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2022 年 9 月 3 日 的場昭弘フォーラム事後報告 

       （9 月 25日 矢沢国光） 

■9.3 フォーラムの案内 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●期日 2022 年 9 月 3 日（土） 13時 30分～16 時 30 分 

●開催形式 ZOOMによるオンライン 

●講師 的場昭弘［神奈川大学教授 社会史,社会思想史］ 

【Amazon の著者紹介より】1952 年生まれ。神奈川大学教授。慶應義塾大学大学院経

済学研究科博士課程修了、経済学博士。マルクス研究の第一人者。社会思想史、マルク

ス経済学専攻。著書に『超訳「資本論」』全 3 巻(祥伝社新書)、『未来のプルードン』(亜

紀書房)、『カール・マルクス入門』(作品社)、『最強の思考法「抽象化する力」の講義』

(日本実業出版社)、『資本主義全史』(SB 新書)、『一週間 de 資本論』(NHK 出版)、『マ

ルクスだったらこう考える』『ネオ共産主義論』(光文社新書)、『未完のマルクス』(平

凡社)、『いまこそ「社会主義」』(池上彰氏との共著・朝日新書)、『復権するマルクス』

(佐藤優氏との共著・角川新書)。訳書にカール・マルクス『新訳 共産党宣言』『新訳 初

期マルクス』『新訳 哲学の貧困』(作品社)、ジャック・アタリ『世界精神マルクス』(藤

原書店)など多数。 

 

●テーマ ヨーロッパ動乱史に探るウクライナ戦争の歴史的背景 

 【前半（9月 3 日） 三十年戦争から第一次大戦前まで 西欧「国民国家」による東欧「帝

国」の解体】 

 はじめに 

 ウクライナの布置―ビザンツ文明 

モンゴルとタタール 

オスマントルコの拡大と西欧、ロシアへの影響 

1812 年のナポレオンのロシア遠征とウィーン会議 

クリミア戦争とロシア包囲網 

 

【後半（１０月 8日）第一次大戦以降】 

帝国主義の再分割と第一次大戦 

ロシア革命とウクライナ 

ベルサイユ条約 

ソ連共産主義の民族問題 

ナチスドイツの台頭 
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第二次大戦と東方戦線 

戦後の冷戦のはじまり ギリシアを巡る攻防 

 

 

●参考文献 

 的場昭弘著『「19 世紀」でわかる世界史講義』日本実業出版社 (2022/7/1) 

週刊東洋経済 2022 年 5/14 号[雑誌](欧州動乱史) 

 

                                  的場昭弘 

 

■講師の報告（的場昭弘） 

●はじめに 

 私がこれからお話しするウクライナに関して、次の条件

を付しておきます。私は固有のウクライナ史の話をしませ

ん。対象は、今の東欧、ロシア、中東、トルコの歴史として取り扱います。それは西ヨーロ

ッパのフランスやイギリスとちがって、この地域の国民国家の歴史がきわめて短いことと、

これらの地域が民族や言語そして宗教を超える巨大な帝国の中に位置していたからです。 

 ある意味きわめて特殊ともいえる国民国家が成立するまで、多くの人々はこの帝国の版

図の中にいました。少なくともこれらの地域が、国民国家として出発するのは、1919 年の

ベルサイユ条約以降ですので、それ以降の歴史については次回にまわします。 

 

 ウクライナと東欧を見るとき、まずこの地域がさまざまな民族の通り道であったことに

気づきます。地理的に見て一つの民族がずっと定着するというような場所ではありません。

遠い昔のスキタイ人などは除くとして、あるときは、モンゴル帝国、あるときはビザンツ帝

国、あるときはオスマントルコ帝国、そしてオーストリア帝国やロシア帝国、そして第三帝

国そしてナポレオンのフランスなどがこの地域に侵攻していることです。その意味でこれ

らの地域における Invasion(侵攻)は、日常茶飯事のことだったと思われます。 

 歴史的にみると、紀元前二〇世紀の時代からこれらの地域は歴史に登場しますので、その

意味で人類のもっとも旧い地域だったということが特筆されます。それは、アフリカからわ

たってきた人類が、中東から小アジア、ウラル山脈、インドなどへちらばっていった際の、

要の地域であったこと。古代のアッシリアやヒッタイト、スキタイ、ギリシア、ローマなど

人類初期の文明が交錯する人類の故郷でもあることです。 

 そして宗教と民族、言語、文字といった国民国家の基準も、こうした地域ではそもそも存

在していなかったことも重要です。宗教も、ユダヤ教、キリスト教、正教、ムスリム、拝火

https://www.amazon.co.jp/%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88-2022%E5%B9%B45-14%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E5%8B%95%E4%B9%B1%E5%8F%B2/dp/B09W79MX81
https://www.amazon.co.jp/%E9%80%B1%E5%88%8A%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88-2022%E5%B9%B45-14%E5%8F%B7-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E5%8B%95%E4%B9%B1%E5%8F%B2/dp/B09W79MX81
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教などさまざまな宗教が混淆していたことです。民族に関しても、大移動によって度々変わ

