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                開催日時 2004年１月 23日(金) 午後６時～８時 30分 
        開催場所 弁護士会館（日弁連）17階 1701会議室 



１ 主催者である日本弁護士連合会から軍司育雄副会長の挨拶 
 弁護士と弁護士会の国際化という問題は、司法制度改革審議会の意見書に基づき、今行

われている司法改革の中でも最重要の柱の一つとされている。 
 日弁連は、1990年代の半ばから、アジアの発展途上諸国において、主として国際交流委
員会の委員である若手弁護士を中心に、弁護士をはじめとする法律実務家の養成、および、

法整備支援活動などに積極的に携わってきた。 
 特に、日弁連は、カンボジア王国においては、ＪＩＣＡ（国際協力機構）の資金協力を

得て、2001年度には短期間の講師派遣を行い、民事弁護実務についてのセミナーを開催し、
カンボジア弁護士の多数の参加を得たほか、2002 年の 10 月には、同国の弁護士養成校設
立運営にあたって技術指導を派遣するなど、カンボジアの法整備支援に重要な役割を果た

してきている。 
 また、昨年６月５日に実施された司法制度改革推進本部の中の国際化検討会において、

日弁連は法曹の国際化の具体的な選択肢の一つとして、わが国の法曹が国際機関で働くこ

とを取り上げ、その実現のための措置として、効果的な情報の提供を行う必要があること

を指摘した。 
 さらに、日弁連はかねてより国連から、折に触れて国連機関の求人情報の提供をいただ

いており、こうした情報の会員弁護士に対する広報のあり方について検討を重ねてきた。 
 そのような状況の中で、近い将来、平成 21年頃と言われているが、司法試験の合格者を
3000人に増員する時代を迎えるにあたり、弁護士活動のあり方の一つとして、国際機関に
就職して法律関連の専門知識とその技能を活かすという選択肢はきわめて重要なことであ

ると考えている。 
 そこで、現在、弁護士は２万人であるが、今後年間 3000人ずつ法曹が増えて、フランス
並みの弁護士５万人時代となることを見据えて、今回、現在および将来の法曹が国際機関

