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広島市立大学広島平和研究所研究所長
吉川　　元

１．なぜ平和を問うのか

　核戦争の危機が日常的に語られていた冷戦が終結し、グローバル化が進展しつ
つある今日、国際社会は核戦争の危機から脱したのであろうか。いったいどれ
だけ平和になったのであろうか。それにしても冷戦後には、平和維持活動（PKO）、
平和創造、平和構築、平和強制、さらには民主主義による平和など、「平和」関連
の新たな用語が定着する。こうした用語が広まるのは、現実が平和ではないから
であろうか。それとも、伝統的な平和観が変容し、これまでにない類の「平和」の
創造が求められるようになったからであろうか。
　平和とは何か。平和とは、もともと国際関係において戦争が発生していない状
態を意味した。それ故に、一昔の見立てでは、平和と戦争は、その開始日も終了
日も特定できたものである。戦争は宣戦布告に始まり、平和（講和）条約をもって
終了し、その条約の締結日から平和が到来する。そして次なる戦争が発生するま
でが平和である。人々は、戦争の悲惨さを語り継ぎ、今の平和を維持しようと恒
久平和を希求する。ところが第二次世界大戦後の戦争の多くは、こうした宣戦布
告もなく、また休戦協定も頻繁に破られてしまうことから、戦争と平和の区別が
あいまいになっている。それに、戦争の定義の難しさから、第二次世界大戦後は、
戦争に代わって武力行使が使用されるようになり、また近年は（大規模）武力紛争
という表現が用いられる機会が増えている。
　戦争はけっして許されるものではない。人々が互いに殺しあう野蛮な行為に
よって、いったいどれだけの人々が犠牲になったというのか。20世紀に発生し
た戦争（内戦を含む）の犠牲者数は、ある試算によれば1億3400万人から1億4600
万人に及ぶ（Leitenberg 2004：121）。第二次世界大戦が終結する1945年からボスニ
ア和平協定が結ばれる95年にかけての戦争の犠牲者数は3000万人を超える。20
世紀を通して犠牲者数が100万人を上回る戦争は第二次世界大戦（1939 ‐ 45年）
の6600万人を筆頭に11件発生している1。二つの世界大戦の人的被害の大きさは
別格として、実は国家間戦争に劣らず内戦も悲惨なものである。内戦では、一
般市民（非戦闘員）の犠牲が戦闘員の犠牲者数を上回るのが通例で、しかも内戦
の増加に伴い一般市民の犠牲の割合は増加傾向にあり、60年代に63％、80年代
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に74％、その後も上昇傾向にある（Sivard 1966：7）。内戦の増加に伴い、難民も
急増した。60年代初頭には百数十万人であった難民は75年には280万人に増加し、
冷戦末期の90年には1500万人に上ぼった。しかも、その三分の二以上がアジア・
アフリカで発生した難民である。
　戦争はなぜ発生するのか。近年、なぜ内戦が増加傾向にあるのか。平和はなぜ
壊れるのか。どうすれば恒久平和が実現するのか。そのように考え始めると、戦
争や内戦の原因を突き止め、その原因を解明し、その原因を除去することによっ
て戦争が予防できるとの考えに及ぶであろう。ここに平和創造という発想に行き
着く。平和を創造するには、国際社会が共同して国家行動の原則及び国際制度を
設け、国際安全保障体制を構築し、さらには地球規模（グローバル）安全保障共同
体を構築することによって戦争そのものが無用なものになれば、実現するであろ
う2。
　ところで、これまで国際社会における平和創造の歴史を一瞥するに、それは国
際紛争の平和的解決の仕組み作りであり、文字通り「国際」の平和の創造であった。
平和とは「国際（国家間）」の平和であり、国家安全保障強化に向けた取組であり、
必ずしも人々の安全確保のためではなかった。そのことは平和とは無関係に人々
は国家権力による構造的な暴力の対象となり、身の安全が保障されてはこなかっ
たことから明らかである。政府権力による人為的な暴力による惨劇は、戦争の惨
禍に匹敵する。本来、人民の安全を保障するはずの政府が、これまで多くの人々
の命を奪っていたことが近年、明らかにされつつある。戦闘行為による殺傷とは
異なり、政府権力による人民の殺戮を「民衆殺戮」と呼ぶ。この用語を世に広く普
及させたR．J.ランメルの研究によれば20世紀に発生した民衆殺戮の犠牲者数は
後述するように、戦争犠牲者数を上回る。
　人道的危機とでも呼べるこうした民衆殺戮の惨劇は、自由と平等、人間の解放、
あるいは民族解放を熱心に唱えてきた社会主義国家や途上国を中心に発生してい
る。　このことは恐怖からの自由と貧困からの自由を意味する「人間の安全保障」
の視点から考えれば、平和は必ずしも人間の安全を保障しえないことを意味する。
そこで平和に関する常識を疑い、われわれの平和に関する一般的な理解を改めて
問い正してみたい。

（ア）… 至高の価値として当然視されてきた平和、友好、援助とは、いったい誰
のためのものなのか。

（イ）… 政府(国家権力)による著しい人権侵害や人道的危機と国際平和との間に
因果関係はあるのか。平和、友好、援助が人間の安全を脅かしていない
のか。

（ウ）… これまで平和を追求し、友好関係の維持に努め、そして援助を実施して
きた国際社会は、なぜ苦境にある人々を救おうとはしないのか。
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　本稿の目的は、人間の安全保障の視点から平和の見立てと平和創造の手法の問
題点を探ることにある。これまでわれわれが至高価値とみなし、その実現に向け
て鋭意取組んできた平和、友好、援助の、その理念及び政策は、はたして人間の
安全保障に役立ったのであろうか。まずこれまでの平和創造の手法を概観した上
で、平和時の人道的危機の発生原因を検討する。次いでそうした人道的危機の発
生を国際社会が止めることができないのみか、それを看過し、時に助長すること
になる国際要因を、国際平和秩序の在り方及び友好関係を優先する国際政治の構
造に見出し、解明する。そして最後に、これまでの国際平和の見立てや平和創造
の方法を批判的に検討した上に、平和と人間の安全保障の両立を目指す複眼的な
平和創造の見方の必要性を提起する。

