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はじめに

　国際連合（国連）とそのシステム内外の人道

支援機関において，国際的人道支援を人道危機

の複合化・複雑化に対応すべくその基本的な枠

組みを見直す必要があるという議論が1990年代

初頭に始まった。しかし，数回に渡る改革にも

関わらず，未だ確固とした枠組みは構築される

に至っていないと考える。確かに変化する世界

情勢に対応すべく，人道支援政策も変化すべき

ではある。しかし，政策改革が「現場レベルで

の支援にどのように反映されているのか」とい

うことも検証されなければならない。なぜなら

ば，現場の職員による受益者への支援の方法が

変化しなければ，改革の最重要目的であるはず

の「受益者へのインパクト」は期待できないか

らである（1）。

　人道支援は，1997年の国連改革で新たに国

連が取り組むべき主要領域の１つとして付け加

えられた視点である［UN 1997，中満 2008: 38］（2）。

とは言うものの，国連はそれ以前より人道問

題に取り組んできた。例えば，国連児童基金

（UNICEF）は1946年に，第二次世界大戦で

荒廃した国々の子供たちに緊急の食糧を供与

し，健康管理を行う目的で設立され，1950年

には難民に国際的保護を与え，庇護を求める

権利など難民の基本的権利を守る目的で国連

難民高等弁務官事務所（UNHCR）が設立され

た。また，緊急事態に合わせて食糧支援を行

い，経済社会開発を支援する国連世界食糧計

画（WFP）は，1963年の設立である［�e United 

Nations Information Center 2011: 75-80］。

　ではなぜ1990年代初頭以来，国連は国際人道

支援システムの見直しを続けているのだろう

か。換言すると，なぜ今日に至るまで確固とし

たシステムを構築することができないのだろう

か。

　本稿においては，まず国際人道支援システム

に改革を迫った背景，改革の内容を確認し，続

いて現行のシステムにおける問題点を考察す

る。国際人道支援システム改革は，いかなる人

道危機に対しても作用する１つの万能システム

の構築を目指してきた。そのことが，本来改革

が目指すべき「新しい問題」（3）に対応するとい

う側面を薄めてしまったのではないか。そこで

筆者は，国際人道支援システムには複数の異な

るアプローチという選択肢もあるのではないか

という仮説を提起して，本論文を進める。
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　また，人道支援に関連する国連政策文書や研

究において，被害者・被災者の「保護」という

表現が多く見られる一方，その概念に含まれる

具体的な活動内容が必ずしも明瞭ではない場合

が多い。そこで，本論では，現行の国際人道支

援システムの有効性を分析する際，「保護」と

いう概念の曖昧さを，例を用いて検討する。

１　�国内避難民と国際人道支援システム

の連関性とその変遷

１－１　国内避難民出現の背景

　冷戦の終結は，一方では冷戦構造の下で続い

ていた国家の利益という概念に繋がった戦争の

解決の機会をもたらしたが，他方では民族，氏

族，宗教や言葉などに基づいたアイデンティ・

ポリティクスに関わる「新しい戦争」の激化を

引き起こした［カルドー 2003: 8-9］。「新しい

戦争」は，安全保障に関する概念を従前の国家

を基本としたものから，「欠乏や恐怖からの自

由」に代表される人々の安全へとシフトさせ

て行った。国際連合開発計画（UNDP）発行の

1994年版『人間開発報告書』では，「人間の安

全保障」という概念が，従前の「国家の安全保

障」と対比され取り挙げられた［UNDP 1994: 

22-40］。

　1991年，湾岸戦争後のイラクのフセイン（Saddam 

Hussein）政権が行ったクルド人への攻撃による

惨状は，世界に広く伝えられた。［島田・永田 

1998:  181-182］。「人間」が「国家」と並んで

安全保障の主体となる強力な事例となったので

ある。クルド人は，イラク国内に居ながらにし

て，同国政府からの攻撃を受け，国内で避難生

活を強いられたのであった。同事件は，他の同

じような困難，つまり紛争により居住地を追わ

れ自国内で避難する人々である国内避難民への

国際的な関心を高めた。1990年代初頭には，こ

うした国内避難民は「難民」（4）よりも多いとい

うことも明らかになってきたのである（5）。

　しかし，国内避難民への支援は，「領域国の

『主権』という厚い壁」に阻まれた［島田・永

田 1998: 182］。従前より難民保護を任務として

きたUNHCRの保護対象者は，「難民の地位に

関する条約（以下難民条約）」の適用を受ける

者，つまり国境を超えた難民なのである。

　こうして，1990年以降，紛争の急増，その規

模の拡大は大規模な人道危機の原因となり，多

数の命が奪われ，社会全体が広範な被害を受け

た［�e United Nations Information Center 2012: 

