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人道のための戦争？

カンボジア・ジェノサイドの情景
（都市の住民が強制移住させられた集団農場にて）
一番早く食べるものが、より多くの食物を獲得できた。1週間に7日間働き、休日なし
であった。仕事が休みになるのは、見せしめに誰かが殺されるのを見学させられる
時のみであった。…集会所の真ん中に、両手を背中に縛られた一人の女性がいた。
彼女は妊娠中であり、腹部が大きかった。

彼女の前には、約6歳の少年が、斧をもって立った。
「自分がこれから何をしようとするか、しっかりと見ろ」
「もし、しっかり見ないものがいれば、次には君たちも殺す。」と、少年は金きり声で

叫んだ。当日の処刑者は一人だった。我々全員が目撃した、と私は推測する。小さ
な男の子は、地獄から来た悪魔のようだった。彼の眼は血走って赤く、とても人間と
は思えなかった。少年は、斧の背中をつかい、女性が地面に崩れ落ちるまで、悲惨
な女性の体を打ちのめした。少年は、疲労のあまり打てなくなるまで、女性を切り刻
み続けた。（パワー、サマンサ(2010)『集団人間破壊の時代』（星野尚美訳）ミネル
ヴァ書房）

ルワンダ・ジェノサイドの情景
ルワンダのジェノサイドは量的に特筆されるが，殺害の質的な面でも衝撃が大き
かった。ナタでずたずたに切られて殺されるので金を渡して銃でひと思いに殺すよう
に頼んだ，女性は強姦された後に殺された，幼児は岩にたたきつけられたり汚物槽
に生きたまま落とされた，乳房や男性器を切り落とし部位ごとに整理して積み上げた，
母親は助かりたかったら代わりに自分の子どもを殺すよう命じられた，妊娠後期の妻
が夫の眼前で腹を割かれ，夫は「ほら，こいつを食え」と胎児を顔に押し付けられた
――といった行為が多発した。（饗場和彦（2006）「ルワンダにおける１９９４年のジェ
ノサイド― その経緯，構造，国内的・国際的要因」徳島大学社会科学研究第１９号、
59頁）

国連の報告書『スレブレニツァの陥落』（A/54/154）
スレブレニツァに関する主要な結論は、人々全体を脅かし、追放し、殺戮しようとす
る計画的かつ系統立てた企てには、あらゆる必要な手段、およびそこから導かれる
結論へと至る政策を実行する政治的意志をもって、断固として対処しなくてはならな
い、ということである。ここ一年、バルカン半島において、この教訓は一度ならず二
度も学習されなければならなかった。二つの例、ボスニアとコソボで、国際共同体
（the international community）は破廉恥で残忍な政府を相手に交渉による解
決を試みた。[だが]いずれの事例においても、民間人に対する計画的かつ組織的
な殺戮と追放を阻止するためには、武力行使が必要とされた。（A/54/549（1999）
para.502, p.108）

人道的介入についてのアナン国連事務総長の問題提起
もし人道的介入が、本当に、[国家]主権に対する容認できない攻撃であるなら、ル
ワンダやスレブレニツァといった、我々が共有している人間性（our common 

humanity）の原則を激しく動揺させる、人間の権利に対する大規模かつ組織的な
暴力に対して、我々はどうやって対処するべきなのだろうか？（Annan, Kofi A 

(2000), We the peoples: the role of the United Nations in the 21st century, 

United Nations, p.48）

国境なき医師団のノーベル平和賞受賞演説（1999年、MSFのHPより転載）
人道援助活動には限界があります。政治的な活動の代わりはできません。ルワンダ
で大虐殺が起こったとき、その初期の時点で国境なき医師団は世界に向け、武力
を用いて虐殺を止めるよう訴えました。国際赤十字も同様に主張しました。しかしそ
の叫びは麻痺状態の国際機構によってはねかえされました。私利私欲が黙認され、
政治責任がとられることもなかった結果、本来決してまかり通ってはならない犯罪が
止められずにいたのです。国連軍の活動が始まる前に虐殺は終わりました。
…人道主義にも限界があります。どんな医師も虐殺を止めることはできません。どん
な人道主義者も民族浄化策を止めることはできません。戦争を起こすこともできな
ければ、戦争を終結させることもできないのです。これらは政治の責任においてなさ
れることであり、人道主義者には不可能なのです。はっきり申しあげましょう。人道的
な行為はあらゆる行為の中で最も非政治的な行為です。しかしその行為や倫理が
真摯に受け取られた場合には、大変重要な政治的意味合いを持ち得るのです。

