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2015.9.19 安保法案　成立

↓

2015.9.24 （朝日）
「駆けつけ警護、来春にも　南スーダンＰＫＯに安保法適用」

　政府は、安全保障関連法の成立を受け、アフリカ・南スーダンの国連平和
維持活動（ＰＫＯ）に派遣している陸上自衛隊の武器使用基準を緩和し、来
年５月の部隊交代に合わせて任務に「駆けつけ警護」を追加する方針を固
めた。・・・早ければ２月にも新たな任務を盛り込んだ実施計画を閣議決定す
る。自衛隊の活動に安保法を適用する初の事例となりそうだ。

　・・・「駆けつけ警護」の任務追加は、半年ごとの派遣部隊の交代に合わせ
て行う。当初は１１月の交代に合わせる予定だったが、安保法が来年３月ま
でに施行される方向となり、来年５月にも派遣される部隊から適用する。武
器使用の手順などを定める「部隊行動基準」（ＲＯＥ）の見直しや訓練の時間
も考慮した。

　改正法では、駆けつけ警護のほか、自衛隊が武器を持って検問や巡回な
どの治安維持活動に当たることも可能になった。ただ、その場合は普通科
（歩兵）部隊の派遣や任務に応じた訓練も必要になる。このため政府は、国
連からの要請などを踏まえて、慎重に見極める方針だ。



  

2015.12.7 （朝日）
「ＰＫＯでの『駆けつけ警護』先送り　政府、参院選後に」

　政府は、国連平和維持活動（ＰＫＯ）に派遣する自衛隊への「駆けつけ警
護」任務追加を、来夏の参院選以降に先送りする方針を固めた。複数の政府
関係者が明らかにした。・・・安保法に基づく新たな任務を派遣部隊に与える
には、実施計画の閣議決定が必要だ。しかし、「安全保障問題に注目が集ま
り、参院選に影響を及ぼす」（政府関係者）として、閣議決定を参院選後に先
送りすることとした。

　駆けつけ警護を可能にするにあたり、武器使用基準が緩和される。このた
め、防衛省は、部隊の対処行動を定める「部隊行動基準」や、武器使用の方
法を示す「武器使用規範」の見直し作業を進めている。中谷元・防衛相は「現
場の部隊が判断に迷うことなく任務を完遂できるよう万全の態勢を周到に作
り上げている最中だ」として、基準作りの最中にあるとの考えを示している。こ
のため、新たな基準に基づいた訓練はまだ実施していないという。防衛省幹
部は「訓練に時間がかかる。参院選前に終えるのは難しい」と語った。



  

「国連平和活動に関する
ハイレベル・パネル」報告書
2015.6 （ラモス・ホルタ議長）

● 2000年「ブラヒミ報告」以来の包括見直し

● 市民保護に全力を尽くす
● 政治的解決の優越性（平和は、軍事的や技術的関
与だけで達成されるものではない）

● 対テロ軍事作戦を行うべきではない（1990年代の
ソマリアのような武装勢力掃討目的の執行活動に
は「細心の注意」）

● ＰＫＯ要員による性的暴力の防止（2008～2013、
性的搾取や虐待 480件）



  

ブラヒミ報告
（国連平和活動検討パネル報告、2000)

① 安定的な停戦合意等のないまま不安定な状況に
介入する複雑な平和活動について、過去10年にわた
り、国連は、失敗を繰り返してきた。

② 複雑な平和活動において、軍事力は平和が構築さ
れる空間を創り出す不可欠な要素ではあるが、終局
的な紛争解決のためには、平和維持と平和構築とが
密接な連携を保って展開される必要がある

（１）平和執行　憲章７章、安保理→多国籍軍

（２）国連の平和活動

　●部隊展開の迅速化、支援能力の強化

　●紛争予防、平和構築、平和維持



  



  

南スーダンＰＫＯ

１９８３～　スーダン政府とスーダン人民解放運動・軍
　　　　　　　（ＳＰＬＭ／Ａ）との間での武力紛争
２００５．１　南北包括和平合意（ＣＰＡ）
２００５．３　安保理決議1590
　　　　　　　 →ＵＮＭＩＳ（ＣＰＡ履行支援）
２０１１．７　（住民投票→）南スーダン独立
　　　　　　　安保理決議1996→ＵＮＭＩＳＳ
２０１１．１１　日本、南スーダンへの自衛隊派遣決定
２０１３．１２～　南スーダン政府と反政府勢力の衝突
２０１４．５　安保理決議2155→文民保護に力点



  



  

自衛隊等の活動
（内閣府国際平和協力本部事務局 2015.8.7現在）

ＵＮＭＩＳＳ
本部ジュバ
軍事要員11,340名、文民要員1,005名　（2015.5.31現在）

日本の「南スーダン国際平和協力業務」
（１）司令部業務
（２）施設部隊業務
（３）航空自衛隊による補給
（４）連絡調整業務

物資協力
２０１３．１２　韓国政府向け弾薬
２０１４．３　国連にテント・ビニールシート



  

