
はじめに

国際連合は，国際連合憲章を設立条約とし
て，第二次世界大戦終結後の1945年10月24日
に発足した。国連は，国際安全保障を主要な
目的として設立されたが，40年以上続いた冷
戦期には，その役割をほとんど果たすことは
できなかった。しかし，冷戦終結後は，安全
保障の措置を連続して実施し，また，国連憲
章に定めのない措置も大きく発展させた。こ
こでは，国際安全保障に関して，国連が近年
実施してきた諸措置を分析整理し，あわせて
日本の対応状況と問題点を考察する。

１．冷戦期の問題と冷戦終結後の進展

国連憲章第1条1項は，国連の第一の目的を
「国際の平和及び安全を維持すること」と明
示し，そのために，「平和に対する脅威の防
止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の
鎮圧とのため有効な集団的措置をとること」

とした。また，同憲章は，国連加盟国に対し
て，他国の領土保全と政治的独立に対する武
力行使および国連の目的と両立しない武力行
使を禁止し（2条4項），国際紛争を平和的手
段によって解決する義務を課している（2条3
項）。こうした規定に反して武力を行使する
国が現れた場合には，国連安全保障理事会が，
国際の平和と安全を維持しまたは回復するた
めに，国連憲章第7章に定める集団安全保障
の措置を実施する。それは，平和破壊等の認
定，平和回復等のための勧告（39条），非軍
事的措置（41条），軍事的措置（42条）の決
定などである。
第二次世界大戦終結後まもなくして，米国
を中心とする西側とソ連邦を中心とする東側
とが対立する冷戦が始まった。この冷戦期は，
安保理常任理事国による拒否権の行使などに
よって，国連の集団安全保障制度はほとんど
機能しなかった。国連憲章第7章の措置を実
施するための安保理決議は，5常任理事国の
うち一国でも反対した場合には不成立とな
る。冷戦期には，東西対立に関係する問題で，
この拒否権がしばしば行使されたために，安
保理が実施しえた集団安全保障の措置はわず
かであった。
その一つが，1950年に勃発した朝鮮戦争に
関する措置である。安保理は，韓国に対する
北朝鮮軍の武力攻撃を「平和の破壊」と認定
し（決議82），武力攻撃の撃退と，平和と安
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全の回復のために，朝鮮国連軍（16カ国が戦
闘部隊を派遣）を編成して措置を実施した
（決議83，84）。ただし，これらの措置は，ソ
連邦が安保理を欠席し拒否権を行使できなか
った偶然の機会に開始されたものであった。
そのほかの集団安全保障措置は，東西対立に
関係しない人種差別体制に対するもので，
1966年からの南ローデシアおよび1977年から
の南アフリカに対する非軍事的措置であっ
た。これらのほかに国連憲章第7章に基づく
有効な集団安全保障措置は実施されなかっ
た。
そのような中，国連は国連憲章に定めのな
い「平和維持活動」を実施した。それは中立
の立場で停戦監視などを実施して紛争当事者
による紛争解決を支援するものであり，対立
関係にある東西両陣営も受容できるものであ
った。
国連憲章の集団安全保障に関しては，冷戦
期のみならず今日まで変わらない問題もあ
る。それは国連憲章第42条の軍事的措置を実
施する国連軍が存在しないことである。国連
軍は，国連加盟国が，安保理の要請に基づい
て安保理と特別協定を締結し，兵力を提供す
ることによって編成される（第43条）。国連
軍の使用権と指揮権は安保理が保持する（第
47条）。しかし，これまで第43条の特別協定
が締結されて国連軍が編成されたことは一度
もなかった。
1950年に設けられた朝鮮国連軍は，安保理
の勧告（第39条）を受け入れて派兵した諸国
軍隊を，安保理が米国の下にある統一司令部
の指揮に委ね，また，国連旗の使用を許可し
たもので，第43条に拠らない変則的なもので
あった。その後，朝鮮国連軍と同様なものも
編成されることはなかった。
1980年代末に冷戦が終結すると，国連は集

