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2 月にロシアがウクライナに軍事侵攻し、世界中が何かしらの影響を受けています。しかし、これ

以前からも世界各地では紛争が絶えまなく起きていました。JVC は、1980 年にインドシナ難民の

救済を機に発足した国際協力 NGOです。JVC 代表理事の今井高樹氏より今の日本の状況、JVC の

活動とそこから見えた平和のあり方、そして私たちにどのようなことができるのかを伺いました。 

 
 
現在の JVC の活動 
ラオス、パレスチナ、コリア、スーダン・南スーダン、南アフリカの 5 か国の人道支援、

地域開発を行っている。現在は政策提言を重視している。 
 
ロシアのウクライナ侵攻について 
ロシアのウクライナ侵攻は予想もしていなかった事態。しかし、今はウクライナが大きな
問題となっている。感じるのは世界中で急速に分断が進んでいるということ。3/15 に「い
ま世界の分断を止める時」というメッセージを JVC のウエブサイトに掲載した。 
 
現在の日本 
日本でも急速に「戦争ができる体制作り」が進んでいる。 
「核共有」や「反撃能力（専守防衛の破棄）＝敵基地攻撃能力」が言われ進んでいる。具
体的には南西諸島（沖縄・奄美地方など）でのミサイル配備、法改正（重要土地規制法な

ど）が行われている。また、ODA「開発協力大綱の改正の動き」が出てきている。いまま
で途上国の貧困を解決するための開発に協力するものだった ODA が「日本の安全を守る
ため」に変えられようとしている。具体的には、（2021 年度外務省予算資料より）「我が国
と我が国の安全を守るべく「力強さのある外交を推進する」「安保・経済両面での国際秩
序の強化、我が国が主導する新たなルール作り、ポスト・コロナの国際秩序の構築を踏ま
えた同盟国、同志国との関係を強化する」とされ、対中国包囲網としてベトナム・フィリ
ピン・インドネシアといった国に沿岸警備隊の艦船やレーダーシステムなど今の時点で武
器そのものではないものを送れるようにしている。 
 
戦争には「善悪」が必要！？ 
過去の戦争を振り返ってみると必ず「悪」が作られてきた。 

 
戦争           悪（脅威） 
アジア太平洋戦争  ⇔  「鬼畜米英」 
イラク戦争     ⇔   サダム・フセイン 
アフガニスタン戦争 ⇔   タリバン 
シリア戦争     ⇔   アサド大統領 
ウクライナ戦争   ⇔   ロシア、プーチン大統領 
敵基地攻撃能力   ⇔   中国、北朝鮮 
 
このように悪者を作ることで戦争が作られている。 
「国際社会」がつくりだした「悪玉」実際にはどうなのか 

 
 



ロシアはどれだけ「悪」なのか？ 
アメリカは「善」？ 

（ロシアやウクライナで活動していたわけではないので、報道を見る限りで考えること） 
 
「メディアは誰の情報を伝えているのか」 
・アメリカの発表はそのまま流れる。ロシアは流れない（ロシアの言っていることは信じら 
れない？ため） 

・テレビでは防衛研究所の方が出演してその人の意見がそのままお茶の間に流れている。 
・ロシア・アメリカ両者の言っていることを聞きながら判断している感じはない。 

 
「ロシアの「暴挙」「孤立」」 

・戦争においてはどちらも暴挙。ロシアも西側・ウクライナのやっていることも暴挙。孤立 
について：国連の特別総会でロシアへの非難決議を３０数か国は棄権している。少ない数で 
はない。ロシアを支持しているわけではなく、西側のやり方に疑問符を提示している。（一
方的な制裁や敵視で解決ができるのかということについて疑問を呈している。）それを見る
ときロシアが孤立しているといえるのだろうか。 
 
「ロシアの立場は報道されていたのか？」 
ウクライナ戦争が始まる前、西側がロシアの近くまでミサイル配備を進めていた時に、ロシ
アが抗議したことなどどれだけロシアの立場が報道されていたのか 
ミンスク合意（２０１５年ドンパス・ドネツィク両州は高度な自治権をもつ）は、履行され
なかった。（両者の主張はいろいろあると思うが） 

