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NEWSCOMMENTARY 

1．食品問題と企業
倫理 
なぜこれほど食品に関わる事

件が多発するのだろうか。一

連の食品問題と企業倫理につ

いて考えてみた。 

3．国籍法違憲判決
 
最高裁（大法廷）が 6 月 4 日

に違憲判決を下した国籍法に

ついて，その概要と意義等に

ついて概説する。 

4．求められる政権
選択の軸 
自由民主党と民主党。同じよ

うな名前の二大政党で「ねじ

れ」る政治。冷戦と自民党長

期支配が崩壊した 21 世紀，二

大政党の差違は何かを考察す

ることが求められている。 

 5．WTO 
 

WTO の基本的な原則を確認

し，今回のドーハ・ラウンド

交渉が決裂した原因と今後の

動きについて解説した。 

 
各問の解答 

・食品問題と企業倫理   ④

・児童労働と CSR     ③

・国籍法違憲判決     ④

・求められる政権選択の軸 ③

・WTO          ④

 

第 4号 

2 ． 児 童 労 働 と
CSR 
映画『闇の子供たち』を手が

かりに児童労働の現状を概観

し，CSR との関連と今後の課

題を解説した。 
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2008年9月6日，各地の新聞は，大阪市北区の米穀加工

販売会社「三笠フーズ」が，基準値を超える残留農薬が

検出されたりカビが生えたりしているため工業用の使用

に限定された「事故米」を食用と偽って販売した，と報

じた。この報道に接して，「またか」といった思いを抱い

た人や，「どこまでこんなことが続くのか」と憤りを新た

にする人もいたに違いない。それにしても，なぜこれほ

ど食品に関わる事件が多発するのだろうか。一連の食品

問題と企業倫理について考えてみた。 
食品問題の発生 
ここ7年の間に発生した食品をめぐるよく知られた

事件を，発生した年次ごとに列記してみると，以下のよ

うになる。 

1月 雪印食品による牛肉偽装事件 2002年 
7月 日本ハムの牛肉偽装・隠蔽工作事件 

2004年 4月 食肉卸業「ハンナン」の牛肉偽装事件

1月 不二家の消費期限切れ牛乳による洋菓

子製造事件 
6月 ミートホープ社の牛肉ミンチ偽装事件

8月 石屋製菓のチョコレート「白い恋人」

賞味期限改ざん事件 
10月 赤福餅の製造月日偽装事件 

2007年 

10月 船場吉兆の消費期限・賞味期限偽装お

よび牛肉・地鶏産地偽装事件 
1月 中国産ギョウザ食中毒事件 
6月 食肉卸売業「丸明」の飛騨牛偽装事件

7月 ウナギ輸入販売業「魚秀」の中国産ウ

ナギの産地偽装事件 

2008年 

9月 三笠フーズの事故米転売事件 

このうち，中国産ギョウザの食中毒事件を除くと，す

べてが偽装あるいは改ざん事件であり，明らかに消費者

を欺いて利益を上げようとする背信行為である。そこで，

いくつかの事件を取り上げ，事件の実態について概観し

てみよう。 
食品偽装の実態 
①雪印食品株式会社による牛肉偽装事件 
日本の農林水産省は，イギリスで発症が報道された

BSE（狂牛病）に日本の牛も罹患しているとして，全頭

検査以前の国内産牛肉の買い取りを発表した。これを受

けて，2000年に起きた乳製品による食中毒事件以来の雪

印グループの経営不振からの回生に，これを利用しよう

とした雪印食品の関西ミートセンターは，外国産牛肉を

国内産と偽り，国に買い取りを不正請求したのである。

これと同様の不正請求事件は，日本ハムおよびハンナン

の事件である。すべて消費者を欺くことで不当利益をあ

げようとした点で，共通している。 
②船場吉兆の期限偽装および産地偽装事件 
2007年11月9日の読売新聞によると，＜高級料亭「吉

兆」のグループ会社船場吉兆（大阪市中央区）が，福岡

市の店舗で総菜の期限表示を改ざんしていた問題で，船

場吉兆の本店でも牛肉や鶏肉について偽装表示が行われ

ていたことが，農林水産省の調査でわかった＞。その後，

船場吉兆では客が箸を付けていない食べ残しを使い回し

ていたことも発覚し，「28日午後，大阪市に廃業届を提

出し，営業許可証も返還した」（5月29日付読売新聞）。

これに類した偽装事件は，不二家の洋菓子・石屋製菓の

チョコレート「白い恋人」・赤福餅などの消費期限や賞

味期限を偽って販売していたケース，および「丸明」の

産地偽装事件である。こうした中でも，船場吉兆の特異

性は，期限改ざんや産地偽装さらには残り物の使い回し

など，不正が多岐にわたっており，多面にわたって消費

者や来客を欺いていたという点であろう。 
③ミートホープ社の牛肉ミンチ偽装事件 
2007年6月20日，日テレニュース24は次のように報じ

た。＜日本生活協同組合連合会によると，豚肉を混ぜた

ひき肉を「牛ミンチ」として出荷したと疑われているの

は，苫小牧市の食肉加工販売会社「ミートホープ」。ミ

ートホープが出荷したひき肉を原料に使った商品のうち，

加ト吉の子会社が製造している冷凍の牛肉コロッケは，

これまでに全国80の生協で500万パックが販売された＞。

さらに，ミートホープ社はミンチの色を調節するために

牛の血を混ぜたり，腐りかけた肉を細切れにして混ぜた

り，さらにはサルモネラ菌が検出されたソーセージのデ

ータを改ざんして学校給食に納入していたことなどが判

明した。これと類似の事件は，発ガン性の疑いのある抗

菌剤が検出された「魚秀」のウナギ産地偽装事件や「三

笠フーズ」の事故米転売事件である。これらの事件は単

なる産地や品質の偽装ではなく，食品の安全，すなわち

生命や健康に関わる事件という共通点がある。 
食品関連事件の問題点 
このように，食品をめぐる一連の事件は，基本的に

は企業（生産者や販売会社）が，偽装や改ざんによって

不当な利益をあげたという信用問題である。しかし，そ

れ以上に重大な問題は，食品問題は雪印の食中毒事件や

ミートホープ社や「魚秀」あるいは「三笠フーズ」の事

件に見られるように，消費者の健康や生命を危険にさら

す側面を持っているという点にある。ちなみに，「丸明」

食品問題と企業倫理 
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でも消費期限切れの肉を細切れにして消費者に販売して

