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総会報告

基調講演　　 ＴＨＡＡＤ配置と平和的生存権　　　　　　　　　　　　　
                                                                         韓国仁荷大学　　     李　　　　 京柱

日本国際法律家協会　　　　　　とは縁深い者の一人です。1992年東京でCOLAP-Ⅱが開かれた時には

一参加者であり、2004年ソウルでCOLAP-Ⅳが開かれた時には主催側の一人でした。2014年ジュ

ネーブで平和への権利に関する作業部会　　　　　　が開かれた時には、韓国の参与連帯の平和軍縮セ

ンターの一員として参加しましたが、JALISAとも一緒でした。

2016年12月9日、韓国の議会　　　　　　では、パク･クネ大統領の疑惑事件を契機にし、朴大統領を憲

法尊重義務違反、賄賂罪 ･ 職権濫用などが違法であるとして弾劾訴追を議決しました。朴大

統領の疑惑は、政治経済の様々な方面に広がっているが、軍事外交政策においても真相究明

を求める声が上がっている。今度の疑惑の共犯であるチェ ･ スンシルが在米軍事ロビースト、リ

ンダキムを通してTHAAD 関係の武器製造業者であるLockheed Martinの関係者と会　　　　　　ったと

の疑惑もその一つです。にもかかわらず、アメリカはパク大統領の進退と関係なく、2017年まで

THAADを配置すると表明しています。THAAD 配置問題は韓国のみの問題でなく、日本とも共

通の問題です。報道によれば、日本にも2017年の夏までに、配置の如何を決定するそうです。こ

れについて中国の韓国、日本に対する牽制と批判が強まり、東アジアの平和情勢も大きな課題を

抱えることになります。

 

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) とは X バ ンドレ ー ダ ー (AN/TPPY-2 、

2000km) を使って長距離ミサイルの発射を探知し、終末段階である高度40Km~150Kmで打ち

破るミサイル防御システムであります。理想的にみえるが、現実は、迎撃システムの精度などがま

だ低い反面、費用が非常に高く、防衛システムとして採用することについてはアメリカをはじめと

する多くの国の軍事専門家の間でも疑問の声が高いものであります。にもかかわらず、アメリカ

が急いでいるのはXバンドレーダーで中国などの軍事的な動きを察知するには有効性があるとい

うことです。中国が反発しているのはそのせいです。

有事の際、THAADが配置されるところは攻撃の第1のターゲットになるでしょう。しかし、被害

を被るのはTHAADが配置されたところのみではありません。その周辺に住む人々の被害も、当

然予想されるのです。周辺に住む人の平和的生存が危うくされるのであり、THAAD 配置予定

地の住民の反発も強く高まっている状況です。韓国の尙州 (サンジュ) というところの平凡な住
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民達がTHAAD 配置による平和的生存権侵害などを主張しています。

韓国では特に2000年代に入ってから平和的生存権という言葉がよく使われています。海軍軍

港の建設地である濟州島　　、駐韓米軍基地の拡大移転地である平澤 (ピョンテク) で平和的生

存権が宣言され、平和運動の鍵概念として使われました。最近は学　　会　　　　　　でも「平和権ラウンドテー

ブル」の形で間歇的はありますが、議論を続けています。

訴訟自体は敗訴してしまいましたが、平澤米軍基地移転協定の違憲訴訟 (2005年) で、憲

法裁判所　は平和的生存が裁判上の権利であると認めたことがありまた。それを受けて、毎年行

われている韓米間の軍事演習である戦時増員演習が平和的生存権侵害であるとの違憲確認

訴訟 (2007年) もありました。ところが、憲法裁判所　は立場を変え、平和的生存権が裁判上の

権利でなく、理念に過ぎないと評価を切り下げました。しかし、人権とは裁判規範でもあるが、政

治規範でもあります。理念であることまでも否定されたわけではありません。理念であるが、政治

の場では人権として機能しうるということであります。

 平和的生存権は今後との国民の人権としての活躍が期　　　待されます。なぜかというと、アメリカ

の軍事戦略の転換により、戦争に巻き込まれる可能性が世界各地で特に東アジアで増大してい

るからです。平和的生存は包括性と重複性をもっているので他の人権を通じても実現されるもの

もあります。例えば、韓国の場合、良心的兵役拒否が平和的生存権の一つのとして主張されて

ますが、これは平和的生存権をいわなくても、良心の自由としても主張できます。ところが、戦争

に巻き込まれないで生存することは他の人権ではいえないところがあります。平和的生存権の本

質は生命権ともいえますが、戦争に巻き込まれない権利は平和的生存権の固有の内容であると

思います。

 平和的生存権の固有の内容である戦争に巻き込まれない権利は被害を被らない権利 ( 長沼

判決ミサイル基地、平澤基地移転 )、加担 ･ 加害 (協力) 者にならない権利 ( 名古屋高裁イ

ラク派兵、RSOI 訴訟 )を保護領域とします。ただ、この場合、自由権的な性格の権利として覚え

ておく必要もあります。日本政府はもちろん韓国政府も軍事力の行使を平和的生存権として使う

場合もあるのですが、戦争に巻き込まれない権利は権力制限規範であることは確認しておく必

要性があります

平和的生存権は=非武装を前提、非武装の9条のもとで生存する権利であると把握し、「平和
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への権利」=武装を認めた上で制約を加え、平和に生きる権利であると把握する見方もあります。

ところが、そのように把握する場合も平和的生存権は非武装云 し々なくても、共に、軍事力行使

を制限する議論をすることができます。つまり接点 をみつけることもできると思います。

日本の場合、安保条約についても自衛隊についても違憲であると踏み込んで判決したこともな

いですが、合憲であると断じて判決したこともありません。日本政府はこれを勝手に合憲であると

前提にし、自衛隊と安保条約をもちながら、ただ、武力行使はしません、と言っているのです (い

わゆる9条1項論)。9条2項 ( 非武装 )を守ろうとする国民の声と批判を意識して、基地提供や基

地使用の承諾は武力行使でもなく、一体でもないとか、自衛隊は軍事力でなく「必要最小限度

の実力」に過ぎないとの様々ないってみれば弁解をしているのです。つまり政府の9条1条を中心

にした9条解釈論つまり軍事力統制論に立っているのですが、これは同時に政府の武力行使へ

の制約原理にもなるのです。政府自身が言っていることを守れという主張が最近運動論の一つ

として脚光をあびているのもそのためです。

いずれにせよ、国連で議論されている平和への権利が軍事力の容認の恐れもないわけでは

ないのですが、軍事力の是非あるいは違憲性などを問うことを念頭におきながら、段階論的な

運動論の一つとして、軍事力を制限していく上ではそれなりの長所　もあると思います。特に日本

は軍事力制限論として蓄積したさまざまな原則 (後方支援、武器輸出禁止原則、GNP1%など)

あるいはそれを作る過程での様々な運動の経験があります。この経験を「平和への権利」の内

容として盛り入れてより豊富な内容の「平和への権利」として活用していく必要もあります。このよ

うなことは軍事力を保有するが、国土防衛に制限している韓国の場合にも有効に使えると思い

ます。

国連人権理事会　　　　　　の作業部会　　　　　　の草案などに比べると不十分ではありますが、2016年の12月半

ばには国連総会　　　　　　で「平和への権利」が、人権の名前で採決されました。渡辺洋三という憲法学　　

者が憲法には3つの側面 (法源、制度、イデオロギー) があると指摘されたことがあるのですが、

平和的生存権の議論は平和を実現していく上で大きな実践の武器 (イデオロギー) としての性

格をもつ憲法の中身の一つなので、韓国と日本ともに、実践の中でますます拡散されることを願っ

ています。
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総会第２部報告                        

                                                                  日本国際法律家協会　　　　　　 長谷川　　 弥生

１　 概要
第2部ではまず、JALISAインターンのブッチ ･ ポンゴスさんを中心にして参加者全員でフィリピ

ンの政治犯の解放や超法規的殺人の停止を求めるメッセージ撮影を行った。その後 JALISAの
機動的な活動の在り方について活発に話合いを行った。参加者は16名で、東京からの参加者
が中心であったが、北海道から1名、大阪支部から2名の参加があった。

総会　　　　　　の最後には、平和への権利、COLAPの設立、共謀罪、松川　　事件 (世界記憶遺産) に
ついての決議をあげて終了した。

そのほか、財政問題の報告、決算及び予算の承認、JALISAの団体を表すロゴの決定が行わ
れた。

２　 協議内容について
会　　　　　　議の冒頭で、最近、国際活動を行っている弁護士団体ができていることなどに関連して、日

本国際法律家協会　　　　　　の会　　　　　　員は毎年数十人単位で減少している現状からも、いずれ会　　　　　　として成り
立たなくなってしまうのではないか、という問題提起がなされた。

そこで機動的な活動のための方策を協議した。まず常任理事だけで構成される常任理事会　　　　　　
を設置することや、現在の理事会　　　　　　を拡大する拡大理事会　　　　　　を設置することなどの意見がだされたが、
いずれも反対案が出て合意にはいたらなかった。結局、現在の理事会　　　　　　の開催を1年に3回、それ
ぞれ東京、大阪、名古屋で行い、総会　　　　　　で決議された活動内容は事務局会　　　　　　議 (メンバーは事務
局長が決定する。) で具体化することとなった。

今後の活動方針については、既存の法律家団体との差異として、日本国内の問題について
国際的観点から意見を表明したり、提言したりすること及び IADLなど法律家の国際連帯活動
を推進することこそが JALISAの役割であることが確認された。

他に、会　　　　　　員による連続学　　習会　　　　　　の開催、映画鑑賞会　　　　　　の開催、ホームページを通じた情報発信等
について検討した。フィリピン人移民問題について、JALISAのインターンであるブッチポンゴス氏
を中心とした取り組みの強化についても提案があった。平和への権利についてはもっと積極的に
情報発信が必要であるとの意見もあった。

また、地方支部について、イベント開催や理事会　　　　　　･総会　　　　　　などの行事がすべて東京に集中しており、
地方支部との一体感が失われがちであることから、地方でのイベント等の開催を検討すべきとの
意見があった。従前行われていたように地方支部での理事会　　　　　　の開催を復活させるべきとの意見
があった。

会　　　　　　員間の交流については、すでに開設しているメーリングリストを活用しきれていないことの問
題が指摘された。また会　　　　　　員が気軽に参加できるようLINEなどを利用した交流を活発化させるべ
きとの意見もあった。
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総会決議 1　　 COLAP の活動の発展のために
                                           

1、2016 年 6 月にネパールの COLAP 6において、アジア太平洋法律家協会　　　　　　 (COLAP) が結成

された。アジア太平洋の民主的法律家の恒常的な組織が誕生したのは、歴史上始めてで

ある。 COLAP の結成には、当協会　　　　　　 (JALISA) の関与も評価されるべきである。 COLAP

1 (インド)、COLAP 2 (日本)、COLAP 3 (ベトナム)、COLAP 4 (韓国)、COLAP 5 (フィリ

ピン) と、アジア太平洋地域の法律家の会　　　　　　議 を開催するにあたって、JALISA はアジアの他

の法律家協会　　　　　　とも連携協力し て開催をしてきた。そのような30年にわたる活動の成果が今

年の COLAP の設立につながった。

 2、アジア太平洋地域は、平和の問題であれば、中国周辺の海洋をめぐる紛争、 米軍基地や

中国の軍事化の問題、北朝鮮の核 ･ミサイル問題、南北朝鮮の統 一の問題など、どれをとっ

ても解決が厳しい問題を抱えている。また人権の問題では、国際人権を受け入れようとしな

い各国政府の問題、恒常的に発生 している移民や難民の問題、開発の問題では途上国

による発展の権利の実現、 など多くの課題を抱えている。 しかし、どれも法律家の国際連

帯の力が発揮できれば、大きい影響力を与 えられる問題である。アジア地域は、地域共同

体がないことにも表れている ように、各国の政治 ･ 経済体制に大きな違いがあり、統合する

ことが難しい。 しかし、法律家や NGO などの民間人の連帯と活動は国境を越えて作って

い くことが可能である。共同して連帯していく力が今ほど求められていること はない。 

3、2017 年 1 月には日本で COLAP 執行部会　　　　　　議が開かれ、今後の活動について 議論が始ま

る。JALISA としては、COLAP にアジア全体にかかわるテーマ や、国際的世論に訴える日

本の課題を積極的、主体的に提案して、COLAP の牽引役になっていこう。 日本での執行

部会　　　　　　議の開催にあたっては、COLAP 6に参加した他の法律家団体のメンバー (青年法律

家協会　　　　　　国際委員会　　　　　　、自由法曹団など) と共同して 準備が進んでいる。今後は、これらの

法律家団体の COLAP 加盟も含めて、 共同の関係を積極的に築いていこう。
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総会決議 2  平和への権利の国際人権条約化へ向けて

1,2016 年 12 月中旬に、国連総会　　　　　　で平和への権利･国連宣言が採択されるこ とがほぼ確実になっ

た。 2003 年のイラク戦争以降、スペイン国際人権法協会　　　　　　が先鞭をつけた国際 NGO 運動に、

JALISA としても関与し、国連人権理事会　　　　　　では 2008 年以来、 国際法典化決議が採択され

続けてきた。NGO が主導し、賛成国とも共同した 国連における活動の結果、今回の国連

総会　　　　　　採択がされるに至ったものである。 

2, 平和への権利は、日本の平和的生存権と同じく、個人が政府や国際機関に 対して、平和

に生きる権利に対する妨害を止めさせ、権利の実現を要求する ことができる権利である。

このような権利の存在が国連宣言で確認され、さ らに各国に普及されていくことで、世界

平和の実現に近づくことができる。 また、国家の安全保障でなく、人間本位の安全保障を

実現させていく上でも、 平和への権利は、国際平和問題に対する個人のコミットを実現させ

る点で、 重要な役割を果たしていく。 日本政府は、憲法で平和的生存権を掲げる国である

にも関わらず、国連人権理事会　　　　　　と国連総会　　　　　　 (第 3 委員会　　　　　　) で反対をしてきた。このような

態度は、 核兵器禁止条約に向けた日本政府の態度と同様に、世界の平和の実現におけ る

日本の特別な役割に背くものである。JALISA には他の日本の市民団体とともに本国憲法や

9条を守る運動に役立ち、日本政府の態度を変 えさせていくべき独自の責務がある。 

3, 国連総会　　　　　　で平和への権利･国連宣言が採択されても、その後の実施手続き が自動的に決まっ

ているわけではない。たとえば、国連宣言でも言われてい るように、国連人権理事会　　　　　　やユネスコ･

国連大学　　の場で、平和への権利の実施と具体化が進むように手続面の提言なども含めて、

JALISA として、より いっそうの主体的関与が求められる。 また、日本の平和的生存権の考

え方や研究成果 ･判例などを、平和への権 利の実践的経験が少ない、他国や国連の場に、

積極的に普及していく必要も ある。そのために、国内の憲法学　　者、国際法学　　者、弁護士、

日弁連、市民の平和活動家らと、積極的に討議、研究、共同行動をして結びつきを強め

てい こう。 さらに、国連の場では、JALISA が長年にわたって関係を築いてきた IADL やジュネー

ヴ在住の NGO など国際 NGO や他国の NGO と協力 ･ 連帯を強め て国際社会　　　　　　に直接働

きかけていこう。
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総会決議 3  刑事訴訟法等の一部改正及び
                                          「共謀罪」法案に反対する 

                                                                                        

日本国際法律家協会　　　　　　は、日本国憲法と国際連合憲章の理念の実現を目指して、 法律家と市

民の共同によってよりよい世界の建設を目標としてきた。ところが、 2016 年に成立した刑事訴訟

法等の一部改正は、取調べの可視化に対する不十分な規定とともに、通信傍受の対象の拡大

と方式の簡易化を導入し、司法取引など問題の多い捜査手法を取り入れるものであって、憲法

の規定と理念に反し、 国際人権法の規準に照らして大きな疑問を抱かせるものであった。 また、

テロ対策を理由として導入を検討しているとされているテロ組織準備罪は、これまで 3 度にわたっ

て廃案となっている「共謀罪」を立法化する ものであって、国連国際組織犯罪条約の批准に不

可欠というものではなく、 むしろ実態のない「相談」という犯罪の実行行為にも至らない段階で広

くか つ比較的重く処罰するものであって、立憲主義や罪刑法定原則などの近代法 の大原則に

照らして到底支持することのできない内容をもつものである。し かも、特定秘密保護法や安保法

制ならびに拡大した盗聴法制や司法取引の新規定などと結合して濫用される危険がきわめて高

く、市民生活の安全を保持する警察活動の限界を逸脱して、むしろ市民の健全な文化的 ･ 社

会　　　　　　的活動を警察権力と刑罰権力を最大限に利用して抑圧するおそれがぬぐえない。われわれは、

主権者としての市民が十全にその権利を行使できるように保障するという国家本来の役割を果

たし、くわえてかねてより国際人権機関から改善を指摘されている刑事手続と刑事制度について、

日本政府が真摯に取り組み、捜査過程の全面可視化とともに、代用監獄の廃止、弁護人の立

会　　　　　　権の確立、国選弁護の拡大と国内人権機関の設置と国際人権機関への個人通報制の実現

に早急に取り組むことを求めるものである。

総会決議 4　　　　 松川事件資料の世界記憶遺産登録を推進しよう

日本国際法律家協会　　　　　　は、1957年の創立以来、人権の確立と平和の実現に尽力してきたもの

であるが、2019年に70周年を迎える松川　　事件について、謀略と弾圧と闘い、画期　　　的な国民裁判

闘争を組織 ･ 実行し、無罪を獲得した松川　　運動を長く人類の記憶遺産として留めるために、ユ

ネスコの世界記憶遺産の登録をすすめる運動に賛同し、その実現を広く訴えるものである。
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総会報告

参加者からの感想 ： 第 39 回定期総会出席後記        

                                         立命館大学　　 国際地域研究所　 客員協力研究員 申鉉旿

立命館大学　　大学　　院国際関係研究科博士課程後期　　　課程に在学　　していた2011年に日本国際
法律家協会　　　　　　 (以下、JALISA) の会　　　　　　員に加入いたしましたが、総会　　　　　　への出席は今回が初めてで
した。これまでの自分の研究内容の一部でもあった「平和への権利 (The Right to Peace)」と関
連して、日本においては JALISAが先立って活発な活動を行っていることを聞き、JALISAが発行
している「INTERJURIST`」を購読したいというのが会　　　　　　員になった最初の目的でしたが、入会　　　　　　後
研究を進めながら、また「INTERJURIST」を熟読しながら「できれば JALISAのみなさんと総会　　　　　　な
どで直接会　　　　　　っていろいろお話を伺いたい」と思っていましたが、様々な条件上主に東京で開催さ
れる総会　　　　　　に参加することはこれまでできませんでした。

 ところで、私の研究テーマは「憲法平和条項の国際比較研究」で、大学　　院博士課程におい
ては「韓国憲法の平和条項」について研究を進めましたが、その先行研究者である李　　　　京柱先
生が今回の総会　　　　　　において「韓国におけるTHAAD 配備と平和への権利」というタイトルで講演を
なさるという情報を受けました。自分の研究における先行研究者の方の講演もあり、これまで一
度も総会　　　　　　に出席できなかったことで JALISAのみなさんとお会　　　　　　いできる機会　　　　　　がなかったので、今回
はせっかくだから出席しようと決断し、出席することになりました。

 まず、総会　　　　　　における李　　　　京柱先生の講演は、私にとっては改めてこれまでの研究内容を整理し
てみることができた良いきっかけでした。特にTHAAD 配備は最近の出来事でもありますので、
韓国におけるTHAAD 配備は朝鮮半島　　および東アジアにおいてどのような影響を及ぼすか、また、
韓国国民における平和的生存権、もしくは平和への権利とはどのような関係に置かれるだろうか
について考えてみることができて、今後の自分の研究においても非常に役に立った時間になった
と思われます。そして、その後の審議 ･ 討議事項を通しては、JALISAの活動や役割についても
う少し具体的に知ることができた良いきっかけでした。特に「平和への権利」に関する最新の状
況について、今回の総会　　　　　　を通して知ることができたのは、私にとって最も大きな収穫ではないかと
思われます。

 最後に、今回の総会　　　　　　出席を通して学　　者のみならず弁護士など、様々な方 と々出会　　　　　　ってお話し
することができたのも私にとっては非常に有益な時間でした。「研究者」としては手に届かないと
ころがたくさんあると思われますが、研究者以外の方 と々出会　　　　　　い、お話しするのはより質の高い
研究のためにも重要ではないかと思われます。ただし、これまでのほとんどの行事が東京中心となっ
ていましたので、なかなか出席しにくかったことは残念なこととして残りますが、このたびの定期　　　総
会　　　　　　を通して、関西でも活発に活動が行われていることを知りました。関西で行われる行事がありま
したら最大限出席してみなさんと交流をしたいと思っております。ひいてはこのたびの総会　　　　　　のよう
な東京で行われる行事においても出席し続けてJALISAを通して「平和への権利」について続け
て勉強していきたいと思っております。
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ｱジｱ太平洋法律家協会 （ＣＯＬＡＰ）　 　　
COLＡP 6 分科会3「経済的発展の権　　　　　　　　　　　　　利」 基調報告
発展の権　　　　　　　　　　　　　利 ： 国際的かつ国内的枠組み （１）　              

インド法律家協会　　　　　　   ニルファー · バグワット （Niloufer Bhagwat）

１　「解決」
第二次世界恐慌の経済危機という、資本主義の中心地における前例のない不況は多くの

国々に衝撃を与えた。民間銀行、企業、アメリカを含むG7やヨーロッパの国々の国家債務は前
例のないレベルにまで膨れ上がり、結果として公的資本注入による外部からの救済 (ベイルアウ
ト“bail-outs”) と内部の損失負担による救済 (ベイルイン“bail-ins”) が起こり、債務が市民に押
し付けられることとなった。しかも経済の「緊縮」に伴って何百万人もの中間労働者層にはさらに
負担が与えられている。

日本を含むヨーロッパの19の国々は、いまや銀行預金にマイナス金利を採用している。キプロ
スのベイルインにはイタリアの銀行が続いた。オーストリアは、預金者の負担によるベイルインを導
入したEUの銀行再生 ･ 破綻処理指令 (BRRD) ⅰ をヨーロッパで最初に採用した国となったⅱ。

この指令は預金者の負担によるベイルイン、すなわち預金の没収 (オーストリアの場合、Heta(ヘ
タ) 銀行) を導入するものである。ヨーロッパにあるいくつかの脆弱な銀行やアメリカも追従する
ものと考えられている。そのうえ、歴史的に低迷している企業の売り上げや収益の減少、基軸通
貨としてのドルの終焉などにより状況は複雑化している。

これは、「歴史の終わり (End of History)」ⅲ にもかかわらず、世界のシステムの危機を示して

いる。そしてシステムが中心部分で壊れているなか、緊急の対処と政策が必要である。また、ゆ
がんだ不公平な経済的、政治的、社会　　　　　　文化的仕組みの廃止をより容易にするものである。歴史
上明らかなことは、経済や政治のシステムは、もはや生産的でないとか、不公平で抑圧的である
とか、破壊的であるとか、人間の基本的な経済や発展や文明の要求に応えられないとなれば、
改革されなければならないのである。

軍事的もしくは経済的方法に基づく腐敗、破壊や略奪は軽視され、「終わらない戦争」は放
置されている。それはアラブ世界、アジア、アフリカ、ラテンアメリカやウクライナにおける戦争、原
油収入に依存する国々、例えば、ベネズエラ、ブラジル、イラン、ロシアで進行し続ける原油価格
戦争であり、北アメリカにおいては環境に有害で「非難されるべき」石油化学　　工業が、業界にお
ける大量解雇という犠牲も伴って衰退し続けている。ロシアと中国が設立メンバーの一員となっ
ている上海協力機構 は世界の「改革」を主張し、ドルの関与しない新たな国際的金融貿易体制
を設立しようとしている。このようなロシアと中国は、軍事的脅威にさらされている。また、武装解
除していない北朝鮮のような小国は、朝鮮半島　　の内外での、水陸における原子力兵器配備を含
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む敵対的な軍事演習によって安全でない状態が続いている。
著名なアメリカの弁護士で消費活動家のラルフ ･ネーダーはこの状況を、環境や地球レベル

の「全世界の人々の企業戦争」と称する。資本主義の中心は、経済における「新封建主義」 と
「中世主義」に陥り、銀行や企業の資産は隠匿され、生産社会　　　　　　は貧困になっている。

２　偽装された紛争、操作された難民危機とイスラーム恐怖症 （Isramophobia）　
アメリカと欧州の政府は、セキュリティ対策をしたうえで、戒厳令や強制収容所　、政治犯収容

所　をアメリカや欧州に設置する準備ができている。これは、影の国家 (Deep State) により偽装さ
れた怪しげなイスラームのテロリストによる紛争や攻撃や、操作された難民危機 (深刻な人口減
少にあるヨーロッパは、賃金を下げ経済の腐敗から目を背けさせるための内紛状況を作り出すた
めに安価な労働力の集団として移民を必要としているにもかかわらず) により正当化されている。
これらは、人種的または宗教的嫌悪の扇動を通して、労働者階級と中間階級を分断するもので
あり、域内の経済危機や経済の緊縮から目を背けさせるものである。これらの国々はすでに、あ
らゆる社会　　　　　　保障費の削減とともに二桁の失業率に直面している。イギリス最大の教職者年金の
一つである大学　　年金基金 (USS) は、アメリカの年金基金のように、支給年金の大規模な実質
的減額を行い、深刻な経済損失を生み出している。

