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STATEMENT OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEMOCRATIC LAWYERS CONDEMNING
THE KILLING OF GENERAL SOLEIMANI AS AN ILLEGAL ACT OF AGGRESSION
ソレイマニ将軍殺害は違法な侵略であると弾劾する国際民主法律家協会の声明
バグダッドにおける合衆国のドローン攻撃によってイランのガセム・ソレイマニ将軍を殺害した
ことは、アメリカ合衆国法および国際法を侵害する違法な侵略行為である。これは、アメリカ合衆
国を含むすべての加盟国が従うべき法的な拘束力がある国連憲章を侵害している。国連憲章は合衆
国が批准した条約であって、合衆国憲法第６条第２項によって国内法の効力をもつ。国連憲章を批
准する世界のあらゆる国は、同様の義務を負う。
政治的指導者――とりわけ合衆国の――による本件関連の 論議のレベルは、衝撃的なことに、将
来の世代が「戦争の惨害」の経験を味わうことがないようにするため合意した国連憲章の内容や憲
章において述べられた国際的規範が支持され尊重されることを確保する自らの義務について理解の
欠如を示している。
本件殺害に関する論議は、この侵略行為の「政治的な」意味づけに焦点を当てており、この行動
が違法な侵略行為に当たることを特に名指ししていなかった。さらにまた、攻撃の「合法性」に言
及する場合、多くの政治的・メディアでの発言 では、「脅威」の「比例性（均衡性）」および／また
は「急迫性」に限定されていた。このような事態はいずれも、合法性の根本問題から見て的外れで
ある。
国連憲章違反の違法な侵略行為
国連憲章第２条第３項は、すべての加盟国に対して、「その国際紛争を国際の平和と安全を危う
くしないように平和的な手段で解決」するよう求めている。同第２条第４項は、すべての加盟国に
対して、その国際関係において、武力による威嚇または武力の行使を、いかなる国の領土の保全ま
た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。
武力の行使に対する例外は、第 51 条と第 42 条に含まれる次の２つの場合に限られる。自衛の固
有の権利を認める第 51 条の下では、他の国の武力による攻撃に対する場合に限られる。第 42 条は、
安全保障理事会によって承認された場合にのみ武力の行使が許される。
本件攻撃は、イラクの主権に対する侵害であり、かつ、自衛の行動ではない
イラクにあるアメリカ軍事基地への攻撃は、イラクの非国家主体であるイラクに基地をもつ民兵
によってなされたと言われているが、これは、イランによるアメリカ合衆国に対する武力による攻
撃には当たらない。バグダッドにあるアメリカ大使館に立ち入ったイラク人による行動も、誰も死
傷するものではなく、これらの民兵に対するアメリカの攻撃（25 人を殺害し、少なくとも 55 人を
負傷させた）に対応してなされたものであって、アメリカに対するイラクの武力による攻撃となる
ものではない。
第 42 条は、安保理事会によって承認された場合に武力の行使を認めている。アメリカは、これら
民兵の行動について懸念を表明したが、これに関する決議を 求めて、この問題を安保理事会に持ち
出したわけではない。
当然、ある行動が自衛の場合に当たらないなら、それは国連憲章および国連総会決議第 3314 号に
よって禁止される侵略である。
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本件暗殺は裁判外での標的殺人であり、国際法上違法である
加えて、ソレイマニ将軍に対する攻撃は、裁判外 での標的殺害であり、国際人道法または国際人
権法のいかなる概念においても、違法であり、正当化されるものではない。 標的殺害は、国または
法の外観のもとに活動するその機関が、あらかじめ謀って、意図的にかつ故意をもって、実行者の
身体的拘束を受けていない者に対して致死性の力を行使することである。致死性の力の対象とされ
た人が、殺害が行われた国において死刑判決が許容される犯罪について有罪判決を受けていない場
合には、このような狙いをつけて殺害することもまた、いかなる法的手続きにもよらない裁判外で
の殺害にあたる。
裁判外での標的殺害は、その本性からして、違法である。これは、市民的および政治的権利に関
する国際規約第 6 条および第 14 条によって保障される生命への権利の恣意的な剥奪である。
多くの評論者が比例性（均衡性）に言及しているが、これは筋違いである。かつては戦争法と呼
ばれた国際人道法において比例性（均衡性）とは、特定の軍事行動が民間人の死亡、負傷または市
民の物に対して付属的に損失をもたらすことが予測される場合に、それが具体的かつ直接の軍事行
動との関係で行き過ぎているかどうかということに関係するものである。
その本質上、比例性（均衡性）の原則は、合法か違法かを問わず、武力紛争の場合に適用される
ものである。アメリカは、この殺害が行われたイラクとは武力紛争の状態にはなく、イランとの武
力紛争のケースで行われたわけではない。
比例性（均衡性）は、一人のイランの高位の軍人が一人のアメリカ軍の請負契約者の殺人と何ら
かの等価係があるかどうかというような場合を考慮するのに適用されるものではない。
同様に、脅威の急迫性の問題は、侵略行為を自衛の行為に転換するために国際法上いかなる根拠
も与えるものではない。ブッシュ政権はかつて国連の承認がないままイラクを 侵略したときにこの
概念を利用したが、国際社会はきっぱりとこのような考え方を排斥した。
IADL はアメリカの国際法違反を非難し、国連安保理事会に活動するよう呼びかける
IADL は、ソレイマニ将軍の暗殺並びにイラン・イスラム共和国およびその国民、指導部、文化的
遺産に対するあらゆる脅迫を強く弾劾するものである。
IADL はまた、イランの文化によって深甚の重要性をもつ文化施設を含むイランにおける 52 か所
の目標物を攻撃するというアメリカのトランプ大統領による途方もない脅迫を弾劾するものである。
このような行動は、疑いもなく、侵略犯罪に該当する。
IADL は、ソレイマニ将軍に対する攻撃を国際法の視角を通して評価すること、それが違法な侵略
行為であって、平和に対する犯罪であり、国連総会決議 3314 号における侵略犯罪としてきっぱりと
弾劾することを国際社会に呼びかける。
IADL は、国連安保理事会に対して、この問題について見解を発表すること、アメリカの中東にお
けるあらゆる侵略や介入を終わらせて、この地域における平和と安全を維持するために必要なあら
ゆる措置をとることを呼びかける。
IADL は、あらゆる国連加盟国に対して、アメリカのイランその他の国に対する侵略行為や戦争犯
罪を支持する、いかなる政治支援も後方支援も提供しないことを呼びかける。
2020 年 1 月 5 日
IADL 会長 ジーン・マイラー 次期会長予定者 エドレ・オラリア
IADL 事務局長 ヤン・フェルモン
次期事務局長予定者 ミコル・サヴィア
（翻訳・文責＝新倉修）
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自衛隊中東派遣の閣議決定に強く反対する法律家団体の緊急声明
はじめに
政府は、自衛隊のヘリコプター搭載可能な護衛艦１隻を新たに中東海域に派遣することを閣
議決定する方針を固めた。
中東派遣の根拠については、防衛省設置法の「調査・研究」とし、派遣地域は、オマーン湾、
アラビア海北部、イエメン沖のバベルマンデブ海峡で、ホルムズ海峡やペルシャ湾を外したと
している。また、護衛艦の派遣に先立ち、海上自衛隊の幹部を連絡要員として派遣することを
検討しているとされ、さらに、現在、ジブチで海賊対処の任務に当たっているＰ３Ｃ哨戒機２
機のうち１機を活用するとしている。
しかし、海外に自衛隊を派遣すること、とりわけ、今回のように軍事的緊張状態にある中東
地域に自衛隊を派遣することは、以下に述べるように、自衛隊が紛争に巻き込まれ、武力行使
の危険を招くものであり、憲法 9 条の平和主義に反するものである。
私たちは、今回の自衛隊の中東派遣の閣議決定をすることに強く反対する。
１

自衛隊の中東派遣の目的・影響
今回の自衛隊の中東派遣決定については、米国主導の「有志連合」への参加は見送るものの、
護衛艦を中東へ派遣することで米国の顔を立てる一方、長年友好関係を続けるイランとの関係
悪化を避けるための苦肉の策だとの指摘がある。確かに、政府は、今年６月に安倍首相がイラ
ンを訪問してロウハニ大統領、ハメネイ最高指導者と首脳会談を行い、９月の国連総会でも米
国、イランとの首脳会談を行うなど仲介外交を続けてきており、これは憲法の国際協調主義に
沿ったものとして支持されるべきものである。
しかし、自衛隊を危険な海域に派遣する必要性があるのかという根本問題について、菅官房
長官も日本の船舶護衛について「直ちに実施を要する状況にはない」としており、そうした中
で、自衛隊を危険な海域に派遣する唯一最大の理由は、米国から要請されたからと言わざるを
得ない。しかも、菅官房長官は記者会見で、自衛隊が派遣された場合「米国とは緊密に連携し
ていく」とし、河野防衛大臣も同様の発言をしており、中東地域を管轄する米中央軍のマッケ
ンジー司令官も、自衛隊が派遣された場合には「我々は日本と連携していくだろう」と日本側
と情報共有していく意向を示していることからすれば、イランは、自衛隊の派遣を、日米一体
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となった軍事行動とみなす可能性があり、イランばかりでなく、これまで日本が信頼関係を築
いてきた他の中東諸国との関係を悪化させる恐れがある。
また、自衛隊が収集した情報は、米国をはじめ「有志連合」に参加する他国の軍隊とも共有す
ることになるため、緊張の高まるホルムズ海峡周辺海域で、軍事衝突が起こるような事態にな
れば、憲法９条が禁止する「他国の武力行使との一体化」となる恐れがある。
２ 必要なのは米国のイラン核合意復帰と中東の緊張緩和を促す外交努力
自衛隊の中東派遣の発端となったホルムズ海峡周辺海域では、今年５月以降、民間船舶への襲
撃や拿捕、イラン軍による米軍の無人偵察機の撃墜とそれへの米国の報復攻撃の危機、サウジ
アラビアの石油施設への攻撃などの事件が発生しており、米国は、こうした事態に対応するた
めとして、空母打撃群を展開したり、ペルシャ湾周辺国の米軍兵力を増強するなどイランに対
する軍事的圧力を強めており、軍事的緊張の高い状態が続いている。
しかし、そもそも、こうした緊張の発端となったのは、米国が、イランの核開発を制限する多
国間合意（イラン核合意）から一方的に離脱し、イランに対する経済制裁を強化したことにあ
り、こうした緊張状態を打開するためには、米国がイラン核合意に復帰し、中東の非核化を進め
ることこそが必要であり、日本政府には、米国との親密な関係と中東における「中立性」を生か
した仲介外交が期待されているのであり、今回の自衛隊の中東派遣は、それに逆行するものであ
る。
３ 法的根拠を防衛省設置法「調査・研究」に求める問題
また、政府は、今回の自衛隊派遣の目的を情報収集体制の強化だとし、その根拠を防衛省設置
法第４条１項１８号の「調査・研究」としているが、ここにも大きな問題がある。防衛省設置法
第４条１項１８号は「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」を規定しているが、こ
の規定は防衛大臣の判断のみで実施できる。しかも、条文は抽象的で、適用の例示もないことか
ら拡大解釈の危険が指摘されており、過去には、２００１年の同時多発テロ直後に、護衛艦が米
空母を護衛した際や、テロ対策特別措置法に基づく活動開始前に護衛艦をインド洋に派遣した
際にも根拠とされており、海上自衛隊幹部からは「使い勝手の良い規定」との発言も出ている。
自衛隊が憲法９条の禁止する「戦力」に該当し、違憲であるとの強い批判にさらされる中で制
定された自衛隊法では、自衛隊の行動及び権限を第６章と第７章で個別に限定列挙しており、こ
うした自衛隊の行動については一定の民主的コントロールの下に置いている。これに対して、今
回の自衛隊派遣の根拠とする「調査・研究」の規定は、自衛隊の「所掌事務」を定めた組織規程
であって、どのような状況で調査・研究を行うかなど、その行動及び権限を何ら具体的に定めて
いない。そのため、派遣される自衛隊の活動の内容、方法、期間、地理的制約、装備等について
は、いずれも白紙で防衛大臣に委ねることになる。すでに政府が派遣目的を他国との武力行使の
一体化につながりかねない情報収集にあることを認めていることは、白紙委任の問題性を端的
に示すものといえる。このことは、閣議決定で派遣を決定したとしても、本質的に変わらない。
また、国会の関与もチェックも一切ないままで、法的に野放し状態のまま自衛隊を海外に派遣
することは、国民的な批判を受けている海上警備行動・海賊対処行動・国際連携平和安全活動な
どの規定すら潛脱するもので、憲法９条の平和主義及び民主主義の観点から許されない。
しかも、今回の閣議決定は、臨時国会閉会後のタイミングを狙ったもので、国民の代表で構成
される国会を蔑ろにするものである。
さらに、
「調査・研究」を根拠に派遣された場合の武器使用権限は、自衛隊法第９５条の「武
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器等防護のための武器使用」となるが、その場合の武器使用は、厳格な４要件で限定されてお
り、危険な船が接近した場合の停船射撃ができないことから、防衛省内からも「法的に丸腰に
近い状態」との声が出ており、派遣される自衛隊員の生命・身体を危険に晒すことになる。
４

