
イラク戦争と国連安全保障理事会
――武力行使の正当性の問題を中心に――
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はじめに

2003年３月20日早朝のバグダッドへの空爆に始まったイラク戦争は、多くの課題を国

際連合（国連）にもたらした。その主なものとしては、国連による査察や経済制裁の有

効性（１）、国連システムにおける政策決定の硬直性（２）、イラク再建における国連のかか

わりのあり方（３）などが挙げられる。

こうした中、批判を最も集中的に受けているように思われるのは、国連安全保障理事

会（安保理）であろう。安保理の中心的な機能は「国際の平和と安全に対する脅威」を

認定し、それへの対処を決定することである。当然ながら、安保理をめぐる現下の議論

も、イラク戦争において安保理がこうした機能を果たさなかったことを批判し、そこか

ら安保理自体の存在意義がなくなったまたは著しく減殺されたことを強調する。例えば

マイケル・グレノン(Michael Glennon)は、国連発足以来多くの国が国連憲章に背く形で軍

事力を行使したことにより武力行使をめぐる国連レジームは長らく崩壊状態にあった

が、今回の戦争はこの現実をはっきりと映し出す結果になった、と論じている（４）。

安保理がその本来の機能を果たさなかった、という批判は、国連全体に向けられたも

のでもある。そもそも国連は国際連盟の失敗を踏まえ、第２次世界大戦の惨禍を繰り返

さないために創設された国際機構であり（５）、国際安全保障の維持をその本質的目的と

している。したがって、安保理に対する上記の批判は同時に、国連システム全体が、そ

の本来意図されていた役割を果たしていないことをも意味する。米保守派の論客が、「国

連には力も意志も決意もない」（前国防政策委員長リチャード・パール、Richard Perle）

と断じ（６）、その結果「一国主義者でない人たちの間でも国連に代わる多国間機構創設

の必要性を認めつつある」（７）（「ウィークリー・スタンダード」誌編集長ウィリアム・

クリストル、William Kristol）と論じることの意図は、そこにあるといえよう（８）。

（１）See, e.g.,“Hans Blix vs the US,”Independent, 23 April 2003.
（２）Alvin and Heidi Toffler,“Why UN Is Cracking as Future Approaches,”Daily Yomiuri, ４ May 2003.
（３）See, e.g., Terence Corcoran,“The UN in Iraq ?  Remember  Cambodia,”National Post, 10 April 2003;

Joseph Nye,“No, the UN Is Right for the Job Rebuilding Iraq II,”International Herald Tribune, 14 April 2003;
“Now the War Is Over, the World Must Put Aside Its Differences and Work Together to Help Iraq,”
Independent, 12 April 2003.

（４）Michael J. Glennon,“Why the Security Council Failed,”Foreign Affairs, Vol. 82, No. 3 (May/June
2003), pp. 23-24.

（４）A.J.R. Groom,“The Question of Peace and Security,”in International Institutions at Work, ed. Paul
Taylor and A.J.R. Groom (London: Pinter Publishers, 1988), p. 79.

（６）『朝日新聞』2003年５月１日。
（７）“Iraq Crisis Casts Doubts  on Future Power of UN,”New York Times, 9 March 2003.
（８）アメリカの国益により供するように国連を改変すべきという主張は、アメリカの一部識者の間
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国連憲章に構想されている安保理の規定から見るならば、安保理は1945年の国連創設

当初から機能不全であった。国連による軍事行動を想定してその創設が規定されていた

軍事参謀委員会（Military Staff Committee、第 47条）はすぐに死文化し、冷戦期には、

米ソ対立の中で安保理の活動は低迷した。冷戦が終焉を迎えると、安保理に対する期待

は高まったものの、ボスニア（９）やルワンダ（10）などの危機に期待された形で対応する

ことはできなかった。またコソボでの北大西洋条約機構(North Atlantic Treaty Organisation:

NATO)による空爆がそうであったように、この時期においてすら国連の枠組みの外で武

力行使が決定され、実施されたことも指摘されねばならない（11）。

しかし、こうした安保理の実態にもかかわらず、イラク戦争に際して安保理の動向は

連日大きく取り上げられた。実際、新たな決議なしでも開戦することを辞さない旨を明

確にしていた米ブッシュ政権ですら、以下に見るように、米主導の軍事行動を支持する

新決議を通そうとし、この動きをめぐって安保理では激しい議論が繰り広げられた。

このことが意味するのは、安保理が依然として、国際安全保障において一定の役割を

担っている、ということである（12）。確かに、今回の戦争に際して安保理は一致した行

動をとることはできなかった。だが、武力行使の正当性に関する国際的なコンセンサス

を醸成し、個々の事案に対してその正当性を議論する場としての安保理の役割は、依然

として存在しているように思われる。その意味で、安保理が「これほど重要性を帯びた

ことはない」（アン=マリー・スローター、Anne-Marie Slaughter）とすら見ることは可

能である（13）。そしてここで注意すべきは、安保理で共有される「脅威」概念と武力行

使の正当性に関する考え方自体、時代に応じて変わってきていると思われることであ

る。とりわけ冷戦後の安全保障環境下で安保理が（その活動結果の成否は別として）多

くの危機にかかわるようになるにつれ、その傾向は顕著なのではないかと想定される。

そうであるとすれば、イラク戦争開戦にいたるプロセスで行われたイラク攻撃の正当性

をめぐる議論は、安保理での脅威と武力行使の正当性に関する考え方にどのようなイン

パクトを与えたのかという問題は、今後の国際安全保障を展望する上で重要な課題であ

ろうと思われる（14）。

イラク戦争と国連安全保障理事会

では国連創設時から存在している。Michael Dunne,“The United States, the United Nations and Iraq:
‘Multilateralism of a Kind’’’, International Affairs, Vol. 79, No. 2 (March 2003), pp.272-273.

（９）See, e.g., Report of the Secretary-General Pursuant to General Assembly Resolution (GAR) 53/35: The Fall
of Srebrenica (A/54/549, 15 November 1999).

（10）See Report of Independent Inquiry into the Actions of the UN during the 1994 Genocide in Rwanda
(S/1999/1257, 15 December 1999, Annex).

（11）Walter B. Slocombe,“Force, Pre-emption and Legitimacy,”Survival, Vol. 45, No. 1 (Spring 2003), pp. 122-
123.

（12）Mats Berdal,“The UN Security Council: Ineffective but Indispensable,”Survival, Vol. 45, No. 2
(Summer 2003), pp. 10-11 and 21-23.

（13）“Accused of Irrelevance and Deeply Divided over Iraq, the United Nations Has Never Mattered More,”
Washington Post, 2 March 2003.

（14）イラク攻撃の正当性についての議論が戦後になっても英米両国で激しく行われているのは周知
のとおりである。両国における批判については、例えば“So, Mr. Straw, Why Did We Go to War? ”
Independent, 15 May 2003;“Weapons Failure ,”Baltimore Sun, 22 May 2003を参照。内外の批判を受
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以上の問題意識に基づき、本研究は安保理における「国際平和への脅威」概念と武力

行使の正当性に関する考え方に対するイラク戦争の意味合いを明らかにし、それを踏ま

えた上で今後の安保理の役割と日本の関わりのあり方を考察することをねらいとする。

まず、安保理における「脅威」概念と正当な武力行使に関する代表的な考え方の変遷

を、とりわけポスト冷戦期に焦点を当てて整理する。次に、イラク攻撃をめぐって安保

理内外で行われた議論の経緯を検証し、それが従前の安保理における武力行使の正当性

と「脅威」理解にどのような影響を与えたのかを分析する。なお、本稿では安保理での

議論とその背景の分析を中心としており、イラク戦争の関連主要各国の国内・地域諸事

情については必要に応じて取り上げる程度に限定する。また期間としては、同問題につ

いて議論が最も活発に行われたと思われる2002年11月から翌年３月末までを中心に取り

上げることとしたい。結論では以上のことを総括しつつ、日本が今後どのように安保理

とかかわっていくべきかを考察する。

１　脅威概念と武力行使の正当性に関する考え方の変遷

（１）国連憲章における「脅威」と武力行使

よく知られているように、武力行使に関する安保理の機能が主に規定されているのは

憲章第7章においてである。安保理は「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の

存在」(“the existence of any threat to peace, breach of the peace, or act of aggression”)を認定し、

それへの対処を決定できる（第39条）。そのような認定がなされた場合、まず安保理は

紛争当事者に対し「必要又は望ましいと認める暫定措置」に従うように要請できる（第

40条）が、それによって平和が回復されなかった場合、外交関係、経済・通商、及び運

輸・通信の断絶（第41条）、さらにそれが不十分であると安保理が判断した場合、同理

事会は「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動」を

とることができるとされる（第42条）。

もちろん、これら強制措置(enforcement measures)が、紛争に際して憲章が定めた国連の

とりうる行動オプションのすべてを含むわけではない。まず第６章では紛争当事者が平

和的に紛争を解決するように促し、安保理も調査や勧告を通じてこれにかかわるものと

している。そして第７章の最後にあたる第51条では、個別および集団的自衛権の存在が

認められ、安保理が必要な行動をとるまでの間には、国連加盟国がこの権利を行使する

ことは可能としている（15）。

けて英国下院外交委員会は2003年６月３日、「イラクでの戦争を行う決定」(“The Decision to
Go to War in Iraq”)に関する調査会を設置することとなり、同月17日より審議を開始している。
House of Commons Foreign Affairs Committee, The Decision to Go to War in Iraq (Ninth Report of
Session 2002-03), 7 July 2003.

（15）このほか第８章では地域機構が果たしうる役割に言及し、それらが国際の安全と平和を維持す
るために行動をとることができること（第52条）、また安保理もその権威の下における強制行動

防衛研究所紀要第７巻第１号
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だがこれらの規定にもかかわらず、安保理が持つ「脅威」認定と対処決定の能力は、

国連の安全保障機能の中核と見なされてきた。その背景には、漓その能力が自衛の論理

に代わる集団安全保障の理想を具体化したものであること、滷５常任理事国は拒否権を

与えられており、したがって安保理で決定された事項はそれら大国の共通理解を反映し

ていること、澆安保理の決定には国連加盟国すべてが履行義務を持つものであること

（第25条）、潺内政不干渉の原則も第７章下における強制措置の適用を「妨げる」

(“prejudice”)ものではないとされていること（第２条（７））、などがある。

（２）冷戦期の実践

かくして、特定の「脅威」に対するものとして安保理により授権される武力の行使

は、安保理がもつ一連の強制措置の最終的なものとして位置付けられる。ここでの基本

的な論理は、「脅威」が「国際の平和と安全」を脅かすものであるが故に、それに対処

する最終的な強制手段である武力行使が正当化される、ということである。

国連の安全保障機能は、国際連盟の経験を念頭において新たに構想されたものであ

り、したがってそれが現実の国際政治の中でどのように働くかは未知数であった（16）。

「脅威」認定と対処決定という中核的機能についてもこれは同様であった。すなわち、

「国際の平和及び安全への脅威」が具体的に何を指すのか、また、それに対する処置と

して軍事活動が正当化されるのはどのような場合であるのか、という問題は、安保理の

実際の活動を通じて答えを出してゆくほかなかったのである。第２次大戦終結と同時に

世界は冷戦に入り、安保理の実際の活動は限定されたものとなった。冷戦構造の中で、

多くの紛争においてその当事者が米ソの支援を受けており、このため安保理が対処をし

ようとしても米ソいずれかまたは両方の拒否権発動に遭うという公算が強かったためで

ある。だがそうした限られた中であっても、具体的な諸事態への安保理の対応の中で、

「脅威」概念と武力行使の考え方は一定の発展をみてきた。

国連創設から冷戦終結までの期間における脅威認定対象となった事態を見ると（17）、

「脅威」（18）とは主に2つの事態を指すものであることが分かる。第１は、ある国が他国

を侵略し、その主権(sovereignty)と領土保全(territorial integrity)を侵すことである。第２

イラク戦争と国連安全保障理事会

のためにそれらを利用できること（第53条）を規定している。
（16）横田洋三編著『新版国際機構論』（国際書院、2001年）248ページ。
（17）2000年までの個々の紛争と安保理決議の同定には、同上、443～445ページ、則武輝幸「国連安

全保障理事会における平和に対する脅威、平和の破壊、侵略行為の認定」『外交時報』1285・
1286号（1992年２・３月）及び「国連安全保障理事会における平和に対する脅威、平和の破壊、
侵略行為の認定1945-1995」『帝京法学』第19巻第２号（1996年１月）が詳しく、本論作成に役立
ったことを記しておきたい。

（18）第39条では、「平和への脅威」のほかに「平和の破壊」と「侵略行為」があり、概念上は後者
になるにしたがって事態の重大性が増すものと理解されるが、実践上はこの区別はあまり意味
をなしていないようである。例えばフォークランド紛争やイラン・イラク戦争では「破壊」が
認定されたにも拘らず強制行動は結果しなかったし、一方南ローデシアやアパルトヘイト政策
のように「脅威」認定にとどまっても経済制裁などが発動されている。したがってここでは、こ
れらの概念は同じ範疇にあるものとして論を進めていきたい。
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（19）Security Council Resolution (SCR)54（1948年７月15日）。
（20）SCR82（1950年６月25日）、83（1950年６月27日）、84（1950年７月７日）。
（21）SCR393（1976年７月30日）。
（22）SCR502（1982年４月３日）。
（23）SCR598（1987年７月20日）。
（24）SCR326（1973年２月２日）、328（1973年３月10日）、386（1976年３月17日）、411（1977年６

月30日）、424（1978年３月17日）。これらの決議では“aggressive acts”(SCR326, 328, 386)または
“acts of aggression”(SCR411, 424)という表現を使い、侵略を非難している。

（25）SCR387（1976年３月31日）、428（1978年５月６日）、447（1979年３月28日）、454（1979年11

月２日）、475（1980年６月27日）、527（1982年12月15日）、545（1983年12月20日）、546（1984

年１月６日）、567（1985年６月20日）、568（1985年６月21日）、571（1985年９月20日）、572

（1985年９月30日）、574（1985年10月７日）、577（1985年12月６日）、580（1985年12月30日）、
602（ 1987年 11月 25日）。これらの決議では、“aggressive act(s)”(SCR387, 527),“ (acts of)
aggression”(SCR387, 428, 447, 454, 475, 546, 567, 568, 571, 572, 574, 577, 580, 602),“(acts  of )
armed invasion(s)”(SCR428, 447, 454, 475, 571, 574, 577),“ acts of violence”(SCR580),“ armed
incursions” (SCR475, 571),“ military  occupation” (SCR545, 546),“ (armed / military) attacks”
(SCR545, 546, 568, 572, 580)という表現を使い侵略を非難している。また、南アの傭兵により行わ
れたとされるセーシェル侵略に際しては、“mercenary aggression”(SCR496 [1981年12月15日], 507
[1982年５月28日])という言葉を用いている。

（26）SCR405（1977年４月14日）、419（1977年11月24日）。外国人傭兵による首都コトヌー侵攻（ベ
ニン政府はフランス、モロッコ、トーゴ、ガボン、コートジボアール及びセネガルの関与を主
張）に対し、これを“act of  (armed) aggression”であるとして非難している。

（27）SCR573（1985年10月４日）、611（1988年４月25日）。両決議では、イスラエルのチュニジア国
内にあったパレスチナ解放機構(Palestine Liberation Organization: PLO) の拠点に対して行った攻
撃(“(act of)  (armed) aggression ”)が地中海地域の平和と安全を脅かしていることを非難してい
る。

（28）SCR161（1961年２月21日）。
（29）SCR353（1974年７月20日）。
（30）SCR290（1970年12月８日）、302（1971年11月24日）。
（31）SCR134（1960年４月１日）, para. 1.
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に、ある国の内戦に他国が軍事的に介入して、その結果内戦が激化・拡大して地域の平

和と安定を揺るがし兼ねないと懸念される場合である。第１次中東戦争（19）、朝鮮戦争（20）、

南アによるザンビア攻撃（21）、フォークランド紛争（22）、イラン・イラク戦争（23）、南ロ

ーデシアのザンビア・ボツワナ・モザンビーク侵略（24）、南アのアンゴラ・レソト・ボ

ツワナ侵略（25）、外国人傭兵のベナン侵略（26）、イスラエルのチュニジア攻撃（27）は前者

にあたると思われる。コンゴ内戦（28）、キプロス内戦（29）、ポルトガルの対セネガル・ギ

ニア攻撃（30）に際しては、ベルギー（コンゴ）、トルコ（キプロス）、ポルトガル（セネ

ガル・ギニア）が介入しており、これらのケースは後者に属するといえる。

このように整理した場合、アパルトヘイトのケースはやや性格を異にする。この問題

に対する安保理の決議は、明確に南ア政権の人種差別的な性格と脅威を結び付けている

からである。同問題に対しては1960年、南アの政策に由来する国内情勢がそのまま継続

した場合国際の平和と安全を「危険にさらしかねない」(“might endanger”)ことをま

ず警告し（31）、その３年後には同情勢が国際平和を「深刻に妨げている」(“seriously

disturbing”)と認定している（32）。アパルトヘイト問題は民族自決問題（下記参照）と表

裏一体であり、また南アへの国際的批判は、同国による近隣諸国への攻撃の問題も絡ん

でいる。だがそれを割り引いても同国の政策そのものの非人道的な性格を非難している
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（32）SCR181（1963年８月７日）。
（33）例えば決議392（1976年６月19日）では、アパルトヘイト政策が「人類の良心と威厳に対する

罪であり、国際の安全と平和を深刻に妨げる」(“a crime against the conscience and dignity of
mankind and seriously disturbs international peace and security”)(para. ３)としている。

（34）また、この文脈で第３次印パ戦争への安保理の対応も捉えることができるかもしれない。同戦
争は東パキスタン（バングラデシュ）で多数派を構成するベンガル人の分離独立の動きに対す
る西パキスタン（パキスタン）政府の大規模な抑圧をきっかけとしたインドの軍事介入により
引き起こされており、その意味ではいわゆる「人道的介入」と見ることもできる。そして決議
307（1971年12月21日）の序文で記された、南アジアの「深刻な状況が依然として国際の平和と
安全への脅威のままである」という部分の「状況」を難民問題を含むものとして理解すれば、脅
威概念と人道問題とのつながりを見出すこともできよう。しかし実際には、漓戦争中の安保理
での議論では、大量のベンガル人難民流入はパキスタンからの「難民による侵略」(refugee
aggression)であるというインド側の主張は、内政不干渉を重視する安保理メンバーの受け入れる
ところとはならなかったこと、また滷この決議自体戦争が終わってバングラデシュ独立が決定
的となった時点で採択されており、戦争の正当性についての議論は既に意味を失いつつあった
こと、を考慮すると、決議307における脅威概念に多くを読み取るのはあまり意味が無いように
思われる。See N.J. Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society
(Oxford and New York, NY: Oxford University Press, 2000), Ch. ２. 

（35）例えば決議54（第１次中東戦争）、82（朝鮮戦争）、217（1965年11月20日）、221（1966年４月
９日）、232（1966年12月16日）、253（1968年５月29日）、277（1970年３月18日）、326、328、411、
424（以上南ローデシア）、393（南アのザンビア攻撃）、418（1977年11月４日）（アパルトヘイ
ト）、447、577（以上南アのアンゴラ侵略）、611（イスラエルのチュニジア攻撃）などが挙げら
れる。決議82が「破壊」(breach)に対して使われ、その他すべては「脅威」(threat)に対して使わ
れており、一方で「侵略」(aggression)については使われていない。

（35）攻撃が「独立アフリカ諸国の平和と安全に深刻な脅威」(“a serious threat to the peace and
security of independent African States”)をなすことへの懸念が記されている(SCR290, preambular
para. ４ and para. ５)。

（36）白人支配存続を目的とし英国からの独立を宣言した南ローデシアの白人政権に対しては、その
存続が脅威を構成する(SCR217, para.1)と非難し、さらに後の決議では、同国民の民族自決権を
認め、民族解放運動を支援するよう国連加盟国に要請している(SCR232, 253, 277, 326, 328, 386,
411)。

（38）SCR302.  同攻撃の結果、地域が「安全と平和に対する脅威に満ちている」(“fraught with a

ことは明らか（33）であって、その意味で後にみる人権侵害と脅威概念の結び付きの嚆矢

ととらえることができよう（34）。

さて、ここで注意を促しておきたいのは、脅威の「認定」といっても表現の上ではさ

まざまな幅が存在している、ということである。「脅威」の表現の仕方としては、ある

国・地域の状況が国際または地域の平和への脅威または平和の破壊を「構成する」

(constitute)という表現が定式と思われる（35）。しかし、これが唯一の表現法ではない。例

えばポルトガルのギニア攻撃（36）、南ローデシア情勢（37）に際しては、1960年代半ばから

70年代初頭にかけて活発化した民族自決と脱植民地化の動きに即した表現が採用されて

いる。またコンゴ動乱（決議161）のように、序文に“Deeply concerned at the grave

repercussions of these crimes and the danger of widespread civil war and bloodshed in the

Congo and the threat to international peace and security”とだけ記され、前者（内戦の激化と

その影響）が後者（脅威）を構成する、という論理にはなっていない決議文もある。こ

のように当該事態と脅威を間接的にのみ結び付けた例としては、ポルトガルのセネガル

攻撃（38）などがある。
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このように多様な表現が使われてきた脅威認定だが、一方で、それに基づいて武力が

行使された例はほとんどない。冷戦期にそれが見いだしうるのは、朝鮮戦争、コンゴ動

乱、および南ローデシアを数えるのみである。朝鮮戦争においては北朝鮮軍の韓国侵攻

が「平和の破壊」を構成するとし（決議82）、国連加盟国に対し、「武力攻撃を撃退し地

域の平和を回復するために 必要な援助を供与する」(“furnish such assistance as may be

necessary to repel the armed attack and to restore international peace and security in the area”)こ