386］。また，従前の人道支援の対象とならない

人々の「人間の不安全」は，国連に迅速的かつ

効果的な救済の対応を求めることになり，冒頭

で紹介した人道支援の枠組みの見直しを迫った

のである。

　国内避難民の数が増大した1990年代初頭より

今日に至るまで，主な国際人道支援システムの

改革は３回行われている。それぞれの内容は後

述するが，１度目は1991年12月19日付けの国

連総会決議46／182［UN 1991］に基づく改革，

２度目は1997年，頻発する人道危機に対して国

連が有効策をとれなかったことから国連事務

総長が必要性を主張し行われた国連改革［UN 

1997，赤星 2014: 184］，３度目は2005年，人道

問題担当国連事務次長兼緊急援助調整官により

国連総会に提出された国際人道支援システムの

評価である『人道対応レビュー（Humanitarian 

Response Review）』［Humanitarian Response 

Review Team of Consultants 2005］に沿って行わ
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れた改革である。

　現在，2011年頃より再度の見直しが必要と

の意見が再燃し，『今後検討されるべき事項

（Transformative Agenda）』として，機関間常設委

員 会（IASC: Inter-Agency Standing Committee）

にて議論が進められている。本稿では，1990年

代初頭から現在に至るまでの国際人道支援シス

テムの見直しは連続的なものであるとの認識を

前提にするものの，まずは上記３回の主な改革

に沿って分析する。

１－２　３つの国際人道支援システム改革

（１）1991年から1996年

　先述のような「新しい問題」に対する人道支

援を強化するために，国連総会は1991年12月，

総会決議46／182［UN 1991］を採択した。こ

の決議により，国際人道支援システムに４つ

のメカニズムが新たに導入されることになっ

た［中満 2008: 38］。まず，緊急援助調整官

（Emergency Relief Coordinator）が，従来自然災

害による危機への人道支援調整の責任者であっ

た国連災害救済調整官（United Nations Disaster 

Relief Coordinator）の業務に紛争による人道危

機への支援調整業務を追加する形で任命され

た。

　また，国連人道支援諸機関間の活動調整や政

策協議を行う場として，IASCが設立された。

IASCは，世界中で行われている人道支援を広

く包含する目的で，国連機関以外の世界銀行，

主要な国際NGOからなる２つのグループと，

国際赤十字委員会など９つの機関を永久招聘メ

ンバーとして構成された。総会決議46／182は，

IASCを国際的な人道支援に対する唯一の意思

決定機関として位置づけている［OCHAa］。

　さらに，さまざまな人道危機の状況，人道支

援のニーズを国別，年度別にまとめ，ドナー国

へ資金を要請することを目的とした「統合資金要

請プロセス（Consolidated Appeal Process）」（6）や，

迅速な対応が求められているにもかかわらず資

金が不足した場合に人道支援機関に資金貸与

を行う「中央緊急貸与基金（Central Emergency 

Revolving Fund）」が新たに制定された（7）。

　この間，国家主権の壁に阻まれ支援すること

が難しかった国内避難民支援のための法的枠組

みにおける取り組みにも進捗が見られた。1992

年，国連人権委員会は，国連事務総長に対し

て，初めて国内避難民の状況を分析した報告

書を提出し，国内避難民問題を専門に取り扱

う事務総長代表を任命するよう要請した［UN 

1992］。同年７月に，同ポストに任命されたデ

ン（Francis M. Deng）事務総長代表は，政府，

国際機関，NGO，研究者とともに国内避難民

問題の解決策を模索し，国内避難民が存在する

国々を訪問した。デンのこのような活動を通し

て，国内避難民問題への国際的な関心は飛躍的

に高まった［墓田 2003］。

　また，1993年の国連総会では，難民条約に

基づき難民への援助と保護を担当するUNHCR

が，国内避難民を担当する事務総長代表や関係

機関と，国内避難民の保護と支援に関する活

発な話し合いを奨励する決議を採択した［UN 

1993］。

（２）1997年から2004年

　1997年７月，国連事務総長は国連総会議長

に『国連の刷新（Renewing �e United Nations: A 

Programme for Reform）』［UN 1997］を提出し，新

たな国際人道支援システム改革を開始させた（8）。
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同報告書は，「複雑な政治，軍事的背景のもと

