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▼国内紛争の解決のために和平協定がきちんとできたのは、デイトン和平合意とカンボジア

和平ぐらいではないかと思いますが、そういう一応の終焉を遂げても、そこに続く平和とい

うのは、非常に不安定なのです。 

 

▼不安定な、国際紛争ではないのですが国内紛争の激化の中で、また平和の構築の難しさの

中で、そして国際的な政治的な介入のもどかしさの中で、人道機関である私どもが動いてい

る。こういうことが、どの程度、日本で理解されているか。 

 

▼ボスニアでもルワンダでもやっているのは、女性を中心としたさまざまなグループの出会

いの場を作るということです。その出会いの場を通して訓練し、そして新しい社会作りの中

心の勢力としての女性に期待をかけている。 

 

▼私はいつも「戦争後に、日本は自分で自分たちの家を直したのですよ」と申しますが、と

もかく、ちゃんと自分の権利のあるところに、粗末でもいいから泊まれるところを作る。そ

ういうことも紛争の一つの防止になるのではないか。 

 

▼和平を作るというものはいかに難しいか、しかも、はっきりしない国内紛争、はっきりし

ない和平の中で人道援助機関の役割というものはかなりあるのではないか。そういうような

ことを、今日はお話したかったわけです。 

 

 

○Ｃ社団法人 日本記者クラブ 
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大量流出から帰還の時代へ 

 日本記者クラブで５回目の記者会見ですが、

前回（94年 8月）お話したときから、一体ど
んな変化があったのか、自分なりに考えてみま

した。91年 2月に難民高等弁務官に就任して
から、次々と起こりましたのは、非常に大量な

難民の流出でした。イラクの 170 万人、その
次に旧ユーゴの 400 万人。さらにアフリカの
大湖地域の約 200 万人。そういう 100 万人単
位の難民流出がありまして、大変な苦労を続け

てきました。 
 そういう観点から見ますと、現在は、やや和

平に近いものが到来している。大量難民の流出

から、難民が国に帰る、そういう時代に入った

のかな、という印象をもっています。百万人台

の流出というのは、ここ数年ありません。 
 ただ私が今日強調したいと思ったのは、この

和平なるものがいかに不安定であるかという

ことです。その不安定な和平の時代にどう対応

するのか。どのように難民問題を解決していっ

たらいいのか。それが今の私どもの一番大きな

苦労です。 
 したがって難民問題の解決は、そうきれいに

スッパリと早くはできない。難民が帰ることに

よって、和平の基礎を築いていくわけですが、

それがいかに難しいことであるか。それによっ

てこそ初めて、紛争再発の防止、さらに安定し

た国づくり、あるいは開発への道につながるの

ではないかと思っているわけですが、四苦八苦

しているというのが現状です。 
 難民というのは政治的な迫害、あるいは信条

による迫害、それから紛争のために自国を逃れ

て国境を越えて他国に庇護を求める、そういう

ものを｢難民｣と定義しているわけです。しかし、

それに加えて難民が出るのと同じような理由

で、国内で難民化した人たちがいる。自分の家

にいながら、戦争のために平和な市民生活が送

れなくて、国際的な保護あるいは国際的な支援

に頼らなければならない人たち。現在は、こう

いう多種多様な難民が混在している。そうした

状況下で、初めて大きなオペレーションをした

事業というのが、旧ユーゴでした。 

 これについては、ようやく1995 年 12 月に
デイトン和平合意ができました。そして難民の

帰還促進のために、私どもの事務所が責任を負

ったのですが、なかなか問題が解決していない。 
 規模でいえばもう一つ、ルワンダ難民、ブル

ンジ難民も非常に大きな問題になったわけで

す。実は私どもが、サハラ砂漠以南に最初にオ

フィスを開いたのは 1962年でした。ルワンダ
難民のために隣国のブルンジの首都ブジュン

ブラにオフィスを開いた。ですから 35年以上
経った今も、まだこの難民問題は続いているわ

けです。 
 規模とそしてその残忍さから言えば、94 年
から 96年にかけてのルワンダ難民の事件、そ
して引き続く旧ザイールにおける内乱が大き

なものでした。ここで私どもが一番苦労したの

は、ルワンダからタンザニアあるいは旧ザイー

ルに逃れた難民の中に、婦女子だけではなく、

戦争に負けたルワンダのフツ族の軍人や民兵

あるいは大量虐殺犯がいたことでした。こうし

た難民と軍人に近い人たちや反対勢力の人た

ちとの混在が、200万人の大湖地域の難民問題
の解決には、大きな挑戦というか、苦労だった

わけです。 
 そのほか、世界的にみますと約250 万人の
アフガン難民がまだイラン、パキスタンにいま

す。ここもアフガニスタン国内の紛争が解決し

ないまま、難民問題は解決していない。また西

アフリカのリベリア、それからシエラレオネ。

こういうところも内乱のために、難民問題は解

決していない。こういう現状が続いているわけ

です。 
 
国内紛争に国際的にどう対処するのか 

 その中で、特にお話したいのは、不安定な和

平というものの中で、一体どうやって平和を築

くのかということです。その中で難民問題の解

決は、どういう条件のもとでやっていくのか。

いま北朝鮮のミサイル事件もあって、日本国内

でも平和あるいは防衛、安全といったものに関

心が非常に高まっているのではないかと思う

のですが、国際的にみますと、現在の紛争とい
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うのはほとんどが国内紛争です。 
 国内紛争の中に、国際的な介入あるいは影響

