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１．国連創設時の国際関係の座標軸と 

その本質 

  

第二次世界大戦も末期にさしかかった時に、連合

国側特に米国と英国を中心として提唱され始め

た、国際連盟にとってかわる新しい国際平和機関

設立の構想が、１９４３年半ばに到り先ず米国の

イニシアティブにより国連憲章草案の形で提案

された。その時点での新世界機関＝国連の構想は、

国際連盟が機能しなかった反省に端を発する、更

なる世界戦争を防止する目的がその中心に定め

られていた。 

   欧州の中心的存在であった英国は、第一次世

界大戦の教訓が国際連盟を通じて生かされなか

ったという事実に基づき、あくまでも欧州の地 

に於ける戦争の防止をその主要機能に据える構

想を骨子として提案していた。当時の世界の国家

数は６０余りにすぎず、アジア・アフリカの所謂

低開発地域が欧米に支配される植民地であった

という事実は、図らずも欧州間の紛争・戦争は即

ち世界戦争であるという認識に直結している。実

際２０１６年現在の総国家数の約半分にあたる

９０余りのアジア・アフリカの国家が、当時はほ

ぼ全て英国・フランス・ポルトガル・オランダ・

スペイン等の欧州各国の植民地であったという

事実は、図らずも「欧州＝世界」という構図が出

来上がり、欧州間の戦争は即ち世界戦争であると

いう認識に直接結びついていた。 

他方で、米国のルーズベルト大統領は安全保障

の機能に加え、低開発地域への援助等の経済社会

問題を扱う事も重要課題であるとし、米国主唱の

国連にその機能を持たせる方針を打ち出してき

た。その背景には図らずもその当時の世界情勢、

特に連合国を中心とした先進各国間の「行動原理

および国際政治の力学」が浮き彫りにされている。
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国際社会に於ける国家以外の行為主体（アクター）の代表的存在である、政府間国際組織の典

型にして最大の国連に関する研究は、従来から国際機構論としてその目的・構成・機能等に的が

絞られており、又その延長線上での「国連改革」であろう。しかしながら「国際関係」の舞台で

の国連の実相は目的・構成・機能を研究することだけでは探求できない。何故なら国連創設をめ

ぐる諸般の世界情勢に端を発し、以来関係各国の思惑や国際政治力学・経済権益、全人類的課題

への取り組み姿勢の相違等々、国際社会の様々な現象が国連諸機関の存在そのものの根源に深い

影響を与えているからに他ならない。本稿では従って単なる表面上の事象だけではなく、まず国

連創設時の時代背景を観察・分析した上で、国連の本質的側面を分野ごとに責任を持つ国連専門

機関、なかでも国連工業開発機関（United Nations Industrial Development Organization – UNIDO

「注１」）に焦点を当て、設立に到る経緯、特にその外的要因の分析を経て、担当責任分野である

ところの国際経済協力・国際開発援助の主だった視点から国際関係, なかんずく多国間関係の本

質を考察する。 
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米国は１９世紀初頭に端を発する「モンロードク

トリン」の影響等により対外政策で欧州各国とは

一線を画し、結果植民地獲得競争で遅れをとって

いた。新しい世界機関である国連設立・運営にあ

たり、主導権を握ることを通じ可能な限りの影響

力を行使しようという姿勢の裏には、こうした 

米国を取り巻く環境から発した独特な意図が読

み取れる。前述した通り当時は世界各地域に植民

地を有していた英国に比し、米国はフィリピン及

び太平洋上の一部島嶼地域以外には植民地を保

有していなかった。第二次大戦以前からの「門戸

開放」等を旗印にした米国の対外政策が全く異質

の出発点に基づいているのが、国連設立に際して

の立場の相違に結びついてきたものといえる所

以でもある。第二次大戦直後の国際秩序構築に際

し、米国の「巻き返し」の意図が如実に反映され

ているのが、植民地支配を通じた政治的影響力行

使及び経済的利潤追求等の面で遅れ気味であっ

た米国の動機であるといっても過言ではないだ

ろう。このことは後述するが、既知の事実である

ところのソ連を中心とした対共産主義勢力への

対抗策にも勝るとも劣らない、西側自由主義諸国

圏内独自の事情も加味されて国際関係の要素が

働いていたということに他ならない。国連という

国際機関の骨格が築かれ、ソ連邦崩壊後久しくな

りまた BRICS をはじめとする「中進国」の台頭

著しい現在にいたっても、この骨格には基本的に

大きな変化はみられない。 

 他方英国にとって国際機関レベルでの低開発

地域への経済社会援助は、むしろ他の列強による

自国への内政干渉にも結びつくことにもなりか

ねない故、簡単に容認できるものではなかったが、

交渉を重ねる過程で次第に譲歩・歩み寄りを見る

に至り米国原案を基本に原則合意に達していっ

た。 

 米国案を基にした国連憲章草案は、１９４５年

６月２６日には連合国軍加盟国５０ヶ国によっ

て署名され、第１０章の規定により国連に経済開

発・工業化を含めた経済問題を司る機能を持った

経済社会理事会が発足する。 

 

２． 草創期の国際開発援助の骨格と 

その時代背景 

 

 第二次世界大戦終了とともに、大戦中は同盟国

であった１９１７年に誕生したソ連と米・英を軸

にした西側自由主義圏諸国は、その対立の構図を

深めていく。それに伴い欧州地域諸国への影響力

行使、及び自陣営への取り込みの過程で、米国を

中心とした西側戦勝国により、戦災により荒廃し

た諸国への復興援助がその対外政策の優先順位

第一とされ、前面に押し出されることとなった。

以前はなかった新しい概念である開発援助が、本

質的には同盟国援助としてスタートした事の証

左であり、開発援助は「パワーポリティックス」

の産物であり一環であることを現に証明してい

る。１９４７年３月に出されたトルーマン・ドク

トリンは先ずギリシャ及びトルコに対して、軍

事・経済支援を行うことを明記しており「注２」、

そうすることによって、共産主義の脅威から自由

主義圏諸国を守る一策とした。英国がもはやソ連

に対抗しうる力を持ち合わせなかったことから、

米国は更に西欧地域に於ける共産主義封じ込め

強化策の一環として、この地域諸国の経済復興に

乗り出す。これはまぎれもなく、経済危機・破綻

が共産主義の温床を造成するという共産主義本

来のイデオロギーに根ざしたものでもある。この

発想・思想は後年アフリカ・アジアの旧植民地が

独立を果たした後も、継続して応用されている。

この対西欧経済援助は「マーシャルプラン」とし

て広く世に知られることになるが、これこそが

「国際開発援助」の発祥であると言っても過言で

はない。 

 国連とは別に国際金融機関である Inter- 

national Bank for Reconstruction and 

Development - IBRD (国際復興開発銀行)が 

International Monetary Fund—IMF (国際通貨基

金)とともに１９４６年に設立されたが、当初は

戦後復興をその業務の中核となし、米国によるイ

ニシアティブのもと、米国が中心になった、主と
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して米国の同盟国を受益対象とした活動に終始

してきた。 

 

３．国際開発援助の低開発地域 

（発展途上国）への拡大 

—国際関係の行為主体（アクター）拡大 

 

