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日本平和学会 2019 年度 春季研究大会
2019 年 6 月 22 日（土）・23 日（日） 会場：福島大学
後援：福島大学うつくしまふくしま未来支援センター
大会テーマ

平和研究の役割：分断の構造の追究と紐帯の追求

＜開催趣旨＞
2019 年、日本の「平和」は危機に直面している。安倍政権は 2020 年の改憲を強行する
構えで、積極的平和を目標としてきた日本国憲法の平和主義は否定されかねない状況だ。
人の権利・自由を守るために憲法で国家の統治権力を縛るという立憲主義が根源的な挑戦
を受け、人の権利・自由への制約が強まるなか、人と人がつながり国家権力に対峙しよう
とする試みは存在するが、大きな影響力を行使しているとは言いがたい。
「ポスト真実」の
ことばに象徴されるように、人の権利・自由が不可視化されたり、歪曲されたりしている
ためである。なにが真実・真理なのかわからない不安のなか、人びとや社会は分断されて
いる。
人びとの社会の分断は、あらゆるところで起きている。たとえば、東京電力福島第一原
子力発電所事故による放射能汚染や被曝をめぐって、もしくは沖縄県辺野古基地建設への
賛否を問われて、さまざまな「当事者」は困難な選択を迫られ、これによって生まれた分
断・軋轢に苦しめられるようになった。加えて、韓国「慰安婦」
「徴用工」問題などでみら
れるように、急速に拡大する差別や偏見は、人が権利・自由を求めて声を上げることを困
難にしている。
このような分断は、日本だけでみられるものではない。ヨーロッパでもアメリカでも、
移民・難民排斥、ムスリム・黒人差別は深刻な問題だ。自己責任論や福祉排外主義など、
マイノリティや弱者に「暴力的」な主張が蔓延し、ポピュリスト的な政治家への支持が高
まっている。
平和を追求する取り組みすらもが批判にさらされている世界の現状に、平和研究者はど
う向き合っていけばいいのだろうか。平和研究者として果たすべき役割と責務はなんだろ
うか。2011 年 3 月の東京電力福島第一原子力発電所事故後はじめて福島で開催される 2019
年春季研究大会では、
「当事者」もしくは「被害者」に寄り添った視点から、なにが問題な
のかその構造を見据えたうえで、
「分断」を乗り越え、「紐帯」を実現する方策を、参加者
とともに模索したい。

第 23 期企画委員長 佐伯奈津子
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＜プログラム＞
6 月 22 日（土）
9:30-12:00
部会 1（3・11 プロジェクト委員会企画）
核被害認定をめぐる歴史的・政治的背景
74 年前に原爆によって被爆した広島・長崎の被爆者、そして 65 年前のビキニ水爆実験に
よる被災者による核被害認定を巡る訴訟は、いまなお現在進行中である。核実験による被
災者であるセミパラチンスクやマーシャル諸島の被害者も、実態が解明され援護されてい
る状態とはいえない。
8 年前から被害を受けている東京電力福島第一原発事故の被災者も、いわゆる「風評」言
説によって、実際にはさまざまな被害に遭いながら、被害を訴えることが困難な状況にあ
る。そうしたなかで裁判が被災者・支援者によって実施されている。
そのいっぽうで、歴史的・政治的状況から共通して言えることは、被害の訴えをとりや
めさせ、忘却を望んでいるのは、核被災を生み出した側である。本部会では、その流れに
抗い、核被害認定を支えるための平和研究の可能性について議論したい。
報告：湯浅正恵（広島市立大学）
「
「黒い雨」被爆者の認定を阻む「科学的・合理的な根拠」」
報告：竹峰誠一郎（明星大学）
「世界の核被害者に対する援助措置――広島・長崎、マーシャル諸島、セミパラチンスク
の相互比較」
報告：平井朗（立教大学）
「
「風評」言説に抗う〜測る、発信する、裁判をたたかう人びと〜」
討論：島薗進（上智大学）
討論：徳永恵美香（大阪大学）
司会：高橋博子（名古屋大学）
9:30-12:00
部会 2（国際交流委員会企画）
日中平和学対話報告 東アジア新時代の展望：日中平和学の可能性
当部会の主旨は、2019 年 2 月に、立命館大学大阪いばらきキャンパスを会場に開催され
た「第３回日中平和学対話」の報告である。テーマを「東アジア新時代の展望：日中平和
学の可能性」とし、2 月 21 日（木）～22 日（金）に丸 2 日間の会議を、そして 23 日には
京都へのフィールドトリップを実施した。その間、参加者は原則、立命館大学大阪いばら
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きキャンパス（OIC）セミナーハウスにて宿泊、OIC カフェテリアにて食事し、会議の場
以外においても懇親した。基調講演として米国・コーネル大学から酒井直樹氏を招聘、会
議 1 日目午前は講演をもとにワークショップ形式で参加者が相互理解を深めた。会議 1 日
目午後からは、半日ずつつかって、第 1 分科会「日本の歴史修正主義の問題について」
、第
2 分科会「東アジアの現状認識・朝鮮半島の新しい動きにどうアプローチするか」、第 3 分
科会「平和学のディシプリンについて」と題し、ワークシップ形式で日中間の対話を深め
た。6 月の福島での報告部会では、これらの対話がどう深化・展開したかを報告したい。ま
た、各発題者の簡便な報告につづいて、会議参加者数名、また本主旨に関心を寄せる学会
会員が一緒になって、さらに対話を重ねてみたい。
報告：佐々木寛（新潟国際情報大学）
報告：君島東彦（立命館大学）
「思想的実践的課題としての東アジアの平和――分断構造から水平的ネットワークへ――」
報告：加治宏基（愛知大学）
「
「日中平和学の可能性」に関する一考察――第 1 分科会「日本の歴史修正主義の問題に
ついて」をふまえて――」
ほか「日中平和学対話」参加者数名
ファシリテーター：奥本京子（大阪女学院大学）
12:00-12:30 昼休み
12:30-14:00 分科会
14:10-15:00 総会
15:10-17:40
部会 3（開催校企画）
福島からみた原子力災害からの復興の現状と課題
2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故は、深刻な被害を福島県に
もたらした。同原発から放出された大量の放射性物質は、人びとの生活圏を含む生態系を
広範囲にわたって汚染し、県内外に避難した人びとは自主避難者を含めてピーク時に 16 万
人におよんだ。放射線被曝の不安が地域社会に暗い影を落とし、人びとの心の平穏を脅か
した。また、この放射能汚染は農業や漁業といった福島県の基幹産業に大きな打撃を与え、
多くの人びとから生業を奪った。県外では避難者への差別や県産物の忌避などの問題が顕
在化した。このような平和ならざる状況は様々な立場の人びとに難しい選択を迫り、その
ことが個々人の社会的ネットワークや地域社会の内部で軋轢を生む一因にもなった。福島
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原発事故から 8 年が経過したものの、福島県の復興は道半ばであり、被災者の生活再建や
地域社会の再生、新たな産業の振興、地域を担う人材の育成、心の平穏の回復といった多
くの課題が残されている。
こうした福島県の現状と課題に平和研究者はどう向き合ったらよいのだろうか。その解
決のために平和研究にできることはなんだろうか。このような問題意識から、本部会では
開催校の 3 人の研究者を報告者として招き、それぞれの専門分野である社会学、国際関係
論、憲法哲学の視点から、福島県における原発災害からの復興の現状と課題について報告
していただく。各報告や討論者のコメント、フロアとの質疑応答を通じて、参加者が福島
県の現状や課題に対する理解を深め、未曽有の原発災害を経験した日本における平和研究
の可能性と役割について考える機会としたい。
報告：深谷直弘（福島大学）
「東日本大震災の記憶を残す活動からみた原子力災害」
報告：吉高神明（福島大学）
「3・11 の被災地福島の復興と人材育成：グローバルな次元」
報告：金井光生（福島大学）
「
「全世界の国民の平和的生存権」という憲法物語：福島より」
討論：鴫原敦子（東北大学）
討論：上野友也（岐阜大学）
司会：西﨑伸子（福島大学）
15:10-17:40
部会 4

ワークショップ（平和教育プロジェクト委員会企画）

トレーナーズトレーニング

やり⇔とり力を育てる：キーワードから考える当事者性

福島で起きたことについて語るとき、よく使われる「寄り添う」という言葉。
「寄り添う」
という一見優しさや共感性をもつ言葉のなかに、どこか他人事という感覚はないだろうか。
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、地域の人びとの生活を一変させ、わたしたち
が原発問題についての当事者として立たざるを得ない現実を表層化させた。にもかかわら
ず、教育現場で、そのことを考える機会は稀で、関連する報道も少ない。さまざまな問題
が、人びとが、置き去りにされ、不可視化されている。ここにも分断の構図がある。見な
いで過ごすことが容易い状況のなかで、その分断をつなぎ合わせていくにはどうしたらい
いのか。
平和教育プロジェクト委員会 23 期では、「やりとりする力を鍛える」ということを大テ
ーマとしている。今回は、当事者性をテーマとして、いつごろから「原発」というワード
を話さなくなった？話せなくなった？という、身近な問いからはじめ、いくつかのキーワ
ードから福島で起きていることに対して、自分はどんな当事者かを考え、表現し、語り交
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わす機会をつくりたい。問題を自分事として受け止め、相手の当事者性と自分の当事者性
を考え、伝えあい、感じ合う、
「やり⇔とり」を試みる。
また、平和教育の内容を評価することは困難だといわれているが、今回はアクション・
リサーチを試みたい。現場の課題を克服するため、調査者と実践者が互いに協働し、実践
と評価を繰り返す過程であるアクション・リサーチは、平和教育プロジェクト委員会の内
容を豊かにしていくと考える。研究の結果は、平和学会のウェブサイトなどで報告したい。
ファシリテーター：奥本京子（大阪女学院大学）、笠井綾（宮崎国際大学）、高部優子（横
浜国立大学大学院）
、暉峻僚三（川崎市平和館）、中原澪佳（新潟大学大学院）
、松井ケティ
（清泉女子大学）
、ロニー・アレキサンダー（神戸大学）
リサーチャー：杉田明宏（大東文化大学）、鈴木晶（横浜サイエンスフロンティア高校）、
堀芳枝（獨協大学）
、山根和代（平和のための博物館国際ネットワーク）
18:00-20:00 懇親会

6 月 23 日（日）
9:30-12:00
部会 5（企画委員会企画）
「被害者」に寄り添う：分断を乗り越えるための「想像力」
世界のいたるところで排外主義の台頭、差別やヘイトの増幅が深刻である。グローバル
化によって加速した競争社会によって、生きにくさや閉塞感に脅かされるようになった人
びとは、しばしば不安の原因をマイノリティや社会的弱者に求めるようになる。自己責任
論や福祉排外主義など、マイノリティや弱者に「暴力的」な主張が一定程度の支持を得て、
人びとや社会は分断されている。
本部会では、こうした現状を踏まえ、水俣、沖縄、アイヌという異なるイシューに通底
する差別やヘイトの構造を明らかにする。差別やヘイトの対象となりうる「被害者」に寄
り添う研究、活動をつづけてきた報告者 3 人の経験を踏まえ、分断を乗り越え、人と人が
再びつながるため、知的な営みとしての「想像力」について考える。
報告：谷 由布（水俣病協働センター）
「水俣の現状――生活支援と訴訟からみえる水俣の課題」
報告：親川裕子（沖縄大学地域研究所特別研究員）
「マイノリティ女性、複合差別と沖縄――無国籍児問題から――」
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報告：石原真衣（北海道大学文学研究科専門研究員）
「リミナーズが経験する分断――つながりの創造と痛みへの想像」
討論：塩原良和（慶応義塾大学）
司会：佐伯奈津子（名古屋学院大学）
9:30-12:00
自由論題部会 1（パッケージ企画）
移行期正義・ポスト移行期正義・民主主義：正義を求め続ける動きと政治
過去に内戦や権威主義体制下において人権侵害が行われた社会は、どのようにして真実
や正義を求めてきたのであろうか。体制移行期や内戦後の社会において、過去の人権侵害
の真実を明らかにし、正義を求める動きは、移行期正義と呼ばれ、各国において様々な取
り組みが見られるようになった。移行期正義に関する研究については、移行期正義の取り
組みを踏まえ、学際的な発展が進められてきた。このパネル報告では、これまでの移行期
正義実践の取り組みと発展の経緯について検討し、移行期正義研究の系譜を概観するとと
ともに、移行期正義及びポスト移行期正義の方策についてラテンアメリカと東南アジアに
おける具体的事例を比較検討していきたい。
民主化移行期の真実と正義の追求については、軍部への政治的配慮から、文民政府下で
の公的な真実委員会の設置と真実究明、人権侵害に対する裁判の実施については、その国
独自の諸事情が反映されてきた。民主化定着後のポスト体制移行期になり、国際環境や政
治状況の変化とともに、過去の人権侵害についての範囲を拡大した調査や裁判が行われた
事例もある。また、国によっては、歴史的な正義を求める動きもみられるようになった。
報告：杉山知子（愛知学院大学）
「移行期正義をめぐる研究の変遷と平和研究の観点からみる研究課題」
報告：内田みどり（和歌山大学）
「ポスト移行期に停滞する正義：チリとウルグアイの事例から」
報告：クロス京子（京都産業大学）
「過去との決別なきフィリピン：二つのアキノ政権における移行期正義の挫折」
討論：松野明久（大阪大学）
司会：二村まどか（法政大学）
12:00-12:30 昼休み
12:30-14:00 分科会
14:10-16:40
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部会 6（企画委員会企画）
核と原子力が照らしだす科学者の社会的責任
東京電力福島第一原子力発電所の事故は、その周辺に甚大な被害を引き起こした。しか
しそれは孤立した出来事ではなく、広島・長崎の原爆体験に通底するものであった。そし
てそれは今日における科学と科学者のあり方を根底から問うものとなっている。本部会で
は、広島・長崎から福島へとつながる核と原子力の構造を、日本における第二次世界大戦
中の原子爆弾開発計画と戦後の原子力開発のなかに探り、核と原子力の構造にまとわりつ
く科学者と軍事研究の問題を今日的な観点から検討していきたい。原子核物理学の基礎研
究と原子爆弾開発計画とのつながり、原子爆弾開発計画と戦後の原子力開発における連続
と非連続をふまえ、そこで科学者や技術者が何を考え、どのように行動したかに注目しつ
つ、今日における科学者と軍事研究の問題を考えてみたい。核と原子力の構造が照らしだ
す科学者の社会的責任を考える部会としたい。
報告：政池明（京都大学名誉教授）
「京都帝大における原子核研究と原爆開発計画」
報告：山崎正勝（東京工業大学名誉教授）
「理化学研究所の原爆開発計画と戦後の原子力開発」
報告：池内了（総合研究大学院大学名誉教授、名古屋大学名誉教授）
「今日における科学者と軍事研究の問題」
討論：中尾麻伊香（長崎大学原爆後障害医療研究所）
司会：内藤酬（河合塾）
14:10-16:40
部会 7（3・11 プロジェクト委員会企画）
原発被災における低認知被災地をめぐる市民の動き
そこが「被災地」であるかどうかを巡る認識の相違は、その地域に暮らす人びとの当事
者意識とそれにもとづく行動に決定的な影響を与える。実際その認識は地域の市民運動に
も大きな影響を与えてきた。今回の原発被災の場合、被災地の放射線濃度はまだらなグラ
デーションであり、ことにその線量がこれまでの年月のなかで「大きく低減した」「許容範
囲に収まった」とみられている地域においては、その認知の度合いによって、当事者意識
には大きな隔たりがうまれることとなる。大別すればそれは、①一貫して「被災地ではな
い」とみなす場合、②途中で「被災地ではなくなった」と考える場合、③途中で「被災地
だったのだ」と気づいた場合、④一貫して「被災地である」という認識を変えていない場
合、に分けられるといえよう。そして当然、それらのあいだで揺れ動き、自身の内部に葛
藤を抱えている例もある。
そんな多様な当事者意識は、とくに原発被災地と社会的に見なされにくい、いわゆる福
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島県以外の低認知被災地における市民運動の芽生えとその後に大きな影響を与えた。本部
会では、3・11 後の低認知被災地として栃木と茨城を中心に取り上げ、宮城などの状況にも
触れながら、被災の認知をめぐるたたかいと葛藤について、各地で芽生えた市民グループ
のその後を通じて明らかにし、構造的暴力の克服のための営みとその課題について議論す
る。
報告：蓮井誠一郎（茨城大学）
「
『3・11』プロジェクトの歩みと低認知被災地での活動展開の意義」
報告：清水奈名子（宇都宮大学）
「原発事故後の権利回復を目指す市民活動――栃木県の事例から」
報告：原口弥生（茨城大学）
「低認知被災地における長期的な市民調査の意義と課題――茨城県の事例を中心に」
討論：藍原寛子（Japan Perspective News）
討論：阿部泰宏（フォーラム福島支配人）
司会：鈴木真奈美（明治大学大学院博士後期課程）
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【部会 1】
「黒い雨」被爆者の認定を阻む「科学的・合理的な根拠」

広島市立大学

国際学部

湯浅正恵

キーワード：「黒い雨」、核被害、被爆者認定、「低線量」被曝、内部被曝、基本懇、放射性降下物、残
留放射線

被爆から 70 年経過した 2015 年 11 月、広島原爆「黒い雨」集団訴訟が始まった。64 名の原告は「黒い
雨」という放射性降下物による内部被曝を主張し、被爆者健康手帳と第 1 種健康診断受信者証の交付を求
め、広島地方裁判所に提訴した。裁判は既に３年を越え、数人の原告は判決を聞くことなく他界し、残さ
れた多くの原告にとっても体力の限界が近づいている。この原告らに対して、被告は次のように主張する。
被爆者援護法の前身である原爆医療法は「特別な犠牲」を被った被爆者が、適切な健康診断及び治療を
受けることができるようにするために制定され、被爆者援護法もその趣旨を受け継いだものである。援護
措置が税で行われ、また当時の全ての国民がなんらかの戦争の犠牲となっている以上、援護法の対象とな
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．
るには「国民的合意が得ることが可能な程度の科学的・合理的根拠」に基づき「特別な犠牲」であったと
言えることが必要である（被告第２準備書面

2016：８）
。しかしながら、

現在の科学的知見においては、100 ミリシーベルトを超える放射線に被曝することで、がんを発
症することがあることについて、科学者の間でコンセンサスが得られている。…

他方で、現在

の科学的知見においては 100 ミリシーベルトを下回るような放射線に被曝した場合については、
それによって健康被害が発症し得るか否かも定かでなく、そもそも人体になんら健康影響を与え
ない可能性も十分にありえると考えられている。… 上記の 100 ミリシーベルトを下回るような線
量の放射線被曝の場合にまで、被爆者援護法の定める手厚い援護措置を適用することは、およそ
公正妥当な範囲にとどまるものとは言いがたく、国民的合意を得ることは困難である。医学的な
いし科学的根拠を離れたたんなる主観的な危惧感のみでは「特別の犠牲」とはいうことができず、
同法の保護に値しないというべきである。
（被告第２準備書面

2016：63−4）

この被告の主張は、74 年前の原爆投下と 8 年前の原発事故が直接結びついていることを私たちに思い知
らせる。これまでも原爆症認定集団訴訟の判決において、繰り返しその合理性が否定されたはずの 100mSv
言説が、なにごともなかったかのように原爆被爆者と原発事故被爆者を今また追い詰めている。
本報告では、現在進行中の「黒い雨」裁判の議論を追いながら、その行政側の主張の根幹にある「特別
の犠牲」の「科学的・合理的根拠」について、政府がその被爆者援護政策の拠り所としている 1980 年の原
爆被爆者対策基本問題懇談会（以下、基本懇）まで遡り論じていく。裁判のために開示されたその 12 回の
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会合の速記録には、100mSv 言説とは異なる「科学的・合理的根拠」が論じられていたことを指摘し、さ
らに、なぜそのような基本懇の議論が、非科学的で不合理な 100mSv 言説を呼び込み、現行制度を正当化
するものとして利用されているのかも論じてみたい。
「黒い雨」裁判を傍聴している福島から避難してきた女性が「この黒い雨の被爆者の方々の姿は、自分
たちの７０年後の姿かもしれない」と語った。この彼女の言葉を実現させないためにも、被曝を否定され
てきた世界中の核被害者のためにも、また未来の核被害者をひとりでも減らすためにも、この被爆地広島
での「黒い雨」裁判は重要な役割を担っているように思える。
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【部会 2】
思想的実践的課題としての東アジアの平和
━━分断構造から水平的ネットワークへ━━
立命館大学国際関係学部
君島 東彦
キーワード：東アジア分断構造、帝国、パックス・アメリカーナ、パックス・シニカ、竹内好、方法とし
てのアジア、マルティトラック外交、水平的ネットワーク、立憲主義
はじめに
・ 第３回日中平和学対話（東アジア新時代の展望：日中平和学の可能性）2019 年 2 月 21-23 日、立命館
大学大阪いばらきキャンパス。第１回米朝首脳会談（2018 年 6 月 12 日、シンガポール）と第２回米
朝首脳会談（2019 年 2 月 27-28 日、ハノイ）の間の時期。東アジアの平和研究者として、現在進行中
の東アジア政治の構造変動をどのようにとらえ、どのように介入・関与するか、という問題意識。日
本平和学会として第３回目、日本で初めて開催された日中平和学対話。
・ これまでの日本平和学会の研究活動の成果の基礎の上に今回の対話がある。とりわけ、2015 年度の春
季研究大会と秋季研究集会。孫歌氏（中国社会科学院）と白永瑞氏（韓国延世大学）の招聘・参加に
よる思想的理論的刺激（『東アジアの平和の再創造〔平和研究 46 号〕
』参照）
。
・ 「第２分科会：東アジアの現状認識━朝鮮半島の新しい動きにどうアプローチするか」の中国側報告
者、朱鳳氏（Zhu Feng、南京大学国際関係学院院長、チャハル学会高級研究員）の報告「北朝鮮の非
核化プロセス━━わたしたちは何を期待できるか？」の概要。
「北朝鮮はソーセージを少しずつ切りな
がら（象徴的な譲歩の行動をとって、時間稼ぎをしながら）交渉を進め、自分たちの目的を達成しよ
うとしている。金正恩氏に最終的に核放棄の意志はなく、わたしたちはあまり多くを期待できないだ
ろう」
。
・ 第２分科会における君島報告は、白永瑞氏の認識・理論に学びつつ、それに自分なりの考察を付け加
えたものである。6 月 22 日の平和学会春季研究大会における報告には、2 月 22 日以降の東アジア政
治の変化、君島の考察の進展が反映している。
1.