と（39）、さらに米国統一司令(unified command)下の国連軍に軍事力を提供することを要

請している（40）。決議161（コンゴ動乱）ではコンゴ国連軍(ONUC：Opération des

Nations Unis au Congo)が内戦勃発防止のために軍事力を含め「あらゆる適切な手段」

(“all appropriate measures”)を用いることを要請した（41）。南ローデシア関連では、先

に勧告された経済制裁（決議217、以下参照）にも拘らず同国に石油を輸送しようとし

ているタンカーに対し「必要な場合武力によって」(“by the use of force if necessary”)入

港を阻止することを英国に要請している（42）。しかしこれら３例以外となると、冷戦期

に安保理が決定した強制力を伴う対処措置はせいぜい経済制裁（43）または武器禁輸（44）

である。さらに、一定の脅威認定がなされたにもかかわらず、何の強制措置もとられな

かった事例も存在する。決議54（第１次中東戦争）では、パレスチナの状況が「憲章第

39条における平和への脅威を構成する」（45）と認定し、さらに安保理の停戦呼びかけに

紛争当事者が応じない場合は、その「平和の破壊」に対処するために「憲章第７章下の

さらなる行為」を安保理が考慮するであろうこと（46）を警告しているものの、実際に同

章で規定されている行動がとられることはなかった。キプロス内戦（47）、アルゼンチン

のフォークランド侵攻（48）、南アのザンビア攻撃（49）、ポルトガルのギニア攻撃（50）、イ

threat to peace and security in the region”)という形で懸念が表明されている(preambular para. 4)。
（39）SCR83, para. 11.
（40）SCR84, para.4.
（41）A, para. 1. 
（42）SCR221, para. 5.
（43）対南ローデシア（勧告：SCR217、義務的措置：SCR232、253、277）、対南ア（勧告：

SCR569[1985年７月26日]）。
（44）対ポルトガル（勧告：SCR290）、対南ア（勧告：SCR181、義務的措置：SCR418）。
（45）Para. １.
（46）Para. ３.
（47）SCR353.  内戦へのトルコの軍事介入の結果、「国際の安全と平和への深刻な脅威となった状

況」(“the situation that has led to a serious threat to international peace and security”)が存在しているこ
とに懸念を表明されているが(preambular para. ５)、一連の平和回復にむけた勧告以外には「平
和的条件が回復されることを確実ならしめるためのさらなる措置を採用することを目的として」
事務総長に適宜報告することを依頼しているに止まっている(para. ７)。

（48）SCR502.  この決議では、侵攻が平和の破壊を構成すると認定しながらも即時停戦とアルゼン
チン軍の即時撤退を要求するにとどまり、安保理として具体的な行動をとることは示唆もされ
ていない。

（49）SCR393.  一連の停戦要求にもかかわらず南アの攻撃が激しくなった場合には、「適切な国連
憲章の規定にしたがって有効な手段を考慮」することを明記している(para. ６)。

（50）SCR290.  上述のように、決議290では「独立アフリカ諸国の平和と安全」への脅威が認定さ
れているが、それに基づいた安保理による一連の非強制的措置が顧みられなかった場合の対応
としては、「状況が求めるところのイニシアティブと措置を考慮すべく」安保理が会合を持つ旨

防衛研究所紀要第７巻第１号
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スラエルのチュニジア攻撃（51）などに際しても、当該事態に対し強制手段は用いられな

かった。これら後者の例と、脅威認定の不明確さにもかかわらず武力行使までが認めら

れたコンゴ動乱の例とを比べてみると、脅威認定の明確性の程度と、安保理により決定

された対処措置の強制度との間にズレがあることは明らかである。

（３）ポスト冷戦期の変化

脅威概念について、冷戦期には一定の傾向を見ることができる。それはすなわち、漓

国家間紛争、または滷地域秩序への重大な影響が危惧される内戦、をもって「脅威」と

考える、という傾向である。しかし一方で実際にその脅威認識に基づいて武力が用いら

れることがほとんどなかったため、安保理権威下における武力行使の類型などについて

は明確とはなっていなかった。

1991年１月17日に開戦、翌月28日まで続いた湾岸戦争は、ポスト冷戦期の幕開けとな

る出来事であったと同時に、「脅威」と武力行使の考え方に関する冷戦後の新たな展開

にもいくつかの意味合いを含む出来事であった。

湾岸戦争は本来90年８月２日のイラクによるクウェート侵攻、すなわち国家間紛争に

起因するものであり、その限りでは従来の脅威認識に明確に合致するものであると言え

る（52）。実際、安保理はクウェート侵攻の同日にそれを「平和の破壊」と認定し（53）、そ

れに基づいて経済制裁（54）、クウェートによる海上での積荷検査への協力（55）、空域・海

上封鎖（56）という一連の措置を決定している。決議678（90年11月29日）では、翌年１

月15日までにイラクがこれらの諸決議を履行しない場合、「地域における国際平和と安

全を回復するため」、「必要なあらゆる措置」(“all necessary means”)を用いることを

「クウェート政府と協力する国連加盟国」に認める決定をした（57）。

かくして、湾岸戦争に際しては脅威認定に始まり徐々に対処措置の強制度を上げてゆ

くという、憲章第７章で示されている道筋がいわば模範的にたどられることとなった。

イラク戦争と国連安全保障理事会

が記されているのみである(para. ９)。ここには決議393の場合のような憲章規定への言及が欠けて
おり、安保理の意図表明としてはさらに弱いものと推測される。

（51）SCR573, 611.  両決議では侵略行為の認定があるにも拘らず（注27参照）、イスラエルの自制
と事務総長及び国連加盟国の説得努力を訴えるにとどまっている。

（52）湾岸戦争のほかにもポスト冷戦期において国家間紛争に対する脅威認定がなされた例として
は、エチオピア・エリトレア間の紛争がある。国境確定を巡る両国の対立は1998年5月から武力
衝突へと発展したが、これに対し安保理は脅威認定を行い（SCR1227 [1999年２月10日], 1297
[2000年５月12日], 1298 [2000年５月17日]）、武器禁輸を決定している(SCR1298, para. ６)。紛争は
OAUの調停による包括和平合意の成立（2000年12月12日）、国境策定委員会(Boundary Commission)
による国境線決定（02年４月13日）の両国政府による受諾を経て収束に向かっている。

（53）SCR660（1990年８月２日）。なお、クウェート占領中にイラク軍が各国大使館の強襲と大使館
員等の拉致を行ったことに対してはそれが“aggressive acts”（SCR667 [1990年９月16日]）を構成す
るとし、決議674（1990年10月29日）では現下の状況が「直接国際の平和と安全を脅かす」
(“directly threaten international peace and security”)としている。

（54）SCR661（1990年８月６日）。
（55）SCR665（1990年８月25日）。
（56）SCR670（1990年９月25日）。
（57）Para. 2.
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すでに見たように、冷戦期にはこのような順序を追った安保理の対応は見ることはでき

なかった。湾岸戦争をめぐる安保理の対応はしたがって、ポスト冷戦期の安保理の行動

に基準を示すものであった、と考えることができる。そしてここで特に注意したいの

は、湾岸戦争によって、武力行使容認を示す決議上の言葉が“all necessary means”である

ということについて、従来にない広い理解が成立した、ということである（58）。この背

景には、漓冷戦期には、安保理が武力行使を容認すること自体少なく、またその際の言

葉もまちまちであったこと、滷湾岸戦争では初めて５常任理事国が明確に一致して武力

行使を容認したこと、があった。

湾岸戦争が一国家による他国の侵略という最も古典的な脅威の存在に対する武力行使

として開始されたことはすでに記した通りである。しかし、後述するポスト冷戦期の脅

威概念の拡大を視野に入れてこの戦争を振り返ってみると、湾岸戦争後に採択された２

つの関連決議は興味深い意味合いを持っているように思われる。まず決議687（91年４

月３日）では、戦争終結の条件として、イラクがいくつかの義務を正式に受け入れるこ

とが要求されている。ここで重要なのは、その中に大量破壊兵器(weapons of mass

destruction: WMD)とテロリズムが含まれていることである。前者については、まず序

文にてイラクが生物・化学兵器を今後使用することがあれば「重大な帰結」(“grave

consequences”)が招かれること（59）、また「WMDが地域の平和と安全にもたらす脅威」

を再確認していることなどを記した上で、生物化学兵器、150km以上の射程を持つ弾道

ミサイル、核兵器およびそれらの兵器に使用可能な物質や設備などを無条件で廃棄し、

今後もそれらを所有しないことを義務付けている（60）。また後者については、イラクが

いかなる種類の国際テロリズムも否認し、テロリストの活動を支援しないことを要求し

ている（61）。決議660でイラクのクウェート侵攻が国際平和の破壊であると認定され、そ

してそれへの対応の帰結であるところの戦争を終結させる条件としてWMDとテロリズ

ムが含まれるようになったのである。この直接的な背景には、他国の侵略を覆すという

本来の戦争目的を完遂した後も依然としてフセイン政権はイラクを支配しており、WMD

やテロ組織などを利用することによって近隣諸国および国際社会全体に再び脅威を与え

かねないとの認識があったと思われる。しかしまた、それ以上の歴史的意味合いを読み

取ることも可能である。すなわち、この戦争を契機として潜在的な形ながらも脅威概念

へ新要素が織り込まれるようになったという意味で、湾岸戦争をめぐる安保理の対応は

ポスト冷戦期の脅威認識の拡大傾向を先取りするものであると見ることができる。

（58）ちなみに“all necessary means”という言葉が湾岸戦争に関連して最初に出てくるのは決議670

であり、そこでは経済制裁の厳格かつ完全な施行を「必要なあらゆる措置によって」確実なら
しめること(preambular para. ６)、また国連加盟国は「必要なあらゆる措置」をとって空域封鎖
を行うこと(para. ５)としている。

（59）Preambular paras. ８ and 17.
（60）Paras. ８-14.  イラクがこの決議に反してWMDを廃棄しないことが地域の平和と安全の回復を脅

かしているという旨の記述は、決議707（1991年８月15日）でもなされている。
（61）Para. 32.

防衛研究所紀要第７巻第１号
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この点は、もう１つの重要な決議である決議688（91年４月５日）についても言える。

終戦直後に南部（主にシーア派住民）と北部（主にクルド人）で起きた反政府暴動が共

和国守備隊(Republican Guard)により鎮圧され、抑圧を逃れようとした200万人以上とも

いわれる難民が北部国境地域に移動、大規模な人道危機が生じた。この決議では、大量

の避難民が国境を超えて移動している事態が地域の平和と安全を脅かしているとし（62）、

その原因たるイラク政府の抑圧については、これを「国際の平和と安全への脅威除去へ

の貢献として」即時に終結させることを要求した（63）。ここで脅威の認定対象とされて

いるのはイラク政府の抑圧の結果
．．

生じた人道危機であり、その原因
．．

たる抑圧そのもの

は、内政不干渉の観点から、「脅威」として直接認定されているわけではない。しかし、

こうした点を差し引いてもなお、危機的な人道状況を脅威の概念に潜在的に含むように

なったという意義は看過すべきではない。

湾岸戦争をめぐる安保理の対応を通じて、武力行使を容認する表現の一応の定式化

と、脅威概念の３方向（WMD、テロ、人権）への広がりが垣間見られるようになった。

そしてポスト冷戦期の安保理の活動は、こうした傾向をさらに強めることになった。以

下では、まず人権・人道問題、さらにこの問題への安保理の関心の高まりとパラレルに

進行した内戦への積極的な関与について整理したあと、テロ問題に対する安保理の対応

を取り上げる。

漓人道・人権問題

ポスト冷戦期の大きな特徴の１つは、一国内で起きた問題であっても、それが大規模

な人権侵害にあたっている場合には、脅威概念の範囲に含まれうるようになったという

ことである。

91年のクーデター後のハイチ軍政下では大規模な人権抑圧がなされ、大量の国内外避

難民が発生した。決議841（93年６月16日）では、この発生が「国際の平和と安全の脅

威となりつつある、ないしその脅威を悪化させつつある」(“becoming or aggravating

threats to international peace and security”)こと、また迫害と経済的混乱を恐れて周辺諸

国に避難する人の数が増加していることを記している（64）。こうした人道状況への懸念（65）

と、民主的に選ばれたアリスティード大統領(Jean-Bertrand Aristide)の復帰を柱とする

民主化の必要性の認識に基づき、安保理は武器・石油禁輸（66）、経済制裁その他の非軍

イラク戦争と国連安全保障理事会

（62）Preambular para. ３.
（63）また決議は国連加盟国及びすべての人道機関が人道活動に貢献することを訴えており(para. ６)、

これを理由として英米中心の連合軍は北部イラクに安全地帯を設置、これが同地域におけるク
ルド人自治地区成立に大きな影響をもたらした。

（64）Preambular paras. ９ and 11.
（65）また、決議917（1994年５月６日）では殺人、恣意的逮捕、レイプ、拉致、表現の自由の抑圧

などの人権侵害を挙げている。
（66）決議841により開始、アリスティード大統領とクーデター首謀者セドラス中将(Raoul Cédras)との

間に1993年７月３日和平合意が成立すると一旦中断された（SCR861[1993年８月27日]）が、同
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事的措置（67）、そして最終的には軍政終結と民政移管を目的とした多国籍軍を組織し、

「必要なあらゆる措置」(“all necessary means”)をとる権限を与えた（68）。これら決議の

多くにはハイチ情勢が「ユニーク」(“unique”)で「異例の」(“exceptional”)対応を要す

るという表現が含まれており（69）、そこには人権と民主化という問題のみで安保理が強

制措置をとることへの起草者側の警戒感が見てとれる。しかし、ここでは決議688の前

例を一歩推し進め、悪化した人権状況と脅威概念とを直接結び付けているのみならず、

問題の原因たる軍政の存在そのものを脅威とし、それに対して武力行使すら認めている。

ルワンダで94年に起きたジェノサイドに対する安保理の対応は遅く、限られたもので

あったが、しかしその中でも、大規模な人権侵害と脅威概念とのつながりを見いだすこ

とができる。同国ではその独立以来、フツ族が多数派を占め国家権力を握ってきたが、

93年８月、反政府派で亡命ツチ人を中心に作られたルワンダ愛国戦線(Rwanda Patriotic

Front: RPF)と政府との間で締結されたアルーシャ和平合意(Arusha Peace Agreement)は、

多民族・多政党による統治を方向付けるものであった。その実現を恐れたフツ族系過激

派勢力は、４月６日のハビヤリマナ大統領(Juvénal Habyarimana)の飛行機事故死をきっ

かけにツチ族と穏健派フツ族を虐殺し始め、その数はRPFが過激派武装勢力を駆逐し新

政府を樹立する７月中旬までには推定80万人を数えた。安保理はアルーシャ和平合意以

前からルワンダ情勢に関与していたが、４月21日に採択された決議912は同情勢を脅威

認定すること事もなく、むしろ和平協定支援のために展開していた国連ルワンダ支援団

(UN Assistance Mission for Rwanda: UNAMIR)の大幅な削減を決めた。虐殺開始から１カ月

以上たった５月下旬、安保理は情勢が「甚大な規模の人道危機」であることに懸念を示

し、脅威認定を行った上で、武器禁輸を決定した（70）。さらにUNAMIRの任務に現地避

難民や救援活動保護を加え、保護された場所や集団、国連および他の人道支援要員、救

援物資輸送手段を脅かすものに対して「自衛として行動をとることを必要とされる場合

がある」(“UNAMIR may be required to take action in self-defence”)ことを再確認した（71）。こう

して決定されたUNAMIRの任務拡大が人員不足等のために実行困難であることがはっき

りすると、安保理は６月下旬、「ルワンダの人道危機の重大性が地域の平和と安全に脅

威を構成する」(“the magnitude of the humanitarian crisis in Rwanda constitutes a threat to peace

and security in the region”)（72）とし、国連加盟国に対してあらゆる手段(“all necessary

means”)を用いてUNAMIRの追加的任務を果たすことを認めた（73）。ここで注意したいの

合意が十分履行されないため再開された（SCR873 [1993年10月13日]）。後に安保理は加盟国に
よる入国船の検査を勧告し、禁輸措置を強化した（SCR875 [1993年10月16日]）。

（67）SCR917.
（68）SCR940（1994年７月31日）, para. ４.
（69）例えばSCR841, 875, 917, 940の各決議にこの表現が見られる。
（70）SCR918（1994年５月17日）, para. 13.
（71）SCR918, paras. 3-4.
（72）SCR929（1994年６月22日）, preambular para. 10.
（73）SCR929, para. ３.  これとほぼ同じ認定は、ジェノサイド後に生じた東部ザイールでの人道危

機に際しても用いられている。RPFがフツ族中心の政府勢力を駆逐（1994年７月中旬）するにと

防衛研究所紀要第７巻第１号



63

は、この決議の序文にも、現下の情勢が「ユニークな事例」(“a unique case”)であり国際

社会からの「緊急の対応」(“an urgent response”)を要するものであるといういわばた

だし書きが付いていることである（74）。ハイチの時と同様に、人道的考慮からの脅威認

定と武力行使容認が前例として確立しないことへの留意がここにも看取できる。

ジェノサイド、戦争犯罪等の非人道的行為を裁く法廷を安保理の権威の下で設置する

ようになったことも、人権・人道問題と脅威概念のつながりを裏付けるものである。最

初の例となる旧ユーゴスラビア国際刑事法廷(International Criminal Tribunal for the

Former Yugoslavia: ICTY)創設の諸決議は、大量殺人や民族浄化などの広範にわたる国

際人道法違反が国際の平和と安全への脅威を構成すると認定し、そうした犯罪を無くし

責任者を法のもとで処断することが平和回復と維持に資するものである、と論じている（75）。

続いて設立されたルワンダ国際刑事法廷(International Criminal Tribunal for Rwanda:

ICTR)（76）、シエラレオネ特別法廷(Special Court for Sierra Leone)（77）についても基本的

にこの論理が踏襲され、大規模な非人道的行為の行われている状況が国際平和への脅威

として認定されている。

滷内戦

90年代に入ると安保理は各地の内戦そのものにも積極的に関与するようになった。既

に見たように、安保理は冷戦期においてもいくつかの内戦にかかわってきた。しかし、

それらの内戦は第三国が武力介入して国際化した内戦であり、そうした明確な外部の武

力介入を伴わない国内紛争にはかかわってこなかった。後者に介入することは内政不干

渉の原則に反するからである。もちろんポスト冷戦期においても、リベリアのシエラレ

イラク戦争と国連安全保障理事会

もなって100万人以上のフツ族系難民が発生し、また同時に駆逐された政府勢力は東部ザイール
にできた大規模な難民キャンプをその活動拠点として新政府及び東部ザイールの地元ツチ族系
住民に攻撃を繰り返すようになっていた。そしてこれをきっかけとして、96年夏頃から同地方
を舞台とし周辺国を巻き込んだ地域紛争が勃発すると、安保理（SCR1078［1996年11月９日］）
は「現在の東部ザイールの人道危機の大きさ」(“the magnitude of the present humanitarian crisis in
eastern Zaire”[preambular para. 18])が地域平和への脅威を構成していると認定し、後には人道支
援を目的として設立された多国籍軍に対し「あらゆる手段を用いて」(“by using all necessary
means”)(SCR1080［1996年11月15日］, para.５)その目的を遂行する権限を与えた。

（74）SCR929, preambular para. ９.
（75）すなわち、ルワンダでのジェノサイド及び他の組織的、広範かつ著しい国際人道法違反が行わ

れている状況が国際平和と安全を脅かしている以上、その責任者を法のもとに裁くことが平和
維持と民族和解に貢献するものであるとしている。SCR808（1993年２月22日）、827（1993年５
月25日）。同法廷については<http://www.un.org/icty/ index.htm>参照。

（76）SCR955（1994年11月８日）、978（1995年２月27日）。同法廷については<http://www.ictr.org/>参
照。

（77）シエラレオネ内戦が激化し、住民や平和維持活動要員への「非常に深刻な犯罪」が多く報告さ
れるようになった。これに対し安保理は、同国の状況が依然として平和への脅威を構成してい
る状況の中では、そうした犯罪に対する信頼に足る法正義・責任の仕組みの存在が民族和解と
平和回復に貢献するとして、戦争犯罪などの深刻な国際人道法違反を裁くための特別法廷を設
置することを決議した（SCR1315 [2000年８月14日]）。同法廷については<http://www.sc-sl.org/>
参照。
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オネ・コードジボアール反政府勢力への軍事支援（78）、近隣各国が介入して激化したコ

ンゴ民主共和国内戦（79）など、内戦が国際化したことを理由に、それを脅威として認定

し、安保理が強制措置をとった例は存在する。

しかしこの時期になると、国内紛争と見られるものであっても、その強度、範囲、人

的被害が地域の政治秩序に影響があると見られる場合には、それを理由に安保理がかか

わる事例が見られるようになった。アンゴラ内戦の再発に対する安保理の対応はその好

例である。同内戦は、75年のアンゴラ独立の時以来、政府とアンゴラ全面独立民族同盟

(União Nacional para a Independẽncia Total de Angola: UNITA)との間で行われてきたのだが、

冷戦期（前者はソ連、キューバ、後者は米国より軍事援助を受けていた）に安保理は関

与することができなかった。しかし91年５月和平合意が成立し、それに基づいて行われ

た92年９月の大統領選の結果を不満とするUNITAが内戦を再開すると、安保理はUNITA

の軍事行動の結果アンゴラ情勢が国際平和を脅かしている(“as a result of UNITA’s

military actions, the situation in Angola constitutes a threat to international peace and

（78）リベリアのテイラー(Charles Taylor)政権はシエラレオネの反政府勢力（旧軍事政権メンバー、
Revolutionary United Front: RUF等）に対し、その活動資金源であるダイアモンド密貿易を仲介
するなどの支援を行っていた。安保理はこれを地域平和への脅威と認定、改めて（後述するリ
ベリア内戦に際しての対リベリア武器禁輸は同時に解除）武器禁輸やダイアモンド貿易封鎖な
どの強制措置を決定した（SCR1306 [2000年７月５日], 1343[2001年３月７日], 1385 [2001年12月19

日], 1446 [2002年12月４日]）。決議1408（2002年５月６日）でも同趣旨の脅威認定を行ってい
る。さらにリベリア政府によるコートジボアールの反政府勢力（Mouvement Patriotique de Coté
d'Ivoire: MPCI等）への支援が明るみになると、これについても安保理は脅威認定を行い、追加
的な禁輸措置を決定した（SCR1478 [2003年５月６日]）。一方で安保理は、コートジボアール内
戦そのものについても脅威認定を行い（SCR1464 [2003年２月４日], 1479 [2003年５月13日]）、
和平合意（2003年１月24日）施行等を目的とする多国籍軍（仏及び西アフリカ諸国経済共同体
[Economic Community of West African States: ECOWAS]主体）に対し、その要員と避難民保護のた
めに「必要な措置」(“necessary steps”)をとることを認めた(SCR1464, para. ９)。

