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模擬国連会議全米大会日本代表団派遣事業運営局規約 

 

第一章：総則 

第一条（名称）当運営局は模擬国連会議全米大会日本代表団派遣

事業団運営局（英語名：Japanese Delegation to the National Model 

United Nations Conference Project Administration Department）と称し、

当運営局の略称は、「全米団派遣事業運営局」とする 

 

第二条（運営者）当運営局に属する者は、「運営者」と称する 

 

第三条（目的）当運営局は、模擬国連会議全米大会日本代表団と

して国連における外交を体感する機会を享受した後に、その機会

で培った知識や経験を多くの人に伝えることによる、国際問題の

社会的認知の促進、模擬国連活動の発展及び国際社会において活

躍する人材の育成を目的とする 

 

第四条（事業内容）当運営局は次の事業を営む 

一項：渡米及び前年度事業に関する報告書の作成及び販売 

二項：渡米報告会の実施 

三項：模擬国連活動への従事 

四項：模擬国連会議全国規模大会への参加 

五項：模擬国連会議全米大会日本代表団団員の選考 

六項：以下の各号に掲げる「全米大会参加プログラム」の提供 

一号：日本代表団としての模擬国連会議全米大会への参加 

二号：国際連合本部及び国際連合日本政府常駐代表部への訪

問 

三号：国際交流プログラムの実施 

1. 事業運営局規約 
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四号：勉強会及び発表会等、前三号の準備として必要な活動 

七項：その他当事業の目的を達成するために必要なあらゆる活動 

 

第五条（公告の方法）当規約の公告は電子公告及び第四条一項に

掲げる報告書に掲載して行う 

 

第六条（運営者の責任）運営者は、各々が当運営局を代表し、当

運営局のために為した事に関して全員で責任を負う 

 

第二章：事業運営 

第七条（運営方法）当事業を営むに際し、事業方針、その他具

体的な事業運営手段は運営者の過半数の同意を以って決定する 

 

第八条（重要事項）前条の規定にかかわらず、当運営局の事業

運営コンセプト決定、模擬国連会議全米大会日本代表団団員選

考基準決定、模擬国連会議全米大会日本代表団団員決定、当規

約の改正等、事業運営に関する「重要事項」（以下、重要事項）

は団員全員の同意を以って決定する 

 

第九条（重要事項決定）いかなる事項が「重要事項」であるか

を決定する際は、第七条に従う 

 

第十条（役職）当運営局の機関として、運営統括、会計、広報

担当、研究担当、選考プロセス担当、総務、渉外担当、OBOG 担

当、DDP (Delegate Development Programme)担当、情報処理担当

を設ける 

 

第十一条（運営統括）運営統括は、全米大会参加プログラムの

全体の指揮及び協力団体との連携をとり、且つ当事業運営全体

を指揮・調整する 
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第十二条（会計）会計は、当事業の収支の管理および予算・決算

作成を行う 

 

第十三条（広報担当）広報担当は、日本国内の模擬国連活動参加

者に対する当事業の広報の指揮監督を行う 

 

第十四条（研究担当）研究担当は、模擬国連会議全米大会日本代

表団選考の一環として行われる「日本代表団員選考会議」の指揮

監督を行う 

 

第十五条（選考プロセス担当）選考プロセス担当は、模擬国連会

議全米大会日本代表団選考全体の指揮・調整を行う 

 

第十六条（総務）総務は、第四条一項に掲げる報告書の作成およ

び第四条二項に掲げる報告会の実施において中心的な役割を担

うほか、各役職の補佐や、その他事業運営を円滑化する役割を担

う 

 

第十七条（渉外担当）渉外担当は、第二十三条に掲げる当事業の

支援財団・企業等との連携をとる 

第十八条（OBOG 担当）OBOG 担当は、当事業の目的に資する

ため、現運営者と運営者 OBOG との密接且つ包括的なネットワ

ーク作りを行う 

 

第十九条（DDP 担当）DDP 担当は、次代団員育成プログラムの

指揮監督を行う 

 

第二十条（情報処理担当）情報処理担当は、団員相互の意思疎通

の円滑化・当事業の外部広報のための環境整備を行う 
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第三章：会計 

第二十一条（事業年度）当事業の事業年度は、5 月 1 日から 4 月

30 日までを一年度とする 

 

第二十二条（決算報告）当事業の決算報告は第四条一項に掲げる

報告書に掲載して行う 

 

第二十三条（事業運営資金）当事業は、自己負担金、財団、支援

企業等からの賛助金、その他事業運営に伴う収入によって運営さ

れる 

 

第二十四条（OBOG 基金）当事業に対して継続的に資金を供給で

きる母体を確立し、当事業の継続を支援するために、「OBOG 基

金」を設立する 

 

第四章：附則 

第二十五条（発効）当該規約は平成 18 年 12 月 16 日より効力を

有する 

2007年 3月 7日改正 

2009年 6月 3日改正 
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2012年模擬国連会議全米大会 

第 29代日本代表団派遣事業運営局 

運営統括・団長 

坂本 早希 

 

模擬国連活動は 1923 年にアメリカ・

ハーバード大学で始まった「模擬国際連

盟」に端を発していると言われています。

そして今日では、世界中の大学や高校が

授業として取り入れたり、課外活動とし

て取り組んだりするようになり、参加す

る学生の規模は年々増加傾向にあります。 

模擬国連活動では、学生が一人一カ国

の大使となり、国連で実際に行われてい

るような会議を模擬します。会議で扱う

議題は多岐にわたるため、様々な国際問

題に対する理解を深めることができます。

また、母国である日本以外の国を担当す

ることがほとんどであるため、他国の外

交政策を知れるだけではなく、現存の問

題に対し、客観的かつ広範な視点を持つ

ことが可能になります。更に、リサーチ

で得た情報を分析した上で政策立案をす

る力、交渉しながら合意を形成していく

過程で必要とされる論理力や交渉力等、

数多くの能力を高めることができる活動

です。 

この模擬国連活動が日本で始まった

契機となったのが当事業です。米国留学

中に模擬国連会議を経験した学生が、日

本からも学生を派遣しようと動き出した

ことが、日本における模擬国連活動を行

う団体の発足につながりました。そして、

発足から約 30 年が過ぎようとしている

今、日本中に活動拠点を置くほど、その

輪は広がってきています。 

さて、グローバリゼーションが叫ばれ

る今日、世界はますます狭くなってきて

いると感じられます。海外へ行くことも

容易になりつつあります。そのため、近

年では当事業が学生を派遣している「全

米大会」の他にも世界各地で行われる大

会に参加する学生も見られるようになり

ました。 

しかしながら、アメリカの大学と提携

してペアを形成して会議に臨むことや、

国連本部を訪れることができること、そ

して国連職員の方々から職務等について

のお話を伺うことができることは、他の

世界大会が身近になった今こそ、当事業

2. はじめに 



第 29代日本代表団派遣事業報告書   

11 

 

の特徴として挙げられるものであると確

信しております 

また、渡米後の一年間の運営も当事業

の大きな特徴として挙げられます。渡米

で苦楽を共にした団員と切磋琢磨しなが

ら、次期団員を派遣するという同じ目標

に向かって努力するということは、一人

の人間として大きなものを学ぶことにな

ります。学生のうちに貴重な経験を積む

ことができるという意味で、当事業の価

値は大きなものであると信じています。 

当事業が学生を全米大会に派遣し始

めてから早 29年。この間世界の情勢はめ

まぐるしく変わり、模擬国連に参加する

学生が考えること、感じることも変化し

てきているかもしれません。しかしなが

ら、当事業が目指すもの、即ち国際社会

に貢献できる人材を育成するという点は、

移りゆく社会の中でも不変に求められて

いるものではないでしょうか。現に、当

事業のOBOGの方々で国際社会の一線で

ご活躍されている方々も少なくはありま

せん。 

今年度も学生を派遣することができ

たのも、当事業に深いご理解を示してく

ださっている財団・企業の皆様、顧問の

先生方、国連本部や日本政府代表部の職

員の皆様、外務省・国連広報センター・

国連大学の皆様等、多くの皆様のご協力

があってのことです。この場を借りて、

改めて厚く御礼申し上げます。 

本報告書を通し、当事業へのご理解を

より一層深めて頂くことが出来たならば

幸いでございます。 
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京都大学大学院法学研究科 

位田 隆一教授 

 

 

グローバリゼーションが進んできた。

物や情報が国境を越えて流通し、個人や

団体が国の枠を超えて活動する。このよ

うに国境を超えた人々の交流がすすむと

き、基盤になるのはコミュニケーション

である。グローバリゼーションとは、単

に人やものの往来が容易・自由になるの

ではなく、地球（Globe）規模で考え行動

するということ、つまり世界がひとつに

なるということである。そこにいる人々

が、それぞれの国家の枠を超えて、「地球

市民」として、ひとつの共同体を形成し

ていくことだ。 

 そこでは単に外国語がしゃべれる、と

いうことだけでは十分でない。互いに自

分の立場、考えることを主張し合い、そ

の中から理解を見出すことである。自分

の考えをいかに論理的に表現して相手に

理解してもらうかであり、したがって相

手の論理をも十分に尊重し理解すること

である。自分自身を、自分の国を正確に

相手に伝え主張する「議論」をすること

によってこそ、今日の国際社会の中で多

種多様な価値が共生し、グローバリゼー

ションはいっそう進展する。 

 「沈黙は金」であり、「目は口ほどにも

のをいう」わが国では、そうした議論を

する能力を養う場が殆どない。諸外国で

は、国語の時間に自分の主張を論理的か

つ説得的に表現するのを学ぶことが多い

が、日本ではそうではない。学生諸君を

見ていて、とりわけそう思う。ましてや、

文化や社会条件の異なる人々や国々での

間での議論は、こちらの予想を超える展

開を見ることが少なくない。こうした状

況の変化に的確に対処しようと思えば、

自己が確立していなければならない。少

なくともその修練を必要とする。 

 私が模擬国連に期待するのはこうした

点である。現実の国連はいまや 193 国が

加盟するまさに多文化社会だ。これをシ

ミュレートして、模擬国連のなかで一つ

の大きなテーマについて議論を闘わせる

ことは、最高の知的ゲームである。そこ

では、単に英語による討論という技術的

なものが問題なのではない。実際に議論

にいたるまでの問題の分析や資料の収集

3. 推薦の言葉 
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と読み込み、討論の際の進行戦略、発言

のタイミング、議論に際してのチームワ

ーク、舞台裏の交渉と妥協、決議案の周

到なドラフティング。これらのものが模

擬国連にはすべて用意されている。自分

の能力をフルに使い、そしてその度に自

分が成長していくのである。 

 そして何よりも楽しいのだ。これは意

欲と知的好奇心にあふれた学生諸君に与

えられた特権的ゲームといってよい。し

かも一緒に組んで討論をするアメリカや

ほかの国からの学生との交流は、まさに

グローバリゼーションを地で行くものだ

ろう。 

 もちろん、これで国連がわかった、と

いうものではない。国際社会はもっと複

雑であり、多様である。しかしそれゆえ

にこそ、国際社会に、国際連合に、私た

ちは魅了される。模擬国連の準備に一生

懸命になっている学生たちを見ていると、

目が光っている。知的な努力と苦労とそ

して喜びにあふれた目である。誠に羨ま

しい。 

 

 

 

 

人権教育啓発推進センター 

横田 洋三理事長 

 

第二次世界大戦後の国際関係を特

徴づけるものの一つに、マルチ外交（会

議外交）の日常化ということがあげられ

る。確かに、二国間外交の積み上げを基

本とする戦前の国際関係に比べると、今

日の国際関係では、国連総会や国連主催

の諸会議など、多勢の国家代表が集まる

国際会議で問題が討議され、処理される

ケースが非常に増えてきている。その背

景には、国際機構の増大、世界的規模で

処理を要する問題の増大、中小国を中心

とする国家数の増大、などの現象がある

わけであるが、こうした国際関係のあり

方の変化に、日本の外交が適切かつ有効

に対応しているかというと、問題は大い

にあるといわなければならないのが実

情である。 

 

そもそも日本の文化的伝統の中には、

国際会議を通じての問題処理になじまな

いものが内包されているように思える。

たとえば、日本の文化的伝統のもとでは、

話す能力は必ずしも個人の資質として尊

ばれないが、国際会議においてはこの能
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力が強くされている。また、日本の文化

的伝統のもとでは、個人が傑出した指導

力を発揮することは、個人プレーとして

しばしば批判の対象とされるが、国際会

議においては、そのような指導力を持っ

た人物が会議をリードし、その成り行き

に多大の影響を及ぼす。 

そして、その結果、参加各国はそのよ

うな指導力を発揮した人を高く評価し、

そのような人物を派遣した国に敬意を払

うようになる。このことに加え、これも

日本の文化的伝統の一側面として、学問

と教育が現実から遊離して一人歩きを初

め、本来実用的であるはずの英語教育も

受験英語となって、何年学習しても一向

に国際会議の場で使い物にならないもの

になってしまっているという問題もある。 

 

このような文化的伝統の影響が今日

でも強く残っているから、日本の外交に

たずさわる人達の選抜から訓練に至る

まで、マルチ外交の場で、日本の代表が

日本の利益を最大限実現するよう効果

的に行動できないとしても、それは当然

の結果といえよう。もちろん、そうはい

っても、これまでマルチ外交の場で日本

の代表として立派に活動してきた人も

いないわけではない。しかし、それは、

むしろそのような資質をもった人が偶

然日本代表となってからであって、その

ような人物を選び育てる土壌が日本の

文化的伝統に、日本の社会構造にあった

からではない。 

 

ところで、日本の文化的伝統の全てに

問題があるのではなく、その中には、今

日のマルチ外交に立派に通用する-いや

そこでこそ効能を十二分に発揮する-と

思える要素もある。例えば、舞台裏での

根回しを通してのコンセンサス作り、と

か、集団で手分けして行う情報収集・分

析能力などは、国際会議の場で、派手で

はないが効果的な交渉手法となろう。 

いずれにしても、これからの国際社会

は、一層相互依存が進行し、地球的規模

で物を考え、問題を処理しなければなら

ない状況が増えてくる。それに伴って、

マルチ外交の比重も今まで以上に増して

くるであろう。そうだとすると、マルチ

外交の比重も今まで以上に増してくるで

あろう。そうだとすると、マルチ外交の

場で活躍できる人材が出てくるのを偶然

に任すのではなく、意識的に育て、創り

だしていくようにすることが、今後の日
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本にとって重要と思われる。模擬国連の

活動は、ささやかではあるが、このよう

な方向への貴重な第一歩として私は大い

に注目し、期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）模擬国連とは 

 

 模擬国連は国連での会議を想定し、一

人が一国の大使となって会議に臨み、外交

戦略を立てながら利害関係の異なる他国

の大使と交渉を繰り広げます。この活動で

は、国際問題への理解のみならず、担当国

の政策立案や外交戦略を立てる際のリサ

ーチ、会議に臨めば他国との外交交渉を必

要とするため、単なるディスカッションの

みに終わらない特殊性があります。この活

動はさまざまな国際問題をより多角的な

視点でとらえる必要性を教えてくれます。 

 模擬国連活動の起源は、1923年にアメ

リカ合衆国ハーバード大学で創設された

「模擬国際連盟」に遡ることができ、第 2

次世界大戦後は国際連合創設に伴い後継

として模擬国連(Model United Nations)が開

始されました。その活動は国際連合のウェ

ブサイト1でも紹介されており、現在では米

国や欧州を中心に 20 万人以上の大学生や

                                                

1http://www.un.org/cyberschoolbus/mod

elun/index.asp 

 

4. 事業概要 

http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/index.asp
http://www.un.org/cyberschoolbus/modelun/index.asp
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高校生が、授業や課外活動の一環として模

擬国連に参加しています。また、世界 35

カ国で年間 400以上の模擬国連会議が開か

れています。 

 日本において模擬国連は、1980年代、

欧米の教育機関への留学から帰国した教

員や学生により次第に大学や高校の授業

に採り入れられるようになりました。そ

の流れを受け、1983年に上智大学におい

て緒方貞子教授（当時）の顧問の下「模

擬国連実行委員会」が発足しました。こ

れを期に日本国内への模擬国連の普及が

なされ、現在では全国の学生が主に課外

活動として取り組んでいます。また現在

模擬国連は、模擬国連活動に携わる大学

生で構成される全国規模の組織である

「日本模擬国連」を中心に、様々な研究

会・支部を有するほか、年では高校生の

活動者も急増しています。 

 

（2）模擬国連会議全米大会日本代表派

遣事業とは 

 

 模擬国連会議全米大会派遣事業とは、

毎年ニューヨークにおいて開催される

National Model United Nations Conference

（全米大会）へ日本からの代表団を送る

事業であり、日本模擬国連の事業の一環

です。1984年に初めて代表団が派遣され

て以来、今年で 29周年を迎え、その間日

本での模擬国連活動も大きな広がりを見

せています。当事業も企画立案、準備か

ら実行まですべて学生が中心となって行

っています。 

 派遣事業において主眼とされるのは、

何にも増して、海外の学生との交流です。

日頃、日本においてさまざまな国際問題

などに関心を持って活動している私たち

学生にとって、違う国の同じような問題

意識を持った学生たちと交流できるのは、

大変貴重な経験です。毎年、北米の大学

と連携して合同代表団を派遣しているの

も、日本人の語学力の不足を補うためと

いうよりも、共同での事前準備や会議内

外を通じて行われる異文化交流に大きな

意味があるからです。 

それと同時に、現地で国連職員の方々や

国連代表部の方々をお訪ねする機会を頂

き、直接お話を伺うことも、私たちの国

際問題に対する認識を深める貴重な経験

となることから、やはり当事業の中心的

なプログラムの 1 つとなっています。そ

して、このようにして得られた経験と全

ての集大成である会議での経験を基に、
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代表団の学生は日本の模擬国連活動の更

なる普及と一層の充実を図っていきます。

これらが当事業の主な目的です。 

 

（3）模擬国連会議全米大会とは 

 

模擬国連会議全米大会（National Model 

United Nations Conference）は全米学生会

議協会（National Collegiate Conference 

Association-NCCA）という非営利民間団

体によって主催される模擬国連会議の大

会であり、イースター前の 5 日間、ニュ

ーヨークのホテルと国連本部の会議場を

使用して開催されます。世界的にも最大

規模を誇るこの大会に、今年はアメリカ、

カナダ、ドイツ、フランス、イタリア、

中国や日本など世界中から 300 以上の大

学、約 5000人の学生がニューヨークの地

に集いました。そしてそれぞれの学生が

国連加盟国や非政府組織の代表として、

20の国連機関や国際機関の模擬会議に参

加し、議論を行いました。前年度の大会

に続き、今年もより多くの学生に大会参

加の機会を提供するため「One Conference, 

Two Schedules」という前年のコンセプト

の元、2 つの会場で同じ設定会議が異な

る参加者によって行われました。会議に

加えて、大会 3 日目には 国連機関や国

際機関の専門家による講演会もプログラ

ムの一環として行われました。 

 全米大会で行われる会議の設定は毎

年同じものではなく、それぞれの議題も

必ずしも実際に設定されているものに捉

われているのではなく、その時に注目さ

れている問題を積極的に取り上げ、シミ

ュレートすることが試みられています。

また、それぞれの会議は独立しているわ

けではなく、相互に関係する会議に出席

している国の代表団は、随時進行状況を

確認しあい、政策調整を行うことになり

ます。会議最終日には国連本部の会議場

で、前日までの会議で採択された決議及

びレポートが再び審議・投票されます。

そして、国連総会本会議場で催される閉

会式をもって、5 日間に渡る大会は閉幕

となります。 

 このような大規模な大会を支えている

のは層の厚い事務局スタッフです。スタッ

フには全米大会に幾度も参加した方が多

く、模擬国連や国際問題に関する知識・経

験が豊富です。このような充実した運営ス

タッフのサポートを受け、大会は高い質を

誇ります。 
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（4）代表団員紹介 

 

 

 

 

 

【坂本 早希】 

 法政大学法学部 3年  

 四ッ谷研究会  

 代表団長  

 Shannon Thomas (head-delegate) 

 

【笠嶋 瑞基】 

 東京外国語大学外国語学部 2 年 

 国立研究会 

 国連総会第一委員会 

 Anh Van 

  

【須藤 雄貴】 

 大阪大学外国語学部 2年  

 神戸研究会  

 国連総会第二委員会  

 Khanh Tran 

  

【越田 真奈美】 

 東京外国語大学外国語学部 2 年 

 国立研究会 

 国連総会第三委員会 

 Mikaela Rear 

  

【渡邊 紗世】 

 東京大学教養学部 2年 

 駒場研究会 

 国連児童基金 

 Xin Xin Lin 

  

【中島 悠輔】 

 東京大学教養学部 2年 

 駒場研究会  

 持続可能な開発会議 

 Bo-Peter Laanen 

 

【田伏 宏基】 

 東京大学教養学部 2年 

 駒場研究会 

 アフリカ連合 

 Shannon Thomas 

 

【吹留 美佳】 

 同志社大学商学部 2年  

 京都研究会  

 イスラム諸国会議機構 

 Benjamin Wigley 

  

【代表団員名】 

・大学・学部・学年 

・所属研究会 

・参加会議 

・パートナー名 
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【殿村 さおり】 

 東京外国語大学外国語学部 2 年  

 国立研究会  

 安全保障理事会 

 Adam Bradford Spaulding 

  

【桑島 美幸】 

 慶應義塾大学商学部 2年  

 日吉研究会  

 武器貿易条約会議 

 Mahith  Amancherla 

 

（5）会議の流れ 

 
1. 議題順序選択 

全米大会では、それぞれの会議にあら

かじめ 3 つの議題が設定されています。

会議が始まると、本格的な議論に入る前

に、話し合う議題の順序決めを行います。

3 つの議題が全て話し合われることも可

能性としてはありますが、会議期間が実

質 4 日間に限られ、各議題に対して国際

社会が結論を出すのは容易なことではな

いので、基本的に 1 番目として採択され

た議題に会議時間の多くが使われます。

そのため、どの議題が多く話し合われる

かは国益に直接関わることになり、議題

順序選択は会議において非常に重要なプ

ロセスであると考えられます。 

 

2. 会議 

模擬国連は、実際の国連における会議

を「模擬（simulate）」する活動です。国

連において様々な機関があるのと同様に、

模擬国連においても様々な機関・会議が

設定されます。各会議において、大使と

なった学生は、自国や世界の利益になる

ような決議を作るために議場を動き回り

ます。大使の会議での行動に関しては会

議ごとの特徴がありますが、一般的には

以下のとおりです。 

 まず始めに、自国の政策を公式発言

（Speech）などで他国に提示します。そ

れらを用いた交渉を通じて、ある問題に

対して同様の意見・立場を持っている大

使を探し出します。この際、アフリカ、

EUなど共通政策を標榜するいわゆる「地

域グループ」で集まることもあります。 

 グループにまとまると、次に決議案

（DR: Draft Resolution）または、設定会議

の性質によっては報告書（Report）の作成

に入ります。決議案とは、読んで字のご

とく、決議の草案です。国連においても

毎年多くの決議が採択されていますが、

「決議案」が会議によって可決・採択さ

れて「決議」になります。集まったグル

ープ内で、意見を出し合いながら具体的

な決議案の文言を作成していくのですが、

自国の主張や意見が必ずしもグループ内

のすべての大使と 100%合致するわけで

はありません。それにも関わらず大使が

グループを形成するのには、以下のよう

な理由があります。 

 まず、作成し終わった決議案を会議で

公式に配布するには会議監督（Director）
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と議長（Chair）のサインが必要とされま

す。会議監督・議長を総称してフロント

と呼びますが（全米大会においてはダイ

アス（Dias）と呼ばれます）、そのサイン

をもらうために、決議案をフロントに提

出する際にはそれに対する支持国

（Sponsors）と署名国（Signatories）を一

定数集めなければなりません。これは、

提出される決議案にあらかじめ一定量の

大使の賛成を求め、決議案の乱発を防ぐ

ためです。したがって決議案はグループ

で作成する必要があるのです。 

 また、より多くの国の賛同の下で作成

された文章は、他の国と交渉・説得する

ためにも有効的であり、複数の国である

程度意見がまとまっているものなので、

会議全体の円滑な議論の進行にも寄与し

ます。 

 さらに、提出された決議案が会議で採

択され決議になるには必ずしもグループ

内だけの賛成では十分ではないので、決

議を作成する際には、自分たちの国の利

益ばかりを追求するのではなく、国際社

会における諸関係を重視することも重要

とされます。 

 決議案提出後は、投票でそれを決議と

するため、最後の外交努力が行われます。

つまり、他のグループによって提出され

た決議案の内容と自分たちの決議案の内

容が相反するものならば、その部分の変

更を要求し、そうでなければ意見調整を

した上で、それらの決議案を一つにまと

めます2。さらに、より多くの国の支持を

得るために、必要ならば自分たちの決議

案に修正3を加えます。これら一連のプロ

セスで、自分たちの決議案が過半数の賛

成を得られるように交渉を続けます。 

 

3. 投票行動 

 提出された決議案は、全体に配布され、

投票にかけられます。決議案が決議にな

るためには、出席者の過半数以上の賛成

を必要とします。投票方法はいくつかあ

り、具体的には、全会一致（コンセンサ

ス）、無記録投票、記録投票、分割投票が

あります。コンセンサスは、決議案に積

極反対をする大使がいるかを尋ねます。

つまりコンセンサスで採択されれば、全

参加者がある程度その決議案を認めてい

ることになり、国際社会の総意を形成す

るという意味において全会一致が持つ意

味は大きいといえます。無記録投票、記

録投票は一国ずつ意思を示し、あとはそ

の名の通りです。最後に分割投票とは、

投票される決議案の一部に文章・単語単

位で不満がある場合、決議案からその部

分だけ削除した形で投票することです。

これは国益を守るために、戦略的に使わ

れます。 

                                                

2 模擬国連では複数の決議案をまとめ

る作業を「コンバイン」と呼びます。 

3 コンバインを含む、交渉によって修正

された決議案を「アメンドメント」と呼

びます。 
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4. 会議終了 

 すべての決議案に対する投票が終了

し、大使から会期の延長を求める動議

（Motion）が提案・可決されると、会議

は終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  Model United Nations 

 

Model United Nations (MUN) is an 

academic simulation of the United Nations. 

In this simulation participants represent as 

foreign countries and participate in a 

simulated session of an intergovernmental 

organization, mostly the session in United 

Nations. Through the simulation, participants 

can learn not only international issues but 

also how to gather information, establish 

policies, communicate effectively, and do 

multilateral diplomacy as well. 

 

At first the League of Nations was simulated 

in Harvard University in USA. After the 

World War II, the simulations of the League 

of Nations were transformed into Model 

United Nations following the establishment 

of United Nations. Today there are estimated 

200,000 students participating Model United 

Nations around the world especially in 

Europe and America, and more then 400 

5. OUTLINE OF THE 

PROGRAMME 
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Model United Nations conferences are held 

in 35 countries. 

 

Model United Nations was introduced to 

Japan and Ms. Sadako Ogata spread this 

simulation programme in 1980s. Now many 

students in Japan operate and participate in 

Japan Model United Nations (JMUN) and 

many other organizations. 

 

(2) Japanese Delegation to the National 

Model United Nations Conference Project 

 

This Programme to send delegation to the 

National Model United Nations (NMUN) 

Conference is programmed by JMUN. While 

the Model United Nations Activity in the 

United States and other countries is 

conducted as class in universities, in Japan 

students in various universities and college 

promote this activity. Since its start, the 

Programme has contributed, in various forms 

and in many aspects, to the activity of Model 

United Nations in Japan. 

 

There will be raised three purposes for this 

Programme. Through opportunities to meet 

the United Nations officials and diplomats 

who are working at the very place of 

international affairs, members can deepen 

their understandings of the international 

issues. Secondary, to spend a time with the 

students in the USA, members will have an 

experience of cultural exchanges and mutual 

working with them. Lastly and most 

importantly, with the advantage of the 

lessons learned through this Programme, 

members will contribute to develop the 

Model United Nations Activity in various 

forms and widespread the activity to diverse 

places throughout Japan. 

 

This programme has been prepared for about 

a year, which includes the selection process 

of delegation members, fund-raising, and a 

lot of programmes coordination. 

 

(3) National Model United Nations 

Conference 

 

National Model United Nations (NMUN) 

Conference is hosted by the National 

Collegiate Conference Association (NCCA), 

which is a nonprofit corporation. It is held at 
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New York Marriot Marquis Hotel, Sheraton 

New York Hotel and the UN Conference 

Rooms. This year, more than 5,000 college 

students ranging from the United States and 

European, Latin American, and Asian 

countries participated in NMUN Conference. 

All the participants represented the UN 

Member States or Non-Governmental 

Organizations, and argued at the model 

conference of 20 UN agencies and 

international agencies at each hotel’s 

conference rooms. Added to the conference, 

Guest Speaker’s Programme took place as a 

part of the Programme on the third day 

inviting the speakers who are the experts of 

the UN agencies or international agencies. 

 

Every year, many conferences held at 

NMUN can be changed from those which 

were held the year before, and the agenda 

items are also not the same with the real 

agenda items. At the NMUN Conference, 

participants argue the remarkable agenda 

items. Each conference is not independent, 

and the members of delegations who attend 

the conferences concerned with one another 

confirm the recent situations and coordinate 

their national policies at any time. On last 

day, the draft resolutions and reports that 

were adopted by each conference by the day 

before are discussed and voted again at the 

UN Conference Rooms. And NMUN is 

finished with the Closing Ceremony at the 

UN General Assembly Hall. 

 

This large-scaled conference is supported by 

the excellent secretariat staffs. Most staffs 

have actually participated in NMUN many 

times; therefore they have wonderful 

knowledge and experience relation with 

Model United Nations. We are impressed by 

them about the high recognition and vast 

popularization of the activity of Model 

United Nations in the United Nations. 
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法政大学 法学部 

国際政治学科 3年 

四ッ谷研究会 

坂本 早希 

 

1． はじめに－団長とは－ 

 

 模擬国連会議全米大会日本代表団

派遣事業運営局は、前年度に団員と

して渡米プラグラムに参加した学生

で構成されます。また、今回も例年

に引き続き運営統括を務める者が次

期代表団の引率を務める団長を務め

させて頂きました。 

 団長は全米大会参加を含む渡米プ

ログラムの総責任者であり、渡米ス

ケジュールの調整・管理と、アメリ

カ滞在中の代表団の引率を行います。

また、渡米プログラムを通して団員

があらゆる機会を享受できるよう、

万全のサポートをする役割を担いま

す。 

 本稿においては、第 29代日本代表

団の渡米プログラムの内容を報告す

るとともに、本プログラムの昨年度

からの改善点についてご報告致しま

す。 

 

2． 渡米プログラム報告 

 

始めに第 29代日本代表団の渡米

プログラムの日程を下記に記しま

す。 

3月 18日 ・ 渡米、カリフォルニア

大学バークレー校到着 

大学内ツアー 

19日 ・サンフランシスコ市内観

光 

20日 ・運営ミーティング 

・日本文化紹介パーティー 

21日 ・パートナー間での政策調

整 

・提携校とスピーチ練習 

22日 ・運営ミーティング 

・サンフランシスコ市内観

光 

23日 ・サンフランシスコ市内観

光 

・パートナー間での政策調

整 

24日 ・ニューヨークへ移動 

6. 代表団長報告 
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25日 ・ニューヨーク市内観光 

・運営ミーティング 

26日 ・日本政府代表部ブリーフ

ィング 

・平和維持活動局（DPKO）

ブリーフィング 

27日 ・平和維持活動局（DPKO）

ブリーフィング 

・国連環境計画（UNEP）ブ

リーフィング 

・国連開発計画（UNDP）

ブリーフィング 

28日 ・平和構築支援事務局

（PBSO）ブリーフィング 

・運営ミーティング 

29日 ・管理局（DM）ブリーフ

ィング 

・国連児童基金（UNICEF）

ブリーフィング 

30日 ・国連開発計画（UNDP）

ブリーフィング 

・運営ミーティング 

31日 ・ニューヨーク市内観光 

4月 1日 2012年模擬国連大会全米大

会（National Model United 

Nations Conference 2012）参

4月 2日 

4月 3日 

4月 4日 加 

4月 5日 

4月 6日 ・帰国 

6月 10日 ・渡米報告会 

 

 

 第 29 代日本代表団員が決定してから

渡米までの期間、団員育成プログラム

（Delegate Development Programme, 通

称 DDP）や国連大学における政策発表

会を通して、大会に向けた準備を進め、

計 9名の団員は 2012年 3月 18日に日本

を発ち、約 3週間アメリカに滞在しまし

た。 

 まず、今年度の提携校であるカリフォ

ルニア大学バークレー校に 6 日間滞在

しました。カリフォルニア大学バークレ

ー校では、提携校の学生に歴史ある大学

構内を案内してもらい、団員たちは日本

とアメリカの大学の教育環境の違いを

実感しました。中でも、莫大な数の本が

並ぶ図書館で夜遅くまで勉強している

バークレー校の学生の様子を見て、アメ

リカの学生の勉学への姿勢に大きな刺

激を受けました。また、各団員はペアデ

リゲーションと政策調整を行い、会議の

準備を重ねました。バークレー校ではク
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ラブ活動で模擬国連を行っているため、

提携校の学生が授業を終えた後に、クラ

ブ活動に参加させてもらいました。それ

に加え、全米大会に参加する学生だけで

集まり、スピーチの練習を行う機会も設

けました。それまでメール中心のやりと

りだったペアデリゲーションと直接会

って政策調整の機会を設けられたこと

で、お互いの絆を深めただけではなく、

全米大会への士気をさらに高められた

と思います。 

 また、バークレー校の学生の家にホー

ムステイさせてもらうことで、日常生活

における日米の文化の違いも体感でき

たと考えております。ホームステイ先の

学生は、皆私たちを快く受け入れてくれ、

日本やアメリカの教育制度から日常生

活にわたるまで様々な話をする機会が

ありました。自分たちよりも年下の学生

や、サンフランシスコ以外の地域やアメ

リカ以外の国からバークレー校に入学

した学生も多く、そのように意識の高い

学生が世界には多く存在することを実

感しました。 

 その後は全米大会が行われるニュー

ヨークへと移動し、国連日本政府代表部

や国連諸機関の職員の方々から職務や

これまでのキャリアに関するお話を伺

いました。今年は全米大会の前にブリー

フィングを行ったため、議題や担当国に

関するお話を詳しく伺うことができま

した。また、国連機関で働くことのやり

がいや困難など、生の声を伺うことがで

き、自分の将来を考える上で大変参考に

なりました。 

 そして提携校の学生と合流し、5日間

の日程で行われる全米大会に参加しま

した。大会中は言語やプロシージャー、

交渉方法等の差異に戸惑い苦しむ団員

も見受けられましたが、団員間やパート

ナー間で励まし合い、協力関係を築きな

がら一つ一つ壁を乗り越えていました。

また、大会中は予期せぬ状況に直面し、

周りの状況が把握できなくなったりも

しましたが、今年の第 29 代の選考コン

セプトが「What’s your role, now?」とい

うこともあり、その都度今の自分の役割

は何か考え、軌道修正を行いながら、困

難な状況にも対応していました。 

 大会最終日には国連総会議場で閉会

式が行われました。そこで第 29 代団員

が担当したソマリア政府代表は優秀代

表団賞（Distinguish Delegation）を受賞

することができました。また、優秀代表
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団賞に加えアフリカ連合に参加した団

