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・ 中下層の国民が勝てないような選挙制度の仕組みになっており、権力層は、上流階級、地主、
資本家で占められており、DPAP は、選挙制度を変えるための取組をしている。そのため女性、

1月7日・8日 COLAP執行部会議・イベント報告
COLAP事務局長

貧困層から30％の代表を出せるように変えることができた。
笹本潤

【COLAP執行部会議－1月7日午前、8日】
1 はじめに

2017年1月7日、8日にCOLAP 結成以来初めて

となる執行部会議が東京で行われた。出席は、フィ
リピン、ベトナム、バングラデシュ、ネパール、パキス
タン、インド （skype） で、IADL 会長、副会長もオ
ブザーバー参加した。COLAP の規約では、執行
部会議は、毎年2回 （skypeも含めて） 開かれる
ことになっていて、今後は2017年7月にSkype 会議があり、12月1日にベトナムで開かれる予定。
2018年には3年おきで開催するCOLAP conferenceも予定されている。

2 各国からの報告

＊以下は、2016 年 6 月以降の各国の活動報告です。
(1) フィリピン（NUPL-人民のための弁護士全国連合）

・ NUPL が取り組んでいるキャンペーンとしては、400人以上いる政治犯の釈放を、フィリピン

政府とNDFPとの平和交渉において求めており、デュテルテ大統領との約束が果たされていな
いと指摘している。
・ 不免責に反対するキャンペーンも展開しており、2人の大学生が拉致された事件、活動家と
弁護士が殺害された事件、43人の介護従事者が拘禁された事件、麻薬犯としてインドネシアで
死刑執行されそうなメリー·ジェーン事件などに取り組んでいるとのこと。

(2) ベトナム（VLA-ベトナム法律家協会）

・ 昨年11月にVLA は、国際関係の学会が主催する会議に中国の専門家を招待し、南シナ海

に関する国際仲裁裁判所判決について議論したとの報告があった。仲裁裁判所判決と平和的
解決について議論し、その他、TPP の問題についても議論したとのこと。

(3) パキスタン（DPAP-パキスタン民主法律家協会）

・ パキスタンでは、テロが横行している。アピキ地方では50人の弁護士が爆弾により殺され、

特にテロの予防に積極的な弁護士が狙われており、被害者に対する損害賠償を求めている。
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・ 土地改革について、最高裁にイスラム教と土地改革の関係の裁判を起こしており、DPAP は
イスラム教と土地改革は関係ないと主張して、将来の土地改革を目指している。

(4) バングラデシュ
（DLAB-バングラデシュ民主法律家協会）

・ バングラデシュでもテロは大きい問題となっている。最近11人の日本人を含む外国人を狙い

テロがレストランで起こった。法律家団体は、法の支配がテロに対する答えだと声を上げている。
・ 女性に対する暴力が横行し、
トランスジェンダーにも被害が及んでいる。女性は、宗教過激
派により危険な状態に置かれている。女性労働者が母性保護など権利を剥奪されている。
・ 政府がジャーナリストを逮捕し、表現の自由が侵害されている。DLAB は、釈放を求めて闘っ
ており、メディアにも載った。
・ バングラデシュは、繊維産業が盛んなことで知られている。繊維は欧米に輸出されている。
繊維産業の労働者は70％が女性であり、また、ILO の基準に従っていない。8割が女性を占める
100万人の労働者が7日間のストライキを行い、母性保護休暇と団体交渉権を求めた。DLABは、
最高裁に対して憲法に書いてある労働権を認めるように要求した。首相は、企業に対して、工場
を再開し、職場復帰させるよう求めた。
・ 最近地方の企業が火力発電をすることを提案し、これがマングローブの森を破壊する怖れ
がある。進歩的な弁護士、教師、環境活動家はこれに反対している。ユネスコに世界遺産の場
所だと宣言してもらう運動や声明の発表をしている。
・ミャンマー国境にいるロヒンギャ族が軍隊により大量虐殺されており、大半が女性と子どもである。
しかし、アウンサンスーチーは沈黙している。他方、コフィーアナンは、ロヒンギャ族の殺害につい
てのレポートを出している。現在、100万人の不法移民が入国し、安全保障上も重要な問題になっ
ている。

(5) 日本（JALISA-日本国際法律家協会）

・ 昨年10月、JALISA はフィリピンの超法規的殺人について調査活動をした。報告集が出版

された。現在 JALISA は多くのフィリピン移民の事件を扱っている。
・ 沖縄では、米軍基地が大きい問題となっている。日本政府はアメリカと協力して軍事化を進
めている。人の住んでいる地域に基地を移転し、沖縄の人々に基地を受け入れさせようとしている。
沖縄の活動家が逮捕され、この間40日間拘束されている。JALISA は憲法上の問題として声明
を出した。
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・ 日本政府は、憲法９条を変えて、ファシスト国家にしようとしている。JALISA は5年以上にわ
たり平和への権利に取り組んできた。

南シナ海専門家会議報告
弁護士

・ 大阪の取組としては、移住労働者の技能実習に関する新法ができ、雇わないで実習させる
べきとされた。彼らは最低賃金さえ払われていないで搾取されている。工場の経営者は、中国、
ベトナム、フィリピン、ネパール人を雇い、送り出し国も送り出し機関を作っている。移民は、実習生
として入国し、給料から費用がその機関により差し引かれている。現在、宿泊施設を提供される
ことになっている。

(6) ネパール（PPLA-ネパール進歩的法律家協会）

・ 2016年6月の COLAP ６ネパールの報告 （海外86人、国内47人、21ヶ国、分科会4 ・ テーマ

22、発言73）。
・ 人的資源の不足もあり、COLAP6会議のレポートの作成が遅れている。3月をメドに作成し
たい。（タン、潤、ネリで編集委員会結成。ミランが責任者）
・ ネパールの情勢としては、憲法改正の動きがある。彼らの政党 （共産党 CPN–UML） は、
他を利するだけとの理由で憲法改正に反対。憲法改正への連帯を求める。
・ 他国は内政に干渉してはならない。まずは新しい憲法の実施こそが必要である。

漆原由香

領有権紛争を国際法の枠組みで平和的に解決するにはどうしたらよいのか。南シナ海を巡っ
ては、２０１６年７月の国連海洋法条約に基づく仲裁裁判の判断を中国が受け入れず、いまだ緊
張が続いています。
２０１７年１月９日、青山学院大学で、ＩＡＤＬが主催する「南シナ海紛争の平和的解決を求める
専門会議」が開かれ、３０名をこえる各国法律家 （フィリピン、ベルギー、ベトナム、バングラディシュ、
パキスタン、ネパール、フランス、アメリカ、コスタリカ他）、及びこちらも３０名をこえる日本の学者、弁
護士、平和活動家、学生、ジャーナリストが全国から参集しました。
第１部 （１時間１５分） は、
『環太平洋アジアの海洋領土紛争の状況 ： 国際航法、航路保安対
策、海洋環境、及びＰＣＡ （ハーグ常設仲裁裁判所） の裁定』と題して、南シナ海研究所 （ベト
ナム） の Nguyen Truong Giang 教授、フィリピン大学法科大学院の Jay Batongbacal 教授、
ＣＯＬＡＰ副会長の Neri Colmenares 弁護士 （フィリピン） がそれぞれ、仲裁裁判における各
国の法的主張について説明しました （中国の立場については、中国の法律家が欠席したため、
Colmenares 弁護士が解説）。

3 COLAPキャンペーン

今回の仲裁裁判の裁定を簡単にまとめると、南沙諸島に「島」は存在せず島嶼部分は「岩」

5つのキャンペーンが提案された。詳しくは別の機会に紹介する。

だけであるから２００浬のＥＥＺ （排他的経済水域） が存在しない （岩の周りの１２浬の領海のみ認

(1) 反米軍基地 · 駐留キャンペーン 　　　　　　　　

（by　 JALISA）

められる）、中国の主張する歴史的権利は認められず、
「九段線」にも法的根拠は認められない、

(2) 移民キャンペーン

（by　 JALISA）

中国の行動がフィリピンの主権を侵害している、中国による海の埋め立てや人工島の建設行為

（by フィリピン）

が海洋環境を害しており、かつ紛争を悪化させているというものです。

 　　　　　　　　　　　　　　　　

(3) 平和交渉、メリー·ジェーン、人身取引
(4) 環境破壊
(5) パレスチナ問題

 　　　　　　　　　　　　　　　　

（by バングラデシュ）
 　　　　　　　　　　　　　

(by IADL)

4 組織・財政

会費は400ドル。今後は非会員国の勧誘、ホームページの作成などが決められた。

【イベント－1月7日午後】

日本から約30人の参加、海外から約20人の参加

で、大塚の RYOZAN PARK で盛大に行われた。
各国の団体紹介がスライドでなされ、交流の部では、
餅つき、歌、ダンス （日本からは「恋ダンス」） などの
交流が行われた。

3

ベトナムやフィリピンはこの裁定の判断を歓迎しています。他方、国連海洋法条約に基づく仲
裁裁判では領有権や海洋境界の画定に関しては判断できないところ、中国は、南シナ海を巡る
問題は領有権の問題であるから、仲裁裁判の管轄外であると主張しています。
中国は裁定を無視しながらも、裁定以降は新たな衝突は生じておらず、中国は２４０億ドルのフィ
リピンへの経済支援を約束し、フィリピン漁船による漁業が再開されています。フィリピンは経済
問題を優先して中国の対応を追及しない方針をとっており、中国もこれを歓迎してはいますが、
問題の根本的な解決には至っていません。
これについて会場参加者からは、法律家としてこのような法的問題について意見を出していく
責任がある、前向きな影響を与えていく必要があるという発言のほか、環境破壊を行わないよう、
資源の共有を行うための機関を設立すべき、長期的な視点をもって満足できる解決策を模索す
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べきという意見も出ました。中国の歴史的支配

ナ海では話合いが必要であると思う。凍結すればよい未来が待っていると思う。とても難し

に理解を示す研究家のコメントもありました。仲

い選択を迫られている。武力紛争に向かうのか、平和に向かうのか、行動規範を求めるのか、

裁裁判所の権限 （管轄） や中立性を問題視

開発を求めるのか、共同を求めるのか。我々も中国も選択を迫られている。中国も、我々と

し、島なのか岩なのかという点は領有権に関す

協力したうえでのリーダーになりたいのか、抑圧してリーダーになりたいのか、大変な選択を

るものであり、ＩＣＪ （国際司法裁判所） にもって

迫られている。我々が全てを守っていけば平和や安定がやってくるだろう。フィリピンのＧＤ

行くべきなのではなかったのか、むしろ裁定が

Ｐの５０％は海に依存している。ベトナム７５％、ブルネイ９５％、インドネシア３８％。国の未来は

平和的解決の妨げになりうるのではないかとい

海の問題解決により変わる。我々は海を守る。法に基づかなければいけない。法的根拠が

う問題提起もあり、活発な議論が行われました。
第２部 （１時間） は、
「国連憲章第６章に基づく紛争の平和的解決方法と他の紛争解決方法
の差異」として、山形英郎教授 （名古屋大学） とブリュッセル自由大学 （ベルギー） 国際欧州法

来があると考えている。
・ この問題は人民による解決が必要ではないか。政府ではなくて、人々による解決はどのよう

学部長の Eric Franckx 教授が、国際法の定める紛争の平和的解決のしくみについて解説さ

なものが可能か。この海は南シナ海とか東シナ海とかでなくて「アジアの平和の海」にする

れました。

ことができないか。

午後の第３部 （２時間） は、
「紛争の平和的解決のために取りうる仕組み、機構ないし方法の

・ 人々の解決こそ、まさに必要なもの。我々こそがその人々。すべての国の法律家。わたした

提言」として、第１部、第２部のスピーカーたちが話されました。その後、会場参加者を交えてディ

ちこそ歴史を作る。すばらしい提案。武力から目を閉じるのではなく、解決のために人々の

スカッションが行われました （４５分）。

力をあわせて一緒に努力しましょう。次の会議はあるとしたら何かアイデアはありますか。人々

発言の内容をすべてこの紙面に表すことはできませんが、メモを今読み返してみても、会場の「熱
量」が伝わってきます。少しだけ紹介すると···。
・ 非常に面白いプレゼンだった。フィリピンの教授からの細かい問題に分けていくというアプロー
チが有効であると考える。抽象的な問題から具体的な問題を考えることができたから。いま
南シナ海は矛盾のある状況。アメリカの新大統領就任、タイや中国の政治状況を考えると

から提案することが大切。
・ 幸せのコンセプトを考えたときにブッダを考える。たくさんの人が幸せを望んでいる。幸せは自
分の中にある。みじめになるのは簡単。解決策は自分たちの中にある。望めば解決できるもの。
意欲があれば道は開ける。
・ 私は法律家ではありません。平和の活動家です。今日法律について沢山学びました。とて

緊張が高まるものと思われる。すべての国からの懸念も尊重されなければならないと思う。

も難しかったです。私はこの話を大阪に持ち帰ります。人々は戦争を望んでいません。私た

まず軍事活動を禁止することを提案したい。南極条約の一部を適用することを提案したい。

ちは兄弟や姉妹です。私たちは中国の文化の影響を受けています。すべてのものを手に

主張を凍結するということを提案したい。資源を分けて考えることも必要と思う。共同利用

入れたいと思いません。フィリピンの人々はとても心配しています、近い将来に戦争が始まる

に関する体制を作ることが提案できると思う。地域的機構を作り、資源の管理、調査活動、

のではないかと。平和のキャンペーンをしていきましょう。

環境保護などを担当することも提案できると思う。
・ 中国は大きな成長国。中国の一番な関心事項は経済。南シナ海における海のシルクロード
を使っての経済活動を活発化させている。開発や共同利用などを一緒にやっていくことは
可能だと思う。まずは二国間で初めてその後多くの国と。中国とベトナムにおける二国間協
定で何が起きたかについて、ベトナムでのトンキン湾に関する合意について聞きたい。
・トンキン湾の問題は協定により解決された。海岸部分など共同利用を継続している。２０００年
に中国と共同の漁業活動を始めた。主権の凍結は他の欧州諸国でも前例があるが、南シ

5

なければ進められない。我々の地域における非常に大事な問題。裁定に従えば解決の未

・ 中国がベトナムの EEZ の中に石油掘削施設を建設しようとしたときに、その理由の説明を求
めた。ASEAN は分断されていますが、対中国という立場で結束した。その後掘削は進ん
でいない。このように国際的圧力をかけることはできる。
・ 今日中国の人は参加していないが、なぜか。この場が中立的でないと判断したのだろう。中
国の人を入れた会議をしていくことを提案する。それが可能な場所を選ぶべき、会話をサポー
トするような場を検討したい。中国なしでは抽象的な意見ばかりになってしまう。
・ ベトナムでは、南シナ海に関した国際会議を７、８回開催している。ベトナムは中立的な場所
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だと思う。
・ 今日の内容を文書化して中国に送ることもできる。それを読んでもらって、中国の意見を聞き
たい。次の対話につながるのではないかと思う。
・ 日本は中国との間に領土問題がある。領土問題を話すとき、境界画定は政府によるもの、非
軍事化は別のものとして考えるべき。それぞれの国の人々は戦争を望んでいる訳ではない。
対話が必要。このような会議を続けるべき。この問題は COLAPにとっても非常に重要な問
題。アジアの軍事化の問題は共通の問題。南シナ海の問題は軍事化の問題、政治的なこ
と、一緒に考えることが大切だと思う。記録を作って、中国の専門家に送りたい。

感想・シンポジウム「9条とコスタリカ憲法を」集会に
参加して
「憲法9条にノーベル平和賞を」実行委員会 共同代表 石垣義昭

小学生が憲法を使う国「コスタリカ」
2017年1月12日 （木） 青山学院大学で「9条とコスタリカ憲法を世界に」と題してシンポジウム
が開かれました。副題に「ロベルト氏と語る国際平和」とあり、第1部でコスタリカのロベルト· サモ

・ 私のバングラデシュでの経験を紹介したい。大国インドとミャンマーの対立。大国インドとカオ

ラ弁護士が講演をし、第2部でロベルトさんに加えて、堀尾輝久さん （東京大学名誉教授）、鷹

ス化しているミャンマーとの協議は無理ではないかちと思われていた。しかし何年もかけて

巣直美さん 「憲法9条にノーベル平和賞を」
（
実行委員会 · 共同代表）、笹本潤さん （アジア太平

基盤を作り、ハーグの常設裁判所でバングラデシュが勝利した。

洋法律家協会 COLAP 実行委員会事務局長） の四人によるシンポジウムという構成でした。
ロベルト· サモラさんは日本の憲法9条と同じく軍隊を否定しているコスタリカ憲法のもとで、平

最後に、議長のジーンマイラー氏は総括として以下のように述べました。
「裁定そのものや管

和憲法を守り、活かすために訴訟を起こし奮闘している弁護士です。コスタリカの話をロベルトさ

轄等に関して意見が分かれることもあったが、フランクス先生も言われたように、裁定は一つの解

んから直接聞くことができるということはこの集会の魅力でした。私はコスタリカのことを伊藤千尋

決を示している。南極条約の利用、主権の凍結、エリトリアとイエメンの例を参考にする、平和ゾー

講演集「活憲の時代～コスタリカから9条ヘ～」（シネ·フロント社） を読んで知りました。日本に続

ンの創設、地域機構の創設、環境保護のための機構を作るなどの解決方法が挙げられた。今

いて平和憲法を定め （1950年） 軍隊を持たないで、軍事費を全て教育費に回した国です。話

日の議論で終わる訳ではない。ＩＡＤＬに参加している専門家は幅広い見解を持つが、戦争は避

し合いで中米紛争が終わるための道筋をつけた功績でノーベル平和賞を受賞し、賞金でアリア

けなければならないということで共通している。本日のアイデアの中でこれから提案できる事項に

ス平和財団をを創設したアリアス大統領。今回のロベルトさんの話は平和憲法をいかに国民一

ついて、政府等にも共有を呼びかけたい。トランプ大統領がどのような政策をとるのか、そのよう

人一人のものにするかの具体的な取り組みの話でした。小学校においても憲法教育がしっかり

な弾を撃つのか、どのような結果が生まれるのかは未知数。アメリカに健全な解決は期待できな

取り組まれていて、平和憲法を使っての国づくりの様子がよくわかりました。
一方日本はコスタリカより3年早く1947年に平和憲法を持ちましたが、日米安保条約と抱き合わ

いので、この地域での活動に期待したい。
紛争を武力によらずに法的に解決していくこと

せだったために、朝鮮戦争を境に日本そのものが反共の防波堤とされ （冷戦構造に組み込まれ）

は困難な道のりではあるけれども、人々の善意と

てしまいました。そのため、
「戦争の放棄」を明記した憲法9条を持ちながら、米軍の駐留からも

叡知を結集して、諦めることなく平和的解決を模

解放されず、自衛のためと称する保安隊は自衛隊となり、再び軍事による力の解決を目指す、コ

索していこうという専門家たちのメッセージがたい

スタリカとは真逆の軍事国家に向かいつつ

へん印象的でした。

あります。

いずれのセッションも、議長をＩＡＤＬの Jeanne

そのことに危機感を持った鷹巣直美さんは

Mirer 氏 （アメリカ）、副議長を武藤達夫先生 （日

「憲法9条を保持している日本国民にノーベ

本） が務められました。

ル平和賞を」という運動を思いつき多くの人
を驚かせました。その発想の斬新さと行動
力でノルウエーのノーベル委員会に三年連
続でノミネートされて来ました。今年も受賞は
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できませんでしたが、この運動が日本国民に与えた影響はとても大きかったと言えます。

マーシャル諸島ツアー報告

堀尾輝久さんは教育学者でもあり、憲法学者でもありますが、日本国憲法が世界の憲法の中
でも人類の到達した憲法の平和理念として最も高いものであることを捉え、これを世界憲章とし
て位置付ける運動を提起しています。ベートーベンの第九に重ねてこの理念を広めていきたいと

マーシャル諸島の首都マジュロでのビキニデー

当日も自ら歌を披露し、会場を楽しませました。

反核法律家協会事務局長

大久保賢一

笹本潤さんは、
「平和への権利宣言」が昨年の秋、国連総会で採択された経緯について話さ
れました。スペインの NGO が提案し、各国の NGO の努力によって年々支持する国を増やしてき

２０１７年２月２６日から３月３日の日程で、マーシャ

ました。昨年の夏、国連の人権理事会で可決し、秋の国連総会でついに採択 （12月19日） され

ル諸島共和国の首都マジュロに行ってきた （先

ました。これから実務的な作業が進められ、批准する国が増えていけば世界中の人がこの「平

発組は２月２３日出発、イバイ島経由者は３月５日帰

和への権利」に基づく生活への道を開くことができるようになると言います。

国）。行きも帰りもグアムで乗り継ぎ、
ミクロネシア連

世界のグローバリズムは確実に広がり、地球を一つにしつつあります。地球上のそれぞれの歴

邦のいくつかの島を経由するので、マジュロに滞

史を持つ様々な民族はいやが上にも共存を求められています。一方資本主義も徐々に姿を変え、

在したのは、２７日の夜から３月２日の朝までの短い

金融資本主義とも言うべきギャンブル性をあらわにして、富の偏在を顕著にし、世界中で格差を

時間だった。マーシャル諸島はグアムとハワイの

拡大させています。世界は今、深い混迷の中にありますが、世界平和への模索も根気よく続けら

中間点あたりの北太平洋にあるいくつかの環礁と島々からなる、人口５万数千人の共和国である。

れ、広がっているのです。

私たちが知っているアメリカが水爆実験を行ったビキニ環礁は、マーシャル諸島の一地域である。

以前、太田光さんが「日本国憲法を世界遺産に」( 集英社新書） という本を出したことがある。
笹本潤さんが最後にまとめられたように「平和への権利」
「憲法9条にノーベル平和賞を」
「憲法

マーシャル諸島の３月１日はNuclear Victims Remembrance Dayとして国民の休日である （日

9条を世界憲章に」など、それぞれに工夫をこらしながらすべての人の平和的生存を実現する

本の８月６日· ９日は休日ではない）。もちろん、アメリカの核実験による被害を忘れないための日である。

為に力を合わせて行くことの大切さを痛感した集会でした。(2017年2月）

当日、子どもたちを先頭にパレードが行われ、大統領 （ヒルダさんいう教育学の学位を持つ女性）
はじめマーシャルの要人や、アメリカや日本の外交官が出席する式典が開催された。私たち日本
からの参加者１８名も、パレードと式典に参加した。大統領の演説は、
「核の遺産」を「核の正義」
へと呼び掛けるものであった。日本の８月６日· ９日の主催者は市であるが、マーシャル諸島の取り

IADL加盟団体紹介：

組みは国家挙げてのものなのである。

Democratic Lawyers Association of Bangladesh
日本でも、３月１日はビキニデーとされ、静岡県焼津市で、市民集会やビキニの核実験の被害者
私たちの協会の名前は、バングラデシュ民主法律家協会 （DLAB）