力というのは、いったいどういう形で行使され

るのか。国内紛争の解決のために和平協定がき

ちんとできたのは、デイトン和平合意とカンボ

ジア和平ぐらいではないかと思いますが、そう

いう一応の終焉を遂げても、そこに続く平和と

いうのは、非常に不安定なのです。 
 最近『アンウィナブル・ウォー』という本を

書いた方があるのですが、私は現在は、「アン

ウィナブル・ウォー」に続く「アンアチーバブ

ル・ピース」ではないかと思っています。こう

いう時代における難民の保護には新たな工夫、

または新たな対応が必要になってきているの

ではないかと考えているわけです。 
 今年４月に、旧ユーゴ５ヵ国〔注：ボスニア・

ヘルチェゴビナ、ユーゴスラビア連邦共和国＝

新ユーゴ（セルビアとモンテネグロ〕、クロア

チア、スロベニア、マケドニア〕を２週間かけ

てくまなく旅行しました。どういう形でデイト

ン合意を実施していくのか。その中で難民の帰

還は絶対に大きな条件になっているわけです。

難民が自分の家に帰らないで不安定な状況が

続いている限り、平和は来ない。その中で今あ

らためて５ヵ国を回ってみますと、自分の家に

帰っていない人たちは、総数 180 万人です。
これはちょっとした国なのです。ちなみに、い

ま私の事務所で責任をもっている対象は、いろ

いろな種類はありますが、世界中で 2300万人
弱。これはカナダあたりと同じではないでしょ

うか。そのぐらい多数の人たちを、私どもがい

ろいろな形で法的に、あるいは物質的に支援し

ているわけです。 
 その中でも、180万人の旧ユーゴ諸国の難民
を、今後どうやって帰還させていくのか。180
万人がどういう人たちかといいますと、ボスニ

アは新しい独立国になったわけですが、ボスニ

ア国内にあって自分が出てきた村、町に帰れな

い人が 80万人、ボスニアから出て、他の新し
く独立したユーゴ諸国にいる人たちが 27万人、
そして欧州諸国―特にドイツが一番多いので

すが―に残っているのが 25 万人、合わせて

132万人。 
 それからクロアチアから逃れている人たち

が約 35 万人。そのうちの 30 万人以上が新ユ
ーゴと言われているところにいる。そしてさら

に４万人以上がボスニアにいる。こういう中で、

一体どうしたらこの人たちを帰すことができ

るのか。彼らを帰すというのは、デイトン合意

の第七アネックス（付属文書）に、私どもの責

任として明記されているわけです。 
 第一の課題は安全の保障です。安全が保障さ

れない限り、人間は帰らないわけです。不安と

思うところには帰らない。少なくともボスニア

においては、ＮＡＴＯ軍が残っていますから、

ここで安全の傘というものがあって守られて

いる。 
 私は、このＮＡＴＯ軍の存在は絶対に必要だ

と思いますし、当初、２年という条件が出たと

きにも、かなり早くから「もっと残ってほしい」

と言っていました。いまようやく、人数は減っ

てきていますが期限なしで残っているわけで

す。このＮＡＴＯ軍による安全の傘の下で、な

んとか民族間の和解が成立して、徐々にそれぞ

れの地域に戻って行く。これが私どもの一番の

大きな期待です。そのために、いろいろな工夫

をしてきました。 
 
ボスニアの境界ラインでバスを運行 

 例えば、行動の自由。デイトン合意が成立し

たあとも行動の自由がほとんどなかった。ボス

ニア国内は二つの統治地帯―一つはセルビア

人側（セルビア人共和国）、もう一つはクロア

チア人とイスラム教徒側（ボスニア連邦）―こ

の二つに分かれていますけれども、その間を一

つの安全保障ラインがあって、それを NATO
軍が守っている。しかし、それを越えて自分の

家を見に行くとか、祖先の墓参りに行くことは

できなかったのです。 
 そこで私どもが工夫しまして、二つの統治地

域を分けているラインを越えてバスを走らせ

ることにした。行動の自由のまず第一です。行

動の自由がなくて和解はあり得ませんから、そ

れを実施するためのバスを走らせた。戦争中、
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私どもは戦闘地域の間でたくさんの人道物資

をセルビア人へ、クロアチア人へ、あるいはイ

スラム教徒へと３勢力の必要に応じて運んだ

わけです。その人道物資の運搬はずっと少なく

はなってきましたけれども、今度は白いＵＮＨ

ＣＲの印をつけたバスを走らせた。はじめは投

石を受けたりして苦労したのですが、このバス

は大変繁盛しています。それと同時に、いろい

ろな問題がありましたけれども、人々も自分の

家を見に行くとか、あるいはお墓参りに行くと

か、行動の自由がやや始まってきました。 
 それにしても、帰ったのは約20万人だけで
す。では、だれが帰らないのか？戦争の過程で、

民族の集団の分布図が変わったわけです。自分

がもといた家のあるところへ帰れば、自分が少

数民族になってしまうのです。例えばイスラム

教徒の人たちが、今はセルビア人の支配地域に

なったところにはなかなか帰れない。しかし、

それができない限りは安定しないわけですか

ら、なんとか帰れるような工夫をしなければな

らない。 
 そこで、私どもは「オープン・シティ」と呼

んでいるのですが、開放宣言都市というものを

考えました。それはその都市に複数民族をなん

とか共存させるということです。しかも、複数

民族の共存を保証するために、例えば、学校に

は複数民族を入れる、あるいは病院もイスラム

教徒だけではなくセルビア人も入れる。そうい

う多民族共存を奨励するシステムを、いろいろ

な都市に勧めて、それを採択してもらったわけ

です。そういう都市になった場合には国際的な

援助を優先させる。そういう工夫をしたわけで

す。 
 現在、12 の都市がオープン・シティになり
ました。しかし、それではそういう都市に難民

が帰っていくかというと、なかなかそうはいか

ない。私もそういう都市をいくつか回って話を

聞いてみました。ようやく勇気をもって戻った

人たちも、一番悲しかったのは何かというと、

一人の中年の女性の方に聞きましたら、もとも

とは隣近所のいい付き合いをしていた人たち

が口をきいてくれなかったということなので

す。こういう心理的な抵抗は、非常に根深いも

のがあります。さらに、身内に殺された人がい

たりすると、なかなか帰らない。 
 その中でもなんとか、勇気をもってセルビア

系の人たちが、クロアチア系の人たちが中心と

なったドゥブラーというところに帰りました。

しかし、非常な嫌がらせがあって、ついには殺

害事件にまで至る。私どももそこに小さな事務

所があったのですが、戦争中、事務所が焼き打

ちになったことは一度もなかった。それが戦後

の今年の春、焼き打ちにあってしまった。それ

ほどの激しい憎悪の中で、なんとか和解と住民

の帰還を進めなければならない。そういう仕事

をいま続けています。 
 
難しい帰還者の財産権問題 

 もう一つ大きな問題は、財産の問題です。こ

れは行政的にみますと、一つの国が五つに分か

れてしまいますと、自分の持っている財産を処

分しようと思うと、証明書がつかないわけです。

しかもそれを処分してどこか違うところに行

くと、交換をしたりしなければならない。それ

が５つの各独立国になった国々の間で、さまざ

まな財産権にからんでくる。 
 それから社会主義国だったせいか、アパート

などでも社会保障の下で買ったものなどいろ

いろあってそれの返還もある。そういうものが

非常に複雑です。 
 しかし、この財産問題の処理がないと、自分

の家を処分して、ここなら安全だと思うところ

に移り住むこともできないわけです。その結果

どういうことになっているか。いろいろな人が

いろいろな家を占領しているけれども、どれも

我がスイート・ホームというわけにはいかない。

安全に暮らせると考えられるような家に住み

つくことができないのです。 
 クロアチアでもたくさんのセルビア人が逃

げたわけですけれども、そこに戻ってきたセル

ビア人の年配のご夫婦の家に行って話を聞い

てみると、その方は３軒の家を持っている。帰

って来てみたら、２軒はまったく違うクロアチ

ア系の人たちが住んでいて追い出すことはで
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きない。もう１軒はお店になってしまって、こ

