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ロシア・ウクライナ侵攻による
経済への影響
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ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、2月末よりウクライナの3方向から進行。
キーウやマリウポリなど大都市が攻撃の標的とされ4月1日時点で継続中

軍事侵攻の概要1)

出処：UK Ministry of Defence、UNHCR、The Guardian、 Financial Times、 New York Times 
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軍事的状況 • ロシアの地上戦進出は依然大きく停滞

• ロシアがまだウクライナ領空の制空権を握れ
ていない

• キーウ、ハリコフ、マリウポリへの激しい砲撃

• 港町マリウポリ市で包囲と人道的危機が深
まっている

死傷者数 • ウクライナ兵：2,000〜4,000人

• ロシア兵：7,000〜10,000人

• 民間人：死者902人、負傷者1,459人

• ロシア・ウクライナ、和平交渉が進展、トルコ・
イスラエルが仲介と報じられる

• マリウポリはロシアによる包囲の支配権放棄
の期限を拒否

外交

• ロシアは、推定8000万人のフォロワーがいる
ソーシャルメディアネットワークInstagramを禁
止に

• ウクライナ難民：330万人以上

その他
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侵攻開始からの戦闘位置
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1) 2022年3月21日現在 2) MDとは「軍管区」のことで、ロシア軍の行政区画を表す。
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ロシアに対する対抗措置として、欧米諸国は企業の需要側と供給側の双方に影響
を与える制裁を課している

制裁措置の概要と主な経済的影響

コメント

• 制裁は、企業の販売側と供給
側の双方に打撃を与える

• 制裁は、すでにかなり厳しく
なっているが、各国にはこれ以
上に厳しくする余地がある

• また、ロシアのエネルギー分野
にも制裁を加えられているが、
特にEU諸国は、ロシアのエネ
ルギー製品の安定供給に依存
しており、ロシアの石油・ガスに
対する米国の禁輸措置に加
わっていない

既に課された制裁 今後の制裁措置の可能性

EU市場

その他の

地域

非エネルギー

製品

エネルギー

需
要
側

供
給
側

制
裁
の
影
響

ロシアの銀行に対し、
SWIFTからの一部の
除外と制裁措置

特定製品の
輸出入禁止

出所： プレス調査

該当する市場に対する制裁措置

ロシア中央銀行
の資産凍結

EUによる
エネルギー
全面禁輸

SWIFTから
すべてのロシア
の銀行を締め
出す措置
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戦争と制裁の両方が、すでにインフレ基調だった商品価格のさらなる上昇を引き起
こしている
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商品の価格推移について
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エネルギー 金属 農業
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1) $/buは、1ブッシェルあたりのドル価格。 ブッシェルは帝国単位で、農産物の容積を表す米国の慣例的な単位である。 2) 名目ドルベース月次物価指数、2010 = 100 
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戦争・制裁による経済的影響を試算するため、3つのシナリオを作成し、
主要な地域と産業への影響を分析

概要
• ウクライナ侵攻による経
済的影響、並びに主要
国・地域の経済成長に対
する制裁の影響を評価

• 状況は非常に動的で変化
が大きいため、紛争期間
と制裁の強さの両方に基
づいて、3つの異なるシナ
リオを定義

• 主要産業への影響評価
については、欧州連合
（EU）の市場に焦点をあて
ている

• 総合的なリスクは、供給
市場と販売市場の潜在的
な混乱を分析することに
よって導き出される

3
欧州連合（EU）の
セクター別への影響シナリオの説明1 2 国・地域別の分析

主要地域の分析：

欧州連合（EU）

• 戦闘に隣接する地域で、エネルギー輸入
に大きく依存している

米国

• エネルギー供給と軍備の代替品として、
紛争の受益者となる可能性がある

中国

• ロシア、ウクライナへの経済的依存度は
比較的低い

3つのシナリオの定義：

A: 紛争が早期に収束した場合

– 2022年上半期に停戦し、さらなる制
裁強化もない短期間の紛争

B: 紛争が長引く場合

– 紛争は2022年後半期以降も続くが、
さらなる制裁強化はない

C: エネルギー禁輸の場合

– 紛争は長期化し、欧米諸国は完全
なエネルギー禁輸措置に踏み込み、
さらに制裁を次々と科す

紛争による打撃を最も受けているのは、欧州連合
（EU）の経済であると捉え、EUの主要産業への影
響を需要側と供給側それぞれ分析。産業によって
その影響は多様であることが判明（以下抜粋）

