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が始まって２カ月︒戦闘は
する︒だが︑戦闘員は派遣

報を開示する︒武器を供与

にも違和感を持つ︒軍事情

は手を汚さず︑儲けるのは

両国民の血に染まる︒自ら

激化︑ウクライナの大地が

器をつぎ込むほどに戦闘は

被害と戦果であり︑その軍
教授︑森本 敏 ・元防衛相︑

ローバル地域センター客員

東郷和彦・静岡県立大グ
は︑それぞれの国民向けに

益を背負った外交交渉で

がある︒つまり︑互いに国

つまり即時停戦に向けての

道的立場からの世論づくり︑

のもう一つの役割である人

トでもある︒
ただ︑
メディア

祖父は太平洋戦争開戦時と

代の外交官一家に育った︒

外交のプロである︒親子三

欧亜局長を歴任︑対ロシア

務省ソ連課長︑条約局長︑

若干説明を要する︒氏は外

欠落している︑というのが

にはまさにこの１譲る術が

その後の停戦をめぐる動き

という術である︒
裨益する︑

れ︑結果的に両国も世界も

力があれば︑早期妥結が図

局面を片方が１譲る勇気と

今回の戦争に至る過程︑

は開戦直後の２月 日︑い

の決着﹂という外交の知恵

ち早く日本が停戦交渉のイ

﹁その方向性を体現してい

目提案だ︒クリミアとドン

日ウクライナの出した 項

シア兵が全方面から入れば

﹁プーチンの見立ては︑ロ

だ﹂と言う︒さらに聞いた︒

のを止めるか︑という一点

に両国共に人が死んでいく

いう切り口ではない︒いか

の蛮行をやめさせるか︑と

せること︒いかにプーチン

については 年かけ話し合

はない︒しかも︑クリミア

う解釈の余地がないわけで

ウクライナではない︑とい

からすると︑その２地域は

象地域から外した︒ロシア

心になっていた中立化の対

バスの一部を交渉の一番中

ではなかった︒このプラン

るだろうと︒だが全くそう

短時日でウクライナは落ち

開始は３月 日だ︒二つの

る︒ロシア軍のキーウ撤退

うという項目も入ってい

その独立を確実にすると同

言い出し︑ウクライナ軍へ

これはあまりにもひどいと

んの数日差だ︒西側中心に

動きの方向性が重なった﹂

時に︑マリウポリを陥落し

の武器供与のレベルが跳ね

Ａは失敗︑そこでプランＢ

その２州と併合済みのクリ

上がった︒チェコがソ連時

報道が出た︒４月２日︑ほ

ミアを連結する︒
その先は︑

代の戦車を供与︑米国が優

﹁そこに︑ブチャでの虐殺

確たることはプーチンの頭

秀な地対空ミサイルを提供

だ︒
キーウ周辺からは撤退︑

にしかないし︑プーチンは

東部２州に戦力を集結させ

絶対言わない︒でもロシア

する︒そして４月６日にウ

め

戦勝記念日の５月９日を目

18

担当

長期化の様相だ︒なぜ︑停
しない︒ＮＡＴＯも然り︒
軍産複合体︑という﹁死の

っとしないのか︒情報と兵

戦交渉が進まないのか︒こ

商人﹂路線でいいのか︒あ

のこの戦争への向き合い方

の戦争はどこまで広がるの