れも追い出すことはできない。３軒の家を持ち

ながら、自分の家をとり戻して住むことができ

ない。つまり３軒の家を持ちながらホームレス

になってしまう。こういう状況が実は方々に見

られる。 
 こういう状況下で、それでも４回、５回と選

挙が実施されるにつれ、多少新しいグループ、

いろいろな新しい政治集団ができてきていま

す。例えば、セルビア人支配地域には 41～2
歳の、実業家だったというセルビア人の首相が

出てきた。そして新しい方向に向かうという様

子はみられる。 
 ですから私ども、戦争中に見たものからする

と、ずっと良くなってはいるのです。しかし、

それでは戦争が終わったからすぐ良くなるか

というと、まだまだ数年はかかるのではないで

しょうか。そういう状況の中で、一体どうやっ

て 180 万人の人たちの安定を達成することが
できるのか。戦争から平和への移行の時期とい

うものの難しさを痛感するわけです。 
 
最も緊急なコソボ地域 

 ユーゴスラビアについて申しますと、非常に

危険な地域が二つある。一つはクロアチア地域

だったダニューブ地域と呼ばれている東スラ

ボニア。そこはクロアチアに戻るのですが、長

い間セルビア人が住んでいた。そこは２年間、

国連の管理下におかれたわけですが、国連が一

応権限をクロアチアに渡して、引きあげた。で

すので、それ自体は成功したのですが、セルビ

ア人たちは非常な嫌がらせなどもあって住み

辛くなって、ヨーロッパ諸国に庇護を求めて行

く。そういう状況が一方であるわけです。 
 もう一つは、皆さんもよく聞いておられるコ

ソボ地域です。コソボ地域というのは、これは

新ユーゴの中の一つの自治州だったのですが、

1989 年にその自治の程度が非常に制限されて、
セルビアがかなり強権政治を敷くようになっ

た。住民の９割がアルバニア系、１割がセルビ

ア系という地域の中でアルバニア系住民の人

たちの自治要求、さらに独立要求が強くなり、

現在では軍事的な衝突が続けられているわけ

です。 
 私どもはそこに92年からオフィスを設けて
います。情勢判断をするためにおりましたし、

さらに、セルビア系の人がクロアチアから 30
何万逃げたときに、一部コソボに来たものです

から、難民の保護の仕事もあったわけです。非

常に激しい内戦の中で、なんとかして被災民の

救出にあたっています。 
 アルバニア系住民も武装勢力が非常に強く

なっている。セルビアから言わせたら「テロリ

スト」、アルバニア系住民から言わせると「正

当な自治を求めての独立運動」。そういう衝突

が続いているわけです。約 17万人がコソボ内
で家を失い、そしてそのうちの少なくとも５万

人ぐらいは山の中に逃げている。バルカンの冬

はわりと早く来るものですから、先週様子を見

て帰ってきた者の話によりますと、せいぜいこ

の先４週間から６週間ぐらいの間に、なんとか

彼らを山から連れ戻さなければならない。そし

て破壊された家の一部屋でもいいから、なんと

か修理し、冬が来る前に帰さなければならない。 
ところが、彼らは帰りたいのですが、帰れば

またセルビアの民兵あるいは軍にやられるの

ではないか、という非常な不安があるわけです。

理想からいえば、ＮＡＴＯ軍あるいは多国籍軍

など、そこに強固なモニターあるいは平和維持

のできる人たちを置いて、彼らの信頼を確保し

て帰れるようにすればいいのですが、なかなか

政治的にそこまでいかない。 
そういう中で、人道帰還である私どもと、赤

十字国際委員会が頑張っているわけですが、と

ても十七万人からの家を失った人たちを帰す

だけの人道援助もできなければ、安全の保障も

できない。ですので、現在一番大きな緊急事態

は、決して人数的には多いわけではないのです

が、コソボだと思います、ヨーロッパの目も集

中している。 
新ユーゴの自治国としてモンテネグロがあ

ります。そこは戦争中もかなり多くのボスニア

の難民を引き受けてくれたのですが、そこに３

万人以上の人がコソボから流れ込んでいる。そ
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れから 14000 人は隣国のアルバニアに流れて
いる。このアルバニアの北部は、治安上極めて