2. どのように平和を創造してきたのか

　2.1. 国際社会の平和秩序
　国際社会は確かに進歩した。統一政府が存在せず、政治的には分権的であり、
法も秩序もないアナキー (無秩序)であるというのが、国際社会の古典的なイメー
ジであろう。そこでは、大国による植民地支配、侵略、及び領土併合がまかり通
り、しかも人種差別と人種隔離制度、権力者による弱者の抑圧といった不公正な
国内慣行が国際問題化することのない弱肉強食の社会である。ところが今日の国
際社会をこうした古典的な社会のイメージに重ね合わせることはできないであろ
う。
　現代の国際社会は、いまだ分権的ではあるが、共通の目標と一定程度の社会
秩序が備わっているので、英国学派の始祖の一人、H.ブルは、それを『国際社会
論―アナーキカル・ソサエティ』において「アナーキカル社会」と呼ぶ。ブルは国
際社会の特徴を次のように説明する。国際社会が成立するには、国家集団の間
で、社会としての一定の利益と価値が共有され、共通目標が認識され、国際関係
は規則によって規律されて、そして共通の国際制度を機能させることに共に責任
を負っている、との了解がなければならない。国際社会の目標には、第一に、主
権国家から構成される国際システムそのものの維持、第二に、国家の独立と対外
主権の維持、第三に、国際平和の維持、そして第四に、暴力の規制、条約など取
り決めの遵守、及び国家財産、領土、管轄権など所有の安定、の４つの共通の基
本目標がある。そして共通目標を達成するために、定型化された国家の行動様式
を基調とする国際秩序が形成される。その国際秩序は、国家の行動を律する原
則、及び秩序維持を実効的なものにするための国際制度によって維持される（Bull 
1995：3-21）。
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　過去一世紀にわたって、国際社会には十分ではないにせよ、原則的には自由と
平等を基調とする公正な社会秩序が形成されている。その秩序の基調にあるのが
主として主権平等、人種平等、人間平等、そして紛争の平和的解決の４つの国際
原則である。まず主権平等についてみてみよう。現在の国際社会には未承認国家
を含めおよそ200カ国が存在するが、その中には人口13億人以上の中国があれば、
人口100万人規模の小国がいくつもある。しかしながら、例えば国連総会での投
票の際には、人口の多寡、あるいは国力の強弱とは関わりなく、どの国も主権平
等の原則に基づき1票を有しているように、今では中小国にも平等な地位が保障
されている。
　人種平等主義の原則は、人種差別撤廃条約（1965年採択）において確立された。
古くは奴隷制度をはじめ、奴隷貿易、植民地支配、人種隔離制度など、人種差別
の国際慣行や国内制度が横行していた。ところが人種差別が禁止され、人種平等
が国際社会の規範となると、植民地支配は否定され、世界各地の人種差別制度や
人種隔離制度も廃止され、今では人種平等の理念が広く定着している。
　人間平等の原則は、人権と基本的自由の尊重の原則の確立を契機とする。第二
次世界大戦を契機に人権尊重の平和観が芽生え、世界人権宣言（1948年）におい
て世界共通の人権基準について基本的な合意ができ、その後、国際人権規約（1966
年）が採択され、ここに国際社会で守るべき人権の国際基準が確立される。その
後、女性差別撤廃条約から子供の権利条約に至るまで、人間は男女を問わず、貧
富の格差にかかわらず、生まれながらにして譲るこのとのできない人権と基本的
自由の尊重に国際社会が合意し、人間平等の原則を確立してきた。
　最後に、紛争の平和的解決の原則についてみてみよう。クラウゼビッツの『戦
争論』の有名な一節「戦争は他の手段による政治の継続である」に約言されるよう
に、かつて無差別戦争観が支配的であった時代には戦争は国際紛争の解決の最後
の手段とみなされていた。しかも戦争は国際法(戦時国際法)の諸手続きに基づい
て行う限り合法であった。しかしながら、第一次世界大戦を機に国際社会は、国
際連盟の司法機関として設立された常設国際司法裁判所を設立して以来、紛争の
平和的解決の制度を確立するとともに、後述するように軍縮・軍備管理、武力行
使の禁止など様々な手立てを講じることで戦争予防の処方を確立してきた。

　2.2. 平和創造の手立て
　国家平等、人種平等、人間平等、紛争の平和的解決の以上の4つの国際原則は、
アナ―キカル社会を組織化し、国際「社会」としての秩序及び人間「社会」としての
行動規範の形成に寄与するとともに、国際平和の創造にも一定程度の貢献をして
きたことは疑うべくもない。なかでも第一次世界大戦を転機に、平和創造の具体
的な取組が始まる。未曾有の惨禍をもたらした世界大戦の結果、戦争の廃絶に向
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けて学術世界で国際関係論（今でいう平和学）が興り、また有識者や政治指導者の
間で平和創造の処方が論じられるようになる。この時期に考案され、今日まで発
展させられてきた平和創造の処方は、およそ次の５つの平和論に集約できよう。
①軍縮・軍備管理による平和、②戦争違法化による平和、③経済国際主義による
平和、④相互信頼による平和、そして⑤集団安全保障の平和の５つの平和論に集
約される（入江1986：77-107；吉川2009：81-85）。
　平和創造の最初の取組みは武器をなくすことで平和を実現しようとする軍縮の
平和論である。第一次世界大戦後、国際連盟規約において「平和維持のために」
国家安全保障上、必要とされる最小限の程度まで軍縮を行うことが取り決められ

（国際連盟規約、第８条）、軍縮に関する初の国際合意が成立する。その後、ワシ
ントン海軍軍縮条約に始まる軍縮の動きは、今日では弾道弾迎撃ミサイル（ABM）
条約、戦略兵器削減（START）条約、核兵器不拡散（NPT）条約をはじめ、種々の軍
縮・軍備管理条約及びそれに基づく軍縮・軍備管理制度（レジーム）に発展する。
　第二に、戦争は戦時国際法に基づき行う限り合法である。それ故に、戦争を違
法にすれば平和が到来すると考えるのが戦争違法化の平和論である。普遍的な戦
争禁止の動きは、国際連盟の設立を機に始まり、不戦条約（ケロッグ・ブリアン
条約、1928年）で戦争放棄に関する初の多国間条約が成立し、第二次世界大戦後
には国連の武力行使の禁止原則（国連憲章第2条4項）に発展し、今日では核兵器
の違法化運動にその平和論が引き継がれている。第三に、戦争は資源や食糧を求
めて外国に侵略することで発生する。すると資源の共同管理を行い、また自由貿
易で資源や食糧をお金で獲得できる制度を実現すれば戦争はなくなるはずである。
それが経済国際主義の平和論である。国際平和目的で資源の共同管理や自由貿易
体制の構築の動きは、一方で、EC/EUの共通市場へ、さらには安全保障共同体
へ発展するとともに、他方では、関税及び貿易に関する一般協定（GATT）の設立
を契機とする自由貿易体制に、今日では世界貿易機関（WTO）を中心にした包括
的な自由貿易体制に発展にしている。第四に、相互理解の平和論であるが、この
平和論は戦争というものが人間の心に宿す偏見と民族差別に起因するものと考え、
相互理解によって平和の実現を図ることにある。戦争で互いに殺しあうことがで
きるのは人々の心に民族差別、人種差別に根差す憎悪を宿しているからであり、
それ故に人々が交流を進めることによって相互信頼が醸成され、相互信頼構築に
よって戦争が予防されると考えられる。相互理解の平和論は、国際連盟の知的協
力委員会の活動に始まり、第二次世界大戦後は、その精神はユネスコに引き継が
れ、今や、種々の国際親睦団体による国際交流や留学制度にその思想が引き継が
れている。
　最後に、国際社会で集団的な制裁の仕組みを作ることで戦争を防止しようとす
るのが集団安全保障による平和の処方である。集団安全保障は、特定国に対して
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戦争に訴える行為を国際社会のすべての国に対する戦争行為と見做し、よって国
際社会が戦争国に対して集団的制裁を行うという原理と原則で成立する。政治指
導者に全世界を相手にする戦争に勝機はないとの合理的判断を迫ることで戦争を
思いとどまらせることで平和が維持できよう。集団安全保障体制は、国際連盟で
初めて制度実現し、その後、国際連合で整備拡充されて今日に引き継がれている。
　以上5つの平和の処方は、いずれも第一次世界大戦を機に考案され、その後、
種々の取り決めや国際制度（レジーム）の導入によって、試されてきた平和論であ
る。そして20世紀末には「民主主義による平和」論が新たに考案されている。こ
れまで民主国家と民主国家の間には戦争が発生していない。民主国家の間には相
互に戦争を抑制するような制度と文化が備わっていると考えられるからである

（Russet 1993：24-42）。その結果、世界のすべての国が民主国家になれば論理的
には戦争は発生しないはずである。それが世界のすべての国を民主化させること
によって平和を実現しようとする「民主主義による平和」論である。
　国際関係、人種関係、及び国家と社会の関係における国家行動原則の確立に
よって、国際社会に一定の平和秩序が確立され、また平和創造を目的とする制度
の実現によって国際紛争が戦争に発展する事例は減少した。なかでも領土拡張を
目的とする侵略戦争は、短期に終わったイラクのクウェート侵略を例外に、1976
年のインドネシアによる東チモール占領を最後に、以後、発生していない。国際
社会の恒久平和の創造に向けた様々な取組が奏功したものと考えられる。しかし
ながら平和であれば人間の安全が保障されるというものではない。というのも、
これまでの平和論ではほとんど論じられることがなかったが、平和とは無関係に、
いな、平和を維持するために行われた国家権力（政府）による人民の殺戮の実態が
今、明るみになりつつある。それも戦争の犠牲者数を上回るほどの規模の権力に
よる殺戮である。なぜ平和は人間の安全を保障しえないのか。それとも平和であ
るから人間の安全が保障しえないのか。

