
〈評論〉

映画に学ぶウクライナ侵攻の前史
特に『ウクライナ・オン・ファイヤー』と
『リヴィーリング・ウクライナ』を巡って

嶋崎 史崇

はじめに：対抗言論の活性化と複眼的視点の獲得のために

2022年 2月 24日に開始され、世界中に大きな影響を及ぼしているロシアによるウ
クライナ侵攻。ヨーロッパ（とその外部であるロシアとの境界地域）で起きた本格的
な戦争であるが故に欧米メディアによって他の紛争より増幅されて報道され、その傾
向が日本にも波及している傾向は否めない。エチオピア、イエメンやシリア等での深
刻な人道危機はここまで注目されておらず、差別ではないかという指摘もある 1。しか
しこの戦争が将来、冷戦終結後の画期をなす大事件として回顧されることは確かだろ
う。テレビや SNSで映し出されるミサイル攻撃や、廃墟となった街、困窮する避難
民の様子は、私達日本人にも衝撃を与えている。日本政府も対ロシア制裁に加わり、
国会では非難決議を圧倒的多数で可決し、防弾チョッキや「民生用」ドローン等をウ
クライナ政府に提供し、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領を国会で
のオンライン演説に招き出席した議員の大多数が絶賛する等して、間接的に紛争当事
国となっているという見方もできるだろう。
本稿の問題意識は、2013～ 14年にウクライナで、一般に親ロシア派と目されてい

たヤヌコヴィッチ政権が打倒された「（ユーロ）マイダン革命」もしくは「尊厳の革

1　 エチオピア出身のテドロス・アダノムWHO事務局長の発言である。https://www.bbc.
com/news/world-61101732
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命」を正統な市民革命とみなすか、それとも非合法な「クーデター」として評価する
かで、この戦争の見え方はかなり変わってくる、ということである。この戦争がどの
ような結末を迎えるのか、本稿執筆中の 2022年 5月の時点では、まだ見通せない。
衝撃的で悲惨な戦争の映像に注意を奪われるのは当然であり、直接的被害者たる（国
内避難民も含めた）避難民らに連帯し、最大限の人道支援を行うのは世界共通の義務
でもあるだろう。だがそれと同時に、今回の戦争の歴史的背景と原因への省察を深め
ることが不可欠ではないだろうか。残念ながらこうした要素が、現在の日本では一般
的には十分に知られていないと痛感していることこそ、非力を顧みず、私が映画評論
の形で問題提起をする所以である。
具体的な題材としては、今次のウクライナ戦争の背景をより深く理解するために重
要であると考えられるドキュメンタリー映画３点を取り上げる。折しも 2年以上続
く新型コロナウイルス禍の最中である。外に出かけづらくなった人々が自宅で過ごす
「ステイホーム」の選択肢の一つとして、動画視聴が益々盛んになっている。職業や
専門分野にかかわらず、多くの人々が廉価にまたは無料で、知識を広げ、認識を深め
るための格好の入り口だといえよう。
まずは本稿の構成を示しておこう。
第１節では、まずはネットフリックス作品『ウィンター・オン・ファイヤー　ウク
ライナ　自由への戦い』（以下『ウィンター～』を、親欧米派ウクライナ人の見方を
代表する作品として紹介する。
第２節では、オリヴァー・ストーン氏がプロデューサーを務めた『ウクライナ・オ
ン・ファイヤー』（以下『ウクライナ～』を、ロシア寄りのウクライナ人の視点に主
として立脚するものとみなしながらも、分析しつつ吟味する。中心になるのは、米国
によるマイダン革命への介入という問題である。
第３節では、両作品を比較した上で、『ウクライナ～』がインターネット上で削除
されたり、検索しづらくなったりしている問題を、表現の自由や民主的討論の問題と
いう視点から論じる。
第 4節では、『ウクライナ～』の続編といえる『リヴィーリング・ウクライナ』を
検証しつつ分析する。とりわけ経済を含む米国によるウクライナへの干渉政策の描写
と、今日のウクライナ戦争を予見したかのような先見性に注目する。
第 5節では、ストーン氏のウクライナ作品に投げ付けられることもある「陰謀論」
という言葉の含意と、ウクライナでの戦争が日本にとって持つ潜在的意味を考察して
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本稿を閉じる 2。
歴史を振り返ってみると、自由・平等・博愛の理想を謳ったフランス革命がナポレ
オンによる侵略戦争へと変質し、史上初の社会主義革命たるロシア革命に内戦や日本
を含む各国のシベリア出兵（と一般には呼ばれる実質的干渉戦争）、ウクライナとロ
シア・ソ連による戦争（1917～ 21年）等が続いたことがわかる。このように、革命
と戦争はあたかも兄弟姉妹であるかのように、深く関わってきた。本稿でこれから検
討していくように、米国の介入により決定的な力を得たとされるマイダン革命（およ
びそれに対する反応として続いたといえるウクライナ東部・ドンバス地方での内戦）
を遠因としてウクライナ戦争が誘発されたという見方が、それなりの根拠を持って可
能だといえると仮定しよう 3。もしそうだとしたら、かつてハンナ・アーレントがウラ
ジミール・レーニンを引いて 20世紀の特徴とした「戦争と革命」の時代はいまだ終
わっていないのでは、と問い直す余地があるのかもしれない 4。
特にストーン氏のウクライナ作品は、ウクライナ侵攻に関しては、日本では「支配
言説への懐疑は蚊の羽音より弱い」とも酷評される水準の「対抗言論」への関心を呼
び覚まし、以て一方的ではない真に民主的な討論の活性化に貢献することが期待され
る 5。日本語での本格的評論が管見の限り見当たらないことも、本稿執筆の動機の一つ

2　 なお本稿の構成については、ただでさえ『ウィンター～』の記述より『ウクライナ～』の
記述がずっと長いのに、その上後者の実質的な続編である『リヴィーリング・ウクライナ』
も第 4節で詳しく扱うのは不平等ではないのか、といった批判がありうるかもしれない。
だが日本で流通している情報全体を見れば、『ウィンター～』のような親欧米的見方が圧倒
的に優勢であるのは明らかなので、その全体的不平等を是正する目的があることをご理解
いただきたい。例えば『ウィンター～』を配信している大手プラットフォーマーたるネッ
トフリックスについては、ストーン氏とロパトノク氏のウクライナ作品を対象としていな
い一方で、ゼレンスキー大統領の俳優としての出世作『国民の僕』は「人気の作品」とし
て大きく扱っている。意図的ではないかもしれないが、結果的に偏っていることは否めな
い。特にストーン氏の両ウクライナ作品は、本稿で言及するように、非難を浴び、排除さ
れることすらある作品であるため、私が詳しく検証したいという事情もある。

3　 マイダン革命と「今日のウクライナの惨状」の間に「直接の因果関係」を看取するのは私
の勝手な独断でも独創でもなく、一部の専門家によっても認知されていることだ。松里公
孝「未完の国民、コンテスタブルな国家」（『世界　臨時増刊号　ウクライナ侵略戦争』、
2022年 5月、52頁）。

4　 アーレントの “On Revolution” のドイツ語版からの邦訳である『革命論』（森一郎訳、みす
ず書房、2022年、1頁）を参照。ただし序論の訳注 2によると、レーニンの言葉の出典は
不詳とのことである（同 423頁）。

5　 松里公孝、前掲論文、42頁。
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である 6。
もし人文社会系の教養に少しでも実践的意味があるとすれば、それは次のようなも
のではないか。例えば、直接的に自国のものではないとはいえ、今回の戦争のような
非常事態的状況においても、冷静に歴史的経緯を回顧しつつ、思想史的知見も応用し
ながら、あえて根拠ある異論を提示することによって、より公平で包括的な議論にさ
さやかな貢献をすること。換言すれば、特定の局面において圧倒的に優勢な見解また
は「常識」に対して、その正当性を部分的には承認しつつも、果たしてそれだけが唯
一のものか、他のより深い見方もありうるのではないか、とあえてしつこく「水を
差」すことにより、健全な懐疑の精神を育てること。そしてそのようにして、多数派
に熟慮と再考を促してやまない「反時代的考察」を、嫌われ者になることも厭わず敢
行し続けることであろう。
奇遇にも、ウクライナ侵攻と重なる時期に、戦争を主題とする二つのアニメーショ
ン作品が放送、上映された。一つは世界的に有名な『進撃の巨人』（NHK総合、原
作は諫山創氏の同名の漫画で、2021年に完結）のファイナルシーズン第 2部である。
戦時下のウクライナでも原作漫画は人気を集めている、という報告もある 7。巨人に変
身する能力を持つ民族が、別の民族のさしがねにより、二手に分かれて戦わされると
いう設定が特色であり、人種差別の問題に真剣に向き合う作品でもある 8。一方が先制
攻撃を受けたと思っていたら、他方にとってはそれは過去の攻撃への反撃だったこと
が判明するという展開も、加害と被害が交錯しがちな戦争について示唆を与えてくれ
る。
もう一つは各地の映画館で第 3期が上映され、遥かな未来における（啓蒙）専制

的帝国と（堕落した）民主国家の宇宙戦争を描く『銀河英雄伝説 Die Neue �ese』
である（原作は田中芳樹氏の長編小説『銀河英雄伝説』、徳間書店、1987年に完結）。
これらの作品に共通する卓越した設定は、一つの戦争という出来事を、対立する両陣
営の視点からの二つの物語として提示した手法であると私は思う 9。国民一人ひとりに

6　 英語でも、私が検索した限りでは、ストーン氏による「独裁者へのおもねり」を非難する
次のような記事が目立ち、冷静に検証した評論はなかなか見出せないようである。James 
Kirchick, “Oliver Stoneʼs Latest Dictator Suckup”, Daily Beast, April 14, 2017. https://
www.thedailybeast.com/oliver-stones-latest-dictator-suckup

7　 「ウクライナで、ロシアで、いま何がおきているのか」（『月刊創』2022年 5月号、創出版、
14-15頁）。

8　 それに対して、ロシアを人食い巨人に準えるようなありがちな見方が皮相的であることは、
原作全体の趣旨を踏まえれば、容易に理解できることであろう。

9　 実写映画でこうした複眼的視点を追求した連作として、例えばクリント・イーストウッド
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主権者としての責任を求める民主主義理念の尊さを認めながらも、現実に存在する民
主国家が他国への先制攻撃や無用な挑発、民間人虐殺にすら手を染めるさまも容赦な
く描く後者の作品は、主人公を両陣営に 1人ずつ置いている。現代日本を代表する
文化の一つとなっているともいえる漫画・アニメーション作品で取り入れられている
視点の複眼性が、現実の出来事を見るにあたっても、もっと必要なのではないか、と
いうことが本稿のもう一つの問題提起である。
ウクライナの主な地名はキエフ／キーウ、ルガンスク／ルハンスク、ハリコフ／ハ
ルキウ等、ロシア語・ウクライナ語両方の地名を持つことが知られるが、これは一つ
の出来事や事象が複数の見方や記憶の仕方をもたらすことの象徴ではないだろうか。
いずれにせよ、ストーン氏プロデュースによる両ウクライナ作品は、一見すると衝
撃的な内容故に問題作であることは間違いない。そのため、オープンソース・インテ
リジェンス（インターネット上等にある信頼に値する公開情報との突き合わせ）およ
びファクトチェックの手法を用いて、適宜コメントも加えながら、できる限り検証し
ていく。
なお当然ではあるが、本稿の目的が、今回の侵攻を正当化することではなく、その
背景をより深くかつ多面的に知ることや、民主的討論を推進すること、ならびに表
現・言論の自由への理解を深めることにあることを、念のためお断りしておきたい。

第 1節　 ネットフリックス作品『ウィンター・オン・ファイヤー』　
（2015年）

まず知名度が相対的に高いと考えられる作品から始めよう。それは大手動画配信サ
イト―本稿第 3節で問題にするプラットフォーマーの一つと見ることもできる―ネ
ットフリックス自身が製作に関わったドキュメンタリー作品『ウィンター～』であ
る。ネットフリックスでは日本語字幕版が視聴でき、ウクライナ侵攻開始後、ユーチ
ューブで英語字幕版を無料公開している。
監督は 1972年生まれ、ロシア出身で米国在住のエフゲニー・アフィネフスキ
ー (Evgeny A�neevsky)氏。他にシリア難民の運命を扱った 2017年の “Cries From 
Syria” 等の作品があり、オスカー賞やエミー賞の候補になったこともある 10。
この作品では、マイダン革命は、次のように描写される。2013年 11月 21日に、

監督の『父親たちの星条旗』と『硫黄島からの手紙』を挙げることができる。
10　 この監督についての情報は、映画専門サイト IMDbに依拠している。https://www.imdb.

