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アフリカをめぐる日・米・中の国連PKO政策の現状
−南スーダン撤収後の日本の課題−
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１．各国の PKO 政策－国連 PKO は「有益」か？
要員、予算、人事からみる各国比較

国連加盟国が PKO にヒト・モノ・カネを出すのは、有益だと考える

何らかの理由があるからだ。図 1 は、国連ミッションへの各国の軍事要
員・警察要員・司令部要員の派遣状況を示している。国連 PKO は 122
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カ国による多国間協力枠組みだが、長い間エチオピ

の部隊を撤収し、その後は司令部要員のみ出してい

ア、バングラデシュ、インドの 3 カ国が上位を占め、

るため 112 位である。フランス、ドイツ、イギリス

途上国が人材面で PKO を支えてきた。

が 30 ～ 35 位に入っているが、国際的な潮流として

特にインドは、イギリスの植民地だった時代から

は、先進国は実働部隊を出さず途上国に出してもら

伝統的に規律のとれた軍隊を持っており、冷戦期の

うという国際的分業がみられる。

コンゴや中東などさまざまな PKO で頼りにされてき

図 2 は、日米中の PKO 要員提供数の推移である。

た。近年、アフリカでの PKO が増えてくるとルワン

米国は 1993 ～ 94 年頃をピークとしてソマリア、カ

ダも上位に入るようになった。パキスタンもインド

ンボジア、旧ユーゴスラビアなどに PKO 要員を派遣

やバングラデシュとともに伝統的に多くの人材を派

していたが、98 年頃から大きく減少し、現在まで減

遣している。

少傾向が続いている。それに対し、中国は 2008 年

中国が 11 位に入っているが、これは 10 年前には

頃から大幅に増加し、2004 年頃を境に米国と入れ替

考えられなかった変化である。中国が本格的に PKO

わる形となっている。日本については大きな変化は

に人材を派遣するようになったのは、2008 年頃の国

みられない。

連 AU ダルフール合同ミッション（UNAMID）が最初

図 3 は、2014 年の時点で日本、中国、韓国、ドイ

である。国連 PKO を人材面からみるとき、中国の変

ツがどこに国連 PKO・政治ミッションの要員を派遣

化は大きな要素となっている。中国は長いあいだ内

していたかを示している。中国、韓国、ドイツに共

政不干渉原則を根拠に国連 PKO には否定的であり、

通する特徴は、単一のミッションに多数の人材を派

国連安保理の決議にも賛成票を投じない姿勢をとっ

遣するより、複数のミッションに幅広く派遣してい

てきた。その政策を大きく転換し、現在は積極的に

る点である。たとえ少人数ずつであっても広範囲に

資金も人材も出している。

派遣することで、世界全体を俯瞰できる政策をとっ

米国は 73 位で基本的に文民以外の人材を出してい

ていることがわかる。日本はかつてゴラン高原の国

ない。日本は 2017 年 5 月に南スーダンから自衛隊
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に自衛隊を派遣していたが、14 年の時点で派遣先は