２０１５年９月９日　参議院　安保法制特別委員会　（１）

○井上哲士（共産）　・・・南スーダンの派遣に当たって、停戦合意の成立を含
むこの参加五原則はどのように満たされていたんでしょうか。

○中谷元防衛大臣　・・・ＵＮＭＩＳＳは、・・・南スーダン共和国が独立をしたと
いうことに伴いまして新たに設立された活動でありまして、武力紛争が発生し
ていないという前提の下での活動でございます。すなわち、このＵＮＭＩＳＳは、
現行のＰＫＯ法の３－１に規定する武力紛争が発生していない場合における
国際連合の統括下に行われる活動に該当するという状況を踏まえて、これで
南スーダン政府からの同意を得て参加をしたということでございます。

○井上哲士　３条の１項と言われました。
　当時、野党であった公明党の議員がこういう質問をしているんですね。紛争
が発生していない、だから紛争当事者はいない、よって停戦合意もない、これ
は五原則型のＰＫＯでは想定されていない事態であり、我が国がＰＫＯ部隊を
派遣する事態ではない、憲法との整合性を担保する五原則を無視していいの
かと政府をただしております。・・・そのときよりも極めて今、事態が悪化をして
おります。派遣２年後の２０１３年１２月以降に大統領派と副大統領派の抗争
を機に情勢は悪化しておりますが、この認識はいかがでしょうか、外務大臣。

○岸田文雄外務大臣　・・・２０１３年１２月１５日にジュバにおきまして大統領
警護隊の衝突が起こり、そこから紛争に発展いたしました。その後、予断の許
さない状況が続いてきましたが、・・・８月・・・いわゆるＩＧＡＤ（政府間開発機
構）の調停によりまして合意文書の署名が行われました。・・・こうした取組を通
じまして国家建設が進んでいくこと、これを期待したいと考えております。



  

２０１５年９月９日　参議院　安保法制特別委員会　（２）

○井上哲士　これまでも複数回、停戦合意をしておりますが、そのたびに戦闘
が再開をされ、今回も合意後の２８日にも戦闘があったという報道がされてお
ります。４月に国連事務総長が報告をしておりますけれども、・・・政府と反政
府勢力は戦略的要衝で活発な戦闘を続けていると述べた上で、人道状況は
引き続き悲惨である、２００万人以上の人々が長期化する危険な状態が原因
で彼らの家から追い出されており、その数は増えていると述べております。事
実上、内戦状態とも言っていい状況だと思います・・・

○中谷元防衛大臣　・・・反政府勢力は系統立った組織性を有しているとは言
えないということ、反政府勢力による支配が確立されるに至った領域がないと
いうこと、そして、南スーダン政府と反政府の勢力の双方とも、・・・国際社会か
らの敵対行為の停止を求める動き、働きかけに応じて協議を行い、敵対行為
の停止について双方が合意に達するなど、以前から事案の平和的解決を求
める意思を有していると考えられていることなどを総合的に勘案いたしますと、
ＵＮＭＩＳＳの活動地域において武力紛争が発生したと考えておらず、派遣の
前提となる５原則、これは維持されていると考えております。

○井上哲士君　私は、認識が甘いと思いますね。８月２５日に国連安保理の
専門家パネルから報告が出されておりますが、それによると、政府軍が、反政
府軍に対する支援を根絶やしにする目的で村を焼き尽くし、深刻な残虐行為
を行って・・・おりまして、政府軍兵士によって子供が殺害されたり、一部は少
年兵として徴用され、女性はレイプされた後、家屋に閉じ込められ、焼き殺さ
れたケースもあったと、こういうふうにされております。・・・これでも治安上の問
題であって武力紛争でないと、こうおっしゃるんでしょうか。



  

２０１５年９月９日　参議院　安保法制特別委員会　（３）

○井上哲士　８月２１日の国連事務総長報告では、政府の治安部隊によるＵＮ
ＭＩＳＳに対する深刻な事態が報告されております。ＵＮＭＩＳＳの活動への制
限・・・ＵＮＭＩＳＳ要員に対する攻撃、不当な逮捕、拘束、ＵＮＭＩＳＳ所有物の
捜索及び押収、車両の押収、租税の支払、これを政府の治安部隊がやってい
る・・・。こういうＵＮＭＩＳＳへの違法行為や国際人道法違反が繰り返し行われ
ているにもかかわらず、合意が維持されていると、こうおっしゃるんですか。