員は最優秀賞（Outstanding Delegate）を

受賞しました。このような賞を頂けたの

も、各団員の努力の成果であると確信し

ています。 

 帰国後団員は次期代表団派遣事業の

運営に回るわけですが、この渡米を経て

学び、考え、感じたことを内在化させて

終わるのではなく、当事業の更なる発展

のために積極的な改革へとつなげてい

くことを願うばかりです。 

 私の団長としての務めは 6 月に行わ

れる渡米報告会を持って終わりを迎え

ますが、最後まで各団員のサポートに徹

していく所存です。 

 

3． 渡米プログラム改善点 

 

 ここでは、第 29 代日本代表団の渡米

プログラム実施に際して、昨年度から改

善を図った点について記させて頂きま

す。 

 今年度は、渡米前に行った団員育成プ

ログラム（DDP）と全米大会の繋がりに

力を入れました。昨年度から行っている

パブリックスピーキング能力の強化に

加え、質疑応答の強化を行いました。全

米大会では、スピーチや交渉態度が各国

大使へ大きな影響を与えます。ネイティ

ブのように英語を流暢に話せる団員が

限られている中で、どの会議でも高いプ

レゼンスを発揮できるよう、今年度も重

点的にパブリックスピーキングの強化

を行いました。それに加え、全米大会で

は、自国の政策や決議案に関して多くの

質問が予想され、それらにどれだけ的確

に答えられるかが問われます。DDP を

通して、事前に質問を予想しておき、人

前で堂々と答えを述べる練習をしまし

た。このように、団員が決定してから全

米大会まで 4ヶ月の期間に、団員がDDP

と全米大会をかけ離れたものに感じな

いよう、運営局員は全米大会と DDP の

繋がりを意識して DDP の内容を定めま

した。 

 渡米中に設けたブリーフィングでは、

各団員の興味範囲に沿うよう、予め受け

たい機関や興味分野に関してのアンケ

ートを取りました。また、担当会議や議

題の内容にできるだけ沿えるよう努め

ました。今年は日本人の方々からのブリ

ーフィングを多く設定したことで、日本

人として国際社会に貢献するとはどの

ようなことか理解し、自分の将来設計に
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役立てたと思います。また、日本人のみ

ならず、外国人の方々からもブリーフィ

ングを受けることで、職務内容やキャリ

ア形成に関しても、異なる視点を感じる

ことができました。 

  

4． おわりに 

 

 約 3週間の渡米も終わり、滞在期間の

日々を振り返ると、苦しみもがきながら

も必死に前に進もうとし、それと同時に

この渡米という貴重な機会から多くを

得ようとしていた団員の姿が浮かびま

す。渡米中、団員たちは言葉の壁や文化

の違い、団員間での意思疎通など、多く

の壁にぶつかりました。しかし、その都

度あきらめず、自分に出来る事は何か、

考え悩み続け、実行していた姿は引率者

である私自身学ばせてもらいました。そ

の原動力は、当事業に参加することを団

員一人ひとりが決断し、選考プロセスや

DDP を乗り越えてきた中で培った自信

や、当事業の運営に向けての覚悟の現れ

だと感じます。 

 今後、第 29 代団員は次期団員派遣の

ため、当事業の運営に携わることになり

ます。その中で、再び多くの壁や困難に

直面することになるでしょう。しかし、

今回の渡米のようにいかなる壁や困難

に対しても、苦楽を共にした仲間ととも

に、向き合い乗り越えてほしいと思いま

す。そして、そこで学んだ多くのことを、

当事業の更なる繁栄のために活かして

ほしいと思います。また、今回の派遣に

際しご協力頂いた数多くの方々への感

謝の気持ちを忘れずに、今後の活動に取

り組んでほしいと願うばかりです。 

 今後も皆様からの変わらぬご指導・ご

教鞭を賜ることができますよう願うと

共に、これまで当事業を支えてくださっ

た皆様に感謝の意を表し、結びに代えさ

せて頂きます。 
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（1）国連日本政府代表部 

 

 

 

 

 

 

 

兒玉 和夫氏 

 

概要： 

以下の内容は、国際連合日本政府代表

部特命全権大使の兒玉和夫氏からのブリ

ーフィングの内容をまとめたものである。

世界で注目されている国際問題に関して

お話を頂きその次に、私達が事前に提出

していた質問に兒玉氏からご返答を頂き、

最後にその場での質疑応答という形を取

った。 

 

職務内容： 

兒玉氏が特命全権大使を務めてい

らっしゃる国連日本政府代表部とは、

国連において日本政府を代表してい

る機関である。日本の国益を増進して

いく為に、国連において世界各国との

議論また協力を行っており、その目的

は国連改革の早期実現、国連憲章に残

存している旧敵国条項の削除、日本の

国連分担率の適正化、国連で働く邦人

議員の増強である。 

 

経歴： 

東京大学法学部出身。1976年、同大

学を卒業し外務省に入省。香港総領事

館領事、ロサンゼルス総領事、外交報

道官を経て、2010 年から現職である国

際連合日本政府次席代表の職につい

ていらっしゃる。 

 

ブリーフィング： 

まずブリーフィングの内容を大ま

かに述べると、ご本人の経歴からはじ

まり、民主化運動が勃興した歴史的年

2011 年についてアラブの春の話を交

えながらの解説、北朝鮮のミサイル打

ち上げ問題、リビア制裁、中東和平、

安保理改革、ODA、外交における姿勢

に関してなど、多岐にわたってお話を

いただいた。ここですべてを述べるの

は難しいため、自分自身が最も関心の

ある安保理改革に関して述べさせて

いただく。日本模擬国連の各研究会に

おいても安保理改革に関しての議論

は盛んにおこなわれているため、ある

7. ブリーフィング報告 
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程度の知識をもった状態でこのお話

を伺うことがきたということは団員

にとって益になったに違いない。兒玉

氏はまず安保理改革の中で問題にな

っている、安保理の代表性、効率性、

作業方法に関して解説してくださり、

その次に安保理における「覚悟」に関

して述べられた。安保理においては議

題を選ぶことができない、つまり緊急

で起こった問題に関して次々に議論

していき、慎重にそして、すばやく意

見表明をして対処しなければない。国

益を損なわず、またすばやく問題に関

して議論しなければならない状況と

は、私たち学生が想像しえるものでは

ないであろう。 

国連においてこの役割を長きにわ

たって果たし、多くの国から支持を得

てこられた日本の政府代表部、兒玉氏

の口からでる「覚悟」というお言葉を

聞くたびに僕は、なにかずっしりと重

たいものを感じ、身の引き締まる思い

がした。今回は安保理改革の話にとど

まらず、前述したようにさまざまな国

際問題に関して、お忙しい中にも関わ

らず、国連に関わっている人間だから

話すことのできる、いわばナマの話を

してくださった。このような機会をも

うけていただいたことに団員一同深

く感謝したい。 

 

所感： 

「兒玉氏は本当に日本国のことを愛

し、考え、行動していらっしゃる方だ。」

これはブリーフィングが終わって僕

が兒玉氏に抱いた印象である。これは

ブリーフィングの中で一貫して私が

抱いた印象であるが、それを強く感じ

たのは私がブリーフィングの終盤で、

「これ以上 ODA を増やして途上国の

支持を集め、安保理改革において常任

理事国入りをすすめる必要があるの

か」と兒玉氏に尋ねたときの兒玉氏の

返答を頂いたときである。「まず常任

理事国入りと ODA 増加はわけて考え

よう。君、日本の国の予算を知ってる?  

80兆円だよ。ODAなんてそのなかの

ほんの少しにすぎない。その少しの拠

出で途上国の成長はすすむのだけど、

君は ODA をもう少し増加しようとは

思わないの？」私はこう答えた。「日

本国の国民の生活を守るのが第一で

あり、日本にいる貧困者,貧困が原因で

自殺している人たちをさしおいて
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ODA 増加は望ましくない。」 

このやりとりはかつての小泉内閣

が ODA 増加の政策を提示したときに

も、ネット上やメディアを通してよく

見られていたものである。政府と国民

の主張は明らかに違う。国民はまず自

分の生活の安全が担保されることを

どうしても考えてしまう。私もそうで

ある。しかし、兒玉氏を含め政府の人

間は違うであろう。日本の内政は当然

のこと、世界の中の一国として他国と

の外交も行っていかなければならな

い。そのため国外にも十分に目をむけ

る必要があるのだ。私は外交の舞台で

日本を背負って活躍していらっしゃ

る兒玉氏の、この単純明快な質問の答

えをブリーフィングが終わってから

もなお、考えていた。「日本国民も国

内だけではなく、国外に目をむけるべ

きだ。」「日本をもっと国際的な視点か

ら捉えるべきなのだ」兒玉氏の質問は

私に、そして日本国民に、このような

メッセージを伝えているかのように

感じた。模擬国連をやっている私であ

るが、ふと立ち止まってみると、貧困

で苦しむ途上国の人間のことは目に

もくれず、日本のことだけましてや自

分の生活ばかりを考えている時間が

実に多いのである。分かっていても意

識できないこと、当たり前だけど考え

きれていないこと。兒玉氏との会話で

私はそれに気づかされた。最後に、こ

のブリーフィングを通して国連日本

政府代表部兒玉和夫氏の姿というも

のが少し分かった気がする。それは日

本国を愛し、誇りに思い、そして我が

国日本が世界で認められる為に、日々

努力していらっしゃる、一人の日本国

民の姿であった。 

私は彼の言葉の端々から感じ取ら

れる「日本を背負う者の覚悟」に感銘

し、そして同じ日本人として憧れを抱

いた。私にとってこのブリーフィング

は日本人について、また日本国につい

て深く考えるきっかけを与えてくれ

たという点で、かけがえのないものと

なり、このような素晴らしい機会をつ

くってくださった日本政府代表部の

方々に団員一同あらためて深く感謝

したい。 

 (文責:須藤 雄貴)  
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（2）国連平和維持活動局 

 

 

 

 

石川 直己氏 

 

概要： 

 2012年 3月 26日、国連平和維持活動

局にて勤務されている石川直己氏に、今

回私たちが全米大会で担当したソマリ

アの内政状態やソマリアをとりまく国

際社会の情勢を中心にお話を伺った。 

 

職務内容： 

 石川氏は平和維持活動局（以下、PKO

局）アフリカ第 2部に勤務され、ソマリ

アにおいて将来想定される国連平和維

持活動の計画立案、ソマリア情勢の調

査・分析、及びアフリカ連合（以下、

AU4）への PKO 分野における能力構築

支援等を担当され、日常業務の中では関

連する事務局幹部への発言要領、事務総

長報告書、会議記録等の作成を行ってい

らっしゃる。 

 

                                                

4 African Union 

経歴： 

石川氏は、慶応義塾大学在学中、模擬

国連活動に関わり、当事業の第 16 代全

米団員として全米大会に参加された。東

京大学大学院にて修士号を取得後、在

NY 日本政府国連代表部にて専門調査

員として安全保障理事会や平和構築委

員会に関わられた。任期満了後、現職に

就かれた。 

 

ブリーフィング： 

 ソマリアを考える際に、PKO 局は三

つの視点で物事を考える。それは政治の

領域、治安の領域、人道的支援の領域で

ある。そして、ソマリア問題とは何かを

考える際には①国際レベル、②地域レベ

ル、③国内レベルに分けて考える必要が

ある。 

 まず国際レベルに関しては、国際社会

がソマリアに関心を寄せる理由は、主に

対テロリズムのためと、対海賊のためで

ある。ソマリアに活動拠点を置いている

アルシャバブは、近年国際テロの中心的

組織となり、ソマリアは国際的テロリス

トの温床となっている。その脆弱な国家

体制を考慮すると、テロの地域的、国際

的なテロの浸透が懸念されているので
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ある。 

 次に地域レベルに関して、周辺国の国

益や利害関係を見ていく必要がある。ア

ル・シャバブの悪影響を直接的に受けな

いよう、緩衝地帯を作りたいケニアや、

自国の隣にイスラム教国が誕生するの

を懸念するエチオピア、プントランドや

ソマリランドの独立を望まないジブチ。

このような様々な思惑を持つ周辺国が、

それぞれの国益に基づいて政策を実行

している。 

 そして国内レベルに関しては、国内の

勢力乱立が一番の政治的問題であろう。

現在、国連によるロードマップでは、憲

法制定の後に 2012 年 8 月に大統領選挙

ができるように調整しているところで

あるが、選挙後の話は何も決まっていな

いのが現状である。おそらく連邦制がと

られるという見方が濃厚だが、それは列

強によるソマリア分割と何ら変わりは

ないのではという懸念がある。だからこ

そ、国内の誰がリーダーシップを握り、

どんな連邦制をとるのかという話が、重

要になってくるだろう。 

 今後ソマリアにおいて必要とされる

のは、合意に基づいたロードマップの完

成、憲法制定、そしてそれに伴った大統

領選挙の実行である。また、解放地域の

治安改善政策や地域の行政府の設立が

将来的なソマリアの国家設計にどのよ

うな影響があるのかを考えながら、国連

は活動を進める必要があるだろう。 

 

所感： 

 石川氏のブリーフィングを受けて、一

番強烈に感じたことは、「自分はソマリ

アのことを実は何も理解などしていな

い」ということである。石川氏から伺っ

た、周辺国のソマリアに対する考えは、

自分が考えていたものとは全く正反対

だった。自分がいかに事実を表面的にし

か捉えられていないかを思い知った。事

実の裏に隠されている様々な国益、各国

の利害関係というものを見抜けていな

かった、いや正確には見抜こうとしてい

なかったのである。また、模擬国連で一

国を担当するにあたっては、その国のこ

とだけを知るのではなく、その国をとり

まく周辺国の利害関係、国際的な関心な

ども知らなければ、本当の大使は務まら

ないと実感した。 

 国連の本質的な特徴であり、弱点でも

ある「クライアントが定まらない」とい

う点に関して、石川氏もおっしゃってい
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（3）国連平和維持活動局 
たように、国連で働く上での永遠の課題

だと思った。誰のために働くのか、とい

うことが組織内でも共通見解が存在し

ていないからこそ、共有したミッション

とそれに対する共通の目標が組織をつ

なぎとめるために必要不可欠であると

いうことがわかった。 

 キャリアについてのお話で、私が一番

印象に残ったのは、「自分がどういう人

間で、どういう付加価値を持っているの

か。」というお言葉である。自分がどう

いう職に就くのかということは、自分の

人間性、付加価値をどう生かすかにかか

っているということである。この言葉を

今後の将来設計の指針にしていきたい

と思う。 

（文責：越田 真奈美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中満 泉氏 

 

概要： 

 2012年 3月 27日に国連のそばの国連

プラザにおいて国連平和維持活動局5に

所属する中満泉氏にブリーフィングを

させていただきました。 

 

職務内容： 

 DPKOの政策部長として、政策と評価

と訓練の 3つの部門の統括、そして横断

的な政策事項の統括をなさっています。

DPKO は平和維持活動に関わる活動を

総合的に取り扱う部署です。 

 

経歴： 

 早稲田大学法学部卒業。米国ジョージ

タウン大学大学院修士課程の国際関係

論を修了。国連難民高等弁務官事務所

(UNHCR）旧ユーゴ・サラエボ、モスタ

ル事務所長、旧ユーゴスラビア国連事務

                                                

5 UNDPKO: United Nations Department 

of Peace Keeping Organization   
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総長特別代表上級補佐官、UNHCR 副高

等弁務官特別補佐官、事務総長室国連改

革チーム・ファースト・オフィサー、

International IDEA(民主主義・選挙支援

国際研究所）官房長、企画調整局長等を

歴任。2005年より一橋大学大学院教授、

2007 年より現職の DPKO に所属、現在

では DPKO の政策部長を務めていらっ

しゃいます。 

 

ブリーフィング： 

 まず、導入として中東地域のダマスカ

スからの日本の自衛隊撤退の話題につ

いて概要を説明していただき、そこから

分析できる日本の政策について提言さ

れました。また、それに関連して安保理

と日本の関わりについて、日本に準常任

理事国の選択肢が浮上したことがこれ

までの拒否権を持った常任理事国に固

執していた日本からの大きな転換にな

ったとおっしゃりました。少しでも多く

安保理の理事国に選ばれることが、日本

の国益に適うことは日本にとって安保

理に少しでも多くいることは国益にか

なうのは自明なのだが、日本の国力・政

治力・発言力を考えると日本がそれを維

持できるのはあと五年以内かもしれず、

安保理に入るためには、世界の平和と安

全を守る責任があることを示しそれ相

応の分担をすることが重要であると提

言なさいました。また、そのためには

PKO 部隊を出しておくことは重要であ

るとおっしゃりました。 

 また安全保障は数多くのツールを使

って初めて実現できるものなのだとい

うことを強調され、PKO を輩出するこ

とは巡り巡って日本の安全保障を補完

する役割も果たすとおっしゃりました。 

 日本は戦後に平和に浸かっていたた

めに安全保障の議論はあまりされてい

なかったことを踏まえ、今後はミサイル

防衛だけではなく、サイバー防衛や

PKO の派遣、外交などのパズルを埋め

ていくことで安全保障を完成させてい

くことが重要だとも提言なさいました。

また、最後に日本人に求めることについ

てお話しいただき、スウェーデンでの女

性の地位向上は誰か他の人がしたので

はなく、女性自身の力で勝ち取ったもの

なのだというお話も交えながら、自分た

ちで苦労してでも事態を打開するとい

う精神を大事にしてほしいと説かれま

した。 
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所感： 

自分は今まで PKO の活動や役割に焦

点をしぼっていたことが大きかったの

ですがこのブリーフィングを受けて世

界の安全保障政策の中の PKO という視

点のお話を聞くことが出来たことは大

変貴重でした。地域レベルの事情から世

界規模の事情までを繋げてお話する話

し方も大変印象深かったです。 

 最後に、中満様にはお忙しい中、貴重

な時間を割いていただき大変ありがと

うございました。今後とも、ご活躍を切

に願っております。 

（文責：笠嶋 瑞基） 
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Mr. James Sniffen 

 

概要： 

 2012 年 3 月 27 日、UN プラザにて、

国連環境計画（以下、UNEP 6）に勤務

していらっしゃる James Sniffen 氏に、

ソマリアとロシアにおける環境問題と

UNEP の活動などに関するお話を伺っ

た。 

 

職務内容： 

UNEP 本部はナイロビにある、気候変

動、自然災害と紛争、生態系維持、環境

政策、有害物質、資源有効利用といった

分野に関する環境問題に対処する国連

機関である。 

James Sniffen氏は情報担当者として、

いくつかの主要な国際環境会議にて報

道官を務めているだけでなく、予算など

に関する仕事もなさっている。 

                                                

6 UNEP: United Nations Environment 

Programm 

 

経歴： 

James Sniffen氏は 1980年に国連に従事

し始める。広報局に勤務した後、ナミビ

ア独立選挙顧問団に属し、1991 年に

UNEP 本部のメディア局に籍を移され

る。1996 年後半より現ニューヨーク事

務所にてご勤務なさっている。 

 

ブリーフィング： 

James Sniffen氏はかつて模擬国連活動

をされていたことがあるそうで、私たち

が模擬国連の全米大会にソマリア大使

とロシア大使として参加することを伝

えると、今年開かれる地球サミットにつ

いてや、ソマリア国内の環境問題やロシ

アと環境問題、UNEP の活動などのお話

を教えてくださった。そうした話は全米

大会への参加で大変参考になった。以下

その内容の一部を記す。 

1992 年に開かれた地球サミットは準

備に 2年かかったが、今年開かれる地球

サミットは 2年も準備をしておらず、今

は大変忙しい。地球サミットで主張は大

きく二分され、途上国を中心としたグル

ープである G77 を中心としたグループ

とEUを中心としたグループの 2つに分

 

（4）国連環境計画 
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かれる。G77グループの中にはすでに先

進国と考えられているシンガポールや

中国が含まれていたる。アフリカ連合は

このグループのリーダー的な位置にあ

り、ソマリアもアフリカ連合と共に行動

している。アフリカ連合のリーダーは環

境分野から来た大使が代表を務めるコ

ンゴであったが、一度ケニアに変わった。

しかし、地球サミットの際にはコンゴに

戻った。 

ソマリアには水や農業、不安定な生態

系、20 年前から続くヨーロッパの国に

よる有害物質の投棄といった問題が存

在している。水や農業に関して、土地利

用に関するプログラムが UNDP 主導で

進められている。有害物質の投棄につい

ては複数の国が投棄を行うため、どの国

が不法投棄しているのかを特定するこ

とが難しい。 

さらに海に目を向けると海賊問題があ

る。UNEP のレポートで、ある国が海に

不法投棄した容器が 2004 年の津波でソ

マリア沖に打ち上げられていたことが

明らかになっており、有害物質による生

態系破壊が、ソマリアの漁師が海賊にな

った理由のひとつである。 

ロシアに関しては安全保障理事会で先

進国として、資源の有効利用について働

きかけきた。また、「開発」に力を注い

でおり、グリーン経済7も重要視してい

る。 

 今まで Global Environment Facility 

(GEF)からある地域に資金が与えられ

るときに UNEP を経由していたが、そ

の非効率な過程を改善するために

UNEP が、GEFがある地域に資金を提供

する過程をチェックするようになった。 

 

所感： 

James Sniffen氏は学生時代に模擬国連

活動をされていたということもあり、全

米大会でポイントとなる重要な情報を

教えて下さった。James氏の話して下さ

る内容は UNEP という国連機関の内側

から見た場合の情報であり、大変新鮮で

あったと同時に、政策立案の際に機関の

外側から調べた内容を裏打ちするもの

もあったため、自分の今までの政策立案

に自信を持つことが出来た。 

また、UNEP が世界中で行っている活

動を詳細に教えて頂き、自らはどのよう

                                                

7 経済成長だけでなく環境保護も同

時に達成する形の経済 
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な形で環境問題に関わっていくのか、と

いうことについて、より具体的なイメー

ジを持つことができた。 

お忙しい中、素晴らしい機会を設けて

下さった James Sniffen 氏に感謝の意を

示し、ブリーフィング報告を終える。 

（文責：中島 悠輔） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道券 康充氏 

 

概要： 

 2012年 3月 27日、国連開発計画（以

下 UNDP8）の危機予防・復興支援局に

プログラム・スペシャリストとして勤務

されている道券康充氏のブリーフィン

グを受けた。 

 

職務内容： 

UNDP 危機予防・復興支援局の主な仕

事は、①各国の UNDP 事務所への人員

派遣やプログラム作成などの現地支援、

②危機予防・復興支援分野に関する、

UNDP 全体としての政策・戦略の立案・

実施の 2つである。道券氏は、プログラ

ム・スペシャリストとして、専門家たち

と現地を包括的にサポートしており、ア

ジア太平洋、特にアフガニスタンや東テ

ィモール、ネパールを担当なさっている。

                                                

8 The United Nations Development 

Programme 

 

（5）国連開発計画 
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9 

 

経歴： 

道券氏は、大阪大学法学部を卒業後、

大阪大学大学院に進学し法学研究科の

修士号を取得された。ハワイ大学大学院

への留学や、オランダ Institute of Social 

Studies での開発学修士号取得といった

海外留学経験の後、UNDP パキスタン、

UNOPS10東京事務所にご勤務された。

1999 年には民間会社でビジネスコンサ

ルタントとして勤務。2001 年 UNDP 東

京事務所に移られた。2004 年 5 月より

現職(UNDP 危機予防・復興支援局プロ

グラム・スペシャリスト)に就かれてい

る。 

 

ブリーフィング： 

道券氏は最初に、UNDP に危機予防・

復興支援局が設立された国際的背景と、

同局の活動内容についてお話してくだ

さった。 

                                                

9 国連フォーラムウェブサイト

<http://www.unforum.org/unstaff/31.html>を参

照した。(最終閲覧日 2012年 5月 9日) 

10 United Nations Office for Project Services 

そもそも国連の平和活動は、1990 年

代まで、国家間紛争を主な対象として行

われた。しかし、冷戦が終結し、国連の

平和活動の主眼は内戦の解決に置かれ

るようになる。その流れのなかで、国連

に求められる役割の一つとして Peace 

buildingという考え方が生まれた。Peace 

buildingは、国家機能の回復や経済の向

上などを含む点で、「開発」に近い考え

方であり、UNDP も各国の国内紛争に対

して、組織として具体的な活動を行うこ

とが迫られた。このような国連の平和活

動の進化を背景として、2001 年に設立

されたのが、道券氏が務める危機予防・

復興支援局である。 

危機予防・復興支援局は、例えば東テ

ィモールでは、紛争で生じた国内避難民

の帰還という課題に取り組み、現地政府

の計画づくりのアドバイスやトレーニ

ング、資金援助などを行った。ネパール

では、内戦後の元兵士の社会復帰のため

のプログラム作成に対するサポートを

行った。 

また、復興支援分野においては、国連

環境計画や国連児童基金などとの連携

が大切であり、諸機関を統括するオーガ

ナイザーの設置や、ミッションの枠組み

http://www.unforum.org/unstaff/31.html
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（6）国連平和構築支援事務局 

 

の共同作成によって、協力を図っている。 

最後に道券氏は、ご自身のキャリアに

関する質問にも答えてくださった。 

一度ビジネスコンサルタントの仕事

に就いた経緯について伺うと、UNDP

パキスタンでの勤務経験から、国連とい

う大きな官僚組織をどのようにマネジ

メントし、よりよい公共サービスを提供

していくか、ということに関心を持ち、

ビジネスコンサルトの職に就いたとの

ことだった。 

また、さまざまな国際支援の場の中か

ら、UNDP を選択した理由として、学生

時代から開発分野に興味があったこと

と、普遍的な理念に基づき世界的なスケ

ールで活動している点での国連の魅力

を挙げてくださった。 

 

所感： 

私は、道券氏のお話から、国際社会の

場で働く上で大事なことを 2 つ学ばせ

ていただいた。 

1つは専門分野を持つことである。道

券氏が学生時代に持っていた開発分野

に対する興味が、UNDP という国際機関

で働くという選択肢につながっている

ように、人生の進路の選択において、専

門分野を持つことは、大きな指針になる

のではないかと想像できる。進路選択に

迷う大学生期に、専門分野を持つことの

重要性に改めて気づけたことは、私にと

って非常に意味あることであった。 

学んだことの 2つ目は、チャンスをつ

かむことの大切さである。たとえ専門分

野を持っていたとしても、それをいつ、

どのような場で生かすかは自分次第で

あり、人生において様々ある機会を生か

さなければならない。道券氏もまた、欧

米での留学やパキスタンでの勤務、さら

にはビジネスコンサルタントとしての

民間勤務など、より専門性を高め、また

補うために、様々なチャンスを生かして

こられたことと思われる。 

この渡米もしかりだが、様々な機会を

自分の経験・糧となるよう生かすことで、

私も社会に出てより質の高い仕事がで

きる国際人になりたいと強く思った。 

さて、最後になるが、お忙しい中、貴

重なお話をしてくださった道券氏に感

謝の意を表したい。 

(文責：田伏 宏基) 
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Mr. Patrice Chiwota 

Ms. Willemijn van 

Lelyveld  

 

概要： 

2012年3月28日に、Patrice Chiwota氏と

Willemijn van Lelyveld 氏に、国連平和構

築支援事務局(以下、PBSO)のお話を伺

った。PBSOは、平和構築委員会(以下、

PBC, Peacebuilding Commission)と同様

に、設立されてから間もない機関である。 

 

職務内容： 

PBSO は、国連事務総長直轄の事務局

であり、PBC の議事運行や報告書作成

などを支援するほか、平和構築基金(PBF, 

Peacebuilding Fund)の実際の運営を行っ

ている。 

 

経歴： 

Patrice Chiwota 氏は、ケニア出身で、

現在 PBSOの Senior Programme Advisor

でいらっしゃる。 

Ms. Willemijn van Lelyveld 氏は、オラ

ンダ出身で、現在 PBSO の Associate 

Expertを務めていらっしゃる。 

 

ブリーフィング： 

はじめに、Chiwota 氏から平和構築に

ついて説明を伺った。平和構築は、紛争

前の予防・紛争中の平和強化・紛争後の

平和構築の大きく 3 つに分けられる。

その中で、PBSOは国連のシステムにお

いて、どのような役割を果たしているの

か、PBC と PBF との関係を中心に説明

していただいた。現在、国連の機関のみ

ならず、国家レベルや地域レベルで、

様々なアクターが平和構築活動に携わ

っている。それらの活動を調整するのが

PBSOの重要な役割のひとつである。更

に、その中で、PBC がどのように平和

維持活動を行っていくのかについても

伺った。私たちが今回全米大会で担当し

た、ソマリアの状況についても、平和構

築活動においてどのような段階にあり、

どのような活動が求められているのか

解説してくださった。 

最後に、Leyveld 氏から PBF について

の説明を受けた。PBFは、PBSO が運営

を行っている。いくつかの分野に別れ優

先順位をつけて資金を運用しており、そ

の中でも、特に平和構築におけるジェン
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ダーの問題に関する南スーダンやギニ

アでの具体的事例を交え、どのようなと

ころに資金が使われているかを示して

いただいた。 

 

所感： 

ブリーフィングを通して、平和構築に

おける PBC と PBSO の役割について、

詳しくお話を伺うことができた。また、

私たちの質問についても一つひとつ丁

寧に答えていただき、平和構築活動につ

いて理解を深めることができた。両機関

は設立されてからまだ数年しかたって

おらず、未だ役割が明確にされていない

所もある。今後の国際社会で平和構築活

動を円滑に進めていくにあたり、その調

整を行う PBSOは、重要な役割を担うこ

とになるだろう。 

最後に、お忙しい中このような貴重な

機会を与えてくださった Chiwota 氏と 

Lelyyeld 氏に感謝の意を示し、報告を終

えたい。 

（文責：殿村 さおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田 淳子氏 

 

概要： 

 2012年 3月 29日、国連児童基金（以

下、UNICEF）で勤務されている戸田

淳子氏のお話を伺った。UNICEFの活

動についてプレゼンテーションして

いただいた後、国際機関を目指す学生

へのアドバイスもいただいた。 

 

職務内容： 

戸田氏は、UNICEF本部の Office of 

Emergency Programmes, Operation 

CentreのEmergency Officerとして働か

れている。Operation Centre は、緊急事

態が発生すると現地からの第一報を

受け、本部あるいは地域事務所の幹部

に速報を入れるという役割を果たし

ている。 

 

経歴： 

慶応義塾大学総合政策学部を卒業

され、株式会社三菱総合研究所、株式

 

（7）国連児童基金 
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会社独立総合研究所にて研究活動に

従事される。UNICEFバングラデシュ

事務所 Child Protection Division でのイ

ンターンシップやロンドン大学東洋

アフリカ学院（SOAS）大学院交換留

学もなされた。慶應義塾大学大学院政

策・メディア研究科修士課程を 2007

年に修了され、2007 年 10 月より現職

につかれている。 

 

 

ブリーフィング： 

 ブリーフィングは、UNICEFの歴史、

活動内容、特徴、さらに武力紛争下の

子供についてという流れですすめら

れた。 

 UNICEFは第二次世界大戦後から今

日まで、重点をおく分野を変えながら

活動してきた。最初は、大戦で被害を

受けた子供たちのための食糧や医療

の提供、次に予防接種、さらに栄養失

調、教育、HIV/AIDS といった推移で

ある。そして、1996年から現在までは

武力紛争下の子供に焦点があてられ

ている。 

 それぞれの問題に対しては、Core 

Commitment for Childrenとして定めら

れている通り、Education, Water & 

Sanitation, Nutrition, Health, Child 

Protection の 5 つの分野に対し重点的

に取り組んでいる。特に、Education, 

Water & Sanitation, Nutrition に関して

は、緊急事態の際などに他の機関と共

に活動する場合に、Leading Agencyと

なって UNICEFが指揮をとっている。 

 上記のようなUNICEFの概要のほか、

UNICEFの三つの特徴についてもお話

しいただいた。一つ目は、上記からも

わかる通り、子供に焦点を当てている

機関であるために、取り組む分野が広

範囲なことである。二つ目は、紛争や

自然災害などの “Before, During, After” 

に取り組む機関であることである。緊

急時だけでなく、平時もプログラムな

どを行っており、幅広く活動している。

三つ目は、地方分権型の機関であるこ

とである。これは、どのような事態も

国によって状況は異なるために、現地

事務所が中心となって動くことによ

る。緊急事態がおきると、ニューヨー

クやコペンハーゲンなどの本部機能

と現地事務所が電話でつながれ、現地

の状況をもとに本部が初動体制を整

える。 
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 最後に、武力紛争下の子供について

詳しくお話しを伺った。そこでは

Monitoring and Reporting と 、

Community 全体に対する取り組みの

重要性を強調された。紛争下の子供が

どの国にどの程度いるのかは把握し

にくい。政府との交渉などのすべての

対策はMonitoring and Reportingから始

まるのである。また、他の子供との教

育格差や Community の児童兵の受け

入れ拒否などを乗り越えて復帰を達

成するためには、Community全体に対

する取り組みが必要である。 

 さらに、国際機関に興味をもつ学生

へのアドバイスもいただいた。重要な

ことは、基礎体力・語学・専門性だと

教えていただいた。また、UNICEFが

多く関わる緊急事態では、予期しない

ことがたくさん起こるため、それをス

トレスと感じず、楽しめる人が向いて

いるということも学んだ。 

 

所感： 

 今回のブリーフィングは、自分の将

来を考えるきっかけとなった。

UNICEFは子供に焦点を当てている分、

様々な分野での活動の様子を紹介し

ていただくことができた。どのような

分野を自分の専門としたいかを、様々

な分野について知りながら、考えてい

きたいと感じた。また、戸田氏は

UNICEFの機関としての特徴について

多く話されたが、自分が将来の仕事な

どを考える際には、企業や機関の特徴

を知り、それに自分が興味を持てるか、

また自分はその企業や機関で楽しく

働けるのかもしっかりと考えるべき

だと認識できた。 

 最後に、お忙しい中ブリーフィング

をしてくださった戸田氏に感謝の意

を述べて報告を終わりたいと思う。 

(文責：渡邊 紗世) 
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井筒 節氏 

 

概要：  

井筒節氏は現在国連管理局の心理官

として勤務されている。以前は国連人口

基金（以下、UNFPA）のリプロダクテ

ィブ・ヘルス部に勤めていたこともあり、

2012年 3月 30日のブリーフィングでは

国連においての精神保健についてだけ

でなく、母性保健など人の健康に纏わる

様々なお話を伺った。 

 

職務内容： 

UNFPA の設立当時の目的は人口爆発

を防ぐことであり、多くの発展途上国で

問題となっている「望んでいない妊娠」

を防ぐ必要があった。そのための活動が

発展し、現在では UNFPAはマンデート

の一つとして「全ての人が性保健とリプ

ロダクティブ・ヘルスを利用できるよう

にすること」をかかげている。UNFPA

のリプロダクティブ・ヘルス部に勤めて

いらっしゃった井筒氏は、母性保健促進

のためのキャンペーンやプロジェクト

に携われた。 

 

経歴： 

 井筒氏は国際基督教大学教養学部卒

業後、東京大学大学院医学系研究科の保

健学で博士号を取得された。その後大学

講師、世界保健機関（以下 WHO）のテ

ンポラリー・アドバイザー、国立精神・

神経センター精神保健研究所の研究員

など様々なキャリアを積まれ、2004 年

に JPO 試験に合格された。そして 2006

年から UNFPA で勤務され、現在は国連

管理局に勤めていらっしゃる。 

 

