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11月 2 日 文責・矢沢国光 

■10.22 案内文書 

10 月 22 日オンラインフォーラム・下斗米伸夫「プーチン戦争の論理」案

内 

                      

 講師の下斗米氏には、世界資本主義フォーラムで、4 月 30 日「ウクライ

ナ戦争考」と題して、話していただきました。あれから半年たった今日、プーチンのウク

ライナ戦争は、新たな局面に入ったようです。 

 下斗米氏は、プーチンのウクライナ侵攻作戦について、10 月 12 日発売の『プーチン戦

争の論理』で 

 「2022 年 2 月 24 日から始まるロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、短期決戦で終

結するとプーチン周辺は期待したが、これはまったくの誤解に基づく計画だった。 非軍事

化のためのインフラ破壊を目指したミサイル攻撃は、モデルにした米国のイラク攻撃とは

違って中途半端で、しかも不正確だった。このため東ウクライナのロシア語話者をも敵に

回してしまった。…ロシアはミンスク合意という東部二州の停戦協定を目指したはずであ

ったが、キーウやハルキウへの大失敗となった都市攻撃、さらにはウクライナの原発施設

にまで攻撃は及んでいる。国連常任理事国が核兵器の行使を示唆するなどとは、国際世論

への挑戦としか思えない。こうしてパンドラの箱が開いてしまったが、この混沌はどう収

束させるのか」 

と、書いています。 

 プーチンはなぜウクライナ侵攻に踏み切ったのか？ 

 アメリカはなぜＮＡＴＯの東方拡大を強行したのか？ 

 ウクライナ戦争は、世界にとって何を意味するのか？ 

 下斗米氏は、今日の世界危機は、第二次大戦後の「資本主義 vs 共産主義」「民主主義 vs

専制主義」といった「冷戦構造」の再現ではなく、「歴史や言語、宗教といったアイデン

ティティをめぐる『文明の衝突』へと変化した」と言います。 

 ウクライナ戦争の出口を探るには、その前提として、「ロシア・ウクライナ」の人々の

アイデンティティの歴史とそれに対するプーチンの歴史観を知り、「プーチン戦争の論

理」を明らかにする必要があります。下斗米氏の講演に期待するところ、大です。ぜひ、

ご参加ください。  

                   ［世界資本主義フォーラム・矢沢国光］ 
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●主催 世界資本主義フォーラム 

●日時 2022年 10月 22日（土） 13時 30分～16時 20分 

●開催方式 ＺＯＯＭによるオンライン 

●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 プーチン戦争の論理 

 【趣旨】 

・誤訳ではじまったプーチン戦争、2021 年 7 月 12 日の『ロシア人とウクライナ人の歴

史的一体性について』はいかに誤訳されたか。ナロードを「民族」と訳した日本のマスコ

ミと専門家 

・二つのウクライナ、「レーニンの作ったウクライナ」（ソ連形成 100 週年に寄せて）

と、ガリツィア発のウクライナ、北米ディアスポラと「西ウクライナ」、ネオ・ナチとネ

オコンの連携 

・CISか、NATO かの選択 

・戦争はいつ始まったか、2014 年？2019 年？2021－2022 年？ 

・経済制裁の逆説、パクス・アメリカーナの敗北？いかにして「西側」は経済的に返り

血をあびたか。 

・消耗戦の論理（『現代の理論』2022 年秋号拙稿「戦場の論理と停戦の条件」） 

・新局面、9月２１日の『四州併合』と『部分的動員』以降 

 

 ●参考文献 

 下斗米伸夫『プーチン戦争の論理』（集英社インターナショナル 2022 年 10 月 12 日発

行 860 円＋税） 

 3 月 22 日 朝オピニ「避けられた不幸な戦争」 

 5月 3 日 朝オピニ「西側 役割は停戦と合意」 

 6月 9 日 朝オピニ「停戦 外交解決のとき」 

 6月 4日 緊急オンライン・セミナーでの下斗米報告「ロシア・ウクライナ戦争セミナ

ー～戦争の背景と影響を考える～」 

 

■講師の報告（下斗米伸夫） 

  報告スライドをご覧ください 

■講師補足  

（１）事前に講師に提出した、矢沢の質問に対する回答 

頁数は、下斗米の新著『プーチン戦争の論理』（集英社インターナショナル新書）。 
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矢沢 4 

 ウクライナ侵攻は、「国際法」にもとる主権国家への侵略であり、ＮＡＴＯの東方拡大、

マイダンクーデタ、ミンスク合意の破綻、ゼレンスキー大統領の親米への転換などがある

にせよ、正当化されるものではないと考えるがどうか? 

  

▲下斗米伸夫 

 国際法違反は矢沢先生の指摘どおりだ。しかし他方、ミンスク１，２合意の履行も国際

法上の要請だが、キーウ政権が２０１９年１２月からはこれに反して対ロ軍拡路線をやっ

てきたと当局者も言っている。NATO 側もまた 1998－9 年に国連決議抜きで２１世紀型の

多国籍軍による攻勢を中東やユーゴでやってきた。 

プーチンの今回の作戦は前例をクリントンと NATO がコソボで 1999 年につかったやり

方を踏襲していることに注意。国際法の「保護する権利」をロシア側もまた平和維持活動

として、いわば「未承認国家」として踏襲してきた。NATO が旧ソ連に入り始めた（米欧

対立）2008 年以降、対立は抜き差しならないものとなった。米国のネオコン勢力は中東欧

ディアスポラ移民と関係しており、とくにカトリックと正教との、一〇〇〇年間にわたる

「文明の衝突」を利用してきた。 

 

矢沢 5 

 プーチンはなぜウクライナに侵攻したか?2021 年 7 月 12 日のプーチン論文「ロシア人

とウクライナ人の歴史的一体性について」のポイントは何か? 

  

▲下斗米伸夫 

 確かに難解な論文だ。意図的と思われる誤訳もあった。日本でのテレビなどでのコメン

テーターや学者の一部は、両国の『ナロード』を、ウクライナ側の主張に沿って「民族」

と誤訳してきた。人民と訳すべきだのだが，同一民族だと誤解して１９２２年のレーニン

のウクライナ観の検討という問題の核心を検討してこなかった。 

 この論点は，プーチンの恩師、リベラル派法学者ソプチャーク市長にしたがって、CIS

の兄弟国家の関係を破るとしたら、1922 年にレーニンが不当に『ウクライナ』に行政的に

与えたコサック系の重工業地帯やロシア人地域は、そもそもロシアに返還して出て行くべ

きだった、ロシアにはその返還を主張する権利がある、と言っていた。ウクライナの東南

部、「小ロシア」や「新ロシア」地域を指すものと思われる。 

 

矢沢 6  

プーチンが「ロシア・ウクライナ・ベラルーシ一体性の回復」を「ロシアの国内問題」と

考えて武力による解決を図ったとしたら、それは、21 世紀の国際政治は「主権国家体制」
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になっている［アメリカの「帝国主義」がイラク戦争の失敗を最後に後退し、中国が主権

国家として台頭し、ソ連邦の崩壊時にウクライナが独立国家となっている］ことによって、

「主権の侵害」という国際世論の批判を免れないのではないか? 