白永瑞の「東アジア平和論」

（１）東アジアの矛盾・葛藤を集中的に体現している「核心現場」の分断克服から東アジア全体の平和へ
・ 東アジアにおいて歴史的に３つの「大分断」構造があった。１）中華帝国の朝貢体制、２）日本帝国
の植民地支配・東亜新秩序・大東亜共栄圏、３）パックス・アメリカーナ（＋下請けの帝国としての
戦後日本）
・ 東アジア分断構造の矛盾と葛藤を集中的に体現している「核心現場」での「小分断」。１）朝鮮半島。
かつて日清、日露の対立の場、日本帝国の植民地、冷戦の最前線。現在は、米国・日本にとっても、
中国にとっても「緩衝地帯」
。２）琉球併合以来の沖縄。日本帝国の「捨て石」
、パックス・アメリカ
ーナにおける米軍基地、中国の第一列島線。３）台湾。中台両岸関係。
・ 「分断構造解体の原動力として、この地域の矛盾を集中的に経験している核心現場での小分断の克服
によって確保されるであろうダイナミズムとその波及力に注目したい」
。
（２）
「帝国としての中国」
（Pax Sinica）をめぐる言説の批判的検討
・ 「帝国としての中国」をどう見るか。現在および未来の中国を帝国としてとらえる「帝国言説」の整
理・分析。東アジア大分断の次の段階は、パックス・アメリカーナの東アジア領域がパックス・シニ
カ（Pax Sinica、中華帝国）に移行するのか。
・ Pax Sinica の統治原理としての朝貢体制。Martin Jacques は、朝貢体制を文化的・道徳的制度として
みる。Brantly Womack は、朝貢体制は中国が隣国に対して有する優越的地位に基づくが、それは一
方的支配ではなく、中国と非対称的関係を結んだ隣国の合理的選択と戦略的相互作用の結果として維
持されたとみる。彼は朝貢体制の合理性を指摘する。
・ 甘陽の「文明国家」論。趙汀陽の「天下」理論。
「中国を再び考え、再び構築する」
。
・ 「周辺」の人間は、帝国言説をどのように批判的に検討し、どのように介入するか。
「批判的中国研究」
の必要性。
２. 東アジア平和への知的資源
（１）竹内好の「方法としてのアジア」
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・ ヨーロッパ近代が生み出しながら、近現代史の過程でその輝きを失わせていった〈普遍的価値〉を包
みかえし、その輝きを再びとりもどすことは〈アジア〉にできるのではないか。しかしその〈アジア〉
とは〈実体としてのアジア〉ではなく、
〈方法としてのアジア〉である。それは、中心・周縁という関
係構造をもって己れを中心化させたり、あるいはもうひとつの中心となろうとする〈帝国〉としての
〈実体的アジア〉ではない（子安宣邦 2015 年、94 頁）
。
・ 〈東アジア〉を〈帝国〉ではなくて、われわれの連帯によるアジア市民共同の生活世界として創って
いく。アジアの多元的な世界が、その多元性を通じて人類の普遍的価値を充実させ、輝かせていく（子
安、107 頁）
。
・ 「方法としてのアジア」とは、否をいうアジアをエセ文明への抵抗線として引くことである。その抵
抗線にいかにしてアジアはなりうるか。それは、植民地・従属的アジアから自立的アジアへと転換さ
せた創成アジアの意志を、殺し・殺される文明から共に生きる文明への転換の意志として再生させる
ことによってである。だが日本にその抵抗線を引く資格はあるのか。戦争をしない国家としての戦後
日本の自立こそ、わずかにこの抵抗線を引く資格をわれわれに与える（子安、138 頁）
。
（２）東アジア民衆の越境的・脱中心的ネットワーク
・ マルティトラック外交。トランスナショナルな市民社会、民間の重要な役割。
・ Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict（GPPAC）Northeast Asia。モンゴル、極
東ロシア、中国、台湾、香港、北朝鮮、韓国、日本の NGO の代表者が定期的に会合し、東北アジア
の平和について議論してきた。
「ウランバートル・プロセス」
。
・ 国家統合のアプローチ（東アジア共同体論）ではなくて、東アジアの民衆の越境的・脱中心的なネッ
トワーク形成を重視する。東アジアが再び垂直的なヒエラルキー構造＝〈帝国〉になる動きに対抗し
て、水平的なネットワークをめざす。小分断の克服のインパクトを水平的に波及させる。東アジアの
市民、批判的知識人、平和研究者が越境的・水平的に横につながる必要性。
・ 台湾のひまわり学生運動、香港の雨傘運動、韓国の朴槿恵政権への抵抗運動、沖縄の反基地運動等、
「周辺」における民主化・権力の抑制を追求する動きの重要性。日本の平和憲法・立憲主義擁護の運
動もこれらの運動とつながってくる。
（３）立憲主義
・ 東アジアにおいて立憲主義（人権保障、法の支配）と民主主義を追求する努力の重要性。立憲主義・
民主主義を東アジア全域において追求する努力が東アジア平和への努力である。それは〈帝国〉の暴
力を抑制する努力である。
・ 「永続的な平和は、終局的には、立憲主義の理念、すなわち、正義と理性に基かなければならないの
です」 樋口陽一名誉会長による「国際憲法学会世界大会開会挨拶」
（2018 年 6 月 18 日、ソウル・成
均館大学）
。
参考文献
子安宣邦『帝国か民主か━━中国と東アジア問題』社会評論社、2015 年
竹内好『日本とアジア』筑摩書房、1966 年、ちくま学芸文庫、1993 年
日本平和学会編『東アジアの平和の再創造［平和研究第 46 号］
』早稲田大学出版部、2016 年
白永瑞著／趙慶喜監訳／中島隆博解説『共生への道と核心現場━━実践課題としての東アジア』法政大学
出版局、2016 年
樋口陽一「人権の普遍性と文化の多元性━━批判的普遍主義の擁護」
『憲法 近代知の復権へ』東京大学出
版会、2002 年、平凡社、2013 年
樋口陽一「国際憲法学会世界大会開会挨拶」
『憲法研究』3 号、信山社、2018 年 11 月
Louise Diamond and John McDonald, Multi-Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace, Third
Edition, West Hartford, Connecticut, Kumarian Press, 1996
Martin Jacques, When China Rules the World: The End of the Western World and the Birth of a New
Global Order, Second Edition, Penguin Books, 2012
（マーティン・ジェイクス著／松下幸子訳『中国が世界をリードするとき━━西洋世界の終焉と新たなグ
ローバル秩序の始まり（上・下）
』NTT 出版、2014 年）
Brantly Womack, Asymmetry and China’s Tributary System, Chinese Journal of International Politics
Vol.5, 2012
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【部会 2】
日中平和学の可能性」に関する一考察
――第 1 分科会「日本の歴史修正主義の問題について」をふまえて――
加治宏基（愛知大学）

1

3 度目の日中平和学対話がめざしたもの

第 2 回対話後に共有された問題意識
日中両国の平和研究者は、日中独自の／東アジア発の平和学の知的共有財（日中平和学という「共通言語」
）
をいかに協創するのか。
→ 第 3 回日中平和学対話「東アジア新時代の展望――日中平和学の可能性」

2

第 1 分科会「日本の歴史修正主義の問題について」の論点

蘇智良報告「日本の歴史修正主義の問題について――“慰安婦”問題を中心として」
①日本の歴史修正主義は、保守政治家と右翼学者、ジャーナリストら知識人が育み大衆化を推進
②一時的にであれ日本の教科書記述から封殺された“慰安婦”（=性奴隷）制度の「従軍性」を史料により検
証
→ 日本社会における「慰安婦」問題に関する認識後退を懸念
この議論のなかで日本のリベラル平和研究者は不在？

加治宏基報告「日本の修正主義と日中平和学対話――歴史認識と国際認識をめぐる修正主義を“修正”するた
めに」
①歴史認識問題を日中／日韓などのバイラテラルな関係性に矮小化（日本と旧連合国との相反構造を捨象）
②日本政府は、安全保障関連法の必要根拠を「安全保障環境の変化」とする一方で、尖閣諸島については
「領有権の問題はそもそも存在しません」との見解に拘泥
→ 日本のリベラル平和研究者たる省察を起点としたが・・・

3

第 3 回日中平和学対話でみえてきたこと――ともに“平和学する”ために

修正主義の大衆化を助長した／抑止しえなかった主体としての自省的ベクトルを醸成し、それを所与とし
た分析枠組の必要性
→

例えば、自らの社会にひろがる修正主義を定位、その大衆化プロセスやダイナミズムに関する研究：

日中対話の平和学プラットフォームの可能性

参考文献
「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」法律第 76
号（通称：平和安全法制整備法）
（2015 年 9 月 30 日）
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「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」
法律第 77 号（通称：国際平和支援法）
（2015 年 9 月 30 日）
閣議決定（2014 年 7 月 1 日）
「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備に
ついて」
安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会（2014 年 5 月 15 日提出）
「安全保障の法的基盤の再構築に関
する懇談会」報告書
酒井直樹（2017）
『ひきこもりの国民主義』岩波書店
清水奈名子・竹峰誠一郎・加治宏基（2017）
「「戦後」再論――その多元性について」愛知大学現代中国学会
編『中国 21』Vol.45，東方書店
『毎日新聞』
「学習指導要領改定案 「固有の領土」明記

小中学校、竹島と尖閣諸島」2017 年 2 月 15 日

U.S. welcomes Japan's enactment of new security legislation, The Japan Times, Sep. 19, 2015.
中国外交部ウェブサイト「中国外交部発言人洪磊就日本国会表決通過新安保法案答記者問」
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjdt_674879/fyrbt_674889/t1298011.shtml

（2018 年 12 月 20 日）

内閣官房領土・主権対策企画調整室ウェブサイト「発達段階に応じた領土に関する教育」
https://www.cas.go.jp/jp/ryodo/torikumi/mext.html

（2018 年 12 月 13 日）

日本国外務省ウェブサイト「日本の領土をめぐる情勢」
「尖閣諸島」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/index.html
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（2018 月 9 月 10 日）

①「平和学の方法と実践」分科会
ガルトゥング平和学の刷新ポイントはどこか？
―惑星平和学の時空論的展開のための試論―
創価大学
前田 幸男
キーワード：ヨハン・ガルトゥング、構造的暴力、緩慢な暴力、遅行性、垂直性、惑星平和学

はじめに―ヨハン・ガルトゥング「構造的暴力」概念の限界
本報告では平和学の父と呼ばれるヨハン・ガルトゥングが提示した基本概念である暴力の 3 類型（直接
的・構造的・文化的）の中で中核を担っている「構造的暴力」概念の限界を指摘した上で、別の分析視角
を提案する。この構造的暴力の概念には、1960 年代に世界を席巻した構造主義思想の含意がついてまわる。
ガルトゥングの議論は「平和とは関係性である」として、主体間の関係性についてのカップリングの考察
をするところに特徴の一つがある。構造的暴力の概念に対して、その初期からすでに批判がされてきた一
方で(武者小路 1975)、アクター間に存在する直接的暴力と構造的暴力は、様々なヴァリエーションに分類
されており(Galtung 2013)、諸暴力との関係の中で平和のあり方を理解する上では有用性があった。ただ
し、これまでのガルトゥングの暴力の 3 類型や消極的／積極的平和のフレームワークは、主に人間(個人で
あれ集団であれ)の間の紛争解決に焦点が当てられていることがほとんどだった。言い換えれば、こうした
問題設定下では、ヒトと非ヒトとの平和的関係性の構築という論点は、後景に退いていたことを意味する。

1.「緩慢な暴力(slow violence)」とは何か
上記を踏まえた上での本報告の目的は「なぜ構造的暴力の概念では、ヒトがヒト以外の生命やモノに対
して振るう暴力がどのような推移の中で、不可逆的な暴力へと練り上げられていくのかについての掘り下
げた検討と理論化が十分にできないのか」を示すことにある。近年のポスト・ヒューマンの一大潮流の中
(Cf. Braidotti 2013)で、ヒトとヒトのみならず、ヒトとヒト以外の存在との共生的関係を平和学という研
究領域において考えるためには、その射程を広げる形でのアップデートを避けることは不可能だといえる。
そこで本報告では、人間が、他の人間・動植物・自然に対してどのような暴力を与えてきたのかを理解
するために、
「構造的暴力」概念ではなく、ロブ・ニクソンの「緩慢な暴力」(Nixon 2011)のフレームワー
クを採用する。
「緩慢な暴力」を強調することで、見えない暴力だけでなく時間の経過によって根本原因と
はかけ離れた暴力を生み出すような見えない変化によっても提示される困難やジレンマに目を向けること
ができる。ここで対象となりうる事象としては、例えば、チェルノブイリややフクシマ事故後の放射能の
蓄積と拡散・メキシコ湾原油流出事故のような深刻な環境負荷・ネオニコチノイド系化学物質の使用によ
るミツバチの大量死、マイクロプラスチックの海洋への堆積による生物種の絶滅の危機、そしてもちろん
温室効果ガスの大気中濃度の上昇によって付随する諸危機といった諸問題がある。この「緩慢な暴力」と
いう概念により、近年経験している地質学的認識における根源的な変化にも、またどんなにわずかな変化
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であっても、時間の技術的経験の変化という視角からも対応が可能になる。

3. 人類による化石燃料の抽出がもたらした時空認識の修正
上記のように、ロブ・ニクソンは「緩慢な暴力」の議論を通して、平和ならざる状況を炙り出すことを
提唱しながら、これまであまり注目されてこなかった「時間」にわれわれの注意を向けさせる。時間とい
うとき、そこでは人々の意識には上り難い些細な現象が、遅れつつも、深刻なダメージを与えるケースを
射程にいれてくる。しかし、彼が時間に注目したことは革新的だった一方で、緩慢な暴力というものが空
間的にも捉え返すべき側面がことは指摘しておかなければならない。それが「垂直性」である。
時間：遅効性を伴って発生する命に対する暴力をどう認識するか(遅行性)。
空間：人間の活動領域が縦に伸びたことで加わった新しい暴力をどう理解するか(垂直性)。
この 2 つの視角に依拠しながら、エネルギー創出に使用する天然資源(化石燃料)の採掘が生命にどのよう
な暴力を加えてきたのかについて、本報告ではサウジアラビアとナイジェリアのケースに注目することで、
問題の所在を明らかにし、平和学を惑星平和学として発展させるための試論を行う。

おわりに―マテリアルな状況変化というテーマに平和学はどう向き合うのか？
すでにローマ法王フランシスコ(2016)は回勅の中で、人間の共同体の中だけで諸問題を捉えないよう明
確な立場表明をしたことが象徴的であるが、世界の主要課題は「惑星とヒトの共生の問題」というフェー
ズへと向かい始めている。それとは対照的に、公害や核兵器をはじめとするテクノロジーと人間の関係性
に関する文理融合型テーマを得意とするはずの平和学の、惑星との平和的関係を切り結ぶための研究面で
の立ち遅れは注目に値する。惑星平和学化に向けた課題の指摘を通して、そのキャッチアップをはかりた
いが、その上で障壁となる要因があるとすれば何なのかを考える機会ともしたい。

参考文献
Agathangelou, Anna M. 2016. "Bruno Latour and Ecology Politics: Poetics of Failure and Denial in IR."

Millennium: Journal of International Studies 44(3): 321 –347.
Nixon, Rob 2011. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor (Cambridge, Mass: Harvard
University Press).
教皇フランシスコ 2016.『回勅

ラウダート・シ―ともに暮らす家を大切に』カトリック中央協議会

武者小路公秀 1975.「国際学習過程としての平和研究－新しいメタ・パラダイムの提唱」
、日本国際政治学
会編『国際政治』54 号
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②「憲法と平和」分科会
朝鮮半島の平和への動き――2019平昌グローバル平和フォーラム参加報告
立命館大学国際地域研究所客員協力研究員・立命館大学国際関係学部授業担当講師
申 鉉旿（シン・ヒョンオ）
キーワード：平昌平和フォーラム、人権と平和、韓国における平和権、2019平昌平和決議案

I. 平昌平和フォーラムの趣旨について：「平昌で世界と共に平和を構想する」
1．平昌平和精神の世界化
・2018年は、朝鮮半島の現代史において、恒久的な平和定着のための歴史的転換の時であった。平昌冬季
オリンピックは、その転換の出発点であった。
・2019平昌平和フォーラムは、世界の平和運動団体の代表、市民が集まって、朝鮮半島と世界平和のロー
ドマップを討論する場である。朝鮮半島の分断は冷戦の結果であるので、分断を克服する平和は、世界と
共に呼吸しながらつくられねばならない。

2. スポーツを通した平和
・2019平昌平和フォーラムは、平昌から始まった朝鮮半島における平和の気運がアジアを乗り越えて世界
に拡散し、再び朝鮮半島に戻ってきて朝鮮半島に恒久的な平和体制が定着されるようにする大長征の出発
点である。2019平昌平和フォーラムは、スポーツを通した平和実現というオリンピック精神を昇華させる
市民のグローバルフォーラムである。この精神は、2020東京夏季オリンピック、2022北京冬季オリンピッ
ク、そして、2032ソウル・平壌オリンピック誘致につながり、市民がつくる平和を導くものである。

3．ハーグ平和アピール20周年
・2019平昌平和フォーラムは、1999年に開かれたハーグ平和アピール20周年に開かれる特別なグローバル
平和フォーラムである。ハーグ平和アピールは、1899年のハーグ万国平和会議100周年の会議であった。
☛全世界で約1万人の平和活動家が世界平和の首都、オランダ・ハーグに集まって「ハーグ・アジェンダ」
採択。（Hague Agenda for Peace and Justice for the 21st Century）

4．平昌平和アジェンダ（PCAP）2030
・平昌平和フォーラムはこの伝統を引き継いで、平昌平和アジェンダ（PyeongChang Agenda for Peace,
PCAP）2030を採択し、実践しようとしている。2019年2月、平昌で基本的な枠組みを採択し、1年間国際
的に地域と主題別後続議論を通して、2020年の平昌平和フォーラムで正式に平昌平和アジェンダ2030を採
択しようとしている。
・2020年は世界の冷戦の起点である朝鮮戦争70周年でもある。平昌平和フォーラムの最終成果文書である
平昌平和アジェンダ2030は、今後の10年間（2020～2030）の世界の平和運動の共同行動アジェンダの役
割を果たすであろう。

5．平和と持続可能な開発目標（SDGs）
・平昌平和アジェンダ2030は、国連が採択した平和・安全保障に関する様々な規範とアジェンダを各国で
実践し、2015年に国連総会が採択した持続可能な開発目標（SDGs）との有機的・統合的連携を通してシ
ナジー効果を追求する市民社会主導の平和実践計画である。

II. 平昌平和フォーラムの特徴
平昌オリンピック平和遺産継承事業
朝鮮半島とアジアの恒久的な平和ロードマップ

国連・持続可能発展目標（SDGs）と平和の連携
ハーグ平和アピール（HAP）20周年
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III. 主要テーマと小テーマ
主題

分科会と小テーマ

1．平和と軍縮

2.1．国連事務総長軍縮アジェンダ
3.1. 国連軍縮条約
4.1．対人地雷と不発弾

2．平和・貧困と持続可能な開発目標（SDGｓ）

2.2. 国連－世界銀行「平和のための道」
3.2．国連・持続可能な開発目標（SDG）+16
4.2. 世界市民教育と平和教育（SDG細部目標4.7）
2.3. 軍事基地と環境および社会紛争

3．平和・経済および生態系とスポーツ

3.3. 軍産複合体と企業の役割
4.3. スポーツと平和および環境
4．平和・ジェンダーおよび青年と宗教

2.4. 青年、平和と安全保障
3.4．女性、平和と安全保障
4.4．難民、移住と武力紛争
2.5. 人権－人道主義－平和連携

5. 平和と人権と人道主義

3.5．転換期定義と国際司法裁判所（ICJ）
4.5. 制裁と人権および人道主義
6．朝鮮半島とアジア平和および国連

2.6. 南北協力と朝鮮半島平和
3.6．アジアの平和体制構築
4.6．国連改革と平和促進
4.7．宗教間協力と平和

特別主題：宗教間協力と平和

IV. 報告したセッションについて
1．セッションの主題：セッション4.5．人権と平和の連携―「平和権」の実現方法
2．セッションの背景および目的
・国連総会は2018年9月21日、国際平和の日の主題であった平和権宣言を2016年に採択した。これに国連
と世界銀行は、ともに「平和のための道」という影響力のある報告書を2018年に発刊した。この報告書は、
紛争と予防措置に関する総合的な理解の重要性を強調している。平和権は、軍事化している状況、紛争が
ある状況のすべてにとって重要である。これは、人権と平和、教育、軍役務中の人権、紛争の潜在的可能
性、紛争予防の方法等をつなぐ有用な道具になることができる。
・このセッションでは、平昌平和アジェンダ（PCAP）2030に含まれる実践課題を発展させるために、以
下のような問について議論した。
② 国連の平和権宣言（2016）に対する批判的な評価－重要度、欠点など。
②平和権と国連・世界銀行の報告書「平和のための道」との連結性および含意模索
③平和権のための共同実践課題

3．共催団体：Peace MOMO、参与連帯平和軍縮センター
4．パネルの出身および所属
・Peace MOMO (Korea), Camp for Peace Liberia, PNND Czech, A Healing Centre for Victims of
Torture and State Terror (Korea), World Without War (Korea)

V. 報告した内容について（要約）
1．現行大韓民国憲法における平和条項と平和権
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（1）類型1：侵略的戦争放棄と専守防衛（個別的自衛権）
（2）構造
1987年に改正された現行大韓民国憲法は、前文で国際平和主義を標榜し、第5条で侵略戦争の放棄を規
定している。国軍を規定しているが、その使命を国土防衛にするということを宣言したので、専守防衛型
であるともいえる。これは、1948年の初代大韓民国憲法制定時から基本的に変わらず、継続されている。
ただし、軍人がクーデターを起こすなど、政治に関与した事例が多いので、現行大韓民国憲法からは軍人
の政治的中立性を明文化した2。

2．平和権実現の主要争点と限界
（1）軍事基地問題（平澤米軍基地および済州海軍基地）
（2）米韓軍事共同訓練に関する問題
（3）良心的兵役拒否に関する問題
・憲法裁判所における2018年判決：良心的兵役拒否（代替役務制度）を認める。
☛兵役の種類を定めた兵役法関連条項に「代替役務」が含まれていないのは「憲法不合致」である。2019
年12月31日までに「立法改善」をしなければならない。

（4）限界3
・憲法内在的問題：領土条項（第3条）と平和統一条項（第4条）、良心の自由（第19条）と国防の義務（第
39条）☛自由民主的民主主義（Liberal Democracy）と自由な民主主義（Free Democracy）
・米韓相互防衛条約と関連する問題：国土防衛のための国軍（第5条）vs集団的自衛権行使（条約第2条）
・法制度的問題：国家保安法（第2条：反国家団体、第7条：賛美＆鼓舞）、兵役法（第88条）
☛第19条・20条・21条：思想・良心の自由、言論・出版・集会・結社の自由、表現の自由等と対立。

