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序文
廣野美和、ジャシンタ・オヘーガン
世界のさまざまな地域で、複合的人道的危機や過酷な自然災害が頻
発する中、人道主義の問題、特に人道主義がどのように捉えられ、実
践されていくかという問題は、急速にグローバル化する世界情勢の中
で、その重要性を増している。一般に人道主義は、時と場所を超越し
た普遍主義的な価値観と考えられている。しかし実際は、この複雑な
概念には多様な解釈があり、その意味は決して一義的ではないのが
現状である。加えて、どのような人道主義的活動であっても、社会的
文化的文脈によっては極めて複雑な状況に直面する。このことは次
のような疑問を提示する。異なる諸文化は人道主義についてどの程
度同じような理解を共有しているのか、そしてそれぞれの社会や文化
が人道上の責務や課題に対応する際、彼らの人道主義に対する多
様な理解はどのように異なった結果を生み出すのか。こうした疑問
は、国際的な人道的支援の実践において、非西欧諸国の政府およ
び社会の果たす役割が重要性を増すとともに、彼らの援助そのもの
に対する姿勢が変化してきていることに鑑みれば、極めて重要であ
る。そしてアジア太平洋地域ほど、こうした変化が重みを持ってくる地
域はない。この激動する地域は人道的支援が必要となるような様々な
危機の発生地域であるのみならず、人道主義団体にとっても特に重
要な地域である。国内的、地域的、国際的な人道上の危機への対応
にあたっては、公的機関と市民社会がともに重要な役割を果たしてい
る。こうした状況において、人道的支援に対する非西欧諸国の考え方
や取り組みを理解することは、実効性の高い協力関係を構築する上
で、非常に重要であり、地域レベルおよび国際レベルでの人道的活
動の一貫性と方向性にも影響するものである。。
今回Keynoteに収められたエッセイが取り扱っているのは、アジア・
太平洋地域における人道主義理解の現状を示す倫理、概念、実践
に関するいくつかの諸問題である。これらの小論文は、人道主義の普
遍的な概念を問い直すと同時に、中国・日本・インドネシアにおける
人道主義へのアプローチを検証している。廣野美和・ジャシンタ・オ
ヘーガン共著による主論文が提示する課題は、人道主義の定義とは
どうあるべきかについて疑問を投げかけることなく、アジア・太平洋地
域における人道主義の概念と実践における類似点と相違点を明らか
にするにあたって出発点となるものである。廣野・オヘーガンは、そう
いった違いや、人道主義が持つ複雑さと対立的性質から生じる主要
な葛藤について、さらに広範囲に検証している。ウィリアム・マーレイ
は、人間であること、人間性、人道主義というそれぞれの語意の追求
と、人道主義の実践においてこれらが直面する主要な課題の指摘を
通じ、人道主義の概念の複雑さを指摘している。一方、ジェルミー・イ
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ングランドは、人道主義という語のより明確な定義と、開発援助といっ
た他の介入形態から、人道主義を明確に区別することの必要性を論
じている。1 これは、イングランドが、人道主義とは、「他の多くのアジェ
ンダとは切り離された援助の形式で」と認識しているからである。他の
形式による介入と「人道的」援助を混同することは、援助における透
明性と説明責任をあいまいにすると、イングランドは論じている。
次の3編の論文は、中国・インドネシア・日本の観点から人道主義
の概念と実践について検証している。廣野美和は、中国の援助活動
は、国家の正当性と、国家・国民間の結束という歴史に基づく概念で
説明されると論じている。しかし廣野は、これらの概念の実践は、国内
外の社会・政治状況がめまぐるしく変化する中で進化・発展していると
うったえる。長有紀枝は、日本において人道的支援活動が進化・発
展する中、異なるそれぞれのアクターの性質と役割を論じる。さらに、
長は、日本の人道的活動家が直面する、歴史の中で定着した複雑な
課題にも触れている。シギット・リヤントは、インドネシアに焦点を絞り、
インドネシアにおける人道主義の思想・制度・法律上の枞組み、人道
主義の定着における課題、人道的活動における民衆の団結の向上
にみられる将来への期待を検証している。以上の6編の論文は、普遍
性と個別性の間に生じる葛藤という問題のみならず、アジア・太平洋と
いう激動する地域の文化、規範、政治の複雑性を映し出す権力、権
力の代弁とその行使主体の問題を提示している。様々な人道主義の
文化の探求は、始まったばかりであり、6編の論文で論じられている課
題や問題は、今後も研究を続ける必要があるであろう。
本出版は、2011年8月に、オーストラリア国立大学で開催されたワ
ークショップ、「人道主義の文化：アジア・太平洋地域の観点」におけ
るプレゼンテーションと議論に基づいています。本ワークショップは、
オーストラリア国立大学、国際政治・軍事学部、国際関係学科の共催
で開催されました。また、オーストラリア・日本財団、オーストラリア社
会科学アカデミー、オーストラリア国立大学国際関係学科、ノッティン
ガム大学アジア・太平洋学研究所によるワークショップ・本出版への
寛大な資金援助に対し心から感謝の意を表します。同時に、本書出
版を可能にしたワークショップの発表者、討論者、参加者の皆様の洞
察力あふれる数々のコメントに感謝いたします。最後に、メリー・ルイ
ーズ・ヒッキー氏による優れた編集支援、ルイーズ・サリバン氏の本書
出版に関する研究補助、桐石邦男氏及び塚元佐千代氏による本書
の邦訳、高橋進之介氏及び穂積武寛氏の邦訳校正に深く感謝しま
す。
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多文化世界における人道主義の追及：重要
な論点と主要な葛藤1
廣野美和、ジャシンタ・オヘーガン
世界のさまざまな地域で、複合的人道的危機や過酷な自然災害が頻
発する中、人道主義の問題、特に人道主義がどのように捉えられ、実
践されていくかという問題は、急速にその重要性を増している。元来
多様性が内在する現代国際社会の性質に鑑みると、多文化世界の
秩序のもとでどのように人道主義活動が展開されていくかという問題
は、我々にとって大きな課題であると同時に、機会を提供するもので
もある。一般に人道主義は、時と場所を超越した普遍主義的な価値
観と考えられている。しかし実際は、この複雑な概念には多様な解釈
があり、その意味は決して一義的ではないのが現状である。加えて、
どのような人道主義的活動であっても、別の社会的文化的文脈によ
っては異なった解釈がなされ、対立をより一層深刻化させることにもな
る。こうした傾向は、「政治的」な要素が内在する複合的人道危機に
おいて、特に顕著である。社会文化的にデリケートな事柄について誤
った判断を下せば、善意に基づく動機とは裏腹に悲惨な結果がもた
らされることすらある。
「人道主義は全ての社会で同様に理解されている」という考え方
を、本質的に問題視することは重要である。異なる諸文化が人道主
義についてどの程度同じような理解を共有しているのか、そしてそれ
ぞれの社会や文化が人道上の責務や課題に対応する際、彼らの人
道主義に対する理解がどのように異なった結果を生み出すのか、とい
う問題を問うことは特に必要不可欠である。アジア太平洋地域におい
てほど、これらの問いかけが重みを持つ地域はない。この激動する地
域は人道主義活動が必要となるような様々な危機の発生地域である
だけでなく、人道主義団体にとっても特に重要な地域である。国内
的、地域的、国際的人道上の危機への対応においては、公的機関と
市民社会がともに重要な役割を果たしている。このエッセイでは、
我々は、既存の主要な概念を特別扱いすることなく、「人道的責務と
は何か」、「正当な対応とはどのようなものか」などの認識はどのように
理解し得るのかについて検討を行った。この問題に対処するための
一つの方法は、「人道的危機に直面したとき、誰が誰のために行動す
るのか」「何故行動するのか」「どのように行動するのか」という三つの
主要な質問に対する認識を比較することだと我々は考え、特に、中
国、インドネシア、日本における人道主義の概念と慣行に着目した。
このことによって、包括的というよりは代表的な知見を得ることができる

1

このエッセイを執筆するに当たって協力を得た、ギルバート・エストラダーハリス
(Gilberto Estrada-Harris) 氏、ピチャモン・イオパントン(Pichamon Yeophantong) 氏、ル
イーズ・サリバン氏(Louise Sullivan) 氏に対し感謝致します。
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し、この重要な問題の調査と対話の効果的な糸口とすることもできだ
ろう。このエッセイではまずこれらの諸問題を深く掘り下げ、疑問が炙
り出す葛藤を指摘し、最後に違いを尊重しながらも、文化や背景を超
えた人道主義に対する一貫したアプローチの発展にとって、これらの
発見が何を意味しているのかを考察することとする。このエッセイに述
べられた論点、概念、葛藤と課題はこのKeynote collectionに収めら
れた他のエッセイにおいてさらに深く探求されている。
主要課題

人道的危機に面して、誰が誰に行動するのか

どのような人道上の危機においても様々な主体や機関が人道援助の
提供に関わっている。人道上の対応においては、政府機関、非国家
主体、国際機関、軍、地域社会といった主体が存在する。しかし、異
なる主体間では、関与の度合い、役割の性質、そしてそれら主体間
相互の関わり方は大きく異なっている。ある程度までこうした違いは危
機の性質と背景に由来しているが、政治的、社会的、文化的背景に
基づく要素もある。どんな社会においても人道援助の枞組みにおい
て問題となる主要な論点は、「誰が人道的ニーズに対応する責任を
負っていると考えられているのか」そして、「そうした人たちは誰に対し
て、そうした責任を負っているのか」という問題である。これらの質問に
答えることで、答えがどのようなものであるべきか予断をすることなく、
誰が正当な援助の提供者とみなされていて、誰が正当な援助の受け
取り手と見なされているのかについての異なった考えを考察すること
ができる。同時に、異なる主体において、またそうした主体間における
関係において、役割や責任の概念に関する考え方は必ずしも恒常的
なものでなく、一様なものでもないことを認識しておくことは大切であ
る。そうした概念は時とともに、また社会的、政治的変化とともに進化、
変化していくものだ。加えて、正当な主体に関する概念は、同じ文化
や社会の中でも、異なる文化・社会間と同様に議論の多いものであろ
う。これらの要素を計算に入れながら、様々な主体を巻き込んだ政治
的力学に注意を払うことは有益である。
なぜ行動するのか

人道主義における「複数の文化」というものについて語り得るのかを確
かめるためには、文化的、宗教的にそれぞれ異なる社会における、
人道主義を推進する道義上の義務と援助に関する伝統と原則につ
いて考察しなければならない。もし可能なのであれば、それらを理解
する上で何が共通点であり、相違点と言えるのであろうか。道義的な
責務と援助に関する伝統と原則はしばしば、特定の社会の長く続く歴
史に由来している。しかしながら、ここでも、そうした伝統や原則は恒
常的なものではない。それらは、社会の内部で、そして外部でも、
様々な要素と相互に影響を与えあい、時とともに進化していく。それ
ゆえ人道主義の概念は社会的、政治的変革の文脈の中で捉えられ
なければならない。
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どのように行動するか