での内戦等，複合的大型緊急人道危機の発生

は，国際社会に新たな国際的人道支援アプロー

チを要請している」と指摘し，改革の目的をさ

まざまな国連の活動がより効率良く，効果的に

行われるようにすることと述べる。換言する

と，1997年国連改革のうち人道支援部門の改革

は，紛争に起因する国内避難民への人道支援を

どのように行うかということが主眼であったと

言える。

　具体的には，国連総会は緊急支援調整官に対

し，国内避難民の保護と支援について中心的

な役割を担うように要請している。これによ

り，それまで明確な国内避難民の支援・保護を

担当する事務所や専門機関が存在していなかっ

た国連内部に，初めて専任者が置かれることに

なった［OCHAb］。さらに，従前より設置さ

れていた国連人道問題局が，国連人道問題調

整事務所（OCHA: O�ce for the Coordination of 

Humanitarian A�airs）（9）へ改組された。OCHA

の役割は，国内避難民の保護と支援に関する事

項につき政策の立案，アドボカシー活動及び各

人道支援機関の調整において，緊急支援調整官

の支援業務を遂行することであった。但し，改

組にあたっては，OCHAがより強い権限を持っ

て人道支援機関間の調整にあたるべきという意

見もあったが，多くの発展途上国が国内避難民

支援に消極的だったこと，WFPやUNICEFと

いった国連各人道支援機関が支持しなかったこ

となどから，OCHAの権限は限定的なものと

なった（赤星 2014: 185）。

　一方，法的枠組みにおいても前進があった。

前述の通り1992年より活動をしてきた国内避難

民問題担当事務総長代表は，国際人権法，人道

法，難民法の専門家達と，それぞれの国際法を

国内避難民の保護の観点より１つの規範的枠組

みに統合する試みを行なってきた［墓田2003: 

41］。1998年には，その成果が『国内強制移動

に関する指針』として国連人権委員会に提出さ

れた［UN 1998a］。同指針によると，国内避難

民の定義は次のように表現された。

　国内避難民とは，特に武力紛争，一般化した

暴力の状況，人権侵害もしくは自然もしくは人

為的災害の影響の結果として，またはこれらの

影響を避けるため，自らの住居もしくは常居所

地から逃れもしくは離れることを強いられまた

は余儀なくされた者またはこれらの者の集団

であって，国際的に承認された国境を越えて

いないものをいう（GPID日本語版作成委員会

2010）。

　このように当該時期には，紛争に起因する国

内避難民問題は国連人道支援改革の中心的課題

であった。また，国連のアドボカシー活動によ

り国連機関，NGOにより参照され，今日に至

るまで唯一の規範として使用されている『国内

強制移動に関する指針』が取りまとめられるな

ど，一定の成果がみられた。

（３）2005年から2014年現在

　2005年８月，国連緊急援助調整官と国連人道

問題担当副代表が国連，ドナー，赤十字からな

る４人の代表者へ委嘱して行われた人道支援政

策の評価結果『人道対応レビュー』がまとめ

られた（10）。同報告書において強調された点は，

①分野間調整機能の一段のレベルアップが必要

であるということと，②「保護」の分野は，他
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分野にも増して至急強化される必要があるとい

