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2022年 4月 30日 

下斗米｢ウクライナ戦争考｣ 事後報告 

         5 月 10 日 矢沢 

■フォーラムの案内文書 

4 月 30 日下斗米伸夫「ウクライナ戦争考」 

オンライン･フォーラムのお知らせ 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●期日 2022 年 4 月 30 日（土）13時 30 分～16 時 30 分 

●講師 下斗米伸夫（法政大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授） 

●テーマ 「ウクライナ戦争考」 

●ＺＯＯＭによるオンライン形式で開催します。 

●主旨 

 2022 年 2月 24日に始まるウクライナ戦争はなぜ始まったのか。 

 2019 年以来のゼレンスキー政権と NATO 加盟問題。 

 NATO 加盟にはじまるこの 25年ほどの米ロ関係、ウクライナ－ロシア関係。 

 戦争にいたるプーチン－バイデン政権の対応はどうだったのか。 

これは戦後世界、冷戦後の世界どのように変えてきているのか。 

 ウクライナ戦争の性格とその終焉、そして平和の条件とは何か、を考える。 

 

●参考文献 

下斗米伸夫『宗教･地政学から読むロシア』日経新聞社､2016 年 

 『エリツィン､ソ連を崩壊させた男』作品社、2021 年 

  『新危機の 20 年―プーチン政治史』朝日選書 2020 年 

現代の理論 56 号拙文「NATO 拡大が作ったプーチン戦争の悲劇」 

下斗米伸夫 週刊金曜日､4 月 15 日号、拙文予定→資料 

青土社拙文「」 

下斗米伸夫 朝日新聞読者欄 2022 年 2 月 26 日、ひもとく 

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15216118.html?iref=pc_ss_date_article 
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■下斗米講演 資料１ スライドをご覧ください。 

■司会者（矢沢国光）の感想 

［1］講師の下斗米氏にぶつけた｢ウクライナ戦争の疑問｣は、以下のものであった（4 月 25

日。スライド 2 ページに｢主催者からの設問｣としてその要約が掲載されている）。 

（１）まさかの武力行使にプーチンが踏み切った理由は? 

軍事的圧力をかければ親ロシア政権ができると［間違った情報で］考えたのか? 

民間人を対象にせずにウクライナ軍部にだけ打撃を与える、という作戦が失敗したとい

うことか? 

ウクライナ軍部とゼ大統領が、NATO の軍事支援を受けてこれほど手強い反撃をすると

は予想しなかったのか? 

（２）ウクライナとロシアの国境線は、1991 年のソ連邦の突然の崩壊で、ソ連邦を構成

したロシア、ウクライナ等が一夜にして「独立主権国家」になったことによって、形成され

ました。エリチンの側近からは、この際領土についての交渉をすべきだという要求が出され

たが無視されたともいわれています。 

偶然の産物でありロシアにとっては納得できない国境線でも、いったんできてしまうと

その国境線をタテに「領土と主権の一体性」が主張され、［ロシアによる］一方的な変更は

「主権の侵害」となる。プーチンは、ウクライナとの国境線問題を［ロシア・ウクライナ・

ベラルーシは一つのロシア人国家と考えて］国内問題と、認識していたのか?先進諸国間の

関係が 19 世紀以来主権国家関係になっているということを（2014 のクリミア併合の成功

体験で）過小評価したのか? 

（３）プーチンのウクライナ軍事侵攻という［外から見れば］誤った政治判断が、ロシア

国内では 80％の国民に支持されているという。なぜか? 

（４）ロシア軍の規律のなさは、中国人民解放軍［三大規律８項注意］と比べて、雲泥の

差です。ソ連邦時代もそうでした［日本人が満州で体験］。中国の共産党軍とのちがいはど

こから来るのか? 

（５）ウクライナ戦争は、19 世紀以来の「帝国・主権国家体制」の廃絶を視野とした戦

後処理の必要性を示しているように私は考えます。ウクライナ戦争の提起した世界史的課

題を、下斗米さんは、どう捉えますか? 

