
 特　　集　保護する責任の実践
社会と倫理　第27号　2012年　p.9―28

リビア紛争に対する保護する責任（R2P）の適用？（1）

千知岩　正継

1．はじめに

2．R2Pの誕生と実現に向けた動き

3．リビア紛争の勃発から安保理決議の採択へ

4．「約束から実践へ」なのか？

5．おわりに

1．はじめに

　民衆蜂起に対するカッザーフィー体制の武力弾圧を契機として始まったリビア危機・紛争は、

「保護する責任（R2P）」のテスト・ケースとして注目を集めた。とりわけ、国連安全保障理事会（以

下、安保理）によって採択された決議1973（2011年3月17日）は、潘基文・国連事務総長に

いわせるなら、国際社会が「保護する責任」をはたすと決意した「歴史的決定」であった。と

いうのも、カッザーフィー政権の攻撃から民間人を保護し、リビア領空に飛行禁止を設定する

ための武力行使が国連加盟国に許可されたからである。この決議にもとづき、イギリス・フラ

ンス・アメリカ主導で初動の軍事作戦が展開、3月末からは北大西洋条約機構（NATO）の指

揮権のもと「ユニファイド・プロテクター作戦」が遂行された。当初は劣勢を強いられたリビ

ア反体制派軍は、NATOの軍事介入の助けもあってしだいに攻勢に転じ、8月21日には首都ト

リポリを制圧、42年の長期にわたったカッザーフィー政権を崩壊させる。10月20日には体制

派の最後の拠点たる北中部の都市シルトも陥落し、カッザーフィー大佐が殺害されてリビア紛

争は終結した。

　以上の経緯をふまえ元カナダ外相ロイド・アクスワージーとオタワ大学学長アレン・ロック

（1） 本稿は下記の研究報告と研究ノートをベースに加筆修正したものである。◯1 第23回九州・沖縄地区平和

研究集会における報告「国際社会における『守護者』の倫理―リビア紛争にたいするNATOの軍事介入を事

例として―」（2011年11月20日）、◯2南山大学社会倫理研究所主催のリビア研究会での報告（2012年6月2日）、

◯3 長崎総合科学大学長崎平和文化研究所『平和文化研究』第32号（2012年）に掲載予定の研究ノート「国

連安保理決議1973と保護する責任（R2P）―『約束から実践へ』なのか？―」
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はリビアへの介入にかんして、「R2Pの原則が実効的に適用された」事例であり、「人びとを保

護する国際的関与の重大な先例として認められるべき」と高く評価した（2）。R2Pの創始者のひ

とりであるギャレス・エヴァンズも同様の見解を共有する。すなわち、リビアにかんする2本

の安保理決議は、制裁の警告と威嚇、国際刑事裁判所への付託、そして民間人保護を目的とす

る武力行使の許可という具合に段階的な対応がとられたR2Pの「模範例」であった（3）。

　対照的に、人権・人道問題の評論で著名なデイヴィッド・リーフにしてみれば、「R2Pは、

リビアでNATOがしたように歪められるなら、国際システムに必要とされる改良ではなく、国

際システムの正当性に対する脅威となる」。つまり民間人保護を任務として着手されたNATO

による軍事作戦が反体制派を支援し、カッザーフィー体制の崩壊につながったのは間違いな

いからだ。したがってリビアのケースはR2Pの成功どころか危うさを露呈させるものであっ

た（4）。

　これらの論評は、リビア紛争での軍事介入の是非や成否をめぐって意見を異にするものの、

R2Pが適用・実践されたという点では一致しているようにみえる。本稿はかような見解とは一

線を画し、リビア紛争はそもそもR2Pが試行されたケースとみなせるのかを検討する。本稿が

関心を寄せるのは次の問題である。すなわち、安保理は決議1970と決議1973を採択することで、

R2Pを「約束から実践へ（from promise to practice）」移そうとしていたのか。もう少し具体的

にいえば、リビアに対する制裁の発動、飛行禁止の強制と民間人保護を目的とした武力行使を

許可することについて、安保理のなかに抵抗や躊躇はなかったのだろうか。R2Pの適用にむけ

た安保理の政治的意志はいかほどのものだったのか。本稿はこれらの問いに答えることを目的

とする。

　まず第1節では「保護する責任」なるコンセプトの基本をふまえつつ、R2Pが国連において

どのように受容され扱われてきたのかを概観する。第2節ではリビア紛争の展開にもできるか

ぎり目配りしながら、安保理が決議1970と決議1973を採択するにいたった経緯を描きだそう。

そのうえで第3節がとりくむのは、R2Pの適用に関する安保理の政治的意志の問題である。要

するに、2本の安保理決議の文言と決議採択時の審議を精査しながら、R2Pの履行をめぐる安

保理理事国の意図を明らかにする。最後に本報告の議論を要約し、今後の研究課題を示したい。

（2） Lloyd Axworthy and Allan Rock, “A victory for the Responsibility to Protect,” Ottawa Citizen (25 October 2011), 

http://www.ottawacitizen.com/news/victory＋Responsibility＋Protect/5600183/story.htm.

（3） Gareth Evans, “The Responsibility to Protect Comes of Age,” http://www.project-syndicate.org/commentary/

evans11/English

（4） David Rieff, “R2P, R. I. P.,” New York Times (7 November 2011), http://www.nytimes.com/2011/11/08/opinion/r2p-

rip.html?_r=1&pagewanted=print>
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2．R2Pの誕生と実現に向けた動き

2.1．保護する責任、あるいはR2P

　「保護する責任（responsibility to protect）」なるコンセプトはそもそも、「介入と国家主権に関

する国際委員会（ICISS）」が2001年12月に公表した同名の報告書に由来する。いまではR2P

という略称で人口に膾炙しつつあるこのアイデアは、ボスニア、ルワンダ、コソヴォなど、

1990年代の人道的介入の経験と反省にもとづき、人道上の緊急事態に対して国際社会の行動

を可能にする共通基盤づくりのために提案された（5）。

　R2Pの要諦はその名のしめすとおり、ジェノサイドや人道に対する罪といった大量虐殺や甚

大な人権侵害から人びとを「保護する責任」を履行するよう各国と国際社会に求めた点にある。

第一に、主権は本来的に責任をともなうものであり、したがって各国は領域内の住民の生命と

安全を護る責任を対内的・対外的に負う。しかしながら、第二に、国家が領域内の住民を保護

する第一義的な責任をはたす意志や能力に欠ける場合、国際社会が代わって責任を負い、生命

の危機に瀕する人びとを救援する。第三に、「保護する責任」は相互に連関した三つの責任で

構成される。すなわち、武力紛争や人道危機を「予防する責任」、現実に発生している人道上

の危機に「対応する責任」、そして、国際的介入を招いた危機や紛争の根本的原因を解決して

持続的な平和の構築を目指す「再建する責任」である（6）。

　なおR2Pは公表されたその当初から、人道的介入（とくに人道的介入の権利）との違いをと

かく強調されてきた。たしかにR2Pは一部の国家や国家集団が享受する特権としての「介入す

る権利」に代えて、各国と国際社会全体が人道危機や武力紛争によって苦しむ人びとにたいし

「保護する責任」をはたすべきであるとした。また紛争予防や紛争後社会の再建も包摂した概

念でもある。しかしながらR2Pも、「人類の良心に衝撃を与える」極限かつ例外的な事態にさ

いしては、人間の保護を目的とする軍事介入を「対応する責任」の一環として容認する（7）。そ

（5） R2Pの意義のみならず、その知的源流、ICISSの設立の経緯や活動内容の詳細については次が詳しい。川

西晶大「『保護する責任』とは何か」『レファレンス』（平成19年3月号）。またR2Pについてその世界史的意

義、人道支援活動や正戦論との関連性など多角的に理解するには『社会と倫理』第22号（2008年）に所収

の各論文を参照のこと。

（6） The International Commission on Intervention and State Sovereignty, Responsibility to Protect (Ottawa: International 

Development Research Center, 2001); Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once 

and for All (Washington, D. C.: Brookings Institution Press, 2008).