ブリーフィング： 

 井筒氏のブリーフィングは大きく分

けて二部に構成されており、第一部では、

リプロダクティブ・ヘルスについて、第

二部では精神保健について、お話しいた

だいた。 

 UNFPA はリプロダクティブ・ヘルス、

つまり母性健康促進のために様々な取

り組みをしてきた。例えば、エンターテ

イメントを通じてアウェアネスをあげ

るキャンペーンなども行い、日本国内で

は有名人をイメージキャラクターとし

 

（8）国連管理局 
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て起用し、「マターナルヘルス（母性健

康）は男性の責任だ」というメッセージ

を発信したほか、ミュージックテレビジ

ョン（MTV）11とのタイアップでは、

物語のサブリミナル効果として母性健

康の大切さに対する認識を高めようと

活動した。このような文化やエンターテ

イメントを通じての取り組みで文化は

変わっていくと井筒氏は仰っていた。 

しかし私たちが全米大会で担当した

ソマリアや多くの後進国においては、女

性に対する性的暴力が多く、文化的にそ

の被害者である女性が批判されたり、町

から追い出されたりしてしまう場合も

ある。このような文化的な問題は果たし

て変えられるのか、そしてそれに対して

どのように取り組んでいるのか伺った。

井筒氏によれば、UNFPA は国単位でキ

ャンペーンを行うだけでなく、地域連合

などにも働きかけている。例えばアラブ

連合と連携し、少しずつ女性への文化的

抑圧を抑えようと活動している。そのよ

うな取り組みによって性暴力だけでな

く、多くのアフリカ諸国で行われている

                                                

11 アメリカのケーブルテレビチャン

ネル 

女性器切断などの様々な問題は解決に

向かっているといえるだろう。 

井筒氏は次に世界の精神保健に関し

て話された。精神保健とは人々の感情、

思考、行動に関わる事柄であり、世界中

で4人に1人は一生に一度以上精神疾患

を持つと言われている。世界の年間自殺

者数は約 100 万人で、そのうち 90%が

精神疾患に因ると言われており、戦争に

よる年間死亡者数 30 万人を大きく上回

る。このように精神保健は世界的に見て

も大きな問題であるにもかかわらず、多

くの国々で後回しにされがちであり、そ

れに対する政策をもたない国も多い。 

しかし近年、国連でも精神保健に対す

る関心が高まりつつある。これまで

WHO内で精神保健に関する研究部は存

在したが、医療サービスを提供する機関

が存在しなかった。しかし 2006 年には

「UNFPA－WHO 精神保健共同プログ

ラム」が創立されたことによってミレニ

アム開発目標のゴール 5（妊産婦保健）

の達成が目指されるとともに、mental 

health Gap Action Programme (mhGAP)12

                                                

12 発展途上国で精神保健サービスを

改善するためのプログラム。 
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を立ち上げた。 

このように国連における精神衛生へ

の取り組みは時代と共に変わりつつあ

るのが分かった。井筒氏は、弁護士や専

門外の医者に対しても精神保健につい

て教育がなされ、法のトラブルを抱えた

患者や、HIVなどにかかった患者を診る

ときにも精神的にサポートできるよう

になってきたとおっしゃった。 

 

所感： 

私たちから見ればアフリカ諸国で行

われている女性器切断の文化は「間違っ

ている」ことであり、精神疾患が増えて

いるのであればその治療を薦めていく

べきだと思うだろう。しかし、それは私

たち先進国に住む人間の価値観でしか

ない。非常に危険なことであるが、海外

から「やっていけない」という考えを押

し付けていいのだろうか。途上国では病

気と認識されていないのに、「あなたは

精神疾患を患っています」と言っていい

のだろうか。変えなくてはいけない事柄、

解決しなくてはいけない問題は現在の

国際社会にあふれているが、その一つ一

つに対するアプローチの仕方を間違え

てはいけないと強く思った。これはブリ

ーフィングを受けた私たちだけでなく、

いつか世界を舞台に活躍したいと夢を

抱く者たち全員に向けたメッセージで

ある。最後になるがお忙しい中、貴重な

時間を割いてブリーフィングをしてく

ださった井筒氏に感謝を申し上げたい。 

（文責：桑島 美幸） 
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（9）国連開発計画 

 

 

 

 

 

河野 毅氏 

 

概要： 

 2012年 3月 30日国際連合第一オフィ

ス(One United Nations Plaza)にて、国連

開発計画に所属していらっしゃる河野

毅氏よりブリーフィングを受けた。 

 

職務内容： 

国連開発計画とは人間開発を目的と

して様々な分野において同時にいくつ

ものプログラムを行い、主に発展途上国

の支援を行う組織である。その活動範囲

は国連の組織の中でも広く、各関連機

関・現地組織とのつながりを強く持つ組

織である。その中で河野氏は対外関係・

アドボカシー局日本担当特別顧問とし

て勤務なさっており、幅広い業務をこな

していらっしゃる。 

 

経歴： 

山梨県出身。同志社大学法学部卒業後、

オハイオ大学修士課程を経て外務省へ

就職。外務省から出向。 

 

ブリーフィング： 

 MDGs を達成するための国連開発計

画のプログラムが民間企業と協力して

行われており、8つの目標に適する写真

が会議室に展示してある。たとえば、“タ

ーゲット 1極度の貧困と飢餓の撲滅”の

写真は漁師の写真である。日本のような

先進国でも漁業関係の方の収入は多い

とは言えないが、途上国では収入の低さ

が顕著である。 

これから日本の将来、世界の将来を担

っていく君たちには“理想を忘れずに現

実に適応すること”を絶対に忘れてほし

くない。国際社会で働くことを目指す人

にはなおさら強く思う。国際社会では、

とりわけ日本人は文化の違いや言葉の

壁にぶつかり、現実の様々な困難に打ち

ひしぐことが多い。しかし、自分の理想

を忘れずにいればその中でも足掻くこ

とが出来る。 

 

所感： 

“貧困”それは我々がさけては通れな

い問題である。サハラ以南のアフリカで
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武器貿易条約会議 

 論点  

1. 規制対象 

2. 移譲基準 

3. 国際協力と支援 

4. 犠牲者の支援 

5. 実地 

6. 検証 

7. 最終規定 

は依然一日を 1ドル 25 セント以下で過

ごす人は 50％を超えており13、全米大

会で私たちの担当したソマリアにおい

てはさらに高い数字をたたき出してい

る。一か国や一つの地域を見て「可哀そ

う、助けてあげたい」と言うのは簡単で

ある。国連開発計画ではただそう言って

終わるのではなく実際にアクションを

起こせる国連の機関である。しかし現実

は厳しく、取り得るアクションすべてを

とれるわけではない。他の組織との棲み

分けや予算、そういった核心ではないと

ころに多くの時間を割いてしまう。 

 河野氏はブリーフィングの最後に、私

たちへ“自分の理想を忘れずにいればそ

の中でも足掻くことが出来る”というメ

ッセージをくださった。これは私たち

29 代に向けてのみのメッセージではな

いと思う。この報告書を持っている一人

ひとり、もっと言えば将来を担うすべて

の人に向けてのメッセージだと思う。 

（文責：吹留 美佳） 

 

 

                                                

13 国連ミレニアム開発目標報告書

2010 

 

 

 

桑島 美幸 

慶應義塾大学 

商学部2年  

日吉研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 参加会議概要 

 

私が参加した会議は、武器貿易条約

（Arms Trade Treaty; 以下 ATT）を作る

条約策定会議である。条約を作るという、

模擬国連においては極めて稀な会議で

あったため他の会議とは異なる点がい

くつかあった。まず一つ目は他の会議の

ように議場が特定の国連機関や地域機

8. 代表団員報告 
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関などに設定されていないということ。

議場は ATT を作るために国連総会が設

けたものであり、「国連総会」で行われ

た会議ではない。しかし条約を作るとい

うことで国連全加盟国が参加した。二つ

目は全米大会の会議の中でも議題設定

が特殊であるということ。他の会議は 3

つ異なった議題が設定されているが、私

が参加した会議は1つの議題に7つの論

点があったので、議題設定交渉はなかっ

た。 

 

2. 議題概要 

 

議題概要 

国連憲章第 26 条に「世界の人的及び

経済的資源を軍備のために転用するこ

とを最も少なくして国際の平和及び安

全の確立」すると記載されている。しか

し国際的な武器貿易に関する合意を作

るという動きが初めてみられたのは

1997年、コスタリカの大統領を筆頭に、

武器取引の行動規範の案が提出された

ときだ。2006 年の国連総会では武器貿

易に規制をかけることに対する意見な

どが集められ、2009年には ATTに関す

る 6 つの公開作業部会が開かれること

が決定した。そして武器貿易条約会議14

が開かれることが決定したのは 2011 年

のことである。 

上記で述べたように、今会議には７つ

の論点がある。「規制対象」ではどの武

器の種類と貿易のどの時点で条約の規

制が適応されるのかが含まれる。「移譲

基準」はどのような状況下で武器貿易が

禁止されるのか決める。例えばジェノサ

イドが起きている国や国際人道法に違

反している国に対して輸出を完全に禁

ずることができるといったことを決定

する。「国際協力と支援」の「協力」と

は、武器貿易の透明性を向上するため国

際社会が協力し合わなければいけない

ということであり、「支援」というのは、

経済的制限などにより武器規制を全う

できない国をサポートすることである。

「犠牲者の支援」ではまず「犠牲者」を

定義し、それに基づき、その被害者に対

してどのような支援がなされるべきな

のかについて議論する。「実地」は実際

にどのような規制が行われるのか決め

る箇所であり、条約の価値や意義を大き

く変えうる箇所である。「検証」とは条

                                                

14 Conference on the Arms Trade Treaty 



第 29代日本代表団派遣事業報告書   

52 

 

約が守られているか、履行されているか

など確かめる方法を含む。レポートを作

成することやレビュー会合を開くなど

は検証の一部である。「最終規定」は条

約の批准や参加加盟国数などが取り扱

われる。以上の７つの点を議論した。 

 

政策 

ATT においてソマリア代表として最

も重視した論点は「被害者の支援」であ

る。長年ソマリアのテロリスト集団、ア

ル・シャバブとの争いにより、多くの一

般市民が被害を受けた。2011 年だけで

約 4,000 人の市民が負傷し、1,000 以上

が亡くなったとされている。このような

惨事は、不正な取引によって反政府組織

に武器がわたっているからであり、紛争

の長期化にもつながっている。このよう

な惨事を防ぐことも ATT の目的であり、

犠牲者への対応は武器貿易を行って利

益を得ている国々の責任である。したが

ってソマリアは犠牲者の支援が ATT に

含まれることを優先的に扱うことにし、

その中に被害者の定義、支援の内容、そ

して通報制度の 3 つを含ませる政策を

立てた。 

被害者の支援でまず考えなくてはな

らないのは被害者の定義である。どのよ

うな状況の人を「犠牲者」と定義するの

かによって、支援の方法やあり方が左右

される。そこでソマリアは「紛争」「性

的暴力」などの国際法違反を導く、「国

家間および Non-State Actors(NSA)」15と

の武器貿易による被害者という定義を

考え、その定義に基づき、被害者を認定

する役割を担うのはその国家または国

際連合人権高等弁務官事務所(Office of 

High Commissioner for Human Rights: 

OHCHR）であるとした。 

そして支援は被害者のニーズを考慮

したものであるべきで、被害者間の支援

の差は個々のニーズの差以外の要素が

入ってはならない。支援内容としては、

医療品の提供、精神的なリハビリ、そし

て教育を考えた。 

通報制度の具体的プロセスは被害者

が政府にまず通報し、そこで支援を得る

ことができなければ OHCHR に通報し、

政府に勧告するという流れである。 

次に重要視したのは移譲基準と規制

対象である。現在ソマリア政府が抱えて

                                                

15 国家ではないグループ。例えば非

政府組織やテログループなど。 
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いる問題として、NSA の一つである反

政府テロリストグループの存在がある。

武器は、紛争を長引かせ、泥沼化させる

原因の一つとされているので、移譲基準

の一つとして NSA との武器貿易は完全

規制をかけることを考えた。さらには、

一般的にテログループが用いるのは小

型武器であり、NSA はそれらの違法取

引から活動資金を得ていると報告され

ている。そのため、小型武器の貿易を国

際社会において規制することが望まし

いと考えた。 

 

3．会議行動 

論点 

他の会議では三つの議題から話し合

う順番を決定していくのだが、私の会議

には議題が一つしかなかったため、議題

設定交渉というものはなかった。しかし、

七つの論点の内、まず規制対象を決定し

なければどのような規制をかける必要

があるか明確にすることはできないと

いうことから、議場の大使は規制対象か

ら議論するという合意をした。それ以降

は同時並行で論点について議論を行う

という形になった。 

 

グループ形成 

会合が始まってすぐにアフリカ連合

（African Union: AU）の国々が一か所に

集まって、グルーピングを形成した。そ

の中で、セネガル大使、マダガスカル大

使が中心となって規制対象について議

論していたが、AU グループ全体で議論

を進めるよりワーキンググループ（作業

部会）を作る方が建設的であると提案し

た。この提案は採用され、AUは規制対

象、移譲基準、そして被害者の支援の三

つのワーキングループを作り、それぞれ

で議論することとなった。 

ソマリアは規制対象を議論すること

に関心があったが、AU グループのみな

らず、議場全体が小型武器を規制対象に

含むという前提で動いていた。そこで、

私は被害者の支援に関して、パートナー

の Mahith は移譲基準に関するグループ

で動き、条約案（Draft Treaty Segment: 

DTS）を作成することにした。したがっ

て、この会議報告では私がソマリア大使

として大いに貢献した、被害者の支援に

関する部分について触れる。 

被害者の支援 

ソマリアはこのワーキンググループ
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でグループリーダーおよびマスター16

を務めた。初めはアフリカ諸国が十ヵ国

ほど集まっていたが、後にコアメンバー

として残って動いていたのはガーナ大

使、アイスランド大使、ノルウェー大使、

ペルー大使であった。コアメンバーとし

て集まった国々は特に被害者の支援に

入れたい案を持っていなかったので、ソ

マリアの政策をベースとした DTS を作

ることになった。すでに定義、支援内容、

通報制度の三つを考えていたので、それ

を作り上げるのは容易であった。 

TDS を提出し、会議監督からのチェッ

クをいただいた際に追加および修正す

る点が増えた。問われたのは被害者支援

の責任を負うべきなのは誰か、そして

OHCHR が ATT の被害者支援の役割に

適していて、途上国でも実現可能なのか

の 2点である。 

責任は被害者が国籍を有している国

ということで決定したが、OHCHR に関

して考えるのに時間がかかった。悩んで

いたところでペルー大使が OHCHR の

                                                

16 模擬国連では、一つ一つの文言の

データを回収し一つのファイルにま

とめる担当者を、マスターと呼ぶ。 

中に Universal Periodic Review (UPR)17

というものがあることを教えてくれた。

OHCHR は 4年に 1度、世界各国で起こ

っている人権侵害などをレポートにま

とめ、UPR として提出していることが

わかった。さらに OHCHRは世界の様々

な地域に事務所をおいているので現地

での活動も盛んであり、OHCHR そのも

のが適しているとグループで判断した。 

ソマリア案が作成されているなか、オ

ーストリア大使を筆頭に先進国は被害

者の支援は現段階で ATT に含むべきで

はないという案を作成していた。その中

にイギリスもいたのだが、私たちの案に

とても興味を示してくれた。そこで、も

し違法取引撲滅のために軍の強化プロ

グラムを設立することをソマリア案に

含むならば、スポンサーになると約束し

てくれた。それまで先進国からあまり支

持のなかった DTS であったが、イギリ

スがヨーロッパ諸国に働きかけてくれ

たおかげで、ギリシャ、フィンランド、

スウェーデンなどから支持を得ること

ができた。最終的にはスポンサー17 ヵ

国、シグナトリー39 ヵ国で提出するこ

                                                

17 国連人権理事会普遍的定期審査 
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とができた。 

 

4. 成果 

残念ながら、被害者の支援のソマリア

案はオーストリア案に 2 票差で負けて

しまった。しかし Mahith が携わった移

譲基準や AU グループ提案の国際協力

は可決され、条約の一部となり、会議最

終日に国連本部の総会で条約全体に投

票がかけられ、武器貿易条約会議は幕を

閉じた。 

ここで会議後、マダガスカル大使と話

したことを書き留めたい。彼女は AUの

中で唯一被害者の支援に対し懐疑的な

意見を述べていて、その理由を聞くこと

ができた。彼女は被害者の支援は必要で、

必要であるからこそ ATT に含めたくな

かったと言った。ATT の中に被害者支

援が含まれることによってたくさんの

制約がかけられてしまう、それならばい

っそ含まれないほうが良いのだと。 

私はソマリア大使として犠牲者の支

援を作り上げることによって、自国で苦

しんでいる人々を助けることができる

と信じ込んでいた。しかし ATT の枠組

みの中にそれを入れ込んでしまってい

たら、支援が狭義的なものになっていた

のかもしれない。これからの会議では達

成できること、できないことをより明確

化し、枠に収まりつつも、枠に囚われな

いような会議行動をとっていきたいと

思う。 

この会議で学んだことは、会議のテク

ニカル・スキルだけでなく、社交性や積

極性についても言える。議場にいた 300

人以上の学生から学んだことは、必ず第

30 代の後輩に受け継いでいきたい。最

後になるが、被害者の支援について共に

会議で奮闘してくれたコアメンバーの

学生たち、そしていつも私を支え、応援

し、信じてくれたパートナーの Mahith

に心から感謝の意を述べ、会議報告を終

わりとする。 
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国連総会第一委員会 

 議題  

1. アフリカ地域における小型武器の

不法取引 

2. サイバー戦争を防止・抑止する手

段 

3. 生物兵器禁止条約の履行 

笠嶋 瑞基 

東京外国語大学外国語学部 

欧米第二課程フランス語専攻2年  

国立研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 参加会議概要 

 

国連総会第一委員会は、国連総会に存

在する六つの委員会のうちの一番目の

委員会であり、特に軍縮に関する議題を

扱う。取り扱う分野は軍縮や安全保障な

ど多岐に渡り、核兵器、生物兵器、化学

兵器、小型武器、に関する議論が行われ

ており、国連が目指す 3つの指針のうち

の世界の平和と安全に直結した議題を

扱う重要な委員会である 

 

2. 議題概要とその政策 

 

議題 1：「アフリカ地域における小型武

器の不法取引」 

議題概要 

 この小型武器問題は当時のガリ国連

事務総長が「平和への課題・追補」で小

型武器規制を提唱したのを受けて、国連

総会第一委員会や政府間レベルでの小

型武器に関する議論が毎年なされるこ

とになり今に至っている。 

 小型武器は紛争を長期化・激化させ、

小型武器がテロリストや反政府勢力の

手に渡ることによって人道支援や紛争

後の復興支援活動を阻害するものであ

るとともに、紛争後の地域では治安が安

定せず、市民の自衛の手段となっており、

紛争の再発を助長し、人道的な問題の引

き金になっている。 

 小型武器の使用・流通の結果、世界に

は 6億丁もの小型武器が存在し、その 4

割近くは文民の非合法所有である。事務

総長報告によれば少なくとも毎年 50 万

人以上の人が小型武器によって死亡し、

負傷者の数も及び深刻である。その脅威

は国連事務総長ミレニアムレポートの

「小型武器は事実上の大量破壊兵器」と

いう言葉に表れている。 
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 アフリカ地域に限定した小型武器の

議題は、近年の民主革命によってエジプ

トやリビアなどの政権交代に伴う軍の

解体、武装した反政府市民の武器所有な

どにより多くの小型武器が拡散してい

ったことを受け、小型武器の拡散、違法

取引や小型武器によってもたらされる

組織的犯罪や人道的問題を食い止める

ため、早急に対策を講じる必要があるた

めこの議題が提案されたものだと思わ

れる。 

 

政策 

 ソマリアでは、長年の内戦の間に多く

の小型武器が蔓延し、それらの使用によ

り多くの被害者が生じている。小型武器

蔓延はソマリアの現政権の不安定化を

招くだけでなく、民衆の人身売買の恐喝

手段となったり、職を失った人によるソ

マリア沖の海賊の武器となったり、部族

間の政治的紛争の戦闘の手段となって

いる。また、小型武器を入手した反政府

勢力やテロリストの活動はソマリア政

府の活動や国連機関・NGO 団体の領内

での人道的取り組みや解決を阻害して

いる。 

 こういった領内での小型武器問題の

慢性化を受け、これ以上北アフリカから

流失した小型武器を領内に入れないこ

とが自国の死活的問題である。また、こ

れらの小型武器を違法に流入させてい

る主体の大部分はテロリストグループ

であるので、これらをいかに取り締まる

かが重要である。 

 そこで、具体的な政策であるが、国連

のシステムに CTITF(Counter Terrorism 

Implementation Task Force)という機関が

ある。これは 2005 年に事務総長によっ

て提唱、2006 年にコンセンサス採択で

設立されたものである。この機関は 30

以上ある国連機関や国際機関のサポー

トのもと、国連の世界的なテロリズムに

立ち向かうための機関である。この機関

にはアジア紛争におけるテロ組織に関

する Working Group on Preventing and 

Resolving Conflict というワーキンググ

ループがあるが、アフリカに焦点を絞っ

たそれは存在しない。よって、この機関

のプロジェクトに Implementing the UN 

Global Center~ Terrorism Strategy in 

Africaを立ち上げ（中央アジアには同様

のプロジェクトが存在し、かなり効果を

上げている）、アフリカ問題の解決とい

うマンデートを与えることによってア
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フリカ地域で、この機関によるテロ撲滅

プログラムを遂行させることにした。こ

の機関は IMF や多くのファンドとも密

接に協力しているために資金の問題は

さほどなく、むしろ他国が提唱するファ

ンドとの協力体制の交渉ができればな

おさら良いと考えた。 

 

議題 2：「サイバー戦争を防止・抑止す

る手段」 

議題概要 

 このサイバー戦争の脅威は、その脅威

が増した数年前からその脅威が増した

と各国が認識し始めたことにより、今回

そのサイバー戦争を防止・抑止するため

の手段が国連の場で話し合われること

になった。 

 インターネットの世界的普及・依存に

合わせて、数多くのサイバー犯罪が行わ

れるようになってきた。例としてスパム、

ウイルスやワームなどをあげることが

できよう。年々その数は増し、精度・巧

妙さも増してきた。 

また、テロ活動にサイバー空間上が利

用されることもある。そしてサイバー戦

争と呼ばれるきっかけとなったのが、そ

のサイバー上での攻撃に政府が関与し

ているのではないかとの疑いが近年高

まっていることである。 

 しかし、サイバー戦争は従来の武力に

よる戦争とは異なる。まず、サイバー先

進国（一般的な先進国）の方がサイバー

後進国（一般的な途上国）に比べて政

府・軍事・民間インフラをコンピュータ

ーシステムに頼っているため、守るべき

ものが多く、逆に後進国は守るべきイン

フラがないため、脆弱性を抱える先進国

が不利となった点が挙げられる。また、

攻撃元を特定する技術が未発達のため

に本当に政府の関与があるのか見分け

がつかず、逆を言えば言い逃れも簡単な

ので抑止力が働かない。さらにサイバー

攻撃は攻撃のタイミングが予測不可能

で防御が困難である。他にもサイバー戦

争に特有なことが書ききれないほど

多々ある。 

 国際関係がサイバー問題で緊張化し

ている中で、いかにして従来の戦争とは

違ったサイバー戦争を防ぐかが議論の

焦点になる。 

 

政策 

 まず、ソマリアの国内事情を述べると

インターネット普及率は国民の 1％程
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度にすぎない。しかし、ここ数年、普及

率は増加してきた。この原因はおそらく

利潤目的のインターネットインフラ民

間会社による領内における参入に対し

て、政府が規制を加えることができず、

野放し状態になってしまっていると予

想した。また、この他にソマリアでは近

年携帯電話の普及率が格段に上がって

きており、使用者数も年々増加している。 

 次にアフリカ全般では、世界的に見て

もインターネットインフラの普及率は

低い方であり、水道・電気インフラもコ

ンピューターシステムに頼っている国

はそれほど多くない。加えて、ウイルス

対策に万全の処置が施されておらず、ア

フリカの約 80％のコンピューターはマ

ルウェアというウイルスに感染してい

るとの報告まである。インターネットの

正しい使い方や情報アセスメントの教

育が十分ではなく自らスパムなどにか

かってしまうケースが後を絶たない。 

 次にサイバー戦争という一種の手段

を考えてみる。サイバー戦争では、途上

国が有利になるといったことは上記の

通りである。よって途上国からすれば、

将来の攻撃の可能性をサイバー戦争の

規制で制限されるのは抵抗が強い。例え

ば、サイバー攻撃の先制不使用原則の確

立、サイバー兵器使用禁止条約などがあ

げられる。こういった規制の手段は多く

は先進国が自らの自衛のために提唱し

ていることである。よってこの議題でサ

イバー戦争を防御・抑止する手段を議論

するのは自分の首を締めることになる。

しかし、途上国であるソマリアも必ずし

も攻撃する立場だけに留まっているわ

けではない。領内のテロリストグループ

が現政権の転覆、混乱を狙ってサイバー

攻撃を仕掛けてくる可能性は捨てられ

ない。しかも、ソマリア内のテロリスト

グループ、アル・シャバブは近年、国際

テロ組織アルカイダと繋がった可能性

もあるとする報道を考慮したら、テロの

対象は全世界の国に及ぶことになる。 

 テロ集団によるサイバー攻撃が国に

よる攻撃と間違えられて、国家間の戦争

の引き金にもなりうるので、偶発的な戦

争を防ぐためにもテロ集団によるサイ

バー攻撃は防がなければならない。 

 また、途上国としてのソマリアは、議

題をサイバーテロに絞ることにより、自

国のテロ集団へのアプローチがさらに

強化されるとともに、将来の戦争の可能

性を残すため、議題の決議の形骸化を図
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ることも可能であろう。 

 ここで上記の現状をふまえ、具体的な

政策を提案する。それは 2001 年に欧州

で「サイバー犯罪条約」が締結されたよ

うに、「サイバーテロ条約」の議論の提

唱をすることである。サイバー犯罪条約

は一部の先進国しか批准していない。そ

こで生じる犯罪処罰の義務履行の限界

が途上国であることが大きい。また近年

の世界的なサイバー攻撃はもはや犯罪

の領域では話すことはできない。総会で

は条約の具体的な内容には踏み込んだ

文言は載せられないので提唱するに留

まり、議論を他の委員会に移すという方

向になるだろう。 

  

議題 3：「生物兵器禁止条約の履行」 

議題概要 

 まず、生物兵器禁止条約とは生物兵器

の開発、生産、貯蔵等を禁止するととも

に、既に保有されている生物兵器を破棄

することを目的にした条約である。生物

兵器の使用禁止はジュネーブ条約で禁

止事項として規定されているのでここ

では明記されていない。 

加盟国は 163 カ国で未加盟国は約 20

カ国、ソマリアは署名に留まっている。

また、2011 年末に行われた第七回生物

兵器禁止条約運用検討会議において、多

くの合意がなされた。(1)締約国観の国

際協力・支援を促進するためのデータベ

ースを立ち上げる(2)会期間活動を支援

するためのスポンサーシッププログラ

ムを立ち上げる。(3)生物兵器禁止条約

の申告内容の改善(4)履行支援ユニット

(ISU)の任期を延長する(5)会期間活動の

経費は、全締約国が国連の分担率に基づ

き負担する、などである。 

 

政策 

 この議題の政策であるが、まずソマリ

アはこの条約を署名しているのみであ

る。おそらく義務履行が難しいためだと

思われる。 

 この議題においてソマリアはおそら

く条約の批准を迫られるだろうが、その

批准の条件を相手に提案させることに

よってソマリアに有利な方向に導くこ

とが重要であると考える。 

 

3. 会議行動 

議題設定交渉 

 まず、優先議題決定課程で、小型武器

に関する議題では、アフリカ地域に限定
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されており、世界 193カ国中アフリカ連

合 54 カ国問題のみに焦点を当てるのは、

アフリカに武器を輸出している欧米諸

国は抜いても、アジア地域、南米地域、

オセアニア地域の賛同を得られないと

考えた。またアフリカには小型武器に関

するアフリカ連合内での地域的な取り

組みが多数あり、アフリカの自立性に関

連して、国連の影響力をアフリカ地域内

に及ばせたくない方針とも重なり、アフ

リカ連合内の 54 カ国でも賛成反対が別

れると考え、優先議題にするのは難しい

と思った。 

 次にサイバー戦争を防止・抑止する手

段の議題であるが、サイバー戦争はテロ

活動・ゲリラ活動に代表される非対称戦

争の様相を表しており、サイバー後進国

（一般的途上国）では自分の首を絞める

ような議題の賛同を得られないだろう

と考えた。しかし、逆にサイバー先進国

は死活的な問題であり、120カ国もサイ

バー兵器を製造しているという予測も

あるので先進国の賛同は固く、テロ組織

がサイバー上で政府を攻撃する可能性

も否定できないので約半数の途上国の

賛同も固いと考えた。 

 生物兵器の議題に関しては、昨年の

12 月に第七回生物兵器禁止条約運用検

討会議で多くの成果が含まれた成果文

章が合意されたので 3 ヶ月後の国連の

総会第一委員会で再度話し合う必要性

はあまりないと感じられる。 

 よって議題を 2→1→3 の順で提案す

ることにした。 

しかし、現実にはアフリカ諸国の大半

が１番の小型武器の違法取引の議題を

選び、南米諸国やオセアニア諸国、アジ

ア地域そして欧米諸国もこの議題に取

り組みたいと申し出た。よって、この小

型武器の違法取引の議題が優先という

結果になった。 

 

会議行動 

 優先議題のサイバー戦争を防止・抑止

する手段としていたソマリアは議題採

択のロビー活動で大きな遅れをとって

いた。優先議題の交渉の時点でアフリカ

諸国の各国大使が話し合うべき議論の

論点を集約して第二会合にはもう既に

意見集約の段階に入っていた。出遅れな

がらも、ソマリアはテロの議論の必要性

を説いたが、多くの大使はトレーシング、

2001 年に小型武器検討会議において採

択された国連小型武器行動計画の履行
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問題、小型武器の武装解除、社会復帰、

天然資源の管理の論点しか上がってお

らず、テロリストによる違法取引問題の

認識はアフリカ諸国内で薄いように思

われた。また、自国が CTITF の提案を

しても一部のアフリカ諸国からは「アフ

リカの自立性を保ちたい」という意見も

聞かされた。 

 ソマリアはテロリストに関する規制

と、テロリストに小型武器が渡らないよ

うにする国境付近の規制・統制の強化の

提案をした。自分達は二手に分かれ、自

分はテロリストの規制の提案を OIC 諸

国、NAM諸国や欧米諸国と交渉し、ペ

アはアフリカ連合諸国内で国境規制・統

制の議論に加わった。まず、私はそれら

のグループに交渉したが、結束力が強い

わけではなく流動的であったため、一定

の地域に提案するのが困難であった。ま

た、それぞれのグループの 30 近くの国

に説明するだけで時間をかけてしまい、

NAM諸国に提案するだけで精一杯であ

った。自国の提案は文言に載せてもらえ

ることが決まったが、NAM諸国の決議

案は一貫性に欠けており、キューバ大使

がその問題を指摘し他の大使に説得し、

スポンサーであった国が降りてしまっ

たのでその決議案は提出できなかった。

よって、テロリスト規制の文言はなくな

った。 

 同時にアフリカ諸国では AU の決議

案と EU の決議案をコンバインする提

案があり、約半分のアフリカ諸国が賛成

したためにコンバインすることとなっ

た。ここでソマリアは EUの決議案が混

じることでアフリカ諸国の妥協が入り、

実効性が欠けることを懸念していた。 

 そして、完成したコンバインの内容を

検討してみると、文言には「資金は援助

する側の任意のもとで」や「先進国の自

発的行動によって」などといった弱い文

言が多くなっていた。自国としては資金

の援助は必要であったものの、こう強制

的でないものが含まれていれば援助を

受けられないのも同然であるとの結論

に至った。 

 よって、コンバイン案には賛成できな

いとの見方が一部のアフリカ諸国で共

通認識として生まれ、ペアは賛成できな

い国を増やしていく方向になった。 

 同時に自分は他のグループの決議案

の内容を検討していた。チリを筆頭とす

る有志グループは小型武器を人権や教

育の面からサポートする内容の決議案
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を作成していた。それらはソマリアの慢

性的な小型武器による紛争長期化を根

本的に解決する必要性に当てはまる内

容であったためにシグナトリーとして

賛成することにした。 

 また、アメリカを中心とした有志グル

ープの文言の中に具体的なテロリスト

対策の文言が挿入された決議案があり、

加えて子供兵対策にも言及され、ソマリ

アの死活的問題を網羅していたために

シグナトリーに入った。 

 最終的にAUと EUのコンバイン決議

案はアブステンションが多く、反対が少

なかったために通った。また、アメリカ

を中心とする有志の決議案とチリを中

心とする有志の決議案も通った。 

 

4．成果 

 まず一つ目としてソマリア政府や領

内の国連機関を小型武器によって襲撃

しているテロリストの具体的取り組み

が決議で提唱されたことである。 

 二つ目として、小型武器が紛争の長期

化につながる要因となっている文言が

挿入されたことである。過去の決議に小

型武器が紛争長期化の原因となってい

る文言が入った決議はなかった。その紛

争長期化を防ぐために多くの小型武器

規制の取り組みが多く提唱されたこと

は過去と比べた議論の活性化と見て取

れる。 
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須藤 雄貴 

大阪大学外国語学部 

外国語学科2年  

神戸研究会 

 

 

 

1. 参加会議概要 

 

国連総会第二委員会とは、国連総会に

存在する六つの委員会のうち、特に経済、

金融、開発に関する議題を扱う委員会で

ある。国連総会の他委員会と同様、すべ

ての国連加盟国が参加し、扱う議題につ

いて国連としての明確な立場を示す会

議である。 

 

2. 議題概要とその政策 

 

議題 1：「対外投資を促進させるための

知的財産の役割」 

議題概要 

議題名にもなっているように、世界で

は、対外投資(Foreign Direct Investment)

を促進させる為に知的財産が大きな役

割を担っている。しかし今日、中国や韓

国における知的財産権侵害の問題や、ジ

ェネリック医薬品に関しての知的財産

権の問題、海賊版商品の問題など、知的

財産を巡って多くの問題が生じている

のが現状である。その問題に国際社会が

どのように取り組んでいくか、また知的

財産をどの程度、どういった形で保護し

ていくかが問われる議題であった。 

 

政策 

前述したように、現在、知的財産権に

関して問題になっているトピックとし

てジェネリック医薬品に関する知的財

産の問題が挙げられる。ジェネリック医

薬品は主にインドで製造されておりソ

マリアを含むアフリカ諸国はそのジェ

ネリック医薬品の恩恵をかなり受けて

いるのが実状である。しかしながら、先

進国が集まり作成している偽造品の取

国連総会第二委員会 

 議題  

1. 対外投資を促進させる為の知的財

産の役割 

2. マイクロクレジットの促進と経済

開発 

3. 淡水の管理と経済開発 
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引の防止に関する協定(通称 ACTA18)が

ジェネリック医薬品の製造を妨げるも

のであり、アフリカ、アジア地域に位置

する途上国に大きな影響を与えかねな

い。 

その為、ソマリアは他国と共同して、

ある程度の知的財産権保護は認めつつ

も、途上国における医薬品の重要性を主

張し、医薬品製造を継続していくように

要求することを趣旨とした、ジェネリッ

ク医薬品の製造を継続するための途上

国宣言を準備した。 

 