 

ロシアとプーチンの専門家である下斗米氏の講演を聞いて、｢ウクライナ戦争の疑問｣が

（解決されたというより）まちがってなかったことがわかった。下斗米氏は｢プーチンの誤

算｣ということばを何度も使った。専門家から見ても｢誤算｣があったのだ。そもそも 72 時

間の短期作戦がすでに 11 週に入ろうとしている。そして｢誤算｣があったのは、プーチン･

ロシアの側だけでなく、プーチンに対峙するアメリカ･バイデンの側にも、NATO 諸国の側
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にも、そしてロシアを味方に引きつけてアメリカに対峙しようとしていた習近平･中国の側

にも、誤算があった、と下斗米氏は語る。ウクライナ中立化をめざした｢プーチンの戦争｣は

ロシアの弱体化をめざした｢プーチンとNATO の代理戦争｣になろうとしている。｢パクス・

アメリカーナ｣を研究してきた河村哲二氏と下斗米氏のやりとりを聞いて、世界は、「冷戦体

制の崩壊｣以来の最大の転換期にあると実感した。 

 

［２］下斗米氏が答えてくれなかった｢疑問｣に、ロシア軍の軍紀の欠如がある。 

ロシアに対する国際社会の評価は、露軍のキエフ･ハリコフからの撤退後明らかになった

「ブチャの悲劇｣で一変した。 

軍隊の規律という点では、中国人民解放軍と雲泥の差だ。中国共産党が、1947－49の国

共内戦で、兵員数では劣勢であったにもかかわらず、蒋介石の国民党軍を破竹の快進撃で撃

破できたのは、｢人民のものは針 1 本、糸一筋盗らない｣という厳正な軍紀によると言って

もよい。ソ連軍の戦史には、民間人の虐殺、強姦、略奪があふれている。日本人には、終戦

時の満州で受けたロシア兵の暴虐行為の記憶がある。 

Wiki によると、ソ連崩壊後、ロシア軍はソ連軍を引き継いだ、とある。 

ソ連の崩壊で、ロシアの政治支配権力は、ソ連共産党からロシア共和国政権へと替わった。 

経済体制も、国家官僚による計画経済から、オルガルヒ支配の市場経済に変わった。 

しかし、国家の要たる｢軍｣は、ソ連の軍がそのままロシア共和国の軍になった。 

ソ連の｢軍｣は、スターリンによる共産党内反対派の粛清や農民･少数民族の強制移住･集

団化の暴力装置としても機能した。 

軍に対するトハチェフスキー粛清、ポーランド将兵への｢カチンの森｣事件、独ソ戦時のド

イツ兵への大量虐殺など、ソ連軍には、｢軍紀の欠如｣のレベルを超えた政権トップの｢スタ

ーリン主義｣に由来する大量殺戮がつきまとう。 

フルシチョフのスターリン批判以降、政権と軍の関係が改善されたのか。軍自体の規律が、

改善されたのか? 

ソ連崩壊後、経済危機によって将兵の給与も満足に支払われていなかったという指摘も

ある。プーチン時代になって職業軍化したが、給与が不十分なら、兵士は略奪に走る。 

ロシアの｢軍｣が、国防省管轄の軍のほかに、大統領の直轄軍、内務省管轄や KGB由来の

秘密警察軍、チェチェン戦争時にできたカディロフ首長の部隊「カディロフツィ」、アフリ

カにまで進出している民間軍事組織「ワグネル｣、ウクライナ戦争で中東で徴募したとされ

る外人部隊、等複数の｢軍｣があるのも、ソ連以来の｢伝統｣なのか？10 以上各種の軍がある

現在のロシア軍は､米国の軍事の民営化を模倣したハイブリッド戦争なのか。 

主権国家とは何よりも｢暴力の国家による独占｣であるが、ソ連も、ソ連を引き継ぐロシア

も、｢暴力を独占する国家｣がスターリンやプーチンという専制的個人である、という点では、

ロシアはソ連から変わっていないのではないか。｢ソ連邦の解体｣は終わっていない、とみる

べきではないか。 
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ソ連とロシアの軍事について知るのに役立つ歴史書・研究があったら、教えて欲しい。 

