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１９８０年、歴史研究者で、『イングランド労働者階級の形成』（The Making of the English 

Working Class、市橋秀夫・芳賀健一訳、青弓社, 2003 年））の著者で、欧州核軍縮運動の指

導者である E.P.トンプソンが「絶滅主義に関するメモ」（Notes on Exterminism）という画

期的な論文を発表した。その後、世界はかなり変化したが、この論文は、グルーバル・エコ

ロジー危機、コロナ・パンデミック、新冷戦、「混沌の帝国」 ― すべて現代資本主義の政

治経済を根源とする特徴 ― に表れている現代の中心的矛盾を論ずるうえで、有効な出発

点となる。 

 トンプソンが言う「絶滅主義」（externalism）は生命体の即全滅という意味ではない。グ

ルーバル熱核反応の中でも生き残る生命体はいくらかあるからである。彼の「絶滅主義」と

いうのは、現代文明が、普遍的な意味で、「絶滅へ向かう」という意味である。 

 絶滅主義は大量死に向かうプロセスを指しており、それは政治、経済、イデオロギーの違

う社会では違った形で表れるような社会を突き動かす特性として定義された。トンプソン

の「絶滅主義に関するメモ」は、気候学者ジェームズ・ハンセンの有名な１９８８年の米議

会での気候危機に関する証言と、同じ年の国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の

設立の８年前に書かれたものだ。それは核問題をテーマにしたもので、エコロジー危機のよ
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うな現代社会的危機を直接扱ってはいないが、その思想的展開は極めて社会エコロジー的

である。絶滅主義へ向かう社会的傾向は、「人類のエコロジー的生存にとって絶対必要な要

件」に真正面から敵対し、社会的平等とエコロジー的持続可能な社会を構築する闘いを必要

とするものである。 

 ソ連崩壊と１９９１年の冷戦終了によって、第二次世界大戦後の世界にのしかかってい

た核戦争脅威が引き潮のように引いたように思える時期があった。だから、トンプソン論文

は核戦争と同じように人類の存亡を左右するエコロジー危機の解釈に援用された。しかし、

１０年前から新冷戦が顕著になってから、再び核の脅威が世界を圧迫するようになった。２

０１４年米国ＣＩＡが画策・主導したウクライナのマイダン・クーデターと、クーデター後

の新ウクライナ政府と自治を求めるドンバス地域のロシア語話者住民の間の内戦から発展

した２０２２年ウクライナ戦争は、今や西側の全面的武器援助と指導を受けたウクライナ

とロシアの間の全面戦争となった。ロシアのウクライナ侵攻の３日目、ＮＡＴＯの直接介入

を抑止・牽制してプーチンが核装備軍を警戒体制にさせたことで、恐ろしい危機を内包する

事態となった。主要な核兵器所有国である米とロシアのグローバルな熱核戦争の可能性が

冷戦後のどの時期よりも高まった。 

 我々はこの二つの絶滅主義傾向 ― グローバル・エコロジー危機（気候温暖化だけでなく、

地球が人類にとって安住の地としてきた惑星境界層の喪失も含める）とグローバルな核戦

争脅威の増大 ― と取り組まなければならない。この二つの間の弁証法的相互関係を見る

ためには、現代という状況にあっては、過去数十年間米国が一極支配して核による絶命主義

傾向を左右しながら、世界の注意をそれから逸らしてきた歴史を正しく理解する必要があ

る。冷戦後３０年も経った今、そして回復不可能な気候変動危機が人類を襲っている今、何

故再びグローバル熱核戦争の脅威が世界を圧迫するようになったのか？この相互関連した

グローバルな生存脅威に立ち向かうために、平和運動と環境運動はどういうアプローチを

するべきか？ この設問に答えるために、まず核の冬に関する議論、抑止論、米国が世界最

大の核兵器国の地位を保とうとする欲求などの問題を検討する必要がある。それを分析す

ることによって、この破壊的資本主義が世界に投げかけている生存の脅威を広く全体的に

理解することができる。 

 

