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私たち、婦人国際平和自由連盟のメンバーは、設立100周年を迎えるにあたり、第一次世界
大戦で大規模な殺戮が起こる最中、平和のために率先して行動を興し、私たちの運動を立ち
上げた勇敢で先見の明のある女性たちに敬意を表します。

女性たちには戦争を止める意思とそれを実行する力があるという信念を、私たちは持ってい
ます。そして平和の実現、すべての人々の平等と正義の実現、あらゆる多様性の中で女性の完
全な参加が分かちがたい目標であることを強く信じてきました。

第一次世界大戦の5倍もの死者を出した第二次世界大戦が起こされ、史上最も破壊力のあ
る武器が発明され、軍事化が進み、これまでとはちがう武装勢力や紛争が出てきました。設
立から100年経った現在、私たちは、それらの根本的原因をなくすことによって戦争を根絶す
るというWILPFの誓いを新たにします。

私たちが考える武力紛争の根本原因とは、

 · 軍事主義と社会の軍事化。軍事主義とは、対話でなく武器で脅威に応じるという考え
方。

 · 資本主義経済システム。そこでは少数の人々が多数の労働力や資源を搾取し、人々を
傷つけ、環境を破壊し、世界的に展開する複合企業体や強大な権力を生み出す。

 · 今日の国民国家体制。それは支配的な国家、帝国主義的な事業、国家間の競争、占
領、紛争地域、そしてそれらの地域内で生じる民主主義の失敗、様々な人々を政治的
に弾圧する不寛容な体制。

 · 人種差別的な社会システム、文化的支配、宗教的ヒエラルキー。

 · 国家、地域社会、家庭において男性が女性を従属させる家父長制。それは男性と女性
の対比、不平等で制限されたジェンダー・アイデンティティ、暴力的な男性性と従順な
女性性の支持に基づく社会があることで継続している。



2

これらの根本原因は相互に関連し、強化し合う権力構造です。これらの根底には暴力があ
り、戦争を生み出します。私たちは次の100年を迎えるまでに次のことを創造的に、かつ早急
に実現することを約束します。

 · 世界規模での完全な軍備撤廃。

 · かけがえのない地球上の全ての人類と他の生物へ安寧と福祉をもたらす経済システム。

 · 国家間を調停し、国際法を保障する多国間による組織。

 · 地域から国際レベルまでの民主的な統治。

 · 特定の民族または国民、特定の身体的特徴や文化や宗教を持った人々に対していかな
る特権も認めない社会システム。

 · 男性優位主義を終わらせ、ジェンダーのあり方の抜本的な変革、そして女性の権利と
人権を実現する。

暴力は不可避なものではありません。それは選択の問題です。私たちは手段として、目的とし
て非暴力を選びます。私たちは男性の同志たちと協働し、女性たちの力を解放し、公正で調
和のとれた世界を築きます。

私たちは平和を実現します、私たちは、平和は人権だと信じています。
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100年間の展望 

2015年4月28日の今日、私たちは100年前のこの日のWILPFの設立を記念して、このマニフ
ェストを発表しました。私たちは、正義と自由に基づいた普遍的かつ恒久的な平和の実現と
いうWILPFの存在意義と理想に向けて、粘り強く取り組み続けてきたことを祝します。この
100周年を機に、先駆者たちの理念と目的が、かつてないほど現実の問題に直結すると再確
認しました。そして今日の問題を検討し、次の100年に向けた課題を見据えます。

私たちは、考え方としての軍事主義、プロセスとしての軍事化、そして実践としての戦争をなく
すためのWILPFの運動をさらに発展させ、世界中の女性たちの力を結集させ、強めていくこ
とを決意しました。私たちは、権力を助長する以下の基盤や構造を揺るがし打倒していきま
す。それは、資本主義と階級制度、ジェンダーヒエラルキーを生み出す家父長制、人々の多様
性に人種差別的な序列をつけるナショナリズムです。私たちは、地域社会、国家、国際機関の
すべてにおいて、女性の完全な参加を達成するために引き続き努力します。そして戦争抑止の
ために女性の力を解き放ちます。
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WILPFの設立