 マーシャルプラン実施中の１９４９年１月、米

国トルーマン大統領は自身の就任演説（大統領任

期２期目）中そのポイント・フォーで、人道的見

地からも低開発地域への技術協力が欠くべから

ざるものであると呼びかけた。この提案を基幹と

して国連内に「Expanded Programme of 

Technical  Assistance – 拡大技術援助計画」

を設立することが経済社会理事会を通し総会で

承認され「注３」、国連初の開発援助を専門とする

機能が発足することになる。のちにこの「拡大技

術援助計画」がもとになり United Nations 

Development Programme – UNDP (国連開発

計画)が設立されることになる。国連開発計画総

裁は選挙によってではなく、国連事務総長による

任命という形をとっており、代々米国籍あるいは

その同盟国出身者が その職に就いている。上述

した一連の過程は国連という中立・普遍の国際機

関による開発援助が、実は米国の対外政策の直接

の影響下にあるといわれている所以でもある。こ

のことは後述するケネディー大統領提唱の「国連

開発の１０年」（UN Decade for Development)

と相まって、いかにして国際開発援助が米国の世

界戦略に組み込まれていったかの事実を如実に

物語っている。 

 さて欧州に於けるアングロサクソン系国家の

盟邦、英国も１９５０年にコロンボ・プランを立

ち上げ、その頃既に独立を果たしつつあった、ア

ジア地域の旧英国植民地諸国を中心とした発展

途上国に支援を行うに至った。これによりアジア

を中心とした旧英国領の国々との新たなかかわ

りの礎を築きあげることになった。 

 １９４０年代より起こった民族自決・国民国家

の概念に沿った一連の動きが、アジアの旧英国・

フランス・オランダ等の植民地において大きくな

り、宗主国の支配から脱して独立を達成すること

になった。アジアに続きアフリカ地域に於いても

１９５６年のスーダンを皮切りに、翌１９５７年

のガーナを経て、１９６０年代前半には、独立運

動がその頂点に達し殆どの国が独立を達成した。

その過程の中、先進工業国と低開発地域との関係

が、社会・経済の格差から生じる諸問題の総称と

して取沙汰されるようになったことは、既に存在

していた東西問題とともに南北問題という呼称

の下に、当時の世界情勢の座標軸としてあつかわ

れる新しい視点を提供することになり、発展途上

国の開発問題が国際政治の力学の重要な構成要

素となり、国際関係に重要な位置を占めるように

なっていく。 

 

４．国際開発援助の地球規模拡大  

— 国際経済協力概念の勃興 

   

 米国のケネディー大統領が就任した１９６０

年代初頭は、東西冷戦が激しさを増し、又発展途

上国独立の波がアフリカに押し寄せた時でもあ

った。ケネディー大統領は、１９６１年９月の第

１６回国連総会に於いて、１９６０年代を「国連

開発の１０年」とすることを提案し採択された

「注４」。「国連開発の１０年」の最終年に発展途

上国全体の経済成長率を５％引き上げること等

がその骨子に盛り込まれ、開発問題が途上国だけ

ではなく、先進工業国をも含めた、いな先進国こ

そが取り組んでいくべき共通の課題として位置

づけられていくことになる。この「国連開発の１

０年」は１９７０年代に「第二次国連開発の１０

年」、１９８０年代には「第三次国連開発の１０

年」と延長されることになる。 

 「国連開発の１０年」が実行に移された当時は、

欧米で主流だった「トリクルダウン」仮説がまと

もに信じられていた時代で、国民所得の増加こそ

が開発の基本であると言われており、開発の結果

経済が成長すれば、富裕層から次第に低所得者層

に富が分配されていく、という図式がその根幹に
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あった。その支柱はケネディー大統領の経済担当

ブレーンであったロストウによる「近代化論」で

あり、原始的農業に依存している発展途上国に工

業化をもたらし、それによって社会構造を変化発

展させ近代化を図るというものであった。全ての

発展途上国は、欧米モデルの「高度大衆消費社会」

を目指すべきであるとの考えで、そのためには欧

米が経験してきた、大量投資・工業化による近代

化プロセスを模倣すべきであるとの理論に基づ

いている。ここに至って「近代化論」に端を発す

る資本集約型の「工業化」への移行プロセスに最

も必要となってくる大量資本投下・技術移転促進

等を、技術協力と程よく調和させた形で、伝統

的・原始的農業依存が中心であった、アフリカ・

アジア等の途上国に効率よく開発援助を行うた

めの中立・普遍の国連専門機関の必要性が論じら

れるようになる。 

 

５．国際社会の要請—中立・普遍の 

経済開発担当国連専門機関設立 

 

 前章で言及した米国発祥の「近代化論」は、も

ともとは欧州の産業革命にその端を発する、植民

地経営をも含めた欧米式資本集約型経済発展の

流れに則った発展の図式であった。従って当然の

ことながら当時の発展途上国が置かれた立場を

無視したものになり、その実効性に疑問をさし挟

む意見もあった。しかしその実効性如何に関わら

ず当時の経済開発モデルの主流をなし続けてい

たのは事実であり、社会主義計画経済を標榜する

共産主義陣営に対抗するためにも、当時独立間も

なかったアフリカの新興国及びアジアの後発発

展途上国への援助の中心的バックボーンをなし

ていた。筆者が UNIDO で最初に赴任したのはア

フリカ・リベリア共和国であったが、当時１９８

０年代半ばになっても、欧米各国の二国間経済開

発協力の骨格に「近代化論」が応用され、欧米の

模倣をすることによって近代化を図ることがで

きるとされていた。 

 このような背景のもと、近代化論に強く依拠し

た「第一次国連開発の１０年」は、実際先進各国

の援助の著しい増大をみることになり、初期の目

標であった発展途上国の成長率５％をうわまわ

る５.１％（年率換算）「注５」を達成することに

なる。発展途上国に於いては、しかしながら成長

の恩恵はごく一部の富裕層に留まり、むしろ貧困

層の拡大を見ることにもなり、高度経済成長期に

あった先進工業各国との経済格差は広まる一方

であったが、それが明白になったのは、後に１９

７０年代に入ってからであった。「第一次国連開

発の１０年」では、全体の GDP 目標成長率は設

定されたが、一人当たりの目標成長率は言及され

なかった。これは正にトリクルダウン仮説を前提

とした「近代化論」が暗黙の了解として受け入れ

られていた証左と言える。国連ニューヨーク本部

内に設置された「工業開発センター（Industrial 

Development Centre)）を発展解消し、経済社会

理事会の下に工業開発を専門とする機関を設立

する動きが加速したのは、正にこの米国ケネディ

ー大統領主唱による「国連開発の１０年」の直接

の産物としておこってきたことでもある。そして

それはまた、トリクルダウン仮説を基幹にした、

産業革命以来の西欧資本主義社会の経済発展プ

ロセスをモデルとした、国連工業開発機関 

UNIDO の誕生へと繋がっていくことになる。 

一方でアフリカ・アジアの諸国が独立を達成した

直後にその成長・発展を促進する目的で、国際社

会全体が「途上国援助」という命題を確認し合っ

たが、他方では東西冷戦が日増しにその深刻さを

増してきた時代の産物でもあることは、忘れられ

てはいけない明白な事実である。UNIDO はそう

いった時代背景のもと、１９６６年に第２１回国

連総会に於いて承認された。中立・普遍であるべ

き国連機関 UNIDO 設立は、正に南北問題ととも

に、東西問題が座標軸として交差したうえに成り

立っていた所以でもある。 

 

６．UNIDO の任務・役割 
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 前述した「UNIDO の前身、国連工業開発セン

