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東中野図書館 個性づくりテーマ展示《第２9 回》テロ防止条約 

テロ防止条約 
 

 

2015 年に起こったＩＳＩＬによる日本人拘束事件は衝撃的であり、記憶に 

新しいと思います。そして、この事件から日本も国際テロとは無縁と言えな 

くなり、テロに対する関心が非常に高まっています。 

日本が行っている国際テロ対策協力として、「テロ防止条約」の締結があります。 

これからの日本の安全のために、現在、何が行われ、今後、何が必要となるのか、 

また、テロに巻き込まれないようにするにはどうすれば良いのかといったことに 

ついて、今回のテーマ展示では、皆さまが正しい知識を持って対処できるように 

ご案内しております。 

 

 

 

 

 

   

 

 

 ☆展示期間： 平成２8 年 ２月２7 日（土） 

         ～平成２８年 ４月 27 日（水） 

                 

 ☆展示場所：東中野図書館３Ｆ 法務情報コーナー 

 

 ☆問い合わせ：東中野図書館 

     

           中野区東中野１－３５－５ 

           ０３（３３６６）９５８１ 



 

●テロ防止条約とは 
 

 

国連その他の国際機関で作成された 13 本の「テロ防止関連条約」のことです。日本でも 2015 年 8 月に 

13 条約の締結を完了しました。 

 

 

●テロ防止関連条約 13本の条約名（カッコ内は略称） 

1.航空機内で行われた犯罪その他ある種の行為に関する条約（航空機内の犯罪防止条約（東京条約）） 

2.航空機の不法な奪取の防止に関する条約（航空機不法奪取防止条約（ヘーグ条約）） 

3.民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約 

（民間航空不法行為防止条約（モントリオール条約）） 

4.国際的に保護される者（外交官を含む）に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約 

（国際代表等犯罪防止処罰条約） 

5.人質をとる行為に関する国際条約（人質行為防止条約） 

6.核物質の防護に関する条約（核物質防護条約） 

7.1971 年 9 月 23 日にモントリオールで作成された民間航空の安全に対する不法な行為の防止に 

関する条約を補足する国際民間航空に使用される空港における不法な暴力行為の防止に関する 

議定書（空港不法行為防止議定書） 

8.海洋航行の安全に対する不法な行為の防止に関する条約 （海洋航行不法行為防止条約） 

9.大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書 

（大陸棚プラットフォーム不法行為防止議定書） 

10.可塑性
か そ せ い

爆薬
ばくやく

の探知のための識別措置に関する条約（プラスチック爆薬探知条約） 

11.テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約（爆弾テロ防止条約） 

12.テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約 （テロ資金供与防止条約） 

13.核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約（核テロリズム防止条約） 

  

 

 

 

●テロリズムの歴史 
「テロ」（Terror）という言葉自体は、1789 年に起きたフランス革命後の「恐怖政治」を起源とすることは広

く知られています。「テロ」という言葉が生まれる数十世紀も前、人類がコミュニティを築き、ある集団又は個

人が他を支配していく過程で生じた様々な争いの中で、既に「テロ」の概念及びその手法は存在し、敵を倒すた

めの有効な手段として日常的に使用されてきました。 

 

 



●現代のテロに大きな影響を与えた歴史的事件 
1．航空機を使った最大規模のテロ「9．11 米国同時多発テロ事件」 

 現在、世界で最も影響力のあるテロ組織である「アルカイダ」。「アルカイダ」が引き起こしたテロ事件は数々

ありますが、中でも「9.11 米国同時多発テロ事件」は、3000 人近くの市民を無差別に殺害した、規模と残忍さ、

さらに、4 機の民間航空機を乗っ取り、乗員・乗客共々世界貿易センタービルの 2 つのタワーと米国防総省（ペ

ンタゴン）に激突させるという、前代未聞の手法を用いて、全世界を震撼させました。しかも、実行犯は 1 年以

上前から米国に合法的に入国し、米国の航空学校で操縦技術を学ぶといった用意周到さでありました。 

2．自爆テロの先駆者「ヒズボラ」 

 「ヒズボラ」（神の党）が先駆者となった、車両に大量の爆発物を積載して標的に突入し、自爆するという

形態のテロが挙げられます。1983 年 10 月、ベイルートに国連監視軍として派遣されていた米海兵隊の司令部と

フランス軍兵舎の爆弾トラック 2 台で突入し、299 人を殺害。さらに、翌 1984 年 9 月に東ベイルートに所在す

る米国大使館別館に外交官ナンバーを付けた車両で自爆攻撃を行い、23 人を殺害、約 70 名を負傷させました。

「ヒズボラ」の相次ぐ自爆テロは、反米・反イスラエルを標榜する他のテロ組織にも大きな影響を与え、それ以

降、様々なテロ組織が、自爆戦術を採用することとなりました。 

 