  

▲下斗米伸夫 

 ウクライナがロシア、ベラルーシと互いに約した相互中立と戦略核部隊の共通管理によ

る安全保障という CIS の構成員としてのソ連崩壊時の約束事を破っている、というのがプ

ーチンの 2014 年ＮＡＴＯ支持派が行ったクーデター派への批判である。その後は前項の

ソプチャークの批判と同じだ。 

 ちなみにクリミア半島にある戦略部隊である黒海艦隊は常にクレムリンの政権中枢が管

理しており、崩壊時にＣＩＳ軍（シャポシニコフ元帥）の配下になるというソ連崩壊時の

約束を基本的に破ったのはウクライナ側だという批判が背景にある。（もっとも合意のウ

クライナ語訳はロシア語訳と違っている，という指摘もある。Translator, Traitor）。 

2010 年のロシアとヤヌコビッチ政権とのハリコフ合意では、2017 年までの艦隊共同管理

の合意を延長し、2042 年までの共同管理という構想だった。その当事者である東部のヤヌ

コビッチ政権を 2014 年 2 月のクーデターで倒したのが米国の支援した NATO 派だった。

2019 年に対ロ和平派だったゼレンスキーも、半年後にはネオ・ナチの威嚇で NATO 派に

なった、というのがロシア側の認識だ。 

 

矢沢 7  

たしかに、1991 年のソ連邦解体・ウクライナ等独立主権国家の誕生の経過には、「一夜に

してウクライナ人になってしまった」といった不合理な経過があった。プーチンが「ウク

ライナが独立するなら、ソ連邦の一員になったとき受け取ったものを返すべきだ」と言う

のも一理ある（とくに、クリミア）。欧米の中にも、ロシアの主張に理解を示すものがた

くさんいた。プーチンは、外交による解決を待てなかったのか? 

 

▲下斗米伸夫 

 プーチンからすれば、2014 年にヤヌコビッチ率いる東南部系の正統政府を武力で追放し

たのは米国国務省の背景にある民主党系ネオコン勢力ということになる。副大統領バイデ

ンは 2011 年 3 月の訪ロで、プーチン排除を明確にしていた。米国は例外国家で、ロシア

大統領の人事も左右できるとタカをくくっているとみたプーチンは、2012 年 9 月に大統

領復帰を決意した。  

 それでもオバマとの時代、プーチンは一線を越えなかった。２０１９年メルケルらがミ

ンスクⅡ合意をやり、ゼレンスキーも本来対ロ和平派として当選したのに、しかし秋には

公約を裏切ったと見ている。ウクライナ側も 2019 年１２月首脳会談以降対ロ戦争準備に

動き出した、とダニロフ安保会議書記など幹部が認めている。日本の倉井大使も翌年秋に
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は、つまりバイデン復帰以前から NATO 派に転換したとみていた。 

 

矢沢９ 

ウクライナは東西の「二つのウクライナ」に分かれている（第三章）とあるが、プーチン

のねらいは東部ウクライナのロシアへの併合か?「二つのウクライナ」は、ロシアが東ウ

クライナを併合する根拠となるか? 「…ウクライナという国家は、自民族特有のアイデン

ティティを保ち続けてきた」（108 頁）とも書いてあるが、これは「二つのウクライナ」と

矛盾しないか? 

▲下斗米伸夫 

 本書で説明したとおりであるので見てほしい。遊牧民族の往来や宗教的歴史的変化がわ

ずか 30年の「ウクライナ国民国家の未完成」に作用した。 

 

矢沢 11 

ウクライナ戦争の停戦・講和は、どのような変化によって、可能になるか? 

そのために、日本政府は何をすべきか? 

 

▲下斗米伸夫 

 3 月 29 日にはウクライナはトルコの仲介で中立、和平、領土問題の棚上げで合意しか

けたが、英米政府がこれを妨げた。プーチン政治は NATO 拡大が不可避になったときに

後継者となって以来、その課題に適応してきたタイプの政治家だ。 

戦争後 11 月までに英国政府はジョンソン、トラスと二度も倒れた。米国も中間選挙で

共和党が進出すると、ウクライナへの「白紙」での戦時支援は困難になろう。経済制裁は

むしろ、欧米側の政治経済危機となったが、ロシアなど非西欧諸国はむしろ通貨も安定し

ている。親ロシアとなったサウジアラビア等の石油政策にも注目。いま米国ではバイデン

批判で中立ウクライナをめざすべきと言うジェフリー・サックス教授の言説に注目。30 年

前のショック療法の提唱者だった。即時停戦で、世界の多極化に応じた新しい世界秩序を

期待したい。 

 

（２）岩田昌征の文書による質問への回答 

●岩田昌征 

趣旨が納得できる講義でした。私はロシアに滞在したことがない。しかしウクライナ

にはポーランドの友人と一緒に三泊四日の旅を 3 回、オデッサ、ルボフ､キエフを観光か

つ資料収集で訪問したことがあります。相互に脈絡をつけないまま、聞きながら念頭に浮

かんだ質問が８つあります。 

●岩田昌征① ちきゅう座にも書いたが、ロシア・ウクライナ戦争の準備における、ア

http://chikyuza.net/archives/122229
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レクセイ・アレストビチ大統領顧問による 2019 年 2 月 18 日テレビインタビューの役割

は？ 

▲下斗米伸夫 

この時はまだポロシェンコ政権時である。ウクライナの大勢は、ロシアとの外交による

解決であった。アレクセイ・アレストビチは、ゼレンスキーの顧問と言っても、ゼレンス

キーが大統領になるまえの演劇人時代､｢国民のしもべ党｣の中のタカ派の代弁者という立

場ではなかったか。 

ゼレンスキーが親露派から対露強硬派に転換したのは、2019 年秋ヤロシュらネオ・ナチ

から脅されて転換したというのが大方の見方だ。 

 

