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Abstract:

Conventional wisdom states that India needs Russia to counter
China. This is used to explain why India does not oppose Russia’s invasion of
Ukraine. However, we should focus on Indian relations with Russia at
different geo-political scales: Greater Eurasia and Central Eurasia.
In a wider Eurasia, the U.S. is the most important presence for Indian
foreign policy, but India wants to decrease their reliance. China became a key
economic partner for India in the 2000s, and Russia remains a reliable
military partner. In 1998. Evgeny Primakov proposed a triangular “strategic
partnership” among the three countries. Their trilateral relationship would
represent the great power presence in Eurasia as a whole. For India, it would
balance their reliance on the U.S., and serves as a deterrent to China, thank s
to Russia’s presence. Therefore, Russia has been essential for India to retain
its autonomy from other greater powers at the Eurasian scale.
On the narrower scale of Central Eurasia, the Shanghai Cooperation
Organization (SCO), as a regional organization, is critical for India’s security
and economy. When India became an observer in 2005, its concerns were
limited

and

passive.

However,

India

became

more

proactive

as

Russia-Pakistan and China-India relations improved. In 2015, after India
joined as a full-fledged member with Pakistan, the various meetings
conducted under the aegis of the SCO have fostered its credibility, and
promoted regional entente. In short, India’s circumstances are complex and its
relations with Russia require stability, rather than disruption due to
European turmoil.

はじめに：パワーバランスとボーダーポリティクス
これまで米国や日本にとっての対中国政策の文脈で鍵を握る国のひとつと目さ
れていたインドであるが、2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻 1を機に、
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対ロシア政策のなかでも存在感を増している。日米豪印戦略対話（ QUAD）で米
国側に傾斜しつつあると思われていたインドだが、対ロシアでは欧米と一線を画
す姿勢を明らかにした。とくに侵攻直後の国連総会での対露批判決議においては
中国とともに棄権し、対露制裁に同調しないインドの立場は衆目の一致するとこ
ろだ。
一部の論評では、対中関係においてロシアの協力が必須なため、ロシアとの「友
好関係」を維持せざるを得ないという見方もあるが、これは表層的に思われる。
本稿は、かかる問題意識をもとに、ロシアとインドの関係が有する構造を解析す
る。その際、重要な点は、第 1 にロシアとインドの関係は、国境を共有せず、空
間的に距離を有するなど、ユーラシアやアジア太平洋のスケールにおいては地政
治的に自由な関係にあるため、他のパワーとの関係性のなかで規定される傾向が
大きいということにある 2。ここで考慮すべき主要なパワーとは、言うまでもなく
米国と中国である。第 2 にパキスタン、アフガニスタン、中央アジアなどいわゆ
る中央ユーラシアのスケールにおいては地政治的にボーダーポリティクスの影響
を受ける。つまり、国境で近接し、ともにトランスナショナルなアクターに対す
る統制という共通利益を有するため、外交の自由度が縛られることだ 3。
ロシアとインドの関係は、この両面をみることで、より予見性をもって分析す
ることが可能となろう。

I. 対米バランス
1. インドをとりまく地政治
多くの識者に指摘されていることだが、インドにとって も国際関係の主要な対
象は米国である。ただインドは独立直後から、
「非同盟」を国是としながらも、ソ
連に親近感をもっていたため、米国との関係は疎遠であった。確かに米国がイン
ドの「共産化」を懸念し、中国を敵とし、
「民主主義」インドを支援する姿勢を示
したこともあり、関係が改善された時期もあったが、1970 年代の米中和解により、
これにパキスタンを加えた連携が生まれると、インドはソ連側への傾斜を強め、
ソ連との同盟関係を構築する 4。
米印関係が大きく変貌するのは、冷戦終結後とされる。冷戦期の固着化した関
係性が氷解し、国際秩序も地域秩序も流動的になった。
「ポスト冷戦期」における
相互依存の拡大進化と「民主主義」イデオロギーの隆盛は両国の緊密化を促した 5。
ここで考慮しなければならないのは、インドにとっての米国との関係性を規定
していたのが、インドをとりまく（近隣スケールでの）地政治であったことだろ
う。安全保障に関わる直接的な懸念は独立期に分離したパキスタンであり、チベ
ット問題を抱え、近接する中国であった。ソ連が、同じく国境で対峙する中国を
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「共通の敵」とするユーラシアのスケールでインドにとって同盟者となるのは自
然といえるが、その米国が対ソで中国と連携を強めるとき、インドがグローバル
なレベルでソ連に傾斜していくのも当然といえた。
「ポスト冷戦」が米国とインドの関係を変えたとすれば、それは中国とインドの
関係にも当てはまる。中印には国境問題があり、相互に政治的な不信を抱いてい
たが、中印の貿易額が 2001 年から 2006 年にかけて 7 倍の 250 億ドルに急増し、
その後も相互依存を強め、2020 年には約 830 億ドル、中国はインドにとって第 1
の貿易パートナーとなった。対照的にソ連を承継したロシアはインドでの存在感
は低下させ 6、2020 年でも 80 億ドル程度にとどまり、これはインドの総貿易額の
1.2％にしか過ぎない。
確かにロシアはソ連解体により、その国力を失った。とはいえ、核兵器を大量
に保持し、国土の広さと高度な科学技術及びエネルギー供給などで一定のパワー
を有した大国であることには変わりはない。ユーラシア・スケールでの地政治で
の大きな環境変化は、中露の劇的な関係改善であった。1996 年に「戦略的パート
ナーシップ」を宣言した両国は、2001 年に善隣友好協力条約を調印すると、昔年
の懸案であった国境問題を解決し、旧来の「地政学」的な制約を払しょくした。
さらに経済のみならず社会的文化的な協力や軍事連携を強め、いまや準同盟とで
もいえる関係を構築した。

2. 中印露トライアングルの形成
中露関係の深化にインドが関わっていくのも 1998 年、プリマコフによる「戦
略的三角形」の構想が契機となる。当時は一笑に付されたこの構想も研究所レベ
ルのトライアングルな交流を積み重ね、外相や首脳レベルでもしばしば三国そろ
い踏みの様相を占めていく。決定的な画期となったが、
（後述する）上海協力機構
（SCO）へのインドの参画であろう。モンゴルに次いで、2005 年にパキスタン、
イランとともにオブザーバーとなったインドだが、当初、その関与は消極的であ
り、パキスタンの関与への「歯止め」程度だと思われていた 7。
だが 2017 年、インドは機構に正式に加盟するとともに、ロシアの意味を再発
見する。極東研究所のレオニード・ヴァシリエフらによれば、米国とバランスを
とること、中国との対話の場をすること、国境をめぐる対立を低減化させること
などが理由とされる 8。
その前提が中露間の「歴史上、最良ともいえる関係」だろう。ヴァシリエフの
整理を使えば、2021 年に QUAD が定例化したとき、インドにとって機構は対米
バランスをとる場としての機能を強めたといえる。南シナ海など海事で中国と緊
張するとき、あるいは陸域で対峙するとき、インドは米国や QUAD に寄る。他
方で自律を守り、米国から距離を取りたいとき、中露との協力が盾となる。

5

同時にロシアの存在は、中国によるインドへの強硬姿勢を中和する役割も果た
し、対米依存のみによることはなく、中国と向き合うことが可能となる。中露の
準同盟と三角形、そして上海協力機構というレジームはインドの対米バランス外
交に役立っている。

（原図：筆者、作成：ささやめぐみ ）

II.