com/name/nm1017958/bio?ref_=nm_ov_bio_sm
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キエフ／キーウの独立広場で、ウクライナと EUとの連携協定締結を求める人々によ
るデモが始まる。当時、腐敗等の問題もあって国民に不人気だったヤヌコヴィッチ政
権は、この協定を検討した上で取り下げ、ロシアとの連携強化を目指した。当初は学
生を中心に、聖職者や医師等、様々な職業の人々が平和的なデモ活動を繰り広げてい
た。「国民は西へ、ヤヌコヴィッチは東へ」「僕らはヨーロッパ市民だ」といった印象
的スローガンも見られる。人気歌手も応援に駆け付け、祭りのような明るい雰囲気だ
ったことが映像からは窺える。
ところが当初は平和裏に行われていた抗議活動が、途中からウクライナ内務省の特
殊部隊「ベルクト」等との衝突に発展する。負傷したデモ参加者の救護に当たった赤
十字職員すら攻撃にさらされたという告発がなされる。途中で不可解な法改正が行わ
れ、デモでのヘルメット着用が禁止された結果、鍋をかぶって抗議する人々の姿が印
象に残る。取材を受けた市民によって、ベルクト側がゴム弾のみならず実弾すら用い
て攻撃していたと断定される。デモ隊も火炎瓶―今回のロシアとの戦争でも広く使わ
れている武器である―を投げて反撃し、双方の犠牲者が増えていく。退役軍人が「広
場防衛隊」を訓練していた、といった背景も明かされる。　
デモ参加者らは、①政治犯釈放②議会と大統領で権力のバランスを取ること③大統
領選を実施することを要求し、その実現をデモ解散の条件とする。残念ながら、デモ
隊と政府は一致点を見いだせず、革命支持者らが拠り所としていた労働組合会館が警
察に攻撃され炎上する等、危機はエスカレートしていく。翌 14年になってもこうい
った「諸問題」は解決せず犠牲者は増えていく。誰が先制攻撃して始まったか判然と
しない本格的銃撃戦の後、ついに一部の活動家らは大統領に辞任を要求、さもなくば
攻撃すると警告する。その結果、大統領は 2月 27日までにはロシアに亡命し、映画
では、ウクライナ国会で、革命支持派議員と思しき男性が、大統領は「憲法の規定
にない手順」で辞職した、と宣言する。最終的には、93日間の闘争で、125人死亡、
65人不明、1890人負傷という結果となったとされる。その後発足した新政権は、3
月に EUとの連携協定に署名し、革命支持派の勝利に終わったことが示される。
この作品 “だけ ” を鑑賞した者は、恐らくその殆どが、ヨーロッパの一員となるべ
く立ち上がった市民たちが強権的政権による暴力的弾圧に負けず粘り強く抗議し続
け、遂に権力者打倒という目的を達成した感動的な革命の物語として受け取るであ
ろう。実際、例えば猪瀬直樹氏は、「とんでもない傑作」と絶賛し、現在の戦争にも
つながるウクライナ人の「命をかけても圧政と戦う強いメンタル」を称えてやまな
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い 11。これはごく自然な反応であろう。

第 2節　 オリヴァー・ストーン作品『ウクライナ・オン・ファイヤー』
（2016年）

こちらの作品は知名度は低いが、そのエクゼクティヴ・プロデューサーはかの有名
なオリヴァー・ストーン氏である。自らも従軍したベトナム戦争の悲惨さを訴えて
世界的名声を博した『プラトーン』（1986年、アカデミー賞作品賞等受賞）。ケネデ
ィ大統領暗殺の謎に迫った『JFK』（1991年）。教科書では語られない祖国の知られ
ざる歴史の発掘に挑んだ長編ドキュメンタリーシリーズ『オリバー・ストーンが語る　
もうひとつのアメリカ史』（2012年）。アメリカ情報機関の機密を暴き、ロシアに亡
命した諜報員・コンピューター技術者エドワード・スノーデン氏を取り上げた『スノ
ーデン』（2016年）。まさに現代の米国を代表する反骨の社会派監督が、1968年に旧
ソ連時代のウクライナに生まれたイゴール・ロパトノク（Igor Lopatonok）監督と組
み 12、自らインタビュアーとして出演もしているのが本作『ウクライナ～』である。

近現代ウクライナの歩みと国内対立の問題
この作品では、まずヨーロッパとロシアの狭間にある西から東の通り道に位置する
ウクライナの過去が回顧される。それは、ポーランド、ロシア、オーストリア、ドイ
ツ等常に「外来」勢力に支配され、ソ連崩壊まで統一国家となることがなかった、と
総括されるものだ。第 2次世界大戦中には、ソ連から独立するためという目的もあ
ったが、歴史的に西欧との繫がりが強いウクライナ西部出身者を中心とするナチ親衛

11　 「ウクライナ情勢は、Net�ix 『ウィンター・オン・ファイヤー』 を見てから語れ――徹夜
で見た猪瀬直樹がウクライナ関連映画を一気にレビュー（後編）」（『現代ビジネス』2022
年 3月 26日配信）を参照。https://gendai.ismedia.jp/articles/-/93743?page=2
三枝成彰氏の「ウクライナの 『自由を求める民衆の闘い』 を描いたドキュメンタリー」
（『日刊ゲンダイデジタル』、2022年 5月 14日配信）も、『ウィンター～』だけを論じて称
賛する点では、猪瀬氏と同じ傾向にある。https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/
life/305152
私としては、『ウクライナ～』も見てから語れ、と補足したいところである。

12　 ロパトノク監督の情報は https://www.imdb.com/name/nm3153020/bio?ref_=nm_ov_
bio_sm による。同監督のウクライナ関連作品としては、他に “�e Everlasting Present - 
Ukraine: 30 Years of InDependence” (2021)がある。Dが大文字になっているのは、誤植
ではなく、独立国でありながら外部に依存している実態を示唆していると思われる。同監
督の作品は、動画サイト Rumbleで視聴できる。
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隊 SSガリツィエンや、ウクライナ民族主義者組織（OUN）がナチス・ドイツと協力
した。OUNの最も有名な指導者の一人が反ユダヤ主義者・反共主義者として知られ
たステパン・バンデラ（Stepan Bandera, 1909～ 59 年）である 13。2004年の「オレン
ジ革命」で成立した親欧米のユーシェンコ政権が、10年にバンデラを国民の英雄と
して表彰し、国際的物議を醸したこともある 。一方にとっての「英雄」が、他方に
とっての「罪人」であることは、歴史的に見て珍しくないことだろう。
戦時下のウクライナでは、ドイツ軍とウクライナ民兵が協力し、何万人ものポーラ
ンド人やユダヤ人が殺害された歴史が紹介される 14。より大きな問題として提示され
るのは、こういった過激な民族主義的組織に連なっていた人々が、戦後もいわば米国
の対ソ連戦略のコマとして利用され続けてきたことだ。例えば最も残忍な OUN指導
者の一人として知られたミュコラ・レベド（Mykola Lebed、1909～ 98年）は、戦
後処罰されることなく米国へ亡命し、CIAの協力者・反共活動家であり続けた 15。
これに関して私が補足しておくと、第１次世界大戦の末期には、ドイツやオースト
リアも支援した「ウクライナ国民共和国」と、ソ連との間に戦争が発生したという事
実も振り返っておきたい。ドイツがその後西部戦線で敗北し連合国に降伏したため、
同共和国の独立を認めたブレスト＝リトフスク条約は破棄され、同共和国は最終的に
ソ連に併合されたのである 16。さらに約 100年遡るナポレオン軍のロシア侵攻に際し

13　 ただしバンデラは、41年にウクライナ独立宣言をしてからは、ナチス・ドイツにより投
獄されていた上、バンデラ派は戦争末期には敗色濃厚になったドイツ軍と戦闘していた時
期もあり、事情は複雑である。バンデラが創立したOUNは日本では一般に知られていな
いと思われるが、1930年代には、当時の日本軍が極東に逃れた OUN活動家らと満州で対
ソ連戦略のために連携していたという研究は興味深い（黒川祐次『物語　ウクライナの歴
史』、中央公論新社、2002年、218－ 220頁）。

14　 バンデラ派によるポーランド人に対する「ジェノサイド」を告発する次の資料が詳し
い。“1943 Volhynian Massacres - Truth and Remembrance” https://nawolyniu.pl/ksiazki/
pliki/1943ang.pdf

15　 これについては、私自身、ストーン氏が参照している CIAの開示資料 “To Catch a Nazi”
で確認した。https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000201220002-6.
pdf
こうした公文書の保存・ネット公開についての米国の積極性は、近年公文書の改竄や破
棄が問題になった国としては、見習うべきところが多いといえよう。たとえそこに記録さ
れている内容がしばしばおぞましいものであるにしても。

16　 http://www.encyclopediaofukraine.com/ の Ukrainian National Republicおよび Ukrainian-
Soviet Warの項目を参照。一時西部リヴィウを中心に分立し、介入してきたポーランドと
戦火を交えた「西ウクライナ国民共和国」も含めた当時の経緯については、黒川祐次、前
掲書、第 6章が参考になる。
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て既に、フランス側の一部にウクライナに傀儡国家を打ち立てるという構想があり、
フランス軍を支持したウクライナ人も存在したという記録が残っているとされる 17。
ポーランド出身の米国人政治学者・政治家のズビグネフ・ブレジンスキーの「ウクラ
イナなしには、ソ連はユーラシアの帝国であることをやめてしまう」という地政学
的視点からの名言は、日本でも既にある程度人口に膾炙していると思われる 18。そし
てその政治的含意は、西側勢力によるロシア牽制・弱体化策として約 200年前から
事実上実践されており、現在の状況はその延長線上にあるとみることができるのでは
ないか。この政策は、ウクライナ民族に元々内在する東西対立を利用していたといえ
る。こうした話題と関連して、ウクライナの NATO加盟問題を、キューバ危機に準
える人は多いようだ。だがそれに加えて、第 1次世界大戦中にドイツが、当時内乱
状態にあったメキシコ（および日本）を味方に引き入れ米国と戦わせようと画策した
故事も想起しておくのは、ロシアにとっての脅威感を推察する類比としてより有効で
あろう。周知の通り、メキシコはこの剣呑極まりない勧誘に応じることはなかった。
にもかかわらず、こういった離間工作が露見したことが、有名なドイツによる無制限
潜水艦作戦よりも、米国参戦の決定的要因になったとされているからである 19。米国
が「敵の敵は味方」という論理で、各地の右派的、宗教的、または民族主義的、軍政
勢力と手を結んできたことは、歴史上よく知られている。ソ連に抵抗したアフガニス
タン等のアルカイダ、チリの社会党系のアジェンデ政権を打倒したピノチェト派、北
朝鮮に対抗した韓国の朴正煕軍事政権、フィデル・カストロらに倒されたキューバの
バティスタ政権等、枚挙に暇がない。
本題に戻ると、ストーン氏とロパトノク監督の見立ては、こういった米国による露
骨な介入が、特にウクライナでは近年まで続いているということだ。

ヤヌコヴィッチ元ウクライナ大統領の視点と証言
この作品の中で大きな部分を占めるのが、マイダン革命で退陣したヴィクトル・ヤ

17　 http://www.encyclopediaofukraine.com/ の Napoleon Bonaparteおよび Napoleonideの項
目を参照。
このインターネット事典については、本稿付録を参照。

18　 “Without Ukraine, Russia ceases to be a Eurasian empire. “（Brzezinski, Z., The Grand 
Chessboard. American Strategy and Its Geopolitical Imperatives, Basic Books, 1997, p, 45.邦
訳は山崎洋一訳『ブレジンスキーの世界はこう動く　21世紀の地政戦略ゲーム』、日本経
済新聞社、1998年、68頁だが、拙訳とはニュアンスが少し異なる。）

19　 いわゆる「ツィンメルマン電報事件」を中心とした当時の経緯を活写したのが、バーバ
ラ・W・タックマンの『決定的瞬間―暗号が世界を変えた 』(筑摩書房、 2008年 )である。
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ヌコヴィッチ元大統領へのストーン氏によるインタビューである。同氏は東部ドネツ
ク州出身で、東部を地盤とする地域党の党首だった。ユーシェンコ政権では首相も務
め、2010年には親欧米派のユリア・ティモシェンコ元首相に勝利して大統領に就任
していた 20。ヤヌコヴィッチ氏は大統領就任後にバンデラへの英雄称号授与を取り消
した。一般に親ロシア派とみられているが、実際には EUとも連携協定を目指してい
た。このように、境界国家として、東西の大勢力の間で絶妙なバランスを保つこと
が、現代ウクライナの生き方でもあったといえよう 21。
注目すべきは、ヤヌコヴィッチ氏が EUとの協定を敬遠した理由である。EUとの
協定は、当時ウクライナが支援を受けていた IMFによる要求をのむことが抱き合わ
せになっていた。それは、電気代・ガス代等の料金の大幅な値上げ等、国民に対する
重い負担を含んでいた。さらには、ロシアとの取引を事実上制限することも条件とさ
れた。こうしたウクライナ国民にとって不利になる条項が含まれていたため、元大統
領は EUとの協定を延期し、むしろロシアとの協力強化に舵を切ったのだ、と主張す
る 22。
この決断を直接的なきっかけとして起こったのが、キエフ／キーウの独立広場で始

20　 「現代外国人名録 2016」を参考にしている。https://kotobank.jp/word/%E3%83%B4%E3%
82%A3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%20%E3%83%A4%E3%83%8C%E3%82%B
3%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%81-1687696

