
５　学校祭討論会（９月26日(金)）

　学校祭期間中の討論会では、過労死問題の専門家で
ある関西大学名誉教授・森岡孝二先生から「グローバ
ル時代の働き方」についての基調講演を聞き、グロー
バル化に伴って生じた格差の問題について議論した。
以下その内容を個人的な意見も交えて記す（討論会の
流れは「年間の事業内容」の項を参照）。

Ａ　討論会実行委員会での議論
　過去25年の間に日本の雇用のあり方は大きく変化し
た。1989年には19.1%であった非正規労働者の比率
は、2014年には36.7%までにも増大している。15～24
歳の労働者の２人に１人は非正規労働者であり、４割
近くが年収150万円以下で生活している。その一方で、
2012年には過労自殺が1257件・過労死が842件発生
し、正社員の働き過ぎが問題となっている。原因とし
ては、グローバル競争の激化・情報技術の進歩などか
ら、企業が人件費を削減するため非正規労働者を雇
い、正規社員に負担をかけるようになったことが考え
られる。
　そんな中、平均収入の半分以下の収入で生活してい
る労働者の比率も16%まで上昇し、１に近づくほど格
差の開き具合を示すジニ係数も、イギリスと同じ0.34
にまで近づいている。「格差を伴う競争がなければ労
働者の意欲はそがれる上に、競争の中で裕福な人が増
えれば、その分景気が良くなり、貧しい人にも成果が
還元される」という意見もある。しかし、開き過ぎた
格差はかえって労働者の意欲をそぐ上に、還元は景気
や内部留保によって左右されるため、必ずしも起こり
得るわけではない。また、経済・生活問題が原因で、
少なくとも年に5219人が自殺している現在、格差の弊
害である貧困を無視することはできない。親の年収が
800万円～1000万円である子供の４年制大学進学率が
54.8%であるのに対して、400万円以下である子供の進
学率が31.4%であることから考えても、格差は是正し
ていくべきであろう。
　方法としては、生活保障や税制改革などが挙げられ
る。ただし、これらだけでは富裕層が税金のかからな
い海外に移住したり、人々が生活保障に依存したりす
る可能性があるため、問題の解決にはいたらないだろ
う。
　そこで、雇用のあり方を変えることで格差を是正す
るような政策をとる必要がある。その際、正規社員の
過労や不安定な非正規雇用の問題を解決できればなお
よい。具体的にはワークシェアリングという政策が考
えられる。正規社員が働き過ぎている分、非正規社員
がとって代わることができれば、格差が是正される。

Ｂ　雇用問題に関する意見
　しかし、仮にワークシェアリングを行おうとすれ
ば、企業は費用を負担せざるを得ない。労働者が低い
賃金を理由にやる気をなくすことを恐れて、企業が賃
金削減量を少なくしてしまうことや、一人一人に訓練
費用などの固定コストがかかることが影響して、時間
当たりの人件費が増加してしまうためである。負担が
原因で雇用枠が減れば本末転倒である。その問題を解
決できたとしても、生み出せる雇用枠は性質上限られ
る（５人の給料を２割下げて１人分）。また、複雑
化・専門化している業務を分担することにも困難があ
るだろう。非正規社員も含めた政労使が協力すれば、
お互いの負担を分散することで、ワークシェアリング
を実行することも可能であるかもしれないが、政府に
対しての信頼がなく、労働組合が正社員によって構成
されている日本では難しい。
　非正規雇用を減らすための取組みはどこの国でもお
こなっている。韓国では2007年からヨーロッパ型の有
期雇用規制を導入した。契約が２年を超えた場合の正
社員化などが挙げられる。しかし、法改正で有期契約
から正社員になった人の割合が増えたという証拠は得
られていない。これはヨーロッパでは有期契約社員が
正社員になる前に解雇することを防ぐような原則が作
られているのに対し、韓国にはなかったためであると
考えられる。
　いずれにしても、大幅な改革はリスクを伴う。そこ
で、税金でいくつかの企業を誘発し、政策の実験をす
ることで解決法を模索することが必要なのではないだ
ろうか。考えられるのは以下のような政策である。

