日本軍縮学会会長・副会長 ロシアによるウクライナ侵略と核の危機に関する声明
ロシアによるウクライナ侵略は、両国間に存在する問題を力によって解決しようとする
ものであり、国際法および国際社会の信義に反する行為である。このような行動は、両国間
の関係や欧州における平和を損なうだけでなく、国際社会の秩序の安定的な維持にとって、
長期にわたり深刻な影響をもたらすものである。
さらに、プーチン大統領は戦争を遂行するにあたり、早い段階から核兵器の使用を示唆し、
核戦力の警戒態勢を上げるなどして、核戦争のリスクを高めている。核兵器が使用されれば、
数知れない無辜の市民をも戦争の惨禍に巻き込みかねない。戦闘の激化という極めてスト
レスの高い環境下において、各国の間に誤解や誤算が生じるリスクは小さくない。そして核
兵器を紛争の早期において使いかねないというロシアの姿勢は、そのような誤解や誤算を
拡大しかねない。また、チェルノブイリ原発やザポリージャ原発への攻撃は、原子力災害の
リスクを高める行為であり、原子力安全、核セキュリティの両面から決して許されるべきで
はない行為であり強く非難する。
日本軍縮学会の会長と副会長は、この戦争で亡くなられた人々に謹んで哀悼の意を捧げ、
家族や生活を失ったすべての人々に対しお見舞いを申し上げるとともに、次のことをすべ
ての当事国に求める。
すなわち、1945 年 8 月の広島、長崎における核兵器使用によってもたらされた一般市民
に対する悲劇を想起し、
「核戦争に勝者はいない、ゆえに決して戦ってはならない（a nuclear
war cannot be won and must never be fought）
」という 1985 年のレーガン＝ゴルバチョフ宣
言に言及した 2022 年 1 月 3 日の米国、ロシア、英国、フランス、中国による共同宣言に改
めて注意を喚起する。そのうえで、核兵器を含むあらゆる大量破壊兵器を、警告的なもので
あれ、都市に対してであれ、いかなる形でも使用しないこと、そしてそのリスクを低下させ
るためにすべての国はあらゆる手段を尽くすことを求める。
また、この緊張が高まっている時期に、国連や国際原子力機関をはじめ、国際機関による
平和維持に向けた努力に感謝するとともに、核兵器を保有する国々には、不要な緊張を高め
る行為を慎み、国際的な核不拡散体制の信頼性の低下を招くような行動をとらないことを
強く求める。また非核兵器国にも、核リスクを低減するための取り組みを一層強化するよう
に要請する。
国際社会の平和と安定を持続的なものにするために国際社会全体が一段と努力を強化す
る必要がある。
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Statement of the President and Vice Presidents of the Japan Association for
Disarmament Studies on Russian Invasion against Ukraine and Nuclear Crisis
Russia’s aggression against Ukraine is an attempt to resolve the problems that exist
between the two countries by force, an act that defies international law and the faith of
international community. Such actions not only damage bilateral relations between
Ukraine and Russia and peace in Europe, but also have grave long-term consequences for
the stability of the international order.
Furthermore, in pursuing the war, President Putin suggested the use of nuclear weapons
from an early stage and raised the alert status of Russia’s nuclear forces, thus raised the
risk of a nuclear war. If nuclear weapons are used, lives of countless innocent civilians
could be affected by the horrors of war. Under the extremely stressful environment of
intensified fighting, the risk of misunderstanding and miscalculation among policymakers
may increase. In fact, Russia’s indication of its willingness to use nuclear weapons early
in a conflict could trigger such misunderstandings and miscalculations. We strongly
condemn the attacks on the Chernobyl and Zaporizhzhia nuclear power plants. These acts
increase the risk of nuclear disasters and should never be tolerated from the perspective
of both nuclear safety and nuclear security.
The president and vice presidents of the Japan Association for Disarmament Studies
(JADS) offer condolences to those who lost their lives in this war and sympathy to all
those who lost their families and livelihoods.
We call on all parties to the conflict the following:
We remember the horrific tragedy that fell upon the civilian population by the nuclear
weapons dropped on Hiroshima and Nagasaki in August 1945, and call attention to the
passage from a joint statement affirmed by the United States, Russia, the United Kingdom,
France, and China on January 3, 2022: “a nuclear war cannot be won and must never
be fought”, taken from the 1985 Reagan-Gorbachev statement.
We urge all parties to make every effort to avoid the use of all types of weapons of mass
destruction, including nuclear weapons, in any form. They should not be utilized as a
warning or in any setting. We urge all parties to work together to reduce the risk of such
weapons being used.

We thank the United Nations, the International Atomic Energy Agency, and other
international organizations for their efforts to restore the peace at this time of heightened
tension. We urge the countries that possess nuclear weapons to refrain from any actions
that could unnecessarily increase tension and undermine confidence in the international
nuclear nonproliferation regime. We also urge non-nuclear weapons states to further
strengthen their efforts to reduce nuclear risks.
The entire international community must redouble its efforts to ensure sustainable
international peace and stability.
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