
国で構成される総会で承認を受けたものにな
ります。
　現在は経済・社会・文化・教育・保健などさ
まざまな分野に分かれた15の国連専門機関
があります。たとえば、教育・科学などの分
野を担う国連教育科学文化機関（UNESCO）、
保健・医療分野の世界保健機関（WHO）は、
みなさんもテレビや新聞などのニュースを
通じて知っているかもしれません。そのほか
にも、幅広い労働の問題に取り組む国際労働
機関（ILO）や、航空分野の国際民間航空機関
（ICAO）、観光分野の世界観光機関（UNWTO）
といった機関もあります。また国際電気通信
連合（ITU）は、電気通信やICT（情報通信技術）
分野で活動している機関ですが、前身となる
「万国電信連合」は1865年にフランス・パリ
で設立されており、最も古い歴史をもつ国連
専門機関として知られています。
　これらの国連専門機関は、「世界の平和と
安全の維持」という国連の目的に準じながら、
それぞれの専門分野で国際協力を行ってい
ます。日本はすべての国連専門機関に加盟し、
国連と各機関の活動を推進していく意思を表
明しています。

　複数の国にまたがって活動する国際機関の
なかでも、国連憲章の第57条と第63条に基づ
き、国連と連携して国際協力を推進している

「誰一人取り残さない、持続可能な社会」を
実現するための目標であるSDGsは、国連専
門機関の任務とも深く関わっています。
　ひとつ例に挙げると、前述した労働分野の
課題に取り組むILOは、すべての人に対する
ディーセント・ワークの実現に向けて活動し
ており、持続的な経済成長やディーセント・

　日本政府は加盟している15の国連専門機
関の取り組みに積極的に貢献すべく、各機関
の本部があるジュネーブ、ウィーン、ニュー
ヨーク、モントリオール、パリの日本政府代
表部やロンドン、ベルン、マドリード、ロー
マなどの日本大使館と連携して、多様な協力
を行っています。国連専門機関の加盟国が担
う分担金の拠出やSDGsに関連する任意拠出
を行ったり、各機関の議論に参加し成果に貢
献したりしているのもそのひとつです。
　人材面の協力では、外務省が毎年実施して
いるJPO派遣制度があります。これは、若手
の日本人に対して国際機関で勤務経験を積む
機会を提供するもので、日本は優秀な人材を
国連専門機関を含む国際機関に派遣していま
す。この制度をきっかけに正規職員として働

のが国連専門機関です。これらの機関は、国
連の主要機関のひとつである経済社会理事会
と協定締結を行っており、さらに国連の加盟

国連専門機関とは？Q Q

Q

国連と連携し、 国際協力を推進するため に
設立された国際機関です。

A

いくつ知ってる？ 15の国連専門機関
機関名 分野

国連教育科学文化機関（UNESCO）

教育
科学
文化
情報・コミュニケーション

国際通貨基金（IMF） 国際通貨制度

世界知的所有権機関（WIPO） 知的財産権

国連食糧農業機関（FAO） 食料安全保障
農業

国際農業開発基金（IFAD） 食料安全保障
農業

国連工業開発機関（UNIDO） 工業
持続可能な開発

世界銀行グループ（World Bank Group） 開発資金

国際民間航空機関（ICAO）
航空
テロ対策
気候変動

国際労働機関（ILO） 労働

国際海事機関（IMO）

海事
海洋
テロ対策
気候変動

国際電気通信連合（ITU） 電気通信　ICT
万国郵便連合（UPU） 郵便
世界観光機関（UNWTO） 観光
世界保健機関（WHO） 保健・医療
世界気象機関（WMO） 気象
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国連と連携して、さまざまな分野の課題に取り組む国連専門機関。
SDGsとの関わりにも触れながら、わかりやすく紹介します。外務省 ODA 広報キャラクター

ODAマン©DLE

 教えて ! 外務省 

ILOキャリアセミナーで国際専門機関で働くやりがい
とキャリア形成について語る松居さん。

©ILO
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国で構成される総会で承認を受けたものにな
ります。
　現在は経済・社会・文化・教育・保健などさ
まざまな分野に分かれた15の国連専門機関
があります。たとえば、教育・科学などの分
野を担う国連教育科学文化機関（UNESCO）、
保健・医療分野の世界保健機関（WHO）は、
みなさんもテレビや新聞などのニュースを
通じて知っているかもしれません。そのほか
にも、幅広い労働の問題に取り組む国際労働
機関（ILO）や、航空分野の国際民間航空機関
（ICAO）、観光分野の世界観光機関（UNWTO）
といった機関もあります。また国際電気通信
連合（ITU）は、電気通信やICT（情報通信技術）
分野で活動している機関ですが、前身となる
「万国電信連合」は1865年にフランス・パリ
で設立されており、最も古い歴史をもつ国連
専門機関として知られています。
　これらの国連専門機関は、「世界の平和と
安全の維持」という国連の目的に準じながら、
それぞれの専門分野で国際協力を行ってい
ます。日本はすべての国連専門機関に加盟し、
国連と各機関の活動を推進していく意思を表
明しています。