（79）1998年８月頃より主にコンゴ東部を舞台にして行われてきたこの紛争では、アンゴラ、ジンバ
ブエ、ナミビア、チャド、リビア、スーダンがカビラ大統領(Laurent-Désiré Kabila)を、ルワン
ダ、ブルンジ、ウガンダが反政府武装勢力を支援していた。安保理はコンゴでの紛争が地域の
平和、安全及び安定に脅威を構成しているとし(SCR1234 [1999年４月９日], preambular para.
10)、外国政府の介入禁止などを勧告した。ルサカ停戦合意（Lusaka Ceasefire Agreement、99年
７月）締結後、停戦監視などを目的として国連コンゴ民主共和国監視団(Mission de
l'Organisation des Nations Unies  en la République Démocratique du Congo: MONUC)が設立されたが、
武装各派の停戦合意違反などにより現地の治安が悪化すると、安保理は再び脅威認定を行い、任
務遂行のために「その歩兵大隊の展開地域で、またその能力の範囲であると判断する限りにお
いて、必要な行動」(“necessary action, in the areas of deployment of its infantry battalions and as it deems
it within its capabilities”)をとることを認めている(SCR1291 [2000年２月24日], para. ８)。その後
も情勢は不安定な状態が続いたため、安保理は脅威認定を行い、停戦合意への隣国政府・国内
武装勢力の協力を勧告している（SCR1304 [2000年６月16日], 1341 [2001年２月22日], 1355 [2001年
６月15日], 1376 [2001年11月９日], 1399 [2002年３月19日], 1417 [2002年６月14日], 1445 [2002年12

月４日], 1457 [2003年１月24日], 1468 [2003年３月20日]）。また、03年５月初旬より北東部イト
ゥリ地方で発生した、ヘマ(Hema)族とレンドゥ(Lendu)族の武装衝突（ルワンダ、ウガンダ、コ
ンゴが背後にあるとされる）に際しては、安保理は欧州連合(European Union: EU)により組織さ
れた多国籍軍(Interim Emergency Multinational Force: IEMF)及びMONUCに対し、避難民、国連要員、
人道活動要員保護や、北東部の中心都市であるブニア(Bunia)の治安安定化などのために「あら
ゆる必要な措置」(“all necessary measures”)をとることを容認し(SCR1484 [2003年５月30日],
paras. 1-4; 1493 [2003年７月28日], paras. 25-26)、さらに武装勢力に対する武器禁輸を決定した
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security”)とし、UNITAに対して石油・武器禁輸（80）、海外渡航禁止（81）、海外資産凍結、

ダイヤモンド禁輸、指導層とのコンタクト禁止など（82）を決定している。89年12月から

リベリア国民愛国戦線(National Patriotic Front of Liberia: NPFL)の反乱から始まったリベリ

ア内戦の激化に際しては、それがとりわけ西アフリカの平和と安全に脅威となることへ

の懸念が記され（83）、武器禁輸が決定された（84）。2003年６月17日の和平協定調印後には、

その実行を支援するための「必要なあらゆる手段」(“all necessary measures”)をとるこ

とができる多国籍軍の組織を決定した（85）。給料未払いを不満とする一部国軍兵士の反

乱をきっかけとしてパタセ大統領(Ange-Félix Patassé)支持派と反大統領派の間で起こっ

た中央アフリカ共和国内戦についても、その停戦協定（97年１月25日）が順守されない

状況が地域の平和と安全に脅威を構成すると認定し（86）、国際停戦監視団(Inter-African

Mission to Monitor the Implementation of the Bangui Agreements: MISAB)に参加している国連

加盟国に対し、「その要員の安全と移動の自由を確保すること」(“to ensure security and

freedom of movement of their personnel”)を認めた（87）。東ティモール紛争への安保理の

対応は、このパターンが踏襲されている。すなわち、安保理は東ティモールでの停戦後

の不安定な状況を脅威と認定し（88）、安保理により設立または授権された国際的プレゼ

ンス――多国籍軍(International Force in East Timor: INTERFET)（89）、国連東ティモール暫定

行政機構(UN Transitional Authority in East Timor: UNTAET)（90）および国連東ティモール支

援団(UN Mission of Support in East Timor: UNMISET)（91）――に対し、任務遂行に必要なあ

イラク戦争と国連安全保障理事会

(SCR1493, para. 20)。
（80）SCR864（1993年９月15日）, B, preambular para. ４, and para. 19.
（81）SCR1127（1997年８月28日）, para. 4; SCR1135（1997年10月29日）, para. ６.
（82）SCR1173（1998年６月12日）, paras. 11-12.
（83）SCR788（1992年11月19日）, preambular para. ５.また、決議813（1993年３月26日）と 1497

（2003年８月１日）にも同文の言及がある。
（84）SCR788, para. 8.
（85）SCR 1497, paras. 1 and 5.
（86）SCR1125（1997年８月６日）, preambular para. 6; SCR1136（1997年11月６日）, preambular para.

９; SCR1152（1998年２月５日）, preambular para. ９; SCR1155（1998年３月16日）, preambular
para. 10; SCR1159（1998年３月27日）, preambular para. 10.

（87）SCR1125, para.３; SCR1136, para. ４; SCR1152, para. ５; SCR1155, para. ４; SCR1159, para. ６.
（88）SCR1264（1999年９月15日）, preambular para. 14:SCR1272（1999年10月25日）, preambular

para. 16.  UNMISET設立に際しての決議（SCR1410[2002年５月17日]）では明確な脅威認定はな
されていないものの、その序文(preambular para. 15)では「東チモール国境の安全確保とその内
外の安定を維持することが地域の平和と安全に必要である」(“ensuring the security of the
boundaries of East Timor and preserving its internal and external stability is necessary for the
maintenance of peace and security in the region”)と決定している。

（89）INTERFETは東チモールの平和と治安回復、国連東チモールミッション（UN Mission in East
Timor: UNAMET、独立の可否を決する人民投票の支援を主任務とした）と人道活動への支援を
目的としている(SCR1264, para.３)。

（90）住民投票（1999年８月30日）の結果住民の独立の意向が明確になったのを受けて設立され、実
際の独立にいたるまでの準備期間における司法、行政、立法、治安維持などの統治に関する諸
任務を担うべく設立された(SCR1272)。

（91）独立（2002年５月20日）後の東チモールに対する諸分野の支援を行うため、UNTAETの後継ミ
ッションとして設立された(SCR1410)。
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らゆる措置(“all necessary measures”)（92）をとることを認めている。

こうした安保理による内戦への積極的関与の傾向は、人権問題のように、従来であれ

ば内政問題として扱われた諸問題が「国際の平和と安全」にかかわるものとして扱われ

てくるようになった、という傾向と、軌を一にしている。実際、多くの国内紛争への安

保理の関与には、漓その紛争の地域秩序への影響の懸念のみならず、滷紛争による人的

被害への人道的配慮と紛争当事者による住民の人権抑圧への懸念も絡み合っている。

アブハジア地方の分離独立勢力とグルジア政府軍との内戦に際しては、その継続が

「地域の平和と安定性を脅かす」(“threatens peace and stability in the region”)と認定し（93）、

停戦協定の順守、武力行使の自制、国連監視団(United Nations Observer Mission in

Georgia: UNOMIG)創設などを採択したが、紛争により生じた人的被害と民族浄化等の

国際人道法違反の報道に対しても懸念を示し、難民の安全な帰還や人道支援への協力に

ついて触れている（94）。大規模なネズミ講(pyramid-scheme)詐欺発覚を発端とするアルバ

ニアでの擾乱に際しては、まず現況が地域の平和と安全への脅威であることを認定した

上で、緊急人道援助活動支援を主目的とする多国籍軍に対し、その要員の「行動の自由

と安全を確保すること」 (“ to ensure the security and freedom of movement of the

personnel”)を認めている（95）。シエラレオネ内戦への対応はさらに広範である。97年５

月25日の軍事クーデターにより民主政権が倒れ軍政が敷かれると、安保理はこれを地域

の平和と安全への脅威と認定し（96）、武器・石油禁輸、西アフリカ諸国経済共同体

(Economic Community of West African States: ECOWAS)による海上封鎖（97）を決定した。後

に創設された国連シエラレオネミッション(UN Mission in Sierra Leone: UNAMSIL)には、援

助物資移動の円滑化を含む諸任務遂行（98）のため――またその過程で自らの移動の自由

や安全を確保したり、生命の危機に瀕した民間人を保護するためにも――「必要な行動」

(“necessary action”)をとることを認めている（99）。

（92）SCR1264, para. 3; SCR1272, para. 4.  UNMISETの場合は「任務遂行に必要な行動」(“the
necessary actionsto fulfill its mandate”)と表現されている(SCR1410, para. 6)。

（93）SCR858（1993年８月24日）, preambular para. 6 ; SCR876（1993年10月19日）, preambular para. 6;
SCR881（1993年11月４日）, preambular para. 5.

（94）SCR876, preambular para. 5 and paras. 5-7.
（95）SCR1101（1997年３月28日）, preambular para. 9 and para. 4; SCR1114（1997年６月19日）,

preambular para. 12 and para. 4.  
（96）SCR1132（1997年10月８日）, preambular para. 9; SCR1270（1999年10月22日）, preambular para. 5;

SCR1289（2000年２月７日）, preambular para. 7; SCR1306（2000年７月５日）, preambular para. 4. 
（97）SCR1132, paras. 6-8.  ただし上記（注78参照）したように、リベリアの介入によってこの内戦

は国際化の様相を呈するようになり、それに応じて石油・武器禁輸の対象はリベリアの支援を
受けるシエラレオネの反政府勢力に限定された(SCR1171 [1998年６月５日], para. 2)。

（98）和平協定履行への協力、非武装化支援、停戦監視、信頼醸成、援助物資移動の円滑化、選挙支
援などが当初含まれていたが(SCR1270, para. ８)、後に重要地点・建物の安全確保、指定された交
通路を使った人・物資・人道援助の自由な移動の確保、非武装化計画関連施設の安全確保、法
執行機関への支援、非武装化の結果集まった武器の管理及び処分、が任務として加わった
(SCR1289, para. 10)。

（99）SCR1270, para. 14; SCR1289, para. 10。さらに後の決議では、ルンギ及びフリータウン各半島
の治安維持や枢要交通路の安全確保などに加え、「如何なる敵対的行動や急迫または直接的武力
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行使にも厳しく対応することにより、RUFによる攻撃の脅威を抑止し、必要とあれば決定的な
形で対抗する」(“To deter and, where necessary, decisively counter the threat of RUF attack by
responding robustly to any hostile actions or threat of imminent and direct use of force”)ことなどまでも
任務として採択した(SCR1313 [2000年８月４日], para. 3(b))。

（100）SCR733（1992年１月23日）, preambular paras. ３-４; SCR746（1992年３月17日）, preambular
para. 6; SCR751（1992月４月24日）, preambular para. ６; SCR767（1992年７月24日）, preambular
para. 7; SCR775（1992年８月28日）, preambular para. ６; SCR794（1992年12月３日）, preambular
para. ３; SCR814（1993年３月26日）, preambular para. 26; SCR837（1993年６月６日）, preambular para.
13; SCR886（1993年11月18日）, preambular para. 11; SCR897（1994年２月４日）, preambular para. 15;
SCR923（1994年５月31日）, preambular para. 15; SCR954（1994年11月４日）, preambular para. 21.

（101）SCR733, para. 5.
（102）SCR767, preambular para. ９; SCR775, preambular para. ８; SCR794, para. 10.  しかし実際には武力

行使はかえって現地の武装勢力からの度重なる攻撃を誘発することになり、147名の犠牲者を出
したのち1995年３月にUNISOM IIは撤退した(SCR954)。

（103）SCR794, para. 10.
（104）SCR837, para. 5.
（105）SCR713（1991年９月25日）。
（106）この後、クロアチア西部のセルビア人居住地区に、クロアチア独立後少数派となるセルビア

人保護のため国連保護地域(UN Protected Areas: UNPAs)が設立され、さらにその非武装化と監視を
目的として国連保護軍(UN Protection Force: UNPROFOR)も創設された（SCR743 [1992年２月21

日]）。しかし、ボスニア内戦（以下参照）の激化の中、停戦合意及び国連の平和維持努力を無視

ソマリア内戦では、それが人命の多大な損失、広範な物的破壊および地域の安定と平

和への影響をもたらすことなどを記した上で、こうした状況の継続が脅威を構成すると

し（100）、武器禁輸（101）をまず決定した。しかし、それにもかかわらず多くの武装勢力が

活動し、国連などによる人道支援活動が妨げられると、安保理は「ソマリアにおける人

道支援の提供は、地域における国際の平和と安全を回復するための安保理の努力におけ

る重要な要素である」ことを再確認し（102）、「ソマリアの人道救援活動のために安全な

環境を至急確立すべく」(“ to establish as soon as possible a secure environment for

humanitarian relief operations in Somalia”)事務総長と国連加盟国に対し武力行使(“all

necessary means”)を認めた（103）。さらに、かくして創設された部隊（Unified Task Force:

UNITAF、のちにUnited Nations Operations in Somalia II: UNOSOM IIへ継承）がソマリア武

装勢力の攻撃を受ける事態が生じると、ソマリア全土においてUNOSOM IIの権威を確

立するためには、そうした攻撃を行ったり煽動したりする者に対し武力行使(“all

necessary measures”)することができる旨を確認した（104）。

91年から95年まで続き、その間複雑な展開を見せた旧ユーゴスラヴィア紛争に対する

安保理の対応も、同地域への内戦の影響に対する懸念と、人道問題に対する懸念の組み

合わせから捉えることが可能である。同紛争は91年６月25日のスロベニア、クロアチア

のユーゴスラビア連邦からの独立宣言に端を発する。スロベニアでは７月７日に停戦合

意を含むブリオニ協定が成立、スロベニア独立の方向で事態は収束していたが、クロア

チアでは独立支持勢力とユーゴスラヴィア連邦軍との戦闘が激化していた。こうした事

態に対し安保理は脅威認定を行い、武器禁輸（105）を決定した。翌年１月２日クロアチア

での停戦合意が成立（106）、15日にスロベニア、クロアチア両国は欧州共同体(European

Community: EC)に承認された。ここまでの過程は「一国からの分離独立運動をきっか
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けとした内戦」と特徴付けることができ、その意味で冷戦後の内戦への積極的な関与の

一環として位置付けることができる。

続くボスニア・ヘルツェゴビナ（以下ボスニア）紛争は、性格を異にしている。ボス

ニアは92年２月末の人民投票を経て３月６日に独立宣言をし、４月７日には米国とEC

がその主権を承認している（107）。また一方で、４月27日にセルビアとモンテネグロは新

しいユーゴスラビア連邦(Federal Republic of Yugoslavia: FRY)の創設を宣言した。すな

わち、ボスニア紛争の発生とほぼ同時期にボスニアは独立した主権国として成立してい

るのである。したがって、ボスニアのセルビア人居住地域をFRYに取り込み「大セルビ

ア」(Greater Serbia)実現を目的としたセルビア系武装勢力とユーゴスラビア連邦軍の攻

撃は、「内戦が外部介入により開始・拡大され、その地域の平和と安定が損なわれるお

それがある」という冷戦以前の脅威概念の範疇に即したものとしてとらえることができ

る。実際、ボスニア紛争開始から程なく採択された決議749（92年４月７日）では、紛

争当事者への言及は「すべての紛争当事者及び関係する者」(“all parties and others

concerned”)（108）という表現にとどめているものの、その次に安保理がボスニア情勢に

関して採択した決議（決議752[92年５月15日]）では、ユーゴスラびア連邦軍およびク

ロアチア軍の部隊を名指ししつつ、すべての外部干渉はやめるべきであることを要求し

ている（109）。

一方で、ボスニア内で起きている大規模な人権侵害に対する懸念も、安保理の行動を

促す要因となっていた。それは上記した安保理による初の国際刑事法廷設立に端的に見

てとれる。ボスニアでの人道状況への関心は内戦勃発当初から存在していた。92年５月

の時点ですでに安保理は、強制的住民移動や人口構成を変えるためのあらゆる試み

(“forcible expulsions of persons from the areas where they live and any attempts to change the

したクロアチア政府軍とセルビア人武装勢力との戦闘と、政府軍によるセルビア人迫害が激化
した。安保理はこうした状況を平和への脅威と認定し（SCR807 [1993年２月19日], 815 [1993年
３月30日]）、最初UNPROFORに対しクロアチアでの任務遂行に必要な自衛のための武力行使
(“acting in self-defence, to take the necessary measures, including the use of force”)を認め(SCR871 [1993
年10月４日], para. 9)、次に国連加盟国に対しUNPROFOR支援の空爆（“all necessary measures to
extend close air support to the territory of the Republic of Croatia, in defence of UNPROFOR personnel in
the performance of UNPROFOR’s mandate”, SCR908 [1994年３月31日], para. 8;またSCR 958 [1994年
11月19日]参照）を認めた。後者の支援空爆については、UNPROFORに代わるクロアチアでの平
和維持活動として設立された国連クロアチア信頼回復活動(UN Croatia Confidence Restoration
Operation: UNCRO)(“all necessary measures to extend close air support to the territory of the Republic of
Croatia in defence of UNCRO personnel in the performance of UNCRO’s mandate”, SCR981 [1995年３
月31日], para. 6)及び国連東スラヴォニア、バラニャ及び西スレム暫定機構(UN Transitional
Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium: UNTAES)(“all necessary measures,
including close air support, in defence of UNTAES and, as appropriate, to assist in the withdrawal of
UNTAES”, SCR1037 [1996年１月15日], para. 14)にも適用された。安保理のこれらの対応もま
た、既に独立した国内部での紛争が隣国ボスニアのそれと連携しないようにするためのものと
して理解することができる。

（107）ボスニアはクロアチア、スロヴェニアと共に５月22日国連加盟国となっている。
（108）Para.３.
（109）Para. ３.  ボスニア紛争開始から程なく、セルビア勢力への対抗のためクロアチアとボスニアは
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ethnic composition of the population”)をやめるべきであること、大量の避難民の発生に

対応するための人道援助が緊急に必要とされていることを強調している（110）。これ以後、

ボスニア内の各武装勢力や軍隊に対し市民への残虐行為や強制的追放などを非難し、こ

うした行為の犠牲となった人々の保護や人道援助の確保などを訴える文面は、ボスニア

関連のほとんどすべての決議に見ることができる。そして決議770（92年８月13日）序

文では、「ボスニアの情勢が国際の平和と安全に対する脅威を構成し、ボスニアでの人

道援助が地域における国際平和と安全を回復するための理事会の努力の重要な要素とな

っていることを再確認」（111）しているという表現で、ボスニア情勢がもたらす脅威の概

念に、同地での人道危機も含まれるとの認識を示した。同日採択されたもうひとつの決

議（決議771[92年８月13日]）では、すべての紛争当事者が国際人道法を順守すべきで

あり、それが守られない場合安保理は「憲章の下におけるさらなる措置をとる必要があ

るであろう」(“the Council will need to take further measures under the Charter”)（112）と憲章

第７章下で決定し、人道の観点から強制措置を行う意思を示唆している（ちなみに、民

族浄化[ethnic cleansing]の概念が安保理決議に初めて登場するのもこの決議からであ

る）。

かくして安保理はボスニア内戦をその国際性と非人道性において脅威と認定し、さま

ざまな強制措置を採択した。それらには、新ユーゴスラビアに対する経済制裁、外交関

係およびスポーツ・文化・技術交流削減（113）、アドリア海およびドナウ川航行の封鎖と

臨検（114）といった措置が含まれた。これらにもかかわらず内戦が激化すると、安保理は

さらに人道援助物資輸送の安全確保のための軍用機飛行禁止（115）、飛行禁止区域施行の

ための国連加盟国による武力行使容認（116）、セルビア人勢力に包囲されたムスリム系ボ

スニア人保護を目的とした安全地帯(safe areas)の設立（117）、安全地帯保護のための

イラク戦争と国連安全保障理事会

同盟関係を結び、前者は後者への軍事援助を行っていた。この関係は1992年秋から悪化し、翌
93年春からは全面戦争へと以降するが、再び関係は修復し、94年２月にボスニア―クロアチア
連邦を結成した。

（110）SCR752, paras. ６-７.  引用はpara. ６。
（111）原文は“Recognizing that the situation in Bosnia and Herzegovina constitutes a threat to international peace

and security and that the provision of humanitarian assistance in Bosnia and Herzegovina is an important
element in the Council’s effort to restore international peace and security in the area”(preambular para. ５)。

（112）Para. ７.
（113）SCR757（1992年５月30日）。その後経済制裁に関連して取られた措置については、SCR760

（1992年６月18日）、820（1993年４月17日）、838（1993年６月10日）、943（1994年９月23日）、
970（1995年１月12日）、988（1995年４月21日）、992（1995年５月11日）、1003（1995年７月５
日）、1015（1995年９月15日）、1021（1995年11月22日）、1022（1995年11月22日）、1031（1995

年12月15日）参照。
（114）SCR787（1992年11月16日）。またセルビアの援助を受けつつ内戦を続けるセルビア系ボスニ

ア人勢力に対しても、1994年夏の和平案（米、露、EU主導で提示されたいわゆる「コンタクト・
グループ・マップ」）署名への抵抗をきっかけとして経済制裁を決定した（SCR942 [1994年９
月23日]）。

（115）SCR781（1992年10月９日）。
（116）SCR816（1993年３月31日）, para.４. ここでは“all necessary measures”という表現が使われている。
（117）SCR819（1993年４月16日）、824（1993年５月６日）。Srebrenica、Tuzla、Sarajevo、zepa、
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UNPROFORによる武力行使容認と国連加盟国の空爆による支援（118）、を決定した。ボス

ニア和平協定（95年12月14日署名）成立後には国連加盟国に対し、平和履行部隊(UN

Implementation Force: IFOR)を創設すること、IFORを通じ和平協定実施のために武力を

行使すること、またIFOR保護・支援のために武力を行使することを容認した（119）。

澆テロリズム

2000年９月11日の米国同時多発テロ発生以前にも、安保理の場に国際テロリズムの問

題は登場していた。88年12月21日英国ロカビー(Lockerbie)上空で、パンナム航空103便

がリビアのテロリストにより爆破された事件（乗客243名、乗務員16名、ロカビー地元

民11名死亡）（120）では、英米は３年にわたる調査を通じてリビアの関与が裏付けられた

としてリビア人容疑者を両国内で起訴し、リビアに容疑者引渡し、損害賠償などを要求

した。これら要請に対するリビアの非協力的態度を見ると、翌年英米仏３カ国は安保理

に対応を要請した。安保理は、テロ抑圧が国際の平和と安全に不可欠であること等を確

認した上で、この件に関するリビア政府の非協力と具体的行動によるテロリズム否認を

怠っていることをもって国際平和への脅威となし（121）、武器禁輸、航空禁止、外交関係

縮小（122）、海外資産凍結、石油精製・輸送機器禁輸（123）等を決定した。

コソボォ紛争は、ポスト冷戦期の脅威概念の新要素、すなわち人権、内戦、テロの３

つが見てとれる事例である。アルバニア人が人口の大半を占める同地方では、独立を目

指す運動が90年代初頭から活発化し、セルビア共和国当局との衝突が繰り返されてい

た。98年に入りコソボ解放軍(Kosovo Liberation Army: KLA)等のアルバニア系武装勢力と

Gorazde、Bihać の計６カ所に設立された。
（118）SCR836（1993年６月４日）。この決議ではまずUNPROFORの任務を漓安全地帯への攻撃阻止、

滷停戦監視、澆（ボスニア政府軍を除く）武装勢力の退却の促進、潺重要地点の占領、に拡大
(para. 5)し、それらの任務を遂行する際に自衛措置として、爆撃、軍事的侵攻、UNPROFOR又
は人道物資輸送車の移動妨害に対しては「武力を含む、必要とされる手段をとる」(“acting in
self-defence, take the necessary measures, including the use of force”)ものとし(para. ９)、さらに
UNPROFORのこうした任務を支援するため、国連加盟国は「空軍力を通じた、必要なあらゆる
手段」(“all necessary measures, through the use of air power”)を使うことを認めた(para. 10)。ここで
興味深いのは最後の引用での“through”の使い方であり、「あらゆる手段」が空軍力を通じて

．．．
行

使されるものと表現することは、「あらゆる手段」([all] necessary means/ measures)という表現が
事実上「武力」を意味するという慣例が定着したことを示唆するものと理解できる。

（119）SCR1031, paras. 15-17.  ここでは“all necessary measures”という表現が用いられている。これら
の規定は、IFOR後に設立された平和安定化部隊(Stabilization Force: SFOR)にも引き継がれた。
SCR1088（1996年12月12日）, paras. 18-21; SCR1174（1998年６月15日）, paras. 10-13; SCR1247

（1999年６月18日）, paras. 10-13; SCR1305（2000年６月21日）, paras. 10-13; SCR1357（2001年６月21

日）, paras. 10-13; SCR1423（2002年７月12日）, paras. 10-13; SCR1491（2003年７月11日）, paras.
10-13. 

