
はじめに

人間の安全保障が、国際社会が追求すべき課題のひとつとして提示されてから15年余り

が経った。本稿では主として国際政治の観点から、人間の安全保障概念の誕生とその後の

概念普及に至る経緯を概観する。そのうえで人間の安全保障概念をあらためて整理し、現

代的な意義と課題に触れることにしたい。

1 概念の誕生

1990年代初め、旧ユーゴスラビアや旧ソ連圏での武力紛争に伴う人道的な危機、あるい

はソマリアなどの「破綻国家」状況がもたらす惨禍に注目が集まった。市民を保護するは

ずの軍や警察が、政府や支配的勢力のもとで抑圧の道具となることがある一方で、政府に

市民を保護する能力がなく、領域内において反対勢力が争い内戦に発展する場合もある。

今日の先進諸国でも、違法な人身取引は後を絶たないし、また鳥インフルエンザや重症急

性呼吸器症候群（SARS）等の感染症に挙げられるように、一国の政府だけでは対応できな

いトランスナショナルな課題も登場した。ハリケーン・カトリーナ、東日本大震災、福島

原子力発電所事故なども甚大な被害を生みだした。

個々の人間の安全はこのような新しい事態の出現とともに国際社会の新たな関心となっ

ていった。しかし、具体的なアジェンダとしてとりあげられるには、特定の状況を共通の

概念で新たに捉え直し、可視化する作業が必要となる。セキュリティーは、国際政治の文

脈では伝統的に「国家安全保障」を意味してきた。これに対し、先に述べた人々の生存条

件を脅かす脆弱性の問題は、国家安全保障の概念に基づく問題の把握方法や、陸海空軍の

従来的運用では解決が難しい（1）。人間にとっての脅威は、個々人のおかれた社会階層、国、

地域などによって異なり、マクロな視点で国家安全保障を高めることが多様な人間の脆弱

性の克服につながるとは限らない。

こうして「人間の安全保障」という新しい政策的概念が使われるようになった。特に国

際連合を中心に国際機関では、人間を中心として安全を論じることの重要性が認識される

ようになっていった。これを歴史的に概観すると、国連開発計画（UNDP）による1993年版

の『人間開発報告書』は、冷戦終結によって軍事費が削減され開発分野に再配分されるこ

とへの期待とともに人間の安全保障に関する考察を行なった。そして安全保障概念を、国
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家の安全だけでなく、開発、食糧、雇用、環境など人々の安全に関するものとして再定義