であった久保山愛吉さんの墓前祭などが開かれている。この行事は、焼津市の主催ではないし、

です。バングラデシュ最大の進歩的な法律家組織で、メンバーは約

もちろん政府も関与していない。今年は、マーシャルの元上院議員のアバッカさんも参加し、
「私

1500名です。法の支配、民主主義、平和、人権、発展を促進するた

たちは、被ばく者として平和と正義の闘士として活動してきました。将来の世代に核のない世界

めに力を尽くしています。バングラデシュのすべての地区に支部があり、

の実現という希望を与えるためです」と発言している。ちなみに、私が初めて参加した反核平和

国の民主的、進歩的な動きの重要な役割を果たしています。

にかかわるイベントは、ビキニデーだった。かれこれ５０年前の記憶である。
ＤＬＡＢ

国際部

Hasan Tarique Chowdhury
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私が、マーシャル諸島に行きたいと思ったのは、そんな個人的な思い出もあるけれど、アメリカ

明星大学准教授である。２０１５年１１月の日本反核法律家協会主催意見交換会のテーマは、マー

に依存して国家運営を行っているにもかかわらず、アメリカも含む核兵器国９か国を被告として、

シャル諸島政府の国際司法裁判所への提訴だった。そこに、グローバルヒバクシャの研究者で

国際司法裁判所に、核兵器廃絶交渉を開始しないことの違法性の確認と、交渉の早期開始の

ある竹峰さんに参加してもらい、マーシャル諸島の状況を報告してもらったのである。竹峰さんは、

義務付けを求めて提訴した国のことを知りたいと思ったからであつた。

学部４年生の時からマーシャルでのフィールドワークに取り組んできた方で、３月１日にマジュロで開

マーシャル政府が、２０１４年４月に、このような訴えを起こしたことはあまり知られていない。日本

催された「マーシャル諸島核遺産会議」でも報告者を務めている。彼の反核法律家協会での報

反核法律家協会は、同年７月、在日マーシャル大使館を訪ねて、この提訴を歓迎し、支援する旨

告は、マーシャル諸島政府の国際司法裁判所への提訴への関心に彩を与えてくれたのである。

のステートメントを届けた。２０１６年３月には、焼津のビキニデーに参加していたデブルーム外務大

私は、ぜひマーシャル諸島に行きたいと思ったものである。

臣 （当時） に、激励の手紙を手渡すことなどをしていたのである。
この裁判は、昨年１０月、原告と被告 （管轄権の問題で、最終的な被告は、英国、インド、パキ
スタンの３カ国） の間に「紛争が存在しない」として却下されてしまった。
日本反核法律家協会は、この判決は国際司法裁判所規定の解釈を誤ったものとの批判声明
を発している。私は、この提訴は、
「核兵器のない世界」を求めるうえで、貴重な役割を果たそう

そして、このマーシャル諸島行きを実現する上で大きな役割を果たしたのは、日本国際法律家
協会の高部優子さんだった。平和学会のメンバーでもある彼女は、その人脈を生かして、学者、
弁護士、第五福竜丸の学芸員、ジャーナリストなどを組織し、旅行社と交渉して、総勢１８名のマー
シャル研修旅行を成功させたのである。彼女の尽力に感謝する次第である。今、私は、マーシャ
ルのラグーンの青色のグラジュエーションをもう一度見たいと思っている。
（２０１７年３月１２日記）

としたものと評価している （このあたりの経緯は、反核法律家協会のＨＰを参照してほしい）。
私は、マーシャル諸島に行ったら、この提訴の主導者だったデブルーム元外相に会いたいと思っ
ていたけれど、それは彼の健康状態が悪くて実現しなかった。けれども、核実験被害者の７人の
女性たちの話を聞く機会はあった。彼女たちは、ビキニ環礁の東側にあるロンゲラップ環礁の出

２０１７年
“３·１被爆被害者追悼”
パレードに参加

身者で「死の灰」を浴びた人たちである。彼女たちに政府が国際司法裁判所にこのような裁判

高槻年金者組合

を起こしているかどうかを聞いたら、２人は知っていた。そして１００パーセント賛成だと言っていた。
マーシャルでは政権交代があり、前政権の提訴をスタンドプレーとみるような人もいると聞いてい
たので、この２人の答えはうれしかった。
合わせて、今、国連で「核兵器禁止条約」の交渉が始まろうとしているけれど、そのことを知っ
ているかを訊ねたところ、１人の人が「ラジオで聞いたことがある」と言っていた。私より何歳か年
上の校長先生の経験もある人だった。
「死の灰」を浴び、いまだ故郷の島に帰れない生活をしている人たちでも、核兵器をめぐる政
府の行動や国際社会の動向について、十分な情報を提供されているわけではないようである。
かくいう日本でも、広島 · 長崎の記憶は、過去の出来事になりつつあるし、政府は核兵器に依存
し続けている。国連での「核兵器禁止条約」の交渉開始を、核兵器廃絶の歴史的チャンスに
するためには、まだまだ愚直な努力が求められているようである。

大矢勝

☆水爆実験「ブラボー」を強行
アメリカは1954年3月1日太平洋に浮かぶサンゴ礁の島 （マーシャル諸島共和国） のビキニ環
礁で、広島型原爆1,000倍 （約15メガトン） の水爆実験「ブラボー」を強行しました。
核爆発で生じた「死の灰」（放射性降下物） は広大な海域に降り注ぎ、マーシャル諸島の人々や、
周辺海域で操業していた「第五福竜丸」をはじめ多数の日本漁船に深刻な被害をもたらしました。
広島 · 長崎、ビキニと三度核兵器の被害を受けた日本の人びとは怒りをもって行動に立ち上が
りました。原水爆禁止と核実験の即時中止を求める署名運動は瞬く間に全国に広がり、その年
（1954年） の12月には2,000万人、翌年8月には当時の有権者総数の半数を超える3,158万人に
達しました。
広島 · 長崎の被爆から10年の1955年“原水爆禁止と核実験の即時中止を求める”闘いに立
ち上がったのでした。そして毎年、“原水爆禁止世界大会”“3·1ビキニ· デー集会”を開催しながら

ところで、今回のマーシャル諸島行きに直接的なきっかけを提供してくれたのは、竹峰誠一郎

「核兵器禁止」
「被爆者救援」の闘いを発展させて来たのです。
広島 · 長崎被爆72周年、ビキニ被爆63周年、国連では「核兵器禁止条約」“採択”を間近に
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したのです。被爆者救援 · 核被害の根絶 · 非核平和の日本実現へ決意新たな2017年としましょ

Marshall Islands） 共和国”として独立、マジュロ島に国会機構を設けました。

う。

☆マジュロ島（ダウンタウン）繁華街エリア観光
☆“マーシャル諸島の未来を考える9日間”
日本国際法律家協会主催の、“マーシャル諸島の未来を考える9日間”（2017.2． 23～3.3） ツアー

ダウンタウンには国会、裁判所、博物館、大使館 （各国）、学校、バスケットボール·コート （国
技？）、ロンゲラップ島 ·ビキニ島被災者移住地区、スーパーなどがあります。陸地の真ん中を道路

に参加しました。①横断幕 ·タンバリンと浴衣姿で3·1ビキニ · デー· パレードに元気を伝えること　

が走るが何処からも青い海岸が見えます。タクシーが気軽な乗り物で （50セント·75セント·1ドル）

②被爆者“核兵器禁止”署名を集めること　 ③お土産を届け交流すること　 ④ブルーの海で泳ぐこ

何回も混乗しました。

と　 が私の目標でした。

非核太平洋運動の活動家、編み物 （装飾品） 店長、エジェット島＝ Ejit（ロンゲラップ人びと

大阪 · 松屋町におもちゃを買いに行ったのですが“しっくりいくおもちゃ”がありません。大阪原

の避難 · 移住地の一つ） の人、NGO（REACH-MI） 代表、伝統カヌー工場代表 · 事務員、ビ

水協にお願いし①平和団扇②原水禁バッチ③原水禁署名ボールペン④平和カレンダー　 を分け

キニ出身者や元市長、マーシャル諸島の学校関係者、水爆“ブラボー”体験者、ロンゲラップ出

ていただき、⑤ （めでたい）“豆絞り手拭”⑥折り紙　 をトランクに詰めました （結構な量となりました）。

身のマーシャル諸島国会議長、日系住民の皆さんと交流、“被爆犠牲者追悼3·1パレード”、講
演集会 （Marshall Islands Nuclear Legacy Conference: Charting a Journey Toward

☆19人の参加者ですが大阪·関空からは大矢が1人
グアムへ3時間 （20:57離陸、0:03着陸）、グアムからハワイへ向かうユナイテッド航空 （ＵＡ178
便） は7:30( 現地時間8:30) 離陸からChuuk·Pohnpei·Kosrae·Kwajaleinとお客さんを降ろし
たり乗せたりしてMajuro（マジュロ島）16:50( 現地時間19:50) 着陸、所要時間9時間20分。
飛行機の窓から見える“環礁”はブルーに輝いて目が離せません。
マーシャル諸島共和国は、北マナリア諸島 （アメリカ）、グアム島 （アメリカ）、
ミクロネシア連邦、
パラオ共和国と並んで赤道の北 （日付変更線より西） に、赤道の南側にある太平洋島嶼 （とう
しょ） を含め広大な地域を形成していることを知りました。

Justice） マーシャル諸島政府主催に参加、夜にはバスケット·コートでの映画を鑑賞しました
（BIKINI:FORBIDDEN PARADISE）。

☆署名獲得67名、そして学習・交流
①交流 · 懇談 · 学習の度に署名を訴え、マーシャル諸島共和国の有識者 · 市民 · 青年67名に
署名して頂きました。海辺でポケット瓶を飲む人にも達筆で署名してもらいました。
②ビキニの人びと避難先の Ejit（エジット） 島訪問しミサに参加。団扇 · バッチ · 折り紙を届け
聖歌に応え2枚の横断幕を広げ『青い空は』
『 勝利を我らに』を合唱。“We shall over come”
は昼食を作ってくださった女性の皆さんの透き通る声との合唱となりました。

☆“マーシャル諸島（The Marshall Islands）共和国”
マーシャル諸島の首都マジュロからグアムまでは3,100km、マジュロからハワイ （ホノルル） へ
は3,600km の距離にあります。マーシャル諸島共和国はサンゴ礁が隆起してできた29の環礁と
5つの独立した島からなっている （東経162度から173度、北緯4度から19度に1,200を超える島々
が点在）。ラリック列島 (日の出 )とラタック列島 (日の入り)に大きく分けられます。
陸面積は181平方㎞ （沖縄の10分の1）、環礁の内側に広がるラグーンの総面積は11,670平
方㎞ （ 陸域の60倍 ）、排他的経済水域は213万平方㎞
（中国の2.4倍）、人口は53,158人 （2011年）。
マジュロ環礁 （Majuro） は、50の島々が環状に点在
（元々は64の小島）（戦前は日本が占領、戦後アメリカが
統治した時に10の島々を埋め立てで繋げ48㎞環状の
島となった）。1986年アメリカから“マーシャル諸島 （The

13

③子どもたちや先生に“折り紙”をプレゼント。子どもたちはすぐ覚えました。“平和の鶴”みんな
で上手になってくれると嬉しいな。
④“3·1ビキニ · デー”パレードは、小学生 · 中学生 · 高校生くらいの溢れる子どもたち参加の中、
強い風を受けながら横断幕2枚を広げて行進、記念式典に参列、講演会を学びました。子ども
たちにno nukes! バッチを配りながら島の豊かな未来を願いました。
⑤ブルーの海に入ると波が高く流されそうに。カヌー工場で教育の紹介の後、カヌーに乗せて
もらい、生憎水着をホテルに忘れ背広姿で愉快な濡れ鼠。
⑥ブラボー核実験の後、（1954年から55年にかけての
ソ連のセミパラチンクス核実験） アメリカは1955年のネバ
ダ核実験 ·1956年5月4日から7月21日にかけて （ビキニ6
回、エニウェトク11回） 核実験17回は、マーシャル諸島で
それまでの核実験総数より多い。
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1946年から1958年にかけてビキニで23回 · エニウェトクで44回、合わせて67回 · のべ108メガト
ンに達し、広島型原爆7,000発以上となる。“エメラルド·ブルーの環礁”壊すなんと愚かな人間でしょ
う。
⑥保障問題。ビキニ · エニウェトク （実験場） とロンゲラップ環礁 （ビキニから180km）·ウトリッ
ク環礁 （ビキニから500km） の人びとを対象とした健康管理制度。アイルック環礁にも拡大せよ
と求めています （核実験は事前通知 · 事前避難がなされなかったのである）。
私たちはローカル·フードを頂いた。甘くて美味しいのだ。現地の皆さんは、コプラ·タコノキか
らモコン、パンノキ·ココヤシの実のユからアイキューやルコール、蒸し魚 · 魚の塩漬、大きな貝な
どを従来通りに食べてきたのだ。1972年日本と交流、引き続き補償を求め、闘いに立ち上がって
います。
（2017年3月7日）

島は戦争がおわるのが1944年）。
お父さんは日本人です。名前は「フジタ· マリタ」です。
お母さんはリキエップの方です。クレイドルさんは、お父さ
んと会ったことはありません。戦後、ウォッチェに戻り、アイ
ルックに行きました。水爆ブラボー実験の時には、
リブとい
う島に夫と一緒にいました。夫は島の健康管理の仕事を

竹峰さんとクレイドルさん

していたので、島々をまわっていましたが、マジュロに戻り、マーシャル諸島がまだアメリカの信託
統治のときに、看護師をされ、その後内務省で働き、退職後、このアミモノの店をオープンさせました。
アイルックで市長をやっていたこともあります。

クレイドルさんの話
お父さんは船で働いていました。大洋丸という商船の技師として乗っていたそうですが、一度

日本人の父親を持ち、太平洋戦争の体験を持つ
クレイドル·アルフレッドさんのお話　　　　
日本国際法律家協会事務局／恵泉女学園大学非常勤

高部優子

マーシャル諸島共和国の首都マジュロに着いた翌日 （2

アミモノ

も父とは会ったことがありません。ウォッチェに行く前の、まだ小さいころお父さんは一目私に会い
たいと、その環礁の本島のリキエップの市長に申し入れました。でも、おじいちゃんが、私に日本
に行ってほしくなかったので、奥の島に隠したので父とは会えませんでした。当時、日本人が子ど
もを日本に連れて帰ることが、たまにあったからです。
子どものころ覚えた日本の歌、歌えますよ （歌を歌ってくれる）。
多くの人はウォルメッチというところに住んでいました。そこに小学校もあり、私も通っていました。

月25日） に、クレイドル·アルフレッド （Cradle Alfred） さ

戦争が激しくなったので、その島のチーフが移動しようと言ったので、逃げました。逃げた島では

んの話を伺いに、彼女が経営しているアミモノのお店に

一日中、防空壕の中で暮らしていました。食糧を調達する以外は、常に地下にいました。魚を取

行った。アミモノとは、日本語由来の、ヤシの繊維から編

りに行っているときに撃たれて亡くなった人もいます。預言者が、チーフに「このままだと死滅する

むマーシャルの手工芸品である。

のでエリクブ島に行け」と言ったので、大きなカヌー2艘で行きました。逃げるとき、日本兵は私た

　　 まず、マーシャル諸島の研究を大学生の時からされ

ている竹峰誠一郎さん （明星大学） から、クレイドルさんの紹介があった。

ちを撃ち殺そうとしました。しかし、距離があったので、何とか逃げられました。行った先にはアメ
リカ軍の艦隊が待っていて、救出されました。その後、マジュロの南にあるアルノに行ったのです。
ローラに着いたときに、戦争が終わったと聞かされました。恐怖が終わると思い、嬉しかったです。

クレイドルさんの紹介

水爆ブラボー実験のことは、寝てたので何も見ていません。その時は、何も知りませんでした。

1934年9月20日生まれのクレイドル·アルフレッドさんは、日本統治時代にマーシャル諸島のリキエッ

その後、9か月後ぐらいに島々を廻る船がやってきて、その時にアメリカがマーシャルで核実験をやっ

プという島で生まれ、小学校に通い始めてから1年もたたないうちに戦争がひどくなり、学校に行

たことを聞きました。他の人から、光を見たとか、雷のような音がしたとかを聞きました。もちろん核

けなくなったので、小学校を卒業していません。ウォッチェには日本軍の基地もあったので、アメリ

実験は良くないことです。アイルックの多くの人が亡くなっています。癌もありましたし、主食であっ

カ軍からの空襲にあいます。空襲の中で逃げ回った経験も持っています。その後、マジュロの南、

たモクモク （タシロイモ） は、ほとんどなくなってしまいました。日本統治時代も食料がなくて大変

アルノに逃げ、さらにローラに逃げました。太平洋戦争が終わるころは10歳でした （マーシャル諸

でしたが、モクモクはありました。しかし核実験のあとには、なくなってしまったのです。

15
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（土）>

子どもは、いま生存しているのは3人で、7人亡くなっています。核実験の影響ではないかと思っ
ています。

うであり、米軍基地に反対する人はかなり少ないのではないかと話していた。また、世代によって
アメリカや米軍基地に対してもつ思いも変化しているのではないかとも話していた。

日本人が私たちを殺そうとしたのは戦争だからであって、日本人のことは好きです。自分の父
の国でもありますので。

他の弁護士の方からは、マーシャル諸島は、国全体が米軍基地に依存しているため、米軍基
地をなくそうという発想にはなかなか至らないという話もあった。

（2017年2月25日英語にて聞き取り。日本語訳は竹峰さん）

日本とマーシャル諸島共和国は、米軍基地を持っているという点では共通であるが、その依存
度や歴史、アメリカとの関わり、異なる点も多々あり、それらを理解することがまず第一歩だと感じた。
ローラ·ビーチはとてもきれいなところで、海水浴もでき、

現地法律家との交流（ローラ·ビーチ）

海を眺めながらのバーベキューは最高だった。
「Happy
弁護士

相曽真知子

2月25日には、Marshall Islands Law Society（日本
の弁護士会のようなものだと思われる） に所属している弁
護士の方々が中心となり、マジュロの中心地から西に１時
間半ほど行ったローラ地区にあるローラ·ビーチ （Laura
Beach） で、バーベキューをしながらの交流会を開催し
て下さり、私たちを歓迎してくれた。この交流会には、
Marshall Islands Law Society の会長をはじめ、約10人の弁護士が参加して下さり、関連す

Nuclears Victim Remembrance Day」という文字と一
緒に水爆実験の絵が描かれた大きなケーキも用意して下さっ
た。とてもおいしかったが、絵が絵だけになんだか複雑な気
持ちになった。弁護士の中には、JALISA や COLAP の活
動に興味を持ってくれる方もおり、ぜひ連携をしていきたいと
言って下さった。この交流会をきっかけとして、これからも交流を深め、ネットワークを広げていけ
たらと思う。
最後に、このような素晴らしい交流の機会を設けて下さった Marshall Islands Law Society
の弁護士の方々をはじめとした皆様に心から感謝を申し上げたい。

るNGO 団体「REACH-MI」との共催のかたちで私たちをもてなしてくれた。
マジュロの弁護士からは、現在のマーシャル諸島での法的問題の中心は、土地の問題と気
候変動の問題であるという話があった。特に気候変動については、マーシャル諸島共和国はど

NGO団体「REACH-MI」について

の島も標高が２、３メートルと低く、最高でも数メートルほどしかないため、海面上昇により深刻な影

新泉社

響を受けており、緊急の問題となっているが、自国だけではなんとかなる問題ではないため、他国
と協力して取り組んでいきたいと話していた。

安喜健人

Marshall Island Law Societyに所属する弁護士の
ロザニア· ベネットさん （Rosania Bennett） が代表を務

また、今回の派遣の目的の一つである米軍基地の調査に関連して、米軍基地についてどう思

め る NGO 団 体「REACH-MI　 （Radiation Exposure

うかを率直に尋ねてみた。年配の元弁護士の方は、米軍が行った水爆実験の経験から、アメリ

Awareness Crusaders for Humanity - Marshall

カに対しては反発する気持ちがあり、米軍基地についてもやはりマイナスの印象を持っていると

Islands）」は、マーシャル諸島における未解決の核問題

話していた。一方で、現在のマーシャル諸島は、米軍の文化がかなり浸透し、また米軍基地に依

についての情報提供や啓発活動を通して、被曝問題に

存している状態であるため、
とりわけ若い世代の人々は、アメリカに対して馴染を強くもっているよ

対する人びとの意識を高め、被曝者の生活と被曝地域

17

カンファレンス会場内のブースで、
パンフレットや DVD、関連書籍などを展示 ・ 頒布
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の状況を改善していくことを目的に、2015年に首都マジュロで創設された。現在、およそ15名の
メンバーが活躍しており、マーシャル諸島内での対話や交流、情報の共有や啓発などの活動は
もとより、日本や米国をはじめとする世界各地域の非政府組織や団体との国際交流活動も積極
的に展開している。
「REACH-MI」の活動の特徴として、まず何よりも挙げられるのは、マーシャル諸島の人びと

　　
　　
　　
　　
　　

ならず、67回に及ぶすべての核実験を思い起こす日であり、「ビキニ水爆被災」「ビキニ事件」などの呼び方　
では記憶されていない ［竹峰 2015: 37］。なお、レメヨさんをはじめとするロンゲラップの女性たちの「サバイバー
ズ」としての働きかけにより、2003年に同公休日の名称は「Nuclear Survivors Remembrance Day」に変
更された ［竹峰 2015: 366］。その後、2005年に再び「Nuclear Victims Remembrance Day」へと改称さ
れたが、現地では「Victims」と「Survivors」の両方の呼称が並行して用いられている ［竹峰 2015: 424］。

■文献
竹峰誠一郎 ［2015］『マーシャル諸島　 終わりなき核被害を生きる』新泉社

が不可視化してきた／されてきた、核実験がもたらした被害や影響について、メンバーを含めた
かれら自身が学び、知識をもち、未来を切り拓く力をつけていくことを主眼にしている点である。ロ
ザニアさん自身も、彼女の父親がアイルック環礁で被曝したことについて、父の生前にはくわしく

ビキニの人びとの日曜礼拝（エジット島）

知るすべをまったくもたなかったという （註1）。核被害の実相を知らない若い世代への体験の伝

新泉社

承も活動の主軸に据えており、核被害者／サバイバーの方々の語りを映像に記録する活動など
を進め、教材づくり等の教育活動も構想している。
ロザ ニアさんは 私 たちの 滞 在中、地 元 紙 に 寄 稿し

2月25日の私たちとの交流会の様子

マーシャル諸島の首都マジュロは、この地を30年にわたり統治した日本の敗戦後、米国がマジュ
ロ環礁の12の小島の間を埋め立てて地続きにし、細長い半円形の島として整備したものである。

た 記 事 の 中 で、マ ーシャル 諸 島 の 次 世 代 の 生き残り

現在では、西端のローラ地区から東端のリタ地区まで、約48キロメートルの距離を車で移動する

（survivability） と持続可能性にとって、勇気と将来性のあ

ことができる （日本統治時代は、マジュロから南西約220キロに位置するジャルート環礁に南洋庁

るビジョンが求められており、尊厳と不敵さをもって核の問題

のヤルート支庁が置かれ、そこがマーシャル諸島の中心地だったが、米国は首都機能をマジュロ

と対峙していかなければならないと述べ、そして、ただ沈黙

に移転させた）。

を打ち破ることのみによって、核のない明るい未来を子どもた
現地紙の記事。左上の写真は

安喜健人

ちに手渡すことができると語っている （The Marshall Islands

首都の東端リタ地区よりも先は、いまも独立した島々が残されており、それらの小さな島の一つ、
エジット島 （Ejit） はビキニ環礁を追われた人びとの移住先 （のうちの一つ） となっている。

Journal, March 3, 2017）。
「REACH-MI」 の メ ン バ ー た ち は、3 月 1 日 の「Nuclear Victims (Survivors)