リス、フランスに任せている。テロ対策や国連 PKO

南スーダンのみであった。こうして比較してみると、

ではないオペレーションには米国が出てきて主導権

日本の派遣状況が他国とかなり違っていることがわ

を持つ。

かる。

米国のこうした動きにかんがみて、非常に重要な

また PKO の事務総長特別代表（SRSG）や軍事司

のが EU の PKO 政策である。2000 年代に入ってか

令 官（Force Commander） の 出 身 国 を み る と、 米

ら、アフリカにおける EU の存在感が非常に大きく

国は人数は多くないが中央アフリカ多面的統合安定

なっている。EU 加盟国が個別に PKO に参加してい

化ミッション（MINUSCA）とコンゴ民主共和国安

る場合もあるが、コンゴ民主共和国の東部のミッショ

定 化 ミ ッ シ ョ ン（MONUSCO） に SRSG を 出 し、 中

ンなどには EU として部隊を展開している。また国連

国は西サハラ住民投票監視団（MINURSO）に Force

PKO が展開していないソマリアでは、EU が AU の活

Commander を出している（2017 年 11 月 23 日時点）。

動を支援している。米国が責任ある分業を求める中、

その他のミッションではアフリカ出身の SRSG が増え

EU および EU 諸国が担っている役割が大きいと考え

ている。デンマークやスウェーデンなど先進国出身

られる。

の SRSG もいるが、アフリカからの要員の派遣数増加

米国のトランプ大統領は国連に懐疑的だと言われ

に伴って PKO のトップにもアフリカ出身者が増える

ていた。しかし、2007 年 9 月の国連総会における演

傾向にある。

説を聞く限り、必ずしもそうではないのかもしれな

トランプ大統領が国連への拠出金を大幅に見直

い。むしろ自国の利益に適うように国連を改革した

すと述べ、国連の次年度の PKO 予算は 14％削減さ

いと考えているのではないか。大統領として最初の

れることになったが、この中で最も多く削減される

国連演説であれば、「自分が大統領になったからには

のがコンゴ民主共和国の MONUSCO の予算である。

これまでとは違う国連にしてみせる」といってもお

MONUSCO は長期にわたる困難なミッションで、人

かしくない。しかしトランプ大統領やニッキー・ヘ

道危機も深刻である。中央アフリカの MINUSCA も、

イリー国連大使の国連政策は、何より無駄を省くこ

PKO の中では過激派対策や文民保護など複合的な安

とを基本としているようだ。その意味では、前述し

全保障が必要な難しいミッションである。このよう

たコンゴ民主共和国における PKO ミッションの予算

に、米国は要所を外さず重要なミッションには米国

削減も妥当だと認識されている。MONUSCO は拡大

人を入れていることがわかる。

し過ぎていて、国連 PKO の能力以上の任務を任され

これに対して国連で PKO の業務を取り扱う PKO

ているため、米国が予算を削減するのは理に適って

局（DPKO）、フィールドの支援を担当するフィール

いるという理由だ。

ド支援局（DFS）の責任者は現在もフランス人やイギ

ただし、今のところトランプ政権から国連に対し

リス人であり、日米中の出身者が務めることはほと

て具体的な政策は示されていない。オバマ大統領と

んどない。ただし、今後中国人がトップを務める日

スーザン・ライス国連大使の時代からトランプ大統

も遠くないとの見方もある。

領とニッキー・ヘイリー国連大使に変わっても大き
な混乱が起きていないのは、おそらく国務省レベル

米国の国連政策

で政策の一貫性が保たれているためであろう。米国

このような状況のもと、米国は国連や国連 PKO を

の国連政策はワシントンで決められているというよ

どのように考えているのか。米国は国連を無用な存

り、スーザン・ライスやニッキー・ヘイリーなどニュー

在と捉えているわけではない。依然として自国の政

ヨークにいる国連大使が中心になって直接動かして

策の authority の源泉と認識し、国連という場を政策

いる面も少なくないとみられている。

実現のツールとして活用しようとしている。その上
で、米国は「責任ある分業」による PKO を指向して

「普通の大国」としての中国

いる。つまり、どうしても米国がやらなければなら

中国については、「普通の大国」になろうとしてい

ない活動、あるいは米国にしかできない活動以外は

る。前述のとおり、かつては内政不干渉原則を主張

他国に任せるというやり方である。特にアフリカに

して国連 PKO には参加せず、予算も人も出してこな

ついては、南スーダンを例外として、基本的にイギ

かったが、90 年代に入ると政策を転換して反対しな
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くなった。現在は、特にアフリカの PKO ミッション

