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高校生・大学生のためのグローバルキャリア入門序
このハンドブックは、高校生・大学生の皆さんに「グローバル・キャリアとは何か？」
を説明するために作られました 1。
この序では、全体の目次と内容を紹介しますが、それぞれの Chapter は独立した内容
です。したがって、皆さんは必要な Chapter だけ目を通していただいてもかまいません。

目次と内容の紹介
まず、Chapter１～３は“国際連合”とその職員についての紹介です。国連組織や国際公
務員にご関心がある方は、どなたもお目通し下さい。
Chapter１：国連で働くことについて（１～４頁）
・国際連合（国連：United Nations）のなりたち、その組織、そして国連職員の人
事システムについて説明します。とくに、採用方法や待遇などについてご参考にし
て下さい。
Chapter２：国連の日本人職員について（５～８頁）
・日本人の国連職員はどんなキャリアを経て、国連職員になったのか、東洋学園大学
の横山和子先生による「グローバル時代のキャリア形成」から紹介します。
Chapter３：日本人職員の満足度（９～12 頁）
・日本人の国連職員はどのようなことを感じながら、日々の業務を送っているのか？
仕事や職場に満足されているでしょうか？ Chapter2 に引き続き、横山和子先生
から紹介いただきます。
次の Chapter４～７は国際機関や NPO で働いた先生方が語る現場の世界です。
Chapter４：開発援助国連機関編（13～16 頁）。
・
“開発援助”とは何か？

村田先生が第２次世界大戦後の開発援助の変遷を、そして

西野先生が 21 世紀の開発目標について紹介があります。
Chapter５：国際金融機関編（17～20 頁）
・国際金融を通じた開発戦略の現場について、坂口先生からアジア開発銀行について
のご経験をうかがいます。
Chapter６：国際関係の仕事 IMF（21～24 頁）
・Chapter５に引き続き、坂口先生から、国際機関の１例として国際通貨基金（IMF）
でどんな仕事をされていたか、紹介があります。
Chapter７： NPO としての国際支援（25～28 頁）
・Chapter７では、西野先生から、国際機関とはまた一味違う NPO での活動につい
てうかがいます。
Chapter８と９は、国際現場で働くための資質や、皆さんにお薦めの書籍等をまとめま
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このハンドブックの内容は、関西学院大学総合政策学部国際政策学科の先生方を中心に編集され
た『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』（小西尚実編、2018）をベースに、
同じく総合政策学で編纂された『学生達は国境を越える～国連情報技術サービス(ＵＮＩＴｅＳ）の
挑戦～』
（大江瑞絵・高畑由起夫編、2008）や、東洋学園大学の横山和子先生の講義録「グローバル
時代のキャリア形成～日本人国際公務員のキャリア研究の視点から～」
（2015）等の内容も含めて編
纂されています。

i

目次と参考書

した。
Chapter８：グローバル人材に必要な資質（29～32 頁）
・国際機関での人材開発に関連して、小西先生がグローバルキャリアについて身に付
けるべき必要な資質が紹介します。
Chapter９：参考になる図書（33～36 頁）
・実務を重ねた先生方から、グローバルキャリアを目指す方々への参考図書が紹介さ
れます。
Chapter10～11 は、少し視点を変えて、国連ボランティアの現場に派遣された大学生
の皆さんからの声です。大学生としてグローバル政策の現場に立つということはどういう
ことか、そして、準備などにはどんなことをするのか、是非、御参考にして下さい。
Chapter10：大学生国際ボランテイアの声（37～40 頁）
Chapter11：大学生国際ボランティアから、現地生活レポートとアドバイス（41～44）
・関西学院大学と国連ボランティア計画（UNV）との協定で、国連情報技術サービス
（ＵＮＩＴｅＳ）に派遣されたボランティア経験者からのアドバイス等です。
Chapter12～15 は、国際公務員、NPO、外交官、ジャーナリストとしてグローバル
な現場にたずさわった先生方が、自らのキャリア・パスを語ります。
Chapter12：国際公務員への道１（45～48 頁）
・国際公務員等に関心がある方への参考に、どんなキャリアをへて国際公務員になっ
たのか？ 生の声を紹介します。
Chapter13：国際公務員から NPO へ（49～52 頁）
・国際公務員から NPO に転じられた西野先生のキャリア・パスです。
Chapter14：外交官や公務員として国際問題に取り組む（53～56 頁）
・Chapter12・13 に引き続き、『グローバル・キャリアのすすめ～プロフェッショ
ナル講義～』から、井上先生から外務省入省、そして坂口先生から財務省からアジ
ア開発銀行・IMF への出向などのキャリア・パスをうかがいます。
Chapter15：ジャーナリストとしてのグローバル人材（57～60 頁）
・この Chapter では、小池先生から国際ジャーナリストになるまでのキャリアを紹
介いただきます。

引用文献
小西尚実編『グローバル・キャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学
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大江瑞絵・高畑由起夫『学生達は国境を越える』関西学院大学出版会、2008。
横山和子「グローバル時代のキャリア形成～日本人国際公務員のキャリア研究の視点から
～」関西学院大学総合政策学部「グローバル・キャリアデザイン」講義録、2015。
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高校生・大学生のためのグローバルキャリア入門
Chapter1：国連で働くことについて
高校生・大学生の方から「国際機関などで働きたい」という希望を聞くことがあります。それでは、“国際機
関”とは何でしょう？ そこではどんな仕事があるのでしょうか？ 高校生・大学生の皆さんはどこまでご存じ
でしょう？ そこで、本シリーズの第１章として、国連で働くことについていくつかの資料を紹介しましょう。

国際連合（国連：United Nations）とは？
国際連合（国連）は世界を平和にし、貧困や不正と戦うため、世界の独立国が集まって作られた組織です。日
本は 1956 年 12 月 18 日に 80 番目の加盟国となりました。2017 年現在、193 カ国が加盟しています。

どのように国連ができたのか？
第二次世界大戦中の 1941 年、アメリカの FＤ・ルーズベルト大統領とイギリスの W・チャーチル首相が、
大西洋上の軍艦で平和維持のために国際組織を作ろうと話し合いました。二人は 1945 年にソ連（現在のロシ
ア連邦）の指導者 J・スターリンとヤルタで会談、1945 年６月にサンフランシスコ会議で国連憲章が採択され
ました。1945 年 10 月 24 日に 51 カ国で国連が発足しました。この記念に、国連の誕生日である 10 月 24
日に毎年、世界中で国連デーのお祝いが行われています。
本部はニューヨーク市にあります。休日以外の日に国連本部を訪れると、アフガニスタンからジンバブエまで
アルファベット順に掲げられた全加盟国の旗を見ることができます。国連も青地に白で国の紋章が入った独自の
旗をもっています。この紋章は、世界地図のまわりに平和の象徴であるオリーブの枝が飾られたものです。

国連の目的とは？
国連には、４つの主な目的があります。
（１）世界の平和を守る。
（２）国どうしの間に友好関係を築く。
（３）
貧しい人々の生活条件を向上させる手助けをし、お互いの権利と自由の尊重を働きかける。
（４）これらの目的が
達成できるように、中心になって働く。

国連で使われる言葉とは？
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語の６つの公用語があり、公式の会議ではどの
言語を使ってもかまいません（他の公式言語に同時通訳されます）
。国連文書もこれら６つの言葉で書かれます。
国連での仕事には、作業言語といわれる英語とフランス語が使われています。

国連で働くには？
日本人の国連職員といえば、1957～1997 年、国連広報担当事務次長や人道問題担当事務次長などを歴任し
た明石康氏、そして 1991～2000 年に国連難民高等弁務官を務めた緒方貞子氏が広く知られています。
国連職員は以下の国連と下部組織、専門機関に勤務、ニューヨークやジュネーヴなどの本部の他、世界中の開
発途上国で活躍しており、専門職と一般職に分けられます。さらに国連以外にも、様々な国際機関があります。
■国連総会により設立された国連の下部機関：国連開発計画（UNDP）
、国連環境計画（UNEP）
、国連人口基
金（UNFPA）
、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
、国連大学（UNU）
、国連児童基金（UNICEF）
、
国連婦人開発基金（UNIFEM）
、世界食糧計画（WFP）など
■専門機関：国際労働機関（ILO）
、国連食糧農業機関（FAO）
、国連教育科学文化機関（UNESCO）
、世界保
健機関（WHO）
、国際民間航空機関（ICAO）
、万国郵便連合（UPU）
、世界気象機関（WMO）
、世界知的
所有権機関（WIPO）等
■その他の国際機関：国際原子力機関（IAEA）
、世界貿易機関（WTO）
、経済協
力開発機構（OECD）
、アジア開発銀行(ADB)等
なお、国際機関職員になるために求められるものは、基本的に以下の 3 つです。
（１）語学力：英語もしくは仏語で職務遂行が可能であること
（２）学位：修士号以上の学位があること
（３）専門性：学位取得分野での勤務経験など
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国連本部（関西学院大学 HP「国連セミナー」
；
http://www.kwansei.ac.jp/c_ciec/c_ciec_005693.html）

高校生が学ぶグローバル人材
また、国際機関職員（専門職）に就く代表的方法は、①空席公告への応募、②採用ミッションへの応募、③試
験による若手職員募集への応募です。外務省では、国際機関人事センター(http://www.mofa-irc.go.jp/)を設置
し、日本人の国際機関への就職を支援しています。
、国連をもっと知りたい、貢献したいと考えている人には、日
本人職員の対談やフィールドで活躍するエッセイ等を紹介する国連フォーラム(http://www.unforum.org/
index.html)が参考になるでしょう。
（大江・高畑、2008 から一部改編）
また、
実際に働いている日本人職員の方々からのアンケート結果を Chapter２で紹介します。
そちらを読むと、
職員の方々がどんなキャリアを経て、国連職員になられたか、実感することができるかもしれません。

国連職員の人事システムについて
それでは、国連職員についてもう少し深く調べてみましょう。以下、東洋学園大学の横山和子先生（2015）
の「グローバル時代のキャリア形成～日本人国際公務員のキャリア研究の視点から～」から、一部を抜粋します。

国際機関、国連共通システム、そして職員
横山先生が調べたのは国際連合本体と UNDP、UNICEF 等の国連機関 14、専門機関 13、その他 4 の計 31
機関です。これらは勤務条件、給与、職員の採用、職務の分類等で同一制度（国連共通システム；United Nations
Common System）を採用、同一勤務地で同一の仕事の場合、異なる機関で働いていても同じ給与や待遇を受
けます。また、世界銀行グループと世界貿易機関も、国連共通システムに参加していませんが、専門機関である
ことから研究対象の一部に含めています。横山先生は、これらの機関において雇用契約期間が 1 年以上の専門職
および管理職に就いている正規職員を対象としました。このうち専門職は Professional を意味するＰ-１からＰ
-５（課長レベル）まで、管理職は Director を意味する D-1（部長、機関によっては部次長）からトップの SG
〔国連事務総長（The Secretary General）までに分かれています。

どんな国籍の方が勤めているのでしょう？
それでは、国連職員はどんな国の方が多いでしょうか？ 表 1 は、国連共
通システムに働く職員の上位出身国名を示したものです。まず、専門職員は
世界全体で約 2 万 9000 人、国籍は 189 ヶ国に及びます。国連加盟国は
193 ヶ国なので、ほぼ全ての加盟国出身の職員から構成されています。と
は言え、表１から、米国人、フランス人、イギリス人が多いことに気づかれ
るでしょう。これは、①職場での作業言語（working language）が英語と
フランス語であること、②第二次世界大戦の戦勝国（連合国）を中心として
設立され、主要ポストは伝統的に連合国出身者から選出されてきた経緯と関
連します。
この結果、
ほぼすべての加盟国出身者から構成されているとは言いながら、
上位 14 位カ国中、インド（2%）と中国（2%）を除くと、12 ケ国（44％）
が先進国で占められてます。これは“ダイバーシティ（多様性）”という視
点からは問題かもしれません。なお、2015 年現在、国連で働く日本人は
766 名、D1 以上の幹部職員は 72 名にすぎません。より多くの日本人が国
連 職 員 と な る こ と が 期 待 さ れ て い ま す
（http://www.un.emb-japan.go.jp/jp/Nihon_no_Kokuren_Gaiko7.p
df）
。皆さんもぜひチャレンジしてください。
なお、勤務地ですが、職務の一つが開発途上国への支援・技術協力である
ため、本部がある先進国で働く職員は一部に過ぎません。多くの職場は開発
途上国で、勤務地は 176 ヶ国、532 の市町村に及んでいます。

表 1．職員の上位出身国名と割合
国名
人数
％
米国
2,738 人
9%
フランス
1,875 人
7%
イギリス
1,438 人
5%
イタリア
1,288 人
4%
カナダ
1,142 人
4%
ドイツ
1,137 人
4%
日本
771 人
3%
インド
717 人
2%
スペイン
716 人
2%
オランダ
522 人
2%
中国
484 人
2%
ベルギー
447 人
2%
スウェーデン
360 人
1%
デンマーク
334 人
1%
上位１4 ヶ国 13,969 人 48%
その他の国
14,866 人 52%
全専門職職員 28,835 人 100%
2009 年 12 月 31 日現在

（日本の企業等と比較して）国連人事の特徴をあげてみます
女性の活用～雇用機会の均等～
まず、女性の活用です。表２は、専門職・管理職にある女性職員を集計した結果ですが、2009 年末現在、1
万人以上、全体の 40％を占めます。管理職（Ｄレベル以上）でも 28%を占めました。
これを日本の職場と比較しましょう。日本の国家公務員行政職第 1 種在職者では女性は 16.7％を占めるにと
どまっています。つまり、国際機関と比べて、女性職員の比率は半分以下です。さらに 100 名以上の民間企業
を調べると、係長以上の役職についている女性は 4.9％に過ぎません。このように、国際機関では非常に多くの
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女性が組織の柱として働いていることがわかります。
実は、国際機関では「女性の地位向上」の動きを背景に、女性の雇
用推進について努力目標を立て、同一条件であれば女性を優先的に採
用・昇進させているのです。例えば、国連事務局は専門職ポストの女
性比率を 50％にするという目標を立て、1994 年に 30％だった女
性比率を、2003 年に 37％、2008 年に 38％にしました。UNICEF
でも、
専門職および管理職ポストの女性比率を1994年の38％から、
2000 年に 41％、2007 年に 49％に上げ、2009 年末には 50％
を達成しています（表２）
。

表２．専門・管理職にある女性職員数
と割合
機関名
女性職員 総職員 ％
UN
3,939 人 10,083 人 39%
UNDP
996 人
2,232 人 45%
UNICEF
1,114 人 2,235 人 50%
WHO
853 人
2,230 人 38%
UNHCR
672 人
1,629 人 41%
WFP
592 人
1,449 人 41%
UNESCO
471
人
969 人 49%
採用・昇進・配置管理
480 人
1,510 人 32%
それでは、どんな人材が採用されるのでしょうか？ また、職場で FAO
ILO
442
人
1,015 人 44%
はどんな職員が評価されるのでしょうか？ 皆さんもお知りになりた
IAEA
242 人
1,055 人 23%
いと思います。そこで横山先生の分析を紹介しましょう。
どんな組織であれ、
優秀な人材を選考することは採用の基本ですが、 他 21 機関 1,713 人 4,428 人 39%
国際機関における職員の採用は民間企業の場合と多少異なります。基 合計
11,514 人 28,835 人 40%
本は（１）募集する専門分野の能力（経験が最も高い水準の候補者を
2009 年 12 月 31 日現在
採用）
、
（２）職員数を機関への分担金割合に応じた割合で採用する、
（３）同程度の能力であれば、女性を優先的に採用・昇進させます。そして、もう一つ、日本の民間企業と決定
的な相違点があります。それは（４）昇進・配置転換では本人の意思が最優先されることです
日本の民間企業では、人事部が職員配置を決定、昇進審査でも人事部の影響が大きいことが知られています。
その際、
「能力評価」と「業績評価」が最も重視されますが、同時に「在籍年数」や「人柄」などの属人的要素も
評価対象とします。さらに、日本の企業では、職員のほとんどは人事部の意向に従い、転居を伴う配置転換に応
じているようです。従業員が人事部の判断に反する意思を示すと、その後の昇進に大きな影響が出ます。
対照的に、国際機関では、専門職以上の空席となったポストはすべて全世界に公募されます。そのため、昇進
を望む職員は上位の空席ポストに応募し、選考されるよう自らの能力を高めなければなりません。必要ならば、
同じ職位でも異なるポストに就いて経験の幅を広げて、上位の空席ポストに応募するなど、自らの意思で将来の
職業設計を行い、その目的を達成するため、ふだんから自助努力が必要になります。他方、現状に満足し、昇進
や配置転換を望まない場合は，給与の上昇は望めないものの、空席ポストに応募せず、低い職位に居続ければよ
いとされます。このように、国際機関での昇進は「能力」や「業績」ならびに「本人の意思」にもとづいており、
「年齢」や「人柄」に左右されることはほとんどありません。

給与
次に給料や手当も紹介しましょう。皆さんにとっても、ご関心があると思います。
国際機関および国際連合の給与体系は、1945 年の国連設立時、当時世界で最も給与水準が高かった米国連邦
政府の俸給制度にもとづいて整備されました。給与はドル立て、計算方法は給与＝基本給＋地域調整給＋各種手
当－掛金（年金、健康保険）です。国際公務員の給与は税引き後の額で計算され、支給されています。
地域調整給は、世界に広がる勤務地での生活水準を平準化し、調整するための手当です。この手当は、勤務地
の生活に必要とされる基礎費用、生活水準、そのほかの関係項目に関して国連が毎月発表する統計を基礎に計算
されています。また、特色があるのは異動・困難手当でしょう。異動・困難手当は職員間の流動性を高めるため、
僻地（1～4 までのレベルがある）に勤務する職員や転勤を頻繁に行っている職員に支払われるものです。
また、教育補助金は、勤務国によって支給額が異なりますが、25 歳までの教育費を子供一人につき米国の場
合であれば年額最高約 32,255 ドルまで補助します。
、住宅供給が不足している勤務地で高額の家賃を支払わな
ければならない場合には、条件を満たせば該当する職員に対し家賃補助金を支給しています。

年金・保険などの福利厚生
全体的に国際機関に働く職員への福利厚生、特に年金は手厚いと言えます。例えば、国際機関に 5 年以上勤務
した職員に対しては、62 歳（1989 年以前の採用者は 60 歳）に達した日以降、年金が支給されます。なお、
機関と個人の年金の掛金比率は２：１で、通常の日本の民間企業の１：１の比率と比べ、年金の受取額は本人の
負担に比べて額が多いことがわかります。なお、年金は国連合同年金基金(UNJSPF)が運用しています。
健康保険は、各機関が保険会社と契約して、職員の医療費の 8～9 割が保険でカバーされます。機関と個人の
保険の掛金比率は通常１：１です。被保険者は世界中、本人の好む場所で治療を受けることができます。
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労働時間管理
最近、
“ブラック企業”などの言葉を耳にしますが、国際機関ではどんな労働時間か、気になりませんか？ 国
際機関では仕事の成果を労働時間数ではなく、質で測り、かつ、職員の自己裁量により遂行されます。多くの機
関ではフレックス・タイム制が設けられ、職員は自己裁量で労働時間を管理しています。国際機関の職場では長
時間職場に留まることは必ずしも有能さの目安とはなりません。
有給休暇は１ヶ月に 2.5 日、年間で計 30 日間です。さらに年間 8 日～10 日間程度の祝祭日が各機関、勤務
地ごとに定められ、土日もあわせると 1 年の 3 分の１以上が休日として保証されます。国際機関では有給休暇
は労働者の権利と考えられ、職員が有給休暇を消化することは当然と考えています。

出産休暇
国際機関は、女性職員が出産後も働き続けられる制度を整えられ、女性の出産休暇の取得は権利であると就業
規則に明記されています。女性職員には産前産後合計 4 ヶ月（16 週間）の出産休暇があります。休暇中の給与
は 100%保障されるほか、出産休暇期間中も１月に 2.5 日の有給休暇が別に与えられます。過去の有給休暇分
と出産休暇を組み合わせると、職場復帰までの数ヶ月間、通常の給与を受けながら出産と育児に専念できます。
出産休暇の運用は職場に浸透しており、女性職員はこれらの権利の行使は当然であると考え、出産後に仕事と
の両立が困難という理由で離職する職員はほとんどいません1。

国際機関の職員採用政策
最後に、皆さんにとって最重要かもしれない“職員採用”システムを紹介します。横山先生は以下の若年採用
型、中途採用型、若年採用・中途採用混合型の 3 種類に分類しています。なお、“若年”とは受験資格が 35 歳
以下の試験やプログラムを通じての採用を意味します。全体的には、欧米での雇用管理と非常に似ています。
若年採用型：UNICEF、UNHCR、WFP 等の人道援助機関では勤務国が開発途上国中心で、生活は厳しいもの
があります。独身時代は仕事への情熱が勝り厳しい勤務地での生活にも不満を覚えませんが、結婚して家族を形
成すると、40 歳を過ぎる頃から人生での優先順位が変わってきたりします。それ故、人道援助機関の人事部は、
若年の準専門家で、主に先進国政府が経費を負担する JPO2の中から優秀な人材を選び正規職員として登用後、そ
のなかから内部昇進で育成することが多く、中途採用による人材補充はあまり行われていません。同時に、長期
に安心して勤務に専念できるよう、職員と家族のため様々な配慮を行っています。
とくに UNDP ではＰ-１、Ｐ-２レベルの若年者用ポストに先進国政府が資金を提供するＪＰＯが多く就いて
いるのが特徴的です。もっとも、正規職員としての契約は長期雇用を意味しません。Ｐ-３以上の空席は公募され
ますが、その際に UNDP での過去の実績は考慮されず、外部候補者と区別なく資格や経験が評価され、最も優
秀と思われる候補者が選考されます。それ故、UNDP 内での生き残りは想像以上に厳しいものがあります。
中途採用型：主に UNESCO、WHO などの専門機関で多く採用されています。専門機関の仕事では、機関の性
質上、当該分野での高度の知識や経験が要求されます。それ故、職員の補充に際し、その分野で相当程度の実績
がある専門家を公募し、中途採用しているのです。専門機関の空席公募を調べると、Ｐ-４、Ｐ-５など中堅レベ
ル以上が多いことがわかります。専門性の観点からすると、博士号取得者が多いことが目立ち、若年採用者の内
部昇進のキャリア・パスは限られています。
若年採用・中途採用混合型：国連事務局、および UNDP の職員採用で採られています。国連事務局ではＰ-１、
Ｐ-２レベルの若年者用ポストは YPP 試験（2010 年までは国連職員競争試験）の合格者から採用し、Ｐ-３レ
ベル以上では公募により、適格者を中途採用しています。
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日本では女性が育児休業を取得、第 1 子出産後も継続就業する割合は 38％に過ぎず、62％は退職しています。
JPO（Junior Professional Officer）派遣制度は、各国が自国の若手職員（35 歳以下）を国際機関に送り込む
ために実施するもので、日本では外務省が費用を負担して行っています。
2
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高校生・大学生のためのグローバルキャリア入門
Chapter２：国連職員に対するアンケート調査から浮かびあがること
日本人国連職員はどのようなことを感じながら、日々の業務を送っているのか？ Chapter１に引き続いて、
東洋学園大学の横山和子先生による「グローバル時代のキャリア形成」から、ご成果の一部を紹介するとともに、
グローバル人材をめざす高校生・大学生の方々へのアドバイスを紹介しましょう。

日本人国連職員へのアンケート調査から
現役の国連職員の方について、男性と女性でキャリアが少し異なるようです

最終学歴

それでは、横山先生が 2003 年に日本人職員を対象におこなった第 1 次アンケート調査から浮かび上がった
傾向をいくつか紹介しましょう。高校生・大学生の方には、国際公務員の方々がどんなキャリアをたどっていら
しゃるか、具体的イメージがつかめるかもしれません。
まず、表１をご覧ください。男性職員
表１．回答者（日本人正規職員 170 人）の属性
と女性職員のキャリアがやや異なるため、
男性職員
女性職員
合計
男女別に集計されています。例えば、正
規職員になった時の年齢層が、男女で異 人数
79 人（48%） 87（52%）
170 人※
なります。女性が 25 歳～29 歳で正規
46 歳
39 歳
43 歳
職員になる割合が高いのに対して、男性 平均年齢
＊＊
は 30 歳～34 歳で、女性に比べてやや 平均職位
P-４、Step４ P-３、Step５
P-４
遅いことが分かります。一方で、平均職
既婚者
66 人（84%）44 人（51%） 110 人
位は P-4 で、
女性よりもやや高くなって
正規職員時年齢
30～34 歳
25～29 歳
30～34 歳
います。
こうした男女差はどこからくるのでし
博士課程修了
22 人
18 人
40 人（26%）
ょう？ 表１を見ると、日本での勤務経
修士
40 人
58 人
98 人（64%）
験の有無については差がありませんが、
勤務年数に５年の差があります。実は、
学士（大学）
11 人
5人
16 人（10%）
入職方法がやや異なっているのです。表
２は、若年採用であったか、それとも中 日本での勤務経験有 67 人（50%）67 人（50%） 134 人
途採用であったかを調べた結果ですが、 日本での勤務年数
9年
4年
7年
女性では圧倒的に若年採用型が多いこと
勤務国
2.5
2.3
2.4
が分かりました（表２）
。とくに女性は
*
＊＊
JPO 制度（Junior Professional Officer ４名の方が性別未回答で； “P”は Professional を示します。
派遣制度、各国が自国の若手職員（35 歳以下）
表２．男女による入職方法
を国際機関に送り込むために実施するもので、日
男性
女性
本では外務省が実施しています；Chapter１も参
照して下さい）
。
空席応募
24
30%
13
14%
つまり、国際機関に働く女性回答者の多くは学
採用ミッション
7
9%
8
9%
生時代に国際機関を志望し、受験資格が 35 歳ま
小計
31
39%
21
23%
での若年者向け試験・制度を活用して国際機関に
JPO 制度
21
27%
37
41%
入職していることが多いようです（Chapter 11
*
国連職員競争試験
6
8%
14
15%
の小西先生のケースなども参照して下さい）
。
YPP
プログラム
5
6%
6
7%
対照的に、男性回答者では若年採用は４割にと
小計
32
41%
57
63%
どまり、空席ポストへの応募などの中途採用が多
その他
16
20%
13
14%
いことがわかります。男性は学生生活を終え、実
社会で働くようになってから国際機関で働くため
合計
79 100% 91 100%
＊
の準備を開始する傾向があるようです。国際機関
2011 年からは YPP 試験に変更されています。
では、実社会での職務経験が評価されての中途採
用の率が高いのですが、そこに男性が応募することが多いようです。高校生・大学生で国連職員等を目指す方は、
こうした資料からご自分のキャリアについてじっくりと考えて下さい。
中途
採用
若年
採用

“学位”は、大学院修了以上が圧倒的に多い
表１には、最終学歴も載っています。それを見ると、90％が修士以上、４人に１人が博士学位か大学院の博
士課程修了の学位を持っています。
このように国連職員は高学歴社会なので、
その点は皆さんもご認識ください。
Chapter３では個々のキャリアを紹介していますが、その中でどのように学位取得を果たすか、意識する必要が
5
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ありそうです。
さて、それでは大学・大学院でどんなことを勉強されたのでしょう？ 皆さんにとっても、大学進学にあたっ
て意識しますね。図１は回答者の最終学位での専攻ですが、これもやや男女差があるようです。男性の場合、法
学、経済、商学（MBA）
、国際関係、開発学、工学、医学などと広く分散しているのに気づきます。一方、女性は、
国際関係、商学（MPA:行政管理）
、開発学の 3 分野に集中していることが分かります。
入職方法に加えて、男性職員の最終学歴での専攻分野は広く分散し、かつ専門性を要求される分野が多いよう
です。それに対して女性は若年採用者が多く、専攻分野は国際関係などに集中しています。
こうした男女間の違いは、現在の“職位”にもある程度反映されています。図２は男女別の職位ですが、男性
の平均職位は P-４、Step4 であるのに対して、女性職員は P-３、Step5 となっており、男性職員の方が女性
職員より昇進していること
図2 正規職員の職位
が分かります。
30
（人）
横山先生は、こうした男
25
女差を、国際機関への入職
20
15
方法（若年採用か、中途採
10
用か）と最終学位での専攻
5
分野の違い（専門性が問わ
0
れているかどうか）が、男
女性
女の職種にも影響してい
男性
るものとと考えています。
ADG D-2
and
above

D-1

P-5

P-4

P-3

P-2

P-1

その他

日本人職員と外国人職員のキャリア比較
～第２次アンケート調査から～
次に、日本人職員と外国人職員
のキャリアを比較してみましょう。
横山先生は、2007 年に日本人
職員と外国人職員の比較をするた
め、第 2 次アンケート調査結果を
おこないました。表３はその概要
です。もっとも、今回の調査では
回答者に以下の傾向がありました。
（１）日本人職員は、国連事務局
職員からの回答が多い。
（２）外国
人職員はヨーロッパ出身者からの
回答が多く、かつ（３）UNDP
勤務者からの回答が約半数を占め
る。したがって、結果の解釈には
そのあたりも考慮する必要がある
かもしれません。

性別

表３．回答者（日本人職員および外国人正規職員９０人）の属性
日本人職員
外国人職員
全体
人数
６１人
２９人
９０人
男性
２８人（４６%） １８人（６２%） ４６人（５１%）
女性
３２人（５２%） １１人（３８%） ４３人（４８%）
無記名
２人（２%）
０人（０%)
２人（１%）
平均年齢
４４歳
４１歳
４３歳
平均職位
P3、Step9
P4、Step6
P4、Step4
既婚者
３７人（６０%） ２０人（６９%） 57 人（６３%）
博士・課程
６人（10％）
７人（24％） 13 人（１４％）
修了
４３人（70％） 20 人（69％） ６３人（７０％）
修士
７人（11％）
１人（３％）
８人（９％）
学士（大学）
５人（８％）
１人（３％）
４人（４％）
その他
日本人職員と外国人職員の 国際機関勤務機関数
１．６
２．０
１．８
差
勤務国数
２．１
３．３
２．４
さて、横山先生が 40 項目にの 勤続年数
１２年
１１年
１２年
ぼる質問を分析すると、日本人職
専門職の部下の数
5人
６人
5人
員と外国人職員に次のような違い
一般職の部下の数
6人
9人
7人
や特徴がありました。
国際機関入職前勤務
６年
４年
５年
（１）日本人職員は、先進国勤務
入職前勤務機関数
１．５
１．７
１．６
の方からの回答が多くを占めまし
正規職員年齢
３２歳
３１歳
３２歳
た。第１次アンケート調査でも日
本人で先進国勤務の比率が高かっ 税込み基本給（年俸） US$100,816 US$106,898 US$103,549
たのですが、第２次調査でも日本人職員の３分の２は先進国に勤務しており、開発途上国に勤務している方は 3
分の 1 に過ぎませんでした。対照的に、外国人職員の 3 分の 2 は開発途上国に勤務しており、先進国に勤務し
ている職員は回答者の 3 分の 1 に過ぎませんでした。
最終学歴

（２）外国人職員の方が自己のキャリア形成に積極的と思われます。外国人職員の平均年齢は 41 歳と、日本人
職員の平均年齢より 3 歳若いものの、その平均職位はＰ-４、Step6 で、日本人のＰ-３、Step9 よりも職位が
高いのです。先程も触れましたが、昇進は通常、現在の勤務国以外の勤務地で公募される一つ上の職位の空席ポ
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ストに応募し、選考されることにより実現されます。表３から判断すると、正規職員になった年齢は日本人職員
とほぼ同じであるにも関わらず、勤務国数が外国人職員では 3.3 ヶ国です。日本人職員では 2.1 ヶ国なので、よ
り多くの勤務国を経験することで、高職位についている可能性があります。また、高職位ゆえに、外国人職員は
税込み基本給（年俸）で US$6,000 程高い報酬を得ているのがわかります。
（３）外国人職員と日本人職員では国際機関入職ま
表４．日本人職員と外国人職員の入職前の勤務組織
でのキャリア・パスが異なります。実は、外国人職
入職前の勤務組織
日本人職員
外国人職員
員の方が早い時期から、国際機関で働くための準備
民間企業
19 人 31%
3人
10%
を行っているようです。例えば、国際機関で働き始
政府・政府系機関
14
人
23%
13
人
45%
める前の勤務組織を比べてみましょう（表４）
。
大学・研究機関
12 人 20%
5人
17%
日本人職員は民間企業が 31％、政府・政府系機
関が 23％、大学・研究機関からの転職が 20％で
ＮＧＯ
7人
11%
4人
14%
す。日本人の場合、民間企業経由で国際機関に入職
その他
9人
15%
4人
14%
している割合が最も多く、かつ入職に向けての準備
合計
61 人 100% 29 人 100%
を 20 代後半から 30 代の初めに開始しています。
一方、外国人職員の入職前の組織は、政府・
（ODA 機関を含む）政府系機関が 45％、大学・研究機関が 17％
を占め、民間企業からの転職は 10%に過ぎません。とくに自国の ODA 事業に従事した後に国際機関で働くよ
うになった場合が最も多く、民間企業からの転職者は少ないのです。こうした結果から判断すると、外国人職員
はキャリアの初期から国際機関を志望し、そのため、関連する政府機関や ODA 組織に勤めて、そこからさらに
ステップアップしているのが推察できます。国際機関への準備に関する質問でも、外国人職員の約３分の１が「関
連分野の職務経験」を挙げたのに対して、日本人職員の４分の１は「大学院進学、学位取得」と答えていました。
さらに、最終学歴の専攻分野について尋ねた結果でも、日本人職員と外国人職員で差が見つかりました。
。日本
人職員の場合は、
「国際関係」が突出し、残りの回答は他の分野に広く分散しています。もっとも、これは前述し
たように、回答した日本人職員が国連事務局勤務者が多かったことと関係すると考えられます。一方、外国人職
員の場合は「経済」
、
「国際関係」
、
「経営管理」の 3 分野に集中していました。これは、多くの回答が寄せられた
UNDP の役目が開発途上国支援であるため、経済分野の専門家の需要が高いことと関係しているようです。
以上の結果をまとめると、外国人職員の方は、日本人職員と比較して、国際機関に働くための準備を早い段階
から行い、自己のキャリア形成に積極的であると結論づけることができます。

