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はじめに 
近年国連PKOにおいて文民保護（Protection of Civilians＝POC）が重要であるとの認識が高ま
っている。国連PKOは、近年より多元的（multi-dimensional）になり、政治的プロセス、法の
支配、人権、DDR、治安部門改革（SSR）の整備など幅広い分野が含まれてきたが、PKOが展
開する地域の住民を「保護」するというPKOにとっての一番のコアの課題がより直接的に問われ
ている。最近採択された指針の意義などを含め、現時点での国連における文民保護（Protection 
of Civilians: PoC）の進展と今後の課題を整理したい。 !
      　　　　　 
文民保護（Protection of Civilians）における背景 
文民保護（POC）が国連PKOの中心的な「課題」として認識されるようになった背景には、冷
戦の終結後に国内紛争の増加にともない、文民の被害者が急激に増えたことがある。1999年の
安保理決議（S/RES/1265）は、紛争における最大の被害者が文民であること、特に女性や子
どもに対する被害への懸念を示し、物理的な保護と同時に紛争の原因の解決に向けた包括的な取
り組みが必要であるとされた。 !
2000年には、安保理決議（S/RES/1325）において、初めて紛争予防、紛争解決、平和構築に
おける女性の役割の重要性が強調され、文民保護の流れをさらに進めることなった。このような
流れの中で、1999年に発足した国連シエラレオネ派遣団（UNASMIL）のマンデートに住民の
保護（Protection of Civilians: POC）がはじめて含まれることになり、現在は以下の8つの国
連PKOで文民保護がマンデートに付与されている。 !

✓ UNMISS　（南スーダン） 
✓ UNAMID　（ダルフール） 
✓ UNIFIL　（レバノン） 
✓ UNOCI　（コートディボアール） 
✓ UNMIL　（リベリア） 
✓ MINUSTAH　（ハイチ） 
✓ MONUSCO　（コンゴ民主共和国） 
✓ UNISFA　（スーダン・アビエ） !!

文民保護という概念は元々国際法（人権、国際人道法）にルーツを持つ用語であるが、国連PKO
の文脈では長い間その解釈と現場での運用に大きな幅があった。2009年に安全保障理事会とＣ
34が事務局に文民保護に関するガイダンスの作成を要請し、PKO局と国連本部人道支援室
（OCHA）がリサーチを行うなど、この数年で急に概念の整理が進んだ。中心文章は以下の通り
である。 !
・ DPKO/DFS Draft Operational Concept on the Protection of Civilians in Peace 
Operations (2010); 
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・ Draft Framework for Drafting Mission-wide Protection of Civilians Strategies in 
UN Peacekeeping Operations (2010);  

・ Lessons Learnt Learnt Note on the Protection o Civilians (2010);  
・ DPKO Draft Matrix of Resources and Capability Requirements for 
Implementation of Protection of Civilians Mandates in UN Peacekeeping 
Operations(2011); 

・ Standardized training modules. !!
包括的な概念としての文民保護 
PoCは三つの大きな柱から構成される。 !
a. 政治的プロセスによる保護 

✓ 政治的プロセスの支援 
✓ 紛争解決と和解の促進 !

b. 物理的危害からの保護 
✓ 予防的部隊派遣やパトロールによる抑止力の確立 
✓ 難民キャンプなどのの予防的保護 
✓ 文民保護のための武力行使 !

c. 文民保護を促進する環境の整備 
✓ 人道支援を促進する環境づくり 
✓ 人権の保障 
✓ 難民や国内避難民の減少 
✓ 警察と軍組織の法の支配に基づいた改革 
✓ 武装解除（DDR） 
✓ 地雷の撤去 !

文民保護は武力の行使を超えた包括的な概念であり、三つの柱は相関関係にあり、かつ、段階的
にではなく同時に（simultaneously）に行われるとされ、予防（prevention）、先制措置
（pre-emption）、行使（response）、整理統合（consolidation）の4つの異なるフェーズを
同時に含むものである。 !
「文民保護」の特徴 
文民保護の概念の中心的な考え方は、以下の点に要約される。 

✓ 文民保護の第一義的責任はホスト国に属する。 
✓ 文民保護は全体的な政治プロセスの中に位置づけられる。 
✓ 文民保護は、包括的なアプローチを要する。 
✓ 住民の視点での文民保護の失敗は、PKOミッションの信頼や正当性に大きく影響す
る。 

✓ 文民保護は抑止力の手段でもある。 
✓ 予防や先制措置が重要な要素である。 !