●岩田昌征② 1990 年 2 月ベーカー発言「1 インチも…」に関して、塩川教授解釈「あ

る程度の仄めかし」をどう思うか。私にはほのめかしというより、「頼むよ、信じてくれ」

に近いと思われるが、公式約束ではないにせよ、どう思うか？ 

▲下斗米伸夫 

そもそも冷戦終結後の 1990 年 2 月ジェームス・ベーカー国務長官がミハイル・ゴルバ

チョフ共産党書記長に、ベルリンの壁崩壊後ドイツ統一を許容する代わりに「NATO を 1

インチたりとも東方にシフトしない」ことを約して取引したことに端を発する。ゲンシャ

ー外相等の証言も仄めかしではない。この一連の交渉で決定的な役割を果たした米国ジャ

ック・マトロック大使も回想するように、当時のゴルバチョフとジョージ・ブッシュ、ヘ

ルムート・コールなど米ソ欧の最高首脳間では文章化するまでもなく相互信頼が存在したi。

しかし翌年 10 月のドイツ統一後、もう一方の同盟機構であるワルシャワ条約機構は解体

し、1991 年 8 月ソ連でのクーデター後ウクライナ・ラーダは 24 日独立を宣言、そして 12

月 1 日のウクライナ国民投票結果を踏まえて 12 月 8 日、ロシア、ウクライナそしてベラ

ルーシのスラブ系三国の最高首脳は 22 年ソ連邦形成条約の破棄と条約共同体である

CIS(独立国家共同体)形成を宣言した。 

William Hill,No Place for Russia, European Security Institutions since 1989,Wilson 

Center Series,2018: M.E.Sarotte,Not One Inch,America,Russia,and the Making of Post-

Cold War Stalemate,Yale Univ.,2021, 

後者は詳細な 1990 年代の NATO 東方拡大研究であるが、それがまだ流動的な東中欧事

情もあって一義的なウクライナとロシアとを分断する政策では必ずしもなかったことは重

要であろう。そのような 21 世紀的展開の唱道者とされる戦略家 Z・ブレジンスキーは、

「ブッシュ父大統領のドイツを NATO 加盟させたことが、ポーランドの NATO 加盟に道

を開いた」と実は当初批判していたのです。 

 

●岩田昌征③ 

1999 年タルボットとプーチンのコソボ空港における出会いは、何月何日か。 
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▲下斗米伸夫 

 1999 年 6月 12日前後です。 

 

●岩田昌征④ 

ウクライナ・ロシアのイメージ戦争において、聖女ジェベリンナ vs バーブシカ・アナ

が言われている。聖女ジェベリンナは見知っているが、バーブシカ・アナの画像は見てい

ません。お手元にあれば見せて欲しい。 

▲下斗米伸夫 

ロシア高級誌エクスペルトの 3 月か 4 月号に特集があってそこで見たが、不幸なことに

ダウンロードしてなかった。今は有料で見られない。 

 

●岩田昌征⑤ 

9 月下旬にこれまでの捕虜交換で最大数の「ロシア捕虜 215 人とウクライナ捕虜 55

人」の捕虜交換があった。215 人は、ロシア人捕虜か、ロシア側が捕虜にしたウクライナ

人捕虜か? 

トルコ大統領、サウジアラビア皇太子ビン・サルマン、ロシアのオリガルヒのアブラモ

ヴィッチの役割が大であったと言われる（ベオグラード日刊紙『ポリティカ』9 月 30 日）。 

 8 月すえにアブラモヴィッチはリアドでサルマン皇太子に会って、やがて捕虜交換合

意がなると、10 人の外国人を自家用機で付き添ってリアドに運ぶ。彼らの中にアゾフスタ

ーリー防衛の司令官が 5 人いて、そこからトルコへ向かった。プーチンがネオナチ集団と

する人々の外国人指揮官 5 人の引き渡しを、プーチンに近いオルガルヒが自家用機で支援

することの政治的意味は何か。 

▲下斗米伸夫 

215 名は、「朝日新聞」11 月 2 日付けによると、ウクライナ側。そのうち 108 名がアゾ

フ連隊。サウジの仲介はひょっとしたらドイツが関与した可能性もありうる。アブラモビ

ッチはクレムリン側のオリガルフ関係者でしょう。 

 

●岩田昌征⑥プーチンは 2014 年に、「西のある人は、ロシアをユーゴスラビアと同様に

バラバラにしようとしている」とテレビ出演で明言していた。私見によれば、ブレジンス

キーであると思われるが、下斗米教授の意見はどうでしょうか。 

▲下斗米伸夫 

その通り。その配下のネオコン系でしょう。米ネオコン系戦争研（2006 年創設）のケー

ガン一家、それにロバートの妻でもある国務次官ヌーランドさんでしょう。 

 

●岩田昌征⑦ 

南スラブ（ユーゴスラビア）諸族間の内紛、東スラブ諸族間の内紛を絶対不幸の戦争
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にまで極大化する要因の大なるものとして、西スラブ出身で北米カナダで成功したインテ

リゲンチャの役割があると思うがどうでしょうか。オルブライト然り、ブレジンスキー然

り。ドイツ出身のキッシンジャーとは異なる。 

▲下斗米伸夫 

その通りです。上記の通りですが、90 年代民営化の闇をついた FT 記者から出世したカ

ナダの外相、蔵相,副首相に上り詰めたユニエイト教会のフリーランドさん、連銀のポーラ

ンド系イエレンさんも代表例としてあげられます。金融制裁はまさに彼女らの知恵でしょ

う。 

 

■質疑の部分 

●柏木勉 

 ウクライナ地方からのディアスポラ（ウクライナからだけではないが）は、スターリン

の圧政が生んだものではないか？彼らがネオコンになっているとすれば、ソ連の後継とし

てのロシア憎しが NATO 拡大につながる。これをどう考えて打開したらよいのか？何か

お考えがあればお教えください。 

▲下斗米伸夫 

スターリンが 1930 年代にしたことは、前半は国内の抑圧、工業化のために農民戦争で、

飢餓の犠牲者がウクライナで 200－400 万人、カザフスタンで、100 万人。一部は天山山

脈を越えて中国に逃れた［中国の文革のときは、ぎゃくに戻ってきた］。ユーシェンコ大

統領のときジェノサイド認定を国連に求めた。責任がだれにあったか。｢スターリンがロ

シア人の意を体してやった｣ということは、ゴルバチョフは農民担当だったので、ペレス

トロイカの中でも、この問題を避けていた。 

 アメリカに逃れた人たち（ディアスポラ）に、強い反スターリン感情があった。 

 同時に、赤軍によって解放された人たちもいた。ノルウェイだ。石炭のとれる島で、ノ

ルウェー人とロシア人（ドンパスから来た）が共存している、というところもある。 

 

●矢沢 １ 

プーチン・ロシアのウクライナ侵攻作戦の経過を見ると、失敗ではないか? 