直接対決すると第三次世界
るいは︑米国のこの新戦略

ロシア・ウクライナ戦争

か︒中間総括を試みたい︒
と︒確かにそうだ︒だが︑

大戦になってしまうからだ︑

もう

気になることが二つあ
をどう評価すべきなのか︒

事的意味についての解説で
交渉者はなかなか譲歩でき

プーチンという人間をよく見るべき

しか

る︒メディアの戦況報道重
なぜ戦争を止める努力をも

視姿勢と︑
欧米の武器供与・
代理戦争路線である︒
テレビ︑新聞が報じるの

ある︒基本情報として必須
作家の田中康夫氏に聞く︒
ないところだが︑ 対 の

は︑戦闘行為による日々の

のものであり︑記者たちが
なぜ東郷氏かについては

オピニオンづくり︑キャン
終戦時の外相・東郷茂徳︑

我が見立てである︒東郷氏

さとし

命を張って入手したファク

ペーン報道はどうであろう
父は元外務事務次官・東郷

ひ えき

か︒戦争馴れが進み︑人命︑
文彦︒茂徳氏が遺言として

しげ のり

文明破壊という戦争の絶対

欧米︑特にバイデン政権

を担保することで可能だと

るように見えたのは３月

ど

ると思っていた﹂

途に停戦の可能性が出てく

提唱︵本欄３月 日号で紹

の ％は一刻も早く停戦さ

29
10

な

悪と対決する姿勢が薄れて
残した︑とされる﹁ 対

50

きているのではないか︒

50

28

ニシアチブを握るべきで︑

49

停戦はウクライナの中立化

51

介︶した︒現時点も﹁僕の頭

20

﹁〝プーチン完全粉砕〟
に傾く米国を日本はいさめよ﹂

東郷和彦
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一刻も早く、この戦争を終わらせなければならない

先も底も見えないウクライナ戦況︒欧
米各国は武器供与をアピールするばかり
で︑停戦に力を注ぐ構えは見えない︒果
たして出口はどこにあるのか︒この戦争
を終わらせるために︑いま日本は何をす
べきなのか︒対ロシア外交のプロである
東郷和彦氏︑元防衛相の森本敏氏︑作家
の田中康夫氏が叡知を傾ける―︒

担当

田中康夫「武器供与ではなく、あくまでも停戦を！」

私はこう考える

2022.5.8-15
2022.5.8-15
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﹁プーチンの大誤算
戦争は長期化する﹂

−
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出口はある！

ニュース
最前線

底なしのウクライナ侵攻に
校閲

「ニッポン真の国益」

プーチン大暴走の処方箋
ウクライナ政府の公式サイトより

倉重篤郎の

総力特集
６ページ
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底なしのウクライナ侵攻に出口はある！
倉重篤郎の
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東郷和彦氏