する必要があると論じた（2）。さらに国際社会が取り組むべきグローバルな課題として大きく

人間の安全保障を特集として打ち出したのは、1994年版『人間開発報告書』であった。同

報告書の構想にかかわったマブーブル・ハク（経済学者、パキスタンの元蔵相）らは先に述べ

た「新しい」安全保障の諸問題を、UNDPの活動に多大な影響を及ぼすものと考えた。

アマルティア・センの思想を反映した「人間開発」が、人々の自由な選択の幅を拡大す

る過程であるとすれば、人間の安全保障とはこれらの選択肢を安心して実行でき、その機

会が将来も完全には失われないと確信できることである、と同報告書は定義した（3）。この定

義は、平時の均衡ある発展ではなく、ダウンサイドリスク、すなわち人間の生存状況の下

降局面に焦点をあてることを意味した。また、客観的な安全だけでなく主観的側面にも目

を向けるという点も示唆した。そして人間の安全保障の対象を、内戦や抑圧下の人道的惨

禍を想定した「恐怖からの自由」と貧困や飢餓など「欠乏からの自由」として捉え、両者

を相互に関連した問題領域として提示した。

その後1990年代後半には、国連難民高等弁務官（UNHCR）事務所など国際機関も、活動

上の必要性から人間の安全保障の重要性を訴えた（4）。そして、人間の安全にかかわる諸問題

は、もはや当該国政府の能力だけでは対処が難しいことから、人間の安全保障の主張は政

府間協力だけでなく市民社会との協働の必要性を論じるグローバル・ガバナンス論とも融

合していった（5）。人間を中心に安全を捉え直すと、開発、人権、安全といったこれまで別個

に扱われてきた諸分野が相互に連関していることが明らかになった。そのため、分野を横

断した包括的対応が求められるようになり、いかに縦割り的「国際行政」を乗り越えるか

というグローバル・ガバナンスの課題ともなったのである。これらの動きは多様な主体の

意図と実践を反映したものであったが、通底するのは理念レベルでの人道主義や公正なグ

ローバル社会への志向性である。同時に、従来型の概念や実行では人々の脆弱性を克服す

ることができないという現実的な必要性も働いていた。

2 人間の安全保障の概念的な展開

（1） 政策概念としての導入―政治的背景

次にカナダ、ノルウェー、日本、タイなど一部諸国が、人間の安全保障を政策概念とし

て率先して導入していったことに注目したい。これら諸国が人間の安全保障を取り入れた

動機や要因はさまざまであるが、共通していたのは、軍事力を基盤としたハードパワーに

おいて大国とは言えないが、地域的ないし国際的舞台でのリーダーシップを模索していた

点である。

カナダ（自由党政権）のロイド・アクスワージー外相は、いわゆる「隙間外交」としてカ

ナダ外交の独自性を追求し、人間の安全保障を主張するうえで「恐怖からの自由」が優先

されるべきであると強調した。他の関心諸国とのネットワーク形成にも着手し、1999年に

はノルウェーとともに「人間の安全保障ネットワーク」（HSN）を設立した。次に、カナダ

政府が中心となって有識者による「介入と国家主権に関する国際委員会」（ICISS）を設置し
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た。同委員会は、大規模人権侵害状況から人命を救出するための軍事力の使用、すなわち