において勤務することに関し、日弁連として国際機関のポスト情報や就職支援のあり方を

探るためのセミナーを開催することにしたのが本セミナー開催の趣旨である。 
 幸いにも、本セミナー開催の趣旨をご理解いただき、本日はご多忙の中、外務省国際機

関人事センターから稲賀淑子所長のご出席を賜り、基調報告をしていただけることとなり、

また、国連難民高等弁務官事務所、国際連合児童基金、国連開発計画、それからＩＬＯの

在京事務所に勤務されているパネリストの方々から、各機関の任務や、就職・勤務する際

の条件などについて、具体的にご説明をいただけることになった訳であり、心から感謝申

し上げたい。 
 また、当会の会員弁護士の中で、さまざまな国際機関における勤務経験がある会員から

も、それぞれの勤務経験を披露していただき、今後、国際機関で活躍を考えておられる皆

様にはたいへん参考になるのではないかと考えている。 
 本セミナーは、本当の意味で国際化が求められる時代になってきたわが国の弁護士活動

のあり方について、ご参加の皆様に有益な情報提供ができるものと考えられ、非常に貴重



な機会であるので、この機会を価値あるものにしていただければありがたい。 
 
２ 基調報告：外務省国際機関人事センター稲賀淑子所長「国際機関で働くには～法律専

門家へのメッセージ～」 
 
「基調講演『国際機関で働くには』」「国連職員採用競争試験｣「国際機関職員募集情報｣「世

界を舞台に活躍する」 
 
○ 国際公務員の仕事 
 国際公務員というのは、公的な国際機関で働いている職員のことであり、広い意味では

国連だけに限らず、ＯＥＣＤや世界銀行その他開発金融機関の職員も含まれるが、本日の

講演では、国連を中心に話をしたい。 
 国際公務員の職種は、大きく専門職と一般職に分かれる。一般職は、英語では「ジェネ

ラル・サービス」と呼ばれ、専門職をサポートするスタッフであり、秘書的な業務や管理

部門の仕事など、さらに警備の仕事をする職員もこのカテゴリーに属している。専門職は、

専門的な知識・経験をもった専門的な事項を扱う職員であり、英語では「プロフェッショ

ナル」と呼ばれる。本日の話は、この専門職に限った話として聞いていただきたい。 
 国際公務員の仕事は、勤務地によって分けると、国際機関の本部で行う仕事と、その機

関の出先の事務所で行う仕事とに分けられる。出先の事務所は先進国にもあるが、かなり

多くの国連機関が途上国に事務所をもっている。そういった事務所の仕事はフィールドの

仕事と呼ばれる。 
 本部の主な業務としては、機関の基本的な政策の企画立案や、本部所在地で開催される

その機関の最高意思決定機関となる委員会や理事会の準備など、会議事務局的な仕事があ

げられる。また、機関全体の人事や財務といった仕事もある。フィールドの仕事、すなわ

ち出先事務所の仕事は、国際機関の活動によってさまざまであるが、例えば、本日出席さ

れているＵＮＨＣＲ、ＵＮＤＰ、ＵＮＩＣＥＦなどは、フィールド・オリエンテッド、す

なわちフィールドでの活動が非常に重要な機関である。途上国の開発援助プログラムであ

るとか、人道支援プログラムは、国別、地域別などのレベルで策定されるが、出先の事務

所はそのようなプログラムの立案に関与し、実施する。 
 本日は、法律を専門にされている方々を対象にした講演であるので、国連を中心に、国

際機関における法律関連の仕事にどういうものがあるかを簡単に紹介しておきたい。まず、

国連システムについてであるが、国連の本体である国連事務局は、ニューヨーク、ジュネ

ーブ、およびウィーンなどにある。その他に国連総会決議によって設立された機関があり、

このような機関としてはＵＮＩＣＥＦやＵＮＤＰ、ＵＮＨＣＲなどがある。更に、国連の

専門機関があり、ＩＬＯやＷＨＯなどがこれにあたる。これらの機関をまとめて国連シス

テムとか国連ファミリーと呼ぶ。 



国連システムにおける法律関係業務であるが、例えば、国連事務局にはオフィス・オブ・

リーガルアフェアーズ（法務局）があり、幅広い法律関係の仕事を行っている。法務局は、

だいたい七つの部門に分かれていて、国連総会、安保理とか各加盟国の法律問題、国連が

関連する様々な条約、国連が係わる裁判や国連内部の法律問題、国際法委員会が行う国際

法を法典化する作業、あるいは国連の全条約に関する事務的な管理、国際公務員に関する

行政裁判、国際商取引法の制定作業、海洋法全般に関する仕事など、幅広い分野の仕事を

行っている。 
 具体的には、法律関連のリサーチペーパーを書くとか、国連の規則や手続などを作成す

るような作業であり、こうした仕事に法律のバックグラウンドをもった職員が関わってい

る。若手の法律専門職の採用に関しては、国連事務局では競争試験（正式名称は、国連職

員採用競争試験）というものがある。募集要項の中に、法律専門職員の職務と資格要件が

掲載されている。これは、国連のリーガルアフェアーズ、すなわち法律の専門職を希望す

る応募者に対して、どのような資格要件が求められるかを簡単にまとめたものであるので、

競争試験の専門試験の法律学の問題例、国際機関職員募集情報の中の国連職員採用競争試

験の概要も併せてぜひ見ていただきたい。 
 法律関係業務は、国連事務局に限らず、いろいろな国連機関や国際機関の業務の中にあ

るが、例えば、ＵＮＨＣＲでは難民保護や難民認定を仕事にしていることから、国際法の

バックグラウンドをもった専門家が求められている。また、国際労働機関（ＩＬＯ）も世

界の人々の労働や生活を改善することを目的としており、国際的な労働基準を作成したり

する機関であることから、労働法のバックグラウンドをもったリーガルオフィサーを求め

ている。 
 他に、国連事務局の一部であるが、国連人権高等弁務官事務所や、ウィーンにある薬物

犯罪などを扱う国連薬物犯罪オフィス（ＵＮＯＤＣ）などでも、法律のバックグランドを

もった職員が求められる。 
 さらに、国際裁判所がいくつかあるが、その中に国連システムに属しているものがある。

例えば、国際司法裁判所（ＩＣＪ）は有名であるが、その他にも、ＩＣＴＹ（旧ユーゴ国

際刑事法廷）などがある。これら国際裁判所の裁判官は選挙で選ばれるが、裁判所の事務、

書記局などの職員には、やはり法律の専門家がいる。ただし、これらの裁判所は組織とし

ては小さいため、なかなか空席が生じないので、職員の募集はあまりない。 
 国連システム以外の国際機関でも、法律専門家は求められている。例えば、難民や移民

関係の業務を扱っているＩＯＭ（国際移住機関）も、やはり国際法のバックグラウンドを

もった職員、人材を求めている。 
 以上、国際機関における法律関連の業務にはどのようなものがあり、どんな機関で人材

が求められているかという話をしたが、国際機関は組織であるから、それぞれ組織内部の

法律問題を処理する必要がある。どの機関でも法律家が活躍する部分はあると思われるが、

明示的に法律のバックグラウンドを求められるポストがある機関を紹介してみた。 



 
○ 国際公務員の採用方法 
 次に、国際公務員の採用方法であるが、ここで一番最初に申し上げておきたいのは、日

本の人事システムとの違いである。 
 日本でもかなり雇用状況が変わってきており、今は、従来の伝統的な採用方法をとらな

いところもあると思われるが、日本の典型的・伝統的な採用方法は、企業の新入社員の採

用だと思われる。毎年４月に大学の卒業生を採用しオリエンテーションを行い、オン・ザ・

ジョブ・トレーニングで一人前の会社員に育てていく。これに対し、国際機関の場合には、

このように若い人を一律に採用し育てるというようなことはしない。 
 一般に国際機関はどのように職員を採用するかというと、空席公告による募集を行う。

空席公告は英語ではベイカンシー・アナウンスメントと言うが、これがどういうものか具

体例を紹介したい。例えば、Ｓtatistician、Ｐ－４レベルの国連事務局の統計専門家の空席
公告を見ると、Ｒesponsibilitiesでは、どういった職務や能力が必要とされるのかが説明さ
れている。Ｌanguages としては、“Ｆluency in oral and written Ｅnglish”、他にスキル
としてどういうものが求められるかといったかたちで条件が示される。各ポストについて

空席が生じたときにこのような空席公告が出されるわけである。 
 空席というのは、現在そのポストに就いている人が定年退職するとか、何らかの事情が

あって辞職するとか、あるいは他の機関に異動するとかの場合に生じるものである。この

空席公告の募集は、これに応募した人が採用された場合、その人は採用されたその日から

ここに書いてある仕事が出来なければならないということを意味する。すなわち、即戦力

が求められるということである。日本では、文学部英文科を出て商社に入った、商社のこ

とは全くわからないが、入社してから経験を積み一人前の社員になるというようなことは

めずらしくないが、国際機関の場合は、そういうことはなく、最初からある程度の実務経

験もあって、すぐ仕事ができる人材が求められるということである。 
 若手職員の採用については、国連職員採用競争試験は国連事務局に限られた試験である

ことから、国連事務局に入りたい若い人にはこの試験を目指すことをお勧めする。競争試

験に受かってもＵＮＩＣＥＦやＵＮＤＰなどには採用されない。 
 国連職員採用競争試験の応募資格については、年齢は 32歳以下、学歴は一応学士号以上
とされているが、実態としては修士号以上である。実務経験は、必須ではないが、やはり

望ましく、かなり期待されていると言えると思う。「国連職員採用競争試験 法律専門職員

の職務と資格要件」においても、“Ｌegal Ａffairs”について、“Ａny of the following 
experiences would be an advantage”と書かれてあるように、法律分野での２～３年の経
験とか practical experience、要するに実務経験が競争試験のレベルでも期待されている。
競争試験は若手職員の採用であるから、レベルでいうと、Ｐ－１あるいはＰ－２のエント

リーレベルであり、企業で言えば新入社員の採用試験のようなものである。 
 次に、ヤング・プロフェッショナル・プログラム（ＹＰＰ）についてであるが、例えば



ＩＬＯ、ＯＥＣＤ、ＵＮＩＣＦＦやＵＮＥＳＣＯなど、いくつかの機関が実施している。、

内容はそれぞれ少し異なると思われるが、国際機関側がＹＰＰに応募した若い人を試験を

して採り、１年なり職務経験を積ませ、その業績がよければ任期を延長するというような

かたちで正規職員になる道を開くプログラムのことである。 
 
３ 国際公務員として求められる人材 
 国際公務員として求められる人材はどのような人材かについてお話しする。まず第一に

「使命感」が求められる。国際公務員は、国家公務員と同様、公共の利益のために働くの

であり、利潤追求型の仕事ではない。特に国際公務員の場合は、フィールド勤務もあり、

いろいろな意味でかなり苛酷な勤務状況におかれるところもある。厳しい勤務環境や異文

化の中で、また競争社会の中で生きていくわけであるから、並大抵の努力ではないと思わ

れるが、そういった困難なことを含め、いろいろな仕事をやっていくうえで支えとなるの

は使命感ではないかと思う。なんのために自分はこの仕事をするのか、世界の平和のため

とか、途上国の貧困解決のためとか、いろいろあると思うが、そういった仕事に対する強

い情熱といったものがやはり必要であると思われる。 
 次に、具体的なスキルとしては、まずは語学力が求められる。当然のことであるが、国

際機関では、多国籍の、文化的バックグラウンドの全然違う職員が一緒に仕事をするわけ

である。必要な語学力は「英語かフランス語」で、国連の場合は、公用語は６カ国語ある

が、やはり主要言語は英語かフランス語で常用語とされている。英語かフランス語の語学

力が職務遂行レベル、すなわち、日常会話程度ではなく、仕事ができるレベル、しかも、

かなり高度なレベルが必要となる。 
 語学力の中で特に強調しておきたいのは、コミュニケーション能力とドラフティング能

力が重要だということである。コミュニケーション能力には、プレゼンテーションの能力

であるとか、文章を書く能力も含まれるが、要するに自分の意思を相手に伝える能力であ

る。国際機関では、組織内でのやりとりはもちろんのこと、他の様々な機関、例えば途上

国の事務所に勤務する場合であれば、相手国のいろいろな機関・団体とやり取りや交渉を

したり、リエゾンの役割を負ったりといったこともあるため、コミュニケーション能力は

非常に重要である。また、ミーティングや会議に出ることが頻繁にあり、発言することも

多い。 
 ドラフティング能力は文章を書く力であるが、国際機関では文章を書く場面が非常に多

い。レターを書く、オフィスからオフィスへのメモランダムとか、会合に出た場合はリポ

ートであるとか議事録を作ったり、さらに、自分でリサーチペーパーを書くというような、

書く仕事は非常に多い。英文和訳、あるいは和文英訳の仕事ではなく、いきなり外国語で

文章を書ける力が必要なわけであるから、国際公務員を目指すには若いころから鍛えても

らいたい能力である。 
学歴については、専門職を目指すには修士号以上が必須である。次に、専門性について、、



これは学歴とも関係するが、修士号をとった分野に関連した専門的な知識と、それに関連

した職務経験が求められる。 
 さらに、海外経験が、日本人にはどうしても必要だと言える。海外留学は 100％必要とま
では言わないが、国際機関の日本人専門職員の 90％以上は海外留学組だと思う。ドラフテ
ィング能力などは、海外留学でもしないとなかなか培われない能力であるし、異文化の中

