国連平和維持活動と「多国籍軍」
── SHIRBRIG の経験とその意味合い──
山下

〈要

光

旨〉

近年、国連平和維持活動（UNPKO）の活動支援を目的に掲げる新たな「多国籍軍」がし
ばしば組織されるようになってきている。本論は、こうした新たな形態の「多国籍軍」が
UNPKO にとってどのような意味を持つのかを、デンマークなど 15 カ国により組織されて
いる多国籍待機軍国連活動用高度即応旅団（SHIRBRIG）の分析を通じて考察する。とりわ
け本論では、こうした「多国籍軍」の枠組みにおいて提供されていた諸能力を UNPKO に
架橋する役割を SHIRBRIG が期待されていた点を明らかにし、SHIRBRIG の実際の活動が
どの程度その期待に応えてきているかを検証する。

はじめに
近年、国連平和維持活動（UNPKO）の活動支援を目的に掲げる新たな「多国籍軍」がし
ばしば組織されるようになってきている。本論の目的は、
こうした新たな形態の「多国籍軍」
が UNPKO にとってどのような意味を持つのかを、多国籍待機軍国連活動用高度即応旅団
（SHIRBRIG: Multi-national Standby Force High Readiness Brigade for UN Operations、概要は
別表参照）というユニークな取り組みの分析を通じて考察することにある。しかし、この
ような問題設定の仕方は、いくつかの説明──とりわけ、
「多国籍軍」の変化とは何なのか、
SHIRBRIG とはどのような点でユニークなのか、そしてなぜ SHIRBRIG をここで取り上げ
る必要があるのか──を要するだろう。本論はしたがってこれらの予備的な考察から始ま
り、そこから第 2 節では SHIRBRIG、第 3 節では UNPKO へと分析の視野を広げ、結論では
以上を踏まえながら冒頭に掲げた設問を総括的に議論することとしたい。

１ 問題の所在
（１）平和活動型多国籍軍の登場
ポスト冷戦期の UNPKO をめぐる趨勢の一つとして近年顕著になっているのが、UNPKO
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と平和維持・構築を目的として国連以外の枠組みで編成された様々な部隊（以下「平和活
動部隊」
）との協働関係である。平和活動部隊を構成する主体は多様であり、①地域機構、
②主導国を中心に複数の国が参加して編成された多国籍軍、あるいは③一国の部隊による
ものに分類することができる（1）
（表 1 参照）
。
表 1 2000 年以降における UNPKO と平和活動部隊との主な協働例
UNPKO
国連コソボ暫定行政ミッション
（UNMIK, 1999.6 ～）
国連シエラレオネ・ミッション
（UNAMSIL, 1999.10 ～ 2005.12）

平和活動部隊
国際安全保障部隊
（KFOR, 1999.6 ～）
Operation Palliser（2000.5 ～ 6）

国連東ティモール暫定行政機構／
東ティモール国際軍
国連東ティモール支援団（UNTAET/
（INTERFET, 1999.9 ～ 2000.2）
UNMISET, 1999.10 ～ 2005.5）
国連コンゴ（民）
・ミッション
（MONUC, 1999.11 ～）
国連エチオピア・エリトリア・
ミッション（UNMEE, 2000.6 ～）

主な組織主体

協働形態

地域機構（北大西洋条
連携分業型
約機構：NATO）
単独軍（英）

戦略予備型

多国籍軍（豪中心）

継時展開型

Operation Artemis（2003.6 ～ 9）
、 地域機構
EUFOR RDC（2006.6 ～ 11）
（欧州連盟：EU）

戦略予備型、
連携分業型

SHIRBRIG（2000.11 ～ 2001.5）

連携分業型

多国籍軍

国連リベリア・ミッション
（UNMIL, 2003.9 ～）

西アフリカ諸国経済共同体
（ECOWAS）リベリア・ミッション 地域機構（ECOWAS）
（ECOMIL, 2003.8 ～ 10）

国連コートジボアール活動
（UNOCI, 2004.2 ～）

Operation Licorne（2003.2 ～）
、
単独軍（仏）
ECOWAS コートジボアール・ミッショ
地域機構（ECOWAS）
ン（ECOMICI, 2002.10 ～ 2003.4）

戦略予備型、
継時展開型

国連ハイチ安定化ミッション
（MINUSTAH, 2004.4 ～）

多国籍暫定軍（MIF, 2004.3 ～ 6）

継時展開型

国連ブルンジ活動
（ONUB, 2004.5 ～ 2006.12）

南 ア 防 護 支 援 分 遣 隊（SAPSD,
単 独 軍（ 南 ア ）
、地域
2000.10 ～ 2003.6）
、 ア フ リ カ・ ブ
機構（アフリカ連盟： 継時展開型
ルンジ・ミッション（AMIB, 2003.4
AU）
～ 2004.5）

多国籍軍（米中心）

継時展開型

（注）
「継時展開型」は平和活動部隊に続いて UNPKO が展開するもの、「連携分業型」は両者が分業しつ
つ同時に活動するもの、「戦略予備型」は UNPKO の活動が現地の治安悪化により悪化した場合に
平和活動部隊が短期間介入するものをそれぞれ指す。
（出所）国連平和維持活動局、欧州理事会、SHIRBRIG、仏国防省各ホームページ、Progress Report of
the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea (S/2001/608, 19 June 2001); Festus Agoagye,“The
African Mission in Burundi: Lessons Learned from the First African Union Peacekeeping Operation,”
Conflict Trends 2/2004, pp.9-15; Lansana Gberie and Prosper Addo, Challenges for Peace
Implementation in Côte d’ Ivoire: Report on an Expert Workshop by KAIPTC and ZIF (Institute
for Security Studies Monograph 105, August 2004).

（1） 山下光「地域紛争に対する国連の介入──近年における平和維持活動の傾向を踏まえて」
『防衛研
究所ニュース』第 98 号（2006 年 3 月）。
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本論はこのように多様化した平和活動部隊の中でも、
「多国籍軍」により構成されるもの
を取り上げたい。なぜなら、欧州の地域機構や一国により組織された平和活動部隊に比較
して、
「多国籍軍」によるそれは──その関心の高さにも拘らず──体系的な意義付けが最
もなされてこなかったように思われるからである（2）。このことの最大の理由は、
「多国籍軍」
という概念を巡る曖昧さにある。国連における PKO 概念がそうであるように（3）「
、多国籍軍」
（multinational forces）はある種の実践の蓄積に対する便宜的な総称として使用されてきた
傾向が強い。しかも PKO の変化が様々な分類の試み（4）を生んできたのとは対照的に、
「多
国籍軍」については同様の試みがなされてきていない。
したがって、ここではまず、
「多国籍軍」概念の簡単な類型整理を行い、
「多国籍軍」に
よる平和活動部隊を位置付けることからはじめたい。
「多国籍軍」の従来的な意味を理解す
ることは、実はさほど困難なことではない。それは、①国連安保理決議を通じた勧告と承
認に基づき、②国際の平和と安全を脅かす加盟国に対し平和の回復のために武力を行使す
ることを目的とし、③安保理に対し構成国は報告の義務を負い、安保理はそれに基づいて
活動が目的に沿っているか監督を行うものの、活動自体の指揮統制権は構成国が持つ、と
いうものである（5）。湾岸戦争時に組織された多国籍軍がこの典型であったことは言うまで
もない。
しかし、UNPKO との協働関係で組織される多国籍軍は、このような従来型多国籍軍とは
目的（②）の点において異なっている。というのも、従来型多国籍軍が国際の脅威と安全
に対する懲罰的（punitive）な武力行使を目的とするとすれば、最近の多国籍軍はあくまで

（2） ここで「体系的」と付け加えたのは、個々の事例研究は多く存在するからである。例えば東ティモー
ルの INTERFET については、Ian Martin, Self-Determination in East Timor: The United Nations, the
Ballot, and International Intervention (New York, NY: Lynne Rienner, 2001) を参照 。
（3） 山下光「PKO 概念の再検討──『ブラヒミ・レポート』とその後」
『防衛研究所紀要』第 8 巻第 1 号
（2005
年 8 月）39 ～ 79 ページ。
（4） See, e.g., Bruce Jones with Feryal Cherif,“Evolving Models of Peacekeeping: Policy Implications and
Responses,”available from <http://pbpu.unlb.org/PBPU/Download.aspx?docid=524>, accessed 23 June
2005.
（5） 国連加盟国に対する憲章 7 章権限の委譲をめぐる体系的な議論としては、Danesh Sarooshi, The
United Nations and the Development of Collective Security: The Delegation by the UN Security
Council of Its Chapter VII Powers (Oxford: Oxford University Press, 1999), Chs.4-5 を参照。しばしば
指摘されるように、
「多国籍軍」がこのような形をとるようになったことの背景には、国連憲章が規
定しているような集団安全保障の枠組みが実現してこなかったということがある。その枠組みとは、
①正式な合意に基づいて加盟国は部隊を提供し（第 43 条）、②軍事的強制行動に際して安保理は軍事
参謀委員会を通じて同部隊の戦略的指導（strategic direction）に責任を持つこと（第 47 条 2 項）、を
中心とするものであった。なお後者について付け加えれば、「戦略的指導」という表現は安保理・軍
事参謀委員会が作戦指揮統制まで責任を負うわけではないことを含意し、したがって憲章の想定する
「国連軍」が仮に成立したとしても、そこでの作戦指揮統制は現在の多国籍軍のそれにむしろ近いで
あろうことを示唆している。
Cf. Edward C. Luck, UN Security Council: Practice and Promise (London
and New York, NY: Routledge, 2006), p.26.
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UNPKO のマンデートを前提とし、その遂行を支援することが目的だからである（6）。以下で
は、このような意味で組織された多国籍軍を「平和活動型多国籍軍」と定義することとし
たい。多国籍軍の変化とはこのような型の多国籍軍の活動例が増加していることであり、
そこから UNPKO と多国籍軍との関係のあり方を考察する必要が生まれてくるのである。
（２）平和活動型多国籍軍と SHIRBRIG
デンマークを中心に 1994 年から計画され、2006 年の時点では合計 15 ヵ国が参加してい
る SHIRBRIG もまた、このような多国籍軍の変化の中に位置付けることができる。まず、
SHIRBRIG の設立文書である覚書（MOU）の一つにおけるその定義を紹介したい。
事前に設立された（非常設の）高度即応状態にある多国籍旅団であり、国連待機制度
（UNSAS）への貢献から構成され、国連安保理により憲章 6 章下で任務を負った人道任務
を含む平和維持活動において、
6 ヵ月を上限として早期展開能力を提供するものである（7）。
だがこの定義から、SHIRBRIG が平和活動型多国籍軍とも非常に異なるものであること
がわかるであろう。次の 3 点をまず指摘しておきたい。第 1 に、平和活動型多国籍軍がア
ドホックに設立されるものであるのに対し、SHIRBRIG は参加国により締結された MOU に
基づき、部隊編成のための「事前に設立された」枠組みを持っている。もちろん、定義に
4