誰が何故行動すべきなのかといった疑問が全ての社会における人道
主義への認識や慣行を裏付けているのとまさに同じように、どのように
行動するべきなのかという疑問は、正当であるとされる行動に関する
人々の理解を特徴づけている。この疑問は、どのように人道主義的義
務が遂行されるべきなのかという概念を映し出す。もちろんそれぞれ
の危機においては多様な要素が人道主義的対応に影響を与えてい
るが、我々は、人道的援助がどのように、また、いつ提供されるべきな
のかということに関して、非常に異なった結論を導く二つの要素を強
調したい。最初の要素は勃発した災害の性質に関するものであり、特
に複合的人道危機と自然災害とでは、人道的対応が適切なのか、も
しくは可能なのかに関して非常に異なった考えが提示される可能性
がある。
二番目の要素は援助機関の問題、すなわち、現地で援助を提供
する様々な人道主義的団体間の関係性に関するものである。正当な
援助主体に関する考え方は、危機において、特定の援助主体に何が
期待されているかを形づくっている。このことは、主体間の複雑な関
係性や主体間の協調、協力に影響を与え得るものである。人道主義
的活動においては、「市民と軍」、「国際、国内、地域」、「技術的・政
治的文化、社会的・原生的文化」の三つの大きな区分が顕著である。
我々の予備調査ではこれらの三つの区分が異なる文化において
様々に協議され、対処される興味深い例が出ている。
主要な葛藤

上述の疑問は、いかなるアプローチも人道主義に関する絶対的な概
念を提供しないということを前提としつつ、異なる文化や社会におい
て人道主義の概念、慣行について調査する方法を提供してくれる。こ
れらの疑問はまた、アジア太平洋地域における人道主義の研究に適
用した際には、当該地域における人道主義の概念のバリエーションと
共通点について明らかにする方法を提供してくれる。同時にこうした
バリエーションが原因で、また複雑で論争の多い人道主義の性質が
故にもたらされる葛藤をも明らかにしてくれる。。ここで、我々は「普遍
性と個別性」「倫理と政治的義務」、「技術的/政治的文化と社会的/
風土的文化」という３つの対立軸について概観する。
普遍主義と個別主義

主要な葛藤の一つは、人道主義を概念化する際の人道主義という概
念の普遍性と社会文化的文脈に付随する個別性との対立である。人
道主義には必然的に普遍性と個別性が混在しているのである。長有
紀枝が述べているように「人道主義は世界共通語であるが、アジア地
域においては人道主義の意味は普遍的ではない」。2 人道主義の実

2

Yukie Osa, remarks, in Miwa Hirono, Jacinta O‟Hagan and Pichamon Yeophantong, „Cultures of
humanitarianism: Perspectives from the Asia-Pacific‟, workshop summary paper, June 2012, p.
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践における共通の基準を求めること、あるいは国際赤十字会が示す
ような人道主義原則を探ろうとする試みは、時と場所を超越した人道
主義の本質を探ろうとする試みの一環である。しかしながら問題は、
「人道、中立、公平、独立」というような原則が人道主義の核であると、
社会文化的背景の如何に関わらずすべての団体がみなすか否かと
いう点にある。
アジア太平洋地域の人道主義を考えるなかで、四個の主要な論点
が導き出される。第一に、人道主義は、文化と文脈によって異質の解
釈が生み出だれるというものである。このことは人道主義に対する多
様な解釈の存在を意味する。。「人道主義とは何を意味するか」に関
する特定の理解は、著しく異なる活動や行動パターンに直結するた
め、非常に重要である。3 市民社会団体の働きに関する理解もまた、
特定の政治的、社会的、文化的背景に影響を受ける。4 インドネシア
と中国における人権擁護団体は良い例である。これらの国における
人道的政策提言団体の活動は、西欧の同様な団体と比較しても異な
っており、時には「国家からの善意」に頼りがちになるなど極めて控え
めな活動を余儀なくさせられる。このことは、どのように、どの時点で援
助が提供されるべきかということに大きく影響し、平等性に関する考え
方にも関係してくる。問題は、こうした共通理解を構築することによっ
てこうした差異を調整することができるかという点にある。
第二の論点は、上述の第一の論点を補完するものである。それ
は、文化的差異は人道主義にとって極めて重要な要素ではあるが、
こうした差異は常に相反するものではないということである。イスラム教
の援助と保護に関する人道主義の概念と実践は、イスラム思想の伝
統にとても強く根付いており、そうした概念の起源はイスラムの信仰と
イスラム法にまで遡ることができ、それらは結果としてイスラム信仰を
基礎とする組織の行動について説明を与えてくれる。これらの組織の
行動はそれぞれ違っているが、精神の面では同質である。5 しかし、
こうしたイスラム教的な概念・実践は、より広い人道主義原則と両立し
得る義務感と責務感に基づいたものである。この点でインドネシアは
興味深い。
インドネシアのケースでは、人道主義を理解する上での哲学的基
礎は、現地の伝統やPancasila（五原則）に根ざしている。この思想の
例として「公正かつ文明化された人間性（Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab）」という原則があり、それは、全ての人類は神の創造物とし
て、尊厳が尊重されたしかるべき扱いを受けなければならないという
原則である。6 ここで表明されている「人間性」に関する思想はイスラ
4, ips.cap.anu.edu.au/ir/cultures_of_humanitarianism/workshop_report.pdf (accessed 31 July
2012).
3

William Maley, in ibid., p. 4.

4

Nell Kennon, remarks, in ibid., p. 5.

5

Tanvir A. Uddin, in ibid., p.5.

6

Sigit Riyanto, in ibid., p. 4.
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ムの伝統に由来するものではあるが、インドネシア社会では宗教や文
化の垣根を越えて深く共感を得ている。しかしこうした原則の適用形
態は様々である。地方の政治文化が原則の適用を促すこともあれ
ば、阻むこともある。例えば、インドネシアでは中央政府と地方政府の
利害の対立や、国家と市民社会の間に存在する複雑な関係性によ
り、援助の配分や支援を必要としている人へのアクセスの問題はより
複雑なものとなっている。7 このことは、人道主義原則の解釈について
強い共通性があったとしても、実践段階においては、地方政治の実
情によって歪められる可能性があることを示唆している。
三番目の論点は普遍性と個別性に関連しており、異なる社会にお
いて、もしくは異なった担い手によって採用される人道主義の幅広い
定義に関するものである。ジェルミー・イングランド（Jeremy Ｅnｇｌand）
は、「明確な定義」と、開発援助のような「他の形の介入から、人道主
義を明確に区別すること」を主張している。8 これは、「過度に包括的
な人道主義の定義は、他の多くのアジェンダに基づく援助と関連づけ
られてしまうことで、意味ある分析を阻害するとともに、人道主義的ア
プローチを著しく傷つけてしまいかねない」からである。9 一方、この
巻に収められているエッセイにおいて、長有紀枝と廣野美和は、日本
と中国のケースにおいては、国家は一つの主要な人道主義団体であ
ると示唆している。これらの国家においては、人道主義を幅広い外交
政策、開発政策の中に位置づける強い傾向があるので、定義上、そう
した国における人道主義は政治的動機といった「他のアジェンダ」と
融合している。このことは、後述の倫理的義務と政治的動機との間の
葛藤という二番目の対立軸についての議論をもたらす。
普遍性と個別性についての関係を考察する際、念頭に置いてお
かなければならない四番目の論点は、人道主義の「文化」は時と共に
変容するということである。ピチャモン・イオパントン(Pichamon
Yeophantong)が強調したように「人道主義は静的なものではないし、
一枚岩ではない。それは進化してきたものであり、多様な歴史的、政
治的要因から影響を受けてきたもの」なのだ。10 このことは、普遍主義
的な意味においての人道主義についてだけではなく、異なる文化、
異なる社会に根ざしている人道主義にも当てはまる。日本や中国社
会において、人間の倫理的義務を同心円状に拡大させる「義務に関
する共同体主義的倫理観」は、長い間人道主義についての考え方と
して広く受け入れられてきた。11 今日、中国では特に、外交政策形成
において、自国民に対する責任が最優先であると考えられているが、

7

Ibid.

8

See Jeremy England‟s essay in this volume.

9

Ibid.

10 Pichamon Yeophantong, remarks, in Hirono, O‟Hagan and Yeophantong, „Cultures of
humanitarianism‟, p. 5.

11 Ibid.
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これは以上のような考え方を継承したものである。それでもなお、中国
が国際的な主体として進化するにつれ、中国における人道主義の概
念は発展し続けている。中国は徐々に国際平和協力や災害救助の
提供に協力的になっており、アフリカなどの遠隔地へも関与を強めて
いる。12 同様の変化は日本においても見られる。1991年の湾岸戦争
をきっかけに高まった世論を受けて、日本政府は国際的な人道的活
動により積極的になっている。専門家はなぜ中国と日本が人道主義
活動に積極的になっているのかについて議論をしているが、よく見ら
れる結論は、世界的な倫理的義務感というよりむしろ、国益が人道主
義活動の増大をもたらしているというものである。この考え方は、国家
というものは言葉の上では重要だとする国際的倫理を実際には軽視
しており、自身の戦略的利益を追求しているだけだというリアリストの
意見と共鳴している。このことは再び、倫理的義務感に基づく人道主
義と、政治的動機に基づく人道主義との間で生じる葛藤という第二の
対立軸へとつながっていく。
倫理的義務感と政治的動機

実際、人道活動においては倫理的義務感、政治的動機双方の要素
が混ざり合っているケースが多い。活動の動機が「倫理的」なものか
「政治的」なものか、明確に判断できる場合は稀であるが、アジア太平
洋地域に存在する多くの社会において、その二つの動機の調和とい
う問題は人道的活動に従事する市民社会組織にとって極めて重要で
ある。日本、中国、インドネシアにおいて、市民社会組織は、主として
国家が主導する人道主義的課題に取り組まなければならないケース
がしばしばある。長は、この国家の権限と（非国家の）人道的課題との
均衡を図る際の葛藤について、難民を助ける会（AAR
Japan、以下
「AAR」）による北朝鮮での飢饉への支援提供を例にとって説明して
いる。日本と北朝鮮との間の政治的緊張関係ゆえに、日本の北朝鮮
への関与には厳しい制限が存在している。日本の団体は正式には北
朝鮮に援助を提供することを許可されておらず、その状況は、日本に
おける他の多くの人道的活動団体にも適用される。このことはAARの
援助活動にとって障害となった。しかし、独立した人道組織として、
AARには政治的勧告に関わらず支援を必要としている人を援助する
という一貫した姿勢を示すことが期待されていた。倫理的義務感と政
治的動機をどう調和させるかは、廣野のエッセイのおいても、中国の
国内における災害援助の政治化を題材として、取り上げられている。
中国の災害援助は、国家の正統性や、国家と人民の調和的関係を
前提としてなされるものである。中国の国家中心的な災害援助は、災
害に対処する国家の強力な能力ゆえに、実際有効に働いている。し
かしながら、人道市民団体が質的にも量的にも急速な進化をとげて
いる中では、どのようにそうした国家中心的なアプローチと市民社会

