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ＩＡＤＬ／ＣＯＬＡＰ
共謀罪に関する記者会見報告
室蘭工業大学院准教授

清末愛砂

日本国際法律家協会は、2017年7月21日に共謀罪に抗議するための記者会見を行い、大熊
政一会長、新倉修理事、笹本潤理事、清末愛砂理事、飯島滋明理事が参列しました。
記者会見では、①2017年6月16日に国際民主法律家協会 （IADL） が国連人権理事会第35
会期において、共謀罪法の成立に関する抗議声明を出したこと （大熊）、②同理事会の全体会
でIADLジュネーヴ代表を務めるミコル· サビアさんが共謀罪法を批判する発言をしたこと （笹本）、
③日本政府が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による書簡への回答
を拒否する一方、北朝鮮が特別報告者に協力しないことを批判するといった二枚舌外交を行っ
ていること （笹本）、④共謀罪の発祥地であるイギリスの近年の対テロ法政策において共謀罪が
用いられていること （清末） 等の報告がなされました。
記者会見には、東京新聞、しんぶん赤旗、社会新報の記者が参加し、翌日以降に各紙が報
道しました。
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IADL国連活動報告

（IADL-United Nations Activities Bulletin、2017年4月発行　 6-7頁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国連人権理事会第34会期（2017年2月27日－3月24日）

コロンビアの和平合意の実施に悪影響を与える危険な遅延や違反に向けた警告

本声明は全体会で議題の第4項目を議論する中でスペイン語で発表された。IADL のメンバー

であるエンリケ·サンチアゴ （FARCの法律アドバイザー） と協力し、準備されたものである。ミコルは、
本声明が加盟国や NGO 関係者に高い関心とともに受け入れられたと報告した。本声明の中で、
IADL は人権理事会、加盟国およびオブザーバー国に対し、和平のプロセスを支えるとともに、コ
ロンビアやその関係地域に重大な悪影響を与えることになる行き詰まり状態を避けるために必要

IADL のジュネーヴ国連常任代表のミコル· サビアは IADLを代表し、2017年2月27日から3月

とされる、すべての取り組みをとるよう求めた。

24日まで開催された国連人権理事会第34会期において、農薬問題、集団監視問題、コロンビ
アの和平合意問題および西アジア経済社会委員会 （ESCWA） によるパレスチナ人に対するイ
スラエルの占領政策に関する報告等について、複数の声明を口頭で発表した。声明全文は、
IADL のウェブサイトの以下のページに掲載されている。
http://www.iadllaw.org/newsite/category/un-activity/human-rights-council/

IADLは人権理事会がESCWA報告を支持し、勧告を強化するよう求める

全体会で議題の第7項目を議論している最中に、ミコルは IADLを代表し口頭で本声明を発

表した。IADL は、国連事務総長が、国連西アジア経済社会委員会 （ESCWA） が2017年3月
15日に公表した報告書「パレスチナ人に対するイスラエルの占領政策とアパルトヘイト問題」を撤
回するよう要請したことに対し、深い遺憾の意を表明した。本声明は、十分な証拠を用いて作成

人権を害する農薬の影響

されたESCWAによる報告が、イスラエルによる占領政策とその実践が入手可能な証拠に基づき、

ミコルは食糧への権利に関する特別報告者との相互会談で、本声明を出した。彼女は、当該

1973年に採択された「アパルトヘイト犯罪の抑圧及び処罰に関する国際条約」の中で定義され

声明が高い評判を得たと報告している。本声明において、IADL は、多国籍企業の活動を統制

ているアパルトヘイト犯罪を構成することは合理的な疑いを超すと結論づけたことに触れた。そ

するための説明責任の枠組みを強化しようとしている特別報告者に対し、強い支持を示した。また、

の上で、本声明はアパルトヘイトの禁止が国際慣習法上の強行法規とみなされること、および条

「農薬の使用を禁じたり適切に規制しようとする努力は、正しい方向に向かうために必要なステッ

約加盟国には （a） アパルトヘイト体制を合法的なものと認めないこと、（b） アパルトヘイト体制を

プではあるが、有害な化学物質にさらされることを減らすためにもっとも効果があり、また長期的

維持する国家への援助または支援を行わないこと、また （c） アパルトヘイト体制を終わらせるた

に行うべき方法は、産業的な農業から手を引くことである」という特別報告者の結論に強い賛同

めに国連や他の国家と協力するための個別的および集団的な義務が課せられていることを想起

を示した。

した。
（翻訳 ： 井上啓）

CIAの違法なハッキング計画－Vault7

本声明は全体会で議題の第3項目を議論する中で発表された。本声明は2017年3月7日にウィ

キリークスが発表した、新しく分類化された8000の文書に関係するものである。これらの文書は
CIA が組織的にスマートテレビを含む、世界中のすべての種類の電子デバイスに侵入していた
ことを証明するものであった。ミコルは、本声明が同僚、加盟国および利害関係者から肯定的に
受け入れられたと報告した。また本声明において、IADL は違法で恣意的な監視、あるいは会
話の傍聴または個人情報の集積は、
とりわけ大規模に実行されるときに人権や基本的自由を広
範にわたって侵害し、それらは民主的な社会の原理に矛盾すると報告した。また、米政府による
こうした違法かつ恣意的な行動を全会一致で明確に非難するとともに、国家による監視を規制
するための国際的な仕組みを作ることを人権理事会に求めた。
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IADL南シナ海会議報告集できあがる!
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IADL BUREAU

COLAPロヒンギャ問題についての声明
笹本潤

2017年1月9日に東京 · 青山学院大学で開かれた IADL 主催の南シナ海会議の報告集が完
成した。必要な方には2000円で頒布する予定 （数量限定）。

COLAP事務局長

笹本潤

2017年９月4日、COLAP のメーリングリストに、1月の COLAP の執行部会にも来日したバングラ
デシュのハッサンから、投稿があった。ロヒンギャに対する弾圧は、国際法と国際人権法に対す
る重大な違反であり、COLAP が何かアクションをとらなくてはならない、
と呼びかけるものであった。

この南シナ海会議の名称は、
「南シナ海の論争と平和的解決に向けた研究に関する会議」と
いう。２０１６年７月に、中国がフィリピンに対し基本的に敗訴する仲裁裁判所の判決が出た後に行
われた。
中国が仲裁裁判所判決を受け入れないと表明している下で、フィリピン、ベトナムなど周辺国
はどう平和的な解決に向けて動くべきなのかについて、フィリピン、ベトナム、日本、ベルギーから

ビルマから逃げ出したロヒンギャの難民は、隣国のハッサンの住むバングラデシュに大量に逃げ込み、
収容しきれないほどになっているという。
ニュースでも流れていたが、ビルマではロヒンギャは、国民としても認められておらず、従来から
民族差別、イスラム教差別の下に置かれ続けていた。今回の大弾圧に対しては、ノーベル平和
賞のアウン· サン·スー· チーははっきりとした態度を取らず、国際的にも非難されているところである。

の法学者からの報告と、IADL や JALISA の法律家の参加で会議は進行した。残念ながら中
国の法学者の参加は、会議直前でキャンセルされたが、フィリピンのネリ·コルメナレス弁護士が

COLAP STATEMENT ON MYANMAR ROHINGYA ISSUE
10th September, 2017

中国の立場を紹介し、報告者からはいくつかの提言が行われた （くわしくは、インタージュリスト
No 192参照）。これにより、２０１７年１１月２７，２８日のホーチミンでのベトナム法律家協会主催の会議
などで議論を続けていく足がかりを得ることができた。

Confederation of Lawyers of Asia and Pacific (COLAP) expresses its serious
concern on recent situation in Myanmar and gross violation of Human Rights
over there. COLAP strongly condemns genocide committed by Myanmar army
on Rohingya Community of Rakhaine province. COLAP says in the statement
that inhuman attacks and arson on Rohingyas are still continuing. Millions of
people have fallen into a worst humanitarian disaster. The Rohingya problem
has seriously affected neighboring countries specially Bangladesh. Thousands of
Rohingyas are fleeing and taking shelter in Bangladesh for life saving. This influx
of refugee is putting a serious negative impact on the economy and stability of
South Asia as well as Asia and Pacific. On the other hand, taking advantage of
Rohingya issue some religious extremist groups, local and foreign perpetrators are
trying to destabilize that region. Subversive activities of that evil forces posing
fear of more serious consequences in Asia. Myanmar's government and its army
are mainly responsible for this grave situation.
COLAP says permanent solution to the Rohingya problem must be resolved
by the Myanmar government itself. By accepting the truth that Rohingyas are
citizens of Myanmar and in accordance with the recommendation of the Committee
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led by former UN General Secretary Kofi Anan, initiative should be taken to
resolve the crisis. COLAP believes that it is necessary to organize strong UN

IADL福島原発被害に関する声明
IADL BUREAU

initiative and global public opinion in this regard. COLAP calls upon UN bodies
and other concerned authorities of Asia to take immediate diplomatic initiative and
other necessary steps to resolve this crisis. COLAP also calls for protection of life
and human rights of Rohingyas and to remain alert about the conspiracy of vested
interest groups.

笹本潤

2017年７月下旬に、IADL BUREAU のリチャード· ハーベイ （英） から連絡があり、彼の属し
ているグリーンピースが福島原発の被害について調査をしており、このたびグリーンピースジャパ
ンが国連人権理事会の日本政府に対するUPR 定期審査などに参加するとのことであった。
福島からイギリスに避難している日本人の原発被害者も国連に出席するので、JALISAも
協力してほしい、との申し出があった。JALISAとしても、各国政府や日本の大使館に対するロ

ビルマ（ミャンマー）ロヒンギャ問題についてのCOLAP声明
2017年9月10日

ビー活動や、IADL のジュネーヴ代表による人権理事会での発言などの面で協力した。以下の
IADL 声明は、9月の人権理事会第36会期でジュネーヴ代表のミコル· サビアが口頭発言したも
のである。6月の共謀罪についての IADL 声明に引き続いての日本に関わるテーマでの IADL

COLAP は、最近のビルマの状況とそこでの広範囲な人権侵害について深刻な懸念を表明

声明である。

する。COLAP はラカイン州のロヒンギャ族共同体におけるビルマ軍によるジェノサイドを強く非難
する。COLAP は、声明においてロヒンギャ族に対する非人道的攻撃と放火が続いていることを
指摘する。何百万人もの人々が最悪の人災に巻き込まれてしまった。ロヒンギャ問題は隣国、と
りわけバングラデシュに深刻な影響を与えてきた。何千人ものロヒンギャ族が避難し、バングラデ
シュのシェルターで生活している。難民の殺到は、南アジアの経済と安定に極めて悪い影響を与
え、アジア太平洋地域も同様である。一方で、ロヒンギャ問題を利用して、宗教的過激派グループ、
地方もしくは外国の犯罪者たちはこの地域を不安定化させようとしている。これらの邪悪な勢力
の反政府的活動はアジア地域において深刻な被害の恐れを生み出している。この深刻な状況
の主な責任はビルマ政府と軍にある。
COLAP は、ロヒンギャ問題の恒久的な解決は、ビルマ政府自身によって行わなければなら
ないと宣言する。ロヒンギャ族がビルマの国民であることを受け入れ、また、前国連事務総長コ
フィーアナン率いる委員会からの指摘に沿って、この問題解決を導くべきである。この観点から、
COLAP は、国連及び世界的な世論による強力な主導権が組織されることが必要であると信じ

General Assembly					
Human Rights Council
36th Session
Item 4 – Situations that requires the attention of the Council – General
Debate

ている。COLAP は、国連及びアジアの関連する諸機関に対して、ただちに外交手段や必要な

The International Association of Democratic Lawyers (IADL) calls the attention

手続きをとってこの危機を解決するように要請する。COLAP はまた、ロヒンギャ族の生命と人権

of the Council on the failure of the Japanese Government to protect the human

の保護を呼びかけ、利益団体の共謀に警告を鳴らし続けることを求める。

rights of the survivors of the Fukushima nuclear catastrophe. Human rights
（翻訳 ： 長谷川弥生）

violations include, inter alia: the right to the highest attainable standards of
physical and mental health, including the right to information and participation in
matters impacting one's health; the right to an healthy environment; the right to
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housing and the rights of Internal Displaced Persons.

2014, the UN Human Rights Committee also recommended that the Japanese
government “lift the designation of contaminated locations as evacuation areas only

The March 2011 nuclear disaster at the Fukushima Daiichi Nuclear Power

where the radiation level does not place the residents at risk” . The government

Station released a huge amount of radioactive material, which is estimated

of Japan clearly failed to implement these recommendations and as a result, it

168 times of that release by the atomic bomb in Hiroshima. The persistent

engineered a human rights crisis.

contamination of long-lived radionuclides continues to pose serious risk to the
health of population. Due to the earthquake, tsunami, and nuclear accident, up to

While the violations that occurred in the immediate aftermath of the disaster can

470,000 persons eventually evacuated the region. However, many former residents

largely be characterized as systemic policy failure and lack of legislative action on

are being economically pressured to return to areas where they could be exposed

known issues, the current policies of the Japanese government on nuclear reactor

to higher doses of radiation than the internationally recommended limit through

restarts and the repopulation of the contaminated zones can only be characterized

the systematic lifting of evacuation orders in areas contaminated above this level

as deliberate, structural violence against the victims of the Fukushima disaster.

and the withdrawal of compensation and housing support. Women, babies, children,
the elderly and people with disabilities continue to be disproportionately affected

We call upon all concerned UN Special Rapporteurs and upon the Human Rights

by the crisis, as they are at greater economic and political disadvantage. Women,

Council to urge the Japanese government to immediately address the human rights

infants, and children are also more vulnerable to the health effects of radiation

crisis in Fukushima in line with its international legal obligations and to extend

exposure.

an invitation to Mr. Baskut Tuncak, Special Rapporteur on the implications for
human rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous

A decade prior to the Fukushima Daiichi disaster, the government of Japan

substances and wastes, who already request a country visit on February 2015.

had been warned of serious policy failures regarding its civil nuclear program
19th September 2017

and emergency planning by the UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights. These issues included a lack of transparency regarding the safety of
nuclear installations and lack of adequate preparation and early response in the
event of a nuclear accident. These problems were not adequately addressed, which

1

resulted in numerous human rights violations when the disaster occurred.

provided by Greenpeace Japan. See Unequal Impact: http://www.greenpeace.org/

The Special Rapporteur on the right to health, Anad Grover, in his report to
the Human Rights Council in May 2013, recommended that evacuees only return
when radiation doses had been reduced to the internationally accepted limit, and
long-term decontamination target, of 1 mSv per year and that all residents in

This oral statement has been prepared by IADL on the basis of information

japan/Global/japan/pdf/Uequal-impact-en.pdf; No Return to Normal: http://www.
greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/NRN_FINweb4.pdf; Radiation Reloaded: http://
www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/GPJ-Fukushima-Radiation-ReloadedReport.pdf; Atomic Depths: http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/
pdf/20160721_AtomicDepths_ENG.pd; Greenpeace submission to the UPR of Japan:
http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/Greenpeace.Japan_UPR_Final.pdf

contaminated areas be provided with sufficient medical care. In addition, he called
on the government to adopt a rights-centered approach and continue to financially
support evacuees so as to allow them to return at time of their choosing. In
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国連人権理事会第36回
議題４ 理事会が注目すべき状況-全体討議
IADL は理事会に対して、日本政府の福島原子力事故の被害者の人権擁護についての失策
について、着目することを呼びかける。人権侵害は、
とりわけ、健康に影響を与え得る事柄につい
ての情報を共有し関与する権利を含め、達成可能な最高水準の心身の健康を享受する権利、

