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第一章 「不都合な英雄」としてのバンデラ 

―論争集『バンデラへの祈り』の予期された論争― 

 

 「ウクライナ史上いかなる人物も、ステパン・バンデラのように、かくも深く、かくもきっぱりと現在の

ウクライナを分断することはできない。さらに、いかなるウクライナ史上の人物もかくも激しい感情の

嵐を近隣諸国において引き起こすことはない。ポーランド、ロシア、そしてそれらよりは小規模であ

るがイスラエルとドイツ。さらにまた多くのウクライナ系ディアスポラが住んでいる国々、アメリカやカナ

ダにおいて。本書には、ここ数年にウクライナおよび国外の歴史家や随筆家達が繰り広げたバン

デラという現象に関する 3 つの専門的な議論の材料が収集されている。大切なのは、著書達は

ここでウクライナ史、そしてヨーロッパ史におけるＯＵＮの指導者の役割と位置づけに関する諸観

点に優务を与えるものではないということである。議論の材料はできうる限り完全に提供している。

したがって、どんな立場がもっとも近しいものか、選ぶのは読者自身である」（「著者からの言葉」

『バンデラへの祈り1』） 

 

 これは昨年末に刊行された『バンデラへの祈り』という論争集に付された「著者からの言葉」の一

部である。裏表紙にも引用されているこの短い一文は、バンデラという些か重い名前をタイトルに

擁する本書の意図を雄弁に語っている。この本は、OUN（ウクライナ表記 ОУН ウクライナナショ

ナリスト組織）や UPA（ウクライナ表記 УПА ウクライナ蜂起軍）の指導者であったステパン・バン

デラと彼に関わる言説、特にユーシチェンコ前大統領によるバンデラへの「ウクライナ英雄」变勲を

めぐる一連の論争をまとめた書で、ザヒッド・ネット Zaxid-net
2という西ウクライナで最初のインター

ネット出版社が自社サイトに掲載、あるいは転載した論争が主になっている。 

 何故このような論争が起こりうるのかといえば、本書の争点であるステパン・バンデラが OUN や

UPA の指導者の一人として、ロシア人やポーランド人、ドイツ人と戦い、またときに、圧倒的だった

ロシア人（ボルシェヴィキ）、リヴィウという土地を巡ってのポーランド人との戦いを優先させる中で、

第一次大戦のときと同様、ドイツ軍と手を組んだからである。そして、とりわけ、その戦いの中で多

くのユダヤ人が「亡くなった」からでもある。 

                                                 
1 Страсті за Бандерою: ТС Амар, І Балинський, Я Грицак — Грані-Т, 2010. Страсті (Страсть)は聖木曜日の夜に

行われる礼拝のこと。礼拝とすると誤解が生じがちかと思い、「祈り」とさせていただきました。 
2
 ザヒッド Захід は西、を意味するウクライナ語。 
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 単純に、ヒトラーとバンデラの違いはどこにあるのかと問われれば、なんと答えられるだろうか？ヒ

トラーがドイツという既に高度な国家形態を持っていた国家の民衆に自らの思想を与え、自らの

闘争のためにその民衆を率い、自ら死んだのに対し、バンデラの思想と運動は、ロシア人とポーラ

ンド人の政府によって抑えつけられ、ユダヤ人によって搾取されてきたウクライナ人という後発民族

3の国家形成運動の中から生まれたのだ、というような些か頼りない、しかも些か言説的な説明く

らいだろうか？バンデラらが KGB による暗殺という形で人生をの幕を閉じた後、次の時代のウク

ライナを指導したのがソ連という強力で集権的な権力だったため、彼らの関係者、特に親族は、

彼らの関係者、親族だというだけで運命を選ぶ権利を与えられなかった、という事実、そしてその

周辺を生きた人々が現在も我々の身の回りに残っているということも、更に脆弱なエクスキューズ

だろう。そういったことは、歴史の「事実」とは関係ないからである。当然ながら世の中には、そういう

「違い」は認めない、という人々がいる。ユダヤ人やユダヤ系の人々にとってウクライナ人は最も多く

の同胞を殺した民族のひとつであり、リヴィウはポグロムの記憶を呼び起こす町であり、そしてそれ

ゆえに、ロシア人にとってバンデラは、ウクライナ人の民族形成を非難する際に便利な名にもなる。 

 しかし、ウクライナの一部、その中でも特に西の端、バンデラと深い結びつきを持つリヴィウという

古都、さらにその中の一部の人々にとって、そしてまたその古都が象徴するナショナリスティックな歴

史を戴くディアスポラの人々にとっては、バンデラはなくてはならない人である。あえて英雄とは言わ

ないが、蔑ろにすることはできない人である。 

 時代の子、という、これも些か言説的な言葉があるが、人は多かれ尐なかれ時代の子であると

考えれば、ヒトラーもまた特別変異ではない。どこまでが「個」の思想でどこからが「共」の思想であ

るかと断じるのは困難というより無茶な話である。それでもあえて境を見出さなければならないとす

れば、後世の「後継者」達がどのような形で彼らの思想を評価するかという点と関わってくるのでは

ないか。そう考えれば、ステパン･バンデラという日本では馴染みのないウクライナ人の存在は、リヴ

ィウとウクライナ、その大統領と前大統領、ディアスポラ社会と本国、といった地域的な観点におい

てのみ興味深いだけではなく、近い過去に戦争経験を持つ日本の人々にとっても、その思考に

何らかの刺激を与えてくれるものではないかと思える。 

 私個人は本来バンデラの専門家ではなく、バンデラとほぼ同時代に存在したアナーキーなサブカ

                                                 
3 後発民族というのは、民族運動の発展が遅かった民族、という意味である。具体的にいうと、民族史の執筆、文化

的民族運動から政治的民族運動への転換、独立国家の誕生等が、いずれも遅かった。 
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ルチャーに耽溺するものであるが、残念ながら、現在の日本にはバンデラという非常に重要な人

物を専門にしている研究者が欠けていること、そして既に 2 年ほど「バンデラの町」リヴィウにお世

話になっていることから、力不足を承知しつつ、本論でいささかその紹介に努めてみたいと思う。た

だし、私は都市リヴィウを包括的に理解することを目的としているので、ここでもそうした観点から、

バンデラ個人に関しては専門の研究者たちの意見を紹介して自分なりに分析するにとどめ、あく

までも論説的に、そして主に、バンデラとリヴィウとの付き合い方に注目して、「現在のリヴィウとその

周辺にあるバンデラ」についてみていきたいと思っている。 

 そこで、第一章ではまずバンデラの歴史的位置を知るために論争集『バンデラへの祈り』を、第

二章ではもはや有名になりすぎた UPA の隠れ家風居酒屋「クリイウカ」をはじめとする一連のコン

セプト・パブの取り組みから現代社会の中のバンデラを、そして第三章では昨年公開された『黄

金の九月』というバンデラ時代のリヴィウ・ハリチナーを舞台にした半ドキュメンタリー映画をもとに、

日本や欧米の学界の一部ではいまだに「バンデラ的」と思われているらしいリヴィウの「現代的」な

バンデラとの付き合い方に注目していきたい。なかでも、『バンデラへの祈り』の共同執筆責任者

に名を連ねているタリク・スィリル・アマール、コンセプト・パブの共同経営者であるユーリー・ナザル

ークら、そして『黄金の九月』の監督タラース・ヒミチはいずれも 20 代から 30 代の、比較的新しい

世代なので、彼らのどちらかというと折衷的な考え方から、これまでのリヴィウ社会の苦闘を読み

取っていただければ幸いである。内容からいうと、第一部は書籍の紹介ということで多尐内容も硬

いので、リヴィウという町をまったく知らない方には、二部から読み始めていただくほうがよいかもしれ

ない。 

 

 さて、まずは『バンデラへの祈り』である。論争集という性格から論文の著者は 10 数人に上るが、

共同執筆者として名を連ねているのは、ザヒッド・ネットの主筆編集者イホール・バリンスキー（本

書には、論文は執筆していない）、リヴィウ大学歴史学研究所所長のヤロスラウ・フリツァク、リヴィ

ウ市中東欧歴史センターの前学術監督タリク・スィリル・アマールの 3 人である。冒頭の一文には、

本書は大きく分けて三つの議論が取り上げられていると説明されているが、これは「バンデラ 伝

説の脱構築」と題された第一部における、バンデラの名に関わる、あるいはその名が引き起こす

「伝説」あるいは「神話」とも言うべき言説についての全般的な議論と、「バンデラ ウクライナの英

雄」と題されたより論争的な第二部のうち、ひとつの論文に対する応答、という形で発展した議論、
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そしてそれ以外の論者によるそれぞれの立場からの意見、というふうに理解をすれば分かりやすい