（7） ICISSの報告書は、正当な軍事介入が満たすべき基準として、◯1 正当な理由、◯2 正当な意図、◯3 最終手

段、◯4比例した手段、◯5合理的な見込み、◯6正当な権威、といった6つをリストアップしている。詳細は、

ICISS, op. cit., pp. 32―37, 47―55.



千知岩正継　リビア紛争に対する保護する責任（R2P）の適用？12

の意味ではR2Pと従来の人道的介入とは重なる部分が多いことにも留意しておかなければなら

ない。

　さらに人道危機への国際社会の対処を可能にする新しい規範としてR2Pを高く評価する意見

が多勢を占めつつある一方で、R2Pの理念に重大な疑問を投げかける意見もある。すなわち、

強制力・軍事力による紛争・危機の解決を所与とするR2Pは、紛争を解決するどころか長期化

させるのが関の山で、人びとを守ることにはつながらない、というR2Pの根幹にかかわる問題

指摘だ（8）。本稿ではこの問題に立ち入らないが、リビアへの適用の是非を論じる以前に、R2P

なるアイデアそのものが論争をはらむ概念であることには注意しておきたい。

2.2．国連における合意形成

　R2Pについて何よりも特筆すべきなのは、各国から拒絶されるのでもなく、また一過性の提

案として忘却されるのでもなかったことだ。R2Pは国連改革にかかわる一連の文書に盛り込ま

れ、国連を舞台にコンセンサスづくりが進められている。たとえば、21世紀の平和と安全に

対する新しい脅威にあわせて国連の集団安全保障の強化を提言したハイレベル委員会の報告

書、『より安全な世界―私たちに共通の責任―』は、国際社会の集団的な「保護する責任」を

新しい規範として支持する（9）。またアナン前国連事務総長が2005年にまとめた国連改革案『よ

り大きな自由を求めて』でも、法の支配・人権・民主主義などの価値の推進・擁護をかかげる「尊

厳をもって生きる自由」の文脈で、大規模な残虐行為の潜在的ないし現実の犠牲者を「保護す

る責任」について言及された（10）。そしてR2Pにとって分水嶺となったのが、2005年9月14日～

16日に開かれた国連・世界サミットである。

　この国連総会首脳会合は、2000年の国連ミレニアム・サミットのフォロー・アップとして

催されたものである。170カ国の首脳・代表が集い、開発・安全保障・人権・国連改革につい

て討議した結果、コンセンサスで「成果文書」を承認した。R2Pについて成果文書は第138項で、

ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化および人道に対する罪から人びとを保護する責任を各国が

負うことについて取り決めるとともに、第139項において以下のごとく規定する。

国際共同体も国連を通じて、憲章第6章及び第7章にしたがって適切な外交上、人道上及

びその他の平和的手段をもちいる責任を負う。このような文脈において、平和的手段が不

十分で、しかもジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化及び人道に対する罪から人びとを国家

が保護できないと明らかになる場合、われわれには、第7章をはじめとする国連憲章にし

（8） 中野憲志「『保護する責任』にNO！という責任」藤岡美恵子、越田清和、中野憲志［編］『脱「国際協力」

―開発と平和構築を超えて―』（新評論、2011年）、232～263頁。

（9） UN Doc. A/59/565 (2 December 2004), paras. 201―203.

（10） UN Doc. A/59/2005 (21 March 2005), para. 132.
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たがい、個々の状況に即してかつ関係する地域機構と協力しながら、時機を逃さず断固と

した方法で、安全保障理事会を通じ集団的行動をとる用意がある（11）。

　R2Pにかかわる「成果文書」の意義としては、第一に、主権には責任がともなうとする考え

方、各国および国際社会の「保護する責任」など、ICISSによって提唱されたR2Pの基本理念

がおおむね確認された点を指摘できる。とくに、第7章にしたがって安保理のもとで集団行動

をとりうること、つまりR2Pを履行するための武力行使という選択肢が合意されたことの意味

は大きい。これは同時に、軍事介入には憲章第7章にもとづく安保理決議が不可欠であること

も意味している。つまり国連安保理の明確な承認なき軍事介入を否定したわけだ。関連して第

二に、R2Pの対象となる状況、とりわけ軍事介入の根拠となる事態が、ジェノサイド、戦争犯

罪、民族浄化および人道に対する罪という四犯罪に制限された。この点も成果文書の意義のひ

とつに数えられよう。

　もちろん、成果文書におけるR2Pの規定について反対や慎重論が皆無だったわけではない。

ヨーロッパ諸国、カナダやオーストラリア、それにアフリカ諸国の一部などがR2Pを支持する

一方、国連が介入主義へ傾斜しつつあることにロシアや中国、アジア・アフリカ諸国のなかか

ら懸念が表明された。R2Pへの反対意見のなかでは、キューバとベネズエラが、R2Pを司るこ

とになる国連安保理の大国中心主義や非民主的性格を批判していた。そればかりでなくアメリ

カ政府にいたっては、R2Pの適用に拒否権行使を制限すべきだとする提案を退け、R2Pによっ

てアメリカが何らかの義務を負い、かつ行動の自由が制約されることに強く反対していたよう

だ（12）。

　かような異論や懸念が提起されたものの、成果文書の規定が国連におけるコンセンサスづく

りの基礎に据えられていく。国連安保理が「武力紛争における文民保護」というテーマのも

とで採択した決議1674（2006年4月28日）と決議1894（2009年11月11日）は、成果文書の第

138項と第139を明記して確認している。

　その後、潘基文・国連事務総長が報告書『保護する責任の履行』（2009年1月12日）において、

第138項と139項を「権威ある枠組み」と位置づけ、R2Pを「約束から実践へ」移行させるべく、

3本柱で構成される戦略を打ちだした（13）。すなわち、各国の保護責任（第1の柱）、各国の保護

能力を構築する国際的支援（第2の柱）、国連を通じた国際社会による時宜にかなう断固とし

た対応（第3の柱）である。潘基文・国連事務総長はその後も、R2Pを実行するための合意形

成にむけて、『早期警報、評価、保護する責任』（2010年7月）と『保護する責任の履行におけ

（11）  UN Doc. A/60/L. 1 (20 September 2005), para. 139.