我々は、すべての関連のある特別報告者と人権理事会に、日本政府がすみやかに福島の人
権侵害について国際的な法的義務に従った対策を行い、また、すでに２０１５年２月に日本への訪
問を要請している、有害物質及び廃棄物の管理と処分についての特別報告者であるバスケット·
タンカクの招待を行うよう、要請することを望む1。

健康な環境を享受する権利、居住権、避難者の権利に対して起きている。
　２０１１年３月、福島第一原発での原子力事故は、大量の放射性物質を放出した。それは、広

2017年9月19日

1

この声明はグリーンピース日本により提供された資料により作成した。

島の原子爆弾投下時の１６８倍と推定されている。長寿命放射性核種による恒常的な汚染は、

以 下 の 資 料 を 参 照、Unequal Impact: http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/

人々の健康に深刻なリスクを継続的にもたらすものである。地震、津波、原子力事故により、最大

pdf/Uequal-impact-en.pdf; No Return to Normal: http://www.greenpeace.org/japan/

４７万人が一時的に避難した。しかし、多くの居住者は国際的基準を超えて汚染された地域での

Global/japan/pdf/NRN_FINweb4.pdf; Radiation Reloaded: http://www.greenpeace.org/

避難勧告が画一的に解除されたこと、また、補償や住宅扶助が打ち切られたことにより、経済的

japan/Global/japan/pdf/GPJ-Fukushima-Radiation-Reloaded-Report.pdf; Atomic Depths:

な理由から、国際奨励基準よりも高濃度の放射線にさらされる危険のある地域への帰還を強い

http://www.greenpeace.org/japan/Global/japan/pdf/20160721_AtomicDepths_ENG.pd;

られている。女性、幼児、子ども、高齢者、及び障がいを抱えた人々はこの危機により不相応に

Greenpeace submission to the UPR of Japan: http://www.greenpeace.org/japan/Global/

影響を受けており、彼らはより多くの経済的政治的不利益にさらされやすい状態にある。女性、

japan/pdf/Greenpeace.Japan_UPR_Final.pdf

幼児と子どもはまた、放射能による健康への影響をより受けやすい。

（翻訳 ： 長谷川弥生）

福島第一原発での事故より１０年も前に、日本政府は国連社会権規約委員会から、民間の原
子力事故に関して深刻な政策の欠如を指摘されていた。これには原子力発電所の安全に関す
る情報開示の欠如、適切な備えと原子力事故のへの早期対応の欠如も含まれていた。これら
の問題が適切に対処されなかったのである。その結果、事故発生により多くの人々の人権侵害
が生じたのである。
健康の権利に関する特別報告者であるアナンドグローバー氏は、２０１３年５月の人権理事会
へのレポートにおいて、放射線量が国際的に許容されたレベルまで下げられた後にのみ帰還す
ること、長期的な除染目標を年間１mSVにすること、また、汚染された全地域の住民に十分な医
療が提供されること、を勧告している。加えて彼は、政府に対して人権重視のアプローチをすること、
そして、避難者が自分で帰還を選択できるように経済的に支援することも求めている。２０１４年には、
国連人権理事会もまた、日本政府に対して「放射能レベルが居住者を危険にさらさない地域のみ、
汚染地域の避難地域指定を解除すること」を勧告している。日本政府がこれらの勧告を実行し
ていないことは明白であり、その結果、人権侵害を招いているのである。
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平和への権利

２．誰もが自分独自の力を発揮できる場づくり
（１）川瀬氾二を支えるなかで

新連載「平和への権利を読み解く」第2回

1970年代後半から1980年代にかけて、杉野が離農を余儀なくされ （1977年）、川瀬が体調を

平和の権利感覚を支える地域教育の課題

崩すなか （1975年メニエール病）、自衛隊 · 権力側が攻勢を強めてくる厳しい状況が続いた。川
瀬は演習場内で自由に馬を放牧していたが、1987年、自衛隊は突如、川瀬牧場を木柵で囲い

社会教育の視点から

込んだ。川瀬は押し寄せる権力との攻防のなかで、いままでやってきた演習場内での馬の放牧
室蘭工業大学講師

阿知良洋平

１．はじめに
社会教育学は、憲法や諸々の権利宣言に記述された文言に関わって、地域住民がそこに書
かれたことを足元で実践し、その実践経験を総括する中でその文言の価値を自らのものとして

について、人の土地に放牧するのは自分が間違った悪いことをしているのではないかと不安になっ
たこともあったという。しかし、弁護士を含む支援者らは、自衛隊が手続きによらず実力で「自力
救済」を行ったことの違法性および何よりも自衛隊そのものの違憲性を再確認し、囲い込みは「違
憲の自衛隊が川瀬の平和的生存権を侵害したものだ」とし、川瀬を支えた。川瀬は、この思いを
「自衛隊は憲法違反」とＤ型ハウスに書くことで表現した。

掴み取っていく過程に関心を寄せてきた （宮原1956）。このような視点からすれば、いったん文言

軍による土地の制限は、川瀬の生業ひいては川瀬の存在そのものの否定になる。否定される

として定式化された「平和への権利国連宣言」も、これから各地の多様な生活状況との関連で

側にとっては、それはことばには言い表せないほどの恐怖と不安を与えるものである。1987年の

実践が試みられ、その経験に基づき豊かな解釈が蓄積されていくものであると言える。
「平和へ

この出来事は特にどぎついものであったが、1964年にこの地に残ることを決めてからというもの、

の権利国連宣言」の教育 （前文および第4条） の局面においては、この過程が重要になろう。

川瀬は幾度も辛い目にあってきた。しかしそのたびに、支援者から「あなたはここにいてもいいん

本稿では、平和を求める規範的な文言がわがものとして掴まれ、その文言が当該空間のなか

だ」というメッセージを受け取り、
「わたしはここにいたいのです」（1974年に村上国治が川瀬のこ

で人々の価値基準として活きる、その条件を考えたい。そこで、
「平和への権利国連宣言」その

とばから作詞） という存在肯定の思想を深めてきた。川瀬は「平和を守るため」と言うと「自分を

ものではないが、そこに示された理念と多くを共有する日本国憲法 · 平和的生存権について、北

犠牲にして他人のために頑張っているみたいで、だんだん自分の言葉に嫌気が差してきた」と言

海道 · 根釧原野の「矢臼別闘争」（陸上自衛隊矢臼別演習場をめぐる住民の平和運動） を例に

い、それだけではなく
「居たいから居るんだ （中略） 居るためには、農業ができなければ生きてい

考えてみたい。

けないし、農業をやるためには演習場が邪魔になる。だから平和運動をやるん」だと述べている

矢臼別演習場は、北海道 · 別海町、厚岸町、浜中町にまたがる。矢臼別演習場は、その誘致

（布施2009、99－100頁）。他者に支えられた自己の存在肯定の体感は、決して消えることのない

が1961年に別海村議会で再審決定され、1964年までに杉野 · 川瀬の2戸を除いた該当地区の

価値の参照点であり続ける。川瀬はＤ型ハウスに日本国憲法前文 ·9条 ·12条を書き （1999年）、こ

買収交渉が妥結してつくられた。残された2戸の生活を支える、周辺農民や教師らによる、平和

の体感を守り抜く決意をした。

盆踊り （8月）、平和餅つき （12月） が現在まで毎年行われてきた。日常的にも、自衛隊の不当な
行動のたびに抗議を続けてきた。川瀬牧場の空間では、軍や権力に屈せず、そこに暮らす · 集
う人間の存在をどう肯定するかが幾度となく問われ語られてきた。それは人権の思想を深める
過程であり、その語りを積み重ねるなかで、
「矢臼別闘争」に関わる人々は、まさにわたしたちの
ことばとして日本国憲法の文言と出会い直す。

（２）
「誰にでも居場所がある」

「ここにいてもいいんだ」という感覚、それは、支援者が川瀬を励まし続けたメッセージであった

と同時に、
「矢臼別闘争」に集う誰しもに貫かれるものでもあった。
「矢臼別闘争」を支えてきた
吉野宣和 （元教師） は、自分はここにいてはだめなのかもしれない、
と思わせないことが、
「矢臼
別闘争」という場のテーマとして育ってきたという。
「一人で来て、何もすることなくて、寂しい思い
をしてるという人をつくるまいと。それを、だから、みんな仲間として迎え入れるというか、それは確
かな流れとしてあるんですよね」（吉野2015）。
「矢臼別闘争」では、文化運動を担ってきた人々が
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場の性質をことばにのせて歌うことで、その場の思想の成熟を支えてきた。
「誰にでも居場所が

応するときの価値基準となっている。矢臼別闘争の経験で得た憲法的体感から、人権侵害の

ある」、それが「矢臼別闘争」のテーマとなった。
「矢臼別へきたのなら」（菊地哲史作） という歌

おかしさに対して体感的に問いや疑問が生まれ、その体感に見合った憲法や法、その他さまざ

にそれが謳われている。

まな文言を活用して抗議が生成しているのだ。自衛隊の訓練や沖縄 · 米海兵隊の移転訓練は

川瀬牧場の空間にフリースクールの子どもたちが来たことがある。そして子ども達は「おれたち
にも居場所があるんだ」と語ったという。元海上保安官で挫折をした人がふらっと訪れて、何日も

生存の破壊を生み出すから、生存の豊かさを次々と生み出す「矢臼別闘争」とは対極であり、
訓練はこの空間の実感に基づいて許されない。

泊まりこんでＤ型ハウスの制作に携わっていったこともある。吉野は、
「何かを求めている人たち
がつい引き込まれてなじんでいく」（吉野2015） そんな場だと言った。
来る人来る人が、その場で自分をみつめ、自分なりの特技をみつけてこの場に関わるようにな
るから、
「矢臼別闘争」では、運動の役割がとても豊富であり、増殖を続ける。
「矢臼別闘争」では、
平和を歌う人、思いを話す人、論理的 · 政治的に主張する人、料理を作る人、薪を割る人、すべ
てが等しく貴い平和運動の役割である。薪を割る人は、川瀬牧場の空間にいるときに平和の思
いを言葉にしなかったとしても、その人の薪がここに集う人の営み （特に厳寒期は生存がかかっ
ている） を支えるものであり、だとすればそれも、他と等しく、平和運動の貴い役割なのである。

（３）平和盆踊り会場の出来て行き方
毎年、平和盆踊りの４日ほど前になると、誰に呼び掛けられるでもなく、設営の主要な面々が集まっ
てくる （設営隊）。電気工事に専念したり、かがり火の廃材組みにこだわる人がいたり、設営隊の
食事づくりに専念する人もいる。草刈りなど、みんなでやる仕事もある。それぞれが特技をいかし、

３．運動の空間に「人権の体感」を豊富化していくこと
「矢臼別闘争」は、平和を踏みにじる厳しい状況の下でも、そこに小さくとも生まれている憲法
的体感を拠りどころにしたとき、規範的な文言が民衆運動の力になることを教えてくれる。
このように考えれば、
「平和への権利国連宣言」の教育の活動においては、各地の足元の運
動が生み出している平和 · 人権の体感に光を当て言語化し、
「平和への権利」がそうした身近
な努力と不可分のものであることを切り結んでいくようなことが求められるだろう。つまり各地の人々
が、単に「平和への権利」について知るのみならず、自らの運動が生み出しているものを語る場
が重要になる。そこでは、会議で人の話しに耳を傾けるといった些細 （だが重要） なことや、植
民地主義を押し返すその地の文化的実践など様々なことが語られ得るだろう。そしてそのどれ
もが翻って「平和への権利国連宣言」を肉付けしていく貴重な内容にもなる。
このような各地の運動と「平和への権利国連宣言」との往還的 · 対話的関係のなかに、この
権利宣言の教育活動 （第4条） は位置づけられる必要があるだろう。

平和盆踊りに必要な物事が完成していく。手が足りないときには、
「手伝って」と叫ぶと、どこから
ともなく人が集まって仕事が進む。
平和盆踊りは、この演習場に囲まれた土地を維持するのに、大事な行事だ。それは住む人を
励まし、矢臼別を多くの人に覚えてもらう、大事な取り組みだ。設営隊では、自分の力の発揮が、
その平和盆踊り会場が出来上がることに直接につながっていることが体感できる。草刈りの苦労
ひとつにしても、徐々に川瀬牧場が開けていくさまは、ここに大勢の人が集う準備の第一段階だな、

参考文献
宮原誠一 （1956）「人権の感覚－農村青年のサークルについて」『新日本文学』1956年8月、
8－9頁
布施祐仁 （2009）『北の反戦地主－川瀬氾二の生涯』高文研
吉野宣和 （2015） 吉野宣和インタビュー、2015年12月28日

としみじみ感じる。こんなに具体的に自分の力が平和の力につながることを体感できるところも珍
しい。この労働の原体験のなかで味わった、苦労や達成感、喜び、他者からの承認の積み重ね
が、またここに集いたいという欲求につながり、この場を持続させたい、ここに新しく来る人に同じ
感覚を味わってもらいたいという人権感覚の連鎖を生む。
その人の個性が生かされる役割 · 仕事が次々に増えていく。それらが平等に尊ばれる。それら
のどれもがそこに集う人の豊かな生存を支えることにつながる。個々人の固有性が尊重されなが
ら互いの生存が豊かになっていくという「平和のうちに生きる」実践のプロトタイプが生まれている。
こうしたある意味での憲法的体感が、自衛隊や沖縄の海兵隊が起こすさまざまな人権侵害に反
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２０１６年７月１日に国連人権理事会が平和への権利宣言を採択して以後、平和の文化基金は、
平和への権利を促進するために、平和の文化に関する宣言 · 行動綱領の重要性を強調する声

国連総会で平和への権利宣言採択

明を発した。平和の文化基金は、１９９７年にＵＮＥＳＣＯのイニシアティヴで平和への人権宣言草

――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（２）

案の国連総会での議論が呼びかけられたことにも触れている。
イタリアのパドヴァ大学の人権 · 民主主義 · 平和に関するＵＮＥＳＣＯ議長は、２０１６年の国連人
権理事会が採択した宣言の法的研究を行い、宣言第１条と宣言のタイトルの合流により、世界人
権宣言第２８条「すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び

東京造形大学教授

前田朗

国際的秩序に対する権利を有する。」を前提として、平和への人権がすでに存在していると結
論づけた。

＊はじめに＊

平和の文化基金が示唆するように、２０１６年１１月１８日、国連総会第３委員会は、平和への権利

前回に引き続き、雑誌『ERUDITIO』に掲載されたクリスチャン· ギジェルメ＆ダヴィド·フェル

宣言を採択した。
国連総会第７１会期では市民社会組織の参加が得られ、その強い声が聞かれることになった。

ナンデスの共同論文を簡潔に紹介する。
なお、２人の共同論文は他にも下記のものがある。

特に２０１６年９月２日、平和宣言都市国際協会はポーランドでヴィーラン宣言を採択し、国連人権

Christian Guillermet Fernandez & David Fernandez Puyana, Past and Present

理事会の決議を歓迎し、国連総会で決議するよう呼びかけた。

of the Peace Agenda within the United Nations: The Influence of the Socialist
Notion of Peaceful Co-existence, Brics Law Journal, Volume

Ⅳ , Issue 3, 2017.