ビキニ環礁の人びとは、日本の敗戦 （＝広島 · 長崎への原爆投下） からわずか半年後の1946

Remembrance Day」（註2） のパレードでは手をつないで元気に行進し、政府主催の3日間のカ

年2月、核実験場建設のために米軍に立ち退きを迫られ、翌月には住み慣れた故地を後にした。

ンファレンス会場では、会場内に専用ブースを構えた唯一の

そして、早くもその3か月後、1946年6月30日に最初の核実験「クロスロード作戦」の原爆エイブル

団体として大きな存在感を示していた。かれらの取り組みが

が炸裂し、以来、
「核の難民」と化して今日に至る。

今後、将来世代に希望ある未来を手渡していくための大きな

故地を追われたビキニの人びとは、東へ約200キロの地点にあるロンゲリック環礁に移住したが、

うねりとなるよう、継続性のある交流を通して側面から支援し

深刻な飢餓に直面し、1948年2月に米軍基地のあるクワジェリンに一時収容され、テント生活を送

ていくことがとても大切であると感じさせられた。

ることになる。そして同年9月、今度はビキニから760キロも離れた、ジャルート環礁の南西に位置
するキリ島に移住させられた［竹峰 2015: 181-186, 205-215］。
その後、キリ島で不自由な生活を強いられていた人びとに対し、ジョンソン米大統領名で「ビキ

■註
１　　 西村奈緒美記者「マーシャル諸島、被曝の体験継承に動く　 福島訪問も機に」、
『朝日新聞』2017年3月26日、
　　 なども参照されたい。
2 マーシャル諸島の2つの核実験場で米国が実施した67回の核実験のうち、最も甚大な被害が生じた1954年の「水
　　 爆ブラボー」が炸裂した3月1日は、核被害を思い起こし追悼するための「Nuclear Victims Remembrance
　　 Day」として、1988年に国の公休日に指定された。マーシャル諸島における3月1日は、水爆ブラボー実験のみ

19

ニは帰島しても安全である」との「安全宣言」が出され、米国によるビキニ再居住計画が進行し
たのが、20年後の1968年である。しかしながら、帰還しても自立した生活のめどが立たないこと
や、安全性への疑念のほか、補償問題が未解決であることなどから、ビキニ自治体は1972年10
月に「現時点でビキニに帰島はしない」との決議を採択した。だが、
「個々人の帰島は妨げない」
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との方針も同時に示されたため、帰島を熱望する一部家族はビキニに帰還することとなり、1976

エジット島の船着き場でボートを降りると、目の前に小さな教会があった。この教会で、私たち

年6月時点において13家族76人がビキニで再び生活を送っていたという［竹峰 2015: 271-277］。

は美しい賛美歌に身を委ねながら、71年前の出来事と受難の71年間を想起する礼拝に参列し、

米国当局は、帰還家族に対して井戸水やローカルフードの摂取を控えるよう通達したものの、

その後、現地の方々にご用意いただいた昼食会に参加させてもらい、交流をはかった。

1976年の調査で島民の尿からプルトニウムが検出され、また1977〜78年の調査ではセシウム
137の体内蓄積の増加が確認されたため、食糧採取を禁ずる警告が出された［竹峰 2015: 275277］。そして、ついに1978年、米国内務省はビキニを再閉鎖する決定を下し、同年8月、ビキニに
帰還していた人びとは再び故地を離れることとなった。そのとき、
「牢獄の島」と呼ばれるキリ島
への再移住を拒んだ家族は、マジュロ市街地に隣接するマジュロ環礁のエジット島に移住した
のである［竹峰 2015: 277-279］。
教会で賛美歌を歌うビキニ ・ コミュニティの人びと

エジット島の小さな教会

以上、文献の要約による前置きが長くなったが、私たち一行は2月26日 （日曜日） の朝、マジュ
ロ東端のリタ地区へと向かい、そこからボートに乗り込み、そのエジット島を目指した。この島で移
住生活を送るビキニの人びとの日曜礼拝に参加させてもらうためである。
今から71年前の1946年3月、米国からの移住要請に応じざるをえなくなったビキニ環礁の人

昼食会の後は、教会に隣接するエジット島の小学校の様子も見学した。小学校では、ビキニ
の人びとの苦難の歴史を伝えるカリキュラムも組まれており、児童たちが制作した核の受難を描
いた絵画作品なども見ることができた。

びとは、移住直前の3月3日に最後の日曜礼拝をおこなった。
「広島 · 長崎に原爆が投下されてわずか半年後の1946年2月10日、……〔米軍政長官が〕
ビキ
ニ環礁を訪れた。……米軍政長官は、旧約聖書を持ち出し、……核実験場建設にともなう移住は
「神の導きによる約束の道である」と、敬虔なクリスチャンである住民に説いたのである」［竹峰
2015: 164］。
「3月3日の日曜日、
ビキニで最後となる教会の礼拝が開かれた。……「アングルがよくない」などと、
取材陣が満足するまで、礼拝は三度繰り返された」［竹峰 2015: 170-171］。

ビキニの核の受難を描いた小学生たちの作品

エジット島の小学校。子どもたちの笑顔がとにかく愛らしい

「移住予定の3月6日の朝、先祖の墓は花で飾られ、ココヤシの葉が敷き詰められた。先祖への
別れの祈りが捧げられた。
「淡々と進む移住の儀式の雰囲気は、祈りを繰り返させたカメラマン
の注文で水が差された」」［竹峰 2015: 171］。

なお、付記しておくと、ビキニの人びとにとっての「ビキニ · デー」は、第五福竜丸も被曝した
1954年の水爆ブラボー実験がおこなわれた3月1日を記憶するものではなく、故地を追われた
1946年3月の出来事を思い起こすための日である。私たちをアテンドしてくれた竹峰誠一郎氏は、
私たちの帰国後にキリ島へ向かい、同地で米国に移住した人たちも参加して執りおこなわれた「ビ
キニ · デー」の式典に出席したとのことである。
■文献
竹峰誠一郎［2015］『マーシャル諸島　 終わりなき核被害を生きる』新泉社
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「マーシャル・アイランド・ジャーナル」編集長
ギフ・ジョンソンさんのお話
朝日新聞

西村奈緒美

２月２７日午前、マーシャル諸島の週刊紙「マーシャル·
アイランド·ジャーナル （Marshall Islands Journal）」の
編集長ギフ·ジョンソン （Giff Johnson） さんに、補償問
題や国際司法裁判所への提訴、イバイ島の現状につい
て聞いた。

は棄却し、裁判は以後受け付けないことが判決として確定した。状況はどん詰まり状態で、マーシャ
ル諸島政府は打開策を見出せないでいる。協定には状況の変化が生じた場合、米国が対応す
るという条項が入っているものの、米国は解決済みとの立場をとっている。
今年の３月１日、マーシャル諸島政府主催で核問題の国際会議が初めて行なわれる。NGOな
どが行なってもいいものだが、政府以外にそうした催しを手がける人たちがいない。
好ましい動きもある。レメヨやリジョンといった核実験を体験した第一世代が２０００年ごろに立ち
上がって被害や正義を訴えた動きに続き、今は第二世代にあたる人たちが活動を始めた。NGO
「REACH-MI」もそうだし、カトリック学校のアサンプションでは毎年３月１日に向けていろいろな取
り組みをしている。マーシャル諸島短期大学 （CMI） にも核実験を学ぶ組織とスペースがある。
若い世代はマーシャル諸島の核実験のことよりも、米国のことをよく知っているのが現状。若い世
代にこの社会の問題をしっかり伝えていくことが必要だ。

１、核被害の補償問題について
核実験が行われた１９４６～５８年にマーシャル諸島に住んでいて、被曝が影響で引き起こされる
と思われる病気にかかっているのであれば補償されるべきだ。もし被害を受けた側が被曝を証
明しなければならないとなれば、誰も補償を受けられなくなる。
核実験が行なわれた１９４０～５０年代は近くでとれた魚やココナッツを食べていた。食料はそれ
しかなく、いろいろな輸入品が入ってきている今とは違う。つまり、汚染された食料を長期間にわたっ
て食べ続けたという点で、当時の内部被曝線量はかなりの量になると思う。
マーシャルの人々が補償を求めて米国への裁判を繰り返した結果、１９８６年に米国とマーシャ
ル諸島政府による自由連合協定が発効された。協定の発効で裁判は全て打ち切りになった。日
米の戦後補償問題のように、補償プログラムができたんだからそれを使えということになった。
１９９０年に補償が始まったが、米国が国内で行なった核実験の被害者への補償と比べると不
十分だ。米国国内の実験は水爆ほどの威力はなく、被曝のレベルはマーシャル諸島よりはるかに
少ない。にもかかわらず、補償が認められている範囲はマーシャル諸島より明らかに広く、額も高い。
これは公平じゃない。マーシャル諸島にとっての正義は果たされる必要がある。
米国が被害を認定している４島の問題はもちろん、４島以外の補償をどう獲得していくかという
ことも大きな争点。米国の資金で核被害裁定委員会 （NCT） が作られ、４島以外の人への補償
も行なわれてきたが、今は資金不足で支払いが止まっている。
日本や米国では被曝者に関する疫学調査が行なわれているが、マーシャルでは行なわれてい
ない。これは大きな問題だ。
NCT が十分に対応できていないことや自由連合協定の発効で支払われた１．５億ドルでは不
十分だということで２００６年、ビキニとエニウェトクの人々が米国連邦に再度申し立てをした。米国
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２、国際司法裁判所（ＩＣＪ）への提訴について
　２０１４年４月、マーシャル諸島政府は米国など核保有国９カ国を相手取り、
「核軍縮の義務を果
たしていない」として国際司法裁判所 （ＩＣＪ） に提訴した。これに対しＩＣＪは１６年５月、訴えを却
下する判決を下した。
これらの動きは米国や日本のメデイアに報じられ、マーシャル諸島における核問題の歴史など
も併せて報じられた。この点はよかったといえる。一方、国内で提訴に向けた議論が尽くされた
かというと甚だ疑問だ。国外の NGO が支援し、前外務大臣のトニー · デブルムが中心になって
考えたものだった。
マーシャル人にはもちろん、反核の意志がある。健康被害や土地への補償問題、除染に関す
る問題が未解決だからだ。核軍縮への取り組みはもちろん支持する。とはいえ、ＩＣＪへの提訴が
未解決の問題をどう解決してくれるのか、これまで取り組んできた核問題が具体的にどう前進し
てくれるのかはみえない。提訴によって国際社会の注目を集めたものの、それをどう活用し、補償
を獲得するための戦略をどう描くのかは不十分に思える。

３、米軍基地に隣接するイバイ島について
米軍はクワジェリンをミサイル迎撃基地にするにあたり、土地の所有者に賃貸料を支払っている。
とはいえ、賃貸料は自治体ではなく家主に支払われ、１９６７年に初めて訪れた時は電気や水道、
ガスの整備が不十分だった。ゴミの収集システムもなかった。米国が２０１０年に調査報告書を出
したが、状況はあまり改善されていない。２～３年前になってようやく、世銀などのプロジェクトが始まっ
た。
基地に隣接する町として米軍や基地とどう付き合うかは難しい問題。クワジェリンの基地ではマー
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シャル人が９００人がほど働いていて、給与もマーシャル人が一般的に働く職場より高い。マーシャ

たいと考えている。

ル人といえどもクワジェリンには自由に入れず、まるで犯罪者やテロリストのように扱われていると

第五福竜丸展示館から提供できる教材があればぜひ欲しいとのことだったので、日本から持

感じることもある。借りているといっても実態は占領に近いのではないか、沖縄のように基地に反

参した写真 （水爆ブラボー、第五福竜丸船体、久保山愛吉さんの死など英語キャプション付） を

対する声も根強いのではないか、
と思われるかもしれないが、マーシャル諸島は米軍基地に非常

竹峰氏を通して渡した。

に依存している。７００万ドルの賃貸料が収入としてあり、雇用も創出されていることを考えると、ほ

研究所内には核実験のキノコ雲の写真等のほか、アミモノやジュンクンなどマーシャル諸島の
文化を象徴するものなども展示されていた。また図書館の壁にもキノコ雲が描かれた作品も掲示

かに選択肢がない状態になっている。米軍基地が磁石のようになっているといえる。
米軍基地が核問題を前進させるカードになり得るのか、
という意見については「基本的にはリ

されていた。この後訪れた国立アレレ博物館にも同様のキノコ雲の写真が展示されていたが、こ

ンクしない」だ。基地を２０８６年まで使う交渉は終わっており、核問題がどうなろうとも揺るがない。

れらによって核実験はブラボーだけではないこと、被害は四環礁だけではないことが、
うまく伝わっ

一方、核問題をめぐる協定は２０２３年に米国からの補償が終わることになっており、その後は延長

ているだろうか。核表象のアイコンとしてのキノコ雲はたしかに迫力と説得力を持つが、
「キノコ雲

されるのか、打ち切りなのかわからない。マーシャル諸島政府は延長が可能と考えているようだが、

の下」に思いを馳せることは、実は難しい。これは広島 · 長崎の原爆被害を伝える際に指摘され

米国側は補償は終わりだと思っている。

続けてきたことでもある。
また死の灰＝フォールアウトが世界規模の影響をもたらしていることなど、より多くの人たちと共

※マーシャル·アイランド·ジャーナルについて
　　１９７０年に創刊し、現在の発行部数は約３０００部。国内の読者以外に、米国や日本にもメールなどで購読してい
る読者がいる。ギフさんのほか、記事を書く記者兼カメラマンは２人。従業員は広告、印刷などを含めると計約２０人。
　　 ギフさんは米国人で、１９８４年からマーシャル諸島に居住している。Nuclear Past, Unclear Future (2009),
Don't Ever Whisper (2013) などの著作がある。

有したいと感じた。

ビキニ環礁地方政府と
マーシャル諸島共和国の憲法改正について
核問題研究所メアリー・シルク所長訪問
第五福竜丸展示館 学芸員

明治大学
市田真理

小倉康久

はじめに
2017年2月24日から3月2日まで、ビキニ環礁などで行わ

２月２７日、マーシャル諸島短期大学 （CMI） 図書館内

れた核実験被害者の追悼式典に出席するためマーシャ

にある核問題研究所 （The Nuclear Institute） を訪問

ル諸島共和国の首都マジュロに滞在した。式典の前々

した。授業前のパワーポイントの調整をしているというメア

日の2月27日午後、マジュロにあるビキニ環礁地方政府

リー·シルク （Mary Silk） さんに、申し訳ない気持ちを抱

（Bikini Atoll Local Government） の 庁 舎 （Town

きつつ研究所の活動等をお話しいただき、短時間ではあっ
たが交流した。

白く縁取られたミントグリーンの壁が印象的なこの庁舎は、環礁特有の細長い半円状の土地の

研究所では、毎年２校ずつ異なる学校で核に関する授業 （Nuclear Education Class） を実

東の端に位置するウリガ地区にある。この地区は、隣接するリタ地区およびデラップ地区と共にマジュ

施している。また、CMI の新入生約１００人にも核実験の歴史、被害についての授業をしている。

ロの中心地とされている。デラップ地区にある国会 （Nitijela） がおかれている政府合同庁舎か

３月１日の Nuclear Victims Remembrance Day の準備委員会には、太平洋核実験を学ぶ

らは歩いて15分くらいの距離にある。隣には同じく核実験の被害を受けたロンゲラップ環礁地方

学生約３０人が参加している。学生組織の Nuclear Club は現在活動休止中だが、また再開し

25

Hall） を訪問した。

政府の庁舎があり、どちらもマジュロでは比較的立派な建物であった。
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この建物に一歩踏み入れると、外の蒸し暑さとは対照的に寒いくらいにエアコンが利いていた。
1階のエントランスでは、ビキニアン達がブエブエナート （井戸端会議） をしていた。2階の会議室
で市長代理と書記の方に対応して頂いた。なお、この書記の方は、直近の選挙で憲法改正案
を作成するための憲法会議のメンバーに選出された （マーシャル諸島の憲法改正については後
述する）。

1 マーシャル諸島の地方政府
まず、マーシャル諸島における地方政府について概説する。マーシャル諸島憲法は、中央政

に行われたブラボー実験により破壊された島 （ボキニジエン島、アエロコチヨール島、ナム島） を
示しているという。その際、市長代理が vaporise（＝蒸発） という言葉を使ったことは非常に印象
的だった。
右下の2個の黒星は、島民が移住したキリ島とエジット島を示している。左上の23個の白い星
とこの2個の黒い星が離れているのは、故郷のビキニ環礁と移住先の島が離れていることを表し
ている。
旗に書かれているマーシャル語の記述は、1946年2月10日日曜日にビキニ環礁を訪れたマーシャ

府の下に地方政府 （Local Government） を設置し、条例を制定する権限を与えている （9条）。

ル諸島軍政府司令官のワイヤット （Ben H. Wyatt） が、
「人類の利益とすべての戦争を終わら

国会議員の選挙区と同一の行政区域に24の地方政府が置かれている。マーシャル諸島の国旗

せるため」との理由から一時的な退去を求めた際に、島民のリーダーであったキング·ジュダ （King

に描かれている太陽が発する24本の光線は、この行政区域を意味する。

Juda）( 註3) が語った「全ては神の手に中にあることを信じて （歩んで行こう）」という言葉である( 註

それぞ れ の 地方政府には、市長 （Mayor） および 地方政府議会 （Local Government
Council） が設置されている。選出方法や議員定数は、それぞれの地方政府で異なっている。
ビキニ環礁地方政府議会のすべての議員は選挙により選出され、3議席をエジット島、12議席
をキリ島に配分している。選挙は国会議員選挙と同日に行われ、任期は4年である。直近では、
2016年1月5日に選挙が行われた。

4)。
旗のデザインがアメリカ国旗と非常によく似ているのは、アメリカ国民および政府がビキニの人々
に大きな責めを負っていることを忘れさせないためであると述べた。
この他に、女性の水着の「ビキニ」は、衝撃的なビキニ環礁での核実験にちなんでデザイナー
が名付けたものであるという説明も受けた。

現在、ビキニ環礁にほとんど住人はいないが、マーシャル諸島独特の選挙システムとして、そ
の選挙区に居住しているか、またはその選挙区に土地の権利を有していれば、選挙人登録を行
うことにより、いずれかの選挙区で投票を行うことができる。
このような地方政府は、1986年10月21日にマーシャル諸島がアメリカから独立する以前から存
在し、機能してきた。ビキニ環礁およびロンゲラップ環礁などの4地方政府は、中央政府を通すこ
となく、アメリカと核実験被害の補償交渉を直接行ってきた ( 註1）。また、ビキニ環礁地方政府は、
ビキニ環礁を国連教育科学文化機関 （ユネスコ） の世界遺産に登録するための活動も行って
きた ( 註2）。

3 憲法改正について
現在、マーシャル諸島では憲法改正手続きが進行中である( 註5)。これまで憲法改正は、
1990年および1995年に行われている。
マーシャル諸島憲法は、改正の対象により3種類の手続きを規定している。

①重要事項の改正

改正の対象が、12条2項2号に列挙されている重要事項 （大統領、国会、内閣および最高裁

判所などに関する事項） に該当する場合は、国会の総議員 （現在は33名） の2/3以上の賛成に
より憲法会議 （Constitutional Convention ） を設置する （12条4項5号）。この憲法会議が改

2 ビキニ環礁の旗
2階の会議室の壁にはマー
シャル特産の「アミモノ」とともに
1987年に制定されたビキニ環礁
の旗が飾られていた。市長代理
と書記の方からは、主にこの旗
の由来について説明を受けた。
旗の左上の23個の白い星はビキニ環礁にある島、右上にある3個の黒い星は、1954年3月1日

27

正案を作成し、国民投票を行い有効投票数の2/3以上の賛成により、改正がなされる （12条4項
1号）。憲法会議は、議会により委任された改正案を検討する権限のみが与えられており、新しい
改正案を提案することはできない （12条4項3号）。

②それ以外の事項の改正

改正の対象が重要事項以外の場合は、重要事項の改正手続きか、国会で改正案が審議さ

れ総議員の2/3以上の賛成が得られた場合、国民投票を行い有効投票数の過半数以上の賛
成により改正がなされる （12条3項）。
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③国会のメンバーシップの変更

改正の対象が、憲法4条2項1号が規定する国会のメンバーシップ （議員定数、選挙区および

選挙区の議員定数など） の場合、通常の法律とほぼ同様の手続きにより改正が行われる （4条2
項3号、4号、5号）。

NGO「Canoes of the Marshall Islands」代表
アルソン・ケレンさん（元ビキニ市長）のお話
日本国際法律家協会事務局／恵泉女学園大学非常勤

高部優子

また、国会の発議によらず、国民の誓願に基づく改正手続きも規定されている。憲法改正につ
いて検討するための憲法会議の設置を求める誓願が有権者の25パーセント以上により行われ

学校をドロップアウトした若者に、マーシャルカヌーの文化

た場合には、憲法会議を設置するかどうかについての国民投票が行われる （12条4項7号）。そ

や技術を伝える学校を運営しているＮＧＯ （Canoes of the

の国民投票において有権者の過半数以上の賛成を得た場合には、憲法会議が設置される(12

Marshall Islands） の代表を務めるアルソン· ケレン （Alson

条4項9号）。　

Kelen） の話を伺い、 カヌー制作現場を見学後、 カヌー

憲法会議は、国会の定数よりも10名以上多いメンバーを公選すると規定されている。採決方
法や議事進行は、内部規則に基づくとされ、具体的な規定は存在しない （12条4項2号）。2017

に乗せていただいた。 以下は、 アルソンさんの話を竹峰
さんが訳してくださったものをまとめたものである。

年2月21日に行われた憲法会議の選挙では、45名が定数とされた。内訳は、国会議員と同一の
選挙区および定数の33名が公選され、12名が伝統的首長 （Iroij） の家系から選出された。

少し辛い話ですが、学校からドロップアウトをした若者がいます。
Canoes of the Marshall Islands は、そういう若者のための場所です。

提案されている主な改正案 ( 註6)は、以下のとおりである。

私は以前、アレレ博物館で働いていたことがあり、カヌー文化の調査、記録をするために多く

①大統領の公選制および副大統領の地位を創設する
　　　 こと。

の離島に行きましたが、沢山の若者と一緒に取り組むことができました。若い人たちが自分たち

②国会に6議席の女性議席を設けること。　

の文化に関心を持って取り組むことに、私自身、喜びを感じました。しかし、彼らが私たちと活動

③憲法の権利章典に性差別からの保護を規定するこ

を共にやったのも、彼らは学校に行っていなかったからです。マーシャルでは小学校が8年間で

　　　 と。

終わるのですが、進学するのには試験がありま
す。その試験に受からないと、9年生になれま

④オンブズマン庁を創設すること。
面談の様子

■註
1　 中原聖乃 · 竹峰誠一郎『核時代のマーシャル諸島』凱風社 （2013年）168～170ページ参照。
2　 黒崎岳大『マーシャル諸島の政治史』明石書店 （2013年）273～275ページ。
3　 ジュダはビキニ環礁の土地管理者 （Alap） に過ぎず、最も権威のある伝統的首長 (Iroij) はラチュアン·カブア
（Lajuan Kabua） であった。ラチュアンは、アメリカとの接触を拒否し、ジュダを代理に任命しワイヤット司令官
との交渉にあたらせたという （黒崎『マーシャル諸島の政治史』385-386ページ）。
4　 ワイヤット司令官とジュダについては、以下の文献を参考とした。Steve Brown, "Poetics and politics:
Bikini Atoll and World Heritage Listing," terra australis, vol. 36, pp.38-40.
5　 マーシャル諸島の憲法改正については、清水昭俊「マーシャル諸島共和国の憲法改正問題」
『IPSHU 研究
報告シリーズ』No.22（1993年） を参照。
6　 "At long last: Yes to Con-Con," Marshall Islands Journal, October 1, 2015,
http://marshallislandsjournal.com/Journal_WP/?p=2220, accessed March 30, 2017.