り、混淆していったことです。言語に関しても、ラテン語、ギリシア語、アラブ語といった

帝国言語がありましたが、それぞれが言語をもち、文字に関しても混淆していたわけです。 

 

 さて、これらの対象地域の歴史をどこからはじめるかは、なかなか難しいところがありま

す。ウクライナ紛争という点を見ると、最初にローマ帝国の崩壊とビザンツ帝国の出現（４

世紀）、イスラム教の出現とビザンツへの圧力（７世紀）、十字軍（11 世紀）、スラブ人の正

教会への加入（８世紀）を最初に語り、その後モンゴルの侵入（13 世紀）と大帝国の出現、

そしてロシアの出現（９世紀）までを語り、主たる話は 15 世紀のオスマントルコの出現と、

東欧、黒海地域のイスラム化、それに抵抗する 16 世紀から 17 世紀のロシア、オスマント

ルコ、タタール、コサックから 20 世紀のベルサイユ条約までを語ることにします。 

 視点としては、現在国民国家を形成する国の歴史ではなく、東欧、ウクライナ、ロシア、

トルコなどの地域の歴史、帝国の歴史から見ることにします。 

 

●ウクライナの布置―ビザンツ文明 

かつて旧ユーゴスラビアのクロアチア共和国ザグレブに私が住んでいたとき、その地域の

ひとたちからこう教えられていました、バルカン半島を南に行けば行くほど文明から遠ざか

るのだと。西欧文明で教育を受けていた私も、それをなるほどと思っていました。しかし、

時がたつにつれてこれはおかしなことだと気づきます。ザグレブを流れるサヴァ川という川

があります。そこを下っていくと現在はセルビアの小さな町になっているスレムスカ・ミト

ロヴィッツァという町があります。そこはローマ時代の首都でもありました、名前はシルニ

ウムです。ローマの皇帝が多くここで生まれています。さらにドナウ川と交錯する今のベオ

グラードは、昔はシンギドゥンという古代ローマの都市でした。これらの都市は、ローマ時

代は中心的都市で、文明の中核にあったのです。南のセルビアのニーシュはコンスタンチヌ

ス皇帝が生まれています。ブルガリアに行ってもローマ都市であったセルディカは今のソフ

イアであり、トルコのエディルネは昔のアドリアノープルで、そのまま今のイスタンブール、

ローマの首都、東ローマの首都、ビザンツの首都、オスマントルコの首都、今のトルコ最大

の都市に通じる道のあったところです。 

18世紀以降、パリやロンドンに近いことが、文明に近いことになったのですが、オスマン

トルコの時代や、ビザンツの時代、そしてローマの時代にさかのぼれば、文明の中心はビザ

ンツ、コンスタンチノープル、イスタンブールでした。だからこの都市に近いことが文明に

近いことであった。この体系が大きく崩れたのは、18 世紀のオスマントルコが衰退してから

のことにすぎないのです。数千年の歴史の尺度でみれば、トルコ、ブルガリア、セルビアの

方がクロアチアよりも文明に近いともいえます。もちろん、クロアチアもアドリア海沿岸に

は、プーラ、スプリット、ドブロブニクなどがあり、パリやロンドンなどより旧い歴史をも



4 

 

っていたし、文明の中心にいたともいえるのです。 

 

これは、中東と西欧との関係に関してもいえます。歴史を

遡ると、本来のヨーロッパはこのビザンツの地域に広がって

いたといえます。崩壊した西ローマは、ビザンツさらにはイ

スラム文明に比べれば小さな文明として 11 世紀まで停滞し

ていといえます（たとえ西欧にフランク帝国が生まれていた

としても）。 

 

だから 18 世紀までの歴史をみれば、ヨーロッパの歴史の

中心は、小アジア、バルカン、ギリシアであったといえます。

そしてその北に広がる地域にスラブ族やゴート族などがい

た。とりわけロシアやセルビアとなるスラブ系は、このビザ

ンツとの関係を抜きには語れないといえます。だからこそ、

ロシア、ウクライナ、ルーマニア、セルビア、ブルガリアと

いった正教会文明圏、そしてイスラム圏であるトルコ

やボスニア・ヘルツェゴビナ、アゼルバイジャンなど

は、カトリックやプロテスタントの地域ではないこと

で、西欧から切り離され、今でも非西欧として扱われ

6 世紀 

7 世紀 

8-9 世紀 
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ることが多いのです。 

スラブ人は南下して 8 世紀に正教会に入

って行きます。11 世紀に北方十字軍やエル

サレムへの十字軍が来襲しても、彼らは頑強

に正教会を守り続けます。そして 1453 年に

ビザンツが崩壊した後も、イスラム圏で正教

会圏として生き残るのです。ロシアのルーシ

であるキエフ公国のウラジミールは 10世紀

にビザンツで正教会に入信し、ビザンツ文明

の周辺国として発展していきます。その後も

ロシアは、17 世紀後半ピヨトル大帝が西欧

へ舵を切るまで、ビザンツ文明、東方正教会

の文明の中で生きていきます。これは、バル

カンの地域も同じで、大きくカトリックと東

方正教会の対立の中で、ビザンツ文明の中に

いたわけです。当時の 10世紀のビザンツは、

10世紀 12世紀 

11世紀 
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西はイタリアの南側のクロアチアのリエカ、そしてセルビア、ルーマニア、黒海のクリミア、

