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（司会） 本日、司会を務める日弁連国際室長の弁護士の大谷美紀子です。よろしくお願

いします。最初に主催者を代表して当連合会副会長の弁護士の伊藤誠一からご挨拶します。 
（伊藤） 皆さん、ようこそ、本日のセミナーにお出でいただきました。日弁連の副会長

の伊藤誠一です。本日は、国際機関人事情報セミナーを開催させていただいたが、多くの

関心を持っている方、また志のある方にお集まりいただき、主催者としてはこんなうれし

いことはない。本日の企画については、元国連人権高等弁務官事務所上級人権官の白石さ

んをはじめ、東京大学の佐藤先生、外務省国際社会協力部人権人道課長の木村さん、国際

機関人事センターの稲賀室長にお尽力いただいている。皆さんに厚く御礼を申し上げる。 
 さて、本日のセミナーは、日弁連国際室と日弁連の国際人権問題委員会が準備させてい

ただいた。日弁連の国際室というのは、日弁連と国際機関、外国法曹団体との連絡、その

他日弁連の国際活動のために必要な活動を行うことを目的として1999年７月設置され、ま
た、国際人権問題委員会は、日弁連の国際人権活動を継続的・自覚的に担うという任務を

持って1996年に設置されている。この委員会は、国際人権部会、国際人道部会等の部会を
設けて精力的に活動をしている。 
 日弁連の人権活動の最近の例を１、２挙げさせていただくと、例えばクメール・ルージ

ュの国際刑事特別法廷について調査・研究を開始した。略称ICB、国際刑事弁護士会の拡大
理事会を来年度日本に招聘する。それにあわせて、国際刑事法セミナーを開催する予定で

準備を行っている。また、ご案内のとおり、第１回国連の人権理事会が６月に開催される。

ここへ日弁連としてオブザーバー参加できるよう今準備をしている。 
このような活動を通じて抱く思いは、法律専門家としての弁護士が、国際機関の職員が、

とりわけ人権分野の職員として活動することの必要度の高さである。この領域での弁護士

の活動に対する期待の一層の高まりをひしと感じるが、そして国際関係機関の人的拡充が

求められており、法律専門家としての職員に対して格別の期待が寄せられているというこ

とを感じるが、それに見合う活動が日弁連としてできていないという思いが強まっている。 
日弁連はまたこれらの組織とは別に、国際交流委員会という組織を持っており、そこの

活動として独立行政法人国際協力機構の依頼を受けて、2000年以降、とりわけ2004年以降、
モンゴル、ラオス、ベトナム、カンボジアの法整備について支援のための活動を行ってき

た。具体的には、要請を受けて弁護士を推薦し、派遣してきている。そうした活動をして

きてはいるが、先ほど申し上げたような人権分野で活動する法律実務家がほしいという期

待に応えきれていないという思いが強い。 
ここには、弁護士にはなったけれども、生き甲斐を感じることができないでいるという

若い会員の皆さんがいるかもしれない。また、法科大学院を卒業した方を対象とした新し

い司法試験が始まったが、多彩な動機をお持ちになって法曹を目指している皆さんもいる

かもしれない。私どもは、多くのこうした皆さんに人権関連活動に従事していただくこと

によって、その活動は出世や華やかな  活動とはほど遠いものであるが、しかし、生き

甲斐を見いだしていただける活動であると確信しているので、きょうのセミナーをきっか
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けにそういう関心を高めていただければ大変幸いである。 
本日のセミナーが、今舌足らずで申し上げたが、この求められている国際人権活動の領

域に皆さんに飛び込んでいただく上で、大きな役割を果たすことができることをこちらも

ご期待申し上げて、セミナーを開始させたただきたい。どうぞよろしくご参加いただきま

すようお願いします。 
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（司会） ありがとうございました。それでは、白石さんのお話に入る前に、本日お配り

している資料のご説明とプログラムの式次第の進行について、ご説明します。まず、式次

第は、最初にお話が４人続きます。質疑応答は、まとめてとらせていただくので、途中い

ろんな方にご質問があるかと思うが、４人の方のお話しが終わりましてからあわせてとら

せていただく。 
 それから、配布資料は、まずお手元に本日お話ししていただく白石理さん、佐藤安信さ

んのお二人の略歴を配っている。それから、白石さんのお話の資料として、「第２回国際機

関人事情報セミナー、国際連合で働くことと人権活動」というレジュメをお配りしている。

それから、佐藤さんからは、ご所属の東京大学の「人間の安全保障」プログラムのご案内

を披露させていただいている。それから、外務省の人権人道課の課長の木村さんからのお

話に関連して、資料として「人権の主流化」という外務省人権人道課作成の資料と、それ

から外務省と入っているリーフレット「国際社会と人権」というのをいただいている。そ

れから、外務省国際機関人事センター所長稲賀さんからのお話に関連して、資料が１つと

パンフレット。 
さらに、本日のセミナーの資料ではないが、関連してお配りしているものがあるので説

明させていただく。外務省の南東アジア第一課から、「国連の協力によるクメール・ルージ

ュ裁判」、今の伊藤副会長の話にも日弁連としても調査・研究をするというご紹介があった

が、日本から野口検事が上級審判事に任命されたということで、新聞で記事をご覧になっ

た方もいると思うが、ここでのインターン／ボランティアの募集情報が本日資料として配

られている。 
それから６月12日に同じく外務省から講師をお招きして、「条約交渉の現場から」という

ことで、弁護士が任期付公務員として働くという分野についてのご紹介を兼ねたセミナー

が行われる。その案内をお配りしている。それから先ほど、国際人権問題委員会というと

ころで、年に５回、定期的に開催している「国際人権に関する研究会」、今回６月に国際人

権クリニックの活動ということで、きょうロースクールからのたくさんご参加いただいて

いるが、よろしければ申し込んでいただければ参加できるので、このピンクのチラシをご

覧ください。 
最後にお願いとして、私どもでこういった国際機関人事情報セミナーというのを開催す

るのは今回で２度目になる。こういった情報提供について、皆さんがどんな分野にご関心

を持っているか、そういうことをこちらでも把握して、今後ともよりよい情報の提供をさ

せていただきたいという思いからアンケートをお願いしている。１枚アンケートというの

が入っているので、お帰りになる前にぜひアンケートにご協力いただき、お帰りのときに

受付のところで回収させていただくので、ぜひご協力をよろしくお願いします。 
それでは、本日、最初の講師は白石理さんです。略歴は先ほどお配りしたところに詳し

くあるので省略させていただくが、つい昨年８月まで国際連合の人権高等弁務官事務所に

長年勤務をされて退職された後、現在はアジア・太平洋人権情報センターの所長を務めて
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おられる。それでは白石さん、よろしくお願いします。 
（白石） 配っていただいた資料をいろいろ見せていただくと、私が言うことはあまりな

いのではないかと思う。話が重複しないように、一応どういうことを話したいか書いてみ

たところで、もしほかの方に話していただくほうが適当だと思うところはどんどん飛ばし

て、私しか多分お話しできないと思うところを重点的に。話の前後はいろいろ変わるかも

しれないが、そこはお許しいただきたい。 
 私の略歴を書いたものをご覧いただきたい。私が、特に皆さんの注意をひきたいと思う

のは、何をしたかというところである。それで、多分、国連とはどういうことをやるもの

か、特に人権の仕事というのはどういうものかということをわかっていただけるのではな

いかと思う。 
 その話に入る前に、一応今までの国連の人権活動を簡単に触れたい。1945年の国連の創
立以来、目的の１つとして人権と基本的自由の尊重と促進のための国際協力というものが

うたわれている。それを受けて、世界人権宣言をはじめとした国際人権基準の設定作業と

いうのは、今に至るまで続いている。それから、人権侵害を受けたという人たちが、国連

ができてからずっと通報、手紙を出したり、ファックスを出したり、今だとほかの方法で

も国連に助けを求めてくる。最初はそういうものは受けてはならないということだったが、

それがだんだん受けられるようになり、今ではそういうものを積極的に受けとめる制度も

できている。情報収集というのは、最初からすごく大切な部分であった。事務局の職員と

して仕事をする上では、国連の人権基準に反するような行為がある、あるいは状況がある

ということに対する情報収集、これが仕事の１つであった。 
 それから最近では紛争地域、人権侵害地域に常駐するということが強調されるようにな

った。そのために生活条件が非常に悪いところに人をどんどん送っていく。そこに行く人

を積極的に採用していくという傾向もある。国のレベルでの人権保護、促進というものを

考えるために、どうしてもそういう現地に近いところに人がいる必要があるということで

ある。 
人権の仕事のもう１つの大切な部分は、人権委員会とか、新しくできる人権理事会とい

うところでいろいろ人権政策について、あるいは国連の人権プログラムについて議論があ

るが、その裏方として会議のサポートをする。これも重要な仕事の１つである。 
 そのほかに人権条約、今大切な人権条約として７つがあると言われているが、その人権

条約のもとでできる条約義務履行監視機関、ヒューマンライツコミッティを含め、７つの

委員会ができているが、これの会議のサポート、会議を運営するだけではなくて、会議に

使われる文書の作成。それから会議が終わったらレポートの作成。 
そのほかに人権侵害の調査。これは現地で侵害のあったという場所で事情聴取をしたり、

証拠を集めたりすることがある。これには多くの場合危険が伴う。決して治安のいいとこ

ろばかりではない。一番楽だと言われるのは、調査・研究。ジュネーブの事務所に座って、

いろいろ資料を探してという仕事。これは一番楽なようには聞こえるが、実は企画能力、
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判断断能が非常に強く要求される。 
国連のいろいろな機関との連携、交渉の仕事。広報、出版、これについては、国連の人

権の出版物を皆さんご覧になったことがあるかと思うが、こういうものを発行する。 
それから職員のトレーニング、外部のNGOのトレーニング。国連のほかの機関、人権を
仕事とする分野でない人たちのトレーニング。とにかく開発途上国を中心とした政府を対

象とした人権の専門的助言と協力、これも大切な仕事の１つである。こういうことが過去

60年行われてきた。 
それでは事務所はどういうふうに発展してきたかというと、最初私が入った198２年当時
は、100人に満たない小さな所帯であった。私が始めたのはジュネーブの事務所で、1946
年、最初の人権委員会が開かれたときには、ニューヨーク、ヨーロッパといろいろ移って

きて、そのうちニューヨーク本部に人権の仕事をする事務所が置かれて、それは人権部と

いう言葉で訳されるが、1970年代の半ばにニューヨークからジュネーブに事務所が移って、
ただ事務所は移ったが、上部の機関としてはすべてニューヨークがコントロールする。1993
年の世界人権会議で人権高等弁務事務所の設置が勧告された。それを受けて総会は人権高

等弁務官事務所の設置をその年に決める。歴史的経緯については既にほかの方がお話にな

る資料で書かれている。 
1997年、人権高等弁務官事務所が人権センターと統合して１つの組織になった。人権高
等弁務官が高等弁務官としての役割と、人権高等弁務官事務所の長としての役割２つを兼

ねることになった。どういうことかというと、人権高等弁務官は、自らの判断でイニシア

チブをとって、何が大切かということを考えて仕事ができる。指示を受けることはない。 
ところが、それとは別に人権委員会、人権理事会というところで決まったこと、あるい

は総会、経済社会理事会で決められたことを実施するという事務局本来の仕事があるが、

それを総括する責任者としての人権高等弁務官の責務がある。そういうことで、仕事はど

んどんふえる。仕事がふえるとどういうことになるかというと、人がふえる。1997年段階
では正規職員は約150名。常に臨時職員がいて、この数がどんどんふえる。臨時職員と正規
職員の違いは何か。その当時は、臨時職員は年金もつかない。仕事を何年してもそれが経

歴として加算され、将来の昇進につながっていくことは全くなかった。現在では、年金に

ついては加入できるとなっているが、臨時職員は11か月を最長の契約期間として、11か月
やると切られる。１か月休んで12か月目になると、今度は新しい契約が始まる。レベルは
常に同じ。こういうことで問題がずっと続いてきたが、臨時職員の数がどんどんふえると、

