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2019 年 6 月 8 日北広島九条の会講演会 

「東アジアを平和・協力・繁栄の地域に―現状と課題―」 

                        伊藤 悳夫（北海道 AALA 連帯委員会理事長） 

 

はじめに 

「東アジアの平和共同体」「北東アジア平和共同体」、・・・ 

・日本 AALA（2014 年） 「東アジアを平和共同体に」を提案、国際署名を行っている。 

・日本共産党が（2014 年） 「北東アジアの平和共同体」構想を打ち出した。 

・韓国 朴槿恵(ﾊﾟｸ･ｸﾈ)前大統領（2015 年） 

・鳩山元首相 

北東アジア、東アジアには、複数の国が核兵器を保有し、覇権をねらう国もあり、領土問題も残る。

この「不安定」「緊張」は、世界とアジアで進む巨大な構造変化、特に帝国主義と植民地支配に対する

アジア諸国民の民族解放・独立の中で生まれた国際問題、国家間の問題ともいえる。独立した諸国が

打ち出した平和共存、協力の「バンドン精神」をどう生かしていくかという問題だ。 

東アジア（北東アジア）に平和共同体をつくることが、喫緊の課題、昨年の南北朝鮮首脳会談、米

朝首脳会談を経て、現実的な展望がみえてきた。 

 

   きょうの話 

① 戦後 74 年間、世界とアジアの「戦争のない平和の秩序」をつくるための取り組み 

② 非核・非同盟と平和の平和共同体の広がり 

③ ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）とは 

④ 日本の政府と市民運動がやるべきこと 

 

 

（１） 戦後 74 年、世界とアジアの「戦争のない平和の秩序」をつくる努力 

① 民族自決権をめぐる“二つの波”  

（不破哲三講演、「アジア・アフリカ・ラテンアメリカ－いまこの世界をどう見るか」、2005 年） 

・第一の波：国連の創立（1945 年）。国連は、米、英、仏、ソ、中の五大国の協調に平和のルー

ルを守る保障を求めた。しかし米ソ対決のもとで、大国が関わる戦争に国連が口を出せない状

況が続いた。軍事同盟の対決となる。 

⇒ （アメリカ）東アジアでは、日米、米韓、米華、米比、SEATO（東南アジア条約機構）、

ANZUS（太平洋安全保障条約）、ヨーロッパでは NATO など 

（ソ連）ワルシャワ条約機構、中ソ条約など 

・第二の波：戦後の民族独立のたたかいとバンドン会議（アジア・アフリカ会議、1955 年）。「民

族自決権」が書き込まれる。 

⇒ 国連第 15 回総会（1960 年）「植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言」の採

択、非同盟運動の創立（1961 年）。 
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② 非核・非同盟と平和の地域共同体（6 ページの地図参照） 

