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定義（１）

人間の安全保障委員会

� 人間の生にとってかけが

えのない中枢部分を守り、

すべての人の自由と可能

性を実現すること、人が

生きていく上でなくては
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ならない基本的自由を擁

護し、広範かつ深刻な脅

威や状況から人間を守る

こと。

（人間の安全保障委員会

「安全保障の今日的課題」

p.11）

カンボジア 田瀬和夫



定義（２）

国家の安全保障との補完性、脅威の相互関係からみた定義

� 人々を直接に脅かす問題を克服する

ためには、国家が国境と国民を守る

という伝統的な「国家の安全保障」

の考え方のみでは対応が難しい。も

ちろん「国家の安全保障」の重要性
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はいささかなりとも減ずるものでは

ないが、それに加え、人間の視点か

ら多様な問題の相互関係をとらえ、

これらに包括的に対処する必要があ

る。これが、「人間の安全保障』で

ある。

（外務省「人間の安全保障」

パンフレット） 東チモール 藤原紀香



定義（３）

「必要とする側」を土台にすべてを考える「方法論」

人間の安全保障

≒ デマンド・サイド・セキュリティ

≒ 徹底的な現場主義
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≒ 徹底的な現場主義

� 危険にさらされている人々が安全・安心を感じられるために

は何が必要かをまず考える。当事者の視点から脅威を見る。

� 現場の人々のニーズと要求を土台として、既存の組織や専門

性の仕分けに囚われず、必要な支援の方法や形式を考える。

� 人々には自らの安全を守る能力が潜在的に備わっていること

を前提に考え、人々の自助努力を助ける。

� 究極的には、「支援する側のあり方」を現場の要求という視

点を土台として定義しなおす。人間を制度に合わせること人間を制度に合わせること人間を制度に合わせること人間を制度に合わせること

はできない。制度を人間に合わせることが必要。はできない。制度を人間に合わせることが必要。はできない。制度を人間に合わせることが必要。はできない。制度を人間に合わせることが必要。

コロンビア 田瀬和夫



人間の安全保障の特質（１）

国際社会の「供給側の論理」の逆転的発想

� 供給側の論理に基づく国際社会の活動で

は、冷戦終了後にグローバル化する世界

の問題に対応できない。

� 特に脅威が相互連関する場合、供給側の

論理は有効に機能できない。
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論理は有効に機能できない。

例 ポスト・コンフリクト・ギャップ

国内避難民問題（IDPs）

人身取引（国際組織犯罪・性的搾取・麻薬・

HIV/AIDS・貧困など多くの問題が複雑に絡ん

でいる）

� 人間の安全保障はこうした論理を逆転さ

せようとする。

アフガニスタン UN Photo



人間の安全保障の特質（２）

secureという心理的側面の考慮

� 人間の安全保障は単なるBasic Human Needs (BNH)やsafety（身体的安

全）を確保しようとする方法論ではない。

� 人々が「secure」であるという場合、それは単なる物理的安全だけで

はなく、過去のトラウマや現在の恐怖、将来に対する大きな不安から

解放され、「安心・安寧」を得た状態を意味する。
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解放され、「安心・安寧」を得た状態を意味する。

� 人々が将来に対する希望と自らに対する自信を持っているかどうかは

その社会の発展に大きな影響を与える。 Empowerment（能力強化）の

意味はここにある。

� 人間の安全保障はこうした心理的充足までを人間の要求（デマンド）

としてとらえ、そこを土台として支援を組み上げていこうとする点で、

従来の平和活動・人道支援・開発支援に付加価値を与えるものである。



人間の安全保障の特質（３）

調整（coordination）ではなく統合（integration）

統合とは

� 現場の需要とニーズを土

調整とは

� 供給側にそれぞれのア
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台として、必要な専門

性・人材・財源などを持

ち寄ること。基本的にボ

トム・アップのロジック

ジェンダや政策や財源が

あり、これらがヒッチを

起こさないようにつじつ

まを合わせること。基本

的にトップ・ダウンのロ

ジック



人間の安全保障の特質（４）

人権との違いと補完性

人権

� 人として生まれたことで備

わる「属性」とも言えるほ

どに成熟した規範。

人間の安全保障

� 既存の論理では安全が確保

できなくなったことから生

み出された、国際社会の道

義的責任を実現する実際的
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� 「権利」の裏返しとして、

常に国家の「義務」を伴う。

人権概念は国家制度にこの

義務の履行を求める。

義的責任を実現する実際的

な「方法論」。

� 国家が存在しなかったり極

めて脆弱でその義務を果た

せない場合でも、人間その

ものが持つ能力と可能性を

引き出すことにより安全を

実現しようとする。



人間の安全保障を巡る国際的議論（１）

1990年代の出来事

� 1991年：湾岸戦争、緒方貞子氏UNHCRに就任

� 1992年：リオ環境サミット、国連ソマリア活動、国連カンボジ

ア暫定機構
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� 1994年：ルワンダ大虐殺、UNDPの人間開発報告書