仕事以外で気になっていること
仕事以外の懸案事項でも、日本人職員と外国人職員で異なるようです
表５は、仕事以外でどんな懸
表５．仕事以外での懸案事項
案事項を持っているか、質問し
日本人職員
外国人職員
た結果です。
この表から分かるように、日
高齢の親の世話
19 人 31%
0人
0%
本人職員と外国人職員の間で、
子供の教育
11 人 18%
8人
28%
懸案事項が異なることが目立ち
他国に住む家族と離れて暮らすこと
5人
8%
10人 34%
ます。
現在の生活条件
3人
5%
3人
10%
もっとも差が目立つのは、日
定年退職後の活動
3人
5%
0人
0%
本人にとってもっとも懸案であ
定年退職後に住む国
2人
3%
0人
0%
る「高齢の親の世話」です。日
本人職員の 3 分の 1 が懸案事
健康問題
1人
2%
0人
0%
項として選択していますが、外
その他
3人
5%
3人
10%
国人職員ではあがってきません。
懸案事項なし
12 人 20%
5人
17%
一方、外国人職員の懸案のト
無回答
2人
3%
0人
0%
ップは、
「他国に住む家族と離れ
合計
61
人
100%
29人
100%
て暮らすこと」です。とくに回
答が多かったヨーロッパ系の
表６．転職に関する日本人職員と外国人職員回答
職員では、
個人主義が浸透し、
日本人
外国人
社会保障制度が整備されてい
ることから「親の世話・老親
真剣に検討したことがある
22 人 36% 11 人 38%
の介護」を心配しなくても良
真剣ではないが、検討したことがある
21 人 34% 10 人 34%
いと考えられます。
わからない
2人
3%
0人
0%
その一方で、
「子供の教育」
検討したことはない
3人
5%
3人
10%
は日本人職員・外国人職員共
国際機関外への転職は考えたことがない
13
人
21%
5
人
17%
通の悩みと言えそうです。
合計
61 人 100% 29 人 100%
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転職を考えていますか？
職員の方々は、国際機関からの転職を考えたことはあるでしょうか？ 表６が示すように、日本人職員、外国人

職員ともに約４割の方が、
国際機関を辞めてほかの職場への転職を真剣に考えたことがある、
と回答しています。
これは、日本人職員を対象とした第１次アンケート調査でも、転職については同様の回答でした。なお、第 1 次
アンケート調査において、転職の理由で最も多かったのは「自分の能力・知識を他の職場で活かしたい」で、転
職先には大学・研究機関を希望した回答が最も多かった。実際に国際機関を辞め、大学で教職にある人も多く、
横山先生もその一人です。このように日本人職員、外国人職員ともに、国際機関の勤務に拘ることなく、自分の
能力を活かす機会があるならば積極的に転職する用意があることがわかります。

グローバル人材を目指す方へ：キャリアへの準備にあたって
国連職員の方々からのアンケート結果を紹介しましたが、
ここからは横山先生から皆さんへのアドバイスです。
将来、海外で活躍したいと考えるのであれば、キャリア計画を早めに立て、関連の深い分野での経験を大学時
代から持ち、
働き始めた後も自己のキャリア形成に積極的であることが必要になるでしょう。
国際機関の職場で、
外国人と対等に仕事をするためには、語学力や専門分野の知識だけでなく、異文化コミュニケーション能力など
を習得しなければなりません。そのためには、若い時から効果的に準備を行う必要があります。そこで、留意点
を以下の（１）～（５）にまとめます。
（１）専門分野の明確化：自分の職業人生において、どの分野・職種の専門家として働きたいかを明確にするこ
とです。まず、関連書籍を読み、志望する専門分野をある程度明確にする必要があります。当然、どんな学部（大
学）や研究科（大学院）を選んで、どの分野を勉強するか、意識してください。
（２）語学能力の測定：日本の多くの大企業は新入社員の語学能力を測定するために、TOEIC の試験を課して
います。また、海外の大学院に進学するため 表７．語学試験相関表
には、留学する国によって米国であれば
Level 英検
TOEIC
TOEFL(iBT/CBT)
IELTS
TOEFL（iBT）
、英国であれば IELTS のスコ
10
117-120/285-300 8.0アを提出することが要求されます。表７の語
9
960-990 110-117/270-285 7.5-8.0
学試験相関表を参考に、手始めにレベル 5～
8
1 級 900-960 104-110/258-270 7.0-7.5
6 に相当するスコアに到達するのにどの程度
7
840-900 97-104/245-258 6.5-7.0
の期間が必要になるか確認すると良いと思い
6
準 1 級 740-840 80-97/213-245 5.5-6.5
ます。加えて、仕事では英語で文書を作成す
5
640-740 68-80/190-213 5.0-5.5
ることが求められます。日頃からニューヨー
4
2 級 540-640 56-68/160-190 4.5-5.0
ク・タイムズ紙（The New York Times）
3
準 2 級 400-540 46-56/133-160 4.0-4.5
の日曜版に掲載される国際分野の社説、イン
2
3 級 200-400 32-46/97-133
3
ターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙
1
4級
（The International Herald Tribune）
、エ
http://eq-g.com/article/exam/exam-hikaku/ より作成
コノミスト誌(The Economist)等を読み、読
解力を強化することを勧めます。
（３）開発途上国での経験を持つこと：BRICs などの新興国で活躍することを視野に入れるのであれば、学生時
代に開発途上国に訪問した経験はその後の人生で高く評価されます。とくに学生時代に、NGO が主催するスタ
ディ・ツアーや個人で開発途上国を訪問することは、開発途上国への理解を深めることになります。
（４）海外のインターンシップへの参加：海外の企業や国連機関は、大学生・大学院生を対象にインターンシッ
プ・プログラムを実施しています。費用は旅費を含め全額本人の負担の場合が多いが、海外での研修はグローバ
ルに働きたいという強い動機づけとなります。
（５）パソコンの操作技能：国際的な職場では高度なパソコンの操作技能を要求されます。それゆえ学生時代か
らパソコンの操作技能を高めておくことをお薦めします。

引用文献
横山和子（2015）
「グローバル時代のキャリア形成～日本人国際公務員のキャリア研究の視点から～」関西学
院大学総合政策学部「グローバル・キャリアデザイン」講義録
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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高校生・大学生のためのグローバルキャリア入門
Chapter３：日本人国際公務員の満足度・職種分析～成果主義社会での生き残り～

日本人国際公務員は仕事や職場に満足しているか？ ～聴き取り調査から～
それでは、横山和子東洋学園大学教授による「グローバル時代のキャリア形成～日本人国際公務員のキャリ
ア研究の視点から～」から、横山先生が 2008 年にニューヨーク、ジュネーブ、ローマにおいて、国際公務員
の皆さんに実施した聴き取り調査から、日本人国際公務員が仕事や職場に満足しているかどうか、結果をご照
会したいと思います。高校生や大学生の方々にも、自らのキャリアを選ぶ際に、ヒントになるかもしれません。

どんな方に尋ねたのか？
調査にご協力いただいた方は 24 名で、そ
の内訳は日本人正規職員 23 名、外国人正規
職員１名です。
その概要を表１に示しましょう。
男性 10 人、女性が 14 人ですが、平均年
齢はほとんど変わりません。その代わり、
Chapter２で横山先生が指摘されているよう
に、正規職員に採用された年齢が女性が 3 年
ほど早いようです。したがって、女性職員の方
は勤続年数が長く、勤続国数も少し多い、そし
て、
満足度は女性のほうがやや高いのがわかり
ます。

表１．調査協力者の属性の要約と満足度
男性
女性
合計
人数
10 人
14 人
24 人
平均年齢
47 歳
47 歳
47 歳
平均職位
Ｐ-4、Step 5 Ｐ-4、Step 6 Ｐ-4、Step 5
平均勤続年数
１1 年
１6 年
１6 年
正規職員時年齢
３5 歳
32 歳
３4 歳
勤務国数
2.0 ヶ国
2.5 ヶ国
2.3 ヶ国
入職時年齢
３３歳
３１歳
３２歳
満足度（１～５）
4.1
4.3
4.2

職種と満足度に関係があるでしょうか？
さて、横山先生は Chapter1 と２で紹介したアンケート調査から、職種と職員満足度に関係がありそうだと
見込みをつけました。そこで、
「専門職」グループ、
「財務」グループ、
「アドミン（総務）
」グループ、
「調整業
務」グループ、
「開発途上国支援」グループの５グループに分類して、それぞれの満足度を 5 段階評価した結果
を表２にまとめてみました。
表２．聴き取り調査協力者の専門分野、男女比、職位、年齢、満足度
職種
男性
女性
合計
平均職位 平均年齢
満足度 5 段階評価
専門職（財務を除く）
4
6
10 41% P-4、Step7 48 歳 4.7
（男性4.25、
女性5.0）
アドミン・人事
0
3
3
13% P-4、Step5* 46 歳* 4.5（男性－、女性 4.5）
開発途上国支援
0
2
2
8% P-3、Step5 39 歳 4.5（男性－、女性 4.5）
財務
2
2
4
17% P-4、Step7 46 歳 4.25
（男性4.0、
女性4.5）
調整分野
4
1
5
21% P-4、Step1 49 歳 4.0（男性 4.0、女性 2.5）
*：1 名は平均値と大きく離れるため計算から除外
まず、
「専門職」グループとは、研究職というよりも、特定分野の専門家であることを意味します。職種として
は物流担当官、評価スペシャリスト、ＰＣネットワークスペシャリスト、医務官などが挙げられます。このグル
ープの満足度は 5 段階評価で 4.7 と、きわめて高い満足度を示しました。彼らは、専門分野で能力を発揮するこ
とで組織が自分の能力を高く評価してくれることに、満足していると判断されます。
次ぎに、
「アドミン・人事」と「開発途上国支援」の満足度が 4.5 と高い値を示しました。もっとも、両者は
聴き取り対象者がすくないので、統計的に評価はむずかしいところです。とくに、
「開発途上国支援」グループの
職員の満足度は非常に高い者と低い者に大きく分かれたそうです。開発途上国支援の成否は、自己の努力のみだ
けではなく、たとえば政権交代による事業方針の変更、事業の中止などの外部要素に影響されることが大きく、
それらが満足度で大きな差となったと考えられます。
「財務」グループは財務分野で働く職員で、満足度は 4.25 でした。このグループは上記専門職グループに含
めることもできるのですが、一つには「財務グループ」からの回答が比較的多かったので、専門職から独立させ
た、とのことです。なお、財務グループに属している日本人職員は、職務能力を数字で表現することができるこ
とから、母語がアルファベットでない日本人には向いていると考えられるそうです。
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最後に、
「調整分野」グループの満足度は 4.0 と、５つのグループ内では最も低く、横山先生は「苦戦してい
る」と表現しています。また、このグループの平均職位も他のグループと比べ低いようです。国連の職場では、
一般的に調整分野の仕事は丁寧な仕事をする日本人には向いているとされ、上司に重宝がられるそうです。しか
し、職員の立場からすれば、職位が上昇するに従い競争が厳しくなり、
「P－５のポスト取得は厳しい」と複数の
調査協力者が答えていたとのことでした。
なお、横山先生は「国際機関への採用・登用時では、専門性や過去の関連分野での職務経験が高く評価される
ので、他職種への異動は日本人が一般に考えるほど簡単ではないようだ」と述べています。このあたりも、国際
公務員をめざす方には覚えておく必要があることかもしれません。
コラム 国際公務員への最初のステップ：主体的にキャリアを築く情報収集の基本姿勢
将来、国際公務員を志望する人は、学生のうちから、積極的に様々な“生きた情報”に触れ、分析検討する経験をしておき
ましょう。外務省 HP の国際機関人事センターのページには、インターンシッププログラムを含む国際機関の採用情報が掲載
されています（http://www.mofa-irc.go.jp/index.htm）
。近年、外務省も積極的に日本人職員の採用を後押しするようにな
り、様々な情報やイベントを提供しています。
ただし、いずれ海外で専門家としてキャリアを築きたい、国際機関で働きたいと願うなら、日本語の情報だけに頼っていて
はいけません。英語（または他の国連用語）で、希望する機関の活動やどのような人材が必要とされているのかなど、身近な
範囲を超えて、自ら積極的に情報を入手し分析していくことを強く心がけましょう。例えば、国際機関本部のホームページに
アクセスし、活動内容や必要とされる人材の要件などに関する情報を確認します。インターンシップを含む人事情報は、たい
てい"Employment”
、
“Human Resources”
、
“Career” 等のページに載っています。そこには、採用情報や入職後のキャ
リアパス、現在募集中の職種の応募要件や条件などが掲載されているので、自ら研究（research and analyze）するのです。
最初は見慣れない英語の表現に戸惑うことがあるかも知れませんが、少しずつ理解を深めることが大切です。各組織の HP
には最新情報が満載です。その機関の活動報告に関するレポートや報告書なども丁寧に読み取ることで、グローバルイッシュ
ーへの理解を深めることができ、実用的かつ高度な英語力が鍛えられます。時間をかけて、情報収集と分析を行う作業を通し
て必要とされる人材をイメージしながら、長期的な視点で、どのような学歴や経験を積むのがよいのか、よりリアルなキャリ
ア設計を立てることで、
「国際公務員になりたい！」という夢への現実に一歩近づきます。最後に繰り返しますが、手間を惜し
まずに正確かつ最新の情報収集をすることから、国際的なキャリアは始まっているのです。
（小西尚実先生「国際機関の人材開発～世界で活躍するための心得～」
）

日本人国際公務員の意識構造
成果主義の国際機関で働くこと
ここで、横山先生の研究からもう一つの話題を紹介しましょう。高校生・大学生の皆さんには人生のキャリア・
パスを考えることはまだまだ先のことに思われるかもしれませんが、国際公務員を目指す場合、まず、日本での
キャリア・パスと大きく異なっていることを自覚されることが肝心です。
横山先生によれば、日本の大企業では、新卒学生を一括採用した後、配置転換を繰り返しながら人材の能力育
成を行なっています。そのため、企業が採用試験で使う物差しは「志望者に、基礎学力と潜在能力があるか？」
です。とくに文系で採用された職員の能力開発では、最終学歴での専攻分野は大きな影響を及ぼしていないので
す。一方で、日本企業がグローバル化人材戦略を推進する限り、職種別に人材を採用する日は近いはずだ、と横
山先生は指摘します。欧米のビジネスマンと対等に仕事を進めてゆくために、企業は特定の職種分野で専門教育
を受けた人材を積極的に採用していくと考えられます。したがって、これからの大学生は、海外の人材と競合で
きる顕在能力を積極的に習得しなければなりません。こういう視点から、成果主義社会で働く日本人国際公務員
の姿は、国際公務員に関心がない方も含めて、これからのキャリアを考える上でヒントになるかもしれません。
コラム：国際公務員のリクルートと日本人
日本では、大学４年生の時に一斉に就活をはじめ、内定を取り付け、４月１日に一斉に入社し、企業で研修を受け、働き
始めるというのが一般的です。一方で、国連は仕事（ポスト）ごとに人を雇うという人事システムです。ポスト事に、仕事
の内容と必要な能力（Job Description）が決まっていて、その仕事ができる最適な人物をリクルートするシステムです。
ユニセフの後半は、ニューヨークでリクルートの仕事をしていました。
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リクルートといっても、外部から人を雇うだけではなく、空席がでたらすぐ、そのポストを公募し、内部と外部の応募者
の中から選択するシステムです。能力や人柄がわかっている内部の人間が有利な場合もあれば、経験豊かな外部の人間が選
ばれる場合もあり、とても厳しい世界だと思いました。
第２節で、JPO の話をしました。JPO のリクルートも仕事の一部で、私の担当はフランスと北欧諸国でした。ほとんど
の応募者が各国の省庁や企業で働いた経験があり、語学も堪能で、面接している私の方が引け目を感じるほどの優秀さでし
た。また、直接担当ではありませんが、イタリアの JPO はアピールが上手で、実力以上に見えました。
一方で、日本人の JPO 候補者と会ってみると、ヨーロッパの候補者と比べて、知的レベルは高いのですが、自己アピー
ルが弱いと思いました。これは、当時の私にも当てはまったことで、
「人の振りみて我が振り直せ」ではないですが、ほか
の人の面接を見ていると、問題点が良くわかります。
「こういえば良かったのに、もったいないなー」と思った点は、私も
気をつけるようにしました。

（西野先生「国際協力の 35 年～政策から草の根の現場まで～」
）

日本の企業から国際機関に転じた方からのご意見

内訳

横山先生の聴き取り調査では、協力者の約
表３．日本での勤務経験と勤務組織
９割の方が日本で働いた経験がありました。
組織
男性
女性
全体
とくに日本の民間企業に勤務後、国際機関に
日本での勤務あり 10 100% 11 79% 21 88%
転職した方は４割を超します（表３）
。
民間企業
4 40%
5
45%
9
43%
そこで横山先生は、聴き取り調査の結果か
外資系企業
2 20%
3
27%
5
24%
ら、日本企業がグローバル人材育成のために
政府機関
2 20%
1
9%
3
14%
人的資源管理面で重要となる取り組みや問題
大学
0
0%
1
9%
1
5%
点を検討しようと考えました。そこで、とく
その他
2 20%
1
９%
3
14%
に日本での勤務経験がある方が、その経験を
どのように評価されているかを調べたのが表 表４．日本での職務経験の評価
４です。
日本での職務経験
男性
女性
全体
なかなか興味深いのは、日本での職務経験 有益であった
10 100% 6
43% 16 66%
が現在の職場で有益かどうか？ 全体的には 有益でなかった
0
0%
4
29%
4
17%
３分の２の方が有益であったと答えています 該当しない
0
0%
4
29%
4
17%
（
「該当しない」と答えた方を除くと、80％
合計
10 100% 14 100% 24 100%
に達します）
。
このように日本の民間企業の職
場教育のレベルは高いと判断されます。
その一方で、やはり男女差があることにも気がつきます。とくに男性は全員、日本での職務経験が現在の国際
公務員の仕事においても有益であったと回答していますが、女性の場合は「該当しない」と答えた方を除いても、
60％に止まります。このように、男性回答者が日本で受けた職場教育のレベルは高く、国際機関での職務に役
立っていると高く評価する一方、女性回答者はそうでもない。実は、回答者の女性が日本で働いた時期は、男女
雇用機会均等法施行以前なので、当時の日本企業が「女性を活用しきれていなかった」ということを示唆させま
すが、今後も、
「女性の活用」の問題は日本企業が検討しなければならない大きな課題であるといえそうです。
ちなみに、横山先生はアンケート調査から、回答者の皆さんは転職に積極的であると考えておられます。とく
に専門分野での高い能力が要求される WHO、ILO、世界銀行などの専門機関に勤務する回答者の 40%は機会が
あれば「自分の能力・知識を他の職場で活かしたい」と、転職に積極的であったことがあげられます。専門性が
高い職員は、自分の能力・経験を活かす機会があれば、給与は多少低くなっても転職に積極的な姿勢を見せてい
る、ということです。
まとめれば、日本での職務経験は国際舞台でも役に立つ。そのため、国際公務員になる前に、日本国内で経験
を積むこともけして悪くはないかもしれない。その上で、国際公務員になられた方々は、成果主義の世界におい
て現在のステータスに固執することなく、自分の専門性を活かせる場を積極的に求めている、ということになる
のかもしれません。
コラム 国際機関でのキャリアアップ：継続的な学習は組織と個人双方にとっても最優先課題
ところで、職員の専門能力・管理運営能力を維持することは、組織の将来にとって必要不可欠な投資であり、最優先事項
です。組織、その管理職、および職員個人は、学習と能力開発を行う責務を共有しています。つまり、組織は、すべての職
員の能力開発を積極的に支援し、モチベーションを高め、健全な労働環境を創る責任を負っています。
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例えば、私の働いていた国際機関では、毎年５日間を自身の自己啓発に充てることができる“development leave”と
いう休暇制度が、全職員に対して適用されていました。私は、自分の中期的なキャリアプランの実現に有益となるよう、有
給休暇と５日間のこの development leave を組み合わせ、約３週間イギリスの大学院で専門的知識の習得を目的としたプ
ログラムに参加しました。開発途上国での生活の中でついつい目の前の職務に没頭して、視野が狭くなっていたと気づかさ
れました。
私の同僚の一人は、1 年間の study leave（現在の仕事に役だつ知識やスキルの習得のための休暇制度）を取得し、留学
後、元の職場に復帰しました。自身のスキルや知識をアップデートすること、これもグローバルな職場で、第一線で活躍し
続けるためには重要な責務なのです。

（小西尚実先生「国際機関の人材開発～世界で活躍するための心得～」
）

その他、アンケート調査や聞き取り調査から浮かび上がってきたこと
Chapter１や Chapter２で明らかになったこともあわせて、調査から浮かび上がってきたことを以下、まとめ
てみましょう。
まず、給与の不満は少ないようです。国際機関の給与はドル建で支払われており、円に換算すると決して高い
とはいえません。実際、40%以上の男性職員は、転職により給与が 2～5 割減少したが、給与の減少による不
満は見られませんでした。横山先生の調査では、男性職員、女性職員共に職場が提供する「生活満足度」
、すなわ
ち「生活の質」を評価していたそうです。満足の理由としては、とくに男性は労働時間の減少を挙げていました。
一方で、日本人職員の最大の懸案は Chapter２で言及したように、日本にいる親の世話・介護の問題です。第
１次アンケート調査では、回答者の平均年齢が 43 歳であったということもあって、男性の 3 人に 1 人は日本
に戻り働くことを真剣に考えたことがあると回答しています。しかし、日本で適職が見つからない、日本の職場
環境で働く決心がつかないなどの理由で、最終的には離職しなかったというわけです。
次の懸案は、子供の教育の問題です。子供の教育に関わる問題とは、幼少期から海外で長期間生活していると、
日本語、日本人としての考え方・常識を身につけることが難しくなることから、親が子供に日本で日本人として
の価値観を身につけさせたいと考えてしまいます。一般に、親は子供に日本人としての価値観を身につけさせる
と同時に、将来の選択肢を多く持たせたいと考えます。このような経緯から、子供を持っている回答者からはら
子供の教育に関する問題の指摘が多かったようです。
最後に、赴任地で最も苦労する問題は医療施設へのアクセス、安全の確保、食べ物など一般的な事柄のようで
す。対照的に、現地で使われる言語の問題や、ローカル・スタッフとの関係ではありません。海外派遣者および
帯同家族の赴任地での適応には、現地の一般的生活情報の有無が大きな役割を果たすようです。
コラム 現地の生活で打ち込めたこと
（バングラディシュでの UNICEF 勤務の生活で）もう一つ打ち込んだのは「音楽」でした。ダッカステージというグル
ープがあり、一年に一度、ブリティッシュ・カウンシルの講堂を借りて、ミュージカルを披露するのです。演目はかなり本
格的で、私が出演した３年間だけでも「南太平洋 」
、
「三文オペラ 」
、
「ペンザンスの海賊 」という演目でした。私はオー
ケストラの一員（フルート）でしたが、歌手、ダンサー、大道具、小道具、照明、衣装、演出など、すべてダッカ在住の素
人だけで１年かけて準備しました。このグループのおかげで、いろいろな国の外交官、学校の先生、国連や JICA 関係者、
ダッカ大学の教職員などと友達になることができました。ダッカステージからスピンオフして、バイオリンのアメリカ人（米
国国際開発庁の職員）
、ビオラのスイス人（スイス開発協力庁の職員）
、チェロのドイツ人（ドイツ国際協力公社の専門家）
と私の４人でカルテットを組み、室内楽を楽しみました。バングラデシュはイスラム教国ですが、ダッカにあるアルメニア
教会の修復を助けるため、その教会でチャリティコンサートをしたことがあります。楽譜をみるため、発電機を持ち込み、
暑さや虫と戦いながら演奏したモーツアルトでした。スポーツでも、音楽でも、何か打ち込めるものがあると、途上国の生
活が一段と楽しくなります。

（西野先生「国際協力の 35 年～政策から草の根の現場まで～」
）

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
横山和子「グローバル時代のキャリア形成～日本人国際公務員のキャリア研究の視点から～」関西学院大学総合
政策学部「グローバル・キャリアデザイン」講義録、2015。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter４：開発援助とは何か？ 国連機関での経験から
“開発援助”とは何か？ Chapter４では、まず村田先生の「開発援助の現場から～開発実践者のディレンマ
～」から第２次世界大戦後の開発援助の変遷を、そして西野先生の「国際協力の 35 年～政策から草の根の現場
まで～」から 21 世紀の開発目標について、ご紹介します（小西、2018）
。

援助政策」実践の魅力：人道・緊急援助と復興（村田俊一先生）
アメリカの大学院で開発援助を学ぶ
1970 年代のアメリカの大学院で、理論の立て方、仮説の立て方を徹底的に学習しましたが、定量化がかなり
進んだ 1980 年代の米国定量政治経済学は日本とは違い、統計学との融合が新鮮でした。
International Political Economy and its System（国際政治経済とその構造理論）を学びましたが、学問領
域での Americanization は顕著で、経済発展における途上国の貧困は、｢クズネッツの理論1｣を継承するかの如
くのごとく Trade-off として考えられていました。この時点から、途上国の経済学者、とくに従属理論2を唱え
た、ラテンアメリカの経済学（Neo-Marxist）を研究し、途上国の地方自治・行政に興味を抱くことになります。
こうして自己啓発としての「既成概念に対する挑戦」として捉え、従事してきた開発援助の世界で、アフリカ
での援助経験は援助の形態を理解すると同時に緊急・人道援助の基本と開発援助政策—中長期的な政策を考案す
る上で非常に役に立ちました。そこには、戦後数十年におよぶ開発援助政策に関する産業国側、途上国側それぞ
れの立場からの模索や議論が凝縮されていたのです（図１）
。

図１．開発社会学の言説史（木村宏恒編、2009）
『国際開発学入門』勁草書房、p.127

開発援助政策の変遷期から見えてくるもの
1960 年代から 1980 年代、植民地は自立したとはいえ、米ソの２極化構造と社会主義・資本主義のイデオ
ロギー論争・政策に巻き込まれ、かなりの途上国は外交的には非同盟主義（G77 の原型）を唱えたのです。そ
のプロセスには中華人民共和国の台頭が見え隠れします。米国はベトナム戦争に敗北し（1976 年）
、旧ソ連は
アフガニスタン（1980 年代）に介入して、失敗。泥沼化する局地戦争に国連組織の役割は複雑かつ多様化して
いきました。
その当時、援助の形として、必要な金と条件を付けてそれぞれ米ソ陣営に引き込む政策が顕著でした。産業国
は、途上国の Needs とは「資金と機材と人道援助」である、と決めつけて援助します。そのため、プロジェク
トのオーナーシップは常に援助する側にあり、援助される側の意見はさほど反映されているとは思えませんでし
た。その時期、筆者の所属する国連最大の援助機関である UNDP の立ち位置は、実施機関と受益政府に挟まれ
て、かなり複雑でした。Tripartite Relations、すなわち UNDP（出資）
、国連専門機関（実施）
、受益国の三者関
係において、その資金を委託された国連専門機関がオーナーシップを握っていました。途上国の開発計画はあた
1

「経済成長の初期には所得分配の不平等が大きくなりますが、ある程度の水準に達すると不平等は低下する」という議論
（Kuznets, 1996）。これを証明するために、クズネッツは逆 U 字曲線を提唱しました。
2

1960 年代にラテンアメリカで提唱された経済開発、戦略理論。資本主義社会では「中心」として支配する先進国と、「周
辺」として従属的地位に置かれる発展途上国との間に従属関係が歴史的につくられ、発展途上国の経済の停滞は先進国の経済
に充足するかたちで並存していることに起因すると主張しています。（『ブリタニカ国際大百科事典』）
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かも援助される側が要請しているように見えますが、実際には国連機関の職員や専門機関のエクスパートが草案
を書き上げ、援助される政府がそこに修正を加えるというパターンが一般的でした。
筆者（村田先生）は、アフリカで実際そうしたプロセスに加わり、プロジェクト草案作成に従事したことにな
ります。外国人専門家の技術移転は、彼らの意図する、すなわち「上から目線」で実施されているのが通常でし
た。現地での優先順位やゴールが考慮されていることもありますが、そのあたりは個人の裁量に任されていまし
た。受益者の意見を取り入れることが、確固たる規範として制度に明記されるのはかなり後のことで、1990 年
代頃に UNDP の開発マニュアルに反映されます。折しも、この頃になるとラテンアメリカから台頭する
Neo-Marxist（1970～80 年）の提唱する「従属理論」が非同盟主義国を巻き込み、国連内でもかなりの影響
力をもつようになりました。誰のための援助か？ 途上国は、援助と見せかけて、実は援助資金の大半が援助す
るドナーに逆流している状況を非難しました。以前は、国連に多国籍企業部（Transnational Corporation
Division）が存在し、多国籍企業の動向をモニターし、警鐘を鳴らす役割を担っていました。
こうして産業国・多国籍企業への批判（企業 CSR の芽生えともいえる）が始まり、国連諸機関のメンバー国か
らも援助の形態に疑問視する声が上がり始めます。誰のための援助なのか？ プロジェクトのオーナーシップは
出資する側か、それとも受益者か？ こうした疑問は有償資金の機関ではいまでも継続審議されています。

援助におけるアプローチの見直し
1980 年代には、世銀グループが「構造調整プログラム」に失敗します。途上国側は不平等の問題を南北問題
と位置づけることで、非同盟諸国と中国による産業国批判に拍車がかかります。
このようにして二国間援助と多国間援助の関係の調整や、Multi-Bi3プロジェクトの実施等の変革が、1980
年代から始まります。専門機関が実施する形から、受益国政府実施の形態4に移行することで、国連専門機関は一
部の協力機関として適宜、政府の要請によって参加する形態をとることになりました。要するにオーナーシップ
が受益国に移行する時期を迎えたのです。
その後、実施形態はさらに進化して、現地政府のみならず、NGO／NPO、民間をも参加できる National
Execution プロジェクト、UNDP Direct Execution5（例、アフガニスタン、東チモール等）のプロジェクト
も実施の Option として浮上しました。現地で調達できるうる機材・資源を購入、すなわち現地 Expert も採用
するように奨励されるようにもなりました。逆に資金を出せばすべて受益国で実施するという、International
Dimension の価値を無視する動きも出てきました。こうした流れのなかで、受益国の説明責任（Accountability）
もオーナーシップの条件として議論されるようになるのですが、産業国側も OECD-DAC（５原則—妥当性、効
率・効果、インパクト、自立発展性）を最大限活用し、ODA の効率性を打ち出してきたのです。
たとえば、効率性の観点から、ミクロのプロジェクトを多々実施するより、プログラムアプローチという、政
策実施における Upper レベルに対する政策提言と持続可能なアプローチへの転換が示唆されました。一方で、
政策提言が予算化され、実施される段階までのプロセスの評価は未だ曖昧です。投入中心主義から成果主義へ変
わるとともに、さらに行為主体の多様化によって援助の協力と調整が重要課題となりました。途上国の Capacity
Development の高揚という、自ら立案・実施し、成果を管理し、そのプロセスを維持・継続できることを目標に
する動きも始まりました。
しかし、Capacity Development と技術移転については、途上国は植民地支配から独立して当時 20 年足ら
ずであり、先進国のような Capacity は簡単には構築できません。それを３～５年というプロジェクト期限を強
要して、果たして正当な技術移転ができるのか？ そして先の見えない貧困状況をこの複雑多岐にわたる援助シ
ステムに打つべき改善策はあるのか？ これが開発援助に携わる関係者に投げかけられた課題でした。援助にお
けるアプローチの抜本的な見直しが必要となっていたのです。

社会開発への転進
1990 年代には、国連開発計画の『人間開発報告書』が産声を上げます。経済成長偏重主義から人間の潜在能
力を尊重する社会開発理論へ、UNDP は舵を切っていきます。識字率、寿命、最低限の生活、開発社会学の誕
生です。
3

国際機関を通じた援助をマルチ（Multi）として、二国間援助、つまり政府が直接途上国を支援する援助のことをバイ（Bi）
とよびます。Multi-bi プロジェクトではこのマルチとバイを効果的に組み合わせ、援助の効果向上を図ります。
4

Government Execution とは、受益国政府が管理責任を取る Accountability にシフトすることです。一方、National
Execution は、Government Execution がさらに進化した実施形態で、地方自治体、市民団体—NGO／NPO 民間企業も
実施に参加します。
5

