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国連ってなーに?

国際連合(国連)は世界を平和にしょうと考える国ぐにが集まって

できました。

それでは国連の目的とは何なのでしょうか。

次の4つがいちばん大切な目的です。

世界の平和を守ること、

国どうしの関係を良くすること、

貧しい人たちがもっとよい暮らしができて、すべての人が貧しさや病

気に苦しんだりすることもなく、読み書きができて、お互いの

権利と自由が尊重されるような世界にすること、こうした目的

を国ぐにが達成できるようにみんなの中心になって働いていく

こと。

誰が国連に加盟しているの?

平和を愛する国ならどんな国でも国連に加盟できます。「国連

加盟国」になりたい国は、国連の憲法ともいえる「国連憲章」

の目的と規則を守ることを約束します。国連憲章には、平和へ

の願いが書かれています。国連憲章は平和の達成に向かって進

んでいく国ぐににとっての指針となっています。

3





国連はどうやってできたの?

第二次世界大戦では何百万という人びとが犠牲になりました。戦

争が終わったあと、世界の国ぐにはそのことを深く反省して、これか

らは平和を守る方法を見つけなければならないと考えました。国連を

つくるという考えは簡単にできたものではありません。何年もの年月

をかけて、その構想がねられ、やっとできあがりました。

1.アメリカのフランクリン・D・ルーズベルト大統領とイギ

リスのウィンストン・チャーチル首相が大西洋上の軍艦の

中で秘密の会合を開いて、戦争のない世界をつくろうと話

し合いました。1941年8月14日、ふたりは「大西洋憲章」と

いう平和のための構想を発表しました。

2.1942年1月1日、26カ国の代表者たちがワシントンで話し合

い、「連合国宣言」に署名しました。そして戦争に勝つこ

とを誓い、大西洋憲章を受け入れようと約束しました。

3.1943年10月、中国、ソ連、イギリス、アメリカがモスクワ

で話し合い、平和を守る組織をつくろうと決めました。こ

の約束はモスクワ宣言として知られています。

4.1944年の夏から秋にかけて、国際機関をつくるための初め

ての具体的な計画がワシントンで開かれた会議でつくられ

ました。この会合はダンバートン・オークス邸で開かれた

ため、ダンバートン・オークス会議と呼ばれています。

5.1945年2月、3つの同盟国の指導者たちがソ連で話し合い、

安全保障理事会での投票のしかたについて決めました。そ

して国連についての会議をサンフランシスコで開こうと決

めました。

6.50カ国の代表者たちがサンフランシスコ会議に出席しまし

た。この会議は1945年4月25日から6月26日まで開かれまし

た。ここで国連憲章と国際司法裁判所規程ができました。

1945年10月24日、会議に参加したすべての国が国連憲章を受け入れ

て、国連が生まれました。この日は毎年、国連が誕生した日、国連デ

ーとして世界中で祝われています。
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国連の本部はどこにあるの?

国連総会の最初の会合はロンドンで開かれました。そのときに国連の

本部をアメリカに置くことに決めました。1946年12月、ジョン・D・ロッ

クフェラー2世は800万ドルを国連に寄付しました。こうしてニューヨーク

市のイースト・リバー沿いの土地が手に入りました。ニューヨーク市から

も土地が提供されて、いろいろなことが改善されました。国連本部にはつ

ぎの4つの建物があります。

・低い円天井の総会ビル

・39階建ての事務局ビル

・イースト・リバー沿いに建つ低い長方形の会議ビル

・敷地の南西部にあるダグ・ハマーショルド図書館

国連本部はニューヨーク市にありますが、その敷地と建物は国際的な

敷地となっています。そこでは国連旗が掲げられ、国連の警備員が安全を

守り、郵便物は国連郵便局で国連切手を貼って出しています。



総会

安全保障

理事会

国際司法

裁判所

事務局

経済社会

理事会

信託統治

理事会

国連にはどんな機関があるの?
国連はつぎの6つの主要な機関を通じて世界中で活動

しています。

総会

安全保障理事会

経済社会理事会

信託統治理事会

国際司法裁判所

事務局 7





国連の主要な機関は
どんなことをしているの?