■講師の補足（下斗米伸夫）  

矢沢氏の指摘や補足に感謝したい。ロシア/ソ連軍は 1939 年からのフィンランド戦争や

1979 年のアフガン介入のように国境を越えた侵略戦争に弱い一方、1941 年 6 月 22日の大

祖国戦争以降、とくに 1941 年 12 月モスクワ郊外でのナチスへの反攻（新エルサレム周辺

での攻防―シベリア軍団が実は総動員された）などに見られるように祖国戦争には恐ろし

く我慢強い。これは世界観にも関わる。 

ロシアは公的教義にはないが｢モスクワは第三のローマ｣という伝統的な保守志向があり、

1941 年末に（形式的には 43年だが）､事実上コミンテルンを解散し（形式的には共産党国

際部になる）、むしろ無神論を放棄してロシア正教会に戦争の支柱を得た。これは実はスタ

ーリン党小史（1937 年）を編纂したジダーノフの祖父、父が神学アカデミーの教授であり、

愛国主義が次第に表に出ていたこととも関係する。 

今回のプーチンの誤算とは､2014 年以降のウクライナの変化を過小評価したことに由来

する。確かにドネツクやルハンスク（ルハンシク）のロシア語話者は､NATO 系の西ウクラ

イナ､マイダン革命派のロシア言語剥奪に怒ってロシア右派の進めた｢共和国運動｣を支持､

参加し､｢ネオナチ｣と戦ったが、今回のサプライズは、なんと後者と戦うと称してプーチン

のロシア軍が攻撃してきたことだった。 

しかしその間NATO はメンバーではないウクライナ軍を強化した。とくにキエフ（キー

フ）攻撃ではNATO 関係者、とくに 120 万と言われる在外ディアスポラを通じてネオナチ

と関係があるアゾフ大隊などまでカナダ軍が教練し､情報を提供していた。このためロシア

側の先制攻撃に空港などで効果的に反撃、このためキーフ攻撃は失敗した。 

これにはロシア側の事情もあった。ブリャート・モンゴル系のショイグ国防相は､チンギ

スハンの息子バトゥが破壊したキエフ・ルーシの本格的破壊までは命令できなかった可能

性が高い。一種の保障占領であったが、ウクライナ軍のスティンジャーや軍用ドローンに苦

しめられた。このこともあってキエフ包囲を解き、いわゆる第二局面に移行し､本来のミン

スクⅢの課題であるドンバスの東部二州に再集中せざるを得なかった。 

ロシア/ソ連の最高レベルの軍事研究については、英語だがハーバード大の Timothy 

Colton 教授のソ連の軍と党、シビリアン関係一連の著作がベストと思われる。かれの 2014

年NATOが仕掛けたマイダン革命論も、誰の得にならなった戦争という指摘は重要である。 

■質疑の部分 

●新崎 ゴルバチョフは、ウクライナをどう位置づけていたのか? 

 

▲下斗米 ゴルバチョフは、母親がコサックのウクライナ出身だが、民族問題には淡泊で、
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中立の立場だった。ウクライナ共産党の優秀な人材はそもそも東ウクライナ軍産複合体系

のフルシチョフ、ブレジネフなどの時代にモスクワに引っ張られてきた。ゴルバチョフは冷

戦終了後の 1990 年に､戦後ネオナチ的として禁止された東方典礼カトリック＝ユニエイト

を公認、「ウクライナ蜂起軍」を 1989 年、承認した。ウクライナ･ナショナリズムとエリツ

ィンの相互利用関係を、ゴルバチョフは抑えられず、ソ連は崩壊した。 

 

●岩田昌征 カナダの大学の先生の著作『ウクライナ民族主義』にある 19世紀ウクライナ

の領域（地図）は、現在より広い。どういうことか? 

 

▲下斗米 コサックとウクライナの関係は、複雑。コサック イコール ウクライナ人とい

う定義は、受け入れられない。たしかにゴルバチョフの故郷クバンやテレクのようにコサッ

クはロシアにもいる。チェルノムイルジンのオレンブルク・コサックは古儀式派が多くロシ

ア主義だ。 

 

●蓼沼紘明 1992 年にウォルフォウイッツが「ロシアは冷戦後も戦略的な敵だ」と言った。

その「戦略」とはどのような戦略を意味していたのか。核をもっているロシアを味方に引き

込むメリットが、アメリカにもあったのではないか。 

 