プーチンの「誤算」とは? 

 

 ▲下斗米伸夫 

①特別軍事作戦は二日で終わる、という想定は確かに誤算、失敗だった。 

しかし米国政府や日本大使館が 2 月半ばにキーウを去り、ヨーロッパ諸国ではウクライ

ナが中立に戻るためのドンバス作戦を支持した首脳もあったといわれる。あたかもロシア

がキエフを占領してほしいと、挑発したようなものだった。EU のボレル上級顧問もまさ
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かウクライナが勝つとは思わなかったと 10 月半ばの大使会議で述懐していた。 

 ロシアからすれば、兄弟国が NATO の尖兵になることは安保上の絶対の赤線であった。

キエフ攻撃は一種のブラフだった。だが最近アスタナの会議でプーチン自身、キエフから

撤退した途端に、ウクライナが中立の協定合意を破棄し、欧米の脅しにのったともいって

いる。最強硬派のジョンソン首相がゼレンスキーに「ウクライナが中立だと武器を与えな

い」と脅したともいう。 

    

 追加の質問 

●矢沢 ウクライナのアゾフ連隊が空港で待ち伏せしていたのを知らずに、｢２日で終わ

る｣作戦を立てたとは、ＫＧＢ出身のプーチンらしくありません。プーチンになぜ正確な

情報が届かなかったのか? 

 

▲下斗米 

計画を米国の CIA長官にプーチンがロシアの意図として威嚇目的で伝えたのは 11月。 

待ち伏せを含む詳細な情報は、2 月 24 日開戦の直前になって米国政府が伝えたとワシント

ンポストの八月の半年後の回想記事で示された。それまでは米国大統領周辺はゼレンスキ

ーに『塹壕を掘れ』程度の指示しか与えてなかった。 

 

●矢沢 ２ 

②2022 年（今年）9 月、ウクライナ軍の進軍・露軍の撤退が明らかになり、プーチンは､

部分動員と東部 4 州の住民投票・併合に踏み切った。併合のねらいは｢祖国防衛戦争｣への

転換か?若者の国外脱出と大都市での反戦運動の兆しも見える。祖国防衛戦争への転換は

可能か? 

▲下斗米伸夫 

 わたしはプーチンの真意はレーニンが 1922 年に無理矢理ウクライナに行政的にくっつ

けたドン（バス＝盆地）のロシア人正教徒保護問題が核心だと思う。あとはクリミアでの

水の確保。コサックなどロシア語話者の言語戦争、NATO 勢力からのロシア語話者の自決

権擁護がプーチンの真意だと思う。2014 年 4 月に,ロシア側の自制にもかかわらず起きた

自発的反乱だった。 

  

●矢沢 ３ 

プーチンは戦争強硬派と現状維持派の板挟みになっていると伝えられるが、ロシア国内

の政治勢力配置は、どうなっているのか?プーチンは、一定価格以上の石油の利益を国庫

と年金に回し、｢富裕なオリガルヒ｣を政治から外したことで国民的人気を得たと書いてあ

る（161 頁）。戦争に消極的な現状維持派は、プーチンのこうした経済政策を支持する部分

ではないか?プーチンは、こうした（戦争に反対ないし消極的な）自らの支持基盤を維持
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しつつ強硬派の要求にも応えることが可能か? 

▲下斗米伸夫 

 ソ連崩壊時のクーデター派軍人であるスロベイキン総司令官など、ロシアでも、またウ

クライナでも、31 年前の 1989 年 8 月クーデター派が今や表に出てきている。その時ウク

ライナの反ゴルバチョフ強硬派がそのまま 8 月 24 日以来、ウクライナ独立に動いた。そ

れ以来、東部軍産部門やマルチューク KGB 議長らもキエフ政権の中核になっている。 

他方西ウクライナは、1989 年以降復活した人民戦線が東方典礼カトリック教会の信徒で

あり、カナダ北米のディアスポラを通じ、結局NATO 拡大の推進勢力になった。 

東西に分裂したウクライナのアイデンティティの曖昧さが、ウクライナとロシアの政治

の背景にある。 

プーチン政治の原点は、エリチンに見いだされたことだ。プーチンは、合法主義かつ合

理主義。当時は 7 人のオリガルヒの全盛時代。ホドロコフスキーとベルゾロフスキーとい

う二人の有名なオリガルヒが、プーチンを形式的な大統領にして、ロシアの石油ガスを掌

握し、経済を支配しようとした。プーチンはベルゾロフスキーを追放して、ホドロコフス

キーと組んだ。ホドロコフスキーは、共産党と民族派にカネを出して政党政治を動かそう

とした［ノルウェーのやり方］が、プーチンはそれに対抗してプリマコフと組んだ。 

プーチンは、1 バレル 27 ドル以上は国庫に組み込み、年金や兵士の給料にカネがまわる

ようにした。国家収入が 4－6 倍になった。石油の収益が国民生活に均てんし、中間層に

カネがまわるようになった。それがプーチン支持になった――とくに地方で。 

NATO がコソボを攻撃したとき、コソボに行ってタルボットと対峙したことで、プーチ

ンの人気があがった。また、チェチェンに対する強硬姿勢で、安全保障がわかるリーダー

として、支持された。チェチェンのカデーロフがプーチン派になった。 

プーチンの補佐官のスルコフというオリガルヒ系でチェチェン系ユダヤ人がいたが、プ

ーチンはこの人を 2020 年に解任し、その代わりにコザック補佐官を使ってウクライナと

秘密交渉していた。 

ウクライナ側の窓口は、ウクライナの初代大統領で､「クリミアはウクライナの領土で

はない」という考えのクラフチュク。コザック補佐官とクラフチュクの秘密交渉（ミンス

クⅢ）がロシア軍の侵攻直前の 2022 年 2月 23日まで続いていた。 

ミンスク合意がプーチンの路線だったが、それが行き詰まって、プーチンの軍事侵攻と

なった。 

プーチンは、政治テクノクラートとしては優秀だが、9 月以降の戦況変化で「愛国戦争」

のタカ派が台頭してくると、政治情勢に合わなくなってきている。プーチンの支持率は、

（クリミア併合時の 90％から）77％に落ちている。2024 年以後、プーチン後を準備すべ

きだというエリート勢力も出てきている。スロベキン総司令官やイルキンやブーギンなど、

右派の影響力もある。 

アメリカの 1970 年代からの老練な政治家バイデンやウクライナの役者出身のゼレンス
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キー大統領――あっという間に｢Ｔシャツのチャーチル｣となった。こうした政治家に対抗