4

もあるように、SHIRBRIG の下に組織される部隊そのものは他の多国籍軍と同様に非常設
である。しかし、他の多国籍軍が部隊もその編成枠組みも個別の情勢への対応に限定され
ているのに対し、SHIRBRIG は編成枠組みが事前に常設化しているために、潜在的には多
くの情勢に対応することができる（8）。
（6） 本論では UNPKO との協働関係において平和活動型多国籍軍を定義しているため、平和維持・構築
に実質的には従事しながらも UNPKO との協働関係を持っていない「多国籍軍」──イラクやアフガ
ニスタンでの復興支援の取り組みがこの代表的な例であることは言うまでもない──はここでの分類
の外に置かれることになる。国連の枠外で組織・実施される平和維持・構築の試みをどう理解するか
は今後の課題としたいが、国連の枠組みを前提とする多国間の取り極めである SHIRBRIG はそうした
流れの対極をなす存在であり、その意味でも SHIRBRIG を分析する意義があることを付言しておきた
い。
（7） 原 文 は“the pre-established (Non-standing), multinational brigade at high readiness, composed of
contributions to the United Nations Stand-by Arrangements System, providing a rapid deployment
capability for deployments of up to 6 months duration in peacekeeping operations mandated by the
United Nations Security Council under Chapter VI of the Charter of the United Nations, including
humanitarian tasks.”Memorandum of Understanding concerning Operation, Funding, Administration
and Status of the Planning Element of the Multinational United Nations Stand-by Forces High Readiness
Brigade (MOU-PLANELM), Article 2.1.
（8） この点、単独軍と地域機構によって組織された平和活動部隊とも SHIRBRIG は異なっている。単
独軍の場合、枠組みだけではなく部隊そのものも（当然ながら）常設で存在している。一方、EU や
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第 2 に、平和活動型多国籍軍が UNPKO とは別の組織と指揮権を持ち、従って明示的な
安保理決議による授権を通例必要とするのに対し、SHIRBRIG ではその要員が UNSAS を通
じて UNPKO 自体に提供されているため、当該 UNPKO ミッションのマンデート以外の授
権を必要としない。さらにこの場合、
「国連平和維持活動への参加は指揮統制に関する通
（9）
常の国連の取り決めに従って行われる」
。すなわち、SHIRBRIG 部隊は展開されると国連

事務総長またはその特別代表の指導（direction）と UNPKO 司令官の活動統制（operational
control）下に置かれ（10）、それまで SHIRBRIG の運営に責任を負っていた運営委員会とのリ
ンクもなくなるのである（11）。
第 3 に、平和活動型多国籍軍は通例、憲章 7 章下で授権され、現地の情勢上必要である
ものの UNPKO では提供が困難となることが多い強靭な対応（robust response）能力を備
えている。実際、表 2 に例示したミッションは全てマンデート実行のための「あらゆる手
段」
（all necessary means）の使用が認められ、① UNPKO ミッション展開に先行する先遣
部隊
（entry force）
として紛争終結直後の治安を安定化する、
または②展開中の PKO ミッショ
ンが治安状況の悪化に対応できない地域における人道活動の保護、のいずれかを主目的と
している。これに対し SHIRBRIG は憲章 6 章下に自らの活動範囲を限定し、従って武力行
使を前提としていない代わりに、
UNPKO に対する早期展開能力の重視を全面に掲げている。
つまり SHIRBRIG は①組織と編成過程、②安保理による授権形態と指揮系統、③活動目的、
の 3 つにおいて平和活動型多国籍軍と異なっている、ということである（表 3 参照）
。別の
観点から言えば、SHIRBRIG と平和活動型多国籍軍との共通点は①複数国により自発的に
組織された部隊であること（広義の「多国籍軍」
）
、② UNPKO に対する支援を目的として
いること、という 2 点に絞られる（表 3 参照）
。
NATO のような地域機構になると、特定の情勢に応じて一からアドホックに組織されるか（例えば
EU の Operation Artemis）
、あるいは枠組みだけでなく部隊自体も常設化されるか（例えば EU 戦闘
グループ：EUBG や NATO 対応部隊：NRF）のいずれかのパターンに沿っている。このような意味で
も、常設化された枠組みと非常設の部隊という組み合わせからなる SHIRBRIG はユニークであるとい
える。
（9） Presidency, SHIRBRIG Steering Committee (MOD Norway), SHIRBRIG: Multi-national Standby
Force High Readiness Brigade for UN Operations, available from <http://odin.dep.no/archive/
fdvedlegg/01/01/Shirb044.pdf>, accessed 25 March 2006（引用は p.5 より）.
（10） Memorandum of Understanding concerning Operation, Funding, Administration and Status of the
Multinational United Nations Stand-by Forces High Readiness Brigade (MOU-SHIRBRIG), Annex B,
Article 4. 活動統制は「通常は機能、時間、場所において限定されている特定のミッションまたは
任務を達成できるように部隊を指導したり、関係するユニットを展開したり、それらユニットの戦
術統制を維持・割当するために司令官に委譲された権威」(The authority delegated to a commander
to direct forces assigned so that the commander may accomplish specific missions or tasks which are
usually limited by function, time, or location; to deploy units concerned, and to retain or assign tactical
control of those units) と定義されている。MOU-SHIRBRIG, Appendix to Annex B, Article 2a.
（11） Presidency, SHIRBRIG Steering Committee, SHIRBRIG, p.5.
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表 2 平和活動型多国籍軍における授権形態と主な任務
部隊・作戦名

協働形態

設立決議と主な任務

統一タスクフォース（UNITAF）
（1992.12 ～ 1993.5、ソマリア）

継時展開型
（UNOSOM II）

794 (1992.12.3)
人道救援活動のための治安確保

Operation Turquoise
（1994.6 ～ 8、ルワンダ）

戦略予備型
（UNAMIR）

929 (1994. 6. 22)
避難民、非武装民の保護
人道救援活動のための治安確保

多国籍軍（MNF）
（1994.9 ～ 1995.3、ハイチ）

継時展開型
（UNMIH）

940 (1994.7.31)
正統政府帰還の促進
和平合意実施のための治安確保

Operation Assurance
（1996.11 ～ 12、ルワンダ）

戦略予備型
（UNAMIR）

1080 (1996.11.15)
人道機関の現地復帰・人道援助配給の促進
難民・避難民帰還の促進

東ティモール国際軍（INTERFET） 継時展開型
（1999.9 ～ 2000.2）
（UNTAET）

1264 (1999.9.15)
国内治安の回復
UNAMET の活動保護と支援
人道支援活動の円滑化

多国籍暫定軍（MIF）
（2004.3 ～ 6、ハイチ）

1529 (2004.2.29)
治安回復への貢献
人道支援活動の円滑化
国際機関活動のための条件確保

継時展開型
（MINUSTAH）

（注１）UNOSOMII（第 2 次国連ソマリア活動）、UNAMIR（国連ルワンダ支援団）、UNMIH（国連ハイチ・
ミッション）
（注 2）本文の注 6 も参照。
（出所）国連平和維持活動局ホームページ、M.A. Hennessy,“Operation‘Assurance’: Planning a Multinational
Force for Rwanda/ Zaire,”Canadian Military Journal 2, no.1 (Spring 2001), pp. 11-20 より作成。

表 3 多国籍軍と SHIRBRIG の対比
従来型

平和活動型

SHIRBRIG

授権形態

安保理決議による明示的授権

UNPKO のマンデート

目的

UNPKO の活動支援
国際の安全と平和への脅威に
対する武力行使
Ch.VII Robust response

Ch.VI Rapid deployment

構成国政府

国連事務総長

組織

アドホック

常設的枠組み

編成過程

構成国に依存

UNSAS を通じた提供

「指揮統制」権

SHIRBRIG がこのような意味で例外であるとすれば、ではなぜここで SHIRBRIG を取り
上げて論じる必要があるのだろうか。換言すれば、平和活動における多国籍軍の使用とい
4

4

う問題を考えるにあたり、なぜ敢えてその例外にあたる SHIRBRIG を事例とするのだろう
か。それは、平和活動型多国籍軍が UNPKO にとってどのような意味を持つのかを考察す
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る上で、SHIRBRIG が重要な手がかりを提供するように思われるからである。直前に述べ
たように、SHIRBRIG もまた広義の多国籍軍として平和活動部隊を構成している。しかも、
上記した 3 つの重要な点において平和活動型多国籍軍よりもより深く UNPKO に統合され
ている。国連にとってみれば、SHIRBRIG は平和活動型多国籍軍があるべき一つの将来像
を示していることになるのである。そうであるとすれば、SHIRBRIG がどのように、どこ
まで実際機能しているのかを把握することは、平和活動型多国籍軍の今後の方向性とその
意味合いを把握する意味で重要な鍵となりうるのである。
SHIRBRIG という事例を通じて平和活動型多国籍軍が UNPKO にとってどのような意味が
あるのかを把握し、以って今後の日本の国際平和協力を考える上での材料を得ようとする
ことが本論の目的である。まず本論は既に述べた 3 つの特徴を掘り下げ、SHIRBRIG の全体
としての存在意義が早期展開能力にあることを指摘する。次節では早期展開能力を提供す
ることの意義を、国連における PKO 改革の文脈に位置付け評価する。結論では以上を踏ま
え、
SHIRBRIG の経験が持つ平和活動型多国籍軍と UNPKO に対する意味合いを考察する（12）。