21　 黒川祐次、前掲書、255頁でも、「ロシアとアメリカの間のバランスを巧みにとってその安
全保障を確保」するウクライナの高い外交能力が評価されている。

22　 こうしたヤヌコヴィッチ元大統領の主張を裏付ける第三者からの資料として、オークラン
ド研究所のフレデリック・ムーソー（Frédéric Mousseau）氏の論考 “What Do the World 
Bank and IMF Have to Do with the Ukraine Con�ict?” を参照。https://ourworld.unu.edu/
en/what-do-the-world-bank-and-imf-have-to-do-with-the-ukraine-con�ict （Our World は
国連大学が運営するサイトである）
この文書によると、IMFからの貸し付けは 170億ドルで、ロシアからの貸し付けは 150
億ドルだったが、後者には天然ガスの 33％引きが付帯していた。さらに EUとの協定には、
ウクライナでこれまで許可されていなかった遺伝子組み換え食品の解禁、モンサント等の
グローバル企業を受け入れる新自由主義的な規制緩和策等も含まれていた。さらに IMF
による緊縮財政策は、47～ 66％の所得税増税、50％のガス料金値上げ等を含んでいた。
IMF・世界銀行によるこうした条件を見る限りだが、元大統領が EUとの協定よりロシア
との連携を優先したことは、二大勢力を両天秤にかけた上での冷静な熟慮の結果だと思わ
れる。エコノミスト・日本大使館専門調査員として長年ウクライナに滞在した西谷公明氏
も、IMFが要求した緊縮財政政策や EUとの連携協定がウクライナにとって著しく不利だ
ったこと、ヤヌコヴィッチ元大統領はロシアと EUとの間で均衡を保とうとしていたこと
を指摘している。「誰にウクライナが救えるか　友ユーシェンコへの手紙」、『世界』2014
年 5月号、岩波書店、117-123頁を参照。
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まった抗議活動だ。ストーン氏は、Consortium Newsという独立系米メディアのジ
ャーナリスト、ロバート・パリー氏（Robert Parry）を主な取材対象者として、米国
がマイダン革命で果たしていた役割を「革命のレシピ」として告発する 23。

「革命のレシピ」とは
レシピの第１は NGOを通した資金提供である。全米民主主義基金（National 

Endowment for Democracy）を最も顕著な事例とする NGOが事実上、かつての
CIAの代わりとなり、標的とする国において、活動家、ジャーナリスト、企業への
資金提供と訓練を通じて、しばしば当事国の利益に反する形で、アメリカ外交の利益
に資する活動をさせているとされる 24。
レシピの第 2はメディアである。資金提供を受け設立された三つのテレビ局が、独
立広場でのデモを支持し、ウクライナの人々に参加を呼び掛けたとされる。当初は平
和的だった抗議活動だが、「右派セクター」等の極右勢力が紛れ込み、警官隊への先
制攻撃を仕掛けたさまが、証拠映像つきで示される。ちなみにこの右派セクターは、
他ならぬ米国務省が、「ユダヤ人やオリガルヒにではなく、ウクライナ人に属するウ
クライナ」の復興を目指すという反ユダヤ的傾向を憂慮していた団体である 25。
作中で名指しされているテレビ局の一つに hromadske tvがある。私自身、作品中
で提示されている同社の 2013年の決算書の中で、オランダ大使館、アメリカ大使館、
およびハンガリー出身の米投資家ジョージ・ソロス氏が設立した「ルネサンス財団」
が約 250万フリヴニャの寄付をしていることを確認した（１フリヴニャは通貨取引
を行えるサイト IFC Marketsによると、2022年 5月 27日現在約 4.6円である）26。ソ

23　 パリー氏は 2018年に死去したが、Consortium Newsは、今日のウクライナ戦争について
も、有益な情報を提供し続けている。https://consortiumnews.com/category/international/
ukraine/

24　 全米民主基金は、1983年にレーガン政権の下で設立され、90カ国以上で活動していると
いう。https://www.ned.org/about-the-national-endowment-for-democracy/
「明るい CIA」としての同基金による「民主化」支援が、「米国のための民主化であって、
その国々にとっての民主化ではなかった」と告発するのは、紛争調停者として名高い伊勢
崎賢治氏である。『長周新聞』「ウクライナ危機に国際社会はどう向き合うべきか　緩衝国
家・日本も迫られる平和構築の課題　東京外国語大学教授・伊勢崎賢治氏に聞く」、2022
年 3月 17日。https://www.chosyu-journal.jp/kokusai/22976

25　 https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/ukraine/
26　https://www.ifcmarkets.com/ja/currency-converter/uah-jpy

https://hromadske.ua/�nreports/�n_zvit_2013+(ENG).pdf
なおルネサンス財団は、現在は�e Open Society Foundations というより大きな財団
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ロス氏が、ウクライナに財団を設立し、「現在までの出来事で重要な役割を担った」
と語る映像も示される。
レシピの第 3はテクニックである。デモに参加した人々の一部は、上記の米国系

NGOにより訓練されており、平和的な抗議活動を一瞬にして暴力的なものに変える
能力を持つとされる。明快なスローガン連呼により群衆を一体化、熱狂させる技術
は、2000年代にジョージアのバラ革命、ウクライナのオレンジ革命をはじめ旧ソ連
圏等で連続した「カラー革命」に共通してみられるという。
ロシアでは批判的なメディアに対し「外国の代理人」という屈辱的なレッテルが貼
られることはよく知られている。だがウクライナに関しては、外国からの資金を受け
て露骨で暴力的な反政府活動が行われたのなら、この不名誉なレッテルが当てはまっ
てしまう側面もあるのでは、と問うに値するだろう。

マイダン革命の核心へ
こうした知識を前提としてみると、「自由への戦い」として描かれたマイダン革命
が、全く別の位相の下で現れることになる。
まず、故ジョン・マケイン米上院議員（共和党）、ウクライナ移民の子孫で民主党
系のネオコン政治家として知られるヴィクトリア・ヌーランド（Victoria Nuland）
国務次官補（2022年 5月現在はバイデン政権の国務次官）ら米国の有力者らが、独
立広場を訪れ、参加者らを公然と激励していたことが映像で明かされる。なぜ（当時
欧米も正当性を概ね認めた）選挙で選ばれた政権を打倒するための活動を、外国の政
治家が応援するのか、とヤヌコヴィッチ元大統領も首をかしげる。私達もまた、この
状況の特異性を、日本に置き換えて考えてみる必要があると私は思う。また、いった
いどの国で政府庁舎の占拠が許されるだろうか、と実際に起こった事件について嘆
く。この時点で元大統領は知る由もない皮肉なことだが、2021年 1月に、大統領選
挙の結果を認めないトランプ派の人々が米連邦議会を襲撃して世界に衝撃を与えたの
は周知の通りである。
ヌーランド氏に関しては、大きなスキャンダルも発覚している。何と彼女が、当時
の駐ウクライナ米大使だったジェフリー・パイエット（Geo�rey Pyatt）氏と、革命
後のウクライナの新政権の人事について、（後に実際に首相に就任した）アルセニー・
ヤツェヌーク（Arseny Yatseniuk）氏は「経済に関する経験や、統治能力がある人物

の一部となっており、ウクライナだけで 2019年には 780万米ドルの予算を持っている。　　　
https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/the-open-society-foundations-in-
ukraine
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だ」等と具体的人名を挙げて相談していた通話音声が、リークにより明るみに出たこ
とである。しかもヌーランド氏はこの通話の中で、EUを極めて下品な言葉で罵倒し
ており、その件で後に謝罪に追い込まれている。この事実から、米国の幹部らがこの
革命に深く関与していたことは、否定し難いといわざるをえない 27。
『ウィンター～』の項でも説明した通り、元来平和的だった抗議活動は徐々に暴力
的になっていくが、最初の銃撃は、デモ隊が占拠していた音楽院の建物からだったと
いう証言がなされる。さらに、革命運動の「司令官」を名乗っていた「人民運動」の
指導者アンドレイ・パルビイ（Andriy Parubiy）氏が、「近日中に要求が実現されな
ければ、実力を行使する」と堂々と宣言する動画が提示される。ちなみにこのパル
ビイ氏は「ウクライナ社会国家主義党」（後の自由党）の創設者の一人であり、米誌
「ザ・ネーション」も「ネオナチ」として問題視していた人物である 28。
暴力はますます悪化し、過激派として国際的に知られる覆面をかぶった「右派セク
ター」の人々は政府庁舎を占拠し、野党と大統領との休戦合意にも応じず、結局はヤ
ヌコヴィッチ氏退陣を求め続ける。映画では、同元大統領は暗殺未遂事件すらあった
と証言し、最終的にロシアへと亡命した経緯が語られる。国会で弾劾手続きが上程さ
れるが、賛成数が憲法の規定による全議員の４分の 3に達しなかった場面が映像で
示される。大統領の退陣または事実上の追放が、『ウィンター～』と『ウクライナ～』
という両方の対照的作品で、正規の手続きを経ていなかったという認識で一致してい
ることは大きな意味を持つであろう。
にもかかわらず米国務省は新政権を承認する。事後的に振り返ると、いまだに西側
の盟主を自任する米国による承認という行為自体が、「クーデター」疑惑を払拭し、
国際的な正統性を付与したという意味で、最大の支援だったといえるのかもしれな
い。新政権成立に対し、いずれもロシア系住民が多いウクライナ東部とクリミアの住
民らで激しく反発する者が出る。特にクリミアでは、親ロシア派住民らが、キエフ／
キーウの新政権を承認することを拒否する。親ロシア派が地方政府を占拠し、新自
治政府が立ち上がる。一般に「併合」と表現されている出来事だが、米国側の調査
でも、住民投票では 96.77％がロシアとの合邦に賛成だったという事実が紹介される
（ただし、ロシア軍が駐在する状況の中での投票であるので、不当な圧力になったの
では、という欧米メディアからの疑問も紹介されている）。

27　 “US apology a�er EU Ukraine insult”.（2014年 2月 7日） https://www.bbc.com/news/av/
world-europe-26089672

28　 Lev Golinkin: Neo-Nazis and the Far Right Are On the March in Ukraine. （2019年 2月 22
日）https://www.thenation.com/article/politics/neo-nazis-far-right-ukraine/
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「オデッサの悲劇」と「自国民への戦争」という衝撃
翻ってキエフ／キーウの新政権の状況だが、欧米や国連からは歓迎され、ヌーラン
ド米国務次官補自身の言葉で、米国がウクライナ「支援」—事実上は体制転換の助長
―の為に 50億ドルも投資してきたと語られる。ヤヌコヴィッチ政権の公約だった、
東部ウクライナでのロシア語の第２公用語化は、ウクライナ・ナショナリストらの強
い要求もあって反故にされる。東部ではデモが発生し、新政権派との衝突も発生。当
時から正統性が疑われた新政権への猛烈な反発もあって、今日のウクライナ侵攻で主
要戦場になっている東部のドネツクとルガンスク／ルハンスクに「人民共和国」が成
立したのも、この頃である。戦闘はますます過激化し、ヤヌコヴィッチ元大統領は作
中で、当時のアレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行は「自国民への戦争」もしく
は「虐殺」を始めた、と糾弾する。2014年 5月、南部のオデッサ／オデーサでキエ
フの新政権へのデモが発生したが、参加者らが建物に逃げ込んだところ、新政権支持
者に火炎瓶を投げ込まれた結果、多くの焼死者が出た衝撃的な映像が示される。当時
のロイター通信の報道によると、死者は少なくとも 42人に上った 29。これがいわゆる
「オデッサの悲劇」である。やはり米国が支援したとされるバラ革命によって政権に
就き、後に職権乱用等で祖国を追われた親欧米・反ロシアのミハイル・サーカシュヴ
ィリ元ジョージア大統領が、ウクライナ国籍を得て、また米国から大規模な財政支援
を受けた上で、オデッサ／オデーサ州知事に据えられたという珍事も紹介される。
以上が本作品の概要である。最後にナレーターは、主要メディアによる情報操作に
気付き、身を守るよう、視聴者に呼び掛けて締めくくる。

第 3節　両作品の比較と、表現の自由、知る権利と民主的討論の観
点から考察する『ウクライナ・オン・ファイヤー』の削除・排除と
実質的検閲の問題

�『ウクライナ～』に偏りはあるが、『ウィンター～』等主流派の情報の偏りに�
気付かせてくれる
『ウィンター～』と『ウクライナ～』を比較してみると、「革命」という同一の出来
事がいかに正反対の見方で再現され、受け止められるのか、という事実に気付き、驚
かされる。そして本稿の冒頭で言及したように、革命の兄弟姉妹のような戦争もま

29　 “Dozens killed in Ukraine �ghting and �re; OSCE monitors freed”（2014年 5月 4日） 
https://jp.reuters.com/article/uk-ukraine-crisis/dozens-killed-in-ukraine-�ghting-and-�re-
osce-monitors-freed-idINKBN0DJ0F220140503
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た、複数の見方をもたらすことが示唆されているのではないか。
ただ本稿での『ウクライナ～』の要約が『ウィンター～』よりも結果的に長くなっ
てしまったように、一般に知られていない歴史的な深みや調査報道の掘り下げ方につ
いては、前者の方が鋭いものがあると評価せざるをえない。私達は今や、『ウクライ
ナ～』で暴露された 3種類の干渉政策の実態や、平和的デモが暴動へと変質させら
れ親欧米的・反ロシア的な「革命」への導火線として利用されたという見方を知って
いる。これらの要素を踏まえると、そもそも NATO加盟という多数派の「民意」は
米国側の干渉なくして存在していたのか、という疑問が生じてくるのも自然ではない
か 30。ウクライナは主権国家として NATO加盟を目指す権利がある、というよく聞こ
えてくる意見も形式的には確かに正当であろう。だがそうした見解も、欧米とロシア
の間で均衡を保つ同国の伝統的外交方針が外部からの干渉によって崩されたのでは、
という疑惑を踏まえれば、空しく響いてくるのではないだろうか 31。
今日の戦争、あるいはクリミア併合に際しても、ロシアは「力による現状変更」を
行ったと非難されている。これは恐らく正当なものであろう。だが、本稿でこれまで
見てきたように、これらの出来事に先立って、概ね正当な選挙で選ばれたと認められ
た政権を、一部の過激な人々も加わって暴力的に打倒したと疑われる体制転換があっ
た。そしてこの出来事を米国が多かれ少なかれ支援・誘導していたのならば、そうし
た行為は、軍隊を派遣していなくても、実質的には広い意味での「力による現状変
更」に当たらないのか、と問うのが公平な態度であろう 32。
他方で、ストーン氏は、現在アマゾンで視聴できる４時間にわたるプーチン大統領

