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はしがき

本書は，国際機構論に初めて触れる人を念頭に置いた教科書であ
る。国際機構論とは何か，について定まった定義はないが，国際機
構に対する学問的考察を目的としていることに疑いはない。国際政
治学／国際関係論，あるいは国際法についての概論的な知識を持っ
ている読者にそれらの分野の応用編として国際機構を集中的に学ん
でもらうことを想定している。ただし，第Ⅰ部と第Ⅱ部は国際政治・
国際関係関連の入門的科目で扱われるであろう事項についても触れ
るように心がけ，その上で国際機構を中心に据えた内容とした。こ
れに対して，第Ⅲ部は国際機構とは何かをより理論的に検討するこ
とを目的としている。

国際機構がどのような組織体であるかについては，序章の最初の
部分で定義を示しているが，その中でも「特定の目的の達成のため
に国家が設立する」という部分はポイントである。したがって国際
機構を論じる際に，個別の国際機構の活動を詳細に紹介することも
可能であるし，日本では国際連合（国連）を中心に個別具体的な国
際機構の活動を紹介・分析することを国際機構論の関心事とみるこ
とが多いが，本書ではむしろ国際社会の「組織化」という現象その
ものに関心を置き，狭い意味での「国際機構」に限らずに議論して
いる。

具体的には，国際社会では，18 世紀後半ごろから組織化現象が
見られるようになる。とりわけ 19 世紀半ばから 20 世紀にかけての
時代は，国際連盟や国際労働機関が設立され，さらに第二次世界大
戦後には国際連合（国連）が設立され，国際社会は本格的な組織化



ii●はしがき

の時代を迎えた。それは国家によって構成される国際社会が組織化
を通じた秩序構築を目指したからである。その際，特定の個人や集
団（政党や知識人グループ）が大きな役割を果たしている例が少なく
ない。本書は，この特定の個人や集団にも焦点をあてて，組織化現
象を説明するよう心がけた。すなわち，国際社会の組織化の背景に
ある歴史的・思想的な基盤について考える構成となっている。

国際機構に限らず国際社会の組織化は国家によって推進されたと
はいえ，その背景には個人の叡智や思い入れが存在し，必要と必然
の結果として具体的な姿となる。しかし個人が常に正しい判断をす
るとは限らない。誤った判断が組織化を阻むこともあれば，逆に前
進させることもある。それらも含めて，国際社会の秩序維持に国際
機構はどのような役割を果たしているのか（いないのか），その背景
には何があるのか，そのことを考えながら国際機構について学んで
ほしい。

なお，各章の冒頭には　　　　　　　　　　として，何を学ぶ章
かを明記した。本書を大学の講義の教科書として用いる場合，最低
でもその部分に目を通してから講義に臨んでほしい。

いずれにせよ，本書を通じて，国際機構について何かしらの理解
を深めてもらえれば幸いである。

本章のポイント
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本章で学ぶこと

1 　国際機構とは何か
2 　主要な国際機構と類型化
3 　国際機構論の揺らぎ─本書の立場と射程

本章のポイント

ここでは本書で扱う国際機構の定義と分類，国際機構論と呼ばれる学問分
野の具体的な内容の多様性と，本書の視座について簡単に触れることにす
る。国際機構を学ぶにあたっての「入り口部分」である。国際機構の定義
と分類については，通説的な理解に基づいているので，しっかりと理解し
てほしい。

1　国際機構とは何か

国際機構（国際組織）とは，international organization の訳語であ
り，次のような特徴を備えた国際的な組織体を指すことが多い。

イ）国際機構は，複数国家により，条約（設立基本文書）を通
じて設立される。

ロ）国際機構には，国際社会で達成すべき一定の目標や果たす
べき機能が与えられている。

序 章 国際機構と国際機構論
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ハ）国際機構は，加盟国から独立した組織体である。
ニ）国際機構は，独自の国際法人格（国際法主体性）を持つ。
ホ）多くの場合，国際機構には，すべての加盟国によって構成

される総会，加盟国の一部によって構成され，特定の任務を
行う理事会，加盟国政府から独立した国際的な職員（国際公

務員）によって組織される事務局が存在する。

ただし，そもそもの international organization とは，「国際社会が
組織化していく過程」という意味合いを含んでいるし，当初は，そ
のような意味で使われることの方が多かった［小寺　1996：4-5］。と
くに欧米圏においては，例えば，1814 年のウィーン会議を国際社会
の組織化の原点に考えるものもある［Brierly　1928：198］。これに対し，
上述の国際機構の定義は，19 世紀に端を発し，20 世紀に盛んにな
った国際社会の組織化現象の中でも，特に国際連盟や国際連合（国連）