３． 政府による人民の殺戮

　3.1. どれだけ、どのように
　政府権力による人民の大量殺戮の一形態である大量殺戮（massacre）、及びジェ
ノサイド（genocide）は今では人口に膾炙する用語である。他にも政府権力による
人民の殺戮に関する用語として政治的敵対者や反政府勢力を組織的に殺戮するこ
とを意味する政治的殺戮（politicide）、特定の階級の一部または全部の殺戮を意味
する階級殺戮（classicide）、そしてこれらすべてを含む政府による意図的な人民の
殺戮を意味する民衆殺戮（democide）がある。民衆殺戮とは、この用語を世に広め



平和とは何か　―だれのための平和、友好、そして援助なのか―　44

たR.…J.ランメルによれば、政府権力による一般市民の殺戮を意味する包括的概
念である。それには銃殺、ジェノサイド、強制労働といった政府による意図的な
殺戮に加え、捕虜の死、強制収容所での政治犯の死、拷問死、政治的意図によっ
てもたらされた餓死、強制移住における暴行死など、政府が意図的に無視したこ
とで、あるいは死に至ることを知りつつも救済しようとしなかったことで生じる
殺戮を意味する。戦争中の、無差別空爆による一般市民の大量虐殺も、捕虜の虐
待死も民衆殺戮に含まれる（Rummel 1994：36-43）。
　ランメルによると、20世紀初頭から1987年までの間に発生した100万人以上の
犠牲を伴う大規模な民衆殺戮の犠牲者数は次の通りである。

①　ソ連（1917-87年）… 6,191万人
②　中華人民共和国（1949-87年）… 3,524万人
③　ドイツ（1933-45年）… 2,095万人
④　中国（国民党統治下、1928-49年)… 1,008万人
⑤　日本（1936-45年）… 596万人
⑥　中国（共産党統治下、1923-48年）… 347万人
⑦　カンボジア（1975-79年）… 204万人
⑧　トルコ（1909-18年）… 188万人
⑨　ヴェトナム（1945-87年）… 167万人
⑩　ポーランド（1945-48年）… 159万人
⑪　パキスタン（1958-87年）… 150万人
⑫　ユーゴスラヴィア（1944-87年）… 107万人

北朝鮮（1948-87年）… 166万人＊
メキシコ（1900-20年）… 142万人＊
ロシア（1900-17年）… 107万人＊

＊印の３つの事例は、ランメル自身が指摘するように、資料不足のために統計の
根拠があいまいな事例である。

　上記の大規模な民衆殺戮の事例のうち、ドイツ、中国、日本などの民衆殺戮
は、その多くが戦争の時期と重なり、占領統治下で行われた民衆殺戮である。戦
争の時期に行われた民衆殺戮には、ドイツのユダヤ人ジェノサイド、日本による
南京大虐殺など一般市民の大量殺戮がある。東京空襲や広島・長崎への原爆投下
による民間人の大量虐殺は、アメリカの行った民衆殺戮に含まれる。上述の一覧
から明らかなように、戦争時であろうと平和時であろうと、民衆殺戮は非民主的
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な国家体制下で発生しているが、なかでも共産党一党独裁の社会主義諸国及び途
上国で発生した民衆殺戮はその規模において突出している3。開発独裁体制下の
途上国でも、民衆殺戮、なかでもジェノサイドや政治的殺戮が頻繁に発生してい
る。例えば、バンドン会議を主催し反植民地主義の旗手であったインドネシアで
は、1965年の9・30事件後に発生した共産党員とその関係者の殺戮は政治的殺戮
の典型例である。共産党員及びその関係者およそ40万人が政治的殺戮の対象と
なり、60万人もが裁判なしに投獄された（White 2012：476-477）。インドネシアで
は、その後も東チモール併合後、20万人もの東チモール人がジェノサイドの犠
牲になった（White 2012：559）。パキスタンでは、東パキスタンで独立機運が高ま
ると、東パキスタンのベンガル人150万人がパキスタン政府軍によって殺害され
た（White 2012：481-483）。その他、アジアではミャンマーの少数民族の殺戮、そ
れにチベット人、クルド人、またアフリカのカタンガ、ビアフラ等の分離独立の
動きを示す民族マイノリティは容赦なく弾圧されていた。
　ところで、社会主義国家の建設途上で顕著にみられるのが階級殺戮である。20
世紀には数百万人規模の餓死者が発生しているが、そうした大規模餓死は共産
党一党独裁政権による階級殺戮であることに注目したい。1932年から翌年にか
けてウクライナを中心に発生した700万人の餓死は農民階級殺戮の最初の例であ
る。農業集団化に抵抗する農民を殺戮し、また工業化に必要な外貨獲得のため
の輸出用穀物を農民から強制的に調達した帰結が、農民の大量の餓死であった

（Jones 2011：194）。中国の大躍進の裏で発生した大飢饉も階級殺戮である。中国
の「大躍進」に伴う農業集団化に際して、外貨獲得を優先するあまりに農民から食
料を強制的に調達し、それを輸出にあてて飢餓農民を見放した。その結果、1958
年から61年にかけて発生した餓死者はおよそ3,000万人に上ると推計されている

（White 2012：437）。
　それでは20世紀にはいったいどのくらいの数の人々が民衆殺戮の犠牲になっ
たのか。ランメルは1900年から1987年までに発生した政治権力による民衆殺戮
の犠牲者数をおよそ１億6,900万人と推計している（Rummel 1994：1-28）。1945
年以降、冷戦の終結までに8,000万人以上の人々が政府権力の手で殺されており、
その内、ジェノサイドの犠牲者数はおよそ2,000万人に上る4。さらに1987年から
1999年の間に新たに生じた民衆殺戮130万人、中国の大躍進の際に発生した農民
の階級殺戮3,800万人、並びに植民地支配下の住民の殺戮5,000万を追加し、20世
紀の民衆殺戮の合計を2億6,000万人と見積もっている5。
　本来、国民の安全を確保するはずの政府が、国益を優先し、国家安全保障上の
理由で実に多くの人民を殺害している。植民地解放によって成立した人民の政府
が人民を自ら抑圧していったのである。反人種主義闘争を展開し、人民の解放、
民族の解放を掲げて国際社会を主導した社会主義諸国政府が、人民を抑圧して
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いったのである。なぜこうした悲惨な事態が発生したのであろうか。