（12）  地域別・国別の見解を整理し分析していてとても参考になるのが、掛江朋子「2005年国連総会首脳会合（世

界サミット）における『保護する責任』の意義」『横浜国際経済法学』第16巻第3号（2008年）。

（13）  UN. Doc. A/63/677 (12 January 2009).
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る地域的・準地域的取極の役割』（2011年6月）を発表した（14）。

　なお国連総会では2009年9月と2010年8月にR2Pをめぐって討議が行われている。再度の交

渉を要求したキューバ、ベネズエラ、スーダン、ニカラグアの4カ国をのぞいて、大多数の国

連加盟国がR2Pを支持したといわれる（15）。2009年10月9日に国連総会がR2P関連で初めて採択

した決議は、成果文書に言及し、R2Pについて引き続き検討すると決定した（16）。

2.3．R2Pの適用事例？

　かように国連において合意形成が進められるかたわら、武力紛争や人道危機の一部について、

軍事介入をともなうかたちでR2Pを適用すべきかどうか争われた事例がいくつかある。たとえ

ば2008年8月、ロシアはグルジア政府による南オセチアへの攻撃をうけて、グルジアにたいし

軍事攻撃を敢行した。ロシア外相セルゲイ・ラブロフが自国の行動を擁護するべく引き合いに

だしたのは、グルジア軍の大量虐殺からロシア人を「保護する責任」である。もっともR2Pに

もとづく正当化は国際的支持を獲得できなかった（17）。この事例はR2Pの誤用というべきであろ

う。

　対照的に、R2Pを根拠に何らかの措置が講じられてしかるべきだったが、R2Pが不発に終わっ

たケースもある。2003年2月、スーダン西部の反政府勢力の武装蜂起をきっかけとして、スー

ダン政府と同政府に支援された民兵組織ジャンジャウィード（Janjaweed）が軍事的制圧にの

りだしたことから、ダルフール紛争が勃発する。紛争当事者のなかでも、とくにジャンジャ

ウィードの攻撃によって民間人が虐殺され、大量の難民・避難民が発生したとされる。2003

年から2004年にかけて民間人に対する暴力がまさにピークに達したとき、かような人道危機

にたいして安保理は有効な措置を講じようとはしなかった（18）。要するに、ルワンダの教訓は生

かされず、R2Pは必要とされるときに実践されなかったわけだ（19）。

　ここまでの概観からも明らかなように、ICISSによって2001年に公表されてから現在にいた

るまで、R2Pの履行にむけた合意の構築が国連を中心に政府間で進められてきた。そればかり

（14）  UN. Doc. A/64/864 (14 July 2010); UN. Doc. A/65/877―S/2011/393 (27 June 2011).

（15）  Alex J. Bellamy, “The Responsibility to Protect-Five Years On,” Ethics & International Affairs, 24(2) (2010), p. 

147.

（16）  UN. Doc. A/RES/63/308 (9 October 2009).

（17）  Gareth Evans, “Russia, Georgia and the Responsibility to Protect,” Amsterdam Law Forum, 1(2) (2009), http://ojs.

ubvu.vu.nl/alf/article/viewArticle/58/115Evans2009.

（18）  Cristina G. Badescu and Linnea Bergholm, “The Responsibility to Protect and the Conflict in Darfur: The Big Let-

Down,” Security Dialogue, 40(3) (2009). pp. 287―309.

（19）  サイクロン・ナルギスで被災した人びとへの人道支援を拒絶したミャンマー政府にたいしても、R2Pの

適用が提案され、その可否が争われた。Bellamy (2010), op. cit.
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ではない。市民社会にしても、世界中の34の非政府組織（NGO）が「R2Pのための国際連合

（ICRtoP）」を結成し、大量虐殺などの緊急事態に国際社会が対処するよう安保理や各国政府に

働きかけている。早い話、R2Pは法的拘束力をもつ国際規範としてはいまだ定着していないが、

しかし武力紛争や人道危機への介入のディスコースにおいて支配的な地位を固めつつあるのは

間違いない。かような文脈に鑑みると、リビア紛争をめぐる安保理の対応と民間人保護の軍事

介入がR2Pの本格的な適用であるかのように衆目を集めたのは、当然といえば当然ともいえよ

う。それでは、じっさいに安保理はリビア紛争にさいしてR2Pを「約束から実践へ」ないし「言

葉から行為へ」移そうとしていのだろうか。この問いに答えるべく、リビア紛争がどのような

進展をみせ、国連や地域機構が事態収拾のためにいかなる外交努力を講じたのか、一連の流れ

を描きだすところから始めよう。

3．リビア紛争の勃発から安保理決議の採択へ

3.1．リビア危機の勃発

　チュニジアの「ジャスミン革命」にはじまり、その後またたくまにエジプト、イエメン、ア

ルジェリア、バハレーン、オマーンなどの北アフリカと中東のアラブ諸国に波及していく一連

の民衆革命の波、いわゆる「アラブの春」がリビア・アラブ・ジャマーヒリーヤに到達したの

は2011年2月15日のことであった（20）。

　反体制派勢力は当初、「怒りの日」と定めた2月17日にリビア第二の都市ベンガジで反政府

デモを行うとしていた。ところが15日、多数の囚人が殺害されたとされるアブ・サリム刑務

所の虐殺事件（1996年）を追及していた著名な弁護士が逮捕されたため、この逮捕に抗議す

る小規模なデモがベンガジで勃発する。くだんの弁護士はすぐに釈放されるものの、事態は収

拾せず、17日にはベンガジを筆頭にデルナやトブルクなどリビア北東部の都市や町で、カッ

ザーフィー体制の打倒を叫ぶ大規模デモが発生するまでになる（21）。この民衆蜂起は、もともと

反体制派勢力の活動が盛んなリビア東部だけにとどまらず、数日のうちに西部にも拡大し、つ

いには首都トリポリにまで及んだ。そこでカッザーフィー政権側の対応はといえば、治安部隊

ばかりか外国傭兵も投入してデモの武力鎮圧にあたらせるというものだった。一説には、カッ

ザーフィー政権側の武力行使の結果、1週間もしないうちに非武装のデモ参加者が少なくとも

（20）  リビア紛争の推移のみならず、民衆蜂起以前のリビアについて概観し、カッザーフィー政権の性格とそ

の崩壊の要因を論じるものとして、福富満久「カダフィ政権崩壊と未来―民主化というグローバリゼーショ

ンの中で―」水谷周［編］『アラブ民衆革命を考える』（国書刊行会、2011年）、138～162頁。

（21）  James L. Gelvin, The Arab Uprisings : What Everyone Needs to Know (Oxford: Oxford University Press, 2012), pp. 