できるか、という問題になっている。 

ただ、経済面では、ロシアは、サウジアラビアと組んで石油価格を上げており、西側の

期待するほど落ちこんでいない。 

基軸通貨としてのドルを石油と結びつけるアメリカの大戦略が、効かなくなっている。 

ロシアとイランの関係も強まった。トルコのドローンに対抗してイランのドローンを輸

入している。 

トルコに対して、アゼルバイジャンのガスを供給するパイプラインをつくろうとしてお

り、ロシアのエネルギー輸出は多極化している。 

半導体にたいする西側からの制裁でロシア経済が落ちこむと、ロシアのエコノミストに

もみられている。 

 ソ連邦崩壊時に不満を持ったタカ派がいて、ロシアでは軍人・将校グループは、アメリ

カ・NATO と本格的な戦争をすべきであって､中途半端な軍事作戦をすべきではない、と

考える。これとリベラルの両側から叩かれているが、プーチンは両派のあいだのバランサ

ーになっている。 

 ショイグ陸相はモンゴル系。キエフ攻撃のとき、キエフで市街戦をするつもりはなかっ

た。それで負けた。ハリコフ［150 万都市、市長はロシア系］では、笑い話だが、150 人

で攻撃した。歓迎されると思って軍楽隊を連れて行って、壊滅した［ワシントン・ポスト

８月１６日］。アメリカはゼレンスキー大統領に情報を出さず、「塹壕掘れ」としか言わな

かった。 

ゼレンスキー大統領の偉かったのは、ヨーロッパから国外脱出を勧められたが、国内に

留まり、4 日間持ちこたえ、アゾフ連隊を使って、カナダ軍の情報により、キエフ空港で

ロシア軍を待ち構えて壊滅した。これがゼ大統領の神話につながった。それで、2 日で終

わらず、戦争が続いている。 

国際政治学者トレイニンは、リベラルから「アメリカがロシアを攻撃している｣と知っ

て、愛国派にかわった。尊敬されている映画監督シャフナザーロフも、リベラルから愛国

派に変わった。 

ロシアの歴史に「大祖国戦争」がいくつかある。1612 年、ポーランド人をモスクワから

追い出した。11 月 4 日が革命記念日となっている。1812 年、ナポレオンを排撃した。こ

のような国民戦争にすべきだという議論が起きている。 

ギルギンは、2014 年のロシア人の英雄、ユーゴ経験を経て民間防衛隊から最近ロシア軍

に入った。スルベイキンらの愛国派がプーチンを支えているというか、突き上げている。 

 

●矢沢 愛国派は｢戦術核も使用すべき｣とまで言っているが、プーチンはこれを抑えるこ

とができるだろうか? 

▲下斗米 ロシアは通常戦力で劣る。ロシアは危機事態には核を使うというドクトリンを
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もっているが、ウクライナで核を使うつもりはないだろう。アメリカも｢ロシア軍はサイ

ロから核兵器を移動させていない｣と発表している。 

  

●若島敏夫 

 わかりやすい説明ありがとうございます。ウクライナ国内では、ゼレンスキーの戦争方

針への反対派の状況はどうなんでしょうか？ 

●谷岡 隆 

 先の若島さんの質問に加え、ウクライナ国会のゼレンスキー野党の状況と主張を伺いた

い。 

▲下斗米伸夫 

 ゼレンスキー大統領は、西側の擁立した大統領候補に対する反対派候補として当選した

［スライド 20］が、支持率が低かった。2019 年にネオナチからの圧力で立場を変えたと

もいわれる。2021 年暮れにはクーデタ騒ぎもあった。 

 作戦をめぐって、ゼレンスキーとザルージニ総司令官とのあいだに､夏以降、路線対立

があった。ザルージニは総司令官で、民間の防衛組織も、その配下に組み込んでしまった。

ゼレンスキーは、南部のヘルソンから反攻すべきという路線だったが、うまくいっていな

い。それにたいして、ザルージニのドンバス重視の作戦が（アメリカの情報に助けられて）

成功したので、ザルージニの人気が高まり、立場が相対的に優位になったとされる。 

 ロシアのやった 4 州の住民投票にウクライナ政府はじつは妨害活動をできなかった。こ

の地はもともとロシア語系の地域党の岩盤組織。ゼレンスキーは対抗手段を持てなかった。

その上、ゼレンスキーのヘルソン奪還作戦もうまくいっていない。ゼレンスキーの立場は

悪くなるかもしれない。 

イギリス（ジョンソン元首相）がゼレンスキーに肩入れし、アメリカ・バイデン政権が

ザルージニに肩入れしているとも言われる。 

 11 月には、ロシア側にもウクライナ側にも､政治的な危機があるかもしれない。 

 ウクライナ内部の政治勢力について言えば、ウクライナのオリガルヒは、大半は親

NATO 派で、親露派は、逮捕されている。先日の捕虜交換で、ゼレンスキー政権に逮捕さ

れていた親露派（プーチン派）のオリガルヒ、メドベチェイクが釈放された。 

  

●矢沢 ８ 

「ブチャの虐殺」は、ウクライナ戦争の性格を一変した。これによって、かりにロシア

軍が軍事的に優勢になっても、講和が不可能になった。ロシア軍の虐殺行為は、帝政ロシ

アからソ連･ロシアに引き継がれている。中国の共産党軍が｢三大規律八項注意｣｢人民に奉

仕する｣によって、蒋介石軍との国共内戦に勝利したのと対照的。ソ連邦は崩壊したが、

スターリンの統治体制は残っているのではないか? 

▲下斗米伸夫 
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 とても許されることではないブチャの事件だ。3 月 29 日トルコが仲介したイスタンブー

ルでの停戦合意をやめさせたのは、バイデン大統領と英国のジョンソン首相だった。ポー

ランドでバイデンはロシアのレジーム・チェンジ、戦犯プーチン追放を言っていた。ロシ

アがキーウの一種の保障占領をと解いたとたんに、停戦交渉を打ち切らせた。ジョンソン

はキエフで、停戦したら武力支援しないと言った。エルドワンも「英米が交渉を妨害した」

と言っていることに注意すべきだ。 

ブチャのジェノサイド、虐殺はもちろん許されることではない。しかし事件がロシア軍

撤退日以降数日たって急に生じた理由はなぜなのか。説明がない。1）直後の日本のジャ

ーナリストは現場で虐殺を誰がやったか見たものはいない、とも言っている。アムネステ

ィなど国際機関などの数字もウクライナ政府の主張とはくい違う。この事件に絡んでいた

翌月、ウクライナ政権人権オンブズマン、リュドミラ・デニソワさんが五月末に解任され

た事情がはっきりしない。 

この事件だけではないが、アゾフ連隊やネオ・ナチについて危険性を指摘した日本の公

安調査庁の報告などが公表後今年になって削除されたり、総じて「西側」のマスコミ統制

も顕著だ。 

 