ター（Industrial Development Centre）」は工

業開発、経済成長等の分析、情報発信・共有、及

び上記関連の超国家・地域の国際レベル議論の場

を提供する等の規範的機能に徹していたが、第２

１回国連総会に於いて採択・承認・設立された

UNIDO は、技術協力を含めた実際のオペレーシ

ョンをも含有する包括的工業開発及び国際経済

協力という、国際経済成長のための機能を有する

普遍的国際機関として設立された。 

 

UNIDO の主要任務は以下のとおりである： 

「The primary objective of the organization 

shall be the promotion and acceleration of 

industrial development in the developing 

countries with a view to assisting in the 

establishment of a new international economic 

order. The organization shall also promote 

industrial development and cooperation on 

global, regional and national, as well as on 

sectoral levels.」「注６」 

 

 世界的な高度経済成長期の時代にあって、先進

各国と独立後日の浅い発展途上国との経済格差

は広まる一方であった時代である。「近代化論」

に依拠した製造工業促進による生産性向上を中

心とする工業発展の更なる加速を引き続き押し

進め、それに加えて１９７０年代に興った従属理

論に代表される、先進国に有利な状況を途上国側

の立場から改善するべく、その論理構成に依拠さ

れた「新国際経済秩序」も強調されている。 

  上記主要任務は、時代の変遷とともに随時修正

が加えられ、２０１３年以降は以下の通りとな

る： 

「The primary objective of the Organization is 

the promotion of inclusive and sustainable 

industrial development in the developing 

countries and economies in transition. To this 

end, UNIDO also promotes cooperation on the 

global, regional, national and sectorial levels.」

「注７」 

 

 高度成長期に終止符が打たれ、世界的な経済停

滞とともに、深刻な環境問題、及びエネルギー問

題にも留意した「環境に優しい持続可能な産業開

発」が世界共通の課題となり、また旧共産圏諸国

の資本主義経済体制への速やかな移行への支援

が、重要な案件となっていることに、その論拠を

求めている。 

 ここで特筆されるべきことは、UNIDO が中

立・普遍の多国間・国際機関であるということで、

全ての加盟国に対しての「イコール平等原則」が

堅持されねばならないということである。発展途

上国のための国際コンセンサスがその活動の底

流にあるとは言え、分担金上位拠出国は全て先進

工業国である。一方第二次大戦後の国際秩序、例

えば東西冷戦を含めた国際政治力学、また「近代

化論」に代表される先進工業国中心の経済秩序と

の関連等では、国際機関を通じた多国間協力と各

国の二国間協力との根本的な相違が現出する。こ

れについては下段 8.2 で詳述する。 

 更に、「…promotes cooperation on the global, 

regional, national and sectoral levels」に示され

るように、世界的、地域的、国家的規模、及び分

野別協力促進機能は、正に各国政府開発援助の枠

組みでは困難を伴う、中立・普遍の国連機関なら

ではの活動形態である。この点についても下段で

詳しく述べる。 

 

７.   国際関係と国連 UNIDO との連関 

 

７.１ 実勢を反映しない国連憲章とUNIDO加盟国

「リスト」 

 国連憲章第５３、７７章及び第１０７条は、国

連創 立当初、旧枢軸国と言われた国々を対象と

している所謂「敵国条項」を含むものであり、日

本・ドイツが含まれる。この「敵国条項」は未だ

改編・削除されていない故（削除を決意する旨の

決議は１９９５年に採択された）、日本・ドイツ
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は法的解釈によれば「国連創立当初の加盟国＝連

合国」に対する「敵国」の状態にある。現実的観

点からはこの条文は死文化していると言う意見

もあるが、現に旧ソ連は第１０７条に則って「北

方領土」返還を拒否した経緯もあり、「敵国条項」

の扱いは今後の国際社会、特に日本のあり方に大

きな意味を持つ。UNIDO は国際法上独立した国

連専門機関であるが、国連憲章の効力下にあるの

は言うまでもない。従って国際法上の観点から、

UNIDO においても日本・ドイツは敵国であると

いうことを「否定」はできない状態が未だ継続し

ている。 

 さて UNIDO の加盟国は、必ず A・B・C・D

のいずれかのリストに登録されることになって

いる（国連総会決議第２１５２号 – 

A/RES/2152-XXI)。 

             

 

図１ (２０１４年) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A   A グループ   B  B グループ  C  C グループ  D D グループ  N 旧加盟国 N  未所属 

 

上掲図１は加盟国の地域グループを表す地図

であるが、A グループはアジア・アフリカグルー

プ、B グループは、WEOG グループ、C グルー

プはラテンアメリカ・カリブ、そして D は東中

欧（旧共産圏諸国）グループである。米国・カナ

ダ・オーストラリアは１９９６−１９９７年に

UNIDO より脱退しているが、本来 B の WEOG

グループに所属する。トゥルクメニスタンは A ア

ジア・アフリカグループに所属すべき国ではある

が、実際は未所属になっている。さてこの加盟国

リストは国連初期の世界勢力図が基になってい

る。即ち A アジア・アフリカグループは、国連創

立当初はほぼ全て、欧米の植民地であった国々

（当時の呼称はアジア・アフリカ低開発地域）で

あり、D グループは全て旧共産主義諸国である。

またアフリカ大陸北部のアラブ圏アフリカ各国

とサハラ以南「サブ・サハラ」アフリカ各国との

同一化等、この「グループ化」が果たして実勢を

反映しているものかどうか。UNIDO 内外におい

ては、本件に関する議論は未だ興っていない。筆

者は長らくOECD/DAC国＝先進国に責任を持つ

職務にあった経験などから作業部会・理事会・総

会等を通じ、また UNIDO を脱退及び脱退通告

（憲章規定により、脱退通告の翌年１２月３１日

に加盟から離脱・脱退した主要先進国＝旧植民地

支配国の「現実」を見るにつけ、こういった国際
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政治力学に基づいた「既成事実化」が如何に危険

なものなのかを体験してきた。早期の改革が必要

とされる。 

 

７.２  主要行為主体（アクター）としての多国

間機関と国家機関及び民間組織  

  UNIDOに限らず国際機関には加盟国政府を筆

頭に、種々雑多な国家・団体・組織・個人が参加

する。その中には政策決定事項に関する議決権を

持つ加盟国があり、オブザーバー資格を持つ非加

盟国・ 国際法主体である団体があり、また

UNIDO の活動に直接・間接に関わる国家・団体・

組織・企業・個人等様々な形態の「参加者」があ

る。それらにはそれぞれの行動の様々な「動機」

があり、「貢献」による「還元の期待」がある。「還

元なきところ貢献なし」が広く言われるのは是非

はともかくとして当然のことといえよう。ではこ

の参加者はいかなる背景の下に UNIDO に「参加」

するのか。まず UNIDO の「究極」の目的と「直

接」の目的を以下に記す。  

 

 

 

 

 

  

 