自衛隊の海外での武力行使・戦争の現実的危険性
政府が、自衛隊を派遣するオマーン湾を含むホルムズ海峡周辺海域、イエメン沖のバベルマ
ンデブ海峡は、前述のように軍事的緊張状態が続いており、米軍を主体とする「有志連合」の艦
艇が展開している。しかも、日米ともに「緊密な連携」と「情報共有」を明言していることか
ら、派遣される自衛隊が形式的に「有志連合」に参加しなくても、実質的には近隣に展開する米
軍などの他国軍と共同した活動は避けられなくなる。
私たちは、２０１５年に成立した安保法制が憲法９条に違反するものであることから、その
廃止を求めるとともに、安保法制の適用・運用にも反対してきた。それは、安保法制のもとで、
日本が紛争に巻き込まれたり、日本が武力を行使するおそれがあるからであるが、今回の自衛
隊派遣により米軍など他国軍と共同活動を行うことは、以下のとおり、７２年以上にわたって
憲法上許されないとされてきた自衛隊の海外における武力行使を現実化させる恐れがある。
先ず、行動中に、日本の民間船舶に対して外国船舶（国籍不明船）の襲撃があった場合、電話
等による閣議決定で防衛大臣は海上警備行動（自衛隊法 82 条）を発令でき、その場合、任務遂
行のための武器使用（警察官職務執行法第 7 条）や強制的な船舶検査が認められていることか
ら（海上保安庁法第 16 条、同第 17 条 1 項、同 18 条）
、武力衝突に発展する危険性が高い。
また、軍事的緊張状態の続くホルムズ海域周辺海域に展開する米軍に対する攻撃があった場
合、自衛隊は、米軍の武器等防護を行うことが認められており、自衛隊が米軍と共同で反撃する
ことで、米国の戦争と一体化する恐れがある。
こうした事態が進展し、ホルムズ海峡が封鎖されるような状況になれば、集団的自衛権行使の
要件である「存立危機事態」を満たすとして、日本の集団的自衛権行使につながる危険がある。
さらに、政府は、ホルムズ海峡に機雷が敷設されて封鎖された場合、集団的自衛権の行使とし
て機雷掃海ができるとしているが、戦闘中の機雷掃海自体が国際法では戦闘行為とされており、
攻撃を誘発する恐れがある。

５

まとめ
以上述べてきたように、今回の自衛隊派遣は、その根拠自体が憲法９条の平和主義・民主主義
に違反し、自衛隊を派遣することにより紛争に巻き込まれたり、武力行使の危険を招く点で、
憲法９条の平和主義に違反する。
したがって、私たちは、政府に対して、自衛隊の中東派遣の閣議決定を行わないことを強く求
めるとともに、憲法の国際協調主義にしたがって、中東地域の平和的安定と紛争解決のために、
関係国との協議など外交努力を行うことを求めるものである。
以上
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ＩＡＤＬ
IADL南アフリカ大会に向けて（その１）
IADL BUREAU

笹本潤

１，
2019年11月9，
10日にブリュッセルで開催されたIADL COUNCILにおい
て、2020年のIADL大会の概要が決まった。
開催地 ： ヨハネスブルグ （南アフリカ）
時期 ： 2020年11月中旬 （11月12日から5日間が有力）
内容 ：
教育プログラム （１日間）
（テーマ案）　 気候変動と環境法、国連憲章、ビジネスと人権、デジタル時代の人権、
移民 · 難民の人権、サイバー犯罪、核実験禁止条約など
分科会 （2日間）
（テーマ案）　 平和と国際法の危機、司法の独立と弁護士の保護、移民の権利と人種
主義との闘い、抵抗し、守られ、組織する権利、労働組合の強化と労働者の権利、
債務問題と新民主的国際秩序、免責と国際犯罪における正義、人民の権利を保護
し促進する弁護士の活動、清潔で健康的な環境の権利、ジェンダー平等のための闘い、
ファシストと権威的政府との闘い、パレスチナ問題、アフリカ大陸の課題。
他に、経済制裁の問題、NATOと米軍基地問題、アルジェリア宣言なども出ている。
IADL 総会 （1日間）　 分科会報告、決議や選挙など　

２，
アフリカで起きている諸問題（IADL Councilの発言より）
a)アフリカ弁護士協会 （African Bar Association） ···IADLとの関係の強化を望んでおり、   
  会員にもなった。アフリカ各国で汚職が進んでおり、汚職と闘っている人たちといえども汚
  職が進んでいる。
b)カメルーン··· 混乱状態　 国のトップが選挙の敗北を受け入れず、反対派のリーダーも刑務
　　 所に入れられている。しかし、若者の革新的運動もある。
c)トーゴ ···2020年に選挙を控えており、人々の権利を守るための活動をしている。マリでの
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  和解プロセスにも関与している。
d)アフリカの選挙制度 ···アフリカ諸国の選挙制度が自由で公平かについて法的分析が求め
　　 られている。選挙の監視活動。
e) 新自由主義と新植民地主義 ··· 西側諸国がアフリカから資源、芸術、森林、お金を奪い取っ
  ているということ。毎年150億ドルがアフリカから不法に奪われている。この略奪がなければ、  
  アフリカは借金をする必要がない。国際刑事裁判所の問題もある。どうすれば信頼できる
  人権問題を扱うアフリカの裁判所ができるかが問題である。
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国連事務総長宛ての国連旗の使用に関するIADLの書簡
IADL BUREAU

笹本潤

IADL は、朝鮮半島の平和プロセスにおいて問題となっている朝鮮国連軍に関して、国連事
務総長宛に、国連旗の使用の合法性について質問状を送りました。国連軍解散を決めた国連
総会決議の存在、アメリカによる「国連軍」の名称の使用と並んで、国連旗使用の合法性が国
際法上問題となっています。
                          　　　　　　　　　　　　                                                                                  
　　　　　 2019年9月30日

アントニオ グテレス 国連事務総長殿

韓国と日本において国連軍によって使用されている国連旗の使用についての、
国連事務総長の立場についての質問状
国連経済社会理事会 の 協議資格を有 する非政府組織 である国際民主法律家協会
（IADL） は、当団体及びこの書簡を支持する他の市民社会グループ （リストは後掲） を代表し
てこの書簡を送る。私たちは上記の問題について貴殿の意見を伺いたい。なぜなら国連総会は、
その初期の段階で、国連と事務総長の名を守るために、国連総会の権限で国連旗法を採択し、
国連の尊厳を守る決議を採択した(1)。

１ 米軍は、韓国と日本のいくつかの軍事基地で、国連軍であるとして国連旗を依然
として使用している。国連軍は1950年7月にアメリカにより一方的に創設された。アメ
リカは、国連旗の使用を正当化する1950年7月7日の安保理決議84を援用している。し
かし、このような使用にはいくつかの重大な問題がある。たとえば、安保理決議84に
より勧告されたに過ぎない、国連ではない多国籍軍のために、安保理は国連旗を使用
する権限を与えるという重大な誤りをした。おそらく当時の安保理メンバーの何人か
は、安保理がそのような権力を有していると思っていたはずである。しかし、国連憲
章と法の法学者の第一人者であるハンス·ケルゼン教授によれば、そのような意見は国
連憲章にも国連総会決議167(Ⅱ)にも基づいていない 。さらに安保理決議84は、「統合
(2)
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軍」に北朝鮮軍への軍事行動の中での国連旗の使用権限を与えたのだが、米軍は最初
から「国連軍」の名で国連旗を韓国の軍事行動で使用してきた。

２ 最初の国連旗法は1947年12月19日に制定された。8条では、「この国連旗法に従
ってのみ旗の使用が許される」と述べている。しかし、この法には、軍事行動におい
て旗を使用することを許す条項は含まれていない。1950年7月28日にトリグブ·リー国
連事務総長は、国連旗法第6条として「国連旗は、国連の権限のある機関により軍事行
動の際に使用することが授権された場合に、軍事行動で使用することができる」と規
(3)

定する条項を付け加えた 。しかし、ケルゼン教授は、この新しい条項は、「安保理決
(4)

議84の事後的な正当化だ」と批判した 。

３ 1972年9月15日の28の加盟国による事務総長宛ての共同書簡は、国連総会第27会
期の議題に、「朝鮮の独立した平和的統一を加速するための望ましい条件の創造」と
いう題名の決議案を加えるように要求した。その決議の第2項では、国連総会は、「韓
(5)

国で国連旗を使用する権利は無効とすべきと考える」と述べている 。それゆえ、米国
は、安全保障理事会宛てに、国連旗を使用することを制限するなど、“国連軍”と表明
(6)

することを減らすことを承認する旨を理事会に伝える書簡を送った 。そして3ヶ月後
に米国はさらに安保理に書簡を送り、「1975年8月25日から国連旗は、1953年7月27日
の休戦協定の実施に直接関係する施設を除いて、韓国の軍事施設ではもはや使用しな
(7)

い」と理事会に知らせた 。国連加盟国が韓国で国連旗を使用することを停止すること
を求めてきたことに反して、米国は継続的に単独で国連旗を使用してきた。このよう
な行動は、国連事務総長の権限と意見をも無視するものである。

４ 1993年12月24日に、非武装地帯の南北の国境線をまたいで、国連事務総長のブト
(8)

ロス·ブトロス·ガリは、国連旗の使用を認めないと板門店で述べた 。彼の声明は、事
務総長は国際法の学者でもあることからしても、真実で公正である。さらに1994年に
国連事務総長は、安保理決議84は、「国連の指揮の下にある下部機関として統合軍を
設立したものではない」と明らかにした(9)。言い換えれば、「統合軍」は、安保理の指
揮下ではないということである。このように統合軍を「国連軍」と呼ぶことはできな
い。

５ この問題で、私たちは国連事務総長に以下の４つの質問をしたい。
(1) 安保理決議84は、北朝鮮軍に対する軍事行動の過程において、国連旗を使用する権限
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    を国連の機関ではない「統合軍」に与えた点で、国連憲章及び国連旗法に違反しないか ?
(2) 米国は、自らいわゆる「国連軍」を創設し、
「国連軍」の名前で国連旗を使用したことにより、
    安保理決議84に違反しないか ?
(3) 朝鮮半島の戦闘が1953年7月27日に終わり、安保理決議84の主たる目的が達成されたにも
　　　　

かかわらず、米国が国連旗を「国連軍」の名で今日でも使用していることは、安保理決議

　　　　

84に違反しないか ?

