
  

積極的平和主義？

安保法制、自衛隊、国際平和協力、
そして憲法９条

2017.11
川崎哲



  

自衛隊殉職隊員追悼式 2017.10.28

「ただひたすら国民のた
め。それぞれの持ち場にお
いて、強い使命感と責任感
を持って職務の遂行に全
身全霊を捧げた皆様は、こ
の国の誇りです。
…その尊い犠牲を無にす
ることなく、御遺志を受け継
ぎ国民の命と平和な暮らし
を断固として守り抜いてい
く、そして、世界の平和と安
定に貢献するため全力を
尽くすことを、ここにお誓い
いたします」



  

憲法９条　４つの改憲論

１．押しつけ憲法→自主憲法

２．日本の国防力を！

３．米国との安保協力を（もっと）

４．国際平和協力のために



  

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。

→今日の改憲論争：２項を残すかどうか？



  



  

国連憲章

第1章　目的及び原則

第２条４　すべての加盟国は、その国際関係におい
て、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる
国の領土保全又は政治的独立に対するものも、ま
た、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方
法によるものも慎まなければならない。

第6章　紛争の平和的解決

第7章　平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行
為に関する行動



  

2014.7.1　集団的自衛権の行使を
容認する閣議決定

1945.8 終戦（日本の敗戦）

1946.11 日本国憲法公布

1954.7 自衛隊発足

1972.10 政府見解「集団的自
衛権の行使は憲法上許さ
れない」

1973.6 自衛権発動の３要件



  

自衛の措置としての武力の行使の
新三要件　（2014.7.1 閣議決定）

○　我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は
我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が
発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の
生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される
明白な危険があること
　
○　これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守
るために他に適当な手段がないこと
　
○　必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと



  

日米防衛
ガイドライン
改定

2014.10 中間報告
2015.4 発表

●切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共
同の対応
●日米同盟のグローバルな性質
●地域の他のパートナーとの協力
●日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
●政府一体となっての同盟としての取り組み
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国の存立を全うし、国民を守るための
切れ目ない安全保障体制の整備について

2014.7.1 閣議決定

１．武力攻撃に至らない侵害への対処
　　・離島警備　手続迅速化（治安出動、海上警備行動）
　　・米軍を防護するための武器使用

２．国際社会の平和と安定への一層の貢献
　　・「非戦闘地域」→「現に戦闘を行っている現場」
　　・ＰＫＯ：駆けつけ警護、任務遂行のための武器使用

　　
３．憲法９条の下で許容される自衛の措置
　　・武力の行使「新３要件」。国際法上は集団的自衛権
　　・民主的統制、原則として事前の国会承認



  

安保法制「成立」

２０１５年９月１９日



  

テレビ朝日
２０１５．６．６～１２
１９８人にアンケート調査、１５１人から回答



  

安保法制＝「米軍協力」の強化

安倍首相の説明

●「国民の命を守る」
●「抑止力が高まることによって、より戦争に巻き込まれる
ことはなくなる」
●「自衛隊が武力行使を目的として湾岸戦争やイラク戦争
での戦闘に参加するようなことは、これからも決してありま
せん」
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国連ＰＫＯ協力

「周辺事態」法

地理的制約の撤廃

イラク特
措法

（失効）

テロ特
措法

（失効）

海外派遣「恒久法」＝国際平和支援法

「国連が統括しない
平和協力活動」

有事法制
「国民保護」

日本の
自衛

「重要影響事態」

「存立危機
事態」



  

ブラヒミ報告
（国連平和活動検討パネル報告、2000)

① 安定的な停戦合意等のないまま不安定な状況に
介入する複雑な平和活動について、過去10年にわ
たり、国連は、失敗を繰り返してきた。

② 複雑な平和活動において、軍事力は平和が構築
される空間を創り出す不可欠な要素ではあるが、
終局的な紛争解決のためには、平和維持と平和構
築とが密接な連携を保って展開される必要がある

（１）平和執行　憲章７章、安保理→多国籍軍

（２）国連の平和活動

　●部隊展開の迅速化、支援能力の強化

　●紛争予防、平和構築、平和維持



  