うことであった。「保護」の重要性が特に強調

された背景として，スーダン・ダルフール紛争

下で多発した性暴力が例示されている。また，

以前の人道支援改革では議論されてこなかった

自然災害の被害者を含めて見直しがされたこ

とは興味深い。2005年改革は，①クラスター・

アプローチの導入（11），②中央緊急資金の創設，

③人道問題調整官（12）の任用方法の刷新，④

パートナーシップの強化の４つの領域である

［OCHAc］。

小括

　1990年代初頭以降注目を集めてきた紛争に

起因する国内避難民問題に対応するべく，法

的，制度的な研究，改革がなされてきた。法的

には『国内強制移動に関する指針』が国連人権

委員会に提出され，その後のアドボカシー活動

を通じて広く人道支援機関，職員により参照さ

れるガイドラインとなった。制度的には，1991

年に緊急支援調整官が任命され，国連各人道支

援機関，NGO，赤十字国際委員会，国際赤十

字赤新月社連盟などの代表者が会して意思決

定を行う場として IASCが設立された。さらに

1997年改革を経て国連本体に人道支援の調整を

行うOCHAが設立された。それらの背景には，

1951年に採択され今日まで難民保護の基礎と

なっている難民条約とは異なり，国家以外のア

クター，つまり国連，学術機関，NGOや赤十

字といった国連システム外の人道支援機関など

の働きがあった。しかし，国内避難民支援にお

ける最大の障害である「国家の厚い壁」を崩す

に至らなかったこともまた事実であろう。

　現行の国際人道支援システムは，2005年改革

にて制定されたものである。その中で，今日の

国際人道システムに最も大きな影響を与えてい

るのは，クラスター・アプローチである。クラ

スター・アプローチとは人道支援をクラスター

（業務群）に仕分けし，人道支援機関がクラス

ター内外で協働するという枠組みである。クラ

スター・アプローチは「いかなる国連機関も単

独で国内避難民を保護，支援する任務も資源

もない」［�e United Nations Information Center 

2012: 397］という問題を解消すべく採用された

枠組みであった（13）。

　次章では，この現行の国際人道システムの枠

組みであるクラスター・アプローチを詳しく見

ると同時に，2005年改革時に強調された「保

護」という概念は今日の人道支援にどのように

取り込まれているのかを考察する。

２　�クラスター・アプローチと「保護」

の概念

２－１　クラスター・アプローチとは何か

　人道危機の複雑化に伴い，各人道支援機関が

従前より任務として活動している分野に該当し

ない人道支援ニーズが出現し，人道支援の隙間

となるという現象が生じた。クラスター・アプ

ローチはこうした隙間となった人道支援ニー

ズを網羅するために，人道支援全般をクラス

ターに再仕分けし，クラスターごとの責任機

関を明確に定めた［IASC］。クラスターとして

は，水に関する事項，健康に関する事項，ロジ

スティックなどが設定された（表１参照）。ク

ラスター・アプローチには，各人道支援機関の

本部レベルの政策調整を行うグローバルレベル
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と，国別に実際の緊急人道支援を行なったり，

事前に危機に備えたりする国レベルの２種類が

あり，それぞれ国連各人道支援機関，NGO等

が参加している。

　1997年の国連人道システム改革にて設立され

たOCHAは，人道支援ニーズ調査，共同計画，

計画の執行，資金の調達，モニタリングと評価

といった緊急支援の各段階におけるクラスター

内の調整が円滑に実施されていることを確認す

るという役割を担った。また，OCHAはクラ

スター間の協力計画を議論したり，計画執行に

関する決定を承認したりする調整機能の主導機

関となった［OCHAd］。表１は，現行のクラ

スター・アプローチにおけるクラスターと主導

機関を示したものである。

　先に述べたように，クラスター・アプローチ

の主目的は，従前の各機関の任務に当たらない

人道支援ニーズをどの機関が主導して担当して

いくのかを定めることであった。そのため，当

初から担当機関が明確な難民問題（UNHCR担

当）や食糧問題（WFP担当）などはクラスター

として設定されなかった（14）。 

　ある人道危機に対して，人道問題調整官によ

り国レベルでのクラスター・アプローチの始動

が決定されると，クラスター主導機関は定期的

な会議を開催し，クラスター内事項を調整して

いく。それら会議においてクラスターのメン

バーは，それぞれの活動内容，予定について発

表する。クラスター間の調整会議は，OCHA

が主宰する。各クラスター主導機関は，メン

バーより実績，計画などの情報を収集し統合す

る。例えば，どの機関が，どの場所で，どのよ

うな活動を展開したかを示す通称「３W」（15）と

呼ばれるものがある。統合された情報は各クラ

スター内メンバー間でウェッブ・サイトや電子

メールで共有される。また統合されたデータ

は，OCHAとも共有することで他のクラスター

とも必要があれば共有される。さらに，クラス

ター主導機関は，当該クラスターの政府側担当

者との窓口にもなり，クラスター会議へ招聘す

ることなどにより各メンバーが個別に政府側担

当者を探し，約束をとり，面会するなどの手間

も省けるようになった（16）。

　国連は，これまで2007年と2010年の２回に

渡ってこのクラスター・アプローチを評価して

いる。評価のポイントは，クラスター・アプ

ローチの機能状況を確認し，改善点を指摘する

ことであった。評価においては情報の管理，各

クラスターが担当するべき活動分野や地域の重

複が明らかになり人道支援の効率が上がるな

ど，一定の成果が得られていると報告されてい

る。しかしその一方で，各クラスターが共通で

使用する統一された報告様式，報告システムな

どの開発が遅れていることや，クラスター間の

OCHA

UNHCR

FAO/WFP

UNDP

UNICEF/ 
Save the 
Children

UNICEF

WFPUNICEF

UNHCR/  
IFRC

UNHCR/    
IOM

WHO

WFP

出典：OCHAホームページを参考に筆者作成

表１：人道支援業務群（クラスター）と担当機関
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調整における主導力が欠如していることが指

