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Ⅰはじめに 

■日本模擬国連代表挨拶 

私たちは何のために模擬国連を行っているのか。常にこの問いに真摯に向き合いながら、日本

模擬国連は模擬国連という活動の普及と促進のために日々活動を続けております。その模擬国

連活動の普及と促進に欠かすことのできない重要な主催事業の一つ、模擬国連会議関西大会を

本年も無事終えることができましたのも、日ごろご理解ご協力いただいている皆様のお蔭であると

大変感謝しております。 

 

 本年の模擬国連会議関西大会は「自求自足」をテーマに、大会に参加する一人一人が自分に

は何が必要なのか、それを得るにはどうすればよいのか、得たいものは得られたかと自分に問い

続ける機会を提供しました。本大会の参加者は皆、積極的に準備に励み、自分に何が必要か、そ

れを得るにはどうすればよいのかを模索しながら、最後には晴れやかな表情で、まさに神戸の地

で得るべきものを得たという表情で閉会式に臨んでおりました。このように、大会参加者の晴れや

かな表情を見ること、そして何より、そうして模擬国連の今後の発展の可能性を垣間見ることは本

大会を主催する我々にとっては何より嬉しいことでありました。 

 私たちは全て学生の手のみによって本大会を運営しております。本大会の運営に当たっては、

決して楽な道のりではありませんでした。200 名を超える参加者、事前の勉強会と 2 泊 3 日に亘る

会議日程、学生が扱うにはあまりに巨大な本大会を私たち学生のみで運営するというのは類を見

ないほどの大きな挑戦であり、それを成し遂げる道のりは私たち運営にとってもまた、何が必要か、

それを解決するにはどうすれば良いのかという模索の毎日で、参加者と共に「自求自足」で歩ん

でいたものと今となって思います。このようにして得た経験の一つ一つが運営者の未来をまた一

つまた一つと輝けるものとし、日本社会ひいては世界の発展のために資する人材へと近づいてい

るものと確信しております。 

 

 第 16 回模擬国連会議関西大会はこれにて幕を閉じ、第 17 回に向けてまた、新しい道を歩みだ

します。模擬国連という活動を関西の地から普及し、促進していこうとするこの事業は私たち日本

模擬国連の使命にかけて、決して絶やすことのできない事業です。今後とも皆様のご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

2016 年度 日本模擬国連代表 

中西公輝 
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■事務総長挨拶 

この度は、第 16 回模擬国連会議関西大会の報告書を手にとって頂きありがとうございます。

2016 年 8 月 23 日、神戸国際会議場にて開会した本大会は、8 月 25 日に無事に閉会式を迎え、

盛況のうちに終えることができました。 

 

 第 1 回関西大会が京都で開催されて以来、本大会事業は大きく発展を遂げてきました。今年は、

大学生はもちろん、高校生だけでなく、社会人や外国の方などにも参加して頂き、模擬国連の認

知度の高まりをひしひしと感じました。 

 

これから世界で活躍する人材になるためには、自分の「個性」を見つけることが大事です。その

ためには、異なる価値観を持つ人と正面から向き合い、議論をすることで自らの限界にチャレンジ

する必要があります。本大会では、「自求自足」というコンセプトを掲げ、ひたすら自分が何を求め

ていて、この関西大会で何を得られるかを考えてもらった上で、ひたすら三日間議論をしてもらい

ました。大会での経験が、参加者の今後の生活によい影響を与え、そしてなにより、その後の人

生において海外へすらも飛び出す勇気と気概を与える一助となればと考えております。 

 

最後になりましたが、今回の大会が成功に終わったのは何より、ご支援、ご協力頂いた皆様の

おかげ、そして参加者の皆様のおかげでございます。本当にありがとうございました。今後とも当

事業、模擬国連会議関西大会を何卒宜しくお願い申し上げます。 

第 16 回模擬国連会議関西大会事務総長 

今井 比以呂  
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Ⅱ 模擬国連紹介 

■模擬国連概要 

グローバル化の中で生きる私たちにとって、他国のことを知り、複雑な国際政治の仕組みを理

解するということは、必要不可欠です。しかし、自国以外の国に深く触れる機会があまりないという

のが現状です。 

模擬国連では、参加者一人ひとりが一国の『大使』になりきり、実際に国際連合をはじめとする

国際会議の場でなされる様々な国際問題についての会議を模擬することにより、国際問題への

理解・関心を深めると同時に、将来的に国際社会で活躍するのにふさわしい多角的視野・技術・

能力を身につけた人材の育成に寄与しています。 

  

■模擬国連の歴史 

模擬国連(Model United Nation、通称 MUN)は、1923 年にハーバード大学において始まった「模

擬国際連盟」がその起源となっており、現代では欧米からアジア、アフリカまで、世界中の高校・大

学で活動が行われております。日本では、1983 年、当時上智大学の教授であり、後に国連難民

高等弁務官を務めることとなる緒方貞子顧問の下発足しました。当初は毎年ニューヨークにて開

催されている「模擬国連会議全米大会」への代表派遣が主な活動でしたが、現在では日本中に模

擬国連団体が存在し日々活動を行っています。また、それらを統括する組織として「日本模擬国

連」という組織が存在し、年 4 回開催される模擬国連の全国大会(模擬国連関西大会、九州サマ

ーセッション、北陸大会、全日本大会)を主催します。また、各地の大学や高校の授業でも、国際

社会理解の一環として取り上げられています。現在会員数は 700 人を超え、東京大学、京都大

学、早稲田大学、慶應義塾大学をはじめとする有名大学の学生が多数在籍しています。なお、今

年夏には神戸で National Model United Nations(通称 NMUN)という模擬国連の世界大会が開催さ

れ、世界中の学生が神戸に集まる予定となっております。 

■団体紹介(日本模擬国連について) 

本大会の主催団体である日本模擬国連（Japan Model United Nations：JMUN）は、1983 年、当

時上智大学の教授であった緒方貞子女氏（元独立行政法人国際協力機構（JICA）理事長元国連

難民高等弁務官）の顧問の下、発足した「模擬国連実行委員会」を起源としています。現在、日本

模擬国連の下には関東事務局・関西事務局の 2 つの事務局が存在し、それぞれに活動母体とし

ての研究会・支部が付属しています。現在では、全国で約 700 名程度の学生が活動をしています。
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各研究会・支部レベルで活動を行うほか、JMUN としても、全日本大会や関西大会、毎年ニューヨ

ークで開催される大会に日本代表団を派遣する事業、あるいは一般の団体に対する講師派遣、

新団体の設立補助などを行っています。 

組織図は以下のとおりです。 
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Ⅲ本大会事業について 

■当事業の概要 

第１６回模擬国連会議関西大会 

The 16th Kansai Model United Nations Conference (KMUNC16) 

期間：平成 28 年 8 月 23 日(火)〜8 月 25 日(木) 

会場：神戸国際会議場及び神戸ポートピアホテル 

対象：大学生を中心とし、高校生、大学院生、社会人を含む 

定員：270 名(運営事務局員などのスタッフを含む) 

参加費：26,000 円 

主催団体：日本模擬国連 

運営責任者：第 16 回模擬国連会議関西大会運営事務局 

 

■事業背景・目的 

近年のグローバル化の進展により、国際感覚を持つ優れた人材が社会から求められるように

なりました。それに伴い日本だけでなく世界を見据えた多角的な視野を持ち、社会に貢献できる人

材の育成に有益な模擬国連活動の価値が向上したことが、当事業開催の背景にあります。 

そして当事業のもっとも重要な目的は、模擬会議を通じ、参加者の能力や知的好奇心の向上

を基礎に置いた人材育成です。現在、日本の多くの学生が各模擬国連団体や高校・大学の授業

で模擬国連会議を行っています。今後も模擬国連を経験するたくさんの学生が難解な国際問題

の解決のために思考をめぐらすことで様々な能力を向上させ物事を多角的な視点で考えるすべを

身に付け、国際社会で活躍できる人材へと成長することが期待されます。当事業は、そのような

人材育成・自己の能力向上を提供する場の一つとして開催されています。 

 また、250 人を超える学生が切磋琢磨する場を関西に設けることで、学生間の交流を促進し

お互いに刺激を与え合う環境を作ることも当事業の目的です。 

今年 11 月には National Model United Nations という模擬国連の世界大会が神戸で開催さ

れ、世界中の学生が集まります。そうした世界的な会議で日本人が活躍するためには多くの会議

を経験し、議論することで成長していくことが重要になります。 

そこで、当事業は、日本語だけでなく英語での会議を実施し、日本以外の異なる文化を持つ参

加者を募る予定です。国際問題を解決したいという強い思いを持った様々な国の参加者とコミュニ
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ケーションを取ることにより、普段日本にいては味わえない刺激を受け、グローバル化の中で生き

る私たちにとって必要な語学力の向上にもつながります。 

当事業は、関西随一の規模を誇る模擬国連大会として、日本人の学生が世界で活躍できる人

材へと成長するための場を提供しております。 

■大会スケジュール 

【準備日程】 

5/25 第 1 次募集開始 

6/13 第 1 次募集締切 

6/25 第 2 次募集開始 

7/4 第 2 次募集締切 

7/9 会議勉強会① 関東にて 

7/10 会議勉強会① 関西にて 

7/16 会議勉強会② 関東にて 

7/17 会議勉強会② 関西にて 

8/22 プロシージャ講習会、大会前泊 

8/23 大会 1 日目 

8/24 大会 2 日目 

8/25 大会 3 日目・大会後泊 

8/26 観光名所紹介企画 

【当日日程】 

  当日スケジュール 

1 日目 【開会式】 

11:15  開会 

 研究統括挨拶 

 会議監督・会議紹介 

 基調講演 

 協賛/後援/助成団体紹介 

 ＜首相官邸企画＞歩こうアメリカ語ろうニッポン        

     プログラムイベント 

 事務総長挨拶 
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13:00 昼食休憩・移動 

14:00 模擬会議 1st meeting 

17:30 夕食休憩 

18:30 模擬会議 2nd meeting 

20:30 1 日目模擬会議終了 

  09:30 模擬会議 3rd meeting 

12:00 昼食休憩 

13:00 模擬会議 4th meeting 

17:30 夕食休憩 

18:30 模擬会議 5th meeting 

20:30 2 日目模擬会議終了 

  09:30 模擬会議 6th meeting 

12:00 3 日目模擬会議終了・昼食休憩 

12:30 レビュー 

【閉会式】 

14:30  各会議講評 

 研究統括挨拶 

 日本模擬国連 他大会及び事業紹介 

 事務総長挨拶 

 閉会 

ホテル移動・着替え・休憩 

【レセプション】 

18:30 レスプション開始 

20:30 レセプション終了 
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Ⅳ各会議報告 

■緊急人道支援の見直し 
会議監督：生田志織 

 

【会議概要・目的】 

戦争や自然災害の被災者に対して、国連を主体とした支援活動が世界各地で行われています。

例えば、難民に対する UNHCR の支援活動や、飢饉発生時の WFP や FAO による食料支援。これ

らのうち、「人道」という理念のもとに、「緊急事態」に際して行われるものが、この会議の議題であ

る、「緊急人道支援」です。 

国連の統計によれば、世界中で人道支援を求めているとされるのが、1 億 3000 万人。それに

対して、国連が支援可能としているのが、8000 万人。助けを求める数と、助けることのできる数の

間に、国際社会から見捨てられたまま、理不尽に失われていく命があります。また、支援が可能と

されている人たちに対しても、持続可能で本当に求められているような形の支援が行われている

とは言い難いのではないでしょうか。こういった、現行の国連の緊急人道支援が抱える問題につ

いて、「人道支援原則」といった規範の側面と、「資金不足」や「各支援機関間の調整」といった実

践の側面からの見直しを行うことが、この会議の主な内容です。 

各国大使は、自国が行っている／自国で行われている人道支援の現状を踏まえた上で、人道

支援の理想像を思考し、決議や会議中の議論を以て実現させます。同時に、人道、という非常に

抽象度の高く、曖昧な概念に向き合い、個人の観点からも、人道支援の本当の在り方について思

考を試みます。それを会議行動にどの程度反映させるかは、各国大使の判断に委ねますが、少

なくとも、軸のぶれない、厚みのある会議行動と成果を実現させるための一助としてもらうことを意

図していました。 

コンセプトとして掲げたのは、Up to You.「あなた次第」です。これは、参加者と自分自身に対す

る、会議監督からのメッセージともいえます。まずは、模擬国連にどのような価値を見出すのか。

それはあなた次第だということ。参加者それぞれの「あなた次第」な思考の幅を最大限にするため

に、議題や論点、会議細則といった会議設定において、なるべく自由度の高く、しかし同時に特殊

なルールのないものを目指していました。そして、そうやって見出した自らの求める価値に対する

努力に、会議監督として前面の信頼を置き、できる限りのサポートをするということ。この姿勢を具

体化させたものとして、会議に先立って提出する課題（自国の理想や問題意識、議題理解に関す

る質問に、参加者が回答する）に対するきめ細かなコメントバックや、会議準備の一環として事前

に行なった、参加者との一対一のオンラインミーティングが挙げられます。 

 緊急人道支援の見直しに内包される問題は、非常に幅が広く、そしてどれも一筋縄では解決に
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至らないような、奥深い問題ばかりです。まずは、何に対して問題意識を抱くのか。そして、どう解