� 1995年：社会開発サミット、北京女性会議

� 1997年：アジア通貨危機

� 1999年：コソボ危機、Human Security Network設立、国連人間

の安全保障基金設



人間の安全保障を巡る国際的議論（２）

「恐怖からの自由」と「欠乏からの自由」

カナダ＝恐怖からの自由

� ソマリア、カンボジア、ルワン

ダなどの経験から、人道的危機

に際し安保理が機能しない場合

には国連憲章を越えて国際社会

日本＝欠乏からの自由

� アジア通貨危機の経験から、

Social Safety Networkの必要

性を主張。人間の安全保障とは
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には国連憲章を越えて国際社会

が武力行使すべきと主張：人道

的介入を中心に据える

� 1999年にHuman Security 

Networkを設立

� 1999年に「介入と国家主権関す

る国際委員会」設立。「保護す

る責任」の概念としての精緻化

を目指す

性を主張。人間の安全保障とは

人間の生存・生活・尊厳を守る

ことと定義

� 1999年に「国連人間の安全保障

基金」を設立

� 2000年に「人間の安全保障委員

会」設立を提案



人間の安全保障を巡る国際的議論（３）

2000年代に入ってからの進展

カナダ：欠乏からの自由へ拡大

� 2002年のHSN閣僚会合において

「欠乏からの自由」も人間の安

全保障の構成要素であることに

日本：双方の自由をつなぐ概念

� 2003年の人間の安全保障委員会

報告を受け、恐怖からの自由と

欠乏からの自由の双方を関連づ
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全保障の構成要素であることに

合意

� 2003年の「脅威、挑戦及び変革

に関するハイレベル・パネル」

において「保護する責任」が国

連憲章の枠内の概念であること

を確認

� 人間の安全保障基金とのco-

fundingの試み

欠乏からの自由の双方を関連づ

ける政策概念として人間の安全

保障を理解・支持

� 2003年のハイレベル・パネルの

結論を支持

� 2005年、2006年HSNで「保護す

る責任」概念を支持

� カナダの人間の安全保障プログ

ラムとのco-fundingの試み



人間の安全保障を巡る国際的議論（４）

「保護する責任」を巡っての攻防

� 「人道的介入」は安保理が機能しない場合に国連憲章を越えて

武力行使が必要であるとの主張。「介入と国家主権に関する国

際委員会」は武力行使が認められる場合の条件の精緻化
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� 「脅威、挑戦及び変革に関するハイレベル・パネル」において

「保護する責任」は国連憲章の枠内の概念であることを確認

� 安保理がこれまで「国際の平和と安全への脅威」と認定できな

かった事態について、認定できるようにすべきとした

� 「保護する責任」と同時に「予防する責任」を明確化



人間の安全保障を巡る国際的議論（５）

2005年特別総会での合意

2005 World Summit Outcome

Human security 
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143. We stress the right of people to live in freedom and dignity, free 

from poverty and despair. We recognize that all individuals, in 

particular vulnerable people, are entitled to freedom from fear and 

freedom from want, with an equal opportunity to enjoy all their rights 

and fully develop their human potential. To this end, we commit 

ourselves to discussing and defining the notion of human security in 

the General Assembly.



人間の安全保障を巡る国際的議論（６）

これからの展望

� 国連における議論の深化：Human Security Network、Friends 

of Human Security、Advisory Board on Human Security

� 国連における他の概念の橋渡しと国連改革への貢献：安全保障
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と開発と人権（In Larger Freedom、人権理事会）、平和構築と

平和構築委員会、Deliver as One

� ブレトンウッズ機関、地域機関とのパートナーシップ（世銀、

AU, EU, アラブ連盟など）、市民社会とのグローバル・パート

ナーシップ



「人間の安全保障基金」設立の経緯

� 1998年12月、小渕総理大臣のベトナム・ハノイでの政策演説

を受け、1999年3月に日本政府の約5億円の拠出で国連事務局

に設立された信託基金。
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� その後日本は同基金に対し、現在まで累計で約315億円（約2

億7970万米ドル）を拠出。

� 2006年CERFが設立されるまでは、国連に設置された信託基金

の中で最大規模。

� 2006年10月末現在、160件以上のプロジェクトを世界約70カ国

で実施。(資料１)