摘されている［Overseas Development Institute: 

ODI 2007, Global Public Policy Institute: GPPI 

2010］。

　このクラスター・アプローチだが，現場で実

務に携わる人道機関職員からの評価は，必ずし

も高くない。上記の通り，クラスター・アプ

ローチでは需要に応じて会議を開くのではく，

定期的な会議の開催が不可欠となる。さらに会

議はクラスター内部のみならず，クラスター間

においても開催される。したがってNGOのよ

うに，活動地域は限定的であるかもしれない

が，分野横断的な活動を展開する機関にとっ

て，複数の関係クラスター会議に参加する必

要が生じ，会議出席のためだけに専任職員が

必要になるといった批判が起きている［Razum 

2011: 590］。

　また，クラスター・アプローチにおいては，

情報の収集，統合，開示が１つのアウト・プッ

トとなるが，情報管理は時に重要なデータを提

供することにはなるものの，他方では非常に

手間のかかる作業となる。度重なる会議と合

わせて，「クラスター・アプローチを運用する

こと自体が目的になってしまった」［Stobbaers, 

Martin, Derderian 2011: 18］といった厳しい意

見もある。

　クラスター・アプローチが開始されて間もな

い2007年，スーダン・ダルフール紛争で生起し

た国内避難民が暮らすキャンプの１つ，西ダル

フール州モルニ国内避難民キャンプにおいて奇

妙な現象が起きた（17）。OCHAは，クラスター

間調整を行うために，州都所在の事務所から定

期的に職員をモルニへ派遣し，人道支援機関勤

務者を集め「人道支援調整会議」を開催した。

また，モルニに事務所を構えていたUNHCR

も「保護クラスター会議」を定期的に開催する

ようになり，さらに本稿では論じないが，モル

ニ駐在の国連平和維持軍（PKO）も人道支援

に関する会議を開催した。定期的に開催された

それら３件の会議は，主宰者は異なっているも

のの参加メンバーは同一で，議論された議題も

ほぼ同様であった。そのことは，現場で勤務す

る人道支援機関職員の間に混乱を来した。例え

ば，それら３件の会議の議題は同様であって

も，時間差があるため会議での合意に差異が生

じる場合があった。そのことは，現場職員の間

に「最新の合意はどのようなものであったか」

ということに対する認識に差異を生じさせた。

それぞれの会議の議事録も個別に回覧されるた

め，参考にはならなかった。

　それではなぜモルニでこのような現象，つま

りクラスター・アプローチが正常に機能する

ことなく，混乱が起きたのだろうか。同アプ

ローチによって定められた分野をもう一度見

直してみると，健康問題担当の世界保健機構

（WHO），栄養問題担当のUNICEF，早期復旧

担当のUNDP，ロジスティック担当のWFPな

どは以前からそのような活動を網羅しており，

実はさほど目新しいことはない。さらに，機関

間の連携，調整についても案件ごとではあるも

のの2005年までに多くの事例があり，機関間連

携に正規の調整メカニズムを設定して効率化を

図ることは特に難しいことではない。そのよう

に各クラスターを見てみると，従前どの機関も

担当していなかったクラスターとしては「保

護」という分野がある。次項ではその「保護」

という分野の果たす役割を検証したい。
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２－２　「保護」とは何か