UNIDO に関わる団体・組織を大きく分けて加

盟国政府と民間営利企業に統一する。加盟国政府

はそれぞれに受益国、或は先進工業国としての立

場があり、それに則って各々の国益を追求する。

また、民間営利企業は、当然のことながら利潤追

求をその行動原理とする。以下にそれぞれの組織

の特徴をまとめる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

UNIDO の任務の一つであるところの「国際経

済協力」は基本的には上表の「行動原理」・「貢献」

の応用の現実であり、それは国際政治の力学によ

って作用しているといっても過言ではない。先進

各国の政府開発援助 ODA は基本的には二国間協

力であり、先進ドナー国の利益追求がその出発点

とならざるを得ないのは自明の理である。そこで

は先進ドナー国の納税者の税金が使われ、安全保

障・経済商業利益・自国文化推進・軍事の優位性

等々、様々な分野での自国の利益に繋がる行動原

理が働く。従って途上国開発・発展という本来の

目的から乖離する状況が多く発生する。国連機関

表１UNIDO の目的 

究極目的 世界の開発・発展に関する、国連総会および UNIDO 総会に基づいた決議・決定の沿革に

従い、国連開発アジェンダの目的を遂行、世界の発展・繁栄に寄与する。 

直接目的 上記枠組みのもとに、加盟国の産業・工業開発能力を高めることに貢献する。 

出典：筆者作成 

表２UNIDO 参加者の行動原理と貢献 

 行動原理 貢献の一次的形態 

加盟国政府（先進国＝非受益

国） 

自国の；政治、外交、経済発

展、社会、軍事、文化促進等 

自国の外国直接投資の流れを受益国に向

けて促進する下地を創造・推進 

民間営利企業 自社の；利潤追求＝投資・企

業活動の最大効果実現に資

する商業諸活動 

受益国の雇用・技術移転促進・生産能力

向上等を、先進国と途上国の民間企業関

係発展等を通して創造・推進 

UNIDO  中立普遍の立ち位置から；発

展途上国の国民の生活向上

を目的とした自助能力向上

を図る。（先進国の財・物・

人の最適利用） 

工業発展の基盤整備の為の関連制度・組

織・人材・枠組み等を育成、究極的に外

国直接投資を呼び込める環境を構築 

出典：筆者作成 
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UNIDO の目的 は発展途上国・移行経済国の開

発・発展であるが故に、目的完遂のための先進工

業各国との協力が不可欠になる。従ってその活動

は、全般的に先進各国の視点から見た国益にもか

なっていなければならない。 

 

７.３ UNIDO 事務局長の国籍に関する考察 

 UNIDO 事務局長の出身国籍は初代より、エジ

プト、アルジェリア、フィリピン、メキシコ、ア

ルジェンチン、シェラレオネ及び中華人民共和国

であるが、この国々は全て発展途上国であり、援

助受益国である。中華人民共和国については、意

見が分かれるところかもしれないが、

OECD/DAC メンバーであるか否かという「先進

国の定義」からしてみるならば、発展途上国であ

り援助受益国であるという事実は現在まで変わ

らない。これはいうまでもなく、国連 UNIDO は、

発展途上国の産業・工業開発をその使命としてい

るという事実に発祥している。活動の対象が発展

途上国であり、発展途上国の事情に精通、国際社

会の理解を得られる説得力を有している等の条

件が取沙汰されるのが常である。だが、国際開発

援助が、実は国際経済協力であり、国際経済協力

は本質的には国際政治力学の法則によって動い

ている、であるとするならば、事務局長の職務を

こなすのに最も適任であるとされるのは、果たし

て発展途上国出身者であるだろうか。国連という

所では、物事全てが白黒のはっきりしない「グレ

ーゾーン」に属するというのが通説となっている。

従って公共の場に於いての本事項についての議

論には困難が伴う。しかしながらグローバル化の

現在、問題提起がはかられねばならないのは時間

の問題であろう。 

 

７.４ 日本の役割と貢献及び人的資源に関する

考察 

  UNIDO において日本が加盟１７１カ国中分

担金最大拠出国であるという状況は、１９９６年

の米国脱退以降、今日まで続いている。国連機関

で日本国が筆頭拠出国であるのは UNIDO だけ

である。言い換えれば、多額の日本の納税者の税

金が、日本政府を経由して UNIDO に拠出され使

われている訳である。拠出金の使途は本部経費で

あり、途上国オフィスの経費であり、職員の給料

であり、事業の資金であり、といった様々な用途

に仕向けられる。日本国内ではこれらは所謂多国

間協力目的拠出金として位置づけられ、二国間協

力と一線を画している。先進各国の近年の傾向は、

多国間協力は縮小、二国間協力は維持ないしは拡

大の方向にある。多国間協力目的よりは二国間協

力目的の方が、「国益」に直結しやすいという当

該政府内での一般の了解があるからであるが、果

たして本当にそうなのだろうか。むしろ多国間協

力の方が、拠出国の「色」が不鮮明であり、他の

先進各国との協調を通した政治力行使をも可能

ならしめ、悪評名高い欧米の旧植民地宗主国の

「新植民地主義」、及びそれに準ずる中華人民共

和国の現在の姿勢と一線を画すことができ、かつ

自然体の発展途上国に対する影響力行使ができ

るのではなかろうか。これにはしかし、日本の弱

点の一つである、中長期の視点からの戦略思考が

不可欠になる。そもそも産業・工業開発とは中長

期での取り組みが求められる分野であり、結果が

出る迄に１０年２０年以上かかるのは常識であ

る。これが UNIDO の専門領域と他の国連専門機

関の領域、例えば一日にして結果を得られる

UNICEF・UNHCR・WHO 等との違いではなか

ろうか。これら諸機関の活動は、実際「今日行っ

たことは、明日その結果が見えてくる」といえる

ものである。よく知られている UNICEF の募金

活動を通した学校建設、UNHCR の難民に食料・

医療・住居を供給する活動、そして WHO による

疫病予防活動等は実に短期間でその効果が現れ

る。そこでは加盟国の、短期間での国益増加の意

図を反映させることができる。 

 日本を含めた主要先進国からは分担金に限ら

ず事業資金となる任意拠出金も拠出されている

が、ここで常に取沙汰されるのが「金を出すが口

も出す」に対する「金は出すが口は出さない」で

あろう。これをしかし、単なる UNIDO 絡みの一
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現象として捉えるべきではないというのが正し

い見方と言える。国連機関に於いて日本国は現在

のところ、米国が加盟している機関では、米国に

続く第２の高額拠出国であり、UNIDO のように

米国不在の機関に於いては最大拠出国である。日

本は理論上、影響力行使及びリーダーシップを発

揮する最適なポジションにあり、種々の政策決定

事項でキャスティングボートを握る立場にある

と言える。国連機関という舞台での加盟国の役割

についての言及をする場合、その加盟国が何を根

拠にどの立ち位置にあるのか、そして実際どうい

う貢献がどの経路を辿り、何を目的として行われ

るのか等々、数々の要素を吟味する必要があるの

は周知の事実である。そこに見え隠れするのはし

かしながら国際政治の力学である。UNIDO は産

業・工業開発を担う国連専門機関であり、国連内

では他の国連専門機関と同じくその専門領域に

責任をもつ。そしてその加盟国は専門領域の枠内

での参加をするというのが、一般の了解だが、実

際はその逆ではなかろうか。即ち加盟国は各々の

行動原理のもと、国連各機関の舞台を利用、国益

にかなう場面を創出していく作業をする。

UNIDOの舞台では中長期の国家戦略に基づいて、

UNIDOを利用しつつ自国の国益をかなえる為の

作業をしていく。これが日本に欠けていると感じ

るのは筆者だけだろうか。 

 さて米国脱退以前もそれ以降も、分担金比率を

中心に規定される、専門職正規職員対象の「出身

国別適正職員数」に関しては、日本国籍の職員は

その約半分にも満たない。実はこの状況は１９５

６年の日本の国連加盟以来現在に到るまでの全

期間に亘って、ほぼ全国連機関に於ける常態であ

るといっても過言ではない。原因の詳細な分析に

ついては、いろいろな要因が絡み合ってくること

もあり、また本稿の趣旨からはいささか逸脱する

ので、ここで取り上げることはしない。だが１点

だけあげるならば、１９５６年当時、創設メンバ

ーであった他の主要国に比し１１年の遅れを伴

って国連に加盟した「第二次世界大戦の敗戦国」

日本が、出遅れの状態を引きずってきている、と

いう見方は当たらずも遠からずと言えよう。国連

機関による差はみとめられるが、あえて言及する

ならば、第二次世界大戦の戦勝国及び当時その支

配下にあった旧植民地国出身者は現在でも、適正

職員数を超過しているケースがままみられる。言

ってみれば第二次世界大戦終了時の国際秩序が、

以来連続して存在しているといっても過言では

ない状況にある。UNIDO 然りである。前述した

通り、これ以上の分析は本稿の趣旨を逸脱しかね

ない故控えることとする。 

 