かと思う。ここでは、より構造を理解しやすい第二部の論争を中心にみていこうと思う。 

 そもそも議論が大きくなるきっかけとなったのは、今から一年ほど前、前大統領ヴィクトル・ユーシ

チェンコがステパン・バンデラにウクライナの最高褒章である「ウクライナ英雄」を授けたことだった。ま

ず、簡単な経緯を記しておこう。ユーシチェンコがバンデラに「ウクライナ英雄」の勲章を授けたのは、

2010 年 1 月 20 日に調印された大統領令においてである。これが 22 日のプレスサービスで報じ

られると即座に国内から二種類の反応が起こった。西ウクライナから賛辞が届くと共に、東ウクラ

イナから非難行動が起こったのである。特徴的なのものを紹介しておくと、リヴィウに隣接するテル

ノピリ市の首長ロマン・ザスターヴニーは即時にユーシチェンコに対して謝意を示し、「これは我々

の国家にとって実に大きな、そして光栄な出来事である。しかしながら、ステパン・バンデラという人

物はウクライナ精神の不屈さとウクライナの自由と独立の名における自己犠牲的なヒロイズムのシ

ンボルなのである」というコメントを発したのに対し東ウクライナでは、オデッサで变勲の大統領令が

燃やされたり、セヴァストーポリで議員が国内パスポートを燃やすパフォーマンスを見せたりという反

対行動がみられた。一方国外では、ロシア政府とロシアのラビ、ポーランド政府がすぐさま非難の

コメントを出したのに続き、ヨーロッパ議会でも遺憾の意が表された。 

 本書の刊行年は 2010 年なので議論はユーシチェンコが「ウクライナ英雄」を变勲した直後から、

政権がヤヌコヴィッチに変わって「勲章」の行方が取り沙汰されるようになっていた頃までのものだが、

本書が刊行されてすぐに、ヤヌコヴィッチはバンデラへの「英雄勲章」を撤回している。 

 ユーシチェンコによる变勲は、彼の普段の言動の集約的なものだったので、「反対陣営」からの

反応も瞬時に起こりえたのだが、その後まもなく、専門家やそれに近い立場の人たちがそれぞれの

立場から持論を展開し始めた。 

 まず、背景を理解するためにも有用な、分かりやすい歴史論争から紹介したい。ここで最初の

引き金になっているのは、北米ウクライナ学の拠点のひとつであるカナダ、アルバータ大学教授ディ

ヴィッド・マープルズが「ステパン・バンデラ：ウクライナの英雄 今このときに有無を言わせぬ栄誉の

称号、ウクライナ人の間に分裂を呼ぶ」と題して『エドモントン・ジャーナル』に書いた論文である。

これに対し、同じカナダ、エドモントンの『ウクライナ・ニュース』編集長マルコ・レヴィツキー、同じくカ

ナダのウクライナ系ディアスポラで当のバンデラの孫の一人である祖父と同じ名前のステパン・バン

デラ氏、やはり同じカナダ、アルバータ大学教授でウクライナ研究所の所長でもある歴史家ゼノ
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ン・コフートらが反論の手紙を編集部に送る。さらにここから、レヴィツキーやバンデラ氏の感情的

なマープルズ批判に対し、若手歴史家ペール・アンダース・ルドリンクがマープルズを擁護して反論

し、再びレヴィツキーが反論する、という形となっている。これらはマープルズの論文とルドリンクの論

文以外殆ど、編集者への手紙、と題して誌上に載っているが、最後のレヴィツキーの手紙は本

来非公開だったものが収録されている。 

 マープルズの論文は比較的長いので本書では短縮されているが、反論者たちがもっとも「喰い

付いている」のは、彼が「幾人かの OUN-B（ОУН-б、バンデラの率いた OUN）メンバーは、疑い

もなく 4000 人近いユダヤ人が殺戮された 1941 年夏にリヴィウで行われたポグロムに参加してい

た」と書いた部分である。バンデラのユダヤ人問題が論じられるときによく引用される部分である。 

 これに対するレヴィツキーによる「エドモントン･ジャーナル編者への手紙 ウクライナ人ナショナリス

トは 4000 人のユダヤ人虐殺に参加していなかった」と題した反論は、まず、マープルズの論文の

大仰なタイトルを「プーチン的ＫＧＢ的曲解スタイル」と皮肉り、それはとりわけ、「1941 年夏にリヴ

ィウで行われ、その結果 4000 人近いユダヤ人が殺戮されたポグロムを OUN-B のメンバーが率い

た」という断言に際立っている、としている。本書はマープルズが『エドモントン・ジャーナル』に英語

で書いたものをウクライナ語に翻訳しているのだが、そのなかで執筆者、翻訳者がこの重要な文

章で「参加していた」と表現しているところを、「率いた」とかっこつきで引用するのは、使用言語の

違いがあるとしても、公平ではないだろう。 

 バンデラ氏の「編集者への手紙 家族の名は清められた」と題する手紙もまた、レヴィツキーと同

じ部分をほぼ同じような文章で引用しているが、冒頭で「ディヴィッド・マープルズの今回の論文は

彼がこの 10 年間に学術誌で公開してきた偽情報をまた別の形で与えている」と怒りを表してい

るので、両者はともに学術誌のほうに発表された表現を記憶しているのかもしれない。バンデラ氏

はさらに、「マープルズは、ナチスがバンデラの二人の兄弟をアウシュヴィッツの集中キャンプで殺し

たことにも触れていないが、これも十分ではない」と述べているが、この指摘も正しくない。マープル

ズは論文の冒頭に近い部分でバンデラの家族の悲劇に触れている。母はバンデラが 13 歳、妹

がまだ幼い頃に死亡しているが、ソ連軍がポーランド東部（現在のハリチナーを含む）に侵攻して

きた 1939 年 9 月には、3 人の姉妹が強制移動させられているし、父はスターリンの NKGB のた

めに死に至った、と紹介している。二人の兄弟がナチスのキャンプで死亡したことにも触れ、「（バン
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デラの）家族の歴史は悲劇と犠牲に満ちている」と結んでいる4。 

 ではマープルズの論文は公平で慎重なのかというと、完全にそうであるとも言い切れない。マープ

ルズは第一線の研究者だけに淡々と事実関係を書いている。が、その分、読む人が読めば、強

調と断言が目立つように書かれている。レヴィツキーやバンデラ氏が即時に反論したのは、これま

での仕事に対して既に反論をもっていたからなのは彼らの手紙を見ても明らかだが、たとえそうで

なくても、彼らが思わず反論したくなる断言がいくつかある。 

 歴史家ゼノン・コフートの指摘を読むと、この点がよく分かる。コフートは、ポグロムについては、レ

ヴィツキーやバンデラ氏と違って、部分的に認めている。ただし、「1941 年夏のユダヤ人に対する

ポグロムはナチスの占領下に行われ、ドイツ政権がこれをそそのかし、イニシアティヴをとった。ウクラ

イナ人たちはポグロムにおいて行動していたが、すべての責任はドイツの政権にあった」と擁護し、

「マープルズの論文だとまったく違う解釈が可能になりうる」と論じている。イニシアティヴをとっていた

のが占領政府だったから実行者に責任がないという議論は、そこだけきくとあまりにも無責任に聞

こえるが、逆に、戦時中の個人意識、あるいはその背景という点を考慮せず参加だけが問題にさ

れ、強調されるとすれば、それはそれで受け入れる側に違和感が生じるものではないだろうか？あ

るいはそういった感情は、私が日本人で、「私は貝になりたい」のような古い日本映画などをみて

育ってきたからなのかもしれないが。 

 それはともかく、コフートがここで言っているように、マープルズの論調は、付加的な意味、つまり、

既に彼がこれまでの研究の中で述べてきたウクライナ人の戦争責任に対する断定的な意見を想

起させる強い口調の論文ということはいえるだろう。エドモントン･ジャーナルに載せるとなれば、当

然ナショナリスト支持の多いカナダのウクライナ系社会から反論が来ることは当然予想していたで

あろうから、確信的な論調なのだろうと思える。逆に言えば、そうした論文を引き出すような、ユー

シチェンコの行為だったということでもある。 

 コフートは上記の議論に続けて、「マープルズが OUN のことを『典型的なファシスト運動』と特

徴付けたのもまた正しくない」といっているが、これも、言わんとしているところが理解しやすい意見

だ。「ファシスト」という用語もまた、OUN の議論の際、常にキーとなる語なのである。 

 OUN の正式名称は Організація українських націоналістів (Organization of Ukrainian 

                                                 
4 本書に掲載されているマープルズの論文は紙幅の都合で短縮されているが、情報は逆に足されている可能性はある。 
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Nationalists)である。ナショナリズム、という語にも、例えば日本語に訳す場合、国粋主義という

訳がつく場合があり、この点にファシズムとの接点を見出すことはできるが、ナショナリズムとファシズ

ムでは意味の広さがかなり違う。例えば、広辞苑のファシズムの項目には、第一義に狭義として、

「イタリアのファシスト党の運動、並びに同党が権力を握っていた時期の政治理念及びその体制」

があげられ、第二義に広義として、「狭義と共通の本質を持つ傾向、運動、支配体制」と説明し

ているが、その詳細には、「第一次大戦後多くの資本主義国に出現（イタリア、ドイツ、日本、ス

ペイン、南米諸国、東欧諸国など）、全体主義的、あるいは権威主義的で、議会政治の否認、

一党独裁、市民的・政治的自由の極度の抑圧、対外的には侵略政策をとることを特色とし、

合理的な思想体系を持たず、もっぱら感情に訴えて国粋的思想を宣伝する」と定義されている。

一方、ナショナリズムは、「民族国家の統一、独立、発展を推し進めることを強調する思想また

は運動。民族主義、国家主義、国民主義、国粋主義などと訳され、種々ニュアンスが異なる」

と定義されているだけである。 

 それゆえ、ナショナリストと名乗っている組織にわざわざ別の名称を与えるだけの十分な理由が

あるのか、という反論がでてもおかしくないのだが、「ファシスト」と「ナショナリスト」の区別に関しては

ウクライナ史固有の事情もある。古いディアスポラ史学、そして、そこから再輸入されたウクライナの

教科書では、この時期の運動は「統合ナショナリズム」と総称されてきたのである。 

 UPA の行動理念がファシズムや全体主義の要素を含んでいる、ということ自体はまったく新しい

事実ではない。1980 年代末に相次いで北米で発表されたスブテルニーとマゴッチのウクライナ史

においても、OUN の政治意識の説明に「ファシズム」あるいは「ファシスト思想」といった言葉を用

いている。ただし、前者はこの思想の表れを「含めて」、この期の運動を「統合ナショナリズム」と説

明しているのである。そして、後段でルドリングが言っているように、このスブテルニーの説明のうち

統合ナショナリズムに関する部分は現在でも用いられている。ただし、無論、丸ごとではない。 

 生憎今手元に教科書はないが、2007 年に発行された比較的新しい『リヴィウの歴史』という三

巻本があるのでそれをみてみよう。ここでは OUN のイデオロギーと行動理念をこう説明している。 

 「OUN のイデオロギーは、1921 年から 39 年にかけてリヴィウに暮らしたドゥミトロ・ドンツォウその

他の理論家によって形成された新しい統合的なウクライナのナショナリズムの原理に基盤を置い

ている。（「ウクライナの統合的なナショナリズム」という用語は、アメリカの歴史家ジョン・アームスト

ロングによって幸運にも学術的な回帰を果たしたが、当のドンツォウは自らのナショナリズムを「有
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効な」ナショナリズム、と名付けていた）」としている。また、実際的な政治においては、「OUN は、

