
ロシアのプーチンが⾚の広場で、国内向けに演説内容 総て嘘で固められ、卑劣な内容だ。
Поздравляю всех дорогих россиян, дорогих ветеранов, солдат, матросов, сержантов, сержантов, офицеров,
прапорщиков, генералов и маршалов с годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

愛するロシア国⺠の皆様・親愛なる退役軍⼈の皆様・兵⼠・⽔兵・軍曹・曹⻑・⼠官・准尉⼠官・将軍・元帥
の皆様、⼤祖国戦争戦勝記念⽇おめでとうございます。

Когда решалась судьба Родины, защита Родины всегда была святой.
Отечественные и родные, ополченцы под предводительством Минина и Посиярского встали и атаковали в
Пологонском сражении, нанося удары по Москве, Ленинграду, Киеву, Минску, Сталинграду, Курску, Севастополю
и окраинам Харькова.

祖国の運命が決まった時、祖国防衛は常に聖なるものでありました。
愛国⼼に満ちて祖国の為ミーニンやポジヤルスキー率いる⺠兵は⽴ち上がり、ポロジノの戦いでの攻撃に出て
モスクワやレニンラード、キーウ、ミンスク、スターリングラード、クルスク、セバストーポリ、ハリコフ郊
外でたたかった。

Вы сегодня снова воюете за русских, за русских на Донбассе. 9 мая 1945 г. В мировой истории вписано, что в
результате победы нашего единого советского народа и силы его духа, беспримерных достижений на фронте и в
тылу одержана великая победа.

今⽇も⼜あなた⽅はロシアの⼈々、ドンパスいるロシア⼈の為に、戦っています。1945年5⽉9⽇我々の統⼀ソ
ビエトの国⺠の勝利とその精神の⼒の結果、前⽅・後⽅における類を⾒ない功績が⼤勝利したと、世界の歴史
に刻まれました。

День Победы – знакомое и важное для каждого из нас дело. В России ни одна семья не пострадала от Великой
Отечественной войны, а дети и внуки героев Великой Отечественной войны живут в не теряющем блеска потоке.
У нас есть фотографии наших родных, навеки погибших солдат и ветеранов.

戦勝記念⽇は我々⼀⼈⼀⼈に⾝近で⼤切なものです。ロシアでは⼤祖国戦争によって、戦⽕に⾒舞われ無かっ
た家族はいませんその輝きが失われる事はない流れの中に⼤祖国戦争の英雄の⼦供や孫曾々孫がいる。我々は
⾃分の親族の永遠に⽼いることの無い戦死した兵⼠や、退役軍⼈の写真を⼿にしています。

Мы гордимся нашими современниками отважными победителями и нашими преемниками, наш долг уничтожить
нацизм и предостеречь от повторения кошмаров мировой войны.Помнить людей, которые это сделали.

我々は勇敢な勝利者たちの同世代の⼈々と我々が彼らの後継者であることを誇りに思う、我々の義務はナチズ
ムを壊滅させ世界⼤戦の悪夢が繰り返されないように、警戒するよう遺⾔した⼈々の事を忘れないことであ
る。

Несмотря на все разногласия в международном сообществе, Россия всегда выступала за построение
равноправной и неделимой системы безопасности, в которой остро нуждается все международное сообщество.

国際社会に於けるすべての不⼀致にも関わらずロシアは常に全ての国際社会にに切実に必要な平等で不可分な
安全保障体制の構築の為に⾏動してきました。

В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о безопасности. Россия настаивала на искреннем
диалоге с Западом с учетом взаимных интересов, стремясь к рациональному и компромиссному решению. Но все
было бесполезно.

http://tainak.jp/
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昨年12⽉に我々は安全保障条約の締結を提案しました。ロシアは⻄側に理性的で妥協できる解決を⽬指し相互
の利益を考慮した誠実な対話を主張しました。しかし総ては無駄でした。

Страны НАТО не хотели слышать то, что мы говорили, а значит, у них был совсем другой план. Было заявление о
возможности получения оружия в Киеу, где открыто велись обычные боевые действия и подготовка к вторжению
на наш Донбасс, в том числе Крымский кризис.