２ SHIRBRIG の特徴と存在意義
本節では、SHIRBRIG が典型的な平和活動型多国籍軍と異なる 3 つの点（部隊編成、指
揮系統、活動目的）を、UNPKO との連携という観点から分析する。SHIRBRIG が UNPKO
の活動支援を目的とする以上、これら 3 つの特徴をより具体的に把握するには、SHIRBRIG
がそれらの面でどのように UNPKO との連携を試みているのかを分析しなければならな
い。ここでは実際の活動例の紹介も適宜含みつつこの作業を行い、最後にそれらを踏まえ
SHIRBRIG 全体としての存在意義を明らかにする。
（１）部隊編成における連携
部 隊 編 成 に お い て は、 国 連 側 の UNSAS と SHIRBRIG に お け る 旅 団 要 員（Brigade
Pool）が連携の軸となっている。SHIRBRIG は「UNSAS への貢献から構成」されるとし
た SHIRBRIG の定義も示すように、部隊編成の上でまず中心的な役割を果たすのはこの
（12） SHIRBRIG や平和活動型多国籍軍を分析する場合にもう一つ考えられる問題意識は、そこに参加
する国それぞれがどのような政策目標や利益に基づき参加を決めているのか、というものである。
この点については、SHIRBRIG 参加各国の政策担当者などから意見聴取する機会がなかったことも
あって、本論では直接取り上げていない。ただし、目的からも示唆されるように、本論の視点は平
和活動型多国籍軍を巡る、いわばマクロな趨勢を把握することにあり、それに関係する（あるいは
しようとする）どの国にも意味を持つものである。なお、各国の視点から SHIRBRIG 参加国の PKO
政策を考察した研究としては、例えば Peter Vigo Jakobsen,“The Nordic Peacekeeping Model: Rise,
Fall, Resurgence?”International Peacekeeping 13, no. 3 (September 2006), pp. 381-395 を参照。
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UNSAS である。では UNSAS とはどのような仕組みなのだろうか。
1994 年に設立された UNSAS は、国連加盟国が提供可能な資源を国連事務局に対し予め
登録しておく制度である。グループ単位で登録される要員の場合（13）、登録の詳細度によっ
て合計 4 つのレベルが存在する。
レベル I：提供可能な諸能力リスト（List of Capabilities）を提出
レベル II：提供可能な主要装備、ユニットの構成、自給レベル、要員個々のデータなどを
含むより詳細なリストを計画用データシート（Planning Data Sheet）で提出
レベル III：提供諸能力の詳細、対応時間、提供条件などを含む MOU を事務局と締結（14）
早期展開レベル（Rapid Deployment Level: RDL）
：2002 年 7 月 25 日に新設されたレベル（15）。
安保理の PKO 設立（またはミッション規模拡大）と当該政府の派遣決定後最短 30 日、
最長 90 日以内で展開できることを目的とし、口上書（Note Verbale）の提出を以って登
録が成立する。この口上書は他レベルで提供された情報に加え、登録ユニット毎の組織
構成、所有装備、遂行可能任務、自足度（および他から補う必要のある部分）などに関
する情報や積荷リストをも含んでおり、国連平和維持活動局（DPKO）と当該国政府と
の間で緊密な調整を踏まえて作成される（16）。輸送までを含む包括的な手続準備を事前に
詰めておくことにより、参加ミッションでの部隊所有装備（COE）使用に対する払い戻
し金額の MOU（雛形を事前準備）作成や輸送手続きにかかる時間の削減が期待できると
される（17）。
（13） これ以外にも登録される資源のカテゴリーには、個人（司令部要員、軍事監視要員、将校、軍事
専門家）、装備、陸海空の支援能力があり、UNSAS 全体としては必ずしもグループ単位に組織され
た要員のみを登録の対象としているわけではない。また、UNPKO の多機能化に対応して、国連は
文民諸分野（人権監視、行政支援、司法支援など）についても類似した制度の整備を近年試みて
い る。Military Division, DPKO (MD-DPKO), United Nations Stand-by Arrangements System: Military
Handbook (Edition 2003), pp.5-6.
（14） UNSAS 開設当初はレベル I とレベル III のみであったが、1998 年に Planning Data Sheet が導入
され現行の構成になっている。このデータシートは MOU の締結に必要な情報を整理するためのも
のであり、レベル III 登録への準備段階と位置づけられる。このため、3 つのレベルの中では最も
登録国数（2005 年 4 月時点で 83 ヵ国中 10 ヵ国）が少ないレベルでもある。DPKO, Member States
in the UNSAS (15 April 2005), available from <http://www.un.org/Depts/dpko/milad/fgs2/unsas_files/
status_report/statusreport15april05.pdf.>, accessed 19 July 2006.
（15） Implementation of the Recommendations of the Special Committee on Peacekeeping Operations
(A/57/711, 16 January 2003), para. 33.
（16） DPKO,“UNSAS—Rapid Deployment Level,”available from < http://www.un.org/Depts/dpko/milad/
fgs2/unsas_files/rapid_deployment/torrdl.htm>, accessed 10 July 2006;“Guide to Preparing Rapid
Deployment Level Documents,”available from < http://www.un.org/Depts/dpko/milad/fgs2/unsas_files/
guide_tor_rdl/guidetorrdl.htm>, accessed 10 July 2006.
（17） COE 使用に対する払い戻し額を予めドラフトの形で DPKO と詰めておき、これを基に実際の
払い戻し額をミッション毎に、展開前の段階で取り決めるという仕組みは 1996 年 7 月から導入
され、UNSAS 登録国は登録レベルに関係なく締結することが勧奨されている。General Assembly
Resolution 50/222 (10 May 1996); Progress Report of the Secretary-General on Standby Arrangements
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UNSAS を通じた部隊編成（または既存ミッションの増員）は次のような過程で行わ
れるのが典型的である。事務局（主に DPKO 軍事課内にある待機制度チーム：Stand-by
（18）
Arrangements Team）
は UNSAS データベースと当該ミッションに必要とされる装備・要

員内容を照らし合わせ、必要な資源を登録している加盟国に打診を行う。加盟国がその打
診に応えた場合（19）、待機制度チームは当該国にて派遣準備に対する支援を行い、任地へ
の派遣がなされる。登録レベルによって具体的な準備作業量や編成のスピードに違いは
当然あるものの（20）、こうした編成過程そのものは基本的に共通である。SHIRBRIG に参加
している 15 ヵ国は 1997 年までに全て UNSAS に登録し（21）、このうち 10 ヵ国（オースト
リア、カナダ、デンマーク、イタリア、オランダ、ポーランド、ルーマニア、スペイン、
フィンランド、リトアニア）は 2005 年 4 月の時点でレベル III に登録している（22）。従って
SHIRBRIG 加盟国は、基本的にはこのプロセスに乗って部隊編成準備を進めることになる。
しかし SHIRBRIG は多国籍部隊として一つのユニットを形成しており、
その形で PKO ミッ
ションに参加することを前提としている。そうである以上、部隊編成過程上も SHIRBRIG
としての部隊構成を予め──構成する要員や資源は結局のところ SHIBRIG 加盟各国軍に所
属しているとしても──構築した上で、DPKO との調整や準備を行う必要がある。
この部隊構成の枠組みを示すものが旅団要員である。
「SHIRBRIG に関する MOU」によれ
ば、旅団要員は次のようなものとして規定されている。
4.1 SHIRBRIG は UNSAS に対する各国の貢献（national contributions）から構成される。
4.2 SHIRBRIG に対し割当に適格な［筆者注：SHIRBRIG］参加国の部隊貢献は、運営委
員会により SHIRBRIG 旅団要員へと登録され、そこから特定のミッションに向けて旅団へ
の貢献が引き出される。各国での政策決定を保護するため、参加国は旅団において利用可
for Peacekeeping (S/1997/1009, 24 December 1997), para.8; Implementation of the Recommendations
of the Special Committee on Peacekeeping Operations (A/54/670, 6 January 2000), paras.74-75.
（18） 同チームの任務については、MD-DPKO, Military Handbook, p.2 参照。
（19） UNPKO への各国の貢献が自発的なものであり、したがって UNSAS 登録国がそれによって自動的な
義務を負っていないということは、UNSAS 設立当初から繰り返し確認されている。たとえば Report
of the Secretary-General on Standby Arrangements for Peace-keeping (S/1995/943, 10 November 1995),
para.3 参照。
（20） もっとも大きな相違は、RDL とそれ以下のレベルとの間に見出される。すなわちレベル I ～ III で
は加盟国が提出している要員・装備の内容は概括的なものであり、当該国政府の応諾後待機制度チー
ムが現地で検査作業を行い、それに基づいて実際の派遣内容を交渉するという段取りになる。RDL
では口上書を作成する段階で既にこうした調整の大半が終わっているため、一連のプロセスにかか
る時間が短縮されることになる。MD-DPKO, Military Handbook, p.9.
（21） Progress Report of the Secretary-General on Standby Arrangements for Peacekeeping (S/1997/1009,
24 December 1997), para.4.
（22） DPKO, Member States in the UNSAS (15 April 2005). ただしこの表にはスロヴェニアが入っていない。
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能とされるユニット・タイプの余裕を維持すべきである。旅団要員は行政上の要員であり、
それにより PLANELM は SHIRBRIG ミッションで利用可能となるような貢献の形を決定す
ることができるようになる。そう希望するのであれば、各国は特定のユニットを旅団要員
に向けて割当るようにすべきである（23）。
ここからは、2 つの重要な点を読み取ることができる。第 1 は、SHIRBRIG 参加国により
UNSAS に登録されている要員・装備の全てが自動的に旅団要員に登録されるわけではない
ことである。このことは、SHIRBRIG が UNSAS への各国の貢献からなることを述べたその
直後にあたる部分で、
「割当に適格な」
（eligible for allocation）部隊貢献は旅団要員へと登
録される、と記していることから明らかである。言い換えれば、各国が UNSAS へと登録
しているものの中から、SHIBRIG の部隊構成（図 1 参照）に必要な部分のみが旅団要員に
登録される。
図 1 SHIRBRIG 旅団要員の構成と提供国
歩兵旅団
スタッフ

ES
NL
LT(Sec) NO
CA

警 務 中 隊

ヘリコプター中隊

AT
FI

衛 生 大 隊

FI(Bn)
DK
NL(Coy) NL
SE(Coy)

輸 送 中 隊

兵站 セン ター

CA(BtlGrp) DK
FI(Bn)
ES
IT(Regt)
NL(Bn)
PL(Bn)
RO(Coy)
SE(Bn)

