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【訪問に関する一般情報】(＊詳しくは報告書 Part.1 を参照) 

〈受入機関〉国際連合広報センター 

          （United Nation Information Centre Islamabad) 

            URL:http://www.unic.org.pk/  

〈都市〉イスラマバード（パキスタン首都） 

〈実習期間〉2011 年 7 月 28 日～12 月 28 日（5 ヶ月間） 

〈住居・宿泊先〉 Royal Enclave Room#47, Block#16-A G5 

(Diplomatic Enclave) Islamabad, Pakistan 

〈月々の生活にかかる費用〉 約 55000 ルピー（約 47800 円） 

〈住居費〉100 ドル（月額家賃 1,000＄中、筆者は 100＄負担。上記費用に含む。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈はじめに〉 

 インターンシップ開始から二ヶ月が経過した。 

IOM の先輩である倉橋氏1による個人講義は継続している。今月重点的に伝えられたのは、

国際社会の実務における英語のライティングの能力の重要性である。日本人は読解以外が

不得意とされるが、通常の学習過程・方法のみでは聴解、発話以上にライティングの能力

を向上しづらいことを学んだ。また、IOM の設立と変遷、米国の抱いていた意図、国連諸

機関との複雑な関係性について講義を受けた。 

安全面に関しては、警察、警備員、軍隊の警戒体制が厳重であるため、特に甚大な危険

にはまだ直面していない。9 月 17 日午前には、住居から５キロ以内で初めて銃撃戦が起き

                                                   
1 パキスタン IOM における唯一の日本人スタッフ。修士課程をオーストラリアで修了し、論文の執筆を英語で行なった

経験が国際機関での実務における迅速な草案作成に役立っているとのこと。 

Serena Business Complex【正面玄関】 

今月は正面玄関を紹介する。 

Serena Hotel の正面玄関はセキュリティ

の関係上撮影が禁止されているが、

Business Complex 側の許可を取ることが

できた。 

Complex へのアクセスは、地下駐車場の

通路、ホテルとの連結通路と合計３箇所あ

る。 

連結している Serena Hotel では、UN 各機

関が大規模の会議を催すときに会議室等

を使用している。 

http://www.unic.org.pk/
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たが、2 時間以内に迅速に収束し、大使館による外出自粛の警告はすぐに解除された。22

日午後には、パキスタン治安当局より大使館に対しイスラマバード全域へのハイ・アラー

ト状態の警告があり、大使館の書記官より UNIC を始め在留邦人全員に緊急連絡が回った。

ハイ・アラート状態の警告はここ１年以上なく、UNDSS
2が政府と協議するなど緊張が走っ

たが、午前０時に収束したと報道された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真：左）パトロール中の軍隊      （写真：右）ボディ・サーチの様子。 

 

１．業務内容報告 ９月 (＊詳しくは報告書 Part.1 を参照) 

①News Highlights と Daily Clipping の作成 

 今月も引き続き朝が最も忙しかった。速読能力、情報選択能力、編集能力の向上を実感

するとともに、専門用語を徐々に暗記しているためか、内容の細かなニュアンスまで即座

に頭に入ってくるようになった。英米混在の語彙に関しても慣れたが、記事のスペルミス

は相変わらず多い。他スタッフや上司との連携も変わらず順調であり、当業務は良好に進

行中である。 

 UNIC 配属当初に、局長の田瀬氏3より一日２０個4の専門用語を暗記するようアドバイス

を受けたので、継続して学習している。 

        US Drone Attack 5 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Department of Safety and Security of the United Nations :元軍人と警察関係者から構成されている。 
3 田瀬和夫氏 http://www.unforum.org/field_essays/8.html 
4 勤務日のみ。40 日×20 語＝800 語がノートに蓄積されているが、暗記済みは 6 割程度。 
5 http://counterterrorism.newamerica.net/drones 

無人爆撃機は今月も多数のテロリストを殺害。メ

ディア情報を総合すると、9 月中における死者数

は少なくとも 30 人に上った。 

アメリカ同時多発テロよりちょうど 10 年の 9 月

11 日には、Drone がテロリスト 4 人を殺害する

成果を挙げたとの記事が紙面を騒がせた。 

さらに、22 日にオバマ政権は、アフリカとアラ

ブ半島における爆撃機の基地増設を発表した。 

http://www.unforum.org/field_essays/8.html
http://counterterrorism.newamerica.net/drones
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②UNCG-P(United Nation Communication Group
6
 in Pakistan) ミーティング 

 引き続き、音声の録音し、議事録の作成を行なった。 

  