30　 “Before Crisis, Ukrainians More Likely to See NATO as a �reat”（2014年 3月 14日）
https://news.gallup.com/poll/167927/crisis-ukrainians-likely-nato-threat.aspx
米国のギャラップ社のこの調査によると、2014年のマイダン革命前の 08～ 13年のウク
ライナでの世論調査では、NATOを「守り手」（protection）よりも「脅威」（threat）と
して見る意見が多数だったことが示されている。革命直近の 13年でも、29％が脅威と答
え、守り手と見なしたのは 17％にすぎなかった。

31　 NATO拡大の問題点に関しては、本稿付録で紹介するジョン・ミアシャイマー氏の動画も
参考にしていただきたい。

32　 塩原俊彦氏は、米国のこういった介入がウクライナの領土的一体性や政治的独立を保証し
たブダペスト覚書違反である、というロシア側の見方に触れ、それに賛同している（『ウ
クライナ・ゲート　ネオコンの情報操作と野望』、社会評論社、2014年、電子書籍版の位
置 Noは 1178）。塩原氏の別の著作では、ウクライナ危機は米国によるロシアへの（実質
的な）「先制攻撃」だという見方も示されている（『ウクライナ 2.0  地政学・通貨・ロビイ
スト』、社会評論社、2015年、1頁）。塩原氏の一連のロシア・ウクライナ著作の概要につ
いては、本稿付録を参照。
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へのインタビュー作品『オリバー・ストーン　オン　プーチン』（2018年）から感じ
られる和気藹々とした雰囲気に表れているように、確かに同大統領に一定の共感を持
っていた人物であるように思われる。ドイツ語圏から世界に広がっているとされる
Putinversteher（「プーチンの理解者」）という蔑称が相応しい人物だ、と揶揄する人
もいるかもしれない 33。
ストーン氏は、一貫して米国の主流的価値観や歴史観に疑問を呈し、その表現活動
全体を通して、いわばもう一つの米国を追い求めてきた映像作家であるといえるだろ
う。そういった現実の米国への批判的視点が、「ユーラシア主義」を掲げて、英米流
の新自由主義的・金融資本主義的秩序とは別の広域秩序を構想しているとも評される
プーチン氏と共鳴するところがあるとも考えられる 34。
そもそも『ウクライナ～』で主要な取材対象者となっているのはマイダン革命で辞
職に追い込まれたヤヌコヴィッチ元大統領であり、『オリバー・ストーン　オン　プ
ーチン』からプーチン大統領のインタビューも証言として引用されている。それ以外
にも、ウクライナの歴史を回顧する場面で、ロシア帝国時代のウクライナ語に対する
弾圧や、ソ連時代初期のウクライナで穀物徴発によって引き起こされた大飢饉・ホロ
ドモール等、ロシアとウクライナの間の不和の原因となった事実への言及が乏しいこ
とが、不公平だと批判される余地もあるだろう。現代に関しては、転覆されたヤヌコ
ヴィッチ政権が深刻な腐敗の問題を抱えて元々不人気だったことにも触れられていな
い、という指摘もできるだろう—腐敗の問題があっても、正規の手続きを経ないで退
陣させる理由にはならないが 35。個別に見れば、こういった問題をこの作品の欠点と

33　 “Das deutsche Wort “Putinversteher” geht um die Welt”（Deutsche Welle, 2022年 4月 9日
https://www.dw.com/de/putinversteher-englisches-wikipedia/a-61394050）.

34　 中島岳志氏は、ロシア正教を中心とするユーラシア主義が、中国の一帯一路、およびかつ
ての日本のアジア主義とも重なる広域秩序構想であると指摘することで、この戦争を局地
的な現象ではなく、より深い世界史的次元で考察することを求めているように考えられ
る。ロシアは欧米中心の決済システム SWIFTから排除され、欧米諸国や日本からは経済
制裁を受けているが、人口の多い BRICS諸国はいまのところ制裁に加わっていないこと
が重要である（『東京新聞』2022年 4月 26日付夕刊「論壇時評　ウクライナ侵攻　２カ
月　国際秩序の脆弱性露呈」）。

35　 汚職・腐敗の問題に取り組む国際 NGO・Transparency Internationalが公開する「腐敗認
知指数」(Corruption Perception Index)によれば、ヤヌコヴィッチ政権下の 2013年にウ
クライナは世界で 144位である。比較のために示しておくと、親欧米のポロシェンコ政
権時代の 2015年は 130位、ゼレンスキー政権下の 2021年は 117位である。この指数は、
次のサイトで検索できる。https://www.transparency.org/en/cpi/2021
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して挙げることには正当性があるだろう 36。
だが逆に考えると、『ウクライナ～』は、時としてロシア寄りの姿勢すら垣間見え
ることから、『ウィンター～』をはじめ、現在の日本で出回っている情報の大多数は
反対に、欧米およびウクライナ政府側の視点に由来するものであることに、合わせ鏡
のような仕方で気付かせてくれる希有な作品なのではないだろうか 37。マイダン革命
およびその延長線上にあると考えられる今日のウクライナ侵攻は、ローマ神話のヤヌ
スや『日本書記』で触れられる両面宿儺のような二面性を持つものであるように思わ
れる。にもかかわらず、我々は片面だけからの見方しか知らないのではないか、と謙
虚に自らに問い掛ける必要があるだろう。無論私は、主流の見方が端的に間違ってい
る、等と主張したいわけではない。他方からの見方も加味したより多角的にして総合
的な議論を目指すべきではないか、と指摘したいのである。
他方で私は、『ウィンター～』に登場する革命支持者らのヨーロッパへの憧れを表
明する証言にも真摯な思いを感じており、この作品も現代ウクライナの情勢を知るた
めに見ておくべきだと考える。独立広場に置かれたウクライナ国旗の色が施されたピ
アノで、少女がショパンの『革命』を奏でる場面など、純粋に映像作品として優れて
いると感じるところも多い。革命参加者が皆過激な民族主義者だった等という見方
は、ストーン氏やロパトノク監督も当然していないと思われる。例えばこの作品によ
って、西部ウクライナを中心とした根深い反ロシア感情を知ることができ、ロシア人
とウクライナ人が一体である、という有名なプーチン大統領の主張は、少なくとも現
在については実態にそぐわない側面が強いことがわかる。だがいずれにせよ、この作
品は、あくまでウクライナの親欧米派の視点から描写されたものであって、唯一の見
方ではないことを念頭におく必要がある。
一つの作品で、親欧米派と親ロシア派の視点両方を取り込んだものがあれば最善だ
ろうが、私は寡聞にしてまだ知らない。現状では、『ウィンター～』と『ウクライナ
～』の両方を見た上で、より深く考えるべきだろう 38。

36　 ただし、『ウィンター～』をはじめ、親欧米・反ロシア的な情報は既に十分に普及してい
ることを前提とした上で、ストーン氏はあえて反対方向に偏ったものをつくって全体の均
衡を回復しようとした、という見方もできるだろう。

37　 日本のメディアでも、時折駐日ロシア大使や駐大阪総領事のインタビューが流されること
はあるが、ドンバス地方の親ロシア派住民の声を知る機会はほとんどないであろう。

38　 ユーチューブではごく簡単にではあるが、有村昆氏が、両方を比較しながら紹介している
（「有村昆のシネマラボ」の中で、「ウクライナ」で検索）。
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『ウクライナ～』の削除問題と表現の自由の問題
『ウクライナ～』に関しては、もう一つ大きな問題が発生していることに言及しな
くてはならない。それは、インターネットメディア gigazineがまとめているように、
製作者らが無料公開を望みダウンロードも許可しているにもかかわらず、ユーチュー
ブをはじめとした動画プラットフォームで、削除されてきたことである 39。その理由
は、ユーチューブ担当者によると、「このドキュメンタリーは暴力的で生々しいコン
テンツに関するポリシーに違反していたため」だと報道されている 40。確かに焼き殺
されたマイダン革命の反対派の遺体が映し出される等、不快で苦痛と感じられる映像
も少なからず含まれる。それに対して動画サイト Rumbleは、「私たちは、何を見る
かを決めるのは Googleのお偉いさんではなく、一般の人々であるべきだと考えてい
ます」として、『ウクライナ～』の公開を決断したと報告されている 41。現在は再びユ
ーチューブで視聴できるようになっているが、「次のコンテンツは、一部の視聴者に
とって攻撃的または不適切な内容を含んでいると YouTube コミュニティが特定した
ものです」という注意が表示されている。
現在は、日本語字幕版の『ウクライナ～』映像も出回っている。ユーチューブで
は、本稿執筆中の 2022年 5月 25日時点で、「ウクライナ　オン　ファイヤー」で検
索しても、題名だけ似ているが正反対の視点から見た内容である『ウィンター～』が
一番上に表示される。それに対して検索対象の『ウクライナ～』は遥か下の６番目に
ようやく現れる等、それこそ「不適切」ではないのか、という事態になっている。グ
ーグルで「ウクライナ　オン　ファイヤー」で動画検索をしても似たような結果にな
ってしまう。このような不可解で不透明な検索アルゴリズムでは、『ウクライナ～』
が広く知られることは難しいだろう。ユーチューブ以外では、ニコニコ動画で視聴で
きた時期もあったが、同日時点で削除されているのを確認した。
私自身の考えは、上で引用した Rumbleの見解に近い。たとえ残虐な映像が出てこ

39　 削除問題に関する GAFA批判としては、2022年 3月 23日に公開された『長周新聞』の記
事「消される 『ウクライナ・オン・ファイヤー』」も参照。https://www.chosyu-journal.jp/
column/23047

40　 こういったユーチューブのポリシーは、以下で閲覧できる。https://support.google.com/
youtube/topic/2803176?hl=ja&ref_topic=6151248

41　 https://gigazine.net/news/20220314-ukraine-on-�re-youtube-vimeo/
以上の経緯はアラブ系サイト Al Mayadeenの英語版でも、「検閲」だとして指弾され
ている。“Censorship: Youtube deletes then restores as �agged a documentary on Ukraine”
（2022年 3月 10日） https://english.almayadeen.net/news/Art-Culture/censorship:-youtube-

deletes-then-restores-as-�agged-a-docum
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ようとも、それが本当に起こったこととして提示されているならば、自ら真相を見極
めることが肝要ではないか。もちろん遺体を見たくない人に配慮は必要であろう。だ
がそれならばより具体的に「遺体の映像が含まれる作品です」等とより具体的に注意
を促すべきではないだろうか。一律に「不適切な内容」と断定されては、プラットフ
ォーマーがパターナリズム的な姿勢を取ることにより、事実上の言論統制をしている
とみられても仕方がないだろう。
確かにユーチューブのようなプラットフォームがなければ私が『ウクライナ～』を
見ることはなかっただろうし、その点で恩恵を受けているのは確かだ。だがそれと同
時に、結果的に、同じプラットフォームによって削除・排除の問題が生じてしまって
いるのは両価的な皮肉である。『ウクライナ～』の DVDはアマゾンで販売されてい
るが、4000円弱の価格であり、日本語字幕も付いていない。
有名な独立系メディア「ノーバヤ・ガゼータ」をはじめ、ロシアが政府方針を批判
する人々を、非常にあからさまな仕方で、暴力的に弾圧していることは確かであろ
う。だが『ウクライナ～』削除・排除事件に看取すべきは、こうしたプラットフォー
マーによる事実上の情報統制もしくは情報操作によって、特定の作品が大多数の人々
にとってそもそも存在しないかのように処理されることで、表現の自由や知る権利が
侵害されているという事案ではないだろうか。しかも大多数の人々が、そこに問題が
あることにすら気付かないように仕組まれていること自体が巧妙である。こうした実
質的な「検閲」により、多様な意見同士の対立・衝突・調整を前提し、民主的討論の
実効性を担保するはずの「思想の自由市場」の仕組みが機能不全に陥っていると疑わ
ざるを得ないのではないだろうか 42。
その思想の自由市場論の元祖の一人と目されるジョン・スチュアート・ミルの含蓄
ある言葉も、改めて胸に刻んでおきたい。
「意見の発表を封ずるのは特別に有害なのだ。すなわち、それは人類全体を被害者

