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国連平和維持活動（ＰＫＯ）が複雑かつ広範な活動へと変化していく中、我が国にお
いても平成４年に自衛隊をＰＫＯに派遣する枠組みが整備された当時と比較して、より
高度かつ専門的な知識・技能が派遣される要員に求められるようになりました。
平成１９年には国際平和協力活動が自衛隊の本来任務に位置づけられ、複雑化するＰ

ＫＯにおいて活動する要員の養成ニーズに対応した教育訓練及び調査研究を行うため、
平成２２年３月に統合幕僚学校の下に国際平和協力センターが設立（目黒地区）されま
した。
当センターは、防衛省職員のみならず、他府省庁職員や諸外国軍人に対しても、国際

平和協力活動等に関する課程教育を行っている防衛省唯一の組織です。
また、平成２８年９月、新庁舎完成に伴い市ヶ谷地区に移転（Ｆ２棟）し、新たな環

境の下、更なる教育訓練の充実を図っています。

Compared with the time when a framework for dispatching SDF units to Peacekeeping 
Operations (PKO) was created in 1992, more advanced and specialized knowledge and skills are 
required for peacekeepers as PKO become increasingly complex and wide ranging.

With international peace cooperation activities having been stipulated as one of the SDF’s 
primary missions in 2007, the JPC was established in March 2010 under the Joint Staff College 
to conduct training and research which would meet the needs of peacekeepers in complex PKO.

The JPC is the only organization in the Ministry of Defence that offers training not only to 
MOD personnel but also to officers of other Ministries/Agencies and service members of other 
countries.

The JPC was relocated to Ichigaya (F2 bldg.) when the new building was completed in 
September 2016,  and it’s been further enhancing training in the new environment. 

国際平和協力センターとは？
What is the JPC?
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国連平和維持活動の概要と変遷
Outline & History of

UN Peacekeeping Operations

ＰＫＯは紛争地域の平和の維持を図るために国連が行うものであり、これまでに５０件
以上の活動が実施されています。
伝統型と呼ばれる初期のＰＫＯは、国家間の紛争に仲介し、停戦を維持・保証するため

に双方の間に、国連が部隊や停戦監視要員を派遣するものでした。

PKO is carried out by the United Nations in an attempt
to maintain peace in the world’s regions of conflicts, and
more than 50 PKO have been conducted so far.

In a typical PKO in the early stage, which is called a
“traditional PKO,” the UN used to intervene in a
International conflict and dispatch troops or ceasefire
monitors to maintain/secure the ceasefire.

しかしながら、民族間の対立や国内問題の顕在化により、国家間の紛争から国内紛争あ
るいは国内紛争と国際紛争の混合型へと変化していきました。
その結果、ＰＫＯは、軍組織主体から軍・警察・文民組織が一体となって、停戦監視に

加えて政治プロセスの進展や文民の保護等、広範かつ複雑な活動を行う複合型・多機能型
へと変化しています。

However, with ethnic conflicts and domestic problems emerging, the focus have shifted from
inter-state conflicts to intra-state conflicts or a hybrid of these two.  

Consequently, PKO have become more multidimensional and multifunctional, conducting 
wide ranging and complicated activities such as promotion of political process, protection of  
civilians.

Job training in UNMISS 
(South Sudan)

ＵＮＭＩＳＳ（南スーダン）派遣における職業訓練支援ＵＮＴＡＣ（カンボジア）における道路補修作業

Road repair in UNTAC 
(Cambodia)

ＵＮＤＯＦ（ゴラン高原）での調整業務

Coordination in UNDOF (Golan Heights)
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ＭＦＯ（多国籍部隊・監視団）派遣における業務調整ＵＮＭＩＳＳ（南スーダン）派遣における業務調整

平成４年、我が国は国際平和協力法（ＰＫＯ法）を制定し、国連カンボジア暫定機構
（ＵＮＴＡＣ）に初めて停戦監視要員及び施設部隊を派遣しました。
これ以降、国連兵力引き離し監視隊（ＵＮＤＯＦ）、国連東ティモール統合ミッショ

ン（ＵＮＭＩＴ）、国連南スーダン共和国ミッション（ＵＮＭＩＳＳ）等、様々な地域
に部隊や司令部要員を派遣し、国際平和協力業務等を実施しており、内外から高い評価
を得ています。

In 1992, Japan enacted the International 
Peace Cooperation Act, so-called PKO Law, and 
subsequently dispatched ceasefire monitors 
and engineer units to the United Nations 
Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) 
as the country’s first participation in PKO. 

