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                     （10 月 24 日 矢沢国光） 

 

 

  的場昭弘 

 

■10.8フォーラムの案内文書 

●主催 世界資本主義フォーラム 

●テーマ 「欧州列強角逐史 ウクライナ戦争の歴史的背景」（後編） 

 

●期日 2022年 10月 8日（土） 13時 30分～16時 30分 

●開催方式 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］ 

1952 年、宮崎市生まれ。新 MEGA（『新マルクス・エンゲルス全集』）の編集

作業に携わる。 

著書 『パリの中のマルクス——1840 年代のマルクスとパリ』（御茶の水書房、

1995 年）、『資本主義全史』（SB クリエイティブ、2022 年）ほか多数 

●テーマの趣旨 

 ヨーロッパ動乱史に探るウクライナ戦争の歴史的背景 

 前編（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 

※9月 3日（前編）の「事後報告」は こちら 

事後報告目次 

■10.8 フォーラムの案内/1 

■講師の報告（的場昭弘）/3 

■質疑/24 

■講師の補足（的場昭弘）/33 

■司会者の感想（矢沢国光）/33 

■参加者アンケートから/37 

https://www.worldcapital.online/_files/ugd/eaeae1_2487a42613f74fd48a5aa270f4a2a46b.pdf
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 後編（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 

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 

東欧の社会主義化とそれぞれの様相 

ビザンツ文明、オスマン文明とカトリック 

1970 年代第三回目の西欧の東進 デタント 

1989 年と 1991 年  

ユーゴ内戦と西欧の中の非西欧 

ＥＵとＮＡＴＯの東進―ヨーロッパとは何か 

ウクライナ問題と過去の歴史 

ウクライナ紛争および西欧と非西欧 

 

 【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 

 

 

●参考文献 



3 

 

 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) 

 

 

■講師の報告（的場昭弘） 

 「欧州列強角遂史 ウクライナ戦争の歴史的背景」後編 

    

                          的場昭弘 

    

 はじめに 

 先日トルコに行ってきました。イスタンブールの町からボスポラス海峡を眺

めながら、私の故郷九州の関門海峡を思い出しました。関門海峡はアジア大陸と

大阪を結ぶ海峡ですので、歴史上とても重要な海峡です。ただし関門海峡がなく

ても、豊後水道、紀伊水道によって瀬戸内海に入れるので、関門海峡はボスポラ

ス海峡ほど重要ではありません。一方、ボスポラス海峡は、黒海の周辺地域の鍵

を握っている水路であることです。そこからしか地中海に出られないという決

定的に重要な要の水路です。世界を見渡してみても、マラッカ海峡、ジブラルタ

ル海峡、スエズ運河、パナマ運河、エーレ海峡、ベルト海峡など、世界の戦略上

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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重要な海峡がありますが、その多くは欧米、すなわち西側が押さえています。西

欧は、かつて世界を支配したのですが、今でも主要な水路は押さえ、世界を支配

していることは変わりません。ボスポラス海峡も、NATO 加盟国トルコ側にあ

ります。 

 西側といわれる国は、主としてアメリカ、フランス、イギリスですが、これら

の国がいまだに世界の主要地域を支配し、IMF 体制によって経済、NATO によ

って政治と軍事を支配していることは変わりありません。その意味で常に、この

ボスポラス海峡は、東西対立の要であり、それはもう一つの要、台湾海峡となら

んで重要な地点となっています。 

 今回は、第一次大戦から現在までのウクライナ問題を取り扱いますが、この西

側の圧力とソ連、ロシアの問題が中心となります。この対立を象徴する時代は三

つに分けられます。 

第一は、第一次大戦によって、ロシアに革命が起き、ベルサイユ条約で第一次

大戦が終わった後、この地域で西側によるロシアへの介入という内戦が勃発す

る１９２１年までの時代です。第二は、ナチスドイツによるバルバロッサ作戦

が、独ソ不可侵条約を破って遂行される１９４１年６月２２日から戦争が終わ

る１９４５年５月８日までの時代です。第三は、１９９１年ソ連崩壊によるソ連

邦の解体と、各共和国が独立し、そこに西側資本が入り、ロシアへの脅威を創っ
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ていく時代で、その象徴的出来事は、ウクライナ問題で、ウクライナ戦争という

かたちで２０１４年から現在まで続きます。 

 この三つは、１７世紀まで西欧へ与えた東側のプレッシャーの逆、すなわち１

８世紀からはじまる西側による東側へのプレッシャーの時代で、それは、北はロ

シア、東欧地域から、南はオスマントルコ地域、そしてアジア、アフリカ世界全

体へと広がっていきます。もちろん、この侵攻は西側から見れば、民主主義、西

欧化、文明化という言葉でもいうことができますが、それはあくまで西欧の主観

的な考えで、それを受ける東側の立場からいえば、耐えられない屈辱の時代だっ

たともいえます。アジアの野蛮、停滞などということばは、二一世紀の現在まで

続き、現在ではようやく東側、アジア側の抵抗と進歩が、西欧へのあらたなる脅

威を生み出している時代となりつつあります。ロシアの共産主義やアジア・アフ

リカの独立運動は、こうした西欧への抵抗という流れの中で二〇世紀の歴史を

つくっていきました。 

 

 第一次大戦がもたらしたもの 

 前回は、クリミア戦争まで、そしてマルクスとエンゲルスによるウクライナ問

題についてお話しました。クリミア戦争敗北後のロシアは、農奴解放などによる

近代化を進めますが、ロシアの衰退は止まらず、日露戦争でのロシアの敗北とそ
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のときの革命が、ロシアに支配されているウクライナなどの地域に独立運動を

促進していきます。 

 第一次大戦のドイツ・オーストリアの敗北は、帝国の解体と国民国家の成立を

生み出します。中央ヨーロッパを支配するドイツとオーストリアが解体し、オス

マントルコがどんどん縮小し、そしてロシアがロシア革命によって帝国を解体

していきます。ベルサイユ条約によって、ヨーロッパにいくつもの国民国家が誕

生します。もちろん、国民国家はあくまでも、ヨーロッパだけが対象であり、ア

ジア、アフリカの植民地はその対象外に置かれます。 

 主として対象となった地域は、中欧から東欧地域です。それはこの地域の権益

争いで対立したことが第一次大戦の原因であったこともあり、当然であったと

いえます。オーストリア＝ハンガリー帝国は解体し、ドイツ帝国も解体し、これ

らの国に属していた地域が独立し、新たに国民国家が誕生します。とはいえ、ど

の国も、一つの民族がかたまって住んでいたわけではないので、結局とりあえず

国民国家をつくり、それをひとつにまとめるという作業が行われるしかないと

いうことになります。比較的コンパクトに小さくまとまった国は別として、ウク

ライナ地域のように、広範な地域を擁していた地域は、極めて複雑な問題を抱え

ます。   

ましてベルサイユ条約以前に、ロシアで革命が起こり、体制が崩壊したことで、
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民族独立運動が勢いを増した地域では、新しい体制との関係でどうなるかとい