総会

総会は国連の中心的な機関です。すべての国がどんなことにつ

いても発言することができます。すべての国連加盟国が参加しま

す。どの国も同じ投票権を持っています。豊かな国も、貧しい国

も、大きい国も、小さい国も、一票しか持っていません。重要なこ

とは3分の2以上の多数決で決められます。

総会は1年に1回、定期的に開かれます。毎年9月の第3火曜日に

始まります。およそ3カ月開かれますが、必要に応じて緊急総会が

開かれることもあります。

総会は毎年、その年の議長を選びます。議長は議事進行役をつ

とめます。

総会はあらゆる問題について話し合い、提案をします(安全保

障理事会で話し合われている問題は除きます)。総会には事務総

長、安全保障理事会、その他の主要な機関からいろいろな報告書が

出されます。安全保障理事会の推薦に基づいて新しい国の加盟を認

めます。また安全保障理事会の推薦に基づいて、国連のマネー

ジャーともいえる事務総長を任命します。総会がつくったいろいろ

な機関の構成国を選びます。総会は、それぞれの加盟国が国連にど

れくらいのお金を払うべきか、そして集まったお金をどのように

使ったらよいかを決めます。

総会の決議は加盟国にはただの勧告でしかありません。法律的

にそれを強制的に実行させる力がないのです。それでも総会で決

まったことは、世界のほとんどすべての国ぐにの希望と世論を反映

しているため、無視できない重みがあります。



安全保障理事会

安全保障理事会は、世界の平和を守るためにつくられまし

た。総会では世界の人びとが心配していることなら何についてで

も話し合いますが、安全保障理事会では平和と安全の問題だけに

ついて話し合います。国連のすべての加盟国は、安全保障理事会

の決めたことを守ることを約束しています。

安全保障理事会は15カ国で成り立っています。

このうち、つぎの5カ国は「常任理事国」です。

中国

フランス

ロシア連邦(もとのソ連)

イギリス

アメリカ

この他の10カ国は総会によって2年間の任期で選ばれます。

安全保障理事会は、総会のように定期的に開かれません。い

つでも問題があれば開くことができます。加盟国と非加盟国の区

別なく、どの国も、そして事務総長も、紛争や平和を脅かす問題

について安全保障理事会の注意を向けさせることができます。

安全保障理事会の議長は、1カ月ずつ持ち回りでつとめます。

順番は英語のアルファベット順です。

安全保障理事会での投票のしかたは総会とは違います。安全

保障理事会で重要なことを決めるときは、常任理事国をふくめて

9カ国が賛成しなければなりません。もし5つの常任理事国のいず

れかの国が反対したら、これを拒否権と言いますが、決議は採択

できません(総会ではそれぞれの国が平等に一票を持っていま

す)。
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国連

戦争

平和



経済社会理事会

経済社会理事会は、貿易、運輸、工業化、経済開発などの経済

問題、人口、子ども、住居、女性の権利、人種差別、麻薬、犯罪、

社会福祉、青年、環境、食糧などの社会問題をあつかいます。ま

た、どのようにして教育や保健衛生をより良いものにしたらよいの

かとか、どうしたら世界の人びとの人権と自由を守ることができる

のかについて勧告をします。

経済社会理事会は54カ国で成り立っています。総会が3年間の

任期で選びます。

経済社会理事会は毎年1回、通常会期を開きます。決定は多数

決で行います。

経済社会理事会はとても広い範囲のことをあつかうので、その

下にたくさんの委員会をつくっています。そのなかには機能委員会

と呼ばれるものがあります。機能委員会は、それぞれの分野の問題

について経済杜会理事会に提案します。

機能委員会にはつぎのようなものがあります。

・人権委員会

・麻薬委員会

・社会開発委員会

・人口委員会

・婦人の地位委員会

・統計委員会

・犯罪防止および刑事司法委員会

・持続可能開発委員会

・開発のための科学技術委員会

この他に地域委員会があります。それぞれの地域に特有な問題

をあつかいます。
・アフリカ経済委員会
・ヨーロッパ経済委員会
・ラテンアメリカ経済委員会

・アジア太平洋経済社会委員会

・西アジア経済社会委員会
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国連工業

開発機関?

国連開発計画?

国際労働機関?

世界保健機関?

国連食糧

農業機関?

国際民間

航空機関?