文民保護が機能するのに必要な要素 
文民保護が機能するのに必要な要素としては、以下の点が指摘されるだろう。 

✓ 明確で達成可能なマンデート 
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✓ ミッションのリソースと能力の分析 
✓ ミッションの能力強化と効果的な体制 
✓ パートナー団体があること 
✓ コミュニケーション戦略（住民の期待への対応） 
✓ 部隊派遣国と警察派遣国の同意 
✓ 安全保障理事会の長期的なコミットメントがあること 
✓ 強力なリーダーシップがあること !

文民保護のためのマンデートの解釈 
安全保障理事会による文民保護のマンデートは、次のように規定されている。 !
The United Nations PKO Mission (specific name) is authorized to take the necessary 
action, in the areas of deployment of its forces and as it deems within its 
capabilities, , (…) and without prejudice to the responsibility of the Government 
of XXXXX, to protect civilians under imminent threat of physical violence. 
・ within capabilitiesは、対象国における全ての文民保護活動を行えるものでないことを認識
した上で、国連ＰＫＯミッションが直接的な武力の行使にとどまらず、脅威（threat）と文
民の脆弱性（vulnerability）のレベルの分析、予防、先制措置などをとれると捉えられる。 

・ without prejudice to the responsibility of the Governmentは、ホスト国の保護の責任が
機能していない場合のPKOミッションの判断による文民保護の活動を限定しない。 

・ imminent threatは、相手が暴力行為を行う意図を持つことも含まれる。 

!
脅威（threat）と文民の脆弱性（vulnerability）の評価 
・ 脅威は、能力×意図×機会　とされ、脅威レベルの分析には、文民を攻撃する理由と動機、グ
ループ全体の目的、歴史的背景、能力、リソース、前例、報復攻撃の可能性などが含まれ
る。 

・ 文民の脆弱性（vulnerability）は、個人的またはコミュニティの要因×環境的要因・保護へ
のアクセスとされ、個人的またはコミュニティの要因には、歳、性別、民族、宗教、政治的
属性、社会的地位などが含まれる。環境的要因・保護へのアクセスには、難民や国内避難民
であるかどうか、地理的位置、都市化の影響、現地政府による保護の可否などが含まれる。 

・ 全体的な文民保護のリスクレベルは、脅威×文民の脆弱性と捉えられる。 

!!
Presence, Posture and Profile(PPP) 
マンデートにより、国連スタッフや施設の保護、文民を脅威から保護する目的での武器使用は認
められているが、文民保護においては、日常的なPresence、PostureとProfileによる抑止力の
強化が重要になる。 !
・ Presence＝舞台の予防的展開やパトロールの強化などにより部隊の存在を示すこと 
・ Posture＝部隊のボディランゲージを通じて国連ミッションのコミットメントと確固たる意
図を示すこと 

・ Profile＝地域住民との関係や日常的な態度や行動を通じて影響を及ぼすこと !!
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紛争下の性的暴行と文民の保護       　　　
また、文民保護の中でも近年その重要性が高まっているのが性的暴行からの保護である。 
「紛争下では、軍人であるよりも女性であることのほうがより危険になっている」（元UNMEE, 
MONUC東部地域司令官Major General Patrick Cammaert）と言われるように、紛争下の状
況の中で、女性への性的暴行の被害が特にコンゴ民主共和国で近年増加している。その背景に
は、社会の基盤を崩壊させ、攻撃するために、意図的に女性への暴力が戦争の手段として利用さ
れることや、武装勢力の間で性的暴行を「名誉」とする慣行があることが指摘されている。 !
安全保障理事会は、コンゴ民主共和国のマンデートに関するSCR1925(2010)において、
MONUSCOにおいて文民保護をミッションの優先事項とし、性的暴行からの文民の保護をマン
デーﾄとして明確に示した。 !
Emphasizing that the protection of civilians must be given priority, the Council 
authorizes MONUSCO to use all necessary means to carry out its protection mandate, 
including the effective protection of civilians…under imminent threat of physical 
violence … The Mission would also support Government efforts to fight impunity and 
ensure protection of civilians from violations…including all forms of sexual and 
gender-based violence. !
安保理決議SCR1820（2008とSCR1888(2009) 
安全保障理事会は、2008年の安保理決議SCR1820（2008）と、2009年の安保理決議
SCR1888(2009)において、平和と性的暴力の関連性を確認し、国連PKOのより積極的な対応を
求めている。決議の要点は以下の通りである。 
・ 紛争下の性的暴行を戦争犯罪と規定すること 
・ 関係者に対して軍人の訓練、スクリーニングを徹底すること 
・ 必要であれば制裁措置を取ること 
・ 難民や国内避難民の安全確保に最善を尽くすこと 
・ 女性の和平プロセスへの参加を促進すること !