中央ユーラシア協商

1. 上海協力機構への正式加盟
もっとも上海協力機構は、中露の準同盟にインドを引き寄せる枠組みというよ
りは、加盟国の境界地域を安定させるための地域機構としての性格が原点である。
機構を中央アジア諸国とともに 2001 年に設立した中露は、いまだに「上海精神」、
つまり、国境地域の信頼醸成という機構の原点と「反テロリズム」への共同戦線
として成長してきた経緯を強調する。インドがパキスタンとともに加盟したこと
は、中印関係の経済を軸とした協力の進展と（2014 年以来）ロシアがパキスタン
と軍事協力（スケールにおいて対インドとは比べるべくもないが）をも含む関係
を構築し始めたことも大きい。いわば、前述した中露の「蜜月」が印パの機構へ
の加盟を可能にしたともいえる。
地域機構への参画に当初から積極的であったとされるパキスタンと違い、イン
ドがさほど熱意をもっていなかったことはすでに述べた（インドが正式加盟する
とネルー大学のパトナイク教授から事前に聞いたときには耳を疑った）。とはいえ、
多国間協議の場への参画は、地域に新風をもたらした。上海協力機構はマルチレ
ベルの会合を毎年、実施しているが、首脳が集まるサミットに加え、首相評議会、
外相、防衛相、経済担当相などが重層的な場を提供している。いわば、オブザー
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バーではなく、フルメンバーになったことで、1 年に何回も様々なレベルでイン
ドはパキスタンや中国と接触することになった。しかも、南アジア地域協力連合
などと異なり、中露の存在を前提に中央アジア諸国との連携もできる場では、ア
フガニスタンや（2022 年にオブザーバーからフルメンバーに昇格予定の）イラン
などとの協力も討議できる。いわばパキスタンも含む（南アジア以外の）近隣諸
国との接触の場として上海協力機構は、中露にインドを加えた中央ユーラシ アを
めぐる協商関係を構築させる機能も持ち始めたようにみえる。

2. ロシアの存在意義
とりわけバイデン政権による米軍のアフガニスタン撤退を受け、タリバン政権
との協力を前提とするロシアや、
「相互不干渉」を条件にその存在を許容しようと
する中国と、タリバンを国内テロの遠因と考えるインドとの間には姿勢の齟齬が
あるとされる。インドはタリバンやパキスタンへの備えとして米国との連携を確
かに必要とする。にもかかわらず、上海協力機構がアフガニスタンに関わる近接
空間の安定にむけた協議を行う場となっていることは注目に値しよう。
もちろん、中国とインドの国境を巡る問題への対処は容易ではない。2010 年代
前半にはもはや中国を脅威と考えず、インドのパートナーとみなす声も出ていた
が 9、2017 年 6 月のブータンでのドクラム事件による中印関係の緊張、2020 年 6
月のヒマラヤのガルワン渓谷における軍事衝突など、近年再び、中国をやはり脅
威とする見方がインドでは強まっている。とはいえ、少なくとも陸域の国境紛争
については、機構はその原点として「軍備管理」と「国境画定」を構築してきた
枠組みを有する。たとえ、これらが 2 か国間協議による争点だとしても協議の持
続を担保しうる場ができたことは大きい。
このように対米バランスだけではなく、地域の安定をつくるという共通課題
においても、ロシアの存在は貢献しうる。インドにとって上海協力機構は、近接
空間との境界をめぐる地域の安定化のために欠かせざるを得ないものとなってい
ると、ロシアは考えている。
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（原図：筆者、作成：ささやめぐみ）

おわりに
1. 軍事と経済を超えて
一般に、ロシアとインドの関係の深さは、軍事、経済などのつながりで説明さ
れることが多い。近年の軍事協力については、防空ミサイルシステム S400 及び
アクラ型原子力潜水艦の供与がロシアにとって利益の要であろう。最新型スホイ
や弾薬の提供も含め、米国がインドの対露依存を懸念した場合でも、インドがこ
れを一蹴するのは、ロシアの代替国が存在しないためだが、これはロシアにとっ
てインドを国際関係において自国に引き寄せる梃子でもある。実際、インドの武
器の 60－70 パーセントがロシア（ソ連）由来であり、毎年繰り返される、大規
模の陸と海での軍事演習はこの武器売買を前提としていよう。
しかしながら、この点は論争的でもある。2017 年以降のインドのロシアへの武
器依存は低下しており（2012－16 年のロシア依存が 7 割だったのに対して、2017
－21 年は 5 割を切ったというのがその論拠）、将来的には欧米の武器供与が代替
できるという見方もある。さらにパキスタンとロシアが始めた軍事協力や演習も
いまだ小さく、これは「反テロ」連携以上のものでもないとされるが、ロシアの
インド離れを示唆するものととらえる向きもある。インドにとっては、並行して、
中露の軍事演習や武器輸出が近年スケールアップしている点も気がかりであろう。
経済協力ではエネルギーが代表される。インドによる安い石油購入がインドに
利益をもたらしており、これがロシア重視の要因とみなされることもある。他方
で、インドの主たる原油供給先は、中東、しかも米国と近いイラクやサウジアラ
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ビアなどであり（ロシアからは 2-3 パーセント程度）、対米関係を損なうことや、
万が一、制裁に巻き込まれた場合の不利益も懸念されている。つまり、短期的に
はロシアからのエネルギー供給はプラスになっても、長期的にはインドの国益を
損ないかねない。そのほか、ロシアによるインドの原発支援なども重要であろう
が、原発支援は他国も関わっており、ロシア一辺倒になる必要は必ずしもない。
すなわち、軍事や経済の協力は現時点での印露関係の担保であっても、将来へ
の保証ではない。欧米による制裁強化がさらに強まるとすれば、インドは中長期
的には中露よりも現在の秩序を守る側につく可能性も低くはない。現在のインド
の立場は「微細な親ロシア」と表現されることさえある。
そうであれば、インドとロシアの関係は、近隣及びユーラシアのスケールにお
ける地政治的な構造を注視しなければなるまい。要するに、インドが自立した対
外路線を堅持し、安全保障を自らの手で確保するためには、ロシアが不可欠なの
だ。

