＜資料＞ アジェンダ・プロジェクト京都 「ウクライナに平和を！」千田悦子さん講演会
2022 年 6 月 25 日（土）
◆進行：
18:30 開始
18:35 千田悦子さんのお話
20:00 休憩
20:05 質疑応答
20:30 頃 終了
◆ウクライナ地図（東京新聞 4 月 1 日より）

◆現在の避難民
UNHCR によると 2022 年 6 月 13 日現在で、
・2 月 24 日以降、ウクライナから近隣国に避難した人の数は、750 万人以上
・今回の紛争以前にウクライナで支援を必要としていた人の数は 290 万人
・ウクライナの国内避難民の推計 700 万人以上
※ウクライナの人口は、約 4159 万人（2021 年、ウクライナ国家統計局、クリミアを除く）
◆ロシア・ウクライナ年表
1991 年 12 月 ソビエト連邦崩壊、ウクライナは歴史上初めて独立国家に。
1994 年 12 月 ウクライナはソ連から継承した核兵器を放棄。米英ロが同国の安全保障を約束。
（ブダペスト覚書）
第 1 次チェチェン紛争（〜96 年）
1999 年 9 月
第 2 次チェチェン紛争勃発
12 月
ロシア・エリツィン大統領が辞任。首相のプーチンが大統領代行に。
2000 年 5 月 ロシアでプーチンが大統領に
2003 年 11 月 ジョージア（グルジア）で「バラ革命」勃発
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2004 年 11 月
2008 年 8 月
2010 年 2 月
2014 年 2 月
3月
9月
2015 年 2 月
2019 年 5 月
2021 年 6 月
9月
12 月

ウクライナで「オレンジ革命」
、親欧米のユシチェンコが大統領に
ロシア軍のジョージア侵攻。ロシアが南オセチア・アブハジアの独立を一方的に承認。
ウクライナでロシア寄りのヤヌコヴィッチが大統領に
「マイダン革命」 ヤヌコヴィッチはロシアに亡命
ロシアがクリミアを「併合」
ウクライナ東部で政府軍と親ロシア系武装勢力との間で紛争激化（ドンバス紛争）
OSCE（全欧安保協力機構）の仲介で停戦合意（ミンスク１）⇒破綻
独仏の仲介で停戦合意（ミンスク２） これも事実上、破綻状態に
ゼレンスキーが大統領に。EU や NATO 加盟を目指すことを表明。
バイデンとプーチンが対面で米ロ首脳会談（2018 年以来）
⿊海で⽶軍とウクライナ軍を中⼼に 32 カ国参加の大規模軍事演習。自衛隊も参加。
ロシア・ベラルーシ軍がウクライナ国境付近で合同演習（2022 年 2 月も）
オンラインで米ロ首脳会談

◆ロシア軍のウクライナ侵攻をめぐる動き（日付は現地時間） ※朝日新聞などを参考にしました

【2022 年】
2/21 ロシアのプーチン大統領が、ウクライナ東部で親ロシア派組織が名乗る「ドネツク⼈⺠共和国」
と「ルガンスク⼈⺠共和国」の独⽴承認の大統領令に署名
2/23 ゼレンスキー大統領がウクライナ全土に非常事態宣言
2/24 早朝、プーチンがウクライナ東部での「特別軍事作戦」の実施を発表。首都キーウ（キエフ）
などへのミサイル攻撃や空爆が始まる
ゼレンスキーが戦時体制の導入を宣言
ロシア軍がチェルノブイリ原発を占拠
2/25 国連安全保障理事会でロシア非難決議を採決、ロシアが拒否権を行使
2/26 EU と米英などが国際送金システムを担う SWIFT（国際銀行間通信協会）からロシアの銀行を
締め出す制裁で合意
2/27 プーチンが核を含めた戦力を「特別態勢」にするよう命令
2/28 ベラルーシのホメリ地方で 1 回目の停戦協議
3/1 ロシア軍がウクライナ第 2 の都市ハルキウ中心部やキーウのテレビ塔を攻撃
3/2 国連総会緊急特別会合でロシア非難決議採択。賛成 141、反対 5、棄権 35、無投票 12