民衆の革命熱が全人民的な蜂起にまで達さないうちは、占領者に対する恒久的な武力行動

を予見する『永久革命』の戦術を採用していた」。そして、「この目的のために、数多くのテロリスト

活動が組織された。これらは特に、1933 年、西ウクライナの指揮官の座ににステパン・バンデラが

着いたときに強化された」となっている。 

 もうひとつ、2008 年にキエフのモヒラ・アカデミーから刊行されたムィツィク、バジャンらによる『ウクラ

イナの歴史』もみてみよう。こちらはこうである。「OUN のプログラムは、主要な使命を独立ウクライ

ナの創立においていた。足跡が語るのは、OUN の『ナショナリズム』感情はパトリオティズムと同義

として扱われていた。ここには、いかなる排外主義も差別主義もない。このナショナリズムの主要な

イデオローグは長い間ドゥミトロ・ドンツォウで、彼は強力で地下勢力を持った政党か、独立ウクラ

イナの名の下にきっぱりとした行為を遂行する能力のある組織を作ることが不可欠だと明確に指

摘した。と同時に彼は、OUN に「強力な腕」を志向させるという本質的な誤りを犯した。20－30

年代におけるヨーロッパの国々の大半と同じように。そこでは、スウェーデンやスイスタイプの民主的

なモデルはあっという間に例外になっていた」。 

 一方、マープルズの説明はこうである。「1929 年、UPA はかつてのウクライナ軍事組織から作ら

れた。率いていたのはエウゲン・コノヴァレツである。組織の目的は、パリとリガの世界会議を見直

し、10 の「法規」に基礎を置くことにあった。そこには、『ウクライナ人の国を創れ、さもなくばその国

を勝ち取る戦いのために死せよ』『他者を奴隷にしてでもウクライナ人の国家の強化を勝ち取

れ』」といったエレメントも含まれていた。「これは、イタリアのヴァリアントとさして変わらない戦間期に

おける典型的なファシスト運動だった。ただ、イタリアと違って、当時まだウクライナは国家を創って

いなかった。しかし、この運動を描写するのに「統合的ナショナリズム」という用語が使われるにもか

かわらず、ウクライナの政党と、1930 年代の中欧を制していたその他の親ファシスト政党との間に

大きな違いはないのである」というのである。 

 マープルズは、ここでは明示していないが、暗にスブテルニーの用いた「統合ナショナリズム」という

用語による説明そのものに異議を呈しているといえる。この点を明確に説明しているのが、マープ

ルズ批判の手紙に反論して（論調からすると憤慨して）マープルズ擁護の論文を提出したドイツの

歴史家ペール・アンダース・ルドリンク、アルバータ大学で博士を取得したポスト・ドクターで、アンテ

ィ・セミティズムを専門にしている。 
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 ルドリンクはまず、ディアスポラ社会の心情を逆なでするようなマープルズの論調に対して、バンデ

ラ擁護、あるいはウクライナ人ナショナリスト擁護の反論がエドモントン・ジャーナルに殺到したこと

に対し、「説得力のある証拠」と題した編集者への手紙で、「ディヴィッド・マープルズの適切な論

文に対するレヴィツキーとバンデラ氏の反論はファシスト擁護の思想を良く表している」と述べて、

両者の感情的な反論を批判した。そしてさらに詳細な反論の論文でその背景を説明する。それ

が、「ユーシチェンコのファシスト ウクライナとカナダにおけるバンデラ崇拝（カルト）」という、これもま

た挑発的なタイトルの論文である。これは、73 ページ、注釈 117（その殆どが研究書の参照）に

及ぶ論文で、本書に収められた論文の中で一番の長さである。また、単に反論者に対する反論

というよりも、反論者の背景、つまりカナダのウクライナ系ディアスポラ社会に対する分析が詳細で、

背景に対する理解を助けるという点で、むしろバンデラ論争そのものよりも興味深い。 

 最初にお断りしておくと、私は個人的には、ルドリンクの論文は事実関係に関しては整然と書け

ていると思っている。が、全体的な論調として同調しているわけではない。しかしそれでも、ディアス

ポラ社会、ディアスポラ史学と、独立ウクライナにおけるそれらの影響という点に関する彼の分析は

かなりの部分、当を得ているし有用でもある。また何より、彼のスタンスは典型的な「学者のスタン

ス」でもある。いろんな意味で興味深いので、ぜひここでご紹介しておきたいと思う次第である。 

 ルドリンクは論文の序文に続いて、まずバンデラその人についてかなり長い解説を加えているが、

内容はともかく、この一章だけで注釈が 42 もある。ここに与えられている説明は主観ではなく、専

門の研究者の意見だということを先の反論者たちに示しているように私には思える。この章の最

後の文には、「断固たる全体主義的な革命家ステパン・バンデラは、剣と共に生き、剣によって死

んだ。政治的殺戮組織の組織者であるステパン・バンデラを葬ったのは 1959 年の KGB である。

このことが彼をナショナリストにとっての受難者にし、バンデラ神話の生成を助けた」とある。そして

次章において、ディアスポラ社会における民族主義的な神話創設を語るのである。 

 ナチス崩壊後の 1940 年代末から 50 年代初頭にかけてカナダのウクライナ人社会に大量に到

達した亡命者たちは、自らとともに携えた民族主義的な政治思考によって、冷戦が始まると反ソ

宣伝のための便利な「同盟者」となったとルドリンクはいう。彼らの携えてきた民族主義史観が信

じていたものというのは、１）ウクライナ人の反ユダヤ人運動、政党は一切なかった、２）ＯＵＮはファ

シスト組織ではありえない、ファシストの政党を組織しようとする政権が存在しなかったからである、
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３）彼らはナチス政権への協調者5ではありえない、国家が存在しなかったからである、４）統合ナ

ショナリスト（インテグラル・ナショナリスト）はファシストではない、５）ザクセンハウゼンにおいてバンデ

ラとステツィコが拘束されたことは、彼らが協調者である可能性を排除している（つまり、ザクセンハ

ウゼンで終戦まで拘束されていたのだから、彼らは協調者なんかではありえない）、６）シュヘーヴィ

ッチはヒトラーとスターリンに抵抗して戦った。この伝統がＯＵＮもＵＰＡも民主的な運動とし、バン

デラもシュヘーヴィッチもステツィコもナチズムと戦った戦士としているのである。 

 というのが、ルドリンクのいうディアスポラ史学である。当然、これらはすべて間違った見解で、こう

いう誤った見解に支配された北米ディアスポラ社会の存在こそ、今回のような「悪事」を引き起こ

した諸悪の根源である、といいたいのだ。 

 1991 年の独立後、影響力のあるディアスポラがこうした民族主義的な思想とともにウクライナ

本国に復帰した。ディアスポラ史学がソ連史学に取って代わった結果、例えば、前述したトロント

大学の教授オレスト・スブテルニーが書いた『ウクライナ 歴史』は、ウクライナ語に訳されて教科書

として広く使われるようになり、忽ち常備されるようになった。これについては、「1991 年から 1995

年の間、いかなるウクライナの論文もスブテルニーに送られずに世に出ることはなかった。スブテルニ

ーは新しいレーニンになったのだ」というディヴィッド・マープルズの言葉を引用している。先のマープ

ルズの論文で彼が、「統合ナショナリズム」と説明されている運動は単にファシスト運動だという意

を述べていたが、その否定的な発言の背景がここで説明されている。 

 さらに、ユーシチェンコ政権において、こうしたディアスポラ史学が、いわゆる政府御用達となる。

ルドリンクは、ユーシチェンコの在任中にアルヒーフが開かれたときそれらを指導したのが民族主義

的なイデオロギーで、国家のための民族神話創設という課題を抱えていた、と語っている。国家の

神話創作政策に関わっている例として挙げられているのは、ウクライナ民族記念研究所と国家

保安機関である。 

 マープルズの論文に対してエドモントン･ジャーナルに送られた反論の手紙については、ウクライナ

人ディアスポラの中で圧倒している OUN 信者と、既に学界から引退している批評家や歴史家

の間で鋭い反論が起こった、と述べ、孫のステパン・バンデラ氏もそういった影響力のある市民運

動家だとしている。といった具合で延々と、バンデラ擁護をした論者とその背景を切り捨てていくの

                                                 
5 Колабораціоніст – collaborationist、占領軍であった枢軸国に対する戦争協力者のこと。 
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である。一昔前の歴史家やジャーナリスト、それに、ウクライナの権威者に関する観察については