ルワンダ、スレブレニツァ、コソボ後の国際社会の大きな関心となった、いわゆる「人道

的介入」の問題をとりあげ、2001年に「保護する責任」という新概念を提示した報告書を

提出した。

同時期、日本政府は、アジアにとどまらずグローバルに指導力を発揮できる分野を模索

していた。1998年、アジア経済危機への日本の支援コンセプトをめぐる検討が最初のきっ

かけとなり、小渕恵三外相（後に首相）のもとで人間の安全保障を政策的概念として用いる

ようになった。その背景には、小渕の下で新しい外交方針の柱となるアイディアを検討し

たブレーン・グループの役割があった。彼らは、政府開発援助（ODA）で世界有数の支援国

となった日本が、今後国連などの多国間枠組みにおいてグローバルな「知的リーダーシッ

プ」を発揮するうえで適切な概念として「人間の安全保障」を小渕外相に薦めた。1999年

には、アジア経済危機において甚大な影響を受けた社会的弱者を支援する資金として、5億

円規模を手始めに、「人間の安全保障基金」が国連に信託基金として設置され、その後、支

援対象はグローバルに拡大した。

（2） 概念の編集に向けた動き　

カナダ政府の支援を受けた ICISSは、大規模な人道的危機を想定して、当該国政府が市民

の保護に責任をもつべきこと、さらにその政府が機能しないか、市民を保護する意思をも

たない場合には国際社会に責任があると論じた。ジェノサイド（集団殺害）や民族浄化など

の複数の状況に限って、適切な権威（国連安全保障理事会や総会など）のもとで決定されるこ

と、成功の見込みがあり、市民の保護という目的にかなう適切な手段で、最終的な手段で

あることなどを要件として、軍事的強制力の使用が認められるべきであると論じた。同委

員会は、大国による介入を正当化するものとして、国家主権を擁護する立場の諸国にとっ

て受け入れにくい「人道的介入」概念に替えて、「保護する責任」という新概念を提示し、

国際社会の合意を収斂させようと試みた。それは、当時のカナダ政府の人間の安全保障観

を色濃く反映した内容でもあった。

社会的弱者の支援から出発して人間の安全保障を広義に捉える日本政府と、「恐怖からの

自由」を強調するカナダ政府との相違があったように、人間の安全保障の概念は依然とし

て曖昧であり、国際的に広く受け入れられて政策指針となるには至っていなかった。また、

開発途上国の間では、国家主権を超えることへの抵抗が強く、保護する責任が恣意的に適

用される危険性への疑念も生じていた。このような状況において、人間の安全保障に関す

るさまざまな見解を検討し、あらためて概念を提示するための国際委員会を設置する案が、

先に述べた日本のブレーン・グループにアジアやアメリカなどからの有識者を加えたグル

ープ内でさらに練られていった。この案は日本政府によって2000年の国連ミレニアム・サ

ミットで提案され、緒方貞子とアマルティア・センを共同議長とする人間の安全保障委員

会の設置へと結実した。この時期から日本は人間の安全保障概念の受容におさまらず、概

念をさらに整理して精緻化し、地域枠組みや国連の場を通じた普及に主導的に乗り出して

いった。
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2003年、人間の安全保障委員会は最終報告書Human Security Nowをコフィ・アナン国連事

務総長に提出した（6）。この報告書は、人々を安全と開発の中心的な対象として位置付け、具

体的な政策指針を提供することを目的とした。人間の安全保障は「人間の生にとってかけ

がえのない中枢部分を守り、すべての人の自由と可能性を実現すること」と定義され、「恐

怖からの自由」と「欠乏からの自由」を包括した広い概念として位置付けられた。さらに

人間の生存、日々の生活、尊厳を脅かしうる要素を考慮に入れ、状況が悪化する危険性に

きめ細かく配慮すること、人々を中心に安全の問題を捉え政策的考慮の対象とすること、

最も脆弱な人々に焦点をあてること、個人だけでなくコミュニティーを対象とすること、

保護と能力強化（empowerment）の双方の手法をとること、分野横断的な対応が必要である

こと等を、具体的なアプローチとして提示した。その観点から、開発、難民支援、武力紛

争後の平和構築など多様な現場での取り組みに関するものから、制度構築、国際的規範作

りまで、幅広く指針を盛り込んだ報告書となった。報告書の内容を国連を通じて実施し、

特に人間の安全保障基金の活動指針を示すため、人間の安全保障諮問委員会と人間の安全

保障ユニット（HSU、国連人道問題調整事務所内）が設置された。

同報告書が示した方向性は何よりも日本自身の政策の見直しに影響を及ぼした。例えば、

2003年のODA大綱改訂で人間の安全保障が導入され、さらに国際協力機構（JICA）のプロ

ジェクトの運営方針として組み込まれていった。国連の枠組みでは、人間の安全保障の概

念が国際機関の諸活動に組み込まれるように意図して、人間の安全保障基金の案件審査指

針が導入された。他方、報告書が示した概念整理は、アナン事務総長ならびに次の潘基文

事務総長によっても好意的に迎えられた。また、人間の安全保障の広義の理解は、アジア

太平洋経済協力会議（APEC）やアフリカ連合（AU）などで地域協力の一方針ともなった。

3 国連での概念の普及

（1） 2005年国連総会首脳会合成果文書採択に至る経緯

その後の国連における人間の安全保障の普及においては、2005年国連総会の首脳会合成

果文書が重要な足掛かりとなった。首脳レベルで合意された成果文書には、保護する責任

と人間の安全保障の双方が記載された。成果文書採択に至る過程では両概念について加盟

国から多様な見解が示されただけでなく、概念への支持の有無とは別に国連独特の政治力

学も作用しコンセンサスに至るまで困難を極めた。

保護する責任は国家主権と軍事的強制力の使用にかかわるため、賛否を含めて国連加盟

国の関心を集めた。保護する責任が最終的に文書に盛り込まれたのには、ヨーロッパ諸国

や人間の安全保障ネットワークなど一定の国・組織による強い支持があり、またカナダ政

府や ICISS委員であったギャレス・エヴァンズ元オーストラリア外相らの精力的ロビー活動

が行なわれたことが大きかった。他方で、キューバなどの強硬な反対や、国連による制約

を嫌うアメリカ（共和党政権）の強い留保もあった（7）。

他方、日本政府はあらためて他の加盟国に働きかけ、成果文書に人間の安全保障につい

ての独立した項目を導入するための運動を行なった。この過程で大きな役割を果たしたの
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が、メキシコ・フレンズ・グループという、中小国を中心に多様な地域や発展レベルの諸

