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【論点】「新しい物語」を語る ピカイチ生活経営塾

波の合成

【バブル１】
たとえばドイツのような低金利の国において
も、商品の値段に占める金利の割合は 20 ％を
超えるのではないかと言われており、金利コス
トは決してバカにならないものなのです。

『失速する世界経済と日本を襲う円安インフレ』より

【バブル２】
日本の人口 1 億 2600 万人のうちの

3000 万人ですから、実に 4 人に 1 人が
公務員でご飯を食べているわけです。

『日本壊死』より

バブル崩壊

『日本の立ち位置』



- 3 -

【論点】資本制社会のしくみ ピカイチ生活経営塾 2022

経済
（資本主義）

労働者

剰余価値

労働力 搾取

分配

政治
（民主主義）

権力

収奪剰余価値
の極大化

労働力
の商品化

生産手段
から自由

資本家

お金

国際銀行家

隷属お金

立
法
権

行
政
権

司
法
権

三権分立

実は

お金を作る人

実は、

行政が法律を作る

「過剰設備」
を破壊

過剰生産

戦争

「需要」
を拡大

欲望 恐怖
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【論点】金融バブル崩壊とその後

市場経済
（自由経済）

統制経済
（官僚制経済）

物々交換

崩壊

世界大戦 構造改革

70年前、太平洋戦争 140年前、明治維新

恐 慌

国債暴落

分散
（多様化）

集中
（画一化）

民間銀行・郵貯・年金基金・保険会社

金融

社会統制

金融統制

「不安定」 は
嫌だ！

「不自由」 は
嫌だ！

脱共助ショック
ドクトリン

経済

集中
（画一化）

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」とは？（1/2）

● 「戦争の責任は米国と NATO にある」

今回の戦争に対する反応として、実はアメリカと西欧の間には大きな違いがあり
ます。 イギリス、フランス、ドイツなどの西欧諸国では、地政学的思考や戦略的思
考がまったく姿を消してしまい、皆が感情に流されています。

それに対して、アメリカでは議論が起きています。 この戦争が、地政学的・戦略
的視点からも論じられているのです。

その代表格が、元米空軍軍人で、現在、シカゴ大学教授の国際政治学者ジョン・
ミアシャイマーです。

彼は、ハーバード大学教授の国際政治学者スティーヴン・ウォルトと 『イスラエ
ル・ロビーとアメリカの外交政策』 （講談社）という共著もある戦略的現実主義の論

客で、今回の戦争に関して、「まずは感情に流されず、リアル・ポリティクスの観点
から、戦争の原因を考えなければならない」 と問題提起をしています。

ミアシャイマーが出した最初の結論は、「いま起きている戦争の責任は、プーチン
やロシアではなく、アメリカと NATO にある」 ということです。

「ウクライナの NATO 入りは絶対許さない」 とロシアは明確に警告を発してきた
のにもかかわらず、アメリカと NATO がこれを無視したことが、今回の戦争の原因
だとしているのです。

『第三次世界大戦はもう始まっている』 （2022.06.20 エマニュエル・トッド）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」とは？（2/2）

●ウクライナは NATO の “事実上” の加盟国だった

重要なのは、「この問題は、ウクライナが実際に加盟申請をしたかどうかという形
式的な問題としては片付けられない」 とミアシャイマーが指摘していることです。
ロシアの攻撃が始まる以前から、「ウクライナはすでに NATO の “事実上” （de 

facto）の加盟国」 だったと彼は述べています。

もう一つミアシャイマーの指摘で重要なのは、「ウクライナの NATO 加盟、つまり
NATO がロシア国境まで拡大することは、ロシアにとっては、生存に関わる 『死活
問題』 であり、そのことをロシアは我々に対して繰り返し強調してきた」 ということで
す。

非常に明快な指摘で、私も基本的に彼と同じ考えです。 ヨーロッパを “戦場” に
したアメリカに怒りを覚えています。

とはいえ、今の時点で、こう言い切るのは勇気のあることです。

ただしアメリカには、彼の考えに賛同する人も数多くいるようです。 というのも、ミ
アシャイマーがそう断言した 20 分ほどの動画は、アメリカを中心にわずか数日の
間に 1800 万人もの人々が視聴した、と言われているからです。