施 設 大 隊

偵 察 中 隊

歩 兵 大 隊

司令部中隊
DK
NL

DK
IT
SE
SI

（注）AT= オーストリア、CA= カナダ、DK= デンマーク、ES= スペイン、FI= フィンランド、IT= イタリア、
LT= リトアニア、NL= オランダ、NO= ノルウェー、PL= ポーランド、RO= ルーマニア、SE= スウェー
デン、SI= スロヴェニア
（出所）SHIRBRIG,“Brigade Pool,”<http://www.shirbrig.dk/shirbrig/html/brigpool.htm>, accessed 18 July
2006 より作成。
（23） MOU-SHIRBRIG. 第 4 条 2 項の原文は以下のとおり。
“The Participants’force contributions eligible
for allocation to the SHIRBRIG will be registered by the SC/SHIRBRIG in a SHIRBRIG Brigade Pool,
from which contributions would be drawn for the Brigade for a specific mission. In order to safe-guard
national decision-making the Participants should maintain redundancy in unit types available in the
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第 2 は、旅団要員があくまで「行政上の要員」
、すなわち枠組みに過ぎないということで
ある。SHIRBRIG 自体で部隊が常設化されて存在しないだけではなく、最後の一文が示す
ように、各国が SHIRBRIG 向けの待機部隊を軍態勢の中に作っておくことも実は必須では
ない。したがって旅団要員という枠組みは、具体的に企画されている PKO ミッションの内
容を踏まえた上で、SHIRBRIG としてどのような貢献が可能かを検討する際に参照される
一種のメニューだといえる。
この最後の点について付け加えれば、このような検討と提案を行うことは PLANELM の
任務ではあるものの、UNSAS に則って DPKO との調整に責任を負うのは運営委員会（別表
参照）と参加各国政府である。上に見たように、UNSAS に基づく資源の提供はあくまで提
供国の承認に基づくものであり、また SHIRBRIG も「国家主権上の考慮点を保護するよう
な仕方」でのみ活用される部隊である（24）。SHIRBRIG 参加国にとっても自国要員の提供は
国家主権に関わる問題であり、政治的な意思決定が必要となる。SHIRBRIG 参加国の政府
代表からなる運営委員会（およびニューヨークにおけるその出先機関であるコンタクト・
グループ）は、DPKO の具体的な要請と SHIRBRIG ユニットとしての一貫性を満たすべく、
各国が資源提供を調整する場として機能する（25）。
（２）指揮系統における連携
すでに記したように、特定の PKO ミッションに即して編成され派遣された SHIRBRIG ユ
ニットは国連事務総長（特別代表）の「指導」と UNPKO 司令官の「活動統制」下に置かれる。
換言すれば、指揮系統における UNPKO との連携は、多国籍部隊でありながら UNPKO の
通常の指揮統制に入る、という点に存在している。
この連携の側面が持つ意味は、多国籍軍や UNPKO における「指揮統制」がどのよう
なものかを考察することによって明らかになる。
「SHIRBRIG に関する MOU」は、
「指揮」
（command）が国際的に適用される場合には国軍におけるそれよりも弱い程度の権威を含
意すると指摘し、その理由として参加国が同盟やコアリションに対し作戦指揮（operational
Brigade Pool. The SHIRBRIG Brigade Pool is an administrative tool, which enables the PLANELM to
identify the type of contributions, which might be available for SHIRBRIG missions. If nations desire to
do so nations should assign specific units to the SHIRBRIG Brigade Pool.”
（24） Letter of Intent concerning Cooperation on the Multinational United Nations Stand-by Forces High
Readiness Brigade (LOI), Article 4. また、旅団要員の規定に「各国での政策決定を保護するため、参
加国は旅団において利用可能とされるユニット・タイプの余裕を維持すべきである」とあるのも、登
録していながら国内の事情等により派遣を取りやめる国がありうることを想定してのことであろう。
（25） この点を明示的に記している資料はないものの、
「運営委員会に関する MOU」は同委員会の役
割が「部隊編成」
（force generation）であること、そして部隊使用に関する決定が国連との協力
の下「各国間で処理される」
（dealt with between nations）ことを記している。 Memorandum of
Understanding concerning the Steering Committee for the Multinational United Nations Stand-by
Forces High Readiness Brigade (MOU-SC), Article 6.1.
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command）または活動統制（operational control）しか認めていないためである、と述べて
いる（26）。多国籍の部隊から構成される限りにおいて、この指摘は UNPKO においても当て
はまるだろう。実際、加盟国政府向けに国連が作ったガイドラインはこの点について「活
動権限」
（operational authority）という表現を使い、それを①安保理により与えられたマン
デート、②ミッション・エリア、③合意された期間の範囲内で活動命令を下す排他的権限
をもたらすもの、として限定的に定義している（27）。
ただし、多国籍軍と UNPKO の間でも活動指揮統制の強度には若干の相違が認められ
る。多国籍軍の場合、その指揮統制に関する取り極めは構成国間で決められるため、司令
官と各国派遣部隊との指揮系統や各国部隊レベルでの責任は調整に基づいて自ら決めるこ
とができる。UNPKO でこれが困難なのは、次の 2 つの背景があるからである。第 1 は、
UNPKO が「国連の部隊」であるということに関係する。すなわち、UNPKO は国連安保理
の決議によりマンデートが決定され、安保理に責任を負う事務総長が指導するという形を
とっている。しかし一方で、実際の部隊編成は国連からの要請に対し加盟国が応じること
によってのみ可能であり、国連は要員提供国の意向をあらゆる局面で汲まざるを得なくなっ
てくる。UNPKO が武力行使を要するような危険な状況に直面することが増えるにつれ、こ
の圧力が強まることは想像に難くない。もちろん UNPKO 設立やマンデート内容の決定は
安保理メンバーや潜在的な要員提供国との調整の上、決められるのが常であり、その意味
では要員提供者と政策決定者の間には論理的には齟齬は少ないはずである。だが、いくつ
かの国と共同して任務や組織を自ら設定することができる多国籍軍とは質的な違いが残存
することは否めない。ここに、UNPKO の指揮系統が綻びやすい構造的な理由がある。第 2
には、UNPKO 自体の多機能化に伴い文民要員の比重が増えているため、そこでの意思決定・
調整過程は必ずしも軍事組織のそれになじまなくなりつつあることが挙げられる（28）。NGO
（26） MOU-SHIRBRIG, Appendix to Annex B, Article 1a. 作戦指揮は「必要に応じて下位の司令官に対し
ミッションまたは任務を割り当てたり、ユニットを展開したり、部隊を再割り当てしたり、また作戦・
戦術統制を維持・委譲するため、司令官に与えられた権威」（The authority granted to a commander
to assign missions or tasks to subordinate commanders, to deploy units, to reassign forces and to retain
or delegate operational and/or tactical control as may be deemed necessary）として定義されている。
作戦統制については注 10 参照。MOU-SHIRBRIG, Appendix to Annex B, Article 1b.
（27） DPKO, General Guidelines for Peacekeeping Operations (October 1995), p.36; see also Command
and Control of United Nations Peace-keeping Operations (A/49/681, 21 November 1994). ただし、国
連側の表現にはブレがあるようである。たとえば派遣前の PKO 要員に対する教育用に作られた文書
では、PKO が事務総長の指揮（command）下に置かれること、そして作戦に関する事柄については
各国政府当局ではなく PKO 司令官のみから命令を受けることが「平和維持の基本原則である」と明
記されている。DPKO, United Nations Peacekeeping Training Manual (n.d.), p.10.
（28） John Hillen, Blue Helmets: The Strategy of UN Military Operations (Washington, D.C. and London:
Brassey’s, 1998), pp.93-100 and pp.158-165; Gerald Hatzenbichler,“Civil-military Cooperation in
UN Peace Operations Designed by SHIRBRIG,”International Peacekeeping 8, no.1 (Spring 2001),
pp.119-120. なお注 5 も参照のこと。
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を初めとするさまざまな外部の機関や組織が UNPKO に関与するようになってきているこ
とも、この傾向を後押しする。
単独軍、また多国籍軍に比しても UNPKO の指揮系統がこのように脆弱なものであると
4

4

4

すると、その中で多国籍部隊として活動をする SHIRBRIG はいわば二重のもろさを潜在的
に抱えていることになる。UNPKO 側の問題は国連という組織に構造的なものであり、現実
的には所与のものとしてある程度想定しなければならない。その上で SHIRBRIG ができる
のは少なくとも単独軍ユニットと同水準で部隊としての一体性を確保することであり、こ
の点で重要になってくるのが訓練である。実際、
「SHIRBRIG に関する MOU」は①国内で
の訓練内容について、運営委員会は SHIRBRIG 司令官の提案に基づき各国と協議すること、
②「一体的な戦術隊形」
（coherent tactical formation）として訓練するため各種の小規模多
国籍演習を行うこと、を定め、実施してきている（29）。
また、これまでの活動を見る限りでも、部隊の一体性を保つという点において SHIRBRIG は
ある程度の成功を収めてきている。初の展開例となった国連エチオピア・エリトリア・ミッショ
ン（UNMEE）では 2000 年 11 月 16 日から 2001 年 6 月 16 日まで展開し、UNMEE 司令部では
PLANELM と司令部ユニット（護衛、総務）
、また本隊では歩兵大隊が活動した（30）。歩兵大隊
はエチオピア・エリトリア国境に設置された暫定安全保障地帯（TSZ）の中央セクターを
担当している（31）。この経験を振り返る国際平和アカデミー（IPA）でのセミナー（2002 年
4 月）報告書は、SHIRBRIG が他の参加部隊に比してより一体的であり（特に PLANELM）
、
この点での問題はむしろ一体性において劣ることが多い他国部隊への任務引渡しにあった
ことを指摘している（32）。しかし、この評価は以下のような文脈で捉えるべきであろう。第
1 は、部隊の派遣規模が比較的小さく、また派遣国数も少ないことである。PLANELM は本
来であれば 85 名にまで拡大されるはずであったが、実際に派遣されたスタッフの数は 55
名であった。また兵員を提供したのは 3 ヵ国──デンマーク（司令部ユニット）
、オランダ・

（29） MOU-SHIRBRIG, Article 6.2-6.3. 2006 年 の 訓 練 計 画 に つ い て は“PLANELM Annual Plan 2006,”
available from <http://www.shirbrig.dk/shirbrig/documents/Calendar%202006.mht>, accessed 24 July
2006 参照。各国や PLANELM における訓練のほか、PLANELM 外の参加者を含む司令部スタッフ訓練、
PLANELM と DPKO との協力による早期展開訓練（RAPDEP）、軍民協力やミッション支援をテーマ
にした会議などの予定が組まれている。
（30） International Peace Academy (IPA),“Seminar on Standby High Readiness Brigade (SHIRBRIG),”
available from <http://www.ipacademy.org/PDF_Reports/IPA-SHIRBRIG.pdf>, accessed 10 January
2006; Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea (S/2001/45, 12 January 2001),
para. 10; Progress Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea (S/2001/608, 19 June 2001),
para. 20.
（31） Department of National Defence, 2000-2001 Departmental Performance Report (Ottawa: Canadian
Government Publishing, 2001), p.61.
（32） IPA,“Seminar on SHIRBRIG.”
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カナダ（歩兵大隊、約 1,500 名）──にとどまった（33）。しかも 2 ヵ国の連合歩兵部隊を使っ
たことについて IPA の報告書は「必ずしも最も効率的な資源の使い方ではなかった」と記
している（34）。第 2 は、UNMEE の活動内容が緩衝地帯の停戦監視を中心とした憲章 6 章下
の活動であったことである。UNMEE はポスト冷戦期の PKO としてはむしろ珍しい伝統型
のミッションであり（35）、その意味で（少なくとも SHIRBRIG の活動期間中は）部隊の一体
性がシビアに試される局面は少なかったといえる。
第 3 には、より一般的な点として、実はこれが現時点までで最大規模の展開であったこ
とを指摘しなければならない。UNMEE 参加後 2006 年までにおける SHIRBRIG の活動は以
下の 4 つである。
① ECOMICI の活動計画策定に対する支援（2003 年 3 月）
（36）
② UNMIL 司令部設立への支援（2003 年 9 月）
（37）
③ UNMIS 設立に向けた現地での連絡調整（2004 年 7 月～ 2005 年 2 月）

