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◆「季刊 News ファイル」とは 

ニュース時事能力検定の公式テキスト（基礎編・発展編）発行

後に発生した最新ニュースを厳選し、そのポイントをコンパクト

に紹介します。公式テキストではカバーできない重要ニュースの

確認にご活用ください。 
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◆「季刊 Newsファイル」の編集方針 

・公式テキストのテーマ構成に準じて、ニュースを分類、収録しています。「関

連記事があるのは基礎編、発展編どちらか一方のみ」の場合もあります。 

・関連記事が基礎編、発展編いずれにもないニュースは、各分野の末尾に設け

た「その他のニュース」に振り分けています。 

・各テーマの冒頭に、対応するテキストのページ番号を示しています。テキス

トの内容を確認する際にご活用ください。 

 

 

 

●この教材の内容は、原則として2022年５月中旬までのニュースに基づいて編集しています。

ただし一部については、それ以降の動きも踏まえています。 

●肩書や年齢は当時のものです。海外のできごとの日付は、原則として現地時間に基づいて

表記しています。 

●この教材に掲載している写真や図表、イラストの著作権は、毎日新聞社に帰属します。

その他のコンテンツは、 

公式テキスト＆問題集「時事力」基礎編（３・４級対応） 

公式テキスト「時事力」発展編（１・２・準２級対応） 

をお買い上げのお客さまがご覧いただけます。 
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ウクライナ侵攻 ―変わりゆく世界―  
ロシアによる隣国ウクライナへの軍事侵攻は、「力による一方的な現

状変更は許されない」という国際秩序の根幹を揺るがし、世界と日本に

極めて大きな影響を及ぼしました。侵攻開始から約３カ月間の動きを

まとめました。 

 

 

 

■ 背景と経過 

 

◆「特別軍事作戦」称し３方向から侵攻 

ロシアのプーチン大統領は２月21日、前の年からウ

クライナ★国境周辺に集めていたロシア軍を東部の

親ロシア派支配地域★に進め、「平和を維持」するよ

う命じました。その後、24日には「住民を守るため」

との理由から、この地域での「特別軍事作戦」の許可

を出し、ウクライナへの侵攻に踏み切りました。 

ロシア軍は、ウクライナの首都キーウを含む複数の都市で、インフラや軍事施

設などをミサイルで攻撃。戦車を含む地上部隊が北部、東部、南部の３方向から

攻め入りました。北部ではベラルーシ★、東部ではロシア国境や親ロシア派支配

地域、南部ではクリミア半島★や黒海沿岸から、それぞれ侵攻しました。 

 

◆「ロシアと自国民を守るため」プーチン氏 

侵攻をプーチン氏に決断させた背景の一つとされるのが、北大西洋条約機構

（ＮＡＴＯ）★の存在です。 

冷戦終結後、東ヨーロッパの国々は次々とＮＡＴＯに加盟しました。この「東

方拡大」をプーチン氏は、自国への重大な脅威とみなしてきました。ウクライナ

のゼレンスキー政権★の動きがＮＡＴＯの更なる拡大につながるとみたプーチ

 ★ウクライナ 

旧ソ連を構成していた15の共和国の一つ。1991年

のソ連崩壊時に独立しました。国家元首はゼレンス

キー大統領（2019年就任）です。 

 

★（ウクライナ）東部の親ロシア派支配地域 

ウクライナ東部ドネツク州とルガンスク州の一

部で2014年、親ロシア派（ロシア寄りの）武装勢力

が政府庁舎を占拠するなどして一方的に独立を宣

言。それぞれ「ドネツク人民共和国」「ルガンスク人

民共和国」と自称するようになり、その後、ウクラ

イナ政府との本格的な戦闘に突入しました。プーチ

ン氏は同地域への派兵に先立ち、二つの「共和国」

の独立を承認する大統領令に署名しました。 

 

★ベラルーシ 

ウクライナと同じく、旧ソ連を構成していた共和

国の一つ。ルカシェンコ大統領が1994年以降、30年

近く国のトップを務めています。今回のウクライナ

侵攻に直接は関与していないとされますが、侵攻ル

ートを提供するなどロシアに協力的だとして、ロシ

アとともに国際社会から制裁を受けています。 
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↓本文中の言葉や説明（★）を解説・補足します。 

