
ウクライナ危機、
今こそ憲法９条を世界に

２０２２年４月２１日

９条地球憲章の会

公開研究会

伊藤千尋
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「憲法９条で国を
守れるか？」
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「憲法９条こそ
が国を守り、
国を越えて
人類を守る！」
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ウクライナ
面積は日本の１・６倍

欧州第２位
人口は４３００万人
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ヨーロッパの穀倉地帯(パンかご）
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ウクライナ人

• 文豪ゴーゴリ 「外套」「鼻」

• 作曲家チャイコフスキー

• ゴルバチョフも母方はウクライナ人

• 棒高跳びのブブカ

• 「エンコ」がついたらウクライナ人
（ルイセンコ、チェルネンコ）
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ユダヤ人が多く住む

• 革命家トロツキー

• ピアノのホロヴィッツ

• ミュージカル「屋根の上のバイオリン弾き」は

ウクライナ南部のユダヤ人を描いた

• 帝政ロシア、ナチスから迫害
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大ロシアと小ロシア

• ウクライナは「小ロシア」とされた

• 大ロシアの一部とみられ、ロシアの植民地化

ウクライナ人はロシア人にされ、

ウクライナ文化はロシア文化に含まれた

• スターリン時代に３５０万人が餓死させられた

民族ごと移動→ウラルの彼方、極東へ

アメリカ、カナダへ移民
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ロシア民謡「小さいぐみの木」
実はウクライナ民謡

１ なぜか揺れる 細きグミよ
かしらうなだれ 思いこめて
かしらうなだれ 思いこめて

２ 広き川の 岸をへだて
高き樫（かし）の木 ひとり立てり
高き樫の木 ひとり立てり

３ グミの想い 樫に伝えん
わが身ふるわせ 語るときに
わが身ふるわせ 語るときに

４ (略）

５ グミの心 とどかざれど
永遠（とわ）の願いは やがて結ばん
永遠の願いは やがて結ばん 9

オデッサ
• エカテリーナ女帝の銅像

• 戦艦ポチョムキンの階段

• ４月１日「春の日」のパレード
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映画
「戦艦ポチョムキン」

セルゲイ・エイゼン
シュテイン監督
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第２次大戦でナチスが侵攻
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ロシア軍がウクライナ侵略
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ロシアの主張
①ウクライナはロシアの一部

そこにNATOが拡大

14



大国に翻弄された
バルト３国

• １９４０年６月 ソ連が軍事占領
• 反対した市民５万人をシベリア送り
• ナチスが侵入 市民をナチス軍に編入
• 独立を求める市民は強制収容所へ
• １９４４年 ソ連軍が侵入、市民をソ連軍に編入
• 両大国に翻弄された３国で人口の５分の１が減った
• エストニアの東部はロシアに割譲
• 国内にロシア人が大量に移住、反抗すると秘密警察が逮捕
• １９９０年 リトアニアが主権回復を宣言
• １９９１年 ソ連軍が出動、テレビ塔を攻撃
• ソ連のクーデターが失敗、バルト３国は独立を宣言

15

１９８８年 エストニアで３０万人の
「歌の祭典」

歌う革命
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１９８９年 「人間の鎖」
２００万人が６００キロを手をつなぐ
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ロシアの主張
②ウクライナのロシア住民保護
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アメリカのメキシコ侵略
黄色が元のメキシコ
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国連憲章、国際法に違反

＜侵略のパターン＞

①相手国の一部に支配地域を作り、独立を承認

②その要請で軍隊を派遣する

↓

全当事者の合意のない「独立」は認められない

↓

それを踏みにじって侵攻した

プーチン自身、国際法を意識 「戦争」でなく「特別軍事作戦」

独裁者も国際法にとらわれる時代
20



国連は生きている
ロシア非難決議
賛成１４１
反対５

国際司法裁判所
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ロシアの妄想と誤算

• プーチンは２日で全土を制圧できると誤算

• 「ウクライナのゼレンスキー政権はネオナチ
で国民を強権支配している。ロシア軍が入れ
ばウクライナ人はもろ手をあげて歓迎し、ゼレ
ンスキーは他国に亡命するはず」