2. 印露関係の新しい文脈
振り返れば、インドはソ連によるハンガリー侵攻（1956 年）、チェコスロバキ
ア侵攻（1968 年）の際に沈黙し、アフガニスタン侵攻（1979 年）においては（国
連の緊急総会ではソ連を批判せず）理解を示した。この歴史を考慮すれば、イン
ドがロシアのウクライナ侵攻をみて、ロシア批判を行わないのは不思議ではない。
行動の連続性の背後には、これまでと異なる理由もある。確かに伝統的な印露
関係の延長で今のインドの行動を見ることはできよう。だが、中露準同盟と中央
ユーラシア協商の成立を通じて、印露関係は以前とは違う文脈に置かれているこ
とを忘れてはならない。米国への高度の依存と中国及びパキスタンとの関係悪化
という、双方の抑制がそれだ。
それゆえ、ウクライナ戦争後のロシアがもはや「極」としてのパワーを維持で
きず、中国の「ジュニアパートナー」となる事態をインドは回避したい。そのた
めに（それがうまくいくかどうかは別として）インドはロシアを「孤立」させず、
支える必要もある（ロシアの「弱化」により、米国との一国のみで の対峙を避け
たい中国もまたロシアを支える必要があるのだが、これはいわば「同床異夢」と
いえる）。これに加えてロシアがそれなりの力をもって中国と組み、これにインド
が連携する状況の維持は、インドの米国からの自律にとって不可欠である。さら
にロシアが相応の立場で関与できる中央ユーラシアのアリーナがあってこそ、隣
国との関係づくりに苦闘しがちなインドにとって、近隣との安定の担保となる。
こう考えていけば、インドとロシアの関係は、私たちが想像する以上に、非脆弱
性を有するものかもしれない。
(2022 年 6 月 21 日)
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ロシアのウクライナ侵攻に関する筆者の理解については下記を参照。
「ロシアは
なぜ力で踏み込むのか（インタビュー記事）」『朝日新聞』2022 年 4 月 14 日付、
岩下明裕「『解放』という名の侵略」『現代思想』2022 年 6 月臨時増刊号などを
参照。
2 地政治(geo-politics)とは、地理を国際関係の決定要因とみなすともとに、主と
してパワーの競合として地域を規定してきた、いわゆる「地政学(geopolitics)」
と区別するために作られた用語である。地政治は、地理による一定の制約を前提
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インドとロシア：その「同盟観」を考える
India and Russia:
How They Understand Their Alliance Partnership
広島大学大学院人間社会科学研究科教授
Professor, Graduate School of Humanities and Social Sciences,
Hiroshima University
吉田 修
Osamu YOSHIDA

Abstract:

Russian invasion of Ukraine and critical responses from around
the world have shed the light on the modest reactions from Indian government
to the issue.

Many people understand them in terms of India’s long-standing

close relationship with Russia from the Cold War period and its dependence
on Russian military hardware.

However, their understanding of the alliance

partnership, which is based on quid pro quo and not on any Cold War logics,
should also be counted to analyze India’s reaction to the Ukraine crisis.
India-Russia relations with a decade of intervals in the 1990’s are well tested
by several problems including the Afghanistan crisis and the collapse of the
Soviet Union. The Ukraine crisis should be understood as another opportunity
for India to prove itself as a trustable ally in the time of needs, though
whether this relationship may provide it a chance to offer a negotiated
settlement is still to see, if not completely excluded.

はじめに
ウクライナに対するロシアの侵攻と、それに対する大多数の諸国のきわめて批
判的な反応の中で、インドのロシアに対する抑制的な姿勢に注目が集まっている。
欧米諸国がロシアの行動に民主主義や人道上の観点から対決的 な姿勢を取り、イ
ンド太平洋地域で同様の「価値観」的な観点からする枠組みであるクワッドの、
日米豪とともに重要な構成国として期待されるインドが、それに十分に応えてく
れないという歯がゆさが、この注目の内実であろう。
インドが、その軍備においてロシア製兵器に依存していることや、独立以来、
ロシアの前身であるソ連との間で協力関係を蓄積し、冷戦終焉後の一時的な停滞
はあったものの、それが今日まで継続していることなどが、この、インドのロシ
アに対する抑制的な姿勢の理由として説明されている。それらは十分に説得力の
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あるものだが、本稿では、それに加えて、インドの同盟観というような角度から、
この問題に検討を加えてみたい。というのも、冷戦期以降、国際関係における主
要な同盟は、イデオロギー的正当性を主張して構成され、それは冷戦終焉後も、
北大西洋条約機構の存続等を通じて、そのイデオロギーの内実を微妙に変化させ
ながら継続してきた。その今日的表現の一つが、民主主義と法の支配に代表され
る「価値観外交」であるが、インドはまさにそうしたイデオロギー的な同盟を批
判し、非同盟の旗手として、その存在感を知らしめて来た国であったからである。
本稿では、以下でまずインドとソ連との関係の発展と冷戦終焉による中断、そ
してロシアとの間での関係再開について、その要因と動態について考察し、それ
を踏まえて、インドの対ロやクワッドに対する姿勢などを見通してみたい。

I. インドの対ソ関係の展開
1. 印ソ関係の端緒
インドとソ連との関係は、1953 年のスターリンの死後、ソ連がその「平和攻勢」
の一環としてインドに接近し、社会主義圏以外では最初の開発援助供与先とした
ことに始まる。この時期、特に 1960 年代までの期間は、米ソ関係の漸次的改善
にも支えられ、米国がパキスタンとの同盟関係のゆえにインドに対して果たせな
い、例えば最新鋭超音速戦闘機の供給などをインドがソ連から調達する、という
ことを、米国の了解のもとで行われることさえあった。
1950 年代半ばのインドは、朝鮮戦争後の米国によるアジア軍事同盟網構築の企
てに対抗して、アジアにおいては体制の違いは友好的な国家間関係樹立の障害に
はならない、ということを、
「平和共存五原則」を軸に確立しようとしていた。ア
ジア軍事同盟網構築のかなめにはパキスタンが位置づけられており、同国が米国
との軍事援助協定を通じて進めようとしていた軍事力強化は、中長期的には自由
主義と社会主義との共存という理念の問題を越えた現実性を持つインドにとって
の脅威を構成しており、平和共存原則は、その意味では優れて現実的政策として
の側面を持っていた。したがって、ソ連の「平和攻勢」や、
「非同盟」を軸とした
ユーゴスラビアのインドへの接近は、
「冷たい戦争」がアジアには本質的にそぐわ
ないこと、アジアの国々は社会主義諸国と共存できることを示し、それによって
アジアの冷戦同盟網を無力化することを目指していた。しかし、ソ連 との関係強
化はそれ以上のものをインドにもたらした。
ソ連は、早くも 1957 年には国連安保理におけるカシミール問題決議に拒否権
を行使し、パキスタンの軍事同盟加入後のインドの、カシミール問題の国際化を
拒否する姿勢を支えた。また米国が 1961 年にパキスタンへの超音速戦闘機 F-104
の供与を決めると、インドは翌年、ソ連製の最新鋭超音速戦闘機ミグ 21 の購入
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に進むなど、パキスタンに対する米国の軍事同盟関係を中立化する効果を具体的
に示すことになる。後者の背景には、ケネディ政権下でのインド重視への変化や
対ソ関係の改善も見逃せない。パキスタンからの強い要求によって F-104 を供与
し、またインドへの F-104 売却にはパキスタンの強い反対に直面した米国は、イ
ンドのミグ 21 導入に積極的には反対しなかったからである。

