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2016 年度 法哲学ゼミ 

2016 年 6 月 22 日（水） 

経済格差 

担当者：猪鼻元貴・藤田航平・佐藤碧 

 

 

１. 格差の現状 

 

（１）格差とは 

世界で最も裕福な 62 人が保有する資産は、世界の貧しい半分（36 億人）が所有する総

資産に匹敵し、この６２人の資産は２０１０年以降、４４パーセント増加して１兆７６

００億ドルになったという。なお２０１０年、世界の貧しい半分の総資産は、３８８人

が保有する資産に匹敵していた 

 

（http://jp.sputniknews.com/life/20160118/1450289.html:オックスファム） 

 

 

ジニ係数とは 

社会における所得分配に不公平などを計る標準係数であり、係数が高いほど格

差が大きくなるジ二係数の範囲は 0 から 1 までで、係数の値が 0 に近いほど格

差が小さく、1に近いほど格差が大きい状態である。 

※日本の収入不平等指数は 37.9%で、世界ランキングの順位は 73 位 

 

（世界と日本の格差と貧困/香川正俊：2013） 

（http://top10.sakura.ne.jp/CIA-RANK2172R.html/:世界の中の日本を知る） 
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(http://www.geocurrents.info/economic-geography/difficulties-calculati

ng-inequality-and-the-gini-coefficient/:GeoCurrents） 

 

 

 

(http://金融危機.jp/gini_coefficient-883:所得の少ない高齢者世帯の割合

が増え所得格差が増大) 
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【ジニ係数目安】 

0.1～0.2：ほとんど格差のない社会 

0.2～0.3：格差の少なく安定した社会 

0.3～0.4：格差がある社会 

0.4～0.5：厳しい格差があり、社会を不安定にする要素がある 

0.5～0.6：格差が限度を超え、社会的な不満が激増 

0.6～0.7：社会的動乱がいつ発生してもおかしくない 

0.7～ ：革命が起こる、あるいは動乱状態に突入する 

（ http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20100707/215296/?rt=noc

nt：日経ビジネス） 

 

 

２．世界億万長者ランキング 

 

1 位 

ビル・ゲイツ（マイクロ・ソフトの共同創業者・会長/ＩＴ） 

資産：8兆 4750 億円 

 

2 位 

アマンシオ・オルテガ（インディテックス創業者/アパレル） 

資産：7兆 5710 億円 

 

3 位 

ウォーレン・バフェット（バークシャー・ハサウェイの会長兼ＣＥＯ/通信） 

資産：6兆 8704 億円 

 

4 位 

カルロス・スリム・ヘル（テレフォノス・デ・メヒコ/通信） 
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資産：5兆 5880 億円 

 

5 位 

ジェフ・ベゾス（Amazon 創業者・ＣＥＯ/ＩＴ） 

資産：5兆 1076 億円 

 

6 位 

マーク・ザッカーバーグ（Facebook 創業者ＣＥＯ/Facebook） 

資産：5兆 398 億円 

 

7 位 

ラリー・エンソン（オラクルコーポレーションの共同設立者/ソフトウェア） 

資産：4兆 9268 億円 

 

8 位 

マイケル・ブルームバーグ（ブルームバーグ創設者/通信社） 

資産：4兆 5200 億円 

 

9 位 

チャールズ・コーク（コークインダストリーズ会長兼ＣＥＯ/コングロマリット） 

資産：4兆 4748 億円 

 

9 位 

デイヴィッド・コーク（コークインダストリーズ取締役副社長/コングロマリッ

ト） 

資産：4兆 4748 億円 

 

 

（http://geniuslab.net/2016world/：2016 年 Forbes 世界長者番付ランキング） 
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２．経済的格差を引き起こす原因 

 

Agenda 

2-1 前置き 

2-2 格差原因各要素の総論 

2-3 考察・まとめ 

2-4 参考文献 

 

＜２－１＞前置き 

経済的格差(つまり所得格差・資産格差)が起きる原因は様々であり、相互関連性が強い。 

そこで、経済的格差の数多ある要素の中から取り立てて影響力の強いモノをピックアップ

してみると以下の９つが挙げられる事が分かっている。 

①賃金・収入の大きな違い 

②富の偏在(資産格差自体が生んでいる富の偏り) 