８. UNIDO の機能に見る国際関係の考察 

 

８.１  投資と国際関係 

 「投資」は開発・発展にとっては決定的な意味

を持つ、必要不可欠かつ最重要要素であるだけで

はなく、とりわけ外国直接投資は多くの場合、国

家間・地域間の関係に決定的な影響を与える要因

となる。そこでここでは本質的な「何故国際社会

において国連 UNIDO が投資を扱うのか」という

基本的命題に触れることによって、多国間国際機

関である中立・普遍の国連 UNIDO と、投資との

関連を国際関係の観点からも考察する。 

 投資が開発・発展に必要不可欠な決定的要素を

持ち合わせるという認識は、他の国連機関にも浸

透しており、国際社会一般の共通事項であるとい

える。 国連及び世界銀行グループ諸機関では、

各々のマンデートの許す範囲内で投資の題材に

取り組んでおり、逐次協議を重ね重複を避けつつ、

最大効果を発揮すべく努力している。表３は主な

国際機関（国際金融機関を含める）の投資促進関

係活動を、マクロ関連分野から捉えた機能を簡潔

にまとめたものである。 

 

 

 

 

表３ 関連国際機関の「投資」への取り組み 
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表３ 関連国際機関の「投資」への取組 

 

 

 

 

 

 

 

国際機関である UNIDO として「投資」をどの

角度から見て設定していくかについては、設立以

来幾度もの発展・変遷を経て現在に到っている。 

下記表４にその主な取り組みを簡単にまとめ

てみた。 

  

表 ４UNIDO の投資関連事業への取り組み 

 

 世界情勢 経済ファクター 主な投資関係への取り組

み 

投資の位置づ

け 

1966-1970s 東西冷戦・南北

問題 

高度経済成長期   

1973 同上 同上 世銀の借款補完技術協力

プログラム： 

産業調査・研究； 

投資前調査 F/S； 

投資プロジェクト評価 

世銀の借款供

与との連携を

通じて、製造工

業育成に不可

欠な投資を促

進 

1976 同上 同上 投資協力計画課設立： 

投資案件・パートナー発

掘、投資会議開催； 

世銀との協力に世銀融資

案件の発掘等を含める； 

投資促進事務所を先進各

国に設立 

民間投資を直

接支援 

1981 同上 同上 投資協力計画部への昇

格・拡大： 

世銀との共同活動に研

修・人材育成を追加； 

UNDP との協力協定； 

 

投資関係（投資

促進庁など）の

人材育成分野

への参画； 

国際機関間の

協力促進 

1983 同上 中所得国(MICs)

の台頭 

直接投資促進ソフトウェ

ア COMFAR、INPRIS 開発・

販売 

民間直接投資

分野への側面

支援参入 

1986 同上 同上 産業投資局への昇格： 

活動の地域ごとの区分； 

投資案件発掘形成課、投資

促進課、協力促進課 

民間直接投資

分野への直接

参入 

1989-1991 東西冷戦終焉・

ソ連邦崩壊 

世界経済停滞期

への移行 

同上 同上 

UNCTAD 投資政策レヴュー；法制度改革提言；二国間投資条約提言；投資調査；部門別投資提言 

MIGA 各国投資促進庁の枠組み提言；オンライン投資促進支援及び情報網促進；投資家向け戦

略調査 

IFC インセンティブ分析；投資障害要因分析；投資調査一般 

出典：ジュネーブ国連欧州本部に於ける筆者プレゼンテーション資料から筆者自身が更に簡約 
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出典：筆者作成プレゼンテーション資料のまとめ 

 

１９７３年に、UNIDO と世銀（IBRD)との間

に協定は結ばれ、世銀の融資プログラムの補完と

いう観点から、投資の円滑な促進を目的とした技

術協力活動がはじめられた。この時代の世界情勢

は東西冷戦・南北問題を基軸に、世界経済はあく

までも製造工業奨励・促進による国民所得増加と

いう西側自由主義圏諸国、とりわけ欧米主唱の

「近代化論」がいまだ主流であった。時を経て、

東西冷戦の終焉、新独立国家誕生、欧州連合発足、

アフリカ・中東等の不安定要素の拡大、テロリズ

ムの伸張等々の政治状況の変化に、経済の要素が

連動する動きが加速され、それに付随するがごと

く UNIDO の投資関連活動も変化してきた。 

UNIDO は中立・普遍の国際機関国連で国際経済

開発・発展に責任を持つ国連専門機関である。そ

の任務の第一は言わずとも知れた、各国政府・機

関、民間諸機関・営利企業等には不可能もしくは

困難をともなう、特定の国家または企業・団体等

の営利目的に資しない中立・普遍の活動であるこ

とには、いささかの疑問を差し挟む余地もない。

投資の実際の「アクター」即ち投資家・企業等は、

実に細かい投資関連情報を収集・検索し、投資対

象を模索・選定していく。そこでは各国の有り余

る数の投資関連機関・組織・企業・個人が公開・

非公開の形で活動し、切磋琢磨しながら競争して

いる。彼らはこの分野に専門・特化された団体・

組織・個人である。中立・普遍の国際機関が、そ

の「専門家」である彼らの領域に足を踏み入れる

べきなのか、あるいはそうすることができるもの

なのか。答えは非常に明確な「ノー」であろう。

表４にある通り、UNIDO でも「近代化論」華や

かなりし頃、また世界的高度成長期、それどころ

1994 同上・新独立国

家誕生に伴う、

紛争・内戦（旧

ユーゴスラヴィ

ア等の欧州、モ

ザンビーク・ア

ンゴラ・リベリ

ア・シェラレオ

ネ等のアフリカ

地域） 

世界経済停滞; 

日本経済沈滞 

投資・技術移転促進局へ機

構改編： 

投資促進機能と技術移転

促進機能を統合； 

政策支援、組織・企業強化

機能への協力移行； 

在先進国の投資促進事務

所の機能継続 

 

UNIDO 内組織改編

の動き； 

先進加盟国に於

ける UNIDO 投資

促進活動には変

化なし 

1998 同上 同上 投資・技術移転促進局の新

戦略移行： 

中心的活動の能力開発関

連事業-Capacity Building

への移行; 

投資の技術を別離、相互補

完作用として捉える 

UNIDO 内更なる組

織改編；先進加盟

国における UNIDO

投資促進活動に

は変化なし 

2004 欧州安定、アフ

リカ・中東の不

安定要素拡大 

欧州連合に伴う

経済圏拡大 

UNIDO・UNDP 間民間部門育

成協力協定： 

民間部門育成部設立； 

直接投資支援関係活動中

止； 

投資環境整備関連活動へ

の移行 

投資を民間部門

育成の一部とし

て捉える； 

中立・普遍の国連

機関の役割の見

直し 

2009 同上 経済のグローバ

ル化の急激な変

化 

UNIDO 投資・技術移転促進

局廃止 

投資関連事業の

民間育成部門へ

の一本化 
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か世界の状況が一変した最近年に到る迄、民間企