団安全保障措置を行えるようになった。安保
理は国連憲章に定めのある措置として，第39
条の「平和に対する脅威」および「平和の破
壊」の認定を実施し，第40条の暫定措置を要
請し，また，第41条の非軍事的措置の実施を
決定してきた。
安保理は，国連憲章に定めのない措置も実
施した。安保理の要請決議に基づき国連加盟
国が行う禁輸執行の措置，および安保理の権
限付与決議に基づき国連加盟国が行う平和回
復等の措置である。また，安全保障措置の対
象を拡げ，国際テロリズム，大量破壊兵器の
拡散問題などにも対応してきた。平和維持活
動についても，冷戦終結後は安保理から強制
的措置を実施する権限を付与されたものが創
設され，集団安全保障の一部を担うほどにも
なった。このように国連による集団安全保障
は，冷戦終結後から今日まで，顕著な進展を
示している。以下，それらについて見ていく。

２．安保理の要請決議に基づく禁輸執行
措置

国際社会の平和と安全に脅威を及ぼし，あ
るいは平和を破壊する国が現れた場合，安保
理は，対象国との輸出入禁止（禁輸：
embargo）などの非軍事的措置（第41条）を
決定する。しかし，この決定にもかかわらず
貨物を積載した船舶が対象国に出入りする
と，制裁効果が低下し，平和と安全の維持ま
たは回復に支障をきたす。そこで，禁輸を執
行することが必要となる。すなわち，禁輸執
行とは，安保理が平和と安全に脅威を及ぼす
国または平和破壊国を対象として課した禁輸
の実効性を確保するため，安保理の要請決議
に基づき，国連加盟国の海軍部隊等が，対象
国に出入りする船舶に対して強制力のある停
船，検査，行き先変更等の措置を実施するこ
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とである。この禁輸執行は，南ローデシア，
イラク，セルビア・モンテネグロおよびハイ
チを対象として計4回実施された。
最初の例は，冷戦期にみられた。1965年に
南ローデシア（現ジンバブエ）が人種差別政
策を掲げて英国から独立を宣言したが，これ
に対して安保理は「国際の平和及び安全に対
する脅威」と認定し，石油などの輸出禁止を
国連加盟国に求め（決議217），翌66年に宗主
国英国に対して，南ローデシアへ向かう油槽
船の航行を妨げるなどの措置を要請した（決
議221）。
冷戦終結後の禁輸執行は，まずイラクに対
して行われた。イラク軍は1990年8月2日に隣
国クウェートへ侵攻し全土を占領した。同日，
安保理はこれを「国際の平和及び安全の破壊」
と認定し，即時無条件撤退を要求した（決議
660）。イラクがこれに応じないため，安保理
は8月6日に全面的な禁輸を含む非軍事的措置
を決定し（決議661），さらに8月25日には決
議665を採択して，国連加盟国に禁輸執行を
要請した。同決議は，「安保理の権限の下，
船舶の積荷と目的地を検査し確認するため，
出入りする全ての船舶を停船させ，また，決
議661に定められた船舶輸送に関する規定の
厳格な履行を確保するため，特定の状況が必
要とした場合，それにみあった措置をとるこ
とを国連加盟国に要請する」とした。この要
請に応じた13カ国の海軍が，紅海，アラビア
海，ペルシャ湾などに展開して，イラクに出
入りする船舶に対して乗船検査，禁輸品を積
載している場合の行き先変更などの措置を実
施し，これを湾岸協力会議の6カ国が支援し
た。この禁輸執行は03年まで続けられた。
次は，セルビア・モンテネグロに対するも
のであった。92年に，ボスニア・ヘルツェゴ
ビナで戦闘や非人道的行為が続発した。安保