○中谷元防衛大臣　政府の認識といたしましては、南スーダンで発生した事
案につきましては、我が方の大使館また国連からの情報等を総合的に勘案い
たしますと、ＵＮＭＩＳＳの活動地域におきまして武力紛争が発生したとは考え
ていなくて、活動が継続されているということでございます。

○井上哲士　驚くべき認識でありまして、国連の報告書自身も武力紛争と述べ
ているんですよ。事務総長報告でも武力紛争という言葉を使っているんで
す。・・・私は、こういう深刻な状況でも五原則が守られているというのであれ
ば、どんなところでも出せるようになりますよ・・・極めて重大ですよ。
　冒頭の伊勢崎さんは・・・南スーダンでは現実には交戦を覚悟しなければな
らない状態の真っただ中にいると、こう指摘をしているんです。・・・
　途中でこれは法が施行されますと、この南スーダンの部隊は宿営地の共同
防衛、それから駆け付け警護という新しい任務を与えられることになりますけ
れども、この新しい任務については、紛争当事者、領域国の同意が安定的に
維持されると認める場合に限るとしておりますが・・・安定的な合意が維持され
ていると、こう言えるんですか。



  

２０１５年９月９日　参議院　安保法制特別委員会　（４）

○中谷元防衛大臣　・・・自衛隊等も活動しておりまして、この地域における状
況等につきましては、常時、現場に派遣をされている要員から治安状況、安全
状況、報告を受けておるわけでございますが、日本が活動しているジュバを中
心とした地域におきましては、こういった状況が非常に切迫した状況ではない
というふうに聞いております。

○井上哲士　国連の総長報告自身が、先ほど述べたような深刻な事態を明ら
かにしているわけですね。それをあくまでも認めようとせずにやるというやり方
になりますと、本当に私は、深刻な事態になります。こういう南スーダンの事態
の中で、新しい任務、自衛隊がこの駆け付け警護であるとか、それから宿営地
の共同防衛ということをやることは何をもたらすのかと。
　・・・小野寺防衛大臣が当時答弁で、自分もあそこに行ったけれども、様々な
状況がカオスのような状況になっていると。そういう混乱した状況ですよ、どち
らがどちらの部隊か分からないと。そういうときに自衛隊が巻き込まれて発砲
すれば、テロリスト掃射ではなくて市民に向けて発砲する危険を含む・・・

○岸田文雄外務大臣　現地の情勢につきましては、・・・８月１７日に合意文書
の署名式が行われました。そして、８月２６日にキール大統領自身も署名をい
たしました。そして、８月２９日の深夜に大統領令が発せられております。恒久
的な衝突の停止、そして南スーダン全土において軍事作戦を停止する、こうし
た指示が出されている、こういった状況であります。こうした状況を我が国とし
ましては引き続き注視をしていきたいと考えています。



  

２０１１年１２月６日　参議院外交防衛委員会

○山本香苗（公明党）　今回の（南スーダンＰＫＯへの自衛隊の）派遣において
は、この五原則の一番目の原則であります紛争当事者間の停戦合意、これは
あるんですか、端的にお答えください。

○藤村修官房長官　・・・武力紛争は発生しておらず、紛争当事者間の停戦合
意ということは存在しないということでありますので、ＰＫＯ五原則である停戦
合意は必要ないものと考えています。

○山本香苗　紛争が発生していない、だから紛争当事者はいない、よって停
戦合意もない。これは五原則型のＰＫＯでは想定外なんです。つまり、想定外
の事態じゃないんですか・・・

○藤村修官房長官　ＰＫＯ法の３条第１号において、停戦合意及び国際連合
平和維持活動が行われることの同意について、そこの括弧書きがございまし
て、同括弧書きによりますと、武力紛争が発生していない場合というのがござ
います・・・紛争当事者間の停戦合意は必要とされず、当該活動が行われる地
域の属する国の、今回は南スーダンの同意をもって足ることとされております
ので、これはＰＫＯ法制定時においても武力紛争が発生しないため停戦合意
を必要としない場合としての想定だったと考えられます・・・。
・・・紛争解決型ではなくて、国づくりに参加するというＰＫＯだと考えておりま
す。つまり、この前のハイチの地震の場合もやっぱりそうかと思いますが、紛
争当事者がこの際は発生していないと、武力紛争は発生していないと。



  

ＰＫＯ協力法

第３条（定義）
一 　国際連合平和維持活動　国際連合の総会又は安全保障理事会が
行う決議に基づき、武力紛争の当事者（以下「紛争当事者」という。）間
の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、武力紛争の終
了後に行われる民主的な手段による統治組織の設立の援助その他紛
争に対処して国際の平和及び安全を維持するために国際連合の統括
の下に行われる活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持すると
の紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属
する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意が
ある場合（武力紛争が発生していない場合においては、当該活動が行
われる地域の属する国の当該同意がある場合）に、国際連合事務総長
（以下「事務総長」という。）の要請に基づき参加する二以上の国及び国
際連合によって、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるもの
をいう。 