３　 主要なプライベートバンクや経済団体に対する不処罰
銀行の詐欺の連続は前代未聞になっている。最近ドイツ銀行が自認ⅵ したとおり、Libor(ロンド

ン市場銀行間貸出金利) や外国為替相場といった指標や、また、ウォールストリートや他の銀行
のカルテルにより、貴金属市場における金や銀などの価格も操作されてきたのである。「大きすぎ
て潰せない銀行や企業」は法や公正なシステムを破壊し、支配する。これは、アメリカが主導す
る軍事同盟により支配されたアフガニスタンの軍事組織による麻薬取引のマネーロンダリングはさ
ておき、金融組織や銀行の上層部がアメリカの財務省の高官を占める「回転ドア」(民間から政
府への転身) や、議会　　　　　　や議員へのロビーイング活動により行われている。これら銀行や金融組
織の説明義務の欠如は、世界の歴史上最も金のかかる選挙が行われている国々の選挙手続き
と関連している。アメリカの最高裁によるシチズンユナイテッド対連邦議会　　　　　　選挙委員会　　　　　　事件ⅶ の
判決は、選挙過程はより「経済化」してもよいとのお墨付きを与えた。過酷な現実であるが、かつ
ての民主主義はいまやムッソリーニが推し進めた「企業国家」になっているのである。「大きすぎ
て潰せない銀行」は、議会　　　　　　や政治家に商業銀行から投機的取引を分離させたグラス ･スティ̶
ガル法を廃止するようロビー活動を行ったのであるⅷ。

４　 新自由主義もしくは「新保守主義的」な輸出志向の成長への課題
新自由主義、実際には「新保守主義的 (カナダの哲学　　者ジョン ･ラルストン ･ソウル)」な時代
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における、いくつかの新興国の限定的で一時的な成功は、自立的な成長ではなく、「雇用なき成
長」(多国籍企業はたったの2800万人の雇用しか生み出していない。) である。それらの国の多
くは中国やいくつかの東南アジア諸国を除き、新興国で発展途上の国である。そして、課題を促
進する多国籍企業やG 7その他の欧州の国々は自国においては経済の停滞に直面しているの
である。

多国籍企業の同盟により生み出された圧倒的な収益は、我々は新たな自律的な成長モデル
がなくともG7その他の欧州の国々に追いつけるのではないかといった幻想を生み出し、また、貿
易と投資について全く異なる公平な原則に基づいた新たな国際金融システムの構築が必要に

なった。その手始めは「新開発銀行」ⅸ と「アジアインフラ投資銀行」ⅹ である。これは、西洋

諸国が支配するSWIFTの決済手段に対抗した新しい決済手段の試みである。つまり、自国通
貨での決済通貨の固定についての二国間協定の場合を除き、貿易の通貨バスケット制、石油化
学　　工業分野での各種通貨による取引を目指すものであり、ドル取引を迂回して、現在の金融ヘゲ
モニーの代替を作り、アジアやユーラシアの陸と海における「シルクロード」を作り出そうとするもの
である。これらは、それぞれの国の成長レベルに合わせた公平で新たな成長モデルや、地球上
からの貧国の撲滅という最終目的なしには成功しないだろう。

バルチック海運指数 (ロンドンのバルチック海運取引所　が集計する海運の運賃の指数) の最
近の減少は、不均衡な輸出に導かれた成長の危機を物語っている。BRICSのすべての国は、
発展途上国とともに、多かれ少なかれ、現在優勢な国際的システムにおいて、また、現実には残
りの世界が生み出す余剰は枯渇させられるように設計されたシステムにおける、限られた改革も
しくは再改革の結果に直面しているのである。

５　 国連貿易開発会議 （UNＣTＡD）　 －発展途上国における年間一人当たりの
平均収入のG7のGDＰと比較した割合は減少している－

この問題を明らかにするには統計データが有用である。世界中の発展途上国及び新興国に
おける産業労働者の割合は増加しており、1980年には52%であったものが2012年には83%に上
昇している。一方で、2013年の外国からこれらの国々への投資は、63%にすぎない。いまだに先
進国と発展途上の新興国 (中国を除く。) との間のギャップは残っているのである。国連貿易開

発会　　　　　　議 (UNCTAD) によれば、名目及び実質、また合計及び個別のGDPのデータは次の
通りである。2005年のUSドルの価値及び為替レートの計算で、1970年乃至1989年の、
中国 （香港、マカオ、台湾を含む） を除く、発展途上国における一人当たりの年間平均
GDPは、G7（アメリカ、日本、ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、カナダ） のGDPのわず
か6.0％であった。そして、1999年乃至2013年 （新自由主義がいきわたった時代） には5.6％
に下がった。最下位の後進国48か国における一人当たりの年間平均GDPは、同時期に
1.5％から1.1％に下がっている。
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中国は、唯一の例外的な新興国である。中国を例外たらしめる特徴はここでは述べず、ただ
中国はG7との再統合にもかかわらず、他の途上国よりもより自立的な発展の道を追及したことを
言及するにとどめる。その中国でさえ、環境の破壊、労働者の安全の減少、過剰生産、影の銀
行ⅺ 、合理的な程度を超えた不平等、に対する代償を払わされている。

ロシアの旧ソ連崩壊に伴う経済改革、世界中で最も容赦なく強行された新自由主義もしくは新
保守主義的政策、についてもここでは述べない。その崩壊はあまりにもよく知られており、いま再
生が起きていて、より自立的な経済成長過程へシフトしており、経済制裁にもかかわらず世界か
ら締め出されることないままでいる。「経済改革」の間には、ある若いロシアの経済学　　者が BBC

のキャスターから「自由市場経済」への移行に伴って犯罪率が天文学　　的に上昇していることにつ
いての説明を求められて、次のように熱心に繰り返していた。社会　　　　　　主義から資本主義への移
行の場面においては犯罪は避けられない、と。この回答は、まさに世界の新自由主義や新保守
主義の時代とは何かを物語るものである。

ここで強調しなければならないのは、いかなる経済も世界、国際貿易、または、科学　　や産業や
テクノロジーの発展から閉じこもることはできない、ということである。いかに卓越した社会　　　　　　主義シ
ステムも、熟考されたバリケードをめぐらした異なるモデルを基に構築されたものではない。むしろ
その逆である。経済的包囲網は、社会　　　　　　主義を採用した国ぐにに対して張り巡らされたのである。
それは、中国に最恵国待遇が与えられる前であった。中国に最恵国待遇が与えられたのは、ア
メリカ、欧州、日本の多国籍企業が、価格競争や経済再編成に伴い、産業をより低額の労働力
の地域に再配置することによって、アウトソーシング、また、実質的には生産コスト削減を求めたた
めであった。このような状況は、旧ソ連の経済政治改革から10年経過するまで変わらなかった。
これら両国の存続及び安全への脅威と発展の必要性は、いまや、両国の間の閉鎖的な経済的
及び戦略的作戦を導き出している。

６　 低賃金の搾取
先進国とインドを含む途上国の間のこの継続的なギャップの存続の真の理由は、低賃金の労

働力からの搾取を含む余剰の掌握を継続させることにある。バンドン声明や国連の新国際経済
秩序に関する宣言にもかかわらず、これらの宣言はG7や欧州の国々の権力によって入念に戦
略が立てられてきた、新しい形での植民地支配を継続させるための極秘の会　　　　　　合によって実質的
には水泡に帰せられてきたのである。

 

「一握りの第三諸国は、グローバリゼーションの流れの中で貿易と産業化で注目すべき
進歩をとげたが、中心国と周辺国の間の全体的なギャップは、拡大し続けている。」（ハリー ･
マグドフ「グローバリゼーションの新局面への序論」マンスリーレビュー、1992年) 
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「悲惨なことに、地球規模でアパレル産業は、途上国にアウトソーシングしている。末端
の労働者の賃金は最終小売価格の1～3％である。ロゴが刺繍されたスウェットスーツ製作
のドミニカ共和国での賃金は、最終小売価格の1.3％である。フィリピンでのニットスカート
製作の賃金は1.6％である。そして中国、インド、インドネシア、ベトナム、カンボジアやバ
ングラデシュではもっと低賃金である。」(ザヒード ･ ハッサン「バングラデシュにおけるアパレル
産業での生活賃金の資金供給」)

これらは一つの産業における例にすぎない。厳しい現実はこうだ。周辺国である途上国から
北半球の先進国への資金の流れは、先進国から途上国への資金の流れよりもずっと多い、まる
で植民地時代と同じように。

「…個別企業における莫大な生産経費節減、利益率を上げること、それはより伝統的な
年貢の形式であり、継続的に帝国主義的な使用料が制度の中心 （北側諸国） に流れ込
むことである。絞り出された余剰の全てはグローバルな価値の流れの広大な複雑さに隠さ
れてしまっている。為替レート、隠匿口座、そして何よりも資本主義的なGDP会計そのも
のなど。」(サミール ･アミン、「GDP 幻想 : 一時的な資本主義体制の内部崩壊」)

「…帝国主義的な使用料の一部はその国に残り、中心部には移転されない。しかし、グロー
バリゼーション ・ ゲームの中で支配階層が果たす役割がゆえの支配階層へ支払いとなる
だけである。約13兆ドルもの年貢は、目下のところ外国のタックスヘイブンの島に蓄えられ
ており、『多額の資金のための要塞化された避難所』になっているのである。」(ジョン･ベラミー･
フォスター、「グローバル化した単独資本主義による新しい帝国主義」)

7 打ち捨てられた基礎的な経済概念
古典的な経済学　　者よって定立された経済原則や19世紀もしくは20世紀の欧州、アメリカその

他の国々での政治的闘争を通じて生まれた経済的概念はすべて破棄され、虚構でゆがんだ財
政や経済の概念はいまや、それに適切な言葉「ジャンク経済」と言い表されている (マイケル ･
ハドソン「いかに我々はジャンク経済にたどり着いたか。」テレスール (南米のテレビ局) デイズ ･
オブ ･リボルトのクリス ･ ヘッジによるインタビューに答えて。)

 「戦略的」という言葉ほど、主流の経済学　　者が公共サービスの私物化を正当化するために
使う言葉として適切なものはない。かつては、重要な公的義務を果たすための経済的課題のも
とに託された公共サービス、例えば、水道、公共医療サービス、電気、運輸や教育がいまや、民
間業者に私物化されてしまっている。いまになって我々は「雇用なき成長」といった概念の出現

に遭遇している。「ゼロ金利」「マイナス金利」「ベイルアウト （bail out）」「ベイルイン （bail 
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in）」そして、「キャッシュレス社会」「ヘリコプター ・ マネー」まで出現した。
多くの国で私物化の進行における新自由主義的課題は、政治的指導者への賄賂に向かって

いる、と、前世界銀行総裁でノーベル賞受賞者のジョセフ ･スティグリッツはコメントしている。多
くの事例で、堅実な財政状況にあって政府に実質的に歳入をもたらす国有企業は、貸借対照
表において利益を蓄積して私有化されており、民間企業に経済的利益をもたらしている。

我々の国々のいくつかの国においては、直近の25年以上の間の経済改革は、はっきりと、現地
企業家層と様々な分野にわたる彼らの支持者たちに不均衡で偏った富をもたらす政治的イデオ
ロギーもしくはドグマを帯びたものになり、社会　　　　　　全体のニーズは無視されてきた。新興国の経済に
おいてさえ、大規模な腐敗はこの経済システムで拡大し、深く根付き、市民から絞りとっている。
政権交代のための定期　　　的な反腐敗運動は、外国や多国籍企業、国際機関、国際基金や財団
により財政的基盤を得、地方の政府やNGOにより支援されるが、いつ前政権の信用が失墜しよ
うとも、あらゆる段階において、政府は、自国の市民社会　　　　　　のニーズよりも、グローバル資本よりにし
ていく。

ブラジルでは、尋常でない腐敗が国会　　　　　　議員に蔓延している。議員らは、ブラジル経済が帝国
に支配されていることに反対して選挙で選ばれた大統領を退任させることさえ求めている。一見、
予算の専門的事項にすぎないものの、もし仮に大統領がうまく弾劾されたら、将来のブラジルの
財務大臣が、アメリカを本拠地とする主導的支配的経済機関から指名される可能性さえある。
「不当債務 （Odious Debt）」(経済学　　者であり経済史家であるマイケル ･ ハドソンによる)

は、貸し手もよくわかったうえで十分な返済能力のない国々や労働者に広がり、世界の主要銀行
に富をもたらし、国々や労働者を奴隷化した。例えば、米国における不適切な住宅ローンや、自
己破産するしかないくらい蓄えのない学　　生ローンなどである。ギリシャへの「高利貸し」は、結果
的に植民地化をもたらし、とりわけドイツ、フランス、イギリスの銀行によって、ギリシャの前政権時
の支配者層や上流階級層にまで拡大し、これらはアメリカの金融機関により保証されている。し
かも銀行はギリシャがこれらの負債を返済する能力がないことを知っていたのである。

アルゼンチンの前大統領クリスティーナ ･ キルチネルによる国家債務再編についても述べる必
要がある。圧倒的多数の債権者により承認された債務再編は、アメリカの地方裁判所　で、NML
キャピタルを含むハゲタカファンドの寄りの判断で否定された。これらのファンドは、わずかな債権
を安く買いたたき債務再編を拒否したものである。アルゼンチンの控訴も、アメリカの最高裁で棄
却された発展途上国の債務再編の道はないのである。

アメリカのレーガン政権時の前財務次官補のポール ･クレイグ ･ ロバートは、これらの政策の
裏で起こる悲劇について、注意を促している。それは、生活手段のために人身取引や売春に流
れる労働者階級や中間階級の女性や子どもの悲劇である。これらの女性や子どもは誰も助けら
れず、彼らの家族でさえ、なすすべがない。このようなパターンは南欧においてはとりわけスペイ
ンに広がり、また、ウクライナにも広がっている。
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このような中で、我々発展途上国の者は、極貧状態のなかで女性の最も基本的な人権が侵害

されていることを、知っている。「終わりなき戦い」のなかで、女性や子どもは極悪な人身取引に
さらされ、政府に人身取引されていることを認識もされず、日々 の生活において毎日暴力にさらされ、
経済学　　者や政党が「他に選択肢はない」と言っている始末である。我々の国のこのような堕落
を食い止める革命 (必ずしも暴力的でなくてよいのだ。) はないのだろうか。みな革命を恐れる。
すでに旧ソビエトと中国でおき、子どもや女性を保護する社会　　　　　　主義国家の革命が起きたことは忘
れているのだ。しかし、これらの革命はそれほど重要な成果を上げなかった。人身取引や売春は、
世界における「旧ソ連の強制収容所　」と理解されておらず、冷戦プロパガンダにも全く役にたた
なかったのだ。                                                                                                             (次号に続く)

(訳 ･ 注 : 長谷川　　弥生)

訳者注
ⅰ“EU Bank Recovery and Resolution Directive(BRRD) : Frequently Asked Questions”　
　　http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-297_en.htm　
ⅱ 「EU における金融機関の再生・破綻処理のためのベイルイン・ツールの導入について」　
　アンダーソン・毛利・友常法律事務所　ニュースレター
　https://www.amt-law.com/pdf/bulletins10_pdf/140620.pdf
ⅲ“The end of history is a political and philosophical concept that supposes that a particular political, economic, 
　or social system may develop that would constitute the end-point of humanity's sociocultural evolution and the 
　final form of human government”
ⅵ 2013 年 12 月、ドイツ銀行、フランスのソシエテ・ジェネラル、イギリスのロイヤル・バンク・オブ・スコットラ
　ンドなど８社が LIBOR など国際的な指標金利の不正操作についてカルテル行為を実施したとして摘発された。
ⅶシチズンユナイテッド対連邦議会選挙委員会事件（Citizens United vs Federal Election Commission）：非営利団
  体 Citizens United が当時アメリカ上院議員で民主党大統領候補であったヒラリー・クリントンのドキュメンタリー
  をケーブルテレビのオンデマンド形式で放送しようとしたところ、連 邦議 会選 挙委 員 会（FEC）が、超党派選挙
  キャンペーン改革連邦法（BCRA：BCRA によれば、30 日以内に行われる連邦政府の選挙立候補者についての選挙
  キャンペーンには個人もしくは政治行動団体以外は出資できないとされる）違反であるとしたことが争われた。シチ
  ズンユナイテッドはドキュメンタリー製作費用の出資元を明らかにしなかったことから問題になった。アメリカ最高
  裁は企業が政党や政治家の選挙のためのキャンペーンに自由に資金援助することは合法である、とした。判決が下さ
  れた当日に当時のオバマ大統領がこの判決を直接批判したことも注目された。
ⅷグラス・スティ―ガル法は、商業銀行と投資銀行業務を分離することを定めていたが 1980 年代から銀行業界が廃
　止を求め、1999 年に廃止された。
ⅸ新開発銀行（New Development Bank）：BRICS の５か国（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）が運
  営する国際開発金融機関。BRICS 銀行と呼ばれることもある。
ⅹアジアインフラ投資銀行（Asian Infrastructure and Investment Bank）：アジア向けの国際開発金融機関、2015 年
　12 月 25 日に中国が主導し、57 か国が創設メンバーとして発足。2016 年 12 月時点で日本、アメリカは参加していない。
ⅺ影の銀行（shadow banking system）: 銀行ではない証券会社やヘッジファンドなどの金融機関が行う金融仲介業の
　こと
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アジア太平洋法律家協会の加盟団体紹介　                    
アジア太平洋法律家協会　　　　　　 （COLAP） 事務局長    笹本 潤

2017年1月7、8日のCOLAP 執行部会　　　　　　議及び創立イベントに参加したのは、COLAPに加盟し

ている以下の7団体です。執行部会　　　　　　議など詳しい内容は次号 interjurist192で報告します。

バングラデシュ(Democratic Lawyers Association of Bangladesh)

インド (Indian Association of Lawyers)

日本 (Japan Lawyers International Solidarity Association)

ネパール(Progressive and Professional Lawyers of Nepal)

パキスタン(Democratic Lawyers Associate of Pakistan)

フィリピン(National Union of Peoples Lawyers)

ベトナム(Vietnam Lawyers Association)

1月7日、8日 COLAP執行部会議
(青山学院大学にて)

1 月 7 日 COLAP 創立シンポジウム
　　各国代表の紹介と歌・踊りでも
　　盛り上がった。
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インド法律家協会総会 （１２/２7 ～ ２9）　 に参加して　　　　　　　  
アジア太平洋法律家協会　　　　　　 （COLAP） 事務局長    笹本 潤

2016年の12月27~29日にインド法律家協会　　　　　　

(IAL)の総会　　　　　　に参加するため、南インドのベンガ

ルールに行ってきました。今回は、COLAPの事

務局長として招待されました。インドの全国から

約600人の法律家 (主に弁護士。裁判官も若

干いる。) が、4年に一回総会　　　　　　で集まるそうです。

会　　　　　　議は、冒頭で、厳重な警戒の中での副大

統領のスピーチ。私もCOLAPを代表してスピー

チしました。南シナ海、アジアにおける米軍の問

題、朝鮮半島　　の統一問題など平和関連の問題を中心に話しました。アジアのいろいろな国のこ

とを話したので、反応は上々でした。

なお、今回初めて知ったのですが、インド法律家「協会　　　　　　」という名についてなのですが、実は「組

織」というよりは「運動」らしいのです。「組織でもあり運動でもある」と言った方がいいのかもしれ

ません。ですから、正確な会　　　　　　員数を聞いても、「千人以上いる」という返事しか返ってこないのです。

「会　　　　　　費」というよりは「寄付」で成り立っているらしいです。

１　.分科会など
各地の報告では、英語だか、ヒンズー語だかわからない迫力があるスピーチが続きます。地方

の州では、企業が人権無視を行っていること、旧多額紙幣の交換が無効になり、大企業や銀行

がそれで儲けているのではないか、などが指摘されていました。また、弁護士や活動家が狙わ

れているのも、他のアジア諸国と似ていて、COLAP 役員のバグワットさんも暗殺されかけたことが

あるそうです。また農民の中に入って活動している弁護士がいたり、市場の崩壊がアメリカによる

ものだとの発言も目を引きました。

2日目の分科会　　　　　　では、労働法制の改悪に関する分科会　　　　　　と裁判官の非民主的な任命制度の問

題の分科会　　　　　　に出ました。マイクもない部屋で、大声でみんな長いスピーチをする。何語かよくわか

らないときもしばしば。しかし、翌日にラポルターのレポートが英語で配布されるので、わかるのです。

その点では組織的でした。

労働問題では、グローバリゼーションという大きい流れの中で、一部の人 ･ 企業だけが富を独

占している状況や、労働法制の問題について多くの参加者が発言していました。司法の現場に
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おける労使関係も契約労働者化していたり、労働条件が悪かったり、まずは司法の場における

労使関係から直そうという決議も上がりました。

司法の問題では、高等裁判所　と最高裁判所　の判事を政府の委員会　　　　　　が任命できるように法制

が変わったのですが、それに対しても多くの人が様々な立場から発言していました。裁判官の任

命制度が不透明なので、民主化を要求しています。どの州にも高等裁判所　があるのですが、民

衆寄りでない判決が多く出されていることが、共通認識のようでした。

選挙制度は、日本と同じく、比例制度になっていないため、与党が議席を独占している状況が

表になって配布されていました。日本の法律家団体でもよく見かける表でした。

２　.感想 ・ 雑感
以上、ざっと総会　　　　　　の内容を紹介しましたが、全体の印象としては、もっと貧困の問題が取り上げ

られているのではと思っていましたが、IALの総会　　　　　　では司法や選挙制度に対する批判や、労働

者の権利を守るための発言が多かったです。2016年10月に参加したフィリピンのNUPLの総会　　　　　　

では、人権侵害や発展の権利の問題が中心的に議論されていましたが、IALとは、その規模や

雰囲気もかなり違っていました。インドの場合は、年齢層も老若様々でした。次回の4年後の総会　　　　　　

には、もっと多くの日本の法律家が参加するといいと思います。

休憩時間になると、海外ゲストが私だけだったこともあり、各地の州から代表団が、次 と々声を

かけてくれ、記念写真攻めに会　　　　　　いました。インド全国から4年ぶりに集まる総会　　　　　　だけに、交流にも

花が咲きます。ある州の女性は、インドでは、人権よりも慣習が上で、しかも家族が重視される、と

嘆いていました。パキスタンとの国境沿いの州の弁護士は、国境付近では政府同士では論争を

しているけれど、両国の人々のレベルでは、紛争を起こそうなんて思っていない、と語っていたの

が印象的でした。

それにしても今年80歳のジテンドラ ･シャーマさんはタフでした。IALの会　　　　　　長として、司会　　　　　　進行

もつとめていました。朝食から議論が始まり、夜も遅くまで私や協会　　　　　　メンバーと話し、総会　　　　　　が終わ

ると早朝にはもういなくなっていました。日本に関する紹介では、2008年の9条世界会　　　　　　議のことや、

憲法9条について参加者に語ってくれ、日本びいきでもあります。IADLの会　　　　　　長を降りてから (2009

年)、IALの会　　　　　　長をずっと務めてきています。今回の総会　　　　　　で、チーマ新会　　　　　　長に交代して一段落し

たところですが、COLAPの会　　　　　　長の仕事はさらに続きます。
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平和への権利　　　 国連で採択される ！
「平和への権　　　　　　　　　　　　　利宣言」（Ｄeclaration　 on　 the Right to Peace）　
  国連総会採択について　　　　　　　

名古屋学　　院大学　　 飯島　　 滋明

１　. はじめに
現地時間の2016年12月19日、国連総会　　　　　　で「平和への権利宣言」が採択された。「平和への

権利」がどのような役割を持つのか、あるいはどのような経緯をたどってきたのか、平和への権利

に関わる書籍や論文などについては「日本国際法律家協会　　　　　　 (JALISA)」のHPの「平和への権利

Right to Peace」の箇所　で丁寧に紹介されているので参照されたい。ただ、のちの議論の伏線も

かね、「平和への権利」をめぐる国際社会　　　　　　のながれを簡単に紹介する。2003年、国際世論の反

対を押し切り、アメリカやイギリスはイラク戦争に踏み切った。イラク戦争を防げなかったことに対して、

スペインのNGOである「スペイン国際人権法協会　　　　　　」のカルロス･ビヤン･デュラン会　　　　　　長たちが「平

和への権利が国際人権として確立されていれば、イラク戦争は防げたのではないか」と考え、「平

和への権利」を国際法にする運動「平和への権利国際キャンペーン」を開始した
1

 。その後もさ

まざまな会　　　　　　議を経て、その集大成として2010年12月、「平和への人権に関するサンチアゴ宣言」

が採択された。そして2011年、「平和への人権に関するサンチアゴ宣言」が「国連人権理事会　　　　　　」

と「人権理事会　　　　　　諮問委員会　　　　　　」に提出された
2

。

それを受け、諮問委員会　　　　　　では「サンチアゴ宣言」を土台とした「平和への権利国連宣言」の

草案作成作業が始まった。2012年4月、「平和への権利国連宣言草案」(諮問委員会　　　　　　案) が作

成され、人権理事会　　　　　　に提出された
3

。2012年7月、国連人権理事会　　　　　　に「平和への権利」作業部会　　　　　　

が設置され、コスタリカ政府が作業部会　　　　　　の運営を主導した。諮問委員会　　　　　　案にアメリカ、EU 諸国、

オーストラリア、カナダなどが反対し、議論は一進一退の様相を呈した
4

。この点については後述

するが、2014年7月の作業部会　　　　　　第2会　　　　　　期　　　では、「平和」を権利と明記しない草案が採択されそう

1　笹本潤「Q9 イラク戦争が平和への権利を国際法にする運動のきっかけになったと聞きましたが？」平和への権利
　  国際キャンペーン・日本実行委員会編『いまこそ知りたい　平和への権利 48 の Q ＆ A』（合同出版、2014 年）24 頁。
2　笹本潤「Q10 キャンペーンには世界の NGO や専門家の活躍があったと聞きましたが？」平和への権利国際キャン
     ペーン・日本実行委員会編　前掲注１）文献 26 頁。
3　笹本潤「Q1「平和への権利国連宣言」とはなんですか？」平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会  前掲
     注１）文献 8 頁。
4　「あとがきにかえて」平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会編平和への権利国際キャンペーン・日本実行
    委員会編　前掲注１）文献 118 頁。
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になった。しかし2015年4月の作業部会　　　　　　第3会　　　　　　期　　　には議長案が提出され、喧々諤々の議論が交