議題 2:「マイクロクレジットの促進と

経済開発」 

議題概要 

マイクロクレジットはバングラデシ

ュのグラミン銀行総裁ムハマド・ユヌス

氏が独自の方法を使って始めた低所得

者向けの小型融資である。マイクロクレ

ジットは銀行から融資を受けることの

出来ない貧困層や一部の地域で社会的

地位の低い女性を融資の対象としてい

て 、 貧 困 撲 滅 を 含 む Millennium 

Development Goals(MDGs)達成に有用で

                                                

18 Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

あり、また画期的な方法であったことか

ら、国際社会からの関心も高く、国連も

マイクロクレジット記念年を設けるな

どしてその普及を進めていった。 

しかしながら、近年インドやアフリカ、

アジアの途上国におけるマイクロクレ

ジットの問題、具体的にはマイクロクレ

ジットを利用して得た金銭が返済でき

ず、自殺へとむかってしまう人達の問題

などが頻繁に見られるようになってい

る。今会議では国連が MDGs 達成の有

効手段としてきたマイクロクレジット

制度が現在、貧困撲滅の手段としてどの

程度有効であるか、前述した問題を解決

できるようなマイクロクレジット体制

をどう作り出していくのかが問われて

いた。 

 

政策 

ソマリアにおいてもアメリカが主導

しているマイクロクレジットプログラ

ムが行われており、国民所得の増加や、

企業設立のサポートなどソマリアにと

って良い影響をもたらしている。しかし

一方、インドやその他アフリカ地域にお

いてはマイクロクレジットを通じて得

たお金を返済することが出来ず、それが
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原因で自殺していく人が後を絶たない

という現状があるのも事実である。 

この要因としては、マイクロクレジッ

トを行う機関が金利をあげて、他の金融

機関と変わらない融資をおこなってい

ることや、政府の監視能力の甘さなどの

問題に起因するところが大多数を占め

る。そこでソマリアは真に貧困撲滅やそ

の他の MDGs 達成に有効なマイクロク

レジットのあり方に関して、①政府のマ

イクロクレジット運用の監視を強化す

ること②マイクロクレジット機関がど

のような形で活動していけばよいか、ま

た国際社会がマイクロクレジットを慎

重に運用していくことのアドボカシー

を集めることを政策とした。 

 

議題 3「淡水の管理と経済開発」 

議題概要 

淡水の管理と経済開発には切っても

切り離せない結びつきがある。各国の開

発をすすめていく上でやはり最も基本

となってくるのが土地と水である。農業

が主要産業となっているアフリカ地域

に関しては特にそうである。また、水は、

開発を実際に行う人的資本を作り出し

ていくために欠かせない資源でもある

ことから経済開発と淡水そしてその効

率的な利用のための管理(マネジメン

ト)は強い結びつきがあるといえる。 

今会議では各国に点在し、経済開発を

妨げている水問題に関して国際社会が

主に、管理という側面からどのようにア

プローチできるのかが問われていた。ま

た水管理に関しては干ばつ、洪水対策と

いったものも含まれるため、扱う問題の

範囲が大変広い会議となった。 

 

政策① 

ソマリアにおける大きな水管理問題

は二つあり、一つ目は灌漑開発の遅れ、

二つ目は干ばつ対策に関して、である。 

一つ目の灌漑開発に関しては、1991年

のソマリア内戦で灌漑の為のインフラ

が破壊され、ソマリアの主要産業である

農業生産が十分にできない状態になっ

てしまった。ソマリアの主要産業である

農業を復活させるためには、灌漑開発が

必要であったのである。また他アフリカ

地域やアジア地域の現状を見ても灌漑

のインフラが整備されておらず、農業生

産がうまく出来ていない地域や、紛争で

灌漑インフラが破壊されている国もお

多く見られる。そのためソマリアは他国
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の同意を得ることができ、また自国の国

益に直接的につながる灌漑開発を世界

でより広く進めていけるよう、まず灌漑

を行うためのインフラを普及させるた

めに、①灌漑インフラの新たな開発、②

灌漑技術の移転の促進、③灌漑を行なっ

ていく為の教育の普及、④紛争地域にお

ける灌漑インフラの復旧を政策とした。 

 

政策② 

干ばつに関しては、隣国エチオピアに

おける被害も甚大であり、特にアフリカ

地域において人的被害に限らず、様々な

被害をもたらすものである。国連でもこ

れに関しては話し合われたことがある

が、国際社会としてどのように取り組ん

でいくかに関しては具体的な方針が示

されていなかったため、ソマリアは国際

社会に干ばつに関して、①干ばつ防止の

為の新たな技術開発と技術移転の促進

②干ばつが起こったあとの復旧支援の

協力体制を作ることを政策として提示

した。 

 

3. 会議行動 

議題設定交渉 

ソマリア代表団は「3→2→1」の順番

での議題の採択を予想していた。議題 2

と１に関しては、問題が集中している地

域が限られているため、ソマリアにとっ

てより益をもたらすだろう議題 2 を優

先することにした。議題 3の水管理問題

に関しては、アフリカに限らず、世界の

大半の地域でみられる問題であり、また

ソマリアを含むアフリカ地域において

は解決の緊急性が非常に高かったため、

今会議における優先議題とした。 

議題設定に関しては会議が始まる前

に、およそ二十カ国の大使と意見を交換

したが八割方「3→2→1」という意見で

あった為、おそらく私たちが予想した通

りに議題が採択されると考えていた。 

いざ会議が始まると、AU と EU など

のようにグループにわかれることを望

む大使達が多く見られたが、最終的にグ

ループなどは関係なく、議場にいる大使

全員が歩き回って出会った大使達に、優

先議題設定に関する交渉をしていくと

いくう形になった。実際に交渉をしてみ

ると、やはり大多数の大使がソマリアの

考えるものと同じ優先議題設定を考え

ていたため、会議 1 日目の終わりにはす

んなりと優先議題が「3→2→1」の順番

で決まった。 
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会議行動 

一日目は優先議題交渉と採択に終わ

った。二日目は、まず AU、EU、アジア

各国、その他の国でグルーピングをおこ

なっていくこととなったが、ソマリアは

途上国の水問題に関して、実質的に支援

を行うことになる先進国の考えをあら

かじめ把握しておきたかったので、ペア

は AUの議論に参加し、僕は EU やアジ

アの先進国に交渉するという形で会議

をすすめていった。ペアの方はうまく

AU の中で議論を進めてくれたため、今

回ソマリア政府が推し進めていきたい

灌漑開発に関して議論するグループの

他、水に関するインフラ設備投資に関し

て話しあうグループ、水と教育に関して

話しあうグループの大きく 3 つのグル

ープが形成された。また私の方は、主に

イギリス、シンガポール、日本大使と交

渉をすすめた。ソマリアの灌漑開発政策

に関しては、どの大使からも好評価をう

け、とくにイギリス大使にいたっては、

灌漑開発に関して綿密な政策をつくっ

ており、ソマリアの政策と見比べながら、

将来の灌漑開発に関して実りある議論

が出来た。 

また、EU や他アジア諸国でもグルー

プ形成が行われ各グループがそれぞれ

活発な議論をおこなっているようで、既

に Draft Resolution(DR)の作成に取りか

かっているグループもいくつか見られ

た。二日目の終わりには、DR にのせる

文言を各グループつくりはじめ、三日目

は DR作りと、他グループの交渉に時間

を割くことになった。ペアは AUグルー

プの中で灌漑開発とソマリアを含むア

フリカ地域の干ばつ管理に関する文言

をいくつか DRの中に盛り込み、私は前

日交渉していた日本やシンガポール、そ

してイギリスと灌漑開発に関する文言

を独自で作り、アジアグループと AUグ

ループの DR にいれこむことができた。

AUグループのできあがった DRがアフ

リカ地域にかなり優位なものとなって

いたので、何らかの変更が要請されるこ

とを、個人的にはすごく懸念していたが、

他のどの国からも文言変更の要求もな

く、DRの提出の為に必要な、シグナト

リー(DR の提出に賛成する国)やスポン

サー(DR の内容すべてに説明義務を持

ち、またすべての内容に賛成する国)の

数もすぐ規定数を満たし、議長のチェッ

クも文法上の問題ばかりであったので、
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問題なく DR を提出することができた。 

三日目の終わりになると他グループ

も DR を仕上げて議長に提出していた

ため、それらに目を通しながら、EU や

アジアグループとのアメンドメント19

交渉に移った。どのグループも今の水問

題に積極的に取り組む姿勢をみせる素

晴らしい DR ばかりであり、ソマリアは

時間の許す限り、AUグループと共にア

メンドメント交渉に臨み、結局、EUグ

ループと共同でアメンドメントを作成

し、フロントに提出して三日目は終了し

た。四日目は EU＋AU グループのアメ

ンドメントの議長チェックが無事終わ

り、アジアグループや他グループのアメ

ンドメント交渉に応じ、アジアグループ

のシグナトリーになるなど、会議終盤ま

で多くの国と水問題全般に関する活発

な議論が行えた。 

投票行動に入ると、議場には 5つのア

メンドメントが提出されていた。ソマリ

アはすべてのアメンドメントを読み込

み、また AUグループの大使とも相談し

ながら、最終的にすべてにおいてソマリ

                                                

19 決議案に対する修正作業、また修

正案をアメンドメントと言う。 

アの利益となると判断したため全ての

アメンドメントに関して賛成票を投じ

た。 

 

4．成果 

投票行動が行われるまでに、議場には

5 つのアメンドメントが提出されてお

り、提出された決議は賛成多数ですべて

採択されることとなった。とくにソマリ

アが DR の作成にかなり時間を割いた

AU＋EUグループのDRが採択された時

は嬉しさもひとしおだった。他の 4つの

アメンドメントに関しては、内容はどれ

も似たものであり、コンバイン20の余地

も大いにあったのだが、時間の都合上そ

れが出来なかったことは残念であり、

AU＋EU グループのアメンドメントに

関しても他グループと更に議論できる

部分はあったであろう。総じて会議にお

いて「冷静になって考え、より積極的で

あれば出来たことは多かっただろうに」

と反省する場面は相当あったが、水管理

と経済開発に関して、どの国も積極的に

                                                

20 模擬国連では、複数の決議案を 1

つの決議案にまとめることを、コンバ

インと呼ぶ。 
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国連総会第三委員会 

 議題  

1. 人身売買との闘い 

2. 先住民の発展と権利 

3. 国際組織犯罪 

協力していこうという姿勢が見受けら

れていたことに関しては非常に嬉しく

思い、アメンドメントでもその事を上手

く主張でき、具体的な政策に関しても提

示することができた。またどのグループ

のアメンドメントの文言を見ても、ソマ

リアや水問題に直面している他アフリ

カ国にとって利益になるものであった。

したがって、今会議はソマリアに限らず、

水問題で苦しむ国の現状をよりよい状

態へ導いていき、またそういった国の経

済開発の促進にむけて、多くの国が積極

的に取り組んで行くことに同意したと

いう、今後の水問題を改善していくきっ

かけとなる会議であったといえよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越田 真奈美 

東京外国語大学外国語学部 

南・西アジア課程 

ウルドゥー語専攻2年  

国立研究会 

 

 

 

 

 

 

1. 参加会議概要 

国連総会第三委員会は、国連総会に存

在する六つの主要委員会のうちの一つ

であり、主に人権問題や社会開発に関す

る議題を扱う委員会である。他の委員会

と同様に全ての国連加盟国が参加して、

それぞれ意見を表明し、会議の成果は、

国連の明確な立場として示される。 

 

2. 議題概要とその政策 

議題 1：「人身売買との闘い」 

議題概要 

人身取引は、国際的な組織犯罪の防止

に 関 す る 国 際 連 合 条 約 （ 以 下
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UNCTOC21）に付随する議定書22によ

って、「搾取の目的で、暴力、その他の

形態の強制力による脅迫若しくはその

行使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用

若しくは脆弱は立場に乗ずること、又は

他の者を支配下に置く者の同意を得る

目的で行われる金銭若しくは利益の授

受の手段を用いて、人を獲得し、輸送し、

引渡し、蔵匿し、又は収受すること」と

定められている。ここで言う搾取とは、

性的搾取、労働搾取、臓器搾取を含む。

搾取の対象には、社会的弱者である貧困

層、少数民族、災害被災者、移民等のマ

イノリティ、女性、子どもが選ばれやす

いとされる。 

 国際組織犯罪（以下 TOC23）を扱う、

国連薬物犯罪事務所（以下 UNODC24）

                                                

21 United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime 

22 『国際的な組織犯罪の防止に関す

る国際連合条約を補足する人、特に女

性及び児童の取引を防止し、抑止し及

び処罰するための議定書』 

23 Transnational Organized Crime 

24 United Nations Office on Drug and 

Crime 

は、2007 年に「人身取引と闘う国連グ

ローバル・イニシアティブ（UN.GIFT25）」

を発足させた。このイニシアティブは国

際労働機関、国際移住機関、国連児童基

金、人権高等弁務官事務所、欧州安全保

障協力機構との協力によって運営され

ている。また、国連は 2010 年に「人身

売買と闘う世界行動計画」を開始し、全

世界が一貫した施策を実施することを

決めた。 

 人身売買撲滅のためには、各国の人

身売買に対する包括的な立法政策や、先

述した議定書の批准が不可欠だが、それ

と同時に地方の技術開発援助や、犯罪者

の調査や訴訟のための国境管理に関す

る各国の協力も不可欠である。そして人

身売買に対しては三つの P、すなわち

Prevention（人身売買の防止）、Protection

（被害者の保護）、Prosecution（犯罪者

の訴訟）が重要であるとされ、凡そ三つ

のフィールドで様々な対応がとられて

いる。 

米国国務省によると、人身取引の被害

者数は世界で約 70 万人とされるが、統

                                                

25 United Nations Global Initiative to 

Fight Human Trafficking 
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計に表れない被害者は相当いるとされ

ている。人身取引による収益は約 50 億

から 70 億ドルとされ、これほどの規模

を持つ人身取引は、TOC の中で最も深

刻な人権侵害を引き起こす犯罪の一つ

である。今後はいかに国際的かつ地域的

な協力体制の枠組みを強化し、三つの P

を徹底できるのかが課題である。 

 

政策 

 現在、ソマリア国内には人身売買が

横行している。特に、現在ソマリア政府

と対立し、戦闘を続けている、反政府組

織アル・シャバブが占拠している地域で

は、彼らが人身取引を行い、自らの資金

源としているという事実が現地NGOに

よって報告されている。 

 このような状況をふまえ、今会議で

は、ソマリア政府の代表としてアル・シ

ャバブの資金源である人身売買を防ぐ

ために、難民や国内避難民、民族マイノ

リティなどの社会的弱者に対する保護

の強化と、テロリストと人身売買の関係

性を明記した決議の提出を政策として

準備した。 

 

議題 2：「先住民の発展と権利」 

議題概要 

先住民は、2007年の国連先住民族の権

利に関する宣言において、「植民地化と

その土地、領域および資源の奪取の結果、

歴史的な不正義に苦しんできた」と書か

れており、彼らは、自らの社会や土地、

固有の言葉や文化等を否定され、奪われ

てきた人々であると言える。この認識は

国際的に確立しつつあるが、この宣言は

具体的な先住民族の定義を与えなかっ

た。これは、世界に存在する先住民族の

多様性に鑑みて、定義によって排除され

る集団が生まれることへの懸念と、定義

を行うことによって生まれる先住民族

のアイデンティティの自己決定権との

衝突に関する指摘が理由であるとされ

ている。一方、ILO169 号条約や国連コ

ーボ報告書などによると、先住民族とは、

自らの伝統的な土地や暮らしを引き継

ぎ、社会の多数派とは異なる自分たちの

社会や文化を次世代に伝えようとして

いる人々である、という定義も存在する。 

 先述した先住民の権利に関する宣

言は、143 か国の賛成、4 か国の反対、

11 か国の棄権によって採択された。大

多数の支持派は、この宣言を採択したこ

とは、先住民の人権獲得の長い戦いに、
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終止符を打つための大きな第一歩であ

るとした。一方宣言に反対したアメリカ、

オーストラリア、カナダ、ニュージーラ

ンドは国内法との不一致や土地・資源に

関する権利についての先住民族とその

他の人々との兼ね合いなどを理由に宣

言に反対した。 

 この議題において重要なのは、いか

に実際の先住民族の人々の意見を対話

に盛り込み、国益との兼ね合いを測りな

がら共存する道を見つけられるのかと

いう点である。 

 

政策 

 この議題において、ソマリアにとっ

て最も重要な問題になるのは、国家の領

土主権が危ぶまれることである。国内の

特定のエスニック集団、氏族（クラン）

に先住民族としての自決権を認めるこ

とが、分離独立や国境修正等をまねき、

国家の領土保全が害されることを最も

懸念しているのである。ソマリアは、国

民の 9割近くがソマリア民族で、アフリ

カ大陸では珍しく民族的に統一された

国家である。しかし、ソマリア民族の中

でも氏族（クラン）ごとに分かれ、この

氏族の違いや氏族内の派閥の違いが現

在の紛争の背景となっている。 

 このような状況をふまえ、ソマリア

を一国家として統一したい政府として

は、各氏族に対して先住民族としての自

決権を認めて、分離独立のリスクを高め

ることは何としてでも避けたいのであ

る。したがって、今会議においてソマリ

アは、先住民の定義を作ろうとする動き

の中で、先住民族とソマリア国内にある

部族の違いを明確にすることを、今会議

におけるソマリアの方針として準備し

た。会議戦略としては、ソマリアと同じ

ような懸念を抱くアフリカ諸国とグル

ープを作り、定義に関する決議を出すこ

とを考えた。 

 

議題 3：「国際組織犯罪」 

議題概要 

国際組織犯罪（以下 TOC26）は、国際

的な組織犯罪の防止に関する国際連合

条約（以下 UNCTOC）によって「性質

上国際的なものであり、かつ組織的な犯

罪集団が関与するもの」と定義されてお

り、具体的には薬物や銃器の不正取引、

人身売買、不法移民、資金洗浄、腐敗等

                                                

26 Transnational Organized Crime 
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が挙げられる。近年ではサイバー犯罪や

テロリズムなども含まれるとされる。 

グローバリゼーションの進展によっ

て、国境を境えて大規模かつ組織的に行

われる TOC の脅威は深刻化しており、

市民社会の安全、法の支配、市場経済を

破壊するものである。TOC の多くが人

権侵害と密接に関わり、国際社会が一致

して対処すべき問題とされている。 

 今日の国連の取り組みとしては、経

済社会理事会の機能委員会の一つであ

る犯罪防止刑事司法委員会において、

TOC に対する取組に関し踏み込んだ討

議がおこなわれているほか、国連には国

際連合薬物犯罪事務所（UNODC27）が

設置されており、薬物犯罪その他の

TOC 対策に関する様々な技術協力や調

査研究活動、UNCTOC28の締約国監視

を行っている。 

 TOC に対する国連の取組の中で最

                                                

27 United Nations Office on Drug and 

Crime 

28国際的な組織犯罪の防止に関する

国際連合条約（United Nations 

Convention against Transnational 

Organized Crime） 

も画期的だったものは、 2000 年の

UNCTOC の採択である。この条約は

TOC が急速に複雑化、深刻化してきた

ことを背景として、各国の刑事司法制度

を整備し、法執行活動を強化するととも

に、TOC の捜査や訴追における国際協

力を促進することを目的として作られ

た。これには人身売買に関するもの、密

入国に関するもの、不正武器取引に関す

るもの、という 3つの付属議定書が存在

し、TOC 撲滅のために国際的に取り組

むための一つの指標となっている。 

 

政策 

 現在、ソマリアの脆弱な国家体制の

1つの要因として、人身売買や不正武器

取引など、ソマリア国内に多くの TOC

が蔓延していることがある。その中でも

ソマリアが最も優先的に解決すべき問

題は、ソマリア沖の海賊問題である。こ

の海賊は、アデン湾とインド洋のソマリ

ア周辺海域で発生し始め、国際海運の大

きな障害となっている。1990 年代初期

に政権が倒れ、内戦が始まった頃から数

は増え、近年活動が活発化している。ス

エズ運河・紅海を経由し地中海とインド

洋を往来する年間約 2 万隻の商船にと
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って大きな脅威となっている。 

 この海賊問題を解決することで、国

際社会に対して 2つの利点が生まれる。 

一つ目は、各国の経済に対する悪影響

がなくなることである。二つ目は、国際

犯罪グループ・テロリストへの資金源を

断つことができることだ。海賊は近年で

は麻薬の密売や密入国、人身売買までに

も手を出しているということが、国連に

よって報告されている。また、国際的に

活動している犯罪グループと密接な関

わりを持ち、海賊が手に入れた身代金が

犯罪グループの手に渡っているという

ことも報告されている。 

 

3. 会議行動 

議題設定交渉 

議題の優先順位としては、3（国際組

織犯罪）→1（人身売買）→2（先住民に

関する権利と発展）という方向性をとる

ことをペアと決めた。私たちが議題 3

を最優先にした理由は主に二つある。 

 一つ目は、国際情勢においてソマリ

アが最も解決すべき問題としてソマリ

ア沖の海賊問題を考えていたことであ

る。この海賊問題を話し合い、成果物を

出すためには、「国際組織犯罪」を優先

議題として取り扱い、その中で議論を進

める必要があったのである。 

 二つ目は、国際組織犯罪を扱うこと

で、自国が話し合いたいトピックについ

て、それぞれ TOC の枠内で自由に議論

することができるという点で、TOC に

ついて議論することは多くの他国にと

ってもインセンティブがあると考えた

ためである。 

 会議開始の前に議場に入り、何人か

の大使に優先議題についての意見を聞

いた所、彼らの意見は TOC が優先議題

であるということで一致していた。彼ら

はその理由として TOC が複雑に影響し

あって、大きな問題となっているという

ことを指摘し、そのためには包括的に全

加盟国が取り組んでいく必要があると

主張した。私もそれに加え、ソマリアの

海賊について説明し、いかにそれが国際

社会に悪影響を与えているのか、海賊問

題を解決することが各国に対してどの

ように有益なのかについて主張した。こ

れに対して彼らのほとんどは協力的な

姿勢を見せてくれた。他にも 20 人以上

の大使の意見を聞いたが、その 60%ほ

どが TOC を優先議題としていた。自分

は TOC が優先議題になるだろうと踏ん
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でいたので、議題が採択された後、ソマ

リアと協力できる国を作るために TOC

を優先議題にしようと考えている国に

働きかけた。 

 私は TOC が優先議題になると確信

していたが、実際の議場の反応は予想と

は違い、人身売買に関する議題が優先議

題として採択された。この要因としては、

地域別に万遍なく意見を聞き、交渉をし

なかったことが考えられる。私が交渉し

た大使の中には、人身売買を話し合いた

いヨーロッパやアフリカ諸国の大使が

少なかった。自分の設定する優先議題を

通すには、別の主張をする国を想定して、

それらの国に対して積極的に交渉を行

うべきだった。 

 

会議行動 

 大会二日目から始まった本格的な

会議では、最初にグルーピングが行われ

た。ソマリアはグアテマラ大使が主導し

たアフリカ連合のグループに属し、「国

境管理」、「人身売買に対する国際的協力

における国家主権」「人身売買対策に必

要な財政的・技術的支援」について文言

を作ることにした。また、ソマリアは人

身売買とテロリストとの関係性を明記

した文言を入れることを考えていたの

で、議場の各グループに働きかけた。こ

こで、AU グループでの行動をペアが、

単独行動を私が務めることになった。 

 各グループに働きかけた結果、ロシ

アをリーダーとするグループ、ウルグア

イをリーダーとするグループに入れる

ことの了承を得ることができた。 

 そして、ペアにロシアグループの

DR の内容を説明した所、ロシアグルー

プと AU グループの方向性が似ている

ということが判明し、最終的にこの二つ

のグループは合体して 1つのDRを作成

することとなった。自分がそのきっかけ

となれたことは互いのグループにとっ

てよかったと感じる。 

 ソマリアは結果的に二つの DRのス

ポンサー国となり、私は中南米グループ

に属した。中南米グループの DRは基本

的に人身売買多発地域における国連組

織や国家政策として啓発運動を推奨す

るなど、人身売買の予防に焦点を当てた

ものだった。ソマリアの国益にそって

DR にコメントをつけ、それを消化する

ということを続け、二日目は終了した。 

 三日目と四日目は、中南米グループ

は DR の協力国を対象にコメントを集
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め、説明をしたり、文言を変更したり、

といった作業に追われていた。三日目と

四日目は連続してほとんど同じことが

行われ、大きく変わった点も無かった。

今考えると、この二日間でもっと協力国

を増やせるように、積極的に他国の大使

に働きかけるべきだったが、ペアの感情

に訴える印象的なスピーチにより、ソマ

リアは議場で注目を集められ、協力国を

増やせたこともあった。 

 最終日になってもなお、議場はファ

シリテーターもいないまま各グループ

が乱立していた。各グループは議場で一

定の成果を出すという認識は持たず、自

分たちの DR を通すために奔走してい

た。私たちのグループもその例にもれず、

DRを通すために協力国と最終確認をし

あった。議場で共通の目標意識は全くな

いまま、各 DR は提出され、投票行動に

移ることとなった。 

 

4．成果 

 12本の決議が採択にかけられ、投票

によって 5本の決議が採択された。ペア

が担当したアフリカグループのDR29は

                                                

29 Draft Resolution 

無事採択されたが、私が参加した中南米

グループの DR は僅差で落ちてしまっ

た。 

今回中南米グループの DRが落ちた理

由として考えられるのは、大きく二点あ

る。一点目は DRの中の交渉結果や変更

点を DR の協力国に迅速、かつ正確に共

有できなかったため、彼らの票を確実に

獲得することができなかったことであ

る。二点目は協力国が確保できているこ

とに甘んじて、それ以外の国に対して本

DRについて積極的なアピールができな

かった点である。 

 この DRが落ちたことによって、テ

ロリストと人身売買のつながりを明記

した文言を決議の中に盛り込むことが

できなかった。ソマリア政府がアル・シ

ャバブと戦っていく中で、国益が達成で

きなかった点であると言える。 

 全体を通して、私が感じたのは議場

の学生たちの強い信念である。「自分は

この政策をやりたい」という信念を貫き

通し、議場に臨む姿に感銘を受けた。な

ぜなら、私は自分の意見に自信が持てず、

人の評価を気にして、自分が本当にやり

たいことを主張することができなかっ

たからである。しかし、彼らを見て「強
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持続可能な開発会議 

 議題  

1. 持続可能な開発及び貧困根絶の文

脈におけるグリーン経済 

2. 海洋におけるグリーン経済：次世

代のための海洋と漁業の保護 

3. 持続可能な開発のための制度的枠

組み 

く願い、思うことは、行動に結びつき、

それは成果に結びつく」ということを学

んだ。このことは、会議の成果ではなく

個人的成長の大きな 1 つである。 

 最後に、私と共に会議で奮闘し、常

に私をサポートしてくれたペアのミカ

エラに感謝の意を表し、会議報告とした

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中島 悠輔 

東京大学教養学部 

理科2類2年  

駒場研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 参加会議概要 

 

2012年6月に行われる持続可能な開発

会議は、ブラジル政府が 1992 年の地球

サミットから 20 周年を迎える機会に、

同会議のフォローアップ会合を行うこ

とを提案したことを受け、2009 年の第

64 回国連総会で開催が決定されたもの

である。国連加盟国の代表が出席する予

定である。 

 

2. 議題概要とその政策 
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議題 1：「持続可能な開発及び貧困根絶

の文脈におけるグリーン経済」 

議題概要 

 1992 年の地球サミットにおいて示

された「持続可能な開発」という概念に

は、「経済発展」、「環境保護」、「生活の

向上」という 3つの達成されるべき事柄

が挙げられている。近年、これらをすべ

て同時に達成する手段としてグリーン

経済が打ち出された。グリーン経済とは

環境に対して負荷の少ない経済のこと

であり、具体的には自然エネルギーを使

った発電や燃料の開発、などがある。グ

リーン経済の下で行われる仕事のこと

をグリーンジョブと言う。グリーンジョ

ブが活発になることで雇用が新たに生

み出され、失業者が減り貧困撲滅につな

がるという主張がなされた。こうしたグ

リーン経済は持続可能な開発を達成す

る手段として期待されている。 

 持続可能な開発会議は「持続可能な

開発及び貧困撲滅の文脈におけるグリ

ーン経済」と「持続可能な開発のための

制度的枠組み」という 2つのテーマがあ

り、そのうち 1つ目において、新しい概

念であるグリーン経済を実現するため

の具体的な方法を考える。実際にグリー

ン経済を行うのは企業であるが、それを

推し進めるためには国や国連が企業を

導かなければならない。そのための制度

作りやグリーン経済が扱うべき分野な

どが議論されることが予想された。 

政策 

 ソマリアが位置する「アフリカの角」

ではほぼ毎年、干ばつが起こっている。

地球温暖化による太平洋で起きたラニ

ーニャ現象30がその原因だと言われて

いる。また、国内の河川の利用が上手く

行われていないため、干ばつの際に多く

の人が安全な水にアクセスできなかっ

た。以上のことからソマリアはグリーン

経済の扱う分野として特に「気候変動」

や「水の管理」を挙げた。ソマリアでは

現在内紛が起こっており、以上の問題に

対して対処することが難しい。また、内

紛解決後にも以上の問題に対処する際

に自国の力だけでのグリーン経済の発

展が難しく、グリーン経済を発展させる

                                                

30 海水温度の異常を示す気象用語。

エルニーニョ現象と反対に、太平洋の

赤道域の日付変更線付近の海水温が

異常に低下する。 

引用元：百科事典マイペディア 
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ための援助が必要となる。 

 したがってソマリア国内の紛争解

決後を想定し、インフラの整備が不十分

でグリーン経済の発展が難しい国でも

グリーン経済が発展するような制度作

りに関する政策を 2つ提案した。1つ目

は「Global Environment Facility(GEF)の

役割の変化とそれに伴う制度改正；GEF

と Division for sustainable Development 

(DSD)との連携構築」2 つ目は United 

Nations Global Compact Green (UNGCG)

の設立である。 

 1 つ目の政策は国家や国連がグリー

ン経済を導く際の援助を対象としたも

のである。GEF とは環境問題に投資す

る世界で最も大きな基金であり、特に広

域に影響のある環境問題の解決のため

のプロジェクトに対して資金を提供し、

またそのプロジェクトの履行を GEF 

Agencyが支援する。 

しかし、ソマリアやその他の途上国が

求めているプログラムは自国内の問題

に対処してくれるプログラムであり、

GEF の役割を広域に影響する環境問題

に対処することだけでなくローカルな

環境問題にも対処することを求めた。 

そうした役割の変化により、GEFが対

応するプロジェクトの数が増え、多くの

プロジェクトがスムーズに履行されな

い状況になる可能性がある。また、今ま

で GEF が履行するプログラムの計画は

当時国の政府機関が、もしくはその機関

とGEF Agencyが合同で行うことが多く、

プログラム自体や、履行までの流れが非

効率であった。 

それを解決するために第 2点として国

連の専門機関であり、持続可能な開発に

対して専門的な知識を持っている DSD

が GEF と連携し、効率的なプログラム

計画を DSD が行い、GEFがそれを履行

する、といった変革を求めた。国連の専

門機関を利用してプログラム計画を行

うことで知識の集約がされて、さらに効

率的な計画がなされるようになる。これ

により GEF が一つのプログラムに必要

な資金が少なくて済み、また必要な時間

も少なくなる、と予想される。結果、問

題の当事者のニーズにあった多くのプ

ログラムが履行されるようになるであ

ろう。 

2 つ目の政策は企業がグリーン経済に

向けて活動するための方向性とインセ

ンティブを創造するものである。現在、

企業がグリーン経済を行う方向性もイ
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ンセンティブもなく、多くの場合企業が

自主的に、環境保護につながる経済活動

を行ってきた。しかし、そのような状況

下では特に途上国内の企業は、環境保護

につながる活動ではなく、目先の経済発

展を求めるようになり、グリーン経済と

いう新しい経済分野において、途上国は

先進国に後れを来たしてしまう。先進国

と途上国のギャップが広がるであろう。

このことを避けるためにもソマリアは

国連が、グリーン経済を行うときに企業

が進むべき方向性とそれに進むインセ

ンティブを与えることを要求し、その方

法として UNGCGの設立を要求した。 

UNGCG は、既に実在している United 

Nations Global Compact (UNGC)を元に

考えた実在しないものである。UNGC

は 10 個の原則を掲げており、その 10

個の原則を企業戦略に取り入れ、COPs

というレポートを定期的に提出するこ

とを約束した企業が参加することがで

きる自発的なイニシアティブである。10

個の原則は Millennium Development 

Goals(MDGs31)達成への方向性を示し

ている。また、それらは厳格に企業の活

                                                

31 国連ミレニアム開発目標 

動を規制するものではないため、自由経

済を阻害するものではない。 

UNGC に入ると企業の CSR32を達成

する活動を世界に発信できるといった

特典があり企業の社会的地位を上げる

ことができる。以上のように UNGC は

国際社会にも企業にも利益のあるもの

である。 

ソマリアはこのアイディアを持続可

能な開発に応用できると考え、持続可能

な開発の達成を目標とした UNGCG の

設立を要求した。UNGCGが扱うべき分

野として持続可能な開発の柱である「生

活の質の向上」と「環境」を挙げた。 

 

議題 2：「海洋におけるグリーン経済：

次世代のための海洋と漁業の保護」 

議題概要 

この議題は海洋における産業である

漁業を主に取り扱った。漁業は環境に対

して大きな影響を与える。大量漁獲や海

底をさらうような漁法は海洋における

生態系を崩し、その影響は大量漁獲を行

                                                

32 Corporation Social Responsibility「企

業の社会的責任」 

引用元：百科事典マイペディア 
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った国の沿岸だけにとどまらず、より広

域な海洋まで広がる。 

これは海洋が、国家が自由に使えるも

のだが、共有の財産でもあることに起因

する。そして、それを解決するために

1982 年 10 月海洋法 (United Nations 

Convention on the Law of the Sea)が作ら

れた。しかし、それには米国が参加して

おらず不参加国の存在は大きな問題で

ある。 

一方、より地域に近い視点で問題を見

ると、漁業を厳しく規制することは漁師

の職を奪うことを意味し、多くの人が飢

餓に苦しむことになる。しかし、規制を

進めずに大量漁獲を野放しにしておく

と海洋における生態系が崩れ将来的に

魚が捕れなくなり、漁師は職を失うこと

を意味する。 

これらの問題を解決する方法として

海洋におけるグリーン経済が提案され

た。例えば、漁業により生態系に大きな

負荷が加わりやすい地域を自然公園と

するということである。自然公園に訪れ

る人でその地域は観光スポットとして

経済的に栄える。生態系は守られ、漁師

も自然公園と変わったその地域で新た

な職を見つけることが出来るだろう。し

かし、こうした考え方はまだ新しく、浸

透していない。各国の更なる議論が必要

である。 

政策 

ソマリアはアフリカ大陸部33で最も

長い海岸線を持つ国である。ソマリア沖

の西インド洋は大陸棚が存在し下から

上へ海水が湧き上がるため、栄養が海の

上部へ十分に行きわたる。このことによ

りソマリア沖の海洋は生物多様性に富

み、漁業に適している地域である。 

この素晴らしい漁場が違法な漁業を

引き付けてしまっている。ソマリアの排

他的経済水域を脅かして違法に大量漁

獲をしている海外漁船が存在する。ソマ

リアが現在、内紛状態にあり海洋の警備

が手薄になっているため海外漁船が容

易にソマリア沿岸に入ることが出来る。

海外漁船による違法な漁業により、ソマ

リア沖の海洋から得られる経済的利益

の半分以上が彼らに奪われていると考

えられている。 

問題は他に 2 つある。1 つ目は有害物

質の違法投棄である。ソマリアでは有害

                                                