③労働市場(環境・技術・政策の変化。グローバル化現象等) 

④租税制度(逆進的課税や税制の穴、タックスヘイブン等) 

⑤教育費用(特に費用の高さや費用の増大自体) 

⑥技術革新(IT 化、人工知能、IoT 等) 

⑦人種による不平等 

⑧男女差 

⑨縁故社会(風習・教育) 

特にこの中で経済的格差の最も大きな要因は①賃金・収入の大きな違いである。 

これら記述した内容を踏まえ、経済的格差の要素それぞれについて詳細を記述していく。 

注意して頂きたいのは各要素を記述するにあたって他の要素に跨った内容となってしまう

のは否めないため、内容が被った場合は「関連性がある」という認識で留めて頂きたい。 

 

＜２－２＞格差原因各要素の総論 

①賃金・収入の大きな違い 

収入の違いが生まれるにあたってどの地域なのかという事が強い影響を及ぼすが、 

理解の及びやすいように日本を舞台にして詳細を記述していく。 

次に挙げる３つの事項が主な原因となって日本の格差社会が起きていると表せそうだ。 
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原因 1：所得税率の低下 

原因 2：労働派遣法の緩和 

原因 3：貧困家庭の再生産 

原因１だが、1987 年ごろの所得税率は最高 60％だった。しかしながら 2015 年では 45％に

まで下がっている。給与の高い人に課せられる税金が以前に比べて低くなっているという

事を意味する。同時に税金が低くなる事＝家庭内の貯蓄金額増加を意味するため、全体を

通じて株などの配当金・貯金による利息が増えることも考えられる。 

「お金持ちだけがより儲かる」とはこの状況を意味するのであろう。 

原因２とは、労働派遣法の緩和が生み出した負の効果という認識でよい。人材の流動性に

柔軟な対応ができ、安価に人材が調達できるようになったことで企業がグローバル競争の

中で戦っていけるようになったのは間違いない。しかしその分、正社員の枠が減少して枠

を取り合うという事が起きている。正社員になれなかった者は派遣社員やパートで働くこ

とになるため、給与面をはじめとして待遇に大きな差が出るのだ。場合によっては、殆ど

同じ業務をするにも関わらず給与面で非常に大きな格差がつけられることが許されるよう

になっている現状がある。 

原因３は、原因１と原因２と密接な関係にある。給与の著しい差は資産格差を生み、子供

世代にも差を残す結果となる。経済学者の伊藤修は貧富を生み出す要因として①生まれた

時点での富、②素質、③運、④努力の４つであると定義づけているが、その内の一つであ

る①がまさに原因３のことを意味する。子供にかけられる教育費に大きな差が生じる事が

容易に想定できるはずだ。また、現在の保障制度の下ではいわゆる「負け組」が「勝ち組」

に這い上がるチャンスを生み出しているとは到底言えるものではないのだ。 

 

＜２－３＞考察・まとめ 

経済的格差の原因はとても根深くかつ、長期的に社会へ影響を及ぼしてきた(いく)ような

事柄ばかりである。具体的な解決策を要求されるものであるとも言えるため、一つの原因

を取り除こうとするだけでも様々な壁があることが想定される。例えば、租税制度の一部

である所得税率を変えようにも当該国の政治家になっている事が大前提であるのと政治家

になるためにはやはりお金がかかるという問題が付いてくる事が分かる。俯瞰的な視野を

持ってみれば租税制度改革は他の原因項目にも何らかの大きな影響を及ぼすため、一概に

所得税を上げればよいという結論に至ることは認められず何かしら具体的な数字を他との

バランスを考えて設定しなければならない。 

経済的格差＝所得格差と単に考えるのではなく、様々な事柄が原因となっている事を踏ま

えて「着眼大局、着手小局」の姿勢で臨む必要がある。 
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資料① 非正規社員急増 

 

 