『第三次世界大戦はもう始まっている』 （2022.06.20 エマニュエル・トッド）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「真実」を求めて（1/2）

●現時点では一歩引いた方がいい

フランスのテレビは、連日、戦争に関するニュースを流していますが、コメンテー
ターのほぼ全員が 「プーチンはモンスターだ」 と感情的になっているのが現状です。

ただ現時点で私は、戦争の具体的な要素についてあまり考えないようにしていま
す。 というのも、歴史家として、まだ十分にファクトが揃っていないと思うからです。

この状況に対して具体的な行動は何もできないなかで、私にとっての道徳的な行
動とは、誰が正しいのか、誰が間違っているのかを考えるのではなく、ひたすら真
実に忠実であろうとすることです。

「ウクライナ国内で実際に何が起きているか」 がよく分からない現段階では、「戦
場の個々の事実」 ではなく、「世界の構造レベルで何が起きているのか」 を見極め

ようとしています。 戦場に直接関わる事柄よりも、より確かな情報が得られるから
です。

ロシアもウクライナも嘘をついているのでしょう。

たとえば、私がいまフランスで日々接している情報は、アメリカとウクライナからの
情報です。 このように、自分自身がアメリカとウクライナにコントロールされた情報
システムに属しているとしっかりと認識した上で、そこから見えてくるロシアをそのま
ま真 （ま）に受けるのも避けなければなりません。 ロシアもまた嘘をついているか
らです。

『第三次世界大戦はもう始まっている』 （2022.06.20 エマニュエル・トッド）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「真実」を求めて（2/2）

●マリウポリから脱出したフランス人の証言

とはいえ先日、フランスのテレビ番組で驚くべきシーンに遭遇しました。

マリウポリのウクライナ兵士がロシアへの降伏を拒否していた時のことです。

ロシアは 「降伏すればウクライナ兵の命は保証する」 と言っていましたが、「そん
なのは嘘だろう」 と私も思っていました。 そもそもロシアがマリウポリに侵攻したの
は、「アゾフ大隊」 を叩き潰すためで、マリウポリのウクライナ兵士は、ロシア側か
ら 「アゾフ大隊」 だとみなされているからです。

ところで、私がたまたまテレビで見たのは、マリウポリから逃げることができた子
連れのフランス人男性とウクライナ人女性のカップルに対する取材です。 どの組
織が彼らを脱出させたのかは分かりませんが、明らかに民間人である彼らは脱出
に成功し、生中継でインタビューを受けていました。

そこでフランス人男性が驚くべき発言をしたのです。 彼はこう言いました。

「私たちは最初、マリウポリから脱出しようとしました。 しかし、ウクライナ軍が私
たちを阻止したのです」

この証言が正しいとすれば、ウクライナ軍が民間人を “人間の盾” として利用し

ている証拠が生中継で流れたことを意味します。 普通に考えれば、無視できない
証言です。 ところが、誰も彼の証言の意味をそれ以上、追究しようとはしなかった
のです。

『第三次世界大戦はもう始まっている』 （2022.06.20 エマニュエル・トッド）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ロシアの侵攻」なぜ？（1/3）

ロシア軍のウクライナ侵攻がいかなる理由で起きてしまったのか。 この事態が
2022 年 2 月末に惹き起こされた理由はわりあい簡単に推測できる。

その簡単な推測さえも、ウクライナで 2014 年以来起きていた歴然たる事実ふた

つを記憶している人たちの間でしか共有できない話になってしまったのは、さびし
いが。

歴然たる事実のひとつ目は、現ウクライナ政権は 2010 年の大統領選で当選した
親ロ派のヤヌコーヴィチ政権を親欧米政権に替えるために、アメリカ国務省 （他国

の外務省に相当）高官が CIA 特殊部隊とウクライナのネオナチ勢力を使って クーデ
ターで成立させた政権だということだ。

この点に関しては、事件当時多少なりとも公正な情報を心がけるメディアは例外
なく米外交当局の関与を認めている。

ふたつ目は、それ以来延々とドンバス地方の住民たちに圧倒的に犠牲者の多い
内戦が続いていたことだ。

文化的にも伝統的にもロシアに対する親近感が強く、何よりも生まれついたとき
から日常生活でロシア語を使っている人たちのほうが多いドンバス地方、ドネツク、
ルガンスク 2 州の住民は、直ちに独立を宣言した。