pp.81-106.
Christian Guillermet Fernandez & David Fernandez Puyana, In Pursuit of
Broad Agreements in the Future Development of the Declaration on the Right to
Peace within the United Nations, Przeglad Strategiczny( Strategic Review), 2017,
nr 10. pp.385-407.
Christian Guillermet Fernandez & David Fernandez Puyana, Countering
terrorism and violent extremism while promoting the right of peoples to peace
and security in Africa. Strathmore Law Journal ,Volume 3, Number1, 2017. pp 3964.
以下、第二章及び第三章の紹介である。

さらに、パドヴァ大学人権センターとＵＮＥＳＣＯ議長は、平和と人権のための地方政府協議会
と協力して、イタリアで長期にわたるキャンペーンを展開して国連の仕事を支援してきた。イタリア
の３００以上の市及び地方議会が請願を採択してきたという。
２０１６年１１月、国際民主法律家協会 （ＩＡＤＬ）、パパ ·ジョヴァンニ８世、青年平和構築者国連ネッ
トワーク、平和への権利キャンペーン日本実行委員会が出した公開書簡は重要である。
同様に、国連人権理事会諮問委員会の平和への権利作業部会長だったモナ·ズルフィカーと、
本論文筆者のクリスチャン·ギジェルメは２０１６年１２月にアラブ語新聞『エラフ』に寄稿し、平和へ
の権利宣言への支持を訴えた。
２０１６年１０月、
ミゲル·ボセとフアネスが設立した国境なき平和が「平和への権利ナウ」というキャ
ンペーンを始めた。世界各地の文化 · 芸術の著名人がメディアを通じてその声を広めた。

三 国連第三委員会による宣言の討論と採択
宣言を付した決議案はキューバが提出した。そのプレゼンテーションにおいて、キューバは、宣

一 序論（本誌前号）
二 市民社会組織が演じた役割

言の採択は道徳的義務であり、世界平和は膨大な人民の必要であると述べた。宣言採択は、
平和への権利及び人民の生命への関与と保護の明確なメッセージを送ることになると述べた。
アメリカ合州国は、平和への集団的権利は現行の人権の理解を修正するものであり、賛成で
きないとし、本決議案に反対投票するよう呼びかけた。
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日本は、平和を人権と認めることは国際法上確立していないので時期尚早であるとし、国連加
盟国の間にコンセンサスに達していないのに決議を採択することは遺憾であると述べた。
イランは、平和への権利の維持とグローバルな実現のためには全体的アプローチが必要であり、

平和への権利·憲法に関する北海道交流会＆集会の報告
－今後の平和運動に活かすために－

大量破壊兵器問題のような重要案件があるのに、宣言では見過ごされていると指摘した。

室蘭工業大学院准教授

ＥＵは、平和への権利作業部会について国際協調と開かれた対話のモデルとなったことを認
めつつも、あらゆる努力にもかかわらずコンセンサスに達しなかったと指摘した。平和の定義につ
いても、権利と義務の担い手についても、コンセンサスはできなかったと主張し、さらに宣言は国
連憲章の規定に反するとも述べて、宣言草案を支持する立場ではないとした。
アイスランド、オーストラリア、
リヒテンシュタイン、ニュージーランド、ノルウェー、スイスは、持続
可能な発展は平和と安全保障抜きに実現できず、平和と安全保障は持続可能な発展抜きには
危機に陥るとし、平和への権利宣言は「グローバル·アジェンダ２０３０」を実効的にするとした。
「グ
ローバル·アジェンダ２０３０」は平和で正義にかなった社会の形成と平等の正義、人権の保護と尊重、
実効的な法の支配等の提供を謳っている。平和への権利宣言は集団的安全保障の基盤、発展、
平和、安全保障、人権の相互連結を含むとした。しかし、この６カ国は、平和への権利には共通
の法的理解が存在せず、権利と義務の担い手が不明確であるとして、宣言を支持しない立場を
表明した。
最後に、
リヒテンシュタイン、オーストリア、ベルギー、コスタリカ、エルサルバドル、エストニア、アイ
スランド、ラトヴィア、
リトアニア、ルクセンブルク、ポーランド、スロヴェニア、スイスは、平和と安全保
障の維持のためには平和への脅威を除く集団的措置と、侵略行為の抑止が不可欠であるとし、
国際刑事裁判所において侵略の犯罪の規定が、２０１０年のカンパラ再審査会議においてコンセ
ンサスで採択されたことを引き合いに出し、２０１７年のカンパラ·プロセスにおいて議論が継続され
るように期待した。

清末愛砂

1. 矢臼別での憲法交流会－今なお続く闘争の現場で平和への権利につ
いて語る
2017年9月4日と5日に北海道の矢臼別 （道東の根釧原野） と室蘭 （道南） で、平和への権利
を軸とする憲法交流会および平和への権利の活かし方に関する集会が開かれました。日本国
際法律家協会の理事 · 清末愛砂が教員を務める室蘭工業大学「平和への権利」研究会が主
催しました。
9月4日は、1960年代に作られた自衛隊の矢臼別演習場の立ち退き等に抗する闘いを長年展
開してきた人々との間で、憲法、安保法制および矢臼別闘争に関する情報共有のための交流会
が開かれました。交流会は闘争を率いてこられた演習場内の故川瀬氾二さんの牧場で行われ、
第一部では飯島滋明さん （日本国際法律家協会理事、名古屋学院大学教授）、元自衛官で現
役時代に矢臼別演習場で業務に従事したことがある末延隆成さん、および清末愛砂が平和へ
の権利の内容、安保法制違憲訴訟の争点、元自衛官の矢臼別での経験、憲法24条と平和主
義について報告しました。
矢臼別闘争の一つのキーワードは日本国憲法が謳う平和的生存権ですが、2016年12月に国
連総会で採択された「平和への権利宣言」については初めて耳にするという方も多く、闘争に
かかわってこられた参加者一同、大変興味を持ってくれました。
午後からの第二部では、矢臼別平和委員会のメンバーである吉野宣和さんが、矢臼別闘争
の意味や1987年に起きた「囲い込み事件」（自衛隊が川瀬牧場の周辺を鉄線で囲い込んだ事件）
について報告してくれました。北海道外では自衛隊をめぐる事件や活動といえば、恵庭事件と長
沼事件を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、矢臼別闘争は北海道の平和運動の中では非
常に知られた闘争の一つであり、現在も続いている闘争です。その現場で平和への権利につい
ての交流会ができたことは、闘争を続ける人々、および平和への権利の普及活動をしている日本
国際法律家協会や平和への権利国際キャンペーンの双方にとって、非常に意義のあるものになっ
たと思います。闘争の現場で平和への権利という概念を普及させることができるか否か。本交
流会を通して、平和への権利を活かす活動を進める際には、この点が大きな鍵となることを学ぶ
ことができました。
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2. 平和への権利に関する室蘭集会－「平和への権利」を、室蘭でも活か
しませんか？
9月5日の室蘭集会「『平和への権利』を、室蘭でも活かしませんか ?」には、西胆振地域 （室
蘭市やその周辺の市町村） で平和運動にかかわってきた市民運動関係者が集いました。平和

発展への権利の報告
「発展への権利」に関する国連作業部会第18会期に
ついて

への権利に関する集会が室蘭で開催されるのは、昨年に続き二回目です。前回は悪天候もあり

関東学院大学法学部

参加者が少なかったのですが、今回は気候にも助けられ、多数の参加者を得ることができました。
本集会には、前述の飯島滋明さんに加え、笹本潤さん （日本国際法律家協会理事、弁護士）

武藤達夫

はじめに

がスピーカーとして来てくれました。笹本さんは先に動画を用いて、国連総会で平和への権利宣

本稿は、2017年4月3日～7日に国連ジュネーブ本部で開催された「発展への権利」に関する

言が採択されるまでの長い過程を説明してくれました。その後、国連憲章が蹂躙されている現

政府間作業部会に出席した1 筆者自身の記録に基づき2、同作業部会における議事の進行及び

実がある中でそれを打開するためにも、人権という枠組みの中で平和への権利が必要とされて

審議内容について整理し、若干の考察を加えるものである。

いることを強調されました。

昨年 （2016年） は、
「発展への権利」に関する宣言3 が採択30周年の節目を迎え、その前年9

飯島さんは、平和への権利が主張されるようになったきっかけである2003年のイラク戦争の現

月の国連サミットで採択された「持続可能なための2030アジェンダ」4 （以下、2030アジェンダという）

実の姿を紹介した上で、平和をめぐる国際法上の流れや平和学における平和の概念、安保法

に掲げられた「持続可能な開発目標 （SDGs）」が、
「ミレニアム開発目標 （MDGs）」の後継として

制下での自衛隊派兵の意味および憲法9条への自衛隊明記の影響等を概説してくれました。二

始動した年でもあった。さらに同年10月には、この2030アジェンダを視野に入れた「発展への権利」

人のスピーカーの話を通して、参加者の多くは、平和への権利の背景にある現代の戦争の姿を

の促進をマンデートのひとつとする「発展への権利」に関する特別報告者が人権理事会によっ

再考することが求められていること、またイラク戦争のよ

て設置され5、作業部会開催の約1カ月前にはサアド·アルファルギ氏 （エジプト） の任命も決定し

うな事態を繰り返さないためにも、平和への権利を足元

たため、今会期の作業部会には、
「発展への権利」の実現に向けて新たな議論の進展が期待

の平和運動に活かす必要があることを感じとることがで

されるところであった。

きたのではないでしょうか。

１．「発展への権利」に関する作業部会

今後も引き続き、戦争と密接な関係を持ってきた港が

そもそも「発展への権利」に関する作業部会とは、1986年に国連総会で採択された「発展

ある工業都市 · 室蘭で、平和への権利を広める活動を
続けていきたいと考えています。

への権利」に関する宣言のフォーローアップを行うため、国連経済社会理事会及び人権委員会
矢臼別での交流会の様子

（現 · 人権理事会） によって設立されたものである6。作業部会の主たる目的は、下記の3点と定
められている7。
　　１）「発展への権利」に関する宣言に規定された当該権利を実施及び促進するために、当
該権利の実現に関する進捗状況を監視及び検討し、当該権利の完全な享受のために
必要な勧告及び障害の分析を行うこと。
　　　　　２） 国、国連機関その他の国際機関、国内機関及び NGO が、各機関の活動と「発展
への権利」との関係について提出する報告及びその他の情報を検討すること。
　　 　　　３） 会期ごとに国連人権委員会 （現 · 人権理事会） で審議されるべき報告書を作成すること。

矢臼別演習場内の川瀬牧場の D 型ハウス
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室蘭での集会の様子

当該報告書には、「発展への権利」の実施に関する国連人権高等弁務官への勧告、
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及び「発展への権利」の実現促進を目的とする関係国からの要請に対応した技術的

　　 人権の保持者は個人であり、国連における「発展への権利」の定義及び当該権利

支援プログラムの提案を含むものとする。

概念の形成のされ方について米国は同意できない点がある。米国は、その他幾つか

この作業部会が1998年に設立された当初は3年間の期限が付いていたが、その後のマンデー

の理由により、長年にわたって国連総会決議及び人権理事会決議において「発展へ

ト延長により2000年に第1会期及び第2会期を開催して以来2001年を除く毎年開催され、本年

の権利」に言及することに反対してきた。米国は「発展への権利」に関する懸念をこ

（2017年） の第18会期まで続いてきたものである。

れまでの作業部会でも繰り返し指摘してきた。（したがって） 米国は、これ以上、議論に
参加することは生産的でないと確信している。

２．作業部会第18会期の概要
作業部会第1日目午前のセッションは、国連人権副高等弁務官 （ケイト· ギルモア氏） の挨拶、
議長の選出 （パキスタン大使のザミール·アクラム氏を再選） 及び審議事項の承認に始まり、ごく
普通のスタートを切った。続いて、各国代表、国連機関及び NGOによる一般意見の表明に入った。
この一般意見では、通常、議長の再選に対する祝辞など、外交的な挨拶が交わされることが多い。
しかしこの作業部会では、一般意見から、発展途上国と先進国との間にある深刻な亀裂が露呈
した。
まず、発展途上国側から多数の国が発言した。非同盟諸国を代表してベネズエラが、2030ア
ジェンダの達成を含め「発展への権利」を実現することは、これまで以上に重要性を増している
と指摘するとともに、
「発展への権利」を実現するためには当該権利を経済 · 財政 · 貿易などを含
むすべての国連活動において主流化すること、及び国際経済秩序を根本的に変革する必要が
あることを強調する発言を行った。アフリカ諸国を代表して発言したチュニジアやイスラム協力機
構を代表して発言したパキスタンなども基本的には同趣旨の意見を表明した。また、スリランカな
ど数ヵ国は、作業部会が取り組んできた「発展への権利」実現のための指標 （criteria） 及びサ
ブ指標 （sub-criteria） の策定を一刻も急ぐ必要がある、との発言を行った。また、南アフリカ共
和国は、非同盟諸国と立場を同じくすると同時に、アフリカ諸国にとっての「発展への権利」は「人
及び人民の権利に関するアフリカ憲章」第22条8 に規定された地域的条約上の権利としても重
要であること、さらに2030アジェンダは「発展への権利」を具現化し内容を与えるものであること
を指摘し、すべての国に、当該権利を実現するための機会と責任とを付与するものである、と述
べた。
一方、先進国側としては、EU、英国及び米国が発言を行った。この3ヵ国の発言において共
通した内容は次の3点であった。第１に、発展と人権との間に相互関係が存在することは承認し
ていること。第2に、すべての人権及び基本的自由の不可分かつ相互依存関係を重視している
こと。第3に、
「発展への権利」に関して法的拘束力のある文書を作成することには反対であるこ
と。上記の点に加え、EUはさらに、発展の成果を市民が享受することについて主要な責任を負っ
ているのは （その市民の属する） 国家である、
と述べた。また、米国は下記の点を付け加えた。
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なお、米国代表は、この日の会合を最後に、残りの作業部会を欠席 （ボイコット） した。
1日目午前のセッションで一般意見の聴取を終え、午後のセッションでは議長による会期前非公
式折衝に関する簡単な報告があった後、公式の会合を一旦閉会して非公式協議を行いたい旨
の提案があった。EU は、あらかじめ承認された日程通りに作業部会を継続するよう要請したが、
公式の会合は実質的な話し合いに入ることなく第１日目を終了した。初日の本格的審議を開始す
る前から非公式協議に入ることは異例である。議長としては、米国のボイコットもあって、部会の
進め方について方針を固められない事情があったものと推測される。
2日目は全日を使って、独立専門家等によって構成される２つのパネルによる報告、及び作業部
会構成員とパネルとの質疑応答を中心とする協議 （interactive dialogue） が行われた。パネ
ルの構成員 （カッコ内は所属等） は次の通りである。まず、第1パネルは、ビンセント· ユウ氏 （サウ
ス·センター）、フラビア·ピオヴェザン氏 （ブラジル政府人権担当大臣特別秘書）、オリバー·デ＝シャッ
ター氏 （社会権規約委員会）、マリア＝ルイザ ·シルヴァ氏 （国連開発計画）、及びリチャード·コズ
ル＝ライト氏 （国連貿易開発会議） から構成された。第2パネルは、ヨーク·リン· チー氏 （第三世
界ネットワーク）、シージャン·ワン氏 （武漢大学）、ヒンドゥ·ウマール·イブラハム氏 （チャド先住民 ·
女性協会）、及びイドリス·ジャザリー氏 （人権享受に対する一方的強制措置の弊害に関する特
別報告者） から構成された。この顔ぶれから分かるように、パネルは人権、開発、経済をはじめと
する多様な分野の人々から構成されており、報告の内容もレベルも千差万別なものであった。
たとえば、第1パネルの冒頭で報告したユウ氏は、
「発展への権利」に対する現代的脅威とし
て世界金融危機や気候変動などを取り上げて説明し、次に報告したピオヴェザン氏は、発展へ
の権利が「開発」の概念を経済成長から人間中心の「発展」に変えたという趣旨の話をした。ど
ちらの報告も新しい視点に乏しく、18年目を迎えた作業部会が厳しい時間的制約のなかで聴く
べきものなのか疑問に思う場面もあった。
一方で、
「発展への権利」がかかわる特定の問題について作業部会が考慮すべき点を、専
門家の立場から具体的に提示した報告もあった。たとえばデ＝シャッター氏は、発展途上国に対
する外国企業の直接投資 （FDI） が「発展への権利」を含む人権の伸長に役立ちうる反面、投
資のあり方によっては人権の阻害要因となるため、FDIをどう制御するか、たとえば、多国籍企
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業の領域外責任の追及と「発展への権利」をいかに連結させるか、
といった論点を提示した。また、