それだけ問題が大きくなるので、時として５年に一度、あるいはそれより長い期間に一時

的に規則を適用しないで、臨時職員の地位を正規職員に変えるということがある。最近も

それが行われて、臨時職員を全員変えるわけではないが、臨時職員が正規のポストに応募

するときには優先的に考慮するということで、今度は正規職員がほとんど250名という事態
になっている。これからはどんどんふえてくる。そのための予算も増額されている。2010
年までに、これから５年をかけて職員の数を倍増しようとしている。仕事もどんどんふえ
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る。予算もそれに合わせてふえることになる。 
 皆さん、お聞きになっていると思うが、現在国連改革が進んでいる。日本で一番有名に

なっているのは、安全保障理事会の常任理事国の数をふやすという提案であるが、実は人

権の分野でもいろいろな提案があり、それは事務総長報告のレポートの中で人権機構の改

革が提案され、それが去年の９月に世界サミットで決められ、総会で具体的に決定される

ということになった。それを受けて、人権委員会が人権理事会に格上げされた。最初の人

権理事会は今月の19日である。 
そういうことで大体背景として皆さんに知っていただきたいことを申し上げたが、要す

るに、これから人権の仕事はどんどんふえる。人ももっともっとふえる。そこに皆さんが

応募すると採用されるチャンスもあるということになる。ただ、これは一般的に言う話で

あり、日本の人を中心にどんどん採用がふえるか、人権の分野だけにそういうことが起こ

るかということは、なかなか一概に言えない。どういうことをいつするかという機会と条

件などの要素があり、応募してもすぐには採用にならないということもある。 
 どういうふうにして応募するか。その採用のシステムはどういうふうになっているかと

いうことについては、後で説明があるようなのでそれには触れないが、一応皆さんに考え

ていただきたいことで、職員採用と人事政策の点について、簡単にタイトルだけ申し上げ

ると、競争試験、これは若い人を対象にする試験で、採用年齢期限が32歳。それ以外の人
は、公募に応募するということで採用が決まる。これは一番下のレベルではなくて、それ

より上のレベルになる。上へ行けば行くほど、公募で決めることが多い。 
それから仕事に就くと、私は人権だけやろうと思っていたのに、ほかの仕事に回された

ということが起こり兼ねない。というのは、国連で今新しい人事政策が始まり、そこでは

モビリティというが、職員はすべて５年以内にどこかに移らないといけない。ぐるぐる回

る。大変勤務として難しいところにずっと過ごす人がいたり、あるいはジュネーブとかニ

ューヨーク、ウィーンとか、本部と言われるところにずっといる人たち、それはあまりい

い人事政策ではないのではないかということで、ぐるぐるみんなを回すという新しい方針

が出てきて、それが実施に移されたばかりのようである。そのローテーションシステム、

モビリティのお話についてもご説明があると思う。 
 それから、入ってからどういうふうにして自分の経験とか資格とかを伸ばして、もっと

おもしろい、もっと責任のある仕事をさせてもらえるのか、キャリアデベロップメント、

自分の将来を見据えた定年までの仕事の計画を可能とする体制が整っているのかどうか、

そういうこともちょっと考えていただきたい。 
それから定年。今入る方は62歳が定年。定年になるとすぐに年金がもらえる。年金がも
らえる人は５年以上勤務した人に限られるが、いずれにしても年金としては日本と比べて

もいいものだと言われている。そういうことについてもお話しいただければと思う。 
 それからもう１つ正式の職員ではないが、仕事の経験として若い人が使える制度として

JPO、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー、あるいはアソシエート・エキスパー
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トという制度がある。これは、国連が費用を出すのではなく、政府からお金が出て、それ

で２年、最長３年を限度に経験として国連の事務局の中で仕事をする、あるいは事務局ば

かりではなくてユネスコであるとか、UNDPとか、そういう機関で仕事を経験できる。こ
れに入ると、仕事がまずよくわかる。最初競争試験を受けて入らなくてもいいわけで、仕

事がこれで大変よくわかる。問題もよくわかる。よくわかったところで競争試験を受ける

人がいる。そうすると、大学を出た、あるいは大学院を出て勉強した人に比べると、実際

の仕事の知識があるので、試験をすると大変よくできる。私も一度採用パネルの委員にな

ったことがあるが、答えを見てみると一目瞭然である。仕事を知っているか、内部の人だ

なというのはすぐにわかる。やっぱり成績は非常にいい人が多い。このシステムは特に日

本から将来国連で働いてみようという方には、ひょっとして非常に始めやすいシステムか

もしれない。 
 そういうことで、私は次に個人的体験談を話してくれということなので、そちらをちょ

っと話してみたいと思うが、私が1982年に入ったときに、最初にやった仕事は特別手続の
特別報告者の補佐という仕事であった。これはそれまで国別、あるいは作業部会という形

で特定国の人権問題を扱う制度はあったが、テーマ別の特別報告者はなかった。最初の特

別報告者として出てきたものは、サマリー・エクスキューシュンズ、日本語で大量の殺人

処刑暗殺、そういうものを扱う、生きる権利に関する特別報告書。最初なので暗中模索、

何をどうやっていいかわからない。考えられることをいろいろやってみた。ところが、最

初の１年目のレポートを出して、人権委員会で政府から厳しくたたかれた。何の権利があ

って我々の国をこういうふうに非難するんだと。非難したわけではないが、アムネスティ

のレポートとかいろいろ集めて、それを連ねて出したら、非常に評判が悪かった。 
２年目は少し注意をしなければいけない。そういう試行錯誤があって、やっと特別手続

というのが軌道に乗った。その後に拷問の特別報告者であるとか、いろいろ制度的に始ま

ってそれが整備されていったが、ちょうどそういう時期にあたったので、何かをつくりだ

すおもしろさがあった。そういうときには、朝９時から夕方６時まで、月曜から金曜日ま

で、そんなことは全く問題にならない。必要なときは12時間、16時間仕事をする。出張に
出ると、土曜日、日曜日もなく２週間連続で夜昼なく仕事をする。そういうことはごく当

たり前にあったし、それが仕事のおもしろさ、新しいものをつくるおもしろさということ

で、苦痛にもならなかった。 
 それからもう１つは、人権委員会の事務局に入れられた。私が入った1982年というのは、
人権委員会以外にそういう人権を扱う会議というのが非常に少なかった。今のように７つ

の人権条約の履行監視委員会はなかった。１つか２つあっただけだと思う。それで、人権

委員会の事務局を構成するための12月になると、我も我もみんななりたいというので運動
が始まる。たまたま私の上司が人権委員会の責任を持っていたので、私がそれに入ること

になった。それで14年間、そこで仕事をした。これも人権委員会の会期は６週間だが、始
まるとちょうどその頃は１月で非常に日が短い。朝は暗いうちから入って仕事が始まるし、
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出てくるときにはもうとっぷり日が暮れて事務所を出る。２週間目、３週間目になると、

夜の会議が始まる。そうすると、大体会議というのは10時から始まって、午後１時まで、
３時から６時までが１日のパターンであるが、そういうことを言っていられなくなる。６

時から９時まで、９時から12時までというふうに１日最大４回の会議をやる。事務局の仕
事をやると終わるまで帰れない。９時まで会議があると、後始末や翌日の準備で12時まで
は出られない。12時までの会議をやると２時までは出られない。翌日は10時から始まるの
で９時には仕事に入っている。そういうことがずっと続いた。これもおもしろかったので

苦痛にならなかった。ただ、問題があった。それは後で。 
 もう１つ、大変おもしろいことがあった。1993年の世界人権会議、これはその前にイラ
ンのテヘランで人権会議というのがその20年前に開かれたが、何年に１回も開かれるよう
なものではない。この1993年の人権会議というのは、それまでの国連の人権の仕事を総括
的に見直して、全く新しいアプローチをしようという意気込みで始まった。確かに人権高

等弁務官が設置されるようになるし、それまでできなかったようなことがたくさんできる

ようになった。これは1993年以前と以降の人権の仕事では雲泥の差があるというほどの違
いがあった。その準備段階から事務局に加わり、お金の心配から始まって、どういうふう

にして、政府ばかりではなくて、民間の参加も可能にしていくか。それから、各地域の会

議をどうやってつくりあげていくかというようなことに関わった。国連の人権の仕事では

５つの地域がある。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、北アメリカと西ヨーロッパ１つ、

それから東ヨーロッパ、この５つの地域があって、それぞれの場所で人権の地域会議とい

うのが開かれる。そういうところをまとめあげて最後に人権の会議をする。これで世界を

飛び回り、そのためのいろいろな専門家の会議もあったので、２年間は家を留守にするこ

とが多かった。会議が始まる１か月前からウィーンに詰めて、ウィーンにいるときは１か

月ほとんど寝ず、食わず。それでも苦痛にならないほどおもしろかった。 
 そういうことをやると、さて、何が起こるか。家庭に問題が起こる。大変な問題であっ

た。妻はそのときは何も言わなかった。人権の会議が終わって、レポートもすべて終わっ

て報告書も終わった。さあ、これで私は自由になってうちに帰って、これからは今までの

償いをすると言ったら、今までうちを放っておいて仕事をしていたあなたが、家庭よりも

仕事が第一だというのはよくわかったと。今になっていいお父さん面をして帰ってくるな

と。その家庭の修復、夫婦間の修復をするのに２年間かかった。そういう失敗をしている

職員がたくさんいる。離婚率は非常に高い。佐藤さんも私も仕事を始めたのは難民高等弁

務官事務所で始まったが、ここは離婚率が国際機関の中でも一番高いというので有名であ

る。仕事をしている人は、家族を連れて行けないところが多い。仕事が始まると、朝９時

から夕方６時までという仕事ではない。仕事は大切なことだから放っておけない。大変つ

らい状況に陥る。 
そういうことが全くない人もいる。ニューヨークで事務を執っているばっかりの人は、

多分そういうことがないかもしれない。ただ、人権とか難民とかの仕事というのは、そう
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いうことが起こりうると最初から覚悟しておいたほうがいいと思う。人によって自分は仕

事を取るから結婚はしないという人もいる。特に女性の場合は、そういうことで一生をこ

れに打ち込むという人は男よりも多いと思う。 
そういうことで世界人権会議事務局の仕事が終わって、何とか許してもらった。その後、

人権インターネットのウェブサイト、日本でいうホームページをつくらなければいけない。

時流に乗り遅れると国連の人権はみんなに振り返ってもらえない。２年の準備期間をおい

て1996年から人権のウェブサイトが始まった。これも私がどういうわけか責任者になって
やったが、これも大変苦労した。私は人権のことは少しは知っているが、インターネット

のことは何にも知らない。ただ、上のほうも知らないわけで、私をつかまえて、あいつだ

ったらいやとは言わないだろうと。人によっては、私は人権の専門家だから、そんなこと

はしないという人がいる。そういうふうに強く言うと、国連はそうかといって無理押しは

ほとんどしない。ただ、私が心掛けたのは、新しいことを求められたときには、絶対にノ

ーと言わない。世界人権会議もそうだったし、最初から始まった特別手続もそうだったし、

新しいこと、新しいことをやるときには、ものをつくる喜びというのは大変なものである。 
今皆さん国連の人権のウェブサイトをご覧になったことがあるかもしれないが、これは

最初から10年経った成果である。今は大変使いやすくできている。それでも毎年毎年新し
くいろんな要素が入っている。大変お金がかかっている。最初は手作業で１つ１つ組み立

てていった。私のところにその仕事をしていた人が10人くらいいた。分担をして手仕事で
やるので時間がかかる。プロフェッショナルと言われる人権の知識を持っている人と、ゼ