　3.2. なぜ人民の殺戮なのか
　民衆殺戮は、国家安全保障上の理由から行われた国家犯罪である。そもそも国
家安全保障とは、かつては「国防」と同義語であり、国家の領土的、政治的または
社会的安定を揺るがすような脅威を取り除くことを意味する。国家安全保障とは、
元来、軍事的な安全保障を意味し、有事に備えて軍備の蓄え、軍事同盟の形成、
諜報活動などの様々な政治努力の継続的な過程である。加えて、国民の生命財産
を守り、さらには外来文化から国民的な伝統、価値、文化を守り、またそうした
外部脅威がない状態を維持することも、国家安全保障に含まれる。他国の軍事脅
威から自国の領土、独立、国民の生命・財産を守ることが国家の優先事項である
と認識される国家安全保障観が優勢な時代には、主たる安全保障手段は軍事力で
ある。それ故に各国とも強力な軍隊の育成に、また高性能で強力な兵器の開発に
しのぎを削るのであり、そして軍備増強を駆り立てるのは他国よりも少しでも安
全になろうとしてパワー（国力、軍事力）の強化を追求する国家の欲にある。
　軍事力による国家安全保障観が支配的な時代や地域では、軍備の近代化と軍拡
は日常的なことであり、そうした事態を招来するのが、いわゆる「安全保障ディ
レンマ」である。安全保障ディレンマを最初に概念化したのはJ.ハーツである。
彼は、1950年代に著した論文において、それを次のように説明している。国際
システムの基本構造はアナキーであり、そうした中で、国家（集団）は、他国の国
家（集団）から攻撃される脅威を認識する。他国の攻撃から安全を確保するために、
国家（集団）は自助努力として軍事力を蓄え軍備を強化しようとする。しかし、こ
うしたことは、意図しようとしまいと、他の国家（群）を不安に陥れることになり、
不安に陥った国々は対抗して自国の軍備強化に乗り出す。こうして、各国とも軍
備強化と安全への不安（脅威認識）との間で悪循環に陥る。一国の安全保障を求め
て一方的な軍事力強化の動きは、結果的には、その国に対する脅威を増幅させる
という安全保障ディレンマに陥ることになり、際限のない軍備の近代化、軍拡競
争、さらには同盟関係の構築の誘引となる（Harz 1950：157-180）。
　一方、国民統合が進まず政府の統治の正当性が確立されていない多民族国家や
発展途上国では、外部脅威に加えて内部脅威が存在する。これらの国では、統治
を脅かす反体制派（運動）の存在、及び領土的一体性を脅かす分離主義（運動）の存
在が、国家安全保障上の脅威である。こうした内部脅威を抱える国の安全保障と
いうものは、大国との同盟関係によって保障されるようなものではない。それは
表現の自由、言論の自由、集会の自由、結社の自由といった政治的自由の規制、
メディアに対する徹底した言論統制、国家治安機関（秘密警察）による反体制運動
の徹底した取り締まり、分離主義運動に対する徹底した弾圧など、内部脅威を
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強権的な手法で除去することによって達成されると考えられる（Buzan 1991：57-
111, 331-333）。
　内部脅威の除去を最優先させる国家安全保障観が支配的な国では、実のところ
国家安全保障の強化の試みは、政府の意に反して国民の多くを反体制派へ追い
やったり、分離独立の動きへ駆り立てたりすることになり、そのことでかえって
社会的一体性や領土的一体性を弱体化させることになる。こうして国家安全保障
の強化の試みが結果的にはむしろ国家の統治基盤と領域の一体性を弱体化させる
という「国家強化ディレンマ」に陥ることになる（Holsti 1996：99-122）。これまで
アジア・アフリカの一部の非民主的な国で、著しい人権侵害という表現では到底
言い尽くせないほどの、ジェノサイド、政治的殺戮、民衆殺戮といった人道的危
機が生じたのは、これらの国が安全保障ディレンマに陥っていたことに加え、国
家強化ディレンマにも陥っており、内部脅威への強権的な対応の帰結が民衆殺戮
であったのである。
　それにしても主権平等、人種平等、人間平等の国際社会秩序作りの時代に、戦
争の犠牲者数を上回るほどの多くの人々の命が政府権力の手によって奪われると
いう人道的危機が発生したのである。それも国際平和を唱え、人権尊重と人民の
解放を訴えた国々で、そして反人種主義闘争を主導した国々で発生している。国
際社会はなぜ民衆殺戮を見逃したのか。国際社会はなぜ民衆殺戮に対してなんら
救いの手を差し伸べようとはしなかったのか。こうした人権侵害や人道的危機が
看過されたのは、実のところ国際平和観と深い関わりがありそうである。それも
国際平和のために構築された国際秩序そのものに、そして平和の代償として友好
関係を優先する国際政治の仕組みそのものにその原因があると考えられる。

４．なぜ止められなかったのか

　4.1 主権国家とガヴァナンス
　連合国は戦後の国際平和秩序をどのような構想したのであろうか。国連憲章第
１条において、国連の目的として「人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎を置
く諸国間の友好関係を発展させること」（国連憲章第１条２項）を掲げている。つ
いで「人種、性、言語または宗教による差別なく、すべての者のために人権及び
基本的自由を尊重するように助長奨励する」と記されている（国連憲章１条３項）。
つまり、人権尊重と人民の自決を基調とする友好関係による平和維持である。そ
して加盟国の行動原則として、主権平等、国際紛争の平和的解決、武力による威
嚇又は武力行使の禁止、そして加盟国への内政不干渉の原則を取り決めた（国連
憲章第２条）。ここでまず確認しておきたいことは、国連で想定された主権国家
というものは、国民統合が進み国民的一体性が確立された国民国家であり、自由
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で民主的な国家統治の正当性が確立している西欧的な民主国家であった。ところ
が、こうした西欧的主権国家像とは異なる国家が国際社会に加わることで、想定
外の人権侵害、さらには人道的危機が発生するのである。
　そもそも主権国家というものは、法的にはいかなる上位の法秩序に従属せず、
しかも対等で独立した主権国家から構成される国際法秩序の法的な前提となる点
で、国際法上の概念である。国家の統治が安定するには、国家の統治機構の形態
や政府の統治、すなわちガヴァナンスの様式が被治者の国民に受容され、それが
正当なものであると認められることが前提となる。それに加えて国際社会から政
治主体である政府が承認されれば、国際社会における法的な地位はいっそう安定
する。相互依存関係が進む現代の国際社会において政府が国際社会から承認され
なければ国家の安全保障も、また経済的繁栄も、期待できないからである。国家
を国際社会の構成員として相互に承認することでその法的な存在が認められるの
が国際法的主権である（Krasner 1999：9-25）。国際法的主権は国家統治のあり方、
すなわちガヴァナンスの在り方が時の国際基準に則って国際社会から問われる場
合、そうした主権を「積極的主権」と呼ぶ。国際社会からは一定の領域を支配し統
治していればガヴァナンスの形態など問われない場合、それを「消極的主権」と呼
ぶことにする（Gong 1984：26-31)。
　国際法的主権の承認基準は時代とともに異なり、しかも国際関係の歴史は消極
的主権と積極的主権の相互循環の歴史であるともいえよう。国際関係の歴史を振
り返るに、かつて欧州列強を中心に欧州国際社会が優勢な時代にあっては、欧州
の「文明基準」に基づいて国際法的主権が認められるという、積極的主権の時代で
あった。例えば明治日本政府が文明開化（西欧化）に取組み、富国強兵を行うこと
で独立を維持したように、非欧州諸国は西欧化を行い「文明基準」を満たさねば国
際社会への加入が認められなかった。その後、ロシア革命でソ連に共産党政権が
誕生し、続いてナチズム、ファシズムなど欧州の伝統的な文明基準を満たさない
国が出現し、国家統治の正当性をめぐって欧州の分断が始まり、ついに第二次世
界大戦に発展した。第二次世界大戦後には東西イデオロギー対立の冷戦に突入し、
内政不干渉と人民の自決を基調とする消極的主権の時代を迎える。そして冷戦が
終結し、グローバル化が加速したことで、人権､ 民主主義､ 法の支配を軸にグッ
ドガヴァナンスがグローバル基準となり、再び積極的主権の国際関係に入ったの
である。
　人道的危機は、主として消極的主権の国際関係において発生し、それも政府の
統治基盤がぜい弱な国で発生している。1950年代から60年代にかけて植民地か
ら独立した国の多くは、独立を維持するに耐えうるような国力も、また国民に文
明的な生活を保障しうるような国力も有していない点で、R.ジャクソンが言うと
ころの「準国家（quasi-state）」である。その準国家を国際社会が承認し､ 統治に関
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して外部介入を認めない程度の消極的主権を国際社会が認めたのである（Jackson 
1990：21-31,117-118）。国際社会は国家統治のあり方とは無関係にその国の主権
を認め、かつての「文明化の使命」「白人の責務」を口実にした植民地支配も武力
による侵略も、到底認めることができない時代になった。しかも、冷戦期は地域
紛争が核戦争に発展することが危惧され、核戦争による人類滅亡の危機が現実味
を帯びる時代である。侵略戦争が影をひそめ、互いに内政干渉を控え、平和維持
を第一目標にする消極的主権国際秩序が形成されたのである。その結果、アジ
ア・アフリカ諸国は、かつて日本が経験したような西欧化や富国強兵を行わずに
曲がりなりにも主権国家として政治的独立及び領土的一体性を維持し存続するこ
とができたのである。ということはこうして国際社会が平和維持に呻吟するなか、
非人道的な行為は平和維持のためにも看過せざるを得ないような国際平和秩序が
出来上がっていたのである。