80―82; Lin Noueihed and Alex Warren, The Battle for the Arab Spring: Revolution, Counter-revolution and the Making 

of a New Era (New Haven: Yale University Press, 2012), p. 179.
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1000人殺害されたという（22）。またトリポリでは民衆蜂起を鎮圧するために武装ヘリが使用され

たとの指摘もある（23）。いずれにしても、国連人権理事会によって設置された「リビアに関する

国際調査委員会」が2012年3月2日に公表した報告書によると、カッザーフィー政権側の部隊

が民衆蜂起の初期段階からデモ参加者にたいし過剰な武力を行使し、多数の死傷者を出したと

される（24）。

　カッザーフィー体制の武力弾圧はしかし、反体制派の武力抵抗を招いただけでなく、体制側

から兵士を離反させ、反体制派に結集させることにもなった。2月20日には反体制派がベンガ

ジを掌握、リビアは内戦状態に突入する。

3.2．国連安保理決議1970の採択による非軍事的強制措置の発動

　こうしたリビア情勢をうけて、アラブ諸国で構成される地域機構のアラブ連盟（LAS）は22

日、本部のあるカイロで緊急会合を開催、暴力が止むまではリビアの参加を停止すると決定し

た（25）。同日、国連ではリビア危機への最初の対応として安保理が報道機関向け声明を発表した。

この声明は民間人に対する暴力を非難するとともに、R2Pを喚起するかのごとくリビア政府に

「人びとを保護する責任」をはたすよう要求するなど、後の安保理決議につながる内容となっ

ている（26）。

　なお国連においてリビアの人権状況に重大な関心を寄せていたのは安保理だけではない。欧

州連合（EU）を代表してハンガリーが出した提案にもとづき、国連総会の下部機関である人

権理事会（UNHRC）が2月25日、「リビア・アラブ・ジャマーヒリーヤの人権状況」に関する

第15回特別会期を開催、リビア政府による甚大かつ組織的な人権侵害を強く非難する決議を

票決なしのコンセンサスで採択した（27）。同決議は、民間人に向けられる無差別な攻撃、超法規

的な殺害、恣意的な逮捕、平和的なデモ参加者の抑留や拷問などが行われていることを列挙し、

これらの一部が「人道に対する罪」を構成する可能性があると指摘。また、リビア政府に人び

とを保護する責任をはたすよう要請するとともに、人権侵害や民間人への暴力を即時に停止し、

（22）  Marc Lynch, The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East (New York: Public Affairs, 

2012), p. 112.

（23）  Gelvin, op. cit., p. 82.

（24）  UN. Doc. A/HRC/19/68 (2 March 2012), para. 22.

（25）  以下、国連を筆頭に国際社会がリビア危機にどう対処してきたのか、その時系列の推移を辿るうえで本

稿は次の報告書に多くを負っている。Emily O’Brien and Andrew Sinclair, The Libyan War : A Diplomatic History/

February-August 2011, Center on International Cooperation, New York University, http://www.cic.nyu.edu/mgo/docs/

libya_diplomatic_history.pdf.

（26）  SC/10180―AFR/2120 (22 February 2011), http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10180.doc.htm

（27）  U. N. Doc. A/HRC/S―15/1, “Situation of human rights in the Libyan Arab Jamahiriya,” (25 February 2011).
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表現の自由および結社の自由などあらゆる人権と基本的自由を尊重するよう求めた。さらに、

リビアにおける国際人権法の侵害を調査する独立調査団を派遣すると決定したほか、リビアの

人権理事会・理事国としての資格停止を国連総会に勧告してもいる。国連総会は3月1日、リ

ビアの資格停止を決定した。

　この人権理事会の特別会期についてはもうひとつ触れておくべき事柄がある。国連人権高等

弁務官ナヴィ・ピレイ（Navy Pillay）が、「国家が深刻な国際犯罪から人びとを保護できない

と明らかなとき、国際共同体は集団として時機を逃さず断固とした方法で保護行動をとること

で、介入する（step in）責任を負う」と発言していたことだ（28）。これはまさに、「成果文書」で

R2Pに言及した第138項および第139項を否応なく想起させる。しかもリビアはもはや待った

なしの人権状況にあり、保護責任を履行すようリビア政府に要求する段階から、国際社会が保

護する責任を実践する段階へ移行すべきことをも示唆しているといえよう。

　このようにジュネーブを舞台とした人権外交が展開するのに並行して、ニューヨークでは安

保理が「アフリカの平和と安全保障」という議題で会合を開いていた。この会合における潘基文・

国連事務総長の報告は、コートディヴォワールにおける大統領選挙後の混乱、赤道ギニア共和

国とガボン共和国との国境紛争、スーダンのダルフール紛争について最新情報を提供しつつも、

リビア国内の人権状況の説明に多くを費やすものとなっている。すなわち、推定で1000人以

上が無差別な暴力によって殺害されたほか、人びとはカッザーフィー大佐とその支持勢力によ

る攻撃に脅かされ、デモに対する発砲および反体制派の逮捕・抑留・拷問がまかりとおり、外

国傭兵も利用されていたという。さらに、カッザーフィー大佐が民衆蜂起の継続にたいし大量

殺害の脅しをかけていたとも指摘されている。くわえて、チュニジアとの国境からリビア国外

に脱出する人が増加する一方で、出国する術をもたない現地住民や移民労働者の存在にも言及

されていた。こうしたリビア国内の状況悪化をふまえ、潘基文・国連事務総長は国際社会にた

いして民間人保護の措置を講じるよう呼びかけた。

あらゆる手を尽くして、危険にさらされている民間人の迅速な保護を確保することが国際

共同体の第一の義務であると、わたしは確信している。じっさい、証拠がさらに必要なら、

保護を提供する措置と同時に模索すべきだろう（29）。

カッザーフィー体制によって無辜の人びとが殺害される事態を終わらせるために早急な措置を

とるよう訴える声は、リビア国連大使アブドゥラマン・シャルガム（Abdurrahman Shalgham）

からもあがった。シャルガム大使は、カッザーフィー体制の所業をポル・ポトやヒトラーに擬

（28）  Situation of Human Rights in the Libyan Arab Jamahiriya: Statement by Navy Pillay, UN High Commissioner for 

Human Rights (Human Rights Council - 15th Special Session-Geneva, 25 February 2011), http://www.ohchr.org/EN/

NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10760&LangID=E.

（29）  UN. Doc. S/PV. 6490 (25 February 2011), p. 3.
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えながら非難し、国連にたいして「われわれは迅速かつ断固決然とした決議を切望する」と演

説したのである（30）。

　以上の経緯から安保理は2月26日、決議1970を全会一致で採択した（31）。この決議のポイント

は三つある。第一に、平和的なデモの弾圧や民間人への暴力に代表される甚大かつ組織的な人

権侵害、人権法や国際人道法の深刻な違反などを根拠に、「安保理はリビア・アラブ・ジャマー

ヒリーヤで現在発生している民間人に対する広範囲かつ組織的な攻撃が人道に対する罪を構成

しうることを考慮する」と明記したことだ。これが物語っているのは、各国と国際社会に保護

責任を負わせることになる四犯罪のうちのひとつが発生している可能性である。そのうえで第

二に、決議1970はR2Pを想起させるかのごとく、「人びとを保護するリビア政府の責任」に言

及した。第三に、暴力の即時停止、人びとの正当な願望を満たすため措置をとるようリビア政

府に要請するとともに、国連憲章第41条にもとづく措置の発動を決定したことだ。すなわち

安保理は、非軍事的な強制措置として武器禁輸措置を発動し、さらにカッザーフィー政権の主

要人物の資産凍結および移動を禁止した。くわえて2月15日以降のリビア・アラブ・ジャマー

ヒリーヤの状況については ICC検察部へ付託すると決定した。

3.3．国際的な包囲網の形成と国連安保理決議1973の採択

　安保理決議1970にもかかわらず、リビアにおける暴力は止むどころか激化し悪化の一途を

辿る。反体制派勢力は27日、拠点であるベンガジで前司法長官ムスタファ・アブドルジャリ

ル（Mustafa Abdel Jalil）を最高指導者とする暫定国民評議会（TNC）を結成し、3月5日には

TNCこそがリビア国民を唯一代表すると宣言した。このTNC設立宣言はR2Pとの関係でも重

要な意味をもつ。というのも、「リビアの大地に直接的に軍事介入することなく、さらなるジェ

ノサイドおよび人道に対する罪からリビア国民を保護する義務をはたすよう、われわれは国際

共同体に要請する」と訴えていたからだ（32）。

　カッザーフィー体制を倒すまでは徹底抗戦するとの姿勢を示した反体制派は、3月初旬、リ

ビア西部の主要都市ザウィヤ、東部の石油施設ブレガやラスヌフといった戦略拠点をいったん

は掌握する。しかしながら中旬頃になると、重火器や航空戦力など圧倒的な火力を誇るカッ

ザーフィー政権の反撃をまえに、兵力・練度・装備に劣る反体制派軍は撤退に追い込まれていっ

た（33）。

（30）  Ibid., p. 5.