 
「ロシアによる虐殺、第三者（国連）の調査は」 
戦場では虐殺についてはわからない。国連などによる第三者の調査が必要。 
自分の経験からスーダン事務所周辺で市街戦が起きた時のことを思い出した。銃撃戦が終わ
り、静かになったところで JVC 事務所に兵が入ってきた。「自分は人道支援のものだ」と言
って何事もなかったが、パスポート、お金や金庫や事務所のものは破壊され略奪された。そ
れは政府側の民兵だった（反政府の兵を探していたから）。その後、国連の救援部隊に助け
られ首都に移動した。そこで、政府の人に「反政府の奴らは君にひどいことをした。大変だ
ったね。」と言われた。実際には政府の民兵がやったのだが、反政府側がやったことになっ
ている。 
実際に戦場で誰がやったかわからない。ロシアかウクライナどちらがやったかは私たちには

わからないが少なくとも疑問を持ってみなくてはならない。アフリカの紛争地ではわざわざ、
敵側の軍がやったことにしたいために自分たちが自分たちの住民を襲うことがある。 
「ウクライナ傭兵部隊の伝えられ方」 
日本のメディアでは精鋭軍と美化されて伝えられているが、国軍や正規軍より傭兵部隊のほ
うが自国の国民を殺しても抵抗感が少ない。ウクライナにもロシア系の人々もいる。傭兵軍
がそういった人々に危害を加えていた可能性も否定できないのではないのか。傭兵部隊を英
雄視して伝えられていることに抵抗がある。 
こちらが「善」こちらが「悪」といった二分法ではなく、多面的に考えることが必要。 
 
タリバン（アフガニスタン） 
JVC はアフガニスタン戦争が始まった時点（2001 年）から昨年 2020 年まで活動してきた。 

(JVC の活動写真 4 枚の説明：「地域医療」、「女性の識字教育」、「子供たちにおもちゃの銃は
いらないキャンペーン」（力を持っていることが良いという文化が浸透している。おもちゃ



の銃を持つことはそれを助長していくのでおもちゃ屋さんに「おもちゃの銃は売らないで」
というキャンペーン）、「アメリカ軍との交渉」（JVC が運営している診療所の近くに爆撃が
あり何人もの人が亡くなった。アメリカ軍は最初否定したが証拠を集めて最終的にはアメリ
カ軍の誤爆だったことを認めた。そしてその地域ではそのような危険な活動はしないと約束
してもらった） 
その後、現地の NGO、「YVO（Your Voice  Organization）」が活動を引き継いでいる。現
地団体に引き継いですぐ、タリバンの権力掌握が起こった。元 JVC スタッフのアフガニス
タン人がいうには、空港に人々が殺到している映像が繰り返し流され、アフガニスタン人の
恐怖をあおってしまった。確かに一部の人は身の危険を感じたと思うが、多くの人がタリバ
ンの標的であったわけではなく、ああいった映像が流れることでパニックになってしまった。 
報道されたこと 

タリバンの「蛮行」・・・民主的な人を拷問したなど（やっぱりそうか）。そのようなことが
あったことは事実でもそれがすべてではなかった。 
報道されなかったこと 
人々が想像していたけれど起きなかったこと。大虐殺や破壊行為はなかった。 
 
元 JVC スタッフで現 YVO代表のサビルラさんの話。 
若い時は力に憧れタリバンのサポーターのようなことをやっていた。JVC のスタッフにな
って、考えが変わった。力によって解決するのではなく、対話によって物事を変えることが
できることを学んだ。（特にアメリカ軍との交渉を通じて）アフガニスタンの地域で平和を
作っていくには武力ではなく対話を通じて解決していこうという活動を行っている。タリバ
ンは農村を基盤にしている。自分たちの農村の人がタリバンになった。元から国際的なテロ

を目的とした組織ではない。 
サビルラさんの考えるタリバンの権力掌握 
「民主的な制度、言論の自由・・・どうなるのか不安」 
「過去の政変（米軍が来た時やソ連の侵攻）では多くが破壊され国土が荒廃してしまった。
今回は違う。国づくりのチャンスと考えるしかない」 
「とにかく治安が良くなった。以前に比べて心配なく村から街に行けるようになった」 
「NGO の活動の継続」 
タリバン掌握後、州の人道支援担当官（タリバン）が NGO と面会をした。その時、旧政権
の担当官も同席し、引継ぎをするような感じ。ペシャワール会や YVO などの NGO とミー
ティングを行い、その中でタリバンは活動を続けてほしいと言っていた。ペシャワール会の
話ではタリバンが活動現場を視察して「活動を続けてほしい」と言われ、早い時期に活動再