3/3 国際パラリンピック委員会が、翌日開幕の北京冬季大会にロシアとベラルーシ選手の参加を認め
ないことを決定
ロシア軍が南部ヘルソンを制圧。ベラルーシ⻄部で 2 回目の停戦協議。「人道回廊」の設置で合意
3/4 ロシア軍が南東部のザポリージャ原発を攻撃
ロシアで「偽情報を流した」と当局がみなした記者らに最大 15 年の禁錮刑を科す改正法が成立
3/6 ロシア軍がハルキウの核研究施設を攻撃
3/7 ベラルーシ⻄部で 3 回目の停戦協議
3/10 ロシアとウクライナの外相がトルコで会談
3/11 米国がロシアの貿易面の「最恵国待遇」撤廃を表明。日欧も追随
3/14 4 回目の停戦協議がオンライン形式で始まる
ロシア国営テレビの編集者が生放送で「戦争反対」を訴える
3/15 中欧 3 カ国の首脳が戦地のキーウを訪問
3/16 ゼレンスキーが米議会でオンライン演説。米国は軍事支援追加を表明
3/19 ロシア国防省が極超音速ミサイルの使用を発表
3/21 ロシア外務省が日本との平和条約交渉を「継続する意思はない」と発表
3/23 ゼレンスキーが日本の国会でオンライン演説
3/24 国連総会緊急特別会合でロシア非難決議を再び採択。賛成 140、反対 5、棄権 38
3/25 ロシア軍参謀本部のルツコイ作戦本部⻑がウクライナ東部での作戦に集中する意向を表明
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3/26 バイデンがポーランドで演説。プーチン氏を「権力の座にとどまり続けてはいけない」と批判
3/29 トルコで 5 回目の停戦協議。ウクライナ側は軍事同盟に入らない代わりに、自国の安全保障に
関する国際条約の締結を提案。ロシア側はキーウなどへの攻撃を「劇的に減らす」と表明
4/2
ウクライナ側がキーウ州全域が「解放された」と表明
4/3
キーウ近郊のブチャなどで⺠間⼈の殺害が判明
4/5
EU が石炭の輸入禁止などの追加制裁の方針を表明
4/6 米国がロシア最大手銀行などへの追加制裁を発表
4/7
国連総会がロシアの人権理事会理事国の資格停止決議を採択。賛成 93、反対 24、棄権 58
G7 が石炭の輸入禁止を含む制裁を進める首脳声明を発表
4/8
岸田首相が追加制裁を表明。在日ロシア大使館の職員ら計 8 人の国外退去求める
4/14 国際刑事裁判所（ICC）がこの日までにブチャとボロジャンカを訪問。
4/16 ゼレンスキーがマリウポリの兵士が全滅なら停戦交渉を打ち切る考えを示唆
4/21 ロシアのショイグ国防相がマリウポリを掌握したとプーチンに報告。プーチンはウクライナ兵
が⽴てこもり、市⺠が避難する製鉄所「アゾフスターリ」への攻撃の中⽌と封鎖を命じる。
4/24 ⽶国のブリンケン国務⻑官とオースティン国防⻑官、キーウを訪問しゼレンスキーと会談。武
器購入のための新たな支援などを約束
4/26 グテーレス国連事務総⻑がモスクワでプーチンと会談。マリウポリの「アゾフスターリ」から
の市⺠避難に国連などが関与することに「原則として合意」
4/28 グテーレスがブチャなどを訪問。キーウでゼレンスキーと会談し、ロシアの侵攻が「領土保全
と国連憲章に違反」と強調。
4/30 「アゾフスターリ」から市⺠の避難が始まる
5/4
EU がロシアへの追加制裁として、ロシア産石油の輸入を禁止する方針を表明
ロシア外務省、岸田首相ら日本人 63 人を無期限で入国禁止にすると発表
5/9
ロシアで第 2 次世界大戦の対独戦勝記念日。プーチンはモスクワでの軍事パレードにあわせて
演説し、侵攻を正当化。
バイデンがウクライナなどへの武器貸与の権限を大統領に与える「レンドリース（武器貸与）
法」に署名
5/13 ウクライナ侵攻でのロシア軍兵士の戦争犯罪を問う初の裁判がキーウで始まる
