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　2022 年２月 24 日、ロシア・プーチン政権はウクライナ
に軍をすすめ、軍事侵攻をおこないました。プーチン大統
領は、NATO（北大西洋条約機構）が東方拡大してきた
ことが「わが国家の存在、主権そのものに対する現実の脅

威だ」と主張しています。
　しかし、どのような理由があるにせよ、ロシア・プーチ
ン政権の行為は、国連憲章・国際法に違反する侵略行為で
あり、国際社会の平和秩序を破壊する暴挙です。
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※米【戦争研究所」やUNHCRなどによる。避難民は5月19日～20日発表
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1986年	 チェルノブイリ原発事故、国土の１割近くが汚染
1991年	 ソビエト連邦崩壊、ウクライナ独立
1994年	 ウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンが核不拡散条約（NPT）

に非核国として加入。安全保障に関する「ブダペスト覚書」に
調印。ウクライナ配備の核弾頭をロシア移送（96年に移送完
了）

2004年	 親欧米派ユーシェンコが大統領に（オレンジ革命）
2008年	 北大西洋条約機構（NATO）が、ウクライナ、ジョージアの将
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2021年	 ロシア軍がウクライナ国境に集結、ロシアのプーチン大統領「ロ

シアとウクライナは一体」と主張
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　ロシア軍がウクライナへ軍事侵攻してから、2022 年６月 24 日
で４か月。市街地への無差別攻撃や一般市民への攻撃も広がり、

病院や駅、学校なども破壊され、子どもを含む多くの民間人が犠
牲になっています。（写真提供：ウクライナ大使館）

ロシアのウクライナ侵略がもたらしたもの…
●民間人死者	 4634人

2 万人以上が死亡したとされる
南東部マリウポリなどは含まず

国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）が 6月 22 日発表

●ウクライナ戦死者	 約1万人
ロシア側は 2 万数千人が戦闘不能と主張

ウクライナ大統領府長官顧問が 10 日に地元メディアに表明

●ロシア戦死者	 1351人
ウクライナ側は 3 万人超が戦闘不能と主張

ロシア国防省が 3月 25 日発表

●国外避難者	 約800万人
国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）が 21 日発表

●国内避難民	 約713万人
国際移住機関（IOM）が 10 日発表

●日本への避難民	 1358人
出入国在留管理庁、21 日発表

●教育施設	 2052校損壊
ウクライナ検察が 22 日発表

●医療機関への攻撃	 316件
世界保健機関（WHO）22 日現在

●戦争犯罪の疑い	 1万8000件以上
ウクライナ検察が 22 日発表

侵攻 4カ月で

破壊された橋の下に避難する人々（キエフ
郊外のイルピン川）

ロシアの侵略による犠牲者の墓（イルピン市）。2022 年 4 月

ロシア軍はウクライナの文化遺産に対して
391 以上の戦争犯罪を犯した

ウクライナ軍兵士が赤ちゃんを乗せてイル
ピン（キエフ近郊の都市）の破壊された橋
を渡る、2022 年 3 月 3 日

破壊されたマリウポリの市街地。2022 年 3 月

2022 年 3 月 5 日、キエフ北西部のイル
ピン市から避難する人々

ロシア軍に攻撃されたブチャ（キエフ近郊
の都市）。2022 年 3 月 1 日
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軍事利用の疑いで、攻撃されるかも

　稼働中の原発が攻撃されると大爆発を起こし、1986 年の
チョルノービリ原発事故のような、今でも半径 30㎞圏内は
立ち入り禁止状態の放射能汚染地帯になります。

世界の常識！原発を持つ国＝核爆弾を製造できる国

ロシアがウクライナの原発を攻撃 !!!

　原子炉をこわさなくても電線や送水管を切断すれば、冷
却機能が停止し、原子炉は 2000 度以上になって爆発して
しまいます。
　停止中でも、使用済み核燃料プールは簡単に破壊でき、
なかのプルトニウムなどが飛び散れば、そばに近づくこと
もできません。

戦時の原発を想像できていたか？

　原発を制圧すると、人質に
もなり、地雷にもなります。
どの国にとっても原発を並べ
て戦争することは、自滅への
道なのです。今や、原発は戦
略的ターゲット！ウクライナ原発（地図の出典：原子力資料情報室）

ロシアのウクライナ侵攻により、
温暖化が一気に進む危険が！

出典：日本民医連

　戦時下では、原発はストップすべ
きですが、ウクライナの原発は稼働
したまま！理由は、電気の 50％を
原発に依存しているため、停止する
と生きていけないから。交戦中です
が、15 基のうち７基が稼働中。

原発に頼らず再生可能エネルギーを！
　世界はエネルギーの奪い合いで戦争をして
きました。まずは、エネルギーの自国内での
確保には、地産地消の再生可能エネルギーへ
の転換が必須。自家発電や省エネ、蓄電池の
利用など、エコな生活をすることが、「戦争
反対」の意思表示です。日本のように、エネ
ルギーを外国に依存している国は、絶対戦争
は避けなければなりません。
　2019 年度の日本のエネルギー自給率は
12.1%、OECD諸国と比べても低い水準です。