経済社会理事会は、機能委員会や地域委員会にだけ仕事をさせ

ているわけではありません。「専門機関」と呼ばれるものや国連の

下につくられたさまざまな「計画」と協力して、プロジェクトをす

すめることもあります。

現在、16の専門機関があります。それぞれが独自の加盟国、予

算、本部を持っています。それぞれの専門分野の問題を研究し、提

案し、開発途上国を助けています。どんな機関があるのでしょう

か。

IFAD International Fund for Agricultural Development 国際農業開発基金

WMO World Meteorological Organization 世界気象機関

IMO Internatinal Maritime Organization 国際海事機関

FAO Food and Agriculture Organization of the UN 国連食糧農業機関

WHO World Health Organization 世界保健機関

United Nations Industrial Development Organization 国連工業開発機関

UPU Universal Postal Union 万国郵便連合

ILO International Labour Organisation 国際労働機関

ITU International Telecommunication Union 国際電気通信連合

WIPO World Intellectual Property Organization 世界知的所有権機関

IBRD World Bank/International Bank for Reconstruction and Development 国際復興開発銀行

ICAO International Civil Aviation Organization 世界民間航空機関

IMF International Monetary Fund 国際通貨基金

IDA International Development Association 国際開発協会

IFC International Finance Corporation 国際金融公社

国連教育科学文化機関 UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization



専門機関ではありませんが、それに似た機関としてつぎの2つ

があります。

IAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 関税および貿易に関する一般協定

いくつかの計画と機関は、ある特定の分野についての活動を行う

ために、総会によってつくられました。それらの計画や機関は経済社

会理事会と協力して活動します。そして総会と経済社会理事会にどん

な活動をしたかについて報告します。

どんな計画があるのでしょうか。

WFP World Food Programme 世界食糧計画

UNFPA United Nations Population Fund 国連人口基金

UN Institute for Training and Research 国連訓練調査研修所

UNIFEM UN Development Fund for Women 国連婦人開発基金

UNICEF United Nations International Children's Fund 国連児童基金

UNDRO Office of the UN Disaster Relief Coordinator 国連災害救済調整官事務所

UNHCR Office of the High Commissioner for Refugees 国連難民高等弁務官事務所

INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women 婦人の向上のための国際訓練研修所

UNU UN University 国際連合大学

WFC World Food Council 世界食糧理事会

UNRWA UN Relief and and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 国連パレスチナ難民救済事業機関

UNEP UN Environment Programme 国連環境計画

UNCTAD UN Conference on Trade and Development 国連貿易開発会議

United Nations Development Programme 国連開発計画



前

後



信託統治理事会

国連がつくられたとき、世界にはまだ、自分たちの政府を自分

たちで選ぶことができない地域がありました。それらの地域は国連

によって、特別に保護されることになりました。それらの地域は信

託統治地域と呼ばれました。信託統治地域は、この地域に住む人び

との社会的条件が改善しているかどうかを監督します。最初、11の

信託統治地域がありました。ほとんどの地域がアフリカと太平洋に

ありました。今日、信託統治地域として残っているのは、アメリカ

が統治している太平洋諸島(パラオ)だけです。

信託統治理事会は、安全保障理事会の5つの常任理事国、つま

り中国、フランス、イギリス、ロシア連邦、アメリカで成り立って

います。それぞれの加盟国が一票を持ち、決定は単純多数決で行わ

れます。信託統治理事会は、毎年5月から6月にかけて、会合を開き

ます。

信託統治理事会はつぎのようなことをしています。

・信託統治地域を統治する国から出される報告書を調べます。

・信託統治地域が独立し、自決権を行使できるようになるため

の歩みをすすめているかどうかを監督します。

・信託統治地域からの苦情について調査します。

・信託統治地域がどんな援助を必要としているかを調べるため

に調査団を派遣します。

国連はまた信託統治地域にならなかった他の非自治地域の人び

とについても監視しています。植民地とも呼ばれるこれらの地域

は、他の国によって治められています。地域に関することはその国

によって決められます。信託統治理事会は信託統治地域だけを監督

することから、総会は1960年、すべての植民地と人びとが速やかに

独立できるようにすることを求めた宣言を採択しました。そして翌

年、非植民地化特別委員会をつくりました。植民地を治める国ぐに

は、植民地の状況について、この委員会に定期的に報告書を出すこ

とになりました。この宣言のあと、およそ60カ国が独立しました。

そして今、そのほとんどが国連加盟国になっています。
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国際司法裁判所

