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ＩＡＤＬ／ＣＯＬＡＰ　

トルコ政府によるクルド人弾圧に関する民衆法廷

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IADL  BUREAU　笹本　潤

３月１５、１６日にパリで、トルコ政府によるクルド人

弾圧に関する民衆法廷が開かれた。IADLが主

催団体の一つになり、COLAPも賛同団体になっ

ている。

トルコの弁護士が弾圧されて逮捕されているこ

とは聞いていたけれども、トルコ政府がクルド民族

に対してこんなひどい仕打ちをしていたのか、と衝

撃を受けることが多かった。民族浄化に近いこと

までやっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

起訴状の対象は、エルドアン大統領になって特に激しくなった

20１５年から20１６年にかけての行為が対象。主任検察官はIADL

事務局長のヤン·フェルモン。歴史的にもトルコ政府によるクルド民

族に対する差別や抑圧は続いていた。クルド語の使用は許されて

いない。逮捕されてクルド語で話しても、聞かないで拘束される被

害者もいた。

トルコ軍の攻撃も、戦車と砲弾でクルド族の反政

府勢力の拠点となっている町を町ごと破壊し尽く

す。破壊するとトルコの国旗を掲げるという軍事的

侵略やISに対する攻撃とほぼ同じような形でクル

ド族を抹殺していく。政府の攻撃の理由はテロリス

ト対策に対する警察活動という名目であるが、実際

は軍事侵略である。

民衆法廷の会場　 パリ労働会館

検察官役
 ヤン ・フェルモン （IADL事務局長）

戦車と爆弾による攻撃、占領
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砲弾の他に化学兵器による臭いを感じたという被害者の証

言もあった。破壊の仕方も町ごと戦車で破壊する。親や家族

をなくした被害者が次々に証言する。白旗を揚げて降参する

住民に対しても容赦なく砲弾で攻撃する。ブルドーザーで町ご

と整地してなくされた町もあり、文化遺産も破壊された。クルド

族の自治を掲げる反対党に対する政治弾圧、逮捕、拘束、女

性に対する性的暴行も数多く証言された。特に、20１３年にパリ

で暗殺された３人のクルド人女性活動家に対する支援には大

きな拍手がおきた。クルド人の活動の中心だった３人の殺害に

対しては、仲間が怒りの声を上げていた。

トルコ政府に対する法的責任については、エルドアン大統領など個人の処罰にとどまらず、国

際刑事裁判所規則 （ローマ規程） の戦争犯罪の規定 （8条） が、内戦の武力紛争にも適用で

きるので、その規定を適用して国家の戦争責任として民衆法廷では責任追求しようとしている。

他の人道に対する罪 （7条） でも裁けるが、クルドに対する弾圧や軍事攻撃が、国家の政策の

一部として行われたと把握する方が実態に合うとして、検察側はこれを主張·立証することにした。

国家としての犯罪を問うときに問題となるのが、民衆法廷には捜査権限がないから、国家内部の

証拠が手に入らないこと。国家の組織的犯罪であるということを多くの目撃証言や映像、文書、

写真など入手可能な資料で立証していこうとした。

スカイプを通じての証言

3人のクルド人の女性活動家がパ リで暗殺された 彼女たちの仲間がトルコ政府に対して怒りを表していた
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トルコ国内では裁判官や弁護士も捕まっており、裁判に出すと迫害や脅迫を強いられる。実際

IADLの構成メンバーであるセルジュック弁護士はIADL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BUREAU会議に参加してきたが、現

在は逮捕勾留されている。またヨーロッパ人権裁判所に訴えるという手段もあるが、トルコ政府が

判決を無視するので、他国も追求する意思が欠けている。そこで、民衆法廷という形で世にそ

の不法性を広めることが目的である。今回は証人尋問だけであったが、20１8年５月24日にはブリュッ

セルのヨーロッパ議会の建物において判決を言い渡す予定である。

なお、民衆法廷には、フィリピンの活動家も参加しており、9月１8、１9日に、ドゥテルテ大統領によ

る超法規的殺人などの国家犯罪についてベルギーで民衆法廷が開催される、とのことである。フィ

リピンは2007年に行われた民衆法廷の判決を発表することにより、その後超法規的殺人の件数

が減ったという。ドゥテルテ大統領下では、麻薬による殺人と政治的な殺人が増え、また民衆法

廷を開く必要性が高まってきた。
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アジア太平洋法律家協会及び国際民主法律家協会の

板門店宣言に関する声明について

COLAP事務局長　笹本　潤

4月27日の南北朝鮮合意を受けて、COLAPでは、北朝鮮の朝鮮民主法律協会と韓国の民

弁米軍委員会のチャン弁護士と笹本 （COLAP事務局長） で起草し、COLAPとIADLのメン

バーに提案して議論し、COLAPとIADLの共同声明ができました。

この声明では、パンムンジョム宣言が自決権の原則を支持し、今後平和条約に移行するにあたり、

段階的な非核化と、平和体制に逆行する朝鮮半島からの米軍の撤退、韓国の核の傘からの脱

却、9条に反する日本の好戦的関与の放棄、などを求めています。

米朝会談は、トランプ大統領のイランへの対応を見ると予断は許せない状況ですが、南北の

パンムンジョム宣言の実施過程を市民·法律家レベルで強化していくことにより、東北アジアの軍

事的緊張要因となってきた、朝鮮半島や東北アジアの米軍の軍事的関与と9条に反する日本の

軍事行動をなくしていくための力にもなると思います。

COLAPとIADLの声明を出すにあたっては、20１６年にCOLAPが結成されて以来、北朝鮮

の法律家が積極的に関与し、声明の作成や会議の参加を通して、彼らとの信頼関係も築けてき

ました。チャン弁護士をはじめとする韓国の弁護士も、ともに積極的に関与しました。法律家レベ

ルでアジアや国際的連携も確実に進んでいます。

アジア太平洋法律家協会及び国際民主法律家協会の
板門店宣言に関する声明

COLAP and IADL Statement on the Panmunjom Declaration

アジア太平洋法律家協会 （The　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Confederation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lawyers　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pacific,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

COLAP） 及び 国際民主法律家協会 （The　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 International　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Association　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Democratic　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Lawyers,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IADL） は、20１8年4月27日に朝鮮民主主義人民共和国金正恩委員長および大韓
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民国文在寅大統領が署名した「朝鮮半島における平和、繁栄及び統一のための板門店宣言」

を歓迎する。この宣言は、朝鮮半島及び東北アジアにおける平和の一里塚である。

板門店宣言は歴史的に重要である。自決の原則を確認し、朝鮮半島における南北関係の劇

的な改善と発展を反映するものである。これによって軍事的な緊張関係が減少され、これにとも

ない朝鮮半島の恒久かつ永続的な平和への希求が生まれる。

この宣言は、朝鮮半島における恒久平和を呼びかけるものであり、休戦は速やかに恒久平和

の合意に変わらなければならない。

この宣言ができたのは、戦争と核兵器の使用の脅威が高まっていたときであった。この宣言によっ

て戦争の脅威が減ることになった。両国の指導者は、朝鮮半島における本当の非核化を実現す

るために協力することを約束した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この地域における永遠の平和を心に留めながら、アジア太平洋法律家協会は、関係諸国にこ

の宣言の実現を求めるものである。すなわち

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ 北朝鮮とアメリカは、来たるべき首脳会談において、この地域における北朝鮮とアメリカとの軍

事的対立の脅威を取り除くため、朝鮮戦争を終結させる協定ないしは条約を締結すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2 アメリカは、講和条約の一部として、朝鮮半島に駐留するアメリカ軍の完全撤退を達成させる

ために必要な積極的な措置をとること。米軍基地は朝鮮戦争以来６0年以上に及んで存在

してきた。そのプレゼンスは、朝鮮人民の主権と独立に対する軍事的な介入を意味している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３ 北朝鮮は、アメリカ政府が、経済制裁の解除、米韓共同軍事演習の停止、核戦略兵器の撤

去、韓国駐留米軍の撤退など、北朝鮮に対する敵視政策を放棄するためにとられる処置に

応じて、核兵器の開発を停止し、保有する核兵器を廃棄すること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4 大韓民国は、北からのミサイルの脅威を口実として大韓民国内に設置された高高度防衛ミサ

イル （THAAD） をすべて撤去するなど、アメリカの核の傘を離脱する処置をとること

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５ 日本政府は、外交関係の正常化に向けて北朝鮮との対話を再開し、日本の平和憲法9条に

反する北朝鮮に対するアメリカの敵視政策にならった軍事力の拡張などの好戦的な政策を

すべて放棄しなければならないこと

アジア太平洋法律家協会 （COLAP） 及び国際民主法律家協会 （IADL） は、南北朝鮮が、

対立を止め、再統一を実現するプロセスを加速することを支持し、この板門店宣言を実施するに

あたって法律家としての役割を果たすことを約束する。

20１8年５月4日

ジテンドラ·シャーマ COLAP会長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジーン·マイラー IADL会長

（訳責·新倉修）
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IADLのイスラエルによるガザでの非武装民間人へ
の攻撃についての非難声明について

　IADL  BUREAU　笹本　潤

20１8年３月３0日にイスラエルのガザ地区のパレスチナ人に対する武力攻撃が起こりました。今

年は、イスラエルの建国によりパレスチナ難民が発生した１948年から70周年を迎えますが、その

記念日の５月１５日までガザのパレスチナ人は継続した抗議デモをしていました。イスラエルによる

攻撃は、そのパレスチナの人びとを狙ったもので、重大な国際人道法違反です。これを受けて、

現在IADLでは、国際刑事裁判所の検察官に対して、イスラエルの責任者を訴追せよという要

請をする予定です。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国際民主法律家協会の イスラエルによるガザでの
非武装の民間人への攻撃についての非難声明