様々な再生可能エネルギーの組み合わせで、
原発０も可能に！

出典：IEA「DataServices」、各国公表情報より資源エネルギー庁作成 2019年

（ＡＰ＝共同）
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増え続ける汚染水
海に流して、世界を汚染してよいのか？

3.11 から 11年　福島はいま…
廃炉完了まで 100年から 300年？廃炉完了まで 100年から 300年？

壊れた原発の核汚染物質廃棄どうする！
プルトニウムの寿命は、半減期 2万 4000年
　福島県は、福島第一原発敷地を、放射能
汚染のない更地にすることを東電に求めて
います。
　福島第一原発周辺の汚染土壌中間処理施
設には、小学校や保育所の隣に放射能で汚
染された土が入ったフレコンバックが山積
みです。

　壊れた福島第一原発の４基の廃棄物
は、通常運転後の原発の約 60 倍以上の量
に？！

核廃棄物の捨て場はありません !核廃棄物の捨て場はありません !

出典：中間貯蔵工事情報センター

　地中の凍土壁は、耐用年数
８年、そろそろ老朽化？
　溶け落ちた核燃料の混じっ
た金属を取り除き、壊れた原
子炉を撤去するまで、これか
らもどんどん汚染水は増えて
いきます。アメリカでは、汚
染水をセメントと砂でモルタ
ル化し、半地下の状態で保管
されている事例もあります。

放射能を浴びるとどうなるの？
●甲状腺がん
　原発事故後、福島県は県民健康調査の
一環として、事故当時おおむね 18 歳以
下と事故後の 2012 年４月１日までに生
まれた（県外避難者を含む）計約 38 万
人を対象に、被ばくにより発症の可能性
がある甲状腺がんの検査をしています。
● 100 万人に約 70 人と非常に高い割合
で発症しています。 
　通常、小児甲状腺がんの発症数は年間

100 万人に１～２人程度とされますが、
調査などでは、昨年６月までに約 300
人が甲状腺がんまたはその疑いと診断さ
れました。
●東電裁判を皆で支えよう！ 10 年間、
手術、移転、差別におびえてきた若者た
ちが東電を提訴しました。この裁判費用
を支援するクラウドファンディングでは
短時間に多くの支援が集まりネットワ―
クができました。

人類と核兵器は共存できない！
●放射能の危険性

　国内のみならず、近隣諸国の原発が攻撃
受ける、または事故発生で、日本の国土の
大半が放射能汚染地帯に！
　原子炉は、もともと原爆の原料プルトニ
ウム製造のための施設です。
●プルトニウム

　日本はすでに約 46 ｔ保有しています。
中国が軍事用に持っていると推定される量
の 10 倍以上。核兵器の数に換算すると数
千発分に相当します。
　日本国内には約 10 ｔが、青森県六ケ所
村のプルトニウム分離工場や福井、愛知、

茨城など各地の原発に保管されています。
　日本はプルトニウムを再処理して分離し
ている唯一の非核保有国です。

原発には、大量のプルトニウムを含む使用済み核燃料が
保管されたままです。廃棄できず、長期保管するしかな
い危険な物質が、原発稼働により増えつづけています。

アジアの原発地図

生殖腺異常
セシウム 137

甲状腺がん
ヨウ素 131

核の

捨て場所は

どこだ

日本
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核抑止力論は無力─禁止・廃絶が世界の流れ

　ロシアのウクライナ侵略に乗じて、「核
共有（ニュークリア・シェアリング）」が
言い出されていますが、これは核兵器の力
で相手を抑え込もうというプーチン大統領
の主張とうり二つ。憲法９条を持ち、被爆
国日本がすすむべきは、一刻も早く核兵器
禁止条約を批准し、核兵器の禁止・廃絶の
先頭に立つことでしょう。

　プーチン大統領は２月 24 日、開戦演説
で核兵器の使用をほのめかし、27 日には
核戦略部隊に特別警戒態勢を取るよう命じ
ました。これは、核兵器を持っていれば核

兵器の使用を止められるという核抑止力論
が通用しないことを見せつけました。
　一方、2021 年１月 22 日に発効した核兵
器禁止条約は、核兵器の使用をはじめ、威

嚇も禁止しています。2022 年７月 15 日現
在、86 か国が署名、66 か国が批准。世界
は核抑止力論を否定し、核兵器によらない
平和への道を歩み出しています。

NPTの枠外で核兵器を保有する国

核の傘の下にある国核兵器国

非核兵器地帯

国名=「核兵器禁止条約」に調印した国

国名=「核兵器禁止条約」に批准した国

出典：長崎大学核兵器廃絶研究センターのウェブサイト
Source: Research Center for Nuclear Weapons Abolition, Nagasaki University (RECNA)
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世界の核兵器数と非核兵器地帯、核兵器禁止条約の署名・批准国