12 Miwa Hirono and Marc Lanteigne, „Introduction: China and UN peacekeeping‟, International
Peacekeeping, 18(3) 2011: 243–56.
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の拡大という現実を調和させるかは将来に向けての課題となってい
る。
こうした葛藤はおそらくアジア太平洋の文化、社会に独特の現象で
はないだろう。事実、全ての人道的活動は幅広い政治の文脈の中に
位置するものである。どのような危機においても政治を理解することが
不可欠であり、それ抜きには「人道主義の政治」に潜在している権力
に根ざした人間関係も理解できない。13 このことは、アジア太平洋地
域のみならず、他の地域についても言えることである。倫理的義務感
と政治的動機の双方が共存しているという認識は、効果的な人道主
義活動を展開するにあたって必須の条件である。
政治的動機と倫理的義務感の葛藤は、複合的人道危機と自然災
害に対する政府の反応を比較した際にも明らかである。自然災害へ
の対応の方が、より政治性に乏しいため、結果として政府も援助の拡
大に積極的になる。中国のケースでは、人道的介入の際によく問題と
なる「事前同意」に関する論争を中国政府が避けることができるため、
自然災害救助活動における援助に関する論争は、複合的緊急事態
における援助のそれと比べて尐ない。自然災害における援助はよく
被災国により要請が出される。たとえば、2004年12月のアチェにおけ
る津波被害を受けて、インドネシア政府は自然災害のケースをより「非
政治化」されたケースとみなし、国際災害緊急支援を積極的に受け
入れた。
「技術的/政治的」文化と「社会的/風土的」文化間の関係性

アジア太平洋地域の人道主義の概念と実践における分析において、
三番目の対立軸として直ぐに明らかとなったのは、外部団体と地域主
体の間の意志疎通であり、技術的用語・援助団体の文化と、現地の
風土に根差した文化との関係である。地域の共同体と意志疎通を確
立し維持することは極めて重要である。ここで大事な点は、どの程度、
またどのように、現地の団体と地域のネットワークが認識されて人道主
義活動の枞組みの中に位置づけられるのかということだ。このために
は現地のアクターや地域のネットワークの重要性を認識し、信頼と協
力関係を構築するために現地アクターと外部アクターとの間に効果的
な意思疎通が確保されることが必要である。このことは「人道的空間」
の確保に関する交渉に大きな影響を与える。ジェルミー・イングランド
が指摘するように、「人道的空間」は常に存在するわけではなく、所与
の前提として捉えられるべきではない。許容されることで「人道的空
間」は生み出されるのである。許容は相互への働きかけと信頼の構築
を通じて養われる。外部アクターが人道的空間にアクセスするために
は、多様なアクターと「地道な日々の信頼関係」を通して、そのような
空間の確保について交渉を重ねなければならない。イングランドは
「何年もの労苦によって信頼を勝ち得たとしても、たった一晩で信頼

13 Gavin Mount, remarks, in Hirono, O‟Hagan and Yeophantong, „Cultures of humanitarianism‟, p.
6.
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を損なうこともある」と述べている。14 効果的な意志疎通は、適切な対
応・調整のためだけではなく、アクセスの確保を可能とする信頼関係
を構築するためにも重要なのである。
効果的な意思疎通のためには、人道主義的活動を阻害するよう
な、区別する物言いの危険性に対する注意深さが不可欠である。人
道主義的活動の実践家、政策立案者、学者はそれぞれに特有の言
葉や想定基準、思考様式を持っている。つまり、それらのアクターは
彼ら固有の技術や専門用語に裏打ちされた独自の「文化」を持って
いるのである。技術的、政治的用語は、しばしば現地の人々にとって
理解し難い。人道主義的活動の実践家たちは誤った動機を持ってい
るわけではない。彼らの目的は中立ですべての文化的文脈に適用し
得る枞組みやアプローチを作り出すことなのだが、しかし技術的なア
プローチが意思疎通と理解の架け橋になるどころかかえって妨げにも
なり、結果として不毛に終わることもある。井上浩子は、東ティモール
では、技術的な物言いが、人道主義実践者は東ティモール文化に対
する理解が欠けているとの印象を現地の人に与えてしまったというケ
ースを提示している。15 このことは、複雑な文化的政治的状況下での
人道主義団体による援助活動を阻害し、現地との信頼関係を壊し、
受容を損なってしまうという意図しない結果を招き得る。加えて、人道
主義的支援における言語は、しばしば裨益者を「犠牲者」や「援助の
受け取り手」として、受動的に描写することが多い。井上浩子が述べる
ように、このことは、地域の人々そして援助の実践者それぞれの「彼等
が何者で、彼等に何を期待できるのか」という部分での理解に重大な
影響を与えている。16
結論 前進への道

多文化世界における人道主義の追究は複雑な問題や課題を提示し
ている。多様なアプローチや姿勢を包含し、認めるための共通の足場
を提供し、普遍的な原則、概念、実践を形づくろうとすること、そして
それを探そうと試みることには常に葛藤がつきまとう。我々は、特定の
人道主義の定義と、広く拡散気味の定義との間で揺れ動いている。し
かしながら、全体を通じての課題は、われわれが文化的特性、差異そ
のものの理解を超えて、それらを包含する人道主義政策へどのように
移行していくことができるのかという点にある。この課題を解くために
は、文化的に多様な人道主義の概念と、文化的差異に関わらず誰も
が参照できる「共通」の人道主義言語をつくり普及させるという要請と
を調和させる必要がある。一筋縄ではいかない人道主義の本質と、そ
れに代わる概念の存在を認識することによってのみ、諸文化間での
効果的な意思疎通を阻む障壁を取り除くことが可能となるだろう。

14

See England‟s essay in this volume.

15 Hiroko Inoue, in Hirono, O‟Hagan and Yeophantong, „Cultures of humanitarianism‟, p. 7.
16 Hiroko Inoue, in Hirono, O‟Hagan and Yeophantong, „Cultures of humanitarianism‟, p. 7.
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このためには、人道的活動関係者が自省的になることが必要だろ
う。自分の文化的主観性を自覚する必要があるし、自らの動機につい
てはっきり認識している必要がある。同時に、他者の期待や優先課題
に耳を傾けようとする姿勢とのバランスをとる必要もある。これは自身
の人道主義に対する理解を超えて他の見解に心を開く作業であるか
ら、人道的支援のアクターにとって、たとえ誰であろうと、現場もしくは
世界のどこにいようと、、最も困難な課題のひとつと言えるだろう。
信頼は「もっとも重要な人道主義における日用品」（イングランド）で
あり、常に意思疎通の回路を確保しておくことで、人道的支援のアク
ターと被災した人々との間における信頼を構築し、維持する必要があ
る。このことは人道主義活動にとって、技術的なスキルが求められる
のと同時に、異文化間のコミュニケーションに関する訓練が必要であ
ることを示唆している。こうした訓練は、外部の人道的支援関係者が
支援の受け手と相互理解、信頼を深め、アクセスを確保しながら関係
を構築する能力を鍛えてくれるだろう。
国家（軍を含む）と非国家・国際的人道支援関係者との関与を強
化することは重要であるが、そうしたアクター間の関係は社会によって
異なるということを認識する必要がある。これらのアクターが持つ技
術・政治・文化等特定の専門知識は相互補完的であり、アクター間の
協力はより包含的な人道的空間の形成に貢献するだけでなく、現場
における人道的支援活動を促進するものである。
アジア太平洋地域における人道主義への多様な文化的取り組み
については、より多くの調査研究がなされる必要がある。そうした作業
は、人道主義の概念についての広範な議論だけでなく、特定の問題
に特化したものやケーススタディも含める必要がある。そのようにバラ
ンスのとれた課題設定は、その地域における人道主義の実践と概念
の連続性と多様性に関する豊富な経験的洞察を与えてくれるだろう。
このことは、多文化社会における人道主義支援の計画と実施の質を
高めていくために極めて重要である。

人道主義の普遍性：疑問符の付く概念なの
か？
ウィリアム・マーレイ
人道主義は極めて複雑な概念であることに疑いはない。このことが問
題となる理由は沢山ある。第一の問題は、人道主義の重要性に関す
る現在も続いている議論の中で、人道主義に関して様々な独自の解
釈をする者がいることである。第二の問題は、人道主義の概念は他の
多くの複雑な概念（それらは、最低限人道主義が議論される際には、
精査されるべきだが、実際にはされていない）の周辺で形成されてい
る。人道主義の理念の中には、人間性の思想が内在しており、更に
その中には、「人間とは何か」という問いが存在する。さらに、もし仮に
広い意味で人道主義の価値について合意が成立していたとしても、
人道主義は地球規模で展開されるべきか、それとも特定の共同体の
中で主として展開されるべきなのかという点について議論は尽きな
い。この論文の目的は、人道主義の概念を使用する上で遭遇する困
難さについて探求することである。
人間であること、人間性、そして人道主義

「人間」とは何を意味するのか、という問いは２０００年以上も哲学者の
頭を悩ませてきた。「政治家（The
Statesman）」においてプラトン
（Plato）は人間を羽のない二足動物と表現している。より洗練された見
方では、宗教的な感情を育む能力や直観の存在、他者に共感する
力、信頼関係を構築する力、そして、人間とは何なのかという問いを
発する力の重要性などが注目されてきた。こうしたアプローチや、リン
ネによる分類学上の分類として確立されたホモサピエンスの概念など
を考慮すると、「人間とは何を意味するのか」という問いは、尐し古ぼ
けて感じられるかもしれない。しかし、不運なことに実際はそうでもな
い。一昔前まで、ホモサピエンスを、割り当てられたアイデンティティ
に基づいた区分に分類し直そうとするエセ科学が横行していた。ゴビ
ノー（Gobineau）の人種理論に始まり、この危険な現象は増加してい
った。こうした潮流のピークは、ナチスの「务等人種」という概念と１９４
２年１月のヴァンゼー会議における最終決議であり、こうした潮流は１
９９４年のルワンダ虐殺まで続いている。また表面的には無害に見え
る文明化という概念と結びついた危機的状況も存在する。長く世界的
な現象として語られている文明化という言葉は、一見、無害なようにみ
えるが、実際はそうではない。1 非人間化という手法は未だ、特定の
状況下においては、政治的戦略としては極めて有効なのである。

1

See Gerrit W. Gong, The standard of ‘civilization’ in international society (Oxford: Oxford
University Press, 1984); Brett Bowden, The empire of civilization: The evolution of an
imperial idea (Chicago: University of Chicago Press, 2009).
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人間性という概念もまた、集合的な規範であると同時に、特定の価
値観としての意味も持つという多義的な性質ゆえに複雑なものであ
る。集合名詞としての人間性の意味が普遍的ではなかったとしても、
ヨーロッパの言語世界において人々という言葉は、例えば英語の
people、フランス語のgens、ドイツ語のLeute、ロシア語のliudiにおい
て、ある特定の意味を備えているということが明らかにされている。2 し
かしながら、「人間性」という言葉がどのような価値を指し示すのかに
ついて普遍性を期待することはできない。人間性とは何か、何が人間
性の発露なのか、については時間と場所によって答えが異なるよう
で、何が人間的な行動であるのかについて、個人、団体ごとに考えが
異なっているようだ。
これら全てが、普遍的な人道主義という概念は相当難しいであるこ
とを示している。異なった歴史的背景において、「人間的」と判断でき
る特定の事柄を指し示すことは、比較的容易である。例えば、１６０１
年の英国議会によって制定された公益ユース法や１８６３年の赤十字
運動の確立等が頭に浮かぶ。一方で、一般化され、普遍的な人道主
義の概念についてのケースを思い起こすほうが遥かに難しい。実際、
人道主義というのは本質的に問題含みな概念であるとまで論じる者も
いるかもしれない。3 これは恐らく言い過ぎであろう。しかし、異なる文
化的背景により「人道主義とは何か」、「人道主義とは何を要求するの
か」について異なった理解がもたらされるということは確かだろう。ここ
から、どのような共同体が、こうしたさまざまに異なる文化的理解を形
づくるのかという問いが生まれるのである。
共同体と人道主義

