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が殺され、いくつかの国の生活の基盤が戦争の中で破壊された。国連により宣言された平和へ

Ｉ Ａ Ｄ Ｌ ／ＣＯＬＡＰ

の権利は、帝国主義者たちによって侵害されてきた。アジア太平洋法律家協会は、米国政府に
よる他の国に対する軍事的な脅威を非難する。

北朝鮮情勢に対するCOLAP声明について

NATO のリーダー国のアメリカ政府は、1970年の核不拡散条約に違反し、最大の核兵器を

COLAP事務局長

笹本

潤

所有している。アメリカの軍事戦略は、非核兵器による攻撃を標的にした、核先制攻撃と核兵器
の使用を認めている。広島 · 長崎に投下された爆弾より3倍も強力な小型核兵器が、米軍の現

2017年の4月以来、アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩の激しい挑発的なやりとりが続
いて、東北アジア全般に軍事衝突の危険性が増大しています。COLAP の執行部メンバーから
この点について声明を出すべきという声があがり、北朝鮮にではなく、主にアメリカの態度を非難
する声明を５月７日に発表しました。

場指揮官に使用決定が出た通常兵器として分類されている。またアメリカは、攻撃を受けた国に
劣化ウラン弾を使った低レベルの核戦争をしてきた。
私たちはすべての関係国に直ちに交渉の再開を呼びかける一方、最近のアメリカの挑発的
言動のなかったシリアに対するトマホークミサイルを使った攻撃、米国政府の多国間の合意に拘

確かに、北朝鮮の数回にわたるミサイルの発射や ICBM の発射など、私たち日本人やアジア

束されないという宣言が同様の問題にイランに対して使われ、無差別的な制裁に直面している

全体にとって脅威を感じる場面ではあります。しかし、この問題の解決のためには、このような事

北朝鮮に不安を与えている。斬首作戦と名付けられた最近の軍事演習を含む軍事訓練、日本

態が起きた原因を考えると、歴史的にも米 · 韓 ·日で北朝鮮に核の脅威も含む軍事的なプレッシャー

に数十年も寄港し続けている米国の原子力潜水艦が朝鮮半島周辺の海域にいることも同様で

をかけ続けてきたこと、軍事的な力の差は、米 · 韓 ·日の方が圧倒的に上回っていることなどの

ある。ただし、原潜の寄港は日本国憲法第９条に違反するとして日本の市民に反対されている。

状況を考えると、アメリカ及び韓、日にこそ非難の矛先を向けるべきとなり、以下のような声明を

当面の不安は、米空母カールビンソンによる遠征軍と、この地域に配備されているミサイルと核

発表した次第です。国連安保理の制裁決議の撤回や THAAD 配備の撤廃も、同じ文脈で求

兵器を搭載する原子力潜水艦である。フランスの空母も朝鮮半島沖に到着し、日本の海上護衛

めています。なお、声明の原文は、COLAP の Facebook サイトに掲載されています。https://

艦も軍事訓練に参加している。

www.facebook.com/COLAP2016/

COLAP は、対話の再開に必要な手段をつくる方法として、安全保障理事会と他の政府によ
る北朝鮮に対する制裁を撤回するように求める。制裁は、北朝鮮社会の弱い部分、すなわち子

朝鮮半島及び東北アジアに対する軍事的脅威につ
いてのアジア太平洋法律家協会（COLAP）の声明
2017年 5月7日

ども、女性、老人に国際人道法に反する負の効果を与えてきた。私たちは、配置自体が国際法
に反する遠征軍もただちに撤退することを求める。韓国の世論に反して現在アメリカが配備した、
対弾道ミサイルシステムの THAAD の配備を撤回することは、朝鮮半島と東北アジアを、平和と
正常化に戻す上で決定的に重要である。
南北朝鮮は、かつての両朝鮮に対する植民地支配を含む苦い歴史的な記憶を留めながら、
アメリカの侵略と戦争により分割された一つの国だった。その後数十年たっても、アメリカは平和

アジア太平洋法律家協会 （COLAP） は、アメリカ大統領が、北朝鮮 （DPRK） の核兵器及び

条約も締結せず、賠償もせずに、まだ北朝鮮と戦争状態にある。私たちは、北朝鮮と韓国の両

ミサイルの実験に対して軍事的オプションを使うと宣言したことに重大な懸念を表明する。核施

政府と人々に対して、２国間交渉を友好的に開始し、兄弟と友好の精神で、身内の違いを解決

設に対する核攻撃や通常爆撃をする脅威は、朝鮮半島のみならず、全東北アジア、中国、ロシア、

するように求める。両国の政治体制の違いにもかかわらず、貿易と資源の共有は、２国間の交渉

日本、米軍、そして米国の太平洋岸におよび、世界経済への深刻な影響も伴う。

を促進できる。

米国大統領がアフガニスタンを攻撃する前の2001年に、北朝鮮、
イラン、
イラクを悪の枢軸と呼び、
イラク、
リビア、シリア、ソマリア、レバノンを含む7つの小国が軍事的な標的になったという、民主
的な外交とはほど遠い言動を思い出させる。それらの国は核兵器も持っておらず、数百万の人々
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インドネシア

環境問題と法律家団体

それらの弁護士の加入している法
律 家 団 体 は、“SPHP (Progressive
Peoples lawyers Union)”

COLAP事務局長

笹本

潤

4月にインドネシアに行ったのは、COLAP への加入をインドネシアの法律家団体に訴えるため
である。インドネシアの法律家は、何人かが2009年のハノイでの IADL 大会に参加している。フィ
リピンのグレースが、インドネシアの法律家とも個人的によく知っていることもあって、グレースとドナ
と一緒にインドネシア· バンドンを訪れた。
2017年4月20、21日に、バンドンにあるパスンダン大学で「緑の環境国際会議」に参加した。イ
ンドネシア各地で起こっている環境破壊がさまざまなテーマの下に研究者を中心に報告された。

と

“LBH(Legal Aid Foundation)” の
二 つだ。より活動的な弁護士 が 加
入しているSPHPと、若手の法律家
で 構成されているLBH。両方とも、
COLAP への加入を本格的に検討し
てくれる。11月末 の IADL、COLAP
会議にも参加する予定である。

インドネシアの法律家たちと

一番多くの人が指摘したのはパーム （椰子の木） の伐採についてであった。パームオイルは、
マーガリンや石けん、食用油に主に用いられるが、モノカルチャーに基づく栽培で、インドネシアで
は各島で合わせて、サッカー場の広さの林が、5秒に１つのスピードで失われているそうだ。
問題は、伐採に伴い、開発する企業と地元の住民の間に利害が対立し紛争が起こっているこ
とだ。このような対立は、パームに限らず、マングローブ林の伐採、そしてニッケルや金の採掘な
どの鉱業資源の搾取も行われている。ダム開発や国立公園の設置に伴う森の乱獲も行われて
いる。
それらに伴い、地域に住んでいる先住民が抑圧され、ひどい時は軍隊による弾圧や殺戮行為
も行われている。インドネシアの法律家のアグスはスラベジ島で、住民の抗議デモに対して発砲
するような軍隊や地方政府に対して、勇敢に対抗し、住民の中に入って、開発の法律が憲法に
違反することなどを説きながら活動している。
西パプアでは、金脈が発見され、それをアメリカと政府、企業が独占し、それに反抗する活動
家に対する弾圧が頻繁に行われているらしい。

南シナ海紛争と平和的解決の追求
次の報告は、ベトナム法律家協会 (VLA) の Le Thi Kim Thanth 副会長が IADL　 United
Nations Activities Bulletin 2017年4月号に寄稿したものである。
2017年1月9日、IADL（国際民主法律家協会） は東京で、COLAP（アジア太平洋法律家協
会） とJALISA（日本国際法律家協会） の協力を得て、
「南シナ海紛争と平和的解決の追求」と
題する国際会議を開催した。そこには12カ国 （アメリカ合衆国、ベルギー、日本、フランス、イタリア、
バングラデシュ、コスタリカ、インド、ネパール、パキスタン、フィリピン、ベトナム） から45人の代表者

ニッケルの採取では、日本の住友系

が出席した。本会議の目的は、南シナ海の最近の状況を評価し、それに基づいて、参加者が当

の企業が同じようにスラベジ島に入り込

該紛争に関して平和的な解決を議論し追求することにあった。なお、本会議の基本構想に関す

んでいる。日本もこれらの先住民の弾圧

るペーパーについては、別紙を参照されたい （略）。本会議は、2017年1月7日から8日に行われた

と無関係でないことが知らされた。10年

COLAP 執行部会議に続いて開催された。

以上前に、日本の裁判所に起こされたコ

本会議のセッションの一つの目的は、国際法が一般的に定める紛争解決の様々なメカニズム、

トバンジャンダム訴訟に関わっていたス

とりわけ国連海洋法条約 （UNCLOS） が規定するメカニズムを確認することにあった。

マトラ島の弁護士にも会った。

本会議では、南シナ海をめぐる近況を評価する中で、スプラトリー諸島の7カ所の地形上で中
環境会議でCOLAPを代表して挨拶をする筆者

3

IADL主催の国際会議紹介

国が車両や防空砲台を配置して実行している軍事活動や土地の埋め立てに対し、懸念が示さ
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れた。また、これらの諸活動がこの地域の緊張を増加させ、南シナ海の海洋環境に重大な脅威
を与える原因となっているとの結論が出された。
紛争解決と緊張緩和をもたらすための平和的解決という観点から、会議に参加した大多数
の人々は、国際海洋法条約の付属 VIIに基づいて設立された常設仲裁裁判所の仲裁判決が

平和への権利
国連総会採択後の平和への権利宣言の実施について

最初の重要なステップとなること、またそれが中国とフィリピンという直接的な利害関係国にとって
法的拘束力のある共通基盤となることに同意した。また、参加者は、理想的な平和的解決が、
直接関係する国々の間でなされる多国間交渉を通じてなされ、またそれが南シナ海行動規範
（COC） の発展と実行を促進する必要性を強調する交渉となることを確認した。現在まで、海洋
境界画定に関する正式な合意はなされておらず、紛争解決には至っていない。しかし、暫定的
解決が最終合意の達成を危険にさらしたり、妨害するものとはならないことを前提に、関係当事
国は海洋法条約83条3項に従い、南シナ海の緊張を減少させ、特に軍事行動を抑制するため
の実質的効果を発揮できるような暫定的協定を結ぶ努力をすることはできる。
会議の終わりに、参加者は、関係当事国に発信するための本会議報告書を作成し、また同
様の話題に関する会議を来年以降も継続して開催すべきであるとする勧告を採択した。
NUPL の Neri Colmenares 会長は、IADL 事務局に対し、次のように報告した。
当該 地 域 以 外 から参 加した IADL のメンバ ーは、Jeanne Mirer、Roberto Zamora、
Roland Weyl、Fabio Marcelli、Yasmine Bennamani Chettibi であった。本会議には多数
の参加者があり、将来性を備えた紛争解決のメカニズムのみならず、現場の状況についても、多
くの重要な事実が示された。

平和への権利国際キャンペーン事務局長

笹本

潤

１、国連人権理事会決議（2017年6月22日）
2016年12月19日に国連総会で平和への権利国連宣言が採択された (A/RES/71/189)。そ
こでは、各国政府や国連、国連機関に対して実施をするように決議されたが （3項）、人権理事
会がどのように実施段階に関与するかは、不透明であった。
今回人権理事会の第35会期 （2017年6月） においては、キューバ政府が決議案を提案し、人
権理事会自体が実施に向けて積極的に取り組んでいく旨の決議がなされた。2018年の人権理
事会の会期の間の3月から6月の間に半日間のワークショップが人権理事会で行われることが決まっ
た。当初のキューバの提案では、
「1日半」であったが、その後予算の問題もあり「半日」に短縮
された。しかし、
ともかくも人権理事会で具体的な会議の提案がされたのは、重要な進歩である。
特に今後、平和への権利を国際人権条約にしていく上では、人権理事会の役割は欠かせない。
ユネスコは普及、国連平和大学は教育に重点を置いていくのに対し、人権理事会で実施に向け
て活動していくことは、平和への権利を「人権」として具体化していくことの表明である。