ネラルサービスという秘書、そのほかのサポートの仕事をする人たち、一緒になってやっ

た。私が条件として付けたのは、みんなを１つの大きい部屋に入れてやってくれというこ

と。そんなことは普通はヨーロッパではやらない。プロフェッショナルとゼネラルサービ

スを同じ部屋の同じ条件の机に並べるというのは、プロフェッショナルにとっては大変屈

辱的なことだと捉える人が多かった。私は、自分もその部屋に入る、私と一緒に仕事をす

る人はみんなチームだから、特に新しいインターネットの仕事はみんな同じようにやって

もらうと言った。いろいろ抵抗はあったが、私がその抵抗を押し切って自分からみんなの

部屋に入って机を置いたときに、みんながそれで納得した。それから仕事が始まった。夜

中までかかることは当たり前だった。 
あるとき、韓国人の女性とモンゴル人の男性が私の下で働いていたが、二人で大げんか

を始めた。なんで大げんかを始めたかというと、ここで１つスペースを空けて、ここで１

つラインを入れると。そんなことどうでもいいことのように思うが、その当時はそれが最

終的に出したときにきれいにうつるかうつらないかということが問題になった。大げんか

を始めて、とうとう決まらない。私のところにやってきて、決めてくれと言う。話を聞い

たら、私はどっちでもいいじゃないかと思った。そんなに喧嘩することなのと言ったら、

両方ともやっぱり言い分がある。ところが、私は、韓国の女性のほうが何週間か早くその

仕事を始めた。そちらのほうがよく知っていると思った。それで、いろいろあるだろうけ
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れども、彼女の言うことに従ってやってくれ、これは私が決めたことだと言ったら、モン

ゴル人は大変怒って、いやだと言う。彼女が間違っているのに、私はそれに従いたくない、

いやだと。困ったなと思った。じゃあ今晩一晩帰ってよく考えてくれ、また明日いやだと

思ったら来て言ってくれと。ただ、「私はやらない」と明日言ったら、君はもうここの部署

で働くことはできない、出ていかせるとも言った。翌朝彼がやってきて、一晩考えたけど、

やっぱり言うとおりにすると言う。私は、よかった、よかった、ありがとうといった。そ

したら、彼は私をじっと睨んで、このことは決して忘れないと。あなたが彼女に私を従わ

せたということは絶対に忘れないぞ、そう言った。 
おもしろいことを言うなと思ったが、そういうことは何度か経験した。日本の職場では

多分そういうことはないのではないかと思う。向こうではそういうことを自由に言う。自

分が昇進をもらうためだったら、私のところにやってきて、昇進をくれないんだったらも

うほかのところへ行くと。あなたは私の貢献を認めてくれない。そんなボスと一緒に働け

ないからほかのところに行く。それで一生懸命その人のために何かするようなボスもいる。

私はそんな要求は断った。ある部下が同じことを言ってきたときに、３度目に「次から昇

進をもらえるようになって、あるいは自分がほかのところに行けるようになったときに来

て、私はほかのところに行くと言ってくれ」と言った。昇進をくれなければほかのところ

に行くぞというのは、脅しにしかすぎないから私は受けない。そういうふうにしたら、そ

れからあまり言わなくなった。 
どうしてこういうことを申し上げるかというと、いろんな文化の人が集まっている。い

ろんなことを考えている。いろんな時間の観念、仕事の倫理、そういうことが違う人たち

が集まっているので、すべての人を満足させるようにはいかない。何が基準になるかとい

うと、すべて書く。書いてサインする。それしか最終的には頼りにならない。いろんな人

がいろんなことを言ってくるが、最終的には一切そういうのは無視して、自分がこうだと

思ったことをやる。それはなかなか骨が折れるし、疲れるが、やっぱりそれをやらなけれ

ばいけない。 
 時として、ちょうどサーカスのライオンを使うときの檻の中にいるような感じがする。

一瞬でも隙を見せれば後ろから噛みつかれる。そういう緊張というのは24時間続くわけな
い。場合によっては仲間と一緒に話をする、飲む、食事をする、そういうことが必要だが、

仕事の現場で対立が出てきたときには、一緒に食事をして大変いい雰囲気をつくった人が

豹変することがある。そういう職場である。 
 それで、途中で話がずれたが、最後にやったことは情報管理の仕事。それから人権教育、

マニュアルづくり。これは仕事を終わるのに多分一番よかったことだと思う。外に出歩く

ということはそれほど多くない仕事だし、私は定年退職で辞める８年前に肝臓移植を受け

たということもあって、この５年間の仕事は、それ以前に比べると、動き回ることよりも

むしろ管理をするほうの仕事に時間を割くようになった。訓練プログラムをつくったり、

実際にトレーニングに出かけていったり、マニュアルづくりの監督をしたりということが
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多くあった。 
 最近の国連の人権の出版物をご覧になっていただくとお気付きになるかと思うが、最近

のものは大変見やすく、読みやすくなっている。１つ心掛けたことは、何のための出版か、

だれが読むのか、読むのは何のために読むのか。例えば、だれが読むかわからないものを

いくらつくっても、お金の無駄になる。読んでくれる相手を見据えて、何のためにという

ことを考える。トレーニングプログラム、それもだれが何のためにということをまず考え

る。そういうことで、国連の中の仕事をできるだけ効率をよくするということが、私の最

後の５年間の仕事だった。 
 そのほか、次に現地調査の仕事もちょっと触れると、現地調査というと、職員は大変行

きたがる。普通、観光旅行では行かないような土地に行く。私が行った国をいくつか挙げ

てみたが、それぞれの国で思わぬハプニングがあった。アフガニスタンで砂漠の中で走り

回って、ラクダの後ろに羊の群れがいて、その後ろにハイエナが走っている。そんな光景

はちょっと普通は見られない。カラシニコフを目の前に当てられて、UNDPの車に乗って
いて車を奪われようとしたこともあった。命は助かった。コロンビアでも、爆弾があっち

こっちで爆発した。われわれの行くところどころ、ホテルを出たすぐ後にホテルが爆発さ

れるというようなことが２度ばかりあった。ザンビアでは、国に入ろうとすると入れてく

れない。明らかに税関の職員が賄賂を要求している。絶対に賄賂は渡してはいけないが、

そうこうしているうちにザンビアの外務省の人が来て、払わなくても入れることになった。

ソマリアでは人が殺されたが、その殺された場所を毎日通って証人のインタビューに行く。

本来それは任命された偉い人が行くはずだったが、その人たちは危険を侵したくないから

お前行けということで、私は毎日送られた。ヘルメットをかぶって、防弾チョッキを着て、

前後を兵隊が銃を持ってついて、見た感じこの人たち大丈夫かなという感じの兵隊たち、

それを毎日繰り返す。これは精神的に非常に緊張する。店先に黒いものがぶら下がってい

る。近寄ってみるとぱっとハエが飛んで白い肉が出くる、そんなこともあった。スリナム

では、ジャングルの中で白骨死体を探して歩くという大変おもしろい経験をした。パキス

タンからアフガニスタンに入るときの苦労は大変なものであった。フィリピンで、たまた

ま泊まったホテルで、日本人の男性観光客がフィリピンの女性とカップルを組む現場に出

くわした。日本の旅行社の人がカードを配って一生懸命やっている。そんなところを横目

で見ながら、私は知らん顔をしていたが、私の同僚が、日本人やっているよ、日本人やっ

ているよと、盛んに私をからかっていた。インドネシア、タイ、いろいろあるが、大変な

仕事である。おもしろいのと危険とが隣り合わせになっている大変な仕事だが、いい。 
 私が仕事をしていたときには、危険地域への出張に国連は生命保険をかけてくれなかっ

た。なんで掛けてくれないのか。予算がない。そこで、私は個人的にUNHCRに頼んだ。
UNHCRでは危険なところにたくさん人を送っているから、きっと生命保険があるだろうと。
案の定あった。２週間の出張でコロンビアに行くとき、掛かったお金が15ドル、国連はそ
れをお金がないといって掛けなかった。私は、出張から帰ってきて大騒ぎをして、何度駄
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目だと言われてもあきらめなかった。そうしたらやっとそれが危険地域に出張に行くとき

に、普通の保険会社が掛けない生命保険を掛けてもいいということになった。国連という

ところはそういうところだと思った。 
 出張に行くと大抵一番いいホテルに泊まる。あるとき仕事が終わって食事をしていると、

金網の向こうから子供たちがじっとわれわれを見ている。食事を見ている。私は、それで

急に食欲がなくなって、食事ができなくなる。私と一緒にいた同僚は、そんなことを気に

していたら国連の仕事はできないよ。どこへ行ったって同じだよと言って食べている。た

だ、私は、それはできなかった。国連職員には家族で休みを取っていろいろリゾートへ行

く人が多いが、開発途上国のリゾートが安いので行くことがある。、私は、こんな経験の後

には、そういうところに子供は連れて行けなかった。 
 国連の仕事で、私の経験で何がやりがいがあったか。やりがいは、国連でしかできない

仕事、だれかのためになる仕事、やっぱりそれ以外にないと思う。国連へ来て、出世しよ

うとか名誉とかそういうようなものを求めたときには、多分失望することが多いと思う。

私は法律の専門家だからということで、法律の仕事を求めていても、最初はそれをやらさ

れるかもしれないが、それでは終わらないと思う。 
あと、勤務条件、報酬、その他については、皆さんからご質問があれば答えたい。いず

れにしても、法律専門分野ばかりの仕事は大変少ない。人権の仕事でも、これからどんど

ん法律以外のことを知っている人が求められている。ジュネーブやニューヨークの本部だ

けで仕事をしたい、私は家族を連れて行くから、というようなことも、なかなか難しくな

ると思う。やはり、これから仕事をする人は、とにかく幸せに仕事をするというのが第一。

辛い思いをしながら仕事をする人は多分長続きしない。出世を求めて出世がない人、もっ

と給料があったらいいのにと思う人、そういう人はやっぱりそういうことが可能なところ

に行ったほうが幸せになると思う。 
事務局の主流から外れる日本人、これはしょうがない。日本は国連をつくった最初のメ

ンバーではないし、どうしたって欧米の人が主流で力を持っている。これに食い込んでい

くために、二流の欧米人になるか、それとも日本人としてやるか。それをやっぱり迫られ

るときが来ると思う。 
今までの国連とは違って、これからはますます非ヨーロッパ、非北アメリカの文化・伝

統から来る貢献が必要とされる時代にきている。日本の人、アジアのほかの人にしても、

アメリカやヨーロッパのマネをする時代は終わりに来ていると思う。それぞれ独自の文化

から出てくるものを貢献として出すことのできる人が、これからは求められるのではない

かと思う。しかし、この実現にはまだ時間がかかるかもしれない。 
いずれにしても、国連での欧米支配の時代は終わりに近づいている。そのために準備す

ることは必要だと思う。 
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（司会） ありがとうございました。それでは、白石さんのお話に入る前に、本日お配り

