ロシア

帝国やソ連に、西部は第 2 次世界大戦まで長くポーランド、オーストリア帝国に別々に支配されるという歴

史を歩み、1991 年のソ連崩壊でようやく統一国家として独立。 欧州有数の穀倉地帯として知られ、日本

の 1・6倍の面積とスペインに匹敵する約4400万の人口を持つ東欧の大国だ。 ソ連から引き継いだ軍事、

航空技術力もある。 プーチン氏は、ロシアとウクライナの両国は中世の大国 「キエフ・ルーシ公国」 の流

れをくむ 「兄弟国」 だという歴史にこだわり、昨年 7 月の

論文では 「本当のウクライナの主権はロシアとのパートナ

ー関係の中でのみ可能になる」 と述べた。 プーチン氏は

強硬姿勢を強めていく。 12月 1日、在ロシア新任大使ら

の信任状捧呈式での演説で 「米国とその同盟国に、

NATO の東方拡大とロシア領土近くへの兵器の展開をや

めるよう明確な合意を求める」 と述べ、軍事圧力の目的

が NATO 拡大阻止にあることを鮮明にした。 さらに、12

月 7 日のオンライン首脳協議で軍撤退を求めたバイデン

氏に対し、ウクライナの NATO 加盟を認めないと確約するよう要求した。 米国、NATO は拡大停止を拒否

する一方で、要求の一部である欧州でのミサイル配備制限などで協議を持ちかけたが、ロシアは納得しな

ウクライナをめぐる相関図 

モスクワで記者会見するロシアのプーチン
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い。 あくまでプーチン氏が掲げた NATO 拡大停止を求めて交渉を続ける構えだ。 米、NATO側が 「どの

国にも安全保障の手段を自ら選ぶ権利がある」 とするのに対し、ロシアは 「他国の安全保障を犠牲に自

国の安全保障を強化しない」 とした欧州安保協力機構（OSCE）決議を持ち出した。 ロシアは侵攻の意図

はないとする一方、軍を撤退させる気配も全く見せず、交渉は膠着状態だ。 落としどころが見えず、結局

は何らかの理由をつけて攻撃に踏み切るのでは、との懸念がぬぐえ

ない。 ロシアはウクライナが希望する NATO 加盟を自国への脅威

ととらえてきた。 今回の強硬姿勢の背景には、ウクライナ危機で受

け続ける批判を逆手に 「危機が起きた本当の原因は、ウクライナに

対する欧米の支援とロシアの反対を無視して進められる NATO 拡

大にある」 との主張を広げる狙いが見える。 ロシアとウクライナ

は、すでに事実上紛争状態にある。 ロシアは 2014 年、ウクライナ

で親ロシア政権が市民の抗議で崩壊して親欧米路線の政権ができ

たことに反発し、ウクライナ領のクリミア半島を併合した。 核兵器を

持つ国連の安保理常任理事国が、武力で他国の領土を奪った事態

は世界に衝撃を与えた。 ロシアは、クリミア半島問題では一切の協議を拒否。 東部の一部地域は、ロシ

アが支援する親ロシア派武装勢力が支配し、戦闘で市民を含む約 1 万 4 千人が犠牲になった。 和平プ

ロセスは今も行き詰まったままだ。 

 