いたことが明らかになっている。 
ある食品は栄養を摂るために食され，ある食品はお茶

の時間を楽しくさせるために食べられている。そんなと

き，購入したものとは異なるものが入っていたり，まし

てや毒物が混入していたのでは，消費者は安心して食品

を買ったり食べたりできなくなる。その最たる例は，中

国産ギョウザに混入していた神経生理機能に障害をもた

らす殺虫剤メタミドホスであろう。実際に何人もの健康

被害を出している。ただ，この事件は誰が，何の目的で，

どのようにして毒物を混入させたのかは不明のままであ

る。その点で，ミートホープ社の一連の偽装工作は，利

益のために消費者の生命や健康を犠牲にしても構わない

という，きわめて悪質な事件だといえる。それは，「神

港魚類」と「魚秀」による中国産ウナギ偽装事件も同じ

である。すなわち偽装したウナギから検出されたマラカ

イトグリーンは，発ガン性を持つといわれており，日本

では養殖魚などへの使用が禁止されている抗菌剤である。

そして，今回のウナギの偽装は，2007年に中国産ウナギ

からマラカイトグリーンが検出されたことで，消費者が

国産ウナギを求めるようになったことを受けての偽装だ

ったのである。むろん，根本は中国産食品の安全性の問

題ではある。しかし，だからといって生産地の偽装や期

限の改ざんを行ってよいわけはない。果たして，企業の

側に生産者あるいは販売者としての使命感あるいはモラ

ルはあるのだろうか。 
資本主義の精神と企業の倫理 
近代資本主義の祖とされるアダム＝スミスは，各人の

私的利益の追求は生産力を高め，社会全体の発展に結び

つくと考え，利己心の充足を是認した。しかし，一方で，

その私益の追求も公平な第三者の＜共感＞がなければな

らないとして，利己心と社会正義との調和を説いている。 
また，資本主義の精神とキリスト教との関係を考察し

たマックス＝ウェーバーは，勤勉と倹約という禁欲的なカ

ルヴァンの職業倫理観が資本主義の興隆に大きな影響を

与えたと語っている。そこには，神から与えられた職業

に専念することと，それによって得た利益を無駄にせず，

他者のために活かす工夫が説かれている。 
さらに，儒教・仏教・道教・神道などを併せた独自の

庶民道徳を説いた江戸時代の心学者石田梅岩は，当時，

身分としては最も低いとされていた商人に自信と誇りを

持たせようと独自の商人道徳を提唱した。すなわち，武

士が俸禄を得て主人に仕えるように，商人は売利を得る

ことで生活を成り立たせている。しかも，その商人の道

とは＜正直＞と＜倹約＞であり，「先も立ち，われも立

つ」という互助的なあり方によって相手（消費者）に良

いものを適正な価格で提供し，そのことによって自分（生

産者や販売者）も利益を得ることである。また＜倹約＞

とは，期限切れの食品を偽装したり使い回したりするこ

とではなく，「時にあたり法にかなふやうに用いる事」

を意味し，＜正直＞と一つとなって商いの道の核心を形

成するものであった。この梅岩が指し示した「先も立ち，

われも立つ」ことや＜正直＞と＜倹約＞は，商人だけの

道ではなく，普遍的な人間としての道であろう。その意

味では，昨今の企業による偽装や改ざんは，企業倫理に

外れているというよりも，人の道に外れているとさえい

えるのではないだろうか。 
今後の食品問題とわれわれの努力 
とはいえ，近年，燃料（Fuel）と食糧（Food）の危

機（FF危機）が叫ばれる中，食料自給率がきわめて低い

日本では，隣国の中国はもとよりその他の食糧輸出国に

依存せざるを得ない状況はますます大きくなってくる。 
そうした中で，食糧問題を政府や企業の問題だけにせ

ず，身近なところでできる努力を怠らないことも大切で

ある。それは，消費者として企業を厳しく監視すること

はもとより，本当の意味で＜もったいない＞の精神を発

揮し，無駄を省き，ものを大切にする心を養っていくこ