２、ジュネーヴのNGOの動き
人権理事会35会期の6月の会期中、ジュネーヴで NGO の会合があった。今後の実施段階に

中国からも専門家が出席できるよう努力したが、結果的にそれはかなわなかった。フィリピンが

あたっての意見交換が主で、まだ NGO 間で考え方が一致するほどの議論は積み上げられてい

中国を相手に訴えた事件について、中国の専門家に代わり、Neri が中国の立場および中国が

ない。しかし、ちょうどキューバが提案した人権理事会決議案で、2018年春のワークショップが提

仲裁手続きに参加しない理由を代弁する役割を担った。また、同手続に参加していない中国にとっ

案されたところだったため、NGOとしてもそのスケジュールに沿って、国連のワークショップに参加

て仲裁裁判所の裁定が合法性を持つものとなるか否かという点についても、Robertoと Neri が

することはもちろん、国連に参加者の多い、37会期 （2018年3月） にNGOのサイドイベントを開いて、

重要な討論を行った。

平和への権利の実施過程を推進していくことで一致した。サイドイベントなどの具体的な内容は、

本会議の終わりに、参加者は当該地域の非軍事化問題、および外国軍の基地問題への取り

また2017年9月の人権理事会の時に話会おうということになった。

組みを含む、当該地域で生じている紛争に対する平和的な解決策を見いだすことに着目した議

また、ジュネーヴの NGO の間では、今後の実施過程のプロモーション用にビデオを作ろうという

論を行った。Hasan はバングラデシュ、インド、
ミャンマー間の海洋をめぐる紛争解決策について

話が盛り上がり、まずはパパジョバンニのマーラと、ダビッドのインタビュービデオの撮影をしてきた。

言及した。また、全ての参加者がフィリピンの専門家およびベルギーの Eric Franckx 教授が

ユネスコに勤務しているダビッドを、WHO 近くのユネスコ·ジュネーヴオフィスに訪れると、そこ

本会議で重要な情報を提供した点につき、同意した。さらには、Jeanne が提案された解決策を

は本部のパリよりもかなり小さく、約6人の常勤スタッフで運営されていた。ダビッドは、スペイン国

記録にし、将来の行動に向けてそれらを要約することに同意した。

際人権法協会、平和への権利作業部会の議長の法律アドバイサーを勤めてきたこともあり、現
（翻訳 ： 弁護士　 井上啓）
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まとめやセミナーなどの普及という形で、実施過程に関与していくらしいが、具体化はこれからで

Meeting Title: HRC 2017

ある。日本への来日も打診してみたが、日本で法律家のセミナーをやったらどうかと逆に提案され、
検討を約束してきた。

（資料）

国連人権理事会A/HRC/35/L.4 「平和への権利の促進」決議
2017 年 6 月 22 日採択

賛成３２、反対１１、棄権４

人権理事会は、
過去に、国連総会、国連人権委員会、国連人権理事会、とりわけ2016年7月1日の人権理事
会決議32/28で採択された、平和への権利の促進決議と人権の完全な享受のための決定的に
重要な必要性を有する平和の促進決議、を思い起こし、
平和への権利宣言についての2016年12月19日の国連総会決議71/189の採択を歓迎し、
各国政府、国連、国連機関、特にユネスコが、この宣言の実施にあたり、持続可能な適切な
方法をとるべきことを思い起こし、
１、すべての人が、すべての人権が促進、保護され、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ことを思い起こす。
２、国家が、国内及び国際関係において平和を構築する手段として、平等、不差別、正義、法
の支配、恐怖と欠乏からの自由の保障を、尊重し、実施し、促進するべきであることを強調する。
３、平和は、紛争がないことを意味するだけでなく、対話が促進され、紛争が相互理解と協力
の精神で解決され、社会経済的な発展が保障されるような、積極的 · 動的な参加プロセスを要
求する、
と理解する。
４、国連人権高等弁務官事務所の支援を受けて、国連人権理事会の37会期と38会期の間の
期間に、平和への権利に関する半日の国際ワークショップを開催し、平和への権利宣言 （国連
総会決議 71/189,） の実施を議論することを決定する。
５、高等弁務官事務所に対して、ワークショップの要約レポートを人権理事会39会期に提出す
ることを求める。

22/06/2017 09:57:50

1/1

６、世界的な規模の声が議論に反映されるように、すべての理事国、特別機関、市民社会が
このワークショップの議論に参加するよう求める。
７、このことを議論し続けることを決定する
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日本政府は、特別報告者の正当な懸念に正面から答えずに、
「明らかに不適切」と言って受
け付けなかった。安倍晋三首相は、ケナタッチ氏の評価を「極端にバランスを欠いている」と言っ

共謀罪成立に対するIADL声明と
日本政府の二枚舌外交

て公然と非難し、特別報告者の言動を「客観的な専門家のものではない」とした。このような攻
撃的な言動は、日本政府の国連特別報告者制度に対する重大な侮辱である。特に日本は、他
のすべての国連加盟国の人権尊重を推進すべき人権理事会の理事国の一つなのであるから、
JALISA副会長

笹本

潤

許されるべきものではない。
ＩＡＤＬは、テロリズムに対抗する上では国際人権法の義務を遵守することが何よりも優先しなく

１、国際民主法律家協会（IADL）は、2017年6月16日、国連人権理事会第３５会期におい

てはならないと強調するともに、日本の国会に対してはいわゆる共謀罪法案を廃止するとともに、

て、日本の共謀罪法の成立について抗議の声明を出し、全体会でIADLジュネーヴ代表

人権理事会に対しては、日本政府に対して、仮に特別報告者に好まない評価をされた場合や実

ミコル·サビアが発言しました。
国際 NGOとして初めて、国連の場で日本の共謀罪成立を批判しました。実は私は共謀罪が

際にされた場合でも、特別報告者の権限と権威を尊重するように呼びかけることを要望する。
２０１７年６月１５日

成立しないようなIADL 声明を出せないかと思ってジュネーヴに行ったのですが、声明の準備を
IADL がしている間に参議院の委員会の審議を飛ばして本会議で成立するという異例の採択
が行われたので、急遽成立を非難する決議に変えました。それほど凶暴罪法成立にかける異常
さが目立ちました。

--------------------IADL声明--------------------国際民主法律家協会 （IADL） は、人権理事会に対して、2017年6月15日に日本の国会で採
択された、いわゆる「共謀罪法案」が人権保障にとって否定的影響を持つことについて注目する
よう呼びかける。

-----------------------------------------------２、日本政府の 「二枚舌人権外交」
上記の IADL 声明の後半部分でも触れられているように、日本政府は国連人権理事会のプ
ライバシー権特別報告者ケナタッチ氏の日本政府に対する書簡 （いわゆる共謀罪法案が、プラ
イバシー権や表現の自由を侵害するおそれがあるから、その点を明らかにするよう日本政府に質
問するもの） に対して、個人的見解などと攻撃する姿勢を見せ、書簡に対する実質的な回答を
拒否しました。
しかし、同じ国連人権理事会において、日本政府は他国に対しては、特別報告者に協力しろ

法案は広汎な抗議がある中で、通常は本会義の投票の前になされる委員会での承認を省略

という態度を取っているのです。６月１４日に、北朝鮮の拉致問題を含む人権状況に対して、北朝

するという異例な方法で成立した。これは、争いのあるテーマについての議会での十分な討論

鮮に対して北朝鮮の人権状況に関する特別報告者に協力していないことを非難し、最後には、
「表

の促進という点からも問題である。

現の自由や恣意的な拘禁の自由に対する侵害に懸念を表明し、これらの価値が民主主義にとっ

政府は、この法案を採択することは、国内法を国連国際組織犯罪条約に適用する上で、そし
て2020年の東京オリンピックを迎えるにあたってのテロの危険に対応するために、必要だと言った。

て中心的な価値である、人権理事会は無視してはならない」と、態度を表明しています。
共謀罪については、特別報告者を拒否しながら、北朝鮮の人権状況に対しては、徹底した批

法案の中では、テロリストグループや他の組織犯罪グループは、放火や著作権違反までの２７７の

判を加えるという姿勢は、完全に二枚舌です。人権の価値は普遍的です。外交上の問題や自

犯罪に関する計画と準備行為に関し罰せられることになっている。

国に不利だからという他の理由で、人権に対する態度を変えてはいけないのが、人権保障の考

法律専門家は、このような法律を追加して創設することの適切性と必要性について疑問を投

え方です。

げかけている。さらに、プライバシー権に関する国連特別報告者、ジョセフ·ケナタッチ氏が2017

IADL のミコル· サビアに対して、この点を質問してみたところ、やはりこのような態度は多くの

年5月18日に日本政府宛にあてた書簡では、法案はプライバシー権と表現の自由に対する不当な

「西側先進国」においてよく見られるところ、と言います。例えば、ウイキリークの創設者のアサン

制限になる可能性がある、
と指摘されている。
「組織犯罪集団」の定義のあいまいさは、安全保

ジュ氏の事件にIADL はずっと関与していますが、２０１６年３月の人権理事会第３１会期において、

障のセンシティブな領域におけるＮＧＯの活動に対する監視を合法化する機会を与えることになる。

IADL は、声明を出しています。
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アサンジュ氏がイギリスのエクアドル大使館に拘禁され、スウェーデンに引き渡しを要求されて

正確に認識し、できる限り早く社会に提

いる状態に対して、国連人権理事会の作業部会 （特別報告者と並ぶ特別手続の一つ） が、こ

示する学問的責務があると思われる。こ

れは「恣意的な拘禁にあたる」との決定を出しました。しかし、イギリスと政府は、これに対して「し

うした視点から、
「平和への権利宣言」

ろうと集団」などと言って国連の作業部会を非難しました。IADL は直ちに、このような態度は国

の内容、重要性、活用のあり方などを提

連の制度を無視するもので、ダブルスタンダードであると批判しました。

起しようとするのがこのパッケージ提案の

今の日本政府と同じように、西側先進国には、自分の国が批判されると徹底的に攻撃し、他国

企画意図であった。

に対しては逆に厳しく批判する傾向が見られるのです。サビア氏によると、それは「西側諸国には、
自国には人権侵害がない、
というおごり高ぶった態度の表れ」と言います。

はじめに司会の笹本潤弁護士から、
平和への権利の内容や推移、国連での

自国の人権侵害状況が問題とされようと、それに正面から答えていかない限り、他国の人権

状況などに関する紹介があった。その後、飯島滋明 （名古屋学院大学） が「平和への権利宣

侵害を批判する資格はありません。人権侵害をなくすよう要求するのならば、自国の人権侵害に

言は平和概念 （平和の定義） にどのような意味を持つか」と題する報告、阿知良洋平 （室蘭工

も向き合わない限り、他国に物が言えない国になります。

業大学） 会員が「足元の生活から考える平和の文化の学習」と題する報告、最後に前田朗会

私たちNGO は、このような日本政府や先進国の「おごり高ぶった態度」を明らかにして批判し
ていくとともに、国際基準にそって人権状況の改善を求めていく活動が今後求められていると言

員 （東京造形大学） が「脱植民地主義と平和への権利の接合　 －レイシズム、ヘイト·スピーチも
含めて」と題する報告を行った。

えるでしょう。

会場には50人を超える参加者がおり、報告終了後には、
「今後、平和への権利はどのように
活用されるのか」
「UNESCO は平和への権利宣言の国連総会にどのように関わってきたのか」

2017年日本平和学会春季研究大会報告自由論題部
会「平和への権利国連宣言を活用するために」報告
　　　　　　　　　　　　　　　　

など、活発な質問も出されるなど、会は盛況のうちに終わった。

2. 「平和への権利宣言」は平和概念（平和の定義）にどのような意味を持つか
名古屋学院大学教授

飯島

滋明

1. 本部会の趣旨と報告構成について
1

名古屋学院大学教授

飯島

滋明

2017年7月1日、2017年日本平和学会春季研究報告大会の自由論題部会3（パッケージ報告1）
では「平和への権利国連宣言を活用するために」と題する研究会が開催された。
2016年12月19日 （現地時間）、国連総会で「平和への権利宣言」が採択された （賛成131ヵ
国、反対34ヶ国、棄権19ヵ国）。
「平和への権利宣言」採択の情報は日本ではメディアではほとん
ど報じられていない。ただ、
「武力不行使原則」（国連憲章2条4項） にもかかわらず、武力行使
が国際社会であとを絶たない中、国連憲章で正当化されない武力行使に歯止めをかける目的
で採択された「平和への権利宣言」の重要性は決して低く評価されてはならない。ましてや「平
和」を対象とする「日本平和学会」には、
「平和への権利宣言」の意義や重要性、その限界を

「国際法は絶えざる更新、変化、発展における過程であり、制度である」 。
「平和への権利
宣言」の国連総会採択に関して極めて重要な役割を果たしたギジェルメとプヤナの論文ではこ
う指摘されている。2016年12月19日、国連総会で「平和への権利宣言」が採択されたが、それ
はさまざまな国家や「市民社会」間の相互作用の中で形成されたものである。そして「平和へ
の権利宣言」は「完成形」でなく、現在「生成中の権利」である。
「平和への権利」を国際法的に認めようとする立場の国々や NGO は、
「平和」が国際法上の
権利であることを認めたうえで、
「平和」概念の充実にむけた議論を展開してきた。
一方、平和への権利を国際法上の権利として認めることに反対する国家も存在する。アメリカ、
EU 諸国、日本が挙げられる。たとえば2016年11月、国連総会第３委員会で日本代表は「日本は、
1

Christian Guillermet Fernández, David Fernández Puyana, From Culture of Peace, Human Rights and

Development, in: Pace Diritti Umani, 2013, 2-3, p.15.
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平和を人権原則として承認するのは早すぎる （premature） と考えている。というのも、国際法
2

3. 足元の生活から考える平和の文化の学習

ではそうした原則が確立されてこなかったからだ」と発言した 。
室蘭工業大学講師

上述のように、
「平和への権利宣言」をめぐる国際社会のせめぎ合いは、①「平和」が国際
法的な権利かどうか、②「平和」が国際法上の権利であることを前提としたうえで、どのような権