③UN-P Web Portal ミーティング 

 引き続き UNDP、UN-Habitat の広報官と協力して国連パキスタンのウェブポータルサイ

トの改編を行なった。 

 9 月 20 日付けで、UNIC 局長かつプロジェクト責任者の田瀬氏により Facilitator(司会・

進行役)に任命されたため、会議の進行を補佐し、各担当者と草案の送受信のやり取りの責

任を負った。特に、締切に間に合って提出してもらえるよう配慮している。 

 同時に、自らも HP 内容を 5 分野7を担当し、各部局の担当官と相談のうえ、英文で草案

を書き上げている。（先月始めた Humanitarian Affairs は UNDP のフメイラと協力の上、完

了した。） 

 

④UN ミュージックビデオ ミーティング 

 採用の決まった監督と 9 月前半に会議を

開き、ストーリー骨子を調整しつつ進行中

である。監督は米国訛りの綺麗な英語を話

すので、コミュニケーションが非常に取り

やすい。 

  （写真：右）デスクの様子 

 

 

 

２．目標に対する途中経過報告 

 コメント、反省と自己採点を添付する。 

 

1．UNIC の役割と各部局との連携 

 上記全てのミーティングにおいて連携の大切さはよく

学べている。情報を管理しその責任を負う UNIC は、各エ

ージェンシーとのコミュニケーションが不可欠な立場で

業務を遂行している。 

 Highlights や Clipping で情報を内部に浸透させる役割を

果たす一方、外部に向けて国連活動の成果を適切に報道し

国民にアピールすることで、テロ活動の標的になる機会を

                                                   
6 UNESCO, FAO, UNDP, Special Envoy Office, UNFPA, UNIC, UN-Habitat, UNHCR, UNICEF、UNOCHA, UNODC, 

UNORC, UN Women, WFP, WHO の各広報責任者より構成。 
7 Development Agenda, Humanitarian Agenda, Media Center, UN Publications, Working with us の５サイト。  
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減らし、職員の命を守っているのである。 

[8/10points] 

2．ミーティング議事録の作成 

１時間以上に渡る会議の議事録を取るポイントは集中力

である。以前よりは改善傾向にあると思うが、さらに善処

する必要を感じる。 

聞き取り→要約→書き取りという作業の速度は上がって

いるが、正規職員の作るものと比較すると内容が上質であ

るとは言えない。引き続き努力したい。 

 [6/10points]  

3．専門用語とビジネス英語の向上 

 上記の通り、局長の指示で日に 20 語を目標に暗記を試

みているが、午前中のメディア調査業務以外では新しい専

門用語に出会う機会が少ないため、新出卖語は減少傾向に

ある。来月からは語彙を増やすことに傾注せず、現在まで

に得た約 800 語のノートを完全に暗記し、応用できるよう

学習したい。 

 ビジネス英語に関しては多少知識があったのだが、日本

企業が海外取引で使う語彙・表現と国連で使うそれは異な

るため、ときに指導を受け改善している。世界中のアクセ

ントのある英語には慣れてきたが、未だにパキスタン訛り

が一番聞き取れていない。 

[8/10points] 

4．情報収集・分析能力 

午前の業務において毎日収集･分析能力は訓練されてい

る。部局の先輩で共に行動しているウメールは IT の専門

家であるため、パソコンに関してはかなり詳しくなり、技

術は向上しつつある。また UNIC のフロアは UNFPA
8
と

UNOCHA
9
と同じであるため、他部局のスタッフと雑談し

当地と国連の関係について学ぶことが多い。 

しかしながら、今後国際機関の広報局で情報管理のエキス

パートとして働くためには、まだまだ力不足であることを

感じており、収集・分析能力を磨けるようさらに努力した

い。        

  [7/10points] 

5．危機管理能力の向上 今までの報告書で述べた通り、危機管理を行なわないと生

                                                   
8UNFPA：The United Nations Population Fund 
9UNOCHA：The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
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死にかかわる環境であるため自然と身についてきている。

大使館の警報に従うことはもちろん、メディアを活用して

当日のテロ活動の有無、位置を確認し、余波を想定してい

る。 

国連においては Security Briefing という講義形式のものを

受け、実地訓練も来月に予定されている。 

[8/10points] 

6．国際機関職員、外務省関係者と

の人脈形成 

日本人学校の施設を使用し、土日は欠かさずスポーツを通

じて親睦を深めている。 

土曜日の 14-15 時に UNDP
10の局長田中氏、日本大使館大

使などと卓球、15-16 時で NGO 職員11と JICA 職員とサッ

カー、16-18 時には UNHCR
12ペシャワール支局長の税田

氏、JICA パキスタン事務所長13とバドミントンにて交流を

深めている。 

日曜日は 16-18 時で大使館の方々、JICA パキスタン事務

所次長などとテニスをしている。 

発展途上国で紛争や抗争の真っ只中にある現地オフィス

だからこそ、人は温かく、私のような末端の人間でも全て

の人と関わることができる。 

自らのコミュニケーション能力以上に皆さんと親しく出

来ている現状は、疑いの余地なく満点。 

[10/10points] 

