


グローバル自由経済における国際機関の役割 
―国境を越えて移動する人々をめぐって―

セミナーのねらい Seminar Objectives
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While greater mobility of goods, people, money and information

is not a new phenomenon, a neo-liberal shift, including privatization

and deregulation in many countries under the WTO/ IMF regime,

has made transnational economic activity more pervasive than

ever. The political economist Adam Smith theorized that markets

free from the forces of government intervention will result in an

optimum allocation of resources. This has long been used to justify

economic liberalization. However, in fact, markets where goods,

money, people and information move across borders result in

both advantages and disadvantages. For example, as finance

becomes increasingly globalized, the more global financial market

grows, and the richer and more convenient our society becomes.

At the same time, there are innumerable problems to solve,

such as the tax havens brought to light by the Panama Papers

and money laundering.

Some states have attempted to regulate the free movement of

goods, money, people and information. Britain’s decision to

withdraw from the European Union in 2016 is a challenge to

independently control such transnational movements, though

there is some doubt to what extent this is actually possible.

We now face the reality that states can neither prevent crises

nor take measures that immediately impact the situation. That

is not to say it is acceptable to neglect addressing the negative

effects of the free movement of goods, money, people and

information across borders. 

What are the roles of international organizations, including the

United Nations, in a global age? In this seminar, we will discuss

the functions of international organizations in the global economy,

with a focus on international migration.

　モノ・ヒト・カネ・情報が国境を越える現象は、国際政治経済の
動向によってこれまでにも顕著な時代はありましたが、WTOやIMF
が経済自由化の旗振り役となり、多くの国家が民営化や規制緩和等、
新自由主義的な方向へ舵を切ったことによって、経済の脱国境的な
動きはさらに拡大してきています。

　国家が経済活動に干渉せず、市場での自由競争に任せておけば、
結果として社会全体に利益がもたらされるというのが経済自由化の
根拠である、と経済学者のアダム・スミスも述べています。しかし、
モノ・カネ・ヒト・情報が自由に移動することで私たちが豊かになる
というのは、実際の社会では、真でもあり偽でもあります。例えば、
金融のグローバル化が進めば、国際金融市場が拡大して豊かに
なったり便利になったりすることも多くなる一方、パナマ文書で
明らかになったように、タックス・ヘイブンやマネー・ロンダリング
などの問題も、山積することになります。

　モノ・カネ・ヒト・情報が自由に移動することにある程度、国家が
規制しようとする動きもあります。2016年のイギリスのEU離脱の
決定は、まさに国家が脱国境的な移動に主体的に関わろうという
動きですが、どの程度機能するかについては、疑問視する声も
あります。また、2007-2008年にかけての世界金融危機の例のように、
国家が介入しようとしても危機を防止できない、あるいは危機に
対して国家として迅速で効果的な対策をとれない状況にあるのも
現実です。しかしながら、モノ・カネ・ヒト・情報が自由に国境を
越えることで生じる課題を放置するわけにもいきません。
　モノ・カネ・ヒト・情報が自由に移動する時代に、国連をはじめ
とする国際機関に求められている役割は何なのでしょうか。今年度
のセミナーでは、特にヒトの自由移動という側面から、グローバル
経済社会の中での国際機関の作用について考えます。

※ 国連大学サステイナビリティ高等研究所は、国連大学グローバル・セミナー実施にあたり、文部科学省からの支援を受けています。
    UNU-IAS organizes the UNU Global Seminar with financial support from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan.



セミナープログラム Seminar Programme

29 August
(Tuesday)

30 August

31 August

(Wednesday)

(Thursday)

1 September
(Friday)

かながわセッション ～地域からの事例報告*
県内の外国人住民等に係る教育・就労・文化的/民族的
アイデンティティや排外主義など、ヒトの国際移動から
生じる課題について、その解決に向けて取り組む方々と
参加者が共に学びます。

グループ討論

Kanagawa Session — Case Studies of Local Efforts*
In this interactive session, we will discuss issues linked to international
migration as they appear at the local level in Kanagawa Prefecture, including
xenophobia and foreign residents' issues related to employment, education,
and cultural/ethnic identity.