阿知良

洋平

（1）課題と方法

利が「平和への権利」に包含されるべきかという、2つの争点が並行していた。実際に国連の人

本報告では、生活実感のレベルから平和の権利性を味わえるような平和学習の内容について

権理事会で「平和への権利」の議論に関わってきた私の感想としては、2013年から2016年に

考察した。
「平和への権利宣言」という規範が、私たちのものとして血肉化するにはそのような平

国連総会での主な争点は①、つまり「平和」を国際法上の権利として認めるかどうかのせめぎ

和学習が必要だと考えたからである。私たちのいまの生活は、精神的 · 身体的な病にかからな

合いが中心的な争点だったと思われる。①の論点は2016年12月19日、国連総会の場で決着を

ければならないほど、その現実は厳しい。そのような暴力の只中では、平和ということばわかっても、

みた。平和は国際法上の権利とされた。ただ、
「平和への権利」の国連総会採択を目指してき

実感として掴むことはとても難しい。生活実感のレベルから平和の権利性を掴むような学習が求

たNGOなども「平和への権利宣言」には決して満足していない。
「サンチアゴ宣言」などでは「平

められる。

和への人権」とされていたのに対し、
「平和への権利宣言」では「権利」とされている。ドイツや

北海道の東部 · 根釧原野の酪農民は、自分達の労働はひとのいのちを育むものであるにも関

フランスなどでの「人権」と「権利」の意味内容の差異を前提とすれば、
「人権」ではなく
「権利」

わらず、規模拡大競争による離農や軍の誘致 （陸上自衛隊矢臼別演習場、1961年村議会再審

とされたのも十分ではないかもしれない。
「平和への権利宣言」が植民地主義に効果的に対峙

決定） によって、足元の生活が人のいのちの破壊と不可分になってしまう矛盾を痛烈に感じた。

できる「権利」であるためには、
「平和への権利」の主体は「個人」だけではなく、
「人民」や「民

この矛盾の中から、離農の犠牲を生まなくても済む、新しい営農と暮らしのあり方を生み出してき

族」も「主体」とされるべきかも議論される必要があろう。なにより、
「平和への権利宣言」は5条

た。その生活実感から、いのちを育むための農民の土地を人のいのちを破壊する演習場なんぞ

の条文にとどまり、内容は具体的とは言えない。今後、
「平和への権利宣言」をめぐっては、法

に使わせないという、
「2万町歩を農民に返せ」の息長い住民運動「矢臼別闘争」が50年以上
続いてきた。

（2）酪農民の技術学習が生んだ生活実感

酪農民が生み出したのは、
「マイペース酪農」という生き方である。高度成長期の酪農政策

は頭数と乳量を増やす規模拡大路線一色だった。バルククーラーの画一的な導入が問題になっ
た時、農民等の労農学習会 （1971年～） は設備によって生活 · 労働が操作される矛盾に気が付
く。規模拡大は人間に負荷をかけ、健康被害も生んだ。そしてその競争的な営農は、親しい人
の離農を止められない、ましてやその農地を取得して拡大するという、犠牲と分断の関係を生み
出すものだった。
おのおのの暮らし· 労働にあった設備があるはずだ。当初経営分析にはじまった学習は、高
コストの化学肥料や輸入飼料に依存せずに営農を続けられる技術学習も含んで展開した。そこ
では牛の糞－完熟堆肥－永続的な牧草地－粗飼料中心－牛の健康という循環が学ばれ、その自
然の力に合った牛の頭数と設備とによる営農がつくられる。
的拘束力を有する「条約化」を目指すと同時に、②の問題、
「平和への権利」にどのような内容
を明記すべきかがの議論が展開されることとなろう。
2

Christian Guillermet Fernández, David Fernández Puyana, The General Assembly adopts the

（3）生活実感が生んだ軍の存在批判

こうした営農技術は、人間の生活に感情と他者関係の豊かさももたらす。
「マイペース酪農」

Declaration

on the Rights to Peace: An Opportunity to strengthen the linkage between Peace, Human Rights and

の暮らしでは、労働のときに感じる感覚が豊かであり、また、食生活を大切にしている。交流会で

Development in the New Millennium, in: Eruditio, Volume 2, Issue 3, March 2017, pp.43-44.
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は、営農の工夫や家庭料理の工夫について話の花が咲き、そうした技術を通して各人の個性や

第1に、
「植民地支配犯罪」である。1950年代に始まり1990年代に本格化した国連国際法委

こだわりが表現され、それらに感心したり自分も工夫しようと思ったりするなかで、自分や他者の

員会における国際刑法典作成作業において、旧植民地諸国の努力によって、1991年草案に次

特性やこだわりに価値を置き、それを大事にしようとする人権の感覚も自然と育ってくる。

のような「植民地支配犯罪」概念が盛り込まれた。

こうした生存のあり方を実感した者からは、いのちを奪う矢臼別演習場での軍事訓練について、

人類の平和と安全に対する罪の法典草案第18条「国連憲章に規定された人民の自決権に

当たり前の憤りが生まれる。酪農民の森高哲夫は、矢臼別演習場での訓練について「自分たち

反して、植民地支配、又はその他の形態の外国支配を、指導者または組織者として、武力によっ

はやはり、人々の命を守る食糧を生産してるということでは、対局だと思う」と述べ、ここでの訓練

て作り出し、又は維持した個人、若しくは武力によって作り出し、又は維持するように他の個人に

がアフガニスランやイラク等で人が殺されることにつながっているのは「許せない」と力強く語る （イ

命令した個人は、有罪とされた場合、……の判決を言い渡される。」

ンタビュー＜2015＞より）。

しかし、1995年にはこの規定案が削除された （前田「植民地支配犯罪論の再検討」
『法律

根釧原野の酪農民は、このように生活をつくりかえるなかで、そこで育った人権感覚を根拠に、
軍の存在批判を生成していった。ここに生活実感から生成する平和の文化、そして平和的生存
権の思想を見て取れるのではないだろうか。

時報』87巻10号、2015年）。
第2に、人道に対する罪である。旧植民地諸国は次に2001年のダーバン人種差別 · 人種主
義反対世界会議において「植民地支配は人道に対する罪である」との認知を求め、謝罪と補
償を要求した。旧宗主国の抵抗は強大であり、この試みは妥協を余儀なくされた。ダーバン宣

（主な参考文献）

言は、植民地支配そのものではなく、
「植民地時代における奴隷制は人道に対する罪であった」

別海町泉川郷土史編集委員会 （1970）『風連川源流を拓く－泉川のあゆみ－』.

と規定した。

別海酪農の未来を考える学習会実行委員会 （1993）『根釧の風土に生きるマイペース酪農』

「大西洋越え奴隷取引などの奴隷制度と奴隷取引は、その耐え難い野蛮のゆえにだけではなく、

渡辺佐知子 （2011）「『戦争の文化』から『平和の文化』へ」矢臼別平和委員会『矢臼別の

その大きさ、組織された性質、
とりわけ被害者の本質の否定ゆえに、人類史のすさまじい悲劇で

里から』2012年 .

あった。奴隷制と奴隷取引は人道に対する罪であり、
とりわけ大西洋越え奴隷取引はつねに人
道に対する罪であったし、人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容の主要
な源泉である。アフリカ人とアフリカ系人民、アジア人とアジア系人民、および先住民族は、これ

4. 脱植民地主義と平和への権利宣言の接合

らの行為の被害者であったし、いまなおその帰結の被害者であり続けている。」
東京造形大学

前田

朗

報告者は札幌出身であり、アイヌモシリへの侵略の先兵であった「屯田兵」の一族 （父方も母
方も明治初期入植） の子孫であり、叔父の一人は「シナ事変」で戦死し、
もう一人は沖縄戦で死
亡したため「平和の礎」に名前が刻まれている。個人史に近代日本の膨張政策と侵略の歴史
が貫通している。他方、自衛隊を憲法違反とした長沼訴訟 （1973年9月7日札幌地裁判決） との
出会いから平和運動にかかわるようになった。個人史とその背景にある植民地主義を意識しつつ、

こうして21世紀におけるポスト·コロニアリズム研究と植民地主義批判が活性化したが、2001
年の9.11により、
「テロとの戦争」、21世紀植民地主義の再興、グローバル·ファシズムの席巻、
人道に対する罪の常態化が生じ、ポスト·ダーバン戦略は停滞した （前田「植民地主義との闘
い――ダーバン宣言とは何だったのか」
『社会評論』87号、2017年）。
最後に、日本における現実の理論化と理論の現実化として、ヘイト·スピーチとの闘い――レ
イシズム分析の深化、包括的な人種差別禁止法の制定、先住民族 （アイヌ民族、琉球民族）
に対する差別の克服、東アジア共同体構想を紹介した。

平和への権利宣言運動とのかかわり、国連人権機関でのロビー活動 （日本軍「慰安婦」問題、
在日朝鮮人の人権）、平和への権利国際キャンペーンへの参加に触れた。
平和への権利と「植民地主義」
「マイノリティ」について宣言前文に若干の記載があるが、宣
言草案のように明快な記述ではない。宣言草案から削除された植民地主義批判の論理を国際
法の発展過程に読み解く必要がある。
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新連載「平和への権利を読み解く」第1回

程で国際法が果たした役割は、対等な主権国家の関係を規律することではなく、また、主権
国家間の合意を通して非西洋圏に国際法が浸透していったものでもない。非西洋圏の人々は

「平和への権利」における「主体」
名古屋学院大学教授

対等な主権的存在として扱われることはなく、むしろ、あからさまに劣位の処遇を受けることになっ
飯島

滋明

た。国際法は、欧州の外では、西洋と非西洋との対等ならざる関係を規律し、非西洋を下位
3

の階層に組み入れるための法として機能していく」 。
国際法のこうした性質は、国連憲章にも見られる。たとえば国連憲章12条の「国際信託統治

１「平和への権利宣言」の「ポスト·ウエストファリア型」「反植民地主義」
的性質
「「平和への権利」も、一定国家とその市民との安全契約のもとでの「人権」ではなく、日本
国憲法前文の「平和的生存権」と同様に、平和な状態をより強力な外部勢力によって犯されな
い権利であるということができる。つまり、欧米植民地支配国であれ、これと対決する非西洋地
域の国権主義 · 人権軽視の国家権力であれ、国際的な覇権勢力であれ、強い立場の軍事的 ·
政治経済的な主体による外部からの圧力に対して抵抗する権利、内発的な環境保全と発展を
妨げられない権利を主張する「人権」である。要するに、一切の外発的な圧力による「平和的
な生活の権利」の侵害に対するポスト·ウエストファリア型、反植民地主義型の「人権」概念な
1

のである。
「平和への権利」を理解するためには、このことを理解する必要がある」 。
武者小路公秀先生は「平和への権利」について以上のように述べている。武者小路先生
の言説を手がかりに、
「平和への権利」の法的性質を明らかにする。

制度」。アメリカ政府内では、
「信託統治制度は、
「自治」を謳うことによって、領土拡張という批
4

判をかわしながらも「安全保障上の利益」を確保するという方策として準備された」 。さらに国
連憲章82条の「戦略地区」。これは、
「一般の信託統治領が国連総会とその下にある信託統
治理事会の監督下におかれるのに対して、戦略地区は安全保障理事会の監督下におかれ、施
政権を持つ国が排他的に軍事利用することができるものだった。つまり信託統治領では国連総
会の監督下におかれ、他国からの監視 · 介入を受けることになるが、戦略地区であれば、安保
5

理で拒否権を使えば他国の介入を許さず、米国が自由に使うことができる」 。
国際法が「西洋中心主義」
「植民地主義」を完全に払しょくしきれていないのに対し、
「平和
への権利宣言」は武者小路公秀先生が主張するように、
「反植民地型性質」を有していること
を認識する必要がある。域内における平和だけではなく、アメリカやソ連といった域外の超大国
6

からの外圧にも対峙する目的をもって設立された ASEAN が「平和への権利」を積極的に支援
する理由も、こうした視点からも説明できる。

２ アメリカの「軍事主義」と「植民地主義」の実態

1648年のウエストファリア条約以降、
「国際法とは、平等な主権国家間の関係を規律する法」

～グアハン(グアム)の実態を手がかりに～

とされたが、
「実のところ、国際法は、主権国家間の関係を規律するという以上に、西洋による「新
世界 new　 World」、つまりは非西洋の征服をいかに正当化するかという課題をその本質に抱
２

え込んで立ち上げられた法的プロジェクトでもあった」 。
ウエストファリア条約は「明瞭な西洋中心主義」を体現するものであり、
「主要な登場人物も
また欧州の人々に限定されている」。さらには「ローマ帝国のくびきから解き放たれて出現した
主権国家を中心に国際法のあり方を語る手法」がとられているが、こうした叙述の仕方において
「非西洋はまったき客体 · 他者と化している」。そして、
「非西洋圏に国際社会が拡張される過

2017年6月25日、国際女性ネットワーク会議が主催し、沖縄大学で開催された、
「軍事主義に
抗し、持続可能な未来を！」に参加させて頂いた。そこでのグアハン(グアム) でのアメリカの軍事
主義と植民地主義についての報告の要旨を紹介する。チャモロ族にはアメリカの市民権があり、
パスポートも持っているが、軍の最高司令官であるアメリカ大統領を選挙する権利を持たない。
3

阿部浩己「人権／国際法の系譜

脱植民地化の視座」日本平和学会編『脱植民地化のための平和学』（早稲田大学

出版部、2016 年）33 頁。
1

武者小路公秀「「平和への権利」が提起する新しい人権観」ヒューマンライツ大阪の HP http://www.hurights.