（120）この事件に対する背景等をまとめたものとしては、例えばMichael Plachta,“The Lockerbie Affair:
When Extradition Fails Are the United Nations Sanctions a Solution?”<http://www.acpf.org/Activities/
public%20lecture2000/lecturePlachta(E).html>, accessed 10 July 2003参照。

（121）SCR748（1992年３月31日）, preambular paras. 4 and ７; SCR883（1993年11月11日）, preambular
paras. ５-６.

（122）SCR748.
（123）SCR883.
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の武力衝突が本格化すると、安保理はコソボ情勢の悪化が脅威を構成すると認定し（124）、

ユーゴスラヴィアに対する武器禁輸（125）、停戦合意の強制、紛争抑止、非武装化等を任

務とする「国際的な安全保障のためのプレゼンス」(“international security presence”、コソ

ボ安全保障部隊[Kosovo Force: KFOR])の創設（126）を決定した。こうした安保理の決定

の前提には、漓セルビア当局による弾圧で生じた「破局的な人道状況」(“humanitarian

catastrophe”)への懸念（127）、滷弾圧と内戦による大量の難民発生とそれによる周辺地域

秩序への懸念（128）、澆KLAなどのテロ行為への非難（129）、が含まれており、これらが脅

威認識の背景にあると考えられる。

しかし、テロと安保理における脅威認識とのつながりに関して、最も重要なインパク

トを残したのは、やはり2001年９月11日のアメリカ同時多発テロ事件であろう。この事

件に対する安保理の対応の直接的な文脈を提供しているのは、その３年前（98年８月７

日）にケニヤとタンザニアの米国大使館を狙った爆破テロである。安保理はこうした行

為が「国際関係に有害な効果をもたらし、諸国家の安全を危うく」(“such acts have a

damaging effect on international relations and jeopardize the security of States”)しており、テロ

抑圧が国際の平和と安全の維持に不可欠であるとの認識をすでに示していた（130）。テロ

が国際の平和への脅威を構成するという形での直接的な言及は避けたものの、これらの

表現には、テロ行為が持つ国際安全保障への甚大な影響に対する、安保理でのコンセン

サスを見てとることができる。そしてそのテロの首謀者がアル・カイダ(al Qaeda)であ

り、主要拠点がアフガニスタンであることが判明すると、テロリズムに関する安保理の

対応はアフガニスタン情勢を主な舞台とすることになった。ソ連撤退後のアフガニスタ

ンは長く内戦状況にあり、安保理でもこれを地域・国際安全保障への脅威と認定しては

いたものの（131）、それに基づいて強制措置が取られてきたわけではなかった。爆破テロ

の発生は、テロと脅威概念のつながりを促し、テロ支援国家であるアフガニスタンへの

安保理としての対応を必要ならしめることになったのである。安保理はまず、アフガニ

スタンを実質的に支配しているタリバン政権に対し、テロリストへの支援中止（132）とア

ル・カイダ首領であるオサマ・ビン・ラディン(Osama bin Laden)の引渡しを要求した（133）。

次に安保理は、タリバンがこれらの要求に応じないことをもって平和への脅威とな
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（124）SCR1199（1998年９月23日）, preambular para. 14; SCR1203（1998年10月24日）, preambular
para. 15; SCR1244（1999年６月10日）, preambular para. 12.

（125）SCR1160（1998年３月31日）, para. ８.
（126）SCR1244, paras. ５-９.  引用はpara. ７。
（127）SCR1239（1999年５月14日）, preambular para. ３.
（128）例えばSCR1199, preambular paras. ６-７参照。
（129）例えばSCR1160, para. ３参照。
（130）SCR1189（1998年８月13日）。引用はpreambular para. ２。またSCR1269（1999年10月19日）

参照。
（131）例えばSCR1193（1998年８月28日）, preambular  para. 4参照。
（132）SCR1214（1998年12月８日）, para. 13.
（133）SCR1267（1999年10月15日）, para. 2.
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し（134）、タリバンに対し海外資産凍結、航空関係断絶（135）、武器禁輸、外交関係縮小な

どを、またアル・カイダに対しても海外資産凍結を決定した（136）。

2001年の同時多発テロの発生はテロの脅威を国際社会に強く認識させた。テロ発生の

翌日、安保理は「テロ行為により引き起こされた国際の平和と安全への脅威にあらゆる

手段で戦う」(“combat by all means threats to international peace and security caused by

terrorist acts”)決意をいち早く表明し（137）、さらに今回のような行為は、「いかなる国際

テロ行為と同様に、国際の平和と安全に対する脅威を構成する」ことを認定した上で（138）、

テロ集団に対する資産凍結・非合法化、国家支援の禁止（139）を決定した。米英を中心と

するタリバン掃討作戦（2001年10月７日開始）の後に創設された国際安全支援部隊

(International Security Assistance Force: ISAF)には、カブール近隣の治安維持などの任務

遂行に際しての武力行使(“all necessary measures”)を容認する一方（140）、引き続き活動し

ているアル・カイダとタリバン残党に対して武器禁輸、海外渡航禁止などの措置を決め

た（141）。

同時多発テロ以降の決議において以前と違うのは、テロがもつ平和への脅威の性質が

アフガニスタン等に限定される局所的なものではなく、普遍的なものである、という認

識が浸透していると見られることである。実際、安保理はテロに関する外務大臣級会合

を2度にわたって開き（2001年11月12日、2003年１月20日）、テロが「最も深刻な平和と

安全に対する脅威を構成する」の１つであることを強調している（142）。

このように振り返ってみると、安保理における脅威概念の変遷とそれに基づく武力行

使の正当性について、以下のような傾向を指摘することができる。

まず脅威概念について言えば、この概念に含まれる情勢は確実に拡大している。すな

わち、従来の漓国家間紛争、滷国際化した内戦に加えて、澆大規模な人道危機や人権抑

圧、潺強度・範囲・人的被害の点で地域秩序への影響が懸念される内戦、潸テロ、の３

つが90年代に浮上してきた。WMDと脅威概念とのつながりについては、湾岸戦争後の

決議（決議687）において、イラクによるWMD所持が国際の平和と安全に潜在的脅威を

構成することがいわば「回顧的」(in retrospect)に示唆されているものの、これが明確に脅
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（134）SCR1267, preambular para. 8; SCR1333（2000年12月19日）, preambular para. 14.
（135）SCR1267, para. 4.
（136）SCR1333, paras. 5-11.
（137）SCR1368（2001年９月12日）, preambular para. 2.  バリ島（2002年10月12日、SCR1438 [2002年10

月14日]）、モスクワ（2002年10月23日、SCR1440 [2002年10月24日]）、ケニア（2002年11月28

日、SCR1450 [2002年12月13日]）、ボゴタ（2003年２月７日、SCR1465 [2003年２月13日]）、イ
スタンブール（2003年11月15、20日、SCR1516 [2003年11月20日]）、マドリッド（2004年3月11

日、SCR1530[2004年3月11日]）で起きたテロ事件に対しても、同様の表現を用いてテロ行為を
非難している。

（138）SCR1373（2001年９月28日）, preambular para. 3.
（139）SCR1373．
（140）SCR1386（2001年12月20日）, para. 3.  のちにはカブール近隣地域外へも範囲が拡大された。

SCR1510（2003年10月13日）, para. 1.
（141）SCR1390（2002年１月28日）, para. 2.
（142）SCR 1377（2001年11月12日）, Annex; SCR 1456（2003年１月20日）, Annex.
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威概念と結び付けられるのは、イラク戦争に関する議論を待たなくてはならない。

これら５つの分類は、その脅威の度合いにおいて濃淡が存在している。すなわち、従

来の２つの基準、そしてテロ（特に同時多発テロ事件以降）については、それが平和へ

の脅威をなすことに関する広範なコンセンサスがあるように思われる。また国内紛争で

あってもそれが地域秩序に影響があると判断される場合についても、安保理の権威の下

で設立された多国籍軍または国連平和維持活動(peacekeeping operation: PKO)を通じた

関与の例が多いことを鑑みても、それらの状況が脅威をなすことについての安保理での

理解も確立しているように見える。

しかし人権抑圧または人道危機に対する安保理の対応は、これらよりも抑制されてい

る。湾岸戦争後の北イラク、ハイチ、そしてルワンダに関する決議に一貫して見られる

のは、「そこに起きている人権抑圧または人道危機がユニークであり、したがって例外

的な措置が必要である」というただし書き(caveat)である。このことが意味するのは、人

道・人権問題を脅威と認定し、それに対し憲章第７章下での強制措置をとるということ

に関するコンセンサスがいまだ確立していないということである。関連してもう１つ指

摘したいのは、安保理は、人道・人権的懸念のみ
．．

から行動を起こすということはほとん

どないということである。北イラク、ハイチ、ルワンダのいずれにおいても、安保理が

それら地域での人権・人道状況に対応を余儀なくされたのは、大量の避難民が国境を超

えて移動した結果、近隣諸国の治安と地域秩序を乱す可能性があったからであった。ポ

スト冷戦期になって、安保理は人権・人道問題が脅威を構成することを認め、場合によ

っては武力行使までも授権してきているものの、その認定と授権は他の脅威構成要素に

比して限定されたものであると言うことができる。

武力行使容認の表現についても、ポスト冷戦期の多くの事例を通じて定式化がなされ

てきた。湾岸戦争時の決議を始めとする多くの事例において、安保理は“all necessary

means/ measures”という表現を使うことにより、PKOまたは多国籍軍による武力行使へ正

当性を付与している（143）。しかし、PKOに関しては、これより限定的な武力行使が容認

される場合がある。すなわち、漓その要員の安全と移動の自由の確保のみ（中央アフリ

カ、アルバニア）、またはやや範囲を拡大して、滷国連・人道活動要員、それら要員と

援助物資等の移動手段、そして自らの保護下に入った地元住民を保護するために自衛ま

たは必要な行動が容認される（ルワンダ、シエラレオネ、コートジボアール）、という

場合である（144）。興味深いのは、ルワンダ(UNAMIR)の場合をのぞく（145）すべての武力

行使容認の決議において、「必要な」(necessary)という形容詞が用いられていることであ

る。この「必要な」行動(action)または措置(means, measures, steps)をとることを認める
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（143）例えば注118参照。
（144）ただし、PKOであってもボスニア(UNPROFOR)やソマリア(UNOSOM)のように、こうした限

定を超えると見られる程度・範囲の武力行使を認められた事例も存在している。
（145）UNAMIRの場合には自衛(self-defence)という表現が用いられ、自衛目的で武力行使をするこ

とはこの概念に既に織り込まれている。
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という表現を決議に盛り込むか否かが、安保理による武力行使容認への敷居(threshold)

をなすと理解することができよう。

それにしてもなぜ、このように脅威概念の拡大と武力行使事例の増加（146）が見られる

ようになったのだろうか。まず、冷戦の終焉という事態は大きな契機となっているよう

に思われる。すなわち、冷戦の終焉は、漓米ソ間の世界大での対立構造を終焉させるこ

とで、安保理全体での意思決定を可能ならしめた一方で、滷冷戦構造下で米ソが維持し

ていた影響圏(spheres of influence)から両国を解放し、地域紛争を自陣営の影響力保

持・伸張の機会として利用するというインセンティブを低下させた。この結果、多くの

地域紛争に際しては、国連安保理が国際的な対応の最前線へと押し上げられるようにな

った。つまり冷戦期であれば米ソなどが直接間接に介入する代りに、安保理の権威の下

で多く組織された多国籍軍またはPKO（147）に武力行使を含む広範な活動が委ねられるよ

うになったのである。また脅威概念に関して言えば、国際裡にとり上げられうる問題の

性質が冷戦期とその後とでは基本的に異なるということが指摘できる。イデオロギーの

異なる諸国家からなる２つの陣営間の対立であった冷戦期においては、一国内で起きて

いる問題を安保理で取り上げ非難することはその陣営にとっての損失を意味しかねず、

したがっていずれかの陣営からの拒否権行使に遭うという公算が強かった（その意味で

も南アのアパルトヘイトは例外であった）。しかし冷戦が終わりこうした対立構造が解

消すると、内戦や人道危機といった従来は国内問題であったものを安保理の場で取り上

げることに対する安保理理事国の抵抗感は相対的に低下した。その意味では、冷戦の終

焉が、従来「国内問題」として除外されていた諸問題を安保理の議題に載せやすい状況

を作ったということができる。第２に、第２次大戦後の国際政治においてそのアクター

に共有される規範が次第に増えてきたという歴史的趨勢が指摘できる。第２次大戦後、

民族自決の原則の下に多くの主権国家が成立したのみならず、同大戦の経験を踏まえて

提唱された人権やジェノサイドという概念は漸進的に国際社会共通の語彙となっていっ

た。こうした規範の共有という基盤が、冷戦の終結という歴史的転機と結びついて脅威

概念の拡大へ結びついたのではないかと考えられる。これらの点については結論にて再

考してみたい。

全体として見た場合、ポスト冷戦期における脅威概念と正当な武力行使の関係は次の

ようにまとめることができる。すなわち、国家間紛争、内戦、テロ、そして（限定的に

であるが）大規模な人権抑圧と人道危機は、当該地域または国際秩序を揺るがし、その

秩序がよって立つところの価値（民族自決、国家主権、人権の尊重）を脅かすが故に、

安保理によって授権された武力行使を含む多国間の強制措置によってこれをコントロー

（146）とはいえ既に触れたように、NATOによるコソボ空爆のように安保理での意思決定を避ける
形（コソボ空爆を認める決議案作成の動きには、セルビアに親近感を持つロシアが強い抵抗を
示したとされる）で武力行使が行われた事例も存在しており、以下の分析はその意味であくま
で一般的趨勢をまとめたものである。

（147）Marrack  Goulding,“The Evolution of United Nations Peacekeeping,”International Affairs, Vol. 69, No.
3 (July 1993), pp. 451-464.

防衛研究所紀要第７巻第１号



75

ルする必要がある。すなわち、このような形で表現された集団安全保障の思想が、正当

性の根拠にあるのである。

しかし90年代の実践は、以上の論理に対する重大な挑戦をも提示している。それは、

同時多発テロをめぐる２つの決議（決議1368, 1373）でテロ行為を平和への脅威と認定

しつつ、一方で個別的・集団的自衛権をも序文で認めていることに由来する（148）。本来、

脅威とは国際
．．

または地域
．．

の平和と安全に対する脅威であり、この脅威の国際性・地域性

ゆえに武力行使が正当化されるのである。一方、憲章第51条において自衛権が認められ

ているのは、安保理による集団安全保障機能が作用するまでの間のものとしてであり、

集団安全保障機能に代替するという位置付けではない。したがって、これら決議に基づ

いて米英がアフガニスタンのタリバン、アル・カイダ掃討作戦を行ったことの意味合い

は、「国際
．．

平和への脅威」が「多国間
．．．

による武力行使」を正当化するという論理の自明

性を断ち切ったということにある。ここで、可能性は２つである。すなわち、テロに対

する脅威認定がなされた場合、多国間による武力行使に代わる
．．．

対応として、集団的・個

別的自衛行動が正当化されるということである。そしてどちらの可能性が今後の方向性

として示唆されているのかを考察する１つの手がかりは、イラク戦争にある。

２　イラク戦争の意味合い

（１）大量破壊兵器とテロ：イラク攻撃の正当性をめぐる主張の二重性

アフガニスタンでの戦争が、その開始から２カ月後の2001年12月、タリバンの崩壊、

新暫定政府とISAFの設立という形で収束に向かう（もちろんタリバン、アル・カイダ

残党に対する掃討作戦はその後も断続的に継続されているが）と、対テロ戦争(war on

terrorism)の舞台はアフガニスタンからイラクへと移った。タリバン崩壊後、米ブッシュ

政権がその矛先をフセイン政権に向けることは、すでにある程度予想されていた。イラ

クのサダム・フセイン政権がテロ集団を支援しており、対テロ戦争を完遂するためには

同政権に対処する必要があるという主張は、アメリカ政権内外に同時多発テロ発生の直

後から存在していたからである（149）。実際、一般教書演説（2002年１月29日）（150）にお

いて、ブッシュ大統領(George W. Bush)はイラン、北朝鮮そしてイラクという「悪の枢

軸」(axis of evil)がもたらす最大の脅威として、テロと大量破壊兵器の結びつき、すな

わち、これらの国家が自国内にテロリストを匿い、大量破壊兵器を与えて米国などを攻
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（148）SCR1368, preambular para. 3; SCR1373, preambular para.4.
（149）例えばラムズフェルド国防長官、ウォルフォビッツ副長官(Paul Wolfovitz)は同時多発事件の

直後からイラク攻撃の可能性を議論している。See Bob Woodward, Bush at War: Inside the Bush
White House (New York: Simon & Schuster, 2002), pp. 49 and 60 and Plan of Attack (New York, NY: Simon
& Schuster, 2004), pp. 24-27.

