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IADL ／ COLAP

南北朝鮮・ウエイトレス事件から見えてきたもの－
IADL/COLAP調査団として

COLAP事務局長　笹本潤

IADL+COLAP調査団（Fact Finding Mission on Waitress Case）

私は、IADLとCOLAPによる国際法律家調査団を組織して、8月26日から8月29日までソウル、

9月1日から4日までピョンヤンで調査活動を行ってきた。ソウルに連れてこられたウエイトレスへの

インタビューが行われる予定だったのでメンバーは最小人数にして私、インドのニルファー·バクワッ

ト、イタリアのミコル·サビアで国際法律家調査団を組んだ。韓国には、民弁のジャン弁護士、北

朝鮮には、朝鮮民主法律家協会のバン弁護士に、現地のインタビューの手配などをしてもらった。

調査団メンバー

左から私 （笹本）、ミコル·サビア （イタリア）、ニルファー·バクワット （インド）

ウエイトレス事件とは

この事件は韓国の朴槿恵大統領の時代に、2016年4月の国会議員選挙の5日前に、北朝鮮

から12人のウエイトレスが集団脱北したとして韓国政府が大々的に発表した。中国の北朝鮮レ

ストランで働いていた12人のウエイトレスとそのマネージャーは、マレーシア経由でソウルに着くと、

脱北者用の収容施設に数ヶ月間収容された。収容施設から出て後にウエイトレスの一部とマネー

ジャーは、韓国のメディア(JTBC)に、自分たちはどこに行くかも知らされずに韓国に連れてこら

れたと、政府の発表に反する証言をした。これはニューヨークタイムズにも取り上げられ、国際的

にも注目された。しかし、韓国政府は、ウエイトレスたちは自らの意思で脱北したと一貫して主張し、

これに対し、北朝鮮政府は彼女たちは拉致されたと主張してきた。この問題は、国連の人権理

事会や条約機関、特別報告者にも取り上げられたが、両者の言い分は平行線のままだった。
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この事件を最初に取り上げたのは韓国·民弁のジャンキョンウッ弁護士。2016年のネパールで

のCOLAPで彼が報告したのは、国会情報院 (元KCIA) が管理する収容施設では、以前か

ら単なる脱北者を北朝鮮のスパイに仕立て上げるスパイ製造施設としての疑いが強かった(映

画スパイネイション参照)。このウエイトレス事件でも、本来脱北者でない者を脱北者として自白さ

せる疑いがあり、ジャン弁護士をはじめ民弁の弁護士が取り組んできて、COLAPにも報告された。

それ以来、COLAPの執行部会議の場などで南北朝鮮の統一に関わる重要な問題として議

論され、2018年8月のバリでの執行部会議で調査団を南北朝鮮に派遣することが決まった。

ソウルとピョンヤンのインタビューで

ソウルでの調査では、私たち調査団は、統一省、国家情報院、警察に対してウエイトレスに会

わせるよう要求したが、ウエイトレスたちには会えなかった。現在、警察が「保護」という名目で彼

女らを管理していたため、私たちに会わせなかったのである。もしインタビューができていたら、決

定的な証言を得られたであろう。

一方ピョンヤンでの調査では、7人のウエイトレスたちに会ってインタビューすることができた。7人は、

中国のレストランで働いて、途中で韓国に連れられていくことに気づいて母国に戻ってきた。証言

では、働いていた中国のニンボー(寧波) のレストランで、マネージャーが1ヶ月前から密かに誰か

と連絡をとり、予め彼女たちの荷物をマレーシアに送るよう指示し、マネージャーが事件当日もミニ

バンで店にやってきた韓国から来た人物と打ち合わせ、韓国に連れて行かれる危険性に気づい

た7人は、とっさにレストランから逃げ出した。しかし、彼女たちが逃げている隙に、残りの12人の

女性はミニバンに乗せられて走り去っていた。このような証言が7人のウエイトレスの口から、自分

たちの体験に基づいて具体的に話された。今まで、韓国当局も北朝鮮に帰ったウエイトレスの調

査はしていないから、これはかなり決定的な証拠となる。調査団は、これを拉致と認定する予備

レポートをピョンヤンで記者発表した。

北朝鮮に戻った7人のウエイトレスたち　　 撮影 ： 笹本潤
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韓国でのメディア報道

私たちは韓国に着くと、国家人権委員会、国連ソウル人権事務所、JTBC(メディア) を訪問し

たが、国家人権委員会が発表する予定だった調査報告書が、捜査開始から1年以上 (事件か

ら3年以上) 経っても発表されていないことが大きい問題となった。ウエイトレスたちに会って報道

したJTBCの記者は、国家人権委員会の報告書の遅れは、政治的な意図が働いているとしか

思えないと言った。もしこれが本当なら、人権侵害に対する重要な情報も、国家により押しつぶさ

れてしまう。このような私たちのインタビュー記事も多くの韓国メディアで取り上げられた。

そのせいもあって、私たちが帰国した後の9月9日に、ようやく国家人権委員会の報告書が発

表された。そこでは、ウエイトレスたちが拉致されたとの認定はなされなかった。民弁のチームは、

ただちに抗議活動を展開した。私たち調査団は、9月30日に国家情報院による拉致と認定した

最終報告書を発表した。ピョンヤンの7人のウエイトレスたちの証言はいずれも具体的で信憑性

があり、それとソウルのJTBCの記者による12人のウエイトレスの証言とマネージャーの証言が符

合し、全体として拉致を認定できるというものである。発表後は多くの韓国のメディアや日本の朝

鮮新報でも取り上げられた。今後は韓国国内、国連の場でさらなる議論が期待される。

12人のウエイトレスたちの家族

ピョンヤンでは、一方12人のウエイトレスたちの親に話しをうかがった。口々に、娘たちと家族は

バラバラにされ、一日でも早く帰ってくる日を待っていると語ってくれた。時には泣き出したり、怒ったり、

娘に対する愛情の深さを感じた。母親が娘を喪失したトラウマで病気になり、代わりに父親が出

席した家族もあった。親たちは娘と一緒に移っている家族の写真やアルバムをたくさん持ってきて

くれた。この声と写真を韓国の娘たちに届けてほしいとも言われた。家族たちは、韓国政府に娘

たちと会わせるように直接要求してきたが、韓国政府は拒否している。国連人権理事会にも手

紙を出したという。民弁の弁護士も今はソウルでウエイト

レスたちに会えていないが、なんとかソウルのウエイトレ

スたちに会って家族の声を届けていきたい。

12人のウエイトレスの親たち　　 撮影 ： 笹本潤
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DPRK（北朝鮮）を訪問して

調査活動とは別に、初めて北朝鮮DPRKを訪ねたことも感慨深かった。入国ビザは北京の北

朝鮮大使館でしか取れないので、旅行会社を通じて取ってもらったが、私とバクワットさんのビザ

は飛行機の出発2時間前に、北京空港でやっと受け取ることができた。

ピョンヤンに着くと、市内は思っていたよりも空気がきれいで、しかも近代的だった。ただ途上国

でもあるので、やはりソウルや北京、東京とは雰囲気は違って町は素朴な感じだった。食事につ

いては、韓国とはキムチは共通していたが、朝鮮料理屋にはビビンバやキムチチゲはなく中国料

理のメニューが多かった。北の人は、韓国のメニューは知らなさそうだった。また韓国からはモラ

ンボン楽団のユーチューブを見ることができない。南北分断により文化の交流も全く絶たれてい

ることが実感できた。

西側諸国による経済制裁の効果も大きく、一般市民や朝鮮民主法律家協会の法律家たちも

経済的にはかなりつらそうだった。COLAPでは経済制裁に反対する決議を何度か出している。

日本の独自制裁もあり、ビザの査証代金の支払いは日本政府の許可が必要だった。しかし、多く

の人が参加できる北朝鮮へのツアーもいつか実現させ、もう少し北朝鮮のことを知ってみたい。

彼らはいつでも歓迎と言っている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 以上



5

香港訪問

激動の香港情勢　　　　　　　

日本国際法律家協会理事　井上啓

6月23日から香港で「International　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　League　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　People’s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Struggle」の第6回国際会議が開

催されるのに合わせて、20日から香港入りした。この国際会議それ自体も世界40カ国から合計

450名を超える参加者があり、フィリピンからは150名を超える活動家や弁護士が参加するなどと

ても活気のあるものであったが、私は初日だけ参加したので、この会議ではなく、今回は、香港島

での学生デモなどの情勢について報告する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香港立法会 (議会) で4月から、香港で拘束された容疑者の引き渡しについて定めた「逃亡

犯条例」の改正案が審議されていたが、引き渡し先に中国本土を新たに加える点が問題とされた。

きっかけは昨年台湾で起きた殺人事件の容疑者 (香港人) が香港に戻り台湾当局の訴追を免

れたことにある。「一国二制度」により高度な自治が尊重されている香港政府は欧米など20カ国

と容疑者引き渡しに関する協定を独自に結んでいるが、台湾との間には協定がない。そこで香

港政府は、台湾は中国に含まれるという立場で、中国を新たに引き渡し先に加える条例改正をし

ようとしたのである。

ただ、香港の民主派からすれば、台湾の殺人事件は口実であって、実際には、中国共産党に

批判的な本を販売していた銅鑼湾書店の林栄基氏や天安門事件で活動した中国人学生を香

港経由で海外に脱出させた朱輝明牧師などが中国に引き渡されるおそれがあるばかりか、親中

派に反対すれば中国に引き渡されて、香港の「言論の自由」自体が犯されるのではないか、との

心配がある。

5年前の民主化デモ「雨傘運動」には加わっていなかった若者世代がSＮSを利用して多く参

加しているのが特徴だが、6月16日のデモでは主催者側発表だが200万人近くの市民·学生が

参加した。

私が、6月21日の夕方に香港島の市街地に行くと、黒服に黒マ

スクの学生たち男女が次 と々歩いて行ったのは、香港警察本部

前であった。6月19日にはキャリー·ラム行政長官が、事実上の条

例改正の断念を発表したが (正式の撤回は9月に入ってから)、

市民たちは「完全撤回」を求めていたし、今回、警察本部がター

ゲットとなったのは、学生デモに対する手荒な警備に抗議するも香港警察本部前
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のであった。警察本部前の歩道橋の上まで行くとすでに多くの学生たちで通路だけでなく道路

も埋め尽くされていて、抗議の声を上げていた。交差点の信号機は赤青と点滅を繰り返してい

たが、道路上は人であふれており自動車はもちろん一般人の通行もできない状態であった。ただ、

よくみると学生だけでなく、親子で参加している市民も多かった。6月の香港は35度もあり夕方に

なっても熱気にあふれているが、デモを支援する学生たちもいて、ペットボトルの水や「冷えピタ」

(日本製) が配られていた。見ている限りでは、物を壊すような過激な行動はなかった。その後、

空港を占拠したりして運動が先鋭化し、これを弾圧する警察側も乱暴な対応をとり、失明する学

生も出た。中国も香港に近い深圳でデモ隊を鎮圧する軍事訓練を行うなど「天安門事件」を思

わせる状況となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一方、香港は、中華民国の独立を支えた革命家である「孫文」が暮らした地であり、香港島

の中心部に「孫中山記念館」がある。6月22日にここを訪れた。まず、目に付くのはそのモダンな

建物であるが、1895年1月にハワイから帰国した孫文が2月21日に香港で組織したのが香港興中

会である。特別に志士を集めて中華を振興し、優秀な人士の力を結集して助け合おうとするもの

であり、欧米列強に食い物にされ衰退していた中国をなんとか立て直そうと、「人民は国家の根

本であり、根本が強固であれば国家は安泰となる」と革命家は独立運動を続けたのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　香港での学生·市民のデモをみていると、120年前に「中国」の独立をめざした革命家·孫文

