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はじめに 

 私たちは「いかにしたら国連は機能するか」を考えるにあたって、国連全体の機能や専

門機関を調べた。さらには、先日のイラク戦争において、アメリカとイギリスの行動を止

めることが出来なかった安全保障理事会の問題点を調べた。そこから浮かび上がってきた

安全保障理事会の一票の格差や拒否権問題、ログローリング問題について考えていきたい

と思う。 

 そこから、国連や安全保障理事会は、どのようにしたら正常に機能するのか、実現可能

性を考え、国連・安全保障理事会の改革は可能なのかを考えてみた。また、専門機関の活

用方法についても検討してみる。 

 

 

 

 

 

 

 

国連はどうあるべきか （価値基準明示） 

 私たちは、国連とは世界平和と各国協調を目指すことを目的とした国際機関であると考

えた。ここでいう世界平和とは、国連のシステムがしっかりと働くように、各国が自国だ

けでなく、世界全体を安全に維持するために協力して運営していくための国際機関だと私

たちは考えている。つまり、私たちの考える世界平和とは、各国がすべて同じ経済規模に

なることや、病気根絶などのことではなく、国連によって世界がうまく運営されることで

ある。そのために、国連は民主主義的に運営されるべきだ。 
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１．現状認識 

 

（1）国連の歴史 

第二次世界大戦のとき、アメリカとイギリスを中心に国際連盟に代わる新しい国際機構

をつくる構想は、具体化されていった。アメリカとイギリスの首脳は、1941 年に大西洋憲

章を発表し、新しい国際機構をつくる構想を明らかにしていた。  

 第一次世界大戦の体験をもとにつくられた国際連盟だったが、第二次世界大戦の勃発を

防ぐことはできなかった。そのため、国際機構に世界の平和と安全に関する役割を担わせ

る構想が否定されても、意外ではなかったとも思われる。しかし、国連の創始者たちは、

そのようには考えなかった。彼らが考えたことは、国際連盟の失敗を教訓にして、世界の

平和と安全に対して責任をもって対処する国際機構をつくるということであった。彼らは、

国際連盟の失敗は、世界の平和と安全を脅かす者が現れたとき、これを制裁するような対

処方法を用意していなかったことにあると考えた。そこで彼らの主な関心は、世界の平和

と安全を担当する機関（後に安全保障理事会）の機能をいかに実効的に作用するかにおか

れた。 

  

(2)国連の機関・活動 

世界の平和と経済・社会の発展のために協力することを誓った独立国が集まって出来た

機関が国際連合である。紛争が多発する世界において、国家間の即座の協議を可能にし、

長期的問題についての話合いの場を提供している。また、国連は環境、薬物などの主要な

地球的問題に関する行動の媒介となり、このような問題に対処する国際協力の動員のため

の 良のメカニズムを提供している。国連ファミリーは、経済の構築と金融市場の安定化、

病気の根絶、食料増産を助けている。また、子供、難民、避難民、少数者、先住民、障害

者など、社会的弱者集団を保護し、食糧援助を配給し、災害への対応も行っている。また、

航空安全基準から人権に至るまで、地球的に相互作用を及ぼす死活的領域において、技術

的・法的基準を設定するための機構を提供している。国連は以下の機関から構成されてい

る。 

 

① 国連本体 

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、事務局の 6

つの主要機関からなる。ニューヨークの国連本部を拠点としている。（国際司法裁判所の

みオランダのハーグ） 

② 国連の計画・基金 

開発、人道援助、人権のための活動を行っている。国連児童基金（UNICEF）、国連開発

基金（UNDP）、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）などがある。 
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③ 国連の専門機関 

保健、農業、国際航空、気象など、さまざまな分野で活動している（下記リスト参照）。

特別な協定を通じて、国連との活動を調整しているが、独立の自治組織である。 

 

国連、その計画・基金、専門機関は「国連システム」を形成。 

 

表 1.国連の専門機関 

 

国連専門機関 

国際労働機関（ILO） 万国郵便連合（UPU） 

国連食糧農業機関（FAO） 国際電気通信連合（ITU） 

国連教育科学文化機関（UNESCO） 世界気象機関（WMO） 

世界保健機関（WHO） 国際海事機関（IMO） 

世界銀行グループ 世界知的所有権機関（WIPO） 

国際通貨基金（IMF） 国際農業開発基金（IFAD） 

国際民間航空機関（ICAO） 国連工業開発機関（UNIDO） 

国際原子力機関（IAEA）（国連傘下の自治機関） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     （出典：国連とは何か） 
http://www.unic.or.jp/know/image01.htm 

 

