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◆Thanatosの時代

世界をエネルギー・食糧危機におとしめたウクライナ危機の真因と行方を問う。

気候変動と経済制裁により途上国の3億人が飢餓状態に。

覇権主義による＜熱い＞冷戦の実相。
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ーーーEros（生の本能）に対する破壊の本能（フロイト）ーーー



◆２極構造の裏に３極構造。

冷戦を経験した世界は、再び２大覇権主義による代理戦争の様相を帯びる。

G7plus対BRICSplus・・（特にイラン・インドネシアの動きが問題）

「脳死のNATO]（マクロン大統領３年前）が拡大蘇生

ーーアメリカ主導の32ヵ国対ロシア戦線の出現

「死せるワルシャワ条約締結国」ーーロシアを中国・インドが陰で援助

★米にとってはNATOで言明した中国の脅威がロシア以上の懸念
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◆戦争犯罪

• ロシアのウクライナ侵攻は許しがたい背信行為---世界平和を保証すべ
き国連安保理の常任理事国（核兵器保有国）が一つの主権国家（核非
保有国）を攻撃。

•国連におけるSecurity councilは、ヤルタ会談の遺産。（連合国主要
5ヵ国が世界平和を保証する。その為には全会一致が必要。常任理事国
だけが核兵器とVetoを持つ）

• 2月24日に勃発したロシアのウクライナ侵略は明らかな「国際法違反」
であり「戦争犯罪」である。
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◆民間人攻撃の禁止が国際法の根本原則

•日本国憲法第9条の基となったパリ不戦条約（1928年）
を初めとするジュネーブ条約等の数々の国際条約の集合が
国際法。

これらの国際法は国際紛争における武略行使の断罪、特に
非軍事施設・民間人への攻撃の禁止を明文化。

ほぼすべての国連加盟国が批准している。

5



◆国際法の非批准国ーー注目すべき例

•国連主導の化学兵器禁止条約、1993年可決、1997年発効。
（2017年11月の時点で、締結国数は192ヵ国。イスラエル〈署名
国〉、---北朝鮮、エジプト及び南スーダンが未締結。）

192ヵ国が批准（ロシアを含む）

• クラスター爆弾禁止条約、2010年発効。米・ソ・中は批准せず。
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◆国際法から見たウクライナ侵略

独立国ウクライナに侵攻、軍事施設のみならず住宅・病院・学
校・美術館・市場等の民間施設を破壊、占領地での民間人の大量
虐殺は、国際法から見て明らかに戦争犯罪。許しがたい暴挙。

ロシア国民の救済、集団的自衛権の行使と、この戦争を正当化
するプーチン氏に対し、2022年3月141の国連加盟国は特別総
会にてこれを侵略（aggression）と断定。

7



◆国際法から考えるべき事

• 1945年3月10日、8月6日・9日の出来事は何であったか！！
（民間人への攻撃を禁じたパリ不戦条約を推進した国の所業）

• 8月15日以降の北方領土への侵攻---戦争による領土拡大を認め
ぬ国際条約違反！

• アメリカ、中国、ロシアはICC（国際刑事裁判所）に加入せず。
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◆Pan-Slavism（スラヴ民族至上主義）と自民族優越主義

•南下政策---パン・スラヴィズムは海を求めて南下する。

•第一次世界大戦の発端は南下政策をとるパン・スラヴィズムと東進
政策をとるパン・ゲルマニズムの衝突。

•パルカン半島がデッドクロスを結ぶ。1914年、サラエボにおける
オーストリア皇太子の殺害が全欧州を巻き込む大戦となった。
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◆クリミア半島
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ーーー地中海への出口がクリミア半島。古代からギリシャ文明と交流。
2014年のロシアによるクリミア半島併合が現戦争の発端。

（ドンパス地方の親ロシア派民兵とウクライナ政府軍の戦い。ウクライナ東南部を本来のロシア領として
開放すると宣言、数万人にロシア国籍を与え、ロシア人を救うとの大義名分を唱えた）



◆絶えず海を求めたロシアはインドと結ばれる

• 1700年、ピョートル大帝のサンクトペテルブルグ建設

ーーバルト海への出口。

• 1860年、北京条約により清国からウラジオストクを取得

ーー日本海・太平洋への出口。

• 1979年のソ連軍アフガニスタン侵攻も海を求める南下政策の一環
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◆インド洋への通路がアフガニスタン