難しいところなのです。そこにも難民がいる。

そういうわけで、ユーゴの状況はコソボをめぐ

って、非常な緊迫をつづけております。 
 
だれがキャンプ内の秩序を守るのか 

 そういう不安定な、国際紛争ではないのです

が国内紛争の激化の中で、また平和の構築の難

しさの中で、そして国際的な政治的な介入のも

どかしさの中で、人道機関である私どもが動い

ている。こういうことが、どの程度、日本で理

解されているか。よく橋本前総理もおっしゃっ

ていました。「どうもユーゴとなると分からな

い。日本の人はみんな分からない。どうしてあ

んなに民族が対決するか分からない。困るの

だ」と。 
 ヨーロッパの歴史はバルカンの歴史でもあ

ります。第一次大戦もバルカンで始まったわけ

です。プレスの方々の関心は十分あると思いま

すけれども、ぜひ、歴史的にも最も戦略的に危

険な地域で、こういう紛争があるということに

関心を持ってもらいたい。日本にとって全く無

関係な問題ではないのだと、ぜひ関心を持って

いただきたいと思います。その中で平和を作る

ことの難しさを知ってほしいと思います。 
 アフリカの大湖地域でも、先ほど申しあげた

ように、難民と民兵等の軍事要員が混在したた

めに、難民キャンプの市民性、それから中立性

ということが批判されました。私もたくさん批

判を受けましたし、苦労もしました。しかし、

いつでも軍事的に立ち上がれるような人たち

と、婦女子とが一緒になっている 100 万人以
上の難民キャンプの法秩序を、一体だれがどう

やって回復するのか。どうやってこれを整理す

るのかということになりますと、入ってきてく

れる平和維持軍もなければ、多国籍軍もない。 
 ですので、ここでも非常に不安定な中で難民

は暮らしましたし、それが当時のザイール（現

コンゴ民主共和国）の内乱にもつながったわけ

です。そしてその結果、新しいカビラ政権がで

きた。ザイールでも、25 万人はなんとか助け

てルワンダに帰したのですが、さらにそれと同

じぐらいの数の人たちが行方不明のままでい

る。 
 そういう中で、再び今コンゴ民主共和国では

いろいろ軍事衝突が出てきている。いったいど

うやったら難民を保護し、そして戦闘員には武

装解除をし、市民生活に戻すための措置がとれ

るのか。こういうことを解決しないと、私の難

民保護の仕事がなかなか進まないものですか

ら、この春３週間、この地域九ヵ国を訪問して、

最後には国際会議まで開いたのです。これがお

そらく、中部アメリカで開かれた唯一の会議だ

と思いますが、カンパラで９ヵ国集まって難民

保護の原則というものを再確認したわけです。

難民が難民を受け入れている国の安全を脅か

すようなことは抑えなければならない。そのた

めにどういう措置をとったらいいか、というこ

とを徹底的に相談した。 
 その結果、難民がもしも武装した人たちと一

緒になったときに、それを仕分けるための警察、

あるいはその地域の平和維持機関、といったも

のを作っていかなければならない。こういう合

意ができまして、国連事務総長がアフリカ問題

についての大きな報告書を出したわけです。今、

そういう制度作りにまい進しています。 
 私にしてみますと、どこかで難民が出てきて、

武装した人たちと一緒になったとき、Ｔシャツ

だけを着ているような私どもの職員が、素手で

軍事要員を排除することはできないわけです。

だれかに来てもらわなければならない。だれが

来て、どういうことをしてもらえるか。つまり

どこに１１０番の電話をかけたらいいのか。こ

ういうことが分かるように、地域あるいは国際

的な制度を作ってほしい。そういうものの必要

性についての広い合意はあるのですが、作り上

げるまでは大変だと思います。けれども、これ

は何とか作っていきたいと、いま一生懸命がん

ばっています。 
 それと同時に、難民キャンプというのは、国

境からある程度離れたところに置いて、安全に

しなければならない。これは難民を守ると同時

に、難民が自分で出てきた国に対して攻撃をす
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るとか、あるいはそういう危険な分子をはらま

ないような措置もしなければならない。そうい

うわけで、私どもは一生懸命、難民の保護の観

点から安全保障ということも考えなければな

らなくなった。 
 
停戦合意後に必要な和解システム 

 ともかく和平が少しでも成立してきたとき

には、一体だれが中心になってこの和平を強化

したらいいのか、こういうことがいま話題にな

っています。それにつれても、和平直後の安定、

そして開発への道のりをつけていく制度が国

際的に極めて弱い、というのが現在認識されて

います。要するにギャップがある。戦争は戦争、

開発は開発。これは結構なのですが、その中間

にあるギャップの時代にどうするか。戦争が国

際的な紛争ならばそこの和平会議できっちり

決まるのですが、現在のような国際紛争の時は

どうしたらいいのか。そして紛争の停戦合意が

できても、それが守られない。そしてまた、停

戦合意が守られない中で、非常に不安定な民族

間の対立があるわけですから。 
 先ほどボスニアの例で申しあげたように、人

と人の心の融和ができない。そういう中で、ど

ういうふうにして今後、不安定な和平を安定し

たものにもっていくか。そういう工夫づくりが、

実は国際的なシステムとして一番求められて

いるのではないかと思います。 
 そのために一番必要なのは、何らかの安全を

確保することだと思います。ＮＡＴＯ軍がどこ

へでも出ていくわけではありません。やはり世

界のいろいろな地域で、その地域の要請に応じ

た平和と、法秩序の確保というものをみる、そ

ういう制度を作っていかなければならない。そ

れは最低限に言えば、各国の警察力の強化から

始まるのかもしれませんが、そういう工夫をし

ていかなければならないと思っています。 
 それからもう一つはやはり難民が帰ったと

きに、難民として国から出なかった人たち―場

合によっては民族が違う場合もあるのですが

―そういう人たちとの和解の推進をどうやっ

たらいいのだろうか。これも大きな問題になっ

ています。家を建てるとか、電気などの公共事

業の回復を行い、民族を超えた和解システムの

創設というものの工夫がもっと必要ではない

か。 
 そこで私どもが一つの試みとして、ボスニア

でもルワンダでもやっているのは、女性を中心

としたさまざまなグループの出会いの場を作

るということです。その出会いの場を通して訓

練し、そして新しい社会作りの中心の勢力とし

ての女性に期待をかけている。ボスニア女性イ

ニシアティブと言われているのですが、前軍人

だったような女性も入っていまして、そこでい

ろいろな職業訓練をやっています。 
 この新しい再教育はルワンダでもやってい

ます。ルワンダで女性の訓練センターを支援し

て作りましたが、そこにはフツ族もツチ族も、

いろいろな人が来る。その中で新しい社会作り

をしよう、ということです。 
 ですから、住宅の修復はとても大事なことに

なるわけです。家がなければ人は帰ってこない。

家が戻ってこないで、だれかが他人の家を占領

していたら、これはまた対立のもとになる。で

すから、粗末でもいいのです。 
 私はいつも「戦争後に、日本は自分で自分た

ちの家を直したのですよ」と申しますが、とも

かく、ちゃんと自分の権利のあるところに、粗

末でもいいから泊まれるところを作る。そうい

うことも紛争の一つの防止になるのではない

か。 
 ですので、いま新しい不安定な和平の中で難

民問題をどうして解決するか。その解決を通し

てどうやって和平を創設するか。そういうこと

でいろいろな工夫をしています。 
 
復興から開発の時代にも資金協力を 

 最後に一つ申しあげたいのは、こういう時点

になりますと、国際的な資金協力がきわめて弱

くなるのです。緊急援助の時代、たくさんの難

民が国を逃れて、そしてテレビで悲惨な状況が

映されますと、国民からの任意の拠出というも

のも非常に多くなります。それも受けて、各国

政府からの拠出も非常に多くなる。 
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 しかし、不安定な和平の時代になってきます