幅広い目標にも関連していることがわかると
思います。ILOだけでなくほかの国連専門機
関も同様に、経済社会の安定と持続可能な発
展を支えるのに不可欠なルール、基準、政策、
技術などを提供し、複数の目標に対してリー
ダーシップをとりながら達成に向けて取り組
んでいるのです。

「誰一人取り残さない、持続可能な社会」を
実現するための目標であるSDGsは、国連専
門機関の任務とも深く関わっています。
　ひとつ例に挙げると、前述した労働分野の
課題に取り組むILOは、すべての人に対する
ディーセント・ワークの実現に向けて活動し
ており、持続的な経済成長やディーセント・

　日本政府は加盟している15の国連専門機
関の取り組みに積極的に貢献すべく、各機関
の本部があるジュネーブ、ウィーン、ニュー
ヨーク、モントリオール、パリの日本政府代
表部やロンドン、ベルン、マドリード、ロー
マなどの日本大使館と連携して、多様な協力
を行っています。国連専門機関の加盟国が担
う分担金の拠出やSDGsに関連する任意拠出
を行ったり、各機関の議論に参加し成果に貢
献したりしているのもそのひとつです。
　人材面の協力では、外務省が毎年実施して
いるJPO派遣制度があります。これは、若手
の日本人に対して国際機関で勤務経験を積む
機会を提供するもので、日本は優秀な人材を
国連専門機関を含む国際機関に派遣していま
す。この制度をきっかけに正規職員として働

ワークの推進などを掲げるSDGsの目標８に
直結します。ディーセント・ワークとは、「自
由、公平、安全と人間としての尊厳を条件と
した、生産的な仕事」のことで、「働きがい
のある人間らしい仕事」とも言えるものです。
そこからひもとくとILOの活動は、目標８だ
けでなく、貧困、ジェンダー、教育といった

き、世界各地で活躍している人も少なくあり
ません。
　また、最近の大きなニュースでは、2021年
8月に行われた万国郵便連合（UPU）の国際事
務局長選挙で日本人の目時（めとき）政彦さ
んが当選、22年1月に正式に就任したことが
挙げられます。目時さんご自身が世界と日本
で蓄積されてきた知見やノウハウが、これか
らのUPUの活動にも生かされるのではない
かと期待しています。
　国連専門機関は、SDGsにも深く関わる重
要な機関です。22年は、ロシアによるウクラ
イナ侵略があり、SDGs16（平和と公正）にも
関わる観点から、各機関でもさまざまな対応
がとられました。この記事を読み、取り組み
に興味をもっていただけたらうれしいです。

国連専門機関とは？ 国連専門機関はどのようにSDGsに取り組んでいるの？Q

国連専門機関の取り組みに
日本はどのように関わっているの？Q

国連と連携し、 国際協力を推進するため に
設立された国際機関です。

それぞれの機関がもつ 専門知識を生かし ながら、
幅広い目標に取り組んでいます。

A

日本人職員の派遣、分担金などの拠出をはじめ、
 各機関の活動に積極的に協力 しています。

A

最新情報や関連情報について
は、外務省のウェブサイト（左
のQRコード）をご確認ください。

国連専門機関について

国連専門機関と
SDGs

今月の
テーマ
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ILOキャリアセミナーで国際専門機関で働くやりがい
とキャリア形成について語る松居さん。

©ILO

くてえ答 れ た 人

1989年外務省入省。在ジュネーブ代
表部勤務、国際原子力機関（IAEA）事
務局派遣、国際民間航空機関（ICAO）
理事会政府代表などを経て、2020
年より現職。運輸、労働、通信、郵便、
観光など６つの分野の機関を中心に
幅広く外交政策の企画・立案を担当。

国際協力局地球規模課題審議官組織
専門機関室 室長

松居眞司さん

MATSUI Shinji

目時さんが万国郵便連合（UPU）の国際事務局長選挙
で当選したときの一枚。
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