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現在︑あるいはかつて︑国内紛争や内乱に

ンゴ︑アフガニスタン︑ボスニアのように︑

ソマリア︑シエラレオネ︑スーダン︑コ

続けている︒その一方で︑ソマリアなどア

諸国が中心となって︑長期にわたる関与を

和平後一○年を経た今日においても︑欧米

ーゴスラビアのボスニア再建にあたっては︑

るまで国連の暫定統治が行われたし︑旧ユ

のように規定している︒
﹁紛争・災害や感

ることに象徴される︒新ＯＤＡ大綱では次

重点課題のなかに平和構築があげられてい

針のひとつに人間安全保障が組み込まれ︑

に改定されたＯＤＡ大綱において︑基本方

│平和構築への課題

よって中央の政府がもはや機能せず︑軍閥

染症など︑人間に対する直接的な脅威に対

紛争後の安全保障

などによって分断された国家が存在する︒

フリカの一部の諸国においては︑紛争がい

処するためには︑グローバルな視点や地域

栗栖薫子

失 敗 国 家や破 綻 国 家と呼ばれるこれ

ったん収束した後においても︑国際支援が

・国レベルの視点とともに︑個々の人間に

の戦いに巻き込まれるだけでなく︑特定の

国内紛争の特徴である︒政府と反政府集団

避難民を含めて︑民間人の犠牲者の多さは

態にある︵参考文献⑧︶
︒死傷者や難民・

内乱後の諸国や地域における平和構築

の定義もある︒しかし︑ここでは︑紛争や

紛争の可能性を低くする努力﹂とする広義

わず︑国家内の平和の可能性を高め︑武力

平和構築を﹁武力紛争の前後︑最中を問

にいたるあらゆる段階において︑尊厳ある

Ａを実施する︒また紛争時より復興・開発

を通じた地域社会の能力強化にむけたＯＤ

ることが重要である︒わが国は︑人づくり

着目した﹃人間の安全保障﹄の視点で考え

コラプスト・ステイト

らの諸国においては︑人間の安全保障とい

十分に行われているとはいえない︒

集団に帰属する民間人が強制移動やジェノ

人生を可能ならしめるよう個人の保護と能

人間の安全保障と平和構築は︑日本のＯＤ

力強化のための協力を行う﹂
︵参考文献③︶
︒

︵ post-conflict peacebuilding
︶を中心に︑人
間の安全保障の観点から論じたい︒

が発生する場合もある︒紛争が長期化し日
常的になるなかで︑児童兵の問題も深刻化

たん停戦に至っても︑紛争の再発する可能

しかも︑こうした諸国においては︑いっ

なっている︒さらに近年では︑政府だけで

Ａ︶を通じて︑平和構築にかかわるように

日本政府もまた︑政府開発援助︵ＯＤ

間の安全保障基金﹂は︑対人地雷︑難民問

政府の拠出で国連事務局に設立された﹁人

具体的にみれば︑一九九九年より︑日本

Ａ政策において存在感を増しつつあるとい

性が高いといわれる︒そのため︑人々の生

なく︑ピース・ウィンズ・ジャパンやＡＭ

題など︑平和構築と密接にかかわる分野も

している︒

命や尊厳の危機的状況が再発することを予

ＤＡなど︑日本のＮＧＯも海外での平和構

協力事業に対して︑幅広く出資を行ってい

えよう︒

防するうえで︑紛争後の平和構築は︑重要

含め︑国連関係の機関とそれ以外の主体の
日本政府の取り組みは︑二○○三年八月

築活動に積極的に関わっている︒
東ティモールでは︑民主的選挙が実施され

な役割を果たすことになる︒カンボジアや

●日本と平和構築

サイドの標的とされ︑大量の難民や避難民

フェイルド・ステイト

う︑もっとも根本的な財を提供できない状
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かれた状況が悪化しないような支援が︑と

