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概要 

本稿は、フィリピンにおける超法規的措置、殺人、強制失踪の現状を現地調査に基づ

いて明らかにすることを目的とする。フィリピンの超法規的措置については、特にアロ

ヨ政権下で報告書などが多く出されたが、それ以降の調査が少ない。そのため、アキノ

前大統領、また 2016 年 6 月に大統領に就任して以来、麻薬撲滅のための超法規的殺人

についての報道されているドゥテルテ政権下での超法規的措置の調査を試みた。 

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。 
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はじめに 

 日本国際法律家協会（以下 JALISA）は、1957 年に設立された、東京に本部を置く法律

家団体である。研究者、弁護士、国際法・国際問題に関心を持つ市民で構成されている。世

界各国の法律家団体とのネットワークがあり、近年、特にフィリピンの民主的法律家団体

NUPL（National Union of Peoples' Lawyers）と移民問題などでの連携、交流があり、2013

年からフィリピンから移民問題担当者をインターンとして受け入れ、在日フィリピン人等

の法的問題、移民・難民問題に取り組んでいる。 

 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、インターンのブッチ・ルイシト・

ポンゴス氏などのコーディネートにより、弁護士 2 名、JALISA 事務局が訪比し、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、被害者の数が多く、国軍の関与も疑われ、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。 

 

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 
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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から直接

聞き取り調査を行った。 

刑務所訪問については NUPL のコーディネート、それ以外の調査については、JALISA

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る。現地調査を行ったの

は、長谷川弥生（弁護士／JALISA 事務局長）、笹本潤（弁護士／JALISA 副会長）、高部優

子（JALISA 事務局）の 3 名。 

聞き取り調査を行った被害者、関係者は以下の通りである。 

氏名 被害内容 報告書

ページ 

翻訳 

文責 

マルコス政権時の労働組合員 逮捕、拘束 4 長谷川 

Lequi S. Tejen 超法規的殺人を目撃、避難 

ミンダナオ・ルマドの学校関係者 

15 高部 

Anayn P. Simro      〃 15 高部 

Anjelyn B, Montenegro      〃 15 高部 

Rolly Panesa 人違いによる拷問 19 長谷川 

Amador Cadano 拘 束 さ れ て い る 大 学 生 Guileer 

Cadano bulatla の父 

23 高部 

Gloria Almonte 夫とともに逮捕、拘束 27 長谷川 

Erlinda Cadapan 10 年前に娘が強制失踪 28 笹本 

ルマド族 開発による超法規的殺人 39 長谷川 

ルマド族      〃 39 長谷川 

ルマド族      〃 39 長谷川 

Virginia D. Hamora パラワン族の鉱山会社からの被害 40 笹本 

Rogouro Retual ドゥモゴット族 40 笹本 

Pastor Marcelo S. Carculan 教会の牧師。先住民に対する経済的超

法規的措置 

40 笹本 

 また、報告書の翻訳、文責は下記の通りである。 

はじめに（高部） 

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（高部） 

第 2 章 ベニグノ・アキノ政権下の超法規的殺人（長谷川） 

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」「刑務 

所訪問」は長谷川、それ以外は笹本）  

おわりに（高部） 
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第 1 章 アロヨ政権下の超法規的殺人 

 

 アロヨ前大統領（2001 年～2010 年）の政権下で、人権活動家、農民・労働者のリーダー、

教会関係者、弁護士、裁判官、医師、ジャーナリストなどに対する暗殺、失踪、脅迫などが

多発した。 

アロヨ政権は、フィリピン共産党（CPP）及び新人民軍（NPA）を「テロリスト」と断定

し、2002 年に始まった国軍の軍事作戦「オプラン・バンタイ・ラヤ（Oplan Bantay Laya 

自由の監視）」により内乱鎮圧作戦を実行した。この作戦に基づき、兵士教育用に作成され

たパワーポイント「Knowing the Enemy（敵を知れ）」などが流出したことにより、政治的

理由による超法規的殺人の国軍の組織的関与が指摘されることとなる。この「敵を知れ」の

対象団体には、議会に議席を持つ政党、マスコミ関係の団体、教会関係の組織、学生の組織、

人権団体、NGO など合法的な組織の名前が挙がっている（河合 2007、江夏 2007）。この作

戦により、合法的な活動組織にも“武装革命運動”“コミュニスト”とレッテルを貼り、攻

撃対象を拡大し、政治的殺人、強制失踪が増加したことが考えられる。 

犯人は捕まらず、被害者の増加、国軍関与の指摘などにより国際社会からも人権問題とし

て注目される。 

 2005 年 3 月、国連の経済社会理事会人権委員会では、2004 年に起きた市民や合法政党

員の殺害が国軍によるものではなかったかとの疑問をフィリピン政府に問い、「調査の結果、

証拠はなかった」との回答があったことを報告、また 2006 年 9 月、欧州委員会の委員長が

アロヨ大統領との会談時に、政治的殺害が「懸念事項だ」と述べた（まさの 2007）。2006 年

のアムネスティ・インターナショナルのニュースリリースには、フィリピンにおける多くの

政治的殺害の 2006 年に入ってからの増加を指摘している。 

 2007 年 2 月には、国連人権理事会の特別報告者フィリップ・アルストンがフィリピンで

調査し、3 月 22 日に予備的考察1を発表した。国軍の共産党、新人民軍（NPA）の封じ込め

作戦があることを指摘、人権状況改善に努力するよう指摘、2008 年の国連人権理事会に報

告2した。 

なお、国軍は、超法規的殺人は共産勢力内の抗争によるものだと主張し、アロヨ政権下で

の人権状況はほとんど進展しなかった。 

 

――アロヨ政権以前の超法規的殺人 

フィリピンにおける超法規的殺人は、アロヨ政権からはじまったものではない。江夏によ

ると、マルコス政権の戒厳令の 14 年間で 1500 人が法的な手続きなしに殺害され、800 人

が行方不明となり、12 万人以上が法的根拠なく恣意的に逮捕拘留された。 

しかし、アロヨ政権は数が多く、アロヨ政権の 6 年間でマルコス戒厳令の 14 年間の犠牲

                                                  
1 A/HRC/4/20/Add.3 
2 A/HRC/8/3/Add.2 
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者を超えるという。 

 

――聞き取り調査 

マルコス政権時の労働組合員 

マルコス政権の時代に、労働組合を支援する活動をしていた。

1982 年ケソンのある町のメンバーの家で、5 人で労働組合の

会合をしているときに、フィリピン国軍諜報機関（ISAFP）が

いきなり踏み込んできて連行された。5 人のうち私以外の 4 人

は別のところに連れて行かれた。私はキャンプクラーメ3に連

行された。当時は、逮捕するのに逮捕状はなかった。身体拘束

されてから 79 時間目隠しをされていた。 

その後、仲間の名前を言え、と連日にわたり拷問を受けた。

体に電流を流されて答え方が悪いと電流を増加された。倒れる

まで拷問は続けられた。また、拳銃を耳に宛てられてロシアン

ルーレットもされた。とても怖かった。また同様に拘束されている他の者と一緒に円形に並

ばされ、質問の答えが悪ければ蹴り上げられる、というような尋問もあった。人身保護請求

により釈放された。 

最近になってようやく、マルコス政権下の人権被害者に対する補償が始まったが、全く不

十分である。 

 

――マルコス政権下の被害者の補償 

マルコス政権下での戒厳令による人権侵害被害者たち 9539 人が補償を求めて、1986 年に

ハワイで集団訴訟を提起した。1995 年にはホノルル連邦地裁約 20 億 US ドルの補償を認

めていた。その後 2011 年にはハワイ州の地方裁判所が 750 万 US ドルの補償を認めた。し

かし提訴時に 9539 人いた原告のうち約 2000 人もの原告が亡くなり、7526 人の原告一人

当たり 1000US ドルの補償金が支払われることになった。支払いの財源として 2015 年には

スイスの銀行が、故フェルナンド・マルコスがスイスの銀行に隠した財産の一部を開示する

など動きもある。 

しかし一人 1000US ドルの補償金額は全く不十分であり、また、2016 年にはフィリピン

の最高裁が故マルコスをフィリピンの英雄墓地に埋葬することを決定するなど、被害者の

救済にはほど遠い現状にある。 

 

 

 

 

                                                  
3 CampCrame フィリピン国家警察の再考司令部があるキャンプ 
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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） 

