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はじめに

20世紀はどんな時代であったのか。それへの回答は人によって多少の

相違はあろうが、戦争、革命、平和、人権というキーワードがたいてい

の場合含まれているはずである。これらの概念は20世紀以前にも存在し

たし、特定の場で生起したり、実現もされていた。しかし、人間が社会

を構成するあらゆる地域にまでその認識が広がったのは20世紀である。

その拡大を促進したのが民族運動であった。

民族運動は、これら4つのキーワードにすべて関わっている。帝国主義

諸国は第一次世界大戦を自国に有利に導くために、独立の約束を与えて

民族運動を利用した。民族運動の側は、戦争に組み込まれ、あるいは積

極的に参加した後、その約束が欺瞞的なものであることを知る。そして

20世紀の社会主義革命が民主主義と反帝国主義のための革命でもあった

ことから、民族運動は、帝国主義からの解放と階級社会からの解放とを

結合して発展した。

第二次世界大戦後、民族運動は開花し、次々に独立を実現していった。
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しかし、冷戦体制のなかでどのような形で独立を実現するかをめぐり、

民族運動は内紛を抱えこんだ。外国の干渉はその内紛を拡大し、地域戦

争をもたらした。戦争を終わらせて平和を獲得しなければ、そして人間

として生きる権利が奪われたままでは、独立は実体的意味をもたない。

1975年、ベトナム戦争が終結したことは、ベトナム民族にとっても、ア

メリカ合衆国市民（戦争による利得者を除き）にとっても、人権の回復

をもたらした。

このように、民族運動は、19世紀までの自民族解放の概念を民族一般

の解放に敷衍することで、人間の解放として普遍化することができた。

そして、その具体的目標は多くの場合、国民国家の形成であった。言い

かえれば、この頃までの民族運動は国家を組織しうる民族であった。

しかし、1991年のソ連東欧の社会主義体制の崩壊は、ソ連、ユーゴス

ラビアの連邦制の理念的基盤が失われたことを意味し、少数民族の自立

化運動は連邦の解体を促進した。

それまでの民族運動の概念では捉えきれない要素が生み出され、国際

関係論の領域に新たなパラダイムの設定を突きつけている。

コソボ問題もそのひとつであり、本稿は、コソボ紛争とNATOのユー

ゴ爆撃を通じて、現代の国際関係における民族紛争解決の枠組を見出そ

うとするものである。

1．ソ連・東欧崩壊後の民族紛争の特徴

旧ソ連・東欧地域での民族紛争には次のような特徴が挙げられる。

①ある地域の民族的帰属をめぐる紛争で、歴史的根拠が複数存在し、唯

一の決定的な根拠を設定できない場合が多い。

セルビア人とアルバニア人がともに「父祖伝来の土地」と主張する

コソボは、13世紀に成立したセルビア王国に属していた。そこでセル

ビア人は農耕を行い、ギリシア正教を信仰していた。14世紀にセルビ

アはトルコに敗れ、セルビア人がコソボを去った後、アルバニア人が

入植し、イスラム教を信仰した。バルカン戦争の後1913年トルコに勝
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利したセルビアはコソボを併合した。これだけ見ると、歴史的にセル

ビア人が先住民族なのだから、セルビア人の土地といえそうだが、コ

ソボの住民の比率はアルバニア人が圧倒的に高く、1991年には82％に

なった。人口比率から言えばアルバニア人の土地だといえるかもしれ

ないが、それだけで帰属先を決めることはできない。

コソボでもそうだが、民族間の結婚による混血家族も有り、民族に

よるすみわけがはっきりしているわけではない。たしかに地方によっ

て特定民族が多数を占めていたが、紛争後に人工的なすみわけが生じ

た例が多い。

②経済的後進地域での失業や貧困が民族対立を増幅している。

ユーゴスラビアのなかで経済的に進んでいるスロベニアでは、スロ

ベニア人が90％以上を占めていることもあるが、独立以降表立った民

族紛争は生じていない。コソボと同じ新ユーゴスラビア連邦の自治州

のボイボディナは旧ユーゴスラビアのなかで経済発展が進んでおり、

自治州格上げや分離の問題は表面化していない。ボスニア・ヘルツェ

ゴビナやコソボは旧ユーゴスラビア連邦のなかでも低開発地域として

開発資金援助を受けていたが、債務の返済や非生産部門への投資のた

め経済効果はあがらなかった。失業も多く、不満が累積されていった。

③居住地域で享受していた政治的・市民的権利の制限によって言語や文

化の民族的発現の自由が失われる。

コソボでは1974年憲法で保障されていた自治州の議会が憲法改正に

よって1990年閉鎖され、アルバニア語での教育が禁止された。セルビ

ア共和国のこうした中央集権化がアルバニア人の自治回復運動を独立

運動に変容させる原因となった。

④民族紛争の原因に宗教の相違に基づく対立はあるが、それが実際以上に

誇張されることによって宗教色の薄かった社会にも人為的亀裂をもたら

すことになる。さらに、同じ宗教の近隣諸国からの援助を受けて、紛争

は一国の枠を超えて「国際化」する。しかし、「国際化」といっても国

家政策のレベルではなく、非国家組織の武装集団による援助である。
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ユーゴスラビアに限らず、旧ソ連においても、この傾向は強い。た