（31）  UN. Doc. S/RES/1970 (26 February 2011).

（32）  “Founding Statement of the Interim Transitional National Council (TNC),” Benghazi, Libya (5 March 2011), http://

www.ntclibya.org/english/founding-statement-of-the-interim-transitional-national-council/.

（33）  “Rebels in Libya Win Battle but Fail to Loosen Qaddafi’s Grip,” http://www.nytimes.com/2011/03/03/world/

africa/03libya.html.「カダフィ軍、ブレガ奪還、主要都市ベンガジに迫る」http://www.afpbb.com/article/
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　かようなリビア紛争の展開と前後して、湾岸協力会議（GCC）が3月7日、リビア上空で飛

行禁止を強制し、民間人を保護するために必要なあらゆる措置をとるよう国連安保理に要請し

ている（34）。翌日にはイスラム諸国会議（OIC）の緊急会合も開かれ、エカメレディン・イフサ

ノグル（Ekmeleddin Ihsanoglu）事務総長が各国代表にむけたスピーチで、自国民を保護し人権

侵害を止めることがリビア政府の責任であるとし、次のように主張した。

われわれは、空襲から市民を保護するべくリビア上空に飛行禁止を設定するよう求める世

界中の多くの人びとに加勢することが義務だと考えている。この点で国連安保理が責任を

引き受けることを要求する（35）。

この会合で発表された最終コミュニケは、リビアの主権・領土保全および内政不干渉への尊重

が不可欠であると釘を刺し、リビアに対するいかなる軍事介入にも断固として反対することを

表明しながらも、民間人保護を目的としてリビア上空に飛行禁止区域を設定するよう国連安保

理に要請する内容となった（36）。

　3月10日にはアフリカ連合（AU）の平和安全保障理事会がコミュニケを発表する。この声

明はカッザーフィー体制を非難しつつ、「リビアの統一および領土保全を尊重し、外国によ

るいかなる軍事介入も拒絶する」ことへの強い決意を確認している。その意味では、GCCや

OIC、それに後に言及するLASの決定と重なる部分がある。しかしそれ以上に、AU独自のア

プローチが垣間見えて興味深い。そのひとつは、R2Pを連想させる言い回しを採用しなかった

こと。いまひとつは、平和的なデモが武装抵抗に変貌したことも非難したほか、改革にとりく

むと公言するリビア政府の姿勢にも一定の理解をしめした点である（37）。

　12日に開かれたアラブ連盟閣僚級会議にも論及しておく必要があるだろう。後述するEUお

よび国連安保理の決定にとって重要な意味あいをもつからだ。アラブ連盟はリビア政府に向け

て、人道法の尊重、リビア国民にくわえられる犯罪や戦闘の停止、リビア政府軍の撤退などを

war-unrest/2790318/6952988.

（34）  Alex J. Bellamy and Paul D. Williams, “The New Politics of Protection ? Côte d’Ivoire, Libya and the 

Responsibility to Protect,” International Affairs, 87(4) (2011), p. 841.

（35）  “Statement of Professor Ekmeleddin Ihsanoglu OIC Secretary General to the Meeting of the Permanent 

Representatives on the Situation in the Libyan Jamahiriya,” (8 March 2011), http://www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_

id=5023&x_key=

（36）  “Final Communique Issued by the Emergency Meeting of the Committee of Permanent Representatives to the 

Organization of the Islamic Conference on the Alarming Developments in Libyan Jamahiriya,” (8 March 2011), http://

www.oic-oci.org/topic_detail.asp?t_id=5022&x_key=Libya

（37）  “Communique of the 265th Meeting of the Peace and Security Council,” PSC/PR/COMM. 2 (CCLXV), (10 March 

2011), http://au.int/en/dp/ps/sites/default/files/2011_mar_11_psc_265theeting_libya_communique_en.pdf
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要求したほか、「危機を終わらせるのに必要な行動を怠れば、リビア国内に外国が介入するこ

とになるかもしれない」との警告を発した。そのうえで、「悪化しつつあるリビア情勢にたい

し責任を負い、そして必要なあらゆる措置を講じることで、リビアの軍用航空にたいし飛行禁

止をただちに強制するとともに、リビア国民およびリビア在住の外国人の保護を可能にする予

防的措置として、砲撃を浴びている場所に安全地域を設定するよう、国連安保理に要求する」

と決定した。もっとも、国連安保理はリビアの国家としての一体性や独立、それに近隣諸国の

主権と領土保全を尊重すべきである、という留保も付されている（38）。

　同じ頃、アメリカおよびヨーロッパの諸国では、飛行禁止の強制および民間人の保護を目的

とする軍事介入の可能性が検討され始めていた。11日の欧州連合（EU）の緊急首脳会議では、

イギリスのキャメロン首相とフランスのサルコジ大統領が飛行禁止の強制を含む軍事行動のオ

プションを提案する。しかしドイツのメルケル首相やアシュトンEU外務・安全保障上級代表

が軍事行動による民間人被害の危険性を理由に反対し、EU27カ国の首脳は合意するにはいた

らなかった（39）。首脳会議の共同声明はそのかわり、明らかな必要性、明確な法的根拠、アラブ

地域の支持という三つを条件に、「EU加盟国は民間人を保護するために、必要なあらゆる措置

を検討する」とした（40）。オバマ政権は当初、カッザーフィー大佐に政権を譲り渡すよう求めな

がらも、飛行禁止の強制をはじめとする軍事介入については消極的な姿勢をとっていた。しか

しリビア紛争の状況悪化にくわえ、クリントン国務長官、国家安全保障会議スタッフのサマン

サ・パワー、スーザン・ライス国連大使らの働きかけもあって、オバマ政権は方針を転換し、

武力行使を許可する国連安保理決議の採択を模索するようになったといわれる（41）。

　カッザーフィー体制に対する国際的包囲網が張られ、軍事介入が現実味を帯びてくる一方、

政府軍は反体制派の本拠地たるベンガジ近郊まで進軍。カッザーフィー大佐は総攻撃を予告し、

反体制派に降伏を迫ったとされる（42）。ベンガジ陥落の危機が切迫するなか、国連安保理は3月

17日、アメリカ、イギリス、フランス、レバノンの4ヵ国による決議案を賛成10、棄権5で採

択した（43）。

　この決議1973を要約すれば、国連安保理は第一に、決議1970がリビア政府によって遵守さ

（38）  “The outcome of the Council of the League of Arab States meeting at the Ministerial level in its extraordinary 

session on The implications of the current events in Libya and the Arab position Cairo, March 12, 2011,” Res. No.: 

7360 (12 March 2011), para. 1, reprinted in International Legal Materials, 50(5) (2011), pp. 709―872.