しながら、最初の審議対象である指標１(a)について、EU が、前会期の文言から何ら修正されて

コズル＝ライト氏は、ハイパー·グローバリゼーションによって極端な富の不均衡が生じている世界

いないため、前会期同様、この指標に対する立場を留保すると述べ、日本も同趣旨の発言を行なっ

状況に対して、現在議論されているような「発展への権利」や持続可能な開発目標は有効な対

たため、議論が出だしから暗礁に乗り上げた。

策を提供できず、世界的なニューディールともいえるような政策が必要であるから、この作業部会

発展途上国側は、EU 等に対して第3読を終了するための協力を求め、何らかの前向きな提案

は、
「発展への権利」を通して新しいニューディール政策のいかなる要素を取り込むことができる

を行うよう要請したが、ここでも具体的な提案は出なかったため、一部の国からは、先進国側は

か検討すべきである、という挑発的な提言を行った。また、ジャザリー氏は、近年あまり議論され

本当に議論する気があるのか、
といった批判も噴出した。その後、4日目に入っても再び公式会合

ることのない「発展への権利」に関する宣言第７条に言及し、
「発展への権利」の実現を阻害す

を一旦閉会して非公式協議が繰り返され、議論の進展はなかった。

る外因性の問題という観点から、軍縮の必要性を説いた。

結局、最終日 （5日目） もほとんどの時間は非公式協議に費やされ、人権理事会に提出する

以上のように、独立専門家による報告のなかには非常に興味深いものもあったが、全体として

報告書の文言についてのみ、かろうじて最後に妥協が成立した。部会の終了間際に、長年に

は作業部会における他の審議事項との関係が漠然としており、3日目以降の議論に直接的な影

わたってこの作業部会における議論に貢献してきた NGO のパパ ·ジョバンニ23 （Associazione

響を与えるものではなかった。

Comunita Papa Giovanni XXIII） が、独自に作成した標準の一覧を （議長の許可を得て）

3日目午前のセッションに入ると、作業部会はようやく
「発展への権利」の実施に関する具体的

配布し、この一覧では、国連加盟国によって既に合意された文言のみが用いられていることを説

な審議を開始した。3日目から4日目にかけての審議項目は２つで、第１の審議項目は「発展への

明した上で、作業部会参加国は、
「発展への権利」を実現するために必ず合意点を見出すこと

権利」に関する宣言を実施するための標準 （standards） の策定であり、第２の審議項目は「発

ができるはずであり、飢餓、貧困、社会的暴力や差別などに苦しみながら「発展への権利」の実

展への権利」を実現するための指標 （criteria） 及びサブ指標 （sub-criteria） の一覧を完成

現を渇望する世界中の人たちのために合意点を見出す義務がある、
と述べた。この勇気ある発

することである。

言に満場の拍手が起こり、第18会期は終了した。

ここでいう標準とは、
「発展への権利」の実現に向けて確認されるべき原則及び政策目標など
を指している。これを議論するためのたたき台としては、第16会期の作業部会によって要請され、
人権理事会の承認を経て議長が作成した標準に関する報告書9 があった。加えて、当該報告
書を基礎として非同盟諸国が独自にまとめた非公式の標準一覧10 も審議の対象とすることが提
案された。しかしながら、EUをはじめとする先進諸国は、前者については交渉のために開かれ
た文書ではないことを理由に態度を留保した。また、後者に対しては、現行の文書には同意でき
ないものの、交渉に応じる用意はある、
との立場を示した。
一方、非同盟諸国側は、先進諸国に対して （原案として提示した標準一覧に同意できないの
なら） 具体的な修正提案等をするよう要請したが、具体的な提案は出ないまま、公式会合を一
旦閉会して非公式協議 （先進諸国相互間、非同盟諸国相互間、及び両グループ間での折衝）
が繰り返された。結局、3日目の全日を通して議論は進展せず、翌4日目まで検討の時間を設ける
こととして、標準一覧についての審議はいったん棚上げされた。
次に、
「発展への権利」を実施するための指標及びサブ指標に関する議論に入った。この議
題については、
「発展への権利」の実施に関するハイレベル·タスクフォースによって2010年に作
成された「発展への権利」に関する指標及びサブ指標の一覧11 があり、第17会期の作業部会
でこの一覧の第2読が終了していたため、今年の作業部会では第3読を行う予定であった。しか
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３．若干の考察
作業部会第18会期における議論について若干の考察を加え、まとめとしたい。まず、米国によ
るボイコットについてみると、先に紹介した米国の発言内容から、米国の作業部会への復帰は当
分困難と思われる。しかし、
「平和への権利」作業部会など他の部会をみても、そもそも米国の
人権関連作業部会への参加目的は国益追及の域を出ないことが多く、今回の米国によるボイコッ
トをもって、作業部会の終焉とまで理解される必要はない。後述するように、この作業部会は、少
なくとも現段階では「発展への権利」の実現について、国際経済論や金融論ではなく、あくまで
も人権論からのアプローチに徹するべきで、その場合、
もともとこうした国際人権活動に対して否
定的な米国の貢献度は極めて低い。したがって、米国のボイコットがこの作業部会に与える実
質的影響は、米国自らが意図した劇的な演出以上のものではないと思われる。
次に、この会期を不毛なものに終わらせてしまった本質的な要因について検討する。第１の要
因は、議論が「発展への権利」の定義にかかわる権利主体の問題にまで戻ってしまった点にあ
ると考えられる。米国、EU、日本ともに、人権の主体は個人である、
という趣旨の発言を会期中に
行っている。これが、さまざまな標準や指標に反対する形式的な理由となって、
「発展への権利」
の集団的側面を少しでも示唆する可能性のある標準や指標には、一貫して断固とした反対の意

INTERJURIST No.194 Nov 1, 2017

26

発展への権利の報告

思表示を続けていると考えられる。
そもそも「発展への権利」の主体は、198 6年の「発展への権利」に関する宣言第 1条で「す
べての人間及びすべての人民」と定められたが、その後、19 9 3 年のウィーン宣言及び行動計

るものに過ぎず、指標の策定をもって法的文書への準備段階として警戒するべきではない。この
ような視点に立てば、指標づくりに向けて、先進国、発展途上国の双方にとって合理的かつ有益
な妥協点を見つけることは十分に可能であろう。

「発展への権利」に対する米国を含む先進諸国のコンセンサスを得る必要か
画 を採択する際、

「発展への権利」に関する作業部会には、NGO やアカデミズムからの支援が十分でなく、未

ら、同宣言及び行動計画第10節では、その権利主体を曖昧に規定したという経緯がある13。しか

熟な議論の堂々巡りに陥っている部分もあるようにみえる。発展途上国のみならず先進国の市

し、ウィーン宣言及び行動計画の同節は、
「世界人権会議は、発展への権利が、発展への権利

民社会や研究者の間にも人権としての「発展への権利」に対する一定の評価はみいだしうるの

宣言において確立されたとおり、普遍的かつ奪うことのできない権利であり、基本的人権の重要

であり、市民社会のプラグマティックな発想や、研究者の合理的な議論を参考とすべき点が多い

な一部であることを再確認する。」と規定することで、基本的には1986年の宣言における権利規

と考えられる。

12

定を受け入れており、
「発展への権利」の集団性を完全に否定しているわけでもない。世界人
権会議における「発展への権利」に関するコンセンサスは、この絶妙な妥協を基礎としており、そ
の基礎を掘り返すような議論に回帰することは、
きわめて非生産的である。
そもそも「発展への権利」に関する作業部会は、
「発展への権利」の具体的な実現を促進す
るための会合であって、権利主体の問題を含む「発展への権利」の定義を再吟味する場では
ない。そうであるにもかかわらず、集団的人権の可否という先進国と発展途上国の間に長年存
在してきた人権論の深い溝に陥って、進展の期待できない議論を繰り返しているのである。
第２の要因は、非同盟諸国を中心とする発展途上国側が、
「発展への権利」の実施にからめ
て国際経済秩序の改革や国際金融財政政策の修正など、いわゆる国際社会の構造に関する

1 この作業部会への出席について、国連への登録をお手伝いいただいた日本国際法律家協会副会長の笹本
潤氏及び国際民主法律家協会ジュネーブ常駐代表のミコル· サビア氏に改めて深謝の意を表する。
2 本稿では、この作業部会の暫定版報告書も参照している。See; Report of the Working Group on the
Right to Development on its Eighteenth Session(Unedited and Advance Version) , A/HRC/36/
XX, 7 April 2017. ( 正式な文書番号が振られる前のもの。)
3 UN Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986.
4 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 21
October 2015.

論点を一気に持ち込んだ点である。このような発展途上国の姿勢によって、
「発展への権利」が

5 UN Human Rights Council Resolution, A/HRC/RES/33/14, 5 October 2016.

単なる政治目的達成のための道具に利用されているのではないか、
という先進国側の警戒感が

6 UN Commission on Human Rights Resolution 1998/72, 22 April 1998; UN Economic and Social

あおられると同時に、
「発展への権利」の集団的側面及び構造的性質が強調され、先進国側の
反発を招いているようにみえる。もともと「発展への権利」は国際社会 （及び国内社会） の構造
そのものを問う総合的 · 構造的権利であることを特徴として成立したが、人権理事会の下に置か
れたこの作業部会に課されているのは、少なくとも現時点では、宣言を実現するために人権活動
としてすべきことを検討することである。
第３には、指標の作成と標準の策定作業が平行して行われていることのマイナス面が指摘で

Council Decision 1998/269, 30 July 1998.
7 UN Economic and Social Council Decision 1998/269, 30 July 1998, paras 3-5.
8 The African Charter on Human and Peoples’ Rights, CAB/LEG/67/3/Rev 5, 27 June 1981.
9 Standards for the implementation of the right to development, A/HRC/WG.2/17/2, 16 March
2016.
10 NAM Proposal on Set of Standards regarding the implementation and realization of the Right
to Development, A/HRC/WG.2/18/1, 5 April 2017.

きる。各種政策の基本原則に関わる標準は、これもまた国際社会の構造にかかわるものが多く、

11 A/HRC/15/WG.2/TF/2/Add.2, 8 March 2010.

その策定のための議論は政治化されやすい。作業部会は、むしろ権利実現の阻害要素を、より

12 Vienna Declaration and Programme of Action, A/CONF .157/23, 12 July, 1993.

細かく具体的に分析し、その排除のためのガイダンスを与える指標及びサブ指標の一覧づくりに

13「発展への権利」に関する宣言採択当初の議論については、拙著「国連人権委員会の歩みと『発展への

集中する方が、この作業部会に与えられた最も重要なマンデート、すなわち「発展への権利」の
実現を一歩でも前進させること、に役立つ。一方、EUなどの先進諸国は、指標及びサブ指標の
一部が権利の実現を集団的にとらえる側面を持っているとしても、これを「発展への権利」の主

権利』」、一橋研究第15巻1号 （1990年）、125-143頁参照 ；「発展への権利」のウィーン会議における議論
については、藤田早苗「発展の権利について『コンセンサス』の成立とその意義」国際開発研究フォーラ
ム第15号 （2000年）、99-116頁参照。

体論とを切り離して理解する必要がある。また、指標の策定は権利実現のためのガイダンスとな

27
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新連載「国際社会と市民」

爆弾禁止条約」（オスロ条約） もNGO が主体的に活動した成果であった。2007年に採択された

国際社会と 「市民」

11

「障がい者の権利条約」の成立にも、日本の障がい者団体などが大きく貢献した。2017年7月7

 　　　

名古屋学院大学（憲法学・平和学） 飯島滋明

日に採択された「核兵器禁止条約」の成立にもNGO は大きな役割を果たし、ICAN はノーベル
平和賞を受賞した。国連事務次長の中満泉氏は、市民社会の声が大きなうねりとなって核兵器
禁止条約につながったと述べている。2016年12月19日に国連総会で採択された「平和への権

（１）「国連憲章」成立における市民社会の役割
第二次世界大戦やアジア· 太平洋戦争の際、
ドイツは「ホロコースト」などの「残虐行為」をお

12

利宣言」でも、NGO は大きな役割を果たした。

こなった。
「日本軍による中国占領は、
ドイツによる東欧の征服 · 支配と同様に悪質 （vicious） な

安倍自公政権は反民主的な政治、たとえば原発再稼動、特定秘密保護法制定、安保法制制

もの」であり、たとえば1937年の「南京凌虐」（Rape　 of　 Nanking） で、日本軍は多くの市民や「数

定、共謀罪制定、辺野古新基地建設や高江のオスプレイパッド建設など、多くの国民が反対す

え切れないほどの女性 （Countless　 Women）」を強姦した。さらに、
「中国、朝鮮、フィリピンなど

る政治を進めてきた。反民主的な安倍自公政権を目の当たりにし、無力感にとらわれる人もいるも

の女性を強制的に売春させるための施設を設立した」。こうした非人道的な行為に対し、
「人権

しれない。しかし、いままで紹介してきたように、市民の力は決して小さくない。市民社会が国際

はドイツ、
イタリア、日本の戦争時の残虐行為に対して闘争する同盟国のスローガンとなった」。ただ、

社会における人権向上や平和構築に大きく貢献している現実を私たちは認識する必要がある。

1

2

3

「戦争の終結も近づき、国連の設立が具体化し、その基本文章の作成も始められた段階になっ
て、……人権と基本的自由の尊重について、国際的な約束をし、義務を負うことについて、多くの
4

国が再び抵抗を示し始めた」。なぜなら、
「後の５大国もそれぞれ人権問題を抱えていた。例えば、
アメリカは黒人に対する人種差別問題、イギリスやフランスは膨大な植民地支配、ソ連は自国及
5

び東欧諸国の反社会主義体制運動に対する弾圧と粛清、中国は内戦」などの人権問題があっ
た。ところが「ダンバートン·オークス提案における貧弱な人権関連規定に強く失望した民間団体
6

