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� NGOの��

これまでは��	および�
��がどのよ

うに������������の��をか

たちづくっていったかをみてきた�ここでは�

�	や����とならんで��������

�に�かせない !を"たした���と�#

の�きを$%してみよう�

� NGO����

���の&'では�����という()�

*の���ネットワークを+,とした���

の !が-きかった�ここで��
.���

/��における ���0�を�����1#

���の23で4いてみよう�
１

�	5の
�6に����が7ち8げられてから�

それまで9:に;�していた���はグロー

バル<=をもってゆるやかに#>するように

なった�その?@となったのは�-�*な�


ABであった�これらのABには�����

のCDによるE5の�
���ABだけでな

く����のFGHIがJめられなかった

���ABもKまれる�また�オタワ�プロ

セスLABは�MNOPのQではあっても�

オタワ�プロセスに�かせないアクターとし

ての���はFGオブザーバーとしてHIし

ていたため����にとってのRSTであっ

た�そこで�これらの�
ABHIUのVW

によって����0�にXYするものとす

る�
２

まずZ[\でみると��5の]^_ロンド

ンABには��Z[���5の]`_ジュネーブ

ABには��Z[ab5cd
��e���5]f_

ggh

�ij-k-kl�
mnopqrst
uvのopについては�wuxyzk{Zより
r|をいただいた�また�uopは}|
�5~q
kop��r�a��op�eの|"の^�でも
ある�

���������	�
����
�����������
����
����������
�����	a	����

e



プノンペン��には��������	���


と����している���で��および�

���の����は���のプノンペン��で

��に��した������の����は

����を�え����を めた�!���の�

"だったが��#���には��カ$から���

を�える��が まった�これは��の	４

"にあたる��である��	�の２%にマプー

トで&'された�(���には
�カ$から

����)*が��して���の�+,-の.

/を0き1いだ�また�23するように�プ

ノンペン��はとりわけアジアの��が4

���したことで���56の78-を9

したという:;でも<=であり������

�の#ヶ%>に��?@を��させるAB

をCたした�このように���は$DにE

んじて�!����FGH��へのIJをK

えたのである�

それでは�$D?@が��した�
�には

��?@にはどのようなL-がみられただ

ろうか�この�には�+,な����は&

'されず�もっぱら���FGH��に56

のMNがOられていた����FGH��に

56を Pさせていたことは����９Q��%

の��へのRS���Tが�
カ$から���

�だったのにMし��
�４%の��では��カ

$から��
�と����"Uくに��したことか

らもVかる��
�のWXの(ヶ%は�F&�

Y�!������がZ[し�\]への��

が^められていないがためにZ[を_&する

ことができなかった`aから������へ

のIJとして�bcdefghとijなkl

mnをoくことに<pがqかれた�この>に

&'された４�の��ghrs�rにおい

て�tbdeurがvwされた�xらはyz

tb�{にj|したがために�より}~なg

�を�むアメリカなどの�$とM�すること

となったが�このklmnがあったからこそ

オタワ����およびそれ)�のオタワ�プ

ロセスのw�が��されたのである�

�
�には�きな����が�く�また�

���������には56の5�さが`�

されていないために��の56は�;だっ

た�Nを�えるが�$Dと��との>に�

�なパートナーシップをoいたというpでそ

の2の��を�える���な��をvwした

といえる�

���	�の�(�マプート����では�

��W�の����と56$�を��した�

それだけでなく�(ヶ%2のブラッセル��

に4�のアフリカ��が��したことから�

アフリカの/lが��したことがd�される�

こうして��	�のXめに���?@は��

��T�56��V ともにW¡Yを¢える

ことで�オタワ�プロセスのw£を¤うブラッ

セル��への�¥をjめたのである�

プノンペンとマプートを¦てアジア�アフ

リカに��56$が§�したことを`�し

て�ブラッセル��とオスロ��ではアフリ

カとアジア�¨©ª��の��56$がそ

れぞれt�の(Vの!から#Vの!�«を¬

めた�®�なのは�アフリカについては

��?@と$D?@がほぼ¯しくなってい

るのにMし�アジア�¨©ªについては°�

$ ± k l ²  ���³ �２´µ¶·



の�に�きな��があることである�この�

については�で�しく	べたい�

� トランスナショナル��の�����	


�への�

���
�と�
�は��に��な��

をもっていたが���を�びつけたメカニズ

ムはどのようなものだろうか�すでに��と

なった�のあるリチャード�プライスの��

では��� !を"#$%&'()の*+に

�,したことで�"#$-を./したフレー

ムが�きな012を3つに4ったと�*+が

�567に8たす9:の;<さを./し�

���はその=>で*+?@として#$*

+をA�にBりCみ�*+のDりに�をE

�させたF9�としてGかれている�
３

その�

のHIはJK%にこのL�をMNきとして�

#$*+フレームのOFと�その=>におけ

る����のPQ%9:が�R#STUVWF

のP<Xと�じている�
４

しかし�フレームが

YZ�[\され��に]け^れられるとい

う_`レベルの��abは�どのような67

=>をcてdわれるのだろうか�

����のようなefghをもったグローバ

ル���ネットワークが�5%ijklにm

nをoぼす=>には�6pのqr_s�tu

v�wxvといったJy%_sに��%にm

nをzえるc{と�ijkl=>に|�%に

mnをzえるc{とがある�}�は�デモ�

~L���やコンサートなどの��イベント

や�Z�などのq������を�じたef

*�での����を�す�

��は�イ����のijklに��から

�zすることで�それらA�の��のE�と

して��5%ijklにmnをoぼす=>と�

ロ��5フォーラムでのL�にmnをoぼす

=>とに��することができる���c{は�

��L~�L���	�d6p�
����

�e��の�67��を�じた�きかけに�

まかに�けられるが�����や6�システ

ム�6 ¡�¢など���の67��や£d

によって�きかけの¤¥や;�には�きな¦

いがある�
５

�5��での67%c{は���

�5~Lへのロビイおよびキャンペーン���

	�§L��などを�じて�5¨©の6ª«

Wに�zする=>�に¬�することができる�

��はFしている�®もあれば�;¯して

いる�®もあり�また�どの=>が°±にな

るかは²³によって´なる�

��67=>にµzして�の6ªにmn

をoぼすことで�56ª«Wにmnをoぼす

という�いわば¶·¸ボトム�アップ¤¹は�

�º%Pº�システムにおける67=>の

°±をなす�»¤��5¨�との§�や�5

~Lへのロビイを�じて��の���5�

��から¼�の6ªにmnをzえるルートが

½8%に¨¾するためには����がそのレ

ジームや�¿においてÀ�な672を�して

いるというUÁをÂえていなければいけない�

��cÃÄ~ÅÆの§L��にÇÈされるよ

うに��5ÉÊのijklへの���の�z

のËSはÌ�してはいるものの�kl%な6

72を"�PÍにzえる��%UÁがÎっ

ているわけではない�また��5�¿への

*+カスケードにおけるÏÐ67�°のÑ� ÒÓÒ



���の����が�められる��は�られ

ている	

����は
��������と��して


����
����
����
 �!と


"#$にロビイ��を%&することに'(し

た	��)*����の+,-.には��で

きなかったが
オタワプロセスの/��に

は01��することが23だった	また
 

�4でのキャンペーンも5んに�った	この

ため
����はイ6もロ6も7って89:を

�7したといえるが
;<の=>?@モデル

からすれば
AB�Cの��でも
"くの�

!が��$AB�CDEFGに�わったHI

のJKは
����が��BLMNや����

において��$=>:をOPしたことよりも

むしろ
 ����が �+,-.にIきな

89:をQっていたことにあったのではない

か
とのRSがTじるだろう	UVなWいX

をすれば
���がYZした�!は[\X]