核の冬 

 １９８３年、レーガン政権が戦略防衛構想（スター・ウォーズ計画）で核戦力増強を図り、

核ハルマゲドンの恐怖を高めていたとき、米国とソ連両国の科学者チームがそれぞれに未

来予測モデルを描いて、科学誌に発表した。核戦争が起きれば世界が「核の冬」になるとい

う予測であった。グローバルな熱核反応の結果、各地で大火災が起き、大火災から巻き上が

る煤と煙が大気を覆い、太陽熱放射を遮り、地球上の温度を極度に低くするという説である。

気候が急に変化し、温暖化と逆方向へ進み、一か月の間に数度、いや数十度も温度が低下し、

地球上の生命体に致命的影響を与えるというシナリオである。直接的熱核反応で数億、いや

おそらく１０億人以上の人が死亡するだろうが、この間接的影響で死亡する人も膨大な数



になる。直接被曝しない人も核の冬の中で飢え死にする。地球上のほとんどの人々が消滅す

る。 

 核の冬理論は当時の核軍拡競争に大きな影響を与え、米ソ両政府にブレーキをかける役

割を果たした。 

 しかし、米国のパワーエリートは核の冬理論を核軍需産業とペンタゴンに対する攻撃と

見做した。特に「スターウォーズ」を標的にした攻撃と見た。そのために科学的な大論争が

起きた ― というより、科学の知見には疑問の余地がなかったので、政治的な論争であった。

NASA の科学者はあまりにも単純で、当初想定されていたよりも極端ではない影響―核の

冬ではなく「核の秋」—を指摘する研究がなされた。いずれにせよ、核の冬理論を科学的に

否定することはできなかった。 

 市民運動や政治運動の指導者は核の冬理論を真剣に捉え、核兵器解体を求める大衆運動

が生まれ、核兵器制限条約や冷戦終了に貢献した。それに対して軍事的、政治的、経済的権

益を抱える米国の核戦争マシーンの反撃は凄まじいものだった。企業メディアも政治権力

に協力して、核の冬理論を貶める様々なキャンペーンを行った。２０００年、科学雑誌『デ

ィスカバー』は、核の冬理論を「過去２０年間の最大科学的失敗２０例」の一つとしてリス

トアップした。『ディスカバー』がなし得たのは、１９８０年代に核の冬を提起した科学者

の何人かに若干の修正をさせ、グローバル熱核反応の影響で生じる地球平均気温の低下の

値は最初に提起した値よりも小さく、北半球では 20℃ぐらいの低下になるというものだっ

た。しかし、２０℃の低下でも地球的レベルでは終末論的脅威になる。 

 科学的研究結果に対する否認主義（denialism）は科学史に常にあった。最近では気候変動

に関する否認主義が顕著だが、核の冬理論に対しても、大衆的次元でも軍事的次元でも、「過

度の誇張」として否定する潮流がある。支配階級の世界では「過度の誇張」に基づく否認主

義が昔から現在に至るまで使われ、核戦争の破壊的影響を軽くみている。ペンタゴン資本主

義の場合、核の冬理論を肯定すれば、「勝てる」核戦争、少なくても「優位に立てる」核戦

争戦略計画が無意味になってしまうから、核の冬理論を否定するのである。核爆発による大

気汚染によって、攻撃の的にした敵地ばかりでなく、自国も含めた世界全体が被害を受ける

ことになる。熱核反応が数年間続き、一部を除き地球上のほとんどの地が破壊され、その規

模は MAD（相互確証破壊、敵も味方も滅亡するという恐怖の均衡論）が想定する規模を上

回る。 

 昔から核兵器設置者は核戦争の破壊規模を低く見積もってきた。ダニエル・エルスバーグ

が『ザ・ドゥームズデイ・マシーン』（『世界滅亡マシン 核戦争計画者の告白』、宮前ゆかり, 

荒井雅子訳、岩波書店、2020 年）の中で指摘したように、米国の軍事戦略家の核戦争推定

死亡者数は、核の冬理論が現れる前から、現実離れした過小評価であった。意図的に核爆発

の熱風による犠牲を除外して計算した。高熱爆風が多数の死者を生み出すのに、「推計困難」

という理由で取り上げないのである。 

 しかし、エルスバーグが書いたように、すでに１９６０年代段階でも、核戦争では爆風で

死亡する人が最も多いことが予測されていた。最初の核爆発の間接的影響で戦闘国米ソ以



外の人類の三分の二の人々の生存が脅かされることは、（キューバのミサイル危機の２０年

後に最初の核の冬理論が出現するまでは）、誰も認めようとはしなかった。さらに、火災か

ら立ち昇る煤や煙の被害も取り上げられなかった。米国統合参謀本部や核戦略家たちは火

災が起きること、火災から煙が出ることを計算しなかった。普通の火災や煙のことではない。

普通の火災の場合の煙は大気下層部を漂い、降雨によって消滅する。核兵器が標的とする都

