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提言要旨 

はじめに 

 

 国家による安全保障だけでは人々の安全が保障しきれない事実や、逆に国家が国民の安全を脅

かす存在となる場合があることから、これを補完する概念として｢人間の安全保障｣が生まれた。

人間の安全保障には、経済援助を背景に「欠乏からの自由」に力点を置く日本的なアプローチ

と、軍事面での人道的介入も視野に入れ「恐怖からの自由」を強調するカナダ的なアプローチが

あると言われている。人間の安全保障を具現化するには両者を一つの理念の下で融合させる必要

がある。 

 世界的に宗教の復権が著しい現在、諸宗教に共通する価値に基づいて現在の人間の安全保障理

念を深化させ、より総合的な理念として確立しなければならない。日本は、伝統的に得意とする

バランス感覚を生かし、様々な違いを超越した人間の安全保障理念の確立とそれに基づく活動の

推進、さらには国連に「人間の安全保障理事会」を設置するための国連改革を主導すべきである。 

 

1.「人間の安全保障」の理念を深化させ、積極的な「価値の外交」を展開せよ 

 

 グローバルな課題に取り組む際の指導理念として、現在人間の安全保障が注目されている。今

必要とされているのは、理念そのものを政策の基礎となる明確な価値観として構築することであ

る。これは｢人間｣の視点からの安全を保障する意味を、民族や宗教・人種を超えて合意し得る共

通の価値に求めることである。 

 それには文明の基底をなし、人々の価値形成に決定的な影響を与えるとともに、人権の根拠を

提供してきた諸宗教の共通項を取り出し、人間の普遍性へと迫る必要がある。人類の歴史的・精

神的な遺産を尊重することで、人間の安全保障理念はより普遍的で息の長いものとなる。その上

で、深化させた人間の安全保障理念を軸に自由･民主主義などの「価値の外交」を展開し、米国

をはじめ価値観を共有する国々との効果的な協力体制を構築していく必要がある。 

 

2.｢人間の安全保障｣の公式的定義の検討を主導し、国連での「人間の安全 

 保障宣言」採択をめざせ 
 

 国連における「人間の安全保障の主流化｣は着実に進んでいるものの、未だ人間の安全保障は公

式的には定義されていない。日本が掲げる人間の安全保障は、諸外国から見て曖昧で、国家安全

保障や「保護する責任」との関係性がわかりにくいとの指摘は容易に払拭されない。 

 日本は他国との議論を通じて理念を普及させる活動を意欲的に継続するとともに、国連におけ

る人間の安全保障の公式的な定義制定に向けて積極的に働きかけるべきである。将来的には、国

連総会において｢人間の安全保障宣言｣(人間の安全保障に関する条約の基礎的規律を提供し得る

もの)という形で公式に承認されることを目指すべきであろう。 
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3.｢人間の安全保障理事会(HSC)｣設置に向けた国連改革を主導し、国際的 

 人材養成の契機とせよ 
 

 国連改革を進めるには、安保理改革のみではなく国連全体の仕組の改革も検討すべきである。

人間の安全保障の核の一つである分野横断的・包括的アプローチを国連で実現するために人間の

安全保障を軸にした理事会、「人間の安全保障理事会」(Human Security Council：HSC)の設置が

望まれる。人間の安全保障を熱心に普及してきた日本は、HSCに向けた国連改革を積極的に主導

すべきである。 

 HSCは、経済社会理事会傘下の国連専門機関のうち任意の拠出金制度で成り立つ専門機関群を

傘下に置き、諸専門機関が分担掌握しているNGO関連事案を全て統括させるべきである。現行の

国連組織にある信託統治理事会は事実上すでに役目を終えたものとなっているため、信託統治理

事会を改編してHSCとするスクラップ・アンド・ビルド手法を用いることも一案である。 

 同時に、日本外交の重要な切り札のひとつとして取り組む「人間の安全保障」の推進を、国際

的に活躍する人材養成の契機とするべきである。 

 

 

4.｢人間の安全保障理事会｣にNGO及び諸宗教の代表を参加させよ 

 