(1)貧困層に対する経済的援助の手段として、税額控除
しきれなかった分を給付する給付付き税額控除制度
を導入する。

(2)正社員の過労を防ぎ、派遣社員や有期契約社員にそ
の分労働させるよう促すために、法律によって最小
限の有給の休日数を定め、使用者が全労働者に対し
て責任を持ってその数を守るように法制化する。そ
うして、全労働者に１日11時間の自由時間を持たせ
るよう義務化する。

(3)主婦層が低賃金のパートにとどまり、貧困層がパー
トに就職できない原因となっている103万円規制（妻
の年収がこの額を超えると夫の配偶者控除から除外
されてしまう）や130万円規制（この額を超えると妻
が夫の扶養から外れ、妻自身も独自に年金に加入し
なければならない）をなくす。

(4)失業者を対象に、訓練費用を抑えて人材を発掘する
チャンスとして、企業が正社員より気軽に雇える
「有期正社員」を法的に認める。

(5)同一価値の労働をしている男女や正社員・非正規労
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働者の賃金に不合理な理由から差がある場合に、そ
れを解消したり、偽装請負に対抗したりするよう、
正社員で構成された労働組合とは別に、非正規労働
者のための組合（力を発揮するためには企業横断的
な組織である必要があるだろう）の結成を援助す
る。また、労働審判制だけでは原告に負担がかかり
すぎるため、非正規労働者や正規労働者、役員に
よって構成された委員会により、不合理な理由によ
る賃金格差に対する監視をおこなう。さらに外部に
専用の認証機関を作り、合理的に同一労働同一賃金
制を導入している企業を認証する。

(6)派遣労働者の中で、安定した職を望んだにもかかわ
らず、不本意な仕事に就いている者が比較的多いと
いう統計がある。事故を起こしやすい製造業の派遣
労働者などに対して、本人の希望があれば、５年間
を経て正社員になれるよう義務化する。

　グローバル化によって、競争の規模は急激に大きく
なった。現在の価値基準に従って努力するだけでは、
日本に発展も収益ももたらさないだろう。新たな発想
が求められているのであり、そのためには、政策的に
小規模な実験をしながら、日本の技術・文化・国民
性・環境に適合した方法を見つけていかなければなら
ない。労働のあり方や格差のあり方の模索は、直接的
に国民の幸福につながる問題である。

（２年　日比野智大）

６　教養講座

（１）橘木俊詔氏「格差社会の現状と課題」
（７月４日(金)）

Ａ　格差とは
　京都大学名誉教授の橘木先生は格差研究の第一人者
であり、「平等社会」だと信じられていた日本が「格
差社会」に入ったことを指摘したことで知られてい
る。
　先生によれば、格差には二つの側面がある。所得や
資産に関する結果の格差と、教育や社会保障に関する
機会の格差である。格差社会が社会問題の一つとして
考えられる理由は、格差によって社会移動（世代間あ
るいは、世代内で社会階層を移動すること）が困難に
なり、貧困の連鎖を引き起こす危険性があるからであ
る。

Ｂ　格差の原因
　まず、格差には様々な種類（地位間、地域間、産業
間など）があるので、学問的には経済学のみならず、
社会学における研究とも深く関連している。格差の原
因を考える時、経済的不平等と社会的不平等の二つの

視点が必要である。経済的不平等とは経済活動の過程
によって発生する貧富の差である。使われる尺度とし
て、ジニ係数（所得や資産を低い者から高い者の順に
並べ、累積分布をゼロから一の指標で表したもので一
に近いほど格差が深刻）などが挙げられる。社会的不
平等とは人種、性別、階級などの社会的に与えられる
条件（社会制度の在り方）によって発生する不平等で
ある。ただし、注意しなければならないのは、「格
差」と「不平等」の違いが学者によって極めて曖昧で
あるということ。ここでは、格差が分散（指標のばら
つき具合）の大きい状態を表すのに対し、不平等はス
タートラインの違いを指し、差をもたらしている社会
の仕組みを意味する。