 

 

 

 

フィリピンにおける
人権状況

KARAPATANレポート

アキノ政権下における

人権侵害
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第１ フィリピンにおける人権状況 

１ アキノ政権における人権侵害の被害者数 

（１）被害の種類による被害者数 

 2010年 6月から 2016年 6月（アキノ政権全期間） 

 

 

 

 

 

 

 

侵害の種類 件数 

超法規的殺人 332 

強制失踪 30 

拷問 244 

レイプ 12 

超法規的殺人 未遂 624 

逮捕状なしの違法逮捕 1131 

違法な逮捕と勾留 635 

違法な捜索と差押 289 

身体的暴行及び傷害 574 

爆破 12331 

住居侵入 1129 

器物損壊 4245 

没収 952 

強制立ち退き 108612 

脅迫/ハラスメント 200743 

無差別放火 92247 

強制もしくは偽装された自首 319 

強制労働/自発的でない隷属 125 

警察と軍の作戦へのガイドか秘匿役としての市民の利用 1839 

軍事目的での学校、病院、宗教施設等の公共機関の使用 79961 

大衆活動、公の討論会や集会の制限もしくは暴力的な解散 24699 
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（２）地域ごとの被害者数 

   

地方 超法規的殺人 強制失踪 

イロコス 3   

コルディリエラ行政地域 9   

カガヤン・バレー 7 2 

中部ルソン 13 1 

マニラ首都圏 11   

南タガログ（*1） 22 4 

ビコル 66 4 

西ビサヤ（*2） 18 4 

中部ビサヤ（*2） 4   

東ビサヤ 17 2 

北ミンダナオ 39   

カラガ 28 6 

ソクサージェン(*3) 9 2 

西ミンダナオ（*4） 25 1 

南ミンダナオ（*5） 52 1 

イスラム教徒ミンダナオ自治地域 9 3 

合計 332 30 

女性被害者 33 0 

組織的被害者 144 13 

ビコル地方では 66 人が殺された。ミンダナオブロック全体4では 162 人もが殺された。 

 

(*1-5) フィリピンにおける地方の統合や改変、地方に含まれる州の変更などにより、上記

表の地方区分と現時点（2016 年 11 月）での地方区分は多少異なる。 

（*1）南タガログ地方は 2002 年 5 月 22 日にカラバルソン地方とミマロパ地方に分かれて

いる。 

（*2）2015 年 5 月 29 日にネグロス島地方が新設され、西ビサヤ地方の西ネグロス州と、

中部ビサヤ地方のネグロス州がそれぞれの地方からネグロス島州に吸収された。 

（*3）旧南ミンダナオ地方はダバオ地方が創設されて消滅し、旧南ミンダナオ地方はダバオ

地方とソクサージェン地方とに吸収されている。 

                                                  
4 ミンダナオブロック；北ミンダナオ地方，カラガ地方，ソクサージェン地方，西ミンダ

ナオ地方，南ミンダナオ地方，イスラム教徒ミンダナオ自治地域 

 「ブロック」は地方（Region）より広範囲の行政区画。フィリピンは大きく 3 つのブロ

ックに分かれている。ルソン（北部）ビサヤ（中部）ミンダナオ（南部）である。 
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（*4）2001 年 9 月 19 日に旧西ミンダナオ地方のうちバシラン島がイスラム教徒ミンダナ

オ自治領域に吸収され、残りがサンボアンガ半島地方と改称された。 

（*5）2001 年 9 月 19 日に当時のアロヨ大統領が南ミンダナオ地方を解体し、ダバオ地方

とソクサージェン地方に再編成された。 

 

 

２ アキノ大統領 

 

 アキノ政権は、“オプラン・バヤニハン（タガログ語で「助け合い作戦」の意）”と名付け

た反テロリズム活動計画に基づき標的を探し出すのに躍起になり、2010 年 6 月からアキノ

政権が終わった 2016 年 6 月までの間、人権状況は悪化し続けた。 

 

 しかし、アキノ政権下の人権侵害の記録は、彼の声明とは程遠いものであった。 

 超法規的殺人の被害者数は、2016 年 3 月の政権終了時において 332 人に上った。 

 

 

 

  

アキノ大統領は以下のように述べていた。 

「かつて支配的であった沈黙，不正義及び刑事不処罰

（Impunity）はいまはもう過去ものである。」 

―2010 年 12 月 10 日，第 62 回人権宣言記念日におけるス

ピーチにおいて 

”「我々には，犯罪の抑止のためには確実な処罰しかない，と

いう信念がある。」 

―2014 年 9 月 16 日，ブリュッセルでの EU の会議後にフ

ィリピンの人権状況に対する質問に答えて。 
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第２ 殺人－殺人をやめろ！ 

１ 殺害された人々 

【小作人】 

 

 

【先住民】 

★ ドゥマガット（Dumagat）族 

 ベニータ サン ホセ（BENITA SAN JOSE） 

デメリタ ラルゴ（DEMELITA LARGO） 

エドワード ナバルテ（EDWARD NAVARTE） 

2010 年 7月 19日リサール州モンタルバンにて殺害される。 

★ タラアンディグ（Talaandig）族 

 ●（MANKOMBETE MARIANO） 

2015 年 10月 27日ブキノドン州カバングラサンにて殺害される。 

 

 

  

ジョエル ガルマティコ 

（Joel Gulmatico）58 歳 

アラカン進歩的小作農組織の指導者 

 2015 年 8 月 18 日北コダバド州アラ

カンバレーで殺される。 

パスカル ゲバラ（Pascual Guevarra） 

 2010 年 7 月 9 日ヌエバエシバ州ロールで殺される。 
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【人権活動家】  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テオドロ エスカリニア 

 （Teodoro Escalinia） 

 2015 年 ソルソゴン州にて殺害される。 

ロメオ カパラ 

 （Romeo Capalla） 

2014 年 3 月 15 日イロイロ州にて殺害される。 

ディオニシオ ガレーテ 

 （Dionisio Garete） 

2014 年 5 月 26 日イロイロ州にて殺害される。 

ウィリアム ブガッティ 

 （William Bugatti） 

2014 年 3 月 25 日イフガオ州にて殺害される。 
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【子どもたち】アキノ政権下で殺された子どもは 28 人 

    

★ジョナサン オリナン（Jonathan Olinan） 14 歳 

2015 年 9月 25日 ブキノドン州マライバライにて殺害される。  

★ミカエル（Michael）、10 歳 

★リチャード マヌエラ（Richard Mancera）7 歳 

2012 年 2月 25日 北カマリネス州ラボにて、父ベンジャミンともに殺害される。.  

★ジョン マーク（John Mark）7 歳 

★ジョルダン カピオン（Jordan Capion）13 歳 

2012 年 10月 12日 南ダバオ州キブラワンにて、母ジュビィとともに殺害される。 

★エメール ソミナ（Emer Somina）17 歳 

★ノーマン サミ（Norman Sami）14 歳 

2015 年 8月 14日 ブキノドン州パンガントゥカンにて親戚 2 人とともに殺害される。 

★ロディリン アギーレ（Rodilyn Aguirre） 6 歳 

2012 年 3月 11日殺害された。カピス州タパズの自宅のすぐ外での爆破の際に、銃弾の

破片により瀕死の重傷を負い死亡。近くにある軍隊の武器の爆発によるものであった。 

★ゲイリー ミラート（Gaily Miraato）6 歳 

  2012 年 8月 8日 南ラナオ州マラウィにおいて就寝中に銃弾の直撃を受けて死亡。近く

の軍の基地の兵士が伏兵が疑われる場所に向けて銃撃したものだった。 

★アスマイラ ウスマン（Asmayra Usman）4 歳 

2012 年 8月 21日 マギンダナオ州の強制移住センターのテントの中で銃弾を直接受け

て死亡した。センターから 3 キロ離れた軍の施設からの銃撃だった。 
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２ 民兵によるハラスメント及び殺害 