保護する責任
中核原則（Core Principles）
1）基本原則（Basic Principles）
A．国家主権は責任を含意し（imply）、自国民（its people）を保護する主要な責任
は国家自体にある。
B．内戦、騒乱、抑圧あるいは国家の破綻の結果、人々（population）が重大な危
害を被り（suffering）、かつ、問題の国家がその危害を停止または回避する意思と
能力に欠ける場合、内政不干渉原則よりも国際的に保護する責任（international 

responsibility to protect）が優先される。
（中略）
3）要素（Elements） 保護する責任は、3つの特定の（specific）責任を包含する。
A．予防する（prevent）責任：人々（populations）を危険にさらす国内紛争及びそ
の他の人為的な危機に関して、その根本原因及び直接の原因の両方に対処するこ
と。
B． 対応する責任：人々の切迫した窮状（situations of compelling human 

need）に対し、適切な措置を用いて対応すること。その措置には制裁や国際訴追
などの強制措置、そして極端な場合には(in extreme cases)軍事介入も含まれ得
る。
C． 再建する責任：特に軍事介入の事後、その介入によって停止または回避しよう
とした危害(harm)の諸原因に対処するため、復興、再建及び和解に対する充分な
支援を供与すること。

軍事介入のための原則（Principles for Military Intervention）
1）正当な理由のしきい値（Just Cause Threshold）：人間の保護を目的とする軍
事介入は、例外的かつ特別な措置である。それが是認されるのは、以下のような重
大かつ取り返しのつかない危害が人々に加えられている場合、または、まさに加え
られようとしている場合でなければならない。
A． 大規模な人命の喪失（実際に起こったか、起こるおそれがあるもので、ジェノサ
イドの意図の有無は問わず、国家の計画的な行動、国家の怠慢ないし能力不足に
よる不作為、あるいは国家が破綻した状況のいずれかによって引き起こされたもの）、
または
B． 大規模な「民族浄化」（実際に起こったか、起こるおそれがあるもので、殺害、強
制追放、テロ行為あるいは強姦によるもの）

2）事前に考慮すべき原則（Precautionary Principles）
A． 正当な意図：介入の主要な目的は、介入国にその他の動機があるかどうかにか
かわらず、人々への危害を停止または回避することでなければならない。正当な意
図は、当該地域の見解(regional opinion)および被害者(the victims concerned)

によって明白に支持される多国間の作戦によって、よりよく担保される。
B． 最後の手段：軍事介入は、危機の予防ないし平和的解決のための非軍事的な
選択肢がすべて検討され、軍事介入より弱い措置では成功の見込みがないと信じ
られる合理的な根拠がある場合にのみ、正当化され得る。
C． 均衡のとれた手段 (proportional means)：企図される軍事介入の規模、期間
及び強度(intensity)は、人間の保護という限定された目標を確保するために必要
最小限（minimum necessary）のものでなければならない。
D． 合理的見通し：介入を正当化する危害を停止または回避できそうであり、不作
為による帰結よりも作為による帰結が悪くなりそうにないという合理的な見込みがな
ければならない。
（訳：大庭弘継、清水奈名子、高澤洋志、中村長史、千知岩正継）
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虐殺をやめさせるための戦
争、それが人道的介入です。
しかし、目的が人道でも、中
身は戦争であり、民間人の
犠牲者も数多く生じます。一
方で放っておくと、さらなる虐
殺が続きます。介入も不介入
も悪の選択です。が、なにが
よりマシな選択でしょうか？

アマホロ・スタディアム：虐殺現場の一つ、
毎年追悼式も行われる。 撮影を求めてきた子供たち

ミル・コリン・ホテル：映画『ホテル・
ルワンダ』の舞台 キガリ・ジェノサイド・メモリアル

ジェノサイドの舞台となったギコンゴロにある学校。跡地はジェノサイド・メモリアルとし
て整備され、犠牲者の遺体をそのまま保存している。

 ルワンダのジェノサイド

 ボスニアでの民族浄化

 冷戦終結以後、数多くの大量虐殺が注目
を集めるようになった。

 国家主体から非国家主体の戦争へ

 イデオロギー対立からアイデンティティの対立へ

 家族同様だった隣人同士が殺しあう戦争

 多くの人々は不本意ながら巻き込まれていった。

 武装勢力は、人々を人間の盾として利用。

 一般的な問題性
 介入／不介入の恣意的な線引き
 他国民のため、自国兵士を危険にさらせるか？
 国際法上の根拠と正当性をどう担保する？
 誰が決定する？誰が犠牲を引き受ける？
 介入国は自己利益のために介入する？
 手段をどうする？空爆か地上軍か？