金属

• 特定金属の主要供給国としてロシアに依存し
てるセクターであり、エネルギー需要が高い

化学

• ロシアからの原料輸入に依存しているセクター
であり、エネルギー需要が高い
物流

• 物流業界の運営コストのうち、エネルギーに費
やされる割合は非常に高い
自動車関連

• 消費者需要の減少、エネルギー・非エネル
ギー製品への依存度の低下

主要地域

米国
欧州連合（EU）

中国

主要産業

自動車関連化学金属 物流
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EU市場

その他の

国・地域

軍事、外交ともに非常に流動的な状況であり、シナリオは政治的な決断に依存

停戦までの期間

シナリオの説明

影響について：

制裁

シナリオ

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

制裁のさらなる強化はなく、後に緩
和される

• 和平交渉の結果、2022年上半期に停戦

• 2022年上半期に制裁を継続、下半期に徐々に
縮小

制裁はこれ以上強化されない 欧米のエネルギー全面禁輸など、
制裁の拡大

短い （2022年上半期に停戦）

• 和平交渉は依然不調

• 戦争は続き、ゲリラ戦に移行する可能性もある

• 2022年以降も制裁は継続される

• 欧州連合（EU）、ロシアの石油・ガスに対する現
行の禁輸措置に参加

• 金融・経済制裁を拡大

• 戦争は続き、ゲリラ戦に移行する可能性もある

長い （2022年下期以降）

• 2022年上半期 消費者マインド低下

• 2022年下半期 徐々に回復

• 2022年 僅かな影響でとどまる

• 2023年 キャッチアップ効果が見込まれる

• 2022年 短期的なサプライチェーンの混乱が起
きる

• 2022年 価格上昇は、欧州連合（EU）の利益と
個人消費を減少させる要因となる

• 2023年年間を通して コストが上昇し、欧州
連合（EU）の利益と個人消費は減少する

• 欧州連合（EU） で価格高騰、エネルギー不足
により、2022年以降も生産停止が相次ぐ

• 2023年 長期的なサプライチェーンの混乱が起
きる

• 2023年 長期的かつ深刻なサプライチェーン
の混乱が起きる

• 2022年 僅かな影響でとどまる

• 2023年 キャッチアップ効果の可能性がある

• 2022 中度の影響

• 2023年 キャッチアップ効果の可能性がある

• 2022年 消費者マインド低下

• 2023年 徐々に回復

• 2022年 消費者マインドの低下

• 2023年 回復する可能性がある

A 紛争が収束した場合 B 紛争が長引く場合 C エネルギー禁輸の場合

非エネルギー

製品

エネルギー

需
要
側

供
給
側
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シナリオCのエネルギー禁輸の場合、EUの経済は短期的に大きな打撃を受ける

戦争とそれに伴う制裁が欧州連合（EU）に与える影響

4.0
2.83.1 3.0

-0.9 +0.2

紛争前の推定値 シナリオの予測

4.0
2.82.1 2.4

-1.9
-0.4

4.0
2.8

-3.0

1.7

-7.0
-1.1

経
済
成
長
へ
の
影
響
の

試
算

[%
]

経
済
効
果
の
評
価 • エネルギー・材料・物資のサプライチェーンの長期

的な混乱

• 急激なインフレで消費意欲が減退し、国内消費は
激減

• 2023年、経済は徐々に新しい状況に適応し、緩や
かに回復する

• 不確実性の高まる環境下で、短中期的に個人消
費と投資の勢いが弱まる

• サプライチェーンの問題の継続と拡大が輸出を弱
め、消費者心理をさらに悪化させる

• エネルギー不足が予想されないため、不況は起き
ない

• サプライチェーン問題やエネルギー価格の上昇に
より、欧州連合（EU）は成長損失を被る

• エネルギー価格の正常化に伴い、2023年には緩
やかなキャッチアップが見込まれる

-0.8

A C
-2.3 -8.2

注：累積インパクトは、紛争前シナリオとそれぞれのシナリオにおける2023年末の推定GDPの差として計算。

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

累積的影響1)

紛争が収束した場合 紛争が長引く場合 エネルギー禁輸の場合B

2022 2023 2022 2023 2022 2023

出処：欧州委員会、Roland Berger の推計
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米国経済は、ロシアの影響を回避することが可能であり、シナリオCだけが比較的
な大きな影響を受ける