第一次世界大戦において最大の犠牲を出した不毛な戦いの一つである第2次イーペルの戦
いは、6日目に膠着状態で終わり、122,000人の死傷者を出しました。その日、1915年4月28
日、戦場から104マイル北にある中立国のオランダ・ハーグでは、紛争の最中にある両陣営の
国を含む12か国から1,136人の平和を求める女性たちが、どのように虐殺を終わらせるかを
話し合っていました。彼女たちは紛争の当事者の責任について議論したのではありません。
なぜなら、どこに住んでいようと、戦争の責任があると信じていたからです。彼女たちの目的
は、すぐに紛争を終わらせることができる調停のメカニズムを見つけることにありました。そ
して長期的には、戦争の原因を特定して根絶することを決意しました。

4日間の会議によって、恒久平和のための国際女性委員会が結成されました。この委員会
は、14か国の国家元首に女性使節を派遣し、中立国の平和委員会を要請するものでした。

停戦という彼女たちの当初の目標は達成されませんでした。それどころか、アメリカが参戦
し、殺戮はその後3年続き、1600万人の戦闘員と民間人の死者を出しました。しかし、休戦
後、政治家たちがパリで「平和」の条件を考案している頃、女性たちは第2回目の総会で今
度はチューリヒに結集しました。彼女たちは、ドイツとその同盟国に対して戦勝国が課したベ
ルサイユ条約の懲罰的条件に激しく抗議し、それが再び戦争を起こす可能性が高いと警告
しました。彼女たちの指摘は正しかったのです。その20年後に、もう一つの世界大戦が起こり
8000万人の命が失われました。 

WILPF初期の沿革 

チューリッヒ総会において、私たちの運動は現在まで続く婦人国際平和自由連盟（WILPF）
の名を得ました。そしてスイスのジュネーブに常設事務所が開設されました。 WILPFは、敗
戦国だけでなく、すべての国の非武装化を求めました。特に全面的、普遍的かつ即時の武装
解除と徴兵の終結を主要な目的としていました。私たちは、国家間及び国内の調停・仲裁を
行う常設の国際的枠組みの設立を求めました。そのため、WILPFは1919年に設立された国
際連盟を積極的に支持しました。恒久平和の見通しが消え、再び戦争が起きてしまいました
が、私たちはWILPF創立以来、国際連盟の欠点を克服するため各国支部やジュネーブの事務
所を通して懸命に活動してきました。

第一次世界大戦では、競合する産業国家・帝国主義国家間が領土や資源の支配権や油井・
鉄鋼産業の管理権をめぐって争われました。したがって、1924年にワシントンで開催された
第4回WILPF総会で発表された論文ではWILPFの目標として、新たな国際秩序を築く上で
軍縮のみならず、経済的側面が重要であることが示されています。 WILPFは、世界平和の
実現には帝国主義と植民地主義の終結、国家間の真の平等、ヒト・モノの自由な移動、金融
改革、海洋・その他の水路の国際的管理、そして、すべての人々への物的資源の公平な配分
が不可欠であると訴えました。当時のマニフェストには以下の決意が含まれていました。
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「ある個人や階級の利益のためではなく、すべての人が可能な限り最高の発展をとげる
ように、経済生活の組織をつくります」
「…現状を危険にしているのは、利益を追求するビジネスと権力を追求するナショナリス
トの政策との同盟です…政府と企業が互いに支え合う経済同盟です…」

エミリー・グリーン・ボルチ
1924年ワシントンDC
第4回WILPF総会にて

このように、WILPFは創立当初から、戦争の惨劇を終わらせ、永続的な平和を構築できる基
盤を築くことを長期的な目的として、社会の根本的な変革を求めて運動する社会運動団体で
した。初期のメンバーの多くは、戦前の女性参政権運動に積極的であり、公正な社会を築く
手段として、また平和の前提条件として、女性が社会・経済・政治のあらゆる面で完全かつ平
等に参加するべきであるという揺るぎない信念を持っていました。 WILPFのユニークな方
法として、あらゆる多様な女性を結集させ、彼女たちの強みを私たちの運動に活かしてきまし
た。なぜなら私たちは決して無力な存在ではないからです。

目的を新たにする 

私たちはここにWILPFの目的を新たにします。それらはこれまでの歴史の中でそれぞれの状
況を反映していますが、WILPF創立当初の目的と大きく変わってはいません。それらは次のよ
うなものです。

 · 戦争を抑止したいという願いを共有するさまざまな政治的信念や哲学を持つ多様な
女性を結集させ、戦争の根本原因やそれを正当化するために使われる要因を追究し、
周知させ、廃止する。

