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マイケル・ドナルド・カービーマイケル・ドナルド・カービーマイケル・ドナルド・カービーマイケル・ドナルド・カービー(オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア) 

 これまで、世界保健機関世界エイズ委員会委員(1988-1991)、カンボジア問題担当国連事

務総長特別代表(1994-1996) ユネスコの国際生命倫理委員会委員(1995-1996)、国際法律

家委員会委員長(1995-1998、International Commission of Jurists)を務める。1996年から

2009年まで、オーストラリアの最高裁判所判事を務めた以降は一線から退いていた。 

 また、人権、法の支配(the rule of law)、司法の独立、社会における科学技術と関連法分

野を専門とし、セクシュアリティと法をはじめとした HIV/AIDS 問題を世論に喚起してき

た。 

 

マルズキ・ダルスマンマルズキ・ダルスマンマルズキ・ダルスマンマルズキ・ダルスマン(インドネシアインドネシアインドネシアインドネシア) 

 2009年に、前パキスタン首相ベナジル・ブット氏の暗殺に関する国連独立調査委員会の

3 名として潘基文事務総長から打診を受けたことをはじめ、2010 年には、ダルスマン氏は

スリランカ問題国連事務総長パネル・オブ・エキスパート (専門家委員会)代表に任命され

た。さらに、2010年 8月より国連人権委員会に指名され、北朝鮮人権状況特別報告者を務

める。同氏は、著名人による国際独立グループ（IIGEP）のメンバーを務め、インドネシア

人権委員会において活躍してきた。また、同氏は、1999 年から 2001 年までインドネシア

共和国の検事総長を務めた。 

パラヤンカン・バンドンキリスト教大学法学卒業、同大学から名誉博士号を授与される。 

 

ソニア・ビセルコソニア・ビセルコソニア・ビセルコソニア・ビセルコ(セルビアセルビアセルビアセルビア) 

旧ユーゴスラビア戦争やスレブレニツァの虐殺、ヴコヴァルの秋、スロボダン・ミロシ

ェビッチやヴォイスラヴ・シェシェリの公判証言をはじめとした戦争犯罪について数多く

執筆している。女史は、国際関係に関するベオグラードフォーラム反戦争センターやユー

ゴスラビアヨーロッパ運動の創立メンバーであった。ニューヨークで人権弁護士委員会人

権賞を 1994 年に受賞し、現在はアメリカ平和研究所の上級研究員である。2005 年に彼女

はノーベル平和賞に 1000人の女性からなるグループの 1人としてノミネートされた。2009

年には、ジェスティナ・ムココと共にウェイマー市（ドイツ）人権賞を、2010年には、オ

スロ大学の人権賞を受賞した。ベオグラード大学経済学部卒業。 

 

Michael Donald Kirby (Australia) is a retired judge, jurist, and academic who is a 

former Justice of the High Court of Australia, serving from 1996 to 2009. Among the 

many posts he held was President of the International Commission of Jurists (1995-98); 

Member of the UNESCO International Bioethics Committee (1996); President of the 

Court of Appeal of Solomon Islands (1995-1996); Member of the World Health 

Organisation’s Global Commission on AIDS (1988-1991); and Special Representative of 



UN Secretary-General for Cambodia (1994-96). His special concerns have included 

human rights, the rule of law, the independence of the judiciary and the impact of 

science and technology on society and its laws. In the past he has been involved in 

issues raised by HIV/AIDS, including sexuality and the law. 

 

Marzuki Darusman (Indonesia) is currently the Special Rapporteur on the situation of 

human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, as designated in August 

2010 by the UN Human Rights Council. 

He is a member of the International Independent Group of Eminent Persons, and has 

served in various capacities at the Indonesian National Human Rights Commission.  

In 2010, Mr. Darusman was assigned as Chair of the UN Secretary General's Panel of 

Experts on Sri Lanka. In 2009, Mr. Darusman was appointed by UN Secretary General 

Ban Ki-Moon to a three-member UN Commission of Inquiry to investigate the 

assassination of former Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto. 

Mr. Marzuki Darusman was the Attorney General of the Republic of Indonesia for the 

period 1999 to 2001. Mr. Darusman is a Law graduate from the Catholic University of 

Parahyangan Bandung, Indonesia and has received an Honorary Doctorate in Law from 

the same university. 

 

Sonja Biserko (Serbia) is founder and president of the Helsinki Committee for Human 

Rights in Serbia. She has written extensively on the wars in the former Yugoslavia and 

war crimes including on the Srebrenica genocide, the fall of Vukovar, and accounts of 

the trials of Slobodan Milosevic and Vojislav Seselj. 

She was a founding member of a European movement in Yugoslavia and the Centre for 

Anti-War Action in the Belgrade Forum for International Relations.  

She is senior fellow in the United States Institute of Peace and in 1994 she received the 

Human Rights Award of the Lawyers Committee for Human Rights in New York. 

 In 2005 she was one of 1,000 women in the group 1,000 Women for Peace nominated 

for the Nobel Peace Prize.  

In 2009 she was awarded the 2009 Human Rights Prize of the City of Weimar 

(Germany) jointly with Jestina Mukoko. In 2010 she was awarded the Human Rights 

Award of the University of Oslo. Ms. Biserko holds a degree from the University of 

Belgrade Faculty of Economics. 

 