決へと導くのか。どちらも自由であるがゆえに難しく、しかしそれが故に上手くやり遂げた時の達

成感は非常に大きい。与えられた自由を最大限に楽しむ努力と能力を有する参加者にとっては、

非常に実りの多い、有意義な会議になったのではないかと考えております。 

 

【会議経過・成果】 

大まかな流れは、以下の通りです。 

①論点の決定 －論点の整理／抽象度について 

②議論方法の決定 －議論形式と議論の収束方法について 

③議論の開始 －人道の定義／人道原則の再検討／当事国との関係性／安全性など 

④成果文書の作成 －完成せず。成果文書無し。 

 

 詳細についてお話しする前に理解していただきたい点として、この会議の性質上、支援を求める

側の国（いわゆる途上国）は具体的な議論を求め、支援をする側の国（いわゆる先進国）はさらな

る支援を求められることを避けるために、抽象度の高い議論を求めていたということがあります。

また、紛争下での人道支援については、自国に対する責任追及や他国の干渉を恐れる一部の途

上国（シリアや一部アフリカの国々）が具体的な議論を避けようとしてました。これらの対立が対立

のまま残り、「成果文書無し」という結果に至ったと考えられます。 

 

 ①論点の決定 

 事前課題において、各国大使は論点を提示しており、会議に先駆けて、それらを整理したものを

会議監督並びに議長で作成・配布しておりました。1 日目の議論は、それらの論点の扱いについ

ての議論から開始。論点の数が膨大でとても 3 日間で議論しつくせるものではなかったことから、

論点間の優先度を決定し、論点を扱う順番を決めるための議論が行われました。その際に、優先

度の指標として提示されたのが、抽象度の高さです。これは、人道支援原則や当事国との関係性

といった、人道支援の在り方そのものに関わるものから議論を開始し、疫病時の支援や難民支援

といった、個別具体的な支援活動についての議論は最後に行うといった提案です。他に案が出な

かったことから、議場はこの抽象度を指標とすることを決定し、続いて抽象度の高い論点選びに

移りました。 

 ここで、抽象度の高い議論をなるべく早く終わらせたい途上国と、抽象度の高い議論に終始した

い先進国と紛争当事国の間で議論が紛糾。1 日目が終了するころ、やっと抽象度の高い順に 4 つ

のカテゴリーを作ることと、それぞれのカテゴリーに含まれる論点の選別が行われました。 

 ②議論方法の決定 
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 2 日目の午前中をかけて行われたのが、議論方法についての議論です。模擬国連においては、

各国大使が座ったまま、全体の意見をまとめつつ議論行う「モデレートコーカス」と、各国大使が

自由に立ち上がり、似た意見を持つ国同士で議論を行う「アンモデレーテッドコーカス」の二種類

の議論方法があります。前者を選択すれば、時間はかかりますが、対立点を解消しながらの議論

になるので、全会一致の合意がとれる可能性が高くなります。なお、本会議においては、ここまで

の論点に関する議論は全て「モデレートコーカス」によるものでした。一方、後者を選択すれば、議

論の効率性は上がりますが、対立点は残ったままなので、結局は多数派の意見が通る会議成果

につながりやすくなります。本会議においては、抽象度の高い議論を望む国が、全会一致を前提

として「モデレートコーカス」を行うことを主張し、それ以外の国が、「アンモデレーテッドコーカス」に

よって、自由度の高い議論を行うことを主張しました。結果は、抽象度の高い議論を行いたい側の

意見が通り、「モデレートコーカス」が引き続きとられることとなりました。 

 ③議論の開始 

 議論を通じて、人道支援原則の明確化や、人道支援を行うべきシチュエーションの具体化など

が行われました。また、人道支援員の安全確保についての議論の際には、人道支援における軍

組織の利用が問題視され、参加者は専門性の高い議論に満足していたようです。ただし、当事国

との関係性や人道的援助権といった、各国間の主張の違いが大きい点については、時間の制約

から対立の解消が不可能と判断され、「議論持ち越し」といった扱いになってしまいました。その結

果、実質的な議論にいまいち踏み込めなかったのは残念でしたが、これもまた、実際の国際社会

の在り方をそのまま反映させているに過ぎないのでは、とも思います。 

 ④成果文書の作成 

 2 日目の議論を踏まえ、3 日目の午前中に成果文書の作成が行われました。2 日目に全体の合

意が取れた事項のみが文言化され、全員の賛同が得られる決議文書としてまとめられました。ま

た、2 日目に解決しきれなかった事項についても文言化が進められ、議場である程度の賛同を得

ることができてはいましたが、どちらの文書についても、時間内に体裁を整えることができず、「成

果文書無し」という結果となりました。 

 

【会議総括・課題】 

 「何のために模擬国連をやっているのか？」「模擬国連の価値とは何か？」この会議以上に、こ

ういった根本的な問いに参加者を向き合わせた会議はなかったのではないでしょうか。また、「人

道とは何か？」「なぜ、人道支援を行わなければならないのか？」議題についても、これほどまで

に全体的な視点に参加者を立たせ、とことん考えさせる会議は私自身、他に経験したことはありま

せん。 

 しかし、どちらについても、参加者たちはしっかりと私からの問いかけに答え、必死に向き合って
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くれたように感じております。もちろん、会議自体の結果としては、「成果文書無し」という残念なも

のに終わってしまいました。しかし、文書のような目に見える形ではなく、参加者たち自身の中で、

目に見えない形で何らかの変化と成長をもたらすことができたのではないかと信じております。 

 今後の課題として、最後に 2 点あげさせていただきます。まずは、伝えることの難しさ。メッセー

ジ性の高いコンセプトを掲げ、抽象度の高い問いを投げかけ続けた本会議において、なかなかそ

の真意が伝わりきらず、会議監督の意向とは違う方向に進んでいった大使がいたことは確かです。

そのような場合も、彼ら／彼女の意向を尊重し、会議監督としてできる限りのサポートは行ったつ

もりですが、他の参加者と同じレベルの満足度を担保することができたかは、私自身も自信をもっ

てイエスとは言えません。会議監督と参加者という関係性において、お互いの真意を伝えあい、最

大限のものを与え合うことの難しさを感じました。2点目としては、参加者の多様性への対応です。

たとえ、私の真意が伝えきれた場合でも、それを受け止めるだけの経験や能力があるかどうかは、

参加者自身にかかっています。今会議の場合、ある程度模擬国連の経験がある人を想定して設

計していたのですが、実際は模擬国連が初めての人や高校生の参加者もおり、彼ら／彼女らに

合わせた形で私たちが動けていたとはあまり言えないと思います。全国大会においては、最初か

ら参加者の想定を絞ることなく、幅広い人たちのニーズにこたえられるような会議設計が必要だっ

たのかもしれません。 

 最後になりましたが、ご協賛いただいた皆様へのお礼を示させていただくと同時に、今後も、こ

の素晴らしい大会が続くことを願って、私からの報告とさせていただきます。 

 

■世界ハラール統一基準の策定 
 

会議監督：大野倖汰 

【会議概要・目的】 

 本大会で私がつくった会議は、「世界ハラール統一基準の策定/Establishment of Global Unified 

Halal Food Standards and Procedures」でありました。議題の英訳からも分かるように、今回はハラ

ールというかなり大きな概念の中から、食物に関するもののみを抽出して議論して頂きました。そ

もそも「ハラール」とは、イスラーム教徒がしてもよいこと、今議題に照らして言うなれば「食べても

よいもの」、逆にイスラーム教徒が食べてはいけないものを「ハラーム」と言います。この、「ハラー

ル」と「ハラーム」の線引きをどこでするのかについて、世界で統一された基準を策定するための

議論をしよう、ということが今回の会議の内容でありました。 

 そもそもハラール基準は、現在どのような状況なのでしょうか。国によって基準が異なっているだ

けではなく、同じ宗派であっても国によって基準が異なっていたり、また 1 つの国の中に複数の基

準が存在していたりと、全く統一されていないのが現状です。ハラールとハラームに何にあたるの
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かということは、全てコーランに根拠が求められます。つまり、宗派や国によってコーランの解釈が

違うので、そのままハラール基準にも差が出ているのです。 

 この議論は比較的新しいものであり、というのも世界で統一された基準が存在しないことによる

弊害は、グローバル化によるものであるからで、代表的な弊害としては 2 つが挙げられます。1 つ

は、イスラーム教徒は非イスラーム国家に行く機会が増え、その地でハラールマークのついたも

のがない、あるいはついたものがあっても、そのハラールマークは自分の信仰の中でのハラール

基準を満たしているかが分からず、イスラーム教徒の食の安全が脅かされているということです。

もう 1 つは、イスラーム国内にいる国民の食の安全を確保するため、イスラーム国家の政府は、そ

れぞれ国内への輸出品が満たすべきハラール基準を定めていますが、その基準がバラバラであ

ることが、製品をつくって輸出する会社にとって、複数の国に商品を輸出する際に大きな負担とな

っている、ということです。これらの問題点を解消するための議論が、これまでは NGO 間のフォー

ラム等といった非政府団体の間で行われることが多くありましたが、それでは実効性のある政策

を打ち立てることはできないとして、2000 年代中頃から国家間での議論が本格的に始まりました。 

 国家間での議論の場となったのが、今回私が設定した議場でもある、イスラーム協力機構

(Organization of Islamic Cooperation;以下「OIC」)です。この国際機関はイスラーム国家間で様々

な分野において協力関係を強めていこうという目的を掲げており、多数決によらない議決方式で

穏便に政策を決定していっています。今回の議場は、OIC の中でも具体的政策を決める場である、

外相会議を設定しました。ハラール統一基準に関する議論は、実際の OIC でもこの外相会議の

中で経済問題(Economic Affairs)として議論されています。 

 この会議のコンセプトは、「global な問題を regional な視点で」でした。前述したように、いまや世

界ハラール統一基準の欠如は、イスラーム教徒はもちろんのことながら、非イスラーム教徒にも

関わるものです。イスラーム市場やハラール・ビジネスは世界的にも注目されています。しかしな

がら、私はイスラーム国家と非イスラーム国家の共存する議場ではなく、イスラーム国家しか存在

しない議場を選択しました。理由は、global な問題をあえて regional な視点、つまりイスラーム国家

のみで議論することで、より濃密で具体的な議論をして政策を打ち出してほしかったからです。ま

た、紛争やテロといった対立にある根底にあるものにも目を向けてほしいと思っていました。私は、

それは例えば宗教であったり、文化の違いであったりと考えたのですが、特にこの議題は経済問

題として扱われていますが、そこには必ず宗教的要素が絡んでくる複雑なものであり、対立の根

底に目を向けてもらう絶好の議題であると考えていました。そして、regional な視点、つまり似たよ

うな国であっても実は微妙な差が存在しており、それがハラール統一基準の策定を困難にしてい

ます。この議題を通じて、異文化理解に目が向けられがちな現状がありますが、異文化だけでは

なく、同一文化あるいは似た文化の国の間での相互理解にも目を向けてほしいと考えていました。 

 対立軸としては、非常に厳格な基準を持つ湾岸諸国と、その他ハラール・ハブをとりたいと考え
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ている国々、例えば比較的基準の緩いトルコ、国家ではなく民間企業がハラール基準の履行を管