20１8年4月１１日

国際民主法律家協会 （IADL） は、１94６年設立の非政府組織であり、世界各地に会員及び

加盟協会を有するが、20１8年３月３0日に始まるイスラエルの行動――ガザ北部の境界付近で示

威行動をとって抗議をしている武装しない人びとに発砲し、殺害し、負傷させた行動に対して、最

も強い言葉をもって非難する。

抗議するパレスチナの人びとは、ランド·デーを記念する帰還大行進のために境界に多数参集

した。彼らは野営地で生活するつもりであって、20１8年５月１５日まで抗議行動を継続するところ

であった。この日は、ナクバ70周年の記念日にあたり、これはイスラエルを創建するために80万人

のパレスチナ人が強制的に自分の住んでいる土地を追われた１948年の「大惨事」から数えて

70周年にあたる。その求めるものは、国際法、とりわけ国連総会決議１94号で認められている帰

還の権利である。

平穏な民間人の抗議者を殺傷することは、基本的人権、とりわけ市民的及び政治的権利に

関する国際規約 （自由権規約） によって保障される生命への権利の侵害である。イスラエル防

衛軍によって殺傷力のある兵器が使用されたことは、「火器の殺傷性のある意図的な使用は、
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生命を守るために厳密に不可避である場合にのみ許される」と定める法執行による武力及び火

器の使用に関する国連基本原則に違反する。これらの抗議者たちがイスラエル兵たちの生命

に対して脅威となるような事情は一切なかった。イスラエルの指導者たちは、平穏なデモ参加者

に対して実弾を使用するよう、イスラエル防衛軍に指示していた。

国際人道法は、民間人が攻撃の対象とされないように確保するため、（戦闘員と民間人との）

区別と比例性の原則を定めているが、この度の攻撃は、この国際人道法に違反する。IADLは、

３月３0日の殺傷事件について責任を有するイスラエルの指導者たちについて、国際刑事裁判所

への訴追を主張している。

ジュネーブ第4条約によれば、占領軍は、被占領民を保護する義務を負う。この条約の重大な

違反は、戦争犯罪にあたる。これには、意図的な殺害、意図的に重大な苦痛又は重大な傷害を

生じさせること、意図的に民間住民に対して攻撃を指令すること、民間人に付随的な生命の毀

損又は傷害を生じさせることを知りながら意図的に攻撃を開始することが含まれる。イスラエル防

衛軍は、３月３0日にこれらの重大な侵害のすべてを行っており、依然としてこれらの重大な侵害を

行っている。

IADLは、これらの行動に対して独立した捜査を求める国連安保理の決議を阻止するために

米国が拒否権を行使したことを非難する。現在でも続いている３月３0日の出来事を引き起こした

イスラエルの指導者たちの行動を非難するように、国際社会に呼びかけ、これらの犯罪について

彼らが処罰されないままでいることを止めさせるよう要求する。IADLはまた、武装していない示

威運動をしている人たちに対して火器を発射せよという命令を拒否すべきことを兵士たちに呼び

かける、ベツレヘムの「上官、私は撃てません」と呼ばれるキャンペーンを支持する。

（訳責·新倉修）
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IADLのアメリカ等によるシリア空爆についての非難
声明について

IADL  BUREAU　笹本　潤

20１8年３月１３日にアメリカ、イギリス、フランスがシリアに空爆しました。空爆の理由は、シリア政

府軍が化学兵器を使ったからというもの。しかし、３ヶ国はその事実確認もしないまま、一方的に

空爆を開始しました。昨年4月の米によるトマホークミサイルによる攻撃以来2度目の軍事介入です。

仮に化学兵器の使用が事実だとしても、それは国連憲章上認められている自衛権の行使にはあ

たらず、ルールなき武力の行使への道を拡大するものです。イラク戦争を始める口実だった「イラ

クによる大量破壊兵器の保持」も同様です。このような国際法を逸脱した武力行使に対してはきっ

ちりと批判していかなくてはなりません。（笹本）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

国際民主法律家協会の
対シリア軍事的侵略についての非難声明

20１8年4月１9日

国際民主法律家協会 （IADL） は、１94６年設立の非政府組織であり世界各地に会員及び

加盟協会を有するが、米国、英国及び仏国によるシリアに対する20１8年３月１３日の空爆を非難

する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シリアにおける戦争は、7年目に入り、シリアの人民に苦痛を与え続けている。化学兵器の製

造及び使用は、国際法の強行法規に違反するものであり、化学兵器を使用したという証明を受

けた者は、戦争犯罪を実行した罪について責任を負うとされなければならない。しかしながら、米国、

仏国及び英国は、化学兵器禁止条約上の化学兵器の禁止に関する機関 （OPCW） の査察官

の役割を簒奪する権利を有するものではなく、一方的な行動をとり、この行動それ自体は国際法

に違反する。

国際連合憲章は、すべての国が、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、

いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しないあ
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らゆる他のいかなる方法によるものも慎むことを要求している。憲章は、国にその紛争を平和的

に解決することを求め、国が武力を行使できるのは、武力による攻撃の後に自衛のためであるか、

又は国連安保理の承認がある場合に限られる。シリアは外国を攻撃したわけではなく、また安保

理はシリアに対する軍事攻撃を承認したわけでもない。

米国が、自国及びその同盟国とともに、憲章と市民的及び政治的権利に関する国際規約に反

して政権転換を企てることを求めていた人たちに武器と支援を与えることによって継続して国際

法に違反している一方において、国際法を擁護する活動に従事していると主張するのは、偽善

である。また米国が、ベトナムでエージェント・ オレンジなどの枯れ葉剤を大量に使用し、今でも

ベトナムの人びとと国土を汚染し続けていながらその責任をとろうとしていないのに、化学兵器へ

の主張は正しいと言うのは、偽善である。

国連総会第2６2５号決議[１970年 ・ 訳注]は、「国際連合憲章に従った諸国家間の友好関係

と協力に関する国際法の諸原則についての宣言」と呼ばれるが、次のように定めている。

「いかなる国又は国の集団も、直接または間接に、理由のいかんを問わず、他の国の国内又

は対外の事項に干渉する権利を有しない。したがって、国の人格又はその政治的、経済的及び

文化的要素に対する、武力干渉及びその他すべての形の介入又は威嚇の試みは、国際法に

違反する。また、いかなる国も、他の国の政権の暴力による転覆を目的とする、破壊活動、テロ活

動若しくは武力活動を、組織し、援助を与え、あおり、資金を与え、扇動し、若しくは許容してはな

らず、又は他の国の内戦に介入してはならない。」

まさに１98６年のニカラグア事件において、国際司法裁判所は、反政府民兵や戦闘員への軍

備の供与や支援と、ニカラグアの港湾での機雷敷設について、国連憲章と国際法への違反を認

め、米国を非難した。おそらくシリア危機は、米国とその同盟国が最近数年間、法遵守を堅持し

てきたならば、今日の状況は一変していたであろう。事実は真逆である。

さらにまた米国は、この地域で大量の軍備の売却と供与を促進することによって憲章違反を

重ねてきた。このような支援は、世界の人民が平和的な手段による紛争解決を試みることを挫き、

政治的経済的な問題には「軍事的解決」があるという発想を助長している。シリア紛争の超軍

事化は、途方もない難民危機を生み出し、他方、米国自身はシリア難民の受入を拒絶している。

IADLは国際社会に呼びかける： 米英仏のシリア侵略を非難し、シリア危機には外交的·政治

的な解決を推進するよう要求せよ、と。

（訳責·新倉修）
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平和への権利　

国連人権理事会で平和への権利について発言

東京造形大学教授　前田　朗

１　はじめに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年2月2６日～３月2３日に国連欧州本部で開催された国連人権理事会第３7会期にＮＧOとし

て参加した。幸い３つの発言をすることができたので、以下紹介する。

２　平和への権利
３月１4日、人権理事会第３7会期の議題4 （市民的政治的経済的社会的文化的権利） におい

て、ＮＧOの国際人権活動日本委員会 （JWCHR、前田朗） は次のように発言した。

＜人権理事会に新たに平和への権利特別報告者を設置するよう要請する。人権理事会は１0

年以上、世界中の人権状況に関心を払ってきた。現在、シリア、南スーダン、ブルンジ、イラン等の

状況を審議している。シリアにおける子どもの人権侵害状況のハイレベル·パネル討論を行った。

この点で、国連平和への権利宣言に注意を喚起したい。20１６年１2月、国連総会はこの宣言を

採択した。

宣言第１条は、「すべての人は、すべての人権が促進及び保障され、並びに、発展が十分に

実現されるような平和を享受する権利を有する。」としている。宣言第３条は、各国、国連、及び

特別機関に、この宣言を実施するために適切で持続可能な手段を取るよう要請している。

宣言を実施するために適切で持続可能な措置を速やかにとる必要がある。平和への権利のた

めの新しい機関を設置すべき時である。人権理事会に平和への権利特別報告者を作り出し、特

別報告者を任命するよう要請する。特別報告者の任務は、平和への権利に関する情報収集の

みならず、関連する諸国を訪問し、宣言を実施するため適切な措置を勧告することが含まれる。＞

人権理事会での平和への権利は毎年６月に開催される会期の議題であったが、３月会期の議

題4は多様な人権問題を取り上げることができる議題なので、ここで平和への権利について発言

した。

３　朝鮮総連本部銃撃事件等
３月１５日、人権理事会３7会期の議題５ （マイノリティの人権等） において、ＮＧOの国際人権活
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動日本委員会 （JWCHR、前田朗） はおおむね次のように述べた。

＜マイノリティ問題に関する特別報告者フェルナンド·デ·ヴァレンの報告書（A/HRC/３7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/６６）、

