
写真：AP/アフロ102

CNN SPECIAL INTERVIEW

「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズのレゴラス役や「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズのウィル・ター
ナー役など多数の映画出演で知られ、世界中のファンを魅了してきた俳優オーランド・ブルーム氏。
社会活動にも熱心で、2009年にユニセフの親善大使に任命されると、以来、世界各地で戦争や
自然災害に苦しむ子どもたちのもとを訪れる活動を行ってきた。そして今年、ロシアによるウクライナ
侵攻によって祖国を追われ、モルドバに避難したウクライナ難民たちの慰問に訪れた。

俳優・ユニセフ親善大使

オーランド・ブルーム
一人の父としてウクライナ難民と向き合う

Absolutely 
Heart-Wrenching
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Jim Acosta Russia’s senseless war 

against Ukraine has set off a refugee 

crisis the world has not seen since 

the 1940s. And the number of peo-

ple we are talking about is truly 

shocking. The United Nations says 

nearly 13 million people have been 

uprooted in Ukraine, forced by the 

fighting to leave their homes behind 

just to stay alive.

And that’s just inside the country. 

So far, more than 5 million people, 

almost all of them women and chil-

dren, have fled Ukraine in fear, 

some to neighboring Moldova. 

That’s where UNICEF goodwill am-

bassador and actor Orlando Bloom 

got to meet some of the families 

and children who’ve left their entire 

lives behind.

Orlando Bloom （in video）  When we 

see conflict like this, you realize 

that it’s all about the children and 

what their future will be, and it’s so 

uncertain, because nothing is cer-

tain when they’re fleeing a war.

  

ジム・アコスタ　ウクライナに対する

ロシアの理不尽な戦争が、1940

年代以降、類を見ない難民危機を

引き起こしています。問題となって

いる人数はまさに衝撃的です。国

連によると、ウクライナでは1300

万近い人々が居住地を追われまし

た。戦闘によって、ただ生き延びる

ために家を離れざるを得なくなっ

たのです。

　しかも、それは国内だけの話で

す。これまでのところ、500万人余

りが、そのほとんどは女性と子ども

ですが、恐怖に駆られてウクライナ

から逃げ出し、一部は隣国モルド

バへと向かいました。その地で、ユ

ニセフ親善大使で俳優のオーラン

ド・ブルームさんが、全生活を捨て

てきた家族や子どもたち数組と面

会する機会を得ました。

　

オーランド・ブルーム（録画）　こうい

う紛争を目の当たりにすると、肝心

なのは、子どもたちとその子たちの

未来がどうなるのかということだと

気付きます。それはとても不確か

です、戦争から逃げているときに確

かなものなどありませんから。

親善大使として目の当たりにした現実63

absolutely:
《タイトル》まったく、完全に
senseless:
理不尽な、愚かな
set off:
～を引き起こす、～の引き
金になる
refugee:
難民
crisis:
危機
uproot:
（住み慣れた土地などから）
～を追い立てる、立ち退か
せる
force...to do:
…に～することを余儀なく
させる
so far:
これまでのところ
flee:
①～から逃れる　②逃れる
in fear:
恐怖に駆られて
neighboring:
隣接する、近隣の
UNICEF goodwill am-
bassador:
ユニセフ親善大使
get to do:
～する機会を得る
leave...behind/leave 
behind:
…を置いて去る、残していく

■ゲスト／オーランド・ブルーム
1977年、イングランドに生まれる。ギルドホー
ル音楽演劇学校で演技を学ぶ。卒業直後
に抜擢された映画『ロード・オブ・ザ・リング』
（2001年）のレゴラス役で大ブレイク。出演
作に「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズ
や『トロイ』『キングダム・オブ・ヘブン』など
多数。2009年からユニセフの親善大使を
務めている。

■インタビュアー／ジム・アコスタ
1971年、ワシントンDC生まれ。キューバ移
民を父に持つ。ジェームズ・マディソン大学
を卒業後、NBCやCBSでリポーターを経験
し、2007年CNNに入局。大統領（選挙）
関連の取材を行うことが多く、これまでにヒラ
リー・クリントン、バラク・オバマ、ドナルド・ト
ランプなどを取材してきた。

conflict:
①戦争、紛争、衝突　
②（心の中の）葛藤
it is all about:
重要なのは～である
uncertain:
不確実な、まだわからない
certain:
確かな、安定した

俳優・ユニセフ親善大使

Absolutely 
Heart-Wrenching