　「保護」の定義としては，1999年に IASCメ

ンバーも参加のもとで，赤十字国際委員会

（ICRC）主催のワークショップにて合意され

たものが国際人道支援システムの中で最も一般

的に使われている。それは，次の通りである（18）。

　保護の概念は，関連する法（つまり人権法，

国際人道法および難民法）の文言と精神に従

い，個人の権利の十分な尊重を確保するための

全ての活動を含むものである［ICRC 1999，墓

田訳］

　また，保護クラスター発行の「国内避難民

保護のためのハンドブック」［Global Protection 

Cluster 2007］は「保護」を，①目的，②法的

責任，③行動の３つの要素に分類している。

「保護」の目的は，国内法，国際法による個人

の権利が尊重されるための「保護」で，身体的

危害を防ぐだけではなく，教育，健康に対する

権利の「保護」を含む。また法的「保護」は，

基本的に国家の責任であり，内戦など国家が責

任を負えない場合，国際人道法に基づき，反政

府軍を含む全ての関係者に責任が問われると説

明する。さらに国家がその責任を果たさないか

果たす意思の無い場合，人道支援機関，人道促

進機関は重要な役割を担うとする。行動として

の「保護」は，個人の権利の剥奪を防いだり，

剥奪を止めたりすること，法的制度へのアクセス

を通じて剥奪状態からの回復を図ること，権利

の尊重や法による統治を促進することを挙げる。

　しかし，同じ人道支援関内でもその活動現場

のある国内にあってでさえ，活動の場所が違う

と，「保護」に対する認識に相違が見られると

いう指摘もある［Chaulia 2013: 24］。確かにこ

れらの定義からは，「保護」は具体的にどのよ

うな活動を指すのかが曖昧である。そこで前出

のスーダン，モルニ国内避難民キャンプでの人

道支援機関，PKOの活動，UNHCR主宰の保

護クラスター会議に上った議題に照らし合わ

せ，実際の「保護」は何を指すのかを表２にま

とめてみた。

　表２から分かるとおり，食糧を配布する，医

薬品を準備する，学校を整備するといった人道

支援活動も，人権の見地から「保護」に包含さ

れている。つまり，例えば食糧の有無は「保

護」に関する事項なので，食糧支援も保護クラ

スターのもとで行われるべきだという解釈であ

る。それは，墓田も「『保護』と『援助』との

区別が一層難しくなり，そうした諸々の活動や

行動が『保護』に包括される現実がある」［墓

田 2013: 129］と指摘している通りである。「保

表２　国内避難民キャンプにおける保護の事例

保護の種類 説明

法へのアクセス キャンプ内および周辺での犯罪
行為を，警察などへ照会

人権遵守の確認 食糧，医療，教育などの支援が
行き届いているか。人道支援機
関，政府機関への確認，働きか
け

人道支援活動 人道支援活動の中に「保護」の
概念が入っているかの確認（例：
食糧配布に弱者への配慮がある
か）

キャンプ警備 政府軍の攻撃よりの IDPの保護
（PKOが担当）

人道支援活動警備 人道支援機関が活動する際の警
備（PKO又はスーダン警察当
局が担当）

出典：筆者作成
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護」の概念が国際人道支援の一業務群に採用さ