3．論点：大韓民国憲法内における「二つの法体系」

領土（朝鮮半島全体）、

侵略的戦争否定

自由民主的平和統一、

平和的生存権
良心的兵役拒否

矛盾・対立

条約＝国内法
国防の義務

思想・良心の自由

（国家の安全保障）

（基本的人権）

出典：報告者作成

1

深瀬忠一『戦争放棄と平和的生存権』岩波書店（1987）150～169 頁。

2

李京柱「韓国憲法と平和主義－構造と内容」立命館大学平和主義研究会 2016 年度第 3 回、2017 年 1 月 21 日報告資料

から抜粋。
3

同上。
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VI. 朝鮮半島と東北アジアにおける持続的な平和決議案：フォーラム成果文書
1．我々は韓国と北朝鮮、そして、その他の利害当事国が即時朝鮮戦争の終戦宣言と平和協定の交渉および
締結を求める。
2．我々は2019年2月27日～28日にベトナムで開催される米朝首脳会談において、両国首脳が朝鮮戦争の終
戦を明らかに宣言し、平和協定の協議を始めるきっかけを作り出すことを求める。また、今回の首脳会談
では、南北首脳による2018年の板門店宣言と平壌共同宣言、そして、シンガポール米朝共同声明で合意さ
れた事項の具体的後続措置に合意するべきであり、今後の平和協定の締結日程を提示するべきである。
3．我々は既存の国際的軍縮条約と核兵器禁止条約の適用が東北アジアの持続的平和の基盤であることを確
認する。我々は地域の非核化と世界の非核化のための具体的な措置をとることを訴える。また、東北アジ
ア諸国は、東北アジアを非核地帯に指定し、域内信頼構築と安全保障に大きく寄与するべきである。
4．朝鮮戦争の終結と平和協定締結は、南北の市民が国際社会と国連等の多国間機構に全的に参加するきっ
かけになるだろう。また、南北の市民は平和プロセスを通して、持続可能な開発目標（SDGs）を達成する
べきである。両政府と市民は、人権と民主主義、人間安全保障と性平等などの普遍的規範と原則にねざし、
人権、民主主義、人道主義および社会経済的発展分野で包括的地域協力を推進しなければならない。
5．東北アジアでこのような包括的平和・開発協力が必要である。このためには、政府と非政府分野すべて
において、地域、国家、国際機構間の緊密な協力が必要である。
6．朝鮮半島における平和プロセスは、権力闘争と軍備競争が危険水位に上昇している東北アジアに拡大さ
れなければならない。域内すべての当事国は、権力政治を即時に終わらせ、同時に国連憲章と国際法およ
び国際規範に基づいて大量破壊兵器、通常兵器、新兵器技術の三つの分野において、軍縮交渉に着手する
べきである。我々はまた、対北制裁を解除し、軍事訓練の中断を持続するなど、信頼構築措置を履行する
ことを求める。
7．朝鮮半島の平和プロセスと並行し、東北アジアで徐々に増えている軍事的緊張と衝突を軽減、解決する
ために、東北アジア地域の平和協力体制を構築しなければならない。
8．域内すべての当事国は、安全保障と軍事の領域において、透明性と文民統制を保障しなければならず、
領土紛争の解決において、脅威と武力の使用およびそのような試みを即時中断しなければならない。さら
に、国家間競争を人間安全保障優先の地域協力に変えなければならない。
9．持続的平和を保障するためには、青年と女性の参加と市民社会の完全で意味のある参加が必須である。
平昌平和アジェンダ（PCAP）2030、武力紛争予防のためのグローバル・パートナーシップ（GPPAC）、
ウランバートル・プロセス（UBP）、朝鮮半島平和協定締結および戦争終結のための女性運動のような市
民平和外交は持続・拡大されなければならない。
10、我々は、オリンピックのような大規模な行事が地域社会と緊密に協力し、また、その社会的・環境的
影響を考慮しながら推進されなければならないことを思い出しながら、スポーツを通してスポーツ人と共
に東北アジアと世界で平和と外交を持続的に増進しなければならない。
11．東北アジアの全ての当事国は市民平和外交を支援しなければならない。また、我々は議会の議員、地
方自治体の首長、および多様な分野での公共外交と市民平和外交間に緊密な協力を求める。我々は平和教
育の進展と世界市民の文化および包容的所属感と共に、文化芸術および言論が平和プロセスに及ぼす影響
を強調する。

*2019平昌グローバル平和フォーラムのWeb Site（英語および韓国語）
http://www.pgpf.kr/portal/index?siteLang=en
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③「植民地主義と平和」分科会
除染作業に従事させられた技能実習生
全統一労働組合書記長
佐々木史朗

はじめに
東日本大震災による福島第一原発事故は、福間県内と近隣各県に広範囲な放射能汚染を引き起こした。
事故から８年を経過した今も、除染処理がすすまず高線量に汚染されたままの地域が存在する。また、一
時的に貯蔵された汚染土の再分別や移設などの除染作業は今後も継続される。除染作業は、放射線被ばく
の危険を伴う作業であることから、厚生労働省により「除染電離則」
（東日本大震災により生じた放射性物
質により生じた土壌等を除染する作業等に係わる電離放射線障害防止規則）が定められ、健康被害を防ぐ
ための安全対策が求められている。この除染作業に、ベトナム人技能実習生が従事させられるという事件
が発覚した。日本の先進的技術を海外に移転することを目的とした国際貢献事業と喧伝されている技能実
習制度で、被ばく労働が行われていたとの報道は、海外でも大きく報道された。全統一労働組合が取り組
んだ２件の事例は、技能実習制度の歪んだ実態、技能実習生に対する深刻な人権侵害の事実を、あらため
て浮き彫りにしている。

1．岩手県の建設会社（事例１）
岩手県盛岡市の建設会社で働いたベトナム人技能実習生の例。契約した職種は「建設機械・解体・土木」
だが、実際の作業の多くは郡山市内などの除染作業だった。除染電離則で必須とされた特別教育は行われ
ず、放射線に対する基礎知識も教えられなかった。また、高線量のため立ち入りが禁止されていた飯舘村
や川俣町山木屋地区の被災建物解体工事にも従事したが、環境省から支給されるはずの特別手当（6600 円）
のうち、2000 円しか渡されなかった。被ばく線量を記録した放射線管理手帳も本人には交付されず、そも
そも作業が危険であることも知らされていなかった。事件は２０１８年３月６日付の日本経済新聞で報道
され、ベトナム国内にも衝撃を与えた。

２．除染作業禁止を通達
岩手の建設会社の事件は、大きな反響を呼び、国会でも追及がなされた。事態を受けて、２０１８年３
月１４日、法務省・厚労省・技能実習機構は「技能実習制度における除染等の業務について」を公表し、
「除染等業務は、一般的に海外で行われる業務ではないこと」、「放射線被ばくへの対策が必要な環境は、
技能修得のための実習に専念できる環境とは言い難いこと」から、「技能実習の趣旨にはそぐわない」と
通知した。さらに、政府はこの通知の内容を閣議決定し、ベトナムなど送出し国に対しても、技能実習制
度と除染作業を切り離すことを表明した。
３．福島県の建設会社（事例２）
福島県郡山市の建設会社で働くベトナム人技能実習生３人の例。技能実習生の除染問題が大きく報道さ
れ、自分たちの作業も除染であることを知った。３人は「鉄筋施行」
「型枠施行」の職種で契約したが、実
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際には技術習得の機会はほとんど与えられず、郡山市と本宮市の住宅や山林の除染作業、さらに当時は住
民の立ち入りが禁止されていた浪江町（福島第一原発の近隣）での配管作業等に従事させられた。彼らに
も除染電離則が求める特別教育は実施されず、危険な作業とは知られていなかった。全統一労働組合に相
談し、会社と団体交渉が行われたが、会社は浪江町での作業の詳細を開示せず、謝罪も補償も拒否するな
ど不誠実な対応に終始したため、東京都労働委員会において不当労働行為の調査がすすめられている。

４．法務省、技能実習機構による調査結果
技能実習生の除染作業禁止の通達が出された後、法務省出入国管理局と外国人技能実習機構により、除
染作業に関する実態調査が行われ、２０１８年１０月１９日、調査結果が公表された。法務省地方入管局
は５７５社を調査した結果、岩手の建設会社を５年間の受入停止、郡山の建設会社を３年間の受入停止、
その他２社に注意等の処分とした。技能実習機構は４４３社を調査したが、除染作業は認められなかった、
とした。受入停止処分を受けた２社とも、全統一労働組合が取り組んだ事例である。それ以外には無かっ
たのか？ 実は、法務省の調査は、
「汚染特別地域等」に所在する建設関係職種の企業が対象であり、東京
都や他地域の建設会社は最初から除外されている。また、外国人技能実習機構の調査は、技能実習法が施
行された２０１７年１１月以降の管轄企業に限定したものであり、どちらも事故後の除染作業の全体を包
括するものではない。はたして意味のある調査と言えるのだろうか？
５．新たな課題

特定技能と廃炉作業

技能移転、国際貢献の建前とは裏腹に、一手不足の解消、単純労働受入の手段として機能させられてき
た技能実習制度に替わるものとして、新たに「特定技能」が制度化された。新制度では、除染作業にとど
まらず、原発構内の廃炉作業等にも、外国人労働者を投入することが明らなった。２０１９年３月２０日
に「特定技能運営要領」が公表され、
「建設分野の受入基準」では、
「同じ特定技能所属機関に雇用され，
特定技能外国人と同様の業務に従事する他の技能者が従事している場合，特定技能外国人に同程度の範囲
内で従事させることは差し支えありません」として、除染作業等の被ばく労働を容認し、東京電力も直ち
に福島原発の廃炉作業をはじめ各地の原発で特定技能労働者を導入すると公表した。だが、特定技能の要
件であるN4レベルの日本語能力で、はたして安全教育が可能なのか？
か？ そもそも、帰国後の健康フォローに誰が責任を負うのか？

現場の作業指示が徹底されるの

技能実習制度における除染作業禁止の

たがが外され、さらに大きな問題が浮上している。多文化共生社会が現実のものとなるなかで、外国人労
働者の人権をめぐる課題に、社会全体が直面している。
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④「軍縮・安全保障」分科会
日本における徴兵忌避と兵役拒否
京都女子大学
市川 ひろみ
キーワード：徴兵忌避、兵役拒否、徴兵制、徴兵逃れ、個人と国家
はじめに
日本では、憲法制定の 16 年前の 1873 年（明治 6 年）に徴兵制導入された。徴兵制は西欧では主権者で
ある国民による軍隊として登場したが、日本では、人々は国民としてではなく臣民として天皇の軍隊での
役務が義務づけられた。人々には主権者であるという意識も、国家は、国民を個人として尊重するべきで
あるという意識もなかった。それでもなお、多くの人々は徴兵されることを拒んだ。徴兵忌避者と兵役拒
否者である。本報告では、平和研究の観点から、彼らの行為をどのように評価できるのか問題提起したい。

1．徴兵を忌避した人々
徴兵忌避者とは、合法・非合法の手段によって兵役に就くことを回避した人々である。徴兵制が導入さ
れた初期には、免役条項を利用して、多くの人々が戸籍登録をごまかしたり、養子縁組をしたり、徴兵制
がまだ適用されていなかった北海道に送籍するなどの合法的な方法で徴兵に応じなかった。そのような免
役制度が廃止されると、人々は命がけで徴兵忌避を試みるようになった。徴兵検査で不合格になることを
狙って、極端に体重を減らす、大量の醤油を検査直前に飲み高血圧を装う、右手人差し指を切り落とすな
どが一般的な方法であった。
「姿を消した」ケースも決して少なくはなかった。しかし、これらの方法は肉
体的にも法的にも危険であった。彼らは、自らの信ずるところを主張しなかったが、国が強制する義務を
拒否した。

2．兵役を拒否した人々
徴兵制の下での兵役拒否は、国民である個人が、自らの信仰・信念に従って、国家が求める軍隊での役
務を拒否する行為である。日本において、兵役を拒否した人は極少数で、全員がキリスト教（無教会派・
灯台社）の信者であった。彼らは、厳罰に処されることを覚悟していたが、処刑された人はない。当時の
日本社会では、国家の課す義務を拒否する個人がいるとは思いもよらないことであり、彼らの存在に軍当
局が動揺した様子を見て取ることができる。キリスト者にとっても、天皇制の下での国家に個人として対
峙することは、困難であった。日本におけるキリスト教的平和主義に影響力の大きかった内村鑑三（1861
－1930）は、キリスト者は二つの J（Japan と Jesus）に従うべきであり、国家の命令に服従して戦場に赴
き、敵に対して抵抗することなく死を遂げるべきだと説いた。学徒兵として中国大陸に遣されていた渡部
良二（1922-？）は、初年兵 49 人のうち一人、捕虜殺害命令を拒否した。

3．戦後も顧みられなかった徴兵忌避者と兵役拒否者
徴兵を忌避した人の中には、たとえそれが合法的な手段であったとしても、あるいは命がけの試みであ
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ったとしても後ろめたさを感じつづけた人もあった。多くの忌避者が自らの行いについて証言しようとし
なかった。自らの信仰に基づき「堂々と」兵役を拒否した人々も、卑怯者と批判され、苛烈な弾圧の対象
ともなった。

おわりに
日本では、社会主義者も、非戦論・反戦論者も、キリスト教指導者でさえも、国民は軍隊での義務を果
たすべきだとして徴兵忌避者・兵役拒否者を支持することはなかった。戦後も、戦争放棄の憲法の下、徴
兵忌避者・兵役拒否者が顧みられることはなかった。しかしながら、彼らの行いは、臣民として位置づけ
られていた人々による国家のあり方を問う行いとして捉えることができる。

参考文献
阿部知二『良心的兵役拒否の思想』岩波書店、1969 年
生田目靖志「明治初中期における徴兵忌避の実態－常備兵免役概則をめぐって－」地方史研究協議会編『茨
城県の思想・文化の歴史的基盤』雄山閣出版、1978 年
イシガ・オサム『神の平和－兵役拒否をこえて－』日本図書センター、1992 年
伊藤貴雄「思想としての兵役拒否―近代国家思想に関する一つの試論―」
『東洋哲学研究所紀要』19 号、
2003 年、222－255 頁
一ノ瀬俊也『明治・大正・昭和 軍隊マニュアル－人はなぜ戦場に行ったのか』光文社、2004 年
稲垣真美『良心的兵役拒否の潮流』社会批評社、2002 年
内村鑑三「戦時に於ける非戦論者の態度」
『聖書之研究』第 51 号、50～59 頁
「余が非戦論者となりし由来」
『聖書之研究』第 56 号、53～57 頁
「非戦主義者の戦死」
『聖書之研究』第 56 号、60～62 頁
大江志乃夫『徴兵制』岩波書店、1981 年
笠原芳光「良心的服従拒否を考える」
『思想の科学』155 号、1992 年、4～11 頁
加藤陽子『徴兵制と近代日本』吉川弘文館、1996 年
菊池邦作『徴兵忌避の研究』立風書房、1977 年
北御門二郎『ある徴兵拒否者の歩み－トルストイに導かれて－』地の塩書房、1999 年
佐々木陽子「日本における徴兵忌避を問うことの今日的意義」
『年報社会学論集』2004 年、36-47 頁。
佐々木陽子編著『兵役拒否』青弓社、2004 年
鈴木範久『最初の良心的兵役拒否－矢部喜好平和文集－』教文館、1996 年
鈴木正彦『リベラリズムと市民的不服従』慶應義塾大学出版会、2008 年
津山千恵『戦争と聖書－兵役を拒否した燈台社の人々と明石順三』三一書房、1988 年
寺島俊穂『市民的不服従』風行社、2004 年
福地曠昭『命まさい－徴兵を忌避した沖縄人』那覇出版社、1987 年
藤田若雄他『キリストの証人たち－抵抗に生きる 1』日本基督教団出版局、1974 年
ぶな葉一『北御門二郎 魂の自由を求めてトルストイに魅せられた良心的兵役拒否者』銀の鈴社、2014 年
松下芳男『三代反戦運動史』くろしお出版 1960 年
山本泰次郎『内村鑑三とひとりの弟子－斉藤宗次郎あての書簡による－』教文館、1981 年

24

④「軍縮・安全保障」分科会
The Paradox of the Japanese Politics of Memory
The University of Tokyo (Graduate Student)
Wrobel Marcin

Keywords: memory, history issues, comfort women, security, World War II
Introduction
Despite its primary focus on domestic affairs, politics of memory in any country is strongly influencing a
global audience. States by authorizing either heroic, victimhood or war-crime narrative are able to shape their politics
of memory in a certain way.
I argue that in the case of Japan building coherent narration is difficult and results in wars over history,
mainly because of contradicting historical experiences. Focusing only on positive aspects of the history or selected
victimhood creates controversies overseas, especially in both Koreas and China. On the other hand, war crime
narrative is unacceptable for the domestic audience, especially political right. This results in a paradox situation
where it is impossible to achieve acceptable politics of memory for all the concerned parties. Such a situation is
seriously damaging Japanese reputation abroad. I present two empirical cases to support my argument: Yasukuni
shrine visit by PM Abe Shinzo and protest against comfort women statues.

1. The politics of memory
A great amount of research on the Japanese politics of memory can be found, especially after events
which changed the understanding of the past, such as Kono statement or Murayama apology. Variety of empirical
studies contrast with few examples of theoretical research related to the politics of memory. A definition which can
be shared among various scholars argues that it is praxis of the actors of memory related to making narration about
the past through media of memory (Luczewski, 2017). Such defined politics of memory is an integral part of the
strategic concern of every nation-state. Just like in the past countries were fighting for territory or economic benefits,
today another precious value is moral capital, such as reputation or prestige of a state.
In the simplified version of reality states can use three types of narrative, which constitute politics of
memory: heroic, victimhood and war-guilt. Heroic narrative emphasizes positive aspects regarding members of a
nation. It includes stories in which certain people played a positive role and brings positive moral value, such as pride
and honor. Victimhood narrative describes members of a nation as victims of certain evil such as war. Victims are
usually innocent and to emphasize this trait, images of women or children are often used. War guilt narrative
describes historical figures as guilty of certain crimes or actions. This kind of narrative is often accompanied by
various relativistic strategies, which in different ways tries to defend or justify such behavior.
2. The paradox
The states with a complex history, which brings a lot of material for several types of narrative are
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captured in a game without a satisfactory ending. Furthermore, balancing although rational in domestic politics, is
usually seen as a relativist strategy from the perspective of the former enemy. As a result, making politics of memory
by politicians brings more harm than good. I call this situation the paradox of the politics of memory, because no
matter which way will be chosen by a state, it will always be met with harsh criticism.
3. Case study: Abe Shinzo and Yasukuni shrine
Among various controversies among the history recognition in Japan, Yasukuni shrine visit seems to be
one of the most persistent and always involves a lot of emotions. Prime minister Abe Shinzo visited Yasukuni shrine
in 2013. At that time in order to avoid critique, he also offered a visit to Chinreisha (鎮霊社) to pray for the souls of
all the people who lost their lives in World War II. The above-mentioned paradox can explain why such a move failed
and why balancing strategy in case of Yasukuni shrine is not a plausible choice.
4. Case study: Protest over comfort women statues
Although the comfort women issue is permanently present in politics, the commemoration of comfort
women in the form of statue monument is rather new and started after 2011. The government of Japan for a long time
demanded removal of the statue in Seoul and other places for several reasons. The result of the Japanese protest
actually made things worse, as victims strongly rejected any demands. Moreover, the issue of the statue in San
Francisco was extensively reported in the media and atmosphere that Japan wants to hide the problem was observable.
The paradox of the Japanese politics of memory again can explain this failure.
5. Alternative?
I argue that rather than adopting a balancing strategy in the politics of memory, in the case of Japan
because of a different attitude to historical experiences, building coherent narration of history is difficult. Therefore, it
is better to consider whether there is a necessity to conduct the politics of history in the first place in its present shape.
Depoliticization of current problems can resolve the most important issues, directly influencing Japanese reputation
overseas.
6. References (partial list)
Berger, Thomas 2012. War Guilt and World Politics after World War II. (New York: Cambridge University Press).
Dafoe Allan, Jonathan Renshon, and Paul Huth. 2014. Reputation and Status as Motives for War. Annual Review of
Political Science 17: 371-393.
Lind, Jennifer 2009. Apologies in International Politics. Security Studies 18: 517–56.
Luczewki, Maciej 2017. Kapital moralny: Polityki historyczne w poznej nowoczesnosci.
[The Moral capital: Politics of memory in late modern times]. (Warszawa: Osrodek Mysli Politycznej).
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⑤「環境・平和」分科会
ベトナムの原発輸出計画の白紙撤回－文化と生活を守る先住民族チャム人の抵抗（仮題）
インラサラ（Inrasara.com主宰、チャム人作家、詩人、ジャーナリスト）
キーワード：先住民族、チャム人、原発輸出入、構造的差別、福島原発

ベトナム政府は 2016 年 11 月、ロシアと日本による原発建設計画を中止した。その理由は「財政難」と
言われるが、国内外におけるロビー活動や多様な形での言論活動や表現なども影響したと考えられる。チ
ュオン・タン・サン前国家主席は白紙撤回の理由として「国民、特に建設予定地の住民の心配が大きくな
った」と述べている（共同通信 2017.12.2）。
2009 年以降、両原発が計画されていたニントゥアン省は、2 世紀から 17 世紀にかけて東南アジアを代表
する海洋貿易を展開した先住民族チャム人が築いた「チャンパ王国」の最後の中心地があった地域で、現
在もその文化や歴史、遺跡が残る。チャム人の作家インラサラ氏は早くから原発建設に反対し、福島原発
事故後の 2012 年 4 月には小説「チェルノフニット（チェルノブイリとフクシマとニントゥアンの意味）」
を執筆するなど、原発の問題を指摘。同年 5 月、「原発輸出は非人道的である」とする日本政府への請願
書に、インラサラ氏ら多くのチャム人を含め 626 名が命がけで署名。相対的に貧しく、チャム人が多く暮
らす現地に、住民の意思を無視して強引に原発が建設されるという、福島や沖縄につながる「構造的差別」
に対するチャム人たちの危機感と、先住民族のチャム人たちが原発阻止に向けてどのように抵抗し、一党
独裁共産党政権のベトナム政府の政策決定にどのようなインパクトを与えたのか。日本からの原発輸入を
撤回させた成功事例を分析する。