Ｃ　日本における格差
　日本は長らく「一億総中流」社会であると言われて
きた。「一億総中流」という造語は、日本国民の大多
数が自分を中流階級だと考える意識を表す。しかし、
中流の生活レベルには厳密な定義がないので、国民の
意識と実際の格差状況の間にはズレがある。特に1970
年代以降、この考え方が日本社会に広まった要因とし
て、大量生産によって商品の価格が下がったこと、終
身雇用や雇用保険によって生活が安定したことなどが
挙げられる。
　橘木先生によれば、現代の日本は格差社会に入って
いる。ジニ係数の増加（所得分配の不平等性）や貧困
率の増加が主な根拠として挙げられている。

Ｄ　貧困の２つの定義
　貧困には相対的貧困と絶対的貧困がある。絶対的貧
困とは食料、衣服、衛生、住居について最低限の要求
基準が達成されていない状況のこと。貧困線（最低生
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活を営むのに必要な所得の水準。日本でいう生活保護
水準）を基準にして計測される。ただし、生活水準は
国によって異なるため、貧困線も国ごとに設定されて
いる。したがって国際比較は難しい。相対的貧困と
は、ある地域社会や国の平均的な生活水準と比較して
所得が著しく低い状態のこと。等価可処分所得（世帯
の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所
得）の中央値の半分に満たない世帯員として定義され
る。国際比較が可能である。　

Ｅ　日本における貧困率
　日本における相対貧困率は年々上昇している（厚生
労働省「国民生活基礎調査」）。また、OECDによる
国際比較においても、ほかの先進国と比べて相対貧困
率が高い。原因としては、グローバル化に伴う外国人
労働者の流入や企業の海外移転に伴う産業の空洞化に
よって失業率が高くなったこと、非正規雇用が増加し
たこと、急激な高齢化により生活保護制度がうまく機
能していないこと、社会保障制度が不十分であること
などが挙げられる。

Ｆ　日本における所得分配
　所得分配とは国民の生産活動によって、ある一定期
間に新たに生み出された価値の総額（国民所得＝国民
純生産＋補助金－間接税）が、それに関わった経済活
動をした人々（経済主体）にどのように配られるかと
いうこと。つまり、生産の成果が社会の各構成員に対
してどのように分けられるかということである。ここ
では、分配上の公平性と配分上の効率性との衝突を
巡って多くの議論がなされてきた。公平性を重視すれ
ば大幅な経済成長は望めないが、より多くの人々がそ
こそこの生活水準で生活することができる。逆に効率
性を重視すれば、高い経済成長率を目指すことができ
る。現在、新自由主義（ニューリベラリズム）の台頭
により、規制緩和、民営化、自由主義が提唱され、経
済効率性や成長戦略が重視されるようになったので、
日本では所得分配の不平等性が高まっている。

Ｇ　日本における機会の格差
　教育に関しては、日本の公共部門による教育費支出
の対GDPに占める比率は、先進国中で最低水準にあ
る。このことから、親の所得により、子の教育水準に
不平等が生じていることが分かる。その他にも、社会
的不平等、経済的不平等が多く存在する。

Ｈ　格差の是正問題
　これは国民の意思によるところが大きい。効率性と
公平性のトレードオフに対してどう取り組むかは、国
によって違う。

　機会さえ等しく与えられていれば、格差そのものは
必ずしも悪いものではないという考え方もある。問題
はあくまで機会の不平等が引き起こす格差の固定化
と、それに伴う経済活動の衰退、平均的な生活水準や
幸福度の低下などである。なぜなら、資本主義は公平
であっても平等にはなり得ないからである。資本主義
国では、多くの富を所有するのは正しく努力した人で
あり、その富が税として富を持たない人に再配分され
なければならない。

Ｉ　感想
　格差が経済だけではなく社会とも密接に結びついて
いること。そして、格差の是正には効率性と公平性の
トレードオフの関係が関与していることなど、格差問
題研究の入り口を垣間見ることができ、とても勉強に
なった。まだ自分のこととして実感が湧かないが、今
後の日本社会の行く末に関心を持っていきたいと思っ
た。