市では、爆風による大火災では煙と煤が大気上層に登って地球を包み、太陽の熱と光を遮断

するのだ。 

 各所の大火災から発生する上昇気流に乗って数百万トンの煤と煙が成層圏へ流れ込み、

それは雨に流れ落ちないで、地球を毛布で包むようになり、それが１０年間以上続く。その

ため、日照時間が短縮され、世界の平均気温が低下、農産物の収穫が激減、人類や動物はほ

ぼすべてが餓死することになるだろう。核戦争当事者でない南半球の人々も、たとえ直接的

核爆発や放射性降下物を浴びなくても、北米や（統合参謀本部はすでに直接的な影響を予測

していた）ユーラシア大陸の人々と同じように、全滅への道を辿る。 

 エルスバーグの２０１７年論文によると、核の冬理論への攻撃よりもっと悪いシナリオ

がある。米国とロシアの核戦略家たちが「大都市付近で限定的な核爆弾を投下するオプショ

ン戦術」を提起したことだ。通常兵器と同じように核を使う「限定的核の使用」なのだが、

いったん核を使用すると「限定」に収まらないだろう。たとえ限定的使用でも核の冬を招く

のに十分の量の煤と煙が成層圏にたまり、米国人とロシア人だけでなく、世界の人々を飢え

させるであろう。 

 これら世界滅亡マシーンの否認主義、すなわちペンタゴン資本主義に根づいた絶滅主義

への推進力は、初期の核の冬理論を誤りであると科学的に立証していない。そのうえ、コン

ピューターを使ったもっと精密な２１世紀核の冬研究が出現して、低レベルの限定的核戦

争でも核の冬が到来するという研究結果を発表している。核の冬理論を「過去２０年間の最

大科学的失敗２０例」の一つとしてリストアップしたディスカバー誌も、それからわずか７

年後の２００７年にその主張を否定する論文「核の冬の復活」（The Return of the Nuclear 

Winter）を掲載した。他にも、核兵器拡散に憂慮して、もしインドとパキスタンの間で１５

０メガトン級の核爆弾（広島投下原爆レベル）使用の戦争が起きた場合、その直接的死亡者

数は二次世界大戦死亡者数に相当するという論文も発表された。直接的死亡者数だから、長

期的影響による死亡者を含めると、その数はもっと大きくなる。核爆発で３～５平方マイル

の規模の火災があちらこちらに発生し、５百万トンの煙と煤が成層圏に溜まって地球全体

を覆うことになる。降雨で流れ落ちることなく、１０年間以上そういう状態が続く。日光が

遮断され、食糧生産が２０～４０％減少する。成層圏に留まる煙と煤は太陽熱を吸収し、水

の沸騰点にまで上昇し、都会上空のオゾン層が２０～５０％も減少し、人類史上例を見ない

量の紫外線 B が地上の生物に降り注ぐことになる。紫外線 B を６分浴びると大やけどし、

皮膚がんになる可能性が急増する。餓死者は２０億人を越えるであろう。 

 査読付きの権威ある専門誌にも新しい核の冬研究が次々と現れて、核大国 ― 米、露、中、

仏、英 ― の間で熱核戦争が起きたらどうなるかを研究している。米と露の二国だけで、広



島投下原爆の８０倍の威力がある戦略核兵器が数千発ある（１９５０年代、１９６０年代に

開発された核兵器の中には広島投下原爆の１千倍の威力があるものもある）。一つの核兵器

が一都市を直撃すれば、９０～１５２平方マイルの面積を覆う大火災が発生する。科学者た

ちの計算によれば、グローバルな熱核反応に起因する大火災が各所に発生し、１億５千万～

１億８千万トンの黒い炭素煤と煙が成層圏に充満し、２０～３０年間そこに留まり、北半球

に注ぐ太陽熱の７０％、南半球に注ぐ太陽熱の３５％を遮断する。日中の太陽は真夜中の月

のようになるだろう。北半球の農業地帯の平均気温が氷点下という状態が 2 年以上続くで

あろう。前の氷河期の温度より低くなる。農業の生育期の喪失が 10 年以上続き、降雨は９

０％も減少する。人類の大半が餓死する。 

 ランド研究所のハーマン・カーンは１９６０年の自著『熱核戦争論』（On Thermonulear 

War）の中で、「世界滅亡マシーン」について自分の見解を述べている。彼は核兵器装備は

平和の達成の手段にはならないと示唆しながらも、死の灰を低く評価し、限定的核兵器装備

を抑止力として肯定した。この曖昧な代替論に反対して、自身も核戦略計画者であったエル

スバーグや核の冬論者のカール・セーガンやリチャード・ターコらは、国保有国の戦略核兵

器そのものが「世界滅亡マシーン」であると、当たり前のことを言った。このマシーンは、

いったん始動すると、ほぼ確実に直接的・間接的に、地球人口の大半を消滅させると言った。 

 

