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When you hear of Russia, it’s easy to
imagine it as one big entity. Tolstoy,
Tchaikovsky’s
worldwide
cultural
phenomena; on the other hand, Lenin’s
communist
vision
and
Stalin’s
imperialism. But as the biggest nation
in the world, it is also as complex as its
history, and it isn’t easy to condense all
of Russia into one idea.
The war in Ukraine has brought
Russian nationalism back to the fore,
but their nationalist question has been
an age-old struggle. Russia’s behavior
stems from an age-old self-victimizing
narrative: the fall of the Soviet Union
was, in part, due to the identity crisis of
the Russian people who only wanted a
nation of their own and did not find it in
the all-encompassing Soviet monster.
Today, only 20 percent of Russians
admit they do not agree with the
Kremlin’s actions on Ukraine, according
to polling by the Levada Center. A
majority of those who say they “agree” is
interpreted
to
be
stuck
in
a
“psychological comfort zone”––a strong
belief that whatever the country is
doing must be right. It’s a defensive
mindset, one that doesn’t wish to cause
trouble, and is blinded by anxiety rather
than mindless conviction. Those who do
agree with the Ukrainian invasion are
eager to welcome the “Russian”
(Eastern) part of Ukraine back into
Russia, convinced that they are doing
the Ukrainians a favor.
Anxiety can’t stay bottled up for
years. In response to conscription,
Russians all over have started up
protests. Ironically, ethnic minorities,
who we would imagine are the least
nationalistic, are facing the heaviest
conscription. Russians now are revising
what it means to be a Russian, peeling
apart the layers of their national pride.

みなさんは「ロシア」と聞くと、何を想像する
でしょうか。 モスクワの美しい正教会建築、チ
ャイコフスキーの三大バレエ、作家トルストイ
の「戦争と平和」の傑作から、ビーフストロガ
ノフやボルシチなど、日本でも親しまられてる
優しい料理まで。世界で最も面積の広い国だと
いうこともあり、ロシア全土の国民が納得する
「ロシアとは何か」への正解が見つからないと
いうことは、今でもロシア人の葛藤であり続け
ているようです。
ウクライナへ攻撃を始めて以来、ロシアの
帝国主義的な暗い側面が再び表に出て来ていま
す。この「帝国主義」は、ソビエト連邦時代の
残骸と読み取れるものの、かつてはロシアの文
明とソビエト連邦という無理やりに融合された
巨体の二つが重なりつつあり、「ロシア」その
ものが消え去りそうなときに、国内で反乱が起
き、最後はソビエト連邦が崩壊した一因となっ
たと言われています。実は「ロシア」にとって
「ソビエト」は、政治や文化においても、反対
勢力に近い存在だったみたいですね。
現在起きているウクライナでの戦争につい
ては、 20% のロシア国民が反対しているよう
で、反対意見は上り傾向にあります（ Levada
Center 調査より）。プーチンのウクライナ政策
に「賛成」している人の中でも、積極的に賛成
しているというよりかは、「ロシアが間違った
行動を起こすわけがない」という、不安からな
る根拠のない愛国心を持っています。また、ウ
クライナを進撃することに確信している人も、
特にウクライナ東部の最も文化・言語的にロシ
アに近いところを、「ロシアに返してあげる」
という良心のようなものから動かされているよ
うです。
最近では、クレムリンが徴兵を開始し、反
対意見を発することが危険な中でも、ロシアの
あちこちでデモが繰り広げられています。皮肉
なことに、愛国心が最も薄そうな少数民族の間
で集中的に徴兵されているようです。戦争の終
わりが見えない中、ロシアとはそもそも何なの
か、ロシア人としてのあり方を、国民は一斉に
見直している時期なのではないのでしょうか。
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Recent Activities
(October)
5, 14, 18, 21 Oct 2022

外国人労働者のための雇用維
持に向けた労働相談及び企業
調整
Consultation and
Assistance for Foreign
Employees

Upcoming Activities
(November)
4, 18 Nov 2022

多言語法テラス

Free Legal Consultation
for Foreign Residents

毎月第一第三金曜日の夜に、困窮移民者
及び家族のための無料法律相談会を、弁
護士会の協力で開催中。
（以後、年内予定日：12/2, 12/16）
4 Nov 2022

失業した外国人労働者のため
の企業調整
Assistance for
Unemployed Foreign
Laborers
12 Nov 2022

理事会

Committee Meeting
TBD

「日本一早い忘年会」

Japan's Earliest End-of-Year
Celebration
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