の血がいまでも受け継がれていると感じた。

以上

香港の孫中山記念館の庭にある孫文像　写真は全て撮影；井上啓
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国際的視点から考える改憲問題 （第 6 回）

－「日本国憲法9条は国際公約である」とは　　　　
　　　　　　　　　　　　　　何を意味するのか－

聖心女子大学専任講師、国際法・国際人権論　佐々木亮　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際法の観点から、昨今の改憲議論を論ずるにあたり、特に「日本国憲法9条は国際公約で

ある」という言明について考えてみたい。この主張は、第二次世界大戦前·戦中の日本によるア

ジア諸国への植民地支配や戦争による犠牲への反省のうえに、現憲法が成立したという歴史

的文脈に基づくものである1。しかし、ごく形式的な見方をすれば、「日本国憲法」は日本という主

権国家の基本法として、主権者である日本国民の総意に基づいて制定されたものであり、日本

の統治機構(端的には国会、行政機構、裁判所)を拘束する。その点で、日本と他国との合意

に基づいて成立する国際法規範ではない。それでは、「日本国憲法9条は国際公約である」とい

う場合、一国の憲法が、いかなる意味において国際規範性を持ち得るのか。そこからレトリック

以上の意味を導出し得るのか。以下では、まず、日本国憲法9条の規範内容を確認し (1)、続い

て、同条がいかなる意味で国際性を持ち得るのか (2)、「国際公約」が国際法上いかなる意味

を持つのか (3) をそれぞれ検討することを通して、かかる言明に考察を加えてみたい。

1. 日本国憲法9条の規範内容

日本国憲法9条の規範内容は、1) 一切の戦争、武力による威嚇または武力の行使を放棄す

ること、2) それを徹底するために戦力を持たないこと、3) 国の交戦権を否認することの3点に大

まかに整理できる2。1) 武力による威嚇または武力の行使の放棄に関して、侵略戦争の禁止は、

国際連盟規約(1919年署名、1920年発効)や戦争抛棄ニ関スル条約(パリ不戦条約、1928年

署名、1929年発効)等、国際連盟期から既に実定国際法上の規則として明文化されていた。

戦後の状況として、国際連合憲章(1945年署名·発効)では、「武力による威嚇又は武力の行

使」が禁止され、侵略か否かを問わず、戦争一般が禁止されるに至った(2条4項)。また、伝統

的に国家の基本権(inherent　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 right:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 droit　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　naturel)とされてきた自衛権も、安全保障理事会
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(安保理)が主要な責任を担う集団安全保障体制の下、安保理が必要な措置をとるまでの間に

限って行使可能な暫定的な性格を与えられることになった(51条)。このことは、国際連合憲章

に従った国家間の友好関係及び協力についての国際法の原則に関する宣言(友好関係原則

宣言、1970年国連総会決議2625(XXV))をはじめ、後の国際法文書や判例でも繰り返し言及さ

れ、慣習国際法化している。さらに、諸外国の憲法においても、古くはフランス共和国憲法(1791

年)、同第四共和制憲法(1946年)、ドイツ連邦共和国基本法(1949年)、大韓民国憲法(1972

年)等に同旨の規定が見られる。その点で、日本国憲法9条1項の規定は、制定当時の国際法·

各国の憲法の水準と並ぶものと評することができる。これに対して、9条2項は、1項を実質化する

ための措置として、2) 軍事力の不保持と3) 国際法上の国家の権利としての交戦権を否認する

ことを定めている3。この2) 及び3) の点は、他に例を見ない徹底した武力行使の否定の態度を

宣明している。

2. 規範内容から見た日本国憲法9条の国際性 : 憲法はいかなる意味で国際公約
になり得るのか

近代市民社会の制度は、自由で自立し、平等な関係にある諸個人が社会契約(contrat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

social)によって結ばれた人民として、憲法制定権力(pouvoir　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 constituant;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 constituting　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

power)を行使するという擬制の上に成立する。諸個人が当然に持つ権利を明示し、憲法制定

権力の行使の結果として構成された統治機構(pouvoir　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 constitué;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 constituted　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　power)の

権力を枠付けるものが憲法(constitution)であり4、主権者であることの帰結として、人民は対

外的に独立していなければならない。よって、憲法は、主権者たる人民の付託に基づいて、統治

機構を拘束するものである以上、それ自体として、国際約束の性格を持つものではない。

しかし、前項で論じた日本国憲法9条の規範内容から、国際的性格を持つ要素を読み取る

ことは可能であろう。すなわち、日本国憲法9条2項は交戦権の否認を明示している。交戦権

(rights　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　belligerency:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　droit　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　belligérance) は「交戦国が国際法上有する種々の権利

の総称」とされており5、他国との関係によって観念される権利に関する規定であるという点で、

一定の国際性を見出すことができる。立憲主義や法の支配の観点から、あらゆる国家の行為は、

憲法やそれに適合する法令を根拠とすることが要請されていることに鑑みれば、憲法9条2項そ

のものは対外的な宣言ではないとしても、他国と交戦状態に入ることはないという国際社会にお

ける日本の対外的な立場の根拠であることは認められよう。言い換えれば、国際社会においてい
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かに振舞うかという問題に対して、日本が自らに課した義務を明文化したものといえる。次節では、

国家が自らに課した義務を国際的にどのように評価すべきかを検討する。

3. 「国際公約」は何を意味するのか

複数の国家が何らかの合意をし、それを文書の形式で表したものを「条約」と呼び、関係国

には、それを遵守する国際法上の義務が生じる6。日本国憲法が、日本と他国との合意文書では

ない以上、条約ではあり得ない。よって、「国際公約」であることの意味は、相手国との明示的な

合意は存在しないが、日本が他国の存在を前提としてなした意思表示であると言えよう。それで

は、国家による対外的な意思表示は、国際的にいかなる効果を生じさせるのだろうか。いわば、

国家による単独の意思表示が、当該国を法的に拘束し得るのか、また、他国は意思表示をした

内容を遵守するよう要求できるのかという点が問題になる7。国際司法裁判所(International　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Court　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Justice;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ICJ)の核実験事件判決 (1974年) が、この問いに対する示唆を含んでい

る。同事件は、フランスが1966年以降、南太平洋のムルロア環礁で大気圏内核実験を繰り返し

たことに対して、オーストラリアとニュージーランドが、その違法性を争い、中止を求めたものであ

る。ICJは、大気圏内核実験を終了する旨のフランスの声明がフランスを法的に拘束し、オース

トリアとニュージーランドの請求目的が消滅したとして、判決を出さないまま裁判を終了させた8。

他国の受諾·反応を必要とすることなく、フランス政府による単独の声明から拘束力が生じる理

由について、信義則 (principle　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　good　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 faith:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　principe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 la　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　bonne　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 foi) に言及したうえ

で、国際交流における安全と信頼·信用(security　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 international　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 intercourse,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 the　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

confidence　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 trust)の枠内で考えるべきであるとした9。ただし、拘束力の淵源を国家間の

合意に求める (pacta　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sunt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　servanda) 国際法において、一国の単独の声明に対して、政治的

·道義的レベルを越えて法的拘束力を持たせる判断には学説上の批判も多く、ICJの後の判例

では踏襲されていない10。

4. 結語に代えて ― 憲法改正論議における国際的視点

ここまでの話を整理すれば、日本国憲法9条から導かれる諸規範の中でも、特に交戦権の否

認は、日本が自らに課した国際的義務を明示したものとして理解できる。しかし、他国との合意に
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基づかない一国の宣言から国際法上の義務が生じることを認める国際判例は皆無ではないが、

ごく例外的なものにとどまっている。しかし、そのごく限られた判例において、単独国家の一方的

声明から法的義務が生じる理由となった信義則に引き寄せて考えるならば、「日本国憲法9条は

国際公約である」という場合の「国際公約」の意味が、専ら政治的·道義的なものだとしても、こ

れを尊重することは、公正と信義に立脚した国際関係の中で、安全を享受するために不可欠だ

といえる。

憲法が主権者である国民の総意の反映である以上、立憲主義の危機を回避するためには、

主権者自身による憲法論議を豊かにしていくほかない。そのために必要なことは、予め結論を設

定して、それにつながるように論を用意することではなく、「憲法」の原理に立ち返りつつ、日本国

憲法に関わる様々な要素を1つ1つ読み解いていくことである。畢竟、本稿も拙いながらそのよう

な試みの1つである。

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例えば、徐京植「犠牲者を忘れたという記憶さえ忘れたのか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/16898.html (2019年9月15日アクセス)
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　芦部信喜 (高橋和之補訂)『憲法』第5版、岩波書店、2011年、54頁。
3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自衛隊と憲法9条2項の関係については、既に膨大な先行研究が存在することから、それに言及するにとどめ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここでは立ち入らない。包括的な研究として、例えば以下を参照 : 浦田一郎 (編)『政府の憲法九条解釈
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣法制局資料と解説』第2版、信山社、2017年。
4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シエイエス (大岩誠訳)『第三階級とは何か』岩波書店、1950年。
5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防衛省·自衛隊 : 憲法と自衛権 https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2019年9月15日アクセス)。ただし、自衛権とは別個の権利とされていることに注意を要する。
6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　条約法に関するウィーン条約 (条約法条約、1969年署名、1980年発効) 2条1項a及び26条を参照。
7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小寺彰、岩沢雄司、森田章夫『講義国際法』有斐閣、2004年、62-63頁。
8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎuclear　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Test　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cases,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　France,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICJ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reports　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p.253;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎew　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zealand　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　France,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ibid.,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p.457.
9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ibid.,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p.269,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　para.51;　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p.474,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　para.53.
10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杉原高嶺『国際法学講義』第2版、有斐閣、2013年、128頁。
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ロベルト来日案内

ロベルト・サモラ弁護士の平和憲法訴訟と国際活動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弁護士 笹本潤

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

コスタリカのロベルト·サモラ弁護士が2019年12月に来日する。こ

こでは、ロベルト弁護士が取り組んだ平和憲法訴訟と活動を紹介す

る。

ロベルト弁護士が取り組んだ平和憲法訴訟は、コスタリカ憲法で

定められた平和憲法とその状態を、裁判という手段で実現させ、守っ

てきた闘いと言える。日本にとっても9条を守り実現するためにも得ら

れる教訓が多い。平和憲法9条の改正が政治上の争点になってい

る日本において、軍隊の廃止を規定しているコスタリカの実例とその

考え方を知ることは、9条改正議論にとっても役に立つ情報を提供してくれるであろう。

2019年12月3日に大阪で日本国際法律家協会関西支部の集会、12月7日には東京で日本国

際法律家協会の集会が予定されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ロベルトの提起した平和憲法訴訟(コスタリカ憲法裁判所·通常裁判所、米州人権委員会)

コスタリカ憲法では12条で「常備軍としての軍隊は廃止する。」と定め、その規定が実際にも

実行されている世界的にも唯一の国である(一部の小国を除く)。ロベルト弁護士は、2003年の

イラク戦争以降、さまざまな平和憲法訴訟を提起してきた。

2003年、ロベルト弁護士が大学3年の時、米英によるイラク攻撃を支持するパチェコ大統領の

決定を平和憲法違反として裁判所に訴えた。2003年、コスタリカ政府は、アメリカがイラク開戦に

あたり有志連合を募った際に、そこに名前を連ねた。憲法裁判所は、政府がイラク戦争に有志

連合として支持する決定は、コスタリカの平和原則、中立宣言および国連システムに反するので

憲法違反であるという判決を下した(2004年)。この違憲判決でコスタリカの名前が有志連合か

ら消されることになった。

2007年には、核燃料と核反応炉の建設を許可するアリアス大統領の決定について、憲法裁

判所に訴えを提起した。これは、平和に対する権利および健康な環境への権利に反するとして

無効とされた (2008年)。判決の中では、コスタリカの憲法には書かれていない、「平和への権利
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(right　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 to　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　peace)」が裁判所によって認められた。これはロベルト弁護士が主張したことを裁判