解説・補足が次ページに載っている場合もあります 
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ン氏が、それを阻止しようと軍事侵攻に踏み

切ったのです。侵攻を始めた２月24日の国民

向けテレビ演説で、プーチン氏は「ＮＡＴＯ

は、われわれの抗議や懸念にもかかわらず拡

大を続けた。これ以上の拡大やウクライナ国

内に軍事拠点を構えようとする試みは受け

入れられない。ロシアと自国民を守るために

はこの手段しか残されていない」と述べまし

た。 

 

◆東部へ戦力を集中 首都周辺からは撤収 

ロシアとウクライナの戦闘は、東部や南部

を中心に展開されました。特に南東部の重要都市マリウポリ★では、双方による

激しい攻防戦が続きました。また、ロシアから比較的遠い西部を含め、ウクライ

ナ全土に対してミサイル攻撃が断続的に加えられました。 

激しい戦闘は首都キーウ周辺でも繰り広げられました。ロシア軍は侵攻開始直

後、キーウの近くに迫りました。しかし、ウクライナ軍の激しい抵抗に遭い、動

きは停滞。侵攻開始から１カ月が過ぎた３月末、ロシア軍はキーウ周辺から撤収

し、東部に戦力を集中させると発表しました。 

ロシア側は当初、「キーウ攻略」と「ゼレンスキー政権の崩壊」を短期間で達成

し、ロシア寄りの政権に変える「電撃戦」を狙っていたとされます。しかし、実

際にはロシアの当初の想定と異なり、長期戦の様相を呈しています。その要因と

して▽ロシア側は短期決戦を当て込み、計画を十分に練らずに侵攻を始めた▽そ

の結果、武器、燃料、食料の補給がままならなくなり、士気の低下を招いた▽一

方、ウクライナにとっては国土を守るための戦いで、士気が高い▽ウクライナ側

の抵抗をアメリカやヨーロッパが軍事的に支援している★――といったことが

指摘されています。 

★クリミア半島 

ウクライナ領ですが2014年、ロシアが一方的に編

入しました。これに対してアメリカなど主要７カ国

（Ｇ７）は、主要８カ国（Ｇ８）の枠組みからロシ

アを排除したり、経済制裁を科したりしました。 

 

★北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ） 

アメリカや西ヨーロッパの国など12カ国が冷戦

時代の1949年、旧ソ連などに対抗するために結成し

た軍事同盟。冷戦終結（1989年）後は東ヨーロッパ

の国々も参加し、2021年末時点の加盟国は30カ国で

す。 

加盟国にはＮＡＴＯの集団的自衛権が適用され

ます。集団的自衛権は、他の同盟国や友好国への攻

撃を自国への攻撃とみなし、反撃する権利のこと。

ＮＡＴＯの場合、ある加盟国が攻撃されたら、他の

加盟国が共同で軍事行動をとることができます。 

 

★ゼレンスキー政権 

ウクライナでは1991年の独立後、親欧米（ヨーロ

ッパやアメリカ）派と親ロシア派の間で政権交代が

繰り返されてきました。2019年に発足したゼレンス

キー政権は欧米寄りの立場で、ＮＡＴＯ加盟への意

欲を示していました。 

 

★マリウポリ 

アゾフ海に面した港湾都市。侵攻開始後にロシア

軍が包囲し、ウクライナ政府傘下の戦闘部隊「アゾ

フ大隊」が立てこもって徹底抗戦した後、５月17日

に事実上、陥落しました。 

 

★例えばアメリカは、侵攻開始後から５月上旬まで

に、約38億㌦（約5000億円）を拠出しました。 
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■ 人道危機 

 