or.jp/archives/newsletter/sectiion3/2011/09/post-148.html（2017 年 6 月 12 日段階）
2

阿部浩己「人権／国際法の系譜

脱植民地化の視座」日本平和学会編『脱植民地化のための平和学』（早稲田大

4

林博史『暴力と差別としての米軍基地』（かもがわ出版、2014 年）30-31 頁。

5

林博史『暴力と差別としての米軍基地』（かもがわ出版、2014 年）30-31 頁。

6

ASEAN については飯島滋明「ASEAN について」前田哲男 · 飯島滋明『日本軍事入門』( 吉川弘文館、2014 年 )。

学出版部、2016 年）33-34 頁。
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連邦法の制定にも関与できないが、連邦法は地域の法に優先する。7月21日は「解放の日」と

7

万人に平等の人権ではなく、各自の所属する身分や団体によって内容が異なる権利であった」 。

されている。1944年7月21日、日本に占領されていたグアムをアメリカの海兵隊が再び勝ち取った

それに対し、「典型的な市民革命であったフランス革命は、さまざまな身分、中間団体とそれに

からだが、実際には「解放」ではない。1980年代からはチャモロ族は国連の場で「民族自決権」

伴う特権を否定して、平等な権利を持つ単一の国民」 を創設した。アンシャン·レジームでは「中

を主張しているが、アメリカは「これは国内問題だ」と反論してきた。

間団体」こそが人権侵害の主体であり、中間団体からの個人の解放こそが「人権」 創設に

8

グアハンでは、アメリカ海兵隊の実弾演習場の建設により、チャモロ族の文化的遺産が破壊さ

つながった。こうした「歴史認識」が必然的に現在の憲法解釈に直結するものではないが、

れている。実弾演習場が貯水池周辺に建設され、かつ実弾演習による土壌汚染や水質汚濁に

現代の人権侵害は、沖縄での市民に対する警察などの暴力、憲法や国際法にも反する逮捕

より、地域住民への健康被害も懸念されている。実弾射撃により豊かな自然が破壊され、イルカ

や長期勾留などの公権力によるものだけではなく、企業でのさまざまなハラスメント、過労死な

やクジラが殺されたり、絶滅危惧種が危機にさらされている。

どが多い。企業に代表される団体も人権侵害の主体との現状認識を踏まえ、樋口陽一先生は「法
人の人権」に否定的見解を表明し、憲法学説でも「法人の人権」否定説が有力になっている。

３ 沖縄と「平和への権利」
グアハン(グアム)における「軍事主義」
「植民地主義」について紹介したが、グアムでのアメリ
カ軍の実態と沖縄での米軍の実態、どれほどの違いがあるだろうか。
沖縄では2014年11月、知事選挙で「辺野古新基地建設」反対が圧倒的な民意で示された。
ところが安倍自公政権はそうした民意を無視し、
「辺野古新基地建設」を強行する。辺野古に
新基地が建設されることで、豊かな自然が破壊され、ジュゴンなどの生物も危険にさらされる。反
対する市民に海保が暴力をふるう。2016年8月、私は高江のテントに泊まったが、普段はどこでも、
すぐに寝られる私でも、虫の鳴き声のため、なかなか寝付けなかった。そうした豊かな自然と多く
の生物がいる高江でも、米軍と安倍自公政権はオスプレイパッドの建設を強行する。オスプレイバッ
ドの建設は豊かな自然、水源地となるやんばるの森を破壊する。オスプレイは夜中にも飛行する
ために子どもたちが睡眠不足となり、授業に集中できない状況も生じている。オスプレイバッド建
設に反対する市民に対し、警察は「土人」と発言したり、暴力をふるい、
「公務執行妨害」などの
口実で逮捕などを繰り返す。反対派の市民にこうした違法行為をする安倍自公政権は、憲法で
保障されたさまざまな権利、国際法で認められた権利を侵害している。
「法の支配」を無視し、
軍事主義に基づいて基地建設を強行する安倍自公政権は、琉球／沖縄人民の「自決権」、
「平
和への権利」を蹂躙していることも認識する必要がある。

企業などの法人が「憲法上の権利」 主体であるとしても、「人権」 主体と認めるのは適切で
はない。一人一人の「人権」を尊重するためには、「集団」による人権侵害にも懐疑的であ
るべきであり、そうした立場を徹底すれば「集団の人権は認められない」との立場につながる。
ただ、
「平和への権利」の場面では別の考慮も働く。先に紹介したように、グアハン(グアム)では、
アメリカの「軍事主義」が貫徹され、チャモロ民族の文化遺産の破壊がなされている。アメリカの
「軍事主義」
「植民地主義」の結果として、チャモロ民族の文化遺産が破壊されている場合、
「平
和への権利」の主体を「個人」に限定するのでは必ずしも有効に対応できない。2016年12月19
日に国連総会で採択された「平和への権利宣言」では、前文で「民族自決」への言及がされて
いる。ただ、1条で「すべての人は、すべての人権が促進及び保障され、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」とされているように、
「平和への権利」の主体として「人
民」や「民族」が明記されていない。今後、
「平和への権利宣言」が法的拘束力を有する「条約」
化が目指される際、集団が個人を抑圧するような法的構造にならないようには十分留意しつつも、
「軍事主義」
「植民地主義」に効果的に対応しうるものとするため、
「民族」
「人民」が「平和へ
の権利」の主体として措定されることも検討されるべきであろう。そうすることで、
「一切の外発的
な圧力による「平和的な生活の権利」の侵害に対する「ポスト·ウエストファリア型、反植民地主
義型」としての「平和への権利」の有効性が高められよう。

４ 「平和への権利」の主体について
「平和の権利宣言」をめぐる議論では、アメリカなど、平和への権利に反対する国から「集団
の権利」は認められないとの主張がされた。
「人權主体」として「個人」ではなく
「集団」を措定
することに懐疑的であることじたいには、基本的に賛同できるところもある。
「人権」の歴史を概

7

長谷部恭男『新法学ライブラリー

憲法〔第 6 版〕』（新世社、2014 年）89 頁。

8

長谷部恭男『新法学ライブラリー

憲法〔第 6 版〕』（新世社、2014 年）89 頁。

観すると、
「市民革命以前の、中世 · 近世ヨーロッパの社会において人々に認められていたのは、
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市民の伊勢志摩サミット １周年記念イベントについて
名古屋学院大学教授

飯島

滋明

2017年5月21日、岐阜県大垣で「市民の伊勢志摩サミット１周年記念イベント」が開催された。
主要テーマは「SDG の地域展開と政策協働」であった。環境パートナーシップ会議の星野智子
氏による基調講演ののち、
「環境」
「子ども」
「災害」
「地域間格差」
「多文化共生」
「平和」の6分
野に分かれた分科会が開催された。このうちの「平和」の分野では、
「不戦へのネットワーク」がコー
ディネーター団体となり、
「平和への権利宣言」について、私が報告を担当した。
「分科会」で私
は「平和への権利」が主張された背景、国際社会の流れ、そして前文の簡単な解説と、1条か
ら5条の逐条解説をおこなった。
質疑 · 応答の時間では、なぜこれほど重要な権利が日本であまり知られていないのかが議論
の中心となった。そして「外務省と交渉し、日本語訳を出させるべきではないか」といった、充実
した議論も交わされた。

の有効性を疑う声にも答えるような質問も準備されていた。憲法の前文にもあるように、私たちの
はっきりした意思表示は70年前になされており、それは「平和を愛する諸国民の公正と信義に信
頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」こと、
「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠
乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」ことにある。国連の「平和
への権利宣言」はその方向をめざすものであり、まだ完璧な権利にはほど遠いけれど、この道し
かないと考えるべきであろう。
そのために何ができるのか、と松尾さんがさらに質問した。私は、かつて池田眞規弁護士か
ら聞いたコスタリカのカレン·フィゲレス元大統領夫人が月に一度、胸に白いリボンを付けて外出し、
リボンの意味を聞かれたら、
「平和を実現するために運動している」と答えた例を紹介した。白い
リボンでも、缶バッチでも、スカーフでも、ブローチでも、腕時計でも、平和を求める強い意志を表
示する行動 （デモンストレーション） が日常の中に生かされることが大事であろう。
アースデイは、食の安全と緑の環境、地球温暖化対策と平和とが結びつくフォーラムであり、人々
が大事な問題に気づき、語りあうアゴラではないか。

アースデイ２０１７東京 『平和への権利宣言』ついに
国連で採択！
青山学院大学名誉教授

新倉

修

2017年4月23日に、代々木公園で賑やかにアースデイが開かれた。広場の中程にイベント用テ
ントがあり、松尾熹澄 （よしあき） さんの司会で「平和への権利宣言」についてトークイベントに参
加した。昨年11月19日に国連総会で採択された「平和への権利宣言」を広く知ってもらう絶好
の機会だった。
「平和への権利」国際キャンペーン·日本実行委員会の皆さんも、チラシを配ったり、通りがか
る人に声かけをしたり、大いに盛り上げてくれた。会場の広さや屋外の明るさに比べて、モニター
が地味で目立たなかったが、松尾さんは徹夜で詳細なパワーポイントのファイルを準備してくださり、

アースデイで、司会＝コーディネーターの松尾さんと代々木公園で

国連総会で採択された宣言 （全4条） の英文と日本語訳のほかに、採択にいたる経緯を説明す
る部分では、2006年の「ルアルカ宣言」を詳細に紹介し、東京新聞2017年2月19日の「核心」と
いうコラムに掲載された笹本潤弁護士の記事も取り込んで、わかりやすい作りになっている。
私には、朝鮮半島の緊張や東シナ海 · 南シナ海の基地建設に関連して、
「平和への権利宣言」
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国連総会で平和への権利宣言採択
――クリスチャン·ギジェルメ＆ダヴィド·フェルナンデス
論文の紹介
東京造形大学教授

前田

朗

＊はじめに（紹介者解説）＊
本誌で報告してきたように２０１６年１２月、国連総会は平和への権利宣言を採択した。
これを受けて、平和への権利国際キャンペーン·日本実行委員会は各地で講演会 · 学習会を
開催した。本年７月１～２日に北海道大学で開催された日本平和学会研究大会の際にも、平和へ
の権利に関する分科会等を開催した （本誌 · 別記事参照）。これらを通じて、国際キャンペーン
開始から採択に至る過程を振り返るとともに、採択された宣言を内外で実践するための方策につ
いても議論を積み重ねてきた。平和への権利を求めてきた国際社会の動向も踏まえながら、今
後の運動を活性化させていきたい。
そこで本稿では雑誌『ERUDITIO』に掲載された下記の論文の概要を紹介する。
Christian-Guillermet-Fernández & David Fernández Puyana, The General
Assembly adopts the Declaration on the Right to Peace: An opportunity to
strengthen the linkage between Peace, Human Rights and Development in the
New Millennium, ERUDITIO, Volume 2, Issue 3, March 2017, pp40-62.
二人のもう一つの共同論文は以前、本誌で紹介した （本誌１８７号）。クリスチャン·ギジェルメは
コスタリカの外交官で、国連人権理事会平和への権利作業部会の前議長 · 報告者であった。ダ
ヴィド·フェルナンデスはスペイン国際人権法協会が開始した平和への権利国際キャンペーンを
推進したスタッフであり、クリスチャン·ギジェルメ前議長の法律助言者であった。現在はユネスコ
平和担当官である。
平和への権利宣言案は、当初、ＮＧＯによって作成された （２００６年のルアルカ宣言、２０１０年の
サンティアゴ宣言等）。続いて２０１３年に国連人権理事会諮問委員会案が作成された。その後、
人権理事会作業部会での審議中に大幅に削除され、現在の姿になった。サンティアゴ宣言案が
もっとも豊かな内容を含んでいたが、諮問委員会案にもその内容がかなり盛り込まれた。しかし、
作業部会案は大幅に削除 · 短縮され、５カ条となった。そして最終的に国連総会で採択された。
ダヴィド·フェルナンデスはサンティアゴ宣言の作成にも関与したが、自ら宣言案の大幅削除を
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担当することになった。クリスチャン· ギジェルメは諮問委員会案を高く評価していたが、各国政

国連第三委員会決議 （A/C.3/71/L.29） は、平和の促進に関する過去の国連総会諸決議

府との協議のさなかに妥協策として大幅削除を主導することになった。つまり、二人の著者は内

に言及している。最新の２０１５年決議では、この惑星の人民が平和という神聖な権利を持つと確

容豊富な宣言を求めながらも、苦渋の末、自ら宣言案を大幅削除せざるをえなかった。本論文に

認するだけではなく、宣言をまとめるために作業部会が設置されたことを歓迎している。

もその立場を見て取ることができる。

ジュネーヴで開催された人権理事会における平和への権利に関する作業を大半の諸国が支

本論文は次の５章から成る。

持したにもかかわらず、平和への権利が国際法の下にあると認めない国もあった。しかし、コスタ

一　 序論

リカのクリスチャン·ギジェルメ大使 （作業部会議長） は非常に開かれた手続きを採用し、３会期

二　 市民社会組織が演じた役割

にわたって作業部会での審議を行った。それゆえ、国連加盟国の多数は平和への権利宣言を

三　 国連第三委員会による宣言の討論と採択

支持したが、かなりの数の西欧諸国が第三委員会を棄権した。この宣言に至るまで、国連加盟

四　 法的背景と交渉の背景

国のみならず市民社会組織も含めて、３年に及ぶ議論がなされた。この積極的なアプローチは

五　 結論

次の３つの要素に照らして進められた。第１に国際法及び国際人権法。第２に人権分野におけ

本論文は冒頭で次のように要約されている。

る国連人権理事会の任務。第３に過去数年間にわたって人権理事会で繰り返し積み上げられ

「戦争と平和は絶えず相反的である。平和は終わりなきプロジェクトであり、夢でさえあり、地上
のすべての者の友愛において実現されるとみなされている。現在の世代は、自分たち及び将来