している資料のご説明とプログラムの式次第の進行について、ご説明します。まず、式次

第は、最初にお話が４人続きます。質疑応答は、まとめてとらせていただくので、途中い

ろんな方にご質問があるかと思うが、４人の方のお話しが終わりましてからあわせてとら

せていただく。 
 それから、配布資料は、まずお手元に本日お話ししていただく白石理さん、佐藤安信さ

んのお二人の略歴を配っている。それから、白石さんのお話の資料として、「第２回国際機

関人事情報セミナー、国際連合で働くことと人権活動」というレジュメをお配りしている。

それから、佐藤さんからは、ご所属の東京大学の「人間の安全保障」プログラムのご案内

を披露させていただいている。それから、外務省の人権人道課の課長の木村さんからのお

話に関連して、資料として「人権の主流化」という外務省人権人道課作成の資料と、それ

から外務省と入っているリーフレット「国際社会と人権」というのをいただいている。そ

れから、外務省国際機関人事センター所長稲賀さんからのお話に関連して、資料が１つと

パンフレット。 
さらに、本日のセミナーの資料ではないが、関連してお配りしているものがあるので説

明させていただく。外務省の南東アジア第一課から、「国連の協力によるクメール・ルージ

ュ裁判」、今の伊藤副会長の話にも日弁連としても調査・研究をするというご紹介があった

が、日本から野口検事が上級審判事に任命されたということで、新聞で記事をご覧になっ

た方もいると思うが、ここでのインターン／ボランティアの募集情報が本日資料として配

られている。 
それから６月12日に同じく外務省から講師をお招きして、「条約交渉の現場から」という

ことで、弁護士が任期付公務員として働くという分野についてのご紹介を兼ねたセミナー

が行われる。その案内をお配りしている。それから先ほど、国際人権問題委員会というと

ころで、年に５回、定期的に開催している「国際人権に関する研究会」、今回６月に国際人

権クリニックの活動ということで、きょうロースクールからのたくさんご参加いただいて

いるが、よろしければ申し込んでいただければ参加できるので、このピンクのチラシをご

覧ください。 
最後にお願いとして、私どもでこういった国際機関人事情報セミナーというのを開催す

るのは今回で２度目になる。こういった情報提供について、皆さんがどんな分野にご関心

を持っているか、そういうことをこちらでも把握して、今後ともよりよい情報の提供をさ

せていただきたいという思いからアンケートをお願いしている。１枚アンケートというの

が入っているので、お帰りになる前にぜひアンケートにご協力いただき、お帰りのときに

受付のところで回収させていただくので、ぜひご協力をよろしくお願いします。 
それでは、本日、最初の講師は白石理さんです。略歴は先ほどお配りしたところに詳し

くあるので省略させていただくが、つい昨年８月まで国際連合の人権高等弁務官事務所に

長年勤務をされて退職された後、現在はアジア・太平洋人権情報センターの所長を務めて
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おられる。それでは白石さん、よろしくお願いします。 
（白石） 配っていただいた資料をいろいろ見せていただくと、私が言うことはあまりな

いのではないかと思う。話が重複しないように、一応どういうことを話したいか書いてみ

たところで、もしほかの方に話していただくほうが適当だと思うところはどんどん飛ばし

て、私しか多分お話しできないと思うところを重点的に。話の前後はいろいろ変わるかも

しれないが、そこはお許しいただきたい。 
 私の略歴を書いたものをご覧いただきたい。私が、特に皆さんの注意をひきたいと思う

のは、何をしたかというところである。それで、多分、国連とはどういうことをやるもの

か、特に人権の仕事というのはどういうものかということをわかっていただけるのではな

いかと思う。 
 その話に入る前に、一応今までの国連の人権活動を簡単に触れたい。1945年の国連の創
立以来、目的の１つとして人権と基本的自由の尊重と促進のための国際協力というものが

うたわれている。それを受けて、世界人権宣言をはじめとした国際人権基準の設定作業と

いうのは、今に至るまで続いている。それから、人権侵害を受けたという人たちが、国連

ができてからずっと通報、手紙を出したり、ファックスを出したり、今だとほかの方法で

も国連に助けを求めてくる。最初はそういうものは受けてはならないということだったが、

それがだんだん受けられるようになり、今ではそういうものを積極的に受けとめる制度も

できている。情報収集というのは、最初からすごく大切な部分であった。事務局の職員と

して仕事をする上では、国連の人権基準に反するような行為がある、あるいは状況がある

ということに対する情報収集、これが仕事の１つであった。 
 それから最近では紛争地域、人権侵害地域に常駐するということが強調されるようにな

った。そのために生活条件が非常に悪いところに人をどんどん送っていく。そこに行く人

を積極的に採用していくという傾向もある。国のレベルでの人権保護、促進というものを

考えるために、どうしてもそういう現地に近いところに人がいる必要があるということで

ある。 
人権の仕事のもう１つの大切な部分は、人権委員会とか、新しくできる人権理事会とい

うところでいろいろ人権政策について、あるいは国連の人権プログラムについて議論があ

るが、その裏方として会議のサポートをする。これも重要な仕事の１つである。 
 そのほかに人権条約、今大切な人権条約として７つがあると言われているが、その人権

条約のもとでできる条約義務履行監視機関、ヒューマンライツコミッティを含め、７つの

委員会ができているが、これの会議のサポート、会議を運営するだけではなくて、会議に

使われる文書の作成。それから会議が終わったらレポートの作成。 
そのほかに人権侵害の調査。これは現地で侵害のあったという場所で事情聴取をしたり、

証拠を集めたりすることがある。これには多くの場合危険が伴う。決して治安のいいとこ

ろばかりではない。一番楽だと言われるのは、調査・研究。ジュネーブの事務所に座って、

いろいろ資料を探してという仕事。これは一番楽なようには聞こえるが、実は企画能力、
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判断断能が非常に強く要求される。 
国連のいろいろな機関との連携、交渉の仕事。広報、出版、これについては、国連の人

権の出版物を皆さんご覧になったことがあるかと思うが、こういうものを発行する。 
それから職員のトレーニング、外部のNGOのトレーニング。国連のほかの機関、人権を
仕事とする分野でない人たちのトレーニング。とにかく開発途上国を中心とした政府を対

象とした人権の専門的助言と協力、これも大切な仕事の１つである。こういうことが過去

60年行われてきた。 
それでは事務所はどういうふうに発展してきたかというと、最初私が入った198２年当時
は、100人に満たない小さな所帯であった。私が始めたのはジュネーブの事務所で、1946
年、最初の人権委員会が開かれたときには、ニューヨーク、ヨーロッパといろいろ移って

きて、そのうちニューヨーク本部に人権の仕事をする事務所が置かれて、それは人権部と

いう言葉で訳されるが、1970年代の半ばにニューヨークからジュネーブに事務所が移って、
ただ事務所は移ったが、上部の機関としてはすべてニューヨークがコントロールする。1993
年の世界人権会議で人権高等弁務事務所の設置が勧告された。それを受けて総会は人権高

等弁務官事務所の設置をその年に決める。歴史的経緯については既にほかの方がお話にな

る資料で書かれている。 
1997年、人権高等弁務官事務所が人権センターと統合して１つの組織になった。人権高
等弁務官が高等弁務官としての役割と、人権高等弁務官事務所の長としての役割２つを兼

ねることになった。どういうことかというと、人権高等弁務官は、自らの判断でイニシア

チブをとって、何が大切かということを考えて仕事ができる。指示を受けることはない。 
ところが、それとは別に人権委員会、人権理事会というところで決まったこと、あるい

は総会、経済社会理事会で決められたことを実施するという事務局本来の仕事があるが、

それを総括する責任者としての人権高等弁務官の責務がある。そういうことで、仕事はど

んどんふえる。仕事がふえるとどういうことになるかというと、人がふえる。1997年段階
では正規職員は約150名。常に臨時職員がいて、この数がどんどんふえる。臨時職員と正規
職員の違いは何か。その当時は、臨時職員は年金もつかない。仕事を何年してもそれが経

歴として加算され、将来の昇進につながっていくことは全くなかった。現在では、年金に

ついては加入できるとなっているが、臨時職員は11か月を最長の契約期間として、11か月
やると切られる。１か月休んで12か月目になると、今度は新しい契約が始まる。レベルは
常に同じ。こういうことで問題がずっと続いてきたが、臨時職員の数がどんどんふえると、

それだけ問題が大きくなるので、時として５年に一度、あるいはそれより長い期間に一時

的に規則を適用しないで、臨時職員の地位を正規職員に変えるということがある。最近も

それが行われて、臨時職員を全員変えるわけではないが、臨時職員が正規のポストに応募

するときには優先的に考慮するということで、今度は正規職員がほとんど250名という事態
になっている。これからはどんどんふえてくる。そのための予算も増額されている。2010
年までに、これから５年をかけて職員の数を倍増しようとしている。仕事もどんどんふえ
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る。予算もそれに合わせてふえることになる。 
 皆さん、お聞きになっていると思うが、現在国連改革が進んでいる。日本で一番有名に

なっているのは、安全保障理事会の常任理事国の数をふやすという提案であるが、実は人

権の分野でもいろいろな提案があり、それは事務総長報告のレポートの中で人権機構の改

革が提案され、それが去年の９月に世界サミットで決められ、総会で具体的に決定される

ということになった。それを受けて、人権委員会が人権理事会に格上げされた。最初の人

権理事会は今月の19日である。 
そういうことで大体背景として皆さんに知っていただきたいことを申し上げたが、要す

るに、これから人権の仕事はどんどんふえる。人ももっともっとふえる。そこに皆さんが

応募すると採用されるチャンスもあるということになる。ただ、これは一般的に言う話で

あり、日本の人を中心にどんどん採用がふえるか、人権の分野だけにそういうことが起こ

るかということは、なかなか一概に言えない。どういうことをいつするかという機会と条

件などの要素があり、応募してもすぐには採用にならないということもある。 
 どういうふうにして応募するか。その採用のシステムはどういうふうになっているかと

いうことについては、後で説明があるようなのでそれには触れないが、一応皆さんに考え

ていただきたいことで、職員採用と人事政策の点について、簡単にタイトルだけ申し上げ

ると、競争試験、これは若い人を対象にする試験で、採用年齢期限が32歳。それ以外の人
は、公募に応募するということで採用が決まる。これは一番下のレベルではなくて、それ

より上のレベルになる。上へ行けば行くほど、公募で決めることが多い。 
それから仕事に就くと、私は人権だけやろうと思っていたのに、ほかの仕事に回された

ということが起こり兼ねない。というのは、国連で今新しい人事政策が始まり、そこでは

モビリティというが、職員はすべて５年以内にどこかに移らないといけない。ぐるぐる回

る。大変勤務として難しいところにずっと過ごす人がいたり、あるいはジュネーブとかニ

ューヨーク、ウィーンとか、本部と言われるところにずっといる人たち、それはあまりい

い人事政策ではないのではないかということで、ぐるぐるみんなを回すという新しい方針

が出てきて、それが実施に移されたばかりのようである。そのローテーションシステム、

モビリティのお話についてもご説明があると思う。 
 それから、入ってからどういうふうにして自分の経験とか資格とかを伸ばして、もっと

おもしろい、もっと責任のある仕事をさせてもらえるのか、キャリアデベロップメント、

自分の将来を見据えた定年までの仕事の計画を可能とする体制が整っているのかどうか、

そういうこともちょっと考えていただきたい。 
それから定年。今入る方は62歳が定年。定年になるとすぐに年金がもらえる。年金がも
らえる人は５年以上勤務した人に限られるが、いずれにしても年金としては日本と比べて

もいいものだと言われている。そういうことについてもお話しいただければと思う。 
 それからもう１つ正式の職員ではないが、仕事の経験として若い人が使える制度として

JPO、ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー、あるいはアソシエート・エキスパー
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トという制度がある。これは、国連が費用を出すのではなく、政府からお金が出て、それ

で２年、最長３年を限度に経験として国連の事務局の中で仕事をする、あるいは事務局ば

かりではなくてユネスコであるとか、UNDPとか、そういう機関で仕事を経験できる。こ
れに入ると、仕事がまずよくわかる。最初競争試験を受けて入らなくてもいいわけで、仕

事がこれで大変よくわかる。問題もよくわかる。よくわかったところで競争試験を受ける

人がいる。そうすると、大学を出た、あるいは大学院を出て勉強した人に比べると、実際

の仕事の知識があるので、試験をすると大変よくできる。私も一度採用パネルの委員にな

ったことがあるが、答えを見てみると一目瞭然である。仕事を知っているか、内部の人だ

なというのはすぐにわかる。やっぱり成績は非常にいい人が多い。このシステムは特に日

本から将来国連で働いてみようという方には、ひょっとして非常に始めやすいシステムか

もしれない。 
 そういうことで、私は次に個人的体験談を話してくれということなので、そちらをちょ

っと話してみたいと思うが、私が1982年に入ったときに、最初にやった仕事は特別手続の
特別報告者の補佐という仕事であった。これはそれまで国別、あるいは作業部会という形