デスク

週番Ｄ

ここで話は米国側の戦略
のミンスク議定書まで︑ウ

た民主化運動︶からその後

シア派の大統領を失脚させ

問題についての﹃ノンネゴ

ウクライナのＮＡＴＯ加盟

やブリンケン米国務長官の

的の国際会議開催
︵同８月︶

した︒キッシンジャーは︑

れはおかしいと明確に指摘

ともマイダン革命直後にこ

のシカゴ大教授︶だ︒二人

﹁停戦ということだけを考

な状況に入っていると思う﹂

戦局は見通せないほど危険

ると思ったのかもしれない︒

プーチンを叩き潰すまでや

統領として外交で大きな貢

﹁バイデンはオバマの副大

らかにした回顧録だ︒

統領選に挑戦する意思を明

と︑長男との約束で再び大

の突然の死去があったこ

した背景に長男の脳腫瘍で

年大統領選の出馬を断念

月︑
早川書房︶
︒バイデンが︑

スを思い知ったが︑実力行

﹁二つの戦争でそのマイナ

内では影響力を失ったと？

ガン戦争の失敗で︑米政権

ネオコンはイラク︑アフ

ネオコン思想が背景にある﹂

えなければいけないという

観外交だ︒それで世界を変

欧米中心の民主主義・価値

敵はプーチンだと︒要は︑

は善で︑民主ウクライナの

を共有する民主ウクライナ

だ︒ただ残念なことに︑全

でいくのはウクライナ人

しているのは米国で︑死ん

が戦っているのか︒後押し

という英雄的覚悟の元に誰

露代理戦争だ︒祖国を守る

に出せぬ悲哀を感じる︒米

﹁今の状況を見ると︑言葉

軍事侵攻に至ってしまった﹂

た今年︑
さらに緊張が高まり

そのワンサイクルが終わっ

には許し難い動きが続いた︒

議で︑米国主導でウクライ

レストでのＮＡＴＯ首脳会

ズ９・ 月号に︑ 年ブカ

のフォーリン・アフェアー

﹁ミアシャイマーも︑同年

べきだ﹄と投稿した﹂

ランドのような国を目指す

く︑非加盟・中立のフィン

ＴＯには加盟すべきではな

と内戦か分裂になる︒ＮＡ

が他方を支配しようとする

雑で二つの国があり︑一方

ポストに﹃ウクライナは複

えると︑こちらも負けてな
献をしたが︑著書の中で彼

もうプーチンを許さない︑

も私は中立の方がいい﹄と

ライナが﹃ありがとう︒で

ーンのネオコンだ﹂

使せずにやるという新パタ

いう中国︑米国とお付き合

が終わったら︑日本はそう

ンやネオコンの︑プーチン

体状況から言うと︑バイデ

を取るかが重要だ︒岸田文

の中で日本がどういう立場

めたのが最大の間違いで︑

ナ︑ジョージアの加盟を認

たた

アの最大の主張はウクライ

年のマイダン革命︵親ロ

ナのＮＡＴＯ非加盟だ﹂
言えば何の問題も起きない

いしていくということだ﹂

雄政権は︑対ロシアでは欧

い︒プーチンを叩き潰すと

危機を引き起こしたのは西
ささやかな要求だが︑そ

る程度の地政学的場所を与

国に対しても欧米協調ライ

米の民主主義・価値観外交

ンまっしぐらになる︒僕は

日本としての教訓は？

国を守る実力を持つこと

そこは意見が違う︒皆さん

はずだ︒そうせず︑
﹃ ノン

だ︒ネオコン的世界が跋扈

よく 仰 るのは経済だ︒日

れをさせなかった米国は故

は無理があると思う﹂

している中で日本が国益を

本経済は中国とリンクしな

えるべきだと主張した︒彼

年後にどう総括？

守ろうと言うなら最終的に

いと存在できないほどの関

を全面的に支持している︒

値観外交 歴史現実主義と

﹁非常に興味深い︒戦争が

は核武装するしかない︑と

係になっている︑という﹂

そのまま行けば︑主敵・中

いう二つの思想がある︒前

どう終わるかだ︒バイデン

トッドの論文は飛んだ︒僕

﹁それもそうだが︑もう一

し︑どう守るかだ︒一つは︑

ている︒
﹃ 文 藝 春 秋 ﹄５ 月
者はわかりやすく言うとネ

の民主主義・価値観外交が

はそこまで言えないが︑日

つあるのは歴史だ︒日中関

﹁日本の国益をどう定義

号のエマニュエル・トッド
オコン︑後者は一種のパワ

勝利するのか︒それともこ

本の実力を蓄えることには

係は総じて平和的だった︒

ネゴシャブル﹄だ︒それを

の論文はそれを引用︑現状
ーバランス論だ︒バイデン

れは非常に危険で︑米国に

賛成だ︒実力には抑止︵デ

意図せずにやったというの

を的確に分析している﹂
は確信犯としての前者だ︒

世界を任せていいのかとな

ィターレンス︶と対話＝外