（150）For the text, see <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/20020129-11.html>, accessed
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撃しようとしている可能性を強調した。そしてこうした危険が近づいているにもかかわ

らず、実際に事が起きるのを待つことはできない(“I will not wait on events, while

dangers gather”)とも論じた。その数日後の２月６日、国務長官コリン・パウエル(Colin

Powell)は米下院国際関係委員会にて、ブッシュ大統領がすでに戦争をも含む「最も重大

なオプション」を考えていること、またイラクの政体変更(regime-change)を「米国のみ

で行わなければいけないかもしれない」ことを発言している（151）。これらの動きの背後

にあるのは、自衛に基づく先制・予防攻撃の論理であり、国際平和への脅威に対処する

ための、国際的な了解の上での武力行使という論理ではない。

しかし京都議定書破棄や弾道弾迎撃ミサイル制限条約離脱に続き、国際協調を無視す

る形で米政権が戦争を強行するのではないかという国際的な懸念は強く、これに対して

ブッシュ政権はイラク攻撃に対する国際的支持を取り付けるための外交努力を始めた。

３月13日の記者会見でブッシュは、国際的支持が得られない場合にもイラク攻撃をする

のかとの再三の質問に対し、現在各国と協議していることを強調した（152）。またこれと

前後して、チェイニー副大統領(Richard Cheney)が中東諸国（３月中旬）（153）、ブッシュ大

統領が欧州（５月末）に歴訪し、イラク攻撃への支持を求めている。だが、こうした訪

問や電話などによる説得で明確になったのは、アメリカの対イラク強硬姿勢への批判は

むしろ高まりつつあるということであった。ブッシュの訪欧の時点でそうした批判はす

でにフランスやドイツといった伝統的な同盟国などでも大きくなりつつあり（154）、また

米国内でも、キッシンジャー元大統領補佐官(Henry Kissinger)やイーグルバーガー元国

務長官(Lawrence Eagleburger)を始めとして、イラク攻撃に反対または懐疑的な声は高

まりつつあった（155）。一定の理解を初めから示していたのは、英国のブレア首相(Tony

Blair)のみであった（156）。

19 May 2003.
（151）“Iraq: Diplomatic Prelude to War?”BBC News, 20 December 2002,<http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_

east/2566841.stm>, accessed 24 July 2003.
（152）Office of the Press Secretary, President Holds Press Conference, 13 March 2002, <http://whitehouse.gov/

news.releases/2002/03/iraq/20020313-8.html>, accessed 19 May 2003.
（153）“Road to Baghdad Leads through Jerusalem,”BBC News, 21 March 2002,<http://news.bbc.co.uk/2/hi/

middle_east/1884846.stm>, accessed 24 July 2003.
（154）“Protests, and Friends Too, Await Bush in Europe,”New York Times, 22 May 2002.  
（155）“Kissinger Joins Protests at Bush Plan to Attack Iraq Unease over Bush’s Plans to Attack Saddam,”

Independent, 17 August 2002.
（156）４月訪米直前のNBCとのインタビューでブレア首相は、フセイン政権の性格、大量破壊兵器

製造の疑惑、安保理決議違反を挙げてイラクの脅威を主張している。しかしこの時点でもブレ
アは軍事行動は支持しておらず(“We are not proposing military action at this point in time”)、取りう
る行動についても今後の議論とイラクの対応によって左右されるとしていた（こうした立場は
訪米時の共同記者会見でも維持されている）。また、ブッシュ政権と同様ブレア内閣においても、
イラクとの対立推進派（ストロー外相[Jack Straw]、フーン国防相[Geoffrey Hoon]など）と慎重
派（ショート国際開発相[Clare Short]、ベケット農村問題担当相[Margaret Beckett]など）の亀裂
は存在し、野党である保守党（同党内も戦争支持の可否を巡って内部分裂していたものの）も、
戦争の根拠の不明確さに対する批判を強めていった。Transcript of Interview for NBC Given by the
Prime Minister Tony Blair, London, On Wednesday, 3 April 2002, <http://www.number-10.gov.uk/output/
Page1709.asp>, accessed 24 July 2003; Press Conference: Prime Minister Tony Blair and President
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安保理を通じた武力行使支持獲得の方向へブッシュを本格的に動かしたのは、８月５

日のブッシュ、パウエル国務長官、ライス大統領補佐官(Condoleezza Rice)との会合で

あったといわれる。そこでパウエルは、イラクとの戦争と戦後復興を一国のみで行った

場合の軍事的・経済的コストや予想される国際的な批判を指摘し、国連の場などを通じ

た国際的支持を獲得するべきとブッシュを説得した（157）。またほぼ同時に、ブレア首相

も新しい安保理決議採択の重要性をブッシュに説いた（158）。

イラク攻撃に対する国際的支持を取り付ける上で、国連安保理は以下の２つの文脈に

おいて重要な存在であった。第１に、91年の湾岸戦争以来イラクとの国際的関与（経済

制裁、人道支援、兵器査察など）の枠組みは、すべて安保理決議を通じて形成されてお

り、またそもそも湾岸戦争自体、安保理決議（決議678）をその正当性のよりどころと

して行われていた。したがって仮に新たな軍事行動をフセイン政権に対し起こそうとす

る場合、安保理を通じた正当性付与の手続きを踏むということは、こうしたこれまでの

国際的関与の経緯に沿ったものであった。第２に、「テロリズムは平和への脅威であり、

あらゆる手段を用いてそれを抑圧すべく決意する」という普遍的なコンセンサスが生ま

れてきたのも安保理の場を通じてであった。アフガニスタンでのタリバンおよびアル・

カイダへの攻撃も、この理解の下に（それが既述のように自衛権の主張との関係で潜在

的問題をはらむものであるとしても）国際的な支持を取り付けていた。したがって、ブ

ッシュ政権がイラクでの新たな戦争を対テロ戦争の一部として位置付け、それによって

国際的な正当性を得ようとするのであれば、安保理は有用な場になる可能性を持ってい

た。

９月４日の記者会見で、ブッシュは初めて公式にこうした方針転換を認め、国連と米

議会の何らかの支持なく行動を起こさないことを約束した（159）。そしてこの後、ブッシ

ュ政権は米議会と国連を中心に、積極的な支持取り付けのための働きかけを進めること

になる。

米上・下両院では2002年10月10－11日、対イラク武力行使授権決議を採択した（160）。

決議はまず序文にて、イラクがもろもろの安保理決議に反して漓大量破壊兵器を開発・

所持し、滷それらを直接あるいは自国内に匿っているアル・カイダなどテロリスト集団

を通じて米国などに対し使うおそれがあり、また澆イラク市民に残虐な抑圧を続けてい
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George Bush, 6 April 2002, <http://www.number-10.gov.uk/output/Page1711.asp>, accessed 15 May
2003;“Cabinet Is Divided on Attacking Iraq, Prescott Admits,”Independent, 17August 2002;“US in
Disarray over Iraq as Powell Backs Call for Weapons Inspectors,”Independent, 2 September 2002.

（157）Woodward, Bush at War, pp. 332-333.
（158）Ibid., 347.  また、英ブラックプールでの労働組合会議(Trade Union Congress)年次総会での講

演（2002年９月10日）においても同趣旨の発言をしている。Prime Minister’s Speech to TUC
Conference, 10 September 2002, <http://www.number-10.gov.uk/output/Page1725.asp>, accessed 16
May 2002.

（159）“With Resolve Stiffened, Blair Will Meet Bush for Council of War,”Independent, 5 September 2002.
（160）Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002 (H.J.Res.114, 16 October

2002).下院では賛成296（反対133）、上院では賛成77（反対23）であった。
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ること、を挙げている。それらの行為が米国、湾岸地域及び国際の安全をおびやかすも

のである以上、適切な安保理決議の履行を必要とあれば武力行使をもって強制すること

は米国の安全保障利益と対テロ戦争の進展になる(“it is in the national security interests of the

United States and in furtherance of the war on terrorism that all relevant United Nations

Security Council resolutions be enforced, including through the use of force if necessary”)。した

がって両議会は、漓イラクによりもたらされる継続した脅威に対しアメリカの安全保障

を確保すること、滷イラクに対し当該安保理決議の実施を強制すること、を目的とし

て、対イラク武力行使を認めた（161）。

この決議の前提は、米国の安全保障への脅威と安保理決議における国際・地域平和へ

の脅威とは重なりあっている、という認識である。実際、ポスト冷戦期に安保理で含ま

れ、また実際決議687と688でも触れられている脅威概念の諸要素（テロ、大量破壊兵

器、人権侵害）が、地域・国際平和および
．．．

米国への脅威としてここでは主張されてい

る。米国による対イラクの武力行使はこの、国際社会共通の脅威を取り除くためのもの

であり、したがって対イラク攻撃は国際的に正当化されうる―米議会決議の狙いはその

ようなものと読み取ることができる。決議に署名するに当たってのブッシュの発言を引

用すれば、米国の目標は、「アメリカと世界平和に対する深刻な脅威を完全かつ最終的

に取り除く」ことにあるのである（162）。

このようにして、安保理の権威を最終的な担保として米国がイラク攻撃の正当性を主

張しようとしている以上、イラク攻撃の正当性に関する米英の主張がどの程度現在の安

保理で受け入れられるところとなるのか、という問題が決定的な重要性を持つようにな

るのも当然のことであった。すなわち、「新たな武力行使はこれまで
．．．．

採択されたイラク

関連の安保理決議によりすでに正当化されている」と米英が仮に主張したとしても、現
．

在
．
の安保理がその行動に懐疑的ないし批判的なのであれば、この主張自体が説得力を欠

くことになる。そしてすでに見たように、いくつかの安保理常任理事国は公にイラク攻

撃に批判的・消極的な立場をとっていた。これが、米英が安保理での新たな武力行使容

認決議を必要としたことの背景にあった。

新たな決議案を作成するのであれば、イラク関連のこれまでの安保理決議を視野に入

れなくてはならない。過去の決議のうち、新たな武力行使につながるような文脈を提供

するのは決議687と688であったが、ブッシュ政権が中心的な狙いをつけたのは、決議

687における大量破壊兵器問題であった。すでに触れた通り、決議688は北部イラクの人

権抑圧の結果を平和の脅威と認定し、それに基づいて米英などは飛行禁止区域まで創設

したが、この決議は憲章第7章下で採択されていなかった。またそもそも、ポスト冷戦

期においてすら人権抑圧のみを根拠に軍事介入するということはなく、その抑圧の結果

や影響が地域安全保障に深刻な影響を与えている状況があってようやく武力行使が容認

（161）H.J.Res.114, Sect.3(a).
（162）Office of the Press Secretary, President Signs Iraq Resolution, 16 October 2002, <http://www.whitehouse.

gov/news/releases/2002/10/iraq/20021016-1.html>, accessed 27 May 2003.
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される可能性が出てくるというのが現実であった。しかし当時のイラクは、湾岸戦争直

後のような大規模な難民の流出もなく、むしろ武力行使によって地域秩序やパレスチナ

問題の進捗が妨げられることの懸念のほうが大きかったのである。

一方で決議687で触れられていた大量破壊兵器とテロという２つの脅威は、より武力

行使に結びつきやすい要素を含んでいた。というのも、停戦決議であるこの決議で義務

付けられている大量破壊兵器の廃棄とテロ支援の禁止にイラクが違反していることを示

すことができれば、それを理由にした武力行使への道筋が見えてくるからである。そし

てこの２つの問題のうち、決議案作成の上でより積極的に打ち出されたのは大量破壊兵

器問題であった。なぜなら同国にとっての最大の懸念は、イラクが大量破壊兵器を製造

しテロリストに提供しているのではないかということにあり、したがってアメリカにと

って重要なのはそうした兵器製造の能力をまず断つということであった。また、イラク

が国連査察に対し非協力的であるということは何年にもわたって知られており、この点

でのイラクの不履行を立証することはアル・カイダとフセイン政権の結びつきを立証す

ることに比して比較的容易だと予想された。

実際、９月４日の会見の時点で報道された決議案の骨子は、漓11月５日を期限にイラ

クの兵器関連施設を無条件で国連による査察に服さしめる、滷それにイラクが応じない

場合の武力行使への言及は（中露の拒否権を回避するためにも）暗示的なものにする、

ということを核としていた（163）。これを基にブッシュは９月６日露仏中首脳に電話で説

得を試み（164）、翌日キャンプ･デービッドではブレアと協議を行った（165）。さらに９月12

日の国連総会での演説では、「われわれの最大の恐怖」(“our greatest fear”)は、テロリ

ストがならず者国家から大量破壊兵器を得てその「狂った野心」(“mad ambitions”)を

果たす近道を見つけることであるとし、イラクこそがまさにこの危険をもたらそうとし

ていると強く批判した。そして、これまで安保理の諸決議を繰り返し無視し、「重大で

勢いを増しつつある危険」(“a grave and gathering danger”)となったフセイン政権にど

う対処するかが国連にとっての試金石であること、米国は共通の挑戦に対峙すべく「必

要な決議にむけ安保理と協働していく」(“We will work with the U.N. Security Council

for the necessary resolutions”)こと、もしイラクが再び世界を欺く場合「軍事行動は不可避」

(“action will be unavoidable”)となること、を強調した（166）。この演説のバックグラウン

ド・ペーパーとして発表された文書(A Decade of Deception and Defiance)（167）でも、大量破
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（163）“With Resolve Stiffened, Blair Will Meet Bush for Council of War,”Independent, 5 September 2002;
“ Bush Consults World Leaders on Iraq,”BBC News, 5 September 2002, <http://news.bbc.co.uk/2/
hi/middle_east/2235852.stm>, accessed 25 July 2003;“ Bush Turns to UN on Iraq,”BBC News, 5
September 2002, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/2237533.stm>, accessed 25 July 2003.

（164）“Bush Phones Around for Support in War on Iraq,”Independent, 7 September 2002.
（165）“PM Makes 21-hour Return Journey across the Atlantic in Search of a Solution to Saddam,”Independent, 

9 September 2002.
（166）For the text, see <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/09/20020912-1.htm>, accessed 19 May

2003.
（167）A Decade of Deception and Defiance (White House Background Paper on Iraq), <http://www.state.gov/p/

nea/rls/13456.htm>, accessed 22 May 2003.
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壊兵器問題に記述の約半分が割かれていた。その12日後（９月24日）、英政府もイラク

の大量破壊兵器疑惑をまとめた文書(Iraq’s Weapons of Mass Destruction: The Assessment of

the British Government)を発表している。

11月８日に全員一致で採択された決議1441はしたがって、大量破壊兵器問題を中心に

イラクに厳しい条件を課すものとなった。序文では「イラクの安保理決議不履行と大量

破壊兵器・長距離ミサイルの拡散がもたらす国際の平和と安全に対する脅威を再確認」

することで、安保理としては初めて、大量破壊兵器問題と脅威概念のつながりを明確に

認めている（168）。その後に続くパラグラフでは、イラクの国連査察への非協力態度を非

難した後、（湾岸戦争の）停戦は決議687の諸規定を、「そこに含まれたイラクへの義務

を含めて受容することに基づいて」いることを指摘する（169）。こうした認識に基づき、

本文では、漓イラクが依然として安保理決議、特に決議687の大量破壊兵器に関する義

務に違反していること（170）、滷イラクに対しそうした義務に服する「最後の機会」(“a

final opportunity”)を与え査察活動に無条件に協力することを要求すると共に、国際原

子力機関(International Atomic Energy Agency: IAEA)と国連監視検証査察委員会(United

Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission: UNMOVIC)に対し査察のための

追加的な権限を与えること（171）、澆査察団報告を基にさらに情勢を検討するが、「その

文脈において」理事会はイラクに対し、イラクが義務違反を続けるのであれば「深刻な

結果」(“serious consequences”)に遭うであろうことを繰り返し警告してきていること（172）、

を骨子としている。具体的な作業スケジュールとしては、漓決議採択後30日（12月８

日）以内にイラク政府は大量破壊兵器開発計画に関する宣言書を提出する（173）、滷45日

以内にIAEA/ UNMOVIC査察団は査察を再開する、澆査察開始から60日後に安保理に

査察結果を報告する（174）、ことが規定された。

かくしてこの決議には９月初旬の米国の方針、すなわち「大量破壊兵器の査察問題に

関しイラクに対し期限付きで対応を要求し、それに応じない場合には武力行使も辞さな

いことを暗示する」、という考えが具体化されているのが分かる。これ以降の展開に照

らして見た場合、決議1441が持つ意味合いは３つである。

第１に、大量破壊兵器疑惑に対するイラクの対応を、武力行使へのいわば「敷居」と

して設定し、その後の対応については改めて安保理で決定するということである。こう

したいわば「２段階・２決議」論は、10月16－17日の公開審議（15理事国に加え55の

国・地域・機関の代表が参加）（175）にてフランスが中心になって主張したところであっ

（168）Preambular para.３.
（169）Preambular para.11.
（170）Para.１.
（171）Paras. 2-8.
（172）Paras. 12-13. 
（173）Para. 3.
（174）Para. 5.
（175）Security Council Official Record(SCOR), 4625th meeting (S/PV.4625, 16-17 October 2002).  因みに2002

年の非常任理事国は、ブルガリア、カメルーン、コロンビア、ギニア、アイルランド、モーリ
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た。これに対し米英はイラクに対する査察への無条件協力要求と、同国が非協力であっ

た場合に武力行使をする可能性の２つをまとめて一本の決議に盛り込むことを主張して

いた。そしてニュアンスの違い（176）はあるものの、審議に参加したほとんどの代表は後

者の「一括・１決議」論には慎重な姿勢を示していた。採択された決議では、IAEA・

UNMOVICの査察報告に基づき情勢を吟味するという旨の文章があり、「その文脈にお

いて」、イラクが義務違反を続けるのであれば深刻な結果に遭うであろうことの警告が

続いている。これは、あくまでも疑惑検証結果に関する安保理の決定がその後の安保理

の対応に先行することを意味する。決議採択後に米英の国連大使が明言し、他国の代表

も繰り返し言及して確認したように、「この決議には武力行使に関する『隠れた引金』

(“hidden triggers”)や『自動性』(“automaticity”)は何も含まれていない」（ネグロポン

テ米国連大使、John Negroponte）のである（177）。であるとすれば、その疑惑が明確な形で

検証される必要があり、その検証結果の内容により、対イラク武力行使が正当化される

かが決まることになる。

第２に、これまでの安保理決議の積み重ねによって形成された基準からすれば、この

決議のみでは武力行使の可能性はせいぜい示唆されているに過ぎない。10月初めに報道

された米英による決議案の文面では、イラクの安保理決議義務違反が「国連加盟国に地

域の平和と安全の回復のためあらゆる手段を用いる権限を与える」(“authorizes member

states to use all necessary means to restore international peace and security in the area”)という直

截的な表現が使われ（178）、ポスト冷戦期の安保理決議における武力行使容認表現の定式

が踏襲されている。しかし10月25日に米英が提出した決議案（179）では、上に見た“serious

consequences”を含む表現へとすでにトーン・ダウンされている。ここから分かること

は、安保理理事国は武力行使容認にはどのような表現が必要なのかを自覚した上
．．．．．

で、こ

の決議ではそれを意図的に避けることに妥協点を見いだした、ということである。査察

結果を踏まえて再び協議すること（180）も鑑みると、武力行使にはもうひとつの決議が必

要だということになる。そしてその決議には少なくとも、漓再査察の結果イラクの義務

違反が確認されたこと、そして滷“all necessary measures/ means”に類する表現が盛り

込まれているべきことという言及が必要になる。
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タニア、メキシコ、ノルウェー、シンガポール、シリアである。
（176）武力行使の姿勢を直接否定する立場（クウェートを含むアラブ諸国、南アフリカ、ロシアな

ど）、武力行使はあくまで最後の手段であることを強調する立場（ブルガリア、ブラジルなど）、
そして査察継続の重要性のみを強調する立場（ギニア、モーリタニア、カメルーンなど）など
に主張は分かれている。

（177）SCOR, 4644th meeting(S/PV.4644, 8 November 2002).  また、ブレア首相も、決議採択を受けた声
明でこの旨を強調している。PM Statement on Iraq following UN Security Council Resolution, 8
November 2002, <http://www.number-10.gov.uk/output/Page3206.asp>, accessed 27 May 2003.

（178）“Excerpts from the U.S.-British Draft Resolution on Iraq for the UN,”International Herald Tribune, 3
October 2002.  Emphasis added.

（179）United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America: Draft Resolution
(S/2002/1198, 25 October 2002).

（180）しかし10月25日案では、この“serious consequences”を含むパラグラフは「IAEA/UNMOVICの
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報告を踏まえて情勢を検討する」という後尾のパラグラフではなく、イラクが安保理決議下の
義務を長年にわたり不履行してきたことを認定する冒頭のパラグラフに直接つながっている。こ
の位置の違いは実は重要である。なぜなら後者に従えば、イラクは既に少なくとも潜在的には

“serious consequences”を受けるに値する、という議論になるからである。採択段階（具体的に
は、修正案が提出された11月６日の段階）でこのパラグラフが後尾に回され、さらに疑惑検証
と結び付けられたことで、“serious consequences”という言葉と武力行使とのつながりは間接的
なものとなったといえる。11月６日修正案については、“Where  the Draft Resolution Stands:‘A
Final Opportunity to Comply’,”New York Times, 7 November 2002参照。

（181）See the Office of the President, The National Security Strategy of the United States of America, 17
September 2002, Chapter V.  この文書ではこの他に人権、同盟強化、他国との連携による地域紛争、
世界経済成長、開発と民主化などにそれぞれ単独章が分かれ、それらからは国際協調に対する
政権の配慮も見ることができる。こうした側面があるにもかかわらず、また先制攻撃という主
張自体は以前から存在していたにもかかわらずChapter Vが注目される理由は、漓それが潜在的
な行動オプションとしてではなく米政権の安全保障ドクトリンの一部として全面に出されたこ
と、滷そこで提出された議論が単なる先制(preemption)を超える予防(prevention)の論理を含むも
のであること、に由来するように思われる。

（182）Ibid., p.14. 
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第３に、テロは人権問題などと共に、序文にて１度だけ言及されているに過ぎず、本

文ではイラクに対しテロ関連では何の新たな義務も課していない、ということである。

このことは、以下の２つの対比において重要な意味合いを持つように思われる。まず、

テロ支援国家に対するそれまでの安保理決議との関係である。リビアにせよアフガニス

タンにせよ、それら国家に対し強制措置を認めた安保理決議の基本的な論理は「テロが

平和への脅威である以上テロ支援国家はその支援をとりやめる義務を持ち、仮にこの義

務を怠る場合には国連による強制措置が正当化される」というものであった。しかし、

この決議ではそうした義務をイラクが持つことも、またそれを怠った場合に強制措置の

対象となることも確認されていない。またアフガニスタン関連決議（1368、1373）とも

異なり、決議1441ではテロの脅威に対する自衛権の言及もなされなかった。その意味で

この決議を見る限りでは、イラク政府のテロ支援を根拠とした対イラク武力行使のシナ

リオは閉ざされているように見える。

ところが、ブッシュ政権が2002年９月17日に公表した安全保障ドクトリン(National

Security Strategy)（181）では、まさにこのシナリオが中心となっている。このドクトリン

でブッシュは、ならず者国家とその支援を受けるテロ集団が米国とその同盟国に対し大

量破壊兵器を使う可能性が存在し、これに対しては軍事力を含む手段によって予防する

必要がある(“We must be prepared to stop rogue states and their terrorist clients before they are

able to threaten or use weapons of mass destruction against the United states and our allies and

friends”)と主張した（182）。これに従えば、米国はイラクのような国家に対しては、その

自衛のために先制・予防攻撃をする権利があるということになる。また、このドクトリ

ンが、ブッシュが国連への働きかけを活発化した９月中旬（国連総会演説の５日後）に

出されていることにも注目したい。つまりブッシュ政権はこの時期から、一方で大量破

壊兵器の国際平和への脅威を根拠として安保理の支持を集めようとし、他方でテロ集団

とテロ支援国家の脅威を根拠として自衛のための先制・予防攻撃を主張するという戦略

をとっているのである。
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（２）「自動性」をめぐる対立

したがって決議1441が成立した11月初旬の時点で、対イラク武力行使の正当性の主張

には２つの路線が戦略的に存在していた。１つは９月頃から米英により主張された、大

量破壊兵器に関する安保理決議違反がもたらす国際平和への脅威を根拠とする武力行使

であり、この武力行使は再査察の結果に基づく安保理での判断を正当性のよりどころと

している。もう１つはNational Security Strategyで強調された、テロ集団とテロ支援国家が

米国の安全にもたらす脅威を根拠とするものであり、したがって根本的には同国の自衛

権の発動として行使される。米国（そして前者に関しては英国および他の支持表明国）

は、安保理の内外でこの２つの主張を使い分け、対イラク攻撃を正当化しようとした。

こうした米国主導による２つのアプローチは、２つの対立点を生み出すことになっ

た。第１は国連査察報告の位置付け、第２は安保理とテロとのかかわりである。

ブッシュ大統領は決議1441採択の直後から、安保理決議で記されたプロセスに規定さ

れない行動をとる可能性も示唆していた。11月８日の声明では、アメリカがイラクのい

かなる物質的違反についても安保理と話し合うことには同意したが、「しかしそれによ

って我が国を守るための行動の自由を危殆に晒すことはしない」(“but without

jeopardizing our freedom of action to defend our country”)と論じ（183）、さらにその翌日のラジ

オ演説では「もしイラクが国連決議に従わないのであれば、合衆国は、他の諸国との連

合を組んでサダム・フセインを非武装化する」と明言している（184）。つまりブッシュ政

権にとって決議1441は、イラクが査察にしたがわないのであれば自動的に武力行使を容

認するものであると解せられていたのであり、しかもその根拠は決議そのものというよ

り「我が国を守るための行動の自由」、すなわち自衛の論理に基づいているのであった。

そしてNATOプラハ・サミット（11月21日）（185）とプーチン露大統領(Vladimir Putin)と

の首脳会談（22日）などのため訪欧するまでに、ブッシュ政権はすでに約50カ国に対し

イラク攻撃に向けた兵力などの協力要請を行っていた（186）。イラク周辺国のトルコ、ヨ

ルダン、クウェート、カタール、サウジアラビアなどとは、攻撃に必要となる基地使用

や領空飛行許可等の交渉が始められていた（187）。

これらの動きは、第１に、決議1441の採択を経てすでにイラク攻撃がブッシュ政権に

とって既に織り込み済み――安保理でこの時期頻繁に使われた表現を使えば、「自動的」
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（183）Office of the Press Secretary, President Pleased with U.N. Vote, 8 November 2002, <http://www.whitehouse.
gov/news/releases/2002/11/iraq/20021108-1.html>, accessed 27 May 2003.

