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  ブリーフィング・メモ 

本欄は、安全保障問題に関する読者の関心に応えると同時に、防衛研究所に対する理解を深めていただ

くために設けたものです。 

御承知のように『ブリーフィング』とは背景説明という意味を持ちますが、複雑な安全保障問題を見て

いただく上で本欄が参考となれば幸いです。 

なお、本欄における見解は防衛研究所を代表するものではありません。 

国際紛争と民軍協力 

防衛研究所第５研究室長 

吉崎知典 

イラクとアフガニスタンの事例が示すように、「戦争に勝利する」ことと「平和を勝ち取る」

ことは、紛争を処理する上で密接不可分である。そして米国では、紛争処理のための戦闘作戦

よりも、紛争後の安定化・復興支援の方が長期的でコストも嵩むとの認識が広がりつつある。 

その代表的な例が、米国防総省の諮問委員会である国防科学委員会の報告書『紛争の移行段

階』であろう。2004年 12月に発表された同報告書によれば、冷戦後、米国は湾岸戦争、ソマリ

ア、ボスニア、ハイチ、コソヴォ、アフガニスタン、イラクにて軍事作戦を行っており、18～

24 ヶ月に１回の頻度で介入している計算となる。主要な戦闘作戦における米国の戦費負担は約

410億ドルであるが、戦闘終結後の「安定化・復興作戦（S&R）作戦」のコストは1480億ドルと、

その３倍以上に跳ね上がっている。その理由は、S&R作戦が5年から8年間と予想以上に長期化

することに求められる。 

紛争後の安定化・復興作戦に多大なコストが伴うことは、2003 年に上梓されたランド研究所

の『国家建設における米国の役割』に既に指摘されており、国防科学委員会の分析にも大きな

影響を与えていた。ランド研究所の報告書は、第２次世界大戦後（日独）、冷戦後の人道的介

入（ソマリア、旧ユーゴ他）、9.11 以降の対テロ戦争（アフガニスタン、イラク）の事例研究

を通じて、国家再建に必要な駐留部隊の規模を試算している。この試算によれば、安定的な社

会の場合、駐留部隊の規模は人口1000名あたり５名程度で済むが、不安定な社会の場合、その

４倍の 20 名程度が必要となる。仮にこれを人口約 2400 万人のイラクに当てはめた場合、約 50

万人規模の駐留部隊が不可欠になるが、実際に展開している部隊はその３分の１程度に過ぎな

い。 

こうした安定化のための兵力不足という問題は、2003 年末に米国防総合大学が編集した『安

定化・復興（S&R）作戦のトランスフォーメーション』でも指摘されていた。周知のように、ラ

ムズフェルド米国防長官が主唱するトランスフォーメーション構想に沿う形で米軍の展開能力

は向上し、それは「イラクの自由作戦」において示された。しかし皮肉にも、主要戦闘が予想

以上に早い時点で終了したため、戦後構想を練り上げ、復興支援体制を整える時間的余裕が失

われた。ここに戦闘終結と安定化・復興作戦開始との間に時間的ズレ（S&R ギャップ）が生じ、

社会的な不安定が表面化することとなった。崩壊した社会秩序を再建するためには、①対内的・

対外的安全の確保、②選挙準備等を通じた政治制度の強化、③経済的・社会的機能回復といっ



た諸点を同時に推進し、平和構築を行うことが必要である。そのため、これまで治安を担当し

てきた軍事組織が人道復興支援を行い、逆に、人道支援組織が軍事組織と調整をする局面が出

てきた。こうして民軍協力が一躍脚光を浴びることとなる。 

民軍協力をめぐる定義 

文民組織と軍事組織との間の提携関係を表現する用語として、主に、北大西洋条約機構

（NATO）の「民軍協力（CIMIC、シミック）」、米軍の「民軍作戦(CMO、シー・エム・オー)」、

国連の「民軍調整（UNCMCoord、シムコード）がある。以下に見るように、定義や関心領域はそ

れぞれ異なるが、民軍間の提携がグローバルな課題として認識されていることは共通している

と言える。 