（２年　河田　駿）

（２）菅原絵美氏
「グローバル社会における企業と私たち
　　　　　－ギャップから何を学び、どう動くか－」

（10月３日(金)）
Ａ　講師について
　講師の菅原絵美先生は1980年生まれ。大阪大学大学
院国際公共政策研究科博士後期課程単位取得退学、米
国ノートルダム大学国際人権法学修士。国連高等弁務
官事務所、国連グローバルコンパクト事務所でイン
ターンを経験し、現在、グローバルコンパクト研究セ
ンター代表を務めている。グローバル化と企業の社会
的責任に関する研究の第一人者である。

Ｂ　コンゴ紛争
　菅原先生は国連人権高等弁務官事務所でインターン
をした経験を持ち、そこで子供のころからの夢であっ
た戦争をなくす方法について考えていた。その時に携
わったのがコンゴ民主主義共和国で起こった紛争であ
る。この紛争での死者は540万人にも上るが、実際の戦
死者は９％しかいない。残りは難民となった人々が病
気や飢餓によって命を落としたのである。また、この
コンゴ紛争ではたくさんの少年が兵士として使われ
た。子供たちは誘拐され、兵士＝人を殺す人間へと変
えられる。そのために麻薬漬けにしたり、家族を殺さ
せたりして、彼らから正常な感覚や判断能力を奪った
のである。紛争が終わったとしても、彼らが元の生活
に戻ることは大変難しい。このように世界最大の紛争
と言われるコンゴ紛争では、罪のない人々が戦争に巻
き込まれ、その命を奪われたのである。では一体何が
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コンゴ紛争を引き起こしたのであろうか。
　コンゴの長老はこう語った。「コンゴには秘密の蜂
蜜があった。秘密の蜂蜜を欲した国々が奪い合いを始
め、戦争が起こったのだ」と。秘密の蜂蜜とはダイヤ
モンドや金、またレアメタルのことを指す。コンゴ周
辺の国のみでなく、欧米の先進国がこれを得ようとし
たのだ。コンゴ紛争はプレステーション紛争とも言わ
れるが、携帯電話やゲーム機に使われるレアメタルを
得ようとした企業がお金を出し、人や武器を手配し、
紛争を引き起こしたのである。

Ｃ　国連グローバルコンパクト
　国連のアナン元事務総長は紛争解決のために国より
も企業に働きかけをすることが必要だと考えた。それ
がグローバルコンパクト（GC）につながっている。
GCは人権・労働・環境・腐敗防止に配慮した企業活動
を行う約束のことである。企業による途上国への投
資・進出は増えているため、進出先で正しい活動をす
ることが要求されている。企業は利益だけを求めて進
出先で搾取するようなことをしてはならない。環境や
人権に配慮し、雇用や技術移転で現地に貢献すること
が必要になっている。
　日本におけるGCの活動はグローバルコンパクト・
ジャパンネットワークが担っている。職員は専従では
なく企業からの出向で、２年で会社に戻る。私は実際
にGCジャパンネットワークを訪れ、お話を伺った。そ
の際、職員が２年で変わっていってしまうことで引き
継ぎが難しいという話を聞いた。GCの活動が発展して
いかない原因の一つにもなっているのではないだろう
か。日本ではあまりGC活動を広めるような活動はして
いないそうだが、今後はもっと活動を広めていかなけ
ればならないだろうと思う。日本での参加社数は世界
に比べ少ないが、着実に数は増えている。海外では政
府が積極的に企業に加入を勧めていて、入る企業が多
い分、抜けてしまう企業も多いという。日本でも政府

によるアピールは必要だと思うが、強引に参加企業数
を増やすのではなく、しっかりと実績を伸ばしていく
現在の方針をもっと生かしていけたらいいと思う。
　GCジャパンネットワークはCSR活動の大切さを訴
え、企業が不正活動に参加することのないように働き
かけを行っている。GCには基本的に参加したいと希望
した企業が参加する。GCには強制力はなく、あくまで
も自発的な活動である。だからこそ社会における企業
の責任という面で、非常に大きな役割を果たしている
のである。しかし日本ではGCの知名度はまだまだ低
い。さらにトヨタやパナソニックといった大企業が労
働組合の問題などで加盟していない。そのため日本で
のGCの力はまだまだ弱く、今後よりいっそう発展させ
ていくことが必要になってくるであろう。