せん。試験に落ちた若者が離島には沢山いて、
彼らはやることが何もありません。14歳か15歳
ですが、家族を作るか、コプラ （ココナツから抽
出したヤシ油） の仕事以外に、やることがありま
せん。若者たちのために何か、しなければなら
ないと同僚と話しました。容易いことではありま
せんし、お金もかかります。マジュロに戻って、
幼稚園で働いている奥さんに生計を任せて、
私はボランティアで、この NGOを立ち上げまし
た。だんだん関心を持ってくれる人が増えてきて、
オーストラリアやアメリカなどから援助をもらえる
ようになりました。非常に幸運だと思っていますし、いい友達にも恵まれました。この事務所はアジ
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ア開発銀行からの援助です。

なる者もいたし、子どもたちへの影響が心配です。」

ここでは、マーシャルカヌーの作り方だけではなく、大工仕事も教えるので家を作ることもできる
ようになります。卒業すれば、若者たちは文化だけでなく、マーシャルで生き抜く力も身に付き、建
設業者で働くことも可能です。英語や数学だけではなく生活に必要な技術 （ID の管理や銀行
口座の開設、節約のやり方等） も教えますし、カウンセリングも行います。健康診断を受けさせたり

——あなた自身は、Victimsとの自覚はありますか？
「健康上のことでいえば、よくわからないのが実情です。ライフスタイルも食生活もずいぶんと
変化してきているので。」

もします。コースは２つあります。いつも25人位ぐらいしか受け入れられません。目が行き届くように、
1人の先生が7人の生徒を見ることにしています。生徒が学校に来なければ、普通の学校では何
もしませんが、ここでは必ず電話をします。トレーニング期間は6か月ですが、卒業してから3か月

——ブラボー以外にも核実験がおこなわれてきました。
「私は知っていますが、当時も現在に至るも、知識 · 情報ともにありません。」

は就職のことなど必ず電話をしています。
カヌー作りは、家を作ることと並んで、2つの主要な文化の１つです。カヌー制作では、チーフが
多くの人を集めます。様々な違いを持った人たち、男性、女性が、カヌー制作という共同作業を通
して、学び合います。カヌーを作るだけでなく、お互いを大事に思うことも学びます。

——アメリカ政府は四環礁 （ビキニ、エニウェトク、ロンゲラップ、ウトリック） のみを核被害のあっ
たエリアだとしています。
「そうです。こうした認識はマーシャル諸島政府
も同じです。私たちは米政府から無視され続けて
いるだけでなく、自分たちの政府からも後方におか

アイルック選出の国会議員メイナルド・アルフレッド
さんのお話
第五福竜丸展示館 学芸員

市田真理

2月27日の夕方、アイルック環礁 （Ailuk Atoll） 選出の国会議員

れていると感じています。ですから私たちは健康
調査の対象になっていません。もちろん健康診断
を受けたいと願っています。」
「しかし、アメリカの公文書でもアイルックが被ば
くしていることは確証しています。政府は私たちの不安に向き合った制度をつくるべきです。核
被害が認定された環礁と同じ補償を求めてNCTに訴えましたが、止まったままです。」

メイナルド·アルフレッドさん （Maynard Alfred） のお話を伺った。
身内の不幸で、ご遺体を空港に引き取りに行かなくてはならないとい

——アイルックの被害について今後どのように伝えていくべきでしょうか。

う中で、短時間でいいのならとホテルのロビーで話してくださった。喪

「2000年代に入って、アイルックでも核実験被害について語る人が現れました。それは竹峰さ

の仕事の最中に時間をつくってくださったことに、心から感謝します。

んの調査のおかげでもあります。また、REACH-MIという新しい （第二世代の） の NGO が立ち
上げられ、Justice( 正当な権利 · 正義 )を訴える活動が始まっています。」

アイルック環礁で生まれたメイナルドさんは、ブラボー実験のとき2
歳だったという。核実験の被害はアイルック環礁にも及んでいることは事実だが、その認識はマー
シャル諸島全体で共有されてはいないと語る。
「ヤジガニやモクモク （タシロイモ） を食べていましたが、ビキニ環礁の食料汚染を考えると、
私たちも被害を受けていることは間違いないのです。何が起きているのか、何が今後起こるのか、
誰にもわからない。ただ“島のウワサ”として何かがおきていると皆が感じていた。若くして病気に
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カトリック教会での特別ミサ

軍基地のあるクワジェリン環礁本島に収容され、3年後の
1957年米原子力委員会から促され帰島した。が、残留
弁護士

森一恵

２月２８日の朝、カトリック教会 （Assumption 教会） にお
いて、特別ミサが行われた。Assumption 教会には付属
の私立学校 （小中高） が併設されており、特別ミサには、
招待されたロンゲラップ市長、ビキニ市長のほか、多数の
生徒たちが出席していた。出席者全員で核被害者追悼
のための黙とうと讃美歌の斉唱が行われたのち、生徒た
ちによる学習発表が行われた。

放射能汚染をおそれ、1985年、ロンゲラップの人々は、自
主的に離島した。1996年、米内務省がロンゲラップ自治
体に4500万ドルを支払うことで、再居住計画が合意に達
し、協定が締結され、1998年から除染を含めた工事がロ
ンゲラップ本島で始まったが、まだ帰島には至っていない。（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、73-74， 186， 354頁等）
ケネス·ケディさんが強調するのは、ロンゲラップからの離島は、単に土地を失ったということで
はないということであった。島の豊かな環境と島をとりまく漁業資源を含む豊かな海など生活の
全部を失ったということ、その意味で自らの身体の一部を失ったのである。したがって、代替地の

翌日の核被害者追悼記念日に向けて学校で特別学習

提供や部分的な除染では、回復できないのである。実際に集団移転した島は、ロンゲラップのよ

が行われ、特別ミサは生徒たちの学習成果発表の場に

うな環境ではなかった。

もなっていた。学習や発表を通じて、核被害の実情や核

ケネス·ケディさんは、米国との協定の完全決着条項 （full settlement, 精算条項） を国際

兵器の全面的廃止の思いが若い世代に引き継がれてい

人権法で打破できないか、
と訴えられた。マーシャル諸島は、1986年独立時に、米国との間で自

くのかと感慨深げであった。

由連合協定 （条約） を締結した。同協定177条は、核実験の損害補償責任を規定し、同177条

画・市田真理さん

の実施協定により、米政府は1億5000万ドルを支払った。と同時に、同実施協定10条1項には、
「す
べての賠償請求の完全決着」が定められた。マーシャル諸島共和国は、その後、同実施協定9
条の「状況の変化」（changed circumstances） があったとして、自由協定発効時に「確認され

ケネス・ケディ国会議長に聞く

ていなかった損害」についての賠償を求めているが、米政府はこれに応じていない。（竹峰141，
弁護士

上柳敏郎

2月28日 （火） 正午から午後1時30分ころにかけて、マーシャル·アイランズ·リゾート·ホテル
（MIR） 1階食堂で、マーシャル諸島共和国国会議長であるケネス·ケディ（Kenneth Kedi） さ
んの話をうかがった。ケネス· ケディさんは、1971年生まれの男性で、2007年ロンゲラップ環礁
（Rongelap Atoll） 選挙区から国会議員に選出され、2016年1月から国会議長 （Speaker） の

142頁）
ケネス·ケディさんは、外交上米国の友好国であることと、米国に対し毅然とした態度をとること
とは両立すると強調された。仲の良い兄弟が互いの間違いを指摘するのは当然のことだという
のである。
このような毅然とした人が国会議長であり、パレードの先頭に立ち､ 人々と親しく話されている
ことはとても印象的であった。

職にある。大変気さくな方で、ビュッフェ形式の昼食であったが私たち日本人に先に食べ物をと
るよう列を譲り、翌3月1日午前のパレードの際も、私たちのところに朝の挨拶に立ち寄られた。不
明なことがあればいつでも尋ねてくださいとのことであった。
ケネス·ケディさんの選挙区であるロンゲラップ環礁は、1954年3月1日に水爆ブラボー実験が
実施されたビキニ環礁の爆心地から東南東に約180キロのところに所在する。当時82名が暮らし、
4人が妊娠中であった。水爆ブラボー実験の際、ロンゲラップの人々は、2日間放置された後、米
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水爆ブラボー実験の体験者レメヨ·アボンさん、

子供たちは驚いていました。光は太陽と同じくらいの光でびっくりして、パニックでした。お母さん

ジョニータ・ジョアンさん、
ネリジェ・ジョーセフさんのお話
日本国際法律家協会事務局／恵泉女学園大学非常勤

高部優子

2月28日、マーシャル諸島の首都マジュロのレスト

のもとで泣いている子もいました。
Q ： 第五福竜丸の人たちは、光を見た8分後に音を聞いたと言っていますが、光を見た後、ど
んな体験をしましたか？
時計がなかったから正確な時間はわかりませんが、光を見た後、少ししてから音を聞きました。

ランにロンゲラップ出身の方々に集まっていただいた。
　　 1954年の水爆ブラボー実験のとき、アメリカはビキ
ニ島などの島民はあらかじめ避難させたのだが、ロ
ンゲラップは何も知らされていなかったので「死の灰」
を浴びてしまう。その日のことや、その後のことをレメ
ヨ·アボン （Lemeyo Abon） さんをメインに、その後、
ジョニータ·ジョアン （Jonita John） さん、ネリジェ·ジョーセフ （Nerje Joseph） さんから話を伺っ
た。まずは、竹峰さん （明星大学） から、
レメヨさんの紹介があった。
（竹峰さんから）1954年3月1日、水爆ブラボー実験の日にロンゲラップにいた生き証人の一人で
す。1957年に「安全だ」と言われロンゲラップに住みましたが、1986年にクワジェリン環礁のメジャッ
ト島が移住先に指定され移り住みます。学校の先生をやっていて、最後はメジャット島の校長先
生をされていました。退職をされ、首都マジュロに移り、現在はリタに住んでいます。来日されたこ
ともあります。

Q ： 白い粉が混ざっている雨が降っていた時も外にいたのですか？
白い粉 「死の灰」
（
） が葉っぱについていたので何か薬かなと思いました。白い粉を体から落
とした後、寝るとき体が熱かったり、かゆかったりしたので夜眠れない人もいました。
【1954年 ： 核実験後の避難生活】
Q ： 51時間でアメリカの艦船が来て救出されたと聞きました。その時のことを覚えていますか？
監視していたアメリカの船が来て、船を洗い流した後彼らは私たちに、着替えろ！服は1つまで
しか持っていくな！と言いました。それを「フロシキ」に包みました。
「フロシキ」は何語？　 日本語でしたっ
け？
アイリングナエという島に行ってから、クワジェリンに行きました。船の中でシャワーを浴びて、男
物の服を着ろ、
と言われました。何人かのお年寄りは嫌がっていました。
Q ： アメリカから検査は受けましたか？

インタビューは、第五福竜丸展示館の学芸員の市田真理さんが行った。

その時は受けていません。
Q ： 家族全員でまとまって避難したのですか？クワジェリンではどのように過ごしたのですか？

レメヨ·アボン （Lemeyo Abon） さん

1940.7.5生まれ 76歳

【1954年 ： 水爆ブラボー実験】
Q ： 夜明け前、太陽のような光を見たと思いますが、その時覚
えている風景を教えてください。
外で子供たちのご飯をつくろうとしていたときでした。すごく明
るい光が空に現れたのです。いきなりで、びっくりしました。何も

用意された家に家族で住んでいましたが、フェンスで柵を作られ、人々が交流しないように仕
切られていました。3か月間です。そのあと55年～57年までマジュロにいました。
（参加者から質疑応答）
Q ： クワジェリンに行ったとき、すぐに戻れると思いましたか？
その時は、すぐ戻れると思いました。アメリカの計画は知らされてなかったので、クワジェリンに
行ったけど、すぐに戻れると思いました。

お知らせがなかったからです。そのとき14歳でしたがすごく恐怖
を感じたのを覚えています。戦争がまた始まったのかと思いました。
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Q ： 故郷を離れる理由をアメリカから聞きましたか？

るのかもわかりませんでした。日本からフォト·ジャーナリストの島田興生さんたちが来て、ロンゲラッ

アメリカからは具体的な話はありません。彼らの中でしか情報は共有されていませんでした。

プに起きているいろいろな問題を話してくれました （1974年）。

Q ： 家族は一緒だった？
8人、同じ場所で一緒でした。

Q ： アメリカ人の医者がきて健康診断をしたと思うのですが。
しました。体を見てチェックしていました。何人かに甲状腺の異常があると医者が言っていた
ようです。アメリカ人医師からは、ちゃんとした情報は入ってきませんでした。

Q ： 放射能などの言葉は知っていましたか？
言葉自体ありません。
「毒」のような言葉もないし、
「放射能」という言葉がマーシャル語にはあ

現在の話ですが、私のように実験当時、島に住んでいた人は健康診断がありましたが、子や
孫は違う病院に行けと言われました。

りません。核実験のあと、アメリカ人が話しているのを聞いて、マーシャル語で「バイジン （poison）」
と言っています。

Q ： 結婚は？
ロンゲラップ出身者ではない人と結婚しました。

Q ： どのくらいたってから知ったのですか？
長い間、何がおこったかわかりません。何年か経った後、
よくわからない病気で亡くなったりとか、
奇形児が生まれたりするので、あの時落ちた爆弾の影響じゃないかとマーシャル人の間では話し
ていました。

Q ： ロンゲラップ島を脱出したきっかけはデータが出たからでしょうか？
島を出ようと決めました。これらの困難な問題に直面したことがなかったからです。子供たち
も心配でしたし。

アメリカの人たちから、食べてはいけない、飲んではいけないと言われたし、病気や奇形児もあっ
たので、
「あの時、何かが起きたのかも」と話していた。

Q ： 1982年にアメリカが土壌調査をして大きなきっかけとなり、議論になったと聞きましたか？
話したのを聞いて、下の世代の病気を心配して、ロンゲラップから移住しようと話し合いました。

Q ： 直後に脱毛や急性症状が現れた人はいますか？
直後はいませんでしたが、その後、亡くなった人はいます。

Q ： ご自身やご家族の体に異常がありましたか？
悲しい気持ちはありましたが、病気などはありませんでした。結婚するとき不安はありませんで

Q ： アメリカについてどう思っていましたか？

したが、奇形児の子供は周りにいました。知り合いの女性の子供もそうでした。孫の世代にいる

アメリカという存在は知っていて、爆弾が落ちる前はいい人、拍手を送りたい、心のきれいなイメー

のも事実です。

ジがありました。でも、こういうことがあって、驚いています。本などから、アメリカというのはすごい
ところなんだと思っていました。日本と比べたわけではありません。

Q ： ロンゲラップ出身だということで、夫から何かを言われたことはありますか？
ないです。

【1957年 ： ロンゲラップに帰島】
Q ： 1957年、ロンゲラップに戻った時、たくさんの人たちと帰ってきたと思いますが、その時の様
子はどうでしたか？

Q ： 1986年に脱出を反対した人はいますか？
そういう人もいたが、長い間話し合いました。反対した人は2～300人だと思います。

ロンゲラップで生活していた時は嬉しかった。自分の島だし、故郷だったから。
島に戻ったとき、一番記憶にあるのが島の北に３つ股に分かれているヤシの木があったことで
す。その影響は、人間にも現れるのではないかと思いました。私たちはどれくらいの放射能が残
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せんでした。病気などがあったから、移動せざるを得なかったのです。

ロンゲラップの人たちに起きている様々なことは白い粉が原因ではないかと思っています。今ま
で生きてこられたことに感謝しているし、みなさんとこうしてお会いしたことにも感謝している。そし

Q ： 脱出するとき教会や建物を解体したと聞きましたが、その時の気持ちは？

て今年も3月1日を迎えられることも感謝しています。

泣いたし、困りました。悲しい気持ちで泣きました。
3人の話が終わり、市田さんから、今でもロンゲラップに帰りたいかと質問をした。

ジョニータ・ジョアン （Jonita John） さん

1951.3.28生まれ　 66歳

当時2歳でした。空が明るくなったのを覚えています。外で遊ん
でいました。粉 「死の灰」
（
） が降ってきました。何が起きたかわか
りません。情報が何もなかったから。光のあと音が聞こえました。
目がまわったような感じになり倒れて意識を失ったので、直後のこと
は覚えていません。粉が髪につきました。粉がついた部分の髪の
毛がなくなりました。とても恐怖を感じました。
今、子どもたちに、よく言っているのは、勉強しなさい、ということ
です。なぜかというと、故郷がないからです。ロンゲラップの人はア
メリカに多く住んでいます。アメリカに住むには勉強をしなければならないからです。
甲状腺の手術はアメリカで受けました。アメリカ人医師から「アメリカに行って治療を受けろ」と
言われました。15歳の時でした。

【レメヨさん】帰りたい気持ちはありますが、選択肢はありません。帰っても子どもたちが病気になっ
　　 たり、何か起こるのではないかと心配ですし、帰島は現実的ではありません。月に座りたいと
　　 いう気持ちです。何も問題が無くなったら、やっぱり戻りたい。
【ネリジェさん】島には100％戻りたいです。自分の土地、自分の住んでいたところに横になりたい。
　　 帰ってそうしたい。問題があるので無理ですが帰りたい。自分の故郷で、横になって休みたい。
【ジョニータさん】帰りたい。家族はアメリカにいるので、おばあちゃんを面倒見る人もいないから、
　　 アメリカにおいでと言われています。
最後に、
レメヨさんから私たちに質問をされたことは心に重く響く。
【レメヨさん】
67個もの核爆弾が落とされたことは、日本の人たちは知っていますか ? その影響はどのくらいで、
どの範囲まであるのですか。マーシャルの人は知らないので、日本は知識があるでしょうから教え
てほしい。私に唯一できることは、繰り返し、子どもたちに伝えることだけです。マーシャルは口承
の文化なので、伝えていきたい。

ネリジェ・ジョーセフ （Nerje Joseph)さん

1948.3.4生まれ　 69歳

実験の時は7歳でした。虹のようなすごい色をしていました。
きのこ雲も見ました。食べ物は、白い粉が落ちてきた前と後で

核の被害は４つの島のみに焦点が当てられていますが、被害を受けたのはマーシャル全体です。
私たちは、ひとつの地球に住んでいるので、何かしたことを隠すことはやってほしくないし、一緒に
やっていく、
というように進んでいけばいいと思います。
（2017年2月28日 Dar restaurantにてマーシャル語で聞き取り。通訳はマジュロ在住の末松洋介さんによる）

色が変わってしまいました。カップに入れていた飲み水も粉をよけ
て飲みましたが、変な味がしました。まだ子どもだったので貯水
槽に溜まった粉を体に付けて遊んだりしていました。粉が雪のよ
うでした。何が起こったかわかりませんでしたが、アメリカの飛行
機が来て、飲み物や食べ物を口にするなと言っていました。
1970年にアメリカのオハイオで甲状腺の手術を受けました。
ロンゲラップの人たちに差別的な発言もあります。第五福竜丸
の人たちも日本で差別されているのではないでしょうか。聞きに来てくださって、私たちの話を伝
えてくださるのはありがたいことです。
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核被害者追悼日（Nuclear Victims
Remembrance Day）のパレード
桜美林大学

を振る方、飼い犬の散歩の途中で見守る方など、行進しながらお祭り的な雰囲気を感じ、あっと
いう間にゴールとなる式典会場についてしまった。

藤川まなみ

3月1日午前9時半すぎ、予定の時間を少しすぎて始まっ

核被害者追悼記念式典

たパレードは、警察隊や大統領らに続き、エジット小学校
の児童を先頭に、強く吹く風の中、セレモニー会場にむけ
てゆっくりと進み始めた。
パレードに先立って、体育館の横の集合場所に9時に
到着していた私たちは、続々と学校ごとに乗り込んだバス
でやってくる子供たちを目にした。雨が時折激しく降った前日とはうってかわって晴天となり、日差
しの下にいると日焼けが進む。大矢さんが大切に日本から持ってきた2枚の横断幕は、
きちんと持っ
ていないと強く吹く風に持っていかれるほどであった。
パレードの参加者は約1000人。バスを降りてきた子供たちは、鮮やかなオレンジやブルーなど、
スクールカラーの制服を身に着けて学校ごとにまとまり出発を待つ。続々と参加者が集まってくる中、
朝日新聞の西村さんが情報収集に駆け出していく。どのような方たちが参加するのか、詳しくわ

明治学院大学

藤川賢

はじめに
このたび、国際法律家協会の「マーシャル諸島の今を知り未来を考える」スタディーツアーに
参加させていただいた。福島原発事故とのかかわりから、多様な放射能汚染問題の共通点や
相互の関係性に興味を抱いたのがマーシャル諸島に関心をもった最初である。マーシャル諸島
は放射能と核兵器を最重要課題の一つとして、国を挙げて取りくみ続けてきた。その雰囲気を
実感するために3月1日の記念式典に行ってみたいと思っていたのである。この報告記録の担当に、
記念式典を割り振っていただいたのは幸運で、感謝申し上げたい。

記念式典
政府庁舎の前庭は、野球の内野部分くらいの広場になっており、植え込みが周囲を取り巻い

からないので、ついていってマーシャルの役場に勤める女性の方との話を伺わせていただいた。

ている。庁舎を背景に舞台が設置され、植え込みに沿っ

例年は、企業にもパレード参加の声がかかるが、今年は声掛けがなかったため、800人の子供

てテントが張られていた。パレードしてきた生徒たちが順

たちが多勢となった。子供たちは、1～8年生まである小 ·

序良く、テントの下に着席していくと、ほぼぴったり満席と

中学校の中でも、5年生、6年生が出席することになってい

なった。パレードの最後方を歩いていた国際法律家協会

るが、パレードの先陣を切ったエジット校は、この時期、卒

の方がたは、テントからはみ出していたが、次々と良い席

業式を終えて在籍していない8年生を除いた全学年が出

を勧められ、気が付くと数名は来賓席の最前列に座って

席している。学校はカレッジを含めて全部で12校、そして、

いた。こういうところは、小学生まで含めて、マーシャルの方

私たちの団体を含めて2団体 （女性が手にしていたリスト

は本当に親切である。

では13団体） がいたため、合計14団体の参加となった。

パレードの始まりがのんびりしていたのとは対照的に、記念式典は10時に開会、スムースに進

セレモニー会場までは、約400メートル、時間にして10

行していく。出席団体が紹介されると、呼ばれた学校の生徒たちが歓声をあげる。その和やかさ

分くらいの距離である。学校によっては、校歌かなと思え

と、黙とうなどの厳粛さとが相和している。テントの支柱が浮いている箇所があり、演説の最中に

る歌を口ずさみながら進んでいる。私たちの団体は、最

風でテントがかしいだりもするのだが、慌てることなく数名が静かに修理し、何事もなかったように

後から2番目、大矢さんの横断幕をもって進んでいく。沿

会は進行していく。と、また、別の場所で同じことが起きる。

道にたたずんで、あるいは建物から顔をだして笑顔で手
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聞はごく少数で、知事の会見によってはじめて気が付い