 草の根レベルでの人間の安全保障に関する活動の多くは、NGOによって実施されている。人間

の安全保障理事会がそれらNGOによる活動を統括する機関として機能する場合、国家を代表する

アクターのみではなくNGO、とりわけ諸宗教の代表をNGOとして参加する仕組みを検討すべき

である。経済社会理事会に協議資格を有する国連NGOの中にも宗教関連団体が多く、特にキリス

ト教系の宗教団体や宗教系NGOが大きな勢力を持っている。 

 HSCにおいては、人間の安全保障の理念構築とその実践に深く関わるNGOがより効果的且つ日

常的に理事会に参加できる仕組を検討し、一定の資格を与えられたNGOが議題の提案や意見の表

明をする際の手続きを簡素化する等の工夫をすべきである。 

 

 

 

 

平和政策研究所 国連改革研究部会 
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国連｢人間の安全保障理事会｣設立への提言 
－諸文明（諸宗教）に共通する価値に基づき人間の安全保障理念を深化させよ－      

 

はじめに 

 

 国際社会では、歴史的に安全保障が最も重要な課題であり、国家を軍事的脅威から守ることが

最優先事項であった。第2次大戦後、国際社会の平和及び安全の維持を目的として国際連合が創

設された。人々の安全を保障するのは国家の役割であるという認識は、今日に至るまで揺ぎ無

い。しかし一方で、国家による安全保障だけでは人々の安全は保障しきれない事実や、国家が国

民の安全を脅かす存在となっている場合があることに目が向けられるようになった。国民の生命

と財産を保障するはずの国家そのものの失政や独裁政権による圧政で、多くの人々の生命や財産

が脅かされたり、人権や思想・信条・良心の自由が奪われたりするという現実がある。そのよう

な状況下にある人々の安全を保障することは、国際社会が担うべき役割の一つである。この認識

のもとに、従来の国家の安全保障を補完する概念として｢人間の安全保障｣が生まれた。 

 日本が中心的役割を果たした人間の安全保障委員会によれば、｢人間の安全保障｣とは、｢人が

生きていく上でなくてはならない基本的自由を擁護し、広範かつ深刻な脅威や状況から人間を守

ること(人間の安全保障委員会.2003,11)｣である。具体的には、紛争・テロ、自然・人的災害・環

境破壊、感染症の蔓延、経済危機等の｢恐怖｣や、貧困、栄養失調、教育、保健医療等の｢欠乏｣を

安全保障の課題としている。 

 様々な利害が絡む国際社会において国家の安全保障が十二分に政治性を帯びている一方で、人

間の安全保障は国家の枠を超えて人類の安全保障を包括的に捉える視点を提供している。日本は

2003年に制定した新ODA大綱で｢人間の安全保障の視点｣を基本方針の一つとしており、人間の安

全保障は日本の開発援助政策の核となっている。同時に、人間の安全保障委員会の創設、人間の

安全保障基金の設立・運営、シンポジウムの開催、｢人間の安全保障フレンズ｣の取り組み等、日

本は国際社会において自らが主導する人間の安全保障の理念普及、及び具体的な事業の実施に積

極的に取り組んできた。 

 時を同じくして、カナダは1999年からノルウェー等と協力して「人間の安全保障ネットワー

ク」(Human Security Network)を形成し、「恐怖」からの解放に焦点を当てて軍事的介入も視野に

入れた活動を継続してきた。同じ人間の安全保障(Human Security)という言葉を掲げてきたが、

日本の取り組みはカナダのそれとは一線を画す。人間の安全保障を具現化するためには日本型と

カナダ型双方のアプローチが必要であり、役割分担を明確化した上で一つの理念の下に両者を融

合する必要がある。 

 そのためには、より総合的な人間の安全保障理念を確立しなければならず、現在の理念をより

深化させるべきである。人間の安全保障が国益よりも人間の尊厳や人権といった人間としての根

源的で普遍的な価値観に根差すものである点を顧みれば、国家間の政治要因や宗教間の違いを超

越した普遍的価値観を探究し、洗練された人間の安全保障理念を提示することが可能である。人

間の安全保障を名実ともに普及する挑戦をしぶとく続けていくことによって、その先に真の｢日
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1 9.11テロ後の2003年にジャカルタで開かれたOBサミットでは、「分断に掛ける橋」と題して再度宗教指導