42　 こうした異論の排除という問題は、インターネットの世界に限らないようだ。例えばロシ
ア史の権威として知られる下斗米伸夫氏は開戦初日の 2022年 2月 24日に、ゼレンスキー
大統領は政治経験に乏しくロシアとの交渉に失敗し、NATO諸国との関係でも的確な判断
ができず、ロシアの武力介入を招いた、と解説した。その後、下斗米氏はＮＨＫニュース
に出演せず、その解説がウェブサイトで文字になることもなかった、という調査がある。
以上は元共同通信記者の浅野健一氏の「停戦を遠ざける史上最悪の偏向報道　ロシア “悪
玉 ” 一色報道の犯罪」（『紙の爆弾』、2022年 5月号、鹿砦社、10-17頁）による。ただし
この記事は 4月 7日発行である。しばしば正面から対立するほど多様な意見を持つ有識者
同士が行う本気の論争を視聴者に見せ、考える材料を提供することこそ、有意義ではない
だろうか。
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にする」
「その意見をもつひとびとよりも、反対の意見をもつひとびとの損害が大きいので
ある」
「その意見が正しい場合、ひとびとは間違いを改めるチャンスを奪われたことにな
る。その意見が間違っている場合にも、ひとびとは前の場合と同じくらい大きな利益
を失う。なぜなら、間違いとぶつかりあうことによって、真理はますますクリアに認
識され、ますます生き生きと心に刻まれるはずだったからである」43

第 4節　 オリヴァー・ストーン作品『リヴィーリング・ウクライナ』
（2019年）

以上で『ウィンター～』と『ウクライナ～』両作品の比較と考察を一通り終えた。
以下では、『ウクライナ～』と同じく知名度は著しく低いにもかかわらず、その続編
といえる必見の作品『リヴィーリング・ウクライナ』（以下『リヴィーリング～』を
紹介、分析したい。ユーチューブでは、日本語字幕付き版が鑑賞できるが、2022年
5月 25日時点では邦題の「乗っ取られたウクライナ」や「Revealing Ukraine日本語」
等の通常の検索語では見つけられない状態になっているのを確認した 44。
監督はロパトノク氏、エクゼクティヴ・プロデューサーもストーン氏であり、『ウ
クライナ～』と同じである。主題はマイダン革命の背景のさらなる掘り下げと、米国
によるウクライナ介入と「植民地」化の暴露である。
『リヴィーリング～』の冒頭でストーン氏が、自分がウクライナと米国の関係にこ
だわるのは、「世界市民」として、米国が軍国主義の道を歩むことを見たくないから
だ、と宣言していることは特筆に値する。この発言からは、米国の世界規模の積極的
干渉政策こそが、各地で紛争や戦争を引き起こす原因になっているという認識と、そ
れを社会に知らしめたいという動機が見て取れる。この認識と動機は、『リヴィーリ
ング～』の姉妹編たる『ウクライナ～』にも共通しているように私には見える。今日
のウクライナ侵攻を見れば―一般の米国人にとってはそれほどなじみのない国とされ
る―ウクライナへの着目には先見性があったと評価できるだろう。

43　 Ｊ・Ｓ・ミル『自由論』（斎藤悦則訳、光文社、2012年、45-46頁）。ミルは民衆自身や、
政府による言論統制を問題にしているが、今日の条件下では、プラットフォーマーに当て
はめてもおかしくはないだろう。

44　 今のところ、次の URLを入力すると、『リヴィーリング～』日本語字幕版にたどり着ける。
https://www.youtube.com/watch?v=1yUQKLiIoFA
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親ロシア派ウクライナ人政治家メドヴェチュク氏の証言と視点
この作品で多くの時間を占めるのが、ヴィクトル・メドヴェチュク（Viktor 

Medvedchuk）氏へのインタビューである。1954年生まれの彼は弁護士出身で、ウ
クライナ国会の副議長も務めた政治家であり、プーチン大統領とも親しい野党系ウク
ライナ人有力者の重鎮である。これは『ウクライナ～』でヤヌコヴィッチ元大統領が
主要取材対象だったことに対応し、視点の偏りは否定しがたい。それでも日本ではな
かなか窺い知ることができない反主流派の本音を聞くことができ、見る価値があるこ
とに変わりはない。
メドヴェチュク氏は今回のウクライナ侵攻の最中に、ウクライナ政府によって国家
反逆罪の廉で逮捕され、世界的に名前が知られるようになった。作中でメドヴェチュ
ク氏は少数派の代表として、ロシアとの合邦を目指すわけではないが、様々な地域共
同体の連合体としてのウクライナの多様性を強調し、連邦制を擁護する。
その上で、マイダン革命後のウクライナ政府が、（ウクライナ語を母語とし欧米に
近いと感じる西部住民を中心とする）単独のアイデンティティーを一方的に追求した
ことを厳しく批判する。彼は、クリミア併合後の 2014年 3月に、ヤヌコヴィッチ元
大統領の腹心として、プーチン大統領との間を仲介し、ウクライナの平和、安全、領
土の一体性を脅かしたとして、米財務省による制裁の対象になっている 45。メドヴェ
チュク氏の妻は、自分はテレビ司会者だったが、この制裁と関連した見せしめとして
解雇された、と訴える。2019年 4月には、ウクライナ語圏ではウクライナ語のみを
使うようにする法律が国会で成立したという事実が紹介される。メドヴェチュク氏は
この法律により多くの国民が母語を「禁止」された、と告発する 46。

45　 この事実は、米財務省ホームページで確認できる。https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jl2326

46　 これに関しては、「国家言語としてのウクライナ語の機能を支援する法律」の公式英訳を、
ウクライナ国会のホームページで閲覧できる。https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-
19?lang=en#Text

2019年に成立したこの法律は、第 1条でウクライナ語を唯一の公用語として定めて
いる。問題があると思われるのは、政府機関の記録に使われる言語をウクライナ語と定
める第 13条で、クリミア・タタール語には翻訳の配慮がなされているが、ロシア語へ
の言及がそもそもないことだ。さらには印刷マスメディアの言語をウクライナ語と定め
る第 25条で、クリミア・タタール語と英語等の EU公用語を例外としているのに、ロ
シア語の項目はない。以上の情報を見る限りだが、ロシア語を話すことそのものが禁止
されていることはなくても、第 2公用語としての地位定着を目指してきたロシア系住民
の要求に逆行する法律になっているという認識は妥当であろう。国際人権団体 Human 
Rights Watchも、この法律について、「少数言語の保護」についての懸念を示していた。
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マイダン革命再論：誰が最初に群衆を射撃して暴動を誘発したのか
『ウクライナ～』の主題は 14年のマイダン革命だったが、本作ではさらに深い追
及がなされる。最大の争点は、独立広場に結集していた群衆を最初に狙撃して暴動を
誘発したのは誰かという問いである。ウクライナ政府の治安部隊やロシアの特殊部隊
が疑われているが、なかなか確固たる証拠は出てこない。ここで引き合いに出される
のが、カナダ・オタワ大学のアイヴァン・カチャノフスキ（Ivan Katchanovski）教
授による綿密な調査である。教授は当時の各国テレビ局の様々な映像を総合的に分析
し、狙撃手が潜んでいたのはデモ参加者が占拠していた建物であり、犠牲者らはわざ
わざその付近に連れてこられていた、と指摘する。ストーン氏は、マイダン革命に顕
著に見られるように、ウクライナが西側諸国により、ロシアを挑発するための梃子と
して使われている、と総括する。

米国と IMFによるウクライナの「植民地」化
さらに注目すべきは、近年の米国によるウクライナの従属化―メドヴェチュク氏自
身の言葉を使えば「植民地」化―である。独立時のウクライナは、旧ソ連の産業の 3
分の 1を占めていたため、ヨーロッパの新しい大国として躍進が期待されていた。し
かし旧ソ連諸国との関係悪化もあって、かつて機関車を輸出していたウクライナは輸
入国に転落し、空母を建造できるほど発展していた造船業はもはや見る影もないとメ
ドヴェチュク氏は語る 47。宇宙産業、軍需産業についても同様の傾向が続き、ウクラ
イナは欧州最貧国の一つに転落しているとされる 48。さらに非効率的だと指摘される
のは、ドンバス地方が豊かな石炭を産出しているにもかかわらず、東部での紛争勃発
後、ウクライナ政府が南アフリカや米国からの輸入に切り替えたことである。ウクラ
イナは元来、石油やガス資源にも恵まれているが、投資環境が悪いことが災いして十

Rachel Denber: “New Language Requirement Raises Concerns in Ukraine. �e Law Needs 
Safeguards to Protect Minoritiesʼ Language Rights”（2022 年 1 月 19 日 https://www.hrw.
org/news/2022/01/19/new-language-requirement-raises-concerns-ukraine）

47　 作中で言及されていることではないが、中国海軍初の空母として知られる「遼寧」は、
1988年にウクライナの造船所で竣工し、98年にウクライナから売却されたものであ
る。時事通信「世界の航空母艦　遼寧（中国）」（公開日不明）https://www.jiji.com/jc/
v2?id=20100503aircra�_carriers_of_the_world_12 

48　 世界銀行の 2020年の資料によると、ウクライナの１人当たり GDPは 1万 3054ドルであ
る。なお比較のために挙げておくと、ロシアは 2万 9812ドル、EU平均は 4万 4791ドル、
いずれもウクライナの隣国であるポーランドは 3万 4287ドル、ベラルーシは 2万 239ド
ルである。https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=UA
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分に開発できずにいた。そこに現れたのがウクライナの資源会社ブリスマ・ホールデ
ィングスである。問題なのは、当時のバイデン副大統領の息子ハンター氏が、2014
年 4月に父がウクライナを訪問した直後に、腐敗が問題になっていたこの企業の取
締役に名を連ねるようになり、数百万ドルに及ぶ不透明な報酬を受け取っていたこと
だ 49。
資源問題に関しては、2014年の親欧米政権成立により、ロシアとの関係は悪化
し、ウクライナがロシアの天然ガスを、ロシアから直接ではなく、EUから 4年間で
1079％の割り増しで買うことになったとナレーションは語る。IMFの指示で国家予
算の 3割が借金返済に割り当てられ、百万人単位の人々がウクライナを去ることに
なった。

ジョージ・ソロス氏の「国際ルネサンス財団」による「民主化」支援
バイデン親子以外による介入の実例としては、『ウクライナ～』で取り沙汰されて
いた著名投資家ジョージ・ソロス氏の「国際ルネサンス財団」によるものが、当時の
ヒラリー・クリントン国務長官の「市民社会 2.0」プロジェクトとの関連も含めて、
文書上の証拠付きで暴露される。インターネット上で公開されている同財団の 2010
年の報告書を私が閲覧したところ、保育所への支援、芸術・文化活動の促進、電子
政府の推進、医療支援等、公益性が認められる活動も、もちろん多い。だが、「ウク
ライナの市民社会を EUの市民社会に統合」するための NGO支援プロジェクト等に
は、既に内政干渉の色が見て取れる。ストーン氏らが特に問題視するのは、Maidan 
Monitoring Information Center という NGOへの、4万 7 750フリヴニャに及ぶ財政
支援だ。なぜならこの組織は、2004年のオレンジ革命で情報発信役を担い、「モスク
ワから離れよう」（Away from  Moscow）を掲げ、ウクライナのロシアからの離間を
狙う団体だったからだ。作中に出演するジャーナリスト、リー・ストラナハン（Lee 
Stranahan）氏は、こういった―確かに非営利かつ非政府ではあるが非常に政治的と

49　 なおバイデン親子によるウクライナへの介入の実態は、米上院委員会の以下の報告書
において、克明に暴き出されている。https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/
Ukraine%20Report_FINAL.pdf
驚くべきことに、この報告書では、当時副大統領だったバイデン氏が、ウクライナへの

10億ドルの支援を取りやめると脅して圧力をかけ、当時のウクライナの検事総長を辞職に
追い込んだことが事実として認定されている（8－ 9頁）。この発言は、Foreign A�airs主
催の会合 Council on Foreign Relationsの公式議事録でも確認できる（prosecutorでサイト
内検索のこと）。https://www.foreigna�airs.com/articles/united-states/2018-01-23/foreign-
a�airs-issue-launch-joe-biden
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いえる―市民団体が、マイダン革命の成就に貢献したと指摘する 50。

今日のウクライナ侵攻を予見？
この作品で印象的なのは、よく知られたロシアによるトランプ大統領候補の為の選
挙介入疑惑ではなく、当時のポロシェンコ大統領、ヤツェニーク首相体制下のウクラ
イナ政府によるヒラリー・クリントン大統領候補当選の為の選挙介入疑惑の追及であ
る。これは米国では時間差を置いてスキャンダルとなり、公式な調査がなされ、大き
く報道もされた 51。米国が傀儡とみなしていたウクライナが、今度は米国をあやつろ
うとしたのだ、とナレーションが入る。ここで重要なのは、このスキャンダルに関わ
っていたとされる Open World Leadership Centerが、米議会図書館に属する組織で
ある以上、そもそも政治活動を行うことは許されない、というストラナハン氏による
指摘である。
こうした米国による、ロシアにとって決定的な地政学的意義を持つウクライナへの
数々の介入、「植民地」化や挑発を総括し、―国連安保理決議として国際法並みの権
威を備えていたはずの―「ミンスク合意」に反してドンバス地方への攻撃を終わらせ
ないゼレンスキー政権の姿勢を見せつけつつ 52、作品は今日のウクライナ侵攻勃発を
予見するような映像を示して幕を閉じる 53。

50　https://www.irf.ua/content/�les/annual_report_2010_en.pdf
EU市民社会への統合は 148頁以下に見られる。

51　 US Senate Committee on Foreign Relations: “Menendez Confronts Senior State Dept. 
O�cials: Did Ukraine or Russia Intervene in the 2016 U.S. Elections?”（2019年 12月 3日）
https://www.foreign.senate.gov/press/ranking/release/menendez-confronts-senior-state-
dept-o�cials-did-ukraine-or-russia-intervene-in-the-2016-us-elections