◆民間人に多数の犠牲 残虐行為も 

ロシアによるウクライナ侵攻は、深刻な人道危機をもたらしています。 

国際連合（国連）人権高等弁務官事務所（ＯＨＣＨＲ）によると、侵攻開始以

降、民間人の死者は3000人、負傷者は4000人を超えたといいます。ただし、実際

にはこの人数よりも多いと見込んでいます。侵攻開始直後から２カ月以上にわた

ってロシア軍に包囲され、市街地が徹底的に破壊された南東部の激戦地マリウポ

リでは、街から脱出できなかった民間人が多数巻き込まれました。地元市長は、

死者２万人以上との推計を発表しています。 

ロシア軍による残虐な行為も次々と明るみに出ています。キーウ近郊のブチャ

では３月末にロシア軍が撤収すると、多数の民間人の遺体が発見されました。ロ

シア軍によって殺害されたとみられます。このほか略奪や暴行、住民の強制移住

などが、ロシア軍が侵攻した各地で行われた、との証言が相次いでいます。民間

施設を故意に攻撃したり、民間人に故意に危害を加えたりすることは、国際法に

違反します。ロシア側は否定していますが、国際社会は「戦争犯罪だ」と強く非

難し、国際刑事裁判所（ＩＣＣ）★も捜査に乗り出しています。 

 

◆1300万人超が難民・避難民に 

住む場所を追われている人も多数、生じています。国連難民高等弁務官事務所

（ＵＮＨＣＲ）によると、侵攻開始後にウクライナ国外へ逃れた人は600万人を超

えたとされます。また、国内で避難している人は700万人超に上ると推計されま

す。日本の外務省によると、侵攻開始前のウクライナの人口は約4200万人（クリ

ミアを除く）。おおよそ国民の３人に１人が避難を余儀なくされている計算です。 

  

 

 

 

★国際刑事裁判所（ＩＣＣ） 

個人による戦争犯罪などを裁く常設の国際機関。

2002年発効の国際ルールに基づいて設立され、123

カ国・地域が加盟しています（2022年４月末時点）。

日本は2007年に加盟。アメリカ、ロシア、ウクライ

ナは加盟していません。 

類似した機関に、国際司法裁判所（ＩＣＪ）があ

ります。ＩＣＪは国連の六つの主要機関（他には総

会や安全保障理事会など）の一つです。1946年から

活動し、国同士の紛争を処理します。これに対して

ＩＣＣは国連から独立しており、個人を裁きます。 

  

ロシア軍による攻撃で破壊されたとみられる住宅

＝キーウ近郊のブチャで2022年５月 
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■ 国際社会の対応★ 

 

国家の領土保全と主権を尊重し、これらを武力で侵して

はならない――。悲惨な世界大戦を２度にわたり経験した

反省から、世界はこの理念を国際関係の基本に据え、国連

憲章にもうたってきました。第二次世界大戦後、70年以上

掲げられてきたこの原則を、ロシアはウクライナ侵攻によ

り踏みにじったとして、国際社会は強く非難しています。 

 

◆圧倒的多数が「非難」 国連決議 

国連総会は２月28日、安全保障理事会（安保理）の要請

を受けて緊急特別会合★を開きました★。３月２日には、

ロシアを非難し、軍の完全撤退を要求する決議案を採択し

ました。国連に加盟する193カ国のうち、アメリカ、ヨー

ロッパ、日本を含む141カ国という圧倒的多数が賛成し、

反対はロシアを含めて５カ国でした。棄権は中国やインド

など35カ国でした＝右の表。 

国連総会の緊急特別会合は、その後３月24日、ロシアが悲惨な人道状況をもた

らしたと指摘して、人道支援強化を訴える決議案を採択しました（賛成140、反対

５、棄権38）。４月７日には、国連人権理事会でのロシアの理事国資格を停止する

決議案を採択しました（賛成93、反対24、棄権58）★。 

 

◆米欧日は強力な経済制裁 

国連での一連の動きに加えて、アメリカ、ヨーロッパ、日本は協調して、ロシ

アに対するさまざまな制裁を科しました。いずれも「経済的な圧力をかけて、ロ

シアに侵攻をやめさせよう」という狙いがあります★。 

金融の分野では２月末から３月にかけて、国際的な金融決済ネットワーク「Ｓ

ＷＩＦＴ（スイフト）★」からロシアの主要な金融機関を排除したり、ロシア中

 ★日本政府の対応については10、11ページを参照し

てください。 

 