及びマイノリティ·フォーラムの勧告（A/HRC/３7/7３）を歓迎する。これに関連して、日本における

ヘイト·クライムとヘイト·スピーチの最近の状況を紹介する。

先週３月8日、日本の非政府系のメディア監視機関であるBPOは、TOKYO MXテレビの琉球

の人権活動家に関する番組が、重大な放送倫理違反であったと述べた。その番組は、在日朝

鮮人の有名な人権活動家である辛淑玉さんを名誉毀損した。琉球の人々を「テロ集団」とレッ

テル張りをして名誉毀損した。しかも、琉球の人々へのインタヴューを行っていない。BPOによる

と、番組には誤りや差別情報が含まれていた。番組は、琉球の人々や在日朝鮮人に対する人種

差別と暴力を煽動した。

今年2月2３日、2人の男性が東京の朝鮮総連本部建物を銃撃した。先週３月9日、教授、ジャー

ナリスト、人権活動家ら400人が、在日朝鮮人マイノリティの建物に対するテロと銃撃に反対する

声明を出した。彼らは、日本政府に断固たる適切な対応を呼びかけた。

20１2年及び今年の国連人権理事会の普遍的定期審査 （UPR） において、多くの諸国が日本

にヘイト·クライム法を制定するよう勧告した。20１4年、人種差別撤廃委員会は日本に人種差別

禁止法を制定するよう勧告した。

しかし、日本政府はヘイト·スピーチを表現の自由であると称して、ヘイト·クライムやヘイト·スピー

チ予防のための措置を講じていない。日本政府は速やかに、マイノリティに対する差別を予防する

効果的な措置を講じ、ヘイト·クライムとヘイト·スピーチを禁止する法律を制定するべきである。＞

短い中に、第１にヘイト·クライムの悪化状況、第2に市民社会がヘイトに反対して動いていること、

第３に日本政府がまともな対策を取らないこと、を入れた。TOKYO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MX　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　テレビの「ニュース女子」

問題については、前田朗「TOKYO　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MXテレビ「ニュース女子」でBPO見解」『マスコミ市民』

20１8年4月号参照。朝鮮総連銃撃事件については、前田朗「朝鮮総連本部銃撃テロ事件の本

質」『無罪！』20１8年３月号、同「朝鮮総連本部銃撃事件」『社会評論』１9１号 （20１8年） 参照。

４　日本軍「慰安婦」問題
遡って３月9日、人権理事会３7会期の議題３ （マイノリティ問題） の討論において、ＮＧOの国際

人権活動日本委員会 （JWCHR、前田朗） は次のように発言した。9日の午前の部の最後の発

言だった。

＜第2次大戦時における「慰安婦問題」、日本軍性奴隷制の最近の状況について紹介する。

日本政府は１99６年以来、国際人権機関からのあらゆる勧告を拒否してきた。今年2月27日、韓
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国のソウル大学調査チームは、１944年に米軍が撮影した映像を公表した。それは１9分の映像で、

米国公文書館に保管されていた。映像が撮影されたのは１944年の中国で、米軍通信隊のメン

バーによる。映像はオンラインで見ることができる。ソウル大学調査チームによると、映像は、日本

軍に性奴隷とされ被害を受けた韓国女性の主張を裏付けるもので、日本軍は戦後に慰安婦を

殺害した、という。この映像についてのより詳しい情報が必要である。日本政府には、映像につ

いて国際社会に説明する責任がある。

今年2月27日、日本政府は国連人権理事会で次のように発言した。「20１５年の日韓合意によっ

て慰安婦問題は『最終的かつ不可逆的に』解決した」。

日本軍性奴隷制は単に日韓の2国間問題ではない。日本軍性奴隷制は、１94５年の日本敗戦

までアジア太平洋地域全域で行われた。被害者はコリアンだけでなく、中国人、台湾人、フィリピ

ン人、マレーシア人、インドネシア人、東ティモール人、パプアニューギニア人、オランダ人の女性

である。日本政府には国際法の下ですべてのサバイバーに補償を提供する責任がある。サバイ

バーには補償を受ける権利がある。国連人権理事会が日本軍性奴隷制の歴史の事実を調査

するよう要請する。＞

前週の人権理事会で、韓国外相と日本の外交官が「慰安婦」問題·日韓合意をめぐって非難

合戦をして、「慰安婦」問題は注目を集めていたので、ちょうど良いときに発言できたと思う。

ソウル大学調査チームが発表した映像はオンラインで見たが、映像だけを見てもその証拠価

値がわからない。映像以外にも文書を入手して発表したようなので、それらの文書と映像を関連

資料と対比しながら検討する必要がある。そこで、今回の発言は「もっと情報が必要だ。日本政

府には説明責任がある。人権理事会に調査を要求」という流れにした。

５　おわりに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国連人権機関に初めて参加したのは、１994年8月の国連人権委員会差別防止少数者保護

小委員会であった。朝鮮学校の子どもたちに対する暴言·暴力事件が多発したため、これを訴

えに行った。そこで１度発言して以来、日本の人権状況を国際社会に報告することの重要性を

痛感して、長年通い続けている。人権委員会から人権理事会に変更になっても同様に通い続け、

毎年３～５回は発言してきたので、国連人権機関での発言はもう80回を超える。去年は人権理事

会と同諮問委員会で合計4回、今年は人権理事会ですでに３回発言できた。もっとも、日本の人

権状況は改善するどころか、かえって悪化した面もある。近年は悪質な排外主義とヘイト·スピー

チでひどい状況だ。
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新連載「平和への権利を読み解く」第3回

平和学会におけるワークショップ
　　　『植民地・先住民・同化、そして平和への権利』

平和学会 平和教育プロジェクト委員長　高部優子

平和学は、戦争の諸原因と平和の諸条件を探求する学際的な学問であり、冷戦と核戦争

の危機の１9５0年代に活発に研究されるようになった。日本では、１9６５年の国際平和研究学会

（IPRA） に続き、１97３年に日本平和学会が設立された。

平和学の研究成果が平和構築に寄与するためには、平和教育が重要な要素の一つであるこ

とは言うまでもない。日本平和学会においては、平和教育分科会、平和教育プロジェクト委員会

があり、平和教育プロジェクト委員会は、目的を「平和学をアカデミックな檻に閉じ込めることなく、

学会員それぞれが持つ蓄積を社会に還元するとともに、色々な手法·形態のワークショップなどの

実施により、様々な現場の問題意識や平和をつくる取り組みなどを吸収すること」とし、平和教育

のプログラムを作成し、年2回の平和学会の研究会等でワークショップを開催している。

平和学会におけるワークショップ『植民地·先住民·同化、そして平和への権利』
20１7年7月に北海道大学で行われた春季研究大会では、「平和への権利国連宣言を活用す

るために」という自由論題部会で、笹本潤弁護士の司会のもと、飯島滋明さん （名古屋学院大

学）、阿知良洋平さん （室蘭工業大学、『インタージュリスト』１94号P１３参照）、前田朗さん （東京

造形大学） が報告を行った。同日の午後、平和教育プロジェクト委員会が『ロールプレイを通じ

て考える植民地·先住民·同化、そして平和への権利』というワークショップを行った。

開催地が北海道であることなどから、植民地支配や先住民をキーワードとした。また20１６年１2

月に採択された平和への権利宣言前文に「植民地独立付与宣言を想起し」（６段落） や「民族

的または種族的、宗教的及び言語少数者に属する人々の権利の継続的な促進及び実現」（３５

段落　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）、「人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連ある不寛容」（３7段落） など、多くの植民

地主義に関する記載があること、平和への権利は市民が主体となり、また生成中の権利であるこ

となどから、対話を通じて住みたい社会をつくる力を養う、という目的を持つワークショップに平和

への権利を扱うことはふさわしいと考えた。

ワークショップの前半　アニメーション『インデ島へようこそ』を見てロールプレイ
植民地支配の暴力を感じ、平和的な共生を考えてもらうワークショップだが、アイヌ民族などの
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リアルなケースを扱うと、学生から教員、平和活動家など幅広い参加者が集まる学会では、知識

量などによって差が出てしまうため、架空の「インデ島」を舞台にしたケースを、暉峻僚三委員長 （当

時） を中心に考案した。ストーリーは、「先住民」「植民者」などと一括りせず、なるべく単純化を

さけ、限られた時間で複雑なストーリーを把握してもらうため、１0分程度のアニメーションを制作した。

ストーリーは以下の通り。

大海原に浮かぶインデ島に住んでいるインデ人。漁業

や農業で暮らしていたが、コロナ人がやって来て土地を

取り上げられ、インデ島はプランテーション、リゾート開発

が行われる。その後、インデ人の居留地に石油が埋蔵さ

れていることがわかり、コロナ政府は油田の開発計画を

進める。

ストーリーは現在進行形の油田をめぐる対立で終わるので、参加者にアニメ中の役柄を演じて

もらい、自分の役柄の立場としての不満や不安、要求をサークルプロセスを使ってつぶやき合い、

共有した。

ワークショップの後半　「平和への権利」の条文作り
後半は、少人数のグループに分かれ、サークルプロセスで出された思いを活かす「平和への

権利」条文作りを行い、最後に共有した。「名乗りの権利」「有形·無形資源への権利」「幸福と

豊かさをもたらす権利」「文化的多様性の尊重とそれへの不可逆的破壊の禁止」「過去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の平

和の破壊に対する補償を受ける権利」「集団内と集団間の民主的コンセンサス形成の義務」「異

なる立場への想像力」などの条文が発表された。時間がなく、年齢も背景も異なる様々なグルー

プの中で、条文を作るのは難しい作業だったと思うが、条文や権利などは誰かが作ってくれるも

のではなく、作り出せるものなのだという実感を得てもらえたと思っている。

アニメ『インデ島へようこそ』とワークショップの素材頒布
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今回使用したアニメを幅広く使ってもらえよう、ストーリーシート （アニメ概要） と英語版も作成

した。今後も平和教育プロジェクト委員会は、様々なワークショップのプログラムの提供や、委員

会メンバーが出前WSを実施するなど、平和教育のプログラムの普及に取り組んでいこうと思っ

ている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 『インデ島へようこそ』（日本語版·英語版） をご希望の方は、www.bepro-japan.comで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メールアドレスを登録すると、ダウンロードサイトが送られてきます。
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原発と人権

福島原発の日本人避難者による国連での発言

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 IADL  BUREAU　笹本　潤

国連人権理事会の第３7会期 （20１8年３月） において、日本政府に対するUPR審査 （普遍

的定期審査） の中で、日本の福島からの避難者が、IADLとグリーンピースとして発言しました。

昨年１１月のIADLのミコルサビア弁護士の来日以来、JALISAが、IADLとグリーンピースジャ

パンと協力して、国連での訴えを追求してきた成果の一つです。

二人の日本人避難者は、国際的な安全基準となっている１ミリシーベルト以上の地域に強制

的に帰還させるのはおかしい、避難者への住宅支援を打ち切るべきでない、と訴えました。以下は、

鈴木かずえさん （IADL）、森松明希子さん （グリーンピースインターナショナル） の発言です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「第4回『原発と人権』全国研究·市民交流集会in福島」