う問題、まだ戦闘中のドイツとの関係、さらには独立を目指す近隣のポーラン

ド、ヴコビナ、ルテニア、トランシルバニアとの関係で、どこまでがウクライナ

の領域であるのかが不明であり、しかも、新しいロシアの体制であるボリシェヴ

ィキ政権を認めない英米仏との関係において、ウクライナのソ連への併合を認

めない勢力の問題、ボリシェヴィキとドイツとの駆け引きなどのさまざまな要

因が結びつき、内戦状態へと突入し、最終的にソ連を構成する共和国となってい

きます。 

 １９１７年１１月ロシア革命で政権をとったボリシェヴィキが最初に解決を

しなければならない問題が、第

一次大戦の終結とロシアのツ

ァー体制の打倒でした。ウクラ

イナのニコラーエフ近くのユ

ダヤ系出身のトロツキーがこ

の戦争の終結のとりまとめを

受けます。すでにウクライナで

は、ロシアからの独立の機運が

高まっていたわけですが、ウク
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ライナの独立とボリシェヴィキの権力確立は、微妙な問題をはらんでいました。  

＊くらもち「ソ連現代史」から地図 

 ブレストリトフスクの条約によって、ドイツはウクライナ側の一部の領地を

ドイツ、オーストリアに割譲することでボリシェヴィキにウクライナが不信を

もち、独立を求める政権が誕生することになり、そこにフランスやイギリスの支

持を受けた白軍が誕生し、ポーランド軍と米英仏の軍隊などが参入し、入り乱れ

た戦争が展開します。これが戦時共産主義ですが、ボリシェヴィキ軍から見れ

ば、英米ななどの西側の軍とポーランド軍、ウクライナ独立軍との戦闘が続いた

わけです（日本軍は１９２５年までシベリアに駐留しました）。 

 ウクライナ側は次第に赤軍によって１９２１年までには大方駆逐されていく

のですが、西のウクライナと東のウクライナでは、大きな対立が起きます。レー

ニンはこんな事情を考慮し、ウクライナとの妥協を図ります。それは、スターリ

ン時代に起こった連邦政策とはちがって、独立を容認するものであったことで

す。 

 

 スターリンとレーニン 

 レーニンは、革命直前にウクライナの独立をある意味積極的に評価していま

す。それは、ウクライナがロシアのツァー政府に対して独立を求める請願で、レ
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ーニンはツァー体制のもとで、言語を奪われ、人権を奪われた人々に対してこう

述べています。 

 「自由な分離の権利を含むウクライナの権利を完全に承認することなしには、

それ（信頼）を取り戻すことはできない」（「ウクライナ」『レーニン全集』２５

巻、８８ページ）と。もちろんこれは、その後の状況や民族問題一般の述べたも

のではないのですが、少なくともウクライナの信頼を獲得するためには、民族独

立闘争を支援することが必要だという現実的判断です。 

 スターリンは１９１３年に書いた『マルクス主義と民族問題』［レーニンも｢よ

い本だ｣と言っていた］の中で、ドイツ社会民主党のバウアーを批判し、国内に

自治共和国などという形で分離を認めれば、その分離はどんどん広がるので、労

働者の連帯による統一によってしか解決できないと述べているのですが、実際

戦時共産主義という危機的状態の中で、そうした解決が問題になりえなかった

のは当然で、レーニンの主張はなるほど現実的ではあったと思えます。 

 スターリンは１９２４年の『レーニン主義の基礎』の中で、民族自決を民族の

中における支配と被支配の関係ととらえ、プロレタリアによる解放を優先すべ

きだというのですが、ロシアの直面するまわりの民族独立運動との関係でいえ

ば、それはあまりにもロシア中心的考えだったともいえます。 

 それがレーニンの１９２４年の死の直前のスターリン批判、「スターリンへの
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手紙」（『レーニン全集４５巻、７９２ページ』になって現れてくる問題でもある

のですが、それ以上にロシアとそれ以外の共和国のあり方に大きな影響を与え

たわけです。 

  

 農業集団化と飢餓 

 戦争が落ち着き、ウクライナがソ連の共和国、正確にはロシアの共和国になっ

たときに、スターリンによる５カ年計画と集団化は、ウクライナに大きな影響を

与えていきます。主としてウクライナの東の地域は、工業地帯と規定され、ザポ

ロージャの電力開発や、ドニエプル川の水資源の利用、そして鉱山や鉄鉱業の発

展が進められるわけですが、ウクライナの住民の移動を含めたロシア化が進め

られていきます。このロシア化こそ、現在のドニエプル川を挟んだ右岸と左岸の

対立の問題の原因であり、この地域に大量のロシア人が移住します。 

 また集団化は、抵抗するウクライナ地域の農民の抵抗にあい、ウクライナ住民

のシベリアへの移住といった政策を含め、ウクライナの農業に大きな影響を与

えます。カガノヴィッチからフルシチョフにいたるウクライナ共和国のトップ

は、この問題でスターリンと衝突するわけですが、ウクライナの集団化は、１９

３３－３４年の飢餓を生み出し、１００万人以上がそれによって亡くなったと
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いわれ、いまでもウクライナではこの問題がロシア批判の中核をなしています。 

 

 ナチスドイツのソ連侵攻 

 しかし、ウクライナを襲う問題はこれにとどまっていません、それは１９４１

年６月２２日から始まる大祖国戦争の問題があります。ソ連から見たらソ連の

解放の大祖国戦争、ドイツから見たらロシアをドイツの後背地にするためのバ

ルバロッサ作戦です。 

 １９３９年９月ドイツがポーランドに侵入した後、ソ連とドイツは不可侵条

約を結ぶわけですが、その際、ロシアはウクライナのルボフ（ルビフ）を取り、

西に領土を伸ばし、ポーランド解体に一役買い、フルシチョフが赴任し、ウクラ

イナの

西側の

地域を

ソ連寄

りにし

ま す

（戦後

この地
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域はソ連となります）。しかし、ドイツが侵入することで、ソ連は防戦一方とな

り、ウクライナをとられていきます。 

 ドイツは三方面から攻撃しました。モスクワとレニングラード方面、キエフ方

面、そしてクリミア方面で、ロシア軍が敗退する中で多くのウクライナ人が犠牲

になりました。ソ連に置き去りにされたという人々、ドイツ人に虐殺された人々。

ソ連が第二次大戦でもっとも多くの被害を出したという場合、この戦争のこと

を意味するわけですが、アメリカとイギリスが１９４４年６月６日までヨーロ

ッパ戦線に参戦しないことで、ドイツ軍は３５０万人もの兵力をこの地域に送

り、４年にわたる戦争が起こります。第二次大戦のヨーロッパの戦争は、ほとん

どこの地域で行われたのです。 

 大祖国戦争はソ連の勝利で終わるのですが、ウクライナの人々は、飢餓につづ

いてソ連のために犠牲になったという感情が残ります。１９４１年１２月モス

クワからの攻勢も、簡単には進まず、戦争は長期化し、１９４２年７月から１９

４３年３月までのスターリングラードの攻防戦以降少しずつソ連が優勢となっ

ていくのですが、ウクライナ人の犠牲は多く、ここで「バンデラ」問題が起こり

ます。 

 ウクライナでは２０１０年、ユフシェンコ大統領がステファン・バンデラをウ

クライナ「国民の英雄」にしますが、バンデラをめぐってはロシアとウクライナ
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で解釈の対立があります。ロシアは、彼はファシストの手先で、ポーランド系と