理しているインドネシア、国家によってハラール政策がとられており、現在世界で最も信頼される

基準を有しているマレーシア、といった国々の対立が予想されますが、議場に行くまでグルーピン

グがどのようになされるかは分からない、といった議場でした。 

 

【会議経過・成果】 

 今回模擬したのは 2013 年の第 40 回外相会議でしたが、実際にこの会議で全ての加盟国が統

一基準を策定することで合意しています。それを根拠に、今回の会議では全ての国が統一基準を

策定するという同一の目的を持っている、という前提のもとで会議をして頂きました。同時に、前述

したように OIC の議決は多数決によらないので、今会議もそれに倣ってコンセンサスでの採択し

か認めない、という設定で会議に臨んで頂きました。 

 1 日目は、予め私から提示した 3 つの大論点を確認し、その大論点の中にどのような小論点が

含まれるのかの整理、および小論点に基づいた議論がなされました。大論点は以下の 3 つで、①

統一基準の位置づけや実行について、②対象となる食物(Standards)、③ハラール認証のプロセ

ス(Procedures) でした。議論したい小論点は、事前に参加者から共有がなされており、インドネシ

アから出された小論点を整理した作業文書をもとに整理と議論が行われました。方式としては、論

点①と論点②については、小論点を出した国が簡単にその小論点の説明をし、他の大使の疑問

をそこで解決し、論点③については全体議論ではなく、個別交渉で、文言レベル（各国大使が考え

てきた決議案に載せたい英文に基づいて議論をする）という形でした。論点①から議論を進めて

いき、特に議論が紛糾したのは、統一基準に法的拘束力を持たせるか否か、そして持たせる場合

罰則規定はどうするのか、という点でした。しかしながら、議論を行いながらも各国が早期に妥協

する姿勢を見せたため、結局インドネシアから出された「法的拘束力はあるが、罰則はない基準」

とする案に落ち着きました。各国からは、この案に実効性はあるのか、また拘束力があるのに罰

則がないのはどういうことか、実効性をどのように担保するのか、といった意見が出されたもの

の、最終的にはインドネシアの説明に納得したのか、そこまで深い追及のないまま妥結しました。

この議論や小論点の整理に時間をとられ、初日は論点①の議論のみで終了しました。 

 2 日目は、冒頭で論点②の議論を終わらせ、15 時の締め切りまでに決議案を提出できるよう

に、決議案作成の作業に移りました。決議案は、論点①及び②に及ぶものと、論点③と一般条項

に及ぶものの 2 つが作成されました。しかしながら、初日及び 2 つ目冒頭の議論に時間がかかり

すぎてしまい、作成された決議案は質の高いものとは言えませんでした。決議案が提出された

後、2 つの決議案を 1 つの決議案にまとめる作業が行われましたが、途中で「統一基準をクリアし

た場合、国内に存在する既存の統一基準をクリアすることが免除される」という文言にサウジアラ

ビアをはじめとした厳しい基準を持つ湾岸諸国が猛反発し、そこから法的拘束力や罰則など、論
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点①で議論したはずの議論が蒸し返されました。つまり、初日の議論は妥協に主眼を置きすぎて

いたせいで真に対立しているところまで議論がなされず、それが 2 つ目の夕方になってやっと議

論の土台にあがったのです。議論の内容としては非常に有意義で、会議監督としても是非やって

ほしかった議論ではありましたが、やはり時間的に今更かという感は否めませんでした。 

 3 日目は、前日の白熱した議論をもとに文言修正・結合が行われ、何とか 1 つの修正決議案を

提出するに至りました。内容としては、今後法的拘束力を持たせる方向でこの議論の内容を扱う

こと、前日の免除規定については免除規定に同意している国の間のみで効力を有することが含ま

れ、また論点②及び論点③についても具体的に基準が設けられました。最終的にはコンセンサス

で採択されるには至りましたが、肝心の法的拘束力や罰則などの基準の大枠に関する文言につ

いては、議論が遅い段階で行われたために、曖昧な文言になってしまい、さらに質の高い文言に

する余地があったと言わざるを得ませんでした。 

 

【会議総括・課題】 

 「妥協」に主眼を置きすぎた、これが 1 番の反省点ではないかと考えます。「妥協案」、この言葉

には、自分の主観で、「これなら相手も飲めるだろう」という勝手な推測が含まれていると考えます。

それがきちんと議論がなされた上での「妥協案」なら良いのですが、初めから妥協を急ぎすぎたあ

まり、対立を明確にせず、深い議論がなされないまま会議が進み、対立がやっと明確になったころ

には時すでに遅し、という状況でした。とはいえ、対立が明確になった後の議論には目を見張るも

のがあり、またその議論の内容を何とか提出された決議案に修正する形で反映させようとする参

加者の努力も感じられました。 

 1 日目・2 日目のぬるい議論のみを反映させた決議案であったために、採択された決議の質もあ

まり高いものではないし、タイムマネジメントもうまくいかなかったために、文言交渉の時間もあま

りとれなかったことは事実です。しかし、全ての参加者が全体議論のやり方、「妥協」という言葉の

持つ意味を考え、それぞれに不足している点を見つめなおすことができたという意味では、会議コ

ンセプト「global な問題を regional な視点で」及び大会コンセプト「自求自足」にこめられた意味を、

参加者に伝えられたのではないかと考えます。 

 

■中央アフリカ多面的統合安定化ミッションにおける 

平和構築戦略の枠組み策定 
 

会議監督：佐々木勇太 

【会議概要・目的】 

 2016 年に行われた平和構築委員会の組織委員会年次会合をベースにして設計しました。世界

は絶えず変化しています。人間をとりまく環境や技術、法律だって変わり続けます。でも人間という
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生き物そのものはそんなに変わっていないのかもしれません。 

 私たち人類はその長い歴史の中で多くの過ちと英知を積み重ねながら世界に様々なシステムを

導入してきました。時には部落であったり、時には王政であったり、時には経済共同体だったかも

しれません。そして今、人類はかつてないほど一体化しようとしています。ほんの 100 年前までは

国家という枠がシステムの絶対的な単位でした。だから国が違えば仲良くする必要がないし、お

互いの利益追求の結果として国家同士が衝突することも当然のようにありました。 

 しかし人類は二度の大戦を通じてさらに大規模なシステムの必要性を痛感しました。それが国

連です。そして今にいたってはついに「人間の安全保障」「平和構築」という概念を打ち出して国家

という枠に挑戦する時期までにきています。今後の世界に人間はどのように向き合っていくことに

なるのでしょうか。 

 平和構築は国家建設そのものです。国家機能が瓦解した地域に対していかに秩序をもたらすの

か。第三者が国家建設を「手伝う」ことを平和構築と呼びます。人によってはその国家の主権を無

視して援助活動を行うのではないのだから国家建設ではないとおっしゃるかもしれません。もちろ

んそのような見方ができることも分かります。しかし私はその当事国の承認があろうとなかろうと、

第三者が国家要素を構成していく事実がある時点で「第三者による国家建設」だと捉えています。 

 中央アフリカ共和国はその歴史の中で政権を常に争ってきました。勝者が勝者としての振る舞

いをすればそれに対してクーデタが起きて、またそのクーデタの勝者がまた別のクーデタによって

倒れる、といったことを幾度も繰り返してきました。民族や地域、宗教などの政策差別がさらに構

造を複雑化させ、資源や政権などの利害関係が絡むことで状況は混沌としました。今回の議題に

も登場する中央アフリカ多面的統合安定化ミッションは現在国連が展開している PKO 活動の中

でも最大規模のものの一つです。警察要員派遣数では一番多く、派遣要員人数で見ると三番目

にあたります。中央アフリカ共和国の現状は南スーダンやコンゴと比べて「落ち着いている」と言え

るかもしれません。今もなお紛争再発のリスクを抱えてはいますが、現在進行形で大規模な内戦

が勃発しているわけではありません。しかし、これは決してこれまでの取り組みが功を奏して内戦

を消沈「させた」わけではありません。国内の秩序が崩壊して、あらゆるインフラやシステムが壊

れ、紛争主体が紛争自体に疲弊した、つまり消沈「した」だけです。今でも子供を含む市民が惨殺

され、国から強制退去させられ路頭に迷っています。国際社会の役割として、これらを予防し、対

処するのではなく、ほぼ自然消沈するのを待つしかできなかったことは非常に残念です。この中央

アフリカ共和国の経験は南スーダンやコンゴにおいて活かされることを祈るばかりです。 

 現時点で、中央アフリカ共和国の場合はもう紛争を収束させる、というプロセスは過ぎてしまいま

した。しかし国際社会がやらねばならないことはまだまだ山積みです。紛争の再発防止と国家機

能の回復です。つまりこの今回の議題は「中央アフリカ共和国」という国家をどのように立て直す
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か、という極めて創造的な会議になります。人間、社会、国家ということを改めて考え直す必要が

あるでしょう。みなさんが毎日のように享受している生活はどのように成り立っているのか、どうす

ればアフリカでも成り立つのか、自分の頭で考える必要のある会議でした。 

 

【会議経過・成果】 

 1 日目はワーキンググループに分かれての議論から始まりました。「DDR(武装解除・動員解除・

社会統合)」「SSR(治安部門改革)」「社会基盤整備」の三つの論点ごとに分かれて、まずは互いに

持ち寄った政策の共有から入ってゆきました。今後の流れとして、政策の精査、政策の統合が期

待されましたが、議論の開始時からこれらの流れを意識できている参加者は少なかったように思

います。同時に時間の管理も誰もしなかったので手探り状態で議論が進行してゆきました。ただ、

どの論点についても多様な政策が持ち寄られ、大使の間でも質疑応答や共通認識のすり合わせ

など、活発な議論が展開されました。議論の進行方法には慣れておらず多少問題点もありました

が、議論そのものに集中して参加者が積極的に意見を交わしていた様子は印象的でした。 

 二日目の昼は議場全体における政策草案を出す締め切りになっていたので、各国大使達は政

策の精査と共有を急いでいました。それぞれの政策には穴があったり、考慮されていない部分も

あったので、政策草案として議場全体に共有できる形にできるまで苦労した参加者もいたようでし

た。しかし、地道な議論が実り、最終的に昼の時点で政策草案の提出には成功しました。この時

点ワーキンググループに分かれて議論を行う第一部は終了し、全員が前を向いた状態で議論を

進める形式の第二部に移行しました。第二部に移行すると中国大使を中心として今後の議論を進

め方の議論がなされました。大使達はこの議論に時間が裂かれることを懸念して、通常ならば長

引く「議論のための議論」はスムースに決定しました。ただ、この後に行うことになった「絶対反対

箇所の炙りだし」のプロセスにおいて、その趣旨を理解していない複数の大使によってタイムテー

ブル案を組んだ中国大使の意図とは異なる質疑応答が全体で行われ、凄まじい量の時間が浪費

されてしまいました。二日目の夜には決議案の提出締め切りがあったのですが、結局昼にでた草

案とほぼ何も変わらない状態で提出されてしまったことはとても残念でした。 

 三日目の朝には修正案の締め切りがあったのですが、二日目午後の進捗の悪さを懸念した大

使達は夜会議後も自由交渉を続け、三日目朝には修正案の原案ができている状態になっていま

した。ここの努力は評価されてしかるべきだと思います。ただしこの議論が二日目の午後になされ

るべきであったのは明瞭です。最終的に政策草案の状態からさらなる議論の形跡が見られるかた

ちで決議文が提出され、全会一致で採択されました。また、会議後のレビューの時間において、協

賛支援をいただいている株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル様から実際に職務とし

て平和構築業務に携わっている方をお招きして、今会議で出された政策の評価と実際の職務に

ついてお話をしていただきました。レビュー後にも個人的に質問にしに来る参加者がいたなど、会
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議後でも自らの会議を見つめ直す参加者の姿があったように思えます。 

 

 