が引き続き力強い運動を展開した」ため、
「国連の基本目的の一つとして、人権という言葉を前
7

文も含めて7回も繰り返し、そのための加盟国の協力」を定めた「国連憲章」が成立した。国際
社会の憲法である「国連憲章」成立にNGO は大きな役割を演じた。

（３）「平和への権利宣言」と「安保法制違憲訴訟」
「平和への権利宣言」をさらに実効的な権利にするためには、2017年10月段階で原告7000
13

名以上、全国24の裁判、そして今後も提訴が予定されている「安保法制違憲訴訟」も重要である。
「平和への権利宣言」は「宣言」であって条約ではないために法的拘束力がない。また、多彩
な権利が明記されていた、2012年4月の「平和への権利国連宣言草案」に対し、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」では前文と5条からなる宣言に留まった。今
後、市民社会は「平和への権利」の「条約」化にむけて動きだすことが想定される。
「平和への
権利」の条約化にむけた国際社会の動きの中、
「安保法制は憲法違反」との判決が下されれば、
そうした判決が国連や国際社会の場で紹介され、
「平和へ権利」の条約化にむけた後押しにな
14

15

る。新倉修青山学院大学名誉教授 や前田朗東京造形大学教授 が指摘するように、
「安保法

（２）条約成立における市民社会の活躍
市民社会が重要な役割を演じたのは「国連憲章」だけではない。
「世界人権宣言」につい

制は憲法違反」との判決は「国家実行」として、
「一般的な国際慣習法の存在を推定する根拠

ても「NGO の果たした役割は大き」く、
「労働組合や女性団体が人権宣言起草の推進力に

として考慮される」可能性がある。Anthony　 Aust が指摘するように、国内裁判所の判決も「国

なった」。1984年に国連総会で採択された「拷問等禁止条約」では、アムネスティ·インターナ

際法の補助的法源 （subsidiary　 source　 of　 international　 law）」となり、
「国際法の発展に重

ショナルが主導的な役割を演じた。1989年に国連総会で採択された「子どもの権利条約」でも、

要な影響を持つことになる」。
「安保法制違憲訴訟」で弁護士として「安保法制違憲訴訟」で

Defense　 for　 Children　 Internationalなどの NGO が条約の起草段階に参加した。1997年12

関わること、あるいは原告やサポーターとして「安保法制違憲訴訟」に関わることは、国際社会

月に署名された「対人地雷全面禁止条約」（オタワ条約） や2008年12月に署名された「クラスター

の平和構築にも大きく貢献することになる。

8

9

10

1

David

Weissbrodt

3

Connie

de

la

V e g a ，I n t e r n a t i o n a l

Human

Rights

Law

an

まこそ知りたい

平和への権利 48 の Q ＆ A』（合同出版、2014 年）82 頁。

11

芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹前掲注 5）文献 204-205 頁。

op.cit.,P.22.

12

とくに「平和への権利宣言」がアメリカなどの強硬な反対により危機的状況にあった、2014 年 7 月の作業部会

op.cit.,P.21.

第 2 会期と、笹本潤弁護士などの NGO の応酬については、飯島滋明「「平和への権利宣言」(Declaration

Introduction , University

2

and

16

of

Pennsylvania

Press,2007.,P.21.

4

斎藤恵彦『世界人権宣言と現代』（有信堂高文社、1984 年）68 頁。

Right

5

芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹『ブリッジブック

13

6

斎藤恵彦前掲注 4）文献 69 頁。

14

7

斎藤恵彦前掲注 4）文献 68 頁。

利国際キャンペーン・日本実行委員会編前掲注 10）文献 77 頁。

8

荻原重夫『〈世界人権宣言〉のめざすもの』（明石書店、1998 年）16 頁。

15

9

芹田健太郎・薬師寺公夫・坂元茂樹前掲注 5）文献 204 頁。

会『私たちは戦争を許さない〜安保法制の憲法違反を訴える』( 岩波書店、2017 年 )172 頁参照。

10

29

国際人権法』（信山社、2017 年）23 頁。

笹本潤「NGO が対人地雷禁止条約の成立に果たした役割」平和への権利国際キャンペーン・日本実行委員会編『い

16

to

Peace) 国連総会採択について」日本国際法律家協『INTERJURISUT

on

the

No.191』（2017 年）参照。

HP に関しては http://anpoiken.jp/ 参照。
新倉修「Q33

平和への権利が国連総会で採択されると、すぐに法的な拘束力が発生しますか？

」平和への権

前田朗教授の発言については、飯島滋明「安保法制違憲訴訟にかかわる憲法研究者の思い」安保法制違憲訴訟の
Anthony

Aust,Handbook

of

International

LAW ,Cambridge,2014.,P.9.
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国内問題

イキョンジュ
（李京柱）さん講演会

国内問題

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

改憲問題法律家6団体（合宿報告等）
青山学院大学名誉教授·弁護士

新倉修

2017年8月12日～13日に、改憲問題対策法律家６団体連絡会の合宿が埼玉県飯能市であり、
大熊会長、宮坂弁護士、新倉が参加した。
第1日目の理論問題の検討で、山内敏弘氏 （一橋大学名誉教授） と浅井基文氏 （外交研究
者） の問題提起を受け討論した （詳細は日民協の機関誌「法と民主主義」掲載）。
山内教授は、安倍首相が2017年5月2日に読売新聞に発表した「9条加憲」を詳細に分析し

弁護士

笹本潤

２０１７年５月３日の憲法記念日に、突然、安倍首相が憲法改正案として、９条に自衛隊の規定を
加える案を提案したので、これにどう対応していけばいいのか、について国内の様々な法律家団
体や平和団体で議論が始まっていた。
そのような中、２００５年からの JALISA のグローバル９条キャンペーンや平和への権利国際キャ
ンペーンを一緒にやってきた韓国の憲法学者イキョンジュさん （李京柱 · 仁荷大学） が、日本で出
版する『アジアの中の日本国憲法』（勁草書房） の宣伝もかねて７～８月に来日するとの情報が入った。
以前９条キャンペーンの中で、
イキョンジュさんは「韓国では、軍隊の存在を憲法に書き込んだために、

批判した。法制局がどのような関与をしているのかという質問に対して、憲法改正が国会の発

憲法上の歯止めが効かなくなった。その点が日本の９条と一番異なる点だ」と語っていた。その

議によるから、内閣法制局が関与しているはずはなく、関与してはならないという建て付けだとい

時の言葉を思い出し、日本の現情勢にもピッタリの話をしていただけると思い、日本縦断の講演を

う回答があった。さらに会場から、民進党の改憲案づくりには衆議院法制局が関与しており、官

依頼することになった。７月２１日東京、8月1日大阪、２日奈良、3日名古屋と４回もの講演を行ってもらっ

邸周辺の官僚は、2015年7月1日の閣議決定などで当面必要な法制を整備できる状態にあるので、

た。以下の講演要旨は、名古屋集会のものを、ひだ法律事務所でまとめたものである。

9条関係で集団的自衛権にもとづく自衛隊海外派兵のために改憲する必要性は少なく、改憲は
「総理の趣味」という評価もあるとの指摘があった1。
浅井氏は、政治学的な視点で重要なのは、憲法が1945年のポツダム宣言の受諾から出発し

講演報告「新憲法９条改正案を斬る」韓国からみた日本国憲法九条
2017.10.2　 名古屋

たもので、降伏文書はサンフランシスコ講和条約などで認証されており、国際法的な拘束力が
あって、9条改憲はこのような国際誓約を破棄するという重大問題をはらむ点だとした。核兵器の
「抑止力」という用語が戦争を防止するかのような誤解を生み、核兵器の使用を含める英語の
deterrenceとの間で意味にズレがあるという指摘もあった。
第２目は、運動の観点から、総がかり行動の高田健氏は、
「市民と野党との共闘」の推進で大
きな成果があったが、さらに「総がかり運動の総がかり化」を進めるために、いっそう大きな共同
の輪をめざし参加する団体や個人を募ることが重要だとした。
9月28日に衆議院の冒頭解散が行われ、改憲への動きに抗議する法律家6団体が参議院議
員会館で10月6日に記者会見をした。ノーベル平和賞の発表や「立憲民主党」の発足と重なっ
たが、改憲の是非が争点なことは明白。にもかかわらず、自民 · 公明は争点をあいまいにしている。
クーデターに近い権力の暴走に対して、大きな運動と地道な理論的批判が求められている。
1　

その後、田原総一郎氏から昨年、安倍首相自身が「もう改憲の必要はないけど」という発言のあっ

Ⅰ 「加憲」？
憲法９条は大きな危機に立たされている。
海外では、日本が９条に「自衛隊」の文字を加えることについてどう思っているのか、韓国の例
を比較しながら申し上げたい。
９条改憲論は今回初めてのことではない。２０１２年の自民党草案は、天皇を元首にする、国防
軍をおく、緊急事態条項などをおく等のかなり復古的なもの。かなり大幅な改憲草案であった。
その７年前、自民党結党５０周年に当たる年の２００５年にも改憲草案が出された。このときは自
衛隊の軍隊化や公共の秩序を盛り込む小幅な改正案。
これらに比べると今回 （２０１７年） の改正案は、
もっとも小幅であって、安倍さんの改憲への執
念を感じる。ワンポイント改憲というか、ワンポイントに絞って、それで今回どうしても自衛隊を憲法
に明記したいという意思が垣間見える。

たことが紹介されている。
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Ⅱ 武力による平和と武力によらない平和の間

自由民主主義国家 （の成立） 後に、ヒトラー政権が成立したため、自由の敵には人権制限でき

１

るという中身の憲法に、自由民主的な基本秩序を規定した。これが韓国憲法でも規定されている。

韓国憲法の平和主義

(1) 世界にはいろんな平和憲法がある。１つは「武力による平和」憲法、
もう１つは「武力によら

ない平和」憲法。
武力による平和憲法は、専守防衛にするか、あるいは中立国家にするかというもの。武力によ
らない憲法は、日本国憲法のように戦力を一切持たないという憲法。

ところが、はじめはナチスのような全体主義を制限する規定であったが、実際の運用は、全体
主義でなくて自分と主張の違う人を規制する条項として濫用されていることもある。また、
ドイツ
では良心的兵役拒否を認めているが、韓国憲法にはない。
(4) 平和主義の大きな壁となるのは軍事協定。韓国はアメリカと相互防衛条約を結んでいる。

この２つの憲法は、言葉は類似しているが、かなり異なる。

その中身は、大きく言えば一つは、集団的自衛権を行使できるようにするため、
もう一つは軍備を

(2) 軍隊をおくが、一応平和を標榜している韓国の憲法は、憲法第５条に平和主義的な規定

拡張するため。

をおいている。
韓国憲法５条１項には、侵略戦争を否認する、２項には、国軍を置く。その国軍の使命は国土
防衛である、
と規定されている。
「国土防衛」という規定が入ったのは１９４８年の憲法制定時。当時は、日本の植民地支配を受
けたことを踏まえ、国を奪われることは人権保護につながらない、必要最小限度の実力は必要だ
ということで、必要最小限度の実力として軍隊をおくべきというふうに議論がされ、国軍として規
定された。

軍隊をおくことにより様々な法整備がされている。例えば、軍人を供給するシステムが必要で、
それが兵役法。また、軍隊を動かすためには人のみではなくて物資も必要であり、これを規定し
たのが、徴発法。軍隊を置けば有事に備えなければならない。そこで、緊急権を裏付ける戒厳
法など、様々な法律がある。
(5) 最も大きな壁、平和主義が実現されるにおいて壁になるというのは、
「文化」である。
「軍隊文化」という言葉がよく使われるが、例えば日本には「会社文化」というものがあった。
会社では、人を組織して動かす。そういう文化が、一般市民の文化にも拡散されている。例え

ところが、１９８０年の憲法改正時、国軍の任務として「安全保障」が加わった。安全保障という

ばアメリカでは、
「ボーイスカウト文化」があるのではないだろうか。人をどういう風に組織して形

のは、言葉としてはきれいだが、国軍の任務において、地位的な限界をかなり超える。つまり、国

をどういう風に決めてというボーイスカウトでやっているようなやり方が、一般社会でも通じている

土防衛は、自分の国土のみを防衛するための軍隊だが、安全保障を任務にすれば、自分の国

ように思われる。

の国益とか、直接間接的に関係のある地域にまで、例えばイラクに派兵するとか、ベトナムにも派
兵しうるような、そういう地理的な限界をなくすような任務規定となる。
また、軍隊を国民がコントロールできるよう、国軍の組織と編成は法律に従うよう定められている。
法律は、大統領が作るのではなく、国民の代表である国会議員が作る規範。そういう規範であ
るならば、国軍に対してある程度のコントロールができるのではないかという発想だったと思われる。
(3) ところが、平和主義を標榜している韓国の憲法では、いくつかの限界も同時に存在している。
憲法そのものにも、平和主義と矛盾する条項がある。
例えば韓国憲法４条には、
「領土条項」というものがある。つまり韓国の領土は、
「朝鮮半島及
び附属する島々」となっており、北朝鮮は、国連に加盟している国家だが、韓国の領土を不法に
占拠している国となる。つまり平和的な交渉の相手ではなく、つぶすべき対象になる。
それからもう一つは、我々は自由で民主主義の国に住んでいると自負しているが、韓国の憲法
には、我々が普通に考えている自由民主主義とは多少色合いが違う自由民主主義が規定され
ている。
つまり、自由の敵には人権制限ができるというもの。これは戦後のドイツからの輸入。ドイツでは、
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どうも韓国では、軍隊で学んだやり方が社会全体に広がっている。例えば、危機が到来したと
き、その危機に対して平和的に解決しようとする人は非国民であるとか、（非国民という非難に）
同調する人のみが国民であるとか、そういう風な傾向がかなり強くなる。
(6) このように見てみると、韓国は、必要最小限の実力として軍隊を憲法においた。シビリアン
コントロールのことも考えて規定した。しかしながら、軍隊をおいたおかげで、様々な弊害が出て
きたということになる。
一番大きな弊害が、規制力が非常に弱くなるということ。国防外交活動に対する市民の規制
力 （シビリアンコントロール） が弱くなる。
例えば、１９６５年から約１０年間、韓国もベトナム戦争に派兵した。このとき、はじめから戦闘部
隊を派兵したわけではない。最初は後方支援のつもりで派遣された。第１段階では医療部隊が
派兵され、第２段階では工兵隊が。
ちょうど日本が後方支援の段階であって、これを戦闘部隊の派遣までつなげるかどうかの境目
にあると思われるが、こういう段階を経て、韓国では約３２万の軍人が派兵され、そのうち約５０００
名が死亡した。怪我をしたり精神的な障害を負った人までをも含めると、かなりの弊害があった
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と思われる。
(7) 韓国の憲法、つまり武力による平和を標榜している憲法は、平和主義憲法としての実態が
豊富ではない、むしろ非常に乏しいので、何とか実態を勝ち取るために、韓国にも憲法の原理原
則として平和主義があることを主張しているのだろうと思われる。

２

日本国憲法の平和主義（武力によらない平和）

日本の場合は、韓国の場合と異なり、平和主義憲法としての実態を持っていた。その後自衛

隊ができ、最近は自衛隊が海外派兵もできるような形になっているが、いくつかの限定がなされて
いる。後方支援にとどまるとか、アメリカとの軍事条約であっても片面条約にすぎないなど。
私が最も大事に思うのは、
「９条２項があるがゆえに、国防や軍事行動を行う場合には、政府
がその理由 · 根拠を説明しなければらない」ということ。
法的には挙証責任というが、まず自衛隊が９条２項に反するから、自衛隊の存在についていろ
んな説明を持たないといけない。実際には自衛隊が存在するが、（憲法に規定がないことが） 自
衛隊を制限する制約原理にもなる。これによって日本がかろうじて平和主義憲法を何とか保持し
ていけるようになった。
いわゆる軽武装平和主義、専守防衛ができるようになったということも、ある程度の歯止め、す
なわち憲法９条２項のようなものがあり、ようやくこれが働いているとみることができる。
したがって、
もし軍隊というものを憲法に公に規定するようになれば、こういう規制がなくなること
になる。