た平和への権利に関する諸決議。
宣言のタイトルや議長が提案した第１条について必ずしも一致が得られたわけではない。しかし、

の世代が、将来の世代を戦争の惨禍から免かれさせることを希求し、平和のうちに共に生きるこ

国連第三委員会において指摘されたように、宣言は「新しいアジェンダ２０３０」を発展させ、国連

とを学ぶことができるようにするべきである。国連憲章は平和を維持するための不可欠の基礎原

の３本の柱 （平和、安全保障、発展 · 人権） を強化する。宣言前文に多くの諸要素が含まれてい

則を定めた歴史上もっとも厳粛な契約である。最近、すべての人間、人民、諸国民の間に寛容、

るのは、国連加盟国の間にあるさまざまな見解を反映するためにバランスを取ったからである。

対話、協力、連帯を実現することの重要性を承認する共同の努力をする文脈において、国連総

本論文が読者に提供するのは、国連第三委員会における平和への権利に関する議論状況

会は犠牲者をして戦争を強く非難せしめ、すべての人権が促進 · 保護され、発展が完全に実現

である。加えて、本論文は市民社会組織が果たした重要な役割を分析し、市民社会組織が宣

される平和を享受する不可分の権利を強調した。」

言採択過程において重要な貢献をしたことを考察する。

以下、本論文の主な内容を紹介する。

一 序論
２０１６年７月１日の国連人権理事会及び２０１６年１１月１８日の国連第三委員会による採択に続い
て、２０１６年１２月１９日、国連総会は、平和への権利宣言を賛成１３１、反対３４、棄権１９の賛成多数
で採択した。
賛成したのはいわゆる第三世界の諸国、
とくに非同盟諸国会議に加わった諸国が目立つ。反
対の中にはオーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィン
ランド、フランス、
ドイツ、ハンガリー、アイルランド、日本、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、
韓国、スペイン、スウェーデン、イギリス、アメリカなど西側諸国が含まれる。イタリア、ノルウェー、ス
イス等が棄権した。
国連第三委員会７１会期における採択時には、市民社会組織が多数集合し、来たるべき世代
のために有意義な宣言を採択して、前進するよう国連加盟国に呼びかけた。
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と （JALISA 会員飯島滋明名古屋学院大学教授） ③世界中で軍事費が高騰しており、アジア

移民問題

各地で強引な開発や搾取が行われていること （APRN 議長）、などの講演が行われました。

APRN隔年会議2017 「Resisting Militarism ＆
Building People’
s Democracy」共催
JALISA事務局長

続いて、アジアの地域別パネルディスカッションでは、①日本の武器輸出問題 （北東アジア）、②
アラブ連合の失敗とIS の台頭 （西アジア、北アフリカ）、③各国の主権を脅かす中国の存在につ
いて （東南アジア）、④インドとアメリカの接近によるの脅威 （南アジア）、⑤ファイブアイズに含まれ

長谷川

弥生

2017年5月6日と7日の2日間、国立オリンピック記念青少年総合センター（ 東京 ） において、

たニュージーランドやオーストラリアの米国等との軍事協力 （太平洋地域）、などについて報告と
パネルディスカッションが行われました。
開催地日本のパネルディスカッションもありました。糸数慶子参議院議員、猿田佐世弁護士により、

APRN（アジア太平洋資料ネットワーク·フィリピン） の隔年会議が行われ、日本現地実行委員会

経済界の利益のための軍事化、軍産複合体の問題、日米の外交においてワシントンには外務省

として、JALISA は他の日本の NGO 団体とともに共催しました。

と企業の声しか届いていない現実について報告が行われると海外の参加者が興味深く聞いて

海外から来日した参加者は約４０名、フィリピン、パキスタン、キルギスタン、タイ、バングラデシュ、
インド、ベトナム、インドネシア、香港、マレーシア、スリランカ、インド、韓国、ニュージーランド、アメリカ、
ミャンマー、
との多様な顔ぶれで、活発な議論が行われました。
以下に会議の内容を御報告します。

いました。
また、
トークショー「軍事化や戦争による影響」では被害者に焦点をあてて、被害の分類ごとに
5つの報告がありました。①女性―軍事費のごくわずかな一部でよいから女性や子どもの福祉に
あてるべきであり、それが十分に可能であること、②先住民族―天然資源略奪のために集落ご
と移住強制されたり、軍が部落のなかに入り込んできたり、抵抗すれば山ごと爆破したり大量虐
殺されたりしている現状の報告、③農民―多くは多国籍企業によるプランテーションにより食料の
統治が侵害されていることや、化学物質により健康が害されていること④難民―ロヒンギャ族の
国内における無国籍化、政府をあげての非情な迫害の実態について、それぞれ具体例をあげ
て話されました。
会議一日目の最後には少人数に別れてワークショップが行われ、軍事主義に対抗する民衆の
権利行使、ミリタリズムと移民、ミリタリズムや戦争に対する女性や少女の組織化、また、環境や
気候と戦争、SDGs16「平和的包括的社会」実現の監視、アジア太平洋地域における軍事基地、
など活発な議論が行われました。

２、会議二日目
会議二日日は最初に、二人のスピーカーによる基調講演が行われ、まず糸数慶子参議院議員
により、日本ではこの数年の間に特定秘密保護法や安保法制などが制定され、さらに現在共謀

１、会議一日目

罪が制定される危険な状態にある （当時） こと、いずれも沖縄での運動にとって非常にダメージ

基調講演「軍事化、戦争と民主主義の政治経済」と題して３人の講演がありました。①アジア

を与えるものであることが強調されました。また沖縄での米軍関係者による度重なる性犯罪の発

地域は軍事的な侵略のみならず、西欧的な価値観を内面化させられ文化的にも占領されている

生とそれによる被害が熱く語られました。次に、パキスタンの女性から、軍により女性が心身ともに

こと （前米国会議員） や、②沖縄の問題について、沖縄戦の実態やそこから生まれた軍への不

被害に遭っていることについて、いくつかの国の状況が報告されました。米軍の内部にいる女性

信感の存続、平和学の観点から沖縄が直接暴力 · 構造的暴力 · 文化的暴力にさらされているこ

が高い割合で性的ハラスメントを日常的に受けていること、ネパールの毛沢東派の抵抗勢力内で
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も同様の状況であること、軍では女性は男性の所有物である、との考えがより支配的である、と

Statement of the APRN Biennial Conference 2017

結論づけられました。女性は沈黙しているのではなく、連帯して声を上げていこう、
と呼び掛けが

Resist Militarism, Build People’
s Power and Democracy

行われました。

May 6-7, 2017

そして閉会パネル「民衆の民主主義と統治 VS 軍事主義と戦争」ではインドの女性から、参加
的民主主義と軍事主義について、インドで起こっている食料原理主義 （ヒンズー教徒による牛肉
の禁止） の動きが紹介され、また、多国籍企業による武装などについても報告されました。次に
笹本潤 JALISA 副会長が平和への権利ついて解説し、参加者は条文の解説に聞き入っていま
した。最後に、APRN の創設者が、民衆による統治、民衆により支えられる民主主義について講
演されました。民主主義とは、究極的には民衆の権利を守る体制であること、民衆による統治とは、
十分な情報のもとに民衆が自らの権利を知り、制度的に保証された、連帯と自決のメカニズムである、

周年記念年次総会が開かれており、開発による搾取や人権侵害に反対するデモと集会でした。
以上内容的に非常に充実した会議でした。JALISA では主催、共催を含めて、今年に入って

Tokyo, Japan

We, people’ s organizations and civil society from Asia Pacific, representing
anti-war activists and advocates, Dalits, farmers, fisherfolk, indigenous peoples,
migrants, refugees, women, workers, research organizations, gather here in Tokyo,
Japan on May 6 to 7, 2017 for the conference: ‘Resisting Militarism, Building
People’s Power and Democracy’.

との定義づけがなされ、会場から大きな拍手がありました。
午後は、参加者全員が横浜に移動してデモが行われました。横浜では、アジア開発銀行の５０

|

Four decades of neoliberal restructuring of the global economy has generated
enormous wealth for the financial oligarchy and big corporations but worsened
inequality among nations and peoples. Neoliberal globalization policies of
liberalization, deregulation and privatization imposed on developing countries

から日本での国際会議の開催をてがけています。ご興味ご関心のある会員のみなさまはぜひご

through aid and debt, free trade and investment agreements have created

協力ください。

abject poverty, people’ s suffering and environmental destruction. Meanwhile,
transnational corporations intensify monopoly control over the global market, food
systems and resources while enslaving workers and peoples.
Imperialism has increasingly instigated war and warmongering to ensure
resource grabs, captive markets and territories. Militarism is now on the march
in every continent today and the Asia and Pacific is in the center of the ensuing
maelstrom.
The US regards the region as an integral part of its vast empire, and its
domination over Asia and Pacific is closely linked to its global hegemony. Under
the guise of freedom and democracy, the US protects its economic interests
through military might not only in the Arab region but also in the rest of Asia
Pacific1. The emergence of new powers such as Russia and China is seen by the
US as a threat to its regional and global hegemony.

1
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US President Donald Trump continues and is intensifying Obama’ s military

and the Philippines are evicted as military-protected TNCs ravage their lands and

pivot to Asia and Pacific through defense agreements and increasing deployment

resources. In Thailand, small fisherfolk are victimized by militarization as their

of military forces and equipment. Humanitarian aid and disaster relief is also used

fishing grounds and homes are being reserved for corporate projects. Women,

to promote militarism in the region. It is heightening its warmongering against

young girls and children have suffered the most and continue to be subject to

North Korea to justify war.

rape, prostitution and other forms of violence. We remember the women of Sri
Lanka and other countries who continue to suffer even after the conflict.

Military spending of countries in Asia Pacific has escalated tremendously in the
past decade, often, at the expense of spending for social services and sustainable

Since the imperialist rebuttal to the former Soviet Union in Afghanistan, the

development. China’s military muscle flexing is contributing to an already rising

people of Afghanistan and Pakistan have suffered immensely based on violent

military tension in the region, driving neighboring countries to increase their

militarization and drug culture in the region. Migrants, refugees and other

spending on weapons and security.

stateless people are confronted with racism, discrimination and criminalization.
The Rohingya people demanding recognition and protection are responded to with

The Japanese government is rearing its rightist and militarist head as it

violence and genocide.

attempts to change its Constitution to become a warmongering nation and not a
peace-loving one. The people of the world extend solidarity to the people of Japan

The people are building resistance against this repressive system that breeds

who demand the government to uphold the values that define post-WW2 Japan.

war and militarism. We call for government accountability as we work toward

The people of Okinawa, especially the indigenous people, are resisting militarism

just and peaceful societies with effective people’s participation We see the value in

and the existing and the constructing US military bases in their region.

raising awareness and capacity among marginalized peoples to collectively defend
their lands, rights, dignity, and claim sovereignty.

The Arab region has been through a series of brutal wars of aggression by the
capitalist forces to control the oil resources in the region and maintain hegemony
by curtailing any forces for the liberation for Palestine, among others.