記念式典の演説
開会部分のプログラムの後、アメリカ大使の Karen
Stewart 氏が登壇した。今回初めての参加だという彼女

スピーチするアメリカ大使

たかのように報道する新聞もあった。福島原発事故の風
化が進んでいることを感じる一例だった。

は、記念式典の意義について多くを語った。友好関係を

マーシャル諸島が国として、今なお事実の究明を求め

強調してアメリカの責任などに触れない基本的な姿勢は

続け、問題や被害を次世代に伝え、経済的利益よりも正

これまでの大使と変わらず、他人事のような態度なのかも

義を大事にする姿勢は、広島 · 長崎以後の日本とかなり

しれないが、今日に至る運動と、次世代への伝承を称賛

異なるように思える。記念式典前後のわずかな印象だけで決めつけるわけにはいかないが、そ

する内容は、これまで本などで読んできた過去のアメリカ

の姿には、他の多くの被害者運動、支援運動を勇気づけるものがある。私自身としても、その意

大使と少し異なるように感じた。

味をきちんと理解し、伝えていけるよう、今後とも努めていきたい。

続いて、被ばくとかかわる国会議員など数名がスピーチを行った。力強い言葉もあり、改めてマー
シャル諸島におけるこの問題の大きさを印象づけるものだったが、マーシャル語が混じることがあっ
て、かなり聞き取りにくかった。
演説の最後は、Hilda Heine 大統領によるものである。まるで学校行事における校長先生の
お話のように、分かりやすく、訓示的な語り口には親しみを感じた。行動を先導するより、継続的
な情報取得と意見表明を重視する内容も、理解しやすかった。この演説の原稿コピーを後から
いただいたので、試みに和訳してみた （45頁参照）。

記念式典におけるビキニのサバイバーの証言
サイモン·ジャモール（Simon Jamore）さん
第五福竜丸展示館 学芸員 市田真理

閉会あいさつも大首長が行った （記憶が少し不確かだが）。ほぼスピーチだけの簡素な記念
式典は、1時間と少しのものだった。あっさり終わって、解散すると、大統領やスピーカーに話しか

ビキニ住民に対して、アメリカ政府から充分な補償がなく、

ける人もあり、演台で記念撮影する人もあるという自由な雰囲気の中、
リフレッシュメントとして、サ

約束が守られていない。

ンドイッチと水が配られた。

私たちは生活を破壊されました。
島が消滅しました。

記念式典の印象

かつては食糧が潤沢にあった故郷の島。

国際司法裁判所への提訴などの経緯からは、
もう少し強いアピールがあるような気がしていた
が、そうではなく、国内での追悼のための記念式典であることを確認した。式典でもアメリカ大使

アメリカは破壊者です。

が大統領と演台を挟んで並ぶ最前列に着席する。両国の深くて複雑な関係と力の差を改めて

毎年この場にはアメリカ大使や政府関係者が来ますが、

認識した。
その意味でも、大統領演説におけるアメリカへの批判の仕方は、マーシャル諸島の尊厳と誇り
を示す、重要なものだったと思う。

人は代わっても言っていることは同じです。何も変わっていないのです。
今日というこの日は71年前の巻き戻しです。
私たちに約束されたことは達成されていません。
アメリカ政府もマーシャル政府も、ビキニの人びとをケアしようとしていません。

おわりに

それが、悲しく嘆かわしい。

マーシャル諸島から帰国して間もなく、東日本大震災から6年目を迎えた。政府式典での首相
あいさつは、原発事故に触れることなく、福島の復興を強調するものだった。福島の地元新聞は
二紙ともこの点を報道し、内堀知事も違和感を表明した。他方、全国紙でこの点を報道した新
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第６３回 核被災者追悼記念日 大統領基調講演
教育学博士Hilda C. Heine大統領

させてアメリカ核実験計画が開始されてから71年間、癒
えることのない悲しみと、恐怖と、正当な怒りとが、時間の
流れに薄らぐことなく続いているという現実に向き合う日です。
この現実は、アメリカ合衆国が、放射能の広がりについて

2017年3月1日

も、アメリカ核実験計画が私たちの生命や海や土地に植
マーシャル諸島の伝統的指導者 Kotak Loeak 大首長ならびに首長会議の皆さん、

え付けた影響についても不正直であり続けていること、ア

閣僚の皆さん、

メリカが適切な補償についても、私たちの土地の放射能

Kenneth A. Kedi 国会議長、Jejwadrik Anton 副議長ならびに国会議員の皆さん、

除去についても向き合おうとしないことによって、どんどん悪くなっています。

Carl B. Ingram 司法長官ならびに裁判所の皆さん、
外交団 · 領事館の皆さん、

「正義への旅」が今日のテーマで、これは、今日の午後から金曜日まで国際会議場で行われる

Ladie Jack 市長ならびにマジュロ環礁指導部の皆さん、

核遺産会議のテーマでもあります。実際には、
「正義への旅」は、1950年代初めにアメリカへの

全国各行政区代表の皆さん、

嘆願を行った私たちの祖先や核の闘士たち、たとえば、故 Dwight Heine 氏、Amata Kabua

Enja Enos 牧師ならびに聖職者の皆さん、

元大統領、彼の母 Leroji Tarjikit 氏といった人たちとともに始まったものです。４環礁の指導者

産業界、NGO、市民団体の皆さん、

であるJetton Anjain 元国会議員、Ismael John 氏、Henchi Balos 氏、Tomaki Juda 氏もそ

今朝のこの式典にお集まりのマーシャル人の同胞の皆さん、

うです。強力な女性リーダーであるLijoon Eknilan 氏や Darleen Keju-Johnson 氏もそうで

そしてラジオやインターネットで聞いてくださっている皆さん、

す。最近のリーダーであり活動家であるTony deBrum 大使、Abaaca Anjan-Maddison 氏、

どうぞ、米国核実験の犠牲者とその家族を追憶する、静かなこの時間をご一緒ください。

Kathy Jetnil-Kijiner 氏もそうです。ほかにも無数のマーシャル国民が、核実験計画について語り、
マーシャル人のための核の正義を求めて遠い国々まで旅してきました。同じように、外国の方々も、

先ほど、４環礁の代表とともに、個人 · 学校 · 地域グループなどによる追悼パレードを先導できた

我々の訴えを聴いてもらえるものにするために必要な情報を探して、倦むことなく働いてきました。

ことは、私にとって誇らしいことでした。このパレードは、第６３回核被災者追悼記念日の式典を始

これらの努力に対してはこれまでの大統領も大きく評価してきたところです。私たちも、ここで、こ

める、実に感動的な行事でした。間違いなく、今日ここにお集まりの皆さんと同じく国内外に住む

の人たちの献身に敬意をささげましょう。

すべてのマーシャル人が、核実験のために多くを失った方々のことを思い、敬意を示しています。
私たちは、ご存命の方、すでに物故された方、両方の、1946年に始まって不幸なことに今も終わ

４環礁のリーダーやその他の個人や非政府団体も、重要な役割を果たしてきました。その中に

らない苦難と苦しみの経験を、そのご家族とともに思い起こします。私たちは、急速に少なくなり

は、それまでアメリカ核実験計画における「秘密」ないし「機密」として隠されてきた文書を開示

つつある核実験生存者の方がた、放射能のために故郷に帰ることができずに流浪せざるを得な

させ、新たな情報を得るための道を切り開いてきたということがあります。不幸なことに、これらの

い方がたに敬意を表します。そして、私たちは、これから長い年月にわたって私たちを引き継ぎ、

機密文書の多くは書き換えられており、まだ、私たちの真実の追求に資するものにまではなってい

私たちが今ここで思い出しているものを将来思い出してくれる子どもたちのことを考えずにはいら

ません。

れません。子どもたちも、1946年から1958年にかけてアメリカ核実験計画が行った「人類のよい
もの」の犠牲になった平和な人たち、マーシャルの人たちの、この不公平な犠牲について思い出
すでしょう。
今日は、私たちの国民的良心にとって感動的な日です。ビキニの人びとをビキニ環礁から移住
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この核の遺産を明らかにするために、長年にわたる着実な取り組みが行われてきました。その
中には次のようなものがあります。
１） 自由連合協定の177条による「状況の変化」請求の提出。アメリカ核実験計画の結果によっ
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て失われた生命や損害への補償拡大を含む請求。

私はマーシャル諸島共和国政府に、アメリカ核実験計画についてのより深い情報、より明確な理

２） アメリカ核実験計画によるマーシャル人への人権的な関係についての国連特別報告間の

解をもたらすような戦略を立てるにあたっては費用を惜しまないようにお願いしています。技術と政

　　　　 レポート。2012年9月に人権委員会に提出

策にかかわる複雑さに満ちたこの仕事を完全に遂行するのは困難です。その前途は険しく、私た

３） 国際司法裁判所およびアメリカの法体系にのっとった訴訟手続き

ちがひるんでしまい、この目標の実用性に疑問を持つときもあるかもしれません。しかし、今日私た
ちが思い出している人たち、わが国の歴史における恐ろしい時代を生き抜いてきた人たち、その

合衆国政府は、私たちの「状況の変化」請求がアメリカの基準を満たしていないという反応を
示しています。私たちが起こした訴訟についてアメリカの法廷は、核問題にかかわる177条が含

家族や愛する人たちのことを思えば、その記憶から当然に導き出されるべき核の正義を実現する
ために、私たちは確信をもって、手を携えていかなければなりません。

まれている自由連合協定について、双務協定に介入することはできないと言っています。
核の正義という新しい課題を実現するために、我が内閣は国会の協力を得て、国立核委員会
これから、どこへ向かえばいいのでしょうか？私たちにできることは何か残されているでしょうか？

のための法律に取り組んでいます。これは、マーシャル国民だけでなく、アメリカや国際コミュニティ

アメリカ核実験計画の犠牲者たちは、そして、その犠牲そのものがもっと重要ですが、単に毎年

に向けて、核の正義を実現するための私たちの強い思いを示していくものです。この委員会の目

3月１日にその記憶を記念されるだけの存在として、葬られるべきなのでしょうか？

的は、核の正義を追求するための具体的な戦略や計画を立て、現在および今後の取り組みの調
整 · 統合を行い、過去の活動における発見 · 決定事項 · 記録などを保存することにあります。委員

私の政権では、これまでの指導者たちの足跡を継承して、核の正義への集団的問題提起を

会は、研究者、ジャーナリスト、映画関係者など、アメリカ核実験計画やその影響に関して広く調べ

続けていきます。皆さんの大統領として、私は合衆国政府の立場を認めることはできませんし、そ

ている人たちとともに働いていきます。今週開かれる核遺産会議の結果もこの委員会の仕事に有

のつもりもありません。たとえ協定からの長い年月の間に書き換えられていても、これまでに入手し

益な情報を与えてくれると思います。この正義の追求のためには、他にも、国内外から専門家や

た機密文書が適切に認められれば、私たちの「状況の変化」請求の正当性は明らかになるは

法律家の支援を受けて、取り組みを進めていきます。

ずです。
ぜひ、今日の午後から始まる核遺産会議に参加してください。この会議では、特別企画、ゲスト
たとえば、自由連合協定の交渉過程にはマーシャル諸島共和国政府が知らなかった初期の

による講演、パネルディスカッションなどのほかに、さまざまな展示によるサイドイベントも用意されて

研究から、18の有人の環礁ないし島が、1954年のブラボー実験のほかに、キャッスル作戦の6回

います。映像による展示などもさまざまにあるようです。そのほかに、短期大学のコートでは映画フェ

の原爆実験のうち3回で汚染されていることが、すでに明らかになっています。ビキニ、エニウエト

スティバルも行われます。アメリカ核実験計画にかかわるビデオや映画などが上映され、誰でも参

ク、ロンゲラップ、ウトリックの４環礁だけが「被ばく」地域だという神話が、1954年以来アメリカの

加できます。

マーシャルに対する核政策を形作り、これによって、医学的 · 科学的追跡や補償プログラムが制
限されてきました。しかし実際には、1955年6月18日に刊行されたにもかかわらず40年後の1994

終わりにあたって、ぜひ国家式典という正式の場を借りて、我が友人たるアメリカ政府およびアメ

年まで公開されなかったアメリカ原子力委員会のレポート「キャッスル作戦による放射性残渣－中

リカ国民の皆さんに、核の遺産から核の正義へと潮流を変えていけるように、協力を呼び掛けたい

部太平洋の島々」に、多くの研究が言及しています。

と思います。
ドナルド·J·トランプ大統領にも、アメリカが再び偉大さを取り戻すためには、71年前にマー
シャルの人びとにした約束を果たす必要があるのだということを思い出してもらいたいものです。

合衆国とは異なり、私たちは誠実に行動してきました。なぜなら、私たちの訴えは道徳的なもの
であり、人びとと島とに加えられた被害に釣り合うような賠償を求めるという、正当に認められるべ
きものだからです。

マーシャルの仲間の皆さん、聖書の教えに「真理はあなたを自由にする」という言葉があります。
これを忘れないようにしましょう。ありがとうございます。
（明治学院大学　 藤川賢訳）
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核レガシー会議（Marshall Islands
Nuclear Legacy Conference）報告
弁護士

森一恵

３月１日の核被害者追悼記念日当日の午後、核レガシー会議 （Marshall Islands Nuclear
Legacy Conference） に出席した。核レガシー会議はマーシャル諸島共和国政府主催で３日間
にわたって開かれる会議であり、開会宣言、ウェルカムスピーチの後、基調講演、パネルディスカッ
ション、ゲスト講演が行われた。
基調講演の講演者は、元外務大臣トニー · デブルム氏であった。トニー氏はマーシャル諸島
共和国が国際司法裁判所に核ゼロ裁判を提訴した当時の外務大臣で、私がお目にかかりたい
と思っていた人物であった。トニー氏は、アメリカ大使の式典でのスピーチは毎年同じ内容であ
ること、アメリカはマーシャル諸島共和国に対して核被害に関する調査の十分な情報開示を行う
べきであること、被爆や故郷を離れることに直面しても、自分たちは前を向いて進まなければなら
ないことを説得的に語った。途中には、
トニー氏のお孫さんが応援スピーチに加わる場面もあり、
核被害に関して若い世代に継承していきたいというトニー氏の思いを感じた。
パネルディスカッションでは、ブラボー実験での被爆者

であった。ビル氏はアメリカとマーシャル諸島共和国との核実験
補償問題に関する１７７条協定 （177 Agreement） について、不
備がある解決方法であると指摘した。アメリカ政府は補償問題
に関して１７７条協定で解決済との態度をとっており、マーシャル
諸島の人々がアメリカ政府に対して、新たな補償や賠償を求める
のは難しい状況である。新たな補償や賠償を求めるための何ら
かの法律構成はないものかと思案しながら、講演を聴かせてい
ただいた。
私が今回研修に参加したのは、日弁連核廃絶ＰＴの一員として、また日本反核法律家協会の
一員として、核兵器の禁止とその全面的廃止の取り組みを行う上で、マーシャル諸島での核実
験被害の実情を見聞したいと考えたからであった。
マーシャル諸島は太平洋に浮かぶ、サンゴ礁が美しいのどかな島であった。このようなのどか
な島で少なくとも６７回の核実験が行われ、甚大な核被害や環境被害が発生したことに何とも言
えない憤りを感じた。私はマーシャル諸島で見聞したことを、今後の核兵器の禁止とその全面的
廃止を求める私の取り組みに生かしていきたい。

等４人の被爆者による核被害の実体験が語られた。被
爆当時４人の方々は皆、子どもであったが、爆発音が聞
こえた状況、キノコ雲が発生した状況、魚の死骸が発見
された状況等、悲惨な状況をよく記憶しており、被爆者
の実体験を聞くことができたことは貴重な経験であった。
ゲスト講演の１人目は、明星大学の竹峰誠一郎先生の講演であった （Invisible Nuclear
Catastrophe on the Marshall Islands: Focusing on Ailuk Atoll）。竹峰先生は、マーシャ
ル諸島の核被害に関する調査と研究の第一人者である。竹峰先生は、核被害は、被害認定さ
れているビキニ · エニウェトク·ロンゲラップ ·ウトリックの４環礁にとどまらず、アイルック環礁など他
の地域にも及んでいることを図表や写真をスライド
で示しながら、わかりやすく説明なさっていた。竹
峰先生がこれまで調査や研究をしてきたことは、マー
シャル諸島共和国にとって貴重な調査や研究にな
るに違いないと思いつつ、興味深く講演を聴いた。
ゲスト講演の２人目は、ビル·グラハム氏の講演
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クワジェリンのヒラタ・カブア市長、
スコット・ポール市政代行官との面会
明星大学

元治恵子

舎へ向かった。途中、荷台に乗っている私たちに対し手
を振ってくれるなど、日本人に対する警戒感は全く感じる
ことはなかった。市庁舎は、他の施設と共同の建物内に
あり、市庁舎前の広場には、マーシャル諸島共和国国旗、
市の旗、アメリカ合衆国国旗が３つ並んで核被災者追悼
を意味する半旗として掲げられていた。

イバイ島へ
3月2日 （木） マジュロに残るメンバーと離れ、女性4人でクワジェリン環礁イバイ島へ向かった。

到 着 後、 ヒ ラ タ · カ ブ ア （Hirata Kabua） 市 長

事前に得ていた情報から不安なスタートだったが、駐マーシャル諸島共和国日本大使館で働い

（Mayor）（ 第2代大統領イマタ·カブアのご 子息 ： 2016

ていたシマさんも一緒のフライトでイバイ島に向かうということで、不安な気持ちの大部分が解消

年就任）、スコット· ポール （Scott B. Paul） 市政代行官

された。クワジェリン本島へは、1時間ほどのフライトで到着、着陸した空港は米軍基地内にある。

（City Manager）、市の職員の3人の方から市庁舎内で

待合室では、すべての荷物を指定された場所に置かされ、パスポートを提出しイバイ島への滞在

お話をうかがった。

目的など聞かれ、
しばらく待たされた後、米軍の車で基地内を通過し、イバイ島側の待合室に案
内された。基地内は、非常にきれいに整備され、マジュロやその後向かうイバイ島での風景とは
全く異なっていた。イバイ島側の待合室には、カフェテリア
（ハンバーガー、ホットドッグ、フライドチキン、飲み物など
が買える）、お菓子の自動販売機があり、空腹を満たすこ

左がスコット・ポール氏

右がヒラタ・カブア市長

〇「太平洋のスラム」からの脱却‐イバイからドバイへ？

世界で類をみないほど人口密度が高いなど、
「太平洋のスラム」というイメージを変えたいとい

とができる。待合室を出たところにある波止場からイバイ

う。
「イバイからドバイへ （Ebeye to Dubai）」と自嘲気味に言っていた。ドバイも近隣諸国に比べ、

島行きのフェリーに乗り、20分ほどでイバイ島の波止場に

石油資源が少ないという危機感から、中東の金融センターとして目覚ましい成長を遂げたが、い

到着した。

まのところ石油のような有用な資源がないイバイがドバイのようになるのは、非現実的であり、実現
不可能な夢としか言いようがないように思える。しかし、近年、社会インフラ （上下水道、電気など）

ホテルで休憩後、島内散策。1マイル四方の島は１時
間半ほどで１周できると聞いていたが、途中、島民や子ど
もたち （子どもは平均５～６人／家族、島のあちらこちらで
子どもたちが集団で遊んでいる） と交流したり、スーパー
で買い物をしたりで、結局３時間程かけて島を１周した。物質的な豊かさを感じることはなかった
が、子どもの中には「こんにちは」と声をかけてくる者もいて、大人も含めて、それなりに日々を過ご
しているように思えた。また、貧しいと見られる地域に入っても、身の危険を感じることもなかった。
アジア諸国やアフリカなどにおける飢餓状態の人もみられるような貧困のイメージとは違うという
印象をもったが、これは、大家族制度のもと相互扶助的に暮らしていることが背景にあるようだ。

市長らから話を聞く
３月３日 （金） から合流するメンバーの到着を待ち、小さなピックアップトラック （タクシー） で市庁

51

整備関連、海水浸食から島を守るための柵の建設、地域産業振興 （農業） など様々なプロジェク
トが、日本も含む他国の援助により進んでいるようだ。

〇アメリカとの関係

島へ行くにも、島から他の島へ行くにも、米軍基地 （ロナルド·レーガン弾道ミサイル防衛試験場 ：

Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site, RTS） を通らなければならない。また、
多くの物資は、アメリカ本土からグアムを経由し、イバイ島に届くという。基地があることによりさまざ
まな制約 （例えば、米軍が訓練をするときには、外出制限があるなど） があることを認めながらも、
アメリカに対しては、隣人 · 近所の人 （neighbor） や友人 （friend） と建て前的には語っていたが、
さまざまな思いを抱いている様子がうかがえた。しかし、島民の１割 （ 1,000人程度 ? ） は基地で
働いており、経済的にも基地依存状態にあることは否めない。基地内での賃金水準は、首都マジュ
ロより高く、多くの世帯で少なくとも家族の一人が基地で働いていると推測でき、前述した家族制
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度のもと、一定の生活水準を維持していくことが可能となっているようだ。

はじめに

帰りの波止場で、イバイ島で見かけた子どもたちよりはるかにあか抜けたフェリーを待っている

３月３日、Hirata Kabua 市長へのインタビューの中で、イバイ島での水の問題やイバイ島から

数名の子どもたちを見かけた。フェリーの中で娘とともに乗船している女性に聞いたところ、イバ

クワジェリン米軍基地に仕事に行く人々の様子について話が及んだ際、Kabua 市長より、ロメオ·

イ島の子どものうち少数 （各学年で3人程度） ではあるが、基地の学校に通い、アメリカの教育

アルフレッド氏から話を聞くことを勧められた。アポイントをとることもなく、直接事務所に伺ったが、

を受けているという。また、この母親は基地で働いており、娘３人が基地の学校に通っていると嬉

アルフレッド氏は快く私たちの訪問を受け入れてくれた。

しそうに話していた。教育は社会的地位 （職業的地位） の達成に多大な影響を及ぼす。島に
は公立私立の教育機関もあり、高校までの教育を受けることができるが、幼少期から基地内でア
メリカの教育を受ける選抜された優秀な子ども （いわばエリート? ） は、島内で教育を受けた子
どもと比べ、高等教育への進学においても優位な状況にあるだろう。格差の再生産や固定化が
進む可能性があり、今後どのようになっていくのだろうか。また、このような状況を島の人々はどの
ように受け止めているのだろうか。

KAJUR
イバイ島にあるクワジェリン環礁合同公益事業会社 （KAJUR Inc） は国営企業で、島民へ
の電気 · 水サービスの提供と衛生問題に取り組んでいる。また、様々な資材 （テントや椅子、ボー
トなど） を学校などに貸し出すサービスも行っており、現在、KAJUR Inc では85人が働いてい
る。ロメオ ·アルフレッド氏は、16年間、米軍基地で仕事をした後、5年前からKAJUR Inc で
General Managerとして仕事をしている。