Ｄ　企業と消費者の責任
　企業はこれまで市場で生き残っていくために価格の
安さで勝負してきた。しかし現在では新たな問題に配
慮するようになってきている。日本でも「環境」や
「人権」という言葉が言われるようになってきた。企
業が利益だけを追求するのではなく、社会における責
任を自覚する世界。アナン元事務総長の言葉を借りる
のならば『人間の顔をしたグローバル・マーケット』
を目指して、世界は少しずつ動き始めている。
　コンゴ紛争のように企業が戦争にかかわる場合もあ
る。とすれば、我々消費者にも責任がないとは言えな
い。我々は消費者として商品を”選ぶ”ことができ
る。戦争につながる商品を買わないという行動選択を
することが可能なのだ。商品は多くの企業を通じて消
費者の元に届くため、正しい判断をすることは難しい
かもしれない。だが我々が紛争防止を意識して商品を
選んでいるということを、企業に、世界にアピールす
ることは非常に意味あることなのではないだろうか。
市民の力は大企業さえ動かすことが可能なのだ。消費
者は正しい企業を応援していくという方法で紛争防止
に協力することができるのである。
　私自身、紛争をなくす上で、企業という視点がある
のは新しい発見だった。ましてや私たち消費者にも責
任があるというのは考えてもみなかったことだ。これ
まで紛争という言葉を聞いても自分とは遠いところで
起こっていることだと思っていた。戦争はいけないこ
とだと語りながらも、自分では何かを動かそうとして
いなかった。こういった私の無関心がもしかしたら紛
争に繋がり、何人もの罪なき人々の命を奪っていたの
かもしれない。紛争を止めようと動いている人がい
る。私もまずは関心を持つこと、自分の責任を考える
ことから、戦争をなくす第一歩を踏み出していけたら
良いと思う。
　菅原先生は「何が問題なのかを知ることは、何から

－48－

菅原絵美氏との座談会



始めればよいかを問われることであり、知ることイ
コールどうすればよいかを問われることである」と
おっしゃった。世界で起きている戦争に対して自分に
は無関係であると考えているだけでは何も変わらな
い。我々はまず何が起きているのかを知り、行動を起
こすことが必要なのである。
　我々が持っている電子機器には紛争で得た、血塗ら
れた鉱物が使われているのかもしれない。しかし我々
が注意して企業の活動を監視し、正しい行動選択をし
ていけば紛争を止める一歩になるのかもしれないの
だ。戦争をなくすことは非常に困難なことだろう。し
かし企業という視点で見てみれば、あるいはその解決
の一歩を踏み出すことは可能なのかもしれない。とす
れば、おのずと我々消費者のすべきことも見えてくる
はずである。

（１年　宇高綾那）

（３）木村幹氏「「日韓関係と歴史認識問題」
（12月２日(火)）

　今回の教養講座では神戸大学大学院国際協力研究科
の木村幹教授にお越しいただき、今冷え込んでいると
言われる日韓間の問題とその背景、および解決策につ
いてお話を伺いました。
　まずは竹島/独島をめぐる対立についてです。これ
は、この問題に対する両国の捉え方の違いが生み出し
たものです。韓国は竹島を、韓国併合に先立ち「最初
に奪われた領土」だと、ただの領土問題ではなく、植
民地化につながる歴史の問題として捉えています。一
方、日本は、あくまでも歴史問題とは別の単なる領土
問題と捉えています。日本側が、竹島には韓民族のア
イデンティティが込められているという韓国人の思い
を理解しないと、問題の解決にはつながらないようで
す。
　次は教科書問題です。これは日韓における歴史や歴
史教育に対する考え方の違いによって生じた対立で
す。韓国の歴史教育は韓民族がいかに頑張ってきたか
を教える目的で、厳選された事実が明確なストーリー
の下に提示されています。歴史は道徳と同じ教科グ
ループに属しています。それに対して日本における歴
史教育の目的は、「事実を知ること」が第一で、ス
トーリー抜きに、客観的に事実が教えられています。
日本と韓国では、重要と考える歴史的事実が自ずと異
なっているため、教科書の記述が食い違うのです。
　そして従軍慰安婦問題。日本側は日韓基本条約で補
償は解決済みであり、政府による不法行為は存在しな
かったという見解です。対して韓国は、これは基本条
約の想定外で、「強制性」を広く解釈し、直接・間接
の日本政府の責任を追及しています。同じく日韓基本
条約の解釈の違いから起こっている問題に徴用工等の