間違っていないと思う。リヴィウのほうがキエフよりも権威、つまり勲章や褒章に弱いという意見も以

前からある。私個人は賛成も反対もしない。ただ、そういった「事実」に関する観察について殆ど

同意できたとしても、彼の論調に賛成できない部分があるとすれば、それは、ルドリンクの説明が、

西ウクライナ、さらにそこから流れたフルシェウシキー史学を遵守するカナダのディアスポラの耳には

届かないだろう、と思うからである。 

 例えば、ルドリンクが上に挙げたディアスポラの伝統的民族主義史観に関していうなら、上記の

うち、１，３，５と、２，４，６は分けて示すべきだと私は考えている。特に、２と４は、イズムの定義に

関わる問題なので、１や３や５のように、実証的な成果が期待できる問題と混同すべきではない。

イズムに関しては、常に新解釈の余地が残されていなければならない。というよりも、思想史という

のは、本来そうしたものである。１と３と５の説を資料と共に示されれて、これはこんな風に理解す

るのはおかしいのだ、と言われ、その意見のほうに納得がいけば、そうですね、と答えられるが、2 と

4 について、 これはこんな風に理解するのはおかしいのだ、と言われ、その意見のほうに納得がい

っても、それは断定すべきことじゃないでしょう、としかいえない。OUN 贔屓ではない私でもいえな

いのだから、贔屓の人は尚更言えないだろう。ルドリンクは実証の人なので、そのような言い方が

常態なのだろうが、そういう言い方で近い時代の政治史と思想史を一緒にして断定してしまうと、

どんな歴史議論も水掛け論にしかならないのではないか。特に、こういった歴史対話の必要な論

点においては、より慎重なアプローチが相応しいのではないかと思えるのだが、ルドリンクはこの論

文の後半でリヴィウのリベラリストやポストコロニアリストの中途半端な姿勢も切り捨てている。 

 例えば、OUN あるいはバンデラは「ファシスト」かという問題について、「バンデラの場合、問題は、

彼がファシストだったか否かという点にあるのではなく、彼を崇拝している人々の大半が彼をファシ

ストとして崇拝しているか否かという点にあるのではないか？」というリヴィウのフリツァクに対し、その

論理に従うと、それがファシストのイデオロギーに反対、あるいは無関係であれば、ファシストを崇

拝することが許されるということになるが、ファシスト的な過去に関する場合、そういったアプローチ

は相対主義かダブル・スタンダードにおちいる、と批判している。ルドリンクの歴史観が良く分かる

部分である。彼の論調は絶対主義的な実証モダニズム史観である。そもそも、こういった断定的

な歴史論争をする人物がポストモダニストであることはまずないが、私には、彼の論調は、学術的

ではない議論や学術的に「正しい」立場を支持しない議論は、すべて「正されるべきだ」と言って
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いる様に聞こえる。果たしてそれは、歴史に対する唯一の正しいアプローチなのだろうか？ 

  

 では、こういった北米ディアスポラ社会を中心とした議論が主にバンデラの行跡について熱く論じ

ているときに、リヴィウの歴史家たちは何を論じたのか？ウクライナ国内には別の、もっと穏やかな、

そしてその実より切実な論点があった。例えば、リヴィウ史学の権威として長くリヴィウ大学歴史学

研究所を率いてきた、本書の共同執筆責任者としても名を連ねるフリツァク、そして彼より若い世

代のリヴィウの歴史家で、同じく共同執筆責任者のタリク・スィリル・アマールは、バンデラよりもむし

ろ、バンデラを土俵にひっぱり上げた者について論じている。次はそちらを紹介しよう。彼らの論調

は、ルドリンクとはほぼ正反対の論調といえるかもしれない。立場や史観のことではない。立場や

史観についていうならば、専門の歴史家であるフリツァクやアマールはルドリンクと同じで、影響力を持つ市

民運動家や「お抱え歴史家」と戦ってきている6。違うのは、あくまでも論調である。 

 バンデラを土俵に引っ張り上げた者、つまり、变勲についていえばユーシチェンコであるが、本書

に収められているフリツァクの論文は、「再びユーシチェンコについて、再びバンデラについて」と「記

憶との紛争」の二点である。フリツァクは、前者ではバンデラを「10000 ボルトの男」と呼び、後者で

は「不都合な英雄」という表現で喩えている。つまり、軽々しく触れるなかれ、ということである。第

一に、「ひとつのネーションをつくるということは、まずたいていの場合、他のネーションを踏み散らすと

いうコストの上に成り立つ」からであるが、さらに、バンデラに特化していうと、彼は単にその名によっ

てウクライナのあらゆる地理的、歴史的隣人からウクライナを引き離しうるだけではなく、ウクライナ

人そのものを（内部で）分離するからである。バンデラはウクライナをもっとも分離する要素であると

いうフリツァクのこの論点は、一般紙やラウンドテーブルなどでも何度か引用されているが、それは

つまり、そのことによってリヴィウ、つまりバンデルシュタット7が国内から「浮く」からである。 

 本書には採用されていないが、ここに収められた論文とほぼ同じくらいの時期に同じく Zaxid-net

                                                 
6 例えばフリツァクはかつて、シュヘーヴィッチの息子で自身も有名な市民運動家のユーリー・シュヘーヴィッチとの間に軋

轢があり、その関係を「知的決闘」と揶揄されたことがある。無論、UPA に対する評価の違いからである。フリツァクが

予定していた公開討論会を放棄した経緯は右記のアドレス。フリツァク自身はエッセイ集『ナショナリズムへの祈り』の

中に収められた「UPA に関するディスカッションのためのテーゼ」を「返答」としている。

（http://portal.lviv.ua/news/2003/12/01/165521.html）アマールは Zaxid-net誌上で、ルドリンクが「国家御用達」と評

した「国家保安機構」の所長でリヴィウ出身の歴史家ヴャトロヴィッチ（本書にも、第一部に論文を提供している）の

シュヘーヴィッチ評に反論している。 
7 バンデルシュタットというのは「バンデラの都」「バンデラの町」というくらいの意味。勿論、リヴィウのこと。1990 年代にリヴ

ィウのロックグループブラーティ・ハジューキヌィが「バンデルシュタットの野郎共」という歌で発表した。現代でも普通に使

われる語で、本書でもアマールらが用いている。 

http://portal.lviv.ua/news/2003/12/01/165521.html
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に掲載された論文の中で、フリツァクはユーシチェンコをフルシェウシキーにも喩えているので、そちら

を紹介してみよう8。 

 フリツァークはまず、リヴィウ大学で最初のウクライナ史教授で、後にウクライナ最高ラーダの初代

大統領になるフルシェウシキーについてこのように述べる。 

 

 「・・・19世紀の終わりから、民族的・歴史的な神話を含むウクライナらしさの主な象徴がリヴィ

ウで作られてきた、或いは今も作られ続けている。フルシェウシキーが『キエフ・ルーシの歴史』の大

部分をリヴィウ大学の教授として書きあげたこと、この一冊無くしては現在のウクライナを想像する

ことすら難しいだろうということを、我々は忘れられはしない。しかし、『フルシェウシキーの構図』は

多くの限界を抱えていた。というのは、それがいわゆる民衆派の要素（農村的かつコザーク的、そ

してウクライナ語話者に限られた要素）の上に作り上げられたものだったからである。それゆえそこ

には、工業化されたロシア語話者たちの東南部ウクライナの歴史は挿入しがたい。フルシェウシキ

ーのライヴァルでもあったヘチマン政権のスコロパドシキーは苛立ちを込めてこの構図を『リヴィウ製

のウクライナ Украина львовского производства』と名付けたものだ」 

 

そこでスコロパドシキーは自らの考える本当のウクライナ、すなわち、自身の出身階級であるコ

ザーク長老階級のウクライナを提示したのだとフリツァークは言う。しかし、残念なことにスコロパドシ

キーのウクライナはブタフォル的で小ロシア的、そして非民主的だった。それはちょうど、クチマが提

供したウクライナに近いものだったのだと彼は続ける。 

 

 「ユーシチェンコは、『リヴィウ製のウクライナ Україна львівського виробництва』を取り戻そうと

したのである。そしてそれがために彼は、かつて正式に選出された大統領の再選において史上最

低の結果をうるという代償を払うことになったのだ」 

 

 要するに、フルシェウシキーもユーシチェンコも「リヴィウの正義」を「残りのウクライナ」、特に、実

際に行動力のある東ウクライナに無許可で拡大しようとし、失敗したというのだ。 

                                                 
8 http://zaxid.net/article/60194/ 
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 確かに、フルシェウシキーとユーシチェンコにはいくつかの共通点がある。彼らはともに、民衆派的

な要求、すなわち、国家としての強さに拘泥せず（あるいはそれを求めず、あるいはそれを軽視し）、

ヨーロッパの伝統に則った農村的で民主的な社会をウクライナに作りだしたいと願った。そしてその

ためには、ヨーロッパの伝統にどうしてもそぐわない専制的な（フルシェウシキーのときはビリショヴィキ

的な、ユーシチェンコのときはプーチン的な）ロシアと手を切らなければならないと考えた。そしてさら

に、その究極の理想をかなえるために、両者とも、リヴィウの歴史性・社会性、あるいはその歴史

的・社会的な「正しさ」を利用しようとした。そして、ともに失敗したのである。 

 当然であるが、フルシェウシキーやユーシチェンコが目指した民主的で民衆的な政権というのは、

成熟した社会にあれば安定した政権だが、未成熟な社会にあれば単に弱い政権である。現在

のロシアやベラルーシのような集権的、強権的な政権にすらかなわない。当の民衆にとってすら、

ありがたくない政権なのだ。逆に言えば、ロシアがバンデラへの称揚に対していつも敏感なのは、

OUN や UPA がウクライナの社会組織には珍しくロシア的だからであるともいえる。 

 フルシェウシキーとユーシチェンコのもうひとつの共通点は、言うまでもなくディアスポラ社会との深

い結びつきである。フルシェウシキー史学は 20 世紀との境目になってウクライナ人がやっと持つこと

のできたナショナル・ヒストリーであった。コストマーロウらの伝統的なウクライナ民衆派（民族派）の

観点を理論的に継承したフルシェウシキー史学がディアスポラ社会で保護されたことは、ウクライナ

史にとって価値のあることだった。フリツァクのいうように、たとえ不備のあるものだったとしても、「ナシ

ョナル」を目指してきた民族にとってそれは、まず「持つ」事が重要だったのだ。フルシェウシキーの

「ウクライナ史」は過小評価されるべきではない業績である。しかし、その理想的観点を実行に移

した政治行動は決して実を結ぶことはなかった。にもかかわらずユーシチェンコは、実を結ぶことの

なかった政治理念のほうを引き継ごうとしたのである。 

 いうまでもないことだと思うが、常識的に考えて、ユーシチェンコの变勲に対するオデッサや東ウク

ライナの反応は正しい。バンデラの行跡などを云々する以前に、彼は独立ウクライナ国家の国民

ではないからだ。ユーシチェンコの变勲は日本の国民栄誉賞を大日本帝国の軍人に捧げるよう

なものである。その国に隣国というものがある限り、まして戦争経験というものがある限り、問題が

起きないわけがない。しかも、国境の複雑な中東欧である。それゆえ、理に叶わないことをして国

家を分断させてまで、今、バンデラの行跡を云々する理由がどこにあるのだ、何故、間違いなく起

こりうる無駄な抗議をあえてあのときにひきおこしたのだ、とフリツァクは問うのだ。現在のリヴィウ、あ
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るいはこれからのリヴィウにとって、それは何よりありがたくないものだからである。 