5/16 「アゾフスターリ」を守る「アゾフ連隊」指揮官が「任務を完了した」と SNS に投稿。ウクラ
イナ側は兵士に退避命令。
旧ソ連 6 カ国でつくる軍事同盟「集団安全保障条約機構（CSTO）」の首脳会議が開催
5/18 フィンランドとスウェーデン、北⼤⻄洋条約機構（NATO）に加盟申請
ロシアの侵攻を受け、食料安全保障についての閣僚会合が国連本部で開催
5/19 米軍のミリー統合参謀本部議⻑とロシア軍のゲラシモフ参謀総⻑が電話協議。
5/20 ロシア国防省がマリウポリを完全に制圧したと宣言
ロシアが北欧 2 国の NATO 加盟申請への対抗措置として⻄部軍管区で部隊を増強する⽅針表明
5/21 バイデンがウクライナ支援のための総額 400 億ドル（約 5・1 兆円）規模の追加予算案に署名
5/22 ウクライナ議会、戦時体制の 90 ⽇間延⻑を決定
5/23 ウクライナへの軍事支援を議論する米国主催の国際会議がオンライン開催。40 カ国以上が参加。
5/25 ロシア議会、軍の志願兵の年齢制限を撤廃する法案を可決
ウクライナ南部ヘルソン州と中南部ザポリージャ州の住⺠を対象に、ロシア国籍の取得⼿続き
を簡素化する大統領令にプーチンが署名
5/28 ウクライナ側が拠点とするセベロドネツク市など、東部ドンバス地方で両軍の攻防が激化
6/2
ゼレンスキーが「領土の約 20%がロシアの支配下にある」と演説で述べる
6/15 バイデン米政権はウクライナに対して追加で 10 億ドル相当の武器供与を決定
6/16 欧州 4 首脳がキーウ（キエフ）でゼレンスキーと会談。兵器提供などを続けると表明。
6/23 EU 首脳会議でウクライナを「加盟候補国」に認定することで合意。

3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜北京 JAC 原稿より＞

ウクライナ戦争－日本の女性の課題は何か？ ～過去から学ぶ必要性～
千田 悦子（元 UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）職員）
ロシアのウクライナへの武力侵攻
2022 年２月、ロシアがウクライナに唐突に武力侵攻した。ネオナチからウクライナの同胞を救
済する、と表明した。NATO（北太平洋条約機構）の急速拡大がロシアに脅威を与えて、その東境
となるウクライナを侵攻しているという分析は、NATO 諸国の中でも認識されている。いきなり他
国を暴力的に軍事侵攻し、一方的に戦争を始めたロシアが悪い、正にその通りである。しかし西
側、特に NATO 諸国も又、過去に NATO の拡大は慎重に行うという約束があったことを反故にしてロ
シアを糾弾し、経済制裁を加え、ウクライナに武器を供与し続けている。国連総長訪問中にロシ
ア軍がキーウをミサイル攻撃し、国連がロシアに対して何の停戦効力とならないことも露呈した。
日本の米国追随がもたらすもの
日本が米国追随を強めれば強めるほど、北海道自国固有地論を唱える国会議員がロシアで登場
し、ロシア外交官８人を国外追放したつけが、日本の総理大臣以下政府高官 60 人以上のロシア入
国禁止となって返ってくるなど、ロシアとの緊張が高まり続けている。４月末の知床半島観光船
沈没事件では、ロシアに捜索のお伺いを立てる必要すら起こった。ロシア側から見れば、米国基
地を多数有する日本は、NATO の西側の、米国軍の最前最大基地に見えるはずである。
まず問うべきは、この日本の地理的位置において、ロシアとどういう関係を維持したいか、と
言う事である。さらに日本の安全保障として、日本が戦争に巻き込まれる可能性を最小限にして、
国民の命を第一が最優先であるはずである。キエフの呼び名をキーウに変更するなど、何を基準
に外交策の優先順位をつけているのか全く不明である。どんな政策をとるにしても、まず自国民