に^_しやすく
`に
AB�Cabにc�

$deをQたない�!において���がYZ

しないfgは
その�!は[\をhQしない


というijが'りkつ	Kl�mはn.でき

なくとも
oなくとも������とpqr

s�とのtにu+なv�がwられるとの�x

もある	
６

それでは
�4の���がトランスナショ

ナルに��するとき
それらの���はどの

ようなyzによって+,-.に{きかけるの

だろう	この|について
キャスリンシキ

ンクは
�4の=>$��の&}~���~

と��f�での=>$��の&}~���~

の�みgわせで�つに��している	�4$

��
��$��ともに�じているfgには

��が'(するチャンスは�さいが�パター

ン�6
�4$��が�じられていても
�

�$��が&かれていれば
��をu�d�

して�4の=>$��を�げるブーメラン

モデルのようなトランスナショナル��によっ

て
=�の+,-.にu+な89を�ぼすこ

とが23である�パターン�6	�4の=>

$��は&いているが��$なそれは�じて

いるfg
 �の���はトランスナショナ

ルな��を�んで
���$と�.した��

��を�$として
+,-.プロセスの��

�をJ�する����をとる�パターン 6	

�4
��¡��ともに&かれていれば
�

4���と��¢:が£¤$�gを�んで4

�から+,-.��に89を�ぼす�パター

ン¥6	�
 はいずれも�じているほうの

��をこじ&ける��なので
'(すれば¦

§に¥のパターンに¨って�くことになる	
７

AB�CDE��の��では
����お

よび��©ªへのアクセスが«¬$&かれて

いたことと
[\��の®:が¯られたこ

とから
��$��は[��を�じて«¬$

&}$だった	その°±
�4$��は�に

よってその&}~に²いがあったため
;³

のシキンクの��における�と¥のパターン

が�であったといえる	�4の=>$��が

´�されているfgには
�に����による

j¯と����および�©�mを�じた��

によって=�に�:をかけるとともに�4の

���をhµし
�4の=>$��が&かれ

� � ® : ¶ · §�	̧ §２¹º»»



ている��には������と����とが�

��に	
して��の�����に��な

��を�えるという��をとったのである�

��が��してきたように����の� 

のモメンタムが!なる"#を$き%せるとの

&'に(てば����)における���の*

+�,�を-わずとも�. /に0じて�1

の2 が34した5も67できると89され

る�:.�;と<の=5で���の>?が@

AされるBCDEのFGでも���H�で

���がI していたわけではない�JK�

には�	
カ�LMものNOをPたQRSTで

あるが�それらのUV�のQてに���がW

Xしたわけではなく�キャンペーンYX�は

TZ[の�
カ��\であった�すなわち�]

りのZ[の^�では������のI によっ

て_`abが�きな��をcったとはいえな

いのである�

MでdたようにQR� のe4に-って

���I �はfgしたが����I ��

とりわけキャンペーンYX�は���の�)

��hがij�kかれており�かつ�QRl

の����Mmnな�1にo�していったと

pえられる�Dqごとの���hrsのkt

uと�QRlの��Mの_vをwxすると�

HDqについてLyのような&'がzき{さ

れる�

|}では�とりわけ~|^�はij���

�hがkかれており��)�������に

�まれた�.���の[も�い�また�|}

�hは���Fhにiべて���hにkかれ

ている�このため������と�.���

が���な	
を�んで�����.=5か

ら�きかけやすい��があるといえる�この

ため�~|^�ではQRl���の��_`

abへのアクセス�インパクトともに�きく�

その������の[が�く�かつ�1 /

と��� /とが�ね��しているであろう�

�}でも��^�����カナダ�は~|

とほぼ��のことがいえる�しかしカリブ�

���Dqには������ \を¡えては

いても�¢の"£の¤¥による¦§や¨©ª

«�¬®の¯しい °��±の�)�²,

³といった´µをもつ®¶���1が�く�

�h� の����hは°られている�·¸

で���^�もg¹している��はg¹�

にBする�)���ºが�きく�また���

»び|�の���と¼�してDE½¾I に

¿Àして
ってきたÁÂがあるため�QRl

に�きな�)��hを�えるÃÄuを#つア

リーナである�そこで��}とりわけ���

では��と�.レベルの���	�はGÅ�

で�����は�.�な�きかけにmÆをおい

たとÇÈされる�その�����のÉDE

¸ÊにËってÉDE¸ÊをÌち{す�Íが�

いのとBÎ�に����でI する���の

[はÏないだろう�

アジア�ÐÑÒDqは�)��rsの��

uがÓ�にÔいので��にまとめられないが�

�ÕÖ×や®¶��Ø であっても���h

のIÙな�1が�いのが�つの´µであろう�

その_vでは����よりはアジア�ÐÑÒ

のほうが���hの�� Ú�ÛがÜ:して

いる�1が�いといえる�しかしこのことは

ÝÞカスケードにおけるßà�)��のá� âãä



����の���インパクトの�きさを	


するわけではなく�また��と�なり��

�の����	���に�	な��を�ぼせ

るような����が !せず�さらに��"

#$の%い��であることから�&��の

���の'は%くとも�その()と�*の+

,とは-.していることが/0される1

アフリカ��も23(456が%いが��

�78が9:�;<な�=が%い1アジアの

>?と&@�そのことA5はインパクトの�

きさを	
しないが��*のBの����8

がCけば���がDえることが/Eされる1

F�の�GHI�であるアフリカJ�のKL

MはNくからOPされていたため��Q�

�����および����	�
�をRじて�*

へのSきかけがTわれたことにより�UV�

GWXのKLMについてのOPはアフリカJ

��*にあるYZ[�されるようになった1

このことは����のBから\れば��]の

����8の^�とみることができる1そこ

で�この�]�8の^�を;_し�����は

オタワ`プロセスab�アフリカJ�にcた

なキャンペーンをdちeげ��*へのロビイ

をfgするhiをとった1このことから�ア

フリカではとくに�jに���のDkがみら

れ�しかも�そのDklmは�nop�=の

Dkとqrしていることが/0される1

� ��� NGO��と��	�の
�

�� �

�においては��nop�の�sに��

n��をtった���が !しなかった1こ

のことはu９からvらかである1
８

�GrQ8

wにxkした�の ���は１から３カ�

yカナダ�アメリカ�コロンビアz{|であ

り�}~`�アフリカ��を�き����を

Rじて����と9:してFも����!�

が�ない1�j８���での������の�

�キャンペーンの��をみても��ではや

はりカナダ�アメリカ�コロンビアの�カ�

のみにしかキャンペーンは !しない1
９

�+�

�で�べたように��J�は�GWXへの

r�も�nへのopも��して�く�とりわ

けブラッセル��には����J�の�９�

がxkしているのである1このことから��

においては����の !とJ�のT�と

はほぼ�r�であったことが�かる1

しかし���とカナダの���の;�は;