それがどこであれ、苦しんでいる人を迅速に助けようとする人道主義
という概念は、人々がグローバルな共同体に暮らしているという想像
を喚起するように見える。しかし、それは世界政治の実情を反映した
ものというよりは、せいぜい比喩か、理想にすぎない。自分自身を「世
界市民」であると認識する人はとても尐ない。２１世紀のグローバリゼ
ーションに関わらず、仲間と関係を作る際、また政治的傾向を形づく
る際、個人的繋がり、愛情、連携といった要素が依然と変わらず影響
力を持っている。こうした規範は「慈善は家から始まる」という格言だけ
でなく、ブラッドレー(F.H. Bradley)の「私の地位と義務(My Station and
its Duties)」に代表される厳格な哲学的議論の中でも良く言い表わさ
れている。4 普遍的な視点を持つ大きな一神教の宗教でさえ、地域の
自己認識パターンに強く影響を受けている。カリフに導かれたユート
ピアである普遍的なイスラム信徒の共同体（ウンマ）という考えは、２１

2

Anna Wierzbicka, Semantics: Primes and universals (New York: Oxford University Press,
1996), pp. 40–1.

3

See W.B. Gallie, „Essentially contested concepts‟, Proceedings of the Aristotelian Society, New
Series, 56, 1955–56: 167–98.

4

F.H. Bradley, Ethical studies (New York: Oxford University Press, 1962).
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世紀においては、神聖ローマ帝国末期に存在した統一キリスト教国と
いう考えと同じくらい空想的である。
このことを受けて、幾許かの人々は国家を人道主義活動の主体と
して認識するだろう。多くの人道主義団体が国家予算から沢山の財
政支援を受けていることは確かだし、いくつかの団体、例えば国際救
助委員会（International Rescue Committee）は人道主義的活動にお
いて主要な役割を果たすために国家に頼りすぎたことで深刻な問題
を抱えている。5 第一に、特定国家と結びついた団体は、その活動に
従事するアクターを危険にさらすことになる。第二に、国家は沢山の
利益や配慮のもと行動しており、人道主義はその中の一つの動機に
すぎない。民主的な政治体制下では、為政者は多数派の意見に答
える義務があると感じているだろうし、また、為政者は、多数派の願い
であると思われる意見に迎合する政策を作りあげるだろう。時に大多
数の意見は人道的配慮を反映しているだろう。しかし、いつもそうであ
る保証はどこにもない。第三に、国家間の関係においては、人道主義
的活動の実施に当たって、フリーライダーの問題が生じるかもしれな
い。国家は乏しいリソースをできるだけ最適に活用しようとしているた
め、他者が代わりに人道活動を実施してくれることを期待して、人道
的危機に際して早期に取り組むことを差し控えるかもしれない。
人道主義に対するいくつかの挑戦

この１０年間、自省的に、そして批判的に人道主義的活動に着手する
上での課題を分析する多大な努力がなされてきた。人道主義の持つ
矛盾について、例えばフィオナ・テリー(Fiona Terry)やデイヴィッド・リ
ーフ(David Rieff)、デイヴィッド・ケネディー(David Kennedy)といった研
究者によって丁寧かつ専門的な調査が行われてきた。6 マイケル・バ
ーネット(Michael Barnett)は既存の体系の中で働くべきか、それともそ
れにとって代わる何かを探すべきかというジレンマに着目した。7 人道
主義についての最も手厳しい批判は、人道主義が紛争の長期化に
寄与することで苦しみを増大させているという主張である。8 これは言
いすぎであるかもしれない。しかし、こうした全ての分析を考慮すれ
ば、もはや人道主義が自動的に絶対的な善を意味すると言い切るこ
とはできないだろう。人道主義の結果のほとんどは肯定的なものだ

5

See Aaron Levenstein, Escape to freedom: The story of the International Rescue Committee
(Westport: Greenwood Press, 1983).

6

See Fiona Terry, Condemned to repeat? The paradox of humanitarian action (Ithaca: Cornell
University Press, 2002); David Rieff, A bed for the night: Humanitarianism in crisis (New
York: Simon & Schuster, 2002); David Kennedy, The dark sides of virtue: Reassessing
international humanitarianism (Princeton: Princeton University Press, 2004).

7

See Michael Barnett, Empire of humanity: A history of humanitarianism (Ithaca: Cornell
University Press, 2011).

8

See Richard Betts, „The delusion of impartial intervention‟, Foreign Affairs, 73(6) 1994: 20–
33; Edward N. Luttwak, „Give war a chance‟, Foreign Affairs, 78(4) 1999: 36–44.
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が、その趣旨から考えて否定的な結果を意図せずに生み出してしまう
ことはある。9
そうしたことが起こる一つの理由は、人道主義というものが、人々が
擁護するただ唯一の価値観というわけではないことにある。人道主義
は抽象的に考えると望ましいものだが、いざ実行に移すと、例えば、
民主制度的説明責任、正義、個人の自由といった他の価値観と衝突
することがある。古典的で、よく引き合いに出される例としては、第二
次世界大戦における国際赤十字のナチスの野営地に対する訪問が
ある。10 近年、アヴァシャイ・マーガリット(Avashai Margalit)によって再
度指摘されたように、現実の世界というものは妥協の産物であり、
我々が望める最善のことは、そうした妥協が本質的に腐敗したものと
なっていないことなのである。
人道主義のもたらす結果が概して肯定的なものであるので、その
結果に着目して人道主義を擁護したくなるものだ。しかし、そうする
と、もし人道主義がうまく作用しなかったときに擁護できなくなるというリ
スクを負ってしまう。幸運にも、それで終わりという訳ではない。たとえ
人道主義が普遍的な価値として擁護できなくとも、そしてたとえ純粋
な結果主義の立場から擁護できなかったとしても、特定の社会におけ
る中核的な文化的価値観として擁護することができる。人権のアドボ
カシー活動が概念を現地語化するのに試行錯誤しているのとまさに
同じように、人道主義も文化を特徴づけている伝統や慣行のなかに
新たな基礎を求めることはできる。どのようにこれが達成されるかが、
このKeynoteの中心課題である。

9

See Jean-Claude Favez, „Une mission impossible? Le CICR, les deportations et les camps de
concentration nazis‟ (Lausanne: Éditions Payot, 1988).

10 Avishai Margalit, On compromise and rotten compromises (Princeton: Princeton University
Press, 2010).

人道援助は受け入れられるのか？
ジェルミー・イングランド
寄付提供者の行動は単純なプロセスでは決してない。それは与える者、
与えられるものの間に存在する不平等の表出であり、例え、不運を軽減す
るものであったとしても、不正義の存在を示すものである。ジャン・ジャック
ルソー(Jean-Jacques Rousseau)は、贈り物は双方の合意を前提とした「契
約」であるべきだと考えた。人道主義が人間の尊厳を尊重するようにする
ためには、こうした考えを適用するしかない。1

序論
異なる文化において、人道主義とは何を意味するのか、そして、ど
のように表現され、認識されているのかをより良く理解しようという試み
はかつてないほど重要になっている。人道主義のニーズは以前より
大きく、そして複雑である。新しい寄付提供者、新しい現場のアクタ
ー、そして新技術のおかげで、人々がどこからでも相互作用できるよ
うになっており、新しい形の援助が増加している。そのことで人々はよ
り力と情報を得るようになり、援助受入国の主張は勢いを増し、両者
は援助の裏側にある動機について不信感を抱くようになっている。上
述したように、人道主義とは異なる目的のために援助を行い、不平等
を利用することは新しいことではないが、より意識的に、より広範にな
ってきている。何を人道援助と呼ぶか、何を人道主義に統合させよう
とするか、どのように人道主義に取り組むかについては、これまで多
すぎる妥協が払われてきた。そして、特にハイチ大地震、パキスタン
洪水、ソマリアの食糧危機などのような、近年の巨大な複合的人道危
機において不十分な結果しか残せなかった。
今日の多極的世界においては、援助セクター全体と、そのなかの
人道援助セクターは世界の金融、安全保障、外交セクターと同様、大
きな圧力にさらされている。込み入ったセクターにおいては、人道援
助は他の形態の介入と何が違うのかを明示せねばならず、その意図
と能力を示す―つまり、プロフェッショナリズムを発揮する必要がある。
もし、団結性や個人的関心の表明といった現在人道主義的と考えら
れている多様な現象の中にあって、特定の価値を提供したいのなら
ば、より幅広い主体性と、人道主義特有の基本的な信条（平等、中
立、独立）についてのより一貫したな解釈が求められる。
人道援助はとても複雑なものなので、ここで取り扱うには論点が多
すぎる。それゆえこのエッセイでは３つの重要な側面に絞って論ずる
ことにする。


1

合意された国際的な法規範と国家の視点

André Durand, „The International Committee of the Red Cross‟, International Review of the
Red Cross, 221(March-April) 1981:59–75, at 59–60.
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文化や宗教を超えた共通の人道主義概念



援助を受けた共同体自身が持つ実際の認識

本稿では、これら全ての側面が、人道主義の明確な定義、そして人
道主義を他の形態の介入（例えば、開発援助、国際的な正義の履
行、平和維持活動、対反乱戦略、これらすべては容易に「干渉」と見
られやすい）と厳密に峻別することの必要性を示していることを論ず
る。同時に、これらの側面は人道援助がより野心的に行われるべきで
あることを示している。すなわち、もっとも支援が必要とされる時に支
援が行き届いていない全ての人に対応すべきであり、さらには、早期
回復や長期的復興についても寄与できる可能性があるのである。。こ
のエッセイは概念と定義を明確化させることが人道援助と、その安全
性と有効性を評価する上で不可欠であると論じる。
定義上の問題

人道主義という言葉は、その価値ゆえに過度に使用されてきた。世界
的に「良いこと」のために行われる活動について、全てを同じ傘の下
に押し込めようという考えは、人道主義を他のアジェンダのもとで行わ
れる沢山の活動と関連づけることによって、人道主義的手法とそれを
分析しようとする我々の能力の双方を害してきた。例えて言えば、林
檎とオレンジを比較することによって、果物かごに入った果物全てを
台無しにしてしまう危険を冒しているようなものだ。人道援助が実施さ
れる際の多様な背景や危機を、過度に包括的な人道主義の定義に
取り込んでしまうことで、透明性と説明責任を危機にさらしてしまう。な
ぜなら、どんな動機や活動が実際に分析されるのか、わかり辛くなっ
てしまうからだ。
本稿では、狭義の人道主義（他のアジェンダからは切り離され、い
つであれ、どこであれ、最も援助を必要としている者に、平等に行わ
れる援助）について取り扱う。それは、援助を必要としている共同体に
対して、国際人道法の下で、透明性に関する交戦相手側の期待に添
うように行われる。本稿の主眼はどの形の援助が優れているということ
を推定することではなく、どの種の援助が提供されているのかを明確
化することが大切であると示すことである。本稿の焦点は、複合的人
道危機である。紛争、災害が異なる社会経済的主体、尐数派、安全
保障上の課題にあたえる多様な影響を与えることを考えると、、ほぼ
すべての大規模な危機は政治的であり、複雑な要素をはらんでいる
ということができる。
法的、政治的枞組み