9月 1日午前 4時ころ、南スリガオ州リアンガ、ディアタゴン村でフィリピン軍の中のマ

ガハット、バカニ、マルコスボカレスという予備軍に属する兵士たちが、ディオネル・カン

ポス（Dionel Campos）と彼のいとこであるジョビロ・シンゾ（Juvello Sinzo）そして、

ALCADEV5の他のメンバーを共同体の皆の前で銃撃した。カンポスとシンゾは即死した。カン

ポスの後頭部は吹き飛んだ。目撃者によれば武装した者が M203 銃で彼を撃った。シンゾの

腕も銃撃により負傷した。 

同じ日の朝、エメリト・サマルカ（Emerito Samarca）の死体が ALCADEV の学校の教室の

一室で見つかった。サマルカは ALCADEV の校長であった。彼の喉は耳から耳まで切り裂かれ

て開いていた。また胸部を 2発撃たれていた。  

これらの殺害と同時に、同じ予備軍が、コミュニティーの協同組合の店を焼きはらった。 

 焼き払われた店・奥が学校 

シンゾ  サマルカ カンポス 

 

 

 

 

                                                  
5 ALCADEV（Alternative Learning Center for Agricultural and Livelihood 

Development）：ルマド民族の農業と生活発展のためのオルタナティブ学習組織。オルタ

ナティブ教育とは，学校教育法等の法的根拠を有さない非正規の教育であり，先住民たち

が運営していた。 



15 

 

――聞き取り調査 

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

http://bulatlat.com/main 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。 

 

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。 

 

 

 

  

 

 

 

http://bulatlat.com/main
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３ 超法規的殺人の実態 

 殺害がやんでいるかって？ 

  フィリピン各地において大量虐殺事件が発生している。 

  15 件の大量虐殺について、地域別の件数は以下のとおり 

  コルディリエラ行政地域  1 件 

  南タガログ地方   1 件 

  ビコル地方   6 件 

  東ビサヤ地方   1 件 

  北ミンダナオ地方  2 件 

  ソクサージェン地方  1 件 

  カラガ地方   1 件 

  西ミンダナオ地方  3 件 

  南ミンダナオ地方  1 件 

 

 個人の犠牲者   52 人 

 犠牲となった少数民族  ７ 
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第３ 殺人以外の人権侵害 

１ レイプ被害者 10人 

・被害者 10 人中 7 人は、マイノリティ女性で 12 歳から 17 歳の少女たちである。 

・被害者は全員コミュニティーの中に軍がキャンプを設営している中で生活していた。 

・被害者のうち何人かは、PTSD を発症している。 

・被害者のうち 4 人は複数回レイプされている。 

・加害者はひとりも投獄されていない。リザル州で起こった事件では、地方裁判所により逮

捕状が発令されたにもかかわらず、今にいたるまで執行されていない。 

・ダバオデルノルテ州タラインゴッドでは 14 歳の少女が 3 人の兵士により別々の機会にレ

イプされた。第 68 歩兵大隊の兵士が 2015 年 4 月から 5 月まで彼らの家に居座った。3 回

目のレイプは、その少女の小学校の近くで起きた。 

 

 

２ 拷問被害者 244人 

 

 ローリーパネッサ（Rolly Panesa）のケース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警備員をしていたローリーパネッサは 2012 年 10 月 5 日にフ

ィリピン国家警察（PNP）とフィリピン軍（AFP）によって，

内縁の妻と彼女の子どもと一緒に誘拐された。パネッサは突

然，ベンジャミン・メンドーザであるとの嫌疑をかけられた。

メンドーザは新人民軍（NPA）司令官と言われており，その

首に 560 万フィリピンペソの賞金がかかっていた。裁判所は

2014 年にパネッサがメンドーサではないことが証明された

後にパネッサを釈放するよう命じた。 
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――聞き取り調査 

ローリーパネッサ（Rolly Panesa） 

「真実は虚偽に勝る」「…即時異議申し立てを認める。人身保

護令状を即時に発行する。」 

ローリー・ミラ・パネッサの人身保護請求申立手続きにおいて、

2013 年 8 月 27 日、控訴裁判所が上記のように判断した結果、彼

の１０か月に及び違法な身体拘束が終わった。彼のケースは、政

府が、ただ反テロ対策が成果を上げているようだというような雰

囲気を醸し出すためだけに、いかに罪のない市民の生活を粗末に

扱うか、ということを示すありがちなケースである。 

  軍は、彼が共産主義者の上級管理者であると主張するが、ローリーはただの普通の市民

である。彼は 1966 年 9 月 16 日に西ネグロス州カディス市の貧農の家に生まれた。 

 大家族の中で、ローリーは家族がなんとか生計を立てるのを助けなければならなかった。

幼いころから、農作業や単純作業の仕事等をし、軍に従属する地元の市民集団に志願したこ

とさえあるほどであった。 

 彼は家族を助けるために学校は中途退学した。働くために学校をやめ、自分のかわりに兄

弟たちを学校に行かせたのである。しかし彼は、勉強をやめたわけではなかった。 

 ローリーは、定職を見つけるために首都マニラに行くことを夢見ていた。しかし彼は、そ

のためには学校を卒業しなければならないことを知っていた。そこで 1992 年、26 歳の時

に、ローリーはついに高校を卒業し、すぐに自分の力を試すために、首都に向かったのであ

る。 

 それからすぐに、ローリーは、小さな警備会社に職を得て、警備員として勤務し始めた。

そしてマルティネス・チオコと知り合い、彼女の娘とともに家族として暮らし始めた。 

そして 2012 年 10 月 5 日夜 11 時頃、ローリー・パネッサと内縁の妻マルティネス・チオコ

そして娘の 3 人は親戚宅を訪問して自宅に帰る途中であった。 

 通りを歩いているとコンビニエンスストアのミニストップの前で、少なくとも 4 人の私

服の男に捕まえられた。マルティネスは、一人の男がローリーの首をとらえて地面に伏せさ

せているのを見た。そしてマルティネスと娘はグレーのバンに載せられ、ローリーは滅の車

に乗せられた。 

 逮捕の理由は、ローリーが「ベンジャミン・メンドーザ」というフィリピン共産党南タガ

ログ支部の司令官である、ということであった。ローリーは、ひどい拷問を受けた。 

 政府は、裁判においても、3 人の嘘の証人をたてて、ローリーがメンドーザである、と主

張した。しかし客観的な証拠は何もなく、61 歳であるはずのメンドーザに比べてローリー

は 10 歳が以上も若かった。 

 しかし、裁判所はローリーがメンドーザではないと判断し、2013 年 8 月 30 日にローリ

ーは釈放された。10 か月以上にわたる長い違法な身体拘束であった。 

 



20 

 

 

 ルーベン ワティング（Ruben Wating）のケース 

  35 歳ブラアン族、サランガニ州マラパタン出身 

・2015 年 4 月 15 日、ルーベンはフィリピン軍第 73 歩兵大隊が彼らのコミュニティーで軍

事行動を行っている間に兵士により拷問された。 

・ルーベンは軍によりココナツワインを２ガロン（約７．５６リットル）無理矢理飲まされ、

首を蹴られ、左親指はペンチで切り落とされた。それから殴られたのである。兵士が銃口を

ルーベンの頭に向け、ルーベンは地面に伏せるよう明示された。兵士は何度もルーベンの足

を踏みつけた。その後彼は立ちあがって逃げるように言われた。ルーベンは兵士に撃たれる

ことを恐れて命令に従うことを断った。そうすると、近くの家に連れて行かれ、また殴られ

た。ルーベンの指は竹の棒で打ち砕かれた。少したってから、兵士らはルーベンに家に帰る

ことを許可したが、すでに彼は立ち去ることもできなかった。兵士の一人が彼の背中をベル

トで殴った。 

 

 

３ 反テロ活動の名目でのコミュニティへの爆撃 

 

 

★2015 年 1 月 25 日のママパサノ事件6以降、フィリピン軍はマギンダナオ州にあるコミュ

                                                  
6 2015 年 1 月 25 日に，ミンダナオ島のイスラム教徒自治地域（ARMM）マギンダナオ州

ママパサノで，フィリピン政府と反政府勢力との激しい衝突により民間人を含む多数の死

傷者が出た事件。 
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ニティの多数において報復と軍事作戦を実行した。軍はコミュニティの至近距離やコミュ

ニティの中において無差別に爆撃や銃撃を行った。 

 

★ダバオデルノルテ州タラインゴッドでは、2014 年 3 月 20 日にバング（Bagang）とラサ

ラサカン（Lasalasakan）の村が空爆された。その後 2 日間、機銃掃射や無差別射撃があっ

た。ルマド民族の長たちは兵士から迫害を受けた。ある妊婦はこの出来事のために適切な処

置が受けられず、軍からの攻撃から避難している間に生後 12 日のマノノ（Manono）族の

子どもが死亡した。 

 