それに対し、クーデター後に親欧米政権は正規軍と国土防衛隊という民兵組織
を派遣して、軍事的に制圧しようとし、両州の民間非戦闘員に大勢の犠牲者を出し
つづけてきた。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ロシアの侵攻」なぜ？（2/3）

この点に関しても、公平な第三者と呼べる欧州安全保障協力機構が派遣した停
戦違反監視使節団が内戦地域での死傷者数を統計に取っている。 2014 ～ 21 年
の期間で、約 1 万 4000 人が亡くなっているが、その大多数が独立宣言をしたばか

りでまだ正規軍を整備することさえできていないドネツク、ルガンスク州の民間人
だった。

ロシア政府は 「同じウクライナ国民だったドンバス地方のロシア語を母語とする

人々に対して、正規軍や国防隊というネオナチまで入った民兵組織による迫害を
やめよ」 という警告を何度もウクライナ政府に出していた。 もちろん、ロシア軍が
ウクライナに侵攻する前のことだ。

だが、ウクライナのゼレンスキー大統領は、おそらくアメリカないし NATO のしか
るべき地位の人間から 「頑張ってロシアを挑発しつづければ NATO にも EU にも
加盟させてやるから」 といった空手形を出されて、ドンバス地方でのロシア語話者
に対する迫害をやめなかったのだろう。

いや、やめないどころか、ウクライナ軍はやや控えめにしていたドンバス地方へ
の攻勢を 2 月に突然強め、それまで少なくとも 2 ～ 3 年ほとんど出していなかった
民間人の空爆による死者を激増させた。

アメリカ外交筋はなぜ 2022 年 2 月という時期に、ウクライナ軍によるドンバス地

方への攻勢強化をそそのかしたのだろうか。 コロナ危機は色あせ始めたが、地球
温暖化危機で正面突破を図るにはまだ時間が必要だという幕間つなぎに、戦争の
危機を引っ張り出したかったからだろう。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ロシアの侵攻」なぜ？（3/3） ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」の背景（1/9）

●ロシアによる NATO 加盟申請はアメリカ軍需ロビーに却下された

ソ連が崩壊し、東欧諸国が次々に西側との自由貿易で豊かになる道を選ぶ中で、
従来はソ連内に取りこまれていた多くの社会主義共和国も、ロシアとは別の国にな
る道を選んだ。 1990 ～ 91 年のたった 2 年のうちに、ほとんどの国が独立し、しか
も NATO や EU への加盟を申請するという事態になった。

そうなると、常に外敵の侵入を警戒しているロシアとしては、丸裸で敵の中に放り
出されたようでとても不安になる。 いや、じつはソ連時代末期から、東欧圏諸国の
離散と自国の政治社会制度の大きな変革は避けられないと悟っていたゴルバチョ
フなどのソ連首脳陣は 「ワルシャワ条約機構が自然消滅するのだから、これに対
抗するために存在してきた NATO も解散して欲しい」 と欧米諸国に頼んでいた。

しかし、旧東欧圏の他の多くの国の申請を喜んで受け入れた NATO は、ロシア

の申請をはねつけた。 表向きは、ロシアは今も世界征服を狙っている社会主義
帝国だとか、オリガルヒの支配する利権帝国だとかの口実で。 しかし、ほんとうの
理由はもちろん違っていた。

当時はまだ人民解放軍が文化大革命後の混乱をなんとか乗り切ったばかりで、
装備の近代化も遅れていた中国では、アメリカの軍産複合体がたっぷり国防予算
を取りつづけるための仮想敵国としては 役不足だった。 そのためには、ロシアの

ような核兵器を大量に持っていて、軍備の近代化も進んでいる国が仮想敵国でい
てくれなくては困るというアメリカ軍需ロビーによる打算の結果だった。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」の背景（2/9）