国連とその期間は多くの形で、私たちの生活に影響する幅広い責務を遂行している。紛

争に対応して平和維持軍を派遣する安全保障理事会の決定、航空の安全基準の設定、自然

災害の犠牲者に対する援助物資の緊急輸送、エイズ対応策の調整、国々における自由で公

正な選挙の実施援助、貧困国のインフラ整備に対する低利融資など、多岐にわたる。つま

り、国連の活動とは、すべての人々のために機会と正義を強化し、より健康的で安定した

世界を作り上げることであるといえる。 

 

（3）安全保障理事会 

 安全保障理事会は、世界平和を守る主役として設置された。総会が世界的な問題を何で

も討議できるのに対して、安全保障理事会は、平和と安全保障の問題だけを取り扱う。国
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連の全加盟国は、安全保障理事会の決定を承認し、これを実施することに同意している。 

 安全保障理事会は、１５の理事国からなっている。そのうち、中国、フランス、ロシア

連邦、英国および米国の５ヶ国は常任理事国という。残りの 10 個の理事国を非常任理事国

と呼び、非常任理事国は、地理的代表の原則に基づいて、総会が 2年の任期で選ぶ。 

 総会と違って、安全保障理事会は定期会合を開かない。しかし、その代わりにいつでも

短期間で招集することができる。国連の加盟国であるかどうかに関係なく、いかなる国も、

紛争や平和への脅威について、安全保障理事会の注意を促すことができる。 

かつて国際連盟理事会では全会一致制度が採用され、全理事国が事実上の拒否権を持つ

ために有効な決定の成立が困難だった。そこで安全保障理事会では細かな事項に関して大

国の一致なく決定できる多数決制度を採用し、その一方で国際平和と安全の維持に関して

主要な責任を負う安全保障理事会における大国の連帯が不可欠との理由から、拒否権を 5

常任理事国に限って与えるものとした。拒否権とは、9ヶ国の理事国が賛成の投票をしなけ

ればならないが、5つの常任理事国のうち 1ヶ国でも反対票を投じた場合、決議は通過しな

い権限である。すなわち、常任理事国には、反対票を投じることで、単独で理事会の決定

を妨げうる特別の権限が与えられていることになる。しかし、国際紛争において当事国で

ある場合、平和的解決に関する表決には棄権しなければならない。 

 
(4) 専門機関 
 
専門機関とは、国連の機能を果たすために設けられた機関である。その機関数は約 15 個

あり、貿易や金融、保健、人権擁護など、幅広く役割分担されている。すべての機関での

投票権は一国 1 票であり、安全保障理事会のように 1 票の格差はない。専門機関は、多く

の分野で成功を収めているがどのように機能しているかを調べてみた。 
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2.  問題点 