（184）Office of the Press Secretary, President Bush Recaps Important Week in Weekly Radio Address, 9
November 2002, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/11/iraq/20021109.html>, accessed 27May
2002.

（185）NATO, Prague Summit Statement on Iraq (Press Releases [2002] 133, 21 November 2002).
（186）11月18日、国務省は50カ国以上の在外米国大使館に対し電報を送り、イラク攻撃への参加に

ついて各国政府に対し正式に打診するよう指示を出した。“Several Nations Weigh Role in Iraq,”
International Herald Tribune, 22 November 2003.

（187）“Bush to Press for Military Backing in Event of War,”Los Angeles Times, 20 November 2002;
“NATO: Iraq Must Disarm Fully,”Chicago Tribune, 22 November 2002.
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――となったことを示唆している。だがすでに見たように、決議1441の意図からすれば、

査察活動の重要性はその報告結果に対する評価が武力行使の正当性の根拠を提供するこ

とにあり、この観点からすれば武力行使はいまだ既定路線ではなかった。そうなるため

には、イラクが依然として大量破壊兵器を所有・開発していること、あるいは少なくと

も、国連査察への妨害や協力拒否を続けることでその疑いがあることが示されなくては

ならない。こうしてイラクが「最後の機会」を逸したことが安保理の了解事項となり、

「国連加盟国」(Member States)に対しイラクの大量破壊兵器の非武装化をするべく「あ

らゆる手段」を用いる権限を与える、という決議が成立する道筋が立つことになる。決

議1441が採択された安保理の議場では異論の余地の無いように見えた武力行使の「自動

性」の問題が、安保理の外ではすでにあいまいなものとなりつつあった。

第２に、この「自動性」の主張を支える「自衛権」の論理が、対テロ戦争を念頭にお

いて成立している、ということの意味を考える必要がある。上に見たように、2001年の

同時多発テロ以降、安保理はテロが国際平和への脅威であり、それに対しては強制措置

も正当化されうるという考え方を発展させてきた。アフガニスタンの場合には決議に自

衛権の言及がなされ、それに基づいてタリバンとアル・カイダ掃討作戦が行われたこと

が、テロを国際的脅威として多国間で対応する、というそれまでの考え方に問題を投げ

かけるものであることも、すでに指摘した通りである。しかしイラク問題は、決議1441

の上ではあくまで大量破壊兵器の査察を中心とする問題であり、対テロ戦争の問題では

なかった。実際対テロ自衛権への言及すら、この決議にはなかった。にもかかわらず、

ここで対テロ集団・支援国家に対する自衛権という、決議に内在しない論理を持ち出し

て武力行使の正当性を主張するということは、それまで醸成されてきた「テロを国際的

脅威として認め、多国間で対応すべき」という考え方を根本的に否定することになる可

能性を秘めることになる。対テロ戦争は自衛権の問題であり、安保理の関知するところ

ではない、ということになるのである。

こうした方向性に対する批判は、2003年１月20日の会合で噴出した。この会合（ド・

ヴィルパン仏外相〔Dominique de Villepin〕の提案で開催）はもともとテロに対する国

際的取り組みを集中審議すべく、各国外相をそろえて開催されたものであった（188）。し

かし露独仏が、同時多発テロ以降安保理中心で進められてきたこの対テロ国際協力の観

点からイラク攻撃反対論を展開するにつれ、「反テロという議題はイラクに関する非公

開討論によってほとんど覆い隠された」（189）。例えば、イヴァノフ露外相(Igor Ivanov)

は次のように述べている。

国連の支援の下で発展し安保理決議により定義されてきた国際テロ根絶の多次

元戦略はその有効性を既に証明してきている。それは、アフガニスタンにあっ

（188）SCOR, 4688th meeting (S/PV.4688, 20 January 2003).
（189）“An Attack on Iraq Not Yet Justified, France Warns US,”New York Times, 21 January 2003.

防衛研究所紀要第７巻第１号
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た極めて危険なテロの温床が、共同努力によって事実上除去されたことからも

明らかである。そうした発展傾向は、さらに強化されねばならない。成功裡に

結果を導くその要因の多くは、広範な反テロ連合の結束を維持することにあ

り、この連合は国連憲章と国際法という堅固な基盤に基づかねばならない。

我々は一国での手段に訴えることによって
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

、反テロ連合の結束を脅かすことの
．．．．．．．．．．．．．．．

無いように注意しなければならない
．．．．．．．．．．．．．．．．

。この文脈において、我々は安保理が全会

一致で採択した決議1441を含む適切な安保理決議に厳格に則った形での、イラ

ク情勢に関する政治的解決を支持するものである（傍点引用者）（190）。

この場でこうした批判を受けることを予想していなかったパウエル国務長官は、「我々

は自らの義務と責任から萎縮して逃れるべきではない」と繰り返すにとどまったが、こ

れに追い打ちをかけるように、ド・ヴィルパン仏外相は会合直後の記者会見で「今日の

段階では、武力活動を想定することを正当化するものは何もないと我々は信じる」

(“Nous pensons qu'aujourd'hui, rien ne justifie d'envisager l'action militaire”)（191）と主張した。

同時多発テロ以降安保理を中心として多国間の対テロ対策は発展してきた。もし、テロ

集団・支援国家の脅威に対する自衛権に基づいてイラク戦争を行おうとするのであれ

ば、そうした対テロの国際協調を根本的に損なうことになる。アフガニスタン関連の決

議（1368, 1373）で示唆されていたように、テロ集団・支援国家に対する武力行使の正

当性をめぐっては、国際平和への脅威（したがって安保理決議に基づく）と自衛権のど

ちらにウエートを置いてその根拠と成すか、という点に関してすでに対立が存在してい

た。対テロ自衛権に基づくイラク攻撃論は、この分裂にさらなる深刻さを加えた。

さて、11月13日イラクが決議を受諾し（192）、18日にハンス・ブリックスUNMOVIC委

員長(Hans Blix)、エルバラダイIAEA事務局長(Mohamed ElBaradei)を含む先遣隊がバグ

ダッドでイラク当局者と協議したのに続き、98年12月15日以来の査察再開へ向けた作業

が進められた。25日には17人の査察官がバグダッド入りし（193）、その２日後から首都郊

外３カ所の訪問をもって査察が再開された（194）。12月７日、決議1441にて要請された通

り、イラクは大量破壊兵器開発計画に関する宣言書を提出した。この決議によれば、イ
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（190）S/PV.4688.  また、独仏両外相の発言も参照のこと。
（191）Conférence de Presse du Ministre des Affaires Etrangéres, M. Dominique de Villepin, 20 January

2003, <http://www.un.int/france/frame_francais/l_actualite/new_york/frame_fr_irak.htm>, accessed 14
August 2003.  因みにこのプレスリリースの英語版(Press conference Given by Mr Dominique de
Villepin, Minister of Foreign Affairs, 20 January 2003,<http://www.un.int/france/documents_anglais/030120_
mae_villepin_terrorisme.htm>, accessed 14 August 2003)では、この発言は割愛されている。

（192）Letter Dated 13 November 2002 from the Minister for Foreign Affairs of Iraq Addressed to the
Secretary-General (S/2002/1242, 13 November 2002, Annex).

（193）“UN Inspectiors Land in Iraq; Blix Tells Security Council They Will‘Go Anywhere, Any Time’,”UN
News Service, 25 November 2002,<http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=5466&Cr=iraq&Cr1
=inspect>, accessed 16 May 2003.

（ 194）“Resuming Weapons Inspection in Iraq, UN Teams Visit 3 Sites outside Baghdad,”UN News
Service, 27 November 2002, <http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=5488&Cr=iraq&Cr1
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ラクの宣言書に誤りや省略があった場合には、同国がさらなる義務違反を犯したことに

なり、「最後の機会」を逸したことになるため、この宣言書をどう評価するかが当面の

焦点となった。

12月19日、ブリックス、エルバラダイはイラクの宣言書に関するブリーフィングを安

保理にて行った。両氏は宣言書が、イラクの大量破壊兵器開発計画について不十分な説

明しか提供していないことを示唆した。米英は、この段階では査察継続を支持しつつ

も、宣言書の記述にいくつもの穴があり、宣言書はフセインの「嘘の歴史においては、

いまひとつの欺きの行為にすぎない」（ネグロポンテ大使）という批判を強めた。フラ

ンスもまた、宣言書の記述の一貫性や情報の不十分さに疑問を呈しつつ、「そうした不

確かな点を質し明らかにする」（ドゥ・ラ・サブリエール大使、Jean-Marc de la Sabliére）

ことを目的として査察がなされている以上、かえって査察継続の必要性は増したと評価

した（195）。いずれにせよ、このブリーフィングは「非常に初期の評価」（セルゲイ・ラ

ブロフ露大使、Sergei Lavrov）であり、またブリーフィング時点までに宣言書を配布

されず、事前に吟味することができなかった非常任理事国10カ国の不満（196）もあったた

め、査察団の分析結果を待って１月に再度イラク問題を協議することになった（197）。

１月９日（198）と27日（199）にブリックス、エルバダライ両氏は査察状況について安保理

にブリーフィングを行った。報告は、漓イラクは査察対象施設のアクセスについてはお

おむね協力している、滷だが査察再開後今までイラクが提供した（宣言書を含む）情報

=inspect>, accessed 16 May 2003.
（195）“Security Council Decides to Hold Further Talks on Iraq Arms Dossier in Early January,”UN News

Service, 19 December 2002, <http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=5710&Cr=iraq&Cr1
=inspect>, accessed 16 May 2003.

（196）例えばアヤフォル・カメルーン大使(Chungong Ayafor)は12月末のある会合で、安保理が「少
しずつ、５プラス10のメンバーからなる組織になりつつ」あるが、「この分裂はわれわれ皆の目
指す透明性と正当性に悪影響しか及ぼさない」と懸念を表している。そして、彼はその「最も
顕著な例」として決議1441採択を巡る経緯を挙げ、次のように発言している。「この決議は15の
メンバーによって責任を持って、全会一致で採択された。しかしその実施については、我々は、
５人、10人、あるいは２人などからなるクラブへと逆戻りしてしまった」。SCOR,  4677th meeting
(S/PV. 4677, 20 December  2002).

（197）Press Release (SC/7614-IK/325, 19 December 2002).
（198）Notes for Briefing the Security Council, 9 January 2003, <http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.

asp?NewsID=328&sID=6>, accessed 19 May 2003; Status of the Agency’s Verification Activities in Iraq as
of 8 January 2003 (Informal Briefing of the United Nations Security Council), 9 January 2003,
<http://www.iaea.org/worldatom/Press/Statements/2003/ebsp2003n002.shtml>, accessed 11 August 2003; Press
Encounter with Hans Blix, Executive Chairman of UNMOVIC and Mohamed ElBaradei,Director General 
of IAEA (unofficial transcript), 9 January 2003,<http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID=
327&sID=6>, accessed 19 May 2003;“Many Holes in Iraqi Arms Declaration but No‘Smoking Gun’, UN
Inspectors Say”, UN News Service, 9 January 2003 <http://www.un.org/apps/news/newsAr.asp?nid=5834>, 
accessed 19 May 2003.

（199）SCOR, 4692nd meeting (S/PV.4692, 27 January 2003); The Security Council, 27 January 2003: An Update
on Inspection, 27 January 2003,<http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID=354&sID=6>,
accessed 19 May 2003; IAEA Update Report for The Security Council Pursuant to Resolution 1441
(2002), 27 January 2003, <http://www.iaea.org/worldatom/Press/Focus/IaeaIraq/unscreport_290103.html>,
accessed 19 May 2003; The Status of Nuclear Inspections in Iraq: Statement to the United Nations
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には新しいものはほとんどなく、文書提供やインタビューを通じた新たな情報提供にも

消極的・限定的である、澆これまでのところ大量破壊兵器開発・所持の明確な証拠はい

まだ見つかっていないものの、これをもってその疑いが晴れたとは言えない、潺査察体

制は着実に建て直しが進んでおり、さらなる真相解明のため今後も活動は継続されるべ

きである、という旨のものであった。この報告を受けて仏中露独などの理事国（200）は、

査察がおおむね順調に進んでいる以上継続するべきであり、現時点では戦争開始の明確

な理由は存在しないと現状を評価し（201）、またアナン事務総長(Kofi Annan)は「永遠と

は言わないまでも彼ら（査察団）が仕事を終えるには時間が要る」と述べた。米寄りと

見られていたグリーンストック英大使(Jeremy Greenstock)も「すべてではないにせよ、

ほとんどの安保理理事国はこれを進行中の過程の一部と見ている」(“Most members of

the Security Council, if not all members, regard this as a part of an ongoing process”)と発言し、

査察継続に理解を示した（202）。

ブッシュ政権は、イラクに対しては査察継続が効果を上げ得ないことを強調して反論

した。１月23日にNew York Timesに寄せたコメントでライス安全保障担当補佐官は、

南アフリカ、ウクライナ、カザフスタンの経験を挙げながら、非武装化努力に最重要な

のは国家の指導層が非武装化への真剣な関与を持つことであると指摘し、しかしイラク

の場合には逆に大量破壊兵器を維持・隠蔽
いんぺい

する「高レベルの政治的関与」があり、「依

然査察をゲームとして扱って」いることを批判した（203）。１月28日の一般教書演説（204）

ではブッシュも、イラクが以前から指摘されてきたいくつもの疑惑を払拭する十分な証

拠を提示していないばかりか、積極的に世界を欺こうとしていると非難した。

ライスのコメント（International Herald Tribune 等にも転載された）が多分に外国の

読者を意識した、したがってイラク問題を大量破壊兵器の観点からのみ論じているもの

であるのに対して、米議会・国民を主な聴衆としている一般教書演説においては、大量

破壊兵器以外の視点からもイラクの脅威が取り上げられている。第１は、イラクとア

イラク戦争と国連安全保障理事会

Security Council, 27 January 2003, <http://www.un.org/News/dh/iraq/elbaradei27jan03.htm>, accessed
19 May 2003.

（200）2003年の非常任理事国の構成は、アンゴラ（新規）、ブルガリア、カメルーン、チリ（新規）、
ドイツ（新規）、ギニア、メキシコ、パキスタン（新規）、スペイン（新規）、そしてシリアであ
った。スペイン、ブルガリアは米支持を打ち出していたが、ドイツ、パキスタンが着任してい
る点を見ても、前年度の構成（コロンビア、アイルランド、モーリタニア、ノルウェー、シン
ガポールを含む）と比べてイラク攻撃支持を得にくい環境にあったといえる。“Verdict Unclear:
U.N. Divide Is Not: Diplomats Find Justifications for and against Iraq Invasion,”Washington Post, 28 January
2003.

（201）“Verdict Unclear: U.N. Divide Is Not: Diplomats Find Justifications for and against Iraq Invasion,”
Washington Post, 28 January 2003; “Principal Leaders Are Still Divided,”Boston Globe, 28 January 2003;

“European Nations Fall Short of Consensus on Iraq Report,”New York Times, 28 January 2003.
（202）“Inspectors Expose Iraq’s Invasion, but Leave the World Unsure Which Way to Turn,”Independent, 28

January 2003.
（203）“Why We Know Iraq is Lying,”New York Times, 23 January 2003.  コメントは、イラクが「時間切

れになるつつあることを知るべきだ」(“It should know that time is running out”)と結んでいる。
（204）Office of the Press Secretary, President Delivers “State of the Union”, 28 January 2003, <http://www.

whitehouse.gov/news/releases/2003/01/iraq/20030128-19.html>, 30 May 2003．
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ル・カイダとの関係である。ブッシュは「情報筋、秘密情報、現在拘留中の者からの声

明」からの証拠に基づいて「アル・カイダを含む」テロ集団に対するフセインの支援の

存在を言明し(“Evidence from intelligence sources, secret communications, and statements by

people now in custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, including

members of al Qaeda”)、さらにテロ集団に対しフセインが大量破壊兵器を提供ないし技術

供与する可能性を示唆している。第２に、イラク人民のフセイン圧政からの解放、とい

うテーマが、この１月後半から頻繁に出てくるようになる。例えば１月22日の演説で

は、ブッシュはイラク戦争がイラク人民にとって重要な帰結をもたらすと述べ、それは

「抑圧からの解放、拷問からの解放、殺人からの解放、天与の才能を実現する自由」

(“freedom from oppression, freedom from torture, freedom from murder, freedom to realize

your God-given talents”)だと発言している（205）。一般教書演説（１月28日）でもブッシ

ュはフセインによる人権抑圧の歴史を振り返り、敵は米国ではなくフセイン政権であり

(“Your enemy is not surrounding your country－your enemy is ruling your country”)、同政権

の除去がイラク人民解放には必要だと主張している。

（３）分裂するイラクの「脅威」

2003年２月初めの時点ではしたがって、イラクのフセイン政権がどのような脅威をも

たらしており、それに対してどのような対応をとるべきであるのかという点に関して、

安保理内外で議論は３つの方向に分裂しつつあったことになる。第１はテロ集団とそれ

に対し大量破壊兵器などを提供しかねないテロ支援国家に対する先制または予防的自衛

権の主張である。第２は、抑圧・虐殺の歴史に鑑みて、フセイン政権はイラク人民自身

にとっての脅威であり、したがってその圧政から人民を解放すべく政権を追放すること

は正当だとする、新たに提出された議論である。ここで自衛権を核とする第１の主張と

同様、第２の主張も、アメリカに固有の国民性に基づいているものとして特徴づけられ

ていることに注意する必要がある。１月29日のブッシュの発言を借りれば、アメリカ国

民は力によってではなく自由という「我々の価値」を動機として行動する国民である。

そしてその価値は同時に「人類への天与の贈り物」である以上、誰もがそれを手にする

ことをアメリカは望む。イラクに行くのは非武装化や人道援助のためだけでなく、「な

によりもまず我々の価値を支持するため」(“most of all, we will uphold our values”)である
（206）。イラクを解放し、イラク人民の自由を実現すること、そしてそのためにイラクの

現政権を打倒することは、安保理決議を通じ多国間で共有された脅威認識によるという

よりも、アメリカ固有の価値観を根拠とするものなのである。アメリカの自衛権と「固

有の価値」に基づくこれら２つの主張が、安保理での議論の中心となっている３つ目の

（205）Office of the Press Secretary, Excerpt from President’s Remarks in St. Louis 1/22/03, 22 January 2003,,
<http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/01/iraq/20030122-9.html>, accessed 30May 2003.

（206）Office of the Press Secretary, Excerpts on Iraq from Grand Rapids Speech, 29 January 2003, <http://www.
whitehouse.gov/news/releases/2003/01/iraq/20030129-2.html>, accessed 30 May 2003.
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根拠、すなわち大量破壊兵器の国際平和への脅威という概念、と重なり合うものではな

いことは明らかである。

１月の査察報告を経た後のアメリカにとって、イラク攻撃への支持獲得に向けた戦略

は次の２段階であった。まず、査察結果に依拠しない、また決議1441で規定されていな

い主張（自衛権、「固有の価値」）を強調し、その観点から、決議1441等で規定されたイ

ラク非武装化を実現すべく、武力行使の必要性を主張する。ブッシュ政権にとって決議

1441は、その採決当時からこうした「自動的な」武力行使の権限を与えており、「第２

の決議もなく行動に移る権威を与えている」（１月31日のブレア英首相との共同会見に

おけるブッシュの発言）（207）。他方でしかし、査察が実際に継続していることに鑑みて、

その結果を経て仮に第２の決議が採択されたのであれば、それは武力行使に対する追加

的な正当性の根拠として歓迎さるべきであり(“Should the United Nations decide to pass a

second resolution, it would be welcomed if it is yet another signal that we are intent upon

disarming Saddam Hussein”)（208）、この線での支持獲得の努力も継続すべきである。

2002年11－12月の時期からの微妙な、しかし重要な変化は、査察を踏まえた第２の決議

の重要性が当初よりは低下し、米英主体の対イラク攻撃論に「追加的な」正当性を与え

るに過ぎないものという特徴づけがなされ始めたことである。

さて、１月の査察報告が安保理としての対応を決める上で依然不十分なものであった

ことを受けて、ブッシュ政権はイラクに関する安保理会合の開催を提案した。２月５日

開催されたこの会合（209）でパウエル国務長官は、傍受されたイラク軍関係者のものとさ

れる会話テープ、衛星写真、目撃証言や諜報から得られた事例を引用しつつ、フセイン

政権がいかに大量破壊兵器を隠蔽し査察活動を妨害してきたかを繰り返し指摘した。そ

して、決議1441で規定されイラクも合意した国連査察への無条件での協力を依然拒んで

いることは決議違反であり、それに対して「効果的かつ即時に対応することなく、イラ

クをして安保理の意思を欺きつづけることを許すのであれば、この組織は無意味なもの

になる危険に身をおくことになる」と警告した。また、イラクがアル・カイダに活動拠

点や生物・化学兵器製造技術を提供していることや、長年にわたる国内の人権抑圧にも

言及した。

安保理理事国の反応は二分した。ストロー英外相(Jack Straw)は、２月14日の査察報

告の結果依然としてイラクが非協力的であるならば、安保理は「その責任を果たさねば

ならない」と論じ、ブルガリアの外相もこれに近い立場をとった。スペインの外相は、

期限とは査察官にとってのものではなく、フセイン体制に対し自主的非武装化を迫るた

めの最後通牒の意である(“Time does not mean time for the inspectors.  On the contrary, it means

an ultimatum to Saddam Hussain’s regime that it must disarm voluntarily”)とし、イラクがこれ

イラク戦争と国連安全保障理事会

（207）Press Conference: Prime Minister Tony Blair and President Bush at the White House, 31 January
2003, <http://www.number-10.gov.uk/page1767.asp>, accessed 23 May 2003.