とえば、アルメニア人の人口比率が高いナゴルノ・カラバフ自治州は

アゼルバイジャン共和国のなかにあり、ペレストロイカ以降、アルメ

ニア共和国への帰属変更運動が強まった。アルメニアもこれを積極的

に支持して、1988年、アルメニア最高会議（議会）はナゴルノ・カラ

バフの併合を決議した。もちろん、アゼルバイジャンはこれを無効と

宣言し、アルメニアとナゴルノ・カラバフとの鉄路や道路を閉鎖した。

アルメニアもアゼルバイジャン人を追放するなど報復措置をとった。

ソ連政府は紛争を収集するためナゴルノ・カラバフを連邦直轄にして、

内務省軍を送ったが、むしろ両共和国からの反発を受けて、三つ巴の

武力衝突を引き起こした。ソ連崩壊後、アルメニアとアゼルバイジャ

ンの紛争は続き、アゼルバイジャンにはイスラム諸国からの武器の援

助が行われた。現在、両国は足踏み状態で、法的解決の糸口にあるわ

けではない。

このように、ナゴルノ・カラバフは経済的契機からの分離運動で

あったが、その後、アルメニア正教徒とイスラム教徒との対立が誇張

され、紛争が国際化するようになった。

コソボにおいても、アルバニア人の目的は、はじめユーゴスラビア

内の「自治回復」であったのが、コソボ解放軍の武力拡大によって

「独立」へと転換した。武力拡大は外国のムスリム過激派からの援助に

大きく依存するから、セルビア治安軍への報復がセルビア正教会への

憎悪に拡大された、と考えられる。

⑤当事者間による解決が困難である。

流血と報復の繰り返しによって、所期の目的を達成するために必要

な手段の選択肢がなく、もっぱら武力による解決を目指している。は

じめは、同民族内の武装勢力は少数で特定のグループに限られている

が、双方とも軍の要員・施設などに限定せず一般市民・民家を攻撃の

対象にするようになると、武装グループへの批判は消えてゆく。相手

側への憎悪が民族を結束させ、武装闘争に懐疑的だった勢力が交渉を
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行う条件をつくりだすことができない。