 この点をより分かりやすくあらわしているのはリヴィウの若手歴史家アマールである。アマールの論

文は变勲に関するものではなく、バンデラ像に関するものである。つまり、リヴィウの市の中央から

程近い広場に屹立する威風堂々としたバンデラ像、それをそこに設置した「市の伝統的文化の

保持者」に対する問いかけである。誰のため、何のために、彼をここに、鉄道駅に着いた観光客

が中心地に行くトラムの中から必ず目にする通り道に、建てる必要があったのか？考案者たちは、

「来訪者たちに即座に知らしめなければならないのか、彼らが『バンデルシュタット』、つまりバンデラ

の町に到着したことを」と、彼は問いかける。 

 「何がよりひどいかといって、リヴィウを象徴的にバンデルシュタットに戻すということは、ほかでもな

く、ソ連製のステレオタイプと偏見をそのまま継続するということなのだ。それは、よく知られているよ

うに、ウクライナを分断し、分断することによって治めるために植えつけられ、ナショナリスティックで

「野蛮な西ウクライナ」、狡猾なバンデラ主義者たちの町、というイメージで東ウクライナを脅し、そ

れによって西部を憎むべしとする恐怖感を掻き立てたものだからだ」とアマールは言う。これが、現

在のリヴィウの、特に新しい世代の率直な声であると思う。古いタイプのリヴィウのナショナリストが

ソ連の押し付けからの解放を象徴する目的で守護している「バンデラ主義者の町」リヴィウというイ

メージは、ほかでもなく、ナショナル意識の上で常に問題児だったウクライナを分割統治 divide 

and rule するためにソ連がリヴィウに与えたイメージなのである。ソ連の押し付けを憎み、ウクライナ

の自然な統一を願ってきたリヴィウが、「バンデラの町」というソ連製のイメージに固執するのは二

律背反以外の何ものでもない。 

 「リヴィウはウクライナの町だ、そして、まさにそれゆえに、バンデラの町ではありえない。バンデラは、

おそらく、そのことを理解したであろうに」というアマールの言葉はマキャヴェリストでなくても容易に理

解できるだろう。本書ではイェール大学のティモシー・シュナイダーが、英雄に勲章を、という発想そ

のものがソ連製だ、と論じているが、そのソ連製の価値観も、キエフよりも伝統的なリヴィウ人、そ

してディアスポラの社会でより深く守られている。こうした例を話し出すときりがないので、シュナイダ

ーが最近の雑誌インタヴューで答えていた言葉で締めくくろう。 

 インタヴューは彼の著書『血にまみれた大地 ヒトラーとスターリンの間のヨーロッパ』に絡んだもの

なので、記者はまず「直接的に（歴史と）関係を持っている人々や社会集団の古い傷跡の痛み

を軽減するために、どういった歴史的タブーが緩和されるべきだとお考えですか」と尋ねている。こ
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れに対しシュナイダーは「人に対するときと同じような敬意を持って歴史を書くべきだ。人間の尊厳、

まさにそれが、歴史研究を可能にしている本質なのだ。歴史家は「記憶の政治」から譲り渡され

ることのない痛みと苦悩に対して自覚的であるべきだ。しかし、政治に対する敬意は、個人に対

する敬意と同じではない。私は後者に対しては惜しみない擁護者であるが、前者には歩み寄ら

ない。つまり、まず何よりも、書いている人々の尊厳に敬意を払うべきなのだ」と答える。 

 そしてさらに、「ウクライナ史にはどのようなタブーがあるとお考えですか？それらはどこから生まれ

たものなのでしょう？何がこういった（歴史の）タブーから社会を解放してくれるんでしょう？」という

記者の質問に、シュナイダーはこう答えている。 

 「ウクライナ史はいくつもの立場から描かれているので、ここで一般化することは難しい。ウクライナ

の歴史家たちは、他の国の多くの同僚たちと同様、何よりもまず国家の歴史に関心を持っている。

そしてその周辺に彼らもまた自らの歴史的著述を作り上げるのである。しかし、ウクライナでは当の

国家がしばしば脅威の前に立たされたので、感情のレヴェルが大変高いのだ。もうひとつの問題は、

ウクライナの歴史家は国家の様々な伝統と自らを結びつける点にある。ソ連から、OUN がそのた

めに戦った国家まで。しかし、最大の問題はといえば、それは、ウクライナの歴史対話におけるある

種の人々の発表、つまり、かつてウクライナに住んでいたが、今では彼らの子孫が、あるいはもう国

から出て行った、あるいはここには彼らのものは殆ど何も残されていないというような。私が考えて

いるのはポーランド人やユダヤ人のことだ」。 

 「あなたは「歴史の前に立つウクライナ人の恐怖」という論文を書いていらっしゃいますが、自分

自身を恐れないために、「記憶の政治」の中で何を変えるべきなのでしょうか？」「ここで重要なの

は、独立した歴史家や彼らの仕事の問いかけだ。国家は自治的な大学を融資、援助し、歴史

家がアルヒーフを利用することを保証するべきだ」。 

 インタヴュー記事のタイトルは、「歴史の前に脅威なし」、あるいはむしろ、「恐れを持たず歴史の

前に（たて）」というような意味だろうか。 

 

 ユーシチェンコに対する私個人の感想は、不思議な苛立ちであった。リヴィウに住み始めて以来、「民族

的英雄」の誕生日や命日があるたびに粛々と訪れるユーシチェンコの姿を目にしてきたが、大統領として

の晩年、とりわけ、選挙戦で死に体になってからの言動には病的なナルシシズムとエゴイズムを感じた。大

統領になる前の颯爽とした姿を覚えているだけに、痛々しさを感じたものだった。ひとことで言うと、ユーシチ
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ェンコは無粋なことをしたのである。正しい、正しくない以前に、エチケットの問題である。ただ、あまりにもテ

クニックのない彼の行為によっていくつかの対立の構図はわかりやすくなったといえるだろうか。たとえば、今

回の論争のように。 

 しかし、個々の人間にとってバンデラはそんなに厄介なのだろうか？ルドリンクのいうように、「正しい歴

史」だけを残して、あとは糾弾すべきなのか？彼の論文タイトルにある「バンデラ崇拝（カルト）」とは、非難

されるべきことなのか？私が彼の率直な論文に同意できないのは、この点である。ルドリンクは、「バンデラ

の場合、問題は、彼がファシストだったか否かという点にあるのではなく、彼を崇拝している人々の

大半が彼をファシストとして崇拝しているか否かという点にあるのではないか？」というフリツァクの理

論に従うと、「それがファシストのイデオロギーに反対、あるいは無関係であれば、ファシストを崇拝

することが許されるということになるが、ファシスト的な過去に関する場合、そういったアプローチは

相対主義かダブル・スタンダードにおちいる」と批判しているが、ルドリンクの理論に従うと、いかなる間

柄でもファシストを崇拝することは許されないことになる。つまり、父や母や師として。こういった場合、つまり

ナショナリズムの問題が関わっている場合、相対主義を頭から排除する必要がはたしてあるのだろうか？

正しい歴史を作り直そうと「ばかり」する姿勢は、政権が変わるたびに振り子をゆらすだけなのではなかった

のだろうか？私にはむしろ、複雑な国際問題には、時を見て歴史をプライヴァタイズ privatize することが

必要、あるいは有用なのではないかと思えるのだが。シュナイダーのいうように、ディアスポラ、そして文化的

な古老というのはもっとも屈強な「歴史の守護者」である。彼らから歴史を奪うことはできない。歴史は

Historyではなく Histories でしかありえないのだから、正しさを論じることから逃げるのは敗走ではない。

馬鹿な論争を引き起こすよりも、新しい馬鹿な歴史を作るほうがいくらかましではないのだろうか。次章で

はそういった裏返しのバンデラ観を紹介したい。 
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第二章 カルトとしてのバンデラ 

―「隠れ家」のパラダイム・シフト― 

 

島田 智子 

 

「リヴィウの与太者バチャール達は丸ごと俺らの一党だ。 

リンゴの木からリンゴが転がり 

おやじどもがおふくろたちとベッドをいくつかぶっ壊し 

こうのとりが俺達をこの世に運んできちまった。 

そんで俺達はバンデルシュタット（バンデラの町）の野郎どもになちまったってわけだ。 

教会に行こうぜ、おやじたちに敬意を表そうじゃないか。 

ラッパも太鼓も鳴ってねぇのに 

誰が祭なんかブラつけるってんだよ。 

（中略） 

リヴィウの与太者バチャール達はどこでも分け隔てなんてしなかった。 

ユダヤ人でもポーランド人でも構やしねぇ、いかれたカマ野郎でない限り。 

俺達をひとつにしてたのは聖なる与太者バチャール様の自由な魂ってやつだ。 

そいつを取っ払おうっていうんなら、火の輪芸でもやってみな。」 

 