★北アグサン州キッチャラオ（Kitcharao）では、先住民族ママンワ（Mamanwa）族の住

民が 2012 年 3 月にフィリピン軍の爆撃機が空爆を受けて、家を出て避難した。 

 

★サランガニ州マラパタン（Malapatan）では、2015 年 3 月 30 日に村の近くで 8 つの爆

弾がさく裂した。人口密集地で、軍が新人民軍（NPA）を追跡している途中での出来事であ

った。作物や動物、コミュニティの水源も爆破された。 

 

★2015 年 5 月 1 日、東ミサミス州ランゴロング（Langolong）において、●の奥地で７台

の迫撃砲がバラングレイ（Banglay）村の●（SitioKamansi）と●（Tapol）の奥地で発射

された。そのうち５台はヒガオノン（Higaono）族のコミュニティの近くで発射された。 

 

 

 

４ 濡れ衣の訴追 

 

 

・カラパタンの南ミンダナオ支部の事務局長であるハニー・マエ・スアゾ（Honey Mae Suazo）

その他様々な人権団体の長である 15 人が、ダバオデルノルテ州タラインゴッドやカパロン

からの避難者とブキノドン州からの避難者を支援していたことについて、誘拐、違法な監禁、

人身取引禁止法違反で告発された。被疑事実の証拠として添付されていたものは、フィリピ

カラパタン・ダバオ支部事務局長 

ハニー・マエ・スアゾ（Honey Mae Suazo） 

 

強制避難の被害者を支援していたことに

より捜査の対象となった。 
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ン軍東ミンダナオ支部作成の、いわゆる前科者写真台帳であり、それには、ホセ・マリア・

シソン（Jose Maria Sison）、ジュリエット・デ・リマ（Juliet de Lima）、後のクリスピン・

ベルトラン（Crispin Beltran）など 70 人の活動家を含むものであった。 

 

・2015 年 6 月 22 日には、ソクサージェン地方において、教会、人民の組織、人権保護活

動家たちのリーダーたちが、告発された、被疑事実は、殺人未遂に加えて、ほぼすべて同じ

犯罪であった。 

 

・カガヤンバレー地方では 2016 年に 69 人の活動家たちもこのときにでっち上げの告発を

された。 

 

 

５ 政治犯 

アキノ政府は、政治的収容者はいない、と主張している。 

 アキノ政権の終末期において、フィリピン各地の拘禁施設で、合計 525 人の政治的収容

者が存在した。この半数以上、すなわち 307 人はアキノ政権下で逮捕された者である。 

 政治的収容者のうち 22 人は、フィリピン民族民主戦線の和平コンサルタントである。

  

 

・平和コンサルタントでもあるエデュアルド・セラノ（Eduardo Serrano）は 2004 年にロ

ゲリオ・ヴィラヌエバ（Rogelio Villanueva）という人物であるとして逮捕された。その年

の 8 月に彼は被疑者ヴィラヌエバでは「ない」とケゾン地方裁判所に裁定されたにもかか

わらず、現在もなお彼はクラミ基地（CampCrame）に拘束されたままである。 

アンドレア・ロサール（Andrea 

Rosal）とミラデル・トレス

（Miradel Torres）は 2014 年

に逮捕されたとき，妊娠してい

た。 
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――聞き取り調査 

ギラー・カダノ7の父、アマドール・カダノ（Amador Cadano8） 

私の一人息子ギラーとクラスメイトのジェラルドはフィリ

ピン大学の学生でした。社会に何かお返しをしたくて、貧しい

農民を助ける組織のボランティアをしていました。2014 年 8

月 9 日の夜中、農民の調査を終え、2 人で DVD を見ていると

きに軍と警察に連行されました。その時に、見覚えのない銃が

鞄の中にあったとされ、NPA（新人民軍）との疑いをかけられ

ました。その後、いまに至るまで拘束が続いています。 

面会したとき、息子は震え、謝り続けていました。精神的虐

待があることは明白でした。 

ドゥテルテが大統領になりましたが、彼は共産党、NPA などとの平和交渉（Peace talk）

を進めると言っているので期待しています。 

 

 

                                                  
7 Guileer の事件については KARAPATAN のホームページが詳しい。

http://www.karapatan.org/UA-29Aug2014-Arrest-Det-Cadano-Salonga（最終閲覧 2016

年 12 月 6 日） 
8 Bulatlat.com http://bulatlat.com/main/2016/06/17/peace-talks-opened-door-of-hope-

for-pa-of-young-political-detainee/（最終閲覧 2016 年 12 月 6 日） 

アナクバヤン（Anakbayan）とカバタアン政党に所属する

青年指導者であるギラー・カダノ（Guiller Cadano)とジェ

ラルド・サロンガ（Gerald Salonga）は，2014 年 8 月 9

日にヌエバ・エシハ州で農民と一緒に調査活動をしている

最中に身柄を拘束された。彼らは違法な武器や爆発物の所

持で告発された。 
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・東ネグロス州サゲイ（Sagay）出身の、高齢のジーザス（Jesus）と彼の妻モレタ（Moreta）、

して息子のセルマン（Selman）40 歳のアレグリ（Alegre）家族は、10 年以上にわたり、い

まだに拘束されている。彼らは、普通の漁民であり、漁以外には小さな所有地で農業をして

いた。アベリノ・ガスパール（AvelinoGaspar）というその地域の大地主が彼らの所有地を

没収しようとして起きた土地の紛争のために、彼らは刑務所に収容されたのである。 

  

新人民戦線（NDFP）の平和コンサルタントであ

るエデュアルド・サルミエント（EduardoSarm

iento）は 2004 年にでっち上げの罪で逮捕され

た。彼は 2013 年に爆発物の違法所持で有罪宣

告を受けた。 
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民族民主戦線（NDFP）には過去に逮捕されたかもしくは現在逮捕されている平和コンサル

タントが２２人いる。免責と安全保障協定9（JASIG）の理念からすれば、彼らは逮捕や迫

害の対象から免除されるべきで人々であるにもかかわらず、逮捕された。 

サミエント（Samiento）、コロザ（Coloza）アンタラン（Antalan）はでっちげの罪で有罪

宣告を受けた。 

 

拘束された平和コンサルタント 

 フィリピン政府平和委員会の首脳部は「我々は、免責と安全保障についての協定によって

守られていない。」と主張しているが、これはねじ曲げられた嘘である。 

 民族民主戦線（NDFP）のコンサルタントは和平プロセスにおいて重要な貢献ができる。

なぜならこの戦いにおける我々はきわめて重要な役割を担っているからである。闘いにお

ける我々の役割は、和平プロセスにおける役割にも不可欠である。 

                                                  
9 The Joint Agreement on the Immunity and Safety(JASIG) 

 1992 年 9 月 1 日にオランダのハーグにおいて，フィリピン政府と民族民主戦線

（NDFP）との間で和平交渉の枠組みについての協定が締結された。これにより，両サイ

ドに所属する和平コンサルタントは，和平交渉に関して自由に移動し，発言する自由が保

障される，すなわち和平交渉に関するか活動を理由として逮捕されたり裁判にかけられた

りしないことが確認された。 
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NDFP コンサルタントのベニート・ティアム

ゾン（Benito Tiamson）とウィルマ・オース

トリア（Wilma Austria） 

（2016 年 8 月 19 日釈放されノルウェーの

オスロで開かれた和平交渉に参加した。） 
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――聞き取り調査 

グロリア・アルモンテ（Gloria Almonte） 

 