れたことで現場での人道支援業務に，OCHA

が行うべき人道支援活動全体の調整という括り

と，諸人道支援活動を包含する保護クラスター

による括りという２つの大枠が存在するとい

う現象を引き起こしているのである。これが，

モルニ国内避難民キャンプにおいて，前出の

OCHA主宰の人道支援調整会議とUNHCR主

宰の保護クラスターの双方の場において，同一

の議題が，同じ参加者によって話し合われてい

るという現象が起きた理由である。保護クラス

ター以外の諸クラスターや人道支援機関におい

ては，全体調整と「保護」の違いが不明瞭で，

混乱をもたらしているのである。

　また，これまでに見てきたように，「保護」

という概念は人権と深く関わっている。そのた

め，国内避難民の「保護」という観点から，一

国で対応できない自然災害の被害者や，人権侵

害が懸念される大規模開発プロジェクトにより

移動を余儀なくされた人々も国内避難民とする

という考え方が国際法の見地から出てきた［川

村 2005: 100］。その一方で，全ての事例に対応

したかは不明ではあるものの，1990年以前の自

然災害や開発プロジェクトに起因する「国内避

難民」への支援は，すでに各人道支援機関が

設立当初より実施していることでもある。例

えば，WFPが最初に支援を行なった受益者は，

1962年にイランで発生した地震の被害者であっ

た［WFP 2012］（19）。

　1990年代初頭，国際人道支援システムに改革

を迫った最大の理由は，紛争から国境を越えて

逃れ国際的人道支援システムの対象となる難民

に対して，国境を越えていないため国際的人道

システムの対象とならない国内避難民が多数発

生したことであった。しかしながら，一連の人

道支援改革の成果であるクラスター・アプロー

チを含む現行の国際人道支援システムは，その

要因を問わず国内で移動を余義なくされた人々

ばかりか，移動していない人々をも対象とす

る。それを担保した一因に，人道支援改革がそ

の過程において「保護」という概念に捕われた

という背景があると考える。

小括

　1990年初頭以降，人道危機の複雑化により，

従来の各人道支援機関の任務に包含されない問

題が生じてきた。それらの問題に対応するため

に導入されたクラスター・アプローチは，人道

的ニーズをクラスターとして再分類し，それぞ

れのクラスターに主導機関を任命することで人

道支援の漏れを無くそうとする枠組みであっ

た。

　しかし，クラスター・アプローチにおいて，

その定義や具体的な活動がはっきりとしない

「保護」が一分野とされたために，他クラス

ターと保護クラスターの関係，および全体調整

のメカニズムが不明瞭なものとなってしまっ

た。また，保護の概念は，国連人道システム改

革の主要課題を，紛争に起因する国内避難民か

らあらゆる理由に起因する国内強制移住者，さ

らには移動していない人々までに対象を拡大し

た。それゆえ，紛争に起因する国内避難民の支

援が円滑に行われるようと始まった国際人道支

援システムの改革は，その本来の改革の目的か

ら逸脱し，当初の問題に対して未だ有効な解決

策を見いだせずにいる。
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おわりに

　冒頭で背景を説明したとおり，1990年代初頭

における紛争に起因する国内避難民の顕在化

は，人道支援が「主権国家の厚い壁」に阻まれ

るという特殊性から国際人道支援システムの改

革を迫ることにつながった。つまり，同改革の

必要性は，紛争に起因する国内避難民への支援

は，他の要因による人道支援と同一の枠組みで

は行えないという問題から生じたと言い換える

ことができる。ところが，本稿で分析してきた

とおり，実際の一連の改革ではいかなる人道支

援をも扱える万能なシステムが模索されてき

た。換言すると，内政不干渉原則に抵触する紛

争に起因する国内避難民への支援の「特殊性を

どう克服するか」という議論が，その過程にお

いて弱まってしまったのである。その１つの原

因は，議論の主眼が「保護」という普遍的な概

念にすり替わってためと考えられる。

　既に紹介したとおり，現在国際人道支援シス

テム再改革の必要性が『今後検討されるべき事

項』として IASCにて議論されている。IASC

によれば，改革の目的はリーダーシップの強化

をすること，調整メカニズムを現場の実情や背

景に合わせたものとすることである。また，ク

ラスター・アプローチがプロセスありきになっ

てしまい，人道支援の実行に却って障害となっ

ていることも指摘されている。さらに，クラス

ターの一つとして採用された「保護」という概

念の曖昧性が，保護クラスーと他クラスターの

関係，さらには保護クラスターとクラスター・

アプローチ全体調整との関係に支障を来たして

いることも紹介した。これらの問題が，今度ど

のように解消されるかについては，引き続き検

証していかねばならない。

　国際人道支援システムの整備に向けた国際

法，国連組織論を巻き込んだ議論は，今後も継

続されていくだろう。しかし他方で，当初国際

人道支援システムに改革を迫った「新しい問

題」としての紛争に成因する国内避難民への支

援の特殊性への取り組みは，災害等紛争以外の

要因に成因する人道危機へのアプローチとは別

のアプローチが検討されていく必要があるので

はないだろうか。その取り組みは，国境が厚い

壁となって国内避難民への支援を妨げていると

いう問題への取り組みであり，まさに「世界平

和の実現に取り組むため，主権国家が協力する

場」としての国連本体，国連各人道支援機関が

一丸となって取り組むべき課題である。そのた

めには，国連本体に人道支援に関する事項を調

整する部署として設立されたOCHAの主導力

や権限を見直し，国連一体として問題に取り組

む体制作りが必要となるのではないだろうか。

〔投稿受理日2014.8.22／掲載決定日2015.1.29〕

注
（1）筆者は，WFPにプログラム・オフィサーとして
勤務しつつ，早稲田大学社会科学研究科に在籍し
研究を行なっている。但し，当稿の内容は，筆者
の個人的な分析・見解であり，所属機関の見解，
立場を示すものではない。

（2）以前は国連の主要活動領域として「国際平和」
「経済社会」「国際法」「人権」があったが，1997年
改革にて「人道」も列記された。

（3）本論では，国内紛争の被害より避難する人々の
うち，国際的に承認されている国境を越えずに避
難する人びと，国内避難民の急増を「新しい問題」
としている。国内避難民については本論「１－１ 
国内避難民出現の背景」で説明を加えているが，
ウェイスとコーンは1980年代に国内避難民が急増
していることを指摘しているし［Weiss, Korn 2006: 
12］，赤星は1980年代には国際場裏にて関心事に
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なっていたことを指摘している［赤星 2014: 179］。
（4）ここでいう「難民」は，UNHCRの難民の定義
に当てはまる人々，つまり「政治的迫害，武力紛
争や人権侵害などを逃れるため国境を越えて他国
に庇護を求めた人々」を指す（UNHCR）。

（5）国内避難民の状況をモニタリングしている
Internally Displacement Monitoring Centerによれば，
1990年には，難民，国内避難民ともに１千７百万
人程で均衡，その後は国内避難民が著しく増加し，
1995年は２千７百万人となる一方，難民は1990年
とほぼ同水準にあった。