国からなる非公式ネットワークであり、日本はそこで人間の安全保障への支持を固めるた

めに協調関係の構築を主導した（8）。2003年の人間の安全保障委員会報告書にもかかわらず、

人間の安全保障が明確に何を意味するのか、特定の権利や義務を発生させるのか、個々の

加盟国レベルでの理解は十分には深まっていなかった。特に国家主権の観点から一部に強

い反対諸国があった「保護する責任」との関係は引き続き懸案であったため、日本は両者

の関係の整理を試みた。

日本外務省の整理によれば、保護する責任と人間の安全保障は相互に連関した問題を扱

うが、保護する責任とは、国内避難民を発生させる状況やジェノサイドなどの極限状況を

対象とする点で限定的である。対して人間の安全保障は、主権を超えるような強制措置に

訴えることなく、より広い観点から恐怖からの自由と欠乏からの自由に対処しようとする

概念である。したがって人間の安全保障は、ジェノサイドや大規模殺害に対する軍事介入

の問題に還元されてはならず、むしろ当該国家と国際社会の予防能力を強化することに焦

点をあてる必要がある。そして外務省は双方の重要性を認めつつも、成果文書草案におい

て「人間の安全保障」と「保護する責任」とを別の段落で扱い、「保護する責任」のなかに

「人間の安全保障」が盛り込まれることを避けるように細心の注意を払ったのである。この

ような日本の方針は、メキシコやチリの支持を獲得した。

人間の安全保障の概念案は、総会首脳会合に向けた準備過程でメキシコ・フレンズ・グ

ループなどの支持を得ることができたものの、その後の総会での協議過程では、いまだ概

念に曖昧さが残るという評価があり、人間の安全保障と保護する責任が同一視されること

もあった。人間の安全保障も保護する責任も首脳会合の直前まで協議の対象となっていた

が、成果文書草案は最終的にパッケージとしてコンセンサスを得た。

2005年9月15日、総会首脳会合で採択された成果文書では、「保護する責任」（第138、139、

140段落）と「人間の安全保障」（第143段落）は別個の段落で扱われた。保護する責任につ

いては、ICISS報告書よりも対象状況や要件をさらに限定した内容が合意された。対象は4

状況（ジェノサイド、民族浄化、人道に対する罪、戦争犯罪）に限られ、当該国家が第一義的

責任をもつことが強調され、政府にその意思がないまたは能力がない場合に限って国際社

会が保護する責任をもつことが確認された。軍事的強制力を用いる場合の決定機関は安保

理であることも明記された。他方で人間の安全保障について次のような文言が盛り込まれ

た（9）。

「我々は、人々が、自由に、かつ尊厳を持って、貧困と絶望から解き放たれて生きる権利を強

調する。我々は、全ての個人、特に脆弱な人々が、全ての権利を享受し、人間としての潜在力

を十分に発展させるために、平等な機会を持ち、恐怖からの自由と欠乏からの自由を得る権利

を有していることを認識する。このため、我々は、総会において人間の安全保障の概念につい

て討議し、定義付けを行うことにコミットする」。

振り返るに、日本政府は人間の安全保障委員会の設置を通して、「欠乏からの自由」だけ
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でなく「恐怖からの自由」までを統合した概念として人間の安全保障を提示することにか