で外国人とうまくやっていく力も留学などで身につく。必ずしも留学ではなくでも、海外

での勤務経験なども期待される。海外の勤務といっても、必ずしも企業での海外駐在だけ

ではなく、例えば、ＮＧＯで途上国でいろいろな援助活動を行ったり、学生であれば国際

機関でインターンをしたとか、そういうことも海外経験として役立つと思う。 
 
４ アソシエート・エキスパート（ＡＥ／ＪＰＯ）等派遣制度 
 アソシエート・エキスパートは、国際機関によっては、「ＪＰＯ」とか「ＡＰＯ」など、

いろいろな呼び名があるが、一般には「ＪＰＯ」として知られている。 
 ＪＰＯは“Ｊunior Ｐrofessional Ｏfficer”のことである。ＪＰＯ試験は国際公務員の正
規職員の採用試験とはまったく別物であり、正規の国際公務員を希望する若手を対象にし

た日本政府の試験である。これに合格すると、国際機関で原則２年間実務経験を積む機会

が与えられ、これに関連する費用は一切日本政府が負担する。 
 応募資格は 35歳以下で、学歴は修士号以上、それから職務経験は、若手を対象としてい
るため 10年選手を期待はしないものの、やはり最低２～３年の職務経験は必要である。選
考試験は、書面審査、英語かフランス語の語学試験（英語はＴＯＥＦＬ）、そして面接があ

る。 
 合格から配属までのプロセスについてであるが、この試験に合格すると、合格者の経歴

や、希望の国際機関、そして機関側のニーズを把握して、調整し派遣先を決める。そのた

め、必ずしも合格者の希望どおりにいかない場合もある。 
 ＪＰＯ試験は、始まってから、既に 30年たつが、ＪＰＯ経験者で国際機関の幹部になっ
ている人もいる。したがって、この試験は、日本人の国際公務員を増やす、また幹部職員

も増やすうえで非常に役に立っている制度だと評価している。 
 
５ 国際公務員になるための準備 
 最後に、国際公務員になるためには何をしたらいいかということであるが、まずは情報

収集が必要である。国際機関はどういうところで何をやっているところなのかをまず知っ

ていただきたい。 
 国際機関人事センターのホームページにアクセスすると、いろいろな国際機関の活動概

要も含めて、国際公務員になるために必要な基礎的な知識、情報をほとんど入手できる。

まずはリンクのページで、国際機関にはどんなものがあって、それぞれ何をやっているの

かを知っていただきたいと思う。そして、その機関にはどういったポストがあり、どうい



った人材を求めているのかということは、空席情報を見ていただきたい。 
 そして、今日のセミナーでもこの後予定されているが、いろいろな国際機関職員の体験

談を聞いて、職場の雰囲気や事情をつかんだりといった情報収集を積極的に行うことであ

る。修士号をまだ取っていないという人は修士号を目指すことである。 
 また、語学力はやはり若いうちに勉強することで一番身につくので、ぜひ英語かフラン

ス語、できればもう１カ国国連公用語ができるといいと思うが、語学力を磨いていただき

たい。 
 それから海外留学である。先ほど、海外経験と言ったが、これから国際公務員を目指す

というのであれば、20代ならば 10年ぐらいの中長期的なプラン、そして、海外経験をどこ
で入れるかをよく考えて、計画的なプランを立てていただきたい。35 歳を過ぎてしまって
から国際公務員になろうと思い空席情報を見たら、資格が整っていないという場合もある。

国際公務員を目指そうという人は、若いうちからいろいろ計画的に準備を始めることが望

まれる。 
 質問などは、人事センターにお問合せいただきたい。Ｅメールでも、電話でも受け付け

ている。また、来訪していただくことも可能である。 
＊外務省国際機関人事センターのホームページ→ http://www.mofa-irc.go.jp/ 
  
 
３ 国連機関からの各論的情報提供 
 (1) 国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ） 
 ＵＮＨＣＲは 115 カ国に 251 の事務所をもっており、職員の数は全部で 6235 人、その
うち 5300人以上がフィールドで働いている。フィールドと言っても、ジュネーブ以外をす
べてフィールドと言うので、東京もフィールドになり、８割以上の職員がフィールドにい

ることになる。日本人職員は、ＪＰＯも含めて 80～90人いるが、その中で弁護士のバック
グラウンドを持っている人は今のところいないと思われる。法学部を出ていたり、修士な

どで海外に行って法学を勉強された人はいて、そういった方々が主に、プロテクションも

しくはリーガルといった法務に関する業務に携わっている。 
 ＵＮＨＣＲにおける法務に関する仕事についてですが、ＵＮＨＣＲの一義的な任務は難

民の保護であるため、必然的に、すべての職員が難民条約、難民法、そして国際人権法に

ついての最低限の知識を求められる。ただ、その中でも、特に弁護士であることが望まし

い、もしくは弁護士と同じような見方ができることが望まれているのが法務局と国際保護

局である。法務局は国連本部と連携しながら、ＵＮＨＣＲが、一国際機関として運営して

いくうえでの、地位、特権、免責等さまざまな事項・事柄を扱っている。もう一つが国際

保護局で、これは難民保護にかかわるすべての法的事柄を一括して統制している。 
 法務局においては、国連機関そして国連職員の地位・特権等、具体的には、ホスト政府、

日本であれば日本政府との覚書等の文書の最終確認などを行っている。そしてまた、人事



における法的側面についてもここで担当している。また、ＵＮＨＣＲは、さまざまな弁護

士の団体やＮＧＯと一緒に共同して活動を行っているが、そのための契約書などの文書の

最終チェックもそこでなされている。 
 難民保護に関しては、国際保護局（ＤＩＰ＝Ｄepartment of Ｉnternational Ｐrotection）
が担当である。国際保護局は、1951年の難民条約に列記されている難民の権利を各国政府
の協力を得て世界で推し進めることが使命となっている。１４０数カ国が加入している難

民条約であるが、すべての国で難民の権利が守られているわけではない。アフリカなど大

量難民の発生地域、もしくは欧米や、日本のような先進国における庇護の状況、もしくは

難民の帰還、そして第三国定住、こうしたさまざまな難民に関連する状況において法的な

アドバイスが必要であり、その業務を統括しているのが国際保護局である。この国際保護

局で難民保護の政策立案にたずさわる者はほとんどが弁護士である。 
 しかしながら、個人レベルでは必ずしもこういった国際基準を謳って毎日仕事をしてい

るわけではない。現場ではその場その場の状況に応じた常識的な対応が必要である。具体

的な保護官（プロテクションオフィサー）の仕事としては、難民発生状況において、まず

は難民が庇護国にアクセスできることを確保し、送り返されることがないようにすること。

そして、キャンプ等における難民の安全を確保することであります。例えば、アフガニス

タンからの難民の大量発生時に、パキスタンが国境を閉ざしてしまったときに、パキスタ

ン政府に働きかけ、これは首都と現場のディストリクト・オフィスレベルで話し合いを持

ち、解決策を地道に模索する。そういった時に難民条約を突きつけても、パキスタンは条

約を批准していないので無意味であり、いかにして、パキスタンの人たちの考えのなかで

難民保護の必要性をわかって協力してもらえるかということが重要となってくる。そうい

った現場ベースの保護官が必要とされている。 
 また、先進国においては、難民を語るうえで避けては通れない今日の移民の問題、そし

て偽装難民の問題等、さまざまな問題と向き合いながら、政府と協力して難民の権利を擁

護するのが仕事である。時には政府と法律解釈で意見が異なることもあるが、ＵＮＨＣＲ

はあくまでも難民条約の監督を国連総会から任された国際機関として、政府・裁判所等へ

の意見を提出するなどしている。 
 ＵＮＨＣＲで日々働く上で重要なスキルとしては、やはり先ほど稲賀所長が強調してお

られたドラフトの力がまずは重要だと思われる。普通に文章が書けるだけではなく、重要

な点はどこか、そしてそれをアクションがとりやすいようなかたちで簡潔にまとめる、そ

こに自分の独自性が発揮できるのではないか、ただ書くだけではだれも読まない。その文

章を読むことによって次のステップがとれるといった戦略的な文章の書ける人が求められ

ていると思う。もちろん、定型的な法的文書のドラフトのスキルも必要とされている。 
 コミュニケーションも重要です。国際機関なので、いろいろな国籍の方がいるし、難民