  

ＰＫＯ協力法（改正後）

第３条（定義）
一 　国際連合平和維持活動
国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に基づき、武力紛争の当事
者（以下「紛争当事者」が行う決議に基づき、武力紛争の当事者（以下「紛争
当事者」という。）間の武力紛争の再発の防止に関する合意の遵守の確保、紛
争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護、武力紛争の終了
後に行われる民主的な手段による統治組織の設立及び再建の援助その他紛
争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として、国際連合の
統括の下に行われる活動であって、国際連合事務総長（以下「事務総長」とい
う）の要請に基づき参加する二以上の国及び国際連合によって実施されるも
ののうち、次に掲げるものをいう。



  

ＰＫＯ協力法（改正後）

イ　武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、か
つ、当該活動が行われる地域の属する国（当該国において国際連合の総会
又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあって
は、当該機関。以下同じ。）及び紛争当事者の当該活動が行われることについ
ての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動

ロ　武力紛争が終了して紛争当事者が当該活動が行われる地域に存在しなく
なった場合において、当該活動が行われる地域の属する国の当該活動が行
われることについての同意がある場合に実施される活動

ハ　武力紛争がいまだ発生していない場合において、当該活動が行われる地
域の属する国の当該活動が行われることについての同意がある場合に、武力
紛争の発生を未然に防止することを主要な目的として、特定の立場に偏ること
なく実施される活動



  

『安保理レポート』
２０１５年１２月月報より

●ＵＮＩＳＳの任務（～１２月１５日）を更新する決議が必要

●主要課題
・８月の和平合意における義務を双方に守らせる
・ウガンダ兵の撤兵など前向きな進展も
・深刻な懸念として、戦闘の継続、双方の武器保有の拡大など
・ＵＮＩＳＳの資源、要員の不足

●安保理決議ではＵＮＩＳＳ任務として、
和平合意の履行を支持し、
文民の保護、人権状況の監視・調査、人道援助の配達を可能とす
る条件の形成を中心にしつつ、以下のようなことについても検討す
るだろう
・ジュバなど主要都市における治安確保支援
・増員（各国への要請）
・子どもの保護
・財政支援
・停戦合意への違反が続いていることに鑑み、武器禁輸制裁も



  

South Sudan at critical juncture, UN peacekeeping chief warns; calls for more ‘blue helmets’
2 December 2015

（２０１５年１２月２日、国連ニュース）
双方がくり返し停戦合意に違反し、政治的転換に向けたこれまでの前進
が危険にさらされているとして、ラドスース国連ＰＫＯ局長は南スーダンの
和平プロセスは危機的な転換点にあり、国際支援の増強が求められると
警告した。局長は、国連安保理と東アフリカ政府間開発機構（ＩＧＡＤ）プラ
スが支援を強化し、停戦監視のために１１００人の国連平和維持要員を
増員することを求めた。



  

南スーダン

2013年12月に内乱というべき戦闘の勃発

「ＰＫＯ部隊にとって、混乱した状態の中で何がど
う進行しているのかを把握することすら困難だっ
たのではないでしょうか。戦闘や襲撃が行われて
いた時には、部隊は戦闘への直接の介入を避
け、その役割をＰＫＯ施設内に避難してきた市民
の保護に留めていました。状況把握のためにＰＫ
Ｏ部隊が市内のパトロールを行なったのは、事態
が一定の鎮静化を見せたあとでした。

　武装した住民を含む多様な勢力が存在し、敵味
方の識別も難しい紛争の現場において、はたして
自衛隊が戦闘に巻き込まれずに「駆け付け警護」
をすることが現実に想定できるでしょうか」

---
「非武装の車両による救援は奏功した」

（今井高樹）　　谷山博史編著『「積極的平和主義」は紛争
地になにをもたらすか?!』合同出版　所収



  

改正ＰＫＯ法による新たな任務

「安全確保業務」
防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、
身体及び財産に対する危害の防止及び抑止その他
特定の区域の保安のための監視、駐留、巡回、検問
及び警護

「駆け付け警護」
活動関係者の生命又は身体に対する不測の侵害又
は危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊
急の要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び
身体の保護



  

「治安」活動の現実

２００２年からのアフガニスタンの治安維持任務を担う
国際治安支援部隊（ＩＳＡＦ）に兵員を派遣したドイツ
は、２０１４年までに５５人の犠牲者を出した。
うち３５人は自爆攻撃や銃撃による犠牲者
（朝日新聞、２０１４年６月１５日付）

参考：
集団的自衛権問題研究会「安保法制の焦点３」
論点１２　殺し、殺されるリスクは増大するのではないか
岩波書店『世界』2015年8月号
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