▲下斗米 ウォルフォウイッツが上司のブッシュ大統領に対して言ったのは、｢ソ連は崩壊

したが、ロシアも核をもっているから、そんなにかんたんに矛を収めるべきではない｣とい

うことだった。ほとんどの旧ソ連学者や外交官（特にジョージ・ケナン）は反対したが、ウ

ォルフォウイッツの考え方が基礎になって、ネオコン的な思考が広がってきて、共和党のチ

ェイニー副大統領も巻き込んだ。キッシンジャー的な「新思考外交」に対するアンチテーゼ

だ。 

もう一つ面白いのは、民主党系戦略家のブレジンスキーだ。彼はウクライナ生まれのポー

ランド人で、ドイツ系のキッシンジャーと対照的で対ロ強硬だった。ネオコンのもう一つの

源泉だ。それでも彼は最後は自己のNATO拡大に最晩年は批判的となり、これを続けると、

「中露が一体となってアメリカに対抗するのが最悪のシナリオだ」と考えた。最後の段階で

は、彼は、｢NATO の東方拡大｣には、反対だった。しかし軍事マシーンは自己増殖を続け

た。 

今、ウクライナ戦争の結果は中露が戦略的に結束してアメリカに対抗する構図になって

いる。これは、ネオコンが想定した｢中露を分断する｣とはぎゃくの事態になっている。ネオ

コンの失敗か、誤算か、調整不足か。元に戻す余力がアメリカにあるかどうか。 

クインシー研究所というのがあり、穏健保守の立場から、アメリカの対露戦略を見直すべ

きだとして、バイデン政権の大国主義（パクス・アメリカーナ的発想）を批判している。 
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●河村哲二 ［わたしは］パックス・アメリカーナの変質という視点から、事態をみようと

していますが、大変勉強になりました。ありがとうございました。 

先生のご報告で、ＮＡＴＯの東方拡大が、ソ連崩壊後の歴史的経緯のなかで、プーチンロ

シアのウクライナ侵攻の大きな動機のひとつとなったと理解しましたが、NATO の東方拡

大の分析のフレームワークとして、アメリカの帝国主義的世界戦略とみる見解があります

が、これはあまりも単純に過ぎると思っています。ただ問題は非常に複合的なので、以下 3

つの視点それぞれから、先生の見解の要点をお聞きできればと思います。 

１）アメリカのポスト冷戦の世界戦略との関係：かなり振れ幅が大きいのですが 

①1990 年代クリントン政権：｢歴史のおわり｣＝ユーフォリア的、 

②2000 年代ブッシュ（子）政権：「9.11」のインパクト（アラブ・イスラム問題） 

③とくに 2010 年代トランプ政権：中国の台頭とアメリカン・ヘゲモニーに対する挑戦 

④バイデン政権：対中戦略を軸とする世界戦略 

こうしたアメリカの世界戦略のなかで、NATO 東方拡大の意義がどこにあるのか？ 

アメリカは、ヘルシンキ合意［1975 年全欧安全保障協力会議］のような、ロシアを含む

グローバルな枠組みを作るのかと思っていたが、そうでもないようだ。 

２）EU・イギリスの利害はどこにあるのか？ 

３）旧社会主義東欧諸国自身の利害の問題――各国でかなり事情が異なると思いますが。

なお、ウクライナ侵攻について、ロシア・プーチンの戦略的視点から見た意味はどこに

あるのか？――旧ソ連・ロシア｢帝国｣の再興やユーラシア連合などとの関係。 

戦争の帰趨に大きく左右されると思いますが、全体にウクライナ侵攻は、プーチンの最

大の｢誤算｣か？ 

しかし、ロシアの核戦力はアメリカにとっても最大の問題。 

いずれにしても、第二次大戦による世界秩序の一大転換となるのではないか？ 

 

▲下斗米 E・H・カーは『危機の 20年』でパクス・アメリカーナ以前のパクス・アン

グロサクソニカについて述べている。第一次世界大戦までのパクス・ブリタニカから冷戦期

のパクス・アメリカーナへの移行期だった。その規定要因であるパワーとは、海軍など軍事

力･自由貿易の経済力･言語のソフトパワー･基軸通貨の複合体であると。その観点からする

と、ロシアはパワーを持ち得ない。 

パクス・アメリカーナのピークは 1945 年とわたしは見る。冷戦時代、ソ連はひじょうに

巧妙に動いて、1949 年核実験後は､NATO ができた時期と重なるがソ連と米軍は結局は直

接の戦争をしなかった。 

ところがリーマンショック後アメリカ自体が内部分裂を起こして、共和党はトランプ化

し、部分利害で動くネオコン的民主党の部分戦争が思わぬ衝突を引き起こした。 

バイデンが間違ったのか、プーチンがやり過ぎたのか、ウクライナ戦争で米露の対立が激

化した。これに BRICS 諸国が反発し、パクス・アメリカーナが機能しなくなった。かとい
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って BRICS が独自に動くわけでもない。 