グルジア、アルメニア、クルド地域を含む広大な帝国をなしていました。スラブ系の中では

ブルガリア王国が大きく、10 世紀それに対抗する王国であったクロアチアのトミスラフの王

国も、ブルガリアに敗北していきました。11 世紀には、ビザンツはセルジュクトルコ、ロシ

ア、十字軍に囲まれ、次第に弱体化していきます。 

ブルガリアの後、この地域はセルビア王国が大きくなり、やがて 14世紀にオスマンの支配

下に屈します。最後に残ったビザンツも 15 世紀にオ スマンに吸収され、オ

スマントルコの首都となります。 

  

●モンゴルとタタール 

南スラブ族は、ビザンツの中でやがて

一部はカトリック、一部は正教会へと分

かれるのですが、13 世紀ウクライナ地域

はアジアから来たモンゴルによって新た

な挑戦を受けます。13 世紀、アジアから

モンゴル帝国が大進撃を行い、北の地域

にあったビザンツ文明圏を根こそぎモン

ゴル帝国の一部にしてしまいます。キプ

チャクハンの領土は、キエフやモスクワ

を包み込み、小アジアのアンカラまでや

って来ます。ビザンツ帝国は北のバルカ

ンとコンスタンチノープル地域を維持

し、なんとか帝国として踏ん張ります。 

それまで北にあったキエフ公国も存在

しなくなり、サライを中心とするモンゴ

ルの領土となります。これによってモン

ゴル系のタタール人がこの地域、すなわ

ちウクライナ地域、ボルガ川の両岸を支

配するようになる。やがて南のチムール

によって崩壊するのですが、16 世紀以降

タタールとしてこの地域に残ります。 

  

13世紀 
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ウクライナ地域には、ロシア人やポーランド人だけでなく、アジア系のタタール人がいま

す。中央アジアを見ると、ちょうどカザフスタンくらいで西欧系とアジア系が混淆してくる。

外見からするとタタール人は西欧系に顔が近いともいえますが、ロシアでは「タタールのく

びき」といって、このタタールの存在がロシア人をヨーロッパ人と見なされない理由となっ

ています。ロシアはビザンツ文明により、西ローマからはずれ、さらにタタールによってア

ジアへと引き裂かれたことで、西欧から分離された地域となるわけです。 

タタールは、ロシアとウクライナをさらに複雑にしているものです。今でもロストフやこ

の地域にはタタール系が多く住んでいます。またロシアには、勇猛果敢で知られるコサック

がいます。コサックも、タタールもウクライナの東、クリミアからドニエプル川流域のドニ

プロ、ザプロージャに住んでいました。コサックは、自由の民、ポーランド＝リトアニアか

ら排除された民であり、やがてロシアに近づきます。 

 

●オスマントルコの拡大と西欧、ロシアへの影響 

モンゴルの襲来の後、大きくこの地域を変えたのが、ビザンツ帝国を滅ぼしたオスマント

ルコです。オスマントルコは、15世紀にビザンツを滅ぼし、バルカン半島を支配し、次第に

西方、北方、東方に拡大していきます。とりわけ重要なものが、ちょうど 16世紀前半西欧の

16世紀 15世紀 
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宗教改革の時代に起こったウィーン包囲と、17