・・・・とプーチンは思った

• 初期のロシア兵はパレード服を着て戦闘した

• しかし、ウクライナ軍は徹底抗戦

22



23

戦争開始の４日後
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ザポリージャ
原子力発電所
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ロシア軍の損害（３月３１日）

• 死傷した兵士 １７５００人
• 戦車 ６１４両(投入したのは１７５０両）
• 装甲車 １７３５台
• 車両 １２０１台
• 燃料車 ７５台
• ヘリ １３１機
• 軍用機 １３５機
• 砲 ３１１門
• 船 ７隻
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破壊されたウクライナ
民間人の死者 １０３５人(侵攻１か月）

避難民 ４１０万人
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世界から
反戦の声
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ロシア国内でも
反戦デモ
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日本は＝岸田政権のプーチン化

•改憲勢力が衆議院の３分の２

•岸田首相「憲法改正の実現目指す」

「敵地攻撃能力を検討する」

憲法９条最大の危機
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軍事化する日本
南西諸島が基地の列島に

31

与那国島

陸上自衛隊沿岸監視隊
レーダーサイト
隊員の駐屯地
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沖縄・石垣島に建設中の
陸上自衛隊ミサイル基地
（２０２１年１２月２８日撮影）
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＜石垣島の憲法９条の記念碑＞
倒れそうな鳩(平和）を９条が支える
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鹿児島県・種子島
馬毛島（１月１５日撮影）
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破綻した抑止論、今こそ９条の出番

• 防衛費が国内総生産（GDP）の１％から２％に引き上げ
今の５兆円規模が１０兆円以上になる
やがて２％を５％、１０％に・・・中国に追いつくまで

• 中国の軍事費は２７兆円、「米国に追いつく」と習近平
• 米国の軍事費は８３兆円(来年は８７兆円に）

日本の予算(１００兆円）の大半を防衛費に？
→戦争状態、生活できない

• 米中の間に立って平和国家として仲裁をはか
るのが日本の道
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９条の力

• 日本の好戦的な政治家に戦争させなかった

• 戦後７０年以上、他国を侵攻していない

• 海外のだれも殺していない＝恨みをかわない

(ベトナムに派兵した韓国）

• 国内を平和に保った

• 徴兵制がない＝若者が自由に生きられる

(米国のベトナム帰還兵の精神障害、

韓国の徴兵１年半、その後８年の予備役）
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「国を守る」で、国は守れない

「国を守る」という考えの本質

「国境の向こうは仲間ではない＝敵だ」

いつか殺し合いに発展する。

双方の人が死に、国は破壊される。

→「軍隊で国は守れない」

38



９条は人類を守る

• ９条は偏狭な一国平和主義ではない。

国を越えて人間性を守る。

９条は人類を守る

だから世界に普遍性を持つ

• 平和憲法を持つ国を国連と国際法で

安全を保障する制度が必要

世界に平和憲法国家を広めることが平和への道
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人類初の平和憲法を生んだ
戦後の首相

幣原喜重郎
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９条はこうして考えついた

「原子爆弾が出来た以上、世界の事情は根本
的に変わってしまった。戦争をやめるには武器
を持たないことが一番の保証になる。

軍縮を可能にする方法は一つ。世界がいっせ
いに一切の軍備を廃止することである。ここまで
考えを進めてきた時に、第九条というものが思
い浮かんだ。今こそ平和のために起つときでは
ないか。僕は天命をさずかったような気がした」
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日本が世界史の扉を開く

「非武装宣言ということは、従来の観念からす
れば全く狂気の沙汰である。だが正気の沙汰と
は何か。武装宣言が正気の沙汰か。それこそ
狂気の沙汰だ。

世界は今、一人の狂人を必要としている。こ
れは素晴らしい狂人である。世界史の扉を開く
狂人である。その歴史的使命を日本が果たす
のだ」
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「押し付け」とは

「憲法は押しつけられたという形をとった訳である
が、当時の実情としてそういう形でなかったら実
際に出来ることではなかった。

僕はマッカーサーに進言し、命令として出して
貰うように決心した。一歩誤れば国賊の汚名を覚
悟しなければならぬ。僕は元帥と二人切りで長い
時間話し込んだ。すべてはそこで決まった」
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マッカーサーの反応