　4.2. 平和秩序の国際原則
　それでは消極的主権の国際平和秩序のもとでは、どのような国際原則が国家の
行動を律するのであろうか。もともと国連は、先に述べたように、人民の同権及
び自決の原則の尊重に基礎を置く友好関係を発展させることで平和を築こうとし
ていた。そして友好関係を維持するための国際原則を再度、拡充し確認したの
が、1970年10月、国連創立25周年に当たる「国際連合の日」に国連総会で採択さ
れた国連友好関係原則宣言（決議2625（XXV））である。同宣言において友好関係
と協力に関する普遍的な国際原則として、国連憲章で定められた武力の威嚇また
は武力行使の禁止の原則、紛争の平和的解決の原則、内政不干渉の原則、国際協
力の義務、人民の同権及び人民の自決の原則、主権平等の原則をそれぞれ発展的
に拡充させている。同宣言において主権平等の定義がなされているが、その定義
との関連で消極的主権の国際平和秩序の基本枠組みが明確に描かれている。主権
平等とは国家が法的に平等であることに加え、各国の領土保全及び政治的独立は
不可侵であり、そしてすべての国が、その政治的、社会的、経済的、文化的体制
を自由に選択し発展させる権利を有し、他国と平和に共存する義務を負うと規定
されている。つまり、主権平等とは、平和共存のために友好関係を維持し国内統
治のあり方を問わない国際関係の基本原則を意味するものである。それは当時の
国際政治の文脈では、かつて西欧国際社会を支配した文明基準との決別を意味し
た。この宣言はもともと社会主義諸国とアジア・アフリカ諸国の主導で提唱され
た「平和共存に関する国際法諸原則」に基づいて合意されたものであるだけに、こ
れらの国の立場が色濃く反映されているのも、道理であろう。
　それでは次に国際平和を維持するための国際原則、すなわち人民の自決、領土
保全、及び内政不干渉の各原則の特徴をみてみよう。「人民の自決」は、国連憲章
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（第1条第2項）に初めて登場するが、人民の自決がその定義を得るのは「アフリカ
の年」として知られる1960年のことである。同年12月、第15回国連総会で採択
された「植民地独立付与宣言」（A/RES/1514（XV））において、植民地主義を速や
かにかつ無条件に終結させることが必要であると宣言した上で、植民地支配を国
連憲章違反として否定する（第1項）。続いて人民の自決権について「すべての人
民は、その政治的地位を自由に決定し、並びにその経済的、社会的、及び文化的
発展を自由に追及する」（第２項）と定義している。加えて ｢政治的、経済的、社
会的、または教育的準備が不十分なことをもって独立を遅延する口実にしてはな
らない｣（第３項）とも宣言している。人民の自決権のこのような定義の国際政治
上の含意は、数世紀にわたる｢帝国主義ゲームの終焉｣を西欧諸国が認めたことを
意味する（Mayall 2000：20）。それは同時にかつて欧州国際社会を中心にした国際
法的主権の「文明基準」の廃止を意味するものでもある。その後、1966年に採択
された二つの国際人権規約、すなわち社会権規約と自由権規約に、人民の自決権
が共通一条として規定されていることからも明らかなように、人民の自決権は国
際人権規範の筆頭に据えられることになった。人民の自決権が確立されて以降、
国際社会ではもはや西欧化が求められることはなくなり、そのことは、事実上、
いかなる国の政府も自国を好き勝手に統治してよいということを意味することと
なったのである。
　消極的主権の国際平和秩序を規律するもう一つの重要な国際原則が内政不干渉
原則である。もともと国連憲章で取り決められた内政不干渉原則とは、国連と加
盟国との関係を律する原則であった。ところがアジア・アフリカ諸国が大挙して
国際政治システムに加わると、内政不干渉原則は地域取り決めによってまず当該
地域の国際原則として確立されていった。例えば、アフリカ統一機構（OAU）憲
章（1963年）、及び東南アジア友好協力条約（1976年）において、内政不干渉原則
は地域の国際原則として確立され、東西関係の文脈においては欧州安全保障協力
会議（CSCE）のヘルシンキ宣言（1975年）において内政不干渉原則が確立されてい
る（吉川2004）。
　内政不干渉原則はさらに国連を通して普遍的な国際原則として確立されてい
く。1965年12月、国連総会は「内政干渉の不承認と国家独立・主権の保護に関す
る宣言」（決議2131）を採択し、この決議において内政不干渉原則を次のように
規定している。いかなる国も「他国を従属させる目的で、または有利な地位を求
める目的で、経済的、政治的またはいかなる種類の方法による圧力も行使しては
ならない」。その後、国連友好関係原則宣言において、内政不干渉原則は次のよ
うに発展させられている。「国家の人格またはその政治的、経済的及び文化的要
素に対する、武力干渉及びその他のすべての形の介入または威嚇の試み」を禁止
し、「いかなる国も暴力による他の国の政体（regime）の転覆を目的とする破壊活
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動、テロリズム活動、もしくは武力活動を組織し、支援し、あおり、資金を与え、
扇動または許容してはならず、また他国の内戦に介入してはならない」。さらに