<であった1��の���は�����の��

メンバーである����や�������をは

じめとして��の���;�の���となっ

た1このことは�オタワ`プロセスa�のJ

8w{ ¡に¢める�{|¡が�{|�は

１£２カ�にもかかわらずプノンペンを�い

て¤ね２�YZを¢めていることからも¥O

できる1�jの���8wでは����から

�¦もxkしたのは§¨な©である1

カナダの���もまた��から�n��に

rªしていたが���ほどには;<ではなかっ

た1C<やV«�¬で;�するカナダ���

は®�に¯°�¬に±を²み³れないlm

があったうえ�カナダ`キャンペーン<´の

'j�にはµ�¶�を�·に¸¹されたこと

でカナダのC<`V«���は�º»を¼っ

� ½ ¾ ¿ À Á Â��Ã Â２ÄÅÆÇ



ていた�カナダ���の��はカナダ��が

���	に
�を�ちめたことによって�

��し����の�にはゆるい��が��され�

それが���の３�に���ネットワーク

��	�マインズ�アクション�カナダ�に

��したことによって��が !�した�

�

し

かし���"#の$%&'(のデータにカナダ

���の)*が+める,�は-ない�		

./01$2では１)�オスロ８)�ブラッ

セルにいたっては０)��これは����１�

にカナダ��が345�67を8らかにして

"#����と��との9に:;なパートナー

シップが<かれ����の		./01$2

から���=>?に���が&'するように

なったことの�@であろう�

また�ABやカナダほどCDたないが�

���が��していたもうひとつの345�

Bはコロンビアであった�コロンビア��は

���にジュネーブで/EされたFGH$%で

345�を>8して"I�JKして345�

67をLしMけた�

N6で�OPな��QR���がSTしな

いにもかかわらず34U�にVくからWXY

に
Zしていたのがメキシコである�メキシ

コは���のFGH$%に345�67を[\

に>8して"I�JKして34U�を]^し

Mけた����の１�に/Eされた_の����

���`$�にも&'し��	��と:;なパー

トナーシップをaちながら�オタワ�プロセ

スのbcBとして34�dをefしていった

のである�

それ"gのAhBHは34U�にWXYに

&'していたわけではなく��でiじたよう

に�jkYVいlmで345�を>8したに

もかかわらずオスロ$%noのpqrsにL

されるようなt$]uYなv�をwせている�

カリブxBをb�としたこれらのt$]uB

yには OPな������がzTせず�こ

れらのxBがBy�{とは
|なく})��

に
するg~67を��していたことがわか

る�

34
�x$%にb�AxBの���が&

'��しなかった��としては�b�AxB

の�くが��した���$�による�{&'�

をもたないことや�����や��などの�A

のB����が=�(としてt�したことだ

けでなく��	��のAhにおける��として�

'�Bに}して�きな��Pをもつ���と

のパートナーシップが��されていたことも

�きい����をbcとして�����の�

�を��したことが�Ahの34U�の��

の��であった��{&'へのB�の
�が

 く�$U�の ¡なBに�	��¢£のキャ

ンペーンを�Dする¤をとるよりは�'�B

に}してO¥な¦§¨lをとることのできる

���を©じて�������への
Zをª

きかけることのほうが«¬Yだったのであろ

う�




"のように�AhでのBH®���
|

は�イ�オタワ�プロセス"¯は��と

���が°±みをそろえて34U�を]^し

たものの�オタワ�プロセスにおいては34

�}の��と34efの���が}DしたA

B�ロ����からJKして34U�]^の²

³´カスケードにおけるµ¶�{�bの·� ¹̧º



���をとったカナダ�ハ���な�	
�

���なしにオタワ�プロセス�から��

して����を��し�けたメキシコ�ニ�

�	な�	
����なしに����を��

したそれ�の���の�つのカテゴリーに

 !される"#��カナダの���が���

�を��する�$�それ�の��の%どは

�&���の'�とはほぼ()*に����

を��したのであった"

��アジア����

アジア�+,-�.においては�#/と�

0����の�(と��の����12との

3)が4い"567なのは�この�.では

���は8くの��に9:したが�それらの

���'��の%どが��を��しなかった

という;である"���と��の�きが�く

)*なかったかといえばそうともいえず�

���'��の�	に<する)=は>かった"

��?���?とも���@AへのアジアB�の

オブザーバCDEはFG7>くH�３��こ

れらのCD�の%どで���が'�していた

のである"
	


しかし�これらのアジアB�の)=の>さ

と���の'�は3)するにしても�これら

IJの<K�	ILと���の'�のMには�

�Nな)OPはQめられない"��?の���

RST@AのUVヶW�にXYされたプノン

ペン@Aにはアジア�+,-	�カ�H@AC

DZ[\�の]^_を`める�から���

がCDしたが�そのうちわずか２カ�Hニュー

ジーランド�フィリピン�が��?aに���

�を��しただけであり�また�ブラッセル

@AにCDしたアジア�+,-���'��

	�カ�a�b�カンボジア１カ�しかブラッ

セルcdにCDしていない"さらに�オスロ

@AにCDした��.���'�	か�a�

オスロ@AにefCDしたのは�３ghの５

カ�だけだったのである"

iに����の�(とかかわりなく��j

にバンドワゴンした�もkなくなく�このこ

とは�それまで�lの�	)O@AにCDし

なかったにもかかわらずmUに�nした９カ

�のうち６カ�が���な�	
����が

'�していない+,-B�であったopに�

らかである"

アジア�+,-�.における���の'�

はFG7'qだった"このことは�ブラッセ

ル@Aをrいてs@AへのCD���がt/

uにvいで8かったことからも�らかである"

プノンペン@Aでは�CDZの８g_がア

ジア�+,-[:���のスタッフであり�

この�.におけるw<K�	'�がxyに'

qであったことがわかる"アジアからはzい

ブラッセルやオスロでの@Aでさえ�そのC

DZはt/にvぐu�であり�IJの{|P

との<Fが}~っている"

また�オーストラリア�パキスタン�アフ

ガニスタン�
	�

カンボジア�ニュージーランド�

フィリピンで'�する���は��から��

��に�|7に)わり�この�.の����

を��した"��2を�したプノンペン@A

もこれらの���の��によるところが�だっ

たのである"
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しかし�アジア������の�	は
し

て���に��であった�イギリスの��

な����であるジェーンの�������

��の��によれば�������の� の�!

