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ＩＡＤＬ／ＣＯＬＡＰ　

西太平洋平和地帯に関する国際会議 ＆ 

              アジア太平洋法律家協会執行部会議報告

室蘭工業大学大学院工学研究科准教授　清末愛砂

2018年8月3日と4日、デンパサール （インドネシア、バリ島） のマハサラスワティ大学で西太平

洋平和地帯に関する国際会議およびアジア太平洋法律家協会 （COLAP） 執行部会議が行

われた。COLAP 所属の法律家団体関係者 （バングラデシュ、インド、インドネシア、ネパール、

朝鮮民主主義人民共和国、パキスタン、フィリピン、韓国、ベトナム、日本）、および国際民主法

律家協会 （IADL） 関係者 （米国、フランス、イタリア） が集った。日本からは、COLAP事務局

長の笹本潤氏 （弁護士／ JALISA理事）、井上啓氏 （弁護士／ JALISA理事）、喜多自然氏 （弁

護士／ JALISA 理事）、大矢勝氏 （JALISA 理事）、清末愛砂 （室蘭工業大学大学院准教授／

JALISA理事） が出席した。また、初日に行われた西太平洋平和地帯に関する国際会議には、

マハサラスワティ大学法学部の学生が多数参加した。

初日に議論したテーマは、①西太平洋地域における米国の軍事的プレゼンスが平和への権

利や地域の安全保障に与える影響、②南シナ海と東シナ海をめぐる紛争、③朝鮮半島の統一と

大国による介入問題の3項目であった。これらのテーマの下でCOLAPとIADL関係者が報告

を行い、議論につなげた。開始時間が大幅に遅れる等のハプニングがあったため、十分な議論

の時間をとることができなかったことが少々残念であった。喜多自然氏および井上啓氏の報告内

容については両氏が本号で紹介しているため、そちらを参照されたい。

3つのテーマのうち参加者からとりわけ高い関心が寄せられたのは、朝鮮半島の統一と大国に

よる介入問題であった。2017年4月27日に採択された板門店宣言の中で今年中に朝鮮戦争の

終結宣言がなされること等が謳われたことから、東アジアのみならずアジア地域全体の平和を考

える上で極めてタイムリーな話題として受け止められたからであろう。加えて、本セッションで、韓

国と朝鮮民主主義人民共和国の弁護士がそれぞれ報告をしたことも、本会議の大きな目玉になっ

たといえよう。

米国または米軍の存在が日本、韓国、フィリピンのように米軍基地が存在している国のみなら

ず、西太平洋地域全体の平和や人権に対して多面的な意味で負の影響を与え続けてきたこと

を再認識し、法律家として米軍の撤退／米軍基地の撤去を求め続ける闘いを引き続き展開してい
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くことが確認された点もあわせて報告しておきたい。本会議の最後には「バリ宣言」が採択され、

3項目に関する要望がそれぞれ盛り込まれた。その翻訳は今号のインタージュリストに掲載してい

るので、そちらもぜひ読んでいただきたい。

7月29日にバリ島の近くにあるロンボク島で大地震が発生し、多数の犠牲者が出たことを受け、

本会議の途中でインドネシアの法律家団体SPHP（本会議のホスト団体） から被災地の深刻な被

害についての説明もなされた。

二日目のCOLAP執行部会議では、冒頭でインドネシアの法体系や人権問題に関するレクチャー

を受けた。その後、COLAP所属団体とIADLから各国の人権状況や活動内容、例えば、7月

25日にパキスタンで実施された総選挙の結果分析および同国の喫緊の課題としての土地改革

問題 （現在のように大地主が広大な土地を所有している状況を抜本的に変革することで貧富の

解消を図る必要がある等）、フィリピン政府の厳しい人権侵害、JALISA会員によるパキスタン訪

問やフィリピン調査 （ジャパニーズ·フィリピノ·チルドレン関連の調査と相談会）、IADLによるイス

ラエルの占領問題への取組等の報告がなされた。

また、COLAP執行部会議では、所属団体からいくつかの人権問題に関する決議の採択が

提起された。そのうちの一つが、朝鮮民主主義人民共和国の弁護士から提起された在日朝鮮

人に対する嫌がらせ問題についてであった。こうした決議の翻訳も今後のインタージュリストの中

で紹介していきたい。
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INDONESIA BALIでのConference on West 
Pacific Zone of Peaceに参加した

大矢勝

はじめに
インドネシアは人口2億3700万人 （2010年）、面積191

万4000㎢ は日本の約5倍、東西に5,200㎞は日本列島

の南北2,900kmの1.8倍もある。1945年のスカルノ大統

領 （1945～68年） からスハルト、ワヒド、メガワテイなど、

2014年ジョコ·ウドド大統領。ちょうど4日5日、ポンペオ米

国務長官がジャカルタでジョコ大統領と会談“インド太平

洋構想”について協議。

私は、今回のCOLAPインドネシア会議には、アジア各国の代表が参加されるのを楽しみ

に横断幕を作成持参した。For Peace in Northeast Asia 北東アジアに平和を!　 パンムン

ジョム声明、米朝共同声明を心から歓迎する。We sincerely Welcome the Panmunjeom 

Declaration signed on 27th April 2018 and the U.S-North Korea Agreement on 

12th June 2018。

会場に着いて急いで舞台の袖に横断幕を貼り付けると、COLAP、IADLの旗と並んで舞台

が輝いた。昼休みには舞台を背景に記念写真を撮る参加者が相次いだが、中でも北朝鮮代

表と韓国代表を真ん中にしての写真撮影が嬉しかった。私は、会場の学生さん達には1 Rupia 

for us Donationと貼り付けた原水禁世界大会の記念バッチを配り、教授の指示を頂き“ドネイ

ション·ハット”を回すとルピア札が続 と々届けられた。嬉しい。（会場はJl Teuku Umar no.183 

Denpasar 800114 Bali）

１、バリ島・デンパサール空港
入国検査には1000人も2000人も並んでる。子どもと60歳以上はこちらですよと案内され沖縄

の喜多さんとスムーズに出たらトランクが届けられた。不思議に思っているとビジネス客だからだ

そうだ。だが困った。お出迎いの皆さんが100人も200人もおられて、その中からようやくCOLAP

を見つけタクシーでホテルへ。

２、インドネシア宣言採択、記念写真
宣言案には、次 と々発言が。パキスタンが発言、バングラデシュが発言、インドが発言と歴史的
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経過もあり、宣言文が充実していく。韓国代表、北朝鮮

代表も“アメリカの共同声明実現への姿勢”を厳しく指摘

された。採択。

最初はCOLAP  IADLの旗を囲んで、2つ目は韓国

の仲間持参の“アメリカ軍は朝鮮半島から撤退せよ！”横

断幕を囲んで、3つ目はFor Peace in Northeast Asia 北東アジアに平和を!　日本の横断幕を

掲げて全員集合の写真撮影。

３、ソリダリテイ・ナイト
 2日目の終了後は会場を変えてSolidarity Night in Sanurは飛行場近くの海上レストラント。

 ・日本の出演“ナレーション”

『日本からのアピールは、今年3月パキスタンで買った民族衣装と日本の古くからの浴衣で出演

します。②“座り込め”を歌いながら座り込む。浴衣を着た警官が座り込む市民を引き抜く。③沖

縄に100年も200年もの新しい軍事基地はいらない。美しい辺野古の海を守るたたかいを日本政

府と警察は弾圧しています。④北東アジアに平和条約が

結ばれれば日本にも韓国にもアメリカとの軍事同盟はいり

ません。⑤日本の平和勢力はオール沖縄で沖縄に軍事

基地はいらないと闘っています。“座り込め” “座り込め”。

ありがとうございました。⑥持参の横断幕が輝いています。』

ナレーション通りにはいきませんが拍手喝采でした。

パキスタンの民謡など各国の出し物が続きました。舞台が低かったのですがピアノと音響は素

晴らしく、出演者が参加者·観客といっしょに踊る交流となりました。大阪原水協と大阪憲法会議

から預かった“ピース·グッズ”をプレゼントとして届けることが出来ました。

４、主催されたインドネシア・フィリピンの仲間の皆さんありがとう。
3日目は、バスでの観光です。①レノン寺院 インドネシアの独立·解放のたたかいを寺院のなか

にパネル展示してありました。100歳のフランス·ベイユさんと“イタリア·ローマでのインターナショナ

ルを歌っての前夜祭”、2002年10月18日100万人デモに参加したことを話した。②パンダワ·ビー

チで水着に、カラチにしか海のないパキスタンの仲間と子どものように楽しみました。③ウルタワ寺

院香辛料栽培で試飲、美味しかったけどお土産は買いませんでした。④空港近くのジンバラン·

ビーチで夕日を待ちましたが黒い雲に隠れてしまった。高い波はサーフィンに楽しそうです。⑤夕

食交流ヤシのジュース。ちょうど韓国代表と北朝鮮代表と一緒のテーブルになり北朝鮮の仲間に

ビールを奢ってもらいながら“1999年の明洞でのハンガーストライキ”を激励したこと、非正規労働
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者問題で交流していることなど親しく話し合いました。やっぱり交流会で親しくなります。⑥ホテル

への帰りのバスの中で地震に遭った。観光バスが船の様に左右に大きく揺れた。左右のホテル

などはお客さんが飛び出していたが、道路はスムーズでホテルに着いた。隣のロンボク島火山が

震源地で7.0の大地震であった。翌日の新聞に大きく報道されました。同時に新聞には8月6日の

原水爆禁止世界大会広島大会が大きく報道されていました。

観光 Bali City Tour, August 5,2018

・ Museum Bajra, Sandhi Monument ⇒　　 ・ Pandawa Beach（lunch） ⇒　　 ・ Departure 

to Uluwatu Temple ⇒　　 ・ Jimbran Sanset Dinner（buffet of seafood dishes） ⇒　　ホテル

５、感想と提案。パンムンジョム宣言、米朝宣言により北東アジアに平和を! 実現に
向けて

人的交流を広く取り組むこと。日本では、韓国人·朝鮮人に対する“脅威”“蔑視”は長い間作ら

れてきたものなのでこの払しょくには大きな力を注がなければなりません。

私の韓国との交流は1999年からまだ20年にしかなりません。当初は軍政下で大変な中を交流

して今日に到っていますが、慰安婦＝ナヌムの家訪問、韓国の民主労総との交流、こんにちのム

ン·ジェイン政権下の合法労組との交流へ発展させましょう。

先日大阪では、大阪革新懇·安保破棄実行委員会·大阪憲法共同センター、AALAや友好

協会が主催して“北東アジアに平和を”の学習会が取り組まれました。

文化の交流が必要。先日久し振りに“サム·トウ·ソリ”コンサートが取り組まれました。

交流の歌をつくり愛唱しましょう。日本の歌を広め、韓国や北朝鮮の音楽や芸能を愉しみましょう。

北東アジアに平和条約が造られると、日米安保条約はいらない。米韓軍事同盟もいらない。日

本の自衛隊も軍備縮小させましょう。核兵器禁止条約に署名する政府を作りましょう。

日本の戦争への反省。中国侵略·太平洋地域への侵略とその根本的反省が必要です。戦後

補償などにも全力を上げましょう。

６、バンドンへ
私は井上先生とジャワ島のバンドンに飛びジャカルタへの列車旅行を愉しんだ。1955年4月バン

ドン会議が開かれ「平和10原則」が採択されたミュージアム、BIDAKARAホテル·ロビーには

当時の写真が飾られアジア·アフリカ会議を誇っていた。Argo Parahyangan31号に乗車。バン

ドン駅1時間前に予約切符を乗車券に換えて入場7時35発、棚田に実った稲や田植中の苗が育っ

ている山を越えて大きな田圃になり、住宅地になると、10時50分丁度にジャカルタに着いた。列

車食堂の熱いコーヒーが美味しかった。駅前のインドネシア独立塔をぐるりと回って、最高裁やミュー

ジアム、モスクには次回に。食事を楽しみジャカルタを後にした。                        2018. 8.15
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「インドネシアのＣＯＬＡＰ執行部会議に参加して」
 　　　　　　弁護士　井上啓

インドネシアのバリ島で、8月4日からCOLAP執行部会議が開催され日本からは、笹本潤
先生、清末愛砂先生、喜多自然先生、大矢勝さん、そして私の5名が参加した。それに先
立つ8月3日には西太平洋地域の平和会議が開かれ、1.この地域でのアメリカ軍の動き、2.南
シナ海と東シナ海での衝突、3.朝鮮半島の統一と軍事的変動の3つをテーマにスピーチが
なされた。日本からは、1について喜多自然弁護士が、3につき私が報告をした。

個々の内容については、他の論考にお任せするとして、今回の感想は、朝鮮半島の両国
がともに参加者を出し、これまで積み重ねてきた友好関係をさらに確固たるものにしてきてい
るということである。そして、特に今年は、南北首脳会談と米朝首脳会談を前提にして、これ
まで以上に各国から具体的な方策が話し合われたということである。

日本では、安倍首相がアメリカに追従する外交姿勢で、気まぐれなトランプに振り回され、
高額な軍事装備品ばかり買わされている。昨年11月6日にIADLやCOLAPなどがトランプ
のアジア歴訪に合わせて共同声明を出したが （本誌№195、15頁以下参照）、その後の6ヶ
月余りの展開のなかで、この共同声明に照らし合わせてみると、日本の安倍首相だけが平
和や対話に向けて、なにもしていないし、むしろ逆行していることが明らかである。

つまり、一方的に北朝鮮の脅威をあおり、経済制裁など「最大限の圧力」をかけようとし、
一度も首脳会談をしようとしない。さらには、国内的にみても、慰安婦問題や徴用工問題を
解決済みと蓋をして、一方で、ヘイトスピーチや朝鮮総連や朝鮮学校などを弾圧しているの
である。そして、最大の問題点が、憲法第9条の改悪の策動である。9条1、2項を残して、
そのまま9条の2を加えて、自衛隊を合憲化するというのである。また、非核化の問題でも、N
PTの枠組み、すなわち核兵器保有国優遇＝核の傘による抑止力肯定のもと国際的には核
兵器禁止条約が昨年できたにもかかわらす、これを批准しようとしない。

歴史的には、日本の自衛隊ができたのも、日米安保条約ができ日本に米軍が駐留し続け
ているのも1950年に始まる朝鮮戦争が原因である。そのことを歴史認識として意識するならば、
朝鮮戦争が終戦となり、朝鮮半島の平和·非核化が進むならば、日本における自衛隊の存
在意義が問われるし、沖縄を始めとする日本全土基地方式の日米安保体制の解消が論理
的帰結となる。

 日本外交はもともと「外圧」によって翻弄されてきたのであるが、今回は平和攻勢という
外圧にどう答えるかが問われている。国が動かないなら民間の草の根外交で、民衆の平和
連帯で、それを動かすべきだし、国際会議において他国のメンバーのスピーチを聞いていると、
今まさに、歴史は動きだしているのであり、井の中の蛙になっていては世界から取り残される
と強く感じた今回の会議であった。
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西太平洋平和地帯に関する国際会議報告ペーパー紹介（1）