世紀後半イギリスの名誉革命の時代のウィー

ン包囲です。それはスレイマン一世による

1529 年のウィーン包囲からメフメト四世の

1683 年のウィーン包囲までの時期で、オスマ

ントルコが最大の版図を持った時期で、バルカ

ン地域、そして黒海の南岸、ウクライナとグル

ジア地域、北アフリカ（エチオピア）までの地

域を支配下におさめます。 

第一次ウィーン包囲網は、フランスとイギリ

スが、カトリック勢力から分離し、国民国家を

形成しはじめていた時期で、オスマントルコは

その間隙をぬって、攻め込んできたのです。私

が住んでいたザグレブはからくも、支配を免れ

た地域で、オスマンとの国境に近い神聖ローマ

の町でした。それ以外のバルカン地域（ブタペ

ストも含めて）は 17 世紀最後のカルロヴィッ

ツ条約までは、オスマントルコの支配下にはい

りました。 

ウクライナ地域ではアゾフ海の地域はオデ

ッサなども含めてオスマンの支配下にはいり

ます。やがて北の勃興するポーランド＝リトアニアとロシアとオーストリアとの間に厳しい

対立が起こってきます。とりわけ最初に力をもったのは、ポーランド＝リトアニアでした。

北方にはその上にスゥエーデンがいて、ロシアはまだ弱く、この両国の侵略を恐れていまし

た。 

リトアニアにヴィルヌスという町があります。いまは小国リトアニアの首都ですが、かつ

ではポーランド＝リトアニアの中心都市で東方や南方へのカトリック拡大の使命をもってい

ました。ポーランドは、16 世紀から 17 世紀にかけてポーランド＝リトアニア王国はウクラ

イナ地域に大きな勢力をもっていました。侵攻するオスマントルコは 17 世紀後、第二次ウィ

ーン包囲を行いますが、結局ポーランドの支援でオーストリアはなんとかしのぎ、さらには

カルロヴィッツ条約によって、現在のルーマニアのトランシルバニア山脈より北の地域を獲

得し、オスマントルコの侵略を阻むばかりか、オスマントルコの衰退の契機を生み出します。 

17世紀は、モンゴルを継承するタタールがウクライナ東部からクリミアで活動を強める時

代で、1648 年ウエストファリア条約で西欧が新たな国民国家を形成するなか、ポーランド＝

リトアニアに対して反抗します。この反抗はロシアにも幸いし、ロシアがこのウクライナ地

域の奪還に成功します。 

17世紀 
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そのきっかけは、ピヨトル大帝がビザンツ文明から西欧文明に舵を切ったことで、ピヨト

ルはロシアを西欧化し、拡大に転じます。カルロヴィッツ条約以後は西欧が力をつけ、次第

に東進してくる時代で、プロイセンとオーストリアは、この地域に入り、ロシアとともにポ

ーランド地域を完全に消滅させるポーランド分割を行います。こうしてカトリックの東進と

神聖ローマを救ったポーランドは姿を消し、ウクライナ地域にはロシアが拡大していきます。

しかし、この地域はタタール、オスマントルコ、コサックの地域でもあり、ロシア化が十分

進んだというわけではありません。またポーランド時代の移民の残滓とドイツ人などの移民

によるウクライナの西欧化と、ウクライナの西欧化が後に大きな問題を残します。 

 

一方ロシアは、西欧化を進めたことで、ビザンツ文明、東欧正教会の雄である地位を捨て、

西欧に接近しますが、西欧文明はあくまでもロシアをビザンツ文明の継承者として、ヨーロ

ッパに受け入れることを拒否していきます。これが、西欧でもなく、アジアでもない引き裂

かれたロシアを作り上げるのですが、西欧から見るとロシアはタタール、タタールから見る

とロシアは「西欧」という複雑な状況をつくりあげます。これがロシアのオリエンタリズム

の起源となります。これとよく似ているのが日本で、明治維新以後の日本はアジアでありな

がら、アジアでなくなります。ヨーロッパになりたいと思いながら、ヨーロッパから受け入

れられないという複雑な役割を担うのです。 

 

●1812 年のナポレオンのロシア遠征とウィー

ン会議 

西欧の東進を最初に行ったのがナポレオンで

す。1812 年ナポレオンはモスクワ遠征を決行し

ますが、それ以前に東欧地域を支配し、最終的に

ビザンツ文明と正教会の地に乗り込みます（再度

侵略するのがナチスドイツです）。しかし、結局敗

退し、そのまま二年後ナポレン体制それ自体が崩

壊し、ロシアが西欧に入り、ウィーン会議に参加

します。 

1815 年のウィーン議定書は、18世紀の復古体

制の復活という側面と来るべき国民国家運動の

始まりという側面をもっています。とりわけ後者

の運動こそ、19 世紀の民族独立運動と社会主義

運動を支えたものでした。ナポレオンがいったん

東欧のオーストリア、ロシア、プロイセンといっ

た帝国を破壊したことで、各地に民族独立の機運

19世紀 
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が生まれます。ポーランド独立運動、ギリシア独立運動などがその例で、1820 年代から民族