なぜ、国際社会はロシアを抑えられなかったのか。 

 欧米は 14年以降、ロシアを主要国首脳会議（当時G8）から排除。

経済制裁を強めながらロシアに国際ルールに従うよう促してきた。

だが米国ではその後、「ロシアと仲良くすることはよいことだ」 とする

トランプ大統領が誕生。 対ロシア政策が国内政治の駆け引きの対

象になり、二転三転した。 エネルギー供給をロシアに頼る国が多い

欧州では、各国間の足並みの乱れが目立った。 フランスとともに紛

争の調停役を担ったドイツが、その一方ではロシアと協力し、ウクラ

イナを迂回する天然ガスパイプライン 「ノルドストリーム 2」 計画を進めた。 ポーランドやバルト 3 国はそう

したドイツの姿勢を批判した。 バイデン政権は、トランプ前政権から一転して 「対話重視」 の路線をとる。

昨年 6 月の米ロ首脳会談で、バイデン氏はあえて強い対決姿勢をみせず 「予測可能で安定した関係」 

を呼びかけたが、プーチン氏に足元を見られたとの見方もある。 ロシアがウクライナを再侵攻する可能性

が高まっているとみるバイデン政権は、欧州各国の先頭を切ってロシアの軍事侵攻を阻む意欲をみせてい

る。 ロシアが侵攻すれば大規模な経済制裁で応じる構えに加え、2日には NATOの判断を待たずに 3千

人近い米軍部隊を東欧諸国に派遣すると発表した。 ウクライナ侵攻を許せば、政権が重視する 「国際秩

序」 の根幹が揺らぐという危機感がある。 力によって国境を変えたり、他国の政策を指図したりすることは

許されない――。 それは 「二つの世界大戦と冷戦を経て築かれた原則だ」 とブリンケン米国務長官は

言う。 バイデン政権は、中国やロシアを 「専制主義国家」 とし、米国をはじめとする 「民主主義国家」 と

競争関係に位置づける。 これまで国際秩序を支えてきた民主主義や人権尊重といった価値観が脅かさ

れているとの現状認識があるためだ。 ブリンケン氏はいま、「ロシアと NATO よりも大きな問題。 世界的な

影響をもたらす危機だ」 と同盟国の結束を呼びかける。 今後も国際秩序の守り手であり続けられるか、

米国にとって正念場を迎えている。(ワシントン=高野遼) 

 