問題があります。これは韓国内でも議論が二分してい
て、韓国行政府は基本条約で解決済みとしています
が、市民団体・司法府は解決していないと言っていま
す。日本政府は、当然、日韓基本条約で解決済みの立
場をとっています。
　そもそも韓国併合を巡っては、韓国の憲法では国際
的にも違法であるとされていて、日本統治下に日本政
府によって行われた行為は、全て違法とされていま
す。したがって、日本は賠償をしなくてはならないに
も関わらず、日韓基本条約で日本政府が支払った多額
のお金は、あくまでも「経済援助」であり、「賠償
金」ではないので、韓国側は、賠償がおこなわれたと
いう認識は持っていません。また、この条約を結んだ
のは当時の軍事政権であり、民衆の意見を無視したも
のであり、無効だという主張もあります。こうした見
解の相違が、日韓関係を悪化させているのです。
　では、なぜこれらの問題が今、顕在化し、激化して
いるのでしょうか。よく言われるのは、近年になって
韓国で反日運動が激化してきたこと、反日教育がおこ
なわれてきたこと、日本の右傾化に伴う反動と考えら
れること、という３つの見方です。
　しかし、木村先生は、これら通俗的見方を否定して
います。まず「韓国人はいつも日本に文句ばかり言っ
ている」わけではありません。そもそも最近は、韓国
の反日運動は盛り上がっていないようです。また、反
日意識は最近の反日教育の産物ではありません。今の
大人は今の教育を受けたのではなく、少し昔の教育を
受けた人々であり、そこでは反日を喧伝していません
でした。最近の日本の右傾化が日韓関係を悪化させた
とも言えません。歴史認識問題が話題となり始めたの
は80年代後半から90年代前半であり、その時期は、日
本において最も「リベラル」な勢力が政権を保持して
いた時期でした。
　木村先生の見解では、最近になって歴史問題をめぐ
る対立が激しくなってきている背景には、韓国内での
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日本に対する見方の変化があるといいます。
　韓国の貿易における主要国のシェアを見ると、日本
の重要度は下がり続けています。代わって重要になっ
ているのが中国です。韓国は、日本から徐々に離れ、
中国に接近しているのです。今までは、韓国にとっ
て、日本の重要度がある程度高かったため、領土や歴
史問題で衝突した場合、誰かが行動し、ある程度の解
決をしてきました。しかし重要度が低くなり、日本に
対する関心も薄れている今、誰も行動せず、結果とし
て紛争が噴出してきていると教授は指摘します。その
ため、様々な面で日韓が協力できる分野も少なくなっ
てきているのです。
　では、これからの日韓関係をどうするのか。木村先
生は、最も問題なのは日韓がお互いに無関心になりつ
つあり、なぜ自分にとって相手が重要なのかという共
通理解が失われ、誰も両国関係の改善に動かないこと
だといいます。放置しておいても事態は改善せず、た
だ交流しているだけでも解決しません。しかし、韓国
にとって日本の重要度が下がったとしても、日本と韓
国が隣国同士であるという関係は変わりません。災害
救援や電力の送電、人の交流など、近くにいる国同士
でなければできないことがたくさんあります。もう一
度、日韓両国が互いに相手に何ができるのかを考える
必要があるとおっしゃっていました。
　実際に、日韓両国でできることは何でしょう。確か
に、歴史問題に関しては日本の誠実な謝罪が必要です
し、政治家の靖国神社参拝といった挑発的行動は許さ
れません。また、韓国も日本も、歴史問題を始めとす
る日韓の間の問題を政治的な思惑に利用しています。
自国の立場と正当性を主張しあうだけでは、両国の間
の溝は絶対に埋まりません。
　歴史問題において最も重要であり、忘れてはならな
いことは、ある国が他国によって武力で主権を奪わ
れ、植民地化されたということ。そして、たくさんの
人の基本的人権や尊厳が蹂躙されたということなので
す。僕は、この普遍的なテーマ、つまり平和や人間の
尊厳や基本的人権の大切さを世界全体に発信していく
という点で、両国は必ず協力していくことができると
思います。
　木村先生が言うように、日本と韓国はかけがえのな
い隣国です。いがみ合っていないで一緒にできること
を探すことは、互いにとって利益にこそなれ、損をす
ることはありません。関係改善の道を探ることは、両
国民の責務です。

