
（問題となった、アムネスティ・インターナショナルが 8 月 4 日に公表した報告書につ

いて、アムネスティのホームページで公開されている全文を、仮訳。その内容は、ウク

ライナ軍が「人間の盾」として利用しており、ロシア軍の民間施設への攻撃を招いてい

ると指摘する一方で、ロシア軍にも無差別攻撃をしないように求めるものだった。） 

 

 「ウクライナ：ウクライナの戦闘戦術は市民を危険にさらす」 

 

2022 年 8 月 4 日 

 

・学校や病院を含む住宅地に設置された（ウクライナ軍の）軍事基地 

・（ウクライナ軍による）人口密集地の民間人居住区からの攻撃 

・（ウクライナ軍による）このような違反行為は、数えきれない民間人を殺傷したロシ

アの無差別攻撃を決して正当化するものではない 

 

 アムネスティ・インターナショナルは本日、2 月に始まったロシアの侵攻を撃退する

ために、ウクライナ軍が学校や病院を含む人口密集地の住宅地に基地を設置し、兵器シ

ステムを運用することによって、一般市民を危険にさらしていると、指摘した。 

 

 このような戦術は、国際人道法に違反し、民間人を軍事目標に変えてしまうため、民

間人を危険にさらすことになる。その結果、人口密集地におけるロシアの攻撃は、民間

人を殺害し、民間インフラを破壊している。アムネスティ・インターナショナル事務局

長のアニエス・カラマールは、『我々は、ウクライナ軍が人口密集地で活動する際に、

一般市民を危険にさらし、戦争法に違反するパターンを正式な文書に記録した』と述べ

た。 

 

 カラマールは、『防衛的な立場にあるからといって、ウクライナ軍が国際人道法の尊

重を免れることはない』と述べた。 

 

 しかし、アムネスティ・インターナショナルが記録したロシアの攻撃が、すべてこの

パターンに従っているわけではなかった。ハリコフ市の一部地域を含め、アムネスティ・

インターナショナルが『ロシアが戦争犯罪を犯した』と結論づけた他の特定の場所では、

ロシア軍によって不法に標的とされた民間地域にウクライナ軍がいた証拠は見つから

なかった。 

 

 4 月から 7 月にかけて、アムネスティ・インターナショナルの研究者は数週間にわた

り、ハリコフ、ドンバス、ミコライフ地域におけるロシアの砲撃を調査した。研究者組



織は、空爆現場を視察し、生存者、目撃者、犠牲者の親族にインタビューを行った。そ

して、遠隔での調査と武器の分析を実施した。 

 

 これらの調査を通じて、研究者は、ウクライナ軍が地域の 19 の町や村で、人口密度

の高い住宅地内から砲撃を発し、民間の建物に自らの拠点を置いている証拠を発見した。

同組織の『危機の証拠研究所（Crisis Evidence Lab）』は、衛星画像を分析し、これら

の事件のいくつかをさらに裏付けた。 

 

 ウクライナ軍が拠点としたほとんどの住宅地は、前線から何キロも離れていた。民間

人を危険にさらすことのない、軍事基地や近隣の密集した森林地帯、あるいは住宅地か

ら離れた場所にある他の建造物など、有効な（拠点の）代替場所が利用可能であった。

アムネスティ・インターナショナルは、記録した事例の中で、住宅地の民間建造物に身

を置いたウクライナ軍が、民間人に近くの建物から避難するよう求めたり、支援したり

した兆候は認められなかった。 

 

●人口密集地の民間人居住区からの攻撃● 

 

 ドンバス、ハリコフ、ミコライフ地域におけるロシアの砲撃の生存者や目撃者は、ア

ムネスティ・インターナショナルの研究者に、砲撃の前後にウクライナ軍が自宅近くで

作戦活動を展開し、ロシア軍からの報復射撃にその地域をさらしていた、と語った。ア

ムネスティ・インターナショナルの研究者は、このような行為を多くの場所で目撃した。 

 

 国際人道法は、すべての紛争当事者に、人口密集地内またはその近くに軍事目標を設

置することを可能な限り避けるよう求めている。その他、攻撃の影響から民間人を保護

する義務として、軍事目標付近から民間人を排除することや、民間人に影響を与える可

能性のある攻撃について効果的に警告を発することなどがある。 

 