資料② 全人口に占める年収 300 万円以下の人口割合の推移 

年 男女計（％） 男性（％） 女性（％） 

平成 14 年 34.9 17.8 63.7 

平成 15 年 36.0 18.7 65.1 

平成 16 年 37.5 20.0 65.5 

平成 17 年 37.6 20.4 65.5 

平成 18 年 38.8 21.6 66.0 

平成 19 年 38.6 21.3 66.0 

平成 20 年 39.7 22.3 66.4 

平成 21 年 42.0 25.1 67.7 

平成 22 年 40.5 23.4 66.2 

平成 23 年 40.8 23.9 66.1 

平成 24 年 41.0 24.3 65.9 

平成 25 年 40.9 24.1 65.5 

平成 26 年 40.9 24.0 65.0 

統計元：国税庁 平成 14-26 年 民間給与実態統計調査結果より 
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＜２－４＞参考文献 

【本または wiki 以外のホームページ】 

・John Rawls『正義論－改訂版－』(2010 年) 紀伊國屋書店 

・Future Problem Solving 

(http://www.geocities.jp/fpspjapan/inequitypaper.html) 

・所得格差の要因は？ 

(http://matome.naver.jp/odai/2141853966635559601?&page=1) 

・ニュースの社会科学的な裏側 

(http://www.anlyznews.com/2016/05/blog-post_15.html) 

・１％の富裕層、世界の富の半分を保有へ

(http://www.cnn.co.jp/business/35059203.html) 

・THE HUFFINGTON POST 

(http://www.huffingtonpost.jp/maiko-morishita/disparity_b_9006978.html) 

・年収ラボ 

(http://nensyu-labo.com/heikin_kakusa.htm) 

【wiki 系】 

・経済的不平等

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%8C%E6%B8%88%E7%9A%84%E4%B8%8D%E5%B9%B3%E7%

AD%89) 

・所得分布 

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E5%88%86%E5%B8%83) 

・富の再分配 

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%8C%E3%81%AE%E5%86%8D%E5%88%86%E9%85%8D) 
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３．経済的格差が引き起こす問題 

 

（１）健康格差 

経済的格差は、政治的格差・教育格差・健康格差など様々な問題を生む。 

 

健康格差とは・・・ 

   恵まれている人といない人の間に生じる病気のリスクや寿命の格差  

 

人々の健康は基本的人権として守られるものである。 

 世界人権宣言 第３条 

 「すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。」 

 

しかし、経済的に貧しい人は健康への意識が低く、食べ物にかけられるお金や医

療を受けるためのお金が少なく、富裕層が受けられるような医療を受けられない。 

つまり、 

 経済的に豊かな人々は長く生きられる。 

 経済的に貧しい人々は早く死んでしまう。 

という状態である。 

 

  

 



 10 

（２）健康格差への影響 

①物質的な制限  

まず、収入が少ないと健康維持に必要な物やサービスを十分に購入できない。  

また、所得や学歴による医療アクセスの格差がある。所得の少ない人や教育年数

の短い人たちは、 病院での受診を控えたり、健康診断を受けない傾向がある。

男女約 3400 人の回答の分析により、病院の外来受診と入院が所得の多い人に偏

り、所得の少ない人では受診控えが多いことがわかっている。また、健康診断の

受診について男女約 4,300 人の回答を分析したところ、パート、アルバイト、 自

営業者などで健診の受診率が低い。 

このような医療サービスの利用抑制が、 健康悪化に影響している可能性がある。  

 

 ②ストレス  

一般的に職業階層が低いと仕事のストレスが大きくなる。職業階層が下がるにし

たがい、仕事の裁量と努力に対する報酬が小さくなることが主な要因と考えられ

ている。 

加えて、他人と比べて自分は豊かでないと感じる「相対的剥奪感」によるストレ

スもある。慢性的なストレスは、ホルモン分泌や自律神経のバランスを崩し、病

気のリスクを上げる。 

 

③人間関係  

人間関係が豊かな人は風邪を引きにくく、死亡率が低いことなどがわかっている。 

反対に、人間関係のネットワークが小さいと、他者からのサポートが少なくなる

などの要因で、健康状態が悪くなる。学歴・職業階層・所得が高い人ほど友人や

仕事仲間が多い傾向が確認された。 

また、国内の高齢者の男性約 6,500 人、女性約 6,800 人を約 4年間追跡した研

究で、友達との交流が少ない人は死亡リスクが高いことも確認された。  
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④生活習慣  