はいろいろな国から来る。そういった環境からも、フレキシブルであり、スムーズにコミ

ュニケーションがとれることは大切である。また、それ以上に、カウンターパートとして



一緒に仕事をする人たちとの関係が重要である。つまり、ＵＮＨＣＲだけでは目的を達成

できず、ＵＮＨＣＲの仕事を遂行するにはホスト国の政府、そして難民の権利を擁護する

弁護士、時には裁判所、パートナーであるＮＧＯ、学者の方々等、立場を異にする人々と

協力し、時には調整しることも必要である。、ＵＮＨＣＲの目的を達成するために、それぞ

れの立場を理解するというコミュニケーションの基本が一番求められることではないかと

個人的に感じている。 
 そしてタフな精神。今日も収容所にいる３人の難民から電話がきたが、なかなか解決策

が見つからない。ＵＮＨＣＲがやれることはやってきたつもりであるが、いろいろな状況

からまだ解決しない。１年、２年と同じような状況にあって、身体状況がどんどん悪化す

る、そして解決がほど遠いなかで何もできない。そして、国連という名前は掲げているけ

れども、なかなか具体的な解決をデリバーできない状況が続いている。しかし、やはり将

来に続く解決を模索し、なんらかの希望を与え続けなければならない。このようなことを

考えながら毎日仕事をしている。 
＊UNHCRのホームページ→ http://www.unhcr.or.jp/ 
 
 
 
 (2) 国際連合児童基金（ＵＮＩＣＥＦ） 
○勝間靖氏（ＵＮＩＣＥＦ駐日事務所プログラム・コーディネーター） 
 ＵＮＩＣＥＦという組織は、子どもの権利条約を実現するというのが大きなミッション

なので、私たちはすべて法律にかかわっている仕事をしていると言えるのではないかと思

う。常に私たちは、メキシコであれ、アフガニスタンであれ、子どもの権利を現場で実現

していくことを考えている。そのとき、自由権的な内容だけではなくて、例えば教育に対

するアクセスであるとか、そういった社会権的なものも常に視野においている。そういっ

た意味では非常に幅広い活動をしていると言える。 
 もちろん、先進国は市民社会が成熟しているので、そういった国では、特に日本ＵＮＩ

ＣＥＦ協会のような国内委員会があって、そういったところが活動しており、日本の弁護

士の方なども日本国内において子どもの権利条約を遵守するための活動を行っている。 
 しかしながら、そういった先進国における活動は、ＵＮＩＣＥＦの本体自身はそれほど

やっていない。どちらかというと本体は途上国に目を向けている。ちょうどこれから日本

政府がジュネーブにおいて子どもの権利条約に関する報告をするわけであるが、そういっ

た内容については、特に国内委員会の日本ＵＮＩＣＥＦ協会がやっていることをご理解い

ただければと思う。 
 このように、ＵＮＩＣＥＦの活動は非常に幅広いわけであるが、特に基礎社会サービス

ということで、保健や栄養、水、衛生、教育、そういった分野と並んで、子どもの保護も

大きな分野となっている。ここはおそらく、法律のバックグラウンドがある方が一番ふさ



わしい部分ではないかと思う。 
先ほど、子どもの権利条約「ＣＲＣ（Ｃonvention on the Ｒights of the Ｃhild)」を現
場で実現していくという話をしたが、この条約はアメリカ以外、世界中のすべての国が批

准しており、これを国内法と調和していくというのがＵＮＩＣＥＦの大きな活動の一つと

なっている。 
 私の勤務地であったメキシコの場合を例にとると、基本的に子どもの権利条約を国内法

化するなかで、まず子どもの権利条約では 18歳未満が子どもとされており、これをメキシ
コ全体の国としての法律、そして州ごとの法律とどうやって調和させていくかといった国

内法の改正のプロセスがあった。また、特に、メキシコにおいては子どもの性的搾取が問

題になっており、それについて罰則規定がない。また、州によって罰則規定が違っている。

一つの州で罪を犯した人が隣の州に逃げていく。アメリカ合衆国でも同じようなことがあ

るが、それを国としての法にどのように共通の規定を設けていくかといった活動をしてい

た。 
 このように、子どもの権利条約を現場で実現するといっても、実際には、アドボカシー

すなわち、啓蒙活動、特に権利主体である子どもと、子どもたちの権利を守ろうとする法

律家であるとか市民団体、ＮＧＯ、そういった人たちと啓蒙活動を行うことと、それから、

ＣＲＣに関してその義務を履行する主体、特に政府ですが、政府だけではなく、地方自治

体も含まれるが、そういった履行義務を負う主体に対してどのように遵守を求めていくか

といった両面からの活動があるわけである。そういった意味では、メキシコの法律そのも

のの活動も、弁護士の方たちと一緒に活動するわけであるが、同時に子どもの側に立つ、

あるいはコミュニティーの側に立った活動もあると考えていただければと思う。 
 さらに、メキシコで子どもの権利条約の国内法化のための法改正がうまくいったことを

地域に広げていくといった活動もある。いかにして、そういった活動・経験を同じラテン

アメリカ地域におけるほかの国に広げていくか、あるいは、そこで学ばれたものをどのよ

うにアジアに持っていくかといった、子どもの保護にかかわる人たちの国際的な交流もや

っている。 
 特にメキシコにおいては、タイのチュラロンコン大学にビディット・ムンタボーンとい

う法学者がいるが、彼は国連の子どもの性的搾取に関する特別報告者ということで長い間

活躍していた弁護士の方である。そういった人たちをメキシコに呼ぶ、あるいはラテンア

メリカに呼んで、アジアにおける経験について話してもらう。このように、地域間を超え

て経験をシェアしていくこともやっている。 
 最後に簡単にアフガニスタンの話をしたいと思う。私は、メキシコで勤務したあとアフ

ガニスタンで活動したが、メキシコとはまったく違った状況であった。メキシコにはイベ

ロ・アメリカの法律をベースにした法律があって、民主的な市民社会がある程度育ってい

る。それに対して、私がいたアフガニスタンはタリバンが支配しているアフガニスタンで

あり、非常に抑圧された社会で、市民社会が成熟していない中で、いかに子どもの権利を



現場で実現していくかといった交渉がタリバン政権とずっと行われていた。そういったと

きに、イスラムの法であるシャリーア法であるとか、イスラム社会における社会的・文化

的視点も必要である。場合によっては、エジプトのイスラム法学者と協力しながら、アフ

ガニスタンにおいていかに子どもの権利を守っていくかといった仕事もあった。そういっ

た意味では、そういった国では比較法の視点といったものも必要とされると思う。 
 最後に、稲賀さんも十分に話されたが、簡単に、ＵＮＩＣＥＦで働くにはどういったこ

とが必要かということで、人道支援または開発協力の分野で国連を目指す人へのアドバイ

スを項目だけ紹介したい。 
 一つは自分の専門分野をもつことである。ＵＮＩＣＥＦの場合は人権が中心になるかと

思うが、その中でもどういったところに自分の力点をおくか、比較法的な側面からどうい

った専門をもつかが大事かと思う。 
 二つ目は関連分野での職務経験である。これはもちろん、日本国内における経験も非常

に大事だと思うが、国際的な分野において、子どもの保護に関してどういった経験を積む

かといったことを考えていただくことが大事かと思う。 
 三つ目は、ＵＮＨＣＲの小田野さんからも話があったが、プレゼンテーションと交渉の

能力、そして語学力といった大きな意味でのコミュニケーション能力が非常に重要という

ことが言える。 
 四つ目は多文化環境への適応能力である。国連で働くことは、ニューヨークとかジュネ

ーブで働くだけではなくて、メキシコで働いたり、アフガニスタンで働いたりということ

もありうるわけである。そういった意味では、そういった違った宗教とか文化に対してい

かに理解を示して、そうした中から、いわば普遍的な規範である人権を現場で実現してい

くといった柔軟性が非常に求められているのではないかと思う。 
＊UNICEFのホームページ→ http://www.unicef.org/ 
 
(3) 国連開発計画（ＵＮＤＰ） 
○道券康充氏（ＵＮＤＰ東京事務所プログラム・マネージャー） 
 ＵＮＤＰは、能力開発（キャパシティー・デベロップメント）や政策アドバイス、アド