意犯か︑過失犯か？

﹁これは僕の命名だが︑歴
従って︑大統領になっての

るか︒論理的に言うと二つ

﹁米国の中に民主主義・価

史現実主義だと︒現実主義
仕事はプーチンという悪を

ある︒そこがどうなるか﹂

ユーチューブで今も発信し

は国際関係の力の案配が物
叩きつぶし︑善であるウク

は侵攻以降も立場を変えず︑

事を決めていく︑これがリ
ライナを守る︒だが︑ウク

知悉した専門家だ︒両氏型

とすれば︑じっと見ている

匹敵する︒一つ違いがある

﹁少なくとも冷戦崩壊には

枠組みが大きく変化？

もしリアリストとしての米

抗勢力として力を溜める︒

勝利した米国であれば︑対

ンスが増えた︒ネオコンが

か︒自分たちの責任とチャ

と感じているのではない

﹁戦争後もう一つ正面に出

一辺倒になることだ﹂

懸念があるとすれば︑抑止

めてしまう︒日本の風潮に

結果的に衝突の可能性を高

にひっかかる︒軍備増強が

いと︑安全保障のジレンマ

を取る形で対話を強化しな

めるなら固めるほど︑均衡

二つのＤがある︒抑止を固

交︵ダイアローグ︶という

ち国内投資に専念︑出島や

だ︒中国との間に距離を保

たのは江戸時代の鎖国政策

もいいところだ︒見事だっ

タームで考えれば平和共存

２０００年︑３０００年の

史からフリーではないが︑

ており︑今の日中関係は歴

だ︒その後遺症はまだ残っ

次大戦では日本が攻め込ん

元の襲来で攻められ︑第二

ばっ こ

アリズムだ︒ただ︑キッシ

の米国の指導力がワークし

中国の存在だ︒中国が二つ

国に戻るなら︑より柔軟な

おっしゃ

ンジャーもミアシャイマー

ていれば今回の戦争にはな

のうちのどちらだと結論す

アプローチで力の均衡をど

も単なるリアリズムではな

らなかった︒それは難しい

るのか︒どちらにせよ︑中

理解し︑どういう力の均衡

なら戦争に至らないのかを

ち しつ

日本が抑止一辺倒になるのは危険

ことではなかったように見

国は今度のことで歴史は一

く︑欧州の地政学︑歴史を

える︒ウクライナをＮＡＴ

た

Ｏに入れない︒それを最初

薩摩藩を通じ情報交換も維

週番Ｄ

てくるのは米中対決だ︒そ

担当

ＤＴＰ

う作るか考える︒この戦争

校閲

デスク

歩自分の方に傾いてきた︑

10

20

ＤＴＰ

観外交というのが米政権と

を悪とする民主主義・価値

﹁今でこそ一触即発だった
メディアを席巻している﹂

バイデンファクターだ︒

かわからないことだ︒チェ
との記憶になっているが︑
全く違った見方があること

﹁だが︑
米国の奥の深さは︑

怖いのはどういう手を使う

長期化だ︒プーチンという
チェン紛争がそうだった︒
バイデン以前はさほどの緊

なると︑明確なのは戦争の
人間をよく見る必要があ
張感はなかった︒バイデン

が れき

首相として指揮︑徹底的に
だ︒その双璧がキッシンジ

やり︑本当に瓦礫にした﹂
ャー︵元大統領補佐官︶と

る︒プーチンは相手がそう
大統領になった途端に︑ゼ
ミアシャイマー︵軍人出身

出てきた時には叩き返す︒

年３月 ︶
︑そ の 目

レンスキーのクリミア奪還

に移った︒情報と武器を送
クライナとの深い関わりを

発言︵

クリミアの譲歩部分がなく
り代理戦争させるバイデン

バイデンは欧米中心の新ネオコン思想

なった︒ラブロフ露外相が
政権の不実を訝しむ当方に
シャブル︵交渉不能︶
﹄発

クライナが新提案︑肝心の

ただちに反論したが︑残虐
明らかにしている︒メッセ

いぶか

行為︑武器供与︑新提案と︑
東郷氏は１冊の本を勧めた︒
言︵同 月︶などプーチン

年３月５日付ワシントン

相互関係がないと考えるわ
ージは明確だ︒米国と価値

い︑向こうも負けてない︑
が一番情熱を込めて書いて

年９

バイデン著﹃約束してくれ

とそれぞれが自国民に向け

ゼレンスキーとバイデンが

て説明できる︒両方がそう
いるのはウクライナ問題だ︒

ないか︑父さん﹄
︵

14

思わないと停戦にならな

出てくる結論は悲観的だ︒

けにはいかない︒そこから

21
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側だと指摘︑ロシアにはあ
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個以上編成︑２週間で全土