で特定国の人権問題を扱う制度はあったが、テーマ別の特別報告者はなかった。最初の特

別報告者として出てきたものは、サマリー・エクスキューシュンズ、日本語で大量の殺人

処刑暗殺、そういうものを扱う、生きる権利に関する特別報告書。最初なので暗中模索、

何をどうやっていいかわからない。考えられることをいろいろやってみた。ところが、最

初の１年目のレポートを出して、人権委員会で政府から厳しくたたかれた。何の権利があ

って我々の国をこういうふうに非難するんだと。非難したわけではないが、アムネスティ

のレポートとかいろいろ集めて、それを連ねて出したら、非常に評判が悪かった。 
２年目は少し注意をしなければいけない。そういう試行錯誤があって、やっと特別手続

というのが軌道に乗った。その後に拷問の特別報告者であるとか、いろいろ制度的に始ま

ってそれが整備されていったが、ちょうどそういう時期にあたったので、何かをつくりだ

すおもしろさがあった。そういうときには、朝９時から夕方６時まで、月曜から金曜日ま

で、そんなことは全く問題にならない。必要なときは12時間、16時間仕事をする。出張に
出ると、土曜日、日曜日もなく２週間連続で夜昼なく仕事をする。そういうことはごく当

たり前にあったし、それが仕事のおもしろさ、新しいものをつくるおもしろさということ

で、苦痛にもならなかった。 
 それからもう１つは、人権委員会の事務局に入れられた。私が入った1982年というのは、
人権委員会以外にそういう人権を扱う会議というのが非常に少なかった。今のように７つ

の人権条約の履行監視委員会はなかった。１つか２つあっただけだと思う。それで、人権

委員会の事務局を構成するための12月になると、我も我もみんななりたいというので運動
が始まる。たまたま私の上司が人権委員会の責任を持っていたので、私がそれに入ること

になった。それで14年間、そこで仕事をした。これも人権委員会の会期は６週間だが、始
まるとちょうどその頃は１月で非常に日が短い。朝は暗いうちから入って仕事が始まるし、
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出てくるときにはもうとっぷり日が暮れて事務所を出る。２週間目、３週間目になると、

夜の会議が始まる。そうすると、大体会議というのは10時から始まって、午後１時まで、
３時から６時までが１日のパターンであるが、そういうことを言っていられなくなる。６

時から９時まで、９時から12時までというふうに１日最大４回の会議をやる。事務局の仕
事をやると終わるまで帰れない。９時まで会議があると、後始末や翌日の準備で12時まで
は出られない。12時までの会議をやると２時までは出られない。翌日は10時から始まるの
で９時には仕事に入っている。そういうことがずっと続いた。これもおもしろかったので

苦痛にならなかった。ただ、問題があった。それは後で。 
 もう１つ、大変おもしろいことがあった。1993年の世界人権会議、これはその前にイラ
ンのテヘランで人権会議というのがその20年前に開かれたが、何年に１回も開かれるよう
なものではない。この1993年の人権会議というのは、それまでの国連の人権の仕事を総括
的に見直して、全く新しいアプローチをしようという意気込みで始まった。確かに人権高

等弁務官が設置されるようになるし、それまでできなかったようなことがたくさんできる

ようになった。これは1993年以前と以降の人権の仕事では雲泥の差があるというほどの違
いがあった。その準備段階から事務局に加わり、お金の心配から始まって、どういうふう

にして、政府ばかりではなくて、民間の参加も可能にしていくか。それから、各地域の会

議をどうやってつくりあげていくかというようなことに関わった。国連の人権の仕事では

５つの地域がある。アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、北アメリカと西ヨーロッパ１つ、

それから東ヨーロッパ、この５つの地域があって、それぞれの場所で人権の地域会議とい

うのが開かれる。そういうところをまとめあげて最後に人権の会議をする。これで世界を

飛び回り、そのためのいろいろな専門家の会議もあったので、２年間は家を留守にするこ

とが多かった。会議が始まる１か月前からウィーンに詰めて、ウィーンにいるときは１か

月ほとんど寝ず、食わず。それでも苦痛にならないほどおもしろかった。 
 そういうことをやると、さて、何が起こるか。家庭に問題が起こる。大変な問題であっ

た。妻はそのときは何も言わなかった。人権の会議が終わって、レポートもすべて終わっ

て報告書も終わった。さあ、これで私は自由になってうちに帰って、これからは今までの

償いをすると言ったら、今までうちを放っておいて仕事をしていたあなたが、家庭よりも

仕事が第一だというのはよくわかったと。今になっていいお父さん面をして帰ってくるな

と。その家庭の修復、夫婦間の修復をするのに２年間かかった。そういう失敗をしている

職員がたくさんいる。離婚率は非常に高い。佐藤さんも私も仕事を始めたのは難民高等弁

務官事務所で始まったが、ここは離婚率が国際機関の中でも一番高いというので有名であ

る。仕事をしている人は、家族を連れて行けないところが多い。仕事が始まると、朝９時

から夕方６時までという仕事ではない。仕事は大切なことだから放っておけない。大変つ

らい状況に陥る。 
そういうことが全くない人もいる。ニューヨークで事務を執っているばっかりの人は、

多分そういうことがないかもしれない。ただ、人権とか難民とかの仕事というのは、そう
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いうことが起こりうると最初から覚悟しておいたほうがいいと思う。人によって自分は仕

事を取るから結婚はしないという人もいる。特に女性の場合は、そういうことで一生をこ

れに打ち込むという人は男よりも多いと思う。 
そういうことで世界人権会議事務局の仕事が終わって、何とか許してもらった。その後、

人権インターネットのウェブサイト、日本でいうホームページをつくらなければいけない。

時流に乗り遅れると国連の人権はみんなに振り返ってもらえない。２年の準備期間をおい

て1996年から人権のウェブサイトが始まった。これも私がどういうわけか責任者になって
やったが、これも大変苦労した。私は人権のことは少しは知っているが、インターネット

のことは何にも知らない。ただ、上のほうも知らないわけで、私をつかまえて、あいつだ

ったらいやとは言わないだろうと。人によっては、私は人権の専門家だから、そんなこと

はしないという人がいる。そういうふうに強く言うと、国連はそうかといって無理押しは

ほとんどしない。ただ、私が心掛けたのは、新しいことを求められたときには、絶対にノ

ーと言わない。世界人権会議もそうだったし、最初から始まった特別手続もそうだったし、

新しいこと、新しいことをやるときには、ものをつくる喜びというのは大変なものである。 
今皆さん国連の人権のウェブサイトをご覧になったことがあるかもしれないが、これは

最初から10年経った成果である。今は大変使いやすくできている。それでも毎年毎年新し
くいろんな要素が入っている。大変お金がかかっている。最初は手作業で１つ１つ組み立

てていった。私のところにその仕事をしていた人が10人くらいいた。分担をして手仕事で
やるので時間がかかる。プロフェッショナルと言われる人権の知識を持っている人と、ゼ

ネラルサービスという秘書、そのほかのサポートの仕事をする人たち、一緒になってやっ

た。私が条件として付けたのは、みんなを１つの大きい部屋に入れてやってくれというこ

と。そんなことは普通はヨーロッパではやらない。プロフェッショナルとゼネラルサービ

スを同じ部屋の同じ条件の机に並べるというのは、プロフェッショナルにとっては大変屈

辱的なことだと捉える人が多かった。私は、自分もその部屋に入る、私と一緒に仕事をす

る人はみんなチームだから、特に新しいインターネットの仕事はみんな同じようにやって

もらうと言った。いろいろ抵抗はあったが、私がその抵抗を押し切って自分からみんなの

部屋に入って机を置いたときに、みんながそれで納得した。それから仕事が始まった。夜

中までかかることは当たり前だった。 
あるとき、韓国人の女性とモンゴル人の男性が私の下で働いていたが、二人で大げんか

を始めた。なんで大げんかを始めたかというと、ここで１つスペースを空けて、ここで１

つラインを入れると。そんなことどうでもいいことのように思うが、その当時はそれが最

終的に出したときにきれいにうつるかうつらないかということが問題になった。大げんか

を始めて、とうとう決まらない。私のところにやってきて、決めてくれと言う。話を聞い

たら、私はどっちでもいいじゃないかと思った。そんなに喧嘩することなのと言ったら、

両方ともやっぱり言い分がある。ところが、私は、韓国の女性のほうが何週間か早くその

仕事を始めた。そちらのほうがよく知っていると思った。それで、いろいろあるだろうけ
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れども、彼女の言うことに従ってやってくれ、これは私が決めたことだと言ったら、モン

ゴル人は大変怒って、いやだと言う。彼女が間違っているのに、私はそれに従いたくない、

いやだと。困ったなと思った。じゃあ今晩一晩帰ってよく考えてくれ、また明日いやだと

思ったら来て言ってくれと。ただ、「私はやらない」と明日言ったら、君はもうここの部署

で働くことはできない、出ていかせるとも言った。翌朝彼がやってきて、一晩考えたけど、

やっぱり言うとおりにすると言う。私は、よかった、よかった、ありがとうといった。そ

したら、彼は私をじっと睨んで、このことは決して忘れないと。あなたが彼女に私を従わ

せたということは絶対に忘れないぞ、そう言った。 
おもしろいことを言うなと思ったが、そういうことは何度か経験した。日本の職場では

多分そういうことはないのではないかと思う。向こうではそういうことを自由に言う。自

分が昇進をもらうためだったら、私のところにやってきて、昇進をくれないんだったらも

うほかのところへ行くと。あなたは私の貢献を認めてくれない。そんなボスと一緒に働け

ないからほかのところに行く。それで一生懸命その人のために何かするようなボスもいる。

私はそんな要求は断った。ある部下が同じことを言ってきたときに、３度目に「次から昇

進をもらえるようになって、あるいは自分がほかのところに行けるようになったときに来

て、私はほかのところに行くと言ってくれ」と言った。昇進をくれなければほかのところ

に行くぞというのは、脅しにしかすぎないから私は受けない。そういうふうにしたら、そ

れからあまり言わなくなった。 
どうしてこういうことを申し上げるかというと、いろんな文化の人が集まっている。い

ろんなことを考えている。いろんな時間の観念、仕事の倫理、そういうことが違う人たち

が集まっているので、すべての人を満足させるようにはいかない。何が基準になるかとい

うと、すべて書く。書いてサインする。それしか最終的には頼りにならない。いろんな人

がいろんなことを言ってくるが、最終的には一切そういうのは無視して、自分がこうだと

思ったことをやる。それはなかなか骨が折れるし、疲れるが、やっぱりそれをやらなけれ

ばいけない。 
 時として、ちょうどサーカスのライオンを使うときの檻の中にいるような感じがする。

一瞬でも隙を見せれば後ろから噛みつかれる。そういう緊張というのは24時間続くわけな
い。場合によっては仲間と一緒に話をする、飲む、食事をする、そういうことが必要だが、

仕事の現場で対立が出てきたときには、一緒に食事をして大変いい雰囲気をつくった人が

豹変することがある。そういう職場である。 
 それで、途中で話がずれたが、最後にやったことは情報管理の仕事。それから人権教育、

マニュアルづくり。これは仕事を終わるのに多分一番よかったことだと思う。外に出歩く

ということはそれほど多くない仕事だし、私は定年退職で辞める８年前に肝臓移植を受け

たということもあって、この５年間の仕事は、それ以前に比べると、動き回ることよりも

むしろ管理をするほうの仕事に時間を割くようになった。訓練プログラムをつくったり、

実際にトレーニングに出かけていったり、マニュアルづくりの監督をしたりということが
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多くあった。 
 最近の国連の人権の出版物をご覧になっていただくとお気付きになるかと思うが、最近

のものは大変見やすく、読みやすくなっている。１つ心掛けたことは、何のための出版か、

だれが読むのか、読むのは何のために読むのか。例えば、だれが読むかわからないものを

いくらつくっても、お金の無駄になる。読んでくれる相手を見据えて、何のためにという

ことを考える。トレーニングプログラム、それもだれが何のためにということをまず考え

る。そういうことで、国連の中の仕事をできるだけ効率をよくするということが、私の最

後の５年間の仕事だった。 
 そのほか、次に現地調査の仕事もちょっと触れると、現地調査というと、職員は大変行

きたがる。普通、観光旅行では行かないような土地に行く。私が行った国をいくつか挙げ

てみたが、それぞれの国で思わぬハプニングがあった。アフガニスタンで砂漠の中で走り

回って、ラクダの後ろに羊の群れがいて、その後ろにハイエナが走っている。そんな光景

はちょっと普通は見られない。カラシニコフを目の前に当てられて、UNDPの車に乗って
いて車を奪われようとしたこともあった。命は助かった。コロンビアでも、爆弾があっち