 私たちが注目する問題性
 人道的介入であれ、正しさがひっくり返される。その結
果、国際政治は介入と不介入を繰り返す。

 現場で、解決不可能な倫理問題を前に立ち尽くす。
⇒モラル・アポリア（道義的難問）

大重量のトロッコが暴走しています。
あなたが線路を切り替えれば、５人
が助かり、１人が犠牲になります。
５人を救うために１人を「犠牲」にし
ますか？
（下図は、眞嶋俊造『正しい戦争はあるのか？』
（大隅書店、2016年）53頁より転載）

大重量のトロッコが暴走しています。
あなたの目の前にいる大男を線路
に突き飛ばせば、５人が助かり、大
男１人が犠牲になります。５人を救
うために１人を「殺し」ますか？
（下図は、眞嶋俊造『正しい戦争はあるのか？』
（大隅書店、2016年）56頁より転載）

誤爆された中国大使館の跡地
その奥で、新しい日本大使館を建設中 空爆されたセルビア国防省の施設

空爆されたセルビア国防省の施設空爆で使用された劣化ウラン弾

私たちは、モラル・アポリアを「常識」
としたうえで、より善い判断の基準を
生み出す、といった研究をしています。
しかし研究者としては、そこまでです。
実際に決断できるのは、現実に問題
に直面している人間、もしくは主権者
としての我々だけです。右の三つの
問いに対して、皆さんは何を「よりマ
シな悪」として選択しますか？

 1991-現在 ソマリア内戦
 1994 ルワンダ・ジェノサイド
 1992-1995 ボスニア内戦

（95年スレブレニツァの虐殺）
 1999年 コソヴォ紛争
 1996-現在 コンゴ（民）紛争
 2003-現在 ダルフール紛争
 2011 リビア内戦
 2011-現在 シリア内戦
 2012-現在 中央アフリカ内戦
 2013-現在 南スーダン内戦

シェゲ（ストリート・チルドレン）の保護施設。コンゴ内戦の余波ともいえるシェゲ
の増加とその凶悪犯罪は社会問題となっている。

潰れたボール、彼らの宝物 女子のシェゲの施設にて

 あなたの国から遠いある国で、ジェノサイドが起きて
います。軍事介入すれば、内戦に苦しむ人々を一定
数助けられます。一方、空爆は、誤爆によって無辜の
人々を一定数殺してしまうリスクもあります。地上軍を
派遣すれば、保護するべき人々と衝突して恨まれる
恐れもあります。

あなたは世論調査で、どの選択肢を取りますか？

①空爆する。

②地上軍を派遣する。

③介入しない。



よりマシな悪を選ぶ
「怖いね」と言ってディナーを続ける」（映画『ホテル・ルワンダ』）

カンボジアへの軍事介入に反対するベラ・アブザック（Bella Abzug）の論（1975年4月）
「もし我々が現地にいなければ大量虐殺（bloodbath）が発生するため、今後も軍事支援
をするべきだ、と議論されています。しかし、我々が発見した事実は、現在、我々アメリ
カの軍事支援があるからこそ発生する、比類なき大量虐殺であります。（中略）もし、
我々の軍事支援こそが原因となって、来る3ヶ月以内に命を失い、または障害者になる、
と予想される7万5000人、または10万人のカンボジア人をあらかじめ特定してください、
と言われたとします。（中略）さらに彼らが、「なぜ私たちが死ななければならないのです
か」、「なぜ、私の身体が切り刻まれる必要がありますか」と、あなた方に対し、質問した
とします。いったい何と答えますか。「大量虐殺を回避するため」、と仰るのですか。
（パワー、サマンサ(2010)『集団人間破壊の時代』（星野尚美訳）ミネルヴァ書房、90頁
（原著"A Problem from Hell": America and the Age of Genocide,p.103を参照し、訳文
を、一部修正））
※なお、この直後、米軍はカンボジアから手を引き、ポルポト政権が誕生した。そして、
ポルポト政権によって、100万とも200万ともいわれる大量虐殺が発生した。