現在パキスタンの実効支配化にあるカシミール地方が、ロシア・インド

連盟と中国・パキスタン連盟のデッドクロスを結んでいる。（Quadに

も関わらずインドが国連総会のロシア断罪を棄権した理由）

カシミール地方、インダス川上流のガンダーラ（天竺）は歴史的通路、

アレクサンダー東征の到達点、法顕、玄奘三蔵もここを経てインド洋ま

で南下している。
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アフガニスタンとパキスタン、英国により山脈を国境とされる。国境付近は無法地帯。13



◆アフガニスタンの悲劇
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一見別問題と思われるアフガニスタンの悲劇とロシアのウクライナ
侵攻問題は実は結びついている。

〇アフガニスタン問題
☆タリバンを産んだのはパキスタンとサウジアラビア。

１９７９年――ソ連赤軍、アフガニスタンに侵攻
・多くの難民（おもにパシュトゥーン人）は山を越えてパキスタンに。

１９７９年～１９８３年 服部、ユネスコのCo-actionプログラムにより、タイ国内の
カンボジア難民キャンプ１０カ所に学校を設立。（３０種の教科書、教師育成も）
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１９８４年――服部ペシャワール郊外のアフガン難民キャンプに。
・ユネスコによる教育援助は必要か？の問いに「必要ない。学校は既に出来た。」
・サウジアラビアの援助による、クッターブ（マドラサ）パキスタンだけでも４０カ所

Talib =神学生・複数がTaliban

１９９１年――ソ連軍撤退。ソ連赤軍を追い払うため、ムジャヒディーン（聖戦士）と
共闘したのがオサマ・ビン・ラディン。赤軍撤退後、やがて部族ごとの
主導権争いが起こる。

１９９４年―― タリバン山を越えてカンダハールに入る。コーランの教えを身につけた
学生達は一陣の清風の様に迎えられる。ムジャヒディーン達を駆逐、
２年足らずで全アフガニスタンを制覇する。

１９９６年――カブールにタリバン政権樹立。

◆タリバンとは



◆メシア思想の誕生とその変遷

• 本来のメシア思想は、ユダヤ民族に救世主が出現するとの信仰

• Christos（香油を受けたもの）がMessiah、ナザレの子、イエスか？
イエス・キリストは民族の壁を取り払い、それを全人類の救済を広げた。（そのため
に磔刑に処せられる。EＣＣＥ HOMOと叫んだポンシオ・ピラトの声を聴かず）

• 1世紀、ローマによりエルサレム崩壊、ディアスポラ（民族離散）が起こ

る。ユダヤ人のキリスト教徒はエジプト、アルメニアに教会を設立、ロー

マでは迫害された。（特に暴君ネロの時代）
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◆メシア思想の遷移（Succession）

• 4世紀、コンスタンティノス・ローマ皇帝によるキリスト教公認によりメシア思想

（救いの主）としての教会が産まれる。

• コンスタンティノス、東方ビザンチンの地に首都移転としてのコンスタンチノープル建造。

• ローマ帝国は西と東に分かれる。OrientalisーOccidentalisの語は東西教会の区別。

• 5世紀、ゲルマン民族の襲来、6世紀ペストの流行により西ローマ帝国が衰退。

• 西ローマ教会に代わってキリスト教の宗家としての正教Orthodoxyがコンスタン

チノープルで成立、メシア思想を受け継ぐ。
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◆RUSの出現

ルーシ（RUS）とは？

≪救いの新世界≫（服部の定義）

Belarus=白いルーシ

Russia=ルーシの大地

★古代ギリシャ文明に対する新しい文明の担い手としての「スラヴ民族による
救いの新世界。正教会Orthodoxyのメシア思想を秘めた民族連合体。」
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◆ルーシの遷移

10世紀～13世紀のキエフ・ルーシの範囲 19



◆ルーシの北上

• 10世紀コンスタンチノープルと結んだキエフ正教の誕生、RUS

（キエフ・ルーシ=都市の連合体・ギリシャに対する「新世界」）は現在のウラル

以西、バルト海までのロシアのほぼ全体を占めた。13世紀モンゴル襲来により

崩壊。

• 北方のモスクワ正教会はモスクワに定着、17世紀のロマノフ王朝

成立後は「ロシア正教」としてメシア思想の宗家を標榜。

• メシア思想による「救いの主、ロシアがあって世界がある」の思想は帝政時代か

らソ連共産党に引き継がれた。
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モスクワ・ルーシ16世紀～19世紀、モスクワ正教はロシア正教となる。ウクライナは本家に非ず。 21