"#$の%&の'(がアジア)$であったが�

なかでも*��+,の�!"#$である-$�

インド�シンガポールは�!の./に'0し

て12に34した�また�パキスタンも�

���56しの7に8たな./19に12に

34した$:のひとつであった�
��

';<=の

>?@AB/であるシンガポールでは�!が

$CDEのCFなGH#Eであり�$Iに�

�JKLをMえる-$�インド�パキスタン

では�!の��JC�NがOく5Pもられ�

また��Qの>Fが,きい�このため�これ

らの$:では���	が$RSTUVにWX

JにYZを[えることを\]にするような�

^J_`がaめてbられていたのである�

��	のcdがceだった$:のうちニュー

ジーランド�	�フィリピン�	�カンボジ

ア�	はアジア������のリーダーとし

て���fをghしiけたが�jkにはPa

Jに�!lm�./�fにn[していたオー

ストラリア�	はオタワ�プロセスにおいて

はo$に*pし�ブラッセルqrではstプ

ロセスをuvしたwオスロでxcy�また�

パキスタン�	およびアフガニスタン�	は

�が'0しなかった�'zは��をghし

た$においてさえ���	と�	の{|みは

}ずしも~っていなかったのである�

アジア������の��	cdが�ち�

れているという��がst��の��	にあっ

たことは�オスロ`�の���からも�らか

である�オスロの��になっても�アジア�

�����でのcdの@�は�����cd

だったのである�
�


��のように�アジア������におい

ては���Jに��	が�	にWXJなYZ

を�ぼすことが�しく���	のcdと$:

の�fとが�uしがちであったことがわかる

のである�

�������アジア

���-�アジアの��	は���dの@

��であり����cd$�ともに'0して

+,�Fでありiけた����の�� ジュネー

ブ��	`�では¡¢�の£７¤が���で

あり���	cd$の&¥でみてもその£６

¤を��が¦めた�アジアの��	の¡¢が

§かったプノンペン`�を¨き���の

��	��は`�¡¢�の©�をªに� っ

ていたのだった�

`�«¬�がど��だったことを®し¯

いても�このことは���の��	が�dの

リーダーシップをとっていたことを°±に²

している�さらにそのR³を´µにみれば�

これらの��	がcdしていた$:の§くは

¶くから���fをghしていた·�の¸¹

-º$であり�その-には�ベルギー�スウェー

デン�ノルウェー�オーストリア�アイルラ

ンドといった���f»¹の-¼$としてc

½した$:も¾まれる�これらのcd$はj

k��からある¿zÀVされており�ÁÂで

みたように��gh$のÃ¢がオタワ�プロ
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セス��に��していたことと��している�

�	
�����では���が����

に���な��を�えることができた���

な�は��� !でのフランスとベルギー

であり"これらの�では��#ハンディキャッ

プ$インターナショナル%が"&'および(

)*への���なロビイングに+,した�と

りわけベルギーでは&'への-きかけが.,

し"��の/えに01した&2によって34

�に56789+が:し;められた<�"��

=の３>に?@された78がA��=の３>に

5'BCでDEされた�このベルギーの+,

は"キャンペーンのFG�としてプノンペン
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Y�は5Zの４[\]に^ち_いており"
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ていたことになる�この�`で"アフリカは"
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たのである�
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アフリカのキャンペーン��

カ

�i"７[�gの	�カ�がオスロ'&に��

{|し"オスロ��8に�fしたのであった�

これまで�べてきたように"アフリカ��

は��=に ってからにわかにY¡に56¢£

に�するようになったが"56�への�b

のl�¤¥と���のそれとがブラッセルと
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もしておらず���も�けていないというこ

とである�これらの��を�	では
��

��と�ぶ��このことは����８���の

キャンペーン���を�れば�らかである�

アフリカのキャンペーン���のうち���

が����なのである���� ���を
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Oであった�アフリカは�グローバル:キャ
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をかけることによって�の��を¨ぐとい

う���¤¥を©としてtまったことを�ª

に«している�

~�にこのことは�ij���が����

MにおいてもスタッフMにおいても(ね¬0
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�９��というのも���の��	
��そ

れらはにも�べたように��ね�����

�に��する�の��が��の��および�

�を�っていたからである���������の

�� ���!"に�#した�����の�

��のうち$���はアイルランドのみで�

それ%&はすべて���であり�'くは��

�でもあった���の������が()か
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��で��の���を めたと!"に�#$

%だけでなく&'()*の+,までも-.し

た-/0な��12の34�を めたのであ

る�

� NGOと��システム

56��78にとっての�9には�1:0

;<に=しい���に;<を>?し1:0@

6を$AするBCDとしての�Eと�A�の

1:�FのGとして���のH�をIJする

�Eとがある�KにもLじたように�56�

�は�Mの1:0@6と�N0な1:0@6

とのOP0QRSにTじてそのUVをWXさ

せ�OP0にYじているほうの@6Z�を[

し\げようとするのであり�Qかれている@

]とは9^を7み�Yじている@]にPして

は�_`0abをcめる��をdQするので

ある�
��

3Nには���は�9のさまざまなアクセ

ス(ルートをH'することで��9システム

のQR�とYe�のf�Eをともにg'して

1:0@6を$Aする���	
と�9との]