独立運動と国民国家、そしてその流れを受けた青年による民主運動がヨーロッパで高まりま

す。これはウィーン議定書によって国家の独立への機運が高まったからです。 

青年イタリア、青年ドイツといった運動は、民族国家の独立と憲法制定を求める運動で、

各地に広がりますが、これはこの流れを受けたものです。ここから学生運動が盛り上がり、

ヘーゲル左派や社会主義、共産主義運動が展開し、資本主義的国民国家運動とならんで社会

主義、共産主義運動が民族独立と相携えて起こるわけです。その象徴がポーランド問題でし

た。ポーランド問題に関してはブルジョワ民主主義と社会主義者、共産主義者が、ともに共

同戦線を張ったもので、各地にできる民主協会がその拠点でした。ここに、マルクスもエン

ゲルスも入ります。マルクスのロシア嫌いは、この西欧の東進の流れにありました。 

しかし、一方で復古体制の側面を明確にしたのもこの議定書で、ナポレオン侵攻以前に戻

すということが確認され、ポーランドなど東欧の地域はすべて、オーストリア、ロシア、プ

ロイセンに戻され、その地域には一八世紀の体制が復活します。それでも、これらの地域で

は民族独立運動、とりわけスラブ人の運動が展開し、三つの帝国への批判がでてきます。ウ

クライナはこの問題において、民族独立の対象になっていません。チェコやポーランド、ク

ロアチアなどが問題になったにもかかわらず、ウクライナの独立の機運は、クリミア戦争ま

で待たなければならなかったのです。それはロシアの力だけでなく、ウクライナという概念

という国民国家の歴史という概念（言語を含めて）生まれていなかったからです。 

＊マルクスはシュレッツァーの『世界史』をノートした。なぜか。 

●クリミア戦争とロシア包囲網 

ウクライナの独立運動は、オスマントルコの領地をめぐる、英仏とロシアとの戦争、クリ

ミア戦争に始まります。クリミア戦争は、ドナウ川領域をめぐって起きます。南進するロシ

アはモルダビア地域に入っていましたが、トルコが弱体化する中で、次第に南進が可能とな

っていました。宗教問題に端を発して始まったロシアとトルコとの戦いに、英仏がトルコ側

について参加することで、ドナウ川の攻防戦は、やがてロシアの橋頭堡であるクリミア半島

の戦争に発展し、結局ロシアの敗北で終わり、バルカンのロシア領域をおさえ、バルカンの

利権を英仏が奪い取ります。 

この問題は、アジアでも展開します。南下するロシアに対して英仏は日本に接近し、ロシ

アの南下阻止を日本に迫ってきます。明治維新に至る過程は、英仏最終的には英国によるロ

シア封じのための日本の独立という形で進め、英国は日本にたいし、中国の利権を守るべく、

日本にロシア退治を強制してきます。それが日清戦争、日露戦争でした。 

ウクライナでは、このクリミア戦争に敗北したロシアに対して、独立運動が起きます。そ

の頃、ウクライナ語や、ウクライナの民族の歴史が盛んに論じられるようになります。だか

らこそマルクスもエンゲルスも、それ以前にウクライナ問題をロシアと切り離して考えるこ

とはしていません。クリミア戦争について書いた『ニューヨーク・デイリー・トリビューン』

の原稿エンゲルスの「クリミアの見通し」（1855 年 9 月 15日）では、クリミアへのロシアの
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補給路としてのウクライナに触れているぐらいのものです。 

▼エンゲルスは 墺の国民国家建設を妨げたクロアチアを批判 

しかし、６０年代にはウクライナなどの地域の意味は重要になってきます。エンゲルスは、

『コモンウェルス』の「労働者階級はポーランドについて何をなすべきか」の中で（1866 年

3 月２４日から５月５日）、第一インター以後、ポーランド支援の一つとしてウクライナ（小

ロシア）について触れています。その中で、スラブ人運動を批判し、スラブの多様性とアジ

アによる野蛮という西欧人特有の発想で分析しながら、ウクライナは独自のスラブ語を持っ

ていると指摘し、そのほかのスラブ系民族も、独立する力のある民族であることを主張し、

国民国家としてのスラブ解体を主張しています。そしてビザンツの末裔としてのロシアを批

判し、スラブ主義とビザンツ主義を批判し、西欧に接近するようよびかけています。この論

理は、ロシア嫌いのマルクス主義者にとって心地よい論理かもしれません。 

しかし、マルクスとエンゲルスは少なくとも、この意味で資本主義を西欧の東進と考え、

それが国民国家によって実現すると思っていたともいえます。しかも、それ以前にロシアや

スラブ地域にビザンツやスラブ、トルコが深層に流れていたことは、十分分析しているわけ

ではありません。 

もちろん、このマルクスとエンゲルスにとってのスラブ人問題は、当時の第一インター内

での対立バクーニンとの闘争の問題でもあり、戦略上の問題でした。スラブ主義運動を展開

する第一インターのセクトに対し、マルクスとエンゲルスは本部の立場から、バクーニン批

判を展開するのですが、その際、国民国家を飛び越えたスラブ連合のような発想には批判的

であったわけです。インターナショナルといえども国民国家を軸に据えるマルクスと、国民

国家を飛び越えるバクーニンとの対立が、結果的にポーランドやスラブ民族の小国家の独立

支援を生み出します。 

こうした発想は、ある意味ウィーン議定書の延長線上にあり、結果的にそれがベルサイユ

条約によって完成し、東欧諸国に小さな民族国家が出現し、ソ連に対する牽制となっていき

ます。これについては次回にお話します。 

【使用した地図は、帝国書院『最新世界史図説 タペストリー 16 訂版』より借用】 

■質疑 

●若島敏夫: 国民国家は最近のことですが、そのことで対立が生んでいるとするとそ

れを乗り越える道はどのように考えるのでしょうか？例えば EU みたいなモデルでしょう

か？ 

▲的場昭弘 国民国家は特異な形で生まれた。これを世界に普及させる動きが戦争を生ん

だ。オスマン、ドイツ帝国は数百年続いた安定政権。ザグレブには、ドイツ人村、てんてんあ

った。これを認めないと、殺すことになる。コソボ。ジプシーはルーマニア国籍だが、あちこ

ちに住んでいる瑠。国民国家をまじめにやったのがナチス。カタルニアの独立運動、スペイ

ンが許さない。大きなかつての帝国の運動を考え直す必要がある。 
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●安齋徹雄 柄谷行人が『世界史の構造』で帝国主義と帝国を分けて、近代国家を批判して