Why Ukraine has become ensnared in US collusion claims（2019年 5月 18日）https://
www.bbc.com/news/world-europe-48268762

52　 現在のウクライナの政権は、ゼレンスキー大統領が 2019年にポロシェンコ前大統領に勝
利し、同年の国会選挙でもゼレンスキー氏の新党「国民の僕」が単独過半数を取ったこと
によるもので、14年の「革命」とは直接的につながっているわけではない。ただし親欧米
路線、NATO加盟方針等については、変わっていないといえよう。

53　 2015年に更新されたミンスク議定書Ⅱの内容は、以下で確認できる。https://www.un.org/
press/en/2015/sc11785.doc.htm
なお国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は、2014～ 21年のドンバス地方の内戦で、
子供を含む 3404人の非戦闘員が殺害されたことを報告している。ロシア側が主張する「ジ
ェノサイド」という言葉を適用するには慎重でなければならないだろう。だが、ウクラ
イナ軍側の攻撃によるロシア系住民地域における多数の犠牲者の存在は、事実として知っ
ておく必要がある。https://ukraine.un.org/sites/default/�les/2022-02/Con�ict-related%20
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第 5節　所謂「陰謀論」の問題と、ウクライナ侵攻の日本への影響
可能性

情報一般に対する検証と照合の必要性
ストーン氏のこれまでの実績は米国社会に多数派とは異なる視座から光を当ててき
たという意味で、貴重であると私は考える。『ウクライナ～』と『リヴィーリング～』
は東欧の現代史というプリズムを通した米国批判としても価値があるだろう。そうし
た姿勢に敬意を払いつつも、私はその主張や物の見方を無批判に受け止めているわけ
ではない。だからこそ私は本稿でも、外部の情報源と映画の内容を照らし合わせるこ
とに努めてきた。しかしながら、本稿では多少の偏りを指摘するにとどまっており、
より踏み込んだ分析を進める必要があると認識している。そのためにも、ウクライナ
語やロシア語に堪能な方々や、映像検証技術を持つ方々を含め、より多くの人に『ウ
クライナ～』や『リヴィーリング～』をご覧いただき、さらなる問題点があれば、知
らしめていただきたいと考えている。
他方で、当然であるが、少数派（この場合ロシアおよび親ロシア派ウクライナ人の
視点）が常に正しいわけがないが、逆に言うと多数派（欧米由来の情報またはウクラ
イナ政府の視点）が常に正しいわけでもない。心情的には、侵攻されている側の情報
を信じたくなるのは、人間の感情として自然であろう。だが少なくとも我々日本人は
第三者として、いわば心を鬼にして冷静になる必要がある場面もあるだろう。
実際に、特に米国は、ベトナム戦争時のトンキン湾事件、湾岸戦争開始時のナイラ
証言事件、イラク戦争開戦の大義名分とされた大量破壊兵器に関する誤った情報等、
多くの重大な過ちを犯してきたのではないだろうか。両側の情報を照合して初めてわ
かることもあるだろう。これも自明であり本稿でもそれなりに実践してきたつもりだ
が、例えば対立する双方の意見が一致することについては、事実である可能性が高い
とみなす、という判断の方針はありうるだろう。例えば『ウィンター～』にも、『ウ
クライナ～』製作者らが革命に主体的に関与していると非難していた極右組織『右派
セクター』の赤と黒の旗は、実はさりげなく映りこんでいた。
その点で、EUがロシア系メディア RTや Sputnikの欧州各国語版の放送ができな

いようにしたことは、多くの EU加盟国が NATO加盟国でもあり、事実上の紛争当

civilian%20casualties%20as%20of%2031%20December%202021%20%28rev%2027%20
January%202022%29%20corr%20EN_0.pdf
ドンバス内戦については、付録で言及している映像作品「ドンバス」と、ジャック・ボ
ー氏の記事も参考にしてほしい。
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事国になっているので無理もない側面もあるのかもしれないが、全く問題なしとは断
言できないのではないか 54。今のところ日本では、これらのメディアや在日ロシア大
使館ツイッターが閲覧できないということはないが、今後も EUに追随すべきではな
いと思う。例えば悪質なヘイトスピーチや名誉棄損に対する訴訟は日本でも実際に行
われている。だが一般的な誤っている（とされる）情報に対しては、一律の排除措置
よりも、できる限り言論によって対抗するのが―ロシアとは異なり表現・言論の自由
を核心的価値とするはずの―真の民主社会の本来の在り方ではないだろうか。

思考停止を誘う「魔法の言葉」としての「陰謀論」の側面
ストーン氏自身、『ウクライナ～』が各種プラットフォームから排除されただけで
はなく、仮に映画が視聴されたとしても、「陰謀論」を信じている、と非難されるこ
ともあったと聞く 55。例えば、実際は「クーデター」で転覆されたヤヌコヴィッチ政
権が、もしデモ隊に先制攻撃して平和的な抗議行動を流血の惨事に変えたという濡れ
衣を着せられているとしたら、これは現在のウクライナ侵攻でも問題になっている
「偽旗」作戦に当たることになるだろう。だがこの「偽旗」だという主張こそ、大衆
の「洗脳」を目的とする「愚民化政策」と並んで、陰謀論の「典型的なトピック」の
一つとみなされているものだとされているのだ 56。
もちろん、客観的根拠が何もなければ、陰謀論という誹りは免れまい。だがそれと
同時に、陰謀論という概念が、少数意見を、その異質性・異端性そのもの故に貶め、
信憑性を剝奪し、排除するための烙印、もしくは安楽な思考停止へと誘う罠のような
「魔法の言葉」になっていないか、十分に心すべきであろう。例えばロシアのみなら
ず、「欧米メディアも都合の良い情報操作をやっているのでは」といった疑問を何の
根拠もなしに呈すれば、誹謗中傷に近い陰謀論の類と見なされても仕方がない。だが

54　 “EU imposes sanctions on state-owned outlets RT/Russia Today and Sputnikʼs broadcasting 
in the EU” （2022 年 3 月 2 日 ） https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/ 
2022/03/02/eu-imposes-sanctions-on-state-owned-outlets-rt-russia-today-and-sputnik-s-
broadcasting-in-the-eu/

55　 例えば以下のステパン・ヴァリチェンコ氏という歴史学者による公開書簡を参照。この書
簡は、殆ど全ての革命に何らかの外国の介入があるが、だからといって、そういった革命
は外国製ということにならない、とストーン氏の見方を批判している。だが『ウクライナ
～』は資金提供から現場での「激励」、実行まで米国の関与が疑われ、それなくして「革
命」が成就したかまで問うているように見えるので、この反論よりもさらに深刻な問題を
提起しているように思われる。https://krytyka.com/en/articles/open-letter-oliver-stone

56　 辻隆太朗「陰謀論へのイントロダクション」（『現代思想　特集　陰謀論の時代』、2021年
5月号、青土社、特に 55-56頁）。
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例えば、批判されているメディア自身が、自分たちに都合の悪いと考えられる動画を
削除したと認めている場合、そうした疑惑を少なくとも真剣かつ慎重に吟味の対象に
すべきだと私は考える 57。
たとえ見る側に悪意がなくとも、『ウクライナ～』は、ウクライナ・ロシア・アメ
リカの関係について一般に流通している情報群もしくは「物語」の「筋書き」だけを
知っている視聴者の認識との深刻な不整合、いわば「認知的不協和」を引き起こすの
は確かだろう。そのため、この作品は、聞き心地の悪い陰謀論として拒否されている
可能性もあると私は推察している。だが当初陰謀論とみなされていた見方が、後に本
当だったと判明した事例として、70年代の米大統領による盗聴事件として暴かれた
ウォーターゲート事件のようなものもある、という指摘は重要だ 58。
『ウクライナ～』が、欧米側の情報を含む相当な客観的根拠に基づいて構成されて
おり、簡単に全体を陰謀論やプロパガンダとして片づけていい作品ではないことは、
これまでの論述で十分に理解できると思う。それだけではない。マイダン革命に関し
ては、当時のウルマス・パエト（Urmas Paet）エストニア外相からキャサリン・ア
シュトン（Catherine Ashton） EU外務・安全保障政策上級代表に対して伝えられて
いた極めて重要な会話の内容が、リークにより暴露されている。その中では、デモ参
加者らへの射撃を開始したのは、当時の野党（親欧米派）の側の人々であるはずであ
り、ヤヌコヴィッチ政権にはそもそもそうする動機が見当たらない。しかも新政権は
調査に消極的であるという認識が示されている。しかもパエト氏はこのリークの真実

57　 ジャーナリストの櫻井春彦氏のブログ記事「米国やウクライナの政府にとって不都合な住
民証言を独誌が間違って報道して混乱」（2022年 5月 8日）による。マリウポリの製鉄所
から逃げた地元住民が、自分はウクライナのアゾフ連隊によって 2カ月も閉じ込められ
避難を妨害されたと訴えたロイター通信発の動画が独誌シュピーゲルによって配信された
後、すぐに削除された経緯について報告されている。https://plaza.rakuten.co.jp/condor33/
diary/202205070001/
この記事にリンクされているドイツ語の記事の内容も私は確認した。ロシアの国連大使
代理との論争を通じたロイター自身の釈明は、次の記事で読める。
“Russian envoy says Reuters ʻcensoredʼ Mariupol evacueeʼs comments”（2022年 5月 7日）

https://www.reuters.com/world/europe/russian-envoy-says-reuters-censored-mariupol-
evacuees-comments-2022-05-06/

58　 朱喜哲「陰謀論の合理性を分節化する」（『現代思想　特集　陰謀論の時代』、2021年 5月
号、青土社、特に 203-204頁）。朱氏も言うように、いわゆる陰謀論が「すべて排除すべ
き悪しきものであるとは限らない」という点には留意しなければならないだろう（同 199
頁）。
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性を認めており、このことは欧州議会の記録にも残されているのだ 59。動機がないと
いうのは、平和的デモだけで政権が強制的に退陣させられることはないはずだが、暴
力が過激化して市民に犠牲者が出れば、責任を取らされる政権にとって致命的にな
る、という意味であろう 60。

単純な「どっちもどっち論」を超えて、戦争に至った経緯を詳しく知ることこそ重要
無論、私が『ウクライナ～』や『リヴィーリング～』の鑑賞を勧める目的は、独立
後のウクライナがソ連から引き継いだ核兵器を放棄することと引き換えに、その領土
保全を米英ロシアが共に保障した 1994年の「ブダペスト覚書」を無視して始められ
たこの戦争を擁護することではない。そもそもストーン氏自身、3月４日のフェイス
ブック投稿において、米国がいかに多くの侵略戦争に責めを負っていても、そのこと
がプーチン氏によるウクライナ侵攻を正当化することはない、と彼が犯した誤りを
10項目も挙げつつ批判していることも踏まえておこう 61。この見方は私も共有できる
ものである。
虚偽情報が飛び交うのが戦時の常とはいえ、ロシア軍が国境を越えて戦端を開き、
ウクライナ領土内で武力行使をしている事実関係に争いはなく、重い責任を負うこと
は動かしようがない 62。戦争下における現在進行形の出来事の評価についてはできる

59　 この経緯に関しては、西谷公明「続・誰にウクライナが救えるか」、『世界　ウクライナ侵
略戦争』臨時増刊号、2022年 5月、64－ 72頁によって教示された。欧州議会の記録は以
下を参照。Willy Meyer: “Leaked conversation between Catherine Ashton and Urmas Paet, 
Estonian Minister of Foreign A�airs”（2014年 3月 19日） https://www.europarl.europa.eu/
doceo/document/E-7-2014-003239_EN.html
パエト氏の発言は、実は日本のメディアでも報じられた。『毎日新聞』東京版夕刊 2014
年 3月 6日付、「ウクライナ 『新政権側が狙撃か』 エストニア外相が指摘」。

60　 動機の問題は重要だが、ヤヌコヴィッチ政権側が命令していなくても、現場の部隊が独自
の判断で先制攻撃を開始した、といった可能性は論理的には残されている、とも念のため
指摘しておこう。

61　 https://ja-jp.facebook.com/�eOliverStone
62　 ロシア側の主張する個別的自衛権、両「人民共和国」の要請による集団的自衛権、ジェノ

サイド防止といった理由が、国際法上、武力行使を合法化しないという―恐らくは「正統
派」と目される―見解については、酒井啓亘「ウクライナ戦争における武力行使の規制と
国際法の役割」（『世界　臨時増刊号　ウクライナ侵略戦争』、2022年 5月、73-96頁）を
参照。他方で、恐らく異端の少数意見ではあろうが、今回の侵攻は国際法的に正当化され
うると主張する米国の学識者の筋の通った反論も存在することも踏まえて議論すべきだと
私は思う。それは、今回の侵攻を、ウクライナ軍による 8年来のロシア系住民に対する攻
撃や、ロシア語冷遇政策を踏まえて、皮肉なことにかつてヒラリー・クリントン氏、スー
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だけ慎重であるべきだ。しかし、ロシア側が否定していないものだけでも、原発敷地
内を戦場にしたことや、核兵器の先制使用を示唆したこと、第三国モルドバへの威嚇
等、実際に非難に値することは少なくない。この戦争の最大の犠牲者が―実は 2014
年の内戦勃発時から―二手に分かれて戦っているウクライナの住民であって、日本も
あらゆる人道的支援をすべきであることも間違いない。現役世代の男性国民一般に出
国を禁じて総動員体制を敷いたウクライナ政府の方針には疑問も抱くが、正当な自衛
と抵抗の権利があることも、私は当然認めている 63。こういった意味では、私は単純
な「どっちもどっち」論に与するものではない。