NATO諸国は我々の云うことを聞きたがらなかった、と云うことは彼等には全く別の計画があったというとで
す。クリミアを含めて我々のドンパスでいつもの軍事作戦と侵攻に向かっての準備が⼤っぴらに⾏われた、キ
ーウでは兵器を⼊⼿する可能性について、声明があった。

Лагерь НАТО начал агрессивное военное освоение прилегающей к нам территории. Тем самым сознательно
создавалась неприемлемая угроза России на границе. Это означало, что конфликт между неонацистами и
бандеровцами был неизбежен.

NATO陣営は我々に隣接する領⼟の積極的な軍事開発を始めました。そのようにして、計画的にロシアにとつ
た受け⼊れ難い脅威を国境に作り出しました。それはネオナチとバンデラ主義者との紛争は不可避であること
を意味していました。

Мы видели развернутую военную инфраструктуру, работало большое количество иностранных советников,
страны НАТО поставляли самое современное оружие. Кризис нарастал день ото дня.

軍事インフラが展開され、⼤勢の外国の助⾔者が活動しNATO諸国から最新鋭の兵器が供給されるのを⾒た。
⽇々危機は増⼤していた。

Россия нанесла первый удар, единственно правильное решение, которое может быть принято только в данный
момент. Особенно после развала СССР, США стали указывать на свою исключительность и унижать не только
весь мир, но и страны, следующие за США. Этим странам пришлось делать вид, что ничего не знают, и послушно
все проглотить.

ロシアは先制攻撃をあたえました、この時しか無い⽌むをえない唯⼀の正しい決断でした。アメリカは特にソ
ビエト連邦崩壊後、その排他性を指摘しはじめ全世界のみならず、アメリカに追従する国々にも屈辱を与えま
した。これらの国々は何も気づかないふりをして、従順に全てを飲み込まざるを得ませんでした。

Но наша страна другая, русский народ другой по характеру, мы никогда не отказываемся любить и верить в свою
страну и традиционные ценности и обычаи наших предков, уважение ко всем народам и культурам.

しかし私たちの国は違います、ロシア国⺠は性格が違います、私たちは祖国への愛・信仰とと伝統的価値観・
祖先の慣習、すべての⺠族と⽂化の尊重を決して拒否することはありません。

В Европе и США, похоже, решили отказаться от ценностей этого тысячелетия. Из-за этого падения он искажал
историю Второй мировой войны, разжигал антироссийские настроения, восхвалял повстанцев, растоптал память
жертв и отрицал мужество тех, кто победил после страданий.

欧⽶ではこの千年来の価値観を否定することにしたようです。このような堕落ゆえに、第⼆次世界⼤戦の歴史
を改ざんし反ロ感情を煽り反逆者を称え犠牲者の記憶を踏みにじり、苦難の末に勝利した⼈々の勇気を否定し
たのです。

Я в курсе, что американским ветеранам, не участвовавшим в параде в Москве, фактически запретили посещать
его. Хочу передать, что мы гордимся их достижениями и вкладом в победу. Я уважаю всех солдат США,
Великобритании и Франции, участников сопротивления, храбрых солдат Китая и партизан, всех людей,
победивших нацизм и милитаризм.



モスクワのパレードに参加しなかった、アメリカの退役軍⼈に対し事実上訪問が禁⽌されたことを承知してい
ます。彼らの功績と勝利の貢献を私たちが誇りに思っていることを伝えたい。アメリカ・イギリス・フランス
の連合軍全ての兵⼠・レジスタンスの参加者・中国の勇敢な兵⼠とパルチザンを始めナチズムと軍国主義を打
ち破った、すべての⼈々を尊敬しています。

Дорогие товарищи я восхищаюсь, сегодня ополчение Донбасса воюет с российскими солдатами. На этой земле
воины Российской империи, такие как Святстрав, Гвардия Владимира Путина, Румяньшев, Потемкин, громили
своих врагов, а герои Великой Отечественной войны Баточин, Коффпак Павриченко и другие сражались за свою
жизнь.