夫であるディオニシオ・アルモンテ（DionisioAlmonte）と

ともに南タガログ州で人権擁護活動をしてきました。 

2014 年 1 月に夫が病院に行くのに付き添っていた際に、フ

ィリピン軍諜報機関（ISAFP）に逮捕されました。逮捕された

とき、私たちの息子は 6 歳でしたが自宅に残してきていまし

た。 

私は夫と別にバンに乗せられて 3 重の目隠しをされ、耳にも

ヘッドホンのようなものをつけさせられたのでどこをどう移

動していたのかわかりませんでした。45 分くらい移動しました。それから 3 日間、有名な

活動家がどこにいるのか等の尋問を受けました。後になって、最初はケゾン市にあるキャン

プクラーメ（CampCrame）に連れて行かれたと知りました。 

私は夫と会うことができましたが、夫は小さい鍵のかかったところに閉じ込められたう

え手錠をかけられていました。身体拘束をされたときに夫の持病のための薬を処方された

ばかりでしたが、夫は薬を飲むことを許可されず具合が悪くなっていました。 

 その後私は釈放されると聞いていたにもかかわらず夫と別の場所に移動させられ、ラグ

ーナ州にあるキャンプヴィチェンテ・リン（CampVicenteLim）に移りました。 

そして現在裁判手続き中です。もっとも 2015 年 12 月 10 日には 8 万フィリピンペソを支

払って保釈されています。夫はいまだに拘束されたままです。 

私の事件はまだ終了しておらず、夫はいまだに身体拘束をされたままです。私の身は安全

とは言えませんが、いまは Hustisya という正義を求める被害者同盟で活動しています。 
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第４ 被害者の人権侵害について正義は達成されていない 

被害者とその関係者はアロヨ前大統領やその他の加害者の訴追を求めている 

   

 

――聞き取り調査 

アーリンダ・カダパン（Erlinda Cadapan） 

アーリンダ・カダパン（Erlinda Cadapan）は、2006 年に

拉致誘拐された当時のシェリン・カダパン Sherlyn Cadapan 

（当時 29 歳）の母である。その時同時に 22 歳の学生のカレ

ン・エンペーニョ、マニュエル・メリノも連れ去られた。 

2006 年 6 月 26 日、軍隊が朝の 4 時に家に来て、シェリン

とカレンの二人の娘を連れ去った。それは後の裁判の証人の

証言で明らかになった。翌日、グローバルサウスの人が来てそ

のことを知らせてくれた。２日後に息子がカラパタンに行っ

た。「家に帰らない方がいい」「サンペドロ協会に隠れなさい」とアドバイスされた。その後

アーリンダは現在に至るまで娘の釈放を求めて挑戦し続けている。 

アーリンダは、人身保護令状（ハビアス・コーパス）を裁判所に訴えた。しかし、2007 年

4 月、裁判所は、「ハビアス・コーパスの主たる機能は、被告が実際に対象者を拘禁してい

ることに対する合法性を捜査するところにある。しかし、裁判所は限定的な捜査機能と権限

しかもたない」という理由で訴えを拒絶した。 

2007 年 10 月 24 日には救済令状（アンパロ）の申立をした。その審理の中で、同じく拉

致され、拘禁から逃れてきた農民のレイモンド・マナロは、軍隊の中でカレンとシェリンを

見たと証言した。そして、二人は、殴られ、性的虐待を受けた。これはシェリンが母に宛て

た手紙が武器を隠すことに通じるというもっともらしい嫌疑で処罰されたからだった。 

アンパロは、2008 年 9 月 17 日に最高裁によって受理された。裁判所は、シェリンが軍

隊によって捕まえられたことを認定した。そして、軍隊に早期に解放するよう命じた。裁判

所は「人の生命、自由、安全の権利が危険な時は、手続は遅れることなく迅速に執行されな

ければならない。」と認めた。 

しかし、軍隊は、「カレンとシェリンを拘束していないから、裁判所の命令には従えない」

として裁判所の命令に従わない状態が続いている。 

実に事件から 10 年 4 ヶ月経過しているのに、カレンとシェリンはいまだに見つかってい

ない。二人の娘の母は、今でも釈放を訴え続けている。 

 

Ｔシャツの写真は娘 
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一方で、帳消しにされている事件もある。 

  

  

  

グロリア・マカパガル・アロヨ（前大統領）とその余の加害者に対する訴訟

が，アキノ大統領ではなく，被害者，関係者，目撃者，人権活動家らにより

提訴されている。 
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特定された加害者は野放しで、コミュニティを脅かし放題である 

・フィリピン軍第８歩兵師団指揮下のアルデ・サルサド（Alde Salusad）一味は、2012 年

にジミー・リグヨン（Jimmy Liguyon）を殺害10したことが判明している。しかし今日まで

自由の身である。 

・2015 年 9 月 1 日午前 4 時ころ、南スリガオ州リアンガ、ディアタゴン村でフィリピン軍

の中のマガハット、バカニ、マルコスボカレスという予備軍に属する兵士たちが、ディオネ

ル・カンポス（Dionel Campos）とジョビロ・シンゾ（Juvello Sinzo）を共同体の皆の前で

銃撃した。その朝、ルマド民族の農業と生活発展のためのオルタナティブ学習組織

ALCADEV の校長エメリト・サマルカ（Emerito Samarca）の死体が 学校で発見された。

同じ予備軍が、共同体の店と小学校を焼き払った。これらについて多くの証人がいるにもか

かわらず、当局は誰も逮捕していない（P14-15 参照）。 

 

刑事免責の最盛期 

 加害者は判明していても刑事訴追を受けることなく、かえって出世している。 

加害者の例は以下のとおり。 

               

           

  

                                                  
10 ジミー・リグヨン（Jimmy Liguyon）は，ブキノドン州の先住民族グループのリーダー

であり，村長であった。鉱山開発に反対していることから殺害された。証人によれば，サ

ルサドはリグヨンが鉱山開発の協定を拒否したから殺害したと述べていたようである。し

かしサルサドの所属団体は，ジミー殺害後に地元紙に，リグヨンは新人民軍の支持者であ

ったと告発している。 

准将 アウレリオ・バラ

ダ（AurelioBaladad） 

 

リサール州モロンで医療

従事者 43 人一斉逮捕時

には将校であった。 

准将 エデュア

ル ド ・ ア ン ノ

（Eduardo Ano） 

ジョナス・ブルゴ

ス拉致の責任者

の一人 

 

准将  ジョー

ジ・セゴビア 

(JorgeSegovia） 

モロンでの 43

人逮捕の責任者 

陸軍中尉ヘル

ナンド・イリベ

リ歩兵師団に

共同体爆破を

許可 
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＊リサール州モロンでの 43人一斉逮捕 

アロヨ政権時の 2010 年２月 10 日、ルソンブロック中から集まっていた医療従事者の医

療トレーニングの会場に、フィリピン陸軍第２歩兵師団とモロン地元警察とが、建物を特定

しない捜索令状をもとに一斉捜索を行い、医療従事者ら 43 人を逮捕した事件。その後国内

的国際的非難を受けて、2010 年 12 月 10 日、世界人権デーの日に、2010 年 6 月 30 日に政

権を引き継いだアキノ大統領が 43 人に対する起訴を取り下げ釈放した。 

 

 

 

＊ジョナス・ブルゴス拉致 

 マルコス政権下で表現の自由を求めて闘い、ブラカン州の国策人連盟の指導者であった

ジョナス・ブラカンが 2007 年 4 月 28 日に拉致された事件。  

彼らの釈放には、NUPL が国際的世論にも訴え、国内外の支援団体とともに闘った

ことが大きく影響を与えた。JALISA からも、マニラで記者会見に参加したり、司法

大臣に会いに行った。 
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第 3 章 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 

オプライバヤニハン（タガログ語で「助け合い作戦」）はまだ存在している。 

・2016年 7月9日、カリンガ州タヌダンの少数民族ジョアキン・カダガン（JoaquinCadacgan）、

が、帰宅途中に第 50歩兵大隊の兵士により殺害された。 

・ 2016年 7月 16日、先住民族の部族長であるダニー・ダイアログ（DannyDiarog）と自主

運営学校の校長エルメ・アレグレ（HermeAlegre）が銃撃を受けて殺害された。彼らは全国

先住民教会の会合からの帰りであった。 

・先住民が運営する学校に対する迫害は継続している。 

刑事免責 

・フィリピン軍の予備軍である新先住民のための改革（NIPGR）アルデ・サルサド（AldeSalsad）

とベンジャミン・サルサド（BenjaminSalusad）は 2012年にブキノドン州においてダツ・ジ

ミー・リグヨン（DatuJimmyLiguyon）を殺害した容疑で逮捕状が出されている。しかしアル

デは 2016年 7月 30日においても。ブキノドン州サンフェルノで、集団を指揮して銃撃し、

子どもや妊婦を含む数名に傷害を負わせるという犯罪を犯している。我々は、ドゥテルテ大

統領に予備軍を解体すること、また、フィリピン軍をコミュニティから撤退させることを要

求する。 

・アロヨ政権下においては、反テロ作戦により、超法規的殺人の犠牲者は 1000人以上、強

制失踪の犠牲者は 200人以上、強制疎開の被害者は何千人にも及んだ。彼女はいくつもの人

権侵害により裁判が係争している。国家財政の横領により逮捕されたものの、2016 年 7 月

に無罪とされている。 
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ドゥテルテ大統領の 100 日 

ドゥテルテ大統領が２０１６年６月に就任して以来、麻薬犯罪に対する超法規的殺人な

どで国際的注目を浴びている。また対外関係では、アメリカとの関係を見直し、中国やロシ

アに接近する態度を示しており、その点でも前２者の大統領ともかなり異なった政治が行

われている。しかし、フィリピン共産党と政府の平和交渉が進められたことはメディアでは

あまり報道されていない。またかねてから貧困の原因とされていた地主制を含めた農地改

革の推進など、進歩的な側面も実行されている。 

 私たちが訪れた時は、ドゥテルテ大統領がちょうど就任から１００日経ったところで、人

権 NGO の KARAPATAN が声明を出していた。 

 