We want to build for our children and the next generations a world where
genuine freedom, justice, peace and development prevail, where rights are
upheld and defended, where all peoples are treated equally and justly, and where

Militarism and state violence are likewise heightened at the local level by
developing country governments and local elites in collusion with imperialists and

oppression, aggression and war are extinct. We foresee and will work for this
world to exist.

transnational corporations. They use the bureaucracy, the legal system, the police
and military forces to repress popular resistance. Draconian laws are instituted

We will embark on research initiatives and other activities in order to contribute

to legitimize militarism as rights and democratic spaces of people are further

to raise greater awareness to resist militarism and build people’ s power and

diminished. Attacks on activists and human rights defenders continue. Military

democracy.

governments like Myanmar and Thailand are also on the rise.
Build and Strengthen People’s Movements for People’s Rights and Democracy!
People suffer the most in this worsening situation of war and militarism. Our

Defend Lands, Rights and Territories against Militarism and Aggression!

lands and waters, our sources of life and livelihood, and climate, are poisoned and

US and All Military Bases Out of Asia Pacific!

destroyed. Indigenous peoples and farmers like those in West Papua, Indonesia

End US Imperialism!
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（仮訳）APRN隔年会議2017

宣言案

軍事主義に反対、人民の力と民主主義を確立しよう
2017年5月6、7日

東京、日本

私たち、アジア太平洋地域の人民の組織と市民社会は、反戦活動家や啓蒙家、被差別民、

アジア太平洋の国々の軍事費支出は、過去10年の間に莫大にエスカレートしており、それによ
りしばしば、社会保障や持続可能な発展が犠牲になっている。中国の軍事力の誇示はすでに
発生していたこの地域における軍事的緊張を高め、近隣諸国は兵力や安全保障への支出を
増加させている。
日本政府は右傾化軍事化を目指す方向に偏り、戦争しやすい国に、そして平和を愛する国で

農民、漁民、先住民、移民、難民、女性や労働者、研究機関を代表して、2017年5月6、7日に東

はないようにするために憲法改正を試みている。世界の人々は、日本政府に戦後の日本を特徴

京に結集した。

づけてきた価値観を維持するよう要求する日本の人々に連帯を表明する。沖縄の人々、
とりわけ
先住民の人々は、軍事化や、沖縄に現に存在しそして建設中の米軍基地に反対している。

40年にもわたる世界経済における新自由主義の再構築は、資本家や大企業に莫大な富をも
たらしたが、国家と人々の間の不平等を悪化させた。自由主義に基づく新自由主義的グローバ

アラブ地域は、この地域における石油資源を支配し、覇権を維持するための資本家の軍隊に

リズム政策や、援助、借款、自由貿易や投資協定により発展途上国に押し付けられた規制緩和

より野蛮な侵略戦争が繰りかえし行われてきた。

と民有化は、絶望的な貧困、人民の苦しみや環境破壊を生み出している。その一方で、多国籍
企業はグローバル市場、食料制度や資源に対する独占支配を強め、労働者や人民を奴隷化し

軍事主義と国家の暴力と同様のことは、帝国主義者や多国籍企業と共謀した発展途上国政
府と地方のエリートにより、ローカルレベルでも高まっている。彼らは官僚制、法制度、警察や軍

ているのである。

隊の力を行使して人民の抵抗を抑圧している。残忍な法が軍事主義を法制化し、人々の権利
帝国主義は、戦争や戦争賛成をますます扇動し、それにより資源の強奪、市場や領土の専属
を可能にしている。いまやどの大陸においても軍国主義が高まっており、アジア太平洋地域は大

や民主主義の場はより一層消滅している。活動家や人権擁護者への攻撃は続いている。ミャン
マーやタイのような軍事政権もまた台頭している。

混乱の中心にあるのである。
戦争や軍事的状況において一番苦しむのは人民である。我々の土地や水、人生や生活の
アメリカはこの地域を、自らの広大な帝国にとって不可欠のものであり、アジア太平洋地域の支

資源、気候は害され、破壊されている。西パプア、インドネシア、フィリピンといった国の先住民や

配は、自らの世界的覇権と密接にリンクしていると考えている。見せかけの自由と民主主義のもと、

農民は追い出され、軍に保護された TNC が彼らの土地や資源を破壊している。タイでは、少数

アメリカは軍事力を通じて、アラブ地域のみならずその他のアジア太平洋地域においても、アメリ

の漁民が軍事主義の被害者となり、彼らの漁場や家は企業のプロジェクトのために確保されて

1

カの経済的利益を擁護している 。ロシアや中国といった新勢力の台頭は、アメリカにとっては自

しまっている。女性、少女や子どもたちが最も苦しめられており、レイプや売春、その他の形態の

らの地域的世界的覇権への脅威なのである。

暴力にさらされ続けている。紛争終結後においてさえ、苦しみ続けているスリランカや他の国々
の女性達のことは記憶に新しいところである。

アメリカ大統領ドナルド·トランプは、オバマ大統領による防衛協定や軍事力及び軍備の増強
を通じてアジア太平洋地域への軍事的拠点を継続し、推し進めている。この地域では、人道支

帝国主義者によるアフガニスタンにおける旧ソビエトへの反駁以降、アフガニスタンとパキスタ

援や災害復興もまた軍事力増強に利用されている。戦争の正当化のための北朝鮮への戦争

ンの人々は、この地域における軍事化と麻薬汚染によりひどく苦しめられてきた。移民、難民や

挑発は着目される。

その他の無国籍者は、人種差別や差別、犯罪者化に直面させられている。認知と保護を求め
るロヒンギャ族は暴力と虐殺で対応されている。

1　 Pao-yu Ching 教授「アメリカの帝国主義とアジア支配」www.globalresearch.ca
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は、我々が効果的な人々が参加して正義や平和な社会に向かって活動するにあたり政府の責
任を要求する。我々は、辺境に追いやられている人々が集団になって土地や権利や尊厳、統治

外国人事件報告
弁護士

権を守ることについての意識や能力が高まっていることを評価している。
我々は、我々の子どもや次世代の為に、世界を形成したい。その世界とは、真の自由、正義、

中峯将文

１ はじめに
外国人の労働災害事案について、今般、当職を含め２名の弁護士が担当し、裁判内の和解

平和そして発展が確保される世界であり、権利が維持され保護され世界であり、全ての人々が

で解決したので報告する。なお、和解条項には口外禁止条項がついているので、当事者が特定

公平で正当に扱われる世界であり、抑圧や扇動、戦争がない世界である。我々はこのような世

されない範囲での報告になることをご容赦願いたい。

界があると信じてそのために活動する。

２ 事案の概要
我々は、軍事主義に反対し、人民の力と民主主義を構築するためのより優れた意識を高める
のに貢献できるよう、自発的研究などの活動を開始する予定である。

等を業とする法人 （Y） のプレス工場で、プレス機を操作し金属板を曲げる作業に従事していた
最中、プレス部分に指を挟まれ、左示指先先端部を切断する事故にあったというものである。
X は、平成２３年１１月頃、日本人男性と結婚し永住者の在留資格を取得していた母から日本に

人民の権利と民主主義のための運動を構築し高めよう!

呼び寄せられる形で来日した （在留資格は定住者） が、日本語能力は日常会話もままならないレ

軍事主義と侵略に抵抗し、土地、権利、領土を守ろう!

ベルであった。

米軍をはじめあらゆる軍事基地はアジア太平洋から出ていけ !
アメリカ帝国主義の終結を!　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本件事故は、平成２６年７月頃、当時２０歳のベトナム人男性 （X） が、プレス加工や金型の設計

（訳 ： 長谷川弥生）

３ Yの責任
本件プレス機には作業者の手がプレス板に挟まる事故を回避するために安全装置が設けられ
ており、安全装置を解除するためには切り替えキースイッチを操作しなければならないところ、労
働安全衛生規則では、
「当該キーを保管する者を決め、その者に当該キーを保管させなければ
ならない」と定められている。ところが、Yにおいては、当該キーが適切に保管されておらず、従
業員にてスイッチを容易に操作できる状況にあった。
加えて、Yにおいては、日本語能力が不十分なXにも理解できる形での本件プレス機の危険
性に関する指導は行われていなかった。
こうして、X は、一日の作業目標を達成するため、スイッチを切り替えて作業スピードを速めた。
その結果、X は、本件事故にあってしまった。
裁判所は、Yに安全配慮義務違反があることを前提にYに和解勧告をし、その結果、Y が X
に金銭を支払う形で和解による解決がなされた。

４ 外国人労働者の労働災害の増加
外国人が就労する職場は、日本人が敬遠するいわゆる３Ｋの職場が多く、ただでさえいつ労
災が起きてもおかしくないような危険な労働環境の中に身を置かなければならないのに、安全対
策のないまま危険な作業環境で作業をさせられていることが多い。また、日本語能力の問題によ
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り、日本人よりも安全教育が困難であるという事情も存在する。これらの事情は、外国人労働者
の労働災害発生状況は増加傾向にあることの大きな要因であると思われる。
本件は、日本の抱える外国人労働者問題の典型的な事例といえるだろう。

５ 外国人労働者の救済
本件では、大阪にあるベトナム人コミュニティの支援により、労災申請を行うことができ、また、
損害賠償請求について弁護士への相談につなげることができた。このような成功事例を増やし
ていき、支援団体に広く情報提供していくことによって、救済の網を広めていきたいと思う。

JFC（日本とフィリピン人の間の子ども）の
支援組織設立の取組み
JALISA事務局長

長谷川

弥生

JALISA の移民問題プロジェクトチームでは、フィリピンの NGO からのインターンであるブッチ ·
ポンゴスさんを中心にして、JFC（Japanese Filipino Children ：日本とフィリピン人の間の子ども）
たちを支える活動を組織的にしようと計画しています。現時点 （2017年7月10日） での検討事項

フィリピンにおいてJFC の多い地域

は以下のとおりです。

１

目的

２

支援対象

JFC が社会において社会的経済的利益を等しく享受する権利を擁護すること
日本に在住しているか否か、日本国籍を有しているか否かを問わず、すべての JFC

３

JFC の現状

現在 JFC は推定数千人、その多くは若いティーンエイジャーである。彼らの多くはフィリピンで

日本やマニラでの事務所の設置、日本の協力法律家ネットワークの構築、支援団体の組織化、
JFCプログラム作成を検討する。
すでに個別案件を受任しつつ支援体制を整えることでより多くの JFC の支援を行いたいと考
えています。参加 · 協力会員を募集していますのでご興味のある方はぜひご連絡ください。

遺棄され、出生以来認知や日本国籍取得をしていない。

５

JFC の抱える困難

遺棄されていること、経済的貧困、情緒的問題、いじめ、アイデンティティ喪失感等の困難を抱
えている。

６

我々が提供を目指すもの

法的支援、本人の能力開発プログラム、エンパワーメント

７

37
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することが許される。結局、日弁連はクラスター２の「一般的規定」のセクションで発言することに

核兵器廃絶

して登録した。すったもんだもあって、はらはらしたが、和田光弘副会長は、アムネスティ·インター
ナショナル日本の支部長もされた経験があり、無事大役を果たされた。また議長に挨拶する機会

核兵器禁止条約交渉国連会議に参加して
青山学院大学名誉教授

もあり、中満泉 · 国連軍縮問題担当上級代表との会見にも参加され、日本政府の国連代表部に
新倉修

も表敬訪問をされ、すべてのミッションを完了されたことは、ご同慶の至りである。私も6月20日の
夕方にはニューヨークを発ち、後は、ＮＧＯと各国代表の条約案の練り上げに期待していたところ、

2016年に「核兵器を禁止する法的拘束力のある文書を交渉する国連会議」を設置すること

7月7日には予定通り、条約最終案が賛成122、反対１で可決された。反対したのは、ＮＡＴＯに加

が国連総会決議で可決された。提案国は、50にのぼり、核兵器保有国がこぞって反対する中で、

入しているオランダであった。会議の途中でも、オランダ代表はＮＡＴＯの条約上の義務に反する

いわばミ
ドル·パワー（中軸国連合） がＮＧＯと手を組んで、人類多年の課題に取り組むことになった。

ものには賛成できないという発言を繰り返していた。

2017年3月26日～31日に第一会期が開かれ、6月15日～7月7日に第二会期が開かれた。場所

かくして、核兵器は、1946年に国連総会第1会期に最初の決議で取り上げて以来、71年目に

はいずれもニューヨークの国連本部で、第1会期は第4会議室というやや広い会場であったが、

して、条約上明文で禁止されることになった。使用のみならず、使用の威嚇も、製造、配備、実験

第2会期は第2会議室で、これよりもコンパクトな会場であった。議長は、コスタリカ大使エレーン·

も合わせて禁止される。もちろん、核兵器の使用は人道に対する犯罪ないしは集団殺害犯罪に

ホワイト （Elayne Whyte） 氏。

当たるという意見もある。さらに、それを条約に規定すべきだという見解も傾聴に値する。しかし

3月の会議では、いわばブレーン·ストーミングの要領で、加盟国にもＮＧＯにも、自由に発言さ

最大の問題は、核保有国に条約に加入させて、保有する核兵器を廃棄させることである。その

せ、3時間の討議時間を使って、ＮＧＯの発言者3名ないし4名に登壇させ、意見交換を行ったこ

ためには、いろいろな工夫が必要となり、世界世論の高まりが必要となる。思えば、1950年にノー

ともあった。核政策に関する法律家委員会 （ＬＣＮＰ） 兼国際反核法律家協会 （ＩＡＬＡＮＡ） の

ベル化学賞 （1935年） を受賞したジュリオ·キューリーらが主導して「核兵器の違法化と犯罪化」

ジョン· バローズ （John Burroughs） 氏も登壇し、国連総会の「核兵器の使用及び使用の威

を呼びかけたストックホルム宣言が世界中で5億を超える署名を集めた事実は重い。当時世界

嚇は国際法上許容されるか」という諮問に答えた1996年の国際司法裁判所の勧告的意見でも、

の人口は30億にも満たないはずだから、70億を超える現在で考えると10億を超える人が署名に

核兵器の使用のみならず、使用の威嚇も国際人道法上禁止されると述べ、さらに非人道的な兵

応じるという計算になる。

器の使用を禁止する包括条項 （いわゆるマルテンス条項） を条約の前文に書き込むべきだとい

この問題は、
「平和への権利宣言」の普及活動と合わせて考えるべきであろう。また、日本の

う意見を発表した。ＩＡＤＬとしては、この会議に参加していないが、ニューヨークでは、ベス·ライ

政府の煮えきらない態度を変えることも、重要である。さらに、日米安保体制 （日米同盟） のみな

オンズ氏に1996年の訪米要請団活動以来、お世話になった。また、ジーン· マイラーＩＡＤＬ会長

らず、原発の問題も含めて、日米原子力協定がネックとなっているという意見もある。沖縄におけ

は、ニューヨーク市立大学で教鞭を取っている夫君フランクとともに、歓迎の夕食会を開いていた

る基地移転問題や新基地建設問題を含めて、
トータルな平和へのイニシャティブが問われてい

だいた。ここには、ジョン· バローズ氏やジャクリーヌ·カバソ （Jacqueline Cabasso） 氏、全米法

るのではないか。核兵器禁止条約はその一歩でもある。条約の成案をえたことに甘んじないで、

律家協会 （ＡＡＪ） 会長バネッサ ·ラモス （Vanessa Ramos） 氏も同席した。また訪米要請団の

多くの国に参加してもらい、締約国会議にもきちんと応接し、実効性のある条約体制を構築して、

ときにはニューヨーク市立大学の学生であった井上まりさん、国際ＮＧＯ相手に通訳されているレ

50カ国の批准による条約の発効をできるだけ速やかに達成するとともに、核兵器禁止条約こそが、

イチェル·クラーク(Rachel Clark)さんにもお世話になった。とくに国連チャーチセンターにあるピー

核兵器によらない平和構築と安全保障の妙案であることに確信をもち、人類の平和と繁栄を願い、

スボートの事務所で、ＮＧＯのパーティが開かれ、現地で人権や平和、環境などの問題に取り組

恐怖と欠乏からの自由を現実のものとしなければならない。

む人のつながりを実感できたことは大きな収穫であった。
第2会期は、日弁連の副会長が参加して発言するという企画をお手伝いすることになった。5
月22日に議長は約束通り、条約案を発表した。6月15日からの会議に参加して、会議は、6つのク
ラスター（話題） に分けられて、加盟国の発言がなされ、その後に、15分という枠でＮＧＯが発言
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報告者に協力する義務があることを定めており、ケナタッチ氏の書簡は、みずからの担当するプ