政府が不安定な場合、特別な実施形態として、資金、実施、管理、すべてを UNDP が責任をもちます。
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この時期から、ＵＮＤＰはインフラ関連の事業から撤退することになります。一方で、人間開発報告書ではア
ジアの知識人から提唱された最初の開発社会学のアプローチとして、ブータン王国の国民総幸福（GNH）指標6、
タイ王国の Sufficiency Economy7、エクアドルの Buen Vivir8等、途上国の提唱する開発アプローチも盛んにと
りあげられるようになります。まさにグローバルな援助政策に対して、途上国の意見が学術的な見地から、そし
て市民参加を通じて反映されるようになってきました。

コラム MPI とは何か？ なぜ、HPI よりも優れているのか？
多次元貧困指数（MPI）とはなにか？
多次元貧困指数（MPI）とは、社会で最も恵まれない人々がさまざまな種類の貧困に苦しめられている実態を浮き彫りにする
ために導入された、新しい指標です。MPI は、人が同時にいくつの種類の貧困に直面しているかを明らかにすることにより、
多次元貧困の発生率とその強度の両方を映し出します。貧困状態で生きている人々の実態の全体像を描き出すために活用する
ことができ、国家間や地域間、国内の民族間、都市・農村間、さらには、そのほかの主要な世帯やコミュニティの分類カテゴ
リー間の比較もおこなうことができます。MPI は、最近の理論とデータの進歩を土台に、この種のグローバルな指標としては
じめて考案されたもので、所得をもっぱらの基準とする貧困の指標を補完する、貴重な指標と言えるでしょう。
2011 年版人間開発報告書では、世界の 109 か国、人口にして 55 億人（世界の総人口の 79％に相当）を対象に、MPI
の値を推計しました。それによると、2000～2010 年に多次元貧困状態にあったのは対象国全体で約 16 億人（対象国の総
人口のおよそ３分の１）です。この報告書でも述べているように、MPI は、保健、教育、所得という人間開発指数（HDI）の
３つの要素に関して、世帯レベルで複数の形態の貧困がどの程度重なり合っているかを表す指標であり、多次元貧困状態にあ
る人の割合、および多次元貧困状態にある世帯が直面している貧困の深刻さを映し出すものです。
なぜ、以前の人間開発報告書で採用されていた人間貧困指数（HPI）より、MPI のほうが優れているのか？
MPI は、1997 年以降発表されていた人間貧困指数（HPI）に代わって採用されました。
HPI は、各国の平均値によって、保健、教育、所得の 3 側面における総体的な貧困状態を描き出す指標で、導入された当時
は画期的なものでした。しかし、特定の個人、世帯、そのほかの集団の多次元的な貧困状態を把握することができないという
欠点がありました。この問題を克服するために、MPI においては、多次元貧困状態にある人の割合（発生率）および、その人
たちが直面している貧困形態の平均数（強度）をとらえるものとしたのです。
また、MPI においては、多次元貧困を構成する貧困形態の内訳も把握することができるので、地域や民族などによって多次
元貧困の構成要素がどのように異なるかを知ることができます。その意味において、政策立案上で有用性が高いのです。一方
で、所得の要素を含めることができなかったのは、データの制約が原因である。所得に関するデータは複数の調査結果から入
手せざるをえませんが、そのような調査のなかには、保健と栄養に関する情報を含んでいないものが少なくありません。その
結果、ほとんどの国において、特定の人が保健と教育の側面と所得の側面で同時に貧困状態にあるかどうかを判断することが
難しく、所得の要素を除外せざるをえなかったのです。さらに政治的自由に関するデータも欠けています。

21 世紀の開発目標（西野桂子先生）
2016 年、世界は貧困削減を究極の目標としたミレニアム開発目標
（Millennium Development Goals；MDGs）の時代から、持続可能な発
展（Sustainable Development Goals；SDGs）を目標とする時代に移り
ました。

MDGs（ミレニアム開発目標）とは
まず、ＭＤＧｓについて説明しましょう。20 世紀最後の年である 2000
図２．MDGs の目標（blogs, world bank org）
年に、ニューヨークで開かれた国連ミレニアム・サミットで、国連に加盟し
ている 193 ヵ国の首脳たちが 21 世紀の地球に向けて宣言した「ミレニアム宣言」と 1990 年代に開催された
多くの国際会議などで合意した開発目標を合わせて、
「ミレニアム開発目標」ができました（図２）
。
6

GNH とはブータンのジグミ・シンゲ国王が提唱した概念。経済成長を重視する姿勢を見直し、伝統的な社会・文化や民意、
環境にも配慮した「国民の幸福」の実現を目指す考え方です。GNH 指標とは国民の精神的な豊かさで国を測るものです（外
務省ホームページ）。

7

日本語で訳すと「足を知る経済」。タイのプミポン国王が提唱しました。物に溢れた生活ではなく、環境・資源の限界を知
り、すべてのバランスを考えながら、自分に十分な量を知って生きるという概念です。
8

エクアドルのコレア大統領が提唱したものであり、日本語に訳すと「良き生活」。良き生き方をするために、人と人の調和、
人と自然の調和を図っていこうとする考え方です。
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このミレニアム開発目標は、①極度の貧困と飢餓の撲滅、②普遍的な初等教育の達成、③ジェンダー平等の推
進と女性の地位向上、④乳幼児死亡率の削減、⑤妊産婦の健康状態の改善、⑥HIV/エイズ、マラリア、そのほか
の疾病の蔓延防止、⑦環境の持続可能性を確保、⑧開発のためのグローバルなパートナーシップの推進という８
つの目標（ゴール）と 21 の具体的な目標（ターゲット）から成り立っていました。ミレニアム開発目標の功績
は、国連に加盟しているすべての国々が同じ目標に向かって努力することに同意したことです。８つの目標が分
かりやすく、人類の発展のために必要不可欠なものであったからかもしれません。ミレニアム開発目標のもう一
つの特徴は、
「途上国
表 1．ミレニアム開発目標の達成度（抜粋）
に頑張ってもらうの
目標
ターゲット
1990 年
2015 年
を先進国が支援す
開発途上国での極度の貧困比率
47％
14％
る」という意味合い ①極度の貧困と飢餓の撲滅
極度の貧困に暮らす人々の数 19 億 2600 万人 8 億3600 万人
が強い点でした。目
②普遍的な初等教育の達成 小学校の純就学率
83％
91％
標の①から⑦はすべ
③ジェンダーの平等の推進 農業以外で賃金労働につく女性
35％
41％
て途上国の努力目標
と女性の地位向上
の割合
でした。
５歳未満の子どもの死亡数
90 人
43 人
この目標はどれだ ④乳幼児死亡率の削減
（／千人あたり）
け達成されたのでし
⑤妊産婦の健康筐体の改善 妊産婦死亡率（／出産 10 万）
380 人
210 人
ょうか？ 達成期限 ⑥HIV/エイズ・マラリア、 マラリアの罹患率
147 人
92 人
の 2015 年に向け
その他の疾病の蔓延防止 （／感染地域千人）
（2000 年） （推計値）
て世界各国が各目標 ⑦環境の持続可能性の確保 水道水が飲める人
23 億人
42 億人
に向かって努力を続 ⑧開発のためのグローバル
810 億ドル 1350 億ドル
ODA の額
けた結果、1990 年
パートナーシップ構築
（2000 年） （2014 年）
と比べて 2015 年 出典：United Nations（2015）“The Millennium Development Goals Report”（国連広
の世界は少し前進し 報センター『国連ミレニアム開発目標報告 2015、MDGs 達成に対する最終評価』
）
たといえます
（表１）
。

MDGs から SDGs へ
一方で、ミレニアム開発目標だけではなく、アジアやアフリカ諸国の経済成長とグローバリゼーションが進ん
だおかげで、世界は大きく変わりました。インターネットの発達は目覚ましく、世界中どこにいても情報共有が
可能です。国連によると、
「インターネットの普及率は、2000 年に世界人口の６％だったのが、2015 年には
43％まで増加し、32 億人がグローバル・ネットワークとつながった」と報告されています（国連広報センター、
2015）
。ただし、デジタルディバイドという言葉が生まれたように、インターネットの情報にアクセスできる
人とそうでない人の差が生まれました。日本国内でも、パソコンやタブレット、スマートフォンの操作ができな
いと、Web の閲覧ができません。最近、
「詳しくは Web で」という言葉を多く耳にしますが、Web へのアクセ
スができないと、情報がそこで途絶えてしまいます。インターネットに接続するには、パソコンやタブレットな
どの機器だけでなく、充電するための電気やプロバイダーへの接続が必要です。現在、インターネットに接続し
ている人口が 32 億人ならば、2014 の世界人口 72 億 6500 万人中（UN、2015）
、40 億 6500 万人は
インターネットから情報を得られていないことになります。
教育を受けられる人とそうでない人、安全な水が飲める人とそう
でない人、安全に子どもを産める人とそうでない人、働いて収入を
得ることができる人とそうでない人など、世界の発展から少しずつ
取り残された人々がでてきました。さらに、内戦やテロが続くイラ
クやシリアのように、生活の質が以前より大きく悪化している国も
あります。2016 年からの 15 年間は、
「誰一人取り残さない」と
いうメッセージを強く打ち出し、国と国、そして国内の格差をなく
図３．持続可能な開発目標（SDGs）
。 （European Environmental Organization (EEB).org）
しつつ、
持続可能な発展を目指す 17 の目標を掲げています
（図３）

引用文献
木村宏恒編『国際開発学入門』勁草書房、2009。
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter５：開発援助とは何か？ 国際金融を通じた支援
本章では、国際金融を通じた開発戦略の現場について、坂口勝一先生の「国際金融の舞台裏～IMF とアジア開
発銀行での経験など～」から、アジア開発銀行についてのご経験を語っていただきたいと思います（小西、2018）
。

アジア開発銀行へ
（坂口先生は）1999 年 6 月から再びアジア開発銀行に勤務することになりました。13 年ぶりの勤務です。
本部庁舎は、マニラのオルティガスというところに移っていて、新築の立派なビルになっていました。私が就任
したのは、予算人事局長という仕事で、銀行の経営にとって一番大切な「人」と「金」を担当する部署です。銀
行の経営方針や、アジアの開発戦略などにも深く関与することになりました。予算人事局は当時スタッフが 130
名ほどの組織で、次長がアメリカ人（女性）
、人事課長がオーストラリア人、予算課長が日本人、福利厚生課長が
シンガポール人という陣容でした。皆ハードワーカーで、抜群のチームワークを誇っていました。
1999 年当時は、国連 MDG1の前夜で、国際社会は発展途上国の開発戦略の大幅な見直しを行っていた時で
す。世銀ではジェームズ・ウルフェンソン総裁が、CDF（Comprehensive Development Framework の略で、
「包括的開発の枠組み」と訳されています）という、途上国のオーナーシップの向上や世銀が中心となる各国・
国際開発金融機関のコーディネーションの向上策を売りとした新しい開発戦略を打ち出してきました。
たとえば、
ベトナムへの支援でいえば、世銀が全体を仕切る枠組みを作り、ADB はインフラ整備、世銀は保健、日本は教
育セクター、といった具合にドナー間の役割分担を決めて重複や矛盾がないようにしようというわけです。さら
に、世銀は途上国重視の戦略の目玉として、ワシントンにいた職員を大量に途上国各国にある世銀支店にシフト
させ、かつ、各支店の現地採用スタッフを大幅に増員し始めました。インドの世銀支店などは、一挙に職員数が
200 人まで膨れ上がりました。
ADB は応戦に追われました。なぜなら、ADB にとって、世銀主導で役割が決められるようなしくみは受け入
れがたいし、何よりも、強力な競争相手である世銀がアジアの途上国各国に展開してくることは、アジアの地域
開発金融機関を自任する ADB の存在価値を脅かすのではないかと考えられたからです。そして、厄介なことに
は、こういった動きに対し、欧米の加盟国は、ADB を応援しようとするのではなく、
「ADB と世銀との任務は
ますます重複してきている。ADB の存在意義は何だ？」といって、攻める側に回ったのです。
そもそも「世銀との役割分担」は ADB にとって創設以来の悩ましいテーマです。歴代の ADB 総裁は、
「世銀
がワシントンにある“大病院”なら、ADB は、クライアントである途上国に近いところに本部を構えきめ細や
かなサポートをする“ホームドクター”である」などといっていましたが、いまや世銀のアジア展開によって
ADB の役割がますますはっきりしなくなったというわけです。往々にして欧米諸国は ADB に厳しい批判を向
けることが多かったのですが、この時はとくにそういった風潮が高まりました。
こうした中で、ADB は開発戦略を大きく変えていくことになります。まず開発目標を絞り込み、
「貧困削減」
を最上位の開発目標としました。そして、この目標達成に必要な戦略や政策も大幅に整理しました。現在 ADB
が掲げている、①包摂的成長、②環境重視の成長、③アジア地域の協力統合という３本柱も、このときの改革の
流れをくんでいます。次に、組織も大きく変えました。それまでプロジェクト局が主軸だったのを、国・地域局
をメインに据え、よりクライアント重視の体制にしました。また併せて、インフラ、環境、教育、ガバナンス等
の各セクターの政策を担当する部局を新設し、政策機能を強化しました。現在の ADB の機構は、基本的にこの
時の大改革がベースになっています。さらに、途上国各国に展開する支店の数を増やすとともに、現地採用を大
幅に増やしスタッフの増強を行いました。

ADB と中国の台頭
13 年ぶりに ADB に戻って大きく変わったと思ったのは、中国の存在でした。私が以前 ADB に勤務してい
1

Millennium Development Goals の略称で、2000 年に国連が打ち出した開発目標のこと。貧困撲滅や初等教育の完全普
及などの８つの目標を掲げ、2015 年を達成期限としています。
2015 年９月、国連はＭＤＧに継いで、より広範な 17 の目標からなる SDG（Sustainable Development Goals）を採
択しました。SDG は、途上国のみならずすべての国を対象としており、MDG の残された課題や 2015 年までの 15 年間に
新たに顕在化した課題に対応することを目標にしています。目標達成期限は 2030 年（Chapter４を参照）。
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た時に加盟した中国が、大きくなって、資金拠出規模においても投票権においても ADB の中で日米に次ぐ第３
位の国になっていました。中国出身の職員も増えて活躍するようになっていましたし、理事会における中国代表
理事の発言もしっかりしていました。優秀な人を送ってきているなという印象でした。
中国の台頭に伴って問題も起きていました。その一つが中国から副総裁を起用するかどうかという問題です。
当時 ADB には副総裁が 3 人いましたが、ADB は副総裁の数について、1983 年にそれまで 2 人だったのを 3
人に増やして以来、組織があまりトップヘビーになってはいけないという理由から、３人よりは増やさないとい
う方針を堅持していました。そしてその３人は、北米から１人、ヨーロッパから１人、そしてアジアから１人選
ばれるという慣行になっていました（当時の３人の出身国はアメリカ、オランダ、韓国でした）
。
中国のいい分は「中国の ADB への出資額、貢献度から考えて副総裁の一人は中国から選ばれるべきである」
というものでしたが、再三の要求に対し、ADB 側ははっきりした返事をしないという状態が続いていました。
2002 年春、千野忠男 ADB 総裁と中国上海に出張した際、朱鎔基総理と夕食を共にする機会がありました。
終始、和やかな雰囲気でしたが、何かの拍子で話題が ADB の副総裁問題になり、朱総理からボソッと、
「千野さ
ん、私の総理引退もそう遠くないが、私が ADB 副総裁に立候補したら採ってくれますか」という発言がありま
した。千野総裁からはなんの反応もなくすぐに他の話題に移りましたが、あの明らかに単なる冗談ではない一言
に一瞬場が凍り付いたのをいまでも覚えています。
中国が念願の WTO 加盟を果たしたのが 2001 年。当時の中国は、朱総理
のリーダーシップの下で多くの改革を断行して、国際機関にも積極的に関与し、
国際社会での地位向上という戦略を着実に実行していた時期でした。その後
2003 年になって、ADB は初めて中国から副総裁を迎えることになります。
この時、副総裁として ADB にやってきたのが、現在 AIIB の総裁をしている金
立群氏です。金氏はその後５年 ADB にいて中国に帰ることになりますが、し
たがって ADB のことをよく知っている人です。AIIB と ADB の対立という人
がいますが、アジアの発展のために両機関が協力関係を築いていくのは難しい
ADB 予算人事局長時代、朱鎔基総理と上海
ことではないと思っています。
にて。
前列右端は金立群氏
（現AIIB総裁）
。

３度目のアジア開発銀行勤務

2002 年６月に ADB から大蔵省に戻りましたが、名前が財務省に変わっていました。３年ほど国税庁で仕事
をした後、大臣官房審議官（関税局担当、WTO・FTA 交渉担当）という仕事に就きました。当時、日本が本腰
を入れ始めていた諸外国との自由貿易交渉（Free Trade Agreement（略称 FTA）
）と、2005 年の香港での
閣僚会議でまとまるだろうといわれていた WTO2ドーハラウンド交渉が主な仕事でした。
３年ほど財務省で貿易の仕事をしたら、訳あって、2008 年６月からアジア開発銀行の日本代表理事を務める
ことになりました。３度目のマニラ赴任です。
2008 年秋に起こったリーマンショックに対応するアジア各国への支援、さらには、その支援のためにはアジ
ア開発銀行自身の資金力の増強が必要だということになり、アジア開発銀行の増資の問題にも深くかかわること
になりました。グローバルには、リーマンショック対応の流れの中で、アジア開発銀行の増資を先頭に、世界銀
行、米州開発銀行、アフリカ開発銀行、IMF などでも増資が行われ、大規模な金融危機に対応する体制が整備さ
れていきました。
総裁は現在日銀総裁をしておられる黒田さんで、４年間、総裁—日本代表理
事という関係で一緒に仕事をしました。私にとっては３人目のアジア開発銀行
総裁です。私が総裁補佐官として仕えた藤岡総裁、予算人事局長として仕えた
千野総裁、そして、黒田総裁。それぞれにマネージメント・スタイルが違い、
職場の空気も違っていました。藤岡総裁は、行内で「藤岡天皇」とよばれるほ
どのトップダウン、千野総裁は、職員の意見を丁寧に聞きながら進めるスタイ
ル、黒田総裁は、職員に対しては、細かいことにはあまり口出しせず、
「先」を
考えて仕事ができるよう情報やヒントを出す、といったスタイルでした。
2012 年４月、関西学院大学に赴任することになり、アジア開発銀行そして ADB 理事時代、ADB 幹部と本部庁舎にて
2

World Trade Organization（世界貿易機関）の略称。1995 年に設立された国際機関で、貿易に関する国際ルールを定め
た WTO 協定の実施・運用を行い、世界の貿易体制の中核を担っています。本部はスイスのジュネーブにあり、2017 年１月
現在、加盟国は 164 か国、事務局職員数は約 600 人。2001 年にスタートした WTO ドーハラウンドの交渉が難航・長期
化して、これが自由貿易協定（Free Trade Agreement；FTA）急増の背景にあります。
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35 年務めた財務省を退職しました。数えてみると、35 年間に仕事の配置換え 22 回、うち引っ越しをともな
う転勤が 15 回、留学を含めた海外勤務 15 年、訪れた外国の数は 71 か国になりました。

国際機関の役割と強み
ここで、私の経験を振り返って、国際機関の役割と強みについてお話
しましょう。
GMS（Greater Mekong Sub-region の略）とよばれているメコン川
流域６か国（タイ、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、中国
の雲南省・江西壮族自治区）の共同開発計画があります。すばらしい成
果を上げているのですが、このプロジェクトの成功は、アジア開発銀行
の存在抜きには考えられません。
1992 年当時、まだカンボジア内戦の混乱冷めやらぬ頃から、ADB
のスタッフが、メコン川流域諸国の代表者を集め、この地域の道路・電
気・通信などのインフラ整備や開発は各国がバラバラにやるのではなく
共同でやるべきだと訴えました。しかし、これらの国々は長い間戦争で
争ってきた相手同士、なかなか話が進みません。ADB のスタッフは、
何度も何度も各国のリーダー・政策担当者のところに足を運び、説得を
重ねたと伝わっています。
以来 20 年余り、この努力が実り、各国をまたいだ道路・送電線・通
信ネットワークなどの整備が目覚ましい勢いで行われました。
たとえば、
道路整備でいうと、
東のベトナムのダナンという町からタイを経由して、
ミャンマーのモーラミャインまで結ぶ全長 1450 キロメートルの東
図１．メコン流域開発：上図は 1992 年、下
西回廊といわれる幹線がほぼ完成しつつありますが、これが開通する
図は 2015 年の道路・通信・送電網の状況
ことによって、これまで海上輸送で 3 週間かかっていたのが、陸送で
４日まで短縮されることになります。この他、中国雲南省の昆明から南下し、ラオスを経由してタイのバンコク
まで結ぶ全長 2000 キロメートルの南北回廊も物流の効率化に絶大な貢献をしています。道路整備のほか、各
国をネットワークする送電線網、通信網の整備も進んでおり、この地域のみならずアジア地域全体の発展のため
に、計り知れない推進力となっています（図１）
。そして、GMS における各国の協力は、現在、インフラ整備に
とどまらず、環境、農業、観光、エネルギー、投資、人材育成など多くの分野に広がりをみせています。
アジアには現在、GMS のような地域協力の枠組みがいくつかあって、いずれもアジア開発銀行が、事務局の
ような役割を担いつつサポートしています。政治的な野心が無く、各国の国益にしばられない ADB が純粋に
“honest broker”として各国をつないできたからこそ、こうした地域協力がうまくいっているのです。こうし
たことができるのは、ADB が国際機関だからです。各国のリーダーや政府担当者にアクセスがあり、その国の
政策について対話（
“Policy Dialogue”といいます）や、政策勧告をする権限と信頼があるからです。
現在、民間企業や NGO なども途上国の開発に関与するケースが多くなっていますが、政府に責任をもってア
ドバイスすることは難しい。もっとも、昨今途上国政府のスタッフのレベルは上がって来ていますし、またグロ
ーバル化の中で、途上国政府も世界のベストプラクティスについてはほとんど知っています。かつてありがちだ
った「国際機関が途上国に上から目線で教えてあげる」というのはもう通用しなくなっています。国際機関職員
に求められる専門性・優秀さのレベルはますます高くなっていると思います。
もう一つ国際機関の役割として大きいのは、
各国の経済、
政策に関する情報やデータを収集分析し評価を行い、
それらを報告書などにおいて各国の政策担当者や世界の投資家に提供するということです。これも二国間協力で
はなかなかできないことです。途上国の経済発展にとって、民間の資金が効率的、効果的に使われることが重要
になってきており、
そのために国際機関が信頼できるデータ・情報を提供する重要性はますます高まっています。

国際機関に勤める方法
「国際機関に勤めるにはどうすればいいのですか？」という質問を受けることがあります。もちろん国際機関
によって違いますが、アジア開発銀行の例でいうと、採用されるためには２つのルートがあります。1 つは、ヤ
ングプロフェッショナル（YPP）として採用される方法で、これは採用時に 33 歳以下、修士号取得者優先、専
門分野で実務経験３年以上、といった条件があります。大変人気があり、競争率も高いです。世銀にも同様の制
度があります。２つ目は、空席ポストの募集が随時あるので、それに応募する方法です。これについても修士号
取得者優先、実務経験 10 年以上といった条件があります。ちなみに、現在の ADB の新規採用者の平均年齢は
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35 歳程度となっています。
ということは、日本人の場合、大学の学部や大学院を卒業後、まず政府・政府関係機関・民間企業等に就職し、
修士号を取ってない人は勤め先の留学制度などを利用して修士号を取得する。そして自分の専門分野の腕を磨き
ながら、自分の希望する国際機関の空きポストを探すということになります（Chapter１等を参照）
。大学を出
て就職した会社で気に入ったら一生働き続けるのが一般的な日本では、努力と辛抱が要求されるプロセスかもし
れません（この日本と欧米人のキャリアパスの違いが、国際機関で働く日本人が少ない原因の一つになっている
のではないかと思います）
。専攻する分野は、ＡＤＢのような開発金融機関の場合、経済・金融・工学・農業・都
市計画・教育・環境等、途上国の開発が関係するさまざまな分野での人材を必要としています。それぞれの分野
で実務経験を積み、専門知識と人脈を築いていくことが重要です。
表１は、主な国際開発金融機関・IMF の専門職員の数とそのなかの日本人職員の数を比較したものです。ADB
を除けば、日本人職員の数は日本の出資比率や資金的貢献度に比べ少ない状況にあります。各国際機関からすれ
ば、よい人材がいれば日本人をもっと採用したいという状況にあるということです（この表にある国際機関は、
人事部によるリクルートミッションを、日本に定期的に派遣しています）
。
日本人の国際機関への挑戦でハードルとなるのが英語です。採用時に要求される英語力はもちろんのこと、め
でたく職員になっても、周りはほとんどが英語のネイティブ、またネイティブに近い英語力をもっている人たち
ばかりなので苦労が絶えません。ミ
表１．主な国際開発金融機関・IMF の日本人職員比率（2016.4 現在）
ーティングなどで、分厚い資料が渡
専門 日本人職員数と 日本の出資
機関名
され、すぐにコメントを求められる
職員数 その比率（％） 比率（％）
ことはしょっちゅうですし、また書
世界銀行（IBRD/IDA）
4,272 139（3.2）
7.2
くことについてはもっと大変で、国
アジア開発銀行（ADB）
1,058 150（14.2）
15.7
際機関というところは、なんでもペ
米州開発銀行（IDB）
1,754
18（1.0）
5.0
ーパーにすることを求められる。自
アフリカ開発銀行（AfDB）
1,263
9（0.7）
5.5
分が考えたことを、ネイティブと同
欧州復興開発銀行（EBRD）
1,363
13（1.3）
8.6
じレベルで、スピーディーに紙にま
国際通貨基金（IMF）
2,163
53（2.4）
6.5
とめることは容易ではありません。
出典：財務省資料より筆者作成
英語の上達に奇策はありません。
とにかく機会あるごとに、読む、書く、聞く、話す、を地道にトレーニングするしかないでしょう。ただし、秘
訣はあります。１つはできるだけ若いうちにトレーニングをするということです。年がいくと、習得能力はどん
どん落ちていきます。とくにオーラル（聞く、話す）はそうです。私は学生諸君に冗談半分に「英語のラーニン
グカーブは年齢の３乗に反比例する」といっています。２つ目は、一定期間、できれば一か月くらい以上、日本
語を全く使わず英語漬けの生活をすることです。そうすると、日本語とは別の英語の思考回路ができてきます。
毎日２時間程度英語をやって、あとの 22 時間は日本語というのでは、回路はできません。大学の夏休みなどに
英語圏の国に行って英語漬けになるのは一つの手です。
「学生時代の長い休みにどうして外国へ行って、英語漬け
をしなかったんだろう」と悔やんでいる人を何人も知っています。

おわりに～国際機関のすすめ～
いろんな国の人と一緒に仕事をすることは楽しいことです。私が IMF や ADB においてチームを組んだ人たち
だけでも、アメリカ人、中国人、シンガポール人、インド人、タンザニア人、トルコ人、イギリス人、チリ人な
どなど、さまざまな国の人がいました。バックグランド、専門、思考回路、みな違います。もちろん違うから大
変なこともありましたが、違うからこそ、多様な人たちだからこそ、達成できたことも数多くありました。
また、国際機関の職員という立場で日本を眺め、日本が行っているさまざまな政策や国際貢献に関与できたこ
とは、学ぶところが多く、自分のキャリア形成にとって大変有意義でした。
いま皆さんが国際問題や国際貢献に関心をもっておられるのなら、国際機関で働くことは有力な選択肢だと思
います。きっとやりがいのある仕事と素晴らしい人たちとの出会いがあると思います。一人でも多くの皆さんが
国際機関で活躍されることを願っています。

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter６：国際機関での仕事とは？ IMF 編
Chapter６では、引き続き国際機関でのお仕事を紹介するため、坂口勝一先生の「国際金融の舞台裏～IMF と
アジア開発銀行での経験など～」から、国際機関の１例として国際通貨基金（IMF）でどのようなお仕事をされ
たかをご紹介したいと思います（小西、2018）
。

IMF 職員になる
（坂口先生は）１９８６年秋 ADB（アジア開発銀行）から大蔵省（現財務
省）に戻り、しばらく本省の大臣官房、理財局、主計局、国税庁などの部署
で勤務しました。１９９３年の春、その頃国税庁総務課企画官という仕事を
していましたが、訳あって国際通貨基金（IMF）の採用試験を受けることに
なりました。採用試験はワシントンの本部で２日間にわたって行われました。
採用試験は書類選考と面接です。面接は IMF の局ごとに行われ、書類選
考で私に興味をもった局（ヨーロッパ局、金融為替局、財政局、財務局、政
策審査局の各局でした）
が、
それぞれに面接チームをつくり、
面接をします。
出される質問は、世界経済に関する諸問題です。前年９２年に起きたヨーロ
ッパ通貨危機、世界の対外収支の不均衡の問題、日本の金融セクターの不良
債権処理の問題などなど。日本の経常収支黒字解消のために輸出規制をかけ
たら世界経済のマクロバランスはどう変わるか、といった突拍子もない質問
IMF 財政局幹部リスト
もありました。
１日目の面接は朝９時から午後５時までびっしりで、２日目は各局の人事担当次長との面接でした。とにかく
面接に次ぐ面接で、インタビュー力が試されていると感じました。
帰国してしばらくすると、ヨーロッパ局と財政局からオファーがありました。悩みましたが財政局に行くこと
にしました。面接で、日本の銀行や企業の不良債権に対する税務処理の問題について詳しく喋ったので、採って
くれたのかもしれません。財政局というのは、英語の Fiscal Affairs Department の日本語訳ですが、世界各
国の財政（税金や予算）に関する政策や制度を担当しているところです。私はその局で、advisor（審議役）や
division chief（課長）として３年ほど勤務することになりましたが、財政赤字やインフレが原因で国が破産状態
になって IMF に救済を求める国は後を絶たず、大変忙しい毎日でした。
私が IMF に入った１９９３年はソ連崩壊後間もない頃で、旧ソ連・東欧諸国が社会主義経済体制から市場主義
経済体制へ移行しようとしている時でした。Ｇ７主導であった当時の国際社会は、このとてつもないプロジェク
トの支援とアドバイスを IMF と世銀に託したのです。IMF 職員の士気は高まっていました。財政局の仕事でいえ
ば、それらの国の税制や予算制度を根本的に変えないといけない。しかし一朝一夕にはいかないので、どんどん
財政赤字は膨らむ、インフレは悪化する、外貨準備は底をつき、輸入代金の決済にも事欠くといった状態が続い
ていました。旧ソ連国の多くが国家破産に近い状況だったと思います。グルジアやアゼルバイジャンへ出張に行
くＩＭＦの同僚が、
「泊まるホテルにタオルやトイレットペーパーがないので、スーツケースの限界まで詰めてい
く」と言っていました。

IMF と世界銀行とはどう違うの？
国際通貨基金と世界銀行、この 2 つの機関はどこが違うのでしょう？ IMF は「世界の中央銀行」といわれて
おり、世界銀行（World Bank）はその名のとおり「世界の銀行」ですから、ややこしいですね。双方とも 1944
年のブレトンウッズ協定によって設立された国際金融機関ですが、本来の任務は全く違います。
IMF は加盟国（現在 189 か国）が対外的な支払いが困難に陥った場合に資金支援を行う国際金融機関です。
つまり、ある国が海外からの借金の返済や輸入代金の支払いなどに必要な資金に窮し、かつ信用がなくなって民
間市場からの資金調達もできなくなった場合、IMF からお金を借りることになります。最近ではギリシャのケー
スが有名ですね。ギリシャは 2010 年に財政状況の悪化が表面化、ギリシャ国債が暴落して政府の資金繰りが
行き詰まるという事態になりました。IMF と EU が共同して資金支援を行っています。
このほか、IMF は世界全体・各国・各地域の経済情勢をモニターし、加盟国の経済政策に関して助言を行うと
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いった仕事もしています。本部はアメリカのワシントン D.C にあり、2016 年現在、専門職員約 2,100 人、加
盟国からの出資規模は約 4,800 億 SDR となっています
（SDR は IMF から加盟国に配分される特別引出し権の
ことで、加盟国は必要なときには SDR を使って外貨を取得することができます。2017 年 1 月現在、１
SDR≒1.3US ドル）
。
これに対して、世界銀行は発展途上国の経済開発を支援することを目的とした国際金融機関で、途上国のイン
フラ、教育、保健、行政、金融、農業、環境などさまざまな分野のプロジェクトに対して、資金支援や技術援助
を行っています。通常、1944 年に設立され低中所得国への貸出しを行っている国際復興開発銀行（IBRD）と
1960 年に設立され最貧国の政府に無利子融資や贈与を提供している国際開発協会（IDA）を合わせて世界銀行
とよんでいます。本部はアメリカワシントン D.C にあり、2016 年現在、専門職員約 4,300 人、IBRD の資本
規模約 2,800 億ドル、IDA の出資規模約 2,500 億ドルとなっています。
したがって、以上のような両機関の任務からして、発展途上国支援などの分野では役割が重複するところがあ
り、両機関は政策の矛盾や無駄が生じないよう絶えず情報の共有、政策調整を行っています。