例えば国際的武力紛争のような、多大な緊張と疑念の中にあっても
国連に加盟するすべての国は「何らかの形の援助介入が提供される
こと」については合意している。行動（国際慣習法）と法（普遍的に採
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択されているジュネーヴ条約等）2 の双方において、国家は、政府とし
て、占領軍として、あるいはその役割を担うと推定される主体として、
人々に基本的な保護とサービスを提供する責任があること、そして他
者から人道援助が提供され得る条件を表明している。簡潔に述べる
と、そのような援助は、合意に基づいたもので、平等で、非差別的で、
独立しており、そして厳密に人道的であることが求められる。3 中立性
はジュネーヴ条約上公式には要求されていないが、他の利益から人
道援助を切り離すこと、そして交戦相手の信頼を得ることが求められ
ていることは明らかだ。その代わり受入国は、緊急の作戦上の要請や
安全保障上の懸念に基づいた一時的な期間を除いて援助を妨害す
ることはないだろう。4 類似した（しかし、若干弱い）条項が非国際武
力紛争事態にも適用される。
人道問題調整に関する過去２０年間の国連決議において5 、許容
可能な人道主義の基本的な性質とは、中立性、平等性、独立性であ
ると繰り返し確認されてきた。多くの国において承認されている国際
赤十字運動の憲章においても同じ原則が採用されている。
これらの慣習法、制定法の枞組みは、多くの他の援助形態（相互
的援助、開発援助、貿易、社会、体制変革への援助、安定化援助と
いった、価値があり、合法的な援助）と人道主義援助が同じであると
考えられるべきではないことを明確に示している。国家は、危機に際
して自分たちが受け入れるべき援助について主導権を持ちたいこと
は明らかだ。
文化的、宗教的枞組み

しかしながら、国際法だけが、紛争や危機時における制限や責任、そ
してどのような援助が歓迎されるのかを規定するわけではない。実
際、ほとんどの人にとって国際慣習や条文は関係がない。宗教、文
化、そして伝統のほうがが間違いなくより重要である。戦争時や暴力
が生じた際に援助や保護が与えられるべきという考えは、世界中の国
で、ジュネーヴ条約の遥か以前から共有されていたようだ。こうした考

2

ジュネーヴ条約は国連全加盟国を含む１９４カ国によって批准されている。今日、
「オゾン層の保護のためのウィーン条約」のみが、他に唯一普遍的な支持を得てい
る条約である。

3

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, Art 70.1:
Relief actions; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8
June 1977, Art 18.2,: Relief societies and relief actions.

4

Protocol I, Art 71.3: Personnel participating in relief actions Jean-Marie Henckaerts and
Louise Doswald-Beck, Customary international humanitarian law, Vol. I: Rules (Cambridge:
Cambridge University Press and ICRC, 2005), Rule 56.

5

For example, General Assembly Resolution 66/L.28 (2011) on strengthening of the
coordination of emergency humanitarian assistance reaffirms the principles laid out in General
Assembly Resolution 46/182 (1991) „of neutrality, humanity, impartiality and independence
for the provision of humanitarian assistance‟ together with the obligation „to promote and
fully respect these principles‟.
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え方は人道主義を正当化する共通の理解であり、調査され言及され
るべき重要事項である。
そういった例は全ての大規模な世界宗教において見い出すことが
できるし、太平洋地域でも例を見ることができる。非戦闘員を保護する
ための一連の禁忌、慣習は常に部族間の闘争に適用されてきた。6
現在、パプアニューギニアにおける部族闘争巻き込まれた人々に対
する援助の提供にあたっては、中立性と独立性の確保が前提条件と
なっている。部族の代表は一貫して、人道援助提供者は戦いの正当
性について判断を下すのではないし、戦いの結果に影響を与えるわ
けではないことを明確化するよう要求している。同時に、与えられる援
助を保護したり、援助提供者をいかなる暴力からも守る体制を整えて
いる場合がある。7
認識の仕組み

現場においては、特定の法や信条、伝統が単独で人道主義の姿勢
を認識、受容することを保証することは尐なく、むしろ人道主義の行
為者自身のアプローチが重要である。人道主義的活動を行うアクタ
ーが人々、武装集団や政府に受け入れてもらうためには、関係を作
り、フィードバックを受け取る必要がある。これは驚くほど明らかなこと
だ。２０１０年アフガニスタンで行われた反政府部族長達との意見交換
において、人道主義的な行動と、そうでない行動の境界が国際赤十
字（ICRC）のシニア代表に示された。
「今日、２０年前と同じように、あなた方はこの場所を訪れ、囚人達がきちん
と取り扱われているか、負傷者は手当されているか、我々の家族が爆撃さ
れていないか、飢えていないか、辱めを受けていないかを確認しようとして
いる。我々はその行動を尊重する。そして今、警告する。我々があなた方
に我々の宗教、社会、政治観、そして行動を支持することを求めないのと
同様に、あなた方がどんな方法であれ、我々の敵を支持することがないよ
うに求める。いつ人道援助が剣になり、毒になるのかを知り、そこで立ち止
まるようにせよ。」8

多くの人道主義団体9 が安全なアクセスと、全ての関係者にとって
良い計画を作るため「同意を前提とした安全確保(Acceptance-based
security)」という方法を用いている。ICRCに使用されている単純化さ
れた図式については図１を参照されたい。出発点は「認識」（共同体
がどう援助組織を捉えるかであって、その逆ではない）だ。ICRCは、

6

International Committee of the Red Cross, Under the protection of the palm: Wars of dignity
in the Pacific (Suva: Regional Delegation in the Pacific, ICRC, May 2009)..

7

Results of an ICRC survey on the containment of tribal violence (unpublished, 2011) and of
ICRC‟s negotiations with individual highland tribes in PNG for the provision of assistance
during tribal fights (2011/12).

8

Fiona Terry, „The International Committee of the Red Cross in Afghanistan: Reasserting the
neutrality of humanitarian action‟, International Review of the Red Cross, 93(881) 2011: 173–
88, at 188.

9

この論文で「人道主義団体」という用語は、緊急支援とサービスを行う無党派の提
供者を指す。
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全ての範囲における共同体のリーダー達（女性、男性、若者、年長
者、宗教、軍、司法、医療、等）から話を聞き、意見交換をすることで
人々の懸念と、人々がICRCをどう思っているかについて把握する。次
の段階では、ICRCの活動に関する「何故」「どのように」「どこで」、そし
てその「活動の限界」について明確化し、議論する。もし受容されれ
ば、ICRCはニーズを独自に査定するために（これは組織の独立性、
平等性を確保するために極めて重要である）、そして適切な活動を行
うために、直接共同体にアクセスする機会を得ることができる。実際の
活動は人道主義的支援についての肯定的認識の強化につながるは
ずであり、そうすれば好循環が確立される。しかしながら、もしICRCが
言行通りの活動をしなかったり、他の主体が同じような手順を踏みな
がら行動に至らなかったりした際には、援助と保護を求め、継続的な
アクセスを許可するという共同体からの信頼は損なわれるだろう。国
際刑事裁判所がオマル・アル―バシール(Omar al-Bashir)大統領を
起訴後、スーダン政府が１４のNGOをダルフールから追放したのはこ
の具体例である。その事実が正確なのかどうなのかは分からないが、
それらの団体が単なる人道主義的活動以上に、彼ら自身のアジェン
ダを優先している（おそらく社会正義や、証拠収集といった活動）と認
識されていたことは明らかだ。

図１ 同意を前提とした安全確保アプローチ

同様の混乱は軍や宗教、あるいは以前の植民地の宗主国が人
道主義的活動をリードする際に起こり得る。このことは我々に、「人
道主義的空間」は抽象的な概念であって、外部要因によってでは
なく、観察者によって定義されるものであること、そして、受容は相
互作用を通じて、毎日形作られていくものなのだということを思い
出させてくれる。地域的な人道主義者は、地域文化への理解は深い
が、独立性や平等性が欠けているし、地域の権力構造や宗教、民
族、階層区分により巻き込まれているため、国際的な主体としては被
援助共同体の不信感を招きやすいだろう。

人道援助は受け入れられるのか？
Page 21

結論

人道主義は議論のある概念であり、増々批判され、疑念に晒されて
いる試みである。人道主義を標榜する者には、よりプロフェッショナル
な姿勢と規律が求められており、他の形の援助活動とは明確に区別
されるべきである。この区別をするにあたり肝心なのは、人道主義以
外のアジェンダに影響を受けず、平等にニーズに対応するために、
被援助共同体と当事国の信頼を勝ち取る能力である。地域の人道主
義団体と国際的人道主義団体は、自分自身がどのような価値観や利
益を代表していると受け止められているのかについて認識を深める必
要がある。援助を受容する共同体、文化、そして政治的権威が、究極
的には人道主義がどのように受け止められるか決定するのであって、
援助提供者や理論家が決めるのではない。
現地の人道主義に関する伝統に対する調査、意見交換のみがこ
の理解を助け、人道主義的活動への共通の土台を明確にしてくれ
る。共通の文化の土台を認識することは、信頼、一貫性、そして国際
的な人道主義と国内的人道主義の協調を促進するきっかけとなる。
それぞれの国で、最も援助を必要としている人（自分自身に対してで
はなく、また自身の利益を擁護するものに対してでもなく）に援助をす
るものに対して適用される直観や基準がある。それらの共通標準こ
そ、国際人道法の中に根幹として定められているものである。
適切な評価のためには、異なった形態の援助と人間的な慈愛とを
切り離して考えることに心を砕くことが必要だ。人道主義は全体的に、
大きすぎる一般化と、不正確でなんの結論にもつながらないような理
論や判断を招く、定義のあやふやな想定によって苦しんでいる。我々
は、人道主義団体が援助を必要とする人々に対して、また彼らと共
に、援助が最も必要とされている時に、予見性があり、議論の余地が
なく、地域が受け入れ可能なやり方で、行動することができるかどうか
といった観点で人道主義を考えなければならない。まさに起こってい
る論争や紛争において、人道主義はどちらかに肩入れすることなく、
両側の尊厳を尊重しなければならない。人道主義は、ある価値観や
権力関係を強制したり、社会変革や政治解決を演出したりするもので
はない。人道主義者自身、彼ら自身が全ての意図に対する解決法で
もなければ、あらゆる形態の団結や援助へつながるものでもないこと
を心得て、謙虚でいなければならない。