インタージュリスト上で、「西太平洋平和地帯に関する国際会議」の報告ペーパーの邦訳を順

次紹介する。今号に掲載するペーパーは、①喜多自然氏 （弁護士／JALISA理事）「日本にお

ける米軍のプレゼンス及びその拡大」と②ロラン·ヴェイユ氏 （ IADL）「朝鮮半島問題と国連憲

章」である。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

日本における米軍のプレゼンス及びその拡大

弁護士／JALISA理事　喜多自然

日本における米軍のプレゼンス及びその拡大について報告し、

2018年4月の板門店宣言後の重要な時期においていかに連帯

を実現するかについても議論したい。

日本は、富士山や桜の花などに象徴されるように、本来非常に

美しい国である。国土の4分の3は山間地帯で、豊かで多様な植

物相、動物相が発達している。

しかし、この東アジアの島国である日本に多くの米軍基地が存

在するのが現状である。日本中に米軍基地が存在し、米軍はまた、

日本の自衛隊の基地も使用することができる。

日本に駐留する米軍人は4万人以上と言われており、軍属や家族を含めると、その数は更に大

きくなる。全体の70％の米軍基地は、日本列島の西側に位置する島しょ地域である沖縄に集中

している。

このような日本の現状を理解するには、アジア太平洋地域全体の状況を把握する必要がある。

日本政府によれば、10万4000人の米軍人がアジア太平洋地域に配置されている。アジア太平

洋地域は、アメリカが軍事的プレゼンスを重視している地域であり、これはアメリカのリバランス政

策として知られている。このリバランス政策は、とくにオバマ政権の下で形成され、発展してきたも

のである。

デヴィッド·ヴァイン氏の「米軍基地がやってきたこと」によれば、アメリカがとくに日本と韓国に強

力なプレゼンスを維持していることが確認できる。アメリカの軍事的プレゼンスはフィリピン、香港、タイ、
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カンボジア、シンガポールといった東南アジアにも及んでいる。

日本の現状を分析するためには、第二次世界大戦直後の状況に遡る必要がある。第二次世

界大戦後、世界的に見ると、国際連合のもとで国際社会が形成されていったが、この時期、日本

は残忍な軍国主義から、非軍事化と民主化の道を歩み始めた。このことは、日本国憲法前文と

第9条で明確にされている。この先進的な憲法は戦争の放棄と軍隊の不保持を規定しており、

現在まで改正されていない。

1950年に朝鮮戦争が勃発すると、日本の再軍備と軍事化が始まった。1954年には自衛隊が

発足した。それ以来日本は、日本国憲法の平和主義の精神に反して、自衛隊の軍事能力を常に

拡大してきた。現時点で、「自衛隊」という名称にかかわらず、自衛隊は世界的に見ても強力な

軍隊となっている。

日本は、日米同盟を拡大しながら、軍事力を拡大してきた。その過程で、日米間で様々な条約

や合意が繰り返し締結され、その度に軍事力が増強された。

冷戦終結後も同様である。1993年の北朝鮮の核危機は、日米同盟の更なる拡大の口実となっ

た。ソヴィエトの危機が過去のものになったことから、日米は北朝鮮の潜在的·直接的な危機を強

調するようになった。

それでは、2018年4月の板門店宣言、2018年6月のシンガポールサミットにより朝鮮半島が緊張

緩和に向かおうとしている今、日本はどのような方向に向かうべきであろうか。

この点を議論する前に、日本国内の米軍基地に、アメリカの国旗のほかに、国連旗が掲げられ

ている事実を指摘したい。

朝鮮戦争が勃発すると、国連安全保障理事会の決議に基づき、韓国を援助する朝鮮国連軍

が組織された。1953年の休戦協定の後、この朝鮮国連軍は引き続き日本、具体的には米軍基

地に駐留を続けることになった。これによって、現在でも、日本国内の米軍基地に、国連旗が掲げ

られているのである。

そして、このことは、在日米軍が、現時点においても北朝鮮を敵国と見なしていることを示唆し

ている。朝鮮半島が平和条約の締結に向けて動き出すのであれば、日本、さらには東アジア地

域全体が非軍事化に向かわなければならない。

このような現状を踏まえれば、日本の役割は明確である。2018年5月のIADL ·COLAPの声明

にあるとおり、朝鮮戦争を終結させる平和条約の締結に向けて努力することとともに、日本自身が

非軍事化へ向かわなければならない。

もっとも、現状では、日本は更なる軍事化に向かっているといわざるをえない。在韓米軍が朝鮮

半島から撤退する、ないしは削減される可能性があるとの報道がなされると、日本政府やメディア

は、北朝鮮に対して懐疑的な姿勢を示し、米軍が引き続き東アジアに駐留することを求めた。
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安倍首相はトランプ大統領に対し、アメリカの兵器を大量に購入することを約束している。日本

の防衛予算は、今年度過去最高額に達した。アメリカからの兵器の購入は、対外有償軍事援助

という制度に基づいて行われており、アメリカが自由に価格や納期を設定できることになっている。

シンガポールサミット後に韓米の軍事共同訓練が中止されたにもかかわらず、日本政府は日米

の軍事共同訓練を維持したいとの考えを持っている。

日本は、アメリカとの協力のもと、最新鋭の弾道ミサイル防衛システムを保有している。これは、

北朝鮮の脅威を想定したものである。

板門店宣言及びシンガポールサミットを経た現在でも、日本政府は、更に高額で最新鋭の弾道

ミサイル防衛システムを導入することを計画しており、これはイージスアショアと呼ばれている。日

本政府は、北朝鮮の脅威が減少する中、中国の脅威も強調するようになっている。2018年7月に

は、イージスアショアのレーダーシステムとしてロッキード·マーチン社製のものを選定した。

極めて高額なステルス戦闘機であるF35AないしBについても、日本がアメリカから購入する予

定がある。

ティルトローター式の垂直離着陸機であるオスプレイについても同様である。オスプレイは、事

故率の高さから、未亡人製造機と呼ばれている。オスプレイは日本の米軍基地に既に配備され

ており、現実に沖縄で墜落事故があった。

日本政府は、沖縄県の辺野古で新しい米軍基地の建設を進めている。2本の滑走路やヘリパッ

ドなどの様々な機能を有する最新の軍事基地が計画されている。日本政府が基地建設の費用

を全て負担し、完成後にアメリカに提供することになる。生物学的に重要な珊瑚礁を破壊して埋

め立て工事が進んでいるのが現状である。

辺野古新基地は、全く必要のないものである。辺野古新基地は、同じく沖縄にある普天間基

地の代替施設として計画されているが、この普天間基地は朝鮮国連軍の駐留を認める日本国

内の7つの米軍基地のうちの一つに該当する。朝鮮戦争を終結する平和条約が締結され、朝

鮮国連軍が解体される可能性がある中、その代替施設が必要というのは合理的ではない。

 最後に、日本の責任を強調する必要がある。日本の朝鮮半島の植民地化が、分断された朝

鮮半島の窮状の始まりとなっている。日本は朝鮮民族の民族自立を回復する責任がある。これは、

日本の役割というにとどまらず、日本の責任である。

2018年5月のIADL ·COLAPの声明にあるとおり、朝鮮半島の対立を終わらせ、アジア太平洋

地域の非軍事化を実現するため、今こそ連帯が必要である。
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朝鮮半島問題と国連憲章

IADL　ロラン・ヴェイユ

今日、どんな国際紛争についても、戦争や戦争の危険

についても、いつも声があがる問題は、「国連は何をして

いる」ということだ。しかしそれは、あたかも道路交通で唯

一安全な方法は、警察権力に従うことだというのに似てい

る。安全の第一はそもそも、交通のルールをつくる法にある。

警察官はその遵守を確保する役割を持つにすぎない。な

ぜなら、もし法がなければ、警察官の思いのままに操られ

ることになろう。法というものはルールを定めるもので、これ

によって、あなたの行動が信頼の内に他人と折り合う方法を知るわけだ。古代ローマでは「社会

あるところに法あり」と格言があった。人間が2人いれば、共に生きていく方法を知るルールが必

要となる。これが法というものだ。ルールのないサッカーなんてやれるわけはない。このルールとい

うものが法だ。同じく、学校の時限というのも法だ。何時でも学校に行くことができるけど、（時限

が決まっていなければ） 学校にならないこともある。もちろん、悪法もありうる。その場合には、良く

するために闘わなければならない。しかし、まったく法というものがなければ、無秩序であって、社

会関係は強者の意のままとなってしまう。

国際関係で言えば、強者に委ねるということは、戦争を意味するのではないか。

1945年以前には、国際法というものはなく、列強の間の力の均衡があって、慣習や最後通告、

同盟、連合、平和条約などを通じて力の均衡がはかられていた。しかし2回の大戦を経て、数

百万人の犠牲があって、あきらかに平和が必要だった。そこで国連憲章がつくられた。国連憲

章には、基本的な哲学的原理を定めた前文がある。ルールの一覧表とこれを実施するための組

織的な方法を定めている。国連にはさまざまな有用な目的のために多くの有用な機関があり、国

連が地球全体の国家を結集させて協力のためにあらゆる手段を講じる機会を作りあげているが、

ここでは平和の問題に絞ろう。

国連があたかも憲章を編んだかのように語られるのが通例だが、むしろ逆だ。憲章が国連を

定めたのだから、憲章が定めた国連について語ろう。また国際連合は、国際連盟の延長だとい

うのも間違っている。国際連盟には法としての憲章がなく、一部の国家間の合意でしかなかった。

ところが、国際連合は憲章のもとにあり、普遍的な機関として存在している。全体としてみると両

者の主要な違いは、戦争の主たる犠牲者は人民だったから、国連憲章は、単なる国家間の協定
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にとどまらず、内容においても、平和を人民の手の元に預けるという構想を実現しようとしている

点にある。

ところでグローバル化というのは、相互に依存し合っているという事実の問題だ。それにしても、

だれの手に委ねられるかという点は問題として残されている。さらに言えば、垂直的な中心となる

権力のもとに組織されるのか、自由で平等な機関の間の水平的な協力関係のもとに組織される

のかという違いが重要だ。後者を選択すれば、国連憲章こそ民主主義の最良の成果だと言って

もよい。

ところで、「民主主義」というのは、古代ギリシャ語の「デモ·クラトス」に由来する。これは人民

の権力を意味する。大衆迎合主義 （ポピュリズム） とは違う。大衆迎合主義は、首領の手中に

権力を集中するために人民に媚びるものだ。民主主義は「人民主権」であって、討議する評議

会を選出してこれを通して行動する市民の権力だ。

国連憲章は、この人民主権を普遍的な価値として推進するものだ。その冒頭には「われら人

民」という主語が来る。つまり憲章をつくったのは人民ということだ。とはいえ現実には、根本にお

いてそうだというのであって、権力の機構は隅 ま々でこの原理で貫かれているわけではない。で

も仮に「われら人民」が統合的なシンポルとして理念に掲げられていなければ、覇権を競うグルー

プが生まれ、どちらが多数派として実際的な影響力を行使するかを決めるということになる。だから、

国連の民主化を主張するのは間違いであって、国連が国民国家の上に立つスーパー国家とな

るべきだというのは間違いだ。実際にも、NＧOの協議総会のようなものをつくろうという主張は、ちょっ

と筋が違う。なぜなら、単に協議的なものであっても、NＧOはあらゆる市民を含むわけではなく、

特定の関心をもつ人たちで構成される民間の団体であるが、他方、人民というものは、NＧOのメ

ンバーであると否とを問わず、あらゆる市民からなるものだからだ。だからこそ、前文は「われら

人民」と複数形で書かれている。なぜなら現実には、地球全体でひとつの人民があるのではなく、

さまざまな領域に、さまざまな欲求と能力を持ったさまざまな人民がいる。それぞれの人民は、そ

の領域の主人公であって、たとえ国連であってもその人民から見れば外部の機関であって、この

ような外部の干渉、つまり外国の干渉を受けることなく、存在するのが人民というものだ。これが「国

民主権」というもので、人民主権は地球全体で享受されるわけでなく、複数形の人民に関連して

存在するわけだ。これは「ナショナリズム」とも違う。ナショナリズムというものは、それぞれの国民

が全体または他の国民に対抗して相互尊重のもとで利益を享受するものであって、その国家は

彼らの権利と権力を享受し実行するための道具というわけだ。そして国連は、諸国民の国家を

通じて、諸国民がその努力を統合する場というわけだ。前文は「われら人民は、われらの努力を

結集することを決意し、よってわれらの政府は、この憲章に署名した」と述べている。つまり人民は、

その政府がすること、しないことあるいはさせることについて責任を負うということを意味する。だ
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からこそ、憲章を知ることが市民として必要なのだ。