業と見間違う程の投資関連事業を展開していた。

何故それが中立・普遍の国連機関に求められたの

だろうか。        

 一方で投資の実際の「アクター」が投資の決定

を下せないところには、必ず何かしらの問題・障

害・障壁があるから投資ができないでいる、とい

うのが現実である。潜在被投資各国の政治家等が

「投資インセンティブを改訂した、投資に有利な

税体系にした、タックス・ホリデーを延長した、

インフラを発展させた、投資促進庁を改編した」、

等々と吹聴しても投資が起こらないところには、

おこらない。自由主義市場経済の自然の法則が働

くからである。「投資」とは卑近な例をとるなら

ば、 投資関連情報収集に始まり、潜在被投資国

への渡航に必要な入国査証・労働許可取得・土地

取得手続き・投資関連法律の明確さ、被投資国の

政府関連機関の存在等々の制度・法的枠組み、そ

して物理的・制度的インフラの整備の有無、産業

レベル、教育レベル、言語・共通の意識の有無等

の文化人類学的要素等をも含めた、非常に広範な

範囲での事象全てを網羅したものである。単に投

資案件及び関心の有無、被投資国の政治家等が吹

聴しておこるものでは決してない。今日の自由主

義市場経済のもとでは、投資は「おこるべき所で

はおこる」のであって、それは市場主義の法則に

則って自然におこる現象である。これを踏まえて

原点に立ち返るならば、自ずと中立・普遍の国連

機関の役割が明確になってくる。 

 国連として携わるべき領域とは、各国の団体・

組織・企業・個人等には不可能あるいは非常な困

難が伴う領域、投資という領域で言うならば、「こ

こ迄もっていけば、自然に投資がおこる」、とい

うところ迄の領域、即ち投資の環境整備、制度の

インフラ整備、投資関係組織の設立・改編・強化

などである。これは筆者自らが主宰した度重なる

国際会議・円卓会議・ワークショップ等々で実際

に投資に携わる投資家、企業等の声を直接反映し

たものである。彼ら投資家から見れば、何も国連

に投資案件を発掘・形成してもらわなくとも、自

身の手で十二分にこなせるからである。他方環境

整備、制度的インフラ整備、関連組織設立・改編・

強化等は、投資家・企業には到底及ばない領域で

ある。彼らは投資をできるところで、投資をした

いのであって、投資の条件を整えるのは彼らの仕

事ではないし、彼らにはできない。このように整

理していくと、中立・普遍の国連 UNIDO に求め

られ、期待されるのは何かというのが自ずから分

かってこようというものである。 

 「中立・普遍」とは、あくまでも特定の国家・

および国家グループの立ち位置・利害関係に影響

されることなく、すべての加盟国に等距離で接す

ることである。この論拠を経て行き着くところは、

即ち「近代化論」及びそれに端を発する「トリク

ルダウン理論」の法則に則って展開された

UNIDO の投資関連事業が、実はある特定の加盟

国・加盟国グループの論拠に基づいた力関係の上

に成り立っていたということではないだろうか。

上述のようにこの経済発展理論は東側社会主義

諸国には、採り入れられないものであった。この

事実は即ち、発展途上国が自ずと西側自由主義諸

国の影響下におかれる可能性が模索されていた

ことを示唆している。即ち西側主要国の関心が反

映される構図が自ずと構築されていたとも言え

よう。 

 

８.２ 多国間協力 – multilateral と二国間協

力 – bilateral 

 UNIDO では東西冷戦終焉後、複数の先進加盟

国との共同事業を行ってきた。国連 UNIDO の

「マルチ」に対して、加盟国の「バイ」という位

置づけのもとに「マルチ・バイ」のスキームを施

した協力体制である。筆者がこのスキームの責任

者であったことから、主な事例は筆者が管轄して

いた加盟国との間に見られる。即ち、日本・英国・

デンマーク等であるが、下記に日本国の ODA 事

業と UNIDO 技術協力との所謂「マルチ・バイ協

力」のうち、ODA 白書等で公に公刊された５例

をあげる。 
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表５  UNIDO/日本 マルチ・バイ協力プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

 

 

「マルチ・バイ」協力に関しては上記以外にも

多数の案件があるが、日本国の ODA 白書に記述

されているという観点から、本章で言及するのは

この日本との５例にとどめる。これらは全て先進

加盟国政府、UNIDO 及び受益国との間の３者間

協力 – Tripartite Cooperation であるが、

UNIDO はこ 

 

 

のスキームに更に先進工業国の民間企業を加え

た、４者間協力の枠組みを組み立て、協力案件を

形成・ 

実施してきた。中立・普遍とされる国連機関がど

こまで特定の先進工業国政府及びその民間「営利」

企業との協力を促進してゆくべきかの議論は随

案件名 日本政府 ODA 活

動 

当時の状況 

 

UNIDO の活動 日本側の視点からの協力

の意義 

セネガル水産加

工業開発・促進

事業 

開発協力案件 - 

投資前調査(F/S 

- Feasibility 

Study) 

F/S 終了後、 技

術協力の必要性

認められるも活

動拡大が不可能 

日本政府作成の

F/S を基に技術

協力案件作成・

実施 

日本政府 ODA の弱点（単

年度予算方式の特徴）を

UNIDO が補い、日本実施

の F/S を活用して技術協

力を実施、F/S の実際の

効果が上がり日本に対す

る評価もあがる 

スリランカ中期

経済開発計画 

技術協力案件 – 

スリランカ中期

経済開発計画 

経済開発計画書

の段階で終了 

 

経済開発計画を

活用し、実際の

技術協力案件策

定・実施 

日本政府 ODA の弱点（単

年度予算方式の特徴）を

UNIDO が補い、日本実施

の経済開発計画を活用、

技術協力を実施、日本の

ODA 活動の効果・効力を

高める 

ウガンダ・ナカ

ワ職業訓練校プ

ログラム 

技術協力案件 – 

ナカワ職業訓練

校 

JICA による職

業訓練校の研修

カリキュラム

が、実情にそぐ

わない為、在学

生の能力開発が

不十分 

実情を勘案した

実践能力開発カ

リキュラムを並

行して計画・実

施 

日本政府 ODA の弱点（事

業実施半ばでの計画変更

が困難）を UNIDO が補い、

JICA の事業主体性は維

持されつつ、政府 ODA が

効率よく補完され、結果

職業訓練の実効性も増大 

ルワンダ科学技

術振興プログラ

ム 

無償資金協力案

件 - キガリ科

学技術センター

設立 

設立後の勃発し

た内戦により荒

廃・放置状態 

科学・技術セン

ターの再建・復

興 

日本政府 ODA の弱点（実

施済み案件の再稼働は困

難）が補われ、国連がフ

ォロー・アップ、再建・

復興することにより、内

戦後に科学技術振興に関

する日本に対する評価も

あがる 

タンザニア・キ

リマンジャロ産

業開発センター 

無償資金協力 - 

JICA によるセ

ンター設立 

設立後時を経て

センターの機能

が低下、更に機

械・機器等の故

障等による運営

停止状態 

産業開発センタ

ーの復興・再建

を通し、産業開

発の新制度確立 

UNIDO がフォロー・アッ

プ、再建・復興すること

により、日本政府 ODA の

弱点（実施済み案件の再

稼働は困難）を補完、地

域の産業振興に関する日

本に対する評価もあがる 

出典；筆者作成 
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時なされるが、明確な線が引かれないまま今日ま