2. 印ソ関係の進展
他方、平和共存原則の原点となった中印関係は悪化し、1962 年の国境戦争で対
立は頂点に達する。すなわち、1957 年ごろからアクサイチンをめぐって徐々に明
らかになる中印国境問題は、1959 年のチベット暴動とダライラマのインド亡命を
契機に、中印間の対立へと発展した。しかし、1950 年代半ばまでの社会主義圏の
一枚岩的結束も、スターリンの死後、揺らぎ出し、1959 年には中国への核技術供
与をめぐって中ソ対立が表面化し、社会主義圏の多極化が進み始めていた。その
結果、インドの中国との対立はインドの対ソ関係を悪化させず、むしろ印ソ関係
を二国間関係として捉える契機となった。
もっとも、1960 年代前半までの時期において、対ソ関係がインドにとって決定
的な意味を持っていたとまで言うことはできない。アイゼンハワー政権末期から
ケネディ上院議員のイニシアチブでインドへの経済的支援を強めていく米国は、
ケネディの大統領就任とともに関与を強め、この時期は、むしろ米印関係が深化
した。1962 年の中印国境戦争においてインドが軍事的支援を頼ったのは米英など
の西側諸国であり、1965 年の第二次印パ戦争においても、米国製の最新兵器を持
つパキスタンに対し、欧州製の兵器で戦うインドは十分に敵を圧倒することに成
功し、ソ連の影は薄かった。また 1965 年から 2 年続いた旱魃の折に支援を仰い
だのも米国などの西側諸国で、ソ連からの支援は限られていた。
しかし、米国がインドとの関係を深化させるためには、パキスタンとの軍事同
盟関係が足かせとなっていた。第二次印パ戦争が勃発すると、米ジョンソン政権
は印パ両国への軍事援助を停止し、同年末にはパキスタンに対し、米国との軍事
同盟はインドに向けられたものではないことを通告した。両国に対する軍事的コ
ミットメントを同時に切り下げることで、米国はインドの経済開発に対する本格
的支援に乗り出そうとした。そしてこの軍事的空白をソ連が埋めることを米国は
暗黙の裡に認め、その結果、ソ連が提供した二国間交渉の場、タシケントで、印
パ両国は戦争終結の協議をすることとなった。
1966 年冒頭に行われたタシケント会談は、印パ紛争に対するソ連の影響力を強
化する機会となったが、これは必ずしも印ソ関係を強化したわけではなかった。
むしろ、ソ連はこの機会を、インドに加えてパキスタンとも安全保障上の協力関
係を強化するために用い、対印パ等距離外交に傾斜した。このような形で、マク
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マンが「冷戦の周縁」1と呼んだ 1960 年代後半の南アジアでは、米国が経済支援、
ソ連が安全保障という棲み分けが生まれつつあった。

3. 印ソ「同盟」への道
1980 年代の構造調整借款の先駆けとなるような米国による対インド経済改革
政策は、タシケントでのシャストリ死後、後継首相となったインディラ・ガンデ
ィーの政権のもとで、1966 年 7 月のインド・ルピーの大幅な切り下げという形
で実施された。しかし、この改革を支えるために約束された、米国を中心とする
世界銀行インド借款団による支援は十分には行われず、その結果、インドにおけ
る改革熱は急速に冷めてゆく。インドは経済自由化による外国資本の導入を通じ
た国際収支構造の改善に代えて、1969 年に始まる第 4 次五か年計画では、輸入
を極端に抑える自給的経済体制に移る。このことで、棲み分けによって経済開発
を担っていた米国の影は、急速に薄くなり、代わってソ連の安全保障上の役割が
クローズアップされた。超音速戦闘機などの先端兵器を自国で生産することはで
きないため、自給自足体制のもとでも兵器は輸入せねばならず、その部分はソ連
等東欧圏とのルピー建貿易がカバーしてゆくのである 2。
経済的な自給化という形での米国からの離反の一方で、インドが軍事・安全保
障面でソ連に傾斜してゆく上でも、1969 年が転機となった。同年の中ソ間のダマ
ンスキー（珍宝）島衝突後、ソ連から自国か中国かを迫られたパキスタンが中国
を選択したために、ソ連は対パキスタンの軍事支援を断ち、インドにとっての対
ソ不信の原因が取り去られたのである。インドは、やはり同年に承認された「 10
か年再装備計画」において空軍の主力機をソ連からライセンス生産を認められた
ミグ 21M とするなど、装備における対ソ依存を強めてゆく。
ソ連はこうしたインドとの関係の深化を条約という形で安定化しようとし、こ
れは 1971 年のバングラデシュ危機の際、印ソ平和友好協力条約として結実する。
同年にはエジプトも、ソ連との平和友好条約を結んでおり、非同盟を代表するア
ジア・アフリカの二国が類似の条約をソ連と締結することで、ソ連は非同盟運動
との緊密な関係の確立を国際的に示そうとしたと言えよう。
このようなソ連ないし社会主義陣営と非同盟運動との国際政治上の連携は、
1979 年のハバナ非同盟諸国首脳会議でキューバが「自然な同盟 natural ally」と
呼んだものだが、実際には、必ずしもそのように理念的なものではなかった。タ
シケント宣言後、印パ双方に秋波を送ったソ連はインドとの関係を再確立しなけ
ればならなかったし、ナセル死後のエジプトはさらに厄介で、
「アラブの 大義」に
基づくパレスチナのためのイスラエルとの対決の軍事的責任をエジプトひとりで
引き受け続ける意志が問われていた。1973 年の第四次中東戦争の際の石油戦略が
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産油国のみを富ましたのち、エジプトは 1976 年にソ連との平和友好条約を破棄
し、翌年にはイスラエルとの和解に進む。
エジプトの場合と比べると、印ソ条約はインド自身の安全保障に、より密接に
絡んでいた。東パキスタンからの数百万人に及ぶ難民を受け入れ、バングラデシ
ュ解放軍を支援したインドが、パキスタン軍を降伏させてバングラデシュを誕生
させる周到な作戦を遂行する中で、同条約は米中の関係改善を取り持ったパキス
タンのために米国と中国がインドに及ぼそうとした圧力を相殺する役割を果たし
たからである。
このように、パキスタン、中国、それに時には米国からの直接的な脅威を受け
ていたインドは、外交姿勢を転換すれば脅威が実質的に消滅するエジプトとは異
なり、印ソ条約に持続的な利益を見出していたと言えよう。しかしながら、この
関係が、インドにとって伝統的な友好国との関係や、非同盟としての立場を損な
う可能性を持ち始めたのが、ソ連によるアフガニスタン侵攻であった。

II.