「人間の安全保障基金」ガイドラインと審査手続

� 「人間の安全保障基金」ガイド

ライン：
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人間の安全保障の考え方がより

効果的に事業に反映されるよう

、優先的に支援する分野や事業

形態について指針を定め、また

事業の申請手続きについても規

定。タンザニア Julie Pudlowski



事業審査プロセス

� 事業への拠出基準人間の安全保障の理念のもと以下

の6つの要素－パラメタ－を満たす事業：

（１）人々や地域社会に対し具体的且つ持続的性のあ

る利益をもたらこと。

（２）「保護とエンパワーメント」の枠組みを実践す
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（２）「保護とエンパワーメント」の枠組みを実践す

るものであること。

（３）NGOや地域団体との連携を促進し、それらが主体

の事業の実施を奨励していること。

（４）事業の立案・実施に複数の国連機関が参画し、

各機関の取り組みの統合おが促進されること。

（５）相互関連性のある課題に幅広く取り組むもので

あること。

（６）人間の安全保障に関する問題の中で、取り組み

が十分といえない分野に焦点を当てて、既存のプロ

グラムや活動との重複を避けること。 コロンビア Mark Garten UN Photo



初期審査のポイント

� 脅威の相互関連性→包括的な取り組

みの必要性

� 人々の視点から立つ支援の統合化
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（１）分野横断性 (Multi-sectoral)

（２）機関横断性 (Inter-agency)

カンボジア 田瀬和夫



予算

予算目安としては、一年間100万ドルとする。

しかしながら一件あたりの支援総額に明示的な

上限･下限は存在せず、必要な予算は各事業の

性格と実施可能性に基づいて積算されるべきと

する。
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する。

� 可能な限り事業が実施される国･地域の資源を有

効活用する。

� 高価な国外の専門家・コンサルタントを使うこ

とを極力避ける。

� 予算の大半が人件費、会議費、スタッフの出張

費などに使われ、現地の人々に最大限「直接に

」裨益しない事業は支援対象としない。

� 大規模な建設事業（予算額の30％以上）は支援

対象としない。 タンザニア Julie Pudlowski



プロジェクト例（１）：「タンザニア北西部における

持続的な人間開発を通じた人間安全保障の強化」

� プロジェクト実施機関プロジェクト実施機関プロジェクト実施機関プロジェクト実施機関：UNDP、UNICEF 、WFP、FAO、

UNIDO

� 支援総額支援総額支援総額支援総額：US$ 3,683,394 （2年間）

� 5555つの個別目標つの個別目標つの個別目標つの個別目標：

1.住民の脆弱性の評価、調査および人間の安全保障上の
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脅威への対応面での地方政府の能力強化（UNDP）

2.違法な小型武器の流通による暴力の減少（UNDP）

3.収穫後の生産作物の損失を減少させることによる貧し

い小作農民の食糧不足の改善（WFP、FAO、UNIDO）

4.教育システムから阻害されている若者に対する補習に

よる基礎教育およびHIV／エイズ啓発教育の提供 （

UNICEF）

5.環境資産の保護、水供給および衛生状態の改善を通じ

た女性や児童の健康に対する脅威の減少（UNICEF、UNDP

）タンザニア Julie Pudlowski



プロジェクト例（２）：「レバノン南部における地雷により影響

を受けたコミュニティの社会的・経済的エンパワメント：地雷と

不発弾の脅威除去及び社会復興の促進」

� プロジェクト実施機関プロジェクト実施機関プロジェクト実施機関プロジェクト実施機関：UNMAS/UNOPS, UNDP

� 支援総額支援総額支援総額支援総額：US$ 1,992,100（2年間）

� 主な活動内容主な活動内容主な活動内容主な活動内容：

1.地雷と不発弾の除去を行うために地元の地雷除去要員を雇用、訓練

の上、対象地域に派遣する。こうした活動を通じて、人々の能力強化
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の上、対象地域に派遣する。こうした活動を通じて、人々の能力強化

を図るとともに、除去活動に対するコミュニティのオーナーシップの

養成を図る。

2.ワークショップへの参加を通じて地域の利害関係者間の対話を構築

する。こうした活動を通じて、活動の優先順位付けや地雷除去後に実

施する活動について地域内のコンセンサスを形成し、もって事業効果

の最大化を図る。

3.コミュニティ主導で実施する様々なワークショップや訓練活動によ

り、対象地域の生活改善が図れるように支援する。こうした活動によ

り、地雷除去後のコミュニティの安定した基盤を構築する。



人間の安全保障基金の今後の課題と展望

（１）基金の方向性（ドナーベースの拡大、マルチ･バイの連携）

（２）事業の審査方法と期間の短縮
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（３）事業評価と「伝える」ことの重要性

展望： 人間の安全保障基金－

「人と人、国連機関をつなげるカタリスト」