コソボでもアルバニア系のイブラヒム・ルゴヴァ率いる民主同盟は、

コソボ解放軍KLAと一線を画して、平和的手段による解決を目指して

いた。その解決とは、コソボのユーゴスラビア連邦からの独立ではな

く、連邦内での自治州から共和国への格上げであり、すなわち、連邦

に残留することが前提であった。しかし、連邦政府が共和国昇格を認

めないだけでなく、自治権回復をも拒否して武力鎮圧を強化したこと

と、KLAの武力による成果がアルバニア人の間にKLAへの支持を広げ

たことから、ルゴヴァはKLAとの協調路線をとるようになった。この

ようななかでセルビア人とアルバニア人との直接交渉の機会は遠のい

ていった。

⑥国際的な調停による紛争解決が、米ソ対決の終了という冷戦後の世界

で理念的には容易になったはずだが、現実の国際関係において別の問

題が生じている。すなわち、ソ連崩壊後、ロシアでの経済的な弱体化

が国家としてのロシアの地位低下をもたらし、国際政治におけるアメ

リカ合衆国陣営の一極化を生み出した。核軍事力を背景にした米ソ対

決の脅威が去った代わりに、弱者の強者への従属と孤立化が強国の論

理にそった国際世論によって正当化されてくる。

そのような一極集中を防ぐことができるのは国際連合であるが、国

連自体には超国家的な制裁機関があるわけではなく、米ソの対決と協

調との微妙なバランスのなかで、国際紛争の解決策が講じられてきた

のである。したがって、国際関係の一極体制は国連の機能にも影響を

与え、時には国連抜きの紛争関与が行われる。これを可能にしている

のは、アメリカによる経済・金融のグローバリゼーションであろう。

ロシアの資本主義化は、いくらドイツの投資額が高くても（1998年に

対露投資額はアメリカを抜いて第1位）、世界銀行や IMFの融資無くし

ては進まないため、ロシアがアメリカと対等のイニシアチブを国際政

治において発揮することは難しい。

コソボ問題と現代国際関係
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2．NATOによるユーゴ空爆

コソボ紛争解決の手段として、1999年3月24日NATOがユーゴスラビ

アを空爆したのは「アルバニア人難民を救済するための人道的対策」で

あった。爆撃に至る経過については、すでに述べた 1のでここで繰り返さ

ない。ただ、この爆撃は以下の点で従来の紛争解決方式と異なっている

ことを確認しておきたい。

①NATOは加盟国ではない主権国家ユーゴスラビアを攻撃したこと。

②紛争解決のための国連決議が存在するにもかかわらず、国連の承認な

しに爆撃が行われたこと。

③NATO条約（1949年締結）で定められている行動範囲（大西洋および

その周辺の地域）を超えた地域への攻撃であること。

④「人道的カタストロフを阻止する」という軍事介入の目的が国際的メ

ディアを席巻し、介入手段の合法性に関する議論を封じ込めてしまっ

た。軍事介入を正当化するために国際法の新たな定義まで提唱する思

潮がでてきたこと。

これらの問題点を抱えてNATOは空爆に踏み切った。そして1ヶ月後、

NATO首脳会議は「同盟の戦略概念」を発表し、NATO軍の出動範囲を

大西洋周辺に限らず、ヨーロッパ全域に拡大し、加盟国であると否とを

問わず、NATOが必要と認めれば「平和と安全のために」軍事介入がで

きるようなガイドラインを設定した。

しかし、NATOが予想していたシナリオは実現しなかった。第1に、空

爆の成果が上がりユーゴスラビアの反ミロシェヴィッチ大統領派が結束

してミロシェヴィッチ政権打倒にこぎつけるか、辞任に追い込んで、空

爆を成功裏に短期に打ちきることができる、という予想がはずれた。逆

に、NATO側に不利な要因が生じた。ひとつは、ユーゴスラビアの軍事

目標への攻撃が効果があがらず、病院、学校などの施設への爆撃がユー

ゴ国民を結束させたことである。さらに、NATOが救済するはずのアル

バニア人難民の列も爆撃にさらされたことによって国際的にもNATOへ

の批判を引き起こすようになったことである。
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第2に、NATO諸国の足並みが乱れ、ユーゴに近いギリシア、イタリア

で米軍基地の利用による国内インフラの軍事化への不安から国民の反対

運動が起こり、軍用トラックの領土通過が拒否されるケースもでてきた

ことである。

第3にベオグラードの中国大使館が5月8日爆撃され、死者が出たこと

で、中国の抗議を受けた。NATOは誤爆だと弁解したが、真相はわから

ない。いずれにしてもこの爆撃事件は国際社会で説得力をもつことはで

きなかった。

NATOのユーゴ空爆後エリツィンによって大統領特別代表として派遣

されていたチェルノムイルディン元首相は中国の朱鎔基首相と5月11日

会談し、空爆反対の共同歩調を確認している。5月15日の国連安保理で

ロシアは中国大使館爆撃への遺憾表明を行ったり、25日には第3回中露

軍事専門家会議が開かれている。

NATO空爆に反対したのは中露だけではない。すでにこの事件の前か

らフィンランドのアハティサーリ大統領も調停に乗り出していた。フィ

ンランドとロシアは、アメリカ、ユーゴスラビアとの個別の会談を続け、

ついに6月10日、国連安保理は空爆終結と和平の合意に達した。それは、

難民の帰還の保障、ユーゴスラビアの主権と領土の保全、国連の特別代

表の派遣と暫定統治機構の設置、コソボ解放軍の武装解除、国際治安部

隊の派遣を主な内容としていた。これには、2月のランブイエ会議でユー

ゴ側が拒否していた「3年後のコソボでの住民投票」が含まれなかったし、

国際治安部隊はNATOの指揮下ではなく、国連の統制のもとに派遣され

ることになっていた。

これををもってNATOは空爆を停止した。この和平案をユーゴスラビ

ア連邦のミロシェヴィッチ大統領は受け入れたが、和平案に反対したセ

ルビア共和国の強硬派である急進党は、ミロシェヴィッチの率いる社会

党との連立政権から離脱した。コソボ自治州から自治を奪い、コソボ紛

争の原因をつくったミロシェヴィッチの強権体制も、改革派からはその

責任を追及されて政権打倒運動を起こされ、民族主義派からはコソボを
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売り渡したという非難にさらされ、連邦内での孤立化の危機を察して和

平案を認めたのであろう。

6月24日、ユーゴスラビア連邦議会上下両院合同臨時会議は、棄権1名

を除き出席議員全員が戦時体制の解除に賛成した。議会におけるこの一

致は、空爆による市民の殺傷、経済的破壊に苦しむ国民の切実な欲求で

あり、決してミロシェヴィッチ支持を表明したものではない。げんにこ

の直後から、戦時体制解除による集会の自由化で、政権交代を要求する

集会があちこちで開かれており、野党連合の「変革のための同盟」やセ

ルビア正教会の反ミロシェヴィッチ運動と協調している。

この会議で、強硬派から連邦政府の和平案受諾への批判が出されたが、

それは、戦後駐留する国際治安部隊が実質的にはNATO軍の残留ではな

いかという疑念からでたものであろう。しかし、国際的に孤立したユー

ゴ連邦政府の国益を支持していたロシア（ミロシェヴィッチを全面的に

信頼していたわけではないが）が、この国際部隊にいちはやく参加した

ことでこの疑念はいくぶん減少したのではないだろうか。6月20日、ク

リントンとエリツィンとの間で国際部隊のロシア軍参加が合意に達した。

78日間のNATOによるユーゴ爆撃は、果たして「人道支援」を達成し

たのだろうか。前述した以外にも、ここに爆撃の「成果」を列挙してみ

よう。

①コソボからの難民は、セルビア人はもとよりアルバニア人も空爆以前

より増加した。なぜなら空爆の攻撃対象地域はコソボも含まれている

からである。国連難民高等弁務官事務所によると空爆開始前のアルバ

ニア人難民は約10万人、空爆後は85万5000人だという 2。これでは空

爆は難民を阻止するどころか促進したことになる。

②道路やドナウ川の橋を空爆で破壊したためそれらを利用する東南欧諸

国間交易が多大の損害を受けた。ユーゴの貨物運送業者への打撃はい

うに及ばず、他国への影響も大きい。特に、1999年3月にNATOに加

盟したばかりのハンガリーは、ユーゴと隣接しており、NATO軍の出

撃基地となっただけではなく、ドナウ川に破壊された橋の残骸がある
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ため貨物船が下流に運行できず運送量が大幅に減少し、国民経済への