かわったが、それもあって「恐怖からの自由」の問題を直視せざるをえなくなった。その

後の国連総会の成果文書交渉における概念整理の作業を通じて、日本政府は、安保理の権

威のもとでジェノサイドや民族浄化が「国際の平和と安全への脅威」と判断されるならば、

従来の国際法の枠から逸脱しないので、軍事的強制力の使用もケース・バイ・ケースで支

持できると考えるようになった。他方で「人間の安全保障」には「保護する責任」は含ま

れないという日本の当面の立場も、この過程で明確になった。

2005年の国連総会首脳会合成果文書に人間の安全保障が盛り込まれたことにより、法的

拘束力はないとはいえ首脳レベルで合意された政治的意味をもつ文書において、人間の安

全保障は規範的な「参照元」を確保した。しかし、「討議し、定義付けを行う」という表現

にみられるように、規範の普及においてはまだ過渡的段階であったと言えるだろう。そこ

で日本、メキシコ、チリは引き続き協力し、スロベニア、タイなど人間の安全保障ネット

ワークとも連携を構築して、より広範な普及活動に着手した。日本とメキシコが共同議長

を務めた「人間の安全保障フレンズ」は、人間の安全保障についての理解を深め議論する

ことを目的とし、賛成国だけでなく概念に懐疑的な諸国も参加できるオープンなフォーラ

ムと位置付けられた。2007年に24ヵ国と7国際機関の参加から出発し、2008年には86ヵ国

と16国際機関へと、参加主体は3倍以上に拡大した。この間に、これまで人間の安全保障に

慎重であった諸国の一部にも変化がみられた。第2回フレンズ会合以降は、インド、エジプ

ト、パキスタン、中国などの懐疑的な諸国が参加するようになった。なかでもインドは、

慎重派から協力的姿勢へと変化した一例である。このような動きは、2008年5月、国連総会

で初めて人間の安全保障に関する非公式のテーマ別討論を開催することへとつながった。

（2） 国連事務総長報告と2010年総会決議

国連総会での普及活動の成果として、2010年4月には潘事務総長による人間の安全保障に

関する報告が提出された。事務総長は人間の安全保障を国連憲章の趣旨に合致するものと

して重視しており、事務総長室のビジャイ・ナンビアール官房長は人間の安全保障諮問委

員会の委員で同概念の深い理解者であった。報告書の作成にかかわった人間の安全保障ユ

ニットと日本外務省との間にはパイプがあり、事務総長報告には日本政府の意向が要所ご

とに反映された。報告書では、保護と能力強化が人々の安全にとって基盤となること、「恐

怖からの自由」、「欠乏からの自由」、「尊厳をもって生きる自由」という諸目標を統合するこ

とを目的としていること、今日発生しつつある問題に対して脅威となる問題の根源に働き

掛け、早期に予防することが強調された。

国家主権との関係について同報告書は次のように論じている。国家が安全であるために

は、人々の生存や尊厳をその土台とするという発想が必要となっている。人間の安全保障

とは、政府が、市民の生存、生活、尊厳を確保するうえで中心的な役割を果たすという基

本的理解に基づく概念である。人間の安全保障概念の適用においては、軍事力の使用は想

定されず、むしろ焦点は政府の能力やローカルな能力を強化していくことにある（10）。

事務総長報告をもとに2010年5月には国連総会において、人間の安全保障についての公式
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討議が開催された。事務総長報告に基づいて各国が討議を行なうこと、人間の安全保障に