講義１ Lecture 1

Saburo Takizawa

Lecture 2

Lecture 3

Lecture 4

Special Session: Migration Policy in Japan

開会式

基調講演
基調講演１
「人間の安全保障の視点から見た難民と移住者」
高須 幸雄

基調講演２
「人の移動と国際移住機関の役割」
佐藤 美央

「難民問題とUNHCR : 日本の果たす役割」
滝澤 三郎

講義２
「人の移動と国際法
  - 国際組織の活動を通して考える」
吾郷 眞一

グループ討論

Opening Ceremony

Keynote Lecturers
Keynote Lecture 1
“Human Security Approach to Refugees and Migrants”
Yukio Takasu

Keynote Lecture 2
“Human Mobility and the Role of International
Organization for Migration”
Mio Sato

Group Discussion

Group Discussion

Group Discussion
レセプションパーティー Reception Party

（都合によりプログラム、講師は変更する場合があります。 Programme contents and lecturers are subject to change. ）
*4つの分科会から1つを選択。参加者確定後、希望を伺います。All the participants will be expected to attend one of the four lectures. You may choose one lecture after you are accepted into the seminar.

（敬称略、講義順　／　in order of presentations）

講義３

「脱EU後のイギリス：
『グローバルな国家』は、維持できるのか？」

「EUと国境」
田中俊郎

講義４

グループ発表
閉会式

フェアウェルランチ

Group Presentations
Closing Ceremony

Farewell Lunch

認定NPO法人国連UNHCR協会理事長
元UNHCR駐日代表滝澤三郎 Saburo Takizawa Chairman of the Board, Japan Association for UNHCR

国際移住機関（IOM）駐日事務所　駐日代表佐藤美央 Mio Sato Chief of Mission, IOM Tokyo

横浜国立大学大学院国際社会科学研究院
国際経済法学専攻教授柳赫秀 Hyuck-Soo Yoo Professor, Graduate School of International Social Sciences,

Department of International & Business Law, Yokohama National University

大分大学経済学部教授スティーブン・デイ Stephen Day Professor, Faculty of Economics, Oita University
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ジャン・モネ・チェア・アド・ペルソナム田中俊郎 Toshiro Tanaka Professor Emeritus, Keio University 

Jean Monnet Chair ad personam

立命館大学法学部教授吾郷眞一 Shin-ichi Ago Professor of Law, Ritsumeikan University, Kyoto

Shiho Tanaka田中志穂

筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授 Junichi Akashi Associate Professor, Graduate School of Humanities
and Social Sciences, University of Tsukuba明石純一

株式会社三井物産戦略研究所
国際情報部主席研究員
認定NPO法人 難民支援協会
広報部コーディネーター

Yoshinori Oki Chief Analyst, Global Economic & Political Studies Division
Mitsui Global Strategic Studies Institute

大木義徳

Yukio Takasu高須幸雄 Special Advisor to the UN Secretary-General on Human Security人間の安全保障に関する国連事務総長特別顧問

特別セッション：日本における外国人政策
司会：奥迫元 パネリスト：柳赫秀

　明石純一
   大木義徳
   田中志穂

Moderator :  Hajime Okusako Panelists : Hyuck-Soo Yoo
Junichi Akashi
Yoshinori Oki
Shiho Tanakaグループ討論

PM

PM

PM

PM

AM

AM

AM

“The European Union and National Borders”
Toshiro Tanaka

“Global Britain in a Post-Brexit Era:
An Achievable Goal or an Oxymoron in the Making?”
Stephen Day

“Refugees and UNHCR: Japan's Role”

Shin-ichi Ago

“Cross-border Movement of Persons and International Law:
Focusing on the Activities of International Institutions”

スティーブン・デイ

講 師 Lecturers

Coordinator, Public Relations Unit, 
Japan Association for Refugees



原則として、日本の大学に在籍する学部生、大学院生、留学
生で、専攻分野は問いません。テーマに関心のある社会人
（テーマについての専門家や大学などですでに教鞭をとられ
ている方は除く）も歓迎します。国外に住む外国籍の方は申
し込みできません。 セミナーの使用言語は日本語と英語。
通訳はつきません。

Participation Requirements: The seminar is open to Japanese and foreign students
at Japanese universities (undergraduate/graduate students), irrespective of their major.
Young professionals who are interested in the theme of the seminar are also welcome,
although those working in the subject area are not admissible. Non-Japanese residents
(persons living outside Japan) are not eligible to apply. Participants are required to
understand both English and Japanese, as lectures will be delivered in either language.
Simultaneous interpretation will not be provided.

Venue:
①SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies)
Shonan Village, Hayama, Miura-gun, Kanagawa 240-0193
http://www.soken.ac.jp/

② International Productivity Center
Shonan Village, Hayama, Miura-gun, Kanagawa 240-0115
http://www.js-ipc.gr.jp/

For inquiries regarding the venue, please contact the Secretariat.

