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今週は様々なニュースがありました
•ｲｰﾛﾝ・ﾏｽｸ氏Twitter社買収 ﾄﾗﾝﾌﾟ氏のｱｶｳﾝﾄ解除

•香港行政長官 李家超氏 強硬派 警察都市化

•韓国大統領 尹錫悦氏が就任 保守派 対日改善

•大企業 週休３日を選択可能

•ソフトバンク 1.7兆円の赤字 ソニー 利益１兆円超
トヨタ2.9兆円 円安が影響した結果

•北朝鮮のミサイル発射実験 核実験の準備進む

•銀河系の中心にあるブラックホールを確認 アイン
シュタインの仮説立証





日本各地で微増

連休は検査数が少なかったので先週まで
の感染者減は確定したものではなかった



連休の減少は検査
数の減少によるもの

問題は来週の数値
連休の感染の影響
が出る



移動平均：各日と過去6日間の7日間平均をいう。各日のばらつきが無くなるので増減が
はっきりわかる



これからの新型コロナ対策
•今日のニュースで空港検疫でオミクロン株のBA4、
BA5型が見つかった （南ア ｻﾞﾝﾋﾞｱ ｽﾍﾟｲﾝ）

•３月に南アフリカで発見された株 感染力大

•連休の人出の影響は来週東京で１万人台を予想

•政府はウィズコロナ政策への変更を示唆

•欧米の政策にならう方向

•国民への説明をしっかりしていく必要がある





厚生労働省のHP
ここに書かれている

５月４日の感染症専門家会議
の結果を受けて



調布市のHPにある感染症対策

但し長い間更新されていない



新型コロナ対策について
•国は様々な対策を行いそれを発表している

•それが徹底されているかというと疑問である

•今回日本医師会会長や松野官房長官の談話で示さ
れた内容を国民がしっかり認識しているか

•厚生労働省のHPには書いてある

•５月４日以降の改定である

•報道でもされているが「国が推奨している」という認
識が徹底されているのかというと疑問である

12日の国会で岸田首相は
今の状況ではマスク着用は

必要と答弁



マスク着用の強要は憲法違反
•４月28日 裁判所
に警察と航空会社
を相手取って提訴

•お願いであって強
要はできない

•基本的人権の尊重
に反する

•議会では議員辞職
勧告を受けている



中国の０コロナ政策をWHO批判



上海の状況



北朝鮮でも新型コロナ感染が
•今まで新型コロナの感染者がOであるとしてきた

•今回オミクロン株のBA2の感染者が発見された

•５月８日 平壌市内で検出

•金正恩は「最大非常防疫態勢」に移行を指示

•全国の都市封鎖を指示

•国を挙げて新型コロナ封じ込めに全力をつくす

•国境閉鎖はかなり厳しくなる 食糧危機などの危険性大



• NHKによると ４月末から原因不明の発熱者がいた

• これまでに35万人が発熱 ＝国民70人に１人

• 18万人以上が治療・隔離されているという

•昨日だけで18000人の発熱 ６人死亡うち１人にウイルス検出

昨日夜中に開催され
た政治局会議

マスク姿は初めて

この後マスクを外して１時間
以上演説したという

中国の０コロナ政策を展開か



経済安全保障法が成立



課題あるが
•技術立国を確立
するために

•日本の技術が流
失しないように

•骨格は出来たが
詳細については
今後検討していく

•政令や省令とし
て発表する



経済安保の４本柱
•技術立国の基本である物資の
確保を確実にする

•EVに欠かせない電池の原料確
保 ＝＞レアアース

•基本インフラを外国企業に支配
されないように

•サイバー攻撃に対応できる技術

•軍事転用技術の非公開化



本当に大丈夫なのか
•内容が具体的でないので分からい部分が多いが
•例えば2020年に成立した改正種苗法
•日本で開発されたいちごの品種が中国や韓国で栽培され
て大きな被害が起きている
•品種登録制度と育成者権
•民事と刑事で生産者を守る制度
•差止請求や損害賠償請求
•懲罰・罰金 個人10年以下の懲役か1000万円以下の罰金
法人は３億円以下の罰金
•経済安保の罰則 ３年以下の懲役か100万円以下の罰金