しかし︑現実には︑和平後の政治過程は

人間安全保障は﹁欠乏からの自由﹂と

た当初は︑どちらの側面を強調すべきかと

﹁行きつ戻りつ﹂であり︑国内では暴力と

る︒コンゴやシエラレオネにおける元兵士

職業訓練を通じた社会統合など︑これまで

いう論争が︑研究者や政府間で行われたこ

飢餓などが複合的な危機として発生するこ

くに人間の安全保障という観点からは必要

に一二○件を超える案件が対象となってい

ともあった︒しかし︑その後︑コフィ・ア

ともある︒紛争後の社会において︑
﹁恐怖

となっている︒

る︒

ナン国連事務総長によるミレニアム報告書

からの自由﹂と﹁欠乏からの自由﹂という

捉えられることが多い︒この概念が登場し

日本のＯＤＡ政策においては︑二○○三

︵二○○○年︶や︑アマルティア・セン︑

側面は複雑に絡み合っている︒したがって︑

﹁恐怖からの自由﹂という二つの側面から

年には従来の﹁草の根無償資金協力﹂を︑

緒方貞子を共同議長とし︑日本政府の支援

これらの諸要素をいかに関連性のなかでと

おける難民・避難民女性への保健・教育︑

﹁草の根・人間の安全保障無償資金協力﹂

によって設置された人間の安全保障委員会

なっている︒

らえ︑総合的に迅速に対処するかも課題と

の職業訓練と雇用創出︑アフガニスタンに

へと発展させ︑コミュニティの能力強化︑

間の安全保障は﹁欠乏からの自由﹂と﹁恐

資金と人的資源の有効で迅速な投入のた

による報告書︵二○○三年︶において︑人
怖からの自由﹂の双方を包括した概念であ

め︑多様なアクターが役割分担して関与す

難民・避難民の帰還支援︑母子保健支援︑
迅速に行うことが可能になった︒さらには︑

り︑多くの場合において︑その両者が密接

地雷除去などについて︑ＮＧＯへの支援を
無償資金協力を用いた国際協力機構︵ＪＩ

の民間セクターが加わってパートナーシッ

ることが多くなっている︒政府のような公

プを形成し︑協働して人間安全保障の問題

に関連していることが示された︵参考文献
紛争後の平和構築は︑武力紛争や物理的

解決にあたろうとする形態がみられるので

ＣＡ︶による平和構築事業が行われている︒
社会基盤整備︑経済復興支援︑社会的弱者

暴力や国内混乱に起因する﹁恐怖からの自

ある︒他方︑アフガニスタンにおける日本

的セクターのみでなく︑ＮＧＯや企業など

支援︑人道緊急支援の七分野がそのターゲ

由﹂を達成し︑さらに﹁欠乏からの自由﹂
︑

政府の方針のように︑最初の段階で︑和平

⑥︑⑦︶
︒

ットである︒具体的事例としては︑カンボ

また自立した尊厳ある生活へとつなげると

プロセスから治安確保︑人道支援までを網

社会の和解︑ガヴァナンス支援︑治安回復︑

ジア︵法整備支援・退役軍人自立支援・対

わるプロセスである︒平和構築プロセスは︑

いう意味で︑人間の安全保障と大きくかか

羅した包括的枠組みを提示し︑これに対し

保健医療システム復興︶
︑ボスニア︵地域

一般に︑停戦︑和平合意︑食料や医薬品な

て日本政府が一貫して資金を提供するのも︑

人地雷対策︶
︑東ティモール︵インフラ・
間で分断された交通機関の復旧・身体障害

ど緊急人道支援︑兵士の武装解除・動 員

継ぎ目のない援助へのひとつのやり方とし

リインテグレーション

ディモビリ

者リハビリ支援など︶
︑また︑和平プロセ

解 除・社会への再統合︵ＤＤＲ︶
︑国の統

て注目される︒

デ ィ ス ア ー マ メ ン ト

スから復興開発︑治安までを包括したアフ

治制度再建︑選挙の実施から︑さらに一歩

ゼーション

ガニスタン支援などがこれまでに実施され

すすめて持続可能な開発へとつなげていく

らに開発へと﹁継ぎ目なく﹂移行し︑各段

安定確保︑緊急人道支援から︑復興支援さ

全保障委員会の報告書では︑治安の確立︑

保障の実現に重要な分野として︑人間の安

紛争後のプロセスにおける︑人間の安全

一連の段階を意味する︒この間︑紛争後の

階で隙間が生じることによって︑人々のお

●平和構築と人間の安全保障

ている︒

●人間の安全保障│﹁欠乏からの
自由﹂と﹁恐怖からの自由﹂
の連関
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人道救援︑復興と再建︑統治と能力強化︑
の治療︑行方不明者の捜索などが行われる︒