 

 

●テロに巻き込まれないために 
テロは予測不可能な場合が多いため、まったく遭遇しないようにすることは難しいと考えられます。 

しかし、以下の点に気をつけることで、テロに遭遇する確率を下げることが可能になると考えられます。 

① 国内外を問わずテレビ・ラジオ・新聞などのマスメディアから出されるテロに関する情報に注意を 

はらうとともに、危険な地域･場所にはできるだけ近づかない。 

② 仕事などで、どうしても危険な場所に行く必要がある場合は、関係機関等に問い合わせ、テロに関する詳

細な情報を入手する。また、公共施設特に大使館・役所関係などテロに狙われる可能性の高い施設、空港

やバスターミナル・駅など不特定多数の人間が集まる場所には必要なとき以外はできるだけ近づかない。 

③ 普段から公的機関（外務省ホームページ等）や民間で行っている安全対策セミナーや冊子などを 

チェックし、テロに遭遇しないよう予防策を講じる。 

●万が一テロに巻き込まれてしまったら 

  日頃から注意していても、テロに巻き込まれる可能性があることは否めません。そこで、もしテロ行為と思わ

れる事に遭遇してしまったら、どうするべきか考えてみましょう。 

テロを回避するには、時間・距離・遮蔽
しゃへい

の 3 つの要素がカギとなります。できるだけ早く遠くへ離れ、遮蔽性

の高い所へ身を隠すように努めましょう。その際、パニックにならず、深呼吸をし、できるだけ冷静に自分の置

かれている状態を判断することが肝心です。それが迅速な避難につながり、テロに巻き込まれる確率を下げるの

です。 

 

 

参考文献：『国際テロリズムハンドブック』立花書房／『安全・安心の基礎知識』(財)全国危険物安全協会 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『テロリズム聖なる恐怖』 

         テリー・イーグルトン／著  
                  大橋 洋一／訳 

岩波書店 2011 年 

  

テロの思想と聖なるものの概念、相反する二つの事柄を示す両義性とは何

を意味するのか。古代の儀礼からフロイト的無意識に至るまでの、広範囲の

テロリズムの系譜を破壊と創造の弁証法からたどる。 

人間の悲劇的宿命は、回避する事ができるのか・・・？ 

『テロリズムの歴史』 

   フランソワ＝ベルナール・ユイグ／著 
               加藤 朗／監修 
             遠藤 ゆかり／訳 
            創元社  2013 年 

 

テロの未来を知るために、過去のテロを知る必要がある。「思想のために人

を殺す」といったように、テロには具体的な目的があり、政治的目的を達成

する手段であった。テロリズムの歴史を「思想」「活動」「演説」と詳細に解

説し、テロリズムの定義を知るのに最適な 1 冊。 

『国際関係と国際法』 

                       澤 喜司郎／著 
   成山堂書店  2014 年 

       

 複雑化する国際社会の現実を理解し、平和および安全の維持、国際的な 

安全保障と一国平和主義的な日本の安全保障の現状と問題点について、国際 

法の観点から解説している。「国際法とは」から始まり、初めて法に触れる 

方でも、わかりやすい入門編となっている。 
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書名 著者名 出版者名 出版年 分類番号 