手を組んでロシア人を殺戮した人物であるとされ、ウクライナでは第二次大戦

中ウクライナ独立を求めた英雄的人物であると主張され、その解釈は真っ向か

ら対立します。その対立は、ウクライナのナショナリストとプロロシア派との対

立として、今回のウクライナ戦争の原因にもなっています。実際のバンデラがど

うだったかは別として、ウクライナにはドイツに対しても、ソ連に対しても敵対

意識をもつものがいたことは確かです。 

  

 戦後のウクライナ 

 戦後ウクライナは、文字通りは焼け野が原から復活するのですが、その任を担

ったのがフルシチョフです。ウクライナはポーランド、ハンガリー、チェコスロ

バキア、ルーマニアの領土の一部を獲得したのですが、戦後のソ連復興の鍵がウ

クライナの工業にあったことで、厳しい要求がスターリンからなされ、フルシチ

ョフはスターリンのこうした政策に困り果て、やがてこれがスターリン死後、フ

ルシチョフのスターリン批判になっていきます。フルシチョフは、ウクライナで

は悪く思われていません。ウクライナを徹底的ソ連化するために、ブレジネフも

ザポロージャに赴任します。 

 ソ連の工業の中心はウクライナ、それも東のドンバスですが、ソ連はこの地域
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をロシア化していったのです。ソ連は、ウクライナの工業力に依拠して戦後復興

を果たします。これによって、ウクライナは、多大な犠牲を払ったのです。 

 

 ブレジネフからゴルバチョフ 

 １９６５年１０月フルシチョフからブレジネフ体制に変化した後も経済の好

転は見られず、１９７０年代のデタント時代に、西側から借款をはじめ、次第に

その負債の重みで、経済が悪化していきます。これはソ連以外の東欧諸国すべて

にいえたことで、レーガンがアメリカ大統領就任後利子率を１６％にあげたこ

とで、返済負担はより大きくなったわけです。 

ユーゴスラヴィアの場合、西側資本の導入で高速道路や海岸沿いのホテルが

建設され、経済発展を遂げます。しかし、多大な借金が残りました。急激な外貨

不足で石油が買えなくなりました。 

１９８０年代前半は、ソ連も東欧もこの重圧の中、経済がうまくいかず、各地

で体制反対運動が起こってくるのですが、１９８２年１１月ブレジネフが亡く

なり、その後、続けざまにアンドロポフ、チェルネンコ二人の書記長がなくなり、

１９８５年ゴルバチョフが大統領に就任します。 

 １９８５年４月２６日のチェルノブイリの原子力発電所の事故で、ウクライ

ナのモスクワに対する批判が拡大するのですが、そのときウクライナを代表し
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ていたのはウクライナ出身のシェルベツキーで、彼の時代にソ連から独立する、

ウクライナ語の言語復活運動が起こり、バルト三国やヴコビナ地域と並んで、ソ

連からの独立運動、国民国家の創設運動が起きます。後に都合３回起きる独立広

場（マイデン＝広場）のデモの最初のデモが、１９９０年に起きています。 

 私は 1989 年ユーゴスラヴィアのザグレブに滞在していて、超インフレを体験

しました。インフレのため自国通貨が弱く、ドイツ・マルクと米ドルが流通して

いました。通貨の通用力がなくなり、すでに国家の体をなしていなかったので

す。 

 そして１９８９年ベルリンの壁が崩壊し、１９９１年夏ゴルバチョフが失脚

し、エリツィン政権が生まれ、その年の８月ソ連政府から分離し、ウクライナの

独立が宣言されます。 

 社会主義国が資本主義国になる場合の難しい問題は、国有財産の民営化です。

国有財産を帰る物がいないので、旧共産党の幹部が手引きして外国資本が買う。

国有財産の山分けの過程で、オリガルヒが生まれました。 
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 ２０１４年のマイデン事件 

 ウクライナがソ連邦から独立して 30 年がたちますが、ウクライナ経済は、低

迷しています。フェルナン・ブローデルが｢他人の領分としての資本主義｣（資本

主義としてのモラルを欠いた資本主義）という言い方をしていますが、ウクライ

ナはこれに相当します。国有財産をぶんどって私腹を肥やすものが出てくる。軍

も武器を横流しする。その武器で、武装して、民間人がオルガルヒのお抱え暴力

団になる。 

 フランスでも 1980 年代国有化産業を民営化したとき社会党員がその利権に

預かったのですが、ウクライナでは、こうした腐敗が極端に進みまし。 

 プーチンはロシアでこれを正すことによって国民の人気を得ました。 

 ウクライナでは、ユリア・ティモシェンコは、共産党の幹部であることで、巨

大な利権を得ます。ティモシェンコが逮捕されて、ユーシェンコ大統領からヤヌ

コーヴィチ大統領に

移行するとき、マイ

ダン革命／クーデタ

が起きます。 

 ウクライナの経済

資源は東部にあり、
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東部をめぐるウクライナとロシアの争奪戦となっています。 

フルシチョフがクリミアをウクライナに編入したことで、クリミアを含むウ

クライナが独立国になるのですが、ソ連から名称を変更したロシア共和国同様、

新しい政権には、ダーティーなイメージが付きまといます。 

 ウクライナにいたソビエト軍をどうするか、クリミアなどの海軍基地をどう

するか、ウクライナのＥＵやアメリカへの接近をどうするか、様々な問題が、ロ

シアの不安を大きくさせていきます。ロシアは原子力については、ウクライナに

核保有をさせず、原子力発電の運用、原料供給などをロシアに依存させました。 

 とりわけソ連同様、ウクライナは国有財産の民営化をめぐる巨大な利権と汚

職に見舞われます。オルガルヒといわれている特権者集団の問題で、国有財産が

らみで、共産党幹部がこれに手を染めていきます。そこにアメリカ資本もはい

り、資本主義のようで資本主義ではない資本主義社会が生まれました。大統領や

首相が変わるたびにその利権が動き、不安定な経済が出現していきます。クシュ

マ、ユフシェンコ、ヤヌコヴィッチ、ポロシェンコ、ゼレンスキーと、背後に利

権集団をもち、そこに群がる政治形態が民主主義として出現するという形、これ

はロシアも似ているのですが、こうした政治が出現するのです。 

 ユフシェンコ時代の副大統領のユリア・ティモシェンコの逮捕は、西側ではプ

ーチン派ヤヌコヴィッチの謀略といわれますが、そこには天然ガスの利権をめ
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ぐる攻防でもあり、その争いはその後も続いていきます、とりわけ東のドンバス