わされた。ただ、ここでも議論は大きく平行線をたどり、決裂した。その後、予断を許さない中、

2016年5月26日、作業部会　　　　　　第3会　　　　　　期　　　で作業部会　　　　　　議長が最終日に提示した宣言案をキューバが「平

和への権利草案」として提示した
5

。2016年7月1日、国連の人権理事会　　　　　　で「平和への権利宣言」

草案が採択された。2016年11月18日、国連総会　　　　　　第3委員会　　　　　　で「平和への権利宣言」草案が採

択(賛成116ヵ国、反対34ヶ国、棄権19ヵ国)、2016年12月19日には「平和への権利宣言」が国連

総会　　　　　　で採択された(賛成131ヵ国、反対34ヶ国、棄権19ヵ国)。

２　. 日本政府の対応とその問題点
「平和への権利宣言」に対して日本政府は一貫して反対してきた。ここで外務省の立場を紹

介しよう。福島　　みずほ参議院議員の助力をいただき、2016年10月31日には笹本潤弁護士、菅野

亨一氏、長谷川　　弥生弁護士とともに私、そして11月28日には新倉修青山学　　院大学　　教授、笹本潤

弁護士、菅野亨一氏と私は外務省担当者と会　　　　　　談し、「平和への権利宣言」について話し合った。

10月の会　　　　　　談の状況とJALISAの見解に関しては日本国際法律家協会　　　　　　のHPで紹介されている
6

。

そこで本稿では11月の会　　　　　　合を中心に紹介したい。会　　　　　　合で外務省の担当者は以下のような主張を

した。

①国連総会　　　　　　第3委員会　　　　　　での採択は、反対派と賛成派のギャップを詰めようとせず、十分な議論

   を経ないでの一部の国の勇み足である

②「平和への権利宣言」が採択されることで、人権侵害をする国家が「平和への権利」を

   盾に国際社会　　　　　　の介入を阻止することになる。

きわめて多忙と推察される中、外務省の担当者2人の対応は極めて丁寧であり、その点につ

いては十分感謝したい。ただ、そうした個人的な感情を別にすれば、上記①②の外務省の主張

にはいずれも根拠がないように思われる。①に対しては、たとえば2015年4月の第3会　　　　　　期　　　では、国

家間の間でも「積極的な攻防戦が展開された」
7

。議論の概要については武藤達夫、本庄美佳、

高部優子各氏の共同作業による議事録を参照していただきたいが
8

、現場にいた私の感覚として

も作業部会　　　　　　第3会　　　　　　期　　　では個々の条文の個々の文言に関して熱烈な議論がなされた。ただ、それ

5　 http://www.right-to-peace.com/world（2017 年 1 月 1 日段階）
6　 http://www.right-to-peace.com/（2017 年 1 月 1 日段階）
7　 武藤達夫「「平和への権利」宣言起草のための作業部会第 3 会期について」『INTERJURISTNo.185』13 頁。
8　 武藤達夫・本庄美佳・高部優子「資料：平和への権利・国連人権理事会作業部会第 3 会期議事録（抜粋・要約）」
     『INTERJURISTNo.185』21 ～ 36 頁。
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でも合意には至らなかった。外務省の立場のように、十分な議論がなかった訳ではない。お互

いのギャップを埋めようと、作業部会　　　　　　議長も含め、さまざまな議論がなされた。ただ、議論をす

ればするほど両者の間に埋めがたい溝があることが明らかになった。こうした議論を何年も繰り

返してきたのである。2013年、2014年、2015年と国連での議論を見てきたが、すでに十分な

議論がなされていた。

③に関しても国際法的な視点や現実の国際政治からすれば適切でない。「平和への権利宣

言」を盾にして自国の人権弾圧を国際社会　　　　　　の関与から排除しようとする危険性はあるとの主張、もっ

ともらしく聞こえるかもしれない。ただ、「平和への権利宣言」5条では、「この宣言のいかなる

内容も、国連の目的及び原則に反するものと解釈されてはならない。この宣言の諸規定は、国

連憲章、世界人権宣言及び諸国によって批准された、関係する国際及び地域文書に沿って

理解されるべきである」と規定されている。「1国の国内における人権侵害が国際社会　　　　　　の脅威となっ

たという認識から、人権は単に国内問題ではないと考えられるようになった」
9

ことを受け、国連

憲章や世界人権宣言 (1948年)、国際人権規約 (1966年) などでも人権保障が目指されている。

「平和への権利宣言」5条を見れば、国連憲章や世界人権宣言などが形式的効力において「平

和への権利宣言」に優位する。ナチスやファシズムの経験から、国際平和という視点からしても

「人権」問題は単なる国内問題であるだけではなく国際平和の問題に密接に関連するのであり、

さまざまな条約で人権保障が目指されている以上、「平和への権利宣言」があることで独裁国

家などでの人権侵害に国際社会　　　　　　が関与できないことはない。むしろ「平和への権利宣言」が

あることで、イラク戦争のような戦争を阻止できる可能性が生じるとすれば、その効用の方が大

きく評価されるべきだろう。

３　.「平和への権利　　　宣言」採択と市民の力
 日本政府などが「平和への権利宣言」成立にはマイナスの役割しか果たしてこなかったのと

は対照的に、NGOなどが「平和への権利宣言」の国連総会　　　　　　採択に果たした役割は、いくら強調

されてもされすぎることはない。1で紹介したように、2006年の「平和への権利国際キャンペーン」

開始から2010年12月の「平和への人権に関するサンチアゴ宣言」まで、NGOは精力的に活動し

た。場面が国連の人権理事会　　　　　　に移ってからも、NGOの役割は大きなものであった。

NGOの役割といえば、私は特に2014年7月の第2会　　　　　　期　　　のことを思い出す。第2会　　　　　　期　　　で出された

草案の条文はわずか4条に削減された上、「権利」という表現が含まれない草案であった。この

草案の提示に対して、平和への権利宣言に賛成する多くの国々には当初、「諦めムード」が漂っ

9　建石真公子「Q28 平和への権利を実現するには国際人権法の遵守が必要と聞きましたが？」平和への権利国際キャ
    ンペーン・日本実行委員会編　前掲注１）文献 64 頁。
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ていた。しかし笹本潤弁護士が他のNGOに働きかけた結果、NGOが団結して共同声明を出

し、本会　　　　　　議ではNGO が「草案には賛成できない」旨の発言をした。そうしたNGOの対応が

流れを変え、それまでは意気消沈していた国 も々草案に反対の立場を表明するようになった。

その後、議長案は撤回され、2015年には “Evryone is entitled to enjoy peace” という規定が

含まれた̶これはこれで、has the Right to Peaceではなく、is entitled toという表現が権利性

を弱めたものかどうかが議論の対象にはなったが̶̶、別の議長案が提出された。2014年7月

の第2期　　　会　　　　　　期　　　で、笹本弁護士が他のNGOに働きかけなければ、そしてNGOが諦めて共同声

明を出すなどの対応をしなければ、2016年12月19日に「平和への権利宣言」が日の目を見るこ

とはなかったであろう。「平和への権利宣言」の成立にはNGO、とりわけ笹本潤弁護士に代

表されるJALISAの活動があったことも留意されるべきだろう。

４　.「平和への権利　　　宣言」の効力
 長い年月の中で紆余曲折を経て国連総会　　　　　　で採択された「平和への権利宣言」だが、どのよ

うな効力があるか。(1) 国際社会　　　　　　レベルと、(2) 国内レベルで考察しよう。

（１）国際社会レベル

武藤達夫関東学　　院大学　　准教授は、「平和への権利宣言」が国連で採択されれば、「平和へ

の権利が国際的に尊重されるべき人権基準の一つとして承認されることを意味します」
10

と指摘する。

外務省が人権宣言60年に際して刊行した「「世界人権宣言と国際人権規約」̶ 世界人権宣言

60周年にあたって̶」
11

では、「世界人権宣言は、各国政府が達成すべき共通の基準と考えられ、

法的拘束力を持つものではありませんが、さまざまな国連の活動において、この宣言の中の文言

が引用されることが少なくなく、また、国際人権規約をはじめ国連が中心となって作成した人権の

保障に関する多くの条約の中でも再確認され、引用され、言及されています」と記されている。「ド

イツやイタリー、日本といった諸國家において人權が著しく傷つけられたといつた事情が連合國

を強く刺戟したこと、しかも、そうした全體主義國家の攻撃によつて戰争が惹起されたといつた

事情から、國内において人權や基本的自由が抑圧されているような政治體制をとる國家は戰争

への危険性を多分にはらんでいるといつた点がこれまでにもまして強く痛感」されたため、国際

社会　　　　　　では「國際関係の基礎をなすものとして人權尊重が必要だといつた考え方が著しく目立つ

てきている」
12

。

ただ、「〔国連〕憲章の中では単に概括的に「人權と基本的自由」といつた表現が用いられて

10　武藤達夫「Q31 国連人権理事会で平和への権利が確定する意義はなんですか？」平和への権利国際キャンペーン・
      日本実行委員会編　前掲注１）文献 72 頁。
11　 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/pdfs/kiyaku.pdf#00（2017 年 1 月 1 日段階）
12　 田畑茂二郎『世界人權宣言』（弘文堂、1951 年）6 －７頁。
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いるだけであつて、その内容についての具體的な規定が全然なされていないということである。

人權といつても、それが現實に國家や個人の行動を律するための基準となるためには、なんらか

の具體的な内容を與えられる必要がある」
13

。先に「世界人権宣言は、各国政府が達成すべき共

通の基準」という外務省の見解を紹介したが、国連総会　　　　　　で採択された「平和への権利宣言」も

武藤准教授が指摘するように、国際社会　　　　　　が達成すべき基準とされることになる。

次に、「平和への権利宣言」の事実上の拘束力について言及する。12月19日に国連総会　　　　　　で

採択された「平和への権利宣言」は条約ではないため、加盟国に対する直接的な法的拘束力

はない。ただ、「平和への権利が採択されれば、それを完全に無視することはできなくなる」と新

倉修青山学　　院大学　　教授は指摘する。「平和への権利宣言」採択には、イラク戦争のような戦争

を二度と起こさないためという目的もあった。武力行使を含む軍事活動をしようとする国家に対し

て「平和への権利宣言」に違反すると国際社会　　　　　　が大々的に指弾するような事態が生じれば、「平

和への権利宣言」に法的な拘束力はないとはいえ、事実上の拘束力が働く。「アメリカなどが平

和への権利に反対するのは、これ以上国際社会　　　　　　での義務を負いたくないからだ」とある国の代

表が言っていたのを、私は2015年のジュネーブでの会　　　　　　議の際に聞いた。たとえば「国際的な拘

束を嫌う米国の姿勢は〔世界人権宣言成立に関わる時期　　　から〕、現在まで一貫している」
14

。アメ

リカやEU 諸国などが「平和への権利宣言」に強烈に反対するのは、事実上とはいえ海外での

武力行使の足かせになるのを嫌ったためと言える。

最後になるが、先に私は「平和への権利宣言」は条約ではないため、加盟国に対する直接的

な法的拘束力はないと述べた。ただ、前田朗東京造形大学　　教授が指摘するように、「平和への

権利宣言もはじめは単なる宣言にとどまるかもしれませんが、国連宣言を尊重する国際慣習が

確立すれば、法的拘束力のある宣言に発展すること」
15

もありうる。実際、世界人権宣言は「道義

的、政治的権威を認められたことに加えて、今日では国際慣習法の一部として、法的拘束力を

持つに至った」
16

という評価もある。将来においては「平和への権利宣言」が法的拘束力を持つ

展望があることも留意されて良い。

（２）国内レベル

国内レベルでの効力だが、「国連総会　　　　　　で加盟国の過半数が決議したことは、大変重い意味が

あり、多くの国は決議の内容が国際法の中身だと考えていることを意味」
17

するのであって、「宣言

13　田畑茂二郎　前掲注 12）文献 13 － 14 頁。
14　荻原重夫『〈世界人権宣言〉のめざすもの』（明石書店、1998 年）15 頁。
15　前田朗「Q27 平和への権利を保障するのはだれですか？」平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会編  前掲
      注１）文献 62 頁。
16　斎藤恵彦『世界人権宣言と現代　- 新国際人道秩序の展望』（有信堂高文社、1984 年）130―131 頁。
17　新倉修「Q33 平和への権利が国連で採択されるとすぐに法的な拘束力が発生しますか？」平和への権利国際
     キャンペーン・日本実行委員会編　前掲注１）文献 76 頁。
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が採択されれば、すべての国家に宣言を履行する義務が発生」
18

する。そして、日本国憲法で「国

際協調主義」が基本原理とされている以上、国や自治体には「平和への権利宣言」を遵守する

憲法上の責務が生ずる。

また、国連加盟国には「普遍的定期　　　審査 (UPR)」が課される。「平和への権利宣言」が国連

総会　　　　　　で採択されたことで、「この定期　　　審査でも平和への権利の実現状況について問うことが可

能」
19

となる。

５　. 市民は「平和への権利　　　宣言」をどのように活用できるか
「平和への権利宣言」が採択されたことで、市民は同宣言をさまざまな形で活用することができる。

まずは裁判。コスタリカでは「平和への権利は国内の人々の権利だけではなく、国際的な権利

であり、地球のあらゆる人びと、すべての人々の権利」との判断が憲法法廷で示されている。韓

国でも、「侵略戦争に強制されず、平和的に生存することができるように国に要請する権利がある」

との憲法裁判所　の判決が下されている
20

。コスタリカや韓国には、日本国憲法の「平和的生存権」

のような権利が憲法上明記されているわけではないにもかかわらず、こうした判断を勝ち取った。「平

和への権利宣言」が国連総会　　　　　　で採択されたため、今後は各国で「平和への権利宣言」を根拠

とする裁判が提起できる可能性が高くなろう。もちろん、裁判制度のあり方は国によって異なるの

で、日本でも「平和への権利宣言」を援用して裁判が可能かどうかは検討の余地がある。ただ、

現に安保法制違憲訴訟に関する書類でもすでに、「平和への権利宣言」への言及がなされてい

る。「平和」をめぐる裁判でも、「平和への権利宣言」が根拠の一つとして援用できよう。

また、「平和への権利宣言」は、市民が平和を求める活動の際にも根拠となり得る。この点に

ついては前田朗教授によるさまざまな提案が注目される。たとえば「軍隊のある国では、平和へ

の権利を活用して政府による軍事活動を制限」するように求めたり、「軍隊を持たない国家にお

いては、将来の軍事化を阻止し、各国軍隊の駐留や通過に反対する根拠にもなります」
21

。「さら

には、地域の平和を作るために平和運動が連帯し、各国政府に平和のための協調を求める根

拠にできます。たとえば、市民の立場から、隣国との紛争の平和的解決を図ったり、非核地帯条

約や非武装地帯の設定を追及したりすることもできる」し、「国内の平和運動にとっては、自国の

18　前田朗「Q3 国連人権理事会で平和への権利が確定する意義は何ですか？」平和への権利国際キャンペーン・日本実
      行委員会編　前掲注１）文献 73 頁。
19　武藤達夫「Q27 平和への権利を保障するのはだれですか？」平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会編
      前掲注１）文献 63 頁。
20　高部優子「Q47 外国の裁判所が平和への権利や平和的生存権を認めた例はありますか？」平和への権利国際キャ      
      ンペーン・日本実行委員会編　前掲注１）文献 108―109 頁。 
21　前田朗「Q4 平和への権利は世界各国でどのように役立ちますか？」平和への権利国際キャンペーン・日本実行
      委員会編　前掲注１）文献 104 ～ 105 頁。
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政府に対し、国際的な場において平和創造に向けたアクションをとるように圧力をかけるための

根拠にもなります」
22

。

「平和への権利宣言」では、「教育」に関して多くの規定が設けられている。そのため、堀尾

輝久東京大学　　名誉教授が指摘するように、「平和への権利が国際法になれば、日本の平和教

育への取り組みにとって大きな力となる」
23

。

安倍自公政権下では「世界中で戦争できる国づくり」、その総仕上げとして「憲法改正」が目

指されているが、大熊政一弁護士が指摘するように、「平和への権利が国連で採択されれば、

日本国憲法や9条を守る運動に役立」つ
24

。海外での武力行使、そのための憲法改正を進める

安倍自公政権が国際社会　　　　　　の流れに逆行していることを指弾する根拠の一つとして「平和への権

利宣言」を活用することができる。

６　. 今後の展望
先述したように、「平和への権利宣言」は「宣言」であって条約ではないために法的拘束力が

ない。また、多彩な権利が明記されていた、2012年4月の「平和への権利国連宣言草案」(諮問

委員会　　　　　　案) に対し、2016年12月19日に採択された「平和への権利宣言」では多彩な権利がそぎ

落とされ、前文と5条からなる宣言に留まった。先にスペインの法律家団体が主導したと紹介した

が、その法律家団体自体が今回の宣言には賛成していなかった。ただ、平和が国家間の「政策」

の問題ではなく、個人や集団の「権利」とされたことの国際社会　　　　　　での意義は決して小さくない。

国際社会　　　　　　では「武力行使の違法化」にむけた動き、jus ad bellum(戦争する権利) を制限しよ

うとする流れがある。「平和への権利宣言」採択は、このような「武力行使の違法化」にむけた

国際社会　　　　　　の流れの中での重要な一里塚となろう。そして、「武力行使の違法化」の流れがさらに

強化されるべきと考えるのであれば、より多彩な権利が盛り込まれた「条約」にすることなどが今

後の目標となろう。なお、世界人権宣言やその後の人権条約の起草や成立に際しても、「NGO

の果たした役割は大き」
25

いが、「平和への権利宣言」の成立もNGOの存在なくして語ることはで

きない。「武力行使の違法化」の流れをさらに進めるに際してもNGOの活躍が重要なのは言うま

でもない。

                            (2017年1月1日脱稿)

22　前田朗「Q45 平和への権利は世界各国でどのように役立ちますか？」平和への権利国際キャンペーン・日本実行委
      員会編　前掲注１）文献 105 頁。
23　堀尾輝久「Q18 平和への権利では世平和教育についてどのように考えていますか？」平和への権利国際キャンペーン・
      日本実行委員会編　前掲注１）文献 45 頁。
24　大熊政一「Q38 平和への権利は日本では必要ないという意見があると聞きますが？」平和への権利国際キャンペーン・
      日本実行委員会編　前掲注１）文献 88 頁。
25　荻原重夫　前掲注 14）文献 16 頁。



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　INTERJURIST  No.191   Feb 1, 2017 26

平和への権利
国連で採択される！

平和への権　　　　　　　　　　　　　利の国連総会採択に向けて　　　　　　　の
外務省への要請交渉（2016 年 10 月 31 日、12 月 5 日）　　　 
   平和への権利国際キャンペーン日本実行委員会　　　　　　     笹本  潤

１、第１回要請交渉（２０１６年１０月３１日）
   参議院会　　　　　　館内で、外務省の人権人道課の首席事務官 ･ 鈴木律子氏と外務事務官 ･ 山

本千鶴氏に対して、国連総会　　　　　　の採択において賛成するよう、要請しました。福島　　みずほ

議員のご協力で実現したものです。平和への権利国際キャンペーン実行委員会　　　　　　からは、

笹本、飯島　　、菅野、長谷川　　の4人が参加しました。

ちょうどこの交渉の日に、国連総会　　　　　　の第3委員会　　　　　　 (人権問題の担当委員会　　　　　　) にキュー

バなどにより決議案が提出されていました。

日本政府の立場は、決議案をまだ見ていないけれども (2016年7月1日に人権理事会　　　　　　

で採択された決議案と同内容だとして)、鈴木氏個人の意見として､「平和への権利は

国際法上人権としてはまだ認められているとは言えない」とのことで、EU とほぼ同じ

意見だとのこと。 さらに、「新たな人権概念になる」「他の既存の人権とぶつかり合う」

「治安 ･ 自衛権を抑制することになる」とも言っていました。

実行委員会　　　　　　からは、憲法の全世界の国民に平和的生存権をとしている憲法前文の趣

旨や、人間の安全保障を推進している政府の立場からして、また、政府が平和路線を取

る上で平和への権利に賛成するのは絶好の機会　　　　　　、などと主張しました。 また、法的な

いろいろな問題は採択された後

に議論していけばいいので、国

連総会　　　　　　における宣言レベルの採

択では賛成すべき、と主張しま

した。

今まで実行委員会　　　　　　で集めた日

本政府宛の署名 (紙･約2000筆、

ネット ･約1000筆及びコメント)

も渡しました。

                                        

                                                             署名を渡す笹本、菅野氏と外務省鈴木氏
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２、２０１６年 １　１　月 １　8 日
第1回の要請交渉の後の11月18日、国連総会　　　　　　

第3委員会　　　　　　で各国政府の3分の2以上の国の賛成

で採択されました。(賛成116,反対34,棄権19)

ところが、日本政府は、私たちの要請があったに

もかかわらず、反対票を投じました。(別紙投票結

果参照)

３、第２回要請交渉（２０１６年１２月５日）
第2回の要請交渉は、国連総会　　　　　　第3委員会　　　　　　の採択を受けて、今度は、総会　　　　　　の全体会　　　　　　において

再度賛成するように、要請しました。外務省の参加は第1回目と同じメンバーで、福島　　議員を通し

て実現しました。この時の実行委員会　　　　　　からの参加者は、笹本、新倉、飯島　　、菅野の4名でした。

外務省の鈴木氏が、政府の立場を代表して、第1回目とほぼ同内容の意見を述べました。

実行委員会　　　　　　からは、以下のような指摘をしました。

･ 安保理常任理事国入りを狙う政府にとって、人権問題に積極的姿勢を示すことが必要では

  ないか

･ 平和への権利の理念には賛成すると (外務省が) 言うのなら、権利の存在を認める趣旨の

  宣言案には賛同できるのではないか

･ 他の人権との関係や国家がどこまで義務を負うか (外務省の説明) は、条約制定過程で

  議論すべきで、宣言案の段階では、権利の存在をみとめるかどうかの判断だけをすればい

  いはず。

･ 裁判所　で平和的生存権の権利性を認めた判例 (長沼、名古屋) を認めないのは、法の国

  家実行を無視したもの。

･ 3分の2以上の多くの国が賛成していることで、国際社会　　　　　　ではほぼコンセンサスができたと言っ

  ていいのでは。

しかし、外務省の方は、意見を変えることはなく、ただ、上記のような懸念は宣言案を採択する

段階でも存在する、と言うだけでした。

４、国連総会（全体会）における採択
そして、12月19日には国連総会　　　　　　の全体会　　　　　　において、平和への権利国連宣言が採択されました。

賛成国が第3委員会　　　　　　での採択よりも15カ国増えて、賛成131,反対34,棄権19の圧倒的多数の国
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による採択です (文書番号 A/RES/71/189)。日本政府は、反対票を投じたと思われます。(反対

国は第3委員会　　　　　　採択時と同じ34カ国です。)

今回の私たちの要請行動の結果、日本政府の態度が少しは変わるのでは、という淡い期　　　待も

あったのですが、見事裏切られました。実行委員会　　　　　　側の意見の方が理が通っていたと思います

が、外務省は、それらに対しては正面からは答えず (答えられず)、最初から反対という結論ありき、

という印象でした。

ただ、国連総会　　　　　　で採択された以上は、日本政府としてもその後のプロセスに参加して意見を

述べるとも言っていたので、条約化にむけたプロセスが始まれば、また外務省と議論をして行く必

要があると思います。

日本国際法律家協会関西支部学習会「アジアの平和と人権　　　　　　　　　　　　　
のために～COLＡP6の報告と笹本潤弁護士による講演　　会」     
      弁護士     中森　　 俊久

2016年6月17~19日にネパールで開催された第6回アジア太平法法律家会　　　　　　議 (COLAP6) では、
アジアで生起する多くの問題に対応するため、アジア太平洋法律家協会　　　　　　が設立された。アジア

の平和を実現するために我々がなすべきことは何か。関西支部では、2016年10月26日、COLA

P6の報告会　　　　　　を兼ねて、平和への権利の国連宣言案の採択に尽力してきた笹本潤弁護士 (日本

国際法律家協会　　　　　　副会　　　　　　長、平和への権利実行委員会　　　　　　事務局長、アジア太平洋法律家協会　　　　　　 (C
OLAP) 事務局長) を招き、アジアの平和のこれからについて参加者と一緒に考える学　　習会　　　　　　を

開催した (場所　は大阪弁護士会　　　　　　館)。石川　　元也弁護士、山下潔弁護士、大川　　真郎弁護士ら諸

先輩をはじめ、若手弁護士、司法修習予定者、市民の方 ら々約20名ほどが参加し、学　　習会　　　　　　は盛

況に終わった。
 まず、田中俊弁護士から、過去5回のCOLAPの概要について解説がなされた。備忘録のた

めに記録すると、過去6回の概要は次のとおりである。
 ･ COLAP1 (1988年2月13日~2月15日) ニューデリー

   22か国の法律家が参加。日本代表団団長石川　　元也弁護士、事務局長大川　　真郎弁護士

  日本からは17名が参加。「平和 ･ 発展および人権の法理論」がテーマ

  22か国法律家宣言、個人および人民の人権に関するアジア太平洋宣言

  6つの決議を採択

 ･ COLAP2 (1991年9月) 東京

  東京 (日本) で本会　　　　　　議、広島　　、大阪、京都、名古屋で交流集会　　　　　　が開かれる。



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　INTERJURIST  No.191   Feb 1, 201729