IMF での仕事１：ザンビアの消費税導入
ミッションの目的と打ち合わせ
IMF に入ってしばらくして、初めての「ミッション」に参加することになりました。ミッションというのは海
外出張のことで、IMF に調査に来てほしいという加盟国の要請に基づいて、その国に出向き、経済や財政の状況
を調査したり政策を勧告する仕事のことです。ある日の財政局の幹部会議で、
「ミスター坂口もそろそろミッショ
ンに行ってもらうことにする。ちょうど一か月後にザンビアの消費税導入ミッションがあるから、それに参加し
てほしい」ということになりました。
ザンビアはアフリカ南部に位置する人口１,３００万人ぐらいの国です。その頃、税収が思うように上がらず、
財政赤字増大、経済不調に苦しんでいました。これに対しＩＭＦとしては、消費税を導入し税収を上げるという
政策をザンビア政府に勧告しようと考えていました。というのは、当時のザンビアの税制では関税、所得税、法
人税が主軸でしたが、所得税や法人税では思うように税金がとれていなかったからです。
所得税や法人税を正しく徴収するには、納税者である個人や会社の「所得」を正確に捕捉・確定することが必
要となりますが、そのためには、納税者が関係する法律や会計の知識を持っていて、正しい申告・納税をするこ
とが前提となります。しかしザンビアのような国にとってはこれがなかなか難しい。それに比べて消費税は比較
的執行のしやすい税金とされています。税務署の調査を考えても、会社や商店などの納税義務者に「インヴォイ
ス」
（納品書）
という通常の取引で使っている書類を保存しておいてもらえば、
それらの書類を調べればよいので、
納税が正しいかの検証も比較的簡単です。当時 IMF は、こういった理由から、税収が思うように上がらない国に
対して、消費財導入を勧めていました。ザンビアのケースもその一つでした。
ミッションの３週間くらいまえに、ミッション・メンバーが集められ、打ち合わせがありました。メンバーは、
私を入れて全員で５人、
リーダーは財政局税務執行課の課長でチリ人の女性でした。
ほかに財政局のスタッフが、
私のほかに２人（アメリカ人とカナダ人）加わりました。そしてもう一人は、イギリス人のコンサルタントで、
以前イギリス関税消費税庁の課長をしていた消費税法の専門家でした。ＩＭＦは、常時、世界の税や予算の専門
家を登録しておいて、ミッションごとにＩＭＦの「契約職員」として参加してもらうという制度を持っています。
このイギリス人コンサルタントの参加もこの制度を利用したものでした。
彼は、
ロンドンからザンビアに直行し、
現地集合するということでした。
打ち合わせは１時間程度で、
リーダーからミッションの目的と各メンバーの分担の話があり、
「ミスター坂口は、
ザンビアの財政収支改善に必要な税収額の推計、食料品・医療品等への軽減税率の導入の是非と軽減税率導入の
場合の税収減の見積もり、所得税・法人税を廃止した場合の税収減の見積もりなどを担当してほしい」というこ
とでした。打ち合わせはこれ一回きりで、
「では、ルサカ（ザンビアの首都）のインターコンティネンタルホテル
で再会しましょう」ということで散会となりました。

ザンビアへの出張
IMF の出張は、日本の会社や官庁の出張のようにチームが団体旅行するのではなく、スッタフめいめいがそれ
ぞれの旅程で移動して現地集合するのが原則です。
当時、
サブサハラのアフリカには行ったことがなかった私は、
ワシントンからルサカまでどんなルートで行くのか、ルサカの空港からホテルまでの交通手段は何があるのか、
マラリア蚊がいるらしいが予防はどうするのか等知らないことばかり。初めてのサブサハラ・アフリカへの一人
旅には少々緊張感がありました。
ミッションは現地で大体３週間の日程です。この間に、１００ページ程度のザンビア消費税導入に関するレポ
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ートを書き上げないといけません。まず、ザンビアの財政、金融関係のデータを集めることから始めます。５人
で手分けして、ザンビア財務省や中央銀行、国税庁等に行って、資料を見せてもらいデータを収集します。それ
をホテルに持ち帰って、毎晩各自が集めたデータを突合・分析しながら、次の情報収集、調査の方針などを打ち
合わせます。しばらくはこの繰り返しです。総じて、途上国でデータが比較的そろっているのが中央銀行で、政
府の官庁は資料が散逸していることが多い。ザンビアも例外ではありませんでした。

税収を見積もる
私の担当の税収の見積もりについては、理論上の計算のやり方はワシントンンの本部で習得済みで、２５ｘ２
５の産業連関表を作って推計しようと決めていました。問題は、実際のデータです。先進国では、日本の内閣府
（旧経済企画庁）のような部局がしっかりした統計をもっていますが、ザンビアではそうはいかない。完全でな
いデータから推計やゲスワーク（推量）を重ねて、マトリックスを作っていくことになります。ザンビアの主要
産業である鉱業セクターのデータについては、ザンビアの国営銅鉱山会社（ZCCM という名前の会社でした。
）
まで出かけて行って取材したこともありました。もちろん推計・推量といっても、ワシントンに帰ったら本部で
の審査がありますし、あまりいい加減なことはできません。私はこのような仕事をしながら、途上国の経済につ
いて信頼できるデータや統計を作成し、国際社会に提供していくことはＩＭＦのような国際機関の重要な役目だ
と思いました。
2 週間ほどかかって、なんとか 25×25 のマトリックスを作り上げました。軽減税率をどの物品に適用する
か、これはポリティカルな問題でもあるので、いくつかのケースに対応できるようにしておきました。しかしこ
れで終了ではありません。税収を推計するには、実際に集められる税金は、理論上の数字よりも低くなるのが普
通なので、その分を調整しなければなりません。それは、納税者は正直な人ばかりとは限らないし、また、税務
署が、百パーセント正確に、納税者の必要納税額を把握することは不可能だからです。
これは、専門用語で「コンプライアンス」といわれている問題で、日本では古くからクロヨンやトウゴウサン
という言葉で議論されてきました。クロヨン（9・6・4）というのは、サラリーマンについては、彼らの税金は
給料が払われる際に会社が天引きしてしまうので、支払われるべき税金の大方（９割）は支払われているであろ
う、しかし自営業者や農家のような第一次産業従事者については、サラリーマンのような税金のとり方はできな
いので、必要な納税額の６割あるいは４割ぐらいしか払われてないのはないか、ということを言ったものです。
ザンビアについては、幸い、ＩＭＦ財政局に「各国のコンプライアンス推計値表」という便利なデータがあり、
ザンビアにも使えたので、その数値を理論上の税収にかけて計算することにしました。
こういった 3 週間ぐらいのミッションを 3 回ほどやって、いよいよ消費税導入勧告案をザンビアの財務大臣
に提出することになりました。勧告案には、導入されるべき消費税の税率は「16～17％」と幅を持って書いて
おいたところ、大臣が「ミスター坂口、16～17%というのはどういうことですか」と質問するので、私は「こ
れは推計の結果で、最終的に何%にするのかは、ザンビア政府の方で決められたほうがいいのではないか」と言
ったんですが、大臣が「ミスター坂口は何%がいいと思うのか」と再度聞くので、私は気合で、
「では低い方の
16%でどうですか」と言ったら、
「それでいこう」と決まってしまった。それからしばらくして、ザンビア消費
税導入法案は国会で承認され、1995 年から実施されることになりました。

ガバナンスとキャパシティ・ディベロップメント
私は、このプロジェクトでザンビアを担当したほか、予算制度や税制の関係でマ
ラウィ、ナミビア、エリトリアなどサブサハラのいくつかの国の財政問題に関与し
ました。その中で感じたことは、そのころから徐々に流行り言葉になっていました
が、
「ガバナンス」ということでした。 「ガバナンス」というのは、直訳すると「統
治」という意味ですが、開発の分野では、
「ある国が、国民のための正しい政策を実
行し、その国の人的・物的資源がきちんとした制度やルールに則って有効利用され
IMF でのマラウイ・ミッション
マラウイ財務省前で
ているかどうか」を表す言葉です。1989 年にアフリカのミッションから帰ってき
た世界銀行のスタッフが「サブサハラアフリカ—危機から持続可能な成長へ—」というレポートで初めて使用し
た言葉で、それ以降、英語の辞書にも「governance」が登場するようになりました。
一国の経済社会が発展していくためには、いろいろな制度（法律でいうと民法や会社法や破産法等々）が整備
され、かつ適正に執行されなければいけませんが、途上国の多くにとって容易なことではない。ザンビアの税制
などでも、西欧並みの法令は一応あることはあるのですが、執行がうまくいっていない。ザンビア財務省で税制
を担当していたのは、英国の援助資金を使って来ていた英国人の専門家 1 人だけで、彼がいなくなったらザンビ
アの税制について詳しく知っている人は誰もいないというような状況でした。ザンビアの政策にかかわる人たち
の能力向上（専門用語で「キャパシティ・ビルディング」といいます。
）が急務だと思いました。
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IMF での仕事２：ウクライナの税務署作り等
旧社会主義国のシステム変換
IMF では、クロアチアやウクライナなどの旧ソ連・東欧の国々の財政改革にも携
わりました。当時これらの国は、社会主義経済体制から市場経済主義体制への転換
を図ろうとしていましたが、そのためには国の予算や税金の制度を市場経済に合っ
た制度に変えなければなりません。 税制の分野では、徴税システム、つまり国民
から税金を徴収する仕組みを抜本的に変える必要がありました。旧社会主義経済国
では、国営・公営企業が中心ですから、それらの企業に利益が出た場合、利益の一
IMF クロアチア・ミッション クロ
部を国庫納付、つまり国営企業の勘定から中央銀行の勘定に一定額を振り替えると
アチア財務省前で
いうやり方で「納税」は済んでしまいます。しかし市場経済ではそうはいかない。
企業が利益を出した場合、税金（法人税）を自ら計算して税務署に申告し納めるという申告納税制度が基本にな
ります。そして、会社の申告が正しいか、会計処理が正しいかなどを確かめる「税務署の調査」が、申告納税制
度が機能するうえで極めて重要になってくるのです。
この「税務署の調査」
、日本では当たり前になっていて、
「寅さん」の映画などでも「日本の日常」として登場
しますが、当時のウクライナのような国にとっては、頭では理解できてもすぐに実行することはなかなか難しい
状況でした。IMF や世銀に言われて西欧流の税制や税務署の仕組みは作ったものの、色々とんちんかんなことが
続発しました。税務署が会社に「調査する」といって入ってみたが、何を調査していいかわからない。会社も税
務署も、企業会計や税金の仕組みを一応西欧式に切り替えたものの、やったことがないので何をしていいのかわ
からないのです。
一方、IMF や世銀からは「税務調査がうまくいかないのは、税務職員の調査に対するインセンティブ（動機づ
け）が足らないからだ」などとやかましく言ってくる。そこで、ウクライナ国税庁は、苦し紛れに、
「税務署調査
で間違いが発見できて追加の税収が入ったら、その何割かを職員の福利厚生にあてていい」といったような制度
を作った。果たして、ある税務署では、税務調査の結果増収になったので、税務職員の着替え室のロッカーを買
った。そこまではシナリオ通り。ところが問題が起きる。その税務署の職員が調査に入ったら、調査先の会社で
間違いが見つかるまで会社に居座って帰らない、という事態が頻発するようになった。会社の方としては、税務
署員に居座られると仕事にならないので、間違ってもいないのに間違っておりましたという「お土産」を用意し、
そのための書類改ざんをするようになった。こんな笑えないようなエピソードもありました。

中国の税制改革と IMF
IMF では、中国の税制改革にも携わりました。中国は 1994 年、分税制の導入という税制の大改革をやった
のですが、そのお手伝いでした。90 年代の初頭まで、中国の徴税は地方の税務署が税金を集めて中央政府に送
るという地方に依存した体制だったんですが、だんだん中央に税金が入らなくなってきた。そこで、消費税（中
国では「増値税」といいます）のような主要な税金の取り分を「中央 7 割、地方 3 割」というように定めると
か、中央の税務当局を増強するといった改革を断行しました。
当時、中国は IMF からお金を借りていませんでしたが、IMF を呼んだのは、もちろん IMF の知見に頼るとい
う面はあったんでしょうが、それ以上に、
「IMF が言うから」というお墨付きで改革反対派を抑えようという狙
いもあったのではないかと思います。

IMF から日本へ戻る
IMF での 3 年はあっという間に過ぎ、IMF からは「もっと居ないか」との誘いもありましたが、ずっと米国暮
らしに切り替えるという決断はできませんでした。1996 年 6 月に帰国し、大蔵省主計局給与課長という国家
公務員の給与を担当する仕事につきました。それから 3 年ほど主計局にいましたが、その頃は日本の金融システ
ムがおかしくなった時で、山一證券、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行の破綻、アジア通貨危機 、日本の国債
の初めての格下げ等、日本経済を揺るがす大事件が次々に起こりました。主計局の担当課長や主計官として忙し
い毎日を送りました。

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter７：ＮＰＯとしての国際支援
Chapter７では、西野桂子先生の「国際協力の 35 年～政策から草の根の現場まで～」から、NPO の活動を
紹介しましょう（小西、2018）
。

NGO と国際協力
日本の NGO、世界の NGO
外務省発行のパンフレット「国際協力の NGO」に、NGO の定義がこのように書かれています。
「NGO とは
Non-Governmental Organization（非政府組織）の略称で、もともとは国連の場において、政府以外の関係
組織を示すのに使われていた言葉が広まったものです。最近では NGO という言葉は、開発、貧困、平和、人道、
環境等の地球規模の問題に自発的に取り組む非政府・非営利組織を指す言葉に使われています」
（外務省『国際協
力の NGO』p.3）
。また、良く質問されることの一つに、
「NGO と NPO はどう違うのですか？」があります。
完全な線引きは難しいのですが、外務省の定義にある「非政府」は NGO で、
「非営利」が NPO です。NPO は
英語で Non-Profit Organization あるいは Not for Profit Organization の略称ですが、日本では 1998 年に
特定非営利活動推進法が制定され、営利を目的としない活動を行う法人を、特定非営利活動法人（NPO 法人）
と呼んでいます。
NPO 法人は、コラムにあるように 20 の活動分野の 1 つ以上の活動を行うことを目的に、内閣府または都道
府県庁に「法人格」を申請し、認証されなければ
なりません。日本の NPO の活動分野は多岐にわ
コラム 特定非活動促進法
たり、2016 年 1 月の時点で、51,449 の団体
1998 年 12 月に施行されたこの法律には、NPO 法
が認証されています。また、世間的な認知度を高
人の活動分野が以下のように定められています。
め、助成金などを申請するためには「法人格」が
必要なため、国際協力を目的とするほとんどの団
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
体が NPO 法人として認証されています。
2. 社会教育の推進を図る活動
私は国際協力を行う NPO 法人の代表をしてい
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
ますが、海外で活動するときには NGO という言
5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
葉を使っています。NGO の方が通用するし、私
6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
たちは
「地球規模の問題に自発的に取り組む団体」
7. 環境の保全を図る活動
であるという自負があるからです。外務省による
8. 災害救援活動
と、国際協力活動に取り組んでいる日本の NGO
9. 地域安全活動
は 400 団体以上あるようで（外務省、前掲）
、そ
10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
のうちのほとんどは NPO です
11. 国際協力の活動
NGO を経営してみて感じるのが、資金繰りの
12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
難しさです。海外で住民のために何かしようとす
13. 子どもの健全育成を図る活動
ると、お金がいります。草の根レベルの協力でも
14. 情報化社会の発展を図る活動
お金が必要です。事務局の人件費をはじめ、会社
15. 科学技術の振興を図る活動
と同様、事務経費（家賃、水道光熱費、家具・家
16. 経済活動の活性化を図る活動
電、通信費、交通費など）がかかります。会費だ
17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する
けではとても賄えません。我々の団体は、外務省
活動
の NGO 連携無償資金協力や、公益財団法人日本
18. 消費者の保護を図る活動
国際協力財団から助成をうけて海外でのプロジェ
19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動
クトを実施しています。これまで、ベトナム、ネ
に関する連絡、助言又は援助の活動
パール、フィリピンで主に農村開発の分野で協力
20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府
県又は指定都市の条例で定める活動
してきましたが、2017 年度からケニアのマサイ
（内閣府ＨＰ；
の人びとがすむロイトックトク地域の教育の質の
https://www.npo-homepage.go.jp/qa/seido
向上を目指すプロジェクトに挑戦することになり
-gaiyou/katsudou-bunya）
ました。
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国際協力を行っている NGO が登録している「NGO ダイレクトリー」というのがあります。ここに登録して
いる 430 の NGO のうち、有給職員が１人以上いるのは 379 団体と報告されています。人数別にみると。有
給職員５人以下が 256 団体（67.5％）を占め、９人以下では 308 団体（81.3％）に達しています（外務省・
JANIC、2016）
。それに比べて、欧米の NGO には、ワールドビジョン UK のように国内スタッフ数 200 人、
海外スタッフ数４万５千人1規模という巨大な団体があります。なぜ、欧米の NGO は強力になりえるのか？ 寄
付金に対する税制上の違いがよくあげられますが、同時に寄付をする文化が日本に根付いていないともいわれま
す。ただ最近インターネットを使って寄付金を集めるクラウドファンディングを使ってみると、たくさんの人が
寄付をしてくれるのを実感しました。たとえば、
「マサイの子どもたちが寄宿舎に泊まれるようにベッドを寄付し
たい」という目的をはっきり示すと寄付が集まります。NGO・NPO の方からも、自分たちの活動をもっと知っ
てもらう必要があると思います。

ソーシャル・ビジネス
皆さんはソーシャル・ビジネスという言葉を聞いたことが
ありますか？ 社会的な課題をビジネスで解決しようという
取組のことです。第２節でお話しした「グラミン銀行」は、
その先駆けです。経済学者のユヌス氏は、数ドルの借金のた
めに生活苦に陥る人々を見て、少額のお金をあげるのではな
く、貸してみる活動を始めました。そして、貧しい人でもち
ゃんとお金を返せると知り、貧しい人を対象にお金を貸す銀
行「グラミン銀行」を設立したのです。２節の表２に示した
ように、一般的な銀行と真逆の発想でお金を貸すというアイ
デア（イノベーション）です。銀行というビジネスの手法を
使いつつ、
担保も社会的地位もない貧しい人々にお金を貸し、
マサイの子どもたち
生活向上に必要な研修を行い、人々のエンパワーメントを支
援するのがソーシャルなビジネスです。
もう一つの例としてユニリーバの石鹸があります。途上国には下痢などで亡くなる子どもがたくさんいます。
手で食べる文化の国もたくさんあります。帰宅時、そして食事の前に石鹸で手を洗うことで、病気を予防するこ
とができます。ユニセフの時もバングラデシュの小学校などで衛生教育を行ってきました。寸劇を使ったり、紙
芝居にしたりして、目に見えない細菌が口から入ってくることを表現しました。子どもたちは喜んで石鹸を持ち
帰り、手を洗っていました。ただ問題は、石鹸がなくなると手が洗えなくなったことです。
ある日東京でテレビをつけると、インド農村部の小学校で寸劇をやっていました。子どもたちの前で、バイキ
ン役の大人と石鹸役の大人がおもしろおかしく対決していました。やがて石鹸役が勝ち、手洗いの大切さを教え
ていました。同じような寸劇をユニセフでもやったことがあるので、懐かしくみていると、突然石鹸役の男性が
「ユニリーバの石鹸で手を洗おう！」と呼びかけ、子どもたちが復唱したのにはびっくりしました。衛生教育を
しながら石鹸の PR をしていたわけです。その村の小さな売店にもユニリーバの石鹸がおいてあり、いつでも手
ごろな値段で買えるしくみになっていました。販売網があるから石鹸を買えるし、石鹸を買えるから手を洗う習
慣が続き、最終的には下痢にかかる子どもを減らすという社会問題の解決につながることに興味を持ちました。
ユニリーバのような大企業が行っているのは、一般的に BOP ビジネスと呼ばれています。BOP とは“Base of
(economic) pyramid”すなわち世界経済の底辺にいる貧しい人々のことで、C.K.プラハラードが著書『ネクス
トマーケット』で BOP こそが次世代の顧客になると主張したことで一挙に有名になった言葉です。貧困層を援
助の対象ではなく、顧客として考え、顧客のニーズに応えつつ社会課題も解決するビジネスと唱っています。
フィリピンでの挑戦
少額のお金を貸すマイクロファイナンスや、少額の保険を掛けるマイクロインシュアランスなど、貧困層を対
象としたソーシャル（あるいは BOP）ビジネスには、たくさんの方法があります。私たちの NGO もフィリピ
ンでソーシャル・ビジネスを支援していますので、その一つを紹介します。場所はルソン島中部にあるヌエバビ
スカヤ州です（次頁図）
。

1

World Vision UK Home page http://www.worldvision.org.uk/who-we-are/our-people/
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我々の団体は、
ヌエバビスカヤ州で環境保全や持続可能な農業支援など、
さまざまな活動を外務省などからの助成金で実施してきました。その中で
気が付いたのが、地域の農民が急斜面に野菜をつくり、肥料や農薬にお金
を費やし、定期的に買い取りに来る中間業者に買いたたかれ、手元にほと
んど残らない生活をしていることでした。そこで、涼しい高地という地形
を活かし、付加価値の高い有機野菜をつくり、農民自らが自分たちの野菜
を売れるようにしたらどうかと考えました。しかし、高地に住み、運搬手
段を持たない農民が市場で売るということは想像以上に負荷が大きいこと
が解ったので、最終的には農民と市場を結ぶローカル NGO を設立し、ビ
ジネスを始めました。NGO の名前は、
「ビスカヤ・フレッシュ！」
。農民
から有機野菜を買い取り、州都バヨンボンや首都マニラの富裕層向けに売
るために、メンバーになった農民と年間の生産計画をたて、週 2～3 回買
い付けに回り、決まった価格で買い取り、販売するしくみです。有機野菜 プロジェクト対象地
を作るのは手間がかかります。化学肥料や農薬を使わないため、害虫との
闘いでもあります。生産量も一般の栽培方法よりは少なく、作付面積も限られます。それでも、安心な有機野菜
への需要は高く、現在では生産量が追いつかないほどです。
また、同じ州でも低地に住む農民は、米を作っています。フィリピンでも最近機械化が進み、水田でも伝統的
な水牛（カラバオ）の姿は少なくなりました。機械化が進むもう一つの原因は人手不足です。ここでも多くの若
者が現金収入を求めてマニラや海外に出稼ぎに行っています。裕福な農民は、耕運機などの機械を個人で所有し
たり、業者から借りたりすることができます。一方で、貧しい農民は、借りることさえできません。そこで、貧
しい農民に必要な農機や資金を貸し、作物保険をかけ、収穫し
た米で返してもらう「農機レンタルビジネス」を始めました。
しかも、農機をそのまま貸すのではなく、最下層で日雇い労働
をしている集団を「農機オペレーター」として雇い入れ、オペ
レーター付きで貸すしくみにしました。
途上国でビジネスを行うのはとても大変です。ソーシャル・
ビジネスは、社会的な課題を解決しなければならないので、も
っと大変です。ビジネスとして成り立つ、すなわち経営を黒字
化するまでに何年もかかります。それも、自分たちでやるので
はなく、現地の人々が自立したビジネスを行えるように支援す
マニラの日曜マーケットで有機野菜を売るビス
カヤ・フレッシュのスタッフ
るのは大変ですが、とても楽しい挑戦です。

海外で求められる力
援助モダリティの変化
大学院卒業後、ずっと国際協力を仕事としてきました。国連という地球的規模の協力、ODA という二国間規
模の協力、NGO という草の根レベルの協力、いろいろなレベルや分野を経験してきました。過去 35 年間で強
く感じるのは、援助モダリティの変化です。ユニセフで仕事を始めた 80 年代は、まだ、富める先進国が貧しい
途上国を助けるという、どちらかというと父親的な（paternalistic）な感じが強かったと思います。でも、いま
は違います。途上国も力を付け、自国や自分たちに何が必要か、良くわかっています。援助というと、一方的に
助けると誤解しやすいですが、外部者が外国に行って、好き勝手をやるわけではありません。草の根レベルでも、
現地の人々と一緒になって考え、現地の人々が動かない限り何もできません。ODA や国連のレベルはなおさら、
カウンターパートになる相手国政府や自治体のオーナーシップがなければ人々の生活や良くなりません。また、
国際協力の分野も非常に多様化、細分化しました。
これから国際協力に携わる人たちには、カウンターパートの意見や気持ちを汲み取る能力、分野別の高い専門
性、あるいは調整能力、協働の精神が重要となってきます。

人生の決断とコンプレックス
人生で最も大きな決断は何かと聞かると、
「生まれ故郷の熊本を離れて、
東京の大学に進んだこと」
と答えます。
親からすると、
「歩いて 10 分のところに熊本大学があるのに、どうしてそこに行かないのか？」と私の行動が
理解できなかったと思います。私にとっても初めての一人暮らし、熊本弁が通じない東京での生活はカルチャー
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ショックが大きい経験でした。二番目に大きな決断は、バングラデシュを離れなかったことです。ユニセフをや
めて明日の飛行機で日本に帰ろうと思ったにもかかわらず、そのままバングラデシュで頑張ったことが私の原点
になっています。
熊本弁からはじまり、ずっと言葉に関するコンプレックスをもっていました。まず、標準語（あるいは東京弁？）
に対して、次に英語に対して、そして英語以外の言語をマスターできなかったことに対してなどいろいろです。
ニューヨークにいたとき、国連の語学教室でフランス語を勉強し、ある程度のレベルまで上達しましたが、いま
はすっかり錆びついてしまいました。国際の場で働くには、流暢さだけでは足りません。少し下手でも内容が大
切です。そうは言っても、数か国語を流暢に話せるヨーロッパ人や、格調高い英語を話せるイギリス人には、い
までもとても憧れます。

海外の大学院 vs 日本の大学院
「将来国際的に活躍するには、大学院は海外に行く方が良いでしょうか？」という質問もよく受けます。将来
ずっと海外で生活するならば、語学や慣習の面からいって、海外で勉強する方が良いかもしれません。でも、日
本で仕事や生活をする可能性がある場合は、日本の大学院も悪くありません。どの国でもそうですが、
「同窓生」
というのは大きな意味をもつからです。
一つの考え方として、実務者になりたいか、研究者になりたいか、卒業（修了）後の進路を考えてみると良い
と思います。その大学院がどのような理念を打ち出し、どのようなコースワークと教授陣で臨んでいるか、ホー
ムページなどでしっかり研究して、選びましょう。

リクルートと日本人
日本では、大学４年生の時に一斉に就活をはじめ、内定を取り付け、４月１日に一斉に入社し、企業で研修を
受け、働き始めるというのが一般的です。一方で、国連は仕事（ポスト）ごとに人を雇うという人事システムで
す。ポスト事に、仕事の内容と必要な能力（Job Description）が決まっていて、その仕事ができる最適な人物
をリクルートするシステムです。ユニセフの後半は、ニューヨークでリクルートの仕事をしていました。リクル
ートといっても、外部から人を雇うだけではなく、空席がでたらすぐ、そのポストを公募し、内部と外部の応募
者の中から選択するシステムです。能力や人柄がわかっている内部の人間が有利な場合もあれば、経験豊かな外
部の人間が選ばれる場合もあり、とても厳しい世界だと思いました。
第２節で、JPO の話をしました。JPO のリクルートも仕事の一部で、私の担当はフランスと北欧諸国でした。
ほとんどの応募者が各国の省庁や企業で働いた経験があり、語学も堪能で、面接している私の方が引け目を感じ
るほどの優秀さでした。また、直接担当ではありませんが、イタリアの JPO はアピールが上手で、実力以上に
見えました。
一方で、日本人の JPO 候補者と会ってみると、ヨーロッパの候補者と比べて、知的レベルは高いのですが、
自己アピールが弱いと思いました。これは、当時の私にも当てはまったことで、
「人の振りみて我が振り直せ」で
はないですが、ほかの人の面接を見ていると、問題点が良くわかります。
「こういえば良かったのに、もったいな
いなー」と思った点は、私も気をつけるようにしました。

これからの世界で生き抜くために
「国際協力に興味があります」
、
「途上国の貧しい人たちを助けたいです」
、
「途上国の女の子たちが学校にいけ
るようにしたいです」などという興味と強い関心をもつ学生が私のゼミに入ってきます。その気持ち、行動力、
情熱はとても大事です。ただ、国際協力は途上国の貧しい人々のためだけにおこなうわけではありません。これ
からの世の中、すべての国が政治、経済、社会の面で安定し、平和でなければ我々も生きていけないのです。共
存・共栄が国際協力の理念です。それは、国際協力を仕事としている人だけではなく、政治家、企業人、行政官
から学生まで、忘れてはならないことです。
残念なことに最近では、
「自国ファースト」という保護主義的な思想が強まっています。もちろん、国益は重要
です。ただし、相互依存が強まった世界で「一人勝ち」はあり得ません。この本を読んでいる皆さんには、持続
可能な開発目標（SDGs）の理念に基づき、世界全体の底上げを目指すリーダーになってほしいと願っています。

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter８：グローバル人材に必要な資質とは？
本 chapter では、小西尚実先生の「国際機関の人材開発～世界で活躍するための心得～」から、グロー
バルキャリアについて身に付けるべき必要な資質について紹介しましょう（小西、2018）
。

国際公務員に必要な資質～グローバル組織で働く上で重要なこと～
国際機関は、本部以外に地域事務所が世界各国にありますが、人事に関する諸制度や規則は世界共通で
す。今では、会議やセミナーはスカイプなど IT テクノロジーを活用し、時間差なく同じ情報を共有できま
す。以前は、本部から人事担当者が定期的に地域事務所を訪れ、地域事務所で働く職員たちと face-to-face
で話をすることが重要な業務の一つでした。私にとって、初めての南アジア諸国への約２週間の出張は、
連日休みなく、癖の強い聞きなれない英語を相手に、時には厳しい交渉や討論が繰り広げられ、疲労困憊
しました。しかしながら、これまでの国内外で培ってきた人事関連業務の実務経験を即戦力として発揮で
き、比較的スムーズに新しい職場環境でのスタートを切れたと思います。それほど大きなカルチャーショ
ックは感じませんでした。それは Transferable skill（トランスファラブル・スキル）を新しい職場でうま
く活用できたからだといえます。

キャリア形成に重要な“Transferable skill”について
トランスファラブル・スキルとは、
「組織を移動しても応用できる知識やスキル」のことです。仕事に必要な専
門的技能や知識のいわば礎となる、仕事をする上での基礎力であるといえます（図１）
。国連の職員向けの人事マ
ニュアルにも、職員のキャリア開発に、トランスファラブル・スキルの習得が重要であることが述べられていま
す。
例えば、公的な客観性の高い証明が可能な資格（たとえば、学歴、特に国際的に通用する公的な資格）や語学、
IT スキルなどは、現代においては、どの組織でも役立てるトランスファラブル・スキルであるといえます。また、
急速なグローバル化が進む現在においては、海外経験（その国や特定の地域における滞在経験や情報など）は、
国連だけでなく民間企業など多くの組織で有益とされる経験（知識を含む広義のトランスファラブル・スキル）
であるといえるでしょう。
一般的に、これらのスキルは、多様なスキルに優れていればいるほど職を獲得する可能性が高く、より長期的
な雇用の機会につ
ながるといわれて
います。トランス
ファラブル・スキ
ルは、学校教育か
ら長い時間をかけ
て、様々な経験の
中で育まれていく
能力のため、本人
が意識し、それを
活用しようとしな
ければ開発される
ものではありませ
ん。これらのスキ
ルは、組織の枠を
超えて、自身の長
期的な雇用の可能
図１．
トランスファラ
性に結びつくスキ
ブル・スキルの例
ルのため、学生の
間から、ぜひ意識
をしましょう。
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自己表現力やアピール力の重要性
私は、国際機関で人材計画や教育訓練業務に携わり、職員の採用プロセスや教育、訓練を担当しました。そ
の中で、度々感じたのが「日本人はもっとアピールすべき」ということです。
例えば、ビジネスのプレゼンテーションや、会議内における発言、交渉が必要な場面でも、日本人はアピール
が足りないことが多く、実力が十分に発揮できていないと感じる場面に度々遭遇しました。いい換えれば、自分
とは異なる多様なバックグラウンドを持つ人たちに、自分の伝えたいメッセージを的確に伝えることができず、
結果思うような成果や評価につながらない状況が起きます。さらに、日本人の履歴書上の表現方法は、諸外国の
応募者に比べるとかなり見劣りします。本来、履歴書とは、本人の“成果（achievements）”や“付加価値
（value-addition）”を強調するものです。しかし、日本人の場合は、企業や組織へ就職するという帰属意識が
強いためか、チームと個人の成果があいまいで明確に切り離して表現できていません。そのため、採用側にどの
ようなメリットがあるのかというアピールが非常に弱いのです。以下のコラムに、英文の CV（履歴書）を書く
上で重要なポイントを簡潔にまとめています。皆さんも、いずれ英語で CV を書く機会が訪れた時に、ぜひ参考
にしてください。
ところで、日本人が一般に自己アピールが弱い原因の一つは、自信をもって履歴書に記載できるような経験を
積んでいないことがあげられます。つまり、学校や若年の間に、様々なボランティア活動やフィールドワーク、
海外留学（異文化体験）などの経験が少なく、さらに、主体的に企画立案に関わる経験や、広く人間的な広がり
を促す経験などが圧倒的に少ないということです。国連や国際機関での仕事は、ニューヨークやジュネーブなど
の本部勤務だけではなく開発途上国でのフィールド（現場）や世界各地への転勤もあります。どのような環境下
においても着実に成果を出せるために、若年の間から、積極的に視野を広げ、人間の幅を広げる多様な経験をし
ておくことを奨めます。また、実際に働き出したあとは、定期的に自身の仕事上の役割や成果を整理し把握して
おくことも必要です。
仕事の成果と自分の役割を言葉で端的に表現することを日頃から習慣化しておきましょう。
日本では未だに卒業した学校名、会社名等、自分の所属先が重要視されることが多くあります。しかし国外に
一歩出れば、自分自身にどのような経験や強み、成果があるのかが評価の対象になるのです。今後は日本の会社
でも、入社して定年まで働き続けられる保証はありません。新たな知識や技術の習得を貪欲に求め、積極的に自
己啓発に取り組む姿勢が必要です。
コラム キャリア形成の鍵「効果的な CV の書き方」
私は、英語での CV やカバーレターの書き方をアドバイスする機会が多くありますが、残念ながら、CV
の重要性を理解していない人が多数です。確かに、面接や筆記試験など選考プロセスに関する準備や対策は
必要ですが、何といっても CV は最初に人事担当者が目を通す最重要ステップです。
欧米型の成果やスキルをベースとした CV を書くには、まずは丁寧なセルフ・アセスメント（自身の振り
返りと、キャリア目的に合わせた経験やスキルの整理分類をするプロセス）が重要です。自分の経験から、
強みとなるスキル（図１に記載のトランスファラブル・スキル含む）や、仕事をする上で重要となる価値観、
関心のある分野を整理することがまず必要です。自己を振り返り、経験や知識を整理・分類する作業は時間
がかかります。ただ、このプロセスを怠ると、説得力のある CV やカバーレターを書くことは困難です。
また、成果（achievements）や採用側からみた価値（value-addition）を意識し、応募する組織や職種
に応じた書き方の工夫もポイントです。国際機関への志望者のカバーレターを見ると、自分のアピールを前
面に出した自己中心的な内容が多く、落胆することが多いです。一般的に CV は、
“自分をアピール”をす
るものではありません。説得力のある CV は、個人の熱意やストーリーなど、人間性や情緒面を推すのでは
なく、プロフェッショナルな能力、経験、成果が簡潔に明記されています。採用担当者は、毎日何百通とい
う応募書類に目を通すため、自分本位な文章では最後まで読んではもらえません。
採用に結びつく CV は、採用側の立場に立って作る必要があります。応募先の組織分析をしっかりと行い、
重要なキーワード（コンピテンシーなど；図２参照）を記載し、自分の経験やスキルに照らし合わせること
が重要です。あなたを採用すれば採用側にどんなメリットがあるのか、採用側のニーズに応えているか、を
常に意識して作成してください。また、文法間違いや誤字脱字がないように注意しましょう。誤字脱字、簡
潔に要点をまとめていない文章は、プロフェッショナルではない印象を与えます。最後に、CV は単に就職
や転職時に使用するものではなく、あなたを表す大切な顔であることを忘れないでください。定期的に自分
を振り返るためにも、２、３年に一度は CV をアップデートしてください。日々忙しい中で自分を客観的に
みる機会を意識して確保し、自分にはどのような強みがあり、どのような経験や知識が足りないのかを把握
しておくことは、次なるキャリアへの大切なステップになります。
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「あなたは組織にどう貢献し、どんな付加価値(value-addition)をもたらすのか？」これは海外の採用選考で
必ずといっていいほど問われます。この問いに明確に回答できる日本人は多くはないでしょう。自身を客観的に
理解することは、人生における成長過程の一部です。それは、組織や教育機関で学ぶことではなく、自分の責任
においてなされることです。自分自身を振り返り、自分を形作る知識やスキルを精査していく過程、それがキャ
リアデザインの最初のステップなのです。