 
（1）国連の機能不全

湾岸戦争の際にイラクが受諾した停戦決議（国連決議 687）においては、イラクは大量破

壊兵器を所有しないことが義務づけられていた。この達成を確認する手段として、国連は

武器査察団をイラクに送り、兵器の保有状況、製造設備などを調査する。だが、イラク側

は必ずしも協力的ではなく、工場の偽装が明らかになったケースや、兵器は破棄されたが

その記録など証拠となる手がかりが一切残っていないと主張するケース、一部施設への立

ち入り拒否、など様々な形での遅延、妨害があった。このイラクの武装解除の進展の遅さ

に業を煮やしたブッシュ政権が、イギリスなどとともに、「イラクの自由作戦」と命名した

作戦に則って 2003 年 3 月 19 日(アメリカ時間)、空爆を開始した。フランス、ロシア、中

国など反対を表明し、国連の武器査察団による査察を継続すべきとする声もあったが、そ

れを押し切った形での開戦であった。 
国際社会は、イラクのこれまでの行為を是としていない。大量破壊兵器の破棄に向けた

国連の十七もの決議に、誠意をもって対応してこなかったイラクに非があると、国際社会

も批判してきた。それでもまだ、イラクに誠意を実行させるための時間を与える寛容さは

あった。それは、前世紀に戦争が 悪の解決手段であることを、多くの国が学んだからだ。

だからこそ、戦争回避に、ぎりぎりまで模索した。しかしながら、「攻撃」に突き進む米英

などには、この努力は伝わらなかった。民主主義のルールが国連で通じなかった。ギリシ

ャ時代に語源を発する民主主義は、いくつもの時代を経て成熟してきた。近世の民主主義

は基本的人権、自由権、平等権などからなり、多数決の原理も法治主義も、この民主主義

の範疇だ。  
 イラク国民の基本的人権、自由権、平等権を危惧するという米英は、多数決の原理を踏

みにじった。そして、法治主義の点からも疑問を残した。「過去の決議」を法的な根拠とは

している。だが、米英は「新たな決議」を得るため、安全保障理事会の中間派説得に駆け

ずり回っていたことからも、「過去の決議」が十分な根拠でないことは明らかだ。国際協調

のルールにのっとったものとは言いがたい戦争を看過すべきではない。これでは武力ある

国が、世界の正義だということになりかねない。 
米国の国連無視への批判が多いが、十年以上もの間イラクに対して制裁を加えたにもかか

わらず、米国による軍事制裁を招いてしまったという、国連の、しいては安全保障理事会

の無力さこそが も責められるべきである。米国が国連を無視しているから悪いのではな

い。強大な武力を持つ国が国際協調を拒み、一気に戦争への道を突き進み国連を無視する

ことが許されるという、そのような脆弱な体制しか築くことができなかったことが問題な

のである。 
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（２）拒否権の問題 
安全保障理事会において、常任理事国は拒否権という特殊な特権を持っている。これを

投じた場合、実質事項に関する決定は否決されてしまうことは先に述べた。つまり、その

決議がたとえ 14 対 1 であってもその決議は否決されてしまうという、常任理事国と非常任

理事国での 1 票の格差があるのだ。 
また、実質事項に関する決定にはすでに常任理事国はその決議に対して同意しているの

で、非常任理事国 10 カ国中 4 カ国がその決議に賛成すればその決議は可決されてしまうと

いう多数決原理に反する投票が行われている。 
拒否権には実効性に欠けた決議を防止するという面も持っているが、実効性のある重要

な決議も否決してしまうという問題点もある。 
 
（３）ログローリング問題 
（２）で述べたように、10 か国中 4 カ国を常任理事国側に取り込めばそれで決議は可決

される。このように安全保障理事会においてログローリング問題が生じてしまう。これは、

意思決定時に行われる多数派工作の手段として用いられる方法である。ログローリングは

各人の選好強度の違いを処理するという点では一見望ましいとされている。しかし、国連

においては、ログローリングは大変な問題なのではないか。それは、国連は世界平和を目

指し、出来た世界的平和組織だからである。その組織で、自国の利益を得るために、票集

め、いわゆるログローリングを行ってしまった時点で世界平和の理念が崩れてしまうので

はないかと思うからである。また、レント･シーキング活動も加わるとさらに大変なことに

なってしまう。それは、世界平和のための安全保障理事会が自国の利益のために自分たち

に都合の良いルールや規制を設定・利用されてしまうからである。それが、さらにレント･

シーキング活動に駆り立てられ、利益集団化して、自国だけが明確な差別的便益をもたら

す個別的・具体的な決議の議決を常任理事国に求めていくことになる。各国が利益集団に

なってしまうと、平和を守る国連がただ単に各国が自国に有利になることしか考えず、世

界平和を考える場ではなくなるのではないか。 
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3．解決策 