ソ連から政権を引き継いだロシアは、自国も NATO に加盟したいと申し出た。 も
ちろん、加盟したら NATO の指示どおりに動き、それ以外の軍事行動は取らないと
いう条件で。 だが、ソ連東欧圏崩壊直後のロシアによる NATO 加盟要請は、最

大の仮想敵国を失うことは許されないアメリカ軍需ロビーとしては、きちんと検討す
ることもなく即刻却下するしかない案件だった。

そこで、ロシアは 「それでは、NATO 加盟は諦めるが、もうこれ以上東に向かって
NATO 加盟国を増やさないでくれ」 と頼みこんだ。 自国と国境を接する国々が自

国を仮想敵国とした軍事同盟の加盟国ばかりでは、ロシアほど外敵による侵略に
神経質ではない国だったとしても、あまり気分のいいものではないだろう。

NATO 側も、この点ではロシアの頼みを諒承したはずだったが、その後 NATO は

加盟国をどんどん東に向かって拡げていった。 とくに、ロシアが国債危機の処理
にかかりっきりであまり外交問題に手が回らなかった 1997 ～ 98 年ごろから一段と
旧東側諸国の NATO 加盟が増え、ロシアはこれを西側諸国による背信行為と見
た。

ロシアとしてはどんどん包囲網が狭められていくと恐怖を感じたのも無理はない
と思う。 しかも、旧東欧圏や旧ソ連内から新規に NATO に加盟した諸国は、加盟

国の中でも積極的に国防予算を増やし、ロシアへの敵対姿勢を鮮明にする国が多
かった。 東欧諸国としては、旧ソ連時代にいじめられていた恨みを晴らしたつもり
かもしれない。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」の背景（3/9）

だが、もう社会主義政党の一党独裁ではなくなったロシアを、少しでも気をゆるめ
れば襲いかかってくる軍事大国と決めつけた結果、ロシアの孤立感 を高めてし
まった感は否めない。 ロシアとしては前世紀末から 2000 年代にかけて、かなり追
いつめられた心境になっていただろう。

しかし、2010 年におこなわれたウクライナの大統領選挙で大接戦の末、親ロシア

派のヤヌコーヴィチが親欧米派のティモシェンコを破った。 これでやっと、旧ソ連
内の国で親ロ的な政権がベラルーシ 1 国になってしまうという危機を脱したと、ロ
シアとしては一安心 できたわけだ。

だが、2010 年代に入ると、冷戦の緊張がピークに達していた 1960 年代には
GDP の 8 ～ 9 パーセントを占めていたアメリカの国防費が軍事国家としては異例
に低い 3 パーセント台まで落ちこんでいた。 このシェアを上げるためにも、アメリ
カの軍産複合体は充実した軍備を必要とする 「事件」の勃発を切望していた。

現在、欧米諸国ではほぼ例外なく 「親欧米派」 と呼ばれている現ウクライナ政府
を擁立した右翼政党の政治家たちは、2014 年の政変よりずっと前からアメリカの

軍産複合体が軍備拡大をするための口実に飢えていることも、アメリカ政界が万
事カネで動く世界だということも熟知していた。 そこで、彼らはオバマ政権を陰で
操っていたビルとヒラリーのクリントン夫婦が設立したクリントン財団に盛大なワイ
ロ攻勢をかけた。

第 1 次オバマ政権 （2009 ～ 13 年）のアメリカ国務省・国防総省は、国防費を増や

すために、どこかで戦争の火種を起こそうと必死に画策していた、 そのとき国務
長官を務めていたのは、ヒラリー・クリントンだ。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」の背景（4/9）