現在のロシアをどう見るかは日本にも影響する
だがロシアは本当に、特に国際法的には正当化し難くても、少なくともその理路を
論理的に追跡可能ないかなる「大義」も欠き、突如として「侵略戦争」を始めるよう
な、完全に「非道」で交渉不可能な国であるのか。それとも少なくとも 2014年の革
命（クーデター）以来、8年間に及ぶ米国によるウクライナへの執拗な介入や、旧ソ
連加盟国を含む NATO東方拡大、ウクライナ政府軍や民兵組織による東部ロシア系
住民への攻撃等の挑発が続いた末の「対抗行動」もしくは「反撃」として軍事行動を
起こした、と理解するのか。どちらの見方を選択するかによって、ウクライナと同じ
くロシアの隣国である日本にとっても、対処の仕方は異なるのではないか。

ザン・ライス氏ら米国のリベラル強硬派（「リベラルホーク」とも呼ばれた）が唱えた人
道介入論とも関連づけた「保護責任原則」の事例とするものである。
ダン・コヴァリク「ロシアのウクライナ介入が国際法上、合法である理由」（寺島メ
ソッド翻訳 News、2022年 4月 23日、原文へのリンクも以下で提示されている。http://
tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-895.html）
なお、保護責任原則には触れていないが、同じくロシアと両「人民共和国」の集団的自
衛権行使は国際法的に成立する可能性があり得ると述べるのは、伊勢崎賢治氏である。『毎
日新聞』デジタル版（2022年 3月 5日、「『プーチン悪玉論』 で済ませていいのか　伊勢
崎賢治さんの知見」 https://mainichi.jp/articles/20220304/k00/00m/040/254000c）
また、日本政府や主要各党は制裁による強制的停戦ばかりに熱心であるのに対して、伊
東孝之氏、塩川伸明氏、和田春樹氏ら著名研究者が加わる「憂慮する日本の歴史家の会」
が、個人の集まりとして、ロシア大使館やインド大使館を訪問して仲裁に動いていること
に注目すべきである。個人として実践できていることを、なぜ国家としてやらないのか、
と問うこともできるだろう。https://peace-between.jimdosite.com/

63　 こういったウクライナの戒厳令措置については、「主権国家のために命を賭けるというの
は 19 世紀や 20 世紀の発想であり、国家よりも一人一人の命のほうが大切ではないか」と
いった塩原俊彦氏のメタレベルの視点が参考になる。『プーチン 3.0 殺戮と破壊への衝動 : 
ウクライナ戦争はなぜ勃発したか 』（社会評論社、2022年、299頁）。
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主権国家同士の関係という次元では、ロシアがウクライナの領土内で主権を侵害し
ていることは明白であるように思われる。だが国境を越えたロシア系住民の「民族問
題」もしくは民族紛争としての次元を考慮すれば、全体の構図の見え方は少し変わっ
てくるのではないだろうか 64。今回問題になっているのは、ウクライナ領土内では少
数派である東部のロシア系住民がウクライナ政府側から、文字通りの武力攻撃や露骨
な言語冷遇策などの「迫害」（または少なくとも欧米や国際機関も問題視していた不
当な差別）を受けたことに対して、彼ら・彼女らを「同胞」とみなすロシアが武力介
入したことだからだ。挑発を受けたからといって、他国に戦争を仕掛ける正当な権利
が生じるわけではない。だが本稿で検討してきたように、他の主権国家に対して、多
かれ少なかれ、紛争や戦争の種をまくような暴力的な体制転換支援や挑発をした人々
の道義的・政治的責任を不問のままにしておくと、似たような挑発と戦争の連鎖がこ
れからも世界各地で繰り返されるのではないか、という危惧が払拭できないと思う。
そしてこうした問題行動を国際法的に裁けないとしたら、できるだけ多くの人がそれ
を認識し、批判の声を上げ続けることこそが、「陰謀」ではなく堂々たる論争を是と
する民主主義社会においては、一つの有効な手段ではないか。問題の所在や論点を広
く世論に知らしめるという意味では、本稿で取り上げてきたような映像作品の力は大
きい。その意味でも、特定の見方を取る作品を一律に排除するような措置は有害だと
思われる。
本稿で見てきたような戦争に至った詳しい経緯を知ることなしに、ロシアは交渉も
理解も不可能な、突如として侵攻を始めた「悪」だ、といった見解を取るならば、日
本はその軍事力に単独で対抗できない以上、さらなる米軍との一体化を余儀なくされ
るであろう。2015年に解禁された集団的自衛権以上の軍事的選択肢を容認するであ
ろう、いわゆる「便乗改憲」すら視野に入り、「敵基地攻撃能力」や防衛費の大幅増
額を求める議論も盛んになっている。
誤解のないように確認しておくと、私は今日の日本で盛んに聞こえてくる「戦争反
対」の声や平和主義の理想には賛同を惜しまない者である。国際法の役割を軽視する
訳でも決してない。だが遺憾ながら既に実際に戦争が勃発して暴力の嵐が吹き荒れて
いる。この現実を踏まえると、「戦争反対」や「国際法・国連憲章違反」と訴えつつ、
経済制裁によって圧力をかけるだけでは、ロシアのような経済大国ではないが資源・

64　 民族問題の視点を持ち込む必要性を指摘するのは、浅野健一氏の取材を受けた三浦元博氏
である。浅野健一「停戦を遠ざける史上最悪の偏向報道　ロシア “悪玉 ” 一色報道の犯罪」
（『紙の爆弾』2022年 5月号、鹿砦社、10-17頁）。
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食料大国である国による戦争を止められないのではないか 65。制裁によって、一般の
ロシア国民の怒りが向かうのはロシア政府ではなく、むしろ制裁に加わる外国であ
る、というロシア在住日本人記者による冷静な指摘もある 66。多数を占めた国連総会
での対ロシア非難決議に目を奪われがちであるが、その効果は象徴的なものにとどま
ることを忘れてはならない。それに対して、抜け道も指摘されるが相対的に実効性は
あると考えられる対ロシア制裁に参加しているのは、2022年 4月 5日時点で北米と
欧州、日本、韓国、オーストラリア等、米国の同盟国が中心であって、アジア・アフ
リカ・中南米では完全に少数派であり、実は全世界人口の約 15％にすぎないという
ノーム・チョムスキー氏の冷静な指摘は重要だ。その後制裁参加国が大幅に増えたと
いう話も寡聞にして聞かない。彼が示している図表は、米国主導の制裁が世界全体に
ブロック化をもたらしていることを如実に示している 67。
制裁や反撃による強制的な戦争終結策だけに固執するよりも、ロシア側の NATO
諸国への怒りや不信の原因、ロシア側が糾弾するウクライナの反ロシア民族主義勢力
の真相、そしてウクライナ政府の背後にいる米国による露骨な介入の実態を知りその
思惑を見極めた上で、妥協による現実的な和平への道を促し、模索せねばならないの
ではないだろうか 68。戦争を仕掛けた側の論理や事情を「理解」しようと試みるのは、
現代においては確かに勇気が要ることかもしれない。だが「理解」は「正当化」や
「是認」とは異なる。そもそも日本は直接的な紛争当事国ではなく、米国の同盟国で
あっても NATO加盟国ではない、という事実を冷静に思い出すべきだろう。トルコ
のように NATO加盟国でありながら仲介に尽くす国すらあるのだから。

ロシア・中国・台湾・米国の境界に位置する日本
また、既に度々指摘されているように、この戦争は少なくとも実態としては、実戦

65　 他方で、（戦争に反対する人々も含めた一般の）ロシア人全体を直撃する現状の制裁では
なく、ロシアの政治家らの制裁逃れも支援するオリガルヒに特化した新しい制裁を考える
べきだ、というトマ・ピケティ氏の提案は建設的なものに思われる（「欧米諸国の考える
『制裁措置』 は “ 標的 ” を大きく見誤っている」、クーリエ・ジャポン編『世界の賢人 12人
が見た　ウクライナの未来　プーチンの運命』、講談社、2022年、127－ 133頁。

66　 徳山あすか「在モスクワの日本人もびっくり、実態とかけ離れたロシア報道」（JB press, 
2022年 4月 28日）https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/69899

67　 『長周新聞』2022年 5月 4日「 ノーム・チョムスキーが語る　ウクライナ戦争とアメ
リカの巨大な欺瞞　スケイヒル氏のインタビューより」 https://www.chosyu-journal.jp/
kokusai/23459

68　 「ネオナチ」（と呼ばれる人々）の問題については、本稿付録で紹介している清義明氏の包
括的記事をお読みいただきたい。
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部隊としてのウクライナ軍と、ロシア軍および一部のロシア系ウクライナ人の部隊と
の代理戦争となっている側面があるのではないか、という疑問を抱かざるを得ない。
前者の強力な兵站部隊を務めているのが NATO諸国である。長期戦になるほど、勝
敗を分けるのが兵站であることは戦争の常識であり、ロシア軍の「苦戦」という評価
も必ずしも不思議ではない 69。同じ図式が、核保有国である中華人民共和国による「台
湾有事」に際して、全面的に対決することをためらう米国との集団的自衛権の発動に
よって、自衛隊が台湾軍と共に代理戦争をさせられるという形で繰り返されることは
決してない、と誰が保証できるだろうか。これは、かつて安保法制との関連で、自衛
隊が「米軍の２軍」になる恐れがある、と指摘されたことの一つの具現化の可能性
であると思われる 70。沖縄をはじめ基地が立地する地域は、直接的な攻撃対象になり、
住人の巻き添え被害も懸念される。その意味では、今回の戦争をどう見るかは、日本
にとって完全に人ごとだとは言い切れない 71。
『ウクライナ～』と『リヴィーリング～』は、日本についてもこういった批判的想
像力を働かせることを促してくれる。両作品に、本稿で指摘してきたような問題点が
あるのは確かだ。にもかかわらず、根拠ある異論または「対抗言論」、もしくは少数
意見が尊重されるべき民主主義社会においてこそ、より広く知られている『ウィンタ

69　 「代理戦争」という様相を主張しているのは、ロシア側の人間だけではなく、特異な議論
でもない。例えば New Yorkerによる 2022年 3月 1日の記事 “Ukraine Is Now Americaʼs 
War, Too” を参照。この記事では、オースティン米国防長官による「我々は、ウクライ
ナ侵攻のようなことができないほど、ロシアが弱められるのを見たい」という 4月 24日
の発言も記録されている。https://www.newyorker.com/news/daily-comment/ukraine-is-
now-americas-war-too

2022年 3月 26日のバイデン大統領による、「この男は権力の座にとどまることはでき
ない」というプーチン大統領に関する発言も、併せて想起しておかねばならないだろう。
“Biden says Putin ʻcannot remain in powerʼ” https://edition.cnn.com/2022/03/26/politics/
biden-warsaw-saturday/index.html

70　 2015年 6月 15日に行われた記者会見での、法学者の小林節氏による表現である。https://
www.jnpc.or.jp/archive/conferences/31174/report/

71　 二大勢力圏の狭間に存在する「緩衝地帯」として、ウクライナと日本を比較する以下
の『長周新聞』記事を参照。「ウクライナとそっくりな日本列島」（2022年 3月 3日）。 
https://www.chosyu-journal.jp/column/22881
『リヴィーリング・ウクライナ』の数少ない評論である田中良紹「ネオコンの手によっ
て日本が 『戦争をする国』 に仕立て上げられることはないのか」（ヤフーニュース個人、
2022年 4月 30日）も同じ趣旨であろう。 https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakayoshitsu
gu/20220430-00293955
本稿付録で紹介している遠藤誉氏の 5月 12日配信の記事も参照。
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ー～』と併せて見る価値があると思われる作品であることを最後に確認して、本稿を
閉じることとしたい。

付録　 ウクライナ戦争の背景をより深く理解するための情報源の一
覧

各資料は、本稿の本文で参照した順番で並べた。

〇The�Internet�Encyclopedia�of�Ukraine
http://www.encyclopediaofukraine.com/default.asp
カナダのアルベルタ大学に拠点を置く Canadian Institute of Ukrainian Studiesの

運営するインターネット上の百科事典。全 5巻の Encyclopedia of Ukraine (edited by 
Volodymyr Kubijovyc  and Danylo Husar Struk, University of Toronto Press, 1984-93)
の記載事項の一部が転写されている。歴史、地理、人物、文化、文学等、ウクライナ
全般についての知識を得ることができる便利な情報源である。ただし、本稿でも言及
したステパン・バンデラ、ミュコラ・レベドのナチス協力者としての側面を捨象して
いる等、西部ウクライナ寄りの姿勢が見て取れる。