インラサラ（61 歳）：多くのチャム人から信頼を得ている作家であり詩人であり、ジャーナリズム活動を
している有識者。原発計画が浮上した直後からチャム人の先頭に立って反対を唱え、一時は安全が脅かさ
れるような状況に置かれた。チャム語によりチャム人の文化や歴史、文学の発信と継承のため、多彩な表
現活動を行う。Inrasara.com 主宰。
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⑥「難民・強制移動民研究」分科会
中米における難民・強制移動民と平和学
富山大学人文学部
竹村 卓
キーワード：キャラバン、国際人道制度、周縁、中心、中米、人間の安全保障、平和学、平和学徒
昨2018年4月から本2019年5月現在まで、中米からの難民・（強制）移動民の流れは、「周縁」である中
米地域から、「中心」であるアメリカ合衆国（米国）へ向かうベクトル（いわゆる「キャラバン」）と、
同じ周縁にあるコスタリカに向かうベクトルとに大別できよう（青木：17－18・岡田）。
2018年10月中米ホンジュラスを発し、主に徒歩で米国を目指す人々＝キャラバンが、当初160名程度の
集団から瞬く間に数千人から数万人の規模に膨れ上がり、メキシコから米国との国境に迫った。11月中間
選挙の投票日が迫る中、米国トランプ大統領は、充分な対応をとれなかったホンジュラス・エルサルバド
ル・グアテマラの中米3か国に対し、援助の停止や大幅な減額で対抗する旨明らかにした。
周縁からの難民・強制移動民に対し、中心部においては様々な対応が見られる（池田）。特に中心側の
ポピュリズム的対応とその世界史的意味について、人間の安全保障の観点から明らかにした研究に、本学
会会員の佐藤幸男による先駆的な業績が存在する（佐藤）。本報告は周縁である中米における難民・強制
移動民が、今平和学と平和学徒に突きつけてくる問いかけの意味を、明らかにしようとする試みである。
1． 周縁＝中米から中心＝米国への移動：脅かされ続ける人間の安全保障
2016年11月「不法移民」排除を公約に掲げる共和党ドナルド・トランプの大統領当選が確実になって以
来（翌17年1月大統領就任）、米国国内にとどまらず、隣国メキシコや移民の主要な送り出し国である中米
各国においても大きな混乱を生み出してきている（水谷：4－8）。
従来中米諸国では、米国への移民からの仕送り送金即ち移転所得が国の経済を支えてきた。例えば2017
年の移転所得の総額と対GDP比はそれぞれ、エルサルバドルでは50億5400万米ドルと20．4％、ホンジュ
ラスでは43億3100万ドルと18．9％に上る（桑山：10、安永・藤城：21）。
米国内での合法・不法併せた移民人口は、エルサルバドル出身が約230万、ホンジュラス出身が約80万
とされる。ホンジュラスからの米国への移民は比較的最近の動向であり、2012年時点で米国在住ホンジュ
ラス出身者の半分以上が2000年以降に移住し、約4分の1は2006年以降に移住。ホンジュラス出身移民の
60％以上が不法移民であり、その数は2000年1月現在の16万人から2011年には38万人に増加、その間の増
加率は132％に及び、同時期の不法移民増加率では、グアテマラ出身者の82％やエルサルバドル出身者の
55％を大きく上回っている（United States Department of Homeland Security・田上）。
近年米国における中米出身不法移民の中で、大人に伴われない子ども達だけの不法入国者の増加が、大
きな社会問題としてクローズアップされて来た。その背景には中米において犯罪と暴力が蔓延し、日常的
に人間の安全保障が脅かされている状態がある。例えばエルサルバドルにおいては、2012年に人口10万人
当たりの殺人率は40名台に下落したものの、暴力による死者数が、1980年代の内戦中よりも内戦終了後の
方が多い、という状況は変わらない。その隣国ホンジュラスから伝えられる情報は、より深刻の度を増し
ている。人口10万人あたり殺人事件被害率は、米国への麻薬輸送ルート化とそれに伴う海外犯罪組織の進
出もあって、2011年・12年の両年90名を超え、「世界で最も殺人に遭遇しやすい国」となってしまった。
この犯罪の犠牲となるのは、第1に子どもたちであり、女性がそれに次ぐ。日常的に犯罪や暴力に巻き込ま
れる死傷者、特に幼小児の死傷者の増加は、目を覆うばかりであり、現地からは連日のように悲惨な状況
が報道され続けている。ホンジュラスに代表される中米地域において、人間の安全保障が日常絶えず脅か
され続けている。特に子どもと女性、そして老人という社会的弱者は、生命の危機に日々直面している。
人々は、文字通り生命を全うするため、生き残りをかけて自らの生まれ育った土地を離れて移動せざるを
得なくなる。せめてわが子の生命を守ろうと親たちが、地縁・血縁など様々な手段を使って国外に脱出さ
せた子どもたちの中で、米国までの移動途中で犯罪の犠牲など落命するものも、少なくない。移動中性犯
罪や人身取引といった脅威に曝され続けているのは女性たちも同様である（工藤2016、2018B：24－26・
田上・竹村・田中：35）。
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2． 周縁＝中米から準中心または準周縁＝メキシコへ
周縁である中米から移動してきた人々の中には、最終目的地であったはずの中心＝米国の手前、準中心
（または準周縁）であるメキシコに滞留する者も出てくる。メキシコ外務省は2004年に『メキシコ移民ガ
イド』という米国移民希望者向けの小冊子を刊行した（柴田：147－148、162－168）。しかし米国入国の
困難性などから、メキシコ現地のカトリック系団体などの手助けを得て、現地に定住し家族を再構成する
例も報告されている（浅倉：9）。現地で参与観察やインタヴューがなされたのは、2010年9月から12年9
月にかけてであり、研究で紹介された事例は牧歌的な感すら与えるものである。しかしそのメキシコにも、
日常的に人間の安全保障が脅かされるという、厳しい現実が存在している（工藤2017、2018B：26）。
3．周縁から周縁へ：コスタリカをめぐる難民・強制移動民
一方目をコスタリカに転じてみれば、情勢は一変して見えた。コスタリカから米国への移住民は、2000
年から2010年の間、68,558人から126,448人に増加したに過ぎない。GDPに占める移民からの移転所得も
僅かなものである（The World Bank）。コスタリカは憲法第31条により政治亡命を認め、国際的には難民
問題はじめ国際人権保障に熱心な国是で広く知られて来た。移民に関しても、建前では歓迎してきた。在
住外国人や移民の増加に伴い「白人国」の神話が根強かった国民意識にも変化が見られ、2015年1月には
憲法第1条を改正して、「コスタリカは、『多民族、多文化の』民主的、自由で独立した共和国である」と
多民族・多文化を国柄に加えた（足立2016・国本2016）。
国連開発計画UNDPの『人間開発報告2009』によれば、ニカラグアの対GDP比12.1％に及ぶ移転所得の
65％以上は、ラテンアメリカ・カリブ地域からのものである（UNDP）。その大半がコスタリカからの送
金であ
る事は、想像に難くない。ニカラグアからの移動者・移住者が増加するに従い「移民を歓迎する」という
建前「ではない」本音の言説がコスタリカ社会で表面化するようになってきていた(竹村・2009－2011年
科研費報告書：166）。
しかも2018年4月以降、ニカラグアにおけるオルテガ政権の国内弾圧から逃れた市民が、文字通り（避）
難民化し、コスタリカに大挙押しかけている。コスタリカ当局は国連難民高等弁務官事務所UNHCRなど
とも協力して、この新たな避難民とも向き合っている（足立2018・UNHCR2018・UNHCR/Villegas2018・
Alevado2018）。しかしコスタリカ市民によるニカラグア人蔑視の根は深く、2018年8月ついにニカラグア
市民に対するヘイト集会が開催され、一部警察との衝突も伝えられるに至った。しかし同時に移民差別に
抗議するカウンターデモも行われ、7名の元大統領が連名で移民差別非難の共同声明を発している（青木：
18）。
おわりに：平和学・平和学徒への問いかけ
本研究分科会責任者の小泉康一は「世界中で起きている避難の姿は変化し、これまで考えられてきた国
家、国境、移住、ネットワークについて、新しい思考法をもつことがせまられている。このことは、国連
システムを人の移動の視点から見る場合にも、当てはまる」
（小泉2018B：72）と指摘している。事実UNHCR
などからの強い警告と注意喚起を呼び、極めて不充分ながら、中米各国政府と米国・メキシコ両政府、各
種国際機関も2017年から2018年にかけて、複数回の会合を重ねて対策を協議している。しかしながら国際
関係における既存アクターの機能不全は明瞭である。生命の安全を求めて犯罪や貧困から、半ば強制的に
避難を余儀なくされている、これら移動するヒトたちを、既存のいかなる国際公法の規定も掬い上げる術
を持たない。本研究分科会責任者小泉が、指摘するように国際人権法をはじめ従来の国際人権レジューム・
国際人道制度は、機能不全を起こし崩壊しつつあるように、見える（小泉2018A：312－314・竹村）。
中米という“周縁”からの難民・強制移動民の現状は、見る者をして立ちすくむ思いすら抱かせる（報告
者もそういう思いを抱いた一人である）。この現状は小泉が指摘するように、国連システムや国際人道組
織にとどまらず「いかなる権力、いかなる対抗勢力、いかなる制度機関も、さまざまな出来事の推移に対
して有効な影響力を与えることが、もはや少しもできない」（アタリ：254）現実を可視化して私たちに突
きつけてくる。現在ほとんどすべての既存の制度やパラダイムが、問い直されている。もちろん平和学も
その例外ではありえない。周縁からの難民・強制移動民は、今、平和学と平和学徒とに鋭い問いを突きつ
けている。その問いに答えようとするのが、平和学と平和学徒に課せられた喫緊の責務である、と言える
だろう。
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http://www.unhcrwashington.org/sites/default/files/1_UAC_Children%20on%20the%20Run_Full%20R
eport.pdf (2014年7月9日付) (2015年11月5日報告者ダウンロード・確認)
UNHCR , “UNHCR steps up its response as thousands flee violence in Nicaragua”,31 July ,2018
http://www.unhcr.org/en-us/news/briefing/2018/7/5b601e4f4/unhcr-steps-its-response-thousands-flee-vi
olence-nicaragua.html?query=nicaragua（2018年9月11日報告者最終確認）
Laura Alevado “UN Refugee Agency Recognizes Costa Rica’s Efforts in Eradicating Statelessness”
Costa Rica News ,Oct.2.2018
https://cr/un-refugee-agency-recognizes-costa-ricas-efforts-in-eradicating-statelessness/76377/
(2018年10月5日報告者最終確認）
UNHCR/ Alexander Villegas,“Fleeing violence, Nicaraguans seek safety in Costa Rica”, (13 August
2018), The TICO Times, 15 August 2018 , This story was originally published by the UN Refugee
Agency.
http://www.ticotimes.net/2018/08/15/fleeing-violence-nicaraguans-seek-safety-in-costa-rica
（2018年9月11日報告者最終確認）
United Nations Development Programme , Human Development Report 2009
Overcoming barriers :Human mobility and development, UNDP,2010
United States Department of Homeland Security U.S. Customs and Border Protection, “Southwest
Border Unaccompanied Alien Children”
http://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-border-unaccompanied-children
(2015年11月5日筆者ダウンロード確認)
The World Bank, “ Personal remittances, received (% of GDP)”
http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS(2015年12月26日報告者ダウンロード確
認)
本報告は平成29－31（2017－2019）年度科学研究費補助金基盤研究（B）課題番号16H057000「東アジア
における重層的サブリージョンと新たな安全保障アーキテクチャー」
（研究代表：多賀秀敏）の研究成果の
一部である。
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⑦「公共性と平和」分科会
持続可能な消費と生産(SCP)アプローチの位相
― EU の「実験的」ガヴァナンスを中心に―

報告

渡邉智明（福岡工業大学）

＜目次＞
はじめに
1 「持続可能な消費と生産(SCP)」とは？
2

EU-Switch Asia プログラム

3

「実験的」ガヴァナンスとしての Switch-Asia

おわりに

はじめに
・ 21 世 紀の 国際 社会の 重要 な課 題の 1 つと して の、「 持続 な可 能な 生産 と消費」 (Sustainable
Consumption and Production: SCP)
・EU の Switch-Asia の試みの持つ、可能性と限界
・SCP は、これまでの環境政策、開発政策とはどのように異なるのか、消費主義、西欧化と
いう側面はないのか？

1 「持続可能な消費と生産(SCP)」とは？
＜SCP アプローチの歴史的展開＞
1992 年 リオサミット―アジェンダ 21・第 4 章「消費パターンの変更」
2002 年 ヨハネスブルクサミットの実施計画
2012 年 リオ＋20 にて、
「SCP に関する 10 年計画」(10YFP)が採択
⇒「持続可能な公共調達」
「消費者情報」
「エコツーリズム」
「持続可能なライフスタイルと教育」
「持
続可能な建設」
「持続可能な消費システム」の 6 つのプログラムの推進
2015 年

『持続可能な開発目標』(SDGs)の目標に「持続な可能な生産と消費パターンを確

立する」ことがうたわれる。
【ターゲットの例】
「2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食品廃棄物を半減させ、収穫後損失
などの生産・サプライチェーンにおける食品の損失を減少させる。
」
（12.1）
「国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する」
（12.7）
「持続可能な開発が雇用創出、地元の文化・産品の販促につながる持続可能な観光業にもた
らす影響のモニタリングツールを開発・導入する。
」(12.b)
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EU-Switch Asia プログラム

２

・欧州委員会―アジア（15 カ国）における消費者や中小企業、政策決 定者に対して「持続可能な消費と生
産(SCP)」を促す Switch-Asia プログラムを設立
⇒アジアでの持続可能な製品、プロセス、サービス、消費パターンの普及を、欧州の小売業者、生産者、
公共機関などとの連携で進めることを目的
―現在まで、
アジア 19 カ国、
106 支援プロジェクトを行っている（各プロジェクト平均 1.7 million EUR）
。

3

「実験的」ガヴァナンスとしての Switch-Asia に見る SCP の位相

＜EU の実験的ガヴァナンス＞

(Zeitlin 2015:2)

①EU 制度と加盟国による枠組み目標の設定、②定期的な目標・手続きの改定
③下位レベルのユニットによる定期報告、④ピア・レビュー、改善プラン
⑤下位レベルのユニットによる裁量的実施

おわりに
＜3 つの論点（Akenji 2017）＞
1)「工業化」対「環境保護」
―環境クズネッツ曲線的な考え方は、とっていない。後者の意識づけの側面が強いか
2)「消費主義」対「貧困削減」
―開発分野からのイニシアティブで貧困削減と関連するが、従来との開発支援の制度枠組み
との関連は希薄
3)「西欧化」対「多元的、伝統的な方法」
―個々のプロジェクトでは、EU 域内で「実験的」ガヴァナンスとして形容されるものと同
様、非画一的で柔軟で参加に開放的な特質が析出できる。
＜問題点＞
―プログラムが継続しているものの、依然として予算規模は小さく、インパクトは限定的。
―EU の他の関係政策（例、標準化）との関係が薄く、EU 内においても知名度が薄い。
―SCP は新たな考え方であるが、実行の面で依然萌芽的か。

【参考文献】
Akeji, L. et al. (2017) “Sustainable Consumption and Production in Asia.” In Sustainable Asia:

Supporting the Transition to Sustainable Consumption and Production in Asian Developing
Countries. Eds. P. Schroeder et al. World Scientific. Pp. 17-43.
Zeitlin, Jonathan, ed. (2017) Extending Experimentalist Governance?: The European Union and

Transnational Regulation. Cambridge University Press.
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⑦「公共性と平和」分科会
「朝鮮脅威」の構成に関する考察

朝鮮大学校
廉文成（リョム ムンソン）

キーワード：朝鮮脅威、日米安保体制、ミサイル防衛システム、安全保障化

はじめに
朝鮮民主主義人民共和国（朝鮮）を日本（及び西側諸国）の平和と安全に対する脅威とみなすことは今日、
極端な考えでもなければ説得力に欠くものでもなく、朝鮮を捉える主要な観点となっている。また、日本
においてはミサイル防衛システムの導入に関する議論の進展に大きな影響を与えるものとなっている。し
かし、このような現実の前で、その脅威が日本の安全保障の主要な懸念として構成される過程に着目し、
「朝鮮脅威」そのものに還元することのできない、他の要因についても考えてみる必要があるのではない
か。朝鮮脅威論と日本の安全保障を担当する政治権力との関係に関する考察の一環として、朝鮮と冷戦後
の日米安保体制及びミサイル防衛システムの構築の関係についての分析を試みる。

1.

冷戦後日本のミサイル防衛（MD）システム構築と朝鮮脅威
朝鮮のロケット／ミサイルが日本の上空を通過、もしくは日本方面へ発射されたことにより、日本の安

全保障に対する直接的な脅威として位置付けられるようになった。山本は、朝鮮によるロケット発射実験
（1993 年のいわゆるノドン・ミサイルと 1998 年のテポドン・ミサイル）に対する脅威感の高まりが、
「日
本が BMD システムの導入に踏み切った最大の契機」であると指摘している（山本 2009：204）
。朝鮮脅威
と日米による MD 共同開発は、直接的な関連性を有しているといえよう。これは冷戦が終結した後、朝鮮
の体制崩壊を前提とする米国の対朝鮮政策との関連の中で、日米安保体制が再定義されていく過程と大き
な関連性を有している。

2.

2017 年朝鮮のミサイル試射と朝鮮脅威論の高まり
朝鮮が日本に対する現実的脅威として大きくクローズアップされた直近の例は、2017 年の全国瞬時警報

システム（J アラート）の実施であろう。8 月 9 日、朝鮮人民軍戦略軍司令官は米国に厳重な警告信号を送
るために中距離弾道ロケット「火星－12」型 4 発の同時発射を検討しているとし、島根県、広島県、高知
県上空を通過し、海上水域に着弾するであろうと述べた。そして 8 月 29 日、朝鮮が発射した弾道ロケット
は北海道の大島半島と襟裳岬上空を通過し、北太平洋海上に設定された目標水域を命中打撃したと発表し
た。翌月 15 日にも同型弾道ロケットが北海道上空を通過した。朝鮮の公式声明で、ロケットの発射はあく
までも米側の軍事威嚇に対するリアクションであると主張しているが、攻撃的な表現だけがクローズアッ
プされ、脅威論は一層信憑性を増した。同年の衆議院議員総選挙は自民党の大勝に終わり、結果について
麻生太郎副総理兼財務相は「明らかに北朝鮮のおかげもある」と述べた。脅威認識が投票行動に影響を与
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えたという認識の表明であろう。

3.

脅威が構成される構造（仕組み）
：東北アジア冷戦体制と国際レジーム
朝鮮脅威論の台頭は、冷戦崩壊後、日米同盟関係の深化と共に、アジアにおける不安定要因としての朝

鮮が強調されたことと関連している。そしてその日米安保体制は朝鮮戦争を契機に締結された日米安全保
障条約（旧安保条約）に基づくものである。冷戦という状況が同盟システムによって支えられていること
を示している。このような仕組みが東アジアにおける米国の同盟を存続させる自立性を生み出し、そして
米国の世界戦略における日本の役割の増加とともに、朝鮮脅威が一層強調され、受容される。2000 年代以
後はブッシュ政権による対テロ戦争の一環として国際輸出管理レジームが強化された。これにより、対朝
鮮輸出規制という「ソフト」な枠組みが、朝鮮に圧力を加える脅迫のレジームとして機能し、これに異を
唱える朝鮮の言説は好戦的なものとして受け止められ、朝鮮脅威を補強した。

おわりに
豊下が指摘する通り、安保条約の正当化を支える要因としての脅威は、客観的に存在する脅威ではなく、
「脅威論」にある（豊下 2011：1）。「脅威論」であるからこそ、それを巻き起こす朝鮮の軍事行為そのも
のには還元することのできない様々な政治現象に着目する必要がある。一方のアクションに対する他方の
リアクションとしての軍備増強の応酬に着目するだけでは、
「脅威論」の構成過程を考察することができな
い。このような考察は、日本の安全保障政策がどのように構成されたのかを批判的に問う視点を提供して
くれるのではないか。

参考文献
梅本哲也『アメリカの世界戦略と国際秩序』ミネルヴァ書房、2010。
大屋根聡（編）
『コンストラクティヴィズムの国際関係論』有斐閣ブックス、2013。
五味洋治『朝鮮戦争は、なぜ終わらないのか』創元社、2017。
豊下楢彦「安保条約と『脅威論』の展開」
、
『立命館平和研究』第 12 号（2011.3）
。
半田滋『「北朝鮮脅威」のカラクリ－変質する日本の安保政策』岩波ブックレット、2018。
山本武彦『安全保障政策－経世済民・新地政学・安全保障共同体』日本経済評論社、2009。
吉次公介『日米安保体制史』岩波新書、2018。
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【部会3】
東日本大震災の記憶を残す活動からみた原子力災害
福島大学うつくしまふくしま未来支援センター
深谷 直弘
キーワード：原子力災害、アーカイブ、モノ、不在感、日常の中の非日常
1．はじめに
2020年度に東日本大震災・福島原発事故の記録などを展示・研究する施設「東日本大震災・原子力災害
アーカイブ拠点施設」（以下，アーカイブ拠点施設）が双葉町に開所予定である。報告者は、このアーカ
イブ拠点施設において収蔵する資料の収集にあたっている。さらに2017年に一部を除いて避難解除になっ
た富岡町では2020年度にアーカイブ施設を開所することが決まった。それ以外にも大熊町や双葉町は町独
自のアーカイブ施設建設の検討を始めている。このように震災の記録を残す活動が福島県内で行われてい
る。
本報告では、福島県の震災・事故の記憶を残す活動の特徴と意義について考察する。そのなかでも原子
力災害の記録を中心に展示・研究を行うアーカイブ拠点施設構築に向けた収集活動を中心にとりあげ、収
集資料から見えてくる原子力災害とは何か、さらにはそれを伝えることの難しさについて報告する。
２．福島県の震災関連資料の収集・保存活動
県内の震災関連資料の収集・保存活動の先駆けの一つは、「ふくしま震災遺産保全プロジェクト」（以
下、保全プロジェクト）である。2014年度からこの活動は本格的に開始した。保全プロジェクトは、福島
県立博物館（以下、県立博物館）と浜通りの博物館、民間研究団体で実行委員会を組織して、2014年度か
ら2016年度まで文化庁の補助金を受け、行ってきた事業である。保全プロジェクトは博物館活動として震
災を示すモノを集め、それを歴史資料と位置づけ、震災を「歴史として伝えることを目指している」（高
橋2015: 25）。震災跡を示すモノから震災という出来事が何であったのかを伝えていく試みである（高橋
2015: 26）。
次に特徴的な市町村の震災資料収集・保全に、双葉町教育委員会と筑波大学図書館情報メディア系の活
動がある。震災資料の収集保全と管理を行なっている白井哲哉によればこれらの資料の特徴を、①双葉町
役場という行政体が作成・収受した資料群（民間団体や個人の資料は基本的には含まれない）、②全員避
難指示以降の町民等の避難生活実態に関する資料が中心（地震・津波の直接的被害に関する資料は少ない）、
③原子力災害に関する資料が少ない、という3点に整理している（白井 2018: 59）。
またそれだけではなく、双葉町を含めた大熊町や浪江町の3町では、2016年度から震災資料の収集、保存
に関する合同の勉強会も開催している。（柳沼 2019：4；三町勉強会資料）。
これらの活動で集めた資料は、地震・津波の痕跡を残す資料や仮設避難所に関する資料が多く、原子力
災害固有の資料は少ない。もちろん全く存在しないというわけではなく、県立博物館が管理しているもの
に「広告が折り込まれ配達準備が整った新聞包み」や「富岡町原子力災害対策本部の状況」に関する資料
などがある。また、これらの活動における資料収集に共通しているのは、歴史資料といった専門家が検証
できる資料として価値づけを行っているという点だろう。
３．アーカイブ拠点施設の震災関連資料の特徴と課題
福島大学うつくしまふくしま未来支援センターは、アーカイブ拠点施設に保管する資料の収集事業を受
託し、2017年4月から筆者らが東日本大震災や原子力災害に関係する資料（「震災関連資料」と呼んでいる）
の調査や収集を行っている。この館の基本方針は「世界初の甚大な複合災害の記録や教訓とそこから着実
に復興する過程を収集・ 保存・研究し、風化させず後世に継承・発信し世界と共有」し、「特に福島だけ
が経験した原子力災害をしっかり伝える」(福島県2017『東日本大震災 アーカイブ拠点施設基本構想』)
こととなっている。また、それと同時に県内の放射線に関して科学的に解説する類 施設「環境創造セン
ター」があるため、アーカイブ拠点施設は人文・社会科学系の資料を中心とした「福島特有の原子力災害
の様子や県民の心への影響まで」を対象にして資料を調査・収集することになっている。
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現時点で収集した原子力災害に関する資料の傾向に限れば次のことをいうことができる。それは、放射
線が目に見えないため、その痕跡を示すモノが何かについて社会的な合意がほとんどないということであ
る。原子力災害を示すモノとしてよく取り上げられるのは大抵、文字情報が入った資料（黒板、ホワイト
ボード、大きな方眼紙や紙）となる傾向にある。地震・津波被害を示すモノは、目に見える形で残ってい
るためわかりやすいが、原子力災害を示すモノは目に見えないためわかりづらい。
収集したモノ資料は、被災した場所（空間）と紐付けられていたものがほとんどである。福島県オフサ
イトセンター（3月15日まで事故対策本部が設置された場）にあったホワイトボードは、その空間にあるこ
とで私たちは震災の意味を理解することができる。しかし、その空間から切り離されてしまうと、モノと
空間によって形成されていた雰囲気（アウラと言ってもいい）が消えてしまい、ただの文字が記された白
い板になってしまう。
４．震災関連資料から見えてくる原子力災害の特徴と課題
最後に私たちが集めてきた原子力災害に関する震災資料の特徴と、原子力災害を呈示していく上での課
題を最後に検討したい。資料の特徴と課題は以下になるだろう。
1つ目は、原子力災害に関するモノ資料の特徴は「物理的な被害によるインパクトが作動しない」という
ことである。モノだけを収集してもその空間自体が持っていた雰囲気が消えてしまう。ただの机や椅子、
黒板、ホワイトボードになってしまう。だからこそ、文字情報の入ったモノが多く収集されている。その
空間にあった雰囲気（「不在感」といってもいい）も含め、どのように伝えていくのかが課題となってい
る。
2つ目は、福島県においては未だ原発事故が収束していないため、震災の総括ができないまま資料を集め、
展示を考えなければならないという点である。ある出来事の評価が定まらない中、未だ過去にならない中
で資料を集め、展示することが求められている。つまり「震災」に関する展示の価値基準、あるいは収集
の価値基準が定まらないのである。
このような状況の中で原子力災害を伝えるためにどのようなことが考えられるか。1つ目は空間そのもの
の保存である。これまで東日本大震災に関する空間の保存は震災遺構の保存という形で行われてきたが、
そのほとんどは地震・津波被害に関する建物がであった。それだけではなく、原発震災遺構の保存が求め
られる。2つ目は、モノ資料や紙資料だけに固執するのではなく、映像や写真、証言、3Dをモノ・紙資料な
どに絡めながら、個々のメディア的特徴を踏まえた上で、フラットな形で上手く配置する（モノ中心とか、
証言中心とか考えずに）ことになるだろう（当たり前のことかもしれないが……）。
さらにこうした震災直後の被害だけではなく、未だに収束しせず、除染や放射線量の測定が継続してい
る状況そのものが、原子力災害の側面にあるとすれば、県内における日常の光景や生活自体の記録も資料
や展示になる。変貌した日常や生活者の営みに関する展示、つまり「日常の中の非日常」（赤城修司の発
言による）を呈示することも必要となるだろう。