と、仕事は地味だ、時間もかかる、そしてその

必要性が十分に認識されない、というようなこ

ともあって、非常に資金的に苦労する。したが

って、今もう一つ課題として取り組んでいるの

は、緊急事態から復興と開発に向かう、その中

間期における資金の確保というものの、新しい

システム作りです。資金のための新しいシステ

ム作りも考えてみます。 
 和平を作るというものはいかに難しいか、し

かも、はっきりしない国内紛争、はっきりしな

い和平の中で人道援助機関の役割というもの

はかなりあるのではないか。そういうようなこ

とを、今日はお話したかったわけです。 
 

質 疑 応 答 

 
▼国連軍の設置 

春名幹男（代表質問・企画委員 共同）緒方さ

んもおっしゃいましたけれども、今の情勢とい

うのは、冷戦後の紛争に対して、国連の平和維

持機能がうまく機能していない。つまり、ＰＫ

Ｏのシステムが混迷している。そのために、国

連難民高等弁務官事務所も大変な苦労をされ

ている。これについて、例えば国連軍の設置と

いう、昔からの命題がありますけれども、その

点についてはどうお考えでしょうか。 

 
緒方 国連のＰＫＯは92年ごろから非常に増
えまして、大きな期待があったわけですが、紛

争そのものが多様化してきますと、必ずしも国

連のＰＫＯを設置して、人員、財政的にも、非

常に高価なものを展開するということに対し

て議論が出てくる。特にソマリアで、またユー

ゴでもその問題が出たわけです。 
 これは国連の問題でもあるけれども、加盟国

の問題でもあります。加盟国が、どこまで共同

してことにあたるのか。ソマリアではアメリカ

が非常に苦汁を味わったということもあって、

ＰＫＯ参加に対して逡巡した。そういう中で、

紛争の性格が変わる。それに対する国際的な対

応というものにも疑問が出てくる。そういうこ

とになってきて、国連が、ルワンダでも十分役

割を果たせなかった。 
 それでは、どういう形の平和維持が一番適当

なのか、現実的なのか、ということについての

問題が出てくる。国連軍の設置、これが存在し

ていたら、ルワンダで大量虐殺が出たときに、

それを防止することができたのではないか、と

いうことを当時のコマンダーだったカナダの

司令官が申しています。 
 私は、国連軍が出動するのは相当激しい状況、

国際的にも、規模のうえでも、極度に緊迫した

事態ではないかと思うのです。いろいろなレベ

ルに対応できる、いろいろな形のものの方がよ

り現実的ではないだろうかと考えています。 
 国連軍ができれば、ある種の紛争に対しては

有効だと思います。けれども、それができたか

らといって、いま私どもが直面している多くの

問題が解決するとは思っていません。 
 
▼北朝鮮の食糧難民 

春名 北朝鮮からの難民流出の問題です。年間

数万人単位で脱出しているといわれ、食糧難民

といわれたりもしていますが、こういう人たち

に対するＵＮＨＣＲの認識、またはその対応の

仕方についておうかがいしたい。特に中国の吉

林省周辺に、北朝鮮の難民がたくさんいるわけ

ですけれども、その人たちへの支援についてど

うお考えですか。 
 
緒方 北朝鮮のあり方というものが、東アジア

において最も危険なものとして注目されてい

ることは、私も十分認識しています。北朝鮮に

おける食糧難については国連機関の中の世界

食糧計画（ＷＦＰ）が非常に大規模な食糧援助

をしています。これは北朝鮮から食糧を求めて

大量難民が流出することを防止する策として、

私どもとしては積極的に支援しています。ただ、

食糧を求める人の数が、おっしゃるような規模

かどうかということは分かりません。 
 北朝鮮で何かことが起これば、当然難民が流

出するということは想定しています。私どもは

グローバルな機関ですから、世界のどこでも大
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量難民が流出したときには、それに対応する準

備も訓練も行っています。 
 北朝鮮の場合はどこに出るのか。今のご質問

では中国にたくさん出ている。朝鮮民族は中国

にたくさんいるわけですから、その中に、どの

ぐらい難民というような人たちは混じってい

るのか。これはやはり中国との協力なしには、

はっきり状況も分からないことです。中国が緊

急事態に備えて準備する場合には、そのための

協力、あるいは訓練にお役に立てるようにと考

えています。そのような訓練を、中国が行って

いるとは聞いていませんが、韓国においては難

民、あるいは緊急事態に対するさまざまな訓練

について一応私どもも協力できるようにして

います。 
 ですから、ことがあって難民が出た場合には、

要請があれば十分に対応する用意がある。個々

の庇護希望者について個々に対応しなければ

ならない場合は、それぞれどういう状況にある

のか。日本にも何人かの方はおられるわけです

が、その審査そして保護の必要な人に対しては、

十分な措置をとる用意はあります。 
 “食糧難民”という言葉は、非常にあいまい

だと思います。難民というのは、やはり政治的

な理由で流出する人で、食糧難民の防止は、食

糧援助で解決できるわけです。私が先ほどから

申しあげているようなケースは、これは食糧に

よって多少緩和できるかもしれませんが、本質

は政治的な対立であり、紛争なわけです。です

から、食糧を求めて人が出た場合は、食糧を与

えることによって解決する。したがって、食糧

難民という言葉は、私どもは通常使っていませ

ん。 
 
▼旧ザイール問題 

春名 アフリカ植民地支配の負の遺産という

ものが、内戦の紛争をかなり激しいものにして

いる。特に旧ザイールでは、ツチ族とフツ族の

反目は、根をたどれば植民地支配にある。この

ようなケースでは、旧宗主国に対して、ＵＮＨ

ＣＲはどのようなアプローチをされているの

でしょうか。 

 
緒方 植民地主義の負の問題は、当然あります。

しかし、植民地から独立したあとの統治にも、

問題はもちろんあるわけです。 
 旧ザイールは多民族国家です。ツチ族とフツ

族の対立というものが、この国全体の大きなは

ずみになったのは、ルワンダ難民の問題が起こ

ってからなのです。ツチ族とフツ族の対立が一

番大きな原因になっているのは政治的な問題

とからんでいるのですけれども、それはむしろ

ルワンダ、ブルンジであって、旧ザイールはも

っと多くの民族の国です。 
 そのとき、そのとき、いろいろな形で旧植民

地諸国、あるいは特定の植民地支配に反対した

国々、そういう外的な要因が、旧ザイールのさ

まざまな政治に影響を与えてきたのは事実で

す。冷戦中にはこの国を利用して冷戦を戦う、

というようなこともありました。そのうえもの

すごく資源のある国ですから、その資源の獲得

という面からも、大きな問題になっているので

す。 
 今は、周辺の国々の間の、民族だけではない、

いろいろな政治的な対立が影響を及ぼしてい

ます。反乱軍―これは主としてツチ族が中心に

なっていましたけれども―それに対抗して周

辺の国、特にアンゴラとジンバブエが介入して、

これが今カビラ政権の勢いを強めている。そう

いう非常に危険な状態だと思います。植民地支

配は、当然いろいろな影響を残しています。け

れども、それだけではない問題がたくさん加わ

ってきているというのが現状です。 
 
▼日本の難民受け入れ 
春名 ひるがえって日本を見ますと、時には難

民鎖国と呼ばれたりして、難民、亡命者の受け

入れに最も消極的な国です。こうした日本政府

の方針が改められるようお望みでしょうか。 
 
緒方 難民の受け入れ、特に政治亡命者の問題

については、かなりの歴史があるのです。20
世紀の初めに中国からの政治亡命者がずいぶ

んありましたし、ロシア革命で日本に来た人た
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ちもあった。ただ、政治亡命者の大量の受け入