 · 完全かつ普遍的軍備撤廃・脱軍事化をする。

 · 国家間および国内の利益衝突の解決手段としての強制力の使用の違法化を提唱す
る。

 · 平和を構想し、それを実現するために個人、コミュニティ、国家間の協力、共有、調停、
交渉のメカニズムの考案・強化に努める。

私たちの決意をここに確認します。

 · 平等と平和という不可分な目的の下、脱軍事化した安全保障の定義と実現のために多
様な女性の完全な参加を確実にします。

 · 平和の権利を含む人権の原則が国際法のシステムの下で守られ実践されるように力を
尽くします。
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 · 新植民地主義、政治的専制、経済的搾取、金融投機のない新たな国際秩序に向けて
取り組みます。そのような国際秩序においては、所得、資源、機会が国家間および国内
で公平に分配されます。

 · 何千年もの間、女性、子ども、男性の生き方を歪め、暴力的な社会を作り出してきた家
父長的権力関係、支配、虐待を終わらせます。

 · 多様な身体的特徴と生活環境、文化と信念体系、能力、年齢、ジェンダー、性的アイデ
ンティティをもつ人々が互いに尊敬・協力し、これらの多様性を憎しみや分断、支配、
紛争の理由にするのではなく、人類の富であると認識します。

 · 健康と安全な生活を確保し、紛争の環境的原因を排除するために、地球上の動植物や
天然資源と人類が互いに尊重しケアすることを学び、教え、実践します。
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WILPFの現行のプログラム 

現在、WILPFには30カ国の支部があります。多くの地方支部と各国支部では、女性が集ま
り、互いに励まし合い、それぞれの場所で戦争やその根本的要因の根絶のために協働してい
ます。各国支部から、WILPFの国際理事会の代表者を選出します。代表者は、国際理事会や
WILPFの最終的な意思決定機関であり、執行委員を選出する総会に出席します。これは様々
なテーマによって変わる作業部会や、委員会と合わせた運営組織です。そしてジュネーブとニ
ューヨークのオフィスで勤務しているのは事務局長が率いる国際本部です。私たちは、国際
関係・戦争・平和研究の学者や、人権弁護士、そして私たちの目的を共有する多くの女性運
動や平和運動組織とのパートナーシップを大切にしてきました。私たちは、WILPFの活動に
志を同じくする男性の参加も歓迎します。

WILPFの歴史をふまえて、現時点でのWILPFの活動は、大きく分けて次の3つのテーマに基
づいて運営されています。それらは、軍事主義への挑戦・平和への投資・多国間協調主義の
強化です。以下では、今後のWILPFが振り返るべき歴史的な基準点として、現在私たちが直
面している状況を要約し、現在の活動の優先事項を明記します。

軍事主義への抵抗 

21世紀の最初の15年間、国内および国家間の武力紛争は、20世紀の後半ほど致命的なも
のではありませんでしたが、それでもなお世界中で年間55,000人の死者が出ていると推定
されています。世界の軍事費は着実に増加し、現在では約1.7兆ドルにものぼります。それは、
地球上の女性、男性、子ども1人あたり236ドルに換算されます。

主要な通常兵器の国際移転の量は、この15年間でおよそ3分の1増加しました。一方、核兵器
の保有数は9カ国を合わせて16,400を超えます。 39ヵ国が現在も兵役義務を課していま
す。このような大規模な軍事化が、社会を歪め、市民の自由を抑制し、環境を破壊していま
す。私たちの文化が男性化することで、女性が過小評価または抑圧され、私たちの多くが大
切にしている価値が損なわれています。私たちはこれを徹底的に非難し抵抗します。

WILPFのプロジェクトであるリーチング・クリティカル・ウィル（Reaching Critical Will）は、
軍事的「安全保障」の概念そのものに抗議するための情報、根拠、ロビー活動の手段を提供
しています。私たちは、公的資金が軍事設備から社会的ニーズへと再配分されるべきである
と主張しています。私たちは、戦争に既得権を持つ「軍産複合体」において政策立案者、軍
事組織、民間資本が関係しあっていることを明らかにしています。現在、WILPFが存在するす
べての場所で、私たちは軍事費の削減、軍隊の解体、徴兵制の終了、武器の製造・販売・輸
出・取引の中止、外交・国内政策の手段としての戦争の排除を求めて世論に訴えかけ、政府
に働きかけています。私たちは、あらゆる形態の核兵器を廃絶するために、核兵器の保有・
実験・拡散の禁止を求め、現行の国際キャンペーンに絶えず力を注いでいます。