参考文献
深谷直弘（2018）
『原爆の記憶継承する実践』新曜社．
白井哲哉（2018）
「被災の記憶と資料を未来へ伝える試み——双葉町の震災資料保全活動」西村慎太郎編『新
しい地域文化研究の可能性を求めて』52-65．
柳沼賢治（2019） 「福島における東日本大震災関連資料の収集・保存をめぐる現状と課題」歴史資料ネッ
トワーク編『史料ネット News Letter』90: 3-4，歴史資料ネットワーク．
高橋

満（2015）「ガレキを歴史に変換する――ふくしま震災遺産保全プロジェクトを考える」『博物館研

究』50(10): 25-28．
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【部会 3】
3.11 の被災地福島の復興と人材育成：グローバルな次元
福島大学経済経営学類
吉高神

明

キーワード：3.11 からの復興、仙台防災枠組、SDGｓ、Education 2030、地方創生、復興教育

はじめに
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災及びそれに伴う東京電力福島第一原発事故から 8 年以上が経過した。
地震・津波という自然災害と原子力発電所事故という放射能災害が同時発生した複合災害（以下、「3.11」
と記す）は、放射能被曝に対する健康不安、除染、避難・帰還、補償・賠償、中間貯蔵施設建設、風評被
害、差別・偏見など、被災地福島にとって多くの難問をもたらすことになった。
3.11 後、報告者は、１．世界の紛争・災害被災地で高等教育機関が展開する復興プログラム、２．アジ
アのトップ大学の教育プログラム、３．アジアにおける新しいライフスタイルとビジネスの動向、の３つ
に関する調査を中心に海外出張を行ってきた。
今回の報告では、これらの調査を踏まえ、3.11 の被災地福島の復興と福島の高等教育機関が展開すべき
教育プログラムの在り方について考えてみたい。

１．3.11 から 8 年後の被災地福島をどのようにとらえるか？
東日本大震災及びそれに伴って発生した東京電力福島第一原発事故をどのようにとらえるのか。3.11 の
被災地福島は、震災前の課題（人口減少・少子化・高齢化・地域の過疎化・・・）、震災という課題(地震・
津波・原子力発電所事故)、震災後に深刻化した課題（差別・偏見・風評被害・・・）の３つの課題に直面
している。
東日本大震災発生後の 2011 年 7 月に政府が策定した「東日本からの復興の基本方針」では、復興期間を
平成 32 年度（2021 年度）までの 10 年間とし、復興需要が高まる平成 27 年度までの 5 年間を「集中復興
期間」に位置付けている。また、2015 年 6 月に定められた「平成 28 年度以降の復旧。
・復興事業について」
においては、復興期間の後半 5 年間（平成 28～32 年度）を「復興・創生期間」とされている。
このような政府レベルでの取り組みと並行して、福島県が策定した「福島県復興ビジョン」では、①原
子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会づくり、②ふくしまを愛し、心を寄せるすべて
の人々の力を結集した復興、③誇りあるふるさと再生の実現、の３つの基本理念に基づき、
「福島の未来を
見据えた対応」として、未来を担う子供・若者の育成への取り組みの重要性が強調されている。

２．福島の復興と人材育成
このような多くの課題に直面している 3.11 の被災地福島の復興にとって、教育はどのような役割を果た
すことができるのか。
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3.11 後、中央教育審議会教育振興基本計画部会は、被災地東北における未来型教育モデルを開発し、そ
れを全国に普及していくことを目指し、
「創造的復興教育」というビジョンを提示している。本ビジョンで
は、被災地で展開すべき教育の 4 つの基本的方向性として、①社会を生き抜く力の養成、②未来への飛躍
を実現する人材の養成、③学びのセーフティネットの構築、④絆づくりと活力のあるコミュニティの形成、
が示され、
「大学や NPO、ボランティア、地域住民等の多様な主体による協働型の教育」
、「予測困難な社
会の中で、自ら学びを考え行動できる力を養う教育」
、
「グローバル社会に対応した、新たな価値を創造・
主導するイノベーティブな教育」
、
「IT の活用を含む多様な学びの場の確保により、だれでもアクセス可能
な教育」
、
「故郷愛や絆に根差した、復興を支える地域の人材を生み出す教育」の重要性が指摘されている。
2013 年 6 月 14 日に閣議決定された第 2 期教育振興基本計画（平成 25～29 年度）では、東北各地で展
開されている教育プロジェクトについて、
「今後のわが国の教育の在り方に大きな示唆を与えるものであり、
こうした東北初の未来型教育モデルづくりを被災地だけでなく、わが国全体で発展させていけるような支
援を行う」と明記されている。そして、このような東北発の未来型教育モデルの特徴として、①持続可能
な地域づくりに貢献できる人材の育成、②「教授中心」から「学習者中心」へ、③多様な主体との協働に
よる学習環境の構築、④地域復興の歩みそのものが学びの対象となり、相乗効果で地域の復興も後押しす
る取り組み、の４つが指摘されている。

３．福島を取り巻く 4 つのトレンド
被災地福島におけるこのような復興教育を構想する上で、以下の 4 つのトレンドに留意する必要がある。
① 防災・減災：仙台フレームワーク
東日本大震災を踏まえ、2015 年 3 月 14～18 日まで宮城県仙台市で第 3 回防災世界会議が開催された。
同会議では、2005 年に採択された「兵庫行動枠組」を継承する新しい国際防災ガイドラインとして、
「仙
台防災枠組 2015～2030」が策定されている。本枠組では、4 つの優先行動（１）災害リスクの理解、２）
災害リスク管理のための災害リスクガバナンスの強化、３）レジリエンスのための災害リスク軽減への投
資、４）効果的な対応のための災害準備の強化と回復・復旧・復興に向けた「より良い復興」
）が明記され
ている。
② 貧困削減：SDGｓ
国連創設 70 周年の 2015 年、9 月 25～27 日までニューヨークの国連本部で各国首脳は「我々の世界を
変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（SDGｓ）
」を採択した。
「ミレニアム開発目標（MDG
ｓ）
」を継承した SDGｓは、
「万人のための教育（EFA）」
、
「国際識字の 10 年（UNLD）」
、
「持続可能な開
発のための教育（ESD）
」の理念や目標も包括する野心的な取り組みである。
③ 21 世紀型能力：Education 2030
2015 年、OECD は「Education 2030」を立ち上げた。これは、2030 年の世界の子供たちに求められる
新たな学力と教育のモデル開発を目指すプロジェクトである。本プロジェクトは 90 年代末以降に OECD
が手掛けてきた「キーコンピテンシー」策定作業の延長線上に位置づけられるものである。
④ 地方創生：安倍政権
安倍政権は、人口減少時代の到来を踏まえ、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希
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望の実現、地域の特性の即した地域課題の 3 つの柱を掲げ、
「まち」
、
「ひと」、
「しごと」の創生と好循環の
確立の観点から一連の政策を策定している。その一環として、
「地（知）の拠点大学による地方生成推進事
業（COC+）」に示されるように、地方大学に対しては地方公共団体との連携を通じた雇用創出・若者定着
の促進・地域産業を担う高度な専門的職業人財育成、地域産業を自ら生み出す人材創出等が強く要請され
ている。

４．3.11 後の福島大学の取り組み
3.11 後、報告者が所属している福島大学で展開されている主たる取り組みは、以下の通りである。
①新しく開設された「教育プログラム」
１）
「ふくしま未来学」
：http://coc.net.fukushima-u.ac.jp/
２）
「ふくしま未来食・農教育プログラム」
：http://shokunou.net.fukushima-u.ac.jp/
３）
「経験・知恵と先端技術の融合による、防災を意識したレジリエントな農学人材育成」
（世界展開力
強化
事業）
：http://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/business.html
４）
「ふくしまの未来を担う地域循環型人材育成の展開」
（ＣＯＣ＋）
：
http://cocplus.net.fukushima-u.ac.jp/
②新しく設立された「センター・研究所」
１）
「うつくしまふくしま未来支援センター（FURE）」
：http://fure.net.fukushima-u.ac.jp/
２）
「環境放射能研究所」
：http://www.ier.fukushima-u.ac.jp/index.html
３）
「災害心理研究所」
：http://cpsd.sss.fukushima-u.ac.jp/
③新しく実施した「教育・研究プロジェクト」
１）
「アカデミア・コンソーシアムふくしま（ACF)」
：http://acfukushima.net/
２）
「OECD 東北スクール」
：http://oecdtohokuschool.sub.jp/
３）
「Fukushima Ambassadors Program」
：
http://english.adb.fukushima-u.ac.jp/program/ambassadors-program.html
４）
「東日本大震災を契機とした震災復興学の確立（文科省科研費基盤研究(Ｓ)」
：
http://www.bbb-fukushima.org/

おわりに
福島大学における取組を踏まえ、復興と教育との間に好循環を実現させるため、被災地福島に体系的な
復興教育プログラムを確立する必要がある。そのためには、高等教育機関、中等教育機関、初等教育との
連携を強化すべきである。このような復興教育プログラムは、学校教育だけでなく、家庭内教育、社会教
育、企業内教育、生涯教育、さらには職業訓練等も含めて構想すべきであろう。また、3.11 の被災地岩手
や宮城だけでなく、世界各地の災害被災地で展開されている復興教育プログラムとの交流・連携を促進す
ることも必要であろう。最後に、原子力災害の深刻性・特異性・複雑性を踏まえ、福島の復興教育は、
「持
続可能な開発のための教育（人間と環境）
」、
「平和教育（戦争・紛争）」
、
「人権教育（差別・偏見）」
、
「グロ
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ーバル教育（異文化理解）
」等の関連教育プログラムと問題意識を共有し、その射程を広げていくべきであ
ろう。

＊本報告で表明された報告者の見解は、報告者が所属する福島大学及び各種プロジェクト等の実施主体の
公式な立場を代表するものではない。

参考文献
藤本典嗣・厳成男・佐野孝治・吉高神明編『グローバル災害復興論』中央経済社

2017 年

吉高神明・マクマイケル・ウィリアム「3.11 の被災地福島の再生と復興教育プログラム」
『比較教育学研究』
第 52 号

2016 年

福島大学 HP： https://www.fukushima-u.ac.jp/
福島県庁：
「福島県復興ビジョン」https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukeikaku1091.html
「ふくしま復興のあゆみ」https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-fukkoukeikaku1151.html
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【部会3】
「全世界の国民の平和的生存権」という憲法物語：福島より
福島大学行政政策学類
金井光生
キーワード：全世界の国民の平和的生存権、日本国憲法、人格的生存権、鈴木義男、福島、nuclear
数次の人権宣言に於て試みられた基本権の要求はおのおの多少のニューアンスを抱持して居るのではある
が、これを包括して一つの命題に要約するならば、「萬人をしてその生存上にその所を得せしめよ」と云ふこ
とに外ならないのではあるまいか。これを各人の生存を最小限度に於ても保障せよと云ふ古き意味の生存
権の概念に対して、一層高次的な意義あるが故に人格的生存権の要求と呼ぶことが出来ようかと思ふ（鈴
木1926：57-58）。
はじめに
2011.3.11 原発震災により、
「福島」は原発政策・地方格差・弱者へのしわ寄せ等々、戦後の日本国家が
生み出してきた問題構造を可視化した「フクシマ」として現象した。地震・津波・放射能汚染・風評被害
の四重苦に苦しみ、現在に至るまで本質的な憲法問題を世界に突きつけ続けている。にもかかわらず、
「権
利よりも利権」が優先される空気の支配の下にある風土で nuclear 国策が推進される中、法の支配を体現
する 1946 年日本国憲法の前文 2 段に「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平
和のうちに生存する権利を有することを確認する」と謳われる「全世界の国民の平和的生存権」
（以下、
「平
和的生存権」と略記）は、一層重要である（報告者の「思想の自由市場」論（Oliver W. Holmes, Jr.）研
究からしても）
。本報告では、被災地福島より、福島県出身の公法学者・弁護士・政治家であった鈴木義男
の憲法思想を取り上げて、
「平和的生存権」理念と「福島」との立憲的精神史にひとつの光を当ててみたい。

1．「人権としての平和」としての平和的生存権論
平和的生存権論はいまだ憲法学において通説的地位には至っていないものの、1960 年代から自衛隊関連
訴訟との絡みで有力な論者たちによって理論的に彫琢されてきた。2008 年 4 月 17 日の自衛隊イラク派兵
違憲訴訟名古屋高裁判決（確定）では、
「全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底
的権利」であると判示され、その法的権利性のみならず具体的権利性・裁判規範性も認められた。カント
的平和構想も湛えながら、「積極的平和」（Johan Galtung）や「人間の安全保障」や国連「平和への権利
宣言」等との理論的接続可能性も広がる中で、特に 3.11 原発震災以降、
「人権としての平和」
（高柳信一）
の先達としての日本国憲法の平和的生存権のポテンシャルは、一層高まっている。

２．平和的生存権のポテンシャル
私見では、平和的生存権は憲法上の権利という実定法的次元に存在する一権利には留まらない。
「生きよ、
そして生かしめよ！（Leben und lassen leben !）」
（Fichte）という平和的共生の原理こそ、
「各人に各人
のものを（suum cuique）与えよ」という Recht 理念の要請するところであるはずである。年間約 2.5～3
万人前後もの自殺者が出ている日本において、まして国策原発人災を体験した被災者（以下、「被ばく者」
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を含む）のモルモット化が続く現状で、平和的生存権の理論的可能性は、あくまで対軍事を中心としつつ
も、フランクリン・D・ルーズベルトの「四つの自由」も援用すれば、文言どおり、対軍事のみに限定さ
れず広く「専制・隷従・圧迫・偏狭」等を含む「恐怖と欠乏」からの自由へと拡張されるはずである。
「nuclear
に対抗する権利」等を含む諸々の被災者の権利も、あえて憲法「前文」に記されたこのような大文字の平
和的生存権から流出するのであって、その根源的な憲法理念的根拠として平和的生存権が措定されている。

３．平和的生存権のひとつの立憲的精神史
この大文字の平和的生存権は GHQ 草案前文（Alfred R. Hussey, Jr.の起草？）で出現した文言であると
はいえ、この観念の意味するところは、戦前からの福島人または東北人の思想にも伏流水のごとく流れて
いたのではないか？もともと福島は憲法と歴史的に縁が深い。戊辰戦争、福島事件（1882 年）、ウラン採
鉱強制（太平洋戦争末期）
、松川事件（1949 年）
、矢部喜好（1884-1935）
、鈴木義男（1894-1963）
、鈴木
安蔵（1904-1983）等々。なかでも義男と安蔵の「W 鈴木」は現行日本国憲法成立に大きな役割を果たし
ており、この意味で、日本の立憲的精神の源流のひとつに「福島」があると言ってもよい。本報告では、
鈴木義男4（以下、
「鈴木」と略記）の憲法思想と平和的生存権の思想的関連性を見ていきたい。
鈴木は、吉野作造の影響下で「社会民主主義」を標榜し、欧州留学等を経て、福田徳三らが参加した「社
会政策学会」にも関与したのち「民主社会主義」を強く主張し、健全な議会主義的政党政治の実現を目指
した（鈴木は生涯マルキシズムには否定的であった）
。日本国憲法との関わりでは、終戦後に高野岩三郎の
呼びかけで鈴木安蔵、森戸辰男らにより発足した「憲法研究会」にも参加しており、第 90 回帝国議会では
社会党議員として現行憲法の成立に深く関与した。特に重要な功績として、政府草案にはなかった、①9
条の戦争放棄に「平和」目的を明文化したこと、②国家賠償請求権（17 条）や刑事補償請求権（40 条）を
規定化したこと、③森戸辰男らとともに「生存権」を条文化したこと（審議過程で「それならば生存権は
最も重要な人権です」と主張して流れが変わった）がある。本報告との関連では、
「平和」と「生存権」の
自覚的導入が重要であるが、これらには鈴木自身の前史としての憲法ナラティヴがあった。
鈴木は戦前、（1）学校での配属将校による軍事教練に対して、一般教育・軍事教育分離論からする痛烈
な批判を展開し（それがもとで東北帝国大学教授を辞職）
、
（2）単なる動物的生存でもなく、労働者を典型
とする社会的弱者の経済的救済としての狭義の「生存権」でもなく、文化的価値を重視した精神的な「人
格的生存権」を主張して法律の「社会化」を説き（1919 年ヴァイマル憲法 151 条 1 項の「人間に値する生
存（ein menschenwürdiges Dasein）
」規定の衝撃から）
、
（3）教育・文化の重要性に基づき、広く文化一
般にまで関連する社会福祉諸制度が充実した「文化国家」理念を軍事国家に対抗して論じていた。

4

【鈴木義男略歴】1894 年福島県白河市生まれ。東北学院普通科、第二高等学校で学び、東京帝国大学法
学部で吉野作造・牧野英一・美濃部達吉らの薫陶を受けて卒業。東大助手採用後、1924 年に東北帝国大学
に就職するも、軍事教練批判等により軍部に睨まれ辞職する。弁護士となり、法政大学教授を兼務しつつ、
治安維持法違反の被告人の弁護にあたる。戦後 1945 年の日本社会党の結党に参加し、片山哲内閣で司法大
臣を、芦田均内閣で法務総裁を務める。社会党右派を経て 1960 年の民主社会党の結党に参加。福島県選出
で衆議院議員を 7 期務めたほか、東北学院理事長や専修大学学長・理事長等も歴任。1963 年死去。なお、
鈴木について、資料を収集・整理し業績を再発掘し跡付けている、東北学院史資料センターの一連のプロ
ジェクトにおける仁昌寺正一らの研究（東北学院資料室運営委員会「大正デモクラシーと東北学院」調査
委員会編 2006 など）は重要である。
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戦後は新憲法を解説して、日本国憲法 9 条は国際法上の自衛権まで放棄したものではないとしつつも、
「要するにもはや戦争というような野蛮な方法によつて国運を伸張しようというのは、世界的に見て時代
おくれであつて、小さいながらもわれわれも、一層合理的世界体制建設の一翼に参加し、合理的に生存権
を主張し、産業経済と文化的方面においてうるおいもあり、香りも高い文化国家建設に邁進すべきである。
これを国是として宣言して居るのが前文と第二章第九条の意義である」
（鈴木 1948a：35）と述べ、ガルト
ゥング流の構造的暴力の克服を含む「積極的平和」構想と類

の観点から、各国の生存権の確保を目指す

べく「世界連邦運動」という合理的運動を推進することを提唱してもいる（鈴木 1948b：38-40）
。
鈴木自身は冷戦下「原子力の平和利用」の道を模索していたが（鈴木 1954）、規範論理的には、人格的
生存権は平和――「武力や nuclear による平和」をも超克した真の平和――（的生存権）のうちにしかあ
りえないだろう。とはいえ、鈴木の思想の「人格的生存権―文化国家―平和主義」というトリアーデのう
ちに、
「人権としての平和」である大文字の平和的生存権理念の胚胎を見ることも可能ではないか。

おわりに――もう1つの憲法ナラティヴ
このような大文字の平和的生存権が 3.11 原発震災後に要請しているのは、要するに、
「人びとの望みを
知り、当局と専門家は放射線量の低下を目指しながら、それを支える手段を共に考え、実施せよ」（安東
2019：99）ということでもある。原発災害避難者の継続的実態調査の分析者は、「最善の道が未確定の場
合には次善の策を取るしかない。被災者がどの選択を取っても将来にわたってケアをするというメッセー
ジと保障を国や東京電力に求めることがこの時点で必要なのである。…なぜ被害者が首をすくめて生きて
いかなくてはならないのか」
（今井 2018：70）と総括しているが、改めて日本国憲法の平和的生存権理念
の自覚の重要性を考えるとき、遡れば同じ東北の岩手県出身の詩人の憲法ナラティヴが聞こえてくる――
「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」（宮沢賢治「農民芸術概論綱要」）、と。
この声は W 鈴木やその恩師吉野作造（宮城県出身で生存権も提唱）たちにも届いていたのかもしれない。
戦後、一部の「改憲」の言挙げにもかかわらず、現行日本国憲法が 70 年以上に亘り日本市民のものとな
ってきたのは、まさに日本市民自身のナラティヴズとメンタリティのうちに、おのずから共通言説として
支持されてきたからに他ならない。この点、2012 年の自民党「日本国憲法改正草案」が、現行憲法 97 条
とともに「全世界の国民の平和的生存権」を抹消しているのは、国策原発人災という事件とその被災者等
の Dasein を抹殺することに等しい。オキナワ・ヒロシマ・ナガサキ・フクシマ等々の地方からの憲法ナラ
ティヴズの声を消し去るような改憲（壊憲）は、Recht 理念の人類史への背徳である。
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【部会5】
水俣の現状――生活支援と訴訟からみえる水俣の課題
NPO法人水俣病協働センター
谷由布
キーワード：水俣病「被害者」
、生活支援、訴訟、もやいなおし、

はじめに
水俣病事件は、今年、1956 年 5 月 1 日の公式確認から 63 年が過ぎた。現在、認定患者は約 3000 人、
医療費および一時金などの受給者約 5 万人、医療費のみの対象になっているのは約 24000 人である。認定
患者のうち現在も存命なのは約 380 人（2016.12 現在）
、係争中の訴訟は 9 つある（2018.6 現在）
。
水俣病事件における分断とはなにか、そしていまなお続く水俣の課題とはなにか、さまざまな課題がある
なかで、とくにわたしが現在おこなっている生活支援と訴訟支援からみえる課題を考察したい。

1．水俣病の「被害者」とは
長年関心をもってくださっている方もいるだろうし、過去の問題と思う方もいらっしゃるだろう。過去
の四大公害病のひとつとしてだけはよく知られている。
1956 年に公式確認され、1968 年に公害認定されると同時に原因企業がチッソであることが認められた。
政治解決なども図られたが、2004 年には、国の責任が認められた。その後も新たな「被害者」の訴えがな
くなることはなく、現在まで続いている。
本来、
「水俣病患者」イコール「水俣病被害者」であろうが、水俣においてはイコールとはいえない。水
俣病には、補償、あるいは救済の内容によって、医療費などを受給するために複数の手帳があるが、この
手帳の名前を見ていただければ一目瞭然である。

認定患者手帳

→

認定審査会による認定を受け、補償を得る

医療手帳

→

政治解決時の総合対策医療事業、一時金＋医療費対象

保健手帳

→

政治解決時の総合対策医療事業、医療費のみ対象

水俣病被害者手帳→ 特措法による救済対象者
地域研究手帳

→

認定申請をして 6 カ月が経過した人に交付される手帳

手帳なし

→

被害を認められていない人、あらゆる申請を棄却された人、被害を訴えられない人、

この手帳の種類や有無を明確に区別して対応するのは、政府であり、行政であり、企業だ。水俣病の被
害者として一般的に公表されるのは、認定患者のみである。本来水俣病はひとつだが、いくつもの水俣病
とあるいはそうでないものにわけられてしまった。
わたしが生活支援と訴訟で関わるのは、このなかの認定患者と、いまだ患者と認定されず手帳も持たな
い人たちである。
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２．生活支援でみえてくる被害者の分断
現在、とくに胎児性や小児性の水俣病患者の日常生活をさまざまなかたちでサポートしている。認定患
者の家族でも、被害の認定はさまざまだ。これは、先にも述べたが、被害がないわけではなく、被害を認
められなかったり、自覚がなかったり、訴えでなかったり、という理由によるものだ。そのため、パート
ナー、親子や兄弟姉妹で症状は同様にあっても、手帳がちがうことで得られる補償が異なる。
例えば、認定された胎児性・小児性患者は、原因企業チッソとの補償協定から年金や手当などを受け、
胎児性・小児性水俣病患者を対象とした補助金の支援も受けられる。しかし、同世代でも医療手帳や水俣
病被害者手帳の所持者は、補償協定の対象にも、補助金の対象にはならない。家庭内だけでなく、地域の
中でも、言えることだ。