●オバマ政権によるネオナチを使ったクーデター勃発

果たして 2014 年に当時のオバマ政権の副大統領ジョー・バイデンや国務次官補
だったビクトリア・ヌーランドが、CIA の特殊工作員にネオナチ勢力を使ったクーデ

ターを決行させるという暴挙に出た。 内政干渉どころか、選挙によって成立した政
権を陰謀によって転覆させるというとんでもないことをやってしまったわけだ。

このアメリカ政府によるウクライナの レジームチェンジ （政権転換）工作ほど、メ
ディアによって詳細な記録が残された陰謀事件も珍しいだろう。

クーデターの約 2 ヵ月後となる 4 月 30 日に、まだ労働党・自由党系の良心的左
派の論調を守っていた 『ザ・ガーディアン』 紙は、アメリカ政府の支援を受けて選挙
で成立した政権から暴力的に権力を奪った勢力には ネオナチ政党 も入っているこ
とを指摘し、今後東欧情勢が緊迫するとしたらアメリカの責任が重大だと断言した。

見出しは、「ウクライナを戦争に導くのは、ロシアではなくアメリカ」 だった。 この

記事は、ウェブ版ザ・ガーディアンを検索すれば、今でも閲覧できる。 ザ・ガーディ
アン紙の論説は、当時の欧米諸国のウクライナ情勢に関する記事の中で取り立て
て左翼的でもなければ、プーチンに買収された親ロ勢力の宣伝扇動活動とも見ら
れていなかった。 当然だろう。

「マイダン蜂起」 と呼ばれるクーデターが 2014 年 2 月 18 ～ 23 日に勃発する 2 

週間も前の 2 月 4 日に、アメリカの国務次官補ビクトリア・ヌーランドと駐ウクライ

ナ大使ジェフリー・パイアットの間で交わされた電話による通話内容がリークされて
いたからだ。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より

ピカイチ生活経営塾 2022
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「ウクライナ戦争」の背景（5/9）

そこでは暴力的に政権を変えることを前提として、だれをクーデター後の暫定政
権首班にすえるかの品定めまでおこなわれていた。 この通話では、ともに親欧米
右翼政治家 3 人のうちでヤツェニュクが適任だろうと結論が出ていたが、実際に
クーデター後に最初の政権を担ったのはヤツェニュクだった。

アメリカ当局は、この会話内容が事実であることを否定できなかった。 もっぱら
機密事項であるはずのこの通話を、だれがリークしたのかの犯人探しに論点をす
り替えようとするだけだった。 このときの通話内容をかなり詳細に書き起こした記
事もまた、ウェブ版 BBC ニュースの 2014 年 4 月 7 日のエントリーとして 今でも閲
覧可能だ。

なお、通話中に 1 ～ 2 ヵ所 「バイデンの OK が出れば・・・・」 と言及されているの
は、もちろんオバマ政権ではウクライナ担当だったジョー・バイデンのことだ。 第 2 

次オバマ政権でウクライナ政策を担当していたのは、当時の副大統領で現在は大
統領になっているバイデンだった。

そしてバイデンの息子、ハンター・バイデンはこのクーデターのあと、ブリスマとい
うウクライナのガス開発会社から、何の勤務もせずに巨額の顧問料をもらう身分に
なっている。

残念なことに、ザ・ガーディアン紙も BBC 放送も経営難でゲイツ財団から資金援
助を受ける身分に落ちぶれ、今では 「コロナは大疫病」、「地球温暖化は破滅的な
危機」、そして 「悪魔のようなロシア軍が平和に暮らしているウクライナ国民に襲い
かかった」 といった論調に終始している。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より
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「ウクライナ戦争」の背景（6/9）

中でも、BBC 放送は、報道機関としての良心をまったく失ってしまった。

ロシア軍によるウクライナ侵攻直前にウェブ版 BBC ニュースに掲載された地図
では、ドネツク、ルガンスク 2 州の南東側約 3 分の 1 は、まだロシア軍が侵攻さえ
していないうちに、親ロ派が 「占領」 していた地域となっている。

いったいどんな方法でどういう人たちが 「占領」 したと言うのだろうか。 平服の

民間ロシア人が、地域社会で多数派を占めるほどの大人数で国境をくぐり抜けて、
密入国していたとでも言うのだろうか。

なんのことはない、この占領地とはもう何世代にもわたって、この土地に根を下ろ
しているロシア語を母語とし、日常会話もほとんどロシア語で済ましているウクライ
ナ国民の住み着いている土地のことだった。