20１8年7月28日 （土）·29日 （日） 福島大学

詳しくは同封のチラシをご覧ください。
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2018 年 3 月 19 日	 人権理事会	 	

市民社会からの発言：国際民主法律家協会		

鈴木かずえ演説日本語訳	

	

グリーンピースは、オーストリア、ドイツ、ポルトガル、そしてメキシコ政府が UPR 福島勧

告を出されたこと、そして、日本政府がそれらの勧告をすべて受け入れたことを歓迎いたし

ます。	

	

いま、日本政府は、現在の政策を改める必要があります。	

	

グリーンピースは、調査をした地域で、避難指示が解除された後でも年間 1ミリシーベルト

基準を何倍も超える放射能汚染があることを確認しています。	

	

避難指示解除後に賠償を終了するのが政府の政策です。	

	

いわゆる「自主避難者」にとって唯一そして不可欠な住宅支援はすでにうち切られています。	

緊急避難的な住宅からの立ち退きを迫る訴訟も行われています。	

	

放射性ヨウ素にさらされた福島の子どもたちのための甲状腺ガンのスクリーニングは、多く

の保護者たちが反対しているにもかかわらず、当局によりその縮小が検討されています。	

	

日本の福島の住民に対する人権侵害、とくに女性と子どもたちに対するそれは、組織的であ

り、とくに原発の再稼動をめざすエネルギー政策に直結したものにほかなりません。	

	

グリーンピースは日本政府に、同意した UPR 勧告をただちに、完全に施策に反映させること

を求めます。それができなければ、日本の国内および国際的な人権擁護義務を違えることに

なるでしょう。被害者の苛酷な苦しみを考えれば、それは許されないことです。	

	

ありがとうございました。	

	

以上	



原発と人権

 18INTERJURIST  No.196   Jun 1, 2018

 

 

	

	

2018 年 3 月 19 日	 人権理事会	 	

市民社会からの発言：グリーンピース・インターナショナル	

森松明希子さん演説日本語訳	

	

森松明希子と申します。避難者である母親たちと、グリーンピースとともにきています。	

	

わたしは、2011 年 5 月、福島の災害から逃れるために、二人の子どもを連れて避難しまし

た。	

	

原発事故直後、放射能汚染は広がりました。	

	

わたしたちには、情報は知らされず、無用な被ばくを重ねました。	

	

空気、水、土壌がひどく汚染される中、わたしは、汚染した水を飲むしかなく、赤ん坊に母

乳を与えてしまいました。	

	

放射能から逃れ、健康を享受することは基本的原則です。日本の憲法は、「全世界の国民が、

ひとしく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利」と書かれています。	

	

しかし、日本政府は市民をまもるための施策は、ほとんど実施してきませんでした。	

そのうえ、日本政府は放射線量の高い地域への帰還政策にばかり力を注いでいます。	

	

日本政府は、国連人権理事会での勧告を、ただちに、完全に受け入れ、実施をしてください。	

	

国連加盟国のみなさんの日本の人々の権利擁護のはたらきに感謝します。今後も福島、そし

て東日本の、特に、脆弱な子どもたちを、さらなる被ばくからまもることに力をかしてくだ

さい。	

	

ありがとうございました。	

	

以上	
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新連載　国際的視点から考える改憲問題

韓国憲法かコスタリカ憲法か
　　　　　　　　　－日本の９条加憲論が問うもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日本国際法律家協会副会長　笹本　潤

１，憲法の国際比較の視点から
9条の加憲論 （自衛隊の明記） について憲法の国際比較をしてみると、その弊害や9条の長

所がわかりやすい。もっともわかりやすい例が、韓国憲法とコスタリカ憲法である。韓国の憲法は、
侵略戦争を否定しながらも、軍隊の存在を認める憲法。コスタリカの憲法は、常備軍を廃止し、
現実にも文字どおり軍隊を廃止した憲法である。日本の9条加憲の是非は、これから日本は、韓
国のような「武力による平和」憲法の社会か、コスタリカのような「武力によらない平和」憲法の
社会のどちらを選択するのか、として議論できるのではないだろうか。

２，韓国憲法の問うもの
韓国憲法は５条１項で侵略戦争禁止を定め、2項で国軍の国防義務が書かれている。いわば

専守防衛型の憲法だ。しかし、20１7年に私たち日本国際法律家協会で、イキョンジュ（李京柱）
先生の講演会を開催した際 （講演録はインタージュリストＮo１94,３2頁以降）、イ先生は、軍隊をいっ
たん憲法で認めると、「武力による平和」型の憲法になり、侵略戦争禁止の条項も容易に逸脱さ
れると言う。

自由法曹団沖縄支部と韓国の民弁米軍委員会の米軍基地問題の交流会が20１8年３月4日に
沖縄で開催され、私も参加させていただいた１。民弁米軍委員会委員長のハ弁護士の報告では、
現在の北朝鮮に対する韓国国軍や米韓の合同軍事演習について、ほとんどの憲法学者は、韓
国憲法５条2項で戦争遂行可能な軍隊の保有とその訓練を想定しているために、予防的な防衛
のための軍事演習でも憲法上根拠があるとのことだった。また、憲法裁判所も、「侵略戦争か防
衛戦争かの区別があいまいなため、軍事訓練を侵略戦争を想定しているとして防衛行為を妨げ
るのは、非倫理的で敗戦の残酷性を見落としている」として、侵略を想定した軍事訓練さえも憲

１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　韓国·民弁側の発表は、文在寅新大統領を誕生させたろうそく革命、北朝鮮を想定した軍事訓練をどう法的に

規制していくか、サード（THAAd）配備訴訟などであった。日本側の発表は、9条改正に向けた日本全体の立法の

報告や、普天間·嘉手納の騒音·差し止め訴訟、辺野古新基地建設阻止につながる岩盤破砕行為差止訴訟であっ

た。私と井上啓弁護士は、国際活動の報告をさせてもらった。発表した内容は、COLAPとIADLの米軍基地問題

キャンペーン、朝鮮半島危機に対する声明、マーシャル諸島と横須賀における米軍基地の実態などである。
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法違反とは言えないとしている。イ先生の言っていたことが、韓国の軍事訓練の場面でも実証さ
れたことになる。

ここに日本の9条加憲論の見方に対する一つのヒントがある。
軍隊の規定が憲法にあれば、敵国を想定せざるを得ず、侵略戦争禁止の憲法規定は容易に

潜脱されるということである。日本の9条の場合は、軍隊を禁止した9条2項があるからこそ、9条１
項の戦争禁止は守られ、政府によっても自衛隊は戦闘地域に派遣できないという解釈をしている。
しかし、軍隊の存在を憲法で認めてしまえば、敵国からの脅威があるとみられる状況がある場

合には、「軍隊による防衛」を憲法が想定している以上、当面の軍事的対応が優先されてしまう。
また、「侵略」か「防衛」かの境目はあいまいなことが多いため、韓国の憲法裁判所がいうように、
軍事行動が侵略戦争にあたるか防衛行為にあたるかという判断は後景に退いてしまう。このよう
に韓国では、専守防衛の規定が、時の政府によって簡単に踏みにじられてきた。日本の9条に自
衛隊や軍隊が憲法に書き込まれることの現実的な影響が、韓国の実例に表れている。
日本と韓国の憲法の差は、アメリカとの集団的防衛条約にも表れている。韓国の憲法 （１948年）

ができた後の米韓相互防衛条約 （１9５３年） では、韓米は相互に集団的自衛義務を負うことになっ
ているが、日本の場合は、日本の憲法 （１947年） ができた後の日米安保条約 （１9５１年） では、ア
メリカが片務敵に防衛義務を負うにすぎない。ここにも「武力による平和」型の憲法か「武力によ
らない平和」型の憲法かの差が出ている。

政府の国民に対する憲法の説明の仕方でも両者に差が生じる。イ先生の講演で一番強調し
ていたのは、「日本の憲法9条2項があるがゆえに、国防や軍事行動を行う場合には、政府がそ
の理由·根拠を説明しなければならない」、つまり政府に合法性の挙証責任があるということだ。
韓国では政府は合法性の説明をする必要がない、むしろ違法と主張する側が説明しなければな
らない。日本のように軍隊が憲法で否定されると、合法性を維持するために政府は軍事行動の
合法性を説明せざるをえない。韓国では、ベトナム戦争の派遣も、後方支援からいつの間にか
侵略戦争をしており、十分な説明はされていないとのことだ。日本で今、問題となっているイラクや
スーダンへの自衛隊派遣の問題のように、「派遣先が非戦闘地域か否か」「イラクやスーダンへ
の派遣の日報の内容が戦闘状態だったかどうか」などが政治の場で正面から取り上げられ、政
府が説明に窮するという場面は、韓国にはないのである。そのように、軍隊の存在を憲法で認め
ることには、今後の日本社会の方向性にとって想像以上の大きい影響があるのである。

３，コスタリカ憲法の示すもの
一方、「武力によらない平和」型の憲法であるコスタリカの憲法はどうか。
コスタリカ憲法１2条では、常備軍を廃止している。これは長く続いた内戦に対する拒否感があっ

たことを背景に１949年に誕生した。私は、３月24日に「コスタリカの奇跡」の映画上映会に参加し
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た （コスタリカに学ぶ会、9条地球憲章の会主催） が、その映画の中に軍隊を廃止した平和憲法
の成果がちりばめられていた。

コスタリカの軍隊を否定した憲法があってこそ実現できたと考えられるものとして、①１980年代
の中米紛争時におけるモンヘ大統領の中立宣言、②中米紛争の当事国を和平に導いたアリア
ス大統領のノーベル平和賞受賞、③イラク戦争支持、武器の輸入や原発の導入に憲法訴訟を
提起したIADLのロベルト·サモラ弁護士の活躍 （当時学生）、④ニカラグアとの国境紛争の時に
米州機構や国際司法裁判所を活用して軍事衝突を避けた例、どれもが平和憲法１2条とそれが
根付いた平和的な文化がなければ実現しなかった例である。南北アメリカの集団的自衛を定め
たリオ条約にコスタリカは加盟はしているが、その条約は発動されていないし、活用もされていない。