冷戦終焉の影響

パキスタンとの間に領土紛争を抱えるアフガニスタンは、インドとは良好な関
係を保ってきた。しかし 1978 年のクーデターで人民民主党が権力を奪うと混乱
し、1979 年 12 月にソ連が軍事介入した。インドでは 1977 年の総選挙で成立し
た初の非会議派によるデサイ政権が崩壊し、後を継いだチャラン・シン政権も辞
任したのちのことで、1980 年の総選挙を通じて復帰したインディラ・ガンディー
政権は、ソ連の行為を防衛的かつ時限的であるものとして擁護した。ところが、
周知のようにこれは、米国がパキスタンを通じて深く関わり、結果として冷戦を
終焉に導く紛争となった。インドにとっては、
「冷戦の周縁」であった南アジアに
冷戦対立を初めて直接もたらす事件であり、インドはそのことでソ連に対して懸
念を表明するとともに、米国などの関与も批判した。しかし、インドの影響力は
問題の平和解決をもたらさず、最終的にアフガニスタンでの米ソの対決は、ゴル
バチョフ政権となったソ連がアフガニスタンから撤退することで決着し、アフガ
ニスタンそのものは内戦状態のままに残された。
アフガニスタンから撤退したゴルバチョフ政権は改革を続けるが、大統領とな
ったゴルバチョフを旧共産党員たちが誘拐する事件を契機に 1991 年にソ連は崩
壊し、エリツィン大統領のロシアが承継国家となった。しかしロシアとインドと
の関係は、ソ連時代とは異なり、
「普通の関係」となった。ロシア経済が破綻に瀕
し、ソ連時代のような支援の余裕が失われ、ルピー建貿易は 1993 年に終了し、
その後しばらく、ロシアが蓄積していたルピーがインドからの輸入に使われたと
はいえ、原則として二国間の貿易は国際通貨による決済が求められた。
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インドにとって不運でもあり、幸運でもあったのは、インドもほぼ同時期に大
きな経済政策転換を強いられたことである。湾岸戦争に起因する 1991 年の深刻
な外国為替危機は、IMF の支援を受けつつインド経済をドラスティックな自由化
に向かわせ、外国資本の流入によって急速に改善したため、混乱期のロシアに支
援を期待する必要はなかった。また国際政治的な環境においては、この、いわゆ
る「冷戦終焉後」の時期は西側の支援を必要としたロシアはもちろん、湾岸戦争
の際に見られたように、中国も含めて主要な諸国の姿勢が表面的に一致し、イン
ドにとっての軍事的な脅威が交渉によって緩和されうるようになった時期にもあ
たる。ソ連の「新思考外交」による印ソ関係の変化を予測したインドは 1988 年
のラジーヴ・ガンディー首相の訪中を契機に対中対話を進め、1993 年と 95 年と
に結ばれた中印国境の実効支配線維持に関する協定で軍事的脅威を緩和すること
に成功し、この関係は 2003 年の中国によるシッキムに対するインドの領有権の
実質的承認で頂点に達した 3。
こうしたさまざまな、ヘッジングと呼んでよいようなインドの努力や幸運に助
けられて、インドはロシアとの関係回復を「待つ」ことができた。そこには、冷
戦終焉期に米国が示したパキスタンとの密接な関係や、パキスタンの核開発を黙
認する姿勢なども影響し、米国を、安全保障面で十分に信頼できる国家とみなす
には時間がかかっていたことも、インドに「待つ」姿勢を取らせた理由と考えら
れる。しかも、この対米関係改善のプロセスは、1998 年、インドで実質的に初め
て成立したヒンドゥー・ナショナリストのインド人民党主導連立政権が行った核
実験によって、いったん頓挫する。

III.

インドの対ロ関係

1998 年の印パ核実験と、その後の米国など西側諸国による制裁は、インドの対
ロ関係を大きく改善する契機となった。米国が作ったインドのタラプル原子力発
電所への核燃料の供給は、フランスに代わって中国が担っていたが、インドの核
実験後は中国も供給を停止した。これに対し、2000 年にロシア大統領に当選した
プーチンがその年のうちにインドを訪れ、中国に代わって核燃料をインドに供給
する協定を交わした。プーチン訪印は、パキスタンとの「カルギル戦争」で軍備
の不十分さを明らかにしたインドが再びロシアからの最新兵器の購入でそのギャ
ップを埋め始める契機にもなった。こうした動きは、同年 3 月のクリントン米大
統領の訪印が対印制裁の完全解除など十分な進展を見せえなかったことと対照的
であり、
「待つ」こと約 10 年、インドの論理を理解して協力するロシアが帰って
きたことを示すものであった 4。
ただ、
「帰ってきた」印ロ関係は、かつての印ソ関係とは同じではない。かつて
のソ連はグローバルな対抗関係の中に印ソ関係を位置づけ、そのうえでインドに
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対する支援を行ったが、現在のロシアはソ連が持っていたようなグローバルなビ
ジョンを持っているわけではなく、利害関係の一致が前提である。ロシアによる
兵器輸出は、ソ連時代のようにインド向けに重点を置くというよりは、インドの
潜在的敵対国である中国にも向けられており、2000 年代前半に重要な位置を占め
ていた対中国輸出が中国による兵器の国産化などによって後半に減少した後をイ
ンドへの輸出が埋め合わせるように伸びている 5。また、印米間での核合意交渉が
進む過程においては、米国からインドを核合意に追い込む圧力を受けたロシアは
2004 年、タラプル原発への燃料供給は 2000 年の一回限りであることをインドに
通告せざるを得なかった 6。当時のロシアはいまだ米国への依存度が高かったせい
もあるが、同時にロシアのインド支援がソ連時代のように全天候型ではないこと
をも示唆した。
こうした推移の中で、中国やロシアが 1996 年に上海ファイヴとして始め、2001
年に正式に組織化された上海協力機構に、インドは 2005 年にパキスタンと同時
にオブザーバー参加し、2017 年に正式加盟国となった。もともとテロや安全保障
への共同対処を求めて発足した組織であり、印パ両国の正式加盟までにかなり時
間がかかってこともあって、その間に組織の性格も、中国の存在感の拡大ととも
に変わってきたとも言える。インドの正式加盟の意義に懐疑的な見解 7も見られる
なか、むしろ注目すべきは、2014 年のロシアによるクリミア半島併合、そして主
要国サミットからの追放後に、インドがロシアを主要メンバーとする組織に 正式
加盟したという事実ではないだろうか。
インドはロシアとの関係が、双方が困難に直面しているときに見放さないとい
う関係として維持する意志を、上海協力機構への遅ればせの加盟によって示した
ものと捉えられる。これまでの多くの場合、インドは困難に直面した時にソ連や
ロシアに支援を受けてきた。ソ連の場合は、それは彼らの理念や世界戦略とも関
係していたかもしれない。しかしロシアとの関係では、インドが困難に直面した
時に、ロシアにどこまで支援を受けられるかは、相互性の中でしか確認できない。
上海協力機構へのインドの正式加盟は、同機構への参加を通じてロシアをその国
際関係において、理念ではなく相互利益として支持するという、象徴的な場とな
ったと考えられる。