そこで、平和を確保するための憲章のルールについて述べよう。

前文は基本的な動機を述べている。すなわち、われらの一生のうち二度まで言語に絶する悲

哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救う、ということ。

そこでルールははっきりしている。第2条第4項において、武力の行使および武力の行使の威

嚇すらも禁止され、さらに、あまりにも多くの侵略が脅威に対抗して先手を打つということを口実に

して行われていたので、専制防衛もまた禁止される。

平和と憲章の尊重を確保するために、193カ国からなる総会によって選出された機関があり、

それが安全保障理事会であって、その警察権限でさえ限定であって、平和の維持および回復に

限られる。

平和の維持は、加盟国が提供する国際的な軍隊を派遣してなされ、潜在的な敵対関係にあ

るもの同士の間に配備されものであり、平和の回復は、同じような形の国際的な軍隊がある領域

から侵略するものを排除するものだ。しかし安保理はまた、経済的または外交的な制裁を決定す

ることができる。安保理はまた、第26条において、全地球的な軍備規制の計画を推進する役割

を持っている。しかしながら、安保理には拒否権を持つ5カ国の常任理事国があって、その拒否

権によってしばしば国連の効果的な活動が封じ込まれるということが憂慮されている。

実際のところ拒否権は憲章上に書かれたものではない。正確な文言によれば、いかなる決定

も常任理事国の賛成票を含むものでなければならないとされている。その理由は、1945年にお

いて世界は、2つのブロックに分かれており、片や社会主義国、方や西側という状態であって、そ

れぞれ反対側が自分側に対抗して多数派を結集するのではないかということを怖れたからだった。

5カ国は両陣営から選ばれたから、この危険はなくなった。これを全一致制の原則という。しかし

1950年、北朝鮮に対する戦争を決議する会期において、この原則を信頼することに賛成しない

ソ連は、会議に参加せず、全員一致制を不可能にした。ところが、合衆国は、国際司法裁判所

に諮問することを決定し、彼らが出席しないなら、彼らが反対したということではなく、そこで、憲

章の改正をすることなく、解釈によって、棄権の意味は「イエスではない」ということから「ノーで

はない」というように転倒させて、全員一致制の原則は、拒否権ということになった。

拒否権をなくすには憲章の改正が必要と考える余地はありうる。そして改正の必要性が高い

のは、常任理事国の存在をなくすためでなければならない。これこそ国の大小を問わず、国家の

平等に立つ憲章の基本的規定に明らかに矛盾するものだ。しかし、憲章の改正を求めることは、

たいへん危険なことで、なぜなら悪い方向に改めることを望む者にその機会を提供することにな

るからだ。

それが、憲章が人民に政治的な権力を与えたけれど、経済的な権力を与えなかったことの理



 　13

由だ。憲章の採 択寸前に、金融権力がブレトン·ウッズ協定によって創設され、国際金融機関

（IMF） と世界銀行および世界貿易機構 （WTO） ができた。彼らは、その経済的権力を使って

国家から資金を調達し、人民の権力の道具から人民に対する彼らの権力の道具に転換させた。

国連においてさえ、彼らは、国連を人民がその努力を結集する場所から人民に対する彼らの地

球的規模の統治機構に転換させるようと試みている。改正のいかなる局面であっても、そのよう

な機会となる危険性があるのは必定だ。しかし人民の主権とその国家を人民に従わせていると

いう原理のもとでは、改正によらずに改善するように、人民の国家に対して、あるいは人民の国

家を通じて、人民が働きかけることが課題となっている。

拒否権についても同様の可能性がある。拒否権が解釈に由来することを見てきた。解釈とい

うものは、改正をすることなく、変更あるいは達成されるものだ。第24条が安保理は憲章の遵守

を確保するためにあると規定していると考えるなら、この役割に反する拒否権は違法であって、

役割を超えたものだと言うことができよう。

もう一つは、国連における国家に対して、また同時に国家を通じて、人民が行動するという問

題であり、これも改正も解釈も要しない。憲章の基本原理に基づくと、いかなる紛争も、平和的な

方法で解決されなければならないのであって、安保理は第7章のもとで検察力を持つだけではな

く、あまり知られていないけれど、第6章においても、交渉、仲介、調停によって平和的な解決の

方法を推進しまたは国家がこのような方法を見出すように援助するための「あっせん」の権限を

持っている。これは、安保による場合であっても戦争を意味する検察権限を排除するだけではなく、

不干渉の原理に抵触することなく、人民と国家との間の問題を解決することを手助けするものだ。

そこで、国連憲章のもとで、人民の役割は基本であって、経済的権力に対峙する永続的な闘

争が必要とされている。現状を眺めると、憲章は、国連自身によっても、数多く侵害されているこ

とがわかる （リビアの例を想起せよ）。しかし、闘うことができるには、人民は憲章を知る必要があり、

憲章は世界中の学校で教えられるべきものであり、平和を愛好する人たちには、これを普及する

永続的な義務すらある。だからこそ、われわれはここにいるのだ。

韓国·朝鮮と関わる場合はどのような場合でも、この会議のような漠然とした懸念にであうこと

がある。つまり、西太平洋を平和にすることが、アメリカ軍のプレゼンスに終止符を打つことが必

要だという点だ。だからこそ、あらゆるものを北朝鮮とアメリカとの間の関係に焦点を絞り込むとい

う現在ありがち方法を否定することがまず第一に必要となる。アメリカは、他の国と同じくひとつ

の国であり、北朝鮮も含めて、他の国からいかなるものも要求する権利を持つわけではない。な

ぜなら北朝鮮とアメリカとの間には、二国間で交渉するべき問題は各別何もないからだ。両国の

間には1950年に戦争があったという事実に言及することも意味がない。というのも、確かに司令

官は、生物兵器による爆撃で有名なアメリカのリッジウェー将軍だったが、あの戦争はアメリカに
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よる戦争ではなく、北が南を侵略したという間違った口実の下で国連安保理によって警察の作

戦行動として行われたものだからだ。したがって、現在、いかなる朝鮮問題も、国連憲章が定め

る国際法に基づいて現状を照らしてのみ、考えることができると言わなければならない。

第一のポイントは、この地域における軍事情勢である。もちろん、われわれは、イスラエルによる

場合と同じように、北朝鮮による核兵器の選択に賛成することはできない。これはだれによっても、

どの地域においても、世界中どこでも、あり得ない選択だ。そして承認を与えるのではなくて、わ

れわれが理解しなければならないことは、北朝鮮の政策が北朝鮮を取り巻くアメリカの軍事的プ

レゼンス、韓国および日本における米軍基地や海軍による演習によって、アメリカの脅威にさらさ

れているという感覚によって決められているということだ。国連憲章では、武力の行使および武力

行使の威嚇は、厳格に禁止され、先制防衛も禁止され、集団安全保障の原理のもとであらゆる

武力の行使は安保理の専権とされている。そこで領土外における軍事基地は、どの場所であれ、

禁止されるが、それだけでなく、西太平洋におけるアメリカについても、アメリカの沿岸というもの

はないわけだ。あたかも、カリフォルニア沿岸に中国が軍事基地を持っているかのようなことを意

味する。これが、西太平洋平和地帯に関するこの会議の全体的な話題と朝鮮問題とを関連づ

けるポイントであり、この地域の全体的な非軍事化とぃう枠組みの中で、アメリカにこの地域から

立ち去るように要求する根拠になるわけだ。

第二のポイントは、国連憲章において、国際法の根拠は、いかなる外国の干渉を受けることなく、

人民が自らの領域において自決する権限を持つという点にあり、しかも相互尊重とそれぞれの国

がこの権利と権限を享受し実施する人民の道具となるという点だ。そこで朝鮮に関する大事な

ポイントは、朝鮮におけるこの権利の実施に関わることであり、朝鮮·韓国の統一の回復が二国

間の政府がそれぞれの人間を家畜のようなものとしてどう扱うかを決めるために交渉するという

問題でなく、この半島において人民が生きていくために自決権をいかに実現するかという問題だ。

二千年紀において、1945年まで、朝鮮人民は、みずからの手による日本からの解放後も、朝鮮

半島全体で一つであり、1945年の全半島で総選挙が行われたが、実効的ではなかった。なぜな

ら、当時、半島は、二つの政府によって二分され、ヤルタおよびポツダムでのソ連と西側諸国との

協定によって、人民に諮ることはなかった。それに先だって、アメリカ軍は、南に上陸し、南に傀儡

政府を樹立した。しばしば忘れられているのは、そうと知りながら行われた1950年の国連による

警察力としての戦争が完全に違法であって、国連自身によってさえ憲章に違反するものとして行

われたことだ。しかも、違反は一つではない。

第一に、南に対する北の侵略に対峙するために決定された。しかし、アメリカが南について傀

儡政府を樹立するために上陸したときには、半島全体は日本から解放された状態であったことを

考えると、北がこのような占領に対抗しようとしたと考える余地があり、安保理のなすべきことは侵
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略であったものを終結させることであった。

第二に、国連憲章のもとで、安保理は、5カ国の常任理事国を含む賛成によってのみ武力を行

使することができる。これがいわゆる全員一致制の原理だ。この原理に信頼を置いているからこそ、

ソ連は、出席しないことを決定した。そこで決定は採択されなかった可能性がある。しかし、アメ

リカは、国際司法裁判所から、彼が反対しなかったから彼らは同意したといわせることに成功した。

そこで、全員一致制は拒否権に転換され、「イエス」が「ノーでない」と読み替えられることになっ

た。

このことが示すのは、全体にわたって、朝鮮の歴史は国際法違反によって汚されているという

ことだ。

今日唯一妥当な目標は、朝鮮人民が半島全体において一つであった1945年の状態との連続

性を回復することであり、十全な手続を経て、朝鮮·韓国の人民が一つのものとして、半島全体

についてみずからの一つの国家をつくることだ。

このような手続は、憲法を準備し採択するための会議体を朝鮮·韓国の全体において選挙を

実施するか、さまざまな憲法の提案のうちから朝鮮·韓国の全体において国民投票によるかのい

ずれかだろう。そしてこのような手続を開始するため、両国政府が協力して行うことができよう。また、

人民の権利の実施という問題からみれば、国連憲章が規定するように、安保理が、第6章に定め

るように、いかなる種類のものであれ、平和的な解決と交渉を促進し、援助する権限を行使して

開始することができるだろう。

（訳責＝新倉修）
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西太平洋平和地帯に関する国際会議　バリ宣言

我々、アジア太平洋法律家協会 （COLAP） 主催の「西太平洋平和地帯に関する国際会議」
に出席したバングラデシュ、インド、インドネシア、日本、ネパール、朝鮮民主主義人民共和国、パ
キスタン、フィリピン、韓国、ベトナム及びフランス、イタリア、米国からの派遣団は、

アジア太平洋地域の平和、進展及び安定性の促進と確保を強く願いながら、
以下のことをここに宣言し、支持するとともに呼びかける。
 

A. 米軍の駐留問題について
1. あらゆる形態かつ名目においてもアジア太平洋地域に存在する米軍基地を即時解体す

ること、及び同地域のすべての軍隊と軍事的設備の撤退
2. 米軍による長距離ミサイルの発射、紛争地における米軍の艦艇による巡回及び米国と

他国による共同軍事演習の禁止
3. 国家主権及び全ての外国の侵略者による侵害に対する自衛権の表明

B. 南シナ海問題について
1. 南シナ海の非軍事化
2. 南シナ海からの全ての軍隊、施設及び設備の即時撤退
3. 公正な「行動規範」（COC） の策定と遂行を含む、南シナ海をめぐる紛争の平和的解決
4. 紛争をめぐる提訴に対する「常設仲裁裁判所」の判決の尊重と順守
5.「海洋法に関する国際連合条約」（UNCLOS） の下で認められる権利に基づく、全て

の国家が自由に南シナ海を航行する権利の承認

C. 朝鮮半島の統一問題について
1. 朝鮮半島及びその周辺地域に駐留する全ての外国軍とその基地の撤退
2.「板門店宣言」及びシンガポールで採択された「朝鮮民主主義人民共和国と米国の

共同声明」の履行

本会議に出席した派遣団は、アジア太平洋地域並びに全世界の平和を達成するために行動
し、闘い続けることに関与することを確認する。

2018年8月3日インドネシア·バリ島マハサラスワティ大学 （UNMAS） にて

（原文 ： 英語、翻訳 ： 清末愛砂）
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IADL代表団が国際刑事裁判所検察官団と会談
2018年6月8日

［ハーグ、オランダ発］　 2018年5月28日、IADLビューロー幹部代表団［1］　は、国際刑事裁判所
において、検事局 （OTP） の代表者［2］　と会談し、パレスチナに関して緊急に法的行動を進め
るよう求めた。

 IADLは、パレスチナ人権センター及びパレスチナ弁護士会も含めて、国際刑事裁判所に
対する支持を表明し、あわせて、ガザ地帯における民間人に対する実弾火器の使用を非難す
る最近の首席検察官の活動について謝辞を述べた。

 しかしながら、代表団はIADLが次の点に懸念をもっていることを伝えた。すなわち、パレス
チナがローマ規程を承認してICCに加盟してからほぼ4年経つが、検事局に対して、寄せられ
てきている多数の詳細で信頼性のある客観的な報告が人道に対する犯罪、第4ジュネーブ条
約違反およびその他の国際法犯罪を伝えているにもかかわらず、検事局の当初の吟味の段階
およびそれに続く捜査の段階を超えて捜査が進展しているわけでない。ちなみに、これらの違
法行為はICCローマ規程に取り入れられているものである。

 IADLは、アパルトヘイト犯罪、広汎な範囲での系統的な殺人、住民の強制移住および兵力
による包囲とも言える許容性の限界を超えた生活を民間人に強いることなどを含む、戦争犯罪
および人道に対する犯罪について、確実な疑いのあるすべての者を捜査し、場合によっては訴
追することを支持し、世界的な規模での法律家のキャンペーンを組織して、検事局を援助するよ
う約束すると明言した。

 国際的な政治的圧力は、法の支配および正義と平和への祈願を危うくすることを許すことは
なく、検事局の捜査への資金手当てが十分でないなど、首席検察官が数多くの困難に直面し
ていることは理解している、とIADL代表団は述べた。しかしながら、さらに遅延することでICC
の信頼性がゆらぐような事態は避けなければならない。これらの犯罪に対する十全な捜査の開
始が遅れれば遅れるほど、何をしても処罰は免れるとイスラエル軍当局が考える余地は増える。

 このような状況がいつまでも続くなら、ICCそのものが法の支配を保障する機関としての信頼
性と権威を大きく損なうことになる。

［1］　 Jan Fermon, IADL 事務局長、Lennox S. Hinds 教授、 IADL 国連ニューヨーク
 本 部 常 駐 代 表、Micòl Savia, IADL 国 連 ジュネ ー ブ 本 部 常 駐 代 表、Richard 
 J Harvey, IADLビューローメンバーかつロンドンのＧarden Court Chambers所属弁
 護士、Carlos Orjuela, IADLビューローメンバーかつロンドンの事務弁護士.
［2］　 Dr Emeric Rogier, 状 況 分 析 部 長 Head of Situation Analysis Section、
 Ms Amitis Khojasteh, 状況分析官.
（ 英 文 ） http：//iadllaw.org/2018/06/iadl-delegation-meets-international-
 criminal-court-prosecution-team/ （訳責＝新倉修）
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パレスチナ人民に対する犯罪の捜査と訴追を求める
国際法律家キャンペーン

　国際刑事裁判所検察官　ファトゥ·ボン·ベンスーダ殿
1.「人権の無視および軽侮が人類の良心を踏みにじった野蛮な行為をもたらした1」ことを念

 頭に置き、

2.「ニュルンベルク原則」2に従い、かつ、この点について、戦争犯罪および人道に対する犯

 罪など、国際犯罪に対する個人の刑事責任の原則があること3を強調し、

3. 国際人権法の重大な違反や国際人道法の重大な侵害の被害者が救済と賠償を求める権

 利を有すること4を確言し、

１　 世界人権宣言前文

２　 ニュルンベルク裁判所の憲章およびニュルンベルク裁判所の判決において認められ、国連総会決議

95(１　) において確認された国際法の原則 (ニュルンベルク原則)。ニュルンベルク憲章は、慣習国際法

を反映したものとして考えられる (Tadić, Opinion and Judgment, Trial Chamber, 7 May １　997, para. 