２

射程

(1) （新憲法９条論は） その他にもいろんな効果を狙っていると思われるが、まず憲法に明記し

た自衛隊になれば、必要最小限の軍隊であれ、専守防衛の軍隊であれ、憲法に明記されれば、
軍隊として様々な要求がされるだろう。
まず軍隊を置くと「敵」がいる。現状の自衛隊の場合は「有事の際に」となるが、軍隊となれば、
誰と戦うのかということを明確にしないといけない。
(2) もう一つは、自衛隊という名前を借りていても実際は軍隊になるから、軍隊としての隊形を
作らないといけない。
現在、韓国軍は専守防衛軍を自負しているが、陸軍の場合は以下のような隊形を取っている。
まず軍があり、その下に１０個の軍団がある。軍団の下には師団がある。師団の下には旅団が
ある。
日本の場合は、
まず「軍」と呼べないから、
「自衛隊」と呼び、その下に３つの段階を置いている。
一つは方面隊、それから師団、旅団という形を取っているが、この方面隊が、韓国の軍、軍団の
ような形に変換されていくと思われる。
自衛隊は現在、韓国の軍隊と違って野戦軍や歩兵隊がない。今後こういうことも出てくるかも
しれない。
もうすでに日本の陸上自衛隊が韓国の軍隊に類似する準備を着々と進行しており、例えば陸
上総隊というものを作った。その中に兵站ができる部隊を置いてある。つまり独自的な作戦が可

Ⅲ 新憲法九条論の波長（射程）と兵営国家
１

規範と現実の一致問題のみか

（安倍政権は） 自衛隊という実力部隊という存在があるので、憲法と一致するために憲法改正

するべきだと説明しているが、実態はそれとは全く違う方向に走る恐れがある。
新憲法９条論が何を狙うのか、韓国を反面教師というか、韓国と比較しながら考えてみたい。
安倍さんは現実と憲法が一致しないから、自衛隊という存在があるので、なんとかこれを憲法
化したいと主張しているが、実はそうではなくて、武力による平和を実現したいのではないか。
安倍さんはいつも、軍隊は置いても平和主義を放棄するわけでなく、戦争には加担しませんと言っ
ている。しかし、これは本当に純粋に認めてもらえるなら、
どういうことかといえば、つまり武力によっ
て貢献したいということなのではないか。
韓国はベトナム戦争に派兵したが、派兵合意の案には、国際平和のために、侵略戦争を阻止
するために、ベトナムに派兵するという風に書かれていた。しかし、実態は侵略戦争に加担した。
安倍さんが考えていることはこういうことなんじゃないかと、私は考えている。

35

能な野戦軍を目指して形を既に変えつつある。
陸上、海上、航空自衛隊をつなげるためには何らかの形が必要であって、それを参謀本部と
呼べないから、統合幕僚会議という言葉を使っている。
これを統合本部化していくのではないか。現在すでに統合幕僚本部という言葉を使っており、
こういう方向への進行も予想される。
(3) 軍隊をただ遊ばせるわけにはいかないので、訓練をさせなければならない。訓練をさせる
ためには、作戦計画という見取り図が必要であり、韓国軍ではアメリカとの様々な軍事作戦がそ
れに基づいて行われている。
今年 （２０１７年） の３月、韓米連合野戦訓練が２カ月にわたって行われた。８月にはＵＦＧという
訓練が行われた。これは実動訓練。実践さながらの訓練で、同時に指揮所訓練という、シミュレー
ションをする韓国軍と米軍がコンピューターでうまくつながるか、密なコミュニケーションができるか、
コメントつまり命令指揮はうまく機能できるかというのを実験する、確かめる訓練が行われた。
野戦訓練には、我々が想像する以上の戦略武器が参加する。戦略武器というのは主に核兵
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器のこと。
ＳＬＢＭが搭載できる潜水艦も参加する。ＳＬＢＭは、潜水艦で敵の近くまで行ってミサイルを発
射するため飛距離と関係なくかなり脅威を持つ。
Ｆ３５Ｂ戦闘機も参加。Ｆ３５Ｂはかなり面白く、飛距離が１０００㎞にも及ぶ。日本では、北朝鮮のミ
サイル発射実験をかなり脅威と感じているようだが、脅威を感じるノドンミサイルは飛距離が１０００㎞。
ところがミサイルは、
レーダーである程度探知できるが、Ｆ３５Ｂはペース機能というものがついていて、

ベトナム戦争への派兵、あるいはイラク戦争への派兵は、アメリカからの要求ではあるが、軍国
の世界において、実戦経験が何としても欲しいというのがあるため、そのような側面も、派兵や戦
争への参加につながりやすいという構造になっていると思われる。
軍備を増強するため、日本はかなりの軍拡が行われている。日本の国防予算は韓国より多い。
韓国は日本円で４兆円前後のところ、日本は５兆円。
武器も、
「必要最小限」といいながらかなり最先端の武器が導入されている。例えば、Ｆ３５Ａと

レーダーでうまく探知できない。Ｆ３５Ｂは、垂直離着陸ができて、それほど滑走路が長くない戦艦

いう爆撃機。Ｆ３５系は飛距離が１０００㎞で、
ノドンミサイルと同じ。しかもＦ３５Ａはスペース機能も持っ

の上からも飛べるようになる。そういう面からみると、北朝鮮の場合は、
レーダーで探知できないよ

ている。これはなかなか相手に脅威を与える。

うなミサイルのようなものが既に動いているということでかなり脅威に感じられるかもしれない。
そこで３月と７月にかけて北朝鮮に猛反発して、これに対抗する形で、アメリカの先制攻撃も視
野に入り、朝鮮半島にとって大きな危機となった。
このとき、私は日本の友人たちから、安否を確かめる電話やＥメールを多数もらった。
「李さん、

(5) それから仮に「自衛隊」という名前のままであっても、憲法に明記すれば今日 （こんにち）
の法律体系が大きく変わる。例えば、有事法制が法律のレベルであっても、憲法と整合性を持た
せるために、軍法会議を置いたり、宣戦布告権を定めるなどの必要性がある。第１段階では、自
衛隊をまず憲法下にするのだが、次の段階でいろんなことが試みられる可能性が十分ある。

もし戦争が起こったら日本に避難して下さいね。家ぐらいは提供しますから」といわれたが、脅威

(6) 最も心配しているのは、教育の問題。日本では、
「平和教育」や「人権教育」が非常になじ

というものはお互い様であって、日本を含めて韓国も北朝鮮からたくさんの脅威を感じるが、相手

んでいる。韓国も、今は「人権教育」が非常になじんでいるが、
「平和教育」というのはなじんで

の方 （北朝鮮） もかなりの脅威を感じていると思われる。

いない。

（軍事行動には） 見取り図が必要で、それが作戦計画。アメリカ軍が世界に様々な作戦計画
を持っている。今までは、北朝鮮がもし韓国を侵略した場合にどうなるかという、かなり受け身の
作戦計画だった。ところが、９８年からかなり攻撃的なものに変わった。
こういうことが日本でも行われている。日本では自衛隊が憲法に明記されていないので、野戦
訓練という言葉は使わない。統合演習という言葉を使っている。
日本では、（韓米の連合指揮所訓練に対し） 統合指揮所演習という形をとっている。隔年で行
われており、２０１６年１月も行われ、２０１６年秋には実働演習つまり野戦訓練に近いものが行われた。
２０１６年からは、安保法制に基づき、重要影響地帯に備えて、捜索活動の訓練がなされている。
(4) 日本のアメリカ軍隊の作戦計画では、安保法制以降は朝鮮半島の有事の時に様々な波
及効果がある。危機が生じた場合どういう風にするかということまで、２０１７年に入り、範囲が広がっ
ている。
同じ作戦を展開するためには指揮権が必要で、今まではアメリカとの密約の上に存在するとい
われていたが、今後、韓国と米国の間のように公の指揮権の問題が出てくると思われる。
軍隊を得ると、世界の軍国は、実戦経験が欲しくなる。どういう作戦に参加して勝ったという実
戦経験を持つことにより発言力が強まる。韓国では、例えばベトナム戦争に参加した人達がかな

韓国では、平和教育を「安保教育」と呼んで非常になじみのある言葉だが、今後日本でもこう
いうことが出てくるのではないか。
戦前の日本を考えてみると、国民を統一させるためには反復教育が必要であり、程度の差は
あれど、我々（韓国） も１９８５年前後まで、高校や大学に教練という教科があった。
教練というのは、軍事教練。軍服とは違う別の服を着て、銃剣の練習をしたり、大学の１年生と
２年生のころに１週間くらい軍隊に、
しかも休戦地近くまで行って経験してくることがあった。
これに対して大学生らが猛反発をして、１９８５年にはソウル大学の２人の学生が焼身自殺をして、
その後廃止された。
教育現場にもこのような影響がある。尚武精神を尊ぶための様々な教育が行われるはず。

３

兵営国家

つまり、これらを一言でいうと、
「兵営国家」、西洋ではゲリソンステイツと言いますがこういう状

態が特化されるだろうと思われる。
１９７０年代の韓国、現在の北朝鮮、戦前の日本を考えれば、
「兵営国家」というものがどういう
国家か、想像が付くだろう。

り発言力を持つことになった。実際に大統領になった人も２人いる。１人目は１９８０年に政権を取っ
たチョン·ドゥファン、
もう１人は１９８７年からのノ·テウ大統領。
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Ⅳ 九条の使いよう
１

日本のアジア諸国との平和的付き合い：平和外交による国際貢献

新しく発足した文在寅政権で追求している北朝鮮政策も同じ。ところがこれに対して北朝鮮
はあまり応じていない。北朝鮮は何を狙っているかといえば、３番目。つまり自分たちは核兵器を

憲法９条をどういう風に使うかといえば、東アジアにおける日本の行動。

保有している国だから、これを前提してお互い軍縮していこうという風な形になるし、相手はアメリ

平和的な貢献の一つが「９．１９共同声明」（２００５年）。これは、日本を含めた６者 （中国、韓国、

カだと。

北朝鮮、ロシア、アメリカ、日本） が協議し、東アジアにおいて平和フォーラムを作ろうというもの。
安全保障の考え方を変える。アメリカと日本だけの安全保障ではなく、東アジアにおけるお互い
の安全を考えるというもの （多者間安保体制）。これは日本にとっても非常にためになると思われる。
最近北朝鮮がミサイルを発射し、アメリカに対してどのような提案をしているかというと、軍縮交
渉をしたい、平和協定を結びたいと。ところがこの平和協定の主体というのは、お互い対決して
いる韓国と北朝鮮との間のものではなくて、北朝鮮とアメリカとの間の平和協定。
韓国ではこれはコリヤーパッシングと呼んでいる。韓国を無視して、アメリカと直接交渉しようと
する。これが日本にも当てはまる。つまり、東アジアにおいて、多者間安保体制ないし平和体制を
作るにおいて、日本を省略してなんとか新しい秩序を築こうというもの。

ところがアメリカは今は非常に不安定な状態。トランプ大統領が周りとうまく話し合いができてい
ない。最も問題なのは、東アジア関係のスタッフを整えていないらしい。
場合によっては、第６次核実験もあるかもしれない。ミサイル発射も濃厚かもしれない。そうなる
とどういう解決があるかというと、２０１６年６月に面白い交渉があった。
一つは、中国がアメリカに、北朝鮮をＮＰＴに再加入させるという提案をした。つまり核保有国と
しての地位を認めた上で軍縮していく。それから、平和協定を提携するという提案。それをアメ
リカでは無視したが、こういうやり方も考えられると。
それからもう一つは、北朝鮮とアメリカのここ２、３０年ほどのやりとりをみてみると、お互いに脅威
をあおるが、水面下では交渉している。

日本の役割や発言の場が非常に乏しくなるから、日本が参加できるような、しかもアメリカも同

２０１６年、アメリカの民間シンクタンクと北朝鮮の担当者が会って、平和協定を望む交渉をした

意した「９．１９共同声明」は、日本のためにもなるし、日本国憲法９条２項の精神に沿った平和的な

そうだが、今、
トランプ大統領は、戦争が攻撃のオプションの一つであるとか、経済制裁をすると

国際貢献になると思われる。

か言っているが、国務長官、日本の外務大臣に当たるアメリカ国務長官レベルでは、話し合いを

同時に、北朝鮮をどうするかというのはみなさんの悩みであるし、韓国でもかなり頭の痛いところ。
北朝鮮を相手にする方法は３つある。
一つは、非核化を前提にした話し合いをする。もう一つは、話し合いをした結果として非核化
する。もう一つは過去の戦争を認めた上でこれを拡散しないように話し合いをする。

すべきだとなっている。
北朝鮮に対して、アメリカでは打つ手がないらしい。つまり、経済制裁を強化すると北朝鮮が
核開発をやめるかと思ったら、２０１７年９月に北朝鮮の専門家たちが韓国で行ったシンポジウムに
おいて、北朝鮮の対外経済依存率が１０％以下となり、海外から経済的なプレッシャーをいくらか

今までの韓国政府、アメリカ政府、日本政府が追及してきたのは、一番目。まず非核化してそ

けてもそれほど被害がないとの発表がされた。北朝鮮は非常に貧しいがそれなりにいわゆる自立

れを前提にしないと話し合いはしませんという。ところがその結果、北朝鮮はむしろ核開発 ·ミサ

をしているから、経済制裁も効果がない、そういうことを考えると、結局選択肢は、まず話し合いを

イル実験をどんどんやり、力をつけてきている。

して、結果として非核化に導くか、拡散防止策とるか。

韓国では１４、５年前にある実験 （的政策） が行われた。金大中政権時、北朝鮮には脅威を感

日本では、非核化を前提にしないと、北朝鮮と絶対に話し合いをしないとなっているが、韓国と

じるが、非常に弱い国でもあると分析。つまり核兵器を持つとかミサイル実験するというのは通常

アメリカの間では、まずは話し合いをすべきでないか、あるいは、拡散防止の方に交渉を進める

の兵力では勝てないから、非対照的な戦力で力をつけようとするのではないかと考えた。２５年

べきではないかという様々な議論が出されている。

前、当時の日本はバブル景気で、若い人がまともに給料をもらっても家が買えないので、華麗な車
を一台買って生活をするという意味で、
「一点豪華」という言葉がはやった。北朝鮮も、通常の
兵器を強化するような経済力はないが、核開発やミサイル実験をする経済力は持っているようで、
そちらの方に走っている。これをなんとかコントロールしないといけない。
金大中政権と盧武鉉政権の１０年間で試みたのは、まず対話をする、その結果としていずれは
非核化する。これを対話政策と呼んだ。
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私は、北朝鮮の核、
ミサイルを管理コントロールすべきだと考える。北朝鮮の核実験は今まで５
回あったが、２００６年１０月９日から２０１６年の９月まで計５回あるところ、いくつかの共通点がある。
一つは、核実験が行われた５回のうち４回はオバマ政権時。オバマ元大統領は、ノーベル平和
賞を受けたが、ノーベル平和賞を受けた人が大統領である時期に４回も核実験が行われている。
なぜかといえば、オバマ政権がとった北朝鮮政策は、
「ストラテイジカル·イグノーアル」（戦略的忍耐、
戦略的無視）。
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つまりいずれはつぶれるだろうからほっとく、というもの。北朝鮮は、相手 （アメリカ） が交渉に
応じてくれないので、交渉力を高めるために核実験をどんどんおこなった。
核実験のサイクルをみてみると、だいたい２，３年。ところが２０１６年には、１年で２回の実験があった。
このとき、２０１６年７月６日に、北朝鮮で非核化をアメリカに提案した。今まで対話政策については
韓国の統一委員会のスポークスマンが提案していたが、この政策だけは北朝鮮のスポークスマ
ンが提案したようだ。ところがアメリカでこれに応じなかったため、早速ミサイル実験が行われた。
核実験が力を持つためには、運搬手段が必要。そのためのミサイル実験。ミサイル実験が注
目されるようになったのは１９９８年。
２０００年５月１８日に韓国 · 北朝鮮高官が会談をした。その後ミサイル実験はしばらくなかった。