こういう地域のことを 「親ロ派占領地」 と表現するのは、これから起きるであろう
事態について、始めから 「ロシアから攻めこんだ連中がウクライナの国土を占領し
てしまったんですよ」 と決めつけるに等しい事実の歪曲だ。

この地図の出所が、2014 年のクーデター当時には、アメリカ国務省の高官が
CIA の特殊工作員にネオナチ勢力を使って政権転覆を謀らせたことをかなり突っ
こんで取材していた BBC であることを考えると、つくづく時代の変遷は恐ろしいと
感じる。

ちなみに、2020 年のビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団助成金配布リストでは、
BBC はマスメディア関係の筆頭に登場している。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より
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「ウクライナ戦争」の背景（7/9）

●オバマ政権が引き起こしたクーデターとロシア・ドンバス側の反撃

海軍の重要拠点を欧米側に明け渡されては困るロシアは、このクーデターの直
後にクリミア半島全域に進駐し、事実上この州を併合した。 欧米諸国はいまだに
この併合を認めていない。

しかし、圧倒的にロシア語を母語とする人たちの多い地域でもあり、親欧米派だ
けでなくネオナチ勢力も混じった新政権による迫害や弾圧を恐れた地元住民がロ
シア軍の進駐を大歓迎したので、欧米諸国も介入する余地はなかった。 こうして、
ロシア軍によるクリミア州併合が大戦争に発展することは避けられた。

結果的に、クリミア州民がロシア軍の進駐を歓迎したのは正解だった。 選挙に
よって選ばれたわけでもないのに、クーデター後の新政権はウクライナ全領土での
ロシア語の使用を禁止するなどの強圧的な政策を進めた。

これに反対するドンバス地方 2 州がそれぞれ独立を宣言すると、正規軍と国土
防衛隊と呼ばれる民兵組織が戦車、自走砲、迫撃砲などを使って弾圧したのだ。

国土防衛隊には明らかにネオナチ思想を信奉する集団が、丸ごと 1 個大隊とし

て編入されている。 ナチス時代のドイツ軍の軍服や連隊旗などをまね、「ウクライ
ナ人こそ純血種の白人で、アジア人の血が混じって穢れたロシア人は排斥 （はいせ

き）すべきだ」 と堂々と公言するような人たちだ。

彼らも、正規軍同様 NATO 軍の教官から本格的な軍事訓練を受けている。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より
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「ウクライナ戦争」の背景（8/9）

クーデターのあった 2014 年以降、両州での武力紛争によって亡くなった人の数
は約 1 万 4000 人にのぼる。 その大多数が両州に昔から住んでいたロシア語を

話すウクライナ国民で、圧倒的に軍備で優勢な正規軍・国防隊の死傷者数は軽微
だった。

ドンバス 2 州の独立宣言直後から頻発したロシア語を母語とする人たちへの迫

害や正規軍・国防隊による武力攻撃が絶えなかったため、当事国であるウクライナ、
ロシアにドイツ、フランスを交えて、隣国ベラルーシの首都ミンスクで、ミンスク合意
と呼ばれる停戦協定が結ばれた。

その後も武力紛争は続いたが、協定違反は圧倒的にウクライナ正規軍・国防隊
側に多かった。 一方的な虐殺と言っても過言ではない事態が延々と続いていた
のだ。

つまり、ロシアは 2014 年以来、ロシア語を話す両州の住民の命を守るために出

兵の機会をうかがい、軍事行動による財政的な負担の増加も覚悟して、着々と外
貨準備を蓄積していたわけだ。

一見したところ、いざ出兵してからのロシア軍の行動は、ドネツク、ルガンスク両
州の住民の生命財産を守り、両州が独立を勝ち取るための側面支援に徹するとい
う、当初の目標から大きく逸脱したものになったように思われる。 とくに、砲撃を交
えた作戦でヨーロッパ最大の原子力発電所を制圧した上で、首都キエフを包囲す
るにいたっては、ドンバス地方 2 州の独立支援のためとは考えにくい。

なぜだろうか。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より
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「ウクライナ戦争」の背景（9/9）