（39）  “Libya no-fly zone plan rejected by EU leaders,” (11 March 2011), http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/11/

libya-no-fly-zone-plan-rejected

（40）  EUCO 7/1/11 REV 1 (11 March 2011), para. 6.

（41）  Simon Chesterman, “Leading from Behind”: The Responsibility to Protect, the Obama Doctrine, and Humanitarian 

Intervention After Libya,” Ethics & International Affairs, 25(3) (2011), p. 282.

（42）  「ベンガジ歓迎の声　陥落危機の反体制派本拠」毎日新聞（2011年3月19日、朝刊）。

（43）  棄権の5ヵ国は、ロシア、中国、ブラジル、インド、ドイツ。
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れていない現状を遺憾とし、リビア国民を保護する責任がリビア政府にあることを改めて表明

した。また、紛争当事者には民間人の保護を確保するべく実行可能な措置をとる主要な責任が

あることにも言及している。第二に、リビアで発生している民間人への広範囲かつ組織的な攻

撃が人道に対する罪を構成する可能性に触れ、リビアの状況が「国際の平和および安全に対す

る脅威を構成する」と認定した。そのうえで国連安保理は国連憲章第7章下の決定として、即

時の停戦、民間人へのあらゆる暴力・攻撃・侵害の完全な停止を要求したほか、民間人を保護

する決意をあらわしている。そして第三に、国連加盟国にたいし、「攻撃の脅威にさらされて

いる民間人とベンガジを筆頭に民間人の居住地域を保護するため」に武力の行使を許可した。

武力行使は、民間人の保護に寄与するためにリビア領空に設定される飛行禁止区域の遵守確保

にもおよぶとされた。なお決議1973は、アラブ諸国やリビアの反体制派の要請に考慮してか、

「外国の占領軍がどのようなかたちであれリビアの領土の一部にでも駐留することを排除する」

という留保条件を付し、リビアへの地上軍による介入を排する内容となっている（44）。

　潘基文・国連事務総長は決議1973の採択をうけて以下の声明を出した。

安保理は今日、歴史的な決定を下した。決議1973（2011年）が明快に確認しているのは、

国際共同体が自国政府の暴力から民間人を保護する責任を果たすと決意したことだ（45）

これは、R2Pにかんする合意形成を国連で主導してきた人物ならではの発言といえよう。しか

しはたして、安保理は決議1970と1973を採択することでR2Pを「約束から実践へ」と移そう

としたのだろうか。

4．「約束から実践へ」なのか

4.1．R2Pの国際的な履行に関する意志の欠如

　ここまでの通観からも明らかだろう。リビア紛争をめぐる国際社会の対処において興味深い

のは、かくも多くのアクターや組織が早い段階から、「保護する責任」ないしこれに相当する

言葉をもちいてきたことだ（46）。カッザーフィー体制は保護責任をはたすよう国際社会から繰り

（44）  UN. Doc. S/RES/1973 (17 March 2011).

（45）  “Secretary-General Says Security Council Action on Libya Affirms International Community’s Determination to 

Protect Civilians from Own Government’s Violence,” SG/SM/13454 (18 March 2011), http://www.un.org/News/Press/

docs/2011/sgsm13454.doc.htm

（46）  市民社会の側からも国連にたいしてR2Pの適用を求める働きかけがあった。とりわけ、「R2Pのための国

際連合（ICRtoP）」が「R2Pグローバルセンター（Global Center for RtoP）」とともに、R2Pの履行を要請す

る公開書簡を安保理へ送付した。この書簡は、安保理がとるべき選択肢として飛行禁止の設定、民間人保護
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返し要求されたし、安保理はアラブ連盟やイスラム諸国会議の訴えに応えて、民間人保護の武

力行使を国連加盟国に許可した。さらに、アメリカのオバマ大統領は、グローバルな安全保障

の担い手および自由の推進者として類まれな役割をアメリカがはたしてきたことに言及し、「わ

れわれの利益や価値が危機に瀕するとき、われわれには行動する責任がある」と主張した。そ

れに3月末から「ユニファイド・プロテクター作戦」を敢行するNATOについていうと、ラム

セン事務総長が「われわれの目標は、カッザーフィー政権の攻撃の脅威にさらされている民間

人および民間人居住地を保護することにある」といい、安保理決議にもとづき「保護する責任」

を履行すると表明している（47）。

　以上を前提に考えるなら、R2Pが「約束から実践へ」移されたケースとしてリビア介入をと

らえるのはあながち間違いではないようにみえる。しかしながら、安保理決議における語法、

それに採択時に表明された各理事国の見解をあらためて精査すると、違った結論がみえてくる。

　第一に、2本の安保理決議とも前文において「リビア国民を保護する責任はリビア政府にあ

る」と喚起するにとどまり、国際社会の保護する責任を安保理が担うことについては公言して

いない。まず決議1970は、「安保理は国連憲章のもとで国際の平和及び安全の維持に関して主

要な責任を負うことに留意する」と述べただけである。周知のように、これは従来の国連憲章

の規定（第24条）を踏襲しているにすぎない。他方で、民間人保護のために武力行使を許可

した決議1973については、「安保理は民間人及び民間人の居住地域の保護、人道支援の即時か

つ妨害なき通過ならびに人道支援従事者の安全を確保する決意を表明する」という具合に、先

の決議よりも踏みこんだ言い回しもみられる。なるほど、これはR2Pに関連した安保理の責任

を想起させるものだ、といえなくもない。しかしながら、先に引用した「リビア国民を保護す

る責任はリビア政府にある」という明快な表現に比べたとき、民間人保護に関して安保理が主

要な責任を担うということについて曖昧であるとの印象を受ける。ジェニファー・ウェルッシュ

はこの点に着目し、「国際共同体の責任という概念が軍事行動に相応しい根拠なのかどうか安

保理の一部の理事国によって依然として争われている」と指摘する（48）。人道的介入の合法性を

めぐる研究で著名な国際法学者サイモン・チェスターマンも、「安保理はR2Pの原理を完全に

受けいれることに明らかにためらいがある」という（49）。こうした意見については、ICISSの共

同議長を務めR2Pの誕生に大きく寄与したモハメド・サヌーンがこう反論している。「R2Pの

言い回しが国際共同体の責任よりもリビア政府の責任を強調していようといまいと、R2Pを根

を目的とした軍事介入を提示している。“Open Letters to the Security Coucil on the Situation in Libya,” at http://

globalr2p.org/media/pdf/Open_Letter_to_the_Security_Council_on_the_Situation_in_Libya.pdf

（47）  “Statement by NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen on Libya,” Press Release (2011) 036 (27 March 

2011), http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_71808.htm?mode=pressrelease.

（48）  Jennifer Welsh, “Civilian Protection in Libya: Putting Coercion and Controversy Back into RtoP,” Ethics &  

International Affairs, 25(3) (2011), p. 255.