ブラーティ・ハジューキヌィ 『俺達はバンデルシュタットの野郎ども』 （詞・曲：セルヒー・クジミンシキー 

1991年） 

 

 リヴィウ（ロシア名リヴォフ、ポーランド名ルヴフ、ユダヤ人が好むドイツ名はレンベルク）の中心プロ

ーシチャ・ルィノク（マーケットスクエア）の一角にクリイウカという観光客に人気のコンセプト・パブが

ある。クリイウカはユーリー・ナザルーク、アンドリー・フード、ドゥミトロ・ゲラシモフという若いリヴィウ人

たちが開いた店で、同系列のマゾッホ・カフェ、リーヴィー・ベレフ、ハソーヴァ・リャンパ、ハリチナ・ジ

ディイシカ・クナイパ・ゾロタ・ローザ、ディム・レヘンディ等のコンセプト･パブやカフェと共に、ここ 2,3

年のリヴィウ観光の目玉になっている。これらの店はどれも、観光客だけではなく地元の人間にも

人気だが、中でもクリイウカは別格で、週日でも夕方以降はなかなか良い席が取れない。 
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 このクリイウカの売りはＵＰＡである。隠れ家、というのが店名の意図するところで、店そのものが

ＵＰＡの隠れ家を模している。入り口の、つまり隠れ家の扉をノックすると軍服を着たこわもての門

番が顔を出し、合言葉を要求する。合言葉は「スラーヴァ・ウクライィーニ！（ウクライナに栄えあ

れ！）」。すると門番が「ヘローヤム・スラーヴァ！（英雄たちに栄えあれ！）」と答えるのである。こ

の後門番が続けて「モスクワ野郎はいないだろうな」などと誰何し、いないと分かるとメドブーハ9が

なみなみと注がれたグラスを渡される。それでやっと入場が許されるのである。勿論、モスクワ人だ

と入れてもらえないわけではない（勿論、例外はある。入れなかった「モスクワ野郎」については後

述）。コミュニスト的な下心がないことなどを、冗談交じりに応答するだけだ。店の人気に従って現

在では４つのホールがあるが、一番奥のホールには射的場が常設されている。的は、レーニン、ベ

リヤ、そして勿論スターリンである。 

 既に述べたように、ユーシチェンコによるバンデラへの变勲はヤヌィコヴィッチによって撤回された。

しかし、クリイウカの系列店では撤回後も依然としてバンデラ变勲を祝すポスターが撤去されてい

ない10。ポスターは!Fest（ウクライナ語表記で!Фест）と称する彼らの系列グループが独自で製作

したもので、ウクライナのナショナリストを象徴する赤と白を基調に、英雄にかかわる部分が黒字で

強調されている。ポスターに付されているキャプションは、上部が「ステパン・バンデラ、ウクライナの

英雄。ウクライナの英雄、の部分が黒字で強調されている。そしてそのすぐ下に一段小さな文字

で、「2010 年 1 月 20 日ヴィクトル・ユーシチェンコ発行」。下部は左側にバンデラの顔写真、その

右側に英雄勲章、そして右下に「とうとうやった」あるいは「ついに（その日が）きた」というような意味

のウクライナ語が並ぶ。 

 所有者の一人で特にコンセプトを担当しているナザルークはいくつかのインタヴューで、クリイウカ

のアイデアは自分たちのオリジナルではなく、一般学生の持ち込み案だったと語っている。つまり、

徹頭徹尾学生の遊び心から生まれたものですよ、と煙幕を張っているのである。そこまで注意を

払っても、全うな大人たち、特に「ウクライナの文化的首都」リヴィウの良心である全うな文化人た

ちは、当初、彼らのこういったおふざけに大いに目くじらを立てた。特に議論が沸騰したのは、系列

のひとつハリチナ・ジディイシカ・クナイパ「黄金のバラの傍らで」がオープンしたときだった。ハリチナ・

                                                 
9
  蜂蜜入りのホリルカ。ホリルカはロシア語のウォッカのこと。詳しく言うと歴史も生成方法も違うが、実態はほぼ

同じ。 
10  2011年 3月 1日確認。実物は本章最後のページの写真を参照。 
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ジディイシカ・クナイパとは英語にするとガリツィア・ジューイッシュ・クナイプで、ハリチナーのユダヤ風

パブ･レストラン、ということだ。市長（昨年末に再選された）のツーリズム負政が文化負政を圧倒

していたこともあって、これは物議をかもした。 

 この店はクリイウカ同様ハリチナーの多民族的歴史を利用したコンセプト・レストランで、旧ユダ

ヤ人通りに壁の一部が残存する伝説的なシナゴーグ「黄金のバラ」の跡地に隣接している。ユダ

ヤ風クナイプ、というだけあって、店内にはクレズマーがかかり、週末には生演奏もある。ユダヤ風の

料理も供されるし、料理にかかわらずユダヤ風のマッツォがテーブルに出される。しかし、コンセプ

ト・レストランであるだけに、ふと素に戻ると、やはり笑えないところはある。店のもっとも大きな売り

はメニューがないことで、客はウェイターやウェイトレスと飲食した料理の値段を交渉できるのだが、

これは言うまでもなく、ユダヤ人は商売人、というステレオタイプをなぞったものである。観光客向け

に、ユダヤ人風のおさげのついた帽子も用意されている。もっとも、そういった細かい点よりも、こうし

たおふざけレストランが、かつて栄華を誇ったシナゴーグ「黄金のバラ」の傍らに建ち、自ら「黄金の

バラの傍らで」と名乗り、ナチスによって破壊されたシナゴーグの残骸を眺められるテラスを提供し

ているということ、そしてしばしばそのテラスに地元の、あるいはもっと頻繁に、他所から来たリヴィウ

好きのグループが歌う「ヴォナー」Вона
11、「チェルヴォナ・ルタ」Червона Рута

12といったウクライナ・

リヴィウらしい歌が響き渡ること自体が、シナゴーグ「黄金のバラ」の歴史を思えば皮肉である。 

 私は、クナイプ「黄金のバラの傍らで」を個人的には気に入っていないのだが、成果は評価して

いる。ああいったユダヤ風の店を本当に本格的に作ってしまうと、残念ながら別種の問題が起こっ

ていたかもしれないからだ。日本では野村真理氏が『ガリツィアのユダヤ人』の最後で、シナゴーグ

「黄金のバラ」の来歴を記す説明版の下に「死ね、ユダヤ人」と落書きされた以前の写真を紹介

されているが、私がよく行くヤニウの墓地でも、ユダヤ人墓所にはケージがかけられている。クナイプ

は若いウクライナ人が「遊び」で作り、「ちゃんとした文化人たち」から顰蹙を買ったから、観光の目

玉としておさまっているともいえるのである。 

 こういうことできちんと物議が持ち上がる都市というのは、組織として健全であるとは思う。過剰

な足枷にさえならなければ。が、観光のほかにこれといった基幹産業のないリヴィウにとってツーリズ

ムは重要な食い扶持である。ところが、正面から正しい方法でバンデラを擁護しようとしたり、ある

                                                 
11 リヴィウ出身のロックバンドプラーチ・エレミーのヒット曲。タイトルの意味は彼女。 
12 リヴィウのコンセルヴァトーリー出身で、ウクライナの国民的歌手・作曲家ヴォロディーミル・イヴァシュークの大ヒット曲。 
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いは逆に、正面から正しい方法で擁護の仕方を論じたりするようなタイプの文化人たちは、ツーリ

ズムのような「軽い文化」を軽視し、無駄に話を大きくしてきた。別にリヴィウに限ったことではない。

インテリとはそうしたもので、そこがインテリのよいところでもある。そうした古いタイプのインテリが一掃

されてしまうと、その社会は薄っぺらなものになってしまうだろう。しかし、そうした古いタイプのインテリ

と「文化」のあり方について正面きって戦うのもまた難儀である。 

 今、都市リヴィウで影響力を持つ人々には大まかにいって 3 種類のタイプがいるといえる。ひとつ

は、知的で良心的、かつご本人たちはこの言葉を使うと嫌がるだろうが、ソ連の正の伝統を受け

継いだ正統的なインテリゲンツィアである。旧ソ連を見回してもそれ程多く残存しているわけでは

ないのだが、リヴィウには若い世代にもいる。ウクライナ文化の護持を任じていて、金儲けのような

さもしいことはあまり考えない代わりに、名誉を重視する。 

 二つ目は、前者とは正反対の、いわゆるアメリカのビジネスマンを模したような人たちである。観

光事業にかかわる人に多い。後者にとって前者はそれ程問題ではないが、前者にとって後者は

目障りである。彼らが守ろうとするものを変えていくからである。しかし、現実的には、前者の支配

する社会というのは、経済的発展が望めない。それゆえ、常に若くて優秀な人材はキエフやモスク

ワ、さらには他所の国に出て行ってしまうというのが現実であった。 

 三番目のタイプというのは、こうした現状を察知して、しかも、両者と戦わずに生き残ることを模

索する若い世代である。たとえば、ナザルークのように。ナザルークは、当然起こりうる議論を予期

した上で、フリツァクらが「不都合な英雄」と呼んだバンデラを、カルト化、あるいはサブ・カルチャー

化した。そして、そうすることで無害化したのである。 

 別の言い方をすると、バンデルシュタットには二種類の人間がいた。バンデラを大事にしなければ、

という人々と、バンデラより生活のほうが大事だと考える人々。ただ、両者とも、バンデラがツーリズ

ムの役に立つとは思っていなかった。前者はそもそもツーリズムのことを真剣には考えていなかった。

後者はバンデラのことをそんなに真剣には考えていなかった。一方彼らは、どちらのことも考えたの

だろう。そしてその結果、バンデラを利用するという両者にはない発想をとりいれたのである。つまり、

彼らはバンデラをパラダイムシフトしたのだ。 

 付言しておくと、こうしたやり方が、いつでも、そしていつまでも効果があるとは誰も、私も思ってい

ない。それは彼ら自身が一番知っていることで、彼らは常に様々な店舗展開を模索している。無

論、「左右」との戦いは今も続いている。 
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 「何が奇妙かってさ、ついこの前、ツァリョーヴィーセンセイと連れ立った地域党がね、そう、勿論