ボカシー等を通じて、途上国における人間開発（ヒューマン・デベロップメント）の実現

を目指す国際機関であり、現在 130 カ国以上の途上国に常駐事務所を持ち、166 カ国以上
で活動している。 
 具体的には、2015年までに貧困を半減することを柱としたミレニアム開発目標を達成す
るための調整を図り、そのための活動の重点分野として、以下の６つの重点分野を掲げて

いる。まず第１に民主的ガバナンス、２番目に貧困削減、３番目に危機予防と復興、特に

紛争後の開発、4番目にエネルギーと環境（これは例えば気候変動といったものも含む。）5
番目にＨＩＶ／エイズ、そして最後にＩＣＴ（インフォメーション・コミュニケーション・

テクノロジー）の開発への応用である。今年度からこの六つの重点分野の中でＩＣＴが他



の分野と統合され、重点分野は５つに絞られている。 
 この五つの重点分野を途上国の現場で展開していくにあたり、ＵＮＤＰは様々なプロジ

ェクトを実施している。本日のセミナーの目的である法律関係の職務という観点からは、

民主的ガバナンスの分野が最も関連していると考えられるので、本日はこうしたプロジェ

クトへの法律の専門家の派遣制度を中心に、ＵＮＤＰにおける法律専門家の職務について

説明する。但し、ＵＮＤＰの正規職員として法律の経験を直接生かせる職務の機会は非常

に限られている。ＵＮＤＰにも法務部はあるが、ポストが限られており、そのような部署

への就職を希望されるのであれば、先ほど稲賀所長が説明されたようなＪＰＯや正規職員

での採用方法を御参照頂きたい。 
 民主的ガバナンスは、上述した６つの重点分野の中でも活動の約半分以上を占めるプロ

グラムになっており、ＵＮＤＰの活動の中で非常に中心的なプログラムとなっている。具

体的にＵＮＤＰの民主的ガバナンスの柱としては、立法・選挙支援、司法へのアクセスと

人権の確保に対する支援、情報へのアクセス確保支援、分権化と地方ガバナンス支援、公

務員制度の改革等の行政改革支援、が挙げられる。 
 この中で主に法律専門家が行う職務の内容としては、司法機関と司法システムの改革や

憲法の草案作り、選挙法や議会法の草案作りと改善、汚職防止対策の強化、法教育及び司

法トレーニングの実施、分権化支援及び地方行政能力の強化、公共セクターの規制改革、

等がある。 
 具体的な例を挙げると、ＵＮＤＰはアフガニスタンにおいて、司法改革委員会の設立と

その機能強化のための支援を実施している他、トレーニングを通じた法曹人材の育成、法

システム改革への提言・戦略設定等を行っている。また、東チモールでは制憲議会への支

援を通して憲法草案作成及びその採択に対する支援を行った。 
 では、ＵＮＤＰで法律関係の職務に就くためにはどうすればよいのか、その具体的な方

法を説明したい。一つは、ＵＮＤＰのホームページ上に、プロジェクトで必要とされる専

門家の募集が空席公募というかたちで発表されるので、これに応募するという方法がある。

もう一つは、ＵＮＤＰには｢ＳＵＲＦ（サブ・リージョナル・ファシリティー）｣という、

各地域の拠点（例えばアジアならバンコクとカトマンズに拠点がある。）があり、そこで専

門家のロースター登録を行っているので、これに登録する方法である。プロセスとしては、

希望者はまずホームページから申し込みを行い、経歴や資質等統合的に適正が審査された

後、ロースター登録される。登録されている候補者の条件と、各国事務所から上がってく

る専門家の支援要請の要件が一致すると、派遣ということになる。 
 しかしながら、稲賀所長からも話があったように、専門家として派遣される以上、即戦

力としての非常に高い専門性、すなわち実質的な専門知識と、例えば日本国内だけではな

く開発関係等で法的なアドバイスをしたような、実務的な経験が求められる。こうした実

質的経験を積むのは困難であるという現状をふまえ、若手の希望者の方に一つのエントリ

ーポイントとして今回ご紹介したいのは、ＩＬＲＣ（インターナショナル・リーガル・リ



ソース・センター）への登録である。ＩＬＲＣは、ＵＮＤＰが民主的ガバナンスの強化を

するにあたり、法律に専門的な人材の必要性が高まってきたことを受けて、３年程前にア

メリカ法曹協会（アメリカン・バー・アソシエーション）と共同で設立され、法律の専門

知識を提供できる人材とＵＮＤＰのマッチングを行っている機関である。この制度を通じ

て派遣された場合、生活費や交通費・航空費以外基本的に無報酬のＵＮボランティアのよ

うな形で、先程紹介したコンサルタントと同様の職務（法律の草案作りや司法改革支援等）

を行う。現在ＩＬＲＣには世界約 80 カ国から 800 名の人材が登録されており、２００１、
０２年の 2年間では、９０名の法律専門家がＵＮＤＰの国事務所に派遣された実績がある。
期間は、ワークショップの講師や法文書改定への助言提供といった短期のものから、1年以
上の長期に亘るものまで様々であり、長期の場合は報酬や各種保険等の待遇面が若干考慮

さ れ る 。 応 募 方 法 は 、 ホ ー ム ペ ー ジ か ら オ ン ラ イ ン 登 録 が で き る 。

(http://www.abanet.org/intlaw/ilrc/) 通常は、登録された候補者の専門性や経歴が各国事務
所からの要請と合致した場合、電話面接等を経て複数の候補者が特定され、その候補者の

中から国事務所が最終決定するというプロセスを経て採用が決定する。 
 このような制度を利用して経験等を積んでいくと、現場でのプロジェクト経験とみなさ

れ、今後国際機関において正規職員や専門家として活躍する機会が広がるのではないかと

思う。 
＊UNDP東京事務所のホームページ→ http://www.undp.or.jp/ 
 
(4) 国際労働機関（ＩＬＯ） 
○大間知久美子氏（ＩＬＯ駐日事務所プログラム／アドミニストラティブ・オフィサー） 
 ＩＬＯは、国連機関の中でも非常に古い機関であり、1919年、第一次世界大戦の後のベ
ルサイユ条約の中でその設立が決まった。その後、第二次世界大戦後に国際連合と専門機