「国民的一体性」を奪うための武力行使は内政不干渉原則の侵害にあたり、「いず
れの国も、他の国家によるいかなる形の介入も受けずに、その政治的、経済的、
社会的及び文化的体制を選択する不可譲の権利を有する」。こうして内政不干渉
原則は事実上、人民の自決を補強する原則になった。内政不干渉原則が国際関係
において広く遵守されるならば、統治基盤が弱い国の政府にとっては国家安全保
障上、都合の良いことである。政府は、その権力基盤を脅かす集団、あるいは国
民的一体性を脅かす集団を弾圧しても国際社会から咎められることもなく、国際
干渉を免れることができるからである。
　消極的主権の国際平和秩序を律するもう一つの重要な原則に領土保全原則があ
る。領土保全とは、もともと領土的一体性、すなわち現存国境線を互いに認め合
い、侵略を行わないことを意味する。領土保全原則が初めて明文規定を得ること
になるのは国際連盟規約においてである。そこでは国際連盟の加盟国は、加盟国
の「領土保全」と「政治的独立」を尊重し、「外国の侵略」から加盟国を擁護すると規
定されている（国際連盟規約第10条）。国連憲章でも、加盟国間の国際関係にお
いて、いかなる国の「領土保全または政治的独立」に対して「武力による威嚇また
は武力の行使」を慎まなければならない、と同趣旨の規定がなされている（国連憲
章第２条４項）。このように領土保全原則とは、もともとは外国の侵略から領土
的一体性を保全するという文脈で理解されていたのであり、分離独立との関連に
ついては意識されていなかった（曽我英雄…1999）。ところが脱植民地型国家の多
くにとって、領土的一体性を脅かす主体は外国からの侵略のみならず、分離独立
を志向する国内の民族集団の存在である。それ故に国内に分離主義を抱える国に
とって、領土保全原則は事実上、国際社会から現存国境の承認を取り付ける上で
国境不変の原則として重要な国際原則となったのである。
　かくして領土保全原則は世界の各地で地域の国際原則に取り入れられていった。
アフリカでは、アフリカ統一機構（OAU）憲章の設立目的に「主権、領土保全、そ
して独立を防衛すること」を謳い（２条１⒞）、さらにカイロで開催された第1回
OAU首脳会議（1964年７月）で採択された「アフリカ諸国間の国境紛争に関するア
フリカ統一機構の決議」において、すべての加盟国は｢国家の独立達成の際の国境
線を尊重する｣ことを誓約している（AHG/Res.16Ⅰ）。東南アジアでは東南アジア
友好協力条約において、すべての国の独立、主権、平等、領土保全及び国家の一
体性の相互尊重を確認している（第2条）。欧州ではCSCE（欧州安全保障協力会議、
後の、OSCE欧州安全保障協力機構の前身）ヘルシンキ宣言において領土保全原
則が取り決められた（第１バスケット第４項）6。特にCSCE交渉過程において欧
州国際平和の礎として領土保全原則の重要性を強調したのは、後に人民の自決と
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して15カ国へ分裂することになるソ連であったことに注目したい。というのも、
第二次世界大戦後の国境変更は社会主義諸国に限定されており、なかでもソ連国
境は大幅に拡大され、またポーランドとドイツの国境変更は係争中であったこと
から、領土保全原則による戦後の現状の固定化がソ連のCSCE提案の主たる目的
であったからである（吉川1994：33-39）。
　領土保全原則は事実上、国境不変の原則となり、領土紛争を予防し国際平和を
維持する上で奏効した。特に領土保全原則を根拠に国連は分離主義を支持しなく
なり、その結果、特にアフリカの国境紛争は、武力紛争に発展することはまれと
なり、例え武力紛争が発生した場合にもそれは短期に解決している（Huth 1996：
19-32）。領土保全が国際規範となると、国際社会では分離主義運動を相互に認め
ないという国際慣行が生まれ、その結果、各国政府は国内の分離主義者を弾圧す
る自由を手にすることになり、国際社会がそれを容認することになった。
　国際平和秩序が災いして民衆殺戮を容認することになった典型的な事例の一つ
に、ナイジェリアのビアフラ内戦の際に発生した民衆殺戮がある。ナイジェリ
アは1960年にイギリスから独立し、同年に国連加盟が認められている。ところ
がナイジェリアの東部諸州が67年5月にビアフラ共和国の独立を宣言し、その後
70年まで独立戦争を展開した。その間、ビアフラ共和国を承認したのはタンザ
ニアなどわずか５カ国に過ぎず、アフリカの圧倒的多数の国、及びアフリカ統一
機構（OAU）は、分離主義の動きが自国に波及するのを恐れて領土保全原則と内
政不干渉原則を盾に無作為に徹したのである。OAUは67年9月にキンシャサ（コ
ンゴ）で開催された首脳会議宣言において、ナイジェリアの「領土保全と統一」を
支持し（AHG/Res.51Ⅳ）、翌年に開催されたOAU首脳会議においては同上のキン
シャサ宣言を確認した上で、国連のすべての加盟国並びにOAUのすべての加盟
国に対して「ナイジェリアの平和、統一、及び領土保全」を損なうようないかな
る行為も慎むように訴えた（AHG/Res.54V）。OAU首脳会議では、一部に批判は
あったものの、アフリカ諸国は領土保全原則及び内政不干渉原則を根拠にビアフ
ラ問題をナイジェリア国内問題として片付けたのである7。当時「人類史上まれに
みる悲劇」と言われた２年半におよぶビアフラ内戦は、イボ人の餓死者やイボ人
ジェノサイドを含めおよそ200万人が犠牲になり、イボ人の難民は100万人以上
に達した8。消極的主権の国際平和秩序が災いした悲劇である。
　消極的主権の国際平和秩序のもとでアジア・アフリカ諸国や社会主義諸国では
人権侵害が横行し、時に政治的殺戮や民衆殺戮が行われ、その結果、これらの国
では人間の安全が日常的に脅かされることになる。しかしながら、そうした人権
侵害を、さらには人道的危機を、国際平和を第一に考える国際社会は、主権平等、
人民の自決、内政不干渉、領土保全の原則に則り、看過せざるを得なかったので
ある。
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 4.3. 戦略的援助
　人権の国際化時代の趨勢に抗うかのように、国際社会は政府の手による非人道
的な行為を看過した。それは国際平和秩序の負の側面であると同時に、この時期
に始まる友好関係優先の国際政治の権力闘争ゲームの負の側面でもある。先述の
通り、かつて植民地支配下にあったアジア・アフリカの人民は、経済的遅れや教
育的遅れとは無関係に独立が認められた。かつて国際連盟加盟の加入の際には民
主制が加盟資格として問われたものであるが、独立した国が大挙して国連に加盟
する際にはそのようなことはなかった。誕生した多くの国は、事実上、無審査で
国際社会に迎えられた。国連は、すべて「平和愛好国」（国連憲章第４条）に開か
れていたからである。それに帝国主義時代に比べ、時代状況が一変していた。武
力行使による赤裸々な侵略も領土併合もまれになり、国際社会には主権平等、人
種平等、人間平等の規範が確立され、もはや弱肉強食の時代ではなくなった。自
存自衛ができるほどの国力を備えていなくとも良い。それどころか主権と独立が
尊重され、しかも援助で国際社会から支えられる、そうしたよき時代が到来した
のである。
　しかしながら、主権国家の地位は認められはしたものの、社会、経済、文化的
発展を自由に追求しようにも人的資源は不足し、経済発展の基盤がない。途上国
は国際社会の技術援助なしには国家建設は見込めず、経済援助なしには経済発展
は見込めず、そして軍事援助なしには独自に軍の近代化が見込めないほどの、ひ
よわな国である。国際社会の構成国は増えたものの、その多くはかつての西欧的
な成熟した文明国ではない。このことから途上国にとって国家建設に取組むには
開発支援と軍事支援を取り付けることが国家安全保障戦略上、喫緊の外交課題で
あったのである。
　とうてい自立できそうにはない国を国際社会が主権国家として認めたのである
から、これらの国を国際社会は支えていかなければならなくない。もっとも国際
援助はなにも慈善事業として始まったのではない。国際社会が援助によって途上
国を支えていく背景には、先進国の側と途上国の側で利害の一致があったからで
ある。それは、比較的に平和になった国際関係における国際政治のパワー行使の
手法に変化が生じていたことと深く関係している。国際社会において、アジア・
アフリカ諸国が占める割合が著しく増大し、しかも武力行使が禁止されたことか
ら、同盟国のみならず友好国の数を増やすことで勢力拡張を競うような国際政治
状況が出現したからである。無論、そこには東西対立という冷戦構造が色濃く影
を落としていた。脱植民地化の結果、国際社会で国家の数は急増し、1960年に
は国連加盟国は100カ国に倍増し、やがて国連で途上国の数が国連創設の原加盟
国の数を上回るようになり、62年には米ソそれぞれの同盟国の合計数よりも非
同盟国の数が上回ることになる。そして64年には加盟国は115カ国に増加するが、