パリ同時テロ事件を考える 白水社編集部/編 白水社 2015 316.4 パ 

本当に「イスラム国」は日本にテロを 

起こすのか？ 
別冊宝島編集部/編 宝島社 2015 316.4 ホ 

テロリズムの歴史 フランソワ＝ベルナール・ユイグ 創元社 2013 316.4 ユ 

テロリズム聖なる恐怖 テリー・イーグルトン 岩波書店 2011 316.4 イ 

対テロ国際協力の構図 広瀬 佳一・宮坂 直史/編著 ミネルヴァ書房 2010 316.4 タ 

テロ防止策の研究 金 惠京 早稲田大学出版部 2012 329.7 キ 

テロリズムの法的規制 初川 満/編 信山社 2009 329.7 テ 

テロリストの心理戦術 香山 リカ ベストセラーズ 2015 316.4 カ 

愛国者がテロリストになった日 早坂 隆 ＰＨＰ研究所 2015 289.2 ア 

紛争解決人 森 功 幻冬舎 2015 289.1 イ 

恐怖の環境テロリスト 佐々木 正明 新潮社 2012 519.8 サ 

人類の道しるべとしての国際法 秋月 弘子/編 他 国際書院 2011 329.0 ジ 

フランス革命を生きた「テロリスト」 遅塚 忠躬 ＮＨＫ出版 2011 235.0 チ 

明治維新という過ち 原田 伊織 毎日ワンズ 2015 210.6 ハ 

テロリストのパラソル 藤原 伊織 文藝春秋 2014 913.6 フジ 

「テロに屈するな！」に屈するな 森 達也 岩波書店 2015 316.4 モ 

国際関係と国際法 澤 喜司郎 成山堂書店 2014 319.8 サ 

国際テロリズム入門 初川 満/編 信山社 2010 316.4 コ 

無差別テロ 

－国際社会はどう対処すればよいか－ 
金 惠京 岩波書店 2016 316.4 キ 

【展示図書リスト】 



テロ防止条約について調べる方に  

１．情報検索のキーワード  

様々な「キーワード」を使うことで、効率的な情報の検索が可能になります。 

  

  テロ ／ テロ防止 ／ テロリスト ／ テロ資金 ／ テロリズム ／ 

  テロ活動 ／ 爆弾テロ ／ 国際法 ／ 国際刑法 ／ など 

 

２．図書資料を調べる  

中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で調べてみましょう。 

                                                 

                                                 

『中野区立図書館ホームページアドレス』 

                    https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

 

              ・・・中野区立図書館のホームページや利用者開放端末（ＯＰＡＣ）で 

                 調べてみましょう。 

 

 『東京都立図書館統合検索』 

                      http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

              ・・・東京都内の公立図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

 『国立国会図書館』 

                      http://www.ndl.go.jp/ 

              ・・・国会図書館の蔵書について一括して検索できます。 

 

３．雑誌・新聞で調べる  

東中野図書館では、雑誌・新聞は 2 階にございます。 

 

新聞 

  朝日新聞 ／ 産経新聞 ／ 東京新聞 ／ 日経新聞 ／ 毎日新聞 ／ 読売新聞 

 

☆日経新聞縮刷版は過去 10 年分ございます。 

 

雑誌 『ジュリスト』 有斐閣 

   『ｆａｒｏ』 司法の窓 （中央図書館） 

 

 

 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://www.ndl.go.jp/


４．基本的な情報を調べる  

 

●テーマの棚を調べてみましょう。 

分野 分類記号 分野 分類記号 

テロリズム ３１６．４ 国際刑法 ３２９．７ 

 

５．用語や事例について調べる  

言葉の意味などを調べてみましょう。 

 

 

『現代用語の基礎知識 ２０１４』 ０３１ ゲ １４ 

      自由国民社 ２01４年 

★インターネットで探す 

 『 日本の国際テロ対策協力 ／ 外務省  』   

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/index.html 

 

 

 

 

６．関連機関を活用する  

関連機関でテロ防止条約に関するさまざまな事を調べてみましょう。 

 

 

『外務省ホームページ』 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ 

『国際連合広報センター』 

      http://www.unic.or.jp/activities/international_law/terrorism/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/index.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
http://www.unic.or.jp/activities/international_law/terrorism/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般展示：２階エレベーター横 

特別展示：ＹＡコーナー入り口 

児童展示：２階カウンター横 

個性展示：３階書架入り口 

 

 

 

 

 

              

 

第 28 回「少年法」 

第 27 回「国際人権法」 

第 26 回「災害対策基本法」 

第 25 回「所得税法」 

第 24 回「健康保険法」 

東中野図書館からのお知らせ 

幼稚園・保育園・小学生向け 

３月２・９・１６・２３・３０日（水） 

４月６・１３・２０・２７日（水） 

★毎週水曜日 

午後 3 時 30 分～午後 4 時 

よもよも ０才～３才児向け 

３月７日（月） 

４月４日（月） 

★毎月第一月曜日 

午前１１時～１１時３０分 