WILPFでは、このような取り組みの中でフェミニストの視点の分析を用いて、私たちが現在
経験しているジェンダー関係を軍事主義と戦争の重要な原因と捉えています。男性の優位性
は、資本主義による階級間の不平等や、ある国や民族集団の他国・他民族による人種差別的
な支配と密接に関連しています。これらが共に戦争を永続させているのです。
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平和への投資 

戦争をなくすという任務を達成するためには、平和を想像する力が必要です。武器や常備軍
は、それ自体が差し迫った危険の要因であり、さらに利害が衝突した場合に武力で応じる可
能性を高めますが、戦争の長期的な原因は、社会的・経済的・政治的システムに深く根ざし
ています。身体的暴力は、不平等で抑圧的・搾取的な政治体制による耐え難い「構造的暴
力」への対応として用いられることがよくあります。現在、世界の人々の間で著しい不平等が
生じています。それは個人や世帯間でも生じ、世界中で貧富の差が拡大しています。最も裕
福な10％が世界資産の86％を所有する中で、13億人が極度の貧困状態にあります。不平等
をもたらす経済的階級は紛争の主要な原因であるため、WILPFは平和活動の重要な要素と
して持続可能な開発と財産・収入・資源の公平な分配を行う経済システムを求めて運動して
います。

「構造的暴力」は政治的・文化的・経済的問題ですが、さらに世界人権宣言から65年たった
現在、人権に訴える際にも格差があります。人権が普遍的に実現しない限り、世界は平和に
なりません。したがって、WILPFの活動の重要な要素として、人種差別や性差別、文化・信仰
の名の下の抑圧を根絶し、また国際法の遵守・強化のために透明性と民主主義を支持し求め
る運動を行っています。

「平和への投資」というテーマは、「安全保障」の意味を根本的に再定義する必要性が認め
られたことにより私たちの現在の優先事項となりました。伝統的に、安全保障とは武装化を
意味していました。私たちは武器への依存は、安全を保障するのではなく、絶え間ない不安
の原因であると考えています。さらに、安全保障とは、国家の防衛ではなく、人間の安全保
障、つまり市民の安全を意味するものであると理解しています。そのような安全保障は、栄養
価のある食べ物、きれいな水、健康とリプロダクティブ・ケア1、教育、住居、収入へのアクセス
を必要とします。女性たちの安全保障は、性的関係や結婚、生殖の管理に関する選択や、公
的場での運動や参画の自由を求めています。私たちの不安は、男性による性奴隷化、人身売
買、ジェンダーに基づく暴力や性暴力に表れています。

WILPFの目的は、このような安全保障の概念をあらゆるレベルの政策立案において求め、そ
れによって人々の安寧・福祉をもたらす政治のあり方に力点を置き、さらに、平和構築のため
の女性のエネルギーと実力を発揮させることです。WILPFは2000年以来、パートナー組織
と共に、このような考え方を具体化し、女性が和平交渉や平和の任務に参加することを要求
する「女性・平和・安全保障」に関する一連の国連安全保障理事会決議の承認に尽力してき
ました。私たちは、適切に決議が実施されているかを批判的に分析・監視し、そして決議が
女性を軍事的政策に取り込むことへと利用されないように努めています。このような目的で、
私たちはWILPFの平和女性プログラムやウェブサイトを通じて情報を共有しています。

1人間の生殖にかかわるシステム、その機能と進行する過程の全ての側面において、単に疾病や障害がないとい
うばかりでなく、身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態にあるというリプロダクティヴヘルスの定義に則
り、それらにかかわる諸問題の予防・解決を通して良好な状態に寄与する一連の方法・技術・サービスの総体を
指す。（国際人口開発会議（ICPD）in カイロ、”Reproductive Health Programme.”1994年の定義より）
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多国間協調主義への変革と強化

WILPFは創立当初から、戦争を防ぐための「国家の社会組織」を求めてきました。そして
1919年に設立した国際連盟の時と同様に1945年に設立した国際連合を強く支持しました。
しかし、国連の多くの機関やプロジェクトが重要な役割を果たす一方で、国連設立当初の原
則は、政府の身勝手な行動によって破られています。第二次世界大戦の主な戦勝国である安
全保障理事会の常任理事国の五カ国は、拒否権を持ち、それは国連憲章と矛盾する自国の
地政学的および戦略的課題を推進するために用いられています。安全保障理事会は、国連
憲章第26条にある世界の軍縮の任務に失敗しています。さらに、平和運動にとって非常に残
念だったのは、2008年に、国連事務総長が、北大西洋条約機構事務総長との極めて問題の
ある共同宣言に署名したことです。それは特定の国家間の好戦的な核軍事同盟でした。この
ように、国連憲章の本質は、大国の利益追求とは対照的に、全ての人々の安寧と福祉を守る
ことにあるはずですがそれが歪曲されています。