★（国連総会の）緊急特別会合 

国際平和と安全に責任を負う安保理が、常任理事

国の拒否権行使などで機能しなくなった際に開催

できます。「安保理の理事国のうち９カ国以上（常任

か非常任かは問いません）の要請があった場合」や

「国連加盟国の過半数の要請があった場合」などに

開かれます。ウクライナ侵攻を受けた今回の会合

は、40年ぶりとなる安保理の要請で開かれました。 

 

★緊急特別会合に先立つ２月25日、安保理は、ロシ

アを非難し、ウクライナからの即時撤退を求める決

議案について採決しました。しかし、この決議案は

ロシアが拒否権を行使したことで否決されました。

中国などは棄権しました。 

ウクライナ侵攻を巡っては、安保理の「機能不全」

が指摘されています。常任理事国として拒否権を持

つロシアが当事者となっているため、ロシアの拒否

権発動で決議案を採択できず、安保理として身動き

がとれない場面が目立っています。 

 

★４月７日の決議に反発したロシアは、人権理事会

を即日脱退すると表明しました。 

 

★制裁による経済への影響については８、９ページ

を参照してください。 

 

★ＳＷＩＦＴ 

各国の金融機関は、国境をまたいでお金を決済す
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央銀行（中銀）が国外に保有する資産を凍結したりしました★。 

また、石炭、原油、天然ガスといったエネルギー資源についても、ロシアから

の輸入を禁止したり、段階的にやめたりする方

針を３月以降、相次いで打ち出しました。ロシ

アは世界有数の資源大国で、エネルギー関連産

業はロシア政府の主要な収入源となってきま

した。そこで、侵攻などに使うお金をロシアに

与えないようにしよう、との考えがあります。 

 

◆「脱ロシア産資源」には課題も 

ただし、資源の禁輸を巡る立場は、国によって異なる部分もあります。産油国

であるアメリカはロシアへの依存度が低く、国内で産出する分で一定程度を賄う

ことができます。このため早い段階で、原油や天然ガスを禁輸すると打ち出しま

した。一方、ヨーロッパの国々はロシアへの依存度が高く、即座に禁輸すると、

電力が不足したり物価が高騰したりして、自国の経済に悪影響が及ぶことになり

ます。ロシアに代わる調達先を見つけるなどの対応には時間がかかるため、「脱ロ

シア」の動きは段階的に進めるとしています。 

同様の課題を、日本も抱えています。日本はヨーロッパほど依存度が高くはあ

りませんが、ロシアから資源を輸入してきま

した。とりわけロシアと共同で進めてきた資

源開発事業「サハリン１」「サハリン２」★

との向き合い方は難しい問題です。 

る際にＳＷＩＦＴのネットワークを利用します。Ｓ

ＷＩＦＴから排除されると、対象の金融機関がある

国（今回はロシア）は事実上、世界経済から締め出

され、貿易など外国との取引が難しくなります。 

ＳＷＩＦＴは、ネットワークを運営する組織の英

略語で、「国際銀行間通信協会」と訳されます。1973

年に発足し、現在は200を超える国・地域の１万1000

以上の金融機関が参加しています。 

 

★中銀の海外資産が凍結されたことで、ロシアは手

持ちの外国通貨（外貨）を売ってロシアの通貨ルー

ブルの価値を維持する「通貨防衛」や、外貨（主に

アメリカドル）建て国債の償還（借金を返すこと）

が難しくなりました。自国通貨の価値が下がった

り、国の借金を返せなくなったりすると、世界経済

におけるその国の信用は下がるため、この制裁はロ

シア経済にとって大きな打撃です。 

 

★「サハリン１」「サハリン２」 

日本政府や企業が、ロシアと共同で進めてきた原

油・液化天然ガス（ＬＮＧ）の開発事業。日本はこ

こで生産された原油やＬＮＧを輸入してきました。 

日本は石油危機による国内の混乱を経験した教

訓から、中東などに偏りがちな資源調達先を多様化

しようとこの事業を始めました。サハリンは中東と

比べて地理的に近く、資源の輸送にかかる費用を抑

えられるメリットがあったほか、北方領土問題を前

進させる切り札になると考え、日本政府が「国策」

として進めてきた経緯があります。 

今回の侵攻が始まった後の３月、日本はサハリン

１、２からの撤退はしないと決めました。資源を安

定的に確保する必要がある、との判断です。一方、

日本と共に参加していたアメリカやイギリスの大

手石油企業は、撤退を表明しました。 
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■ 安全保障への影響 

