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この周年を祝して、4月をWILPFの歴史の中で 
注目すべき人々や重要な出来事・運動を 

振り返る月間とします。

#WILPFHeritageMonth

WILPFは今年4月に 
設立106年を迎えました！



1915年4月、オランダのハー
グでWILPF第1回総会が開
催されました。最初の決議で
は「戦争の狂気と恐ろしさ」
に終止符を打つことを求め
ました。

1915年WILPF決議の全文を 
読む。

1915年の国際女性会議の主催者の一人であったアニタ・アウグスプルク(1857-
1943)は、時代に先んじた女性でした。彼女は1890年にチューリッヒで法律を学
び、生涯にわたって家父長的制度に立ち向かいました。短い髪と型にはまらない
服装をした彼女は注目の的でした。彼女は反ユダヤ主義に激しく反対し、また資
本主義に終止符を打つために奮闘しました。

1915
19
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「国際総会に結集した私たち女性は、
人の命を不合理に奪う戦争の狂気と
恐ろしさに抗議します…」

「私は男性たちに武器使用の禁止に努めるように
求めます。私たち女性にとってこれは極めて困難
なことでしょう。しかし、男性が武器を手にした瞬
間に、女性の力が完全に消えてしまうのです。 」

アニタ・アウグスプルク
1919年チューリッヒ総会にて

https://timeline.wilpf.org/wp-content/uploads/2014/02/Triennial-Congress-1915-PDF..pdf


フェミニストの視点から平和の実現を目指すWILPFのグローバルな運動が勢いを増してい
きました。WILPF設立から5年で世界の19か国に支部が誕生しました。

WILPF日本支部は、ヨーロッパを除
いて最も歴史の長い支部です。日本
支部は国際的な連帯が深まったこと
をきっかけに1921年に設立されまし
た。1923年にはWILPFの草分け的
存在であるジェーン・アダムズが訪日
し、日本支部のメンバーと面会しまし
た。日本支部は今年、設立100周年を
迎えます！おめでとうございます！

1923



1926年には平和のための大巡礼（The Great Peace 
Pilgrimage）がWILPFイギリス支部によって組織さ
れました。そして28以上の女性・平和団体が「戦争
ではなく法秩序を」というバナーを掲げて集結しまし
た。1926年6月19日にハイドパークのページェントに
参加した女性たちは、イギリス全土からそれぞれ7つ
のルートを通ってきましたが、その途中で1000以上
の村や町で集会を行いました。そして大英帝国の政
府に次のことを求めました。

「大英帝国は、あらゆる（国際的な）紛争を調停や仲
裁に付すること、また国際連盟の軍縮会議では武力
に訴えないという意思を率先して表示をすることに
同意する」

WILPFの創設者ジェーン・アダムズ
は、1931年に女性で2人目のノー
ベル平和賞受賞者となりました。

戦争ではなく法秩序を

1926

1931

この動画（0：37から1：13）ではジェーン・アダムズの肉声を聴くことができます！

ジェーン・アダムズ

https://www.youtube.com/watch?v=FYEXDQJtqMc
https://www.youtube.com/watch?v=FYEXDQJtqMc


1932年、WILPFは世界軍縮要請書（the World Disarmament 
Petition）に600万の署名を集め、ジュネーブにある世界軍縮
会議に提出しました。

1946年8月4－9日、第二次世
界大戦後最初のWILPF総会
がルクセンブルクで開催され
ました。この総会では、すべて
の人の人権の保障に団体とし
て積極的にコミットしていくこ
とを明確にした最初の決議が
採択されました。

1932

1946「婦人国際平和自由連盟は、友
人や敵対していた人も隔てなく、
すべての人の人権の尊重が徹底
されることの重要性を強く支持す
ることをここに再確認します」

WILPF第10回総会決議

600万の署名



ノーベル平和賞を受賞し
たエミリー・グリーン・ボルチ

（1867-1961）は、WILPFの
創設者の一人です。1947年に
放送されたラジオから彼女の
生涯と活躍を見てみましょう！

1946年、WILPFのペンシルベ
ニア地方支部は「世界のフレ
ンドシップのための芸術（Art 
for World Friendship）」とい
うキャンペーンを立ち上げ、
世界中の子供たちの絵を展示
ました。この展示には子どもた
ちが思い描く世界が集められ
ましたが、そこにはすべての
人々が平等に仲良く暮らす戦
争のない世界が表現されてい
ました。

1947

エミリー

グリーン・ボルチ クリップを聴く

スワースモア大学平和コレクション

これらの作品を見る：

https://archive.org/details/audiotapereel0008_a
http://www.swarthmore.edu/Library/peace/Exhibits/ChildrensArt/ChildrensArtFull.htm