以下、2016 年 10 月 8 日「ドゥテルテ大統領の 100 日」（カラパタン11の声明より）を翻

訳した。ドゥテルテ大統領の功罪が的確にまとめられている。 

 

【ドゥテルテ大統領の積極面】 

１．ドゥテルテ大統領の最初の 100 日で最も重要な成果の一つは、民族民主戦線(NDFP)と

の正式な平和交渉の再開であり、モロ革命グループとの持続的・有意義な平和交渉に対し

て道を開いたことである。 

フィリピン政府(GPH)と NDFP の平和交渉の再開は－アロヨ大統領とアキノ大統領に

よって長い間停止されていた－、18 人の NDFP の平和活動家と他の二人の政治囚を釈放

し、ノルウェーのオスロでの交渉に参加することで可能となった（P26 参照）。 

GPH と NDFP の平和交渉では、社会経済改革の包括的合意(CASER)の草案の交換が

予定されている。これは、フィリピンで続いている武力紛争の問題の中核をなす重要な合

意である。 

一方、ドゥテルテ政府が、モロイスラム解放戦線(MILF)とモロ民族解放戦線(MNLF)と

の対話のために努力していることは、モロ族の民族自決権のための闘争の根本原因に対

処するための平和交渉に向けて積極的な一歩と評価できる。 

カラパタンは、ドゥテルテ政権に対して、すべての政治囚が恩赦を通じて早期に解放さ

れることを訴える。 

２．平和交渉の最初の積極的な成果である、フィリピン政府による一方的な停戦の宣言とド

ゥテルテ大統領の発言は、ルマド族の避難民が家に帰ることのできる決定が出た上で決

定的に重要であった。 

強制移住させられた南スリガオ、リアンガのルマド族は、正義のためのキャンペーンに

よって、強力な国内外のサポートを受けた。ルマド族のリーダーや教師たちの虐殺－ジュ

ベロ・シンゾ、ディオネル・カンポス、ルマドの学校の役員であるエメリト・サマルカ－

により、ルマドの住民はタンダグ・スポーツセンターに大量に避難している。1 年後、進

                                                  
11 カラパタン http://www.karapatan.org/print/1431（最終閲覧 2016 年 12 月 7 日） 
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歩的な組織により、南スリガオの避難民たちを自宅と学校に戻らせることができた（P14-

15 参照）。 

ダバオ・シティの UCCP ハランに滞在するルマドの国内避難民は、フィリピン軍が彼

らのコミュニティにい続けるため自宅に帰ることができない。 

３．法務省が、ミンダナオの活動家、人権活動家に対する起訴を取り下げたことも、歓迎す

べき成果である。アキノ政権下では、ダバオ・シティの UCCP ハランのルマド避難民を

助けた弁護士や活動家に対して、誘拐、不法監禁、人身売買のでっち上げ起訴が、嫌がら

せとしてなされた。 

４．ドゥテルテ大統領の発言により、アラマラ、マガハット・バギニのように政府が支持し

ている準軍隊に、政府から支持、武装化、資金援助されていることがわかった。ドゥテル

テは、停戦違反がメディアに流れてから、彼らに解散、非武装化するように迫った。 

５．ドゥテルテの、フィリピンに駐留する米軍とアメリカ政府の人権の偽善性に対する批判

は、発展途上国に対する米軍の干渉戦争及び略奪の対象となったフィリピンの愛国的な

人々の共感を呼んだ。 

 

【ドゥテルテ大統領の課題】 

１．フィリピン政府が、フィリピン共産党、新人民軍(NPA)、民族民主戦線(NDFP)と一方

的に停戦を宣言したにもかかわらず、オプラン・バヤニハン作戦（注：アキノ政権下に作

られた作戦）は、フィリピン軍による民間軍事作戦や「平和と開発プログラム」という形

をとって続いている。民間人は、フィリピン軍の狂気じみた作戦の標的になり続けている。 

欺罔、武力紛争の軍事的解決、大規模な炭鉱の擁護、外国と地方の大企業の利益をむさ

ぼっている農業会社の利益の擁護などの形で表れている。 

  オプラン・バヤニハン作戦の下っで行われている権利侵害は続いている。この 100 日

間でカラパタンは、少なくても 16 人の政治的殺害の被害者、16 人の殺害未遂、2 件の虐

待、9 人の不法な逮捕・監禁の被害者を確認した。政治的殺害の被害者のほとんどは、農

民や先住民の人々である。彼らは、自分たちや先祖の土地を守る活動の中で殺されている。

これら被害者の中に、ヌエバエキージャのラウールとブキドノンのスミラオの農民虐殺

事件の被害者がいる。 

２．活動家に対するでっち上げの起訴と政治活動の犯罪化はまだ続いている。ドゥテルテの

最初の 100 日の中で、ルマドの教師である研究者アメリア・ポンドは 2 件の殺人と未遂

事件で起訴され、平和活動家のジョン・マニケスは不法な拳銃の所持で起訴された。 

ドゥテルテ大統領はダバオ市で民間人が殺害された爆弾事件の後に、国家緊急事態を

宣言した。カラパタンは、市民的及び政治的な権利に否定的な影響がないかを監視し続け

ている。特に、逮捕状のない逮捕や不法な監禁をされるかもしれないモロ族には注視して

いる。 

３．アロヨ、ベニグノ・アキノ時代の人権侵害事件では正義が実現されていない。人権侵害
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の加害者は、逮捕状や確実な証拠があるにもかかわらず、いまだ逮捕もされず、罰されて

いない。その例が、リアンガの虐殺、フェルナンド・バルドメロ、ロメオ・カパージャ、

ファオースト・テントリオ、レオナルド・コー、ジュヴィー・カピオンと二人の子供、そ

の他大勢の殺害事件である。 

４．退役将軍である「虐殺者」ジョビート・パルパランは、民間の拘禁施設の代わりに軍の

拘禁施設に収容され続けている。アロヨ大統領に対する略奪容疑の起訴は、却下された。

ジョナス・ブルゴス、カレン・エンペロ及びシェリン・カダパン、その他多くの活動家や

リーダーの失踪事件は未だに解決されていない。 

５．戒厳令の被害者と家族は、アロヨ大統領が指名した請求委員会が、3 年以上もかけて戒

厳令被害者賠償法を制定したのに、彼らを免責したことに対して憤っている。ドゥテルテ

による、独裁者フェルナンド・マルコスのために英雄として埋葬する提案も、戒厳令被害

者と家族により強い反対にあっている。 

６．早くも話題になっている麻薬に関連した殺害は、ドゥテルテ大統領の 100 日間を傷つ

けることになった。麻薬の使用者と密売者に対する法による強制措置は、彼らの生命の権

利と適正手続を無視して行われている。被害者のほとんどは、弱者であり、フィリピン社

会から周辺化された人たちである。 

カラパタンは、麻薬殺人は止めるべきと再度訴える。適正手続がなされるべきで、無実

の被害者に正義が与えられるべきである。麻薬犯による脅威は、人々、特に貧しい人々の

基本的権利が守られない中ではなくならない。それは、麻薬の問題が全体的になげかけて

いるフィリピン社会の基本的な問題の解決や、経済的、政治的、社会・文化的な権利の保

護を通じて、麻薬の問題は解決されるべきである。 

パラバイ事務局長は、「ドゥテルテ大統領とその後の時代においても、私たちは人々の

権利を守り主張しつづけていき、有意義な全体的な変革のための闘争は続く。」と述べた。 

 