④ UNMIS への司令部スタッフおよび軍事要員の派遣（2005 年 4 月～ 12 月）
ここからわかるのは、いずれにおいても計画策定や司令部設立に対して少数のスタッフ
または連絡調整要員を提供していることであり、その規模は UNMIS の司令部、統合支援サー
ビス（ISS）
（ともにハルツーム）
、統合監視調整事務所（JMCO、ジュバ）で活動した 63 名
（UNMIS 副司令官を含む）
を最大としている。一方部隊を派遣しているのは UMMIS に限られ、
2 ヵ国（イタリア 213 名、デンマーク 31 名）からなる司令部ユニットが 2005 年 4 月 27 日
から 12 月 21 日まで司令部および JMCO で活動している（38）。
（33） UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), IRIN Horn of Africa Update, 12
June 2001. これら 3 ヵ国以外の SHIRBRIG メンバー国も、SHIRBRIG の枠外ながら要員や装備をミッ
ションに提供している。2001 年 6 月 15 日時点ではオーストリア、フィンランド、ノルウェー、ポー
ランド、ルーマニア、スペイン、スウェーデンが少数の軍事監視要員と司令部要員の両方またはい
ずれかを、イタリアはそれらに加え警務中隊、航空機ユニットも提供している。S/2001/608, Annex
III; Report of the Secretary-General on Ethiopia and Eritrea (S/2001/202, 7 March 2001), para.24.
（34） IPA,“Seminar on SHIRBRIG.”
（35） UNPKO の活動形態の区別（伝統型、複合型）については山下「PKO 概念の再検討」を参照のこと。
（36）“SHIRBRIG: Facts,”available from <http://www.shirbrig.dk/shirbrig/html/facts.htm>, accessed 5
February 2007.ECOMICI へは計画チームを、UNMIL へは 20 名の司令部要員を提供した。
（37） 和平合意の締結と UNMIS の派遣を見越して組織された政治ミッション（国連スーダン先遣ミッション：
UNAMIS）の一員として、軍事部門 27 名のうち 14 名の連絡要員を提供した。Resolution 1547 (11 June
2004); Gregory Mitchell,“Mission Planning,”presentation at SHIRBRIG and DPKO After Action Review to
UN(A)MIS: Challenges on Mission Start-up”(6 December 2005), available from <http://www.ipacademy.org/
Events/PDFs/SHIRBRIG%20-%20DPKO%20Presentation%20Mission%20Planning%20BG%20MITCHELL.
pdf>, accessed 8 August 2006.
（38） United Nations Country Team in Sudan,“United Nations Sudan Situation Report 2 May 2005”;
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（３）活動目的における連携
活動目的における連携とは、UNPKO の求めるニーズに沿った形で SHIRBRIG の活動目的
が定義されていることを意味する。もちろんこれを理解するためには、国連側においてど
のような平和維持活動能力の拡充が必要だとみなされているかの分析が必要となるが、そ
れは次節に譲り、ここでは SHIRBRIG が具体的にどのような活動目的を掲げているのかを
把握する。
既に述べたように、SHIRBRIG は早期展開能力の提供を目的とし、以下のような具体的
な使い方を想定している。
① 1 個旅団または旅団以下の部隊
②オブザーバーまたは監視ミッション
③ SHIRBRIG 部隊司令部が UNPKO 司令部スタッフの核を形成
④ UNPKO ミッションの設立に際し PLANELM が 同司令部を支援（39）
① は UNMEE と UNMIS、 ② は UNMEE、 ③ は UNMEE、UNMIL、UNMIS、 そ し て ④ は
ECOMICI、UNMIS における活動が該当する。
さて、このように SHIRBRIG の活動を整理した上で、SHIRBRIG において「早期展開」
が何を意味するようになっているのかを考えてみたい。それは一言で言えば、
「UNPKO ミッ
ションの早期展開促進」という表現に集約される。SHIRBRIG が自ら掲げる活動目的のう
ち実績を重ねているのは実働部隊ではなく司令部要員の派遣（③と④）であることは、既
に指摘した。つまり、ここで早期展開が期待されている部隊は SHIRBRIG というよりはむ
しろ UNPKO のそれであり、後者の速やかな活動開始を計画策定支援や初期の司令部スタッ
フ提供によって促進することが、
SHIRBRIG の主な目的となっているのである。このことは、
次の 2 点によっても裏打ちされる。第 1 に、SHIRBRIG 構成国が UNSAS の RDL に参加し
ていないと見られることである。RDL 設立から約 1 年半後（2004 年 1 月）
、事務総長はヨ
Report of the Secretary-General on the Sudan (S/2005/579, 12 September 2005), para.26 and Annex;
UNMIS Office of the Spokesperson, Press Briefing (21 December 2005); Mitchell,“Mission Planning.”
ISS は PKO ミッションの平坦支援の運営を行う部門であり、JMCO は包括和平合意（2005 年 1 月
9 日署名）の一部を成す停戦合意（2004 年 12 月 31 日署名）により設立された停戦統合軍事委員
会の活動支援を目的とする。UNMIS の活動構想については、Report of the Secretary-General on the
Sudan (S/2005/57, 31 January 2005) を参照。また 2006 年には UNMIS のダルフール地方における展
開に向けた計画策定に対する DPKO からの支援要請を受け、3 名の軍事要員を 6 ヵ月間国連ダルフー
ル計画チームに派遣している。“Participants in DARFUR Planning Team Visit SHIRBRIG,”available
from <http://www.shirbrig.dk/documents/2007a_participants_in_darfur_planning.htm>, accessed 26
May 2007.
（39）“SHIRBRIG: Facts.”
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ルダンとウルグアイが RDL に参加したことを報告している（40）。ところがそれから 2 年近く
経った 2005 年 12 月の時点でも、RDL 参加国は「ほとんどない」とアナンは述べている（41）。
現参加国が上記 2 ヵ国から仮に微増したとして、その中に SHIRBRIG メンバーが含まれて
いるのか否かは──数ヵ国は RDL 登録に関する DPKO との交渉に入っているとも言われて
いるが──公開されている情報から確認することはできない。もちろん、部隊の早期展開
を可能ならしめるためには国連との取り極め以外の多様な諸要素（装備や要員の事前準備、
派遣元政府の意思決定手続きなど）が関係し、UNSAS への登録レベルを上げることはその
4 4 4 4 4

一部に過ぎない。しかし、UNPKO の一部として活動する SHIRBRIG にとって、その主たる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

活動が部隊の提供であるのならば、RDL への参加は望ましいもののはずである。
第 2 に、PKO ミッションの最近の授権形態の趨勢である。既に触れたように、UNMEE
を除く全ての UNPKO ミッションと ECOMICI（42）は憲章 7 章下で授権されている。このため、
憲章 6 章下に自らの活動範囲を限定している SHIRBRIG は、司令部スタッフ以外に要員を
現地派遣することが難しくなる。UNMEE では一つの地域（セクター）を担当する実質的
な部隊を派遣したのに対し、UNMIS では司令部のロジ面を担当する小規模のユニットに派
遣規模を限定していることは、SHIRBRIG に与えられた現実上の選択肢の少なさを物語っ
ている（43）。
（４）早期展開能力の提供
本節では、まず SHIRBRIG の特徴が部隊編成、指揮統制、活動目的にあることを踏ま
え、この 3 点において SHIRBRIG がどのように UNPKO と連携しているのかを分析した。
UNPKO との連携という観点が重要なのは、SHIRBRIG が UNPKO の活動支援を目的とし
ているからであるが、実はそれだけではない。本論の目的からより重要なのは、その観
（40） A/58/694, para.24.
（41） A/60/640, para.12. アナンはさらに、他の UNSAS 改革──警察要員の on-call リスト、兵站支援能
力（特に戦略輸送）の拡充、SHIRBRIG に続く多国籍平和部隊の創設など──の低調な進歩と併せ、
「UNSAS の包括的見直しが必要」と論じている。
（42） Resolution 1464 (4 February 2003), para.9.
（43） 2006 年度の運営委員会作業計画は「憲章 7 章下の平和維持活動に対する SHIRBRIG の使用オプショ
ンを研究し、必要があれば拡大する」ことを目的の一つに掲げている。これがどのような具体的決
定に至ったのかは不明であるが、一つの手がかりを SHIRBRIG10 周年記念式典（2006 年 12 月 15 日
開催）における議長声明に見出すことができる。そこでは SHIRBRIG が「本来は国連憲章 6 章下のミッ
ションのために作られたものである」ものの、
「より強靭なミッションについてもケース・バイ・ケー
スで考慮される」ことを指摘している。作業計画での言及と比較するとこれはかなり曖昧な表現で
あり、SHIRBRIG 構成国の間で意見の相違があることを窺わせる。しかし憲章 6 章下以外のミッショ
ンにも SHIRBRIG の使用を考えようとしていることは明らかであり、今後この変化がどのように実
際の活動に反映されるのか注視する必要があろう。SHIRBRIG,“Spanish Work Plan 2006,”available
from <http://www.shirbrig.dk/html/pres_wp06.htm>, accessed 24 July 2006;“Presidency Statement,”
available from <http://www.shirbrig.dk/html/pres_rp.htm>, accessed 5 February 2007.
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点が SHIRBRIG の全体としての存在意義を浮き彫りにしてくれるからである。すなわち、
SHIRBRIG が典型的な平和活動型多国籍軍とは異なる仕方でどのように UNPKO と連携を
図ってきているのかを理解することにより、UNPKO にとって SHIRBRIG が持つユニークな
存在意義を明らかにすることができるのである。
このように考えた場合、SHIRBRIG の存在意義が早期展開能力の提供にあることは明ら
かであろう。部隊編成と指揮系統の面で SHIRBRIG が行っているのは、要するに一体的な
多国籍部隊として PKO ミッションの中で活動するということであり、そのための工夫が旅
団要員や多国間演習の開催であった。これらの工夫や仕組みは、典型的な平和活動型多国
籍軍にはない特徴を持っている一方で、UNPKO の側からすると、SHIRBRIG を単独国から
の部隊参加と同じ水準に置くための取り組みという意味以上のものを出ない。つまり部隊
編成と指揮系統における UNPKO との連携は SHIRBRIG を UNPKO の中に取り込むための
前提であり、それ自体で UNPKO への自明な貢献を構成するものではない。
これに対し、SHIRBRIG による早期展開能力の提供は、UNPKO の一部として活動するた
めの必要条件という以上の意味合いを持っている。実際、
「SHIRBRIG に関する MOU」は
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