れについては、常に国内においてさまざまな政

治的な問題が起こったために、日本は慎重にな

らざるを得なかった。 
 こういう歴史とは別に、戦後はかなり内向き

の国になったわけです。国際政治に巻き込まれ

るというのは、戦争につながって危ない、とい

う平和主義の思想もありまして、難民の受け入

れにも非常に慎重だった。それを大きく変えた

のが、インドシナ難民への対応だったと思いま

す。一応、インドシナ難民につきましては、約

１万人の定住を認めた。 
 それと同時に、日本は難民条約の加盟国にな

りまして、個々に難民としての迫害を受け、庇

護を求める人たちを審査する、条約上の任務を

負うことになったわけです。ただ、インドシナ

難民以外の難民についてが、審査にも非常に時

間がかかりましたし、さまざまな法的な対応も、

どちらかと言えば、限定的な色彩が強かった。

こういうことから、一昨年、あるいは昨年は、

条約難民の受け入れというものはきわめて数

が少なくて、確か１名ずつにすぎなかった。 
 こういうような状況から、条約難民の扱いに

ついても、もっと透明度の高い、国際的な水準

を考えながら、ぜひやっていただきたいという

ことを、いろいろな形で日本政府に対して申し

まして、今年は、今までに、４件・８名が受け

入れられたわけです。 
 昨日、中村法務大臣にお目にかかった際にも

このことについて話しました。大臣も「日本国

民というのは、どちらかというと内向きの人た

ちであるし、また難民だけではなく、外から来

るいろいろな影響について、心配をする人たち

ではあるけれども、なんとか国際的な水準に向

かって受け入れを進めたい」と言っておられま

した。 
 そこで、これからもそういう方向に向かって、

日本の難民審査というものが進み、迫害を受け、

あるいは本当に紛争その他で自国に帰れない

で、日本に庇護を求める人に対しては、公平な、

しかも透明度の高い形での対応をとっていた

だきたい。こういうふうに申しあげ、そのよう

になることを希望もしています。 
 
▼再選に向けて 
春名 緒方高等弁務官は、これまで「女性とし

ての」という形容詞がついて、その記録をどん

どん更新されております。しかも前の国連事務

総長の任期切れのときも、次の事務総長に緒方

さんをどうかとか、あるいは今の副事務総長制

がしかれたときにも、緒方さんのお名前が出ま

した。我々がしつこく詮索して、大変ご迷惑を

おかけしているのではないかと思うのですが、

それだけ非常に期待も高いわけです。三期目も

やってほしいという声もありますし、あるいは、

国際的な３Ｋの仕事はもうこの辺でやめて日

本の方で貢献していただいたらどうか、という

お話もあるわけですけれども、これからの抱負

をお聞きしたいと思います。 
緒方 いろいろな形でマスコミの方々が推薦

してくださっているようで、ありがとうござい

ます。まずそのお礼を申しあげます。最初の一

期目は前任者の残任期間だったもので３年ほ

どでした。二期目が年末で終わりますものです

から、そしたらゆっくり本でも書きたいな、と

いうことは考えておりました。けれども、いろ

いろな加盟国の方々が「もう少しやったらどう

か」というようなことを言ってくださるもので

すから、もうちょっとやってみるかな、という

ことです。こういう仕事ですから、やりかけの

ことが終わることはないと思うのですが。一番

いいのは、こういう仕事がなくなることなので

すが、そこまでに届くには時間がかかると思い

ます。 
 したがって、アフリカの国々がこぞって続け

てくれ、というようなことを言ってくださるし、

ヨーロッパやアメリカや、日本ももちろんそう

いうふうに言ってくださる。それならもう少し

頑張らなければいけないかな、というようなこ

とを考えています。その先のことまでは考えて

いません。 
 
▼人道機関職員の安全 
春名 これまで、ＵＮＨＣＲは確か二度ノーベ
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ル平和賞をもらっていると思うのですが、ぜひ