彼は「クリイウカ」にはお通りになれなかったわけだが、このレストランは閉鎖すべきだ、って主張され

てね、何故かっていうと、これは民族間の反目に火をつけるからだっていうんだよ。ところが、それか

らたった二ヶ月たっただけだっていうのに、今我々は政治的には真逆の方向から資格適合うんたら

かんたらという通知をもらってるんだ、つまり、土地の議会からね」というのは、共同経営者の一人

フードである。ロシア寄りでバンデラ嫌いの現政府と、ウクライナ史を遵守するバンデラ擁護の市の

文化人が、いずれも彼らの遊びを抑え込もうとしている、それが奇妙だといっているのだ。しかし、そ

れが奇妙でもなんでもないことは彼らが一番よく知っているはずだ。パラダイムを覆したからには、パ

ラダイムが復讐してくるのは当然である。クリイウカがオープンしてからまだ 2 年、戦いは始まったば

かりである。いずれにしろ、地元出身の若いものたちが地元に店を開き、一見思いつきに見えるア

イデアで大成功をした、という事実は残る。十分大きな役目を果たしたといえるのではないか。 
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Fest!系のパブレストランに張られたバンデラの变勲を祝うポスター。上と下が「リーヴィー・ベレフ」。中央は

「クリイウカ」。この店の内装は全てＵＰＡの隠れ家を模しているのでポスターの上の木版には「ただ勝利の

後にのみ出でよ」と書かれている。ポスターに付されているキャプションは上部が「ステパン・バンデラ、ウクラ

イナの英雄。2010 年 1 月 20 日ヴィクトル・ユーシチェンコ発行」、下部は「とうとうやった」というような意味

のウクライナ語。ヤヌコヴィッチが变勲を撤回した後もポスターは張られたままである（2011 年 3 月確認）。 
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バンデルシュタットの保身と保真 

―映画『黄金の 9月  ハリチナー年代記 1939－1941 』― 

 

島田 智子 

 

 「ハリチナーという名称は、13 世紀にその最盛期を誇ったハリチ・ヴォルィニ公国（後に王国）の首都であ

った都市ハリチの名から出ている。ハリチナーは 14 世紀からポーランド王国の一部となる。1772 年の（第

一次）ポーランド分割後はオーストリア帝国に編入される。1917 年、ウクライナが独立を宣言。ハリチナー

は大ウクライナの地と統一される。1920 年、ポーランド･ウクライナ戦争における敗戦の結果、ハリチナーは

再びポーランド人の政権下に移行され、1939 年 9 月の第二次世界大戦開始までその状態が続く13」 

 

 これは、昨年公開されて評判となった短編映画『黄金の 9月  ハリチナ年代記 1939-1941』

の冒頭に掲げられたキャプションである。「黄金の 9 月」という表現はロシアや東欧の短くも美しい

秋を表現する語として有名だが、この映画のタイトルとなっている「9 月」とは、その美しい秋が踏

みにじられた 1939 年の 9 月、つまり第二次世界大戦の始まった月のことである。 

 冒頭に掲げた『黄金の 9 月』のキャプションは歴史記述がいささか曖昧なので、第二次大戦突

入に先立つ歴史について尐し付け足しておくと、1918 年の 1 月にウクライナの中央ラーダは第四

次宣言（ウニヴェルサル）によってウクライナ民族共和国の完全独立を宣言する。ロシアとの連邦

的結びつきを保持するウクライナ民族共和国の設立をうたった 1917 年 11 月の第三次宣言に

                                                 
13

 （）内は筆者が補った。 
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続くものであるが、これはハリチナー、北ブコヴィナ、ザカルパッチャといったオーストリア帝国領内の

地域の帰属については明確にしていなかったので、ハリチナーが大ウクライナと一体化するのは第

四次宣言においてである。 

 中央ラーダの第三次宣言は微笑ましくなるほど 19 世紀ウクライナの理想主義的民族主義者

たちが夢見た「架空の汎ロシア連邦構想」に似ている。ウクライナの民族派（民衆派）たちは、19

世紀を通してずっとロシアが、自身も「普通の」構成要素となる「ゆるやかな繋がりを持った」連邦

的国家の設立を受け入れてくれることを願って、結社を作るたびに似たような理想を提唱してき

たのである。最高ラーダの大統領だったフルシェウシキーは、19 世紀と 20 世紀の両方を生きた歴

史家で、学者として、政治家として、19 世紀の先人たちの理想を継承しようとしたがゆえに、連

邦思想という夢のお告げから逃れることができなかった。 

 その点、第四次宣言は、現実的にはごく僅かな差異であるとはいえ、初めて先人たちの枠を踏

み出して、完全なる独立、という未知の主張を打ち立てた画期的な宣言であった。しかし、当然、

そういった身勝手な宣言にロシアが頷くわけもなく、また、ロシアはそういった非機能的な「ゆるい」

関係がそもそも嫌いだった。ソ連軍の回答は、クルティの合戦におけるウクライナの歴史的な敗北

としてあらわされる。ウクライナ史上もっとも致命的な敗戦といわれるのが、このクルティの敗戦とポ

ルタヴァの敗戦である。キエフ大学の学生たちが多く命を落としたこともあって、悲惨さが際立つ。

キエフのフォーク・グループ「マンドリィ」の有名な歌「母なる大地よ、眠るな」のミュージック･ビデオで

も取り上げられているので、そちらでご存知の方も多いかもしれない。 

 一方、第四次宣言によって一度は大ウクライナと合体したハリチナーでは、キエフを中心とする

大ウクライナにおけるこうした独立運動、つまり、ロシア人が何とかウクライナ人の望み続けてきたよ

うな緩い連邦の一員として収まってくれるように、という望みのない戦いを支援すると同時に、ハリ

チナー独自のナショナル問題にも直面していた。 

 ハリチナーの政治問題というのは、事実上ポーランド人との精神的なネイション問題だった。ユダ

ヤ人との問題というのは、本来それに付属するものだったが、それだけに、後々まで残ってしまった。

ユダヤ人との間では勝ち貟けをつけることがなかったからかもしれない。人間関係と同じで、言いた

いことを言い合って激しい喧嘩をした間柄のほうが、ちょっとしたことをきっかけに復活しがちである。

個人的な例で恐縮だが、この度の大地震のときに真っ先に安否を聞いてきてくれたのは、大喧

嘩をしたり、不義理をしたりして、しばらく音信普通になっていた人たちだった。逆に、何らかの理
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由でお互いに我慢をして付き合っていた人たちからは、こういうときには連絡はない。あっても事務

的なものである。まさかのときの友こそ真の友、というのは本当なのだな、と身をもって知った。国と

国との関係も同じでなのではないか。戦争をするには、たいていの場合、理由がある。それはたい

ていの場合政治的な理由で、だからたいていの場合政治的な理由が解消されれば、憎みあいも

終わる。 

 しかし、曖昧な嫌悪感を抱いていた者同士が、ある危機的な状況のときに「殺されあった」とな

ると、関係の修復は難しい。それは、明確な理由があって「殺しあった」者同士よりもはるかに難し

いのではないかと思える。あなたたちの親は私たちの親のことを嫌っていた、だから彼らにいじめられ

ていたとき、一緒になっていじめたり、わらったりしてたのですよ、と言われても、はい、そうです、すみ

ませんでした、とはいいにくい。私たちの親はあなたたちのことを嫌ってなんかいなかった、一緒に楽

しくいろんなこともやってきたし、冗談も言い合ってたじゃないか、あのときだって、私たちの親には何

の権力もなかったし、逆に侵略者にいじめられていたんだから、冷静に行動しろと言っても無理だ

ろう、だいたい、私たちの親が地主にいじめられているときに、あんたたちは何一つ助けてくれなかっ

たばかりか、いつも一緒になって取り立ててきたのに、自分たちのことを助けなかったからと言ってそ

んなに責めることはないだろう。ここまで単純化する必要はないだろうが、歴史観の違いはこういっ

た原始的な不快感に根付いているものなのではないか。無論、こういった単純化した説明は市

民レヴェルでの話で、学界には論理的な変化を期待している。ただ私は、市民レヴェルの腹を割

った継続的対話こそが学界の変化を促進してくれるのではないかと思う。それを避ける時期は過

ぎたと思うのだ。 

 ロシア帝国内のウクライナ人は常にロシア人に民族意識を抑えられてきた。常に、といっても、無

論それは、ウクライナ人の民族意識が覚醒してからの話であるが。一方、ポーランド人は抑えると

いう意識すらもともとは持っていなかった。「ウクライナ人」という概念がなかったのは無論だが、ポー

ランド人にとって彼らは自分たちの土地に付随する者たちだった。1918 年のリヴィウをめぐるポーラ

ンド・ウクライナ戦争の結果、一時は西ウクライナ人民共和国を名乗ったハリチナーの民族ラーダ

は、ポーランドに敗退する。そして、映画の冒頭にあったように、ポーランド人の政権下で第二次

世界大戦を迎えるのである。 

 

 『黄金の 9 月』は全編一時間 10 分の半ドキュメンタリー映画である。冒頭のキャプションの後、
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タイトルバックに続いて、「そう、まさに洪水の前の日々と同じ、人々はみな喰ったり、飲んだり、嫁