社会階層が高い人ほど、健康に良い行動をとる。 

学歴や所得が高い人ほど、運動習慣があることがわかっている。また、高齢者約

580 人の回答を分析した研究でも、学歴が高いと食品摂取のバランスがよいとい

う結果だった。 

反対に、社会階層が低い人では、喫煙率が高く、運動習慣が少ないなど、健康に

悪い生活習慣が多い。 

 

  

  



 12 

（３）世界の健康格差の現状 

【ワールドビジョンによる世界の保健医療格差ランキング（２０１３）】 

 

 

 

 

・ 保健医療格差の少ない国トップ 10 のうち 9 カ国がヨーロッパ諸国。 

・ 保健医療格差の大きい国ワースト 10 のうち 7 カ国はサブ・サハラ地域の

アフリカ諸国。 

・ 日本は 14 位。 

・ アメリカは 46 位で、"経済力がある国＝保健医療格差が少ない国"ではな

いことが明らか。 

 

【低所得国及び中所得国 42 ヶ国の都市部における 5歳児未満児の死亡率】 

 

 ・所得が低いアフリカでは貧困層が多く死亡率も高くなっている。 

 ・各国ともに都市部では特に所得格差が大きく、都市部の貧困層と 

  富裕層では大きな健康格差がある。 
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（４）ヨーロッパ諸国における健康格差への対応 

1991  WHO ヨーロッパ地域委員会は、国内の諸集団間の健康格差を 

      少なくとも 25％削減することを目標に掲げる。 

 

1998  WHO 報告書「健康の社会的決定要因」を出す。 

 

2003  WHO 報告書第二版を出す。 

 

2005  EU 議長国を務めていたイギリスで健康格差の削減だけを 

      テーマにした EU サミットが開催された。 

      ←健康格差が公認され、対策を講ずることが政府文書に明文化 

       されている国が増えていた。 

       Ex.ギリシャ・ドイツ・デンマーク・イタリア・ポーランド・ 

          フランス・オランダ・フィンランド・イギリス・アイルランド  

      

  ヨーロッパでは、健康格差への対策が政府の取り組むべき課題であると 

   認識され、健康の公平の原則や健康格差削減の目標を掲げ、 

    年次推移をモニタリングし、取り組みのあり方を再評価すること 

    の重要性とそれらのための対策が取られている。 

 

2008  WHO「健康の社会的決定要因に関する委員会」最終報告書を出す。 

       介入対象・方法は、生活習慣など健康政策や医療政策の枠内にとどまる 

     ものでなく、労働政策や教育政策をはじめとする広範で省庁横断的な 

     社会政策が重要であることが認識されている。 
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【参考文献】 

 

・国際協力 NGO ワールド・ビジョン・ジャパン

（https://www.worldvision.jp/news/advocacy/news_0978.html） 
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【補足資料 1】 

ジニ係数とは 

社会における所得分配に不公平などを計る標準係数であり、係数が高いほど格

差が大きくなるジ二係数の範囲は 0 から 1 までで、係数の値が 0 に近いほど格

差が小さく、1に近いほど格差が大きい状態である。 

 

（世界と日本の格差と貧困/香川正俊：2013） 

（http://top10.sakura.ne.jp/CIA-RANK2172R.html/:世界の中の日本を知る） 

 

【ジニ係数目安】 

0.1～0.2：ほとんど格差のない社会 

0.2～0.3：格差の少なく安定した社会 

0.3～0.4：格差がある社会 

0.4～0.5：厳しい格差があり、社会を不安定にする要素がある 

0.5～0.6：格差が限度を超え、社会的な不満が激増 

0.6～0.7：社会的動乱がいつ発生してもおかしくない 

0.7～ ：革命が起こる、あるいは動乱状態に突入する 

 

(http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20100707/215296/?rt=nocn

t：日経ビジネスオンライン) 

【収入不平等指数(ジニ係数)マップ】 
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(http://www.geocurrents.info/economic-geography/difficulties-calculati

ng-inequality-and-the-gini-coefficient/:GeoCurrent) 