現在の国民国家システムの良い側面を保ちつつ、その致命的な傾向を排除するためには、多
国間の枠組みをこれまで以上に機能させることが求められます。 WILPFは、国連憲章第71
条に基づき、経済社会理事会を通じて国連の協議資格を取得した最初のNGOの1つであり、
ニューヨークで政府代表を監視し、情報提供やロビー活動を続けてきました。私たちは、国
連を初期の原則に従わせ、そして公正で平和な世界の真の保証人にさせるために絶えず外交
官や職員に働きかけ、教育しています。私たちは、ジェンダー分析や女性の関心を軍縮・平
和・安全保障に関する国連の議論やプログラムに取り入れるように働きかけています。また
反対に、国連の女性に関する分野においても軍事主義や戦争に関する議論や行動が取り入
れられるように働きかけています。女性の真の政治的エンパワーメントを可能にし、それによ
って社会の公正と平和が達成されるように、私たちは国連機関と協力し、女性差別撤廃条約
の世界各地での実施を積極的に推進しています。

ジュネーブ事務所という地の利を活かして、私たちは国連の人権理事会と連携しています。私
たちは、各国支部や代表者やパートナーが人権理事会の普遍的定期審査2 、テーマ別討論、
特別セッションの過程で意見を述べ、また自国の政府に対し人権、特に女性の人権・平等・参
画の重要性への十分な認識と実施を求めることができるように支援しています。さらに、人
権条約機関に働きかけ、WILPFのメッセージが審議に反映されるように努めています。

‘「新しい時代には、新たな行動と条件、新たな取り組み、そしておそらく新たな原則が必
要になります。歴史とは進化そのものであることを忘れてはなりません。1915年当時の
女性たちがそうであったように、私たちは今、自尊心とともに女性の力を信じて世界に貢
献する準備が出来ていなければなりません。

リーダ・グスタファ・ハイマン　
WILPF国際副会長
1924年ワシントンDC　第四回総会にて

2国連人権理事会が2008年春からはじめた国連全加盟国を対象とする人権状況に関する4年に一度の定期
審査。
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将来を見据えて：私たちの将来の任務  

創立から100年経った今日の社会は、先人の姉妹たちの予想をはるかに越えて著しく変化し
ました。世界人口は3倍以上の70億人に達しました。生産はより急速に成長しました。今日の
世界総生産（GWP）は約75兆ドルで、1920年の40倍以上にも上ります。19世紀の帝国は解
体されましたが、他の国々による経済、軍隊、文化的な支配によって植民地主義が続いてい
ます。

資本主義の複合企業体、銀行、投資関係者が世界展開し、それによって、世界各地で強大な
権力が人々の生活や機会を牛耳るようになりました。工学・抽出・生産・情報・コミュニケー
ション・旅行・戦争に関わるあらゆる技術と共に科学的知識が多くの犠牲者を出した第一次
世界大戦時をはるかに超えて進歩しました。それらの技術は一部の特権を持つ人びとに利益
をもたらし、一方では、一般大衆に役立つものもありました。しかし、そのような技術革新が
進むにつれて、貧しい国々や女性、男性、子どもたちが多く犠牲になり、より暴力の可能性も
高まりました。これらを踏まえて、私たちWILPFの今後の務めとはどの様なものなのでしょう
か。

武器の開発を阻止する 

武装解除と脱軍事主義を考えるにあたって、世界中の核貯蔵庫の解体というWILPFの主要
な挑戦は相変わらず残ったままです。さらに新しい軍事技術も既に開発され始めています。
私たちはそれらの秘密裏の開発を追跡・監視、摘発し、そしてそれらの使用と配備を妨げな
ければなりません。無人航空媒体物（UAVもしくはドローンと呼ばれるもの）の使用によって
国家の監視力は急速に高まっています。もう既にアメリカ合衆国やイギリスそしてイスラエル
は、爆弾やミサイルを搭載したそれらを使用し、8か国で標的を攻撃しており、それに伴い市
民が犠牲になっています。人間による直接の操作なしに暗殺や傷害を負わせるさまざまなロ
ボット兵器が開発されています。生物学的・化学的な戦争は非合法化されているにもかかわ
らず、生物学的・科学的兵器が新たに開発される可能性が高まっています。国民経済のイン
ターネットの使用度が増大するにつれて、サイバー上の脅威と攻撃が増しています。監視・コミ
ュニケーション用の衛生の使用によって、宇宙は既に軍事化されており、地球の軌道を旋回す
る武器システムが開発されています。