えてくるのではないか。

に対して積極的にお金も人も出している。国連の事

なお、内閣府が毎年実施している「外交に関する

務局レベルで高いポジションに就いている中国出身

世論調査」によれば、国連 PKO への参加について、

者はまだそれほど多くはないが、中国が負担する国

国民の考え方にこの 10 年間で大きな変化はみられな

連予算の割合は増しており、存在感が高まっている。

い。「これまで以上に積極的に参加すべきだ」という

国連総会で予算について議論する PKO 特別委員会で

意見はやや減っているものの、「これまで程度の参加

も、中国は自国が拠出する予算の使途について以前

を続けるべきだ」が半数以上を占めていてもっとも

より具体的なコメントをするようになったといわれ

多い。

ている。国連分担金や PKO 予算を自国の政策の中で

ちなみに米国の世論は、ギャラップの最新の調査

実質的に位置付け、重視していることの表れであろ

（図 4）によれば、「国連が良い仕事をしている」との

う。また PKO のフィールドに多くの人材を出すこと

評価が 6 割を超えない範囲で上下している。2001 年

で、現場でも存在感が増している。

に 58％でもっとも評価が高く、その後徐々に下がっ
ている点は興味深い。しかし、「米国は国連から脱退
すべきか」との問いに対しては、常に 10％程度の国

日本は PKO 総括の時

日本については、国連 PKO がアフリカを中心に展

民が「はい」と回答しているのに対し、最新の統計

開している現況では、今後直ちに自衛隊の要員提供

（2005 年）では 85％が「いいえ」と回答している。

を行う可能性は低いと思われる。しかしそうであれ

国連に対する評価を支持政党別にみると、概ね共和

ばこそ、南スーダンの事例も含め、過去 25 年にわた

党員は低く、民主党員は高い。ギャラップの調査で

る日本の PKO 活動の総括をしておくべき時ではない

は「無党派（independent）」の人々が国連をもっと

か。この点に関しては研究者の役割も大きく、日本

も高く評価している（図 5）。米国はこうした世論の

の PKO 政策の議論を活発化させる努力が必要であろ

中で国連 PKO に予算や人材を出すか否かを判断する

う。そうした総括を踏まえてこそ、今後日本がどの

状況となっている。

地域にどのように関わってゆくべきか、具体的に見

出典：GALLUP

http://news.gallup.com/poll/116347/united-nations.aspx
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出典：GALLUP