 

◆ＮＡＴＯ拡大を巡る攻防 

ロシアのウクライナ侵攻は特に、ヨーロッパの安全保障環境に劇的な変化をも

たらしました★。 

ロシアの脅威を目の当たりにしたＮＡＴＯ諸国は、結束を強化する動きをみせ

ました。３月24日の緊急首脳会議では、東ヨーロッパの防衛力を高める方針で一

致。ハンガリーやルーマニアなどに事実上、常設となる多国籍部隊を置くことを

決めました。 

加えて、これまでＮＡＴＯに加盟せず、中立政策をとってきた北ヨーロッパの

フィンランドとスウェーデンが５月18日、ＮＡＴＯへの加盟を正式に申請しまし

た。加盟が実現すれば、ＮＡＴＯ拡大という結果をロシアが自ら招いたことにな

ります。「ＮＡＴＯへの対抗」というプーチン氏の狙いは裏目に出た、との指摘も

各所からなされています。 

 

◆高まる「核戦争」の懸念 

今回の侵攻を巡っては、「核兵器が使われるのではないか」と心配する声も上が

っています。 

２月24日の演説でプーチン氏は、「ロシアは世界最強の核大国の一つ」と発言。

３日後の27日には、核抑止部隊に特別警戒態勢を取るよう命じました。いずれも、

ウクライナを支援するためにアメリカやヨーロッパが軍事介入するのを阻止す

る狙いがあるとみられます★。 

また、戦況は一進一退で、ロシアにとって侵攻が思い通りに進んでいるとは言

い難い状況です。「プーチン氏が状況を打開するために、核兵器の使用に踏み切る

のではないか」との見方もあります。 

 

◆軍事介入には否定的 「第三次大戦」回避で 

ところで、アメリカやヨーロッパは今までのところ、軍をウクライナに送り、

  

 

★一方、侵攻の影響がアジア太平洋地域にも波及す

るのではないか、と心配する声もあります。こうし

た主張の念頭にあるのが、中国の存在です。 

中国は近年、国防費を大幅に増やし、東シナ海や

南シナ海などへの海洋進出を強めています。また、

中国共産党は台湾統一を長年の悲願としています。

武力によってウクライナを自らの影響下に置くと

いうロシアの試みが成功すれば、中国も同様の動き

をみせるのではないか――こうした懸念が指摘さ

れているのです。特に、中国が台湾に侵攻するなど

の「台湾有事」への警戒感は強く、アメリカや日本

の政府も、中国をけん制する姿勢を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ロシアのこうした言動は「核による威嚇」という

核兵器の使い方の一例です。2021年に発効した「核

兵器禁止条約」（ロシア、アメリカ、日本などは不参

加）は、核兵器による威嚇を、開発や使用などと共

に禁止しています。 
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ウクライナと共にロシアと戦うことはしていません。 

ウクライナはＮＡＴＯの加盟国ではなく、ＮＡＴＯの集団的自衛権の対象では

ないからです。また、仮に軍事介入をすれば、アメリカやヨーロッパは戦争の当

事者となります。それはアメリカとロシアが直接戦うことを意味します。世界で

最も多くの核弾頭を持つこの２カ国★が衝突すれば、「第三次世界大戦」につなが

りかねません。こうした心配からアメリカやヨーロッパは、軍の派遣には一貫し

て否定的な立場です。アメリカは同じ理由で、戦闘機の提供にも慎重です。 

 

 

 

 

 

★世界には約１万3000発の核弾頭があり、このうち

ロシアが6255発、アメリカが5550発を持っていると

されます（2021年１月時点の推計）。 

 

 

■ 世界経済への影響 

 

侵攻の影響は、経済にも及んでいます。 

 