6２　3; Tadić, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Appeals 

Chamber, ２　 December １　995, para. １　4１　.)。アイヒマン事件では、イスラエル最高裁判所は、総会決議

95(１　) がニュルンベルク原則は慣習国際法の一部をなすことの証拠であると判示した。この裁判所による

と、「ニュルンベルク原則が『記憶のない時代から』慣習国際法の一部をなす原則として扱うことにいさ

さかなりとも疑問があるならば、次の二つの国際文書によってこのような疑問は払拭される。すなわち、

国際連合１　946年１　２　月１　１　日総会決議はニュルンベルク裁判所憲章によって認められた国際法の原則であ

ることを肯定している。また、本裁判所の判決および国際連合の同日の総会決議96(１　) は、ジェノサイド

が国際法における犯罪であるとしている」(Attorney General of Israel b. Eichmann, Supreme Court of 

Israel (１　96２　) 36 ILR ２　77)。

3 Ibid, Principle I and VI. これは、ローマ規程5条および２　5条に反映されている。

4「重大な国際人権法違反および重大な国際人道法違反の被害者のための救済および賠償を求める

権 利 に 関 す る 基 本 原 則 お よ び 指 針 」Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy 

and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious 

Violation of International Humanitarian Law (UNGA Res. 60/１　47 of １　6 December ２　005) 参照。さ

らに世界人権宣言第8条、市民的および政治的権利に関する国際規約第２　条、人種差別撤廃条約第6条、

拷問禁止条約第１　4条、子どもの権利条約第39条、１　907年１　0月１　8日の陸戦の法規慣習に関するハーグ

条約 (第4条約) 第3条、１　949年8月１　２　日のジュネーブ条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関す

る追加議定書 (議定書１　) 第9１　条ならびに国際刑事裁判所ローマ規程第68条および第75条。
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4. 国際社会全体にとって懸念の対象となっている最も重大な犯罪が、処罰されないで放置さ

 れるべきではなく、これに対する効果的な訴追が確保されなければならない5ことを確言し、

5. イスラエルが、1967年以来占拠しているパレスチナの領土を依然として違法に占領しつづ

 けている6ことが、世界のいかなる場所においてもあり得ない領土に対する戦闘に由来する

 占領が最も長く続く結果となっており、他方、2005年においてIDF （イスラエル防衛軍） の「撤

 退」に続くガザ地帯への軍事的な包囲をも伴うものとなっていること7を想起し、

6. イスラエルによるパレスチナの民間人に対する想像を超える残虐な行為が行われて、人類

 の良心に深く衝撃を与えおり、さらにまたこれが現在も継続していることを非難し、

7. 国連総会、国連安全保障理事会および人権理事会から無数の決議が発出され、イスラエ

 ル国によるこのような違反が非難されていること8を想起し、

8. さらに、ICC検察局に対してパレスチナ 人および国際NＧOから無数の報告書が提出され

 ているにもかかわらず、戦争犯罪および人道に対する犯罪は、検察局による初動調査の期

     間を通じて、いっそう深刻な状態において継続していること9を想起し、

5 ローマ規程前文。

6 Legal Consequences of the Construction of A Wall in the Occupied Palestinian Territory

 （Advisory Opinion） ［2004］　 ICJ Rep 2004, ［78］　

7 いかなる国際機関もその他国際的なレベルでの関連機関も、2005年におけるイスラエルのガザ地帯か

らの「撤退」が占領権力としての地位を終了させるものと認めてはない。検察局がFlotilla Reportで確

認しているように、「国際社会で一般に流布している見解は、2005年の撤退にもかかわらずイスラエルが依

然としてガザにおける占領権力であるという」ことを認識しているとし para. 25、「2005年の撤退にもかかわ

らずイスラエルが相変わらずガザにおける占領権力であると結論するのに合理的な根拠がある」としている

Id. At paras. 27, 29。See further, “Situation of Palestine： Closure of Ｇaza – Palestinian Human 

Rights and Victims’ Communication to the International Criminal Court Pursuant to Article 15 

of the Rome Statute Requesting Investigation and Prosecution of the Illegal Closure of the Ｇaza 

Strip： Persecution and Other Human Acts Committed against the Civilian Population as Crimes 

Against Humanity’ . こ れ は Palestinian Centre for Human Rights、Al-Haq, Al-Mezan Centre 

for Human Rights and Aldameer Association for Human Rights が2016年11月に提出したもの。

8 See Footnote 22 through 26 to the May 15, 2018 Referral by the State of Palestine.

9 See, above Footnote 7, “Situation of Palestine： Closure of Ｇaza.” さらに「保護の刃作戦Operation 

Protective Edge」の中でイスラエルの高官によって実行された人道に対する犯罪の被害者のために、パレ

スチナの人権団体が注意深く調査して国際刑事裁判所に密かに提出したものがある。



ＩＡＤＬ／ＣＯＬＡＰ　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20INTERJURIST  No.197   Nov 1, 2018

9. パレスチナ民間人に対して犯罪を行ったという嫌疑を受けている人のいずれもイスラエル国

 が責任を問うことを怠りあるいは拒絶し、その結果、法の支配を放棄し、これに代わって、こ

 のような犯罪を肯認する公務員およびこのような犯罪を実行した者について広い範囲におい

 て不処罰という状態が生まれており、このような不処罰がこのような犯罪の継続、強化、再発

 につながっていること10を非難し、

10. パレスチナがローマ規程に加入し、および国際社会による国家承認に続いて、2014年6月

 13日以降、占領されたパレスチナ領土において実行された犯罪 11に関し国際刑事裁判所の

 管轄権を受諾したこと12を想起し、

11. パレスチナにおける事態について2015年1月16日に検察局が初動調査を開始し13、「パレス

 チナ国の領土のあらゆる部分において実行され、本裁判所の管轄権に属する犯罪の過去

 および現在並びに将来の実行」に関する圧倒的な証拠がパレスチナ人および国際NＧOによっ

 て提供されていること14を想起し、

12. 効果的な訴追を実行し、かつ、「国際的に承認されている人権に合致する」ように法を適

 用·解釈する義務をICCが負うこと15を想起し、かつ、この点に関して検察局による初動調査

 のみならずさらに十全な捜査に及び、さらに必要な場合に訴追を開始することを含む迅速

 な捜査に対するパレスチナ人被害者の権利 16に照明をあてて、

13. われわれ （以下に署名する団体および個人） は、〇〇 （署名する団体または個人の国）

 における法曹界に属する者として、遅れた正義＝司法は正義＝司法の否定であることを宣

 言し、かつ、検察局が直ちに捜査に着手し、さらには、この国際刑事裁判所の管轄権に属

 するところにおいて発生し、かつ、現在も継続して発生しているイスラエル国のために行動し、

 または行動する目的をもってなされた個人による国際人道法違反を国際刑事裁判所におい

 て訴追することを要求するものである。

（訳責＝新倉修）

10 人権理事会2015年6月24日の決議 s-21/1に従って設立された独立調査委員会の詳細な事実報告 A/

   HRC/29/CRP.4 ［650］　-［651］　

11 2015年1月2日に加入、ローマ規程第12条 （3） に基づき2015年1月1日に管轄受諾宣言。

12 国連総会「国連におけるパレスチナの地位」（2012年） UN Doc A/RES/67/19, Art 2.

13 国際刑事裁判所検察官Fatou Bensoudaはパレスチナにおける事態の予備調査を2015年1月16日に開始した。

14 前注7および9参照。

15 ローマ規程前文および第21条

16 人 権 理 事 会 一 般 的 見 解 第20号、Velasquez Rodriguez IACtHR Series C 4 （1988） ［174］　, ［177］　 

Estamirov and Others v. Russia ECHR para ［89］　. 
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トルコの進歩的法律家団体(ÇHD)の弾圧法廷の　
傍聴レポート（2018年9月10－14日、イスタンブール）

 　　IADL BUREAU　笹本潤

１，大量の弁護士逮捕
逮捕されたトルコの弁護士の支援のため、2018年9月10、11日にイスタンブールに法廷傍聴を

しに行った。2014年にもÇHD（進歩的法律家協会） の弁護士

の裁判があったが、今回は、その時に集会や法廷傍聴を組織し

た中心部分の弁護士が逮捕されてしまった。

今回の弁護士大量逮捕の背景には、2016年7月のクーデター

失敗後に、エルドアン大統領が緊急事態を宣言したことがあり、

その後2年間の国家緊急事態の間に、反政府的な弁護士や裁

判官、検察官、ジャーナリスト、軍人、組合活動家、学者が、テ

ロ容疑で大量に解雇や起訴されたことが挙げられる。そのため

2017年に20人ものÇHDに所属する執行部レベルの弁護士が

逮捕され裁判にかけられた。

２，起訴された容疑とその問題
今回の裁判は、弁護士の職務行為自体が起訴の対象にされている点で異常である。ÇHDは、

貧困層を中心に弁護士活動をしている。その中にはテロ容疑者として疑われている人もいる。そ

して刑事手続において、弁護士として黙秘権の行使をアドバイスすることも職務上当然である。

しかし、今回は、弁護士による黙秘権のアドバイス自体がテロの容疑者を擁護する行為であり、

その弁護士が容疑者のテロ組織に所属していることの表れであるということで、起訴されている。

黙秘権のアドバイスのような弁護士の職務行為そのものが容疑事実となっている点で異常な裁

判である。弁護士の職務行為を、被疑者の利益を守るために、起訴や制裁の対象としてはなら

ないことは、国連レベルでも、弁護士の役割に関する基本原則 （1990年国連犯罪防止刑事司

法会議において採択） として国際原則になっている。

他にも、法的に様々な問題がある。テロ容疑を裏付ける謎の文書がオランダとベルギーから警

察が入手して裁判に提出されているが、その原本の存在も不明なデジタル文書であること、さら

に多くの容疑者の名前を出し、関与を抽象的に証言する何人かの証人など、無理に起訴をでっ

ちあげた痕跡がある。

裁判の行われたバクルキョイ裁判所。撮影笹本
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３，裁判の公正さについて
裁判の公正さも問題である。トルコでは、そもそも検察官が裁判官と同じ壇上に座り、壇の下

の方で、被告人と弁護人が弁論活動をするという構成をとっている。さらに今回の国家緊急事

態の宣言により、反政府的な言動をする裁判官や検察官が逮捕されているので、この裁判を構

成する裁判官も決して公正な立場で判決を書くとは思われない。

そこで、国際的な監視·支援活動が必要ということで、IADLを通して各協会に要請があった。

ÇHDもIADLの会員であり、今回逮捕·起訴されたÇ

HD会長のセルチュック氏 （Selçuk Kozağaçlı ） も、

今までIADLやCOLAPの会議でトルコの現状を訴

えてきた。ちょうどセルチュック氏が参加したリスボンの

IADL BUREAU会議 （2016年11月） の時は、イスタ

ンブールでÇHD事務所が捜索を受けている動画のシー

ンがスマートホンで伝えられ、セルチュック氏はリスボン

からイスタンブールのÇHD事務所に指示を出していた。

また同年のCOLAP6（ネパール） にも参加して、すでに

始まっていたトルコの弾圧の状況を訴えていた。

同氏の今までの活動もあり、今回の裁判傍聴には、ヨーロッパ諸国から総勢30人以上の法律

家がかけつけ、国際法律家傍聴団が組織された。アメリカ（NLＧ）と日本 （私） からも一人ずつ

参加した。トルコの多くの地方弁護士会や、IADLなど国際団体の他に、ヨーロッパ法律家協会

（ELDH, AED）、lawyers for lawyersなどヨーロッパの法律家団体も参加したため、フランス、

スペイン、ギリシャ、イタリア、オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン、ベルギーなどのヨーロッパ諸国

の法律家が駆けつけた。

法廷傍聴のためには、各国の弁護士IDを示して入場し、特別な傍聴席が設けられ、傍聴席

におけるウイスパリングの通訳が認められた。

ÇＨD president: Selçuk Kozağaçlı氏。裁判前
日の弁護士会でのシンポの会場に、逮捕された弁
護士たちのパネルが掲示されていた。撮影笹本

法律家の国際傍聴団メンバーの一部  撮影笹本
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４，弁護士たちの意見陳述
逮捕され起訴された弁護士たちは、いくつもの拘置所に分かれてすでに1年以上収容されている。

しかし、どの弁護士の意見陳述も迫力のある大弁論だった。

ÇHD会長のセルチュック氏の意見陳述は1時間以上にわたり、ユーモアまで交えて説得的で

傍聴席にも勇気を与えるものだった。様々な角度から、起訴の違法性を訴えた。弁護士の職務

に関する権利自体を侵害するから起訴が違法であること、作られた偽の証拠のこと、拘禁中に

受けた脅迫、法廷に出頭させないビデオによる審理の違法性などの各点に触れた。

他の弁護士の意見陳述も、どれも1時間以上にわたり、熱のこもった情熱的な演説で、一年も

拘禁されてきたとは思えないくらいバイタリティがあった。各意見陳述で取り上げられたテーマは、

拘置所におけるひどい待遇の実態、黙秘権を被疑者にアドバイスをすることの重要性、テロの定

義の未確定とテロの歴史、貧困層への弁護士活動の意義と世界の経済システムの矛盾など、多

くのテーマが取り上げられた。どれもよく準備された意見陳述だった。これが5日間続くので、20く

らいのテーマが取り上げられることになる。

５，法廷における警察の暴力
起訴された弁護士たちは、法廷に入る際も手錠がされ、審理が始まると解錠されるが、20人も

の被告人を50人の法廷警察官が取り囲んでいる状態だった。弁護人とも接触させようとしない。

休憩時間になると、50人の警察官が一斉に立ち上がり、被告人を円形に取り囲むように人間の

壁を築いて、それも50人以上法廷にいるÇHDの弁護人との接触を妨げようとする。

法廷の1日目の休み時間の最中に事件は起こった。休憩時間に被告人が弁護人と接触しよう

とすると、取り囲んでいた警官が、その被告人（Aytac氏） を2，3発殴り、事態は騒然とした。20

人の被告人と50人の警官がもみ合い、傍聴席も抗議の音を鳴らし、叫び声や泣き声も聞こえる

くらいの異常事態だった。裁判官は何ら指示を出さず、それでも30分ほどで事態は収まったが、

起訴された被告人は、弁護人と被告人の接触のあり方について声明を出すということになった。

傍聴席にいたÇHDの弁護士は、法廷警察の暴力は、権力による脅しであると評価していた。

      法廷でのセルチュック氏。IAPL Monitoring Committee on Attacks on Lawyersのサイトhttps://defendlawyers. 

      wordpress.com/2018/09/12/turkey-chd-ve-hhb-uyesi-avukatlarin-yargilandigi-dava-3-gununde/より
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６，憲法裁判所、ヨーロッパ人権裁判所
現在は刑事の高等裁判所で審理が行われているが、このまま敗訴になれば、最高裁や憲法

裁判所などの途は残されている。しかし裁判官の不公正さは変わらないであろう。ヨーロッパ人

権裁判所については、国内救済優先の原則があり、憲法裁判所が審理を引き延ばさないか、な

どの指摘が、裁判の前日のシンポジウムで話されていた。

７，今回の弾圧を受けて
トルコ政府としては、政治的には現在ヨーロッパとロシアの狭間にあり、シリア問題ではアメリカと

ぎくしゃくし、友好関係を持っている国は多くない。またトルコ国内やシリア·イラクにいるクルド人と

の軋轢もある。政治の混迷が、選挙では、世論の操作もあり、大統領の強権化を認めた憲法改

正に結びつき、大統領がさらに人権弾圧を強化するという悪循環をたどっている。

2018年7月に緊急事態宣言は2年ぶりに解除されたが、憲法改正によりエルドアン大統領の権

限がさらに強化されたので、弾圧体制の事態は変わっていないとのことである。（BBCニュース

https：//www.bbc.co.uk/news/world-europe-44881328）

トルコ以外にも困難な状況を抱えている国はアジアにも多いが、（フィリピンやミャンマーなども。

日本もそうである）、現在のトルコは弾圧の程度において常軌を逸している。大統領に反対する

勢力は、法曹であろうとジャーナリストであろうと根こそぎ逮捕、起訴されている。トルコ国内では、

裁判のことは報道もされないようである。

今後私たちは、国連人権理事会や国際的な法律家団体などにもっと呼びかけ、国際的な世

論喚起をより強めていく必要があるであろう。このような状態を許してしまっては、法の正義は失われ、

国家の都合で人権はなきものにされてしまう国が増えていくであろう。

 （2018年9月15日記）

（その後の情報では、裁判の最終日の2018年9月14日に被告人ら全員の身柄がいったん解放

されたが、同時にすぐに再逮捕されたとのことである。）

法廷の前日にはイスタンブールの弁護士会でシンポが行われ、ÇＨDの仲間が逮捕された弁護士のパネルを持って訴えた。笹本撮影
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平和への権利　

平和への権利国連ワークショップ報告

 　　　　平和への権利日本実行委員会事務局長　笹本潤

１．　2 018年6月14日国連人権理事会 （ジュネーブ）で、国連総会採択後初の公式会議

「平和への権利ワークショップ」が開催されました。これは、昨年の人権理事会決議

に基づくものです。参加者は、政府代表はほとんど権利宣言の賛成国が20人くらいで

反対した政府の代表は見当たりませんでした。参加NＧOは地元ジュネーブに本拠地を

おくNＧOが約30人くらいでした。

国連欧州本部会議室７にて （2018年6月14日）

２．　全体で3時間とそれほど長くはなかったのですが、3つのセッションに分かれて

いました。第1部は、恐怖と欠乏からの自由を保障する国家の義務（宣言第2条）につい

てで、採択当時の作業部会議長のコスタリカのギジェルメ氏から、国連総会採択ま

での流れの報告がありました。第2部は、宣言の実施について（宣言第3条）、ユネスコ

とNＧOの国境なき平和からの報告がありました。第3部は教育の分野で（宣言第4条）、

国連平和大学長と教育権に関する国連特別報告者からの報告でした。くわしい報告

は、2018年9月の人権理事会第39会期に公式報告レポートが提出されるとのことです。
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３，NGOの発言
今回は、平和への権利宣言の実施についての会議でしたが、平和への権利の「実施」と言っ