影響が生じた。

2000年5月になってようやくEUが残骸の撤去作業に2200万ユーロを

供出することを決定したが、対ユーゴ制裁法との関係もあり、実現は

遅れている 3。

③NATO軍の投下した劣化ウラン弾による直接の破壊だけではなく、そ

の残骸が現在でも土中に存在して放射能が検出されており、環境汚染

の今後の影響が心配されている。

④コソボでの民族対立は空爆終了後さらに深まり、アルバニア人のセル

ビア人への報復行為が広がっている。セルビア人は北部の一定地域に

避難しているがそこも襲撃されている。当然セルビア人による報復行

為が行われ、両者を監視する国際治安部隊も巻き込まれ、襲撃事件が

断続的に生じている。

空爆終了2ヶ月後にイギリスの『エコノミスト』の調査機関であるEIU

は、空爆によるユーゴの経済的損失を600億ドルとみつもった 4。損失は、

その後のアメリカ、EUの対ユーゴ経済制裁も含めればもっと増えるだろ

う。

空爆が生んだこれらの結果から、初期の空爆正当化説に疑問が投げか

けられるようになった。空爆を「NATOによるユーゴへの侵略」とみな

した前記拙稿の私見は当時極めて少数の人々が有する見解であった。し

かし、侵略とまで規定はしないが、最近の論調に、空爆不可避論の見な

おしがでてくるようになった。

3．空爆に対する国際世論の変化

NATOのユーゴ爆撃にたいする見なおし論といっても、ニュアンスの

相違があり、ひと括りにして論じることはできない。いくつかの類型に

分けてみよう。

①空爆の効果への疑問を呈したもの。NATO側にも損失が多く、軍事的
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効果がそれほどあったのかと、マイケル・マンデルボームは次のよう

に述べている 5。

「この戦争は政治的判断における大失策の意図せぬ結果である。.........

アルバニア人は独立を望んでいたが、NATOはそれを追求するどこ

ろか反対であった。コソボに独立を与えようとしたら、国連安保理の

常任理事国であるロシアと中国は反対したであろう。しかし、独立を

否定すればコソボに駐留するNATO軍がコソボ解放軍と衝突し、1970

年代の北アイルランドにおけるイギリス軍や、1982―83年のレバノン

におけるアメリカ軍のような不幸な体験を繰り返すことになったであ

ろう。彼らは平和維持部隊として行ったのに、現地の軍隊の攻撃目標

となってしまった。............................................................................

（中略）

[人道的介入]は国際法の既定の基準からすれば非合法である。国際

法では他の主権国家の内政への干渉を禁止している。しかしここ数年、

現実の国際世界で二つの条件があれば例外を認めるようになった。し

かしNATOのユーゴへの戦争はどちらの条件も存在しなかった。第一

の条件は、人権に対する多大な侵犯である。空爆以前のコソボにおい

てセルビア人のアルバニア人に対する扱いは模範的ではなかったが、

人権侵犯の最悪の例である殺人は例外的なもので、アフリカ諸国での

事件よりもはるかに少なかった。ただ、アフリカではなくてヨーロッ

パで起こった殺戮であったことが、西側に干渉を正当化させた。

内政干渉が例外的に許される第二の条件は権威ある法的機関による

承認があることだ。それは国連である。欠陥をもっているにせよ国連

は世界議会であるはずで、その権威ある国連の承認無くしてNATOは

行動を起こした。...............................................................................

（中略）

NATOの空爆は、アメリカの中国およびロシアとの関係を悪化させ

た。中国大使館への爆撃は、中国政府の中の対米強硬派を有利にする

と同時に、中国人民のあいだに反米感情を引き起こしてしまった。ロ
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シアについては、空爆直前のポーランド、チェコ、ハンガリーの