尊敬する同志達よ今⽇ドンパス⺠兵はロシア兵⼠と共に戦っているのです。この⼟地でスヴャトストラフやウ
ラジミール・モノマクの親衛隊・ルミャンシェフやポチョムキンなど、ロシア帝国の軍⼈が敵を粉砕し⼤祖国
戦争の英雄たち・バトーチン・コフパクパブリチェンコらが命がけで戦いました。

Мы призываем нашу страну, армию и ополчение Донбасса. Вы боретесь за свою страну и за ее будущее.

我が国と軍隊とドンパス⺠兵に呼びかけます。あなた⽅は祖国の為にその未来の為に戦っています。

Никто не борется за то, чтобы забыть уроки Второй мировой войны. Сегодня мы отдаем дань уважения
священной памяти погибших в Великой Отечественной войне, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер,
родных и близких.

誰も第⼆次世界⼤戦の教訓を忘れる事の無いように戦っているのです。今⽇私たちは⼤祖国戦争で命を落とし
た⼈々・⽗・⺟・祖⽗・夫・妻・兄弟・姉妹・親類・友⼈の神聖な記憶に対し敬意を表します。

Мы отдаем дань памяти мученице Одесской, сожженной заживо в мае 2014 года. Мы отдаем дань памяти
старикам, женщинам, детям и мирным жителям Донбуса, погибшим от безжалостной артиллерии и варварских
обстрелов неонацистов.

⼆千⼗四年五⽉⽣きたまま焼かれたオデーサの殉教者を追悼し敬意を表します。ネオナチによる無慈悲な砲撃
や野蛮な攻撃によって、犠牲になったドンバスの⾼齢者・⼥性・⼦供たち・⺠間⼈を追悼し敬意を表します。

Я отдаю дань уважения моим товарищам, которые мужественно погибли в борьбе за справедливость за Россию.
Объявите минуту молчания. ・ ・ ・

ロシアの為に正義の戦いで勇敢な死を遂げた戦友に敬意を表します。⼀分間の黙祷を宣⾔します。・・・

Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для наших родных и
близких. Страна, регион, компания и общество в целом сделают все возможное, чтобы заботиться о семье
покойного.

兵⼠や将校の⼀⼈⼀⼈の死は私達全員の悲しみであり、親族や友⼈にとっての取り戻すことの出来ない損失で
す。国・地域・企業・社会全体は遺族に配慮するために、全⼒を尽くします。

Мы особенно поддерживаем детей солдат, которые были убиты или ранены. Сегодня я подписал соответствующее
распоряжение Президента. Мы молимся о скорейшем выздоровлении раненых солдат и офицеров и благодарим за
самоотверженный труд врачей, медсестер и медсестер в военных госпиталях.

戦死・負傷された兵⼠の⼦供達に特に⽀援します。その旨の⼤統領命令に本⽇署名をしました。負傷した兵⼠
や将校の⼀刻も早い回復を祈っていまいす、そして軍病院の医師・看護師・医療スタップの献⾝的な仕事に感
謝します。

Я хотел бы выразить свое глубочайшее уважение вам, кто борется за спасение жизни каждого из вас на передовой



под звоном артиллерийского огня.

鳴り響く銃撃のもと、最前線で⾃らの命を惜しむことなく⼀⼈⼀⼈の命を守るため戦っているあなた⽅に深く
敬意を表します。

Уважаемые товарищи!!Сейчас здесь, на Красной площади, рядышком стоят солдаты и офицеры со всей
необъятной родины, а также с Донбасса и районов боевых действий. Я помню, как российские враги
использовали международные террористические организации для насаждения национальной и религиозной
вражды, чтобы ослабить и разделить нас изнутри. Все провалилось.

尊敬する同志達よ ! ! 今ここ⾚の広場で広⼤な祖国の各地から、⼜ドンパスや戦闘地域から駆け付けた兵⼠
や将校が肩を並べて⽴っています。ロシアの敵たちが国際テロ組織を利⽤し⺠族的・宗教的な敵意を植え付け
て、私たちを内部から弱体化させ分裂させようとしたことを記憶に留めています。それは総て失敗に終わりま
した。

Сегодня воины различных этнических групп сражаются вместе, защищая друг друга от боеприпасов, как братья.
В этом сила России и великая непобедимая сила единого многонационального народа.