「国連平和活動に関する
ハイレベル・パネル」報告書
2015.6 （ラモス・ホルタ議長）

 2000年「ブラヒミ報告」以来の包括見直し

 市民保護に全力を尽くす

 政治的解決の優越性（平和は、軍事的や技術的関
与だけで達成されるものではない）

 対テロ軍事作戦を行うべきではない（1990年代の
ソマリアのような武装勢力掃討目的の執行活動に
は「細心の注意」）

 ＰＫＯ要員による性的暴力の防止（2008～2013、
性的搾取や虐待 480件）



  

南スーダンＰＫＯ

１９８３～　スーダン政府とスーダン人民解放運動・軍
　　　　　　　（ＳＰＬＭ／Ａ）との間での武力紛争
２００５．１　南北包括和平合意（ＣＰＡ）
２００５．３　安保理決議1590
　　　　　　　 →ＵＮＭＩＳ（ＣＰＡ履行支援）
２０１１．７　（住民投票→）南スーダン独立
　　　　　　　安保理決議1996→ＵＮＭＩＳＳ
２０１１．１１　日本、南スーダンへの自衛隊派遣決定
２０１３．１２～　南スーダン政府と反政府勢力の衝突
２０１４．５　安保理決議2155→文民保護に力点



  

南スーダンにおける自衛隊の活動



  

ＰＫＯ参加５原則

１．停戦合意

２．受け入れ同意

３．中立性

４．上記が破れた場合には撤収できること

５．武器の使用は必要最小限



  

改正ＰＫＯ法による新たな任務

「安全確保業務」
防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、

身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その
他特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、
検問及び警護

「駆け付け警護」
活動関係者の生命又は身体に対する不測の侵害又

は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、
緊急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命
及び身体の保護



  

South Sudan at critical juncture, UN peacekeeping chief warns; calls for more ‘blue helmets’
2 December 2015

（２０１５年１２月２日、国連ニュース）
双方がくり返し停戦合意に違反し、政治的転換に向けたこれまでの前進
が危険にさらされているとして、ラドスース国連ＰＫＯ局長は南スーダンの
和平プロセスは危機的な転換点にあり、国際支援の増強が求められると
警告した。局長は、国連安保理と東アフリカ政府間開発機構（ＩＧＡＤ）プラ
スが支援を強化し、停戦監視のために１１００人の国連平和維持要員を
増員することを求めた。



  

南スーダン

2013年12月に内乱というべき戦闘の勃発

「ＰＫＯ部隊にとって、混乱した状態の中で何がど
う進行しているのかを把握することすら困難だっ
たのではないでしょうか。戦闘や襲撃が行われて
いた時には、部隊は戦闘への直接の介入を避
け、その役割をＰＫＯ施設内に避難してきた市民
の保護に留めていました。状況把握のためにＰＫ
Ｏ部隊が市内のパトロールを行なったのは、事態
が一定の鎮静化を見せたあとでした。
　武装した住民を含む多様な勢力が存在し、敵味
方の識別も難しい紛争の現場において、はたして
自衛隊が戦闘に巻き込まれずに「駆け付け警護」
をすることが現実に想定できるでしょうか」
---
「非武装の車両による救援は奏功した」
（今井高樹）　　谷山博史編著『「積極的平和主義」は紛争
地になにをもたらすか?!』合同出版　所収



  

「治安」活動の現実

２００２年からのアフガニスタンの治安維持任務を担う
国際治安支援部隊（ＩＳＡＦ）に兵員を派遣したドイツ
は、２０１４年までに５５人の犠牲者を出した。
うち３５人は自爆攻撃や銃撃による犠牲者
（朝日新聞、２０１４年６月１５日付）

参考：
集団的自衛権問題研究会「安保法制の焦点３」
論点１２　殺し、殺されるリスクは増大するのではないか
岩波書店『世界』2015年8月号



  



  

９条世界会議
Global Article 9 Conference to Abolish War

 ２００８年５月４～６日

4-6 May 2008

 全国４カ所でのべ３万人が参加

Over 30,000 people participated in 4 cities of Japan

 ４２カ国・地域から　海外参加者２００人

200 overseas participants from 42 countries / regions

 「戦争を廃絶するための９条世界宣言」

Global Article 9 Declaration to Abolish War



  

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



  

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



  

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。
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