理は，これを「国際の平和及び安全に対する
脅威」と認定し，その行為に責任のあるセル
ビア・モンテネグロに関し全面的な禁輸を含
む非軍事的措置を決定し（決議757），「国連
憲章第7章及び第8章の下で行動し」として，
国連加盟国に禁輸執行を要請した（決議787）。
以後，96年まで14カ国の海軍がこの禁輸執行
に従事し，74192隻の船舶に質問を行い，
5951隻に乗船して検査を実施し，1480隻に行
き先を変更させるなどの措置を実施した。
93年には，ハイチに対して実施された。民
主的選挙で選ばれた大統領が追放され，非人
道的問題も発生したことから，安保理は「そ
の地域における国際の平和及び安全に対する
脅威」と認定し，国連加盟国に対してハイチ
に対する一定品目の輸出禁止を決定し（決議
841），禁輸執行を要請した（決議875）。
禁輸執行は，安保理が国連憲章第7章第39
条に基づき「平和及び安全に対する脅威」ま
たは「平和の破壊」と認定した国に関し，第
7章第41条に基づく禁輸の「厳格な履行を確
保するため」，また「安保理の権限の下」に
実施された。これは禁輸執行が，国連の集団
安全保障措置であることを示している。また，
対セルビア・モンテネグロ以降の禁輸執行要
請決議は，「国連憲章第7章」の行動であるこ
とを明示しており，禁輸執行が国連の集団安
全保障措置であることを確認できる。このよ
うに，禁輸執行は，国連憲章に具体的規定は
ないものの，安保理決議と海上における行動
の積み重ねを経て発展し，国連による集団安
全保障措置の一つとして定着した。

３．安保理の権限付与決議に基づく
平和回復等の措置

冷戦終結後，安保理は，国連憲章第7章の
下の行動として，武力行使を含む必要な権限
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を国連加盟国に付与し，平和と安全の回復，
安全の維持などを図ってきた。最初のケース
は，イラクに対するものであった。
90年8月2日のイラク軍によるクウェート占
領に対して安保理は，「国際の平和及び安全
の破壊」と認定し，即時無条件撤退を要求し
（決議660），また，8月6日に全面的禁輸等の
非軍事的措置を決定し，8月25日には国連加
盟国に禁輸執行を要請した。こうした措置に
もかかわらず，イラクがクウェートから撤退
しないため，安保理は11月29日に決議678を
採択した。同決議は，「国連憲章第7章の下で
行動し」として，「イラクが1991年1月15日ま
でに諸決議を完全に履行しない場合には，…
決議660と引き続く関連決議を支持し履行す
るため，また，地域における国際の平和及び
安全を回復するため，国連加盟国に対し，あ
らゆる必要な手段を行使する権限を付与す
る」とした。権限を付与された国連加盟国の
うち，米国，イギリス，フランスなどは91年
1月17日に対イラク武力行使を発動した（湾
岸戦争）。この武力行使に参加した29カ国の
軍隊は多国籍軍（multinational force）と称
された。多国籍軍はクウェートを解放し，イ
ラク軍にも打撃を与えたので，安保理は4月3
日に停戦とするための決議687を採択した。
多国籍軍を用いた初めての集団安全保障措置
は目的を達した。
以後，多国籍軍方式の集団安全保障措置は
繰り返され，イラクに対するケースから今日
まで，計13回実施されている。
その全てのケースにおいて，安保理決議は，

「国連憲章第7章の下で行動し」として，国連
加盟国に対し特定の目的を達成するために
「あらゆる必要な手段／措置」を行使する権
限を付与した。この方式は，国連憲章に定め
はないものの国連による集団安全保障の慣行

として定着した。各国はこれを受容し，また，
軍を派遣した。
このような多国籍軍を用いて平和回復等を
図る方法は，安保理が国連軍を指揮して実施
する国連憲章第42条の軍事的措置ではない。
しかし，国連軍が存在しない現状において，
多国籍軍方式は国連集団安全保障の根幹的な
役割を担っている。多国籍軍を用いる措置は，
現在も，ボスニア・ヘルツェゴビナ，コソボ，
アフガニスタンおよびイラクで実施中であ
る。