【参考文献】
COURRIER JAPON（2016）「青い海に浮かぶ楽園は「太平洋のスラム」だった！　 人口過密、環境汚染、水 · 食
料不足に苦しむイバイ島の異常な日常」
（https://courrier.jp/news/archives/58504/ ： 2017年3月30日閲覧）
中原聖乃 · 竹峰誠一郎 （2013）『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 ：
pp.140-151, 272-274.
NHK（2009）「マーシャル諸島〝太平洋のスラム〟の実態」（BS-1「きょうの世界」で2009年8月27日放送 （竹峰氏
出演）　 http://www.veoh.com/watch/v18991914q2scZAg9で視聴可能。
オリジナルはオーストラリア放送協会 （Australian Broadcasting Corporation)〝ABC News〟（http://
www.abc.net.au/foreign/content/2009/s2644971.htm)

Kwajalein Atoll Joint Utility Resources
マネージャー、ロメオ・アルフレッドさんのお話
明星大学

毛利聡子

イバイ島の水・電気事情

給水車

島の給水所

ADB（アジア開発銀行） やオーストラリア、米国政府の支援により、$20 million（2000万ドル）
の新規の水 · 衛生プロジェクトが始まった。今は、週に1時間の給水時間しかないが、これを週に
24時間にしたいと考えている。古い水道管を新しいものに変えたり、水道管の漏れの修繕をする。
配布された資料によると、水道代は、家庭の場合、1ガロン （3.785L）、$0.05（5セント）、商業利用

日時 ： 2017年3月3日 （金）15:30～17:00

の場合は、１ガロン、$0.10（10セント） となっていた。水道管が敷設されていない地域には、給水

場所 ： イバイ島 　 Kwajalein Atoll Joint Utility Resources

車が水を運ぶ （写真参照）。配送用の費用は水道代とは別にかかるそうだ。

　　　　　　　　　(KAJUR) Inc のオフィス
General Managerロメオ·アルフレッド氏 （きょうだいは、ロザニア·
ベネットさん、メイナルド·アルフレッドさん）

イバイ島の North Camp Area は水道管が敷設されていない。各家庭にトイレがないため、
公共トイレを設置し、その管理はコミュニティの住民が行っている。
排水設備は、人的資源が不足している （専門家がいない） ことから、島全体でまだ完備され
ていない。イバイ島では水関連の病気が多い。汚物をラグーンに排水すると風向きで戻ってきて
しまうので、より遠くにパイプを伸ばして流せば、遠くに行くとのことであった。今でも、海はすべて
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を浄化してくれると考えているようだ。
イバイ島の電気は、ディーゼル発電所にある２機の発電機で賄っている （ガソリン、灯油もある）。

されないのは、政治的な意図からだろうか。それとも、この
小さな島にも汚職や腐敗があるのだろうか。自分たちの

今のところ十分で、1,100世帯に賄えているとのことだった。電気代はプリペイド式の課金システム

土地を奪ったアメリカに依存して生きざるを得ないマーシャ

となっている。JICA や世銀が太陽光発電や再生可能エネルギーの支援をしている。

ルの人々。どの店にも同じ缶詰がきれいに並んでいるのを
見ると、底知れないアメリカの冷淡さを感じた。

米軍基地
ロメオ ·アルフレッド氏は、KAJUR Inc で働く前に16年間、クワジェリン米軍基地で仕事を
していたとのことで、米軍基地での仕事に話 が及んだ。ロメオさんは、人材開発 （Human
Resources） の部門で、米軍基地で働くマーシャル人に仕事倫理や規則などを教えていたが、マー
シャル人の人材育成にはアメリカ政府の予算は使えず、RMI の予算をとらなくてはならなかった。

ジェルトン・アンジャイン（Jelton Anjain）さんのお話

ロメオ·アルフレッド氏は、できるだけマーシャル人の人材開発をしたいと考えていたが、なかなか

第五福竜丸展示館 学芸員

市田真理

思うようにいかなかったとのことであった。
クワジェリン環礁地方政府教育庁アシスタント·コミッション。クワジェリンのすべての公立学校
のマネジメントを統括している。

終わりに
イバイ島という小さな島に、約12,000人 （1100世帯） が住む。島には南の国特有のヤシの木
やバナナの木はほとんど見当たらない。周りを海に囲まれた平坦な島にバラックの家だけが立ち
並ぶ。360度、太平洋に囲まれた島なので、遮るものが全くなく、平屋の木造建ての家は海から

1969年生まれ。父はロンゲラップ「脱出」時の住民リーダー、チェトン·アンジャイン。離れて暮
らしていたため、父よりは叔父ジョン、ネルソンらとの記憶がある。

＜核の被害について＞

の強い風にさらされている。自給自足の術を奪われ、輸入物資での生活。町はずれにビリヤード

小学生のころは自分のルーツがロンゲラップにあること

場らしき場所があったが、他にこれと言った娯楽施設は見当たらなかった。子どもが多く、島の一

を恥と感じて隠してきました。むしろ母方のリキエップ出

本通りは、元気よく遊ぶ子どもたちで溢れていた。基地で働く人は島の人口の約10％だという （ク

身と名乗っていた。これは日本の被爆者たちと同じよう

ワジェリン米軍基地はアメリカ人が1000人に対し、マーシャル人が1200人）。タクシーの運転手に

な感情なのではないかと思う。

よると、一家族の平均的な子どもの数が7人とのことだが、そうすると、イバイ島の人口の半分以
上が子供で、大人の4人に１人は基地で働いているということになるだろうか。
アメリカの冷戦戦略「スターウォーズ計画」に巻き込まれたクワジェリン環礁。最も大きい本島を
アメリカ軍基地にとられ、クワジェリンの人々は小さなイバイ島にひしめき合って暮らしている。漁
に自由に出ることもできず、農作物を育てることもできない。まるで「閉じ込められた」生活が数十

米 ·ボルチモアの大学に留学した時に初めて核実験
被害の歴史について認識しました。それまでは （高校
生の頃など）Bikiniとか Bombなどの言葉を耳にすることがあっても、それが何を意味するのか、
歴史全体の中でどう位置づけられるのかわからなかった。
イバイの Council Member（市会議員） になってから、ジョンやネルソンの話を聴くようになった。

年も続いている。クワジェリンに行くまで、基地と言えば沖縄の米軍基地を想像していたが、まっ

その頃から自分の認識が変わっていったと思う。TV で関連のドキュメンタリーがあれば関心を寄

たく違う。アラスカやフロリダ州から発射される実験ミサイルを迎撃するための訓練基地。マーシャ

せるようになり、本なども読むようにもなりました。

ル諸島が他の国から狙われるということではない。まさにアメリカの安全保障戦略に組み込まれ
た島だった。
イバイ島には、アメリカからの補助金と基地を提供した地権者には地代が支払われている。こ
れだけの補助金があれば、上下水道はすべての世帯にすぐに設置できるだろうに、未だに完備
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土地は、私たち自身。私たちそのものです。大半の人がまだ戻ることはできないと感じています。

カの戦略的信託統治領の一部となり、ビキニやエニウェトクでの核実験の支援施設として、１９６０

再帰島計画も私は信じていません。プロジェクトを推進する人たちはローカルフードが30％、あ

年代以降今日に至るまで弾道弾ミサイルの試験場として利用されている。マーシャル諸島の独

との70％は輸入食糧でといいますが、そもそもそのようなことは無理ですし、安全とはいえません。

立後は、クワジェリンなどの島を米軍が借り受ける形で使用しているが、住人のほとんどは米軍
関係者であり、ここでも島民は強制的に移転させられ

＜ロンゲラップの歴史をどう伝えていくか＞

ている。島全体が事実上、アメリカの植民地状態に

私自身がそうでしたが、教育が不十分です。
今年の３· １ （Nuclear Victims Remembrance Day） の中継をラジオで聞いていて、このこ
とを伝える必要性を痛感し、早速教育庁に出張授業の企画書を提出し、昨日、小学校で実践し
ました。
Bravoの爆発のこと、その後のロンゲラップの人びとのこと――どのように扱われたか――を知り、
子どもたちはとてもショックを受けたようでした。また学校の教員たちもよく知らないことなので、授
業後に資料を欲しがりました。
しかし、Remembrance Day の行事にせよ、Nuclear Legacy Conferenceにせよ、マジュロ
だけです。私もこの機会に子どもたちに証言してもらいたい人がいましたが、マジュロでの会議
に招聘されてしまいました。

あると言えるかもしれない。」( 注１)
「なお、クワジェリンは、今日においても海外にある
米軍陸軍基地としては最大の資産価値を有する基
地となっている。……ここでいう資産価値とは、同じ機
能を持つ基地を現在、建設するとかかる金額とされ
ている。クワジェリンは、２５億２４０００万ドル」( 注２)

写真１　 クワジェリン島

滑走路は軍民共用、島の端から滑走路脇までレーダードームがある。右上の矢印のところが
イバイ島に渡る港。この写真は、港の待合所に掲示されていた。

マーシャルの距離感

私は現役の教師だった頃にも核に関する授業をしたことがありますが、地方政府としてのカリキュ
ラムはありません。今後は教材なども作っていきたいと考えています。

首都マジュロのあるマジュロ環礁から、米軍基地のあるクワジェリン環礁までの直線距離は、
約４００キロメートルで東京から名古屋の手前くらいの距離。飛行機で約１時間。しかし、首都マジュ
ロの生活の中心であるダウンタウンエリアはせいぜい１０キロメートルに収まってしまう。同じ４００キ

<日本の私たちができることは？＞

ロの遠さでも地続きの場合と海に隔てられた場合では、体感が違う。マジュロにいると４００キロも

第五福竜丸のことや、日本の被ばく問題について証言などのビデオ教材がほしい。

海の先のクワジェリン環礁はいわば「外国」である。東京にいると沖縄が遠く感じられるのと同様、

ぜひ繋がりをつくっていきたい。

マジュロからはクワジェリンの米軍基地はずっと遠い。

註１　 Justice··· 被害を認める、正当な権利という「正義」を指していることを、核問題に詳しい方から教示された。

では、イバイ島はどうかといえば、同じクワジェリン環礁の島であるが、基地のあるクワジェリン
島からやはり海に隔てられているため、たかだか米軍の船で１０分程度の距離にあるとしても、基
地と地続きではない。この点、フェンス一つ隔てて基地のある厚木や横須賀とは全く体感が異なる。

マーシャル諸島共和国とクワジェリン米軍基地

米軍の戦略からみたマーシャル
世界に展開する米軍戦略という観点からは、先に文献を引用したが、第２次世界大戦後、マー

弁護士

井上啓

マーシャルの米軍基地について
２０１７年３月３日から４日にかけ、マーシャル諸島共和国のクワジェリン環礁に属するクワジェリン
島とイバイ島を訪れた。
「クワジェリンは、アメリカが、１９４４年２月に日本軍から奪って以来、米軍が利用し、戦後はアメリ

シャルがアメリカの核戦略やミサイル防衛構想に深く組み込まれてきたことが分かる。ビキニ環礁
を始めとする核実験場として、さらにクワジェリン環礁におけるミサイル迎撃実験場として。その
ためにアメリカはマーシャルを「占領下」においている。
自由連合協定 ( 通称コンパクト)は、マーシャルの独立と核実験被害の賠償責任の関係で締結
されたが、その反面として、日本がその独立と引き替えに日米安全保障条約を締結し米軍に基
地を提供してきたのと同様、マーシャルの独立と引き替えに、クワジェリン環礁の島々やラグーンを
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ミサイル実験場として使用するために結ばれた。クワジェリン環礁のミッド·コリドーと呼ばれる中
部一帯 ( 写真６の直線で挟まれた地域 ) は、
ミサイル迎撃実験が行われる際に、立ち入り禁止とな
るのである。

宜なされ、少なくとも年に１２６日は入れるが、合意なくして新しく建築をすることができない。
なお、この年１２６日ミッド·コリドー内の島に戻れるというのは、１９８２年に４か月にわたり、それまで
強制移住させられていた島民たちが立入禁止となっていた島々に戻り生活をするという「ホーム·
カミング作戦」の成果であるという （注１)。

コンパクトとアグリーメント
自由連合協定 (COMPACT OF FREE ASSOCIATION) は、１９８３年、マーシャルの住民
投票で承認され、その後、アメリカ議会で法案が通過し、大統領の署名が完了した１９８６年、マー
シャルは独立国となった。その後、２００３年に更新された。

なお、
ミッド·コリドーの範囲については、
「ANNEX A」で決められており、それを地図で示した
のが「ANNEX B」（写真６） である。
また、
「Article X　Economic Assistance, Effective Date, Amendment and Duration」
の３項には、
「This Agreement shall remain in effect until the end of Fiscal Year 2066.

コンパクトの条文では、１９４６年６月３０日から１９５８年８月１８日までの核実験被害の賠償責任

The Government of the United States shall have the right to extend this

を規定した１７７条もあるが、米軍の基地使用に関しては、
「ＴＩＴＬＥ　ＴＨＲＥＥ」
「SECURITY

Agreement for twenty additional years beyond the initial term.···」と規定され、このア

AND DEFENSE RELATIONS」の「Article Ⅱ 」
「Defense Facilities and Operating

グリーメントは２０６６年まで効力をもつが、アメリカはさらに２０年間 (２０８６年まで ) 延長する権利を持

Rights」の３２１条から３２３条までの３つの条文があるが、具体的な内容はすべて、
「Separate

つのであり、いわば「占領」が今後も５０年も７０年も続くことになるのである。

agreements」に委ねられており、まさに日米安全保障条約と日米地位協定のようである。
そして、それらのアグリーメントのうちの１つがコンパクト３２１条と３２３条に関するアグリーメント

ビキニ環礁での水爆実験など核実験による被曝被害に対する賠償責任を終結させる意味も
持つコンパクトであるが、別の一面では、長期間にわたる米軍による基地占領を可能にしており、

で、全１０条が２０数頁にわたって決められており、それが「Appendix VI　 Military Use and

その使用料が国や自治体ではなく、大地主としてのイロージに支払われることもあり、米軍基地の

Operating Rights Agreement」である。

返還の運動などは起きにくいのかもしれない。

気になる条項をあげると、
「Article IV　 General Military Use and Operating Rights」の
米軍基地の敷地を通って左上のイバイ島に渡る港へ、右上に

１項には、
「the Government of the United States has free access to and unrestricted

小さくイバイ島が見える。

control of the defense sites, including the right to control entry to and exit

米軍基地の中は整然としていて、病院や映画館やプールなど施
設が充実している。

from any or all defense sites and the right to take necessary measures for their

クワジェリン島は、島全体がアメリカの基地である。クワジェリン
空港が基地内にあるので、空港を出てからイバイ島に渡る港まで

establishment, use and operation.」と規定され、広範な基地使用を認めている。

の間、米軍基地の敷地内を通っていくことになり、マーシャル国内

また、同条３項では、
「Except for Meck, Illeginni, Gagan and Legan, the islands and
the area of the Mid-Atoll Corridor defined Annex A shall be open to visitation
unless closed temporarily on orders of the United States Army Kwajalein Atoll
Commander in order to avoid interference with operations of the defense sites or

のはずが、まるで空港から一旦アメリカに入国し、アメリカの港からマー
シャルのイバイ島に出国するのと等しい出入国管理体制にある。
写真２ クワジェリン空港上から

米軍基地に依存するイバイ島

to avoid posting safety hazards to individuals in the area. Notice of these periods

アメリカのミサイル実験場にミッド·コリドー地域がされると、そこの住民たちはイバイ島に移住し

of closure shall be given to the Government of the Republic of the Marshall Islands

た。さらに、クワジェリン島の米軍基地に職を求めてマーシャル諸島はもちろん、
ミクロネシアやキリ

in a timely manner. In no event will there be less access to the Mid-Atoll Corridor

バスからもイバイ島に人が集まると、せまい島の人口は１万人を超え、生活環境は悪化し「太平洋

than 126 days each calendar year.

のスラム」と呼ばれることにもなったという。( 注１)

Unless mutually agreed, no new construction will be permitted on the Mid-Atoll

ただし、面会したイバイ島のヒラタ＝カブア·クワジェリン市長は、住環境を良くすることに努めて

Corridor Islands.···」と規定され、基地のあるＭｅｃｋ、Ｉｌｌｅｇｉｎｎｉ， Ｇａｇａｎ，そしてＬｅｇａｎを除く、
ミッ

おり、合い言葉は中東の繁栄する都市にあやかって「イバイ·トゥー·ドバイ」だと話していた。また、

ド·コリドー内の島は、クワジェリン· 米軍司令官が閉鎖しない限り訪問でき、閉鎖の知らせは適

米軍基地がクワジェリン島にあることでイバイ島も敵に攻撃される心配をしていないか尋ねてみた
が、市長は、そもそも誰が攻撃してくるのかアメリカか？と言い、いわゆる仮想敵国という頭はないよ
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うであった。確かにマーシャルには軍隊がないのである。それだけ、アメリカの一部になっている
のかもしれない。ただ、基地を置くアメリカに対しては、クワジェリン島の出入りが監視されている
ためか、自分たちマーシャル人のことをテロリスト扱いしていると嫌悪感を示していた。なお、
ミサ
イル迎撃実験のときには、
ミッド·コリドー内に立ち入らないように竿に赤い旗が立てられるという。
立入禁止の知らせは実験の４日くらい前に来るという。また、
ミサイル実験の実施時期は不定期
だが、平均して年に４回くらい実施され、１回の実験で１～２週間は立入禁止となるようだ。
ヒラタ市長の紹介で、イバイ島の生活環境の改善に成果をあげているという「KAJUR
＝ Kwajalein Atoll Joint Utility Resources」のアルフレッド＝ロメオ所長にも面会した。
「KAJUR」は電気 · 水道 · 燃料からフォークリフトやクレーンのレンタルまで扱う会社だが、実は
ロメオ所長は、マジュロのアミモノ·ショップのクレイドルおばあさんの息子さんであった。また、お
話を聞いていると、以前、クワジェリン島の米軍基地で働いていたとのこと。米軍基地にはマーシャ
ル人が当時１０００人くらい働いていて、
クリーニングや大工をしていたが、ロメオ所長は米軍の「ヒュー
マン·リソース( 人材 )」の部署にいたとのこと。やはり、米軍基地の仕事は給料がよく、例えばマー
シャルの平均が時給２ドルだとすると、４～５ドルだったという。ただ、マーシャルがアメリカの核実験
場とされたことや今でもクワジェリン島に米軍基地が置かれていることについては、
「resentment( 深

写真４ クワジェリン島のレーダードーム

い憤り)」を感じると話していた。

写真３

イバイ島遠景

ヒラタ市長は、
ドバイのように繁栄する日を夢見て「イバイ·トゥ－ ·ドバイ」と言った。

写真５ クワジェリン空港脇の巨大レーダードーム
クワジェリンのミサイル実験場は公式には、
「ロナルド·レーガン弾道ミサイル防御実験場」
と呼ばれ、
「米陸軍宇宙 ·ミサイル防御司令部」の指揮命令下にある。
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核ゼロ訴訟後のマーシャル諸島共和国
明治大学

山田寿則

はじめに
筆者は、2017年2月28日から3月2日にかけてマーシャル諸島共和国 （RMI） に滞在し、3月1日
に首都マジュロで開催されたいわゆるビキニ · デー（Nuclear Victims Remembrance Day）
の祈念式典に参列するとともに、同日から3日間にわたり同地で開催された国際会議 （Marshall
Islands Nuclear Legacy Conference） を傍聴した （1日のみ）。本稿では、近年 RMI が国際
司法裁判所 （ICJ） において提起した、いわゆる核ゼロ訴訟につき紹介するとともに、同地におけ
るこの訴訟に関する政府関係者との若干の意見交換に触れることで、筆者による同国訪問の報
1

告としたい。

核ゼロ訴訟とは
米国による核実験の被害で知られるRMI は、2014年4月24日に核保有9ヵ国を相手取りICJに
写真６　　　

クワジェリン環礁－世界最大級の環礁、９３の島々からなる。ラグーンの面積はほぼ東京都と同じ約

２１７０平方キロメートル。クワジェリン本島は右下、イバイ島はその３つ上、MID ATOLL CORRIDORは赤線の
範囲、その中にミサイル発射台のあるメイク島、赤線外のすぐ北側に基地のある２番目に大きいロイ· ナムル島

提訴した。その主張内容は、これら核保有国が核軍備競争の早期停止と核軍縮の効果的措置
につき誠実に交渉する義務の履行を怠っているとして、義務不履行の認定と判決後1年以内に
必要な核軍縮措置を取るよう命じることを求めるものであった。RMI はこの義務を核不拡散条約
（NPT)6条およびこれと同内容の慣習国際法を根拠として主張した。RMI は自国が受けた核実

注１ ・『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』
　　　　　　　　( 中原聖乃 · 竹峰誠一郎著、凱風社 )　 第４章

験被害の補償を求めたわけではなく、いわば国際社会を代表して、核廃絶に向かおうとしない核

注２ ・『米軍基地の歴史　 世界ネットワークの形成と展開』
　　　　　　　( 林　 博史著、吉川弘文館 )　３頁、３５頁

ている。

保有国の責任を問うたと言える。ここからこの訴訟は核ゼロ訴訟ないしは核ゼロ裁判とも呼ばれ
裁判は被告9カ国のうちICJ の裁判を受ける義務を受諾している英印及びパキスタンをそれぞ
れ被告とする３事件について進められた。被告等は各自の事件につきICJ の管轄権の存在や訴
えの受理可能性を争う抗弁を提起したため、ICJ は先ずこれらの問題を審理し判決を下すことと
2

なり、16年3月の口頭弁論をへて。2016年10月5日、ICJ は RMI の訴えを退ける判決を下した。

判決の内容
今回の３判決はほぼ同一内容であり、その主文では、①原告と被告の間に「紛争」は存在して
3

おらず、②本案 （訴えの内容の審理） に進むことはできないとされた。
「紛争」がない以上、法

1
2
3

63

本稿における同判決の紹介は、拙稿「マーシャル核ゼロ訴訟は却下 国際司法裁判所『紛争はない』
――再提訴の可能性も」『核兵器・核実験モニター』506-7 号（2016 年 11 月 1 日）に基づく。
同判決については、拙稿「核軍縮交渉義務事件（マーシャル諸島共和国対英国）判決（先決的抗弁）
の検討――核軍縮交渉義務の実現過程と国際司法裁判所の役割の視点から」『文教大学国際学部紀要』
27 巻 2 号、67-87 頁参照。
判決他の法廷文書は ICJ サイト（http://www.icj-cij.org/）から閲覧可。
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律的「紛争」の裁判を任務とするICJにはそもそも管轄権 （裁判する権限） がないこととなり、