をもらったり、嫁に行ったりしてたものだった、そう、あの日がくるまでは」という年配の男性による短

い独白がはいる。そして戦前のリヴィウの町並みを映したカット、戦前のリヴィウで開かれていた「バ

ビロン風」の夜会シーンが再現カットで投入された後、西洋風に着飾って散歩する男女の頭上に

爆撃機が現れ砲弾を投下していく。そこから先は実際に戦争を体験した老人たちのインタヴュー

と古いドキュメンタリーフィルムが歴史経緯を説明するナレーションをバックにフィルムの半ばくらいま

で比較的淡々と続く。運びとしては淡々としているのだが、80 代以上の年配の方が殆どだとはい

え、リヴィウは劇場的な話し方をする人が多い土地なので、素人の人でも語りが達者である。こ

れもまた、他の地域とは違う多民族的な歴史の遺産かもしれない。 

 後半にも老人たちのインタヴューは入るが、次第に役者による再現ドラマのほうが多くなってくる。

役者の中でもっとも印象的なのは、恋人が UPA に加わったために逮捕、拷問される女性である。

ここにはいろいろな対比があるが、生き残った老人たちのインタヴューと、当時の映像、あるいは再

現ドラマを合成したフィルムやドキュメンタリーにしばしば見られる対比が面白い。こういった映像の

場合、当時の映像では普通の人々は殆ど大きな声で話さないが、生き残った古老たちは実によ

く話す。この映画でも後半の主役とも言えるヒロインは殆どせりふらしいせりふを口にしない。大声

でしかも効果的に叫ぶのは、彼女を拷問するボリシェヴィキである。 

 映画の最後は公開された 2010 年 5 月のリヴィウの町の映像、若い男女が抱き会ってキスして

いたり、学生らしきグループが踊っていたりといった現代風の映像にリヴィウ出身の人気ロックグルー

プ「オラターニア」のライブ映像が重なる。そして再び冒頭で流れた老人の独白の声が流れる。「そ

う、まさに洪水の前の日々と同じ、人々はみな喰ったり、飲んだり、嫁をもらったり、嫁に行ったりし

てたものだった、そう、あの日がくるまでは」。 

 

 この映画を撮ったタラース・ヒミチ Тарас Химич は 1976 年リヴィウ生まれ。リヴィウの芸術アカデ

ミーを終えた後、渡米してミネソタで学び、グラフィック･デザインで学位を取っている。その後しばら

くアメリカでフリーデザイナーとして働いていたが、2001 年に帰国して、主にミュージックヴィデオの製

作をするようになる。テレビのインタビューなどで話している姿を見ても、普通にかっこいいアメリカン

なお兄さんで、年よりもずっと若く見える。ウクライナに戻ってからのヒミチは、スクリャービン、タルター

ク、ハイダマクィ、オト・ヴィンタといったメッセージ色の濃いバンドのクリップを手がける一方で、芸術
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性の高いリヴィウのアカペラ･バンド、ピカルディーツィカ・テルツィャ14には、その名も「リヴィウ」というタ

イトルのクリップを提供している。というよりも、ピカルディーツィカ・テルツィャのミュージック･クリップ「リ

ヴィウ」と彼らの超時代的な歌唱は、『黄金の 9 月』のムード作りで重要な役割を担っているとい

ってもよい。先に紹介した「バビロン風」の夜会シーンがそれである。この部分こそが、これまでの

UPA/OUN とは違う芸術性と、視点のやわらかさを象徴している部分なのだ。UPA の時代を描き

ながら、従来の、つまり「バンデルシュタット」になって以降の、ナショナリスティックで健気だが野暮

なリヴィウのイメージとは全く違う、バビロン的、世紀末的なバチャール（伊達男）たちのリヴィウを、

ヒミチは本職の音楽とヴィジュアルでさりげなく表現したのである。 

 ヒミチはこの映画の中で実に上手に音楽を使っている。ピカルディーツィカ・テルツィャのほかに『黄

金の 9 月』で使われている曲は、リヴィウの若手バンド「オラターニャ」とセクシーな女性歌手アドリ

アナのものだが、特に効果的に使われているのが、冒頭のピカルディーツィカ・テルツィャとラストのオ

ラターニャで、ここに、ヒミチのバランス感覚が凝縮されている。タルタークやハイダマクィといった民族

色の濃い「ウクライナ的」なキエフやルーツクのバンドではなく、スタイリッシュなピカルディーツィカ・テ

ルツィャと陽気なオラターニャ、そして美しいアドリアナを使ったのは、映画をバックアップしているリヴ

ィウ市の望んだイメージ戦略にのっとったものなのかもしれないが、だとすれば、見事に効果をあげ

ている。スタイリッシュで陽気で美しい、それは、観光都市リヴィウの現在の命題であるとともに、上

手く利用すれば、若い世代に何かを、具体的に言えば「飯の種」を、与えてくれる鍵でもある。そ

れを、ヒミチの手腕は示している。市のバックアップを受けたことで、映像の質も高いし、歴史センタ

ーの完全な協力を得ているので、これまでの UPA ビデオに比べると実証もしっかりしている。先述

のタリル・シリル・アマールなど第一線の研究者がインタヴュー出演しているので、説得力があるの

である。ナショナルなテーマを扱い、地元の古老と学術センターの支援を駆使して、このような深

刻なテーマを支持する文化的な人々を満足させながら、本職の映像芸術とバランス感覚で、明

るくて美しく、しかも「ナショナルではなかった」時代のリヴィウをさらりと示して若いサブカル世代の支

持も同時に得たこの作品は、これからのリヴィウ文化の方向性を示唆しているように思える。 

 

 いうまでもないことだが、リヴィウはバンデラの町では「ない」。アマールのいうように、バンデラ自身

は、そのことをよく分かっていたはずだ。シュヘーヴィッチも。UPA はリヴィウの息子の一人であるに

                                                 
14

 バンド名のピカルディーツィカ・テルツィャは音楽用語 Picardy third のこと。 
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過ぎない。バンデラがリヴィウの空気を吸って革命的な思想を身に着けたのは事実であるが、同じ

時代の同じ空気がその他大勢のバンデラ的ではない市民をも生み出したからだ。こういった当たり

前のことをわざわざ言わなければならないところに、リヴィウの難しさがあった。今、市は後者のイメ

ージを利用するために、この当たり前をアピールしてくれる力を支援しているのである。 

 キエフがもっと西欧風の、あるいはいっそ極東風の合理的な首都であってくれれば、リヴィウの貟

担はここまで大きくならなかったようにも思える。19 世紀には政治的な制限があったとはいえ、西

ウクライナが大ウクライナと合同して以来、リヴィウが古風で貞淑な妻の役割を果たしたのに対し、

キエフは働きが悪いくせに自分の好きなことにばかり熱中して家庭を顧みない昔気質の夫のよう

な首都だった。夫からの経済的な保護は殆ど得られないまま、妻は家庭のため、将来の子供た

ちのため、と信じてひたすら耐え、自らの魅力を保ちながら、家族の教育や文化を支えてきた。ひ

とり孤独にウクライナ語を守り、ナショナリストの町、という観光地としてはありがたくない名称を奉ら

れながらも、独立後はウクライナ語の巧みなリヴィウ人を国家機構に提供してきた。いつの間にか、

そうした献身に陶酔しているようにみえるときもあった。 

 それは、彼女の生まれつきの性質でもあったが、部分的には、バンデラというちょっと困ったことを

してくれた親戚のおじさんがいたからでもあった。おじさんは時代柄闇の喧嘩家業に足を突っ込ん

ではいたので敵対していた隣近所では評判が悪いが、親戚の、特にうるさ型のおじさん、おばさん

たちは、バンデラおじさんの悪口を言うことを許してはくれない。家業を大きくしたのは東部の夫の

親戚筋かもしれないが、家の屋台骨が何とかつながったのは、バンデラおじさんたちがいたからだと

うるさ型のおじさんたちはいうのである。 

 一方彼女自身の男運も悪く、前の夫はやたら彼女の親戚に媚を売るものの仕事はまったくせ

ず、彼女の家名を利用することしか考えていなかった。家名を出されて、そのたびに近隣で、ほら、

あの、と後ろ指を差される彼女や幼い子供たちのことなど考えてもくれなかった。その頼りない夫と

の縁が切れたと思ったら、傾いた経済を立て直すため、と東部の親戚が勧めてきた新しい夫はと

んでもないなり上がりで、しかも、隣に住む金持ちと付き合いたいために、詳しい事情も知らず本

能的に彼女の家柄を敬遠している。 

 バンデラもリヴィウも象徴である。それ以上でもそれ以下でもない。第一章で扱った論争集でも

幾人かが触れているが、UPA の指導者はバンデラだけではない。むしろ、戦略に関わる点で言え

ば、シュヘーヴィッチの影響力のほうがより論じられるべきである。一方、バンデラを「慕って」いるの
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もリヴィウだけではない。両者が象徴になった過程には、両者の個性だけではなく、第一章で述べ

たようなソ連の思惑も関わっていた。誰にでも想像がつくように、象徴には象徴の苦悩がある。だ

からといってどうすることもできない。ならば、ときには、象徴であることを逆に利用してみてもいいの

ではないか、というのが第二章で扱った経営者たちの発想である。学術文化系の新しい世代は、

象徴と非象徴のバランスをとることの中に活路を見出そうとしてきた。研究者たちは決して民間の

力に妥協しないが、常に彼らを視野においている。その一方で、欧米で技術を身につけてきたア

ーティストたちは、市や市民の力を的確に利用する術も身につけてきている。 

 政権交代のたびに古いイメージを利用される妻といった前近代的な夫婦のイメージが健全なも

のだとは誰も思っていない。が、これまでは誰も真剣にそれを解消しようとも思わなかった。そういっ

た家庭問題をこれからの子供たちが解消していくためのヒントを、今回紹介した若い活動家たち

は与えてくれているように思う。 

 