のような組織体の特徴を示し，20 世紀以前から存在した他の組織体
と区別するために設けた定義である。そのため，たとえばロ）を巡
っては，国家間の「協力」を目標・機能とするものに限定するのか，
それとも国家間の「統合」を目指す「超国家機構（そのようなものが

現に存在するかどうかはともかくとして）」も含むのか，など，細かい点
では意見が分かれることがある。

いずれにしても，この定義は，戦間期から戦後初期の国際法学（者）

によって形成されたものであって，条約上の定義は存在せず，唯一，
「条約法に関するウィーン条約」が第 2 条（ i ）で「『国際機関＊）』と
は政府間機関をいう。」と規定しているに留まる。また，未発効で

＊）国際機構（国際組織）は international organization の訳語であるが，外務省や新
聞などでは一般に「国際機関」と訳される。しかし，上に示した定義に当てはまら
ないものも新聞などでは国際機関と呼ばれることもあるので，条約の公定訳など外
務省の訳語として「国際機関」が使われる場合を除き，本書では国際機構に統一する。
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ある「国家及び国際機関または国際機関相互で締結される条約に関
するウィーン条約（国際機関締結条約法条約）」も同様である。また，
2011 年に国連国際法委員会（ILC）で採択された「国際機関国際責
任条約草案」においては，第 2 条（a）において「国際機関とは，条
約または国際法によって規律される他の文書によって設立され，自
ら国際法人格を持つものをいう。……」と学説上の定義に接近して
いるが，同項は国際機構一般についてではなく，この条約の対象と
なる国際機構を限定的に規定したことに注意が必要である。

講学上の定義にせよ，国際法的な定義にせよ，これらは 1919 年
に設立された国際連盟と国際労働機関（ILO）を原点として徐々に構
成されていったものである。国際連盟が第一次世界大戦後のベルサ
イユ平和条約を通じて設立されたように，国際機構は国家間関係の
産物であると同時に，各国際機構が所期の目的・役割・機能を果た
せるか否かも，その時代の国家間関係の影響を受ける。いいかえれ
ば，国際機構は国家を中心とする国際秩序の産物として生まれ，そ
の国際秩序と相互に影響を及ぼし合う関係なのである。

ところで国際機構が国家によって設立されることや，国際機構の
主要な会議体（とりわけ最高意思決定機関とされる総会）が国家間の会
議であることは，国際機構が単に主権国家体制の中で完結している
ことを意味しない。主権国家以外で国際機構に影響力を持つものと
してまず思いつくのが各種の非政府団体（NGO）＊）である。歴史的
には NGO の政策提言が主権国家を動かし，その結果として国際機
構が設立されたこともあったし，例えば難民キャンプの運営や開発

＊）なお，国連憲章 71 条の日本語公定訳は，non-governmental organization を「民
間団体」と訳出している。NGO をいかに定義するかは国際機構の定義以上の困難さ
を伴う（政府が設立したわけではない組織体であれば，すべて NGO，ということに
なるが，そうなると組織的犯罪者集団も NGO だ，ということになってしまう）。本
書では，NGO とは何か，という問題には深く立ち入ることはせず，国際社会の何ら
かの利益になると自らが信じる活動を行う組織体，といった程度で捉えることにする。
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援助の現場では NGO が国際機構のいわば「下請け」として活動し
ている。また国際機構の各種会合に NGO がオブザーバーとして出
席し，発言を許されることは日常化しているし，国際機構が主催す
る特別の国際会議でも会議のテーマに特化した活動を行っている
NGO がさまざまな形で関与し，会議の動向や結論に影響を与える
こともある。さらに，技術的な分野ではむしろ NGO（あるいは国境

を越えた企業間の組織体）が，政府間の動きに影響を与える場合もあ
る。

また個人も国際機構において，重要な役割を果たす。特定の政治
家や外交官が国際機構の設立に影響を及ぼすことは歴史的事実であ
る。また，事務局の構成要素である国際公務員も究極的には個人と
して国際機構の運営を左右する（職位が高くなればなるほど影響力が増