の工業地帯の利権がウクライナの最大の利権であり、これをめぐるウクライナ

の攻防が、２０１４年のクーデタ（あるものには革命と呼ばれます）を引き起こ

すわけです。とりわけアメリカが原子力のロシア依存を、アメリカ依存に変えよ

うとしたことはロシアの不安を増大させました。 

 プーチン派のヤヌコヴィッチの大統領就任をめぐる批判は、彼の亡命をとも

なう、ロシア派の失脚という形になるのですが、それがウクライナの分裂を引き

起こし、ミンスク合意へと進みます。この合意には、フランスとドイツが深く関

係しますが、それは、ノルマンジー上陸作戦のＶ－Ｄａｙのセレモニーに２０１

４年６月ウクライナとロシアの代表がそろい、そこでこじれた問題を解決しよ

うということになったからです。これが９月５日のミンスク合意に至るのです

が、その意味でフランスのオランドとしてドイツのメルケルがこの合意をもた

らしたわけで、２０１９年１２月ゼレンスキーとプーチンがパリに赴き、そこで

再びミンスク合意を確認しあったわけです。しかしそれがうまくいかなかった

ことで、今回の戦争の機運が高まります。 

 ミンスク合意についても両方の立場から見ると、まったく違って見えます。ル

ガンスク、ドネツクを自治共和国として、一定の独立をみとめ、国境線に緩衝地

帯を置き、ウクライナ政府の干渉を避けさせ、軍隊も引き揚げ、ドンバス独自の
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軍がこの地域を守るということになっていると思われるのですが、ウクライナ

政府はこれを認めないと言います。それが２０１４年から今年の２月まで、度重

なる侵入を生み出したわけです。この原因が、バイデン以後の好戦的アメリカの

挑発なのか、ＮＡＴＯの挑発なのかは別として、この問題が２月２４日のロシア

の援助（西側からみれば侵略）という事態を招きました。 

 まったく平行線をたどる両国の主張ですが、この地域がロシアにとっても、ウ

クライナにとってもとても重要な地域であることから起こったことです。工業

地帯であること、そしてエネルギー資源をもっていること、また黒海への出口で

あること、歴史的にも、どこのものともいえない複雑な地域であること、とりわ

けクリミアが、ロシアにとって重要な地域で、この地域をウクライナと呼ぶこと

への批判があります。 

 人々の構成においてもドンバスのロシア語を話す人々は、ロシア語を禁止さ

れたという主張（ロシア人の多いラトビアでもロシア語は制限されています）、

ドンバスとロシアとの自由な交易を阻止されたという主張、ウクライナナショ

ナリストの度重なる攻撃を受けているという主張（フランスのテレビはそうし

た状況を西側でも放送していました）も、まったくまちがっているともいえない

のです。 

 とにかく、ねじれにねじれた問題であり、２月に始まった戦争の調停にのり出
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したのが、かつての宗主国であるトルコのエルドアンで、イスタンブールで３月

末、かなりいいところまでいったのですが、結局うまくいきませんでした。仏の

マクロンもすぐに乗り込んだのですが、これもうまくいかず、ユダヤ系のこの地

域からの移民をもつイスラエルが乗り出すもうまくいかず、ドイツのショルツ

には荷が重すぎ、アメリカと英国は頑固としてウクライナの支持を表明しつづ

けているといった状況です。 

 今回のレファレンダムによるロシアによるウクライナ４州併合で、一時は和

平交渉が進みそうになっていたのが、また難しくなりました。その大きな責任

は、アメリカにもあります。 

 ロシアに対する経済制裁は、効いていない。逆にヨーロッパではロシアからの

燃料供給がとまって､不満が起きています。 

 世界への影響 

 ウクライナ戦争は、ある意味スラブ人の内輪の問題ですが、周りの国がこれに

関与することで話が大きな問題へと変化しています。西欧の制裁に対して、ロシ

アだけでなく、アメリカの制裁を受け続けている中国やイランもロシアに近づ

き、西側の関与で発展を阻止されているアフリカ諸国、そして中米、南米諸国の

いくつかが、この戦争を、先進国と後進国と闘いという戦争に変えつつありま

す。 
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 ９月１６日、サマルカンドで開催された上海共同機構には、ロシア、中国、イ

ンド、イランなどに交じって、トルコなども参加し、地球上の半分の人口を抱え

る国が参加しました。またロサンゼルスで開催されたアメリカ会議では、アメリ

カへの批判が続出し、９月の国連の代表演説でもアフリカ諸国の西側批判が続

出し、ウクライナ問題が、ロシアとウクライナの問題から、ＮＡＴＯとロシア、

そしてロシアを支持するアジア、アフリカの問題へと発展しつつあります。 

 これはとても危険なことで、第三次世界大戦ということばが出てきているの

はまさにそうしたところからです。日本政府は、ウクライナとロシアの歴史的対

立関係の内容も、経緯もよく知らず、この戦争で一方的にウクライナ側について

いますが、これはとても危険なことです。まず日本は、第三者的立場でこの対立

を見るべきだと思います。 

 この対立がエスカレートしないためには、たとえばトルコのような調停者が

必要ですが、そうした調停者に日本もなれるわけで、そうした考え方も、NATO

に加盟していないのですから、探ってみるべきだと思います。ＥＵの中でもかな

り意見がわかれつつあります。ＮＡＴＯやＥＵへのウクライナの早急な加入は、

戦争を拡大し、第三次大戦の可能性があるので、ＥＵ諸国もかなり慎重です。ウ

クライナ４州（ケルソン、ザポロージャ、ルガンスク、ドネツク）のロシアへの

併合についての国連の非難も功を奏しているわけではないし（インド、中国、ト
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ルコなど反対）、世界は東西冷戦のように真二つに分かれたかのように見えます。 

  

 歴史から見えること  

 マルクスの言葉で、私の好きな言葉は、「スピノザのように永遠の相でものご

とを見る」という、彼がオランダの親戚にあてた書簡の言葉です。今回の私の話

は約１５００年の長い歴史からウクライナを見ています。昨日今日といった、あ

るいは１０年や２０年といったタイムスパンではなく、長いスパンで見れば、歴

史はどう見えるか、そこからこのウクライナ問題の行く末を見てみたいと思い

ます。 

 ウクライナは、ポーランドにもいえるのですが、アジアとヨーロッパを結ぶい

わば廊下だともいえます。歴史的にあらゆる民族がここを通り、支配し、支配さ

れていった場所です。地球の心臓部といってもいいかもしれません。ビザンツ時

代、オスマントルコ時代、モンゴル時代、いずれの時代もこの地域は侵略され、

支配され続けてきた過去があります。それはここが世界の穀倉地帯であること

不幸な結果だといってもいいかもしれません。 

 ロシアが支配しても、いわんや西欧が支配しても、この地域を長く支配するこ

とはできないと思われます。ウクライナ共和国が国民国家としてＥＵに入りた

いといっても国民国家になれるほどの統一もあるわけではない。かといって連
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邦も構成できない。今のところ、ＥＵでもロシアでもない、緩衝地帯、中立地帯