核戦力均衡から米の核戦力優位追求へ 

 １９６０年代から核兵器に関してソ連と米国はほぼ同レベルであった。ソ連解体までの

冷戦期間の米ソの核戦略は MAD（相互確証破壊、つまり恐怖の均衡）基づいていた。両者

の核兵力が均衡していたので、MAD, つまり核戦争をすればどちらも滅びるという理解が

成立していた。しかし、両者の滅亡だけですまない。核の冬理論が示すように、地球上の人

間と生物のほとんどが破滅することになる。ところが、ソ連以上に資源が豊富な米国は、核

の冬理論を無視し、MAD を乗り越えて、米国の核優位を追求する道を歩み出した。冷戦初

期の米優位を再現しようとした。「核兵器均衡」では満足できず、「米核優位」へと」進んだ

のだ。「反撃」能力という抑止力ではなく、「先制攻撃」能力の誇示へと移った。この点で、

米国政府の公式軍事姿勢は、相手国が核保有国であろうと非核国であろうと、常に核による

先制攻撃を選択肢として用意していることに注目しなければならない。 

 前述した軍事戦略家のカーンは「世界滅亡マシーン」概念の導入に加えて、「カウンター

バリュー」と「カウンターフォース」という用語を造語した。「カウンターバリュー」とい

う語は、敵国の都市、住民、経済を核攻撃の対象とする全面戦争による破壊を目指すもので、

「カウンターフォース」は敵国の核施設だけを攻撃目標とし、反撃能力の破壊を目指すもの

である。 

 「カウンターフォース」戦略を最初に唱えたのはケネディ政権のロバート・マクナマラ国

防長官であった。都市や住民の攻撃をしないで核施設だけの攻撃に限定したこの戦略は、核

使用を正当化するものと、誤って解釈された。しかし、マクナマラはすぐにこの戦略の致命

的欠陥に気付いた。それは、核兵器優位を求める核軍拡競争を引き起こす。都市や住民を攻



撃しないというが、核戦争司令部はたいてい大都市の中心部にあり、都市や住民を攻撃しな

いということは不可能である。マクナマラはまもなくこの戦略を放棄し、核抑止のための唯

一の真のアプローチと考えた MAD に基づく抑止力戦略に戻った。 

 従って、１９６０年代～１９７０年代の米国の核戦略はソ連との核兵器均衡を受け入れ

た MAD に基づいていた。それが破れたのは、カーター政権最後の年であった。１９７９

年、米政府は米原子力潜水艦のヨーロッパ巡航とパーシングＩＩミサイルの配備をＮＡＴ

Ｏ に強引に認めさせた。この二つはソ連の各施設を攻撃目標にした「カウンターフォース」

であった。ＮＡＴＯのヨーロッパがこれを受け入れたことで、ヨーロッパで反核運動が高ま

った。その後、レーガン政権になって、米国はカウンターフォース戦略を全面展開した。米

本土を守る包括的対弾道ミサイル・システムの開発と称して「スターウォーズ」を導入した。

しかし、後にそれは「非実用的」として放棄し、他の対弾道ミサイル・システムへ移った。

ソ連のミサイルが発射される前にそれを破壊する「カウンターフォース」であるＭＸ（後の

ピースキープ）ミサイルの開発を進めた。これらの「カウンターフォース」兵器はすべて先

制攻撃でソ連の「首と切り落とし」、生き残ったソ連が反撃として発射するミサイルをミサ

イル迎撃システムで撃ち落とす戦略であった。この「カウンターフォース」兵器は「カウン

ターバリュー」のように都市や住民を含む全面破壊を目指すものではないのが建前だから、

その命中度は高度に正確でなければならなかった。地下ミサイル基地、地上を移動するミサ

イル発射台、原子力潜水艦、統合指令本部への命中精度が高いものでなければならなかった。

その点で米国は技術的に優位であった。 

 １９８０年代に欧米で反核反戦運動と、冒頭で言及したトンプソンの「絶滅主義」論や、

核の冬に関する科学的研究が生まれたのは、この１９７９年から始まった米国の核兵器増

強と、核弾頭を搭載するミサイル運搬システムをヨーロッパで建設する動きに対してだっ

た。それから４０年経過した現在でも、軍備管理協会のジャンヌ・ノーランによれば、米国

の核兵器優位を狙う方針は変わらない。 

 １９９１年にソ連邦が解体して冷戦が終わった途端、１９９２年ブッシュ政権のポー

ル・ウォルフォウィッツ国防副長官が「国防改革指針」（Defense Policy Guidance）を発

表した。ソ連解体後の一極体制の中で米国の世界的優位を永続させる指針であった。これ

は、旧ソ連の衛星諸国を西側の支配又は影響下に入れてロシアの再興を阻止する地政学的

戦略、及び核軍縮という世界的風潮の中でボリス・エリツィン政権下のロシアの核兵器劣

化というチャンスを捉え、米国の核兵器開発を進め、核兵器優位性を獲得するという戦略