(4) もし米国が、国連憲章、国連旗法、または安保理決議84に違反しているとしたら、国連事
　　　　

務総長として、韓国と日本で国連旗の使用が濫用されていることを止めさせるために、どの

　　　　 ような方法をとるつもりか ?
私たちはこの問題に注目してくださることに感謝します。早急に返事をお願いします。
ジーン· マイラー
国際民主法律家協会会長
賛同団体
アジア太平洋法律家連盟 （COLAP）
韓国、アメリカ、オーストラリア、
ドイツ、カナダ、スウエーデン、英国、バングラデシュ多数の団体
(1) A/RES/92 (I), Official Seal and Emblem of the UN, 7 December, 1946; A/RES/167 (II), United  
　　　　

Nations  Flag, 20 October 1947.

(2) Hans Kelsen, The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental
　　　　

Problems (New York: Frederick A. Praeger, 1950), p. 938.

(3) ST/AFS/SGB/89,  The United Nations Flag Code (as amended), 28 July 1950
(4) Kelsen, p. 939.
(5) A/8752/Add. 9.
(6) S/11737 (27 June 1975).
(7) S/11830 (22 September 1975).
(8) Shawn P. Creamer (U.S. Army Colonel), “The United Nations Command and the Sending
　　　　 States,” International Journal of Korean Studies, Volume XXI, Number 2, Fall-Winter 2017, p. 2.
(9) UN Secretary-General Boutros Boutros-Ghali letter to the DPRK’s Foreign Minister, New
　　　　

York, NY, June 24, 1994.

この IADL の質問状に対して、2019年10月10日に国連から、国連事務総長補佐から、この質
問は国連事務総長の管轄の範囲外である旨の返答がありました。現在 IADLとCOLAP で対
応を検討中です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

( 翻訳 ： 笹本潤 )
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先住民族に対する差別との闘い
――Jérémie Gilbert論文の紹介
東京造形大学

前田朗

一　 はじめに
2020年の新年早々、麻生太郎副総理兼財務相がまた妄言を吐いた。1月13日に開かれた国
政報告会で、
「2000年の長きにわたって、ひとつの民族、ひとつの王朝が続いている国はここし
かない」と発言したものだ。2019年にアイヌ新法が成立したばかりなのに、これを無視する妄言
である。後に撤回したが「誤解を招いたとしたら」などと述べていて、およそ反省していない。
麻生副総理は2005年にも「一文化、一文明、一民族、一言語の国は日本のほかにはない」と
発言した。当時も北海道ウタリ協会 （現 · 北海道アイヌ協会） から抗議を受けたのに、同じ妄言
を繰り返している。日本政府がアイヌ民族を先住民族と認めたのは2008年のことだから、12年経
過しても、平気で無視し続けている。
先住民族とは何か、先住民族の権利とは何か、一般にもまったく理解されていない。アイヌ新
法は不十分な法律だが、せめて新法の内容を実現していく必要がある。
2012年の国連人権理事会諮問委員会による平和への権利宣言草案第11条は「被害者及び
被害を受けやすい集団の権利」として、女性や自由を奪われた諸個人とともに、先住民族が差
別や暴力被害を受けやすいことに言及した。
2016年の国連平和への権利宣言第1条は平和を享受する権利を掲げ、第2条は「国家は、
社会内及び社会相互間の平和を構築する手段として、平等及び無差別、正義、並びに法の支
配を尊重し、実施し、促進し、かつ恐怖及び欠乏からの自由を保障しなければならない」とし、平
和への権利宣言前文は「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」に言及している。
平和への権利宣言においても人種差別撤廃条約においても、さまざまなマイノリティに対する
差別を念頭に置いて、これに対する措置を提示しているが、先住民族もさまざまな差別被害を受
ける恐れがあり、保護の必要性が共通認識とされている。
2007年の国連先住民族権利宣言は、先住民族の歴史と現状を踏まえて包括的な権利章典と
して採択された。
他方、1965年の人種差別撤廃条約締結の時期には、まだ国連人権機関で先住民族の権利
が本格的に議論されていなかった。先住民族の権利を議論していたのは国際労働機関 （ILO）
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平和への権利

であった。それでは人種差別撤廃条約に基づいて設置された人種差別撤廃委員会 （CERD）
は、先住民族の権利についてどのように議論してきたであろうか。
こうした問題関心から以下では、ジェレミー·ギルバートの論文「国際法の下での先住民族の
権利の発展への人種差別撤廃委員会の貢献」を紹介する。ジェレミー·ギルバートはイギリスの
ローハンプトン大学教授であり、先住民族国際ワーキング·グループの副議長、先住民族の権利
専門家メカニズムの顧問を長年務めた。著書に『国際法の下での先住民族の土地の権利』
、
『遊
牧民と人権』がある。
本論文は、人種差別撤廃条約50周年を記念してデヴィド·キーン （ミドルセックス大学准教授）
とアマプルナ·ウォーレイ （マンチェスター ·メトロポリタン大学講師） が編集した論文集『人種差
別撤廃条約50周年』（マンチェスター大学出版、2017年） に収録されている。
なお、この論文集に収録された諸論文をこれまで順次紹介してきた。
ノジホ·ジャニュアリ- バーディル論文「人種差別とジェンダー正義」
『Interjurist』200号 （2019
年）
ジョシュア·カステリーノ論文「人種差別撤廃条約とマイノリティ」
『人権と生活』49号 （2019年）
ターラハ · マクゴナグル論文「人種主義的スピーチに関する一般的勧告三五号」
『部落解放』
782号 ·783号 （2019～20年）
＊ Jérémie Gilbert, CERD’ s contribution to the development of the rights of
indigenous peoples under international law, :  David Keane and Annapurna
Waughray (ed.), Fifth Years of the International Convention on the Elimination of
all forms of Racial Discrimination, Manchester University Press, 2017.

二

ギルバート論文の概要

１ 序論
ギルバートは、国際人権法の下で先住民族の権利は最近20年に大幅に前進したという。20
年以上の審議を経て2007年に国連先住民族権利宣言が成立したからである。国際法におけ
る先住民族の権利については2つのアプローチがある。1つは先住民族権利宣言や ILO 条約
169号のような先住民族に特化した法であり、
もう1つは普遍的な人権基準を先住民族に適用す
る方法である。前者のアプローチは重要であり、中心的関心を集めてきたが、後者の人権の一
般基準を採用するアプローチも同様に実効性を有している。後者のアプローチが重要なのは、
先住民族は地球の至る所で歴史的に形成された差別とレイシズムに直面しているからである。
この事実に照明を当てたのが人種差別撤廃委員会 （CERD） であり、先住民族に対する差別
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は人種差別であることを明らかにした。さらにCERD は1997年に「先住民族の権利に関する
一般的勧告23号」をまとめた。また、各国政府の報告書に対する審査を通じて各国に勧告を
出す中で先住民族の権利も取り上げてきたし、早期警告と緊急行動を採用してきた。
そこでギルバートは、国際人権法の下での先住民族の権利に関するCERD の貢献を分析す
る。まず人種差別撤廃条約が先住民族が直面する問題をいかにカバーしているかを検討し、
CERD が人種差別の構造的形態と闘うための実効的措置を採用してきたことを踏まえ、特に先
住民族の土地と領域に対する権利、続いて先住民族の自然資源へのコントロールの権利を考
察する。最後に、先住民族が直面する諸問題に対処するため CERD が取ってきた早期警告と
緊急行動を検討する。

２ 構造的差別と闘う
ギルバートによると、人種差別撤廃条約は「先住性」を差別の理由に掲げていない。しかし、
CERD は発足当初から先住民族は条約の下で保護されるというアプローチを採用した。条約
第1条4項は「人種若しくは種族の集団」、条約第2条2項は「人種の集団又はこれに属する個人」
としている。先住民族の権利に関する一般的勧告23号において、CERD は「先住民族に対す
る差別は条約の射程内にあり、こうした差別と闘い、撤廃するためにすべての適切な措置が取
られなければならない」と強調した。これに続く1999年の一般的勧告24号は、条約第1条1項に
従えば、条約は異なる人種、国民的又は民 （種） 族的集団、並びに先住民族に属するすべて
の者に関係する、
と確認した。
ギルバートによると、定義については、先住民族の権利について否定的な意見を述べる政府
もある。多くの諸国は、自国の領域内に先住民族が存在することを否定している。アフリカから
アジアに至るまでの諸国は、先住民族という「概念」は白人移住者による植民地化状況以外
には適用できないという。先住民族に関する定義をめぐる議論が数十年続いたが、CERD は
1991年の一般的勧告8号におけるように、自己同定 （自認） の重要性を強調した。CERD は、
先住民族の特定の定義を採用するのではなく、当該民族にとっての自己同定の重要性を強調
した。いくつかの国々に対する最終所見は、先住民族による自己同定が先住民族であることの
中心要素であるべきだとした。先住民族を認知することを拒否する諸国、例えば、琉球 · 沖縄を
先住民族と認めない日本政府、その領域内の先住民族の存在を認めたがらないコンゴ民主共
和国の場合に、CERD は自己同定を強調した。先住民族がもつ文化的アイデンティティを尊重
するため、CERD は例えばラオスに対する最終所見で「民族、文化、宗教集団の特定の特徴」
に言及している。
ギルバートによると、先住民族が人種差別撤廃条約の対象となると考えるのに格別重要な要
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素は、先住民族が直面する構造的差別である。CERD は諸国に対する最終所見のほとんどに
おいて、諸国に対して先住民族が直面する構造的差別と闘うよう呼びかけている。ほとんどの
社会において、先住民族は組織的で、
しばしば歴史的に形成された差別に直面している。構造
的差別に着目するCERD のアプローチは、国際法を刷新するものであり、非差別規範を個人か
ら集団に及ぼし、集団の権利を拡張する意味を有する。先住民族が人権法規範をより集団的
なアプローチにするよう求めてきたことに対応する。条約は集団に言及しているものの、集団それ
自体ではなく特定の集団構成員という点で個人を保護しようとするものである。CERD のアプロー
チは、単に個人構成員としてではなく、集団、特に先住民族に非差別規範を適用する方向性を
持つ。
CERD のもう一つの重要な貢献は先住民族女性が直面する差別に関連する。CERD は、先
住民族女性が先住民族として直面する差別と女性として直面する差別という「複合的形態」を
明確に取り上げてきた。例えばパラグアイに対する最終所見は、
「先住民族女性の状況は特に
委員会の関心事項である。彼女たちは、民族的出身、ジェンダー、職業、貧困などのゆえに、複
合的、交差的形態の差別に遭っている」と述べている。