SHIRBRIG を「早期対応が重要であり、かつ他の部隊が国連の諸要件に合致することがで
4 4 4 4 4

きない場合に」提供される部隊であると特徴付けている（44）。ここには、早期展開が他の部
隊提供国（TCC）に比してもユニークな貢献をなしうる分野であるとの認識が見て取れる。
では、早期展開能力は、UNPKO にとってどのような重要性を持つ問題なのだろうか。次節
ではこの問題を考察する。

３ 早期展開能力と UNPKO
前節では、SHIRBRIG の全体としての存在意義が UNPKO に対する早期展開能力の提供に
あり、それは実態としては「SHIRBRIG 部隊の迅速な展開」というよりは、むしろ「司令
部設立や計画策定支援を通じた UNPKO ミッションの迅速な展開の促進」を意味すること
を明らかにした。では、国連側から見た場合、このような SHIRBRIG の意図と実践はどの
ように評価されるのだろうか。ここではまず国連側が抱える平和維持活動の実行能力に関
する諸課題を整理し、その中で SHIRBRIG の貢献がどのような意味を持つのかを考察する。

（44） MOU-SHIRBRIG, para.3.1. 傍 点 は 引 用 者 に よ る。 原 文 は“The SHIRBRIG...will be reserved for
missions where rapid response is important, and where other forces cannot meet the United Nations’
requirements...”
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（１）PKO の実行能力を巡る諸課題
国連において PKO の課題を議論するのは最近始まったことではなく──国連総会第 4 委
員会内に、PKO の諸問題を包括的に検討すべく PKO 特別委員会が設けられたのは 1965 年
である──そこで挙げられてきた問題も非常に多岐に亘っている。したがって、まずここ
では PKO の実行能力、すなわち PKO ミッションがマンデートを現地で実行する際に必要
とする能力に焦点を絞り、そこで国連がどのような課題を抱えているのかを整理する。と
いうのも、SHIRBRIG や平和活動型多国籍軍が提供しているのはまさにこの意味での「能
力」に当たり、したがってそれら活動の評価は実行能力における国連の要求にどのように
SHIRBRIG が応えているかによって変わってくるからである。また、具体的な課題点の絞
込みには「国連平和活動パネル」
（ラクダール・ブラヒミ議長）によるレポート（
「ブラヒ
（45）
ミ・レポート」
、2000 年 8 月 21 日発表）
を出発点とする。冒頭でも述べたように、国連

における PKO の見直しは長い歴史が存在する。
「ブラヒミ・レポート」の議論はその一つ
の総括であると同時に、
爾後の PKO の検討においても依然として基準を示し続けている（46）。
その他の国連文書については、主に SHIRBRIG の検討が始まった 1994 年以降を中心に、同
レポートで挙げられた諸課題の背景理解に有用な範囲で使用する。
さて、以上の前提を踏まえると、次の 3 つが PKO の実行能力に係る課題として指摘でき
る

。第 1 は PKO の多機能化、すなわち紛争後の再建を包括的に支援するマンデートを

（47）

（45） Report of the Panel on United Nations Peace Operations (A55/305-S/2000/809, 21 August 2000,
Annex).
（46）「ブラヒミ・レポート」発表後、事務総長はその実施と財源要件に関する報告書を 2 ヵ月後（2000
年 10 月）に提出し、それ以降諸提言の実施状況は事務総長により報告がなされてきている。ま
た、2005 年 9 月開催の国連サミットに向けて発表された事務総長諮問の「ハイレベル・パネル」報
告（2004 年 12 月）と事務総長報告（2005 年 3 月）は同レポートに言及し、その意義を再確認し
ている。Report of the Secretary-General on the Implementation of the Report of the Panel on United
Nations Peace Operations (A/55/502, 20 October 2000); Resource Requirements for Implementation
of the Report of the Panel on United Nations Peace Operations (A/55/507, 27 October 2000);
Implementation of the Recommendations of the Special Committee on Peacekeeping Operations and
the Panel on United Nations Peace Operations (A/55/977 and A/56/732, 1 June 2001 and 21 December
2001); Implementation of the Recommendations of the Special Committee on Peacekeeping Operations
(A/57/711; A/58/694; A/59/608; A/60/640, 16 January 2003; 26 January 2004; 15 December 2004; 29
December 2005); Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and Change: A More Secure
World: Our Shared Responsibility (A/59/565, 2 December 2004), para. 218; In Larger Freedom: Towards
Development, Security and Human Rights for All (A/59/2005, 21 March 2005), para.111.
（47） この他の諸課題は、①意思決定に関する諸課題：明確かつ信憑性と実行可能性を備えたマンデー
トの作成、②管理能力に関する諸課題：情報（収集・分析、IT システムの利用、広報、教訓の蓄積）、
DPKO の機構（スタッフ雇用、DPKO 以外の国連部局や地域機構との関係）
、調達・支出管理、訓練、
③法的地位と規律に関する諸課題：要員への人道法適用、要員の行動規律、派遣先との地位協定、
に整理することができる。これらはいずれも本文に定義した実行能力と相互に関係するものであり、
たとえば情報収集・分析能力のように実行能力を担保する上で不可欠なものも含まれている。しか
しここでの実行能力とは現地においてマンデートを結果に変えるためのより直接的な能力のことで
あり、この意味で上記のいずれも間接的なものに止まっている。
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備えるようになったことへの対応であり（48）、①警察要員や文民諸分野の人材確保（49）、②軍
民の統合プランニングや統合タスクフォースの使用（50）、③紛争直後の「法の空白」を埋め
る法執行体制の検討（51）、
といった課題を含んでいる。第 2 はマンデート履行や国連関連要員・
非武装民保護のために PKO ミッションが強靭な対応を取る必要性に関するものである。こ
れは PKO ミッションが現地の政治過程により深く関与するようになったことを反映してお
り、①適切な安保理決議や交戦規則の作成、② TCC との調整プロセスの緊密化などが必要
とされる（52）。第 3 は早期展開能力であり、これは停戦または和平合意直後の「6 ～ 12 週間
（53）
が安定した平和と平和維持要員の信憑性を確立するのに最も重要な期間である」
という