http://news.gallup.com/poll/189635/job-rating-among-americans-higher-low.aspx

２．南スーダンをめぐって － なぜ各国
はアフリカに関与するのか？

た。ところが、2013 年 12 月に大規模な戦闘が発生し、

複合的危機としての南スーダン

イト（Protection of Civilians Sites）と呼ばれる文民

南スーダンの事例から考えてみたい。南スーダン

として初めての措置であった。この時点から、南スー

の場合、最大の特徴は複合的危機を抱えているとい

ダンにはすでに達成すべき和平がなく、人々が人道

う点である。もともとスーダンでは北部と南部の内

危機に直面しているという事実が懸念材料として持

戦が続いてきたが、2005 年に南北包括的和平合意

ち上がってきた。

それが大きく変化することになった。大量の市民が
保護を求めて PKO の施設に駆け込み、国連が PoC サ
保護区を設定したのだ。これは国連 PKO ミッション

各国がなぜアフリカの国連 PKO に参加するのか、

2016 年 2 月、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）

（CPA）が成立し、一応の終結をみた。その後、2011
年 1 月に南部スーダンで住民投票を実施した結果、

や国境なき医師団などの NGO が活動していたマラカ

98.83％の圧倒的多数が独立を支持し、7 月に南スー

ルという地域で襲撃事件が発生し、さらに 7 月には

ダンが独立した。南スーダンはもっとも若い独立国

首都のジュバで戦闘が起きた。この頃から日本では

であると同時に、国連にとってももっとも新しい加

自衛隊による「駆け付け警護」に関する議論が本格

盟国である。

化し、自衛隊の新たな任務として付与されることに
なった。2017 年になるとコレラが流行し、衛生上の

南スーダンが独立した時点で、それまでスーダン

問題に対する懸念も新たに広がり始めている。

という一つの国に展開していた国連スーダンミッ
ション（UNMIS）という PKO が国連南スーダン共和

UNMISS が公表している数字では、2017 年 11 月

国ミッション（UNMISS）に切り替わった。国連は南

16 日現在、UNMISS の PoC サイトで保護を受けてい

スーダンの独立以前からこの地域に継続的に PKO を

る文民の数は 20 万 9885 名にのぼる。南スーダン

派遣している形である。

だけで相当な人数を保護しているが、国連が PKO を
展開する中でこうした PoC サイトを今後も維持し続

PKO による文民保護

けるのは、現実的には困難とみられている。文民保

当初、独立国の安定と発展を目指す「国づくり」であっ

現地の状況は単純に大統領派と副大統領派の政治的

護は UNMISS の主要マンデートのひとつではあるが、

2011 年に開始した UNMISS の主要マンデートは、

アフリカをめぐる日・米・中の国連 PKO 政策の現状
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対立というレベルを超え、各地で群雄割拠の様相を

ては、①自国の経済活動に必要な資源の獲得、②市

呈している。何を解決すれば南スーダンの和平が持

場の開拓・確保、③大国としての名声などが挙げら

続的に達成できるかというアジェンダが簡単には見

れる。

えてこないのが実情だ。
独立当時と比べ、和平交渉をするための状況はま

実働部隊としての地域機構

すます複雑化している。その中で多くの市民が攻撃

現在、南スーダンはどのような状況になっている

対象となり、さらには市民を保護する国連 PKO も攻

のか。国連安保理は、治安が悪化した南スーダンの

撃対象となって活動が困難な地域もある。このよう

困難な状況に対し、アフリカ諸国が実働部隊として

な状況の中、UNMISS は国連 PKO の中でももっとも

地域保護軍（Regional Protection Force）を編成して

多くの予算と人材を要するミッションとなった。前

現地に展開することを許可した。実は、アフリカ諸

述のように、米国が PKO の効率化を求める中で、今

国は以前から地域機構の AU あるいは準地域機構の

後も長期的に活動を維持するのは容易でない。文民

政府間開発機構（IGAD）として部隊を展開すること

保護は、その必要性は広く認識されているものの、

を国連に提案していた。国連がアフリカで PKO を派

達成が難しいマンデートになっている。

遣する地域、あるいは派遣したいができない地域に
おいては、地域機構や準地域機構が独自にミッショ
ンを展開し、国連がそれをバックアップするという

米国の対アフリカ戦略の変化

南スーダンでは、90 年代から国連世界食糧計画

スキームができている。その一例として、2017 年 8

（WFP）などを中心とする Operation Lifeline Sudan

月から地域保護軍が南スーダンでの活動を開始した。

という人道支援のオペレーションが行われていた。

このようなケースから、アフリカにおける紛争の「現

米 国 も 同 時 代 か ら 国 際 開 発 庁（USAID） の Greater

地化」の傾向が強まっていることが読み取れる。

Horn of Africa Initiative（GHAI）というプログラム
を通じて「アフリカの角」地域に重点的な人道・開
発援助を行っており、継続的にスーダンを支援して