関する総会決議の採択を目指すうえで、各国の多様な意見を集約することが同会議の重要

な目的であった。同会議で発言した諸国のうち6―8割が人間の安全保障に一定の支持を表

明した（11）。しかし、総会決議に持ち込むことを明確に支持する発言を行なったのは3割程度

であり、それ以外はまだ態度を明らかにしないか、概念が固まっておらず時期尚早とする

諸国も多かった。人間の安全保障の一般的内容には賛同するが、決議という方法をとるこ

とについて一部諸国に躊躇があったと言えるだろう。イランやボリビアなど明確に反対す

る諸国、中国などのように議論不足として保留する立場もあった。事務総長報告の記述に

もかかわらず、いまだに「保護する責任」と結び付けて武力行使を懸念する諸国があった。

総会決議に向けた最も重要な争点は、主権、内政不干渉原則の扱いであった。日本は途

上国の懸念に配慮し、国家主権、内政不干渉原則の確認などを決議案のなかに盛り込まな

ければ、人間の安全保障決議は採択されないだろうという立場をとった。これに対して一

部のヨーロッパ諸国などからは、内政不干渉を強調する諸国に譲歩することによって概念

が不明確になっているという反論もあった。結果、最終的な決議の内容は概念的な中身に

踏み込まず、事務総長に総会への報告を求め、人間の安全保障の概念について継続的に審

議していくという、手続き的な内容にとどまることになった（12）。現状における「人間の安

全保障」と「保護する責任」概念を整理したのが第1表である。

4 人間の安全保障―その概念的な特徴

以上では国連などの多国間政治のなかで、人間の安全保障概念がどのように形成され普

及してきたのかを概観した。これまでのところ国連の公式文書において明確な定義の規定

はないものの、人間の安全保障は国連や地域枠組みにおいて頻繁に言及され、具体的な活

動指針として作用するようになった。

このような人間の安全保障概念の展開を理解するには、概念の性質を次に挙げるような

いくつかの側面からみることが役立つだろう。まず人間の安全保障は、人々を安全の考慮

の中心におくという中核的原則（追求すべき抽象的目標）に基づくものであり、これまでに

最低限度の規範的方向性として広く共有されるようになった。概念を導入する主体により

力点は異なるにしても、「恐怖からの自由」「欠乏からの自由」を包括する概念であることも、

現段階の「人間の安全保障」

国際問題 No. 603（2011年7・8月）● 11

第 1 表　現状における「人間の安全保障」と「保護する責任」概念

保護する責任（2005年成果文書、2009年事務総長報告）人間の安全保障

・中核的原則：人間を中心に安全を実現
・「恐怖からの自由」「欠乏からの自由」「尊厳をもっ
て生きる自由」を包括―広範な状況を対象

・個別の状況への対応
・多様な主体（政府・非政府）の活動
・予防から対処・再建まで多様な手段
〈2010年国連事務総長報告の力点〉
概念の包括性、保護と能力強化の手法、予防の重要性、
国家主権の尊重、軍事力の不使用

・「恐怖からの自由」のうちきわめて深刻な局面での市
民の保護― 4状況（ジェノサイド・民族浄化・人
道に対する罪・戦争犯罪）に限定
・当該国家の第一義的責任、国際社会の責任
・予防・対処・再建のための国際協力
・軍事的強制力の使用を含む国際的ルール設定
・国連安保理の決議に基づく