者と政治指導者との会合が行われた。ジャカルタ会議に集まった聖職者達は異口同音に、各教義に違いはある

がそれよりも多くの基本的な倫理を共有していること、信仰を分断するものよりも結びつけるものの方がはる

かに大きいことを強調していたという。 

本らしい外交｣が実を結びうる。 

 本提言は、日本が伝統的に得意とするバランス感覚を生かして、様々な違いを超越した理念で

ある人間の安全保障の普及とそれに基づく活動の推進にさらに尽力すること、そして国連に「人

間の安全保障理事会」を設置することを促すものである。 

 この様なイニシアティブを日本が取ることは、間違いなく国際社会にインパクトを与えること

になる。国家の枠組みにとらわれていては解決できない諸問題に直面し、人類共通の普遍的価値

観が模索されている現在、人間の安全保障の本質的な必要性を多くの人が感じているのである。 

 

 

1.「人間の安全保障」の理念を深化させ、積極的な「価値の外交」を展開せよ 

 

 現在、グローバルな課題に取り組む際の指導理念として、人間の安全保障が注目されるように

なっている。今必要とされているのは、理念を実践と結び付けて浸透させていくことと同時に、

理念そのものを政策の基礎となる明確な価値観として構築することである。これは、｢人間｣の視

点からの安全を保障する意味を、民族や宗教・人種を超えて合意し得る共通の価値に求めるとい

うことである。この共通の価値は、国家・地域・民族・宗教などによって異なる価値観や歴史の

ひずみをぶつけ合うのではなく、万人が一人の人間として共感し得る本質的な内容の抽出によっ

て可能となる。 

 人間の安全保障は人々を中心に置き、その生存・生活・尊厳を守ることを目的とする。つま

り、物質的な側面のみに焦点を当てるのではなく、｢愛や文化や信念｣を求める精神的な側面も重

視している(人間の安全保障委員会.2003,12)。人類史上、人々の生存・生活・尊厳の尊重は常に

切実で重要な事柄であった。したがって、人間の安全保障理念を平面的に捉えるのではなく、こ

れまで人々の価値の形成に大きく寄与し歴史的に継承されてきた人類の精神的遺産を考慮するこ

とで、この理念はより普遍的で息の長いものとなるであろう。 

 歴史を通して文明の基底をなしてきたのは諸宗教である。これらは、人間の生存・生活・尊厳

の在り方に多大なる影響を与えるとともに、人権の根拠を提供してきた。世界的に宗教の復権が

著しい現在、人間の安全保障の理念を定義する際にも、各国国民の価値観及び行動に決定的な影

響を及ぼしてきた宗教的要素を尊重すべきである。そのためには、特定の宗教に立脚した価値観

の構築ではなく、各々の共通項を取り出し、人間の普遍性へと迫る必要がある。 

 国家や地域・民族・宗教等の枠組みを超えた普遍的な価値観探求の試みは、これまでも行われ

てきた。例えば、1983年に福田赳夫元首相の提唱で設立されたインターアクション・カウンシル

(通称OBサミット)の目的の一つが普遍的倫理基準の検討である。1987年にはローマで、1996年
にはウィーンで、OBサミットのメンバー(世界の政治指導者)と五大宗教の指導者が集り専門家

会議を開催した。これらの取り組みの成果は「世界責任宣言」としてまとめられている(兵藤. 

2006)1。 
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 また World  Scripture  :  A  Comparative  Anthology  of  Sacred  Texts (International  Religious 
Foundation,1991)によれば世界の諸宗教経典の教えは8割方共通しており、差異よりも共通点の方

が多いことが分かる。2 

 宗教間の対立や抗争が様々な問題の引き金となっていることがしばしば指摘されるが、以上の

ように諸宗教にはむしろ共通点の方が多く、それらが共通して啓発し涵養してきた価値観が人間

の安全保障の理念を深化させうる。上記のような過去の取り組みの成果を生かした、人間の安全

保障の理念の構築が望まれる。 

 さらに、今後日本がこれまで積み上げてきた実績を基盤として国際社会でより主体的な外交イ

ニシアティブを取っていくには、深化させた人間の安全保障の理念を軸に自由･民主主義などの

「価値の外交」を展開すべきである。人間の安全保障をより明確な理念として諸外国に提示し、

米国をはじめ価値観を共有する国々との効果的な協力体制を構築していく必要がある。 

 同盟国の米国は事実上の｢宗教大国｣であり、宗教的価値観に深く根差した国家である。戦後は

安全保障と貿易関係によって相互に利益を享受してきたが、｢価値の同盟｣をさらに深化させるこ

とで日米同盟を強化するとともに、人間の安全保障にかかわる問題でも両国が一致して対処する

道が開かれれば、日本が主導する人間の安全保障の取り組みはより強力で実効性の高いものとな

ろう。 

 