平和とは何か　―だれのための平和、友好、そして援助なのか―　54

その中でアジア・アフリカ及び中南米の途上国は56カ国（50％）を占めるに至り、
同年には先進国から援助を引き出すために途上国は国連で「77カ国グループ」を
結成している。主権平等の国際政治におけるアジア・アフリカ諸国の台頭は、そ
れまでの大国中心主義の東西対立の国際政治の勢力図を一変させる勢いであった。
　国際政治の勢力図が日増しに変化するなか、東西両陣営とも援助を梃子に友
好国獲得競争に走ることなる。すでに「アフリカの年」1960年には西側先進国は、
途上国への経済援助を協力して行うために経済援助グループ（DAG）を組織し、
翌年にDAGは経済協力開発機構（OECD）の下部機構として経済開発委員会（DAC）
に位置づけられている。一方、国連内で途上国が多数派を形成するや、1965年
に途上国の開発と発展を支える目的で国連開発計画（UNDP）が設立され、国連は
UNDPを通して途上国に援助を行うことになる。途上国は、国連の国際管理下に
置かれたのも同然である。
　援助が最初から友好国作りの戦略的な援助であったことは当時の国際平和秩序
と深くかかわっている。主権平等が約束される国際平和秩序のもとで、侵略が禁
止され、人民の自決権と領土保全原則が順守されるようになると、自ずとそれま
での大国中心主義の国際関係に民主化が求められる。そのことが国際政治のパ
ワー（勢力）概念までも変質させてしまい、侵略に代わって友好国を獲得し、そ
れを増やすことが勢力拡張の新しいやり方になったからである。東西両陣営の側
からすれば、被援助国が政府間関係において信頼できる友好国でありさえすれば
それでよい。途上国は東西両陣営の取り込み対象となり、それが独裁体制であろ
うと権威主義体制であろうと、あるいは王国であろうと、その国を友好国として
繋ぎ止めるために両陣営はそれぞれ、食糧援助、軍事援助、あるいは経済援助に
よって友好国政府を支えたのである。こうして国際社会は各国の統治のあり方、
すなわちガヴァナンスの形態など問題にはしない「消極的主権国際政治ゲーム」の
時代に入っていったのである（Jackson 1990：40-49）。
　消極的主権国際政治ゲームとは、国際平和の維持を前提にした友好国の獲得競
争である。自由と民主主義を旗印に冷戦を戦った西側も、また自由と平等、民族
の解放を旗印に冷戦を戦った東側も、およそそうした大義に反して独裁体制であ
ろうと王国であろうと、友好国でありさえすればその国の政府を戦略援助外交で
支援したのである（田中…1995）。例えば、アメリカの対外援助は反共産主義国家
に対して、また戦略的に重要な国に対して向けられる戦略的援助であった。アメ
リカは、戒厳令下のパキスタンを援助し、アラブの王国に、また中南米の独裁政
権に援助を惜しまなかった。アメリカと同盟関係にある日本も、冷戦期にはアメ
リカの戦略的援助の一端を担いだ。一方、ソ連の援助は、社会主義諸国、あるい
は親社会主義政府に対して向けられた戦略援助であった。なかでもソ連の対アフ
リカ援助は軍事援助が中心であり、特に70年代には、コンゴ、アンゴラ、エジ
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プト、アルジェリア、モザンビーク、エチオピアなど社会主義政権に対して軍事
援助を行い、ギリシャ、南アフリカ、南米諸国の共産主義者の反政府勢力へも経
済援助や軍事援助を行った。さらに注目すべきは、政府間の国際援助に加え両陣
営はそれぞれの非友好国の国内反政府勢力に対して軍事援助、経済援助、さらに
は資金援助を行い、外部から途上国の国内紛争に関与したのである。
　友好国の繋ぎ止めを目的とする消極的主権の国際政治ゲームでは、友好国、ま
してや同盟国を失わないために、特別の関係のある国の国内で発生する人権侵害
や人道的危機を陰に陽に支えることになった。例えば、ポルトガル革命の結果、
ポルトガルは東チモールを手放し、東チモール人は独立を宣言した際に、インド
ネシアは混乱に乗じて東チモールを占領し、東チモールを併合した。人民の自決
という時代の趨勢からすれば、国際社会は東チモールの独立を無条件に認めなけ
ればならなかったはずである。しかし、実際には、西側諸国は、インドネシアの
東チモールの武力併合を認めたのである。その際に、インドネシア軍の掃討作戦
で東チモールの人口25％にあたる20万人のジェノサイドが行われているが、注
目すべきは、アメリカ、フランス、イギリスなど西側諸国は、インドネシアの軍
事作戦を支持し、フランスはインドネシアに軍事援助すら与えている。東南アジ
アに新たな共産主義国家の誕生を恐れたからであるという（Jones 2011：311-312；
Kiernan 2007：576-582）。

５．人間の安全保障と平和の両立は可能か

　平和とは何か。平和維持の大義のもとで、あるいは友好関係維持の大義のもと
で、人間の安全が脅かされるというのであれば、平和とはいったい誰のためのも
のなのかと考えざるを得ない。われわれが至高価値として渇仰し、支えてきた平
和、友好、あるいは援助の理念と実践の仕方そのものに、人間の安全を脅かす要
因が内在していたとするならば、果たして平和と人間の安全保障の両立は可能な
のかという根本的な疑問にも突き当たらざるを得ない。
　本論で、安全保障ディレンマと国家強化ディレンマに陥っていた国で、人民が
国家安全保障政策の犠牲になったと論じた。そうした人道的危機が国際社会から
見放され、さらには助長さえしている背景には、二つの国際要因、すなわち国際
平和秩序、及び友好関係優先の国際政治構造が災いしているとも論じた。主権平
等、人種平等、人間平等、そして紛争の平和的解決の原則が確立され、アナキー
の国際政治の場に国際平和秩序が形成されつつあることは確かである。しかしな
がら、そこで形成された国際平和秩序とは、国家安全保障、なかでも領土保全と
国家体制の安全保障を所与に国家間の平和を維持することを共通目標とする国
際平和秩序である。領土保全と国際体制の安全保障が優先される時代にあって
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は、国際社会は各国内の人民の安全までは保障しようとはしない。それは脱植民
地型国家が大挙して国際社会へ参入したことによって国際平和秩序と原則、それ
に国際政治のパワー（権力）行使の形態が変容したことから、それは当然の帰結
であったともいえる。国家の安全を脅かす要因が外部脅威に新たに内部脅威が加
わったことで、政治指導者の国家安全保障観が変容し、領土保全と国家体制の安
全保障が結果的には人間の安全を脅かすことになったのである。統治基盤が弱く、
領土的一体性が確立されていない途上国政府にとって、国家の安全を脅かすのは
政府の転覆を企てる反政府勢力であり、また国民統合に背を向けて分離独立を試
みる分離主義者であるからである。
　加えて帝国の力による支配に代わって主権平等の国際秩序が形成され、国際平
和が到来したこと自体、喜ばしい。武力行使が禁止され侵略戦争が減少すると、
国際政治の場で勢力拡張の様式が旧来の侵略や領土併合から同盟国や友好国の数
を増やすことに変化した結果、同盟国や友好国の内部で発生する非人道的な行為
は平和維持のために看過されることになった。こうして国際平和と国家安全保障
政策の狭間で、実に多くの罪なき人々が国家権力の犠牲になったのである。
　もう一つの時代状況の変化も、人道的危機を招来する要因となった。欧米中心
の国際政治システムがグローバル・システムへと発展する時期が核時代の黎明期
と重なったことから、維持すべき平和とは文字通り「国際」平和の維持に限定せざ
るを得ないとの認識が共有されることになった。つまり核戦争を防止するための