収入不平等指数(ジニ係数)ランキング<141 カ国> 

 

順位 

国または地域 
収入不平等指数 

(ジニ係数) 
偏差値 評価 

 

1 レソト(1995 年) 63.2% 
 

75.0 E 

2 南アフリカ(2005 年) 63.1% 
 

74.9 E 

3 ボツワナ(1993 年) 63.0% 
 

74.8 E 

4 シエラレオネ(1989 年) 62.9% 
 

74.7 E 

5 中央アフリカ共和国(1993 年) 61.3% 
 

73.0 E 
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6 ナミビア(2010 年) 59.7% 
 

71.3 E 

7 ハイチ(2001 年) 59.2% 
 

70.8 E 

8 ホンジュラス(2007 年) 57.7% 
 

69.2 D 

9 ザンビア(2010 年) 57.5% 
 

69.0 D 

10 コロンビア(2010 年) 55.9% 
 

67.3 D 

11 グアテマラ(2007 年) 55.1% 
 

66.5 D 

12 香港(2011 年) 53.7% 
 

65.0 D 

13 パラグアイ(2009 年) 53.2% 
 

64.5 D 

14 チリ(2009 年) 52.1% 
 

63.3 D 

15 パナマ(2010 年) 51.9% 
 

63.1 D 

15 ブラジル(2012 年) 51.9% 
 

63.1 D 

17 パプアニューギニア(1996 年) 50.9% 
 

62.1 D 

18 スワジランド(2001 年) 50.4% 
 

61.5 D 

19 コスタリカ(2009 年) 50.3% 
 

61.4 D 
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20 ガンビア(1998 年) 50.2% 
 

61.3 D 

 

 

※このランキングは米 CIA のワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調

査年が異なる場合があります。 

 

(http://top10.sakura.ne.jp/CIA-RANK2172R.html: 世界・収入不平等指数ランキン

グ) 

 

 

 

 

では実際、ジニ係数はどのように算出されるのか？ 

 

ローレンツ曲線 

→ローレンツ曲線とは、世帯を所得の低い順番に並べ、横軸に世帯の累積比を

とり、縦軸に所得の累積比をとって、世帯間の所得分布をグラフ化したもので

す。 

もしも、社会に所得格差が存在せず、全ての世帯の所得が同額であるならば、

ローレンツ曲線は 45 度線と一致します。所得や富の分布に偏りがある限り、ロ

ーレンツ曲線は下方に膨らんだ形になります。 

 

 

例：「もしも世界が 100 人の村だったら」 

 

「すべての富のうち 6 人が 59%をもっていて みんなアメリカ合衆国の人 

です 74 人が 39％を 20 人が、たったの 2%を分けあっています」 
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世界の人々のうち、保有する富でみた下位 20％（20 人）が世界全体の富の 2%

を持っているとされています。さらに、下から数えて 94％（20 人＋74 人）の

人々が世界全体の富の 41％（＝2%＋39%）を保有していることも分ります。 

 

人口累積比：富の累積比 

2 人（20%）：0.02（2%） 

94 人（94%）：0.41（41%） 

100 人（100%）：1（100%）  ←（100 人－94 人＝）6 人が（100%－41%＝）

59%独占 
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ジニ係数の求め方 

 

 

(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%8B%E4%BF%82%E6%95%B0：ジ

ニ係数) 

 

 

 

【参考文献】 

 

 （世界と日本の格差と貧困/香川正俊：2013） 

 

 （http://top10.sakura.ne.jp/CIA-RANK2172R.html/:世界の中の日本を知

る） 

 

 アメリカ経済を考える「格差問題に関する米国の論点（６）〜一般教書では

教育に力点」（安井明彦）｜現代アメリカ｜東京財団

（http://www.tkfd.or.jp/research/america/a00364） 

 

 (http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20100707/215296/?rt=n

ocnt：日経ビジネスオンライン) 

 

 (http://www.geocurrents.info/economic-geography/difficulties-calcul

ating-inequality-and-the-gini-coefficient/:GeoCurrent) 

 