旧帝国を再評価しているが、商品交換：資本主義発展の結果としての近代国家批判：階級社

会の進展の批判として考察していると思うが、そのあたりは的場昭弘さんはどうでしょう

か  

▲的場昭弘 柄谷が言うように帝国と帝国主義はちがう。帝国は資本主義とは何の関係も

ない。では、帝国は将来ありうるか?アリギが『北京のアダムスミス』を書いている。スミス

もヨーロッパ諸国のような資本主義を望んだのではなかった。ほんとうは中国のような所で

の資本主義を望んだと。ヨーロッパ諸国は資源がなかったので収奪によって経済成長した。

そうではなく、相互の互恵によって成長する資本主義もあり得たのだと。これは私は資本主

義ではなく「資本主義以前のもの」考えるが、「資本主義以前のもの」にも大きな可能性があ

ったのではないか。収奪ではなく内部蓄積で成長する方法がアジアにはあった。がそれはヨ

ーロッパの資本主義に負けてしまった。 

 

●紅林進 『共産党宣言』の最後の言葉が「万国の労働者、団結せよ」なのか「あらゆる地

域の労働者、団結せよ」なのかという問題ですが、マルクスが書いた原語ではどういう単語

を使っているのでしょうか？ 

 

▲的場昭弘 原語は Land です。 

  

●岩田昌征 ①マルクス・エンゲルスの少数民族理論について。「ヨーロッパ各地にがんこ

で反動的な少数民族が残っているが、プロレタリア革命によって、その名も残さずに抹殺さ

れる。それも歴史の進歩だ」とはっきり言っている。それを実行したのがヒトラーだ。マル

クス・エンゲルスは、ヒトラー思想を最初に文字化した人たちか? ②マルクス・エンゲル

スがもっとも嫌っていたロシアで、マルクス主義を背景として世界初の革命が起きたのは

どうしてか? ③ロシアについて、ナポレオンがロシアに侵攻するとき､ピョトル大帝の遺

言書（ヨーロッパの征服）［のちに偽書と判明］が侵攻の一つの理由になった。この遺書が、

ヨーロッパの知識人に影響したことについて、どう考えるか? 

 

▲的場昭弘 マルクス・エンゲルスも、世界史の発展の流れが正しいという、カント、ヘー

ゲルら啓蒙主義者の流れにどっぷりつかっていた。ヨーロッパの拡大の理由に使われた。マ

ルクス主義の考えがヒトラーとはちがうことは間違いないが、結果論としては、同じことを

言っていたとも言える。 

 「マルクス主義は本来西欧的なもので、それがまちがって、あるいはねじ曲げられて、非

西欧のロシアや中国に適応された」という考えがあるが、そうではないと思う。アジア･ア

フリカ、ラテン・アメリカのマルクス主義は、西洋のマルクス主義をねじ曲げたというより、
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それぞれの地域に応じて「世界化」した、と見るべきだ。③の偽書の話しは、勉強になりま

した。今でも多くの偽情報が使われています。 

 

●小林襄治 レジメに書かれていたことについての質問です。 

①ウェストファリア条約は、「主権国家の始まり」と言われるが、神聖ローマ帝国の実質

的破綻ないし形骸化の確認でないか（言い換えれば、ドイツ地域における領邦国家等の主権

確認）。なお、条約の範囲を超えるが、オランダ共和国の独立と国際的承認があり、スペイ

ン帝国のヨーロッパにおける「覇権」喪失の確認でもある。 

 ②第一次ウィーン包囲は、フランスとハプスブルク帝国の長期の戦いの中で、フランスが

オスマン帝国と親密な関係を結んでいる点も考慮しなければならない。 

 ③帝国と国民国家について。 

ポルトガルとスペインは、条約以前から「植民地帝国」である。 

17世紀のイギリスのピューリタン革命、アイルランド（カソリック国）では「植民地化」

が徹底的に進む。クロムウェルは「航海法」を定め。重商主義政策を展開し、17 世紀後半

に３度の対オランダ戦争が行われる。 

1688 年の名誉革命。カトリック・親仏国王を追放するための、オランダのウィレム総督

と結んだクーデターでもあり、オランダからは大艦隊と 1 万余の兵士が侵攻している。短

期間であるがイギリスとオランダの「同君連合」の時期とも解釈できる。「国民国家」では

くくれない。 

イギリスも、オランダも、17 世紀初頭には、東インド会社を設立し、植民地国家への道

を歩み始める。フランスも追随する。植民地獲得とその経営がスムースに行くわけでないが、

「国民国家の時代」というのは、植民地帝国の隠れ蓑でないか。 

 

▲的場昭弘 国民国家の表裏ですが、近辺を収奪して成り立っているのは、その通りだ。今

日の国民国家も、同じ。形式的には国民がみずからの力で形成した自立国家のように見える

が、実質的には植民地に依存している。依存していることを見せない国家――それが国民国

家だ。民主主義がそうだ。先進国では民主主義が実現しているが、それ以外では実現してい

ない。 

 

●司会（矢沢） ウェストフェリア条約と国民国家成立の関係を、的場さんはどう理解する

のか? 