所が受け止めたことによるものである。憲法の平和原則から平和への権利を認めさせた点で画

期的である。

さらに日本から見ても画期的なのは、原子力発電を認める法令に対して、平和憲法違反とした

点である。判決は、原発の材料であるウラン、トリウムなどの材料が核兵器の材料として使われる

点をとらえ、戦争への準備行為とし、それが平和憲法違反とされたのである。日本でたとえるなら

ば、原発が憲法9条違反とされたことに相当する。

2008年には、コスタリカの領内に平和憲法で禁止されている武器を持ち込むことを許す

CAFTA(中米自由貿易条約) の合憲性を争った。この事件は、憲法裁判所で却下され、米州

人権委員会でも認められなかった。しかし、CAFTA(中米自由貿易条約) は、コスタリカとアメリ

カとの間で関税の撤廃をする自由貿易条約。2007年に国民投票で僅差で承認された。アメリカ

からの輸入項目に武器の輸入も含まれていた。アメリカを敵ともするこの訴訟において、ロベルト

弁護士はいやがらせも受けたという。

2010年、アメリカの軍艦がコスタリカ内で麻薬取り締まりを名目としてコスタリカ国内で活動する

ことを許すコスタリカ政府の決定は平和憲法に違反するとして訴えた。憲法裁判所と米州人権

委員会では、違憲判断は出なかった。

コスタリカは、1999年の協定により10年間米の警察活動が行われたが、今回の問題は2010年

6月から12月の間、米海軍がコスタリカに駐留するというもの。2011年になってからも米軍の駐留

の延長が問題となっている。艦船や米兵12,000人がコスタリカに駐留した。他国の軍隊が駐留

することも許さないという点でコスタリカの平和を守ろうとしたロベルト弁護士の平和への強い意

思が感じられる。

アリアス大統領の政令により、国を守るための軍隊を民衆のデモのために使うことを通常裁判

所に訴え、これは勝訴して、政令は無効となった。

グローバル９条キャンペーン
2004年以来、ピースボートスタッフとして日本に約1年半滞在していた。その時に、グローバル9

条キャンペーンをコスタリカ憲法12条とともに世界に広げるキャンペーンを日本国際法律家協会と

ともに行った。ケニアの世界社会フォーラム(2007年)、バンクーバーの世界平和フォーラム(2006

年)、日本の9条世界会議(2008年)コスタリカの平和憲法会議(2009年)などでの署名やシン

ポジウムを日本のＮGOとともに行った。
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平和への権利国際キャンペーン
2008年の核燃料判決で平和への権利をコスタリカの裁判所で認めさせたロベルト弁護士は、

国連人権理事会での平和への権利国際キャンペーン(2008年～2016年)にも参加して、国連で

も発言している。

９条地球憲章の会
ロベルト弁護士は、2017年に発足した9条地球憲章の会(堀尾輝久代表)の海外賛同者の

1人になっている。9条地球憲章の会は、9条の考え方をベースにして、世界レベルの憲章を提案

していこうという運動である。2019年に来日する際にも、同じ軍隊を廃止する憲法を持つ国の市

民として、地球憲章案作成の議論に参加する予定である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考文献】

9条世界会議法律家パネル編「9条は生かせる」日本評論社、2009年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →判決文が資料編に入っている

笹本潤著「世界の平和憲法 新たな挑戦」大月書店、2010年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 →ロベルトの活動に触れている。

平和への権利日本実行委員会「いまこそ知りたい平和への権利48のQ&A」

合同出版、2014年 →平和への権利の紹介がされている
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北海道の理事会 ・ ツアー報告＆猫塚先生講演

北海道理事会と室蘭スタディツアー

日本国際法律家協会理事　池田賢太

１　はじめに
国法協入会後まもなく理事になってしまった池田賢太です。北海道在住の私は、なかなか理

事会に参加することもままならないのですが、北海道には清末愛砂理事もいるということで、2019

年8月31日、9月1日に、北海道理事会が登別温泉の第一滝本館で行われました。

大熊政一会長はじめ、大矢勝理事、井上啓理事、高部優子理事、清末理事と池田が参加し、

2時間活発に議論がなされました。本当はもう少し出席予定の理事がおられましたが、公務や急

病で参加がかないませんでした。次の機会には、ぜひ北海道にお運びください。

２　理事会―北海道支部設立に向けて
理事会では、日韓関係、フィリピンの超法規的殺害問題やジャパニーズ·フィリピーノ·チルドレ

ン問題など多岐にわたる情勢報告が行われました。私は議論についていくのが必死の状況でし

たが、優しい先達理事の皆さんにいろいろと伺う中で勉強になりました。理事会メンバーが加入

するメーリングリストがありますが、なかなか字面だけでは追うのが難しい内容も、少しだけ理解で

きたような気がします。まだまだ勉強が足りません。

理事会で特筆すべき討議事項は、北海道支部立ち上げに向けての議論です。現在、北海道

には、数名の会員しかおらず、また札幌、室蘭 (札幌からJR特急で90分)、釧路 (札幌からJR

特急で4時間30分) と広域に散らばっている関係で、一堂に会することが難しいのですが、理事

会実施を契機に、北海道支部の設立を真剣に検討するという機運が高まっています。北海道に

お知り合いの方がおられましたら、ぜひご紹介ください。

３　理事会の後
理事会終了後は、北海道パレスチナ医療奉仕団の猫塚義夫団長からのご報告をいただきま

した(P18参照)。

理事会での討議、その後の学習を終えた後は、おいしい食事と豊かな温泉をいただきながら、

懇親を深めたところです。猫塚先生は、東京での講演を終えたのち、新千歳空港からお車を飛

ばして登別温泉へお運びになり、翌 日々の講演に向けて、お食事後札幌に向かわれました。ご

多用中、本当にありがとうございました。
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４　室蘭スタディツアー
⑴　 9月1日はとても良い天気に恵まれました。私は、朝食前に朝風呂をいただき、食事のあとは

ホテルの裏手の地獄谷を散策しました。圧巻の景色は、ぜひ北海道にお運びいただき、ご自身

の目でご確認ください。

⑵　 その後、一行は高部理事が運転するレンタカーに乗り込み、一路室蘭市へと向かいました。

最初の目的地は、清末邸です。当初は、知里幸恵銀のしずく記念館を訪問する予定でしたが、

理事会前日に同館理事長の横山孝雄さんの体調が悪いとの連絡が入り、訪問を断念し、まずは

室蘭最初の「関所」である清末邸に向かい、荷物を預けたのでした(なお、横山孝雄さんは、理

事会のあった8月31日に逝去されました)。

登別市と室蘭市は隣町で、登別温泉から室蘭市内へはおよそ30分、太平洋沿岸を走りなが

ら走ります。風は強かったのですが、車内は和気あいあいと進んでいきました。

⑶　 清末邸で小休止したのち、一行は、室蘭市街へと車を走らせます。室蘭市は半島の先っ

ぽにあるので、特急は止まりません。JRで移動する場合には、特急が止まる東室蘭駅から普通

電車に乗り換えなければなりません。移動途中、室蘭の発展を支えた新日鉄住金室蘭製鉄所、

世界の原発を支える日本製鋼所室蘭製鉄所を見ながら向かいます。この二つの大きな工場が、

室蘭を発展させてきたのですが、現在は多くの労働者が機械化や合理化の中で人員の削減が

進み、一時期18万人いたと言われる室蘭市民は現在8万人まで減少しています。

また、この工場は入り江近くの平地を大きく占有しています。そのため、室蘭市民は山腹を開

拓して住んでいます。住宅街が山の中腹にあるのを見ると、企業城下町における企業の大きさ

がわかる気がします。

⑷　 そのような室蘭市を進み、最初の目的地は、室蘭の市民運動を支えた増岡敏三さんのお

店兼ご自宅です。増岡さんは85年続いた室蘭老舗のお米屋さ

んです(なお、本年8月末日でお店は閉められたとのこと)。本日

のガイドをしてくださいました。米のますおかは、明治期に室蘭

から札幌へと続く開拓道路である「札幌通り」に面しています。

増岡さんは、明治2年の地図を手にしながら、札幌通りと今は見

る影もない「赤線」地帯が存在したことを教えてくれました。また、

ご自宅の先の崖の下に、中国人収容所があったことを教えてくれました。強制労働で連れてこら

れた中国人は、苛酷な労働と栄養失調で約3割が亡くなったと言います。

また、増岡さんは、お兄様が友人とともに歩いていた時に「チャンころ」と言いながら石を投げ

ていたことを話していたといいます。その石を投げた人は、朝鮮人ではなかったかともお話になり

ました。日韓併合で「日本人」となった朝鮮人と敵国の中国人との差別が存在していたことが分

　　池田理事と増岡敏三さん
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かるお話でした。

⑸　 次いで一行は、白鳥大橋のふもとの展望台に向かいました。

115段の階段はなかなか大変なものでしたが、室蘭港(白鳥湾)

を一望できる展望台です。ここでは、2004年に室蘭港から護衛

艦「おおすみ」が陸上自衛隊を派遣したときのことをお話しくだ

さいました。室蘭港は非常に深い港で、ほど近い苫小牧港よりも

条件の良い港です。しかしながら、大消費地札幌に近い苫小牧港に商業船の多くが停泊しま

すから、傍から見てもガラガラの室蘭港です。

2004年当時、増岡さんは地元の漁民と交渉し、2隻の漁船を借りて「平和の船団」を作って「お

おすみ」出航に抗議する海上デモをなさったそうです。

いま室蘭市は、この室蘭港に、海上自衛隊の基地移転を狙っているようです。戦前、室蘭港

は一時期軍港指定を受けたものの、市民運動によってその指定を返上した歴史があるといいま

す。平和の港を再び軍港にすることが無いよう、油断できないと感じました。

⑹　 一行は、再度車で移動し、車窓から防空壕跡と幕西地区の旧赤線地帯を見学したのち、

「ポロ·チケウ(親なるもの·断崖)」と呼ばれる地球岬へと向か

いました。ポロは「大きな」とか「親」という意味、チケウは「断崖」

という意味のアイヌ語です。

非常に風は強かったのですが、水平線はどこまでも広く丸く、

地球の丸さを感じさせるまさに「地球」岬です。多くの観光客が

いましたが、その中で大矢理事お手製のバナーを掲げて、世界の平和を祈りながら写真を撮り

ました(このお手製バナーはここだけではなく、至る所で現れました)。

なお、幕西地区の遊郭と地球岬を舞台にした曽根富美子の「親なるもの 断崖」は近時話題

となった作品ですので、機会があれば手に取ってみてください。

⑺　 地球岬からは、崖を降りてトッカリショという切り立った断崖を見た後、イタンキ浜にある中

国人殉難烈士慰霊碑を見学しました。

ここには、見学当初にお話が合った中国人強制連行労働者が眠ってい

ます。室蘭には1942年から1945年までの3年間に1852人の中国人が強

制労働に駆り出され、その約3割の564人が亡くなりました。そのうちの125

人が火葬もされず、イタンキの浜に埋められたといいます。遺骨の掘り起こ

しが行われ、日中国交回復を記念してこの慰霊碑が再建されたようです。

慰霊碑横には、次のような一文がありました。

「この碑は第二次世界大戦中室蘭地方で殉難した中国人烈士の慰霊

室蘭港
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碑で1973年9月の日中国交回復を記念し日中両国の永久的友好と世界の永遠の平和への願