IV.

「帰ってきた印ロ関係」とウクライナ戦争

ウクライナ戦争においてインドがロシアを非難しないのも、同じ文脈、すなわ
ちインドの「同盟観」ないし持続的な二国関係に関する以上のような考え方に由
来すると見るべきであろう。もちろん、現在のインドの政権が、1998 年に核実験
を実施し、その折に核燃料問題等でロシアからの支援を受けた同じインド人民党
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連立政権であることも、一つの要素であろうが、
「帰ってきた印ロ関係」は、さら
に深いインドの「同盟観」にまで掘り下げることが可能なのではないだろうか。
Ⅱでも述べたように、1979 年にソ連がアフガニスタンに侵攻した時、インドは
ソ連の行為を容認しなかったが、国際場裏で批判することもなく、むしろインド
の周辺で生じた地域的な問題を冷戦対立に利用し、その結果、地域を不安定化す
ることを、冷戦の論理で介入する米国などに向けて問題視した。冷戦の一方の雄、
ソ連との「同盟」ではあったが、インドにとってそれは「冷戦同盟」ではなく、
自身の安全保障と密接に結びついた「同盟」であった。
ソ連が崩壊し、もはやかつての冷戦の当事者の面影を失い、中国との間でも主
導権を奪われつつあるロシアとの間での「帰ってきた印ロ関係」において、その、
かつてのような条約上の基盤は持たないが、事実において回復した「同盟関係」
は、ロシアもまた「冷戦の論理」から解放され、それゆえに両国が互いにそれぞ
れの利益に基礎づけることによって成立した、等身大の「同盟」となった。それ
は、それぞれのキャパシティを補い合うことによって国際政治の中で協力するこ
との利益の相互承認を基礎としつつ、同時にそれぞれの行動上の制約を互いに受
容する関係であると言えよう。その中で、インドは米国その他の西側諸国から確
実には得られない兵器や技術などの物質的利益を確保し、ロシアは、米国や中国
に対して「大国」としては水をあけられる中で、もう一つの地域大国インドを、
相互の利益を理解するパートナーとして確保する。このクイッド・プロ・クオに
おいて、ウクライナ戦争は、後者、すなわちロシアにとってのこの「同盟」の存
在意義を、クリミア半島併合時同様に、いやそれ以上に認識させるであろうし、
それゆえに、インドの「同盟観」が相互にさらに浸透するまたとない機会となっ
たと言えよう。

おわりに
以上のように、
「帰ってきた印ロ関係」は、インド側のみならずロシア側におい
ても国家政策の危機を迎えることによって、より深化した相互関係に基づく「同
盟観」を共有するに至ったと言えよう。こうしたインドの「同盟観」に基づく印
ロ関係は、かつてインディラ・ガンディーがアフガニスタン問題を米ソ両国の自
制によって平和的に解決させようとしたように、今回のウクライナ危機において
も、ロシアの利益を十分に理解し、ロシアとの信頼関係を構築している地域大国
インドに、何らかの平和的解決の道筋を探求させることになるかもしれない。も
ちろん、欧州の問題はインドにとって未知と言ってよい領域であり、また当事者
が望まない「介入」はインド自身がそのカシミール問題で忌避する「問題の国際
化」にあたり、インドが積極的に行うものとは直ちには考えられない。しかし、
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ソ連がタシケントを提供したように、双方の信頼を得たうえで、交渉の場を提供
するということはありうるかもしれない。
インディラ・ガンディーが成功しなかった理由の一つは、西側諸国が耳を貸さ
なかったことであるが、現在のインドは西側とも協力関係にある。ウクライナに
対する軍事支援を積極的に行っている国々が、停戦の重要性の方へと舵を切れば、
インドの役割がクローズアップされる可能性はないとは言えない。現在のところ、
そうした動きは見えてはいないが、問題の早期解決のための、意外な出口になる
かもしれない。
(2022 年 6 月 27 日)
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インドはなぜロシア非難決議に棄権したのか
The Logic of Abstention:
Understanding India’s Stand on the UN Resolutions on Russia
岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授
Visiting Associate Professor, Center for South Asian Studies,
Gifu Women’s University
笠井亮平
Ryohei KASAI

Abstract:

Immediately after Russia started a military invasion in Ukraine,
the UN Security Council tried to adopt a resolution sponsored by the US and
Albania condemning it. While it was expected that Russia, one of the
permanent members, would oppose such a move against themselves with a
veto, India’s decision to abstain was regarded as a surprise, as the South
Asian nation is increasingly seen as inclined to the West with its participation
in the “Quad” and support for “Free and Open Indo-Pacific,” and considers
itself as the “world’s largest democracy.” India maintains this same attitude in
subsequent resolutions at the UN. This paper tries to identify and analyze
several key rationales that drive India to have the current attitude toward
Russia. While the fact that Russia has been the largest arms provider for
India matters, it also points out some other factors including the "Special and
Privileged Strategic Partnership", the Russia's significance to speak for India
at the UN Security Council, and engagements at multilateral forums such as
BRICS, RIC, and Shanghai Cooperation Organization.