ても様々で、ユネスコや平和教育の中での具体化の他に、歌手や芸能分野での普及、署名や、
平和省の設置、特別報告者の設置などが提案されました。

私は、IADL（国際民主法律家協会） の肩書きで発言しました。平和への権利の実施にあたっ
ては、各国の憲法などの法制度や裁判などの実践を参考にして、日本の平和的生存権を使って
の裁判や、コスタリカ、韓国、コロンビア、ベネズエラの憲法や裁判の法的実践なども参考にすべ
きと発言しました。

今回のワークショップの会議の性格は、今後の手続を具体的に決めるというよりも意見交換の
場でした。

参加したNＧOの間では、9月の人権理事会に先立つ7月ころにNＧOネットワークの再開をか
ねて、目標を定める会議をしようという提案が出ていました （主にパパジョバンニのファビオより）。
平和への権利実行委員会でも具体化しましょう。

ユネスコのダビットとは来日について話をする約
束をしていたのですが、ワークショップで各スピーカー
を招待していたせいかとても忙しく、立ち話くらい
しか時間は取れませんでしたので、また連絡して
みます。国連平和大学の本の普及のための見本
を1冊もらいました。（彼の所属がユネスコから国
連平和大学に移転したようです。）

この2冊は、国連平和大学、ユネスコ、国境なき平和が出版した本です。左の”The Right to Peace: Past,Present and the 
Future”は、今までの平和への権利宣言が成立した歴史的経緯が述べられている包括的なものです。執筆の中心となったダビッド

は普及したいそうです

４，特別報告者について
日本実行委員会では、今後の実施過程について条約化に向けた第1歩として特別報告者な

どの提案をしようということになりました。しかし、IADLのミコルは特別報告者については時期尚
早という意見でしたので、私はIADLの発言枠では特別報告者の提案は発言できませんでした
が、配付資料としては、参加者に配ってきました。しかし、多くのNＧOは提案や発言をしていました。
パパジョバンニ、バーベイ、デサヤスさんなど。デサヤスさんは民主的秩序の独立専門家を引退
したので、1NＧOでの発言でした。

派遣用のカンパをいただいたみなさんありがとうございました。実際に現地に行ったからこそ
話せた内容も多く、これはメールやスカイプでは不可能なことでした。
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平和への権利のマニフェスト（１）――ギジェルメ＆
フェルナンデス『平和への権利』の紹介

東京造形大学　前田朗

１　はじめに
 クリスチャン·ギジェルメ＆ダヴィド·フェルナンデス著『平和への権利――過去、現在、未来』（平

和大学） が出版された。

Christian Ｇuillermet Fernandez & David Fernandez Puyana, The Right to Peace： 

Past, Present and Future. University for Peace, 2017.

  クリスチャン·ギジェルメは在ジュネーブ·コスタリカ大使であり、2013年から17年頃にかけて国

連人権理事会の平和への権利作業部会長を務めた。

ダヴィド·フェルナンデスは、2007年頃から平和への権利国際キャンペーンのメッセンジャーとし

て国連人権理事会でロビー活動を展開し、世界各地のNＧOと連携しネットワークを作った研究

者·活動家である。国連人権理事会に平和への権利作業部会が設置されると、クリスチャン·ギ

ジェルメの法律担当アドヴァイザーとなり、作業部会の議論をリードした。その後、ユネスコの平

和担当職員を経て、平和大学の研究員になった。

本書は平和への権利宣言採択に至る議論の中心人物であった2人の著者による総括である。

資料も含めると380頁に及び、質量ともに充実した研究書である。

国際的には「権利としての平和」を取り上げた専門研究書はまだ少ないといってよいだろう。

無論、平和学や平和思想の書物は多数あるが、「権利としての平和」に絞った1冊として、本書

は大きな意義を有すると思われる。

憲法に平和的生存権規定のある日本では、平和的生存権をめぐる理論的実践的研究の豊か

な蓄積があるし、国際的視野で平和的生存権を位置付ける試みもある。2006年以後の平和へ

の権利国際キャンペーン発進以後、平和への権利と平和的生存権の相互関係をいかに把握す

るかという課題も意識されてきた。

こうした段階で世に問われた本書は、平和への権利の理論的かつ実践的「マニフェスト」であり、

日本の議論との相互触発も期待される重要著作である。そこで、以下では、本書の内容を、ごく

ごく簡潔にではあるが、紹介する。

２　本書の構成
 本書の冒頭には10人の識者による紹介文が収録されている。マヌエル·ゴンザレス （コスタリ
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カ外務大臣）、フランシスコ·ロハス （国連平和大学教授）、カルメン·パラ （ユネスコ平和担当責任

者）、フェデリコ·マヨール （平和の文化財団理事長、ユネスコ元事務局長）、アントニオ·パピスカ （ユ

ネスコ人権·民主主義·平和担当責任者）、マルコ·マシア （パドヴァ大学教授）、ミゲル·ボセ （国

境なき平和財団創設者）、ミコル·サヴィア （国際民主法律家協会ジュネーブ代表）、マリア·メルセ

デス （NＧOパパ·ジョヴァンニ·ジュネーブ代表）、オリヴァー·カーソン （青年平和構築国連ネットワー

ク·ジュネーブ代表） である。

 続いて、プロローグとしてモナ·ズルフィカ （国連人権理事会諮問委員会·平和への権利作業

部会長） による献辞が収められている。その上で、著者による序文という豪華な組み立てである。

著者は、国連機関において平和の権利の議論が進展し、平和への権利宣言が採択されたパ

ラダイム·チェンジを、様々な人種や文化の子どもたち、若者たち、大人や高齢者が、平和に満ち

た世界、憎悪のない世界を夢見る権利さえ奪われてきたことに平和裏に抗議してきた帰結と位

置付ける。友愛を夢見、人類の希望を求めること、それが世界平和の要請だからである。著者は、

21世紀初頭には戦争と暴力が吹き荒れているが、今日、戦争と紛争から免れた世界に生きる権

利を求める声なき声を聞き取ることが国際社会の義務であると述べて、序文を閉じる。

本文の構成 （目次） は次のとおりである。

第1部

第1章 平和への権利への哲学的アプローチ

1 新しいヒューマニズム

2 社会主義

第2章 冷戦期における平和アジェンダ――世界レベル

1 平和的生存のための社会準備に関する宣言

2 人民の平和への権利宣言

冷戦期における平和アジェンダ――地域レベル

1 アフリカにおける人民の平和と安全への権利

2 南東アジア地域における人権と平和の役割

第3章 冷戦後における平和アジェンダ

1 ユネスコにおける平和への人権に関するイニシアティヴ

2 国連

第2部

第1章 平和への権利宣言の分析

1 人民の平和への権利に関する人権理事会決議と作業部会長案の比較分析

2 人民の平和への権利への伝統的アプローチ
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3 平和への権利への人権アプローチ

4 宣言の研究

第2章 将来の条約に向けて

1 可能性

2 国連総会におけるコンセンサス

3 より包括的な方法での検討要素

4 挑戦

第3章 紛争の根源の撤廃における人権理事会の役割

1 人権理事会と平和

2 平和への権利宣言の実施

3 結論

以上が本書の目次である。第1部第3章「冷戦後における平和アジェンダ」の「2 国連」は、序

論、人権委員会、人権理事会、人権理事会諮問委員会、平和への権利作業部会、平和への権

利宣言採択の過程を80頁にわたってトレースしている。

また、第2部第1章「平和への権利宣言の分析」の「4 宣言の研究」は前文及び各条文の分

析に90頁を費やしている。本格的な研究であることが見て取れると思う。

 さらに末尾の資料編も50頁ほどあり、関連年表、国連総会の関連諸決議、人権理事会の関

連諸決議、NＧO文書、宣言などが収録されている。



平和への権利

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30INTERJURIST  No.197   Nov 1, 2018

「発展への権利」に関する国連作業部会第19会期に
ついて

関東学院大学法学部准教授　武藤達夫

はじめに 

 本稿は、2018年4月23～26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

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

び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。

2018年は、「発展への権利に関する宣言」3が国連総会決議として採択されてから32年目に

当たる。当該宣言をフォローアップするとともに発展への権利の実現·促進を主たる任務とする国

連作業部会自体は1998年に設置され、本年で第19会期目を迎えた。さらに一昨年の2016年には、

発展への権利に関する特別報告者が人権理事会によって設置され4、昨年になってサアド·アルファ

ルギ氏 （エジプト） が当該特別報告者に就任している。したがって、発展への権利を実現しよう

という国連での努力は長い歴史があると同時に現在も進行中であり、その中心となっているのが、

この作業部会である。

1．作業部会第19会期の開幕
 作業部会第1日目午前のセッションは、国連人権高等弁務官事務所副弁務官 （ケイト·ギルモ

ア氏） の挨拶及び議長の選出 （パキスタン大使のザミール·アクラム氏を再選） まで順調に進ん

だ。ただし、その直後に事務局から異例のアナウンスがあった。この作業部会は過去6年間にわ

たって割り当てられた予算の活用率が基準となる8割を下回ってきたことから、人権理事会の限

られた予算を今年は有効活用するように、との注意喚起である。たとえば、筆者も出席した昨年

度の会期では、作業部会の審議が幾度も中断されて通訳を介さない個別折衝に置き換えられた

ため、会議予算のなかでも大きな比重を占める通訳費用が無駄になったことなどが指摘されてい

た。形式上は予算面からの注意であるが、この作業部会の審議が少なくとも数年間にわたって

空転していることを示しており、このような状況を継続することは望ましくない、という事務局からの

警告であったともいえる。

その後、作業部会全体の審議事項とプログラムの承認に移った。通常は簡単に承認される

ものだが、ここでも若干異例の発言があった。EU代表が、審議事項に関して、昨年9月に採択

された人権理事会決議5を反映し、発展への権利に関する指標（criteria）及びサブ指標（sub-

criteria）を今会期で完成するよう求める発言を行い、日本もこれに賛意を表明した。この発言は、
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指標及びサブ指標の完成を求めることに重点があるのではなく、むしろ、指標及びサブ指標の

検討に当たって考慮する事項の範囲を狭めることを意図したものと考えられる。この提案に対し、

エジプトが審議事項の文言は発展への権利に関する宣言全体を反映することが重要である、と

いう趣旨の発言を行なった。結局、審議事項はEU及びエジプト両者の提案を組み込んで修正

の上、採択された。微細な修正であるが、発展への権利の実現をめぐる先進諸国と非同盟諸

国との対立構造を象徴するもので、米国が前会期の初日を最後に作業部会から離脱した現在、

EUが先進国側の代表となることを自ら表明する発言であったといえる。

修正後の審議事項は、下記の6項目に大別される。①一般意見の表明、②特別報告者との

対話、③専門家のレクチャーと質疑応答、④権利実現に向けた各国の貢献 （国内努力の表明）、

⑤指標及びサブ指標の起草、及び⑥標準 （standards） の策定である。このうち、下記に説明

するような事情で、⑤及び⑥については実質的な審議が行われていない。今会期の作業部会

全体を通して最も多くの時間を費やしたのは①の一般意見と③の専門家によるレクチャーであっ

た。本稿では、紙幅の制約もあるため、①と③の内容、及び⑤と⑥の実質的な審議に入れなかっ

た事情を中心にまとめる。

２．一般意見
一般意見では、非同盟運動、イスラム協力機構、アフリカ諸国グループ、EUなどの代表がそ

れぞれの基本的立場を表明する発言が中心となり、加えて、それらのグループに属する国を含

め個別国家の意見を述べる国が20数ヵ国、さらに国際機構1つ （South Centre） 及びNＧO2

つ （Papa Ｇiovani 23, Indian Council for South America） が発言を行った。一般意見で

の顕著な争点は、先進諸国とそれ以外の国 と々の間における意見の対立であった。もっとも、先

進諸国側では、EU代表が発言したほかは、積極的に発言をした国はなかった。EU以外の先

進国としては、唯一、日本が発言したが、EUの発言に同意する旨を述べたに過ぎない。

EU発言の主要な点は、下記の4つである。第1に、EUは発展への権利の実現に向けた努力

と各国との対話を続けていくこと。第2に、発展への権利については多様な考え方があり権利概

念の統一がなされていない、と理解していること。第3に、発展への権利の実現にあたっては、各

人権の個別性と相互依存性を考慮する必要があり、ことに政治的及び市民的権利の実現が重

要であること。第4に、発展への権利に関して拘束力のある国際標準を作成することには反対で

あること。

これに対して、会議参加者の大半を占める発展途上国側の意見は、その大筋でまとまっており、

下記の3点に整理することができる。第1に、発展への権利は人権総体のみならず衡平な国際

的経済の実現や気候変動などへの対応も視野に入れた幅広い観点から理解されるべきである
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こと。第2に、発展への権利は人権として実際に機能することが求められていること。第3に、発

展への権利を実現するためには対応する義務の明確化が必要であり、そのためにも法的拘束

力のある文書を作成することが不可欠であること。

以上のように、EU及び日本と発展途上諸国との意見は大きく乖離しており、第19会期に至って

も、そのギャップを埋めることは困難であるようにみえる。この点に関して発展途上国側の不満は

高まっており、発展への権利に対して先進国側の政治的コミットメントが足りないことを批判する国々

もあった。ただし、EUも発展への権利に関する標準、指標及びサブ指標を作成することを一応

形式上は支持しており、先進国側、発展途上国側ともに、それらを法的に拘束力のあるものにし

ていくか否かを別とすれば、少なくとも一般意見のレベルでは、標準、指標及びサブ指標の作成

に向けて議論を継続することについて最低限のコンセンサスは確認された。

３．専門家によるレクチャー及び質疑応答（対話）
一般意見の聴取に続いて、発展への権利特別報告者から主として地域的協議6に関する報

告があり、その後、独立専門家によるレクチャー及び質疑応答 （対話） に移った。今会期の専

門家は2つのパネルから構成されており、第1パネルは、オリバー·デ·シャッター氏 （社会権規約

委員会）、ブミカ·ムシャハラ氏 （国際政治経済コンサルタント）、ルーシー·クラリッジ氏 （法律専門

家）、ヴィンセント·ユー氏 （サウス·センター） から構成された。一方、第2パネルは、2018年度のハ

イ·レベル政治フォーラムのテーマである「持続可能かつ強靭な社会への転換」に焦点を当てた

もので、上述のアルファルギ氏及びムシャラ氏に加え、ショアイブ·スルタン·カーン氏 （ルーラル·サ

ポート·プログラム·ネットワーク） 及びテッサ·カーン氏 （コンサルタント） の4名で構成された。今会

期の専門家、ことに第1パネルによるレクチャーは、発展への権利の実現に関する極めて具体的

なアプローチを提示するものが多く、昨年度のレクチャーに比べ、権利実現のための具体的方策

を協議する作業部会にふさわしいものであったといえる。

たとえば、シャッター氏の講演は、社会権規約委員会の一般意見247を参照しながら、国家が

その領域外で人権に関して負う義務及び普遍的義務と発展への権利とを結びつけるものであっ

た。シャッター氏は、ことに発展途上国の対外債務の再構成などに関して国家が負う国際人権

上の義務を、発展への権利の概念を用いて説明しようとするものであり、作業部会が議論をして

きた発展への権利の指標やサブ指標に反映させることの可能な有用性の高い理論を展開した。

ムシャハラ氏もまた、国際的な資金不正の流動性の規制において発展への権利の概念を用いる

具体的アプローチを示した。

一方、クラリッジ氏は、人民の発展への権利に関するアフリカ人権裁判所及びアフリカ人権委

員会の事例について紹介し、発展への権利が裁判規範性を持ちうることを具体的事例で説明
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した。わずかな事例であっても、発展への権利がすでに地域的国際裁判所で裁判規範として