33 マダガスカルなど島嶼国を除くア

フリカ 
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物質の廃棄が十分に規制されていない。

そのため、海外企業がソマリア国内に有

害物質を持ち込み、それを違法投棄する。

有害物質はソマリア沖まで流れ込み海

洋の生態系を崩す。また、これらの物質

の影響で大勢の沿岸部に住む人が重度

の病にかかっている。海外漁船から有害

物質の入った容器が海に投げ捨てられ

ているという事例も United Nations 

Environment Programme のレポートによ

り確認されている。 

最後の問題は海賊問題である。この地

域の海賊は前出の 2 つの問題により職

を失った漁師がなったとも考えられて

おり前出の問題と密接な関係がある。 

ソマリアは海賊問題が解決し、ソマリ

ア沖の海洋が持続可能な形で利用され

るようになった場合、社会的な問題や環

境問題の解決、経済発展が同時に達成さ

れると考え、ソマリア沖の海賊問題を解

決することを主眼においた政策を立て

た。 

それは「安全保障理事会の下にある

The Contact Group on Piracy off the Coast 

of Somalia (CGPCS)内に、海賊問題の原

因と考えられている海外漁船による違

法漁業と有害物質の違法投棄に関して

調査するワーキンググループを設立す

ること」である。今まで、安全保障理事

会は海賊問題を、海賊による海外漁船に

対する暴力行為だとして規制する行動

をとってきた。しかし、規制ではなくそ

の実情を調べ問題の原因に対処するこ

とにより海賊問題が解決すると考え、上

の政策を提案した。 

 

議題 3：「持続可能な開発のための制度

的枠組み」 

議題概要 

 1992年の地球サミットにおいて「持

続可能な開発」というアイディアが出さ

れ、Agenda21という世界の環境に対す

る行動計画が提示されて以来、国連は環

境問題や持続可能な開発に関わる多く

の機関を設置してきた。環境の中には気

候変動、生物多様性、海洋、水資源、食

料安全保障、エネルギーなどといった

様々な分野が挙げられ、それぞれが互い

に関係している。また、これらの分野は

持続可能な開発にも関係している。 

環境や持続可能な開発を考える際に

複数の分野に分けるが、分野間の関係性

が強く、重複が多い。国連により作られ

た多くの機関も互いに関連している部
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分が多く、それらの重複を避ける枠組み

作りの議論がこの議題では成される。 

 

政策 

ソマリアは環境問題を解決するため

には明確な行動目標を提示する必要が

ある、と考えた。それにより、各機関の

役割が明確になり、また問題の緊急性に

対する認識が向上し活動が活発化する

と考えた。以上を踏まえて、2011年の 9

月にコロンビアとグアテマラが共同で

提 案 し た Sustainable Development 

Goals(SDGs)という持続可能な開発を達

成するための行動目標を支持し、持続可

能な開発の柱である「生活の質の向上」

を具体化してその中で著すことを提案

する。 

持続可能な開発を考える際に、特に先

進国の人々はより環境に負担をかけな

い技術などをイメージしやすいが、多く

の途上国では環境に負担をかけない技

術の向上を行う前に、人の生活の保障を

しっかりと行わないといけない。インフ

ラの整備など社会基盤に関わることを

行動目標で明示する必要があると考え、

今会議でそれを達成するための行動目

標を議論し明示することを要求した。 

 

3. 会議行動 

 

議題設定交渉 

議題採択の交渉に充てられた 1st セッ

ションでは主に地域的に繋がりの大き

い国同士でグループに分かれて交渉が

進められた。ソマリアはアフリカ連合の

グループにおける交渉に参加した。ソマ

リアは、新しいアイディアであり、多く

の人が持続可能な開発を進めるための

素晴らしい方法だと考えているグリー

ン経済がこのまま進んだ時に、グリーン

経済が依然問題点を含んでおり、ソマリ

アに大きな損害が出ると考えたため、こ

の新しいアイディアに関する慎重な議

論がなされることを望んだ。アフリカ連

合内の多くの国は、状況は異なるが、ソ

マリアと似た理由から議題 1 を最初に

話し合うべきだと主張し、特にグループ

のリーダーとなっていたガーナがその

主張を繰り返した。 

議題 3を最初に話し合うべきだと主張

する国が多く存在し、枠組みの制定が今

後の活動をより効率化する手段となる、

と主張していた。議題 2を話し合うべき

だ、という国は少数であり、海洋におけ
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る問題が顕在化していて緊急に話し合

いたい、と考えている国のみであった。

以上の主張を踏まえて最終的にアフリ

カ連合として議題 1を話し合い、その後

議題 3、議題 2の順で話合うという主張

をすることに決定した。他の地域グルー

プでも同様の議論がなされていたよう

であり、多くの国はこの順で話し合うこ

とに賛成しており、その結果、議場にお

いて議題を話合う順序は「議題 1→議題

3→議題 2」という順序に採択された。 

 

会議行動 

 最初、議題に関するスピーチを行い

たい大使を募集し、ソマリアも手を挙げ

た。そのスピーチで多くの国は自国に関

わる環境問題についてスピーチをして

おり、それらの問題がグリーン経済で解

消されることを望むと伝えた。ある程度、

多数の国がスピーチをした段階で、自分

の座っている席から離れて自由に交渉

を行うことができるアンモデレートコ

ーカスの動議が挙がり、動議が可決され

た。ソマリアは積極的にアフリカ連合の

グループに入り、交渉を行った。その交

渉の中で、環境に関わる想像を絶する数

の分野が各国大使から発言され、収拾が

つかなくなった。各国の意見を聞いたと

ころでアンモデレートコーカスが終了

し、再度スピーチの時間に戻った。 

 先ほどのアンモデレートコーカス

を振り返りソマリアは現実世界で 2012

年 1 月に開かれた準備会合で作られた

ゼロドラフト34を元に交渉をすると、も

う一度多数の分野を聞き、集めてまとめ

る作業をしなくても良いのではないか、

と考えた。そこで、ペアの Bo-Peter と

話をしてゼロドラフトの中でグリーン

経済について言及している文言を抜き

出して Draft Resolution の元になる文章

となるWorking Paperという形で議場に

提出することを決めた。Working Paper

の作成を行い、まもなく回ってくるスピ

ーチの際に「ゼロドラフトを元に交渉を

しよう」という内容を話そうと思ってい

た。しかし、残念ながらソマリアの一つ

前の国のスピーチの後、アンモデレート

コーカスの動議が挙がり、約 200もの参

加国に対して一度に上の内容を伝える

ことに失敗した。 

 次のアンモデレートコーカスでは

                                                

34 Rio+20の準備会合における成果文

書 
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私は自分たちの作成した Working Paper

を地道に説明するということを行った。

私たちの提出したWorking Paper は交渉

をすることが出来た国々の賛同を得た

が、その数があまりにも少ないため公式

なものとして議場に提出することが出

来なかった。 

 そこでソマリアはアフリカ連合で

の議論に専念することにした。アフリカ

連合の中で、先ほど挙がっていた環境に

関する分野を大きく「水の管理」、「エネ

ルギー」、「教育」、「基金」に分けようと

いう動きがあり、ソマリアは上で説明し

た「Global Environment Facility(GEF)の

役割の変化とそれに伴う制度改正；GEF

と Division for Sustainable Development 

(DSD)の連携構築」、「United Nations  

Global Compact Green(UNGCG) の設立」

という政策を実現するために「基金」の

分野の交渉に参加した。そこでは、現在

ある基金の見直しや、更なる資金の必要

性、マイクロクレジットといった創造的

なアイディアが一つ一つ議論され、文言

になっていった。ソマリアは現在ある基

金の議論の中で GEF の話を持ち出し、

政策を話した。しかし、GEF の投資の

対象を広げることを文言化することは

出来たものの、DSDと GEFの連携とい

う内容までは他の大使の強い賛同を得

ることが出来ず、文言化することが出来

なかった。 

このように地域ごとにグループで分

かれ、その中でさらに分野ごとに分かれ

た交渉が複数回のアンモデレートコー

カスで行われた。またそれぞれのアンモ

デレートコーカスの間には各国大使か

らのスピーチが続けられ、各国が重点を

置く環境問題についてのスピーチが行

われた。 

以上のような交渉の結果、各グループ

で、分野ごとにつくった文言を集め、あ

る程度内容のまとまった Working Paper

が作られダイアスに提出された。会議監

督はそれらを出来るだけ 1 つにまとめ

ることを推奨し、自分たちと違うグルー

プのWorking Paperで同じ分野を扱った

部分を自分たちのものとコンバインす

ることを提案した。 

 その提案を受け、アフリカ連合は

EU グループから Working Paper をコン

バインしよう、と交渉を持ちかけられた。

それを受け、アフリカ連合の国々で議論

され、ガーナやソマリアは多くの内容に

大きな違いはなくコンバインを目指す
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ことが世界全体の目標を掲げることに

つながりコンバインに賛成したが、EU

グループのWorking Paperの内容に先進

国よりの主張が多く、アフリカ連合の作

ったWorking Paperがアフリカ連合の諸

国にとって最も都合が良い、という理由

からコンバインはされなかった。 

 そして、その後ロシアグループから

コンバインの交渉が来た。これについて、

再度アフリカ連合で議論が行われ、内容

を吟味した結果コンバインしても問題

は無いと結論付けられ、コンバインのた

めの努力が始まった。ソマリアは、GEF

についてより明確に書き表すことをロ

シアに要求し、文言に明示されることに

なった。 

 以上のような複数個ある Working 

Paper のコンバインの交渉とそのための

努力が複数回のアンモデレートコーカ

スで行われた。その結果、Working Paper

は 5 つになり Draft Resolution として議

場に提出された。 

 

4．成果 

 

 最終的に 5つのDraft Resolutionが議

場に提出され、ソマリアはそのうち 1

つに反対を投じたが、5 つすべてが 2/3

以上の賛成で採択されて Resolution と

なった。それらの内容は重複しているも

のも少なくなく、また本会議で複数の

Resolutionが採択されることはまずない

のだが、多くの環境分野について包括的

に触れることが出来た点は評価すべき

点であると思う。 

 本会議には約 200もの国が参加して

おり、多くの国に 2 人、大使がおり約

400人が参加していたことになる。その

ような大人数の会議の中で私が得たも

のは大きかった。 

私が本会議で出来なかった点はグル

ープや大勢の人をまとめる事であり、ガ

ーナ大使がそれを行っている様子を見

て多くを学ばせていただいた。 

また、ペアの Bo-Peterにも他の大使と

交渉をする際に助けてもらうことが多

く、人に何かを伝える勇気を出すことの

難しさを感じた。 

本会議に参加して最も得られたと思

う点は環境問題に対処する難しさを改

めて身に染みて感じたことと多くのア

イディアに触れられたことである。私は

今後も解決の難しい国際問題に立ち向

かい、その解決策を皆で考えていこうと
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国連児童基金 

 議題  

1. 社会規範への取り組みと質の高い

教育への女子のアクセス促進によ

る男女平等の促進 

2. 社会的・経済的状況から生じる青

年犯罪と暴力 

3. 紛争下の子ども 

会議を終えて思った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邊 紗世 

東京大学教養学部 

文科一類2年  

駒場研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 参加会議概要 

国連児童基金35は開発途上国の主に

児童を対象に保健、水・衛生、栄養改善、

教育等に関する中・長期的な開発援助、

自然災害や武力紛争などの際の緊急援

助活動を行っている。年に 3回開催され

る執行理事会（36 か国により構成）で

中期事業計画、国別プログラム、行財政

問題等が審議・決定され、執行理事会の

決定に基づき、各被援助国にある現地事

                                                

35 United Nations Children’s 

Fund(UNICEF) 
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務所が事業を実施する。 

 

2. 議題概要とその政策 

 

議題 1：「社会規範への取組と質の高い

教育への女子のアクセス促進による男

女平等の促進」 

 

議題概要 

男女平等は、国際連合が近年焦点を当

てて取り組んできた問題のうちの１つ

である。 

 主に児童を対象とした機関として、

本会議では教育と社会規範に焦点があ

てられた。教育は、すべての子どもが将

来、例えば職に就く場合などに、対等で

あるために不可欠であるとされるが、

様々な要因により女子は教育へのアク

セスを妨げられていることが問題視さ

れている。その大きな要因の一つとして

捉えられているのが、社会規範であり、

具体的には伝統的、宗教的、文化的信念

をさす。 

 本会議では、女子の学校へのアクセ

スを促進する UNICEF としてのプロジ

ェクトの立案、また、アクセスの阻害要

因として特記されている社会規範に対

する UNICEF の取り組みを具体的に決

定することが求められる。国益と国際益

の追求のバランスが難しく、特に社会規

範に関しては宗教間での意識の相違も

あるため、難しい論点になることが予想

される。 

  

政策 

男女平等を推進するために、ソマリア

は三つの政策をたてた。 

一つ目は学校給食プログラムの推進

である。女子が学校に行けない要因の一

つとして、家庭が貧しく学校に行かせる

お金がないということがあげられるが、

学校給食を無償で提供するプログラム

を推進することで学校に行く、あるいは

行かせるインセンティブとするのだ。ま

た、学校に通えるようになった後も学習

への集中力を高めるために学校給食は

役立つ。このために、ソマリアは

UNICEFとWorld Food Programme の提

携を、緊急時に限らず、女子の教育アク

セスという観点からも推進することを

提案する。 

二つ目は女子にとって過ごしやすい

学校の促進である。具体的には、女子の

ためのトイレの確保、通学路の安全確保、
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女性教師の雇用、フレキシブルな時間割

の採用である。トイレがないこと、また

通学路が危険であることは女子を学校

から遠ざける原因である。また、女性教

師がいれば学校での問題を相談しやす

くなる。さらに、フレキシブルな時間割

を採用することで、家事などを担わなけ

ればならない女子などに、学校に行ける

可能性を与えることができる。 

三つ目はMobile Schoolの促進である。

特に地方や紛争地域では学校が近くに

ない、あるいは行くのが危険などの理由

で女子は学校に通いにくい。そこで、先

生や School in a box36などの教材キット

を載せた移動車が学校として各地で機

能できるようなシステムを構築するこ

とを提案する。 

 

議題 2:「社会的・経済的状況から生じ

る青年犯罪と暴力」 

 

議題概要 

                                                

36 UNICEFのプログラムで、1箱に 80

人分の学用品をいれた箱である。この

セットは、世界の恵まれない子どもに

配られる。 

この議題は広範にわたるものであり、

子どもが犯罪や暴力に手を染めないよ

うにする方法から、犯罪や暴力に訴えて

しまった子どもの罰し方やアフターケ

アについても議論することが求められ

ている。 

 また、社会的・経済的状況から生じ

る犯罪や暴力とは、具体的には貧困、食

料価格高騰などの経済危機、教育・職の

欠如、悪い家庭環境、メディアの影響な

どによる犯罪や暴力ということができ、

また予防策も多岐にわたることが予想

され、本会議ではストリートチルドレン

による犯罪や暴力の予防なども注目さ

れる。 

 処罰の仕方に関しては、現在までに、

北京ルール37をはじめとして、子どもの

well-being を尊重することが重要視され

てきたが、国によって対応は様々であり

議論の難しいところになるだろう。 

  

政策 

                                                

37 United Nations Standard Minimum 

Rules for the Administration of Juvenile 

Justiceを正式名称とし、少年犯罪の捜

査、審判などに関して定めている。 
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ソマリア大使としては二つの政策を

たてた。 

一つ目は、里親登録制度である。孤児

院にいる子どもやストリートチルドレ

ンなどを、孤児院を通して UNICEF の

里親登録制度に登録し、また、里親にな

る用意がある人も里親登録制度に登録

することで、子どもが安全で保護された

環境で過ごせるように子どもと里親を

結び付ける制度である。特に緊急時など

においては、子どもを売る目的などで登

録する人がいないように注意する必要

があり、現地事務所や地域事務所による

審査や管理が不可欠となる。 

二つ目は、ストリートチルドレンのた

めの Mobile Schoolである。一つ目の議

題でたてた政策を二つ目の議題に適用

したものであるが、子どもに教育の機会

を与えることで犯罪や暴力を防止しよ

うという意図に基づく。 

 

議題 3:「紛争下の子ども」 

 

議題概要 

 紛争下の子どもという議題は 1999

年に安全保障理事会が  “Children and 

Armed Conflict” という決議文を出し

てから注目されてきたものである。紛争

下の子どもとは、食料などがなく生活が

脅かされている子どもはもちろん、大き

な論点としては少年兵の問題や性的搾

取の問題も含まれる。 

 少年兵の問題に関しては、主に徴兵

の予防と DDR38が論点となる。2002年

のケープタウンで開かれたシンポジウ

ム39において、少年兵とは実際に武器を

持ち戦う子どもだけでなく、軍隊の料理

人なども含むと定義づけられており、多

様な形で搾取される子どもに対する

UNICEF としての取り組みが求められ

る。また、性的搾取にも多様な状況があ

り、拷問、レイプなどのほか、兵士との

強制的な結婚なども問題となる。さらに、

                                                

38 Disarmament, Demobilization, 

Reintegrationの略で、disarmamentは武

器回収・処分、demobilization は、除隊

兵士から文民としてのアイデンティ

ティの転換、そして reintegration（社

会・経済統合）は除隊後の元兵士達が

コミュニティーに受け入れられ、自ら

の力で生活できるよう支援するもの

をさす。 

39 1997年 4月 27 日～30日開催 
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難民キャンプでの性的搾取に関しても

取り組むべきである。 

 本会議では、UNICEF として、紛争

下の子どもを救うためのプログラムの

構築、既存のプログラムの強化、国際社

会へこの問題を訴える方法などを議論

することが求められている。 

 

政策 

紛争国であるソマリアとして、出生登

録を活用することにより紛争下の子ど

もを救うという政策をたてた。出生登録

は、紛争下の子どもに深く関わっている。

例えば、登録をされていない子どもは援

助物資が得にくかったり、学校に行きに

くかったりする。また、年齢を証明する

ものがないために、小さいうちから徴兵

されやすかったり、また親を証明するこ

とができないために、紛争下で親と離れ

てしまった場合に再会することが困難

になったりする。紛争後、政府や機関は

兵士となった可能性のある子どもの数

を把握できないために DDRのプログラ

ムを受けられない子どもが多く出てし

まう。 

重要であるにも関わらず、紛争下では

出生登録を機能させるのが難しい。そこ

で、ソマリア大使として、教育機関を利

用して出生登録をすることを提案する。

学校が機能している場合には地域の学

校で出生登録を行う。また、学校が機能

していない場合には Child Friendly 

Spaceといった子どもの避難場所のよう

なところで行う。これにより、登録所が

なかったり、登録所が遠くて行くのが危

険だったりする場合でも、身近に登録を

行うことができる。この過程においては

NGO と UNICEFの連携が重要である。

紛争下ではNGOが学校を管理している

場合も多く、UNICEFが構築したプログ

ラムをNGOが実際に学校で実施するこ

とで円滑な登録が可能になる。さらに、

議題 1 の政策で述べた学校給食プログ

ラムを学校と出生登録の組み合わせに

追加することで登録を促進することが

できるだろう。給食を与えること自体も

紛争下での食糧難に苦しむ子どもを助

けることにつながる。 

 

3. 会議行動 

 

議題設定交渉 

 会議開始時間前からすでに各大使

は議場に集まり、議題設定のための事前
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交渉を行った。 

ソマリアとしては、「3→1→2」の順で

話し合うことを希望していた。議題 3

は、紛争下にあるソマリアとしては自国

の関心が一番高く、また UNICEF のマ

ンデートにもよく合致しているためだ。

また、議題 1は近年国連で関心の高まっ

ているジェンダーの問題を扱うため、先

進国を中心として関心のある国が多い

と認識し、歩調を合わせる形で、2番目

に設定した。 

 事前交渉で、議題 1を優先的に扱い

たい国が多くいると認識できたため、会

議が始まってすぐ、1を優先と主張して

はいるが、3にも関心があるという国と

優先的に交渉し、3を優先議題にするこ

との重要性を説いた。しかし、相手の主

張を変えるには至らず、また、3を優先

したいと主張していた国でも 1 に関心

のある国は多く、それらの国が妥協して

しまったことから、結局、「1→3→2」の

順番で議論することになった。 

 

会議行動 

 議題設定交渉に一日目の会議が使

われたため、実質的な議論は二日目から

となった。ソマリアはスピーチを早い段

階でする機会を残念ながら得られなか

ったため、グルーピング後にグループ内

で自国の立場や政策を主張することに

した。ソマリアはアメリカ合衆国やカタ

ール、チュニジアなどを含む 10 か国程

度と一つのグループを作った。 

グループではまず、各国の意見や政策

を簡潔に各大使が述べたが、中でもソマ

リアの政策は具体性があると歓迎され

た。 

各大使の意見や政策がシェアされた

後は、教育自体を改善するグループと教

育へのアクセスを妨げている要因に対

して取り組むグループの二つに分かれ

議論されることとなった。ソマリアは主

に自国の政策を盛り込みやすい一つ目

のグループで文言作成に参加したが、カ

タールと協力して二つ目のグループの

決議文に文化を尊重するという視点を

取り入れることにも関わった。さらに、

女子が通いやすい学校という政策のう

ちの一つの要素である、通学路の危険性

を回避するための対策は、二つ目のグル

ープに合致すると認識し、そこで話し合

ってもらうことにした。 

一つ目のグループでは、ソマリアは自

国の政策を説明し、文言化するとともに、
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キューバがソマリアと類似した Mobile 

School に関する政策を立てていたため、

協力して政策を洗練させた。ソマリアの

政策を決議文にする過程では、アイデア

を私が各大使に説明し、その間にパート

ナーが決議文の形にするという役割分

担をして、グループの各大使にソマリア

の政策をしっかり理解してもらうとと

もに正確に決議文に盛り込まれるよう

にした。通学路の危険性の回避や文化の

尊重に関しては、ソマリアは定期的に二

つ目のグループの議論の様子や文言を

チェックすることで、文言作成に関わっ

た。この日の最後には各グループが

Working Paper40(以下、WP)を提出した

ため、そのWP を説明する機会を設ける

ことに各大使が合意した。WP の説明が

グループの代表二人により説明された。

ソマリアはソマリアが議論していたグ

ループの政策の多くに関わっていたた

め代表の一か国となり、私が代表として

議場全体に文言となった政策を簡潔に

説明した。その後、各大使からの質問を

受け付け、二日目が終わった。 

多くのグループがそれぞれWPを提出

                                                

40 Draft Resolutionの草案となるもの。 

したため、三日目と四日目の前半は、そ

れらをコンバイン41する作業に費やさ

れた。ある程度コンバインしたところで

ディレクターの方に WP を提出してチ

ェックを受けたところ、ソマリアにとっ

ての「事件」が起きてしまった。ソマリ

アは上述した三つの政策の文言作成に

積極的に関わっていたが、そのうちの学

校給食プログラムの文言がこの WP に

はそぐわないために削除するように要

求されてしまったのだ。ソマリアとして

は推進したい政策だったため、他の WP

に追加できないかということを試みた

ところ、一つのグループがインセンティ

ブに関する文言ばかりを集めた WP を

作っていることが分かった。そこのグル

ープに学校給食プログラムについての

文言を追加できないかと交渉しに行っ

たところ賛成を得ることができ、無事文

言として残すことができた。その WP

                                                

41 コンバインとは、複数の WP を合

体して、一つの WP にまとめること。

グループに分かれて話し合ってWPを

つくった後、お互いに同意できて一つ

にまとめたい場合などに行われる。 
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はソマリアも賛成できるものであった

ためソマリアも文言を追加してもらっ

た後、スポンサー42となってその WP

を支持する立場をとることにした。 

WP が徐々にコンバインされていくに

つれ、コンバインの作業に関わる必要の

ある国の数も限られてきたため、ソマリ

アは自国にとって不利になるような文

言がないかを適宜チェックしつつ、コン

バインはアメリカなどにまかせること

にした。その間、他国に自国の関わって

いる WP についての説明をして支持を

得られるようにした。4日目の午前中に

は WP は 2つとなり、Draft Resolution(以

下、DR)の形で提出された。 

 いよいよ 4日目の最後には採択がさ

れることになったが、その前にアメンド

メント43の作業をした。形式的なアメン

                                                

42 決議案提出段階から賛成する国で、

投票時に賛成票を投じなければなら

ない他、その決議案の説明ができなく

てはならない。 

43 Draft Resolution を各大使が読み込

んだ後、変更を求め、スポンサーの賛

成が得られた場合、文言を変更するこ

と。 

ドメントから、中国のように主権尊重に

重点をおいた内容に変更するように要

求するものなど、数個のアメンドメント

が提出された。 

 アメンドメントの確認が終わった

後、いよいよ採択となった。投票にかけ

られる DRは二つであり、一つ目はソマ

リアが急きょ学校給食プログラムにつ

いての文言を盛り込んでもらった、イン

センティブについての文言を集めたDR 

であり、二つ目はソマリアが最初からか

かわってきたWP を軸として、そのほか

五つ程度のWPがコンバインされたDR

である。 

結果は、33 か国の出席で、一つ目の

DR は 26 か国の賛成、3 か国の反対、4

か国の棄権により採択された。二つ目の

DR はコンセンサスで採択された。 

採択終了後、1 時間程度会議時間が残

っていたため、次に議論される予定であ

った Children in Armed Conflictについて

の議論が始まった。数か国によるスピー

チが行われた後、コーカスとなり各大使

が自由に意見を交換した。ソマリア大使

は、リベリアやコンゴの大使とともに、

自国の主張や政策を交換し合った。お互

いに異なる政策を提示しており、このま
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ま議論が続けばともに WP を提出でき

ただろうが、残念ながら 1時間という短

い時間では達成することができずに、本

会議は終了した。 

 

4． 成果 

 

 ソマリア大使としての成果として

は、自国の政策をすべて文言に盛り込め

たこと、そしてその意義を他国に伝え、

理解してもらえたことがあげられる。一

時は一部の文言が削除されそうになっ

たこともあったが、解決策を考えて交渉

し、結果的に盛り込むことができたこと

が良かったと思う。 

 個人としては、今まで準備してきた

政策や、それを説明する能力などを活か

して、多くの大使をひきつけ、説得でき

たことが評価できる。 

少人数での会議であったことから、大

使としての意見も発言しやすく、他の大

使の意見をとりいれながら、UNICEFと

して子どものために何ができるかを活

発に議論できた会議であり、大変満足し

ている。この会議を通して得た成果を認

識しながら、今後の模擬国連活動に活か

していきたいと思う。 
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田伏 宏基 

東京大学教養学部 

文科一類2年  

駒場研究会 

 

 

1. 参加会議概要 

 

アフリカ連合（African Union; 以下

AU）は、2002 年に、アフリカ統一機

構(Organization for African Unity; 以下

OAU) を改組して発足し、現在の加盟

国は、2011年に誕生した南スーダンを

含む 54 か国である。前身の OAU は、

脱植民地化の完了などを主な目的と

し、アフリカ諸国の主権の尊重や領土

保全を最優先の原則としていた。しか

し、内戦への国際社会の不十分な対応

による人道的危機の発生や、経済成長

の遅れにより、アフリカ大陸全体の政

治的・経済的・社会的統合の必要性が

高まった。このような目的の達成のた

め、AU は各国の主権を尊重する一方

で、紛争予防・解決を目的とする下部

機関として平和安全保障理事会を設

置し、必要に応じて、加盟国への経済

的・軍事的干渉を認めている。 

AU 総会は、複数の下部機関の決議や

レポートを踏まえながら、アフリカに

おける様々な課題を、加盟国全体で議

論する場である。 

 

2. 議題概要とその政策 

 

議題 1：「ソマリアにおける飢餓への

対応」 

議題概要 

2011年、東アフリカにおいて干ばつ

が発生して何百万人もの人が生命の

危機にさらされ、国連はソマリアにお

ける「飢餓」を宣言した。議題 1 は、

このような人道的危機に対するAUの

対応を考える議題である。 

そもそも干ばつ自体は、気候変動の

人為性を除けば、自然的要因によると

ころが大きい。しかし、そのような干

アフリカ連合総会 

 議題  

1. ソマリアにおける飢餓への対

応 

2. 紛争後の復興と開発 

3. 武力紛争時における性的暴力

の使用に対する取り組み 
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ばつによる被害をより大きくしてい

るのが、人為的・社会的要因である。

そのうち、被害を拡大させている最大

の要因はソマリアにおける内戦と無

政府状態である。 

ソマリアでは、1991 年にバーレ政権

が崩壊して以降、各部族の権力争いや

イスラム過激派の台頭により、約 20

年間内戦が続いている。今でも正式な

政府は存在しておらず、暫定政府も統

治能力が弱く、ソマリア沖合では海賊

が発生し国際問題となっている。現在

特に問題なのは、反政府組織アル・シ

ャバブの台頭である。アル・シャバブ

の背後には国際的テロ組織アルカイ

ダの存在があり、彼らは武器取引や海

賊行為を資金源として、主にソマリア

の南部で活動し、首都モガディシュや

その周辺でも、自爆テロや爆破事件を

度々起こしている。これらを鎮圧する

ため、暫定政府軍とそれを支援する

AU の 平 和 活 動 ミ ッ シ ョ ン

(AMISOM44）が展開されており、ソ

マリア南部を中心に各地で戦闘が行

われている。 

                                                

44 African Union Mission in Somalia 

このような治安の悪化は、農地を荒

廃させ、ソマリアの農業生産を圧迫し、

深刻な食糧不足をもたらす。また、そ

ればかりでなく、アル・シャバブは、

国際赤十字や WFP45による緊急支援

ルートを遮断し、支援物資を強奪する

などしており、飢餓に対する国際的な

支援を妨害している。 

 

政策 

飢餓への対応には、まず何よりも、

食料支援や医療物資の緊急支援や、治

安の強化など、短期的対応策が必要で

ある。しかし、ソマリア暫定政府は資

金や能力の不足により、大規模な飢餓

に対応することが困難である。そこで

ソマリアは、2 つの対応策を AU なら

びに国際社会に求めることとした。 

1 つ目は、食糧・財政・医療・その

他人道的援助の増加である。ソマリア

は、これまでの国際社会の支援を歓迎

する一方で、依然として緊急援助が必

要な人々は数多く存在する。 

また、そのような国際社会の支援に

は大きな障害がある。前述したように、

                                                

45 World Food Program(世界食糧計画) 
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アル・シャバブが、支援ルートを遮断

しているのだ。そこで、ソマリアが

AU に求める 2 つ目の対応策が、ソマ

リア暫定政府との協力に基づく地域

委員会の設立である。委員会は、暫定

政府と協力して行動し、国際機関や

NGO からの援助を現地へと届けるた

めの方策を実行する上で重要な役割

を果たすだろう。 

ここまで短期的な対応策について述

べたが、ソマリアは同時に、農業部門

の改革や長期的支援、内戦の原因解決

など、中長期的解決策も必要であると

認識している。特に、長期的な治安の

安定に向けたアル・シャバブの追放の

ための取り組み強化が必要である。ソ

マリアはこれまでの AMISOM の活動

や、国連安全保障理事会決議 2036 に

よる AMSIOM 軍の増強許可を評価す

るとともに、2012年 8月の選挙に向け

て、AMISOM への軍隊供与を含む、

AU 諸国のさらなる協力を求める。 

 

議題 2：「紛争後の復興と開発」 

議題概要 

「紛争後の復興と開発」は、紛争勃

発直後から、当事国の持続的な発展に

いたるまでの、短・中・長期的なプロ

グラムを複合的に行うプロセスであ

り、このプロセスは、治安レベルの上

昇や、外部主体の関与の度合いの低下

に応じて、形式的に、緊急期・移行期・

開発期の 3つのプロセスに分けられる。 

このような段階分けは、あくまで形

式的なものであり、各国の状況に応じ

て柔軟なプログラムの実施や優先順

位づけを行う必要がある。AU の政策

枠組み文書によると、安全確保、緊急

人道援助、政治的ガバナンスや政治移

行、社会経済的復興や開発、人権と正

義と和解、ジェンダーの 6つの観点か

ら、取り組むべきであるとされており、

紛争後の復興と開発が、政治的・経済

的・社会的な様々な課題に取り組む複

雑なプロセスであると言える。 

 

政策 

論点、分野が多岐にわたるこの議題

においてソマリアが着目したのは、治

安の強化である。ソマリアは、暫定政

府とアル・シャバブの戦闘状態が続い

ており、緊急期にあると言わざるを得

ない。緊急期において治安の強化を行

うことは、紛争当事国内の人々への人
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道的被害を減らすのみならず、国外へ

の難民の発生を抑制する上でも重要

である。 

緊急期以降の治安の強化を目的とし

て、ソマリアは、アフリカ待機軍(ASF)

制度を利用した、紛争当事国の警察の

能力強化のための政策を立てた。紛争

当事国の警察を強化する理由は、持続

的な発展を目指す「紛争後の復興と開

発」において、各国が自立的に治安を

安定させることが、アフリカ諸国の主

権の尊重、各国の長期的な安定と発展

にとって重要だからである。また、ASF

を利用する理由は、アフリカ独自に進

行中の制度を利用することが、効率的

であり、またアフリカの政治的統合や

AU の紛争解決力を目指すうえで有益

であると考えたからである。 

以下、ASF を利用した警察強化の政

策を説明する。そもそも ASF設立時に、

ASFは軍人のみでなく、文民からも構

成されることが規定され、マンデート

の 1つとして平和構築の役割が与えら

れている。これを実際に制度化するた

め、ASFにアフリカ人警察官を登用し、

紛争当事国において警察官をトレー

ニングすることを、ソマリアは提案す

る。いわば、警察官による警察官の養

成である。この政策は 2つのアプロー

チから成る。 

1 つは、トレーニングを行う警察官

を集めるアプローチである。ASFは警

察官トレーナー待機名簿を作成し、ア

フリカ各国の警察官から名簿への登

録者を募る。彼らは有事の際に、紛争

後の国に必要に応じて派遣され、現地

警察官の養成を行うことになる。そう

したトレーナー自身の養成のために、

ヨーロッパなどでの先進国海外研修

プログラムを実施する。海外研修は、

アフリカ諸国の警察官にとって、スキ

ルアップや昇進のチャンスでもあり、

名簿登録を進めるインセンティブと

なることを期待する。 

もう 1 つのアプローチは、トレーニ

ングを受ける人々を集めるアプロー

チである。紛争後には失業者も多く、

集める対象は幅広いが、特に元民兵や

元反政府軍など、元兵士を警察官に積

極的に登用することを提案する。元兵

士の武装解除・警察への再統合は、紛
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争後の DDR46の一環として、国連によ

っても、近年試みられており、AU と

しても、元兵士の警察官への登用を積

極的に奨励、サポートすべきである。 

 

議題 3：「武力紛争時における性的暴

力の使用に対する取り組み」 

議題概要 

武力紛争時における性的暴力への取

り組みは、近年国連を中心に行われ国

際的な規範が形成中である。アフリカ

においても、2003年に採択されたアフ

リカ人権憲章に関する議定書におい

て、紛争時の女性の保護の必要性が明

記された。一方で、各国において効果

的な手段が講じられておらず、依然と

して武力紛争時の性的暴力は絶えな

い。 

性的暴力が、武力紛争時に使用される

際の特徴として、女性が慰安婦として性

的に搾取される、軍事戦略として特定の

コミュニティーに対して大規模に行わ

れる、などが挙げられる。ソマリアにお

                                                