の命を最大限に守る政策を最優先すべきである。
現在の日本政府は、ウクライナ支持を高らかに歌い、ロシアとの緊張関係を益々深め、核兵器
使用も辞さないと言い放って国際法上の様々な制約を守る気配もないプーチン大統領に対して、
緊張を深めることしか行っていない。それが得策なのかと言う事である。日本文化の中には、相
手の言い分をきちんと聞き、一方的に相手を弾劾しない「喧嘩両成敗」という言葉すらある。そ
の日本古来の知恵は、どこに行ったのか？
日本のメディアへの疑問－なぜウクライナだけが特別なのか
ウクライナの戦争だけが、毎日トップで日本のテレビ・新聞など報道を独占し、シリア、ダル
フール、ビルマやその他現在進行中の世界中の戦争・紛争・内戦は、殆ど報道されてきていない。
アフガニスタンでは 2021 年８月末 20 年ぶりの米軍引き上げとタリバン政権復活がその時だけニュ
ースになった位である。今もビルマ軍事政権から日本に逃げてきたり、日本から帰れない人たち
が難民申請しても、殆ど受け入れられず、入管施設で病院の診察代すら惜しまれて亡くなる人が
いる一方で、ウクライナ難民のペット検疫代の国税負担の声まで上がる。
問題は何故ウクライナだけが、日本や世界にとって、そう特別なのか？ということである。大
量破壊兵器があると言ってイラクを爆撃・侵攻し、サダム・フセインを惨殺し、その後大量破壊
兵器が一切見つからなかったイラク戦争で、日本はアメリカを黙認し、何の非難もしなかった。
アフガニスタンがテロリストを匿ったという理由で、いきなりアフガニスタンに空爆を開始し、
侵攻を始めたアメリカは、今のロシアと何が違ったというのだろうか？
改憲を前に、日本の女性として一人一人が自分の頭で判断・行動すること
日本の江戸時代は、世界随一の平和国家として 260 年間、国内外において戦争の無い、町民文
化を繁栄させて世界一高い識字率を維持した。第二次世界大戦後は、憲法第９条によって、戦争
4

を繰り返し続けていた人類の歴史に、初めて戦争放棄と言うバラダイムを提示したのである。そ
して実際、日本の自衛隊は伊勢湾台風以来人命救助で国民の命を守り続け、人を殺していない世
界史上まれにみる軍隊である。
一方で、生まれてからお抱え運転手に送り迎えされ、日本で一度も公共交通機関を利用して通学
や通勤をしたことの無い庶民の生活の苦しさを分からない人たちが、政治を牛耳っている。改憲
を言い出した自分達が戦争の前線に行くことを、まず法制化してもらいたい。
憲法 9 条の改憲前に、戦争が始まった場合、軍備増強改憲推進派が、まずは国家防衛の為最初
に戦線に赴き、前線で攻めてくる人たちと戦うという法律を成立させるべきだ。そして自衛隊を、
世界の戦闘地域で敵味方拘わらず人命救助を行うサンダーバードとして、中立的な人命救助組織
に格上げすれば良いのだと思う。
そして半ば取りつかれたリーダーの率いる国に対して、挑発行為を行うことは、国民の命を奪
う。イスラム国（IS）を無為に安倍晋三元首相が挑発したために、捕虜になっていた後藤健二さ
んが惨殺された。その責任も負わず、過去から何も学べない日本政府を見て、我々全日本人の命
が危険にさらされていることを気づいていないこと自体が、最大の危機だと思う。
私たち日本の女性は、まず何よりも、80 年近く日本と世界に平和をもたらしてきた憲法第９条
の戦争放棄を、新しい世界秩序として全世界に訴えることだと思う。全世界が戦争を放棄し、集
団自衛権を認めず核兵器を含む大量殺戮兵器を捨て、非暴力に基づいた世界秩序を促進すること
を、国内外で声を大にして訴えることである。そして、これ以上、世界の二分化を進めて緊張を
高める様な日本政府の政策、特に日本国民の大多数の声を無視して、日本国民の意思を代表する