としてしか生き延びる可能性はないかもしれません。 

早々とＥＵに加盟した東欧諸国も、その位置づけにそれぞれ今も苦しんでい

ます。かつての大帝国に支配されていた時代のほうが安定していたかもしれま

せん。小国がひしめき、ＥＵの大国の後背地として生きていくというのも、簡単

ではないと思われます。ウクライナの脅威はロシアにとってだけでなく、ルーマ

ニアやポーランドにとってもあります。ウクライナは人口、国土ともに大きな地

域、経済的には低所得であることで、ＥＵの工場がルーマニアやポーランドから

ウクライナに移動するかもしれないし、ウクライナが経済成長すれば、東欧諸国

は二つに挟まれてしまう。 

 ウクライナはいずれにしろ、ＥＵで受け入れるには荷が重いかもしれません。

見方を変えて、アジアに開いて、中央アジア圏とヨーロッパの中間地帯として生

きるという方法もあるでしょう。それはトルコと同じです。東と西の両方に開く

多面外交という道があると思います。いずれにしろこうした歴史の流れは止ま

ることはなく、今後もずっと動き続けることだと思われます。 

 ウクライナにとって最良の道は、早く今の困難な事態から抜け出し、アメリ

カ、西ヨーロッパにだけではなく、東方との関係も拡大していくことだと思われ

ます。 
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■質疑 

●矢沢 

 レーニンとスターリンの民族主義政策のちがいについて。バルト地方、ウクラ

イナ、ザカフカス、中央アジアという帝政ロシアの圧制下に組み込まれた民族集

団・小国が第一次大戦を機に民族自決運動を始めたとき、ボリシェビキ（スター

リン）は、｢帝政ロシアに対する闘争｣として民族主義運動に連帯・支援する替わ

りに、｢労働者政権樹立を妨げる｣ものとして弾圧してしまった。病床にあったレ

ーニンはこれに反対し､的場さんによれば｢現実的対応として｣これらの民族自

決運動を支援し、連帯すべきとしたが、スターリンはレーニンに面従腹背し、ウ

クライナ、ザカフカス、中央アジアの民族自決運動を｢反革命｣として切り捨てた。

レーニンはスターリン民族政策批判の遺書を残しているが、レーニンもウクラ

イナの中央ラーダ政権打倒を容認した。レーニンとスターリンの民族政策にど

のようなちがいがあったのか? 

▲的場 ウクライナ、グルジア、アゼルバイジャン等各地で革命運動が起きて、

モスクワとは別の方向が打ち出されると、モスクワとの対立が生ずる。理論的に

は、労働者が支配すれば、労働者には民族がない。これはマルクスも言っている。

労働者の支配は民族を超えていく。理論的にはそうだが、現実的には、難しい問

題を抱えていく。これは相当長くかかる問題であり、早急にやってはいけない、
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とレーニンは考えたのではないか。 

 民族問題については、今日参加している太田さんがくわしい。 

 ●太田仁樹 

レーニンとスターリンの民族理論については、かなり前になりますが、丸山敬

一編『民族問題：現代のアポリア』（ナカニシヤ出版、1997）の第５章「レーニ

ン」と第６章「スターリン」で書きました。 

革命以前の両者の理論的立場には基本的に齟齬がありません。スターリンの

『マルクス主義と民族問題』に対するレーニンの称賛がそれを示しています。 

「レーニン最後の闘争」でレーニンとスターリンは対立しますが、民族理論上

の齟齬が表面化したというM.レヴィン（日本では和田春樹）の理解は疑問です。

「最後の闘争」問題は、グルジア党内部の人間関係に対して「上からの介入」を

試みたレーニンに対するスターリンの「反撥」、それに対するレーニンの「激怒」

という側面が重視されるべきでしょう。 

フィンランド、ポーランド、トルキスタン、ザカフカース、ウクライナでの具

体的政策は、個々の地域における諸勢力の力関係で理解すべきもので、「民族自

決権無条件擁護」論等を根拠にして、レーニンは民族運動に対する「配慮」をし

たが、スターリンには「配慮」が欠けていたという理解は、理論的には妥当しま

せん。 
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グルジア問題でのスターリンの態度は、集権主義を旨とするボリシェヴィズ

ムの貫徹であり、スターリンから見れば、レーニンの態度は党内の脱落分子への

支持ということになります。 

あと、オーストロ・マルクス主義の民族理論への言及もありましたが、この点

については、オットー・バウア＝『民族問題と社会民主主義』（共訳、御茶の水

書房、2001）およびカール・レンナー『諸民族の自決権：特にオーストリアへの

適用』（拙訳、御茶の水書房、2007）の「訳者解説」を参照してください。 

 ●矢沢 1930 年代には｢ウクライナ化｣が進められた。これはどう理解したら

よいか。 

 ▲的場 ソヴェト政権は、スターリンの時代に、各地の共和国を認めていった。

ただし、認めると言ってもロシア・ソヴェトという枠内に組み込んだ上で認める

ということだった。 

1991 年、ソ連邦が崩壊したとき、ソ連邦を構成していた諸共和国がそのまま

独立主権国家として出て行ってしまったが、はたしてそれでよかったか、という

問題がある。 

 

●岩田昌征 

 質問のまえに、ユーゴスラヴィアの 1989 年のインフレについて、補足を一
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つ。［5000 億ディナール札をみせて］おもちゃのお札より価値が低かった。 

①｢ルテニア人｣ではなく「ウクライナ人｣という言い方はいつ始まったのか? 

▲的場 第一次大戦後｢ウクライナ語｣の文法書ができて、ウクライナ語の自

覚が高まるとともに、｢ウクライナ人｣という自覚が徐々に形成されていったの

ではないか。｢ウクライナ人はコサックの末裔｣という言い方も、1980 年代から

出てきたが、これは、ある意味で正しくある意味で間違いだ。人種ではなく、過

去にさかのぼって自分たちのアイデンティティをつくる、というかたちで民族

意識が形成されてきたのではないか。 

●岩田昌征  

②ナチスドイツが東方に軍を送ったとき、傀儡政権のセルビア人は、独軍への

参加を拒否した。他の国でも拒否はあったのか? 