「第九条の永久的な規定ということには彼も驚い
ていた。僕としても軍人である彼が直ぐには賛成
しまいと思ったので、その意味のことを初めに
言ったが、賢明な元帥は最後には非常に理解し
て感激した面持ちで僕に握手した程であった。元
帥が躊躇した大きな理由は、アメリカの戦略に対
する将来の考慮と、共産主義者に対する影響の
二点であった。それについて僕は言った」
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マッカーサーを脅した幣原

「好むと好まざるにかかわらず、世界は一つの世
界に向って進む外はない。軍縮を可能にする突
破口は、自発的戦争放棄国の出現を期待する以
外ない。日本は今、その役割を果たし得る位置に
ある。

歴史の偶然はたまたま日本に世界史的任務を
受け持つ機会を与えた。貴下さえ賛成するなら、
日本の戦争放棄は承認される可能性がある。歴
史のこの偶然を今こそ利用するときである。日本
を自主的に行動させることが世界を救い、アメリカ
をも救う唯一つの道ではないか」
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『マッカーサー回想記』

•マッカーサーは「腰が抜けんば
かりに驚いた」

•幣原は最後に「世界は私たちを
夢想家と笑うでしょう。でも、百年
後には予言者と呼ばれますよ」
と涙ながらに語った。
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平和国家を実現させ、
積極的な平和外交をした

コスタリカ

〇１９４９年に平和憲法を施行

本当に軍隊をなくした

〇１９８３年に永世非武装積極的中立を宣言

〇１９８７年に周囲の３国の戦争を終わらせ

アリアス大統領がノーベル平和賞を受賞
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国連核兵器禁止条約
２０１７年７月、賛成１２２で採択、
日本は不参加、提案国コスタリカ

２０２１年発効
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アフリカ沖カナリア諸島の
日本国憲法９条の碑
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沖縄・読谷村の９条の碑
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読谷村９条の碑建設の趣意書

「人間の欲望から発する戦争に対し、我々の中
には生来の生きることへの願望がある。すべて
の生命が当り前にその一生を終えることができ
る社会、平和なうちに生命を次ぎへとつなぐこと
のできる社会こそ私たちの願い。その社会の実
現を信じよう。我々自身の力を信じよう。世界中
が9条の精神で満ちることを信じよう。それは、

誰にも阻止できない植物の萌芽と同じ、生命の
躍動につながるのだから」
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どうすれば
日本の政治を

変えられるのか？
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ベルリンの壁崩壊
１９８９年１１月９日
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東ドイツ・ライプチヒの７万人デモ
（1989年10月）

市の人口の１割以上
１か月後、首都ベルリンで５０万人デモに
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きっかけはニコライ教会で
５人の若者が掲げたプラカード

「我々は考えなければならない」

「我々は前に進まなければならない」
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ロシアテレビ局のマリーナさん

「私たちの力だけが、この暴挙を
止めることができる。抗議集会に
参加してほしい。彼らは私たち全
員を拘束することなどできない」
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＜２０１６年、韓国の民衆総決起＞
１０月２９日３万人、翌週は３０万人、

３、４回は１００万人、５回は１５０万人、
６回は１７０万人（全国で２３２万人）
１か月半後、国会は大統領を弾劾
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日本でも反戦集会
９条を世界へ
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２０１９年３月
沖縄・辺野古
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９条地球憲章の会

• ２０２０年、地球平和憲章の「日本発モデル案」
非戦、非武装、非核、非暴力に基づく

• 国家の枠にとらわれず市民が連帯する時代

• 「平和に生きる権利」を保証する制度作り

＜米国のジョディ・ウイリアムズさん＞

対人地雷禁止条約で

１９９７年にノーベル平和賞
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昨年の総選挙
野党共闘は失敗ではない

＜選挙区＞
• 自民２６議席減
• 東京は立憲が４議席から８議席へ
• 福島は野党が３議席、与党２議席と逆転
• １万票以内で敗れたのが３１。あと一歩だった
＜比例区＞
• 野党共闘の合計は１６４３万→１８８９万票
• 前回の希望の党の９６０万票が維新とれいわへ
＜問題は＞
• 全国的な熱気を起こせなかった＝投票率５６％

政権交代の２００９年は６９％
• コロナで運動が起こせなかった
• 政党任せでなく、普段から草の根の運動が必要
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