(ア) 独立・民族解放運動の発展、国連が機能し始める。「大国の横暴を許さない」大きな流れ 

  アフリカの年（1960 年） 

アフリカ諸国 17 か国が独立、それまでの 9 か国と合わせ独立国が 27 か国に。 

ベトナム戦争（1960～75 年） 

米国の侵略戦争であったが、国連は何もできなかった。「ベトナム問題は安保理事会や

総会でしばしば言及されたが、議題として正式に審議されることはついになかった。 

      イラク戦争（2003～2011 年） 

国連安保理事会、総会で議論。特に非同盟諸国が奮闘。開戦時、イラク戦争に賛成 49

カ国（総人口 12 億人）、反対・不賛成が圧倒的（50 億人）。 

(イ) 非同盟運動（NAM）（図参照） 

       戦後独立をかちとった国々は 20 世紀後半から、大国主導の軍事同盟に加わらない非同盟

運動を発足させた（1961 年）。参加国は、当初の 25 カ国から現在 120 カ国（他にオブザー

バー諸国 17 カ国）と増え、国連加盟国の 60％となり、国際政治の場で大きな発言権を持

つ勢力となっている。国連憲章にもとづいて公正で平和な国際秩序を実現するため、連携

した活動を強化している。非同盟諸国首脳会議はおよそ 3 年ごとに開催。今年 10 月、第

18 回首脳会議がアゼルバイジャンの首都バクーで開催される。 

       AAPSO（アジア・アフリカ人民連帯機構）は非同盟首脳会議のオブザーバー組織で、日

本 AALA はその一員として会議に参加している。 

(ウ) 地域共同体、非核地帯と核兵器禁止条約（図参照） 

・平和共同体地域 

ASEAN（東南アジア諸国連合）（1967 年） 

CELAC（ラテンアメリカ・カリブ海諸国共同体）（2011 年） 

AU（アフリカ連合）（2002 年） 

・非核地帯 

    ラテンアメリカおよびカリブ海非核兵器地帯条約（1969 年） 

    南太平洋非核地帯条約（1986 年） 

    東南アジア非核兵器地帯条約（1997 年） 

    アフリカ非核兵器地帯条約（2009 年） 

    モンゴル一国非核地帯（2000 年） 

    中央アジア非核兵器地帯条約 2009 年） 

    南極条約（1961 年） 

 

（２） ASEAN（東南アジア諸国連合）とは 

    1967 年設立。 

加盟国：タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、ベトナム、

ミャンマー、ラオス、カンボジア。人口、面積、宗教、民族、言語、政体は多様。 

 政治・経済体制を問わず、すべての国を包摂。多様な制度と非公式、公式の対話と協力を重
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ね合わせた多元性をもった組織。年間、1000 回の会合、慎重に議論を重ね、辛抱強く話し合う。

「主権の尊重、内政不干渉」「紛争は戦争にしない。あくまでも話し合いで解決する」 

     2008 年 ASEAN 憲章制定、2015 年 ASEAN 共同体（政治安全保障、経済、文化） 

設立文書･･･「相互理解、善隣友好、平等と連帯の精神によって域内の平和、進歩、発展に寄与

する」 

コンセンサス方式･･･意見の相違は、排除あるいは否定されない。「全員賛成」というのではな

く「誰も反対しない」、多数決はとらない。 

    重層的な平和の枠組み 

     ASEAN 設立宣言（1967 年） 

     東南アジア中立地帯宣言（ZOPFAN）（1971 年） 

     東南アジア友好協力条約（TAC）（1976 年） 

     ASEAN 地域フォーラム（ARF）（1994 年） 

     東南アジア非核地帯条約（1997 年） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 東アジアを平和・協力・繁栄の共同体に 

① 朝鮮半島問題 

（ア） 北朝鮮をどう見るか 

   ・国家承認 国連加盟国中 162 か国 

     日本、アメリカ、フランス、韓国などが未承認 

   ・北朝鮮の核・ミサイル開発の動機 

     朝鮮戦争（1950～53 年）が休戦しただけで、いまでも戦争状態。米国が北朝鮮敵視政策。米

韓軍事演習が繰り返されてきた。 

「悪の枢軸」（2002 年、ブッシュ米大統領が北朝鮮、イラン、イラクを指定） 

「イラクのフセインは核をもっていなかったからアメリカに攻撃された。またリビアのカダ

フィーは核を放棄したからアメリカに裏切られた。核さえ持っていればそんなことにならな

かったのに、…北朝鮮にとって絶対に核を放棄してはならないという『教訓』になった」 

（平岩俊司・南山大学教授） 

ASEAN は「6 カ国協議」への

参加の意思を表明している。 
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      米朝会談後、米韓軍事演習の中止、北朝鮮は核実験、ミサイル発射を辞めている。 