こう考えると冷戦、そして冷戦後に効果的な国際機構で生き残ったのは NATO だけだ。 

 

●河村 わたしは戦間期から戦後を見ていたが、パクス・アメリカーナの力の源泉には、核

とドルがある。核がどうなるか、米中の間でも問題になる。 

 

▲下斗米 プーチンは、2018 年３月の大統領教書では、ミサイル等大形兵器の保有を列挙

して軍事力を誇示していた。それが 2020 年憲法改正では、①「大統領退任後は不逮捕特権

のある国家評議会議長になる」と言ったり、②憲法改正に「神･国語･領土」を書き込んで保

守化した。③（ウクライナ東部のロシア化を進めるという）「ノボロシア」論は、2014 以降

プーチンは主張しておらず、アメリカとの｢ミンスク合意 3｣に期待していたとも考えられる

が、これを短期戦でやろうとした今回の作戦が挫折した以上、最近「ノボロシア」論がまた

急浮上してきた。 

これは、ゼレンスキー大統領に翻弄されて、アメリカもロシアもウクライナの泥沼にはま

ったとも言える。ドイツもフランスも北欧も、どう対応したらよいかわからなくなっている。 

 

●河村 基本的な軸がわからなくなった、ということか。 

 

●柏木 勉 プーチンは西欧のいわゆる「普遍的価値」に対抗できるイデオロギーを持って

いるのか？新ユーラシア主義？それで対抗できるか？イデオロギーなくして戦争はできな

いと思う。 

 

▲下斗米 「ユーラシア主義」とは何か。「海の帝国･陸の帝国」という地政学の用語がある。

これまでの 500 年は海上貿易が主で｢海の帝国｣の時代であった。最近は、陸上の運送コス

トが下がり｢陸の帝国｣が台頭している。地経学的には、鉄道､道路、パイプラインといたイ

ンフラがユーラシアに広がっていることも注目される。ロシアは、主権と民主主義が不得手。

そこが限界か。 

 

●寺沢 キリルロシア正教大主教は、世界宗教者平和会議にも参加していたリベラルな面

もあったのですが、愛国主義になっており、それは仮面だったのか？とにかくイスタンブー

ルのギリシャ正教主教が格位においてはロシア正教の上なので、たとえウクライナ正教の

独立を認めてロシア正教との関係が悪化されてもとロシアとの和解を促進できないか？ウ

クライナのロシア正教徒は葛藤していると思うが、真実をロシアのロシア正教徒に伝える

道はないか。ウクライナのユニエイトが民族主義と一つなら、もっとローマ法王とイスタン

ブールの総主教が協力してロシア正教ユニエイト正教との和解とロシア正教の草の根に影

響をあたえられないか。 
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▲下斗米 2014 年の際には、両主教に、危機を何とかしたいというのがあった。今は、イ

スタンブールの総主教座は、米英が強い影響力あり、教会分裂の結果、モスクワ総主教座は

キエフを失って余計プーチン支持に傾いた。古儀式派も同じ。ローマ法王も動かない。宗教

からの和解は期待できない。 

 

■参加者アンケートから 

●寺沢 

 質問：ギリシャ正教の総主教がウクライナ正教とみとめたため、ロシア正教との関係が悪

化しておりますが、ウクライナ正教、ユニエイトに次ぐウクライナロシア正教徒たちは、そ

のはざまでどう対処しているのか、またウクライナの現状を同じロシアの正教徒に伝える

ことができないのか知りたいです。 

 