 

３．今月のニュースハイライトと考察 (News Highlights September) 

1. テロリズム（前半） 

 

【8/31】 

バロチスタン州の州都であるクエッタでは、 

自動車を用いた自爆テロで少なくとも１１人が死亡、１

３人が重傷を負った。 

                                                   
10 UNDP：United Nations Development Program 
11 特にサッカー部の人数は多い。JEN、JAMAS（日本地雷処理を支援する会:Japan Mine Action Service）の若手職員

が多数いるため、部活後に様々な指導を受けることができる。 

12 UNHCR：The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

 税田芳三さん、国連フォーラムインタビュー http://www.unforum.org/unstaff/13.html 
13

 JICA パキスタン事務所長、西片高俊さん http://www.jica.go.jp/pakistan/office/about/greeting.html 

http://www.unforum.org/unstaff/13.html
http://www.jica.go.jp/pakistan/office/about/greeting.html
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【9/8】 

カラチにて拷問所が発見され、

特殊部隊が調査を行なった。 

（写真：左上） 

【9/8】 

クエッタにて、タリバンによ

る自爆テロ。24 人死亡、40 人

が重軽傷。（写真：右上） 

【9 月中旬】 

・カシミール地方の状況 

（写真：左） 

・カラチ。特殊部隊による警護

の様子（写真：右） 

 

・カラチ。殺人、テロ活動容疑

者の護送中（左） 

・ビン・ラディン氏の家族の解

放を訴えるテロ組織 TTP
14が、

政府高官の誘拐を始めると声

明を出したときの様子（右） 

 

2. 洪水被害 

 

【9/9】シンド州では、夜中続

いた雷と豪雨により、24 人が

死亡した。（写真：左） 

【9/13】 

豪雨によるカラチの洪水状況。（右） 

 

【9/12】 

シンド州を中心とする单部地方では、洪水により計 136 人

が死亡。稲、綿花、トウモロコシといった穀物が甚大な被

害を受けた。 

                                                   
14

  パキスタン・ターリバーン運動。Tehreek-i-Taliban Pakistan 
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・州首相の発表によると、シンド州では 250 以上の村落が洪水で水中に消え、120 万件以

上の家屋が倒壊し、216 万エーカー以上の農作地が被害を受けた。9 月末までに被災者は

890 万人を超え、640,278 人が 3,132 箇所の避難キャンプにて保護されているが、810 万人

以上が未だ保護されていない15。 

 死者数は 361 名、救助できず失われた家畜の数は、10 万頭を超えた。（写真上 3 枚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. デング熱 

・デング熱の感染者はパンジャーブ地方において 9 月

中旬までに 7,000 人を超え、うち 6,000 人はラホール

のみであった。 

 燻蒸消毒法を行なうため、19 日にはドイツより 750

台以上の噴霧機械の輸入が決定したが、感染者の数は

大きく減少せず、効果的な対策は未だ打ち出されない

まま雨季が終わろうとしている。 

 月末時点で 13,000 件16（10,244 件がラホール）の発病が確認され、1,113 名が未だ療養

中、死者は 136 人を超えた。 

 

 

 

                                                   
15

 http://pakresponse.info/MonsoonUpdates2011.aspx 
16 私立病院の患者数が含まれないなど、パキスタンでは統計が非常に曖昧となっている。 

緊急支援 

UNHCR のロゴの入ったテント（写真右） 

 

http://pakresponse.info/MonsoonUpdates2011.aspx
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4． テロリズム（後半） 

【9/19】 

19 日早朝、カラチにて、犯

罪調査課の最高責任者の自

宅を標的とした自爆テロに

より、6 名の警官を含む 8

名が死亡。 

（写真：左） 

近隣の住居は崩壊した。（写真：右） 

 

・同日深夜、ペシャワールのテロでは 13 名が死亡し、40

名が重軽傷を負った。（写真：右） 

 ペシャワールでは翌日にも銃撃戦が起こり、20 人以上の

タリバン兵、1 名のパキスタン兵がそれぞれ死亡し、10 名

が重軽傷を負った。 

 