を推進することであった。既存兵器を最新的技術で改善した戦略兵器へと置き換えていっ

た。もはや抑止力向上ではなく、核兵器優位性を高める方針であった。 

 こういう冷戦後の米国の核兵器先鋭化政策は、当時の核兵器政策に関する論争の中で、

「最大主義」（maximalist）戦略と呼ばれ、MAD に基づく「最小主義」（minimalist） 

戦略を主張する人々から反対された。この論争では「最大主義」が勝利した。ウクライナ

を最終的地政学的戦略の中心とする NATO の東進、米の核兵器絶対的優位性と先制攻撃

能力の確立という二つで特徴づけられる新世界秩序（the New World Order）が成立し



た。 

 ２００６年にケイル A. リーバーとダリル G. プレスは「米の核優位性の確立 ― 核抑

止力時代の終了」（The Rise of U.S. Nuclear Primacy）という論文をフォーリン・アフェア

ズ誌（外交問題評議会の機関誌）に発表した。二人は、米国が冷戦後の目的である「核兵

器優位性あるいは先制攻撃能力の達成」をほぼ実現した、と述べた。「様々な証拠から判

断すると、米政府の核兵器優位性追求が実現したと言える」。 

 これは、冷戦後米国が核兵器の近代化と新型核兵器開発に力を入れてきた結果である。

核装備巡航ミサイル、敵国付近の海から核ミサイルを発射できる原子力潜水艦、核ミサイ

ルや核重力爆弾を装備した低空飛行 B-52 ステルス爆撃機などは、ロシアと中国の防衛ラ

インを容易に突破できる兵器である。命中精度が高い大陸間弾道ミサイルは敵国の地下サ

イロのミサイル格納庫や頑丈に防御されたミサイル基地を破壊することができる。人工衛

星などを使った高度な監視システムは敵国の移動式地上発射ミサイルや原子力潜水艦の位

置を正確に把握する。その一方で、米国原子力潜水艦に導入された精密度が高いトライデ

ントＩＩＤ－５ミサイルは、相手国の頑丈なサイロや基地を完全破壊できる強力な核弾頭

を運ぶことができる。また、米国は敵国の移動性地上発射ミサイル台の位置や原子力潜水

艦の位置やその他すべての軍事行動を感知できる先進的なリモート・センシング技術を開

発した。相手国の核施設やそれに指令をだす本部や人工衛星を攻撃目標にできるために、

相手国のミサイル配備能力を大きく弱めることができた。最近ＮＡＴＯに加盟した国々の

ロシア国境近くに戦略兵器を配備 ― 例えば米国はポーランドとルーマニアに核装備トマ

ホーク巡航ミサイルなどの攻撃用兵器を発射できるイージス弾道ミサイル・システムを設

置した ― のは、ロシアに反撃の時間を与えないで、素早くロシアを攻撃できる能力を高

めた。攻撃を受けたロシアが残る核戦力で反撃するのを見越して、核ミサイル防御システ

ムでロシアのミサイルを撃ち落とすという戦略である。（但し、いくら優秀なミサイル防

御システムがあっても、非常なたくさんのミサイルやおとりのミサイルが飛んでくる先制

攻撃があった場合には、それは役に立たない。）最近米国は敵国のミサイル基地や司令部

を攻撃する高精度の非核航空宇宙兵器を開発し、大量に生産した。非核兵器だが、人工衛

星を使った命中精度が非常に高い兵器で、破壊力では核兵器に匹敵する。前述のリーバー

とプレスの２００６年論文によれば、「今後１０年間で中国が米国の各核兵器優位に対す

る十分な抑止力を達成できる可能性は低い」とあり、同じようにロシアの核抑止力も疑問

であると書いている。「我々が調べた結果、ロシアの指導者はもはや自国の核抑止力を当

てにすることができない」と書き、米に関しては「近代的軍事技術のあらゆる面で、通常

兵器でも核兵器でも、優位性を追求している」と書いた。いわゆる「エスカレーション・

ドミナンス」1である。 

 ２０１０年、米露の間で新戦略兵器削減条約（New START Treaty）が結ばれて核兵器制

限を約束し合ったが、相手国の兵器を破壊する「カウンターフォース」兵器の近代化競争の

 
1 通常兵器と核兵器の両分野の向上で絶えず優位に立つこと。 



ブレーキにはならなかった。むしろ、兵器数制限は米国が優位にたっている「カウンターフ

ォース」戦略をより現実的なものにした。何故なら、核攻撃を受けても反撃できる能力を保

持するためには、攻撃に耐える丈夫な核施設以外には、核兵器の数の多さがあるからだ。  

 核優位を目標にした米国は、冷戦中に結んだ核兵器制限条約から一方的に撤退した。２０

０２年、ブッシュ政権のとき、米は ABM 条約（弾道弾迎撃ミサイル制限条約）から一方的