今⽇私達の様々な⺠族の戦⼠たちが兄弟のように銃弾からお互いを守りながら共に戦っています。これこそが
ロシアの⼒であり団結した多⺠族国⺠の偉⼤な無敵の⼒です。

Сегодня вы защищаете то, за что сражались и защищали ваши отец, дед и прадед. Для них величайшим значением
жизни всегда были процветание и безопасность своей Родины. И для нас, их преемников, преданность Родине
является важной ценностью и прочной опорой независимости России.

今⽇あなた達は⽗や祖⽗・曾祖⽗たちが戦い守ってきたものを守っているのです。彼らにとって、⼈⽣最⾼の
意義は常に祖国の繁栄と安全でした。そして彼らの後継者である私達にとって祖国への献⾝は重要な価値であ
り、ロシアの独⽴を⽀える確かな柱なのです。

Те, кто разгромил нацизм в Великой Отечественной войне, навсегда установили нормы героев, это поколение
победителей, и мы всегда им следуем.

⼤祖国戦争でナチズムを粉砕した⼈々は英雄の規範を永久に⽰してくれました、彼らは勝者の世代であり私た
ちは常に彼らをお⼿本にしていきます。

Слава нашей храброй армии Bandai

我らの勇敢な軍隊に栄光あれ バンダイ

・・・・・・・・・・・・

ウクライナからの核の脅威︖ウクライナのクリミア侵攻︖ウクライナのネオナチ︖ロシアのウラジーミルプチ
ン⼤統領の5⽉9⽇の演説には、ウクライナでの戦争の最中に、新しくて⾝近な⾮難が含まれていました。それ
らのほとんどは誤りです。

モスクワの⾚の広場での毎年恒例の軍事パレードの際に、ロシアのウラジーミルプチン⼤統領はウクライナと
⻄側に対する深刻な主張を平準化した。DWファクトチェックは、5⽉9⽇のプーチンの演説からの重要な声明
のいくつかを調べます。

ウクライナの核兵器︖



主張︓「キーウでは、彼らは核兵器の取得の可能性を発表した。NATOブロックは私たちに隣接する領⼟の積
極的な軍事開発を開始した」とプーチンはスピーチで述べた。

DWファクトチェック︓False。プーチン⼤統領は 、昨年2⽉のミュンヘン安全保障会議でのウクライナ⼤統領
ウォロディミルゼレンスキーの演説に⾔及している可能性が⾼い。その中で、ゼレンスキーは1994年のブダペ
スト覚書に⾔及しており、これにより、ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンの主権と国境が、⽶国、英
国、ロシアを含む署名国に対して尊重されることが保証されます。

引き換えに、ウクライナ はソビエト連邦から受け継いだ核兵器をロシアに引き渡すか、部分的に破壊した。
しかし、この条約には具体的な安全保障は含まれていません。これは、ゼレンスキーが2022年初頭のミュンヘ
ンでの演説で主張したこととは対照的です。

2014年にロシアがクリミアを併合したことでウクライナの主権が侵害されたため、ゼレンスキーはミュンヘン
で協定から撤退することをほのめかしました。ただし、このような撤回は⽐較的重要ではありません。

たとえば、ブダペスト覚書は、キーウが再び核兵器を探すことを禁⽌していません。ブダペスト覚書に続いて
ウクライナが1994年に署名した核不拡散条約のみが、放射性の兵器級物質の拡散を禁⽌している。覚書が取り
消されたとしても、ウクライナは条約による禁⽌に拘束さ  れ続けるだろう。しかし、これまでのところ、キー
ウが核兵器の取得を積極的に模索していることを⽰唆する証拠はありません。

ロシア国境近くの新しいNATO軍事インフラへのプーチンの⾔及も誤解を招く。軍事同盟は東欧での存在感を
増しているが、ロシアが受け⼊れ た1997年のNATO-ロシア創設法の条項に準拠してそれを⾏っている。