どころか「国民に理解して頂く」と言う専制独裁主義を平然と公言するような政府や政治家を、
選ばないことである。そうした人間にならないよう、そうした人たちを選ばないように、子供た
ちを教育していくべきだと考える。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜ふぇみん 2022 年 4 月 15 日号より＞
●千田悦子さん（元 UNHCR〈国連難民高等弁務官事務所〉職員）に聞く

日本はＮＡＴＯの西の堤防

追い詰めずに日本独自の交渉を

1996 年から 2019 年 8 月末まで、私は国連難民支援機関の UNHCR に勤務し、16 年よりキーウ、17
年よりドニプロで働きました。14 年にロシアがクリミアとルガンスク・ドネツク 2 州（ドンバス
地域）を軍事占領し、ウクライナ政府の制御下地域と非制御下地域（ドンバス地域）との境界線
が実質上の国境となり、今回のロシア侵攻前から、砲撃するロシア軍と迎え撃つウクライナ軍と
の間で戦闘状態が続いていました。停戦等を定めたミンスク合意に違反状態で、私はまさにその
境界線を中心に、時折の砲撃音の中で仕事をしていました。
16 年の頃は、ドンバス地域や境界線付近で民家や学校、病院等の公共施設が破壊され、80 万人
から 100 万人の国内避難民が西へと逃れていきました。国内避難民の支援や破壊された建物修復
等のプログラム進行調整役でしたが、修復しては破壊されての繰り返し。日本では報道されず、
支援金も不十分でした。
今回の戦争では、ウクライナの友人から「21 世紀にこんなことが起こるとは」
「シリア難民を、
遠国のかわいそうな他人事と思っていたが、自分が難民になるなんて」との声が上がっています。
西にウクライナ語を、東部ロシア側にロシア語を話す人が多く、キーウでも家庭内母語がロシア
語だったり、ロシアに親戚がいる人も多い。ほとんどの人は、戦争も国を離れることも嫌だと思
っています。
プーチン大統領は極右ネオナチ集団を侵攻の言い訳に使っていますが、双方が共に情報操作・
情報統制をしていて、実情が非常にわかりにくくなっています。
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NATO 拡大のつけ
以前からロシアは、米国や欧州の軍事同盟である北大西洋条約機構（NATO）の東方拡大に対し
て、実力行使により事実上の緩衝地帯を作ってきました。モルドバの沿ドニエストル、ジョージ
アのアブハジア、南オセチア、現在のドンバス地域といった、ロシア軍占拠による無法地域です。
ソ連崩壊による冷戦体制終焉時、米国は世界の緊張緩和と平和構築に最高の機会を得たのに、
慢心からそれに失敗。冷戦終結の道筋をつけたゴルバチョフ元ソ連大統領や、「核なき世界」を掲
げてオバマ元米大統領に影響を与えたペリー元国務長官も、NATO 急拡大に警鐘を鳴らしていまし
た。その脅威を抑える努力無しに拡大を続ければ、こういう事態が起こると米国はわかっていた
はずです。
ロシアの侵攻は言語道断、完全な国際法違反です。それでも、ウクライナの NATO 加盟を恐れるロ
シアが問題との一方的な決めつけや正論の押し付けだけでは、何も解決していないのが現状です。
そもそもプーチン大統領がどのような環境で育ち、どのような情報をもとに今回の行動に出たの
か、私たちは理解しているのでしょうか？
日本を含む西側諸国は決議を上げて経済制裁を課し、ウクライナに武器供与をする国も多いで
すが、それだけではウクライナの人々に代理戦争を続けさせているだけに見えます。
危機意識の欠如
日本では、ロシア侵攻を受けて、武力強化や改憲論、安倍元首相による「核共有」、福井県知事
による原発への自衛隊配備要請など勇ましい声が上がっています。それを現実論と呼ぶ人すらい
ます。