３ 人種差別としての土地の権利
ギルバートによると、自分たちの土地と領域に対するアクセス、コントロールは先住民族にとって
本質的要素をなす。法的には土地の権利は通常は土地法のカテゴリーに属するが、人権法とも
わずかながら関連を有する。国際人権法においては、ILO169号条約と異なって、土地に対する
人権に言及した条約や宣言がない。先住民族の土地の権利に関する適切な法的枠組みがな
いため、CERD は土地の権利に関する司法管轄を論じた。
条約第5条は、人種、皮膚の色、国民的又は民族的出身にかかわらず、差別なしに、所有権
や他者と結びつく権利の享受を保障することを求めている。この所有権の概念の中に、CERD
は先住民族の土地の権利の包括的アプローチを見出した。CERD は「彼らの土地、領域及
び資源を所有し、開発し、コントロールし、使用する先住民族の権利」について言及している。
CERD の見解では、先住民族の土地の権利を認めないことは人種差別に当たる。
さらにCERD は先住民族の土地所有制度を承認することを各国の義務とみなしている。先住
民族と土地の権利を慣習法として承認することである。例えばカナダについて、CERD は、先住
民族が裁判所において自らの土地所有権を確認することが困難となっていることを指摘し、先住
民族の土地所有制度に基づく証拠の認定を確実に行うように勧告した。
ギルバートによると、CERD は先住民族の土地の権利に関連して、失われた土地に関する賠
償と返還の権利を論じている。土地の返還は救済の主要形式であり、返還が不可能な場合には、
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賠償などの保障措置が必要である。
2007年の先住民族権利宣言第28条は次のように定める。
１　 先住民族は、自らが伝統的に所有し、または占有もしくは使用してきた土地、領域および資
　　 源であって、その自由で事前の情報に基づいた合意なくして没収、収奪、占有、使用され、
ま
　　 たは損害を与えられたものに対して、原状回復を含む手段により、またはそれが可能でなけ
　　 れば正当、公正かつ衡平な補償の手段により救済を受ける権利を有する。
２　 関係する民族による自由な別段の合意がなければ、補償は、質、規模および法的地位にお
     いて同等の土地、領域および資源の形態、または金銭的な賠償、
もしくはその他の適切な救
     済の形をとらなければならない。

４ 自然資源の搾取と民間セクター
土地や領域の権利と並んで、先住民族権利宣言第28条が明示するように、自然資源に対す
るアクセスとコントロールは先住民族の権利の重要要素である。ギルバートによると、CERD は、
自然資源の利用についての決定過程への参加の権利を検討し、一般的勧告第23号では、先
住民族が事前の情報に基づいて合意していなければこの権利に関する決定をしないように求めた。
CERD は、その領域にある自然資源の搾取に関する決定に先住民族の参加と同意の権利があ
ることを繰り返し指摘した。
自然資源利用の権利については、民間セクター、特に多国籍企業の行為が問題となる。過去
数年間、ビジネスと人権に関する議題が注目を集め、2011年には「ビジネスと人権に関する国連
指導原則」が採択された。CERD は以前から人権法の下での企業の責任を論じてきた。例え
ば2008年のロシア政府に対する最終所見で、CERD は、パイプライン建設が先住民族が伝統的
に居住してきた領域を私有化し、生態系を消耗させると指摘し、民間企業に許可を与えることを
問題視した。
ギルバートによると、先進国の多国籍企業が先住民族の土地において事業展開をするため、
CERD は、政府が民間企業の行為を規制する義務があると指摘してきた。例えば2007年のカナ
ダ政府に対する最終所見で、CERD は、カナダで登録された多国籍企業がカナダ国外で自然資
源の搾取活動を行い、先住民族の土地、健康、生活環境、生活様式に不利益を及ぼしていると
指摘した。同様の勧告はノルウェー、アメリカ、イギリスにも出された。

５ 早期警告と緊急行動
人権条約機関にはその決定や勧告を執行する手段がないが、ギルバートによれば、CERDは、
決定や勧告が影響を与え、各国がこれに従うことを確保するように努力してきた。
「フォローアップ
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手続き」はその一つである。もっとも重要な手続きとして、1993年の「早期警告と緊急行動」がある。
早期警告は、現状がエスカレートして紛争になることを予防するための予防措置である。CERD
は先住民族に関連して早期警告を何度も発してきた。オーストラリアのアボリジニ土地の権利法
の改正、スリナムの鉱山法改正の提案、ニュージーランドの2004年海面海底法などの例がある。
政府の措置が先住民族の権利に影響を与える場合、CERD は早期警告と緊急行動を発してき
た。

６ 結論
ギルバートは最後に、CERD は人権法の下での先住民族の権利の発展において疑いもなく
重要な役割を果たしたという。先住民族の権利は今日では十分に確立して、他の人権機関か
らも承認を得ているが、CERD は一貫して先住民族の権利に焦点を当てたパイオニアである。
CERD の貢献を並べると長いリストになるが、先住民族の権利は国連人権機関の前で壁に直
面してきたのを、CERD が先住民族の権利を認めたことは大きな意味があった。さらに国家のみ
ならず、国際機関や私的セクターとの関係も視野に入れたことが重要である。企業だけでなく、
市民社会の行為者、特に先住民族の団体から情報を収集し、議論に反映させた。2014年には
CERD 議長にグアテマラの先住民族であるフランシスコ ・ カリツァイが就任した。国連人権機関
の議長に先住民族がついたのは初めてのことであった。

三

おわりに

以上がギルバート論文の概要である。
国連先住民族権利宣言が採択され、アイヌ新法が制定されたが、日本では先住民族の権利
は十分理解されていない。むしろ、冒頭に紹介した麻生太郎発言や、地方政治家によるアイヌ
否定発言が相次いでいる。札幌ではアイヌに対するヘイト·スピーチ事件も問題となっている。ア
イヌ民族の墓地から盗掘されたアイヌ遺骨の問題も未解決である （前田朗「日本植民地主義を
いかに把握するか （一）」
『さようなら！福沢諭吉』第5号、2018年、前田朗「遺骨から見えてきた日
本植民地主義」
『東アジア共同体 · 沖縄 （琉球） 研究』第3号、2019年）。
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ロベルト来日公演
今回、コスタリカ在住の弁護士であるロベルト· サモラ氏をお招きし、以下の通り講演を行いま
した。
・ １２月3日 （火） ＠奈良　 共催 ： 九条の会奈良県ネットワーク、日本国際法律家協会
・ １２月３日 （火） ＠大阪　 主催 ： 日本国際法律家協会関西支部、大阪弁護士９条の会
・ １２月７日 （土） ＠東京　 主催 ： 日本国際法律家協会　 総会　 基調講演
コスタリカは、１９４９年の憲法改正で常備軍を禁止し、国家予算を教育や医療に回し、中米屈
指の福祉国家となりました。また、コスタリカは、隣国ニカラグアの左派政権を威嚇したいアメリカ
政権から、領内への米軍基地建設を要請された１９８３年には、国際法を盾にこれを拒否し、永世
中立宣言をしています。
軍隊を持たないコスタリカが外国の脅威にどう対応し、どのように歩んできたか。それを知るこ
とは、日本国憲法９条の改憲の動きを考えるにあたってとても重要であると考え、今回の講演会を
企画しました。どの講演会も多くの方にご参加いただき、大盛況のうちに終了しました。
以下では、東京での講演会の内容をご報告いたします。
この報告書は、コスタリカに学ぶ会の杉浦ひとみ弁護士がまとめてくださいました。
（事務局長　 相曽真知子）

軍隊を捨てた国 コスタリカ憲法から学ぶ
ロベルトサモラ弁護士講演会
弁護士

杉浦ひとみ

これまでもコスタリカの歴史について話してきた。１８２１年コスタリカの独立の時に､ 今のコスタリ
カの基盤となるような決断が行われた。当時中米はスペインから独立する国が続き、元首は軍人
であった。しかし、この国は教師を元首に選んだ。これは戦争から離れるということよりも、教育に
力を入れるという決断だった。
１８４１年　 カリージョ将軍が軍事クーデターを起こし、国が軍事化し、独裁政権になった。ところが、
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そのもとで作られた新憲法の中には不思議なことに人権の規定が謳われて
いて、これが１９４８年の世界人権宣言ひな形になったともいわれている。
こういった軍事的クーデターがおきても、世界人権宣言の基礎になるような
こともおきる。１８７１当時の軍人トマス·グアルデイアが元首になり､ 彼も新しい
憲法を制定した。１８２９～１８７１の在任期に１６の憲法を作った。それぞれの
１６の憲法の中で教育がとても重視され、基本的人権として保障され、無料
の教育が受けられるという憲法を作っていった。１８７１年に憲法には２つのポ
イントがあった。ひとつは　 彼は司令官のトップでありながら、軍人の政治への
介入を認めないことにした。そして、彼は政治に関わる最後の軍人になった。
もう一つは１８７１年に、　軍事的殺し合いに慣れた立場でありながら、死刑を廃止した。これで世
界で３番目に死刑を廃止した国になった。１８７１年に軍事を廃止、成熟した憲法となっていた。こ
の憲法は１９４８年まで続いた。この間は軍事クーデタ－の可能性もなくなり穏やかな日々が続いたが、
そのあと汚職が起こった。
１９４８年は、
ラテンアメリカは戦争について熱くなった時期だった。選挙の不正があり、ホセフィゲー
レスが何人かを集めてグレープを作り蜂起し、革命を行った。フィゲーレスはキリスト教徒と共産
党に対する革命に成功した。フィゲーレスは、今すべきことは、常備軍を放棄することだと判断した。
１９４８年１２月１日、フィゲーレスは、兵営の中で木槌を振り上げて、兵営を博物館にして、軍事的
な政治に戻らないことを宣言した。こうして第２共和国ができた。そこでできた建物は教育的機
関とされている。他のラテンアメリカの国々は軍事的なことにお金を使っていたが、コスタリカは教
育にお金を使うことができた。
ここで私は、ひとつの答えを示す事ができる。コスタリカが小さな国であるのにラテンアメリカと違っ
て豊かな国になっているのはこういった決断があったからである。　　
常備軍を持っていないということは、軍事的なことに関わらないことの意思表明にもなっている。
軍隊をなくすというこの決断は、１９４５年国際連合の中でも強い立場をしめした。軍隊をなくす取
り組みは、他の国々がやりたいと思いながらできてこなかったことであったが、コスタリカの実践は
実証となった。
「皆さんも恋に落ちると、このまま進むべきか悩むでしょうけど、同じように私たちは軍隊をなくし
たとき､この先うまくいくかどうかを悩みました。でも、恐れを捨ててすすんだことが今のコスタリカ
に繋がっている。それが７０年後の今の私たちの生活に繋がっているのです。」
１９７９年に開かれた米州人権委員会 （サンホセ） でコスタリカは大きな存在感を示しました。
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戦後の冷戦は終わらず ､ 私たちも影響を受
けたが、１９７０年頃からニカラグアが緊張感を
持つことになった。アメリカの後ろ盾を得たソモ
サ政権に対抗して、サンディニスタ民族解放戦
線ができた。アメリカはそれを嫌い、ＣＩＡはサン
ディニスタに対抗するコントラを作った。合衆国は北のエルサルバドルやホンジュラスにベースを
築いて攻めたが抑圧できなかった。そこで、アメリカは北からの攻撃では足らず、南のコスタリカ
側からも圧力をかけようとして、コスタリカに基地を作ろうとした。レーガンのコスタリカへの圧力は
とても大きなものだった。当時の大統領ルイス·アルベルト· モンヘは大きな決断をした。人類の外
交史にとって、このモンヘの決断は輝かしいものだった。
モンヘは、ヨーロッパの国を周りながら国際人権委員会に、コスタリカが永世中立国となること
を宣言した。永世中立国宣言をしたモンへはレーガンのところに行き、
「私たちは世界に向け、法
的に永世中立を宣言したので、それを破ることはできない」と伝えた。モンヘは、１ドルをかけるこ
ともなく、ひとりのいのちも失うこともなく、軍事的緊張を国民から遠ざけることに成功した。
私はこの何年か弁護士をして、モンヘの功績は非常に大きかったと思っている。ガンジーやマ
ンデラに匹敵するような勇気のあることを行ったが、コスタリカが小国であるがために、国際的に
知られてこなかった。これは法的な面だけでなく、外交面でも、歴史的にみて勇気ある行動だと
考えられる。中米が紛争のただなかにあって、コスタリカで私たちは平和に過ごすことができた。
しかし２００３年危機が襲った。記憶に新しいと思うが、２００３年は、米英が中心となって、石油を
目当てにして連合体を作りイラクに侵略を始めた。コスタリカの当時の大統領アベル· パチェコは、
( 私はモンヘよりり尊敬も少なく勇気もなかったと思っているのだが )イラク侵攻のアメリカを支持
しようとした。そのとき私が行ったこと、これが私がここにいる意味でもあり、その始まりでもあるの
ですが。
当時大学生だった私は、パチェコの判断は憲法の平和の文化に反するもだと、憲法裁判を起
こした。その訴訟で勝訴し、すぐにコスタリカのアメリカ派兵支持を取消された。そのときにひとつ
満足できなかったことは、平和は憲法にとって重要なものであるが、平和のための権利として認め
られたものではなかった。つまり、価値観としては平和を守ることは謳われているが ､ 権利として
は謳われていないということを示したのだった。
その後１年半日本に来てピースボートで働いていた、そのときに二度目の憲法裁判を起こした。
その機会をくれたのはオスカル·アリアスだった。アリアス氏はノーベル平和賞受賞者として有名だが、
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彼は２００６年原発を作ることの権限を国に与えようとした。その中には軍事的な目的も含まれていた。
このとき私は、まだ在学生で正式な弁護士ではなかったが、ここで憲法裁判所で主張したのが
「平和への権利」だった。
そのときに私の目的は達成された。アリアスの政令は却下された。そして、永年求めていた「平
和のための権利」が憲法の枠組みの中で認められたのだ。その意味で、平和目的が達成された
と感じた。
私の母の職業を知ってますか ?　　 教師です。コスタリカの平和の歴史の最初の元首が教師であっ
たが、私の源も教師だったということです。
「コスタリカの奇跡」というドキュメンタリーがありますが、
これは奇跡ではありません。正しい選択のの繰り返しの結果だということで、この結果を出すため
に怖がってはいけないということです。これが私が伝えたかった全てです。