はじめに
ロシア軍によるウクライナ侵攻が始まった翌日に当たる 2022 年 2 月 25 日、国
連安全保障理事会でロシア非難決議の採決が行われた。非難の対象であるロシア
が常任理事国として拒否権を発動することは明らかだったため。不採択に終わる
ことは米英仏にとって織り込み済みだった。常任理事国で、ロシアと友好関係に
ある中国が棄権することも想定内だったはずだ。問題は、その他の理事国がいか
なる対応をするかだった。中国以外に棄権にまわった国が 2 つあった。いずれも
非常任理事国のインドとアラブ首長国連邦（UAE）である。後述するように、イ
ンドはその後も国連でのロシア非難決議案に棄権票を投じている。
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民主主義国であり、近年は日米豪とともに「クアッド」を形成するインドが、
なぜロシアの軍事侵攻という「力による現状変更」に対してあいまいな態度を取
るのか。一連のインドの対応をめぐっては、兵器面でロシアに大きく依存してい
ることが指摘されているが、実際にその程度はどれほどのものなのか。軍事面以
外では、インドとロシアはいかなるつながりを保ち、それが今回のインドの行動
にいかなる影響を及ぼしているのか。さらには、ウクライナ情勢の推移がインド
の対露関係に何らかの変化をもたらしうるのか。本稿は、こうした諸課題につい
て検討を試みるものである。

I. ロシアによるウクライナ侵攻以降のインドの対応
1. 国連のロシア非難決議案に対する棄権
2 月 25 日に安保理で採決が行われたロシア非難決議案（アメリカと非常任理事
国のアルバニアが共同で提出）は、ロシアのウクライナ侵攻は「いかなる国の領
土保全または政治的独立に対する武力による威嚇または武力の行使を慎まなくて
はならない」とする国連憲章第 2 条第 4 項の規定に反するものとし、最も強い言
葉で非難していた。その上で、ロシアに対し武力行使の即時停止と軍の撤退を求
めたほか、ロシアによるウクライナ東部の分離の動きに対する非難も盛り込まれ
ていた 1。
投票に際し、インドの T.S.ティルムールティ国連大使は自国の姿勢について説
明を行った。同大使は、ウクライナ情勢について「きわめて困惑している」とし、
暴力と憎悪の即時停止に向けてあらゆる努力をなすべきと述べた。また、現代の
国際秩序は国連憲章、国際法、国家の主権と領土保全の尊重を基礎としていると
の認識を示すとともに、建設的な解決を見出していくなかで、すべての国連加盟
国がこれらの原則を守る必要があるとし、対話と外交を通じた事態打開を訴えた 2。
その上で、同大使は「これらすべての理由により、インドは本決議案に棄権票を
投じることを選んだ」と締めくくった。説明からすると、決議案に賛成するほう
が自然のように思われる。にもかかわらず棄権としたのは、国際的な諸原則の観
点からはたしかに憂慮すべき事態だが、次節以降で指摘するロシアとの緊密な関
係を踏まえると、賛成はできない、かといって明確に反対するつもりもない、と
いう判断があったのではないだろうか。なお、採決に先立ち、欧州各国の外相が
インドのジャイシャンカル外相に決議案への賛成を求めたほか、アメリカからも
同様の働きかけがあったが、インドの姿勢を変えるにはいたらなかったというこ
とになる 3。
2 月 27 日、安保理は国連総会の緊急特別会合を開催し、ウクライナ情勢につい
て討議する議案の採決も行った。このときもインドは中国、UAE とともに棄権に
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まわった。ロシアは反対したが、手続き事項の採決は拒否権の対象外となるため、
米英仏等 11 か国の賛成で採択された 4。これを受けて総会の緊急特別会合が 2 月
28 日から始まり、3 月 2 日にロシア非難決議案の採決が行われた結果、賛成 141、
反対 5（ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、シリア、エリトリア）、棄権 35 で採択さ
れた。インドの対応はやはり「棄権」だった 5。その後、国連総会では 4 月 7 日に
国連人権理事会におけるロシアの資格を一時停止する決議案の採決も行われた。
これには投票参加国（棄権にまわった国は数に含まれない）の 3 分の 2 の賛成が
必要となるが、賛成 93、反対 24 で採択された。ここで注目されるのは反対が緊
急特別会合よりも大幅に増えていることで、ロシアの資格停止は「危険な前例に
なる」と懸念を表明した中国のほか、キューバやイラン、ベトナムも反対に転じ
たが、インドはそれまでの「棄権」を変えることはなかった 6。

2. ロシアとの資源取引の継続
国連の関連決議に対するインドの姿勢は国際世論が必ずしもロシア非難でまと
まっているわけではないことを浮き彫りにしたが、ロシアとの貿易をめぐる対応
は米欧主導の経済制裁に大きな影響をもたらしている。ウクライナ侵攻を受けて、
欧州連合（EU）は 4 月上旬にロシア産石炭の禁輸、6 月初旬には同国産原油の禁
輸について合意した。天然ガスについては加盟国間で温度差があるが（ 6 月下旬
時点）、ロシアの主力輸出品目であるエネルギーを EU として拒否する姿勢を強
めることで、経済面からロシアを締め付けようとしている。なお、アメリカはロ
シア産エネルギーに依存していないことから、原油、石炭、天然ガスの禁輸を早
い段階から表明していた。また、米欧ともに金融面では SWIFT からのロシア締
め出しやロシア中央銀行の資産凍結など、厳しい措置をとっている。
これに対し、インドはある意味で米欧とは真逆の対応をしている。ウクライナ
侵攻後、インドはロシア産原油と石炭の輸入を急増させているのである。ロイタ
ー通信の調査によると、2022 年 5 月 27 日から 6 月 15 日にかけてのインドのロ
シア産石炭の輸入量は約 3 億 3117 万ドルで、前年同期比で 6 倍を記録したほか、
石油にいたっては 22 億 2000 万ドルで、前年同期比で 31 倍にもなったという。
また、ロシア側業者が石炭について最大 30％の割引をオファーするなど、価格面
でも変化が見られるとも報じられている 7。折からの国際的な資源価格の高騰のな
か、巨大な人口を抱えるインドにとって、安価なエネルギーの確保はきわめて重
要という事情はある。他方で、こうしたインドの対応については、経済制裁の効
果を弱めることになりかねない 8として、制裁を主導する国から懸念の声が上がっ
ている。アメリカのバイデン大統領は、4 月 11 日にモディ首相とオンライン首脳
会談を行った際、ロシア産の原油とガスの輸入を増加させないよう求めた。会談
前にはアメリカ政府高官が、原油をはじめロシアとの貿易を拡大させるのであれ
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ば、インドは「重大な影響」を被ることになると警告を発したこともあった 9。た
だし、アメリカもインドに対しロシア産エネルギーの禁輸までは求めてはいない
し、先述したように 4 月以降もインドがロシアとの取引を継続、さらには増加さ
せていても、具体的な措置を講じているわけではない。

II.