性的暴行からの文民保護の対策 
・ 部隊によるPresence、Posture、Profile（PPP）の徹底（長期パトロールを含む） 
・ 定期的な脅威分析 
・ 武装勢力付近へのポジショニング 
・ 素早く対応できる部隊の確保（夜に起こるケースが多いため） 
・ 文民保護へのコミットメント 
・ 女性の警察官や女性の隊員によるプレゼンスと対応 
・ 地域住民との協力による信頼と関係づくり 
・ 派遣前訓練における「予防」のトレーニング !
今後の課題 
● 文民保護は国連の最優先事項であるという政治的意思による現場指揮間へのサポート 
● 各ミッションにおける文民と軍人双方のおける理解とリーダーシップの形成 
● 文民と軍人要員の日常業務に「予防」という視点を取り入れること 
● 新たな「脅威」にはどう対応するか？（南スーダンにおける部族間闘争など） 
→どこまで誰を誰から保護するのかに関する各ミッションレベルでの検証 
予防のための分析能力やコミュニケーション能力の強化 
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!
!!
まとめ          　　　
近年国連PKOはより多元的（multi-dimensional）になり、政治的プロセス、和解や正義の促
進、法の支配、人権、DDR、治安部門改革（SSR）、人道支援と幅広い分野が含まれてきた
が、PKOが展開する地域の住民を「保護」するというPKOにとっての一番のコアの課題がより直
接的に問われる段階になっている。 !
文民保護がマンデートの主要な一部であると明確に示され、文民保護に関して正式な指針が策定
された意義は大きく、これは国連PKOに包括的に予防に関わる新たな機会を提示している。 国
連PKOは、安保理からマンデートを付託される構造上、ニーズ主導型のカウントリーチームと違
い、その活動はトップダウン型のマンデート主導型になりやすかったが、文民保護がマンデート
に明確に含まれたことで、国連PKOは文民保護のためにより積極的に、かつ、より包括的に地域
住民の保護（予防）のニーズに応えることができるという機会である。 !
地域住民の視点では「安全」や「保護」は何を意味するのか？どうしたらより効果的に「予防」
ができるのか？住民の視点からは、ミッションの文民保護における活動はどのように見えるの
か？ー地域住民とより緊密に関係を築きながら、住民の視点により敏感になることが求められて
いる。住民保護の課題は、国連PKOや国際社会のリーダーシップとコミットメントを引き続き問
うことになろう。 !!
大仲千華 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
参考資料 
Protection of Civilians - Overview 
DPKO/DFS Draft Operational Concept on the Protection of Civilians in Peace 
Operations (2010) 
Draft Framework for Drafting Mission-wide Protection of Civilians Strategies in UN 
Peacekeeping Operations (2010) 
安保理決議SCR1820（2008） 
安保理決議SCR1888(2009) 
Rules of Engagement 
Senior Mission Leaders Course Senario: DRC Case Studies Participants’ Handout !
大仲千華 略歴： 
Center for Civil-Military Relations (CCMR) Global Peace Operations Initiative (GPOI)  
トレーナー、UNDP 南スーダン事務所 DDR Reintegration Coordinator (2009-2011年)、
UNMIS 国連スーダンミッション　 DDR Officer (2007年-2008年)、国連ニューヨーク本部
PKO局 Programme Officer (2004年－2006年)、ユネスコ中央アジア事務所 Assistant 
Programme Officer (2003年)、UNTAET 東ティモール国連暫定統治機構 District Electoral 
Officer/Civil Registration Officer（2001年-2002年）	
!!
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