　　
　　　　　　　　

司会 ： 漆原由香弁護士　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

ロベルトの取り組んできた活動と訴訟の紹介　　　　　　　　　　　　　　　
笹本潤弁護士　　　　　　　　　　　　　　　　　　

安保法制違憲訴訟
コスタリカに学ぶ会 ： 杉浦ひとみ弁護士
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外国人の入管への長期収容問題
弁護士

笹本潤

　　　　　　　　　　　　　

はじめに
インタージュリストNo200の髙村加珠恵さんの論文「日本における入国管理収容の現状 ： 長
期収容と人身保護」を受けて、私が担当してきたいくつかの長期収容の事件を取り上げる。
2018年２月に入管による、送還の見込みが立たない収容者の事実上の長期収容の方針が確
立して以降、特に仮放免が許されなくなってきた。それ以前の私の担当した事件では、だいたい
6ヶ月も経てば仮放免されるケースが多かったが、2018年以降は何度仮放免の申請をしても許さ
れないという状況が今も続いている。

１， エメリータさん
（フィリピン）
エメリータさんの仮放免は新聞でも取り上げられた。エメリータさんは収容中、仮放免の許可
申請を１０度以上行い、2019年12月23日にようやく仮放免が許可された。
エメリータさんは風営法違反などの罪で、約2年5ヶ月刑務所で服役して、刑期が終了した日か
ら東京入管に収容されて2019年12月に仮放免されるまで約3年2ヶ月収容されてきた。身柄拘束
の期間は、通算で約5年7ヶ月にもなる。
その間、体重は50㎏あったのが35㎏まで減少した。面会をする度にみるみる痩せていった。
無期限の長期収容から来る心理的不安のため、体調を崩し、食事もできなくなっていた。収容中
に正式に結婚した日本人の夫と前夫との間の二人の子ども （20代） が彼女の帰りを5年以上待
ちわびていた。
確かに彼女は罪を犯したのだが、それは刑務所の服役で償いは終わっている。同じ理由でさ
らに入管に収容されるのは事実上の二重処罰になる。外国人に関しては、日本人と違って、過
去に罪を犯したことが不利益扱いされる運用がまかり通っており、事実上の二重処罰になっている。
入管に収容中に、一人部屋に入れられた時には、常時監視カメラが部屋内の動静を監視して
いて、部屋内のトイレの場面まで監視された。この問題はエメリータさんが提起して国会でも取り
上げられた。食事も毎週同じメニューが出てきて、時には腐りかけたゆで卵も出てきたという。
2019年12月に仮放免されて、やっと家族とも会えた。結婚した夫とは初めて手を触れることが
できた。子どもたちのかかえている問題にも対応することができた。それもつかの間、2020年1月
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移民問題

第４週に強制送還するという通知が代理人の私のところに届いた。送還の差止訴訟を提起する
ことで回避することはできたが、今後は仮放免の期間延長の際に再び収容される危険性もある。
入管は、在留特別許可を与える際のガイドラインの指標の一つに日本人との結婚を挙げている。
しかし結婚したからと言って、必ずしも在留特別許可のビザが出るわけでない。ガイドラインは「基
準」とは呼べない単なるメモのようなものだ。子どもを育てる必要があること、30年間に及ぶ日本
滞在の定着性などももっと重視されてもよい。今、収容や仮放免の身柄の面でも、ビザの取得の
場面でも、一度在留資格を失った外国人は苦境に立たされている。

２， ロイダさん（フィリピン人）
ロイダさんは、JALISAにとっても特別に思い入れのある方だ。カフィンの移民センターでは、Ｄ
Ｖ被害者の民間シェルターの管理人を引き受け、自分の家に被害者をかくまって、夫からの追求
を避けたこともあった。
夫の入管手続き違反により永住ビザを失ってからは６年間仮放免が許されていた。入管に収
容されたのは、2018年の10月に仮放免の期間延長の手続に入管に行ったときだった。その後、
仮放免の期間延長不許可を取り消す訴訟を起こして、この1年以上、井上啓弁護士とともに裁
判闘争をしてきた。
裁判の期日には毎回、
ミグランテのブッチさんを先頭にロイダさんを支える人たちが東京地方裁
判所前でデモンストレーションをしてきた。裁判の中で、被告の国は、入管の仮放免の運用方針
の文書を、証拠として提出してきたが、ほとんど黒塗りだった。よほど隠したいことが書いてあった
に違いない。文書提出命令により争った。
ロイダさんの入管への収容は約1年間あったが、その間、体調の不調を訴えても、入管内の医
者の予約はなかなか回ってこないし、診察の時間も5分に満たない。応急的な薬の処方だけで、
持病のＣＴ検査などを外の病院ですることもなかなか許してくれなかった。いつ送還されるかもわ
からない無期限の長期収容は、精神的にもおかしくなる。精神科の医師の診断では、ロイダさん
は拘禁性うつと診断された。食欲もなくなり、おかゆしか食べられなくなったが、腐りかけたおかゆ
が出たこともあったという。
2019年12月にはやっと仮放免が許可されたが、その理由は、ロイダさんの息子が同じくフィリピ
ンに事実上強制的に帰国されたため、やむなくロイダさんも自主帰国することになったためである。
決して入管が人道上の配慮をした結果仮放免になったわけではない。
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３， Ａさん、
Ｂさん
（中国人）
彼女たちの収容も長期に及んでいる。Ａさんは中国人の夫と結婚しているが、仮放免が許さ
れない状態が、1年近く続いている。中国人Ｂさんは、高齢の日本人男性と結婚しており、介護な
どの面倒を見なければならないのに、収容中のためそれも許されていない。収容者には家族が
いるのに、在留資格がなく、過去に侵した犯罪や入管法違反が圧倒的な重みをもっているため、
入管も裁判所もなかなか仮放免や在留特別許可を許してくれない。

４， Ｃさん、
Ｄさん
（フィリピン人） 被収容者の子どもとの別れ
東京入管は女性の収容者が多い。しかし、小さい子どもを育てている母親には、在留資格が
なくても収容はしない。ＣさんとＤさんは、在留資格はないが、両方とも日本の小学校に通ってい
る子ども （１１歳） を育てているため収容はされない。子どもも在留資格はないが収容はされない。
こどもたちは、日本で生まれて、日本語しか話せないから、フィリピンに強制送還されても学校にも
行けない。そういう時に入管は何をするか？
入管は、自宅にまで電話や来訪をしてきて、母親だけの帰国を強制する。
「子どもを日本に滞
在させたかったら母親はフィリピンに帰りなさい。そうしないと母と子どもの両方を強制送還する」
と言ってくる。Cさんはなくなく子どもと別離させられ、昨年フィリピンに帰国した。現在子どもは在
留資格のある祖母が育てている。Ｄさんも現在入管から同じように脅されて、悩んでいる最中で
ある。
在留資格のない非正規外国人には、親子の絆も容赦しない非人間的な扱いを入管は積極的
に行っている。

５， まとめ
報道によると、政府は、東京オリンピックに向けて、非正規外国人の一掃を意図しているようだ
が、国際的に恥ずかしくない国になるためには、人道上の配慮がもっとされていい。国際人権に
より保障されている人身の自由や家族を保護する権利などはないがしろにされている。政府は、
外国人の人権は入管法の枠内でしか保障されない、という立場をとり、憲法や他の法には拘束
されず人権は無視する、
という態度である。人権は法律や制度から保障されるところに意義があ
るので、国際的には通じない態度である。国連でも拷問委員会や自由権委員会で日本の移民
収容施設の長期拘禁は批判されている。これからIADL や COLAPなどの国際会議にも訴え、
国連やメディアにももっと働きかけて行く必要がある。
　　　　　　　

（2020年1月18日記）
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フィリピン・超法規的殺害

STOP THE ATTACKS CAMPAIGN 11 月イベント報告
日本国際法律家協会事務局　　 勅使川原香世子

はじめに
1

フィリピン·ドゥテルテ政権において、超法規的殺害 （Extrajudicial Killing:  EJK） や不当逮
捕が急増している。開発や不公正な土地制度などに対して声を上げ、権利を主張する人びとを
標的としたこれらの人権侵害は国内問題として捉えられがちだが、実は、日本はこうした不公正な
土地制度や雇用関係などを黙認して、あるいは、利用して事業を操業してきたといっても過言で
はない。
同国における人権侵害を縮減するために、同国の人びととの交流を続ける有志の仲間が
STOP THE ATTACKS CAMPAIGNを開始した。同国における人権侵害と自分自身との関
係性を意識化することによって人びとの行動に変化が起こることを期待し、また、同国政府へ働き
かけるよう日本政府に要請することを目的としている。
今回、2019年5月に実施したスピーキングツアーにつづき、キャンペーンの一環としてイベントを
実施した。今回の主な目的は、日本政府に対して次の点について要請することである。
①フィリピンへの政府開発援助や防衛装備、移転の再考
②2019年7月11日の国連決議 （Promotion and protection of human rights in the
　　　 Philippines） に賛同すること
③フィリピン政府や国連人権理事会に対し確実な調査を実施するよう働きかけること
当初、人権団体 KARAPATAN 事務局長ティナイ· パラバイ氏と2019年5月にもスピーカーとし
て来日されたジョン·ミルトン·ロサンデ （サトウキビ労働者全国連盟事務局長） 氏を招聘する予定
だった。しかし、前者はでっち上げの容疑によって書類送検されているために出国できず、後者
は2019年10月31日にでっち上げの罪で実際に現行犯逮捕されたために来日できなくなってしまった。
そこで、急遽、以下のお二方から現状についてご報告頂き、保釈中のロサンデ氏には、インターネッ
トを介して発言して頂いた。