私が、コスタリカ留学をしていた当時、近くの公園で通行人に「軍隊がなくて平気ですか」と質
問すると、みんなが「軍隊がなくても平気です」と答えた。コスタリカの社会が非武装国家を実質
的に受け入れていると感じたときだった。
日本には、自衛隊という実力組織が存在しており、その点コスタリカとは大きく異なる。しかし、

それでも日本社会の中で、9条の準則ともいえる専守防衛、武器輸出３原則、自衛隊の戦闘地域
への派遣の禁止は、いわば常識として根付いてきた。これらは、軍隊を否定した9条2項が法的
な根拠となってきたからである。（以上、笹本潤『世界の平和憲法 新たな挑戦』大月書店、20１0
年参照）

４， ９条加憲論と日本人の選択
韓国は北朝鮮と分断国家で休戦中だから、どうしても敵をあおる風潮が勝ってしまう。コスタリ

カの国民は、国境紛争の時には隣国ニカラグアに対して敵対心がなかったわけではないが、平
和的な解決が身についている。現在、日本も北朝鮮情勢などの影響で、敵対心をあおる風潮になっ
ていて、その中で9条加憲論が取り上げられている。

日本の世論調査では、おおよそ憲法9条を支持する人が約６割いるのに対して、日米安保を支
持する人が約8割で、「武力によらない」と「武力による」の両方の気持ちが拮抗しており、どちら
に転ぶか非常に微妙な状況である。ただ、以上述べてきたように9条に加憲されると、韓国のよう
に、政府が大した説明もないまま、戦争の被害者や加害者にされる社会になる。そのような実例
を見ると、武力によらない社会を作るために、どのような憲法を選び取っていくのか、を日本の人々
に問題提起するのが、私たち日本国際法律家協会をはじめとする法律家の役割ではないだろうか。

（20１8. 4.１６記）
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ドローン攻撃調査について （パキスタン）

パキスタン訪問記－Ｕ.Ｓ.ドローン攻撃被害の
聞き取りとシンド州高等法院弁護士会を訪ねて

　　　　　　　　

弁護士　井上　啓

１　パキスタンに向けて出発
20１8年３月2１日から３１日まで、１0日間かけてJALISAのメンバーである清末愛砂先生、幸せを

売る男·大矢勝氏らとあこがれのパキスタンに行った。日本ではテロなどの危険国として敬遠され

がちで、確かにガイドブック「地球の歩き方」はここ１0年間現地調査ができないとして改訂されて

いない。今回は、清末先生の知り合いのパキスタン人ガイドのワジット·アリさんにコーディネイト·

同行してもらい、安全に全行程を楽しむことができた。

３月2１日は午前１１時4５分に成田空港を出発し、タイ航空機でバンコクに向かった。そこで乗り

継ぎ、パキスタンの首都イスラマバードの近郊ラーワルピンディーの空港に深夜到着。そこから、

チャーターしたマイクロバスで20分程度の距離にある宿泊先のロイヤルトンホテルに向かった。日

本との時差は4時間。

２　ドローン攻撃被害の聞き取り
22日は午後から、パキスタンにおけるU.S .ドローン攻撃

被害の救済に取り組むシャフザッド·アクバル （Shahzad　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Akbar） 弁護士の話を聞くために、イスラマバードにある

人権団体の事務所に赴いた。アクバル弁護士からドロー

ンの写真が裏表紙にある英文のパンフレット （注１） をい

ただき、また、実際のドロ－ンの破片を2つ見せてもらった。

パキスタンでは、2004年に無人攻撃機ドロ－ンによる「空

爆」が始まった。その数は2008年以降急増し、１0年間でその回数は400回を超え、またその犠

牲者は4000人を超えたという。攻撃先は、北部の北ワジーリスターンと南ワジーリスターンが中心で、

山岳地帯のアルカイーダやタリバンを狙っているというが、１人の標的に対し、１0倍の犠牲者が出

ているという。オバマ政権時代の2008年からドロ－ン攻撃が一層増えている。当時、ドロ－ンはパ

キスタン南部のバローチスターン州クエッタから南西約３20キロメートルにあるパキスタンのシャムシー

空軍基地から出撃していたが （20１３年以降はアフガニスタンのカンダハールから）、操縦はアメリ
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カ本土のCIAの基地から遠隔操作されている。

パキスタン政府は、公式的にはドロ－ンの使用を許可していないというが、20１１年の9·１１事件後、

ムシャラフ大統領は秘密協定でアメリカに同基地を貸与したとされる。また、2004年から200５年

にかけて同基地にドロ－ンが駐機している写真をメディアが報じているという （注2、３8５頁）。

ただ、アクバル弁護士によれば、これまでパキスタン人のドロ－ン攻撃被害者は１ルピーたりとも

賠償や補償を受けていないという。それは、おそらくパキスタン政府からすれば、アメリカのドロ－

ン攻撃は自国の領土内で勝手になされるもので、まさに主権侵害であり、一方、アメリカは当初ド

ロ－ン攻撃をしていること自体を認めていなかったからであろう。また、オバマ政権下では「識別

特性攻撃 （Siｇnatｕre Strike）」、すなわち「疑わしい行動パターン」を取れば攻撃標的とするこ

とが認められており、加えて「戦闘員」の定義を「戦闘可能な男」とすることで１５～１６歳の若者

ですら合法的な標的とみなしてきたため、「民間人」は殺していないと強弁することができたので

ある （注３、３97頁）。

これに対し、20１３年4月１１日、ペシャーワル高等裁判所は画期的な判決を出した。ドローン攻

撃を非合法な戦争犯罪とし、アメリカに適正な補償を払うよう勧告したのである。また、パキスタン

政府にも積極的な責務を負わせ、パキスタン人民を保護するよう求めた。さらに裁判長は、国際

司法裁判所か戦争犯罪特別法廷でドロ－ン攻撃が国際法に反する完全に違法なものであること

を明白にすべきと強調した （注１、2３頁）。

なお、パキスタンの対外関係はなかなか複雑である。中国に続くカラコルム·ハイウェイや市内

のバス専用高架道路、さらには南部カラーチーの西５５３キロメートルのアラビア海にあるグワーダ

ル港はいずれも中国が資本投下して建設されている。それ自体に隣国インドは反感をもっているが、

中国との関係からして、パキスタン国内にアメリカ軍基地は公的には存在していないことにせざる

を得ないのであろう。

３　パキスタン北部への旅－ギルギット、フンザで山を堪能
2３日は朝５時３0分にホテルを出発した。チャーターしたマイクロバスでカラコルム·ハイウェイを使って、

ギルギットまで北上するためである。20時間かけての旅だった。インダス川を眺め、荒涼とした岩

山に付けられた山道をガタゴト揺られる。途中、ウサーマ·ビン·ラーディンが殺されたとされるアッ

ボダバードや、ベシャーム、チラースといった町を通り抜けた。ところどころ関所があり、警察に検

問され顔写真まで撮られた。マイクロバスには、警護のためにライフルを持った警官が同乗したと

きもあった。

24日は、ギルギットから快適なハイウェイを使ってさらに北上し、フンザ地方のカリマバードまで行っ

た。そして、昼前にあこがれのラカポシ峰 （7788m） と対面した。この日は晴天でくっきりと山襞が
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見えた。カリマバードは日本のクライマー長谷川恒夫氏ゆかりの地である。彼は近くのウルタル峰

で遭難死した。妻が現地で学校を経営している。夕方、バルチット·フォートというチベット的なお

城まで歩いていくと、その高台からの最高の眺めを見ることができた。時期的にもよく、雪を頂く

7000m級の山々に囲まれた里には桃、杏、桜の花が咲き誇り、遙か下にはインダス川に注ぐフン

ザ川が望まれ、まさに桃源郷であった。

2５日は、カリマバードからカラコルム·ハイウェイを下り、チラースまで行った。途中で、ヒマラヤ、

カシミール、カラコルムの３大山脈が合流する地点に立ち、ついに8１2５mナンガパルバット峰の勇

姿を見ることができたのである。

2６日はチラースからまた１0数時間かけて夜中にラーワルピンディーのロイヤルトンホテルに到着した。

27日はアフガニスタンに近いペシャーワルという町に行ったが、そこでおいしいケバーブ （串焼きの肉）

をたくさん堪能することができた。ただし、治安に不安があり、事前にパキスタンの民族衣装を購

入し、それを着込んで出かけていった。ヒゲを伸ばし、ギルギット方面で愛用されている帽子 （パコー

ル） をかぶったため、すっかり現地人になった。ペシャーワルは宝石の原石を売っている卸売の

店が多くあり、いろいろ見ていたらアフガニスタン原産の真っ青なラピスラズリの石をくれた。

４　カラーチーへ－シンド州高等法院弁護士会を訪ねて
28日から南部の旧首都カラーチーへ飛んだ。この時点で、空港係員に「ギルギットから来たのか」

と聞かれるほど、現地にとけこんでいた。カラーチーは海に近いせいか非常に蒸し暑く気温は３５

度を超えていた。29日には、COLAP （アジア法律家協会） でもおなじみのアブラール·ハッサン氏

とその所属するシンド州高等法院弁護士会を表敬訪問した。

ハッサン氏は同弁護士会の会長経験者であり、壁に

は代々の会長の一人として写真が飾られていた。また、

「サー」の称号で呼ばれており、現地では大変敬意を表

されている弁護士である。パキスタンは英領であったこと

から、コモン·ローの法体系の下、裁判は英語で行われ

ており、判決書も英文で書かれている。裁判官も弁護士

から選ばれるシステムで、古めかしいが威厳のある高等

法院図書館を案内してもらうと、元最高裁の裁判官だった方やパキスタン憲法を起草した方の

弟に会い、英文のパキスタン憲法の本をいただいた。

弁護士会は日本と違って地域単位の弁護士会ではなく、審級ごとに弁護士会が設置されてい

る。シンド州高等法院弁護士会には３５00人の弁護士が所属しており、そのうち５00名が女性弁

護士とのこと。弁護士は黒スーツに黒ネクタイでかっこよく、まるで法廷ドラマを見ているようであった。
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実際に労働事件の法廷も傍聴させてもらったが、裁判官に向かって原告側·被告側の弁護士が