４．国際テロリズムに対する国連の
集団安全保障措置

冷戦終結後，国連は，国際テロリズムに関
しても，集団安全保障の措置を実施してきた。
安保理は，92年にリビアを，96年にはスーダ
ンを，テロ容疑者を引き渡さないことなどか
ら，国際の平和と安全に対する脅威と認め，
両国に対する非軍事的措置の実施を決定し
た。また98年には，国際テロ組織アルカイダ
による在ケニアおよびタンザニア米大使館爆
破テロを非難し，タリバン政権のアフガニス
タンにテロ支援を止めるように求めたが，こ
れに応じないため，国際の平和と安全に対す
る脅威と認定し，同国に対し非軍事的措置の
実施を決定した。これらの措置は，テロを支
援する国家を対象としたものであった。
安保理が，テロを支援する国家に関してで
はなく，テロリストの行為そのものを平和と
安全に対する脅威と認定し，テロ自体に関し
集団安全保障措置を実施するようになったの
は，2001年のニューヨーク・ワシントン同時
テロ以降である。同事件発生の翌9月12日，
安保理は決議1368でもって，テロリストの攻
撃を非難し，「そのような行為が国際テロリ
ズムのあらゆる行為と同様に，国際の平和及
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び安全に対する脅威であると認める」とした。
また，9月28日の決議1373は，「国連憲章第7
章の下で行動し」として，テロリスト関連の
資金，金融資産，経済資源を凍結するなど，
詳細な措置を決定した。このように，テロそ
のものを平和と安全に対する脅威とし，非国
家であるテロ組織を制裁対象に含めたこと
は，国際安全保障の新たな拡がりを示すもの
である。
米英等は，01年10月7日にアフガニスタン
に所在するアルカイダと同組織を支援するタ
リバン政権の軍事目標に対し攻撃を開始し，
これを個別的および集団的自衛権の行使であ
ると安保理に報告した。自衛権を根拠とする
対テロ戦争の開始は，国際社会から支持され，
または容認された。国連憲章は，自衛権の行
使は「安保理が国際の平和及び安全の維持に
必要な措置をとるまでの間」と定めているが
（第51条），本件では，安保理がすでに安全保
障の措置を開始している状況下において自衛
権が行使されたケースであり，それに対し安
保理も各国家も異論を示していない。国連の
集団安全保障措置と国家の自衛権行使とが両
立する例をつくった点においても注目すべき
ケースであった。
アフガニスタン領域における英米軍等の作
戦（Operation Enduring Freedom）は2001
年末頃にはほぼ成功し，暫定政権が樹立され
ることになったので，安保理はこれを機に多
国籍軍の派遣を決めた。2001年12月20日の決
議1386は，「アフガニスタンにおける状況は
依然国際の平和および安全に対する脅威を構
成する」と認定し，「国連憲章第7章の下で行
動し」として，「カブールおよびその周辺地
域における安全の維持に関しアフガン暫定政
権を支援するためISAF（Internat ional
Security Assistance Force）の設置を許可す

る」「ISAFに参加する国連加盟国に，その任
務の遂行のため，あらゆる必要な措置をとる
ことを許可する」とした。また，安保理は，
2003年に，アフガニスタン全土でISAFの任
務遂行を可能とする決議1510を採択した。現
在，ISAFには，アメリカ，イギリス，ドイ
ツなど37カ国から兵力3万5000名以上が参加
し，勢力回復を企図するタリバンに対する作
戦なども実施している。
なお，インド洋北西部海域では，対テロ戦
争開始以来，アメリカ，イギリス，フランス，
ドイツ，イタリア，カナダ，ニュージーラン
ド，パキスタンなどの海軍が，テロリストの
移動やテロリストへの武器流入等を阻止する
作戦を遂行している。これまで11000回以上
の乗船検査を実施し，武器などを押収する成
果を挙げた。海上自衛隊の派遣部隊は，本作
戦に従事する各国艦艇に燃料などを洋上補給
することによって，同行動を支援している。
アメリカ等によるこの作戦は，自衛権を開始
根拠とした対テロ戦争の一部を構成している。
このように，安保理は，テロ支援国家に対

し国連憲章第41条の非軍事的措置を実施し，
また，テロリスト集団をも集団安全保障措置
の対象とし，さらに多国籍軍方式を用いてテ
ロリスト集団とその支援勢力が所在する地域
において安全の維持のための措置を実施して
きた。また，テロに対する措置については，
国連の集団安全保障措置と国家による自衛権
の行使とが，相互補完的に行われている。
以上が，国際テロリズムに対する国際安全
保障の状況である。