１「十分な裁判や法的手続きなしに、政府やその代理人の関与、共犯、容認あるいは黙従をもってなされる殺人である。これは、
警察や治安部隊による過度な武器の使用による死亡も含む。」（Professional Training Series No.5/Add.2, Human Rights
and Law Enforcement, A Trainer’ s Guide on Human Rights for the Police, Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, 2002, p.15. / Glossary of human rights violations, KARAPATAN, 2011, p. 7.）
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１．
スケジュール
11月21日 （木） 議員面会 · 参議院議員会館集会　
　　　 ジョン·ミルトン·ロサンデ「現状報告」（スカイプ参加）
　　　 マリア·ソル·タウレ （人権団体 KARAPATAN 弁護士）
      　　　      「フィリピンで横行する超法規的殺害 ： 日本政府 · 国民に望むこと」
　　　　

アリエル· バリン·カシラオ （農業労働者組合 KMP 副議長）

      　　　      「超法規的殺害と開発 ： 日本政府 · 国民への訴え」
　　　　
　　　　　　　　　　　　

発言 ： 井上哲士参院議員、福島みずほ参院議員 （途中退席）、山添拓参院議員、笹本潤
弁護士 （JALISA）、ヒューマンライツ·ナウ、FoE Japanなど

11月22日 （金） エキスパート·ミーティング＠笹川平和財団
　　　 参加者 ：　 アジア地域研究専門家、人権専門家、JICA 研究所、ジャーナリストなど
11月24日 （日） 講演会＠神奈川県立サポートセンター301会議室
　　　 ジョン·ミルトン·ロサンデ「現状報告」（スカイプ参加）
　　　 マリア·ソル·タウレ「超法規的殺害 :フィリピンで横行する人権侵害」
　　　 アリエル· バリン·カシラオ「土地と開発をめぐる闘い : 殺害の背景」
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フィリピン・超法規的殺害

２．
報告要旨（11月21日の院内集会を中心に）
◆ジョン・ミルトン・ロサンデ氏
国軍や警察による作戦の中で、武器不法所持のでっちあげの罪で57人が逮捕された。私自
身は11月11日に保釈されたが、いまだ10人 （2020年1月15日現在7人） が勾留されている。また、
自分たちと一緒に正義を求めてくれる人たちが日本にいることを心強く思う。

◆マリア・ソル・タウレ氏
国軍によるカパヤパアン （平和） 作戦の中で、政府に異論を唱える市民が政府の敵として認
識され政府から攻撃されている。厳罰化への動きも顕著で、たとえば、死刑の復活、12歳あるい
は9歳の子どもにも刑事責任を問うといったことが検討されている。ドラッグ取締に関連した殺人
の他に、2019年10月までに289人の農民組織メンバーや人権活動家が殺害され、共産党軍事
部門 NPA の支配地域であるとの疑いのもとに実行される空爆などによって45万人以上の避難
民が流出したり、1800人以上の不当逮捕者が出るといった事態になっている。こういった人権侵
害はドゥテルテ大統領の独断で実行されているわけではなく、背後に存在する元軍人閣僚、米
国からフィリピン国軍への多大な援助のことを忘れてはならない。日本政府からフィリピン軍への
援助についても見直して欲しい。

◆アリエル・バリン・カシラオ氏
ネグロス島は農民たちによる地主への抵抗が強い地域。そのため、農民やその支援者である
人権活動家や弁護士などを標的とした EJK が多発していると考えられる。大土地所有制が色
濃く残るネグロスで、農民たちは農地分配を求め、劣悪な労働環境への抗議を続けてきた。ネグ
ロスだけではなく、全国的に異論を唱える市民を抑え込む政策がとられているが、権利を主張す
ることは罪でもテロでもなく人権である。

◆参議院議員

井上哲士氏

外務省は、フィリピンを日本と同様の価値観を持った国として認識しており、また、同国国家警
察等への援助も行っている。日本政府は、同国政府による市民への人権侵害を傍観しているが、
ODA 供与国である日本は、状況把握に努め同国政府へ働きかける必要がある。

◆参議院議員

山添拓氏

声を上げる市民に対する暴力を黙って見ていてはいけない、フィリピンとの友好議員連盟など
もあるので人権侵害の実態について把握した上で交流をして行く必要がある。日本の国会議員
にこの問題をさらに広げていく必要がある。

◆笹本潤弁護士（JALISA）
国連で採択された弁護士の役割に関する基本原則のもと、弁護士には依頼人の立場に無関
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係な弁護が求められている。それにもかかわらず、フィリピンは政府に不利益な裁判を扱う弁護
士や裁判官が殺害されるという世界的にみて特異な状況になっている。そのうえ、国連からの
批難決議をフィリピン政府は否定している。日本政府は、ODA 大綱に則り、援助供与国の人権
状況に配慮した援助政策を実施するべきであり、また、フィリピンにおける人権状況は防衛装備
移転三原則において移転が禁止される国際条約 （武器貿易条約） 違反に相当することから防
衛装備移転を中止するべきである。

◆ヒューマンライツ・ナウ
国際人権法に反するフィリピンの人権状況は、国際社会が取り扱うべき問題である。国際人
道法における人道にもとる犯罪とは、広範に、そしてシステマティックに行われているものを指すが、
同国の状況はこれに値する。アジアで影響力をもつ日本が人権に対して言及することによって、
同国政府に対しインパクトを与られる。

◆FoE Japan
バナナや鉱物資源の消費者としてフィリピンの労働者が被る人権侵害と日本は関係している。
2017年に日本企業が関わる鉱山開発の現場でも反対している先住民族リーダーが殺害された。
人権侵害の黙認は人権侵害への加担に等しい。FoE Japanなどはモノを切り口として人権侵
害について考える取り組みをしている。

おわりに
ネグロス島では、2018年11月のネグロス島などを対象とした非常事態宣言、12月の NPAとの
紛争を終結させるための宣言などが発効されたあと、国軍と警察の合同部隊による農民組織メ
ンバーなどを標的とした EJK が多発した。2019年7月以降、合同部隊が自宅を急襲し殺害する
というスタイルは減ったように見えるが、かわりに、一斉逮捕が相次いでいる。2019年10月31日に
発生したジョン·ミルトン·ロサンデ氏を含む57人の逮捕は、フィリピン至上最も大きな一斉逮捕だっ
たと言われる。
その逮捕、虚偽の容疑による起訴は、ネグロス島で農地分配や労働環境の改善を求めて声
を上げ続けてきた小作人や農場労働者たちの活動に影を落としている。ネグロス島で起きる人
権侵害の調査、訴訟、情報発信、地主などとの交渉などの場面で、中心的役割を果たしてきた
農民組織リーダーや人権活動家リーダーたちの多くが、虚偽の容疑で起訴され、勾留されてい
るからだ。
長年にわたり不公正に抗ってきた人びとの命がけの努力が、徹底的に潰されようとしているが、
それでもまだ、現地の人びとは不公正に声を上げることを止めようとはしない。彼らと連帯し、まだ
まだこのキャンペーンは続く。
　　 （2020年1月15日）
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ＪＡＬＩＳＡ総会報告
日本国際法律家協会

事務局長

相曽真知子

１ 総会
日時 ： ２０１９年１２月７日 （土） １１～１３時
場所 ： 聖心女子大学
参加者 ： １３名

２ 概要報告
（１）第１部：活動報告
ＩＡ D Ｌ · ＣＯＬＡＰ （笹本潤弁護士）、フィリピン問題 （井上啓弁護士）、法律家６団体の活動報
告 （宮坂浩弁護士）、関西支部からの報告 （田中俊弁護士） について報告がありました。

（２）第２部：運営事項についての議論
まず、笹本潤弁護士から、現在の財政状況について報告がありました。会員の高齢化、弁護
士を取り巻く経済状況の変化等から、会員の減少が目立っており、会員の拡大が喫緊の課題となっ
ています。
ＪＡＬＩＳＡの活動を活性化させ、より多くの人にＪＡＬＩＳＡのことを知ってもらい、一緒に国際問
題に取り組んでくれる仲間を増やすために、２０２０年は南アフリカ共和国でのＩＡＤＬ大会への参
加を大きな柱として、その他にも様々なイベントを行っていくことが確認されました。、理事会及び
事務局会議について、２０１９年は、原則として交互に理事会と事務局会議とを開催することとしま
した。
総会で話し合われたことについては、今後、理事会や事務局会議でより具体化していく予定
です。

（３）第３部：役員選任
　　 今年は、役員の改選期であるため、役員の選挙を行いました。
選挙の選挙結果については、改めてご報告いたします。
* 総会の基調講演はコスタリカからロベルト· サモラ弁護士を招聘し行いました （P20)
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改憲問題対策法律家６団体連絡会の活動報告
弁護士

宮坂浩

「自衛隊の中東派遣問題」
政府は、２０１９年１２月２７日、自衛隊のヘリコプター搭載可能な護衛艦１隻を中東海域に派遣し、
ジブチで海賊対処の任務に当たっているＰ３Ｃ哨戒機２機を同海域での情報収集活動に活用す
ることを閣議決定し、２０２０年１月１０日に防衛大臣命令を出しました。
今回の中東派遣の法的根拠については、防衛省設置法の「調査 · 研究」としていますが、こ
の規定は、自衛隊の「所掌事務」を定めた組織規程で、その行動や権限を何ら具体的に定め
ていないことから、拡大解釈の危険が指摘されてきたものです。しかも、自衛隊の海外派遣とい
う重大な問題について、国会での議論もないまま閣議決定だけで派遣することは、民主主義や
文民統制の点からも大きな問題があります。
また、閣議決定後の中東情勢は、２０２０年１月３日のアメリカによるソレイマニ司令官の殺害、こ
れに対するイランによる報復攻撃が続くなど、アメリカとイランとの間の軍事衝突の危険が高まっ
ており、こうした中東地域に自衛隊を派遣することは、自衛隊が紛争に巻き込まれ、武力行使の
危険を招く恐れが高いなど憲法９条の平和主義に反することになります。
６団体では、自衛隊の中東派遣に反対する立場から、以下の活動を行いました。
１　 ２０１９年１２月１７日
「共同会派　 外務 · 安保合同部会」による内閣府、外務省、防衛省とのヒアリングにオブザーバー
    参加。
２ 　２０１９年１２月１９日
　　「自衛隊中東派遣の閣議決定に強く反対する法律家団体の緊急声明」を発表し、衆議院
      第２議員会館で共同記者会見を開催。
３ 　２０１９年１２月１９日
　　 逢坂誠二衆議院議員、階猛衆議院議員と共同で、護衛艦と対潜哨戒機を中東に派遣す
    る防衛大臣命令を出さないよう求める要請書を防衛省に提出し、大臣官房長等との質疑応
    答を行う。
また、６団体では、こうした今回の中東派遣の法的な問題やその危険性について広く知っても
らおうと考え、２０２０年２月２０日に院内集会の開催を予定しています。詳細については追ってご案
内します。
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仲田先生追悼文
2020年1月18日に、アルカディア市ヶ谷にて、日本国際法律家協会の活動に多大な尽力をい
ただいた弁護士の仲田晋先生を偲ぶ会が行われました。その場には、旬報法律事務所ゆかり
の弁護士のほか、大熊政一会長をはじめとする本協会の会員等が多数出席し、仲田先生の生
前のご活躍やご功績に深い感謝を表すとともに、哀悼の意を表しました。
以下では、本協会関係者や IADL( 国際民主法律家協会） による仲田先生の追悼文を掲載
いたします。