Secretariat:
United Nations University Global Seminar Japan Shonan Session Secretariat
5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925
Tel: 03-5467-1212  Fax: 03-3499-2828 
Tel: 03-5467-1266 (direct)
E-mail: shonan@unu.edu
Office hours: Monday-Friday  9:30-13:00, 14:00-17:30

Application Deadline: Wednesday, 31 May 2017

Number of participants: 100

〒150-8925 東京都渋谷区神宮前5-53-70
国連大学グローバル・セミナー   湘南セッション事務局
TEL: 03-5467-1212  FAX: 03-3499-2828
TEL: 03-5467-1266(直通)
E-mail: shonan@unu.edu
受付時間：月曜日 ～ 金曜日
9:30～17:30（13:00～14:00を除く）

2017年5月31日(水)

一人３万８千円（宿泊費、食費、資料代込。ただし、現地
までの交通費は含まれません）。 留学生（月々117,000円
以上の奨学金を受給している人を除く）は、選考により
参加費が３万円免除となります。なお、宿泊は２名の相部屋
です。

セミナーの全プログラムを修了し、所定の手続きを完了した
参加者に対して国連大学から修了証が交付されます。

2017年8月29日(火)～9月1日(金)
8月29日の午後1時に開会式会場にて参加登録。9月1日の
昼食後は、現地解散。詳細は追って通知します。なお、セミ
ナー期間中、受講生は全プログラムに参加するものとします。

応募者はプログラム委員によって審査され、結果は7月7日頃
にメールで通知いたします。合格者は7月21日までに参加
費用として3万8千円を指定の銀行口座に振り込んで下さい。
詳細は後日、直接参加者にお知らせします。
※セミナー期間中に撮影した写真は各種広報に利用させて
いただく場合がありますので、ご了承ください。

セミナーに参加ご希望の方は、オンライン
＜http://postgraduate.ias.unu.edu/registration/＞
にて必要事項のほか小論文を明記して提出して下さい。

①国立大学法人　総合研究大学院大学
〒240-0193　神奈川県三浦郡葉山町湘南国際村
http://www.soken.ac.jp/

②IPC生産性国際交流センター
〒240-0115　神奈川県三浦郡葉山町湘南国際村
http://www.js-ipc.gr.jp/

会場に関する問い合わせは事務局までお願い致します。

100名

Cover Photo: Kenichi Tanaka

参加資格

期　　間

場　　所

定　　員

費　　用

修 了 証

応募方法

事 務 局

応募締切

合格通知

Fee: The participation fee of JPY38,000 covers accommodation, meals, and seminar
documents. Transportation costs to/from the seminar site are not included. Foreign students
(excluding those who receive a monthly scholarship of 117,000 yen or more) may apply
for a JPY30,000 waiver of this seminar fee. All the rooms will be shared with 2
participants.

Certificate: Each participant will receive a UNU certificate upon successful completion
of the seminar.

Application: Please complete the online application form, including a brief essay
explaining your reasons for applying for the UNU Global Seminar, at the following
web page: http://postgraduate.ias.unu.edu/registration/

Date: 29 August–1 September 2017 (Tuesday–Friday)
Registration begins at 13:00 on 29 August; the seminar ends on 1 September after lunch.
Further details will be sent to the selected participants directly.
Participants are expected to stay for the entire duration of the seminar.

Notification of Selection: Applications will be reviewed by the Shonan Session
Committee. Candidates will be notified around 7 July 2017 by email. The
participation fee of 38,000 yen must be deposited to the designated bank account
by 21 July 2017. Details will be sent to the selected participants directly.
*Please note that photos taken during the Seminar may be used for the purpose
of advertising. 

会場のご案内

●バスを利用の場合
○JR逗子駅または京急新逗子駅前1番バス乗り場より「湘南国際村センター前」行きバスに乗車、
　終着「湘南国際村センター前」下車（所要時間約25分、料金350円）
○京急汐入駅前2番バス乗り場より「湘南国際村センター前」行きバスに乗車、
　終着「湘南国際村センター前」下車（所要時間約30分、料金380円）

●高速バスを利用の場合
○横浜駅東口〈Y-CAT〉より湘南国際村まで約40分、920円。

●タクシーを利用の場合
○ＪＲ逗子駅前タクシー乗り場より湘南国際村まで（所要時間約20分   料金約2,900円）

●交通案内HP
http://www.soken.ac.jp/access/
http://www.js-ipc.gr.jp/access.html

参加申込要領 Application Information