戦争とそれに伴う制裁がアメリカに与える影響

3.9

2.6

3.7
2.9

-0.2
+0.3

紛争前の推定値 シナリオの予測

3.9

2.6

3.5
2.7

-0.4
+0.1

3.9

2.6
3.0 2.9

-0.9
+0.3

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

経
済
効
果
の
評
価 • エネルギー禁輸による混乱が、米国経済の基盤に

も影響

• 欧州連合（EU） のエネルギー需要の増加により、
2022年には損失の一部しか相殺できない

• エネルギー価格の高騰と欧州連合（EU） の需要増
により、エネルギー分野への投資が活発化し、
2023年の成長率が高まる

• 戦争継続で欧州連合（EU） の需要が抑制される中、
2022年の成長率はやや低下

• 2023年には混合効果、EUのエネルギーと防衛の
需要は強く、資本財と消費財の需要は少ない

• 米国経済は対ロシア貿易への依存度が低いため、
損失は軽微にとどまる

• 2023年、欧州連合（EU）の軍需・エネルギー追加需
要によるキャッチアップ効果

累積的影響1)

A C紛争が収束した場合 紛争が長引く場合 エネルギー禁輸の場合B

経
済
成
長
へ
の
影
響
の

試
算

[%
]

2022 2023 2022 2023 2022 2023

0.1 -0.3 -0.6

注：累積インパクトは、紛争前シナリオとそれぞれシナリオにおける2023年末の推定GDPの差として計算されている。

出処：欧州委員会、Roland Berger の推計
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中国経済は、ロシアの製品やエネルギーに依存していないため、経済への影響は
すべてのシナリオで比較的小さい

戦争とそれに伴う制裁が中国に与える影響

5.5 5.25.4 5.3

-0.1 +0.1

5.5 5.25.2 5.3

-0.3 +0.1

5.5 5.24.9
5.5

-0.6
+0.3

2022 2023 2022 2023 2022 2023

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

紛争前の推定値 シナリオの予測

経
済
効
果
の
評
価 • 欧州連合（EU） のエネルギー禁輸の長期化でEU

の中国製品に対する購買力が低下

• 中期的には、ロシアのエネルギー輸入が割安にな
り、中国の成長が促進されるというメリットがある

• 紛争の長期化は、欧州連合（EU ）の需要の弱体
化により、中期的には中国経済にも若干の影響を
与えるが、成長は堅調に推移する

• 中国経済は、ロシアやウクライナとの貿易への依
存度が低いため、ほとんど影響を受けない

累積的影響1)

A C紛争が収束した場合 紛争が長引く場合 エネルギー禁輸の場合B

経
済
成
長
へ
の
影
響
の

試
算

[%
] 0.0 -0.2 -0.3

注：累積インパクトは、紛争前シナリオとそれぞれシナリオにおける2023年末の推定GDPの差として計算されている。

出処：欧州委員会、Roland Berger の推計
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欧州の産業界では、エネルギー価格の上昇とサプライチェーンの問題から強い影
響を受けると予想。需要側への影響は比較的軽微

欧州連合（EU）域内産業への影響

産業分野#

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

供給側

非エネルギー
製品

エネルギー
関連製品

その他の国
や地域

需要側

欧州市場

自動車4

化学2

食品5

機械6

観光・旅行8

建設10

金融サービス12

製薬・医療技術13

金属産業1

消費財・小売9

非常に弱いマイナス影響 非常に強いマイナス影響

エネルギー・公共事業7

物流3

防衛11

アプローチ

• シナリオ A 「紛争が収束した場合」を用いて、EUの各産業への影響を評価

• 需要側の市場への影響を評価するため、私たちは以下の点を検討

– 関連商品の需要弾力性、および需要が全体的な経済発展や他の産業の発展にど
の程度依存するか

– 紛争が欧州域外の輸出市場に与える影響は、どの程度になる可能性があるか

• 供給市場への影響を分析するため、私たちは以下の点を確認した

– 非エネルギー製品への影響については、付加価値額全体に占めるロシアおよびウ
クライナからの輸入中間財の割合と、これらの国から現在不足している重要かつ代
替性のない財が供給されているかどうか確認する

– エネルギー製品への影響については、各産業の付加価値に占めるエネルギー消費
量の割合から算出

主な調査結果

• 欧州連合（EU）内の産業では、需要側への影響は、供給側への影響よりも小さい

• しかし、欧州市場は消費者心理の低下と物価上昇により、需要側もマイナスの影響を
一定受ける

• ロシア・ウクライナを除く地域の経済成長は、紛争の影響を大きく受けていないため、
これらの地域への欧州連合（EU）の輸出はほとんど変わらず影響を受けないままであ
る。一方、ユーロ安は、欧州の輸出品の競争力を高める可能性がある

• 製造業とエネルギー多消費型・炭素集約型の産業は、非エネルギー製品、エネル
ギー製品ともに供給問題の影響を強く受けた



11

自動車産業では資材不足の影響が大きい一方で、他のセクターでは、エネルギー
価格の上昇と資材不足の影響が大きい

産業分野 (1/4)