中国の災害援助概念
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中国が人道的危機への支援を増加するにつれ、国際的人道援助の
正当なあり方について広範な議論が行われるようになっている。中国
による援助は、幅広い市民社会団体を介することなく、政府間支援を
基本としている。それは、援助を受ける側の政府が人道的危機を生
む原因の一部である可能性がある場合にでも同様である。このような
中国の支援活動は、中国が被援助国の政府の性質とは無関係に、
被援助国の国家主権を認めているという点において、しばしば批判
の的になっている。これらはよく、中国が国家の利益追求の目的のみ
で行動しているからだと言われている。実例を挙げると、スーダンへの
援助においては、中国は長期にわたる安定したエネルギーを確保す
るために、ダルフール危機の要因と言われているオマール・アル－バ
シール、スーダン大統領を支援してきた。しかしながら、中国政府は
概して、政府間の援助活動は中国の国家利益を増強するのみなら
ず、被援助国の安定と自立強化に寄与する、いわゆる「両者円満」で
ある、と主張している。これに対して批判派は、その主張は、中国に対
する友好的なイメージを作り上げるためのレトリックに過ぎないとして
いる。
こういった異なるふたつの立場が示唆するのは、人道主義的アクタ
ーとしての中国の本質と役割に関する議論が、袋小路に陥っていると
いうことである。本エッセイは、中国の外交政策のプラグラマティックな
側面を否定するものではない。しかし、昨今の論争が、人道的危機に
おける中国の援助のあり方を左右する、道義的義務の原則や伝統を
考慮していないことを指摘するものである。伝統的な支援国である西
欧諸国が、中国のそういった伝統や原則を理解することは重要であ
る。理解の欠如は中国との建設的な関係を損なうのみならず、中国と
の緊張関係をさらに悪化させ、中国への疑惑を増幅する。違いを許
容できる対話を交わすことによって、異なった立場同士が見落として
きた争点を討論できる強固な土台を築くために、中国による人道主義
の理解のあり方を認識することが必要不可欠である。
本エッセイでは、中国の災害地における援助に対する捉え方を考
察することを通じ、こういった理解の欠落を論じる。中国の援助の取り
組みの根幹をなす主要概念は何なのか。変化する国内外の社会、政
治環境の中で、進化し続ける主要概念をいかに理解するのか。中国
の災害地支援の概念を考察する際に、中国の理念と実践には二つ
の側面―国外の人道的危機への対応と国内の災害への対応―があ
ることに留意することが必要である。どちらの場合においても、国家が
支援の提供および実施管理において、中心的な役割を果たしてい
る。この事実は、国際社会に物議を醸すことが予想される一方で、国
家が援助の中心的役割を担ってほしいという期待感は、過去の歴史
においてのみならず、現代の中国の政治文化の中にも深く根付いて
いる。
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本エッセイは、災害地における援助についての中国の認識の大部
分を占める正当性と結束という２つの概念の重要性に着目している。
さらに、これらの概念を、中国が国際社会で、あるいは国内社会で、
いかに実践しているかを検討するものである。本エッセイは、中国の
援助活動は、国家の正当性と、国家・国民間の団結という歴史に根
付いた概念によって説明できること、さらに、これらの概念への認識が
発展を続けていることを主張するものである。中国の援助の考え方に
おける二面性―つまり、歴史に由来するものであると同時に、なおも
進化を続けていることを認識することによって、西欧の伝統的支援国
は、上記で述べた論争の行き詰まりを打開する能力を強化できるので
ある。
中国の人道的危機における援助の取り組みを考察する上で、最初
に直面する課題のひとつは、専門用語という複雑な問題から生じてい
る、特に「人道的支援」という用語を中国語に翻訳するのは、困難を
極める。「人道的支援」の直訳（人道主義援助）と、「自然災害救助」
（救災）という語がもつ幅広い概念の間には、重要な違いがある。「人
道主義援助」という表現は、中国領土外における緊急時に言及する
場合に用いられる。このケースでは、「中国は緊急支援として物的、財
政的支援を行うか、独自の判断で、あるいは災害国の要請を受けて、
支援部隊を派遣するか」のいずれかである。これとは対照的に、「救
災」という語は、中国政府、メディア、あるいは国民の間で、国内外の
両文脈において、より広く用いられている。「救災」 という語は、緊急
支援のみならず、国内外のインフラ整備といった復興支援にも用いら
れている。
従って、「救災」 という言葉は、公式の定義を超えて広く使用されて
きた。中国の人道的支援の取り組みを「人道主義援助」という狭義の
概念に狭めて分析を行えば、中国の歴史や社会に深く根付き、中国
の人道主義の根幹を成す概念が持つニュアンスの理解を妨げること
になる。従って、中国の人道主義の考え方をより幅広い運用に照らし
合わせて理解するために、本エッセイでは、「自然災害救援」という広
義の用語を採用している。
正当性と結束という歴史に由来する概念

国内外における中国の援助の取り組みは、「正当性」と「結束」という、
２つの重要な概念を反映している。中国の援助に対する考え方は、
歴史を振り返っても、現代においても、国家の「正当性」と密接な関係
がある。中国は、その長い歴史を通して、頻繁に、黄河の氾濫、干ば
つ、飢饉等の自然あるいは人的災害に見舞われてきた。中国の政治
文化において、国家は重要な倫理的義務を持つ正当な人道支援の
アクターであるが故に、災害に見舞われた人々に援助を施す上で、
中心的な役割を担うべき存在であると考えられてきた。そうすること
で、国家は自らの正当性を強化するのである。
「結束」の定義のもとになっているのは、国家と社会は一体であると
見られるが故に、共同体におけるコンセンサスを通じて、家族、社会、
国家の間に一定の調和を図るべきであるという儒教思想である。この
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調和において、各々の社会は、国家の利益を守るための協力体制に
あると想定される。中国の災害地への援助も、国内、あるいは国際社
会の結束という概念を反映している。中国の取り組みに見られる国家
中心的な性質は、国家と国民間の結束という原則に顕著に表れてい
る。つまり、被災地への援助を成功裏に収めることで、国家の強化を
図ることが、必然的に、国家と国民間の一定の調和の強化にもつなが
るのである。インフラ整備は、国力を高める点で、長期的な社会貢献
につながると考えられている。1
中国の援助における二面性：国際社会と国内社会

正当性と結束は、中国が関わる国内外の状況において、相互に関連
している。国際的には、中国が被災国の要請を受けて、あるいは、事
後承諾により、支援を提供する時期を決定する。中国の支援における
国家中心的特徴は、多国間ルートや地方組織に働きかけるよりも、2
国間の政府交渉のもとに援助を提供することを強く望む態度に、顕著
に表れている。このように、中国は災害援助の提供を管理する中で、
被援助国政府の主権と役割を認識し、尊重しているというメッセージ
を送っており、そのことによって、中国自らの正当性を高めている。被
災国とその社会との結束が、中国の援助の概念に存在するようであ
る。前述した、インフラ志向のアプローチの根拠も同様である。
中国国内においては、国家が災害対策の中心を担っている。完璧
で見事な災害援助は、中国国家の正当性や、国家と国民の結束を維
持、強化するために必要である。このことは、2008年5月に発生した四
川省における地震の対応に表れている。四川省は、多数のエスニック
マイノリティー、特にチベット民族のコミュニティーである。市民社会の
幅広い分野にわたるアクターが支援を行ったが、彼らは国家の指示
を受けた2次的アクターでしかなかった。地震に関する政治家による
演説や国営メディアのリポートは、「中華民族」の結束について語って
いた。たとえば、胡錦濤国家主席は、こう述べている。
地震災害救援と復興支援において国全体が一致協力し、同胞らも困難を
極める時期に、心をひとつにして協力しあう。こういった努力が中国の結束
と奮闘、状況をもろともせず、共に立ち上がる強靭さという、国民性を満遍
なく映し出している。2

進化する実践

援助に対する中国の考え方と実践において、古くから存続しているも
のや伝統という、鍵となる脈絡を認識することが重要である一方、これ
らが固定していないことを理解することも大切である。それらは、政治
的社会的文脈の中で変化発展している。中国における「人道主義の

1

The importance of the state‟s self-development capacity is emphasised in Information Office
of the State Council, „China‟s foreign aid‟.

2

Hu Jintao, „Zai Chuxi jinian sichuan wenchuan teda dizhen yizhounian huodongshide
jianghua‟ [Speech at the Ceremony Commemorating the First Anniversary of Sichuan
Wenchuang Great Earthquake], Renmin Ribao [People’s Daily], 13 May 2009,
data.people.com.cn/directLogin.do?target=101 (accessed 14 August 2012).
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文化」を考察する際、アナリストは儒教や、儒教が強い国家を支持し
ている点に注目しがちである。儒教思想といった伝統的遺産は、中国
の援助に対する考え方を理解する上で重要ではあるが、現代の中国
政治に、儒教思想をそのまま当てはめる際には、文化的本質主義を
避けるための非常に注意深く詳細な分析が必要となる。中国の援助
の考え方は、正当性と結束という２つの概念が、国民にどのように理
解されているかという点に言及しつつ、変化する国際、国内政治の状
況下で再構築され、進化をとげてきている。
例を挙げると、元来、中国政府は、国内のみに限定した災害救助
施行原則の下で、その正当性を考査してきた。しかしながら、21世紀
初頭以降、経済大国としての地位を登ってきた中国は、国家の正当
性という概念に、国際関係という分野を加えた。現在、正当性は、中
国が主張する「責任ある大国」の条件のひとつと理解されている。
結束という観念も同様に進化し続けている。皮肉なことに、国家に
よる災害への効果的な対応能力の向上は、災害援助支援の主な担
い手である国家に対する国民の期待を増長する。国民の期待に添え
ない場合、例えば、国家が災害の拡大を防げない、あるいは、災害へ
の備えが不十分であれば、国民は失望し、国家への信頼は損なわれ
るであろう。その結果、国家と国民間の結束も失われる。ヴィクター・
チャは、次のように述べている。
中国政府は、社会契約を順守できる国力を要求し続ける社会の高い期待
に直面している。その結果、政府が、新たなSARSの流行や地震災害への
対応に失敗すれば、今現在の国民の愛国心は、明日には、いとも間単に
怒りに取って代わる可能性がある。3

結論

本エッセイでは、中国の災害援助が、国家の正当性と、国家・国民間
の結束という、独自の歴史に根ざした概念を用いて説明できることを
述べてきた。中国が国力を高め災害への対応力を強化するにつれ、
正当性・結束という概念に対する中国国民の認識もまた、進化発展を
続けている。中国の援助の考え方も同様に、変化する国内・国際政
治状況において、再構築を繰り返しながら、発展し続けている。
このことは、伝統的に援助を提供している西欧諸国の観点に照らし
合わせると、何を意味するのだろうか。第一に、国内・国外における災
害地への中国の支援には、国家の正当性と結束という２つの基本概
念が存在することを認識することの重要性が挙げられる。中国の側か
ら見れば、現在の援助のあり方は理にかなっている。仮に、西欧の伝
統的支援国が、この点を考慮しなければ、中国の援助は役に立たな
いものとなる。その結果、将来の国際的人道危機に向けた協力のあり
方について、中国と、立場の違いを理解しつつも前向きな対話を交