●渡辺千尋（滞欧 10年、調布市在住。若者憲法グループ） 

下斗米先生の Zoom講演は大変ありがたく刺激を得ました。 

小生、平均的日本人なみでしょうか、ロシアに愛着を持っています。イスタンブルに滞在

していたことがありますが、そこから黒海を渡ってみたくて、定期船でオデッサまで行った

ことがあります。2000 年ぐらいでしたが。同室のモルドバのモスレムのご婦人 2 人の存在

は心温まるものでした。エイゼンシュタインの映画の「階段」で何時間もすごしました。 

先生のお話は該博で、米ロに言及してバランスがあると感じました。 

それよりなにより、深い知識を開陳され、どうもありがとうございました。 

 

■資料 

●山形新聞 2022 年 5月３日 直言 『ウクライナ戦争をどう終わらせるか』 

                     神奈川大学 下斗米伸夫 

 

 ウクライナ戦争がはじまって 2ヶ月たったが、5月 9日のロシアでの世界大戦戦勝記念日

を前にして収まる気配がない。国連事務総長もようやく調停に乗り出しロシアとウクライ

ナの首都を訪問しているが、成功する期待もまだ乏しい。 

 

冷戦終結後 30 年にして、しかもヨーロッパの中心でこのような蛮行が起こったことに世

界は驚いた。世界秩序の維持にもっとも大きな責任のある安保理常任理事国ロシアによっ

て核行使をも暗示する紛争を起こしたことに、恐怖と怒りとが生じた。 
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ウクライナのNATO 加盟阻止をめざして始められた｢プーチンの戦争｣だったが、誤算と

逆効果の連続だった。NATO に関して言えば今やフィンランドやスウェーデンまでが加盟

を急ぐという､ロシアには最悪の展開をまねいている。 

 

危機をここまで広げた責任は欧米にも一端があろう。ソ連崩壊直後にロシアもまた敵だ

というネオコン（新保守）派が米政府の周辺に生まれた。これと協調したのがウクライナか

ら北米・カナダに移民した集団で、ウクライナ独立を積極的に支持したとブッシュ大統領

（父）も確認していた。 

 

このネオコン的潮流は米国内の東欧出身者やカトリック系の間で力を伸ばし、クリント

ン 2 期政権の実権を握った。NATO 拡大のため軍縮を口にしなくなった。コソボ紛争から

2008 年の旧ソ連への NATO 拡大をへて、14 年の親ロ派政権を実力で倒したマイダン革命

の底流となった。 

 

この戦争をとめるため欧米政府はこれまでは NATO、G7 の結束できつい金融など経済

制裁の強化で対応してきたが、トルコなどが仲介して 3 月末に停戦協議にはいった時、バ

イデン大統領が｢戦犯｣プーチン大統領を変えるまで戦うと｢失言｣した。 

 

4 月にはウクライナ政府の求めに応じて欧米政府は武器供与を始めた。ロシアを最後まで

追い詰めるという流れに乗るようだ。ウィンブルドンもロシア人立ち入り禁止、チャイコフ

スキー・コンクールまで締め出しの扱いだ。 

 

 しかも西側によるロシアへの対抗措置については世界のほぼ半分が必ずしも同調してい

るわけではないことも明らかになりつつある。この 4 月 21 日の G20 財相・中央銀行総裁

会議では、米英加主導によるロシアの締め出しに中印など BRICS諸国が同調することなく､

結果的に分裂した。日本も会議のボイコットには同調しなかった。 

 

なかでも焦点はインドだ。日英米政府はロシア包囲網に引き込もうとしたが、今回は慎重

で、ウクライナへの自衛隊機の人道援助をも拒否してきた。第二次世界大戦でのソ連の奮闘

が大英帝国からのインド独立を促したというロシアとの関係を考えれば当然の対応だ。 

 

ロシア軍が第二局面と称してキーイフ（キエフ）包囲を解き、ミンスク合意の課題であっ

た、東部２州の確保をめざし始めた 4月はじめから､欧米メディアの論調にも微妙な報道が

増えている。マリウポリ攻防での主役｢アゾフ連隊｣について、ナチスのお先棒を担いでユダ

ヤ人殺害をはかった極右潮流であるとの指摘が欧米メディアでも増えた。 
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おそらく｢プーチンの戦争｣がウクライナを舞台としたロシアとNATOとの代理戦争にな

ることへの懸念が西側でも出ているからだろう。米国のロシア専門家コトキン教授も認め

るように、｢ウクライナはNATO には入れないが、しかし NATO はウクライナに入ってい

る｣状況だからだ。軍事顧問や教練、武器提供を通じてNATO は時事上参戦している。 

 

