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ホーム» 2022 » 1⽉» 31 »ロシア連邦の⼤統領と市⺠への全ロシア将校会議の演説

⼤統領とロシア連邦市⺠への全ロシア将校会議の訴え

 

 

 

「全ロシア将校会議」の議⻑であるイヴァショフ・レオニード・グリゴリエヴィッチ准将は、ロシア連邦の⼤統領
と市⺠に「戦争の前夜」の訴えを書いた。

 

全ロシア将校会議の演説

ロシア連邦の⼤統領と市⺠に

今⽇、⼈類は戦争を⾒越して⽣きています。そして戦争は、必然的な⽣命の喪失、破
壊、⼤勢の⼈々の苦しみ、通常の⽣活様式の破壊、国家と⼈々の⽣命システムの侵害で
す。⼤きな戦争は⼤きな悲劇であり、誰かの重⼤な犯罪です。たまたま、ロシアがこの
差し迫った⼤惨事の中⼼にいたのです。そして、おそらく、これはその歴史の中で初め
てです。 

以前は、ロシア（USSR）は強制的な（正義の）戦争を⾏い、原則として、他に⽅法が
ない場合、国家と社会の重⼤な利益が脅かされていました。

そして、今⽇のロシア⾃体の存在を脅かすものは何ですか、そしてそのような脅威はあ
りますか？確かに脅威があると主張することができます-国はその歴史を完成させる⼨
前です。⼈⼝動態を含むすべての重要な分野は着実に悪化しており、⼈⼝の絶滅率は世
界記録を破っています。また、劣化は本質的に全⾝的なものであり、複雑なシステムで
は、要素の1つが破壊されると、システム全体が崩壊する可能性があります。

そして、これは、私たちの意⾒では、ロシア連邦への主な脅威です。しかし、これは国
家のモデル、権⼒の質、社会の状態から発せられる内的性質の脅威です。そして、その
形成の理由は内部的なものです：国家モデルの実⾏不可能性、権⼒と⾏政のシステムの
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完全な無能⼒と専⾨性の⽋如、社会の受動性と混乱。この状態では、どの国も⻑⽣きし
ません。

外部の脅威に関しては、それらは確かに存在します。しかし、私たちの専⾨家の評価に
よれば、それらは現在重要ではなく、ロシアの国家の存在、その重要な利益を直接脅か
しています。全体として、戦略的安定性は維持されており、核兵器は信頼できる管理下
にあり、NATO軍は増強しておらず、脅迫的な活動を⽰していません。

したがって、ウクライナ周辺で混乱している状況は、まず第⼀に、ロシア連邦を含むい
くつかの内軍にとって、本質的に⼈⼯的な傭兵です。ロシア（エリツィン）が決定的な
役割を果たしたソ連の崩壊の結果として、ウクライナは独⽴国家、国連加盟国になり、
アートに従いました。国連憲章の51は、個⼈および集団の防衛に対する権利を有してい
ます。

ロシア連邦の指導部は、DPRとLPRの独⽴に関する国⺠投票の結果をまだ認識していま
せんが、ミンスクの交渉プロセス中を含め、公式レベルでは、ウクライナへの領⼟と⼈
⼝の帰属を強調しました。 。

また、DPRやLPRとの特別な関係を選び出すことなく、キエフとの正常な関係を維持し
たいという願望についても、⾼いレベルで何度も⾔われています。

南東部地域でキエフが⾏った⼤量虐殺の問題は、国連でもOSCEでも提起されていませ
んでした。当然のことながら、ウクライナがロシアにとって友好的な隣国であり続ける
ためには、ロシアの国家モデルと権⼒システムの魅⼒を⽰す必要がありました。

しかし、ロシア連邦は⼀つにはならず、その開発モデルと国際協⼒の外交政策メカニズ
ムは、ほとんどすべての隣⼈を撃退しました。

ロシアによるクリミアとセヴァストポリの買収と国際社会によるロシアとしてのそれら
の⾮認識（したがって、世界の圧倒的な数の州は依然としてそれらをウクライナに属す
ると⾒なしている）は、ロシアの外交政策の失敗を説得⼒を持って⽰しています、そし
て国内の魅⼒がない。