リビア介入に対する英ガーディアン紙の批判（2011年）
「キャメロンとサルコジは、カダフィー軍がベンガジにおいてスレブレニツァのような虐殺
をまさに行いそうだとして、[2011年]3月に安保理から「あらゆる必要な手段」行使の承
認を勝ち取った。本質的に、我々はNATOの介入がなかった場合何が起こったのか決
して知ることはできない。しかし、実際にそういった虐殺を70万もの人口を抱えた武装し
た都市に対して、行う能力や意志があったのか、指し示す証拠は何も存在しない。」
（Seumas Milne, ‘If the Libyan war was about saving lives, it was a catastrophic 
failure’ , the Guardian, Wednesday 26 October 2011）
※リビア内戦による死者は5万ともいわれる。介入が70万の虐殺を阻止したとは、誰に
も証明できない。そして現在まで、リビアの混乱は続いている。

ルワンダ・ジェノサイドにおけるアポリア
女性や子供がバラバラに切り刻まれるといった住民の虐殺がまさに進行中であり、それ
でも幾人かが生き残り、助けを求めて叫んでいるような村において、指揮官は何をする
べきなのか？ 指揮官は、人口の30パーセントがAIDSに冒されている国において、感染
を防ぐための手袋やその他の装備が欠けているにもかかわらず、部下の兵士に対し彼
らを助けるよう命令することができるのか？ それ以上に、子供を背負った女性が、子供
を背負った女性を殺そうとしているような虐殺の最中において、指揮官はどんな対応が
できるのか？ 兵士は銃を撃てるのか？ 誰に対して？（ Roméo Dallaire）

スレブレニツァ虐殺を阻止できなかったオランダ兵士の罪の意識
彼ら[スレブレニツァに駐留していたオランダ部隊の兵士たち]は[NIODの]報告が明らか
にした、彼らにはどうしようもなかった事態に対し衝撃を受け、罪の意識を感じるように
なった。陸軍のお偉方や政治家が責めを負うべきであり、スケープゴートにされた兵士
ではない。正式の確認ではないが、軍を支援するキリスト教団体であるACOM
（Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen）によれば、実際、10人に上る[スレ
ブレニツァに駐屯していた]オランダ部隊兵士が自殺した。また70％が軍を退役した。
（Isabel Conway, “Dutch UN troops haunted by the shame of Srebrenica”, The 
Independent, 21 April 2002）

シリア内戦と保護する責任
安全保障理事会は国際の平和と安全に対する脅威に対応する力を持っています。し
かし、その力は使われていません。国連は、国家がその国民を保護できない場合、国
際社会は傍観しない「保護する責任（R2P）」を採択しました。しかし、我々はシリアを傍
観しています。問題は情報不足ではありません。我々は、ヨルムーク、アレッポ、ホムス
で起こっている耐え難い事実を分かっています。問題は政治的意志の欠如です。
我々はシリアを、不決断の廃墟から浮かび上がる悪意を直視できないでいます。
そして、これが無辜の人々の保護に対する国際社会の無能（inability）の底（lowest 
point）ではないと考えています。私の出会ったシリアの人々の誰もが私以上にこの紛争
を雄弁に語ります。ほぼ400万のシリア難民が彼らに関係のない紛争の被害者です。そ
れなのに彼らは避難され、嫌われ、厄介者として扱われています。私は彼らのためにこ
こにいます。なぜなら、ここは彼らの国際連合なのです。
何千もの難民が、最も豊かな大陸の入り口でおぼれる姿を目にすることに吐き気を催し
ます。このようなやり方で自分の子供の命を危険にさらすものなどいないのです、ありえ
ないほどの絶望でなければ。
もしわれわれがこの紛争を終わらせられなければ、逃れようのない難民保護の道徳的
責務と安全に対する法的手段の提供を負うことになります。（UNHCR特使アンジェリー
ナ・ジョリーによる国連安保理での演説（2015年4月24日、国連広報センター訳より転
載））