プロフェッショナルに必要な資質やキャリア形成とコンピテンシー
それでは、ここからは国際機関の組織を取り上げ、その人材育制度の特色を明らかにし、そこで働くプロフェ
ッショナルに必要な資質やキャリア形成の特徴を探っていきます。
国連では、組織と個人のキャリア形成に重要となるコンピテンシー（competency）をベースとした雇用政策
がとられており、数年ごとに組織や部署を横断的に移動しながらキャリアを形成していく、複雑なキャリア形成
プロセスを経るのが特徴です（コンピテンシーは図２参照）。組織は、その多様な人材一人一人が能力を発揮で
きる機会を提供できなければならず、個人は、主体的にキャリアを築いていく責任が求められます。国連機関は、
原則終身雇用制度はとっておらず、コンピテンシーをベースとした業績の評価と管理がなされ、契約を結ぶこと
になります。
一方、採用側の立場からは、職員の雇用および勤務条件を決定する際に最も考慮すべきことは、最高水準の能
率、能力および誠実（efficiency, competence, and integrity）の確保です。さらに職員をなるべく広い地理的
基礎に基づいて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならないということが、国連憲章
第 101 条〔職員の任命〕に規定されています。つまり加盟国の範囲内で可能な限り、多様な国や地域から人材
を採用することと同時に、最高水準の能力や優れた人材の雇用を実現することが求められているのです。これが
国際機関のユニークなところです。
ところで、コンピテンシーという言葉ですが、これは一定の職務や作業において、絶えず安定的に高い業績を
あげている人材に共通して観察される行動特性を表した実践的な概念であり、1990 年代から急速にアメリカを
中心に広がりをみせました。今では、世界で多くの企業が、採用や管理者のリーダーシップ向上、配置、業績評
価（パフォーマンスマネジメント）などの数々の人事管理業務の手法として活用しています。国際機関において
も、コンピテンシーは、組織にとっては経営戦略を支える重要な人事戦略の根幹をなすものであり、個人にとっ
てはキャリア開発を支援するものです。そのため、個人のキャリア開発を考えるときに、このコンピテンシーの
概念をしっかりと理解し、そしてキャリアに活かしていくことが重要です。
上述の国連のコンピテンシーは、職員のキャリア全体を発展・強化させるために必要となるスキル・
性質・態度のまとまりを指しています。コンピテンシーは一度で習得できるものではなく、むしろ継続
したプロセスを通して習得することができます。組織が管理運営するフォーマルな教育訓練も役立ちま
すが、経験・コーチング・フィードバックそして個人的な学習活動（自己啓発）も必要です。具体的な
例として、例えば Chapter12 で紹介する村田先生のキャリ
ア・パスの例などもご参照下さい。
国際機関の採用時には、組織が職員に求める要件（その組織で働
く上で備わっているべき素養で、
コンピテンシーに該当します）
と、
個々のポジション毎に職務内容（job description、その職で求めら
れる作業内容や成果など）が明示されます。例えば、前述の、国際
機関としてのコンピテンシーの一つである“working together”
は、次のように説明されています。
「チームの目的を理解し、様々な
文化的背景や考えを持つ個人と効率的に働く、組織の内外の多様な
クライアントと強調し、好ましい関係を築く」など、数行にわたっ
て国連で働く上でworking togetherがどのような意味づけなのか
を詳細に説明しています。応募者は、明示された要件と自身の力量
と照らし合わせて応募するため、日本のように「人気の会社だから
図２．国連のコア・バリュー（価値観）
力試しに受験する、皆が受けているのでなんとなく・・・」では決 とコンピテンシー概念図（UN 文書をもと
して採用されないのです。
に著者が作成）
継続的な学習は組織と個人双方にとっても最優先課題
ところで、職員の専門能力・管理運営能力を維持することは、組織の将来にとって必要不可欠な投資であり、
最優先事項です。組織、その管理職、および職員個人は、学習と能力開発を行う責務を共有しています。つまり、
組織は、すべての職員の能力開発を積極的に支援し、モチベーションを高め、健全な労働環境を創る責任を負っ
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ています。
例えば、私の働いていた国際機関では、毎年５日間を自身の自己啓発に充てることができる“development
leave”という休暇制度が、全職員に対して適用されていました。私は、自分の中期的なキャリアプランの実現
に有益となるよう、有給休暇と５日間のこの development leave を組み合わせ、約３週間イギリスの大学院で
専門的知識の習得を目的としたプログラムに参加しました。開発途上国での生活の中でついつい目の前の職務に
没頭して、視野が狭くなっていたと気づかされました。
私の同僚の一人は、1 年間の study leave（現在の仕事に役だつ知識やスキルの習得のための休暇制度）を取
得し、留学後、元の職場に復帰しました。自身のスキルや知識をアップデートすること、これもグローバルな職
場で、第一線で活躍し続けるためには重要な責務なのです。

日本の“グローバル人材”ブーム先行の危機
理想と現実のギャップ
“グローバル人材”の発掘や育成は、日本にとって喫緊の課題であることは間違いありません。しかし、日本
におけるこれまでの“グローバル人材”のキャリアに関する取り組みや研究は、日本人をロールモデルとしてい
ることがほとんどです。さらに、本来世界的視野から議論されるべき“グローバル人材の育成“という課題に対
して、いまだに日本人同士の日本人からの視点で議論され、日本人を中心とした捉え方に偏っているのです。こ
うした傾向には疑問、時には憤りさえも感じずにはいられません。
まずは、議論の場から意思決定まで、多様な人材で意見を交わしあうことが重要ではないでしょうか。グロー
バルと名のつく昨今の多くの取り組みが、どれだけ世界水準で通用するのか、満足な結果が出せるまでにはまだ
長い時間が必要かもしれません。

グローバル人材にふさわしい能力とは
「日本人はグローバルな環境の中でどのような能力を身につけるべきか、課題や改善点はどこか？」
。この問い
を、私は多くの国際的な職場で日本人と働いた経験のある外国人の上層部に問うてきました。改めて別の機会に
皆さんにその結果を伝えますが、今回は一つのエピソードを紹介したいと思います。
フィリピンフィールドワークの中のイベントとして、マニラに本部のあるアジア開発銀行を訪問し、多種多様
なバックグラウンドの国際公務員と交流の場も持っています。ある年、組織の No2 である R. Nag 氏（前アジ
ア開発銀行副総裁）から、私のゼミ生たちをランチに招待して頂き、日本人が国際舞台において意識して身につ
けるべき能力について話して頂く機会がありました。
その能力として、
次の三つのキーワードがあげられました。
１.決断力(Decision-making)
２.自信(Self-confidence)
３.発言力(Speak-out)
慎重になるあまり決断に時間がかかる、手続きを複雑にする、先延ばしにする・・・。これらはどの職場でも
見られる典型的な日本人の特徴です。まずは、できることから決断し、実行し、見える形でタイムリーに発信す
ることが日本人に強く求められています。日本で美徳とされている謙虚さは、国境を越えると弱点になることが
あります。表現力や発言力の低さは、国際社会ではいわずと知れた日本人の弱点です。Nag 氏は、学生たちにこ
う言葉を続けました。
「君たちの立場に立ちたい人は世界中に溢れている。
君たちは恵まれている。
それを自覚し、
自信に変えて表現していく必要がある」
。さらに「最も難しい選択肢を選ぶことで、自身の可能性やチャンスが広
がる。将来のキャリアを考える場合、一番チャレンジングな機会を選ぶことが重要だ」とも。
日本からの発信は優れた面も多々あります。一方で、世界からみると不思議な日本の姿があるのも事実です。
日本が否定や批判されたと卑下するのではなく、課題があればその改善策を考え、行動を起こすことをためらわ
ないで欲しいと思います。常に客観的にみる力、必要な改革を起こす力を身につけて、失敗を恐れずチャレンジ
し続ける勇気を若者にはもって欲しいと切に願います。

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部

32

高校生・大学生のための国際キャリアアップシリーズ
Chapter９：グローバルキャリアをめざす人のための参考図書
この Chapter では、実務を重ねた先生方から、グローバルキャリアを目指す方々への参考図書
をあげてもらいます。まず、東洋学園大学の横山和子先生（元 UNHCR、FAO 勤務）がご推薦の
参考図書から始めましょう。

国際公務員志望者向け参考図書（横山和子先生；東洋学園大学）
今井正幸『入門国際開発金融』亜紀書房、2001。
世銀、アジア開発銀行に興味のある方に薦めます。
国連開発計画『UNDP 人間開発報告書』
指数を使い、人間の開発度を測定した報告書。毎年テーマを変えて出版されています：
「人間
開発の概念と測定」(1990)；「人間開発の財政」(1991)；「人間開発の地球的側面」（1992）；「人
びとの社会参加」（1993）；「人間の安全保障の新しい側面」（1994）；「ジェンダーと人間開発」
（1995）；「経済成長と人間開発」（1996）；「貧 困と人間開発」（1997）；「消費パターンと人間開
発」
（1998）
；「グローバリゼイションと人間開発」
（1999）
；「人権と人間開発」
（2000）
；
「新技術
と人間開発」（2001）；「ガバナンスと人間開発」（2002）；「ミレニアム開発目標（MDGs）達成を
めざして」（2003）；「こ の多様な世界で文化の自由を」（2004）；「岐路に立つ国際協力：不平等
な世界での援助、貿易、安全保障」
（2005）
；
「水危機神話を越えて：水資源をめぐる権力闘争と
貧困、グローバルな課題」
（2006）。
「気候変動との戦い：分断された世界で試される人類の団結」
（2007/2008）；「障壁を乗り越えて：人の移動と開発」（2009）；「国家の真の豊かさ：人間開発
への道筋」
（2010）
；｢持続可能性と公平性：より良い未来をすべての人に｣（2011）
；｢南 の台 頭：
多様な世界における人間開発｣（2013）。なお、英語版もあるので、海外の大学院に進学するこ
とを計画している人には、日英版両方読むことを勧めます。
国際協力 NGO センター『国際協力 NGO ダイレクトリー』
日本にある NGO 団体の概要、目的、事業内容、組織、財政などを団体ごとに要約したもの。
書店で販売していないので上記センターへ直接連絡すること。
国際開発ジャーナル社『国際協力就職ガイド』
国際協力の分野で就職しようと考える人を対象にこの分野での就職情報をコンパクトに提供
しています。特に、開発コンサルタント会社、ODA 関連援助機関｛JICA,JBIC(国際協力銀行)
等｝の情報が豊富。隔年発行。
L・リー ン リム 『セ ッ クス 「産 業」：東 南ア ジ アに おけ る 売買 春の 背 景 』 日 本 労 働 研 究 機 構 、 1999。
売 春に 従 事し てい る 児童 労働 者 の実 態を ア ジアの 6 カ 国比 較調 査 とい う形 に ま と め た 良 書 。
現在、ILO を中心に児童労働撲滅運動が積極的に展開されていることから、国際問題、労働問
題に興味がある人に読むことを勧めます。
西野桂子『最新版 国際公務員を目指す留学と就職』アルク社、2001。
海外への留学情報が豊富に掲載されています。
西崎真理子『国際協力を仕事として』弥生書房、1995。
人道援助の仕事に就いている 30 代の日本人女性 12 人の体験記。援助とは？、途上国での
仕事とは？などを力強いタッチで語っている。国際協力の分野で働きたいと考えている人には
是非読んで欲しい 1 冊。
田所昌幸『国連財政』有斐閣、1996。
国連の予算システムを詳細に記述している本。
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横山和子『国際公務員になるには』ぺりかん社、2009。
国際公務員志望者への手引き書。5 人の現職国際公務員の生活紹介、国際機関での仕事の概
要、適性、選抜方法等を記述しています。
横山和子『国際公務員のキャリアデザイン—満足度に基づく実証分析』白桃書房、2011。
英語版は“Human Resource Management in the UN: A Japanese Perspective”、電子書籍版
と書籍版があります。
横山和子『青年海外協力隊員になるには』ぺりかん社、2013。
国際支援志望者への手引き書。協力隊を支える仕組みや制度、実際の生活と収入、適性など
を整理して記述しています。
ムハマド・ユヌス『ム ハマド・ユヌス自伝』早川書房、1998。
貧しい農村女性に小口の融資を行なうバングラデシュ・グラミン銀行を創設した著者の自叙
伝。社会的弱者を救済するための事業を開始・実行することの困難とその成果を自伝という形
で紹介しています（文庫版もあります）。

外交などについての参考図書（井上一郎先生）
細谷雄一『外交

多文明時代の対話と交渉』有斐閣、2007。

外交の発展を歴史的に説明しており、入門書として読みやすい。
北野充、金子将史編『パブリック・ディプロマシー「世論の時代」の外交戦略』PHP 研究所、2007。
パブリック・ディプロマシーをわかりやすく解説。
神余隆博『多極化時代の日本外交戦略』朝日新書、2010 と柳淳『外交入門

国際社会の作法と思考』

時事通信社、2014。
この２点はいずれも元・現役外交官による日本外交の実務家の視点からの著書。
H・ニコルソン『外交』東京大学出版会、1987。
外交について書かれた書物としては定番。古典なので読みづらいところもあるかも知れませ
んが、外交官になったら（あるいは目指すには）一度は目を通す本といわれています。
塩野七生『海の都の物語

ヴェネツィア共和国の一千年』新潮文庫、2009。

外交の本ではありませんが、本文で触れた海洋国家ヴェネツィアの歴史を鮮やかに描く。示
唆に富み、面白い。

『総政の 100 冊』より、国際関係の本について
庄司克宏『欧州連合－統治の論理とゆくえ』岩波書店、2007。
毎日のように新聞やＴＶ等マスメディアに登場するＥＵ（ヨーロッパ連合）は、誰もが知っ
ているようで案外わかりにくい機構の一つです。この本は、すでに日本語で数多く出版されて
いる文献の中でも、ＥＵ研究者が一般読者向けに書いたもので、ヨーロッパに関心のある学生
さんの必読書です。ＥＵの実態について、設立の経緯、組織構造と運営、活動の多様化などを
中心に学ぶことができます。また最終章では、東アジアの経済統合との関連で、地域における
日本の役割にも言及しています。
羽場久美子・増田正人編『21 世紀国際社会への招待』有斐閣、2003。
今後どのような専門分野に進むにしても、国際社会についての基礎知識は必要です。この本
は、総勢２３名の執筆陣が、さまざまな研究領域（国際政治・経済、社会学、環境学、地域研
究、近現代史など）から国際的な諸問題を詳しく解説した入門書です。各章は簡潔で読みやす
いので、まず第Ⅰ部（第１～５章）で、現在の国際社会がどのように形成され発展してきたか
について理解を深めたうえで、興味のあるテーマから読み進めるとよいでしょう。巻末の「国
際社会キーワード 200｣も､活用してください｡

Ｂ・アンダーソン『想 像の共同体』書籍工房早山、2007。
「国連」は、いうもでもなく”the United Nations”。では、
「ネイション」とは何か？ 著
者は「国民（ネイション）とはイメージとして心に描かれた想像の政治共同体である」と定義
する。国民という概念は国家が創りだし、人々に押しつけたものではない。
「たとえ現実には不
平等と搾取があるにせよ、国民は、常に、水平的な深い同志愛として心に思い描かれ」、
「数千、
数百万の人々が、かくも限られた想像力の産物のために、殺し合い、あるいはむしろみずから
すすんで死んでいった」。推薦本は、この国民という概念が、いつ、どこで、どのようにして生
まれたのかを明らかにしたもの。どこで生まれたのか？ 「欧州」と答えた人は間違い。正解
は読んでのお楽しみ。上質な推理小説を読んでいるかのような知的興奮。読後しばらくはアン
ダーソン・マジックの術中から逃れられない。
鶴見良行『バナナと日本人』岩波書店、1982。
バナナを通して、フィリピンと日本の間の社会・経済関係を社会科学的アプローチであぶり
だした名著である。この本はなかなか読みきれない。新書なのに手ごたえがありすぎる。しか
し読後はきっと他の視点でものを見ている自分に気がつくであろう。
明石康他編『日本と国連の 50 年』ミネルヴァ書房、2008。
1956 年に日本が国連に加盟してから 50 年の節目にあたり、日本を代表して、あるいは国
連諸機関の責任者として活躍した方々の講演を収録しています。それぞれの講演に先立ち、時
代背景について解説があり、講演後には質疑応答が行われています。各人の貴重な体験は、国
際社会に貢献することの意義や困難について考えるうえで、たいへん示唆に富んでいます。

『総政の 100 冊』より、政治関係の本について
酒井哲哉『近代日本の国際秩序論』岩波書店、2016。
第 1 次世界大戦後から太平洋戦争敗戦まで、日本の国際政治学者たちは、どのように国際秩序を考
えていたのであろうか？ すでに、大日本帝国陸軍のエリート軍人たちが、近代世界秩序としてのイギ
リスの世界支配、さらにウィルソン米国大統領による世界秩序像（その典型は国際連盟）を破壊し、新
しい世界秩序を模索していたことはよく知られている。しかし、学者たちは、どう見ていたのであろう
か。いや、それ以上に、かれらは軍人たちの行動（侵略的軍国主義）を肯定する国際秩序像を提出して
いたのか、それとも、学者たちは軍人たちを学問でコントロールしようとしていたのか？ この重要な
問題に答える前に、とにかく、酒井先生の研究は、東京帝国大学系の学者たちを中心にして、かれらは
まず世界をどう分析し、何をすべきと考えていたかを淡々と描いている。もちろん、西田を中心とする
京都学派を無視して、上記の重大問題に答えることはできないにしても、酒井先生の研究は日本の学問
と戦争という古くて新しい問題を考えるうえで不可欠である。
朝河貫一『日本の禍機』講談社、1987。
こんな日本人がいたのかと感動を覚える書。筆者は米国の名門エール大学で教授を務めた日本人で、
今から約 100 年前、日露戦争に関して日本の立場を米国に説明し、その後、米国など欧米世論を踏ま
えて日本に自重するよう警告を発し続けた。当時の日本の状況を考えれば、これがいかに勇気のある行
動か想像して余りある。現在、筆者ほどの知性と行動力を備えた人物はいるのだろうか。やや難解なと
ころもあるかもしれないが、じっくり味わう価値がある。
五百旗頭誠編『日米関係史』有斐閣、2008。
『日米関係史』—これは、有名なペリー提督率いる米国艦隊が浦賀に来航してから今日に至る、日米
関係を通史として概観したものである。この分野において、いろいろな日米関係史が書かれてきた。し
かし、これほどの学者を集め、生きのいいすなわち学界の最先端の議論をふまえて、書いたものはすく
ない。執筆者たちは３年余の時間をかけ、何度も合宿までして書き上げたものである。日米関係を議論
する前提として、この本ぐらいは読んでいないと、そもそも議論する資格があるのかと言われかねない。
戸部良一『日本の近代９ 逆説の軍隊』中央公論社、1998。
これまで、近代日本の軍事史の通史といえば、藤原彰先生や小山弘健先生の研究が有名であった。た
だ、書かれた時代をふまえると、左翼的な論調は避けがたいものであった。戸部先生の研究は、かなり
中立的な立場から、しかも社会学的分析をふんだんに使用したものである。近代日本の軍事史を学ぶこ
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とは、近代日本を理解することにつうじる。よき出発点として薦めたい。
飯尾潤『日本の統治構造：官僚内閣制から議院内閣制へ』中央公論社、2007。
政治や行政の在り方について分析、解説、提言の類は多いが、本書ほど広い層にインパクトを
与えるものは少ないのではないか。
「官僚内閣制」から真の議院内閣制へ——が筆者のメッセージ
である。それが説得力を持つのは政治学の理論と歴史、そして現実の政治過程についての豊富な
知識に支えられているからであろう。政治や政府に関心を持つ人には必読と言える。国際比較の
視点もあり、さまざまな角度から読めるであろう。政治や行政に関する「常識」は筆者によって、
簡単に覆されてしまう。その知的挑戦には学ぶべきところが多い。

教養としての歴史
ＥＨ・カー『歴史とは何か』岩波書店、1962。
徳川家康でも豊臣秀吉でも、ナポレオン皇帝でもよい、歴史上の人物を考えてみよう。彼らに
ついて書かれていることは、本当に事実なのか。いろいろ書かれていることの、どこに真実があ
るのか。そもそも「事実」とは何なのか——。こうした疑問に、筆者は丁寧に答えてくれる。筆
者は歴史家だが、その指摘は、多くの 学問分野に参考になりそうだ。難解なところもあるが、何
度も読むうちに筆者の思いが伝わってくるであろう。本書はケンブリッジ大学での講演がもとに
なっている。その翻訳の素晴らしさも味わってもらいたい。
プルターク『プルターク英雄伝』岩波書店、2004。
「対比列伝」が元の書名で、古代ギリシャと古代ローマの著名人を似たもの同士を対比して論
評した伝記ものです。推薦する理由は、
１．個性的な実在の人物を歴史的場面の中で描いているわけですから、ともかく面白いです。
２．人生の教訓を学ぶのに役立ちます。これからの人生が定まっていない若者にとって、時代が
異なるとはいえ人間社会は変わりないですから、彼らの生き様を知ることは、特にためにな
るでしょう。
３．欧米の人たちにとっては、この本に描かれた人物や歴史上の出来事は一般的な教養であり、
いわば常識化しています。
これから海外で活動しようという若者として、欧米人との親しい交流をする上で、この本を読
んでいないことは恥ずかしいことでしょう。
JM. Roberts（2014）
“The Penguin History of the World” Penguin Books
Oxford 大学の JM・Roberts 教授の手による『ペンギン世界史』を手にしたのはワシントン
D.C.の空港であった。多分、2001 年の春ごろだと思う。仕事が終わりマニラに帰る長いフライ
トの時間を有効に過ごそうと考えて本屋をあさり求めたのがこの本であった。飛行機の自分の席
に着くなり、本を読み始めた。何と言う本だ！これはスリラー小説ではない。なのに本を置く事
が出来なかった。成田までずっと読み通した。隣のアメリカ人が、
「何をそんなに夢中になって読
んでいるのか」と言ってきた。
「この歴史の本は素晴らしい。この地球上の人類の歴史を太古から
現代まで、すごく読みやすく、でも読んでいる者を離さず、ずうっと物語の中に引き込んで行く
んだ」
。
「そんなこと言うっても歴史の本なんだから他の本と同じで、無味乾燥で時代を追って行
くだけだろ」
。そうではない。この本はまさにグローバルな視野と重要な出来事を漏れなく横の関
係を正確に押さえながら叙述を展開してゆく。その包括性には脱帽する。混乱する世の中、社会
の発展・変革、権力闘争と、その権力者の交代、文化・文明の興隆と衰退を経て出来上がってき
た我々の現代を絶え間ない過去の大きな流れの中で捉えてる。
ぜひ、
皆さんに読んでもらいたい。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter10：大学生国際ボランティア経験者からの声
関西学院大学は、2003 年 10 月に日本の大学機関としては初めて、国連開発計画（ＵＮＤＰ）の下部組織で
ある国連ボランティア計画（ＵＮＶ）との間で、学部生・大学院生を国連情報技術サービス（ＵＮＩＴｅＳ）ボ
ランティアとして派遣する協定を締結して、発展途上国へ学生を派遣してきました。現在は、国連ユースボラン
ティアと国際社会貢献活動に発展しています1。そこで、本 Chapter では、その記録『学生たちは国境を越える』
（大江、高畑、2008）から、ＵＮＩＴｅＳボランティア参加者の方々からの声を集めてみました（文章一部改）
。

スリランカの小さな村での UNITeS ボランティア活動
（M.M.；2004 年度春学期スリランカ派遣生）
私は、UNITeS ボランティア・プログラムの１期生として、2004 年５月から９月までの約５ヵ月間、スリ
ランカのマーラムーラ村という小さな村に派遣されました。派遣前にＵＮＶ本部から受け持ったＴＯＲ（Terms
of Reference）によると、正式な任務は以下の４つでした。
（１）学校の子供たち（小中高生）にＩＴの授業を提供すること
（２）学校の子供たちの論理的思考や読み書きを向上させること
（３）現地トレーナーを育成すること
（４）後継のトレーナーが使用できる教材を作成すること
現地での主な業務は、一緒に派遣された他のボランティアと現地のインストラ
クター達と協力しながら、スタートとシャットダウンの仕方、マウス・キーボー
ドの使い方、ワードソフトの操作など、パソコンの基本的な操作を現地の子供達
に教えていました。さらに、村の小学校で小学生３～５年生に日常会話程度の英
写真１．
ＰＣ教室で指導する各国ボ
語と、算数の足し算・引き算・掛け算を教えていました。IT スキルの授業と小学
ランティアたち（スリランカ）
校での授業を全て合わせると、週に計約 20 時間の授業を受け持っていました。
しかし、いくらスリランカの第二外国語が英語とは言え、現地の小学生に英語で IT スキルや英語を教えるのは
決して容易ではありませんでした。授業では英語を使用しましたが、ボディー・ラングゲージは欠かせないもの
でした。一生懸命手振り身振りで教え、時には、必要に迫られて、スリランカの母国語であるシンハラ語2を覚
え、生徒に指示することもありました。

UNITeS を振り返って
スリランカでの約５ヵ月間は喜びや感動もありましたが、失敗や反省すること
の方が圧倒的に多かったようです。プロジェクトのメンバーとの反省会やミーテ
ィングでは、グループ活動をする際の注意点を学べるきっかけにもなりました。
自分がいかに他のメンバーや周りの人達に支えられていたか、実感することがで
きました。忙しい日々でしたが、スリランカでは時間の流れが遅く感じられ、毎
日が平穏に過ぎて行きました。
そんな中、
自分と向き合う時間も多くあったため、
写真２．子供たちを指導する各国
ボランティアたち
色々と考える時間も多くありました。また、現地派遣機関の人々はもちろん、
UNV や関西学院大学の教職員の方々の支援と協力に非常に感謝しています。短い大学生活でこのような濃い体
験ができたこと、また日本では決して得られない体験が出来たことを今では貴重であったと感じると同時に、大
変嬉しくも思っています。

国際開発支援に関心のある皆さんへ
私は、UNITeS での任務を終えてから、関西学院大学総合政策学部を卒業してイギリスの大学院（Newcastle
upon Tyne University）に進学し、
「環境法と政策」を勉強しました。大学院を修了して、日本に帰国したのは
1
2

詳細については、関西学院大学 HP をご参照ください（http://www.kwansei.ac.jp/c_ciec/c_ciec_005757.html）
。
タミル語とともにスリランカの公用語の一つ。スリランカの民族の約 70％がシンハラ人です。
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2007 年 12 月でした。
自分の力を試したい人、新しいことにチャレンジしてみたい人、そして、国際協力、国際開発支援に興味を持
っている人は、是非、UNITeS ボランティア・プログラムに応募してみてください。そして、現地の生活に浸っ
てください。気づかされることがたくさんあります。

UNITeS を振り返って思うこと
～フィリピンで農作業を体験しながらのＩＴボランティア活動～
（M.I.；2005 年度秋学期フィリピン派遣生）
私は今から２年前、フィリピンのマニラからバスで約３時間のところにあるパン
パンガ地域を拠点として活動している自然農法 NGO「PBDARFI（Philippines
Bio-Dynamic Agriculture Research Foundation Inc.）
」に配属されました。こ
の NGO は化学肥料を使用せず、自然を利用した循環型農業を実践、教育・普及活
動をしている団体です。その活動は、月の満ち欠けを軸として農作業のサイクルが
基本です。
ここでの私の仕事は、毎回のセミナーで、トレーナーが画用紙に書いて生徒に指
写真３．自然農法 NGO の農園の
導していた教材を、PPT（パワーポイント）で電子化したり、WEB ページやパン
事務所（フィリピン）
フレットを作成することなどでした。農作業の活動内容だけにとどまらず、働いて
いる人がどういう思いで農業に携わっているかについて、WEB ページに反映させてほしいという要望がありま
した。彼らをより深く理解するために、私も、彼らと共に田んぼを耕したり、田植をしたりと、農業を実際に体
験する機会もありました。

国連のイメージが一変
私は現在、大学を卒業してから外資ＩＴメーカーに勤務し、某大手通信会社およ
びそのグループ会社を対象に、担当した会社のインフラを構築したり、協同で教育
機関や地方自治体等の公共案件に携わっています｡今では IT 業界で働く私ですが､
UNITeS ボランティアに応募した当時は､IT に興味があった訳ではありません。む
しろ自分で大丈夫なのかなという不安の方が強かったことを覚えています。
図Ⅴ－４ 自然農法ＮＧＯの農園
UNITeS に参加しようと思った動機は、より長く国際協力の現場を実際に体験し
での農作業（フィリピン）
たかったことです。私は国際協力を学びたくて総合政策学部に進学し、
EcoHabitat 関西学院3という、途上国の貧しい地区を対象に、そこで家を建設するお手伝いをするサークルに
所属していました。そのサークルの活動で約２週間という短い期間でしたが、現地でのホームステイを経験した
り、文化交流をしたりしながら、国際協力の一端を垣間見ることができました。しかし、もっと長期間にわたっ
て現地に入りこみ、
活動したいという思いを強く持っていました。
しかもそれが国連のプログラムということで、
国連としてどのようなアプローチをしているのかを知る大変貴重な経験だと思い、UNITeS ボランティア・プロ
グラムに応募することにしました。
派遣先は、サークルの活動で訪れたことのあるフィリピンだったこともあり、す
んなりと現地の生活に入れることができました。また、短期間の活動では見落とし
ていたことに気付くこともできました。様々な体験も通じて、大変貴重な時間を過
ごすことができました。
さらに、動機の一つであった「国連が現場でどのように活動しているか？」を間
近で体験できたことも大きな収穫でした。それまで「国連とはエリートばかりが集
写真５．作成した自然農法 NGO
まった硬い感じの人たちが働いている」と思っていました。しかし、漠然といだい
「PBDARFI」の WEB サイト
ていたそうしたイメージは一変しました。
国連職員の方々は非常にフレンドリーで、
良い意味で軽いノリで現地の人たちはもちろんのこと、私たち学生ボランティアにも接してくれました。その一
3