に撤退した。２０１９年、トランプ政権のとき、米は、ロシアの条約違反を口実にして、中

距離核戦力全廃条約を破棄した。２０２０年、同じくトランプ政権のとき、米はオープンス

カイ条約（領空開放条約）（他国の上空を偵察飛行することを制限する条約）から撤退し、

その翌年ロシアも撤退した。これらの条約撤退は核兵器優位政策を推し進めるためであっ

たのは言うまでもない。 

 ロシアも、米国に対抗して核兵器近代化に努力したが、「カウンターフォース」能力の点

では、明らかに米国に後れをとっている。ロシアの核戦略は、米国の優位な核能力への恐怖、

ロシアの抑止力、反撃能力を破壊する米の先制攻撃に対する恐怖に決定づけられたもので、

基本的にしっかりした核抑止力を再構築することだった。２０２０年にコロンビア大学の

サルツマン戦争と平和研究所のシンシア・ロバーツが「ロシアの核抑止戦略の事実」

（Revelations About Russia’s Nuclear Deterrence Strategy）という論文で書いたように、ロ

シアは、米が通常兵器及び核兵器をどんどん向上させているのは「ロシアの抑止力を無力に

するため、核攻撃の後の反撃する力をゼロにする作戦」と見ている。つまり、先制攻撃でロ

シアの「首をはねて」（decapitation）核抑止力を完全ゼロにする戦略だと捉えている。米国

が「最大主義」核戦略に基づいて「核の先制使用と段階的エスカレーション」の脅威で優越

的位置を維持しているのに対して、ロシアは「抑止力を失った場合は総力戦で」対抗すると

して、いまなお MAD 論に立脚している、と書いている。 

 しかし、最近ロシアと中国も戦略的武器技術とシステムの点でかなり躍進したようであ

る。米国の先制攻撃力の向上のためにロシアと中国の抑止力が無力化されていることに対

処して、両国は非対称的戦略兵器システムを開発して、米のミサイル防衛システムと命中精

度の優位性に太刀打ちしている。大陸間弾道ミサイルには脆弱性がある。大陸間弾道ミサイ

ルは極超音速 ― 普通マッハ５，つまり音速の５倍の速さ ― で飛び、大気圏へ再突入し

てからは、一般の弾丸と同じように予測される弧を描いて落下する。従って、着弾点が予測

されるので、奇襲性がない。だから、理論的には対弾道ミサイルで迎撃することが可能であ

る。また大陸間弾道ミサイルを地下サイロ格納庫に隠しても、米国には人工衛星に誘導され

る高精度の核又は非核ミサイルがあるので、容易に標的にされる。このような米国の高度な

攻撃力脅威のためにロシアと中国の抑止力が無力化される。そのために両国は、米国に最終

的な標的を悟られないように、また米国のミサイル迎撃をかわせるように、空気力学を操作

して動く極超音速ミサイルを開発した。ロシアのキンジャールと呼ばれるミサイルはマッ

ハ１０以上の高速なので、米国の迎撃ミサイルより速い。また、ロケット打ち上げのアバン

ガルド・ミサイルはマッハ２７という驚くべきスピードである。中國が開発した「ウエーブ・

ライダー」巡航ミサイルの速度はマッハ６で、中国の民間伝承から名を借りて「暗殺者の棍



棒」と呼ばれている。高技術兵器を持つ敵を倒す棍棒という意味である。米国が人工衛星の

誘導でミサイルの命中精度を高めているのに対し、ロシアと中国は米国の人工衛星を破壊

する「宇宙兵器」を開発している。 

 たしかに米国は、核兵器でも通常兵器でも、今のところ優位に立っているが、他の核大国

も開発技術があるため、米だけが優位性を今後も維持できるとは限らない。それよりも、そ

もそも核兵力競争そのものが分別のない狂気で、MAD シナリオが予測する破局よりももっ

ともっと大きい破壊をもたらす熱核大火災で人類の生存を脅かすのだ。大火災から発生す

る煤と煙が成層圏に充満して地球を包み、人類の大半を絶滅させる恐れがある。 

 こういう恐るべき絶滅危機が予測されるので、全面的核戦争で勝利することを第一義と

する米国の核姿勢は本当に恐ろしい。大火災の発生、太陽光線が煤と煙で遮断される核の冬

否定する核姿勢である。核兵器優位を追求する核姿勢はまさに MAD を本当の mad(狂気)

にする政策である。 

エルスバーグは次のように書いている。「斬首先制攻撃を完璧に行えば、核爆弾の応酬に

よる相互破滅を回避できるとする米国の戦略家の希望には、何の根拠もない。それどころか、

米国とソ連（今はロシア）の核戦争は両者の破壊だけに終わらず、世界全体を破滅させる核

の冬とグローバル皆殺し（global omnicide）という大破局になることは必至であったし、今

はますますそうである。」 

 

新冷戦とヨーロッパ 

 