できている。昨今の日本に於いては、現自民党安

倍政権が強力に推進する「官民連携」の波に乗り、

実質の議論・論理構築・中長期の戦略が不在のま

ま、政府・世間一般の関心が目先の戦術のみに集

中しているように思うのは、果たして筆者のみで

あろうか。グローバル化の世界に於いては、従来

の活動形態に終始することはできないが、多国間

国際協力の概念そのものを、更に進展・発展させ

国際社会のコンセンサスを取り付けることは、国

連という国際政治力学の要素の上に成り立って

いる組織とその活動を継続していく上で、極めて

重要な命題である。 

 

８.３ UNTFHS の視点から見た国際関係‐基本的

人権と国際関係との連関 

国連人間安全保障基金 – United Nations 

Trust Fund for Human Security（以下

UNTFHS)は、日本政府が国連の場で提唱した、

「安全保障」の対象概念を「国家」ではなく「人

間」自体に焦点を合わせる、特に発展途上国の

人々の生存・生活・尊厳を確保する、という、前

世紀から今世紀への変わり目に起こったプログ

ラムである。UNIDO は UNTFHS 発足当初から、

積極的にこのプログラムに寄与・貢献しており、

アフリカ・アジアを中心に全世界にその活動を展

開している。このプログラムは、基本的にその呼

称が示す通り、紛争・貧困・非自発的移動・保健

衛生・環境破壊・麻薬等々、人間の生存・生活・

尊厳がぎりぎりのところまで侵害、命の危険性が

あるとみなされる場合に計画・実施される。産

業・工業開発分野の国連機関 UNIDO が、果たし

てどこまでこの分野にふみ込んでゆくべきかの

「議論の根拠」を、どこに据えるかは随時なされ

てきた。明確な結論はしかし現在までだされてい

ない。国連では、周知のごとく分野別に責任管轄

範囲を設定しているが、視点をどこに据えるかに

よっては、重複は避けられないことで、むしろ各

機関の相互補完の原則に基づいた協力を奨励、今

日に到っている。例を挙げるならば、「貧困」関

連事項を「人権」の観点からとらえるのか、ある

いは「経済開発・発展」の観点からとらえるのか

といった要素が出てくる。各機関ごとに相互協力

協定等を結び、こういった事項に対処しているが、

ここにしばしば加盟国の思惑が入り込む。国連機

関と複数の加盟国間（この場合には先進工業国と

発展途上国双方）のやり取りには、常に国際政治

の力学が絡んでくることが多い。「人権」という

題材は、一党独裁体制、或はそれに近い体制の国

の政府にとっては、避けられねばならない命題だ

が、同じ案件でも「産業・工業開発」という分野

としての扱いになると、率先して奨励・促進する

べき分野となる。安全保障の対象を「国家」から

「人間」へとシフトすることによって、果たして

国際社会の利害関係そのものも「国家」レベルを

離れて「人間」レベルへとシフトされるだろうか。

国際関係の絵図に於いては答えは「是非」双方に

見出される。 

 

８.４ 緊急援助 – Post conflict における

UNIDO の役割と国際関係の連関 

 前述「人間の安全保障」に類似するケースとし

て「緊急援助」がある。「緊急援助」は正にその

言葉通り、緊急の援助が必要である状況における

活動であるが、その原因・要因は自然災害・紛争・

食料危機等々多岐にわたる。UNIDO は戦争・災

害等で破壊され、修復・復興が不可欠な場合、率

先してその任務にあたってきた。これは復興・再

興が当該発展途上国及びそこに居住する人々に

とって、人間としての生活を回復するのに必要不

可欠であると見做されているからに他ならない。

復興作業は地域規模・国家規模・自治体規模等と

様々ではあるが、究極的にはあくまでも「人間」

が受益対象になるのが８０年代以降の潮流であ

り又原則ともされる。ここでも各国連機関間の調

整が重要事項になってくる。だが最も重要だと見

做されるのは中立・普遍の国連とそうではない先

進加盟国との調整ではなかろうか。残念ながら此

の点については、未だ調整不可能、否永久に不可

能ではないかと思える程政治的要素が多すぎる。
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主権国家とはあくまでも自己の利害関係にのみ

その行動原理を見出す。たとえそれが全人類共通

の課題であったとしてでもある。国際関係の現実

と言えよう。 

 

８.５ 困難な組織・機構改革及び人事政策 

 筆者が UNIDO に奉職した１９８５年は独立

専門機関に移行する途上にあった。当時の東西冷

戦下の国際政治情勢、世界的な経済成長、日本の

バブル経済の絶頂に向かう極端な上向きの景気

等が、UNIDO にも如実に反映され、その規模も

現在の２倍以上のかなり巨大な組織であった。時

を経て東西冷戦終焉、世界経済の頭打ち状況、新

独立国家誕生等々、世界は不安定要素に満ちあふ

れるようになるが、UNIDO をはじめとして各国

連機関は、世界の急激な変化に迅速に対応するこ

とができず、常に数年から１０年程の遅れをとり

ながら随時大・中・小規模の改革を行うようにな

った。改革に際しての困難な点の一つは、世界情

勢の急激な変化に対する、 迅速で効率的な改革

推進の経験不足であるとも言えるが、なんといっ

ても加盟国のコンセンサスを得るための、交渉・

作業の困難さにつきる。通常は機構改革等、組織

の根本にメスを入れる場合は、当然のことながら、

先ず変化する国際情勢・状況を捉えながら本質的

な内容の変革・改編に着手、活動・事業その他す

べての点について、組織の土台を改めていく作業

が必要になってくる。その上で組織の再編、つま

り部局等の構成を内容に照らし合わせながら断

行していくものである。その過程の最後に各々の

部局に最適の人事改編を行うものであるが、国連

の場合は正にその真逆のプロセスをとる場合が

多い。即ち先ず国籍をもとにした人事改編、それ

を基にした人事の割り振りによる部局構成、そし

てまたそれを基にした内容の改革という手順を

とらざるを得ない場合が多い。これは正に加盟国

の「効率よい影響力行使」の一環である。専門職

正規職員＝加盟国の国益といわれるゆえんであ

る。国際公募によって採用される専門職正規職員

には、必ず国籍がつきまとう。なぜなら適正職員

数の原則に照らし合わされなければいけないか

らで、これは国連が存在する限り、また国家が存

在する限り避けられない。職員一人一人のレベル

でも、国際政治の力学が働くといえる根拠がここ

にある。 出身国政府と専門職正規職員の間には、

国連憲章の精神に則り、何の利害関係もあっては

いけない、ということになっている。実際本国政

府と殆ど関係を持たない専門職もいるにはいる。

だがそれはごく稀で、大半は本国政府にとっての

外交の手段という位置づけをされるのが実情で

ある。何故ならば当該国出身の職員数がその加盟

国政府の実勢を図る、最適手段の一つであるから

にほかならない。このことと「国連憲章の精神」

は果たして両立するだろうか。 

 もう一つ、言及すべきことに「Junior 

Professional officer」 いわゆる「JPO」といわ

れるカテゴリーの専門職員制度がある。これは将

来国連で働きたいという意志を持つ自国の若い

世代を対象に、当該先進各国政府がその費用のす

べてを負担して、各国連機関に送り込み最大２年

程実施をつむ制度である。発展途上国にはこの制

度はない。年齢の上限は応募の時点で３５歳前後

であるが、採用方法は各国によって様々で、日本

の場合は、先ず日本政府、即ち外務省設定の試験

に合格することが前提となる。これに合格した後、

本人の希望をも加味し、外務省が当該機関と折衝

し、約半年から一年くらい後に国連機関に入るこ

とになる。身分は非正規であり、機関によっては

原則フィールド、例外として本部勤務となるが、

将来正規職員に採用される可能性がある場合、フ

ィールドより本部の方がその比率が高い機関等

では、それらを考慮にいれ本部勤務を希望する候

補者が多くなっている。この JPO を各国がどう

位置づけるかは様々ではあるが、基本的に国連に

とっては「コストフリー」であること、彼らを数

年後に正規職員にする義務は全くないこと、彼ら

は若く職務経験も数年ないしは１０年以下では

あるが、あくまでも専門職であるということ等か

ら、国連側では近年各国に対してこの JPO のポ

ストオファーを増加する傾向にある。各国政府は
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日本もふくめ、JPO 送り込みにも努力を惜しまな