長崎大学核兵器廃絶研究センター（RECNA）ウェブサイトより
Nagasaki University Research Center for Nuclear Weapons Abolition核兵器の数
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米ロで1800発が
「高度警戒態勢」（警戒即発射）に
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戦争と性暴力
　ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で
は、女性や子どもたちへの暴力が報告され
ています。
　戦争と性差別は深く結びついています。
第一次世界大戦（1914 年〜）では、ドイ
ツ兵によるベルギー人女性とフランス人女
性へのレイプが多発しました。
　スーダン・ダルフール紛争（2003 年〜）
では、「民族浄化」という一つの共同体、
一つの民族を絶滅させる手段としてレイプ
がおこなわれました。子孫を残すことので
きる世代の女性が絶滅させられます。共同
体を壊すための戦術として、性暴力が使わ
れました。
　2000 年 10 月に、国連安全保障理事会で

ジェンダーの視点から戦争を考える

●紛争の防止や解決に関わるあらゆるレベル
の意思決定に女性の参加を促進すること
●平和の維持、構築においてジェンダー視点
を導入すること
●紛争下における女性と少女への暴力から保
護、特別なニーズへの配慮

国連決議 1325号のポイント

スーダンの難民キャンプ（2004 年、UN Photo）

女性と平和に関する初の安保理決議が採択
されました。決議は性暴力を「戦争の戦術、
あるいは組織的な攻撃の一部として使われ
ることがありうる」としています。
　決議は、武力紛争が女性に与える影響を
確認し、女性に対する攻撃という戦争の特
質から、その解決と持続的な平和を実現す
るためには女性の役割が特別に重要である
ことを確認します。そして、意思決定機関、
あるいは武力紛争を解決するプロセスに女
性の参加を高めるべきと勧告しています。

　（前略）慰安所は、当時の軍当局の要請
により設営されたものであり、慰安所の設
置、管理及び慰安婦の移送については、旧
日本軍が直接あるいは間接にこれに関与し
た。慰安婦の募集については、軍の要請を
受けた業者が主としてこれに当たったが、
その場合も、甘言、強圧による等、本人た
ちの意思に反して集められた事例が数多く
あり、更に、官憲等が直接これに加担した
こともあったことが明らかになった。また、
慰安所における生活は、強制的な状況の下
での痛ましいものであった。（中略）
　当時の軍の関与の下に、多数の女性の名
誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府
は、この機会に、改めて、その出身地のい
かんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として
数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒し
がたい傷を負われたすべての方々に対し心
からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。
（中略）
　われわれはこのような歴史の真実を回避
することなく、むしろこれを歴史の教訓と
して直視していきたい。われわれは、歴史
研究、歴史教育を通じて、このような問題
を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰
り返さないという固い決意を改めて表明す
る。（後略）

河野談話（1993年）

日本軍「慰安婦』問題

韓国の日本大使館前での水曜デモ（2012 年 7 月 4 日）

　1932 年、上海事変で日本軍兵士の強か
ん事件が多発し、陸軍が慰安所を開設した
という公文書の記録があります。軍隊の強
かんのすさまじさは、性病のまん延で戦力
が低下するほどでした。

　1937 年、日中全面戦争に突入し日本軍
の中国への派兵は 80 万人に達し、各地に
慰安所が増えていきました。「慰安婦」と
して狙われたのは、当時植民地だった朝鮮
と台湾の女性たちでした。力づくで、ある
いはだまして連行し、1日に多い時は 40、
50 人もの兵士の相手をしたという証言も
あります。発狂、自殺する女性もいました。
　東南アジアに戦場が拡大すると、フィリ
ピン、インドネシアなどの女性たちや、ア
ジアを植民地にしていたオランダなどの女
性も「慰安婦」にされました。戦後、女性
たちは戦地に置き去りにされ、ぼろぼろの
体と心で PTSD に苦しめられました。い
まなお、その犠牲者の正確な数さえ把握で
きていません。
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戦争と性暴力
　ロシアによるウクライナへの軍事侵攻で
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ています。
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では、「民族浄化」という一つの共同体、
一つの民族を絶滅させる手段としてレイプ
がおこなわれました。子孫を残すことので
きる世代の女性が絶滅させられます。共同
体を壊すための戦術として、性暴力が使わ
れました。
　2000 年 10 月に、国連安全保障理事会で

ジェンダーの視点から戦争を考える

●紛争の防止や解決に関わるあらゆるレベル
の意思決定に女性の参加を促進すること
●平和の維持、構築においてジェンダー視点
を導入すること
●紛争下における女性と少女への暴力から保
護、特別なニーズへの配慮

国連決議 1325号のポイント

スーダンの難民キャンプ（2004 年、UN Photo）

女性と平和に関する初の安保理決議が採択
されました。決議は性暴力を「戦争の戦術、
あるいは組織的な攻撃の一部として使われ
ることがありうる」としています。
　決議は、武力紛争が女性に与える影響を
確認し、女性に対する攻撃という戦争の特
質から、その解決と持続的な平和を実現す
るためには女性の役割が特別に重要である
ことを確認します。そして、意思決定機関、
あるいは武力紛争を解決するプロセスに女
性の参加を高めるべきと勧告しています。