もっとも可能性が高いのは、マリウポリを徹底的に叩いて、ネオナチ勢力の掃討
作戦を遂行する間、国際世論の注目をほかの場所に集める陽動作戦だろう。

マリウポリは、アゾフ海沿岸でドンバス地方に属する重要な港湾都市だが、ネオ
ナチ思想信奉者で構成されたアゾフ大隊の駐屯地として、ロシア語を話すウクライ
ナ国民に対する迫害の拠点となっていたからだ。

アゾフ大隊を中心とするウクライナのネオナチ勢力が、ヤヌコーヴィチ政権を武
力で放遂 （ほうちく）してからというもの、ドンバス地方に住むロシア語を母語とする
ウクライナ国民は、日常的に迫害され殺傷されつづけていた。

これは、少なくとも 2010 年代半ばまでは周知の事実だったが、米英の大手メディ

アが財政的に困窮してアメリカ政府内でも国防総省系のロビイストたちの意向に反
することをまったく言えなくなってしまってからは、指摘する人たちが少なくなってい
る。

ロシアとしては、もともとキエフを占領したり、ウクライナを自国領としたりするよう
な目標は持っていなかっただろう。 キエフをふくめてウクライナ北西部は経済的に
も社会的にも発展の遅れた地域で、併合してもお荷物となってしまう可能性の高い
地域だ。

最低限、クリミア半島併合の事実を欧米諸国にも認めさせ、ドンバス地方のドネ
ツク、ルガンスク 2 州の独立を確保し、ドンバス地方と隣接するウクライナ諸州の
非武装化を目指す方針は変わらないはずだ。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より
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「ブチャの虐殺」とは？

そもそもブチャの民間人数百名の虐殺自体が、謎の多い事件だ。

一時ロシア軍に制圧されていたブチャが解放されたとき、ブチャ市長は報道陣の
質問に満面の笑みを浮かべて、「ブチャは解放された。 ウクライナ軍万歳」 と述べ
ていた。 民間人大量虐殺の話はまったく出ていない。

また、報道陣の中にも路傍に数人の遺体が放置されていたことを見た人はいる
が、数百人もの遺体を見た人はいなかった。

しかし、それから 3 日後にいたって、突然ブチャで大量虐殺がおこなわれていた

とウクライナ政府関係者が発表したのだ。 このとき、ブチャ市長が同席していた気
配はない。

しかし、この虐殺はロシア軍がブチャから撤退する際におこなったというウクライ
ナ側の発表がほぼそのまま事実として受け入れられ、しかも直接手を下したのは、
ロシア軍の中でも東アジア系の将兵だけで構成された部隊だったとの噂が広まっ
ていた。

こうした噂が流布する背景としては、やはりウクライナ語を話すウクライナ人のあ
いだに 「アジア人は劣等で残虐な人種だ」 という固定観念が刷りこまれているので
はないかという懸念がある。

どうも欧米の報道機関ではこの噂について、まったく無反応 らしいことも気になる。

『恐怖バブルをあおる世界経済はウソばかり！』 （2022.07.01 増田悦佐）より
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「ブチャの虐殺」の真実（1/2）

ウクライナ戦争での最も恐ろしい光景は、「ブチャの虐殺」 よりも 2 日前に公表さ
れた別の虐殺事件がある。

ハリコフでのロシア兵捕虜たちの集団殺害事件である。 3 月 28 日に、アメリカ
の CNN （いつもはディープステイトの宣伝メディアなのに）が公開した。

ウクライナ軍の中枢 （参謀総長）にまでなっているアゾフ連隊という残忍で凶暴な

連中が、捕虜になった若いロシア兵たちを撃ち殺して、血だらけでまだ生きている、
（ 3 月 26 日から始まったロシア軍の撤退戦の中で捕まった）若いロシア兵を撃ったあとに、
その顔に向かって笑いながら話しかけている映像である。

この動画が CNN のウェブサイトから広まって世界中に衝撃を与えた。

ハリコフ （ハルキウ）の郊外の村でのロシア兵捕虜殺害のすぐあと、何とディープ
ステイト （ゼレンスキー）は、逆襲、反撃に出た。

4 月 3 日に一斉に、西側主要メディア （彼らもディープステイトの一角）が騒ぎ出した。

ゼレンスキーがこのことをテレビで演説した。 「ロシア軍が撤退した、首都キエフ
東方の郊外のブチャ （とイルビンとストーメリ）で一般住民 410 人の死体が見つかっ
た。 ロシア軍が虐殺したのだ」 と。