（6）国連システム内各人道支援機関が把握した人道
的ニーズを分野別ではなく統合されたものとして
発信，それらニーズに対する資金要請をドナー国
などへ行うプロセス。

（7）中央緊急貸与基金は，1991年改革にて貸与とし
て開始されたが，2005年改革にて中央緊急対応基
金として贈与が加えられ再編された。

（8）1997年国連改革は，人道支援の改革のみではな
く，国連本体の事務局の組織変更などをも含む包
括的な改革であった。

（9）OCHAは1997年改革の結果，1998年に1992年に設
立されていた人道問題局（Department of Humanitarian 
Affairs）を改組する形で設立された。

（10）４名のメンバーは，①ヨーロッパ連合にて30
年の勤務経験のあるC.アディノルフィ（Costanza 
Adinolfi）， ②国連機関にて21年の勤務経験のあ
るD.バ シ オ ウ ニ（David S. Bassiouni）， ③ ノ ル
ウェー赤十字国際 ,国内支援部長のH.F.ローリッ
ツセン（Halvor Fossum Lauritzsen），④元アメリカ
国際開発庁勤務H.R.ウィリアムズ（Howard Roy 
Williams）

（11）クラスター・アプローチとは，人道支援をクラ
スター（業務群）に仕分けし，人道支援機関がク
ラスター内外で協働するという新しい人道支援の
枠組みである。２章にて説明している。

（12）Humanitarian Coordinator（HC）。人道危機ごと
に緊急支援調整官より任命される。改革以降HC
には効率的，効果的はコーディネート能力を養う
ための教育プログラムが組まれるようになった。

（13）国境を越えて避難している難民は，それを支
援，保護する機関であるUNHCRが従前よりある。
よって，2005年改革で導入された今日の国際人道
支援の枠組みであるクラスター・アプローチは適

用されていない。
（14）表１は現行のクラスターを示しているため，食
糧問題がクラスターとなっている。しかし食糧問
題クラスターは，クラスター・アプローチ発足時
点では当初より担当がはっきりしていたため設定
されなかった。しかし，その後食糧問題クラスター
主導機関のWFPは，NGO等他の食糧問題に取り
組む人道支援機関と調整することが必要となり，
2010年に食糧問題クラスターが IASCの承認を経
て追加されている。

（15）クラスターメンバーは，いつ（When），誰が（Who），
どのような支援（What）を行なったかをクラス
ター主導機関へ提出，さらに主導機関は情報を統
合してOCHAへ提出する。OCHAはその情報を
地図化するサービスを行うとともに，ウェッブ・
サイトやメールを通じて関係者に情報を公開する。

（16）2013年11月にフィリピン中部に甚大な被害をも
たらした台風の被害者に対する支援では，多くの
漁民の船，漁具が破損した。そのことが海岸沿い
に住む漁村の食糧安全確保の障害となっていると
いうことは，食糧問題クラスター各メンバーが共
有する問題意識であった。そのため，クラスター
主導機関のWFPは国，地方レベルの農業省水産資
源庁と接触，担当者を選抜，クラスター会議に参
加してもらうことで，各メンバーが個別に政府担
当者と接触し支援の準備が複雑化すること，支援
が重複することを避けることができた。

（17）2007年当時，筆者はスーダン・西ダルフール州
に形成されたモルニ国内避難民キャンプにて勤務
していた。

（18）「１－２　３つの国際人道支援システム改革」
で説明した『国内強制移動に関する指導原則』は，
国際人権法，国際人道法に規定される人びとの権
利の保護を主要素としている。前出のデンは『国
内強制移動に関する指導原則』編纂とならんで，
主権国家はこうした国際法に基づく国民の保護を
行う責任があるとする「責任としての主権」論を
展開した。さらに，「責任としての主権」の概念は，
カナダ政府等が推奨した「保護する責任」の概念
へと発展していった。「保護する責任」の概念は，
国際社会からの人道支援の受入れ責任や，自国民
を保護することに明らかに失敗している場合，国
連憲章第７章鑑み国連は集団的行動をとる用意が
あるとした概念である。よって，「保護する責任」
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における「保護」は，既に当該国にて人道支援を
展開した際の枠組みであるクラスター・アプロー
チにおける「保護」とは，国際法により規定され
る人びとの権利の保護という根底は共有している
が，異なった場面における「保護」の適用と言う
ことができる。

（19）WFPの正式な設立は1963年であるが，1962年
に発生したイランでの地震，タイでのハリケーン
などに対応するため，活動は1962年から行われて
いた。
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