 

2.｢人間の安全保障｣の公式的定義の検討を主導し、国連での「人間の安全  

 保障宣言」採択をめざせ 
 

 日本は2003年にまとめられた人間の安全保障委員会による最終報告に理念のベースを置き、そ

の普及、及び実践に取り組んでいる。2010年の7月には、人間の安全保障に関する議論を国連総

会で継続すること、人間の安全保障に関する報告書の提出を国連事務総長に要請すること等を内

容とした国連総会決議が採択された。同年12月には高須幸雄外務省参与が潘基文国連事務総長か

ら人間の安全保障に関する国連事務総長特別顧問に任命されている。｢国連における人間の安全

保障の主流化は着実に進んでいる｣という外務省の評価は妥当である。 

 しかし、未だ人間の安全保障は公式的に定義されていない。日本が推進する人間の安全保障

は、ODAによる経済援助の実施を背景としており、主に「欠乏からの自由」に力点が置かれてい

る。その点で、軍事面での人道的介入も視野に入れた「恐怖からの自由」を強調するカナダ型の

人間の安全保障とは一線を画す。カナダ型の人間の安全保障が「保護する責任」というより具体

的な概念としてサミット成果文章で承認されるに至った一方で、人間の安全保障という理念それ

自体に関しては定義を検討することの提案に留まっている。日本が掲げる人間の安全保障は、諸

外国から見て曖昧で、国家安全保障や「保護する責任」との関係性がわかりにくいとの指摘は容

易に払拭されない。 
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2 国際宗教財団(International Religious Foundation)が1985年に開催した第一回世界宗教議会で提唱され、そこに

参加した宗教者らの協力によって完成した諸経典のテーマ別選集。編集委員を務めた仏教学者の中村元・東京

大学名誉教授は「これは、高い山に登るいろいろな道があるけれども頂上は一つであるということを思い出さ

せてくれた」とコメントした。 



 

 

 このような状況に対して、日本は他国との議論を通じて理念を普及させる目的で、2006年に非

公式フォーラム「人間の安全保障フレンズ」を立ち上げた。ほぼ毎年会合を開催しており、参加

国は第１回の24カ国7機関から85カ国21機関(第7回)に拡大している。カナダやノルウェーも会合

に参加しており、日本は彼らが主導してきた人間の安全保障ネットワークとも連携しながら国際

社会に人間の安全保障の理念を普及させる努力を続けている。 

 日本がこのような活動を意欲的に継続するとともに、国連における人間の安全保障の公式的な

定義制定に向けて積極的に働きかけることが望まれる。将来的には国連総会において｢人間の安

全保障宣言｣という形で公式に承認されることを目指すことも考慮すべきである。そうすること

で、世界人権宣言がその後の人権条約の基礎となっているように、人間の安全保障に関する条約

の基礎的規律を提供し得る。 

 

3.｢人間の安全保障理事会(HSC)｣設置に向けた国連改革を主導し、国際的 

 人材養成の契機とせよ 
 

 日本は国連安全保障理事会が21世紀の国際社会の現実を踏まえた形で改革されるべきだと主張

してきた。それは日本の常任理事国入りを見据えてのことである。しかし、国連改革を進めるに

は、安保理改革のみではなく国連全体の仕組の改革も検討すべきであろう。そこで日本が外交の

柱として推進している人間の安全保障が国連において一層取り入れられるような国連改革を提唱

すべきである。 

 日本が主導して国連に設置した「人間の安全保障基金」は、最大規模の信託基金である。日本

はこの基金を通じて国連諸機関による人間の安全保障を具現化する活動を支援してきた。2007年
以降マルチ基金となっているが、基金の大半は日本の拠出によるものである。長引く不況と財政

赤字の拡大を背景に、日本からの拠出額も年々低下している。日本はより多くの国と共同で人間

の安全保障の具現化をサポートする仕組を整える必要があるのではないか。 

 人間の安全保障基金がサポートする事業の他にも、人間の安全保障に関する事業は多く行われ

ている。人間の安全保障の核の一つである分野横断的・包括的アプローチを国連で実現するため

にも、人間の安全保障を軸にした理事会、「人間の安全保障理事会」(Human Security Council: 
HSC)の設置が望まれる。人間の安全保障を熱心に普及してきた日本は、HSCに向けた国連改革