〇ジョン・ミアシャイマー（Mearsheimer）シカゴ大学教授の動画
空軍軍人出身で、リアリズム政治学の泰斗による今日のウクライナ戦争への見
解を示す動画が、現在ユーチューブにて日本語字幕付きで視聴できる。開戦直
後の 2022年 3月 3日に収録されたものだ。 https://www.youtube.com/watch?v= 
cZaG81NUWCs
ミアシャイマー氏はこの動画の中で、戦争を始めたロシアの責任を問題としつつ
も、この戦争を誘発した第一の責任は米国にある、と宣言する。その理由は、2008
年に、NATOが東方拡大の一環として、将来的にウクライナとジョージアを加盟さ
せる方針を決定したところに求められるという。08年にロシアがジョージアの内戦
に介入する形で起こった戦争と、今回のウクライナ戦争が同根であることが示唆され
る。
ミアシャイマー氏は、2014年のマイダン革命が、米国が支援したクーデターであ
る、というストーン氏らの見解を共有している。ロシアによるクリミア併合と、ウク
ライナ東部の内戦への介入はそれに対する反応として見られる。近年では、ウクラ
イナが事実上 NATOの加盟国になりつつあった、という実態も指摘される。なぜな
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ら NATOは（ウクライナ侵攻に先立って）ウクライナ人を武装、訓練させたあげく
ドンバス地方を攻撃させ、それがロシアを刺激したからだ、とされる。NATOの東
方拡大はロシアを標的にしたものではない、あるいはウクライナには主権国家として
NATOに加盟する権利がある、といった公式見解ではなく、リアリズムの立場から、
NATO加盟が実質的にいかにロシアに脅威として受け止められるか、を重視してい
るわけである。マイダン革命以前、欧米人はプーチン大統領を侵略者としては見てい
なかった、とも指摘される（これについては、プーチン氏はかつては欧米に親和的で
あり、ロシアの NATＯ加盟すらありうると述べていたことも思い起すべきだろう）72。
今日のロシアはテキサス州程度の経済規模しかなく、旧ソ連の勢力圏を全て奪い返
す、といった西側が勘ぐっている野望は非現実的である、といった示唆も重要だ。経
済的には弱者だが、なお核大国であり、存亡の危機を感じて戦うロシアを、クマの目
を突くような挑発をして、追い詰め過ぎるべきではない、としめくくられる。『文芸
春秋』2022年６月号には、この動画とほぼ同じ趣旨のミアシャイマー氏のインタビ
ューが掲載されており、こちらでは、米国が周辺国に適用してきたモンロー主義をロ
シアの勢力圏に当てはめるなど、よりわかりやすくなっている。

〇塩原俊彦・元高知大学准教授のウクライナ・ロシア関連の一連の著作
・  『ウクライナ・ゲート：「ネオコン」 の情報操作と野望』（社会評論社、2014年、
絶版だが電子版がアマゾン等で購入可能）

・ 『ウクライナ 2.0　地政学・通貨・ロビイスト』（社会評論社、2015年）
・  『プーチン 3.0殺戮と破壊への衝動 : ウクライナ戦争はなぜ勃発したか』（社会評
論社、2022年、電子版も購入可能）等
本稿では、これらの著作の詳しい引用や関連付けは残念ながら十分にできていな
い。しかし、ロシア経済が専門の著者は、次のような点でストーン氏と見方を共有し
ていると思われる。
・ マイダン革命を米国による介入と強く関連付ける点
・ マイダン革命での「超過激派」ナショナリストの関与を問題視する点
・ ヤヌコヴィッチ元大統領を単純な親ロシア派とはみなさない点
・ 欧米の主流メディアの偏りを指弾している点
他方で、塩原氏はプーチン大統領の暴力的姿勢や、ロシアの政治経済一般の腐敗し

72　 以下の BBC インタビューの記録が有益である。BBC BREAKFAST WITH FROST 
INTERVIEW:VLADIMIR PUTIN（2000 年 3 月 5 日 ) http://news.bbc.co.uk/hi/english/
static/audio_video/programmes/breakfast_with_frost/transcripts/putin5.mar.txt
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た実態を容赦なく告発している点で、より不偏不党であるように思われる。さらに塩
原氏の議論の特徴は、単なるロシアやウクライナの地域研究の範疇を超えて、個人を
戦争に強制的に引きずり込む主権国家そのものが孕む問題や、核抑止論や官僚制、ロ
ビイストによる支配等、近現代社会の構造そのものへの批判的な視座を持っているこ
とであると私は考える。いずれの著作も大変読み応えがあるが、塩原氏の研究の一端
には、『論座』や「ちきゅう座」、または同氏のブログ「21世紀龍馬会」でも要約的
に触れることができる。
http://chikyuza.net/
https://www.21cryomakai.com/

〇�清義明「ウクライナには 『ネオナチ』 という象がいる～プーチンの『非ナチ化』
プロパガンダのなかの実像」【上】【中】【下】（『論座』2022 年 3月 23～ 24日）

https://webronza.asahi.com/national/articles/2022032200001.html
本稿では殆ど言及できなかったが、ロシアが今回の戦争の大義の一つとしているウ
クライナの「非ナチ化」が―残念ながら―事実無根の陰謀論ではないことを、国際機
関や欧米側の資料・報道のみを用いて示した貴重な論稿。今日の日本のテレビ番組で
も頻繁に取材を受け、現地の映像を提供している「アゾフ連隊」のみならず、「右派
セクター」、「アイダール大隊」等、数十もの民兵や財閥の私兵出身の組織等が割拠し
てきた経緯や、しかも軍隊や政治、司法にも食い込んできた特異な実態がわかりやす
く解説されている。これは「過激派はどこの国にもいる」という反論への再反論とな
るものである。日本で一般に流通している公式見解としては、「アゾフ連隊」等はか
つては確かに極右的な要素も濃厚だったが、今日では違うというものが多いように思
われる（例えば『毎日新聞』朝刊東京版 2022年 4月 22日付、「ウクライナ戦闘部隊
『アゾフ大隊』 露 『ネオナチ』 強弁、標的に」）。しかしヨーロッパの白人至上主義の
「聖地」もしくは「国際的なハブ」として数年前まで危険視されてきたウクライナの
状態が、短期間でいわば完全に「浄化」されるのかどうか、疑問は残るだろう。実際
に清氏は、こういった過激な右派民兵が東部での内戦についても、今回のロシアとの
戦争についても、ウクライナ政府の停戦努力を妨害してきたことを指摘している。ウ
クライナから避難する黒人やインド人らがウクライナの国境警備隊により暴行・差別
されたという報告も懸念材料だとされる。なおこの記事の目的は、ロシアによる戦争
を正当化することではないと清氏が断っていることも踏まえておきたい。
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〇アンヌ・ロール・ボネル氏のドキュメンタリー作品『ドンバス』
https://www.youtube.com/watch?v=ln8goeR5Rs4
フランス人ジャーナリストによる 2016年公開のドキュメンタリー作品。日本でも

2022年に映画館で上映されたセルゲイ・ロズニツァ監督による同名の作品と混同し
ないように、ご注意いただきたい。
ボネル氏の『ドンバス』では、ウクライナ政府軍によるドンバス地方のロシア系自
国民への攻撃がもたらした結果として、廃墟になった街、爆撃を恐れて地下室に避難
して暮らす人々の有り様が見せつけられる。その様子は今日テレビに映るウクライナ
の街にとてもよく似ている。現在はユーチューブで、日本語字幕付き版が視聴でき
る。本作で最も衝撃的なのは、冒頭のポロシェンコ元ウクライナ大統領による演説で
あろう。「私たちは仕事にありつけるが、彼らはそうはいかなくなる」、「私たちは年
金が受けられるが、彼らはそうならなくなる」、「私たちの子供は毎日学校や保育園に
通う」「だが、彼らの子どもは洞窟で暮らすことになる」。彼らとは、ドンバス地方の
ロシア系住民のことだとされる。ただ私はフランス語字幕から日本語字幕への翻訳が
概ね正確であることを確認できたが、ウクライナ語からフランス語への翻訳が正確か
どうかはわからない。どの文脈の発言かも明示されていない。作品全体が CGや役
者を用いた大掛かりな「フェイク」である、といった見方もありうるかもしれない。
そのため、作品全体を、語学や映像技術に通じた方に、検証していただきたい。

〇「IWJ」とジャック・ボー氏の論考
https://iwj.co.jp/
独立系ウェブメディア Independent Web Journalによるニュースサイト。2014年

のマイダン革命（クーデター）前後からウクライナ情勢を集中的に報道しており、欧
米の外交・軍事専門雑誌等、大手メディアとは異なる情報源による独自の視点が光
る。欧米や日本の報道に対するメタレベルの批判も参考になる。有料であるが、それ
ぞれの記事の途中までは無料でも読むことができる。
とりわけ注目に値するのが、スイス情報局の元参謀本部大佐で東欧専門家のジャッ
ク・ボー（Jacques Baud）氏による論文「ウクライナの軍事情勢」の翻訳である（号
外第 19～ 21弾）。ボー氏は、2月 16日に激化したウクライナ軍によるドンバス地方
への激しい攻撃が、この戦争の引き金になったことを示唆している。これを詳しく
検証することはもちろん私にはできないが、少なくとも、２月 16日前後から、ドン
バス地方で、停戦違反の攻撃で相次いでいたことは、 欧州安全保障協力機構（OSCE）
の日報でも見て取れるとはいえる。今日の「ウクライナ人への思いやりを、ドンバス
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の人たちに少しでも向けていれば、こんなことにはならなかった」というボー氏によ
る、世界の人々の無関心をとがめる結論には、私達日本人も大いに耳を傾けるべきで
あろう。
https://www.osce.org/ukrainesmm/reports?page=1&�lters=%20ds_date%3A%28%5B 
2022-02-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202022-03-01T00%3A00%3A00Z%5D%29&
solrsort=score%20desc&rows=10
（上記のウクライナ情勢に関する日報は、不可解にも、閲覧できなくなった。）
なお、ボー氏の論文のフランス語原文は、以下で無料で閲覧できる。https://cf2r.

org/documentation/la-situation-militaire-en-ukraine/
この論文の英訳は以下で読むことができる。https://www.unz.com/article/is-it-

possible-to-actually-know-what-has-been-and-is-going-on-in-ukraine/

〇「中国問題研究家　遠藤誉が斬る」
https://news.yahoo.co.jp/byline/endohomare?page=1#artList
少女時代に国共内戦時代の中国を生き抜いた著者による「ヤフーニュース個人」に
おける一連の発信記録。ウクライナ侵攻開始後は特に米国に対して批判的な視点を提
示している。特に参考になるのは、以下の記事である。
・  2022年 2月 20日配信「なぜアメリカは 『ロシアがウクライナを侵攻してくれな
いと困る』 のか」：欧州への天然ガス輸出で、米国がウクライナ侵攻（とそれに
伴うロシア排除）によって結果的に多大な利益を得ることを指摘。

・  2月 25日配信「バイデンに利用され捨てられたウクライナの悲痛」：ホワイトハ
ウスによる「アメリカは如何なる状況になろうとも決してウクライナに派兵しな
い」という宣言が、事実上ロシアによるウクライナ侵攻を誘発するものとなった
と分析している。

・  3月 29日配信「プーチンが核を使えば、習近平はプーチンを敵として戦わなけ
ればならなくなる――中ウ友好条約の威力」：「もしプーチンがウクライナに核攻
撃をするようなことがあったら、習近平はウクライナ側に立ち、プーチンを敵と
して戦う」ことになりかねない、という条約が存在することを解説する。

・  5月 1日配信「2014年、ウクライナにアメリカの傀儡政権を樹立させたバイデ
ンと 『クッキーを配るヌーランド』」：当時のヌーランド米国務次官補と、ジェフ
リー・パイエット駐ウクライナ大使による、マイダン革命への介入の様々な証拠
を提示している。

・  5月 12日配信「ウクライナの次に 『餌食』 になるのは台湾と日本か？―米政府
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HPから 『台湾独立を支持しない』 が消えた！」：米政府の台湾に対する態度変
更を目ざとく見つけ出し、そのことが日本を巻き込んで中国による台湾侵攻を引
き起こす可能性を指摘。在日米軍は議会承認なしには出動しないのは周知の通り
である。

なお遠藤氏には、『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 世界はどう変わる
のか』（PHP研究所、2022年）という著書もある。

〇�岡部芳彦『マイダン革命はなぜ起こったか―ロシアとEUのはざまで―』、
ドニエプル出版、2016 年。
本稿で直接引用はしていないが、日本語で書かれたマイダン革命を書名に持つ数少
ない著作。ウクライナ研究会会長も務める著者は、マイダン革命の「非合法のクーデ
ター」説は「支離滅裂」と評している点では、ストーン氏らの見方とは対立し、『ウ
ィンター～』の見方に近いように思われる。それでも、多くの現地人との交流に基づ
く著者の体験的知見は、この問題に関心を持つ人ならば、知っておくべきであると考
える。

※本稿は、2022年 5月 31日に脱稿した。ウェブサイトの最終閲覧日は 5月 25日
である。
本稿の原稿に対して有意義なコメントをお寄せいただいた鬼頭孝佳さん、高橋徹志
さん、秦融さん、藤井基貴さん、松浦章子さん、森一郎さんに感謝します。『ウクラ
イナ～』や『リヴィーリング～』等の映像にボランティアで日本語字幕を付けて理解
を助けてくれた皆さん、両作品の書き起こしをご提供していただき本稿に両作品の詳
細な要約をつけることをご許可いただきました著作権者 Global 3 Pictures Inc.とイゴ
ール・ロパトノク監督に謝意を表明致します。
本稿の内容は全て嶋崎個人の見解です。
ご意見、ご感想は以下のメールアドレスにお寄せください。elpis_eleutheria@
yahoo.co.jp


