
ロシアの学者・学術ジャーナリストの「抗議声明」を支持し、ロシア軍のウク

ライナ侵攻に抗議します 

 

私たち「安全保障関連法に反対する学者の会」の呼びかけ人一同は、本会（賛同人 

14,499 名）を代表して、２月 27 日にロシアの科学者と科学ジャーナリストによって発せら

れた、ロシア軍のウクライナ侵攻に対する「抗議声明」を支持し、平和を願うロシアの科

学者たちとの連帯を表明します。 

この「抗議声明」に名前を連ねられた何百名もの科学者のほぼ半数は、プーチン大

統領によって厳しい権力統制を強いられてきたロシア科学アカデミーの会員の方々で

す。その勇気ある行動に心からの敬意の言葉を送ります。そして、平和への願いと学問

の良識にもとづいて声をあげた方々の人権が踏みにじられないことを祈っています。 

私たちは、世界の科学者・市民と連帯し、ウクライナの平和を求めてたたかい続けま

す。さらに、この戦争の危機に乗じて、日本国内において憲法改正と軍事力の強化をも

くろむ動きにも強く抗議します。  

 

２０２２年３月１日 

 

安全保障関連法に反対する学者の会・呼びかけ人一同 

青井 未帆 （学習院大学教授 法学） 

浅倉むつ子 （早稲田大学名誉教授 法学） 

淡路 剛久 （立教大学名誉教授・弁護士 民法・環境法） 

池内  了 （名古屋大学名誉教授 宇宙物理学） 

石田 英敬 （東京大学名誉教授 記号学・メディア論） 

市野川容孝 （東京大学教授 社会学） 

伊藤  誠 （東京大学名誉教授 経済学） 

上田 誠也 （東京大学名誉教授 地球物理学／日本学士院会員） 

上野 健爾 （京都大学名誉教授 数学） 

上野千鶴子 （東京大学名誉教授 社会学） 

鵜飼  哲 （一橋大学名誉教授 フランス文学・フランス思想） 

内田  樹 （神戸女学院大学名誉教授 哲学） 

内海 愛子 （恵泉女学園大学名誉教授 日本-アジア関係論） 

宇野重規 （東京大学教授） 

大沢 真理（東京大学名誉教授 社会政策） 

岡野 八代 （同志社大学教授 西洋政治思想史・フェミニズム理論） 



小熊 英二 （慶應義塾大学教授 歴史社会学） 

戒能 通厚 （早稲田大学名誉教授 法学） 

加藤  節 （成蹊大学名誉教授 政治哲学） 

金子  勝 （立教大学特任教授 財政学） 

川本 隆史 （国際基督教大学特任教授 社会倫理学） 

君島 東彦 （立命館大学教授 憲法学・平和学） 

久保  亨 （信州大学特任教授 歴史学） 

栗原  彬 （立教大学名誉教授 政治社会学） 

小林  節 （慶應義塾大学名誉教授 憲法学） 

小森 陽一 （東京大学名誉教授 日本近代文学） 

齊藤 純一 （早稲田大学教授 政治学） 

酒井 啓子 （千葉大学教授 イラク政治研究） 

佐藤  学 （東京大学名誉教授 教育学） 

島薗  進 （上智大学特任教授 宗教学） 

杉田  敦 （法政大学教授 政治学） 

高橋 哲哉 （東京大学名誉教授 哲学） 

高山佳奈子 （京都大学教授 法学） 

千葉  眞 （国際基督教大学名誉教授 政治思想） 

中塚  明 （奈良女子大学名誉教授 日本近代史） 

永田 和宏 （京都大学名誉教授・京都産業大学名誉教授 細胞生物学） 

中野 晃一 （上智大学教授 政治学） 

西崎 文子 （東京大学名誉教授 歴史学） 

西谷  修 （東京外国語大学名誉教授 哲学・思想史） 

野田 正彰 （精神病理学者 精神病理学） 

浜  矩子 （同志社大学教授 国際経済） 

樋口 陽一 （憲法学者 法学／日本学士院会員） 

広田 照幸 （日本大学教授 教育学） 

広渡 清吾 （東京大学名誉教授 法学／日本学術会議元会長） 

堀尾 輝久 （東京大学名誉教授 教育学） 

間宮 陽介 （京都大学名誉教授 経済学） 

三島 憲一 （大阪大学名誉教授 哲学・思想史） 

水島 朝穂 （早稲田大学教授 憲法学） 

水野 和夫 （法政大学教授 経済学） 

宮本 憲一 （大阪市立大学名誉教授 滋賀大学名誉教授 経済学） 

宮本 久雄 （東京大学名誉教授・純心大学教授 哲学） 

山口 二郎 （法政大学教授 政治学） 



山室 信一 （京都大学名誉教授 政治学） 

横湯 園子 （中央大学元教授、北海道大学元教授 臨床心理学） 

吉田  裕 （一橋大学名誉教授 日本史） 

鷲谷いづみ （東京大学名誉教授 保全生態学） 

渡辺  治 （一橋大学名誉教授 政治学・憲法学） 

和田 春樹 （東京大学名誉教授 歴史学） 

 

We support the "Statement" by Russian scholars and academic 

journalists in protest against the Russian military invasion of Ukraine. 

 

We, the council members of the Association of Scholars Opposed to the Security 

Related Laws, on behalf of the Association (14,499 scholar supporters), would 

like to express our support for the "Statement" in protest against the Russian 

invasion of Ukraine issued by Russian scientists and science journalists on 

February 27, in solidarity with their sincere yearning for peace. 

Nearly half of the hundreds of signatories of the statement are members of 

the Russian Academy of Sciences, which has been subjected to strict power 

control by President Putin. We would like to express our heartfelt utmost respect 

to them for their courageous action, and hope that the human rights of those who 

raised their voices based on their quest for peace and scholarly conscience will 

not be trampled upon. We will continue to fight for peace in Ukraine in solidarity 

with the scientists and citizens of the world. 

In addition, we strongly protest the moves to revise the Constitution and to 

strengthen military power in Japan that seeks to take advantage of this war crisis. 

 

March 1, 2022 

Council members of the Association of Scholars Opposed to the Security Related 

Laws 

 

（英語表記）でお名前を掲載します。 

 