1996 年に、非営利・非政府組織「Habitat For Humanity International（HFHI）
」の日本最初の学生支部として、関西
学院大学神戸三田キャンパスに設立されました。活動は、途上国での短期海外建築ボランティア（Global Village）
、募金・啓
発活動を目的とした日韓合同イベント（Cycling for Habitat）
、学校や教会での活動報告会や貧困について考えるワークショ
ップ、貧困・ＮＧＯ・途上国開発に関する勉強会、街頭募金やフリーマーケットによる資金集めなどを行っています。
（http://www.ksc.kwansei.ac.jp/clife/circle/ecohabitat/）
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方、彼らは現状を変えたいという熱い思いを持っています。国連で決められた目標に向かって、どのように解決
すればいいのか真剣に話し合う場に幾度も立会いました。こうして、国連をより身近に感じられました。

一人一人の小さな一歩が世界を変える
UNITeS ボランティア・プログラムは、学生にとっては、またとない機会であることは間違いありません。普
通ならば、大学生が国連ボランティアとして参加することはできません。関心がある方で、もし参加を迷ってい
れば、是非参加すべきです。自分に何ができるのだろうかと迷うこともあるでしょう。しかし、参加して初めて
自分のできること、できないことがわかることもあります。また、そこで感じたことをその後に活かすことや、
周りに伝えていくことも重要です。
国際開発や国際協力に興味はあるけど、どうすればいいのかわからないと考えている人こそ参加してもらいた
い。
迷うだけで何もできないのであれば、
目の前に参加できる機会があるのだから一歩を踏み出してもらいたい。
それはほんの小さな一歩かもしれないけど、
その積み重ねが世界を変える重要な一歩になると私は信じています。

モンゴルでのファーストステップ
～気温マイナス 30℃ 極寒のモンゴルで日本語を教える～
（T.T.；2005 年度秋学期モンゴル派遣生）
社会人となった今でも、モンゴルでの４ヵ月を思い返すことがあります。私にとってモンゴルでの国連ボラン
ティア活動は、社会人としての第一歩でありました。この活動を通して感じた事、考えた事は、現在も仕事をし
ていく上で忘れる事の出来ないものとなっています。

モンゴルＮＧＯでの活動
2005 年 11 月、モンゴルの IT 振興を目的とする NGO、MIDAS（Mongolian
Information Development Association）に M.K.さん（総合政策学部卒業）と共
に派遣されました。そこで任されたのが IT 企業向け日本語講座の開講でした。それま
で日本語を教えたことなど、もちろんありません。ましてや社会に出たことのない私
達が、モンゴルの IT 技術者にどうやって実用的な日本語を教えられるのか？ まさに
手探りの状態からスタートしました。まず現地の日本語教室を見学するなど、日本語
の教え方を学ぶことから始めました。オリジナルのテキスト作りから広報活動、準備
期間はあっという間に過ぎ、年が明けた１月、IT 日本語講座を開講しました。全 24 回、
48 時間という言語を学ぶにはあまりにも短い期間の中、できるだけ受講者にとって楽
しく、有意義な講座となるよう試行錯誤を繰り返しました。
受講者の日本語を学ぼうとする意欲は凄まじく、短い期間であったのにも関わらず、
簡単な文章で自分の意思を表現できるほどまで上達しました。
「将来日本とビジネス関係
を作りたい。日本語を学ぶことは、そのファーストステップになる」そう話してくれた
受講生の言葉は忘れる事が出来ません。

写真６．NGO スタッフとオフ
ィスにて（モンゴル）

写真７．IT 日本語クラス
（モンゴル）

熱い思いに触れて

モンゴルのＮＧＯで現地の方と一緒に仕事をしていると、彼らの「モンゴルをもっと発展させよう」
、
「自分の
力で何か変えよう」という熱い思いがひしひしと伝わってきました。朝から晩まで様々な会議に出席し、世界中、
モンゴル中を飛び回る上司、仕事を二つ掛け持ちしつつ日本語講座無欠席の受講生、一九歳でネットワークエン
ジニアとして活躍する学生、自分も彼らに負けないよう必死で仕事に打ち込みました。しかし、気持ちとは裏腹
に自分の専門性、力のなさを痛感することも多々ありました。ボランティアだからといって、何でも自分がした
い事をすれば良いのではなく、本当に相手が必要としているものは何か、そのために自分に何が出来るのかを常
に考えて行動することが必要だと思います。そのため、自分に何かしらの専門的知識、経験があれば、より幅広
いボランティア活動が出来たのではないかと強く感じました。

現在の仕事や課題
帰国後すぐ大学を卒業し、ガスを専門とする商社に就職しました。現在はＬＰＧ（液化石油ガス）の輸入を担
当しています。ガスを輸入するためには、産ガス国や各国のトレーダーと交渉、調整しなければならないことも
多く、迅速で柔軟な対応が求められます。
「海外と関わる仕事」であるため、モンゴルでの経験は仕事を進める上
での自信となっています。しかし、モンゴルで感じた「専門性を身に付けること」
「経験を積むこと」の大切さを
忘れずに、国際舞台で活躍できる人材を目指して日々努力しています。
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モンゴルでのボランティア活動を通し、本当に多くのことを学ばせてもらいました。現在、仕事をしている中
で、思い通りにいかないこと、辛いことは確かにあります。そんなときは社会人としての一歩を踏み出したモン
ゴルでの活動を思い返し、自分を奮い立たせるようにしています。モンゴルで受けた刺激の一つ一つが、今後何
十年と働くための原動力となっている事は間違いありません。

NGO Academic Link～先輩の成果を引き継いでさらなる開発に従事した５ヵ月間～
（M.O.；2006 年度秋学期モンゴル派遣生）
私は 2006 年 10 月から 2007 年３月まで、モンゴルの NGO であるアカデミックリンクに派遣されていま
した。このローカル NGO は、JICA が 2001 年から 2004 年にかけて、モンゴルの教育 IT 支援として行って
いた「サクラ・プロジェクト」を担っていました。サクラ・プロジェクトは、その後も、この NGO によって活
動が続けられ、モンゴルの都市と地方における情報格差を縮小し、地方における情報通信技術（ICT）の教育環
境向上に取り組んでいます。
私は、このプロジェクトの一環として、モンゴル語版教育アプリケーションソフトの開発に取り組みました。
このアプリケーションソフトは、サクラ・プロジェクトを通じて、モンゴルの学校に配布されたリナックス搭載
の PC にインストールするためのものです。私が派遣される以前に、すでに 63 校 700 台の配布実績がありま
した。リナックスとは Microsoft 社のウィンドウズ（Windows）のようなオペレーティング・システム（OS）
の一種で、自由に使用、配布、開発できることが大きな特徴です。過去にモンゴ
ルに派遣された関西学院大学 UNITeS ボランティア・プログラムの派遣生が、リ
ナックスのモンゴル語化に成功していました。そのモンゴル語版リナックス上で
使用できる教育用アプリケーションソフトを探し、そのモンゴル語化をすること
が私たちの業務でした。
派遣期間中には、アプリケーションのモンゴル語化作業だけでなく、過去に配
布された PC のモニタリング調査のために地方へ出張する機会がありました。ま
た、自分たちが開発したモンゴル語版リナックスを広めるために、セミナーを開
催するなど、多くの貴重な経験をすることができました。
写真８．モンゴル語化した化学記号
ソフトウェア

帰国後すぐに IT 関連部門に就職

４回生の秋学期に派遣されていた私は、卒業式の直前に UNITeS ボランティ
ア・プログラム派遣を終え、帰国後間もなく、金融機関のＩＴ部門に就職しました。現在は東京で働いています。
社会人一年目ということもあり、また私自身研修中のため特定の業務には就いていません。しかし、職場は IT イ
ンフラ全般に渡る幅広い業務内容でインターナショナルな環境のため、UNITeS ボランティア・プログラム派遣
で培った経験や、知識を活かす機会が多いと感じています。
UNITeS での経験は、私にとって、とても貴重で有意義なものでした。派遣期間中は毎日があっという間に過
ぎ、派遣の意義や自分に対する影響を振り返る時間も余裕もなかったように思います。今振り返ってみて改めて
思うことは、派遣期間は、毎日がとても充実しており、楽しかったということです。
もちろん、異国の地で働くということは、簡単ではなく、自分の考えているとおりに事が進まないこともあり
ました。しかし、派遣を通して社会で働くということの難しさとともにその大切さを学んだように思います。

志を高く、柔軟な気持ちで挑戦を
ＵＮＩＴｅＳボランティア・プログラムへの参加を希望される皆さんは、高い志を持って参加されることが多
いと思います。先に述べたように、UNITeS ボランティア派遣は充実したプログラムで有意義だったと言えます。
しかし、派遣期間中は楽しい事ばかりではありません。派遣される国は、普段私たちにとってなじみのない国
が大半です。それゆえに、自分の慣れ親しんできた環境とは異なる環境に適応する事に、戸惑う事もあるかもし
れません。また、派遣された機関の方と協力しながら、プロジェクトにおいて成果を挙げる事も求められます。
これから応募される方、派遣される方にはそれらの困難さえも楽しい、面白そうだと思えるような人であって
ほしいと思います。志は高く、常に柔軟な気持ちを持って、多くの人たちに挑戦していただけたらと思います。

引用文献
大江瑞絵・高畑由起夫『学生達は国境を越える』関西学院大学出版会、2008。
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter11：大学生国際ボランティアから、現地生活レポートとアドバイス
関西学院大学は、2003 年 10 月に日本の大学機関としては初めて、国連開発計画（ＵＮＤＰ）の下部組織で
ある国連ボランティア計画（ＵＮＶ）との間で、学部生・大学院生を国連情報技術サービス（ＵＮＩＴｅＳ）ボ
ランティアとして派遣する協定を締結して、発展途上国へ学生を派遣してきました。現在は、国連ユースボラン
ティアと国際社会貢献活動に発展しています 。そこで、本 Chapter では、その記録『学生たちは国境を越える』
から、現地生活でのエピソードや、現地生活でのアドバイスをまとめてみました。高校で海外フィールドワーク
等を実施する場合の御参考になれば幸いです（文章一部改）
。

アフリカ・マダガスカルから現地レポート
“Manao ahona！(マナウアーナ / こんにちは)” 現在、私はアフリカ南東に浮かぶマダガスカルという国
に UNITeS プログラムを通じて派遣されています。UNV マダガスカル事務所と国際 NGO“Water Aid
Madagascar”で、水衛生の改善を目的として啓発ポスターの製作、写真撮影を行っています。
マダガスカルといえば皆さん何を思い浮かべるでしょうか？ 星の王子様のモデルにもなっている
「バオバブ」
、
「キツネザル」などのマダガスカル固有の動植物、また映画「マダガスカル」を思い浮かべる方もいらっしゃる
かもしれませんね。一見、日本とは馴染みのない国であるマダガスカルですが、先住民がもともとマレーシアや
インドネシアから渡ってきたアジア系の人々とも言われており、人々の顔立ち、文化にアジアを感じることがし
ばしばあります。
特にマダガスカルの人々は非常に多くの「お米」を食べるということに
驚きました。なんと一人当たり年間約 200kg もお米を食べているそうで
す。日本人の年間消費量の平均が約 60kg ということなので、３倍以上の
お米をマダガスカルの人たちは食べているという計算になります。マダガ
スカル人の友達と食事に行くと、決まって「もう食べないのか？ 体調で
も悪いのか？」
と突っ込みを受けています。
日本では
「まだ食べるのか！？」
と突っ込まれるので、これも一つの異文化体験であるのでしょう。
UNITeS プログラムで派遣されなければ、恐らく来なかったであろう
マダガスカルの田植え
「マダガスカル」
。この地で多くのものを吸収すると同時に、少しでもこの
国の「発展」のための力になるよう残りの期間の仕事に励んでいきたいと思います！！

中央アジア・キルギス共和国から現地レポート
私たち４人（男性１、女性３）は、UNITeS ボランティアとして、中央
アジアに位置するキルギス共和国の UNV 事務所や現地 NGO に派遣され
ています。首都ビシュケクにあるアパートで共同生活を送りながら、家事
全般を自分たちで行っています。ビシュケクでの生活環境は日本とはそう
変わらず、街にはスーパー、映画館、美術館はもちろん、インターネット
カフェやコンビニまであります。
この街で人々の足となっている乗り物が『マシュルカ』というマイクロ
バスです。ルートと行き先は決まっていますが、ルート途中のどこからで
も乗れて、どこででも降りることができます。
「アスタナヴィーチェ！（止
キルギスタンの友人と
めて）
」と運転手に声をかければ、そこが道の真ん中であろうと止まってく
れるのです。こちらへ来て間もない頃は、ロシア語で書かれている行き先を読むことができず、一か八かで、来
たバスに飛び乗り、幾度と無く見知らぬ土地で泣く泣く降りるはめにあいました。しかし、今ではキルギス人に
席を譲る余裕が出てくるほどにマシュルカを使いこなせるようになっています。
日本では経験したことのない冒険を日々重ね、私たちもたくましく成長しています。残りの派遣期間、キルギ
ス共和国の発展に貢献できるよう、ベストを尽くしていきたいと思います。

モンゴルにて
モンゴル語 Web サイト
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モンゴルについて紹介しましょう。この国は中国とロシアに挟まれ、日本
から飛行機で約５時間、面積は日本の約４倍、人口は約 250 万人、そのうち
約 100 万人が首都のウランバートルに住んでいます。産業は主に鉱業、牧畜
業等ですが、現在ＩＴ産業を活性化させようという動きが盛んになっていま
す。
モンゴルでは 1990 年代始めに、体制が社会主義から資本主義に変わって
から、急速に経済が発展し、都市化が進みました。とくにウランバートルで
は、ビルが建ち、車が増えましたが、地方ではそれほど発展していません。
モンゴル語Ｗｅｂサイト
このように首都と地方の村に大きな格差が生まれています。
私たちが取り扱ったとくに大きな問題が、この首都と地方、そしてモンゴルと海外とのＩＴ格差です。例えば、
首都と地方の学校の設備等の教育格差、さらに経済格差、所得や雇用機会等の格差が広がってきています。
それでは、モンゴルのＩＴ産業の現状について説明します。モンゴル政府は 2002 年に「ｅ—モンゴリア」
プログラムという政策を打ち立てました。これは 2012 年までにＩＴ産業で、アジアの国でトップ 10 入りを
目指すというものです。そのおかげで現在モンゴルでは、ソフトウェア企業は約 60 社、ＩＴ専門家コースのあ
る大学は 20 校と、どんどん増えてきています。
モンゴルではこのようにソフトウェア開発、そしてアウトソーシングの業
務を促進中です。
とくに、
高い技術力と言語能力をセールスポイントにして、
アウトソーシングの機会をのばそうとしています。モンゴルの市場は規模が
小さいため、海外に販路を拡大することが必要だからです。しかし、モンゴ
ルからモンゴルのＩＴ企業の情報を発信する機会があまりありません。
そこで、私は地元の「JMITA（ジャパン・モンゴリア・インフォーメーシ
ョン・テクノロジー・アソシエーションの略）
」という IT 支援 NGO に派遣
されて、IT 企業のデータベース化、WEB サイトの作成・アップロードとい
う仕事をおこないました。こうした作業では、ご覧のように日本語版、英語 中古ＰＣ贈呈式（モンゴル）
版、
（モンゴルで使われているロシア起源のキリル文字の）モンゴル語版の計
３カ国のバージョンで WEB サイトを構築しました。これによって、モンゴルの IT 産業の現状を海外に発信し、
海外からアクセスできる機会を創出できました。

地域振興について
私は、2006 年の 12 月から 2007 年３月まで、
「エンタープライズ・モンゴリア」という、貧困削減を目的
としたプログラムに派遣されました。冒頭でも触れたように、モンゴルでは社会主義から資本主義へ代わって以
来、経済が急速に発展し、都市化が進みました。その結果、地方の人は取り残されてしまいました。その影響は
今でも続き、地方では雇用機会も少なく、失業率も高く、貧困状況は深刻です。
このプロジェクトは、ＵＮＤＰモンゴル事務所の協力のもと、モンゴル通商産業省がおこなっています。目的
は、零細・中小企業、企業家に対して、ビジネス開発サービスを提供するほか、所得の向上・雇用機会の創出を
図って、貧困削減を実現するというものです。この目的を達成するために次の二つの運動が導入されています。
一村一品運動とローカルクラスター支援運動です。
一村一品運動とは、昭和 54 年、大分県の平松県知事が「地域に住む人々
が自ら誇ることのできる特産品を見つけ出し、国内だけでなく国外の人々
にも買ってもらえる魅力ある商品にすることで地域経済活性化を目指す」
と提唱した活動が始まりです。また、ローカルクラスター支援運動は、
「特
定産品・サービスに従事する人々をグループ化し、グループで仕入れや製
造などを協力し合うことでビジネスの効率化をはかる」という運動です。
この二つの活動には、地方センターから（１）キャパシティ・ディペロ
プメント、
（２）マイクロ・ファイナンス支援サービス、
（３）マーケティ
ング支援、そして（４）政策対話・法整備の４つのサービスが、各地区の
地方センターからモンゴルの人々に提供されています。私は、モンゴルの
中央地域に属しているスフバートル地方センターと、全プロジェクトを統
作成した一村一品マーケット
のパンフレット
括するウランバートルのオフィス両方で活動しました。
スフバートルは、ウランバートルから北に 340ｋｍほど離れた、ロシアとの国境付近に位置しています。北
京からロシアに続く国際鉄道の駅があって、他の地方に比べてインフラが整っています。しかし、その特性が、
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地域活性化に活かされていないのです。失業率も、今は改善しつつあります
が、まだまだ深刻です。
派遣された地方センターでは、ローカルクラスター支援運動を行っていま
した。同業者を集めた六つのグループを作り、それぞれにビジネスコンサル
ティングやトレーニング等を提供しています。私が実際に行った活動は、調
査と日常業務のサポートの二つに分かれます。
まず、クラスター調査ですが、支援の対象者あるいは希望者にインタビュ
ーして、基礎データを集めました。地方の市場などを周り、スフバートルの
モンゴルでの聞き取り調査
街の情報を集めました。日常業務のサポートでは、現地スタッフへのＰＣ指
導を行いました。また、私達が帰国した後も作業が出来るようにマニュアルを策定しました。
ウランバートルでは、一村一品運動と新設される地方センタースタッフへのＰＣ指導をおこないました。一村
一品運動について、プロジェクトでは将来、モンゴルの生産品を日本に輸出したいと考えています。そのための
手続きや翻訳、資料作成等のサポートを行いました。また、プロジェクトとその生産品に関する日本語版パンフ
レットを作りました。
2007 年の２月末にモンゴルの首相が日本を訪れました。それをきっかけとして、私たちのプロジェクトの支
援を受けてできたカーペットが、成田空港の一村一品マーケットに置かれることが決まりました。私達が作った
パンフレットも製品と共に置かれています。

フィリピンでの活動
フィリピン共和国の概要に触れてから、2005 年度の私たちの先輩方にあたる派遣生の紹介をした後に、私た
ちの活動をお話します。
ご存知の通り、フィリピンは東南アジアに位置する国です。総人口は約 8300 万人で、そのうち約１千万人
が首都のマニラに住んでいます。公用語はタガログ語及び英語ですが、約 80 の言語が国内各地で話されていま
す。宗教は、国民の約 83％がカトリック教徒です。
フィリピンはまた、生活において大きな格差が存在する国です。国民の
約 20％が１日１ドル以下の収入で生活している反面、非常に裕福な生活
を送る人もいます。
皆さん、写真に写っているこの乗り物を知っておられますか？ 数年前
に「うるるん滞在記」というＴＶ番組で紹介されたジープニーという乗り
物です。これは私の主な通勤手段で、朝の六時に起きて、これに乗って、
晩の七時くらいにこれに乗って帰ってくるという生活を送っていました。
乗り合いタクシーですが、すごいスピードで、車線を無視し、色んなとこ
ろを走ってくれるという便利な乗り物です。
ジープニー
こちらの写真にうつっている乗り物はカレッサと言います。フィリピン
海岸部では昔スペインの植民地であった名残があって、風流があって観光にはもってこいで、海岸地域ではこう
いったタイプの馬車が多く運行しています。かわいい馬に 200 ペソで乗ってみたのですが、降りてから 600
ペソを要求された、という中々思い出深い乗り物です。
また、UNITeS 派遣生の貴重な経験とでも言うべきものとして、地方出張時に、その地方の方が振舞ってくれ
たたココナッツの実から直接ジュースを飲みました。注意しなければいけないのは、空腹時に飲むと、お腹が下
るということです。初めて飲んだ時にそれを知らずに、昼食前に飲んでし
まったので、後でえらいことになりました。また、フィリピンは、国民の
約 80％がカトリック教徒で、日曜になると教会のあたりではとてもにぎ
わっていて、いろんな出店が道路までせり出してきます。
次に、私たちの先輩の活動を簡単に紹介します。2005 年度では、３つ
の機関に派遣されました。
（１）華僑コミュニティ NGO である KAISA、
（２）農業研究組織である PRADFARM、そして（３）ボランティア仲
介 NGO のピノイ・リンです。
先輩方はここでオンラインカタログの編集、
NGO 紹介のためのウェブサイトのデザインや作成に従事していました。
ナショナルハイスクールの生徒たち
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■大学生が推奨する持ち物リスト
【貴重品】パスポート、航空券、現金（円・米ドル・現地通貨）
、トラベラーズチェック、クレジットカード、国
際キャッシュカード、海外旅行傷害保険証、重要書類コピー（パスポート）
、入国ビザ書類、証明写真（ビ
ザ用）
・One point advice:「国際キャッシュカードは便利。ＡＴＭで日本の口座から現地通貨を引き下ろすこと
が可能（フィリピン）
」
【カメラ・電気用品】変圧器、電気プラグアダプター、デジタルカメラ、腕時計、ノートパソコン、記録メディ
ア（ＵＳＢフラッシュメモリ、ポータブルハードディスクなど）
、カードリーダー、携帯電話・充電器
・One point advice:「現地の携帯電話を入手」
（全派遣国）
、
「静電気防止具を持って行けば良かった。乾燥
しているので、静電気がすごい」
、
「懐中電灯は必要。時々、停電が起きる。キャンプでは必須」
（以上、モ
ンゴル）
、
「音楽プレーヤーなど持ち物に注意。盗まれた」
（ベトナム）
【衣類】下着・靴下、Ｔシャツ・セーター・カーディガンなどトップ、パンツ・スカートなどボトム（３日～１
週間分）
、スーツ・ドレス・革靴・パンプス（式典やパーティ用）
、帽子、スニーカー、サンダル、ハンカチ
【衣類（極寒の地、冬のモンゴル編）
】オーバー・コート（フード付き）
、マフラー、手袋（厚手、革かフリース
製）
、スノーブーツ、ズボン下など冬用下着
・One point advice: 「案外、現地の人たちはおしゃれだった。洋服はもう少しおしゃれなものも持って行
けば良かった」
、
「浴衣。パーティ用に使える。異文化交流にも」
、
「現地調達も可能だが、日本製の方が良
質」
「ティンバーランドのブーツとズボン下は重宝した。ズボン下がないと外は歩けない」
「冬ゴルフ用下
着が高いけど暖かい」
（以上、モンゴル）
【その他】洗面・入浴道具、髭剃り・化粧品、タオル、折りたたみ傘、懐中電灯、アーミーナイフ、爪切り・耳
かき、サングラス、ポケットティッシュ、ハンドクリーム・リップクリーム、眼鏡・コンタクトケア用品、
日焼け止め、常備薬・生理用品、筆記具・ノート、ガイドブック、会話集・辞書、写真（家族・友人、日本
の風景など）
、文庫本
・One point advice:「虫さされの薬。とにかく蚊が多い」
（フィリピン）
、
「日本の文庫本は、日本センタ
ーで借り出し可」
（モンゴル）
、
「現地フリーペーパーは情報が豊富」
、
「日焼け止め。日差しが強い」
、
「マ
スク。バイクの排気ガスがひどい」
（以上、ベトナム）
」
■お薦めアイテム
【交流編】
「指差し会話帳。もはや必須アイテム。タガログ語しか話せない人とも会話できる」
、
「家族・友人の写
真や日本の風景写真。パソコンに保存して持参。会話が弾んだ」
（以上、フィリピン）
、
「指差し会話帳。モ
ンゴル語に慣れるまで便利だった。ホストファミリーとの話題を提供してくれた」
、
「相撲の本。モンゴル人
との会話が弾んだ」
（以上、モンゴル）
【日本食編】
「しょうゆ。まずいご飯でもしょうゆをかければなんとか食べられた」
、
「マスタードがホストファミ
、
「日本食・調味料。日本食を
リーに人気だった」
、
「インスタントみそ汁。たまに飲む味噌汁が救いでした」
料理すると、モンゴル人にものすごく喜ばれた」
、
（以上、モンゴル）
、
「ふりかけ。下宿の大家さんも気に入
っていた」
「インスタント食品。疲れて料理したくないとき便利だった」
（以上、フィリピン）
【一方、こんな意見も…】
「現地の食事になじめたので、手をつけなかった」
、
「現地の食事が大好きで、ほとんど
食べなかった。残った日本食品を処理するのに困った」
（以上、モンゴル）
■お土産等
【持って行って喜ばれたお土産】
「浮世絵のプリントされたマウスパッド」
、
「三色ボールペンなど日本製文具は使
いやすいと評判でした。折り紙もツルや紙風船を折ってあげると、とても喜ばれた」
、
「白玉ぜんざいの素。
作ってあげたら、すごく喜ばれた」
（以上、フィリピン）
」
、
「扇子。しかし、ベトナムにもあった」
（ベトナ
ム）
」
、
「日本のおかし。でかいポッキーは受けました」
、
「カップ麺。特に、カップうどんには感動された」
、
「相撲の絵が書いてある手ぬぐい。モンゴルでは相撲は大人気」
、
「お菓子、飴、チョコレート。チョコレー
トはアーモンドが人気でした」
（以上、モンゴル）
【一方、あまり喜ばれなかったお土産も…】
「ジブリグッズ。モンゴルでは、ジブリグッズが人気と聞いていたが、
子供たちの反応はあまりなかった（モンゴル）
」
2018 年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter12 国際公務員への道：それぞれの体験談１
本章では、国際公務員等に関心がある方への参考に、どんなキャリアをへて国際公務員になったのか？ 生の
声を紹介しましょう。まず国連ボランティア計画にお勤めの NS さん、そして関西学院大学の教員で国連開発計
画（UNDP）出身の村田俊一先生とアジア開発銀行（ＡＤＢ）出身の小西尚実先生からお話をうかがいます。

国連ボランティア計画(UNV)東京事務所駐在調整官 NS さんとのＱ＆Ａ
Ｑ：ご自身の略歴を教えてください。
Ａ：米国オハイオ大学大学院文理学部政治学科を修了後、愛知県の私立大学にて事務職員として留学生の生活支
援業務に携わりました。2001 年１月より国連ボランティアとして、東ティモール独立のための住民登録、
選挙支援活動を担当し、2002 年 10 月より国連開発計画サモア事務所にてＵＮＶプログラムオフィサーと
してサモア、クック諸島、ニウエ、トケラウの４カ国のＵＮＶの活動全般の運営・管理に携わってきました。
2005 年８月より「ほっとけない世界のまずしさ」事務局にて事務局長補佐、事務局長代理を歴任し、2007
年４月より、国連ボランティア計画東京事務所に勤務しています。
Ｑ：どのようなきっかけで、国連で働くことになったのですか？
Ａ：国際政治の勉強をしていたので、国連の活動については知っていましたが、自分が国連で働くことになると
は思っていませんでした。大学職員の契約が打ち切られることになり、東ティモールでの国連ボランティア
の募集に応募し、合格したのが国連で働くことになったきっかけです。これ以外の求人にも応募しましたが、
最も熱意を持って面接での質問に答えることができたのが、ＵＮＶの面接でした。
Ｑ：国連での仕事について教えてください。どのような業務を担当していますか？ 中でも、大変なことは何で
すか？ また、おもしろいことは何ですか？
Ａ：ＵＮＶの関西学院大学様を含む日本のパートナーの方々との関係維持と発展のための日々のコミュニケーシ
ョン、日本でのＵＮＶに関する広報活動、そして邦人国連ボランティアの方々の送り出し業務等、ＵＮＶに
関する日本国内業務全般を担当しています。
国内におけるＵＮＶの露出については私の活動内容が直接反映するところですので、とても責任とプレッ
シャーを感じます。活動のためのリソースがほとんどないことも大変です。
稀少な資源の中で、いかにＵＮＶをより知ってもらい、リソースを獲得していくか。まだまだやれること
はたくさんあると思っているので、それを日々実行に移していくこと。そしてＵＮＶ全体としての新しい方
向性（
「開発のためのボランティアリズム」
）について多くの方々に理解をいただき、支援していただくため
の地道な活動を継続させていくことに難しさを感じる反面、面白さややりがいも感じています。
Ｑ：これから国連をめざす人に、メッセージはありますか？
Ａ：関西学院大学の先生、職員、学生の皆様のボランティアに対する理解の深さ、そして、行動力にはいつも感
謝しております。今後とも引き続きボランティアリズム並びに国際協力に対するご理解、ご協力をお願いし
たいです。このことが、この業界で働くための根底にあるべきだと考えていますし、これがなければ、国連
で意味のある仕事ができるとは思いません。
（
『学生達は国境を越える～国連情報技術サービス(UNITeS）の挑戦～』から）

国連職員への道（村田俊一先生；関西学院大学総合政策学部）
アメリカの大学院に留学して
アメリカでの授業が始まると、聞きしに勝る授業内容とそのレベルの高さは想像をはるかに超えていました。
米国大学院大学の院生の意気込み、勉学の深さ、情熱に圧倒される毎日でした。自分の実力不足にがっくりし、
情けない日々がつづきましたが、クラスメートの米国人、ギリシャ人に勉強の方法を教えてもらったことで、い
まの私があるといっても過言ではないでしょう。
政策科学の必須コース“Scope and Method”のクラスで初めの小テストは“Ｆ”（Failure）で、本当にシ
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ョックでした。これは担当教授の Teaching 戦略らしく、クラスの半分が“Ｆ”だったようです。最初のテスト
はカウントしないということで、危機を脱出しました。毎日、夜中まで図書館で勉強して、帰宅が午前２～３時
はざら、それでもようやっと皆についていくことができたのは先に述べた２人の友人たちのお陰です。復習する
ために、毎日、タイプライターでノートを整理しました(この時代、ノートパソコン・ワープロはありません)。
ここで、理論の立て方、仮説の立て方を徹底的に学習しましたが、定量化がかなり進んだ 1980 年代の米国定
量政治経済学は日本とは違い、統計学との融合が新鮮でした。
しかし、自分の英語能力では中途半端でしか討論に参加ができない。そのもどかしは筆舌に表せないほど辛か
ったし、悔しいものでした。帰国するに帰国できない。背水の陣で臨んだ学問とは、米国生活とは、なんと自分
自身をここまでコーナーに追いつめてくれるものか、と。実力主義で、甘えが通用しない社会を経験しました。
親や友人のありがたみも身に染みました。

国連職員への道
だんだん学問の楽しさと米国生活にも慣れてきて、軌道に乗り始めた頃、博士課程への推薦を教授陣からいた
だきました。この時期、大学院選抜の国連へのインターンに合格しましたが、自分が何を求めているのかはっき
りしていませんでした。体裁や恰好や、ブランドで振り回されている自分がそこに存在しました。
無責任な同輩たちは、｢30 代で億万長者になり、退職してハワイでゴルフショップでも経営すればいいではな
いか。何を迷っているのか｣と。それでも、人に直接役に立つ仕事がしたい。いままで批判してきた国連の職業が
再度浮上してきたのです。遠い存在の国連本部の大学院生選抜インターンの試験を受け、採用課へ配属されまし
た。そこで人事や予算の業務を通して国連の“動”を実感しました。