◆ロシア、ウクライナは深刻な落ち込み 

まずはロシア。アメリカ、ヨーロッパ、日本を中心とした国際社会から各種の

経済制裁★を受けた結果、大きなダメージを負っています。ルーブルのアメリカ

ドルに対する為替相場（為替レート）は、侵攻前は「１㌦＝70㍔台半ば」でした

が、３月中旬には「１㌦＝120㍔」まで暴落★。国外からの輸入が滞ったことも影

響して、食料品や日用品を中心に物価上昇（インフレーション＝インフレ）が進

みました。部品調達を輸入に頼ってきた製造業でも、供給不足から操業停止に追

い込まれる工場が相次いでいます。国連の専門機関である国際通貨基金（ＩＭＦ）

が2022年４月に発表した見通しによると、ロシアの2022年の経済成長率は8.5％

減となる見込みです。 

侵攻を受けたウクライナはさらに深刻で、2022年の成長率は35.0％減になると

ＩＭＦは予測しています。 

 

◆インフレ加速で成長にブレーキ 

ロシアに制裁を科しているアメリカ、ヨーロッパ、日本も打撃を受けています。

  

 

 

 

 

★経済制裁の主な内容については５、６、10ページ

を参照してください。 

 

★ただし、その後は侵攻開始前の水準に持ち直しま

した。ロシア政府が対策を講じたためです。例えば

国内の企業に対して、輸出で得た外貨収入の大半を

ルーブルに交換するよう義務づけました。 
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ロシア産資源の禁輸や段階的廃止を決めたことで、原油や、石油を原料とするさ

まざまなものの価格が上昇。2022年４月の消費者物価指数は、いずれも前年同月

比で▽アメリカ…8.3％上昇▽ユーロ圏…7.4％上昇▽日本…2.1％上昇――と記

録的な高水準となりました★。 

世界的なインフレの傾向は、2021年から既に始

まっていました。新型コロナウイルスの感染拡大

により停滞していた経済活動が再開し、急増する

物資の需要（資源や半導体など）に供給が追いつ

いていなかったためです。そこに今回の侵攻が影

響し、インフレに拍車をかけた格好です。ＩＭＦ

は高水準のインフレが今後も続き、世界経済の足

を引っ張ると分析。2022年の世界全体の成長率に

ついて、侵攻前の2022年１月は4.4％増と予測し

ていましたが、侵攻後の４月には3.6％増に下方

修正しました。 

 

◆食料危機の恐れも 

加えて、小麦価格の高騰や食料不足も懸念されています。 

ロシアとウクライナは共に小麦の主要な輸出国で、世界の小麦の輸出量のうち

４分の１超を両国が占めます。経済制裁を科されたロシアや、侵攻を受けたウク

ライナからの輸出が滞り、小麦の価格が上昇しています。 

特に影響を受けると心配されているのがアフリカです。アフリカには、小麦の

供給をロシアやウクライナからの輸入に頼っている国が少なくありません＝右

の図。輸入量の減少や価格上昇によって、サハラ砂漠以南のアフリカで食料不足

の人が約3000万人増えるとの試算もあります。原油など資源価格の高騰も貧困層

の生活を直撃しており、国際社会による支援の必要性が指摘されています。 

 

 

 

 

★日本のインフレについては14ページも参照して

ください。 
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■ 日本政府の対応 

 

◆米欧と共に制裁 北方領土問題は解決遠のく 

日本政府もアメリカやヨーロッパと協調して、ロシアに対する経済制裁を科し

ています＝右の囲み。ただ、日本とロシアの関係は悪化し、北方領土問題の解決

は以前にも増して遠のいています。 

日本はロシアとの間に、北方領土の問題を抱えています。日本政府はこれまで、

ロシアとの経済協力を進めることで、領土問題の解決と平和条約の締結につなげ

る、という立場をとってきました。しかし、ロシアによるウクライナ侵攻を受け

て、日本政府はアメリカやヨーロッパと足並みをそろえ、各種の制裁を科すと決

定。ロシア政府はこれに反発し、平和条約交渉を打ち切ると表明しました。また、

「ビザなし交流」や「自由訪問」の中止を通告し、共同経済活動についても「対

話から脱退する」と宣言しました★。岸田文雄内閣総理大臣（首相）は、「北方領

土問題を解決して、平和条約を締結するという基本的な我が国の立場は変わって

はいない」と述べていますが、北方領土問題の解決に向けた道のりは、一段と険

しくなったと言えます。 

 