ウクライナによるクリミアの差し迫った「侵⼊」の証拠はありません
主張︓プーチンによれば、ロシアはウクライナに対して先制的な「軍事作戦」を実施している。ウクライナ
は、新しい「ドンバスでの懲罰的作戦」とロシアの「クリミアを含む歴史的領⼟」への「侵略」に公然と準備
していたと彼は⾔った。NATO諸国はウクライナに最先端の兵器を供給していただろうとプーチンは付け加え
た。

DWファクトチェック︓False。

ウクライナの指導部は、戦争勃発直前のミュンヘン安全保障会議でのゼレンスキー⼤統領を含め、ドンバスで
の紛争に対する軍事的解決策ではなく、外交的解決策を模索していることを何度か強調している 。

2021年の秋にロシアがウクライナ国境に沿って軍隊を集結させたとき、差し迫ったウクライナの攻撃の兆候は
ありませんでした。これは、併合されたクリミアにも当てはまります。2014年以来、ロシアは半島を事実上の
軍事要塞に変え、最先端の兵器を装備してきました。これらには、巡航ミサイル、S-400防空システム、およ
びスホーイSu-35S戦闘機を備えた新しい軍艦が含まれます。ウクライナの軍隊はそのような武器を持っておら
ず、クリミアのロシア軍によって⾮常に数が多い。

このような背景の中で、キーウは外交的解決策も模索していました。2021年、いわゆる「クリミアプラットフ
ォーム」の最初のサミットは、付属の半島の運命をもたらすことを⽬的としたKyivによる外交イニシアチブで
あり、クリミアタタール⼈の迫害など、国連から批判された⼈権侵害を報告しました。国際的な焦点。

⼀部のNATO加盟国は、実際に対戦⾞ミサイルなどの近代兵器をウクライナに供給していますが、当初は供給
が限られていました。配達が強化されたのは、2022年2⽉末のロシアの侵略の直前でした。歩兵戦闘⾞や榴弾
砲などの重⽕器は、戦争の勃発後にのみ送られました。



プーチンの歴史的参照も誤って適⽤されています。彼の演説の冒頭で、ロシアの⼤統領は、3つの歴史的な出
来事で彼の軍隊をドンバス地域に配備することを正当化した。17世紀初頭のポーランドの介⼊に対するロシア
の蜂起。ナポレオンのロシア作戦中のモスクワ近郊での戦闘。そしてナチスドイツとの戦争。しかし、3つの
ケースすべてで、ロシアまたはソビエト連邦が外部から攻撃されました。ウクライナはロシアを攻撃しなかっ
たが、ロシアは2⽉24⽇に本格的なウクライナ侵攻を開始した。

⾔及された領⼟がロシアの「歴史的領⼟」であるということも正しくありません。国際法の下では、クリミア
とドンバスの領⼟の両⽅がウクライナに属しています。2020年の国連決議は、総会がクリミアの併合を⾮難
し、それが認められないと述べた。ソビエト連邦崩壊後、ロシアでさえ隣国の国境を認識していた。

ウクライナに対する新たなネオナチの告発
主張︓プーチンは再び、「ネオナチ」がウクライナを操縦していたと⾮難した。ウクライナとの衝突は「避け
られない」だろう。スピーチの後半で、彼は「ネオナチによる無謀な砲撃と野蛮な攻撃の結果として死んだ」
ドンバスの⺠間⼈について話しました。

DWファクトチェック︓False。

ウクライナを「ネオナチ」と同⼀視することは、プーチン、彼の政府、そしてロシアの国営メディアによって
何度も繰り返される主張であるが、それは誤りである。戦争の初めでさえ、プーチンは、第⼆次世界⼤戦後の
ナチスドイツに対する勝利した連合国の政策を説明するために使⽤される⽤語であるウクライナの「⾮ナチ
化」の必要性について話しました 。

しかし、1945年までのナチスドイツと現在の⺠主的に選出されたウクライナの指導者との⽐較は明らかに⾒当
違いです。ウクライナには全体主義体制は存在せず、極右勢⼒も存在しません。