【会議総括・課題】 

一言で総括すると、会議は成功したが参加者にとって成長があったかは各人による、という総

評で今回の会議を捉えています。参加者達は私が設計した議論や形式を通して期待に応えてく

れました。大会本番までに多くの課題をこなしながら自分で政策立案を行い、それを本番で批判・

質問することを通して共通認識をとり、最終的に一本の決議文書にまとめあげたことを考えると、

会議的には成功していると評価されても問題はないでしょう。ただ、私が今回コンセプトにあげて

いた「成長」の度合いは各参加者によるというのも現実だと考えています。思考や議論などの概念

的なものや、政策会議の進め方などのテクニック的なものまで、多くを吸収した大使もいれば、正

直会議参加前とさほど変わっていない大使もいることでしょう。政策会議を謳う会議は多いですが、

ここまで「政策立案」に集中した会議は、私の知る限り前例はありません。政策会議は、参加者の

準備の度合いで成功の可否が大きく左右されるだけでなく、対立構造が薄いので緊張感に欠け、

集中力が途切れがちです。このようなリスクがあるにも関わらず、通常の会議後に感じられるよう

な圧倒的な敗北感や達成感もないため、この種類の会議には課題が多く残っています。ただ、こ

のような会議に需要があるのも確かで、これらのリスクマネジメントや課題の克服が将来的に期

待されます。 

 

■ウクライナ情勢 
会議監督：松田伸拓 

 

【会議概要・目的】 

 2014 年 3 月 18 日、ロシアによるクリミア自治共和国編入は世界の国々に驚きをもって受け止め

られました。ウクライナを巡るロシアと欧州の対立が最高潮に達し、「新冷戦」とまで揶揄されるま

でにロシアと欧米との関係が冷え込んだこの事件に対し、いくつもの国際会議の場で話し合いの

機会がもたれました。 

本来、国際会議の場では、問題解決を究極の目標とした合意への努力が行われるべきです。

しかし、現実にその努力が実現しているかといえば、各国の国益に流されて問題解決という最終

目標がなおざりにされてしまうことも少なくありません。実際、ウクライナ危機に関しても、ロシアに

拒否権のある安全保障理事会では決議採択に至ることはなく、国連総会での決議も十分とはい

いがたい内容でした。 

 この会議では、国益の維持・達成という観点よりも問題解決に向けた努力という側面に集中して
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議論に取り組んでもらうため、全参加国のコンセンサスによってしか決議を採択できない OSCE

（Organization for Security and Co-operation in Europe、欧州安全保障協力機構）を議場に選びま

した。なかでも外相理事会（Ministerial Council）は OSCE の上位の意思決定機関であり、自由に

政策を議論し決定する権限をもっています。 

このような議場設定の中で、会議参加者には担当国の置かれた状況を分析し会議におけるス

タンスを自ら再構築することを求めました。模擬国連会議では担当国の史実通りの主張を調べ上

げ、それをいかに効果的に主張するかということに執着しがちですが、スタンスを自ら再構築する

という過程を踏むことによって、自分なりの問題解決へのビジョンを見出してもらいたいと考えまし

た。 

また、今ひとつ、模擬国連を単に議論に勝つためのロジックゲームに終わらせたくないという思

いがありました。担当国のスタンスをいかに効果的に主張するかということはもちろん重要な能力

ではありますが、多くの国際問題に触れ様々な国について知識を得る機会として「自ら調べ、考え

る」模擬国連を行ってほしいという思いです。そのため、模擬国連一年目の会員[新メン]を中心に

この会議の参加者を募りました。 

 

【会議経過・成果】 

 一日目の議論は、ほとんどの時間が会議細則の確認や話し合いの順番といった議論の下地作

りに費やされ、最終合意に直結する話し合いは進みませんでした。具体的には、会議中に提出す

る作業文書の効力、各論点に関する争点（実質議論に入ったときにどのようなポイントで話し合う

べきか）、決議草案の作成の指針(コンセンサス達成のためにはじめから一本の決議草案を作る

のか、複数本の決議草案をあとから一本化するのか)といった内容です。この議論については翌

日までにフロント[会議設計チーム]が取りまとめるという形でいったん区切りをつけ、一日目の終

盤と夜の時間を使って争点の洗い出しを進めました。また、この夜の時間の話し合いではアメリカ

を中心に新たな停戦合意の交渉がウクライナ、ロシアとの間で進められ、既成の停戦合意である

Minsk I よりも具体性のある内容で停戦合意をつくりあげようとする動きが見られました。 

 

会議二日目は、事前にフロントから設定していた論点（1. OSCE 原則[1975 年ヘルシンキ宣言で

定められた欧州の安全保障のための 10 原則]から見たウクライナ危機、2. クリミア自治共和国で

の住民投票の有効性、3. Minsk I[2014 年 9 月になされたウクライナ東部での停戦合意]の徹底）に

ついて順に争点の洗い出しと意見共有、合意形成のための交渉を行っていきました。ここでの実

質的議論は交渉と決議草案の作成が同時並行で行うためにシッティングコーカス[公式討議を停

止してとられる自由交渉時間のうち議場全体に着席を求めるもの]を中心に進められました。 

まず「1. OSCE 原則から見るウクライナ危機」では、ウクライナ危機に際して OSCE 原則のうち
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具体的にどの原則に違反の疑惑があるのか、という意見を出し合った後に、各国の問題意識に

基づいて決議草案の執筆が行われました。キルギスが中心となって決議草案をとりまとめた結果、

国連憲章や OSCE 原則で認められた民族の権利が確認され、また、ウクライナ危機を平和的手

段によって解決する必要性が確認されました。 

 次に「2. 住民投票の有効性」については、クリミアでの住民投票がウクライナ法と OSCE 原則と

の間でどのように判断されるのか、また、欧州における過去の領土対立に照らして今回の事例に

いかなる類似点や相違点を見出すことができるか、といった点が争われました。この論点の決議

草案はウクライナを中心にまとめられ、住民投票に際しては特定勢力の介入を認めないこと、ま

たクリミア編入に関して今後も国際的議論を促進することが確認されました。 

 最後にウクライナ東部での停戦合意の徹底ですが、この論点は、フロントの予想では Minsk I の

問題点を改善しようとする動きと、Minsk I の履行状況改善のために OSCE としてどのような支援

活動を行うべきかを考える動きの二種類の交渉が行われると考えていました。しかし、停戦合意

そのものの改善については一日目の夜の個別交渉のなかでアメリカ主導の下で新たな合意が完

成していたため前者の議論は行われず、後者の議論が中心となって話し合われました。当面の武

力衝突の鎮静化はすべての参加国に望まれているところであったため、アメリカ仲介の新たな停

戦合意を確認しその履行のために必要な停戦監視・選挙監視といった活動を OSCE に要請し、さ

らには少数民族の文化の保護し権利を伸張するといった内容で合意を見ました。 

 

【会議総括・課題】 

模擬国連会議における最終成果は決議文書ですが、今会議は前述のとおり、担当国のスタン

スを深く掘り下げ合意を目指す過程を重視していたため、決議の内容以外に各国大使の個別交

渉の成果である共同声明や、準備段階を含めた各国大使のリサーチや交渉の様子も重視してい

ました。 

まず、事前準備に関して、フロントからは会議のためのリサーチの着眼点を体系的に示したタス

クペーパーを配布していました。欧州諸国の情報は日本語では集めにくいこともあるのですが多く

の参加者はこのタスクペーパーに精力的に取り組んでくれました。経験の浅い新メン参加者のリ

サーチについては、フロントからのコメントバックやスカイプミートを通じて重点的にサポートしてい

く予定でしたが、40 人近い参加者を抱えてサポートを十分にいきわたらせることができず、この点

に関しては設計者側の課題として反省しています。 

交渉の様子に関しては、何よりも会議一日目の会議細則に関する議論が長引いたことが最大

の問題でした。今会議は実質議論を重視していたこと、さらには模擬国連経験の少ない新メンを

対象としていたことから、できるだけ実質議論の下準備にあたるような議論は控えるように設計し

ていました。したがってこの議論に一日を費やしてしまったことは決して望ましいとは言えないので
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すが、一方で、上級者がゲームのルールである会議細則をどのように担当国の戦略構築に利用

しているのか、その一端を知るいい機会になったかとも思います。 

最後に会議期間中の個別交渉の様子に関してですが、最終的に採択に至った決議は、OSCE

原則の確認や基本的人権尊重の確認といった抽象的かつ理念としては当然の内容で、決議に見

る成果は決して大きいものとはいえません。一方で、会議期間を通じて個別交渉は非常に活発に

行われました。会議期間中に出された共同声明は 6 本に上り、必ずしも全体合意を必要としない

内容、もしくはコンセンサスに至らないまでも今会議で複数国間の認識や政策の統一が図られた

点に関して賛同国のリストと共に書面で発表されました。なかでもアメリカ主導の新たな停戦合意

（「ウクライナ東部地域についての包括的和平案」）は、Minsk I では曖昧だった停戦地帯の範囲や

モニタリング活動の具体的規定が盛り込まれ、さらに東部地域への影響力低下に伴うウクライナ

の最大の懸案事項であるチェルノブイリ原発関連の経済問題に関して、東部地域とロシアの責任

を明言したうえで東部地域への自治権付与を定めた点に、実現性の観点から大きな進歩を見て

取ることができます。加えて、この和平案に付随して、和平の実現と共に経済制裁を緩和すること

を確約する G7 声明が出されたことも、和平の実現に寄与する重要な事実といえるでしょう。その

ほかにもウクライナ危機に際して明らかになった欧州の対ロシアエネルギー依存の解決策として

欧州のシェールガスの開発を加速させることが確認されるなど、ウクライナ危機とそれに伴って認

識された諸問題を解決する参加各国の強い決意が窺える内容となりました。もちろんこれらは

OSCE として最終合意に至った内容ではありませんが、定期的に欧州・ユーラシア・大西洋地域の

代表を集める OSCE での議論が十分に機能していることが確認されたという点においてこれらの

共同声明は価値あるものであると考えています。 

準備段階におけるフロントサポートが十分に機能しなかったこともあり、「担当国のスタンスをと

ことん掘り下げたうえで合意をめざして努力する」という今会議の最終目標がどの程度達成できた

のか、不安に思う部分もあります。しかしそんななかでも「会議が楽しかった」「今後につながる経

験ができた」という参加者の声を聞くことができました。思い通りに会議行動を進められないもどか

しさ、上級者に議場を支配されてしまう悔しさや逆に経験値で勝る相手と渡り合えたという喜び、

力のある大使の戦略を垣間見る機会を提供できたことについては参加者にとって、意味ある経験

となったと考えています。この会議の参加者が今会議の経験を活かしつつ今後も模擬国連に精

力的に取り組んでくれることを願っています。 

 

■飢餓撲滅のための農業投資と援助 
会議監督：須賀章太郎 

 【会議概要・目的】 

 今会議は議題にもある通り、飢餓問題を解決するために農業投資と援助はそれぞれどうあるべ
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きかということを話し合う会議を開催させていただきました。議場は 2011 年の世界食料安全保障

委員会（Committee on Food Security 以下 CFS）に設定しました。CFS は国際連合食糧農業機関

（Food and Agriculture Organization 以下 FAO ）という国連の専門機関に設置されている委員会

で、FAO の全加盟国だけではなく国連機関、NGO、民間セクターなど非常に多くのアクターに門戸

が開かれている非常にオープンな議場になっています。CFS では食料問題に関するありとあらゆ

ることが話されており、今回の農業投資と援助に関する話もされています。 

  今会議の背景にある大きな問題は不適切な農業投資です。2006~2007 年に世界食料価格危

機という主要穀物の価格が跳ね上がるという事態が発生し、多くの国特に貧しい国や農業を輸入

に頼っている国がダメージを受けました。その後、各国が再び同様なことが起きた際にこのような

ダメージを受けないようにするため、海外の農地で農業を行うことによって食料の安定供給を目指

そうとしました。その動きによって海外農地の取得が盛んになり、その中でも特に法整備が不十分

であったり、土地が安かったりする途上国への投資が集中しました。それによって現地に住んでい

る農民がある日突然追い出されてしまったり、正当な手段を踏まずに契約を結ばれてしまったりと

いった事態が発生し、FAO が「新植民地主義」であると揶揄する事態にまでなり国際問題へと発

展しました。（国際社会では 2014 年に「責任ある農業投資原則」を提出しひとまずの解決を見せた

ものの今回はその解決策が出る前の 2011 年に会議を設定しています。）また、それに伴いこれか

らの農業に対する援助はどのようにあるべきなのか、また投資と援助の関係性はどのようにある

べきなのかということも会議の中に入れることでより深い議論ができるようにしました。 

  