こっちで爆発した。われわれの行くところどころ、ホテルを出たすぐ後にホテルが爆発さ

れるというようなことが２度ばかりあった。ザンビアでは、国に入ろうとすると入れてく

れない。明らかに税関の職員が賄賂を要求している。絶対に賄賂は渡してはいけないが、

そうこうしているうちにザンビアの外務省の人が来て、払わなくても入れることになった。

ソマリアでは人が殺されたが、その殺された場所を毎日通って証人のインタビューに行く。

本来それは任命された偉い人が行くはずだったが、その人たちは危険を侵したくないから

お前行けということで、私は毎日送られた。ヘルメットをかぶって、防弾チョッキを着て、

前後を兵隊が銃を持ってついて、見た感じこの人たち大丈夫かなという感じの兵隊たち、

それを毎日繰り返す。これは精神的に非常に緊張する。店先に黒いものがぶら下がってい

る。近寄ってみるとぱっとハエが飛んで白い肉が出くる、そんなこともあった。スリナム

では、ジャングルの中で白骨死体を探して歩くという大変おもしろい経験をした。パキス

タンからアフガニスタンに入るときの苦労は大変なものであった。フィリピンで、たまた

ま泊まったホテルで、日本人の男性観光客がフィリピンの女性とカップルを組む現場に出

くわした。日本の旅行社の人がカードを配って一生懸命やっている。そんなところを横目

で見ながら、私は知らん顔をしていたが、私の同僚が、日本人やっているよ、日本人やっ

ているよと、盛んに私をからかっていた。インドネシア、タイ、いろいろあるが、大変な

仕事である。おもしろいのと危険とが隣り合わせになっている大変な仕事だが、いい。 
 私が仕事をしていたときには、危険地域への出張に国連は生命保険をかけてくれなかっ

た。なんで掛けてくれないのか。予算がない。そこで、私は個人的にUNHCRに頼んだ。
UNHCRでは危険なところにたくさん人を送っているから、きっと生命保険があるだろうと。
案の定あった。２週間の出張でコロンビアに行くとき、掛かったお金が15ドル、国連はそ
れをお金がないといって掛けなかった。私は、出張から帰ってきて大騒ぎをして、何度駄
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目だと言われてもあきらめなかった。そうしたらやっとそれが危険地域に出張に行くとき

に、普通の保険会社が掛けない生命保険を掛けてもいいということになった。国連という

ところはそういうところだと思った。 
 出張に行くと大抵一番いいホテルに泊まる。あるとき仕事が終わって食事をしていると、

金網の向こうから子供たちがじっとわれわれを見ている。食事を見ている。私は、それで

急に食欲がなくなって、食事ができなくなる。私と一緒にいた同僚は、そんなことを気に

していたら国連の仕事はできないよ。どこへ行ったって同じだよと言って食べている。た

だ、私は、それはできなかった。国連職員には家族で休みを取っていろいろリゾートへ行

く人が多いが、開発途上国のリゾートが安いので行くことがある。私は、こんな経験の後

には、そういうところに子供は連れて行けなかった。 
 国連の仕事で、私の経験で何がやりがいがあったか。やりがいは、国連でしかできない

仕事、だれかのためになる仕事、やっぱりそれ以外にないと思う。国連へ来て、出世しよ

うとか名誉とかそういうようなものを求めたときには、多分失望することが多いと思う。

私は法律の専門家だからということで、法律の仕事を求めていても、最初はそれをやらさ

れるかもしれないが、それでは終わらないと思う。 
あと、勤務条件、報酬、その他については、皆さんからご質問があれば答えたい。いず

れにしても、法律専門分野ばかりの仕事は大変少ない。人権の仕事でも、これからどんど

ん法律以外のことを知っている人が求められている。ジュネーブやニューヨークの本部だ

けで仕事をしたい、私は家族を連れて行くから、というようなことも、なかなか難しくな

ると思う。やはり、これから仕事をする人は、とにかく幸せに仕事をするというのが第一。

辛い思いをしながら仕事をする人は多分長続きしない。出世を求めて出世がない人、もっ

と給料があったらいいのにと思う人、そういう人はやっぱりそういうことが可能なところ

に行ったほうが幸せになると思う。 
事務局の主流から外れる日本人、これはしょうがない。日本は国連をつくった最初のメ

ンバーではないし、どうしたって欧米の人が主流で力を持っている。これに食い込んでい

くために、二流の欧米人になるか、それとも日本人としてやるか。それをやっぱり迫られ

るときが来ると思う。 
今までの国連とは違って、これからはますます非ヨーロッパ、非北アメリカの文化・伝

統から来る貢献が必要とされる時代にきている。日本の人、アジアのほかの人にしても、

アメリカやヨーロッパのマネをする時代は終わりに来ていると思う。それぞれ独自の文化

から出てくるものを貢献として出すことのできる人が、これからは求められるのではない

かと思う。しかし、この実現にはまだ時間がかかるかもしれない。 
いずれにしても、国連での欧米支配の時代は終わりに近づいている。そのために準備す

ることは必要だと思う。 
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（司会） ありがとうございました。20年以上にわたる勤務のお話を、その機関の発展も
併せていろいろお話しいただき、１時間、２時間お話を聞いても足りないぐらいであった

が、本当に短い時間の中でおまとめいただいてありがとうございました。 
 それでは、次に本日はコメンテーターということでお出でいただいている佐藤安信さん

にお話しいただく。佐藤さんは、現在東京大学教授で大学院総合文化研究科、人間の安全

保障プログラム担当であるが、私どもの先輩でして、弁護士として国連で勤務をされた経

験をお持ちである。それでは佐藤さん、よろしくお願いします。 
（佐藤） ただいまご紹介に預かった佐藤安信です。これからちょっとビデオをお見せし

ようと思っております。実は、私UNTAC、PKOで、日本語で国連カンボジア暫定統治機構
というところに、92年、93年、１年ちょっといた折に取材を受けたときのビデオで、日本
に戻ったときにいくつかお見せした機会があって、日弁連でもあるいはお見せして、もう

見た方がいるかもしれないが、もう12、３年も経っているので、そろそろ新しい人もいる
と思ってあえて持ってきた。それを見て、そこを切り口にして私の経験を語りたい。 
 履歴書にあるように、私は弁護士をしていたが、難民問題、国際人権の問題に関心がっ

たので、留学した後に国連でポストを探して、運良くUNHCRの国連難民高等弁務官の事務
所で１年ちょっと仕事をやっており、そしてその後UNTAC、その後日本に戻って国際金融
を中心にした事務所にいたが、その後欧州復興開発銀行、EBRDの仕事で、ロンドンに行っ
ていた。 
 UNTAC、カンボジア暫定統治機構のことを大学で話をしても知らない世代も多くて、な
かなか説明するのも大変である。ベトナム戦争はご存じだと思うが、1975年から、ベトナ
ム戦争の余波でカンボジアでも内戦が起こった。その後、ポルポト派による支配が75年か
ら４年間、その間に大量虐殺があり100万人から300万人の間ぐらいということで、正確な
数字はわからないが、大量虐殺がおきた。その後、しかし実はポルポト派がベトナムと対

峙していたということもあって、ポルポト派がベトナムの侵攻を受けて、ベトナムが支配

するようになってから、逆にアメリカを含めた西岸諸国がベトナム戦争の関係でどうして

も新政権を支持できないということで、日本も含めてポルポト派が長く国連で議席をとっ

ていたという不幸な時代があったが、これを正常化するために国連が平和条約であるパリ

平和協定を結び、それに基づいて、その実施としてUNTACに行った。その特別代表が明石
康さんであった。 
( ビデオ上映) 
 どうもありがとうございました。いつ見ても非常に恥ずかしい思いをするが、これを東

大の１、２年生に今日見せたら、私の印象が全然違うのでどっと爆笑で笑いをとってしま

った。やはり当時は非常に大変な状況だったので精悍だったが、今はもう大学などで教え

ていると、ぶくぶくと太って恥ずかしい限りである。 
 このUNTACのことを話し出すと、とても15分のコメントでは終わらなくなってしまうの
で、１つの象徴的なこととして見せさせていただいたが、そういう現場に出ると、いろい
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ろ人権、人権といっても全然無意味なぐらいに虚しい思いをするというか、非常に私自身

UNTACの葬儀屋と言われるぐらいにしょっちゅう虐殺事件があるとそこへ行って死体を
勘定したり、掘り起こしたり、そんなことをやっており、白石さんのようにいろいろあち

らこちら行かれていろいろ積み上げてきた方と違って、私はそこがある種メインなフィー

ルドだったが、ある種非常にそこで落胆してしまったということも実際のところである。 
つまり、いつも側にいるけれども何もできないという悔しさというか、そんな中で果た

して私がいることによってどれだけの人が救われたのかという思いはあったが、ただ、そ

れなりに私なりの生き甲斐はあったし、非常に危ない場面も何度かあって、実際先ほどの

ああいう捜査をしていると、海軍の人たちと一緒にボートでずっと捜査に行くが、途中で

ポルポト派に撃たれて、私は全然撃たれていることもわからないぐらいに遠くから撃たれ

ているが、伏せろということで引き返したりとか、また、逆に今度はポルポト派の軍人が

政府軍に捉えられて処刑されたというところで、ランドクルーザーで行って、その場所へ

行って掘り起こしてみると、出てきたらもう縛られて頭吹っ飛んでいる。至近距離で撃た

れたから脳みそが飛んでいるが、それと手足縛られて裸の死体が出てきたということで、

まさに処刑されたというのは一目瞭然なわけである。そこに案内した政府軍の兵士は、も

うすぐに逃げてしまっていて、帰ろうと思っても地雷原を通ってきたので、地雷原をどう

やって帰るのかということで、私たちは歩いてきた足跡を見つけながら、その足跡に沿っ

て帰っていったとか、非常に、ある種死に損ないのいろんなこともあった。そういう意味

で人権ということを特に志されている人たちは、特にそういうある種命懸けの仕事だとい

うことはご理解いただく必要はあると思う。 
 あと、２点ほど申し上げると、１点は、私は弁護士として国連のこういう活動に関わる

ことになったが、先ほど申し上げたようにもともと難民の問題から入って、難民が最終的

に自分の国に戻れるという国づくりということでUNTACへ行った。そういう思いで当時ア
メリカに留学した後、ニューヨークの日本の国連代表部へ行き、日本の弁護士なんだけど

国連で働きたいと言ったら、そこで出てこられた方が非常に驚かれて、弁護士さんなのに

もったいないと、国連なんかでは、特に日本の弁護士といってもあんまり受けなくて、む

しろどこかの助教授のほうが肩書きがいいくらいで、弁護士なんかニューヨークはごろご

ろしているからと言われて、特に若いうちに入ったら、もうボロ雑巾みたいに使われて捨

てられるだけだと、さんざんこけにされたというような思いがあったが、それにもめげず、

当時の大使の勧めでロスター登録というのをして、こういう仕事をしたいんだということ

で登録をさせていただいた。 
その後、ジュネーブに行って、実はそのとき白石さんにもお会いして、日本人の職員の

方だからいろいろ裏話を教えていただけるということで、いろいろと実際に教えていただ

いた。実際国連は入ろうと思っても、公募している段階ではほとんど決まっている場合が

多くて、内部的なもので回っている場合が多いので、内部的な情報を取れるような形でな

いと、意外と難しいというようなこともあり、特に、そのときは私は、先ほどのJPOで入
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るほどの若さでなかったので、自分で自分自身を売り込むしかないということで、そこで