 

フィリピンの平和交渉 (Peace talk) の歴史・内容  

以下は、International Coalition for Human Rights in the Philippines (ICHRP) 

（2016 年）のパンフレットの翻訳（一部抜粋）である。なぜフィリピンで長年武力紛争

が続いてきたか、平和交渉の重要性について論じられている。 

  

フィリピンの内戦の背景 

フィリピンの内戦は 1969 年以来続いている。 

この武力紛争のルーツは、スペインと米国の植民地支配と、大地主の封建的な搾取と、大

企業による搾取、そして官僚の腐敗にまで遡る。選挙制度があるにもかかわらず、フィリピ

ンは、一握りの富裕層が支配する一方で、多くの人々は、地方、都市の貧困地域などでは、

貧しいままである。形式的には独立しているが、フィリピンの内外政策は、アメリカ政府と



36 

 

国際金融機関に支配されている。 

人々の経験する日常的な、制度化された不正義は、社会の根本的変革を要請する。しかし、

このような根本的な社会変革に対しては、軍隊は現状を守るために暴力を含むあらゆる手

段を使うため、多くの人は支配的な制度と闘うために武力闘争をしてきた。 

このような根本的な問題があるため、フィリピン共産党(CPP)が 1968 年に創設され、新

人民軍(NPA)が 1969 年に創設された。彼らは、支配的な制度を変えるために武力闘争を呼

びかけた。 

民族民主戦線(NDFP)は、武力紛争を通じて現存の社会システムを根本的に変革するため

の進歩的な勢力の同盟組織である。NDFP は、CPP, NPA だけでなく、労働組合、農民組

織、学生、女性、少数派、教師、介護労働者、宗教家など様々な分野にまたがる革命的な大

衆組織である。 

現在、フィリピン政府は、これらの勢力を弱めようとして、非武装の活動家に対しても反

国家的だとレッテルを貼って誹謗している。その上、政府軍、警察、準軍隊、に対して、NPA

は、横暴な地主、軍隊組織、多国籍の資源採掘会社、プランテーション会社などと闘争して

きた。 

過去のフィリピン政府は、武力紛争の根本的な解決を追求しないで、反政府勢力に対する

掃討作戦（Oplan Bayanihan など）を行ってきた。そのため、多くの政治的な殺害、強制

失踪、不法拘禁・逮捕、拷問などが行われたのである。 

 

平和交渉の歴史 

 1980 年代に戒厳令が敷かれた後、NDFP、反マルコス勢力、アメリカ国務省などが結集

してマルコス大統領を追い出すことに成功した。コラソン・アキノ大統領は NDFP との停

戦交渉を呼びかけ、武力紛争の根本原因に向き合う平和交渉（peace talk）が始まったので

ある。 

 しかし、1987 年に、2 ヶ月の停戦の後、大統領の軍隊が農地改革を求める農民のデモに

発砲し、19 人が殺され、何百人の農民が負傷した。これにより NDFP は平和交渉を離脱し

た。 

 ラモス大統領の 1998 年の時に、平和交渉は再開され、ハーグで共同宣言が出され、人権

及び国際的人権の尊重を含む包括的合意(CARHRIHL)をめざす交渉を開始することになっ

た。 

しかし、2001 年になると、エストラーダ大統領は NPA とイスラム軍に対する内戦を宣

言し、平和交渉は挫折する。 

アロヨ大統領の時代になると、NDFP 平和交渉は中立的な第三国で再開された。2001 年

からはノルウェーで交渉が行われた。しかし、アロヨ大統領は、アメリカが主導するテロと

の戦争に共鳴し、CPP、NPA、 NDFP をテロリストグループにいれた。アロヨ大統領が 2004

年に再選されると、CARHRIHL の実施のための共同監視委員会を設置した。しかし、アロ
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ヨ大統領は、再選後に選挙汚職、人権侵害などで国民の支持が得られなくなると、革命的な

勢力を殲滅させることを提唱し、それと結びつけて多くの活動家の殺害や失踪が実行され

た。 

 ベニグノ・アキノ大統領は、2011 年に平和交渉を再開したものの、進展はなかった。秋

の大統領は、NDFP が主張する政治犯の釈放は、平和交渉の妨げになると主張し、以前の

合意を無視した。 

 

平和交渉 (peace talk) の内容とドゥテルテ大統領 

 以下の重要な文書の大部分はラモス大統領の時代に調印された。しかし、その後守られな

いこともあった。 

(1) ハーグ共同宣言 1992年 

・人権の尊重、社会経済改革、政治的憲法的改革、軍隊の解体 

・NPAに降伏を迫るだけでなく、武力紛争の根本原因に取り組むことを確認した。 

(2) 安全と免責保証に関する共同合意(JASIG)  

・自由な討論による交渉をするため、証言が罰せられない保証がなされた。 

(3) 人権と国際人権の尊重に関する包括的合意(CARHRIHL) 1998 年 

・人権侵害事件に対する調査と監視を定めた。 

(4) 社会経済改革に関する包括的合意(CASER)  

・歴史的、構造的を不平等の解決をめざす点で最も重要な合意と言われている。 

 

ドゥテルテ大統領は、以前の大統領と違って、社会主義者と自称していることもあり、

NDFP、NPA とは関係も良好である。閣僚には、何人かの左翼が入り、共産党も候補にあ

がったのはフィリピンの歴史上初めてのことである。 

2016 年 8 月にはノルウェーで平和交渉が再開された。 

ドゥテルテ大統領の麻薬戦争や犯罪は、国際メディアで大々的に取り上げられているが、

彼の平和交渉への好意的な姿勢はもっと取り上げられるべきである。平和交渉は、麻薬犯罪

の根本的な原因にも取り組もうとしているのだから。 
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――刑務所訪問 

フィリピン・ソルソゴン（Sorsogon）州にある刑務所の一つを NUPL（National Union 

of the Peoples’ lawyers）という民主的法律家団体と共に訪問。でっち上げの罪、7 人の囚

人と面会し、それぞれ誘拐、強盗、違法な武器の所持等の罪で収容されている、とのことで

あった。公判前手続き（pre-trail）が進行せず、何年も収容されており、期日は 1 年に 2～

3 回しか開かれていない、という者もいた。 

囚人は、刑務所内の建物ごとに T シャツの色をそろえているようで、自分で用意した黄

色やオレンジの T シャツを着ることになっている。刑務所の収容率は 400％を超えており、

蒸し暑い気候の中、衛生状態はひどく悪い。最近、亡くなっ 

た政治囚もいる。 
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第 4 章 先住民への経済的理由による超法規的殺人 

 

ルマド族 

詐欺的なインフォームドコンセント 

あるとき、私たちが先祖代々くらし

ている土地に、中国資本とフィリピン

資本の合弁会社が木材の伐採をしたい

とやってきました。 

フィリピンでは国家先住民問題委員

会（NCIP） の許可がないと伐採等の

開発行為は出来ません 。しかし NCIP

は先住民の福祉のための組織であるに

もかかわらず、先住民の福祉よりも外国企業の誘致を優先しがちだと思います。先住民法 

は先住民の土地や資源に対する権利を保護する観点から、開発行為について「自由かつ事

前のインフォームドコンセント」 が必要であると定めているにもかかわらず、私たちに

は全く実行されませんでした。 

ある日、IPM の代表や会社の担当者などが私たちのところに「交渉」のためだと言って

やってきました。そしてその「交渉」の様子を写真に撮りました。それが後になって私た

ちの「インフォームドコンセントを得た」ことの証明として使われたのです。私たちは

100 万 2000 ヘクタールもの広大な土地を取られてしまいました。 

 