hも�Qかれている�9@]と9^し�Yじ

ている@]をijするUVを!"にdQした

klであったといえる�ただしこのG^にm

n0なのは�Yじている@]へのijをレト

リックレベルにoめ�3Nの12pqのGを

rのアリーナにsすことで�Ye0@]をa

bするのではなくtuしたvである�wxで

は�Pyz{|I(+,における�9の}~

を��することで����と�9との]hを

��にまとめ��9が����に�たした}

~をみてみよう�

�� ����と	
��

�9システムへの���の]�は��9�

�"から���������56�k6�のB

�ISによってISXされていたが�B�0

z�を�えた���の�はJられており�し

かもその;�はA�の1:0��によって�

�されるEがAきかった��	のB�ISa

�によってB�;����の�は��したも

のの�そのz�は���に��する�gを*

しないオブザーバーにoまり���ISを�

じた���の]�はAきなI の¡にある�

¢£で��������9¤_ ¥¦§¨��

�������9Q©ª«����������9

¬®¯°X@]������±²³´@]�

などのyµ(Q©@]は��5�B�ISよ

りもはるかに¶·に���の3¸0��を¹

)するº»のB�ISをもっている�これら

の@]では����はプログラムの¼½にお

いて¾くことのできないパートナーであると

ともに�3¿ÀÁだけでなくª«2�のÀÁ

にもAきく]�するようになっている�また�

������や�����ÂÃの�くは���か

らのÄÅによってÆわれている�これらのy

µ(Q©@]では����によるy0(Ç1

0ÈÉがH�のÊËをなしているのである�
��

また��9k§Ìなかんずくk§ÍÎは�

��	ÏからÐÑにÒ�Óアクターも.めた�

|ÔカスケードにおけるÕÖ1:�×のØ� ÙÚÚ



�なアクターの���としての��を��さ

れるようになった�このことは	
��に

��に��したグローバリゼーションに��

するのには	����のアクターの��な�

が���であるとの��が� されること

になったことと!を"にしている�
��

#$%&

は'()*+によって�,の-.を/ち0す

12をもっているが	����'の１3に#$%

&に45したコフィ6アナンは	グローバル6

ガバナンスにおける789かつ:;9として

の<��アクターの=>?を@く/ち0し	

また	アナンのA59であるガリもまた	�

,の�Bにおける<��アクターとのパート

ナーシップの=>?を@�した�
��

さらにガリ

#$%&は�,がCってきたD$をEFGH

へIJすることをKLし	EF�MNOPの

QRにおけるEFGHと�,のSTUVを@

WするXYでKIしてきている�
��

こうして	

�Z���は	�,#$[をハブとして	�

,\]^[およびEFGHとの,_によって	

`abc	de	fgをhめた�Z`aij

klにdm�にUnすることができるように

なってきたのである�

�\Eoの#pでも	このような�,の\

]6q�GUや#$%&と���とのパート

ナーシップが		
��の�Z�`rGsをt

きくuげた�����v�,\][wは#

$%&のxyz{であり	�\Eo|.U,

�Bのフォーカル6ポイントとして��'に}

~され	�,GUと���の��s�を��

してEo��の����およびEo��につ

いて�)の��と� をはかり	��'にはN

�を�びかけるようになった���
�も

また��'の５3にN��Rを��した�
��

�	
��は��'の９3に�\Eo|.を

��#�と�~づけ	��'３3	ジュネーブ

の\1��sにてEoN�を�びかけた�

�	
��は�,システム�でのN��Bに�

��な��をCい	��から	
��へのST

を�しまなかった���'の�� ���s¡

も	
��と�	
��の��であり	¢£	

スタッフの"^	ロジスティクスは�	
��

の¤¥によるものであった�
��

こうして	�,の�な\]^[が��'¦ま

でに§¨みN��Rを��したことは	N�

�Bの`r�©ª?を«めることになったと

いえるだろう�これら¬^[は	��'から��

'にかけてq�された

�®¯s¡°±

s�にもオブザーバーとして0²した�

#$%&は³´GUであるため	µ¶とし

て`r�に�bである·>があるが	この|

.には¸�より\]�な¹ºを@く/ち0し

て»¼�な½¾を¿せ	��'に0Àされた

ÁÂÃへの-.ÄにおいてもEo|.へのÅ

りzみがÆ$であることにÇÈした�
��

とはい

え	Eo|.へのÉ�なアプローチを��す

るb¢Ê	#$%&がN��RXËを�Çし

たのはようやく��'の９3	

�s¡のÌ

¬ÍÎAのことであった�
��

#$%&のN��Rのb¢はそれ�ÏもÐ

にÑれて��された���'の５3に

�s

¡がÒÓするZにも	(の®¯s¡までに

N�をÔjすべきことを@�し	また	ÕÖ	

×Ø	��もhめたÙÚ�なN�b�をÛÆ

� Z S T Ü � ���Ý �２Þßàá



に��することを��に��した�

また�	
��は���との�にも��

�であり����の���の�でも�����

のために�����は���と�き�き !

に"し#うと$べた�
��

%&�'(と���

との�を)*に+ち,した	
��は�

�	
�を-めた��.にとって/�なパート

ナーであったといえるだろう�

さらに���と���は��と!0なパー

トナーシップを1いており�2�に34の5

67でも8%9:;<が=り>げられた�

��による��と���の8%9:?@へ

の"ABCは��	
�によるD��への�

きかけをEFしたといえるだろう�

�� � �

�GH7はEI"をもつものではないが�

�JKLMへとNOしていくPQRをもつと

STに�UV�にWXのY�をZ[する\]