▲的場 ナチスの支配下にあっても軍への動員を拒否した民族があったとい

うことは、今はじめて知りました。 

 

●柏木 

 １９９１年の独立以来、ウクライナの支配層は反ロシアのバンデラ派を前

に出して、ウクライナ国民・ウクライナ国民国家を形成しようとしてきた。なぜ

バンデラ派が求心力になったのか？ 
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 ▲的場 バンデラは農民の先頭にたって、ドイツ軍の下請けで穀物徴発した

者たちを襲撃したが、ポーランド系ウクライナ人で､ロシア系ウクライナ人をた

くさん殺したことも事実だ。バンデラの評価は、ウクライナ側とロシア側では正

反対になっている。なぜか、よくわからない。これから調べてみたい。 

 

●岩田昌征 

 ①オルガルヒは、ロシアもウクライナも､国の富を私物化した。私はこれを

｢（資本家階級と無産労働者階級の）階級形成闘争｣と呼ぶ。これはきびしいから

平和的には進まない。それが今の状況ではないか? 

▲的場 社会主義社会から資本主義社会への移行についてのすばらしい観点だ

と思います。官僚と共産党の幹部が国家の富を横流しする。社会主義社会では、

ウクライナとロシアだけでなく、どこも同じような状況が見られた。 

●岩田昌征 ②1941 年のノルマンジー上陸作戦に最後まで反対したのはチャー

チルだった。なぜか。第一次大戦のときのガリポリ上陸作戦の失敗のトラウマと

いう説もあるが、ギリシャ、バルカン半島の弱い所からの上陸作戦を考えていた

のではないか。そうすればソ連にまさるイギリスの力でドイツに反撃できたの

に、アイゼンハワーはそうしなかった。アイゼンハワーの失敗を取り戻すために、

NATO の東方拡大をしたのではないか。 
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▲的場 チャーチルはフルトンで「鉄のカーテン演説」をした。アルバニアとギ

リシャの戦争が問題だった。イギリスは、ドイツとソ連の共倒れを待っていたが、

ソ連が勝ち進んで西ヨーロッパにまで進軍してしまった。英米軍がポーランド

かバルカンからソ連軍の背後に上陸すれば、ソ連軍の東欧支配を阻止できたの

に、そうせずにソ連の東欧支配を許してしまった。トルコとギリシャは､共産主

義のユーゴスラヴィアとアルバニアを追い出して NATO に加入し、ソ連の東欧

進出を阻止しようとした。英米軍の上陸作戦をすべきだったという意見は当然

出てくる。 

 

●安齋徹雄 

 ①オリバーストーンの映画『ウクライナ・オン・ファイヤー』では、マイダン

革命の時にウクライナの右派軍事組織が味方に向けて狙撃し狙いを定めて煽っ

たと言っていて、それはアメリカも絡んでいるように見えるが、何か情報があれ

ば教えてください。 

②国連の経済制裁について。被害を受けるのは市民。ほかに方法がないから仕 

方ないのか。 

③話を聞いていると日本もそうですが、反共や共産主義との戦いや東西冷戦が

終わったといわれるが、まだつづいているのでは。 
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▲的場 ①プーチンとオリバーストーンの対談の本がここにあります。これを

よむと、「マイダン革命」は、革命というよりかなり残酷なクーデタだと、私は

思う。 

②イラクや中東でどれだけ子どもたちが死んだか。医薬品・食糧が入らず、戦争

よりも多くの死者を出す。アメリカはこれを何も問題にしていない。経済制裁は

戦争という形をとらない戦争であり、安易にすべきではない。効果も疑問がある。 

③今つづいているのは、｢共産圏｣｢非同盟諸国｣と、今までやりたい放題してきた

アメリカ的資本主義との闘いだ。日本では、アメリカ側に立った見方しかマスコ

ミに出ないが、アメリカに批判的な立場の見方も必要だ。 

 

●矢沢 

 ｢ソ連崩壊で失われたロシアを取り戻す｣というプーチンの思想は､ウクラ

イナ等かつてのソ連邦の中で抑圧されてきた諸民族からみれば、二重の意味で

時代錯誤ではないか。 

昨 2021 年 7 月、プーチンは長大な論文を出した。プーチンはこの中で、｢ロ

シア・ウクライナ・ベルラーシは、もともと一つの民族であったのに、西側によ

って不当にも分断された。一体性を回復するのは今日のロシア人の歴史的な使

命である｣と内外に宣言している。プーチンの歴史認識は正当な認識か?仮にそ
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うした認識に正当性があるとしても、今軍事力で「ロシアの歴史的使命」を実現

しようとするのは、はなはだしい時代錯誤ではないか? 

さらに、かつてのソ連邦がハンガリーやポーランドーに戦車を差し向けてソ

連共産党の意向を押しつけたが、それと同じことを、ソ連邦の崩壊でウクライナ

が主権国家として独立したにもかかわらずしているのは時代錯誤ではないか。

たしかに、ソ連邦の崩壊による主権国家の誕生の経過には、クーデタの失敗によ

ロシア共産党の解体といった偶然的要素があり、プーチン･ロシアにウクライナ

の主権国家としての存在への疑問には一理あるとはいえ、今日｢主権国家｣は国

際政治のルールになっており、中国もそれを認めている。 

▲的場 時代錯誤といえば、バイデンもそうだ。NATO の拡大、もう一つの問

題は、国民国家がどうしても当てはまらない国がある。｢西アフリカ｣という大き

な国をつくりたいという動きにフランスが反対している。フランスは西アフリ

カを資金源としているから認められない。 

 搾取する側にとってはよくても、搾取される側にとっては不幸な国民国家も

ある。 

  

●小澤健二 

 ショーロホフの『静かなドン』を読んだ。第一次大戦から内戦時のコサックの
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共同体の話しだが、気になったのは、コサックの位置づけ。民謡が風土に根ざし

ている。民謡はコサックに特有なものでウクライナ人を規定するものにはなら

ないのか。 

▲的場 民族・人種の概念は 19 世紀に作られた。（ある民族といってもその範

疇に）当てはまらない人たちもいる。民族・人種の名前と国名が一致するばあい

はよいが、一致しないことの方が多い。当てはまらないのが､今回のばあいだ。

私の学生にモスクワ大学から来ている女子学生がいて、｢自分はタタール人だ｣

という。髪の毛が黒くてトルコ人の容貌をしており、ロシア人とはちがうが、タ

タールという国はない。ロシアにはこういう人もいる。土地から切り離されても

土着的に残っているものはある。ウクライナ人が｢コサックが祖先｣｢コサックが

わたしたちの魂｣と言い始めたのは 1980 年代。スターリンの失敗は、土地と人

間を切り離したことだと思う。 

 

●石田誠 

 ロシア革命時と世界恐慌時にウクライナの穀物を大量に収奪したのが、今回

の問題に影響しているのではないか。富農絶滅運動というかたちで収奪し、ウク

ライナ人が大量に餓死した。こうしたことがウクライナ地方の人々に、ロシア革

命を支持するかどうかとは別に、反ロシアの感情になったのではないか。 
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▲的場 1920 年代～30 年代のソ連の政策の失敗があった。ポーランドやドイツ

