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日本と中国は、近い将来
戦争をすると思いますか？

なぜそう言えるのですか？

いつ頃、どのような状況で？



  

北朝鮮は日本に核ミサイルを
撃つことがあるでしょうか？

なぜそう言えるのですか？

撃つとすれば、
どんな状況で、どこに対して？



  

将来、日本に徴兵制が
しかれることがあるでしょうか？

なぜそう言えるのですか？

徴兵制って
何ですか？



  

どうすれば戦争は
防げるのでしょうか？



  

憲法９条についてどう思いますか？

①改正すべき

②維持すべき

③分からない

④無関心



  

「憲法９条を改正すべき」という
主な理由

①押しつけ憲法だから

②丸腰では国を守れないから

③アメリカとより協力すべきだから

④国連ＰＫＯなどにより貢献すべきだから



  

日本は「丸腰」なのでしょうか？

これ以上アメリカと何を
協力するべきなのでしょうか？



  

日本は戦後７０年近く、
直接戦争をせず、

戦争で人を殺したり、
戦死者を出すことなく来ました

何が日本の「平和」を
守ってきたのでしょうか？



  

どうすれば戦争は
防げるのでしょうか？



  

憲法９条に何が書いてあるか
言えますか？



  

    日本国憲法
    第二章 戦争の放棄

   第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際
平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武
力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
する手段としては、永久にこれを放棄する。

   第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その
他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、こ
れを認めない。



  

日本国憲法前文①

日本国民は、正当に選挙された国会における代表
者を 通じて行動し、われらとわれらの子孫のため
に、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわ
たって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為に
よって再び戦 争の惨禍が起ることのないやうにす
ることを決意し、ここに主権が国民に存することを
宣言し、この憲法を確定する。



  

日本国憲法前文②

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関
係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであっ
て、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われ らの安全と生存を保持しようと決意した。われ
らは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地
上から永遠に除去しようと努めている国際社会にお
いて、名誉 ある地位を占めたいと思ふ。われらは、
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平
和のうちに生存する権利を有することを確認する。



  

日本国憲法前文③

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念
して他国を無視してはならないのであって、政治道
徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふ
ことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立
たうとする各国の責務であると信ずる。



  

憲法９条
Article 9 of the Japanese Constitution

定め Provision

 戦争の放棄  Renunciation of war

 戦力の不保持   No war potential and no belligerency

 平和に生きる権利  Human rights to live in peace

背景  Background

 ヒロシマ・ナガサキ  Hiroshima and Nagasaki

 オキナワ  Okinawa

 アジア侵略への反省  Aggression to Asian neighbours 



  

２０１４年７月１日の閣議決定
集団的自衛権の行使を容認



  

集団的自衛権とは何か

 憲法９条の下でも「自衛権はある」
→1954自衛隊
個別的自衛権は行使できるが、
集団的自衛権の行使は認められない
 国連憲章
第２条４項　武力行使の禁止
第５１条　個別的・集団的自衛権は例外
 国連憲章より日本の憲法９条はやや厳しく武力
行使を抑制



  

集団的自衛権の行使は「限定的」か？

新３要件

①我が国の存立を脅かし国民の権利を根底から
覆す明白な危険があること

②他にとれる必要な手段がないこと

③必要最小限度の実力行使にとどまること



  

「抑止力を高めることによって

戦争が起きにくくなる」？



  

立憲主義
憲法は政府をしばるもの、ではなかったのか？

「日本の民主主義が問われている」
－ニューヨークタイムズ



  

安倍政権と
日本のナショナリズムに対する

世界の目



  

国際貢献のためには
海外で武力を行使することが
必要ではないのか？



  



  

グローバル９条キャンペーン

　
　

「日本国憲法９条は
普遍的価値を有するものと認知されるべき
であって、東北アジアの平和の基盤として活
用されるべきである」



  

１９９９　
ハーグ平和会議
Hague Appeal for Peace

２００５
国連紛争予防会議
（ＧＰＰＡＣ）
Global Partnership for the 
Prevention of Armed Conflict

２００６
バンクーバー
世界平和フォーラム
Vancouver World Peace 
Forum



  

「武力によらない平和」へ
Towards a global peace that does not rely on force

１．紛争の予防と平和的解決

Conflict prevention and peaceful settlement of 
disputes

２．資源を軍備から人間に

Diversion of resources from the military to human 
development

３．平和に生きる権利

Promoting human rights to live in peace



  

マイレッド・マグワイア
（北アイルランド）
Mairead Maguire, Northern 
Ireland

対話と非暴力
Dialogue and non-violence

紛争の根源に対処
Addressing root causes of 
conflicts

過去への謝罪と和解
Dealing with the past and 
reconciliation



  

平和に生きる権利　Human rights to live in peace



  

紛争予防　信頼醸成　市民社会の役割
Conflict Prevention;     Confidence Building;     Role of Civil Society



  



  

国連憲章２６条　　
UN Charter's Article 26 

発展のための軍縮
Disarmament for Development

平和に対する企業の責任（武器の製造・輸出）
Corporate responsibility to peace (Arms production and exports)



  

日本の平和主義の
原点

 民主主義

 平和に生きる権利

 軍事によらない発展

 核廃絶、ノーモア・ヒバ
クシャ



  



  

どうすれば戦争は
防げるのでしょうか？
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