◆日本の歴史と類似・・・時代的にも一致

•京都（10～12世紀）→→江戸=東京（１６～21世紀）

・・・古典中国文化を思慕

• キエフ（10～13世紀）→→モスクワ（１６～21世紀）

・・・古典ギリシャ文化を思慕・・キリル文字はその形骸
（小ルーシ・大ルーシの表現はギリシャとの距離）
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◆「偉大なるロシア」の思想
――根底にロシア正教のメシア思想
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•共産主義もまた一つのメシア思想・・サンクトペテルブルクでの学び

• 1989年暮れ、ベルリンの壁の崩壊。

• 1991年、ゴルバチョフのペレストロイカ政策によりソ連邦が崩壊。

• KGB出身のプーチンは「偉大なるロシア=ソ連の回復」を目指す。

• それを正当化するのは共産党が受け継いだメシア思想。

•直轄領の拡大とロシア化の促進。支配地に同民族との呼びかけ。



◆ロシア対ウクライナの正教宗家争い

•2014年、ドネツク・ルガンスク両州（ドンバス地方）の親ロシア
派は、クリミア半島併合に参加。2022年独立国を宣言。同時
にロシア承認。

•2018年10月、コンスタンチノープル総主教（イスタンブール）
が「キエフ主教のロシア主教からの離脱」を承認。紛争が激化。
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◆西ローマ教会（公教会）のメシア思想の行方

• 800年、シャルルマーニュによる神聖ローマ帝国の建設により復活。

• １１～１２世紀、フランス国王・ローマ教皇の呼びかけによる7回の十字軍

• １３世紀ーーパリ・ノートルダム大聖堂に象徴されるカトリック最盛期

ーースコラ哲学はその支え。

• 17世紀、科学革命により教会が形骸化。

★メシア思想は新大陸アメリカに遷移（Succession）する。

ーー以来、メシア思想は「新世界」を開いたアメリカ人の意識の根底に宿る。
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◆メシア思想はたやすく覇権主義に転じる。

―――考えるべき事項―――

•覇権主義は「大義」（Cause）無くして不可能。メシア思想
=救い主を自負。

• 「自由と民主主義」の旗手たるアメリカは覇権主義なのか？

• 「八紘一宇」も一種のメシア思想では無かったか？

•習近平中国の拡大主義はメシア思想の一形態なのか？
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覇権主義はヒュブリス（傲慢）による無知を産む。

無知は正義なき戦いを産む。

イラク侵攻に際し、「イラクを独裁者の手から解放し、日本のように統治する！」

---ブッシュ大統領の言葉、文明に対する恐るべき無知。

‐‐‐キリスト教国以外から唯一G7の一員に選ばれた日本は、アメリカに依存して
いて良いのか？

（G7＝1974年、石油危機に対処すべく仏ジスカール・デスタン大統領がランブイエの別荘に招
集した資本主義国の集まり。今やプーチンロシアに対する経済戦争の主役）
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◆パシュトゥーン・ワーリー

•パシュトゥーン・ワーリー（掟）は、その地に来るものを無償で迎え
入れる（一種の道徳）。特に他民族は受け入れる。

• タリバンとアルカイダは別物、しかしサウジアラビアの援助で出
来た学校で教育されたタリバンはサウジアラビア人を見捨てるこ
とは出来ない。
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◆無視される事への恨み

•2001年1月、タリバン、バーミヤンの大仏を破壊。

（服部NHKで〈イスラームの恨〉を解説）
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◆アフガニスタンの悲劇

• 2001年9月、NY同時多発テロの衝撃。ブッシュ政権のアメリカ
は首謀者オサマ・ビン・ラディンを匿ったとして、直ちにアフガニ
スタンを空爆、更に電撃侵攻、数万人の民間人殺害。カブールに
親米のカルザイ政権誕生。

•同時多発テロ実行者18人の内15人はサウジアラビア人、その
他はエジプト人、レバノン人、アラブ首長国連邦から各1人。アフ
ガニスタン人は０人。
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◆アメリカのイラク侵攻

•サダム・フセインのイラクが大量破壊兵器を隠していると主張。

• 2003年3月、米軍、安保理での仏・独の反対を押し切りイラク
侵攻。

• 2006年12月、イラクでサダム・フセイン殺害。

• 2011年5月、米特殊部隊、パキスタンに潜伏していたビン・ラ
ディンを殺害。（アフガニスタン・パキスタン国境は無法地帯）
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◆イスラム国・ISはアメリカの無知の落とし子！

•オサマ殺害と同時にイラクに無数のアルカイダ組織が出現（ｃｆ.「時
事解説」2001年10月号の服部警告）。その中の過激派がＩｓｌａｍｉｃ Ｓｔａ
ｔｅ「IS」を名乗る。ＩＳはシリア北部まで侵攻。（ＩＳＩＬ＝Ｉｓｌａｍｉｃ
State in levant)