　（前略）慰安所は、当時の軍当局の要請
により設営されたものであり、慰安所の設
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ちの意思に反して集められた事例が数多く
あり、更に、官憲等が直接これに加担した
こともあったことが明らかになった。また、
慰安所における生活は、強制的な状況の下
での痛ましいものであった。（中略）
　当時の軍の関与の下に、多数の女性の名
誉と尊厳を深く傷つけた問題である。政府
は、この機会に、改めて、その出身地のい
かんを問わず、いわゆる従軍慰安婦として
数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒し
がたい傷を負われたすべての方々に対し心
からお詫びと反省の気持ちを申し上げる。
（中略）
　われわれはこのような歴史の真実を回避
することなく、むしろこれを歴史の教訓と
して直視していきたい。われわれは、歴史
研究、歴史教育を通じて、このような問題
を永く記憶にとどめ、同じ過ちを決して繰
り返さないという固い決意を改めて表明す
る。（後略）

河野談話（1993年）

日本軍「慰安婦』問題

韓国の日本大使館前での水曜デモ（2012 年 7 月 4 日）

　1932 年、上海事変で日本軍兵士の強か
ん事件が多発し、陸軍が慰安所を開設した
という公文書の記録があります。軍隊の強
かんのすさまじさは、性病のまん延で戦力
が低下するほどでした。

　1937 年、日中全面戦争に突入し日本軍
の中国への派兵は 80 万人に達し、各地に
慰安所が増えていきました。「慰安婦」と
して狙われたのは、当時植民地だった朝鮮
と台湾の女性たちでした。力づくで、ある
いはだまして連行し、1日に多い時は 40、
50 人もの兵士の相手をしたという証言も
あります。発狂、自殺する女性もいました。
　東南アジアに戦場が拡大すると、フィリ
ピン、インドネシアなどの女性たちや、ア
ジアを植民地にしていたオランダなどの女
性も「慰安婦」にされました。戦後、女性
たちは戦地に置き去りにされ、ぼろぼろの
体と心で PTSD に苦しめられました。い
まなお、その犠牲者の正確な数さえ把握で
きていません。



ロシアのウクライナ侵略から平和について考える	 2022平和のための埼玉の戦争展
NO WAR

YES
 PEACE

2022

39th

軍拡・軍事同盟は抑止どころか戦争を招き寄せる

　集団的自衛権の行使は、他国の戦争に巻

き込まれ、国民の命が失われます。そもそ

も、集団的自衛権行使は、ベトナム戦争や

アフガニスタン戦争のように、大国が小国

に攻め込むための口実にされてきました。

　軍拡や軍事同盟は、戦争の抑止にはなら

ず、逆に戦争を招き寄せるものです。

　岸田政権は、憲法の明文改憲と同時に、
これまで歴代政府が「憲法九条のもとでは
持てない」としてきた、攻撃的兵器＝「敵
基地攻撃能力」を日本が保有し、使用でき
るようにしようとしています。
　しかも、2015 年に安倍政権が強行した
安保法制（戦争法）によって、それまで個
別的自衛権に限られていた敵基地攻撃が、
日本が攻撃されていなくても外国を守る集
団的自衛権にも許容されることになってし
まいました。

各国の核兵器保有と軍事支出

＊核兵器数は2022年 2月現在、米国科学者連盟調べ
　軍事支出は2020年ストックホルム国際平和研究所等

●アメリカ
核兵器5428発
軍事支出
　7780億ドル

●日本
米国の核兵器に依存
軍事支出491億ドル

●ロシア
核兵器 5977発
軍事支出 617億ドル

●中国
核兵器 350発
軍事支出 2520億ドル

●北朝鮮
核兵器 20発
軍事支出40億ドル
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軍事費が増大すると…

　ロシアによるウクライナ侵略に便乗し
て、自民党は軍事費を５年以内にGDP（国
内総生産）比２％以上の増額をめざすよう

政府に要請しました。これは約６兆円の大
軍拡で消費税３％に相当する金額です。空
前の大軍拡が狙われています。

大軍拡は暮らしを押しつぶす─軍事費11兆円にすると…

　ロシアなどを大きく上回り、米中に次ぐ
世界第３位の軍事大国になります。「軍事
力は持たない」とした憲法９条のもとで許
されません。
　しかも自民党はこれだけの大軍拡を 5年
以内で達成することを要求。そのためには
平均で年約 1・2 兆円増税することが必要
になります。SNS 上では「国防税」「防衛
税」が創設されるのではという懸念の声も
広がっています。

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

（兆円）
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11兆 2917億円▶

警察予備隊創設

自衛隊創設

日米安保条約改定

第2次安倍政権発足
防衛大綱開始
軍事費GNP1％枠決定

軍事費５兆円でこんなことができる

　ロシアのウクライナ侵攻
によって、小麦や原油が値
上がりし、食料品などの値
上げが相次ぎ、私たちの食
卓や日常生活への影響が出
ています。そうした中「軍
事費を社会保障にまわせ」
「消費税を 5％に」という
要求が切実です。