いをこめて市民の手により再建立されたものであります。」

民族憎悪をあおる昨今の情勢の中で、こういった歴史をしっかりと学ぶ意義は今まさに求めら

れていると感じます。

⑸　 この後、再び清末邸に戻って昼食のお弁当をいただき、ツアーを振り返りながら、学びを共

有しました。
(写真撮影 ： 高部優子)
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北海道ツアー講演

「パレスチナ医療・こども支援活動」に見る「難民問
題」と健康破壊の実態　～人間の尊厳を求めて～

　　　　「北海道パレスチナ医療奉仕団」団長・「医療9条の会・北海道」共同代表・　　　　　

　　　　勤医協札幌病院整形外科・札幌医科大学医療人育成センター非常勤講師　猫塚義夫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今日は、私が取り組んでいることと、ヨルダン川西岸地区やガザの状況の説明、そして、なぜ

ホロコーストで痛めつけられたユダヤ人が同じようなことをパレスチナでやるのかについて話した

いと思います。

活動は、2011年に西岸地区から始めました。そこからガザに活動を広げてきました。西岸地

区は人口300万人、面積は、40平方キロメートルです。

ガザの人口は200万人 (札幌と同じ規模)、面積は360平方キロメートルです。ガザは北部のエ

レツという検問所からしか出入りできませんので、私たちもそこから入ります。20代、30代の教員

や看護師などと行っています。また、医療·こども支援は人権の

問題でもあるので、こどもの絵画プロジェクトの担当として清末さ

ん (清末愛砂 : JALISA理事) にも来ていただき、私たちの活動

は飛躍的に発展しています。ガザに入るときは、「よし、これから

みんなのために」と入りますが、後でお話しますが、帰るときはとて

も疲れて無念さがあります。

ガザの現状
ガザがイスラエルによる「封鎖」を受けてから12年目になります。「世界最大の天井のない監獄」

と言われています。しかし、実際に行くと、空はドローンが飛んでいたり、ミサイルが飛んできたり

するので、天井も封鎖されているようなものです。エジプトからのパイプラインがありましたが、海

水を入れられ、地下トンネルは公的には無くなっていると言われています。

停電は毎日で、通電時間は1日3～4時間しかありません。その時間帯に、住民は地域で買った

発電機に蓄電して、その電気をわけて使っています。ガザは非常に暑く40度位で、真夏になると

50度を超えます。そのような場所で電気が使えないということを想像してみてください。まず冷蔵

庫が使えません。その暑さで冷蔵庫が使えないというのは考えられないことです。

汚水処理もできません。燃料が足りないので、汚水処理施設はほとんど稼働していません。汚
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水はそのまま海に流され、海が汚染され、魚は捕れなくなっています。捕れても汚染されている魚

しか捕れなくなっています。以前は、北はレバノン、南はエジプト沖まで、地中海の魚を捕って豊

かな生活をしていました。今は、沖にイスラエルの海軍が待っていて撃たれてしまいます。毎週の

ように、そのようなことが起きています。漁業を営んでいる人が最も貧困になってしまった層です。

今年の10月にガザにまた行くので、清末さんと一緒に難民キャンプのひとつであるビーチキャンプ

を訪問して話を聞きたいと思っています。

土壌も汚染されています。以前、汚水がどんどん溜まり池になり、それが下に流れ出て、下流

にいた人3人が亡くなる事故もおきました。現地では「TUＮAMI」と言っていました。また、食物

汚染が広がっています。はっきりしたデータはありませんが、癌が増えていると思います。また指

が少なかったり多かったりする先天性の障害や知能に障害がある子が増えてきていると、どこの

場所でも言われます。ガザでは子どもは5～6人いるのが普通で、10人位いる家庭もあります。

電気がないので、夜は、町でありながら夜中の山中を運転するようなものです。信号もないから

非常に怖いです。

物資不足については、ガザの検問所にトラックが並びますが、イスラエルは入れてくれません。

建材不足になっています。破壊されたビルの廃材を集めて、細かく砕いて再利用するしかありま

せん。

医薬品はほとんどなく、抗生物質、抗がん剤も底をついています。薬剤は持ち込めませんが、

ガザに行くとき、自分たちが使う分だと言える限りの、できるだけの薬剤を持っていくようにしています。

若者の60～70％が失業しています。大学を出ても職がありません。貧困や失業は日本の比で

はありません。物価は日本とさして変わりませんが、若手医師の給料は、約月額6万円だそうです。

そのような状態が続き、人びとの絶望感は猛烈な勢いで進んでいます。自殺をする人も出てい

ます。あえてイスラエルとの境にあるフェンスに行き、わざと撃たれることをする人もいます。最近

は麻薬の汚染が問題になっています。ディーラーはイスラエル人です。パレスチナ人の中にも内

通者がいます。また将来に希望を持てないことで子どもの喫煙も蔓延してきています。女性の「身

売り」の問題もあります。パレスチナに行くと、絶望がどれだけ人間の尊厳を傷つけるかということ

を感じざるを得ません。

そんな絶望感が漂う中、北海道の札幌や室蘭から行く重要性を感じます。彼らは日本の地名

で知っているのは東京、京都、大阪、広島、長崎ぐらいです。彼らにとって、知らない世界の辺境

の地からガザに足を運んでくれるのは、「忘れられていない」「気にとめてくれる人が世界のどこ

かにいる」と感じることができ非常に励まされるそうです。
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イスラエルのガザ攻撃
そのようなガザの中で、米のトランプ政権によるイ

スラエルのアパルトヘイト政策の深刻化が進み、そ

れに対してガザ市東部で「祖国への帰還権利デ

モ」が2018年3月31日以後続いています。WHO

から、緊急で世界中の整形外科と血管外科医の

医師支援を求むと要請があり、去年の7月にガザ地区南部にあるヨーロッパガザ病院に行ってき

ました。国連のOCHA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のデータによると、2018年3月31日から2019年5月31日までに、5カ所で「祖

国への帰還権利デモ」があり、累積で死亡者309人、外傷者584人、下肢切断1,600人。デモへ

の攻撃で1年ちょっとの間にこのような被害がありました。

デモには、下肢の障害者も参加していました。私は白衣を着たら狙われるということで、プレス

のベストを着て参加しました。発砲されると乾いた音がするので、すぐ発砲されたことがわかります。

デモに参加して見ていると、1人が発砲によって怪我をすると、その負傷者を助けるのに5人位必

要になります。そうするとデモの勢いがなくなるので、それをイスラエルは狙っているのだと思いま

した。足を狙うというのは卑劣なやり方です。障害者を作り出すのです。ベトナム戦争におけるア

メリカによる枯葉剤被害を思い出します。

You　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 tubeにイスラエル側からデモを撮影している映像がアップされています。ライフルの先に

デジタルカメラがついていて記録をしています。映像には、パレスチナの青年が来る、そして撃つ。

青年が倒れる。イスラエル人の「ワォ」という声が入っています。この映像を見ても、明らかに射

撃の訓練をしています。相手は石しか持っていません。動いて、武器をもっていない人間、それ

を的確に撃つという練習をしているのです。

イスラエルは定期的にガザ攻撃をしています。さらに卑劣なのが使われている弾丸です。通

常はフルメタルジャケットですが、イスラエルが使っているのはセミジャケットタイプで、弾丸の先が

柔らかいので、皮膚にはいると弾丸が花のように開きます。体に入るときは普通の弾丸と一緒で

すが、体から出るときはこぶし大の穴を開ける破壊力を持っています。蝶型弾丸と言います。そ

の他に、新型ドローンからのミサイル攻撃、催涙ガス (毒ガス)、汚水散布をします。

イスラエルの新兵の訓練として、下肢に集中的に射撃をする訓練を行います。足の切断がも

たらすものは、単に足が半分無くなるだけでなく、障害者増大、失業増加、社会的「負荷」の増

大です。技術や物資の不足から断端不整 (丁寧に切断していない)、幻肢痛、足を失うことによ

るメンタル障害などもあります。義肢を作りたいのですが、イスラエルが材料の搬入を妨害します。

私たちが滞在していた11月にもミサイル攻撃がありました。1回の攻撃で3発撃ちます。1発目は

ドローンで最上階から1階、2階の部分まで破壊するように撃ち込みます。2発目はミサイルです。
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終わりかなと思うと、とどめをさすためにもう1発撃ち込んできます。国連のビルの近くにあったハマー
ス関連の建物は跡形もなくなくなっていました。そこは大学の近くで、学生街の延長線上でした。

分離壁と検問所
ヨルダン川西岸のヘブロンという町の人口はおよそ40万人です。そこにイスラエルが入植地を作っ

ています。パレスチナ人は抵抗すると拘束されます。これが軍事支配です。軍事化された社会
の法体系は二重になっていて、イスラエル人に対しては市民法ですが、パレスチナ人には軍法を
適用します。パレスチナ人の権利を否定しています。
イスラエルでは徴兵制があり、高校を出たら男性は3年、女性

は2年の兵役があります。全員が銃の使い方も習います。軍服
を着た若者が銃を抱え、電車を待って街角に立つ、それが普通
の光景です。

パレスチナでの活動
ヨルダン川西岸のビリン村では、国際平和行進が行われていま

す。ガザ占領反対の抗議行動で、毎週デモをやっています。イス
ラエルの中にもシオニストにならないユダヤ教徒たちもいます。そ
のようなイスラエル人は、ジャーナリストや大学の先生が多いと思
います。

シュファット難民キャンプは地元でも危険な場所として知られていて、暗くなったら行くなと言われ、
ときどき暗殺もあります。そこで外来診療や運動療法の紹介、往診などをしています。

2018年11月にはエルサレムで、清末さんの「沖縄とパレスチナ問題」講演会も行いました。今
年は「北海道の先住民族とパレスチナ問題」で講演会を行う予定です。

子どもの支援も始めました。平和の壁画制作や折り紙ワークショップ、バレーボールなどを行っ
ています。

最近イスラエルで起きていること
先ほど申し上げたように、イスラエルは2018年3月30日にはじまった「祖国への帰還の権利デモ」

へ武力弾圧をしています。同年5月15日、アメリカが大使館をエルサレムに強行移転しました。同
年7月1日にはイスラエルの国会で「ユダヤ人国家法」が賛成62，反対55(定員120) で制定されま
した。イスラエルはユダヤ人のための国ということを公的に掲げることを意味します。2級市民と
位置づけられてきたイスラエル国籍を持つパレスチナ人はどうなるのか。税金が高くなるとか、そ
れ以上のことが起こるのか、心配です。学校でも今後はヘブライ語で統一しようといことになりました。
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今まではアラビア語とヘブライ語の両方を使用していましたが、ヘブライ語のみで授業をすること
になります。

緊急医療支援で感じたこと
下肢の外傷、切断の意味、死傷者の今後の人生、またその家族や周辺の人たちの人生を考

えてしまいます。
「希望は絶望の中にある」。生死の境界から立ち上がることができるのは、何なのでしょうか。

北海道から年に1～2回訪問することを示して、世界中があなたたちを見ている、というメッセージ
を伝えること。そのことで少しでも希望の助けになるかもしれない。それが北海道パレスチナ医
療奉仕団の目的の一つでもあります。

命、人生をかけて自分たちの土地のために闘う。貧しいガザで、きれいな晴れ着を着た子ども
が、おじいちゃんに手を繋がれてデモに来ます。それだけ抵抗する心が強いのです。人間の尊
厳を守る闘い。それがパレスチナ、ガザに起きていることではないでしょうか。この問題については、
思想的に右も左もありません。