サマーインターンというか、夏にまさに人権委員会の裏方のほうでコピー取りなんかをし

て、そういういわゆる下働きをしながらいろいろなところに自分の履歴書をばらまくとい

う、そんなことをやっていた。 
 そうして１年後ぐらいにジュネーブのほうから電話があり、佐藤さん、実はこういうポ

ストがあるということで引っぱっていただいたというのが本当であり、なかなかそういう

意味で、一筋縄でこの試験が受かったからといって、すぐポストがあるわけでもないし、

空席だといってももう本当に決まっている場合がある。それが多いということもあって、

実際に皆さんが本当に仕事をとろうとしたら、私はやはり国連のインターンとか、ただ働

きも厭わずにボランティア活動をするとか、あるいは一番いいのはNGO活動。これはなぜ
かというと、国連の活動の本当の部分をかなりNGOがやっているという現実もあるし、実
際NGOの例えば人権に対する情熱という部分で働いている人でなければ、なかなか国連と
いう場に入っても、それを生かせないという部分もある。つまり、日本のいわゆる国家公

務員試験に受かればすぐにポストをもらってすいすいといくというような代物ではない。

結局自分の専門性、人権なら人権ということでどれだけ自分が専門的に経験もあるし、能

力もあるからということを売り込んでいくということが必要になる。そういう意味で、や

はりこういう公式の場でのいろんなアドバイスだけではなくて、実際にその場に行ってみ

て、自ら見て、自らいろいろ話を聞くということが大事なのではないか。 
 そんなことで、最後にNGOということでは、最近弁護士会の伊藤和子さん、いらっしゃ
いますね。人権NGOヒューマンライツナウというのを立ち上げられて、人権に関するNGO
として国際的な活動をするということを考えておられて、私もその趣旨に同意して、その

設立総会を７月28日に東大で行う。そういったNGOの活動にどんどん入っていただいて、
そういう中身をまず積み上げていくという中で、国連というポストは自然に入ってくると

いう部分もあるし、あるいは国連を辞めてまたNGOになる方もいるし、いろんな意味で国
連というのはあくまでそういう意味では１つのキャリアのポジションであって、そこで何

をするかが大事だということであれば、その中身の人権ということに対して、自分の能力

を活かせるキャリアプランを立てられるということが大事かと思う。 
 ということで、１つは宣伝も兼ねて、先ほど配らせていただいた「人間の安全保障」プ

ログラムというのは、東大ではじめてつくったある種の窓である。東大は、非常にある種

閉鎖された社会であるが、国際的な貢献、国際協力、開発とか、人間の安全保障、これは

最近出てきたキーワードであるが、そういったものを含めて国際機関に応募する方を含め

て、いろんな教育の場を提供したり、研究の場を提供するプログラムである。外からどん

どん入ってきていただいて、私みたいな人間でも東大教授という肩書きになっているが、

要するに外と内をつないでいく１つの窓だと私は思っているので、ぜひいろんな形で参加

いただきたい。公開でいろんな研究会やセミナーをやっているし、もう１つ配りましたア

ムネスティ・インターナショナルのほうで６月１日に国際刑事裁判所についての話があり、
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これに、私どもも後援することにしており、特にNGOとの関係を強化していろんな形で研
究成果を実務に応用し、あるいは実務からどんどん大学にフィードバックしていただくと、

そういう循環型のシステムを考えているので、これを機会にぜひそういったところにも足

を運んでいただいて、キャリアパスをつくっていただければと思う。 
ということで、ちょっと長くなったが、ここで終わります。また、もしご質問があれば

お答えします。どうもありがとうございました。 
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○外務省国際社会協力部人権人道課長木村徹也氏 
 最初に、どうして我々は外務省として、日本人職員が増えたら良いと考えているかとい

う点について触れさせていただくと、１つは国際貢献、人的な貢献がある。もう１つは、

日本の影響力ということで、これは国連の職員という方は皆さん中立で、日本のために働

いているわけではないが、個人的な見方を申し上げると、やはり日本人がいるだけで組織

に日本人の考え方というのが少しでも反映されるということがある。特に人権の分野では、

日本というのは途上国でも、先進国特有でもない別の見方というのを提供できると思うの

で、日本人がいるということだけで意味がある。また、政府、外務省としても、日本人の

方が組織にいると、やはり意思疎通が非常にやりやすくなってくるということで、我々も

できるだけ日本人の方が増えるように努力をしていきたいと考えている。 
 本題の人権の主流化を中心とする人権分野の重要性の高まりについてであるが、93年に
ウィーンの世界人権会議に基づいて、国連人権高等弁務官事務所ができたというのが１つ

の大きな始まりで、その後、アナン事務総長が就任して、彼の改革案の中で人権をいろい

ろな分野で考えていこうという人権の主流化の流れが始まっていった。アナン事務総長は、

2005年の事務総長報告の中で、開発・安全・人権は連携のもとで推進されなければならな
い、安全なくして開発はなく、開発なくして安全はないということを言っている。そして、

人権の主流化というのは、すべての分野での活動を考えるときに、人権の視点で考えよう

ということだと我々は理解をしている。 
 例えば、安保理で各国の状況についていろいろな議論がなされる中で、人権高等弁務官

事務所がその動きをフォローして、人権の視点をインプットする。あるいはPKOが最近送
られるときにも、人権の部門なしには成立しないというような状況にもなっている。開発

の分野でミレニアム開発目標を達成するときには、やはり権利に基づいた考え方をベース

にして物事を進めていくということも行われている。このように、人権が技術的あるいは

法律的な１つの小さな分野ではなくて、非常に広がった分野になってきている、そういう

ことが人権の主流化ではないかと思う。 
そういう大きな流れの中で、人権高等弁務官事務所は改革の構造計画をつくって、自ら

改革して新しい組織にしていくということを表明している。このような大きな改革の動き

は、2005年９月の国連の首脳会合の成果文書の中でも言及されており、その中で特徴的な
点を２点申し上げると、１つは人権理事会の設置だと思う。これは人権の主流化をさらに

推し進めていくという意味合いもあり、もう１つの意味合いとしては、人権分野というの

は、非常に幅広い、人権諸条約とか、人権委員会の下にある人権小委員会とか非常に大き

なメカニズムになっていて、これをいかに合理化、効率化していくかを１年かけて議論し

ていくということになっている。一方で人権が主流化していくと同時に、組織をいかに合

理化、効率化していくかということが課題である。 
 実に、人権高等弁務官事務所の役割と組織の強化が、首脳会合の成果文書でも言及され

ており、予算倍増、あるいは能力を強化し、それに伴ってポストを増やしていくことが新



 28

しい傾向になっている。それから、アナンの改革案もそうだが、今国連の考え方の１つは、

ディセントラライゼーションということで、本部から地方、フィールドに権限を移してい

こうというような流れがあると思う。そういう中で、やはり人権高等弁務官事務所も例外

ではなくて、今後少しずつではあるかもしれないが、よりフィールドを充実していくこと

になる。また、人権理事会もそうだが、例えば特別会合を人権理事会が加盟国の３分の１

の賛成で開けることになっているが、こうした会合を急に開くということになると、やは

り事務局である高等弁務官事務所としても、即応性が求められ、より戦略性を持った組織

に変わっていかなければいけないという流れにあるのだと思う。 
 このような組織の中で、どういう人材が求められているかというと、特徴的なのは最近

本部の組織も変わりつつあり、人権手続部が新しくでき、また、プログラム・調査部も新

しくできている。人権手続部は、人権理事会とか、特別報告者や特別代表等を含む特別手

続とか、そういったメカニズムをサポートするための部門である。それから、プログラム・

調査部というのは、途上国でのキャパシティビルディングを行うとか、現地に出て行って

調査するとか、そういうことも含めてよりフィールドでの力をつけていくための活動を行

う部門で、そうした人権高等弁務官事務所の考え方が組織になって表れてきているという

ことだと思う。それから、現地オフィスとして、地域事務所、それから独立オフィスがあ

る。独立オフィスというのは、人権高等弁務官事務所の独自のオフィスである。このよう

なところで様々なポストが今後求められており、先ほど申し上げたように今後予算を倍増

すると、ポストが増えるということなので、例えば本部組織だけでも数十のポストが公募

されると言われているし、今後もそういう傾向が続いていくと思う。 
 そこで、今、人権高等弁務官事務所にお勤めになっている若い方に、最近の状況につい

て意見を伺ったが、高等弁務官事務所の傾向として言われたことをご紹介する。１つは、

先ほどの今後フィールドに出ていかなければいけないということであるが、やはりまだま

だほかの国連機関と比べれば本部が中心の機関であること。したがって、本部での人材が

まだ求められており、本部で求められるものは、もちろん国際人権法を駆使してスピーデ

ィーに事務を処理していくということで、バックグランドとしては弁護士の方が多いとい

うこと。それから、当然英語能力が求められているということが言える。 
 先ほど申し上げたようなポスト増の中で、今後どういう傾向があるかというと、１つは、

ポストが増えるということで、活動の裾野が広がっていき、若い方が活躍できるようなポ

ストができるということなので、ぜひ実力を蓄えて、あるいはもう既に実力のある方は、

こういうポストに応募していただければと思う。 
人権高等弁務官事務所は急速に大きくなってきた組織なので、これまで幹部ポストとい

うのは非常に限られた数しかなかったが、やはり組織の拡大に伴って中堅幹部のポストも

増えてきているので、ぜひそういうポストも目指していただきたい。あるいは将来的には

そういうポストに就くことを目指して、または職員になることを考えていただくというこ

とをお勧めしたい。 
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 今まで申し上げたのは、非常にいい面ばかりで、もしかして人権高等弁務官事務所の将

来はバラ色ではないかと思われるかもしれないが、やはり政府の目から見て、若干きつめ

のコメントをさせていただくと、国連で今一番問題になっているのは、加盟国から厳しく

仕事の重複等も含めて改革を求めている中で、高等弁務官事務所は効率性という面でも、

まだもう一歩いろんな形での改革が必要なのではないかと思う。 
 それから、国連のシステム自体の問題であるが、特にこれからポストがどんどん増えて

いって組織をつくっていかないといけないという中で、やはり高等弁務官事務所がきちっ

と合理化して効率を高めてやっていくということが大切だと思うので、そういった視点も

少し頭の片隅に置きながら、いろんなポストの公告を見ていただければと思う。 
 さはさりながら、やはり今こうやって人権に関わる仕事をしていて、人権分野というの

は成長産業ではないかと思う。１例を申し上げると、人権人道課が担当する国会答弁の数

というのが飛躍的に増えていて、やはり国内でもいろんな問題を考えるときに、人権の視

点を考えるということが、少しずつ定着しているのではないかと思う。 
したがって、今後活躍できる分野というのは非常に広くなっていくと思うので、ぜひポ

ストに応募することをご検討いただければと思う。 
 

・・・・・・・・ 
 



 30

○外務省国際機関人事センター室長稲賀淑子氏 
国連職員など国際公務員になるための基本的な情報については、人事センターのホーム

ページにアクセスしていただければ大体入手できる。 
 今日は、このテーマに関し、４つのパートに分けてお話したい。最初に、採用方法、２

番目に、国連における法律職の仕事、３番目に、国連職員として求められる人材、そして

４番目に、どのような準備が必要かについてである。 
先ず、国連職員になるにはどういう方法があるかということについてお話しする。白石

さんからある程度説明して頂いたので、詳しいことは必要ないかと思うが、採用方法は基

本的には空席公告による募集である。これは伝統的な日本の雇用システム、人事制度と異

なる点である。国際機関という組織は、個々のポストが集まって構成されており、局長か

ら担当官まで、様々なポストがあり、それぞれのポストに就いている職員が存在している。

その中で、いろいろな事情で辞める職員が出てくる場合、即ち、空席が生じた場合には、

その業務を代わって行う人材を募集するという形がとられる。これが空席公告による募集

である。 
具体的には、公告された空席を埋められる、その仕事ならできる、やってみたいという

人が手を挙げて応募するわけである。応募した人が採用されれば、その人は着任したその

日からその仕事ができなければいけないということになる。したがって、空席を埋められ

る人という意味で、即戦力が求められる。これが国際機関における職員採用の原則であり、

若手から幹部に至るまで同様である。 
 即戦力が求められるとなると、どうしても経験の少ない若手は、国際機関に入りにくく

なる。そのために国際機関側も若手職員の採用方法についていろいろ考えている。国連事

務局に限った話では、国連職員採用競争試験がある。先ほど白石さんがお話しされたが、

これは32歳以下の若手を対象とした競争試験である。毎年実施されるが、年により募集分
野が異なる。法律、経済、人権・人道問題など多様な分野での募集があるが、、募集分野が