 「絶滅主義に関するメモ」の中で、１９８０年代のヨーロッパの核軍縮運動の指導者であ

ったトンプソンは、当時のヨーロッパで戦争マシーンとほぼ自動的に活動する技術規範

（technological imperative）2の産物としてヨーロッパの核兵器軍縮運動が起こったと説明

している。この論文は、東西両陣営の核軍拡競争を前提にして、西側の軍縮運動と東側の軍

縮運動を結び付ける戦略だと主張している。この主張は、トンプソンが論文の中で米国の核

優勢政策という攻撃的姿勢を指摘したことに矛盾している。彼は、米国がソ連を攻撃目標に

して「カウンターフォース」兵器を挑戦的に開発・増強し、それをソ連近くに設置している

ことを指摘したのだった。１９８２年９月号の『マンスリー・レビュー』で、ハリー・マグ

ドフとポール・スウィージーは「核のチキンレース」（Nuclear Chicken）3と題する論文を書

き、トンプソンの矛盾点を批判した。二人は、NATO の東進戦略と核及び非核戦力の優位

性で他国を圧迫することでロシアの大国的地位を崩して、米の帝国主義的地位を確立しよ

うとすることこそが、チキンレースの根源であると書いた。 

 
2 科学にまつわる因果律みたいなもので、科学技術に関する「知」が、必要・不必要、善・悪

を越えて、実用化されるという説。 

3 「チキンレースというのは、向かい合った車で相手方めがけて突進し、先に怖くなって避け

た方が負けになる、競争。 



 トンプソンとダン・コーエン編集の『抗議と生存』（Protest and Survive）の１９８１年米

国版の序文で、エルスバーグは、１９４９年から始まった米国の核先制攻撃によって他国を

威圧する帝国的戦略事例を具体的に例示している。現在までにその例は２５件にのぼる。そ

れは、核兵器で他国を脅迫し押さえ付ける道具として利用するのが米国の外交政策の基本

になっていることを証明している。現在の米国の核兵器優位性の開発は、ロシアと中国を標

的にして進められている。かつてマグドフとスウィージーが「核のチキンレース」と呼んだ

ものは米国が仕掛けたレースで、それが今の続いているのだ。 

 カーター政権の国家安全保障担当補佐官で、冷戦後の NATO 東進を推し進めたズブグネ

フ・ブレジンスキーなどの人物の指導で、米国務省はユーラシア大陸における米国の地政学

的ヘゲモニーを追求し続き、ユーラシアを「大きなチェス盤」と呼んだ。ブレジンスキーに

よれば、チェックメイトになるのはウクライナをロシアに対する戦略的同盟に組み入れる

ことだった（ブレジンスキーは用心深くウクライナに核兵器を配置するとは言わなかった）。

このチェックメイトは、大国ロシアの消滅、ロシア連邦を幾つかの小国に分裂させることを

意味していた。それが実現できると、米国のグローバルな優位性は固まるのだ。冷戦後の世

界で米国の一極的影響力を恒久的な世界帝国にするために、NATO の東進が必要だった。

NATO の東進はクリントン政権時代の１９９７年から始まり、西ヨーロッパとウクライナ

の間の国々を次々と NATO に組み込み、最後のウクライナがロシアの心臓を突き刺す短剣

として残っていた。この NATO 東進と核兵器優位政策は並行して進められた。この二つは

一つであった。 

 だから、NATO がウクライナへと軍事的拡大を図ろうとする中で、ロシアが国家安全措

置を考えるのは当然の成り行きであった。かつてのワルシャワ条約諸国やソ連邦の一部で

あった１１カ国が NATO に統合され、NATO 軍事基地がおかれてから１０年経ち、『フォ

ーリン・アフェアズ』に米国の核兵器優位が特集されて１年たったとき、プーチン大統領は

「世界の一極的支配は受け入れられないし、一極支配は不可能である」とミュンヘン安全保

障会議で明確に宣言して、世界を驚かせた。しかし、ブレジンスキーが「ユーラシア大陸の

地政学的中軸」と呼んだウクライナの NＡＴＯ化を目指し、それによってロシアを致命的に

弱体化させるという長期戦略に沿って、２００８年のブカレスト・サミットでＮＡＴＯはウ

クライナを軍事同盟国にするとはっきりと表明した。 

 ２０１４年米国が画策・指導したマイダン・クーデターで、民主主義的選挙で選ばれた 

大統領を追放し、ワシントンが選んだ指導者を大統領に据え、ウクライナを右翼・超国家主

義的勢力の手に渡した。それに対抗して、ロシアは、クリミアでウクライナからの独立また

は自立を志向しているロシア語話者住民に、ウクライナ国民かロシア国民かという選択を

する住民投票をやらせて、クリミアを併合した。クーデター（「カラー革命」とも呼ばれて

いる）後、新ウクライナ政府の東部ドンバス地方住民への暴力弾圧が激しくなり、その結果

ウクライナ政府軍（米国支援）とドンバス地方の二つの自治共和国（ドネツク共和国とルハ

ンスク共和国（ロシア支援）の間のウクライナ内戦となった。内戦初期だけで１４０００人

が死亡した。この内戦をめぐる和平合意が２０１４年にミンスク合意として成立した後も



紛争は８年間燻り続けた。ミンスク合意は停戦とウクライナ政府がドンバス地方の自治権

を尊重するという内容だった。しかしウクライナ政府によるドンバス地方への攻撃が続き、

２０２２年２月には政府軍は１３万人の兵をドンバスとの境に展開して砲撃を行った。 