 そして私は今会議において「Value」というコンセプトを掲げ会議に臨みました。このコンセプトに

は二つの意味があります。一つ目は「価値」という意味です。これは模擬国連をただなんとなく行っ

てしまっている人がいることを非常にもったいないと思い、会議に参加する価値を問いただしてほ

しいという願いを込めて設定しました。今会議に取り組む前にしっかりとした長期と短期の目標設

定をさせることによって価値について考えてもらうようにしました。もう一つは「価値観」という意味

があります。これは会議を担当国ではなく自分の主観によって判断してしまうことによって模擬国

連の醍醐味が薄れてしまうということに対して問題意識を感じこのコンセプトを設定しました。これ

は会議設計の中で大使を行う人たちに担当国について単に調べるだけではなく考えさせる課題を

行わせたり、会議での論点を工夫したりすることによってこのコンセプトの意味を汲んでもらえるよ

うにしました。 

 

【会議経過・成果】 

 会議一日目は具体的にどのような形で会議を進めていくかという議論のための議論にほとんど

すべての時間が費やされました。今会議には「農業投資」「援助」「その二つの関係性」という大き
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な大論点が３つ存在し、この三つの論点をどの順番で、そしてどのような時間区分で話合えばい

いかということに関して議論は紛糾しました。議論の中で各大使が思い思いの発言をしたため話

の全体像をつかむことが非常に難しく、時折議長が議論をまとめて 

再度説明し直すといったことに時間が割かれ無駄な時間が多くなってしまったのは残念でした。最

終的には全員が着席した形で、それぞれの意見を話した後に具体的な決議文書の作成に入って

いくというプロセスがとられることになり、意見の表明が行われ会議は終了しました。 

 会議二日目は昨日の議論のまとめがまず行われるとともに具体的な時間配分について話され

ていなかったためその議論がインドや IFAD（国際機関）を中心に行われました。その後、各国によ

って意見の共有がなされる中で、援助に関しては大きな対立は見られませんでしたが、農業投資

の論点に関しては法的枠組みによって規制を行うか否かという部分での対立が表面化し、関係性

の論点では各国の意見の違いがかなり明確に表れました。その後時間の都合から全体で十分な

議論がし尽くされないまま具体的な文言の作成となりました。文言は各大使が作ってきた文言を

それぞれ論点ごと全体に共有し、文言に何かしらの反対意見がある大使が交渉をしていくという

形がとられました。（ディレクターとしては今までの経験上、論点ごとグループに分かれてそれぞれ

決議案を作成し共有をするというプロセスが一般的だったので、少し珍しい形だと感じていました。

そして、文言は La Via Campesina（民間団体）が中心となり取りまとめられていきました。）しかし、

全体での総意が取れないまま文言の作成に至ってしまったため、矛盾を含む成果文書になってお

り、プール DR と呼ばれる特殊な形で一旦ディレクターの方で決議案をチェックすることになりまし

た。そして議場において各大使が自分の文言を載せたことだけに満足してしまい、対立する点を

なんとかこの時間中に解決しようとする姿勢が見えなかったのは非常に残念でした。最終的に矛

盾点が残る部分は夜に再度意見の異なる国の大使同士で調整を行うということになり二日目の

会議は終了しました。 

 会議最終日は冒頭部において夜の作業を通してある程度の妥結が見られた文書が全体に共有

されました。その後は微調整という形で懸念のある大使の間で文言の調整が行われました。そし

て法的枠組みは史実と同様に原則化という形で、また関係性に関しては矛盾し合わない程度で

各大使の意見が取り入れられた文言になり最終的にはコンセンサスで採択されました。 

 

【会議総括・課題】 

 今会議は政策会議かつコンセンサスが必須の会議であり国際社会に対して方向性を示していく

場です。そのような前提に立つのであるならば、事前に政策を用意してくるのはもちろん議論が紛

糾した部分は早めに落とし所を探りあい、少しでも質の高い成果文書にすることが求められます。

しかし、実際の議場ではかなり時間に対してルーズな部分があり全体としての見通しが甘かった

部分が散見されました。まだ会議に慣れていない新入生が多かったのでしょうがない部分はあり
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ますが、しっかりと会議がどのように進み、どのように結論が出ていくのかといったことを事前に考

える必要性があると感じました。また、各国大使のスタンスに関してリサーチを行った大使とリサ

ーチ不足な大使との差がかなりはっきりしていました。そのため、しっかりと会議コンセプトである

「Value」を達成できている大使とできていない大使がいたのも事実でした。（ただし、できていない

大使には会議開催中にサポートを行いました）しかし、不慣れながらも各大使が積極的に発言し

ており、発言を全くしないという大使がほとんど見られなかったのは非常に良かったと考えていま

す。また、決議案に関しても最期まで諦めず深夜になってもなんとかまとめあげようとしていた大

使がいたのは良かった部分だと考えています。 

  提出された決議案に関してですが、ディレクターの大方予想をしていた通りになりました。今ま

での話し合われていたことを参考にした上で、投資に関しては原則化によって規制を行っていくと

ともに現地の農民たちの財産権や所有権の確保および労働条件の改善などが挙げられました。

援助に関しては基本的なインフラの設備や教育といった観点での技術移転が述べられていたとと

もに、環境的および社会的持続性についても述べられ、史実のあるべき援助に沿った形が述べら

れました。もちろん完璧なものではありませんが国際社会に対して一定の効果を持った決議文書

になったと考えることができるでしょう。 

 

■パレスチナにおける統治形態 

 
会議監督：吉田竣 

【会議概要・目的】 

本会議は、今現在も紛争が続いてるパレスチナ地方における紛争を解決するために、1947 年

において国連で行われた通称「パレスチナ分割決議」と呼ばれる会議を模擬する会議です。 

この会議における議題は「Future」つまり、パレスチナ地方におけるこの先の統治形態でありまし

た。 

この議題の中で大きく２つの論点が議論されました。 

一つ目はパレスチナ地方において、どこに、すなわち、パレスチナのどの地域に、どのような形で、

すなわちどのような政府や統治形態のもとに、だれが、すなわちアラブ人とユダヤ人のどちらかが、

住むのかを決める論点です。 

二つ目は、パレスチナ地方において、一つ目にあったようなアラブ人とユダヤ人が住むにあたって

問題が起きないように考慮すべきこと、すなわちエルサレムといった宗教的な施設をどのように扱

うのかといった論点です。 

この会議は史実においては、豊富な金銭力をもつユダヤ人やユダヤ人の影響力をロビー活動

といった形で国内政治において強く受けたアメリカがユダヤ人の味方をするようにアメリカの裏庭
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とも言われるラテンアメリカの国々を含めた多くの国に財政的援助を盾に脅しをかけるなど、各国

平等な一票であるはずの国連において、国家主権を脅かすほどの積極的な介入をしたことや、第

二次世界大戦の直後であり、冷戦の始まりではあるが、冷戦が本格的に始まっていなかったこと

もあって、ソ連もユダヤ人の肩を持つ形でアメリカと奇妙なことに協調するなど、様々なことが積み

重なり、当時国連の本部が置かれていたニューヨークの郊外のレークサクセスにちなんで後にレ

ークサクセスの奇蹟と呼ばれるほど、奇妙な形で国連の名のもとに非常にユダヤ人に有利な決

定を下しました。 

その結果、多くのアラブ人の反感を買い、アラブ諸国はユダヤ人の地域に侵攻を開始しました。そ

れによって、多くの方が知っていらっしゃるであろう第一次中東戦争が発生するなどこの国連にお

けるパレスチナ分割決議はパレスチナにおける不安定な情勢の原因の一つとなりました。 

この模擬国連会議はそのような歴史的にはあまり表立って述べられることや華々しく語られるこ

とのない“外交”を追体験することで、国際問題や当時の国際関係を表面上だけではなく、表と裏

の面も含めて、他者の視点からすなわち日本人の我々ではなく、当時の他国の外交官の視点か

ら理解することを目的として設定しています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

【会議経過・成果】 

本会議は会議設計の段階で大きく三段階に分かれています。 

一段階目は二つの議場によって設計されています。一つ目は、国連全加盟国で議論を行う前

に交渉を行う議場です。二つ目は同様に国連全加盟国で議論を行う前に議論の下地となる案を

作成する議場です。 

二段階目は一段階目と異なり、議場は一つです。この議場は一段階目における二つの議場に

おいてなされた議論を踏まえて、国連において、採択を行う国連総会本会議に提出する決議案を

作成する議場です。 

三段階目も二段階目と同様に議場は一つであり、二段階目の議場から提出された決議案を審

議や投票に関しての具体的な交渉を行って、決議案を採択にかける議場です。 

一つ目の議場においては、多くの国々が利害関係の対立している国や共通している国と交渉

を行い、腹の探り合いが行われました。その結果は、アラブ諸国は史実同様団結することができ

ませんでしたが、ユダヤ人の代表機関であるユダヤ機関とアメリカは結託し、アメリカはアメリカの

裏庭とも言われるラテンアメリカの国々を含めた多くの国に財政的援助を盾に脅しをかけるなどほ

ぼ史実同様の成果となりました。 

しかし、史実と全く同じであったわけではなく、史実においては全く動こうとしなかったイギリスが

二段階目以降の議論の進め方を提示するなど、積極的に国連において議論の収集を図るなど、

模擬国連ならではの変化も見受けられました。 
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二つ目の議場においては、参加者の多くが中立性を重視したことや自らの立ち位置をあまり明確

化することを避けたこともあって、活発な議論はなされず、安直な妥協が行われました。その結果、

一つの案をほぼ満場一致で提出することはできましたが、アラブ人とユダヤ人といった当事者や、

またアメリカのような彼らと強い関係のある国の納得を得ることができるような案では全く無く二段

階目以降の議論の進捗に大きく悪い影響を与えました。 

二段階目は一段階目の二つの議場での議論や交渉を踏まえて、積極的な議論が行われまし

た。この段階においては、イギリスの主張によって、大きく対立が生まれる議題であるのにも関わ

らず全体の賛成を重視する雰囲気が形成されたことによって、議論の進行が非常にスローペース

となりました。加えて、一段階目における二つ目の議場の案が先ほど述べたように、アラブ人とユ

ダヤ人といった当事者や、またアメリカのような彼らと強い関係のある国の納得を得ることができ

るような案では全く無かったため、議場において何を下地として議論を進めていけば良いのかが

不明となり、議場は混乱に包まれることとなります。 

つまりは、ただでさえ、時間がかかる議論の進み方を取ることに決定したのに議場が混乱してし

まい、効率のよい議論が行われることはできませんでした。 

その結果、決議案の提出を行う締め切りの直前まで議論が行われ、アラブ人寄りの案、ユダヤ人

寄りの案、中立的な案の計３つの決議案が提出されました。 

投票の結果、議論が十分に行われなかったこともあって、中立的な案が可決され、決議案の最終

審議を行って、採択にかける三段階目の議場に提出されました。 

三段階目の議場においては、二段階目の議場から提出された案の最終審議や投票に関しての

交渉が行われました。 

既に案の大枠は案が提出された時点で確定しているので、その中で細かい部分の修正やそれ

に対しての投票の交渉が行われました。 

結果として大きく議論の方向性を変化するような交渉は行われず、提出された案をそのまま採

択にかけ、投票によって、大多数の賛成によって、可決されました。 

つまりは本会議において、史実とは大きく異なる中立的な案を国連の決定として下したこととなり

ます。 

 

【会議総括・課題】 

本会議においては、史実とは大きく異なる中立的な案を国連の決定として下したことは、一つの

本会議の大きな成果です。 

ですが、その決定は適切な議論を踏まえたうえでなく、時間的な制約によるものであり、完全に国

際関係に基いていたかは疑問が残ります。 

模擬国連において、時間的な制約は大きな課題の一つではありますが、この会議における反
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省を活かして、国際関係に基づいた議論が今後も為されれば幸いです。 

 