肩を並べて演台で弁論しており、裁判官もかなり活発に発言していた。

ハッサン氏やその息子さん （弁護士）、今期の会長や事務局長など執行部の方と懇談するな

かで、パキスタンでは国民から軍部とともに司法が信頼されており、司法積極主義 （スオ·モト制度）

であるようだがと質問すると、それにはいい面と悪い面があり、政治的な介入になるのはよくないが、

生活に係わる行政面では良い面があるとの回答が戻ってきた。同弁護士会では、大矢さんが反

核·反原発のバナーを広げ、署名を集めるなど大活躍をした。

５　おわりに
今回は１0日間にわたり、北から南までパキスタンを満喫した。パキスタンはインダス文明の発祥

地であり、モヘンジョダロやハラッパーといった遺跡がある。また、日本でも有名なガンダーラ仏教

美術の地もある。

カラーチー近郊のマンゴプーリという地区にはアフガニスタンにルーツを有するハザラ人のコミュ

ニティーがあった。ハザラ人は国内で差別の対象となり、ハラスメントを受けているとのことであった。

実はハザラ人はモンゴル系ともいわれ、日本人とそっくりな顔立ちをしている。差別と迫害による貧

しさの中で、ハザラの伝統的な料理とともに私たちを歓待してくれた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治情勢の厳しい国ではあるが、平和で治安がもっと安定していれば、その雄大な山脈、花

の桃源郷、インダス川の流れなどにより、日本人が絶対に気に入る国であると思う。北部の山岳

地帯や部族地帯はアフガニスタンとの国境もはっきりせず、混沌としているが、観光資源がこれだ

け豊かであるのだから、平和になれば観光がはやるだろう。その観点から、今回の旅を通して観

光産業が一番平和な産業であると実感した。世界第2位の高度8６１１mを誇るK2峰もある。さら

にブロードピーク80５１m、ガッシャーブルム80６8mなど、まだまだパキスタンには良い山々があり、ま

た訪れる予感がしている。

（参考文献）

・ 注１「Do we not bleed？」（Akbar弁護士に頂いたパンフレット）

・ 注2「パキスタン政治史」（中野勝一著·明石書店）

・ 注３「CIAの秘密戦争」（マーク·マゼッティ著·早川書房）
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新連載　国際社会と 「市民」

武器貿易条約（ATT）の形成と実施における「市民」

明治大学国際武器移転史研究所　榎本　珠良

20１３年4月、国連での長年に渡る交渉の末に、武器貿易条約 （ATT）が採択された。この条

約形成の背景には、冷戦終結後の国際社会における通常兵器規制の動きがあった。こうした

動きおよび国連でのATT交渉や、条約採択後の締約国会議プロセスにおいて、ＮＧOをはじめ

とする非国家のアクターはどのような役割を果たしたのか？本稿は、今年8月に日本で開催される

ATT第4回締約国会議に向けて、この条約形成と実施における非国家アクターの役割と課題を

考察する。

(1)ATT形成過程における「市民」

冷戦終結直後に発生した湾岸戦争は、通常兵器移転に対する国際的な関心を高めることに

なった。イラクによるクウェート侵攻と湾岸戦争の際にイラクが保有していた通常兵器 （概して、ラ

イフル銃などの小型武器や、戦車などの重兵器を意味する） の多くは、それ以前に欧米諸国か

ら移転されたものだった。そのため、欧米諸国では、自国からの武器移転がイラクによる侵略行

為を助長したのではないかとの批判が高まった
１

。また、１990年代を通じて、通常兵器移転は、「南」

の「新しい武力紛争」を激化·長期化させ、「南」の開発に悪影響を及ぼし、「人間の安全保障」

を脅かすリスクがあるものとして、規制の必要性が論じられるようになった。そして、通常兵器移

転のリスクを減じるべく規制する一義的な責任は、武器の移転元の国 （々輸出国） にあると考えら

れた。そのため、移転規制に関する１990年代の合意形成は、武器輸出国 （とりわけ欧米諸国）

を中心とした場で進められた。より具体的には、欧州理事会や欧州連合 （EU）、国連安保理常

任理事国５か国の協議、欧州安全保障協力機構 （OSCE） などの場で、特定の国や地域への

移転を明示的に禁止するのではなく、輸出国政府が武器輸出の可否を判断する際に適用する

基準 （移転許可基準 ： 人権侵害に使用されるリスクが著しい場合には武器を輸出しない、など）

を設ける方向で協議がなされ、合意が形成された。

2000年代に入ると、同様の移転許可基準を盛り込んだ「グローバル」な合意を作成しようとす

1　 横井勝彦『大英帝国の〈死の商人〉』（講談社、1997 年）5-6 頁。
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る動きが、政府·非政府のアクターのなかで生じた
2

。政府アクターとしてはイギリス政府が、非政

府アクターとしては200３年にオックスファムやアムネスティ·インターナショナルなどの国際ＮＧOが

主導して設立した「コントロール·アームズ」（正式略称は存在しないが以下CAと略す） が、こ

の動きを主導した。当初、イギリス政府は、小型武器に対象を絞った法的拘束力のない合意の

形成を提唱した。しかし、200５年頃には、同国政府は「コントロール·アームズ」が提唱していた

ATT構想――通常兵器全般を対象にした法的拘束力のある合意を形成する構想――を支持

する方向に舵を切った。翌200６年には、イギリス政府は通常兵器移転規制の条約構想につい

て議論するための国連総会決議を提案し、これが採択された
３

。以降、20１３年に国連総会の場

でATTが採択されるまで、同条約に関する交渉は国連の場を軸にして展開することになる。

冷戦終結後の国際社会における通常兵器移転規制の動きのなかで、ＮＧO等の非国家アク

ターはどのような役割を果たしたのか?まず、１990年代以降の通常兵器移転規制の論議を枠組

み付けた、開発、紛争予防、「人間の安全保障」などの視点は、ＮＧOなどの活動の結果として

政府関係者らに共有されるようになったとはいい難い。国際合意で移転許可基準を設けるという

規制方法も、ＮＧOが提起したとはいえない。ただし、小型武器だけでなく通常兵器全般を対象

にした法的拘束力のある移転規制合意を、地域を超えた場で形成する構想は、CA加盟団体を

はじめとするＮＧOやそれに協力する研究者が提起したものであり、そのためには新たな交渉の

場が必要であった。そして、200３年に国際ＮＧOがCAを立ち上げ、各国に対してATT構想へ

の支持を訴えるなかで、この構想への支持が集まったのである。

次に、国連でATT交渉プロセスが開始されると、CAは交渉プロセスに沿った提言活動や情

報提供、交渉中の文書の分析に軸足を置いた。例えば、20１１年に、CAとオックスファムは、国際

上級法律家プロジェクトと共同でネットワークを形成した。このネットワークは、70名以上の国際法

学者の協力を得て、会議の場で政府代表団に国際法の専門家がいない小国や非政府アクター

からの法的質問に対して回答したほか、会議中に配布された非公式文書や条約案を分析し、

抜け道を指摘して修正を提案するなどした。ATTの交渉プロセスにおいて、CAなどの非政府

アクターは、知識共同体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（特定領域で専門性や能力があると認められる専門家のネットワーク） と

しての機能を高めようとしたといえよう。

2　 筆者は、2003 年 9 月から 2015 年 8 月まで NGO に勤務し、人道・安全保障分野の研究・

政策の担当者として、国連での ATT 関連会議に参加した。2015 年 9 月以降は、コンサルタ

ントとして関連分野の NGO に関与しつつ、ATT 締約国会議に参加している。本稿で出典

を明示していない箇所は、筆者自身による記録や入手情報に基づいている。ただし、本稿の

分析や見解は筆者個人に属し、いかなる組織の主張も代弁するものではない。

3　 UN Doc. A/RES/61/89. Towards an Arms Trade Treaty: Establishing Common 
International Standards for the Import, Export and Transfer of Conventional Arms.
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ただし、CAは、200３年当時にオックスファムなどの欧米出自の大規模な国際ＮＧOが設立し

た組織に過ぎない。設立以降、CAは「グローバル市民社会」を名乗り、世界中の市民社会を代

弁することを謳い、欧米諸国から資金を得た。ATT交渉プロセスの期間に、欧州諸国はこの条

約に関するＮＧOの活動に対して支援を提供したが （例えば、会議にＮＧO関係者が参加する

ためのスポンサーシップ資金など）、その多くはCAの手に渡った。その結果として、ATT交渉プ

ロセス中の会議 （主にニューヨークの国連本部で開催された） に参加するために外部資金が必

要なＮＧOのうち、実際に会議に参加できたのは、概して欧米出自の国際ＮＧOが決定するCA

の主張に異を唱えないＮＧOであった。CAの主張に異を唱えたＮＧO関係者は、スポンサーシッ

プ資金の配分を得られずに会議に参加できなかったり、数週間の会議の途中でCAにより会議

参加を禁じられるなどした。ATT交渉プロセスでの「市民社会」領域は、国民国家の境界を越

えた広がりを見せる一方で、CAの主張を受け入れるか否かという基準によって包摂と排除の論

理が作用する排他性をはらむものとなった。

（2）ATT締約国会議プロセスにおける「市民」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20１３年4月に採択されたATTは、各国政府に、国際人道法·国際人権法の重大な違反等に