ていくかということを考えないといけない。
北朝鮮が行う実験について、相手 （北朝鮮） が何を考えているか冷静にみてから、何らかの
政策をとらなければならない。韓国の場合は、まず対話をすべきだということで、２０１７年５月に５つ
の原則と４つの課題を出した。
一つは平和的な孤立、朝鮮半島の非核化、平和協定を締結、即時できるものとして対話を再
開すべきと提案。その他にも平昌オリンピックへの北朝鮮の参加などを提案している。
日本は何をすべきか。まずはアメリカとの付き合い方をどうにか変えなけれならない。２０１７年３
月６日のミサイル実験で、在日米軍基地も標的になるかもしれないということなどを考えたとき、日本
には米軍だけでなくて、国連軍もある。国連軍とは、正確にいえば現在は多国籍軍だが、形とし

２００６年５月にテポドン２号が発射されたが、２００７年１０月４日に、韓国の大統領と北朝鮮の金正日

ては残っている。なぜ形のみとはいえ、残っているかというと、国連軍と日本政府の間に行政協

が会談をした。その後しばらくミサイル実験がなかったが、２０１２年から頻繁にミサイル実験が行

定があって、日本の主な５つの基地を国連軍が使えるようになっている。国連軍は、アメリカ軍が

われている。

主に占めているから、二重の意味で日本の基地を使えるようになっている。

注意深くみてみると、初めはミサイル実験ではなくて人工衛星の発射実験だと。しかもかなり
公になった。２０１２年７月には、外国のメディア、新聞記者４名を迎え、公に光明星３号を発射した。
その後からは、弾道ミサイル実験であったりそういう形で行われている。
ここで注目したいのは２０１７年３月６日のミサイル実験。ここで初めて「日本に向くかもしれない」となっ
た。今までは、ずっとアメリカを狙っていたが、日本もどうなるか分からないぞと。日本が悪いという
より、日本に米軍基地があるので、それを攻撃するかもしれないぞと。これは、日本の安全を維持
するためは、アメリカとの関係や付き合い方を変えろというメッセージとして読まれる。
２０１７年５月１０日に文在寅政権が誕生した。ところがその後にも５回にわたるミサイル実験が行
われた。これをどう読むか。韓国の一部では、文在寅政権の安保に対する認識が甘いと言って
いるが、それより北朝鮮が何を考えているかはまだ把握していない。つまり北朝鮮は、アメリカと
直接交渉して核を保有している。あまり性能のいいものではないけれども、それを前提として体
制を認めてもらおうということになる。今後北朝鮮にどのように対応してコントロールするかというこ
との一つの材料になると思われる。
核実験は北朝鮮のみがやっているわけではなくて、他の国もやっている。２０１７年７月７日に国
連国会で核兵器禁止条約が採択された。ところが反対した国がいくつかある。北朝鮮、韓国、
日本、アメリカ。
核兵器については軍縮についてお互いに考えないといけないし、アメリカもいろんな形で、
ミサ
イル実験をやっている。アメリカは１０年間で４０回もミサイル実験をやっている。アメリカだけじゃなくて、
核を保有する先進国もやっている。
こういう実態に対する認識に基づいて、北朝鮮に対しても、冷静にどういう風にコントロールし
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もちろん日本の安全というのもとても大事。安全を確保するための手段というのも、幅を広げて
考えるべき。
多国間での体制を考えていくべきであって、
もっぱらアメリカのみを見ていると、より脅威が高ま
るのが今の東アジアの情勢なのではないか。

２

軍事化の歯止め

安保法制などを含めて考えると、日本国憲法９条の意義は半分以下になっているんじゃないかと。

かなり失望するかもしれないが。
しかし、９条があるがゆえ、日本政府は軍事的政策をとるときに様々な説明をしなければならない。
説明を必要とすることによって、いわゆる専守防衛が維持されている。
このことを是非とも理解して、韓国の武力による平和、平和を擁護しているけど軍隊を持つとい
うことが、いくらでも重武装や軍事化につながりやすいということを他山の石としながら、９条３項
が加えられようとしていることに対応していくべき。
つまり、専守防衛が成り立つのは９条２項ゆえであって、９条３項のようなものが加えられていけ
ば９条２項が死文化していく。そうなれば日本の憲法は、
「武力による平和」という形になって、い
ろんな弊害が出てくる。
もう一つ付け加えれば、日本国憲法９条というのは、１９４５年８月に原爆投下によって多大な被害
を受けたので、そのような戦争が二度と繰り返されないようにするという側面が大きい。東アジア
に対する一つの誓約として、アジアに対して二度と戦争しませんよという、不戦の誓いそのもの。
こういうことをよく考えて、日本と韓国、市民が、共に頭を使って、なんとか９条を保っていられる
ように考えていくべきだと思います。

 　　　　　　　　　　　

（反訳 · 抄訳作成 ： ひだ法律事務所）
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ＪＡＬＩＳＡの活動と私

新連載 「国際的視点から考える改憲問題」

　　　　　　　　　　　　　　　　　
弁護士

井上啓

南スーダンPKO派遣差止訴訟は新たなステージへ

私がＪＡＬＩＳＡに入れていただいたきっかけは、昨年６月のネパールで開かれたＣＯＬＡＰ６に参

南スーダンPKO派遣差止訴訟弁護団 事務局長·弁護士

池田賢太

加したことです。もともと、弁護士になったときから「国法協」として知ってはいましたが、正直言っ
て青年法律家協会 ·自由法曹団 · 労働弁護団のいわゆる「法律家３団体」の活動が手一杯で
加入の機会がありませんでした。
神奈川県弁護士会 （旧 · 横浜弁護士会） では、国際交流委員会のメンバーとして、韓国の水
原や中国の上海、北京には行っているのですが、ネパール、
しかもカトマンドゥの国際会議だけで
なく、オプショナルツアーでポカラ観光がついているＪＡＬＩＳＡの企画に飛びついたのです。会員
割引もあるし、山好きの私としては、迷わず会員となったのでした。
ＣＯＬＡＰ６の会議には、ネパールの首相があいさつに来るなど、インターナショナルな雰囲気に
飲まれっぱなしでしたが、
とても刺激的な体験ができました。またポカラでは、あこがれのマチャプ
チャレ山が雲間から姿を見せてくれましたが、カトマンドゥへの帰りのプロペラ機が悪天候で飛べず、

第１ はじめに
2016年11月30日、千歳市に住む現職自衛官の母親が、たった一人で国を相手取って南スー
ダンPKO 派遣差止訴訟を提起した。原告の息子は、陸上自衛隊東千歳基地に所属していた。
南スーダンPKO の第10次隊が派遣された部隊である。
2015年9月19日、
「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等
の一部を改正する法律」（以下「安保関連法」という。） 及びその1つである改正「国際連合平
和維持活動等に対する協力に関する法律」（以下「改正 PKO 協力法」という。） が成立し、同月
30日公布された。
第10次隊の派遣命令は、2016年3月22日であった。第10次隊は安保関連法制定後初めての

ポカラから急遽８時間以上も陸路をマイクロバスに揺られて帰るというアドベンチャー体験もできま

派遣であり、改正 PKO 協力法に基づく「駆け付け警護」及び「宿営地共同防護」の新任務が

した。さらに、日本から参加したメンバーの方たちにも暖かく接していただき、特に国労闘争の原

付与される可能性があった （実際に新任務が付与されたのは、同年11月15日の第11次隊の派

告だった大阪の大矢勝さんと親しくなりました。

遣命令であった。）。原告の息子は、第10次隊の派遣要員とはならなかった。しかし、原告は、一

今年の１月には、東京で、組織としてのＣＯＬＡＰを立ち上げる会議とともに、ＩＡＤＬの南シナ海
問題会議にも参加しました。アジアの紛争解決の枠組みを各国の法律家が討議することは大変

人我が子が派遣されなければよいとは考えなかった。我が子がおかれたであろう過酷な状況に
鑑みれば、誰の子どもも殺し殺されてはならない。親としてこれを許すことはできなかったのである。

大事なことだと感じました。
そして、ＪＡＬＩＳＡのＣＯＬＡＰ日本として取り組む一つの課題が世界に広がる米軍基地の問題
であり、その一環として今年の２月から３月にかけて南太平洋のマーシャル諸島共和国に行き、３
月１日に核実験被害者追悼式に参加し、同行していただいた竹峰誠一郎先生の講演や先日亡く
なったトニー · デブルム元外相の講演を聴くことができました。その後、現在でも米軍のＩＣＢＭ迎
撃実験場とされているクワジェリン環礁のクワジェリン島とそこの米軍基地で働く現地人が多く住
むイバイ島に行きました。マーシャルの真っ青な海を舞台とする米軍の世界戦略に愕然としましたが、
一方で「リーチ ·ミー」という核被害を若者に継承しようと活動する民間団体の代表の女性弁護
士ロザニアさんとの交流などとても印象深い旅になりました。
そして、９月にはイギリスのウェールズに５０歳台後半になって３週間の語学留学に行きました。
これもＪＡＬＩＳＡの活動から刺激を受け、英語をやる気になったためであります。毎日のように昼
間から語学学校の近くのパブでビールを飲んでいたので、英語のできる「国際弁護士」になれた
かは分かりませんが、これからもよろしくお願い致します。
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第２ 本訴訟の意義と経緯
本訴訟は、2016年11月30日に訴訟を札幌地方裁判所に提起し、同民事第1部に係属した。
第1回口頭弁論期日は、2017年2月21日と指定された。その後、同年6月1日に第2回の、10月17日
に第3回の口頭弁論期日を重ねた。
本訴訟は、国連 PKO の実態及び南スーダンPKO 派遣の違憲性を正面から問う唯一の訴訟
である。本訴訟の構成は大きく2つに分かれる。一つは憲法論としてPKO 協力法の法令違憲を
問うものである。そもそも、国連 PKOはその本質を軍事ミッションへと変質していったのであるから、
改正前の PKO 協力法自体が違憲であった。その上、改正 PKO 協力法で加えられた新任務で
ある「駆け付け警護」と「宿営地共同防護」は、軍事用語にいう「奪還作戦」や「陣地防衛」そ
のものであり、他国軍隊との一体化に他ならない。
今一つは、平和的生存権のさらなる進化 · 発展である。イラク派兵差止訴訟は、
「私は強いら
れたくない。加害者としての立場を。」というスローガンとして訴訟活動を行い、2008年4月17日の
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名古屋高等裁判所判決は、戦争被害者だけではなく加害者にもならないことも平和的生存権の

派遣差止訴訟は、いま、新たなステージに入っている。それは、南スーダンPKO 派遣の差止と

内容として認めた。本訴訟における平和的生存権論は、その延長にあり、さらにそれを進化させ

いうステージから、南スーダンPKO 派遣の検証というステージへの移行である。そのためには、

るものである。すなわち、
「兵士としての権利」が保障されないまま、戦場救護の装備も教育もな

徹底した情報開示が必須である。弁護団は、2016年6月2日から9月10日までの数千ページにわ

されないまま、自衛隊を戦場へ送ることは、派遣される自衛官の命を軽視し、自衛官とその家族

たる「南スーダン派遣施設隊日々報告」（いわゆる「日報」） を分析し、約290ページの準備書面に

の尊厳を踏みにじるものであるから、これらを守ることも国民の平和的生存権の内容をなすもの

まとめた。この日報は、多くの部分が黒塗りになっているが、その黒塗り部分を除いた日報の記載

と主張している。加えて、原告の母親としての精神的苦痛が平和的生存権を如実に侵害してい

からでも、2016年6月段階で「抗争」が頻発していること、そしてその「抗争」は実質的に「戦闘」

る。原告は、第1回口頭弁論期日に、次のように意見を述べた。

であること、同年7月9日に初めて「戦闘」という言葉が使用されること、繰り返し発生している「ハ

「私にとって、何よりも大切な自分の息子の命が危険にさらされることは自分の身を引き割かれ
ることと同じです。」

ラスメント」事案の存在などが明らかになった。とすれば、黒塗り部分には、厳しい現地情勢を反
映して、開示された内容よりもより深刻な「戦闘」の実態、自衛隊に付与された任務を超えた業

「しかし、私は自分の息子さえ無事であればいいとは毛頭考えていません。海外に派遣される

務 （治安業務や他国軍隊との連携など） が UNMISS 司令部から出されていたり、それに応じた

一人ひとりの自衛官にはそれぞれに家族がおり、恋人がおり、友人がいます。自衛官の一人でも

活動が記載されている可能性が否定できない。人道復興支援が目的の派遣なのであるから、本

安保関連法によって命を奪われ、危険にさらされることはあってはなりません。私は、国民を守る

来秘匿すべきものはなく、むしろ積極的に開示し、現地の状況と活動内容を日本や国際社会に

ために日々厳しい訓練を重ね、大災害などいざというときは危険を顧みず国民を守ってくれる自

開示することがその派遣目的にかなうはずである。

衛官は国の宝物であると考えています。私の息子に限らず、自衛官が一人でも安保関連法によ
る危険な任務により危険にさらされることが耐えがたい苦痛なのです。」

第4 自衛隊明記が私たちに迫るもの

第３ 派遣差止訴訟は新たなステージへ

ても何も変わらないと喧伝する。しかし、自衛隊の主たる業務は防衛業務であって、災害救助は

憲法への自衛隊明記が議論されている。改憲派は、自衛隊の災害救助を強調し、明記によっ

原告と弁護団は、この訴訟を追行するにあたり、３つの目標をもってこの裁判を闘っている。

従たる業務である （自衛隊法3条参照）。集団的自衛権の行使が安保法制によって認められた

第1に、南スーダン情勢、国連 PKO の活動実態、自衛隊の活動の違憲性を明らかにし、勝利

現在、明記される自衛隊は専守防衛の自衛隊ではない。他国と一体化して武力を行使する軍隊

判決と自衛隊の一刻も早い撤退を勝ち取ること。第2に、自衛隊員や家族が置かれている深刻

としての自衛隊である。

な権利侵害を明らかにし、主権者国民が、自らの問題としてこれをとらえること。第3に自衛隊員

自衛隊明記だけで済む問題ではない。憲法によって特別の地位を与えられる実力部隊たる自

や家族に本訴訟を知らせ、自衛隊員や家族による追加提訴を実現し、全国的な取り組みとする

衛隊の行動を規律するのは市民法ではなく軍法とならざるを得ないし、そうなれば市民法を扱う

ことである。

裁判所ではなく、軍法を扱う特別裁判所 （軍法会議） が必要となろう。するとますます、裁判所

このうち、南スーダンから自衛隊を撤退させるという重要な目標はすでに達成したようにも見え

での権利救済は困難になるし、情報開示を求めることも、裁判を通じた検証も不可能となる。自

る。国も、差止請求部分については、すでに部隊は撤退したから訴えの利益がないとして、却下

衛隊明記は、私たちに平和主義の放擲のみならず、基本的人権をも手放すよう迫っていることを、

を求めている。そして、多くの国民もすでにこの問題は終わったと思っているかもしれない。たし

見過ごしてはならない。

かに、本年5月31日までに、施設部隊は撤退を完了した。しかし、司令部要員、調整要員につい
ては、いまだに派遣が継続されている。このことは、防衛省 ·自衛隊の機関紙的色彩の濃い「朝
雲」において報道された事実である。弁護団は、第3回口頭弁論期日において、南スーダン国際