５．大量破壊兵器の武装解除・移転防止
措置

国連の集団安全保障は，大量破壊兵器の武
装解除および移転防止へと拡大した。91年4
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月3日の安保理決議687は湾岸戦争を終結させ
た決議であるが，それは核兵器，化学兵器お
よび生物兵器の破棄，弾道ミサイルの破棄，
それらの取得・開発等の禁止，査察の無条件
受け入れなどを決定し，これをイラクに受諾
させた。これは，国連が特定国に対して大量
破壊兵器に関する武装解除を義務づけた注目
すべきケースであった。
06年10月14日の安保理決議1718は，大量破
壊兵器の武装解除のみならず，移転防止へと
踏み込んだ。同決議は，まず，北朝鮮が実施
した核実験を「国際の平和及び安全に対する
明白な脅威」と認定し，「国連憲章第7章の下
で行動し，また，第41条の下の措置をとる」
とした。次に，同決議は，「北朝鮮は全ての
核兵器と既存の核計画を……完全に放棄する
こと」，「全ての他の既存の大量破壊兵器及び
弾道ミサイル計画も……完全に放棄するこ
と」，関連品目を含めそれら「全品目の輸出
をやめること」を決定した。また，他の全て
の国連加盟国については，核兵器，弾道ミサ
イルまたは他の大量破壊兵器の計画に資する
物質等について，「北朝鮮に対し，……領域
内を通過したり，その国民が行ったり，自国
籍の船舶や航空機を使ったりする供給，売却，
移転を阻止しなければならない」ことを決定
した。これらの決定は，国連憲章第41条の非
軍事的措置であって，国連加盟国は受託し履
行する義務がある。したがって，決議1718は，
北朝鮮に大量破壊兵器の武装解除と不移転を
義務付け，他の国連加盟国には大量破壊兵器
開発に資する物質の北朝鮮移転等を自国管轄
内で阻止する義務を課しているのである。
さらに，決議1718は，「核兵器，化学兵器，

生物兵器，それらの運搬手段及び関連物の違
法な取引を防止するため，全ての国連加盟国
は，国の権能と法に従い，また，国際法と一

致して，必要に応じて，北朝鮮に出入りする
貨物の検査（inspection of cargo）を含む協
調行動をとるよう要請される」とした。これ
は，国連憲章第7章の下における安保理の要
請であって，大量破壊兵器移転防止の決定を
実効性のあるものとするために，国連加盟国
に対し，貨物検査等を実施する際の根拠を付
与したものといえる。
国連の集団安全保障は，このように特定国
に関する大量破壊兵器の武装解除と移転防止
の措置へと拡がりを見せており，今後の進展
が注目されるところである。

６．平和維持活動における国連憲章
第7章の行動等

平和維持活動（PKO）は国連憲章に根拠
条項はないが，国連憲章第7章の集団安全保
障がほとんど機能しない冷戦期に，平和を維
持する現実的手段として実施され始めた。冷
戦期には，48年の国連休戦監視機構（中東）
から78年の国連レバノン暫定軍まで13の
PKOが設けられた。それは，六つの軍事監
視団と七つの平和維持軍であった。軍事監視
団は非武装の将校で構成され，停戦監視を任
務とした。平和維持軍は，軽武装の歩兵部隊
で構成され，緩衝地帯の管理，衝突再発の防
止等を任務とした。このような活動を続ける
ことによって，事態の沈静化を図り，当事国
による紛争解決を間接的に支援した。
PKOは，安保理（一部は国連総会）の決
議に基づき設けられ，国連事務総長の指揮の
下におかれる。冷戦期のPKOは，戦闘の停
止後，紛争当事国の同意を得て派遣され，全
紛争当時国に対し中立を維持し，内政には干
渉せず，停戦監視等の抑止的な任務に従事し
た。PKOに参加する部隊の武力行使は，自
衛の場合と，任務遂行が妨害を受けたときに