関としての協定を結び、国連の専門機関として活動している。 
 そもそもの目的は、働く人々の権利の保護を促進し、今日的には、途上国をはじめとす

る貧困の状態にある人々にも、なるべく適正な収入を得られるような生活を維持していけ

る雇用の場を創出し、それから、社会保障制度などにおいて、保護の適用の範囲をなるべ

く広くまで拡充し、また、政府、労働者団体、使用者団体による対話を促進することによ

って、安定的な社会の基盤を作っていくということを基本的なマンデートとして活動して

いる。 
 そもそもの設立の発端が、国際労働基準、労働者の権利を保護するための基準の設定で

あるため、国連機関の中ではかなり法制的・法律的な任務が重い機関だと思う。しかし、

今日的にはそれに加えてさらに、先ほど申したように、雇用機会の創出、すなわち、人々

が所得を得るための機会の創出、それから、実際には途上国に出ていって、設定した国際

労働基準の実際の遵守を促進するための技術協力活動も行っている。 
 機関の特徴としては、国連機関は普通政府機関であるが、ＩＬＯの場合には政府の代表



だけではなく、労働組合、それから使用者団体の代表が政府代表と同じ発言権をもって意

思決定を行い、事業活動についても理事会において決定権をもつという特徴があるため、

他の機関と違って、利害関係を調整するための法律的な分析、それから調整、ネゴシエー

ション等々の必要性が非常に高いと言える。また、現在のところ、185の条約と、批准とい
う手続を経ない勧告というかたちのものが 194 あるが、今後も労働分野の状況に応じて新
しい条約を設定していくので、新しい条約の草案作りであるとか、これまでにある基準に

ついての批准状況を各国から報告してもらったものについてコメントを作成したり、それ

から、条約違反を審議する監視機構があって、その委員会での討議資料を作成したりして

いる。 
 また、批准しているか未批准であるかにかかわらず、ＩＬＯの基本的な条約、つまり、

結社の自由であるとか団体交渉権に関する条約、それから強制労働を禁止する条約、児童

労働をなくすための条約、それから職場・雇用における差別の撤廃に関する条約について

は、未批准国についても４年に１回、報告書を提出してもらうことになっているので、そ

の状況を審査して報告書を書くような仕事が、ジュネーブの本部においては主要な任務に

なると思う。 
 また、フィールドにおいては、条約を実際に途上国の場で国内法制に反映させ、また、

法律立法のみならず、実際的な場でその精神にのっとった活動を進めていくかたちで、フ

ィールドにおいても法律のバックグラウンドをもった方々が、職場における基本的な権利

の促進を実際の場でどのように具体化していくかという活動に携わっておられる。 
 さらに、国際的な法律面での比較・分析研究というような仕事もあるし、そのほかには、

ＩＬＯの組織としての法務部があって、そちらでの業務は、まさに法律職員のみが行って

おり、人事部の中でも、法律的なバックグラウンドをもった人間が、職員との雇用契約、

あるいは行政裁判にかかわる業務などに携わっている。 
 基本的には、ＩＬＯの規模は職員数が総計で 2500人ほどであり、本部に勤務している職
員は専門職と一般職を合わせて約 1100人、110以上の国籍をもった職員によって構成され
ている。また、フィールドには 40以上の事務所があって、そこに技術協力というかたちで
の専門職員が 500 人程度いる。今ご紹介があった難民高等弁務官事務所、あるいはＵＮＩ
ＣＥＦ、ＵＮＤＰなどに比べれば、かなり本部職員の比重が大きい事務局ではないかと思

う。 
 具体的にどのようなかたちで応募していただくかについては、ＩＬＯの空席情報に、リ

ーガル・バックグラウンドの方の共通的な任務についてと、国際労働基準関係の仕事、そ

れから労働法に関連する仕事ということで職務が網羅されているので、これらに一通り目

を通していただくと、ＩＬＯの中での職務がどういうものとして職務記述書に規定され、

皆さんが仕事をなさっているかがご理解いただけるかと思う。 
 実際的な応募方法については、ＩＬＯの場合はホームページからのオンラインでの応募

のみを受け付けており、そのため、ホームページを随時見ていただいて、法律部門での空



席がないかどうかをチェックしていただき、ご関心の空席についてはオンラインで応募し

ていただくかたちになる。ホームページのアドレスは、www.ilo.org/hrd から、人事局のサ
イトに入っていただき、そこから空席情報、そこからオンラインでの応募書式が出てくる

ので、それに記入して応募していただくことになる。 
 そのあとの選考過程について簡単に説明すると、応募された書類による選考のあと、ス

クリーンニングを経て残った方に筆記試験をさせていただき、それを通った方に、電話な

どでのインタビュー、それを通過した方については、本部で、行動様式、分析能力、集団

討論などにおける適性を判断させていただくアセスメント、それから専門分野におけるテ

クニカルな幹部職員からのインタビューを経て最終的な決定をさせていただく。通常、に

早くて３カ月、あるいは長くて６カ月ぐらいの期間がかかってしまう場合が多いと思うが、

そういう選考過程となっている。 
 日本人の法律系職員がどれぐらいいるかというと、実際にはあまり多くなくて、６～７

名かと思われる。その理由は、ＩＬＯの場合にはジュネーブに本部があって、法律部門に

はヨーロッパの法律をバックグラウンドとした職員がかなり多いため、日本人の場合、英

語とフランス語で、法律を、しかも、日本の労働法とかなり思想的に違うところもあると

思われるが、そのヨーロッパでの労働法をベースにして国際労働基準についての仕事をし

ていくのは、日本人にとってはなかなかハンディキャップが大きいと従来言われてきた。

しかし、若い職員の方の中には、法律のバックグラウンドをもちながら、本部での適用状

況審査などの勤務を経たうえでフィールドに出ていかれて、実際にフィールドの現場でＩ

ＬＯの精神に則った基準の適用を途上国で助けていくかたちでの任務に就かれている方が

最近３名ほどおられ、今後は増えていくのではないかという感じで見ている。 
ILOのホームページ→ http://www.ilo.org/ 
 
４ 国際機関勤務経験のある弁護士の体験談 
 (1) 国連安全保障理事会 
○鈴木五十三弁護士（国連安全保障理事会イラク賠償委員会専門家エキスパート、第二東

京弁護士会） 
 1998年に、日弁連から推薦を受けて、国際連合の安全保障理事会の補償委員会の委員を
務めている。始めて６年近くになるが、任期としては、あと１年予定している。 
 補償委員会の概要であるが、これは 1990年の第一次湾岸戦争と言われる時期に、イラク
軍がクウェートに侵攻した際に行われた違法行為によって生じた損害の賠償を認定して支

払うという委員会である。 
 私の仕事は、その委員会の中に小委員会があって、その小委員会の構成員として、個々

の賠償請求についての認定を行っている。私の小委員会は、個人の請求で、１請求当たり

1000万ドルを超える－－「大規模個人請求」と呼ぶが－－請求を扱っている。この５年間
で扱った請求総件数は 5500 件である。5500 件という数なので、すべてを扱うわけではな



く、その多くは、弁護士で構成されている委員会の事務局が下準備をして、小委員会自体

が認定をするのは、そのうちの難しい案件になっている。 
 仕事的には年約８回会合が開かれる。１回の会期は三日ぐらい、場所はジュネーブの国

連本部で行われている。そのため、だいたいこちらを日曜日に出て、金曜日に帰ってくる

というのが通常の１会期における日程になる。 
 日本とジュネーブはけっこう時間があって、私の家からだと 18時間ぐらいかかる。それ
で、着くと、向こうで言うと夕方、こちらで言うと翌日の朝早くになっているので、すぐ