まず、NATO の CIMIC の特徴は、同盟としての作戦上の必要性を強調している点にある。NATO

によれば、CIMIC とは「同盟の任務を支援するための、NATO 司令官と文民アクター（各国国民

および現地の担当部局を含む）・国際機関・国家組織・非政府組織との間の調整および協力」

と定義されている。NATO による軍事的合理性の追求は、組織と運用の両面に顕著である。まず

組織面では、NATO 司令部において CIMIC を担当するＪ９は政策担当のＪ５と同じ作戦部門に置

かれており、医療やインフラ整備を担当する支援部門とは別になっている。また運用面では、

CIMICは共同防衛任務と危機対応任務の双方に対応し、戦後の復興支援のみを対象にするもので

は決してない。共同防衛作戦における CIMIC とは、難民・国内避難民など大量の人口移動への

対応、②国際機関や NGO が存在しない時点での輸送確保、といった戦闘中の作戦が鍵になる。

危機対応作戦では、国内紛争による人道的被害が増大し、国際的な不安定要因となることを防

止することが主眼となる。 

次に、米軍の民軍作戦(CMO)は NATO の CIMIC の原型をなしており、概念的に大きな違いはな

い。CMOは、「民間当局・現地住民・国際機関・NGOの支援を主たる企図とし、軍事的目的を追

求することを支援する効果を持つような軍事作戦」と定義されている。但し、CMOが米軍のみを

対象とするのに対して、NATO の CIMIC ドクトリンは 26 の加盟国と、20 の欧州・大西洋パート

ナーシップ理事会（EAPC）加盟国の合計 46 ヶ国から承認され、CIMIC 概念の普遍性を高めてい

る。 

最後に、国連の提唱する民軍調整（CMCoord）は人道性・中立性・不偏性を重視したものであ

り、上記のCIMICや CMOに比べてはるかに軍事的色彩が薄い。CMCoordとは「危機の長期的かつ

包括的解決をめざした、軍隊、文民組織・部局、現地支援スタッフ間の総てのレベルにおける

相互作用・協力・調整・相互支援・統合計画・恒常的情報交換という関係」と定義されている。

国連人道問題調整局によれば、民軍調整のガイドライン『複合的事態における民軍関係』では、

治安、難民・国内避難民、支援活動等に関する情報を共有して、お互いの活動を調整すること

が謳われている。そこでは文民組織が軍隊による警護を受けたり、軍事施設を活用したりする

のは「最後の手段」であり、人道援助を担当する国際組織や NGO の独立性や柔軟性が強調され

ている。 

以上のような文民組織と軍事組織との間の提携を、国内・国際という２つのレベルで整理し

たのが表１である。まず、(1)の国内の文民組織と国内の軍事組織との関係は、「政軍関係」と

呼ばれ、主に軍隊の活動に関する政治統制が焦点となってきた。(2)の国際的な文民組織と国内
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の軍事組織との関係は、難民への食糧供給や輸送等の面で国軍が協力するケースが当てはまる。

これは「人道支援活動」のカテゴリーに属する。(3)の国内の文民組織と国際的な軍事組織との

関係とは、国際的な部隊が派遣先で担当する「民軍作戦」がこれに相当する。そして、国連機

関のような国際組織と、NATOや多国籍軍のような国際的軍事組織が提携するのが、(4)国連の民

軍調整およびNATOの CIMICである。なお、アフガニスタンやイラクでは米英軍による対テロ作

戦と多国籍部隊による復興支援作戦が別系統になっており、それぞれ(3)と(4)に対応するもの

と位置付けられる。 

             表１ 文民組織と軍事組織との提携関係 

 文 民 組 織 

 国 内 国 際 

国 内 

 

国内における政軍関係 

(1) 

伝統的な人道支援活動 

(2) 

 

軍

事

組

織 
国 際 伝統的な民軍作戦 

(3) 

国連の民軍調整 

NATOのCIMIC 

(4) 