３．国連 PKO の変容と日米中－南スーダ
ンは試金石か？

きた。しかし、1998 年のケニア・タンザニア米国
大使館爆破事件を契機としてテロ対策を本格化させ、
2001 年 9 月の同時多発テロを機にアフリカ諸国と

2000 年代以降の PKO の潮流

の連携が不可欠だと認識した。そうした背景のもと、

国連 PKO が変容する中で、日米中の PKO 政策は

2007 年にブッシュ大統領が設置した「米国アフリカ

今後どのように変わるだろうか。2000 年代以降、国

軍」（AFRICOM）や国連 PKO では、紛争予防を目的

連 PKO の潮流には二つの大きな変化があった。ひと

とした能力開発に焦点を当て、アフリカの平和と安

つはカンボジアや東ティモール、コソボのケースに

定を図ろうとしている。

みられるように、PKO が暫定統治や選挙監視などを
通じて国づくりを担う「複合化」である。もうひと

中国のアフリカ関与強化

つは積極的な PKO ともいわれるが、武力行使の権限

中国は南スーダンの UNMISS にも部隊を派遣して

も付与する「ラバスト化」である。PKO が変化する

いるが、2016 年 7 月のジュバにおける戦闘で自国の

背景として、紛争そのものが複合的危機、特に人道

要員に犠牲者が出た。このときは CCTV などのメディ

危機を抱えるようになっている。

アでも大きな批判の声が上がることはなく、南スー
ダンからの撤退を求める世論も起きなかったといわ

HIPPO 報告

れている。他方、マラカルやジュバでの戦闘の際に

そうした中、2015 年以降、国連が重点を置くポイ

UNMISS 要員として現地にいた中国部隊が、文民を

ントがより明確になってきた。2015 年にはラモス・

保護するよう求めた SRSG の指示に従わなかったとし

ホルタ元東ティモール大統領を座長とする国連平和

て批判された。中国は南スーダンに要員を派遣して

活 動 ハ イ レ ベ ル・ パ ネ ル（High level Independent

いることで、良くも悪くも話題に上ることが多くなっ

Panel on Peace Operations, HIPPO）が報告書を出し

ている。中国がアフリカへの関与を深める動機とし

た。これは現在のグテーレス事務総長による改革に
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も引き継がれている。