供給側への影響

非エネルギー関連製品 エネルギー関連製品

需要側への影響

非常に弱いマイナス影響 非常に強いマイナス影響

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

その他の国や地域欧州市場

金属産業 需要は経済全般、特に自動
車産業の発展に左右される。
自動車の生産中止で顕著な
混乱が見られる

供給不足による自動車生産
台数の減少、およびコール
オフの減少の影響を受ける

ロシアは、ニッケル・アルミニ
ウム・パラジウムなどの金属
や、鉄鉱石ペレット・原料炭
などの鉱物の主要な供給国
である

金属工業の操業コストのうち、
エネルギーや還元体の占め
る割合が非常に高い

化学 需要は経済全体の発展に左
右されるが、金属産業よりも
多様なセクターからの需要
がある

ユーロ安が競争力を高める
一方、深刻な景気後退は予
想されないため、影響は軽
微

天然ガスやメタノールなどの
重要な原材料は、ロシアや
ウクライナから供給されてい
る

化学産業における操業コスト
のうち、エネルギーに費やさ
れる割合は非常に高い

欧州連合（EU）における紛争
による需要減速の影響は、
Covid-19危機による需要停
滞でほぼ相殺される

自動車 自動車産業における操業コ
ストのうち、エネルギーに費
やされる割合は中程度である

ユーロ安が輸出競争力を高
める一方、深刻な景気後退
は予想されないため、影響
は軽微

重要な金属および一部の副
資材はロシアまたはウクライ
ナに由来するが、中期的に
は代替供給が可能

物流 需要は全体的な経済発展に
左右されるため、多くの地域
で新たなサプライチェーンの
構築が必要になる

ロシア、ウクライナ経由の輸
送は他のルートに切り替え
なければならず、コストと時
間のプレッシャーがかかる

陸上輸送を行う事業者また
はその関係者のかなりの部
分がウクライナに拠点を置い
ており、ドライバー不足はさ
らに深刻になることを示唆

物流業界の運営コストのうち、
エネルギーに費やされる割
合は非常に高い
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エネルギー価格の上昇は、特にエネルギー集約型産業に影響を与える。機械では、
供給側だけでなく需要側の影響も大きいと推察

産業分野 (2/4)

供給側への影響

非エネルギー関連製品 エネルギー関連製品その他の国や地域

需要側への影響

欧州市場

非常に弱いマイナス影響 非常に強いマイナス影響

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

機械 経済発展（特に自動車産業）
に依存する需要

ユーロ安が輸出競争力を高
める一方、深刻な景気後退
は予想されないため、影響
は軽微

希ガスや金属などの重要な
原料は、ロシアやウクライナ
から調達している

機械工学における運用コスト
のうち、エネルギーに費やさ
れる割合は低い

エネルギー・
公益事業

エネルギー需要は一部非弾
力的であり、価格上昇により
産業用消費は減少し、売上
は一定に保たれるはずであ
る

エネルギー需要はほとんど
非弾力的、EUのRoWへのエ
ネルギー輸出はごくわずか

再生可能エネルギーのイン
フラを構築するために、ロシ
アから金属などの供給が必
要な場合がある

炭素系エネルギー供給会社、
特にガスはロシアの輸入に
大きく依存している

食品 食品需要のほとんどが非弾
力的

食料需要は、ほとんど非弾
力的で、ユーロ安が輸出の
競争力を高める

肥料やロシア・ウクライナ産
小麦などの食料品への高い
依存度

食品産業における操業コスト
のうち、石油に由来するエネ
ルギーと包装資材の割合が
高い
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観光産業が不確実性の増大とエネルギーコストの高騰に苦しむ一方、建設業と
消費財は資材不足・コスト上昇の影響が大きい

産業分野(3/4) 非エネルギー製品 エネルギー関連製品その他の国や地域欧州市場

非常に弱いマイナス影響 非常に強いマイナス影響

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

観光・旅行 需要は全体的な経済発展に
依存するが、地政学的な不
安定さが要因で人々の旅行
意欲が減退

欧州の政情不安による需要
の減少、およびユーロ安によ
る競争力の向上

ロシアやウクライナから飛行
機や列車などの非エネル
ギー旅行商品の供給が事実
上ないこと

旅行業における営業コストの
うち、エネルギーに費やされ
る割合は高い

消費財・小売 消費財の需要はほぼ非弾力
的だが、嗜好品はややネガ
ティブな影響を受ける可能性
がある

需要への影響は少ないが、
ユーロ安で輸出が緩和され
る。ロシア市場の喪失により、
若干の影響あり

食料品や金属など、一部の
中間製品はロシアやウクライ
ナを原産地としている

消費財・小売業における営
業コストのうち、エネルギー
に費やす割合は中程度であ
る

建設 ビルや公共インフラの建設
需要はほぼ横ばいと予想

海外企業は、グローバルに
建設事業を展開しているた
め、ほとんど影響を受けない

ビチューメン（瀝青）や建設
用鋼材など、一部の中間製
品はロシアが原産地

建設業における操業コストの
うち、エネルギーに費やされ
る割合は中程度である

供給側への影響需要側への影響
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金融サービス、医薬品は最も被害の少ない領域。防衛は需要増を見込むが、資材
不足の影響が存在