毎年異なるため、これを目指す方は募集分野に気をつけていただきたい。 
募集分野の中には、法務（リーガル・アフェアーズ）、人権、人道問題などは最近よく出

てくる。ご参考までに、法務についてどのような試験問題が出されているかご紹介するた

めに配布資料に問題例を別添しているので、後でゆっくり見ていただきたい。国連の競争

試験の選考プロセスについては、最初に応募書類の審査が行われ、それに合格した人は論

文試験を受けることとなる。その合格者は面接試験を受け、最終的な合格者は、国連事務

局より具体的なポストをオファーされる。応募から正式に採用されるまでのプロセスは非

常に長いが、毎年日本人の合格者は出ている。ただし、非常に難関であり、毎年の合格者

はだいたい５人以下であるが、昨年は幸いにして８人合格者が出た。これは過去の最高水

準と言われている。国連事務局において法律分野の専門官になってみたいという方は、こ

の試験を目指していただきたいと思う。 
 ここで、アソシエート・エキスパート（ＪＰＯ）の派遣制度について説明しておきたい。
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これについても先ほど白石さんからご紹介いただいたが、これは国際機関の採用試験では

なく、日本政府が行っている制度である。応募資格のうち年齢は応募時点で35歳とされて
いる。日本のほかの先進国、例えばオランダ、デンマーク、ドイツなども行っているプロ

グラムであるが内容はそれぞれの国により異なっている。日本政府の制度においては、将

来国際公務員になりたいという若手の方を試験で選考して、合格者を原則２年間国際機関

に派遣する。その経費は全額日本政府が負担する。いろいろな機関に派遣しているが、法

律の知識や関連の経験が求められる分野にも派遣されている。 
 次に、国連における法律職の仕事についてお話しする。白石さんのお話の中には、法律

の専門分野ばかりの仕事は少ないというお話があったので、ちょっと矛盾に感じられる方

があるかもしれないが、どこの国際機関でも法律の知識とか、法律関係を扱う部署はある。、

特に、法律の専門性を求めている機関と言えば、国連事務局の法務局、そして今日の講演

で中心的なテーマとなっている国連人権高等弁務官事務所がある。これも国連事務局の一

部をなしている。また、国際司法裁判所、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）、世界知
的所有権機関（ＷＩＰＯ）、国際労働機関（ILO）、国連薬物犯罪事務所（UNODC）など、
こうした機関でも、非常に高い法律の専門性を求められる。そのほかユニセフとか国連開

発計画（UＮDP）といった機関でも幅広い多様な人材が求められており、法律を専門に勉
強した方で、UＮDPとかユニセフに入って活躍している方も多くいる。 
先ほど、国際機関のいろいろな部署で法律の知識が求められるとお話ししたが、例えば

人事部門などで、職員規則を改定をするとか、そういった事項については法律の知識が求

められる。国連憲章や国際法の諸規則の解釈とか、そういった仕事においても法律的な知

識が求められる。 
 このように、法律関係の知識というのは、広く求められているものであるということを

頭に入れておいていただきたい。そして国際機関の中では非常に柔軟性が求められるとい

うことも強調しておきたい。例えば、自らの専門に固執し、私はこれが専門なのでこれし

かやりませんという姿勢でいると、ポストがなかなか見つからなくなる。国際機関という

のは日本の人事のローテーション制度とは異なり、その機関で継続して働きたければ自分

でポストを見つけて獲得していかなければいけない。したがって、ポストの選択肢が広け

れば広いほど、その国際機関の中で生き残っていくことができる。そういうことを理解し、

法律の知識はもちろん重要であるが、そのほかにもいろいろな知識を身に付けるべく努力

していただきたい。 
 配布資料にある人権高等弁務官事務所（OHCHR）のP３ポストの空席公告の例の学歴の
ところを見ていただいてもわかるが、例えば、法律とか政治学、社会科学、国際関係論と

なっている。人権担当官になるためには、必ずしも法律学の学歴のみが求められるという

ことではない。広く社会学系の学問なども非常に役に立つかと思う。 
 次に、国連職員として求められる人材についてお話しする。最初に、非常に重いものか

ら挙げると、使命感。白石さんより国連でやりがいのある仕事、国連でしかできない仕事
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についての話があり、また、勤務地としては非常に命をかけた危険なところが多いという

話があったが、そういうところで自分の仕事をやっていく上で支えになるのはやはり使命

感ではないか。国連職員に限らず、どんな仕事でも使命感をもって当たることが望ましい

が、国際公務員の仕事というのは、利潤追求の仕事ではなく、貧困削減とか、地球環境の

改善とか、非常に高い目標に向かって行うものである。、なかなか厳しい職場でもあるので、

強い使命感がないと務まらないという面がある。一番最初に使命感をあげたのは、そうい

う理由からである。 
 次に、語学力。これは当然のことであるが、国際機関は多国籍の人々が集まった組織で

ある。異文化の職員の間で意思疎通がうまくできなければいけない。また、仕事の遂行で

は、その組織内部だけではなく、他の国際機関とか、NGOも含めたいろいろな団体とか、
相手国政府とか、いろいろな相手とやり取りし、交渉したりしなくてはいけない。そうな

るとコミュニケーション能力、即ち、自分の意思をいかに正確に伝えるか、そして、相手

の意見を理解し、いかに交渉して合意をつくっていくかといった、コミュニケーション能

力が求められる。そして、自分の業績を示してポストを獲得していくという世界なので、

プレゼンテーション能力、自分を売り込む能力も必要になる。 
文書作成能力も、コミュニケーション能力に入ると言える。日本の役所も文章を書くと

いう仕事は非常に多いが、それ以上に国際機関では文章を書くという仕事が多いように思

われる。例えば、仕事に関する合意事項等を文書で確認するという文化がある。出張に行

くとミッション・レポート、会議に出れば議事録、オフィスとオフィスとの間のやりとり

のメモランダム、ｅメール、ファックス、そして書簡など、文章を書くという仕事が非常

に多い。それから自分の意見をペーパーにして、主張するという能力も求められる世界で

ある。このように、語学力というのは必ずしも会話能力だけではなく、文書を作成する能

力も非常に求められている。 
英語あるいはフランス語で職務遂行可能なレベルが求められる。ご承知のように国連と

いうのは公用語が６か国語あるが、その中で常用語、ワーキング・ランゲージと言われて

いるのは英語とフランス語である。したがって、英語かフランス語で仕事ができる能力が

必要なのである。そのいずれかで仕事ができる能力がないとやっていけない世界である。

ポストによっては、アラビア語が必要であったり、スペイン語が必要であったりというこ

ともあるが、英語かフランス語で仕事ができるレベルに達していることが最低限必要であ

る。 
 学歴については、修士号以上が求められる。日本では、特に文化系の場合は、就職にあ

たって修士号以上が求められることは少ないと思うが、国際機関の専門職以上となると、

修士号以上の学位がないとなかなか専門性があると認めてもらえない。本日ここにいらっ

しゃる皆さんのほとんどが法律を専門としているので、法律の修士号を取得するというこ

とになると思うが、修士号によってはなかなか国際機関ではポストが見つからないという

ものもある。 
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 海外経験については、特に日本人については、強調しなくてはいけないことである。国

際機関は異文化の人たちとうまくやっていかなければいけない世界なので、海外経験とい

うか、異文化経験がないと、なかなかやっていけない職場である。海外経験というと、第

一に頭に浮かぶのは海外留学であるが、国際機関に入るために、海外留学が絶対に必要だ

とまでは言わない。海外勤務経験とか海外である程度育った経験とか、そういうのも海外

経験に入る。ただし、実情をご紹介すると、今活躍している日本人国連職員の約９割は、

海外留学経験者であろう。国際機関職員の話を聞くと、語学力、特に英語で文章を書く力

などは、留学で身につくが、そのほかにも異文化の人々とうまくやっていく、そういった

能力も身に付くという意味で、海外留学は是非必要だと言い切る人もいるぐらいである。

若い方々で、海外留学をこれからしようという方、あるいは海外経験をどこかで積もうと

考えている方は、語学力や異文化適応の力などを身につける必要があるということもお考

えいただきたい。 
専門性に関連した職務経験については、いろいろ考えられるが、法律に限った話で言え

ば、法律事務所で働いていた経験、あるいは研究所での仕事、そしてNGOでの活動などで
も、応募するポストの関係では高く評価されるものもある。 
 最後に、どのような準備が必要かということをお話しする。先ずは、情報収集、国際機

関にはどういうものがあるのか、それぞれの機関でどういう人材が求められているのか調

べて頂きたい。法律分野の人材を必要とする国際機関というだけでも、かなりいろいろな

機関がある。それぞれの機関で行っている事業も違う。日本国内では国連というと、ユニ

セフとかユネスコの知名度が高いが、国際機関は他にも多数存在する。国際公務員を目指

すに当たって、国際機関にどういうものがあるのか、そして、それぞれの機関がどういっ

た活動をしているのかというのを知ることが、第一歩ではないかと思う。その中で自分の

関心、得意分野に合致するものを見つけ、さらにそこで働いてみてもいいと思うような方

は、ぜひその機関の空席情報などを見ていただきたい。主要国際機関のウエブサイトには

人事センターのホームページからもリンクしている。各機関でどのような人材が求められ

ているかについては、空席情報を見るとわかる。 
きょうは白石さんのお話を伺ったが、国際機関で実際に働いた方々のお話というのは非

常に貴重な情報である。こうした機会を見つけてぜひ国際機関経験者の話を聞いていただ

ければと思う。そして、キャリアプランの形成であるが、国際機関への就職は日本の就職

活動とは違って、大学を出てすぐに採用されるわけではないので、現在学部の学生さんで

あれば、これから修士号をどうするか、職務経験をどうするか考える必要があり、長いプ

ロセスとなる。20代の方だったら今後10年ぐらいはかけてキャリアプランを形成していた
だければいいかと思う。その中で留学とか、海外勤務をどの時点で、またどこで行うかと

いったことを考えていただければ良いと思う。 
そして、国際公務員の資質とか能力については、先ほども話した通り、プレゼンテーシ

ョン能力、リーダーシップ、適応性といったものが非常に求められる。また、チームの一
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員として働ける、人間関係を上手くやっていけるとか、そういう能力も非常に重要である。

国際機関は概して欧米スタイルの組織なので、自己主張を強くすれば良いのではないかと

誤解される方もいるが、やはり人間社会なので、協調性というのも非常に重要である。リ

ーダーシップ、イニシアチブを取ること、更に、社会人として常識的な話であるが、締切

までに仕事を終えるとか、段取り能力といったことも必要である。そのような能力は、学

生時代のクラブ活動とか、その他のいろいろな課外活動でも身に付けられる能力だと思う。

もちろん社会人となるといろいろな分野でそういったスキルが身に付けられると思う。 
国際機関を目指すのであれば、必ずしも専門性ばかりにこだわるだけではなくて、先ほ

ど述べたような能力も磨いてほしい。国連職員もP4、P5レベル以上になってくると、専門
性とか学歴だけでは勝負できない世界になってくる。マネジメント能力というのが非常に

重要になってくるのである。自分の専門分野に関しては、いろいろな仕事があると思うが、

チーム、あるいは事務所を率いたり、いろいろなセクションの長として行った経験などは

非常に重要である。 
そういった能力の向上にもぜひ努めていただきたい。国際公務員になるための準備につ

いて必要なことについては、本日ここである程度簡単にご紹介したが、ぜひ、国際機関人

事センターのホームページを開いて見ていただきたい。その中の情報を一読して更に質問

がある場合には、電話でも、メールでも質問をお寄せ頂ければセンターとして対応する。 
 

・・・・・・・・ 
 

 