3

Victor D. Cha, „Politics and the Olympic transaction: Measuring China‟s accomplishments‟,
International Journal of the History of Sport, 27(14–15) 2010: 2359–79, at 2377.
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わすことは難しくなる。第二に、中国の国家の正当性と結束という考え
方は、急速に変化する国際・国内環境に直面し、変化し続けている。
国際協力は、例えば戦闘地域における、主権国家の正当性という変
化を続ける概念について、中国との徹底的な対話に深く関与すること
によって、中国が変化に適応するのを促す点で必要なのである。

進化を遂げる日本の人道主義
長有紀枝
アジア太平洋地域において、日本が担う人道主義の役割は重要であ
る。日本政府は長きに渡って多角的な人道支援の枞組みに参加し、
多額の財政支援を行ってきた。加えて、ここ数十年の間、国際的な人
道危機に際して支援を提供することを目的とした日本の人道支援
NGOが急増している。本稿では、日本の人道主義に対するアプロー
チについての包括的な構造を議論するとともに、特に人道支援ＮＧＯ
の出現と、彼らが直面する課題に焦点をあてて議論する。
進化を遂げる日本の人道援助組織

伝統的に、日本政府が海外への援助を提供してきた。そうした海外
援助は二種類に分けられる、すなわち開発援助と人道援助である。
日本政府にとって開発援助は、ある面では、第二次世界大戦での行
動に対しての、特にアジア近隣諸国への償いの場でもあった。この形
の援助の多くは日本政府と対象国の間の二国間供与の形をとってい
る。これとは対照的に、日本政府による人道援助については、国連の
もと、多国間の枞組みを通して提供されている。日本政府は国連に多
大な財政支援を行い、国連機関が人道援助を支援している。
二番目の日本の人道主義における重要な構成要素は人道支援Ｎ
ＧＯである。人道支援の分野では、日本政府の援助が国連機関を通
じた間接的なものであるのに対し、人道ＮＧＯは直接人道援助の提
供を行う、日本における最初の主体であった。１９９０年代中ごろから、
多くのＮＧＯが開発援助のみならず、人道支援にも財政支援を行うよ
うに政府に対してロビー活動を開始した。そのような財政支援の欠如
がいかに日本ＮＧＯを弱めているかが明らかとなったのが、１９９９年
のコソボ危機においてである。多くの日本のＮＧＯがコソボにおける大
量難民の発生という危機の勃発に対処しようとしたが資金調達に時間
を要し、結果的に反応も遅かった。日本のＮＧＯがコソボに到着した
時には、資金が豊富でより経験を積んだ欧米のＮＧＯが活動を開始
しており、日本のNGOに活動の余地は残っていなかった。
コソボでの経験を経て、日本のＮＧＯは政府の財政支援を確保す
ることを目的としたスキーム、ジャパン・プラットフォームを作り出した。
その発想は独創的で、プラットフォームは財団のように活動し、前もっ
て活動資金が蓄えられている。ジャパン・プラットフォームの誕生によ
り、危機が勃発した際、参加NGOは、迅速にこれらの資金へのアクセ
スが可能となり、それにより活動の早期立ち上げが可能となった。ジャ
パン・プラットフォームは３５のＮＧＯ、外務省、日本経団連によって構
成されている。日本で生まれたＮＧＯやセーブ・ザ・チルドレン・ジャパ
ンといった国際ＮＧＯ、日本赤十字社、そして仏教ＮＧＯであるシャン
ティや、キリスト教ＮＧＯであるワールド・ビジョンなどの宗教的組織も
加盟している。ジャパン・プラットフォームはいくつもの世界規模の事
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業を完遂し、日本の東北地方、アフガニスタン、パキスタン、ハイチ、
スリランカ、南スーダンで活動を続けている。
政治的関与における挑戦

ジャパン・プラットフォームの成功はあったものの、日本の人道支援Ｎ
ＧＯにはいくつもの課題が残されている。日本社会は多くの地域が地
震や津波を経験しているため、他国が自然災害に直面した際、強く
同情を寄せる傾向にあり、企業は自然災害時の人道援助に対して
は、活発な財政支援を行っている。しかしながら、アフガニスタンやパ
キスタンで起こっているような紛争を原因とした犠牲者に対する援助
については、積極的な財政支援はみられない。企業のこうした紛争に
対する消極的姿勢は、これらの紛争を取り巻く政治的情勢から、特定
の政治的目的を持っていると見られることに対する懸念からである。
結果として、ジャパン・プラットフォームが行う紛争地の支援に対して
は、ほぼ全ての財政支援は直接日本政府からのものである。こうした
ジャパン・プラットフォームの政府資金への依存は国内の専門家やジ
ャパン・プラットフォームに加盟していないＮＧＯから批判を招いてい
る。日本政府が何らかの政治的理由で直接支援を行わない国や地
域（例えば北朝鮮）で発生する人道的危機に際して、ジャパン・プラッ
トフォームは、支援を行うことができないのではないか、という批判で
ある。このことは、ジャパン・プラットフォームの独立原則を危険にさら
している。
どの程度人道支援活動が政治的背景に左右されのるかという問題
は、人道支援ＮＧＯが持つ伝統に関する、広範な議論にも関連する。
それらは、自己認識、使命、価値、そして様々なＮＧＯの歴史を反映
している。アビー・ストッダード（Abby Stoddard）は、人道的空間の認
識や、相互依存性、行動指針などに基づいて人道支援NGOを２つの
伝統的な手法で分類した―ミニマリスト、またはデュナン主義者という
アプローチ、そしてマキシマリスト、またはウィルソン主義者というアプ
ローチである。1
前者のアプローチは赤十字運動にルーツがあり、
「人道」「平等性」「中立性」「独立性」という４つの原則に基づいてい
る。ストッダードによるとこのタイプの伝統は、国境なき医師団やオック
スファム、セーブ・ザ・チルドレンといった組織によって体現されてお
り、ヨーロッパの組織において顕著である。一方、後者のアプローチ
では、より積極的に政府と関わっていく。マキシマリスト的ＮＧＯは人
道的支援の目的と政府の外交政策の目的に一致をみる。ウィルソン
主義者という名前は、第一次大戦後、アメリカの価値観と影響力を浸
透させようとしたウッドロー・ウィルソン大統領にちなんでいる。ストッダ
ードはこうしたアプローチはアメリカのＮＧＯに多いと主張している。

1

Abby Stoddard, „Humanitarian NGOs: Challenges and trends‟, in Joanna Macrae and
Adele Harmer (eds), „Humanitarian action and the “global war on terror”: A review of
trends and issues‟, Humanitarian Policy Group Report 14 (London: Overseas
Development Institute, 2003).
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しかしながら、これらのアプローチに３番目の分類が追加される必
要がある。それは実用主義的アプローチである。多くの小さなＮＧＯ
がデュナン主義とウィルソン主義の間に位置しており、特定の使命と
視点に応じてケースバイケースで対処方針を定めている。日本のＮＧ
Ｏの多くをこの３番目の実用主義的アプローチに分類することができ
るだろう。
軍隊の関与に関する課題

上述の３つのアプローチはＮＧＯが他の政治的主体、特に政府と関
わる場合の関係性について述べたものである。それらはまた、他の重
要な人道危機における主体である軍隊と関わる際にも影響を与え
る。。デュナン主義のＮＧＯが必要最小限度を超えて、決して軍隊と
共働しない一方、ウィルソン主義のＮＧＯは物流的側面に着目し、より
気軽に軍隊と協力する。多くの日本のＮＧＯはより実務的に行動し、
地域の実情に合わせて、軍隊と協力するかどうかを決定する。その意
思決定過程の中での重要な点は、軍隊の任務の性質（平和維持活
動、平和執行、戦闘）、軍隊の公平性、政治的文脈、そして地域の
人々にどのように認識されているかということである。
加えて、一部の日本のＮＧＯは例えば、バングラディッシュ国内で
あれ、国連の平和維持部隊に参加中であれ、バングラディッシュ軍と
協力することは非道徳的だと考えている。これはそうしたＮＧＯがバン
グラディッシュ軍が国内で尐数民族を抑圧する組織的暴力の象徴と
して捉えているからである。２０１１年１２月時点で、バングラディッシュ
軍は１万人を派遣しており、最も大きな国連平和維持活動への貢献
者である。バングラディッシュの平和維持部隊は国際的な文脈では平
和維持部隊であるが、国内では治安を維持するために尐数派の人権
を侵害し、残虐な行為を働いている。そうした行為をバングラディッシ
ュで目撃した日本のＮＧＯにとって、たとえ彼らが国外で平和維持活
動部隊として働いていたとしても、協力することは許容できないのだ。
日本国内の状況においても、軍隊―自衛隊―との関与について
は日本のＮＧＯの中に、課題と葛藤がある。２００６年、海外での人道
支援について、自衛隊の新しい任務として規定する条項が自衛隊法
に追加された。人道支援NGOにとっての課題は、日本の人々の認識
が寄付にとって重要な要素であることを踏まえた上で、自衛隊との協
力に関する適切なバランスを探ることである。
こうした政治的なレベルでの課題はあるものの、現場レベルでの日
本の人道支援NGOと自衛隊の人道的任務の間で協力がはじまって
いる。ＮＧＯの代表が人道支援や、どのように自衛隊がＮＧＯとの協
力関係を改善できるかについて、自衛隊の学校や大学で講義を依頼
されている。早期の結果としては２０１０年ハイチで結実している。日本
のＮＧＯが自衛隊の瓦礫撤去支援のもと、障がい者向け施設を再建
したのだ。
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結論

冷戦末期に比べて人道支援活動が多様な主体によって実施されるよ
うになり、日本の人道主義も進化を遂げている。また、そうした主体が
様々な課題に遭遇している。そうした課題は歴史的に刻みこまれたも
のであり、一夜にして解決されることはないが、現場での経験は未来
に踏み出すための確かな鍵だと言えるだろう。

インドネシアにおける人道主義活動に対する
課題と期待
シギット・リヤント
人道主義に対するインドネシアからの視点を理解するためには、哲学
的枞組み、制度的枞組み、法的枞組みという３つの問題を検討しな
ければならない。それらは、人道主義の実践に際しての課題であり、
未来への希望の源泉でもある。このエッセイではインドネシアにおい
て、人道主義活動に関与することの質を高めようとする政治的意思の
乏しさとは裏腹に、人道主義活動に対する本質的な人々の結束が増
していることを論じる。このことにより、人道主義団体が直面しているさ
まざまな課題が、未来において解決される可能性があるという希望を
示せるのではないかと考える。
人道主義における哲学的、制度的、法的枞組み