自分の安全確保には気をつけますが、現地との信頼関係は崩さない、絶対に彼らを裏切らな
いでいようと思っています。

なぜホロコーストにあったユダヤ人が同じようなことを行うのか
このテーマで5月にワルシャワで行われた国際学会で報告しました。
ドイツのナチズムは、アーリア人種、ゲルマン民族優位論です。優生学に基づき、生きる価値の

ない命があるとしました。例えば、ユダヤ人だけでなく、心身障害者、LGBTの人々などは生きる
価値のない人間·民族とされました。
イスラエルの中でも、問題なのはシオニズムです。イスラエルのシオニズムは、ユダヤ民族優位

論です。生きる価値のない民族としてパレスチナ人絶滅政策をとっています。民族隔離 (アパル
トヘイト) から民族絶滅(ジェノサイド)です。

ナチズムとシオニズムは共通性がある。現地の状況を見て、現地の人と話して出した結論です。
ナチスドイツによるホロコーストを認めないのであれば、その現代版ともいえるイスラエルによるパ
レスチナ人へのジェノサイドに反対するのは当然の帰結ではないでしょうか。

貧困問題、難民問題、そしてパレスチナ問題。「生活の1％の関わり」を持っていただけること
を心から願っています。

(写真 ： 猫塚義夫)

参考文献 : 清田明宏「天井のない監獄 ガザの声を聴け！」(集英社、2019年)
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移民問題

日本における入国管理収容の現状：長期収容と人身保護

マギル大学国際開発学研究所　髙村加珠恵

2019年6月から8月にかけて、茨城県の牛久市にある東日本入国管理センターで、100名近くが

参加する大規模なハンガーストライキが　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国籍被収容者によって実施された。これまで「隠れた

人権侵害」であった入管収容の実態が、国内外のメディアを通して取り上げられ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長期収容とな

り身体の自由を奪われた難民·移民の状況が知られるようになった。日本国内にある17の入国管

理収容施設内に半年以上拘束されている外国籍者の数は2018年末時点で681名にのぼる (毎

日新聞2019年9月2日、朝日新聞2019年9月20日)。とりわけ東日本入国管理センターの全被収容

者316名中301名が6か月以上の収容、49名が3年以上の収容という異常な状況になっている

(2019年6月現在の法務省作成資料に基づく、牛久入管収容所問題を考える会より資料入手)。

入管収容は「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」の第24条のいずれかの違反項目

に該当すると疑うに足りる「相当な理由がある」場合、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　退去強制令書が発付されるまでの審査

段階、あるいは送還準備のために、身柄を一時的に拘束する行為である(入管法第39条、41

条、52条)。収容が「一時的」ではなく長期に及ぶ場合、国際法では「恣意的拘束」と解釈され、

国際人権規約で保障されている人身保護の原則、「身体の自由を奪われない権利」と真っ向

から対立するものである(The　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　United　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｎations　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Working　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Group　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arbitrary　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Detention　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2018:33)。本稿では、日本における入管収容の現状および　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　被収容者の人権問題、とりわけ、近

年悪化する長期収容状況の異常性およびその法的妥当性について、国際法や日本国憲法で

保障されている人身保護の原則 (Habeas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Corpus)と関連付けながら議論を進めたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

私は、2017年以降、毎年6月と7月に茨城県牛久市の東日本入国管理センターに収容されてい

る外国籍の被収容者を対象に聞き取り調査を続けてきた1。収容所における面会·聞き取り活動

は、現地で20年以上収容問題に向き合っている「牛久入管収容問題を考える会」、取手カソリッ

ク教会マイケル·コールマン神父が主宰する「牛久友の会」、そして収容を解かれた仮放免者の

支援を行う「BOＮD　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外国人労働者·難民と共に歩む会」らの地元の市民団体の活動に同行さ

1  本研究はトヨタ財団研究助成（助成番号 D16-R-0341、助成期間 2017-2019 年 ) 及びマギル大学国際開
発研究所からの助成 ( 助成期間 2017-2019 年 ) を受けることにより日本国内での入管収容に関する実地調
査が可能となった。
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せてもらうことを通して可能となった。これまでの聞き取り調査では、主に6か月以上拘束されて

いる長期収容者を中心に聞き取りを行い (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3年以上の異常な長期収容も含む)、さまざまな事情

から在留資格を失い、それぞれの複雑な理由から日本に留まることを求める人々の切実な声を

聞いた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　彼らは全て、出入国管理法に拠れば「不法滞在者」であり、退去強制処分の対象

とされる。この「不法滞在者」という法的枠組みは、個人のそれぞれの「帰国できない理由」

を消去し、拘束の必要性そのものが疑われる収容及び長期化する収容を正当化·普遍化する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

難民庇護を求めるものがなぜ退去強制令書に基づく収容者となるのか。なぜ日本人の配偶者

を持つ場合や日本で生まれ育った子供を持つ人々が在留資格のない「不法滞在者」となるの

か。なぜ日本の学校教育を受けた日系人や難民の若者たちが収容されなければならないのか。

なぜ定住·永住資格を持つ移民が些細なことから在留資格を失い、収容されてしまうケースが

起こるのか?

日本国内の入管収容施設において蔓延化している「拘束の必要性そのものが疑われる収容」

及び「長期収容」の背景として、大まかに以下の四点が挙げられる。第一に、入管収容を管轄

する出入国在留管理庁が発行する「退去強制令書」に基づいて身体の自由を長期的に奪う行

為が正当化されてしまっていること。現行の出入国管理及び難民認定法においては「収容令書」

及び「退去強制令書」に基づく収容が可能となっているが、前者の場合、最大60日までの収容

制限が認められているが、一方、後者の場合、収容期間の上限が設けられていないため事実上

「無期限の収容」が可能である (入管法第41条及び第52条)。国連の「移住者の人権に関す

る特別報告者」のブスタマンテ氏が2010年に日本の入管収容施設を訪問した際に長期収容に

も言及し、これは恣意的収容であり日本も調印する国際拷問条約に反する行為であると指摘し

ている(Bustamante　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011:13)。

第二に、全件収容主義あるいは収容前置主義に基づき、難民など十分に人権保護の対象

となりうる個人をも含めて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　拘束するため、「必要のない収容を正当化」している(高橋 ·児玉

2008:85)。このような全件収容主義は、非正規滞在者の存在を一律「国家保安への脅威」とみ

なす「抑止前提の収容」の機能を果たしているとも言える(Wilsher　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004:911)。

第三に、収容と退去強制の執行·管理及び難民認定など、出入国管理をめぐる法的手続き·

処分をめぐる合法性の判断·決定が、全て法務省という一つの省の下で執行されており、収容や

強制退去手続きの是非·合法性を問う独立した第三の機関が存在しない。つまり「必要のない

収容」や「無期限の収容」の是非や合法性を判断する、監視メカニズムが根本的に機能してい
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ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

第四に、これは私が最も強調したい点であるが、国際法や日本国憲法で保障されているはず

の「人身保護の原則」が外国籍者の入管収容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関しては、司法制度において十分に遵守さ

れていない。これは日本国内では仮放免を請求する裁判や長期収容の違法性を問う判例を見

ても成功率が極端に低いことからも明らかである。国外の事例では、カナダでは人身保護の原

則が憲法で保障されており、退去強制と入管収容の是非を問う第三の独立した機関である移

民難民委員会(Immigration　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Refugee　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Board　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canada)が存在し、また外国籍の長

期収容者が人身保護を訴える権利が司法制度の中に組み込まれている　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。2019年の事例では、

カナダの連邦最高裁判所が、あるバングラデッシュ出身の男性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が一年以上入管収容施設に拘

束されたことを巡って、長期収容は憲法違反であるとし、人身保護の原則が外国籍者に対して

も遵守されるべきであるという見解を示している(Supreme　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Court　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 of　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canada　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 “Canada　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

vs.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chhina”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SCC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

2019年6月に大村入国管理センター(長崎県)でハンスト中のナイジェリア国籍の男性が死亡

する事件があった。この事態に対し、とりわけハンスト死に至る背景となった長期収容について法

務大臣は、「長期にわたる収容状態を解消するためには、法令に基づき、速やかな送還を図るこ

とが最も重要であると認識」していると述べ、「その上で、健康上の問題等のため速やかな送還

の見込みが立たないような場合には、人道上の観点から仮放免制度を弾力的に運用することに

より収容の長期化をできるだけ回避する」という見解を出している(法務省「法務大臣閣議後記

者会見の概要」2019年7月2日)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　このように法務省の見解では、長期収容問題の解決は「速

やかな送還」にあり、長期の収容を余儀なくされている被収容者一人一人の抱える様々な「日本

に留まる理由」への配慮にあるわけではない。日本国内に長期に滞在し、結婚あるいはパートナー

を持ち、子育てなどを通し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活者としての基盤を築いてきた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケース、あるいは政治的な理由か

ら出身国に帰ることができないケースが、現在の日本の入管収容施設における長期被収容者の

大半を占めるという実情が全く考慮されていない。またハンストに参加した被収容者が求める仮

放免についても、法務省は「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弾力的に活用」する方針を示しながらもあくまでも「速やかな送還」

を大前提としている。例えば、2019年6月にハンストを最初に始めた二人のイラン出身者が7月初

頭に仮放免になったものの、わずか2週間で再収容となった出来事があった。これは「人道的措置」

と「送還主義」の相互関係を直接反映していると言えよう。なおこのショッキングな出来事は、主

要メディアやソーシャルメディアを通しても大きく取り上げられ、移民·難民の権利保護を求める市

民団体、弁護士会が意見書、記者会見などを通して抗議している(朝日新聞2019年7月24日)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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入管収容は日本だけでなく、世界の至る所で行なわれている行為である。しかしながら日本の

入管収容制度の一つの大きな特徴、あるいは「異常性」は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長期収容、仮放免、再収容という

三つの手続きが一つのセットとなり、「不法滞在者」を精神的·身体的限界に追い込み、退去強

制を実現する装置となっている事である。そこには「一時的収容」という原則や、「人道的配慮」

という倫理性は成立しない。カナダのように収容や退去強制の是非を問う独立した第三の機関

が存在せず、また国際法や日本国憲法に定められている人身保護の原則が、外国籍者には除

外される。つまり日本の入管収容制度のあり方は、民主主義国家の最も重要な倫理的柱である

「法の下の平等」の原則を真っ向から覆すものである。定住者·外国人労働者の数が今後ます

ます拡大する中で、長期収容の問題は移民社会としての道を受け入れるのか否かというより大き

な社会政治的課題と関連付けられて議論されるようになった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうした意味では、難民移民受

け入れ賛成·反対という立場の違いに関わらず、入管収容は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「他人事」ではなく「日本の社会問

題」として認識され始めるようになったことは間違いないであろう。
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新連載　フィリピン現地レポート

フィリピンにおける不処罰の風土と警察や地主などに
よる司法制度の濫用

勅使川原香世子　

国連人権理事会専門家による過去3年にわたる33回の勧告
1

につづき、2019年7月11日同理

事会は、フィリピン政府に対し超法規的殺害(Extrajudicial　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Killing:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EJK)や強制失踪などを

止める策を講じること、国連に対してそれらに関する調査と報告書作成を求める決議案を採決し

た
2

。欧州など18か国が賛成し、日本は採決を棄権した。その決議に対し同国ドゥテルテ大統領

は、「白人の質問への回答、国際裁判所への協力の意向はない。同国の司法制度は機能して

いる」
3

などと述べた。同大統領はこれまでも、国際刑事裁判所によるEJKに関する捜査の決定

を契機として2019年3月にローマ規定から脱退したり、国連特別報告者ヴィクトリア·タウリコープ

ス (Victoria　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tauli-Corpuz) を含む600名以上の市民をテロリストに指定するよう申し立てる
4