に休んで翌日から会議に出る。最後の会議の日にはその日の夜の便で帰ってくることにな

り、現地での観光時間はほとんどない。着いたら翌日の資料を見て会議に臨むということ

でやっている。 
 ただ、この５年間、いろいろな事件処理そのものを通じての協議とともに、国際的に活

躍している若い弁護士、あるいは国際法の大学者たちとも知り合うことができて、有意義

だったと思う。特に、若い弁護士たちは、皆さんの中にも、これからそういうお仕事をさ

れたい方はたくさんおられると思うが、ほとんどが英米法の法教育を受けた人たちである。

国籍的にはもちろん、アジアの方も、あるいはアフリカの方も、ヨーロッパの方もいらっ

しゃるが、皆さん、一度は英米法の学校へ留学されてそこで法学を勉強し、弁護士になっ

ている方である。 
 実際の会期に行われる会合はすべて英語で行われるし、そこでのプレゼンテーションか

らリサーチの発表は全部英語なので、そういったところでの活動になると、今の現状では、

どうしても英語と英米法のバックグラウンドが不可欠ではないかと思われる。 
 私自身は小委員会の委員なので、実際に調査あるいはレポートに携わるわけではなく、

若い法律家たちが書いてきた調査報告に基づいて討論をしたり、認定のための証拠調べを

することが主な役割になっている。 
 この機関は 1990 年の湾岸戦争の後に成立したが、都合十数年の存続期間を有しており、
来年にはほぼすべての仕事を終えて、一度終結する予定になっている。 
 このパネルにおける判断の方法は、例えばＷＴＯその他の国際機関で、ある程度司法的

または準司法的な判断を必要とされる部門においては共通にとられている方法だと思う。

それは、一定の法律問題あるいは事実問題について、数名の小委員を構成して、その小委

員が問題について発表していく。その小委員の構成は、主に多国籍からなる法律家があた

っているということである。 
 私の場合の小委員会のメンバーは、一人はバングラデシュの弁護士、もう一人はレバノ

ンの女性弁護士である。バングラデシュの弁護士は、バングラデシュの外務大臣の経験者

でもあるが、もともとはイギリス法の教育を受けて、イギリスのバリスターの資格をもっ

たうえでバングラデシュで活動している弁護士である。レバノンの弁護士はフランスで修

士教育を受けて、やはりフランスの弁護士資格ももっているレバノンでの実務家である。 
 このように、こうした機関での活動になると、ある意味ではいくつかの複数の法域の弁



護士資格が、いわば当然のように要求されることになるかもしれない。そういう意味でも

皆さん、ぜひ国際機関で働かれるご希望をおもちの場合には、必ずしも日本の弁護士資格

だけにこだわらずに、今の現状の中では、やはりコモンローの勉強にもぜひ励まれる必要

があるのではないかというのが現在の感想である。 
 
(2) 国連東ティモール暫定行政機構 
○東岡弘高弁護士（国連東ティモール暫定行政機構法務部法務官、第二東京弁護士会） 
今日、皆さんにお話ししようと思うのは、私がこのように働くようになるまでにけっこ

う苦労したので、そういう話をさせていただこうと思っている。 
 日弁連の留学制度があって、その第１期生として留学しているときに国際機関で働きた

いと決めたのだが、帰国して、そういう仕事を探し始めたところ、当初はまったく見つか

らなくて、ＮＧＯとかＪＩＣＡなどもいろいろ探したが、やはりなかなか見つからなかっ

た。もともと私は大阪の４人ぐらいの事務所にいたが、そうするとやはり事務所の仕事の

構成からして、仕事が決まってすぐに任務に就くというような、急に抜けることは許され

ないので、一応事務所は辞めさせてもらって一人でやっていたが、事件の受任は基本的に

あまりできないということで、ただ、どこかに就職が確約されているわけでもないし、や

れる事件は国選とか、それも短期で解決しそうな事件しか引き受けられないという問題で、

かなりフラストレーションがたまっていたと思う。 
 たまたま東ティモールの国連ボランティアのインタビューを受けて、そのときのトップ

の人がケイブリング・アラキジャーという女性で、たまたまその人のインタビューを受け

て、なんとかこの人に仕事をさせてというような指示してくれたみたいで、ボランティア

として東ティモールのミッションの法務部に推薦してもらって、インタビューを受けて働

くことができた。もしもそれがなかったら、本当にその後どうなったかわからなかったと

思うと、すごいリスクであると思う。 
 皆さんに、こういうことを志すのにもやはりリスクがあることをまず知っておいていた

だきたいのは、事務所の理解にもよるが、私の場合は、東ティモールのときに、オファー

が来てから 10日以内ぐらいに入らないとそのオファーは取り消されるということだったの
で、それほど厳しい状況で、そういうのを許してもらえるような事務所もなかなか厳しい

と思うが、事件の引継ぎも考えて、そのような犠牲も伴わなければだめだと思う。やはり

弁護士は事件に接していないと感覚はすごく鈍ると思う。私は、行く前の１年間、まとも

なきちんとした事件はできなかったので、その間の、弁護士として伸びないといけない、

勉強しなければいけない部分が減ったという部分はやはりある。 
 また、前と後が大事だと思うが、帰ってきてからどうするのかということ、一生そのス

ペシャリストとしてやっていくのか、それとも、帰ってきたら弁護士にまた戻るのかも考

えておかれたほうがいいと思う。 
 １年間東ティモールに行っているときに、商法にしろ、新しい立法もどんどんできてい



るし、本当に浦島太郎状態で、例えば、ファイナンスの手法などもどんどん新しいものが

できていても、ほとんどついていけないような感じで、感覚を取り戻したり、判例にしろ、

知識をもう１回キャッチアップするだけでも、リハビリみたいなものに１年以上かかった

というのが私の経験である。 
 ということをあまり言うとネガティブで、では、国際機関で働くことはお勧めしないの

かというと全然別で、私がそういう犠牲を払ったとしても、人生の中で最もエキサイティ

ングだった部分だろうと思える一時期なので、そういう困難を伴う面は当然認識したうえ

で、困難とかリスクとか代償をできるだけ軽減するような工夫をされて、チャレンジする

だけの十分価値のある職場だったと思いますので、ぜひぜひたくさんの弁護士の人が挑戦

していただきたいと思っている。 
 東ティモールで何をやったかという具体的な話は時間的に無理だが、私は、当時、東テ

ィモールにはなかった、社団・財団に関する法律のドラフト、そのドラフトは結局、立法

というかたちにはならなかったが、東ティモールの人に後々少しでも役立つのではないか

と思って、そのガイドラインとか、アプリケーションフォームとか、定款のひな型とか、

そういうものをチャレンジ的に作った。 
 
(3) ＩＬＯ労働基準局 
○上柳敏郎弁護士（ＩＬＯ労働基準局立法情報課、第一東京弁護士会） 
 とにかく弁護士側に経験者が少ないので、寄集めと思われるかもわからないが、国際機

関に触れる、あるいはどういう仕事をやってみえるのかを見るという意味でも、私が経験

したトレーニーというのは、たいへん意味のある制度だと思いますので、ご紹介したいと

思う。 
 私も、ずいぶん前になるが、1990年にジュネーブにあるＩＬＯの事務局でトレーニーと
いうかたちで働かせていただいた。ＩＬＯのパンフレットの最初のほうにＩＬＯの建物が

あるが、このきれいな建物の一番上の階に大部屋があって、そこであちこちの国のトレー

ニーの人、あるいは職員の人たちと一緒に仕事をさせてもらった。 
 この場所はたいへんよくて、しかも、私はレマン湖側だったので、晴れた日は向こうに

モンブランが見えるというたいへんすばらしいところで、昼休みもあるし、昼休みにはお

いしいワインも飲めるということでエンジョイして、先ほど、鈴木五十三さんは難しいこ

とを言っていたが、私は、だいたい金曜日の夜には夜行列車に飛び乗ってヨーロッパ各地

を見て、ちょうどベルリンの壁が崩壊したころだったが、日曜日の夜、場合によっては、

秘密だけれど月曜日の朝帰ってきて、何食わぬ顔で出ていくといったような体験をさせて

いただいた。 
 働いたところは労働基準局立法情報課だが、“Ｉnternational labour standards”という
ところで何をやっていたかというと、日本法の調査をやっていた。そのため、半分ぐらい