仲田晋元ＪＡＬ
ＩＳＡ会長・元ＩＡＤＬ執行委員に寄せられた弔辞
◆新倉修 （JALISA 前会長）
　　 皆様　　　
悲しいお知らせがあります。8月31日に、仲田晋様 （JALISA 元会長、長年 IADL の役員
を務めた） が十数年にわたる療養の後亡くなられました。仲田様は、IADL が開催した数多
くの会合、マルタ大会からケープタウン大会を経てハノイでの第3回アジア太平洋法律家会議
に至るまで代表団に参加されました。記念すべき第2回アジア太平洋法律家会議が JALISA
主催のもと東京で開催され、その他日本で進歩的な法律家の会議が開かれたとき、仲田様は、
COLAP-2の実行委員会の事務局長として準備に当たられ、実行に関われました。IADL が
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破産の危機にあったとき、仲田様はレノック· ハインズ氏とともに監査を務められました。故人にとっ
て喜ばしかったことに、世界反核法律家シンポジウムが IADLの会長および事務局長であるアマー
ル· ベントゥーミ氏およびジテンドラ·シャーマ氏の参加を得て、
またさらに特別ゲストとしてロラン·ヴェー
ユおよびモニック·ヴェイユご夫妻の参加を得て成功のうちに開催されたことです。このシンポジ
ウムは、世界法廷運動の先駆けとなり、この運動は、ピーター ·ワイズ氏の提案により、当時国際
司法裁判所裁判官であったクリストファー ·ウィラマントリー氏の支援を得たものでした。この道
が私たちを核兵器禁止条約 （TPNW） の採択に導いたのでした。仲田晋様が亡くなられたこ
とは悲しいことですが、私たちは曲がりくねった道にあって互いに連帯することにおいてより力強
くなります。
◆ジーン· マイラー （アメリカ、IADL 会長）　
　　 お悔み申し上げます。全世界の IADL の友人たち
　　　 がこぞって弔意を申し上げることを、ご家族にお伝えください。（Jeanne Mirer (USA,
　　　 President of the IADL)
◆ビル·ボーリング （イギリス、ホールデーン社会主義法律家協会、世界人権のためのヨーロッ
　　 パ法律家協会会長、IADL 執行委員）
　　　 まことに悲しいお知らせです。哀悼の意をJALISA 会員およびすべての日本の同僚にお伝え
　　　 ください。仲田様とは懐かしい思い出があります。
　　　 Bill Bowring (UK, Haldane Society of Socialist Lawyers, President of European
　　　 Lawyers Association for World Human Rights, IADL Board Member)
◆レノックス·S· ハインズ （アメリカ、IADL 国連ニューヨーク本部常駐代表、1996年国際法律家
　　　 沖縄調査団団長）
　　　 同志仲田様のご家族、JALISA の友人たちや同僚に、世界平和と経済的正義をめざす国
　　　 際キャンペーン運動の中にあって巨人であった私の友人であり、敬愛する同志であった仲田
　　　 さんの逝去を悼む気持ちをお伝えください。40年以上の長きにわたって、私は光栄にも故人
　　　 とともに、IADL のために多くの国際活動にともに参加しました。
　　　 Lennox S. Hinds (USA, IADL Permanent Representative to the UN in New York,
　　　 former Chief of Delegates for the International Fact-Finding Mission for Okinawa
　　　 and Japan in 1996)
◆ベス·ライオンズ （アメリカ、IADL 国連ニューヨーク本部代表代理）　 Beth Lyons (USA,
Alternative Representative to the UN in New York)
◆ バネッサ ·ラモス （アメリカ· プエルトリコ、 全 米 法 律 家 協 会 AAJ 会 長 ）　 Vanessa Ramos
　　　(USA-Puerto Rico, President of the AAJ)
◆ネリ·コルメナーレス （フィリピン、全 国 民 衆 法 律 家同盟）　 Neri Colmenares (Philippines,
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　　 NUPL)
◆レ·タイン （ベトナム、ベトナム法律家協会 VLA 事務局長兼副会長）　 Le Tanh (Vietnam,
　　 Secretary General and Vice President of VLA)　
◆エヴェリン· デュルマイヤー （オーストリア、IADL 執行委員、IADL 機関誌編集長） Evelyn
Dürmayer (Austria, IADL Board Member and Editor in Chief of “Contemporary
　　 Law” )　
◆ファビオ· マルチェッリ （イタリア、IADL 執行委員）　 Fabio Marcelli (Italy, Board Member
　　 of the IADL)
◆トマス·シュミット （ドイツ、世界人権のためのヨーロッパ法律家協会 ELDH/EJDM 事務局長）
　　 Thomas Schmidt (Germany, Secretary General of ELDH/EJDM)
◆スーザン· アドレー （アメリカ、IADL 執 行 委 員 ）　 Suzanne Adley (USA, IADL Board
　　 member)
◆マージョリ·コーン （アメリカ、ナショナル·ロイヤーズ· ギルドNLG 元議長、IADL 執行委員）
　　 Marjorie Cohn (USA, Former Chair of the National Lawyers Guild and IADL
　　 Board member)
◆シャルロット·ケイツ （アメリカ、IADLホームページ編集者）　 Charlotte Kates (USA, IADL
　　 member for HomePage editor)
◆ガネンドラ·シュレスタ （ネパール、IADL 執行委員）　 Ghanendra Shrestha (Nepal, IADL
　　 Board Member)
◆セレン·ウイサル （トルコ、IADL 執行委員、トルコ民主法律家協会）　 Ceren Uysal (Turkey,
　　 IADL Board Member & Turkish Democratic Lawyers Association)
◆イェフゲ ニウ · ゲラシメンコ （ウクライナ 民 主 法 律 家 協 会 ）　 Yevgeniu Gerasymenko,
　　 Евгений Герасименко  (Ukrainian）
◆ブルガリア法律家同盟　 Union of Bulgarian Jurists
◆イアニス ·ラチオツ （ギリシャ、ギリシャ進 歩 的 法 律 家 同 盟、IADL 執 行 委 員 ）　 Yiannis
　　 Rachiotis (Greece, Hellenic Union of Progressive Lawyers, IADL board member)
◆マダレナ · サントス （ポルトガル、ポルトガル民主法律家協会、IADL 執行委員）　 Madalena
Santos (Portugal, Portuguese Association of Democratic Jurists, IADL Board
 　 member)
◆ ハ サン ·タリック· チャウドリ （ バングラデシュ、IADL 執 行 委 員 ）　 Md Hasan Tarique
　　 Chowdhury (Bangladesh, IADL Board member)
◆ルイス·カルロス· モロ （ブラジル）　 Luis Carlos Moro (Brazil)
（翻訳 ： 新倉修）
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仲田晋さんと国法協
                                

弁護士 白石光征

私は、仲田晋先生とは１３も年下ですが、仲田先生のことをいつも「晋 （しん） さん」と呼んでい
ました。この一事が仲田先生と私との関係を言い表しています。訃報を聞いて駆けつけたときも、
枕元で、
「晋 （しん） さん」と呼びかけ、
「長い間お疲れ様でした。本当にありがとうございました。」
と語りかけました （涙声になってしまいましたが）。だから、本稿でも「晋さん」で通します。
晋さんの日本国際法律家協会 （国法協） での活動歴は、大熊政一さんが前号 （２００号）
で振り返っています。私も今年 （２０２０年） １月１８日の偲ぶ会でお配りする文集作成のために、
国法協の３０周年記念文集、５０年史 「日本国際法律家協会の歩み　
（
1957～2007」）、機関紙
InterJurist、国際民主法律家協会 （IADL） の各大会の報告書などを読み漁って、晋さんの
民主的法律家の国際連帯運動に残した足跡の大きさをあらためて再認識しました。
国内的には、１９８２年７月から８９年１１月までの沼田稲次郎先生が会長の下での事務局長、８９
年１１月から９１年１２月までの小林孝輔先生が会長の下での事務局長、そして、９１年１２月から９５
年１２月までの自らの会長就任の、通算１３年半が大きな重責を担われた時期でした。晋さんが事
務局長のときは事務局次長として、晋さんが会長のときは事務局長として、常に側にいて晋さん
の活動を見てきた私には、その労苦のほどが痛いほど分かりました。
沼田先生の国法協の再建にかける情熱はすさまじいほどであり、それは、例えば、活動の財
政基盤のための「平和と人間の尊厳のための国際法律家連帯基金」の創設、広く会員を受入
れる運動、理事会の充実、平和 · 人権 · 民主主義に係わる国際的 · 国内的事件についての間髪
を入れない声明の発表態勢作りなどに表れ、これらの理事会での討議に先立っての電話等によ
る長時間の打合せは、まず事務局長の肩にかかりました。それは、１、２年ではありませんでした
から、その負担はかなり大変であったと思われます。この沼田―仲田体制の時代に国法協は、ま
さに力強く再建されたのでした。
国際的には、主な活動舞台は、IADL でありました。晋さんは、IADL の各大会、すなわち、
１９７５年のアルジェ、８０年のマルタ、８４年のアテネ、９０年のバルセロナ、そして、９６年のケープタウ
ンの大会のすべてに、日本代表団の事務局を統括し、又は団長 （ケープタウン大会） として参加
してきました。私は、アルジェ大会、マルタ大会、ケープタウン大会に、晋さんを補佐する事務局と
して参加しました。日本代表団には、日本での様々な平和 · 人権 · 民主主義擁護の諸活動を展開
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し、それを国際会議で報告して国際的な支援をアピールしたい弁護士や学者の皆さんも多数お
り、その発言の機会を確保するのも事務局の任務ですが、晋さんは常にそのことを気にし、この
面でも配慮が行き届いていました。晋さんは、IADL 執行部の主要メンバー、例えばノルドマン会
長、ベントウーシ書記長、イギリスのビル·ボ－ルディング執行委員、ＰＬＯ代表のスラーニ、インドの
シャーマ、ベトナムのファン·アイン、フィリピンのフビラン、アメリカのハインズ、メロウィッツ等々（あげ
たらきりがないほど） とコミュニケーションをとるのがうまく、私などは何となく臆する場面でもホディー
ランゲッジを含めてうまく意思疎通をはかっていました。IADLにおいては、ススム·ナカタほど日本
の法律家の中で知られている人はいなかったのではないかと思います。
晋さんの国際活動の中で特筆されるのが、１９９１年９月、東京を中心に開催された第２回アジア
太平洋法律家会議 （COLAPⅡ） での大役でした。大会決議案をめぐって紛糾し、それをなんと
かまとめようとする開催国の代表としてのねばり強い努力は、晋さんにおいてはじめてなし得たも
のでした。
民主的法律家の国際連帯運動の組織であるIADLも、その時々の国際情勢に大きく影響さ
れてきました。その最大のものが１９９１年のソ連崩壊でした。晋さんは次のように述べています。
「IADLは、ベルリンの壁に穴があき、ソ連邦が崩壊する過程で、深刻な混乱をもたらされるに至っ
たが、私は日本の法律家を代表して、IADL の会計補やビューローメンバー等の役員を歴任して、
『ニューワイン· ニューボトル』を持論として、組織の再建や活動の強化に献身してきた。そして、
再建大会と位置づけられたケープタウン大会が成功裡に終了したのを機に、引退した。」
「旬報
（
法律事務所の半世紀」）。この「引退した」との言葉には、IADL の役職を退き、日本の協会の会
長も退任し、ほっとした気持ちが込められており、この２つの荷が晋さんにいかに重くのしかかって
いたかを実感させます。
晋さんは、
「私が国際連帯活動に情熱を燃やしてきたのは、
『平和なくして人権はない』と確信
しているからであり、弁護士の社会的任務として当然と考える。」と述べていました （上記「半世
紀」）。晋さんは、この信念を持って難しい国際活動に正面から取り組んできたのでした。
晋さんは、旅行上手であり、酒席を楽しくする名手でした。IADL 大会など国際会議の終わっ
たあとの旅行は、一つの仕事が終わった解放感があり、実に楽しいものでした。アメリカ、キュー
バの旅は招待客でこれといった任務もなかったのでのびのびしたものでした。晋さんといっしょだ
となぜか安心できる雰囲気がありました。酒をこよなく愛した晋さんは、国法協の理事会 · 事務局
会議のあとは、みんなを誘って一杯やることが好きでした。それは、ただ酒を飲むだけではなく、
談論風発の中でお互いを良く知るいい機会になり、活動上のいいアイデアが出たりもしました。酒
場の支払いは、時に全部ご自分で払ってしまったり、割り勘にするときも若い人には負担をかけな
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いよう気を配っていました。
１月１８日 （土）、アルカディア市ヶ谷 （COLAPⅡをはじめ国法協のイベントでよく利用したなつか
しいビル） で偲ぶ会がありました。旬報法律事務所と国法協で縁りのある方々４０名のご参加を得、
ご遺族の奥様、ご長男の方もご招待して行なわれました。会は、晋さんのお人柄を彷彿させるな
ごやかで心温まるとても良い会合でした。９４歳になられる元会長の藤田勇先生もお元気なお姿
を見せて下さり、
「晋さんは誰れしも認めるように、まことにおおらかな人柄で、彼のそうした性格
が協会の理事諸兄をまとめるのにまことに適していたと思われるのです。在りし日の晋さんを偲び
つつ、
とりわけ若い諸兄が、彼の志を継いで、わが国の民主主義運動では貴重な、協会の民主
的国際連帯活動を発展させられるよう願うものです。」と述べられました。遠く大阪から大川真郎
さん、宮崎から成見幸子さんも馳せ参じて下さいました。事務局で長年面倒な事務を処理して
くれた仲田星子さん、馬渕廣子さんも往時をしみじみ語ってくれました。晋さんは決してご自分を
前面に出したりしない方でしたので、
「白石君、そんなことはやめてくれよ」と天国で弱り切ってい
る表情が浮かびました。
国法協は、幾多の先達の献身的な活動に支えられてきました。私も謦咳に接した諸先達、弁
護士では、尾崎陞さん、石島泰さん、仁科哲さん、斎藤一好さん、渡辺卓郎さん、中田直人さん、
鍛治利秀さんなどの諸先生、学者では、上述の沼田先生、小林先生のほか、藤田勇さん、清水
誠さん、江藤价泰さん、稲本洋之助さんなどの諸先生方でしたが、渡辺さん、藤田さんの外はみ
なさん鬼籍に入られてしまいました。時代の流れを感じます。晋さんもそれに仲間入りしてしまい
ました。今頃は、国法協の天国支部をつくり、一献傾けながら、民主的法律家の国際連帯運動
のあり方を熱っぽく論じつつ、国法協や IADL の将来を心配し、自分たちの時代とはちがった新
たな国際連帯運動の再構築と発展を促しているような気がします。それにいかに応えるかが残
された私たちの課題と思います。晋さんを失って、一時代が終わったのかなとの感慨を深くして
います。
以上