態の改善︑基礎保健医療の整備︑トラウマ

いては︑難民や避難民の帰還促進︑栄養状

されることもある︒

生活を望んでおり注目に値する変化が観察

ないが︑個々のレベルでは︑市民は平和な

元兵士を対象に︑技術習得支援など再雇用

て提供される退役兵士訓練プログラムは︑

いる︒世界銀行や日本など各国政府によっ

Ｒのための多様なプロジェクトが行われて

導入されることが多い︒また同時に︑ＤＤ

安維持のために︑国連の部隊や多国籍軍が

る財であり︑紛争終結直後は停戦監視や治

争中の非人道的行為などを裁く刑事裁判所

社会の和解と共存への取り組みには︑紛

親を殺害された児童の支援が行われている︒

力により児童の心理カウンセリングや︑肉

心的外傷治癒プログラムでは︑専門家の協

や人形劇による教育を通して行われている︒

地 雷 認 知プログラムが︑印刷物の配布

小学生に地雷の危険性を認識させるための︑

たとえば︑ＵＮＩＣＥＦの活動をみると︑

との齟齬を生み出す危険性も含んでいるこ

である︒しかし︑現実には人間の安全保障

や尊厳にとって本来は基盤となるべき要素

国連暫定統治︑選挙などは︑個々人の生命

意の履行︑多国籍部隊などによる治安維持︑

平和構築における諸側面︑例えば和平合

治安の確保は他の活動すべての基盤とな

和解と共存の五つをあげている︒

支援を行っている︒兵士の社会統合には︑

トラウマ・ヒーリング

存への取り組み︑人的つながり︵社会関係

とは︑看過すべきでない︒

例えば︑選挙の実施などによって︑新た
そのために︑地方︑とくに中央の復興か

ボスニアなどで見られたように︑欧米基準

々の安全を損なう要因となる場合もある︒

な社会的・政治的不安定や格差が生じ︑人

る︒本来国民を保護するはずの軍や警察が

ら﹁見捨てられた地方﹂の人びとが︑過去

での自由で公正な選挙を実施すること自体

資本︶の再建などがあげられる︒

●平和構築と人間の安全保障の
﹁食い違い﹂

技能訓練だけでなく︑持続可能な雇用創出

の設置︑真実究明委員会︑地域社会での共

マイン・アウェアネス

が必要とされている︒
さらに軍や警察の民主化︑効率化といっ
セキュリティ・セクター・リフォーム

人々を抑圧してきた諸国においては︑治安

の対立を乗り越えて︑共通の社会的な関心

た安全保障・治安部門改革が実施されてい

部門改革を通じて国民に信頼される軍や警

が目標となり︑結果として︑現地の人びと

クな出自をもつナショナリスト政党を支持

事項の解決に取り組み︑社会関係資本の再

治安の確保を基盤としながら︑インフラ

とセルビア系の自治体の市長が協力して︑

し︑エスニックな分断を固定化したのであ

察を育成することが︑私的暴力による社会

を構築し︑さらに紛争によって失われた政

インフラの共同開発プロジェクトに着手し︑

る︒

に対する統治が悪化したこともあった︒有

府機能を回復することは︑国家再建の基盤

両市のあいだをむすぶバス路線を再開する

第二に︑平和構築には︑国家としての秩

建にあたることもある︒例えば︑ボスニア

となる︒行政支援︑法整備支援︑徴税制度

ことなどに成功している︒対立しあうロー

序の再建・維持という目的があり︑秩序を

の混乱を防止するうえで有効となるからで

の構築など︑制度を再建し︑ガヴァナンス

カル・コミュニティのニーズをくみ上げつ

優先する方法次第によっては︑現地の人び