 (http://top10.sakura.ne.jp/CIA-RANK2172R.html: 世界・収入不平等指数ラン

キング) 

 

 (https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%8B%E4%BF%82%E6%95%B0

：ジニ係数) 
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【補足資料２】 

国連とは(論点に関わる部分についての補足) 

 

【概要】 

第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、国際連合憲章の下

1945 年 10 月に 51 ヵ国の加盟国で設立された国際組織である。2011 年に南スー

ダンが加盟をして現在の加盟国数は 193 となっている。英語表記で「United 

Nations」とされる所以は、第二次世界大戦中の枢軸国と敵対していた連合国側

が自陣営を指す言葉として使用していたものが継続して使用されたことである。

設立目的は以下の 4つ。 

・国際平和および安全の維持 

・諸国間の友好関係の助長 

・各国の経済的、社会的、文化的または人道的問題の解決 

・人権および基本的自由の尊重の助長において国際協力の達成 

また、これらの目的を達成するために国連総会、安全保障理事会、経済社会理

事会、 

信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局という６つの主要機関と多くの付属

機関・補助機関が置かれている。加えて数多くの専門機関・関連機関が国連と

提携して活動しており、全体として巨大かつ複雑な国連システムを形成してい

る。 

 

※国際連合憲章 

われら連合国の人民は、  

われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、 

基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、 

正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、 

一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること 

並びに、このために、 

寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、 

国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、 

共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、 

すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、 
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これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。 

 

よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当で

あると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を

設ける。 

 

 

 

【国際連合システム】

 

 

 

【主要機関について(重要なもののみ)】 

①国連総会 

全加盟国で構成され，憲章が規定する国連の活動範囲全ての事項について，討

議・勧告を行う。各国が 1 票の表決権を有し、重要問題については 3 分の 2、一

般問題については過半数で決する多数決制が取られている。総会の決議は加盟
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国または安全保障理事会に対する勧告をすることができるにとどまり、法的拘

束力を持たない。しかし重要な国際問題に対する世界の世論を示すものであり、

国際社会の道徳的な権威を備えている 

 

②安全保障理事会 

国際平和と安全の維持において重要な役割を担っている。15 か国で構成され、

アメリカ合衆国、イギリス、フランス、ロシア連邦、中華人民共和国の 5か国

が常任理事国、それ以外の 10 か国は総会で 2年の任期で選ばれる非常任理事国

である。 

各理事国は 1票を有し、手続事項に関する決定は 15 理事国のうち少なくとも 9

理事国の賛成投票によって行われるが、実質事項に関する決定は、5常任理事国

の同意投票を含む 9理事国の賛成投票によって行われる（国連憲章 27 条）。す

なわち、常任理事国の 1か国でも反対投票を投じれば決議は否決されるため、

常任理事国は拒否権を有している。常任理事国の拒否権行使により、安全保障

理事会は国際社会の平和の維持や回復のためには機能していないという見解が

強い。 

 

③国際司法裁判所 

国際司法裁判所(ICJ)は、国連の主要な司法機関である（国連憲章 92 条）。 

15 名の裁判官で構成され、そのうちのいずれの 2人も同一の国籍であってはな

らない（国際司法裁判所規程 3条）。すべての国連加盟国は自動的に国際司法裁

判所規程の当事国となり（憲章 93 条）、ICJ は同規程当事国のすべてに開放され

ている。国際組織や個人は当事者となることができない。もっとも、ICJ が事案

を審理し、判決を下すのに必要な管轄権を有するためには、当事国の同意がな

ければならない（規程 36 条）。判決は、出席した裁判官の過半数により決定さ

れる（規程 55 条）。判決は、当該紛争の当事国間において、かつ当該事件につ

いてのみ拘束力を持つ（規程 59 条）。当事国は判決に従う義務がある。国際司

法裁判所は判決を執行する能力が無いので、当事国の政府が判決に従わなけれ

ば、判決は履行されない。そのほか、総会と安保理、また総会の許可を受けた

その他の国連機関（経社理およびほとんどの専門機関など）は、いかなる法律

問題についても、ICJ に 

勧告的意見を求めることができる（憲章 96 条、規程 65 条）。国家は勧告的意見



 24 

を求めることはできない。勧告的意見は、国連憲章の解釈や権限の行使の適法

性などについて述べられるものが多い。勧告的意見は法的拘束力がないので、

紛争を解決できた実績はない。 

 