インドの対ロシア軍事依存

インドが一連のロシア非難決議案に賛成せず、棄権という立場を堅持する最大
の要因として考えられるのが、兵器面での依存である。インドのヴァルマ駐ロシ
ア大使（当時）は 2020 年 7 月のロシア紙とのインタビューで、軍事技術協力は
印露関係の「最重要の柱のひとつ」とした上で、「インド軍の装備の 60〜70％以
上がロシア製の兵器だ」と述べた 10。近年、インド軍は兵器調達先の多角化と国
産化を進めており、ロシア製の割合は減っているとの報告もある。ストックホル
ム国際平和研究所（SIPRI）が 2022 年 3 月に発表した報告書によると、インド
の総兵器輸入にロシア製が占める割合は、2012〜16 年に 69％だったのが、2017
〜21 年には 46％にまで低下しているという 11。実際、インド空軍が多目的中距離
戦闘機としてフランス・ダッソー社の「ラファール」を採用したほか、
「 アパッチ」
や「チヌーク」といったアメリカ・ボーイング社製のヘリコプターも配備されて
いる。イスラエルからの兵器輸入も増加傾向にあり、ミサイルや無人偵察機、レ
ーダー等で同国製のものが増えている 12。
他方で、軍備の中核的な部分でロシア製兵器の存在感は圧倒的である。陸軍で
は、陸戦で中心的な役割を担う戦車は、国産の「アルジュン」を除き、 9 割以上
が「T-90」や「T-72」といったロシア製で占められている。2022 年 1 月に、ロ
シア・カラシニコフ社製自動小銃「AK-203」が 7 万挺引き渡されたほか、今後
インド国内の工場で 60 万挺生産する契約がまとまったとも報じられた 13。このほ
か、超音速ミサイル「ブラーモス」は印露が共同で開発したものだし、インド海
軍が保有する唯一の空母「ヴィクラマディティヤ」は、元はロシア海軍の空母「ア
ドミラル・ゴルシコフ」を改装して購入したものである。空軍でも、欧米製の航
空機が増えている一方で、「スホーイ Su-30」や「ミグ 21」といった旧ソ連・ロ
シア製の戦闘機が現役である。ミサイル防衛面では、アメリカが「パトリオット」
の採用を強く働きかけていたにもかかわらず、ロシア製の超長距離地対空ミサイ
ル「S-400 トリウームフ」を採用したこともあった。加えて、こうしたロシア製
兵器の運用に際しては、部品や弾薬の供給、兵士の習熟度の問題もあり、非ロシ
ア製の割合が今後高まっていくにしても、急激なかたちで進むことは考えにくい。
インドは北の国境を中国と、西の国境をパキスタンと接しており、いずれも過
去に戦火を交えたことがある。中国とは国境問題が未解決のままで、2020 年 6
月には北部のラダック地方で印中両軍のにらみ合いが衝突に発展し、45 年ぶりに
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死者が出る事態になった。パキスタンとは、カシミールの管理ライン（LoC）を
はさんで軍事的緊張がつづいている。2019 年 2 月には、ジャンムー・カシミー
ル州（現ジャンムー・カシミール連邦直轄地）のプルワマでパキスタン側から越
境したテロリストがインド治安部隊を襲撃し、多数の死者が出る事件も発生した
（その後インド軍はパキスタン領内に報復攻撃を実施）。このように、地域の安全
保障情勢が予断を許さないなか、インドとしては軍備をおろそかにするわけには
いかないという事情がある。仮にウクライナ情勢をめぐりロシアに強硬な姿勢で
臨んだ場合、兵器の供給面で不利な対応をされてしまっては自国の安全に影響が
出かねないことを考慮すれば、自ずと慎重な姿勢をとらざるをえなくなる。

III.

強固な戦略的パートナーシップと国際場裏での協力

軍事面に限らず、印露両国は密接な関係にある。インドは米中和解とパキスタ
ンへの対抗という必要性から、1971 年に当時のソ連と平和友好協力条約を結んだ。
ソ連崩壊後には、新生ロシアと 1993 年に友好協力条約を結び、2000 年のプーチ
ン大統領訪印時には両国関係を「戦略的パートナーシップ」とすることが決まっ
た。この関係はさらに強化され、日印間では「特別戦略的グローバル・パートナ
ーシップ」が構築されているが、印露の場合は「特別で特権的（ Privileged）な
戦略的パートナーシップ」となっている。この関係のもと、印露は軍事面に加え、
エネルギー（原子力発電）、経済、宇宙開発・科学技術をはじめ、幅広い分野での
協力を展開してきた。2020 年 2 月から 2022 年 2 月にかけて、新型コロナウイル
スによるパンデミックの影響で各国の外交活動が大きな制約を受けた。こうした
なか、プーチン大統領は 3 度だけ国外に出たが、その 1 回が 2021 年 12 月のイン
ド訪問であり、ロシアにとってもインドが重要な存在であることを示すもものと
言える 14。
印露の密接な関係は、国際場裏でも発揮されている。インドにとっては、国連
安保理で自国に不利な内容の決議案に対し、拒否権を発動し否決に持ち込んでく
れるという点で、ロシアは欠かすことのできないパートナーとなっている。イン
ドがロシア非難決議案に棄権しているのは、こうしたロシアの行動と対を成すも
のと言える。なお、1979 年に当時のソ連がアフガニスタンに侵攻したときも国連
総会の緊急特別会合が招集され、ソ連非難決議が採択されたが、インドは棄権し
ている。インドがアメリカとの関係強化を進めていることで、
「インドの利益代弁
者」としてのロシアの価値は相対的に低下しているとの指摘もある 15 。たしかに
この 20 年におけるインド外交の最大の変化は対米関係の進展ではあるものの、
やはり今回のウクライナ情勢をめぐる対応を見るかぎり、対露重視姿勢は依然と
して揺るぎないものがある。むしろ、対露関係と対米関係（および日豪を加えた
クアッド）を使い分けているのが現在のインドの外交姿勢ではないかと思われる。
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なお、ロシアとの関係では、上海協力機構（ SCO）や BRICS、ロシア・インド
・中国（RIC）3 か国会議といった多国間での枠組みでの協力があることも付記
しておきたい。

おわりに
これまで見てきたように、インドがソ連時代から継続してきたロシアとの関係
を踏まえると、今回のウクライナ情勢をめぐり同国に強硬な姿勢で臨むことは選
択肢には入らないことがわかる。他方で、対米関係の改善、
「クアッド」への参加、
「自由で開かれたインド太平洋」への支持といった近年の取り組みについても、
中国というファクターを考えれば今後も関与を続けていくことになるだろう。イ
ンドが「グローバル・パワー」として国際社会での存在感を増していくなかで 、
国際的な諸原則——まさに安保理で指摘した、国連憲章や国際法の尊重がそれであ
る——を擁護する役割もいっそう求められている 16。そうしたなかで、国連での「棄
権」という投票行動は、まさにロシア非難に加わるわけにはいかないが、かとい
ってロシアと完全に歩調を同じくすることも得策でないという、インドの姿勢を
非常によく表したものだと言える。
（2022 年 6 月 27 日）
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