11
兆
円
に
！

5.4
兆円

5.34
兆円

5.26
兆円

5.2
兆円

2019
（年度）

2020 2021 2022 GDP比
2％以上

6兆円増

軍事費が対GDP比2％以上になると…
財政審資料をもとに作成

世界第 3位の
軍事大国に

消費税 3％増税に匹敵

あんパン
9.6％

マグロ
24.9％

タマネギ
114.8％

せんべい
8.1％

リンゴ
40.2％

ハンバーガー
（外食）8.0％

いまこそ、軍事費削って暮らしへ！

医　療 5兆　
1837億円

消費税 4兆　
3146億円

年　金 4兆　
8612億円

子育て

教　育

1.8兆円

1兆円

4386億円

政府資料、立憲民主党試算などによる

大学授業料
の無償化
児童手当の高校まで
延長と所得制限撤廃
小・中学校の
給食無償化
受給権者（4051万
人）全員に、1人年
12万円を追加支給
公的保険医療の自
己負担（1〜３割）
をゼロに

現在の10％の
税率から8％に

　大学授業料の無償化は年１兆 8000 億円
で実現、家庭の経済的事情で進学を断念
せざるを得ない若者の支援につながりま
す。さらに児童手当の支給対象を現在の中
学３年までから、高校３年までに延長し、
所得制限を撤廃し、さらに子ども一人１万
5000 円を支給しても年１兆円で賄えます。
　３兆円あれば、大学無償化、児童手当拡
充、小・中学校の給食無償化の三つを実施
できます。年金なら一人 12 万円増額、医
療なら負担をゼロにできます。

日本の防衛予算

食品の値上げ
2022年 5月（前年同月比）
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　ロシアのプーチン大統領は、「私たちの歴史的領土に、
私たちに敵対的な『反ロシア』が作られようとしている」

「わが国家の存在、主権そのものに対する現実の脅威だ」
「わが国にとっては、生死を分ける問題、民族としての
歴史的な未来に関わる問題」「わが国家の存在、主権そ

のものに対する現実の脅威だ」と言ってウクライナ侵攻
を正当化しています。しかし、ウクライナがロシアに軍
事侵攻し、ロシアが攻撃された事実はありません。
　戦争はいつでも、ウソから始まる…。過去の例から見
てみましょう。

■日中戦争では…
　1931 年９月 18 日に柳条
湖付近で満州鉄道の爆破
事件が発生。「満蒙（中国

東北部）は日本の生命線」と考える満州駐在
の日本陸軍（関東軍）は、これを中国軍の仕
業であるとして、満州全域を占領（満州事変）。
やがて日中全面戦争へと向かいます。
　後に、この事件は日本の陸軍が自作自演で
やったものと判明しました。

■アジア・太平洋戦争では…
　満州事変以降、日本と中国の対立は全面的
な戦争となり、ドロ沼化します。
　中国への物資の補給路を断ち、石油などの
戦略物資を入手することで局面を打開しよう
とした日本は、欧米の反発覚悟で東南アジアへ侵攻します。このとき掲げられたのが

「アジア解放」「大東亜共栄圏」でした。しかし、日本はアジア各地で軍政を敷き、人々
を弾圧したため反発を買い、激しい抵抗に直面することになります。

■ベトナム戦争では…
　ベトナム戦争（1955 年 11 月～
1975 年４月 30 日）は、最初は内戦
でした。が、1964 年８月２日と４日、

北ベトナム（当時）沖のトンキン湾で北ベトナム軍の
哨戒艇が米海軍の駆逐艦に魚雷攻撃をしたとされる事
件が発生。これを契機に米国は、本格的に戦争に介入、北爆を開始します。
　しかし、1971 年６月『ニューヨーク・タイムズ』の記事によって、事件の一部は米国
によるねつ造だったことが暴露されました。

■イラク戦争では…
　2001 年９月 11 日、米国で発生した「同時多発テロ事件」
以降，アフガニスタンに戦争を仕掛けた米国は、イラク
がIAEAの核査察に対して非協力的なことを問題視。「イ
ラクは大量破壊兵器の保有を過去公言し、その保有の可
能性が世界の安保環境を脅かしている」「サダム・フセ
インが国内でクルド人を弾圧するなど圧政をおこなっている」「度重なる国連査察の妨害
で、大量破壊兵器の廃棄確認が困難」などとして、2003 年３月 20 日、イラクに軍事侵攻
しました。しかし、大量破壊兵器は発見されず、戦争の大義は失われました。

いつでも戦争はウソで始まる…

日本 アメリカ

柳条湖付近の爆破現場

ベトナム戦争で使用された枯葉剤

宝島社の広告
（2019年1月7日、
朝日新聞掲載）

破壊されたイラク軍の戦車大東亜会議
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　ロシアの武力侵攻を受けるウクライナに対し、欧米諸国か
ら多くの武器が送られています。
　日本も「防衛装備品には当たらない」として、防弾チョッ
キ、ヘルメット、ドローンなどを提供していますが、憲法９
条を持つ国として、食料や医療品など、非軍事の人道支援に
徹すべきです。

戦争で儲かる軍事産業―2023 年度予算概算要求 軍事費は上限設けず

　日本経団連は 2022 年 4 月 12 日、
「防衛計画の大綱に向けた提言」を
発表し、政府に提言しました。
　提言は、「北朝鮮のミサイル・核
の脅威に加え、中国は国防費を大幅
に増加させて軍事力を急速に拡大」
させ、「わが国の安全保障環境は厳
しさを増」していると述べています。
　また、近年はAI（人工知能）を活
用して、ドローンの利用など無人化・