  22か国が参加、83名の外国代表団

  日本からは638名が参加

 ･ COLAP3 (2001年10月19日~10月20日) ハノイ

  16か国が参加。外国代表団130名が参加。ベトナムからは160名が参加。
  日本からは40名が参加。平和、人権、環境 ･ 発展の3つの分科会　　　　　　

  平和のためのハノイ･アピールを採択

 ･ COLAP4 (2005年9月2日~9月3日) ソウル

  日本からも100名を超える法律家が参加

  平和 ･ 人権 ･ 共存がテーマ。ソウル宣言を採択

  日本国憲法9条が取り上げられる。
 ･ COLAP5 (2009年9月18日~9月19日) マニラ

  23か国250名が参加。テロとの闘争、経済格差 ･ 貧困、女性と子ども。
  地域的保障機構、政治腐敗、アジア太平洋における平和構築、環境が分科会　　　　　　のテーマ

  マニラ宣言を採択

 次に、今回のCOLAP6 (ネパール) につき、三澤裕香さんから会　　　　　　議の概要が写真とともに紹

介され、日本から報告を行った安原邦博弁護士と中峯将文弁護士から、報告内容 (安原弁護

士の報告内容は、日本におけるヘイトスピーチの問題、中峯弁護士の報告内容は、外国人労働

者の問題。インタージュリスト№189の20頁と31頁に報告文が掲載されているので是非参照され

たい。) の紹介がなされた。
 そのうえで、本学　　習会　　　　　　のメインイベントとして、笹本潤弁護士から、「憲法前文の示す国際活動」

と題して、講演をいただいた。笹本弁護士は、平和 ･ 安全保障についての日本国民の意識とし

て、日弁安保支持が80%(内閣府平成27年1月)、9条支持が60%(朝日新聞平成28年5月) であ

ることを紹介し、「抑止力だけしか選択肢がないのか?」との問題提起をしたうえで、NGOの果た

す役割や個人が使用できるツールを増やし、それを活用する意義を説いた。そして、公正と信義

に基づく市民のつながりの一環として位置づけられる東アジア共同体や、アジア太平洋法律家

協会　　　　　　の今後の活動、さらには、平和への権利を個々人が活用していくことにより、国家任せにし

ない安全保障を実現していく選択肢の存在を明確にした。2016年7月1日に国連人権理事会　　　　　　で

採択された平和への権利は、憲法9条よりも幅広い平和的生存権、平和的な国際環境を求める

権利、軍縮の権利、内戦 ･ 迫害下の本国に強制送還されない権利、平和教育を受ける権利、
構造的暴力 (貧困、格差) をなくす権利 (=社会　　　　　　権) など、具体的諸権利を包含するものである。
参加者からの質疑も活発で、国際NGOによる連帯及び平和への権利の実践の重要性を改め

て認識させられた学　　習会　　　　　　であった。関西支部では、今後も日本国際法律家協会　　　　　　の活動を伝える

機会　　　　　　を持ち、少しでも会　　　　　　員を増やすべく、地道に活動していきたいと思う次第である。
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「平和への権　　　　　　　　　　　　　利がやって　　　　　　　きた！－わたしたちができること」
対談報告 （室蘭 · 札幌）　                                   
     室蘭工業大学　　大学　　院工学　　研究科准教授       清末  愛砂

国連総会　　　　　　で「平和への権利宣言」が採択される直前

の2016年12月16日と17日に、北海道の室蘭市と札幌市で、

「平和への権利がやってきた!わたしたちができること」

と題する対談企画 (共催 : 平和への権利国際キャンペー

ン日本実行委員会　　　　　　、平和力フォーラム、室蘭工業大学　　大

学　　院工学　　研究科ひと文化系領域 ･ 清末愛砂研究室)

が行われた。両企画ともに、対談者は前田朗さん (東京

造形大学　　教員) と私が務めた。室蘭はあいにく冷え込み

が厳しく、凍結等で道路状況も悪かったため、参加数が期　　　待よりも少なくなった。

日本の平和運動では、国連人権理事会　　　　　　で平和への権利が審議されてきたこと、世界各国の

NGOが平和への権利の国際法典化を求めて、国連で長年にわたり活発にロビーイング活動を

してきたことだけでなく、そもそも平和への権利とは何か、ということがほとんど知られていない。

北海道でも同様である。そのため、<平和への権利>という言葉を初めて耳にする参加者が多

いこともあり、同宣言採択に向けた経緯、国連人権理事会　　　　　　で採択された宣言案の条文解説か

ら対談を始めた。その後、日本国憲法上の平和的生存権との違い、良心的兵役拒否の権利 (例

として、パレスチナを占領するイスラエルの徴兵制)、大国による軍事介入 ･ 攻撃や内戦を長年

経験してきたアフガニスタンの人民にとっての同宣言の意味、および平和への権利の活用方法と

今後の課題等の各論に入った。

参加者には参考資料を配布したものの、両地区のイベントともに関連用語や経緯をなんとなく

でも理解してもらうためには、しばし時間を要し

たようだった。それでも、対談後に参加者から出

された質問や意見から、国内の政治情勢の反

動化が進み、明文改憲が刻 と々迫る状況下に

置かれているからこそ、ガルトゥングの提唱によ

り発展してきた平和の概念をあらためて考え直

し、平和が人権や権利の枠組にあることを再確

認する手がかりをなんとか見いだしたいと考えて

いることが伺えた。また、安保法制下で自衛官が

室蘭会場

札幌会場
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任務拒否の権利を行使する上で、平和への権利を活かすべき⁄活かせる状況にならなければな

らないという意見も出された。

国連総会　　　　　　で採択された平和への権利宣言は、NGO 側が求めてきたものに比べると非常にシ

ンプルなものとなり、NGO 間でも評価がわかれている。だからといって、この状態を嘆くよりはむし

ろ平和への権利という考え方を日本を含む国際社会　　　　　　のなかで広く浸透させ、関連する各現場で

言及し続けることでその実効性を高めていく方がはるかに建設的である。また、それが同権利の

将来の発展に続く。今回の北海道での二つのイベントを通し、参加者とともにその点を共有でき

たのではないかと思う。近い将来、今回のイベントの第二弾となるような企画を北海道で計画したい。

また、メディア関係者にも、平和への権利に関連するニュースを取材してもらえるよう積極的な働

きかけをしていきたいと考えている。
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「平和への権　　　　　　　　　　　　　利」街頭キャンペーンの報告
 (１２ 月 １0 日＠国連大学前)  

       北村　浩

「平和への権利」を、より多くの人たちに広めるため、

2016年12月10日、短い時間ではあったが、街頭で宣伝

の活動をした。当日は、土曜日であり、ちょうど、ファーマー

ズマーケットの開かれている、青山、国連大学　　前の路上

に場所　を定め、道行く人たちに、キャンペーンについての

リーフレットや、「平和への権利」宣言の内容を記したチラ

シを配布した。参加者は、10人ほどで、横断幕の設置を

はじめ、ハンドマイクでの呼びかけ、鳴り物もあり、昼前後

の時間帯のためか、にぎやかにおこなうことができた。反

応は、当初は薄かったが、徐々に受け取ることが増え、特

に、外国語でのメッセージがきいたこともあり、海外の方た

ちには、浸透したといえる。

軍隊のない国家研究の最前線 （3）　 ――クリストフ ·
バーベイ『非軍事化――軍隊のない国家』の紹介　         
      東京造形大学　　教授     前田  朗

前回に続いて、バーベイの著書『非軍事化̶̶軍隊のない国家』を紹介する。
* Christophe Barbey, Non-Militarisation: Countries without Armies. Identification criteria 

and first findings.Åland fredsinstitut, The Åland Island Peace Institute, 2015.

　二　軍隊のない国家
　４　識別の事実基準

バーベイは軍隊のない国家の法的基準に続いて、事実基準を検討する。軍隊とは何かという
定義にかかわる。具体的には軍隊と警察その他の実力装置との区別である。

警察は公共の安全と犯罪捜査を任務とするが、警察力には小規模の保安部隊が含まれるこ
とがある。警察に設置される小規模の保安部隊は人質解放作戦、特別警備などを行うが、常



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　INTERJURIST  No.191   Feb 1, 201733

設軍とは異なる。多くの国家には法執行部隊、国土保安隊、森　　林保安隊、消防隊、国境警備
隊、刑事施設保安隊等もあるが、それぞれの分野の専門的組織であり、軍隊ではない。

人道部隊やPKOは国際的に活動し、シビリアン組織を内部に有する。その意味で軍隊に接
近する。各国軍隊がPKOの主力を成す。ただ、多くの諸国が参加する多国間組織である。メ
ンバーには軍事訓練を必要とすることが多いが、軍隊を構成するわけではない。

バーベイは具体的には3つの観点で検討している。
第1に、警察が武器を有する唯一の組織であって、その警察内に常設の特別部隊がない国

である。
アンドラ (警察官240名)、リヒテンシュタイン (120名)、モナコ (500名)、ナウル (100名)、ニウエ (15

名)。
第2に、警察内に軽武器を保有する特別部隊のある国である。
クック諸島　　には警察と小規模の沿岸警備隊 (100名) がある。コスタリカには警察と沿岸警備

隊 (9800名) がある。ドミニカには警備艇を有する沿岸警備隊を含む警察 (444名) がある。グ
レナダの警察 (1030名) にも沿岸警備隊がある。アイスランド警察 (700名) には特別部隊 (27
名) と沿岸警備隊 (130) が含まれる。

キリバス警察 (600名)、マーシャル諸島　　警察 (628名)、ミクロネシア警察 (450名)、パラオ警
察 (160名)、サモア警察 (520名)、ソロモン諸島　　警察 (1130名)、セントルシア警察 (850名)、セ
ントヴィンセント･グレナディンズ警察 (730名)、トゥヴァル警察 (70名) にも沿岸警備隊等が含ま
れる。

第3に、シビリアン領域で警察機能をもつ特別な部隊を有する国である。
ハイチ警察 (10000名) は、大部分が通常警察であるが、常設の軍隊に比較的近接した組

織がある。また、ハイチにはMINUSTAHと呼ばれる国連PKO (7500名) が駐留している。モー
リシャス警察 (10500名) には沿岸警備隊 (500名) が含まれる。

モーリシャスは5つの民族からなり、観光産業が経済の中心である。アフリカに含まれるが大陸
から離れたインド洋上の島　　国である。軍隊はないが沿岸警備隊が強化されている。

パナマ警察 (12000名) には反乱鎮圧部隊があり、小型航空機と沿岸警備隊を保有する。
軍国主義的な過去と決別した歴史から軍隊を持たない。

サンマリノには軍隊があるという主張も見られるが、警察 (100名)、国境警備隊 (30名) にす
ぎない。

セントキッツ･ネヴィス警察 (450名) は、外交国家安全省に属する防衛隊 (200名) があるが、
その多くはネヴィス分離独立論との関係で設置された国内保安隊である。

ヴァヌアツ警察 (700名) には自動車部隊と沿岸警備隊がある。
ヴァチカンは高度な軍事的国家と称されることもあるが、警察 (150名) と教皇警備スイス兵 (150

名) である。なお、イタリア警察が保安を担う役割も有する。
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バーベイは次のようにまとめる。
「要約すると、警察が唯一の武器保有装置である国は5つである。補充的な小規模特別装置

を有するのは14である。9カ国については、政府組織としての軍隊がないと疑いなく言うことがで
きる。7カ国については、特別部隊が存在する。モーリシャス、パナマ、ヴァチカンは、軍隊のない
ことがかなり明白である。ヴァヌアツは、すべての装置を警察の統制下に置く意思があり、軍隊を
持とうとしていないことが明らかである。セントキッツ ･ネヴィスとサンマリノは、すべての実力装置
が小規模であり、警察と同じ省庁によるシビリアンコントロールがあり、重武装もなく、明らかに警
察機能と国境警備機能を持ち、政治意思も明白である。ハイチについては、軍隊を持ちたいとい
う意思を有しているが、現存する装置は非常に小規模である。」

５ その他の調査結果

バーベイはさらに次の3点を補足する。
第1に、警察の規模の比較である。必要以上の警察力を保持していれば、軍隊のない国家と

は言えないのではないかとの疑念が生じるかもしれない。警察官員数の世界平均は10万人あた
り300人である。つまり、0.3%である。

ハイチは0.1680%、コスタリカは0.2099%、アイスランドは0.2149%、ソロモン諸島　　は0.2236%のように、
軍隊のない国家26カ国のうち7カ国は0.3%以下である。アンドラは0.3157%、リヒテンシュタインは0.
3252%、パナマは0.3523%であり、平均に近い。

トゥヴァルは0.6194%、ドミニカは0.6235%であり、平均よりも高い数値を示すが、それぞれ総人
口が1万や7万の国である。

モナコやサンマリノの数値も低くはないが、儀式に臨む儀礼隊である。
人口の多い国で高い数値を示すのは、モーリシャスである。人口が125万で、警察官が1万を

超え、0.8556%である。モーリシャスは先に述べたような民族構成で、特別な安全上の問題を抱
えているために警察官が増員されていると言えよう。

第2に、再軍備した国である。
バーベイは、かつてモルディヴを軍隊のない国家に数えていたが、本書ではモルディヴを除外

している。警察内部に設置された特別部隊が徐々に増強され、2006年4月21日に、防衛隊と沿
岸警備隊 (300名) を警察から独立した防衛安全省に移管したという。それゆえ、モルディヴは
軍隊のない国家とは言えなくなった。

第3に、軍隊のある国の中で、非常に小規模の軍隊の国との比較である。
アンティグア･バーブーダ (245名)、バハマ (860名)、バルバドス (610名)、ベリーズ (1050名)、

ケープヴェルデ (1200名)、コモロ (500名)、赤道ギニア (1320名)、ガンビア (800名)、ガイアナ (1100
名)、ルクセンブルク (900名)、セーシェル (650名)、東ティモール (1300名)、トンガ (450名) である。
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 このうちルクセンブルクは、自国の防衛のためではなく、NATOに加盟しているため、900名の
青年がNATO軍に加わっている。

以上の検討の結果、バーベイは次のようにまとめている。
「世界196カ国のうち26カ国が軍隊を持たない、世界の8分の1の国が軍隊を持たないことは

驚かれるかもしれない。しかし、住民に、人間の尊厳に、そして歴史にリスクや損害、あるいは軍
隊保有にはコストがかかることから、軍隊を持たない選択をする国のあることは驚くべきことでは
ない。」

非軍事化の法的側面は、軍隊とは何であり、何でないのかの定義が明確になされることにかかっ
ているが、軍隊を持つ国と持たない国の間に明確な行政的な線引きができることは留意に値す
るという。軍隊を持たないと言う選択をすることはまれではないが例外的なことである。軍隊のな
い国家のうち19カ国ははじめから軍隊を持たずに国家になり、7カ国だけが非軍事化過程をたどっ
た。

<紹介者コメント>
紹介者はかつて軍隊のない国家27か国を訪問して、『軍隊のない国家』(日本評論社) を出

版した。その際に明らかにした事実と、バーベイが明らかにした事実を比較すると、次の点で差
異がある。

第1に、モルディヴが再軍備したことである。紹介者は2005年4月にバーベイから軍隊のない
国家27か国を教わり、同年8月から調査旅行を開始した。モルディヴには2006年2月に訪問した。
ところが、バーベイによると、モルディヴは2006年4月に再軍備した。紹介者の『軍隊のない国家』
の記述は訂正する必要がある。

第2に、バーベイは警察力の調査を行って、軍隊のない国家の評定を行っている。紹介者は、
軍隊とその他の実力組織との比較を考えていたが、実際に警察力の規模を調査することはして
いない。モルディヴやモーリシャスの沿岸警備隊が強化されている事実は入手していたが、それ
以上の調査ができなかった。他方、セントキッツ ･ネヴィスの警察力増強がネヴィス分離独立論と
の関係でもたらされていることは紹介者も意識しており、首都郊外の防衛隊を調査に行った。

第3に、ハイチについては、紹介者は軍隊のない国家に算入しなかった。ハイチには軍隊と武
装勢力の間の激しい紛争が生じた歴史があり、その結果として国連PKOが駐留している。再
軍備していないとはいえ、国連PKOによってかろうじて公共の安全が維持されている状態である。
もう少し様子を見てから判断することになるだろうと言うのが紹介者の考えであった。バーベイは
PKOの10年に及ぶ歴史を踏まえて、ハイチを軍隊のない国家としているようである。
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IＡDＬ 報告
IＡＤL 国際人権　　　　　　　　　　　　　規約 50 周年記念会議　 in　 Lisbon　  
    IADL BUREAU　笹本　潤

2016年11月10,11,12日にポルトガルのリスボン大学　　

で、国際人権規約50周年記念会　　　　　　議が開かれた。主

催は、IADLとポルトガル民主法律家協会　　　　　　。同協会　　　　　　

は、最近再建され、今回の会　　　　　　議の開催を引き受けた。

市民的 ･ 政治的権利に関する国際規約 (自由

権規約)、経済的 ･ 社会　　　　　　的 ･ 文化的権利に関する

国際規約は、1966年に国連総会　　　　　　で採択された。そ

れからちょうど50周年が2016年にあたる。

また、2016年は IADLが1946年に設立されて70周

年目にもあたる。リスボン大学　　のロビーには、IADLの

写真パネルが並べられた。

人権規約会　　　　　　議は、3つの分科会　　　　　　が平行して開か

れ、多くのスピーカーが各国の人権状況を報告した。

分科会　　　　　　の内容などくわしくは、IADLのホームページを参照のこと。

ポルトガルには、「ファド」(悲しい音色がするギター

に似た楽器) があり、ベテラン弁護士達がファド

の演奏でねぎらってくれた。

また、会　　　　　　議後には、1925年から1968年までポル

トガルの民主化のため政治囚が捕まっていた遺

跡を訪れるツアーも用意されていた。
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IＡＤL BUREＡU 会議　報告 （２0１6 年 １１ 月）　  
    IADL BUREAU　笹本　潤

人権規約会　　　　　　議に続く11月13日には、IADL BUREAU 会　　　　　　議が開かれた。ELDHの会　　　　　　議と平行し

て開かれ、財政問題、次回のBUREAU 会　　　　　　議 (トーゴ、ベトナム)、パレスチナ2018年キャンペーン、

トルコ弁護士弾圧問題、難民問題、南シナ海会　　　　　　議を1月に東京で正式に開催することなどが討議･

決定された。

なかでも、トルコの弁護士弾圧の問題は緊急の課題だった。ちょうど BUREAU 会　　　　　　議中

に、 Progressive Lawyers Association (CHD)とthe Freedom Lawyers Association (ÖHD)の二

つの法律家団体が3ヶ月の活動禁止命令を受け、警察が事務所　に封印をしに来る場面がスマ

ホで実況中継され、その場で何人かの弁護士も逮捕された。そして会　　　　　　議の後には、それに抗議

する弁護士の逮捕や、拘禁された弁護士に対する拷問も行われた。7月のクーデター未遂後、

エルドアン大統領の「テロ対策」を名目とした市民や弁護士に対する弾圧は一層激しくなってい

る。IADL BUREAU 会　　　　　　議は、2017年1月14, 15日にアンカラで緊急の会　　　　　　議を開くことに決め、IADL

事務局長のヤン ･フェルモンが参加した。

【IADL70周年のパネルより at リスボン大学　　】

1946年10月24日、IADLはニュルンベルク裁判に

参加した反ファシズムを掲げる戦争生存者により設

立された。初代 IADL 会　　　　　　長のルネ ･カッサンは世界

人権宣言の起草者の一人である。

IADL は 設 立 以 来、

核兵器廃絶の運動に取

り組んでいる。
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今までの IADL 大会　　　　　　の歴史も掲示された                    ベトナム戦争反対の闘争も          

  

アフリカの民族独立の支援活動                            パレスチナの支援活動       
   逮捕されたキューバの5人の支援
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南シナ海問題専門家会議　報告 （２0１7 年 １ 月 9 日）　  
    日本国際法律家協会　　　　　　事務局　高部　優子

 IADL (国際民主法律家協会　　　　　　 ) は、2017年

1月9日に日本の青山学　　院大学　　で南シナ海問題を

テーマにした国際専門家会　　　　　　議を開催しました。

2016年7月12日、国連海洋法条約で定められた

仲裁裁判所　で、南シナ海の中国による領海進出を

めぐって裁定が出され、中国が従来主張していた

九段線などの言い分はほぼ全面的に否定されました。仲裁裁判所　による裁定は、国際法に則っ

た手続きで、中国政府も本来これに応じなければなりませんが、中国は同裁判所　の管轄外と主

張して、裁判自体にも出頭しないまま裁定を迎えることになりました (interjurist No190の松井芳

郎氏解説参照)。

今回の仲裁裁判所　の裁定は国連海洋法条約という国際法に則った紛争解決を求めるもので

すが、その裁定を受け入れない場合どのように紛争の平和的解決を達成すればいいのか。この

ような問題意識に基づき、日本、中国、ベトナム、フィ

リピン、ベルギーの専門家を招聘し、専門家会　　　　　　議

を行いました。残念ながら中国は参加できません

でしたが、アメリカ、インド、バングラデシュ、パキス

タン、ネパール、コスタリカ、アルジェリアなど、多く

の法律家、学　　者の参加がありました。詳細は、イン

タージュリストの次号でお知らせします。
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フィリピン関係
フィリピンにおける超法規的殺人の実態に関する調査　
    横浜国立大学　　博士課程後期　　　    高部 優子

2016年10月、長谷川　　弥生 (弁護士⁄ JALISA 事務局長)、笹本潤 (弁護士⁄COLAP 事務局長)、

高部優子 (JALISA 事務局) の3名で、フィリピンにおける超法規的措置、殺人、強制失踪の現

状を明らかにするために現地調査を行った。

 今回の調査は、政治的な理由によるフィリピンの超法規的殺人を恐れた在日フィリピン人の難

民申請により、フィリピンの現状把握が必要となり、国際法律家協会　　　　　　インターンのブッチ ･ルイシト･

ポンゴス氏のコーディネートにより実現したものである。

調査の背景
 アロヨ政権下 (2001年~2010年) での、政治的な理由による超法規的殺人や強制失踪につ

いては、被害者数の多さや、国軍の関与疑惑などから、国連人権理事会　　　　　　特別報告者が派遣さ

れ、国連人権理事会　　　　　　で審議されることとなった。

また、2016年6月30日に就任したロドリゴ ･ドゥテルテ大統領は、ダバオ市長時代に始めた犯罪

取り締まり推進を訴え大統領選に勝利、以降、麻薬犯罪の取り締まりを目的とした超法規的殺人

がエスカレートし、9月17日の朝日新聞では、警察当局の情報から7月1日から9月上旬までに警察

が殺害した麻薬関連の死者は1105人、7月以降、全国で身の危険を感じた容疑者ら71万2848

人が自首したと報道している。しかし、フィリピン国家警察のロナルド ･ デラ ･ロサ長官が、ドゥテ

ルテ大統領就任以来行われた超法規的殺人のうち、すべての殺人が麻薬がらみではないと明

らかにするなど、個人間の怨恨や強盗、政治的な理由によるものもあると考えられる。

調査の目的
フィリピンでの超法規的殺人の調査については、国連人権理事会　　　　　　で審議された2008年までは

あるが、それ以降の調査はほとんどない。現在のフィリピンでの超法規的殺人はどのような状況

なのか、またドゥテルテ大統領就任以来、麻薬に関する超法規的殺人が問題視されているが、

アロヨ政権下で国連特別報告者が指摘した政治的な超法規的措置の現状はどのようなものな

のかを明らかする。
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調査の方法
 調査報告があるアロヨ政権については文献調査を行い、それ以降については現地調査を

行った。2016年10月16日~19日に、ソルソゴン (Sorsogon) 州の刑務所　訪問、超法規的殺人の

調査をしている人権団体カラパタン (KARAPATAN Alliance for the Advancement of People’s 

Right) 訪問、また超法規的措置の被害者やその関係者14人から直接聞き取り調査を行った。

調査報告書の目次
 調査報告書の目次は以下の通りである。

    はじめに (調査の背景⁄調査の目的⁄調査の方法)

    第1章 グロリア ･ マカパガル ･アロヨ政権下の超法規的殺人 

    第2章 ベニグノ･アキノ政権下の超法規的殺人 

               (KARAPATANレポート「フィリピンの人権状況 アキノ政権下における人権侵害」から)

    第3章 ロドリゴ ･ドゥテルテ政権下の超法規的殺人

              ドゥテルテ政権下での行方 (KARAPATANレポート「ドゥテルテ政権下での行方」から)

           ドゥテルテ大統領の100日 ドゥテルテ大統領の積極面⁄ドゥテルテ大統領の課題

                           (「ドゥテルテ大統領の100日」2016年10月8日KARAPATAN 声明から)

            フィリピンの平和交渉 (Peace talk) の歴史 ･ 内容 

              (International Coalition for Human Rights in the Philippinesのパンフレットから)

    第4章 先住民への経済的理由による超法規的殺人

    おわりに

聞き取り調査の抜粋
ミンダナオ ･ ルマドの学　　校関係者

Lequi S. Tejenさん

21歳です。山の中の学　　校でボランティア教員をしています。新

人民軍の教育をしていると疑いをかけられ、去年の8月9日、マガハッ

トなど民兵のグループが学　　校にやって来ました。27日の朝、人々を

家から追い出し、バスケットボールのコートに集めました。民兵グルー

プが、男性、女性と分け、私は銃を突き付けられました。新人民軍

に連絡を取らないよう携帯を出せと言われましたが、ある教員が「私

たちはボランティアの教員で新人民軍とは関係がない」と言いました。教育をやめないと、また来

て学　　校を燃やすと脅されました。そして9月1日の事件が起こったのです。
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Anayn P. Simroさん