をもつ^#もある�
��

_`については�ab

c>dでも$べたように�ef%ghiなど

�jhiにkづいてlXやWXがY�された

	6がある�また�mno`のpqコストを

rめ�TsをtuAZ[する\]があるため�

モメンタムをY�するv*において��Gは

/�な?w�アリーナとなる�
��

xy;<としての9:;<は�		�z2

75�{|の}みから~まった�		�への

��および��を�びかけるH7�が����

に��カ�によってz3��Gcxy��Gd

に�,された�
��

このH7�の����に�い

て�スウェーデンは�WX�\_���_に�

�WX{|について7する�JG7を��

することができるとしたz８Wを��して�

���G7の��を��し�オランダとアイ

ルランドが��にこれに��を�した�
��

この

H7はその�の���にz3��Gを�り���

�の�GでPHされた�
��

これによって�

		����G7の��をPQにする��が

�られたわけである�

���になると�２�にフランスが		��

��G7の��を	
��に��する��を

 ¡した�この��にkづき���カ�による

¢S��で����G7をPQならば���に

�くことを£¤し�¥¦のための§¨©G7

をªちに«ち>げるべきであるとするH7�

が�,された�このH7�はH7�����とし

て¬8なしcg３dで��された�

さらに��®�に8%9:の¯,モラトリ

アムを��するH7�が�アメリカの°±の

もと��カ�によって¢S��され�z3��

Gで²³なしで´µされた�

しかしこれに8して¶·をつけた�も¸な

くなかった���は¹ºのための9:·»の

|¼Rを¤½し�ロシアは�¯,¾X¿みの

もの�およびÀ�にÁÂしているロシアxの

ÃÄのためにÅ する^#にはモラトリアム

はÆÄされないことを°Çした�イギリスお

よびフランスは�¹ÈÉÊËÌつき9:の·

»についてはÆÄÀであると$べた�これら

のÍ�はH7のÎ5�ÆÄをÏÐしたわけだ

が�Ñに�8ÒをÓÔ�ÕÖ�ÃÄにまで×

ØしてよりÙÚ�なものにすべきであると¤

½したのは�エジプト�ガーナ�スリランカ�

lÛカスケードにおけるpq?wc�のÜd ÝÞß



メキシコであった�
��

����は��で��������として�	

されたが
これにより
���による��

と��に
��の�����によっても
�

�の��に��めをかけるという� がつけ

られたわけである�
��

���������に!づき
"��#から��#

の$めにかけて		
%&の'�()を*う

+,-��が４./0され
		
123�

�への�4�モメンタムも5られていった�

これら�6の��に7する���89は:く


４.の��のうち�.でも;<した��カ�の

うち
		
=��>?の�-@オブザーバーA

はBにCDをEめた�
��

また
��������の

FGにしたがってHI�JがKLしたMNO

では
��<P�がQらかのモラトリアムをR

SしたことがTらかにされた�
��

��では
こ

のMNOをUVしたうえで
WLモラトリア

ムをXだRSしていない�-に7してモラト

リアムの�YをZす��を�	した�
��

		
[\�]O%&に8する+,-��

での5^の_`をうけ
��#の��では


		
へのab
<c
deと
()�fも

gめた123プロセスへのhなる;<をiび

かける�������が�	された�さらに
7

j��のWLモラトリアムをiびかける��

�����が��カ�によってk�Klされ
m

nなしで�	されたが
この��が[�op

�でqrされた�には
stをuけてvw�

にx�していくべきであるとのyzがLされ

た�このように
��#の��では
		
を

{じた����と���|}@WLモラトリ

アムAによる�~��という\つの���が


%めて�rされた�
��

��#にも
�き�き		
に8する����

���と
WLモラトリアムをiびかける��

������が�	された���は
		
12

3��が��なく��した��を�まえ
[

\�]Oの��を��させることを��H

�にiびかけ
また
さらに�くの�-が1

23��に;<するようにとFGする��で

あった���は
モラトリアムをXだ�Yし

ていない�-に7して
��にRSすること

を�く�めると��に
		
への<cおよ

び123��でのf�の��を�くF�して

いた�さらにこの��には
7j��の��

�x�を��にB�するように� すること

が¡Fであるとのyzが¢り£まれた�

��#の��では
		
 に8する�����

��のほかに
���カ�のk�Klで
7j�

�の¤�のための��¥]に8する�����

���が
¦7なしではあるが��カ�の§¨を

©って�	された�§¨のª«として
キュー

バは
¬xは¬ての�がけ�れられるわけ

ではないので
		
の®¯°を±²す³´

とµ�れないと¶Tした�

��#には
		
 に8する�������のほ

かに
7j���のabをFGする����

����が�	され
また
オタワ���の

５·�の��̧ ９·には
7j���が�	

された�このときのmnでは
オタワ��で

abした�-Dよりも��カ��い���カ�が

¹�した@¦7なし
§¨��A�

>ºのように
��は
		

モラトリ

� � ¥   » ¼ [��½ [２¾¿ÀÁ



アム�������に�する	
をコンスタ

ントに��することで����の��とし

て������に���を��する��を�

たしたといえるだろう�

�������およびCCW��	��と


���

���� !を"う#$の%&なフォーラ

ムは���'()�
だったが�この�
は

���に*かれた+ではなかった�,-./

の012�
で����をオブザーバとして

�
に34させるか5かが6&な
!の7つ

となり�89����にオブザーバ:;を�

えない<=が	>された�こうして�,-�

?にも��� '()�
@Aにも����は

BCに�Dに4わることはできなかったので

ある�
��

しかし�BCEAには34できなくと

も���	
は��
のFGをHIするなどの

JKLMNをとるのではなく�OPな01Q

RのSTと�+UでのVWXとのBYZロ

ビイ[�によって�BCに\む]^WXを_

じて`aにbcdをGeするMNをとった�
��

とはいえ�BCに34できないfgでの���

のbcdにはhiがあり���� '()プロ

セスは��	
の�にjわない<kにl*した�

012�
では���のmnopq�r

KsUのtdrKにもmnされるのかu�v

w�xとなる����の>y�vw�xとな

るGzのopq{|�}~まで�むのかu�

��および��メカニズム�の�つの��が

V����で()された�その8���uい

かなる����も����でなくてはならな

い�
��

�u������はE�����を-え

なければならない��uフェンスでpわれた

��つき���のUに��された��にはE

�����をつけるべきである�
�

の��につ

いては��が��した�

しかし�E�����なしのいわゆるダム

��のenと��を ¡することについては�

?�を¢ることが£¤なかった�E����

����qスマート��uの¥¦�には§ 

があり�さらに�¨©��がダム��にªし

て«¬であるため�くのにとっては®M

¯°であるとして�スマート��を±²"い

するのは !があるとの³´がµ£したにも

かかわらず�スマート��¶·¸は¹なにº

»を¼んだのである�また���の½£vw

を���の�¾として¿りÀむべきかについ

て�ÁのÂÃがあったうえ���メカニズム

やÄwÅ�にはÆ�するがかった�
��

012�
でÇらかになった�ÁのÂÃは

そのÈも��vwBCの�ÉÊとしてËり�

とりわけスマート��のvwをめぐってのÌ

ÍÎのÏÐが�ÈのBCをÑÒにÓりÔげさ

せる6Õとなった�

この./では�ÖLÉ+から��を6×す

るØdはÙÚ¸であり�ÛÜの2は���

 !に�Ýをもってはいるものの���には

ÞßLだった�����の½£モラトリアム

を&àする	
áがâãされた��ä��åの�

�æ7ç��でも�ブラジル�フィンランド�

フランス�イラン�パキスタン�トルコが�

����による�Iはその��²Lenによっ

て��するのであって���という��EA

voカスケードにおける	´]
q�の�u èéê



が��なのではなく�したがって�����

についてのコンセンサスはないと	
したの

であった�

それ�にこそ���は���を��に�

し�した��なメッセージと���を��に

した��で��な���を�えて� !のはっ

きりしない"#$を��%&に'(するため

に�)*�な+,およびロビイ-.を/0す

る12があったのである�

��3の１4に05された�6の78$9:

でも����の;�から<=メカニズムの(

>に?@しABCDEFのGHにIめるべき

ことをJKするLMN"#と�OP�の;�

からQRな<=レジームをSめるTU"#と

にVWし�XYやZ[も\めた@�]^の�

�_`へのabはcdeられそうにないfg

であった�

９4��hから05された���ijk9:

では��l@mn]^まで\めたopな]^

��をJKするオーストラリア�オーストリ

ア�デンマーク�フィンランド�ノルウェー�

スウェーデンなどq��l��lrsのた

めの]^tuをvwであるとJKするx#や

キューバなどq�y?@l��l@�]^

のz{	|を}える��などqx�lが~

 するなか����の#���への�u�@

�]^の_`およびz{	|�����なら

びに<=に�する��の��がJな��となっ

た����な��では�]^の�����と

r���メカニズムの��が:�の@�となっ

た�また��/��#の�くが�]^��の

ための#����%�の12�を り¡し}

えた�

¢£この9:では¤¥¦§についてはab

ができたものの�]^に�しては:�が¨©

まっていないとして�ª3のi09«に&ち

¬されることとなったのである�

��3の4に0かれたi0®9«では�

@�]^を¯う®°:±²のxでO³���

に´�がaわされ�とりわけ�����とr

����r�µ-�|¶Fの��について·

¸の¹�が·られた�また�¹ºの��を»