NATO加盟がNATOの東方拡大の不安を政治家たちに与えただけでな

く、爆撃はロシア市民の怒りを買った。だから空爆停止直後に200人か

ら成るロシア軍がコソボの首都プリシュティナの空港を占拠した時

（国際治安部隊に参加するため‐‐‐筆者注）ロシア人に支持されたの

は、ロシア外交が今後ナショナリズム的方向に転換するシグナルとみ

てよい。」

このように著者の論点は二つあり、空爆がもたらした結果と空爆の

法的根拠を論じて、空爆が失敗であったことを検証している。たしか

に空爆のマイナス効果について、コソボを含むユーゴ国内と国際関係

を視野に入れた著者の論証は目配りが利いていて説得力がある。

もうひとつの空爆の根拠については、内政干渉が現代国際政治のも

とで正当化される二つの条件―人権の甚だしい侵犯の存在と国連の承

認―を欠いているためにNATOの空爆が正当化されないと主張してい

る。これは、空爆を内政干渉とみなす点で従来西側世論には見られな

かった見解である。しかし、内政干渉を正当化しうる二つの条件のう

ち、「人権の甚だしい侵犯の存在」に関しては、どんな基準で誰が決定

するのか、という疑問が残る。

前NATO事務総長ジャヴィエ・ソラナは「どんな綿密な作戦を練っ

ても市民の犠牲がでるだろうし、ロシアとの関係が悪化するだろう。

コソボの将来に長期的な、金のかかる関与をすることになるだろう、

というリスクをすべて予想して軍事行動を行った。もし行動しなかっ

たら、大西洋共同体はすぐ隣の国で行われている民族浄化を合法化す

ることになったであろう 6」と述べているが、軍事干渉の根拠は、当事

国が加盟していなくてもひとつの軍事同盟組織が判断することができ

ることになる。たしかにソラナはユーゴ空爆を、「規則の例外として

行ったのであり、新しい国際法をつくりだすつもりはなかった 7」とい

うが、例外は繰り返されることが多い。
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したがって、内政干渉の正当化の条件としてマンデルボームがあげ

た「人権の多大な侵犯の存在」は、恣意的解釈を許すことになるだろう。

同じくNATOの空爆終結直後にその効果について疑問をあらわした

ピーター・ロドマンは、人道的救済という気高い目的をもって行った

戦争が、「ミロシェヴィッチとのあいまいな外交的妥協で終わるならば

幻滅は大きく、政治的反動は深まるだろう 8」と述べて、とても勝利と

は言えない空爆作戦がNATO内の結束を緩めることを危惧している。

空爆をめぐって積極派のイギリスと慎重派のフランスを比較し、国連

の承認が必要だったとするフランスの見解をあまり重視しないのは、

中国とロシアは空爆にどうせ拒否権を再三使うだろうという、国連へ

の不信感がある。この点で、マンデルボームとは異なっている。

NATOによる空爆の効果については、当事者が発表した資料による

相違からも疑問が持たれている。『ニューズ・ウィーク』2000年5月15

日号の論説 9に示されているNATOの軍事成果の数字を表にすると以下

のようになる。

戦車 兵員輸送車 大砲

米統合参謀本部発表（1999年6月） 120 220 450

米空軍報告（1999年8月） 93 153

セルビア軍司令官発表 13

米空軍調査報告書（未発表
14 18 20『ニューズ・ウィーク』入手）

これで見ると、セルビア軍に対するNATOの軍事成果がいかに改ざ

んされていたかがわかる。この論説では、セルビア軍が作った偽のポ

リエチレン製の橋や紙製のミサイル発射台の破壊も戦果として報告さ

れていたことが述べられている。NATO軍は、第二次世界大戦でナチ

ス・ドイツ軍と戦ったセルビア人が、パルチザンの経験をこのように

生かすとは考えつかなかったのかもしれない。
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現在も正確な数字は不明だが、少なくとも戦車については、交戦国

双方の誤差が少ない数字に注目したい。もし未発表の空軍報告書が現

実に近いとすれば、NATOの爆撃はこれだけの戦果のために、市民の

殺傷や生活基盤の破壊など莫大な犠牲を人類に支払わせたことになる。

②NATOの空爆決定過程における誤算

空爆について、爆撃のマイナス効果を指摘したり、あるいは空爆そ

のものの正当性を疑う否定的評価が①の特徴であった。それに対して、

空爆そのものは既成事実としてその是非を問わず、空爆を決定する際

に判断の誤算があったとする見解がある。

前米国防長官ジョセフ・S・ナイは論文「国益の再検討」10のなかで、

国益のレベルではC  (Aは旧ソ連のようなアメリカの死活に関わる脅

威、Bは北朝鮮やイラクのように死活的ではないが相当な脅威、とナ

イは定義)リストにあったコソボ紛争が、なぜAリストに格上げされ、

アメリカの国益のために空爆の実施に至ったかを分析している。要旨

は以下の通りである。

「コソボにおけるNATOの軍事干渉は、今日の世界でアメリカ合衆国

がその国益をいかに規定するか、という大きな問題を提起した。冷戦

後の外交政策を決定するうえで国益をどう考えるのか。アメリカの国

益には従来3つのレベルがあった。Cレベルは、アメリカの安全に直接

脅威となるものではなく、間接的な脅威である。しかし情報化時代に

はメディアの注意をひくのはCである。人権問題も情報時代には注目

を浴びやすいテーマである。人権政策は外交そのものではないが外交

政策の一部である。わが国の人道的利益が他国の強大な国益によって

補強される場合を除いて、力の行使は避けるべきである。力の行使は

「正義の戦争」の原則に相当する場合のみ価値がある。しかし、民族自

決をめぐる内戦への干渉にアメリカは慎重でなければならない。

コソボの場合も、アメリカははじめは慎重だった。しかし、コソボ

解放軍KLAが勢力を伸ばし、平和主義的リーダーのイブラヒム・ルゴ
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ヴァの指導基盤を掘り崩すようになると、KLAがセルビア人への民族