開している。YVO も緊急人道支援は実施している。女子の識字教育は交渉中。何とかタリ
バン政権と話をしながら活動を続けていこいうとしている。 
 
注目を集めた「女性の権利」 
・「女性の権利を認めない」というのはアメリカがアフガニスタン攻撃の正当化の理由にも
なっていたが、タリバンが悪いという単純な問題ではないのではないか。そもそもアフガニ
スタン社会にある見識（男性優位など）タリバンの姿勢はもともとアフガニスタン社会にあ
ったものを反映したもの。民主化された 2001 年以降も女性はブルカをかぶっていた（特に
JVC が活動していたナンガルハル州はアフガニスタンの中でも保守的なところなのでブル
カをかぶっていた） 
・「女性の人権」が政治の道具に使われている。 

 
アフガニスタンを国家として承認するのか？しないのか？ 



国家の定義・・・領域、国民、実効的な統治があれば国家。 
タリバンもこれからすれば国家である。 
「民主的でない」「人権軽視」だから国家を承認しないというのはあり得るのか？ 
・男女別の教育はイスラム圏ではほかの国でも存在する。しかし欧米日は批判したりしてい
ない。現地の文化や習慣を尊重しなかったのでアメリカ軍は最終的に撤退することになった。
現地の文化や習慣も変わるもの。しかし「外国勢力」や「武力」によって外側から強制的に
変わるものではない。 
 
現在のアフガニスタンは 
アメリカの経済制裁が大きな問題になっている。 
現金が不足していて銀行からお金が引き出せない。海外からの銀行送金ができない（JVC も

ほかの日本の支援団体も送金できず苦労している） 
昨年の干ばつで食糧難から人道危機が起きているが制裁が解除されない。 
 
 
朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮） 
「孤立している？」 
国交を持っているのは何か国？（正常な外交関係がある。お互いに大使館がある等） 
イスラエルは 164 か国と外交関係を持つ。40 ぐらいが外交関係を持っていない。 
北朝鮮は 165 か国と外交関係を持っている。イスラエルと変わりない。 
私たちが持っているイメージと違う。ヨーロッパからの観光客もいる。 
「大学生の交流」 

JVC は 2012 年より日朝大学生交流をやっている（20 年くらい子どもの絵の交流をしてい
る）。日本の大学生数人が平壌に行き平壌大国語大学で日本語を学んでいる人たちと交流し
ている。 
行くまでは平壌は鬱屈しているようなイメージを持っていた。行ってみるとみんな普通で、
学生は学校帰りにアイスクリームを食べたりしている。そこで印象が変わる。「会ってみる
までは怖かった」けれど「会ってみれば自分たちと同じ学生じゃないか」 
平壌の学生もスマホを持っていて（平壌はインターネットで国外とはつながっていないので、
国内のネットワークだが）ファッションや恋愛に興味がある。 
平壌の学生も「日本人に合うまでは怖かった。」お互いに恐怖を感じている。 
「北朝鮮について良くある質問」 
・平壌の高層ビルとか張りぼてでしょ？・・・高層ビルの下にあるレストランにはいったこ

とがあるがそこは張りぼてではなかった。 
・首都はいいけど、地方はひどいよね・・・どこの国でも首都と地方の格差はすごい。 
 
「日朝大学生の意見交換」・・・打ち解けてくると賠償問題、拉致問題をめぐるやり取りも
行われる。 
日本の大学生：「どうしてミサイルを発射するの？」 
平壌外大生：「自国の防衛のため、訓練のようなもの。ずっとアメリカの核の脅威にさらさ
れているから。」 
日本：「でも、日本ではみんな怖がっている」 
平壌：「そうなの？全然考えてもみなかった。だったら日本はミサイルを持っていないの？」 
日本：「？？多分、持っていないと思うけど」 

平壌：「アメリカの基地がなければ、日本にミサイルは向かないよ」 
日本：「えっ、そうなの？」 



平壌：「どうして日本にアメリカの基地があるの？」 
日本：「えっ、それは、日本を守っているのかな・・・」 
 
私たちは、日本にアメリカの基地があって、ミサイルが平壌に向いていて脅威を与えてると
いうことは気が付かない。「中国や北朝鮮が脅威」であって日本が相手に脅威を与えている
ことは気が付きにくい。交流を通じて学生たちは感じた。 
 