eするまでの¼½«¾の(>についてもb·

が¿れた�ÀÁで�#���への�uという

�についてはコンセンサスができつつあった�
	�

４4にi0された9:では�イl#���

まで�upÂに\める�ロl��µ�]^の

_`q９3の¼½«¾つきl�ハlフェンス

でÂわれた]^ÃÄでのダム]^の_`�ニl

��µ�]^のÅÆ_`�といったz±を\

んだÇv®°:±²がÈÉされた�これらの

Çvは�ÊËの���からはÌきく�Íした

�Îではあったが�Ï«の¼½«¾を\むこ

と�z{@�]^の±ÐがÑすぎること�Ò

ÓなjÔ�ÕÖメカニズムを×いていること

などの�において�ØÙ��にはÚÛいもの

であった�このため���は����とは

Üに�@�]^のみを@�とした�ÝをÞD

することをjkしßめたのである�

���ijk9:のほかに�]^のz{を

jkする!として�もvà�をÒしていたの

は�#áOP9:q�
lであった�âà�

にOPãäを¯う!としてåめられており�

また�x#やロシアを\めた�てのO³Ì#

# � � � � æ ®�	ç ®２�èéê



がメンバーとなっているからである�しかし�

�����には���	の
�な����

は�まれておらず�また���の����は

���であるため�����がアジェンダに

あがるかどうかさえも�かではなかった�さ

らに���はコンセンサス��を��してい

るため���に !がかかる"#があった�

このため�$ %&'のなかから��(の�

�)*みを+れて�,-に./の0�にあた

ろうという1きが2てきたのである�

オタワ3プロセスが4まってからも���

を56な789:とする;<は=>く�?��

フランス�イギリスといった��@A'は�

B��ロシア�インド�パキスタンなどの�

C��が�まれていないオタワ3プロセスを�

DEFにGしいとしてしばしばHIした�と

りわけ?�は�オタワ3プロセスではなく

��で78することを>く;<し���Jの１

KにLMした��において�この��を��

の��としてNり�げることをOPした�し

かし�����は��にならぬまま����

�をQうR�STMのUVやWXYZ[のX

\についてさえ]^がえられず�_`aにb

りcんだまま�Mdefをgえようとしてい

た�こうしたChをうけ�?�はオスロM�

へのijをk�したのである�

l�のように���はmオタワ3プロセス

'のnoとして�pにオタワ3プロセスをq

かすrsであったが�tにuえば���@A

'からオタワ3プロセスのDEFについてH

Iされvけたことが�オタワ'によるwxy3

56yz{を|したともいえる�いわば�

��は}の~�として�オタワ3プロセス@

A�を�]するE�をもったのである�それ

と� に���における��が���を@A

していた��を��させ�オタワ3プロセス

へと�を�じさせたことも�オタワ'には�

�に�いたのだった�

��NGOにとっての��の���

l�のように���でC���および��

��は��イシューを����として�える

ことで%&'を@�する��を�い���で�

����� M�および��は���¡¢£

からの%&�¤を¥	するE�をもった��

�%&./¦�プロセスについては�(と

���とのパートナーシップが>Yされるこ

とが§いが�それはCDの¨©でしかない�

ªかに�	�
�は����およびC��とO

«することで�スタッフなどの@�により¬

の1Tに�をえただけでなく��¤の®な

る��と¯°するのに±²¡に³´な�µ¡

56Fをとりつけることもできた���で�

��の±²{が�きく���¡¶·よりは�

¸¹ºの»ºでk�されがちな��は�%&

'には�¼½;¡で�¾¿¡な�Àられた±

²¡ÁMしかOÂしない9であった�このた

め���の�CをÃ	するなどの�Äによっ

て��を½;¡にLかせるというÅÆ¡なÇ

ÄをとることもひとつのÇÈだったが�

���M�の と�É�%&'はそのような

DÊ¡なÅÆËÌにÍぶことはせず�かわり

に��をÎÏしてÐのフォーラムで,-の±

Ñ¦�をËいながら���に}のÒÓをÔし

ÕÖカスケードにおける×I±²ØBのÙÚ ÛÜÝ



てレトリックのレベルでのみ��を�み��

�の��	
に��するというより���

な��をとったのである�

��� や��が����から�しい��をう

けたとはいっても��これらは�とされる

べきものではない����の��としての�

� !"#$%&���'(がとくに)きい

と*��+されたものだけが$%,-となる.

なので/0の12みとはいっても,�34

$%は��の56から7われていたのであり

/0と��とは��,8�に9えられるべき

ものではない����に:づいて"#の;�

を<=したところで>?や@AがBけられ

るならば;�<=の�CDはEがらないので

/0��$%FGは���の�CDをH>す

るものとしてIJである�とりわけ34のよ

うにKLに@AできてMNO�のPい"#は

QRメカニズムなしで;�のみを$%したと

ころでPい�CDはSTできない�このため

CU�な���$%を7おうとするならば

/0と��のVWから34の$%および<=

をXうのがYZ�である��[���の5

6から"#の$%を\]する����は�	̂

�
_の�`のabcdeにおいて�C�な

34/0レジームをfgすることのIJDを

hいていたのである�

,�34にiらず�� !"#$%jk

の,-となる"#はどれもl���とm�さ

れたものである�しかし$%,-"#のn

op$%q�は���r6をどれだけ

sりtむかによってuってくる�/0vwは

xcによる"#の>?yz{を$%,-とす

るものなので|xcの/}~�との�ね


いで/0の,-"#pq�が��される�

したがってxc�の~����を�なわない

ような��が��され�U�に�い�った

��はしにくくまた��には�い��と

��な���とがJ�されることになる�ま

た/0には�7をH>するためのQRメカ

ニズムが�かせないがこれは
�の���

ODをPめる�qで��の (ともとられ

かねないだけに��¡xのx¢に��した

£Iな��が¤Jとされる�

�q���56にたつとIJなのは�

�'(を¥¦iに§い=めることであって

xc�のK¨>©��への��のIJDはª

,�に«くなる�このため,-"#のno

pq�について/0の56よりもより¬

みtんだ9えqを�Oにする�またQRメ

カニズムを¤Jとしない��の (を®

¯するxcの°�を±やすいがそれは°�

に��の�ODを«めることにもつながる�

x`は/0�²と���²の³qが,�

34のvwにsり2むことで34のCU�

$%を7おうとしたわけだが/012みを

´るµEx¢の¶·によって��が�¸く

のは¯けられないことであった�

このため¹S¨ºを�»する¨º¼は

x`の/012みを½れて¾のフォーラム

において���¿�を��したjkをÀgす

ることをÁÂした�ここにおいて��ならば

ÃÄ�であるべき*��+と*/0+とをÅ

HにけÆÇをÈÉするようなÊhがfÀ

られていったのであった�

x [ Ë � Ì Í Î�	Ï Î２ÐÑÒÓ



とはいえ���������での��	な


�が������の��をつくるという

��の��をもたらし�また���における

�き�まりが�オタワ�プロセスへの��を

�める��をもったのであるから�� の!

"#$みもまた%&'(を)*するのに+か

せない,-を�たしたといえるであろう.

� � �

����の,-が/0されることの1い�

��23'(だが���	は�4の�(をど

の5678していたのだろうか9この:いに�

�4;<と��	;<との=>によって?え

るというのが@AのB@CなDみであった.

その
����	がEFCなグローバルGH

にBづいた�ICJきかけを�うことで��

Iごとの<れをKLCにつないでグローバル�

カスケードをMNさせたことがOらかになっ

た.とりわけ
�PQのグローバル�カスケー

ドのRSTは�アフリカにおけるSU;によっ

てもたらされたものであり�このアフリカの

SU;は���	が�4にKVなWXをYえ

たことにZ[する.\]で�アジア�^_`

とラテンアメリカでは��	のKaにかかわ

らずbcがd8されており���	なしでも

�eCfgによってhij�のklbcが7

8されたことをmしている.このことは�カ

スケードがL�nopを(qする��をもつ

ことをrOしているといえるだろう.

また�� システムは��4と��	のs

]に��Cなt(をuvするためのbwCL

�をxyした.��	にとっては�z{|と

}i|はパートナーであったが�!"~ 

�6は�であった.しかし%&�はその�L

�をたくみに�かすことで�%&のモメンタ

ムを��し���したのであった.