浄化と虐殺を行うのではないかという恐れが出てきた。ランブイエ協

定案（1999年2月）をKLAが拒否した時に（コソボの地位を、独立で

はなくユーゴスラビア連邦内での自治、としていることにKLAは反対

したー筆者注）、NATOは倫理的しがらみを棄て、引き下がるチャンス

をつかむべきだった。しかし、KLAがユーゴ内での自治を受け入れる

と約束したことを信じる振りをしてこの問題にはまりこんだ。アメリ

カはセルビアを爆撃すると脅したために、ミロシェヴィッチはコソボ

での民族浄化を行った。この時点でコソボは、力の行使を認めるBリ

ストの国益になる。人道的インパクトは増大し、アメリカとヨーロッ

パとの同盟の未来に関わる戦略的な国益となった。」

このようにナイは、空爆決定の際に慎重さを欠いた事は認めるが、

空爆そのものが誤りだったとは言っていない。また彼は、力の行使に

際して慎重さを要求するが、一方では、国益決定には慎重さだけでは

だめだという。彼は、アメリカのKLAに対する誤算を指摘するが、そ

の誤算から空爆が決定されるまでの過程が省かれており、空爆を既成

事実として疑念をもたない。もっともこの論文は空爆が終了していな

い頃書かれたもので、立場上やむをえないだろう。フリーな立場に

なったら、率直な見解を述べるかもしれない。

ナイと同様に、空爆決定に際してのNATOの誤算を指摘したのは、

「バルカンの致死的ナショナリズム」を書いたウイリアム・ハーゲンで

ある。彼は、古い時代からのバルカンのナショナリズムの特徴につい

て、流血と報復行為を強調している。政策決定者がそれを知らなかっ

たと指摘し、「NATOは、ユーゴへの空爆を開始した以上、セルビア人

がアルバニア人に対する民族浄化を強化することを予想すべきであっ

た」11といいながらも、爆撃を続けるにせよ、終わらせるにせよ、アル

バニア人難民が帰国できるようにセルビアに同意させねばならない、

と述べている。ここには、爆撃の正当性への疑問はもちろんのこと、

効果への検討もない。
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バルカンの民族運動に熟知していたら、NATOは空爆を行わなかっ

たのだろうか。そうではあるまい。現実の国際関係のなかで力の行使

の結果を予想しながら、空爆が決定されたと思われる。この点で、ナ

イの立論のほうが現実的である。

③NATOの空爆は、主権国家への内政干渉を禁止した国際法違反であり、

「人道的支援」を掲げても爆撃による破壊をもたらし、決して正当化す

ることはできない、という見解もある。

この見解は、以前から空爆に反対していたロシア、中国、インドの

公式的立場と共通している。ロシアは空爆終了後国際治安部隊に参加

し、コソボの非武装化でNATOと共同行動をとったが、この立場を変

えたわけではない。それを代表する論文として、ロシア外務省第4ヨー

ロッパ局第3書記ヴラディーミル・クルシコフの論文「ユーゴスラビア

の前例は平和にとって危険である 12」を、以下に要約してみよう。

「現代の国際関係の重要な問題は、国際法の一般に認知された原則と

抵触する、主権国家への力の行使、内政干渉の正当性の問題である。

最近伝統的な国際法の「創造的発展」とかそれに代わる「新しい国際

法」の形成について語られている。それは、コソボ紛争を力によって

解決するため、軍事干渉の「道徳性」をうんぬんして、合法化しよう

とする動きに顕著に表れている。NATOはユーゴスラビアへの攻撃を

「人道的カタストロフを阻止するため」と称し遂行したが、数千人の平

和的市民を殺戮（コソボの住民を含む）し、経済的制裁を行って、ま

さに人道的カタストロフをひきおこした。

人道的理由による干渉の支持者たちは、国連憲章の前文や55条、56

条の、人権と基本的自由の尊重のために共同の、自主的な行動をとる

ことを義務付けた文言を盾にとって正当化する。しかしその場合、い

かなる国家の人権の破壊も許されず、国連安保理の承認なしに武力を

行使してはならない。

コソボの民族紛争について、セルビアの民族浄化政策によってアル
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バニア人が犠牲を受けてきたというのが西側の多数意見である。たし