 

④事務局 

事務局は、国連の日常業務を遂行する機関であり、他の主要機関に役務を提供

するとともに、それらの機関が決定した計画・政策を実施する。事務総長が統

括する。事務総長および事務局職員は、いかなる国の政府からも、国連以外の

いかなる当局からも指示を受けない（国連憲章 100 条）。事務総長は、国連の行

政職員の長であるとともに（国連憲章 97 条）、総会、安保理、経社理、信託統

治理事会から委託される任務を遂行する（同 98 条）。また、国際の平和・安全

の維持への脅威について、安保理の注意を促すことができる権限が与えられて

いる（同 99 条）。事務総長が公的または私的に行う国際紛争の「あっせん」は、

最も重要な役割の一つであり、キプロス、東ティモール、イラク、リビア、中

東、ナイジェリア、西サハラなどの紛争に際して行われてきた。現在の事務総

長は韓国出身の潘基文である。 

 

【財政】 

・国連の予算は、主に通常予算と PKO 予算に分かれている。 

・通常予算は、2年が単位である。 

・事務総長が提出し、専門家から成る行政予算問題諮問委員会が審査する。 

→そして、総会で承認される（国連憲章 17 条）。 

・2006 年-07 年の予算は 38 億ドルであった。 

・通常予算の主な財源は加盟国からの分担金である。 

→分担率は専門家から成る分担金委員会の勧告に基づいて、総会が承認。 

※なお、分担率は基本的に加盟国の支払能力（全世界の GNP に占める加盟国の

割合等）を考慮して決められるが、2000 年、いかなる国も分担率の上限を 22％

とすることが総会で決定された（なお、上限にかかるのはアメリカのみである）。 

・多くの加盟国が分担金を滞納しており、国連の財政状況は不安定である。 
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・PKO 予算は、毎年 7 月 1 日から 1 年間を単位とし、総会が承認する。 

・これも加盟国の分担金によってまかなわれるが、通常予算よりも安保理常任

理事国の分担率が高く設定されている。 

例、2009 年 7 月から 2010 年 6 月までの 1 年間の平和維持活動予算は約 79 億ド

ル。 

・PKO 予算の滞納額も、2006 年末で 19 億ドルに達している[78]。 

※なお、国連児童基金（ユニセフ）、国連開発計画 (UNDP)、国連難民高等弁務

官 (UNHCR) といった諸計画・基金や、専門機関は、それぞれ独立した予算を持

っており、各国や個人からの拠出金によって財政をまかなっている 

 

 

2014〜2016 年国連通常予算分担率・分担⾦ 
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【参考文献】 

 

・国連憲章テキスト｜国連広報センター 

http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ 

・国連とは｜外務省 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/unp_a/page22_001254.html 

・国際連合 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88 

・外務省 2014 年～2016 年国連通常予算分担率・分担金 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jp_un/yosan.html 

・『元国連事務次長 法眼健作回顧録』法眼健作著 2015 年出版 
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【補足資料３】 

経済的格差が引き起こす問題 

 
（１）教育格差  

 

親の所得差によって影響され、子どもの受ける教育や進学率に格差が生まれる。 

 

【日本】 
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【アメリカ】 

所得階層別の教育関連支出 
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（２）政治格差 

政治は本来、選挙権を与えられた国民皆が平等に参加出来るものである。

しかし、経済的格差によって政治への格差も生み出されてしまう。 

 

○政治献金 

     政治活動のための資金として広く募る寄付。 

     大きく分けて企業が行う企業・団体献金と個人が行う個人献金がある。 

      このうち企業献金については、特定の企業に見返りを与えることにつながら 

          ないよう、 献金を受け取ることができるのは政党に限られている。  

     政治家個人への献金は禁止されている。  

     しかし、政党支部から個人の資金管理団体への資金の移動は可能であるため、 

     政治家個人に献金が流れるという抜け穴がある。 

     