●高原浩之 

 ソ連の崩壊とユーゴの崩壊――それによって、東ヨーロッパから中央アジアに多数の主

権国家が出現したが、そのことは、アメリカの覇権拡大とか民族紛争の拡大とかいう面も

あるが、本質的には、「ブルジョア革命の大波」と、肯定的に見るべきではないか。ウク

ライナの戦争はそれの延長と前進であり、プーチン･ロシアはそれに対する反動だ。私は

こう考えますが、どうでしょうか？ 

▲下斗米伸夫 

 中央アジアからプーチンにもっともきびしく批判しているのは、カザフスタンのトカエ

フ大統領。｢ウクライナの二つの州を、共和国にして独立させるのは、承認できない。同

じことをしたら、ロシアに 500 もの共和国をつくることになる｣と批判。遊牧民族であり、

権力と所有とが融合している。個人所有・市民社会の論理になじまない。ユーラシアは、

西欧の主権国家体制とちがう。個人所有・市民社会の論理になじまない。ユーラシアは、

ウェストファリア体制で生まれた西欧の主権国家体制とはちがう。地政学、地経学が作用

している。土地は広大すぎて「神のもの」となってきた。 

 トカエフは、プーチンが、シベリアとカザフスタンの間のロシア人の地域を（主権国家

として）独立させようとしているのではないか、と疑う。 

 トルコの問題。トルコは、イスラム世界の中では現実主義・近代化主義で、ロシア革命

を受け入れた。スターリンは、ソ連邦の中にトルコ的世界をつくらせないために、カザフ

スタン､ウズベキスタン、等々の「スタン国」をつくってバラバラにした。 

 ウズベク人が国家（ウズベキスタン）をつくったのはソ連邦崩壊時の 1991 年が初めて
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だが、ウズベク語もペルシャ的なものと非ペルシャ的なものがあり、サマルカンドとその

他の地域では、異なる。均質的ではない。｢国民国家｣とは言えない。 

「主権国家をつくる｣というのは美しい言葉だが、それで経済的に成り立つか。 

 ｢帝国｣と｢国民国家｣が対比されるが、ウクライナは｢主権国家｣にはなったが、カトリク

の西ウクライナと正教の東ウクライナに分裂しており、｢国民国家｣にはなっていないと私

は考える。 

 

●高原 帝国と国民国家について。中国は、資本主義の発展と主権国家の出現によって掘り

崩されていくのでは。資本主義の発展は、ヨーロッパの専売特許ではなく、ユーラシア大

陸でも資本主義の発展があり、それにともなって、国民国家の形成が進むのではないか。 

▲下斗米 100 年前のソ連邦形成のときは、レーニンの考えを取り入れて、｢（ソ連邦を構

成する諸共和国の）ソ連邦からの離脱を認める｣と規定した。中国の習近平政権は、｢（チ

ベットや新疆自治区の）中華人民共和国からの離脱を認めない。スターリン的な連邦論だ。

もし、中国からの離脱を求めれば、それはハードな革命になる。 

 

●司会（矢沢） 帝国と民族の国家の問題は、前回の的場昭弘さんのフォーラムでも大き

な論点となった。参加者の太田仁樹さん、今のやりとりについて、どう思いますか。 

 

●太田仁樹 

 ナショナリズムの基本原理（「民族性原理」）について。エンゲルスはこれを否定した。 

 資本主義の発展によって各民族は民族国家形成の正当な権利を持つ、としたのはカウツ

キー。オーストリアの民族問題について、政治的経済的発展によってナショナリズムが出

てくるのは当然とした。それ以前のマルクス主義者たちは、ナショナリズムに否定的だっ

た。 

 ナショナリストの言ってきたことをカウツキーやバウアーが取り入れ、これにレーニン

が乗っかった。 

ローザがレーニンを批判。 

 レーニンの民族自決権擁護論は、権利の保持は認めるが行使は認めない。 

 夫婦は、離婚の権利があって初めて仲良くできる。 

 「独立運動の地主たちと共闘できるか」（ローザ）——レーニンは自決論で論点をずら

した。 

 スターリンはナショナリズムを上から統制したが、レーニンも同じだ。 

 レーニンとスターリンは、将来の民族のあり方についてはそれほどちがいはない。 

 

▲下斗米伸夫 ちがいがないとは? 
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●太田仁樹 レーニンは、カウツキーの将来の「社会主義共和国」では、諸民族が和合で

きる、という楽観的な議論に同調した。レーニンは 1910 年頃まではカウツキーに多くの

面で追随。 

 スターリンが、「ユダヤ人には民族語教育が必要だ」と言ったのに対して、レーニンは、

「プロレタリアートは、将来世界語を話すから、民族語教育は必要ない」とした。 

 カウツキーは諸民族の和合・接近論であり、それをレーニンもスターリンも認めている。 

 「一民族は一国家を形成できる」ということが「民族性原理」と言われるが、これがナ

ショナリストの基本原理で、この原理を認めるかどうか、オーストリアで論争が起きた。 

 伝統的な民族理論は、民族が発展すれば、自前の国家（ブルジョア国家）をつくる。そ

れが発展して、プロレタリア革命が起きれば、カウツキーの言う「民族の和合」がおきる、

というものであった。 

 1648 年のウェストフェリア条約で主権国家がうまれたが、その条約のポイントとして、

「国王の宗教をもって国家（国民）の宗教とする」ということがあった。この原理を言語

に応用したのが、17－18 世紀、英仏を手本として見ている後進諸国のナショナリストであ

った。領域内の民族的少数派が支配民族の言語を習得するというのは当然のこととされた。

国家語をつくって少数派に押しつけるのが近代のナショナリズムである。ゼレンスキーが

ウクライナ内のロシア語話者にウクライナ語を強制したのもこの流れだ。 

 これは各地域の資本主義の内発的な発展とは、別の話だ。 

当面の状況においては資本主義が発展してナショナリズムが産まれればこれを支持する

というのが、カウツキーやバウアーの立場で、レーニンも彼らの主張に寄りかかっている。 

 これに対して異を唱えたのがカール・レンナーで、彼は領域と文化をわけて、小国分立

を避けようとした。この考え方の方が現実に合ったかもしれないが、ウィルソンの「１４

ヶ条」により打ち破られた。 

 

●司会（矢沢） 

帝国・主権国家・民族主義・国家は、ひじょうに重要な問題ですが、今日は議論できま

せん。あらためて、このフォーラムで取り上げたいと思います。 

 