2．で安全保障理事会の問題点について述べてきたが、他の専門機関にもそれぞれ問題点

はあるかもしれない。しかし、安全保障理事会の問題点は、安保理のありかた自体を揺る

がすものでありながら、その問題点を改善の仕様が無いし出来ないと私たちは考えた。例

えば、拒否権を廃止することを考えてみても、常任理事国の反対が強いため実現性が薄い

のが現状だ。多数決制度も全会一致ルールが公共選択論的には一番望ましい形だが、国際

連盟での失敗でも分かるようにそれも難しい。ログローリング問題もなくなることは無い

だろう。それは、条件付多数決を用いて、ログローリングを防ぐという方法がある。この

場合、可決される票数の設定が低い場合ログローリングとしては、効果的な戦略となって

しまうので、可能な限り可決される票数の設定を高くすることで、取引費用が増大するた

め、ログローリングを抑制することができる。また、ログローリングを抑制することがで

きれば、レント･シーキング活動も抑制に繋がることになる。 
しかし、たとえ設定の高い条件の付いた多数決であっても、自国の利益のために自分た

ちに都合の良いルールや規制を設定・利用できるのであれば、いくらログローリングによ

る取引費用が増大しても、取引費用の元が取れると踏んだのならば、ログローリングの絶

対的な数は減るだろうが絶対に起きてしまうのだろう。ましてや、それが世界の承認を得

られる場だったらばなおさらだろう。なぜならば、自国の利益になるための国際ルールや

規制を世界が認めるのだから、堂々と世界を利益の対象と見ることができるからである。

つまり、レント･シーキング活動も無くならないのである。 
国連でのログローリングは、少しも起きてはならないのである。しかし、今述べたよう

に、ログローリングは無くならないだろう。 
そこで、他の国連機関は正常に活動できているので、安全保障理事会もそのまま現状維

持すること、つまり国連は改善しない、出来ないという結論に至った。 
 安全保障理事会の常任理事国の拒否権問題はログローリング問題やレント・シーキング

との関連から撤廃・廃止は困難と考えられるため安全保障理事会問題は現状維持が 善で

はないかと考える。もし、拒否権を完全になくしてしまう提案をしたとしたら常任理事国

は拒否権を発動しこの議案は否決されてしまうだろう。現状では安全保障理事会の問題は

解決できない。 
 よって、国連の機能している他の機関に注目し成功例を上げている機関の向上に努めて

いくべきだと考える。 
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総括 

 国連には様々な機関があり、世界の平和と経済・社会の発展のために活動している。

その中に安全保障理事会があるが、投票制度などが現代には適合していないと考えた。常

任理事国だけの特権である拒否権、ログローリング問題などがある。これらを改善するこ

とは現状では難しい。だから、安全保障理事会は現状のまま維持するしかないと考えた。

つまり、国連は改善できないと私達は考えた。 
 

終わりに 

 現状では、安全保障理事会の拒否権の問題などは実現可能性を考えると実現は難しく、 
ログローリングの問題なども解決は困難と考え、専門機関などを利用し、他の機関を向上 
させた方が良いのではないだろうか。 
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国連の専門機関 

国際農業開発基金(IFAD) 
 1974 年の世界食糧会議の決定によって 1977 年に設立された多国間融資機関で、開発途

上国の飢餓と農村の貧困と闘うことを目的とする。 
 途上国への融資は受益国の国民一人当たりの GDP によって異なる。また、多くの国連専

門機関と連携してプロジェクトや事業計画を行う。 
 
国連工業開発機関(UNIDO) 
 1966 年に国連総会によって設立され、１９８５年に国連専門機関になった、工業開発と協

力を促進することを目的とする。 
 開発途上国と移行経済国と持続可能な工業開発を達成することのよって人々の生活状態

を改善しグローバルな繁栄を促進する。また、政府・企業・民間工業セクターと協力し、

工業をグローバル化し、かつそれがもたらす利益を広げるための工業能力を開発する。 
 
国際原子力機関(IAEA) 

1957 年に国連の保護の下に自治機関として設立された、原子力の兵を利用のために科学･

技術協力を進める世界の中心的な政府間フォーラムである。また民間の原子力計画を対象

とした原子力の保障措置と検証のための国際的な査察官としての役割も果たす。 
 国家が国際条約を順守しているかを検証する。つまり、核物質が軍事目的に転換されな

いようにしている。 
 
世界貿易機関(WTO) 

1995 年に「関税とオブ駅に関する一般協定（ガット）」に代わる機関として設立され、国

家間貿易に関するグローバルな規則を取り上げる唯一の国際機関である。国連の専門機関

ではないが、国連と協力する取り決めと慣行を持っている。 
規則に基づく制度の中で貿易が円滑に行われるように助け、政府間の紛争を公平に解決

し、貿易に関する交渉を組織することを目的としている。 
 

国際海事機関[IMO] 
IMO は 1959 年の活動を開始したが、国際取引に従事する船舶の安全を改善し、かつ船

舶による海洋汚染を防止することを目的とする。 
IMO は、国債海運の影響を及ぼす技術事項に関する規則や慣行を作成するための政府間

協力を可能にし、 高水準の海上の安全と航行の能率を達成し、かつ船舶による海洋汚染

を防止かつ管理することによって海洋環境を保全できるような機構を加盟国政府に提供す
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る。 
 

世界知的所有権機関(WIPO) 
 1970 年に設立され、1974 年に国連の専門機関となった。その目的は、その 175 の加盟

国間の協力を通して世界の知的所有権の保護を促進し、かつ知的所有権保護のために設立

された同盟間の行政上の協力を推進することである。 
 知的所有権は大別すると二つの分野に分けることができる。一つは工業所有権で、主に

発明、工業デザイン、原産地表示である。もう一つは著作権で、主に文学、音楽、美術、

写真、視聴覚著作物などである。WIPO は工業所有権に関する 15 の国際条約、著作権に関

する 6 個の国際条約の計 21 の国際条約を管理する。 
 
国連開発計画(UNDP) 
 国連の開発活動を調整する主要機関である。その援助対象の大きさと年間 23 億ドルの財

源を管理することから、国連システムの中で 大の開発援助機関となっている。 
 UNDP は健全な政策助言を行い、公平な経済成長を生み出せるように制度および人材の

育成を助ける。その公的パートナーおよび民間のパートナーとともに、援助資源を 大限

に活用することによってグローバル化がもたらす挑戦と機会に対応できるようにする。ま

た、社会のすべてのレベルで説明責任のある統治を促進し、かつ持続可能な人間開発にと

ってもっとも重要な問題に連合した行動をとる。 
 
国際労働機関（ILO） 
 社会正義と国際的に認められた人権と労働の権利を推進する機関であり、1919 年に設立

され、1946 年に国連の 初の専門機関である。ILO は 3 つの機関から構成されている。1
つは、国際労働会議（総会）で、毎年開かれ、政府、使用者、労働者の 3 者代表者が参加。