もう一度、ノーベル平和賞を授与されてもいい

のではないかと、私は個人的に思っているので

すが、いかがでしょう。 
 
緒方 ありがとうございます。先ほど申しあげ

なかったのですが、今のような紛争地帯で、人

道援助機関が働かされますと、職員が非常に危

険な目にあうわけです。これが一番気になると

ころで、軍人が出られないようなところに、民

間人の私どもの職員が行って働いていかなけ

ればならない。これを何とかしなければならな

いということで、国連の中でも、ずいぶん職員

の安全を強化するための措置を検討していま

す。これは条約上の問題もありますし、国際刑

事裁判所でのいろいろな責任の議論になりま

したときも、人道機関の仕事に対し攻撃したり

する人たちも国際刑事裁判の対象にしてほし

い、というようなことも申しております。 
 昨日、スイス航空の事故で亡くなりましたＵ

ＮＨＣＲ職員も、実は小さな小型機で毎日のよ

うに、ザイール、ルワンダ、ブルンジだと飛び

回っていたのです。私も今年の春に三週間、一

緒に旅行しました。小さなセスナ機でそういう

危険なところを方々飛んでいたのですが、それ

が最も安全といわれているスイス航空で、ああ

いう事故にあうということを考えますと、人間

の命の難しさ、完全な安全を保証するというこ

との難しさを、本当に痛感するわけです。 
 ただ何といっても始終動いていなければな

らない。これが私どもの、おそらく危険の基本

的なものなのではないか。そういう中で、多少

でも安全を強化するために訓練をしておりま

す。最前線に行かない上官、机の上で仕事をし

ている上官の人たちにも安全に対する認識の

ための訓練をしています。それからいろいろな

器具を与え、どこにだれがいるかということを、

コミュニケーションの器具というのは身を守

るために最も必要なものですから、そういうも

のについてもかなりお金をかけて、十分に彼ら

をカバーする。 
 そしてもう一つは、十分休養をとらせること

です。休養をとらないで走り回っていると、や

はり不用意になり、ケガをすることになるわけ

ですから。 
 いま一人、北オセチアで８ヵ月間人質になっ

ている職員がおります。これはロシアのチェチ

ェンあたりにおります。人質を捕らえてお金を

要求するという、非常に望ましくないような国

際マフィアもまた、私どもの人道活動を妨害す

る。そういう中で職員は働いていかなければな

らない。 
 そういうわけで、なんとかもう少し職員の安

全を確保できないかと苦慮しています。それか

らやはり、こういう仕事に対する尊敬とか認識

というものも、今まで以上に広めていかなけれ

ばならないと考えています。 
 
▼日本の民間募金 
春名 最後に質問用紙に「質問ではなく司会者

への提案です」と書いてあるのですが、緒方さ

んのファンがいらっしゃるようで、「この席で

カンパをしてはいかがでしょうか」という提案

がありました。もしそういうご趣旨のある方が

みえましたら、のちほど直接に提案されたらど

うかと思います。 
 
緒方 一言あらかじめお礼を申しあげますと、

民間募金の額では、日本が世界で一番大きいの

です。実は今日、政府の方からも、本年度分の

残り 4400万ドルの拠出の表明をいただきまし
て、総額で１億ドル日本から頂戴することにな

ります。 
 これは今のように非常に財政が厳しい状態

では、前線で仕事をしている者は「ああ 100
万ドルきたか。これでここまで仕事はできるけ

れども、そのあとはできないのではないか」と。

こういう不安がいま非常に広まっているもの

ですから、今回の日本政府からの拠出表明は非

常にありがたいと思っています。 
 その上に、民間募金の規模では日本が一番大

きいのです。これは特に、私も日本人として、

ほかの国でいろいろなお話をするときに誇り

をもって紹介しております。このお金をいただ
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くということは、一つのコミットメントなんだ。

私たちの仕事に同調し、そして何とか、自分は

前線に行かなくてもやはり支援しているのだ

と表明することは、非常に大事なものだと考え

ております。募金は、私どもの日本・韓国地域

事務所でも受け付けております。 
 お願いしたいのは、難民のイメージについて

です。難民は、危険なもの、ダメなもの、どう

して国を捨てて行ってしまうのか･･･。そうい

うイメージではなく、その背景にある問題につ

いての認識をもって、そして人間としてのソリ

ダリティー(団結)をどうやって作っていった
らいいかを考える。そういうイメージチェンジ

の工夫が必要な時代に入ってきていることを

留意してもらえればと思っています。 
 
▼アフリカ開発会議 
村上博人（共同ＯＢ）10 月だと思いますが、
アフリカ開発会議（TICAD２）が東京で開催
されます。お話を聞いていて、開発は開発、紛

争は紛争というような準備状況をみています

と、５年ぶりにやるのにもう少し違うアプロー

チがあるのかなという感じがするわけです。 
 ずっと問題提起をしてきて、幼児死亡率の低

下を何％にするとか、そういう個別の国に対す

る対応というところまではいっているのです

が、紛争の部分に関しては、専任大使として青

木さんを任命したけれども、今はケニアに大使

として出て行ってる。つまり日本は、開発は開

発という部分で五年間やってきたから、今年ま

た会議をやって、何とか対応しようとしている

のですが、紛争という部分について緒方さんの

ご経験をこの会議に反映させるようなものを

具体的に何かお持ちではないかと思って、それ

をうかがいたいと思います。 
 
緒方 実は私、その会議に出席することにしま

した。それは「紛争の防止と解決」という部会

で、ぜひ話してほしいと要請があったからです。

先ほどからお話してきたような、紛争の防止と

解決というものの中で開発を始める。そういう

政策の提言をさせていただくならうかがいま

すということを申しあげたわけです。 
 アフリカを考えましたときに、紛争のない国

というのは本当に少ないのです。ですので、紛

争をどうやって防止するのか。紛争の解決の中

に、どれだけ開発を入れていくのか。そのへん

について、これから一生懸命考えて、いい問題

提起をさせていただきたいと思っています。 
 
▼国際刑事裁判所 
花井喜六（中日ＯＢ）先ほどもすでにお触れに

なっていますが、今度国際刑事裁判所（ＩＣＣ）

の設立案が採択されました。これによって難民

に対する暴虐の発生を大きく減らせるとお考

えでしょうか。それから、この設立条約の作成

過程で、非常にいろいろな意見が出て、修正さ

れており、アメリカはこれに加わらないことに

なったのですが、この条約が実際に運用される

に至った場合のご希望は何かおありでしょう

か。 
 
緒方 私どもとしてはこれに期待はかけてお

ります。ただ、どこの国にも裁判所があって、

警察があって、それで犯罪がないかというと、

そうはいかないわけです。ルワンダでも旧ユー

ゴでも戦争犯罪裁判所はありますけれども、そ

の存在によって問題が起こらないわけではな

い。ただ、どんな悪いことをしても罰せられな

い、という状況は早く直してほしい。やはり正

義というものを確立する。正義に向かっての教

育、そしてそのためのいろいろな準備のほうが

もっと大事な問題なのではないか。 
 例えば今日は触れませんでしたが、和平の過

程で、私どもは物質的な住居だとか、インフラ

だとか、そういうことに注目はしておりますが、

実は司法制度の確立ということも非常に大事

なのです。時間はかかります。けれども、司法

制度の確立がなければ和平というものは成立

しない。そういう現状から考えて、国際刑事裁

判所の設立に期待はしておりますが、じゃあ明

日から効果が上がる、というほどナイーブでは

ないということになるのではないでしょうか。 
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▼日本のＮＧＯ 
増子義孝（朝日ＯＢ）ＮＧＯの役割についてう