国家間と国内の紛争に対応する 

破壊的行為を担う武器のシステムは、国家、国家間同盟、非国家的軍事組織のような政治主
体の手中にあります。領土、市場、国民の支配という国家の野望は重大な脅威であり続ける
でしょう。特に今後数十年の間に現在の中国、ブラジル、ロシア、インド、南アフリカのような
新興国によって、合衆国及び西欧の国々の優位性は失われていくことを実感するでしょう。同
様に、政治体制の統制と抑圧に努める国家の権力者たちは、国内の政治的意欲を持つマイノ
リティの人々の抵抗に遭っています。物理的災害や経済的災害、迫害、そして武装暴力に対し
て多くの人々が運動を引き起こし続けるでしょう。そのため、安全な生活や避難所、難民収容
所を探し求めて国境を超える人々の権利が幅広く保証される必要があります。私たちが即時
に求めるものは、国家に人権を保証する義務を果たさせるような国際的な非暴力の手段と、
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国家が残虐な行為を市民たちに対して取った際に阻止する手段です。民営会社が軍隊や警
察の機能を下請けすることがより一般化しつつありますが、これは国家による民主的な武力
統制を切り崩しています。国際社会の脅威となりつつあり、好戦的で機構の拡大と核武装を
しているNATOは、これまで以上に地政学上の世界的展開を果たそうという西洋諸国、特に
アメリカの利益を守ることを目的としています。それは全ての軍事協定と外国基地と共に解体
されなければなりません。平和と非暴力のための教育と訓練、調停と紛争解決のプロセスと
方法の改善と幅広い適用は、今後も私たちの緊急の任務であり続けるでしょう。

民主主義の達成 

完全に包括的で、市民を代表し、応答的で責任がある人民による人民の為の統治という意味
での民主主義は未だに成し遂げられていません。それは平和において不可欠な要素です。私
たちは国内の行き過ぎた国家権力を無効化する一方で、腐敗のない代議制民主主義を達成
し、人権の実施を確固たるものとし、そして営利による政治の支配を防ぐために熱心に活動
しなければなりません。国家や企業の利益によって独占されることのない、自由で責任のあ
る多様なメディアを保証することは重要な任務となるでしょう。

一方で、民主主義への新たな問題に直面しています。人口が増えた際に、多くの地域で排外
的な政治団体による暴力的表現があるので、住人コミュニティとマイノリティの移民たちとの
間に緊張が生じています。宗教の過激主義と不寛容が加速しています。それと共に、宗教や
宗派の信者間または、宗教運動と世俗運動との間の対立関係が強まっています。それによっ
て、コミュニティ内や家族内での民主主義が低下し、引いては女性が抑圧されています。

家族、近隣、地域のコミュニティにおいて、政治権力の作用を変革し、個々人が平等に政治に
参画できるようにさせ、統制と外交の脱中心化と民主化をすることに女性としての私たちは
貢献でき、また得るものも多くあります。今後、私たちは組織規模での協働する術を学ぶ必
要があります。私たちは多様な参加者が国境を越えて共に描ける社会的治癒や市民集会、民
主主義運動の実践の展開および強化に乗り出さなければなりません。そのようなことは、社
会的、文化的、そして政治的な戦争の原因を根絶するための具体的な実践となるでしょう。

資本主義を越えて 

現在のグローバル化した新自由主義的様相では、企業と資本家の力が選挙で選ばれた政府
の統制力よりもはるかに上回っています。奴隷と強制労働が広く行われており、その多くの被
害者は女性と子どもです。WILPFは資本主義体制を戦争の根本原因と見なすことで、社会
的・経済的正義のための非暴力での革新的変化を目指してきました。このことは今でも私た
ちの目標です。しかし、〔社会主義体制において〕国家が生産手段を公的支配の下に置くこと
も人びとをエンパワーすることが出来なかったという20世紀の教訓もあります。

それゆえ、今後の課題は、その生産方式では犠牲を伴う資本主義体制を拒否し、「別の世界
が実現可能である」と信じ、そのための非暴力的方法を考案するプロセスに貢献するという
ことです。そのために、被雇用者、消費者、使用者の力を結集させ、既存の経済関係や慣習
に抗い、価値を生み出す新しい管理形態を創造し、オーナーシップを解体し、商品化傾向か
ら脱却し、集合的で公的な事業を拡げ、土地の権利と食料主権を考慮した分配と消費の平
等化の方法を見つけることが重要です。この連帯のための構想は、南北格差、国境、文化的
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集団、地域、階層とジェンダーを越えた前例のない創造的な取り組みです。このことなくして
は、平和は決して実現できません。