既成品種については難しい





ウクライナ情勢



今回の被害
•ウクライナ中央銀行
の試算では物的被
害は13兆円

•事業停止の会社

•32％⇒17％に減少

•しかし今年のGDPは
例年の１/３へ減少

•試算方法で他の結
果も





880億ﾄﾞﾙ＝11.5兆円

ｳｸﾗｲﾅのGDP４年分



具体的な被害内容
•衛星写真などから試算

•道路は23,574km破壊され損害額は294億8000万ドル

•住宅は32,182㎢破壊され損害額は283億1500万ドル

•橋梁289カ所、民間空港11カ所、病院など231カ所、
中高等学校866カ所、幼稚園535カ所などで損害総
額880億ドル

•防衛費の増額

•被災国民への補償



戦争が終了した後で誰が負担？
•ウクライナは国際司法裁判所に提訴中

•ロシアからの賠償金で復興したいと考える

•国際司法裁判所は今回の侵攻が国際法違反である
かを審議

•国際法違反と認定されれば賠償金を請求可能

•ウクライナに関しての数字だけではない

•ロシアは国内での様々な補償がかかってくる



ロシア 戦勝記念日



プーチン大統領の演説



各国の反応



５月９日 戦勝記念日
•第二次世界大戦でナチスドイツに勝利した記念日

•勝利を祝い戦死者を追悼する集会

•大統領の声明

•軍事パレード

•今のロシアの力を示す場所でもある

• 最新鋭の武器や兵士の行進がみごと

•2005年の記念日 ブッシュ大統領や小泉首相参列

•今回は外国の要人の参加は無かった

戦後60周年
記念



プーチン大統領のスピーチ内容
•約10分間のスピーチ
•第二次世界大戦に触れた時間は１分位
•ウクライナの国名や国民についての言及はなかった
•自分達の行動は正しかった
•世界はロシアを弱体化しようと画策している
•戦っている人は素晴らしい
•平和のために戦っている
•この戦いを止める意思はない
•勝つまでは止めることはない。

ウクライナの
存在を無視



プーチン大統領のスピーチ内容
•戦果に対してのコメントはなかった
•我々はドンバスをネオナチから解放する正しい戦いをし
ている
•戦争宣言はなかった
•NATOはロシアの国境付近で戦いの準備をしロシアに脅
威を与えている
•NATOに対話を呼びかけたが聞く耳を持たなかった
•NATOはウクライナに最新兵器を供与
•アメリカはソ連崩壊後世界を牛耳ってきた
•冷戦後のロシアの位置づけはあまりに低い