 

▲的場昭弘 フランスはガリカニズム（ガリアのカトリック）という宗教国家が、崩壊して、

それがきっかけとなって、主権国家になっていく。神聖ローマ帝国の崩壊は、フランスのよ

うな宗教国家の崩壊となった。神聖ローマ帝国が最終的に崩壊したのが 30年戦争とウェス

トフェリア条約だ。 
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●小林襄治 主権国民国家になると、戦争が避けられない。調停役が必要になる。第一次大

戦後は、国際連盟が調整役として期待されたが、機能しなかった。ヨーロッパではＥＵに「調

停役」が期待されているかもしれないが、調整役が不在の「主権国家論」や「国民国家論」

は危険である。あるいは、「単独覇権国家」賛美論につながる危険がある。 

 

▲的場昭弘 ②のフランスの問題。地中海の覇権争いにフランスが介入していた。フランス

は、神聖ローマ帝国に対する立ち位置からオスマンに付いたりした。 

 

●太田 エンゲルスの「歴史ある民族主義」と「歴史なき民族」のことですが、ハプスブル

ク帝国のことを調べてみると、帝国の州議会に代表を送れる民族（ポーランド等）が「歴史

ある民族」、代表を送れない民族（チェコ等）が「歴史なき民族」と当時一般的に呼ばれて

いた。革命とは無関係の呼称ではなかったか。 

 

▲的場昭弘 当時の呼ばれ方であった、ということ、今日はじめて知りました。エンゲルス

は、資本主義の発展にのせられない民族を「歴史なき民族」､消滅すべき民族としてしまっ

た。 

 

●矢沢国光 帝国から国民国家に移行する上で、資本主義はどのような役割を果たしたの

か。たとえば、19 世紀後半、帝政ロシアは資本主義化の途中だったが、帝国ロシアの国民

国家化において、資本主義の果たした役割は? 

 

▲的場昭弘 資本主義を歴史的にさかのぼって規定しようとすると、資本主義になるため

には、本源的蓄積が必要だ。国民国家によって国民市場ができることで本源的蓄積が進んだ。

国民国家によって本源的蓄積をしないかぎり資本主義にならない、という意味で、国民国家

は資本主義の前提と言える。 

 イギリスやフランスのように先行した資本主義は、国民国家で本源的蓄積ができたが、後

発国は、それができず、周辺を略奪して本源的蓄積をして国民国家になるか、略奪されて国

民国家になれなかったりする。 

■司会者の感想（矢沢国光） 

1. これまでの「西欧から見た世界史」に対して「非西欧から見た世界史」を対置する世界

史。これまでの「国民国家があたりまえ」に対して「帝国の良さを失った国民国家の危

うさ」に警鐘を鳴らす世界史。同時代者マルクス、エンゲルスが目撃し寄稿した新聞記

事への批評も交えて、視点を変え、時代を行き来し、縦横に語る的場先生の語り口に魅

了されました。旅行好きを自称する的場先生が世界史の現場を自らの足で尋ねて紡ぎ
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出した「的場世界史」の臨場感あふれる講演でした。川崎と横須賀の市民講座も担当さ