３．訴訟からみえる課題
現在、わたしが関わる訴訟は、水俣病被害者互助会の第二世代訴訟（国家賠償、福岡高裁）と認定義務
付け訴訟（行政、熊本地裁）
、水俣病被害者互助会の原告の１人が、自らの母の認定申請棄却に対して起こ
した認定義務付けの裁判の 3 つである。
原告の中には、名前を公表していない人もいる。これは親族や、地域や職場での人間関係に悪影響が出
ることをおそれるためだ。水俣病について、パートナーや親子、兄弟姉妹でも話すことができないという
人はまだ多い。自分が水俣病であることを夫にも、子どもに隠している人もいる。子どもの被害の認定を
求め、自らの被害については口をつぐむ人もいる。手帳を所持していることを知られないように、友人た
ちの前ではもっていないふりをするという人もいる。
また、第二世代訴訟を通して感じるのは、これまでの水俣病の歴史の積み重ねをなかったことのように
扱われることだ。水俣病の最初の裁判は 1969 年に提訴され、1973 年に判決がでている。判決が出るまで
には、現地検証もおこなわれ、提訴当時不可能と思われていた、原因企業の補償責任を確実なものとした。
その後に続く多くの裁判の中で、水俣病の認定や国の責任について、蓄積がなされ、2004 年には国の責任
が認められ、感覚障害のみの水俣病も認められた。しかし、現在の水俣病訴訟の中では、水俣周辺の地域
性や時代を一般化し、被害の全容を薄めてしまうようなことがおこなわれている。
また、裁判に関わる医学の面でいえば、昨年日本神経学会が十分な検討もない中で、国の意に沿うよう
な「見解」を出した。水俣病は発生当時から、さまざまな医学者、研究者により、被害実態がゆがめられ、
被害者の切り捨てがおこなわれてきたが、現在も同様の事が起きている。

おわりに
ここまでにあげた水俣病の課題は、一部に過ぎない。水俣病は政治によって、行政によって、企業によ
って、さまざまなかたちでの分断を生みだされてきた。現在も水俣でこそ、水俣病を語ることはときに難
しく、口をつぐむ人もいる。水俣病によって起きた、地域の分断に対して、水俣では「もやい直し」とい
う取り組みもおこなわれている。水俣病によってばらばらになってしまった地域のつながりを結びなおそ
うという取り組みだ。しかし、これは水俣病に向き合うというよりは、水俣病をくるんでみえなくしてし
まうようなものに感じることがある。水俣病を過去のものとして扱いがちで、被害からすでに回復してい
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るかのようなメッセージを送り、現在の課題については踏み込まない。
2019 年にはいってから、JNC（チッソの分社化による事業会社）の正門の近くに、
「メチル水銀中毒症
へ病名変更を求める！！水俣市民の会」という看板が立てられた。このような動きがいまもってあること
が、水俣が水俣病と向き合えていない証明になるのではないだろうか。おそらくどこよりも水俣病を語る
ことができないのも水俣だ。
水俣病事件は、暗く重いもので、そのように語られるものだが、そこに向き合うことで水俣はほかには
ない価値を生み出すことができる。そして、水俣病をかかえる場所だからこそ、福祉や医療をよりよいも
のに進めていくことができる。隣に水俣病患者がいることが、人にやさしくなり、社会をよりよくしてい
く原動力になるのではないか。水俣はまだ、十分に水俣病と向き合うことができていない。しかしその途
上にいると信じている。
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【部会5】
マイノリティ女性、複合差別と沖縄
― 無国籍児問題から ―
親川裕子
（沖縄大学地域研究所特別研究員）
キーワード：無国籍児、混血児、国際児、国籍(法)、女性差別撤廃条約

はじめに
日本におけるマイノリティ女性とは被差別部落、アイヌ民族、旧日本植民地出身者とその子孫、そして
琉球・沖縄にルーツを持つ女性たちをさす。無論、マイノリティ女性（minority women） は単に数のう
えでの少数者を意味するのではなく、人種や民族、言語や宗教などがマジョリティと異なることから被る
差別や偏見に晒されてきた歴史を持つ女性たちを意味する。
本報告では、日本におけるマイノリティ女性とされる琉球・沖縄にルーツを持つ女性たち（以下、
「沖縄
人女性」とする。
）の歴史の中でもさらに周縁化されてきた「無国籍児」について取り上げる。特に、戦後
の沖縄で無国籍となった子どもたちの国籍取得のため、法的支援を行った国際福祉相談所と相談員たちの
活動について概観しながら、国内法整備への取り組みがどのように形成されていったのかを探る。

国際福祉相談所設立の背景
スイスに本部を置く国連の外郭団体「国際社会事業団 International Social Service （以下、ISS と記
す）はアメリカ ISS 指導の下、1958 年に任意団体「国際社会事業団沖縄代表部」
（International Social
Service Okinawa

ISSO）として当時の琉球政府に届け出、北中城村に設立され、1967 年頃まで米人婦

人クラブの物心両面のサポートをうけながら欧米スタンダードのソーシャルワークサービスを日英両語で
提供した。
1972 年の復帰により、ISS における「一国一代表部」の原則により ISSO は消滅したが、国際福祉の需
要は高く、復帰直前の同年 4 月に「国際福祉沖縄事務所」として法人認可を受け、事業を継続した。
同法人が 1980 年 5 月に、児童養護施設「美さと児童園」を設置したのに伴い、組織を改め「社会福祉
法人 国際福祉会

国際福祉相談所」
（International Social Assistance Okinawa Inc. ISAO）に名称を変更

し、米人婦人クラブをはじめ、特殊法人 日本自転車振興会（現 公益財団法人 JKA）および沖縄県からの
補助金を受けながら相談事業を継続した。以後、1998 年 3 月に閉鎖されるまでの 40 年間で、およそ 15,000
件のケースを扱った。閉鎖後、相談事業は沖縄県女性総合センターに移された。
ISS は 14 歳未満の児童の国際養子縁組を中心に、家族の再会、結婚、離婚、遺棄等に関することの社会
的、法律的な援助と国籍取得、混血児童の特別援助などを、専門的知識と経験を積んだケースワーカーが
無料で行っていた。
ISSO 設立以前、戦後の沖縄では民間の保育園（ハーフウェイ育児院 Half way Home 1955 年設立）が
孤児や混血児の保育と養子縁組の世話を行っていたが、専門的なケースワーカーがおらず支援が十分では
なかった。サンダース・ホーム（神奈川）で経験のあるケースワーカーを招き、ISSO を設置するに至った。
（沖縄タイムス、1958）

ISAO では、専門のソーシャルケースワーカーによって、外国語による対応を
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要する国際結婚、離婚、養子縁組等の支援を行った。

国際児童年

― 沖縄からの提言 ―

ISSO が設立された翌 1959 年、国連は児童権利宣言を採択した。沖縄でも混血児（国際児）の実態やニ
ーズを把握することを目的に中部地区社会福祉協議会は、管轄の 14 カ市町村を対象に各地域の婦人会の協
力を得て、沖縄で初めての実態調査を実施している。1970 年には、ISSO が琉球政府の後援を得て「混血
児調査報告書」をまとめ、戦後 20 数年を経た当時、沖縄県には 2,500 人～3,000 人の国際児がいると推定
された。そのほか、父親が戸主の家庭は 1 割程度で、8 割の家庭が母親や祖父母の元で生活し、家庭の戸
主が無職である割合が 3 割いることなどがわかった。
（大城、1998：127）
本土復帰が間近に迫る中、ISSO への相談件数は急増し、外国籍や無国籍など、国籍要件を満たさないた
めに国民健康保険に加入できない、児童扶養手当が受けられないなどの問題が明らかとなり、関係機関や
社会の関心が高まっていった。復帰後、ISSO は調査結果を「沖縄県の混血児 ― その現状と対策」
（1979
年）としてまとめ、県や国の関係機関への要請、陳情資料とした。
（大城、1998：129）
1979 年、女性差別撤廃条約が国連で採択されたこの年は、児童権利宣言の採択（1959 年）から 20 周年
を記念した「国際児童年」の年でもあった。児童の権利への機運が高まる中、同年 1 月、当時、ISSO 事
務局長であったソーシャルケースワーカーの大城安隆は共同通信の取材を受け「国際児童年 ―沖縄からの
提言―」と題した無国籍児の現状を発表し、共同通信より配信され、無国籍児の問題が人権問題として全
国に知られるようになった。
（大城、2001：16） 提言は「日本国の国籍法を改正して、無国籍の発生を無
くすこと」を求め、国連児童権利宣言第 3 条に基づき国籍が付与できるよう、当時の現行法によって無国
籍となる子たちの具体例を示しながら、人権の観点から国籍取得の必要性、国籍法改正の重要性を訴えて
いる。

女性差別撤廃条約批准への波及
日本が女性差別撤廃条約を批准するにあたり、国内法整備の過程で重要な議論の一つが国籍法における
父母両系主義の成立であった。それまでの国籍法では、日本国籍を持つ父親から出生したときのみに日本
国籍を取得できるとする父系血統主義を取っていた。
終戦以後、米軍統治下における沖縄では、米軍人、軍属の男性と沖縄人女性との間に生まれた子たちは、
父系血統主義を持つ日本と生地主義を持つ米国の両国の国内法規定により、いずれの国籍も取得できない
「無国籍児」が存在した。
女性差別撤廃条約批准への機運が高まる中、1984 年に国籍法が改正され、子への国籍は父母のいずれか
が日本国籍であれば取得できるとする父母両系主義となったが、背景には国内諸法の改正や制定、条約批
准へ弾みをつけた前述の大城の提言があった。

無国籍児問題の根底にあるもの
無国籍児、厳密には米軍人の父と沖縄人女性の母を親に持つ子は、1945 年に米軍が上陸後、性暴力の結
果、生まれている。戦後は特飲街の周辺で、危険を冒してでも物資の豊かな米軍に接近せざるを得なかっ
た女性たちが、世間から蔑まれつつも貧しい家族のために生活の糧を得ようした結果でもあった。ISSO、
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ISAO でソーシャルケースワーカー、所長を務めた平田正代は「貧しい沖縄人のうえに戦勝者として君臨
する豊かな米軍と、高等弁務官を頂点とするその絶対統治への不満や憤りが、非難や蔑みとなってこれら
の女性たちに向けられ、さらにもっと弱者である混血児に向けられたのである。
」と記している。
（ケリー、
1989：294）
近年、いまだ無戸籍者の問題が解決しない背景には、
「貞操義務」を女性にのみ課す明治憲法以来の旧民
法上の女性差別と、当時の沖縄と同様、
「ふしだらな女たち」を救済する必要はないという社会の眼差しが
存在する。一方で、無戸籍、無国籍になることで教育や社会保障など社会資源を得られる機会を奪われる
のは子どもたちであり、子どもの権利の観点からも看過できる問題ではなく、早急な法整備が必要なこと
は論を待たない。マイノリティ女性の枠組みからも周縁化された人々、支援を行ってきた人々の取組みが
果たした役割から今後に繋げる議論を模索したい。
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【部会5】
リミナーズが経験する分断――つながりの創造と痛みへの想像
北海道大学文学研究院
石原真衣
キーワード：アイヌ民族、サイレント・アイヌ、リミナーズ、多文化主義、当事者とケア
はじめに
情報化社会を迎え、科学やテクノロジーが進化し、さまざまな世界の枠組みそのものが急速に変化し続
ける社会の中で、多文化共生が謳われるようになって久しい。その一方で、
「分断」という言葉が台頭する
ようになった背景には、ポストフォーディズムを迎え、徹底した個人主義であることを強いられるように
なった人類が、存在論的不安を抱え、その不安はやがてレイシズムへとつながった状況がある（塩原 2012、
2017）
。
攻撃の矢が向けられる当事者は、連帯を強めるために戦略的本質主義を採用せざるを得ない。そこで立
ち上がる様々な言葉やカテゴリーは、その急変する事態に対応できない人びとにとっては、新たな分断と
なりうる。本発表では、サイレント・アイヌの経験から、当事者が予期せぬ他者化や一方的な包摂によっ
て、構造と構造のはざまに陥ってしまうリミナーズとなるプロセスを明らかにし、批判的多文化主義や、
当事者とケアという概念から、いかにつながりを創造できるかについて考える。

1．現代アイヌ民族を取り巻く状況
2019 年 4 月、
「アイヌ施策推進法」が成立した。同法では、日本における法律で初めてアイヌ民族が「先
住民族」であると明記されたという意味において、1997 年の「アイヌ文化振興法」から一歩進んだ法律と
して評価することができる。一方で、「〈アイヌ文化〉レジーム」がより深化していることには、注意が必
要である。小田博志は、
「〈アイヌ文化〉レジーム」について、
「この体制の特徴は、アイヌに関わる事柄を
国がこの法律で定義する＜アイヌ文化＞に限定する一方で、84 年新法案に盛り込まれていた政治経済的側
面、土地や資源への権利、さらに本稿で問題になっている repatriation の権利などの「先住権」を排除す
る構造を形成し続けていることである」とした（小田 2018）。アイヌの中には、先住民族として認められ
た点や、アイヌ民族差別の是正を促進する文言が入ったことで、同法の成立を歓迎している人びともおり、
アイヌ民族が経験した近現代を照らし出すための一歩となることは喜ばしい。しかし、行政や法律が許容
できる範囲の「アイヌ文化」のみが焦点化されるため、この問題は、多文化主義に関する議論が提示した
問題点を露呈している。

２．アイヌ民族に関する多文化主義のゆくえ
米山リサは、リベラル多文化主義、企業的多文化主義の問題点を明らかにし、批判的多文化主義の観点
から、
「地域研究的・文化人類学的知が、どのように国内外の植民地主義的状況や人種化された暴力との密
接な関わりのなかから形成され、また、これに携わる研究者たちがいかなる当事者性・位置性を備えもっ
てきたかを見定めること」の重要性を提示する。近年のアイヌ民族を取り巻く状況を、以上の多文化主義
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との連関でとらえることは重要である。

３．
「サイレント・アイヌ」のポストコロニアル経験
日本社会における他者である、
「アイヌ民族」は、彼ら・彼女らの大地が、一方的に北海道と名付けられ
奪われたのちにも、
「アイヌであること」を継承し続けた。一方で、私たち家族は、それぞれが生存するた
めに「アイヌであること」を継承しなかった。曽祖母つるは、文化的虐殺と唇の入れ墨というスティグマ
によって、困難な生を歩んだ。祖母ツヤコは、日本人となることによって自己を破壊し、生き延びた。母
イツ子は、人種的排他性と民族的分離のはざまで、自己を定義できずに、今も生きている。他者化の暴力
と包摂の暴力を経験した「私」は、透明人間となり、今も沈黙の契機にさらされ続けている。

４．
「他者化か包摂か」から「当事者のケア」へ
アイヌの出自を持つ私は、自己の痛みと向き合う契機を持とうとし、カミングアウトを始めると、
「マイ
ノリティ」「被植民者」「（歴史の）被害者」「先住民族」として、多数派日本人から他者化され、一方で、
アイヌの人びとが強くもつアイヌイメージや経験を共有できないことで同族意識をもつことができず、そ
の結果、社会において行き場をなくし、沈黙せざるを得なかった。
「サバルタンとは、社会構造にアクセス
できない人びと」（スピヴァク 2008）とすれば、私がアクセスできる社会構造はなかったため、私はサバ
ルタン化していった。
再び、語り始めるためには、
「ニーズの主人公」（上野 2011）という上野千鶴子の当事者概念によって、
自己を当事者化し、自らの言葉を紡ぐことが有効だった。その枠組みは、
「アイヌ民族／和人（多数派日本
人）
」、
「マイノリティー／マジョリティー」
、
「被害者／加害者」という枠組みからは零れ落ちてしまうリミ
ナーズである自己を、分析可能な主体として立ち上げるために、必要なものだった。
ケアの概念は、人びとの痛みに優先順位や優劣をつけず、痛みを抱えている人びとの声に耳を傾けるこ
とを可能にする。私たちは、可視化されている現状のみによって、人びとを他者化するのではなく、しか
し、自己の経験した痛みを前提に、一方的に包摂するのでもなく、それぞれの人びとが、どのような痛み
を経験し、いかなるニーズを携えているのか、辛抱強く、思考を続けていくことで、分断を乗り越え、つ
ながりを想像することが可能となるのである。

おわりに―透明人間の声を聴く
複雑化された現代において、
「私たち」の被害は多元化し、その実態を把握することが困難な状況が続い
ている。このようなプロセスにあって、当事者のニーズを無視した他者化や、一方的な包摂は、新たな分
断や暴力を生む可能性を秘めている。欲望や権力に抗して、被害の実態を明らかにし、痛みを癒しながら
も同時に、分断や暴力を回避するために、１．当事者とケアの概念から、他者の痛みを想像する、２．リ
ミナーズの存在を受容し、語る場を確保し、議論への参画の機会を生む、３．気長に、ハッピーに、言葉
を紡ぎ続け、しかし同時に、深く、思考と批判を続ける、ことを提唱したい。
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【自由論題部会 1】
移行期正義をめぐる研究の変遷と平和研究の観点からみる研究課題

愛知学院大学

杉山知子

キーワード：移行期正義、ポスト移行期正義、記憶、政治、平和教育
はじめに
日本平和学会では、2012 年の学会誌において移行期正義をテーマとした（日本平和学会編 2012）
。この
特集号編者らは、移行期正義がその運用課程における政治力学を反映し限界や課題があること、移行期正
義の評価と目的についての課題を指摘している。この報告では、移行期正義の取り組みの広がり及び研究
の多様化について、平和研究の観点から検討したい。

1.移行期正義の取り組みと移行期正義研究
移行期正義研究は、移行期正義の実践を反映しながら学問分野として発展してきた（二村 2018）
。移行
期正義研究は、1980－90 年代にラテンアメリカ諸国において体制移行期の真実と正義を求める動きが見ら
れたことが背景にある。移行期正義研究では、民主主義の定着と正義の追及のトレード・オフや政治力学
について議論された（大串 1998、内田 2002、杉山 2011）
。その後、内戦・紛争後社会の平和と正義を求
める動きと国際社会の関与が見られ、移行期正義研究においても、平和/和解と正義のトレード・オフ、ロ
ーカルなレベルの現状、国際社会の関与とその限界といった視点かれ論じられるようになった（望月 2012、
クロス 2016）
。

2.移行期正義の取り組み及び移行期正義研究をめぐる近年の動向
移行期正義の実践と移行期正義研究は多様化している。今日では、国際社会において、移行期正義の取
り組み範囲は、人権侵害についての真実と正義の追及から経済的、文化的、社会的権利の回復をも目指す
ことが求められ（OHCHR 2014）
、そのような視点からの研究も見られるようになった。国連が支援する
移行期正義の取り組みの中に、個人に対する賠償ではなく、集合的賠償（コミュニティ・ベース）として、
開発中心の賠償なども実施されるようになった。また、ジェンダー、先住民、子どもに焦点を当てた移行
期正義の取り組みも見られる。

3.移行期正義研究と平和研究
上記のように、移行期正義研究は、学際的な研究領域として発展してきた。日本では、地域研究及び国
際社会との関連する研究領域（国際法・国際機関など）において議論が展開され、平和研究との関連では、
特定の国の事例、国際法・国際機関、歴史的正義の視点から移行期正義研究が進められた（日本平和学会
編 2012）
。近年では、開発、ジェンダー、先住民、子どもなどの視点からも論じられている。ここでは平
和研究の視点から、芸術・平和教育との関連について、アルゼンチンとチリの事例を中心に、慰霊碑、博
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物館、パブリック・スペース、アートなどによる記憶形成と平和教育との関係から移行期正義の実践及び
移行期正義研究を考えたい。

おわりに～移行期正義研究の今後の研究課題
移行期正義についての取り組みはグローバル規模で拡大し、その研究についても、多様な研究分野の視
点から研究が進められると思われる。日本においてもこの傾向は見られる。現在、隣接領域の学際分野的
研究と地域横断型の移行期正義研究が進められており、狭義の学術研究を目的としないシンポジウムなど
も開催されている。

参考文献
大串和雄「罰するべきか赦すべきか―過去の人権侵害に向き合うラテンアメリカ諸国のジレンマ―」
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科学ジャーナル』
、1999 年
内田みどり「ウルグアイにおける軍部人権侵害をめぐる政治力学―「平和のための委員会」の意義と限界」
『国際政治 (131)』
、2002 年
杉山知子『移行期の正義とラテンアメリカの教訓－真実と正義の政治学』北樹出版、2011 年
日本平和学会編『体制移行期の人権回復と正義［平和研究 38 号］
』
、2012 年
望月康恵『移行期正義－国際社会における正義の追及―』法律文化社、2012 年
OHCHR, Transitional Justice and Economic, Social, and Cultural Rights , 2014
クロス京子, 『移行期正義と和解: 規範の多系的伝播・受容過程 』有信堂、2016 年
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【自由論題部会 1】
ポスト移行期正義に停滞する正義：チリとウルグアイの事例から
和歌山大学

内田みどり

ウルグアイとチリは、ラテンアメリカのなかでもっとも民主主義が定着した国として知られながら、1973
年に軍事クーデターが起き、軍政下で過酷な人権侵害が行われた国として知られている。そして、その軍
事政権が政治関与を制度化するために行った国民投票で、軍政に「NO」の審判が下り、民政移管が行われ
たことでも共通する。さらに、21 世紀に入り、アンデス諸国やアルゼンチンで政党政治が溶解してしまっ
たのちも、政党が政治的に重要な位置を占め、民主主義が定着していることで知られる。また、軍事政権
時代に迫害された側が選挙に勝利し、政権の座に就いたことでも共通する（チリでは民政移管後の 1990
年～2009 年と 2014 年～2018 年に反軍政派の政党連合「コンセルタシオン」
が大統領選挙に勝利している。
ウルグアイでは 2005 年から現在まで左派の政党・会派連合の「拡大戦線」が大統領選挙に勝利）
。しかし
同時にこの二国は、軍事政権時代の軍・警察の人権侵害を免責する法律（免責法）をいまだに無効にでき
ないでいる。政治的にも経済的にも不安定なアルゼンチンで、軍のトップが裁判にかけられるも軍の蜂起
によって免責法を作らざるを得ない事態に陥りながら、紆余曲折のすえ、最高裁が免責法に違憲判決を下
したのとは対照的である。
なぜ、ウルグアイやチリでは免責法が存在し続けるのか。免責法があると全く「裁き」は不可能なのか。
本報告では、主にウルグアイのケースについて検討しつつチリにも言及しながら、まず、①両国の移行期
（民政移管直後の政権とその次の政権）における裁判と真実究明
ト移行期における裁判と真実究明

②民主主義が定着したと思われるポス

について概観する。免責法の無効化を推進する要因としては、被害者・

被害者を支援する人権団体の運動と、国内人権団体等とタイアップしたりしながら国外機関を利用するこ
とで可能になる「外圧」がある。一方で免責法無効化を停滞させる／阻む要因としては、チリのコンセル
タシオンもウルグアイの拡大戦線も反軍政・左派の政党連合であることから、①大統領の会派の議会内に
おける位置