機能していることは、この作業部会が、法的拘束力のない標準、指標及びサブ指標の起草段階

で長年にわたって足踏みしている現状と大きく対比されるものであった。

４．標準、指標及びサブ指標に関する議論（又は、その不在）
3日目朝には、はじめに発展への権利に関する各国の貢献 （国内努力についての報告） が行

われ、つづけて指標及びサブ指標に関する議論に入った。まず、エジプトが、人権理事会決議

36/9（2017年 ）8において、今会期までに指標及びサブ指標の文言を最終的に決定することが作

業部会のマンデートとして設定されたことを再確認する旨の発言があった。この発言にEUが直

ちに反応し、当該人権理事会決議は、指標及びサブ指標を今会期までに決定することが「好ま

しい（preferably）」と述べたに過ぎない、とエジプトの発言を訂正するとともに、法的に拘束力の

ある文書をめざすことに反対である旨を繰り返し強調し、さらに、いかなる合意もコンセンサスに

よらなければならないと述べた。この発言の意図は、たとえ採決に訴えてでも今会期で指標及

びサブ指標を完成しようとする非同盟諸国の動きを牽制することであったと考えらえる。加えて、

EUは、これまでの会期においてEUが指標及びサブ指標に付してきた留保はすべて維持する

とともに、指標及びサブ指標について今会期中に行われるいかなる提案にも留保を付する旨を

宣言した。日本も、EU同様に法的拘束力のある文書を目指すことへの反対及びすべての留保

を維持することを表明した。これに対して非同盟諸国は、特別報告者の提案を考慮し法的拘束

力のある文書をめざすことが重要であるとの立場を改めて明示すると同時に、すべての留保を

維持するEU諸国は発展への権利の実現そのものに対して否定的であるとの批判を展開した。

こうして議論は完全な平行線をたどることになったため、午後のセッションに入って、議長より打

開策が示された。議長は、これまでの文書及び提案の文言を事務局が整理し、かつ国連の既

存の文書でコンセンサスを得ている表現を用いて草案 （たたき台） を作成する、というものであっ

た。しかしながら、事務局が草案を作成する提案は受け入れられなかった。その後、いったんは

条文ごとの議論に入ったが、EU及び日本が、これまでの留保をすべて維持し、かつ新しい提案

にもすべて留保すると繰り返して述べたため、議論は先に進まないまま3日目を終えた。

翌4日目の朝になって、議長は、標準の議論に入りたいとの提案を行った。これに対し、EUか

ら、昨日始まったばかりの指標及びサブ指標に関する議論は継続しないのか、との質問があった。

一方、非同盟諸国は、標準に関する議論に移ることに同意した。しかし、ここでもEU及び日本

がすべての留保を維持すると述べたため、議論は再び暗礁に乗り上げた。こうした膠着状態が

続いた後、長年にわたって当作業部会に最も大きく貢献してきた2つのNＧO（Papa Ｇiovani 23

及びCentre Europe – Tiere Monde） は、標準については、すでに国連の他の文書でコンセ
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ンサスが得られている文言が用いられており、表現を整理さえすれば採択は十分可能である、

作業部会はこれまで何年にもわたって繰り返されてきた議論をこれ以上長引かせるべきではない、

という趣旨の発言を行った。

結局、そのまま具体的な議論は進まず、議長より、その日 （4日目） の午後には事務局の作成

した作業部会報告書案を提示し、これを採択して会期を1日早く終了することが提案された。折

しも、5日目 （4月27日） は、ネルソン·マンデラ生誕100年記念行事が同じ国連欧州本部で予定さ

れていたことから、議長より、各国代表が記念行事に出席できるよう、5日目は作業部会を開催し

ないことが適当である、との説明があった。この議長提案が受け入れられた結果、昨年の作業

部会から実質的な進展のみられない報告書を採択して、作業部会は26日午後に終結した。

５．若干の考察
第19会期の作業部会は、混乱の続いた昨年の第18会期と比較しても、議論内容に前進はな

かった。最終日にコンセンサスで採択された報告書に盛り込まれた勧告には、指標、サブ指標及

び標準について留意するよう明記されたに過ぎない9。指標、サブ指標については第19会期で

の完成をめざして議論を続ける旨を記載し、標準についても一層の議論を行う旨を明記した第

18会期の報告書10から大きく後退した。

上述のように、米国に代わる先進国側のリーダーを自負するEUは、今会期の開始直後から

態度を硬化させていたようにみえる。他方、非同盟諸国をはじめとする発展途上国側には、発

展への権利をめぐってわずかでも実質的成果を得ようとする焦りがあったことが、発言の厳しさ

からも十分に読み取れる。その結果、国連の作業部会における慣行とされているコンセンサス

方式を放棄しようとする動きも顕在化した。

そもそも、先進国側は、この作業部会の打ち切りを望んでいると思われるが、作業部会の設

置·継続·廃止は人権理事会決議によって決せられるため、委員会の構成上11、実質的決定権

を有するのは発展途上国である。一方、米国が行ったように作業部会をボイコットすれば先進

諸国に不都合なコンセンサスが形成されるおそれがあるため、作業部会に出席はするものの、

EUは、すべての提案を留保することでコンセンサスの形成を阻止し、作業部会を実質上機能

不全におくことを政策方針としていると考えられる。

しかし、この政策方針は、標準に関する議論においてNＧOが示唆したように、内容的には、

人権に関する諸々の国連文書において、先進諸国も含めたコンセンサスが確認されている文言

にも多くの留保をつける結果となっており、発展への権利の実現に対してネガティブなインパクト

を持つことはもとより、国際人権法一般にも悪影響をもたらす危険をはらんでいる。

しかも、この危険は単に偶発的·付随的なものではなく、EU自身もその重みを認識した上で、
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発言を行っていると考えられる。これまで国際人権の進展に関して一定の貢献を行ってきたEUは、

発展への権利に限らず、他の国際人権、ことに経済的及び社会的権利に関連する分野につい

ても一定の後退を表明しているのではないか、という懸念さえも生む状況が、発展への権利に関

する今回の作業部会を通して洞観されるように思われる。

－－－

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  本稿は、筆者自身の作成した会議記録、当該作業部会の暫定版報告書 （作業部会最終日に提示されたもの） 及び正式な

   報告書を基礎としている。暫定版報告書は、See; UN Ｈuman Right Council, A/ＨRC/39/XX, 26 April 2016. 正

        式な報告書は、See; UN Ｈuman Rights Council, A/ＨRC/39/56, 28 June 2018.

3   UN Declaration on the Right to Development, A/RES/41/128, 4 December 1986. 

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

5   UN Ｈuman Rights Council Resolution, A/ＨRC/RES/36/9, 6 October 201７.

6   当該地域的協議は、前掲の人権理事会決議36/9によって201７年に設定されたもの。

７   General comment No. 24 （201７） on State obligations under the International Covenant on Economic, 

   Social and Cultural Rights in the context of business activities, E/C.12/GC/24, 10 August 201７.

8   Supra note 5, para. 12.

9  UN Ｈuman Rights Council, A/ＨRC/39/56, para. 86（d）, 29 June 2018.

10 UN Ｈuman Rights Council, A/ＨRC/36/35, para. 82（f） and （g）, 31 May 201７.

11 国連人権理事会 の 理事国4７か 国中、OECD 加盟国 は、アイスランド、英国、オーストラリア、韓国、スイス、

 スペイン、スロヴェニア、チリ、ドイツ、日本、ハンガリー、ベルギー、メキシコの13カ国のみ （2018年9月1日現在）。
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改憲問題対策法律家６団体連絡会の活動

 弁護士 宮坂浩

１　 2018年7月20日、改憲問題対策法律家6団体連絡会（以下「法律家6団体」といいま

す。）と安倍9条改憲NO！全国市民アクション（以下「市民アクション」といいます。）の共催で、「戦

争のリアル～安倍9条改憲がもたらすもの」と題して市民集会を行いました。

 東京新聞論説兼編集委員の半田滋さんから「自衛隊の任務·装備はどう変化しているか」、

会員で室蘭工業大学准教授の清末愛砂さんから「戦場経験から『自衛の措置』問題を考える」

のタイトルで講演して頂き、約90名の方が参加されました。

⑴　半田滋さんの講演の要旨は以下のとおりです。
ア 2013年版以前の防衛白書では、「軍事大国化しないこと」を前提に、「ICBM、長距

離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されない」との記述があったが、2014年版から

はこの3種の例示が消えた。

 かつては、攻撃的兵器の保有を禁じたことから、戦闘機から空中給油装置を外していた。

しかし、80年代に導入されたF15戦闘機から復活し、空中給油機の導入で航続距離を

伸ばし、さらに敵地上空でも戦闘機を指揮できるAWACSの導入、対地·対艦攻撃ができ

るF2、F35戦闘機の導入や攻撃に欠かせない精密誘導装置付き爆弾の導入などにより、

敵基地攻撃能力を持つようになっている。

 さらに2019年度防衛予算案には、敵基地攻撃が可能な巡航ミサイルと島嶼防衛用高速

滑空弾の導入、護衛艦「いずも」の空母化計画も浮上しており、防衛予算も5兆円を突

破することになっている。

イ 安保法制の施行により、2016年11月に南スーダンPKOに「駆け付け警護」と「宿営地

共同防衛」の新任務が付与された。しかし、その直前の7月に自衛隊の宿営地を挟んで

戦闘が発生したにもかかわらず、日本政府は、南スーダン情勢は「比較的落ち着いている」

などと国連報告とは異なった見解をとった上で、自衛隊に新任務を付与した。さらに自衛

隊派遣を維持することを優先するために、国連安保理での南スーダンへの武器輸出禁止

等の決議案を棄権した。

ウ 安倍政権では、6年連続で防衛費が増加し、安保法制で海外での武力行使が可能となっ

たことから、周辺国の日本への警戒感は増しており、東アジアでは日本を起点とする軍拡
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の時代になっている。

 安倍首相の9条加憲は、安保法制で踏み切った集団的自衛権の行使をフルスペックのも

のとし、実質的に9条2項を死文化させ、安倍政権の思い通りに日本を変えることにある。

⑵　清末愛砂さんの講演要旨は以下のとおりです。
ア 2002年にイスラエルの占領下にあるヨルダン川西岸地区に非暴力による抵抗運動「国際

連帯運動」のメンバーとして滞在し、3月から4月にはベツレヘムに、7月から11月にはナー

ブルスで活動に従事したが、ベツレヘム滞在中にイスラエル軍の銃弾の破片で足を負傷し

たため、日本で手術を受けた。2009年以降は、ヨルダン川西岸地区のヨルダン渓谷で、

パレスチナ人とともに、占領下で破壊された家屋等の立て直しをする活動に従事してきた。

イヨルダン川西岸地区滞在中に、イスラエル軍は各地で軍事作戦を繰り返していたが、そ

の作戦を正当化する理由として用いられていたのが「対テロ」と「自衛」「国防」であっ

た。イスラエル兵は、「パレスチナ人のテロリストから国を守るために戦っている」と主張を

していたが、その実態は、パレスチナでの支配を永続させるために、抵抗者を武力で叩

きのめすことを目的としている。

ウ 2002年秋の深夜に、寝室に銃弾が撃ち込まれ、集中豪雨のような連射が続いた。尋常

ではない事態に逃げようとしたが、恐怖のあまり動くことができずに座り込んでしまった。「殺

される」「死にたくない」「撃つなら、頭を撃ってほしい （楽に死ねる）」という生と死に対

する感情が交差する状況に置かれた。戦場から離れた後も、その時の体験を忘れること

ができず、しばらく表現する言葉を探し続けたが、現場で見えた月明かりと集中豪雨のよう

な連射音を「月が照っているのに、大雨が降っている」と表現することが、経験した戦場

の最も過酷なリアリティを現わしている。

エ 人は武器を持つと変わる。武器を持つことで、力を持ったと勘違いし、それに依拠したくなる。

武力行使の大義を繰り返し聞かされることで、武器使用を正当化するようになる。勇敢に

敵を打ち負かすことを美徳とする訓練を受けているからであり、そこに軍事組織の本質がある。

オ 安保法制の下で、自衛隊が憲法に明記されれば、武力行使のための自衛隊の海外派

兵が容易になる。イスラエルの軍事攻撃を経験してからは、武力攻撃の大義として使われる「自

衛」「国防」「対テロ」の言葉に敏感になっている。自民党の改憲推進本部がまとめた9

条加憲案に書かれた「国及び国民の安全を保つために必要な自衛の措置をとることを妨

げず」は、武力行使を容易に正当化するものであり、それは個々の自衛官や派兵先の住

民の生死にも大きく関わる問題である。「自衛」「国防」「対テロ」がパレスチナで残虐な

結果を生んでいることを知っている者からすれすれば、憲法にこうした条文が加われば、
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時間の経過とともに自衛隊に求められうることが何かということを危惧せずにはいられない。

２ 8月4日には、法律家6団体の半日合宿を行い、渡辺治さんに「安倍改憲の危険性と

発議阻止に向けてのたたかい」のテーマで講演して頂きました。

渡辺治さんの講演の要旨は以下のとおりです。

　⑴　安倍首相の改憲提言
安倍首相は、2017年5月3日に改憲提言を行い、2018年の年頭記者会見でも改憲実現

に意欲を示した。しかし、モリカケ、日報隠し、セクハラ問題で安倍改憲スケジュールに

大きな誤算が生じ、通常国会での発議どころか、改憲原案提出も頭出しもできなかった。

 しかし、安倍首相は改憲を諦めておらず、自民党総裁選後の臨時国会、通常国会で改憲

原案を提出·発議、あるいは来年の参議院選挙後を狙う可能性がある。

⑵　安倍改憲を阻む「市民と野党の共闘」との攻防
ア 従来の9条改憲案は、2項を削除して「自衛のための軍を保持する」ものであった。それが、

9条1項2項をそのままに自衛隊を明記する改憲案になったのは、戦争法反対運動の中でで

きた「市民と野党の共闘」が安倍改憲に立ちはだかったからである。

 改憲手続法の「発議」部分は、与野党協議に基づく発議を重視しており、野党第一

党が重要であるが、野党第一党の民主党が、「市民と野党の共闘」の中で、結党20年

で初めて改憲反対になった。そのため、公明·維新を味方につけないと発議できないとい

うことで出てきたのが、安倍首相の5.3改憲提言である （5.3改憲提言は公明党案がベース）。

イ 当初は、衆参3分の2の議席の下で、選挙をやらずに発議を強行しようと考えていたが、

モリカケ問題で国民不信が噴出し、内閣支持率が下がったため強行突破ができなくなった。

そうした中で、民進党の新代表に前原がなったことで、共闘分断を狙って安倍首相は解

散総選挙に打って出た。結果は、自公で3分の2、改憲勢力8割となったが、立憲民主の

結党·躍進により共闘分断の狙いは失敗した。

ウ 市民と野党の共闘を前提にすると19年7月の参院選で3分の2を確保することは困難である。

しかも19年は4月に一斉地方選挙、5月に天皇の代替わりを控えていることから、スケジュー

ル的にかなりきつくなっており、国民投票との関係で強行採決ができないこと、公明党が一

斉地方選挙、参院選をにらんで改憲に消極的という不確かな要素も絡んでいる。
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⑶　９条改憲の危険性を改めて確認する
合憲とされる自衛隊は、戦争法によって大きく変質した自衛隊であり、しかも自民党大会案では、