使用される可能性などについて評価し、著しい危険性がある場合は、輸出を許可しないことを義

務付けた
4

。また、通常兵器の輸出に関する記録を保持·保存し、前暦年の通常兵器の輸出入

に関する年次報告書を提出することなども義務付けた。

その後、20１4年１2月24日にATTが発効し、翌年から年１回の締約国会議が開催さ

れ、それに向けた様々な準備会合も開催されてきた。メキシコで開催された第１回締約国

会議で、スイスに条約事務局を置くことが決定され、第2回 ·第３回の締約国会議はスイス

で開催された。20１8年8月に開催される第4回締約国会議は、議長国の日本の意向によ

り、日本で開催される。これまでの締約国会議プロセスにおいては、締約国会議の手続

規則や、各国の年次報告書のテンプレート、事務局の構成や予算、テーマ毎のワーキン

グ·グループの設置や運営方法など、主に事務的 ·手続的な事項に議論が集中している。

CAなどの非政府アクターは、事務的·手続的事項の細部に渡る提言を行う一方で、ATT締

約国·署名国が既に行っている武器移転がATTに違反している可能性を指摘し、この問題を

4　 UN Doc. A/Conf. 217/2013/L.3, Draft Decision Submitted by the President of the 
Final Conference, 28 March 2013; UN Doc. A/67/L.58, The Arms Trade Treaty, 2 April 
2013. 条約の詳細は次の文献を参照。榎本珠良「冷戦終結後の通常兵器移転規制の進展と限

界」榎本珠良編『国際政治史における軍縮と軍備管理』（日本経済評論社、2017 年）、第 7 章。
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締約国会議で取り扱うよう主張してきた。第３回締約国会議までの各国の議論は事務的·手続

的事項に終始する傾向が見られたが、それら事項について一定の目途がついた現在、第4回締

約国会議での議論の展開が注目される。

他方で、先述したCAの問題はいまだに観察できる。締約国会議には政府やＮＧOの関係者

が会議に参加する資金を補助する公式な制度が設けられている。しかし、欧州諸国などが第３

回締約国会議までに拠出したスポンサーシップ資金は、公式な制度を通じてではなくCAに直接

に渡される傾向があった。それゆえ、締約国会議に参加するために外部資金が必要なＮＧOが

会議に参加できるか否かは、CAを主導する国際ＮＧO関係者の判断に左右された。また、締約

国による武器移転 （例えば、締約国から東南アジアの特定の国に向けた武器移転） がATT違

反か否かについて、欧米出自のＮＧO関係者と武器移転先の国のＮＧO関係者との間で意見

が分かれる場面もみられる。そうした場合には、概して武器移転先の国のＮＧO関係者の意見

は無視され、欧米出自のＮＧO関係者の意見が「グローバル市民社会の声」として発表されるな

どしている。

（３）ATT第4回締約国会議に向けて

第4回締約国会議に向けては、各国による条約実施、年次報告書の提出率 （の低さ）、武器の

流出防止をはじめ、様々な課題が存在する。そのなかには、高い専門性を要する事項も多く、政

府関係者にとっても、専門性を有する研究者やＮＧO関係者などの提言から得られる知見は多

いだろう。しかし同時に、この条約の実施が人々の生死を左右しうることを考えれば、締約国会

議プロセスにおいて「グローバル市民社会」を称して知識や見解を示す者が誰を代弁·代表し

ているのかについて、一定の批判的視点が必要だろう。

１997年に採択された対人地雷禁止条約
５

の形成·実施過程におけるＮＧOの役割が注目され、

「グローバル市民社会」が果たしうる役割に期待が集まった2000年代に設立されたCAには、

多くの期待や資金とそれに伴う権力が集中した。「グローバル市民社会」を名乗る組織は、誰を

代弁·代表するのか？彼らが主張する正当性の根拠とは何か？彼らにより排除される人々の存在は、

いかなる課題を示唆するのか？ATTの形成と実施における「市民」の役割の考察にあたっては、

これらの問いが避けがたく浮上する。

5　 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of 
Anti-Personnel Mines and on their Destruction, September 18, 1997.
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フィリピン移民問題

日本人の父を求めて：
Japan Family Reunification Program

弁護士　長谷川弥生

1 概要
20１8年4月2５日から28日まで、フィリピンのマニラとセブにて、JFC（日本人とフィリピン人の間の

子ども） の母子を対象に、日本人の父親との家族の再統合をめざすプログラム （JFRP） を行い

ました。マニラでは認知などを求める際の日本の法的手続きについてのフォーラムを開催し、それ

に引き続いて個別相談を行いました。セブでも同様に個別相談会を開きました。本プログラムの

実行にあたり、コーディネイターとしてJALISAのインターンのルイシト・ポンゴスさん、現地ＮＧO

ミグランテインターナショナルのスタッフ、ＮUPLの弁護士に大変お世話になりました。またクラウドファ

ンディンにて多くの方々の資金的援助をいただきました。まずはじめにみなさまにお礼を申し上げ

ます。ありがとうございました。このプログラムは私を含め５人の弁護士 （笹本潤弁護士、井上啓

弁護士、中峯将文弁護士、相曽真知子弁護士） が行いました。

2 マニラ：4月25日と26日

（１）フォーラム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　初日の午前中を使い、JFCの母たちを対象としてJFCにかかわる法制度等の説明を行

いました。日本の戸籍等のシステム、日本法により子どもに認められる権利や親の義

務、調停や訴訟の制度、法テラスや日弁連のリーガルエイドシステムについて、それ

ぞれスライドを使うなどして講義を行いました。暑い中参加者のみなさんは熱心に聞

いていました。質疑応答の時間にはたくさんの質問

が出ました。それぞれ自分のケースに依拠した質問

が多かったですが、JFCたちに共通した問題でもあ

り、他の人の質問についてもみな真剣に参加してい

ました。フィリピンではちょうど学年末の長期休暇

であるためか、小学生や中学生のJFCたちもお母さ

んについて一緒にきていました。
フォーラム
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（２）個別相談会
初日の午後と翌日で20件以上の相談を受けました。遠方から数時間かけて会場まで来てくれ

たJFCたちも多くいました。日本人の父親が残した手がかりをもとに連絡がとれなくなった父親

を探したい、日本に住んでいる父親に認知をしてほしい、子どもに日本国籍を取得させ日本で教

育を受けさせたい、母子ともに日本で暮らしたい、といっ

た相談が多くありました。ほとんどのJFCは長年にわた

り日本人の父親から遺棄されており、父親の顔を知らな

い子も多くいました。日本に行ってお父さんに会いたい、

という純粋な気持ちがひしひしと伝わってきました。すで

に成人しているJFCも、日本に行って父親に会いたい、

と相談に来ていました。

3 セブ:4月27日午後と28日
飛行機の遅延により、セブでも予定していたフォーラムは行うことができませんでした。遅れな

がら会場につくと個別相談会のために多くのJFCとその母親たちが来ており、すぐに相談を始め

ました。セブでは約１日半で１0件以上の相談を受けました。日本人の父親の戸籍謄本や住民票、

旅券の写しを持っている人も多くいました。資料があってもフィリピンにいながらにして日本人の父

を探すことが困難であることがよくわかりました。中には日本人父を探すというエージェントに大金

を払って騙されたような人もいました。

4 今後の予定
今回相談に来てくれたJFCたちの多くは、日本人の父親と何年も連絡がとれなくなっていて、

どうしたよいかわからず困っていました。彼らとしてはどうすることもできなかったようでした。調査

や法的請求にかかる費用、地理的制約、言葉の問題、など様々な制約があるうえに、とにかく小

さい子どもを育てるのに精いっぱいだったし、いまだに時間的資金的に全く余裕がないのです。

今回のプログラムを支援してくれたＮＧOであるミグランテのメンバーとはマニラでもセブでも今

後の活動についてミーティングをしました。そしていろいろ困難はあるけれど今後も継続して同様

のプログラムを実施していきましょう、と合意しました。フィリピンは多くの島からなる国であり、JFC

が多いと言われている地域は、バギオ、マニラ、セブ、パナイ、ネグロス、ダバオと各地に広がって

います。今回の相談に来たいけれど交通費等が出せずに来られない人がいる、という話も多く

耳にしました。そこで次回以降にはマニラやセブ以外の地域での開催も検討しています。

個別相談
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５ 今後の課題
私たちJALISAの方にもいろいろ制約や問題があり、今後同様のプログラムをどこまで続けて

いけるかは不確定ですが、私は、JFCの問題は、個別ケースの救済にとどまる問題ではなく国際

的な人権侵害問題、社会的経済的問題としてJALISAが取り組むべき問題であると考えます。

相手国としてもフィリピンだけに限らず、他国においても同様のことが起きている可能性は高いでしょ

う。

さらには、日本だけに限らず、他国間でも同様の問題が起きているものと思われます。中には

母親たちが人身取引の被害者であることも少なくないと思われます。広くアジアの国の間で起き

ている問題としてCOLAPとしても取り組んでいくべき課題だと思います。

６ 会員のみなさまへのお願い
少なくとも今回のプログラムで調査·相談したそれぞれの個別ケースについては今後、法的救

済ができるかどうか検討したうえ、必要に応じてできるかぎり具体的な法的支援を行いたいと考え

ています。そこで個別ケースについての法的支援について弁護士会員のご支援を必要としてい

ます。ご興味のある方はぜひご連絡ください。

また学者会員の方々には個別ケースのプログラムを継続的に行っていく際に問題となる点や気

を付けるべき点などご教示いただきたいです。市民会員のみなさまにもぜひご経験とお知恵をお

貸しください。

このプログラムは今回参加したメンバー５人だけでは到底続けていくことが出来ません。一緒

に関わってくださる方を大募集していますのでみなさま、どうぞご参加ください。
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大熊政一会長の本棚

川崎哲著『新版 核兵器を禁止する　条約が世界を変
える』（岩波ブックレット 岩波書店 2018年2月刊）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日本国際法律家協会　会長　　大熊　政一

昨年7月ついに核兵器禁止条約が国連で採択され、年末には同条約の成立に国際ＮＧOとし

て貢献したICAＮ （核兵器廃絶国際キャンペーン） がノーベル平和賞を受賞したことは記憶に

新しい。本書は、ピースボート共同代表であり、ICAＮ国際運営委員として同条約の成立に寄与

した著者 （川崎哲氏） による核兵器禁止条約についての一般向け解説書である。既に20１4年

に刊行されていた旧版をベースに、今回の条約成立を踏まえ、最新情報を加えて改訂された新

版である。

著者は先ず核の脅威が今日の世界でいかに広がっているか

を実証的なデータをもとに示したうえで、核兵器については単に

不拡散条約があるに過ぎない現状を打破して、国際法で核兵器

を禁止することの必要性を、他の大量破壊兵器に対する国際法

的な禁止の体制と対比しつつ論じている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次いで１99６年7月にICJ （国際司法裁判所） により核兵器の