②政軍関係

が考えられる。とりわけウルグアイにおいては、軍政期人権侵害に関する加害

者の証言をめぐって今まさに政軍関係緊張が高まっている。さらに大統領を批判して退役させられた軍司
令官が 2019 年秋の大統領選挙に出馬すると宣言したことから、国政選挙で軍政期人権侵害の問題が再び争
点に浮上する可能性もある。4 月のスペイン総選挙でスペイン内戦時にかかわる VOX が躍進したことから
もわかるように、
「正義」の問題は、ポスト移行期にあっても今だ「過ぎ去ろうとしない過去」なのである。
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【自由論題部会１】
過去との決別なきフィリピン：二つのアキノ政権における移行期正義の挫折
京都産業大学

クロス京子

はじめに
イスラム教徒による分離独立闘争が長期に渡って繰り広げられたフィリピン・ミンダナオ島で、2019 年
イスラム自治政府の樹立が承認され紛争終結が最終段階に入った。これに先立ち、2014 年の包括的和平合
意に基づき設置された移行期正義和解委員会（TJRC）が、ミンダナオ紛争終結にあたって導入されるべき
移行期正義のメカニズムを勧告している。しかし、TJRC の勧告に基づいた移行期正義が実施される可能性
は低い。本報告では、まずフィリピンの主要な過去の人権侵害を振り返りそれらの暴力の連続性を指摘す
る。その後、反マルコスを掲げたコラソン（コーリー）
・アキノ大統領とその息子であるベニグノ（ノイノ
イ）
・アキノ３世大統領による移行期正義の試みを概観したうえで、移行期正義なき体制移行によって負の
過去と決別できないフィリピンの現状を論じることとする。

１．フィリピンにおける大規模人権侵害
フィリピン独立後に生じた大規模な人権侵害の多くが、植民地支配下で構築された大土地所有制やパト
ロネージに支えられた寡頭政支配体制に起因するとされる。これらの人権侵害は、大きく①国家による暴
力、②左派勢力の革命運動に伴う暴力、③イスラム勢力の分離独立闘争に伴う暴力に分類できるが、互い
に密接に関連しており連続性がある。まず①の国家による暴力としては、1965 年から 1986 年のマルコス
政権下、とりわけ戒厳令が布告された 1972 年以降の共産党員やイスラム教徒、一般市民に対する拷問や殺
人などの人権侵害が挙げられる。また、アロヨ政権（2001～2010 年）下で行われた超法規的殺人も左派系
ジャーナリストや人権活動家が標的とされている点で共通している。
次に、②左派勢力による革命運動に伴う暴力として、共産党の軍事組織である新人民軍（NPA）による政
府軍との武力闘争がある。1969 年に武力革命を目指して結成され、貧しい農民や都市労働者の不満を受け
皿に急成長した NPA は、分裂と組織内抗争を経て弱体化したが現在も武力闘争を継続している。コルディ
リエラ（山岳地域）で分離独立運動を展開した先住民も、一時期 NPA と共闘していた。
③はミンダナオのイスラム教徒による分離独立運動に伴う暴力である。1969 年に結成されたモロ民族解
放戦線（MNLF）とその分派であるモロ・イスラム解放戦線（MILF）を中心とするイスラム反政府ゲリラが
政府の治安組織と武力衝突を繰り返した。半世紀に及ぶ紛争の中で、多くの住民が紛争に巻き込まれ土地
を追われた。政府との断続的な和平協議は 2012 年に合意に至った。
これらの暴力の特徴は、①が国家による違法な市民・政治的権利の侵害であるのに対して、②と③は反
政府武装勢力による違法な暴力活動に対する正当な暴力行使だと政府側が主張してきた点にある。他方で、
反政府組織には貧困と不平等から成る構造的暴力への抵抗という「正当な」理由がある。共産党系、イス
ラム系ともに組織されたのがマルコス戒厳令体制下であったことからも分かるように、同政権下の人権侵
害への抵抗が主要な武力闘争の直接的な引き金であったことを考えれば、国家による違法な暴力だったと
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認められない限り武力闘争に駆り立てられた人々や紛争に巻き込まれた市民の不正義の感情は解消される
ことはないといえるだろう。

２．コーリー・アキノ政権下の移行期正義（1986～1992）
1986 年の「ピープル・パワー革命」後就任したコーリーは、直ちに行政規律委員会（PCGG）と大統領人
権委員会（PCHR）の二つの調査委員会を設置した。前者は、マルコスやその取り巻きの経済犯罪、すなわ
ち推定 50 億ドル以上といわれる不正蓄財の調査と接収を目的とし、後者は 1972 年以降の戒厳令下の人権
侵害の調査を任務とした。前者については、国内外の関連資産の多くを凍結・接収するなど一定の成果を
あげたが、後者については、コーリー政権がマルコス政権で肥大した国軍の抵抗を抑えることができず政
権基盤が安定しなかったため、実質的な成果を出すことなく 1 年余りの活動後解散した。
他方でコーリー政権時代の 1986 年、外国人不法行為請求権法に基づいて米国連邦裁判所にマルコス戒厳
令下の人権侵害被害者 9,539 人がマルコス家を提訴し、総額 19 億ドルの懲罰的損害賠償を勝ち取った。し
かし、不正蓄財の回収を急ぐフィリピン政府との綱引きに加え、賠償金の分配をめぐって被害者組織が分
裂したため、2011 年と 2014 年に弁護団によって提訴時よりも少ない 7,526 人の被害者に対し少額の賠償
金が給付されただけであった。なお 3 回目の給付は 2019 年 5 月に予定されている。

３．ノイノイ・アキノ政権下の移行期正義（2010～2016）
ノイノイ政権の移行期正義の成果としては、第一に MILF との和平合意締結がある。実際の自治政府樹立
のための法案成立は後のドゥテルテ政権まで待たなければならなかったが、高度な自治権の付与はミンダ
ナオのイスラム教徒にとっては正義の実現を意味した。第二に、PCGG によって接収されたマルコス不正蓄
財の一部を用いて、戒厳令下の人権侵害被害者に対し賠償する新たな国内法を制定した。コーリー以降の
歴代の政権はマルコス家の政界復帰の影響を受け、米裁判所による賠償金支払い命令を 30 年以上にわたり
放置していた。委員会による認定を経た 2018 年、11,103 人の被害者に対し賠償金が支払われた。母であ
るコーリー同様、反マルコスを打ち出したノイノイだからこそ実現した政策ではあったが、アロヨ政権の
経済犯罪を追及する真実委員会設置の試みが失敗に終わるなど、政治家の犯罪に対する寛容な文化に阻ま
れ、マルコス政権以降の人権侵害の責任追及を積極的に押し進めることはできなかった。

おわりにー移行期正義なき体制移行の課題
フィリピンでは、マルコス政権、及びその後の政権の人権侵害の責任追及がないまま、海外での訴訟を
経て被害者に賠償金が給付された。過去の人権侵害がフィリピン国内で議論・認知されるプロセスが抜け
落ちており、その結果、フィリピンで起こった大規模人権侵害の被害者は、マルコス時代の暴力、ひいて
は植民地支配の歴史に根を持つ多様な暴力の被害者であるという共通点にも関わらず、賠償金が支給され
る被害/支給されない被害という選別に基づき分断されてしまった。人権侵害の真実が明らかにされないま
ま、近年ではマルコス家、及びその関係者の政界復帰が進み、戒厳令下の人権侵害を否定する歴史修正主
義的発言が相次いでいる。ドゥテルテ政権の麻薬戦争に見られるように、過去との決別のないまま体制移
行したフィリピンでは、国家権力の乱用という古くて新しい問題が再生産され続けている。
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②「グローバルヒバクシャ」分科会
〈調べない、知らせない、助けない〉を正当化する論理
上智大学大学院実践宗教学研究科
島薗進
キーワード：原発災害、低線量被ばく、精神的影響、リスクコミュニケーション、保健物理

福島原発事故以前から事故直後の科学者・専門家
2013 年に刊行された拙著『つくられた放射線「安全」論』
（河出書房）では、主に福島原発事故以前の
保健物理の領域で LNT モデル（しきい値なしモデル）を否定しようとする研究動向について論じ、あわせ
て事故後の科学者・専門家の動きについても論じた。マンハッタン計画から 1990 年前後までの放射線健康
影響をめぐる議論の推移については、故中川保雄の労作、『放射線被曝の歴史』（増補版、明石書店、2011
年）があるが、その後の展開について、とくに日本の役割の増大という点について、跡づけることができ
たと思っている。
『つくられた放射線「安全」論』に対する学術的な批判はあまりなかった。そこで示した事実関係につ
いて誤りがあるという指摘は受けていない。科学者や専門家が政治的な利害関係に巻き込まれ、それが科
学者の言明を偏ったものにし、信頼性を失わせるという論点について、
『つくられた放射線「安全」論』に
対する批判となるような学術的業績はまだ目にしていない。その後、この書物の論点をさらに裏付けるよ
うな事態も生じている。
信頼喪失の状況は改善していない
だが、その後も放射線健康影響に関わる科学者・専門家をめぐる問題状況は変化していない。むしろ
悪化している感がある。たとえば、伊達市における被ばく線量評価について、国際専門誌に掲載された２
つの論文（2016 年 12 月、2017 年 7 月）が引き起こした問題がある。被ばく線量を何分の 1 に低く見積も
る評価をし、除染をめぐる伊達市の政策に大きな影響を及ぼしたものだ。著者は宮崎真氏（福島県立医大
放射線管理学講座講師）と早野龍五氏（東京大学名誉教授）の２名である。これについて、黒川眞一氏ら
による批判（黒川眞一「被災地の被曝線量を過小評価してはならない」『WEBRONZA』2017 年 5 月、黒
川眞一・島明美「住民に背を向けたガラスバッジ論文」
『科学』2019 年 2 月、黒川眞一・谷本溶「インテ
グリティの失われた被ばく評価論文」『科学』2019 年４月等）が提起されているが、両氏から応答がなさ
れていない。
この分野に関わる科学者・専門家への不信感が軽減されるような気配は乏しい。復興・帰還政策が強行
され、放射線「安全」論はますます強められていき、それに疑いをもつ人々は口を閉ざさざるをえない状
況だ。被災地住民のなかにも放射線「安全」論を疑うことは復興の妨げになり、そのようなことをしてほ
しくないという意識が強まっているようだ。この問題について「ものが言えない」故に悩みが深いという
声をしばしば聞く。福島原発事故による放射性降下物の影響で甲状腺がんが増えたのかどうかという問題
があり、福島県県民健康調査では、甲状腺を手術で切除した若者や子供が増えたという事実がある。放射
性ヨウ素の影響ではないかと推定できる材料はあるが、これを否定する論拠は明確でない。そこで、
「過剰
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診断」だという議論が幅をきかせているが、多くの甲状腺の専門家はそれに対して疑問を表明している。
他方、事故の後、早い時期の放射線被曝はどうだったか。これについても議論が続いており、
「格段に少な
かった」こと確証するような十分な資料はない。
『原発・放射線被ばくの科学と倫理』
この度、専修大学出版局から刊行された『原発・放射線被ばくの科学と倫理』
（2019 年 ３月刊）は、福
島原発事故後、8 年を経てもなお続く、放射線健康影響をめぐる科学者・専門家への信頼の低下・欠如に
ついて、その要因を明らかにしようとしている。また、原発事故によって飛来した降下物が発する放射線
のリスクはとるに足りないものだから、無視してふつうの生に戻るよう求める言説の危うさを論じている。
『つくられた放射線「安全」論』を引き継ぎ、放射線健康影響（核医学や保険物理や放射線生物学とい
う専門領域と重なり合う）の言説の検討が主だが、新たに精神医学・精神保健学の分野も検討の対象とな
っている。原発事故後になって初めてこの領域に関わるようになったが、放射線健康影響の専門家の言説
をそのまま受け入れて、それに追随しつつ被災者が「不安」をなくすこと（減らすこと）こそ重要だとい
う考え方にそった研究や臨床的支援の活動をしてきた科学者・専門家たちである。
現代の科学者の倫理を問う視点
このように『原発・放射線被ばくの科学と倫理』は、
『つくられた放射線「安全」論』の続編といってよ
いものだが、加えて新たな題材を組み入れた。それは、なぜ脱原発でなくてはならないかという問題を倫
理的な側面から考察した第 3 部である。とくに宗教団体や宗教者による声明や意見表明に注目した。日本
の宗教団体や宗教者がそれぞれの立場から提示した「原発の倫理的批判」を比較検討し、さらにドイツの
議論や宗教者ではない日本人の議論とも比べている。
「放射線被ばくの科学と倫理」と「原発の科学と倫理」
はもちろん深いところでつながりあっているが、とりあえずは異なる議論が行われている。本書ではあえ
て両者を結びつけることなく、第 1 部・第 2 部と第 3 部で並列して取り上げた。
すでに刊行されている佐藤嘉幸・田口卓臣『脱原発の哲学』（人文書院、2016 年）などとも切り結ぶこ
とを願っている。
『脱原発の哲学』の論点は多岐に及んでいるが、現代の科学が長期的な視野に立って、多
数の人々に及ぶ危機を回避することが困難になっていることの理由をどう捉え、どう対処するのかについ
て考えたい。
参考文献
佐藤嘉幸・田口卓臣『脱原発の哲学』人文書院、2016年
島薗進『つくられた放射線「安全」論』河出書房、2013年
同 『原発・放射線被ばくの科学と倫理』専修大学出版局、2019 年
長瀧重信『原子力災害に学ぶ放射線の健康影響とその対策』丸善出版、2012年
中川保雄『放射線被曝の歴史』増補版、明石書店、2011年
ジャン＝ピエール・デュピュイ『聖なるものの刻印』
（西谷修他訳）以文社、2014 年
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③「平和と芸術」分科会

美術家・赤城修司「僕の見た福島」をみる・聴く
立教大学
佐藤壮広（本分科会企画委員）

キーワード：原発事故被災地、不安、非日常の常態化、沈黙、同調圧力、写真、記録、未来

記録の未来
福島に生まれ、現在、地元の高等学校で美術教員をしている赤城修司は、2011 年３月 11 日の東日本大
震災と福島第一原子力発電所の事故を機に、写真を撮影するようになる。除染作業のため、町の通りは大
型トラックが行き交い、放射線量の高い地区には表土を削り取るための重機が運び込まれる。黒々と積ま
れた放射能汚染物質の袋の山は、最初は異様な光景だったが、１年、２年と時がたつとその山は日常の風
景になった。赤城はその非日常の常態化を撮影し、記録し続けている。
福島産の農作物に関する「風評被害」により、農家の生活が立ち行かなくなる。除染の様子を映すメデ
ィアが、その風評被害に加担している。だから、その様子も次第に報道されなくなる…。また、避難区域
外とされた福島市内では、子どもたちの遊ぶ公園の遊具や土除染され、そこで子どもたちが元気よく遊ぶ
ひとときが戻りつつある。そのように見える。
不安を言い立てるのではなく、困難に皆一丸となって立ち向かうことが価値ある行為とされ、
「がんばろ
う福島」の広告や街角に立てられた幟が、福島のひとを励ます。赤城はその看板や幟の文字なども撮りた
めてきた。そこに、目にみえない圧力や、不安をぐっと押し込めた人びとの沈黙をみるからだという。彼
の写真は、未来の自分自身へと残すための記録だという。2011 年３月以降自分が経験している状況と見て
いることそれ自体を、なんとか残すために、写真を撮っているのだ。本分科会に登壇する赤城修司と会い、
撮ることを通して赤城が問いかけることを、聴き、考え、そして語り合う７０分間に、ぜひ参加してほし
い。

参考文献
赤城修司『Fukushima Traces, 2011-2013』オシリス、2015 年。
椹木野衣「７年が経つということ

赤城修司「Fukushima Traces, 2017」展」
『美術手帖』2018 年６月号

（第 2067 号）
、美術出版社、2018 年。
赤城修司「福島を撮り続ける

日常の中の非日常」
『週刊金曜日』2019 年３月８日号（第 1223 号）
、週刊

金曜日。
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【部会 6】
京都帝大における原子核研究と原爆開発計画
京都大学名誉教授
政池 明
キーワード：荒勝文策、連鎖反応、遠心分離器、海軍技術研究所、広島の放射能調査

はじめに
第 2 次大戦中の京都帝大における原子エネルギー/原爆開発についてはこれまで掘り下げた研究は行われ
ていなかった。しかし 21 世紀になって新しく多くの資料が発見されて、これまで知られていなかった実態
が明らかになり、話題を呼んでいる。この報告ではこれらの資料によって明らかになった事実を示し、そ
の意義について考察したい。

１．原子核研究の黎明
荒勝文策は台北帝大における原子核研究の業績を認められて 1936 年に京都帝大の教授となる。
1939 年初頭ハーンとマイトナーによるウラン核分裂の発見が報じられると荒勝グループの萩原篤太郎
は直ちに核分裂時に発生する中性子数の測定を行ない、その年の秋その数が 2.6 個であると英文で発表す
る。この値は核分裂の連鎖反応の成否を決定する極めて重要なパラメータであるが、萩原の測定値は大戦
以前に公表された値の中で最も精度のよいものであった。ただ当時の荒勝の講演記録には核分裂のエネル
ギー利用についての記述は見当たらない。
荒勝は核分裂のメカニズムを追求すべく γ 線によるウランやトリウムの核分裂断面積を測定し、それが
中性子による核分裂に比べてずっと小さいことを明らかにする。更に荒勝らは 17.6 MeV の γ 線を種々の
原子核に照射すると中性子、陽子、α 粒子などが放出されることを突き止めたが、これは大戦後の原子核
反応の巨大共鳴発見に先鞭をつけることになった。
大戦末期、荒勝研究室の大学院生花谷暉一らは熱中性子のウラン核による捕獲断面積を測定し、中性子
がウラン 235 に当たると核分裂をおこすだけでなく、中性子を吸収してウラン 236 となる反応も起こるこ
とを指摘した。更に花谷らは核分裂の際放出される中性子数を再び測定し、2.4 個という値を得ているが、
この数値は現代の測定値と比べても見劣りしない。
大戦中、荒勝グループはサイクロトロンの建設を開始したが、敗戦によって完成に至らず、敗戦直後占
領軍によって破壊された。

2．大戦中の原子エネルギー/原爆研究
京都帝大の荒勝グループは大戦中サイクロトロンの電磁石を建設するにあたり海軍から援助を受けた。
更に 1943 年海軍は研究費として年間 3000 円を荒勝に支給し、原子核分裂による原子エネルギーの基礎研
究を依頼したと言われているが、研究費の使途については明らかでない。その後、海軍技術研究所の北川
徹三が記した「勤務録」の 1944 年 9 月 17 日の項に「荒勝教授、藤尾講師来部、艦本（海軍艦政本部）に
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行き、U につき打合す。
」とあり、この時荒勝が海軍から核エネルギーの研究を依頼されたと考えられる。
それを受けて 1944 年 10 月 4 日大阪の水交社で関西の大学関係者と海軍関係者の合同で「ウラニウム問題」
についての話し合いが持たれ、核エネルギーの兵器への応用の可能性が検討された。この年の 10 月～11
月に京大講師（当時）清水栄が書いた「超遠心分離器」と表記された 3 冊のノートにはウラン 235 濃縮の
ための遠心分離器設計の詳細が記されている。
1945 年 5 月末に戦時研究が政府によって正式に認められたことが湯川秀樹の日記に記されている。更に
7 月 21 日に京大の研究者と海軍関係者の合同の打合せ会が琵琶湖ホテルで開かれ、荒勝はこの会議にウラ
ンの核分裂断面積の測定結果と核分裂の際発生する中性子数に関する報告のメモを提出したと言われてい
る。この会では湯川が「世界の原子力」と題して語り、湯川研究室の小林稔が連鎖反応の臨界値について、
東京計器 K.K.の新田重治が遠心分離器について、更に京大工学部の岡田辰三が純粋ウラン金属の生成法に
ついて話したことが知られている。この会議の 2 週間後に広島に原爆が投下され、更にその 9 日後に戦争
が終結するので、これらの開発研究は殆ど成果を得られないまま終わることになる。

3．原爆の放射能調査
広島に原爆が投下されると、荒勝はスタッフ、学生と共に広島に赴き、陸海軍、理研との合同会議に臨
み、
「投下された爆弾は原爆か」と質問されると「原爆と思われるが、科学者としては今科学的な調査をや
っているから、それが出来たら判断する」と述べる。荒勝らは土壌などを採取して京都に持ち帰り、それ
等から放出された β 線のスペクトルや寿命を測定する。最近の分析で、その β 線はヨウ素 133 から放出さ
れたものであることが明らかになった。荒勝は直ちに第 2 次調査団を広島に派遣し、放射能測定結果から、
爆心地、爆発ウラン量等を特定して終戦当日原爆であると断定し、海軍に電報で知らせる。

4. 考察
荒勝は大戦中も基礎科学を優先し、経験主義と自身の研究結果を重視する手法を貫いた。
太平洋戦争末期、海軍の要請で核分裂の原爆への応用研究を始める。連鎖反応の条件を求め、ウラン濃
縮のための遠心分離器設計などを始めるが、敗戦によってそれらの研究はいずれも初歩的段階で終わる。
当時の状況から考えて原爆の完成は望めないと思われていたのにその研究に手を染めるようになったの
は研究者を少しでも温存しておきたいと考えたためと言われている。また軍事研究と称して基礎科学を進
めることが出来ると思ったのかもしてない。しかし基礎科学者が原爆製作につながる戦時研究に力を貸し
たことは事実であり、科学者の軍事研究への関わりとして深刻に受け止めねばならない。

参考文献
政池明『荒勝文策と原子核物理学の黎明』京都大学学術出版会、2018 年
読売新聞社編『昭和史の天皇―原爆投下』角川文庫、1988 年
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【部会6】
理化学研究所の原爆開発計画と戦後の原子力開発
東京工業大学名誉教授
山崎正勝
キーワード：仁科芳雄、陸軍「ニ号研究」、戦争の廃棄、原子力三原則、過酷事故予測
はじめに
日本は被爆国であると同時に、英・米・仏、独、ソについで、第二次世界大戦中に核兵器開発を行った
国の一つだった。日本の開発の隘路はウラン資源にあり、マンハッタン計画の 0.4％以下のウランしか入手
できなかった。理化学研究所（理研）で行われた陸軍の研究は戦時計画の中心で、予算規模などで海軍の
約 10 倍だった。この報告では理研の計画をたどり、その後の日本の原子力政策の歴史を概観したい。

1．科学者が言い出した理研の原爆（ウラニウム爆弾）計画
有名な「アインシュタインの手紙」のように、原爆計画を日本陸軍に提案したのは科学者だった。理研
の仁科芳雄は、1940 年の半ばすぎに陸軍中将安田武雄（当時、陸軍の航空技術研究所長、後に航空本部長）
に、原爆の研究に着手する用意があると伝えた。しかし、太平洋戦争が始まった直後は、仁科は「戦争中
といえども基礎研究に邁進すべきである」と発言し、原爆計画に特に力を入れたわけではなかった。仁科
が東京帝大化学科を卒業したばかりの木越邦彦を計画へ誘ったときも、ウランの研究をしていれば、
「戦争
に行かなくてもすむ」
、
「まあ、ぼつぼつ（岡山言葉で「ゆっくり」の意）やるさ」と告げた。

２．
「お国のお役に立つ研究」に
真珠湾攻撃の1年後、仁科はそれまでの基礎研究重視の立場を翻して、｢われわれもお国のお役に立つよ
うな仕事をしなければならない｣と発言し、原爆研究を本格化した。1943年の春、仁科は安田に研究の概要
を報告し、熱拡散法で10％程度の濃縮ウランが入手できれば、その核連鎖反応で通常火薬で約１万トンの
エネルギーが得られると伝えた（この報告書と、そのもとになった玉木英彦の計算ノートは、現在、理研
の記念史料室に収められている。内容的には実現不可能な原子炉暴走型の爆弾だった。）。これを受けて、
9月に陸軍は、航空本部の唯一の直轄研究として「ニ号研究」（「ニ」は仁科の頭文字から）を開始した。
実験室にあったウランを使用して、気体熱拡散法で濃縮を試みるものの、理研に作られた熱拡散搭は、
1945 年 4 月の空襲で焼失し、5 月に仁科は理研での研究の中止を余儀なくされた。