国連人道問題調整局(UNOCHA)およびNATO提供資料をもとに筆者が作成 

民軍協力と日本 

自衛隊の人道復興支援における CIMIC 的側面に注目が集まったのは、イラク派遣を契機とす

る。周知のように、カンボジア PKO 以来、自衛隊による国際平和協力業務では民生支援的な側

面が重要視されてきた。事実、陸上自衛隊の施設部隊による道路・橋の補修、食糧・飲料水な

ど生活関連物資の提供、選挙要員への支援という活動内容は、グローバル・スタンダードであ

る民軍協力や民軍調整に合致する部分が多い。東ティモールでの活動する自衛隊と国連等の国

際機関、現地政府、民間NGO等との提携は「民生支援業務等（CMA）」と位置付けられ、これを

CIMICと呼ぶことはなかった。しかし、イラクのサマーワへ既に展開していたオランダ安定化部

隊（SFIR）に CIMIC 部隊が含まれており、自衛隊がこれと連絡調整を行ったため、一躍 CIMIC

という用語が脚光を浴びることとなった。こうして日本は、旧ユーゴ内戦の経験から生まれた

NATOの CIMIC活動に、期せずしてイラクで直面することになったのである。 

現在、文民組織と軍事組織との役割調整は、わが国の安全保障政策にとっても課題の一つと

なりつつある。まず、2004年 10月の『安全保障と防衛力に関する懇談会』報告書（荒木レポー

ト）では、紛争処理における民軍の連携が求められている。すなわち「自衛隊、文民警察、行

政官、ODA 関連組織、民間企業、NGO など、さまざまな人材が密接に連携した人的貢献が必要」

であり、その上で、①自衛隊、文民組織、民間企業等の実施主体間における役割分担の明確化

と指針作成、②治安維持のための警察的活動を視野に入れるに係わる検討、といった問題提起

がなされている。 

これに近い問題意識は、経済同友会が提出した『イラク問題研究会意見書』における「日本

型CIMIC」の提言にも看取される。2004年 11月に公表された同意見書では、戦闘行為終了後の

混乱期と復興開発支援期において、自衛隊の警護の下で、国内の NGO、NPO、民生における専門
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家、企業等が支援活動を行える体制を構築するとの視点を提示している。ここでは、危機にお

けるライフサポート（医療・食糧・水等）、社会的インフラ整備、人道支援、制度構築といっ

た広範な分野での支援が求められている。既述のように、NATO の CIMIC は共同防衛任務への支

援という側面があるため、「日本型」として差別化を図ることが必要になろう。また、この提

言を実現するには、法的整備と共に、文民組織の安全確保、自衛隊と民間組織の派遣時期の調

整等、といった実際的課題を検討する必要があろう。 

おわりに 

EU 軍事委員会のホグランド委員長が指摘したように、「（民軍）調整が必要と誰しもが言う

が、調整を受けることを好む者はいない」。民軍関係における調整の心理的抵抗を軽減するに

は、まず、教育や人的交流を通じて相互理解を深めることが有効である。NATO の場合、ボスニ

アやコソヴォ等の経験を踏まえた CIMIC コースが開催されており、国連や米国・災害管理人道

支援センター（Center of Excellence DMHA）もCMCoordに基づくセミナーを定期的に開催して

いる。民軍協力は比較的新しい分野であるものの、研修プログラムは充実しつつあると言える

だろう。 

軍事組織の追求する「軍事的必要性」と、文民組織の追求する「人道性・中立性・不偏性」は、

現実の紛争処理において常に対立する訳ではない。国際社会で頻発する紛争処理に取り組むに

は、民軍それぞれの役割や組織文化の相違を理解することが、まずは出発点になるであろう。 

（2005年５月20日脱稿） 
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なお、記事の無断引用はお断りします。 

防衛研究所企画室 

専用線 : ８－７５－６５２２、６５８８ 

外 線 : ０３－３７１３－５９１２ 

ＦＡＸ : ０３－３７１３－６１４９ 

E-mail :  nidsnews@nids.go.jp 

※ 防衛研究所ウェブサイト：http://www.nids.go.jp 

 4   

http://www.nids.go.jp/