認識に基づいている。早期展開の主な課題としては、以下のものが含まれる。
① UNSAS を通じた部隊形成の迅速化：各国における反応時間と、ミッション立ち上げに
必要な各要員・装備確保に要する調整の短縮（54）
②兵站支援能力の拡充：任地への戦略輸送と任地内の移動（航空管制、
燃料管理、
端末地業務、
貨物管理）
、通信、地雷除去、施設などの能力確保、国連兵站基地（UNLB）の拡充（55）
③司令部要員およびリーダーシップの早期動員：ミッションの計画策定と立ち上げに関わ
る人材の迅速な選定と派遣（56）
以上の整理は、2 つの重要な示唆を示しているように思われる。
第 1 は、平和活動型多国籍軍がなしうる UNPKO への貢献分野の問題である。SHIRBRIG
（48） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 35-47. ここでは PKO が平和構築の諸要素を取り込むようになっ
た趨勢が指摘されているが、なされている提言そのもの（平和構築戦略の必要性、DDR の初期経費
を PKO 予算に組み込むことなど）は主に PKO に関する意思決定と管理能力に関するものになって
いる。
（49） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 118-145; A/55/502, paras. 95-111.
（50） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 198-217; A/55/502, paras. 49-63.
（51） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 76-83; A/55/502, paras. 30-35.
（52） A55/305-S/2000/809, Annex, paras.48-55; A/55/502, paras. 36-41. なお山下「PKO 概念の再検討」も
参照のこと。
（53） A55/305-S/2000/809, Annex, para.87.
（54） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 88, 102-109, and 115-117 (see also paras. 151-169); A/55/502,
paras. 77-83 and 85-90; S/1995/943, paras. 16-18; S/1996/1067, paras.8-12; S/1997/1009, para.12;
S/1999/361, para. 16; S/2000/194, para.16. なお、「反応時間」とは、国連事務局からの正式の派遣要
請文書を当該国の国連大使が受理した時点と、要員･装備の派遣準備が出航地で終わった時点との隔
たりを意味する。MD-DPKO, Military Handbook, p.13.
（55） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 151-169; A/55/502, paras. 84 and 112-116; S/1995/943, para.11;
S/1996/1067, para.5; S/1997/1009, para.5; S/1999/361, para. 7; S/2000/194, para.7. UNLB（イタリア・
ブリンディシ）は 100 名の司令部要員が 100 日活動できるための基本的な装備（スタートアップ・キッ
ト）を備蓄するためのものであり、「ブラヒミ・レポート」ではこれを 5 セット（2000 年初めの時
点では 2 セット保有）確保すべきと提言している。A/54/670, para.70.
（56） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 92-101 and 110-114; A/55/502, paras. 64-66, 69-75, and 94;
S/1996/1067, para. 13; S/1999/361, para. 18.
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が早期展開能力（とりわけその①と③）に、典型的な平和活動型多国籍軍が強靭な対応能
力にそれぞれ対応していることは明らかであろう。両者がこのように異なる能力提供を目
的としていることは本論冒頭でも指摘したとおりであるが、この 2 つの確保が国連にとっ
ても課題と考えられていることが確認できる。ここで考えるべきは、平和活動型多国籍軍
が SHIRBRIG の担っている（あるいは担うことが期待されてきた）早期展開能力を提供す
るような方向に変化しうるのか、という問題である。この答えは、2 つの要素に依存する
と考えられる。すなわち、①国連加盟国が多国籍軍の形で提供した能力を UNPKO (UNSAS)
の枠内で提供していくつもりはあるのか、② SHIRBRIG の実際の活動が平和活動型多国籍
軍にとってどの程度の積極的意義があるのか、である。これらの点については後述する。
（２）SHIRBRIG の評価
UNPKO の実行能力を整理することの第 2 の意味合いは、それによって早期展開の諸課
題の中における SHIRBRIG の位置付けが可能となることである。上記 3 つの具体的な課題
に位置付けてみた場合、UNPKO 司令部の早期設立促進という分野で主な貢献をしている
SHIRBRIG はどのような意義を持ってきたのだろうか。これについては、2 つの見方を指摘
することができる。一方では、国連が長年課題としてきたこの分野の専門的能力確保に安
定性をもたらした、との評価である。その経過を端的に示すのが、1996 年から 1999 年に
かけて国連事務局が積極的に提唱した「早期展開ミッション司令部」
（RDMHQ）構想との
関係である。RDMHQ は①ミッション立ち上げの最初期（3 ～ 6 ヵ月）における暫定的な司
令部として、運用計画をそれ以下の諸計画・命令に具体化することを目的とし、②少数の
基幹要員（8 名を想定）に加え国連事務局内と各国政府より指名された人員からなるもの
とされた。ブトロス・ブトロス＝ガリ事務総長は 1996 年に RDMHQ の骨格を DPKO 内に
作り、翌年初頭の活動開始を期待した（57）。しかし結局基幹要員雇用のための予算が確保で
きなかったこともあり、コフィ・アナン事務総長は 1999 年にこの構想をあきらめている（58）。
この翌年発表された「ブラヒミ・レポート」にある、UNSAS の一部として 7 日以内に展開
が可能な司令部要員や軍事プランナーの「オン・コール・リスト」
（100 名程度、5 ～ 7 チー
ム）を作るという構想は、このような経緯を踏まえて考え出されたものであった（59）。この
（57） S/1996/1067, paras. 13-14; Report of the Secretary-General on the Implementation of the
Recommendations of the Special Committee on Peacekeeping Operations (A/AC.121/43, 23 February
1999), para.77; see also H.Peter Langille,“Conflict Prevention: Options for Rapid Deployment and UN
Standing Forces,”in: Tom Woodhouse and Oliver Ramsbotham (eds.), Peacekeeping and Conflict
Resolution (London: Frank Cass, 2000), pp.230-232.
（58） A/54/670, para.72; see also Langille,“Conflict Prevention,”p.234.
（59） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 110-114.
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リストには 2003 年末の時点で 39 ヵ国から 668 名もの指名者（ポスト定数は 147）が載せ
られ、UNMIL や UNOCI の展開では一部利用されたものの、派遣の遅れや登録要員の準備
不足などの問題も指摘されている（60）。この意味では、
UNMEE に始まる SHIRBRIG の活動は、
国連のニーズに対応してきていると考えることができる。
しかし他方で、SHIRBRIG に対する当初の期待はそこにはなかったということも指摘し
なければならないだろう。実際、1995 年の事務総長報告でブトロス＝ガリは、UNSAS が
PKO 参加国の間で不足する要素を補い合うような相互パートナーシップのための「器」を
提供すると論じ、当時デンマーク等によって進められつつあったイニシアチブ──後の
SHIRBRIG ──に間接的ながら歓迎の意を表した（61）。ここで言われているパートナーシッ
プとは、
「平和への課題追補」
（1995 年 1 月）で言及された「緊急展開部隊」
（rapid reaction
force）を念頭に置いたものである。これは平和維持部隊が緊急に必要となったときに展開
する「安保理の戦略予備」であり、複数国から構成される大隊規模のユニットのことを指
す。構成部隊は定期的に共同訓練を行いつつ、通常は各国で高度の待機状態におかれるも
のとされた（62）。SHIRBRIG に対する期待が司令部要員や軍事プランナーではなく部隊の早
期派遣であることは、ここから明らかであろう。その後、ブトロス＝ガリからアナン（63）に
事務総長が交代した 1997 年から SHIRBRIG が UNMEE の一部として実際の活動を開始する
2000 年 11 月までの間も、この理解に変化は見られない（64）。
実際、2000 年 8 月に発表された「ブラヒミ・レポート」もまた、SHIRBRIG に対し同じ
文脈から期待を表明している。レポートはパートナーシップ構想を発展させ、複数国から
構成され必要な兵站能力を備えた「一貫性のある旅団規模の部隊」を UNSAS の枠内で作
ることを提言し、このために各国がすべきこととして次のように述べている。
……加盟国はそうすることができる手段を有するのであればパートナーシップを UNSAS
の文脈で形成し、財政、装備、訓練その他の支援を途上国からの部隊提供に行うことによっ
て後者が
［筆者注：国連の定める］
最低基準に到達するようにする。こうした支援の目的は、
かくして創設された旅団それぞれが比較的高い質を持ち、実効的な水準の運用支援に依
（60） A/58/694, para.25.
（61） S/1995/943, paras.14 and 21. こ の 報 告 か ら 1 ヵ 月 後 の 1995 年 12 月、 安 保 理 も 議 長 声 明 の 中
で UNSAS の 枠 組 み に お け る TCC 間 の パ ー ト ナ ー シ ッ プ 構 想 を 支 持 し た。S/PRST/1995/61 (19
December 1995).
（62） Supplement to an Agenda for Peace (A50/60-S/1995/1, 3 January 1995), para.44.
（63） SHIRBRIG は平和維持活動担当の事務次長だった同氏がデンマーク政府と議論していく中で生ま
れた構想であり、その意味では SHIRBRIG を国連側で推進したのは最初からアナンであったと言え
る。IPA,“Seminar on SHIRBRIG.”
（64） See S/1997/1009, para. 13; S/2000/194, paras. 17-18.
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存できるようにするということである。そうした編成が SHIRBRIG グループ参加国の目
的である……（65）。
ここで注目すべきは、SHIRBRIG 自体が「一貫性のある旅団規模の部隊」の先駆けとして
見られているだけでなく、他国による同様の取り組みを後押しする役割も期待されている
ということである。国連にとって SHIRBRIG は、国連の求める形での早期展開部隊が複数
誕生するための重要なモデルであると考えられていたのである。さらに言えば、SHIRBRIG
を契機として国連のための早期展開部隊編成を促すというこの戦略には、UNPKO の実行能
力に関するもう一つの重要課題である強靭な対応のための能力確保の意図もあることを看
過すべきではないだろう（66）。SHIRBRIG 自体は憲章 6 章下に活動範囲を限定しているもの
の、
「緊急展開部隊」や「一貫性のある旅団規模の部隊」はそのような特徴を持つものとは
考えられていない。前者は字義通り「緊急事態」
（emergency）に対応するためのものとし
て考えられており（67）、後者はあらゆるタイプ（伝統型、複合型）の PKO で活動すること
が構想されている（68）。
「一貫性のある旅団規模の部隊」構想の射程は、迅速な展開能力だ
4 4 4 4 4 4

けではく、迅速かつ強靭な対応能力をも含むものだったのである。
以上から、SHIRBRIG の国連にとっての意義の変化を次のように読み取ることができ
る。UNPKO のための多国間パートナーシップの先駆けとして期待された SHIRBRIG は、
UNMEE 以降次第に活動の重点を部隊派遣からミッション司令部の設立支援に移行させて
いく。この能力は国連が長年課題としてきたものであり、
その点で明確な意義を持つものの、
これは同時に早期展開可能な部隊貢献の確保というもう一つの重要な能力ギャップを根本
的には埋めないまま残すことを意味する。これが、国連にとっての SHIRBRIG の貢献と限
界であると言える。

結論
本論はまず SHIRBRIG を多国籍軍の変化──平和活動型多国籍軍の登場──の中に位置
（65） A55/305-S/2000/809, Annex, paras. 115-116.
（66） このような方向で結成されたパートナーシップの例としては、オーストリア、ハンガリー、ルー
マニア、スロバキア、スロヴェニア（後にクロアチアとスイスが参加）により 1998 年に結成された
中欧諸国平和支援協力（CENCOOP）がある。その意思文書は UNSAS 強化に言及し、憲章 6 章およ
び 7 章下での活動を謳っているが、執筆の時点では CENCOOP としての派遣実績はない模様である。
CENCOOP ホームページ (<http://www.cencoop.at/index.htm>, accessed 22 September 2006) 参照の
こと。
（67） A50/60-S/1995/1, para.44.
（68） A/55/305-S/2000/809, Annex, para.115.
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付け、SHIRBRIG が①組織と編成過程、②安保理による授権形態と指揮系統、③活動目的、
の 3 つにおいて平和活動型多国籍軍と異なっている、ということを明らかにした。第 2 節
では上記 3 点における UNPKO との連携の仕組みと活動実績を概観し、SHIRBRIG の諸特徴
に共通する目的（存在意義）として早期展開能力の提供があること、しかし SHIRBRIG の
実際の活動は部隊派遣よりはむしろ司令部要員や軍事プランナーの派遣に重心を置きつつ
あることを指摘した。第 3 節では、このような SHIRBRIG の早期展開能力が UNPKO の実
行能力（多機能化への対応、強靭な対応能力、早期展開能力）においてどのような重要性
を帯びているのかを考察した。そこでは、SHIRBRIG による司令部設立支援は UNPKO を運
営する側にとっても重要なアセットを提供しているが、SHIRBRIG にそもそも期待されて
いたのは早期展開可能な部隊の派遣であり、このニーズは依然欠落したままになっている
現状を明らかにした。
本論は SHIRBRIG を分析することにより、平和活動型多国籍軍が UNPKO にとってどの
ような意味を持つのか考察することを目的としている。そしてここまでの議論で明らかに
なってきたのは、この考察には平和活動型多国籍軍が SHIRBRIG のような形で早期展開能
力を提供するようになるのか、というより具体的な問いを考える必要があるということで
あった。既に述べたように、この問いには① SHIRBRIG の平和活動型多国籍軍に対する積
極的意義の有無と、②国連加盟国が多国籍軍の形で提供した能力を UNPKO (UNSAS) の枠
内でどの程度提供していく意思があるのか、という 2 つの相互に関係する要素が含まれて
いる。まず前者については、その答えは限定的なものとならざるを得ないだろう。という
のも、これまでの SHIRBRIG の活動傾向を見る限り、SHIRBRIG と平和活動型多国籍軍と
の相違は冒頭で想定されたよりむしろ拡大してきているからである。SHIRBRIG の確立さ
れた役割がその当初の意図と期待であった部隊貢献に存しないとすれば、部隊の貢献を基
本的な前提とする平和活動型多国籍軍が SHIRBRIG をモデルとして変化するとは考えにく
い。両者が重なりあう部分が実践を通じてむしろ希薄になりつつあるが故に、SHIRBRIG
がこのような役割に特化する限り、平和活動型多国籍軍にとって SHIRBRIG の活動が参考
に資する部分（積極的意義）はそれだけ少なくなる。
後者の問題に引き付けて言えば、SHIRBRIG と典型的な平和活動型多国籍軍との間にあ
るこの相違は、後者の変化の可能性を示唆するというよりはむしろ、その変化の限界を明
確化するものだといえるだろう。国連にとって、このような変化──多国籍軍などを通じ
て提供されている能力を UNPKO の枠内で提供させる方向への変化──を引導する役割を
担っていたのが上記した「一貫性のある旅団規模の部隊」構想であり、そしてそのモデ
ルを果たすのが SHIRBRIG となるはずであった。だが、SHIRBRIG がその貢献の性格を平
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和活動型多国籍軍のそれとは異なるものへとシフトさせることにより、このような役割を
SHIRBRIG に期待することは難しくなった。実際、
「一貫性のある旅団規模の部隊」構想は
結局何の具体的オファーに結びつくことなく、事実上立ち消えとなっている（69）。
つまり、早期展開部隊を UNPKO (UNSAS) の枠内で確保する可能性を見出すことが、ま
すます難しくなっているということである。また上記したように、
「一貫性のある旅団規模
の部隊」構想が早期展開能力だけではなく、強靭な対応能力をも UNPKO の枠内に呼び込
む役割を持っていたことに鑑みると、同構想の頓挫はこの面の見通しにも影を落とすもの
である。
国連事務局は、
「一貫性のある旅団規模の部隊」に類する提案（70）をその後も加盟国に提
示しつつ、一方でこの現実的な見通しを受け入れつつあるように見える。2004 年 1 月の
PKO 特別委員会に対する事務総長報告でアナンは、
「国連平和維持活動の展開は今や、異
なる組織の相対的強みを利用した一連の努力の一部を成すものと考えることができる」（71）
と述べている。そして翌年 3 月に発表された国連サミット（同年 9 月開催）のための事務
総長報告でも、アナンは一方では加盟国（特に先進国）がより実効的な能力を UNPKO へ
提供すべきであると論じつつ、他方では国連内外の平和維持能力を相互に連結したシステ
ムの構築も提唱している（72）。ここにあるのは、早期展開や強靭な対応能力を持つ平和活動
部隊が国連の枠外で組織されている趨勢を受け入れつつ、それを UNPKO と有意味にネッ
トワーク化しようとする姿勢である。そこでは、国連外で組織された平和活動部隊が軍事
面で鍵となる実行能力（早期展開部隊、強靭な対応能力、洗練された兵站能力など）を提
供し、国連はそれらへの授権（とそれに基づく監督）を行いつつ、平和維持・構築に必要
なその他の活動を UNPKO ミッションや国連諸機関を通じて担当する。つまりこの姿勢は、
国連が平和維持・構築の包括的な実施ではなく、それに係る国際的な取り組みの調整に自