アメリカ政府とイギリス政府も軌 （き）を一 （いつ）にして騒ぎ出した。 そして、
「プーチンを戦争犯罪人として国際刑事裁判所で裁判にかけよ」 と言い出した。

『英米ディープステイトはウクライナ戦争を第 3 次世界大戦にする』 （2022.07.05 副島隆彦）より
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「ブチャの虐殺」の真実（2/2）

ところがロシア軍は 3 月 30 日までに、ブチャから撤退 （退却）している。

そして、ブチャの市長は、「ロシア軍が去って市内は平穏だ。 ブチャに平和が
戻った」 と SNS で語った。 その動画も世界中に流れた。 これが証拠となる。

真相は、ウクライナ軍の中の凶暴な国家親衛隊 （黒い軍服。 SS。 アゾフ連隊が

乗っ取っている）が、4 月 1 日にブチャにやって来て、「ロシアに従順だった者どもめ。
ウクライナ人であることの愛国心の表れである黄色の紐 （ひも）を腕に巻いてない」
と、一般市民をどんどん撃ち殺したのだ。

そしてこの住民の死者 410 人を、ロシア兵がやった、と 4 月 2 日からゼレンス
キーたちが世界中に向けて大騒ぎを始めた。

真実の証拠が出た （ 4 月 26 日）ので、世界中のメディア （マスコミ）は、ブチャの虐
殺でピタリと口を閉じた。

「首都キエフの西側の、郊外のブチャ市の一般民衆の虐殺は、ロシア兵によるも
のではなく、ウクライナ軍の中の、今や中枢を占めている、国家警察隊 （国家親衛

隊）そのものを乗っ取っている、アゾフ連隊ネオナチの凶悪な犯罪である」 という証

拠、証言が、次々と挙がって、世界中の冷静で正義の人々が、この狂ったウクライ
ナのゼレンスキー政権を、非難、糾弾 （きゅうだん）している。

『英米ディープステイトはウクライナ戦争を第 3 次世界大戦にする』 （2022.07.05 副島隆彦）より
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「新しい物語」を語る

日本は、ポーランドやウクライナと同じ、回廊国家である。 すなわち廊下のよう
な国だ。

世界地図を開くと、自国の両側にある 2 つの大国 （帝国）から交互に踏み荒らさ
れる。 今の日本は、アメリカと中国という 2 つの帝国に挟まれて、健気 （けなげ）

に生きる、「風の谷のナウシカ」 国 （宮崎駿原作）なのである。 ウクライナやポーラ
ンドと少しも違わない。

両方の帝国 （大国。列強）の間で、板挟みになりながら、健気 （けなげ）に生き延び
なければいけない、中間にある中堅国である。

この 3 か月の間に日本政府が行った一番重要な政治決断は、4 月 12 日に、松
野官房長官が、記者会見で、「日本は、AUKUS （米、英、豪の国家情報共有協定）に
参加することを拒否します」 と言ったことだ。

このAUKUS は、QUAD （米、日、豪、インド戦略対話）が 5 月 24 日に東京で崩れ
たあとに出てきた反中国の、中国包囲網のための軍事同盟である。 AUKUS は、
Five Eyes （ 5 つの目）と呼ばれる英米系アングロ族の国家情報共有組織の一部で
ある。 中国は、はっきりと 「AUKUS は、中国を包囲するためのアジア版の NATO 

である」 と言っている。

だから、日本政府 （岸田文雄政権）が明確にこれへの参加の誘いを断ったことは、

すばらいことである。 日本は、ロシア、中国ともケンカしないで仲良くしてゆくべき
なのだ。

「アジア人どうし戦わず」 （戦争だけはしてはならない）である。

『英米ディープステイトはウクライナ戦争を第 3 次世界大戦にする』 （2022.07.05 副島隆彦）より
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