　　
※南スーダン PKO 派遣差止訴訟における原告提出書面は、弁護団ホームページで公開している （https://
stop-sspko.jimdo.com/）。なお、次回期日は、2018年3月1日である。

平和協力業務実施計画に基づいて派遣されている指令部分野、連絡調整分野、施設部隊等
のそれぞれの要員について、いつ全員が撤退したのか明らかにするよう釈明を求めたが、国は
法廷で答えることはせず、検討の結果必要があれば回答するという逃げの姿勢をとっている。
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JALISAの活動に役立つ書籍紹介

その軍隊は韓国の憲法では、もともと専守防衛を任務としてその活動に制限が付されているか

JALISA の活動に役立つ書籍紹介

に見えるものの、実際の運用ではアメリカとの集団的自衛権にもとづきベトナム戦争に韓国軍を派

李京柱著『アジアの中の日本国憲法
―日韓関係と改憲論』
（勁草書房・2017年7月刊）
　　　　　　　　　　　　　

弁護士

大熊政一

日本に留学あるいは仕事の関係で滞在した経験を持ったり、日
本に特別の関心を寄せて調査 · 研究を重ねてきた外国人研究者が、
社会科学や人文科学の諸分野で、日本を対象とする優れた業績
を挙げている例を、私たちはいくつか思い浮かべることができる。
憲法学を専攻として日本の大学に長年留学した経験を持ち、そ
の後在外研究でも日本に滞在し、その間我が国の多くの憲法学者
· 弁護士などと交流を重ねている著者 （現在韓国仁荷大学法科大
学院教授） による本書も、そのような好例の１つに挙げることができ
よう。ことに「比較研究をやる人間もそれなりに運命的に両国の平
和を願わざるを得ない」と言う著者による本書の内容は、日本の心ある人々に貴重なメッセージ
を与えるに違いない。
本書は、まず「武力によらない平和」を規定した日本国憲法がアジア的文脈の中でいかにして
誕生したかを解き明かし、アジア諸国の観点からすれば、非武装平和主義を定めた日本国憲法
は「日本の安全」ではなく
「日本に対する安全」（下線は引用者による） を保障するものであり、そ
うであるからこそ日本は戦後アジアの仲間入りができたと分析している。
次いで日本国憲法がアジアの平和にとっていかに重大な影響を及ぼしているかを明らかにし
ている。日本では平和憲法に対して「後ろ向き」の憲法状況が続いているのに対し、韓国では
逆に日本国憲法に規定された平和的生存権にならって平和主義の問題が最近になって本格的
に議論されるような「前向き」の状況が展開されているとされる。そのような中で韓半島〔著者は
「朝鮮半島」ではなくこの語を使用する〕の平和のために、日本にはむしろ日本国憲法の非武装
平和主義に沿った積極的な国際貢献が望まれることが強調される。
本書はさらに日本国憲法の平和主義と対比して、韓国憲法の平和主義がいかなる経過をたどっ

兵し、多くの犠牲 （韓国軍兵士の犠牲のみならず、ベトナム人民の犠牲） を生み出し、国際的世
論からも非難される状況を生み出してしまったという教訓が語られる。日本が自衛隊の存在を憲
法上明記し位置づける場合には、こうした韓国と同様の展開が予測されるわけで、その意味で
韓国の経験を「反面教師」として学ばなければならないとされる。また韓国憲法の国家緊急権と
有事法にも触れ、これらの規定が平和体制をつくるについていかに負の機能を果たすかについ
ても論究し、この点も「反面教師」とすべきであるとする。
以上のような視点は、現在問題となっている憲法９条に自衛隊を明記するという改憲論に反対
する際の有力な論拠を提供してくれるもので、９条改憲に反対して運動にたずさわる者が大いに
参照すべき論点であろう。抽象的な議論ではなく、韓国において既に現実に生起している事実
を根拠とするものなので、極めて説得力がある。
このほか本書は韓国における米軍の地位に関する法制、すなわち韓米相互防衛条約や韓米
駐屯軍地位協定などの問題点にも触れ、我が国では必ずしもよく知られていないことかも知れな
いが、韓国の作戦統制権について、1994年12月に平時作戦統制権が韓国に取り戻されるまでは、
韓米連合司令官の地位にある駐韓米軍司令官が平時と戦時の作戦統制権を握っており、現在
でも戦時の作戦統制権はまだ韓国に取り戻されておらず、その取り戻しが課題となっていること
などが説明されている。
こうした事実の指摘は、わが国の米軍基地の問題に取り組む際に大いに参考となる情報であり、
わが国と韓国の平和運動にとっての共通の課題をも浮かび上がらせてくれる。
さらに著者も参加している参与連帯など韓国における平和運動についても具体的な論及が
なされ、韓国で取組まれた平和的生存権をめぐる訴訟 （平澤米軍基地移転違憲訴訟や戦時増
員演習〔ＲＳＯＩ〕違憲確認訴訟） についても論ぜられており、わが国の平和運動にたずさわる者
にとっても有益な情報が得られる。
本書は、憲法の平和主義や平和的生存権、
さらには日本国憲法のアジアにおける位置づけや、
その果たすべき役割について豊富な情報と有益な示唆を与えてくれるとともに、平和を求める人々
に力強いメッセージを発信している好著である。是非一読をお薦めしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　			

（2017.10.15記）

て成立したかを説明し、韓国憲法も侵略戦争の放棄を明文化するなど平和主義を規定してい
るが、日本国憲法と異なって軍隊の存在を前提にしている点に違いがあることを指摘している。
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元前からいた先達で、哲学者 · 歴史家、軍師、政治家、そして裁判官の役割も果していたようで

弁護士が行く！

す。そして、アメリカのマサチューセッツ工科大学の言語学 · 言語哲学の名誉教授の「ノーム· チョ
ムスキー」。ＣＯＬＡＰの米軍基地調査キャンペーンや沖縄基地の問題も話していたのですが、チョ

イギリス ウェールズ留学記（前編）

ムスキーは、９· １１テロ事件を分析して、それがイスラム文明とキリスト文明の対立などではなく、ア
メリカの軍事 · 植民地政策が生み出したものと明快に述べているとのことでした。
弁護士

井上啓

（カーディフの裁判所で刑事事件を傍聴したことや史跡めぐりなどは後編のお楽しみ ! ）

今年の９月１日から２６日までイギリスのウェールズにて、短期語学留学してきました。イギリスの
中でも、南西部に位置するウェールズは、ロンドンのあるイングランドと対抗する独自の「国」です。
もともと、ケルト文化が色濃く残り、英語とは異なる「ウェールズ語」も使用されていますし、政治的
にもイギリス議会とは別にウェールズ議会が認められていて、一部行政権能が委譲されています。
今回、
「国際弁護士」を目指して一念発起したわけですが、
きっかけはＪＡＬＩＳＡのメンバーとし
て、いろいろな国際会議に参加するうちに、英語の講演を理解し、議論に加わって、自分の意見
を英語で発信できるようになりたいなあと思ったからです。日本でも英語教室に通うなどの勉強は
できますが、どっぷり英語生活につかるのとはちがいます。
実際には、ウェールズの首都カーディフでホームステイしながら、ケルティック·イングリッシュ·アカ
デミー（Ｃｅｌｔｉｃ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ） 語学学校の英語クラスに通いました。最初にペーパーと会

クラスメイト－サウジの青年たちと建築史の教授

話のテストがあり、レベル別にクラス分けされます。１クラス１０人以下で、私のクラスは、Ｐｒｅ－ｉｎｔ
ｅｒｍｅｄｉａｔｅで、文法的には日本の中学校程度ですが、会話重視のクラスでした。クラスメイトは、
１０人全員男性で、６人がサウジアラビアの青年、クエート１人、コスタリカ１人に日本人が２人。校内
では英語オンリーで、みんな恥ずかしがらずにどんどん話すので、サウジの子たちのＰをＢと発音
する英語にも慣れました。年齢に関係なくファーストネームで呼び合うので、まるで男子校みたい
な感じで楽しいです。別のクラスには、日本の若い裁判官も来ていました。９月末から来年の７月
までカーディフ大学法学部に留学するための準備とのこと。この語学学校は、日本人女性 （Ｓｈｏ
ｋｏさん） とウェールズ人男性のご夫婦が経営者なので、日本人にとっては何かと安心です。最終
週にカーディフでも高級住宅地ペナースにあるＳｈｏｋｏさんのご自宅に招待され、ウエリッシュ·レアビッ
ト （食パンに溶かしたチーズを塗ってトーストした郷土料理） の作り方を教えてもらいました。
また、ホームステイ先では、ホストのフィルさん （４７歳男性） がもともと大学で助手をしていた方で、
政治 · 文学 · 歴史など幅広い知識があり、朝ごはんの時の３０分、夜ごはんの１時間、当然のことで
すが、
「英語」で会話をするわけです。イギリス労働党のコービンやアメリカのバーニー· サンダー
スを支持しているリベラルな人で、話が合いましたが、新しいことも教えてもらいました。たとえば、
ケルト文化の源流に存在したという「ドルイド」のこと。ドルイドは中国の孔子みたいな感じで、紀

49

カーディフ城のノルマン ・ キープ

INTERJURIST No.194 Nov 1, 2017

50

翌日はマジュロの中心部にある高校の特別ミサに参加した。リムバック·アックレリーさん （１８）

新会員紹介

は生徒代表のスピーチでこう語った。
「核実験により、私たちの日常も、環境も、文化も変わってしまっ

マーシャル諸島のツアーに参加、核の被害まざまざと
朝日新聞記者

西村奈緒美

東京から南東方向へ約４５００キロ。太平洋のほぼ真ん中にあるマー
シャル諸島の首都 · マジュロの空港に着くと、生ぬるい空気が体にま
とわりついてきた。５つの島を経由し、成田空港を出発してから丸１日
がたっていた。
今年２月、日本国際法律家協会が主催するツアーに参加した。　

た。私たちが失った数々の命や環境破壊はお金では取り返すことができない」
核実験に遭遇した女性にも話を聞いた。ネルジェ·ジョセフさん （６８） は募るふるさとへの思い
をこう話した。
「たとえ生きて帰るのが無理でも、自分の土地に埋葬してほしい」
「放射能は色も味もないでしょ。だから、影響があったのかなかったのか、よくわからないの」。
高知で取材中、漁師だった夫を早くに亡くした女性の言葉が胸に響いた。
船員たちが申請した船員保険の適用は１年半が経った今も結論が出されていない。マーシャ
ル諸島が米国に要求している追加補償も宙に浮いた状態になっている。
世界中で行われた核実験の先に、それぞれの犠牲者がいる。法律で、経済援助で、国際社

マーシャル諸島は「ビキニ事件」を語るには欠かせない場所だ。

会の協力で変えられることができないだろうか――。ツアーに参加した方たちと語り合ったことが

１９５４年３月１日、静岡県焼津市のマグロ漁船 · 第五福竜丸は米国が

忘れられない。

太平洋のビキニ環礁で行った水爆実験に遭遇し、乗組員２３人が被

まざまざと見せつけられた核の被害を前に、何ができるんだろう。そんな思いを巡らせている。

曝した。
あれから６３年。現在の放射線量はどのくらいあるのか、現地の人々の健康状態はどうなって
いるのか。記事を書くたび、マーシャル諸島の現状をこの目で一度、見てみたいと思っていた。
第五福竜丸の被曝は「ビキニ事件」
「第五福竜丸事件」として知られ、広島、長崎への原爆
投下に次いで原水爆禁止運動の原点になった。一連の水爆実験の影響で放射能汚染が見つ
かった日本漁船は延べ９９２隻。うち３分の１が高知県籍だった。
３月末まで高知で働き、ビキニ事件に関する記事を１００本近く書いた。赴任していた３年の間、
高知のビキニ事件はめまぐるしく動いた。２０１６年２月には元船員や遺族１０人が労災にあたる船
員保険の適用を全国健康保険協会に申請。５月には船員保険を申請した１０人を含む４５人が国
家賠償を求める集団訴訟を高知地裁に起こした。
「謝罪よりも健康診断をしてほしい。福竜丸
以外の被害を認め、対策を講じてほしい」。船員たちの願いは明確だった。
核実験の被害が解決していない現状はマーシャル諸島も同じだった。
滞在４日目、地元紙「マーシャルアイランドジャーナル」の編集長、ギフ·ジョンソンさんに話を聞いた。
「米国は今も健康被害で苦しむ人たちがいるにもかかわらず、核実験による補償は完全決着 （full
settlement） しているとの主張を変えていない。マーシャル諸島政府には米国を再び交渉のテー
ブルにつかせるための新たな戦略が求められる」
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JALISA活動日誌

編集後記
明らかな憲法違反といえる、大義なき衆院解散とその後の選挙。安倍自公政権に

201７年				
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）

		

22日

日本国際法律家協会・事務局会議

		

22日

COLAP日本実行委員会会議

9月

5日

平和への権利集会
（室蘭）

13日

日本国際法律家協会・事務局会議

16日

NUPL10周年記念総会
（フィリピン）

10月

5日

日本国際法律家協会・事務局会議

22日

日本国際法律家協会・第３回理事会
（大阪）

31日

ミコル・サビア氏 世界の米軍基地と平和への権利集会
（沖縄）

1１月

2日

ミコル・サビア氏 世界の米軍基地と平和への権利集会
（名古屋）

４日

ミコル・サビア氏 世界の米軍基地と平和への権利集会
（東京）

よる憲法軽視の常態化が一段と進みました。今後は、ますます明文改憲に向けた

議論が進められていくでしょう。憲法へ自衛隊明記がなされるか否か。世界に誇る

日本国憲法の平和主義はどうなるのか。まさに日本社会は岐路に立たされています。
日本の明文改憲問題に注目しているのは日本の市民だけではありません。海外の
法律家等も日本の動向を注視しています。なぜなら、自民党が提案する自衛隊明記

を含む明文改憲がなされると、さまざまな国々の人々の生活を脅かすことになりか

ねないからです。今号を含む今後の「インタージュリスト」では、国際的視点から日
本国憲法の平和主義や明文改憲問題を分析する論考、また関連するものとして国連

「平和への権利宣言」にかかわる原稿を積極的に掲載していきたいと考えています。
国際的な視点を紹介してこそインタージュリストの価値が高まる。そう思いながら
今号も編集を進めました。あらたに始まった連載等、ぜひお読みください。そして
今後ともインタージュリストにご注目ください。
（清末愛砂）

今後の予定
１１月27～28日
29～30日
１2月
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SCS会議
（ベトナム）
IADL執行部会議
（ベトナム）

2日

COLAP執行部会議
（ベトナム）

9日

日本国際法律家協会・総会
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