環境破壊 

この数十年の間で新しい危機が迫ってきました。採取産業による生態系への損害、森林破
壊、化学殺虫剤、農作物の遺伝子組み換えやその他の行いに伴って、地球温暖化と気候変
動が加速していることは広く知られています。海面の上昇と砂漠化による人口移動や、地勢
の変化、そして水、肥沃な土地、牧場、森林を巡るコミュニティ、国家、企業の競争によって武
力紛争の脅威が高まっています。世界中の原住民である土着の人々の生存や安寧・福祉が、
なお一層の危機に瀕しています。海と海洋資源へのアクセスの管理を巡る紛争の危険が高ま
るでしょう。軍事化、軍事複合産業、紛争・戦争はそれ自体が環境に大きな影響を与えてい
ます。持続可能性と平和は密接につながっています。

高価で信頼性のない危険な原子力は気候変動の解決策にはなりません。原子炉は事故を免
れないことは既に証明されています。それらはまた攻撃に弱く、通常兵器を“核爆弾”へと転じ
させる可能性があります。

化石燃料の燃焼を減少させる必要性があるにもかかわらず、油とガスを巡る競争は激化して
います―北極が急激に融解しつつあり、「フラッキング」3 が広く導入されています。これらは
水質と農地を汚染し脅かします。安全で非汚染的な再生可能なエネルギー資源は価格競争
力があります。安全な環境と平和の分かちがたい価値において、それらの迅速な採用が不可
欠です。

違いはあるにせよ、ほとんどの人間社会の歴史において、明確な性別役割分業によって、女
性たちは採集、園芸、食事作り、出産、人間と家畜の養育と世話という活動に従事してきまし
た。私たちの目標は、そのような知識や技術がより高く評価され、より良く報酬を受け、そし
て生命維持的な社会と経済の創造を通して平和に貢献していると認識されることです。そう
することによってのみ平和は可能になります。

「私たちは家父長制的価値こそが環境の搾取の根本的原因だと考えています。これらの
価値観は、女性、動物、自然を所有し、植民地化し、消費そして生産と再生産を強制する
ための対象と見なし、そのような価値観や態度が地球の全般的な汚染と破壊、そして人
々への抑圧を可能にしています。フェミニスト的価値の導入は私たちの惑星を癒すために
不可欠なものです。」

1989年、オーストラリア・シドニー、第24回WILPF総会
環境に関するワークショップの報告書より

3固いシェール層に高水圧を注入して岩盤を砕き、ガスを採掘する方法のこと。化学物質を含む水を使用する
ことから地中の水質汚染の懸念が高まっている。
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ジェンダー関係を作り変える

ここ100年の中で、女性たちによって重要な進歩を遂げた国もありますが、女性のための完
全で普遍的な地位と機会と参画の平等は未だに遠い夢のままです。家父長制は形態を変え
てはいるものの、どの時代も男性が女性を支配するというヒエラルキー的に秩序化された権
力関係として蔓延しています。女性の従属の程度と特徴は、国、階層、文化間で多岐にわたり
ます。しかし、それは身体的または性的暴力によって再強化され、あまりにも広くいきわたり
強固で多大な被害をもたらすので、「女性に対するグローバルな闘い」と称されています。

WILPFは女性を力づけ、女性の声に耳を傾け、その声を拡大することによって、私たちの創設
者の活動を続けていきます。彼女たちの多くは「サフラジェット」であり、すべての生活領域の
中での女性の権利の主張および行使のために活動していました。私たちも彼女たちのように
正義が平和の前提条件であるべきだということを信じています。私たちは〔国連において〕
選出された団体や地位の中でも存在感を増してきましたが、その権力に取り込まれることな
く、権力の本質や機能を変えていきます。私たちは、来る世代の女性と少女たちが、宗教の権
威によって課せられた制限や消費資本主義によって方向付けられた過剰な性別化ではなく、
ジェンダーの選択ができるように努めます。