効な統治が保証されない状況で時期尚早に

能力を強化することが︑治安回復とならん

つ︑対話と共同作業を通じて地域社会の信

との﹁人間の安全保障﹂にとって矛盾が生

選挙を行ったために︑人々は同じエスニッ

で平和構築の主要な柱となっている︒

頼醸成を行おうとする試みである︒こうし

じることもある︒第三に︑平和構築にかか

の復興から取り残された一地方において︑

紛争中から紛争終結直後には︑食料︑医

た小規模プロジェクトは︑短期間に国家レ

わる先進諸国政府やＮＧＯによる︑現地の

かつては対立していたムスリム系の自治体

薬品など緊急援助物資の供給が︑人道救援

ベルの政治情勢の改善につながるわけでは

ある︒

の中心である︒その後の復興・再建期にお
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人びとへの政策や価値観の押し付けが指摘
ートナーシップ︑⑤持続的発展に向けたロ

ティの能 力 強 化︑④多様な主体とのパ

社会的弱者への視点︑③人びとやコミュニ

持続的な国際的関心と支援を引き出すとい

安全保障の持続可能性を実現するためには︑

中核的な視点と矛盾する︒平和構築と人間

エンパワーメント

として︑先進国の資源︵資金︑人材︑ノウ

されている︒また︑それと表裏一体の問題
ーカルな利害当事者の参加による︑現地の

う︑困難な課題にも直面せねばなるまい︒

ステイクホルダー

ハウ︑知識︶への長期的依存が︑現地の政
ある︒こうした状況に対して︑平和構築に

けでなく︑人々が自らを守る力を会得し︑

すなわち︑多様な脅威からの﹁保護﹂だ
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治﹄第一四三号︑二○○五年︶
︒

とグローバル・ガヴァナンス﹂
︵
﹃国際政

②栗栖薫子﹁人間安全保障﹃規範﹄の形成

八月︒

間安全保障と人間開発との強い結びつきが

アカウンタビリティ

いかにして説 明 責 任を果たすのかとい

想起される︒

人間の安全保障の考え方を取り入れ︑調整

主体性を回復することが必要である︒それ

こうした点を考慮し︑人間の安全保障委

することが必要であると警鐘を鳴らしてい

には︑現地の人びとやコミュニティの現状

さらには︑個人と国家の掛け橋となる市

う問題に直面している︒

る︵参考文献⑥︶
︒

に即したきめ細やかな対処を必要とするた
めに︑政府や国際機関だけでなく︑現地Ｎ

の安全保障だけでなく︑秩序構築・維持が

ィの参加型プロセスは︑人びとの真のニー

ＧＯや国際的なＮＧＯなど︑市民社会アク

強く求められている︒そのため︑被支援国

ズを汲み上げる上で︑重要な役割を果たし

●調整原理としての人間の安全保
障

の人々の安全にとって︑国際的な治安維持

ている︒
最後に︑平和構築への関与のあり方以前

や暫定統治のもたらすメリットを認めなが
ら︑いかに人間の安全保障という原理をそ
のなかに導入し︑秩序維持との調整をして

保障規範によって調整を行う場合には︑次

ことは︑もっとも見捨てられた地域の人々

の問題であるが︑冒頭でもふれたアフリカ

の点を組み込むことが必要であろう︒①紛

に焦点をあてるという︑人間の安全保障の

いくかが課題となろう︒

争の根本的原因に働きかける予防戦略︑②
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