相手がどうしてやっているのか。相手を理解することを皆さんは学んでいる。 
 
意見交換の最後に 
平壌外大生の感想 

「日本人から平和を望む声を聞いてすごく感動した」 
「将来は、東アジアでもヨーロッパ（EU）のようにパスポートなしで行き来がしたい」 
日本の学生の感想 
「日本との関わりに前向きな考えが飛び出て驚いた」 
 
会って話をしてみると全然違う。相手は敵対しているわけではない。平和を望んでいること
がわかる。 
 
 
＜まとめ＞ 
多面的な視点で平和を考える 
「危険な善悪の二項対立」 
気が付けば戦争を支持している。支持しなくても抵抗感がなくなっていく。戦争の芽は私た
ちの心の中にある。決して独裁者や軍部の暴走だけが原因ではない。アジア太平洋戦争に向
かった日本の状況でも、国民が熱狂し、マスコミは軍の中国への進出を肯定的に書くことに
よって新聞の部数を増やした。私たち自身が戦争を支持してしまっている。 
いったん固定化したイメージはなかなか変わらない。知らないことが敵意をエスカレートさ
せる。 
 
「「敵視」外交（制裁）をどう考える？」 
・制裁をもって相手を変えることはできない。制裁で北朝鮮が変わったか？変わっていない。
経済制裁慣れしている。国内でいろいろ作るようになっている。 

それよりも自分たちが変わる、相手を理解することはできる。人間関係にも通じる。 
相手を理解することでどのように働きかけるか？外交や話し合いにつながる。 
・その国のことはその国の人が決める。外圧で変えようとすることに無理がある。その国の
中で変えようとしている人に連帯する。 
・人権外交 例えば中国に対して、本当にウイグルの人のことを思って中国に制裁をしてい
るのか？違う意図があって人権力を行使している。アメリカや中東や日本でも人権に問題が
あるのに特定の国に対してだけ人権を持ち出して制裁するのはあまりにもひどいダブルス
タンダード。 
 
「メディア報道」 
ちょっとしたことに疑問を持つ（「孤立」など） 

違う視点から考えてみることが大事。 
 



 
JVC の「行動規範」より 
【４】現象だけではなく原因や背景を考える 
問題の現象面を見るだけでなく「なぜ起こるのか」の原因を考え、再発の予防策や政策提言
につなげます。 
多様な視点からとらえ、多数派の立場やメディア報道による先入観に左右されず状況を注視
し、援助の不均衡の是正や独自の情報発信につとめます。 
 
 
平和のために何ができるのか？ 
遠い国の話ではなく、自分たちが「当事者」であるということが大切 

私たちが支持してしまう、するとその方向に進んでしまう。ウクライナの件でも日本政府は
もっと外交的に仲介役としてできることがある。私たち自身がどう感じるか。何パーセント
の人かが、日本は制裁ではなく別な立場で仲介をしたほうがいい、中国やインドと一緒に働
きかけないかなど、いくらかの国民が考えれば、政府も違ってくるのでは。 
朝鮮半島や中国に対しての軍事力強化、南西諸島でのミサイル配備はまさに日本の話。平和
の問題で私たちは当事者になっている。私を含めてこれから何ができるのか考えていきたい。 
 
 
＜Q＆A＞ 
質問 
「経済制裁はすぐにやめるべきだというのが僕の意見。経済制裁は世界にひどい影響を与え

るのではないか。エネルギーと止めるのは世界の物価の高騰につながる。すると一番弱いよ
うな国がどんどん苦しくなってくる。 
先進国であっても貧しい人が苦しくなっていく。地球温暖化で食料が不足になるなどいろい
ろなところで問題が起きている。ペルーでは物価値上げに対する暴動に近いものが起き、ス
リランカも破綻しそうな感じ、マダガスカルが危険な状態になっている。一方で軍事力にお
金がつぎ込まれれば、そのようなところや地球温暖化への対策が削られるであろう。すぐに
でも経済制裁を止めないと、死ぬ人が世界中でたくさん出るのでは。日本でも困窮している
人たちは死ぬ人が出るのでは。」 
答え 
「食料の高騰については世界的に起こっている。私たちの活動地、特に中東パレスチナやイ
エメン（調査のため２か月前に入っている）では、パン（小麦）が食事の中心。価格が上が