私たちがほとんどすべての社会やサブカルチャーで経験しているように、男女を対比的で、
ジェンダー・アイデンティティを不平等に形成するジェンダーシステムは、有害であり、女性と
同じく男性をも制限するものです。多くの少年と男性たちの本来の気質にそぐわない競争的
で好戦的な男性性は、この社会において認められ称賛されています。一方で、共感と忍耐の
ような資質は「女性性」として敬遠されています。男性性の暴力的モデルは、男性や少年にコ
ンピューターゲームやビデオ、そして映画を通して強制的に売り出されています。このようなジ
ェンダー形成に反抗する男性や、またそれを挫こうとするサブカルチャーも存在しますが、軍
事主義的な「望ましい男性性」のモデルは広く普及し続けています。

「女性は銃を手に持った男性を称賛することをやめ、
	 	 	 男性的思考の内にある破壊的傾向を妨げなければなりません。」

1924年、ワシントンDC、WILPF第4回総会の代表
アニタ・アウグスプルグ

しかし、生物学は運命ではなく、ジェンダー差は大抵文化的に生み出されているということ
はフェミニストの考えの基盤にあります。少年たちはどのように育てられ、教育され、そして
若い男性たちはどのように社会化され、そのように育った男性たちの振る舞いが評価される
のか―これらは意識的で明確な政治の議題になり得るし、ならなければなりません。それゆ
え、WILPFが求める平和の重要な側面として、ジェンダーを力関係からパートナーシップの一
つに変えるために活動します。このことは女性のみならず男性もそれを望み、協働する時の
み実現します。私たちは男性自身が男性性と暴力との繋がりを断ち切り、男性性の考えを脱
軍事化し、平和の実現へと再形成しようと努めている数少ない団体を歓迎し、今後さらに協
働できることを心待ちにしています。
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賢く組織する 

そのような今後の課題に取り組む上で、今までに以上に効果的な組織化が求められま
す。WILPFに必要なことは、地方支部の会員の増加や、国内支部の立ち上げです。特に比較
的に貧しいアフリカ、アジア、太平洋地域、そして中央・南アメリカの「南半球」において求め
られています。それらの発展を支援するためには、強い国際事務局に加えて、継続的な資金
調達が必要です。国際事務局では、草の根レベルからの見識に応え、各国支部の活動を連
携・拡大し、それらを国際レベルに届けることができるような政治的知識と実務技能を持っ
た女性の職員が求められます。私たちは平和と正義のフェミニストの活動が広く認識され、
変革のための影響力になるように、情報技術の最先端に立ち、インターネット上、メディア、
組織内、街頭で活発に活動しなければなりません。

私たちは、より複雑な国際社会のあらゆるレベルや場所で、暴力と戦争に抵抗するためのフ
ェミニスト運動にしっかりと根付き、力を注げるように個々の女性たちと女性組織の間の連
携を早急に促進させなければなりません。私たちは国際的なレベルと国内組織の権力に無
視されないように戦争に反対する男女の結束した声を上げつつ、至る所の平和団体と協働
しなくてはなりません。

長年続いてきたWILPFですが、より若い世代を育てていかなければなりません。100周年に
おいて、私たちは明日のWILPFのメンバーである皆さんに呼びかけます。皆さんの中には「南
半球」に住んでいたり、「北半球」であってもマイノリティであったり、障がいを持った方たち
がいらっしゃると思います。私たちは皆さんに学校で、短期大学・大学で、職場で、それぞれ
の市町村で仲間を作ることを呼びかけます。若い女性が持っている現代の状況に関する知識
を持ち寄り活用しましょう。皆さんの世代が持っている変化への展望を持ち寄ってください。
新たな技術を使う器用さや活気、そして希望を持ち寄りましょう。

今こそ戦争を抑止する女性たちの力をともに実現させましょう！そしてもう次の100周年を祝
う必要のないようにしましょう！
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婦人国際平和自由連盟（WILPF）は、全大陸に支部を
持ち、ジュネーブとニューヨークに拠点を置いている国
連の活動に力を入れた国際事務局を持つ国際非政府
組織です。

1915年の設立以来、WILPFは世界中の女性たちと非
暴力による平和、すべての人にとっての政治的・経済
的・社会的正義の実現のために協働してきました。

WILPFのアプローチは、常に非暴力であることを重視
し、既存の国際法と政治的枠組みを用いて、ジェンダー
問題や軍事主義、平和と安全保障に関する国家の捉え
方や取り組み方を根本的に変革することに努めてきま
した。

WILPFは国際レベルから地方レベルまでを連携させる
ことに長けています。私たちは国連の協議資格（カテゴ
リーB）を認められた最初の団体であることや唯一の
女性による反戦組織であると広く認められていること
に誇りを持っています。