やセルビアからウクライナに移民してきた人たちが富農として殺戮され、シベ

リアに送られた。ウクライナ人に強い反ロシア感情を作り出した。そのため、第

二次大戦でドイツが侵入してきたとき、多くのウクライナの人たちが独軍の支

援を求めた。他方で、ウクライナは、ソヴェトの資金で工業基地・穀物基地にな

った、という面もある。 

■講師の補足（的場昭弘） 

9 月、10 月の 2 回にわたってウクライナ問題について話をしましたが、最後の

質疑応答は、大変参考になりました。今年は勤め先の大学の定年の年で、著作出

版や講演も含めてとても忙しく、十分な用意ができなかったかもしれません。

『東洋経済』「著者ページ」、また『一九世紀からわかる世界史』、『資本主義全史』

などを参照していただければ、話の中で足りなかったことが補足できるかもし

れません。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

■司会者の感想（矢沢国光） 

 （１）9 月 3 日の｢前編｣講演から 10 月 8 日の｢後編｣講演の 1 ヶ月間に､プー

チンのウクライナ戦争は、重大な局面に入った。東部 4 州でのウクライナ軍の

攻勢･ロシア軍の守勢が明白になった。ロシアの軍当局自体が「包囲された、撤
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退する」と認めたのだ。プーチンはロシア国内の強硬派の突き上げで、｢予備役

の部分動員｣に踏み切らざるを得なかった。同時に、徴兵逃れの若者の国外流出

が始まり、これまで静観していた大都市の住民・地方議会議員から、戦争反対・

プーチン批判の声が公然と上がりだした。追い込まれたプーチンは、「ウクライ

ナ東部 4 州のロシアへの併合」に踏み切った。軍事的劣勢の中でのこの｢併合｣

によって、プーチンは自ら退路を断った。世界は、冷戦体制崩壊後の最大の危機

に、突入した。そのような中での、10.8 フォーラムであった。 

 （２）2 月、ロシア軍・ベラルーシ軍はウクライナ国境で共同軍事演習を展開

していたが、ロシア軍が国境を越えてウクライナに侵攻するとは、わたしにとっ

て、まったくの予想外であった。それでも、露軍戦車の長い列をテレビで見てい

たときは、プーチンに勝算あっての侵攻かとも考えた。その後の展開は、プーチ

ンの意図に対する疑問を深めるばかりであった。 

的場さんの講演に、こうした切実な疑問を解く手がかりを期待した。的場さん

の 10 月 8 日の講演は、東西のはざまにあり、列強の対立の中で翻弄される小

国・諸民族の複雑きわまりない動きを、長い歴史的スパンの中で縦横に語ること

で、多くの貴重なヒントを与えてくれた。以下、私のつかんだ｢ヒント｣を書き記

す。 

（３）第一次大戦と第二次大戦によって、世界の政治編成がどう変わったか。 
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第一次大戦は、英仏 vs 独の、資本主義列強間の戦争が中心だった。独側につ

いたオーストリア・ハンガリー帝国とオスマン帝国、英仏側についたロシア帝国

の非資本主義ないし半資本主義の｢帝国｣は、資本主義列強間の戦争に｢巻き込ま

れ｣、崩壊した。 

 これら諸｢帝国｣の崩壊は、ウィルソン 14 ヶ条にも促されて、東欧・中東・小

アジア・ロシアに、民族自決運動のラッシュをもたらした。これによって生まれ

た小国が、第一次大戦後の列強の再編成に巻き込まれ、翻弄され続ける。 

 第二次大戦は、かたちの上では、英仏米露 vs 独日伊の対立であるが、世界戦

争のじっさいの中心は、ドイツとソ連の戦争であった、と的場さんは言う。 

 ドイツの西方への電撃作戦は、フランスの降伏・ヴィシー政権の成立で一段落

する。1941 年 6 月、ヒトラー・ドイツは、スターリンの不意を突いて、3 方面

からソ連に侵攻。レニングラード、モスクワが陥落し、スターリングラードを軍

民挙げて死守し、ドイツ軍の消耗・撤退を待つ。この間、イギリス・チャーチル

は、スターリンの度重なる要請にもかかわらず、ドイツ軍への攻撃に出なかった、

と的場さんは言う。 

その結果、ソ連、とくにウクライナの死者数が、第二次大戦全体の死者数の過

半を超えた。 

チャーチルは、独ソ戦のときからすでに戦後の冷戦体制を考えていたのでは
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ないか。独ソが闘って共倒れになることを期待していたのではないか。私はかね

てからこのように疑っていたが、そのように書かれたものを目にしたことはな

かった。 

こうしてみてくると、第一次大戦は資本主義国家間の対立の頂点で、第二次大

戦は、（第一次大戦の中から生まれた）ナチス・ドイツという変形資本主義国家

とスターリン・ソ連という反資本主義国家の対立となった。そして、ナチス・ド

イツが敗北・消滅すると、英米は、イギリスの国際政治力とアメリカの軍事経済

力を結合して、｢西側・資本主義陣営と東側・非資本主義陣営の対立構造｣すなわ

ち｢冷戦体制｣をつくりだした。その一貫した推進者は、イギリス・チャーチルで

あった――このように総括できるのではないか。 

的場さんは、今回の講演で一貫して、｢西側の東側への圧迫の長い歴史と東側

の西側への反撃の開始｣を語った。そして、ウクライナ問題について、日本では

「西側の見方」が圧倒的であり、｢東側の見方｣が欠落している､と指摘した。重

要な指摘だ。 

これは、言いかえると｢冷戦体制をどう認識するか｣という問題ではないか。 

｢冷戦体制｣の成立、崩壊、再編の中でプーチンのウクライナ戦争を位置づける

――これが的場さんの今回の講演から得たヒントだ。 

的場さんには、また別の機会に、冷戦体制、とくにソヴェト・東欧体制の成立・
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崩壊・再編について、その臨場感あふれる話を聞いてみたい。 

（４）質疑の中で、ユーゴスラヴィア研究者の岩田昌征さんから、独ソ戦とチ

ャーチルについての貴重な発言があった。また太田仁樹さんは、こちらの依頼に

快く応えて、民族自決運動についてのレーニンとスターリンの対応についての

貴重なコメントを寄せてくれた。参加者の論議で豊かになった――｢話し合いの

広場｣というフォーラムの主旨が実現したことをうれしく思う。 

 

■参加者アンケートから 

■■参加者アンケート 

●五味久壽 

 大雑把に言えば、ヨーロッパと中国は同じぐらいの広さです。ですからヨーロ

ッパでも中国のように農業帝国が安定的に形成されてもよかったはずですが、

そうはならなかった。イアン・カーショーのように、東欧を「ブラッドランド」

ととらえる見方もありますね。歴史的には中国でも戦乱と大規模な人間の移動

がくり返し起こる「こね回される社会」であったのでしょうが、一面では求心力

ないし混乱の中でも安定性があったようです。広大な帝国内部では自ずから地

域間の格差も大きくなるのですが、中国の人々は格差があってこそ社会なのだ

と伝統的に考えていると思います。儒教というのは格差の秩序の肯定ですから。
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現在ではそれが「共産党がなければ中国は乱れる」という中国人の通念と化して