■Establishment of the Covenant of the League of Nations  

国際連盟規約策定における諸問題の検討 

 
会議監督：木村聖 

【会議概要・目的】 

1919 年、第一次世界大戦後ドイツとの休戦条約を経て連合国は領土、賠償金などの問題を討

議すべくパリ講和会議を開催しました。そこでは、主として５つの委員会が設置され、国際連盟委

員会もその一つとして設立されました。今回の会議は、この国際連盟委員会における国際連盟規

約の策定が議題となっています。アメリカ大統領ウイルソンの提唱した１４か条に示唆された国際

連盟の規約を策定することが、その国際連盟委員会の目的でありました。数ヶ月にわたって討論

された中には、今回小論点の軸として取り上げた①総会の投票制度、一国一票制②領土保全、

集団安全保障③信教の自由、人種平等条項などが存在しました。 

まず、1919 年の第一次世界大戦後という時代を選んだ理由ですが、これは現代の国際情勢を

考える上では国際連盟の設立される時代を振り返ることが必要ではないかという自分自身の考え

があったからです。国連改革、集団安全保障、宗教、人種など現代の社会が抱えている様々な問

題は、いまに始まったことではなく、この第一次世界大戦より提起されてきたものではないかと思

います。その当時の外交官の立場をどれだけ想像できるか、資料が少ない中でも調べられるか、

そして 2016 年現在に生きる自分としてどのように問題を認識し、考え抜くかという場を参加者に用

意しました。“Challenge from two positions and three eras” というコンセプトに込めたように、参加

者には当時の外交官、そして現在の自分の視点からそれぞれの過去、現在、そして未来を見通し

てほしい、つまりは「過去を見つめ、現代の混沌を見つめなす」ということを目指しました。やはり、

先ほども述べたように現代の諸問題を考えるにはこれまでの過去のルーツをたどり、思考する必

要があると思われます。また、国際問題といった難解なものを英語で討議することに挑戦すること

で、参加者が将来どこかの場面で必要となる可能性がある英語交渉の練習台という目的も存在し

ました。さらに、議場は五大国による秘密交渉、また五大国に加え中小国も含めたより大規模な

交渉の行われる議場の二つ（Big Five Nations' Conference/Covenant Exploratory Committee）を

設定しました。前者は、ひたすらにアンモデレートが行われ、より深い議論を行う環境に設定する

一方、後者は中小国と五大国が混じり、スピーチなしでモデレートとアンモデレートが繰り返される

議場に設定をおこないました。この二つの議場を結ぶのは、報道官によるプレスリリースと両議場

が一同に集まる記者会見のみです。報道官はソビエト政府出身という設定、記者会見は今回スピ

ーチの代替として設定され、世界中に情報が発信される場として提供されました。通常のスピーチ
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とは違い、全世界へ発信されるとのことで、発言により責任を感じて欲しいという裏の狙いもありま

した。“Challenge from two positions and three eras” というコンセプトに込めたように、参加者には

当時の外交官、そして現在の自分の視点からそれぞれの過去、現在、そして未来を見通してほし

い、つまりは「過去を見つめ、現代の混沌を見つめなす」ということを目指しました。やはり、現代

の諸問題を考えるにはこれまでの過去のルーツをたどり、思考する必要があると思われます。ま

た、国際問題といった難解なものを英語で討議することに挑戦することで、参加者が将来どこかの

場面で必要となる可能性がある英語交渉の練習台という目的も存在しました。 

 

【会議経過・成果】 

 １日目、議場 A では、最初の段階からひとつひとつの条項、特に集団安全保障・領土保全条項

について文言の修正、調整が行われました。一方、議場 B ではモデでスピーチの機会が設けられ

たあと、一部の国によって領土保全、集団安全保障についてまず討論すべきであるとの意見が出

され、議論されようとしていましたが、結局深い議論はされず、1 日目が終了しました。その間、特

に中国大使やアメリカ大使によるプレゼンスが目立つ一方、他国からの意見がなかなか出ず、中

小国としてのまとまりはみられませんでした。五大国は、議場 A との連携が上手くいかず、苦戦を

強いられました。中国大使は、ほぼ独自に日本を意識したと思われるかなり強い領土保全条項の

WM を議場 A を含め配布しました。 

２日目は、議場 B から議場 A の進行状況がわからないとの不満が大使間で渦巻き、議場 A よ

り内容の共有がされるようになりました。しかし、議場 B では議場 B にて文言を固めていこうという

動きが活発化し、理事国の構成を中心として議論が行われ、文言の作成がされました。１国 1 票

制については、大きな異論もなく明記されるに至りましたが、理事国の構成については５つほどの

案が提案され、投票にかけられました。結果的に、常任理事国である 5 大国のほかに、非常任理

事国が 4 か国に設定されるに至り、議論は収束しました。その間も、議場 A では集団安全保障を

中心として議論が行われ、議場 B に共有される形となりました。ただ、どの国も両議場での同国ペ

アの調整に苦労していました。議場 A で日本は人種平等条項について議論を行い、また議場 B で

も同様に議論が行われ、記者会見にて中国、ベルギーなどの国と共同記者会見を開き、その重

要性を訴えました。 

３日目は、ようやく議場 A と議場 B の両者が歩み寄り、文言作成に精を出すことになりました。

議場 A と議場 B でほぼ同様の内容の修正案が作成され、統合するかと思われましたが、結局締

め切りに間に合わず、二本の修正案が提出されました。ひとつは議場 A によるもの、もうひとつは

議場 B によるものでベルギーが率先して提出しました。この二つの修正案にそれぞれ署名が行わ

れ、結果的に議場 A の修正案に署名国が多く集まることになりました。 

文言の成果としては、元のハースト・ミラー案に追加文言がいくつかの点で行われました。小論
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点①については 1 国 1 票制の明記のほか、理事国の構成は 5 大国の常任理事国＋4 か国の非

常任理事国で、かつ常任理事国の権限が非常任理事国の決定など強大なものとなりました。また、

小論点②については、戦争の脅威と認められた場合、7 条、13 条、16 条において理事会で議論さ

れることや、理事会のみが連盟の行動決定に許可を下す権限を持っていることなどが追記されま

した。小論点③については、信教の自由についての規定は削除され、代わりに national equality

の原則の尊重が明記されることになりました。全体の内容としては、かなり常任理事国である 5 大

国よりの文言となったと言えます。 

 

【会議総括・課題】 

 この会議では、議場 A と議場 B の協調が鍵となっていました。というのは、国際連盟規約を策定

する上で五大国と中小国がどこまで歩み寄れるかが重要だったのです。五大国の利益があまり

に大きすぎると、中小国はこの連盟への不信感をぬぐいきれないでしょうし、かといって中小国の

権限の拡大を 5 大国が許すはずもありません。その意味では、議場 B にて五大国がプレゼンスを

発揮しながら、中小国との交渉、妥協を行い、議場 A に提出、議場 A は議場 B に修正案を送ると

いう構図が理想的ではありました。しかし、実際は、議場 B では一部の大使がプレゼンスを発揮

するにとどまり、五大国の連携やプレゼンスは際立って見えなかったことは残念に思います。議場

B では、おそらく 1 日目から議論の見通しがまったくたっておらず、今後どのように動いていけばよ

いのか、そのために今なにをしなければならないかということが不明確だったように思います。一

方、議場 A では会議の見通しや深い議論はある程度達成されていたようですが、議場 A とのコン

タクトが上手くいかず、苦戦していました。会議設定では、SNS や議場 B がアンモデの場合は議場

A の同国のペアとのみであれば国内調整が可能としましたが、それでも難航しました。やはり、議

場 A と議場 B の連携を考えた際、記者のプレスリリースや記者会見では足りなかったのかなと思

われました。やるとすれば両議場のすべてのデリが交渉することを可能にするということでしたが、

そうしてしまっては議場を分けた意味性が薄れるので、あまり推奨されなかったのは事実です。記

者会見については、モデで発言できなかったデリも多く全世界にスピーチを発信することができ、

また鋭い報道官からの質問もありある程度成功したのかと思われます。 

修正案については、5 大国の案を中小国があまり反対をせず飲んだことについてはもう少し議

場 B での議論が熟していればと思いました。さらに、最終的にほぼ同じ修正案が 2 つ作られたの

にも関わらず、一つにするためのタイムマネジメントがおろそかになってしまったことは残念でした。

しかしながら、ここまで中小国の意見がまとまったことについては、1 日目の停滞を考えるとかなり

デリの中で変化が見られたと感じています。 

反省点としては、高校生や初心者もいる中、プロシージャ面についてより深く参加者が理解でき

るようにするべきだったと思います。また、領土保全や集団安全保障についてもっとより深い議論
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ができるように会議設定を工夫したり、参加者へのフォローをすべきだったかと思いました。その

意味では、会議の準備段階で参加者とのメンターなどバックアップをすることが必要ではなかった

かと思われます。ただ、全体としては英語会議であったという壁があったにも関わらず、よく粘り強

く議論してくれたと思います。参加者に会議を楽しんでいただけていたら、これ以上の会議監督と

しての冥利はありません。 

 

■会議総括 
研究統括：吉田有璃 

 

  自分にとって必要なものを見極め、自らそれを手に入れようと努力する。このように主体的に

行動する、目的意識をもって行動する、というのは、受け身な現代の若者に欠けているのではな

いでしょうか。 

模擬国連は、上述した現代の若者の問題を解決する一つの策になる、と考えます。というのも、

模擬国連の特徴一つ一つが、目的意識の醸成につながるからです。会議中のスピーチ、交渉、

全国大会の場ならではの日本全国の優秀な学生との出会い。以上のような魅力的な特徴をもつ

模擬国連を行うことで、「議論をしたい」「交渉がうまくなりたい」など、目的意識が生まれ、それらを

達成するために“主体的”に行動するようになるのです。 

今年の模擬国連会議関西大会では、“主体性”を意識した大会コンセプト「自求自足」のもと、7

人の学生が会議設計を行いました。彼らの作成した会議には、それぞれメッセージが込められて

います。 

緊急人道支援の見直し。人道とは何か、人道支援を受けられない人がいるのはなぜなのか、を

ひたすら考え抜きました。“自分たち次第”を意識して、答えのない問いに立ち向かいました。 

世界ハラール統一基準の策定。グローバル化が進んだ社会と宗教規範の共存を目指して具体

的な政策議論が行われました。世界的な問題を、地域的な視点で捉える、という逆転の発想で、

イスラーム文化のさらなる理解の機会となりました。 

飢餓撲滅のための農業投資と援助。近年注目されだした農業投資の是非と、援助との関係性

を討議しました。自分の取り組んでいる活動・議論に価値を見出すことで、自分自身と向き合いま

した。 

ウクライナ情勢。民族対立から飛び火した記憶に新しい紛争の議論をしました。クリミア併合を

したロシアはヨーロッパ諸国からどのような制裁を受けるのか、学生なりの結論を求めました。自

分なりの軸をもって、考えて行動することに主眼を置き、問題に取り組みました。 

中央アフリカ多面的統合安定化ミッションにおける平和構築戦略の枠組み策定。紛争後の平和

構築に焦点を当て、実質的な議論を行いました。０から１へ、無を有へと、参加者の成長を図った
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会議となりました。 

パレスチナにおける統治形態。現代まで続くアラブ人とユダヤ人の対立の発端を見直すことで、

衝突の本質に迫りました。真の外交を追求し、議場に臨場感を与える会議となりました。 

Establishment of the League of Nations. 現代国際情勢の原点に立ち返り、平和とは何か、安

全保障とは何かを再考しました。歴史会議のシミュレーションだからこそできる、現代の“私”の視

点、当時の“大使”の視点を区別し、思考を整理するという至難の技を参加者に要求しました。 

どの会議監督も、約 8 か月間熱心に会議設計をし、3 日間の会議をやり遂げました。参加者も

また、各会議監督からのメッセージを受け取ったと思います。 

会議を終えた後、自分のほしいもの、目標としていたものが手に入った人も、逆に手に入らなかっ

た人もいたことでしょう。しかしながら、会場にいたすべての人の顔が達成感であふれていました。

必要なものを手に入れようと努力する、これこそが、財産ではないでしょうか。これこそ。主体性を

持って行動する、第一歩ではないでしょうか。  この関西大会という活動が、今後の模擬国連活

動の域を超え、そのほかの活動のモチベーションにつながれば、これ以上の喜びはありません。

自求自足というコンセプトを体現した 3 日間となったこと、大変喜ばしく思います。 

最後になりますが、今大会にご協力いただいたすべての方に感謝を申し上げ、会議総括とさせ

ていただきます。今後も、模擬国連会議関西大会をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

Ⅴ企画報告 

■「歩こうアメリカ、語ろうニッポン」プロジェクトプログラムイベント 
 

1. 概要 

「歩こうアメリカ、語ろうニッポン」プロジェクトは、日本の魅力や元気な今の日本の姿を民間交

流によってアメリカ全土に広める目的で 2014 年にスタートした活動です。今回は、内閣府の協力

のもと、このプログラムの照会と、プロジェクトに実際に参加された 2 名の団員の方にスピーチを

行っていただき、その後、Q&A セッションを行いました。 

 