NATOの拡大、プーチン氏は反発 

ウクライナ・クリミア半島のシンフェロポリで2014年
3 月、ウクライナ軍の施設内を歩くロシア軍とみら
れる兵士ら=ロイター 

昨年 6 月、ジュネーブで会談した米国のバイデン
大統領（右）とロシアのプーチン大統領=AP 



 ソ連への対抗が主目的だった NATO は、冷戦終結で 「仮想敵」 を失った。その後も NATO が拡大を続

け、不拡大を訴えるプーチン氏が今になって強硬手段に出るのはなぜなのか。 「ウクライナは独立した主

権国だ。自らの平和と安全保障の道は自ら決める（権利がある）」。 2002年 5月 28日、ローマで開かれた

NATO 加盟国とロシアとの特別首脳会議の後、記者会見でウクライナが NATO に加盟する可能性を問わ

れたプーチン氏の答えは、今と正反対の見解だった。 このころ、ロシアが反対するバルト 3 国の NATO 加

盟決定は避けられない状態だった。 この日、プーチン氏が創設合意文書に署名した 「NATO ロシア理事

会」 は両者の安保政策の協議体で、当時のブレア英首相がプーチン氏の立場に配慮して提案した。 合

意によってプーチン氏は次の NATO 拡大を事実上黙認したと受け止められた。 当時、対米関係に腐心し

ていたプーチン氏は、主張を通して孤立するより、自国の再建に必要な欧米との関係維持を優先する現

実的な道を選んだ。 NATO拡大に異論を唱える際も 「どの国に

も安全保障の手段を自ら選ぶ権利がある」 と自ら付け加え、東

欧、旧ソ連国が希望すれば NATO 加盟を止める手段がないこと

を強調していた。 冷戦終結後の 90 年代から進んだ NATO 拡

大に、ロシアは常に反対してきた。 しかし、実際には両者の論

理の溝は、長い間あいまいな形で埋められていた。 ポーランド

など初めて東欧 3 カ国の加盟が決まった 97 年には、事前に

NATO とロシアとの間で 「互いを敵視しない」 とする基本文書

が交わされた。 当時のエリツィン・ロシア大統領の警戒心は強

かったが、国内の基盤が弱まって欧米の支援を必要とし、徹底

抵抗する余力はなかった。1990～2000 年代に米政府高官とし

てロシア政策に携わった元外交官スティーブン・パイファー氏は 「ロシア

は NATO 拡大を快くは思わないが、受け入れは可能と考えていた節があ

った」 と振り返る。 NATO 側の動きを逐一ロシア側に伝えたとし、 「1 年

前にはエリツィン氏は何が起きるか理解していた」 とし、ロシアとの関係

悪化を避ける意思疎通は取れていたと証言する。 「民主化を加盟条件と

すれば東欧は安定する」として、歴代米政権が NATO 拡大路線を支持し

たのに対し、西欧は当時政情が不安定だったロシアをさらに追い込むこと

を懸念した。 基本文書調印の直前まで英国保守政権の外相だったマル

コム・リフキンド氏は 「欧州で東方拡大を求めた国はなかった」 と話す。 

ただ、バルカン半島の紛争を経た欧州にとっても東欧の安定は重要課題。 将来のロシアの大国化を恐れ

る東欧各国も、欧州統合の登竜門としてNATO加盟を熱望していた。 欧州連合（EU）がまだ発足間もない

90 年代半ば、NATO は政治的安定の要としての役割を負わされていた。 ロシアと NATO の関係が大きく

変わったのは、ブッシュ米政権が有志連合の形で強行した 2003年のイラク戦争のあとだ。 資源価格の高

騰で急速な回復を見せたロシア経済を背景に、プーチン氏は 2007 年にドイツでの演説でブッシュ政権の

単独主義を断罪し、NATO拡大も 「重大な挑発だ」 と批判した。 NATOは 2008年 4月の首脳会議で時

期を明示せずにジョージアとウクライナを 「将来の加盟国」 とすることに合意した。 早期加盟を支持する

米国とロシアを刺激することを心配する独仏との妥協の産物だった。 それでもロシアは同年 8 月、国内の

独立紛争に介入する形でジョージアに侵攻し、2014年のウクライナ危機の伏線になった。 ハーバード大ケ

ネディ行政大学院のスティーブン・ウォルト教授は今年 1 月、米誌フォーリン・ポリシーで 「欧米が傲慢さと

希望的な観測、リベラルな理想主義に屈しなければ、現在の（ウクライナでの）危機は起きなかった」 と書

いた。 対立の焦点となったウクライナでは、東部に多い 「親ロシア」 と西部に多い 「親欧米」 に大きく割

れ、軍事的には中立を求める世論が主流だった。 2013年の世論調査では 29%の回答者が NATOを 「脅

NATO加盟国の地図 

ベルリンで 2022 年 1 月 18 日、ショルツ
独首相との会談後に記者会見するストル
テンベルグ NATO事務総長=ロイター 



威」 と見なし、 「守護者」 と見なした 17%を上回っていた。 しかし 2014 年の危機で国民のロシア離れが

一気に加速。 昨年 12 月の調査では 59・2%が、今国民投票が行われれば NATO 加盟に賛成すると答え

た。（キエフ=喜田尚、ワシントン=高野遼） 

 