 ウクライナ危機が激化する中で、プーチンは越えたらロシアとの戦争になるぞと警告す

るレッドラインを出した。１）ミンスク合意（ロシア、ウクライナ、フランス、ドイツが署

名し、国連安保理が支持）を遵守し、合意内容に沿ってドネツクとルハンスクの自治と安全

を保障すること、２）ＮＡＴＯはウクライナへ兵器を供給して軍事国家化するのを止めるこ

と、３）ウクライナはＮＡＴＯに加盟しないこと、の３点であった。しかし、ＮＡＴＯは、

米国に押されて、レッドライン無視を続けた。ＮＡＴＯは軍事支援を強化し、ウクライナ政

府は東部への軍事攻撃をエスカレートさせた。ロシアはこれを事実上のウクライナのＮＡ

ＴＯ化と解釈した。 

  ２０２２年２月２４日、ロシアはウクライナ内戦に介入した。ドンバス住民を支援する

軍を出動させ、ウクライナ軍を攻撃した。２月２７日、ロシア政府は冷戦後初めて核戦力を

厳戒態勢にし、グローバル核戦争の可能性を世界に突きつけた。かつてのような資本主義体

制と非資本主義体制の間の戦争でなく、資本主義大国間の核戦争である。米国のジョー・マ

ンチン上院議員（民主党）などの政治家要人は、米国政府にウクライナ上空を飛行禁止区域

にすることを要求している。これはロシアの飛行機を撃墜することで、事実上の第三次世界

大戦への拡大である。 

 

絶滅主義の二方向 

 

 気候変動を人類の生存を脅かす危機と見るのは、富者と権力者を除いて、今日では定着し

た考え方である。化石燃料依存の資本主義的拡大が続けば、産業文明が崩壊し、人間や生物

の生存を不可能にする。これが我々の時代における環境絶滅主義の意味するものだ。今後数

十年の間に生産システムを根本的に変革しないと絶滅へと向かう。IPCC（国連気候変動に

関する政府間パネル）によれば、世界平均気温上昇を産業革命前の水準と比べて１．５℃（ま

たは２．０℃）以下にするためには、２０５０年までに二酸化炭素排出量をネットゼロにし

なければならない。達成できなければ人類や他の生物の棲み処としての地球環境が破滅す

る。 

 気候変動は地球の限界（planetary boundaries）を超える生態学的危機の一部である。他

にも、種の絶滅、成層圏オゾン層減少、海水酸性化、窒素・リン循環混乱、草原や森林の

喪失、砂漠化に伴う淡水資源の枯渇、大気エアゾル浮遊、未知物質誕生（新合成化学物質

や新遺伝型）なども、気候変動と並んで、資本主義的生産様式がもたらす危機である。こ

れに加えて、最近大問題になっている新型コロナウィルスのような動物原性感染症があ

る。コロナウィルスはアグリビジネスが人間と環境との関係を大変容させた結果生まれた



危機である4。  

 気候変動が現在のグローバルな生態系危機の中心であることには変わりがない。核の冬

と同じように、文明と人類の存続を脅かす危機である。IPCC の気候変動とその影響に関

する最新のレポート（２０２１～２０２２年）は、最も楽観的なシナリオでも、今直ぐ対

策を講じなければ、数十年後には数十億人の人がこれまで経験したことがない極端な異常

気象で生活できなくなる、と予測している。この危機へのグルーバル対応を作り出すため

には、労働者階級と市民の前例のないような大規模な運動が必要だろう。資本主義体制に

よって破壊された生活条件を取り返し、実質的平等に基づいたエコロジー的で維持可能な

世界を創造する広範な人民闘争が必要である。 

 実に皮肉なことに、早急に革命的な規模の手を打たないと人類社会が気候変動で破壊さ

れるという IPCC 報告が発表されたのは、２０２２年２月２８日、つまり、NATO の挑発

に乗ったロシアがウクライナ内戦に介入する軍事侵攻を開始して世界に核戦争の危機を震

撼させた４日後であった。これによって世界は二酸化炭素による皆殺し（carbon 

omnicide）というグローバルな生存危機の心配から、かつての核戦争による皆殺し

（nuclear omnicide）へと引き戻された。 

 世界は核大国間の核戦争の可能性に注意を向けるようになったとはいえ、そこには科学

が予測する核の冬という地球的規模への危機感はないようである。地球温暖化と核の冬

は、それぞれ起源が異なるとはいえ、異常気象で人類と生物を滅ぼすという点で共通して

いる。地球温暖化は数十年後に人類にとってノー・リターン地点をもたらし、核の冬は地

球冷却化により数十年で人類の大半を飢え死にさせることになる。気候変動を否認する権

力者たちは、同じように核の冬理論を否定して、限定核戦争を戦術的に考慮している。 

 現在我々は、絶滅主義かそれとも人間としてエコロジーへの責務を担うべきかの岐路に

立っている。地球温暖化と核戦争という二つの存在論的危機を引き起こす病原体は資本主

義、すなわち限られた地球環境の中で幾何学級的な富の蓄積と帝国主義的覇権を求める資

本主義である。この人類生存危機に対する唯一の対応は、エコロジーと平和を基礎とする

全面的な革命運動であろう。地球と地球に生存する生命体を徹底的に破壊する力を滅ぼし

て、実質的平等とエコロジー的維持可能な世界をオールタンティブとして提起する革命運

動、即ち本当の社会主義運動である。 

 
4 あるいは、核と同じように、生物化学兵器関発という軍事技術研究から生まれたという

説もある。 