「平和共存」平和観が支配的になり、その結果、核戦争に発展する恐れがあるこ
とから敵対する陣営内の人権問題への干渉は互いに控えねばならない。「平和か、
それとも人権か」という二項対立が支配する国際政治状況下では、著しい人権侵
害を止めるために外交圧力をかけたところで、それは国際関係に緊張をもたらす
だけであり、緊張が高ずれば人類滅亡の核戦争の危機が迫るだけのことで、決し
て干渉国の側の国益に資することにはならない。国際平和のために人権の抑圧も
民衆殺戮も看過せざるを得ない状況が出現したのである。
　途上国や社会主義国での人権侵害や民衆殺戮が国際社会から見過ごされた背景
には、上述のような冷戦期に築かれた国際秩序や友好国の数がものを言う国際政
治の論理に加え、西側の進歩的知識人の多くに共通して見られた社会主義国家へ
の進歩信仰、それに途上国への同情論があったことも見逃せない。崇高な目的を
達成するためには国家建設の方法論に例え問題があろうとも、目をつぶろうとし
たわけである。
　それでは、平和はどうあるべきか。それは、平和と人間の安全の双方を追求す
る複眼的な平和観に基づき、平和と人間の安全の双方が実現されるグローバル・
ガヴァナンスの実現であろう。そのように考えると、冷戦の終結後には、確かに
希望の光がさしている。東西イデオロギー対立の終結に加えて、一連の民主化の
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「第三の波」の結果、「民主主義による平和」観が普及し、また「人間の安全保障」
「保護する責任」といった新世代の安全保障観が広がりを見せており、国家中心主
義に代わる人間中心の平和と安全保障観が芽生えつつある。かつての戦略的援助
外交は低調になり、代わって民主化と自由化を条件とする新たな援助外交、ある
いは人間の安全保障目的の国際援助が展開されるようになった。さらに、グロー
バル化時代の趨勢に合わせて、国際刑事裁判所の設立、民主化移行期正義、紛争
後の平和構築の例に見られるように、グローバル正義とグローバル規範が芽生え
つつあることも、グローバル・ガヴァナンスに向けた動きとして期待される（望
月2012）。
　なかでも欧州と北米地域にまたがる欧州安全保障協力機構（OSCE）地域では、
地域が一体となって安全保障共同体の建設を進めている点に注目したい。1990
年代に欧州を席巻した民族紛争はひとまず収拾されたが、それは欧州地域を上げ
て取組んだ予防外交と平和構築という新たな平和・安全保障活動が功を奏した
ものである。それにかつての東欧社会主義諸国の民主化移行も概ね順調に進み、
OSCE地域では、平和創造の一環に安全保障共同体の建設が進んでいる。先述の
ヘルシンキ宣言以来、同地域では信頼・安全保障醸成措置（CSBMs）の導入によっ
て軍事的な緊張関係は緩和され、安定した。しかも、冷戦後にはグッドガヴァナ
ンスの国際基準が設定され、それを国際安全保障の実現要件とみなす共通・包括
的安全保障概念が形成された結果、安全保障共同体の創造が現実なものとなった。
欧州地域を挙げて民主制度の建設支援に乗り出し、民主的な政府の国際法的主権
を承認するための選挙監視が行われ、そしてグッドガヴァナンスの逸脱に対して
地域挙げて予防外交を展開している。今や欧州・大西洋地域は、世界で最も平和
で安全な地域となり、そして人間の安全も保障される先進地域となっている。
　一方、日本を取り巻く東アジアに目を向けると、事情はまったく異なることが
だれの目にも明らかであろう。そこには民族対立と相互不信が今なお根付き、昔
ながらの権力政治が跋扈し、そして「国際」平和の維持と友好関係の維持という発
想が依然として主流であることに気がつくであろう。北朝鮮の核開発をめぐる国
際平和の議論で追求されるのはミサイルの飛んでこない「国際」平和であって、北
朝鮮人民の人権と人間の安全保障問題など見向きもされない。それに ｢国際｣ 平
和の見返りに金体制の保障を約束しようとする。そこには貧困と恐怖におのの
く2,000万人もの北朝鮮人民が直面する人道的危機の問題は一顧だにされていな
い。かつて、人間の安全保障なる概念はなく、人道的干渉もご法度であった時代
に、「平和に対する脅威」として世界が一致団結して潰しにかかった南アフリカの
アパルトヘイト問題を想起してみたい。あの当時の国際社会の団結力もエネル
ギーも、今の北朝鮮を取り巻く国際政治には無縁のようである。
　この彼我の差たるや何たることか。アジアになぜグッドガヴァナンスのグロー
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バル化の波が押し寄せてこないのであろうか。なぜアジアに平和と人間の安全の
双方を追求する国際制度が構築されないのであろうか。こうした問題をただ嘆息
しているだけではすまされない。どのような平和を追求するのか、だれの安全を
追求するのかは、われわれ次第である。われわれが共有する平和観や安全保障観
が平和創造の指針となり、手引きとなり、時の外交政策に反映されるからである。
平和政策と安全保障政策の理念の如何によって人間を救うこともできようし、多
くの無辜の民に犠牲を強いることにもなりかねない。それ故に、われわれは、恒
久平和を願い続ける限り、平和と人間の安全保障のグローバル制度化を追求し、
それが実現できるように複眼的な平和観を涵養せねばなるまい。

　注

１　第二次世界大戦（1939‐45年）の戦争犠牲者6600万人を筆頭に、第一次世界大戦
（1914‐18年）の1500万人、ロシア内戦（1918‐20年）の900万人、中国内戦（1927‐
37年、45‐49年）の700万人、ヴェトナム戦争（1959‐75年）の420万人、コンゴ内戦
（1998‐2002年）の380万人、朝鮮戦争（1950‐53年）の300万人、スーダン内戦（1983
‐2003年）の260万人、バングラディシュ戦争（1971年）の150万人、アフガニスタン
戦争（1979‐92年）の150万人、そしてビアフラ内戦（1966‐70年）の100万人、と続く
（White…2012：529-531）。

２　国際平和の創造の歴史、平和観の変遷、及び国際安全保障の理念と制度化につい
て、詳しくは、吉川元『『民族自決の果てに―マイノリティをめぐる国際安全保障』
（有信堂高文社、2009年）、及び吉川元『国際安全保障論―戦争と平和、そして人間の
安全保障の軌跡』（有斐閣、2007年）を参照にしていただきたい。

３　共産主義諸国の大量殺戮を研究したクルトワとヴェルトの共著『共産主義黒書』によ
ると、ロシア革命以来、各国の共産党政権下での一般市民の政治的殺戮の犠牲者数は、
中国で6500万人、ソ連で2000万人、北朝鮮で200万人、カンボジアで200万人、東欧諸国
で100万人、その他、すべてを合計すると1億人に上る（ステファヌ･クルトワ、ニコラ･
ヴェルト2001：12）。

４　“DEMOCIDE SINCE WORLD WAR II,”（http://www.hawaii.edu/powerkills/POSTWWII.
HTM）（2008年11月16日取得）。

５　“20th Century Democide,”（http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM）（2008年11月16
日取得）。

６　ヘルシンキ宣言において確認された欧州の国際関係原則として、領土保全原則（第１
バスケット４原則）と国境の不可侵の原則（第１バスケット第３原則）をそれぞれ独立
した原則に位置づけられている。ここで「国境の不可侵」原則は、ヘルシンキ宣言で初
めて独立した国際関係原則として規定された。もっとも、こうした原則が東西ドイツの
統合の妨げになるのを恐れた西ドイツは、ヘルシンキ宣言に第１バスケット第1原則に
おいて「国境の平和的変更」を挿入することに成功している（吉川1994：51‐53）。

７　この会議で、ビアフラの独立を支持したタンザニアのニエレレ大統領は、アフリカ
首脳へ回覧した覚書において、独立支持の根拠を次のように述べている。OAUはアフ
リカの人民に奉仕するために設立されたのであり、「アフリカ諸国首脳の労働組合」
ではない。ナイジェリア人の唯一の共通項は「アフリカ人」であること、及びイギリス
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植民地支配をともに経験したということだけである。ビアフラのイボ人が大量殺害にあ
い、難民として逃げ惑っているにもかかわらず、アフリカ諸国はビアフラの独立を認め
ようとはせず、人民を殺害しているナイジェリア政府を支持している。もしローデシア
や南アフリカの白人がアフリカ人の大量殺戮を行った場合には、アフリカの代表たちは
いったいどのような反応をみせるであろうか。犠牲者の立場に立てば、殺人者の人種の
肌の色など問題ではない。アフリカ人は、救われなければならない。ニエレレ大統領は
このように他のアフリカの指導者を批判するとともに、国内で特定集団が殺戮の危機下
にあり、国民の生命を守ることのできない政府はもはや統治の正当性を失っているので
あり、こうした集団の分離独立を認めるべきである、と主張した。この覚書は、以下の
文献に所収されている。“Tanzania’s Memorandum on Biafra’s Case,” in Kirk-Greeene, A.H.M., 
ed., Crisis and Conflict in Nigeria: A Documentary Sourcebook 1966-1969, Oxford University Press, 
1971, pp.429-439.

８　ビアフラ内戦の犠牲者数は定かではない。先述の注（１）では、ビアフラ内戦の犠牲
者数を100万人と紹介した。別の研究では、200万人説では、戦闘員の使者100万人、非戦
闘員の死者100万人にである（Sivard 1996：19）。
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