（２年　桐谷詩絵音）

７　第８回全国高校模擬国連大会
（11月15日(土)・16日(日)）

Ａ　会議の様子
　今会議の議題は「2050年の世界をどう養うか」で
あった。主催者側はこの議題に対して４つの論点を設
定していた。「①食肉消費」「②バイオ燃料」「③土
地と水資源の持続可能性」「④遺伝子組み換え食品を
含む農業技術」である。
　私たちは韓国代表として参加した。事前準備の段階
で、自国の状況と論点を照らし合わせた結果、バイオ
燃料と農業技術にはほとんど関係しておらず、ここ数
年で国民の肥満率が高くなっていることと、国民を養
うのに海外に頼らざるを得ないという状況から、論点
１と論点３を優先させることになった。
　会議全体の流れは、司会を立てて全体で話し合う
「MC：Moderated Caucus」と、個々の国同士で直接
交渉を行う「UC：Unmoderated Caucus」が交互に行
われ、政策の似通った国同士で決議案を作成し、全体
で投票を行うというものだった。初めから数か国の代
表が会議全体のイニシアティブをとっており、会場の
雰囲気は非常に緊迫したものに感じられた。MCとUC
以外にも、各国の代表が英語で自国の政策を説明する
公式発言の場が設けられていたが、UCでの交渉の際に
説明することになるので、最初に発言した国以外につ
いてはあまり意味をなさなかったと思う。
　初めはMCが行われ、会議の進め方を決定した。論点
ごとにグループを作って交渉を行うという方針が多く
の代表の賛成を得た。MC中は手書きのメモを他国の代
表派遣に渡すことができることになっており、同じ論
点を重視している国に呼びかけて話し合おうというよ
うなメモが飛び交っていた。
　私たちは自国の立場を踏まえたうえで、論点の１と
３を重視した。全体としては論点３を重視する国が多
かった。それほど皆が関心を持つ話題だったのだろ
う。当日のUCでは、私たちは論点１と３にわかれてそ
れぞれで交渉を行った。
　論点１の「食肉消費」での私たちの主張は、食肉の
消費量が増加しているとともに、国民の健康が損なわ
れてきているため、伝統的な食文化を見直そうという
ことであった。ここで大切なのは、その国の食文化を
守る必要があり、もともと肉を食べていた国での食肉
消費量削減は考えず、海産物や穀物を多く食べていた
国での伝統的食文化の再評価という形で行う必要があ
るということである。しかし、周囲の反応はあまりよ
くなく、他の国から、食肉の消費に税を課すことに
よって消費量を抑えようということが提案され、これ
が多くの国の支持を集めていた。
　論点３の「土地と水資源の持続可能性」のグループ
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には、投資国だけでなく被投資国も参加しているの
で、投資をしてほしいという国もあれば、自国の土地
が搾取されかねないと考えて否定的な立場を示す国も
あった。私たちの政策は、海外農業投資における公正
なルール作りとその保持に重点を置いていた。集団安
全保障のように、投資と被投資に関わる多数の関与者
がルールを作って遵守することを誓い、違反者には制
裁を加えることを主張した。国民を養うために海外の
農地に頼らざるを得ない韓国のような国は、この提案
で十分なのだが、アメリカやドイツなど企業が事業と
して海外農業投資を行うという立場からすれば、企業
には相応の利益が必要であり、金銭的な利益を目的と
しないで企業が投資を行うという韓国の主張は根本的
に成り立たないのだ、と反論された。非常に難しい論
点だったと思う。
　初日、会議の後半では同じ論点の中でも立場の違い
からいくつかのグループができ、そのグループで２日
目の朝、会議全体に配られる「WP：Working Paper」
を作成するという形になった。私は論点３に関してWP
を作った。２日目に各WPについて説明をする時間が設
けられたが、説明は英語で行うことになっており、自
らの英語力のなさゆえにせっかくの機会を失うことに
なってしまった。この点は大いに反省している。
　最終的には決議案が２つ出され、どちらも可決され
て会議は終了となった。