い。欧州各国の傾向としては、JPO 経験者は運

良く国連に正規職員として採用されなくとも、本

国の外務省、関連他省庁あるいは民間企業等に迎

えられたりして新たなキャリアをスタートする。

逆に、本国政府のキャリアを数年積んでから JPO

として送り込まれる場合もある。つまり国連機関

と各国政府との間に太いパイプがあり、人事交流

は日常化している。日本の場合は周知の様に、官

庁等はほぼ原則新卒採用なので、こういったこと

はあり得ない。これは長い間に培われてきた風

俗・習慣・伝統、果ては文化・文明等の上に立っ

てできている制度の問題なので、その善し悪しは

断定できないだろう。この JPO 制度に関し特筆

されるべきことは、しかし日本の制度ではない。

欧州の旧植民地支配国の旧植民地国に対する扱

いである。JPO は先進各国にのみ存在している制

度であって、発展途上国にはないことは先にも述

べたが、実際は発展途上国出身の JPO も多々見

られる。彼らは、旧植民地宗主国政府によって出

資されており、しかるべき年月を JPO として国

連で過ごす。その後進む道はほぼ先進国出身者と

同様、本国政府に迎えられたり、国連内で正規職

員として採用されたりではあるが、旧植民地宗主

国との繋がり・連帯は非常に強くなる。これは所

謂「新植民地主義」で知られる、欧米の旧植民地

支配国の人的資源を対象とした影響力行使の、目

立たないが故に着実で巧妙な手法の一環となっ

てきている。国連という場は、このような単なる

人事の末端の出来事でも、「常に大小取り混ぜた

国際政治の力学が中心にはたらくところ」である。 

 

  

           注 

 

（注１）UNIDO の基礎知識 ;  UNIDO は United 
Nations Industrial Development Organization の
略で、日本語では「国連工業開発機関」と訳されて

いる。近年この日本語訳自体が今の時代にそぐわな

いという指摘がなされることが多くなってきている

が、設立当初は製造工業促進を土台にした工業化・

工業開発というものが「発展」の本質と捉えられて

いたからに他ならない。 

１９６０年代半ばに世界的高度経済成長と欧米植民

地だったアフリカ・アジア地域等の国々が独立を果

たしたことに伴い、その発展・成長を中立・普遍の

立場から支援するべく、１９６６年の国連総会決議

A/RES/2152(XXI)によって設立された。当初ニュー

ヨーク国連本部傘下の UNCTAD, UNDP, UNICEF
等と同様に経済社会理事会所属の機関としての位置

づけがされていたが、経済開発の重要性の増加に伴

い、１９８６年１月１日に国連独立専門機関に移行

され今日に至っている。 
本部は１９６７年以来オーストリアのウィーンに置

かれ、それ以外に世界各国・地域の主に発展途上国

に「カントリーオフィス」及び「地域オフィス」が

置かれている。ニューヨーク・ジュネーヴ・ブリュ

ッセルには代表部オフィス、又投資・技術移転を促

進するための Investment and Technology 
Promotion Office - ITPOs「投資・技術移転促進事

務所」が日本をはじめとした数カ国に置かれ、対途

上国向けの投資・技術移転の促進を担ってきている。

これとは別に近年富みに重要性の増しているいわゆ

る南南協力を促進するため International South 

South Cooperation Centre「南南協力促進事務所」

が中華人民共和国、インド等に置かれている。更に

１９９０年代より、International Technology 

Centre「国際テクノロジー・センター」が数カ国に

設けられ、National Cleaner Production Centre「ナ

ショナル・クリーナー・プロダクション・センター」

を各所に設立して今日に至っている。 

UNIDO の主要任務は UNIDO 憲章第一条に明記されて

いるところの、発展途上国及び移行経済国の経済開

発・発展とそれを促進するための国際経済協力であ

る。 

２０１５年末現在、１７１カ国が加盟、最高意思決

定機関は隔年開催の UNIDO 総会 （GC - UNIDO 

General Conference)で、毎年開催の工業開発理事会

（IDB - Industrial Development Board)、及び計画

予算委  (PBC - Programme and Budget Committee)

がその主な政策決定機能となっている。 

正規職員数は２０１５年現在６８５人、おおよそ１

２０ヶ国の出身である。他の国連機関同様、採用時

に国連のみに「職務遂行の忠誠を誓い」、「他の何者

にも指示・影響されず、又便宜を図ること等を厳に

禁止し、いかなる国の政府からも、国連以外のいか

なる当局からも指示を受けない」事を確認すること

を義務づけられている。これはその仕事の性格上、

常に中立・普遍の原則を貫くことを要求される国連

ならではであって、いかなる状況下に置いても、出

身本国政府等に帰属することがあってはならない。 

（注２) Christof Mauch, “Die amerikanische 
Präsidenten“, C.H. Beck, München, 2013, 329 ペ
ー ジ  

（注３) Ignaz Seidl-Hohenveldern, “Das Recht der 
Internationalen Organisationen einschließlich der     
Supranationalen Gemeinschaften“、Carl 
Heymanns Verlag KG, 1979, Beschluss 0245    

（注４) 黒澤満「国際関係−共生の観点から」、東信堂、

２０１１年、１２２ページ 
（注５) 初瀬龍平「国際関係論」、法律文化社、２０１

２年、１９６ページ 
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（注６）UNIDO 内部資料（１９７９）より抜粋、下

線筆者 
（注７）UNIDO 内部資料（２０１３）より抜粋、下

線筆者 
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This article on the United Nations, a typical Inter Governmental Organization 
and at the same time the largest entity in the international community representing 
actors other than sovereign states, is focusing on its objective, structure and function 
from the perspective of the “International Organization Theory”. Relevant to this, 
the question of the UN Re-structuring is also being dealt with. However, the true 
state of the UN affairs cannot be fully understood by studying its objective, structure 
and function only; because various factors such as the world situation at the time of 
the UN establishment, international political dynamics, economic interests, different 
ways of handling world-wide humanitarian issues etc. deeply affect the existing 
international organizations. This paper, therefore, goes beyond obvious features of 
the UN. First of all, it analyses the historical background of the period of the UN 
establishment, particularly the external factors, followed by focusing on the essential 
aspects of the various UN specialized agencies, each responsible for its distinct area, 
more specifically those on the United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO). Finally, it studies the international relations from the viewpoints of 
international economic cooperation and the international development assistance, 
above all main aspects of the multilateral relations. 
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