世界平和研究 No.178  Summer 200823

国際安全保障における国連の役割と日本の対応



それを排除する場合とに限られた。
冷戦終結とともに新たなPKOの創設が続
き，88年から07年までの19年間に，50もの
PKOが設けられた。冷戦終結後のPKOは，
停戦監視などの伝統的な活動も行うが，従来
のものと大きく異なる活動を実施してきた。
まず，国家の再建支援または独立支援のた
めに，軍事部門の活動とともに，文民警察，
行政事務，復興開発支援，人権・人道支援，
難民帰還，選挙支援などの民生部門の活動を
実施する。92年の国連カンボジア暫定機構は
国家再建を支援した例であり，99年の国連東
チモール暫定行政機構は新国家の独立を支援
した例であった。
次に，停戦後に派遣するのではなく，武力
紛争の継続中に任務を遂行するPKOが出現
した。92年以降，ボスニア・ヘルツェゴビナ
へ派遣された国連防護軍が最初の例である。
また，紛争予防の目的で紛争発生の恐れのあ
る地域に紛争発生前に派遣されたものもあ
る。92年にマケドニアに派遣された国連防護
軍はその例である。
さらに，国連憲章第7章の下の行動として，
特定の目的を達するために，安保理から強制
的措置の権限を付与され，または，自衛およ
び任務遂行妨害排除の場合以外の武力行使権
を付与されたPKOがある。93年の国連ソマ
リア活動は，強制的武装解除などを求められ
た（決議814）。また，93年には，ボスニア・
ヘツツェゴビナの国連防護軍に対して，砲撃
と武力侵攻の対象となっているサラエボ等の
特定地域を防衛するために武力行使権が付与
された（決議836）。こうした強制的措置また
は武力行使を実施するPKOは，その後設け
られない期間があったが，99年の国連シエラ
レオネ・ミッション以降，連続的に設けられ
ている。

現在，17のPKOが展開しているが，その
中で，「国連憲章第7章の下で行動し」として
派遣されているものには，国連コンゴ民主共
和国ミッション（00年～），国連リベリア・
ミッション（03年～），国連コートジボアー
ル活動（04年～），国連ハイチ安定化ミッシ
ョン（04年～），国連スーダン・ミッション
（05年～），およびダルフール国連AU合同ミ
ッション（07年～）がある。また，冷戦期に
設けられて抑止的措置を実施していた国連レ
バノン暫定軍（78年創設）には，06年に強制
的措置を実施する権限が与えられた。
以上のように，冷戦終結後のPKOは，多
様化し，任務が拡大し，また，権限を強化し
てきた。なかでも，PKOの一部が，国連憲
章第7章の下で強制的な任務に従事するよう
になったのは，PKOの本質的な変化といえ
よう。

７．日本の対応と課題

国連は，冷戦終結後，各種の安全保障措置
を実行し発展させた。わが国は，こうした国
際安全保障に関する措置に参加できるのか，
また，効果的な措置を実施することができる
のか。わが国の国内法の観点から検討する。
まず，国連憲章第7章の下で実施される禁
輸執行あるいは大量破壊兵器移転防止のため
の貨物検査等に関しては，2000年に制定され
た「船舶検査活動法」が根拠法となる。同法
は，安保理決議に基づき自衛隊が外国船舶の
積荷検査を実施することなどを定めている。
同法は国連憲章第7章の下の集団安全保障措
置に自衛隊が参加することを認める最初の国
内法でもある。しかしながら，同法は適用事
態を周辺事態（わが国周辺の地域におけるわ
が国の平和及び安全に重要な影響を与える事
態）に限定した。周辺事態に当たらないケー
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スでは，同法は禁輸執行等を行う根拠法とは
ならない。同法には，実施上も問題がある。
対象船舶を検査する場合には船長の「承諾」
を必要とし，対象物積載船に対する航路変更
などの措置も強制力を伴わない「要請」であ
って，相手が応じない場合も「説得」を行う
にとどまる。停船させるための警告射撃（船
首前方海面に向けた射撃で慣習国際法上国際
信号の一つ）も認めていない。また，同法は，
相手船が検査に同意しない場合，航路変更要
請を拒否した場合，あるいは抵抗した場合な
どに，強制力のある対応措置を認めていない。
強制措置を実施することができる他国海軍と
の共同対応も禁止している。このような船舶
検査活動法の下では，わが国が安保理の要請
決議を受け入れて自衛隊が禁輸執行等に参加
したとしても，効果的な措置を実施すること
は困難である。
次に，多国籍軍方式による集団安全保障へ
の参加についてである。これは安保理から平
和回復，安全維持などの目的を達成するため
に武力行使を含む必要な手段または措置を行
使する権限が付与されて実施する。わが国は，
わが国に対する武力攻撃が発生した場合には
自衛権の行使として武力行使が許されるが，
その他の武力行使は違憲とする有権解釈を有
してきた。この解釈が維持される限りは，武
力行使を実施する多国籍軍方式の集団安全保
障措置に参加することはできない。
多国籍軍方式であっても，武力行使に至ら
ない活動には参加可能であるが，その場合に
も制約がある。03年の「イラク人道復興支援
特別措置法」は，04年の安保理決議1546に基
づく多国籍軍展開以降もイラクにおける自衛
隊の活動根拠とされた。しかし，同法は人道
復興支援活動であっても，戦闘地域において
実施することを認めていない。また，隊員や