●矢沢 10 

 今日の世界は、新冷戦［イデオロギーの対立］ではない、歴史・言語・宗教のようなア

イデンティティをめぐる「文明の衝突」だ（18 頁）と書いてある。たしかに｢資本主義 vs

共産主義｣といったイデオロギーの対立は、ソ連邦の崩壊・中国の改革開放によって過去

のものになったとも言える。だからといって、いきなり｢文明の衝突｣になったというのも、

飛躍ではないか?17 世紀以来の資本主義列強による国際覇権政治［核戦争の脅威を含む臨

戦体制］の解消は、依然として人類の最大の課題となっている。 
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▲下斗米伸夫 

1000 年前の同地のカトリックと正教との分裂以来の分裂を背景としないと、『文明の衝

突』で指摘された個人主義的西欧キリスト教、とくにカトリック系「西ウクライナ」と、

東ローマ帝国の国教として国家主義的だった正教系「東ウクライナ」の意識の分裂を理解

できない。これは本書の説明の中心である。 

 

▲下斗米伸夫 

ポーランド分割が、ロシア革命の中で出てきた。新しい国家をどう構想するかで、100

年前ソ連邦形成のとき出てきた。 

スターリンがジョージアでやったことは、オセチアの南部をジョージアにくっつけて北

オセチアはロシアに入れた。これはご都合主義だ。問題はイスラームの処理で、ウンマ

（イスラーム共同体）を基本にしているイスラームをトルコ人国家（トリキスタン）に含

めると中央アジア全体が不安定になる。そこで、はじめはソ連邦にまとめたが、1930 年代

にいくつかの共和国にわけた。 

ウクライナについては、ハプスブルク帝国のカトリクの世界をウクライナに組み込んで

しまったので、レーニン的な農業共同体とは別のかたちになって、カトリク世界と正教世

界のぶつかり合いが構造化され、ソ連邦崩壊のとき、この問題を処理しきれなかった。 

東ウクライナのロシア人地域に重工業が集中しているが、ロシア語が禁止され、ソ連邦

崩壊後ずっと対立が続いていた。これに、ＮＡＴＯが介入した。 

ＮＡＴＯvs ロシア・ベラルーシ・東ウクライナの問題も、世界体制（パクス・ブリタニ

カ、パクス・アメリカーナ）の中で捉える必要がある。 

 19 世紀、イギリスは海の地政学で自由貿易の一元的世界経済体制をつくった。パクス・

ブリタニカである。これと国民国家形成の論理はまったくちがう。 

オバマの［世界の警察官から撤退するという］論理は正しい。民主党のネオコン的な考

えがバイデンにはまだ残っているのかもしれないが、今日の世界経済は、もはやパクス・

アメリカーナの論理で動いていない。中国・インド･ロシア・トルコ・ASEAN は、別の論

理で動いている。 

ロシアがこのように［ウクライナ戦争に］動いたとき、パクス・アメリカーナ的なもの

がどう動くか。それを包括的にいえば｢文明の衝突｣と言えるのではないか。 

 

■司会者の感想（矢沢国光） 

（１）「まさか！」のプーチン・ロシアによるウクライナ侵攻だったが、その謎がとけ

た。「二日間で終わるはずの軍事作戦」であった、というのだ。150 万都市ハリコフに対し

て、「ロシア系市長が歓迎してくれる」という想定で、軍楽隊を連れて 150 人のかたちば

かりの兵員で進軍し、壊滅させられたという。［5 頁、矢沢の質問 3 への下斗米回答］。Ｋ
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ＧＢ出身で情報のプロとされるプーチンにして、なぜこのような初歩的なミスを犯したの

か？ 

 情報のミスによるにせよ、いったんはじめた軍事作戦は、継続するしかなかったのであ

ろう。外交的圧力のつもりの部隊移動であっても、部隊が壊滅させられれば、引くに引け

なくなった。［初動の誤りに気づいたプーチンが勇気を持って、部隊を全面撤収するとい

う選択肢はなかったのか］ 

 ことの成り行きで長期戦に引きずり込まれたロシア軍は、たちまち兵站（物資の補給）

の困難、英米に支援されたウクライナ軍の緻密な作戦の前に、作戦の失敗・変更を重ね、

9 月末には、「ウクライナ東南部 4 州の住民投票・ロシアへの併合」「ロシア国内の部分動

員」で、プーチンが避けてきた本格的長期的な戦争へと梶を切らざるを得なくなった。 

戦場での軍隊どうしの対戦で劣勢を伝えられるロシアは、厳寒の冬を前にして、電力等

の生活インフラを破壊する作戦に集中し、それを「完了した」と発表。相手国国民の戦意

喪失を狙うこうした国民生活破壊作戦は、第二次大戦で英米軍がはじめたものだ――都市

へのじゅうたん爆撃やその極めつけの広島・長崎原爆投下。 

ロシアのウクライナ作戦は、第二次大戦以来の「国民生活破壊作戦」へと、追い込まれ

ている。 

（２）プーチン・ロシアのウクライナ侵攻は、下斗米氏が言うように、ウクライナ内の

親ロシア派の多くを反ロシアに変えてしまった。ブチャの虐殺というロシア軍の「戦争犯

罪」により、いまやプーチン・ロシアは、米欧ＮＡＴＯ勢力だけでなく、ロシアの同盟国

であった中央アジア諸国や米欧の対露経済制裁には反対しているインド・中国からも「戦

争不同意」を突きつけられている。侵攻から 8 ヶ月たったいま、ウクライナ侵攻作戦の失

敗が、プーチンにもはっきりしてきた。プーチンは、撤退を考えているのではないか。 

 戦争の終結は、ロシアという国家の存続を前提とする以上［ロシア国民の多くは戦争に

反対と推測される］、そしてウクライナが［英米の支援によっても］ロシア国内にまで侵

攻してロシア軍を圧倒することなど考えられない以上、ウクライナ・ロシア双方の面子を

立てた上で休戦・講和にもっていくしかない。ウクライナから離れた場所にある日本政府

にも、戦争終結に向けて、すべきこと・できることがあるのではないか。 

 （３）プーチンに戦争の終結を迫るためには、プーチンのウクライナ侵攻の理由を理解

せねばならない。侵攻の理由を理解することは、侵攻を容認することではない。講師の下

斗米氏は、ロシア現代史研究者として、プーチン・ロシアのウクライナとのかかわりを歴

史・政治・宗教・民族意識・国家意識の多方面から真摯にこの問題を追求していることが、

その一言一言から、伝わってきた。 

 「プーチンロシアは侵略者、ウクライナ人民の対ロシア闘争支援」だけに終わってしま

うならば、冷戦体制崩壊後 30 年経った今日、欧日豪を再結集して世界軍事覇権体制の存

続を図ろうとする米英の世界戦略に、我が日本もまた巻き込まれてしまう。 

 「防衛費 2％」「トマホーク購入で敵基地攻撃能力保持」「日米の統合指揮本部の設置」
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と次々に打ち上げられる自民党・政府の「安全保障政策」に、最大野党が反論できない。 