「ハイブリッド戦争」仕掛ける可能性も 

 これから、ロシアはどう動くのか。 最悪のシナリオがウク

ライナへの侵攻だ。 10 日からはベラルーシでの合同軍事

演習が本格化する。 同国国境からウクライナの首都キエ

フまでは100km弱で、侵攻となれば、一気に首都に迫る懸

念も指摘される。 偽情報やサイバー攻撃を絡めた 「ハイ

ブリッド戦争」 を仕掛ける可能性もある。 約 20 万人の兵

力を有するとされるウクライナ軍は欧米の支援で装備を強

化しており、戦争は泥沼化しかねない。 他国に戦火が拡

大する恐れもあり、侵攻は欧米としても最も避けたい事態

だ。 欧米を揺さぶるため、ロシアが、親ロシア派が支配するウクライナ東部での戦闘を激化させる可能性

も否定できない。 死傷者が増えれば停戦を求める世論が強まり、欧米に NATO 拡大停止などを求める上

での圧力にもなる。 ロシアにとっては、現状維持にも一定

のメリットはある。 欧米との外交交渉で膠着状態が続け

ば、ウクライナはNATOに加盟できない。 東部での紛争を

抱えたまま国力が弱れば、ウクライナも欧米も態度を軟化

させるかもしれない。 ただ、ロシア側も兵力維持に費用が

かかり、欧米との関係改善は難しくなる。 双方にとって実

利があるのが、ウクライナ国境付近からのロシア軍の撤収

だ。 交渉は平行線に見えて、ロシアは米国から譲歩を引

き出した。 米国が、欧州でのミサイル配備や演習の制限

に向けた協議に応じる用意があると回答したことだ。2019

年にトランプ前米政権が離脱を通告して中距離核戦力（INF）全廃条約が失効後、ロシアが欧州での中距

離ミサイルの配備凍結を提案してきたが、米国は応じなかった。 ただ、プーチン氏はこれだけでは 「ロシ

アの基本的な懸念が無視されている」 として、あくまでも NATO 拡大停止を主張する。 圧力を最大限高

めつつ、2015 年に成立したウクライナ東部紛争の停戦合意を履行させ、親ロシア派支配地域での自治権

付与などを実現するのが狙いとの見方もある。（モスクワ=中川仁樹） 

 

ロシアの主な要求に対する米国の立場 

【要求①】ウクライナ、ジョージアを NATOに加盟させない 

→応じられない。NATO と当事国が判断 

【要求②】核兵器を自国領土外に配備しない 

→応じられない 

【要求③】1997年以降、東欧に配備された部隊、兵器を撤去 

→応じられない 

【要求④】ロシア・NATOの境界近くの軍事演習停止 

→協議する用意がある 

【要求⑤】ロシアの隣国への攻撃システム配備や、ロシア国境付近への兵器配備の停止 

3 日、ロシアとベラルーシの合同軍事演習が実施されたベラル
ーシの演習場で発射される多連装ロケット。ロシア国防省が 4日
に公開した=AFP時事 

1月 18日、クリミア半島を走るロシア軍の装甲車=AP 



→協議する用意がある 

 

冷戦後の NATO拡大とウクライナを巡る経緯 

1989年 12月 米ソ首脳が 「冷戦終結」 宣言 

（同年～1991年、東欧からソ連軍が順次撤退開始） 

1990年 10月 ドイツ統一 

1991年 7月 東側のワルシャワ条約機構解散 

     12月 ソ連崩壊 

1994年 8月 旧東ドイツからロシア軍撤退式典 

1997年 5月 NATO ロシア基本文書 「互いを敵と見なさない」 

1999年 3月 ポーランドなど東欧 3国加盟 

2002年 5月 NATO ロシア理事会設立 

          モスクワに NATO軍事代表部 

2004年 3月 バルト 3国など 7カ国加盟 

2008年 4月 NATO首脳会議、ウクライナとジョージアを 「将来の加盟国」 に 

2008年 8月 ロシアがジョージアに軍事介入 

2009年 4月 クロアチア、アルバニア加盟 

2014年 3月 ロシアがクリミア半島併合 

      4月 親ロシア派がウクライナ東部を占拠 

2016年 10月 ウクライナ、ロシア、ドイツ、フランスの 4首脳が会談 

停戦合意履行の行程表作りに合意するも実現せず 

2017年 6月 モンテネグロ加盟 

2018年 11月 ロシアがクリミア半島付近でウクライナ軍艦船に発砲、乗組員 24人を拘束 

2019年 4月 ウクライナ大統領選で 「戦争を終わらせる」 と公約したゼレンスキー氏圧勝 

2020年 3月 北マケドニアが加盟し、加盟 30カ国に 

2021年 6月 バイデン米政権下で初の米ロ首脳会談 

2021年 10月 ウクライナ国境のロシア軍が 10万人規模に増強 

2021年 11月 ロシアが NATO代表部を閉鎖 

2021年 12月 ロシアのプーチン大統領が NATO拡大停止を要求。バイデン氏とオンライン会談 

           ロシアが米、NATOに「条約」案 

2022年 1月 米ロ代表団が協議 

          NATO ロシア理事会開催 

 

 

 

 