�

１ ��の��は�������の������お
よびP�をnなN�としている.����p�
については��で�っている��とここで��
している��との�にかなりの�のある�Fが
あるが�これは��のデータは������ 
のN¡pリストに¢£されているものを¤いて
いるのに�し�@¥¦の��p��は����
§¥やプレスリリースでの����¨�による©
ª«P�に¬ の��もこれらからいている®
によるものだからである.����がmす��p
の��が¯°できるとはかぎらないものの�±
eの��pは¢£されている�よりも1かった
と²³されることと�´に��が1µ¶·せさ
れたものであったとしても%¸の¹ºを»える
¼げにはならないと½えられることにより�こ
こではこれらの��を¤いている.
２ ����¾� ��	および ����¾���キャ
ンペーンの¿ECデータがÀられればÁもÂC
に����の�uのÃÄをÅくことがNÆるのだ
が�そのようなデータは�リズ�バーンスタイ
ンによれば�
�P�ÇのものはÈっていないと
のことであった.データのÉÊがËまったのは�
オタワ��Ì
Í�
�PにÎってからのことで
ある.このため@Ïでは��ÐÑながらもリス
トのÈっている����p�を¤いることとし
た.
３ ������������������������������������

��������� ��!����!� ����" �����������

#������ ������������	
����������� $%�&�

��''��(

��)*+&$

４ たとえば�ケネス�ルーザーフォードは�
��	は��eCアジェンダをÒ8するのと�
:Óを}:Óとフレームすることによってb
ÔによるÕÖ:Óの»え]にWXを×ぼしたと
Øじ�アジェンダÒ8Øの#$みを¤いながら
もプライスとほぼÙÚÛの
ØをÜいている.
�������のÝ5をÞßの�à�áFÝ
5としてÅいた	âãäもまた�ÑåCネット
ワークにæçした�みな��GHとßÀCなフ
レームの�Nをもって��	のnなWX�とし
ている.���'(を�めた��の}キャ
ンペーンを=>CにÑ�したドン�フーバート
は�}キャンペーンの��をd8する	とな
るのは�4だが�
CをV�づけ:Óを�8す
るのと��4の��を�り�けたり��したり

7�カスケードにおける��bw«¦の	® èéè



するのに����および����が���な��を
�たすと�べている	��		�
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����������	�������	
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５ �� !の"#�$%&'についてのこの(
)はジェフリー�ノップによるものだが��な
"*�アリーナを+��,"-�./01234
と()するのはアメリカ"*の5678である	
なお�アメリカの239で(:の;<となる
マスメディアは�この=()の;では23のな
かに>る	�	����.�����/0��"��
��	��	��
�����#������������������������#��

��	��$����
���%����
�����������	��

���%���������%����� 1	������
/ 2�����

*334�

６ ���?����@Aレジーム��BCの
(:D�EF"*�G*$'H�*4&I	

７ 5�66�	6���
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� ��� &��'�� �	����
�� "�	����

��8��	9"�

�������2%���������	 ��&''#�

���*#*�($�

８ �+へのJKLは��+MNOにPされてい
るJKLリストにQづいているが�MNOや
��!"RS�T;にUVされているWJKLX
とJKLリストYZLXのW[に\いがあるこ
とから�]Fにはリストには^_されていない
JKLも`なからずいたことがabされる1G
cd����+ではYZLW[は3*�だが��
Tでは**'�ef
G=d����+ではYZL
は$)3�だが��Tでは)''�ef
��0 Gc
g��hではYZL*$3�に�し�MNOでは
*#'�ef
オスロ���フォーラムではYZL
&*#�に�し�MNOでは&&#�ef4	ここでは�
�ijklをmすために�リストにYZされて
いるJKLをnSJKLとしてoう	
９ 1	��	���	
��	�
��	������ ��
��	��(���

'��) �$#�������������*���+�����
�*33(�

*334���43$�3)�なお���!"p�qr1エンドー
サー4およびstのキャンペーンについては�
3(�euについては�WXについても�Ejk
lについても�MNOによってvしいw\があ
り�xy�リストをz�するのは{|である	
また�}~��までのh�でf�EF����
に��!"がYZされているのは3#�１�と3(�
８���のものだけであり�3#�でのキャンペー
ン��Eは**カEとなっているが���!"�T

にはこの��までに７キャンペーンしか�_さ
れておらず���で���0 �+MNOによれ
ば��の９�には&$カEでキャンペーンが��
したということになっており���な�が�い	
しかし�3(�のキャンペーン��EXについて
は�3(�２�のマプート�+についてのヴァレ
リー�ワーミントンのMNOによれば-'カEと
され�*&�のオタワ}~���+の��!"RS
MNOによれば-'カEefとなっており�EF
����の-$カE13(�８�４���4という
データと��する	また�キャンペーン��E
についても��MNOおよび�Tに��される
k�をW�したリストに�ね��するため�3(
�８���でのEF����のデータは���
が�いと�われる	
*' :������0����	�
�	�	�����	��

���

������	����	�������	���	7�;8�����
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�����	������)�������,���,�	7�����

�	
������;����1	������
/ 2������	����

*334����)4�#3�

** たとえばオスロ���フォーラムで+3され
た�ij,![�においても� ¡の,![�
は��5とのパートナーシップを¢£している	
��!"�-�����.&� ,���� ���������
�

��������8�/�5��
��%��(�*'�*33(����#4�

#3�

*& ���が¤!していないにもかかわらず��¥
にオブザーバーJKしたのは�インドネシアと
¦Eのみ	
*$ パキスタンの���はアフガニスタンも§¨し
ており��+によってパキスタンとYZしたり
アフガニスタンとYZしたりと��Eがyまら
ないため�©Lはほぼ�ªとみてよい	«¬の
データでは��+ごとの®LリストのYZに
したがってE¯をしている	
*) ���	������%��
��"�	���	���	������

��	�����	
��� 
��	������������	
�� �
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��������8�/�5��
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*- °¡は*(カE1&-�3±4�アジア�²³´も�
じく*(カE1&-�3±4� ¡は３カE1)�(±4�
;µ�¶アフリカも�じく３カE1)�(±4	
(��'��) �$ #����������� ��*���+�����
�

*33(�*334���43$�3)�

*( グローバル·0��が?¶D��で¸かれて
きたことをグローバル�� !の¹º»¼とし
て½¾したものとして�¿ÀÁ��ÂÃÄÅÆ
?グローバルÇと�� !D�ÈÉ;ÊË�ÌÍ
ÎRª�ÏÐÑÒ�¿ÀÁ�Óv��� !と
いうRÔÕ� ¾3と�Öのフロンティ �

�×��&'')��*3'�&&3I	

*4 ��!"RS�Tによれば６�にケニヤとタイ
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で�７�に�ア�フィリピン�アフガニスタン
でキャンペーンが�ち�げられたということに
なっているが�７�５���	から
ヵ���
のプノンペン�	���によれば��	�そ
れまでの�に�アフガニスタン�インド�ネパー
ル��ア�タイでキャンペーンが�ち�げられ
たという�タイについては�オスロ�	の��
でキャンペーンを��させることの���が�
�されているが���������	
�����	
��
	��������������	�	
�������������

� !"#$%のオスロ�	&'(での����
)*キャンペーン$+�リストにもタイは,ま
れていることに"み�,めることとした�
�� ��  �� ��������

!" -./0��1と��23456の78と9
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