る。人・お金を出すためには、国連 PKO を外交・安

報告書のポイントは 3 つある。第一に、国連 PKO

全保障政策全体の中に位置づけなければならない。

の展開が必要な紛争についてもっと和平を達成する

南スーダンから自衛隊が撤収したあと、メディアは

ことに注力し、和平交渉に重点的に資源を投じるべ

この問題にほとんど触れなくなってしまった。その

きだとして「政治の卓越性」を強調している。第二に、

ような状況の中で、日本は本当に国連 PKO に貴重な

パートナーシップを重視し AU、IGAD、EU など地域

資源を出すべきなのか、議論が必要である。そのた

機構・準地域機構との協力の必要性を強調している。

めには南スーダンを含め、25 年にわたる国際平和協

これは特にアフリカの紛争に関して顕著な特徴であ

力活動の検証が不可欠である。

る。

これまで述べてきた国連 PKO 改革の潮流は、日本

例えばソマリアのケースでは、安保理の決議に基

にとっても親和性のある外交政策として取り入れる

づき PKO を展開することが検討されるはずだったが、

ことが可能であろう。

いまだに実現していない。国連 PKO ではできない

さらに、PKO を含め予算や人材を投じて何らかの

武力行使が必要な事態が想定されるためである。そ

活動を続ける際には、その基準や規範を誰が作って

こで、AU の実働部隊として AU ソマリア・ミッショ

いるのかを考える必要がある。米国はここ数年、国

ン（AMISOM） が 展 開 す る こ と に な っ た。 国 連 は

連総会で自ら PKO サミットを主催し、国連 PKO が

AMISOM や IGAD の活動をロジスティクスやノウハ

いかに重要かというアジェンダ・セッティングを積

ウ、能力構築面で支援している。ほぼ国連加盟国の

極的に行っている。例えば、2017 年の PKO サミッ

みで PKO を展開していた時代から、地域レベルのア

トではペンス副大統領が演説し、トランプ大統領の

クターに実際の活動を任せる時代へと変わってきて

いう「アメリカ・ファースト」は決して「アメリカ・

いるのである。

アローン」を意味するのではないと述べた。米国は

第三に、複合的危機に対応するために人道開発分

自国の利益を追求するため、必要であればいつでも

野とのリンケージの必要性が高まっている。これに

多国間協力を行う用意があるということだ。日本も

ついては 90 年代、2000 年代にも指摘されていたが、

このような場で自国にとっての国連 PKO の重要性を

最近国連は sustainable peace（持続可能な平和）と

表明することは可能だろう。

いうキーワードを使っている。平和をより持続性の
あるものにするため、平和維持と人道開発分野の連

日本と中国の PKO 政策の共通性

携を組織間の協働においても PKO の考え方としても、

日中の PKO 政策には共通性があるという指摘があ

より深める必要があると提案されている。

る。日本には憲法 9 条があり、中国には内政不干渉

このような国連 PKO の新しい潮流は、まさに南スー

原則がある。これらを乗り越えてでも要員を派遣す

ダンのケースから浮かび上がってきた問題を、限ら

るには、世論に対してそれなりの説得力がなければ

れた資源のなかでどのように扱えばよいか、加盟国

ならない。その意味で、日中は PKO に要員を提供す

が試行錯誤した結果として生み出されてきた。

るという面ではある程度似た状況にあるのかもしれ
ない。
中国国防部ウェブサイトに、中国が PKO に参加す

おわりに － 日本は Peacekeeper たるべ
きか？

る目的は「漢方的な発想」に基づく平和構築である

オールジャパンと包括的アプローチ

のもとで対象国の政策や指導者を変更したりするの

お い て Peacekeeper に な れ る の か、 あ る い は

然治癒力」を支えるのが中国の役割だとしている。

Peacekeeper たるべきなのか。明確な答えはないが、

このような考え方は、実は日本の「人間の安全保障」

いくつかの点を指摘しておきたい。

の発想ともよく似ている。

という興味深い表現があった。つまり、西欧諸国が
人道的介入をしたり、グローバル・ガバナンスの名
とは違うという意味だ。あくまでもその国が持つ「自

で は、 果 た し て 日 本 は こ の よ う な 国 連 PKO に

まず、研究分野でも実務分野でも、オールジャパ

一方で、中国は 2017 年の国連 PKO サミット で

ン体制や包括的アプローチの必要性が指摘されてい

AU の軍事的キャパシティ・ビルディングに 1 億ドル
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拠出することも表明している。王毅外相の演説は簡

また、現在のアフリカの紛争の多くは国家間の紛

潔だったが、PKO を支えるには AU 支援が必要であり、

争というより、いわば “No peace to keep”（維持す

そこに中国は資金を提供すると述べて明確な路線を

べき平和がない）の状態だ。PKO が展開するために

打ち出した。

必要な和平合意すら達成されていない状態で活動を
開始しなければならない場合もある。現地では紛争

ジブチの「軍事拠点銀座」

によって一般市民が攻撃の対象になるなど、非常に

の関与については現在ジブチが「軍事拠点銀座」と

が複合的な人道危機を抱えているのである。

なお、国連 PKO から話題は逸れるが、アフリカへ

化している。日本も自衛隊が拠点を持っているが、

深刻な状態もある。国連 PKO を展開する場所や状況
前述したとおり、国連はアフリカの紛争に PKO を

すぐ近くには米軍、フランス軍、イタリア軍も駐留

展開する場合、これまで以上に平和維持と開発・人

している。中国はそこから少し離れた場所に独自の

道支援などのリンクを深める方針を打ち出している。

拠点を築いており、中国の支援による港湾もあわせ

日本はグテーレス国連事務総長が進める PKO 改革の

て整備されている。ジブチは地理的に重要な位置に

方向性に親和性を持った政策をとることができるの

あり、対岸のイエメン情勢が不安定化し非常に危機

ではないか。

的な状況である。アデン湾では海賊対処も行われて
いる。アフリカをめぐって同じ空間に日米中が存在

【本稿は、2017 年 11 月 24 日に開催した政策研究会

しているわけだが、中国は初の海外軍事拠点をジブ

における発題を整理してまとめたものである。また、

チに置いた理由として、アフリカの国連 PKO 支援に

発題は、科学研究費補助金 基盤研究 (C)「国際平和活

必要だからだと説明している。

動におけるアクター間協力生成の因果メカニズムに
関する学際研究」
（16KT0159）の成果の一部である。】

日本の PKO 政策の方向性

日本には自衛隊の施設部隊による多くの活動経験

があり、その点では他国に対して優位性がある。よ
り広い視野でみれば、日本としては平和維持あるい
は安全保障に関する活動と開発・人道分野の活動の
リンクをより深めていくことが現実的であろう。こ
れは日本が独自に進めるというより、国連の PKO 政
策自体がそのような潮流になっているためでもある。
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