Since then, Japan has sent SDF units and 
staff officers to international peace cooperation
activities, etc. in various parts of the world 
such as the UN Disengagement Observer Force
(UNDOF), the UN Integrated Mission in East 
Timor (UNMIT), and the UN Mission in South 
Sudan (UNMISS), which is highly recognized 
in and out of the country.

現在、ＵＮＭＩＳＳに引き続き司令部要員を派遣しているほか、平和安全法制の施行
により、国際連携平和安全活動への参加が可能となり、平成３１年４月から多国籍部
隊・監視団（ＭＦＯ）に司令部要員の派遣を開始しました。

Currently Japan continues the dispatch of staff officers to UNMISS. Also, it started 
dispatching staff officers to Multinational Force and Observers (MFO) in April 2019 as 
Legislation for Peace and Security was enforced which allowed participation in Internationally 
Coordinated Operations for Peace and Security.

国連平和維持活動等への我が国の取り組み
Japan’s Efforts in UN Peacekeeping Operations, etc.

Coordination in MFO (Multinational 
Force and Observers)

Coordination in UNMISS
(South Sudan)

ＵＮＭＩＴ（東ティモール）派遣における情報収集

Information gathering in UNMIT 
(East Timor)
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国際平和協力センターで実施する教育
Training Courses Run by the JPC

In PKOCCC and UNSOC, experts of PKO training who have retired from foreign 
militaries, and those who have worked in NGO are invited to provide practical training 
in English including lectures, discussions and presentations in line with actual 
operations.

課程等
Course

国際平和協力上級課程
Contingent Commanders 

Course (PKOCCC)

国際平和協力中級課程
UN Staff Officers Course

(UNSOC)

国際平和協力基礎講習
Basic Course

目的
Objective

国際平和協力活動等に関
する派遣部隊等の指揮官
等として必要な知識及び
技能の修得

To acquire knowledge and 
skills required to assume a 
leadership position of the 
contingent commander 
level in international peace 
cooperation activities

国際平和協力活動等に関
する派遣部隊等の司令部
の幕僚として必要な知識
及び技能の修得

To acquire knowledge and 
skills required to function 
as a staff officer of the 
contingent HQ in 
international peace 
cooperation activities

国際平和協力活動等の実
務担当者に必要な知識の
普及

To acquire knowledge 
required to engage in a 
practical work for 
international peace 
cooperation activities

教育対象
Rank

１佐・２佐及び相当級の
事務官等
O-6/O-5

２佐・３佐及び相当級の
事務官等
O-5/O-4

３佐・１尉及び相当級の
事務官等
O-4/O-3

教育期間
Duration

約３週間
3 weeks

約３．５週間
3.5 weeks

約１週間（年２回）
1 week (twice a year)

※上級課程及び中級課程では、ＰＫＯ教育の専門家として活躍中の退役外国軍人やＮＧＯ

活動経験者等を招いて、英語による授業、討議、発表を実際の活動に則し行っています。

★ 国際平和協力上級課程
Contingent Commanders Course (PKOCCC)

質疑の風景（上級課程） 教官による講義風景（上級課程）

Lecture by the instructor (PKOCCC)Questions and answers (PKOCCC)

４



★ 国際平和協力基礎講習
Basic Course

教育風景（基礎講習） グループ作業をする学生（基礎講習）

A scene from the course (Basic Course) Students in the group work (Basic Course)

教育には、防衛省・自衛隊の職員のみならず、他府省庁の職員（内閣府国際平和協
力本部事務局、外務省、法務省）や諸外国軍人も参加し、それぞれ異なる組織文化を
持つ学生間での討議等を通じて、知識の醸成等に努めています。（諸外国軍人は上級
課程及び中級課程のみ）。
また、海賊対処行動、国際緊急援助活動なども、教育内容であり、国際貢献を担う

ことができる、より質の高い人材を育成するよう尽力しています。

These courses are open not only to personnel of the MOD/SDF but to those of other 
ministries/agencies (Secretariat of the International Peace Cooperation HQ, Cabinet Office; 
Ministry of Foreign Affairs; Ministry of Justice) and military officers of foreign countries,* 
and they deepen their knowledge through discussions and other activities with other 
students with various organizational cultures. (*PKOCCC and UNSOC are open to foreign 
officers.)