（208）Ibid.
（209）SCOR, 4701st meeting (S/PV.4701, 5 February 2003).
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に応じない場合は“serious consequences”に遭うことを警告した。これに対し、その他

の理事国（中国、ロシア、カメルーン、フランス、メキシコ、パキスタン、チリ、アン

ゴラ、シリア、ギニア、ドイツ）の外相（210）は、査察団がその活動継続を必要としてい

る間は査察を中断すべきではなく、むしろ査察体制は強化されるべきであると主張し

た。

２月14日の査察報告は、かくしてイラク攻撃論をめぐる安保理内の対立が深刻さを加

えていく中で行われた。この報告の内容、そしてそれに対しどのような反応を安保理と

して打ち出せるかという点に、イラク戦争の行方が大きくかかっていた。ブッシュの２

月６日の言葉を借りれば、ここが国連安保理にとっての「決定的瞬間」(“a defining

moment”)（211）となるはずであった。しかし２月14日の査察報告は、かえってこの対立

構造をさらに硬直化する効果をもたらした。１月の２回の報告と同様、この報告も、禁

止武器類は見つかっていないものの、イラクが大量破壊兵器を持っていないと断定する

にはイラク当局のより積極的な協力が必要であること、そして査察は継続さるべきであ

ること、を骨格とするものであった（212）。報告聴取後の各理事国の反応もまた、１月27

日の時点でのそれと変わっていなかった。英米は、イラクがほとんど協力をしていない

ことの見返りに無期限な査察活動を許すことは国際の平和と安全の実現を困難にすると

説き、スペインは査察に対しフセイン政権側が本格的な協力姿勢に転じない場合、安保

理は「世界の平和と安全のために責任を果たす義務がある」と演説を締めくくった。ブ

ルガリアもまた、“serious consequences”が現実のものとなった場合の責任はイラク当局に

あると警告した。これに対しフランスは、戦争への道を急げばイラク国民と地域・国際

秩序に重大な影響を及ぼすとし、査察が成果を生みつづけている以上、これを継続・強

化した上で１カ月後（３月14日）に再び外相級会合を開催して査察報告を審議すること

を提案した。他の10カ国の代表も査察継続を訴えた。この会合の４日後に２日間（２月

18－19日）をかけ、安保理理事国でない63の政府・機関の代表を集めて開催された公開

審議においても、査察継続論を主張するのは全体のうち約４分の３を超えていた（213）。

（210）シリアは外相が出席できなかったため、その声明を大使が代読する形を取った。
（211）Office of the Press Secretary, President Bush:“This Is a Defining Moment for the U.N. Security

Council,”7 February 2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/iraq/20030207-3.html>,
accessed 14 August 2003.

（212）The Status of Nuclear Inspections in Iraq: 14 February 2003 Update, 14 February 2003, <http://www.
iaea.org/worldatom/Press/Statements/2003/ebsp2003n005.shtml>, accessed 21 May 2003; Briefing of the
Security Council, 14 February 2003, <http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID=382&
sID=6>, accessed 21 May 2003.

（213）SCOR, 4709th meeting (S/PV. 4709, 18-19 February 2003).  イラクに対し強硬な態度を示したのは
14カ国にとどまった。各国の主な主張は以下のとおり（発言順）。
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イラク戦争と国連安全保障理事会

オーストラリア

ペルー

日本

アルゼンチン

韓国

マケドニア

シンガポール

ニカラグア

アルバニア

ウズベキスタン

マーシャル諸島

グルジア

セルビア・モン
テネグロ
ラトビア

イラクによる決議1441不履行に「決定的な形で対処するさらなる決議」（“a
further resolution that deals decisively”）を採択すべく安保理は迅速に動くべき
平和的解決にはイラクが決議1441に沿って「即時、一方的かつ完全な非武装化」

（“immediate, unilateral and total disarmament”）を行うことが必要
イラクの査察への非協力的態度に鑑みて「国際社会の決意ある態度」(“the
determined attitude of the international community”)を示す新決議採択が望ましい
イラクが完全かつ検証可能な非武装化をしない場合「決議1441に予期された深刻
な結果が発生するであろう」(“the serious consequences anticipated in the resolution
will take place”)
イラクが完全かつ検証可能な非武装化をしない場合「その責はイラクが負うべき
である」(“it should be responsible for the consequences of such a failure”)
国際平和に対するイラクの脅威に対し「必要かつ適切な行動」(“necessary and
appropriate action”)をとることを要請
イラクが完全かつ検証可能な非武装化をしない場合「我々皆が避けたいと思って
いる結末になる可能性が十分にある」(“it will in all likelihood lead to an outcome
that we would all prefer to avoid”)
国際平和に対するイラクの脅威に対し「イラクの安保理決議不履行を前にして迅
速に対応する能力があることを示すときがきた」（“the time has come for this
Organization to give proof of its ability to respond immediately in the face of Iraq’s non-
compliance with Council resolutions”）
国際平和に対するイラクの脅威に対し「国際社会は時間を浪費することなく行動
をとり、国際秩序維持の責任と決意を示す必要なメッセージを送る決意をしなけ
ればならない」（“The international community must be determined to act without
wasting time and to send the necessary message of responsibility and determination for
the preservation of the international order”）
国際平和に対するイラクの脅威に対し「安保理はその責任を背負い、イラクをし
て決議1441を実行せしめるべく効果的な行動をとるべきだ」（“the Security
Council must shoulder its responsibilities and take effective action to compel Iraq to
implement resolution 1441”）
米国との「連帯」（“unity”）を確認すると同時に、平和への方途はイラクによる
査察への十分な協力にあるという「強い信念」（“strong belief”）を表明
国際平和に対するイラクの脅威に対し「イラクが国際の平和と安全への脅威を表
わす大量破壊兵器を所有しつづけている時に我々が無行動でいることはできな
い」（“we cannot afford inaction as Iraq continues to possess weapons of mass
destruction that represent a threat to international peace and security”）
イラクが完全かつ検証可能な非武装化をしない場合「そのすべての結果をイラク
政権は背負うであろう」(“the Iraqi regime will bear all the consequences”)
イラクが完全かつ検証可能な非武装化をしない場合「イラクのみが起こるかもし
れない深刻な結果の責任を負うであろう」(“only Iraq will be responsible for the
serious consequences that may follow”)
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（４）第２の決議案提出へ

米英西が２月24日に決議第１案（214）を提出したのは、こうした根強い対立の最中であ

った。その本文は実質的に１つのパラグラフのみからなり、そこではイラクが決議1441

下で与えられた、大量破壊兵器に関する非武装化を含む安保理決議の履行を行う「最後

の機会」をとらえなかったことを決定している（215）。ここで興味深いのは、この記述と、

決議1441で言及された“serious consequences”との関係である。同決議採択直後のネグ

ロポンテ大使の発言などからも明らかなように、決議1441で確認された対イラク政策の

要諦は、その決議によってでは国連査察から武力行使への「自動性」は生じない、とい

うことであった。同決議の表現では次のようになる。

...Decides to convene immediately upon receipt of a report in accordance with

paragraphs 4 or 11 above, in order to consider the situation and the need for full

compliance with all of the relevant Council resolutions in order to secure international

peace and security;

Recalls, in that context, that the Council has repeatedly warned Iraq that it will face serious

consequences as a result of its continued violations of its obligations...

すなわち、安保理は査察報告を踏まえてイラク情勢を協議するが、「その文脈において」

(“in that context”)イラクが継続的に決議義務の履行を怠る場合には、同国が“serious

consequences”に遭うであろうとの警告を発している。あくまで新決議では、国連査察の

結果に対する安保理の否定的な評価に基づいた、武力行使の新たな決定が含まれている

ことが必要なのである。しかし新決議第１案の序文の記述は次のように変化している。

...Recalling that in its resolution 1441 (2002) the Council decided that false statements or

omissions in the declaration submitted by Iraq pursuant to that resolution and failure by

Iraq at anytime to comply with, and cooperate fully in the implementation of, that

resolution, would constitute a further material breach, 

Noting, in that context, that in its resolution 1441 (2002), the Council recalled that it has

repeatedly warned Iraq that it will face serious consequences as a result of its

continued violations of its obligations,...

ここでは、イラクの大量破壊兵器に関する報告で誤った言明や省略があった場合にはそ

れがさらなる安保理義務違反を構成する、という決議1441第４パラグラフの文章を引い

（214）Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America: Draft
Resolution (S2003/215, 24 February 2003).

（215）原文(para. 1)は“Decides that Iraq has failed to take the final opportunity afforded to it by resolution 1441
(2002).”
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た直後に、「その文脈において」(“in that context”)イラクが継続的に義務履行しなけれ

ば“serious consequences”に遭うという警告を記している。この論理に従えば、イラク

の側に何らかの落度があった場合には、それが自動的に“serious consequences”を導く

要因を構成するということになる。米英の大使が決議1441採択時には否定した武力行使

の自動性が、新決議第１案には隠然として復活しているのである。新決議は、それをい

わば「再確認」したものにすぎない。こうした立論は、すでに見た米国の認識、すなわ

ち新決議採択は武力行使へのいわば追加的または随意的な根拠を提供するものにすぎな

いという認識と軌を一にしている。

英米西３カ国の動きに対し、仏露独の３カ国は同日（２月24日）共同のメモランダム

を安保理に提出した（216）。２月10日の３カ国共同宣言（217）、翌11日にフランスが発表し

た提案文書（218）がその下敷きになっていた。メモランダムはまず「完全かつ効果的な非

武装化」(“full and effective disarmament”)を査察レジームを通じて平和的に実施すること

が最重要課題であり、漓イラクの大量破壊兵器所持の証拠がないこと、滷査察活動がよ

うやく軌道に乗りつつあること、澆イラクが積極的に協力をしてきていること、に鑑み

ても、イラク攻撃の条件はいまだ満たされていない、と強調する。安保理はその団結と

イラクへの圧力強化によって現下の危機の平和的解決へ努力すべきであり、そのために

漓査察活動内容・目標の明確化、滷査察体制の強化、澆「現実的かつ厳正な」作業・報

告スケジュールの作成、を提案する。メモランダムはこれらの措置と、最後の手段とし

ての武力行使準備の組み合わせこそが、「安保理を再び団結せしめ、イラクに対し最大

限の圧力を与える現実的手段」(“a realistic means to reunite the Security Council and to

exert maximum pressure on Iraq”)である、と結んでいる。これら３カ国を中心に繰り返

し訴えられてきた論点を集約したものといえるこのメモランダムは、国際社会に対する

大量破壊兵器の脅威という集団安全保障の観点から、軍事力をあくまでも査察の実効性

向上のためイラクに圧力をかける「最後の手段」として扱っている。これが、自国の防

衛や「固有の価値観」の観点から、その直接的な実現手段として軍事力を位置付ける米

英西の立場と相いれないものであることは明らかである。

従来イラクとテロリズムの結びつきについて同じ価値観を共有しつつ、しかし国連を

通じた正当性獲得の重要性をブッシュに説得していたブレア政権（219）は、妥協案の作成

に動いた。３月７日第２案として正式に提出されたドラフト（220）の第３パラグラフは、

イラク戦争と国連安全保障理事会

（216）Letter from the Permanent Representatives of France, Germany and the Russian Federation to the
United Nations Addressed to the President of the Security Council (S/2003/214, 24 February 2003). 

（217）Joint Declaration by Russia, Germany and France (2/10/2003), 10 February 2003, <http://www.un.int/
france/documents_anglais/030210_mae_chirac_irak.htm>, accessed 21 May 2003.

（ 218）Non-Paper on French Propositions Regarding the Reinforcement of the Inspections’Regime, 11
February 2003, <http://www.un.int/france/documents_anglais/030211_cs_france_irak.htm>, accessed 21May
2003.

（219）開戦直前期のブレア政権内部の動きについては、Peter Stothard, 30 Days: A Month at the Heart of
Blair’s War (London: HarperCollins Publishers, 2003)が詳しい。

（220）Spain, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America: Draft
Resolution (S2003/215, 7 March 2003).
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次のように記している。

Decides that Iraq will have failed to take the final opportunity afforded to it by

resolution 1441 (2002) unless, on or before 17 March 2003, the Council concludes

that Iraq has demonstrated full, unconditional, immediate and active cooperation in

accordance with its disarmament obligations under resolution 1441 (2002) and

previous relevant resolutions, and is yielding possession to UNMOVIC and the IAEA of

all weapons, weapon delivery and support systems and structures, prohibited by

resolution 687 (1991) and all subsequent relevant resolutions, and all information

regarding prior destruction of such items...

３月17日までにイラクが「完全、無条件、即時かつ積極的」な形で協力を示している

と安保理が結論するのでない限り、同国は「最後の機会」をとらえなかったことにな

る。第１案が「自動性」を再確認するにすぎないものであったのに対し、この第２案で

は安保理のイラクの姿勢に対する評価を武力行使への条件として立てており、その意味

で仏独露に一定の配慮を示したものと見ることができる。しかしここで問題になるの

は、安保理による評価を絶対的な条件として提示していないことである。ドラフトは、

「17日までに安保理がイラクの非
．
協力を認定するならば

．．．．．
」とするのでなく、逆に「同日

までに安保理がイラクの協力
．．

を認定しない限り
．．．．．

」と要件を規定している。前者と後者の

大きな違いは、締め切りまでに安保理が何の決定や認定を行わなかった場合にも、自動

的にイラクの安保理義務違反は最終的に確定する可能性があるということである。すで

にイラク情勢の認識をめぐって安保理メンバーの対立が膠着状態にある中では、この条

件付けは英米に有利に働くものであった。

修正案に対する批判は、査察報告（221）を討議するため３月７日に外相級（11カ国の外

相が参加）で開催された安保理会合（222）で鋭く露呈した。フィッシャー独外相(Joschka

Fischer)は、エルバラダイ、ブリックス両者の報告からもイラクの「平和的非武装化は

可能である」ことは明らかであり、「第２の決議は必要ない」(“we see no need for a

second resolution”)とした。イヴァノフ露外相も「本物の非武装化プロセス」(“a real

disarmament process”)が進んでいることを評価し、国際社会に利する結果に導くために

十分な決議はすでにある(“What we need now is not new Security Council resolutions; we have

enough of these”)と論じた。仏中はさらに進んで、武力行使容認の新決議採択には反対す

ること（223）を明言した。メキシコ、チリ、アンゴラ、カメルーン、パキスタン、ギニア

（221）The Status of Nuclear Inspections in Iraq: An Update, 7 March 2003, <http://www.iaea.org/worldatom/
Press/Statements/2003/ebsp2003n006.shtml>, accessed 23 May 2003; Briefing of the Security Council, 7
March 2003, <http://www.un.org/apps/news/infocusnewsiraq.asp?NewsID=414&sID=6>, accessed 23 May 
2003.

（222）SCOR, 4714th meeting (S/PV. 4714, 7 March 2003).
（223）ド・ヴィルパン仏外相は「フランスは自動的な武力行使の権限を与える決議を認めない」(“France 
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は、安保理の「二極化」（“polarization”、デルベス・メキシコ外相、Luis Ernesto Derbez）に

懸念を表明し、安保理としての統一した意思決定の重要性を訴えた。結局、新決議案支

持を表明したのは、米英西の提案国とブルガリアにとどまった（224）。

第２案も安保理で採択される見込みがないことは明らかであった。この会合から３日

後の３月10日夜の国営放送でのインタビューで、シラク仏大統領(Jacques Chirac)は初

めて「どのような状況であろうとフランスは『ノー』を投票する」(“No matter what the

circumstances, France will vote‘no’’’)と確言した（225）。イヴァノフ露外相も同日、新決議案

が採択にかけられた場合は拒否権を発動することを明言した（226）。翌日から２日間かけ

（３月11－12日）、53ヵ国・機関の代表を加えて開催された会合でも、依然として査察継

続論が支配的であった（227）。一方でアナン事務総長は、第２の決議なく安保理の枠外で

攻撃を行った場合は国連憲章に反する(“If the US and other were to go outside the Council and

take military action it would not be in conformity with the Charter”)と発言し、米英に対し安保

理の枠内に留まることを要請した（228）。だが米英側からすれば、拒否権の発動が確実視

されている状況で、非常任理事国に対し決議案支持を取り付けるのはますます困難とな

りつつあった。彼らが賛成票を投じても、常任理事国が反対票を投じれば、それは無効

となってしまうからである（229）。しかしブレアにとって、議会、とりわけ自らが率いる

労働党の支持を取り付けるためにも、最後まで決議案採択に向けた努力を行うことは重

要であった（230）。

３月12日イギリスにより提案された第２案への付属声明文(side statement)案は、所定

期日までに漓イラク国民向けの、フセイン大統領による大量破壊兵器開発・所持政策放

棄と査察への全面的協力を旨とする宣言、滷イラク国外でのイラク人科学者（30人以

上）へのインタビュー、澆炭疽菌およびその生産設備の放棄、潺アル・サムードII等の

イラク戦争と国連安全保障理事会

will not allow a resolution to be adopted that authorizes the automatic use of force”)とし、唐外相は「我々
は新たな決議には賛成しない、特にそれが武力行使の権限を与えるものである場合にはそうで
ある」(“we are not in favour of a new resolution, particularly one authorizing the use of force”)と発言し
ている。

（224）同日、サウジアラビアは査察に協力するイラク当局関係者に全面的な恩赦を与えることを含
む妥協案をパキスタン経由で非公式に安保理メンバーに打診し、常任理事国が興味をもった場
合は正式提案することにしていたが、この案を巡ってはその後進展は見られなかった。“U.N.
Split Widens as Allies Dismiss Deadline on Iraq,”New York Times, 8March 2003;“Britain See Support for
Proposal but Fear Veto,”Los Angeles Times, 9 March 2003;“Blix’s Iraq Report Deepens U.N. Rift,”
Washington Post, 8 March 2003.

（225）“Chirac Vows to Veto War Resolution,”Independent, 11 March 2003.
（226）“US Support Lags; Vote Put Off Vetoes Vowed; Compromise on Iraq Eyed,”Boston Globe, 11

March 2003.
（227）SCOR, the 4717th meeting (S/PV. 4717, 11-12March 2003).  この会合で意見を述べた53代表のうち、

決議案支持または武力行使容認の態度を示唆したのは、オーストラリア、シンガポール、アル
バニア、日本、アルゼンチン、エルサルバドル、グルジア、ニカラグア、マケドニア、ペルー、
コロンビアであった。

（228）Office of the Spokesman for the Secretary-General, The Hague, Netherlands－Secretary General’s
Press Conference (Unofficial transcript), 10 March 2003, <http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid
=394>, accessed 9 May 2003.