インドネシアという国における政治的基礎であるPancasilaという思想は
全てのインドネシアの伝統に体現されている。その思想には、全ての
インドネシア社会のメンバーが良き人間として行動することを推奨する
五つの原則がある。それらのうちの一つとして「公正かつ文明化され
た人間性（Kemanusiaan yang Adil dan Beradab）」という原則がある
が、これは、全ての人類は神の創造物として、尊厳を尊重されしかる
べき扱いを受けるべきであるという考えである。この考えは、全てのイ
ンドネシア社会における信仰、伝統と一致するものである。この原則
は、インドネシアにおける人道主義の哲学的土台となっている。
Pancasilaは同時に、インドネシアにおける政治的制度の核心でも
ある。インドネシア憲法の中心要素であり、全ての立法はその考えに
包含されるものでなくてはならない。加えて、１９９８年におけるスハル
ト時代の終焉とともに、憲法第２８条が改正され、人権や、人権の保護
に焦点があてられ、更には人権法まで確立されることとなった。加え
て、ここ十年間では、国家人権組織、赤十字、目撃者と被害者の保
護のための委員会といった、数々の人権に関わる組織が設立されて
きた。ここ五年の間には、災害マネジメント研究や人道主義研究を、
教育・研究プログラムへ体系的に導入するために、沢山のリサーチセ
ンターが大学組織の中に設置され、同分野の研究は急速に発展して
いる。これらの規範的、制度的、法的枞組みは、現在発展中のインド
ネシアにおける人道主義にとって、概念として、また実践として非常に
重要なものとなっており、インドネシア社会全体における人道主義問
題の重要性が増加していることを示している。
国際的、国内的課題

しかしながら、インドネシアの人道主義はまた、多くの障害に直面して
いる。いくつかの障害は国際的規模の人道援助に関わるものであり、
いくつかは人道主義的ニーズに応えるためにインドネシアが直面して
いるより特定の課題である。ここでは、インドネシアの政治情勢特有の
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課題を描きだしながら、国際的人道主義団体が直面している課題に
ついて論じていく。
最初の課題は、人道援助が提供されている文脈の複雑性、デリケ
ートさ、そして微妙さである。ここ数十年、自然災害や人災によって引
き起こされた危機において、人道援助を実施し、再建計画、そして開
発計画を策定するよう求められてきたのは国際機関であった。その活
動領域には、内戦や国際紛争によって政情不安定で伝染病が発生
している地域も多く含まれていた。例えば、ここ十年の間に災害地域
で働く国連の人員は４倍に増員され、４０,０００人を超す規模となって
いる。1 １９９０年台初頭には悪意ある行動にさらされ、死亡、負傷する
国連職員の数が増加した。残念なことに、国連職員、国際人道団体
に対する安全保障環境は悪化してきている。2 ドナーや対象国に関
心ある国の要請に部分的に答える形で、国際人道団体はその活動
領域と行動規定を伝統的な人道主義・救援活動から「権利を基礎に
据えた行動計画」、再建、発展そして、究極的には紛争予防活動や
紛争解決にまで拡大してきている。このことは人道主義団体が、武力
紛争等、不安定な安全環境に苦しむ地域を安定化させる活動におい
て、不可欠なものとなってきていることを示している。それらの団体は
より政治的にデリケートな活動や計画に着手しており、活動の危険性
は増大している。２０１１年１２月のソマリアにおける、国境なき医師団
の活動家アンドリアス・カレル・ケイルー(Andrias Karel Keiluhu)とフィリ
ッペ・ハヴェット(Phillipe Havet)の死は人道主義活動家が世界中で直
面している危険を強調する結果となった。
人道援助団体が直面している二番目の課題は、調整と交渉であ
る。これは、あらゆる人道援助の交渉と関わる全てのアクター、予備計
画立案の機会、人道援助の条件に対する被援助国の姿勢などにす
べて関連する問題である。人道援助においては、ほとんどの場合計
画や準備の機会が乏しいのにもかかわらず、緊急で劇的な状況に即
応することが求められ、臨機応変の準備が規範となっている。時間と
資源が限られているため、詳細な戦略を練るための主要関係者との
打ち合わせや合意の形成が行われるのは限られた状況においてだ
けである。しかしながら、どんな人道主義的目的を達成するためにも、
アクター間の交渉は極めて重要である。こうしたアクターとしてはＮＧ
Ｏや政府、現地の人々、宗教団体、文化団体があり、援助計画、援助
の実施、そして被援助者にどうアクセスするかについて、交渉が必要
である。人道主義団体は表立っては被援助者を代表して交渉を行う
が、団体自身の原則、計画、組織としての利害についても交渉を行

1

Claude Bruderlein and Pierre Gassmann, „Managing security risks in hazardous missions: The
challenges of securing United Nations access to vulnerable groups‟, Harvard Human Rights
Journal, 19, 2006, 63–94; also see United Nations Department of Safety & Security, „Mission
statement‟, https://dss.un.org/dssweb/AboutUs.aspx (accessed 6 August 2012).

2

例えば、アフリカ（リベリア、シエラレオネ、ソマリア、スーダン）、中央アジア
（アフガニスタン）、中東（イラク）等。
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う。危機に対応する人道主義団体が数多く存在していることは、そうし
た主体間でも交渉が必要であることを意味する。国内避難民問題を
めぐって多くの国連組織が活動していることにもあらわれいるように、
こうした交渉は、国連内の組織間においてさえ行われている。3 人道
主義団体にとって、国際組織、ＮＧＯ、政府組織間で調整の仕組み
が確立されることが重要である一方、現地の共同体を調整と交渉の
相手とすることも必要である。現地の共同体の役割は認識されるべき
であり、人道主義活動における交渉および計画策定に組みこまれる
必要がある。中央政府の権力者、指導者達だけでなく、若者の指導
者、宗教や社会文化における指導者等、すべての社会階層における
指導者達の真の役割を認識する必要があるということだ。彼らは、人
道主義という考えをインドネシア社会に浸透させるための主要なな担
い手でもある。
三番目の課題は、人道主義団体が活動する環境の変化に関連し
ている。人道主義団体が、政治的暴力や犯罪活動に関与している武
装集団とさえ交渉をしなければならない状況が増えている。そうした
状況においては、国際的人道主義組織に所属する人員が、紛争団
体と交渉し、彼らを人道問題に関する交渉のテーブルに着かせる技
術と能力が不可欠なものとなっている。
上記と関連して、人道主義活動に関わるアクターの間で利害の衝
突は必ず生じる。国際組織、国内組織、中央政府といった縦の関係
の間でも生じるし、被益者と人道主義団体という横の関係でも生じる。
そうした衝突は時に災害状況を緩和するというより、むしろ悪化させて
しまいかねない。
四番目の課題は、国際的な人道主義活動に関する協力や、どう対
応するかについての包括的な基本方針が欠けていることである。この
ことはある意味、前例のない緊急事態に臨機応変に対応するという性
質に由来するものであるし、また別の側面として、個別組織の仕組み
に配慮した包括的な枞組みの構築に関する協力の欠如に由来して
いる。このことは、例えば、アチェやミャンマー、スリランカ、南ミンダナ
オでの災害で見られた様な自然災害と人災が合わさった状況では、
より複雑な問題となる。特に、分裂状態や宗教的対立がある状況にお
いては、中央政府はしばしば、親政府的な人々にのみ援助することを
許可する。例えば、マルクにおける例ではキリスト教徒とイスラム教徒
の分裂を理由に、いくつかの組織はキリスト教区域のみで活動を許さ
れ、他の組織はイスラム教区域でのみ活動することが許された。
上記すべての課題はインドネシアにおける人道主義団体が共有し
ているものである。これらの他、インドネシアの政治的状況に関連する
問題がある。実務レベルにおいて、インドネシアの人道主義は低いレ

3

例えば、国連難民機関がシェルターを提供し、ＷＨＯが健康・医療ケアをＷＦＰが
食糧を、ユネスコが水と公衆衛生を、ユニセフが教育を提供している。
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ベルの政治的意思によって苦しめられている。最も深刻なのは、エリ
ート達の狭い関心が、援助は国家の同意が得られた場合のみ実施で
きるという、狭量な国家主権の定義を導いてきたことである。加えて、
インドネシアは政治変革を経験している最中である。このことは、弱い
政治体制、法制度そして未熟な政治変革といった政府にとって注意
を要する重荷が存在することを意味する。こうした状況において、人
道主義が常に優先課題になるというわけではない。このことは被援助
国としてのインドネシアを一層複雑なものとしている。ほとんどの指導
者層は狭量な国家主権への認識を持ち、また国際協調のもとで行わ
れる人道主義活動に対する基礎的、概念的な理解を欠いている。加
えて、政府は、国際人道組織が解決したいと願う、国内避難民問題
や失業問題、貧困といった国内問題を、低い優先順位のものとして扱
っている。いくつかの状況では、人道主義ＮＧＯは彼らの活動に対す
る政府の同意の確保や活動資金をの獲得において大変な困難に直
面している。
未来への道

これらの諸課題にも関わらず、希望の源はある。それは人道主義に
関するインドネシア社会の本質的な人々の団結である。多くの人にと
って、こうした団結は２００４年にアチェを襲った津波や、ジョグジャカ
ルタにおける2006年の地震や武力紛争といった人道主義的危機にイ
ンドネシア人が直面してきたことに由来している。加えて、マルクや中
央スラウェシ、カリマンタンにおいて、医療援助や交戦団体との交渉、
また和平合意を発展させるため、島の外から人々が集まってきてい
る。
こうした危機は、人道主義的結束の感覚を養う上で大きな役割を
果たしている。それらの出来事は、インドネシアの人々に人間性と人
道主義問題の再考を促し、人類と人道主義に対して関心を高めるよう
促してきた。アチェやマルク、西カリマンタンや中央スラウェシでみら
れるような、人道主義的危機を生み出し、悪化させてきたような紛争
について、解決をしようと決心するインドネシアの人々が増えている。
また、これまで人道主義活動を阻害してきた垂直的、水平的な緊張
関係を緩和させる動きもあるし、地域レベルでの協力促進の機会も生
まれている。例えば、人権や人道主義的取り組みを強化するために、
地域レベルで政策が追及されるかもしれない。インドネシア、タイ、マ
レーシア、フィリピンで行われている「犠牲者保護」というアプローチ
は、人権は国際的な主体、制度によって計画されたものであるだけで
はなく、地域管理の手法の一つなのだということを、中央政府と指導
者層に確信させるために強調されるべきである。加えて、個々の政府
に対して人間の尊厳と人権や人道主義的需要を充足する責任をとら
せるよう、圧力がかけられる必要がある。
東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）は人道主義問題に関して、ＡＳＥ
ＡＮ諸国の結束を進展させるのに重要な役割を果たし得る。こうした
役割の一つとして、この地域における人道主義問題の再発を避ける
ための安全保障関連問題への取り組みなどが挙げられる。ＡＳＥＡＮ
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地域会合（ＡＲF）は保護の地域的な仕組みを検討するとともに、地域
における人道主義問題を議論の中心に据えることを国際的な安全保
障組織に訴えていく必要がある。こうした取り組みには相対的国家主
権や、保護の需要をより迅速に認識し、対応することができる、前向き
な国家主権の解釈の促進なども含まれるだろう。
加えて、ＡＳＥＡＮ非加盟国における人道主義的活動に対応する
ため、包括的な行動計画が立案されるべきである。例えば、現在のＡ
ＳＥＡＮ加盟国は、狭い国家主権の解釈が原因でミャンマーに入国
することができない。１９６０年台の中国やベトナムからの難民や亡命
希望者に対処するために策定された包括的行動プランは、この状況
を緩和する助けとなるかもしれない。最後に、全ての国で共通の枞組
みが作られ信頼醸成が行われるために、責任や負担は地域内で平
等に分かち合われれるべきである。
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