2. 目的 

今回の広報依頼を引き受けた目的は、二つあります。一つ目は、参加者にこの活動を知っても

らい、参加者が世界に羽ばたく補助を行うこと、そして、実際に世界に羽ばたき成長して帰ってき

た先輩に実際に話を聞くことで、自分が今何をするべきか感じてもらうことです。 
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3. 成果 

今回のプログラムは非常に好評であり、実際にこのプロジェクトに参加したいと回答した方は、35%

でした。また団員のスピーチの満足度は 70%にもなり、このプロジェクト全体への関心が高かった

ことが伺えます。 

 

4. 課題 

課題は、プログラムの継続性です。世界で通用する人材になる、これが関西大会、ひいては日本

模擬国連全体に共通する目標ですが、そのためには関係省庁やプログラムとの密接な関係を維

持する必要があります。これからは、このようなタイアップを主体的に行う必要性があるでしょう。 

              

■基調講演 
 

1. 概要 

本大会開会式では、例年、お招きした方による基調講演を行っています。今回は、過去に日本

UNHCR 協会（国連難民高等弁務官事務局）理事を務められ、現在はアート・カルチャー・トラベ

ル・食の分野に関連した国際ビジネス、文化交流事業などのコンサルティングと企画・プロデュー

スを行っておられる矢幡聡子氏と、三菱商事株式会社勤務を経て、美術品オークション会社であ

る株式会社サザビーズジャパンで代表取締役社長を務められている石坂泰章氏のお二方をお呼

びして、トークショー形式の講演を行っていただきました。 

内容としては、ご自身のこれまでのキャリアの中で感じた国際社会で活躍するために必要な素

養と、学生たちに伝えたいことを中心に講演を行っていただき、参加者との質疑応答も行いました。 

 

2. 目的 

模擬国連は、その活動の性質上、国際社会で活躍することに興味を持った学生が多く存在しま

す。よって、実際に国際社会で活躍されている方の講演を聞く事で参加者たちの今後のキャリア

形成の一助になることを目的としていました。 

 また、現在国際社会で活躍することを意識していなかったとしても、今回の講演を通して参加者

の視野を広げ、グローバル化する社会に自ら積極的に挑戦していく意欲を参加者に芽生えさせる

ことも合わせて目的としていました。 

 

3. 成果 

異なった経緯を経て国際社会で活躍することとなったお二方の対談を通して、グローバル化して
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いる現代においては、国際機関や行政庁でなくても国際社会で活躍する機会が十分に存在して

いるということが分かる講演となり、参加者の国際社会で活躍することへの関心が高められました。 

 

4. 課題 

お二方によるトークショー形式という斬新な形式を試みたのですが、例年通りの時間設定で基調

講演のタイムスケジュールを組んでいたため、駆け足の講演になってしまったという反省点があり

ます。今後トークショー形式を採用する場合には、基調講演への割り当て時間を多くした方が良い

と思われます。 

 

■当日企画 

 

1． 概要 

本大会の当日企画として、①写真撮影会②SNS 参加型イベントという二つの企画（以下、当日

企画①、②）を行いました。 

当日企画①について、この企画は、ポラロイドカメラと参加者のスマートフォンの両方で写真を

撮り、撮った写真を SNS（twitter, facebook, instagram）にハッシュタグ（#kmunc16）を付けて投稿

し、投稿が確認された後にステッカーとポラロイド写真を渡すというものであり、当日企画②につい

ては、参加者が①の企画と異なるハッシュタグ（#第 16 回関西大会）を用い、大会中の出来事、写

真などを twitter に自由に投稿し、最も注目度の高い投稿者をレセプションで紹介するというもの

でした。 

 

2． 目的 

本大会における当日企画は、大会参加者に大会のさらなる楽しみを提供することと、参加者の

一人一人が本大会について各種 SNS で投稿することで宣伝効果を得ることを目的としていまし

た。また、昨年度からの課題となっていた参加者のさらなる増大を目指し、企画の存在の周知とと

もに趣旨の周知を念頭に、参加者に本大会をさらに楽しんでもらうことと、本大会における新しい

広報の形態の両立を目的に掲げていました。 

 

3． 成果 

 23 日の夜から 25 日のレセプションまで計 7 回実施をした本企画の認知度については、アンケ

ート結果から大会参加者の約七割の認知をいただき、twitter では大会実施中の三日間で

215(2016 年 9 月 4 日現在)の投稿をいただくことが出来ました。①の企画の冒頭に本企画の主旨

を説明し、周辺の大会参加者に実際に企画を行っているところを見せることで、大会参加者の企
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画に関する十分な理解と積極的な企画への参加を促すことが出来ました。②については、twitter

の大会公式アカウントにて、大会三日前より広報を開始し、当日の会場で企画に関するチラシを

配布することで大会前からの認知を得ることが出来ました。渡したポラロイド写真やステッカーを

会議場に持ち帰り、他の大会参加者に見せることにより更なる参加者を集めることが出来ました。 

 あくまで本大会の主旨は会議であることを念頭に、①および②の企画は主に休憩時間など会議

外の時間に行ったため、各実施時間は短くはありましたが、大会二日目の時点でポラロイド写真

のフィルムは 100 枚のうちおよそ半分の 52 枚を撮影し、ステッカーは 300 枚のうち 160 枚を参加

者に渡すことが出来ました。 

 また、レセプションにおいては、参加者の服装が変わったことや、会議が終わったことへの達成

感からか、もう一度企画に参加したいという大会参加者の声もいただき、さらなる参加者の獲得に

成功しました。 

 

4． 課題 

 両企画について、おおむね成功だと言えるものでしたが、企画を運営、実施していく大会運営側

の人間同士の引き継ぎが不十分であったことが課題として挙げられます。本大会では、企画を実

施している人間が運営の中でも限られており、企画を担当している人間以外は全く企画に関与し

ていなかったために、担当の者が他の仕事を行っている際に企画が行えなかったという失敗があ

りました。この点に関しては、次年度以降の当日企画を、運営の中で一人に企画を任せきるので

はなく、誰でも企画を実施出来るよう、シフト制にして持ち回りで企画を担当するなど、運営全体で

企画に携わるような形態にしていきたいと考えております。 

 

■レセプション 

1. 概要 

大会最終日である 8 月 25 日の閉会式後に、アリストンホテル神戸の 16 階の宴会場「バルセロ

ナ」でレセプション（参加者同士の懇親会）を実施しました。同じ会議だけでなく、異なる会議の参

加者とも自由に交流することができる立食形式とし、参加者間の交流を促しました。主なコンテン

ツとしては、大会の様子のダイジェスト映像投影、4 年間大会に出場した参加者の表彰、SNS でユ

ーモア溢れる投稿をした参加者の表彰、参加会議、所属研究会・支部ごとの記念撮影を実施しま

した。自由時間には、参加者が各々で歓談や写真撮影をし、充実した時間を過ごしていました。 

 

2. 目的 

レセプションは、上質な料理を楽しみながらリラックスした状態で、参加会議の枠を超えて様々
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な参加者と触れ合える場であり、その最大の目的は、全国大会の魅力である「多くの人との出会

い」をより満喫していただくことです。会議中は異なる会議参加者との交流の機会が少ないことも

あり、会議が終了した安堵と満足感の中で気軽に話し合えるレセプションは、参加者の貴重な楽

しみとなっています。 

 

3. 成果 

レセプションは関西大会の毎年恒例の企画であり、張り詰めた３日間の会議を終えた参加者が

達成感に満ちた笑顔で語らう姿を、今年も目にすることができました。ユーモアあふれる司会と相

まって、企画もおおいに会場を盛り上げました。また、表彰された参加者は、それぞれ模擬国連に

かけた思いや周りへの感謝、これからの抱負などを述べ、会場からあたたかな拍手を受けていま

した。 

また、今年度のレセプションでは、例年とは異なり、スポットライトや室内階段といった会場の設

備を最大限に活かしたエンターテイメントを参加者に提供する事ができました。新しい取り組みで

不安はありましたが、レセプションを例年よりも洗練したものにすることができました。 

 

4. 課題 

レセプションは毎年参加者から好評をいただいています。この楽しい企画を続けていけるよう、

今後は、会場までの誘導や時間調整にいっそう気を配るほか、準備及び参加者の宴会場利用時

間に従った完全な退出の実現のために運営側から人手をかけ、会場をご提供下さっているアリス

トンホテル神戸の皆様のご負担をより軽減できるよう努めてまいりたいと思います。 

この場をお借りして、関係各位に感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

■大会見学ツアー 

 

1． 概要 

高校生を対象に、第 16 回模擬国連会議関西大会各会議を見学するツアーを開催しました。一

つの会議につき、5 分という制限時間を設け、その中で会議設計者からの議題説明・ツアー参加

者からの質問対応・議場の見学等を行いました。 

2． 目的 

模擬国連会議に興味のある高校生に、大学における模擬国連活動に興味を持っていただくこと

を目的に開催しました。加えて、高校生の理解をより深めるため、議題背景を記載したパンフレッ

トも作成しました。 

3. 成果 



37 

 

参加人数が 17 人であり、その参加者の中でも、特に、模擬国連活動を学校で行っている、京都

市立堀川高等学校と京都府立嵯峨野高等学校の生徒の方に多く参加していただき、見学ツアー

後も、生徒・先生の方が熱心に質問してくださり、興味を持っていただけたと思います。 

4． 課題 

限られた時間の中での全会議見学でしたので、どうしても一つの会議での見学時間やディレク

ターによる議題説明時間が短くなってしまった点が課題として残りました。来年度以降は見学会議

数を少なくし、一つの会議への見学時間を長くとることで見学時間増加に繋げようと思います。 

 

■神戸名所観光企画 

 
1． 概要 

8 月 26 日に大会企画の一環として実施されました。これは、関西大会終了の翌日に行われ、神

戸の観光名所を大会参加者が回っていくというものでした。観光名所には、メリケンパーク・南京

町・北野異人館を指定しました。それらを基に 3 つのルートを指定し、5 つの班を会議毎に設け、

自由に観光させるという、参加者にとって自由度の高い企画を提供しました。 

 

2． 目的 

当該企画の目的は、3 つの目的により計画されました。1 つは参加者の満足度向上、次に国際

都市「神戸」と関西大会＠「神戸」のブランドイメージ向上、最後に協賛企業への利益還元です。

各目的の狙いは以下の通りです。 

参加者満足度は、向上させることによる大会リピート率を高めることが狙いでした。ブランドイメ

ージの向上の狙いとしては、他大会に対するより明確な差異化を図るためでした。これまで神戸

で大会開催するにもかかわらず、「神戸」としての要素を活用しきれていない、という反省から起因

しております。協賛企業への利益還元は、企画に協賛企業様からのサービスを参加者に提供す

ることにより、参加者側はサービスを受け、企業側は知名度やブランド力を高める、という Win Win

の関係を狙いとしました。 

 

3． 成果 

まず、具体的なデータとしては、参加者は 49 名が予定されておりましたが、当日キャンセルが

相次ぎ、9 名キャンセルの結果、40 名で神戸を観光しました。当初の目標は 50 人以上、打切りは

20 人以下ということでしたので、目標を達することは叶いませんでしたが、無事実施することがで

きました。また、荷物置場用の建物がホテルバス下車後のバス停から非常に近く円滑に荷物運び
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を行うことが可能でした。 

 