 ミコライフの南にある村で、6 月 10 日にロケット弾攻撃で死亡した 50 歳の男性の母

親は、アムネスティ・インターナショナルに対し、以下のように述べた。 

 

 『（ウクライナ）軍は我が家の隣家に滞在しており、息子はよく兵士に食べ物を持っ

て行っていました。私は息子の身の安全が心配で、そこから離れたところにいるように、

何度も懇願しました。その日の午後、空爆があったとき、息子は家の中庭におり、私は

家の中にいました。息子はその場で殺されました。彼の体はズタズタに引き裂かれてい

ました。私たちの家は一部破壊されました』 

 



 アムネスティ・インターナショナルの調査員は、隣家で軍の装備や制服を発見した。 

 

 リシチャンスク（ドンバス）のタワーマンションに住むミコラは、ロシアの攻撃で少

なくとも 1 人の高齢者が繰り返し死亡した地区で、アムネスティ・インターナショナル

に、以下のように述べた。 

 

 『なぜ私達の軍が、野原からではなく、都市から発砲するのか理解できない』 

 

 別の住民、50 歳の男性は、こう語った。 

  

 『近隣で軍事活動が行われているのは間違いない。発砲があると、その後に着弾の音

が聞こえてくる』 

 

 アムネスティ・インターナショナルの研究者は、年配の男性が殺害された、住民が使

っていた地下シェルターの入り口から 20メートルほど離れた住宅地の建物を、（ウクラ

イナ軍の）兵士が使っているのを目撃している。 

 

 5 月 6 日、ドンバスのある町で、ロシア軍は、広く禁止されている本質的に無差別な

クラスター弾を使用した。ほとんどが平屋か 2 階建ての家の近所で、ウクライナ軍が大

砲を使用していたのだ。70 歳のアンナが息子と 95 歳の母親と暮らす家では、破片が家

の壁を壊した。 

 

 アンナは以下のように述べた。 

 

 「爆弾の金属片がドアから飛んできました。私は室内にいました。ウクライナの大砲

は私の畑の近くにありました･･･兵士たちは畑の後ろ、家の後ろにいました･･･私は彼ら

が出入りするのを見ました･･･戦争が始まって以来･･･母は麻痺状態にあり、私は逃げる

ことができませんでした」 

 

 7 月上旬には、ロシア軍がミコライフ地区の農業用倉庫を攻撃し、農業従事者が負傷

した。 

 

 この攻撃の数時間後、アムネスティ・インターナショナルの研究者は、穀物倉庫のあ

る領域に、ウクライナ軍の人員と車両がいることを目撃した。民間人が生活し、働いて

いる農場から 1 本道を隔てた場所にある倉庫を、ウクライナ軍が使用していたことを目

撃者に確認した。 



 

 アムネスティ・インターナショナルの調査員が、ハリコフやドンバスの村々・東ミコ

ライフの村々で、住宅や隣接する公共施設の被害を調べていた時、近くのウクライナ軍

陣地から発砲音が聞こえてきた。 

 

 バフムートでは、複数の住民がアムネスティ・インターナショナルに、住宅用高層ビ

ルから通りを挟んでわずか 20 メートルほどの建物をウクライナ軍が使っていたと話し

た。5 月 18 日、ロシアのミサイルがこの建物の正面を砲撃し、アパート 5 棟が一部破

壊され、近隣の建物にも被害が及んだ。この砲撃を生き延びた住民のカテリナさんは、

こう語った。 

 

 『何が起こったのか理解できませんでした。窓ガラスは割れ、家の中にはたくさんの

埃がありました･･･私がここに留まったのは、母がここを離れたがらなかったからです。

母は健康上の問題を抱えているのです」 

 

 3 人の住民がアムネスティ・インターナショナルに、砲撃の前、ウクライナ軍は爆撃

を受けた建物の向かいの建物を使っており、ミサイルが当たって被害を受けた別の家の

前には、2 台の軍用トラックが止まっていたと語った。アムネスティ・インターナショ

ナルの調査員は、土嚢や、窓を覆う黒いビニールシート、米国製の新しい外傷用救急機

器など、建物の内外に軍の存在を示す痕跡を発見した。 

 