46 Disarmament, Demobilization, 

Reintegration（武装解除、動員解除、

社会復帰） 

いても、周辺国軍により構成される

AMISOM 軍が、ソマリア人の女性や子

どもに対して性的暴力を行い、それが一

種の「報酬」として黙認されていると指

摘されている。また、部族間の対立が深

いため、ある部族が特定の部族女性に対

して性的暴力を集団的に行っていると

も報告されている。 

さらに、ソマリア内の国内避難民キャ

ンプや、ソマリア国外の難民キャンプで

は、夫とはぐれた妻や、両親や親戚など

保護者のいない子どもが多く、彼ら彼女

らは性的暴力の被害に遭いやすいと言

われている。 

 

政策 

前述したようにソマリアでは、国内

避難民キャンプにおける性的暴力が

深刻であり、それを予防するための政

策をソマリアは提案することにした。 

その政策は、避難民キャンプにおけ

る、女性パトロール隊の編成である。

紛争時の避難民キャンプにおいては、

軍や男性に監視する余裕やインセン

ティブがなく、監視不足を一因として

性的暴力が横行している。各国軍や兵

士たちが、「報酬」として性的暴力を
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黙認する例がある以上、国レベルにと

どまらず、難民キャンプというコミュ

ニティレベルで取り組みを進めれば

効果が高い。紛争時であるから、安全

確保のため、パトロール隊は男性も含

めて編成されるべきであるが、性的暴

力予防の取り組みに女性が参加する

ことは、男性の意識改革や女性の地位

向上に、微力であっても貢献するはず

である。 

 

3. 会議行動 

 

議題設定交渉 

ソマリアが望む議題順序は「1→2→3」

である。「議題 1：ソマリアの飢餓への

対応」を最優先するのは、この議題を

AU が議論し、具体的な支援策がとら

れれば、ソマリアにとって最大の国益

達成であるからだ。その次に議題 2を

優先した。なぜなら、2011年の革命で

小型武器の蔓延や国家再建といった

課題を抱える北アフリカ諸国、紛争中

あるいは紛争解決直後にある西アフ

リカや東アフリカ諸国及びその周辺

国にとって、議題 2は緊急性、関心と

もに高い議題と考えたからである。 

会議初日、公式会議前から議題設定

交渉が始まった。私が、ソマリアは議

題 1を最初に話し合いたいという立場

だと表明すると、他の大使の多くは、

納得はしても同意はせず、議題 2を最

優先する大使が多かった。それでも、

ケニア大使やエチオピア大使など、ソ

マリア隣国の大使が、議題 1を優先す

ることを主張していた。 

概ね意見が共有できた頃に、公式会

合開始の時間となった。ソマリアは最

初の公式スピーチ国に指名され、私は

Shannon とともに、ソマリアの飢餓の

深刻さ、国際的な援助の必要性を強調

し、議場がソマリアに目を向けるよう

なスピーチを行った。直後に議題順序

を提案する動議がいくつか挙がった

が、妥協しない大使が多く、どれも過

半数を得られず否決された。その後、

議場を動き回って交渉する非公式討

議が数度にわたって行われ、そこでソ

マリアは、再び積極的に議題 1を扱う

重要性を主張した。 

議題 1 を第 2 優先にしている大使が

多かったことから、私はそのような大

使に対して重点的に交渉を行い、テロ

リストによる援助妨害の深刻さ、難民
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発生などソマリアの飢餓がもたらす

国際的影響、個別の問題に十分に対応

することによるAUの信頼向上などに

言及して、議題１を先に話合おうと主

張した。その結果、続いての公式討議

で、「議題 1→2→3」の順で議論する動

議が過半数を得て可決され、ソマリア

が望む順序で話し合われることに決

定した。 

 

議題 1交渉 

結果のみ先に述べると、AU は、残り

の会議期間をすべて議題 1の交渉に費

やした。以下、議題 1を巡る会議経過

とソマリアの会議行動を振り返る。 

 

グルーピング 

議題設定交渉終了後、1 日目の残り

時間は 30 分ほどであったが、議場は

短期的対応策を考えるグループ(以下、

グループ S)と、長期的解決策を考える

グループ(以下、グループ L）の 2つに

分かれ、意見の共有が行われた。ペア

の Shannonが前者に、私が後者に属し

た。 

2 日目には、引き続き 2 グループに

分かれて議論と文言作成が開始され

た。Shannon が所属したグループ S で

は、治安の安定、広範な分野への資金

提供の 2 点が話し合われ、Shannon の

積極的な交渉により、ソマリア暫定政

府を支援する様々な短期的プログラ

ムが議論され、ここでも多くの国の同

意を得た。私が所属したグループ Lで

は、主にソマリアの長期的な政治的安

定、農業支援の 2 点が話し合われた。

私は、ソマリア暫定政府として、テロ

リストとの和解を前提にするのでは

なく、あくまで政治的な主体がすべて

参加した上で、和平プロセスに取り組

むという立場を強調し、文言に反映さ

せた。農業支援に関しては、マイクロ

ファイナンスによる資金調達や、穀物

バンクの整備など、様々な支援策が各

国から提案され、概ね満足した。 

 

作業文書提出とグループの細分化 

2 日目の後半には、各グループから

決議案を記した作業文書が 1つずつダ

イアスに提出され、ダイアスから様々

な指摘を受けた。まず、議論が広範に

及んでいるため、各論点別に決議案を

提出するよう提案された。また、各文

言についても、実現可能性や、ソマリ
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アの特殊性を考慮して具体化・再検討

するよう要求された。 

そこで、グループ S は治安の安定と

資金援助の 2グループに、グループ L

も政治的安定と農業支援の 2グループ

に分かれ、それぞれのグループで文言

の練り直しの作業を行った。また、こ

の頃には、アル・シャバブの資金源で

ある海賊の取締りに関するグループ

と、ソマリアの国内避難民や隣国のソ

マリア人難民の支援に関するグルー

プが形成された。したがって、合計で

6 つのグループが議場に存在すること

となった。 

会議は 3 日目に入り、6 つのグルー

プにおいて文言の洗練が進められた。

私は、引き続き、長期的な政治的安定

のグループと農業支援のグループの 2

つを中心に交渉に回った。特に、政治

的安定のプロセスや、農業開発におけ

るソマリアの主権やオーナーシップ

の必要性を強調した。 

また、前日新しく形成された海賊と

難民に関する 2つのグループにも対応

する必要があったため、後者を

Shannon に任せ、私は海賊の取締りに

関するグループへの対応に向かった。

グループでは、AMISOM軍の海賊基地

への展開、拿捕した海賊を収容する施

設の建設支援について議論し、文言の

作成に協力した。 

 

決議案の提出 

各グループでの文言作成で 3 日目は

終了し、最終 4日目を迎えた。各グル

ープは作業文書の提出に向けて最終

調整に入った。私と Shannon の役割分

担が上手くいき、ソマリアはすべての

論点に関して交渉を行い、賛成できる

文言が作られた。しかし、議場には、

特定の論点にしか携わっていない国

も多く、私は大きな問題意識を抱いた。

このままでは、各論点に関して AUの

一部の国々しか賛成せず、可決できた

としても、支持率・実効性が低い決議

になってしまう。 

そこで、今大会 5 度目のスピーチの

機会が回ってきたのを利用して、私は

各グループ間での文言の確認作業を

活発化するよう議場に求めた。特に、

AU がアフリカの統一という原則を掲

げていること、政策を実行するにはア

フリカ全体の支持が必要であること

を強調するスピーチを行った。スピー
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チ後には、各国大使に各グループの文

言に賛成するよう交渉に回った。 

最終的に、論点別に 6 つの決議案が

提出され、採択にかけられることとな

った。 

 

4．成果 

 

 採択にかけられた 6 つの決議案の

うち、5つが全会一致(コンセンサス)47

で可決され、資金援助に関する決議も、

賛成 34、反対 1、棄権 5で無事可決さ

れた。 

また、私と Shannon は、アフリカ連

合に参加した大使の投票によって 4組

だけ選ばれるOutstanding Delegationの

うちの 1組に選出された。 

 ソマリアとして会議を振り返ると、

議題設定交渉の時点で、「ソマリアの

飢餓への対応」を第 1優先議題として

議論を開始できたこと自体が大きな

成果と言える。それだけでなく、広範

な分野への支援策を含むすべての決

議が、熟議の後、コンセンサスかそれ

                                                

47 今大会では adoption by acclamation

と表現された 

に近い形で採択されたことは、大きな

成果であったと言える。ただし、海賊

の論点に関して言えば、海賊が暫定政

府の資金源になっているという情報

も存在し、暫定政府にとって海賊取締

は、「諸刃の剣」となり得る政策かも

しれない。 

 また、個人としては、短期的対応

策と長期的解決策のつながりを意識

したグループ形成、スムーズな議論の

展開にもっと寄与できたのではない

か、と反省しており、今後の模擬国連

活動で生かしたい。 

一方で、議題設定交渉や英語でのス

ピーチにおいて、積極的にソマリアの

主張を表明できたことは、大きな自信

につながった。 

 最後になるが、ペアの Shannon に

感謝の気持ちを伝えたい。議場で積極

的に交渉に回り、他の大使から慕われ

ていた彼女は尊敬に値した。彼女とペ

アで AU の会議に参加し、Outstanding 

Delegation の賞をいただいたことは、

これからもかけがえのない思い出と

なるであろう。 

以上で、アフリカ連合の会議報告を

終わりたい。 
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イスラム諸国会議機構 

 議題  

1. 宗教的不寛容への対策 

2. イスラエル占領による人道的・経

済社会的影響によるパレスチナ人

の生活の質 

3. レジームの変遷の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹留 美佳 

同志社大学商学部2年  

京都研究会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．参加会議概要 

 

イスラム諸国会議機構48は国連に次

いで世界で 2 番目に大きい国際機関で

あり、イスラム教徒の多い国が加盟する

組織である。加盟国は 3つの大陸に跨り

54 か国に上る。内部に多くの特殊機関

を持ちイスラム諸国に関する諸問題に

対して取り組みを行っている。 

 

2. 議題概要とその政策 

議題 1：「宗教的不寛容への対策」 

                                                

48 Organization of Islamic Cooperation: 

OIC 
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議題概要 

 宗教的不寛容とは、宗教的儀式・行

動に対して反抗的な政策をとったり、

人々がその姿勢を示したりすることで

ある。イスラム教に対する宗教的不寛容

はイスラムフォビアと呼ばれ、イスラム

諸国会議機構は長期にわたってその対

策に取り組んでいる。具体的な宗教的不

寛容の事例としてはオランダのユラン

ズポステン社のムハンマドの風刺画事

件があり、その際はイスラム諸国会議機

構とその加盟国は一斉に非難の声をあ

げ市民社会でもその声は大きかった。

9.11 やその他のテロの後イスラムフォ

ビアは非イスラム圏でその過激さを増

し、フランスやオランダやフランスでは

ヒジャーブ49を法的に規制している。 

政策 

 イスラムフォビアが過激さを増す

背景にはイスラム過激派によるテロが

ある。その原因であるテロリストに対し

てイスラム諸国会議機構として取り組

むことで、イスラム過激派に対する対策、

イスラムフォビアの根源に対する対策

                                                

49 イスラム教徒の女性が着用するヘ

ッドスカーフ 

の二つを行うことが出来る。そのためイ

スラム過激派に対する取り組みをこの

議題における方針とした。具体的には

OIC におけるテロリストの定義に関す

るものだ。国連においてテロリストの定

義も定まっておらず、ましてや OIC に

おいてはテロリストの定義の片鱗すら

見つけることは困難だ。ソマリアはア

ル・シャバブという反政府組織によって

首都や交通の要所が抑えられており、ア

ル・シャバブがテロリストであると正式

に認められるような定義を OIC で作る

ことができれば、ソマリア政府の正統性

が間接的に認められるのだ。では、何故

宗教的不寛容という議題でソマリアの

テロリストについて言及する必要があ

るのか。それは、宗教的不寛容の原因で

ある「誤認」が関連している。多くの欧

米社会ではテロを起こすイスラム過激

派50と、単に宗教としてイスラム教を崇

                                                

50 合衆国によって「イスラム原理主

義者」という言葉が使用される場合が

あるが、そのよう言葉はイスラム教に

は存在しない。テロリストになる可能

性が一般的に高いキリスト教徒の原

理主義者から派生する誤った言葉で
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拝している信仰者は混同され、純粋なイ

スラム教徒がイスラム過激派として誤

認されることが多い。そして過度に不安

がり、対策を取ろうとする。イスラム過

激派によるテロリズムが宗教的不寛容

を増長させる要因となるのだ。その論理

で OIC はテロリストに対して取り組む

ことが出来るのだ。 

 

議題 2：「イスラエル占領による人

道的・経済社会的影響によるパレス

チナ人の生活の質」 

 

議題概要 

 イスラエル占領下の土地51ではイス

ラエル政府により各種インフラストラク

チャが破壊され、教育機関も度重なる戦

闘によって十分なサービスが提供できな

くなっている。アラビア半島はもともと

水分の希少な土地である。その希少な土

                                                

ある。仮にイスラム原理主義者という

言葉が存在するとなると、コーランに

基づいて生活を行うイスラム教では

全てのイスラム教徒をその言葉で指

してしまうことになる。 

51 OPT: Occupied Palestine Territories 

地の中でパレスチナ人は主に水源をヨル

ダン川より受け取っている。ヨルダン川

より水を受け取るにはインフラストラク

チャが必要であり、そのインフラストラ

クチャがまたも戦いによって破壊されて

いるのだ。 

 

政策 

ソマリアとして、パレスチナ問題に取り

組む際に国益を見出すのは困難である。

しかし、ソマリアと、国としてのパレス

チナ52には共通点がある。OIC から支援

を貰っている国であるという共通点だ。

その点からソマリアの方針を考えると、

支援を増額しやすい体制を整えることが

第一に挙げられる。しかし OIC は資金体

制が弱い組織である。イスラム教の喜捨

の精神が唯一の財源であり加盟国に義務

はないのだ。故にソマリアとしてはより

現実的な資金繰りの方法を考えることが

必要であった。 

  

議題 3：「レジームの変革の促進」 

                                                

52 国連ではパレスチナはオブザーバ

ーであるが、OIC ではパレスチナは国

として参加している。 
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議題概要 

 レジームとはその政府、国家の枠組み

のことである。この議題がフォーカスす

るのは 2011年より活発になっているアラ

ブの春である。中でもシリア情勢がもっ

ともホットなトピックである。安全保障

理事会が介入できなかった事例として国

際社会でも有名で、そのシリアに対して

同胞である OIC がどのように取り組むか、

が問われる議題である。 

  

政策 

 政権交代後のシリアにおいて如何

に正統性のある政府を築くべきかにつ

いて、具体的には「政府の正統性・妥当

性は国外からの承認に基づくべきであ

る」とソマリア政府は考えていた。また、

ソマリアの政府方針として、民主化の促

進を掲げている。加えてソマリア政府の

妥当性は、国内に対する統治能力という

より、国外からの承認にあるので、国際

社会からの承認を国の妥当性として認

めるような政策が望ましいと考えた。 

 

3. 会議行動 

議題設定交渉 

交渉が始まるのは、議長によって開会

宣言が言い渡されるよりも大変早い。キ

ャリーケースを押しながらホテルに一

歩踏み入れたらそこは交渉の場である

のだ。私はホテルでペアと会うよりも先

に他国と議題設定交渉をしていた。ソマ

リアとしては議題の優先順位は 1→3→

2といったものだった。パレスチナとい

う一国にしか関係しない議題(議題 2)は

まず参加国が話したがらないし、アラブ

の春(議題 3)という興味深い議題は安全

保障理事会でも先日話われていたとこ

ろで、保守的なイスラム諸国にとっては

選択しづらい議題であると判断したの

だ。よって、イスラム諸国としての利益

を求める宗教的不寛容(議題 1)を最優先

議題としてそれまでの準備・政策調整を

進めていた。 

しかし、議場は我々の予想とは反して

いた。いや、全く反していたとは言えな

いが最優先議題は外れた。事前交渉53に

おいては議題 1と 3が優勢であった。ひ

いき目を入れずに見ても 1 が最も支持

されていたといえる。ところが、実際に

会議が始まって議題設定交渉が始まっ

                                                

53 Session の開始が宣言される前の

交渉 
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てみれば、議題 3が多数を占めた。原因

はステレオタイプなイスラム諸国に対

するイメージを多くの参加者が捨てて

いたことにある。大使の多くがシリア国

民の人権や、国を再建するというソーシ

ャルデザインに対して多大な興味を示

したのだ。結果的に、議題の優先順位は

3→1→2という順番になった。 

 

会議行動 

 議題 3の議論から本格的な会議は始

まった。議場はシリアの民主化を求め、

政府の妥当性とは何かを考えた。各国の

主張する文言が行きかい、いくつもの決

議案が出された。会議行動は成果に反映

されると考えるので成果のところでも

会議行動・動向について述べさせていた

だいたので併せて読んでいただきたい。 

一日目は議題設定交渉とグルーピン

グで会議時間は終了した。そもそも会議

時間が少なめに設定してあることに加

え変革の促進という広い分野が議題と

して設定されていることが最大の要因

だと考えられる。 

 議題設定交渉については前項で述

べたので割愛させて頂き、二日目に移る

と議場は決議案作成に移った。各グルー

プに別れて作成し、ソマリア大使はその

中でもチュニジアやスーダンのいる大

きなグループに入った。グループの主張

は主に二つ、レジームが変革中の国に対

する人道的支援と経済的援助である。そ

れぞれを盛り込んだ決議案が提出され

た。また他のグループも決議案の作成を

行い計 5つの決議案が出た。3日目に入

るとコンバイン交渉や賛成を得るため

の交渉等が進められた。私は会議中以外

も交流のあった大使に賛成票を求めに

行ったり、スポンサーをお願いしに行っ

たりした。こちらの意図を説明するとす

んなりと承諾してもらえた。しかし、い

ざ投票行動に移ると先ほど賛成してく

れた人が反対を告げ、結局一番望ましい

決議案は採択されなかった。直前に心変

わりする人もいるので、一度賛成を貰っ

て安心するのではなく、確認したり、ス

ピーチで賛成の意を表してもらったり

した方がよかったのかもしれない。また、

もっと貪欲に賛成票を集めに行っても

よかったといえる。 

 

4．成果 

 会議を終えた感想から言えば「未熟」

という一言に尽きる。それは会議自体、
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私自身の二つの視点から言えることだ。

会議という視点から成果を語るならば、

採択されたものが“OIC の決議”として

適したものであったのか、私を含め各国

大使が本当に“国益”に沿わせて政策を

描いていたのか。その 2点において未熟

であったと言える。OIC は特殊な機関で

ある。我々が普段シミュレートする UN

とは違い“世界の声”を反映させる点で

はなく“イスラム諸国の声”を反映させ

る会議なのだ。今回の決議の内容として

はこれからシリアがどのように妥当な

政権を奪取するかというものであった。 

採択された決議を見てみると喜捨54

の精神からシリアや他の変遷中の国に

対して経済的・人道的支援が約束され、

そのファンドが確立された。また妥当性

を持つ政府を作るために一般的に OIC

から選挙のための支援が来ることにな

った。具体的に言えば選挙の前に選挙が

出来るよう治安を安定させ、選挙が始ま

ったらその選挙が透明性を持って執り

行われるか監視し、選挙の後は当選者が

何者にも阻まれることなく政治に対し

                                                

54 イスラム教徒が行うべきとされる

五行のひとつ。ザガードとも。 

て行動をとれるように保護する、という

ものだ。政権が確立できているとは言い

難い国の一つ、ソマリアを代表する者と

して注目しておきたいのは選挙の事前

段階のことである。現在ソマリアで選挙

は行われていないので、ここで関連する

事項はそこだけなのだ。OIC から治安を

安定させるための援助をもらえるとし

たら、それはソマリア政府の利益につな

がるであろう。ソマリア内で活動をする

テロ組織アル・シャバブに対抗する手段

になり得るからだ。 

話を戻して“OIC の決議”として未熟

だった点は、その内容が OIC でなくて

は出来ないものでなく、寧ろ過去の経歴

を見ると OIC のマンデートに適してい

ないものであったということである。経

済的・人道的支援を送るのなら UN の会

議でもできたはずだし、UN の組織でも

十分に可能だったはずだ。また OIC が

過去に支援をする、そのための組織を作

るという趣旨の決議を出してから、迅速

な対応がとられたのは数えるほどだ55。

                                                

55 皮肉なことに、ソマリアの飢饉に

対する基金(ソマリアトラストファン

ド)は迅速に作られた。しかしその基金



第 29代日本代表団派遣事業報告書   

112 

 

酷い時では、OICの内部組織を新たに作

るのに、決議案の採択から 30 年以上経

っていることもある。よってこの決議に

意味はあったのかと言えば、実際のとこ

ろ組織設立のための確実な予算や出資

者が決まっているわけではなく、十分な

効力を発揮することのできない決議で

あったといえる。 

そして二点目、各国大使が“国益”に

沿わせた政策を用意していたのかどう

かだ。たとえばシリアに対してある大使

はNCAプラン56というシリアにアラブ

連合の力を多く用い、シリアへの長期的

取組を提示した。このプランがその国の

国益に適っているものなのか、私は聞き

たい。その国の外交方針である「紛争解

決や人道援助活動でも国際社会と歩調

                                                

が十分な効力を持っているかは謎で

ある。 

56 Negotiate Cooperate Assistance Plan。

この計画が発動されてから 1年目には

治安を維持し、5年後にはアラブ連合

の席がある steering board を作り、10

年後までその理事会が活動するとい

うプラン。 

を合わせ積極的な貢献を行う」57ことと

は確かに合致しているが、OIC とアラブ

連合58との関係について見てみるとど

うなのだろう。OIC のメンバーとアラブ

連合のメンバーは重複している国が確

かに多いが、だからと言ってこう易々と

援助関係を作っていいのだろうか。世界

で唯一イスラムの声だけを反映できる

国際機関として存在しているにもかか

わらず、国連の決議や影響力という点で

アフリカ連合59や AL といった他の組

織に劣っている OIC はもっと他の協力

機関について熟考すべきである。屡、模

擬国連会議では個人の視点と各国の視

点が入交り政策立案され、参加者が何を

求めて会議に臨むかにもよるがその点

にもっと意識を向けてもいいだろうと

思う。 

 会議自体についての考察はここで

終了し、次に私自身についての成果を見

ていこうと思う。残念ながら会議自体と

                                                

57 外務省 HP 2012/5/17 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senega

l/data.html 

58 Arab League :AL 

59 African Union: AU 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senegal/data.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senegal/data.html
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同じように「未熟」であった。会議のた

めにしたことをあげると、事前交渉、ス

ピーチ、決議案60 (以下 DR)のコンバイ

ン交渉、シグ集め等通常の模擬国連会議

で行われることに関しては積極的に「実

行」できたといえる。しかし残念ながら

「実効」されたかと言えばそれは出来な

かったと言わざるを得ない。スピーチに

よって選挙前の治安維持の必要性を訴

えたが、そのスピーチによってどれだけ

の大使が心動かされ賛成票に回ったか

が不明である。実効力を模擬国連会議に

おいて正確に計測するのは不可能であ

るが、日本の模擬国連会議と違い、アメ

リカの模擬国連会議は良いスピーチに

はメモが回ってきたり、次のコーカスの

時に賛同の意を表されたりするので実

効力の端々を観察することは可能であ

る。そのことを踏まえると、わたしはス

ピーチの後にどの国からもリアクショ

ンを頂けなかったので実効力に乏しい

と言えるだろう。対して私のペアである

ベンジはシリアに対して喫緊に援助を

するよう求めるスピーチをした後大量

のメモや賛同の言葉を貰っており、これ

                                                

60 Draft Resolution: DR 

が言葉の持つ力なのだと感心させられ

た。 

 次に DR 交渉という観点から見てみ

ると、議場には小型武器の排除や国境の

警備体制に関する DR が存在した。それ

がソマリア政府にとっては最も利益に

なるものだったが残念ながら比較的遅

く提出され、交渉時間が取れず採択され

なかった。その点からもソマリア大使の

未熟さが理解できる。会議前に DR を作

るのは全米大会で禁止されているが事

前にアイディアを固めることは出来た

はずである。   

しかし、出来なかったことばかりでは

ない。過去の報告書を見れば歴然である

通り、全米団派遣事業の目的には文化交

流や海外の学生との交流が入っている。

その点においては積極的に実効できた。

日本の模擬国連活動では出会うことの

できない、海外からの参加者、アメリカ、

ドイツ、イタリア、ドミニカ共和国…と

母国や将来について多くの言葉を交わ

せたことは会議の成果とは言えなくと

も派遣事業が私に齎した成果と言うこ

とが出来るだろう。 

また、多くの参加者が友好的で話しや

すく、英語が出来ない日本人に対しても
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きちんと意見を聞いたり、話したりする

という真摯さを持っていた。これは日本

人が日本で過ごしていく中で忘れがち

なことなので見習うべきところだろう。

しかし私は海外の習慣なら何でも受け

入れるという姿勢を勧めているわけで

はない。目の前にいる相手に対して真摯

に向き合うことを勧めているだけなの

だ。 

総じて、この会議の成果とは何だった

のだろう。今まで二つの視点から成果を

見てきたが、実は本当の成果とはこの二

つにとどまらないのだと私は思う。本当

の成果とはこの会議・体験を私がどのよ

うに生かすのかに依拠している。この報

告書を書いている今も、運営をしている

時も、運営が終わった後も、この経験を

生かしていきたい。共に会議に出席して

くれ様々な面で助けてくれ、最後まで会

議に対する熱い思いを語ってくれてベ

ンジにお礼を述べこの会議報告を締め

くくりたいと思う。 

 

 

 

 

 

殿村 さおり 

 東京外国語大学外国語学部 

欧米第一課程ドイツ語専攻 2年 

国立研究会 

  

1. 参加会議概要 

安全保障理事会（Security Council, 以

下安保理）とは、国連の主要機関のひと

つであり、国際社会の平和と安全の維持

を目的に設立された。 

構成国は15カ国であり、5カ国（中国、

フランス、ロシア、イギリス、アメリカ）

の常任理事国と、その他 10カ国の非常

任理事国で成り立っている。常任理事国

は拒否権を持ち、非常任理事国は 2年ご

とに国連総会において選出される。 

安保理の大きな特徴は、安保理決議が

国際社会で大きな影響力を持つ点や、そ

安全保障理事会 

 議題  

1. 南シナ海の平和、安全、

繁栄の遂行 

2. 国連経済制裁の効果と

信用性の強化 

3. 核軍縮と不拡散 
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の採択には常任理事国の合意が必要不

可欠である点である。 

 

2. 議題概要とその政策 

議題 1：「南シナ海の平和、安全、繁栄

の遂行」 

議題概要 

南シナ海は、石油や天然ガスなどの多

くの海底資源を有しており、多くの周辺

国が領有権や権益の主張で対立してい

る。 

2002年にASEAN諸国と中国によって

「南シナ海共同宣言」が採択され、当事

国によって平和的解決を目指すことが

宣言された。しかし、問題解決に向けて

その後進展はなく、2011年にはベトナ

ムの漁船が中国によって攻撃されるな

ど、不安定な状況が続いている。 

 

政策 

ロシアは、2012年の ASEAN 地域フォ

ーラム(ASEAN Regional Forum, ARF)61

                                                

61 1994年より開始された、アジア太

平洋地域における政治・安全保障分野

を対象とする全域的な対話のフォー

の開催国となるなど、近年東南アジアへ

の経済進出を試みている。特に、南シナ

海の問題については、友好国でありなが

らもロシアをしのぐ経済大国へと成長

している中国を牽制し、この問題の解決

に貢献することがロシアにとって非常

に大きなメリットを生むと考えられる。 

しかし、この問題については先述の議

題概要のとおり、ASEAN諸国及び中国

の当事国間のみで話し合われて来た。そ

こで、ロシアはこの問題を、この海域に

おける緊張の高まりや軍事衝突が、各国

の航行の自由を脅かすということから、

国際社会の平和と安全に対する脅威で

あることを明確に文言化することとし

た。 

 

議題 2：「国連経済制裁の効果と信頼性

の強化」 

議題概要 

国連憲章 41条に記載されている通り、

国連は、安保理の決定に基づいて、平和

に対する脅威に対して非軍事的措置を

行うことができる。経済制裁は、その手

                                                

ラム。ASEAN10カ国、ロシアを含む

26カ国、EU加盟国が参加している。 
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段のうちのひとつである。 

しかし、国連による経済制裁は多くの

問題を抱えている。例えば、1990年の

イラクにおける経済制裁では、人道危機

を招く結果となった。 

いくつかの会合を経て、現在は、国連

安保理経済制裁委員会が中心となって、

スマートサンクション62をはじめとす

る、新たな経済制裁の方向を模索してい

る。 

 

政策 

ロシアは、国家主権を尊重し、そもそ

も制裁措置を行うことに疑問を抱いて

いる。これまでも様々な制裁決議に棄権

票あるいは反対票を投じて来た。そこで、

今回は、国連制裁の限界を主張し、外交

と対話による解決を促進することを提

言することにした。 

 

議題 3：「核軍縮と不拡散」 

議題概要 

                                                

62 食料や医療器具などを制裁対象か

ら除外するなどして、制裁による人民

への被害を回避する為に提唱された

制裁の形態。 

「核軍縮と不拡散」は、包括的に核問

題についてとりくむことを目的に 2009

年にアメリカの提案によって採択され

た議題である。2009 年 1月のオバマ大

統領によるプラハ演説を受け、世界は今、

核なき世界に向けて進んでいる。しかし、

現在の核不拡散条約(NPT, Nuclear 

Non-Proliferation Treaty)を基軸とした核

軍縮および不拡散体制には問題点が多

い。NPT 未批准の核兵器を保有する国

が存在し、核軍縮交渉は停滞している。

また、核テロリズムをはじめとする新た

な核問題の浮上から、原子力の平和利用

を促進する国際原子力機関(IAEA, 

International Atomic Energy Agency)の役

割が増大している。 

 

政策 

核保有国であるロシアは、本議題にお

いて、核テロリズムに注目した。核テロ

リズムに対しては、2001年のアメリカ

の同時多発テロを機に国際社会での懸

念が高まり、核セキュリティーサミット

も開かれているが、未だ安保理では議論

されていない。 

国際社会における核セキュリティー

の向上の為に、ロシアはセキュリティー
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技術の普及を主張することとした。技術

先進国では、核関連施設のセキュリティ

ー技術の研究がなされ、それらが IAEA

に提供されているが、各国にそれらを取

り扱う為の人材を確保するシステムが

ない。そこで、IAEAに人材育成のため

のプログラムをスタートさせ、全ての国

で最新の核セキュリティー技術を使用

できるようにすることを提案すること

とした。 

 

3. 「会議行動」 

議題採択交渉 

私たちはロシアとして、「3→1→2」の

順番を主張することにした。議題 3を第

一議題として主張したのは、ロシアは核

保有国として高いプレゼンスを発揮で

きると考えられ、かつロシアの懸念する

核テロリズムが、国際社会における平和

と安全の脅威であり、安保理で話し合う

ことが最適であるからだ。 

公式討議前に議場に訪れ、ほかの大使

の意見を聞いてみた所、多くの国が私た

ちと同様に議題 3を最初に話し合うこ

とを主張していた。しかし、アメリカや

イギリスをはじめいくつかの国は議題

2を話し合うことを主張していた。私た

ちは、公式討議で一番はじめにスピーチ

を行うことができたので、そこで核テロ

リズムの国際社会に対する脅威を訴え、

議題 3を早急に話し合う必要性を主張

した。更に、その後の最初の非公式討議

において、交渉を続けた結果、議題 3

を優先議題として扱うことの合意を全

参加国から得ることができた。しかし、

ロシアと外交的つながりの強い中国が、

議題 1の優先順位を三番目とすること

を主張したため、中国との関係を重視し

て、「3→2→1」の順で採択することに賛

成した。 

 

核軍縮と不拡散 

議題採択交渉は 30分程度で終了し、

すぐに議題 3についての議論がスター

トした。公式発言による各国の主張を受

け、議場は 3つの DR型作業文書を作成

することとなった。パートナーと相談し、

私が核テロリズムの作業文書作成を主

導し、パートナーはポルトガルが中心と

なった IAEA 改革の作業文書とレバノ

ンが中心となった核軍縮に関する作業

文書の作成に加わることとなった。また、

ガボンの提案により、NPT において核

兵器保有が認められている 5か国に限
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らず、全ての核保有国による核軍縮に向

けたサミットを開催する旨の作業文書

を作成した。基本的に 3日目には、核テ

ロリズムに関する作業文書と IAEA改

革に関する作業文書をコンバインし、核

セキュリティーの決議案として議場に

提出することとした。よって、議場には

3つの決議案が提示されることとなっ

た。ロシアは、核セキュリティーに関す

る決議案と核軍縮サミットに関する決

議案のスポンサーとなり、賛成票を投じ

ることとした。また、レバノンによる核

軍縮に関する決議案を吟味した

所、”Comprehensive nuclear disarmament

（完全に核兵器をなくすこと）”を求め

る文言が記載されていた。ロシアは、核

なき世界を目指すことに賛成する一方

で、核兵器を大国としての権威を示す重

要なツールとして認識しており、早急に

核兵器全廃を行うことには賛成できな

い為、この決議については棄権票を投じ

ることとした。 

 

国連経済制裁の効果と信頼性の強化 

4日目の朝に議題 3の投票を終え、議

題 2の議論に移った。ロシアは、国連制

裁の過去の失敗と、外交対話の重要性を

訴えた。議場は、制裁発動前の外交を強

化する為の作業文書をつくる中国を中

心とした作業部会と、制裁の内容をより

詳細に規定する為の作業文書を作成す

るアメリカを中心とする作業部会に分

かれた。パートナーと相談し、私が前者、

パートナーが後者の作業部会で文言の

作成をすることとした。私は、過去の経

済制裁によって、多くの人道危機がおこ

ったこと、外交による対話が、国際社会

における問題解決の最良の方法である

ことを主張する文言を作成し、更にほか

の大使とともに、経済制裁を実行する前

に対話を推進する為の委員会の作成に

ついて話し合った。しかし、作業文書を

作成途中のところで、安保理特有の

Crisis Simulation が始まってしまった。 

 

Crisis Simulation 

Crisis Simulation とは、安保理の議論中

に、それ以上に優先しなければいけない

危機が世界で起きたことを想定したも

のである。 

今回の危機は、イランの高濃度ウラン

濃縮施設新設とイラン・北朝鮮の合同ミ

サイル実験から始まった。イランは、以

前から核開発疑惑が浮上しており、国連
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制裁の対象である。この危機に対しては、

イランが直ちに IAEA の査定を受ける

旨を決議に載せることと、イランに対す

る制裁を強化することが提案され、4日

目は終了した。 

最終日、新たな危機がおこった。イラ

ンの核開発技術者が暗殺され、その後イ

スラエルによるイラン攻撃が始まった

のである。この危機を受け、議場はイラ

ン・イスラエル問題について話し合うこ

ととなった。ロシアは、両国に対して直

ちに停戦要求決議を作成することを主

張した。非公式討議における全参加国と

の議論の結果、停戦要求と、両国の会合

をローマで開催することを決定する決

議が作成され、賛成多数で採択され、本

会合は終了した。 

 