すのは，国内の企業や官公庁と同様である）。また，国際通貨基金（IMF）

や国際復興開発銀行（IBRD。一般には「世界銀行〔World Bank〕」の名

で知られる）のような国際金融機関では，理事会が国家代表ではなく
個人的資格の理事によって構成されている。また，名称はさまざま
であるが「専門家委員会」のような，個人によって構成される会議
体を有する国際機構も多数存在する。さらに紛争解決の場面では，
仮に「調停官」や「国連事務総長特別代表」といった公的資格で活
動する場合でも，究極的には任命された個人の資質や能力が任務の
成否を左右する，いいかえれば，国際機構の目的達成に大きな影響
を及ぼすこともある。

国際機構が主権国家（体制）だけのものではない，という状況を
どのように理解すればよいかは，第 1 章で詳しく検討することにし，
とりあえずここでは，NGO や個人も国際機構と深い関わりがある，
ということだけ指摘しておく。
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2　主要な国際機構と類型化

現在，国際機構がいくつあるのか，正確な数は分からないものの，
およそ 300 であろう（第 1 章の［図 1-8］参照）。その規模も，国連の
ように世界のほぼすべての国（2018 年現在 193 カ国）が加盟している
国際機構もあれば，1995 年 3 月に日本・韓国・アメリカの合意で
発足し 2005 年 11 月に清算された，朝鮮半島エネルギー開発機構

（KEDO）のような小規模なものまである。
国際機構論では，国際機構を分析するにあたり一定の基準で予め

分類することが多い。ここでは，日本で比較的一般的とされる分類
を紹介しておく。

まず，与えられた任務が，（a）一般的（政治的）か，専門的・技
術的か，である。次に加盟国の規模が，（b）普遍的（世界規模）か
地域的（限定的）か，である［渡部　1997：96-101］。この分類に従えば，
国際機構は［表 0-1］のようになる。ただし，加盟国の規模が「地
域的（限定的）」という場合，特定の地域に属する国だけが加盟でき
るものと，特定の地域の問題を解決するために域外諸国も加盟でき
るものの双方が含まれる。つまり，地域的国際機構が常に地理的な
かたまりによって設立されるわけではなく，地域の問題を域外の諸
国の協力も得ながら解決しようとする場合もあり，表中の点線はそ
れらを区別している。国際機構の類型化は，あくまでも国際機構の
多様性を説明するための便宜的なものであり，固定的なものではな
い。

ただし，この類型化にはいくつか問題もある。一つは，普遍的か
つ一般的国際機構における国連（あるいは国際連盟）の唯一性・特殊
性が際立つことである。確かに，世界のほぼすべての主権国家が加
盟し，総会を中心にあらゆる問題が扱われている現実から，ある種



6●序章　国際機構と国際機構論

の「国連特殊論」を導出し，そこにだけ焦点をあてた研究（国連研究）

にはそれなりに意味がある。［緒方　1982：27］では，国際機構研究
の中に国連研究と呼ばれる分野があることを認めつつ，少なくとも
当時の国連が「現実には余りうまく相互調整されていない個別機能
の集合という観を呈しており，……国連研究という場合でもその内
容は，各機関に関する個別論文の集合という場合が多い」と批判的
にコメントする。また，［ブル　2000：xxii］も「国際連合は，その
生み出す文書の厖

ぼう

大
だい

さもあって，過度に研究の対象とされてきたた
めに，より根本的な国際秩序の淵源の問題から，学問的な関心をそ
らせる傾向があるという見方もある」（ルビ筆者）として，国連研究
のみが国際機構論でもないし，国連研究だけを通じて，国際社会を
理解できるわけでもないことを批判的に指摘している。とはいえ，
国際社会全体の秩序形成という観点からは，国際連盟・国連を中心
に考える必要があることは否定できないだろう。

表 0-1　国際機構の分類例

普遍的 地域的

一
般
的

〔国際連盟〕 
国際連合（国連）

欧州連合（EU）
東南アジア諸国連合（ASEAN）
米州機構（OAS）
アフリカ連合（AU）
イスラム会議機構（OIC）

専
門
的
・
技
術
的

国連の専門機関（125 頁参照）
国際原子力機関（IAEA）
国際移住機関（IOM）
国際深海底機関（IBA）
化学兵器禁止機関（OPCW）
世界貿易機関（WTO）

西アフリカ経済共同体（ECOWAS）
アジア・アフリカ法律諮問機関（AALCO）

アジア開発銀行（ADB）
欧州復興開発銀行（EBRD）
米州開発銀行（IDB）
アフリカ開発銀行（AfDB）

〔出典〕［渡部 1997］を基に筆者作成