国内問題

ライバシーの権利 ·自由に対する合理的な懸念があることを述べて、法案についての正確な情
報の提供と、必要があればアドバイスすることを提案したものであった。

共謀罪法は「国会を通ったけれど」
青山学院大学名誉教授

共謀罪を含む「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正
新倉修

2017年6月15日未明、18日に会期末を控えて、さまざまなスキャンダルの解明を求める国民の
声にあらがうように、
「テロ等準備罪」という名の国民弾圧法が参議院本会議で採択された。私
も参議院法務委員会で参考人として意見を述べたが、14日に山下幸夫弁護士と村井敏邦一橋
大学名誉教授 （元日本刑法学会理事長） がこもごも反対意見を述べ、しかも秋野公造委員長
みずから、参考人の意見は今後の審議に生かしていきたいと述べたにもかかわらず、参議院法
務委員会は審議を放棄して、国会法の例外的な手続である「中間報告」（国会法５６条の３） とい
う形を使い、いきなり参議院本会議で、法案の採決を行った。この異常な国会運営は、
「ナチス
の手法」なのか。最初からボタンの掛け違いであった「テロ等準備罪」が、277もの犯罪の計画
と準備行為があれば、実害の発生がなくても、処罰しうるという形で、
「共謀」そのものを処罰対
象とする新しい · 広範な処罰法を全体で50日足らずの間に、一点の修正もなく多数の力で可決
されたことは、憲政上の「汚点」である。
わが協会は、
「共謀罪法案に反対する法律家団体連絡会」に参加して、度重なる抗議行動
や抗議集会に参加し、共同声明に賛同し、反対運動の一翼を担ってきた。
さらに、国際民主法律家協会 （ＩＡＤＬ） は、開催中の国連人権理事会において「共謀罪法を
批判する声明」を発表した （6月15日付）。これに先立って5月18日に、プライバシーの権利に関す
る国連特別報告者ジョセフ·ケナタッチ教授は、日本政府に対して、共謀罪法がプライバシー侵
害の懸念があること、警察の捜査 · 調査活動に対して独立した第三者機関によるチェックが必
要であることなどを述べた公開質問書を送付した。これに対して、菅官房長官は、個人的な見
解だとして切り捨て、安倍首相は、
バランスを欠いたものであって、国
連の総意ではないと批判した。し
かし、この批判は明らかに国連人
権理事会における特別手続に対
する無理解と否定に他ならない。
国連人権理事会のルールでは、理
事国や国連加盟国は、人権特別
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する法律」は、277もの犯罪を計画して、かつ、一定の準備をしたことをもって処罰するものである。
これらの犯罪の実行を組織の基礎とする集団による場合に限るわけではなく、これらの集団外の
人も、この集団のこれらの犯罪に関与する場合には処罰の対象となる。その意味では、曖昧か
つ広範な処罰を定めるものであって、憲法31条の適正手続 （デュープロセス） の要請に反する。
277の犯罪の中には、既遂のみを処罰するものがあり、実行に着手して既遂に達しない未遂や、
予備 · 陰謀などの実行行為以前の状態を処罰の対象としていないものも含まれる。また、未遂の
刑よりも重い刑に処せられることになる犯罪も含まれている。そのような意味で、いわゆる共謀罪法は、
これまでの実行行為を中心として既遂処罰を原則としている刑法の体系を一変させるものである。
いわば２７７もの犯罪で、
しかもテロ行為との関連性が客観的に見て薄い犯罪についても、共謀 （犯
罪の計画を相談すること） というネットをかぶせて、実害が発生するよりもずっと早期の段階にま
で処罰範囲を拡大するものであって、処罰の必要性 · 相当性を著しく欠くものである。共謀という
ネットをかぶった「共謀罪刑法」（Conspiracy-abiding criminal law） という刑法規定が新たに
つくられたといっても過言ではない。
立法手続の瑕疵 （中間報告の要件に当たらないこと、中間報告の手続としても問題があること）
とともに、過度に広範な処罰範囲をもち、処罰範囲が曖昧であり 「花見と下見」
（
の区別は事実
上不可能。可能だとしても、手続き的には内心をさぐる隠密捜査が不可欠になる）、これだけでも、
憲法31条に違反する。憲法に違反すれば、無効である （憲法98条1項）。とすれば、政府は、国
民の批判に耳を塞ぎ、壮大なムダをあえて実行したことになる。国連国際組織犯罪防止条約を
批准するために、このような国内担保法が必要だということを口実にしてきたが、国際法上、条約
の批准は、内閣が署名し、国会が承認すれば、内閣が締結手続 （批准、加入、受諾などと呼ば
れるが、手続としては同じ） を取れば済むことである。また国連国際組織犯罪防止条約はテロ対
策ではない （髙山佳奈子『共謀罪の何が問題か』岩波ブックレット参照）。
そうであるとすれば、今後の課題は2つに絞られる。まず、
「テロ等準備罪」（共謀罪） 法を廃止
すること。次に、適用をさせないようにして、適用された場合には速やかに違憲無効を主張する
活動を活発化すること。その過程で、日本における貧困な人権保護 · 推進のシステムを強化する
ことが大事である。国内人権機関を制定し、国際人権機関 （自由権規約委員会など） への個
人提訴制度を実現することが、これまで以上に重要となる。
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改憲問題対策法律家６団体連絡会の活動

使が憲法規定と抵触し、当該規定がそうした権力行使の実現を阻止する場合、もしくは⑵長期
的展望に立った国民 （国家） 的課題を持続的に遂行する上で、憲法に明記することがどうして
弁護士

宮坂

浩

も必要である場合に限られるとしました。そして、この原則から更に、憲法改正要否の基本ルー
ルとして、①憲法は権力の制限規範なので、権力の拡大を目的としない、②権力の拡大につなが

１

２０１７年５月３日の日本会議などが主催する改憲派の集会に、安倍首相はビデオメッ

る改正には、
より厳格な理由が必要、③目的達成のために、憲法改正しか手段がない場合に限る、

セージを寄せ、「２０２０年を新しい憲法が施行される年にしたい」として、憲法９条１項

④条文を変える場合は、解釈では解決できない場合に限る、⑤改正しても憲法の基本原理が損

と２項を維持しつつ、自衛隊を合憲な存在として明文化すること、大学等の高等教育の

なわれないことを挙げました。

無償化などを憲法に規定するなどの改憲スケジュールを明らかにしました。
現在取り沙汰されている改憲日程は、２０１７年の臨時国会中に自民党改憲原案を憲法審査会

そして、今回の安倍改憲提案については、自衛隊は６０年以上にわたり、憲法９条２項が禁じた
「陸海空軍その他の戦力」にあたらないとする政府解釈が確立しているので、
「条文を変える

に提出 （当然それ以前に、与党公明党と日本維新の会との協議 · 詰めを行い、両党の合意を取

場合は、解釈では解決できない場合に限る」（ルール④） に抵触し、改憲は不要ということになる。

り付ける）、来年の通常国会中に国会発議を行い、単独あるいは衆議院議員選挙と同日で国民

また、安倍首相は、自衛隊の存在を憲法上に位置づけることで、憲法学者の自衛隊「違憲」論

投票を行い、２０２０年までに改悪された新憲法を施行するというものです。

を封殺するとしているが、２０１４年７月１日の閣議決定に基づいて、集団的自衛権行使容認の立

こうした中で、２０１７年７月２日に行われた東京都議会議員選挙で自民党が惨敗し、安倍内閣

法措置でその権限が拡大した自衛隊については、憲法９条２項との整合性は依然として問題とな

の支持率が３０％を割ったことなどから、自民党内から慎重論が台頭したり、公明党からも牽制す

り （ルール②）、違憲論を封じることにはならない。さらに、集団的自衛権の行使を容認した論理が、

る動きが出るなど、改憲日程に不透明さが増しているとも言われています。しかし、憲法９条改憲

「黒を白と言いくるめる」ものであり、こうした論理に支えられた自衛隊を憲法条文に編入するこ

に意欲を燃やす安倍首相と日本会議などの改憲勢力にとって、衆参両院で３分の２の改憲勢力

とは、これまで阻止条項とされてきた憲法９条２項を「空文化」させるため、軍事力の制限が利か

がいるのは「今しかない」ことから、安倍首相が主導する改憲スケジュールを強引に進めてくる

なくなり、憲法の基本原理である平和主義は棄損されることになるから、憲法の同一性を喪失さ

可能性が高く、安倍改憲を阻止するための幅広い国民的共同を早急に作ってゆく必要がありま

せることになるとしました （ルール⑤）。

す。

２

高見先生は、最後に、今回の安倍改憲提案に基づく改正案が国民審査に付された場合、現
今回の安倍改憲提案は、「加憲」という形態をとることで、野党を分断し、安保

法制に反対した市民運動も分断する狙いがあります。多くの国民は、災害救援等で活
躍する自衛隊を違憲とは考えておらず、また、中国の海洋進出や北朝鮮の核·ミサイル
開発などにより、日本を含めた東アジアの「安全保障」環境が緊迫していると喧伝さ

憲法の視点から見れば、憲法の廃止もしくは破壊となるから、国民は、単なる憲法改正ではなく、
「新たな憲法」の承認を迫られることになると警告しました。
集会では、最後に、
「自衛隊の存在を９条に明記する安倍改憲提案に反対する」アピールを採
択し、終了しました。

れている中で、９条１項、２項には手を付けず、憲法に不足しているところを補う（自衛

３

隊を憲法に規定する）だけだから、反対する理由はないではないかというレトリックを

性が高いため、国会での改憲発議をさせない運動を早急に取り組む必要があります。
法律家６団体連絡会では、安倍改憲提案に対抗するために、安倍改憲提案の本質が、憲法

用いているのです。
こうした安倍改憲提案に対抗するために、安倍改憲提案の本質を明らかにし、反対する世論

国会で改憲発議がされると、国民投票に向けて改憲の流れが作られてしまう危険

９条を空文化させ、憲法の平和主義の原則を破壊するものであることを、広範な市民に訴えるこ

形成に必要な理論を学習する目的で、法律家６団体連絡会では、７月１３日に高見勝利上智大学

とで世論形成を行い、安倍改憲提案に反対する野党の結束を高める活動を今後とも継続するこ

名誉教授を講師にお招きして市民集会を開催しました。

とにしています。

高見先生は、憲法改正は、憲法上、最強の権力であり、立憲主義に立脚する憲法のもと、最
高規範性と高度の安定性の要請から導かれる、国会の改正発議権の抑制的行使のあり方に
関する基本原則があるとして、⑴国民 （や国家） のためにどうしても必要とされる国家権力の行

43
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自衛隊の存在を9条に明記する安倍改憲提案に反対します