     朝鮮半島の非核化…戦争状態に終止符を打ち、いずれの側も敵視政策をやめ、北朝鮮が「核

をもたなくても大丈夫だ」と思える環境をつくること。 

（イ）文在寅韓国大統領と韓国民 

韓国民の平和への願いと汚職への怒り ⇒ 23 回のキャンドルデモ、1700 万人が参加 

                  ⇒ 朴槿恵(ﾊﾟｸ･ｸﾈ)前大統領の失職（2017 年 3 月） 

文在寅大統領の誕生（2017 年 5 月） 

      7 月「新・韓半島平和ビジョン」（＝「新ベルリン宣言」） 

       5 項目からなる。1．ひたすら平和、2．朝鮮半島の非核化、3．恒久的な平和体制の構築、

4．朝鮮半島に新たな経済共同体、5．離散家族の再会行事 

       国際社会は「ビジョン」に冷ややか。文在寅、「危機回避のため韓国こそコックピットに

座るべきだ（運転席論）」「春は必ず来る。春が来た時にまく種を準備しておこう」 

・米朝関係、朝鮮問題の非核化の成否は、トランプ政権の側にかかっている。 

 

② 「アメリカ・ファースト」、逆流を強めるトランプ政権 

国内産業の疲弊を反映して自国の経済利益優先の政策 ＝ 勤労者ではなく財界・富裕層優

先が本質。核兵器開発や軍事増大、軍産複合体の癒着が進み、強力な力に。 

外交 中東では極端な親イスラエル、対イラン強硬策。中南米には「新モンロー・ドクトリ

ン」というべき覇権主義・干渉主義。 

核兵器禁止条約をめぐる国際世論、韓国の変化、さらに 2018 年 11 月の中間選などをにらみ、

将来の経済的な利益も視野に、北朝鮮との対話を選択。その意味は小さくない。しかし、2 度目

の米朝会談（シンガポール）を破談にした。 

 

③ 求められる憲法九条を生かした平和外交 

  憲法九条を生かすことが基本。日本は朝鮮「国連軍」の後方体制の当事者として、朝鮮戦争

終結と平和体制の構築、完全な非核化に積極的に関与すべきだ。さらに、日朝国交正常化交渉

の再開により、植民地支配の清算、在日朝鮮人の法的地位、日本人拉致問題を含む日朝間の諸

懸案解決するための最大限の努力が求められる。 

朝鮮半島の非核化と平和体制の構築を促すのは、非核非同盟の国際連帯と市民運動であるこ

とを確認し、非核・非同盟・中立の日本と東アジアの平和共同体実現に向かって奮闘する。 

 

④ 具体的な内容 

東アジア首脳会議（東アジアサミット、EAS） 

ASEAN が主導し毎年開催されている。 

参加国：ASEAN（10 カ国）＋3（日・中・韓）＋2（豪州＋NJ）＋1（インド）＋2（米・ロ） 

 東アジア首脳会議宣言（EAS「バリ原則」宣言、2011 年）  

  主権平等、内政不干渉、武力攻撃の放棄など、平和共同体としての諸原則がすべて盛り込ま

れている。 ⇒ 条約 
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    日本 AALA の提案（署名用紙参照） 

① 対立より協力を優先させる 

② 戦争しないルールを作成する 

③ 「東アジア友好・協力条約」の締結をめざす 

 

日本 AALA は 4 年前から、「戦争するな！どの国も！」を合言葉に、国際署名「東アジアを平和・

協力・繁栄の共同体に」に取り組んできた。宛先は「東アジア各国首脳」。毎年、東アジア首脳会議

の議長国（今年はタイ）に赴き、署名を手渡している。 

今年は一層重要な意味を持ってきた。ご参加の皆さんにぜひご協力をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本共産党の提案 

① 北東アジア規模の「友好協力

条約」を締結する。 

② 北朝鮮問題を「6 カ国協議」

で解決し、平和と安全の枠組

みに発展させる。 

③ 領土問題の平和的解決、紛争

をエスカレートさせない行動

規範を結ぶ 

④ 侵略戦争と植民地支配の反省

は不可欠の土台となる。 

 

https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/33/74/6daa31b64d34f49277c4f9e6b6dd0742.jpg
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