もちろんウクライナ人の犠牲の上に対ロ戦争を継続することがはたして今の世界の正義

にかなうことか。求められているのは国連事務総長などの仲介による停戦と和解を促し、ウ

クライナ復興と欧州の安全保障、つまり戦後世界の再構築ではないだろうか。 

 

週刊金曜日 2022 年 4月 15日 

『ウクライナ戦争への断章』,下斗米伸夫（神奈川大学） 

ウクライナ戦争は今後もいろいろな角度から論じられるだろうが、はっきりしているこ

とがある。ソ連、ロシアは短期戦での侵略に弱く、そして長期の防衛戦には極めて強いとい

うことである。古くは 1939 年 11 月のフィンランド冬戦争で大敗、国際連盟から追放され、

独ソ戦の引き金をひいた。1979 年のアフガン戦争は二週間の短期決戦の見込みで 10 年間

とソ連兵 1 万 4000 の犠牲となった。今回も電撃戦の目論見は外れた。一刻も早い停戦を求

める立場から、読者には唐突だが専門家には懸念されていた紛争に至る経緯を整理する。 

 

 ウクライナのNATO加盟をめぐって昨年 6月ウィーンではじまった米ロ交渉はミンスク

Ⅲとも呼ばれ、2014 年マイダン革命以降の米ロ関係の緊張や東南部の二共和国をめぐる紛

争をOSCEや仏独が仲介したミンスク協定Ⅰ，Ⅱの延長であった。しかし昨年 12月に本格

化した外交交渉というフェーズを越え、「危機の 13 日」をへて、2 月 24 日ロシアがウクラ

イナへの「特別軍事作戦」という名の戦争となった。開戦にいたる過程は多くの謎が残って

いるが、以後は戦闘が激化し、3 月半ばの段階で状況はキエフ等都市をロシア軍が包囲、南

部マリウポリをめぐる闘争が激化するという局面だ。その間どうやらウクライナ側が

NATO 加盟を諦め、主権宣言以来の「中立」を軸に停戦交渉が断続的に続いている。 

 

話はソ連崩壊での核問題に遡る。1991 年 8 月新連邦条約締結をめぐるゴルバチョフ政権

へのクーデター挫折と 24 日のウクライナ・ラーダの独立宣言、１２月１日のウクライナ国

民投票、クラフチューク大統領成立をへて、ベラルーシ最高会議議長の招きでエリツィン大

統領とクラフチュ－ク新大統領の 3 スラブ国家首脳が参加、CIS（独立国家共同体）が形成

された。黒海艦隊を含む戦略核部隊の共同管理のための同戦略軍はシャポシニコフ元帥が

担うとされた。12 月 23 日にはゴルバチョフ大統領からエリツィン大統領への核の鞄が渡

され、ソ連邦は終焉した。 

 

しかしウクライナは CIS を「離婚の文明的形態」としかみず、またモスクワでもこの構
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想に熱心だったロシア最高会議が 93年エリツィンによって強行解散された。不安定なウク

ライナ指導部は１９９４年に交代、東部軍産部門出身のクチマ政権誕生とともに英米ロも

関与したブダペシュト･メモランダムが作成され、ウクライナの非核化と領土保全を約した。

核兵器はロシアに引き渡された。 

 

米国では、キッシンジャーらの対ロ柔軟路線に対し、チェイニー副大統領らネオコン系の

対ロ強硬路線が登場し、１９９４年の中欧大統領（ハベル、ワウェンサ）の訪米を契機に、

東方拡大派と冷戦期の専門家からなる反対派（ジョージ・ケナンや歴史家ギャディス）に分

かれ出した。こうしたなか 1996 年再選を前に民主党クリントン大統領はデトロイトでポー

ランド系移民票（1000 万）を目当てに東方拡大を正式に表明する。対立はペリー国防長官

辞任（97年 1 月）に発展、ネオコン派はユーゴ紛争やコソボ紛争での NATO の勝利に勢い

づいた。 

 