から除外した。即ち、①提訴の6か月前までに英国に事前通告を行わない請求及び紛争 （5項）、

他の争点を審理する必要もないため、これ以上裁判を続けることはできないという趣旨である。

②核軍縮と核兵器あるいはそのいずれかに関連する請求及び紛争 （但し、NPT の他の核兵器

国際裁判では、本案に進む前に、訴えを審理する権限がその裁判所にあるかどうか （管轄権

国すべてが管轄権に同意しかつ手続の当事者である場合を除く）（6項） である。これにより対英

の問題）、訴えが適切になされているか （受理可能性） がしばしば争われる。今回の判決はこの

事件についての再提訴は極めて困難となった。もちろん、インドやパキスタンにこのような宣言へ

ような前段階における判決であり、原告の訴えは完全に門前払いされた。

の留保付加の動きはまだみられていないから、印パを被告とした再提訴の可能性は理論上残っ

この「紛争」の存否は3事件共通の争点であり、被告等は、原告から外交経路を通じての抗

ている。

議や通告もなかったこと等を根拠として、提訴時に原告との2カ国間で核軍縮交渉義務の履行
をめぐっての紛争は存在していなかったと主張した。RMI は、事前通告や交渉は ICJにおける
提訴の条件となっていないし、提訴後の法廷における見解対立からみて紛争の存在は明らかで
あり、また提訴に先立つ国連総会や核兵器の非人道性に関する会議 （2014年2月ナジャリット）
等で核保有国の義務違反について指摘している等と反論した。
ICJ は、自らの判例を踏襲して紛争とは「法的又は事実に関する論点の不一致、法的見解の
衝突」であることを確認したうえで、その存否は形式ではなく実質により決まるから、事前交渉や
公式の抗議、提訴意図の通告も不要だとして、被告主張の一部を退けつつも、提訴時に「被告
が自らの見解が原告により
『積極的に反対されている』ことを認識していること、または認識して
いなかったはずがないことが、証拠に基づき示されている場合に、紛争は存在する」との基準を
示した （認識テスト）。ICJはこの基準に照らしRMIの諸声明はこの要件を満たしていない等として、
提訴時に「紛争」は存在してないとした。
ICJ は認識テストというハードルを課して紛争の存在を否定したが、判事間では大きく見解が
分かれた （前記主文①の賛成 · 反対が対印 · 対パ事件では9対７、対英事件では8対8で所長
の決定投票により採択）。反対した判事達は一様に認識テストが従来の判例に反すると批判し
ているし、過度の形式主義だとの指摘もある。

結びにかえて
このような現状を踏まえ、RMI はどう行動しようとしているのだろう。3月1日のビキニ · デーにお
けるハイネ大統領の演説は、これまでの先人たちの核被害に関する取り組みとあわせて上記マー
シャル訴訟に言及しつつも、今後は核被害を検証しつつ、その被害回復と補償を米国に対して
求める姿勢を示すものだった。筆者が傍聴した RMI 大統領府が主催した前述の国際会議も、
核被害の実態を検証し確認する内容であり、今後この会議で得られた知見をもとに、RMI は米
国に対して更なる補償を求めることが想像される。
では、マーシャル訴訟についてはどうなのだろう。1日目の会議終了後に筆者はケネス·ケディ
国会議長、そしてジョン·シルク外相に相次いで質問をしてみた。いずれもマーシャル訴訟の状
況についてよく承知しているが、決してあきらめたわけではない。但し、この訴訟についてさらに
前進するという判断はしていない。むしろ前進も後退もしないという判断だとのことであった。また、
こうも問うてみた。ICJとは別に、現在国連総会の下で核兵器禁止条約についての交渉が進め
られようとしており、このなかで被害者の権利が論点の一つとなっているが、核被害の補償を求
める立場の RMI はこの交渉にどうかかわるのかと。シルク外相からは、対米補償 t 請求と条約
交渉は別個の問題であり、切り離して考えている。いずれも主張すべきところは主張するという趣
旨の回答を得た。実際、この3月の禁止条約会議に参加した RMI 代表は、核爆発の生存者の
4

再提訴の可能性と英国の反応
ICJ は一審制であり、これで裁判は終結した。新事実に基づく再審は例外的に認められるが、

権利と彼らに対する国際社会の役割と責任が適切に扱われるべきことを訴えている。
当然ながらわずか数日の滞在ですべてを知ることはできないが、現地を訪れて実感することは、

これとは別に、今回は「紛争」が存在しないと判断されたからRMIには再提訴の可能性がある。

広大な海域の中に環礁が点在する国土のなかで、5万余の人々が助け合いながら生活している

この裁判で被告等は自らの見解が原告により「積極的に反対されている」ことを明らかに認識し

という現実である。そしてこの人々を率いる指導者たちの苦心に思いを致すとき、様々な面で米

たから、現時点ですでに「紛争」が存在しているとさえいえる。実際、複数の判事の個別意見で

国に依存しつつ、これと対峙しなければならないという厳しい現実を無視することはできない。こ

は再提訴の可能性が言及されている。

の現実と向き合いながら今後もマーシャル諸島共和国がどのように米国と国際社会に対していく

だが、RMI が直ちに再提訴に及ぶ場合、今回の判決がほぼ無意味となることをICJ がどう判

のか、注目したい。

断するか、被告等が今後管轄権受諾宣言を撤回したり留保を付加する可能性はどうか、判断さ
れなかった他の争点を克服できるか等、検討課題は多い。実際、英国は2017年2月22日に管轄
権受諾宣言に付している留保を追加し、以下２類型の請求および紛争をICJ の義務的管轄権

65

4 2017 年 3 月 28 日のマーシャル代表の発言。さしあたり以下参照、http://www.reachingcriticalwill.
org/images/documents/Disarmament-fora/nuclear-weapon-ban/statements/28March_MI.pdf（2017
年 3 月 28 日閲覧）。
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マーシャル諸島共和国の首都マジュロで見た
廃棄物の姿から考える
東京経済大学

片岡直樹

ル諸島共和国の人口の半分近く、2万数千人が首都で暮らしていて、生活ごみは週に1回、各家
庭から収集されている。1日の収集量は20トンを超えていて、一人当たり排出量は日本の都市部と
同じである。グリーンごみ （木の落葉や剪定ごみ） という
区分はあるが、これ以外は分別収集されていない。ダス
トボックスが1世帯に1つ置かれていて、廃棄物収集車が
回収している。処理場の入口に、家庭に置かれているも

（１）はじめに
青い空と青い海を見ながら、太平洋を渡った。マーシャル諸島の首都マジュロの国際空港に

のと同じゴミ箱があったので覗いてみると、分別されてい

到着し、マジュロ環礁の中心部に向かって移動したが、夜だったのでマジュロ環礁の空間を十

ない廃棄物の姿があった。肉のかけら、レジ袋に入れら

分に認識できなかった。肌に感じる空気からは、南の海の島へたどり着いたことを実感したが、
し

れたゴミ、お茶のペットボトル、紙ごみ、菓子袋、ビールの

かし事前学習が足りなかった自分には気が付いていなかった。

空き缶、さらに木の枝と虫たち。（写真④）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

翌日マジュロ中心部から、国際空港を越えた先にある、環礁西端のローラビーチに向かって移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　

写真④ ： ダストボックスの中

動したときに、マジュロの道で一番高いと言われるマジュロ橋から海へ飛び込む青年たちを見た。
青年の飛び込みを見ながら周囲の海岸を眺める

廃棄物のリサイクルは、グリーンごみのコンポスト化 （堆

と、ペットボトルなどのゴミが漂流しており、そして

肥づくり） と、アルミのリサイクルが行われている。堆肥は

道路から海へ向かって古タイヤが並んでいるの

台湾の企業がマジュロで露地栽培農業をしていて、そこ

が見えた。マジュロ橋から車で移動すると直ぐに、

で利用されている。プレスされたアルミ缶は、オーストラリ

左手にゴミの山が見えてきた （写真①）。数メート

アに原料として輸出されている。このほか、マジュロでは

ルの高さに野積みされた廃棄物山は、日本の廃

海岸の浸食が進んでいるために、その対策として廃棄タ

棄物処分場の姿とダブって見えたため、何をして
いる所なのか見せてもらった （写真②）。

イヤを使った護岸づくりが行われている。処理場の前に

写真① ： 廃棄物の山

それはマジュロ環礁廃棄物管理公社の廃棄物処理場だった。この公社はマーシャル諸島共

写真⑤ ： 処理場前の古タイヤ護岸

もその姿が見えた （写真⑤）。浸食対策のために廃棄乗
用車を海岸に置いている所もある。

和国公共事業省の外郭組織で、首都マジュロの廃棄物収集 · 処分とリサイクルを行っている。
屋根つきの青い建物はリサイクルセンターで、日本政府「草の根 · 人間の安全保障無償資金協力」
で建設された施設で、そのことが壁の白い看板に書かれていた （写真③）。

処理場の土地は私有地である。マジュロには公有地
がないため、廃棄物処理は私有地を借りて行わなければ
ならない。この処理場は埋め立て処分ができないので廃
棄物を積み上げているが、受入れ能力が限界に近づい
ている。廃棄物山は隣接する家のすぐ近くに迫っている
（写真⑥）。処理場は海岸の上にまで広がっていて、ブロッ
クを積んだ護岸の
上に廃棄物が置か

写真⑥：家に迫っている処理場

れている （写真⑦）。積み上げられている廃棄物は、埋め
　　　
　　　　

　　　　　　　　
 　　　

写真② ： 廃棄物が置かれた処理場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

立て処分ができる新しい処分場を建設して移す計画が進
められている。新処分場はマジュロの北の地域に作られ

写真③ ： 処理場のリサイクルセンター

る予定で、現処理場はリサイクル場となるようである。なお

（２）マジュロでの廃棄物に対する取り組み

現処理場の土地は廃棄物を撤去し、平地化して、土地所

処理場は首都マジュロ （一部地域を除く） の廃棄物を処理している （参照資料１）。マーシャ
写真⑦ ： 海にせり出した廃棄物処理場
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有者に返すようである。
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（３）日本の支援活動
日本の独立行政法人国際協力機構 （JICA） は、
「大洋州地域廃棄物管理改善支援プロジェ

による水汚染 · 海洋汚染、廃棄物の飛散による大気汚染など、島人達が自然のなかで生きていく
ことへの大きな障害となる汚染問題が考えられる。

クト」（2011年2月3日～2016年9月30日） を実施し、島嶼国への技術支援を行ってきたが、マーシャ

自然環境と人の健康を守るために、マーシャル諸島共和国での汚染問題解決への協力は必

ル諸島共和国も含まれている （参照資料２）。同プロジェクトは大洋州地域での自立発展的な廃

須である。それに加えて汚染問題の発生予防のために、マーシャル諸島共和国の廃棄物について、

棄物管理を促進することを上位目標 （2018年～2022年ころまでに達成） としている。この自立発

日本で一時預かりプロジェクトを実施してはどうか。廃棄物の生産国へのリターンの国際的仕組

展的管理という目標は、協力の対象国が、独自で、あるいは他の対象国との間での協力 · 支援に

みが作られるまで、日本が保管してはどうだろうか。マーシャル諸島共和国が、アメリカドルの貨

よって、大洋州域内で解決できるようになること、
とされている。これは実現するだろうか。6年後

幣経済にあることを考えると、アメリカへ廃棄物を移動させて保管することも考えられるであろう。

のマジュロの廃棄物管理が自立的なものとなっているのか、マジュロの廃棄物処理場の姿から

大量廃棄は大量消費があるから発生するが、それが大量生産国からの大量輸入によって生じ

は想像しがたい。

ているのだから、太平洋の自然環境を守るために生産国が果たすべき責任は大きい。

ところで JICA は、廃棄物管理での3R（リデュース、
リユース、
リサイクル） の取り組みを普及す

日本とマーシャル諸島共和国の貿易額 （2015年度） は、マーシャル諸島共和国への輸出が

ることを挙げた上で、
リサイクルでのリターンの必要性を指摘している （参照資料３)。これは大洋

1949億1千万円、マーシャル諸島共和国からの輸入は24億5千万円である。日本から貨幣表示

州の島国でリサイクルを行うことが困難であることから、製品を輸出した先進国のリサイクル市場

で80倍の物が移動しているのである （参照資料５)。マジュロに製品を運んでくる輸入船は、マジュ

にリサイクル原料となるゴミを返却することと説明されている。廃棄物となった製品のうち、
リサイ

ロからの輸出品がないために、カラ船で戻っていくと現地で聞いた。その船を使い、廃棄物移動

クル市場での価値のある廃棄物だけを、
リサイクル能力のある国に移転するという考え方である。

の技術 · 設備と費用面で、日本が協力してはどうか。首都マジュロの廃棄物排出量は年間6千ｔ

リサイクル市場の取引対象とならない場合に、廃棄物はどこへ行くのか。

くらいであろうから （参照資料１） の日量20ｔからの推定計算値）、共和国全体でも1万ｔくらいでは

JICA 支援プロジェクトでは、国内支援委員会 （2011年度立ち上げ） が設けられており、桜井

ないだろうか。マーシャル諸島共和国の面積は、霞ケ浦と同じくらいの面積であり、人口5万人余

国俊氏が委員長になっている。桜井国俊氏 （沖縄大学名誉教授） は、2015年発行の JICA の

りの国である （参照資料５)。廃棄物処理で、日本の自治体が一つ増えるのに相当すると考えれば、

パンフレットで「今こそ求められるRETURN の仕組みづくり」と題して、次のように述べている （参

我々は受け入れることはできるのではないか。

照資料４)。
「大洋州域内での循環が不可能な廃棄物については、拡大生産者責任の考えに基
づき、生産国である先進諸国にリターン （Return） する仕組みを構築する必要がありますが、わ
が国にはそうした取り組みの先頭に立っていくことが求められるでしょう。」と述べているが、これ
は日本が大洋州の島嶼諸国の努力への一層の支援を行う必要を指摘した後の、締めくくりの言
葉である。
この言葉と、マジュロの廃棄物処理の仕組みと現実を踏まえたとき、廃棄物処理が必要な物 （多
様な製造品） を作った生産 · 輸出国が引き取るというリターンを実現する国際協力が必要である
ことは、JICA では認識されていると考えられる。拡大生産者責任の根本にあるのは、生産者は、
自らが生産した物が、どのような物質で作られているのかを知っているので、生産物が廃棄物に
なるときに適正に処理する能力があるという考えである。廃棄物リターンが必要であることが認
識されている日本では、マーシャル諸島共和国の廃棄物問題への国際協力として、何がなされ
るべきなのか。

（４）マジュロの姿から考えたこと
核兵器開発で汚染された環礁の島々の空間で生きる人たちが、今、大量の廃棄物と向き合っ
ていることを、現地で見て、そして帰国後の事後学習で知った。マジュロは、廃棄物による多様

（５）おわりに
マジュロで野ざらしの廃棄物山の現場で、金になる廃棄物を拾って収入を得て生活する、開
発途上国のウェイスト·ピッカーの姿が頭に浮かんだ。ウェイスト·ピッカーは汚染による健康被害
を背負って生きているが、マジュロにもそういう人がいるのではないか。マジュロの廃棄物処理場
では、現在、ウェイスト·ピッカーはいないと聞いた。
しかしマーシャル諸島共和国の別の環礁にウェイスト·ピッカーがいることを、帰国してから知った。
マーシャル諸島共和国の北端に位置する、エニウェトク環礁では、捨てられた放射能に汚染され
た機材やスクラップ、さらには太平洋戦争で日本軍とアメリカ軍が廃棄した兵器などを海岸で拾い、
商人に売って、そのお金で食料を得ているとのことである （参照資料６)。
100年以上も前に占領した日本は、兵器廃棄物を放置してきたのである。今、生産物を廃棄
物として放置するとすれば、マーシャル諸島共和国の人々が持続可能な生活を送る上で貴重な
自然空間を奪い、深刻な人権侵害となるウェイスト·ピッカーがさらに生まれることになるかもしれ
ない。そうだとすれば日本は深刻な環境問題の原因者であり続けることになってしまう。マーシャ
ル諸島共和国と平和 · 友好関係にある日本が、絶対にしてはならないことである。マジュロ環礁は、
廃棄物問題の国際協力を深化 · 推進しなければならないことを、我々に伝えている。

な汚染問題と直面している。野ざらしで廃棄物が置かれているから、多様な物質による汚染問
題の危険性がある。処理場の土地の汚染、雨水浸透による地下の汚染、廃棄物を通った雨水
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追記 ： マジュロの廃棄物問題は、以下の資料を参照したほか、2月27日の現地でのヒアリング

平和への権利

に基づいて記述している。本稿では、現地で撮影した写真を紹介しているが、写真に表示され

軍隊のない国家研究の最前線（４・最終回）

ている時間は日本時間で、3時間加えた時間が現地時間である。
＜参照資料＞
１） 大塚康治「マーシャルのごみ」（国立環境研究所　 資源循環 · 廃棄物研究センター　 オンラインマ
ガジン2013年12月号）。これは、以下のホームページに掲載されているものを2017年3月27日閲覧。
http://www-cycle.nies.go.jp/magazine/genba/201312.html　
２） 独立行政法人国際協力機構 （JICA） の国際協力プロジェクトである「大洋州地域廃棄物管
理改善支援プロジェクト」（2011年2月3日から2016年9月30日） は、以下のホームページを2017年3月
27日閲覧。
http://gwweb.jica.go.jp/km/ProjectView.nsf/VIEWALL/8AD909DDCD6AA3E949257
7EB007A09DF?OpenDocument　
３） 独立行政法人国際協力機構 （JICA） のパンフレット「We are islanders !　―太平洋の未来の
ために―」（2009年5月）。以下のホームページ掲載のものを2017年3月27日閲覧。
同パンフレットの「JICA の取り組み」の「廃棄物」で、3Ｒの3つ目のリサイクルにリターンを含めること
が記載されている。
https://www.jica.go.jp/topics/2009/pdf/20090515_PALM_J.pdf　
４）2015年の JICA のパンフレット「小さな島の循環型社会に向けて　 大洋州における日本の廃棄物
管理分野の協力」（2015年6月）。以下のホームページ掲載のものを2017年3月27日閲覧。
同パンフレットは、大洋州地域廃棄物管理の具体的な取り組みのところで「３． 循環型社会の形成」
を紹介し （11ページ）、
リサイクル可能な資源に加えて「処理困難物」の海外への輸出をリターンと
して推進しているとしている。なおそこでは「有機廃棄物の自然への還元」もリターンとして挙げら
れているが、これは廃棄物が存在している島での還元だから、
リターン活動と評価してよいのかどうか、
疑問が残る。
https://www.jica.go.jp/publication/pamph/ku57pq00000najg5-att/for_recycling_
society_ja.pdf　
５） 外務省のＨＰにある「マーシャル諸島共和国」の基礎データ。以下のホームページを2017年3月
27日閲覧。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/marshall/data.html　
６） 島田興生「住民帰還から40年。―　 知られざる核実験場 · エニウェトク環礁」、
『生活と自治』
2017年3月号 （通巻575号）、34～37ページ。
これには、アメリカの核実験によってエニウェトク環礁の自然と人の暮らしが破壊され、島固有の文
化や暮らし方が継承できなくなっていることなども、紹介されている。そしてエニウェトク環礁のルニッ
ト島には、核廃棄物を埋め込んだコンクリート·ドームが設置されており、完成から約40年が過ぎて、
台風や海面上昇による破壊が心配されることも指摘されている。

＜以上＞

――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

三 軍隊を持たない選択
１

非軍事化の原因

バーベイによると、軍隊を持たない選択は珍しく例外的な選択である。国家には軍隊が不可欠

と見られてきたからである。軍隊を持たない国のうち１９カ国は軍隊を持たずに建国された。国家
ができてから非軍事化の過程をたどったのは７カ国に過ぎない。
バーベイは非軍事化をたどった原因を８つに分けている。
ａ） 国家規模 （大きさ）――領土の広さ、人的資源、財源が軍隊を持たない理由になる。３００平
方キロ以下で軍隊を保有する国はない。人口８万人以下で軍隊を保有する国はない。ヴァチカン、
モナコ、ナウル、サンマリノ、
リヒテンシュタイン、
トゥヴァル、マーシャル諸島、クック諸島、ニウエ、セン
トキッツ·ネヴィス、アンドラ、パラオ、
ドミニカがこれに当たる。人口８万４千人のアンチグア· バーブー
ダは２４５人の軍隊を保有するが、世界には５００人以下の軍隊は他にはない。
ｂ） 広大さ――領土が散在し、大きすぎることも、防衛しきれない、防衛困難となる。アイスランド
が典型であるが、アーキペラーゴの島嶼であるクック諸島、キリバス、マーシャル諸島、
ミクロネシア、
サモア、
トゥヴァルも同様である。
ｃ） 歴史――歴史も重要な要因である。非軍事化は新しい考えではなく、１２７８年のアンドラから
始まった。この伝統は１９９３年の新憲法制定によっても変わらなかった。モナコとリヒテンシュタイン
は１８世紀、１９世紀に非軍事化した。サモアでは１９２０年代に強力な非暴力運動が存在した。
ｄ） 保護国――歴史的な結びつき等の理由から保護国と呼ぶべき国のある場合である。
ｅ） 地域――欧州の軍隊持たない国はいずれも小国である。カリブ地域の８カ国のうち軍隊保
有国はアンチグア· バーブーダ、バハマ、バルバドスの３カ国だけである。太平洋の小国１３カ国のう
ち軍隊保有国はフィジーとトンガだけである。これらの地域では軍隊のない国家が相互協力関係
を強めている。
ｆ） 戦略的理由――軍隊を警察に統合するか否か。集団的安全保障に頼るか保護国に頼る
か。危機に際しての人員募集の可能性。こうした諸要因が安全保障政策に影響する。コスタリカ
が軍隊を放棄したのは国際安全保障条約締結後である。
ｇ） 平和思想――軍隊を放棄するのは勇気のいる決断だが、軍隊のない状態を維持すること
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で、軍隊がないことにより平和の進展に寄与していることのメリットが意識化される。独裁政権や

きるし、危機においても危機の後においても平時においても、可能であるという。最近のカリブ地

紛争の多い地域に、平和国家コスタリカが存在することが大きな意味を持つ。

域の事例はコスタリカの先例が影響している。

ｈ） 政治的選択――コスタリカ、パナマ、ハイチ、グレナダは全面的な非軍事化過程を歩んだが、
特にコスタリカとパナマは憲法に軍隊不保持を明記した。アイスランドとキリバスも同様に憲法的
選択を行った。アイスランドは憲法典に明記したわけではないが、選択が政治的に表明された。
キリバスは独立時に議論が行われ、軍隊不保持が憲法に規定された。

２

非軍事化の７つの事例

以上の分析に続いて、バーベイは非軍事化の事例を具体的に検討する。

モナコは、１８世紀に軍隊を放棄したが、それは砲弾の飛距離が伸びたことが原因と言える。
以前は砲弾がモナコ旧市街や宮殿に届かなかったが、砲弾の飛距離が伸びて、近隣の山から
直接届くようになった。そこでオノレ３世は軍事的方法で防衛することができないと認識し、非軍
事的方法による防衛へと歩をすすめた。
リヒテンシュタインは、１８６８年に経済的理由から非軍事化した。軍隊保有が過剰な負担となっ
ていたので廃止した。リヒテンシュタインは２度の世界大戦に直面したが、軍隊を持たないままであっ
た。
コスタリカは、１９４８年に軍隊を廃止した。（その過程と意義は日本ではよく知られている通りである。
）
ドミニカは、１９８１年に前首相派による蜂起があり、軍隊と警察の内戦状態となり、５名が死亡した。
警察が勝利し、その結果、軍隊が廃止された。バーベイは、警察と軍隊が対等の実力を保有し
て、対立した時に何がおきるかの好例だという。すべての実力を警察に統合 · 一元化することが
選択肢となりうる。小規模軍隊であって、戦争の任務がないならば、警察力で十分だからである。
グレナダは、１９８３年に、革命運動の後にアメリカが軍事介入して軍隊が廃止された。バーベイは、
ドミニカとグレナダの事例は、外部からの軍事的脅威ゆえに軍隊保有を正当化することに対して、