4. 「成果」 

結果として、議題 3 に関して 3つの決

議案が採択された。それぞれの決議案は、

核セキュリティー・核軍縮に関して具体

的な提言を国際社会に提示することが

でき、今後の核軍縮及び不拡散体制をと

りまく問題の解決に向けた大きな一歩

となるものであると考える。特に、これ

まで安保理で議論がされていなかった

核セキュリティーに関しては、国際社会

の平和と安全の維持における重要性を

示すことができた。 

また、Crisis Simulation に関しては、イ

ラン・イスラエルへの停戦要求および二

カ国の会談を開くことを決定する決議

を採択することができ、国際社会の安全

と平和の維持のために早急な対応をす

ることができたといえる。 

ロシアとしての成果は、核テロリズム

に関する政策を具体的に文言に載せ、他

国にそれらを理解してもらい、決議案を

コンセンサスで採択することができた

ことである。また、議題採択において自

国の主張を議場に大きく反映できたこ

と、Crisis Simulation の際には、中心と

なって決議案を作成したことなど、常に

積極的に行動することができたことも、

良かったと思う。 

個人としては、安保理の国際社会への

影響力の強さと、そこでの常任理事国の

力の大きさを肌で感じることができた。

特に Crisis Simulation の際には、常に常

任理事国が中心となって話し合いが行

われ、決議を作成する際も、常任理事国

が賛成できないと言えば、変更が繰り返

された。その安保理において、ロシアと
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いう大国を全米大会で代表することが

できたのは、非常に貴重な機会で、誇ら

しいことである。また、15カ国の少人

数の会議であったことから、全ての参加

者と話をすることができたことも非常

に良い経験だった。議題のみならず、安

保理における拒否権や議席拡大につい

て、一人の日本人学生として彼らと議論

し、様々な考えに触れることもできた。 

最後に、パートナーの Adamへの感謝

を述べ、会議報告を終わりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桑島 美幸 

 

模擬国連活動を通じ、先代の全米団

員に会うたびに、彼らのように大きく

なりたいと思った。シンポジウムなど

で国際協力に携わっている方の話を

聞くたびに、いつか同じステージに立

ちたいと思った。自分を変えたい、何

かを得たいという願いで全米団に応

募した。すべては「なりたい自分」に

なるためであった。 

迎えた渡米の日々は充実という言

葉では表し切れないだろう。提携校の

バークレーの学生は皆意識が高く、将

来の夢に向かって努力を続けていた。

国連職員の方々から勤務内容やキャ

リアの経緯など貴重なお話を伺うこ

とができた。そして全米大会で世界か

ら集まった学生と政策を持ち寄り、議

論することができ、非常に有意義であ

った。 

しかしこの渡米プログラムで待っ

ていたのは輝かしい日々だけではな

い。価値観の擦れ違い。考えが伝わら

9. 渡米を終えて 
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ない息苦しさ。将来に対する焦り。近

いと思っていたものは遥か遠く、見え

ていたものが蜃気楼のように消え、気

づけば自分のいる場所が分からなく

なった。 

私はそんな渡米の楽しさと辛さの

狭間に揺られながら、帰国した。 

渡米を終えて、半月。私は何を得た

のだろうかと自問した。バークレーで

の日々。ブリーフィングの経験。言い

出せばいくらでも出てくるのに、何か

が腑に落ちなかった。 

渡米を終えて 1ヵ月。違和感の原因

が分かった。それは私がまだ渡米で見

つけた課題の前で立ち止まっている

からである。本当に何を得たのかはそ

の課題という壁の向こう側あり、私は

まだ辿りつけずにいる。しかし、「な

りたい自分」になるための多くの課題

を発見できた私は、それを乗り越えた

ときに、「この渡米によって得たもの」

の真価を確信することができるだろ

う。 

私がこの渡米プログラムに参加で

きたのは、多くの人々に支えられてき

たからである。応援してくれた家族や

友人たち、見守ってくれた 28 代の先

輩方、支援してくださった顧問の先生

方、協賛、財団、企業の方々など、皆

様に感謝したい。そしてこの気持ちを

忘れずに、次の代へ感動を繋げたい。 

私の目の前に立ちはだかる壁の向

こうに何があるのだろうか。自分の良

さを見つけられるだろうか。「なりた

い自分」に近づけるだろうか。答えが

なにであろうとしっかりと受け止め、

これからの自分を築き、より良い未来

を切り開いていきたい。そして一緒に

渡米した最高の仲間たちと切磋琢磨

し、将来国際社会に貢献しているお互

いに巡り会えることを信じている。 
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笠嶋 瑞基 

 

渡米を終え、１週間程度経って時間の

経過とともに渡米を客観的に見つめ直

すと、色々考えることが流れるかのよう

に記憶から出てくる。渡米中はこれとい

ったものはあまり考えなかった。考える

意思がなかったのではなく、おそらく状

況が逐次変化していき、自分が今までに

目の当たりにしなかったものを目の当

たりにし、感じなかったものを感じたと

ころで次の変化が来てしまったのだろ

う。そして、考えることはあまりできな

かった。 

 その原因として、世界にはあまりに

も自分の知らないことが多すぎたのか

もしれない。向こうのカリフォルニア大

学の広大さと学習環境の充実。向こうの

食文化。向こうの日本文化の意外なほど

までの浸透。向こうの大学生の将来に対

する夢と、その実現に向けた日本と比較

にはならないほどの努力の量。すべてが

新鮮であった。 

 自分がその新鮮さにのめり込めば

のめり込むほど、必然的に「こっちでは

〜」という風にアメリカ視点にものごと

を考えていた。しかし、日本に帰国する

と今度はアメリカすべてのことが「向こ

うでは〜」になる。 

 不思議な感じがする。つい先日の出

来事に距離感を感じ、世界がまた遠くな

った気がする。「向こう」と「こっち」、

また「向こう」を繰り返すことで、渡米

前の世界観と渡米後の世界観は全く異

なるものであるような感覚に陥る。渡米

というフィルターを挟んで違う状況・立

場におかれることによって自分の偏見

や主観的な考えが濾過される。そしても

う一回戻り、少し前の自分も見つめ直す

ことで自分の触れたことない世界の価

値観や考えるべきことが時間とともに

にじみ出てきて、それが一つ一つ落ちて

は溜まり、最後には一つの容器が満杯に

なる。しかし、自分の容器はあまりに小

さすぎて零すまいと必死に掬う。しまい

には掬いきれずに流れてしまう。渡米後

の自分の今の状態はこんなものだろう

か。なにかが流れている感覚はある。 

 渡米を終えて感じたことはたくさ

んある。その中でも、「自分の知らない

世界が多すぎたこと」と「それを受け止

める受け皿として自分のそれは小さす

ぎた」という痛い現実は衝撃的であり、

それが自分の根幹を崩しにかかって来
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ていることは間違いないと思う。しかし

時間が経った今、それらを再構築しよう

とする意気込みが激しいように思われ

る。しかも、より強靭にそうするべきだ

という思いが強いように考える。この思

いを今後零さないようにしっかり掬え

るようになりたい。 

 この渡米は自分をいつもと違う世

界に置いて、その後にまた元の世界に置

き直すことで自分を見つめ直すいい機

会であったと思う。感じたことを実行に

移すために今後精進していきたいと思

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須藤 雄貴 

 

渡米では、新しい地で、新しい人々と

出会い、多くの新しいものに触れて夢の

ような三週間をすごすことができた。渡

米して一週間は、サンフランシスコのバ

ークレーという NYに比べて開放的な

地区で過ごした。提携校であるカリフォ

ルニア大学バークレー校の人達と文化

交流や政策調整をしていくなかで本当

によい人間関係を築くことができた。サ

ンフランシスコを飛び立ち、NYに着い

てからの二週間はブリーフィングを受

け実際に国連として、国際問題に取り組

んでいる方々の話を伺って刺激を受け、

また全米大会においては、世界中から集

まった学生達と会議をやることで、自分

に何がたりないか、逆に自分は何をもっ

ているかなど、自分というものがすこし

ではあるが、はっきり見えた時間だった。 

渡米から帰国して、私がこの渡米で何

を得たのだろうか、ということを考える

ようになった。よくわからないが、もや

もやして混沌としたものを私はアメリ

カから日本へ持ち帰ってきた。それがい

いものか、悪いものかなどわからない。

おそらくこれから私がどのように生活
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していくかによって、それははっきりと

した形で私の前に現れてくるのであろ

う、というかそうであってほしい。その

時まで自分の生活を積極的に楽しんで

送りたい。 

過程とは時間のことであり、時間を意

識することは『歳月』のもたらす価値を

知ることである。たしかこのようなこと

を高校の英語教師が言っていた覚えが

ある。渡米の日々は楽しかったと同時に

閃光のような早さで過ぎていった。しか

しその中でも、自分が過ごしている時間

をふと意識することで、私が過ごしてい

る時間は、今まで先代達がつくりあげて

きたこの事業があったからこその時間

なんだなぁと、歳月の価値というものを

感じたのである。この三週間の渡米プロ

グラムで得られるものは、人によって違

うし、また大きさもそうであろう。私が

得たものというものはぼんやりしてい

てよくわからないものであったが、はじ

めて感じる何かを得られたことだけで

本当に満足している。 

最後にこの全米団派遣事業に携わっ

てきた全ての方々にお礼を申し上げる

とともに、家族、親戚、そして 3週間共

にすごした 29 代の仲間達と、私たち、

29代を全米大会まで導いてくれた 28代

の先輩方に強く感謝したい。 
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越田 真奈美 

 

 「私は何者なのか」この問いを抱いて

私は渡米した。この渡米によって、自分

の存在とはどんなものなのか知りたか

った。 

全米団員として選ばれ、渡米に向けて

の準備を重ねるうちに、自分の弱さを実

感した。その弱さに対する劣等感は「自

分は本当に全米団員としてここにいる

べき人間なのだろうか」という疑問にま

で発展した。しかし、そんな心情を抱き

ながらも私はひたすら前に進まなけれ

ばいけなかった。 

 そんな状況の中、28 代の先輩からも

らったある言葉が、私の意識を変えた。

「もし、自分が団員としてふさわしくな

いと思うのであれば、胸をはって自分は

全米団員としてふさわしい人間だ、と言

えるように努力すればいい。きっと、団

員として自分しか持っていない何かが

あって、それはもう既に選考で評価され

ているんだよ。」この言葉を聞いて私は

決断した。「自分の弱さと向き合おう。

自分にしかない何かを見つけよう。」そ

れは、きっと自分が全米団員であること

を正当化するものであるし、自分が胸を

はって全米団員としてふさわしいと言

うために、なくてはならないものだと思

った。 

 渡米を終えた今、私が思うのは、この

三週間は「自分が何者か」を知り、生活

に生かしていくための貴重な第一歩だ

ったということである。サンフランシス

コでの学生との交流は、これまで自分に

はなかった価値観や物の考え方をもた

らした。多くの人びととの出会いは同時

に“自分ではないもの”と出会うことで

もあった。バークレーの学生たちはみな、

「自分」を大切にしていると感じた。「自

分」はどうしたいのか、「自分」はどう

考えているのか。他の人の意見を聞く前

に必ず「私はこう思う」と主張すること

は、その時の私にはできないことだった。 

 前線や現場で活躍する国連職員の

方々からの貴重なブリーフィングの中

でも、特に印象に残ったのが、「将来自

分がどの仕事に就くのかということは、

『自分がどんな人間で、どういう付加価

値を持っているのか』に尽きる」という

言葉だ。自分の付加価値とは何か。今す

ぐには答えは出せなくても、今後の私の

将来設計における合言葉にしていこう

と思った。 
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 会議で一番強く感じたのは、「常に動

き、働き続けることの重要性」である。

会議では数多くの予想外のことが起こ

ったが、常に働き続けることで、それを

評価してくれる人や助けようとしてく

れる人は多くいた。今までの自分を省み

ると、自分の限界を感じたものに対して、

働き続けることを止めてしまっていた

自分に気付いた。しかし、今の私は、も

う以前までの私ではない。 

 この渡米を終え、今まではさっぱり見

えてこなかった自分の役割が、ぼんやり

だが見えてきた。自分の人間性を生かし

て、みんなのために何をすべきなのか、

何ができるのか、考え続けた三週間だっ

た。自分の弱さが突きつけられる場面は

多々あった。それはこれからもあるだろ

う。しかし、本当の自分を見つめ、向き

合い、前に進んでいかなければならない。

「私は何者なのか」という問いに答えは

出されないまま、渡米は終わった。しか

し、この問いに答えを出すための「自分

の弱さと向き合う強さ」を手に入れた私

は、いつか答えを出すことができるだろ

う。そして、この渡米によって「自分に

しかないもの」の断片を見ることができ

た私は、さらに力強く、一歩一歩を歩む

ことができると確信している。 

 今回の渡米にあたっては、たくさんの

方々にお世話になった。全米団事業を支

えてくださっている企業・財団・協賛の

方々、顧問の方々、OBOG の方々、常

に私の一番のサポーターでいてくれた

両親、陰ながら見守ってくれた友人、研

究会の仲間、そして何より、一番に私た

ちのことを考え、育ててくださった 28

代のみなさん、一緒に苦楽を乗り越えて

きた 29 代のみんな。私を、そしてこの

事業を支えてくださる全ての人々に、心

から感謝の意を述べて、終わりとしたい。 
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中島 悠輔 

 

今、私は渡米の終わりに向かい毎時

498 マイルで飛ぶ飛行機に乗っている。

ふと、周りに日本人が多いことが気にな

り、行きの飛行機にはアメリカ人が多い

ことを思い出した。あの時、私は大会も

含め全ての体験をしっかりと楽しもう

と強く思いながら、時差に悩まないよう

に短い眠りについた。起きてしばらくす

るとサンフランシスコの広い空に囲ま

れて興奮を覚えた。それからは毎日、文

化の違いや国連職員のブリーフィング

という貴重な機会、大会での各国大使と

のやり取りをしっかりと感じて楽しん

だ。ある日はサンフランシスコの自然と

都会のコントラストを、丘から見た夜景

で楽しみ、ある日は私の興味分野である

環境について、ＵＮＥＰの職員の方から

講義していただき、ある日には国連総会

が 実 際 に 行 わ れ る ホ ー ル で

Distinguished Delegation として名前を呼

ばれた。書ききれないくらいの貴重な体

験が大変密に詰まった 3週間であった。 

 行きの飛行機で誓った通り、私はす

べての体験を限られた時間で目いっぱ

い楽しんだ。本当に貴重な体験だったと

思う。しかしそれと同じくらい貴重なこ

とがあった、と今、飛行機に乗りながら

感じている。人との繋がりを今まで以上

にしっかりと考えることが出来た。隣の

席に座っている他の団員達と渡米前よ

りも深く分かり合えた。この渡米中にず

っと流れていたのは、常に側にいた全米

団員との衝突と和解の連続だったよう

に思う。3 週間も一緒にいると、いや 2

日も一緒にいるだけで自分が相手の嫌

な所を見つけてしまう。それを何度も繰

り返し、より人として分かり合い、自分

も成長した 3週間だった。 

人との繋がりというのは、ブリーファ

ーや渡米中にお会いしたOBOG、NMUN

のスタッフ、渡米中にお世話になった

方々との繋がり、大会に参加していた世

界中の学生との大使を超えた繋がり、バ

ークレーに滞在中、私を泊めてくれて、

ペアとして一緒に大会に参加した私の

友人との繋がりをもちろん含んでいる。

そして、私たちを支援してくださった皆

様との繋がりを強く感じる。私たちが貴

重な体験が出来たのは皆様の支援があ

ったからである。私たちを支援してくだ

さったすべての方への心からの感謝へ

の気持ちを述べ、渡米を終えてのあいさ
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つとさせていただく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡邊 紗世 

 

 「自分の将来について考えるヒント

を見つけること」これが渡米前に考えた

私の目標のうちの一つだった。だから、

アメリカの学生とも将来について語り

合ったし、ブリーフィングの際もキャリ

アについて多くの質問をさせて頂いた。 

この目標は、大学に入ってから、多く

の事に触れたことで、自分のやりたいこ

とがよくわからなくなっていたことか

ら立てたものである。自分がどんな問題

や分野に関心があるのか、何がしたいの

かがよくわからなかった。これまでの人

生も「何となく」で進んできてしまって、

自分には目標も何もないのだと感じて

いた。 

そのような中で、気づいたことが一つ

あった。それは「小さいころからの興味

を大切にすること」である。特にブリー

フィングなどで、「なぜその仕事を選ば

れたのか。」とお聞きすると、「小さいこ

ろからやりたかったことだったから」と

いった趣旨の返答にたくさん出会った

のだ。自分はどうだろうか、と考えてみ

ると、国際問題への興味、特に途上国の

子供への興味は全く変わっていないこ
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とに気付いた。全米大会の会議を選ぶと

きも、「絶対に UNICEF が良い。」と心

から思ったではないか。 

また、渡米期間中にお話しさせていた

だいた全米団の OG の方からいただい

た言葉も大変胸に響いた。「進路には

色々悩むと思いますが、早いうちから絞

ってしまうこと無く、いろんな可能性を

模索してみた上で、その時々で自分の心

がベターだと思う物を選んでいけばい

いと思います。」 

自分が「何となく」だと思っていた道

にも、振り返ってみると根底には一つの

興味があった。これからはどのような分

野を専門にするのかなど、模索し続ける

と思うが、様々な可能性に触れて、自分

の心に正直に、自分で自分の道を決めて

いこうと思う。 

自分を振り返り、見つめ直すことがで

きた渡米期間だった。改めて、このよう

な機会を与えてくださり、また支えてく

ださったすべての皆様に感謝の意を述

べたい。 

29代の中でも、渡米を終えて感じるこ

とは人それぞれ違うだろうが、確実に何

かを得て帰国したことと思う。次代もそ

のような良い経験ができるよう、これか

らは 29 代という大切な仲間と共に、運

営に励んでいきたいと強く思う。 
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田伏 宏基 

 

アメリカで、私はいくつか夢を見た。 

緑豊かなバークレーのキャンパスで、

私は大学生活を楽しむ留学生。しかし、

私はここで、何を勉強しているのか。そ

こでふと夢から覚める。 

高層ビルが立ち並ぶニューヨークの

街で、私は新聞を片手に黄色いタクシー

に乗り込むビジネスマン。しかし、私は

一体どんなビジネスをしているのか。ま

た目が覚める。 

国際連合本部ビルで、私は国際会議に

参加する国連大使。しかし、私は何を議

論しているのか。分からないまま目が覚

める。 

ホテルのベッドの上で、私は未来に何

をしていたいのか思い悩んだ。しかし確

かな答えは見つからず、スーツに着替え、

Somalia と書かれたプラカードを持って

全米大会の会議場へと向かう。 

会議場でも同じような疑問にぶつか

った。私はこの会議で何がしたいのか。

それなのに「私に何ができるか」ばかり

考えてしまう。そこで、私は渡米前に密

かに抱いた目標を思い出す。それは、国

家間の対立を乗り越え、アフリカ連合の

会議を 1つにすること。数秒後、私は会

議に参加する多くの学生のところに行

き、決議案に全員が賛成してもらえるよ

う交渉に向かっていた。 

さて、私の 3 週間の渡米は終わった。

いよいよ、全米団派遣事業を引き継ぎ、

第 30 代日本代表団の派遣に向けた運営

が始まる。模擬国連会議も事業運営も、

そのプロセスや選択を 1 つに決定する

ことは容易ではない。 

しかし、人生におけるプロセスや選択

であれば、なおさら 1つに定めることは

難しい。生きていく中で目標は変化する

だろうし、様々な夢を見るだろう。夢や

目標といったものは、そもそも数えられ

ない名詞、あるいは常に複数形の名詞な

のかもしれない。それでも、しっかりと

自分の主張をぶつける海外の学生、自ら

の専門分野で活躍する国連職員の方々

との出会いをきっかけに、何か 1つ、「自

分」の軸や土台になるものをつかみたい、

そう強く思うようになった。そのとき初

めて、私は I have a dream.と自信を持っ

て言えるのではないだろうか。そういっ

た意味で、今回の渡米ほど自分と向き合

った経験は今までなく、私は数多くのヒ

ントを得ることができた。これからもこ
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の経験を生かし、社会に貢献していきた

い。 

最後になり恐縮ではあるが、私の挑戦

を理解し支えてくれた家族や友人、私達

を派遣することに尽力してくださった

28 代の先輩方、事業にご支援・ご協力

くださっている財団・企業・協賛・顧問・

OBOG の方々など、皆様方に感謝の意

を表したい。また、渡米中に出会い、私

に自分自身や世界と向き合う機会を与

えてくださったブリーファーの方々、ア

メリカの学生、その他多くの人々への感

謝の意も忘れず伝えたい。ありがとうご

ざいました。以上で渡米を終えての報告

を終える。 

 

 

 

 

 

 

吹留 美佳 

 

渡米を終えて何を得たのだろうか。何

かの能力を得たか、いや違う。自分が如

何に足らないかを知った。中途半端で足

らない自分に出会った。逃げられないの

に逃げようとする自分に出会った。少し

ずつ前に進んでいてはいつまでたって

も理想にたどり着けないのだ。逆算が足

らない。一瞬一瞬が足らない。より大き

な世界に立って、出会って、理想のよう

なものに出会っては違うと思い、理想と

は何かという大きな壁にぶち当たって

きた。 

国連本部に行ってどうでしたか、とよ

く聞かれるが所詮はただの箱だ。国連本

部に行って、マイクで話して、席に座っ

て、賛成反対棄権のボタンを押すだけな

らだれでもできる。大切なのは“誰が行

く”か“誰が話す”か“誰が座る”か“誰

が押す”かなのだ。であって結局、重要

なのは「人」なのだ。 

どんな人になりたいのか、どんなこと

をしたいのか、渡米中ずっと考えていた。

いや、選考される前からずっと、選考中

も DDP 期間中も考えていた。答えはま

だ出ない。渡米 1週間前、全米団の OG
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の方に「自分が行きたい方向がわからな

いのならば、行きたくない方向は何か、

それはなぜかと考えることで道が開け

てくることもある。」と教えて頂いた。

ブリーフィングでお話しを伺っている

ときや、ペアやバークレーの学生、

NMUN の出場者の学生と話していると

きもずっとその視点を持って話を聞い

ていた。模擬国連活動をしている人はよ

く「将来国連で働きたい」と言うが、私

はブリーフィングを受け、国連本部に立

ち、日本代表団として賞を頂いた時でさ

えそう思わなかったし逆に「将来国連で

働きたくない」と思った。その理由の一

つ目は、先ほども述べた様に私は人の価

値はその人のいる場所(経歴や職場、ポ

ジション)ではなく、その人自身にある

と考えているので国連と言う“場所”を

目標に置きたくないというためである。

二つ目の理由としては国連が私にとっ

て純粋すぎる組織だということだ。具体

的に説明すると、たとえばユニセフのブ

リーフィングを受けた時、国際社会で働

く際に必要なものは“専門性”“語学力”

“体力”であると教わり、UNDP でブリ

ーフィングを受けた際は“今掲げている

夢を失わないこと”つまり心の底にある

根源的なパッションを失わないことを

強く言われた。わたしには一生を注ぐべ

き、心の底にある核となる問題意識やパ

ッションがないのだ。たとえば貧困や紛

争で苦しんでいる人がテレビに映って

いたら可哀そうだとは思う。しかし、そ

の人のために現地に行って、食糧を渡し

たり、負傷した人に包帯を巻いたりしよ

うとは思えないのだ。一生のうちのひと

つの経験としてチャレンジしてみたい

とは思うが、一生を捧げるかと聞かれれ

ば決してイエスとは答えられない。 

では、質問を変えて将来国際社会で働

きたいかと聞かれれば、私はイエスと言

える。バークレーで学生と語り、全米大

会で出場者と議論し、お互いの母国のこ

とや自分の考えを相手に伝えようと必

死になった時に感じていたことは、「自

分とは絶対的に違う他者をどう認め、ど

う協調しあうのかということに関して、

全ての人が積極的に取り組んでいると

いうこと」である。また、ひとつの目標

に向かって我武者羅に取り組むこと、と

もすれば日本では否定されがちである

が、アメリカではそれを当然と見なし、

生徒のほとんどが持てる時間・エネルギ

ーを前へ前へと使っていた。将来はこん
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な人たちと一緒に働きたいと思ったの

だ。この人たちとなら、共通の問題意識

を持つことができた時、絶対に解決でき

ると感じたのだ。 

これで私の将来の with は決まった。

次に考えるべきは What for?や Why?と

いった問いの答えや、具体的な目標や実

行プラン、問題意識についてである。渡

米を通して with を知ることが出来たの

で、運営を通して次のさらなる質問に対

する答えを探して行きたいと思う。 

大学 1年生の春、模擬国連活動をする

か迷っているときに「全米に行けば、人

生が変わる。」と OB に言われた。今な

らその意味がわかる。正確に言えば、人

生を変えるのは自分で、全米はそのきっ

かけを与えてくれる。そのきっかけをく

ださった 28 代、その上の OBOG の方、

また運営をサポートしてくださった全

ての方々にお礼を申し上げたい。感謝の

気持ちを持って、第 30 代の運営に臨も

うと思う。 

 

 

 

 

 

殿村 さおり 

 

私にとって、全米団はとても遠い、雲

の上の存在だった。この事業への参加に

魅力を感じながらも、自分にはできるわ

けがないと、応募をためらっていた。し

かし、所属する国立研究会や全国大会で

出会った全米団の先輩方への強い憧れ

から、何日も悩んだ末に選考へ応募した。

団員に選ばれてからは、憧れの活動に自

分が参加できるという喜びで、準備に追

われながらも、毎日が充実していた。 

そして 4ヶ月にわたる準備を終え、つ

いに訪れたアメリカでの 3週間では、こ

こには書ききれないほどの素晴らしい

経験をした。その中で、全てに共通する

ことがあるとするならば、それは人との

つながりであろう。 

渡米を通して生まれた新たな人との

つながりは、自分を見つめ直すきっかけ

を与えてくれた。そうして私が最も強く

感じたこと、それは自分がいかに小さな

存在であるかということであった。 

バークレーで出会った学生たちは、学

業に励み、自分の好きなことにも一生懸

命打ち込んでいた。ブリーフィングでお

会いした方々は、私の知らない様々な分
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野で、世界のために活躍されていらした。

そして、何よりも全米大会では、世界中

から訪れた多くの意識の高い学生と出

会った。特に、パートナーの Adam は、

いつも自信にあふれ、高いパフォーマン

ス力で多くの学生の前で自分の意見を

積極的に発表し、とても頼もしかった。

彼らと比べると、自分のできることはほ

んのわずかで、大会中は悔しくて泣きた

くなるような思いを何度もした。 

そんな時に、私を支えてくれたのもま

た、人とのつながりであった。出発の日

に、ある 28代の方から、「あなたならで

きる」、という言葉をもらった。渡米中

ずっと、この言葉が私を励ましてくれた。

多くの友人が、渡米前に温かい言葉をか

け、応援してくれたことも、渡米中に行

き詰まったとき、私の背中をおしてくれ

た。多くの人が支えてくださっていると

いうことが、私を勇気づけてくれるのだ

と気づいた。 

これから、第 30 代の派遣に向けての

事業運営が始まる。私はもう、今までの

ように、ただ周りの人から受け取る人間

であってはいけない。これまでの渡米プ

ログラムで得たものを、次の誰かに伝え

ることが、私のこれからの役割なのだと

感じている。自らを鼓舞し、この事業の

発展にむけて努力していきたい。 

最後にこの場を借りて、私に模擬国連

活動を始めるきっかけをくださった国

立研究会の皆さん、団員に選出されて以

来ずっとサポートしてくださった 28 代

の先輩方、事業を支えてくださっている

顧問の先生方、財団・企業・団体の皆様、

OBOGの皆様、送り出してくれた家族・

友人、そして多くの経験をともにした

29 代の仲間、全ての人に感謝の言葉を

述べ、この報告を終えたい。 
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(1)運営統括 

法政大学法学部 

国際政治学科 3年 

四ッ谷研究会 

坂本 早希 

 

1．役職概要 

 今年度の第 29 代日本代表団派遣

事業運営局における私の役割は「運

営統括」ならびに「団長」の二つで

した。後者の報告は別途団長報告に

詳細を譲り、本稿では前者の運営統

括について述べさせて頂きます。 

 運営統括としての仕事を一言で表

すと、事業の円滑化のための各役職

との連携ならびに指揮・総監督でし

た。本稿ではその具体的な活動に関

して報告させて頂きます。 

 

2．実行事項 

はじめに、今年度一年の運営局の

流れを報告させて頂きます。詳しく

は下の表をご覧ください。 

 

2011年 4

月 

・運営ミーティング 

・運営コンセプト決定 

5月 ・第 28 代派遣事業報告書執

筆 

6月 ・運営ミーティング 

・第 28 代日本代表団渡米報

告会 

・第 29 代日本代表団派遣事

業運営局発足 

・第 29 代日本代表団選考コ

ンセプト決定 

8月 ・運営ミーティング 

・第 29代日本代表団 募集開

始 

10月 ・運営ミーティング 

・第 29代日本代表団 選考開

始 

11月 ・第 29代日本代表団決定 

・第 3回 OBOG会 

・団員育成プログラム(DDP)

α 

12月 ・地域 DDP 

‘12 年 1

月 

・地域 DDP 

2月 ・DDPβ 

10. 運営報告 
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3月 ・政策発表会 

・第 29 代日本代表団渡米プ

ログラム 

6月 第 29代日本代表団渡米報告

会 

 第 28代日本代表団の 9名は、6月

に行われた渡米報告会をもって、正

式に第 29 代日本代表団派遣事業運

営局の運営局員として事業運営を始

めました。 

 はじめに、第 29 代派遣事業運営

局としての『SwitCh』という運営コ

ンセプトを決定しました。この運営

コンセプトには、二つの意味が込め

られています。一つ目は、「switch」

の on と off を切り替えるように、事

業と学業・思考と行動の切り替えを

繰り返す、というものです。大学生

でありながら、全米団派遣事業とい

う一つの事業を運営するという自覚

と、運営の円滑化には思考と行動の

切り替えを随時行う必要性を感じ、

このコンセプトに決定しました。二

つ目は、「switch」に大文字小文字の

大小をつけることで、「with」という

意味を込めました。運営は誰か一人

で成り立つものではなく、9 人全員

の力があってこそ成り立つものだと、

ここで確認しました。 

 その後の運営局全体としての活

動内容は上記の表に記した通りです

が、第 29代日本代表団派遣事業報告

書・渡米報告会・第 29代日本代表団

選考・OBOG 会・団員育成プログラ

ムに関してはこの後に続きます、各

役職報告をご参照ください。 

また、年間を通して運営統括として

行ったことの一つとして、ミーティ

ングの調整が挙げられます。当事業

では運営局員が日本各地に散らばっ

ていることもあり、全員が集まって

行うミーティングは大変貴重な機会

です。したがって、全員の意思が関

わる内容に関しては、渡米報告会な

どで全員が集まるときに必ず決定す

るよう、日程の調整や話し合う内容

の共有を事前に行い、各運営局員に

準備させることによって当日のミー

ティングの円滑化を図りました。そ

の他の事項に関しては、インターネ

ットツールを用いたミーティングで

決定するようにしていました。 

二つ目に挙げられるのは、各役職の

サポートです。全体の仕事内容を見
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ている運営統括として、各運営局員

の負担を考えながら仕事の割り振り

や、時には私自身が負担を担うこと

で、事業運営が滞ることのないよう

に努めました。具体的には、各役職

のスケジュール管理だけではなく、

個人の予定も把握するように心がけ

ました。例えば、テスト期間や各研

究会の会議期間などの、お互いに忙

しい時期を把握することで、当事業

運営に関わる日程を変動させ、他の

運営局員に仕事を振り分けました。 

 

3．昨年度からの改善点 

今年度の運営局の改善点として挙

げられるのは、「運営局員の意思疎通

の方法」と「運営への意識向上」で

す。 

 一つ目の運営局員の意思疎通の

方法に関しては、上記でも言及しま

したが、運営局員は関東と関西に股

がり、大学も異なる大学に所属して

いるため、各運営局員の意思疎通は

意識して行わねばなりませんでした。

研究会も 7 研究会に属していたため、

授業がある期間に集まって話す時間

を設定することは難しく、夜にイン

ターネットツールを用いたミーティ

ングで補いました。したがって、い

つまでに何を決めなければいけない

のか逆算し、ミーティングの日程を

事前に決める必要がありました。し

かし、インターネット上でのミーテ

ィングは、直接会って行うミーティ

ングよりも効率が悪く、途中から関

東と関西でそれぞれ集まり、関東と

関西をインターネットでつなぐ、な

どという工夫も行いました。インタ

ーネットでのミーティングがやむを

得ない場合は、常にこの方法を心が

けるべきだったと思います。 

また、事業運営以外の面でも意思疎

通を行う方法を模索しました。運営

コンセプトで掲げたように、当事業

の運営を各地に離れた 9 人と共に行

う方法として、各人の事業運営以外

の予定を共有するよう心がけました。

また、スケジュールの共有に加え、

団員に選ばれた当初から、毎週一回

日時を決め、インターネットでお互

いの近況などを自由に報告する機会

を設けていました。それによって事

業運営の円滑化を図れただけではな

く、運営局員同士の事業運営以外の



第 29代日本代表団派遣事業報告書   

138 

 

側面も理解することができ、信頼関

係を築くことにつながったと思いま

す。 

しかしながら、スケジュールに関し

ては何をどこまで共有すれば良いの

か、その共有方法などが曖昧だった

部分がありました。毎週一回のミー

ティングにおいても、参加者の変動

が多く、あらかじめ体系化して行う

必要があったと思います。 

二つ目の「運営への意識向上」に関

しては、運営局員とアプライ者に向

けて行いました。運営局員に向けて

は、上記で述べた意思疎通を意識し

て行うことで、各運営局員が当事業

への帰属意識を高く保ち、当事業の

更なる発展に積極的に貢献すること

を意識できるようにしました。 

アプライ者に向けては、当事業の魅

力は渡米だけではなく、その後の運

営にもあることを伝え、「当事業の運

営に興味を持ち、渡米後の運営に力

を注ぐ意思のある人材に、当事業を

任せたい」という想いから、アプラ

イ者が応募を決める段階から当事業

の運営に関する理解を求めました。

具体的には、「運営説明書」で当事業

の一年間の運営の流れを説明しまし

た。また、面接時に運営に関わる質

問の時間を取り、アプライ者に渡米

だけではなく、運営のイメージを持

ってもらうよう心がけました。この

ように、当事業運営の説明を応募前

と応募期間に設けたことで、アプラ

イ者の方々には、当事業に対する理

解を深めていただけたことと思いま

す。 

以上が、運営統括としての改善点に

なります。団長としての改善点に関

しては、既出の団長報告をご覧下さ

い。 

 

4．学んだこと 

 私たち運営局員は、この報告書が

完成し販売される渡米報告会をもち

まして、約 1 年にわたる任期を終え

ます。まだ振り返るには早い気がし

ますが、振り返れば私たちが団員と

して選ばれてから約１年半も経過し

たのかと思うと、長い道のりだった

気もします。 

 私が歴史ある当事業の一員にな
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り、運営統括兼団長を務めることに