中東のこの状況は、転移の危険のある癌です。このまま続けば制御不能な未来は明ら
かです。我々の意思とは無関係に、地球規模の危機を増大させます。これを認めるわ
けにはいきません。この紛争で苦しむ人々への連帯だけが問題ではありません。これは
我々自身の根幹、共通の利益に関わる問題なのです。（同上会合での国連難民高等
弁務官アントニオ・グテーレスの演説（2015年4月24日、国連広報センター訳より転載））

眞嶋俊造の「よりマシな悪」を考える指針（執筆中の原稿より転載）
・「より少ない悪」
「戦争を考えることによって戦争をなくす」という考えを下支えする考えに1つに、「より少
ない悪」という考え方があります。例えば、2つの「悪い行い」があるとしましょう。どちらの
行いとも、「悪い」という点では同じです。しかし、それぞれの行いの「悪」の質や量（例
えば、強度や規模）は異なってくるかもしれません。ここではその理由について詳細な
検討はしませんが、具体的な例として、相手に対する傷害行為一般よりも、強姦や拷問
の方が「より悪い」という議論は成立します。むしろ、その議論の論理的妥当性と擁護可
能性と説得力は非常に高いと考えられます。
・「より少ない悪」という考えが示唆すること

「より少ない悪」という考えは、必ずしも二者択一を迫るものではありません。実際には、
選択肢が複数あることの方が多いでしょう。「善」と「悪」と「最悪」という3つの選択肢が
あった場合、どの選択肢とるべきかについて迷う人は少ないでしょう。むしろ、私たちが
直面し、心を悩ますのは、「退くも地獄、進むも地獄、止まっているのはもっと地獄」とい
う状況に陥ったときです。もしそのような状況で、どうすべきかという意思決定を迫られ、
何らかの行動をとることが迫られるとしたら、果たしてどのような意思決定を行い、どのよ
うな選択肢を選び行動に移すべきでしょうか。ここにおいて「より少ない悪」という考え方
がいきてきます。

それでは、私たちが地獄の中でも意思決定を迫られる状況において、「より少ない悪」
という考え方を取り入れると、どのようなことが言えるでしょうか。まず、私たちの目の前
には、とることが可能な多くの選択肢があることを認識することから始まります。次に、そ
れぞれの選択肢を「悪の度合い」によって順位付けします。具体的には、「最悪」から
「最も少ない悪」を特定し、並べることができます。その上で、「最悪」を避けることを目
指します。ここから時間の流れに沿って考えていきましょう。初動で避けるべきことは、と
にかく「最悪」を避けることです。そのためには、先に順位付けした選択肢の中で「最も
少ない悪」を選択し、それを試みることです。もし「最も少ない悪」を選択することによっ
て状況が収まれば、いずれにせよ起こり得る悪を最も少なくできます。しかし、初動にお
ける「最も少ない悪」を生じさせる行動が問題の解決に資さない、または効果的ではな
い場合、次の段階においては、「最も少ない悪に次ぐ悪」を選択することによって、やは
り「最悪」は避けられるのです。ここで注意すべきは、「最悪の選択肢」というのは必ずし
も行動とは限らず、「行動しないこと」が最悪の選択肢になる場合があるということです。

「より少ない悪」という考えを戦争にあてはめますと、次のように言うことができるでしょう。
「戦争をなくすことはできないかもしれないが、戦争による被害や破壊をなくしたり減らし
たりすることはできるかもしれない」と。（眞嶋俊造『戦争と倫理の一問一答』（仮題、執
筆中）より転載）

大庭 弘継 （京都大学）
眞嶋 俊造 （北海道大学）
中村 長史 （東京大学）

本発表は、科学研究費補助金の国際共同研究加速基金「人道的介入の実践にお
ける倫理／非倫理の類型化－〈奪命の倫理〉探求の準備研究（国際共同研究強
化）」 (15KK0103) ならびに特別研究員奨励費「撤退の意思決定過程」（15J043830）
の研究成果の一部です。

使用した写真は、一部同行者が撮影したものを除いて、大庭弘継が現地で撮影し
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 不介入の「正しさ」：介入による犠牲を避けるが・・・