を主導すべきである。HSCは、先に述べた人間の安全保障理念を深化させるための議論、その理

念の普及、理念を具現化するための事業の管理が行われる機関として位置付けられる。 

 現在諸専門機関がNGO関連事業を実施しており、それらは経済社会理事会の傘下にある。しか

し、経済社会理事会の実質的な働きは、各機関から上がってくる書類の媒介や管理が主で、国連

レベルでの分野横断的・包括的アプローチの実現には程遠い。経済社会理事会傘下の国連専門機

関のうち、任意の拠出金制度で成り立つ専門機関群(WFP,UNHCR,UNICEF,UNEP等)をHSC傘下

に置き、諸専門機関が分担掌握しているNGO関連事案を全て統括させるべきである。それによ

り、HSCは人間の安全保障に関わる｢保護（protection）｣と｢能力強化（empowerment）｣のアプ

ローチをボトムアップで実践する事業を統括する機関として機能しうる。 

 現行の国連組織にある信託統治理事会は事実上すでに役目を終えたものとなっているため、信
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託統治理事会を改編してHSCとするスクラップ・アンド・ビルド手法を用いることも一案であ

る。既存の組織的基盤を利用して、今の時代に必要とされる新たな理事会として、HSCの設置を

実現すべきである(資料：国連改革案の概要参照)。 

 同時に、日本が国連に拠出している分担金の負担額などから見ても、国連システムで働く日本

人が量的にも質的にも不十分であることは従来から指摘されてきた。日本外交の重要な切り札の

ひとつとして取り組む「人間の安全保障」の推進を国際的に活躍する人材養成の契機にすべきで

ある。 

 例えば、大学における「人間の安全保障」に関する講座をさらに活用するなどして将来国際舞

台で活躍する人材を養成すべきである。日本は国際社会に対して経済的・技術的貢献だけでな

く、アジア人らしいバランス感覚と国際性、人徳を備えた人材を輩出し、人的貢献をより積極的

に行うべきだろう。 

 

 

4.｢人間の安全保障理事会｣にNGO及び諸宗教の代表を参加させよ 

 

 草の根レベルでの人間の安全保障に関する活動の多くは、NGOによって実施されている。人間

の安全保障理事会がそれらのNGOによる活動を統括する機関として機能する場合、国家を代表す

るアクターのみではなくNGOも参加する必要がある。さらに、諸宗教の代表もNGOとして参加

する仕組みを検討すべきである。 

 NGOによる自発的な活動は、機動性と柔軟性が高く評価されており、実際に人間の安全を保障

する主要なアクターとなっている。様々な理由で国家が人々の安全を保障しきれない場合、草の

根レベルで医療・食料・教育などを提供しているのはNGOである。したがって、人間の安全保障

を軸とした理事会の運営に、国家の枠を超えて活動しているNGOの意見は欠かせない。国家の代

表者に加えて、国際的に人々の日常生活に密着して草の根で活動しているNGOの代表者がHSCに
参加すべきである。 

 とりわけ、人間の安全保障に関わる活動をしているNGOの中には宗教を土台にしているものが

多くあることを度外視すべきではない。日本人は宗教に対して疎い傾向にあるが、近年の世界的

な宗教復権の趨勢は、地理・地勢、所得、階層、教条の如何を問わず益々顕著である(The 
Economist 誌の編集者が著した God is Back(2008）や米国の Foreign Affairs 誌の諸論文参照)。

国際社会で宗教が果たす役割は確実に拡大している。 

 経済社会理事会に協議資格を有する国連NGOの中にも宗教関連団体が多く、特にキリスト教系

の宗教団体や宗教系NGOが大きな勢力を持っている。日本の国連NGOの中にもキリスト教系や

仏教系の宗教を基盤とするものがいくつかあり、国際開発において宗教の果たす役割が見直され

つつあることも見逃せない。具体的な事業の担い手である宗教NGOや、その活動理念の基となる

諸宗教の代表をHSCに参加させ、人間の安全保障を支える普遍的な価値観を創出する際に、人類

史上人々の生存・生活・尊厳の価値の根本を成してきた宗教的英知を尊重すべきである。 

 他方、国連を舞台に活動してきたNGOの中にはこのような考え方と対立する理念を持つと思わ

れるものもあり、NGOの参加においてはこの点を考慮しつつ普遍的な価値や倫理の枠組みを構築
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する努力が求められる。 