自己の潜在能力を見出す現場経験
再び大学院で学んでいる時、国連開発計画（UNDP）本部と日本政府国連代表部か
ら「あなたは UNDP に向いているようだから JPO-Junior Professional Officer の
試験を受けてみないか」と言われ、受験しました。試験は２時間筆記、そして２時間
の口頭面接でした。実に難しいものでした。
２週間後、UNDP 採用官から電話連絡があり、
「おめでとう UNDP-JPO に合格
しました」
。そして、
「どの国に興味がありますか？」という質問に「人が住んでいれ ウガンダにて
ばどこでも行きます」と即答。採用官は笑みを浮かべながら、
「２か月以内にウガンダ、カンパラ事務所に赴任し
てください」
。
｢アフリカか｡専門でもないし。
いいのかな」
。
多少不安はありましたが、
自分の第六感に響くものを感じました。
Wall Street でもなく研究者でもなく。国連職員？？！ ２年契約だからそれが終わる時期に、将来のことはま
た考えることにしました。1981 年 11 月３日にウガンダに赴任したのですが、手荷物は何故かスイスのチュー
リッヒに行ってしまい、到着したエンデベ空港には、UNDP の運転手は迎えに来てはいませんでした。着の身
着のままの格好で、バナナのトラックにヒッチハイクして、UNDP カンパラ事務所に到着しました。
チャレンジングな開発援助の経験が始まろうとしていました。これまで学んできた政治経済やリサーチデザイ
ンの知識は、ここで通用するのだろうか？ 不安だらけでした。赴任前の準備期間、アフリカのことは UNDP
アフリカ局の専門職員から説明は受けたのですが、みんなが、それは「島流し」みたいなもんで、
「何か悪いこと
したのか？」と強烈な嫌味を言われました。開発エリートはアジア局というのが、一般的な評価でしたが、それ
よりも何よりも、日本人として、アフリカに行って一旗揚げてやろうと思う気持ちのほうが強かったようです。
怖くも、心配もしていませんでした。このアフリカの実践経験は、私を大いに進化させる礎となるのです。
カンパラ事務所は猫の手も借りんばかりの忙しさで、待っていましたとばかり大小あわせて 30 以上のプロジ
ェクト、財務管理をその日から受け持ちました。国連英語は甚だ難しく、仕事の内容が把握できない。公式文書
の書き方がわからないので、同僚から助けてもらいながら必死になって、仕事をしました。またもや挫折か。
そう考えている時、国連の入っている建物の真向かいにある TEXACO のガソリンスタンドが反乱軍に爆破さ
れ、かなり長い間反乱軍（北部の部族で構成され旧アミン政権を支えたグループ）と政府軍（タンザニアの軍事
支援をもとにアミン政権を更迭したオボテ政権）
との銃撃戦が続きました。
インド総領事館もが襲撃されました。
しかし、ボスや同僚たちは淡々仕事をしているのです。彼らの冷静さには驚きました。しばらくして、次席代表
より反乱軍の地域への出張に行くように指示されました。反乱軍の拠点はウガンダ北部カラモジャ地方で、遊牧
民の生活をしながらゲリラ活動をしていました。女性、子ども、老人たちは農耕に従事し、男性たちが遊牧する
という生活ですが、家畜争奪の争いが内乱につながる状況を目撃します。彼らと生活すること数週間、頚動脈を
切って、流れる血とミルクを混ぜて飲む習慣には、なかなか慣れませんでした。部族長に気に入られ、
「娘と結婚
しないか」と言われた時は、ひっくり返りそうになりました。
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出張後、初めてマラリアにかかり、40 度の高熱は一週間ほど続きました。
「俺は、ここで果てるのか」
、なん
ともいえないほど、心細い日々でした。激動の人生を歩み続け、しかし開発援助の世界に魅せられるものは、な
んと言っても現地で仲間と受益者と一緒に作り上げていくプロジェクトの醍醐味、
それに尽きるでしょう。歩きながら考え、立ち止まっては悩み、またそれから歩
み出す。
「嫌いならとっくにこの世界から出て行っているだろうに。やはり、これ
が天職か」
。なにやら、この世界に魅せられる自分を感じていました。
「俺たちには明日がない？！」
・・・。人間は追い込まれるとなんでもするし、
通常の倫理観からは想像もできないような殺戮行為もする。そのような社会にど
っぷりつかって、粗雑で非文化的になっていく自分と、安定した生活がしたい自
分とが混在していました。２年のウガンダ生活は、20 年くらいに匹敵する経験
ブータンにて
と知識を得たようでした。
（
「開発援助の現場から」より一部を抜粋・改編）

国際機関へのキャリアパス（小西尚実先生；関西学院大学総合政策学部）
自己探求時期の 20 代～ダブルマスター（二つの修士号）という選択～
大学卒業後、
社会科学の分野でより深いリサーチスキルを習得したいと思い、
京都大学大学院に進学しました。
自分にしかできないことを模索し、少しずつ世界への関心を高めていった時期です。
その折、転機が訪れました。指導教員が海外留学を後押ししてくれたのです。大学院を休学し、イギリスのロ
ンドン・スクール・オブ・エコノミクス（ロンドン大学経済大学院、以下、LSE と記載）に留学が実現しました。
留学先を決定する際には、日本では学べないような研究領域やプログラムを世界最高の研究者のもとで学びたい
という強い思いから、LSE の人的資源管理論とその関連分野がある修士プログラムに応募しました。
私が学んだ人的資源管理論は、日本では実務色が強く、学術的に学べるプログラムを提供する大学は国内には
まだありませんでした。京都大学大学院を退学せずに、休学したまま留学した理由は、双方の大学院を修了する
ことで知識の幅を広げ、ダブルマスターで自分に更なる付加価値をつけたいと考えたからです。
LSE の同級生は、大学卒業後にストレートで大学院に進学した者は少数派でした。その多くは、世界的にも有
名な企業の人事マネージャーやトレーナー、各国政府機関の人材開発政策に携わるプロフェッショナルなど、第
一線で活躍している社会人たちでした。このような様々な経験を積んだメンバーが一堂に会し、グループワーク
やケーススタディー分析で、刺激的なディスカッションが連日、繰り広げられていました。
それまで日本で受けた教育とは違う世界に圧倒される日々でした。１年間で修士論文の執筆と、全てのコース
ワークの授業に合格しなければなりません 。同級生の中には修士号を取得できず、帰国を余儀なくされた者もい
ました。
「絶対に修士号を取らなければ、日本に戻れない！」と、まさしく死に物狂いの１年間となりました。
第一線で働いた経験のある多様なバックグラウンドを持った、価値観の違う同級生と関わる中で、私自身の将
来ビジョンが少しずつクリアになるのが分かりました。世界という視点からキャリアを考え、日々繰り広げられ
る真剣なグローバル・キャリア談議に、思考が洗練されていったのです。同級生の中には、国際機関でのキャリ
アを志望する者もおり、私も刺激を受け、
“国際機関で働く”という職業への“憧れ”から“リアルな目標”とし
て自分の中で鮮明になっていきました。

グローバル・キャリアの扉開く～初めての国連～
LSE の修士号を無事に取得後、京都大学大学院に復学しましたが、イギリスで経験したグローバルな環境が頭
から離れず、国際機関でインターンシップに参加したいとの思いが募り、さらなる休学を申し出ました。
「国際機関で働きたい」という強い気持ちを抑えきれず、その可能性を模索しました。思い切って外務省に問
い合わせの電話をしましたが、国連のインターンシップなどは把握していないと冷たくあしらわれたこともあり
ました。しかし、国際機関で働きたいという思いは強くなるばかり。諦めずに考え抜き、一つの方法を思いつい
たのです。自分の CV（Curriculum Vitae の略で履歴書のこと）や、自分にはどのようなスキルがあり、どの
ような貢献ができるのか、自分をアピールする文書を英文タイプで作成し、エアメールで海外の主な国際機関の
人事部人事課長宛てに直接送ったのです。その努力の甲斐があってか、約１ヵ月後、突然フランスのパリに本部
のある国連 UNESCO 人事局教育訓練課からファックスで、インターンとして働かないかというオファーでした。パ
リから届いたこの一通のファックスが、熱望した国際的なキャリアの扉を開けてくれたのです。
突然のオファーであった上、仕事開始日まで２週間を切っていたため、ひとまずスーツケース一つを持ってパ
リに飛びました。もちろん住まいは決まっておらず・・・。英語ができれば、現地に着いてから何とかなるだろ
うと甘く考えていましたが、早々に苦戦することになります。というのも、当時のフランスでは日常生活では英
語がほとんど通じず、フランス語が求められました。UNESCO の上司や同僚の助けを借り、少しずつ生活環境
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を整えました。新たな生活環境の中でトライ＆エラーを重ねて、環境適応力の大切さを学び
ました。
同時に、仕事も始まりました。UNESCO 本部内での文書やコミュニケーションで使用さ
れる言語は、英語ではなくフランス語でした 。フランス語が未熟な私にとっては、生まれて
初めての国際的な職場で、慣れない仕事と同時にフランス語の向上にもがき苦しみました。
言語は、単なるコミュニケーションの“ツール”などと言われます。しかし、プロフェッシ
ョナルとして働く上で、人との信頼関係を築く基盤となる言語の習得は、国際キャリアを考
えた時に必須であると身をもって痛感しました。
国連 UNESCO パリ本部では、様々な仕事に携わりました。UNESCO 加盟国である途上
UNESCO 本部（パリ）
国の政府代表団がパリ本部で受ける研修プログラムの企画立案のマニュアル作りや、教育訓
練のニーズ分析、評価などです。今ではほとんどの国際機関でインターンシップが実施されていますが、日本で
よく見られるお客様扱いのインターンシップとは違い、国際機関で働くインターンには、求める人材の要件や職
務内容が明確に提示され、限られた期間内に質の高いアウトプット（成果）を出すことが求められます。国際機
関のインターンシップは、学生の間に、国際舞台で自身の力を試すことができる貴重な機会なのです。
UNESCO パリ本部での３カ月のインターンシップの後、そのパフォーマンスを認められ、さらに３カ月間専
門的業務を遂行するコンサルタント契約を結ぶことができました 。この UNESCO でのトータル半年間の経験
が礎となり、20 代半ばに私のキャリアの方向性が決まったのです。
パリから帰国後、無事に京都大学大学院を修了しました。国内で就職することはせず、その後、国連 ILO ジュ
ネーブ本部人事局で半年間コンサルタントとして働く機会を得られ、ジュネーブに飛びました。思い返せば、日
本と海外を行ったり来たりと、試行錯誤の 20 代でした。短期間で自分の CV やカバーレターをアップデートし
て送付し、契約を結び、旅の準備や現地の住まいの手配など、この時期に段取りよく物事を進めていく力が鍛え
られた気がします。英語での履歴書やカバーレターを作成する文書能力、自分をアピールする表現力や発信力、
さらに交渉力など、手探りながらもグローバルな職場で生きて抜く力を実践で養っていくことができました。

あえて“遠回り”を選択～日本への帰国～
20 代に２カ所の国際機関で職務経験を得たことで、
「国際機関で働きたい」という思いが、自分の中でより強
くなりました。将来、国際機関でプロフェッショナルとして働く時に、どのような強みが持てるのか、どのよう
なスキルや経験を持っておくのが有利かを冷静に考えた時、まずは、日本の民間企業で働き、日本企業の良い点、
悪い点を経験し、自身の幅を広げておくことは、国際機関で働くためにも必要と考え、日本に戻りました 。
外資系企業に入社し、人事採用担当者として新卒の採用計画立案、採用プロセスの企画、実施におけるチーム
リーダーとして主務を担当しました。その企業では初めての女性人事担当者でしたが、自分としては最大の努力
をして成果を上げ、年間のハイパフォーマーに送られる社長賞を受賞することもできました。会社への貢献は果
たしたと自負しています。
民間企業で働く間も、いずれ国際機関でキャリアを築きたいという目標は常に意識していました。そのため、
特にビジネス英語のライティングスキルや時事英語のリーディング、スピーキングスキルなどの向上には時間を
割きました。さらに国際機関の人事局に自分の CV やカバーレターを送り続けました。海外の職場環境では、仕
事のオファーが突然くることも多く、そのチャンスを受ける敏速な対応が求められます。チャンスへのアンテナ
を張ると同時に、そのチャンスを得られるために最大限の準備をすることを同時に進めることが重要です。常に
最新の世界のキャリア情報を収集することは大変でしたが、その先のキャリアの可能性を考えるとむしろ心が躍
るようにわくわくし、モチベーションを高く保つことができました。
民間企業で３年目を迎えたとき、突然、フィリピンのマニラに本部のあるアジア開発銀行（ADB ）人事局か
ら一通のメールが届きました。採用選考への招待です。その後、正式なオファーを手にした時には、ようやく自
分が志していたグローバルなキャリアのステップにたどり着いたと安堵し胸が踊りました。私の人生の大きな転
機を迎えていることに、その時の私はさほど実感していませんでした。
（
「国際機関の人材開発～世界で活躍するための心得～」より一部を抜粋・改編）
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Chapter13 国際公務員、そして NPO へ：それぞれの体験談２
この Chapter13 では、国際公務員から NPO に転じられた西野桂子先生からお話をうかがいます。

政策から草の根の現場まで（西野桂子先生；関西学院大学総合政策学部）
ユニセフとバングラデシュ
大統領の暗殺と戒厳令
私が初めてバングラデシュのダッカ空港に降り立ったのは、1981 年３月のことでした。バングラデシュで
は 1971 年に独立した時、激しい内戦がおこりました。ジョージハリソンやボブディランなどのスーパースタ
ーが“Concert for Bangladesh”をニューヨークで開催し、疲弊して飢餓に苦しむバングラデシュの人々を
助けようとしたこと、そして日航機のハイジャック事件などからその地名を聞いたことがあるだけで、
「すごく
大変なところだろうな」という程度のイメージでした。国連児童基金（ユニセフ）の職員として赴任した当時
の私は 25 歳、大学院で修士号を取得したばかりで職務経験もなく、右も左もわからない「新入社員」でした。
こわごわと降り立った空港ビルを一歩でると、それまでみたことのないほど痩せて異様に目が鋭い人たちに取
り囲まれ、身動きが取れない状態になりました。もっていたハンドバックやスーツケースが奪われそうになり、
必死でもがいているところを迎えに来たユニセフの運転手に助けられました。ホテルはインターコンチネンタ
ルだったので、ある程度のレベルを想像していましたが、部屋の中でネズミを見たときには、
「明日の便で日本
に帰ろう」と心に固く誓ったものです。でも、住めば都と良くいったもので、その日から４年半、バングラデ
シュに住むことになりました。
なぜ未経験の私がバングラデシュに送られたのでしょう？ この本を読んでいる皆さんは、外務省の JPO 制
度を聞いたことがあるかもしれません。JPO とは、Junior Professional Officer の略で、経験の少ない日本
の若者に国連職員として経験を積ませるために日本政府がお金を出して派遣する制度です。日本の雇用制度は
大学卒の若者を役所や企業が一斉に雇用し、組織内で育てていくシステムです。国際機関はアメリカの雇用シ
ステムに似て、その仕事（ポストと呼びます）を遂行するのに必要な学歴と職歴、経験をもつ人物を採用しま
す(Chapter 1 を参照)。大学院を出たばかりの私など、どんなにあがいても雇ってくれません。国際機関で働
く日本人を増強したい日本政府は、国際機関に応募するために必要な最初の２年間をサポートしてくれるわけ
です。現在ＪＰＯに応募するには、①国際機関の業務に関連する分野の修士号と、②国際機関の業務に関連す
る分野において２年以上の職務経験が必要とかなり厳しくなっていますが、当時は未経験でも応募できました。
時々、
「職務経験がないのに、バングラデシュでどんな仕事をしたのですか？」と聞かれることがあります。
最初に取り組んだことは、バングラデシュの状況を日本に向けて発信することでした。いまだとフェイスブッ
クやツイッター、ホームページなどいろいろな発信方法がありますが、当時は何もありません。現状を理解し
てもらうにはとにかく映像が必要ということで、
「バングラデシュの女たち」というドキュメンタリーを作るこ
とになりました。最初の上司はタイ人のジャーナリストでした。そのスパチャイさんの指導の下、現地のフィ
ルムメーカーと一緒に脚本を書き、ダッカから２時間ほどの村で撮影をしていた５月のことです。急に村の中
がざわざわしてきました。一緒にいたクルーも何が起こったのか不安げでした。しばらくして分かったのが、
チッタゴンというバングラデシュ第２の都市で、当時の大統領、ジアウル・ラーマン氏が未明に暗殺されたと
いうニュースがラジオから聞こえてきました。
「さあ大変」
。撮影などしている場合ではありません。クルーと
ともに車に飛び乗り、ダッカを目指して猛スピードで走りだしました。我々が恐れたのは、戒厳令によるダッ
カの封鎖でした。やっとのことでダッカ市内に戻った直後、戒厳令が敷かれ、市内は軍隊に制圧され、自宅か
ら一歩も出られない状態が続きました。間一髪のタイミングでした。

女性と識字
いまダッカを訪問すると、女性たちが元気に活躍しているのをみることができます。農村でもテレフォン・
レディなどの新しい仕事が生まれており、女性たちが堂々と村の中を歩いていると思います。しかし、当時の
バングラデシュ、特に農村の女性の地位は私の想像を絶するものでした。
次頁の図１は、
バングラデシュの識字率の変遷です。
1981年当時の人口は8,360万人 (index mundi.com)
で、図に示すとおり、成人識字率は女性約 18％、男性約 40％という状態でした。農村に行くと、女性の識字
者は 1 割以下でした。字が読めないということを、皆さんは想像できるでしょうか？ アイデンティティを認
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識できないということです。
皆さんの中にはノーベル平和賞を受賞したモハムド・ユヌス氏
の名前を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。経済学者
のユヌス氏が少額のお金を貧しい人たちに貸すことから始めたの
がグラミン銀行です。現地の言葉（ベンガル語）でグラムとは村
のことで、グラミン銀行とは村の銀行という意味です。1976 年
に 10 名（男性８人、女性２人）のメンバーで始まったグラミン・
図１．バングラデシュ成人識字率の変遷(15 歳以上)
バンク・プロジェクトは、1983 年にはメンバー数が５万 8,000
人に達し、政府が 60％、メンバーが 40％の株をもつ特殊銀行として正式に発足しました（坪井、2006）
。
グラミン銀行は、以下の点でバングラデシュの従来銀行と違っていました。
女性に融資するということは、家族の生活が良くなることです。子どもたちに少しでも栄養のあるものを食
べさせたい、少しでも教育を受けさせたい、それが村の女性たちの願いでした。ただ、そこに大きな問題があ
りました。女性たちは自分の名前が書けなかったのです。グラミン銀行の活動は女性たちの識字教育と銀行員
への教育から始まり、
ユニセフも協力することになりまし
表１．グラミン銀行と従来銀行の違い
た。文字を書いたことがない女性たちが、何度も何度も練
グラミン銀行
従来銀行
習をして、やっと自分の名前が書けるようになり、融資の 対象
貧困層
中間層以上
意味を理解し、
お金を手にしたときの表情は自信に満ち溢 借手の性別 女性が中心
男性が中心
れていました。最初はゴザ、ウチワ、鶏など、身近なもの 業務の場所 農村部中心
都市部中心
貸付額
少額
高額取引を好む
を売ってわずかな収入を得ていた女性たちは、
いまでは携
業務形態
銀行員が顧客の所に出向く
顧客が銀行に行く
帯電話を貸して収入を得ています。貧しい人々、特に女性
担保
不要
必要
に少額の融資をおこない生活改善につなげるというモデ
信用
将来への期待
過去の実績
ルは、グラミンモデルと呼ばれ、アメリカを含め、全世界
坪井（2006）
、ユヌス（2010）などを参考に筆者作成。
に広がっています。最近では、貧困人口が増えている日本
への導入も提案されています。
バングラデシュの女子教育が加速したのは、1990 年代です。このきっかけになったのは、タイのジョムテ
ィエンで開催された「万人のための教育（Education for All；EFA）世界会議」です。この会議は、ユネスコ
（UNESCO）
、ユニセフ（UNICEF）
、国連開発計画（UNDP）
、世界銀行などの国際機関が主導した世界会議
で、155 の政府代表団や 100 以上の NGO、30 以上の国際機関がタイに集まり、初等教育へのアクセスと修
了が 2000 年までに達成されることを『万人のための教育世界宣言』として発表しました。また、教育を受け
る権利は万人の「基本的人権」とし、基礎教育普及は国際社会の責務であるとしました。バングラデシュ政府
は EFA 会議の直前に法律を制定し、初等教育を義務化しました 。その結果、女子の初等教育就学率は 1981
年の 55％から、2010 年には 91％を超えました。
一人当たりの国民総所得をみると、1９81 年は 220 ドルでしたが、2010 年は 780 ドル、2014 年には
1080 ドル に増加しています。経済成長にはいろいろな要因があげられますが、女性の教育と社会進出がその
一因となっていることは間違いありません。バングラデシュで勤務できたおかげで、ジェンダーやマイクロク
レジットの分野を深く学ぶことができました。

バングラデシュの生活と OJT、そしてニューヨークへの転勤
オン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）という言葉を聞いたことがありますか？ 仕事を通じて新しい分野
や技術を学んでいくことです。バングラデシュでの私は、毎日が OJT でした。仕事の経験がないまま JPO に
なったことはお話ししましたが、専門分野もかなり異なっていました。私が大学と大学院で研究したのは国際
関係論、国際法、国際政治・経済、カナダ研究などでした。しかしながら、ダッカで必要だったのは、教育、
保健・衛生、栄養、ジェンダーなどの知識です。仕事をしている以上、
「知りません」とはいえません。上司に
教えを請いながら、猛勉強の日々が続きました。ただ都合が良かったのは、当時のダッカにはテレビも、ビデ
オも、インターネットもありません。仕事が終わって遊びに行く場所もありません。若者には辛い環境ですが、
勉強には最適の環境でした。
バングラデシュで４年半仕事をした後、ニューヨーク本部の人事部に異動しました。国連の場合は、空席情
報に基づき、内部者であってもそのポストに応募するという手続きを経ます。少しは経験がつきましたが、20
代後半の私が応募できるポストは少なく、インドネシアのプログラム・オフィサーと NY 人事部のリクルート
メント・オフィサーのポストに応募し、NY に決まったわけです。
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開発コンサルタントへの転進：政府開発援助（ODA）とコンサルタント
ライジング・サン
ニューヨークの生活を満喫し、国際公務員としての仕事にも慣れたころ、海の向こうの日本は旭日のように輝
いていました。ニューヨークの象徴であるロックフェラーセンターを三菱地所が買収し、NY 市民の猛反発を受
ける中、
「日本で働くってどんな感じだろう？」という気持ちが芽生え始めました。
「ユニセフをやめて日本で働いてみようかな？」と相談すると、
「You must be crazy!＝頭がおかしいんじゃ
ない！」というのが、同僚の総意でした。イラン人の上司（女性）は日本の雇用体系のことを良く知っていて、
「現在の日本では女性は男性と同等に扱われていないから、実力が発揮できない」と心配してくれました。お世
話になった国連日本政府代表部や外務省の国連人事センターの方々からは、
「せっかく一人前の国際公務員になり
かけているのだから、よそ見をせずに続けなさい」と叱られました。
それでも、日本をベースに仕事をしてみたいという気持ちが日に日に強くなり、1 年間の無給休暇をとって、
日本に帰ってみることにしました。同僚たちは「私がすぐ逃げ帰ってくる」と賭けていたようですが、そこはバ
ングラデシュの時と同じだったようです。

FASID との出会い
熊本の実家でごろごろしていた時、一本の電話がありました。国際開発機構（FASID）という新しい組織ができ、
国際開発の経験者を探しているという電話でした。FASID の設立目標は「開発援助人材の育成」で、国際開発
大学院構想の中から生まれたという説明でした。
「日本の政府開発援助（Official Development Assistance；
ODA）を向上させ、もっと世界に貢献したい」という熱意が伝わってきました。面白そうなので、やってみること
にしました。設立当初の FASID は新宿２丁目にあり、出勤や帰宅時にさまざまな職業の人たちとすれ違うとい
う人生勉強ができました。多様性に富む環境で、
「日本の ODA を良くするにはどうしたらよいか」を一生件命
に模索するとても楽しい日々でした。
日本の ODA を良くするには「計画・実施・評価」という一連のサイクルを回すツール（手法）が必要だとい
う結論に達し、ドイツの技術開発公社（GTZ）が開発したというプロジェク管理手法（ZOPP ）を勉強に行く
ことになりました。派遣された４名はフランクフルト近郊にある GTZ の研修所で ZOPP の特訓を受けました。
帰国後 FASID のメンバーとともに日本の ODA に合わせてプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）
の方法論を構築し、研修を開始しました。最初の数回は、ドイツから講師を招き PCM 研修を英語で行っていま
したが、国際協力機構（JICA）のプロジェクト管理システムに導入してもらうためには、日本語の教材と研修が
必要です。
ドイツ人講師の研修方法を学びながらも、
日本の援助文化に合わせて現在の PCM 研修の基盤を作り、
勇んで JICA に売り込みに行きました。PCM 手法研修の構築はとても楽しい作業であったため、ニューヨーク
に帰るのを忘れてしまいました。この時期に学んだのはコミュニケーションとプレゼンテーション（研修）手法、
ロジカルシンキング（論理的思考法）
、そして評価の知識です。この４つは人生の大きな糧となりました。

開発コンサルタントデビュー
ODA とは、政府ないし公的実施機関が、開発途上国の経済発展や福祉の向上を目的に援助を行うことです。
開発コンサルタントとして最初に携わったのは、外務省から FASID に委託されたラオス「ナムグムダム」の
評価でした。ナムグムダムは、ラオスの首都ビエンチャンから北方約 90 キロにあり、日本を含むドナーがラオ
スの経済発展のため 1966 年から工事を行い、1971 年にラオス最大の水力発電所として完成しました。発電
量の大半をタイに売電し、ラオス経済に貢献したといえます。日本の元祖 ODA ともいえるこの案件を、PCM
手法に後付けで当てはめ、計画当時のロジック（プロジェクト・デザイン・マトリックス：PDM）を再構築し、そ
れをもとに評価を試みるという仕事でした。私は、ナムグムダムと発電所の建設が地域住民に与えた社会・経済
的なインパクトを担当しましたが、このときはじめて、水力発電所の内部を見学する
ことができ、その規模の大きさに感動を覚えたものです。
開発コンサルタントという職業に興味をもった私は、ニューヨーク時代からの友人
と 1992 年にコンサルタント会社を立ち上げ、本格的に始動しました。JICA や外務
省などから調査案件を受注し、インドネシアのスマトラ島にあるアサハンダムやマニ
ラの浄水場など、
ユニセフ時代には対象にならなかった国や現場に携わることができ、
視野が広がった気がしました。また、ナムグムダムの評価をきっかけに、PDM を用
いた評価の活用に取り組んでいきました。
ネパールの女性と

開発コンサルタントの仕事
「開発コンサルタントってどんな仕事をするのですか？」
、時々このような質問を受けます。問題は、開発コン
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サルタントの仕事があまりにも多岐にわたるので、
一言で答えられない点です。
コンサルタントというからには、
何かしらの専門性を持ち、誰れからか、何かを依頼（コンサルト）される仕事です。開発コンサルタントの場合、
何かしらの技術や専門分野に長けている人（技術者、医療従事者、設計士、技師など）と、クロスカッティング
イシュー（どの分野にも必要な事項）に長けている人（プロジェクト管理、ジェンダー、社会調査、環境、モニ
タリング・評価など）に大きく分けられます。二つのグループは経糸と横糸のようなもので、どちらが欠けても
布は織れません。私は、後者に属していて、プロジェクト管理、社会・ジェンダー調査（分析）
、モニタリング・
評価などを中心に世界中を飛び回っていました。
たとえば、社会林業という形態があります。林業分野にもさまざまな協力方法がありますが、社会林業とは、
「住民の住民による住民のための林業」です。最終的な目標は森林保全であったり、砂漠化防止であったりする
のですが、その場所に住む住民の生活を保護しつつ、住民が木を植え、守り育てるしくみをつくらないと木が育
たないという発想です。社会林業のプロジェクトを実施するには、もちろん林業の専門性が大事です。その気候
にあう樹種を特定し、苗木を育て、植穴の大きさや間隔を決定する技術と知識です。一方で、
「住民に木を植え、
その木を保全してもらうにはどうすればよいか？」という課題に取り組むのが我々「社会系のコンサルタント」
です。対象地域にどんな人々が住み、どんな生活を営み、どのような問題を抱え、木をどのように使っているの
か、など詳細に調査し、何度となく住民と話し合い、可能性を探っていきます。これは、体力と根気がいる仕事
ですが、住民と直接触れ合うことができ、とても楽しい仕事です。
もう一つの分野はプロジェクト管理です。ODA のプロジェクトにも沢山の種類がありますが、主に技術協力
プロジェクト、通称技プロに携わっていました。プロジェクトをどのように行うか（計画）
、どう行うか（実施）
、
どう行ったか（評価）という一連の流れを管理するのがプロジェクト管理です。JICA は先出の PDM などを用
いてプロジェクト管理を行っています。コンサルタントは、この一連の作業に継続して携わる場合もあれば、一
部のみ携わる場合があります。たとえば、評価のコンサルタントとしてそのプロジェクトにかかわることもあれ
ば、ジェンダー分析をプロジェクトの途中で行うこともあります。ケースバイケースです。

ジェンダー
私が日本に戻ったちょうどそのころ、世界中が 1995 年の「第４回世界女性会議（北京）
」に向けて準備をし
ている時でした。国連は、世界の女性の地位向上を目指して 1975 年を国際女性（婦人）年とし、第１回国連
世界女性会議をメキシコシティで開催しました。この会議で、
「世界行動計画」が採択され、1975 年～1985
年までを「国連女性の 10 年」に定めました。メキシコ大会以来、1980 年の第２回大会はコペンハーゲンで、
1985 年の第３回大会はケニアのナイロビで開催され、行動計画の実施期限を 2000 年まで延長しました。第
４回大会では、北京行動要領を採択し、女性のエンパワーメントに関するアジェンダが明記されました。
北京会議以前の ODA では、ほとんど女性への配慮は検討されてきませんでした。現在はジェンダーという言
葉が使われていますが、当時は「開発と女性、Women In Development；WID」と呼ばれていました。援助関
係者（男性）の中には WID を Widow と間違えて、未亡人対策と思っていた人もいたほどです。当時 JICA で
は、職員に対するジェンダー研修やジェンダー配慮のガイドライン作成が急務とされており、この仕事に携わる
ことになりました。ジェンダー研修手法の研究のため、オランダアムステルダムにあるロイヤル・トロピカル・
インスティチュートの短期コースを受講し、世界でどのようにジェンダー研修が行われているか、実践的に学び
ました。しかしながら、男性社会の日本でジェンダー研修をおこなうのは、かなり困難を伴いました。PCM 手
法研修の時と同じで、
「日本の ODA は技術中心だから、面倒な計画手法やジェンダー配慮など必要ない」と考
える人が参加者の大半を占めていたからです。ただ、世界情勢は待ったなしで進み、
参加者の心理的な抵抗を感じながらも、前進あるのみでした。
最初は、不利な立場にある女性や女子に対してできることは何か、たとえば女性の
ための職業訓練や、女子教育の推進などでした。次第に、いろいろなプロジェクト、
たとえば社会林業プロジェクトで、農業のプロジェクトで、道路建設のプロジェクト
で、女性に配慮する、あるいは女性だけではなく、社会的に不利な立場にある人々、
あるいは男性にも配慮するにはどうしたらよいかを検討するようになりました。
（
「国際協力の 35 年～政策から草の根の現場まで～」から編集）
ケニアのカンバの女性たちと

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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Chapter14 外交官や公務員として国際問題に取り組む：それぞれの体験談３
本章では第 12 章・第 13 章に引き続いて、
『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』か
ら外交官や公務員出身の先生方のキャリアについて、紹介しましょう。
まず、井上一郎先生から外務省入省までをうかがいます。

外交官としてのキャリアップ（井上一郎先生；関西学院大学総合政策学部）
大学から外務省を目指す
大学３年になって、そろそろ自分の将来のことを考えはじめた際に、やはり海外とつながりのある仕事がした
い、できれば、外国にも住んでみたいという思いがありました。
（中略）外務省を目指したのは、何も日本の国益
のために貢献したい、という大上段に構えた崇高な思いからではありませんでした。それどころか、もっと低次
元の話で、要するに公務員試験を突破して外務省に入省することができれば、国費で２年間、語学研修という名
目で海外留学ができるということを知ったからです。まことに志の低いことです。
振り返ってみれば、あの当時、仮に今日のように簡単に海外留学が実現できていたのであれば、
「外務省に入れ
ば国費で２年間留学できるので、がんばって試験準備をしよう」といったような、強い思いは生まれてこなかっ
たかもしれません。情報やチャンスが多すぎるのも善し悪しで、当時は、情報が少なかったので、かえって自分
で勝手に想像をたくましくして、それをエネルギーに変えることができたということがいえます。
勉強の準備は、これまた今日のような公務員試験用のスクールはそれほど一般的ではなかったので、志を同じ
くするゼミの同級生と勉強会を組んでやってました。関学は伝統的にはどちらかというと民間指向が強く、公務
員試験や資格試験の勉強を地味にシコシコとやるといった校風ではなく、こうした分野への就職実績は民間に比
べればそれほど多くはありませんでした。こんなことしているけれど、本当に関学から外務省なんかに受かるの
かと友人とささやき会いながら公務員の試験勉強をやっていました。はたして、４年次の試験の結果は全滅で、
外務省に入るためには、当時は、外務公務員上級職試験（いまの国家公務員総合職試験）と外務公務員専門職試
験があるのですが、両方受けて、ともにあえなく討ち死にでした。
いまから思えば、まったくもって人生の危機管理というものが出来ておらず、試験に落ちた場合のことをほと
んど考えず民間企業への就職活動は全く行っていませんでした。ただ、あまり深く考えずに法学部のほかの学生
もしばしば受けるからという理由だけで地元の県庁の公務員試験を一つだけ受けており、そちらの方からは合格
通知をもらっていました。但し、将来は海外に飛び出したいと思っていた人間が、自分の地元に戻って地域に密
着した地方公務員の仕事をするというのは、まったくもって人生のベクトルが逆で、自分にとっては思いもかけ
ない不本意な人生の展開となりました。しかしながら実際に現場で働き出してみれば、そこにはそこでのやりが
いも感じ、ズッとこのままここにいるのかな、という気持ちも芽生えだしていました。
その後、少し仕事にも慣れた２年目にもう一度外務省の試験を受けて、今度は幸運にも合格した次第です。仕
事をしながらだったので準備時間も限られ、このときは試験科目の少ない外務専門職試験に絞って受けました。
このように書くと、苦節何年の難しい試験のように思われますが、それはいまから思えば、私の試験準備の戦略
が間違っていたからで、外務専門職試験については、当時は１年間くらい合理的に準備すれば十分合格できる試
験といわれていました。実際に私の世代が入省する頃までは、外務省には関学出身者の先輩は本当に少なかった
ようですが、最近は、入省して活躍されている方々も沢山おられるようなので、関心のある方は是非チャレンジ
していただきたいと思います。