って買いにくくなり、かなり影響が出ている。」 
 
 
質問 
「ロシアはひどいことをやっているが、世界中で紛争がたくさん起きている。例えばイエメ
ンの内戦は、国連が今の最大の人道的危機だと言っている。国連の担当者が会議を開いて、
各国にイエメンへの人道支援として３０億ドルを要請しても半分も集まらない。ウクライナ
はかわいそうだが、イエメン人は死んでもかまわないと思っているのかと国連担当者が言っ
ている。世界の状況を聞きたい。」 
答え 
「国際的な援助資金について、イエメンもそうだが、先月南スーダンに行ったが、何十万人

もの避難民がいて（洪水も起きている）、国連の担当官がウクライナにお金が行っているの
で援助資金がカットされていると言っている。今ある難民キャンプの食糧支援が今年の８月



くらいには半減される。避難民の人もこの状況では支援がカットされると思っている。洪水
で家が水没したり、紛争で燃やされて無くなったりしているのに支援が亡くなったら自分は
どうしたらよいのかと言っていた。国際的援助資金が極端にウクライナに集中している状
況。」 
 
質問 
「イエメンについて UAE やサウジアラビアなど１０か国ぐらいが空爆をしている。同じ
ように非難されることだと思うが、これはダブルスタンダードと考えていいのか。」 
答え 
「ダブルスタンダードと考えていいと思う。フーシ派という暫定政府でない人たちが実効支
配している地域を空爆している。それが国際法上どう解釈するのかはわからないが、人道上

犯罪であることに間違いはない。アメリカや西側は自分ではやらずにサウジアラビアやアラ
ブ諸国連邦にやらせている。報道もあまりされない。」 
 
質問 
「ウクライナ問題で私たち日本人にできることは？ 
答え「ウクライナの人々を支援している団体が多くあるのでそういったところに支援する。 
日本は戦争を止めるためにやることがあるのではということを周りの人と話すだけでも良
い。世論、人々の雰囲気が変わってくると政府だって無視はできなくなる。 
NHK の日曜討論である専門家の方が「日本にできることはバイデンさんを止めること」と
言っていた。皆さんが考えて SNS や新聞の投稿などで発言していくことができる。」 
 

 
質問 
「異なった立場の正確な情報は具体的にどこで得られるでしょうか。できれば日本語のサイ
トで」 
答え 
「スプートニクや RT(旧ロシアトゥデイ)などロシアのサイトもある。日本語のサイトもあ
る。ほかにはアルジャジーラなど。海外のメディアの日本語のサイトを持っているところも
たくさんある。南アフリカの報道を見ると「制裁をやることは問題の解決にならない」と言
っている。 
国連特別総会で棄権票を投じた国のサイトを見るのも一つできること。」 
 

 
質問 
「スーダンでの体験を話してください。」 
答え 
「皆さん日本人が好き。トヨタの車のことをいう人が多い。JICA などがやっている日本援
助のことをいう人も多い。 
日本の団体としての活動はやりやすい。一方、欧米、アメリカの団体だとアメリカ人である
ことを言っちゃいけない。いままでアメリカが中東などに介入をしてきたことをみんな知っ
ていて現地の人から反感を持たれているから。日本は今まで軍事的攻撃をしなかったことで
やりやすい。今後、軍事的攻撃をすることで日本人の安全性が失われることになる。」 
 

質問 
「高校入試においてボランティア活動が評価されるということだが、本当に意味のあるボラ



ンティア活動が中学生にできるものでしょうか。」 
答え 
「自分の身の回りに様々な問題があり、その場で様々なサポートややらなくてはならないこ
とがあると思う。その時に背伸びをして国際協力をやる必要はないのでは。関心を持った人
がやるのはオッケーだが、入試で評価されるというのは変なのでは。」 
大学でボランティア活動が単位として認定されるということで、問い合わせがあるが、強制
されるようなものではない。」 
 
質問 
「団体を継続するのはたいへんですか？」 
答え 

「大変です。団体となると団体運営があり、お金をどうする、人をどうする、様々なことが
ある。活動が無くなったら。職員の首を切るのか？団体として何をしなくてはならないのか
を考え、同時に団体運営をしなくてはならない。難しい場面はある。」 