ほぼ認められつつある。

それでは、人間の安全保障は、規範的な概念としてどのような性質をもつのだろうか。

第1に人を中心に安全を実現するという中核的原則が基盤となっているが、その概念の境界

は曖昧である。類似した性質をもつ概念には「持続可能な発展」があり、抽象的な中核原

則であることが最低限度の幅広い合意を可能にしつつ、多様な解釈を生み出している。す

なわち具体的な手法、国際的な協力の対象となる分野の選択をめぐっては、多様な主体に

よって異なる意見や利害が表明され、さらなる討議を生み出している。人間の安全保障に

ついてみれば、安全の対象として何をどこまで含むのか、どのような手段が認められるの

か、どの程度国家主権を制約しうるのかなどの争点をめぐり異なる見解が存在する。すな

わち人間の安全保障とは、関心をもつ主体が政治的空間においてどのように用いていくの

かによって意義をもちうるのであり、概念それだけでは争点となる課題において安定した

位置（均衡点）をもたない（13）。人間の安全保障委員会報告書や国連事務総長報告は、人間の

安全保障についての多様な解釈が存在する多国間の現状において、ひとつの均衡点を見出

そうとする試みであったと言えよう。

第2に、このような均衡点を見出そうとする動きは、既存の競合する諸規範との調整も生

み出している。人間の安全保障委員会報告書にみられる解釈では、人間の安全保障と国家

の安全保障は相互に強化しあうものであると位置付けられた。事務総長報告では、人間の

安全保障は国家の主権を制約するものではなく、政府の能力を支援する考え方であると記

載された。ここでは、国家主権や政府の役割をいったん相対化したうえで、再び意義を与

えて取り込んでいることがわかる。

第3に、人間の安全保障の中核的原則は抽象的な内容であるために、「恐怖からの自由」

「欠乏からの自由」「尊厳をもって生きる自由」にかかわる複数の既存の明示的規範やルール

の複合体によって支えられている。一部の人道問題領域においては法化や制度化が起こっ

ており、対人地雷禁止条約や国際刑事裁判所設立規程などは「人間の安全保障に関する条

約群」とも呼べるだろう（14）。ソフトローとして言及されることの多い「国内強制移動に関す

る指導原則」や、生成途上の規範である「保護する責任」は、人間の安全保障の一側面を

支える規範としてみることも可能である。

第4に、最低限の中核的原則を共通項としつつも、人間の安全保障は個々の主体による多
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第 1 図　「人間の安全保障」概念図
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様な解釈と適用を可能としている。政府、非政府組織（NGO）など多様な主体が、個々の社

会、地域、文化の文脈に即して柔軟に取り入れることができる概念であることが特徴であ

る。

最後に、人間の安全保障は、援助機関などで個別のプロジェクトに共通の方向性をもた

せる定式化された指針として具体的実行に影響するようになっている。例えば、JICAでは、

紛争や災害と貧困に包括的に取り組む協力、社会的弱者の裨益を強く意識したきめ細かい

協力、保護と能力強化双方の実現を目指す協力、グローバル・リスクに対処する協力、と

いった具体的な基準に基づいて業務が行なわれるようになった。

おわりに

人間の安全保障は独自の性質を帯びながら、規範的な概念として広く定着しつつある。

国連や地域枠組みを通した規範形成と普及の努力は今後もいっそう必要であることは間違

いない。その際、人間の安全保障は明確な法的規範となすには適していないため、一般的

な中核となる原則についての大まかな国際的合意と、個々の国や地域の文脈に即した具体

的指針の策定が必要とされている。

人間の安全保障概念は、新しい問題認識のための枠組みとして、何が問題であるのかを

新たに発見させ、マクロな安全保障や開発の枠組みではみえなかった国内の個々人や集団

のおかれた状況に政策的焦点を移行させた。これにより人間の安全保障という観点から、

新しい政策やプロジェクトの立案と実施、また評価が行なわれるようになった。これらは

人間の安全をめぐる行政や国際協力において実質的な変化を生み出しうる方向性である。

他方、国際政治の舞台において政府が人間の安全保障を主張する場合には、国家として

の対外的影響力の増大など政治的目標の追求と密接な関係にある。日本にとっては多国間

機関において知的リーダーシップを実現するという政治的な意義があり、カナダの場合に

は隙間外交の手段でもあった。しかし、政府が対外政策上、人間の安全保障を唱えること

が国益にかなうソフトパワーの行使として評価されても、実際に人間の脆弱性を克服する

結果につながっているのかどうかは別の問題として考えなければいけない。

また、人間の安全保障は、概念の性質上、受け入れ主体の文脈に即して多様な解釈が可

能となっている（ローカリゼーション）。このことは、多様な集団、地域、国の状況にあわせ

て柔軟に適用するうえで利点であるが、人間の安全保障概念が権力者によって恣意的に利

用され、本来の目的とは異なった方法で使われる危険性も含んでいる。国連において広範

な諸国から支持を得るために国家主権の尊重を強調することが現状において必要であって

も、そのために人間の安全保障が本来目的としている価値が損なわれないように、常に注

意を払う必要があるだろう。
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