自動化していることなどを例示し、
「従来の陸、海、空に加えて、宇宙、
サイバー、電磁波にまで」安全保障
上の領域は広がり、「複雑化かつ多
様化」していると述べています。
　そのうえで提言は、「防衛産業基
盤の整備・強靭化」「先進的な民生
技術の積極的な活用」「防衛装備・
技術の海外移転」などを提起。軍事
費の増額などを強く求めています。

■軍事産業の強化を…日本経団連が提言

■ウクライナへの主な軍事・装備品支援

オーストラリア
■ミサイル
■輸送防護社

日本
■防弾チョッキ
■ヘルメット

NATO米国
■対戦車ミサイル
　ジャベリン
■地対空ミサイル
　スティンガー
■自爆型ドローン
　スイッチブレード
侵攻後、2100億円以上

ドイツ
■対戦車兵器
■スティンガー

英国
■地対空ミサイル
スターストリーク
■ジャベリンなど
　対戦車兵器
約40億円の資金援助

チェコ
■旧ソ連開発の戦車
侵攻後、約55億円

相当の援助

■防衛省の2019年度
　中央調達、契約額上位（億円）

米国政府 68696869

三菱電機 10261026

日本電気 716716

三菱重工 31273127

川崎重工 971971

富 士 通
0 2000 4000 6000 8000

487487

■世界の軍事産業　上位５社はいずれも米企業
順位 企業名 売り上げ 例

1 ロッキード
・マーチン 7兆5056億円 C130 輸 送 機、F35 ス

テルス戦闘機

2 レイセオン
・テクノロジーズ 4兆7424億円 巡航ミサイルトマホーク、

シャベリン対戦車ミサイル

3 ボーイング 4兆1428億円 オスプレイ、KC空中空輸
機

4 ノースロップ
・グラマン 3兆9224億円 FQグローバルホーク無人

偵察機

5 ゼネラル
・ダイナミックス 3兆3318億円 ガトリング式機関砲（その

他に原子力潜水艦、戦車）
2020年。ストックホルム国際平和研究所の資料から

　日本は「武器輸出三原則」のもと、武
器や関連技術の輸出は原則禁止され、市
場は日本国内に限定されていました。
　日本国内の軍事産業からは、海外から
の武器調達の増加や調達単価の上昇など
で、「防衛産業基盤が失われる」として、
武器輸出の要求が強まりました。
　この結果、2014 年に「武器輸出三原則」
は「防衛装備移転三原則」へと変えられ、
安全保障に資する場合などの条件下で輸
出が認められるようになりました。

■「武器輸出三原則」を
　「防衛装備移転三原則」へ

防衛装備移転三原則
①紛争当事者国への移転や国連安保理決議に基づく
義務への違反などは禁止

②平和貢献・国際協力の積極的な推進や日本の安全
保障に資する場合

③目的外使用や第三国移転について日本の事前同意
を相手国政府に義務づける

米国

オーストラリアインドネシア
マレーシア

インド

英国

フランス
イタリア
ドイツ

ベトナム
フィリピン

タイ

■日本が防衛装備品・技術移転協定を結ぶ国

三菱重工業
戦前からゼロ戦の開発製造を行うなど兵器開
発をリード。陸自の主力戦車である 10式
戦車、海自のイージス艦、空自の F-35B、
F-15Jなど日本防衛の基幹企業。

川崎重工業
戦前戦中には数多くの戦闘機・爆撃機を製
造する。潜水艦、哨戒機 P-1、大型輸送機
C2、大型輸送ヘリCH-47 チヌークなど製
造。ミサイルなどの各種誘導弾にも強い。

富 士 通

現代戦争では情報が勝敗を決するといっても
過言ではない。全ての兵士と兵器はネット
ワークで繋がれており、それを維持する高度
な通信システムとシームレスな高速通信、傍
受されないセキュリティが大切になる。それ
を担っているのが富士通。

三 菱 電 機
防衛関連では戦闘機や艦船に搭載するシース
パローといった地対空・空対空ミサイルや
イージス艦に搭載するレーダー、それらに付
随する情報システムの開発を行なっている。

日 本 電 気
（ N E C ）

最先端のネットワーク技術でインフラを支え
るシステムやサービスを提供している。人工
衛星・探査機の製造・運用、海底ケーブルな
ど「海底から宇宙まで」幅広い分野に新しい
サービスを提供。

IHI・JMU
三菱重工業、川崎重工業と共に三大重工業の
一角をなす。造船で培った技術をもとに「航
空・宇宙・防衛」などの分野でも事業を展開。

市場が国内に限定されたもとでも、武器生産販売額世界トッ
プ 100に、日本企業６社が入っています。

■日本の軍事産業６社
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戦争と暗黒政治は車の両輪
弾圧に屈せず