⇒しかし不介入は、虐殺をそのまま放置することにな

る。つまり、見殺しにしたという事実が残る。

 介入の「正しさ」：介入によって犠牲を阻止するが・・・

⇒成功した介入は、虐殺を未然に阻止する。その結

果、介入の道義的根拠自体が消滅する。しかし、介

入による民間人の犠牲は事実として歴史に残る。

 国際社会は、介入を批判され不介入も批判され、介

入／不介入を振り子のように繰り返してきた。

 「子供を背負った女性が、子供を背負った女

性を殺そうとしているような虐殺の最中におい

て、指揮官はどんな対応ができるのか？兵

士は銃を撃てるのか？誰に対して？」（ジェノ

サイドの現場についてのダレールのコメント）

 「正しい選択」を導き出すこともできず、選択

に確信も持てない、だが選択を迫るのが道義

的難問（ﾓﾗﾙ･ｱﾎﾟﾘｱ）。

 人道支援の限界

 支援物資が武装勢力に利用される。

 無料の食糧が、残存する穀倉地帯を没落させる。

 調停や和平交渉の限界

 紛争当事者は、容易に武力行使を止めない。

 表面的な交渉で時間稼ぎを行う。

 国際刑事司法の限界

 訴追しても、強制力がない。

 妥協の上で成り立つ平和を壊す恐れがある。

 あなたの国は、某国の国連平和維持軍に部隊（施設部隊）を派
遣しています。ですが、某国は再び内戦状態となり、ジェノサイド
らしき状況が発生しています。政府は、戦争に巻き込まれること
を恐れ、安全確保のための撤退を検討しています。治安悪化に
よって武器使用を余儀なくされると、自国部隊が誤って無辜の
人々を殺傷する危険もあります。しかし、部隊の撤退は、なし崩し
的に他国の撤退を引き起こし、治安は崩壊しかねません。部隊
の増派は、某国の治安確保に貢献しますが、国益にはならず、
揉め事に巻き込まれ、自国兵士を危険にさらします。

 あなたは世論調査で、どの選択肢を取りますか？

①現状のまま、部隊を駐屯させる。

②部隊を撤退させる。

③部隊を増派して、積極的に介入する。

 あなたは国連平和維持軍の30人ほどの部隊の指揮官として某
国に駐留しています。そのあなたが駐屯している学校に、2000
人もの人々が突然逃げ込んできました。学校の周囲は、ナタを
持った民兵に囲まれており、ときどき威嚇してきます。また別の
場所にいた自国兵士10名は、民兵に襲われ惨殺されたとわか
りました。それでも、あなたとその部隊は学校を死守しています。

 数日後、上級司令部から、あなたの部隊は学校を引き上げ、
空港の防備につくよう新たな命令を受けました。

 あなたは指揮官として、どの選択を取りますか？

①命令どおり、部隊30名全員で空港に移動する。

②命令に背いて10～15名を学校に残し、残りを空港
に移動する。

③命令に背いて、学校を死守する。

スレブレニツァの虐殺のメモリアル。発見された犠牲者の遺体が埋められている。

メモリアルの向かいにある工場の廃墟、
PKO駐屯部隊の司令部があった

スタリ・モスト（モスタル）、
内戦時に破壊、2004年再建

ソコルル・メフメト・パシャ橋、ノーベル賞受
賞作『ドリナの橋』と内戦時の虐殺の舞台

サラエヴォの永遠の炎
（Eternal Flame）

道路から眺めるサラエボ市街地。この道
路が最前線であった。

 眞嶋提案の指針

① 選択肢の認識

② 「悪の度合い」によって選択肢を順位付け

③ 「最悪」から「最も少ない悪」を特定し並べる

④ その上で、「最悪」を避けることを目指す

 大庭提案の考慮事項

 どんな選択も悪とされること、を覚悟する。

 できるだけ、自分がいかなる立場でも、「最

悪」といえる選択肢を探す。

市内を普通に歩きたかったが、周囲は必死に
押しとどめられ、車を離れられなかった。

漁村にて同僚とボートを待つ。この撮
影の直後、群衆に囲まれ、連行された。

国営テレビ局。この4か月後、
武装集団に襲撃された。 漁村のマーケット。

 人道危機、つまり「他者」の戦争にどうかかわるか？

 国際社会は、他国への非干渉を基本原則とする。そ
れゆえ、一般的に介入は悪とされる。

 人権（or介入する権利）VS国家主権

 人道的介入(Humanitarian Intervention)の出現

⇒保護する責任(Responsibility to Protect; R2P)に精緻化

 国家が国民を保護する責任を果たせない場合、国
際社会（the international community）が国家主権を
乗り越えて、人々を保護する責任を担う

 最終手段として、国際社会は軍事介入する。