「政府解釈は従来から一貫して変わらない」と強弁したことは記憶に新しいところです。

改憲問題対策法律家6団体連絡会

2014年7月1日の閣議決定とそれに基づく安保法制 （戦争法） により権限が拡大された自衛隊

安倍首相は、今年5月3日の憲法記念日に、
「憲法9条1項2項をそのまま残し、自衛隊の存在を

を憲法上明記すれば、違憲だった安保法制 （戦争法） が合憲化されるだけではなく、
『陸海空軍

記述する」との改憲案を提唱し、
「2020年を新しい憲法が施行される年にしたい」と表明しました。

その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。』と規定した憲法9条2項の

自民党は、これを受けて、今年中に党としての改憲案を憲法審査会に提起し、来年の通常国会

「死文化」
「空文化」をもたらします。
「武力によらない平和」から「武力による平和」へと憲法の

中に発議しようとしています。7月2日の東京都議会議員選挙では、自民党は「歴史的大敗」とい

基本原理である平和主義は、正反対の内容へと変質します。いわゆる「加憲」であっても、それ

う厳しい審判を受けました。にもかかわらず、首相と自民党は、この改憲の方針をなお諦めようと

と矛盾 · 抵触する他の条文 （9条1項、2項） は、その意味を失うか修正されるのであって、それは「後

していません。

法は前法に優る」という法の一般原則からして明らかです。
その意味で、今回の安倍首相の改憲案は、9条2項を削除して9条の2で国防軍の規定をおくと

私たち、改憲問題対策法律家6団体連絡会は、自衛隊の存在を9条に明記するとした安倍改
憲案に、下記のとおり、断固として反対するものです。

する「自民党2012年改憲案」と狙いは基本的に同じです。

そもそも、安倍首相の上記発言は、憲法99条によって憲法尊重擁護義務を負い、かつ73条1

そのほか、安倍首相の「提案」を受けて自民党が検討するという改憲項目の中で、内閣に法律

号により「法律の誠実な執行」の事務を担って、66条3項によって「行政権の行使について、国

と同一の効力を有する政令制定権を与える緊急事態条項の新設は、国会の立法権を奪い、国

会に対し連帯して責任を負う」内閣の首長としての立場 （権限） と義務に違反します。

民に深刻な人権侵害をもたらす危険があり、反対です。また、教育の無償化や選挙制度改革に、
憲法改正は必要ではなく、法律や予算措置などによってこそより適切に対処できます。

さらに、2020年と期限を区切って改憲を提唱する背後には、秘密保護法、安保法制 （戦争法）、
共謀罪と同様の手口により、強引に手続を進め、最後は数の力で改憲発議を行おうとする魂胆

私たち改憲問題対策法律家6団体は、この間、安倍政権や自民党などが推し進めてきた改憲

が透けて見えます。これは、憲法が国家権力を縛る根本規範であるがゆえに最高法規とされて

の動きに対し断固として反対し、これを阻止するための取り組みを進めてきました。本日も、高見勝

いること （憲法98条1項） や、改憲の発議権を有する国会 （両院の憲法審査会） と憲法制定権

利氏を講師に迎えて、学習講演会「私たちは、9条に自衛隊を明記する安倍首相の提案とどう向

力を有する主権者国民 （憲法96条、1条、前文） を無視する態度であり、立憲主義と国民主権

き合うべきか」を開催して理論を学びました。
私たちは、改めて、安倍政権の反立憲主義 · 反民主主義的姿勢に強く抗議するとともに、今、

原理に違反する行為です。

安倍政権が推し進めようとしている「9条に自衛隊を明記する改憲案」をはじめとするあらゆる改
「憲法9条1項2項をそのまま残し、自衛隊の存在を記述する」とする内容を見ても、憲法に明

憲の企みに反対する大きな国民世論を作るために、全力を挙げていくことをここに宣言します。

記されて合憲化される自衛隊は、少なくとも2015年制定の安保法制 （戦争法） によって、集団的
2017年7月13日

自衛権行使や他国軍への「後方支援」の権限を付与された自衛隊であり、
「専守防衛の任務
に徹する自衛隊」ではないことに注意が必要です。
そればかりでなく、自衛隊の憲法上の明文化により、集団的自衛権の全面行使、緊急事態に

		　　　　　

おける国民の権利制限や国家権力の政府への集中、いわゆる軍法会議の設置などに対する歯

		　　　　　　　　　　
		　　　　　　　　　　

止めがなくなる可能性があることも見過ごせません。
自民党の憲法改正推進本部は、
「憲法9条の従来の政府見解を動かさない」などとしていま
すが、政府による憲法9条の解釈は、2014年7月1日の閣議決定による集団的自衛権の一部容認

		　　　　　　　　　　
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

改憲問題対策法律家６団体連絡会
社会文化法律センター 　　　　　 　　　　　　　　　　　　

 　　　

代表理事　　　

宮里　 邦雄

自 由 法 曹 団　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　団　　　　長　　　　　

荒井　 新二

青年法律家協会弁護士学者合同部会  　　　議　　　　長　　　　　
日本国際法律家協会  　　　　　

 　　会　　　　長　  　 大熊　 政一
 　　会　　　　長　 　 　 佐々木猛也

により既に大きく変更されています。安倍政権と与党は、砂川最高裁判決といわゆる1972年政

		　　　　　　　　　　

日本反核法律家協会 　　　　　　　

府見解を根拠に持ち出して、黒を白と言いくるめるがごとく集団的自衛権の行使を認め、それでも

		　　　　　　　　　　

日本民主法律家協会 　　　　
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Jalisa の活動とわたし
JALISA会員

菅野

亨一

清末愛砂·飯島滋明·石川裕一郎·榎澤幸広編著『緊急事

入会して6年ぐらいになるだろうか。国賠同盟の国際部で活動することになって、諸外国の戦

態条項で暮らし社会はどうなるか』
（現代人文社、2017年）

後補償の取り組みを知る上でも不可欠なことという先輩のアドバイスがあってのことである。しかし、
国際法との出会いと関心はもっと遡るものである。

室蘭工業大学講師

阿知良

洋平

私は43年間私立高校に在職していたこともあって、社会権規約の特に13条の B 項、C 項の中
等教育÷高等教育学費無償化条項を拠り所として私学助成運動に取り組んできた。日本の高
学費， 受益者負担主義という考えは、国際的な視野から見れば， 人権後進国日本を象徴するもの
である。数年前に日本もようやく批准がされたが、長い間世界で未批准の国2、3ケ国の一国であっ
た。批准後の日本は国際水準の無償化の実現度は極端に低く、若者は高学費で苦しんでいる
のが現状である。
もう一つは1989年国連総会で採択され、日本でも1994年から効力が発効した「子供の権利

本書は、テロ対策等の「安全保障」あるいは災害対策の枠内で
語られがちな緊急事態条項を、あらためて日本国憲法が保障する「人
権」の枠組みから検証する試みであり、そのように枠組みを設定しな
ければ、緊急事態条項の危険性は本質的に見えないことを切に訴
えるものである。そのとき初めて、緊急事態条項が私たちひとりひとり

条約」である。この国際条約の子供の意見表明権を日本でもどのように具体化するかが問われ

の命の尊厳にかかわる重大な問題であることが可視化される。本書

た時でもあった。現在でも問われ続けられていることである。ちょうど校長という立場にあったこと

はそのことを、私たちの日常の衣食住から諸外国との比較に至るまで、

もあり、学校づくりの政策として位置づけたのである。生徒が主人公の学校づくりである。学習

事実をもとに具体的に検討したものである。

の主権者はこどもであり、教育権の主権者は保護者であり、教師は生徒の学習のサポーターで
ある。この三者が子供の成長のために協力し合う学校を目指したのである。それが三者協議会
という学校組織であった。生徒は教師と対等な立場で協議できる場を作ったのである。先進諸
国でのスクールボードの取り組みなどがあり、学校の経営や教育内容に対しても意見を表明する
ことができるものである。日本の学校の現状としては、生徒は管理の対象であり、教師は絶対的
上位者であり、服従すべきものであって、教師にモノを言うこと自体がはばかれることという考え

本書は4部構成になっている。第1部は、
「緊急事態条項とは何か」について、自民党改憲案、
日本国憲法制定時の論議、大日本帝国憲法、憲法条文 （9条や24条）、安保法制、国会、あるい
は東日本大震災などとの関連において、基本的な視点を提示している。第2部は、歴史的な事
実も踏まえながら、
「緊急事態条項で暮らし· 社会はどうなるか」を、食糧、災害情報、学校、研究、
メディア、市民活動、治安維持、政党、インターネット、医療従事者、運輸 · 土木 · 建築従事者、自

がまだまだ支配している。子供の権利条約を日本のあらゆる場で具体化することが今でも重要

治体、警察法 ·自衛隊法、裁判所、選挙権、マイノリティといった生活のあらゆる側面から検証し

な課題であると思う。この二つが43年間の教育活動のなかでの大きな力となった国際法との出

ている。さらに、沖縄での抗議行動 （それは人権の行使） に対する抑圧の実態からの検証、そ

会いであった。

して、緊急事態条項が前提する国民国家という枠組みを超えた世界のあり様 「歓待」
（
） の可

もう一つ強いて挙げれば在職していた職場の同僚の一人として「高部優子さん」が何年か一
緒に教育作りを進めたことである。彼女の企画でフィリピンやヘトナムや中国東北部への平和ツアー
に参加して、国際的な視野を持つことの大切さを学ばせてもらう機会となった。
Jalisaに参加して思い出として残っていることは、2013年平和への権利に関する国際人権委
員会へ参加と2016年ネパールコラップへ参加したことである。語学力のない私にとっては、みな
さんと一緒であったから参加でき、かつ国賠同盟としてスピーチする機会を与えていただいたこ

能性も示す。第3部は、
「世界の緊急事態条項」として各国の事実の紹介および国連 · 地域人
権機構と緊急事態条項とのかかわりを紹介している。第4部は、
「資料／緊急事態条項」として自
民党改憲案、大日本帝国憲法および各国における緊急事態条項、各種マスメディアによる報道、
各政党の立場が掲載してある。
本書の記述から想像してみる。我が国の緊急事態のため、あなたの食事も制限 （燃料不足

とは貴重な体験であった。日本の問題を常に国際的に相対化して考えることの重要性を学ばせ

で生食にしなさい）、看護師だから武力攻撃事態への対応に出動しなさい、災害時の安全は保

てくれるのが JALISA である。平和への権利の国際法典化に果たした、またこれから担わなけ

たれませんが軍事的理由で工場の出入り口は開きにくくします…。こうして何が守られるのか？最

ればならない役割は大きなものがある。平和を人権とする世紀的課題を一歩進める小さな力に

後にはひとびとではなく、国家という体制だけしか守られないのではないかと思えてならない。

なればと思っている。
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国家権力は、緊急事態条項について、
「国民の生命を守るため」を看板に掲げて、憲法秩序
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JALISAの活動とわたし

の停止を正当化しようとする。本書はこの、思わず納得してしまいそうなわりやすい理屈に疑問
を投げかける。本書は、その理屈が、ひとびとのためのものではなく、国家権力の自己保身のた
今後の予定

めのものに他ならないことを暴く。
今、私たちは、基本的人権が「侵すことのできない永久の権利」とされたことの重みをかみし
めなくてはならない。状況が変化したからと言って、否定してしまえるそんな軽いものでは決して
ない。本書によれば、終戦直後の1946年、日本国憲法の制定に関わって、緊急事態条項の危

8月
		

1日

イキョンジュ氏講演会
（大阪）

2日

イキョンジュ氏講演会
（奈良）

3日

イキョンジュ氏講演会
（名古屋）

9月

16日

NUPL10周年記念総会
（フィリピン）

険性が衆議院帝国議会憲法改正委員会で議論されていたという。なぜ、今の国家権力は歴史

１０月

20日

第３回理事会
（大阪）

に学ばないのか？国家権力が今やろうとしていることが、どれだけ歴史的に大きな過ちであるのか

１１月

28日～ I ADL/COLAP執行部会議
（ベトナム）

を本書は全身で訴えている。
なお、本書の編著者の清末愛砂氏、飯島滋明氏、および著者の清水雅彦氏は、日本国際法
律家協会の理事である。

JALISA活動日誌
４月

5日

国内のみならず国際社会からも痛烈な批判を浴びた、改悪組織的犯罪処罰法が

フィリピン移民問題ＰＴ· 蕨市との面談

13日

共謀罪反対集会

		

14日

三多摩法律事務所開設記念パーティ 立川

		

25日

事務局会議

		

28日

ＣＯＬＡＰ日本実行委員会

5月
		

6月

6～7日

東京

17日

ＣＯＬＡＰ日本実行委員会

18日

事務局会議

21日

市民の伊勢志摩サミット1周年記念イベント

29日

事務局会議

5日

12日

		

軍事化に反対する国際集会共催

成立しました。参議院では中間報告という＜禁じ手＞を用いて委員会採決がスキッ

プされ、本会議での強行採決に持ち込まれたのです。言葉を失うほど信じがたい

暴挙としか言いようがありません。とどまることを知らない安倍自公政権の暴走。
国際社会では、同政権による数々の人権侵害政策や国連の特別報告者に対する愚

弄発言が徐々に知られるようになってきています。同政権が同じことを繰り返せば、

会議

平和への権利実行委員会

今後の予 11日
7月

東京

１５日

10日
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編集後記

会議
会議

国際的な批判はますます強まることでしょう。今号以降、インタージュリストではこ

うした批判を積極的に紹介していきます。国内外から発せられる強い異議により、
同政権を追い込む必要があると考えるからです。会員の皆さまからも、関連する国

際情報が寄せられることを期待しております。ぜひご投稿ください。よろしくお願い
いたします。
（清末愛砂）

ＣＯＬＡＰ日本実行委員会

会議

憲法セミナー 共催岐阜県弁護士会
第2回理事会

岐阜開催

移民問題PT・JFC支援組織設立打合せ

1日

日本平和学会春季研究大会自由議題部会報告

4日

事務局会議

１３日

法律家６団体、市民集会
（高見勝利上智大学名誉教授講演）

21日

共謀罪記者会見/イキョンジュ氏講演会
（東京）

24日

事務局会議

28日

移民問題PT ・JFC支援組織設立打合せ
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