＜紹介者コメント＞
以上、バーベイ『非軍事化――軍隊のない国家』をごく簡潔に紹介してきた。バーベイはさら
に軍隊不保持の状態での安全保障のあり方についても論じている。その上で、近い将来にさら
に各国が軍隊廃止に向かう具体的な兆候はないが、多くの可能性があるとして、人々は平和を
願い、国際社会も平和を望んでいることを指摘する。
紹介者はバーベイと基本的な関心も思考も共有しているが、紹介者自身の研究およびバーベ
イの研究を振り返って、
ともになお不十分な点をいくつか感じている。そのうちもっとも重要なのは、
軍需産業と武器輸出に関する分析において不十分が残ることである。
　２０世紀から今日までのアフリカ諸国や中東地域における紛争の大きな要因が武器輸出、武
器移転であることは常識の部類に属するから、紹介者もバーベイも武器輸出の研究が重要であ
るという認識も共有している。２０１６年１２月に国連総会で採択された平和への権利宣言には武
器輸出の禁止が書かれていないが、国連人権理事会諮問委員会が作成した宣言草案には武
器輸出の禁止が書かれていた。諮問委員会の審議に際して、ＮＧＯが武器輸出の禁止を書き込
むように要請したことは言うまでもない。
逆に言えば、軍隊を持たない国家に対する再軍備の圧力も深刻である。この点でもっとも心
配なのは、太平洋諸国が集まる島サミットにおいて、日本が太平洋諸国に再軍備の圧力をかけて
いることである。
憲法に軍隊不保持を明記していながら異様なまでに軍国主義化した日本が、諸外国に武器
輸出や再軍備の圧力をかけている事実を厳しく監視していく必要がある。

国家の保護の必要性は実は国内の安全問題であることを示しているとみる。
パナマは、１９８９年にアメリカのパナマ侵攻により軍隊が崩壊し、１９９４年に憲法に軍隊不保持
が明記された。兵士たちは警察に編入された。軍隊保持を支持していた政党が、非軍事化を
受け容れたことが特徴である。１９７７年には、１９９９年末に「パナマ運河地帯」の返還が決まった。
実際に運河地帯に駐留していた米軍が撤退した。
ハイチは、１９９５年に非軍事化された。１９９１年のクーデタによりアリステッド大統領が追放されたが、
１９９４年にアメリカおよび国連の介入によりアリステッドが復権し、軍隊を廃止した。これにはコスタ
リカのアリアス大統領の助言があった。しかし、その後も再軍備を求める動きが続き、紆余曲折
がある。
バーベイによると、７つの事例から、軍隊廃止は国家の将来の脅威にならないようにして実現で
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「平和への権利宣言」名古屋集会

JALISA の活動に役立つ書籍紹介
名古屋学院大学

飯島滋明

前田朗先生の提案により、2016年12月から2017年2月にかけて各地で「平和への権利宣言」

『国際法で世界がわかる《ニュースを読み解く32講》』
（岩波書店・2016年12月刊）

に関する「対談企画」が実施されました。具体的には、2016年12月16日に室蘭、17日に札幌で

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

弁護士

大熊政一

清末愛砂室蘭工業大学准教授との対談企画、2017年1月13日には清水雅彦日本体育大学教
授との対談企画、1月20日には大阪で奥本京子大阪女学院大学教授との対談企画が実施され

本書は、最近ニュースの国際関係記事の中で「国際法」とか「条約」

ました。こうした流れを受けて名古屋で実施されたのが、2月5日に実施された対談企画「ようこ

という言葉が出てくるケースが急増しているにもかかわらず、国際法とは

そ平和への権利へ」です。前田朗先生と私が対談者となりました。
「名古屋学院大学平和学

いかなる法であるのか、それが人々の生活とどのように関係してくるのか

研究会」が主催、市民団体「不戦へのネットワーク」が共催となり、40名が参加しました。沖縄／

などについての正確な知識は意外と知られていないのではないか、とい

琉球での山城博治さんたちの不当長期拘束への抗議声明 （刑事法研究者の抗議声明と国法

う問題意識の下に、専門家ではない一般の読者を対象にして、国際法

協の声明） の話からはじまり、安保法制違憲訴訟の話、そして「平和への権利宣言」に関する

のものの見方や考え方について、専門的な知見をできるだけ分かり易く

話となりました。また、この日はたまたま室蘭工業大学の清末愛砂さんも会場に来ていたので、清

提供するために編まれた書物である。現在第一線で活躍している２６名

末さんにも発言をしていただきました。

の国際法学者 （５名の編者を含む） が分担執筆している。

「不戦へのネットワーク」関係者は知識レベルがかなり高い人が多く、前田先生や清末さんの

副題に示されているように、今日ニュースでしばしば話題となる３２の項目を取り上げて設問し、

発言に大変満足していました。前田先生の話については「知識がすごい」と感心していた参加

それぞれの項目にかかわる専門家がこれに答えて分かり易く回答し、解説するという方式で編ま

者がいました。清末さんの発言についても「説得力がある」と参加者が述べていました。
「不戦

れている。その設問は、例えば「環太平洋経済連携 （TPP） 協定は主権を目減りさせる？」、
「イ

へのネットワーク」は以前にも前田朗先生や清末愛沙さんを講演を依頼したことがあり、
「懐かしい」

スラーム国は国か？」、
「中国政府船舶による尖閣周辺海域での航行は『領海侵犯』？」、
「日本

という意味でも前田先生や清末さんが参加されたこの企画は好評でした。

の裁判所で外国国家を訴える？」、
「日本の捕鯨活動のなにが問題なのか？」、
「竹島紛争は国際

「不戦へのネットワーク」のスタッフはさまざまな意味でレベルが高いので、前田朗先生と飯島

司法裁判所に持ち込めない？」、
「自衛隊による『武器の使用』は『武力の行使』とは違う？」等々

のクロストークの様子も （https://www.youtube.com/watch?v=q7k6hxm8TMo&feature

である。このような調子で、今日話題となっていること、人々が知りたいと思うことが３２項目にわたっ

=youtu.be） で観ることができます。
「ずいぶん太った」と感じているので、個人的には見てほしく

て取り上げられており、ニュースに出てくる主要な問題がほぼ網羅されている感がある。

ないという気がしないでもないですが、関心のある方は是非ご覧ください。

各項目の解説はいずれも、
「なにが問題か？」という冒頭の項目で問題の所在を示し、そのあと
それぞれの項目について順序立てて整理された分かり易い解説が述べられ、最後に「まとめ」と
いう項目で、それまで述べたことを要約するという統一した方式で叙述されていて、非常に読み易く、
しかも正確な知識が得られるように工夫されている。どれも国際法の問題を理解しようとする際に、
頭の整理のために非常に役立つ文章である。
このように本書は国際法の正確な知識を得ようとする者にとって非常に有益な書物であるが、
ただ少し気になる点は、執筆者の中に防衛大学校で研究に従事している学者も含まれているこ
とと、特に集団的自衛権や安全保障法制などの問題を取り上げる際に、日本国憲法の立場に立っ
た批判的な視点がやや希薄ではないかと思われる点である。ただ後者の点は、
「日本国憲法上
の合憲性の問題は脇に置いた上で、そもそも国際法上の集団的自衛権とは何かを整理し、そこ
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JALISAの活動に役立つ書籍紹介

から平和安全法制やそれをめぐる論争について、国際法の観点から注意すべきと思われる点を

日本国際法律家協会も、日本民主法律家協会、自由法曹団、青年法律家協会弁護士学者合

指摘したい」（本書第29講「集団的自衛権とは？」） という、国際法上の様々な考え方をできる限り

同部会、社会文化法律センターとともに法律家5団体として、反対運動のスクラムに参加し、その

客観的に整理して説明しようとする本書の基本的スタンスに由来するものと言えるかも知れない。

後、労働弁護団、日本反核法律家協会も加わり、さらに多くの市民団体や個人と繋がって、反対

この点を考慮に入れて読めば、本書は国際法の問題にかかわる運動に実践的に携わってい

運動を国会の内外で組織し、参加しているだけではなく、さらに一歩踏み込んで、反対の論陣を

る者にとっても、非常に有益な参考書であることは間違いない。A5版、330頁を超える分厚い本

張る野党議員を励まし、世論を形成するために、朝日新聞、毎日新聞、東京新聞、日本放送協会

であるが、是非一読をおすすめしたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

などの論説委員などと意見交換を行っている。

 　　　　　

（2017.3.3記）

よく分からないという声がある。国民の間には、こういう声がまだ数多く残っている。分からない
ことに賛成しないことが大事だ。

山下幸男［編］
『［共謀罪］
なんていらない?!――これっ

ないと断言している。従来の「共謀罪」とは違うとも言っている。しかし、実体は、いくつかパーツ

平岡秀夫・海渡雄一
『新共謀罪の恐怖――危険な平成の

治安維持法』緑風出版、2017年

を付け替えただけで、マイナーモデルチェンジした「共謀罪」法案に過ぎない。安倍首相の提案
理由には、いくつもの論理の飛躍と根拠の薄い主張がある。
その論理と政策判断のあやうさは、いくつも例がある。一例がシリアと北朝鮮に対するアメリカ

新倉修

の強硬姿勢に対する「追従」にある。トランプ大統領は、シリア政府が子どもたちに対し化学兵
器を使ったと言って、突然、地中海上に展開する米艦隊からトマホーク59発をシリア軍の航空基

「共謀罪」法案が、三度廃案になりながら、地獄

地に打ち込んで死傷者を出した。これは、国連憲章に明白に違反する「暴挙」であり、それ自体

の淵から這い上がり、
「テロ等準備罪」という新しい

が犯罪に匹敵する。ところが、安倍首相は、英仏と並んで、
「決意」を理解して支持した。また、
ト

名前を時の権力者から付けられて、国民の前に示さ

ランプ大統領は、北朝鮮がミサイルを発射し、核実験を行う可能性があるというだけで、朝鮮半

れた。法務省法制審議会答申から数えても、10数

島近海に向けて、航空母艦「カール·ヴィンソン」を含む打撃艦隊を派遣している。これは「武力

年の年月が経っている。ビンティジものとも言えそうな

行使の威嚇」だ。これに対して、安倍首相は、北朝鮮がミサイルに化学兵器を搭載して日本を攻

「悪法」がどんなものかは、この二著を読むとよく分

撃するおそれがあるとして、積極的に後押ししている。国際法違反の「共謀」が権力者の側に

かる。むずかしいと感じる人は、街頭で配布されるビ

はあるという推理も十分成り立つ。これをあばくために、警察 · 検察は権限を行使するのか。この

ラを読み、わかりやすくまとめられたリーフレットを読むとよくわかる。
その背景は何か？
「美しい日本」を取り戻すというスローガンを掲げ、改憲をめざして登場した第二次安倍内閣は、
憲法体制の根幹に関わる法整備を進めてきている。これが、この法案のバックだ。すなわち、秘
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ロを未然に防ぐために「テロ等準備罪」を整備して、国連国際組織犯罪防止条約 （パレルモ条
約とかＴＯＣ条約と呼ばれている） に参加しなければ、東京オリンピック· パラリンピックを開催でき

てホントに「テロ対策」
？』合同出版、2016年

青山学院大学名誉教授・弁護士

そもそも、この法案は根拠がはっきりしない。安倍首相は、新年冒頭の「所信表明演説」で、テ

ような大がかりな「平和への犯罪」の「共謀」や「テロ等準備」を裁くために、有効な法整備はさ
れているのか。
「平和への権利」宣言にも反対し、核兵器を禁止する法的に拘束力のある文書
を交渉する会議にも、無意味だと冷水を浴びせる安倍政権が、国民に対して真逆の提案を突き
付けているのは、どういうことなのか。この二著に、その疑問を解く鍵がある。

密保護法、
「平和法制」という名の「安保法制」·「 戦争法制」に続いて、第三の波が「テロ等

アメリカのこれらの言動は危機を煽るものであり、朴大統領を弾劾した韓国の民主化プロセス

準備罪」法案だった。2月に現職の日本刑法学会理事有志が「刑事法研究者の反対声明」を

に対して、軍事力を前面に出して影響力を広げようとする「露骨なパワー·ポリティックス」ではな

呼びかけたが、同学会の理事長代行も勤めたことがある先輩研究者は、
「希代の悪法」と呼ん

いのか。
「平成の治安維持法」は、戦争の足音とともにやってきている。ここが踏ん張り所だ。
「こ

で、この反対声明に賛同した。
「希代の悪法」というのが、本質を突いたわかりやすい言い方だ。

こがロードスだ。ここで飛べ。」という警句は、まさにこの二著にあてはまる。
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束力のある文書を交渉する会議」（核兵器禁止交渉会議） に日弁連の派遣で参加しましたが、

ＪＡＬＩＳＡの活動とわたし

森一恵弁護士を代表して、現地ではベス·ラインズ弁護士や井上まり弁護士にたすけていただき、
青山学院大学／弘益人間・グローバル法文化研究所

新倉修

ＩＡＤＬの会長 （ジーン· マイラー弁護士） 主催の夕食会で、アメリカの核政策に関する法律家委
員会 (ＬＣＮＰ)のジョン·バローズさんとも親しく意見交換をする機会を得ました。また、ピース·アクショ

この3月に16年間勤めた青山学院大学を定年退職して、名誉教授の称号をいただきました。

ンに招待されて、ユニテリアンの教会で開かれたパーティにも参加させていただき、ＩＰＢの代表で

國學院大學に勤めたのが1978年でしたから、足かけ40年の歴史をかみしめているところです。

あるコーラ·ワイスさん、夫でＩＡＬＡＮＡの共同代表であったピーター ·ワイスさん、日本にもおなじ

そこで、鄭裕靜さんという韓国から青学に留学されて、たいへん広い視野から刑事法を研究さ

みのジョゼフ·ガースンさん （ＡＦＳＣ） ほか、
ドイツに拠点があるローザ ·ルクセンブルク財団 （Rosa

れている人に触発されて、
「弘益人間 ·グローバル法文化研究所」をつくることにしました。弘益

Luxe ｍ burg Stiftung） ニューヨーク支部のみなさんにお会い出きて、世界の広がりを感じるとと

人間という理念は、韓国ではとても大事な言葉です。鄭さんに励まされて、共著で「死刑廃止の

もに、力強く平和を希求する人たちと世界に平和にするために活動していることの喜びを味わい

ための論点――日本における議論の起点および韓国における死刑の執行停止 （モラトリアム）

ました。

と廃止の展望」（青山法務研究論集13号） をまとめる中で、この理念を「共益的正義」と表現し
ました。平たく言えば、関係者がウィン·ウィンの関係を築く作法を表現したものです。地球的規
模で、このような「共益的正義」の視点から法文化 （法制度や法規範を含む広い概念） のありよ
うを研究して世界に広めることを目的とする研究所です。

韓国滞在（2017年3月22日～25日)で感じたこと
名古屋学院大学

実は、この新事業にも、この協会で学んだ教訓が生かされています。私は、1972年に早稲田
大学大学院法学研究科に進学しましたが、それと同時に、民主主義科学者協会法律部会に入
会し、日本国際法律家連絡協会 （当協会の前身） の事務局員として国際通信の翻訳を担当す
ることになりました。それもたまたま学部4年のときに履修したフランス法の新任講師であった中村
紘一先生から強く進められたものでした。以来、数多くの翻訳を手がけただけではなく、1982年
～1984年のフランス留学を機会に、ＩＡＤＬの会議にも数多く出席し、ハノイ総会では事務局長に
推挙され、ブリュッセル総会でヤン·フェルモン教授 （現事務局長） に交替していただき、ほっとし
ています。また、笹本潤弁護士が、グローバル9条キャンペーンや平和への権利宣言の推進に
熱心に取り組まれて、1988年のニューデリー会議以来の懸案であったアジア· 太平洋地域にお
ける民主主的な法律家の国際組織が本年1月に無事に設立されたことを深く感謝する次第です。
設立総会の会場として、青山学院大学を使っていただいたことも、忘れがたい思い出となります。
ちなみに2008年に幕張メッセで開催した「9条世界会議」は来場者数30000人という記録をつくり、
ＩＡＤＬ関係者などから、高く評価されています。
いろいろな思い出はありますが、清水誠先生追悼論文集、広渡清吾先生古稀記念論文集に
寄稿させていただいたこともあり、また江藤价泰先生追悼論文集に一文を寄せる予定ですので、
それをご覧いただければ幸いです。また、池田眞規先生追悼の論文集が企画されているようで
すので、それも楽しみにしております。
ちなみに、この3月27日から31日までニューヨークの国連本部で、
「核兵器を禁止する法的に拘
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飯島滋明

１ 合宿の目的
2016年3月22日から25日、7人の学生と私はゼミ合宿でソウルに行きました。韓国へのゼミ合宿
は今回で3回目になります。ゼミ合宿の目的、それは「実際に現場で見て、感じてもらう」ことです。
ユネスコ憲章前文には「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとり
でを築かなければならない。相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸
人民の間に疑惑と不信を起こした共通の原因であり、この疑惑と不信の為に、諸人民の不一致
があまりにもしばしば戦争となった」と記されています。ユネスコ憲章前文にあるように、お互いを
知らないことが相互の不信感を生み、対立につながることは少なくありません。実際に韓国の若
者たちと接することで、相互の信頼関係が生まれ「心の中に平和のとりでを築」くことを期待し、
韓国への合宿を実施しています。
「韓国の人は優しい」と言っていた学生、
また、
「韓国に住みたい」
と言っていた学生もいました。実際に韓国に来て、人々や文化に触れあえば、日本でしか通用し
ない、韓国に関する発言がいかに偏狭的であるかを学生も実感したと思っています。
また、
「相互の歴史を知らないこと」も「相互理解」を妨げることになります。最近では、日本政
府はオーストラリア政府に潜水艦を輸出しようとしましたが、その潜水艦の名前が「そうりゅう」で
あることについて、オーストラリアの新聞『ノーザンテリトリーニュース』２０１６年２月１９日付が、岸田
外務大臣と中谷防衛大臣の歴史に対する鈍感さを批判していました （この様子は榎澤幸広 · 奥
田喜道、飯島滋明編『これでいいのか　 日本の民主主義　 失言 · 名言から読み解く憲法』（現代人
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文社、２０１６年） の「あとがき」を参照）。歴史の知識のなさも、相互理解を阻むものになります。
韓国との関係についても、日本による過酷な侵略 · 植民地支配の歴史がありました。そのことを
実際に学生に理解してもらうため、
「西大門刑務所」にも行きました。さまざまな拷問の様子や処
刑場などを見ることで、日本が韓国にどのような支配をしてきたのか、学生も実感したと思います。

JALISA活動日誌
201７年				
1月

7～8日
9日

２ ＴＨＡＡＤ配備の影響
ソウルで驚いたことは、
「人が少なくなっている」ことでした。若者でにぎわっている「明洞」や

12日
2月

3日

東大門市場でも、かつて見たような賑わいがなくなっていました。その理由ですが、中国から旅

17日

行客が来なくなったためでした。なぜ中国から人が来なくなったのか。韓国にＴＨＡＡＤを配備す

23日～3月5日

ることへの中国の反発が原因でした。ミサイル防衛 （ＭＤ） については、
「防御的」と言われるこ
とがあります。しかし、
ミサイル防衛体制が構築されれば、構築した側からすれば弾道ミサイルの
脅威にさらされることがないので、先制攻撃が可能になります。ＭＤは決して防御的なものではな

27日
3月

8日
30日

4月

5日

ＣＯＬＡＰ第1回執行部会議/ＣＯＬＡＰ設立記念集会
南シナ海専門家会議
ロベルト氏講演会
第１回理事会

東京

東京

東京

法律家6団体主催

南スーダンPKO即時撤退を求める院内集会

マーシャルツアー
共謀罪法案について司法記者会見/共謀罪院内集会
共謀罪反対集会

平和への権利実行委員会
共謀罪反対集会

相手方から批判がむけられました。２００９年８月から９月、第二次世界大戦７０年を記念する式典

28日

ＣＯＬＡＰ日本実行委員会

会議

今後の予定
5月

6～7日
15日

6月

5日
10日

の発言を聞く方が多かった気がします。２０１６年、私は１１月以外は毎月北海道に行きましたし、沖
縄にも７回行きました。どちらにも多くの中国人がいます。札幌から函館に向かう電車で、まわりが

東京

（事務局会議・
・
・１月20日、3月7日、
31日、4月25日）

より、中国と韓国の関係は悪化し、中国からの旅行客が途絶えています。
「中国人が来なくてせ
いせいする」と言っていた人もいましたが、
「観光業、ひいては韓国経済も打撃を受けている」と

会議

フィリピン移民問題ＰＴ・蕨市との面談

１３日

アが反対していました。ＭＤ配備はこうした緊張関係をもたらすのです。韓国のＴＨＡＡＤ配備に

11日
9月 16～17日

軍事化に反対する国際集会共催
平和への権利実行委員会
ＣＯＬＡＰ日本実行委員会

東京

会議
会議

憲法セミナー 共催・岐阜弁護士会
第2回理事会

岐阜開催

フィリピンNUPL会議

中国人だらけということもありました。別に沖縄や北海道だけではなく、中部国際空港付近のホ

11月 27～30日

南シナ海会議/ IADL BUREAU会議 ホーチミン市

テルに泊まっても、宿泊客が中国人だらけということもあります。東京にも多くの中国人がいます。
「中

12月

COLAP執行部会議 ホーチミン市

国人」に関しても、日本では夜郎自大な主張が大手をふるっています。ただ、中国との関係を悪
化させることで、日本も思わぬ影響を受ける可能性があることを認識する必要があると感じました。

『インタージュリスト』に投稿しませんか－査読付き論文等の投稿募集中
2016年より、日本国際法律家協会は「インタージュリスト」（年4回発行） への査読付き投稿制度を導入しま
した。投稿対象となるものは、本協会が活動対象としてきた①平和、②人権、③国際等をテーマとする学術
論文ですが、関連する研究ノート、実践報告、資料等の投稿も受け付けています。学術論文、研究ノート、
実践報告には査読があります （資料他の投稿の場合、査読はありません）。字数は12000字以内です。
投稿にあたっては、提出の締切日 （毎年2月1日または8月1日） の3か月前までに、メールにて申し込みをして
ください。申し込みの際は、①論文仮題、②要約 （1500字程度）、③名前、住所、電話、ファックス、メールア
ドレスの提出が必要となります。詳細は、同協会ホームページに掲載されている投稿案内および投稿規程を
ご覧ください。
これまでに一本の論文の投稿があり、査読を経て、インタージュリスト190号に掲載されました。会員の皆さ
まからの積極的な投稿を歓迎します。（清末愛砂）
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東京

原発と人権
（政策提言のためのＰＴ意見交換会）

く、先制攻撃と表裏一体のシステムです。そのため、ＭＤ配備については常に仮想敵と目される
を現地で見るため、私はポーランドにいました。そこでもポーランドへのアメリカのＭＤ配備にロシ

東京

2日

編集後記
テロ等準備罪（共謀罪）を盛り込んだ「組織犯罪処罰法改悪法案」の国会審

議が始まった翌日、米軍による対シリア・ミサイル攻撃が行われたというニュー

スが入ってきました。シリア情勢をめぐるトランプ大統領の動きに呼応する形で、
安倍自公政権はますます戦争体制の強化を進めていくことでしょう。共謀罪、明

文改憲。想像するだけで震えがきます。しかし、ここでひるむわけにはいきません。

こういう時代だからこそ、人権に基づく平和の構築に向けた理論形成とその実践
がより重要な課題となると言い聞かせています。インタージュリストがそのような

理論と実践を提供できる場となるよう、今後も多角的な視点から関連トピックを

取り上げていきたいと思います。会員の皆さまからの投稿・ご意見等、お待ちし

ております。
（清末愛砂）
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