    政治とカネにまつわる事件 

1988 リクルート事件 

株式会社リクルートが関連会社リクルート・コスモス（現 コスモスイニシ

ア）社の未公開株を、大物政治家に、店頭公開前に譲渡していた大規模贈賄

事件。 

 

2004 日歯連闇献金事件 

自民党橋本派が日本歯科医師会の臼田貞夫会長から 1 億円の献金を受け取

りながら収支報告書に記載しなかったため、政治資金規正法違反に問われた

事件。 

 

2008 西松建設事件 

西松建設の OB などを代表とした政治団体を通じて大物政治家などへの違法

な献金が行われた容疑で西松建設幹部と国会議員秘書など計 5人が立件さ

れた事件。 

 

⇒お金をもらえる富裕層に有利な政治 
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【参考文献】 

 

 日経 BP オールジャンルまとめサイト

（http://www.nikkeibp.co.jp/article/column/20091013/188159/） 

 

 「教育指標の国際比較」（平成 24（2012）年版）—文部科学省

（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/kokusai/__icsFiles/afiel

dfile/2013/02/05/1318687_3_1.pdf） 

 

 平成 21 年度 文部科学白書 本文：文部科学省

（http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/1295628_004.

pdf） 

 

 政治献金ってなに？

(http://www.komei.or.jp/policy/politicsandmoney/jiken.html) 

 

 NIKKEI STYLE

（http://style.nikkei.com/article/DGXDZO77562440W4A920C1W07001） 
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【論点】 

国連では現在、世界の経済的格差を無くすために次のような声明発表を行うべきかどう

かを議論しています。 

「国連として、ジニ係数の高い国へ優先的に、格差是正を目的とした援助を行っていく

ものとする」 

この声明文は、4 つの項目を存在目的とする国連(１、全世界の平和を守ること ２、

各国の間に友好関係を作り上げること ３、貧しい人々の生活条件を向上させ、飢えと

病気と読み書きのできない状態を克服し、お互いの権利と自由の尊重を働きかけるよう

に、共同で努力すること ４、各国がこれらの目的を達成するのを助けるための話し合

いの場となること)という組織が、これからどのようにして経済的格差を是正していく

かという方針を世界に向けて発表するものです。 

あなたは国連職員です。この内容の声明発表をすることに賛成 or 反対ですか？ 

 

○賛成 

・ その国ごとの格差をなくすべきで、全世界統一的に格差を是正しようとすると、

お金を稼いでくれているトップ層のインセンティブが失われる。  

・ 孫さんのような知識と経験に優れた人がお金を持って活用したほうが、世の中の

ためになる(仮に１億円というお金があって孫さんが 1 億円を手に入れたら事業

投資に使うことで世の中のためになる可能性が高いけども、一般人 100 人に１億

円を分配すると一人当たり 100 万円にしかならず、貯金されるだけでおわる可能

性が高い。)  

○反対 

・ 頑張って働いた人が豊かになるのは当然のことで、そもそも経済的な格差をなく

す必要はない。 

・ 一番の問題は、一部の富を持ちすぎている人がいることである。その前提に立つ

と国ごとの格差是正は不十分であって、国連として全世界的な格差を是正してい

く立場に立つべきだし、そのほうがみんな幸せになれるはずだ。 
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【議論を終えて】 

 

 貧困など大きすぎる格差は改善すべきだが、それ以外の格差はむしろあった方がやる

気につながるので良いものだと考える人が多かった。格差よりも格差によって引き起こ

されている問題が重視すべき問題であるので、それを改善するために分野別の取り組み

をすべきだという意見が出た。しかし、格差が本当に努力の差であるのか、制度や政策

が腐敗しているのではないのか、ということを考えなければならない。 

 格差を考える規模としては、格差を一番感じるであろう国内の格差をまずなくすべき

だという考えで一致していた。なぜその考えをグローバルには組み込めないのか、とい

う点について検討していく必要がある。 

 貧困や飢餓などの極端な例は想像ができても、今回のような日常生活は送る事ができ

るが問題とされていることは、自分たちも体験していないため想像がしづらく、あまり

問題視出来ないのではないか、と感じた。 