2 つめは、管理事務会で、年に 2 回開かれ、ILO の活動を支持し、事業計画と予算を編成。

３つめは、ILO の恒久事務局である。 
  
 
国連食糧農業機関（FAO） 
 ＦＡＯは、国連システムの中にあって農村開業のための先導機関である。ＦＡＯは 1945
年 10 月 16 日、ケベック市で開かれた会議で設立された。 
 貧困と飢餓をなくすことを目的に、農業開発を促進するとともに、栄養状態を改善し、

全ての人が活動的かつ健康的な生活を営むために必要な食糧をいかなる時でも得られるよ

うにする食糧安全保障を目指す機関である。 
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国連教育科学文化機関（UNESCO） 
 ＵＮＥＳＣＯは人類の知的、倫理的連常感の上に築かれる恒久平和を建設する目的で

1946 年に設立された。 
 ＵＮＥＳＣＯの活動計画は、平和の文化と人間開発及び持続可能な開発を促進すること

を目的としているため、全ての人々が教育を受けられるようにし、国際的な科学計画を通

じて環境に関する研究を進め、文化的アイデンティティの表明を支援し、世界の自然遺産

や文化遺産を保護し、情報の自由な流れと報道の自由を促進し、かつ開発途上国のコミュ

ニケーション能力を強化することに努める機関である。 
 
国際通貨基金（ＩＭＦ） 
 ＩＭＦは 1994 年に設立され、活動は国際通貨協力を可能にする、為替の安定と秩序ある

為替取り決めを促進する、多角的支払い制度の樹立と外国為替制限の撤廃を助ける、加盟

国を助けるために、基金の一般資金を一時的に利用させて国際収支の失調を是正する機会

を与えることである。 
 また、ＩＭＦの主な金融上の役割は、国際収支の悪化を経験しているから加盟国に一時

的に信用を供与することである。 
 
国際民間航空機関（ＩＣＡＯ） 
 ＩＣＡＯは国から国への空の旅を安全かつ容易にすることを目的としている。この機関

は 1994 年に設立され、国際民間航空の安全、効率、定期運行に必要な国際基準や規則を定

め、その 185 締約国間の民間航空のあらゆる分野における協力の仲介役も務めている。 
 
国際電気通信連合（ＩＴＵ） 
 ＩＴＵは、政府と民間セクターがグローバルな電気通信ネットワークとサービスを調整

する国際機関である。1947 年に国連の専門機関となった。 
 ＩＴＵの活動は、技術的領域、政策領域、開発領域の 3 つがある。技術的領域は、電気

通信手段の開発と効率的な運用を促進することによって、一般の人々がそれを利用できる

ようにする。政策領域は、電気通信の問題に対して広い取り組みを国際的に促進する。開

発領域は、新しい電気通信技術がもたらす恩恵をすべての人々が享受出来るようにする。 
 
万国郵便連合会（ＵＰＵ） 
 ＵＰＵは国際郵便業務を規制する専門的な機関で、1948 年に国連の専門機関になった。 
 その主たる目的は、普遍的な郵便サービスを促進し、設備とサービスの近代化によって

郵便物の増加を図り、利用者のために郵便サービスの質を改善しＵＰＵは世界の全ての

人々の間のコミュニケーションを促進し、開発するという基本的使命を達成する。 
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世界気象機関（ＷＭＯ） 
 ＷＭＯは 1951 年に国連の専門機関となり、気象、地球上の淡水資源、気象問題について

権威ある科学情報を提供する。季節ごとの気象予想も含め、天気予報サービスを発展させ、

なた、国際協力を通して全地球的な気象状態を追跡し、気象情報の迅速な交換を可能にし、

実際的な水文学活動を促進する機関である。 
 
世界保健機関（ＷＨＯ） 
 ＷＨＯは 1948 年に設立され、国家間の技術協力を促進し、病気を管理且つ撲滅する事業

計画を実地し、生活の質の改善に努めている。目的は、全ての人が可能な 高レベルの健

康を達成することである。 
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