なってから、常に向き合っていたの

は、弱い自分と 8 人の運営局員でし

た。昨年の渡米を終えて、まだ前も

後ろもわからず、目の前の仕事に追

われ、走り抜けた１年半。何もかも

を見失いそうになったときも、私の

夢は「9人全員で渡米報告会を迎え、

笑顔で引退すること」でした。 

 運営統括・団長として、運営局員

の中での自分の役割を模索し続けた

日々も、壁や困難にぶつかった多く

の場面も、運営局員同士の意思疎通

がうまくいかなかった時も、共に悩

み、考え、支えてくれる仲間がいま

した。 

 今まで私は、当事業の運営統括・

団長として自分に自信を持つことが

できませんでした。渡米前、みんな

は「安心して第 29 代を任せられる」

と言ってくれました。きっと内心、

心配もしていたことと思います。昨

年とは違って、引率者として渡米し、

心から感じたことは仲間の存在の大

きさでした。今年一人でまた同じ土

地に立ち実感したことは、「昨年の渡

米から行ってきたことは何一つ間違

ってなかったし、そのすべてが今回

の渡米に繋がり、これは

誰一人欠けても達成できなかった」

ということでした。次期団員を選ん

だ過程も、DDP を通して団員たちが

成長して全米大会を迎えられたこと

も、渡米に関わる諸手続きを全うで

きたことも、すべてが仲間の頑張り

があったからでした。 

 当事業の運営を通して学んだこと

は、自分に出来ないことに向き合い、

その弱さを乗り越える強さと、他人に

弱さを見せる勇気です。運営がうまく

行かず逃げ出しそうになった時も、実

際逃げ出した時も、戻らなくてはいけ

ない場所がありました。私を待ってく

れる仲間がいました。自分の弱さを隠

し、強がる私に本当の強さを教えてく

れた仲間がいました。運営を通して感

じた自分の弱さは、それに向き合うこ

とで乗り越えることができるという

経験から得られる自信に繋がり、その

弱さを見せる勇気がどれだけ大切か

知る事ができました。 
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 学びは経験からでしか生まれませ

ん。このような経験ができたのも、当

事業にアプライするきっかけをくれ

た偉大な OBOGの方々や、今まで見守

って下さった第 27 代の先輩たちをは

じめ、当事業を支えてくださる全ての

皆様のおかげです。そして、最初は頼

りなかった私とともに、ここまで一緒

に苦楽を共にし、共に成長してきた仲

間のおかげです。この経験から得られ

たものは私の中でとても大きく、今後

の人生において必ず活きてくるもの

だと思います。 

 このような貴重な機会が得られた

ことに改めて感謝を申し上げると共

に、今後も当事業が一人でも多くの学

生に体験による成長の機会を与え続

けることを心より祈り、運営統括とし

ての報告に代えさせていただきます。
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(2)副団長 

 

東京大学教養学部 

  地域文化研究学科 

アジア分科 3年 

駒場研究会         

         安田 翔 

 

1．役職概要 

団長・運営統括のサポートを主な業務

とします。団長が長期で不在の時には、

団長に代わって運営を取り仕切ります。

また、運営統括が果たすべき他の役職へ

のサポートを、副団長が代わって取り行

うこともあります。 

団長が団員を連れて渡米している際

には、団員のご家族への連絡を担当しま

す。 

 

2．実行事項 

団長・運営統括と同様、運営を俯瞰的

に捉える視点と、状況に応じた柔軟な対

応が求められる役職であります。事業全

体の状況や方向性を意識した上で、それ

ぞれ自分の仕事に専念する運営局員に

適切な方向付けとサポートを行う必要

があります。 

今年度の運営で言えば、具体的に二つ

の積極的なサポートを行いました。一つ

は選考プロセス作成作業への参加、もう

一つは団員育成プログラム（DDP）運営

への参加です。前者では、選考プロセス、

研究の作業に参加し、積極的な議論を通

じてプロセス形成に貢献しました。後者

では、DDP 担当の仕事に全面的に協力

し、当日の進行やプログラムの内容決定

に貢献しました。 

 

3．改善点 

近年、事業全体を通じて行うべきこと

が拡大傾向にあります。その中で各役職、

とりわけ運営統括への負担が増してい

ると認識しています。

 

運営統括が本来の仕事をしっかり行

っていくためにも、副団長への仕事の振

り分けが重要になります。今年度は、新

しい仕事が増えるたびにその都度相談

をして担当を決めていましたが、ある程

度仕事の分担を固定化していくことで、

運営効率が上がることが期待されます。 

 

 

4．学んだこと 

仕事を自由に行える幅が最も大きい

のが副団長という役職です。あらかじめ

決められた仕事というのはほとんどあ

りません。裏を返せば、自ら運営に積極

的に関わる能動的な姿勢と、それを行動



第 29代日本代表団派遣事業報告書   

142 

 

に移すための運営への鋭い考察が求

められます。 

一年間の副団長業務を通じて、この事

業に今何が求められていくか、これから

将来的に何が必要になっていくかという

問いを立て続けること、そして、その中で

自分がどのような役割を果たすことが出

来るか、自分が行える貢献とは何なのか

を考え、実行に移すことの重要性を深く

学んだ一年間でした。 

事業、そして自分と深く向き合った貴重

な一年間を送らせていただいたことに深

く感謝を述べさせていただき、終わりとさ

せていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)総務統括 

 

東京大学法学部公法コース 3年 

駒場研究会 

増山珠美 

 

1. 役職概要 

 総務統括は運営が円滑に行われるた

めの諸業務を担います。主な役割は大き

く分けて、書類作成・資料印刷などの事

務作業と各役職の補助の 2 つに分かれ

ています。 

 

2. 実行したこと 

事務作業に関しては、例年通りにMTG

場所の確保、資料印刷、またガイドブック

や応募要項などの資料作成を行いまし

た。それに加え、今年度初めて行った取

り組みとして「運営説明書」と呼ばれる資

料の作成が挙げられます。この背景とし

て、より多くの応募者に、全米団事業を

通して得られる貴重な経験として渡米の

みではなく帰国後の 1年間の運営を強く

認識してほしいという 28 代の考えがあり

ました。そのため運営説明書において全

米団の 1 年間の運営の流れや各役職の

説明を記載し、応募を募る際に応募要

項とともに HPにアップロードしました。 

3. 各役職の補助に関しては、主

に報告書の補佐と選考プロセスの補佐
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を中心に行いました。また、報告書の校

閲作業や選考プロセスの採点作業も手

伝いました。 

 

3． 昨年度からの改善点 

 改善点としては 2点挙げられます。 

1 点目は年間スケジュールの作成です。

現在、詳細の日程まで確定した年間スケ

ジュールを運営初めに見ることが出来な

いということが問題点として挙げられます。

これによって資料作成のめどが立ちにく

くなり、どの時期に総務統括として他の

業務の補助に入ることが出来るのかのわ

からず、運営の円滑化を妨げていると考

えられます。これを解決するために、行

事日程・締め切りをあらかじめ策定し、年

間スケジュールを作成することで 1 年間

の仕事を明確に可視化することが出来る

と考えます。 

2 点目は他役職との連携方法の確定

です。今年度は全体 MTG の際に他役

職が補助の要望を提示した際に総務統

括が名乗りでて補助を行いました。これ

は昨年度の総務統括の反省を受け改善

したものでしたが、定期的に全員の仕事

を把握するという点で不十分でした。

SNS といったツールを上手く使い連携方

法を確定することは出来ればより円滑な

運営補助を行うことができると思います。 

 

4. 学んだこと 

総務統括を通して学んだことの 1 つとして

「信頼」の重要性を挙げることが出来ます。

運営を円滑にするという総務統括の目的

からして、各役職が「この総務統括であれ

ばいつでも仕事を頼める」という意識を抱

けるように、大小関係なく 1 つ 1 つの仕事

を丁寧に行うことが何より重要だということ

に気付くことが出来ました。何を取っても初

めての経験ばかりで、この 1年間の運営か

らは本当に多くの学びを得ることが出来ま

した。今後はこの経験を持って社会へ貢

献すべく、自己の活動に反映させていくこ

とが出来ればよいと思います。 
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(4)OBOG担当 

 

東京大学教養学部 

地域文化研究学科 

アジア分科 3年 

駒場研究会 

安田 翔 

 

1. 役職概要 

OBOG 担当は現役の運営代・派遣

代と OBOG の関係、OBOG 同士のよ

り良い関係を構築・促進していく役職

です。活動を本格化させてから三年目

を迎えた今年度の活動では、組織とし

ての OBOG会を発足させるなど、当事

業の今後の OBOG 活動に向けて大き

な一歩を踏み出しました。 

 

2. 実行事項 

 昨年度の OBOG 担当と協力し、また

仕事を引き継ぎ、作業を継続した結果、

ついに今年度、組織として正式に

OBOG 会を発足させるに至りました。

来年で第 30 代の派遣を迎える当事業

にとって、大きな一歩となりました。 

発足に際しては、従来の名簿補完や

ネットワーク整備を引き続き行った

のに加え、OBOG 会報誌を発行しまし

た。会報誌には初代を始めとする歴代

の OBOG より寄稿していただき、発行

に至りました。 

2011 年 11 月に第 3 回目となる

OBOG会を開催し、その場にて組織と

しての OBOG 会の発足式を行いまし

た。今後は、組織を通じた OBOG 間並

びに OBOG と現役の関係の促進が求

められていきます。そしてその中心を

OBOG 担当が務めていくこととなり

ます。 

 

3. 昨年度からの改善点 

OBOG 総会の開催に付随したもの

ではありますが、OBOG会開催の準備

段階で例年よりも密に OBOG の方と

連絡を取り合い、結果として円滑に会

を運営することができました。特に、

前年度の OBOG 担当と連絡を取る機

会が多かったため、昨年度の反省も踏

まえた上で会の企画を行うことがで

きました。 

幣事業の運営では、運営局員は 1年

毎に代わっていくので、役職に関する

引き継ぎが行われるとはいえども、複

数代の担当者が一つの企画に関わる

ということはほとんどありません。今

回は前年度担当者とともに仕事を行

うという特殊な例ではありましたが、

今後の OBOG 関連の企画、あるいは他

の役職においても、運営代の自主性を

阻害しない範囲における複数代の運
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営局員による協力の形を模索してい

くことも有益なのではないかと考え

ました。 

  

4. 学んだこと 

学生である私にとって、既に社会で

活躍されている方とお付き合いさせ

ていただく機会は非常に貴重であり、

また多くを学ばせていただきました。

また、OBOG の方々と接する中で、こ

の事業が代々の先輩方の努力によっ

て支えられてきている事を実感する

ことが出来ました。このような機会を

与えていただいたことに感謝したい

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)渉外 

 

早稲田大学文学部文学部 

文学科 2年 

早稲田研究会 

西沢 眞璃奈 

 

1. 役職概要 

渉外は外部への窓口となり、主にフ

ァンドレイジングに関する仕事を担

当する役職です。具体的には渉外先企

業に対して活動報告・助成申請を行う

他、新規渉外先の開拓も行います。本

年度はこれらの役目に加え、講演会等

の企画も行いました。 

 

2. 実行事項 

渉外の仕事は大きく二つに分けら

れます。第一に、現後援企業・財団へ

の活動報告・助成申請、第二に新規渉

外先の開拓です。 

第一の、現後援企業・財団と関係に

つきましては、伊藤忠商事株式会社様、

双日国際交流財団様、平和中島財団様、

三菱 UFJ 国際財団様(五十音順)からは

本年度も引き続き厚いご支援を賜り

ました。 

また、第二の新規スポンサーの獲得

に関しましては、αLEADERS 様には

本年度より新しくご支援を賜りまし
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た。 

 

3. 概観 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の

経済影響や、世界的不況を受け、日本

経済は現在とても不安定な状態にあ

ります。さらに、このような経済的負

荷もさることながら、近年グローバリ

ゼーションに伴って日本に存在する

国際交流事業の数も増加し競争率が

上昇しているため、全米団派遣事業の

渉外活動は難航を極めています。 

しかし、団員の自己負担費用をでき

るだけ削減し、より間口の広い派遣事

業を実現するためには、渉外活動の成

功は毎年全米団派遣事業運営の必須

です。 

そのためには、今一度全米団派遣事

業の魅力、唯一性を運営局内で再整

理・確認し、広報活動によって大々的

にアピールする必要があります。全米

団派遣事業のどこが素晴らしいのか。

なぜ全米団派遣事業でなければなら

ないのか。運営局全体で再検討し、渉

外活動に反映することが今後不可欠

であると感じました。 

 

4. 感じたこと 

渉外先を訪問し、活動を報告する度、

私は全米団派遣事業が共に事業の発

展を支援してくださる方々の支えの

もとに成り立っていることを再確認

しました。全米団派遣事業が、事業参

加者(団員)にとってのみならず、関わ

る全ての人にとってよい事業である

ためにはどうすべきなのか。一年間の

渉外活動を通じて、常にそのことを考

え、不断に努力を重ねることで、私は

事業を運営していく責任の大きさに

ついて学びました。 
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(6)渉外補佐 

 

青山学院大学国際政治経済学部 

国際政治学科 3年 

日吉研究会 

渋谷 慧佑 

 

1. 役職概要 

渉外担当の補佐と顧問や後援先の

方々の対応を行います。昨年度は渉外

担当と補佐の地域が別れてしまった

ことにより頻繁な意思疎通が難しい

状況にありましたが、本年は両者とも

関東在住であったために、定期的な連

絡と積極的な補佐を常に意識し続け

ました。 

 

2. 実行事項 

主に渉外担当が使用する事業概要

書、簡易渡米報告書、本年度事業企画

書などの作成や、各申請書類の補佐や

確認を行います。ご支援をいただいて

いる企業、財団、顧問の方々への渡米

報告会及び政策発表会のご招待、報告

書の郵送も担当しました。 

当事業顧問の方々と連絡も行って

います。本年度は良好な関係をより確

かなものにすべく訪問回数を増やし、

運営局員による渡米や事業進捗のみ

ならず、団員の紹介と団員育成プログ

ラムの成果もご報告することが出来

ました。 

他には外務省と国連広報センター

への後援申請も実行するなど、積極的

に幅広く対外活動に従事しました。 

 

3. 昨年度からの改善点 

 当派遣事業は大学 2 年生が中心と

なり 1年間運営を行うという、回転が

速い組織です。また、その特殊性から

ご理解とご支援をいただくまでに時

間が掛ってしまいます。そのような状

況下で、外部の方々との交流は非常に

大きな論点となります。私は運営を通

して顧問と後援先の拡大に可能性を

見出しました。外部に対する長期的な

計画と活動は不可欠であり、両者を直

ぐに解決することは難しいものでし

たが、土台形成を行い次年度運営局に

引き継ぐことが出来たことに満足し

ています。 

 加えて、渉外との連携強化は重要

な点でした。かつては渉外事務と称さ

れ、仕事が分担されており、名称が渉

外補佐に変更されても内容に変更が

ない代が続いていました。本年度は渉

外担当と頻繁に意思疎通を図り、共に

渉外先へ出向くなどして、以前に増し

て組織的に活動を行うことに成功し

ました。 



第 29代日本代表団派遣事業報告書   

148 

 

 

4. 学んだこと 

補佐という役割を通して、どのよう

にして人を支えるかを学びました。膨

大な対外事項を抱える渉外担当に何

が出来るか、如何に早くこなすか、高

い質で仕上げるかを意識し続けまし

た。本年はお互いに補完し合う形で渉

外活動を実施することが出来たと考

えています。組織を代表する形で渉外

先や顧問の方々との連絡窓口の一つ

を担うことは社会の一員としての自

覚を促してくれました。私は同時期に

所属研究会の会長を務めておりまし

たが、人を導く立場と補う立場の両者

を並行して行ったことで、視野が大き

く広がったと考えています。 

 最後にお世話になりました皆様に

厚い御礼を申し上げ、ご報告とさせて

いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)会計 

 

青山学院大学国際政治経済学部 

国際政治学科 3年 

日吉研究会 

渋谷 慧佑 

 

1. 役職概要 

会計は事業財政の管理を中心とす

る役職です。運営局の予算を作成し、

渉外活動の進捗や拠出した諸経費に

沿って順次改定と清算を行います。ま

た決算を作成し、事業収支を公開しま

す。 

 

2. 実行事項 

この役職は時期に沿って 3つの段階

に分けることが出来ます。 

1 つ目は予算作成です。運営局の発

足後、直ちに一年間の予算を組み立て

ます。運営局内での新規企画審議と必

要経費算出を行い、過去の決算を参考

にしつつ、大まかな予測を立てます。

その後、運営統括と相談し、予算を確

定させます。 

2 つ目は収支管理です。事業経費の

計算と領収書の保管を中心に行い、予

算とのズレが生じた場合、適宜それを

改定します。その上で、団員の自己負

担金を決定し、徴収します。 
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最後は年度末の決算作成です。収支

管理に基づき、ご協力いただいている

団体の方々にご報告するために最終

的な事業会計をまとめます。それが完

成次第、次年度運営局予算作成の補佐

を行います。 

 

3. 3.  昨年度からの改善点 

 「堅実に現状維持を」と先代から引

き継ぎを受けましたが、本年度は渉外

活動の難航に伴い会計の問題点も浮

き彫りになりました。 

基本的に、会計管理は会計と運営統

括が中心となって行い、他の運営局員

はあまり触れることがありません。し

かし、繰越金減少や不況による収入減

額は団員の自己負担金増額を招き、事

業企画の変更に伴う支出額変更をせ

ざるを得ませんでした。今後もこのよ

うな状況が続くと見込まれる以上、事

業財政の変動は運営局全体で考える

べき問題となります。今回定めるに至

った事業会計の審議と意思決定の明

確なルールは大きな改善点と言える

でしょう。 

 

4. 学んだこと 

 会計は外部の方が最も注目する指

標の一つであり、客観的視点が重要と

なります。事業運営において学生らし

い独創的な提案が出されることもあ

りますが、会計はそれが現実的に可能

かを常に考え続ける必要がありまし

た。その意味で、自分が深く関わる事

柄を一歩引いて多面的に捉え、改善を

考える能力が身に付きました。また、

膨大な事業会計を管理することは学

生ながらに貴重な経験でありました。 

最後に、報告書末尾の事業決算を以

て、第 29 代派遣事業会計報告と代え

させていただきます。 
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(8)報告会 

  

立命館大学国際関係学部 3年 

京都研究会 

川嶋 菜々美 

1. 役職概要 

報告会担当は、報告会の企画や宣伝、

全体の統括が主な職務です。渡米報告

会の目的は事業を支援して下さって

いる財団・企業や顧問の方に渡米中の

団員の活動や成果を報告することと、

日本模擬国連会員に当事業について

知ってもらうことです。当事業の理念、

活動内容、それらの魅力を外部に発信

することが報告会の役割となります。 

 

2. 実行したこと 

今年は 6 月に東京、7 月に京都と神

戸にて計 3回の渡米報告会を行いまし

た。いずれの報告会も二部構成で、第

一部では団員 7名のプレゼンテーショ

ンによって全米大会の概要や事前準

備として行われた団員育成プログラ

ムの紹介、そして全米大会の成果、有

識者訪問（ブリーフィング）の報告、

提携校のカリフォルニア州立大学の

学生との文化交流の様子や感想、学ん

だことを団員各自の視点で発表しま

した。第二部では、参加者と直接交流

する座談会形式で団員と聴衆の方々

との活発な質疑応答が交わされまし

た。 

 

3. 改善点 

渡米報告会をより良いものにする

ため、主に 2点において工夫が必要だ

と思いました。 

一つは、現在支援して下さっている

財団・企業、顧問の方々にはより理解

を深めてもらい、当事業の魅力と有益

性をスポンサーにアピールできる報

告会にすることです。 

二つ目は、準備期間においてより効

率的な情報共有制度を確立すること

です。Dropbox などのインターネット

機能を早期に導入すれば、発表用のパ

ワーポイントや企画書のワードファ

イルをより早く共有することが出来

ると思います。 

 

4. 学んだこと 

報告会を通してタイムマネージメ

ントの大切さを学びました。帰国後の

一ヶ月は、報告書の執筆や運営計画で

多忙を極め、また大学を 3 週間休んだ

分を取り戻すべく学業にも追われ、そ

の中で報告会を開催するには、時間の

無駄使いは決して許されませんでし

た。 

また、報告会を担当し、当事業がた
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くさんの方々のご支援、ご理解のもと

で成り立っていることを実感しまし

た。渡米での成果を振り返り、的確に

伝えることによって一年に渡る事業

運営に対する「初心表明」となったと

思います。運営局員一人として事業の

「顔」となり、当事業発展のために活

動する責任感を持ちました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9)広報(報告書担当) 

 

津田塾大学 学芸学部 

国際関係学科 3年 

国立所属研究会 

佐々木 香璃 

 

1. 役職概要 

 報告書担当の職務は、日本代表団

派遣事業報告書の企画・執筆依頼・編

集・販売及び管理を行うことです。当

事業の報告書は、毎年その年の全米大

会から帰国した団員たちが取り仕切

り、作成にあたります。内容は年によ

って多少異なりますが、各団員による

参加会議報告・フリーフィング報告、

運営局員による報告を主として構成

されています。 

 

2. 実行事項 

本事業報告書を作成する目的は大き

く二つあります。まず、当事業を支え

て下さる企業・財団及び外務省の方々、

顧問の先生、渡米中のブリーファーの

方々に、当事業の一年間の報告を行い、

説明責任を果たすことです。そして第

二に、模擬国連会員の方々に対する当

事業の報告及び紹介です。本報告書を

読んでいただくことで当事業の概要

とその魅力を知って頂き、次年度の志
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願者を募る目的も含まれています。報

告書には以上の目的があるため、報告

書は当事業において非常に重要な位

置づけとなります。 

報告書担当の最も重要な職務として、

報告書作成目的の達成と作成にかか

る経費との折り合いをいかにつける

かがあげられます。代々、報告書は紙

媒体で販売されてきたのですが、先代

より導入しはじめた報告書の PDF 化

を今年も踏襲し誰もが自由に報告書

を閲覧できるようにしました。 

 

3. 昨年度からの改善点 

PDF化し HP に載せたことにより国

内・国外の枠にとらわれずより多くの

方に見ていただけるようになりまし

た。今年度は報告書の一部に英語版を

載せるという形をとりましたが、世界

中から報告書を閲覧できるため、英文

報告部分に再び比重を置くことを検

討するべきかもしれません。英文で世

界中に情報発信することで、より効果

的に全米団を広報できると同時に提

携校とのやり取りが潤滑になります。 

 

4. 学んだこと 

私たちの代は、1 カ月遅く渡米した

ために例年に比べ報告書作成期間が

短くなっていました。限られた時間の

中で効率的に作成するためのスケジ

ュール管理の重要性、信頼ある報告書

を作成するための正確性の追求につ

いて学びました。 

 報告書は当事業における一年の成

果であり、形式的な書類である一方で、

団員一人一人の思いや経験が詰まっ

たものでもあります。正確さを大切に

しながらも赤入れ及び推敲の過程で、

いかに各団員の良さを引き出し、原稿

に反映させるかが、中身の濃い報告書

を作成する鍵だと学びました。 

また報告書作成の過程において、外

部関係者の方々と関わる中で、いかに

当事業が様々な方からのご支援とご

理解で成り立っているか実感しまし

た。皆様に改めて感謝しお礼申し上げ

るとともに、報告書担当の運営報告を

締めくくらせて頂きます。 
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(10)情報処理 

 

国際基督教大学教養学部 

アーツサイエンス学科 3年 

国立研究会 

岩崎 弘堯 

 

1. 役職概要 

情報処理はインターネット関連の業

務を行います。具体的には、ホームペ

ージとブログの管理、事業内のコミュ

ニケーションを円滑に行えるように

するためにメーリングリストの作成

等を行います。 

 

2. 実行事項 

情報処理の仕事は、対外的な業務と

対内的な業務に分けることが出来ま

す。 

対外的な業務では、ホームページの

作成とブログの運営の 2つを主に行い

ました。ホームページは、全米団への

アプライを考えている学生やスポン

サーの方々、その他全米団に関心のあ

る人を対象に、全米団について知って

もらう目的で設置しています。今年は、

全米団を身近に感じてもらうために

写真を増やすなどの工夫を行いまし

た。また、ブログは、現在の情報を伝

えることで、さらに全米団を深く知っ

てもらうことを目的として運営して

いました。 

対内的な業務では、コミュニーシ

ョンを円滑に行えるようにするため

に、MLの設置とWebツールを使った

データ共有を始めました。これによっ

て、情報の共有と管理が容易になりま

した。 

 

3. 昨年度からの改善点 

対外的な側面での改善点としては、

ホームページのレイアウトが挙げら

れます。前年に、それまで各運営代で

作ってきたホームページを 1つのホー

ムページに統合するように改築した

ので、今年度は新しく第 29 代派遣事

業のページを追加したのですが、ほぼ

前年度の内容の踏襲になってしまい

ました。ホームページが見にくいとい

う意見がいくつか見受けられたこと

を考えると、前年度の内容をそのまま

踏襲するのではなく、デザインやレイ

アウトを見やすいように変えていく

工夫が必要だったと感じています。 

 対内的な面での改善点としては、メ

ンバーの予定の共有が効率的に行え

なかったことが挙げられます。いくつ

かのWeb機能を試してみたものの、使

い勝手が悪く、あまり機能しませんで

した。何でも Web 上のツールに頼るの
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ではなく、他の方法で効率よく予定が

共有できるような手段を模索するべ

きだったと考えます。 

 

4. 学んだこと 

情報処理という役職を通して、ホ

ームページの作成について知識を得

ることができました。また、メンバー

内の情報共有を容易にしようと考え、

Webツールを模索した際に、いくつか

便利な Web 機能を発見することがで

きました。情報処理の役職で学んだこ

とは、これからホームページを作成す

る機会や、グループワークで情報のシ

ェアを行う際に、必ず役立つと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11)研究 

国際基督教大学教養学部 

アーツサイエンス学科 3年 

国立研究会 

岩崎 弘堯 

 

1. 役職概要 

 研究は、選考プロセスの一部であ

る選考会議を運営する役職です。議題

のリサーチや会議設計、会議当日の会

議監督といった会議に関わる業務を

行います。 

 

2. 実行事項 

 研究業務は、選考会議の議題を決

定し、リサーチを行うことから始まり

ます。本年度は、国連総会の議題の中

から”Unilateral economic measures as a 

means of political and economic coercion 

against developing countries”という議

題を選択しました。国連の決定に基づ

かない各国が自由に行う経済制裁を

対象にするこの議題は、総会の中でも

対立な根深く、毎年同様の内容の決議

が採択されているため、選考会議の中

で、対立した時に何を行うかという対

応力、閉塞状態にある議題から新しく

政策をたてることの創造性を参加者

に問うことができると考えました。 

 議題決定とリサーチ以外では、会
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議設計に多くの時間を掛けました。選

考という目的で行っている会議であ

るため、通常の会議細則に変更を加え、

公平性を担保するために、会議におけ

る会議監督の裁量をできるだけ小さ

くする等、工夫を凝らしました。 

 会議当日は、会議監督という立場

で、会議における全般的な指揮を行い

ました。 

 

3. 改善点 

改善点として、2 つのことが挙げら

れます。 

 1 つ目は、議題の難易度が高すぎ

たため、当初考えていたような能力を

計ることができなかったことです。例

えば、能力の 1つに創造性を計ること

を挙げていましたが、議題に関する文

献を探すことが難しく、参加者が深く

議題を考察することができなかった

ことから、表面的な議論で終止してし

まい、例年の議論のなぞりになってし

まいました。議題を選ぶ際に、リサー

チの難易度についても、もっと考慮す

るべきだったと思います。 

 2 つ目に、リサーチに多くの時間

がかかってしまったため、予定が遅れ

てしまったことです。研究は、議題に

関して広範なリサーチを行うことが

求められますが、それに時間を取られ

すぎ、後の予定が詰まってしまいまし

た。リサーチを 1人で行うのではなく、

数人で分担することができれば時間

も短縮できたと考えます。 

 

4. 学んだこと 

 研究という役職を通して、多くの

ことを 

学ぶことが出来ました。特に、リサ

ーチでは、何も手がかりのない状態か

ら、議題の何が問題かということを自

分で考えなければならなかったため、

国際法の知識や、問題を考える際の思

考方法を身に付けることができまし

た。今後は、自分の専攻である国際法

に、今回の会議で得たことを生かして

いきたいと思います。 
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(12)選考プロセス 

 

大阪大学法学部 

国際公共政策学科 4年 

神戸研究会 

萩中 洲太 

 

1. 役職概要 

選考プロセスは、渡米する人員及び

次年度の運営局の人材を獲得、選出す

るための事業プログラムを設計・マネ

ジメントする役職です。よって、選考

コンセプトに沿った採点基準の作成

が主な役割になります。 

 

2. 実行事項(設計) 

 本年度は、What’s your role, now? 

という選考コンセプトに基づき採点

基準を作成しました。このコンセプト

から「独創性」「社交性」「ロジック」

「役割に辿りつく力」という 4つの評

価項目が運営局によって策定された

ため、この項目を具体的に点数評価に

する際の評価基準に落とし込むこと

が実行事項です。その際に、本年度は

以下の選考実行事項の設計を行いま

した。 

採点の公平性を高めるために、あら

ゆる採点を項目ごとに出来る限り相

対評価で点数化しました。これは、絶

対評価に比べ相対評価が選考員一人

あたりの選出結果への影響力のばら

つきを防ぐことができると考えたか

らです。 

  

 

3. 実行事項(マネジメント) 

 点数評価の際の Excel 使用にも注

意しました。運営局員の採点時・採点

の集計時にミスが発生しないよう、

Excel のリスト機能を使用し、プルダ

ウンメニューからすべて選択させる

という採点法に変えました。 

 

4. 昨年度からの改善点 

次年度事業の価値観多様化を図る

ため、採点方法の種類を増やしました

が、そのために Excel の作業が煩雑化

しました。また、必要な情報量も増加

したことにより、設計の妥当性・実行

可能性の検証が難しくなっています。

選考プロセスおよび運営局員の選考

時におけるヒューマン・エラーの可能

性を考慮し、適切な採点の業務量を模

索すべきでしょう。 

 また、他の役職との連携も重要に

なっています。当然、研究担当との連

携は以前より重要視されていたので

すが、広報担当と選考プログラムの情

報を共有すること、DDP 担当と運営局
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員の能力開発について戦略を共有す

ること、など選考プログラムを選考だ

けに終わらせないことが求められて

いる、と考えます。 

 

5. 学んだこと 

 人を選ぶ、ということは学生の身

にとってあまりに傲慢な行為です。し

かし、そのような機会を受けた以上、

どのように実行事項を遂行すべきか

考慮し続けました。 

 公正さなどの倫理観を複数人で整

合させること、その際に説明責任を果

たせるよう考慮することなども学び

ましたが、何よりエラーを発生させな

いための細心さが要求され、本役職を

通して注意深さの重要性を学んだ 1年

であったと言えると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13)団員育成プログラム(DDP) 

 

立命館大学国際関係学部 3年 

京都研究会 

川嶋 菜々美 

1. 役職概要 

団員育成プログラム (Delegation 

Development Program, 通称DDP)とは、

渡米までの期間、運営局員が次代代表

団に提供する育成プログラムです。

DDP は、団員が全米大会、日本模擬国

連活動、更には将来国際社会で活躍す

るために求められる知識やスキルを

向上させ、当事業の理念である「日本

模擬国連への還元と発展」と「国際社

会において活躍する人材育成」を目的

としています。 

DDP 担当の職務としては、プログラ

ムの企画運営、各会合の統括、団員の

進捗状況の確認、そして DDP の集大

成として渡米直前に国連大学で行わ

れる政策発表会の統括が挙げられま

す。 

 

2. 実行したこと 

今年の DDP はパブリックスピーキ

ングの向上を第一目標として掲げま

した。大会で扱う議題に関する担当国

の政策を立案し、スピーチや集団討論

でも役立つスキルの習得を目指しま
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した。 

今年は東京で行ったα、β、γの 3

つの全体会合と、関東・関西それぞれ

で行った地域 DDPa,b の計 5 回の会合

を行いました。新たに地域 DDP を導

入することで、きめ細かな指導を図り

ました。 

 また、例年に引き続き、一人の団

員に一人の運営局員がプレゼンテー

ションの練習や政策立案に対する助

言を行うサポーター制度を設けまし

た。それによって各会合の準備期間の

指導と共に団員の精神的な支えとな

るよう努めました。 

そして今年はスポンサーの方のご

尽力により、JALアカデミーのプレゼ

ンテーション講習を受講することが

出来ました。プロの講師にご指導頂き、

団員のプレゼンテーション能力のス

キルを一段と上げる貴重な機会とな

りました。 

 

3. 昨年度からの改善点 

DDP の反省として、団員にとって

DDP の課題の量が多く他の渡米準備

を圧迫したこと、運営局員にとってサ

ポーター制度の負担が他の役職や学

業との両立を難しくしたことが挙げ

られます。プログラムを事業の制度に

綿密に組み込み、DDP 期間中に他の役

職も機能する、両立・持続可能な制度

設計が必要だと思いました。 

  

4. 学んだこと 

DDP を担当して「取捨選択」の大切

さを痛感しました。学生事業である以

上、学業との両立や様々な時間やリソ

ースの制約がある中、求めるものの全

てが得られるわけではありません。何

を選んで、何を諦めるか連続的に選択

を迫られる中で、素早い判断、決断す

ることを学びました。 

また、団員の指導プログラムを構成

するに当たり、自分自身の渡米経験を

いかに活かし還元するかを熟考し、実

行する機会となりました。 

最後に、スポンサーの方や先代の運

営局員など多くの方にご指導頂いた

ことに深く御礼を申し上げ、DDP の運

営報告を締めくくらせて頂きます。 
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「第 29 代模擬国連会議全米大会日本代表団派遣事業」に当たり、今年も多

くの財団並びに企業、その他の団体からのご支援、ご協力を頂きました。こ

こに厚く御礼申し上げますとともに、謹んでご芳名を掲載させていただきま

す。（以下五十音順、敬称略） 

 

【協力・後援】 

外務省 

国連広報センター 
 

【財団】 

財団法人 双日国際交流財団 

財団法人 平和中島財団 

公益財団法人 三菱 UFJ 国際財団 
 

【企業】 

ALPHA LEADERS 

伊藤忠商事株式会社 

 

11. 支援協力団体一覧 
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2012年度模擬国連全米大会第 29代日本代表派遣事業団決算 

(2011年 6月 1日～2012年 5月 31日) 

 

収入 (単位：円) 支出 (単位：円) 

28代運営局からの繰越金 

 

29代団員の自己負担金 

 

28代報告書売上金 

 

選考会議参加費 

 

企業・財団様より助成金 

 

三菱 UFJ 国際財団 

 

平和中島財団 

 

伊藤忠商事 

 

双日国際交流財団 

 

ALPHA LEADERS 

 

日本模擬国連より補助 

 

315,667 

 

1,606,870 

 

12,000 

 

125,000 

 

 

 

400,000 

 

400,000 

 

50,000 

 

250,000 

 

30,000 

 

170,000 

渡米費用 

 

米国滞在費 

 

宿泊費 

 

全米大会参加費 

 

第 29代報告書作成費 

 

第 28代報告書作成費(見

込み誤差) 

 

次年度代表選考会費 

 

国内交通費 

 

事務費[注 1] 

1,930,000 

 

60,602 

 

528,253 

 

109,698 

 

58,800 

 

6,254 

 

176,194 

 

219,700 

 

117,036 

合計 3,206,537 合計 3,206,537 

2012年 5月 31日 

会計 渋谷 慧佑 

[注 1] 今年は広報の際に大学施設を使用するなどして費用節約をする一方、

国内での団員プログラムを効率化するために宿泊をしたため、昨年より事務

費が増加しています。 

12. 会計報告 
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