 〈洪水に関するコメント〉 

 洪水の救済と復旧は独力で可能だと主張し続けたパキスタン政府だったが、8 日午前つい

に国連に援助を要請。国連と政府は 18 日付で 3 億 5700 万ドルの緊急支援要請を決定し、

国際社会に呼びかけたが、現在集まっているのは 1600 万ドル（うち日本 900 万、ドイツ

700 万ドル）の約 4.5%でしかない17。これは去年の要請の総額である 19 億ドル中 13 億18ド

ルの拠出に比較すると少ないようであるが、最大の原因はまさにそのドナー･ファティーグ

にあり、去年の支援の反動で国際社会の寄付基盤が疲弊していることがある。 

 二つ目の理由は、Accountability である。パキスタン政府は昨年の 13 億ドルもの資金の

運用に関して、なんら透明性のある証拠を提示できておらず、国際社会の不信感を招いて

いることがある。実際に、UNHCR ペシャワール支局長の税田さんのお話によると、昨年の

災害復興活動中には、UNHCR のロゴの入ったテントが被災地で転売されていたり、現地の

町長や有力者が自らの選挙区に食糧等を分配するよう賄賂を働いたりといった動きが確認

されたようだ。「本当に必要な場所に物資を調達することは常に一番難しい。」と税田さん

は言う。 

 三つ目の理由は日本のみに関してのものであるが、震災の影響で海外を支援する余裕が

ないことである。これらの理由から、10 月以降の拠出もあまり期待できる状況ではない。 

 一方、JICA は 16 日までに 3500 万円相当のテント供与に関する手続きを終え、23 日に

                                                   
17 通常このような要請では約 50％前後の拠出集まるのが国連の経験である。また、不文律ではあるが、緊急支援の要請

の 30 日以内に中長期的ニーズを踏まえて、支援要請が改定されることとなっている。[9 月 29 日:UNIC 局長・田瀬氏] 
18 13 億中 5 億ドルは日本からの支援（2010 年）。 
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はトラックによる輸送が始まった。（JICA 次長より）さらに、26 日には中国の国務委員、

公安部部長兼党組織書記の孟建柱がイスラマバードを訪問19し、2 億 5 千万ドルの支援が約

束された。中国はイランと同様に、国連には拠出せずパキスタン政府に直接投資しており、

その対価として細かに使用先を指示している。さらに、直接投資というものは密約が結ば

れやすく、例えば中国からの軍事物資の輸入を盛り込んでいる場合は、復興後に政府が無

駄な買い物をしてしまうため、パキスタンの貧困削減のために適切な選択肢とは言えない

だろう。反面、欧米諸国はパキスタン政府に不信感を抱いているため、国連に投資する傾

向がある。 

 洪水被害は結果的に昨年並みの甚大な様相を帯びてきたが、注目すべき違いは今年は被

災者が少人数ごとに多くの場所に点在し、救援活動が一層複雑なものとなっていることで

ある。また、カラチの倉庫に国連からの食糧が到着した後、シンド州政府が倉庫からの輸

送は軍隊の警護がなけれは許可しないと主張したため、緊急支援のためであった食糧が倉

庫で 1 週間以上立ち往生するというトラブルもあった。パキスタンのように地方自治の強

い国では、政治的連携が上手くいかないことが多々あるが、政治腐敗がそれに拍車を掛け

てしまった悪い例を目の当たりにし、国際社会における活動の難しさを実感した。 

 

〈おわりに〉 

 パキスタンは 9 月も 8 月と同様に、テロだけで 24 持間に 24 人以上が死亡し、洪水でそ

れ以上の人が死亡する月となってしまった。情報を扱う人間として、毎朝の編集作業が気

の重いものとなってしまったことは否定の余地がない。 

 反面プライベートでは、今月は特に様々な方の意見を聞く機会に恵まれたと言える。ス

ポーツを通じて UN, JICA の代表の方々と親しくなり、大勢の NGO 職員の方からもお話を

伺えた。 

 特に印象深かったのは、9 月 24 日に UNDP 局長田中敏裕20氏に講義をして頂いたことで

ある。通常の部活動の他に、田中さんとは二人でバドミントンの個人練習をしているのだ

が、練習後にご自宅に招いて頂いた。局長クラスと二人だけの状況は緊張感が高かったが、

UNDP のパキスタンにおける実績と現在の状況、さらに JPO に関するお話も聞くことがで

きた。直後にマリオット・ホテルで首相との会談があるにも関わらず、直前まで熱心にご

講義頂けたことは、特に感動する点だった。 

 来月は洪水の復旧支援が本格的に始まり、おそらくインターン生活で最も忙しい月とな

るが、引き続き人間関係を大切にしたい。 

 

 

                                                   
19 孟建柱は 2 日間国連ビルに隣接するセレナホテルに滞在したため最厳戒態勢が敷かれ、普段以上に通勤の際のアク

セスが不便になった。 
20 UNDP 田中敏裕さん http://www.flickr.com/photos/undppakistan/5217661604/ 

http://www.flickr.com/photos/undppakistan/5217661604/
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2011 年 9 月 30 日                           

霧雨降るイスラマバードより 

 

昨年の洪水で住居が流され、

未だにシェルターで暮らして

いる子供。 

しかし、彼女は微笑んでいる。 

国連ビル内部： 

オフィス出入り口にて 