フルスペックの集団的自衛権が可能となる。

 9割の国民が自衛隊を支持する理由は、世論調査で自衛隊の一番重要な任務·存在目的と

して「災害派遣」を挙げていることに示されている。これは、自衛隊が2項の禁止する「戦

力」でないことを証明するための努力の結果であるが、自衛隊が憲法に明記されれば、そう

した努力は不要となり、米軍の補完部隊としての自衛隊の本務が表に出る。

 また、自衛隊明記で、憲法の中に軍事組織が書き込まれることになり、憲法全体が変質し、

軍法·軍法会議の設置、秘密保護法の軍事化や緊急事態条項とセットで、国民を戦争に動

員する体制づくりが行われる。

⑷　安倍改憲と朝鮮半島情勢の激変
 4.27板門店宣言から6.12米朝首脳会談を経て、朝鮮半島情勢は劇的に変化している。冷

戦期以来のアメリカの北朝鮮戦略 （民主·共和を問わない核脅迫政策、先制攻撃戦略） を根

本的に変えた。また北朝鮮も自力での核開発という方針を転換しており、歴史的転換だと考

えている。

 しかし、安倍政権は朝鮮半島情勢の転換をあえて無視して、改憲と軍事力強化 （イージス

アショア導入、防衛費1％突破） を推進しようとしており、朝鮮半島の平和的解決、北東アジ

アの平和構築に逆行している。

 安倍改憲NO！は、朝鮮半島の対話による非核化、平和構築の流れを加速させるものであり、

改憲を阻むことは北東アジアに大きなアピールとなる。安倍政権を倒して野党連合政権を作れ

ば、6か国の中の日本の役割が格段に重要となり、韓国と連携して大きな役割を果たせる。

⑸　安倍改憲阻止の運動の重点
ア 安倍改憲を阻んでいるのは、市民と野党の共闘であるから、これをより広く強くする必要

がある。市民アクションは、総がかり行動実行員会＋9条の会で、かつてない運動の条件

がそろっており、3000万署名では9条の会が頑張っており、「声なき声」の掘り起こしに取

り組んでいる。

イ 取組みの力点

① 発議阻止の取組みは、かなり浸透している。改憲手続法は与野党の協議を念頭に作

られているので、与党が強行突破をすることは国民投票で不利に働く。しかし、悪法反

対運動のように、法案の粗を探して国会と連携し、追及するという形をとれないため、メディ
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アが取り上げづらいという困難性がある。そのため、国会の外での大衆運動を盛り上げ

ることと、それを国会と連動させることの工夫が求められている。

② 安倍首相の改憲の危険性は浸透してきているが、9条に自衛隊を明記することの危険

性は未だ市民に浸透しきっていない。海外で武力行使する軍隊に変わること、国民が信

頼する「自衛隊」は変質し、「戦争する軍隊」になること、軍がのさばる「戦争する国」

になることを市民に訴えることが必要である。

③ 米朝首脳会談が、朝鮮半島の「対話による非核化と平和の方向」という画期性を有

することを積極的に訴えるとともに、それに逆行する安倍改憲、という点を訴えることが必

要である。

⑹　安倍改憲を阻み、憲法の生きる日本を
ア 安倍改憲阻止の力を梃子に安倍政治を変え、憲法の生きる日本へ

 なぜ安倍政権に対する支持率が下げ止まったのか。それは、安倍政治に代わる選択肢

を国民に示していないことにある。

 選択肢とは、安倍政治に代わる政治構想＋政権構想である。そのため には、野党連

合政権が必要である。根本的に性格の違う野党が連合するのは「野合」という議論が

あるが、それぞれの政党の終着駅が異なっていても、途中の駅まで一緒に行くということ

が重要であり、終着駅は共同の過程で変わってゆくかもしれない。

イ 野党連合政権の目指す3つの柱

 野党連合政権構想の土台となり得るものとして、17年4月5日「『市民連合がめざす政策』

に関する四党の考え方」と17年9月26日「衆議院選挙における野党の戦い方と政策に関

する要望」がある。

① 憲法改悪反対·外交·安保に関する柱

・ 改憲反対·憲法堅持は、朝鮮半島の非核化·平和体制構築に大きな力となる。6カ

国協議の再開と強化、日朝平壌宣言を土台にした日朝国交回復と過去の植民地支配

と侵略に対する謝罪と補償

・ 安保法制廃止については、アメリカの妨害·介入、官僚層の抵抗等が想定されるが、

野党連合政権が団結し、絶対に引かないということが必要である。安保法制廃止の

条件は、安保法制以前の水準に戻すということになる。

・ 沖縄辺野古新基地建設阻止、普天間基地返還については、日米同盟の根幹にか

かわる課題である。地位協定抜本改定や必要なら国民に問うことも重要である。国

民的一致があれば、アメリカは、米軍基地維持のために譲歩する可能性もある。
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② アベノミクスを変え、福祉国家型財政·経済をめざす柱

 貧困対策·雇用保障·社会保障制度の抜本拡充、消費税引き上げ凍結、法人税率

の再引き上げ、所得税の累進制強化、原発廃止、再稼働禁止

③ 立憲主義·民主主義回復の柱

 国家戦略特区はじめ、新自由主義行政の改革、特定秘密保護法廃止、情報公開

法改正、司法審査の活性化、最高裁裁判官人事の改革

⑺　安倍首相はどうやって改憲を実現しようとしているか？
A 臨時国会に改憲原案を出し、来年通常国会の初期に改憲発議

B 来年の参院選で再び3分の2を確保して2020年改憲実現

 メインの狙いは、Bコースであるが、何をするか分からない安倍首相の下では、Aコース

の可能性を否定することは危険である。

 いずれのコースの場合も市民と野党の共闘とりわけ野党共闘の分断に安倍政権は死力

を尽くしてくると考えられる。

 安倍改憲を葬る鍵は、市民の力による3000万人署名の達成まで頑張ることが重要であり、

来年の参院選を野党共闘で戦い、3分の2を阻み、安倍政権を倒す必要がある。

また、安倍改憲を阻むことにより、北東アジアの国々に強いアピールとなり、朝鮮半島の平

和に大きく貢献し、安倍政治を変える第一歩となる。

 憲法が生きる日本は、共同の力で改憲を阻み、野党連合政権をつくって初めてできる。
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“原発と人権” 報告

第４回“原発と人権”全国研究・市民交流集会in福島

　　　　　―第４分科会「核兵器と原発」を中心に―

弁護士　大熊政一

第4回“原発と人権”全国研究·市民交流集会が、2018年7月28日と29日の2日間、第1回～第3

回と同じ福島大学を会場として開かれた。今回の参加者は300名強。

今回からは、弁護士、学者·研究者および原発関連訴訟の当事者だけでなく、これまでも参加

してきた市民の方 と々共に考えるというスタンスを明確にする意味で、集会名に「市民」が加えら

れた。

“原発と人権”研究交流集会はこれまで3月ないし4月に開催されていたが、今回7月開催となっ

たのは、今年の2月ないし3月にかけて原発避難者訴訟と差止訴訟の判決が各地裁で立て続け

に出されることが予定されており、それらの結果をもふまえて第4回の集会を準備する必要があっ

たためである。

以下、日本反核法律家協会とともに当協会も共催者となっている第4分科会「核兵器と原発」

を中心に報告する。

＜全体会―１日目＞
1日目は全体会で、先ず8年目を迎えた福島第1原発の現状について、前回に引き続き山川剛

史氏 （東京新聞記者） による報告がなされ、被害者·被災者の声が6名から発表された。その中

の1人に昨年3月に国連人権委員会でスピーチをした森松明希子氏 （東日本大震災避難者の

会代表·大阪地裁に提訴している避難者集団訴訟の原告代表） も含まれていたことを特記して

おく。

次いで鈴木浩氏 （福島大学名誉教授·元福島県復興計画策定委員会委員長） による報告

「福島原発災害7年を経て―その復興とは何か」がなされた。休憩をはさんで、高橋哲哉氏 （哲

学者·東京大学教授） による記念講演「フクシマは何を問うているか」、米倉勉氏 （弁護士·福

島原発被害弁護団幹事長） による報告「被害者訴訟判決の成果と課題」、および井戸謙一氏

（元裁判官·弁護士） による報告「原発差止訴訟判決の成果と課題」がそれぞれなされた （詳
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細は日民教の『法と民主主義』の本集会特集号を参照）。

＜第４分科会「核兵器と原発」―２日目＞
先ず大久保賢一氏 （弁護士·日本反核法律家協会事務局長） による問題提起と、鈴木達治

郎氏 （長崎大学核兵器廃絶研究センター·センター長·教授） による基調講演「核兵器と原発

―日本の核のトリレンマ」がなされ、これを受けて質疑·応答がなされた。その後山田寿則氏 （明

治大学講師·国際法） の「核兵器禁止条約と『原子力の平和利用』」、足立修一氏 （弁護士·

在韓被爆者問題に取組む. 足立氏が都合により参加できなかったため内藤雅義弁護士が代っ

て内容紹介） の「在韓被爆者の方 を々はじめとする東アジアの人 と々の連帯」、山根和代氏 （立

命館大学国際平和ミュージアム専門委員·平和学） の「核兵器·原発廃絶運動と平和教育」の

各報告を受けたあと、鈴木氏、山田氏、内藤氏および山根氏によるパネルディスカッションが行わ

れた。

鈴木氏の基調講演
①日本は、（ⅰ）唯一の戦争被爆国としての目標である「核兵器廃絶」、（ⅱ）日米同盟に基づく「核

の傘」への依存、（ⅲ）平和利用目的の核燃料サイクル （潜在的核抑止力） の維持、という相

互に相矛盾する三つの課題に直面している （日本の核のトリレンマ）。

②核兵器の数はピーク時よりも減っているが、ここ数年核軍縮は停滞している一方で、核兵器

使用のリスクは高まっている。このような中で核兵器禁止条約の採択は、大きな歴史的第一

歩である。

③南北朝鮮首脳会談、米朝首脳会談の開催により、北東アジアの情勢が大きく変わり、朝鮮

半島の非核化と平和に向けた歴史的転換点を迎えている。これを元に戻すのではなく、前に

進める方向を追求すべきである。

④プルトニウム問題 （日本のプルトニウム在庫量の増加） は、国際安全保障上深刻な課題で

あり、日本はその在庫量を減らすべく、各燃料サイクル政策を見直すべきである。

山田氏の報告
核兵器禁止条約は、世界全体を対象にしている普遍的条約であり、核兵器の使用禁止が全

面的なことを含めて核兵器の禁止が包括的であること、核廃絶を核保有国にも義務づける点で

従来の国際法の原則からすると一歩前進である。しかし一方で同条約はNPT条約との整合性

に配慮して、原子力の平和利用の権利を容認しているので、平和利用の軍事転用をどう封じて

いくかが問題となる。

日本が核兵器禁止条約に参加すれば、日本の原発政策につきまとう「潜在的核抑止力論」の



原発と人権

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44INTERJURIST  No.197   Nov 1, 2018

否定につながり、その結果として原発政策が安全保障論から解放されるのではないか。そうな

れば原発政策をめぐる議論は、経済的効率性とリスク論に限定される可能性があるのではない

か （問題提起）。

日本は核兵器禁止条約に積極的に加入すべきである （参加には多様な形態があり得る）。

足立氏の報告（内藤氏の紹介）
韓国内では、原爆投下によって日本の植民地支配から解放され、戦争終結を導いたと考える

人が多く居て、被爆者の被害についての理解がなかなか深まらなかった。このような中で長く救

済から放置されてきた韓国内の被爆者が被曝体験を語ることには大きな意味がある。在韓被爆

者を当事者とする被爆者への援護·補償を求める裁判と運動は前進し、大きな成果を得ている。

日本の被爆者と韓国の被爆者は、同じ目的に向けて共同して闘ってきたが、今後も朝鮮半島

（東北アジア） の非核地帯化に向けて、連帯していく必要がある。

山根氏の報告
反核運動をしている人々は原発事故への関心が薄かった。しかし福島原発事故後は関心を

持つようになってきて、反原発運動が活発化してきた。こうした状況の下で平和教育、人権教育

の重要性が増しており、成果も挙がっている。教育の中では本当のことを知らせることが重要で

ある。

パネルディスカッション
パネルディスカッションでは、核兵器廃絶と原子力の平和利用との関係、北朝鮮の非核化をめ

ぐる問題、核兵器禁止条約への加入により「潜在的核抑止力」が否定されることになるか （山

田氏の問題提起をめぐる議論）、人権·平和教育の重要性など多岐にわたる活発な議論がなさ

れた。
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大熊政一会長の本棚－ JALISA の活動に役立つ書籍紹介

中里見博・能川元一・打越さく良・立石直子・笹沼弘志・
清末愛砂 著『右派はなぜ家族に介入したがるのか－
憲法２４条と９条－』（大月書店・2018年5月15日刊）

  　　大熊　政一（弁護士）

いま自衛隊を憲法9条に明記しようとする安倍9条改憲が当面の焦点

となっているため、いきおい9条の方にのみ目が奪われてしまい、他の条

項の改正が取り沙汰されていたことをついつい忘れ勝ちになってしまう。

しかしもともと憲法24条改憲を目ざそうとする保守勢力の動きは長い

歴史を持っているし、2012年に発表された自民党の「日本国憲法改正

草案」では、憲法24条に「家族」を尊重されるべきものとして位置づけ

る条項を追加するだけでなく、個人の尊厳と両性の本質的平等を規定

した現行条文を骨抜きにするような明文改憲案が提案されているのである。

しかも憲法9条と24条は内容的にみて相互に密接な関連を有し、憲法が規範として定めてい

る非暴力平和主義の車の両輪として捉えられるべきものである。

本書はこうした論点を真正面から取り上げ、保守勢力が何故これほどまでに憲法24条を目の

かたきにし、「家族」の役割の強調を通じて、憲法24条が打ち立てている基本原理を否定ない

しは極力薄めようとするのかを解明し、憲法24条が規定している個人の尊厳の意義と底力を高

く評価し、それが貧困をなくしていくうえでいかに役立つかを示し、24条と9条が非暴力平和主

義の両輪としてどのように密接な関係にあるかを分析し、それらの考察をふまえて「非暴力積極

平和」（安倍首相の「積極的平和主義」なるものとは全く異なる） を目ざしている憲法の平和主

義の重要性に説き及んでいる。取上げている問題は多岐にわたっており、自民党内でまとめられ

ている「家庭教育支援法案」や、すでに制定が始められている各地の「家庭教育支援条例」

の問題点も論じられている。憲法24条の問題を憲法9条と結び付けて論じようとする類書がそ

れ程見当たらない中で （私が寡聞にして知らないだけかもしれないが）、本書の存在はユニーク

だと思う。

本書は改憲勢力が目指す憲法改正の本質を鋭く突いており、奥の深い議論を展開している。

9条改憲問題を考えるにあたっては、是非とも参照されなければならない書物であろう。
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日本国際法律家協会と私