な

ど、異論を許さない姿勢を内外に示してきた。

しかし、前述の「司法制度は機能している」との同大統領の言葉は実態と乖離している。た

とえば、アムネスティ·インターナショナルによれば、無料で法的サポートを提供するFree　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Legal　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Assistance　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Groupなどは、2年以上にわたりドラッグ取締に関連していると想定される2万件以

上の殺人の記録開示を求めて争ってきたが、いまだに入手できずにいる。

それどころか司法制度は、異論や批判を封じ込め真相を葬り去るために、地主や政治家、国

軍、警察などによって悪用されてきた。ここで、東ネグロス州サガイ市で発生した9名の農民虐殺

事件 (Sagay　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9) を紹介したい。これは、2018年10月20日、ブンカラン (Bungkalan) と呼ばれる

土地耕作キャンペーンの最中だったサトウキビ農場労働者16名 (15世帯) が、約15名の武装集

団に銃撃されうち9名が死亡した事件である。

ブンカランは、1970年代から同国のいくつかの地域にて実行されている農民の土地耕作運動だ。

1　 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, UN human rights experts call 
for independent probe into Philippines violations, https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24679&LangID=E (access 15th Aug, 2019).
2　 United Nations, General Assembly, A/HRC/41/L.20, Promotion and protection of human rights in the 
Philippines, https://undocs.org/A/HRC/41/L.20 (access 15th Aug, 2019).
3　 Philippine News Agency, PRRD to face PH court, https://www.pna.gov.ph/articles/1075288 (access 
15th Aug, 2019)
4　 Petition to Declare the CPP & NPA as Terrorist Organizations, 23rd Feb, 2018.
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ネグロスでは1980年代に“Farm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lots　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Program”、2008年から“Land　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cultivation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Action”と

名付けられた土地耕作キャンペーンが、サトウキビ労働者組合によって展開されている。農地改

革法に則るならば農場労働者に分配されるはずの農地の一部に、労働者たちは、地主に告知し

たうえで自家消費用の作物を植える。これは食糧確保のみならず、農地分配の手続きを進めるよ

う地主に再認識させ、また、自らの権利を労働者に意識化させる機会となっている。上記被害に

あった15世帯は、2001年に申請した農地分配の手続きに進展がないため、ブンカランの実施を

決意した。彼らは、その耕作初日に、殺されたのである。

さらに同事件後、被害者家族とその支援者たちが虚偽の罪で訴えられるという事件が立て続

けに起こっている。たとえば、のちに棄却されたものの、事件を目撃した未成年者Aの母親と彼

女を支援していた弁護士が誘拐罪で告訴された。警察によれば、Aの母親と同弁護士がAを

誘拐したと、長年別居しているAの父親が警察へ届け出たという。実際、母親と同弁護士はA

を誘拐したのではなく、保護者の承諾も弁護士の立ち合いもなく聞き取りのために警察へ連れて

行かれたAを保護者であり同居中の母親の元へ戻したにすぎない。Aは警察から解放されたが、

そのときすでに、A自身が同意できない調書に署名させられていた。

また、事件発生時、たまたま現場から離れた商店にいたために難を逃れた上記16名のうちB

とCの2名が、同事件の容疑者として書類送検された。警察は、BとCが共犯者であるとの容疑

をかけ、被害者家族や同商店主などの供述を証拠として挙げた。しかし、それらの供述は、Bや

Cが電話しているところ見た、聞いたといった供述に過ぎない。さらに、警察は同様に、被害者家

族の支援者である人権活動家を十分な証拠もなく共犯者として検挙しようとしている。生き残っ

た被害者や被害者家族、その支援者は、家族や仲間を失った悲しみに暮れる間もなく、いかに自

らの命を守り、潔白を証明するかに心を砕く日々 を送らざるを得ない。

このような司法制度の濫用は、何もめずらしいことではない。たとえば、農場労働者や小作人

は農地改革法に則り地主から農地を分配されることになっているが、彼らがその権利を主張した

途端に、地主から逆に不法占拠者として告訴されるといったケースは常態化しているのである。

アムネスティ·インターナショナルは、不処罰の風土がEJKを容認·助長していると指摘し、その

背景として①警察による捜査の不備、②警察記録の非開示、③遺族の経済的問題、④報復の

恐れ
5

などを挙げた。そしてさらに、本稿において述べたように、不処罰の風土は、司法制度を組

み込んだ真相隠蔽、異論者弾圧のシステムに支えられているのである。

農民たちはいったい、どこへ救いを求めたらよいのだろう。

2019/09/14

5　 AMNESTY, ‘THEY JUST KILL’ , http://www.amnesty.org.ph/wp-content/uploads/2019/07/They-Just-
Kill-FullReportLoRes.pdf  pp. 31-36 (access 15th Aug, 2019).
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平和への権利

複合差別――人種差別とジェンダー正義をめぐって

――Nozipho January-Bardill論文の紹介

東京造形大学　前田朗

一　はじめに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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」として、

平等及び無差別が平和構築に不可欠であることを明記した(平和への権利国際キャンペーン日

本委員会訳)。

平和への権利宣言前文は「法の支配を基礎とした社会全体及び民主的枠組みのなかでの

発展における不可分な要素として、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は、人民及び国家間の友好、協調、平和を強化することに対

する貢献であろう」とし、さらに「平等な社会発展を進め、人種主義、人種差別、外国人排斥及

び関連ある不寛容の犠牲者すべての市民、政治、経済、社会、文化的権利を実現するために、

国家、地域及び国際レベルで戦略、計画及び政策、並びに特別な積極的措置を含む適切な立

法を立案し、促進し、実施することを想起し、人種主義、人種差別、外国人排斥、及び人種主義

及び人種差別に等しい場合にはそれらに関連ある不寛容は、人民と国の間の友好で平和な関

係の障害となり、武力紛争を含む多くの国内紛争や国際紛争の根因となること」を認めた。

人種差別は紛争の原因となり、平和への権利の妨げとなる。人種差別は紛争後の和解を妨げ、

平和構築の障害となる。平和への権利宣言はジェンダー差別に直接言及していないが、ジェンダー

正義が否定された状況は同様に紛争の原因となるし、紛争後の平和構築も容易でない。

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、先住民族や自由を奪われた諸個人とともに、女性が暴

力被害を受けやすいことに言及した。平和への権利を真に実現するためには人種差別、女性

差別、その他のあらゆる差別を根絶する必要がある。

こうした問題関心から以下では、ノジホ·ジャニュアリ-バーディルの論文「人種差別とジェンダー
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正義」を紹介する。ジャニュアリ-バーディルは2016年以来、国連人種差別撤廃委員会委員であり、

駐スイス南アフリカ大使、ネルソン·マンデラ記念首都大学理事である。人種差別撤廃委員会で

は「マダム·バーディル」と呼ばれているので、以下ではこの呼称を用いる。

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。序文をパトリク·ソー

ンべリ (キール大学名誉教授、元人種差別撤廃委員会委員) が書いている。執筆陣には、マイ

ケル·バントン(ブリストル大学教授)、イオン·ディアコヌ(スピルハレ大学教授)、パストル·ムリヨ(元

コロンビア内務省次官)と、3人の元人種差別撤廃委員会委員が含まれる。

＊ Ｎozipho　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 January-Bardill,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Racial　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 discrimination　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 and　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gender　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 justice,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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　バーディル論文の概要

１　序論
バーディルによると、2015年11月、人種差別撤廃条約50周年式典が催されたが、1995年の北

京女性世界会議の「北京宣言及び行動計画」採択20周年でもあった。2015年は「持続する開

発目標2030アジェンダ」が合意され、すべての女性と子どもにとって、人種、国籍、民族、社会階層、

年齢、障害及びその他のアイデンティティにかかわらず、ジェンダー平等が生きられた現実でなけ

ればならないと国際社会が合意した年である。この点につき、国連女性編『世界の女性の前進

2015～2016年――経済を変革し、権利を実現する』(国連女性、2015年) 参照。

北京女性会議は、ジェンダー平等達成のための青写真を提示し、家父長制と人種主義、女性

の権利とジェンダーの権力関係を問い直した。6年後、2001年のダーバン会議は、人種主義、人

種差別、外国人排斥、不寛容の現代的諸形態を批判的に検証した。これらを通じて、国連シス

テムにおいて女性たちが権利獲得要求を強め、人種、民族、ジェンダーの関係を問うようになった。

人種差別とジェンダー差別の歴史的諸形態と現代的諸形態を分析することが可能となった。こ

れを踏まえて、より公正な社会システムを構築するための議論を展開する。

２　人種差別撤廃条約と女性差別撤廃条約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バーディルは2つの条約を対比する。
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1965年の人種差別撤廃条約は、ネオナチの台頭や南アフリカのシャープビル虐殺事件などを

背景に、イデオロギーとしての人種主義に対処するために採択された。条約第1条は「この条約

において、『人種差別』とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあ

らゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆ

る公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使す

ることを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」と定義する。

人種差別撤廃条約採択の翌1966年、国連総会は国際人権規約を、1967年には女性差別撤

廃宣言を採択した。そして1979年、女性差別撤廃条約採択に至った。それはメキシコにおける

世界女性会議の4年後であった。女性差別撤廃条約第1条は「この条約の適用上、『女子に対

する差別』とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、

市民的その他のいかなる分野においても、女子が男女の平等を基礎として人権及び基本的自

由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう」

と定義する。

人種差別撤廃条約や女性差別撤廃条約を批准した各国には、差別行為を行わないことだけ

ではなく、人種集団や女性に対するすべての差別行為を非難することが求められる。人種差別

撤廃条約第3条はアパルトヘイトを非難し、第4条はヘイト·スピーチの処罰を要請する。

３　人種差別撤廃委員会と女性差別撤廃委員会
バーディルは2つの委員会の機能を対比する。

いずれも条約の履行を任務とする機関である。地理的位置、国籍、文化の異なる領域から選

出された人権分野の専門家によって構成され、専門家は個人の資格で活動し、政府から指示

を受けない。条約を批准した各国は定期的に報告書を提出し、人権高等弁務官事務所等で開

催される委員会で、開かれた建設的対話を行う。また、国連には人種主義に関する特別報告者

やマイノリティの権利に関する特別報告者など、さまざまな特別機関が設置されており、それぞ

れが条約の履行について調査し、提言する。ＮGO報告書も対話を促進する。

バーディルは特に人種差別撤廃条約第14条に言及する。第14条1項は「締約国は、この条約

に定めるいずれかの権利の当該締約国による侵害の被害者であると主張する当該締約国の管

轄の下にある個人又は集団からの通報を、委員会が受理しかつ検討する権限を有することを認

める旨を、いつでも宣言することができる。委員会は、宣言を行っていない締約国についての通

報を受理してはならない」として、個人通報制度の受入れに関する宣言を定める。同条2～9項

において個人通報制度の手続きが明示されている。なお、他の条約では選択議定書という形で

個人通報制度が設けられている。
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4　人種差別撤廃委員会一般的勧告第２５号
バーディルは2000年の一般的勧告第25号 (人種差別のジェンダーに関する側面) の意義を