たたかった先達
　戦前、日本は国民に自由と人権を徹底的
に抑圧する恐怖と暗黒の政治を押し付ける
中、アジアでの植民地支配と侵略戦争をす
すめてきました。特に、思想・信条の自由
を押さえつけて、国民を戦争に駆り立てる
役割を果たしたのが治安維持法でした。
　1925 年に治安維持法が公布され、戦争
に反対し、民主主義を求め、国民の暮らし
を守る運動や、真実を教える教育活動、演
劇や文学、科学の研究活動まで弾圧されま
した。
　作家の小林多喜二のように虐殺されたり
獄中で死亡した人は 1680 人以上に及び、
逮捕され実刑判決を受けた人は 5162 人に
のぼりました。いま、全国で上映運動がす
すめられている映画「わが青春つきるとも」
のヒロインの伊藤千代子も、犠牲者の一人
でした。
　幾多の弾圧にもめげずたたかった人々の
活動は、戦後の平和憲法制定へと結実。国
民主権・戦争放棄・基本的人権の保障など、
平和的・民主的条項を持つ日本国憲法を手
にすることができました。

3月14日、ロシア国営放送のスタジオで生放送中に「戦
争反対。戦争をやめろ。プロパガンダを信じるな。こ
の人たちはあなたにうそをついている」と書かれた紙
をかかげる職員の女性。この後、女性は拘束されモス
クワの警察署に連れていかれたという。

ロシアによる言論弾圧
　ロシアは、戦争に反対する国内での言論
弾圧を強めています。プーチン大統領は、
国民を「愛国者」と「裏切り者」に区別し、
後者への弾圧を明言しています。ロシア国
内での反戦デモに参加した１万人以上のひ
とたちが拘束されたといわれています。
　報道機関の規制の法改正、政権に批判的
な独立系メディアは次々と閉鎖させられ、
ロシアのメディアからは政府が流す情報し
か伝わりません。インターネットや SNS
の情報規制もおこなわれています。その結
果、いまも国民の８割がプーチン政権を支
持しているといわれています。

再び戦争と暗黒の
時代を許すな

　日本国憲法は 1946 年公布、翌年施行さ
れましたが、1949 年には「団体等規制令」
が施行されます。1952 年には徹夜国会の
末、治安維持法の再来といわれた「破壊活
動防止法」が成立するなど、戦前への回帰
がはじまりました。
　そして、2006 年に自民党の安倍政権が
成立してから、改憲の動きが加速。2010
年には最低制限投票率のない「改憲手続法」
（国民投票法）が施行されました。2013 年
には国民の知る権利も報道の自由も抑圧
し、特定秘密を知ったり秘密を漏らしたら
懲役刑を科すという「特定秘密保護法」を
強行し、治安維持法の現代版との批判の声

が上がりました。
　2015 年には、安倍政権は立憲主義を踏
みにじり、集団的自衛権行使を容認する閣
議決定をおこない、さらに自衛隊が地球上
どこでも戦争することができる安全保障関
連法（戦争法）を強行しました。さらに、
2017 年には「共謀罪（テロ等準備罪）」を
盛り込んだ組織犯罪防止法の「改正」が強
行されました。
　また、2022 年９月には自衛隊基地や原
発など安全保障上重要な施設の周囲約１キ
ロや国境離島を注視区域に指定し、土地な
どの利用状況の調査や、妨害行為への中止
勧告・命令を可能にする「土地利用規制法」
が全面施行されます。個人の行動が監視さ
れ、自由にものが言えない息苦しい社会と
戦争は、車の両輪です。

弾圧の四角形

国民
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ロシアのウクライナ侵略…ここが問題
「国連憲章守れ！」―― 小国は主張する

　ロシアのウクライナ侵略をやめさせるために、小国と言われる国々が
必死になって努力しています。その一端を国連総会緊急特別会合におけ
るいくつかの国々の発言に見ることができます。
●コスタリカ「各国が銃口によって世界地図を塗り替えることができる
という考え方を全面的に拒絶する」
●オーストリア「戦車ではなく、対話で解決すべきである」「法の支配
と国連憲章を守ろう。強者の支配に屈しないようにしよう」
●ニュージーランド「大小を問わず、また拒否権の有無を問わず、いか
なる国も国際人道法の基本的な考え方に反する行為を平然と行うこと
を許してはならない」
●アイルランド「国連憲章に体現されている権利と義務こそが、国の大
小にかかわらず私たち全員を守っているのだ」
●シンガポール「『力が正義をもたらす』世界は小国の主権を脅かす」
●ジョージア「（国際法の）中核的原則は、いかなる国がいかに大きく
強力であっても、変えることはできない」
●トリニダード・トバゴ「軍事力を持たない小国の、主権を有する独立
国家としての存在そのものを保障するのは、こうした法律と原則だ」
●クウェート「国連憲章は『小さな国家にとって安全な避難場所』であ
り、集団安全保障の概念を体現している」
●グレナダ「法の支配は単なる優先事項ではなく、グレナダのように軍
隊を持たない多くの小国にとって存立に関わるものであり、外部から
の干渉や攻撃に対する唯一の盾となる」

　これらの発言からは、米国のバイデン大統領などが主張する「民主対
専制」という「分断」ではなく、「国連憲章を守れ」という一点で結集
することの大切さが浮き上がってきます。