国際司法裁判所は、法律的な判断を下す国連の機関です。国だ

けがこの裁判所に訴えることができます。個人は訴えることができ

ません。国は、裁判所が判断を下すことについて合意したら、その

判断にしたがうことを約束しなければなりません。

本部はオランダのハーグにあります。一年中開廷しています。

15人の裁判官は、総会と安全保障理事会によって選ばれます。ひと

つの国から2人の裁判官が出ることはありません。決定には9人の裁

判官の合意が必要です。



事務局

事務総長が事務局のリーダーです。事務局は日常の業務を行い

ます。

事務総長は国連職員の長です。安全保障理事会の勧告に基づい

て、総会によって任命されます。任期は5年です。国連の運営が円

滑にいくように責任をもちます。加盟国の指導者と同じような政治

的な力を与えられています。世界の平和を脅かすと事務総長が考え

る問題について、安全保障理事会の関心を向けることができます。

総会やその他の機関で話し合うべき問題を提案することができま

す。事務総長は加盟国の間で起こる紛争の審判役をつとめます。問

題によっては、事務総長の仲介で、安全保障理事会や総会にもちこ

まれずに、解決する場合もあります。

これまでの事務総長はつぎの6人です：

トリグブ・リー(ノルウェー、1946-52年)

ダグ・ハマーショルド(スウェーデン、1953-61年)

ウ・タント(ビルマ、1961-71年)

クルト・ワルトハイム(オーストリア、1972-81年)
ハビエル・ペレス・デクエヤル(ペルー、1982-91年)
ブトロス・ブトロス・ガーリ(エジプト、1992-)
事務総長は国際的に採用された職員によって支えられていま

す。職員は国際公務員と呼ばれます。国際公務員はすべての加盟国

のために働いています。政府の命令ではなく、事務総長の命令にし

たがいます。

事務局の職員は、さまざまな問題について、その原因となった

情報を集めます。各国の代表団はそれを研究し、問題解決のための

勧告を行います。事務局は国連の決定が効果的に実行されるのを助

けます。

およそ2万5,000人の職員が事務局で働いています。そのうち、

およそ7,000人がニューヨーク国連本部で働いています。その他の

職員は世界各地に派遣されたり、支局、広報センターなどで働いて

います。職員には経済学者、編集者、司書、翻訳家などがおり、み

んなが縁の下の力持ちとして働いています。
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国連ではどんな言葉を使っているの?

国連ではつぎの6つの言葉が使われています。

アラビア語

中国語

英語

フランス語

ロシア語

スペイン語

これらは国連公用語です。各国の代表は公用語でない言葉を

使って発言することもできますが、その場合、通訳をつれていく

か、公用語で書かれた文書を配布しなければなりません。



さあ、国連についてどれくらい知ってる?
1.国連デーって何の日?

2.国連の6つの主要な機関の名前を言える?

3.総会って何?

4.総会はいつ開かれるの?

5.安全保障理事会の5つの常任理事国はどこ?

6.安全保障理事会の拒否権って何?

7.経済社会理事会は何をするところ?

8.専門機関はいくつある?

9.国際司法裁判所はどこにあるの?

10.国際司法裁判所の裁判官はだれが選ぶの?

11.事務局って何をするところ?

12.今の事務総長はだれ?

13.事務総長は何をするの?

14.国連ではどんな言葉が使われているの?

15.なぜ国連本部はニューヨーク市にあるの?
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国連についてもっと知るために

・新聞、ラジオ、テレビなどで報じられる国連の動きに関心をもち
ましょう

・国連を訪ねてみましょう

・国連職員に講演を依頼してみましょう

・国連について勉強して、グループ討論をしましょう

国連が今、どんなことをしているかを知るために

国連本部のガイド・ツアーで、建物に飾られた絵画はもちろん、

国連の目的、機構、活動などについての説明を聞いてみましょ

う。ツアーは、一週間休みなく毎日(ただし1月から2月は月曜日

から金曜日まで)、午前9時から午後4時45分まで、20分ごとにス

タートします。ツアーの値段について詳しいことを知りたい場合

の問い合わせ先は:

電話:ニューヨーク(212)-963-4440

(5歳以下の子どもはツアーに参加することができません)

特別ツアーを企画してみましょう。15人以上(高校生以上)の団

体の場合、事務局職員の説明やフィルム上映も企画できます。

もっと詳しいことを知りたい場合の問い合わせ先は:

Group Programme Unit, Room GA-60, United Nations,

New York, 10017

電話:ニューヨーク(212)-963-7710

問い合わせ窓口に連絡してみましょう。

国連の活動についてもって詳しい情報、あるいは資料やポスター

(一部にかぎり無料)を手に入れたい場合の問い合わせ先は:

Public Inquiries Unit

Room GA-57, United Nations, New York, 10017

その他、国連本部内の郵便局、本屋、ギフト・センターに行け

ば、国連や加盟国に関係するいろいろなものがみつかるかもしれ

ません。
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