“研修語学”を選ぶ：中国語をはじめる
外務省では入省にあたって、海外留学に際しての研修語学を何にするか希望を出すことになります。同期の合
格者のなかには、外国語系の大学や学部を出て、すでに入省試験の時点で英語ではなく、ポルトガル語やヒンデ
ィー語で外国語科目を受けて合格したツワモノもいました。
当時は研修語については第１希望から第５希望くらいまで出すことができ、もちろん第１希望どおりにならな
い場合もあります。私の場合、入省試験自体は下手な英語で受けたわけですが、留学先の研修語学としての第 1
希望については、自分は直感で、それまでまったく勉強したことのない中国語と書きました。英語はもちろん世
界の共通語としてこれからも重要だということぐらい当時の自分も理解していたつもりです。ただ、英語圏の大
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学で研修して、英語ができるようになれば、英語を通じてのみ世界を理解することになりがちです。一方で、世
界には英語圏の主流の考え方でない、たとえば、アラブやロシアや中国や中南米の論理というものもあるのでは
ないかと自分なりに考え、もうひとつ外国語を身につけて、複眼的に世界を見れるようになりたいといった思い
がありました。
前述のとおりフランス語は第二外国語としてかじったことはありますが、大学 1 年次に単位を沢山落とした暗
い過去と苦い思い出しかなく、ここは心機一転新しい言葉に挑戦、これからはアジアの時代だろう、やるなら中
国語だと勝手に思い込みました。現代史を振り返ってみれば当時は冷戦が終わりに向かっている時期だったので
すが、当時に身を置くと、まだまだ米ソの東西対立が続き、そのなかにあって、中国は 1980 年代に入り大胆
な改革・開放政策を進めて、今後の国際政治の構造の変化を予感させるものがありました。いまになって思えば、
大した根拠もないまま、
「これからはアジアの時代でそのなかでも中国が鍵を握るだろう」と思い込んだ自分の直
感は、それなりに当たっていたことになります。結局、外務省へ入省するにあたって中国語を研修語学として選
んだのは、その後の自分の人生を大きく左右することになりました。人生というのは自分の行った選択の結果だ
とよくいわれますが、
しかし、
それぞれの時点での選択の意味なんてずっと後になってみなければわかりません。
どの外国語を研修語とするかは、もちろんその後のキャリアにとって大きく影響するのですが、後に述べるよ
うに、外務省では、必ずしも特定の地域や言語と密接に関連する仕事だけでなく、経済や経済協力、安全保障・
軍縮不拡散、条約や国際法、広報や文化交流など機能別の仕事も多くあります。たとえば、フランス語を研修し
たものの、その後、経済協力関係の仕事が長くなった、あるいは、スペイン語を勉強したのに、その後の軍縮関
係が長く、安全保障の専門家になったというようなケースはしばしば見られるのです。但し、私の場合には、か
なりいろいろな分野に関わりながらも中国関係の仕事が圧倒的に長くなりました。

外務省での仕事
かくして、この原稿執筆時点から、もうなんとおそろしいことに 30 年以上前！の 1986 年に外務省に入省、
１年後の 1987 年から、在外語学研修というかたちで中国上海にある復旦大学に２年間留学、続けて上海の日
本総領事館で実務に就くというかたちで、外務省職員としての人生のサイコロがころがりはじめたのでした。
（
『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』抜粋・編集）
続いて、坂口先生からは、大学生活から財務省へ、さらに財務省の中でも“国際援助”の世界にどのように進
まれたのか、をお聞きしましょう。大学のサークルや職場での“海外”との出会いなど、皆さんにも大いに参考
になることでしょう。

財務省から国際援助へ（坂口勝一先生；関西学院大学総合政策学部）
私は大学を卒業してすぐに大蔵省（現在の財務省）に入省し、以来 35 年同省が所管する財政や金融の仕事に
携わりました。そしてその間、大蔵省から出向し、アジア開発銀行（略称 ADB；在マニラ）に通算 10 年、国際
通貨基金（略称 IMF; 在ワシントン）に３年、いずれも本部の職員として勤務する機会を得ました。第５章では財
務省やこれらの国際機関で経験したことのいくつかをお話ししたいと思います。

はじめに—学生時代—
いつ頃から「海外」に興味を持つようになったかはっきりしませんが、大学に入学して間もなく、ひょんなこ
とからアイセック（AIESEC）というサークルに入り、そのサークルのプログラムでノルウェーに行くことにな
りました。ノルウェーでは、首都オスロにあるアンドレッセンス銀行という銀行の外為部でインターンをしまし
たが、仕事、生活のすべてが新鮮で毎日がワクワクの連続でした。それまで海外とは全く縁がなかった私にとっ
てそれは強烈な体験でした。
そして、日本に帰って来てからは、アイセックに加えＥＳＳという英語研究のサークルにも参加することにな
り、海外の出来事や問題について勉強したり考えたりすることが多くなりました。あまり貢献はできませんでし
たが、大学時代のサークル活動のウエイトは大きかったと思います。
いつのまにか「将来国際的な仕事がしたい」と考えるようになっていて、就職先として大蔵省という官庁を選
んだのもそうした思いが関係していたと思います。私は今学生諸君に「学生時代にいろんな世界を見ておきなさ
い」と勧めています。学生時代に多くの経験をして将来の可能性を広げておくことが大切です。

ブラジル国家破産と IMF との出会い
ブラジルというとリオ・オリンピックを思い出す人が多いと思いますが、実は国家破産したことがあります。
時は１９８３年にさかのぼります。当時、私は大蔵省国際金融局投資第三課という部署の課長補佐という役職に
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いて、日本輸出入銀行（現在の国際協力銀行）の投融資の審査などを担当していました。
８月の終わり頃、１本の電話がアメリカ財務省の高官から国際金融局長に入りました。
「ブラジルの資金決済が
危なくなっている。来週ニューヨークで G5 による支援会合を開催したい」とのことでした。ブラジルがそれま
で大量に外国から借り入れてきたドルの返済ができなくなってディフォルト（債務不履行）を起こしそうになっ
ているので、米、日、英、仏、西独の主要５か国で支援しようというわけです。早速大蔵省では緊急の会議が開
かれ、国際金融局の佐藤次長がヘッドになって対応することになりました。私は側聞して「大変だな」くらいに
思っていたんですが、総務課の企画官（
「総務課企画官」というのは課長一歩手前の管理職で局長の右腕。ちなみ
に、この方は現在某県の知事をしておられます。
）に呼び止められ、
「本件坂口君に担当してもらうことになった
から。来週のニューヨーク出張も次長としっかりやってくれ」と告げられました。今で言う「聞いてない」でし
た。
19８０年代に入り、それまで開発のために外国から大量の借金をしていたメキシコ、ブラジルなど当
時の新興市場国やアフリカ諸国が、ドル金利の高騰や政策の失敗などが原因となって、バタバタとディフ
ォルトを起こすという事態が起きました。
「累積債務問題」と呼ばれています。1990 年代の初めにかけ
て、国際社会はこの問題の対応に悪戦苦闘することになるわけですが、１９８３年当時の日本の大蔵省に
は、まだこの問題に対応する体制がなく、担当部局もありませんでした。どうして私が担当することにな
ったのか後で聞いたら、
「一番年次が若い課長補佐だったからじゃないか」ということでした。
さて、少し情報収集してみると、ブラジルは当面の資金繰りに数
億ドルの資金が不足しており、アメリカの目論見としては、この不
足を５か国が分担して救済しようということのようでした。ニュー
ヨーク出張まで１週間しかありません。ブラジル経済がどんな状況
にあるのか、外国からの借金がどれだけあって、これから１週間、
１か月、１年の間にどれくらいの額を返済しないといけないのか、
そもそもブラジルは輸出からどれくらい外貨を稼いでいて、輸入に
どれだけ外貨が必要なのか、外貨準備はどれぐらいあるのか等々、
詳細なデータや情報を早く集めてＧ５会議の準備をしなければなり
ません。しかしそのようなデータは一体どこにあってどう入手すれ
ばいいのか。大蔵省にはないし、交渉相手のアメリカ財務省に聞く
IMF ビル（右）と世銀ビル（左；ワシントン DC）
わけにもいかないし。
正解は IMF なんですね。IMF にはこの種の情報がどっさりとある。国際金融局の IMF 担当課を通してデータ・
情報を入手し、それを佐藤次長室に持ち込んで、連日連夜、データの解析とＧ５会議の対処方針の作成が続きま
した。
もう一つ私には大きな仕事がありました。それは日本の資金支援を国際的に約束するには、国際金融局の権限
だけでは不十分で、国の予算や財政投融資を担当する大蔵省主計局、理財局などの部局の了解、場合によっては
大臣の了解を得て、国際会議の場で日本として Yes・No を言える権限（マンデート）をもらわないといけない
からです。これらの部局への説明と折衝も大変骨の折れる仕事でした。なぜ、ブラジルのディフォルトを食い止
めることが日本の利益になるのかをペーパーにして、連日連夜通いつめました（結果は関係部局の完全な了解を
得られないまま、ニューヨーク出張となりました）
。
G5 の会議が開かれたのは、ニューヨーク連銀（アメリカ中央銀行のニューヨーク本部のようなもの）の建物
でした。前日ドイツやイギリスの代表と打ち合わせをして会議に臨みました。会場に入ると、メインテーブルに
６つの椅子が用意されています。おやっと思って見ていると、議長を務めるアメリカ財務省の次官補の横に座っ
て、しきりに打ち合わせをしている人がいます。そして会議では、この人が、ブラジルの経済状況、対外収支、
今後の資金繰りの見通しなど肝心なところをすべて説明し終始中心的な役割を果たすことになりました。この人
の正体は IMF の為替貿易局長でした。ＩＭＦの政策全般を担当する局長です。この IMF 局長の説明ぶりのすご
さは半端ではありませんでした。ブラジル国家破産の経緯・背景を巧みに語る様はもちろんのこと、情報・デー
タの掘り下げのレベルがすごい。
「IMF はすごいぞ」とは聞いていましたが、こういうことなんだとわかった気
がしました。
会議は３時間程続きましたが、Ｇ５による救済の効果を疑問視する意見が大勢を占め、G5 が資金援助を行っ
てもブラジル問題の根本的解決は望めないのでブラジル政府には IMF に泣きついてもらうしかないだろう、とい
う結論になりました。
果たしてこの後、ブラジルはＧ５会議の筋書き通り IMF の融資を受けながら国家破産の処理をしていくことに
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なります。そして、私はこのブラジル問題にどっぷりと関わることになりました。沢山のことがありましたが、
一番印象に残っているのは、ブラジルからこの債務問題を担当している大臣（
「企画大臣」という人で、ブラジル
政府の実力者と評されている人でした。
）
が来日して日本の関係各省と協議する場でスピーチをした時のことです。
なんとその大臣は、
「今回ブラジルが窮地に陥ったのはブラジルの責任ではなく貸し手の責任である」ということ
をとうとうとしゃべり続けたのです。だいぶ後になって、当時のブラジルは、非常な社会主義的プロパガンダと
ポピュリズムの高揚期にあったということを知りましたが、その時は、この大臣の一方的なスピーチを聞きなが
ら、
「人から借りたものは返さないといけない」という基本を守らない人が主要大臣をやっているブラジルの、破
綻の理由がわかったような気がしたのを覚えています。

アジア開発銀行（ADB）へ
１９８４年５月の連休のころ、訳あって急遽マニラに本部があるアジア開
発銀行（ADB）の総裁補佐官の採用試験を受けることになりました。とんと
ん拍子に話が進み、６月 10 日にはマニラに赴任するという急展開になりま
した。５月末まで投資第三課の仕事からは解放されませんでしたので、マニ
ラへの引っ越しの準備とで強烈に忙しい５月となりました。
まだ引っ越しの荷物も届かないうちの６月１７日、総裁と総裁夫人に随行
し、シンガポール、ニュージーランドへのＡＤＢ総裁公式訪問に出発しまし
た。ADB のことをろくにどころか何も知らない私にとってこの初めての海
ADB 本部前でゼミ生と
外出張は悲惨なものでした。ニュージーランドでは、ADB 総裁の公式訪問
は準国賓待遇です。首相や関係大臣との会談はもちろんのこと、議会に総裁が招待され、議会内の格式ある部屋
で関係大臣が出席しての総裁スピーチといった行事もありました。ADB からの出席者は総裁とニュージーラン
ド代表理事と私だけです。同じテーブルに座っていた大臣達から私にもバンバン質問が飛んできます。
「ADB の
最近の ASEAN 向けのレンディングはどうですか」
「インドネシアへのツー・ステップ・ローンの成果は」等々。
死ぬ思いをしました。
ADB は、
今でこそ、
最近AIIB という中国主導の国際開発機関が華々しくデビューした関係で話題になったり、
2013 年に日銀総裁になられた黒田総裁の前職がアジア開発銀行総裁であったということもあって知名度は上
がっていますが、1984 年当時は日本でもほとんど知る人はいませんでした。1966 年に当時の ECAFE､今の
ESCAP（国連アジア太平洋経済社会委員会：本部バンコク）を母体として設立された国際開発金融機関で、ア
ジア太平洋地域の発展途上国の開発を支援するために世界各国が資金を拠出して運営しています。
よく、どうして本部がマニラにあるのかという質問を受けますが、1966 年の設立時、本部をどの国が
ホストするかというのを希望国が立候補して投票できめたのですが、３回目の決選投票で日本はフィリピ
ンに１票差で負けてしまったんですね。当時の佐藤総理をはじめ政府の関係者は大変ショックを受けたと
伝えられています。決選投票前夜、投票が行われたマニラでは、フィリピン政府が各国の代表団をマニラ
湾周遊の盛大な晩餐会に連れ出すなどの大選挙活動を展開したそうです。
現在 ADB は、加盟国 67 か国、職員数 3,000 人、年間融資額 140 億ドル程度の銀行ですが、84 年当時は
加盟国 45 カ国、職員数 1,000 人程度で、銀行の幹部も、総裁と３人の副総裁、その配下に局長が十数人とい
ったこじんまりとしたものでした。総裁と３人の副総裁の経営陣をサポートする専門スタッフは私一人でした。
あとはフィリピン人の女性秘書がそれぞれの部屋に２人ずつ居るだけです。総裁補佐官の重要な仕事の一つは、
総裁に随行して各加盟国を訪問し、総裁が各国の大統領・首相・財務大臣などのリーダーたちと面談し、各国の
経済や開発の問題について協議、意見交換するのをサポートすることです。当時はパソコンもメールもない時代
ですので、全部手書きでテイクノートし、重要事項は、必要に応じて、出張先から本部の副総裁や局長にいちい
ち電話連絡していました。今から思えばすべてが素朴でしたが、とにかく忙しかった。
（
『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義から抜粋・編集）
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高校生・大学生のための国際キャリアアップシリーズ
Chapter15 ジャーナリストとしてのグローバル人材
本 Chapter では、
『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』から、ジャーナリスト出身の
小池先生のキャリアを紹介しましょう。

はじめに
日本にとってグローバル人材は絶対に必要
ここでは筆者のパーソナル・ヒストリーを語りながら、グローバル人材に必要な要件や知識とは何かを考えて
行きたいと思います。章のタイトルは「メディアと世界」ですが、主に国際報道に携わった経験、それを通じて
知った国内外のメディアの実情、メディアで国際問題と関わる仕事をしていたからこそ出来たさまざまな活動な
どについて説明して行きましょう。
グローバル人材であるには、
最低限、
グローバルなスタンダードでコミュニケーションを取る必要があります。
と言いながら、振り返ってみると、高校時代は英語が好きではなく、真面目に勉強した記憶はありません。英語
はあくまでも「受験のため」でした。それが、やがて英語で取材し、国際会議で議長を務めたり、さらに大学で
グローバル人材の養成に関わったりするのですから、不思議なものです。英語や国際的な場での活動には本当に
苦労し、失敗の連続でもありました。
その経験から言えるのは、日本にはグローバル人材が絶対に必要であり、若い人にはもっと早い段階からこの
事実に気づき、準備を進めていってもらいたいということです。筆者の場合、いかにも気づくのが遅かったと反
省しています。だからこそ、反面教師の意味も込めて、筆者の苦労話を聞いていただき、そして読者の皆さんが
本当のグローバル人材になるうえでの参考にしていただきたいのです。

ジャーナリストへの道
筆者が高校時代を過ごしたのは、世界的に学生運動や労働運動が盛り上がった 1960 年代後半でした。その
影響もあったのでしょう、理系を志した高校生はマルクス主義に関心をもち始め、文系に転じることになりまし
た。大学入学後も、マルクス経済学に関する勉強に力を入れてきたつもりです。このとき以来、いまでもマルク
スのいう「下部構造」
、すなわち経済が社会の動きの基本にあるという意識をもち続けています。
マルクス経済学者を志した時期もあったのですが、まずは現実の経済のメカニズムを肌で知るべきだと思い、
マスコミ各社の試験を受け、運よく日本経済新聞に入ることが出来ました。もっとも、このときにジャーナリス
トとしての明確な哲学や理念があったわけではありません。文章を書くのが得意という意識をもったこともあり
ませんでした。
文章の執筆について言えば、新聞記者の世界は 99.9％までが努力でどうにでもなると確信しています。特別な
才能は必要なく、訓練を積めば記事を書けるようになるのです。なぜ、100％ではないかというと、ほんのわず
かのところは、努力では埋められない才能の世界があると思うからです。新聞社の仕事を通じて、努力によって
壁は乗り越えられると確信するようになりました。これはどんな仕事にも当てはまることでしょう。もちろん、
努力を続けられること自体が才能であるということも出来ますが…。
さて、運よく滑り込んだ新聞の世界ですが、長く勤めるつもりはありませんでした。３年ほど務め、ある程度、
社会での経験を積んだら、大学院を経て学者の道を歩もうと考えていました。それが、どうでしょう。新聞社の
居心地がよほど良かったのか、３年のつもりがなんと 35 年も勤めることになりました。何より、魅力的だった
のは、名刺一枚で誰にでも会えることです。こんな恵まれた職業はほかにないでしょう。
「お金をもらいながら勉
強させてもらっている」という気分でした。

日経との運と縁
日本経済新聞社には「運と縁」を感じることがあります。たとえば、入
社前の 1973 年 12 月のある日のこと。東京・大手町の日経本社に記者
職の内定者が集められ、時の編集局のナンバー２、小島章伸総務から訓辞
を受けました。たまたま、この日の夜の便でパリに行く予定だった筆者は
大きなリュックを担いで日経本社に行き、
訓示の後羽田に向かったのです。
いまでいう「卒業旅行」のようなもので、ニューヨークを経由してメキシ
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コに入り３ヶ月過ごすつもりでした。
一昼夜たち、オルリー空港に着き、機外に出たところで、どこかで見た日本人男性がいるではありませんか。
よくみると、前の日に訓示をしてくれた小島氏でした。何という偶然でしょうか。聞けば「経済協力開発機構
（OECD）のジャーナリスト会議に出席する」とのこと、長身の颯爽（さっそう）とした彼の姿はいまでも忘れ
ることが出来ません。
小島氏は日経グループの要職をこなされましたが、日本経済新聞時代に、外報部長（現国際部長）を５年務め
られ、国際ジャーナリストとして活躍されました。筆者がその後、小島氏と同じように国際部長を５年務めたの
はある意味で運命のような気がしてなりません。
日経では、もう一人、国際部長を５年務めた人がいました。吉田寿孝氏で、日経を創設した明治の財界人益田
孝氏のひ孫に当たる方です。同氏にも強いご縁を感じることがありました。筆者が国際部員だったころ、部長と
していろいろ面倒を見ていていただいたのですが、いま振り返ると、同氏の後を追いかけてきたような気がしま
す。記者としての振り出しが経済記者で、その後、国際報道記者に転じ、ワシントン支局長から国際部長、日経
ヨーロッパ社長、その後、大学教員という道まで、まったく同じでした。
駆け出し時代も幸運に恵まれていたと思います。配属先の経済部の部長はやがて社長になる鶴田卓彦氏で、部
次長の一人が同氏の後に社長になる杉田亮毅氏だったのです。将来のトップに若いうちから覚えてもらったこと
はその後の記者生活でもプラスであったと確信しています。
将来の幹部や経営層に早い段階から面識を得るのは確かに有利なことかもしれません。ただ、そのような幸運
はほかの人にもあるはずです。そうした出会いがよい方向に働いたとすれば、本人が努力し実績を上げたからで
しょう。僭越な言い方かもしれませんが、筆者が努力していなければ、引っ張りあげられることもなかったと思
います。運と縁は、努力しなければ掴み取ることはできないと言えるのではないでしょうか。もうひとつ大事な
のは、自分は縁を引き寄せられるし、運がよい人間なのだと思うと、自信が出てきて普段以上の力を発揮するこ
とができるのではないかということです。筆者自身、そう考えてきたような気がします。
こんな言葉があります。
「小才は、縁があって縁に気づかず、中才は縁に気づいて縁を生かせず、大才はそで振
り合う縁も生かす」
。柳生家の家訓と言われていますが、言いえて妙ですね。要は、縁をしっかり意識しその意味
を考えることではないでしょうか。そうしてこそ、運が回ってきて、物事がよい方向に回って行く——。いまそ
んな風に考えています。

忘れえぬ人々との出会い
新聞社に入社すると普通はまず、地方支局勤務となりそこで経験を積んでから本社の社会部や経済部などに配
属になりますが、筆者の場合はそうではなく、いきなり経済部勤務となり、大蔵省（現財務省）担当となりまし
た。1974 年のことで、首相は田中角栄氏、大蔵大臣（現財務大臣）は、のちに首相になる大平正義氏でした。
大学を卒業してすぐに大蔵省詰めとなるのは珍しく、他社の記者からは「キャンパス上がり」などと冷やかされ
ました。記者としての振り出しが官僚世界の中心であったことはラッキーだったのかもしれません。何より、権
力の中枢を取材できたこと、そして自社や他社のベテラン記者を観察できたことはかけがえのない経験でした。
記者として刺激を受けた人物を聞かれたとき、いつも 3 人をあげることにしています。そのうちの 2 人には
入社後 10 年以内に会いました。一人は中川一郎農林大臣（当時、故人）
、もう一人は稲盛和夫京セラ社長（当
時、現同社名誉会長）です。このお 2 人にもご縁を感じざるを得ません。中川氏にお目にかかったのは、農林省
（現農林水産省）詰めになったときですが、偶然にも、当方の住むマンションはご自宅のすぐ近くにありました。
当時、将来の首相候補と目されていたので、政治記者を中心に多くの記者が毎晩、自宅に集まります。いわゆる
「夜討ち」
「夜回り」とよぶ取材活動です。こちらは経済記者ですが、担当の省のトップの家の前を通ると、新聞
社の旗の付いたハイヤーが何台も止まっているので、立ち寄らないわけには行きません。結果として、ほぼ毎晩、
通いつめることになりました。朝、出勤の際、ハイヤーに乗せてもらい、話を聞いたこともあります。いまでも
覚えているのは、ある晩、車座になり、大臣の話を聞いたときのことです。
中川氏はこう言い放ちました。
「君たちは私のことを右翼とかタカ派という
が、それならどう国を守るのか、一人ひとり言ってみたまえ」
。以来、農林
省詰めも記者ながら、安全保障の本をいろいろ読むことになりました。い
ま振り返ると、中川氏は若い記者を鍛えてやろうという意識だったのでし
ょう。そんな「夜間スクール」で勉強したことがその後、いろいろ役に立
ちました。
稲盛氏にお目にかかったのは、日経グループが出している日経ビジネス
誌の編集部に出向しているときでした。すでに、ベンチャー企業を興し、
オバマ大統領の記者会見
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グローバル企業の道を突き進む経営者として注目される存在です。毎回、毎回のインタビューが真剣勝負である
というような気迫を感じました。
いまでも取材のメモは京大型カードの形で残していますが、
いま読み返しても、
インタビューの中身の濃さに驚かされます。同氏は、心や精神の問題にも関心をもっていて、
「強く思えば思うほ
ど物事は成就する」というような話をよくされていました。
社会的に影響力のある人物の面識を得るだけではなく、彼らをじっくり観察できるのですから、記者冥利に尽
きるというべきでしょう。ただ、記者の宿命というべきか、習い性というべきか、ひとつの仕事が終わると、す
ぐに別の仕事に取り掛かることが多く、前の仕事のことを忘れようとする結果、それぞれの取材が一過性で終わ
ってしまう可能性があります。当時、大学の先生方に指摘されたことが、記者はよい情報をもっていても体系化
できていないという問題です。フローをストックにできていないと言い換えることも出来るでしょう。どのよう
な仕事もそうですが、やはり記録を残し、それをしっかり分析し、後でも役に立つ形に整理しておくことが大事
です。反省を込めて、若い人への参考に供したいと思います。

国際報道の事始め～シンガポールの思い出
国際情勢への関心
駆け出しのころ、自分が国際報道に携わることになるなど夢にも思いませんでした。あくまでも経済・産業担
当の記者として経験を積んで行くのだろうと漠然と考えていたのです。ただ、日本自体が高度成長を経て世界第
二の経済大国になれば、当然ながら世界各国との関係が重要になります。国内の取材をしていても世界とのかか
わりが重要なテーマになってくるのも当然と言えるでしょう。日本銀行詰めの際は、為替相場を担当したことが
ありますが、当時のマイケル・ブルメンソール米財務長官（日本で言えば財務大臣）が発言をすると円・ドル相
場が大きく動き、その都度、取材に走り回されたものです。そのブルメンソール氏と 20 年後に米国の外交問題
評議会のスタディー・グループでご一緒することになるとは、もちろん、想像もできないことでした。農林省担
当の時には、日米農産物交渉がありました。日本は牛肉やオレンジの市場を開放せよという米国の要求を受けて
の交渉で、農政担当とはいえ、国際情勢を知らないと仕事にならないと痛感したものです。
経済面でも政治面でも戦後の国際的な枠組みが大きく変わったことも、国際情勢に関心をもつことになった背
景と言えるでしょう。経済面ではいわゆるブレトンウッズ体制が崩れ、為替相場は固定時代から変動時代へと移
り、円高が急速に進みました。政治面では冷戦構造が変質し始めたのも同じようなころです。象徴的なのは、
1985 年の出来事です。経済面ではいわゆるプラザ合意で主要国の為替レートに再調整が行われ、政治面におい
てはソ連で改革派のミハイル・ゴルバチョフ氏が共産党の書記長となって、
その後の政治民主化を推進しました。
記者としても国際情勢そのものを追いかけ、分析し、論じてみたいと思うようになったのはこのころです。新
聞社に入社して 10 年ほどが経っていました。

アジア駐在の幸運
シンガポールに着任したのは 1985 年のことでした。
前年に赴任が内定したのですが、これには偶然的要素も
ありました。経済記者でしたので、仮に海外に出るとし
てもニューヨークかロンドンであろうと考えていました
が、当時の社長が若い記者を海外に出せと指示を出した
というのです。私もその一人となり、シンガポール駐在
が決まったのですが、それからが大変です。任地は英語
圏ですから、まずは英語が使えるようにならなければな
りません。ところがまったく自信がないのです。同じよ
シンガポールの中心街
うな先輩 2 人と相談した結果、サイマル・インターナシ
ョナルの日本人講師から週一回、特訓を受けることになりました。内容は時事英語の丸暗記、英語放送の聞き取
り、雑誌 TIME の音読です。ところが、どれも上手く行きません。汗だくの特訓でした。
2 人の先輩はそれぞれロンドンとワシントンに赴任の予定でした。筆者がラッキーだったのは、講師の方が当
時、シンガポールのストレーツタイムズ紙の東京支局にも勤務していたことです。この国の事情や記者活動など
についても聞いたことがその後大いに役立つことになりました。
とはいえ、たかだか半年程度、しかも週 1 回の訓練では、そうそう英語を使えるようになるものでもありませ
ん。赴任後はいろいろ苦労をすることになります。まずは支局スタッフの英語が聞き取れない。英語の世界に何
とか慣れたと感じるまでには１年がかかりました。不思議なもので、毎日、毎日意識して使っていると、１年も
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すると「自分は英語を話せている」という感覚をもてるようになりました。そう
なれば、しめたものです。
苦手意識があったものですから、自分に課したことがありました。それは、記
者会見では必ず、ひとつ質問をすることです。各国から記者が参加する中で、質
問するのは結構、勇気が要ります。このときに経験をもとに、いまでも会議など
で実践しているのが、最初の質問をすることです。これなら、脈絡を意識する必
要もありません。最初ですから何でも自由に聞けるというわけです。あるとき、
一日一膳ならぬ、一会見一質問を敢行してみました。ところが何度、質問しても
相手は分かってくれないのです。しまいに、隣にいた記者にスーツの袖を引っ張
られ、着席する羽目になっていましました。恥ずかしいやら悔しいやら・・・。
どうして理解してもらえなかったのでしょうか。あとで、同行した現地スタッフ
に聞くと、大事な単語を飛ばしていたとのこと。それでは理解されないのも当然
シンガポールの指導者：故リ
です。
ー・クアン・ユー元首相
ついでに、もうひとつ失敗談を紹介しましょう。シンガポールから帰国し、間
もないころのことです。オーストラリアの首都キャンベラで、アジア太平洋地域におけるソ連（ロシアの前身）
の役割に関するシンポジウムがあり、それに出席するようにとの指示が上司からありました。筆者は単に話を聞
きに行くだけと思ったものですから、安請け合いしたのですが、到着してみると、楕円形のテーブルには 20 人
分ほどの席があり、それぞれ机には名札が置かれているのです。よくみると筆者の名札もあるではないですか。
シンポジウムというより、会議に近いものだったのです。日本からの参加者はほかに３名いて、英語が上手な方
ばかりでした。シンポジウムは３日間続きましたが、聞いていても中身がよく分かりません。黙って聞いている
だけで２日が過ぎました。その夜、宿舎に戻って自問しました。
「会社から高いお金を出してもらい出張して、一
言も発せずに帰るのか」と。否、そういうわけには行きません。その夜、小さなカードに発言すべき内容を英語
で書き、それを会議で読み上げようと決心しました。
３日目の会合で、
「最初の質問」のルールに従って、議長に発言を求めました。そこまではよかったのですが、
いざ発言を始めると、メモの字が薄くてよく読めません。おそらく暗がりで書いたせいでしょう。なお悪いこと
に、カードの順番が分からなくなってしまいました。顔面が赤くほてってくるのだけはよく分かりました。結局、
１，２枚のメモを読み上げただけで、着席することになってしまいました。自己嫌悪に陥ったことはいうまでも
ありません。

失敗や苦労をいまに活かす
いまにして思うと、シンガポールの記者会見
もキャンベラの国際セミナーもよい経験でした。
以来、教訓を生かし、準備に相当の時間をかけ
るようにもなりました。会議では最初の発言な
いし質問をする、そのためには必要以上の準備
をし、いろいろなシナリオに備えて練習をして
おく——これらが大事なのです。伊藤忠商事の
元会長瀬島隆三氏の言葉と言われていますが、
成功するための要諦は「用意周到、準備万端、
先手必勝」です。これは何事にも通じるでしょ
う。
世界経済フォーラムが年次総会を開くスイス・ダボス
ただ、これらの失敗は 20 代、できれば 10
（フォーラムのサイトから）
代で経験しておきたかったとつくづく思います。
若い方には、早いうちにどんどん挑戦して、ど
んどん失敗してもらいたいものです。
（
『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル～』から一部抜粋・編集）

引用文献
小西尚実編『グローバルキャリアのすすめ～プロフェッショナル講義～』関西学院大学出版会、2018。
201８年３月
編集：関西学院大学総合政策学部・関西学院千里国際高等部
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国際関係機関Facebook集（試行版）
１．

１．国連広報センター （UNIC Tokyo）
２．国連フォーラム: UN FORUM
３．国連難民高等弁務官駐日事務所UNHCR
４．国連人間開発UNDP
５．国連人道問題調整事務所 OCHA

２．

６．国連大学 （United Nations University） Japan

３．

７．unicef（ユニセフ）
８．UN Academic Impact Japan
９．UNV Tokyo（国連ユースボランティア）

４．

10．Food and Agriculture Organization of the United Nations （FAO）
11．世界銀行東京事務所
12．国際機関人事センター・メール配信サービス

５．

13．Asian Development Bank（アジア開発銀行）
14．外務省国際機関人事センター公式facebook

15．国際協力人材センター ＰＡＲＴＮＥＲ

６．

16．JICA （国際協力機構）広報室

７．

17．青年海外協力隊 Japan Overseas Cooperation Volunteers （JOCV)
18．公益財団法人日本ユニセフ協会
19．Japan Platform （ジャパン・プラットフォーム）
20．日本国際ボランティアセンター（Jvc) ）

11．

14．

国際関係機関Facebook集（英語編）
１．

１．United Nations
２．United Nations Careers
３．UNDP

８．

４．United Nations ESCAP
５．United Nations News

12．

６．United Nations OCHA
７．United Nations Photo
８．UNHCR
９．UNICEF
10．United Nations University

14．

11．United Nations Volunteers
12．Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
13．World Bank
14．Asian Development Bank
15．U.S. Department of State
16．U.S. Department of Defense (DOD)

17．

17．USAID - US Agency for International Development
18．Japan International Cooperation Agency
19．Ministry of Foreign Affairs of Japan
20．Youth Exchange Network - MOFA, Japan

20．