2019年の前回の議会選挙では、極右政党の統⼀戦線が投票の2.15％パーセントしか得られませんでした（選挙
結果 はウクライナ語です）。DWとのインタビューで、東ヨーロッパのナショナリズムを研究しているスイス
のザンクトガレン⼤学のロシア⽂化と社会の教授であるウルリッヒシュミットは、プーチンの物語を「狡猾な
ほのめかし」と呼んだ。ウクライナにはネオナチがいる、と彼は⾔った、「しかしロシア⾃体には少なくとも
ウクライナと同じくらい多くの極右グループがいる」。

そして、この⽴場は幅広い学術的コンセンサスを持っています。声明の中で、300⼈以上の歴史家と学者がウ
クライナの必要とされる「⾮ナチ化」を「プロパガンダ」とラベル付けしました。ユダヤ⼈ジャーナルに掲載
された⼿紙の署名者は、「このレトリックは事実上間違っており、道徳的に嫌悪感があり、ナチズムの何百万
⼈もの犠牲者に深く不快感を与えている...」と結論付けました。

明確にするために、右翼のナショナリストグループは2014年のユーロマイダンの抗議に参加し、国 の東部で
ロシアの侵略者と戦う悪名⾼いアゾフ⼤隊 の中に過激なナショナリストのメンバーがいました。しかし、肝
⼼なのはこれです。ウクライナには、権⼒を握っている右翼過激派は存在しません。そして、ウクライナのネ
オナチ問題は、他のヨーロッパ諸国のネオナチ問題よりも⼤きくはありません。したがって、プーチンの推論
は正しくありません。

ロシアとNATO間の対話の誤解を招く描写
主張︓「昨年12⽉、私たちは安全保障に関する協定を締結することを提案した。ロシアは⻄側に対し、正直な
対話を⾏い、合理的な妥協案を⾒つけ、相互利益を考慮に⼊れるよう求めた。すべて無駄だ。NATO諸国はそ
うしなかった。私たちの話を聞きたい、つまり彼らは実際にはまったく異なる計画を持っていたということで



す。」

DWファクトチェック︓誤解を招く可能性があります。

ウラジーミル・プーチン⼤統領は 、ロシアがNATOに引き渡した要求のリストに⾔及している

2021年12⽉17⽇、ウクライナでの戦争に向けて。これには、NATO諸国とロシアが紛争を回避するために合意
すべき8つの要求が含まれていました。

主なポイントは、NATOの東⽅への拡⼤を終わらせ、NATO軍を1997年以前の地位に撤退させることでした。
これは、ポーランド、ハンガリー、チェコ共和国、ブルガリア、ルーマニア、バルカン諸国、およびいくつか
のバルカン諸国から軍隊を撤退させることを意味します。

さらに、モスクワは、⻄側同盟がロシアの近隣諸国、特にウクライナに⾔及する際の軍事活動を控えるべきで
あると要求した。 

多くの⻄側のオブザーバーは、要求のいくつかはNATOの原則と両⽴しないと考えました。たとえば、メンバ
ーシップの⾃由な選択は、NATO条約の第10条に規定されている すべての主権国家の権利です。さらに、ロシ
アの近隣諸国は、NATOへの加盟を法的に禁じられていません。ロシアは、1975年のCSCEヘルシンキ最終法
、1994年のブダペスト覚書、1997年のNATO-ロシア創設法 でこの基本原則を認めていた。

NATOは1⽉下旬に返答書簡を送り、1⽉26⽇に⽶国当局からの別の返答があった。数⽇後、以前は秘密だった
NATO書簡が漏洩し、スペインの新聞 ElPaisによって発⾏された。

NATOは、原則としてメンバーシップの凍結を拒否したが、モスクワと⻄側の⾸都間の通信チャネルを改善す
る必要があるというロシアの要求に同意した。ブリュッセルとモスクワでのNATOとロシアの「相互の存在」
もまた再確⽴される可能性があります。