いるように思います。自己中心から出発する、統治しがたい中国人の二面性とも

なっています。 

中国と違い、ヨーロッパには一つになるような求心力がありません。東欧は、

伝統的にどうしようもないお荷物である農業国であったかに思えるのですが、

それは外資流入により根本的に変化したのでしょうか。 

 講師は、ウクライナを廊下に例えていましたが、廊下ではではなく、歴史的な

通路であったという方が適切であろうと思います。商品でも軍隊でも、大体にお

いて、通路ないし移動路は決まっています。軍隊が通過すれば、必ずその地域は

痛みます。ゆえに戦乱が多かった中国では、後に税を徴収できる富裕な地域が軍

隊の戦場とすることはほとんどなく、そこを通過して荒らすことはなかったよ

うです。この結果として中国では伝統的に豊かな省と貧しい省は決まっており、

今でもその差は歴然としているように見受けます。例えば安徽省のような貧乏

な省はいつも軍隊に通過されるという貧乏籤を引くことになります。この点に

おいて、ウクライナないしポーランドのような東欧全体はどうなのでしょうか。 

 講師は、ウクライナの農業国としての貧しさに触れて、ウクライナ東部の工業

の重要性を強調していたと思います。旧ソ連は、スターリンの工業化の中で近代

化・都市化するが、ゴルバチョフの世代は、都市化の中で出てきた第二世代と言
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えるのではないですか。このソ連の工業化では、人口稠密なヨーロッパ・ロシア

の工業化に重点を置くか、資源豊富なシベリアに注力するかの二つの方向をめ

ぐって絶えず動揺していたと思います。そのなかでウクライナは、何か工業化に

対して明確な方針を与えられたか持ちえたのでしょうか、または、旧ソ連の中で、

どう位置付けられていたのでしょうか。 

また、農業は個人農の集まりではなく、地域コミュニティとしての性格を持っ

ています。そこでウクライナにおいて集団化された農場の解体過程では何が起

こったのでしょうか。たしか、1980 年代末か 90 年代の初めのことでしたが、知

り合いの知り合いがウクライナの援助として中古車を届けに行き、腹が減った

兵隊に銃撃されたが命拾いしたことがあったことを記憶しています。関連して

旧ソ連解体後のロシアやウクライナの軍隊の変化についてもお教えください。 

●板倉桂太 

日々流れてくる「ウクライナ侵略」のニュースがかなり歪められたものではない

かと感じていたが、今回の話を聞いて歪みの歴史的背景のいくつかがわかり大

変興味深かった。西側プロパガンダをうのみにしたような報道は何とかならな

いものかと思う。 

ウクライナオリガルヒと米国との結びつきについて説明をお願いしたいと思い

ます。 



40 

 

 

●前田芳弘 

 ロシアのウクライナ進行について、歴史的な民族問題、領土問題、東西問題、

戦後処理、利権、私利私欲、様々な問題が絡んでいることが、不勉強な私にも大

雑把にだが理解できた。 

私有財産と国有財産の国有化私有化の話は興味深かかった。国有財産や公的

財産が権力者や官僚や資産家によって私腹を肥やす手段として悪用されたり、

その連鎖が戦争にもつながっているようだ。 

 あまりにも歴史的で、グローバル化、複雑化し過ぎていて解決の道が見いだせ

ないような無力感を感じてしまう。 

●高原浩之 

(1)事実認識が間違っているのではないでしょうか。 

｢……ロシアとウクライナの問題から、ＮＡＴＯとロシア、そしてロシアを支持

するアジア、アフリカの問題へと発展しつつあります。｣ 

逆ではないでしょうか。米国が、国内の厭戦と反戦や対中国戦略などから、ロ

シアと戦争できない。それによって、米ロの帝国主義的覇権闘争よりも、ロシア

の侵略とウクライナの反侵略･祖国防衛、国家･民族関係における抑圧側と被抑

圧側の闘争が基調になりつつあるのではないでしょうか。 
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アジアで、朝鮮以外にどの国がロシアを支持しているのでしょうか。インドと

ベトナムの「親ロシア」は、対中国であって、ロシアのウクライナ侵略支持では

ないでしょう。 

｢…ウクライナ４州…のロシアへの併合についての国連の非難も功を奏して

いるわけではないし(インド、中国、トルコなど反対）…。｣ 

 事実に反しているのではないでしょうか。併合非難決議は、フォーラムで報告

の 10/８時点でも、国連安保理で採決済でした。そこで、反対したのはロシアだ

け、中国とインドは棄権でした。その後、国連総会で採決がありました。賛成は

143 ヶ国、反対が５ヶ国(ロシア･朝鮮･シリアなど)、棄権が 35 ヶ国、投票しな

かったのが 10 ヶ国でした。トルコは賛成、インドとベトナム、それに中国とキ

ューバは棄権でした。 

(2)民族問題に対する考えに違和感があります 

｢ウクライナ…が…ＥＵに入りたいといっても国民国家になれるほどの統一も

あるわけではない。…ＥＵに加盟した東欧諸国も、その位置づけに…今も苦しん

でいます。かつての大帝国に支配されていた時代のほうが安定していたかもし

れません。｣ 

 もしウクライナは国民国家を形成できないと言うのであれば、｢大帝国｣、つま

り帝政ロシアやソ連の復活を狙うプーチンの反動的な大ロシア民族主義と同じ
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になります。 

 1990 年前後のソ連･東欧体制の崩壊は、実はソ連帝国主義の崩壊であり、また

西ヨーロッパには大きく遅れたが、東ヨーロッパと中央アジアにおけるブルジ

ョア革命でした。ロシアの支配から脱却した国民国家･主権国家の確立。そして

今、帝国主義として復活したロシア(プーチン体制)が、それに対する反動、反革

命として登場し、ウクライナが、それに対して国民戦争、民族戦争を戦って、民

族的主体性と国民的統一性を強めているのではないでしょうか。立場を同じく

する東ヨーロッパと中央アジアは、人民も政府も陰に陽に支持し連帯している

のではないでしょうか。 

 民族自決権と国民国家は資本主義に対応し、それで民族問題が全て解決され

た訳ではなく、国民国家の中に、民族的な抑圧と被抑圧の関係が細分化されて再

生産される。しかし、過去の｢大帝国｣、実は封建的帝国(ソ連=ロシアも中国もそ

れを受け継いでいる)に帰るのではなく、自己決定権を｢民族的多様性｣と言うべ

き内容で広め深め、社会主義と一体的に実現する、未来に進むべきである、と考

えます。(2022.10.16) 

 