 国連には創設当初よりNGOが協議に参加する制度があるが、冷戦終焉後、市民社会が果たす役

割が注目され、NGOの参加が一段と重視されている。特に、経済社会理事会は1996年に第49会期

においてNGOとの協議関係の見直しに関する決議を採択した。これにより総合協議資格を得た

NGOには暫定議題の提案、会議への出席、意見書の提出、会議での口頭による意見表明を行う権

利が与えられている。 

 HSCにおいては、同様のシステムを設置するに留まらず、人間の安全保障の理念構築とその実

践に深く関わるNGOが、より効果的且つ日常的に理事会に参加できる仕組を検討すべきである。

そのためには、一定の資格を与えられたNGOが、議題の提案や意見の表明をする際の手続きを簡

素化する等の工夫をすべきである。 

 

 

おわりに 

 

 本政策提言の内容が、直ぐに実行可能なものでないことは承知している。しかし、国の方向性

を設定する政策立案者は、近視眼的な視野に支配されることなく、未来を鋭く見通し、より良い

社会の実現に人々を導くべき立場にある。 

 とりわけ、同じアジア人であり、人間の安全保障を国連の中心的活動と位置づける潘基文・事

務総長が二期目の任期を迎えた今、日本はこれから数年間を、人間の安全保障を柱とする国連改

革の道筋をつける好機ととらえ、積極的な外交を展開するべきであろう。本提言がその一助とな

れば幸いである。 
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【資料：国連改革案の概要】 
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  人間の安全保障理事会設置に伴う国連改革案について補足する。現在の安全保障理事会を中心とする国

連から総会中心の国連へシフトし、事務局、経済社会理事会（ECOSOC）、人間の安全保障理事会（HSC）の組

織及びそれらのネットワークを強化すべきである。 

  実質上役目を終えた信託統治理事会をベースに、新たな人間の安全保障理事会を設立することは本文中

で述べた。その際ポイントとなるのが、同時にECOSOCを改変する点である。具体的にはECOSOCを、経済政策

を担当する組織と社会政策を担当する組織の2つに分ける。経済政策を担当する組織は新たなECOSOCとし

て、現在の総会の下に置かれている国連開発計画（UNDP）と国連環境計画（UNEP）を参加させ、開発と環境

の問題を専門的に扱う理事会とする。そうすることで、OECDや世界銀行、IMF等と渡り合える様な存在になり

得る。なお、ECOSOCの下の機能委員会や地域委員会は必要に応じて改変する。他方で、教育や保健衛生な

どの社会政策を担当する組織は、HSCの一部として機能させる。 

  HSCの中心には、専門機関であるUNESCOを据えるべきである。なぜならば、国連組織の中で人間の安全保

障と特に関わりの深い教育、科学、文化を専門に扱ってきたのはUNESCOであり、宗教をはじめ精神的遺産や

人間の根源的なものに係る問題は慣例的にUNESCOが担当するようになっているからである。必要に応じて、

現在の分担金のみでの運営体制も改変しなければならない。また、草の根レベルにおけるNGOの活動に対して

は、現在はUNDPがコーディネーターとなっているが、それをUNESCOに委ねてHSCが管理する体制にすべき

である。UNESCOの本部はパリで、NGOの活動調整はジュネーブで行われているので、HSCの運営は国連ジュ

ネーブ事務局（欧州本部）を拠点とするのが現実的である。UNESCO以外にも、世界食糧計画（WFP）など、人

間の安全保障に深く関連する分野を担当する基金・計画をHSC傘下に移し、UNESCOと共に運営の中心に据

えるのも一案である。 

  HSC設置による国連改革に伴い、我が国としての人材輩出制度も改善する必要がある。日本は巨額の分担

金を負担しているにもかかわらず、人材の輩出には消極的である。今後、日本から国連諸機関への人材輩出を

拡充させるべきである点に異論はないはずである。現在、アソシエイト・エキスパート制度を通じてUNESCOへ

の人材輩出が行われているが、UNESCOがHSCの運営を担うようになった後には、定員を拡大し、民間からの

積極的な人材輩出も検討すべきである。そうすることで、我が国のより幅広い優秀な人材に国連で働く機会を

与えることができると同時に、資金だけではなく人材を通じての国際貢献も拡大することができるだろう。 
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