他方モスクワでは病気のエリツィンの影響力が低下、ゴルバチョフ系で拡大反対派のプ

リマコフ外相･首相が大統領候補となる。彼は黒海艦隊と港湾を賃貸による共同管理で決着

させ、その後首相として金融危機を処理、大統領候補の資格を得た。これに対しエリツィン

支持派が押したのが東独で NATO 担当情報将校プーチンであった。つまり NATO 東方拡

大がプーチンを権力に押し上げた（拙著『新危機の２０年』等）。 

 

次の段階は旧ソ連を対象とした 2008 年ブカレスト NATO 会議でのウクライナなどの加

盟問題、ロシアは敏感に反応、8 月ジョージア紛争が生じた。この時ロシア大使がウイリア

ム・バーンズ現 CIA 長官、NATO 拡大はロシアには挑発であると慎重論を唱えた。 

 

2014 年のマイダン革命とヤヌコビッチ政権崩壊、そしてクリミア併合が次の山場となっ

た。東方拡大派の国務次官ヌーランドがクーデターを使嗾したものの、逃亡したヤヌコビッ

チ大統領後の新政権を作るのに手間取る間にロシア側がクリミア半島を併合した。初代大

統領クラフチュークも認めたように、クリミアがウクライナ固有の領土であったことはな

いが、ロシアは G8 から追放された。 

 

この紛争で生じた「二共和国」問題の中心人物はチェチェン系スルコフ補佐官であったが

2020 年 2 月解任されたことは米ロ対話の前兆とみられた。この間共和国での内戦という紛

争解決方式として 2014－15年のミンスク合意Ⅰ、Ⅱができた。後者は仏独が仲介を図った

が、ネオコン系もポロシェンコ政権は 2019 年 NATO 加盟を憲法に書き込むことで、国是

としての中立と NATO 拡大の論理は正面衝突するようになる。 

 

2019 年 4 月、NATO 派に対する当初の和平派ゼレンスキーは、当初独仏の仲介のもとミ
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ンスクⅡの和平案を促進するかに思われたが挫折、2021 年のバイデン民主党政権発足とと

もに 3 月ゼレンスキーはクリミア奪還・２共和国攻撃を通じてNATO 早期加盟へと態度を

かえた。しかしこれは仏独だけでなくロシアを刺激、プーチンは今回同様、軍の大量動員を

強めた。この時バイデン政権は 6月米ロ首脳会談を契機に「予測可能な戦略的安定」を目指

すジュネーブ会談をおこない、リセットに変わるミンスクⅢ合意、つまり新しい関係をめざ

すことになった。 

 

8 月のアフガンの米国撤兵問題は両者の新しいミンスクⅢにいく可能性が増した。 

他方 9 月ゼレンスキーとバイデンとの首脳会議で、同国のＮＡＴＯ早期加盟に米国は否

定的となった。 

10 月末プーチンは｢穏健保守主義｣の立場から、米国とは難しいもののバイデンとは話し

合う関係を目指した。その後 12月に二度の米ロ首脳オンライン会議を経て、バイデンはウ

クライナ加盟には国益がなく、米兵は一兵も送らないと発言した。しかし始まった正式条約

を目指しての 12月からの条約案や翌年 1 月の各レベルでの多次元での交渉では、ウクライ

ナの NATO 加盟はレッドラインだというプーチンとの立場との溝は埋まらず、2 月 11 日

のバイデン大統領が欧米大使館をキエフからリビウに避難した。２０日のミュンヘン会議

でゼレンスキー大統領は核保有をほのめかし、プーチンを刺激した。 

こうしてプーチン・ドクトリンともいわれる、ウクライナの NATO 加盟を「レッドライ

ン」とする米ロ交渉は 2 月までに挫折、結局２月２４日からのウクライナ戦争となった。 

 

もっとも 24日の武力事態はミンスクⅢへの｢強要外交｣を目指した短期決戦と思われたが

実際は本格戦争になろうとしている。原発施設を攻撃するという事態に発展した。 

 

ロシア側の交渉での立場は「中立」、「非軍事化」、「非ナチ化」だが、実はゼレンスキーが

国是のはずの中立にもどればキエフの都市攻撃を止めることが論理的には可能であろう。

もっとも国連常任理事国が核行使を示唆するなど、この危機がどう収まろうとも世界はも

はや元には戻らない。プーチンの戦争はパンドラの箱を開いたといえよう。 

 

  

 

  

 