最後通告と⼒の使⽤の脅威を通じてロシア連邦とその指導部を「愛する」試みは無意味
で⾮常に危険です。

ウクライナに対する軍事⼒の使⽤は、第⼀に、国家としてのロシア⾃体の存在に疑問を
投げかけるでしょう。第⼆に、それはロシア⼈とウクライナ⼈を永遠に致命的な敵にす
るでしょう。第三に、⼀⽅と他⽅に数千⼈（数万⼈）の若くて健康な死んだ男がいるで
しょう。これは確かに私たちの死にゆく国の将来の⼈⼝動態に影響を及ぼします。戦場
では、これが起こった場合、ロシア軍は、多くのロシア⼈がいるウクライナの軍⼈だけ
でなく、多くのNATO諸国からの軍⼈と装備にも直⾯し、同盟の加盟国は宣戦布告する
義務がありますロシアとの戦争。

トルコ共和国⼤統領R.エルドアン⾸相は、トルコがどちらの側で戦うかを明確に述べま
した。そして、2つのトルコの野戦軍と艦隊がクリミアとセヴァストポリを「解放」
し、おそらくコーカサスに侵⼊するように命じられると想定することができます。  

さらに、ロシアは間違いなく平和と国際安全保障を脅かす国のカテゴリーに含まれ、最
も厳しい制裁の対象となり、世界社会のパリアになり、おそらく独⽴国家の地位を奪わ
れるでしょう。

⼤統領と政府、国防省はそのような結果を理解することを怠ることはできません、彼ら
はそれほど愚かではありません。  

疑問が⽣じます：戦争の瀬⼾際に緊張を引き起こし、⼤規模な敵対⾏為を解き放つ可能
性のある真の⽬標は何ですか？そして、党によって形成された軍隊のグループの数と戦
闘構成が存在するだろうと⾔います-それぞれの側から少なくとも10万⼈の軍⼈。東の
国境を露出しているロシアは、フォーメーションをウクライナの国境に移している。
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私たちの意⾒では、国の指導者は、それが組織的な危機から国を導くことができないこ
とを認識しており、これは寡頭制の⽀援を受けて、国⺠の蜂起と国の権⼒の変化につな
がる可能性があります、腐敗した当局者、誘惑されたメディアおよび治安部隊は、ロシ
アの国家の最終的な破壊と国の先住⺠の絶滅のための政治的路線を活性化することを決
定しました。  

そして戦争は、反国家的権⼒をしばらく維持し、⼈々から盗まれた富を守るために、こ
の問題を解決する⼿段です。他の説明を提案することはできません。      

ロシア連邦⼤統領から、私たちはロシアの将校であり、ロシア連邦が⻄側の合同軍に対
して単独で戦う戦争を誘発するという刑事政策を放棄し、芸術の実施のための条件を作
り出すことを要求します。ロシア連邦憲法の3と辞任。

私たちは、すべての退役軍⼈および退役軍⼈、警戒し、組織化され、全ロシア将校会議
の要求を⽀持し、プロパガンダに積極的に反対し、戦争を解き放ち、内戦を防ぐことを
勧告して、ロシア市⺠に訴えます。軍事⼒の使⽤との対⽴。

「全ロシア将校会議」（OOS）の議⻑であるイヴァショフ・レオニード・グリゴリエ
ヴィッチ准将は、「OOS評議会の訴え」「戦争の前夜」に対する国⺠の反応について
次のように述べた。

このアピールについてご意⾒をお聞かせください。

OOS評議会議⻑のペトロフV.P.⼤佐 そして私はこの訴えを⽀持し、理事会に代わってそ
れを⽀持することを提案します。
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1 バイキング61 2⽉4⽇ [素材] 

同意。スラヴ⼈の間の戦争の挑発者は歴史の中で堕落するでしょ
う。平和的な権⼒の通過が必要であり、それは⻑い間延期され、熟
れすぎています

117 vhenschel  /06/2022 [資料] 

誰に ︖

278 グラムステーション  [素材] 

誰にも。プーチンは必須ではありません。彼は彼らに（不可⽋な）ように⾒えるようにすべて
をしましたが。

297verykindh 2022年2⽉7⽇ [資料] 

私は質問があります、彼が彼⾃⾝のためにその出版に同意する前に、将軍は「訴え」のテキストを
読みましたか︖

 「訴え」から︓
    「外部の脅威に関しては、それらは確かに存在します。しかし、私たちの専⾨家の評価によれ

ば、それらは現在重要ではなく、ロシアの国家の存在、その重要な利益を直接脅かしています。」
 同じ将軍ですが、2008年に︓  

   「ズビグネフ・ブルゼジンスキーでさえ、私たちの国を強⼒なユーラシアの巨⼈から地域のアジ
アの国家に変えるために、⽶国はウクライナとベラルーシをロシアから引き離す努⼒を集中すべき
だと書いた。」

    「彼らは、ウクライナの領⼟での敵対⾏為の開始を誘発するために、私たちを互いに押し付けよ
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