ウクライナが NATO の東の堤防であるとすると、日本は西の堤防です。しかも米国と同盟関係に
あり、日本中に米軍基地もある。ロシアの緊張がさらに高まると。日本が攻撃されるだろうとい
う事を、きちんと伝える人は誰もいません。紛争地の銃弾下で働いてきた私からは、それこそが
現実論の欠如、今の日本の為政者に、危機意識や危機管理能力が欠けているとしか言いようがあ
りません。
今回のウクライナを巡る米国の対応をみても、日米安保があるからといって米国が日本のため
にまともに戦ってくれるか疑問です。しかも老人人口 3 割の世界最高齢化社会で、若者が極端に
少なく、自衛隊の海外派遣歴も浅く、実戦経験が少ない日本が、戦争で勝てると本気で思ってい
るのでしょうか。その上さらに、ロシアを挑発して、どうやって日本人の命を守るのでしょう
か？
平和憲法の下、日本の自衛隊は人命救助こそすれ、戦後 80 年間海外で人を殺しておらず、世界
に誇るべき組織です。国際支援の場でも長年日本は、目に見えにくい教育や水質改善など現地の
要望に応え、世界に平等に援助をしてきました。だからこそ日本は中立な国だと信頼され、海外
で働く日本人は行く先々で、安全と命を守られてきました。
ところが 2001 年同時多発テロ後の米国のアフガニスタン侵攻に伴って、日本が米軍支援を開始。
米軍との軍事同盟を強化させ、イラク、南スーダンと海外派兵を重ね、日本が中立性を失い、海
外で働く日本人の殺害事件が急増しました。私自身 14 年にケニアで武装勢力に銃撃され、誘拐未
遂に遭いました。
因みに米国によるアフガン侵攻は、タリバンが多発テロ首謀者を匿ったという理由で、直接米
国を攻撃していないアフガニスタンを空爆しました。米国側が首謀者と主張しているだけで、突
然アフガンに侵攻、プーチンの侵略と一体何が違ったのでしょうか？
国連の中で戦争放棄を掲げる日本が、もっとリーダーシップを発揮して停戦交渉すべきだと、
私は考えています。ところが、今の日本はキエフをキーウに変える等、優先順位が間違っている
と思えます。
追いつめた先に
西側がロシアを非難し続けるだけで代替え案を出せなければ、核使用をほのめかすプーチン大
統領は追いつめられ、何をするかわかりません。日本は北方領土の国益もあるので、今こそ戦後
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無殺戮の強みを生かし、米国とも NATO とも一線を引き、政治の裏表も巧みに使い分けながら、バ
ランスを取りつつロシアと対話を続け、説得の道を開くことが重要です。
人類は 2 度の世界大戦を経る中で国際連盟・連合を作りましたが、その仕組みでは、ヒトラー
やプーチンの出現と武力侵攻を止められないことが、証明されました。今回停戦に持ち込めても、
武力侵攻を繰り返さないためには、戦争放棄、大量破壊兵器の製造・使用を禁止した上で、国連
軍に警察権力を持たせ、国際司法制度を強化するような新システムを構築すべきだと考えます。
その際には、270 年間不戦の江戸時代の知恵が役立つと思います。
（まとめ：柏原登希子）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜UNHCR へのご寄付のお願い＞
●国連高等難民弁務官事務所 日本（UNHCR 日本）のホームページ
https://www.unhcr.org/jp/
その中の寄付振込のタブからご寄付をお申込みください。
クレジットや口座振替が可能なようです。金額は選べます。
寄付ページの QR コードはこちら→
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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