た︒今回はＢＴＧを１２０
けたらクビにすればいい︒

いと責任逃れができるし負

てもプーチンは自分ではな

れで生物・化学兵器を使っ

で作戦指揮した人物だ︒こ

線で散発的な戦いが続く︒

し︑朝鮮半島のように国境

東部の主権を確保しようと

ミアから出て行かない︒
南・

﹁ロシアはドンバス・クリ

戦争は終わらない？

された︒ロシアに関する知
全保障上の緩衝地帯づくり︑

チンの帝国主義的志向︑安

﹁侵攻の背景は三つ︒プー

士気が低下するのは当然だ﹂

ス欠でも補給が十分にない︒

かけっ放しで暖をとる︒ガ

戦車や装甲車のエンジンを

養はない︒
夜は寒く︑
兵員は

チェン人やシリア人も傭兵

み︑約７万人の徴兵︑チェ

ロシアは兵員不足に苦し

クライナへの兵器供給だ︒

るだろう︒ただ︑当面する

うに戦争状態は長期にわた

がなく︑米専門家が言うよ

が︑こちらは明瞭な境界線

でものを見ていいのか︑と

見もある︒プーチンと 回
ウクライナがロシアの一部

得たと思うが︑ここまでく

したい︑ということがあり

たらいいか︑腹を割って話

しい︑そのためにはどうし

一刻も早く戦争をやめてほ

なたの立場も理解した上で

人の機動性の高いＢＴＧ

攻めた時︑兵員約１０００

開した︒ 年ジョージアを

も侵攻する広域の作戦を展

張を採用し︑北・北東部に

いう国防省︑参謀本部の主

取らないと反撃を受けると

が目的だったのに︑全土を

﹁当初から南・東部の確保

目的と作戦のズレも？

も全くの誤解と妄想だ﹂

を再開しようとしている﹂

位を確保してから停戦交渉

いずれにしても︑軍事的優

サイルで撃沈させられた︒

ロシア海軍は旗艦を対艦ミ

を取られて孤立する︒でも

ぐ︒ウクライナは海の出口

取って黒海への出口を塞

取︑南部要衝のオデーサを

廊にあるマリウポリを奪

の確保に戻る︒その中間回

第二段階に入り︑南・東部

﹁第一段階はそれで失敗︒

る︒正社員と非正規雇用の

自国民の正規軍は温存す

から何が見えるのか？

学者としての文明史的視点

治家としてのキャリア︑文

氏に締めてもらう︒氏の政

最後は︑作家の田中康夫

には欧米が次々と攻撃兵器

はない︒一方︑ウクライナ

薬も消費していくが支援国

調達をしている︒兵器・弾

ストル共和国﹄からも兵員

化ではない︒中国に先んじ

多極化で︑米国中心の一極

ンは︑カロリーベースの食

あればこそ非資源国ニッポ

外なのは明々白々︒が︑で

帯であるロシアの侵攻が論

﹁ウクライナと並ぶ穀倉地

険があり︑心配だが﹂

戦術核などの選択をする危

物・化学兵器︑原発攻撃︑

アの敗色が濃くなって︑生

決まるのではないか︒ロシ

戦闘は２︑３カ月で大勢が

料自給率が ％という冷厳
な現実を踏まえた食の経済

として容認すべきだったの

帯＝バッファー﹄を必要悪

ロシア周辺に一定の﹃緩衝

ティズム︶に基づき欧米は

オポリティカル・プラグマ

えた地政学的実践主義︵ジ

ドングリがあれば熊も畑を

里で農業を営むが︑里山に

緩衝帯の重要性だ︒我々は

きだ﹄と︒それは里山的な

出した道徳的責任を負うべ

規模な世界的不安定を生み

的な子羊を虐殺に導き︑大

面々はウクライナの地政学

医療と食料のはずだ﹂

器供与など有り得るのか︒

ない︒そもそも人道的な武

るばかりで停戦に乗り出さ

ン政権は︑武器供与を続け

軍産複合体に連なるバイデ

最大の公共事業とうそぶく

向に変わらない︒戦争こそ

ＮＡＴＯは名称も目的も一

会のロシアの理事国資格停

棄権︒４月７日の人権委員

ＡＳＥＡＮ加盟国３カ国が

決議にはブルネイも加わり

ラオスが︑ 日の２度目の

国のモンゴル︑ベトナム︑