1968年、WILPFのメンバー
であったコレッタ・スコット・キ
ングはWILPFの記者会見で
ヴェトナム戦争の終結を求め
ました。また1969年に出版さ
れた自伝「マーティン・ルーサ
ー・キングと共にあった私の
生涯」（My Life with Martin 
Luther King）の中で、WILPF
に入会した動機を次のように
記しています：「国籍や人種の
違いに関わらず団結する女性
たちは、国際平和を実現し連
帯を実現する最も強い力とな
るでしょう。」

1965年、ハーグで行われた
WILPF50周年記念の大会
でマーティン・ルーサー・キ
ング・ジュニア博士が基調講
演をしました。スワースモア
大学平和コレクションに写
真をご提供いただきました！

1968

1965

男性たちが殺し合いを続ける限り、ヴェトナムの女性や子
ども、そしてアメリカの何百万もの貧しい人々が無駄な死
や困難と直面しなければならないのです。」

マーティン 

コレッタ

ルーサー・キング

スコット・キング



1965
1965年11月、WILPFオーストラリアのクイーンズランド支部 は貸切
ったトラムに装飾を施しました。

「戦争のおもちゃを与えないで(No war toys please)」というス ロー
ガンを印字した風船が車両中に取り付けられました。 WILPFのメン
バーである母親やその子供たちは、サンタクロー スと共にトラムで
市内を周りこのメッセージを発信しました。

戦争のおもちゃを

与えないで

1970年代初期に刊行された『平和と自由』
には、WILPFのメンバーによるシモーヌ・
ド・ボーヴォワールの名著『第二の性（The 
Second Sex）』の書評があります。

この書評には次のように書かれていました。
「シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、“女性”に
なるための教育がいかに個人の発達を妨
げているかを指摘し、なぜほとんどの女性
がトップレベルに到達できないかを説明し
ています。」

すべての女性が「女性」になるように育てら
れるとは限りませんが、ボーヴォワールの著
書は、当時とても画期的なものでした。なぜ
ならば、社会的に構築されるジェンダーが教
育を通して押し付けられ、それによって女性
の多様な可能性や機会が奪われることを示
しているからです。



1971

1973

1971年は国連が定める人種差別と闘う国際
年（International Year for Action to Combat 
and Racism and Racial Discrimination）で
した。そこでWILPFは、人種差別に対する積
極的な行動を促しています。1971年1月から
6月に刊行された『平和と自由』には、「あらゆ
る形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」

（1969年採択）に調印していない加盟国の
リストが挙げられています。

1973年1月、WILPFの代表団は他の国際女
性団体と共にハノイに集まり、平和協定への
合意を求めてヴェトナム政府当局に働きか
けました。ヴェトナム戦争や米国の軍事介入
による惨状を目の当たりにした彼女たちは、
この状況についてぞれぞれの国で報告しま
した。WILPFは最も早くからヴェトナム戦争
に反対した団体でした。

WILPFの各支部に対しては、
同条約に調印していない自国
の政府に批准を求めるように
呼びかけました。また『平和と
自由』の中で、WILPFの個々の
メンバーに対しても、南アフリ
カのアパルトヘイト政策に反
対する取り組みが呼びかけら
れました。

ハノイ 平和協定



1975年は国際女性年
（International Women’s 
Year）として知られています。
これを記念して、当時WILPF
国際会長であったケイ・キャ
ンプは平和と正義のために尽
力する50人の女性たちの物
語をとりあげた冊子を作成し
ました。

19
75

国際女性年

アーカイブをご覧ください！

1982年、軍拡競争廃止（スト
ップ・ザ・アームズ・レース/ 
STAR）キャンペーンが開始さ
れ、「100万人の女性が集まれ
ば軍拡競争は止められる。私
たちも100万人の一人になろ
う」というスローガンが掲げら
れました。このキャンペーンで
は、核兵器の開発や実験に反
対し国連の核廃絶の取り組み
を支持する100万の署名を集
めることを目標としました。

1982

https://web.archive.org/web/20110727032143/http://www.wilpfinternational.org/kaycamp/listen.html
https://web.archive.org/web/20110727032143/http://www.wilpfinternational.org/kaycamp/listen.html