（49）  Chesterman, op. cit., p. 280.
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拠に行動がとられたという事実は変わらない」（50）。

　しかし安保理の仮議事録から浮き彫りになるのはむしろ、R2Pを根拠にして介入することへ

の安保理理事国の躊躇や警戒感のほうである。そもそも、2本の決議が採択されたさいに「国

際社会の保護する責任」に公言した理事国は一カ国だけであり、しかもそれは一度きりであっ

たからだ。決議1970の採択時に、フランスのジェラール・アロー（Gerard Araud）国連大使が

ただ一人、「本日に全会一致で採択された文書が想起させるのは、自国民を保護する各国の責

任であり、そして国家がその責務を怠る場合には介入する国際共同体の責任である」と主張し

たにすぎない（51）。決議1973を採択した安保理会合では、就任間もないアラン・ジュペ外相がア

ロー大使に代わってフランス政府の立場を説明したが、国際社会が保護する責任を担うべきだ

という決意が示されることはなかった。結局のところ、国際社会の責任という観点からR2Pの

適用を意図した発言はほとんど存在しなかったことになる。

　2本の安保理決議をR2P適用事例とみなすことに懐疑的にならざるをえない理由は他にもあ

る。とりわけ決議1973に関しては、全会一致で成立した先の決議とは対照的に、5ヵ国が棄権

にまわった結果もふまえて理解しなければならない。棄権の理由は各国さまざまで一概に分類

は難しいが、少なくともドイツ、ブラジル、ロシアの3ヵ国は共通して、武力行使が問題解決

どころか逆効果になる点を強調している。一例をあげればブラジルが、武力行使による意図せ

ざる効果、つまり「現地の緊張を悪化させ、われわれが保護を確約した民間人そのものにとっ

て有害無益になるかもしれない」という可能性に懸念をあらわしていた。また中国、ロシア、

インドは棄権理由のひとつとして、武力行使の方法や態様について決議が不鮮明であることも

指摘した（52）。

　決議1973をR2Pとの関連で評価するうえでさらに重要なのは、決議に賛成を投じた理事国

のなかにも逡巡や警戒心がみてとれることだ。たとえば南アフリカの国連大使は、「国連も安

保理も民間人に重大な暴力行為がくわえられるのを目の前にして黙っていられないし、無策で

あるとみなされるわけにはいかない」として決議案を支持した。だが同時に、「民間人保護に

かこつけた外国による占領や一方的な軍事介入を拒絶する」と述べて釘を刺すのも忘れていな

かった（53）。またコロンビア国連大使にしてみれば、決議に賛成したからといって、「無差別な

武力行使や国家の占領に賛成票を投じたのではない」（54）。そしてなによりも、決議案の作成に

かかわったレバノンでさえ次のような見解を表明せざるをえなかった。

至極当然ながら、戦争と暴力の残虐行為を経験したことのあるレバノンは、世界のどこで

（50）  “Interview with Mohamed Sahnoun,” Global Responsibility to Protect, 3(4) (2011), p. 478.

（51）  S/PV. 6491, p. 5.

（52）  UN. Doc. S/PV. 6498 (17 March 2011).

（53）  Ibid., p. 10.

（54）  Ibid. p. 7.
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あろうと武力行使や戦争を絶対に支持しないし、兄弟国たるリビアではなおのこと支持し

ない。したがってレバノンが望むのは、本日採択された決議が抑止効果をもつこと、同決

議によって自国民に対するリビア政府のあらゆる暴力行使が確実に止み、そして武力行使

が回避されることである（55）。

　要するに、武力行使を容認した決議1973の背後にあったのは、安保理における両手を挙げ

ての支持や確固たる決意ではなく、薄氷の合意にすぎない。しかもこの危うい合意は、軍事介

入とセットになったR2Pの履行に対する各国の根強い警戒感や曖昧さを内包したものだ。

　まとめると、安保理がR2Pを「約束から実践へ」移すことについて、安保理理事国の側に明

確な政治的意図や決意があったわけではないと言わざるをえない。おそらく、アメリカやイギ

リス、フランスは、民間人を保護するために介入する義務をR2Pによって今後背負わされ、み

ずからの行動の自由が制約されるのを嫌ったのではないか。他方で、インド、中国、ロシア、

ブラジル、南アフリカなどは、安保理決議にもとづくとしても、R2Pを御旗にした介入主義が

強まる傾向に警戒したものと思われる。これらの国々が国家の政治的独立や領土保全について

繰り返し念押していたのは、そのことを物語っている。

4.2．民間人保護と体制転換

　最後に、保護する責任をはたす意思に欠けたカッザーフィー体制の正当性が安保理において

どう判断されていたのかについても確認しておきたい。というのもこれは、リビア紛争への

R2Pの適用めぐる重要争点のひとつに直結するからだ。すなわち、民間人保護のためには、過

剰な暴力や虐殺に主要な責任を負う体制を倒すことは許容されるのか、あるいは必要不可欠な

のか、という問題だ。

　それでは、まず基本的なこととして、決議1970と決議1973のどちらも、カッザーフィー体

制の正当性にはいっさい言及しておらず、いわんや、最高指導者たるカッザーフィー大佐の即

時退陣や体制転換を要求しるわけでもない。ただし決議の採択時において、カッザーフィー体

制の正当性を否定する意見が一部の国家から表明されたのも事実である。たとえば決議1970

採択の際、リビアのダバシ次席大使が「トリポリの現体制にはもはや正当性はない」（56）と訴え

ていたほか、アメリカのスーザン・ライス国連大使もオバマ大統領の言葉を引きながら、「指

導者は、自国民にたいして大規模な暴力をふるうことが政権にとどまり続ける唯一の手段であ

るとき、支配の正当性を失っているのだから、ただちに退陣することで自国にとって正しい行

（55）  Ibid., pp. 3―4.

（56）  S/PV. 6491, p. 7.
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いをするべきだ」（57）と演説している。

　カッザーフィー体制の正当性を否認する見解は決議1973の採択においてさらに際立つこと

になる。コロンビアのオソリオ国連大使は同決議を支持する理由について、「決議の目的が本

質的に人道にかかわるものであり、正当性をすべて失った体制による残虐行為から民間人を保

護することを可能にする条件づくりに資すると確信するからだ」と説明し、「リビア政府は住

民を保護する国際的責任をはたしていない」と指摘した（58）。こうした見解はポルトガルの国連

大使にも共有されている。

リビアの民衆蜂起がはじまって以降、ポルトガルは、自国民と国際共同体にたいし信頼性

と正当性を失った体制が民間人にくわえる無差別な暴力および人権・人道法の重大かつ組

織的な侵害を一貫して非難してきた（59）。

要するに、保護責任を全うできない国家は国内ばかりか国際社会でも正当性を否定される、と

いうわけだ。あわせて重要なのは、カッザーフィー体制の正当性を退けるのと相関して、ポル

トガル、ブラジル、ガボンなど一部の理事国が、民主的統治や社会正義に関するリビア国民の

「正当な要求（願望）」を強調していたことだ（60）。

　さらに安保理の議場外でも、EU首脳会議が、正当性を失ったカッザーフィー体制との対話

を拒絶した（61）。ちなみに欧米諸国のなかでは、3月10日、フランスがはいちはやくTNCを承認

している。アラブ連盟も3月12日の閣僚会議で、カッザーフィー体制が正当性を失ったことを

認め、TNCと協力・対話するという趣旨の決定をくだす（62）。

　かように国連の内外でカッザーフィー体制の正当性が否認されていたということは、つまり

何を意味するのか。リビアの体制変更が国際社会で事実上容認されていたということなのか。

こうも言いかえられる。リビア紛争において民間人を保護するには、カッザーフィー体制を倒

すことはやむをえなかったのか。ジェームズ・パティソンはこう論じる。「人道的介入に踏み

切る正当な理由は存在したかもしれないが、体制変更、もっと正確にいえば、反政府運動への

支援による強制的な体制変革に正当な理由を与えるほどにはリビア情勢が深刻であったように

はみえない」（63）。デイヴィッド・リーフは、「リビアのような反乱の渦中にあっては、体制変更

（57）  Ibid., p. 3.