4． 課題 

当企画の課題として、パンフレットの記載やコースの下見等の提供したパンフレットの情報不足、

夏場での 3 か所巡りの疲労具合を加味していなかった、などといった全体的な企画における準備

不足による参加者への配慮の欠如、協賛企業と参加者の関係見込みの甘さ、という 2 つが挙げ

られます。 

まず、始めの問題として、パンフレットや観光コースの下見といった準備が行き届いておらず、

参加者を非常に疲労させてしまった、ということが挙げられます。具体的には、パンフレットに移動

手段として徒歩のみを記載し、バス・電車の情報を記載しておらず、参加者からは「夏場に 3 か所

を徒歩で回るのは体力的に厳しい」とのご意見をいただきました。観光コースの下見も開催当日

に近い夏場ではなく、春に参加者を非常に疲労させてしまいました。次に、当日が夏場ということ

を考慮せず、春に行った下見で観光コースを計画してしまったため、参加者からは「3 か所ではな

く 2 か所でよかった」とのご意見をいただきました。同じく参加者を披露させてしまいました。これら

の問題 2 点は、次回企画時に、対応した準備を行うことで改善できる点かと思われます。 

最後の問題は、協賛内容において、協賛企業様の要望と参加者の満足度の維持が相対し、妥

協点を見いだせずに終わってしまったということです。この問題に関しては、今後も検討せねばな

りません。 
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Ⅵ運営報告 

■参加者データ 

参加者 223 名 

運営スタッフ(当日の補助スタッフを含む) 57 名 

 本大会に関わった人々は運営スタッフを含めると 280 名に上り、昨年度大会に引き続き過去最

大規模の大会になりました。来年度以降は、昨年、今年度と拡大した規模をどれだけ維持できる

かが課題となってくるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学生の所属する団体という関係上、今回の参加者は例年通り大学生が中心である一方、高

校生の参加者の方も昨年と比べわずかですが増加しています。また去年に比べて高校生の参加

者の数が増加しています。模擬国連の認知度が上昇していることがうかがえます。高校生の参加

者は、各高校に送付したポスターを見ての参加が多くいらっしゃいました。 

 

 

 

 

 

 

高校生17人

7%

社会人2人

1%大学院生

3人 1%

大学生201人

90%

高校生

社会人

大学院生

大学生

参加者の内
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日本模擬国連(JMUN)主催事業ということもあり、参加者の 9 割が日本模擬国連(JMUN)の所属

でした。JMUN 未所属の参加者は大部分が高校生でしたが、模擬国連をある程度経験した高校

生の参加が多く、これからは模擬国連未経験の参加者をより参加しやすくする方策が必要になる

かと思われます。 

 

 

本大会は模擬国連活動を始めたばかりの大学 1 年生の参加者の方が多くみられるため、本大

会での会議が参加者にとって通算 1-4 回目の会議である方が半数以上を占めています。JMUN

未所属者の方をはじめ今大会での会議がはじめての模擬国連会議である方も 1 割存在していま

した。その方々には会議前日に模擬国連会議の流れを実践的に体験できるミニ会議企画を実施

し、サポートに努めました。 

JMUN未所属

26名 11%

JMUN所属

197名 88%

JMUN未所属

JMUN所属

参加者のJMUN所属者の割合

0回

12%

11回以上

17%

1-4回

52%

5-10回

19%

参加者の模擬国連参加経験数

0回 11回以上 1-4回 5-10回
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■大会アンケート結果 

 

本大会に参加した理由で最も多かったのは、例年通り「議題への興味」でした。やはり、大会の

核である各会議の内容に惹かれて本大会への参加を決めた方が多いようです。それに続いて、

過去に本大会に参加した先輩からの生の声などの「知り合いの勧め」、模擬国連活動そのものへ

の魅力である「議論への興味」日本各地からの参加者が集まる全国大会ならではの魅力である

「全国規模での友達づくり」が続きました。 

今後も様々な分野から幅広い内容を持つ会議を制作することで、参加者の皆様の様々なニー

ズに応えることができるようにしたいと思います。 

 

 

昨年度に引き続き、ホテルや会議場について多くの参加者の皆様に満足していただけました。

議題に興味が

あったから

35%

知り合い

に勧めら

れて

18%

全国に友人がで

きるから

14%

議論に興味が

あったから

15%

フロントに関心

があったから

10%

その他

8%
本大会に参加した理由

議題に興味があったから 知り合いに勧められて

全国に友人ができるから 議論に興味があったから

フロントに関心があったから その他

満足

73%

おおむね

満足

25%

やや

不満

足

1%

不満足

1%

ホテル・会場について

満足 おおむね満足 やや不満足 不満足
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神戸での開催は今年度で 4 年連続であり、神戸ポートピアホテル、神戸国際会議場の担当者の

方の大会前の運営スタッフの要望への対応、期間中のトラブルに対する迅速な対応などが参加

者の皆様の満足度につながったのではないかと考えております。 

 

昨年の参加費が 24,000 円、本大会はインバウンド需要による宿泊費の増大により 26,000 円と

昨年よりも参加費が高額になりましたが、「高い」、「少し高い」を選んだ参加者の方の割合はほぼ

昨年と変わりありませんでした。一方で 26000 円という参加費は学生にとって決して安いものでは

ありませんし、実際に「高い」「少し高い」という参加者が多いことを考えれば、例えば最低限必要

となる会議場のみこちらで手配し、ホテルについてはこちらで斡旋などは行うものの、予約を各自

で行うことで参加費を低減させるなどの取り組みが必要かと思われますし、参加費に見合うだけ

の価値を提供し、参加者に「これだけの経験が出来るならこの参加費は高くない」と思わせる努力

も必要です。 

 

本大会では、今年度は神戸ポートピアホテルの関連業者に依頼し、弁当配布を希望する参加

者に対し別料金(500 円)で販売するという形式をとりました。こちらについては参加者からも好評で、

高い

20%

少し高い

52%

適切

27%

少し安い

0%

安い

1%

参加費について

高い 少し高い 適切 少し安い 安い

満足

7%

おおむね満足

32%

やや不満足

43%

不満足

18%

お弁当について

満足 おおむね満足 やや不満足 不満足
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ほぼ 100 パーセントに近い参加者が「希望者にのみ弁当を配布する」形式を、これからの大会に

おいても希望すると答えています。一方、お弁当の価格については妥当と答えた参加者が多数

(おおよそ 7 割)を占めたものの、6 割近くの方がお弁当に対し「やや不満足」「不満足」と答えてい

ます。お弁当の価格と質はトレードオフの関係にあり、両者を併存することは難しいため、今後も

希望者にのみ弁当を配布するという方法が最も参加者の利益につながるのではないかと考えて

おります。 

 

 全ての参加者に「満足」「おおむね満足」と答えていただきました。これについては、各会議監

督(会議設計者)の参加者に対するサポートなどの賜物であると考えております。その結果が、後

述の大会自体の満足度にも繋がったと考えております。 

 

 

大会全体を通して、「満足」「おおむね満足」と答えた参加者がほぼ全体を占めました。これらに

満足

72%

おおむね満足

28%

やや不満足

0% 不満足

0%

会議の満足度について

満足 おおむね満足 やや不満足 不満足

満足

14%

おおむね満足

83%

やや

不満

足

3%

不満足

0%

大会の満足度について

満足 おおむね満足 やや不満足 不満足
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ついては、先述の会議やホテルへの満足が積み重なった結果であると考えております。来年度に

ついても、より「満足」の割合を増やせるよう、努力を続けてまいります。 

 

■参加者向け広報活動 

 
1. 概要 

本活動では模擬国連会議関西大会広報用のポスター、チラシ、PR 動画を制作しました。 

ターゲットは日本模擬国連（JMUN）会員で、各研究会・支部の活動日に伺い、PR 動画を上映、

チラシ配布をして、直接関西大会の魅力を伝えるなど、直接的な広報活動を行いました。 

今年は潜在的な大学生向け模擬国連の参加者である高校生向けの広報活動にも力をいれま

した。部活などで模擬国連の活動が行われている高校や、高校生対象の模擬国連全国大会出場

校など計 100 校に電話やメール、ポスター・チラシ郵送による広報を行いました。 

また、ホームページや facebook、twitter の関西大会公式アカウントを作成し、随時更新しまし

た。 

 

2. 目的 

大会参加者のさらなる獲得が本活動の目的です。 

 

3. 成果 

参加人数は本大会に関わった人々は運営スタッフを含めると 280 名に上り、目標人数の 270 人

を達成することができました。今年度大会も昨年度大会に引き続き、過去最大規模の大会になり

ました。また、高校生参加者も昨年よりも２倍ほど増加し、17 人の方に参加していただくことができ

ました。 

 

4. 課題 

昨年度よりもキャンセルが多く出ました。今後は募集終了後も継続的な広報を心掛け、参加者

のモチベーションを持続させることがたいせつであると考えます。 
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■取材広報活動 

 

1. 概要 

本大会では、模擬国連活動と本大会の開催およびその内容について報道機関に対し事前

広報を行い、実際に興味を持っていただいたいくつかの報道機関に取材および各媒体での掲

載・放映をしていただきました。 

 

2. 目的 

本大会の取材および報道を通じて、社会における模擬国連活動の一層の周知と普及を図

ることが本活動の目的です。 

 

3. 成果 

本大会では、神戸市市政記者クラブへのプレスリリースの投げ込みや、報道機関各社への

資料の送付を行った結果、NHK 神戸放送局、サンテレビジョン、産経新聞、神戸新聞よりそれ

ぞれ取材および各媒体での放送及び掲載を頂きました。これらの取材広報により模擬国連活

動と本大会のさらなる周知がなされたとともに、周知向上に伴う活動の普及も期待されます。 

各媒体への掲載は以下の通りです。 

・NHK 神戸放送局  ８月２３日夕、夜のニュース 

８月２５日夕、夜のニュース 

・サンテレビジョン  ８月２３日夕、夜のニュース 

・産経新聞  ８月３１日朝刊（大阪版 兵庫総合） 

・神戸新聞  ８月２４日朝刊 

 

4. 課題 

多くの報道機関に広く取材と放送・掲載を頂いた反面、当日の特定時間および議場に取材

が集中した結果、報道陣やカメラへの意識などから、参加者が会議に十分に専念できていた

かどうかは疑問が残ります。今後の取材対応においては、参加者が十分に会議に集中できる

環境づくりが重要であると考えます。 
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■会計報告 

収入の部 

項目 内容 金額 詳細 

自己資金 繰越金 294,836 15thからの繰越金 

参加者負担金 参加費 6,790,200 参加費:26,000円×242人+12,000

円×1人＝6,304,000円 

キャンセル料:486,200円 

助成金 神戸国際交流

協力センター

助成金 

100,000  

 中内力コンペ

ンション振興

財団助成金 

400,000  

協賛金  253,030 協賛金:232,000円 

その他:21,030円 

 7,838,066 

 

支出の部 

項目 内容 金額 詳細 

会場使用料 会場関連費 1,691,950 神戸国際会議場:1,431,500 

神戸ポートピアホテ

ル:246,690 

神戸青少年会館:5,600 

神戸市教育会館:8,160 

会場備品使用料 402,250 神戸国際会議場 

講師謝礼 御礼代 49,410  

印刷経費 印刷関連費 76,804  

その他 交通費 68,804  

備品費 134,642  

通信・郵送費 34,044  

諸経費 6,592  
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宿泊費 宿泊費 3,924,180  

スタッフ補助費 スタッフ補助

費 

346,000  

レセプション費 レセプション

費 

502,141  

繰越金 繰越金 601,249  

 7,838,066 

 

 

 

■支援団体一覧（五十音順・敬称略） 

【助成】 

公益財団法人神戸国際協力交流センター 公益財団法人中内力コンベンション振興財団 

 

【後援】 

外務省 神戸市 国際協力機構関西センター 国際連合広報センター 

NHK 神戸放送局 文部科学省 

 

【協賛】 

株式会社アイデム 株式会社エイピーピー・ジャパン  

株式会社エクスネット 大口酒造株式会社 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル  

日本国際連合協会兵庫県本部 ネスレ日本株式会社 
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■運営者一覧 

役職 氏名 所属 

事務総長 今井比以呂 同志社大学政策学部 3 年 

研究統括 吉田有璃 大阪大学法学部 3 年 

総務 熊野暉一 同志社大学商学部 3 年 

会計 西山加奈子 同志社大学政策学部 2 年 

広報 杉山加奈 同志社大学社会学部 3 年 

 藤原明依 神戸市外国語大学外国語学部 2 年 

情報処理 小林海門 同志社大学法学部 3 年 

改革 安藤香 同志社大学文学部 3 年 

渉外 山本喜一 同志社大学法学部 3 年 

 高野亮平 神戸市外国語大学外国語学部 3 年 

 木次大樹 同志社大学経済学部 2 年 

 奥山智司 同志社大学政策学部 2 年 

 

 

 