1983年にスウェーデンで開催
された第22回総会では、軍備
撤廃と武器取引の撲滅が中心
的なテーマとなりました。

1983「他国への武器輸出が戦争を継続・
助長し、新たな戦争の勃発を招くこと
に鑑みて、本総会はすべての政府に
対して、武器の海外輸出の停止を求
めます」

1983年の第22回議会でWILPF決
議が可決されました

決議を読む

WILPFのSTARキャンペーンは大成功をおさ
め、開始から一年後の1983年に100万人の
署名を集めた請願書がブリュッセルに本部を
置くNATOに提出されました。これに合わせて
大規模な抗議行動も行われました。

STAR

「平和とは、地球と共生することです。地
球について考え尊重することも平和のた
めの取り組みです。私たちの無知や残忍
な搾取が空気汚染、水質汚濁、土壌汚染
を起こすならば、私たちは平和に暮らす
ためのすべを失うでしょう。従って環境保
護運動も平和運動なのです。」 

1983年ヨーテボリ第22回WILPF総会
ハリエット・オテルル

1983年、WILPFスウェーデン・ヨー
テボリ支部の会長であったハリエッ
ト・オテルルは「地球について考え
尊重することは平和のための重要
な取り組みであり、環境保護運動は
平和運動である」と記しています。

ストップ・ザ・アームズ・レース（STAR）

https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2012/09/WILPF_triennial_congress_1983.pdf
https://www.wilpf.org/wp-content/uploads/2012/09/WILPF_triennial_congress_1983.pdf


1983年、WILPFは北部フェミニスト平和同盟
（Upstate Feminist Peace Alliance：ニュー
ヨーク）と共に、ニューヨーク州セネカフォー
ルズの郊外にセネカ野営地を設営しました。

セネカ野営地は、アメリカに
よる西ヨーロッパへの核兵
器配備に抗議するために、
核兵器が保管されていたセ
ネカ米陸軍基地の周辺に設
営されました。

セネカ野営地は、「平和と正義の未来のためのセ
ネカ女性野営地」と呼ばれるようになり、女性たち
の空間となりました。また、フェミニスト活動家が
家父長的規範や期待から脱却して生活する方法
を考案する場でもありました。

野営地が設営された1983
年から閉鎖される1990年代
までに、アメリカ全土やカナ
ダ等から何千もの女性たち
がフェミニストの視点に基づ
く平和な未来を構想すべく
集まりました。

19
83

セネカ

野営地



1986年12月、WILPFスウェー
デン支部はスウェーデン語で
WILPFの国際雑誌で入会の呼
びかけをしました

1987年、国際事務局で初めて
コンピューターを導入する際に
大きなことが起こりました。コン
ピューター購入費の18,000ス
イスフラン/10,000 USドルを
集めるために「コンピューター
基金」が始まりました。

私たちは戦争のおもちゃに反対
してきました。このマンガは1987
年にWILPFが刊行した「平和と自
由」に掲載されたものです。

1986

1987

1987

WILPFコンピューター基金



1990年、WILPFアメリカ支部
はWILPF設立75周年を記念
してWILPFの設立やその使命
についての10分間の動画を
作成しました。

75周年記念の1990 動画

動画をみる

1995

エディス・バランタイン

エディス・バランタインは
WILPFの伝説的な存在です。
彼女は1968年以来、WILPF
の著名なメンバーとして熱心
に活動してきました。彼女は、
世界中の平和事業に従事し
WILPF国際事務局長と国際
会長を歴任しました。そして
1995年にガンディー平和賞
を受賞しました。

https://archive.org/details/videorecording0064
https://archive.org/details/videorecording0064


Move the Money

2016

1999
1999年、WILPFは核廃絶プロジェ
クト「リーチング・クリティカル・ウィ
ル」を立ち上げました。同プロジェク
トは核廃絶や世界の軍事費削減に
向けた分析や提言を中心的に行う
ことを目的としていました。リーチン
グ・クリティカル・ウィルはさらに本
格化し、2013年にWLIPFの国際プ
ログラムとなりました。詳細をみる：

2016年にマラケシュで開催された
COP22において、「資金の使途を転換する 
#MovetheMoney」というハッシュタグをつけ
た集会が開かれました。参加者たちは「派兵や
拷問への投資をやめて女性と環境のための資
金を！」というスローガンを唱えました。この集
会は、ドイツ支部のハイジ・マインゾルトを中
心に開かれました。2016年の集会の様子：

動画をみる

2020

変革のセオリー

reachingcriticalwill.org

動画 
を 

みる

リーチング

クリティカル・ウィル

https://www.youtube.com/watch?v=1y4MQdh3TVE
https://www.youtube.com/watch?v=1y4MQdh3TVE
http://www.reachingcriticalwill.org/
https://youtu.be/2Kzbrm5_Oak


#WILPFHeritageMonth
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