Ｂ　反省点と改善策
　私の高校は今回初めて模擬国連大会に参加したた
め、すべて手探りで行わなければならなかった。その
ため、大会終了後になって後悔している点がいくつか
ある。
　１つ目。UCでの他国との交渉は、自国の政策をいか
に効率的かつ正確に伝えられるかが鍵であった。交渉
の際、口頭と交渉ペーパーだけでなく、事前の準備の
段階で模造紙などに自国の政策をわかりやすく示し、
当日の会議でそれをもとに交渉を行うことができれ
ば、誤解を防ぐことができたうえに説明時間の短縮も
図られたのだろうと思う。
　２つ目。公式の場での発言・質問はすべて英語で行
うことになっていた。しかし、それほどの語彙力を持
ち合わせていなかったため、会議全体に自分のグルー
プで作成した政策の説明をする機会を失うことになっ
てしまった。公式の場での発言はUCと異なり、会議全
体に主張することができる上、発言を途中で遮られる
こともなく、説得力のある主張ができる。この機会を
失うことは、より良い決議案を作成する上で大きな痛
手となる。政策ばかりに固執せず、主張する手段とし
ての英語力を磨いておくことが必須であると感じた出
来事である。

　３つ目。他国との交渉においてイニシァティブをと
ろうとするあまり、溝を埋めて妥協点を探るという作
業が完全にはできていなかったと思う。後半は何とか
持ち直したが、初めのミスは会議が終わるまで響いて
いた。自国の政策を無理に押し通す必要がないことは
わかっていたが、当日は冷静さを失いがちである。具
体的な解決策は見つからないが、かなり後悔している
ので反省点として挙げておく。

Ｃ　感想
　今回の大会への参加は私にとって大変新鮮なもので
あった。２日間にわたって開かれた大会は、１日目の
始まりから２日目の終わりまで、まるで自分が本物の
韓国代表のように感じられた。国連の模擬大会である
が故に、他の大会と比べても異質であった。この大会
に参加することは、私の世界観を変えるのに大いに役
立った。また行動力・交渉力の向上にもつながった。
　私は大会の最初から最後まで会場の雰囲気に圧倒さ
れていた。各国代表の行動力や交渉力にも驚かされた
が、特に皆の英語力の高さが模擬国連を象徴してい
た。参加前は英語が堪能な国が数か国はあるだろうと
思っていたが、予想をはるかに上回る、ほぼ全ての国
の大使が公式発言だけでなく、英語での決議案の作
成、決議案に対する英語での質問などを即座に行って
いた。公式発言は予め原稿を用意しているが、その場
での質問や決議案の作成は、相当な語彙力と英語力が
ない限り、即座にはできないものだと思う。同じ高校
生として、自分の英語力に危機感を覚えるほどであっ
た。
　この２日間はかなりハードだったが、その分充実し
た時間であり、楽しくもあった。このような大きな大
会でなくても、周りの高校と手を組んで定期的に模擬
国連のような大会を開催するのも良いのではないかと
思った。

（２年　金原弘季）

－51－