 8月9日からおよそ1か月後の9月1日、民兵たちは小学　　生も含め

バスケットボールのコートに集めました。地方組織の代表者だった

ディオネル ･カンポス (Dionel Campos) を子どもたちの前に座ら

せました。民兵は「お前は特別だ。長い間、ずっとお前を探してき

た」と言い、カンポスの頭を銃で撃ちました。彼の脳みそが飛び散

り、死ぬほど怖かったです。それは女性や学　　生、子どもたちの目の

前で起きたことでした。

 その後、学　　校に戻ってみると、学　　校が燃やされてました。何とか消し止めましたが、学　　校から

校長先生の遺体が見つかりました。彼の首は豚のように切られていました。

Anjelyn B, Montenegro

 校長先生の遺体を見つけた後、私たちは逃げることにしました。

コミュニティのメンバーが集められ殺害があったバスケットボールの

コート近くを通ると、民兵たちは笑いながらバスケットボールをやっ

ていました。私たちは泣きながら歩き、16キロ先の町に避難しました。

十分な食事もないまま6時間歩き続け、遺体も運びました。

調査の結果
調査の結果、アキノ政権下の超法規的殺人、強制失踪の資料を入手、それを裏付ける証言

を複数名から得ることができた。また、ドゥテルテ大統領の麻薬に関する超法規的殺人については、

就任後、間もなかったこともあり十分な調査はできなかったが、政治的な超法規的措置が解決さ

れていないことが明らかになった。詳細は、報告書全文を何らかの形で公開するので、ご覧になっ

ていただきたい。

今回の調査については、JALISAのインターンのブッチ ･ ルイシト･ ポンゴス氏、またNUPLと

KARAPATANにもインタビューの準備を含め大いにお世話になった。また、多くの方にブッチ氏

の飛行機代についてのカンパもいただいた。ここで改めて感謝したい。
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NUPL 第４回総会  
    弁護士    長谷川　　 弥生

2016年10月15日、16日に、フィリピンの真ん中あたり、ビコル地方レガスピ市のアルバイという町

で開催されたNUPL(National Union of Peoples’ Lawyers、フィリピンの民主的法律家協会　　　　　　) の

第4回総会　　　　　　に参加しました。たった二日の間に強い台風が2個続けて通過して大荒れの天気で

したが、会　　　　　　議は盛況に行われました。

NUPLの総会　　　　　　は3年おきに行われており、今年は設立10年目の年でした。今年の総会　　　　　　のテー

マは「市民的政治的権利の擁護のために人民の経済的社会　　　　　　的文化的権利を守る」。毎回時宜

にかなったテーマを掲げ、今後3年間の活動方針を定めています。NUPLは300人を超える法律

家、約130人の法学　　の学　　生、60人を超えるパラリーガルからなる大きな団体です。そのうち総会　　　　　　には、

45人の法律家、18人の法学　　生やパラリーガルの人々がフィリピン全土から参加していました。外

国からのゲストは台風のために飛行機が欠航になるなどしたため、結果的に私たち日本だけで、

歓迎を受けました。JALISAとNUPLとの友好的関係も感じることができました。

総会　　　　　　では、フィリピン各地でおきる経済的格差の問題、

移民の問題、超法規的殺人等の政治的弾圧など、深刻

な問題が次から次へと報告され、議論されました。2日目

の午後には、刑務所　の見学　　に行き、政治犯として収容さ

れている人たちから直接ヒアリングを行いました。どの刑

務所　も定員の4倍を超える人員を収容しており非衛生的

で劣悪な収容状況でした。

前回の第3回総会　　　　　　から今回までの3年間、NUPLはフィリピン国内はもちろん国際的にも精力的

に活動しています。深刻な問題が山積しているにもかかわらず、悲壮感が漂うどころか、みな楽

しそうにやっていることが印象的でした。そのことがNUPLの活動の活発さの理由かもしれません。

NUPLの主要メンバーは2016年8月にノルウェイで行われたフィリピン政府と極左で知られるフィリ

ピン共産党との和平交渉の場においても大き

な役割を果たし、継続して予定されている和

平交渉にも積極的に関与している様子がうか

がえました。

今後も、JALISAとNUPLの友好関係を維持

し、会　　　　　　員同士の交流も広げていきたい、と強く

感じた総会　　　　　　でした。
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フィリピン人の家族的統合問題に関する
法務省との意見交換　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    弁護士    長谷川　　 弥生

2016年10月31日、福島　　瑞穂参議院議員に仲介していただき、法務省入国管理局審査課の担
当者2名と、日本におけるフィリピン人移民の在留資格認定について、要請をしました。JALISAか
らは私を含めて3人が参加しました。

要請の趣旨は、現在の在留認定の運用のなかで、親の在留資格の喪失により親子が離れ離
れになる事例が生じているところ、家族の絆や親子関係は何事にも優先して特別の配慮が必要
であり、家族の分断が生じないように在留資格認定制度の運用を改善することです。

JALISAのインターンであるブッチ ･ ポンゴスさんのところには在日フィリピン人から日々多くの相
談が寄せられています。なかでも在留資格の問題は、個人や家族の人生や生活の根底に関わ
る問題であるところ、子どもたちを巻き込んだ問題が目立ちます。例えば、日本で生れ育ち日本語
しか話すことができない子どもが親の在留資格取り消し等に連動して実質的に本国への帰国を
強制される場合や、子どもは帰国しないまでも親が強制的に退去させられ家族が分断されてしま
う場合などです。

子どもは小学　　校高学　　年になるころには、自我を確立しつつあります。精神科の医師によっても9
歳を過ぎたころに十分な支援もなく強制的に慣れ親しんだ国から他の国に移住させることは、子
どもの健全な発達に有害であると言われています。そうであるのに子どもの意思に反して帰国を
強制することは、子どもの発達の権利に対する深刻な侵害です。また、子どもは帰国しないで日
本にいるとしても、親を帰国させることは、子どもから親を取り上げることにほかならず、児童の権
利の重大な侵害です。

しかし、現在の入国管理局では、在留資格をはく奪された母親に対して、「母親自身が出国す
るのであれば、小学　　生の子どものみに在留特別許可を与えてもよい。」といった到底信じられな
い提案をしたりしています。親の在留資格と引き換えに、子どもの在留資格を認めさせるのはあま
りにも非人道的な扱いです。

子どもが成長する権利や家族を保護すべき権利は、国際自由権規約17条、23条、児童の権
利条約3条、9条などにより国際人権法上も保護された権利であり、家族の分断をうみだす入管
行政の運用は、子どもの権利の重大な侵害です。子どもは親の付属ではなく、子ども自身の人権
がもっと尊重されなくてはなりません。

意見交換において入管の担当者からは、「入管行政は総合的判断である。」「入管の定める
在留資格に関するガイドラインにおいて家族関係については考慮している。」「個別判断である。」
などの予想された意見がほとんどでした。しかし、少しでもフィリピン人当事者の置かれた状況を
説明し、理解を求めることは有益である、との手ごたえを感じました。

このような取組を発展させ、家族の分断の阻止に向けて何かしていきたいと思いました。
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カフィン移民センターのプログラムと支援のお願い  
  日本国際法律家協会　　　　　　インターン ブッチ · ルイシト · ポンゴス

(日本国際法律家協会　　　　　　のインターン、ブッチ ･ ルイシト･ ポンゴス氏が関わっているカフィン移民

センターの活動内容と支援のお願いの文章です)

KAFIN 移民センター(以下カフィン) は、埼玉県在住のフィリピン人自治組織として、2000年に

設立されました。カフィンは、日々の問題への対処、日本での移民としての苦労などを共有、交流

する機会　　　　　　を提供してきました。またフィリピン人と日本人との溝を埋めるためにコミュニティでプロ

グラムも行ってきました。カフィンは、地域と調和し、差別をなくすために、地域のお祭りにも参加し

ています。

カフィンは15年間の活動を通して、フィリピンや日本から支援をいただき、表彰もされました。

2004年には東京のフィリピン大使館から、在日フィリピン人のための支援プログラムとその活動に

対し感謝状が贈られました。2006年には、埼玉の日本人とフィリピン人との協調関係の構築に関

して貢献が認められ、埼玉の上田知事から“彩の国国際貢献賞”をいただきました。また、カフィ

ンの創設のリーダー、長瀬アガリンは、2010年に“第2回自由都市･堺 平和貢献賞奨励賞”を受賞、

2001年にもバヤンニングフィリピン賞 (フィリピンのヒーロー賞) を受賞しました。

このような支援や表彰からも、カフィンが埼玉県のみならず日本全国でフィリピンコミュニティの

ための非営利事業体であることがわかっていただけると思います。カフィンは一貫して、フィリピ

ン人が日本社会　　　　　　に適応するために、またコミュニティのメンバーとしての居場所　を作るために、様々

な問題について正確に、そして忠実に行動をしてきました。

私たちは毎年、問題解決の助けを探しているフィリピン人 (時にはフィリピン人以外) の多くの

事件…家族、地域、労働、移民に関する問題等 に々、最大限の忍耐と熱心さで対応しています。

センターの活動が長くなるにつれ、コミュニティへの支援を続けてほしいという要求はさらに高まっ

ています。

カフィン移民センター２　0１　６　～２　0１　7年のプログラムと計画
15年活動で、カフィンはタイムリーな情報や教育を通して在日フィリピン人コミュニティのエンパワー

メントを行ってきました。日本とフィリピンの文化の違いを理解することで、カフィンはその溝に橋を架け、

特に女性の状況を引き上げようとしてきました。

現在、日本にいるフィリピン人は20万人以上で、そのほとんどは日本人との結婚、あるいは日本

とフィリピン人との子どもで、不法滞在は5千人と言われています。中でも女性は人身取引や暴力
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のターゲットになりやすい存在です。

１　. 移民を守る
多くのフィリピン移民は様々な法的問題に巻き込まれており、日本語がわからないので情報にア

クセスできないことが大きな問題になっています。

 カフィンは、フィリピン移民を守るため、「タンゴール ･ミグランテ (Tanggol Migrante…タガログ

語で“移民を救う”という意)」という弁護士、学　　者、NGOのネットワークにも参加しています。このネッ

トワークは、家庭内暴力や人身取引などの被害者に、必要であれば法的支援を行います。カフィ

ンは、本、パンフレットなど、読みやすく情報を伝えることができるツールを必要としています。

家庭内暴力被害は度々あり、カフィンは何とか手助けしようとしています。人身取引、とくに女

性や少女の場合は問題が表面化しづらく、困難です。タンゴール ･ミグランテは、被害者の法的

援助を行います。フィリピンの組織、NPO、法律家団体などのパートナーシップを通じて、カフィン

はネットワークを拡げることができるのです。

２　. 移民の支援
カフィンはフィリピン移民の不利益や苦痛に対していち早く支援をしています。カウンセリングを行っ

たり、必要なら地方自治体やNPOなどの福祉サービスの情報を伝えたりしています。

十分な高い教育を受けていない多くの在日フィリピン人は、法的手続きや政策を理解すること

が難しい場合が多いので、カフィンは、フィリピン人の日本での日常に関わる重要な情報データベー

スを作り、閲覧できるようにしています。

また、カフィンは、ここ数年、在日フィリピン人を教育する多くの印刷物や他のツールを手に入れ、

地域の人が活用できるようにしています。このミニ ･ライブラリーにある、法律、文化、日本での日

常生活に必要なことが書かれている印刷物は、コミュニティの人々の為になっています。

３　. 移民を助ける
カフィンは、家庭内暴力や人身取引の被害者に即座に対応する機関でもあります。多くのフィリ

ピン人は、DV 法や人身取引に関する法律を知りませんし、それを知らないために名乗り出ること

を恐れます。また、名乗り出ても、強制送還されたくないので、警察や入稿管理局に駆け込んで

訴えるということはしません。

カフィンは、被害者を救うホットライン番号を持つボランティアがいます。このボランティアたちはカフィ

ンが組織したフィリピン人組織のメンバーです。彼らは難しいケースを扱うようなカウンセリングの

セミナーや、社会　　　　　　調査の実施、および実際の救助任務などについて適切なオリエンテーションやト
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レーニングを積んでいます。

また、カフィンは、DV 被害者や人身取引の被害者に、長期　　　間の公的シェルターを見つかるまで

の短期　　　的な避難場所　を提供しています。しかしカフィンのシェルターは大変古く質素なもので被

害者や子どもたちにいい環境ではありません。カフィンは、援助をしてくれるところを探して、被害

者のために引っ越すことを考えています。できれば、一時的な避難場所　ではなく、家族が被害者

と子どものために活動できるような十分な広さがある場所　を見つけたいと思っています。

４　. 移民のエンパワーメント
教育を通して、カフィンは在日フィリピン人のエンパワーメントの援助をしています。多くの問題

は情報の欠如で起こっています。

カフィンは定期　　　的に、直接彼らに関わるような日本の法律や習慣などをテーマとしたセミナーやワー

クショップを行っています。その目的は、個別の、あるいは集団の問題に対処するための能力を

築くことです。

また、フィリピン人の親と子ども向けに、第2の文化である日本の伝統や文化、そしてフィリピン

文化を同時に学　　ぶ「Eskwelahang Pinoy(タガログ語で「フィリピン人の学　　校」という意)」というプロ

グラムも行っています。日本人とフィリピン人との間に生まれた子どもたちの多くは、フィリピンの文

化を嫌がっています。それは本来、学　　ぶべき家庭で文化や伝統が教えられていないからです。

カフィン移民センターへの援助のお願い
カフィンセンターは、DV 被害者、人身取引の被害者のシェルターも

兼ねていますが、ネズミと沢山の昆虫の住処でもあります。築50年以上

なので基礎は弱く、耐震性もありません。2012年の大雪のとき、共同キッ

チンに穴が開きましたが修理もできていません。スタッフとボランティア、

またシェルターに避難している人たちを守るには、引っ越ししかないと

考えて移転場所　を探していますが、資金が潤沢ではなく困っています。

どこかにカフィンに適した場所　がありましたら、ご紹介いただければ助

かります。

 また、「フィリピン人の学　　校」プログラムのような親子を対象とした、料理教室、芸術活動など文

化を学　　びながら日本とフィリピンとの溝を埋めるような教育活動や、主に母親を対象とした家庭内

暴力から乳がんなどの健康問題に至るまで、幅広く日常生活の経験を共有するためにイベントを

行っています。カフィンの活動をご理解いただき、多様なご協力をお願いいたします。

(翻訳 ･ 高部優子)
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移民問題
ウガンダ人難民不認定処分取消訴訟から考える
難民認定法上の個別把握論問題                             
    弁護士    川　　津　　　　 聡

2016年7月28日、名古屋高等裁判所　にて、難民不認定処分の取消等を求めた行政訴訟で、
原告を難民であると認定する逆転勝訴判決を得ました。

難民認定法の解釈において意義を有する判決になったと思われますので、ご報告します。

１　 原告に対する迫害
中央アフリカの国、ウガンダ出身の30代女性であるLさんは、2008年7月に来日しました。
彼女は、FDCと略称される最大野党に所　属して政治活動を行い、市民団体で女性の地位向

上のための運動に携わり、ウガンダの民主化を目指していた中流階級の女性でした。ところが、ウ
ガンダ政府から市民運動や政治活動の中止などを命じる手紙を受け取り、それに従わないでい
ると、夜、帰宅途上で何者かに襲撃されました。襲撃者たちは黄色い服を着て、「キボコ」という
鞭のような細い棒をふるうなど、キボコスクワッドと呼ばれる親政府暴力集団の特徴を備えていま
した。2007年7月ころの出来事でした。

Lさんは暴行の結果である意識不明の状態から辛くも回復しましたが、妊娠していた子どもを
流産しました。回復後、Lさんは市民団体の活動を退き、自宅を離れて療養していたところ、1ヶ月
ほどしてウガンダ政府からまた手紙が彼女の自宅へ届いたことを療養先で知りました。

手紙を知り、ウガンダにこれ以上いれば殺されると考えたLさんは、転職して海外出張を口実
に来日したのです。Lさんの夫、子どもたちと離れ、中流階級としてのそれなりに恵まれた生活を
諦めてまでの苦渋の選択でした。

２　 難民申請と不認定処分までの経過
来日したものの、Lさんは携帯電話などの自前の通信手段を持たず、ウェブサイトなども見られ

ませんでした。そのため、難民申請の方法がよくわからず、当初認められた在留期　　　間を超えて1
年ほどが経過してしまいました。しかし、幸いにも2008年10月ころ、他人の携帯電話を借りることで、
難民支援協会　　　　　　という団体と連絡を取ることができ、詳しい手続を知ることができました。

Lさんは、出国時、何も自らが受けた迫害の資料を持ち出すことができませんでしたが、来日後、
体調を崩した際に、ウガンダ国内にいる友人を通じて、2007年7月の暴行後に受診した病院から
診断書を入手していました。その診断書と、市民団体でのLさんの活動の様子を撮影した写真
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等を資料として提出し、2008年11月、難民認定を名古屋入国管理局 (名古屋入管と略称します)
に対して申請しました。

ところが、名古屋入管は、申請の時点で在留期　　　間を超えて日本に滞在していたことから不法
滞在であるとして国外退去手続に入った上で、2011年1月、Lさんを難民と認定しない処分を行い、
これを通知してきました。その理由は、FDCが合法政党であること、ウガンダでは政党活動が禁
止されていないこと、市民団体の活動内容や出国前の療養していた期　　　間に市民団体の活動か
ら退いていたことなどから、彼女の「活動が本国政府から個別に注視されるものとは認められ」ない、
などというものでした。

３　 原告との出会い
この段階で、Lさんは、難民事件を多く手がけてきた川　　口直也弁護士に相談することにしました。

川　　口弁護士は、名古屋難民弁護団においてリーダー的存在である弁護士でした。そして、2009
年9月に弁護士登録して、最初の所　属事務所　の同僚であった伊藤朝日太郎弁護士から誘われ、
名古屋難民弁護団に加入していた私に担当を依頼してきました。

私は、労働者側での労働事件と刑事事件を主に手がけたくて弁護士を目指した人間ですので、
正直なところ、これが法的に難民として認められるのかという見通しは全く立ちませんでした。し
かし、大学　　で学　　生運動に関わった経験もあることから、権力側の弾圧手法として、軍隊、警察な
ど正規の権力機関ではなく、民間の集団を利用して暴力を振るわせ、萎縮させるということはい
かにもありそうに思われました。

Lさんが受け取ったウガンダ政府からの3通の手紙のうち、後の2通は、ちょうど襲撃事件を挟
むような時期　　　にLさんに送られていますが、それもウガンダ政府が襲撃事件に関与し、襲撃で生
じた畏怖や萎縮を最大限に利用する思惑があったことを示しているように見えました。

不認定理由は、FDCが合法政党だとかウガンダでは政党活動が禁止されていないだとか言
いますが、国家による野党活動家に対する迫害について何も知らない「ど素人」であるとしか思
われない理由です。「合法化されたら国家による迫害が終わる」など、民主政治を勝ち取ったい
かなる国の歴史を見てもそんな事実はないはずです。合法化されればされたで、迫害も合法を装っ
てより巧妙に行われるのが歴史の教訓でしょう。私にはむしろ、政府機関でなく親政府集団によ
る襲撃という手法が、野党が合法化されて間もない国における巧妙な迫害として、自然だとすら
感じられました。

私は、Lさんが難民として救済されるにふさわしい人であると直感しました。国家による人権侵
害から身を守る最後の方法としての国外逃亡を、法的に根拠付けるのが難民認定なら、この人
をウガンダへ強制送還して、親政府集団の襲撃で殺害されることになりでもしたら、難民制度の
存在意義が問われると思いました。ですから、川　　口直也弁護士に、その直感を伝えました。

それから、私と川　　口直也弁護士とLさんの、司法を舞台とした日本の難民行政との長い戦い
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が始まりました。

４　 訴訟における争点と弁護団の取り組み
とはいえ、難民事件についてはそれこそ素人同然の私でしたし、そもそも弁護士としての経験

自体、まだほとんどないに等しいような時期　　　でした。いざ、難民事件を訴訟提起するとなると、多く
の困難が待っていました。

（１）言語の壁

まず、日本語が通じません。Lさんは、ウガンダの公用語である英語を一応使えましたが、堪能
というほどではありませんでした。ウガンダでは、スワヒリ語やルガンダ語という言語が多く使われ
ており、日常生活ではそれらの言語で意思疎通します。英語は、Lさんにとって第2の言語でした。
といっても、ルガンダ語の通訳など見つかりませんから、英語で何とか意思疎通するしかありませ
んでした。

ところが、英語での意思疎通ですら困難を極めました。Lさんの迫害され来日するまでの経過
は長期　　　にわたり、複雑な事情であるのに、そのうちの1日の出来事、多くの背景事情の一つですら、
数時間をかけて聴き取らねばならず、しかも後日になると微妙に異なった説明となることもしばしば
でした。

こちらの問いにも相手の答えにも、通訳の理解が介在しているため、正確にやりとりできないこ
とが頻繁に生じることが原因と考えられます。これらの体験から、せいぜい数時間で行われ、し
かも休憩を挟む等の工夫もなかったであろう名古屋入管での事情聴取がいかに不十分であるか、
身をもって知ることができました。

法的論点の見通しや、事実認定を巡って特定の証拠が必要であることなど、弁護士の見解、
方針についてLさんの理解を得ようとすると、数時間をかけても結局伝わったかどうかはっきりし
ないことが何度もありました。そして、こちらの考えが伝わらないと、こちらが聴き取りたい、頼みた
いことも伝わらず、事実関係の聴き取りでも、なかなか重要な情報が出てこないという悪循環でした。

最終的に、Lさんの友人がボランティアで専属の通訳のように頑張ってくれましたので、多少は
打合せが進むようになりましたが、その人がいなければどんな袋小路に迷い込んだか分かったも
のではありません。

（２）証拠の不足

次に、証拠がありません。これは難民事件全てに共通することですが、難民たちは迫害により
命からがら、可能な限り急いで出国することがほとんどです。また、空港などで出国手続を行う際に、
所　持品の検査等により迫害の証拠物品が当局に見つかると、その場で何か口実を設けて逮捕
されるなどの不安がつきまといます。そのため、例えば Lさんの場合のウガンダ政府から届いた
手紙など、重要な証拠となる物を残して出てくることが多いのです。

そのため、諸外国では、難民認定における証拠は申請者の供述だけであることもやむを得な
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いという前提の下に、申請者の難民に該当する事実関係を立証する責任を緩和するか、申請を
受けた行政側に負わせるなどの工夫がされています。ところが、日本の難民行政は、立証責任
は難民にあるという立場を堅持しており、それに沿う裁判例も多くあります。その結果、証拠がな
いために難民であることの理由となる事情の存在を証明できず、認定されない申請者が非常に
数多く生じます。

Lさんの場合も、当初はFDCの党員であることの証明すら本人の言葉によるほかなく、先が危
ぶまれました。しかし、訴訟提起後1年ほどが経過した時点で、Lさんがウガンダ国内のFDCに
連絡を取ることを決意して、電話で何らかの党籍の証明文書の送付を依頼したところ、数ヶ月ほ
どしてFDCの党章が入った便せんに印刷された手紙を入手できました。手紙は、インターネット
上のニュースにも出たことがあるFDC 幹部からで、内容は党員であるLさんをぜひ助けてほしい
というものでした。

Lさんが難民と認定しない処分を受けた段階でこの手紙の依頼をできなかったのは、そのよう
な連絡をして、日本とウガンダ間でやりとりすることで、自分にもFDCの仲間たちにも何らかの迫
害があるのではないかと逡巡したためでした。

（３）経済的困難

さらには、お金がありませんでした。冗談のように聞こえますが、難民事件では申請者にお金
がないことは本当に深刻な問題なのです。何しろ、申請者たちは多くの場合、すでに難民である
こと以外の理由では在留許可がない状態ですので、日本で働いて給料を得ることは違法になり
ます。また、政府によって難民申請を却下されると、裁判や異議手続でこれを逆転できるまで不
法滞在者であることになり、生活保護などの福祉の給付も得られません。

したがって、難民支援団体からの援助金くらいしか、生計を立てる方法がありません。このことは、
例えば母国へ長距離電話をかけて協力を求めるにもお金がない、とか、通訳を依頼するにもお
金がない、とか、訴訟活動にも影響を与えます。当然、難民事件の代理人に就任する弁護士は、
ほぼボランティア状態で取り組むことを強いられます。日弁連委託援助もありますが金額が低く、
本件のように数年にわたる弁護活動が必要なことも多いため、報酬としては余りにも不十分です。
そのために、難民事件を手がける (ことのできる) 弁護士はあまり多くないのが実情です。

（４）提訴

このように数々の困難に見舞われましたが、ここで自分が手を引くと、本国へ送還されてLさん
は逮捕、拷問のうえ、殺されてしまうのだろうかと考えると、苦悩しつつも手を引くことはできません
でした。

膨大な時間をかけて何とか訴状を作成できるだけの事情を聴き取り、2011年7月27日付で提
訴しました。証拠として提出できるのは、上記の診断書を除けば、ウガンダ国内の人権状況につ
いてカナダ、アメリカ、イギリスなどが作成しウェブ上で公開している報告書や、発信者が誰かも
定かならぬウェブ上の記事くらいという状態でした。
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すると待っていたのは、上記の困難を理解しない裁判所　による厳しい迅速審理の要請でした。
最初の数回の期　　　日は通常どおりの訴訟指揮という印象だったのですが、その後、期　　　日を入れても
こちらに新たな攻撃材料がないということが続くと、どんどん冷たい対応になっていくのを肌で感
じました。

第1回期　　　日からも1年以上が経過し、そもそも2ヶ月に1回程度しか審理の期　　　日が入らないのですが、
それ以上期　　　日を入れてもむしろ敗訴判決を早めるだけではないかと途方に暮れていたころ、先に
触れたFDCからの手紙が入手できました。今、高裁判決を見ると、そこが本件のターニングポイ
ントでした。