強調する。一般的勧告第25号は「委員会は、人種差別が女性と男性に等しくまたは同じような

態様で影響を及ぼすわけでは必ずしもないことに留意する。人種差別が、女性にのみ、もしくは

主として女性に影響を及ぼし、または男性とは異なる態様で、もしくは異なる程度で女性に影響を

及ぼすという状況が存在する。女性と男性が、公的生活分野および私的生活分野において異なっ

た生活経験をもっているということが明確に承認され、または認識されていない場合には、このよ

うな人種差別はしばしば見逃されるであろう」と述べる(村上正直訳)。

バーディルによれば、一般的勧告第25号の採択は、アフリカ系女性、マイノリティ女性、ロマ女性、

先住民女性、移住者女性、非市民の女性、難民認定申請女性のすべてにとっての収穫であっ

たと見る。近年のイスラム嫌悪においても女性の被害が悪化している。一般的勧告第25号はダー

バン宣言によって補強され、その後に人種差別撤廃委員会の審議に大きな影響を及ぼしている。

一般的勧告第25号、及び人種主義ヘイト·スピーチに関する一般的勧告第35号(2013年)によっ

て、人種差別撤廃委員会は被害を受けやすい集団に対する保護の強化を図った。

2015年11月、国連女性機関主催のキャンペーン「女性に対する暴力に反対する16日間」が取

り組まれたことも特筆に値する。

５　達成と挑戦
人種差別撤廃条約と女性差別撤廃条約の当事国の多くは憲法に非差別や平等の規定を有

する。差別の消極的側面に対処するために差別自体を犯罪としている国もある。

しかし、法規定上の差別がないことを理由に、人種主義と人種差別が存在することを否定す

る国もある。例えば、カースト制は人種差別撤廃委員会において取り上げられてきたが、カースト

制は人種差別撤廃条約の定義する人種差別に該当しないと主張する国がある。差異に関する

一般的アプローチをとる国は、人種主義と人種差別への対処に際して特有の態度をとる。「私は

皮膚の色 (の違い) を見ない」とか、「人種というカテゴリーは存在しない」と言うことによって、人

種や皮膚の色という観念を現代的に用いる。人種プロファイリングは現代世界の人種差別のもっ

とも広く用いられる方法である。人種中立アプローチは実は有色人種の経験をかき消してしまう。

市民社会の諸団体の報告によると、公務員、警察官、裁判官、教師、ソーシャル·ワーカー、銀

行員、出入国管理官等は、程度の差はあれ身体的差異に目を奪われて、意図して又は結果とし

て人種差別やジェンダー差別の態度をとることがある。法執行官に対する異議申立てが存在し

ないことは、必ずしも制度的人種主義や差別が存在しないことを意味しない。フランス国立科学

研究センターのフェミニズム社会学者コレット·ギヨマンが指摘するように「人種は存在するが、人
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種は存在しない」(コレット·ギヨマン『人種主義、性差別主義、権力及びイデオロギー』ラトリッジ

出版、1995年)。

６　人種、ジェンダー、権力
バーディルによれば、人権法と条約は、被害者が差別実行者を告発することを正当化する。

民主主義と自由の重要なシンボルであり、被害者に保護を提供する。人種差別撤廃条約の当

事国の司法制度は、差別被害者に多様なレベルの異議申立てを可能にする。しかし、人権法と

条約がつねに人種的権力関係やジェンダー権力関係を変えるわけではない。個人の法的権利

は、本質上、構造的に生み出されている社会的政治的不平等と不正義に解決をもたらすわけで

はない。人種差別撤廃委員会と女性差別撤廃委員会は各国の法律が差別を効果的に禁止す

るよう求めてきた。しかし、権力関係と、人種差別とジェンダー差別の構造的側面を射程に入れ

なければ、人種主義と性差別主義を克服できない。特に現在の国際経済環境では差別撤廃条

約を適切に履行することには制約がある。

７　南アフリカの経験
バーディルは、南アフリカにおける経験の積極面を紹介する。1996年の南アフリカ憲法はアパ

ルトヘイトの遺産を克服するための包括的規定を有する。しかし、植民地主義とアパルトヘイトの

歴史は根深く、人種主義と差別主義が社会に残存したままである。

1950年代に始まった議論が、1980年代後半から強まり、南アフリカで最初の自由で公正な選

挙を実現した。ジェンダー活動家たちはアパルトヘイト体制に直面し、そのイデオロギーの克服に

立ち向かった。法制度としての人種主義を終わらせるための反アパルトヘイト運動において、女

性の声が大きな役割を果たした。ここから人種、ジェンダー、階級の交差性に関する議論が始ま

り、黒人女性、有色人種女性、インド系女性たちの経験に光が当てられた。人種主義と性差別

主義の2つの抑圧形態が共存し、相互に依存しあっていた。社会的不正義と人権侵害は、子ど

もや女性など被害を受けやすい集団を直撃していた。

新憲法制定時、女性が中心的な地位を占めなければならないことが明らかになった。1994年

以来、黒人と女性たちの代表選出の強化が続いた。今日、内閣と国会議員の41％を女性が占

めるに至っている。公務における女性の比率は70％に達している。雇用法、労働関係法、平等

促進差別防止法の制定につながった。
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８　結論
バーディルは、アパルトヘイト体制の打破にとって国連が果たした役割を再確認し、一方で国

際社会がアパルトヘイト体制を維持する方向にも寄与したが、同時に人種平等、ジェンダー平等、

正義を求め、新しい社会をつくり出す闘いが国際的に続いたことを確認する。この闘いは、富め

る者と貧しい者の間のギャップが続く現在も重要であり、多くの国で人種主義と性差別主義が

再生産されている。それゆえ人種平等とジェンダー正義を求めてグローバルにもローカルにも闘

い続ける必要があると見る。

三　紹介者コメント
人種差別と女性差別などの複合差別に関する議論は1990年代の国連人権委員会において

すでに始まっていた。国連人権委員会の人権小委員会や、人種差別撤廃委員会、女性差別

撤廃委員会の協力によって議論が繰り返されていた。

人種差別撤廃条約、女性差別撤廃条約、子どもの権利条約などの国際文書が揃ってくると、

それぞれの枠組みの中だけで議論しているだけでは不十分だという認識が徐々に広まった時

期である。マイノリティ権利宣言も女性に対する暴力撤廃宣言も1990年代の所産であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本では、元百合子が早くからマイノリティ権利宣言に注目して、研究してきた。元百合子「マ

イノリティ権利宣言コメンタリー(逐条解説) について」『アジア太平洋研究センター年報2003－

2004』、同「マイノリティの権利に関する国際人権基準の進展と課題」『立命館法学』333· 334

号(2010年)参照。

さらに元は複合差別研究の開拓者である。元「マイノリティ女性に対する複合差別と国際人

権基準」『国際人権ひろば』121号(ヒューライツ大阪、2015年)、同「在日朝鮮人女性に対す

る複合差別としてのヘイト·スピーチ」『アジア太平洋研究センター年報2016－2017』等参照。

なお、元の研究に学んだ文章として、前田朗「差別とヘイトの多様性と交差性」『思想運動』

1041号(2019年)。

アイヌ民族、在日朝鮮人、被差別部落の女性たちが自ら複合差別の実態調査を始め、共同

作業に発展している。国際人権法レベルでの複合差別論と、差別の現場における実態としての

複合差別論を橋渡しし、研究と実践を深めていくべき時期となっている。
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法律家６団体連絡会の活動

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

１　安倍改憲を吹っ飛ばす院内集会
2019年6月10日、法律家6団体と全国市民アクションの共催で、「安倍改憲を吹っ飛ばす院内

集会」を参議院議員会館で行いました。

自民党は、2019年2月に同党改憲推進本部作成による「日本国憲法改正の考え方～『条文イ

メージ(たたき台素案)』Q&A」を同党所属の国会議員や地方組織に配布しました。この「自

民党Q&A」には、憲法に自衛隊を明記しても、9条の解釈はこれまでと変わらないとするなど、誤

魔化しの内容が書き連ねられています。

法律家6団体では、この「自民党Q&A」が、自民党改憲案の危険性を覆い隠すために作られ

たものであることを明らかにし、その危険性を広く国民に知ってもらうために、ブックレット「徹底批

判『自民党Q&A』」を作成し、このブックレットを広め、活用してもらう目的もかねて院内集会を開

催しました。

院内集会では、いずれもブックレットの執筆者である小沢隆一教授から「9条改憲」について、

飯島滋明教授から「緊急事態条項」について、永山茂樹教授から「合区解消」について、清水

雅彦教授から「教育充実」について報告してもらい、「改憲手続法の問題点」を田中隆弁護士

から報告してもらいました。

最後に飯島滋明教授から「改憲発議をさせないために私たちにできること」が報告され、自民

党の改憲4項目についてしっかり理解し、批判する力をつけること、国民投票は、主権者である

国民の意志を聞くためではなく権力者の地位や政策を「国民意志」の名目で強化するために悪

用される危険性があることから、国民投票で多数をとれば大丈夫との幻想を持たないこと、国民

投票に行く前の改憲発議をさせないことが決定的に重要で、そのためには、憲法審査会を開催

させないことが大切だと述べました。そして、具体的な活動の一つとして、市民や労働組合など

が憲法改正などの政治に関心のない市民に働きかけることが重要で、その際には「短く」「分か

りやすく」「自分に関係ないと思わせない言葉」で語りかけること、そのツールとして、ネットやSＮS

などの活用が重要であること、安倍政権の御用メディアなどの発信情報を軽視することなく、そう

した情報の信頼性を失わせる活動や対抗軸を作る必要性などを話されました。
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２　共同記者会見
2019年7月21日投開票の参議院選挙に向けて、「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求め

る市民連合」と立憲野党4党 (立民、国民民主、共産、社民) と1会派 (社会保障を立て直す国

民会議) が、「だれもが自分らしく暮らせる明日へ」として、13項目の「共通政策」の合意を交わし

ました。

13項目の内容は、①安倍政権が進める改憲、とりわけ9条改憲に反対し、改憲発議をさせな

い、②安保法制、共謀罪などの立憲主義に反する法律の廃止、③防衛予算を削減し、国民生

活の安全という観点から他の政策財源に振り向ける、④辺野古新基地建設を中止し、日米地位

協定を改定する、⑤東アジアにおける平和と非核化推進のために努力し、日朝平壌宣言に基づ

き、拉致問題、核·ミサイル開発阻止に向けた対話を再開する、⑥原発ゼロ実現を目指す、⑦虚

偽データに基づいて作られた高度プロフェッショナル制度などの法律を廃止する、⑧消費税引き

上げを中止する、⑨保育、教育、雇用に関する予算を拡充する、⑩最低賃金1500円を目指し、8

時間働けば暮らせる働くルールを実現し、貧困·格差を解消する、⑪LGBTsに対する差別解消、

女性に対する雇用差別や賃金差別を撤廃する、⑫森友·加計、日報隠し疑惑を徹底解明し、透

明性が高く公平な行政を確立し、内閣人事局のあり方を再検討する、⑬国民の知る権利、報道

の自由の徹底のため、放送事業者の監督を総務省から切り離し、独立行政委員会で行う制度

にする、です。

法律家6団体では、参議院選挙に向けて、野党5党派への支持を表明するため、この13項目

に関連する問題に取り組む弁護士や学者に参加してもらい、7月1日に参議院議員会館で共同

記者会見を開催しました。

冒頭、市民連合呼掛け人の広渡清吾さんから、「共通政策」が市民と立憲野党の力で安倍

政治に代わる新しい政治を切り拓くための旗印であること等が紹介されました。そして、13項目の

「共通政策」について、①は大江京子弁護士、②は杉浦ひとみ弁護士、③は海渡雄一弁護士、

④は稲正樹教授、⑤は大久保賢一弁護士、⑥は海部幸造弁護士、⑦は右崎正博教授、⑧は

浦野広明教授、⑨は小林善亮弁護士、⑩は棗一郎弁護士、⑪は角田由紀子弁護士、⑫は加

藤健次弁護士、⑬は田島泰彦教授から、それぞれ取り組んでいる活動と専門分野からの報告

がされ、安倍政治からの転換を訴えました。

３　参議院選挙の結果を踏まえた今後の方針
法律家6団体では、参議院選挙の結果を踏まえて、今後の方針を検討するための合宿を行い、

総がかり行動実行委員会から高田健さんにも参加してもらい、運動面からも討議を行いました。
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参議院選挙の結果については、8月4日に行われた日民協総会での渡辺治さんの講演をベー