 「軍が何をしようと私たちは何も言えないが、私たちはその代償を払っている」と、

同じく空爆で自宅が被害を受けた住民は、アムネスティ・インターナショナルに語った。 

 

●病院内に設けられた軍事基地● 

 

 アムネスティ・インターナショナルの研究者は、5 ヶ所でウクライナ軍が病院を事実

上の軍事基地として使っているのを目撃した。2 つの町では、数十人の兵士が病院で休

んだり、ぐるぐる歩き回ったり、食事をしたりしていた。別の町では、兵士が病院の近

くから発砲していた。 

 

 4 月 28 日のロシアの空爆で、ハリコフ郊外の医学研究所の職員 2 人が負傷したが、

これはウクライナ軍がその敷地内に基地を設置したためだった。 

 

 病院を軍事目的で利用することは、国際人道法に明らかに違反する。 

 



●学校に設置された軍事基地● 

 

 ウクライナ軍は、いつも決まって、ドンバス地方やミコライフ地域の町や村の学校に、

基地を設置している。紛争が始まって以来、学校は生徒のために一時的に閉鎖されてき

たが、ほとんどの場合、建物は人口密度の高い民間人居住区に近いところに位置してい

た。 

 

 訪問した 29 校のうち 22 校で、アムネスティ・インターナショナルの研究者は、兵士

が（学校の）敷地と建物を使用しているのを見出したか、現在または以前の軍事活動の

証拠である軍服、廃棄された軍需品、軍の配給袋、軍用車両の存在などを発見した。 

 

 ロシア軍は、ウクライナ軍が使用していた学校の多くを攻撃した。少なくとも 3 つの

町では、ロシア軍による学校への爆撃の後、ウクライナ兵らは近くの別の学校へ移動し、

周辺の地域を、同様の攻撃を受ける危険性にさらした。 

 

 オデッサの東にある町では、アムネスティ・インターナショナルは、ウクライナ兵が

民間の領域を、宿泊場所や部隊集結地として利用するパターンを幅広く目撃した。これ

には、純粋な住宅街の木の下に装甲車を置いたり、人口密集地の住宅街にある 2つの学

校を利用したりすることが含まれる。学校付近でのロシアの攻撃によって、4 月から 6

月下旬にかけて数人の民間人が死傷した。6 月 28 日に自宅へのロケット弾攻撃で死亡

した子ども 1 人と年配の女性 1 人もその中に含まれている。 

 

 バフムートでは、ウクライナ軍が大学の建物を基地として使用していたところ、5 月

21 日にロシアの攻撃があり、兵士 7 人が死亡したと報告されている。大学は、およそ

50 メートル離れたところにある他の民家とともに砲撃で被害を受けた高層住宅に隣接

していた。アムネスティ・インターナショナルの研究者は、爆撃を受けた大学の建物の

中庭で、軍用車両の残骸を発見した。 

 

 国際人道法は、授業が行われていない学校を、紛争当事者が拠点とすることを特に禁

止していない。しかし、軍隊は、やむにやまれない軍事的必要性がない限り、民間人が

多く住む住宅やアパートの近くにある学校を使用し、これらの人々の生命を危険にさら

すことを避ける義務がある。 

 

 やむにやまれない軍事的必要性がある場合は、民間人に警告を発しなければならない

し、必要であれば避難を支援する必要がある。アムネスティ・インターナショナルが調

査したケースでは、このようなこと（民間人への警告や支援）はなされていないようで



あった。 

 

 武力紛争は子どもたちの教育を受ける権利を著しく損ない、学校の軍事利用は破壊を

招き、戦争が終わると子どもたちのこの権利をさらに奪うことになりかねない。ウクラ

イナは、武力紛争下で教育を保護するための協定である『安全な学校宣言』を承認した

114 ヶ国のひとつである。（『安全な学校宣言』によると）当事者は実行可能な代替手段

がない場合にしか、放棄されたり避難したりした学校を利用することを認めていない。 

 

●ロシア軍による無差別攻撃● 

 