（５）個別把握論

先にも書いたとおり、Lさんを難民認定しない理由は、「活動が本国政府から個別に注視され
るものとは認められ」ないというものでした。Lさんは、FDC 活動家としてウガンダ政府から知られ
ていない、ということです。しかし、人権状況に関する各国や人権団体の報告書などを見ると、ウ
ガンダの国内情勢は、Lさんが個別に政府から注視されなければ安全という生やさしいものでは
ありませんでした。

FDCの活動家であれば、地位や知名度に関わりなく、逮捕され監禁され拷問され、場合によっ
ては殺される可能性があるのが、ウガンダという国です。仮に、政府から名を知られなければ迫
害されないとしても、帰国後、何かの拍子に知られてしまえば、直ちに迫害の具体的危険が生じ
ることは明らかです。

日本政府は、ウガンダ政府に活動家として知られてしまってから、もう一度日本へ来て、難民申
請しろというのでしょうか。活動家として知られたと本人にわかるのが逮捕拷問されたときであったら、
どうすればいいのでしょうか。

このように、「難民とされるには政府から個別に把握されなければならない」という日本の難民
行政の考え方 (難民認定法の解釈上、「個別把握論」と呼ばれるようです) には、保護される範
囲が狭くなりすぎ、難民認定制度の目的が果たされないという大きな欠点があることは明白です。

FDCからの手紙を得たことで、LさんがFDC 党員であることは証明できました。しかし、Lさん
が難民ではないという国側の立場は、これによっても変わりませんでした。党員であるからといっ
て個別に注視されているとは限りませんので、これは個別把握論の論理的帰結でもありました。

（６）異議申立手続

Lさんは、訴訟提起と並行して、名古屋入管での異議申立手続の利用も申し立てていました。
訴訟が始まると、長期　　　にわたり異議申立手続 (参与員による難民申請者の口頭意見陳述) の実
施は放置されました。

しかし、訴訟において裁判長が異議手続の結論を見てから判決を出したいかのような発言を
するようになり、2014年3月19日、実施されました。実施に当たっては、通訳を誰にするかについ
て、名古屋入管との間で何度かのやりとりがありました。名古屋入管は、普段の入管における業
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務で通訳を依頼している者に依頼しようとしますが、ウガンダの政治 ･ 社会　　　　　　 ･ 経済情勢や文化
に詳しい、あるいは難民申請者から信頼が厚いなど、申請者の伝えたい真意を的確に参与員に
伝えるためには通訳の人選から慎重に行う必要があります。

紆余曲折があり、私はすでに名古屋から高山へ移っていたこともあって、この点のやりとりは主
に川　　口直也弁護士が行いました。そのため、詳細を述べることは控えますが、何とか弁護団の
推薦する通訳を採用してもらうことができました。

しかし、難民不認定の理由をさらに詳細にした理由で異議は棄却されました。棄却理由の第1
は、LさんがFDCにおいて指導的立場にないから政府から個別に注視されていない、というもの
でした。個別把握論に立った上で、個別把握されていないと評価する理由を明らかにしたといえ
るでしょう。第2は、ウガンダ政府から監視対象にされていた可能性を示すエピソードに関し、そ
れはLさんの憶測であるというものでした。第3は、襲撃事件に関し、他のFDC 党員をも襲撃の
対象としていたため、Lさんをことさらに狙っていないというものでした。

これを読んでなぜ棄却理由となるか俄には理解できない方もいらっしゃるかもしれませんが、こ
れは個別把握論に立って個別把握されていた可能性を潰すための理由なのです。一般的な市
民の感覚からすれば、他の党員を襲撃対象としていたのでLさんも党員である限りまた襲撃され
るかもしれないということになり、むしろLさんを保護する必要性が高いという発想になるでしょうが、
日本の難民行政の発想は明後日の方を向いているのです。

第4の理由は、Lさんの出国後、ウガンダ政府がLさんの行方を捜していると友人から聞いたと
いうが伝聞に過ぎず信用できないというものでした。

ここまでの理由は、要するに、個別把握論に立った上で、個別に把握注視されていた可能性
がないというものです。しかし、最後の理由は個別把握論とは異なる観点からの理由でした。

第5の理由は、出国に当たって転職するなどして時間が経過したことについて、「迫害を受け
るおそれを有する者の行動として切迫感に欠ける」というものでした。第5の理由に対しては、強
い憤りが湧き上がるのを抑えられませんでした。こう言ってはなんですが、平和な (最近はそうで
もないようですが) 日本でぬくぬくと育ち、難民調査を行う役人であるなど身分も保障された者に、
難民の「切迫感」の何が分かるというのでしょうか。ウガンダへ行って反政府活動をしてから言え、
とまでは言いませんが、もう少し他人の人生に対して謙虚であるべきではないかと思われてなりま
せんでした。

このように異議棄却はLさんに対する難民不認定の不当性をより強調したといって差し支えな
い理由でしたので、Lさんと弁護団は、異議棄却に対しても取消訴訟を提起しました。

（７）その後の訴訟活動

口頭意見陳述が実施される少し前から、事件の行き詰まりを見かねた川　　口直也弁護士が難
民弁護団から引っ張ってきた新人弁護士を加えて、本件の弁護団は4人となっていました。

FDCからの手紙を得て、異議申立を棄却された後の弁護団の方針は、「いかにして個別把握
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論を打破するか」という方向に絞られました。一つは、個別に注視されていた証拠を入手提出し
て個別把握論の見地からも難民であると主張する方向であり、もう一つは、個別把握論そのもの
が誤りであって、FDC 党員である以上、それだけで難民であると主張する方向でした。

Lさんの場合、政府からの手紙と襲撃事件を考え合わせると、政府から個別に注視されてい
た可能性もあると考えられました。そのため、個別把握論に基づく難民不認定の判断であっても、
その判断の前提となる調査が不十分であれば、それが処分の取消事由となることも考えました。
判断の前提となる調査の内容を明らかにするには、名古屋入管や上級庁の内部文書を提出す
る必要があります。

FDCからの手紙を証拠提出した後もなお、裁判所　の冷たい対応は変わりませんでしたので、
裁判所　が個別把握論そのものを誤りとはしないと予想されました。弁護団は、Lさんの手元には
証拠が足りないこともあり、情報公開法に基づき、行政当局が保有しているLさんに関する記録
を開示させるなどしようとしました。しかし、文書開示の要求に対しては重要部分が黒塗りという
状況が続き、それではと黒塗り部分について文書提出命令を申し立てても、「必要性がない」と
抗告ができない理由で認められませんでした。

本人と打ち合わせても、日本国内でウガンダ政府を批判する運動に加わったことくらいで、何も
出ませんでした。Lさんが日本国内で運動を始めたことは、彼女の人生においてはそれなりに大
きな出来事だったのでしょうが、それが訴訟の打開につながらないもどかしさを感じました。ウガン
ダ情勢に詳しい研究者の方に意見書の作成を求めようともしましたが、そもそも、そのような研究
者の方が見つかりませんでした。

また、大阪でウガンダ人の方を難民と認定する判決が相次いで出たため、それらの事件の代
理人弁護士に働きかけてその資料等も入手しました。本人の許可が得られないために、資料そ
のものを送ることはできないと言われ、弁護士限りで見せてもらうなどの方法を議論したこともあり
ました。

正直なところ、協力してくれてもいいではないか、けちだなあと思ったりもしましたが、Lさん自身も、
日本国内で出会　　　　　　ったウガンダ人に気を許してはいませんでした。難民は、親しい人を本国に残し
ている場合も多く、日本で出会　　　　　　ったウガンダ人が政府与党の支持者や関係者であった場合を考
えると、様々な悪い予想をしてしまうのです。

入手できた先行判決及びその事件の資料で、利用できるものは証拠提出し、判決の意義を説
明する書面を提出しました。それらの訴訟活動を積み上げ、2015年7月10日、Lさんの尋問を迎
えました。尋問では、通訳が重要となりますので、口頭意見陳述でもお願いした方を通訳として
採用してもらうべく、裁判所　とやりとりを重ねました。

私は高山へ移ってから、直接の裁判所　とのやりとりはもちろん、弁護団会　　　　　　議への参加も困難になっ
ていました。しかし、地裁判決までは見届けたいとの思いから、弁護団会　　　　　　議にはスカイプで参加
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し、書面作成もできるだけ行っていました。Lさんの主尋問も、私が行いました。尋問が終わった
後も、新たな人権状況の報告書や、襲撃事件の経緯に沿ってウガンダの地理状況を伝える資料
などを証拠提出するなどして、最後まで努力を重ねました。

（８）地裁判決

しかし、結果は難民認定をしないという判決でした。その主たる理由は、原告が FDCにおい
て指導的立場にないため政府から危険視されないという理由から、個別に注視されていない、
ゆえに迫害のおそれはないというもので、異議棄却理由でも示された典型的な個別把握論とい
えます。また、指導的立場になく、個別に注視されていなければ理由として十分といわんばかりに、
野党勢力が直接の暴力を手段に含む弾圧を日常的に受けているウガンダの国内情勢を全く認
定しませんでした。しかも、わざわざ Lさんの証言、供述や提出した証拠について信用できないな
どと評価を行い、襲撃事件があったことやウガンダ政府から手紙が送られたことすら認めないと
いうひどい判決でした。

難民の心情に寄り添う努力は全く感じられない全面敗訴といえる判決です。「指導的立場」で
なければ個別に注視されず、従って迫害を受けるはずもないという理論を裁判所　が平然と採用
したことには、唖然としました。ウガンダに限らず、末端の活動家であっても権力機関による迫害
の対象となり得ることは、大学　　卒業程度の教養があれば常識の範疇に属する知識ではないでしょ
うか。権力が弾圧するのは敵対勢力の指導的立場にある者とは限らず、弾圧に対する反撃等
の消極的効果を、敵対勢力の減退などの積極的効果が上回る場合だということから説き起こし
て主張を組み立てる必要があるのかと、暗澹たる気持ちになりました。

（９）控訴審と判決

判決内容にはかなり衝撃を受けましたが、逆に、ここまでひどい判決を許しておくことはできな
いと闘志が湧きました。そこで、Lさんの控訴の意思を確認すると、地裁判決後は手を引くという
考えを改め、最高裁まででもとことんやる決意をしました。

そして、弁護団の総力を挙げて地裁判決を詳細に批判する控訴理由書を書き上げ、さらに、
第1回期　　　日までに、全国の難民弁護団が蓄積してきた資料も活用して、個別把握論を難民認定
の国際的傾向から徹底批判する書面を提出しました。ところが、控訴審は第1回期　　　日だけで結
審されてしまいました。私はやはりだめなのかと司法に絶望する気持ちになりました。

ところが、控訴審判決は、何とLさんの主張を事実認定において全面的に認め、さらにFDC

党員であることだけで難民性を認めたようにも評価できる判示すら行って、Lさんが難民であると
認定してくれました。これは、日本の難民行政に巣喰う深刻な誤りである個別把握論を変えてい
く嚆矢となる判決と評価できます。

控訴審判決後、国側の上告がある場合にどうするかも検討しましたが、幸いにして上告はなく、
判決は確定しました。異議棄却に対する取消訴訟は残り、現在、取下げを検討中ですが、Lさ
んは、2016年9月19日、難民として認定され、在留資格を取得しました。
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５　 控訴審判決に対する私なりの評価
 本件控訴審判決は、ウガンダ難民に関する先駆的な三つの判決の後を追うようにして出ました。

その三つの判決とは、平成24年2月23日付大阪地裁判決とその控訴審判決である平成25年2月
27日付大阪高裁判決、そして、平成27年8月20日付大阪地裁判決です。

 平成24年地裁判決及び翌年の高裁判決は、ウガンダの国内情勢を踏まえてFDC 党員であ
る原告の難民性を認めたものですが、当局から身体拘束を受けたことがあるとの認定であったため、
個別把握論の観点からも肯定できる内容でした。

 しかし、平成27年地裁判決は、指名手配された (すなわち政府から個別に把握された) とい
う原告の供述が直ちに採用しがたいとしながらも、原告が FDC 党員であること、実際に集会　　　　　　の
企画実行、そこでの演説などの政治活動や選挙運動をしていたこと、ウガンダで野党の党員に
対する逮捕暴行が行われたことなどを認定し、原告の難民性を認めました。

 平成27年地裁判決でも、原告の叔父がFDCの役職に就いていたことなど、間接的に個別把
握の可能性を示唆する事実は認定されていましたが、主たる理由は、FDC 党員として活動した
ことと、野党勢力に対する迫害があることと評価できる内容でした。

 これらの判決に対し、本件の控訴審判決は、「控訴人が、ウガンダ政府から、FDCの指導的
立場にある者として個別的に危険視され、迫害すべき対象として認識されていたとまでは認め難い」
と明示的に個別把握されていないことを認定しながらも、ウガンダ政府や親政府集団が「集会　　　　　　や
抗議活動に参加するFDC 党員一般に対して」暴行等を行っている情勢から、「ウガンダ政府か
ら迫害を受ける恐れはある」と認定しました。この判示内容は、「集会　　　　　　や抗議活動に参加」して
いれば、個別把握されていなくとも迫害のおそれはあると認定したと解することができます。

他方で、FDC 党員という難民申請者の所　属集団に着目して、一般に迫害の対象となる集団で
あるFDCに所　属していれば迫害の恐れがあるという判断にまでは至っていません。控訴審判決
が「集会　　　　　　や抗議活動に参加」という限定を付した理由は、今後の研究対象ではないかと思われ
ますが、ウガンダにおけるFDC 党員迫害の態様に、政治集会　　　　　　の妨害を意図すると思しき暴行 (警
察による催涙弾打ち込みや親政府集団による襲撃等) が多く見られることを意識して、帰国後、
そのような形での迫害を受けることを想定したのかもしれません。

いずれにしても、個別把握論から離れ、難民申請者の所　属集団と本国政府の関係を重視す
る流れを進めるものであり、この判示から所　属集団が迫害を受けていることだけを理由に難民性
を認めるところまではあと僅かと評価できるのではないでしょうか。所　属集団が迫害を受けている
ことは、各国の人権状況に関する報告書等の出身国情報で証明できる可能性が高く、それらは
インターネットを通じて比較的容易に入手できます。したがって、それだけで難民性が認められる
なら、多くの難民認定申請を阻んできた証拠の不足の壁も乗り越えることが可能となります。

本件の控訴審判決が契機となって、日本の難民行政が少しでも難民に利用しやすいものに変
わることを期　　　待しています。
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６　 最後に
最近、日本でも、特定秘密保護法が成立施行されたことや、「政治的に中立ではない」と行政

から評価された集会　　　　　　に対し自治体の後援が得られない、あるいは集会　　　　　　の場所　が提供されない
傾向が広がっていること、報道の対象や内容に関するメディアの自主規制が行われていることなど、
言論の自由が大きく制限され始めていることを示す状況があります。

国際 NGO「国境なき記者団」が毎年発表している「報道の自由ランキング」でも、日本は大きく
順位を落とし、2016年は72位とされました。ちなみにウガンダは102位でアメリカは41位ですので、
この順位からは日本の報道の自由度はアメリカよりウガンダに近いと評価されても仕方ないところ
です。

日本は難民に対して受け入れ国として関わるだけでなく、流出国の一つとなる可能性すら生じ
ているのではないでしょうか。難民に冷たい行政は、自国民の人権や自由に冷たい行政とどこか
でつながっているように思われます。指導的立場でない者に対する迫害はあり得ないという理論
を日本政府自らが政策的に実践するなら、民進党や共産党などの野党の一般党員に対して不
当逮捕がなされる国になっても、それら野党の党員が難民として国外へ逃げ出すことは許さない
という政策になるでしょう。政党などの集団に対する人権の制約が、特定の者を個別に注視して
行われない限り迫害でないというなら、思想統制も難民を生み出す政策として国際的に非難され
る謂われはないということになりかねません。

国民が甘受すべきと日本政府が考える人権制約の範囲が、母国で人権を侵害されてもそれ
を甘受すべきであり、他国へ難民として逃げ出すことは認めない範囲と対応するなら、日本政府
の難民行政の厳しさは日本国内の人権状況の厳しさの裏返しといえます。

個別把握論は、乱暴な言い方をすれば、何か絵に描いたような横暴な政治を行う独裁国家
があって、その国の警察から名指しで追われているといった状況でもなければ難民ではないとい
う理論ですが、実際には思想や言論の自由に対する侵害はもっとわかりにくい巧妙な形で始まる
はずです。日本がそのわかりにくさ巧妙さに敏感な国であってほしいと願いますし、敏感であれ
ば個別把握論は克服されていくのではないでしょうか。

事件がほぼ終結し、今後も難民事件に限らず、弁護士が日本の人権を守る社会　　　　　　的役割を果
たす必要が高まっていくと改めて感じました。
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国内問題
「南スーダン · PＫO自衛隊派遣を考える」院内集会

                                                                               弁護士   宮坂　浩

１　. 2016年10月27日に、法律家6団体と立憲フォーラムの主催で、南スーダンでの自衛隊PKO

活動、発動された安保法制に基づく新任務付与等の問題について考える院内集会　　　　　　を開催し、約

150人が参加しました。

 集会　　　　　　は、第1部が3人のパネラーによる基調報告、第2部がパネルディスカッションという形式で

行われました。

２　. 3人のパネラーからは、以下のような報告がされました。
 ⑴ 清水雅彦氏 (日本体育大学　　教授 ･ 憲法学　　)

国連PKOは、冷戦期　　　の受入れ同意、中立、非強制を原則としたものから、冷戦後にはガリ国連

事務総長の予防外交や平和強制部隊の創設案が出され、さらに住民保護のために武力行使が

できるものに変質した。

日本のPKO協力法は、その法案審議の段階から、自衛隊の武器使用が憲法9条で禁止された

武力行使になること、自衛隊の海外派兵を禁止した参議院の決議に違反することなどから、当時

の野党 ･ 市民の反対運動が起き、法律成立後にもカンボジアPKO等への派遣の差止、違憲確

認等の訴訟が提起された。憲法違反の指摘をかわすため、政府 ･ 与党はPKO参加5原則で一

定の歯止めをかけるとともに、実際の運用面でも、自衛隊のPKO活動は復興支援を中心とし、武

器使用も原則として自己及び自己の管理に入った者に限定し、派遣部隊も施設部隊を中心とした。

しかし、武力の行使を禁止し、戦力を放棄している憲法9条の下で、自衛隊は違憲であると認識

しており、そうした自衛隊が、他国の軍隊と同じになってしまうことに歯止めを掛けなければならない。

日本は、憲法前文に従って、海外に自衛隊を派遣するのではなく、世界の貧困問題を無くす、しか

もそれを非軍事で行うべきである。また、PKO参加5原則が満たされていない状況下で新任務は

付与すべきではないし、現在派遣されている部隊は即時撤退すべきである。日本がPKO活動に

かかわるとしても、自衛隊が関与することは将来的に止めるべきである。

 ⑵ 谷山博史氏 (日本国際ボランティアセンター«JVC»代表理事)

先ず、JVCが南スーダンで行っている活動内容と南スーダンの分離独立後の経緯が報告された。

2011年に南スーダンがスーダンから分離独立した後、大統領派と副大統領派の対立で内戦が勃

発したが、2015年8月に和平合意が成立した。しかし、2016年7月に首都ジュバで大統領派 (政

府軍) と元副大統領派 (反政府勢力) の対立が再燃し、武力衝突に至ったことで、和平合意は

完全に破綻した。
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また、2016年9月から南スーダンに入り、現地での状況を調査してきたJVCの今井高樹氏の報

告が紹介された。7月のジュバでの戦闘では、多数の外国人支援関係者が滞在していたホテル

が、政府軍兵士によって襲撃されて、略奪、レイプが行われ、戦闘後の人道支援活動において

も国連やNGOに対して通行不許可などの嫌がらせが行われた。これは、国連が設置した国内

避難民キャンプに、大統領派と対立するヌエル族の人々が多数保護されているが、その中には

反政府勢力の武装グループも紛れ込んでおり、それを政府軍は、国連 (PKO) が反政府勢力を

「かくまっている」として反発し、国連PKOばかりでなく、国際NGOに対しても敵意を持つようになっ

たことに一因がある。そうした状況の中で、現地のNGOは、人道援助の「中立性 ･ 公平性の原

則」から、軍の警護を受けないことを基本とし、自ら安全対策を講じており、駆け付け警護は必要

とはしていない。

7月の戦闘終結後の南スーダンの情勢については、ジュバでの戦闘は起きていないが、南スー

ダンの各地やジュバに通じる幹線道路では戦闘が続いており、住民の虐殺事件も起きており、そ

れがジュバに及ぶ危険は大きいとの指摘がされた。

新任務が付与された自衛隊が南スーダンに派遣されると、南スーダン政府軍と交戦する可能

性がある。日本政府は、駆け付け警護で武器を使用する相手が「国家又は国家に準ずる組織」

ではなく、盗賊、テロリストの類であれば武力行使に当たらないので憲法違反にならないとしてい

るが、実際には、「国家又は国家に準ずる組織」であるかどうかを見極めるのは極めて難しい。

そういう状況の中で、自衛隊が武器を使わずに平和貢献することは難しく、平和貢献への関わり

方を根本的に考え直す必要がある。

⑶ 柳澤協二氏 (元内閣副官房長官補)

南スーダンに自衛隊施設部隊が派遣された2012年当時 (野田政権下) は、南スーダンの独

立 ･ 国作りの支援が目的のPKOで、「紛争当事者」はおらず、PKO5原則 (停戦合意 ･ 受入れ

同意 ･ 中立 ･ 撤収 ･ 最小限度の武器使用) のうち、受入れ同意だけが問題であった。南スー

ダンの現状は、内戦状態にあり、住民や文民の保護が重要になっていることから、国連は、住民 ･

文民保護のためにPKOの増派を決定したが、南スーダン政府はこれに難色を示しており、受入

れ同意に影響を及ぼす可能性がある。

また、政府は、南スーダンで起こった政府軍と反政府軍の武力衝突について、「戦闘行為」で

はないとしている。その理由は、「戦闘行為」は「国際的な武力紛争の一環としての殺傷 ･ 破壊

行為」をさすが、南スーダンの事例はそれに該当しないからだとした。しかし、この「国際的な武

力紛争…」は、テロ対策特措法等で「後方支援」が「武力行使と一体化」しないための規制概

念であり、もともとのPKO協力法では想定されていない。しかし、南スーダンでは、現に「交戦」

が行われており、政府の説明は、PKO5原則との抵触を避けるための詭弁である。
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同様に、政府は、新任務付与で任務が増えたからといって、危険が増えるわけではないとして

いるが、戦闘は、こちらが武器を使えば相手も武器を使うという相互作用であり、従来の武器を

使わない任務とは危険の質が異なっており、1+1が200にもなる、そういう問題である。

その上、自衛隊員の武器使用については、個人の判断に委ねられている。これは、国家の意

思による交戦ではない (武力行使ではない) とするためであるが、誤射をすれば殺人罪に問わ

れる可能性もある。このままでは、一瞬の判断が生死を分ける戦場に、個々の自衛隊員に大きな

ハンディを負わせたまま送り込むことになり、憲法が想定していない軍事活動を自衛隊に担わせる

こととの矛盾の現れである。

３　. パネルディスカッションでは、パネラー3人とも、日本は非軍事による貢献をすべきであるとい

うことで意見が一致しました。

そして、清水雅彦氏からは、政府が新任務付与を急ぐ理由について、まずは安保法制を発動

させることに狙いがある。戦争法反対運動では、他国の戦争に巻き込まれる集団的自衛権行使

への危機感が中心であったことから、まずは世論に受け入れられやすいPKOで実績作りを狙っ

ていると指摘しました。

また、谷山博史氏は、現地では、日本の民生支援に高い信頼が寄せられている。日本は、自

衛隊による貢献を前提としない民生支援、人道支援を中心とすべきであるし、欧米と違い、南スー

ダンとは利害関係を持っていなかった日本は、南スーダン政府軍と反政府勢力の双方と話ができ、

仲介できる可能性もある。そうしたやり方こそ、平和憲法を持つ日本の強みが発揮されることにな

るとしました。

柳澤協二氏は、日本政府は「戦死なんてあり得ません」ということを言っているが、新任務を付

与することは、そうした犠牲があることを意味しており、前提自体が間違っている。もし、自衛隊員

に犠牲者が出た場合、日本政府は「この犠牲を無にしないために」と言って、もっと突っ込む可能

性もある。主権者として、日本がどういう国になろうとしているのか、きちんと考える必要がある。

４　. 集会　　　　　　の最後に、憲法違反の戦争法の廃止を引き続き求めるとともに、自衛隊の南スーダン

への派遣と新任務付与に反対する法律家6団体の声明が報告されました。

南スーダン・ＰＫＯ自衛隊派遣に反対する法律家６団体の声明

安倍政権は、多くの市民の反対の声を無視して、2015年9月に「戦争法」(いわゆる「安保関連
法」) の制定を強行し、この中で「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」(いわ
ゆる「PKO 法」) も改正された。施行された改正 PKO 法によって、今年11月には 南
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スーダンへ「派遣」される青森　　駐屯地の陸上自衛隊第9師団第5普通科連隊を中心とした
部隊に、他国 PKO 要員などの救出を行う「駆け付け警護と国連施設などを他国軍と共に守る

「宿営地の共同防護」の任務を付与しようとしている。
そもそも、1992年にPKO 法が制定された時、PKO 活動の変質 (米ソ冷戦前は北欧やカナダ

などが原則非武装で、派遣国の停戦 ･ 受入合意がある場合にPKO 活動を行っていたが、米ソ
冷戦後は時にアメリカなどの大国が重武装で、しかも派遣国の停戦 ･ 受入合意がない場合でも
PKO 活動を実施するようになった) と憲法との関係 (自衛隊をPKO 活動に「派遣」するのは憲
法9条違反ではないかという議論) から、当時の野党は国会　　　　　　で牛歩戦術まで使って抵抗したほ
ど議論があった。そのため、政府 ･ 与党もPKO 法を制定したものの、PKO 法に基づく参加に当
たっての基本方針として5原則 (①紛争当事者間での停戦合意の成立、②紛争当事者のPKO