かにユーゴスラビア連邦指導部によるまったく誤った民族政策によって

紛争がエスカレートしたのだが、分離主義的アルバニア人とコソボ解

放軍との癒着によるテロリズムが紛争を激化させたことを西側は軽視

している。一面的な親アルバニア的立場で、軍事干渉がおこなわれた。

現在、国際的に政治的平等が破壊された状況で、小国は自国の安全

を守るために攻撃側の武力と比較にならない武力で立ち向かわねばな

らない。だから、すべての国家は内外の脅威から救われるために、一

定の国際法的枠組を持たねばならない。現在の国際法のメカニズムを

利用することがきわめて重要である。ユーゴスラビアの前例は、

NATOだけではなく他国も力による政策をとる危険を秘めている。

NATOの軍事干渉による多大な人的犠牲と破壊は今後の人道的干渉の

模範になり得ないことを示している。力の政策に代わる唯一の賢明な

政策は、国家主権と国家の自決権の尊重を義務付けている従来の良き

国際法に戻ることである。」

著者の主要な論点は二つある。ひとつは、人道的支援を理由とした

NATOの空爆が正当化されるか、という問いへの否定である。その根

拠は明確で、主権国家への軍事干渉とした国際法違反である、という

論理である。その際に、コソボの民族紛争の実態をとりあげ、NATO

の情勢分析の欠陥や空爆による被害などが考慮されているが、事実関

係よりも原則論を展開している。それは、もうひとつの論点を重視し

ているからである。

すなわち、NATOの空爆以前に欧米言論界の一部で（日本でも）盛

んになった国際法の見なおし論を批判することである。空爆正当化の

ための「人道的支援」が逆に人道的カタストロフをもたらしたが、そ

の論者たちは「軍事干渉は国際法違反」という批判をかわすために、

現在の国際法を再編し新しい国際情勢に合った国際法の設定を主張し

ていた。言うまでもなく、国際法は憲法のように特定の制定法がある

わけではなく、種々の条約・協定や国際宣言などに規定されたルール

帝京国際文化　第 14号

－ 74－



が歴史的に積み重ねられて一般に認知されたものである。これまでも

国際世界は新しい情勢を迎えてきたが、そのたびに国際法の「改正」

を行ってきたわけではなく、法解釈の新機軸を生み出して来たに過ぎ

ない。これまでも内政干渉は行われてきた。理由づけはいろいろあっ

たが、既存の国際法の規定を拡大解釈したり、あえて国際法違反の汚

名を着ることもあった。しかし、そのために内政干渉の禁止など基本

的ルールを変えようとする動きは少なくとも学界にはなかった。

クルシコフが心配するのは、現在、世界の仲裁者としてアメリカだ

けがその国力を背景にして君臨していることである。力の不均衡が国

際政治の現実であるから、ユーゴ空爆の前例が繰り返される、と彼は

懸念する。小国の主権を守るためにも現国際法を堅持すべきだと結論

している。

これについては筆者も同意するが、NATOの爆撃の目的が、ミロ

シェヴィッチ体制の倒壊だけではなく、低廉な労働力と販売のための

新市場の獲得だとする著者の見解には同意できない。NATOはミロ

シェヴィッチの退陣を期待していたが、市場獲得をめざした経済的拡

大を志向するには、現在のユーゴは政治的にも不安定で、市場管理が

厄介だろう。地上軍を投入するほどの戦略価値はないから、NATOは

国際治安部隊の駐留で手を打ち、戦争を終結したのである。著者は軍

事干渉の目的を誇大視している。

もうひとつクルシコフ論文で欠けているのは、ミロシェヴィッチ政

権の自治抑圧政策にほとんど触れていないことである。外交官として

の彼の立場もあるのかもしれないが。ロシア言論界でのミロシェ

ヴィッチ批判では、レオニード・ムレチンの『新時代』の論稿 13が手

厳しい。彼は、NATO空爆よりも、セルビア人の民族主義的感情に

のって和平計画を蹴り、戦争を引き起こした、とミロシェヴィッチの

責任を追及している。

しかし、この和平計画は、1999年2月のランブイエ会議で「ユーゴ

連邦内でのコソボの自治」となっていたためコソボ解放軍が拒否して
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いたのである。だが、3月のパリ会談開始前にコソボ側が受諾に変わっ

た。ユーゴ代表団は逆に、計画案でのNATO平和維持部隊のコソボ駐

留がユーゴスラビア全域での駐留に拡大されたため、拒否した（これ

については前記拙稿を参照されたい）。コソボ側の逆転の動機が不明で

あったが、『新時代』の論稿 14でアンドレイ・グラチョフは、クラーク

NATO軍司令官がコソボ側と私的に会って、和平計画案を受諾したら

何を得られるか、拒否したら何を失うかを説明したと、述べている。

さらに、オルブライト米国務長官が、3年の自治期間の後に住民投票で

セルビアからの独立問題を提起できると確言したこと、も書いている。

これだけでは真実はわからないが、コソボ解放軍の態度変更のヒント

にはなるだろう。

グラチョフの論考で注目したいのは、次の指摘である。すなわち、

NATOの軍事介入によってロシアは、その終結のための外交努力で世

界に存在をアピールできたこと、また、国連の治安部隊に参加し、西

側と協調したことにより、チェチェン戦争でフリーハンドを得たこと。

これは、重要な視点であり、エリツィンから大統領を引き継いだプー

チンが、強国としてのロシアの威信回復を表明すると同時に、ヨー

ロッパだけではなく、東アジア、中東でもバランサーとして外交の地

歩を築こうとしていることにも伺える。

以上、NATO空爆への批判についてアメリカ、ロシアの言論をみてき

たが、日本では最近の論調に、空爆支持がほとんど見られなくなった。

正確に言えば、空爆に触れなくなっただけで、明確な批判は少ない。そ

のなかでも、当初からコソボ紛争の認識不足による空爆を批判していた

岩田昌征の論文「NATO空爆前一年間の政治的外交的ゲーム」（『ロシア

研究』第29号、1999年10月）は、人道的カタストロフの実態やコソボ解

放運動内部の問題などをえぐりだしていて興味深い。また、門奈直樹の

「コソボ戦争とマスメディア」（『世界』2000年3月号）は、イギリスの報

道がNATOとアルバニア人難民に傾き、反ミロシェヴィッチで貫かれて
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いることを批判し、同時に、傍観者的な日本の報道が空爆以外にないか