３．原爆調査から「戦争はなくさなければならない」へ－科学者の社会的責任
広島原爆投下の翌日に陸軍から原爆調査依頼を受けた仁科は、広島と長崎に入り、それらが原爆である
ことを確認することができた。翌年 4 月に仁科は、
「原子爆弾の攻撃を受けて間もない広島と長崎とを目撃
する機会を得た自分は、その被害の余りにもひどいのに面を被わざるを得なかった」と述べ、戦争をなく
すこと（戦争の廃棄）が、原子爆弾の誕生から導かれる「必然の帰結」だとした（このような言説は、当
時の日本に他にも見られた（山崎 近刊））
。さらに仁科は、科学者の国際協力による世界平和実現を構想し
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た。こうした理解は、水爆とビキニ事件から生まれた「ラッセル・アインシュタイン宣言」やパグウォッ
シュ会議の運動の思想（対立を超えた対話、科学者の社会的責任）に先駆けるものだった。
日本学術会議が誕生すると、仁科は自然科学分野の副会長となり、1949 年の声明「原子力に対する有効
なる国際管理の確立要請」の提案を荒勝文策とともに行うとともに、知識人の平和運動の起点となった「平
和問題談話会」の活動にも参加した。

４．原子力三原則
占領が終わると、学術会議で原子力研究の再開の検討が始まった。当時の最大の課題は、軍事転用なし
に原子力研究が行えるかどうかだった。大阪大学（当時）の伏見康治は、原子力の法律に憲章を設けて、
「軍事目的の研究は一切行わない」ことと「研究結果はすべて定期的に公開する」ことで、軍事転用を
監視することができると考えた。この理解は、1954 年のビキニ事件を受けて出された「原子力三原則」
（公
開・民主・自主）と 1955 年の原子力基本法（民主・自主・公開）に引き継がれた。
他方、この時に同時に締結された日米原子力協定（この協定によって 1957 年に米国製実験炉が東海村で
臨界に達した。
）は、自主原則を損なう要因となった。その後、実用炉の導入が模索されるころには、科学
者の中で意見が分かれた（1959 年 7 月原子力委員会公聴会）。

おわりに―閉ざされた公開原則
最初の実用炉（東海発電所）が稼働するときに、政府は「原子力損害の賠償に関する法律」の策定のた
めに、原子力発電所が制御を失った場合の過酷事故の予想を原子力産業会議に依頼した。その報告書「大
型原子炉の事故の理論的可能性及び公衆損害に関する試算」で予想された放射能の放出は福島原発事故の
規模に相当し、賠償金は当時の国家予算の 2 倍を超えるというものだった。しかし、この報告書は公開さ
れることなく、1970 年代初頭の石油危機以降、原子力発電所は急速に数を増し、基数で世界第 3 位になっ
ていった。これに危惧した武谷三男などの科学者からは、原子炉の安全性についてあらためて公開の原則
の必要性が説かれたものの、原子力政策は、その後も国民に閉ざされたまま、福島事故を迎えた。

参考文献
山崎正勝『日本の核開発：1939～1955』績文堂、2011 年。
山崎正勝「平和問題と原子力：物理学者はどう向き合ってきたのか」、
『日本物理学会誌』Vol. 71, No. 12,
2017 年。
山崎正勝「原子爆弾と戦争廃棄・放棄論、1945～1946」、
『科学史研究』
（近刊）
。
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【部会6】
今日における科学者と軍事研究の問題
池内 了
キーワード：科学者の軍事協力、安全保障技術研究推進制度、日本学術会議声明、軍民両用技術
はじめに
アジア・太平洋戦争終了後、日本学術会議は軍事研究には協力しないと決議し、その誓いによって日本
の科学者はもっぱら軍事とは無関係の研究に従事してきた。しかし、2015 年に防衛装備庁が研究委託制度
である「安全保障技術研究推進制度」を創設し、科学者が軍事研究に携わる道を開いたことから雲行きが
大きく変化し、日本のアカデミアと軍事研究の問題がクローズアップされるようになった。この制度は、
アメリカにおいて、軍（国防総省）に兵器開発専門の研究所をおくとともに、大学における科学者に対し
て軍学共同研空予算を餌にして、軍民両用技術という名目で民生研究を軍事研究へ転用する働きかけを行
う DARPA（国防研究計画局）方式を参考にしたものである。日本の科学技術政策が「選択と集中」に傾
き、研究費不足に悩む大学の科学者にとって軍事研究への誘引となっており、今後軍産学複合体へと進ん
でいくことが強く懸念される。

1．安全保障技術研究推進制度の概要
この制度の募集種目は、タイプ A（年間 3900 万円上限）とタイプ C（年間 1300 万円上限）のいずれも
3 年間継続可能な種目と、タイプ S（総額 20 億円上限で 5 年間継続可能）の 3 つである。タイプ A はシニ
ア向け、タイプ C は若手向けで、年間総額約 10 億円、タイプ S は研究リーダーが牽引する大型研究種目
で年間総額約 90 億円として、年額約 100 億円規模となっている。対応する科研費の項目と比べると、書
類の数など圧倒的に応募しやすくなっている。一番の特徴は、募集テーマが示されていることで、
「基礎研
究」と呼んでいるが、実際には示されたテーマ（AI、デバイス、電磁波、接着剤、強力エンジン、化学物
質など）の応用研究で、装備庁としては「将来の防衛装備品開発に資する」ことが目的である。実際、募
集テーマの概要を読むと、どのような兵器に繋げようとしているかが予想できる。科学者が気にする研究
成果の公表の自由度、特定秘密との関連、PO（プログラムオフィサー）の研究への介入、の問題について
トラブルが起こらないよう気を遣っているが、公募要領をじっくり読めばいくつも問題点がしてきできる。

２．この 4 年間の応募の推移
2015 年には応募者は 109 件（大学 58 件、公的研究機関 22 件、企業 29 件）と非常に多かったのだが、
2016 年には 44 件（大学 23 件、公的研究機関 11 件、企業 10 件）と激減した。2015 年夏に安保関連法制
反対運動が全国的に広がり、応募を控えた科学者が多くいたことが伺える。2017 年は 104 件（大学 22 件、
公的研究機関 27 件、企業 55 件）と再び増加したが、2018 年は 73 件（大学 12 件、公的研究機関 12 件、
企業 49 件）となっている。つまり、大学からの応募は減少しているが、企業は高い数で一定するようにな
っており、企業からの応募が多数になりつつある。公的研究機関と呼んでいる国立研究開発法人は全体の
数から言えば高い割合で応募しており、
「学」セクターの中心になっていくのではないかと思われる。
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３．問題点
（１）大学からの応募が減少傾向であるのは、日本学術会議が 2017 年 3 月に出した「軍事的安全保障研
究に関する声明」で、装備庁の委託制度は研究の自主性・自律性・公開性の 3 点において問題があり、国
家の研究への介入を招いて学問研究の自由が損なわれる懸念があることが述べられており、それが多くの
大学で応募をしない決定・決議・声明・宣言に繋がったためと思われる。しかし、国公私立を問わず、科
学者は競争的資金を獲得できねば研究が続けられない状況にあり、
「研究者版経済的徴兵制」へと追い込ま
れていく可能性があるため楽観は禁物である。特に、若手研究者には軍事研究へのタブー感は希薄だから、
積極的な働きかけが必要である。
（２）企業からの応募が着実に増えていることから、防衛装備庁および軍需企業が結託して軍産複合体作
りを目指していることが伺える。実際、防衛予算で潤っている軍需企業から大型研究への応募が（採択も）
多く、武器生産・武器輸出へと企業活動の軸足を移しつつあることが読み取れる。これらの企業と大学と
の産学共同が進む可能性とともに、ベンチャー企業が複数採択されており、ベンチャーには企業や大学と
の共同研究を継続している企業が多く、新たな軍産学複合体形成の道になるのかもしれない。
（３）国立開発法人は大きな国策プロジェクトを提案することで予算を確保しているが、他方では運営交
付金の削減は厳しく、経常研究費不足は国立大学と同様な状況にあって軍事研究に傾いていきやすい。実
際、宇宙（JAXA）、海洋（JAMSTEC）、サイバー（NICT）は軍事的安全保障研究の最先端にあり、物質・
材料（NIMS）とともに軍事に直結する研究テーマを掲げており、軍事的国策研究機関となっていく危険
性が高い。また、国立研究開発法人は、大学と異なって批判的な目を持つ学生や市民からの注目に曝され
にくいため、国家に忠実な科学者ばかりになってしまうことが危惧される。

おわりに
古来、科学者の軍事研究は続いてきた。そして、恐ろしい新兵器を作り出だしては「これで戦争は終わ
る」と嘯き、
「これぞ人道的な兵器である」と胸を張った。このような科学者の平和への挑戦はどこから来
るのであろうか。他方、1868 年のサンクトペテルブルグ宣言以来、非戦・軍縮の動きも絶えず続いており、
そのせめぎ合いが平和を希求する力となっていることを確認しておきたい（池内了 2019）。

参考文献
池内 了『科学者は、なぜ軍事研究に手を染めてはいけないか』みすず書房、2019 年。
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【部会 7】
原発事故後の権利回復を目指す市民運動

―栃木県の事例から

宇都宮大学
清水 奈名子
キーワード：低認知被災地、被害の語りにくさ、被害の不可視化、「福島差別」論、平和学の役割
報告の目的
福島県に隣接する栃木県は、2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故（東電福島原発
事故）によって深刻な放射能汚染に見舞われ、長期的な対策が必要な状況にある。しかし他の福島県周辺
の汚染地域同様に、原発事故による被害は十分に認知されない「低認知被災地」となったが故に、公的な
対策や支援は限定されてきた。さらには当該地域の放射能汚染について、住民の間でも認知をめぐって対
立やゆらぎがみられ、被害についての「語りにくさ」が指摘されている（清水

2016）
。原発事故によって

侵害された権利の回復を求める当事者が存在する一方で、他の当事者が「語りたくない」
「語りづらい」
「語
ってほしくない」被害について、平和学はどのように向き合い、いかなる役割を果たすことができるのだ
ろうか。本報告は、栃木県における原発事故後の権利回復を求める市民運動が直面している課題に注目し、
低認知被災地における被害の語りにくさをもたらす要因について考察することを目的としている。

1．低認知被災地としての栃木県における原発事故被害－被害の不可視化と局所化
東日本大震災によって栃木県では震度 6 強の地震に襲われ、建物やインフラの崩壊による混乱が続くな
か、原発事故によって放射性ヨウ素 131 については全域が、放射性セシウム 134 並びに 137 については、
事故後に降雪・降雨のあった県北地域を中心に深刻な汚染を受けた。
しかし放射性物質が東電福島第一原発から約 120 キロ離れた栃木県にまで及んでいるという情報が市民
に伝えられず、一部の農産物に出荷停止措置がとられたものの、市民生活全般に関しては必要な放射線防
護対策がとられることがないまま、教育機関では 2011 年 4 月から通常通りに授業が実施され、県知事名で
観光に関する安全宣言が出されるなど、県内産業への原発事故による影響を防ぐ措置が優先されていた。
2011 年 5 月になって実施された教育施設の放射線線量測定の結果、県北地域を中心に深刻な汚染が確認さ
れたが、学校の除染が始まったのは同年 8 月以降であり、通学路や住宅地の除染は十分に行われていない。
このように被害状況の調査と情報公開、対策の実施のいずれもが滞るなか、当該地域住民は原発事故後の
最も放射線量が高かった時期に、適切な防護措置が不在のまま被ばくを余儀なくされたのである。

２．権利回復を目指す市民活動の展開
国や東電、また関係する自治体の不作為に由来する政策的な失敗によって、被ばくを余儀なくされた栃
木県の住民たちは、専門家を招いて勉強会を開催し、自らの手で地域の汚染状況を調査し、情報を発信す
ることで問題提起を行い、必要な対策を自治体や国に求める活動を事故直後から開始した。さらに福島県
とは異なり国費による健康調査が栃木県では行われていないことから、甲状腺検査をはじめとした公的な
健康調査の実施を求める活動を続けつつ、市民団体として民間での甲状腺検査を実施する活動も展開して
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きた（清水

2018）
。これらの活動の特徴としては、福島県の市民団体に加えて、低認知被災地に共通する

問題に直面する東北や関東各地の市民団体が相互に協力・連携しながら展開されている点にある。一連の
活動の成果として、一部の自治体で除染や健康調査の実施などの公的な対策に結びついた事例もみられ、
原発事故によって侵害された権利の回復を目指すうえで、市民活動が重要な役割を果たしてきたと言えよ
う。

３．権利回復を困難にする要因－被害の不可視化と
その一方で、被害者の権利回復を困難にしている要因が依然として数多く存在し、被害の深刻化と不可
視化をもたらしてきたこともまた事実である。こうした被ばくを伴う被害状況の不可視化は、グローバル
ヒバクシャ研究が明らかにしてきたように、核エネルギーの軍事利用によって生み出されたヒバクシャの
多くが置かれた状況と酷

している（グローバルヒバクシャ研究会

2005、Cooke 2009，竹峰

2015）。

東電福島原発事故についてもまた、国際的な核エネルギー利用をめぐる利害を反映している国際原子力機
関（IAEA）や原子放射線の影響に関する国連科学委員会（UNSCEAR）（高橋

2018）、そしてこれらの

機関と密接な関係にある国際放射線防護委員会（ICRP）が示す見解や報告が、リスクを過小評価する専門
家によって用いられてきた問題が指摘されてきた（藤岡

2017、島薗

2019）。国際機関の権威を帯びた

専門家の言説によって原発事故の被害が否認されてきた結果、当事者が被害について語りにくい状況が生
み出されたのである。その意味において、東電福島原発事故もまた、
「グローバルな核被害」の一端として
捉える必要がある。
、、、、
他方で、東電福島原発事故による被害を「グローバルな核被害」と認定することを望まない被害当事者
が存在することも、被害の語りにくさをもたらす要因となっている。
「福島差別」論（池田他

2018）に代

表されるように、原発事故による健康影響が発生するほどの被ばく量ではなかったという前提で、被ばく
を避けようとして避難や保養を行うことや、事故による健康影響を懸念することが、福島の人々への差別
を招くとして批判の対象となるのである（疋田

2018）
。栃木県においても、放射能汚染の被害を指摘する

住民に対して「風評被害を煽るのか」といった非難が寄せられ、健康調査の必要性を訴えると「栃木県民
も被ばくしていることが全国に知られることになり、差別を招く」といった反論が行われてきた。その結
果、原発事故の被害や、被害が発生する可能性についての不安を語ることさえもタブーとなり、更なる被
害の不可視化が進むことが懸念されている。

今後の課題
当事者が語ることを望まない原発事故の被害について、平和学はどのように向き合うことができるのだ
ろうか。被害の背景にあるグローバルな問題構造を明らかにすることで、権利侵害をもたらしているのは
「被害を指摘する人々」ではなく、「被害を与えながらも被害を否認する核エネルギー利用の利害関係者」
であることを示す作業は、すでに複数の先行研究によって進められている。こうした研究を継続してその
成果を社会に発信すると同時に、被害の語りにくさをもたらす要因についてのより詳細な研究が必要であ
る。特に、原発事故前から社会に存在してきた格差や差別の構造が、ジェンダー、優生思想、
「中心」と「周
縁」
、
「専門家」と「一般市民」等を軸として、原発事故を契機に顕在化した問題（加納
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2013、吉田 2016、

疋田

2018、清水

2019）について、学際的かつ市民との対話に開かれた議論が求められている。市民と

しての日常の生活を営みながら、権利回復ための活動に無理なく参加できる場を確保し、またそうした活
動の内実を支え、継続するために必要な学知を模索し続ける役割を果たすことが、現在の平和学に求めら
れているのではないだろうか。

参考文献
池田香代子他『しあわせになるための「福島差別」論』かもがわ出版、2018 年。
加納実紀代『ヒロシマとフクシマのあいだ』インパクト出版会、2013 年。
グローバルヒバクシャ研究会編著・前田哲男監修『隠されたヒバクシャ

―検証

裁きなきビキニ水爆被

災』凱風社、2005 年。
島薗進『原発と放射線被ばくの科学と倫理』専修大学出版局、2019 年。
清水奈名子「
「核・原子力

話しにくい原発事故の被害」風間孝・加治宏基・金敬黙編著『教養としてのジ

ェンダーと平和』法律文化社、2016 年、168‐174 頁。
清水奈名子「被災者の健康不安と必要な対策」淡路剛久監修『原発事故被害回復の法と政策』日本評論社、
2018 年、254‐263 頁。
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『週刊金
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竹峰誠一郎『マーシャル諸島

―終わりなき核被害を生きる』新泉社、2015 年。
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藤岡毅「放射能汚染地域への機関政策はいかに決定されたか

―低線量被曝健康影響の科学と政治をめぐ
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【部会 7】
低認知被災地域における長期的な市民調査の意義と課題～茨城県の事例を中心に
茨城大学
原口 弥生
キーワード：福島原発事故、放射能汚染、低認知被災地、市民調査、東海第二原発
はじめに
東日本大震災・福島原発事故から 8 年が経過し、
「復興庁」の廃止と国の復興・創生期間も終了する 2021
年 3 月まで 2 年を切った。来年の東京オリンピック、さらに復興庁が廃止される 2021 年度以降は、東日
本大震災や福島原発事故に向けられる社会のまなざしは、一層弱まり、また「過去」の出来事として扱わ
れることが予想される。福島県外の放射能汚染地域では、残存する放射能汚染を意識しない日常生活が展
開されているなか、どのように問題をフレーミングし、市民活動を継続するかが課題となっている。本報
告では、福島原発事故においける「低認知被災地」の意味を明確にした上で、茨城県の事例を中心に、市
民活動の展開過程と、そのなかで現在も継続する市民調査に焦点を当てその意義と課題について明らかに
する。

1．福島原発事故における低認知被災地の意味
「低認知被災地」とは、とくに激甚災害における周辺部の汚染や被害について「制度的に被災地として
十分にとり扱われていない地域において、被災状況の社会的認知ならびに公的支援・救済をもとめる動き
がある地域」として定義される（原口, 2013: 9）
。周知のとおり、福島原発事故による放射能汚染は東日本
の広範囲に及んだが、被災地は福島県を中心に議論されることがほとんどである。もっとも深刻な影響を
受けた福島県の多様な被害について明らかにする作業は重要であり必要である。しかし、福島原発事故の
影響を総合的に把握するためには、
「低認知被災地」の汚染状況やそれに関する市民活動を分析することで、
福島原発事故のすそ野の広さと多層的な問題状況の理解を進める必要がある。福島県外においても、激甚
災害の中心地と比較すると、汚染の度合いは全般的に低い地域がほとんどであるが（一部に例外地域も）、
事故前の状況と比較すると決して無視できない汚染状況が広がっている。

２．低認知被災地における放射能汚染への限定的対応
本報告では、福島県外の隣接周辺地域を低認知被災地として位置づけるが、福島県外において放射能汚
染の実態に公的にまったく無視まったく目が向けてこられなかった訳ではない。事故直後の汚染状況が不
明ななか、土壌汚染マップを自治体独自でつくるべき職員総出で測定を行った自治体もあった。
また、放射性物質の除染対象地域となる「放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域」
として、福島県 41（避難指示区域は除く）
、茨城県 20、群馬県 12、宮城県 9、千葉県 9、栃木県 8、岩手
県 3、埼玉県 2 と東北・関東の 104 市町村が指定されている（2011 年 12 月 28 日に 102 市町村指定、2012
年 2 月 24 日に 2 市町村追加）
。とは言え、これらの除染活動がどのように行われたのかの検証が必要であ
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り、さらに除染終了後に確認された放射能汚染にどのように対応するかについては予算付けがないため、
各自治体で課題となっている。除染活動の他、各地で放射線の空間モニタリングは現在でも継続されてい
るが、定点観測という点で限定的対応にとどまっているのが現状である。放射性物質による土壌汚染の存
在は福島県外でも公的に認められていても、一度行われた除染活動後は、汚染状況の放置が続いており、
健康影響に関する議論となるとさらに消極的な対応が目立つ。

３．長期的にみた市民調査の意義と課題
茨城県内では、3.11 後、各地で新しい市民グループが結成され、独自の勉強会や行政への請願・陳情な
どが展開され、一定の成果を見た地域もある。しかし、今もなお活動を続ける市民グループの数は 2012
年頃のピーク時からすると少なくなっており、継続する市民グループにはいくつかの特徴がある。市民調
査を実施するグループ、他のグループとのネットワーク（全国や地域レベル等）をもつグループなどであ
る。
事故直後に比べて、行政に対して何らかの対応を求める要請型の活動は減少し、むしろ市民自らでデー
タを蓄積し、それを市民に発信することが第一の目的とされる。だが、環境汚染や健康被害において問題
状況が確認されたり、行政が公表する同様のデータにおいて問題が確認された場合には、鋭く指摘する状
況が続いている。
市民調査型の市民活動はデータ蓄積や具体的な問題解決につながる点で、非常に意義深いが、長期的に
見ると課題もある。放射性セシウム 137 の半減期が約 30 年であることを考えると、現在の放射能汚染の
状況は、これから約 20 年はそれほど変わらず、引き続きの調査が期待される。行政による調査は予算確保
が課題である一方、市民調査においては、現在においても人・資金・時間の持ち出しによって実現してお
り、長期的な活動においては活動主体のモチベーションや年齢等にもあり、継続への不安は当事者からも
聞かれる。

おわりに
本報告では、低認知被災地における市民活動の意義と課題に焦点をあてるが、茨城県においては東海第
二原発の再稼働問題も大きな争点となっている。福島原発事故による放射能汚染や被害をどうとらえるか、
によって、今後、地域にある原子力発電とどう向き合うかも変わってくる。将来的な原子力をめぐるロー
カル・ガバナンスという点でも、福島原発事故による放射能問題や被害の認識は非常に重要な意味を持つ。

参考文献
原口弥生, 2013「低認知被災地における市民活動の現在と課題～茨城県の放射能汚染をめぐる問題構築」
『平和研究』第 40 号, pp.9-30.
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＜開催校からの案内＞
会場への交通アクセスとキャンパスマップについては、同封の案内をご参照ください。電
車の最寄り駅は金谷川駅（東北本線）です（会場まで徒歩約 10 分）。公共交通機関をご利
用の方は事前に時刻表をよくご確認いただきますようお願いいたします。
宿泊施設は福島駅周辺にあります。お早目のご予約をお勧めいたします。また福島駅から
電車（福島交通飯坂線）で 30 分弱の距離に飯坂温泉がございます。こちらの宿泊施設もご
利用になれます。
受付は大会会場となる S 講義棟１階に設置します。
懇親会の会費は、オンライン登録で予約した方は 3000 円（税込）です。当日余裕がある場
合にのみ、当日の申し込みを受け付けますが、その場合には 3500 円（税込）となりますの
でご了承ください。原則として事前の予約をお願いいたします。ご協力ください。
会場ではチラシやパンフレットを置ける机を設置します。なお、会場での物販も可能です
（要事前連絡）
。
学会事務局・開催校では、報告関連の資料、レジュメ等のコピーの依頼には一切対応でき
ません。必要な場合にはコンビニ等をご利用ください。

【連絡先】
開催校担当理事 黒崎 輝
〒960-1296 福島市金谷川 1 番地 福島大学行政政策学類
電子メール：kurosaki@ads.fukushima-u.ac.jp
日本平和学会第 23 期事務局長 清水 奈名子
〒321-8505 宇都宮市峰町 350
宇都宮大学学術院国際学部

清水奈名子研究室

電子メール：office@psaj.org
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