スにして討議が行われ、改憲勢力3分の2を崩すことで、改憲の加速化を阻止することはできたが、

決着はついておらず、改憲阻止の新たな対峙の段階になっていること、与党が多数を獲得した

ことで、安倍新自由主義政治を転換させるまでには至っていないこと、他方で、総がかり行動実

行委員会と市民連合が、野党4党1会派との共闘を行い、32の1人区での野党統一候補を立て

ることができ、13項目の「共通政策」の合意を通じて、10の1人区での勝利に貢献し (共闘効果

により、与党優位の構造的力関係を覆している) ており、13項目の「共通政策」は、安倍政治に

代わる選択肢の第一歩となるものであることが確認されました。

参議院選挙後の改憲の情勢については、安倍首相は任期中(2021年9月)の改憲を諦めて

おらず、臨時国会、通常国会での憲法審査会での審議入り、3分の2を確保するための野党の

分断、国民世論の誘導等が想定されており、ホルムズ海峡の有志連合参加など実質的改憲の

加速化にも取り組む必要があることが確認されました。

通常国会中の憲法審査会の開催は、立憲野党の頑張りで阻止することができましたが、既に

国民民主党が国民投票法の改正案を公表している中で、自民党等の与党が、改正案を議論す

ることを口実にして、憲法審査会を開催させることも想定されます。そうした場面で、運動体がど

のような対応をするか等の課題が出ました。

また、安倍政権下で進行する、軍事大国化、新自由主義政治を転換するために、国民に安倍

政治に代わる選択肢(構想と担い手)を提示できるか、安倍政治に代わる選択肢の第一歩にな

る「共通政策」をどう発展させるか、市民と野党の共闘を、どう野党連合政権を目指す政権共

闘に発展させるか等が今後の課題となることが確認されました。
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大熊先生の本棚 ： JALISA の活動に役立つ書籍紹介

榎澤幸広・清末愛砂 編集代表『公文書は誰のものか？ 公文書
管理について考えるための入門書』 （現代人文社、2019年4月）

　　日本国際法律家協会　大熊政一

森友学園問題や加計学園問題での交渉記録の改ざん、イラク戦争関

連資料の廃棄、南スーダンに派遣された自衛隊の日報隠ぺい、社会保険

庁のずさんな年金記録の管理、厚労省の毎月勤労統計にかかわる統計

不正、国の機関による障害者雇用の水増し算入等々、公文書の隠蔽·ず

さんな管理や改ざん、事実を歪曲する統計不正など、公文書の適正な管

理が問題となる事例が最近とみに目立つようになってきた。

本書はこうした事態をふまえて、公文書管理をめぐる問題を正面から取り上げ、これまでに起

きた公文書をめぐるさまざまな事件をふり返り、わが国の公文書管理にかかわる法制度の変遷

や現行法制度をわかりやすく解説し、公文書が私たちの日常の暮らしとどう関わってくるのかを解

きあかすとともに、今後の公文書管理体制はどうあるべきかを示している。

これまでの公文書をめぐる事件としては、人権侵害につながる事例、国民主権原理や平和主

義を有名無実化する事例といったように幅広く取り上げているし、法制度の解説でも、世界人権

宣言や憲法上の「知る権利」との関係を論じ、取上げる法律も、公文書管理法、情報公開法、

刑法、統計法に及ぶほか、国立公文書館の機能にも触れている。公文書管理の体制を論じる

際にも、行政機関だけでなく、立法機関や司法機関、さらには自治体の公文書管理の現状に言

及し、参考としてアメリカの公文書管理体制との比較もしている。そして私たちの身近な暮らしと

の関係、すなわち社会保障、労働、教育、町おこしと公文書との関わり、特定秘密保護法や安

保法制と公文書管理との関係などを論ずるほか、自民党改憲案 (2012年に発表されたもの) や

今回の安倍内閣による「改憲4項目」が公文書管理の問題にどう影響してくるのかについても検

討している。コンパクトな書物ながら、公文書管理にかかわる問題を広く体系的·網羅的に取り

上げており、格好の入門書となっている。

本書の叙述は、公文書はなによりも“国民のための文書”であり、公文書管理のあり方は憲法と

その原理に従わなければならないという基本的立場で貫かれている。つまり公文書管理のあり
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方はその国の立憲主義の実現度をはかるバロメーターであるということを強く認識させてくれるも

のである。

冒頭に触れた公文書の隠蔽·ずさんな管理·改ざん、統計不正などの事例は、何一つ解明も

解決もされていないにもかかわらず、マスコミでは次から次に起こる新たな事件の報道のかげに

隠れてすでに忘れ去られてしまいかねない雰囲気を感ずる。本書はこのようなわが国における

ずさんで不適正な公文書管理の実態を決して忘れることなく、立憲主義の確立という観点から

その改善を是非ともはからなければならないことを私たちに教えているといえよう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2019.9記)
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仲田晋先生を偲んで

1982年から1995年まで日本国際法律家協会の事務局長·会長として長期にわたり協会の活

動を支えていた仲田晋先生が、去る8月31日に逝去されました(享年89歳)。かねてから長期療

養中であることはうかがっていましたが、今回の訃報に接し、寂寥の感に堪えません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当協会は、第4回総会(1965年8月)から第5回総会 (1982年7月) まで、17年間にわたって

総会が開かれず、会長不在のままという「空白」の時期がありました。もちろんその間事務局メン

バーを中心にベトナム反戦運動をはじめとして様々な活動を活発に展開していましたが、総会もな

く会長も不在という変則的な状態の解消が求められていました。そのような中でついに1982年7

月に「再建総会」として第5回総会が開かれ、故沼田稲次郎先生が会長に選出され、事務局長

には仲田先生が就任することとなりました。爾来先生は沼田会長の4期8年におよぶ任期中、事

務局長として沼田会長と文字通り「二人三脚」を組んで会長を支えました。その後故小林孝輔

会長の下でも事務局長を2年勤め、1991年に会長に選出されて以来、2期4年にわたり (事務局

長は白石光征先生、引き続いて新倉修先生)、会長として尽力され、1995年に藤田勇先生に会

長を引き継がれました。

先生は1982年に沼田会長の下で事務局長に就任するまでの間に、既にIADLの諸会議(ア

ルジェ大会〔1975年〕、マルタ大会〔1980年〕、核軍縮のための国際法律家会議〔1978年、ヘル

シンキ〕など)に当協会の事務局メンバーとして参加し活躍されていましたが、事務局長·会長時

代には、「核兵器廃絶を求める法律家運動連絡会」をはじめとする反核·平和運動、IADLの諸

会議 (アテネ大会〔1984年〕、創立40周年記念集会〔1986年、パリ〕、フランス人権宣言200周年

記念国際会議〔1989年、パリ〕、バルセロナ大会〔1990年〕、会長退任後ですがケープタウン大会

〔1996年〕など) への参加、アジア太平洋法律家会議(COLAPⅠ、ニューデリー)への日本代

表団の派遣などで、中心的な役割を果たされました。とりわけCOLAPⅡ(1991年)の日本開催

(東京と大阪)を実現するための取組みでは、実行委員会の中心の1人として、資金集めや会

議の組織のために奔走し、COLAPの日本での開催を成功させるために多大の貢献をされました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　先生は人なつっこい性格で、沼田会長をはじめとする周囲の人々から「しん(晋)ちゃん」「し

んちゃん」と慕われ、外国語は必ずしも得意ではなかったにもかかわらず、各国協会代表とのコミュ

ニケーションの取り方は、会員である学者の先生や優秀な通訳の助けを借りられるという今では

考えられない環境もあったと思いますが、見事なものがありました。諸会議での接触は勿論のこと、

訪日した各国代表へのもてなしに心を尽くしていた姿が偲ばれます。親しく交流していた相手は、
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フランスのノルドマンやヴェイユ、アリジェリアのベンツーミ、アメリカのハインズなど数え上げればき

りがないほどです。また先生ほど各国の要人(ネルソン·マンデラやフィデル·カストロなど)と直

に握手して挨拶した経験のある人は居ないのではないかと思います。

先生は酒をこよなく愛され、沼田先生をはじめとして、歴代の会長や当協会の古くからの会員

とよく飲まれる機会が多く、興が乗ってくるとエンドレスになるという傾向があり、早く終わって欲し

いと思うほどのことも時にありました。しかし先生のお相手となる方々は、既にその多くが鬼籍に

入られてしまったために、先生は寂しく、無聊をかこつ日 を々長く送っておられたのではないでしょ

うか。これからは天国で沼田先生を筆頭にした昔なじみの飲み友達と心おきなく酒を酌み交わし

ていただきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここにこれまで先生が当協会に寄せられてきた多大のご厚情とご貢献とに、厚く感謝申し上

げるとともに、慎んでご冥福をお祈り申し上げます。

2019年9月12日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日本国際法律家協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長 大熊政一
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JALISA活動日誌　
	
201９年	 	 	 	 		 	
	 7月	 		1日	 法律家５団体共同記者会見＠参議院議員会館
				 2２日　			フィリピン超法規的殺人キャンドルデモ
	 8月								25日						韓国・北朝鮮ウエイトレス事件調査
									～9月5日　		
	 												31日　　日本国際法律家協会理事会＠北海道＆スタディーツアー
									～9月1日　	

　　	 25日　	 平和への権利・院内集会

今後の予定　
	 2019年
　１２月	 		３日　	 13時～ロベルト・サモラ弁護士講演会＠奈良
　　　　　		3日						夜～ロベルト・サモラ弁護士講演会＠大阪
　　　					 		７日　	 日本国際法律家協会総会
　　　　　		7日		　ロベルト・サモラ弁護士講演会＠東京
　2020年
	 3月13日～15日		 COLAP執行部会議＠バンコク
　5月以降　　　　	IADL大会＠場所未定

編集後記
本号で報告させていただいたように、9月1日に北海道の室蘭で JALISA によるス

タディー・ツアーが行われました。「なぜ室蘭で？」と思われる会員の方が多いか
もしれません。「本誌編集長の清末が住んでいるから」というのも企画を思い立っ
た理由のひとつです。しかし、それ以上に大きな製鉄所等がある工業都市・室蘭
が大日本帝国の軍事主義を支えた町であった点に着目しながら、戦争への加担が
結果的に住民に大きな被害をもたらすものとなることを学び、戦争ができる国づく
りを着実に進めている現在の日本の政策の危険性を考えたいと思ったからでした。
強制的に連れてこられた多数の中国人が酷使され命を落としたこと、米軍による北
海道空襲により最大の犠牲者を出したこと、そうであるにもかかわらず2004年に
は＜イラク復興支援＞の名の下で中東に派遣された海上自衛隊の出発港となった
こと等を知ることは、JALISA の今後の国際活動を発展させていく際に求められる、
日本の立ち位置を分析する試みにおいて、重要な示唆を与えてくれる指標のひと
つとなったはずです。今後も日本と国際社会をつなげるJALISA および会員の皆さ
まの活動を本誌で紹介したいと考えています。皆さまの寄稿をお待ちしております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（清末愛砂）