活動と日本のPKO 活動への参加の同意、③中立的立場の厳守、④上記原則が満たされない
場合の部隊撤収、⑤武器使用は要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限られるこ
と) を定め、自衛隊のPKO 活動はあくまで復興支援が中心で、武器使用は原則として自己及び
自己の管理に入った者に限定し、派遣部隊も施設部隊が中心であった。

しかし、南スーダンでは、昨年4月に大統領派と反政府勢力の前第1副大統領派とが統一の
暫定政府を立ち上げたが、今年7月に両派で大規模な戦闘が発生し、この戦闘ではPKO 部隊
に対する攻撃も発生し、中国のPKO 隊員と国連職員が死亡している。国連安保理は、今年8月
にアメリカ主導で南スーダン政府を含めたいかなる相手に対しても武力行使を認める権限を付
与した4000人の地域防衛部隊の追加派遣をする決議案を採択したが、この決議には南スーダ
ンの代表自体が主要な紛争当事者の同意というPKOの原則に反しているという理由で反対し、
ロシアや中国なども棄権している。今月も大統領派と前第1副大統領派との間での戦闘が拡大し、
1週間で60人もの死者を出している。この状況はとてもPKO 参加5原則を満たしている状況とは
いえない。そして、政府が今後予定しているのは、施設部隊に加えて普通科部隊や、さらに中
央即応集団の部隊も派遣される可能性があり、他国部隊を守るために武器使用に踏み切るなら
ば、憲法9条で否定された武力行使にあたることになる。

私たち改憲問題対策法律家6団体連絡会　　　　　　は、憲法違反の「戦争法」(いわゆる「安保関連
法」) の廃止を引き続き求めていくとともに、かかる状況の下での自衛隊の南スーダンへの派遣と
新任務の付与に断固として反対するものである。

      2016年10月27日
                                                 改憲問題対策法律家6団体連絡会　　　　　　
                          社会　　　　　　文化法律センター                            代表理事  宮里 邦雄
                             自 由 法 曹 団                                           団  長   荒井 新二
                          青年法律家協会　　　　　　弁護士学　　者合同部会　　　　　　      議  長   原   和良
                                                       日本国際法律家協会　　　　　　                                会　　　　　　  長 大熊 政一
                                                       日本反核法律家協会　　　　　　                                会　　　　　　  長 佐々 木猛也
                                                       日本民主法律家協会　　　　　　                                理事長  森　　   英樹
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沖縄 ／ 琉球での政治弾圧に抗議する
JALISA （日本国際法律家協会） 声明

安倍自公政権は選挙でたびたび証明された沖縄⁄琉球の民意を無視し、辺野古や高江での米軍

基地建設を強行してきた。挙句の果てには、基地建設に反対する市民を「公務執行妨害罪」や「威

力業務妨害罪」などの名目で逮捕、勾留、起訴するなどの政治的弾圧が加えられている。こうした実

態が多くの市民に知られないようにするため、警察がメディアの取材を法的根拠もなしに規制したこと

すらある。

こうした安倍自公政権下での対応だが、JALISAとしては「平和」を求める国際社会　　　　　　の流れに逆行

すると批判せざるを得ない。「平和への権利」宣言が2016年12月19日 (現地時間) に国連総会　　　　　　で採

択されるなど、国際社会　　　　　　では国連憲章2条4項の「武力行使禁止の原則」をさらに推し進める流れが

存在する。にもかかわらず、高江のオスプレイパッド建設、辺野古新基地建設、伊江島　　の着陸帯の拡

張などの「トライアングル」体制の構築は沖縄本島　　北部の軍事要塞化、在沖米軍基地機能の強化に

ほかならず、このような基地強化は沖縄住民の平和のうちに生存する権利をも侵害する。

ちなみに2016年6月にネパールで開催された、「アジア太平洋法律家会　　　　　　議 (COLAP)」の分科会　　　　　　でも、

ナチスに抵抗した法律家たちが設立した「国際民主法律家協会　　　　　　 (IADL)」副会　　　　　　長であり、自らもナチ

スに抵抗した経歴を持つフランスの法律家ロラン ･ ベイユ氏は、辺野古への新基地建設は、国連憲

章の集団安全保障体制を前提にした2条4項の「武力行使禁止」原則に違反すると批判していたこと

も留意されるべきである。

次に、政治的言動として保障されるべき市民運動に対して警察官や海上保安官が暴力をふるい、

さらには刑事罰を利用して弾圧するなど、民主主義国家ではあってはならない野蛮な国家行為が安

倍自公政権下では公然と行われていることを批判せざるを得ない。とりわけ沖縄平和運動センターの

山城博治氏などを「公務執行妨害罪」、「傷害罪」、「威力業務妨害罪」などで逮捕、勾留、起訴する

など、沖縄で生じている政治弾圧に関しては、警察や検察、裁判所　にも重大な責任がある。

世界人権宣言9条では「何人も、恣意的に逮捕、拘禁、または追放されることはない」とされ、「市民

的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆるB 規約)9条1項第2文でも、「何人も、恣意的に逮捕

され又は抑留されない」と明記されている。国際社会　　　　　　におけるこうした規定の理念は、「国の最高法規」

である日本国憲法でも当然の原則とされており、警察や検察による市民の恣意的な身体拘束を防ぐこ

とが「適正手続の保障」(日本国憲法31条) の内容となっている。

ところが沖縄では警察や検察などによる恣意的な身体拘束を禁止する世界人権宣言9条、B 規約9

条、そして日本国憲法の「適正手続の保障」といった規範的要請が無視され、政治的弾圧のために

警察や検察が逮捕 ･ 勾留を濫用している。さらに、警察や検察が逮捕や勾留といった身体拘束を悪

用しないようにするため、日本国憲法では「令状主義」(憲法33条、35条) が採用され、裁判官に「人
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権保障の砦」としての役割が付与されている。にもかかわらず、裁判官は「人権擁護」の役割を

放棄し、山城博治氏などの逮捕、勾留を認めた。

安倍自公政権は中国や北朝鮮などに「法の支配」の遵守を要求する。しかし、選挙でたびた

び示された沖縄⁄琉球の民意を無視して基地建設を強行し、民主主義社会　　　　　　では主権者意思の

表明として当然認められるべき抗議活動に対して逮捕 ･ 勾留、起訴などの刑事罰で対応する

安倍自公政権には、北朝鮮や中国の人権状況、反民主的政治体制、軍事拡張政策を批判す

る資格などはない。

大阪府警警官による「土人」発言や、「本土」では起こりえないような反民主的蛮行が沖縄で

公然と行われている様子を見れば、時代錯誤の「植民地的支配」が実行されていることに驚愕

せざるを得ない。琉球併合 (琉球処分) から現在まで続く支配や抑圧の歴史に鑑みると、このよ

うな弾圧や差別発言は継続する植民地主義的支配のあらわれといえるだろう。安倍自公政権が

「民主主義」「国際平和への貢献」「人権の尊重」といった、国際社会　　　　　　でも当然に守るべきと考え

られている価値を真摯に実践しようとするのであれば、高江や辺野古、伊江島　　での基地建設や

拡張工事を直ちにやめ、山城博治氏などを直ちに釈放し、起訴を取り消すべきである。

そして、日本が野蛮な反民主的国家との嘲笑を世界中から受けないためにも、警察も安倍自

公政権下の政治弾圧に加担する姿勢を直ちに改め、「個人の権利と自由を保護」し、「民主的

理念を基調とする警察の管理と運営」(警察法1条) を旨とする、本来あるべき警察の姿に立ち

戻るべきである。検察も「検察権の行使に当たって、常に厳正公平、不偏不党を旨とし、また、事

件処理の過程において人権を尊重すべきことを基本」とする検察本来の姿に戻るべきである。そ

して裁判官にも、平和主義、基本的人権の尊重、国民主権を基本原理とする「日本国憲法」破

壊の加担者との批判を受けず、「人権」「民主主義」の砦としての役割を果たすよう、恣意的な逮

捕･勾留に際しては令状を認めず、またこうした政治活動を弾圧する裁判で有罪判決を下すなど、

反民主的政治に加担しないことを強く要求する。

以上

                                                                                                               2017年1月9日

                                                                                                                   日本国際法律家協会　　　　　　

                                                                                                                       会　　　　　　        長 大熊    政一

                                                                                                                       事務局長 長谷川　　弥生
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JＡＬISＡ マーシャルスタディツｱー
事前学習会の報告                                     
                                                                日本国際法律家協会　　　　　　副会　　　　　　長　笹本潤

日本国際法律家協会　　　　　　主催のマーシャルの旅<2017/2/23~3/3>の第1

回事前学　　習会　　　　　　が2016年11月24日、新木場にある東京都立第五福竜丸
展示館で行われた。

まず第五福竜丸展示館学　　芸員の市田真理
さんから第五福竜丸などについて、その後、マー
シャルにおける核実験などの報告を明星大学　　
の竹峰誠一郎さんから、次いで、マーシャルが
国際司法裁判所　 (ICJ) に起こした裁判につい
て明治大学　　の山田寿則さんから報告をしてもらっ
た。どれも初めて聞く話が多く、極寒の会　　　　　　議室に
参加した甲斐があった。参加者は約10名だった。以下、箇条書きで簡
単に報告する。

1,竹峰誠一郎さん講演「マーシャル諸島　　とわたしたちのつながりを求めて」
･ 竹峰さんは大学　　4年生の時から一貫してマーシャル諸島　　の核

実験の被害について研究し続けている。
･ マーシャル諸島　　の位置 :グアムとハワイのちょうど中間に位置

している。太平洋の中西部に位置する。29の環礁と5つの島　　。数
えると1000を超える島　　々からなっている。

首都マジュロはメインロードが1本あるだけで、右も左も海。陸
域は八王子市の面積と同じくらい。

･ 桃太郎 Momotaroという、モモタロウ家が創業している商店
がある。モモタロウのほかにも、イチロウ、ヒロコ、ミズタニなど、日
本に関わる名前が多く日本とのつながりがみえてくる。アミモノ、フ

ロシキ、ジドウシャ、ヒコウキ、、サンポ、ゾウリ、ニカイ、デンキ、バクダンなどの日本語が今も使わ
れている。

･ マーシャル諸島　　は、1914年から30年にわたって日本統治下に置かれ、大東亜共栄圏の一角
にもなった。日本の東京からマーシャル諸島　　の首都マジュロを直線距離で結ぶと4000キロしかなく、
タイの首都バンコクまでの距離とほぼ同じ。それににもかかわらず、太平洋の島　　々は視野の外に

 福竜丸の下での講演

市田真理さん
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おかれてきた。
･ エニウェトクの戦争体験者は、日本統治の下でアメリカの空爆に遭い日米の戦闘に巻き込ま

れた。クワジェリンでも地上戦が行われた。
･その後1946年から12年間にわたり67回の核実験が行われた。1954年3月1日の水爆実験「ブ

ラボー」では第五福竜丸らの漁船も被曝した。この日はマーシャルでは核実験の被害者を生存
者が思い出す日として休日になっている

･ マーシャルでは、3月1日を「ビキニデー」と呼ばない。核実験は、ビキニだけではないからだ。
12年間にわたり67回におよぶ核実験が行われた。エニウェトクではビキニを上回る核実験が行
われた。ロンゲラップ環礁は実験場ではないが、住民は戻れなくなっている。

･ マーシャル諸島　　は、1986年にアメリカから独立したが、すべての地域で核実験による被害が
あった。1946年にアメリカの核実験が初めて行われた。これは広島　　の原爆投下から11か月しか
経っていない。アメリカから見ると、広島　　 ･長崎とマーシャルでの核実験には連続性がある。広島　　 ･
長崎は「被爆」、マーシャルは「被ばく･被曝」と、漢字で切り分けられているが、実は連続性がある。
マーシャルと日本、核の被害者同士 (福島　　と広島　　･長崎) は近いという感覚を持っているのは確か。

･ 駐マーシャル諸島　　アメリカ大使は、2004年3月1日、「核実験という形で、冷戦時代にマーシャ
ル諸島　　民がはたしてきた自由主義世界への防衛協力に対し、心から感謝の意を表したい」と言っ
た。日本は、アメリカの核の傘のもとで、安全保障体制を築き、急速な経済発展をとげ「平和」を
謳歌してきた。アメリカの核を抱きしめながら「被爆国」日本は歩んでいた。そのときマーシャル諸
島　　など、かつて日本の統治下に置いてきた南洋群島　　ではどうだったのか。アメリカの核を抱きしめ
てきた日本とマーシャル諸島　　の関係性を問うていく必要がある

･日本の原発ともマーシャル諸島　　は関係がある核実験場にされた場所　にマーシャルの人は帰
れなくなっている。そのため1980年代に、マーシャルを核廃棄場にすればいいという議論があり、
廃棄場を誘致する動きもあった。しかし、90年代、世論や近隣島　　々の反発があり、アメリカエネル
ギー省長官も反対を表明した。そうして核廃棄物の受け入れの凍結をマーシャル諸島　　政府は表
明した。核廃棄物をめぐっては、働きかける側の問題がある。1994年には、「日本の核のゴミ、わ
が無人島　　へ」という新聞記事があったが、マーシャルの外務大臣は、「中川　　一郎代議士や東京
電力が持ちかけたものだ」と指摘する。

･クワジェリン環礁には、現在アメリカ軍が駐留している。戦略ミサイル実験場があり、大陸弾
道弾ミサイルを大気圏外で迎撃する実験ができる世界で唯一の施設である。カリフォルニアから
8000キロメートルの距離を飛ばし迎撃の実験をしている。

･ 一方、米軍基地に隣接するイバイ島　　は貧しく、「太平洋のスラム」とも言われている。毎朝基
地に働きにいくマーシャル人が列をなしている。

参考資料 
竹峰誠一郎『マーシャル諸島　　 終わりなき核被害を生きる』新泉社、2015年
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竹峰誠一郎「『戦後70年』マーシャル諸島　　から見つめて」『現代思想』第43巻第12号、青土社、
2015年8月号

中原聖乃·竹峰誠一郎『核時代のマーシャル諸島　　̶社会　　　　　　·文化·歴史、そしてヒバクシャ』凱風
社､2013年

2,山田寿則さん講演「マーシャル訴訟 (核ゼロ裁判)
判決と再提訴の可能性」

･ 現在、世界にどれだけの核があるのか。核弾頭
15,350発と105,502発分のプルトニウムがある。核兵器は
減ってきているが、オバマ政権になってゆるやかになって
いるとの批判がある。

･ NPT 核不拡散条約は、1968年署名、191の国が加
入している普遍的な条約。核兵器を世界全体に広げないような仕組みをつくっている。NPT 条
約は、核不拡散、原子力の平和利用、核軍縮3つの柱。アメリカ、ソ連が中心になって作った。

米、ソ、英、仏、中、5つの国に核兵器保有をみとめ、それ以外の国は持ったり譲り受けてはな
らないとしているが、不平等な条約。他の国に加盟してもらうために核の平和利用の条項 (4条)
を入れた。

さらに核兵器を持っている国は、核軍縮を誠実に交渉していきますと約束し、利益のバランス
をはかった。非同盟諸国は、非保有国には核兵器を使わないと約束してくれという消極的安全
保障 (NSA) を要求したが、その条項は条約には入らなかった。核の平和利用は軍事利用され
る可能性もある。加盟していないのは、インド、パキスタン、イスラエル。北朝鮮は脱退を宣言した。
兵器の数は少なくなってはいるものの、1万数千発もあるので安心できる状況ではない。

･ 1996年に、法律家 (IALANA) などが中心となって、非同盟諸国を介して国連総会　　　　　　に働き
かけ、国際司法裁判所　 (ICJ) は、核使用は一般的に違法であるとの勧告的意見を出した。

ICJの勧告的意見の2つの大きなポイント
1. 核兵器の使用 ･ 威嚇は一般的には違法だが、「自衛の極端な状況」では不明。曖昧な結

論で合法ともとれるし違法ともとれる。7対7で判事の意見もわかれ、裁判長の決定投票で採択さ
れた。

2. 厳重かつ効果的な国際管理の下におけるあらゆる点での核軍縮に導く交渉を誠実に遂行し、
かつ完結させる義務が存在する。NPTは交渉義務のみだったが、「完結させる義務」を、1996

年にICJは言った。
その後、国連総会　　　　　　で同意見のフォローアップ決議 (マレーシア決議) が毎年採択されている。

これはポイント2を確認するものである。
･ マーシャル訴訟
2014年、マーシャル諸島　　共和国が、核兵器9か国を相手取りICJに提訴した。同日アメリカ連
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邦政府を相手取りアメリカ連邦地裁にも提訴した。
･ 求めている内容は、NPTの核軍縮の交渉を誠実に遂行する義務に被告達が違反している

ことを認定してほしい、判決後1年以内に必要な核軍縮措置の履行の命令である。具体的には
2013年の国連総会　　　　　　の公開の作業部会　　　　　　や上述のマレーシア決議への反対であったり、核軍備の
近代化や更新、増強行為が訴えの対象である。

･ 裁判を行うことについて、訴える側と訴えられた側が合意しなければならない (管轄権の合
意)。あらかじめ合意をとりつける宣言 (選択条項受諾宣言) を出しておくという仕組みがある。
現在、70か国強が受け入れている。インド、イギリス、パキスタンは宣言を受諾していたので、3つ
の国に関して裁判がはじまった。米、仏、中、ロは裁判は始まっていない。今回出た判決は訴え
を受けて裁判を続けるかどうかの判決。イギリス、インド、パキスタンは管轄権、受理可能性を否
認する申し立てをしていた。

･ 共通する争点は、①紛争 (dispute) は存在していない、②必要当事者の不在 (米ロなど
がいない)、③判決の実行性の欠如、④管轄権受諾の目的 (選択条項受諾宣言の留保) であっ
た。

･ 判決内容
<主文> ①当事者間は「紛争」は存在しないので、ICJには管轄権はない。②本案に進むこと

はできない
<理由>
･紛争とは「法又は事実の論点に関する不一致」だが、「被告が自らの見解が請求国により『積

極的に反対されている』ことを認識していたことが必要。「認識テスト」というが、被告が、そのこ
とを認識していたことが証明できていないので、紛争がないとされた。形式的な論理であり、「紛
争がない」という論理で裁判が退けられたのは ICJで初めてではないかと、判事もいっている。
主文①は8体8. 裁判所　長 (フランス) の決定投票で決まった。

･「認識テスト」については、色々な人が反対している。裁判所　長、小和田判事など賛成側の
判事は、過去の判例に合致しているという。反対の8人の判事は過去の判例にはないと主張し
ているし、賛成側のなかにも疑問を呈している判事がいる。

･ 新提訴 (再提訴) の可能性が残っている。ICJは一審制なので、本件は確定したが、今回
は紛争がそもそもないということになったので、もう一度紛争の認識をさせれば再提訴の可能性
がある。マーシャルがもう1度提訴するか現状は不明である。マーシャルの訴訟は、トニー ･ デブ
ルム元外相の個人的イニシアティブが強いように思われるので、彼が議席を有していない現状で
は今後の推移をよく見守る必要がある。

第2回学　　習会　　　　　　は、12月21日、東京北法律事務所　で、映画「わたしの、終わらない旅」の上映
と国法協会　　　　　　員でもある坂田雅子監督のお話、また前在マーシャル諸島　　共和国日本大使の安
細和彦さんからお話を伺いました。

 2月23日からのマーシャルツアーの報告は『インタージュリスト192号』に掲載予定です。



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68INTERJURIST  No.191   Feb 1, 2017

JALISAの活動に役に立つ
書籍紹介

JＡＬISＡ の活動に役に立つ書籍紹介
清末愛砂 · 松本ますみ編『北海道で生きるということ
過去 · 現在 · 未来』（法律文化社、２0１6 年）　

弁護士    中森　　 俊久 

本書は、本来は先住民アイヌの土地である北海道の植民地支
配の負の歴史を検証し、そこから派生する様々な問題を見据えた
うえで、北海道の未来や平和を民主的な観点から切り開く糸口を
提供するものである。第1部では、現在の課題として、道内の経済
的格差 ･ 貧困の問題、人口減少や経済低迷に苦しむ室蘭市やそ
の住民の自衛隊や安保法制に対する動きなどを具体的に紹介し
ている (現在)。そして、第2部では、それら複合的な課題と結びつ
く北海道の過去 (植民地主義、移民、アイヌへの差別等) を詳細
に紐解くとともに、室蘭工業大学　　に通う学　　生が祖父母から聴取した
道内での具体的なライフストーリーを紹介している (過去)。さらに、
第3部では、そうした現在 ･ 過去を踏まえ、貧困や差別の問題等も含めた「身近な暴力」を解消
するための広い意味での「平和」を作り出す方法を、世界各地で実施されている平和構築講座
や国策に翻弄される中で生まれた根釧原野における民衆闘争等を紹介する中で探っている (未
来)。
  私自身、アジア太平洋戦争の末期　　　、多数の北海道出身の兵士 (アイヌ、和人) が沖縄に投入
され、その結果、沖縄戦に動員された日本兵のなかでは北海道出身者が最大の犠牲になってい
ることを知らなかった。そして、北海道が沖縄とともに、大日本帝国の内なる植民地として位置づ
けられ、現在も北海道に自衛隊の施設が集中しているという事実についても、1972年までアメリカ
の占領統治下におかれた沖縄の歴史の問題と比較すれば、その認識 ･ 関心が薄かった。編者
である松本ますみ教授は、本書で紹介されている座談会　　　　　　の中で「明治以来の150年の近代化に
対する検証が必要ではないかと思うのです。~中略~近代化には暴力も自然の破壊もあり、また『内
地』であぶれた人々が北海道でようや食いつなぐことができたという喜ぶべき事実もあったわけです。
それを全部承継しながら、同時にこれらはいったい何であったのかという検証をすることなしには、
次には進めないと思います。」と述べておられるが、本書を読んでまさにその通りだと感じた。
  北海道は、現在急激な人口減少に直面している。そこに至る迄には、開拓史以来の北海道の
約150年の歴史が存在する。本書は、そうした北海道の現実を直視しつつも、若者を戦争や貧
困から守りたい、誰もが安心して生きることができる北海道になって欲しいと願う優しさや希望に
も溢れており、決して後ろ向きな本ではない。北海道出身の友人に本書を是非差し上げたくなっ
た次第である。なお、編著者のうち、清末愛砂さん (室蘭工業大学　　大学　　院准教授) は、国法協
の理事である。
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連載　 JＡＬISＡ の活動と私
日本国際法律家協会　　　　　　理事   坂東   通信

Ⅰ【はじめに】
京都で JALISAのT 女史と昼食会　　　　　　した時の雑談がきっかけでしたなー。その時の雑談が面白

い内容とのことで、文才のない私が拙い文書をしたためることに相成りました。従って、この原稿
は私の個人的見解であり誤りや勘違いがあることも含んでいます。あまり「回顧主義」になるの
は好きでないが、過去のことを振り返るときはある程度自慢話を入れないと面白くないと、自分で
納得させた次第です。よって責任ある文書から外れるやも知れませんので了承願えれば幸甚で
す。 

Ⅱ【国際活動へのきっかけとなった関西電力闘争とはなに】
１、思えば長く闘ったものだと・・・

 (1) 関西電力との係争は1969年から1999年の約30年間の長い闘いとなったことであります。
この間を語れば字数が足らないことになります。関電の闘いは一言でスローガン的にいえば「良
心の灯燃やし続けて職場に憲法の風を」であります。それは職場から活動家を排除する第二のレッ
ドパージとの攻撃でした。見せしめ差別に伴う活動家孤立化政策の徹底でありその対策は「特
殊対策」と称されて末端の全役職を通じてのものでした。それは職場で挨拶しない、仕事は与
えないなど社宅に住む家族や子どもたちにも影響を与え、冠婚葬祭のぞく「ムラ八分」どころか「ム
ラ十分」としたものであり、多くの仲間の自殺者と退職者が出るに至り、このままでは殺されるとの
気持ちを持ったこと。これは個人個人の尊厳を踏みにじむものであり、決して許すことはできない
と反撃に立ち上がりました。

 (2)レッドパージに伴う民主化弾圧の嵐が吹き荒れたこと･ ･ ･
戦後の民主化の流れで、電力で働く人々の大きな闘い勝ち取った「電産型賃金」の獲得であ

り大きな民主化の流れであったこと。しかし1950年8月26日に2,137名の解雇とし民主化弾圧の
ためレッドパージが大きく吹き荒れて電力職場から一気に民主化の芽を摘み取られてしまった。
そして個人加盟で全国産別の機能を持つ電産労組は解体の憂き目となりGHQ 指令あいまって
電力事業が9電力へ分割再編され電力会　　　　　　社ごとの企業別労組となり今日に続いています。

 (3) 民主化の流れは直ちに克服していく闘いへ ･ ･ ･
1950年からは60年安保闘争に向けた戦いが大きく前進していく中で有名な三井三池鉱山の

闘いや内灘の砂川　　闘争その他多くの民主化闘争の中で、電力で働く多くの若者たちが60年安
保等へ立ち上がっていきました。それらの立ち上がりに電力資本は新たな攻撃の刃を向けてき
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たことであります。第二のレッドパージに向けた取り組みが着々
と進められていました。表の顔は映画にもなった「黒四発電
所　建設に手をかそう」のキャンペーンを張り、うち向けには、
第二のレッドパージを目指す「特殊対策」、すなわち職場から
活動家を放逐する反共労務政策がひそやかに準備進めら
れていたこと。 