 アムネスティ・インターナショナルがここ数ヶ月間に記録したロシア軍の攻撃の多く

は、国際的に禁止されているクラスター弾を含む本質的に無差別な武器や、広範囲に効

果を及ぼす、その他の爆発性武器で実行された。様々なレベルの精度を持つ誘導兵器を

使用したものもあった。いくつかのケースでは、特定の対象物を狙うのに十分な精度を

持つものもあった。 

 

 ウクライナ軍が人口密集地内に軍事目標を設定したことは、決してロシアの無差別攻

撃を正当化するものではない。すべての紛争当事者は常に軍事目標と民間人・民間の物

を区別し、民間人への被害を最小限に抑えるために、武器の選択を含め、あらゆる実行

可能な予防措置を講じなければならない。民間人を殺傷したり、民間物を破損したりす

る無差別攻撃は戦争犯罪である。 

 

 『ウクライナ政府は直ちに、軍隊を人口密集地から離れた場所に配置するか、軍隊が

活動している地域から民間人を避難させることを徹底すべきである。軍隊は決して、戦

闘行為に従事する目的で病院を使ってはならず、実行可能な代替手段がない場合の最後

の手段としてしか、学校や民家を使用すべきではない』とアニエス・カラマールは述べ

た。 

 

 アムネスティ・インターナショナルは、2022 年 7 月 29 日、ウクライナ国防省に調査

結果を連絡した。公表時点（8 月 4 日）では、まだ回答はない」。 

 

 

 ウクライナ軍の戦略が市民を危険にさらしていると警鐘を鳴らした、アムネスティの

（上記）報告書には抗議の声も多く上がっているが、アムネスティ・インターナショナ

ル事務総長であるアニエス・カラマール氏は、ツイッターで「私たちの仕事を精査して

ください」と訴えた。 



 

 「アムネスティは、ロシアの侵略とウクライナの戦争犯罪を精力的に記録してきた。

今日、民間人を危険にさらすウクライナの戦術について報告した。ウクライナに対する

偏見を主張し、私たちを攻撃する人たちに言いたい。『私たちの仕事を精査してくださ

い。私たちはすべての犠牲者の味方です』。公平に」 

 

※Agnes Callamard@AgnesCallamard 氏のツイート（2022 年 8 月 4 日） 

https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555154327815192577 

 

 「今、（アムネスティの調査を）攻撃しているすべてのウクライナとロシアのソーシ

ャルメディアの人々と荒らしへ。これは戦争プロパガンダ、偽情報、誤報と呼ばれるも

のである。これによって我々の公平性が損なわれることはなく、事実が変わることもな

い」 

 

※Agnes Callamard@AgnesCallamard 氏のツイート（2022 年 8 月 5 日） 

https://twitter.com/AgnesCallamard/status/1555234095982149632 

このためです。 

 

 私たちが記録したウクライナ軍の行為は、ロシアの侵害を正当化するものではありま

せん。ウクライナの市民に対して行った侵害の責任は、ロシアだけにあります。アムネ

スティの過去６ヶ月間の活動や、ロシアの違反行為や戦争犯罪に関する複数の報告書や

ブリーフィングは、その規模や市民への影響の重大さを反映しています。 

 

 アムネスティ・インターナショナルは、7 月 29 日、ウクライナ政府に対し、我々の調

査結果の詳細を記した書簡を送付しました。書簡には、ウクライナ軍が民間人に混じっ

て基地を置いていることを記録した学校や病院などの場所について、GPS 座標やその他

の機密情報が含まれていました。この情報をプレスリリースで公開しなかったのは、ウ

クライナ軍と私たちがインタビューした民間人の双方に安全上のリスクをもたらすか

らです。 

 

 アムネスティ・インターナショナルは、ウクライナ軍がどのように行動すべきかにつ

いて詳細な指示を与えるつもりはありませんが、関係当局が国際人道義務を完全に遵守

することを求めます。 

 

 アムネスティ・インターナショナルは、紛争中に市民の生命と人権が確実に守られる

ことを常に最優先しています」 



 

※Statement on publication of press release on Ukrainian fighting tactics

（AMNESTY INTERNATIONAL、2022 年 8 月 7 日） 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/08/statement-on-publication-of-

press-release-on-ukrainian-fighting-tactics/ 

 

 