使用 ・ 威嚇を「一般的に国際人道法に違反する」とする勧告的

意見が出された後の、核兵器禁止条約成立に向けての国際的

な運動の流れと背景を詳細に跡付け、核兵器禁止条約につい

ては、核兵器の廃棄と検証までを包括的に定める「包括型」、具

体的な廃棄と検証までは立ち入らず取敢えず核兵器の禁止を定める「禁止先行型」、および核

兵器廃絶について先ず大枠を定め各論は議定書で定める「枠組み条約」の３つの構想 （オプ

ション） が提案されていたが、最終的には「禁止先行型」がとられたこと、条約を作るプロセスに

ついても、交渉を、国連の枠組みの中で全会一致制がとられるジュネーブ軍縮会議の場で進め

るのか、ＮPT （核不拡散条約） の枠組みの中で進めるのか、地雷やクラスター爆弾の場合のよ

うに国連の枠を離れた有志国で先ず進めるのかなどが議論されたが、結論的には国連の枠組

みの中で、先ず国連総会決議で条約交渉会議を開き、最終的に国連総会で条約を成立させる

という、20１３年の武器貿易条約 （ATT） に近い形がとられたことが説明される。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　著者は今回の条約成立にあたって、唯一の戦争被爆国でありながらアメリカの核抑止力に

依存する政策を採っているという理由で、核兵器保有国と同一歩調をとって核兵器禁止条約に

反対の姿勢をとり続けている日本政府を鋭く批判する一方、今回の条約成立に向けたICAＮを

はじめとする国際的なＮＧOの活動を紹介する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さらに成立した核兵器禁止条約の内容を詳細に説明するとともに、この条約によって期待さ

れる様々な効果と成立後の課題を論じる。その中で同条約に対する批判や懐疑論にも触れ、こ

れらに対しひとつひとつ丁寧に反論して、説得力のある議論を展開している。核兵器保有国の

加入しない条約には意味がないという声に対しては、アメリカや中国が未批准のために発効し

ていないにもかかわらず多数国が参加し検証のための国際機関が活発に活動して核実験をさ

せないための実効性を発揮している包括的核実験禁止条約 （CTBT） の例や、地雷を保有す

る大国が加入していないにもかかわらず、多数の国が加入して地雷削減の効果を挙げている

対人地雷禁止のオタワ条約の例を挙げて反論している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「核武装による脅しが支配する秩序から、良識と人道の原則が支配する秩序へと、地殻変

動は起き始めている」とする著者の核兵器廃絶に向けた並々ならぬメッセージが伝わってくる好

著である。本書の中で説かれている条約成立に向けたプロセスの説明や、成立した条約によっ

て期待される効果と成立後の課題を論じた箇所は、一昨年暮に国連総会で決議されている“平

和への権利宣言”を今後どう生かして発展させていくかを考えるにあたっても極めて参考になる

と思われる。
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　JILISA の活動とわたし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　名古屋学院大学　　飯島　滋明

名古屋学院大学の飯島滋明です。憲法学、平和学、医事法を専門に研究しています。

私が法の世界に身を置こうと思ったきっかけは、中学のときに社会科の授業で「朝日訴訟」を習っ

たことでした。憲法2５条では「生存権」が保障されていると習った直後に「朝日訴訟」の実態を

知るにおよび、こうした社会を変えたいと思ったのが憲法研究者になるきっかけでした。

そうした私が憲法研究者として心がけていることは、「現場を見る」ことです。私がはじめて関わっ

た本は、『国会審議から防衛論を読み解く』という本でした。この本の編集作業を通じて、軍事

ジャーナリストの前田哲男先生からいろいろ学びました。特に学んだことの一つは、「現場を見る」

重要性でした。理論の上だけでなく、現場で見たいろいろな軍事の現状と、そうした現状を踏ま

えての分析は、一般の市民にも説得力を持つと感じました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「現場を見る」重要性は、川崎市市民オンブズマン専門調査員の業務を通じても実感しました。

200３年１2月からから200６年１１月まで、私は川崎市市民オンブズマンの専門調査員の仕事をして

いました。行政への苦情申立ての前提となっている市民間の土地の争いなどは、最初は図面を

見れば適切に解決できると思っていました。ところが実際に現場を見ると、思わぬ事実に出くわす

ことがありました。「頭の中」だけでは適切な解決ができない現実を、私は川崎市市民オンブズマ

ン専門調査員の職務を通じて学びました。

こうして私は「現場」を見て、そこで得たものを前提にして、軍事や憲法の問題に関する見解

を社会に提示してきました。JALISAの活動に私が関わっているのも、「現場を見る」重要性から、

国際社会の現実を踏まえて平和や憲法の問題を憲法研究者として提示したいと考えているから

です。とくに「平和への権利」については、実際にジュネーブなどで見たこと、聞いたこと、体験し

たことなどを踏まえて紹介させていただいています。

みなさまにもいろいろご指導いただくことになると思いますが、よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018年3月27日に長崎県佐世保で開催された
「水陸機動団」発足の抗議集会で講演する飯島滋明

2018年3月28日、NHK長崎放映
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日本国際法律家協会役員（2018－2019年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長 ： 大熊政一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 副　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長 ： 家 正治 石川智太郎　　　　　　　 漆原 由香　　　　　　　　 梅田 章二

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 清末 愛砂 笹本 潤 白石 光征　　　　　　　　 新倉 修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 理 事 ： 相曽真知子 池田 賢太 石川智太郎　　　　　　　 井上 啓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 井上 正信 漆原 由香　　　　　　　　 大久保賢一 大熊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加藤　　 裕 川津　　 聡　　　　　　　　　　　 喜多 自然 笹本 潤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光征　　　　　　　　 鈴木 満 田中 俊　　　　　　　　　　 中森 俊　　　　　　　　　　久

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長谷川弥生 林　　　 治 藤　　木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邦顕　　　　　　　 宮坂　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浩　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 飯島 滋明 君島 東彦　　　　　　　　　 清末 愛砂 新倉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 武藤　　 達夫 神戸 秀彦　　　　　　　　　 岩下美佐子 大矢 勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 菅野 亨一 高部 優子 中島 良子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 顧　　　　　　 問 ： 石川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元也　　　　　 稲本洋之助 大川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　真郎　　　　　　　 甲斐道太郎　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 神谷咸吉郎　　　　　　　 小林　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保夫 鈴木　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亜英 土田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嘉平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仲田 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　晋　　　　　　　 根本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孔衛 花田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政道 広渡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清吾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 藤　　田 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勇 松井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芳郎　　　　　　　 渡辺　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卓郎　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事務局長 ： 相曽真知子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監 事 ： 柳沢　 尚武 中村　 芳昭
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インタージュリストの発行回数の変更とニューズレター発行のお知らせ

日本国際法律家協会は、これまでインタージュリストを年4回のペースで発行してきましたが、財

政難にともない、今年から発行回数と頁数を減らさざる得なくなりました。今後、発行回数は年３

回 （３月、６月、１0月） とさせていただきます。ご了承ください。なお、１9５号に関しては、すでに３月

に発送させていただいております。今号の１9６号が今年第二回目のインタージュリストの発行とな

ります。

インタージュリストの発行回数の変更にしたがい、６月と１2月に会費請求書を送付させていただ

く際に、ニューズレターを同封いたします。したがって、会員の皆さまとの紙媒体を通してのコミュ

ニケーションはこれまでよりも増え、結果的に年５回になります。会員の皆さまからのインタージュリ

ストとニューズレターへのご寄稿をお待ちしております。

今回の変更の件、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。

編集長 清末愛砂
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JALISA活動日誌　

 
201８年       
 ２月   1日 日本国際法律家協会・第１回理事会（東京）
    １５日　   ＣＯＬＡＰ日本実行委員会
  １５日　   ＪＦＣプロジェクト会議
 3月　4日～6日　 自由法曹団沖縄支部と韓国民弁との交流会への参加
      9日　 ＣＯＬＡＰ日本実行委員会
 　  2１～３１日　 パキスタン調査（ドローン攻撃被害聞き取り＆シンド州高等法院弁護士
　　　　　　　　　会訪問等）
  ２６日 法律家６団体　緊急声明「自民党改憲案の問題点と危険性」
  4月    ６日　  ＪＦＣプロジェクト会議
　　   ９日　 ＣＯＬＡＰ日本実行委員会
               12日　  IADL「イスラエルによるガザでの非武装の民間人への攻撃についての
　　　　　　　　　非難声明」　
      24日～29日　 ＪＦＣ海外調査（マニラ・セブ）
  5月          ４日      IADL・COLAP共同声明「アジア太平洋法律家協会及び国際民主法律
                           家協会の板門店宣言に関する声明」

今後の予定　
 6月 14日　 平和の権利ワークショップ（ジュネーヴ）
　７月２８～２9日　 第4回　原発と人権　全国研究・市民交流集会 in ふくしま
 ８月　３～13日　 ＣＯＬＡＰ執行部会議（インドネシア・バリ）

編集後記
森友問題をめぐる公文書の改ざん事件、陸上自衛隊の日報隠ぺい・・・。次から
次へと出てくる安倍政権の膿。同政権の支持率がぐっと下がっていることもあり、
護憲運動の中からは自民党が目指す改憲の動きが止まるのでは、という声も聞こえ
てきます。しかし、今年の3月25日に開催された同党の党大会では、今年度の運
動方針の第一項目として改憲が掲げられました。その点に鑑みると、同党は改憲の
動きを止めようと思っていないことが明らかです。手を緩めるわけにはいきません。
自衛隊の憲法明記や緊急事態条項の導入は日本の軍事化を促進し、また基本的人
権の否定につながる道を拓きます。なんとしても改憲を食い止めるために、インター
ジュリストでは今号も国際的な視点から改憲問題を考えることができるような原稿
を掲載しました。今後もまたIADLの活動や各国の人権問題とともに、改憲問題に
かかわる原稿を積極的に掲載していく予定です。今後ともどうぞよろしくお願いい
たします。（清末愛砂）