弁護士　大久保賢一

はじめに
基本的事実関係を確認しておこう。国際民主法律家協会 （IADL） の創立総会は1946年12

月、国際民主法律家協会日本支部準備会発足は1954年4月、国際法律家連絡協会の創立総

会は1957年4月である。日本国際法律家協会 （JALISA ·国法協） の発足はこの時とされている

ので、既に、61年間活動していることになる。

私の生まれは1947年1月、東北大学に入ったのが1965年4月、法務省に入ったのが1971年4月、

弁護士になるのが1979年4月である。来年で弁護士生活40年ということになる。

国法協は、その前身までさかのぼれば、私の生まれる前から存在していたのである。

私が、国法協の企画に初めて係るのは、1990年3月の第13回IADL総会 （スペイン·バルセロ

ナ） である。その後、アメリカのナショナル·ロイヤーズ·ギルド （NLＧ） や中国の法律家との交流、

アジア太平洋法律家会議 （COLAP） への参加などで協会と係わり続けることになる。30年近い

お付き合いである。

そもそもの入会の動機は、「国際法律家協会」という名前に魅かれたことにある。当時 （今も

そうだけど）、私は、世界のあちこちに、何か目的を持って出かけてみたいという願望を持っていた。

そういう私からすれば「国際法律家」の一員になることは、なんとなくステイタスを得たような思い

になれたのである。簡易裁判所すらなかった （今はあるけれど） 埼玉の所沢に事務所を構える

私にとって、国法協は世界への入口だったのである。

バルセロナで見聞きしたこと
バルセロナでのIADL総会に参加したときのことを記しておく。この時の団長は小林孝輔先生

だった。議題は、現代の国際社会における相互依存、矛盾、人権及び人民の権利―21世紀の

法秩序に向けて―というものだった。私は、現在の国際経済秩序の下における発展の権利と環

境問題―公平で公正な法の支配の確立のために―という分科会に参加した。28年前の私には、

何が議論されることになるのか、そのイメージがわかなかったことを思い出す。

それでも、せっかく参加したからにはということで、報告文は書いておいた （インタージュリスト

48号 · 1990年7月1日付）。要約するとこうである。



 　47

スイスの代表は、発展の権利とは「食事ができ、生活ができ、自国の資源が使えることだ」と定

義していた。「砂漠化が進んでいるが、わが国には農業用水も肥料もない」（セネガル）、「大洪水

による影響が深刻である」（バングラディッシュ）、「第3世界の現実は飢えと貧困と失業だ」（NＧO）、

「発展とはイデオロギーを超えるものだ」（キューバ） などといわれると、この定義はまさに正鵠を

射ているようだ。生命を維持すること、即ち、食べて、働いて、子どもを産み育てることは原点な

のだ。この現実を作り出したのは「対外債務によるものだ」（NＧO） という。南アフリカの代表は「ア

フリカの開発はどのような形態をとったとしても、コングロマリットが利益を得るようになっている」と

言い、キューバの代表は「不公平な交易は飢えと貧困と失業の原因である」と指摘していた。そ

して、発達した資本主義国の途上国への援助などは「政治的·軍事的枠組み優先の受け入れ

国の利益にならないひも付き援助である」とされていた （佐分晴夫先生）。

そして、彼らの問題意識は「対外債務問題を社会的経済的問題としてだけではなく、国際法

レベルで検討する必要がある」（アルゼンチン） ということになる。イギリスの学者は、「借りた金を

返すのは当然と考えている人たちを説得する論理として、例えば、返済能力を超えて貸したのだ

から無効 （履行不能を承知して貸したのだから返済を主張できない）、不平等契約だから無効、

政府の変更は法人格の変更だから返済の必要はない、既に見返りは得ているのだから支払い

済み、などという契約法レベルでの積極的な提案をしていた。サラ金問題と共通しているな、など

と妙な感心をしていたら、「契約無効などは裁判所が判断すること。果たしてそのような判断を

裁判所はしてくれるだろうか。理論的アプローチも大事だが、第三世界の窮状に基づいて自国

の政府に圧力をかけて欲しい」と優れて現実的な発言をガーナの代表がしていた。

最後に心に残ったのは「資本主義国の支配層は、その国の人民を支配するだけではなく、植

民地·半植民地の人 も々支配する。私たちの目標は人間の社会を作ることだ。そのことに、法律

家はどのようにかかわりあうことができるのだろうか」（南アフリカ） という発言だった。

今から30年近く前の会議の報告を読み返しながら、当時提起されていた課題が解決された

わけではなく、むしろ足踏みをしているか、後退しているのではないかと心配になってしまうようで

ある。

しかしながら、決して全ての面において退歩しているわけではないということは、次のエピソー

ドで明らかになるであろう。

国法協の核戦争防止・核兵器廃絶の取り組み

原水禁大会への参加
国法協の発足は1954年4月とされていることは冒頭に書いた。この年は、ビキニ環礁で水爆
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実験が行われ、久保山愛吉さんが死亡し、反核運動が盛り上がりを見せる年である。翌1955年

8月には第1回原水禁大会が開催されている。国法協は、当初から、原水禁世界大会に法律家

として参加している。IADL代表として外国人法律家が参加することもあれば、日本の法律家が

代表として参加することもあったようである。1985年8月の被爆40周年·85年原水爆禁止世界大

会には、当時の沼田稲次郎会長、小林孝輔副会長たちが代表委員を、中田晋事務局長たちが

実行委員を務めている。国法協の原水禁世界大会とのかかわりは深いものがあるといえよう。

国際的あるいは国内での反核運動
国法協は、アジアやアフリカを含む法律家と核兵器禁止をテーマとする交流を続けてきている。

1955年1月のアジア法律家会議では「全ての原水爆兵器その他大量破壊兵器の禁止に関する

決議」が採択されている。その後も、原水禁大会の法律家会議、アジア·アフリカ法律家会議、I

ADl大会などで、累次にわたって、核兵器の完全·全面禁止、核兵器の使用禁止に係る宣言·

決議·アピールが採択されている。

国内においては、1981年10月、国法協は全弁護士に対する「核問題に関するアンケート」を

行っている。翌年2月、「核兵器廃絶をめざす法律家の集い」が開催され、歴代日弁連会長や立

命館大学と法政大学の総長などを呼びかけ人として「核兵器のない平和な世界のための署名

の訴え」が出されている。その訴えは、国法協が行った全弁護士に対するアンケートによると、ほ

とんどの弁護士がわが国にはアメリカの核兵器が持ち込まれており、米ソの核戦争が起これば

我が国もこれに巻き込まれるという回答を寄せ、核戦争と日本の運命に対する大きな危惧を表明

しているとして、①核兵器使用禁止協定の速やかな締結、②非核3原則の順守、③アジア·太平

洋地域を非核地帯とすることなどを求めている。同年3月には「核兵器廃絶を求める法律家運

動連絡会」が結成されている。

1983年7月には「反核·平和法律家シンポジウム」が、1985年8月には「核時代と法律家シンポ

ジウム」が開催されている。1986年10月の理事会では反核法律家運動についての討議が行わ

れている。

「日本国際法律家協会の歩み」によれば、1987年からは第4·拾年期とされる時代となる。この

年の7月、国法協は、ショーン·マックブライド国際平和ビューロー（IPB） 名誉会長が提唱する「核

戦争に反対する法律家アピール」運動に取り組むことを決定する。その母体は「核兵器廃絶を

求める法律家運動連絡会」とされた。このように、国法協の反核運動は、国内外において、営々

と積み上げられていたのである。

国際反核法律家協会（ＩＡＬＡＮＡ）の設立
1989年9月22日から24日、ハーグ （オランダ） で、国際反核法律家協会の創立総会が開催され



 　49

る。核戦争、核兵器その他の大量破壊兵器に反対する法律家の国際組織が発足したのである。

日本からは松井康浩団長を始めとして、池田眞規、椎名麻紗枝、安原幸彦、内藤雅義、根本孔

衛、中西裕人、井上正信、横山茂樹、成見幸子の各弁護士と、被爆者の山口仙二さんが参加し

ている。山口さんは議長団の一人に選出された。国際反核法律家協会は、核兵器とその他の

平和を脅かす国際法侵犯に反対する戦いに全世界の法律家を動員すること、世界平和と核兵

器廃絶に貢献する軍備管理条約や他の国際協定を支持することなどを目的としている。

帰国後、創立総会に参加した有志によって、関東反核法律家協会が創立された。同協会は、

世界法廷運動などの活動を経て、1994年8月、広島で、日本反核法律家協会 （核兵器の廃絶を

目指す日本法律家協会） として発展することなる。

私は、ハーグの創立総会には参加していないけれど、関東反核法律家協会や日本反核法律

家協会の発足には関与している。そして、今日まで日本反核法律家協会の活動の一端を担って

きている。

おわりに
私は、この「日本国際法律家協会と私」の原稿を書くまで、国法協の核兵器廃絶テをーマとす

る活動をほとんど知らなかった。その不明を恥じなければならない。今回その活動を知るに及ん

で、先人たちの努力に深い共感と敬意を覚えたところである。このような先人たちの営みが、昨

年7月7日の国連での核兵禁止条約の採択につながったのだと、私は確信している。

現在、核兵器禁止条約の批准国は15国である （9月5日現在）。この核兵器の開発·実験·保

有·移譲·使用·使用するとの威嚇などを全面的に禁止する条約は、50か国が批准すれは、90日

後に発効することになる。発効したからといって、核兵器国がどのように動くかは不透明である。

けれども、世界はここまで変化してきていることに確信を持ちたいと思う。

私が国法協の一員として最初に参加したIADL総会のテーマは、今風にいえば、格差と貧困

の解消である。戦争と貧困の廃絶は持ち続けたいテーマである。私にとって、国法協は、私の持

ち続けたいテーマの実現に必要な知恵と勇気を与えてくれる存在であり続けることであろう。

（2018年9月14日記）
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2018 年3 月19 日 人権理事会
市民社会からの発言 ： 国際民主法律家協会
鈴木かずえ演説日本語訳

IADLはグリーンピースと共同して、オーストリア、ドイツ、ポルトガル、そしてメキシコ政府が
UPR 福島勧告を出されたこと、そして、日本政府がそれらの勧告をすべて受け入れたことを歓
迎いたします。

いま、日本政府は、現在の政策を改める必要があります。

グリーンピースは、調査をした地域で、避難指示が解除された後でも年間1 ミリシーベルト
基準を何倍も超える放射能汚染があることを確認しています。

避難指示解除後に賠償を終了するのが政府の政策です。

いわゆる「自主避難者」にとって唯一そして不可欠な住宅支援はすでにうち切られています。
緊急避難的な住宅からの立ち退きを迫る訴訟も行われています。

放射性ヨウ素にさらされた福島の子どもたちのための甲状腺ガンのスクリーニングは、多くの保
護者たちが反対しているにもかかわらず、当局によりその縮小が検討されています。

日本の福島の住民に対する人権侵害、とくに女性と子どもたちに対するそれは、組織的であり、
とくに原発の再稼動をめざすエネルギー政策に直結したものにほかなりません。

私たちは日本政府に、同意したUPR 勧告をただちに、完全に施策に反映させることを求めま
す。それができなければ、日本の国内および国際的な人権擁護義務を違えることになるでしょう。
被害者の苛酷な苦しみを考えれば、それは許されないことです。

ありがとうございました。
以上
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前 号 interjurist196号 の17頁 の 鈴 木 か ずえさんの 人 権 理 事 会 における発 言 の 紹 

介を、グリーンピースのロゴで 紹 介しましたが、 正しくは、IADL の 資 格 での 発 言 

だったので、IADLのロゴでした。本号50ページに正しいロゴで再掲します。

『インタージュリスト』に投稿しませんか
－査読付き論文等の投稿募集中－

2016年より、日本国際法律家協会は機関誌『インタージュリスト』（年3回発行） への査読付き

投稿制度を導入しました。投稿対象となるものは、本協会が活動対象としてきた①平和、②人権、

③国際をキーワード／テーマとする学術論文ですが、関連する研究ノート、実践報告、資料等の

投稿も受け付けています。学術論文、研究ノート、実践報告の掲載については、査読で認められ

る必要があります （資料他の投稿の場合、査読はありません）。字数は12000字以内です。

投稿を希望される会員の方は、原稿提出の締切日 （毎年2月1日または8月1日） の3か月前まで

に、メールにて申し込みをしてください。申し込みの際は、①論文仮題、②要約 （1500字程度）、

③名前、住所、電話、ファックス、メールアドレスの提出が必要となります。詳細は、同協会ホームペー

ジに掲載されている下記の投稿案内および投稿規程をご覧ください。会員の皆さまからの積極

的な投稿を歓迎します。

（清末愛砂）

         投稿申し込み先のメール （国際法律家協会事務局）： jalisa@jalisa.info

         投稿案内 ： http：//www.jalisa.info/interjurist/images/navi/toukou.pdf

 投稿規程 ： http：//www.jalisa.info/interjurist/images/navi/kitei.pdf
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JALISA活動日誌　

 
2018年       
 ６月 1４日 平和への権利国連ワークショップ（ジュネーヴ）
   ７月　　 ２０日　   講演会「戦争のリアル～安倍9条改憲がもたらすもの」（東京）
      28日・29日　   “原発と人権”全国研究・市民交流集会（福島）
    ３日　  西太平洋平和地帯に関する国際会議（バリ）
 　　　　　４日 COLAP執行部会議（バリ）
      ４日　 ＣＯＬＡＰ日本実行委員会　会議
　9月　　　　　　 国連人権理事会（ジュネーヴ）

今後の予定　
　11月　　 9日　 平和への権利ワークショップ
　　　　　　　　　「高校の新科目”公共”でのアクティブラーニング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～平和への権利を題材に～」（東京）
　11月　  ３０日　 IADL執行部会議（リスボン）
　1２月　  １６日  平和への権利宣言採択２周年イベント
　　　　　　　　　「みんなで創る平和への権利――国連総会採択２周年記念」（東京）

編集後記
2018年9月6日未明に起きた北海道胆振東部地震。わたしが住む室蘭市 （西胆振地

区） も大きな揺れを感じました。その直後から始まった北海道ほぼ全域における停電は、
多くの道民に大きな衝撃と不安をもたらしました。とりわけ、電話やインターネット、テレビ等
にアクセスできなくなったために震災関連の情報が入らないことが、大きなストレスを与えま
した。最も大きな揺れと被害が生じた厚真町やその周辺の安平町、むかわ町では、多くの
人々がさまざまな困難がともなう生活を強いられることになりました。

今回の震災を通して、国内外を問わず、被災地に住むということ、インフラが整備されて
いない地域に住むということ、情報へのアクセスが遮断されている地域に住むということの
意味を深く考えさせられました。また、安倍自民党が推し進めようとしている明文改憲の中
の緊急事態条項の新設が震災対策としては意味がないことを思い知りました。むしろ、人
命救助が求められる被災地にマイナスの影響を及ぼすとんでもないものです。

インタージュリストでは今後も国際的視点から安倍自民党の明文改憲問題の矛盾を紹
介するとともに、諸外国で生じている厳しい人権侵害の状況 （今号ではトルコ報告） 等を
積極的にレポートしていきます。皆さまからのご投稿もお待ちしております。     （清末愛砂）