産業分野 (4/4) 非エネルギー関連製品 エネルギー関連製品

非常に弱いマイナス影響 非常に強いマイナス影響

1 シナリオの説明 2 国・地域別の分析 3 セクター別効果

その他の国や地域欧州市場

製薬・医療技術 医薬品需要の大半は非弾力
的

医薬品需要は概ね非弾力的。
ユーロ安は輸出競争力を高
める。

中間財と原材料のうち、ロシ
アとウクライナに由来するも
のの割合は限定的

製薬・医療技術産業におけ
る営業コストのうち、エネル
ギーに費やす割合は低い

金融サービス 景気後退によるローン需要
の減少を見込む

EUの金融サービス企業のロ
シアへのエクスポージャーは
限られている

中間製品への依存度が低い 金融サービス業における営
業費用のうち、エネルギーに
費やされる割合は非常に低
い

防衛 政府支出の増加により、防
衛需要の拡大が見込まれる

政府支出の増加により、防
衛需要の拡大が見込まれる

重要な金属、希ガス、チタン
（鍛造品）などの中間製品は、
ロシアまたはウクライナに由
来する

防衛産業における運用コスト
のうち、エネルギーに費やす
割合は低い

供給側への影響需要側への影響
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分析からの示唆と企業にとっての重要論点

企業にとっての重要
論点
• ロシアやウクライナショッ
クに対して、当社のサプ
ライチェーンはどの程度
脆弱か

• 原材料や資材が不足す
る可能性をどう防ぐか

• 侵攻がコスト構造に与え
る影響はどの程度か

• 将来、地政学的なショッ
クに耐えられるような強
固なサプライチェーン・組
織基盤を作るには、何を
すべきか

地理的に近く、経済的にも密接な関係にある欧州連合（EU）は、特
にエネルギー供給において、経済的に最も影響を受けている

ロシア・ウクライナ侵攻は、原材料の入手可能性やサプライチェー
ンの脆弱性という点で、パンデミック以前から既にあった傾向を加
速。国際貿易の減少という点でも同様に加速化

ロシアとウクライナからの資源問題のインパクトが大きく、経済的な
影響は供給側の方が大きい。需要側では、地理的に近く経済的な結
びつきがあることから、欧州連合（EU）の市場は、他の地域の市場よ
りも大きな影響を受けている

原材料高騰やエネルギー価格の上昇に伴い、企業のコスト構造
は悪化。価格転嫁できるサプライヤーはよいものの、価格転嫁が
できないサプライヤーはおそらく苦しむことになる

グローバルなバリューチェーンに大きく関与しているセクターは、よ
り多くの影響を受けている。全体として、影響は多岐に渡っており、
エネルギーやコモディティのセクターは大きな影響を受けている
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ローランド・ベルガーは、影響の大きい企業を支援するために、多様なソリューショ
ンを開発

360°評価 「シチュエーションルーム」

パフォーマンス・プログラム シナリオ分析

ローランド・

ベルガー

のサービス

サプライチェーンのボトルネックに関
連する、業務・組織上のリスクを特定
するための評価

危機から生じる悪影響に対処する
ための行動計画を立案・実施・監

視する専門チームを設置

危機的状況下でいかにコストを削減する
か。それを乗り越えた後に事業立ち上げ
に向け、いかに備えるべきか。さらに長期
的なビジネスモデルへの調整などといっ
た、重要な課題に対処するプログラム

投資家・金融・公的機関に対し、流
動性の必要性を証明するための財
務的効果を算出
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お問合せ、ご質問、ミーティングのお申込みについては下記までご連絡下さい

連絡先

株式会社ローランド・ベルガー

マーケティング・広報

岡田 麗愛

lena.okada@rolandberger.com

Disclaimer

This study has been prepared for general guidance only. The reader should not act on 

any information provided in this study without receiving specific professional advice. 

Roland Berger Strategy Consultants GmbH shall not be liable for any damages resulting from the 

use of information contained in the study.