35

本文201号.indd

35

2020/03/06

11:03:08

大熊政一会長の本棚－JALISAの活動に役立つ書籍紹介

大熊先生の本棚 ： JALISA の活動に役立つ書籍紹介
国際組織とＮＧＯの役割
日本国際法律家協会会長

大熊政一

私のような実務法律家は、国際法に関心がある者でも、国際人権法や国際人道法 （ジュネー
ヴ条約をはじめとする「戦争犠牲者保護のための国際法」
〔最上敏樹氏による定義〕） などにつ
いては多少の知識を持っていても、国際組織法や国際機構論 （国際政治学の中の国際関係論
ではなく国際法学の対象としてのそれ） にはあまり馴染みがなく、よく知らないことが多い。
しかし国際問題を考えるについても、様々な課題について国際的な運動を推進したり参加した
りするためにも、国際組織法や国際機構論について、少しでも学んでおいた方が有益であると
思われる。
国際組織法や国際機構論の本としては多数の概説書や研究書があって枚挙にいとまがないが、
今回はやや古い本ではあるが当協会の会員でもあった藤田久一氏の『国連法』（東京大学出版
会、1998年） と、比較的最近刊行された最上敏樹氏の『国際機構論講義』（岩波書店、2016年）
を紹介したい。
前者は、国連法について、国連の前史から成立の経緯、国連法の構造
と法的性質、国際の平和と安全についての国連法の規定の内容と機能、
国連改革と国連法の将来などについて、体系的に論じた概説書である。
国際法というと、法律論としてはやや大雑把で漠としたものであるとの先入
見を抱く向きもあるかも知れない （これは私の誤解かも知れない） が、極め
て緻密な論述がなされており、国連法の法的性質やその解釈論について
の議論は、国内実定法の解釈論と同様の （むしろそれ以上の） 精緻さを
持っていると思う。
後者は、長年教科書としても使われていた著者の概説書 （旧著） の改
訂版であるが、国連だけでなく、ＥＵ、欧州評議会や北欧共同体などの地
域的国際機構についても解説し、さらに国際機構創設の動因、国際機構
の構造 · 機能 · 意思決定など、国際機構論についての理論的な論述を行
い、最後に国際機構論の方法論 （種々のアプローチの仕方） にも説き及
んでいる。これまた精緻な概説書である。
＊　　　　　　　　　　＊　　　　　　　　　　

＊

国際組織や国際機構というと、伝統的には近代的な主権国家から成る組織体 （主権的国民
国家体系〔システム〕） として捉える見方が一般的であったが、20世紀になってからは、ＥＵをは
じめとして、主権的国民国家体系を乗りこえる可能性を持った組織 （システム） が生まれている。
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しかし今日ではそれだけではなく、主権的国民国家とは別の組織として、多国籍企業のほか、世
界各地で （しかも国際的な取組みとして） 人権や環境を守る運動を展開しているNGO（非政府
間国際機構） が大きな役割を果たしており、こうした NGO の存在も国際機構論の中に正当に位
置づけるべき時代となっている。
藤田久一氏、最上敏樹氏のいずれの著書も、この NGO の存在を国際機構論の中にきちんと
位置づけ、その果たすべき役割を大きく評価している。とりわけ最上氏の著書の論述は、
「『世界』
を定義するときに『主権国家の集合体』
といった概念を用いるのは旧来の国際法に依拠する人々
にほぼ限られる。そういう公式チャネル一点張りの国際法概念を国際法史学の世界では『外務
省国際法』などと呼んだりもするが、それが―少なくとも21世紀のこんにちでは―作為的に作ら
れた世界像であることは間違いない。NGOなどの非国家主体 （Non State Actors,NSA） は
『国際社会の構成主体ではない』のではなく、
『外務省国際法によって国際社会の構成主体で
はないとされている』から、形式的に排除されているだけなのである。」、
「国際機構論という学
問的営みは、IGO〔政府間国際機構〕
を中心に種々の国際機構の活動を記述し、分析し、制度
構造の特性を明かにすることが基本ではあるものの、機構ごとの形式的な分類をすること （とり
わけ IGOとNGOを単純に峻別すること） なのではない。むしろ、20世紀から21世紀にかけて、
次々と《世界秩序基準》とでも呼ぶべきもの （たとえば人権の保障） が析出され、政府間 · 非政府
間を問わずさまざまな種類の主体がその基準を実現する活動にのりだした。国際機構論は、そ
うした多種の主体による秩序構築活動を包括的にとらえることを志向している。」という鋭い問題
意識によって貫かれており、国際機構論の中で果たすべきNGO の役割を大きく評価している。
この点は藤田氏の著書でも同じであり、
「組織化された人道団体や平和運動が諸国に圧力を
加え、国際制度 （institutions） を助長させた。これらの組織の活動が、黒人奴隷取引の実際
上の廃止に向かわせる条約 （…略…） の締結、赤十字組織の設立、さらに国際連盟の成立にとっ
て、かなり大きな役割を果たした。」、
「国連法の実施達成のための要素として、国際世論の役
割も見落とすことはできない。これはたしかに無定形的 （アモルファス） 要素ではあるが、特定の
国際規範の履行を達成するために向けられた NGO の活動を通じて、一層具体的形を与えられ
ることがある。国内でまた国際レベルでなされるNGO の活動は、さまざまの国連関心の分野で
実施を促進するために潜在的力を有している。」などと指摘されている。藤田氏はまた、国連改
革、とりわけ国連総会にかかわる改革の方向性の一つとして、NGO の役割に注目し、
「国連内
で NGOにより大きな発言権を与える必要から、NGOとの関係の構築が考えられる。」、
「加盟国
と事務局、さらにNGO が実質的提案を行いうる全体計画委員会を設置する必要があろう。」な
どの提言も行っている。
NGO は国連において一定の地位を与えられており （国連憲章71条〔国連経済社会理事会
が民間団体と協議するための取極めに関する規定〕）、IADL はこの経済社会理事会の国連創
立当初からの登録 NGO であることは広く知られている。
現在私たちは、既に国連総会で決議された「平和への権利」宣言を実効あるものにしていく
国際的なキャンペーン活動をはじめとして、さまざまな課題に国際 NGO の一つとして取組んでい
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る。私たちは国際組織におけるNGO の役割の重大性に着目するこれらの著書に学ぶことによっ
て、私たちの活動が決して無駄ではないことに確信を持つことができよう。

JALISA活動日誌
2 019年
11月9日～10日
                     21日
12月

     3日

                    7日
   19日

IADL執行部会議＠ブリュッセル
フィリピン超法規的殺害院内集会
ロベルト・サモラ弁護士講演会＠大阪、奈良
JALISA総会・ロベルト・サモラ弁護士講演会＠東京
改憲問題対策法律家６団体連絡会

                                 自衛隊中東派遣の閣議決定に強く反対する法律家団体の緊急声明
                     24日 修習生勉強会＠和光市

今後の予定（2020年）
  2月  4日 ～ 9日

ジャパニーズ・フィリピノ・チルドレン調査＠カビテ、バギオ

  8月14日～16日

COLAP執行部会議＠バンコク

  6月 未定

IADL理事会＠ハバナ

11月 未定  

IADL大会＠ヨハネスブルク

編集後記
本号は、2020年の最初の機関誌となります。昨年同様、今年も国際社会における人権

にかかわる動きに着目しながら、インタージュリストの構成を考えます。今年は、安倍晋

三氏率いる自民党が憲法改悪に向けて大きな動きを見せることが予想されます。こうした

国内情勢に対する海外からの反応も積極的に紹介いたします。国際社会から発せられる

日本への批判や指摘を発信することは、日本国際法律家協会（JALISA）の重要な活動

のひとつだと思うからです。毎号の編集後記でもお願いさせていただいていますが、会員

の皆さまからの積極的なご寄稿をお待ちしております。今年もどうぞよろしくお願いいた

します（清末愛砂）。

INTERJURIST No.201 Mar 1, 2020

本文201号.indd

38

38

2020/03/06

11:03:09