（58）  S/PV. 6498, p. 7.

（59）  S/PV. 6498, p. 8.

（60）  S/PV. 6491, p. 4 (Lebanon), p. 5 (Columbia), p. 6 (Gabon); S/PV. 6498, p. 9 (Portugal), p. 6 (India), p. 6 (Brazil).

（61）  EUCO 7/1/11 REV 1, para. 7.

（62）  LAS, Res. No.: 7360, para. 2.

（63）  James Pattison, “The Ethics of Humanitarian Intervention in Libya,” Ethics & International Affairs, 25(3) (2011), p. 

272.
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なしに民間人を保護することはできないとR2Pの提唱者たちは認めるべきだ」と述べ、R2Pが

グローバル規範になる可能性がリビア介入によって損なわれたと論及した。

　このR2Pと体制転換の関係をめぐる問題は、混迷を深める一方のシリア内戦とも無関係では

ない。民間人に対する攻撃や甚大な人権侵害についてシリア政府を非難し、戦闘即時に停止す

るよう要求する決議案が、これまでのところ、中国とロシアの拒否権によって3度にわたり葬

られている。なかでも2011年10月4日の安保理会合において、ロシア連邦のヴィタリー・チュ

ルキン国連大使は決議案に反対票を投じるにあたり、ユニファイド・プロテクター作戦による

R2Pの実践が暴力よる体制転換を導いたことについて、以下のごとく強い不快感・危機感を露

わにした。

安保理においてシリア情勢をリビアの経験から切りはなして考慮することはできない。国

際共同体は危機感を募らせている。リビアに関連する安保理決議のNATO解釈による遵守

は、保護する責任の履行におけるNATOの将来の行動にとってモデルとなる、との見解が

あるからだ。現在の「ユニファイド・プロテクター」モデルがシリアでも実現する可能性

を理解するのは、造作もないことである（64）。

　さらにインドの国連大使も、制裁や体制変更の威嚇によりシリア情勢を複雑にしてはならな

いと主張して棄権にまわっている。同じく棄権した南アフリカの国連大使は、決議案が体制転

換を始める隠された意図の一翼をになう可能性について懸念を表明していた（65）。

　もちろんアサド政権との戦略的な結びつきが強いといわれるロシアは、アサド政権の存続を

望んでいるとみられ、かつ対シリアの軍事介入や制裁を安保理が決定するのを是が非でも阻止

したいという思惑もあるだろう。そのため、R2Pに関するロシアの警戒感やその言い分を額面

通りに受け入れることはできない。しかし同時に、強制措置をともなうR2Pが体制転換につな

がりかねないという問題提起は、R2Pについての合意形成を進めていくにあたり受けとめなけ

ればならない。

　そこでR2Pの基本理念である民間人保護と体制変更とは両立しるのかどうかを改めて検討す

る必要がある。この厄介な難問をアレックス・ベラミーとポール・ウィリアムスはこうまとめ

ている。

人間を保護するために、外部アクターは現地の戦争と政治に関与しなければならない。そ

うすれば、人間の保護と体制転換など他のアジェンダとの境界線は曖昧になるだろう。た

しかに、人間の保護と体制転換を分離することは、政治的には理解できるし概念上も訴求

（64）  U. N. Doc. S/PV. 6627 (4 October 2011), p. 4.

（65）  Ibid., p. 11.
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力をもつ。しかし多くの場合、実現するのは難しいだろう。民間人に対する主たる脅威の

源が既存の体制である場合、民間人保護と大転換の切り離しを要求するのなら、次のこと

を説明する必要がある。民間人保護のために武力行使を許された平和維持部隊や諸国連合

は、どうすれば体制転換を助長することなく任務を実効的に達成できるのか（66）。

こうした主張に賛同するにせよしないにせよ、リビア介入は民間人保護の軍事介入と連動して

体制転換が行われる危うさを示しているといえよう。

4．おわりに

　本稿は、リビア紛争を背景とする安保理の決定とNATOの軍事介入がR2Pの適用事例だとみ

なす見解に異論を唱えるものであった。たしかに、国連やアラブ連盟など、多くのアクターや

組織がR2Pの観点からリビア紛争にアプローチしていたのは間違いない。一部の国々は、「保

護する責任」をはたしていないとの理由から、民間人を攻撃・虐殺するカッザーフィー体制の

正当性を真っ向から否定した。さらに、アラブ連盟やイスラム諸国会議などは民間人を「保護

する責任」をはたすよう安保理に訴え、安保理は決議1973にて民間人保護の武力行使を許可

したのだった。

　しかし本稿は同時に、R2Pを「約束から実践へ」移すことについて、安保理には躊躇や抵抗

が存在したことも明らかにした。第一に、リビア紛争へのR2Pの適用をめぐって安保理の合意

がそれなりに成立したといえるのは、各国の保護責任についてのみである。第二に、国際社会

が保護責任を引き受けるという点については、国連安保理が一致団結していたとはみなせない。

欧米諸国にしてみれば、民間人を保護する軍事介入の義務や責任がR2Pからただちに生じるわ

けではない、ということだろう。他方でアジアやアフリカ、ラテン・アメリカの国々などは、

民間人保護の武力行使は安保理決議にもとづくとしても、国家の政治的独立や領土保全を脅か

すものであった。

　最後にあらためて注意を喚起しておきたいのは、R2Pはリビア紛争をへることで「約束から

実践へ」移ったと語られるとき、そこには次のような含みをもつことが少なくないという点だ。

すなわちトマス・ワイスのいうように、「『保護する責任』が直面する大きな課題はどのように

規範上のコンセンサスを築くかではなく、どのように行動すべきかという点にある」（67）という

含意である。しかしながら本稿が明らかにしたのは、とりわけ軍事介入と連動したR2Pの履行

をめぐる国際社会のコンセンサスの脆弱さである。暴力的な体制転換を導くことはR2P本来の

「約束」に含まれていたか。はっきりしているのは、R2Pの現段階を「約束から実践へ」とみ

（66）  Bellamy and Williams, op. cit., p. 849.

（67）  Thomas Weiss, “RtoP Alive and Well after Libya,” Ethics & International Affairs, 25(3); 287―292.
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なすことが、R2Pをめぐる様々な規範的問題を技術的な問題に矮小化しかねないことだ。リビ

ア紛争をR2Pの成功例としてみなすのではなく、そこからどのような反省材料・教訓を導き出

すべきなのか。この問いへの包括的な答えは別稿にて改めて提示したい。

［付記］本稿は科学研究費補助金「「保護する責任」アプローチの批判的再検討―法理と政治の

間で」（基盤研究B　課題番号22330054　研究代表者　星野俊也）による研究成果の一部である。