誇れる戦果がない マリウポリとヘルソンを攻略位

不満を述べ
るだけ



プーチン大統領のスピーチ内容
•今回の戦いで死亡した兵士に哀悼の意を表する

•死亡傷病者への補償をしっかり行う

•その子弟の学費を支援する

•核兵器の使用に対しての言及はなし

•全体的に今までの声明の内容の焼き直し

•第二次世界大戦の勝利を祝うという本来の目的外

•終了したときにほとんど拍手がなかった



ロシアｳｸﾗｲﾅ

E U

アメリカ

武器供与

経済制裁

攻撃

ロシア人に対する迫害がある
ウクライナ政権はネオナチである
そこから救出しなければならない

モルドバの沿ドニエストルまでの陸の
回廊を確保
戦争の長期化を覚悟

ミサイル 1500発以上
戦闘車両の損失 1000両
精密誘導ミサイルの不足で攻撃地点
にブレが生じている

いつまで持つのか
核兵器や生物化学兵器の使用の危
険性

ウクライナ支援の資金不足
議会で400億ドルの追加予算承認
武器供与法成立

ロシア産の原油天然ガスの輸入停止
全会一致でなくては決定できない

ナチならなぜEU側が攻撃しないのか



シリアでもロシアが攻撃続行
•シリアでも週に５～７回ほどミサイル攻撃がある

•シリアはロシアのウクライナ侵攻を支持している

•アサド政権はロシア無しでは政権続行が難しい

•ロシアはラタキアとタルトゥースに海軍

基地を持っている

•地中海をにらむ位置にある

•トルコがNATOに加盟しているので牽

制の意味もある



シリア

ロシアアメリカ

中 国 北朝鮮
ｳｸﾗｲﾅ

アサド政権反政府勢力

イスラム国

武器の供与

ｳｸﾗｲﾅ侵攻を支持

武器の供与

イスラム過激派
支持グループ

トルコ

武器の供与もあるか
アメリカ・ロシア等距離
外交

台頭は困る 攻撃続行

複雑な国際関係

貿易関係を維持

トルコのような位置関係
はインドも同様

ロシアの弱体化はなかな
かうまくいかない



ロシア国内の変化
•新興財閥オリガルヒ内の重要人物の不審死

•自殺や心臓発作という理由だが

•プーチン氏に戦争批判をしたという報道もある

•今まで高い支持率を誇ってたプーチン大統領

•ここに来て雑音が聞こえてくるようになっている

•戦死者の余りの多さが明らかになりつつある

•戦勝記念日に強い表現ができなかった



•戦勝記念日を過
ぎてから

•政府系のサイト
に批判記事

•政府側の責任を
指摘

•ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄはす
でに国外に

•すでに削除され
たが



若者を中心に出国する人数増加
•ｳｸﾗｲﾅ難
民が650
万人

•若者は
SNSで情
報収集

•今後のロ
シアに不
安を抱く







ロシア化の動きが加速
•親ロシア派の
人々はロシアへ
の編入を狙う

•住民投票なし

•反対が多くなる
と困る

•ウクライナ側は
反発

ｳｸﾗｲﾅ人市長を追い出
した人物 過激派



プーチン大統領はあきらめない
•内部情報も含めて考える

•ロシア軍の力量が思った以上に低い

•立て直しをしていく

•その為の準備期間を作る

•その間徹底的に東部地域を攻撃する

•立て直しができたところでノボロシアを完成させる

•出来たらドニプロ川の東をロシア領に編入

•ウクライナは受け入れられないので徹底抗戦へ

国家総動員法を制定するかも

長
期
化
必
至



NATO側の兵器が到着する
•現在ウクライナに次々と新しい兵器が到着

•その操作方法の習得が終わった段階で攻撃力拡大

•すでにアメリカの榴弾砲の操作方法を習得した兵士
は310名といわれる

•M777榴弾砲には8～10人の兵士が必要

•すでに東部戦線に投入されているという

•メインテナンスの要員も訓練中という

•2000発でメインテナンスが必要



ゲームチェンジャーになるM777榴弾砲

•ｱﾒﾘｶが90門

•ｵｰｽﾄﾗﾘｱ６門

•ｶﾅﾀﾞ４門供与

•射程15ﾏｲﾙ

•誘導弾

•GPS利用で
誤差２m

•他に自走砲も



ウクライナ侵攻の今後の見通し
•東部の平原での戦いは総力戦になる

•ロシアは長期戦を覚悟している

•ウクライナもNATO等の武器援助で使用方法に慣れ
れば反転攻勢に出られる

•一部にはロシアの兵站は最大２か月で尽きるという

•山は６月ぐらいか 決着なければズルズルと長引く

•犠牲者がさらに出ることにつながる

•世界全体に大きな影響をもたらす



世界に広がる影響



フィンランド
•ロシアと1300㎞の国
境を接する

•今回の侵攻で安全
保障を確保したい

•イギリスとの間に集
団安全保障を締結

•NATOへの参加を申
請

•ロシアはミサイルシ
ステムを国境付近へ





ウクライナで問題になっている事
•農業国であるウクライナ

• ヒマワリ油の輸出では世界一

• 小麦の輸出では世界五位

• 現在大量の在庫を持つが黒海が閉鎖されている
ので輸出できない

•次回の植え付けのための資金がない

•労働力不足＝男性の多くが兵隊にとられている

•機械不足＝農業機械をロシアが略奪している



ウクライナ国内の農家の倉庫
山積みの小麦が出荷できず



５月８日

朝日新聞





ウクライナ産が命
•ウクライナの小麦が輸出で
きない

•黒海から船便で輸出

•海上封鎖されている

•鉄道での輸出が難しい

•規格が違うのと遠回り等

•労働力が戦争にとられる

•今年の作付も低下



経路と影響
•エジプトとアルジェリアを例

•海路はオデーサから

•陸路はﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ国境で積み

換え等が必要

•輸出できないと輸入国の食

糧が確保できない

•食糧危機につながってしまう

•世界的に穀物供給不足になえりの値段が上昇する

先進国が高額で買い付けてしまう



•ロシア軍の
やったこと

•金品の略奪

•農家から小
麦を略奪

•70万ｔ

•これを輸出

•今回は拒否

•背に腹は代
えられない
国もある