ＲＩＣｓの印中南ア︑親日

日のロシア非難決議ではＢ

連邦まで棄権した︒３月２

だったＵＡＥアラブ首長国

戦の敗戦国だからこそ︑一

日本のメディアは︑先の大

論を﹃裏取り﹄もせず流す

が発信する時々刻々の戦況

ウクライナと米英メディア

スセンターを現地に設けた

﹁海外メディア向けのプレ

での〝バルカン外交〟だ﹂

く国民益に基づく良い意味

き︒従米一本足打法ではな

方の番頭として奮闘すべ

・棄権 ・意思表示無し
きっこう

の計１００と拮抗した﹂

日本政府は汗をかけ︑と論
陣を張るべきではないか﹂
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かかるが︑次第にウクライ

を供給する︒習熟に時間が

を一本化︑ドボルニコフ新
ナ側が有利になると見る﹂

﹁第二段階以降︑作戦指揮

だけのことを言う資格を日
司令官を任命した︒シリア

ない︑と建言すべき︒それ

ーチンを完全に叩きつぶす
本は持っているはずだ﹂

を踏まえて︑今の段階でプ

を達成した︒このような日
という姿勢を取るべきでは

持し︑２６０年の完全平和
中の基本的付き合い方︑流

ここからは森本氏の登場
身を守る指揮一本化だろう﹂

会った安倍晋三︵元首相︶
だという歴史観だ︒いずれ

次第にウクライナが優位になるだろう

だ︒現場経験のある安全保
を掌握できると甘く見た︒
﹁戦況のカギを握るのはウ

儀を全部忘れて︑当面の力

日本の停戦主導論は？

いうのが僕の本質的疑問だ﹂
障スペシャリストだ︒軍事
プーチンには軍事戦略の素

カードもある︒あの時点な

ると無理だ︒むしろ︑米国

︵大隊戦術グループ︶を採

政治・外交に禍根を生む﹂

て露ウ両国の調停役として

安全保障構築こそ急務だ﹂
﹁ヘンリー・キッシンジャ

国民益に基づく〝バルカン外交〟を

に対し歴史現実主義的観点

用し５日間で戦争を終え

﹁実は〝冷戦脳〟のままな

二重構造の戦争だ﹂

動いているトルコ︑イスラ

森本敏氏

のは米国︑ＮＡＴＯ側では

﹁実は国連の各国動向も２

エルと協同し︑日本こそ裏

にロシア叩きを続けた﹂
荒らしに来ない︒その里山

﹁しかもロシアはシリアか

に 対 し︑ 反 対

田中康夫氏

ないか︒ワルシャワ条約機

月 日の安保理では親米国

﹁シンガポール国立大アジ
を壊し︑巨大な太陽光発電

止は賛成

構は

ア研究所のキショール・マ
パネルが山肌と水源を侵食

ら傭兵し︑ウクライナは白

ーやジョージ・ケナンが唱

ンブバニ名誉フェローの論

人至上主義で極右思想なフ

いわ

考に共感した︒曰く﹃ウク

して災害が多発する経済的
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﹁世界の潮流は中印含めた

刻も早い停戦を実現すべく

ライナのＮＡＴＯ加盟を無

ーリガンが母体のアゾフ連

週番Ｄ

新自由主義と似た構図だ︒

ＤＴＰ

謀に主張し︑西側諸国から

担当

デスク

隊を﹃義勇軍﹄と持ち上げ︑
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〝あんばい〟がない社会は

08
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関係だけの狭い国際関係論

﹁日本はロシアについて苦
から見た中間総括である︒
度線には中間地帯がある

労し︑領土問題も抱え込ま

ら安倍氏がプーチンに︑あ
にし︑親露派の﹃沿ドニエ

38

年前に解体したが︑

27

の武器供与を加速させた
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