Also, by including counter-piracy operations, international disaster relief activities, etc. in 
its scope of training, the JPC aims to develop higher quality personnel who can make 
international contribution. 

★ 国際平和協力中級課程
UN Staff Officers Course (UNSOC)

グループ作業する学生（中級課程） 演習活動を報告する学生（中級課程）
Participant reporting the exercise (UNSOC)Participants in the work (UNSOC)
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部隊や関係機関の要請に基づき、講師として主任研究官等を派遣して国際平和協力活動の実
績や特性、現代ＰＫＯの特徴等、現状に沿った教育を行っています。
なお、令和３年３月にはヨルダン軍の依頼に基づき、オンラインによる教育支援を行いまし

た。
Upon request of SDF units and related organizations, the JPC dispatches research officers to 

offer up-to-date training in history and characteristics of international peace cooperation 
activities and current PKO.

In March 2021, the JPC provided training support online in response to the request of the 
Jordanian Armed Forces (JAF).

国外等への教育支援

ヨルダン軍の依頼に基づく
オンラインを活用した教育の実施

ヨルダン軍での教育受講の様子

Online training on the request of JAF JAF personnel in the online training

上級課程や中級課程に留学生を派遣した国々（令和４年３月末時点）
Countries that have sent students to PKOCCC or UNSOC (as of March 31, 2022)

オーストラリア
Australia

ニュージーランド
New Zealand

カナダ
Canada

米国
US

メキシコ
Mexico

韓国
ROK

ドイツ
Germany

カザフスタン
Kazakhstan

マレーシア
Malaysia

ベトナム
Vietnam

タイ
Thailand

シンガポール
Singapore

バングラデシュ
Bangladesh

英国
UK

チェコ
Czech 

パキスタン
Pakistan

スリランカ
Sri Lanka

カタール
Qatar

インド
India

ヨルダン
Jordan

南アフリカ
South Africa

スペイン
Spain

ガーナ
Ghana

エチオピア
Ethiopia

イタリア
Italy

Training Support to Foreign Countries, etc.

６



調査研究活動を通じて、幅広く国内外の研
究機関との協力、交流に努めています。
その成果の一つとして、毎年一回、部内外の
関係者を招いてシンポジウムを行っています。
シンポジウムでは、討議、意見交換等を通

じて得られた内容をじ後の調査研究に活かす
とともに、研究成果について、当センターの
ウェブサイトに掲載し、積極的な情報発信に
努め、国際平和協力に係る研究分野発展に寄
与することを目的にしています。
令和３年度については、会場の参加人数を

限定し、オンラインを活用したハイブリッド
形式で開催しました。
研究成果や開催概要については、

ホームページを御覧下さい。

調査研究
Research and Study

JPC HP（日）

JPC HP（E）

国際平和と安全シンポジウム２０２１
International Peace & Security Symposium 2021

国際平和協力活動の向上について、世界中の平和構築分野の教育や研究に携わる各機関の
代表者が討議する世界的規模の年次会合や、アジア太平洋地域における各国ＰＫＯセンター
の教育・研究者による国連平和維持活動等に必要な能力の向上策についての会合などに積極
的に参加して、情報収集や意見交換を行い、教育内容の向上と職員の識能の向上に努めてい
ます。

The JPC makes continuous efforts to improve training curriculum and to enhance 
knowledge of JPC researchers by collecting information and exchanging views through 
active participation in worldwide annual meetings where representatives of institutions 
engaged in training and research on peacebuilding discuss how to improve international 
peace cooperation activities as well as in regional meetings where instructors and 
researchers from PKO centers in the Asia-Pacific region discuss measures to build capacity 
necessary for PKO and other operations.

国際会議等への参加
Participation in International Meetings

Through research and studies, the JPC is 
making efforts to promote cooperation and 
interactions with extensive research institutes at 
home and abroad. As a result of such efforts, the 
JPC hosts a symposium once a year, inviting 
experts within and outside the MOD/SDF.  

The JPC aims to make use of what’s gained 
through the symposium’s discussions and 
opinion exchange in its future research and 
studies, as well as to contribute to development 
of research field of international peace 
cooperation activities through active 
dissemination of information such as posting its 
research achievements on its website.

In FY2021, it was hosted in a “hybrid style” 
that allowed online participation, with a limited 
number of participants in the venue.