のような論調であったことを、的確に指摘している。

4．コソボ自治州の現状

1999年7月国連はコソボ問題解決のイニシアチブを回復した。国連コ

ソボ暫定統治機構が設置され、特別代表としてフランスのクシュネル保

健担当相が派遣された。国連の暫定統治は5段階をもって完了することが

事務総長によって報告された。5段階とは、1、国際的文民警察のもとで

の暫定的行政構造　2、社会的サービスと公益事業、司法作業　3、過渡

的行政府　4、コソボ議会の選挙準備　5、暫定統治機構から確立した議

会への権限委譲である。

16日、コソボ暫定協議会第1回会合があり、アルバニア系4名、セルビ

ア系2名、ムスリム系1名、トルコ系1名が参加し、複数民族からなる警

察の設置で合意した。これは、暫定統治機構の諮問機関で、行政的機能

はない。

こうして国連の指導による民族協議がはじまったが、今度は、アルバ

ニア人のセルビア人に対する追放・殺戮行為が行われるようになった。

しかも、コソボ解放軍KLAは勝手に暫定政府を組織し、27の地方自治体

のうち25の自治体に地方行政組織を設け、首長はKLA派が占めて、帰還

難民の受け入れ、不動産の管理、徴税などKLA側に有利に、セルビア人

を排除する業務を行っている。畢竟セルビア人は特定の地域に集団で居

住するようになったが、アルバニア人がそこに襲撃をかける。それを阻

止しようとする国際平和維持部隊との間で衝突が起こる。

9月に、和平協定にあるKLAの解散が名目上行われたが、実際には

KLAの兵士の半数5000人が新設のコソボ部隊に入り、「市民防衛」や災害

援助に携わることになった。そういうなかでセルビア人難民の帰還輸送

車が襲撃されるなど、民族主義テロルが続いた。

したがって、12月に国連暫定統治機構がコソボの首都プリシュティナ

で暫定行政評議会を設立し、コソボ住民の代表を参加させようとしたが、
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セルビア系代表は評議会設立合意書の調印を拒否し、参加しなかった。

評議会は国連代表4名、アルバニア人代表3名で、セルビア人抜きで発足

した。この参加是非ををめぐって、セルビア人内部でも対立があり、虐

殺の当事者と席を並べることに反対する強硬派に対して、参加をしなけ

ればセルビア人の意思表明の機会はないという協調派に分かれている。

2000年4月にオブザーバーとして一応参加した。

しかし、民族和解のないまま2000年10月末にコソボの地方選挙を行う

ことが決まり、そのための住民登録が国連コソボ暫定統治機構によって

行われると、セルビア人は登録をボイコットした。7月に登録が締め切ら

れたが、有権者120万人のうち登録を済ませた100万人はほとんどアルバ

ニア人で、10万人のセルビア人有権者は登録しなかったという。このま

まセルビア人抜きで地方選挙が行われるのだろうか。国連側は、選挙を

実施する意向だが、セルビア人が選挙に参加しない場合、選挙後特別枠

でセルビア人議員を任命する方針である。

それだけでも紛糾の種はあるのだが、もうひとつ、コソボを揺るがす

であろう問題がある。それは、2000年9月24日に行われるユーゴスラビ

ア連邦の大統領選挙である。連邦政府はコソボ自治州のセルビア人が投

票に参加できるように投票所を設置する、といっている。この場合、当

然アルバニア人との衝突が予想される。国連は、どのように対処するつ

もりなのだろうか。

おわりに

コソボ問題はNATOの空爆終結によって解決したわけではない。むし

ろコソボの政治的地位をめぐってこれからが正念場となるだろう。国連

の5段階方式が、より高次な段階を踏んで順当に最終的解決を実現できる

のか。その最終的解決の目標が、ユーゴスラビア連邦からの完全な独立

とするアルバニア人と、連邦内での自治とみるセルビア人とで異なって

いる以上、楽観視はできない。

この問題を解決する上で、NATO爆撃終結のために仲介の労をとった
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アハティサーリ・フィンランド大統領の、『国際生活』でのインタビュー

が参考になる。彼は「どんな場合でも、和平計画には、コソボがユーゴ

スラビア連邦の一部であることが明確に述べられており、われわれはこ

のことから出発して作業している。------第2の重要な要素は、施策が国連

の保護のもとで行われる、ということに帰す」15と述べている。

それにしてもNATOの空爆は、コソボ問題の解決への道のりにいかな

る貢献を果たしたのか。国際赤十字委員会によると、NATOが投下した

クラスター爆弾の不発弾の事故で空爆終了後1年間にコソボ住民が201人

死傷しているという 16。一方、ベオグラードのセルビア・テレビ局への爆

撃で殺害された16人の民間人の遺族たちが、空爆参加国の指導者を相手

取り、「NATOの攻撃は生存の権利を保障した欧州人権規約第2条の侵害、

テレビ局への攻撃は表現の自由を保障した同10条の違反」として、欧州

人権裁判所に提訴したという 17。破壊と憎悪以外に何を残したのだろう。

あえて貢献をあげれば、国連を通じての紛争解決のルールを遵守する以

外に、力の行使の正当化は無いことを教訓として残したことであろう。
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