国連憲章違反の暴挙
■国連憲章
●「二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争
の惨害から将来の世代を救い、……共同の利益の
場合を除く外は武力を用いない」（前文）

●国際紛争は「平和的手段によって且つ正義及び国
際法の原則に従って」解決すること（第１条）

●「武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなけれ
ばならない」（第２条）

■国際人道法
武力紛争の事態にあっても人道を基本原則として掲
げ、紛争当事者に対して、文民、負傷者や病人、戦
争捕虜のような人々の保護や軍事作戦をおこなう際
の手段や方法の規制を求めています。

■核兵器禁止条約
第１条（禁止項目）第1項で「締約国はいかなる
状況においても次のことを実施しない」として、核
兵器の開発、実験、製造、取得、保有、貯蔵、移譲、
使用、使用の威嚇などの活動を、いかなる場合にも
禁止しています。

ロシア非難決議の採択結果

国際法違反に当たる
ロシアの軍事侵攻

ジュネーブ条約

病院に攻撃
第1追加議定書12条　医療組織は常
	 に尊重・保護される
同52条	 攻撃は厳格に軍事目標に限定
	 する

民間人に攻撃 同51条	 無差別攻撃を禁止
	 文民に対する攻撃の禁止

学校や住宅に攻撃 同52条	 攻撃は軍事目標に限定する
	 民用物に対する攻撃の禁止

原発を攻撃・制圧
同56条	 原発、ダム、堤防の保護
	 その近傍に位置する軍事目標
	 は攻撃対象にしてはならない

ハーグ陸戦条約

燃料気化爆弾の使用 過度の障害、無用の苦痛を与える兵器の
使用を禁じる

オスロ条約
クラスター弾の使用 クラスター弾の使用禁止

核兵器禁止条約
核兵器の誇示と

使用の威嚇
核兵器の開発、実験、使用、使用の威嚇
などを禁止

採択結果が示されたモニター
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●インドネシア（1967年）
●マレーシア（1967年）
●フィリピン（967年）
●シンガポール（1967年）
●タイ（1967年）
●ブルネイ（1984年）
●ベトナム（1995年）
●ラオス（1997年）
●ミャンマー（1997年）
●カンボジア（1999年）

■ASEAN加盟国

東アジアの平和のために─戦争するな！どの国も
●重層的な平和の枠組み

　ASEANは、重層的な地域協力の枠
組みづくりに努力してきました。
　ASEANは、域内での戦争を避ける
ために 1976 年に東南アジア友好協力
条約（TAC）を結び、これを域外の
諸国にも守らせるようにしました。
　1994年にARF（ASEAN地域フォー
ラム）を発足。安全保障問題を話し合
うフォーラムで、2000 年に北朝鮮が
参加しています。
　10 か国は、域内での核兵器を許さ

ないため、開発・製造・実験・配備や
放射性物質の投棄を禁止する「東北ア
ジア非核兵器地帯条約」（1995 年調印、
1997 年発効）を結びました。

　東南アジア10か国からなるASEAN
は、1967 年に５か国で発足し、1999
年に現在の 10 か国となりました。
　2015 年に共同体を発足させ、①政
治・安全保障、②経済、③社会・文化
の共同体で活動。非同盟運動の一翼を
担っています。
　2007 年に採択されたASEAN 憲章

●ASEANとは

■ASEAN加盟国　尖閣諸島や竹島などの領土問題、北
朝鮮の拉致問題や核兵器開発問題、歴
史問題など、近年、近隣諸国との間で
緊張が高まり、「武力による解決」を
声高に叫ぶ風潮も強まっています。し
かし、国際間のさまざまな問題に軍事
力でのぞめば、軍拡の悪循環をまね
き、戦争の危険を高めることは、ロシ
アによるウクライナ侵略でもあきらか
です。
　世界は今、「軍事」ではなく、平和・
友好・共同の方向に動いています。東
南アジアでは、戦後、ASEAN（東南
アジア諸国連合）を結成し、平和の枠
組みづくりをすすめています。

は、協議とコンセンサスに基づく意思
決定をおこない、主要な推進力である
ASEAN の役割を維持しつつ、域外
パートナーとの関係・協力ををすすめ
ることをうたっています。

※()内は ARFへの加盟年
　記載のない国は94年の発足メンバー

カナダ
モンゴル（’98）
北朝鮮（’00）
パキスタン（’94）
東ティモール（’05）
バングラディシュ（’06）
スリランカ（’07）
パプアニューギニア

ラオス
カンボジア（’95）
ミャンマー（’96）
ブルネイ

インドネシア
マレーシア
フィリピン
シンガポール
ベトナム
タイ

日本
韓国
中国

米国
ロシア

オーストラリア
ニュージーランド
インド（’96）

EU ARF

ASEAN
ASEAN+3

EAS

TAC

トルコ
ブラジル
ノルウェー
フランス
イギリス

地域における国際的枠組み平
和
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に
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で■制作協力：埼玉アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連

帯委員会（埼玉AALA）

ASEAN事務局（インドネシア・ジャカルタ）