日本語を使っていた。何をしているかというと、日本法をＩＬＯのこの部局の分類に従っ



て分類をする作業を３カ月ぐらいやった。これは単に法律を分類するということだが、さ

らに何に使われるかというと、ＩＬＯ条約と日本の法律がどのような関係にあるのか、逆

に言うと穴がどこにあるのかということで、その後、日本を攻撃するときにはここを使お

うというようなアイデアを、私は日本政府に反対する立場であったわけではないが、そう

いうコメントを作ったりした。 
 それを昼間の仕事としてやり、ただ、これはまったく労力奉仕で、無料である。給料は

出ない。その代わり、担当の方はたいへん親切で、どういう人にも会わせてやるからとい

うことで、ＩＬＯの部局の中の人にインタビューをかなりさせてもらった。私はその当時

－－今でもだが－－、過労死の問題に興味をもっており、日本の過労死の問題をどうした

らいいか、関連するような人たちにインタビューさせてもらい、これがその２～３年後、

ＩＬＯの文書の中に過労死の問題も取り上げられるようなことにつながったのではないか

と思っている。 
 国際公務員の仕事のやり方、あるいは、私はその前にアメリカに留学していたので、ア

メリカとは違うヨーロッパの雰囲気、それから、まじめな話で言うと、ＩＬＯは、先ほど

大間知さんのお話があったように、法律家がその基準に照らして各国の状況がどうなって

いるかという基準設定、その適用の問題もやっているが、もう一つ、技術協力の分野もず

いぶんやっていて、法律家と関係がないのではないかと思ったが、たいへん重要な分野だ

と思い、その後、私は、カンボジアへの法律支援などの仕事につながっていくようなこと

した。 
 どうやってここに入れるかということであるが、留学していたときに、あちこちの国際

機関にレターを書いた。トレーニーという制度があって、アメリカの学生などはずいぶん

行っている。彼らは恵まれていて、奨学金をもらってトレーニーに行けるが、日本はそれ

がなくて残念だが、いくつかの機関に出した。そういう申請用紙がないか、あれば送って

くださいということで送ったが、ＩＬＯからは、いきなり何月何日から来いという返事を

もらい、これはラッキーだった。 
 ただ、今から振り返ってみると、そのときに私は、こういうことをぜひ勉強したい、一

方、こういう能力ももっているということを私なりにアピールしたつもりで、それがたま

たまＩＬＯのどなたかの目に触れたのではないかと思う。前の年の秋ぐらいからレターを

書き始めて、前の年の暮れぐらいには決まっていた。実際にトレーニーを始めたのは大学

が終わって司法試験を受けてからだから、夏休みから秋にかけての期間になった。 
 こういうルートもあるということで、ぜひご参考になればと思う。 
 
(4) 欧州復興開発銀行 
○赤羽貴弁護士（欧州復興開発銀行法務部法制改革支援チーム担当弁護士、第二東京弁護

士会） 
 欧州復興開発銀行は「ＥＢＲＤ」と呼ばれている、1991年に設立された、国連グループ



ではないが、最も新しい国際機関である。 
 東欧やソ連など旧共産圏諸国の崩壊に伴い、市場経済制への移行と複数政党制への移行

をミッションとする機関であり、主にプライベートセクターへの投資を通じてかかるミッ

ションを遂行しようとするものである。 
 ＥＢＲＤには四十数名が所属する法務部があって、その中に５、６名からなる法制改革

支援チームがあり、私はそこのメンバーだった。 
 私は 41期で、1989年登録、それから、1993年から 1995年にアメリカ留学とアメリカ
のローファームで研修、それから日本に戻った後、ＥＢＲＤに勤務したのは 1997年の夏か
ら 1998年の冬まで約１年半だった。 
 きっかけは、ＥＢＲＤの法務部長が、日弁連で講演をされたときにお話をしたのが当初

である。ただ、このポジションは日本のグラントにより設けられており、現在名古屋大学

大学院国際開発研究科の教授である佐藤安信氏が前任者で、その任期がもうすぐ終わると

いうときに日本人の弁護士を探しているということだった。1996年の年末にＥＢＲＤの法
務部長から連絡があり、インタビューに来いということで、１泊でロンドンに行き連続８

人か９人ぐらいにインタビューを受けたところ、２カ月後ぐらいにオファーがあった。 
 私は当時登録 8 年目ぐらいで、現在も所属している渉外事務所に勤務していたので、依
頼者との関係などを考えると微妙な時期だったが、ただ、国際機関で働きたいという気持

ちは、国際機関が多くあるワシントン D.C.で学び、働いていた頃からあったので、思い切
って休職を決断した。 
 具体的な仕事は、ＥＢＲＤの対象国の商事法制度、外国からの投資を受け入れるための

基礎的な商事法制度の改革ということで、政府に対するアドバイスである。法務部には投

資プロジェクトの交渉のためにも弁護士がいるが、私は対象国の法制度を俯瞰して改革す

べき点について支援する業務の担当だった。 
 担当の対象国は、旧ソ連の国のうちの中央アジア諸国で、タジキスタン、キルギスタン、

カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンの五カ国である。そこは法制度といっ

ても、当時、旧ソ連からのものがほぼ全てで、市場経済制を受け入れるような商事法制度

になっていない。例えば担保法も不備で、破産法なども完備していないということなので、

不備な点を洗い出してリサーチをし、対象国政府に改正を働きかけ、対象国のコミットメ

ントの下、立法支援などを行うのが任務である。私自身も中央アジアに出張して、司法大

臣や閣僚級の人物などとも面談をし、改革を働きかけるのである。会議に際しては、私が

英語で話し、それをロシア語に通訳してもらうということでコミュニケートしていた。 
 ＥＢＲＤでは、現地国との対応やある法制度について改革（例えば、商事リース法の改

正など）のプロジェクトをもつ。それから、法律事務所などのコンサルタントを使って立

法草案を作成し、現地政府関係者に根回ししていくのである。従前の弁護士の仕事とはか

なり違い、国際機関の中や対象国との調整が重要である。自分のプロジェクトを通すため

の調整、相手国との交渉にもエネルギーをとられる。 



 対象国が中央アジアという難しい国だったので、プロジェクトがなかなか進まないこと

もあった。また、タジキスタンなどはちょうど内戦直後で、日本から派遣されていた国連

の秋野政務官が殺された直後に入国してしまったようなこともあった。ミッションでは、

銃痕が残りテロが起きるようなところにも行き、そういうところで現地の司法関係者と話

をするような仕事だった。 
 このような仕事をやってよかったと思うことは、やはり日常の弁護士としての仕事と違

った観点から制度やその根幹を見れるようになったことだ。また、国際機関とはどういう

ところかということを認識できたこともある。厳しい職場で、自分のやりたいことをやる

ためには、少し極端にいえば、他人も押しのけながら自分のプロジェクトを通すエネルギ

ーが必要で、主張すべきものは主張する。ＥＢＲＤの場合にはロシア語、英語、ドイツ語、

フランス語の４カ国語が公式言語である。多くの英米人以外は、だいたい２カ国語以上話

せる人がほとんどだが、実際にはほとんど英語で主張できれば大丈夫である。 
 そういった外国語で主張し交渉することと、弁護士として法的分析に基づいて話をする

ということの双方が要求され、かつ当時、法務部で日本人は私一人だったので負荷は高か

ったが、非常に興味深い仕事と感じた。当時はなかなかフラストレーションもたまったが、

今は又通常の弁護士業務に戻っていて５年ぐらい経て非常に充実しているが、次のステー

ジとして、国際機関かどうかはわからないが、機会とタイミングがあえば法制度改革など

にかかわる国際的な仕事に関わってみてもいいかなと今のところ思っている。 
 なお、本日お話したＥＢＲＤの司法制度改革については、ＥＢＲＤのホームページ

（http://www.ebrd.com/）から Legal Transitionのセクションをご参照いただきたい。 
 