その管理下の者が突然テロ攻撃を受けるよう
な場合があっても，同法は武力行使を禁止し
ているので，国際法および安保理決議が許容
する反撃を認めない。この場合，日本の隊員
は，「武器の使用」は認められるものの，わ
が国刑法の正当防衛または緊急避難に該当す
る場合でなければ，相手に危害を与えてはな
らないという制約の下に置かれた。また，同
法は，住民や他国部隊をテロ攻撃から守るこ
とを認めていない。このように，人道復興支
援の活動を実施する場合も制約があって，効
果的に実施することは容易ではない。
次に，国連の平和維持活動への参加につい
て。わが国は，92年に「国際平和協力法」を
制定し，これまで四つの国連PKOに自衛隊
の部隊を派遣してきた。しかし，わが国の部
隊は，大きな制約の下に置かれてきた。
PKOは，冷戦期型のものであっても，自衛
として自国や他国のPKO要員を防衛する場
合と，任務遂行に対する妨害を排除する場合
に，武力行使が認められている。しかし，自
衛隊については，攻撃を受けている他国の
PKO要員の防衛や，任務遂行に対する妨害
排除の武力行使は認められてこなかった。日
本の隊員とその管理下にある者を攻撃から防
衛する「武器の使用」は認めているものの，
その場合も，国連PKOの措置基準に直接従
って行うのではなく，わが国刑法の正当防衛
または緊急避難に該当しなければ相手に危害
を与えてはならないという制約の下にある。
冷戦終結後に発展したPKOへの参加につ
いては，より大きな問題がある。紛争中に活
動を行うPKOには，わが国は停戦合意を前
提としているために参加できない。また，
PKOの任務が国連憲章第7章の下で行う強制
的措置または武力行使である場合には，国際
平和協力法が武力行使と武力威嚇を禁止して
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いるため実施できず，また，個別的自衛権行
使の場合を除き武力行使を認めない憲法解釈
の下では，実施し得ない。

おわりに

冷戦終結後の国連は，国際社会で生じる各
種の脅威や平和破壊に対し，平和と安全を維
持し回復を図る国連憲章第7章の枠組みを利
用して，それぞれの事態に適する集団安全保
障措置を実施してきた。それは，国連憲章に
具体的な定めのない措置へと大きく進展し
た。諸国家は，国連の新しい措置を受容し積
極的に参加してきた。
わが国は，92年の国際平和協力法の制定以
来，国際社会の平和維持に寄与する努力を行
ってきたが，先を行く国際安全保障の進展に
は追いつけず，むしろその差は拡がっている。
わが国は今後も抑制的な寄与に留めるのか，
それとも諸国家が実施するものと同様の措置
を実施し，国際社会全体の安全保障に積極的
に寄与して，その中で，わが国の安全保障も
高めていくのか，これは国のあり方としても
重要な課題である。わが国が国際安全保障に
真に貢献する道に進むとすれば，国際法や安
保理決議などが示す国際基準に合致した行動
を可能とする国内法の整備が必要となる。ま
た，そのためには，憲法の下で許容される武
力行使の範囲について，再整理が緊要であろ
う。
（2008年5月17日）
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