Please visit our website for results of research 
and overview of the symposium.
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当センターでは、定期的に講師を招き、平和活動研究会を開催しています。
研究会には、防衛省職員をはじめ、内閣府国際平和協力本部事務局、外務省総合外交政策局等の他府

省からも参加し、有識者との意見交換を行うことで、教育・研究に反映しています。
なお、令和３年度については、新型コロナウイルス感染防止対策のため、別室からのリモート講義に

より実施しました。
The JPC periodically invites a lecturer and hosts a peace operations workshop. The workshop is attended not 

only by MOD personnel but also by those of the Cabinet Office’s International Peace Cooperation HQ and 
Ministry of Foreign Affairs, etc., and opinion exchange with experts there is reflected in training and research of 
the JPC. 

In FY2021, the workshops had remote lectures from another room to prevent the spread of the novel 
coronavirus.

平和活動研究会
Peace Operations Workshop

Opinion exchange

FY 2021 1st Peace Operations Workshop 
Lecturer: TSUZUKI Masayasu, project 
researcher at the University of Tokyo
(Remote Lecture from another room)

意見交換の様子

ＡＡＰＴＣ年次会合(2019年(タイ王国))
IAPTC annual meeting in Peru (2019) AAPTC annual meeting in Thailand (2019)

ＩＡＰＴＣ年次会合(2019年(ペルー共和国))

令和３年度 第２回平和活動研究会
講師：防衛省防衛研究所 地域研究部

中国研究室 主任研究官
増田 雅之 氏

※別室からリモート講義

令和３年度 第１回平和活動研究会
講師：東京大学特任研究員

都築 正泰 氏
※別室からリモート講義

令和３年度 第３回平和活動研究会
講師：国連活動支援局

２等陸佐 川崎 真知子
※国連からリモート講義

FY2021 2nd Peace Operations Workshop
Lecturer: MASUDA Masayuki, Senior 
Fellow, China Division, NIDS
(Remote Lecture from another room)

FY2021 3rd Peace Operations Workshop 
Lecturer: LTC KAWASAKI Machiko, 
Department of Operational Support, UN 
(remote lecture from the UN)

Workshop
研究会の様子
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航空機の運航管理業務中の写真

同じ事務所で勤務する同僚（文民・ガーナ人）

Currently (November 2020), I’m dispatched in United Nations Mission in South Sudan 
(UNMISS) where I’m engaged in day-to-day operation control of aircraft belonging to the 
mission. The local aircraft are operated within various constraints such as local situation and 
measures against the novel coronavirus, and I’m working hand in hand with my bosses and 
colleagues to accomplish my daily missions. It is thanks to a lot of knowledge I gained and the 
“importance of respecting diversity” I went through in the UNSOC that I’ve been able to work 
positively despite various difficulties in the field. I feel that this knowledge and experience is 
being put to good use in my current job. 

I will continue to work hard so that I can contribute to Japan’s efforts in international peace 
cooperation activities.

Capt. NAKABAYASHI engaged in operation 
control of aircraft 

With a colleague working at the same office 
(Ghanaian civilian)

国際平和協力中級課程では、多国籍かつ多様なバック
グラウンドを有する教官、同期と座学・実習等を通じて
国際平和協力活動に関する基礎的事項から作戦の計画立
案等の応用的事項まで学ぶことができました。特に、文
民の保護（ＰＯＣ）、女性・平和・安全保障（ＷＰＳ）
に関する教育は、教育後に国連ミッションに参加する予
定であった私にとって、自らの役割についてよく考えさ
せられるきっかけとなりました。

教育修了者の声

１等陸尉 中林 由貴
題名「第７期国際平和協力中級課程で得た財産」

Captain NAKABAYASHI Yuki
“The assets I gained in the 7th UNSOC

現在（2020年11月）、私は国連ミッションＵＮＭＩＳＳ（南スーダン）に派遣されており、Ｕ
ＮＭＩＳＳで保有する航空機の日々の運航管理に携わっています。現地の航空機の運航は、現地の
情勢、新型コロナ対策等の様々な制限がある中で行われており、日々のミッションを達成するため
上司・同僚と力を合わせて取り組んでいます。現地の勤務において様々な困難がある中、前向きに
取り組めているのは、国際平和協力中級課程において得た多くの知識だけでなく、教育を通じて「
多様性を尊重することの重要さ」を経験できたからです。この知識と経験は、現在の職務に活きて
いると感じます。

これからも日本の国際平協力活動の一助になれるよう日々精進していきたいと思います。

In the United Nations Staff Officers 
Course, I learned basic matters 
pertaining to international peace 
cooperation activities to applicational 
matters such as operation planning 
through lectures and exercises with 
multinational instructors and 
classmates who have a variety of 
backgrounds. In particular, training on 
protection of civilians (POC) and women, 
peace and security (WPS) was an 
opportunity for me, scheduled to 
deploy to a UN mission after the course, 
to think a lot about my role.

