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アジア太平洋法律家協会及び国際民主法律家協会の板門店宣言に関する声明 

COLAP and IADL Statement on the Panmunjom Declaration 

 

 アジア太平洋法律家協会（The Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific, 

COLAP）及び国際民主法律家協会（The International Association of Democratic Lawyers, 

IADL）は、2018 年 4 月 27 日に朝鮮民主主義人民共和国金正恩委員長および大韓民国

文在寅大統領が署名した「朝鮮半島における平和、繁栄及び統一のための板門店宣言」

を歓迎する。この宣言は、朝鮮半島及び東北アジアにおける平和の一里塚である。 

The Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific (COLAP) and International 

Association of Democratic Lawyers (IADL) welcome the "Panmunjom Declaration for 

Peace, Prosperity and Unification on the Korean Peninsula" singed on April 27th, 2018 

by Chairman Kim Jong Un of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and 

President Moon Jae In of the Republic of Korea (ROK). It is a milestone for peace on the 

Korean peninsula in particular and in Northeast Asia at large. 

  板門店宣言は歴史的に重要である。自決の原則を確認し、朝鮮半島における南北関係

の劇的な改善と発展を反映するものである。これによって軍事的な緊張関係が減少され、

これにともない朝鮮半島の恒久かつ永続的な平和への希求が生まれる。 

This agreement is historic.  It upholds the principle of self-determination and reflects the 

dramatic improvements and developments of inter-Korean relations.  These 

improvements will reduce military tensions with the aspiration for a permanent and 

lasting peace on the Peninsula. 

 この宣言は、朝鮮半島における恒久平和を呼びかけるものであり、休戦は速やかに恒

久平和の合意に変わらなければならない。 

The Declaration calls for permanent and peace on the Peninsula and for the armistice 

should be promptly transformed into a permanent peace agreement.  

 この宣言ができたのは、戦争の脅威と核兵器の使用が高まっていたときであった。こ

の宣言によって戦争の脅威が減ることになった。両国の指導者は、朝鮮半島における本

当の非核化を実現するために協力することを約束した。    

The Declaration comes at a time when the threat of war and use of nuclear weapons 



was rising. The Declaration helps defuse the threat of war. Both leaders have promised 

to work to make true denuclearization of the Korean Peninsula as a reality.  

 この地域における永遠の平和を心に留めながら、アジア太平洋法律家協会は、関係諸

国にこの宣言の実現を求めるものである。すなわち 

Having in mind eternal peace in this area, COLAP demands the states concerned 

implement the declaration.  We call on: 

   １ 北朝鮮とアメリカは、来たるべき首脳会談において、この地域における北朝鮮

とアメリカとの軍事的対立の脅威を取り除くため、朝鮮戦争を終結させる協定ないしは

条約を締結すること 

1, The DPRK and the US at the upcoming summit, to conclude an agreement to end the 

Korean War so as to remove the threat of DPRK-US military confrontation from the region.  

   ２ アメリカは、講和条約の一部として、朝鮮半島に駐留するアメリカ軍の完全撤

退を達成させるために必要な積極的な措置をとること。米軍基地は朝鮮戦争以来 60 年

以上に及んで存在してきた。そのプレゼンスは、朝鮮人民の主権と独立に対する軍事的

な介入を意味している。 

2, The US to take all necessary and positive measures to accomplish a full withdrawal 

of the US forces stationed in the Peninsula as part of a peace treaty. The bases have 

existed for more than 60 years after the Korean War. Their presence represents a military 

intervention against sovereignty and independence of the Korean people.   

 ３ 北朝鮮は、核兵器の配備を停止し、アメリカ政府が、経済制裁の解除、米韓共同

軍事演習の停止、核戦略施設の撤去、韓国駐留米軍の撤退など、北朝鮮に対する敵視政

策を放棄するためにとられる処置に応じて、その所持する核兵器を解体すること 

3, The DPRK to stop developing nuclear weapons and dismantle any nuclear weapons 

it possessed in accordance with the measures taken by the US Government to relinquish 

its hostile policies against DPRK such as the lifting economic sanctions, suspending US-

ROK joint military exercises, withdrawing nuclear strategic assets, removing the US 

Forces stationing in Korea. 

   ４ 大韓民国は、北からのミサイルの脅威を口実として大韓民国内に設置された終

末高高度防衛ミサイル（THAAD）をすべて撤去するなど、アメリカの核の傘を離脱す

る処置をとること 

4, The Republic of Korea to take steps to get rid of the US nuclear umbrella, including 

removal of whole set of the Terminal High Altitude Area Defense Missile (THAAD) system, 

which has been installed in this country on a pretext of missile threats from the North. 

   ５ 日本政府は、外交関係の正常化に向けて北朝鮮との対話を再開し、日本の平和

憲法 9 条に反する北朝鮮に対するアメリカの敵視政策にならった軍事力の拡張などの

好戦的な政策をすべて放棄しなければならないこと 



5,  The Japanese Government to resume dialogue with the DPRK with a view toward 

normalizing diplomatic relations, and should abandon all militaristic policies such as 

military expansion similar to the hostile US hostile policies toward DPRK, which runs 

counter to Japan’s Peace Constitution (Article 9).    

 アジア太平洋法律家協会は、南北朝鮮が、対立を止め、再統一を実現するプロセスを

加速することを支持し、この板門店宣言を実施するにあたって法律家としての役割を果

たすことを約束する。 

COLAP supports that the South and the North will end their confrontation and speed up 

a process to realize reunification, when we are always committed to fulfilling our roles as 

lawyers in implementing the Panmunjom Declaration. 
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