れたとか、専門的な内容を、素人にも飽きさせずに語る語り口は、「研究者だけでなく

社会的問題を共有する人たちのフォーラム」にふさわしいものでした。次回の「後編」

が楽しみです。 

2. 東欧、ロシア、中東、トルコの歴史が語られました。これらの諸国に共通するのは、国

民国家としての出発が 1919 年ベルサイユ条約と新しいこと。さまざまな民族主義の

「通り道」で、民族も宗教も言語も「混淆」しているとか。「混淆」しているのにむり

やり「国民国家」にした結果、多数派の民族･宗教･言語に合わないものに対しては非寛

容になり、ときには凄惨な抹殺に至る。それをもっとも「真面目に」実行したのがナチ

ス。なるほどと納得しました。 

3. では、国民国家以前の巨大帝国――ハプスブルク帝国、オスマン帝国、ロシア帝国､清

帝国などの「帝国」をまとめていたものは何か?民族、宗教、言語?それとも…。 

4. 国家と資本主義とはどのような関係にあるのか。資本主義は国民国家によって強力に

発達するのか。そうだとすればなぜか。西欧の資本主義は非西欧地域や植民地の「収奪」

によって発展してきた、と的場先生は言う。非西欧はどうだったのか。ロシア･ソ連や

中国を見る新たな視点にもつながりそうだ。 

5. これまでの「西欧から見た世界史」に対して「非西欧から見た世界史」を対置する世界

史。これまでの「国民国家があたりまえ」に対して「帝国の良さを失った国民国家の危

うさ」に警鐘を鳴らす世界史。同時代者マルクス、エンゲルスが目撃し寄稿した新聞記

事への批評も交えて、視点を変え、時代を行き来し、縦横に語る的場先生の語り口に魅

了されました。旅行好きを自称する的場先生が世界史の現場を自らの足で尋ねて紡ぎ

出した「的場世界史」の臨場感あふれる講演でした。神奈川の市民講座も担当されたと

か、専門的な内容を、素人にも飽きさせずに語る語り口は、「研究者だけでなく社会的

問題を共有する人たちのフォーラム」にふさわしいものでした。次回の「後編」が楽し

みです。 

 

6. 東欧、ロシア、中東、トルコの歴史が語られました。これらの諸国に共通するのは、国

民国家としての出発が 1919 年ベルサイユ条約と新しいこと。さまざまな民族主義の

「通り道」で、民族も宗教も言語も「混淆」しているとか。「混淆」しているのにむり

やり「国民国家」にした結果、多数派の民族･宗教･言語に合わない者に対しては非寛容

になり、ときには凄惨な抹殺に至る。それをもっとも「真面目に」実行したのがナチス

――なるほどと納得しました。 

 

7. では、国民国家以前の巨大帝国――ハプスブルク帝国、オスマン帝国、ロシア帝国､清

帝国などの「帝国」をまとめていたものは何か?民族、宗教、言語?それとも…。 
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8. 国家と資本主義とはどのような関係にあるのか。資本主義は国民国家によって強力に

発達するのか。そうだとすればなぜか。西欧の資本主義は非西欧地域や植民地の「収奪」

によって発展してきた、と的場先生は言う。非西欧はどうだったのか。ロシア･ソ連や

中国を見る新たな視点にもつながりそうだ。 

 

■参加者アンケートから 

●五味久壽  

 この講演は、話を聞くことが論文を読むのとは性質が違っていることを生かしており、い

わばマクロの話とミクロの話とが両方あるため興味深く聞けました。 

私は、お話から中国の一帯一路との関連でピーター・フランコパンの『シルクロード』を

読んだ時のことを思い出しました。フランコパンは、この本『シルクロード』の冒頭で、古

い世界地図では世界の中心が今とは異なってカスピ海の周辺にあったりしたことに子供の

ころからなぜか興味を持っていたこと、そこからロシア語とアラビア語の学習に取り組ん

だという話を置き、現在では破綻国家や問題国家が集まっていると見えるこの地域がかつ

ては文明の十字路であったという内容に入っていきます。 

WHマクニールの『世界史』でもモンゴルの役割が大きく評価されていましたが、マルク

ス経由で 19世紀を重視する的場さんの見方とは異質の見方であると思いました。 

 では、地図を上下左右ひっくり返し、歴史を再評価することを通して、現在はどうしよう

もない国々と見られている地域にあらためて焦点を当てたら、われわれの見方がどう変化

するのか、的場さんの次回のお話に期待するところです。というのは、東欧に興味を持つと

いう人は、なぜかロシアとその 20 世紀型社会主義の問題に正面から立ち入ることを避けが

ちであるように見えるからです。 

 

●太田仁樹（岡山大学名誉教授） 

（３）講師のプレゼンテーションの仕方について 

 資料の歴史地図をダウンロードできるとよかった。 

▲矢沢 報告に歴史地図を挿入しました 

［2］講師の報告について 

 刺激的な議論で、次回も期待する。 

 

●奥山たえこ 

 知らないことばかりだったので、面白かったです。 

 

●高原浩之 

①前半だけでは報告者の考えがまだよく分かりません。 
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｢帝国｣が｢帝国主義｣とは区別されて言われているようですが、｢帝国｣とは(例えばオスマン

帝国･ムガール帝国･清帝国など)、封建制を基礎とした帝国主義(他の民族や国家に対する支

配と抑圧)、というように理解しました。また、｢国民国家｣が｢帝国｣に対比して言われてい

るようですが、ブルジョア革命で出現する資本主義国家が｢国民国家｣、というように理解し

ました。 

③その上で次回の後半、ウクライナ戦争をどう評価されるか、そこに関心があります。私

は、ウクライナが国民国家を確立していく国民戦争、と考えています。 

東ヨーロッパのブルジョア革命は、西ヨーロッパより遅れた。ロシア革命がブルジョア革命

=資本主義化に終わり、その資本主義的帝国主義化(スターリン主義)に対する抵抗と闘争

(頂点はソ連=東欧体制の崩壊)、それが東ヨーロッパのブルジョア革命。今回の戦争でウク

ライナが勝利し、ロシアが敗北すれば、それがウクライナにおける革命の完成になるでしょ

う。 