 ウクライナ戦争は、日本にいるわたしたちにとっても、歴史的な課題であると痛感した

フォーラムであった。 

（４）質疑の中で、講師の下斗米氏から、スライドの報告にはない多くのことが語られた。

（質疑が時間切れで終わったが、下斗米氏は、残りの質問に対しても文書で回答してくれ

た［講師補足］。感謝。） 

その中で、最初の侵攻が失敗した直後、プーチンが停戦・講和を探っていたのに英米が

（ブチャの虐殺も口実にして）停戦交渉をぶちこわしたことが語られた（13 頁）。 

「3 月 29 日トルコが仲介したイスタンブー ルでの停戦合意をやめさせたのは、バイデ

ン大統領と英国のジョンソン首相だった。ポーラ ンドでバイデンはロシアのレジーム・チ

ェンジ、戦犯プーチン追放を言っていた。ロシアがキーウの一種の保障占領を解いたとた

んに、停戦交渉を打ち切らせた。ジョンソンはキエ フで、停戦したら武力支援しないと言

った。エルドワンも『英米が交渉を妨害した』と言っ ていることに注意すべきだ。」 

ウクライナ戦争は、「ウクライナとロシアの戦争」か？ＮＡＴＯは、直接兵員をウクラ

イナに派遣してはいないが、大量の武器を供与し、情報を提供し、ウクライナ軍を訓練し、

軍事顧問を派遣している。ＮＡＴＯは、限定付きではあるが、事実上参戦している。 

とりわけ注目すべきは、イギリスのジョンソン元首相だ。イギリスは、財政危機にもか

かわらず、アメリカに次いで巨額のウクライナ支援をし、停戦交渉をぶちこわして、ウク

ライナを督戦している。 

イギリスは、ＡＵＫＵＳ［オーカス。英米豪の軍事同盟］推進のためにオーストラリア

の原潜発注を強引にイギリスに変更させて、フランスの激怒を買った。 

落ち目のアメリカとイギリスは、ＡＵＫＵＳと日米豪印のクワッドで、インド太平洋覇

権体制（対中国の包囲体制）を再構築しようとしている。 

ウクライナ戦争は、米英が、米英との距離を広げてきた仏独らＥＵとの関係を修復し、

ＮＡＴＯ体制を再構築するための絶好の機会とされているのではないか。 

 

  

■参加者アンケートから 

●高原浩之 

(1)ウクライナ戦争に対してどういう立場なのでしょうか 

｢……ウクライナの言語や境界をめぐる地域紛争が、米ロ間の覇権争い、特にバイデン

大統領とプーチン大統領とのメンツの張り合いに発展した結果でもある。｣(資料の｢直言｣) 

軍事援助を根拠に、ウクライナはアメリカの代理戦争という認識でしょうか。それは違う。 

アメリカは、国内的には厭戦気分と反戦闘争を恐れ、左右二分状況を抱え、対外的には

アジアの対中国に戦略的に集中せざるをえない。武器ではなく人。ウクライナは血を流し
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命を犠牲にして全人民的よりも全国民的に戦争している。軍事援助で心を支配することは

できない。 

こういう関係に促進されて、世界的に人民のウクライナ支持･連帯がある。ロシアで、

プーチンが対米･対ＮＡＴＯの祖国防衛を扇動しても、反戦闘争および厭戦と国外逃亡が

起きている。 

ロシアは侵略戦争、ウクライナは反侵略･祖国防衛戦争、これは明らかです。ロシアに

反対し、ウクライナを支持し、アメリカとＮＡＴＯの参戦=覇権主義に反対する、こうい

う立場でいくべきではないでしょうか。 

(2)ソ連･東欧体制の崩壊で東欧～中央アジアに多数の主権国家 そこが起点 

｢イーロン･マスク氏の解決案も参考になる(クリミアはロシア、四州は国際監視の国民投

票)。｣(報告の｢終わりに｣) そもそもミンスク合意はロシアのクリミア併合を黙認してい

る。 

それを支持するのでしょうか。それはおかしい。クリミアとドンバスには民族問題があ

る(元はロシア領＆ロシア語話者が多い)。しかし、その民族問題の解決は、ロシアが併合

したクリミアとドンバス+２州から撤退し、ソ連崩壊=ウクライナ独立を出発点にすべきで

しょう。 

ソ連･東欧体制の崩壊は、社会主義の崩壊ではなく、ソ連帝国主義の崩壊でした。東欧

～中央アジアに多くの主権国家が登場した。西欧に大きく遅れたが、ブルジョア革命の大

波でした。世界史的意義がある。ロシアのウクライナ侵略･併合戦争は、それに対する反

動と反革命でしょう。資源(ガス･石油)を基礎に、帝国主義が復活し(プーチン体制)、ソ連

の勢力圏と覇権(実は帝政ロシアを継承)の奪還を企図している。だから、東欧と中央アジ

アで、人民も政府も陰に陽に、ロシアに反対し、ウクライナを支援している。 

 資本主義や国民国家･主権国家やブルジョア革命、これは、米国や西欧の専売特許で

はない。東欧でも、アジアでもアフリカでも実現される。グローバリズムの 20 世紀はそ

ういう時代であった(残念ながら社会主義革命ではなかった)。中国は封建的中華帝国を継

承し、大きな民族問題(ウィグルなど)を抱えている。中央アジアは｢一帯一路｣に重要であ

るが、大波が今後、ロシアに続いて中国を襲うのではないか(台湾問題だけではない)。 

(3)民族自決権プラス民族的多様性 

民族自決権=分離･独立の自由は、20 世紀に植民地独立･民族解放闘争を主導した。しか

し、主権国家が成立しても、国民国家の中で民族的な抑圧と被抑圧が再生産される。ソ連

や中国の実際は、自決権の否定と大民族(ロシア･漢)による少数諸民族の抑圧である。 

21 世紀は社会主義革命の時代、民族問題の根本的な解決はその課題になる。国家的な分

離･独立の自由だけでなく、自治を含めた｢民族的多様性｣の実現が必要である。｢オースト

リア･マルクス主義｣の｢文化的自治｣の再評価も必要でしょう。 
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