◆ウクライナ避難民を受け入れ 

一方、日本政府は「ウクライナと共にある」

と連帯の意を示し、お金や物資（食料、医薬

品、防弾チョッキなど）を支援しています。 

また、３月上旬からは避難民の受け入れを

始めました★。在留資格について政府は、査

証（ビザ）申請の手続きを大幅に簡略化し、

希望者には就労可能な在留資格「特定活動（１

年間）」も認めることにしました★。加えて、

避難民と、支援を申し出ている地方自治体や

企業などを結ぶため、避難民向けのウェブサ

  

●日本のロシアに対する主な経済制裁 

・ロシア中央銀行との取引を制限 

・プーチン大統領を含むロシア政府関係者らの資産凍結 

・暗号資産を用いた制裁逃れを防ぐため外国為替及び外国

貿易法（外為法）を改正 

・貿易上の優遇措置「最恵国待遇」を撤回し、関税を引き

上げ 

・半導体や通信機器など約300品目の輸出禁止（2014年の

クリミア編入後に輸出を厳格化していた軍事用途品目

を含む） 

・ロシアへの新規投資禁止 

・機械類、一部の木材、ウオッカなどの輸入禁止 

・石炭輸入を段階的に削減し、最終的には禁止 

・原油輸入の原則禁止の方針（削減や停止の時期は検討中） 

 

 

★ビザなし交流／自由訪問／共同経済活動 

日本人が北方領土を訪れる枠組みとして、ビザな

し交流と自由訪問があります。ビザなし交流は、日

本人とロシア人島民が相互に行き来する活動です

（1992年開始）。自由訪問は、第二次世界大戦末期の

旧ソ連による北方四島侵攻で島を追われた元島民

やその家族が、簡易な手続きで居住地跡を訪問でき

る仕組みです（1999年開始）。いずれも2020、21年度

は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止さ

れていました。 

北方領土での共同経済活動は、安倍晋三首相（当

時）とプーチン大統領が2016年、交渉を始めること

で合意しましたが、本格化には至っていません。 

 

★日本政府は、ウクライナから避難してきた人を一

貫して「避難民」と呼んでいます。難民条約（1951

年採択）が定める「難民」の定義に当てはまらない、

ウクライナのゼレンスキー大統領（上）

は３月23日、現地と日本の国会をリアル
タイムでつなぐ「オンライン形式」で演
説し、日本への謝意と対露制裁の継続を

呼びかけた 
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イトを開設するなどのサポートにも取り組んでいます。 

ウクライナ避難民は、５月中旬時点で1000人を超えています。 

 

◆ウクライナ首都「キエフ」→「キーウ」 

日本政府は３月31日、ウクライナの首都の名称表記について、ロシア語の発音

に由来する従来の「キエフ」から、ウクライナ語の発音に基づく「キーウ」に変

更すると発表しました。 

与党・自民党などから変更を求める声が出ており、外務省がウクライナ政府の

意向を尋ねたところ、ウクライナ政府が変更を希望しました。日本政府の公文書

などの表記が改められることになり、新聞やテレビでも呼び方が変わりました。 

と解釈しているからです。 

日本も参加する難民条約では、人種や宗教、国籍、

政治的意見などを理由に母国で迫害を受ける恐れ

がある人を「難民」と定義しています。ウクライナ

から逃れた人々は母国から迫害を受けていないた

め、難民には該当しない――というのが日本政府の

説明です。 

しかし、国際的には、武力紛争などで故郷を追わ

れ、国際的な保護を必要とする人も「難民」に含ま

れる、と考えられるようになってきています。 

 

★ウクライナ避難民の在留資格について日本政府

は、「より安定した身分保証が必要だ」との考えか

ら、「準難民」制度の創設を検討するとしています。

一方で、「他国に比べて著しく厳しい難民認定基準

そのものを見直すべきだ」といった指摘も根強くあ

ります。 
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