もちろん当時は私共も若く、情勢分析が適格にできていた
わけではありません。裁判闘争する中で多くの社員から資料
が届けられてきて初めて判ったことであります。

 (4) 反撃の方向性と今後は
 ①「見せしめ差別」にひるまず防御策とし②職場の実態を社会　　　　　　に知らせようと反撃策とし③ビ

ラ裁判、人権裁判、賃金裁判と三つの矢を束ねて前進させる攻勢策とし④最高裁判決をかか
げて大攻勢で勝利策とし⑤たたかいを勝利に導いた原動力とした教訓策とし⑥私たちはこんな
職場と明日をのぞんでいます「新たなたびだち」としたこと。

この六つの観点を総括文書でまとめています。

 (5)1995年9月5日最高裁は憲法13条の人格権を全面的にみとめた勝訴判決を勝ち取る。
 「職場における自由な人間関係を形成する自由を侵してはならない」とまさに三菱樹脂の高

野事件判決で職場から憲法を追い出された闘いを克服して私共の闘うスローガンとしていた「職
場に憲法の風を」とともに憲法を職場の中に取り戻した画期　　　的な判決となり、多くの闘いに寄与
したものであります。それをテコに1999年12月8日、関西電力との全面勝利和解解決となり30年
戦争を終結しました。しかしその後も「職場に憲法の風を」ということで、近畿二府四県 ･ 北陸 ･
東海に解決金を基にセンターを設置して引き続き闘っているところです。

２、国際活動への取り組みで遠くへ来たもんだー

 (1) 三つの裁判を闘いつつ91年最高裁上告審中、関西電力へ何とかして勝利して解決
 するかについてあらゆることはしてきましたが、過去、争議団が取り組んでいないことも考える

時期　　　と重なり国際世論に訴えるスケールの大きい闘いが求められていた。そして国連や ILOな
ど訴えることも必要な時期　　　でありました。1990年初頭のころ当時の日本国民救援会　　　　　　本部から、当
時日本共産党国際部長の緒方靖夫氏の盗聴事件で、国連へ当時の人権委員会　　　　　　のロビー活動
へ参加しないかとの誘いを受けて、中部電力争議団の塩川　　頼男氏 ( 故人 ) 一緒に参加すること
になり視野広く闘う出発点となったこと。これが国際活動へのきっかけと相なりました。

 (2)1992年と記憶していますが国連要請団は、社会　　　　　　学　　者の塩田庄兵衛氏 ( 故人 )を団長に 
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30余人でした。構成は、緒方さん本人、そして国民救援会　　　　　　関係者と弁護士多数と争議団か
ら電力2名であったと記憶しています。事務方の弁護士として参加されていた鈴木亜英氏 ( 現 ･
国際人権活動日本委員会　　　　　　議長、日本国民救援会　　　　　　会　　　　　　長、日本国際法律家協会　　　　　　理事 )らの印象
が強く残っています。ロビー活動中や雑談などの場で労働運動なり労働争議が国際活動で国
連人権委員会　　　　　　、ILO へのロビー活動を展開することが参加者の中で交々語られていました。そ
して参加した私と塩川　　さんらに大きな影響を与えることになりました。

 塩田先生や緒方さんがこれからの国際活動は国連とILOなどの機関をもっと活用したものと
して広く国際的に世論化を図ることが今後の国際活動の方向性ではないか、との指摘に深くう
なずいたのを覚えています。

 (3) 帰国後、塩川　　さんとの相談で、既に国際交流で国際活動を展開されていた東京地評の
役員で井川　　昌之さん ( 故人 )に相談することになりました。当時井川　　さんは東京電力闘争の東
京支援共闘会　　　　　　議事務局長でもあり、私との面識があったことも有利に運んだことです。結果、実
行委員会　　　　　　方式で全国へ呼びかけようとのことになり、1993年4月発足当時の名称は「日本の職場
における人権侵害を国際世論に訴える実行委員会　　　　　　」となったと記憶しています。ロビー活動へ
の資格は現に世界的に活動されています JALISAの新倉修教授の協力で IADL( 国際民主法
律家協会　　　　　　 )の資格取得で国連人権委員会　　　　　　、自由権委員会　　　　　　、社会　　　　　　権委員会　　　　　　、ILOなどのロビー
活動へ取り組み、その後今日まで継続発展させています。それは国際 NGO「国際人権活動日
本委員会　　　　　　」へと前進していることはご承知のとおりであります。

 (4)当時1990年代はまだ大企業内少数派ではあるが人権侵害や賃金差別で闘っていたこと
も多く存在していたことも「実行委員会　　　　　　」の呼びかけに多数の争議組合や争議団からの参加を
得て大きく前進していく基礎作りとなったことも感慨深く思い出しています。訴える当時の観点は、
日本政府や裁判所　、財界などへの評価を「経済は一流、政治は二流、人権は三流」を広く国際
的に広げるとしました。そして闘いの主軸は国内とし決して国内における闘いを軽視することなく
全力を挙げて取り組むことも大きな教訓です。ただ単に人権委員会　　　　　　へ訴えるだけに陥らないこと
が大切です。国連からの勧告を多数引き出したこともその成果の反映であろうと思います。当時
最高裁要請行動で最高裁側の開口一番の発言は「今回の国連への要請内容はなんでしたか」
と、まさに敵の内部が見えてきた瞬間でしたなー。結果として前段の1995年9月5日最高裁判決
を勝ち取ったものであります。

 
 (5)そして 1993年「実行委員会　　　　　　」初めての要請行動で人権委員会　　　　　　への取り組みが開始され

て今日まで綿 と々継続発展して来ています。ちなみに関電争議団は1992年の緒方盗聴事件の
国際活動開始から1999年争議勝利解決まで毎年代表団を派遣したことも大きな勝利を生んだ
教訓であり、なおかつ2000年には関電争議関係4団体30数人で人権委員会　　　　　　とフランスCGT へ
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勝利解決お礼のロビー活動も闘いの新たな峰として評価しています。
  

Ⅲ、日本の労働運動と国際活動

1、戦後労働組合の国際活動は主に国際交流であつたと思います。

 当時の欧米なみの賃金 ･ 労働条件を勝ち取ろうが中心スローガンであり、日本のナショナルセ
ンターなり地方センターまた単産、単組の独自な国際交流が取り組まれていたことも視野を広げ
るためには必要なものです。当時、私は揶揄的に「物見遊山」としか映らなかったですが、まー
交流ともなれば仕方ないかなーとの感想を持っていたなー。
 本来の国際交流なり、国際活動はこんなものではないのではとの想いは今も抱き続けていま
す。その後の国際活動は、世界社会　　　　　　ファーラム(WSF) へ参加し、毎回ではありませんが IADL、
COLOPなりに参加しているのも国際活動の取り組みとしています。

2、楽しい国際活動となるのには、多くの問題があることも事実です。

(1)なによりも財政問題が大きな問題です。
 なんだかんだと言いながらも財政問題が大きくかかわることです。個人であれ団体であれ財

政的負担は大きく従来の労働争議の発想を大きく乗り越えることが求められます。争議運動では
次のように言われていました。「財政規模が運動を規定するのではなく、運動規模が財政を規定
する」と言葉では簡単ではありますが実践となるとなかなか上手くいかないものでもあります。しか
し勝利した争議組合なり争議団の共通する教訓として位置づけられます。毎年の国連要請行
動へカンパなどで現場から下支えられての参加は多くの感動を生み出しています。私事でも、多
くのカンパで支えられての参加でした。が長年にわたる財政負担は個人的には多額の負担とな
りました。幸いにして私共は解雇争議ではなく人権侵害や賃金差別での闘いでしたのでまだ比
較的には生活への圧迫がなかったことも大変ありがたかったことを思い出しています。家族の支
えが何よりも一番であることは言うまでもありません。

 
(2) 外国語が喋られることも大切な観点であることは言うまでもありません。
 今でも頑張っておられるエールフランス労組の果たした役割は大変大きなものでありました。フ

ランス語ができる素晴らしい能力を持って闘う労働者の姿勢に感動したものであります。カウンター
リポート作成の翻訳に大きな力を発揮していただきましたね。彼らの支援なければ国連要請行動
が大きな壁として突き当たっていたことでしょう。そしてドゴール空港のエールフランス本社への宣
伝と要請行動も楽しいものでしたね。フランス語で書いたビラに対してエールフランス本社で働く
労働者の連帯感の表明は感激したものです。あーこれが国際活動やなーとの実感を受けたこと
も記憶として鮮明に残っています。

 緒方盗聴事件での裏話の一つとして、緒方さんご自身の言語の多様性には目を見張るもので
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したね。当時七か国の言葉をしゃべられるとしたもので常人の域を超えていたな、さすが国際部
長ですなーと。今日まで国際関係責任者として奮闘されていますものね。いまではもっと数多くしゃ
べっているのやろなーと。

 

(3) 視野広くもつことの大切さも学　　んだなー。
国際活動の展開で多くのことを学　　んだなー国連憲章、人権宣言、自由権 ･ 社会　　　　　　権憲章など

また ILO 憲章も改めて学　　んだなー。それとロビー活動で委員の出身国の歴史を学　　んでいくことも
大切か。偶然ではあったが、チュニジアからの委員でカルタゴ帝国の歴史をしたところ興味深く
聞いていただいたことも感慨深く思い出していますね。西欧古代史の概要程度は知っておいて
損はないと思ったなー

(4) 緒方盗聴事件でジュネーブへ行く道中で立ち寄り、ハンガリーの有識者との懇談 ･ 交流
は初めての経験でありいい勉強になったなことと緊張したことを覚えているぞー。
 それは89年にベルリンの壁が崩壊し、91年にはソ連崩壊し東欧が混乱と混迷している時代背
景の中、ハンガリーでの懇談 ･ 交流は大変政治的には意味あるものとなったのでしょうね。政党
間の懇談 ･ 交流ではないが、日本共産党の国際部長が懇談会　　　　　　メンバーに来ているとの認識は、
私の想像超えるほど大きな存在でしたなー。

裏話の一つに、懇談 ･ 交流の時にハンガリーの有識者が現地語で発言し、それを現地通訳
が英語に直して我々の側へ伝えたのですが、その英語通訳が間違ってこちら側に伝わることを
緒方さんが指摘して正しい英語通訳とした内容をこちら側のメンバーへ日本語で伝えることにさ
れていたなー。私も初めての経験で「なるほど言葉とは、言語とは、通訳とは」を深く考える瞬間
でしたなー。

たしかその後の東欧の民主化で武力が起こらなかった国はたしか唯一ハンガリーではなかっ
たかな。ハンガリーの民主化で決して忘れてはならないことが一つあります。それは東欧のなか
で唯一 F-1レースを開催されていた国として立ち位置が他の東欧諸国とは異なる点も見逃して
はならない。今でも、毎年 F-1レースを開催しています。もちろん商売としての側面も軽視しては
行けませんが、なぜならF-1開催されるほどのインフラ整備でホテルや道路など、そしてこれが大
きいと思っていますが、放送なり情報の共有化が世界へ通じていたことも大きな民主化の流れ
を後押しした要因となつたかなーと。私流の考えではありますがー。

(5)「現地ニュース」の発行も楽しかったなー
現地ニュース発行で参加者からの思わぬ力が発揮されたものですなー。例えば詩人と間違う

ほどの文才の方とか、写真とかもあつたなー。当時はPCは高額で持てない時代で殆どがワー
プロの時代でしたなー。国連へワープロと携帯プリンター持参したなー。これも懐かしい思い出
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ですぞー。寝る間も惜しんで現地ニュースを作成したぞー

(6) 要請団全体行程で「遊び時間」で大論争となったなー
それと当初実行委員会　　　　　　の発足時にロビー活動日程で大きく論議したことがあつたなー。一つに、

ゆっくりとした「遊び時間」を取って展開していこうと。今一つに、一切「遊び時間」を取らずにロビー
活動に全力を挙げること。まじめな方ほど「遊び時間」を取らないでやろうとの意見が大勢であっ
たのですが、私が断固として「遊び時間」を取り入れるように強く提案したこと。そして土日の活
用などその後の「遊び時間」を取り入れたスケジュールとなつたことが今日まで続いていると思い
ます。

せっかく遠い外国へきているのに観光と見学　　兼ねた遊び時間も大切であり土産話の一つも大
切ですね。昔流にいえば「物見遊山」とはいかないまでも気分転換を兼ねた「遊び時間」が大切
です。

Ⅳ、国際活動の先駆者塩川頼男（故人）　さんへの想い
1. バイタリティーあふれる塩川　　さんとの想いででは涙腺が緩むなー。

 彼は寡黙で頑固でまるで「職人」の塊のようでありましたな。塩川　　さんのバイタリティーに引っ張ら
れて国際活動に参加したといってもいいかなーそして電力争議解決後も彼は日本の「民間国連
大使」と称されるほど活躍があったことは皆さんも承知の通りです。ジュネーブに仮住まいを確保
し日本からの多くのロビー活動への橋渡ししたことはいうまでもありません。

2. 1994年8月の「国連人権小委員会　　　　　　要請行動現地ニュース」( 発行責任者 ･ 井川　　昌之 )はリ
アルに雰囲気を伝えています。

･ ･ ･『我らの国連大使」塩川　　頼男さんは「NGOの席は17号会　　　　　　議室から、8月26日午前十時
二十三分にイヤホーンからスピーチが流れ出した」やっと発言できた。みんな涙腺が緩んでいる。
ここまで来るのに何と多くの方々に世話になったろーか』･ ･ ･

現地ニュースも確実に発行していたなー。ある時など朝刊と夕刊を発行した記憶も鮮明に残っ
ているぞー。

Ⅴ、おわりに
国際活動が引き続き21世紀の取り組みへ前進させてきていることも大きな前進です。その中心は、

「国際人権活動日本委員会　　　　　　」の果たしている役割が大きいです。当初の実行委員会　　　　　　を立ち上
げて模索も兼ねながら実践してきたことを感慨深く感じています。

今は亡き、井川　　昌之さん、塩川　　頼男さんへの想いを深めつつ ･ ･ ･ 合掌。
  2016/11末日 

                                                           現 ･ 電力労働運動近畿センター、幹事
                                                         ( 元 ･ 関西電力争議団全関西連絡会　　　　　　議、事務局長 ) 
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連載　 私は憲法9条をこう考える
日本体育大学　　教授   清水  雅彦

憲法制定の背景と憲法の平和主義解釈
日本国憲法は、大日本帝国憲法下でのアジアへの侵略戦争の反省から、前文で平和主義に

関する基本原則を示し、9条で平和に向けての目的と手段を示した。
まず前文であるが、1段で天皇主権の下で引き起こした先の戦争を否定し、再び過ちを繰り返

さないために国民主権と平和主義を併置した憲法の基本原理を打ち出したのである。そして、
前文2段は後で改めて触れるが、平和主義の原理を全面的に展開する。

次に9条であるが、まず1項で、前文の基本原則を受けて、国際平和のために日本は戦争を放
棄するという目的を掲げた。そして2項では、1項の目的を達する手段として、軍隊の放棄を明示
したのである。

この9条解釈であるが、憲法学　　界や政府解釈などいくつかの解釈がある。私自身は先の日本
の戦争が典型であるように、自衛戦争と侵略戦争の区別は難しく、自衛の名で侵略戦争が行わ
れてきた歴史があるし、戦争はすべて国際紛争解決のためにあるともいえるので、1項では事実
上の「自衛戦争」を含む一切の戦争を放棄したと考える。また、2項の「前項の目的」を1項の「正
義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求[する]」か、1項全体を指すと解釈し、自衛のため
の戦力の保持も許されないと考える。

戦争違法化の最先端を行く9条
平和主義を世界の歴史から考えれば、第1次世界大戦の反省から世界は1919年の国際連盟

規約で無差別戦争観を否定して侵略戦争の制限を試み、1928年には不戦条約で侵略戦争を
放棄し (形式的には戦争一般を違法化したが、自衛権行使は禁止していない)、さらに1945年の
国連憲章によって自衛権行使も制限するのである (事実上の「自衛戦争」の制限)。とするならば、

「自衛戦争」の制限のさらに先にあるのは「自衛戦争」の放棄であり、まさに9条の立場といえる。
また、第2次世界大戦後はジュネーブ諸条約で戦時における文民 ･ 捕虜の保護というルール

を作り、生物兵器禁止条約･化学　　兵器禁止条約･地雷禁止条約･クラスター爆弾禁止条約によっ
て、大量破壊兵器や残忍な兵器の規制を行う段階にまできており、国連では通常兵器の規制も
議論されてきた。9条2項はさらに先を行く軍隊の規制を目指している。

すなわち、日本国憲法の平和主義は、戦争の種類と方法の点で21世紀の戦争違法化の歴史
の最先端に位置づけられるのである。
9条と平和的生存権
さらに、憲法の平和主義は9条と前文の平和的生存権とをセットで論じる必要もある。信教の

自由と政教分離、学　　問の自由と大学　　の自治を例に、平和的生存権に対して九条の戦争の放棄 ･
戦力の不保持規定を制度的保障と捉える議論もある。また、この平和的生存権は、「専制と隷従、
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圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会　　　　　　において、名誉ある地位を占め
たいと思ふ」の後に、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する
権利を有することを確認する」と続くように、日本国民だけの「一国平和主義」ではなく、全世界
から戦争と貧困 (その他、構造的暴力) の解消を目指していると捉えることができる。

私自身は憲法学　　を専攻する大学　　院生の1990年代初頭から、市民平和訴訟 (湾岸戦争に際
しての政府による多国籍軍への戦費支出と戦争後の掃海艇派遣に対する違憲訴訟)、カンボジ
アPKO 違憲訴訟、ゴラン高原 PKF 違憲訴訟、テロ特措法違憲訴訟に原告として関わってきた。
これらの裁判では政府行為は憲法9条違反であり、私たちの平和的生存権が侵害されたという
観点から訴訟が行われたが、この時の平和的生存権を私たちは「戦争の被害者にも加害者にも
ならない権利」として主張している。私たち以外にもその後のイラク戦争反対運動など戦争に加
担しないという観点から多くの運動が展開されてきた。

おわりに
さて、この連載で筆者に期　　　待されている一つの役割は、インタージュリスト7月号における乗松

聡子氏の議論に対する応答である。これについては、以上述べた点から、私は乗松氏の「日本
人の『平和運動』は概して自画自賛的、自己中心的なものが多い」「日本の被害を強調する……」
という認識には違和感を抱く。一方で、乗松氏の問題提起を受けて、今後も会　　　　　　員の中で積極的
に9条論を展開していく必要があろう (なお、乗松氏の「日本国民」以外の人の権利論について
であるが、学　　界の通説も最高裁の立場も、個々の権利の性質により外国人への適用を区別し、
可能な限り外国人にも人権規定を適用できると考えている。例外は入国の自由や社会　　　　　　権、参政
権にとどまり、ごく一部の国を除き、カナダなど多くの国ではまだ在住外国人に完全な入国の自由
や国政選挙権を認めておらず、「すべての人間と同等の人権を保障されている」ということはない)。

池田眞規さん追悼　
～国法協の、反核法協の、国際活動弁護士として　　　　　　　

弁護士    笹本 潤 

最近見かけなくなったと思ったら、訃報を聞くことになっていた。池田さんは、私が JALISAの事
務局長時代 (2005年~) からずいぶんとお世話になっていたことをいろいろと思い出した。

2005年の韓国 ･ソウルでのCOLAP 4の時は、池田さんは日本代表団の団長として開会　　　　　　式で
挨拶してくれた。グローバル9条キャンペーンの横断幕を背景にしながら、日本の9条をアジア全体
で守らなければならないと、全体会　　　　　　会　　　　　　場で正面から説いてくれたのが、印象的だった。当時日本
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では自民党の改憲草案が出され、日本の法律家も危機感を持って、COLAPに大挙して参加し
た記憶がある。

その後、池田さんと同じ事務所　の山本真一さんと一緒に何度か韓国ツアーをした。印象に残っ
ている話は、核兵器廃絶を韓国で訴えると、韓国の人から、原爆投下は解放のための正当な行
為であったと言われる、ということだった。それで池田さんとしては、韓国の人と対話を進め、実は
アメリカの原爆投下は落とす必要のない国際法違反の不当なものであると、韓国の人と認識が
一致することができた、と語ってくれた。

池田さんが、やしきたかじんのTV番組に出演した時には、反対の声が多い中、私は拍手喝采
した。まじめな言論を馬鹿にするような番組ではあったが、堂 と々核兵器廃絶の必要性を述べ、
アメリカにも核廃絶を求めると言い、出演芸能人を手玉に取るようなやりとりは圧巻で、もっと活動
家はこういう番組にも出ないといけない、と感じた。他の中途半端な運動家がTV出演してやり込
められる方が、よっぽど反核運動にとってダメージだったのでは、と思う。

かつての JALISA の四谷の事務所　は、池田さんの法律事務所　と同じビルだったので、よく
JALISA 事務所　に来て話をしてくれた。90年代には、国際司法裁判所　 (ICJ)に核使用が違法で
あるとの勧告的意見を出してもらうために、世界法廷運動が展開された。池田さんは、国際反
核法律家協会　　　　　　 (IALANA)のメンバーとして、国連のある小国に働きかけて国連総会　　　　　　で決議を通
すことに成功したという体験談は、国際運動のイメージとしてリアルだった。

グローバル9条キャンペーンをしていた時に、私は河上暁弘さん (現広島　　市立大学　　) と「グロー
バル9条研究会　　　　　　」を2人で始めた。そのときに、3人目として登場したのが池田さんだった。「何か
おもしろそうなことをしているな、入れてくれや」と言って、そのまま議論が始まっていった。問題
意識は共通だった。

2011年、福島　　の原発事故の時には、直後の反核法律家協会　　　　　　で、原発による放射能被害も反
核法律家協会　　　　　　は扱うべきと真っ先に説いたのも池田さんだった。核兵器廃絶の団体が、原発問
題を扱うようになるのに、当時は時間がかかっていた。原発の安全神話は、平和団体にも影響を
与えていたのだった。

個人的に、池田さんに一番感謝しているのは、コスタリカ留学　　の機会　　　　　　をつくってくれたことだった。
2007年、コスタリカのバルガスさんが来日して、日本人のインターンを求めていたときに、バルガス
さんとともに池田さんが留学　　を後押ししてくれた。それで清水の舞台から飛び降りる気持ちで地
球の裏側の留学　　を決意したのが、昨日のことのように思い出される。

あれから10年、私が国際活動を本格的にするきっかけをつくってくれた一人であることは間違
いない。池田さんは、英語はあまり話せないが、海外の法律家の性格をよく教えてくれた。池田
さんは、よく人のことを見ながら活動をしている人なのだな、と思い出される。

国際活動に関わっている弁護士の中で、最も多くのことを教えてくれた池田さんには感謝の気
持ちで一杯です。ご冥福をお祈りいたします。
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JALISA活動日誌　16年	 	 	 	 		 	

	
１０月		　　		６日　		ＣＯＬＡＰ日本実行委員会
			　 	15 • 16日　		ＮＵＰＬ総会（フィリピン・アルバイ）
	 　　17～21日　		フィリピン超法規的殺人等の人権侵害状況調査（フィリピン・マニラ）
	 　　　　２７日　	 法律家６団体　南スーダンPKO・自衛隊派遣を考える院内集会
	 	 ３１日　	 外務省交渉（平和への権利）、法務省交渉（フィリピン移民の在留資格）
１１月　 　　５日　	 平和への権利国際キャンペーン日本実行委員会
	 　　1２～１４日　	 人権規約50周年集会、IADL	BUREAU（ボルトガル・リスボン）
	 	 １８日	 日本国際法律家協会理事会
			　　　　２４日　		第１回マーシャルツアー事前学習会 	「マーシャルについて」	
															2７日　		刑訴法改悪反対８団体会合
１２月　　				５日		 外務省交渉（平和への権利）
　　　　　	１０日　		日本国際法律家協会・総会、平和への権利・国連大学前行動、記者会見
　　　1７•1８日　		室蘭市と札幌市で平和への権利に関する対談イベント
　 　　　　２０日　	 平和への権利国際キャンペーン日本実行委員会
　　　　　２１日　		第２回マーシャルツアー事前学習会 
　　　　　　　　　映画「わたしの、終わらない旅」と坂田監督・前マーシャル日本大使のお話
2017年
　１月　　７•８日　　ＣＯＬＡＰ第1回執行部会議・創立記念シンポジウム
　　　　　　9日　　南シナ海専門家会議
　　　　　１２日　　９条とコスタリカ憲法を世界に～	ロベルト氏と語る国際平和
　　　　　２０日　　日本国際法律家協会事務局会議

　2月　　　3日　　日本国際法律家協会理事会
　　　　23日～					マーシャルツアー

いままでの活動（2016年～2017年）

これからの活動（2017年）

編集後記
振り返ってみると2016年は国内政治情勢が大変厳しい年でした。例えば、明らかに内

戦状態にある南スーダンでの国連平和維持活動に派遣された自衛官に、駆けつけ警護
や宿営地の共同防衛の任務が付与される等、まさに命を軽視した安全保障体制が一段
と進みました。

一方、2016年12月に国連総会で平和への権利宣言が採択されました。世界各国の
NGOが長年求めてきた内容にははるかに及ばないものではありましたが、この宣言を大い
に活用することで平和への権利の意義を高め、次なる発展を目指して動いていくことが重
要であると考えています。今年のインタージュリストでは引き続き、平和への権利に関するニュー
スや報告、論考等を積極的に紹介していきます。ぜひご注目ください。

今年は国内的には明文改憲に向けた動きがさらに進むことが予想されるため、日本国
憲法の原則を維持できるかどうかというまさに試練の年になるでしょう。インタージュリストを
通して、国際人権・平和の観点から反動的な明文改憲に対する問題提起をしていきたい
と思っています。今年もよろしくお願いいたします。（清末愛砂）