•アフガニスタンでは、2021年8月、カブール再びタリバンの手に。
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◆正義無き戦いの代償

•アフガン人の犠牲、約4万人（多くは空爆による）

•米国 アフガニスタン戦争に投じた戦費ーーー2兆ドル（220兆円）

戦死者ーーー2400名

アフガニスタン・イラクでの正義無き戦いによるPYDS

（心因外傷後ストレス障害）による自殺者は3万人、

すなわち7000人の戦死者の4倍。他の多くもアルコール

薬物中毒に。（＊ウクライナ侵攻のロシア兵にもこの兆候あり）
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◆カブール脱出劇にみる日本の欠陥

• 2021年8月、各国のカブール脱出劇

イギリス…3万人、ドイツ…5千人、フランス…3千人、日本…1人

（協力者500人はそのまま。後に山越えで脱出）

•各国、民間機で救出、日本は自衛隊機のみ。何故か？

＊官民連携に欠陥
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◆ウクライナ危機の問題点

ーー侵略を開放と呼ぶ怪ーー

• 5月9日の対ナチス勝利記念日、プーチン大統領、第2次大戦は大祖国戦
争、ウクライナ侵攻を祖国解放の為の「特別軍事作戦」と主張し正当化。

•中国を「同盟国」と名指し。（西側連合による経済制裁を大きく損なう）

•住民のロシア化を目指す・・占領地、避難民収容所でトリアージュ。新ロ
シア派か新ウクライナ派かを選別。

•双方に契約軍人＝「傭兵」が拡大。ロシア側では弱小民族が狩り出され
る事態に。

•米・ソ両方に最新型武器のテスト姿勢あり。戦争長期化の一因。
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◆情報戦争の行方

〇情報戦・・真実はSNSに在るのか？
・・プーチンロシアによるプロパガンダと言論統制。
・・８０パーセントのロシア人がプーチン支持か。
終戦はロシア市民の意識の動きによる他なし。

・・占領地の急速なロシア化。
（ロシア語教育・通貨をルーブルに）

〇西側による経済制裁は何故十分に機能しないのか？
中国・インドが穴を埋める？

・・石油・小麦を始めとする資源枯渇と物価上昇が
当事国より途上国を襲う現状

36



◆影でプーチンを支えるもの

・・巨大財閥（オルガルヒ）官僚硬派（シロヴィキ）の存在。

・・BRICS並びに「一帯一路」に繋がる国々。

（国連総会決議の棄権国）

・・OPEC/産油国の非協力。

・・仮想通貨によるマネーロンダリング装置の存在。

★暗黙のうちにアメリカを敵視する多くの国の存在。
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◆アフガニスタンにおける日本の関わり方は？

＊援助はペシャワール会を範とせよ。
医者が井戸を掘り、灌漑で広大な緑を復活させた中村哲さんの
働き。アフガン人の友。人と人との絆。民間事業による民族間の
信頼の構築。

・アフガニスタンは多民族国家、パシュトゥーン族、ハザラ族、タジ

ク族等、族長が地方を支配。イラク発のISが隙を狙っている。

・現在、この国の治安はタリバンによる他無し。
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◆世界の諸問題に対し、今、日本が取るべき態度は？

＊アフガニスタン‐‐‐今はタリバン政権と対話し、援助を必要とす
る100万人を助け、真の脅威たるISの再興を阻止すべき。タリバ
ン封殺は更なる内戦を産む。

ただし、国際社会との連携の必要性を認識させ、女性の地位の
向上を求めよ。

＊ウクライナ‐--国際社会と連携し、独裁者に人類史上あらゆる
Autocratie（独裁政治）と覇権主義の末路は、すべて自己崩壊
であることを知らしめるべき。
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◆多様性こそが人類の遺産

＊世界を覆うあらゆる覇権主義を断罪し、全世界のすべての

民族と連携して、人類の共生・共働に向け「文化の多様性に

関する世界宣言」（UNESCO２００１）の意義---多様性こそ

人類の遺産---を知らしめるべき。
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◆国連改革の必要性と可能性

＊「連合国機関」として生まれた国連の真の「世界機関」としての

国連に脱皮すべき時が来ている。機能しない安保理の常任理事国

の地位を望むのは無意味。総会を安保理の上位に位置付ける国

連憲章改正を目指し、国連改革のイニシアティヴをとるべき。

いかなる場においても平和の使者たる姿勢を失ってはならない。

ありがとうございました
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