反対行動への武力での鎮圧 

 私たちは話が違う、と言って反対活動を始めました。フィリピンでは反対活動をすると

民兵を使った武力鎮圧が行われます。 

 2015 年にはルマド民族の活動家であるジャントラバが、開発会社から、パーティがある

のでおもてなしをするから会社に来ないか、話し合おう、と呼びかけられて、開発会社の

施設に行きました。彼が中に入った数分後に銃声が聞こえ、パーティ会場にいた人々は逃

げたそうです。その後、彼は戻ってきませんでした。その場に居合わせた証人は、血のつ

いた大きな袋が運ばれており、その袋から手が出ているのを見た、と言っています。NHR

が捜査しましたが、詳細はいまでも不明のままです。この出来事は私たちの活動に対する

脅しです。 

 彼らのやり方は、卑劣です。私たち先住民族は山で食料を採取してきました。開発工事

が始まってから、私たちが山に食料を採取しに行こうとすると、彼らは私たちが通行する

ことには何も言いません。しかし食料を採取した時点で、窃盗であるなどと言って殺すの

です。 
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軍や地方政府が開発業者と組んでいること 

しかしフィリピン軍や地方政府と開発業者とは手を組んでいるので私たちにはどうしよ

うもありません。たとえば、モロの地域はある企業が独占状態にあるのですが、これまで

に８人殺されたにもかかわらず、捜査すらされていません。 

私たちがデモ行進をすると、人権アドボカシー活動であるにもかかわらず、違法行為と

みなされます。 

 

まとめ 

 私たちは、厳しい状況にあります。しかし、私たちの土地は先祖代々私たちの民族が暮

らしてきた土地です。私たちは死んでも闘うつもりです。 

 

パラワン族 

バージニア・ハモア(Virginia D. Hamora)  

パラワン族 Council foundation 所属 

私は、鉱山会社から 先住民の権利を守る活動をしています。 

鉱山会社は、資源を取っています。現在、ドゥテルテ大統領が指

名した DENR（環境・資源省）の長官によって操業は一時休止し

ていますが、まだ操業している会社もあります。 

鉱山会社による被害は、化学物質の汚染により先住民が病気になることです。 

もう一つの問題は、企業が大規模なプランテーションをしていることです。賃料も１ヘク

タールあたり年間で 600 から 1400 ペソしか払っていません。そして収穫期前には、その賃

料すら支払っていません。 

私たちにとって最も大きい問題は、私たち先住民は自分の作物のために土地を使えない

ということです。ミンダナオと同じように、NCIP は、住民の同意を得ておらず、それが大

きな問題です。 

企業は私的軍隊を持っています。私的軍隊は、先住民が、木を切ったなどの偽の証拠や、

泥棒容疑などのでっちあげの理由で先住民のリーダーの殺害をしているのです。それに対

して私たちは抗議をしています。 

台湾人が違法な漁をして、証人が殺され、その件で弁護士に相談しています。このような

ケースでは政府は信用できません。NCIP も動きません。 

（ブッチ氏のコメント） 

このようなケースでは、食の権利、働く権利などの社会経済的権利の侵害が、殺害などの

自由権の侵害に結びついていることがわかります。地方の軍隊組織か会社の私的軍隊によ

って超法規的殺人が行われます。なぜ多くの超法規的殺人が行われるのかをよく聞かれま

すが、このような貧しい人たちが狙われます。政治的な殺害だけではないのです。 
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ドゥモゴット族 

ロサウロ・リチュワル(Rogouro Retual)   

２人の従兄弟がいて、新人民軍（NPA）の人に物を売

ったら拉致されました。 

先住民は、農業に従事しています。しかし、ケソン地方

のこの地域は、新人民軍が支配している地域でもある

ので、先住民が新人民軍を支援していると疑われます。

従兄弟は、もう捕まって１年以上拘束されています。 

ケソン地方には、ダムのプロジェクトがマルコス時

代に始まり、一度は休止しましたが、また再開しまし

た。ダムを造ると、洪水の危険があります。フィリピンは台風が多いので危険です。水供給

企業が、このダムプロジェクトの住民に対する被害の見返りに、900 万ペソを出すという話

がありました。そのため共同体のメンバーが移住させられました。しかし結局 900 万ペソ

は支払われていません。このプロジェクトは、アロヨ、アキノ大統領時代からの、PPP（プ

ライベート・パートナーシップ・プログラム）の一環です。これは政府が民間の外資や地方

の会社と共同して行うプロジェクトです。 

政府の NCIP（先住民委員会）は、先住民の福祉を守るためにできた機関ですが、機能せず

に、逆に先住民の権利を脅かしています。 

このケソン地域は、パリカタン（米軍との共同軍事作戦）の地域でもあります。アキノ大

統領の時に日本の自衛隊も参加する取り極めをしています。日本の人に伝えてほしいのは、

日本は第 2 次大戦にフィリピンを侵略し、そのことによって、その後のアメリカの侵略に

道を開くことになったのだから、フィリピンに対して責任を感じてほしいということです。

EDCA によっても、米軍がフィリピンのどこにでも駐留できるようになったので、私たち

先住民の地域にも駐留しています。 

 

マルセロ・カルクラン(Pastor Marcelo S. Carculan) 教会の牧師（ユナイテッド・チャーチ） 

ミンドロ地方には、７つの民族がいます。全部合わせてマンニャン族と呼ばれています。 

ミンドロには、ミンドロ・ニッケル鉱業会社がいて、鉄、ニッケル、天然ガスの資源が外

国の企業によって採掘されています。 

アキノ時代のプロジェクトにより先住民が移住させられています。先住民の抗議でこの

プロジェクトは現在ストップしています。しかし、地方の軍隊組織により、殺害や人権侵害

が多く行われてきました。 

またミンドロには、ダムプロジェクトもあり、多くの先住民が移住させられました。ミン

ドロ出身の議員が、このプロジェクトを進めてきました。この議員も私的軍隊を持ち、地域

の軍隊と一緒になって、住民の殺害を行ってきました。選挙でのこの議員に投票しないと不

利益を被るという形の腐敗の構造もあります。 

 

左 ロサウロ 右 マルセロ 



42 

 

おわりに 

 

今回の調査の目的は、アロヨ政権下で行われていた超法規的殺人をはじめとする政治弾

圧がドゥテルテ政権下ではどうなっているのかを明らかにすることだった。 

資料や証言から、アロヨ政権下での国連特別報告者の報告、国連人権理事会での審議以降

も、超法規的殺人、強制失踪はなくならず、「かつて支配的であった沈黙，不正義及び刑事

不処罰は、いまはもう過去ものである」とスピーチしたベニグノ・アキノ政権下でも連綿と

続いている状況が明らかになった。またドゥテルテ政権下でもアキノ政権下と変わらない

割合で政治的、経済的な超法規的殺人が行われていることがわかった。 

国家の暴力を最小限にとどめるために法の力が必要であるにもかかわらず、基本的人権

が守られず、適正な手続もとられない深刻な状況がフィリピンでは続いている。 

ヨハン・ガルトゥングの言う直接的暴力である超法規的殺人が行われている背景には、法

を遵守しなくても許される構造、貧困や格差といった構造的暴力が存在し、それを支える文

化的暴力が存在する。今回の調査では、残念ながら麻薬に関する超法規的殺人については調

査が不十分であった。ドゥテルテ大統領就任後、間もなかったということも理由としてはあ

げられるが、麻薬に関する超法規的殺人と政治的、経済的な理由による超法規的殺人への

人々の関心、関わり方に隔たりがあるように感じた。フィリピン国内でも麻薬関係の超法規

的殺人については連日報道されていたが、政治的や経済的理由による超法規的殺人につい

ては、ほとんど報道されていなかった。ある経済的な超法規的措置の被害にあっている少数

民族の青年に、麻薬に関する超法規的殺人についてインタビューを行ったところ、「麻薬に

ついては、殺されるのも仕方がない」と話していた。そこには、自らの身に迫る人権侵害と、

他者への人権侵害を隔てる文化的暴力が存在する。“麻薬犯罪者だから”“反政府の武力組織

だから”“共産党員だから”“平和活動家だから”という理由で、あるいはレッテルで、法を

無視して 

就任後約 3 か月の世論調査の世論調査によると 76％が「満足」していると回答するなど、

フィリピン国内では安定した支持を集めている12。 

アジアキャンペーンになっている。国際的世論が待たれる。 

                                                  
12 民間調査機関ソーシャル・ウェザー・ステーション（ＳＷＳ）が国民 1200 人を対象に

実施した調査。（REUTERS http://jp.reuters.com/article/philippines-duterte-poll-

idJPKCN1260X2 2016 年 10 月 6 日 最終閲覧 2016 年 12 月 7 日） 

http://jp.reuters.com/article/philippines-duterte-poll-idJPKCN1260X2
http://jp.reuters.com/article/philippines-duterte-poll-idJPKCN1260X2