かがいたい。日本のＮＧＯと欧米のＮＧＯを比

較しますと、特に難民救援などについては雲泥

の差があると思います。出掛けてはみたけれど

も役に立たなかった、というような話も聞くわ

けです。非常事態に際し、あるいは平和時の移

行期に、日本のＮＧＯが本当に役に立つものに

なるためには、どういうことを目指したらいい

のか。 
 それから、日本では緊急救援などと申します

と、医者とか看護婦の活躍がクローズアップさ

れるわけですが、聞くところによりますと、本

当に求められている分野というのはもっと幅

広いものがある。その点についてもどういう分

野を目指したらいいのか教えてください。 
 
緒方 1979 年のカンボジアの難民流出のとき
に、タイ・カンボジア国境に行きました。その

ころは日本のＮＧＯの参加はゼロに近かった

わけです。そのころから考えますと、ずいぶん

育ってきたと思うのですが、今の質問のように、

欧米と比べたらどうかというと、それはやはり

まだまだひ弱だというふうに思います。これは

数の上においても、経験の上においても、まだ

まだ非常に小規模だろうということです。 
 この違いはどこからきているかについてで

すが、一つには、欧米の大きいＮＧＯは一つの

事業体になっているためです。これは専従者も

おいていますし、そしてかなりそこで専門的に

働く人たち、ある程度の手当も受けて、何年間

か働く。かなり専門性をもった人たちの集団に

なっている。国がお金を出している場合もあり

ますし、それから民間でお金を出していること

もありますが、かなり大規模です。私どもとし

ては実は現地のＮＧＯをもっと育てたいとい

う希望はもっていますが、大規模なところに任

せておくと、いろいろなことを大体やってもら

えるものですから、ついそういう大規模なとこ

ろに任せてしまう傾向があるのです。 
 もう一つは、私のオフィスでも400 件以上
の事業をＮＧＯと契約を結んでやっています

が、公金をいただいてＮＧＯに委託した場合に

は、きちんとした報告をしていただかなければ

ならない。そういう面でマネージメントの力も

つけていただかないと、国際的に働くためには

十分ではない。 
 実は私どもも、ＮＧＯの訓練のプログラムを

東京でもいろいろやっておりますが、マネジメ

ントの力を十分に持ったＮＧＯというものが、

なかなか育ってきていない。いろいろな形でこ

れからもこの分野での支援をさせていただき

たいと思います。 
医療なら医療、もちろん公衆衛生とかいろい

ろな分野がありますが、マネージメントという

ことがどの分野でも必要です。全体的にどうい

う能力が必要かというときに、あるグループが

ある仕事をマネージする、そういう運営の力と

いうものもつけていただくことではないでし

ょうか。 
緊急の場合は、やはり即応能力がないとだめ

です。高等弁務官になりましたときに、イラク

難民の流出があって、170万人が流出した。そ
のときに、実は 10万人ぐらいの用意しかなか
ったわけです。非常に厳しい批判を受けまして、

私も大変苦労しました。その結果、緊急対応専

門家制度というものを作りました。この専門家

が出動するためのいろいろな機材、例えばジー

プのようなものにコンピューターからコピー

機から、あらゆるコミュニケーションの器具を

一つずつパックにして搭載し、すぐに行動でき

るようにする。それで、どこの国へ行っても対

応できるように、絶えずそういう用意をしてお

く。 
それから備蓄も世界の中でいくつかの場所

でやっている。今度は日本でもそういう備蓄に

ついての協力を得るようです。それからお金も

緊急のときに、すぐ出せるよう用意する。 
そういうようにいろいろな分野での用意を

しなければなりません。それからその専門家の

ほかにロスターを作っておいて、何人かの職員

は、ほかの仕事を普通はやっているのですけれ

ども、呼び出されたら早くその仕事をほかの人

に一時預けて出て行く。こういう制度を作った
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おかげで、国連の中ではおそらく緊急対応が一

番進んだのだろうと思うのです。そういうもの

を、多少でも日本の中で、取り入れていただく

ということも、私は役に立つ一つではないかと

思います。 
昨年、一昨年あたりは、そういうロスターに

登録している人たちが呼び出されたのは 20％
ぐらいだったのですが、今年はいろいろなとこ

ろで問題が起こっておりまして、65％にもな
っています。それほど不安定な状況が多いとい

うことです。 
春にインドネシアで非常な不安が起こりま

して、インドネシアから華僑の人たちが出るの

ではないか、というような状況が伝わったとき

に、この緊急体制の専門家をこの地域に派遣し

ました。これには東南アジアの国々から強い関

心があり、「どのような訓練をしたらいいのか。

私どものところでも訓練してほしい」という申

し出がありました。 
東南アジアにどういう人が住み、どういう物

資がどこで購入できるか。そして、人が出ると

したらどういうルートを取るか、ということに

ついての専門知識というものも持っていない

と対応できない。緊急事態に対応するというの

は、そういう情報を総合で収集することだろう

と思うのです。 
 
▼人道機関への拠出金 
尾崎美千生（毎日ＯＢ）先ほど拠出金のお話を

されましたが、日本では、これから来年の予算

編成が本格化してきます。こういう財政事情で

すので、昨年もそうでしたけれども、国連の関

連機関に対する大変な厳しい査定が予想され

るわけです。昨年ＵＮＨＣＲは、一時は 39％
カットというようなこともありましたが、結果

的には前年度並ということになりました。 
 今年は一層厳しい査定が予想されますけれ

ども、日本政府に対する働きかけというものを

何かお考えになっているか。特に、同じような

人道援助をやっているユニセフとか国連人口

基金と一緒に何かアクションを起こされると

いうようなことをお考えかどうかお聞きした

いと思います。 
 
緒方 昨年はＯＤＡを一括10％カットでした。
分担金は義務ですから、そうでない任意拠出の

ところに非常に大きなしわ寄せがくる。予想し

なかっただけに、大変驚きましたと同時に、ユ

ニセフその他の国連機関とも共同しまして、い

ろいろな働きかけをし、一応前年度並みに近い

ものをつけていただいたわけです。今年は、そ

ういうことでこの時期に日本に来たわけです。 
 今年は、一応前年度並みで概算要求はお出し

になったようですので、昨年ほどの乱気流には

巻き込まれなくて済むのでないかと思ってい

ます。やはり、任意拠出でまかなわれている事

業をしなければ、国連の存在意義というのは、

各国加盟国に対して十分果たせないのだと思

うのです。このような事業というのは、必要な

経費の額が、はっきり予想できない部分がある

だけに、予算を組むのは非常に難しいのです。

けれども、そういうことに対応するのが国連側

の任務でもありますし、そういうことをさせる

のが加盟国の仕事だろうと考えています。 
 ただ机の仕事をしているだけだったら、国連

の、私どものような活動機関の存在意義はない

わけです。私どもが世界中で体を張って仕事を

しているのは、国連全加盟国、あるいは国では

なく、全世界の人々に対する義務だろうと思っ

ております。人道援助について、これはどんな

国でも国益の部分と、国益の延長という認識は

あるのではないでしょうか。 
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