（69） A/57/711, para.36.
（70） 2004 年から DPKO が提唱している戦略予備（strategic reserve）制度は、リスクを伴うと判断さ
れる特定の UNPKO ミッションに関し複数のタスクフォース（各 1,250 名程度）を展開する MOU を
提供国と交わしておき、1 週間以内に展開可能な準備状態を保っておくというものである。それま
での構想があくまで常設の部隊形成を求めていたのに対し、この制度はミッション毎のアドホック
な部隊形成を目指している点に特徴がある。しかし、同構想も実質的に加盟国の十分な支持がなく、
2006 年の時点で実質的に頓挫している。A/59/608, paras. 13-18; Report of the Special Committee on
Peacekeeping Operations and Its Working Group at the 2006 Substantive Session (A/60/19, 22 March
2006), para. 22; A/60/640, para.53.
（71） A/58/694, para.84.
（72） A59/2005, para. 112; see also A/60/640, para.29. これに関してサミットの成果文書は、後者の重要
性を特にアフリカの文脈で強調しつつ、前者について明言を避けている。またサミットの翌月、安
保理は平和維持活動における国連と地域機構との協力関係制度化促進を謳った決議を採択している。
2005 World Summit Outcome (A/60/L.1, 20 September 2005), paras.92-93; Resolution 1631 (17 October
2005).

24

国際平和協力活動における民軍協力

らの役割をシフトさせていくという可能性を示唆している（73）。
このような傾向は今後強まっていくのであろうか。またそうであるとすれば、平和活動
全般における国連の役割はどのように変貌していくのだろうか。SHIRBRIG を通して捉え
た国連と平和活動型多国籍軍の関係は、このような視座から今後の平和活動を分析する必
要性を示している。
（やましたひかる 研究部第 2 研究室）

（73） もちろんこのことは、国連が平和維持・平和構築の実施から完全に撤退するということを意味す
るのではない。実際、2006 年 10 月末の時点で各地に展開している平和維持軍事要員は 80,976 名を
数え、90 年代前半のピーク時の記録（78,444 名、1993 年 7 月）を塗り替えている。そして今後安
保理により授権されているとおりに各ミッションの創設、拡大が進めば、2007 年には 14 万人近く
にまで要員数は増える見通しである（もちろんこの見通しのとおりになるかは国連加盟国の協力に
依存するが、この点についての懸念はゲーノー DPKO 局長をはじめ複数の関係者から表明されてい
る）
。しかしここで認識すべきは、軍民要員の単純な増加は本論で述べた実行能力のよりよい確保
に直結するわけではないということである。本論の議論が示してきたのは、後者の問題が 90 年代
以降、ミッションや要員の全体数の増減とは関係なく、一貫して存在してきたということであった。
さらに言えば、各ミッションの展開地域や組織が肥大化するにつれ、鍵となる実行能力の不足はむ
しろ深刻化するであろう。言い換えれば、問題は現在のピークが終わった後で、UNPKO がどのよう
な内外の評価を受け、それを受けて国連がどのように平和維持・構築における自らの役割を規定す
るかにあるように思われる。Press Conference by Jean-Marie Guehenno, Under-Secretary-General for
Peacekeeping Operations, UN Headquarters, New York, 4 October 2006, Unofficial Transcript, available
from <http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/articles/article041006.htm>, accessed 19 October 2006;
Press Release (PKO/152, 10 November 2006);“Number of U.N. Peacekeepers at Record High,”United
Press International, 13 November 2006; Bruce Jones,“The Limits of Peacekeeping,”Los Angeles
Times, 1 March 2006.
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別表 SHIRBRIG の概要
参加国
（オブザーバー）

オーストリア、カナダ、デンマーク（ホスト国）
、イタリア、オランダ、ノルウェー、
ポーランド、スウェーデン、ルーマニア、スペイン（注 1）、フィンランド、リトアニア、
スロヴェニア（注 2）、アイルランド（注 3）、ポルトガル（注 4）
チリ、チェコ、ハンガリー、ヨルダン、セネガル、クロアチア（注 5）

取り極め文書

参加国はコミットメントに応じて① SHIRBRIG 参加への意思文書（LOI）②運営委員
会に関する MOU、③ SHIRBRIG に関する MOU、④計画部門に関する MOU の順で署
名する。1996 年 12 月 15 日から署名が開始。各 MOU は参加国全てのコンセンサス
により修正が可能。なお脱退する場合には 12 ヵ月前に書面通知が必要。

主な構成組織

以下の 3 組織が常設されている。

運営委員会（SC）

MOU 署名国政府代表により構成。議長（Chairman）は一年毎（6 月～翌年 5 月）
にアルファベット順で交代。PLANELM の指導・監督と SHIRBRIG の運営に関する
政策形成を主な役割とする。全ての決定はコンセンサスによる。

計画部門（PLANELM）

幕僚長（COS/SHIRBRIG、大佐クラス）を実務上のトップに、PLANELM に関する
MOU 署名国より派遣されたスタッフ（将校で 14 ～ 15 名程度）から構成。展開前
の任務は①作戦規定の策定、②迅速な計画・展開のためのデータベースと選択肢
の作成、③訓練・演習の計画と実施、④国連本部における活動計画策定支援、⑤
活動評価・分析、⑥ SC への年次報告、⑦財務・予算に関する SC への報告、など
である。展開後、PLANELM スタッフは 85 名まで拡大し（事前に同定され定期的
訓練を受けている）
、原則として派遣部隊とともに活動してその司令部を構成する。
PLANELM に参加する要員の人件費は出身国政府が、
またその運営にかかる費用（ホ
スト国により提供されるものを除く）は MOU に署名した国が平等に分担する。

コンタクト･グループ（CG）

SHIRBRIG 参加国の国連大使から構成。SC 議長国大使を代表者とし、国連との調
整円滑化や UNPKO の動向に関する情報収集を行う。

司令官（COMSHIRBRIG）

SHIRBRIG 司令官（准将クラス）は SHIRBRIG に関する MOU 署名国から 2 年任期
で交代（ただし展開期間中を除く）
。展開前は PLANELM を指揮しつつ、SHIRBRIG
の運営に関する報告、提言や調整などを行い、展開中は UNPKO の司令官の下で
SHIRBRIG 部隊の活動統制を執る。なお UNPKO 司令官兼務も可能。

展開時限

参加決定より 14 日（先遣隊）および 21 ～ 30 日（本隊）以内

活動期間

6 ヵ月以内の展開を想定。

規模

フル展開時で 4,000 ～ 5,000 名

財政

SHIRBRIG の一部として UNPKO に参加する場合（PLANELM 要員を含む）の費用
払い戻しについては、参加国政府が展開前に国連と取り極めを行う。

公用語

英語

ホスト国

デ ン マ ー ク が PLANELM 本 部 施 設（ ホ ベ ル テ：Høvelte） と 業 務 支 援、 お よ び
PLANELM 要員とその家族に対する医療支援を提供。

設立

SC は 1997 年 6 月に初会合、PLANELM は同年 9 月に開設。部隊については 2000
年 1 月末から活動可能とすることが 1999 年 10 月 7 ～ 8 日の SC で決定。

（注 1）以上 10 ヵ国は取り極め文書のすべてに署名。
（注 2）以上 3 ヵ国は LOI、運営委員会と SHIRBRIG に関する MOU に署名。
（注 3）LOI および運営委員会に関する MOU に署名。
（注 4）LOI に署名。
（注 5）アルゼンチンは執筆の時点でオブザーバー参加を停止している。
（出所）SHIRBRIG ホームページ、Presidency, SHIRBRIG Steering Committee (MOD Norway), SHIRBRIG:
Multi-national Standby Force High Readiness Brigade For UN Operations, available at < http://
odin.dep.no/archive/fdvedlegg/01/01/Shirb044.pdf>, accessed 25 March 2006; Progress Report of the
Secretary-General on Standby Arrangements for Peacekeeping (S/2000/194, 8 March 2000).
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