（229）Stothard, 30 Days, p. 14.
（230）Ibid., p. 23.
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（231）“British draft‘side statement’on Iraqi Tasks,”Reuters News, 13 March 2003 (09:52);“Revised Text of
Britain’s Draft Side Statement on Iraq,” Xinhua News Agency, 13March 2003.  冒頭部分の原文は、“The
United Kingdom would be ready to accept that Iraq has begun to demonstrate full, unconditional,
immediate, and active cooperation in accordance with its disarmament obligations under Resolution 1441
(2002) if, by (date left blank) Iraq has satisfactorily completed the following”となっている。

（232）“British Draft Side Statement on Iraqi Tasks,”Reuters News, 13 March 2003 (06:11);“Text of Britain’s
Draft Side Statement on Iraq,”Xinhua News Agency, 12 March 2003.  冒頭部分の原文は、“The
cosponsors declare that they would support a conclusion by the council, for the purposes of operative
paragraph 3 of the draft resolution, that Iraq has demonstrated full, unconditional, immediate, and active
cooperation in accordance with its disarmament obligations under resolution 1441 (2002) if, by 17
March, 2003, Iraq has satisfactorily completed the following”となっている。Reuters版では“by 17
March, 2003(date is subject to negotiation)”という但し書きが付いている。

（233）“U.S. Says It Gains Votes for Iraq Deal,”Washington Post, 13 March 2003.
（234）“Rumsfeld－US May Have to Launch War without Britain,”Independent, 12 March 2003.
（235）“U.S. Says It Gains Votes for Iraq Deal,”Washington Post, 13 March 2003. 
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安保理決議義務に反するミサイルの廃棄、潸無人飛行機(unmanned aerial vehicles)およ

び遠隔操縦車両(remotely piloted vehicles)開発に関する報告、澁移動式化学・生物兵器

生産施設に関する報告、を行うのであれば、英国はイラクが決議1441下の非武装化義務

履行を始めているものと見なすというものであった（231）。「17日までにイラクの協力を

安保理が認定しない限り」と、いわば消極的な形で武力行使に対する条件を提示したに

とどまった第２案に比べれば、この付属声明文案では具体的な行動をイラクに対し条件

として課している点で、「自動性」の含みをやや薄めていると見ることができる。期日

を過ぎてもイラクがそれらの行動に出ていないことが判明すれば同国が非武装化をする

つもりのないことがよりはっきりし、英米としても他の安保理理事国に対し説得がしや

すくなるという利点もあった。

しかし、この付属声明文には限界があった。第１に、当初報道された案（232）では、こ

の声明文の主体は英国だけではなく新決議の「共同提案国」(“the cosponsors”)、つま

り英米西であった。イラクがこの声明に規定された義務を果たし、それをもって決議

1441下の義務を果たし始めていると認定する国は、当初はスペイン、そしてアメリカも

含んでいたのである。だが同日の内（３月12日）に修正された案文になると、上記した

ように英国のみが声明文の主体になっている。バウチャー米国務省報道官(Richard

Boucher)が12日の記者会見で繰り返し言及したように、声明文は「イギリスの」もの

(“British ideas”,“British proposals”)であった（233）。仮に、この声明文が安保理の議論の俎上

に上がったとしても、それをアメリカが支持するかどうかは微妙な問題であった。実

際、この声明文案が公になる直前の３月11日、ラムズフェルド国防長官(Donald Rumsfeld)

は英国抜きでもイラク攻撃をする可能性を示唆していた（234）。第２に、この付属声明文

を以ってしても、安保理の分裂を修復することはできなかった。米国務省筋によれば、

この時点ではブルガリア以外に、パキスタン、カメルーン、ギニア、アンゴラの４カ国

が支持を示唆するようになっていた。だが仮に拒否権行使が避けられたとしても、提案

国の３票を合わせても新決議が採択されるのに最低必要な９票には依然及ばなかった（235）。
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ドイツ、そして常任理事国であるロシアとフランスは英国の提案を自動的な武力行使容

認につながるとして即座に批判した（236）。

３月16日、英米西はアゾレス諸島で首脳会談を行った。会談後の記者会見でブレア首

相は外交交渉が「行き詰まり」(“impasse”)に陥ったことを認め（237）、ブッシュ大統領は

「我々は明日が世界にとって真実の瞬間になるとの結論に達した」(“We concluded that

tomorrow is a moment of truth for the world”)とのべた（238）。そしてその翌日（17日）、安保理

会議場の前で同３カ国の国連大使は、新決議案の採択を求めないこと、そしてイラク非

武装化を確保するために３カ国は「自らの手段」をとる権利を有することを宣言した（239）。

同日、ブッシュ大統領はフセイン大統領とその２人の息子に対し、48時間以内にイラク

を立ち去らなければ軍事行動を開始する旨の最後通牒を宣言し（240）、これを受けてアナ

ン事務総長は在イラクの国連スタッフ（イラク人スタッフ約3,000人は除く）の避難を

決定した（241）。翌日（18日）ブレア首相は対イラク武力行使容認の政府動議を下院で可

決させた（242）。

３月19日夜（243）（バグダッドでは20日早朝）、大統領は米国民への短い演説で戦争が開

始されたことを報告した（244）。そこに国連や安保理決議への言及はなかった。アメリカ

および連合軍の軍事行動の目的として強調されているのはむしろ「イラク人が、統一さ

れ、安定した自由な国を成し遂げる助けとなる」(“helping Iraqis achieve a united, stable and

free country”)という目標であった。安保理での主たる議題であった大量破壊兵器

(weapons of mass destruction)への言及は、イラクの「抑圧された人民」(“oppressed

イラク戦争と国連安全保障理事会

（236）“Britain Details Criteria for Iraq,”Los Angeles Times, 13March 2003;“France Refuses to Bow to Pressure
to Lift Veto Threat,”Independent, 18 March 2003.

（237）PM Statement following the Azores Summit, 16 March 2003, <http://www.number-10.gov.uk/output/Page
3282.asp>, accessed 4 June 2003.

（238）Office of the Press Secretary, President Bush: Monday“Moment of Truth”for World on Iraq, 16 March 
2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/iraq/20030316-3.html>, accessed 4 June 2003.

（239）“UK, US and Spain Won’t Seek Vote on Draft Resolution, May Take‘Own Steps’to Disarm Iraq,”UN
News Service, 17 March 2003,<http://www.un.org/apps/news/storyAr.asp?NewsID=6472&Cr=iraq&Cr1
=inspect>, accessed 14 May 2003.

（240）Office of the Press Secretary, President Says Saddam Hussein Must Leave Iraq within 48 Hours, 17March
2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/03/iraq/20030317-17.html>, accessed 4 June
2003.

（241）Press Releases (SG/SM/8640 and DSG/SM/ 191, 17 and 28 March 2003). 
（242）“This House Notes ...,”Guardian, 19 March 2003.  動議に対する賛成は412、反対は149であっ

た。同日採択にかけられた戦争反対の動議は、反対396、賛成217（内労働党議員票139）で否決
された。“Blair Wins War Backing amid Revolt,”BBC News, 19March 2003, <http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_
politics/2862325.stm>, accessed 12 June 2003.

（243）この日の午前中（３月19日10:30-13:15 EST）には、皮肉にもUNMOVICとIAEAの査察活動計画
審議のための安保理会合が予定されていた。同会合では独仏露など11カ国の代表が戦争に反対
または遺憾の意を表明したものの、既に戦争開始が時間の問題となった現実を踏まえ、多くが
戦時中の人道援助や戦後復興の重要性にも言及した。SCOR, 4721st meeting (S/PV. 4721, 19
March 2003).

（244）Office of the Press Secretary, President Bush Addresses the Nation, 19March 2003, <http://www.whitehouse.
gov/news/releases/2003/03/iraq/20030319-17.html>, accessed 4 June 2003. 
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（245）原文では、“we will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of
mass murder”という表現の中に登場する。

（246）Office of the Press Secretary, President Bush Announces Major Combat Operations in Iraq Have
Ended, 1 May 2003, <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/iraq/20030501-15.html>, accessed
5 June 2003.
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people”)の解放という文脈の中で「大量殺戮兵器」(“weapons of mass murder”)へと微

妙に表現を変えていた（245）。演説は「我々は自らの自由を守る。我々は自由を他にもも

たらし、そして勝利するであろう」(“We will defend our freedom.  We will bring freedom to

others and we will prevail”)と終わっている。こうした「イラク人民の圧政からの解放」

を全面的に強調する傾向は、５月１日の、軍事作戦の実質的な終結を宣言する演説にお

いても、顕著に見られる（246）。この演説でブッシュは第２次大戦の例を引きながら、こ

の戦闘が、アメリカの伝統たる自由への貢献のために行われたものであることを強調し

た。そしてさらに、フセイン政権からテロ集団への大量破壊兵器流出を防いだ意味で

は、この解放のための戦争は「対テロ作戦の重要な前進」(“a crucial advance in the

campaign against terror”)であるとも位置付けた。「自由を推し進めることはこの世界に

おけるテロの魅力を減殺する最も確実な戦略である」(“The advance of freedom is the

surest strategy to undermine the appeal of terror in the world”)がゆえに、抑圧された人民の解

放と対テロ戦争は密接につながっているのである。この演説でも、国連、安保理、ある

いはイラク関連決議への言及は一度もなかった。

結論

ここではまず、今までの議論の簡単に振り返ってみることから始めたい。

本論の前半では、国連創設からイラク戦争以前の時期にいたる安保理決議を概観する

中で、何が「平和への脅威」を構成し、したがって正当な武力行使の対象となるのかを

分析した。平和への脅威と武力行使の正当性という両概念をつなげるものは集団安全保

障、すなわちある事態などが安保理において国際平和への脅威と認識される場合、その

脅威は国際社会全体が共有するものであり、したがってそれを除去するために用いられ

る武力は正当である、という考え方であった。冷戦期においてはこの脅威を構成するも

のとされたのは（アパルトヘイトを除くと）漓国家間紛争、滷外部からの介入により激

化し、地域秩序への悪影響が懸念される内戦、であったが、しかしそうした脅威認識に

基づく武力行使の実例は非常に少なくかつ限定的で、多くの場合は経済制裁または武器

禁輸を上限としていた。

本論冒頭で想定したように、この状況はポスト冷戦期になると大きく変化した。まず

脅威概念については、漓テロリズム、滷大規模な人権侵害または深刻な人道危機、澆必

ずしも外部の著しい介入がないが、その地域的インパクト・規模・人道的影響の点で懸
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念される内戦、の３つの行為または事態が新たに含まれるようになった。このうち、人

権侵害・人道危機は他の脅威構成要因に比して脅威としての認定は限定的なものとなっ

ていることはすでに見たところである。安保理が武力行使の権限を与える事例も、ポス

ト冷戦期になって飛躍的に増えた。湾岸戦争をきっかけとして、“all necessary means”

またはそれに類する表現が、武力を意味する表現であるという慣例が定着した。そして

認められる武力の形態において、多国籍軍（基本的に限定なし）とPKO（国連スタッ

フ、PKO要員、また場合によっては非政府組織（NGO）などの人道援助関係者の保護

も含む）とでは異なるという傾向も一般化した。

湾岸戦争以降イラクと国際社会とのかかわりの多くは安保理決議を通して規定されて

いたこともあり、イラク攻撃の正当性をめぐる議論は安保理でそれまで積み重ねられて

きた諸決議の文脈を念頭においてなされた。実際、決議1441で中心的に取り上げられた

問題は、湾岸戦争の停戦決議687で潜在的な脅威として示唆されたイラクの大量破壊兵

器問題であった。そこでイラクに対する警告として“serious consequences”という表現が

採択されたのは、「イラク攻撃を安保理として容認するには時期尚早であり、再開され

る査察結果の審議を踏まえた新決議によって武力行使の可否の決定を行う」という判断

がこめられていた。しかし、イラクによる宣言書の提出と、その後の５回にわたる査察

団報告を経て、安保理理事国は次第に２つに分裂しはじめる。一方は独仏露を中心とし

た査察継続・強化を訴えるグループであり、彼らにとって現下の問題はあくまでイラク

の大量破壊兵器開発・所持の可能性がもつ国際平和への脅威であった。他方アメリカは

査察評価に重点をおいたプロセスに次第に苛立ちを示し、漓テロ支援国家としてのイラ

クに対する自衛の論理と、滷イラク国民に自由をもたらすという民主主義国家アメリカ

としての固有の使命、を前面に押し出し始めるようになる。アメリカにとって現下の問

題は、自国の防衛と固有の価値観実現のための戦いであり、この観点からすれば、安保

理決議を通した武力行使正当性の確保は次第に付随的なものとなりつつあった。両者を

妥協させようとするイギリスなどの試みにもかかわらずこうした分裂は深まり、第２の

決議は採択されることなく開戦を迎えることとなったのである。

本論は、イラク攻撃の正当性をめぐる安保理での議論が、安保理での脅威概念と正当

な武力行使の考え方にどのようなインパクトを与えたかという問題を考えることを目的

としたものである。上記の検討から、このインパクトとして２つのことが浮かび上がる。

第１は、大量破壊兵器問題と脅威概念とのかかわりである。大量破壊兵器の拡散が国

際平和への脅威を構成するという認定は、決議1441が初めてであった（247）。決議687で

潜在的に示唆された大量破壊兵器の脅威が、この決議によって明確に認定されたのであ

る。だがこの新しい「脅威」に対してどのような対処をするべきか、という問題につい

ては、決議1441は部分的な回答しか示していない。この決議で示されている大量破壊兵

器への対策は国連査察である。しかし、それのみで十分な効果が得られるのかどうか――

イラク戦争と国連安全保障理事会

（247）Cf. SCR 1540（2004年４月28日）。
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特にフセイン政権のように、組織的に大量破壊兵器の所持・開発を隠蔽しようとする意

図があるとされた場合には――という問題は、戦後のイラクにおける大量破壊兵器の捜

索結果の分析などを待たなくてはならない。

こうした対処の困難さは、大量破壊兵器と他の脅威構成要素との根本的な違いに原因

を持っているように思われる。それは、内戦、国家間紛争、人権・人道危機といった脅

威が事態(situation)であるのに対して、大量破壊兵器は能力(capabilities)である、という

違いである。前者の場合は本質的にすでに
．．．

おきている状態であり、したがって基本的に

は、そこに至る原因を解消する、あるいはその状態の緩和を図ることが対応の中心とな

る。しかし大量破壊兵器が脅威を構成するとされるのは、それが国際社会にとって望ま

しくない状態を作り出すおそれ
．．．

またはリスク
．．．

があるからであり、したがってそれに対す

る対策は原理的に予防的なものである。これが困難であるのは、漓その兵器を所持・開

発しているとされる組織の「意図」をどう理解するか、滷予防的対処としてどの程度ま

で強制力のある措置をとることが許容されるのか、という点で解釈が異なりうるからで

ある。これが、今回の国連査察をめぐる安保理の分裂によく表れている。

第２は、テロリズムと脅威との関係である。ロカビーでのパンナム機爆破テロに始ま

り、同時多発テロを契機として発展してきた「脅威」としてのテロリズムの認定は、今

回の戦争によっていくつかのマイナス要因を抱えることになった。まず指摘すべきは、

安保理の議論や決議1441、そして採択にかけられなかった第２の決議案においても、ア

メリカはイラク戦争を対テロ戦争として特徴付けなかったにもかかわらず、安保理の

外、とりわけアメリカ国民に対しては、こうした特徴付けを一貫して行ってきたことで

ある。アフガニスタン関連決議で示唆された、テロ集団に対する自衛の論理は、イラク

戦争では決議として再確認されるのではなく、むしろ安保理の枠組みの外へと持ち出さ

れたことになる。１月20日の安保理審議でいくつかの国の代表が指摘したように、今回

の戦争を通じて、対テロ対策は国際平和への脅威を軸とする集団安全保障の論理から一

歩遠ざかったといえるかもしれない。

そしてこの点に関連して、もう１つ指摘されねばならないことがある。それは、テロ

の「脅威」としての性格である。大量破壊兵器と同様に、テロリズムもまた予防的な対

応を主とせざるを得ない側面がある。なぜならば、テロ行為に対処するにはそれが実際

に行われないような諸条件を作ることが重要であり、またテロ集団の掲げる目的・思想

に対峙しなくてはならない。仮に今回の戦争によって、テロへの対応が集団安全保障か

ら一国にとっての安全保障へと軌道修正したと言えるのであれば、そうした予防的な措

置もまた、一国家・国民による自衛の名の下に行われることになる。

今回の戦争の大きな意味合いは、それを通して大量破壊兵器が国際平和への脅威構成

要素として認定され、また一方でテロ問題が国際平和への脅威（集団安全保障）から一

国の安全保障へのそれ（国家安全保障）として論じられる方向へと移行したことにあっ

た。そしてこの背景には共通して、潜在的な能力や運動（思想）といったものも脅威を

防衛研究所紀要第７巻第１号
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構成しうる、という予防の考え方が存在している。

これが、今後の国際安全保障にとって持つ意味合いは何であろうか。以下では、国際

安全保障秩序を構成する規範の側面に則して考察してみたい。以下の２点が指摘でき

る。

第１に、脅威概念と武力行使の正当性に関する考え方の変化過程そのものが持つ意味

である。冒頭でも述べたように、本論において着目した安保理の重要な役割は、「国際

の平和への脅威」と武力行使の正当性に関する国際的なコンセンサスを醸成する場とし

ての役割である。このような観点から本論の前半において試みたのは、安保理決議を通

じて具体的に何が脅威を構成するとされてきているのかを同定することであった。もち

ろん、安保理決議を通じて表現された平和に対する脅威の構成要因が、国際社会全体の

安全保障を脅かす諸要因の認識を正確に反映しているものであると断定できるわけでは

ない。しかし、国連設立以来、常任・非常任理事国が個々の事案に沿って議論を重ねて

積み上げてきた1,500以上に及ぶ安保理決議は、何が国際社会全体の平和に対する脅威

と認識されているのか、ということに対する蓋然的な手引きを示唆するものであるよう

に思われる（248）。

脅威を構成する事態等の類型が時代と通じて変化しており、冷戦の終焉を境にその数

は急激に増えてきているということについては、それが冷戦という政治的な要因と、第

２次大戦後の国際政治において共有される規範の増加という要因に関連することはすで

に指摘した通りである。しかし、既存の「国際平和への脅威」概念が具体的にはどのよ

うに、またなぜ変化するのか、という点については、個々の変化のきっかけとなった事

例に即した分析が必要である。本論の後半で行ったイラク戦争の分析は、この変化のメ

カニズムを示唆するものであった。まずイラク問題に関しては、湾岸戦争以来の諸決議

でイラクの大量破壊兵器開発・所持問題が繰り返し指摘されていたという文脈が事前に

存在した。米国等はそこに、フセイン政権の政策が脅威を構成するとの国際的な認定と

対イラク攻撃の国際的正当性を得る方途を見いだし、決議678以降の諸決議では回顧的

または潜在的にしか脅威と認定されていなかった大量破壊兵器問題を明示的な形で認定

する決議1441を採択せしめた。ここから分かることは、「潜在的・限定的な形である事

態等がまず脅威概念と関連させられ、次に具体的な事案への対応の中でこの関連付けが

明示化する」という一連の過程である。すでに見たように、冷戦終焉後に頻出するよう

になった大規模な人道危機や人権侵害が脅威を構成するという考え方も、多くの場合こ

うした認定が例外的なものであるという留保が付けられていた。こうした限定・留保が

イラク戦争と国連安全保障理事会

（248）安保理による脅威認定の役割については、国際安全保障に 関する認識をいわば積極的に
「先取り」するという考え方と、そうした認識を「反映」するに止まるという消極的な考え方が
ありうる。本論では過去の安保理決議の集積からまず脅威概念の具体的構成要素を析出し、そ
の観点からイラク戦争を捉えるという手順を踏んでおり、安保理の役割が全体としてどちらの
側面を多く持っているか、またこの区別が有益な発見的意義を有しているかについては検討し
てこなかった。この点については別稿にて考察する機会を持ちたい。
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次第に減少し一般化した段階で、その事態等は国際社会にとっての脅威を構成するとの

広範な認識が成立したと考えることができる。

第２に、イラク戦争は、国際安全保障の規範的な秩序に深刻な２つの問題提起を行っ

た。まず、すでに繰り返し指摘したように、テロリズムを国際平和への脅威として認定

し、従って集団安全保障の枠組みでとらえるという90年代来醸成されてきたコンセンサ

スが、一国の安全保障に対する脅威として自衛の枠組みでとらえるという論理に移行し

たように見えることである。イラク戦争はまた、大量破壊兵器とテロを安保理内外での

議論の中心とならしめることによって、国際安全保障に予防の論理が深く入り込んでき

ていることを印象付けた。これが問題であるのは、漓予防の論理に基づく脅威認定や武

力を含む手段の実施に際して政治的な対立が生じやすいこと、滷結果として得られた状

態がその手段に見合ったものであるかが判断し難いということ、澆予防の必要を見いだ

し行動する主体が基本的には国家であるために、予防の論理が集団安全保障よりは国家

安全保障に結びつきやすい傾向をもっていること、にある。イラク戦争を通じて見る限

り、国際安全保障の規範的な秩序は根本的な変化を内包しているように思われる。

最後に、このような変化が日本の安全保障にとってどのような意味があるのかを簡単

に考察して、本論を閉じることとしたい。

まず大量破壊兵器問題については、異なる２つの要求をうまくバランスさせることが

重要であるように思われる。すなわち一方では、大量破壊兵器の拡散問題を安保理の確

立した議題となし、個々の拡散が懸念される地域・国などに安保理として一致した対応

をするよう求めることは、日本の安全保障の確保に重要な意味を持つであろう。その

際、10年以上に及ぶイラクでの国連査察の経験を前段で挙げた問題点（実質的効果、「意

図」の解釈、強制力の程度）を中心に再検討し、今後に向けてその制度やノウハウを精

緻化するよう促すことは重要である。しかし一方で、この様に同問題を憲章第７章下の

ものとして認定するということの延長線上には、大量破壊兵器開発・拡散の疑いがもた

れている国に対する武力行使の可能性があり、この新たな脅威構成要素の存在が安易な

武力行使を生む契機にならないよう留意する必要がある（本論では扱う余裕がないが、

この点で北朝鮮情勢の行方は重要なテストケースとなっているように思われる）。その

意味でも、査察体制の再検討は重要である。

テロ対策については、イラク戦争によって失われたかもしれない国際的な枠組み構築

への努力が再び軌道に乗るようにする点で、日本の貢献の余地があるといえる。その貢

献としては、主に２つが挙げられる。第１に、現代のテロはその国際性・無国籍性故

に、自衛権を根拠とする各国レベルでの努力では限界がある。また2003年８月19日バグ

ダッドで起きた国連イラク支援ミッション(UN Assistance Mission in Iraq: UNAMI)への

テロが示すように、テロは一国の政府や国民のみを標的とするとは限らない。その意味

でテロに対抗するには、安保理を媒介として国際社会全体を政治的に動員することが、

日本にとってもより大きな安全保障上の利益をもたらすであろう。我が国としてはした

防衛研究所紀要第７巻第１号
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がって、大量破壊兵器問題への対応と同様に、これまでの安保理決議で決定されてきた

テロ対策（テロ集団への送金禁止など）を維持・強化すべく努力すべきである。第２

に、「テロ集団に対する自衛権」という概念を、そうした集団安全保障との連携の中に

再び位置付けるようにすることが必要である。アフガニスタンのアル・カイダ、タリバ

ン掃討作戦に際して安保理は自衛権の行使に言及したのに対し、今回の戦争では安保理

決議を通じたそのような言及はなかった。さらにイラクの大量破壊兵器の脅威について

も解釈が分かれた中、アメリカが自衛権を主張するところとなったために、対テロ自衛

権の主張が独り歩きする結果となった。イラク戦争はその意味では「正当性の空白」の

うちに行われたのである（249）。もし今後こうした傾向が続けば、武力行使以外の手段も

多く含んでいる国際的な対テロ対策の重要性が減殺されることになる。この事態をさけ

るためにも、対テロ自衛権を集団安全保障に隣接するものとして――具体的には憲章第

51条に謳
うた

われるような、平和への脅威に対する集団安全保障の発動としての武力行使が

なされるまでの暫定的な措置として――再び位置付けるように努力することが必要であ

ろう。

（やましたひかる、研究部第２研究室助手）
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（249）アナン事務総長は、開戦前からこの戦争がその正当性に問題を含んでいることを一貫して発
言している。例えば３月17日のイラクからの国連要員撤退発表時の発言(Press Encounter with the
Secretary-General at the Security Council Stakeout, 17 March 2003, <http://www.un.org/apps/news/
infocusnewsiraq.asp?NewsID=433&sID=7>, accessed 9 May 2003)、また９月23日の国連総会での演説
(The Secretary-General Address to the General Assembly, 23 September 2003, <http://www.un.org/webcast/
ga/58/statements/sg2eng030923.htm>, accessed 23 September 2003)などを参照のこと。