NATOはまた、軍事演習における軍備管理、軍縮および透明性に関するプーチン会談を提供した。2011年に採
択されたウィーン⽂書に新しい協定が含まれる可能性があり、緊張の緩和に貢献する可能性があります。しか
し、その⾒返りとして、NATOは、グルジア、ウクライナ、モルドバの領⼟からのロシア軍の撤退を要求し
た。

ウクライナでの戦争に向けてのロシアとNATO間の対話に関するプーチンの説明は⼀⽅的で誤解を招くもので
す。

この戦略は、ロシアがより⼩さなウクライナ軍を克服できなかったことから注意をそらすことを⽬的としてい
るようだ。

「政権にはこれ以上ねじを回す必要はありません。ブレーキは明らかに故障しており、ペダルは1つしか残っ
ていません。ロシアがウクライナで⾏っていることと、1945年のナチスドイツに対する勝利を混同していま
す。これは、クレムリンがウクライナで⻄側によって栽培されたネオナチと戦っていると主張し続ける理由を
説明しています」とカーネギーモスクワセンターのフェローであるアンドレイコレスニコフは勝利の⽇の直前
に書いています。

「もちろん、すべての⾔葉は嘘です」と彼は付け加えました。「しかし、政権はウクライナで起こっているこ
とについて他の正当化を持っていません。そのため、談話はagitpropと叫びに縮⼩されました。」



休暇の前に、プーチンが彼の演説で誇⽰することができる少なくとも1つの明⽩な軍事的成功を推し進めるで
あろうという期待は広かった。それはマリウポリの街だったかもしれませんが、ロシア軍が街に浪費している
にもかかわらず、決⼼したウクライナの派遣団は製鉄所に閉じ込められている間も抵抗を⽰しています。

ロシアが約1,500⼈の軍隊を擁しているモルドバの分離主義地域であるトランスニストリアでの最近の爆発
は、ロシアが戦勝記念⽇までにその地域を⽀配しようとしていることを正当化する挑発である可能性があると
推測する⼈もいます。しかし、ロシアは、トランスニストリアへの主要な輸送リンクであるウクライナの鉄道
橋を爆撃しただけです。

最も激しい憶測は、プーチンが勝利の⽇を使ってウクライナでの戦いが本格的な戦争であり、クレムリンがそ
れを呼ぶと主張する「特別軍事作戦」ではなく、これが⼀般的な動員をもたらすだろうと宣⾔することでした
膨⼤な数の新兵で。しかし、彼もそうしませんでした。

国⺠の動員の本拠地には、政治的リスクに対する認識があるようです。したがって、クレムリンがこの戦争で
解き放つことを選択したという困難とジレンマの増⼤に直⾯しているという本当の意味があります」と国際戦
略研究所のフェローであるナイジェル・グールド・デイビスはAP通信に語った。

いずれにせよ、国⺠の動員を発表しても、戦争の迅速な終結を予告することはできません。

「動員はあなたが押すボタンのようなものではありません、そしてそれから突然ロシアは以前より多くの軍事
⼒へのアクセスを持ちます。動員するだけでなく、基本的に⼈⼝を徴集するだけでなく、彼らに供給するため
にも時間がかかります。そのため、すぐに違いが⽣じることはありません」とGould-Davies⽒は述べていま
す。

勝利の⽇の消えない画像は、1945年に国会議事堂の上にソビエトの鎌と槌の旗を掲げ、地平線に向かって伸び
る廃墟の建物の劇的な写真です。プーチンの演説は、彼がウクライナ戦争の最終⽬標と同様の占領の場⾯を想
定しているかどうか、あるいはロシアが主権国家であると宣⾔した東部共和国の分断を受け⼊れるかどうかに
ついてのヒントを与えなかった。

そしてプーチンは、ウクライナの「⾮ナチ化」に対する彼の呼びかけが何を意味するのかを説明したことがあ
りません。

スピーチは感情と⾃⼰正当化に満ちていましたが、情報はありませんでした。

「吠えなかったのは⽝です」とグールド・デイビスは⾔いました。「新しい発表はありませんでしたが、彼ら
が⾃分たちのために作成した問題から抜け出す明確な⽅法はありませんでした。」