Comments from students
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本講習を通して､経験豊富な講師や教官の方々から、国際平和協力に関する実に様々な知識を得ることが
できました。特に、国際平和協力活動に関する法規類について、派出準備段階から実際の派遣に至るまでの
運用、解釈について体系的に学ぶことができたことは、私にとって本当に有意義でした。また、本講習には
陸海空自衛官のみならず、内閣府等から職員の方々も参加しており、課題研究等の討議を通じて交流するこ
とで、多様な人脈を構築できたことも大きな成果としてあげられます。

この素晴らしい課程で得られた知識等を、今後の部隊勤務にしっかり活かすとともに、部隊内おいても共
有し、知識底上げの一助となりたいと考えます。

海上自衛隊 水上戦術開発指導隊 副長付（受講時）
３等海佐 酒井 隆徳
題名 「第２１回国際平和協力基礎講習を受講して」

内閣府国際平和協力本部事務局（受講時）国際平和協力研究員
佐藤 真央

題名 「多様性の尊重」

今次講習を通じ、講師の方々をはじめ、教官の自衛官の方々から現場での貴重な経験談を伺えたことは、シ
ビリアンである私にとってとても有益でした。特に、国連ＰＫＯ等への自衛官派遣における実際の現場の活動
は、法律や政策文書を読むだけではわからない現場の苦労があるということを痛感しました。また、それぞれ
異なる組織文化を持つ陸海空自衛官及びシビリアンが各々の立場を理解し、アイディアを出し合いながら、視
野を広げあうことの大切さを肌で感じました。日本が平和構築分野において国際社会でリーダーシップを発揮
するためには、まずは国内においても、それぞれがもつ組織文化の多様性を尊重する必要があると実感し、大
変学びの多い機会となりました。

LCDR SAKAI Takanori, Surface Warfare Center, MSDF (at the 
time of the course) 
“Participation in the 21st Basic Course”

SATO Mao, Secretariat of the International Peace Cooperation 
Headquarters, Cabinet Office (at the time of the course)
“Respect for diversity”

I learned truly various knowledge from well-experienced instructors and guest lecturers during this course. Above all, it was 
really meaningful for me to be able to systematically learn about laws related to international peace cooperation activities 
including how they are interpreted and applied from the pre-deployment phase to the actual deployment. Also, this course 
was attended not only by Ground, Air and Maritime SDF personnel but also by those from such organizations as the Cabinet 
Office, so through discussions with them in group studies I could build a diverse network, which was another great 
achievement.

I hope to make good use of the expertise gained in this excellent course in my work as well as contribute to raising the 
standard of knowledge by sharing it within my unit.

広報活動
Publicity

国際平和協力センターでは、各種研修等の受入や、講師の派遣等も積極的に行って
います。令和３年度は、自衛隊東京地方協力本部からの支援依頼にもとづき、新型コロ
ナウイルス感染防止対策を十分に行い、「国際平和協力活動」をテーマに大学生等を対
象とした研究員による講師講話等を実施しました。

The JPC also proactively accepts various training and dispatch instructors. In FY2021, the Center had 
its research officer give a lecture on the theme ”international peace cooperation activities” targeted 
mainly at university students under thorough anti-infection measures against the novel coronavirus.

講話を行う研究員
（荒木２陸佐）

広報展示場所
の様子

Lecture by the JPC‘s 
research officer

(LTC ARAKI)

PR goods 
exhibition

It was really useful for me as a civilian to be able to listen to instructors from the SDF and guest lecturers talk about their 
valuable experiences in the field throughout this course. Particularly, I keenly felt that on-site activities for dispatching SDF 
personnel to UN peacekeeping operations entail difficulties that cannot be understood simply by reading laws and policy 
documents. Also, I directly felt the importance of members of Ground, Air and Maritime SDFs and civilians who have 
different organizational cultures to understand each other’s positions and to broaden our horizons while sharing ideas. It 
was a really illuminating opportunity where I fully realized that even within the country we have to respect the diversity of
each other’s organizational cultures in order for Japan to demonstrate leadership in the field of peacebuilding.
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