とではないだろうか。 
 
 
問 庶民の生き方を説いた日本の思想家の説明として

最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 安藤昌益は，すべての人が大地に働きかけて自分

で衣食住をまかなう社会を理想とし，そうした社会

を法世と呼んだ。 
② 井原西鶴は，中世以来の浮き世という観念を憂き

世と捉え直し，義理と人情に苦悩する庶民の姿を浄

瑠璃などに描いた。 
③ 石田梅岩は，武士が主君から俸禄を得ることと，

商人が売利を得ることは，根本的に異なることだと

考えた。 
④ 二宮尊徳は，分に応じた生活をすることで蓄えら

れた財を，恩義を受けた人々に貸し与えることが人

としての道にかなうと説いた。 
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はじめに 
今年，話題になった映画として『闇の子供たち』が

ある。児童労働の問題をテーマとした力作であり，副題

が「値札のついた命」である。臓器移植に関係した人身

売買，児童売買春が取り上げられている。 
一方，アメリカ衣料品会社ギャップの製品を生産して

いるインドの工場で，10 歳から 13 歳までの子どもたち

が 1 日 16 時間も働かされている，とイギリスの雑誌『オ

ブザーバー』は昨年 10 月報じた。また，アメリカの人

権団体，国際労働権利基金は 2005 年 11 月，リベリアの

ゴム農園で，非人道的な児童労働が常態化しているとア

メリカのタイヤメーカー，ファイアストンと親会社ブリ

ヂストンなどを相手取り，強制労働や非人道的処遇の停

止などを求める訴えをカリフォルニア州裁判所に起こし，

現在係争中である。 
児童労働と ILO 
ILO 駐日事務所ホームページには「児童労働の現実」

として各種統計，関連情報が掲載されている。 
児童労働とは「法定の就業最低年齢を下回る年齢の子

どもたちによってなされている労働」のこと。ILO の就

業最低年齢条約 138 号では，一般に 15 歳（途上国は，

当面 14 歳とすることができる），軽易な労働は 13 歳（途

上国は同様に 12 歳），健康・安全・道徳を損うおそれの

ある労働は 18 歳と規定されている。世界における 5～17
歳の児童労働者数は 2 億 1,800 万人（2004 年），2000
年に比較して 11％減少している。働く子どものうち，お

よそ 10 人に 7 人は農業，22％はサービス業，9％は鉱業・

建設・製造業などの工業に従事している。 
ILO 条約 182 号で規定している「最悪の形態の児童労

働」とは，「18 歳未満の児童がかかわる次のような労働，

人身取引，債務奴隷，強制労働，強制的な子ども兵士，

買春，ポルノ製造，麻薬の生産・密売などの不正な活動，

子どもの健康・安全・道徳を害し，心身の健全な成長を

妨げる危険で有害な労働」のこと。1999 年にこの協約が

採択され，2002 年 6 月 12 日を「児童労働反対世界デー」

と定めている。 
児童労働と CSR 
欧米では，1980 年代から児童労働が社会問題として

取り上げられ，現在では，その回避は環境問題などとな

らんで CSR の重要な項目となっている。 
1997 年，ベトナムにあるサッカーボールの下請け工場

で劣悪な労働環境で子どもが働かされていることが

NGO によって告発された事例は良く知られている。当

初，ナイキは「下請工場の問題」としていたが，全米で

製品のボイコット運動がおこり，株価も下落，投資会社

が社会的責任投資におけるナイキの格付けを下げたため，

売り上げだけでなく企業イメージも失墜した。そこでナ

イキは，CSR 部門を新設し，副社長をその部門の長とし

てあたらせた。その年に，ILO，ユニセフがスポーツ用

品の関連企業がつくる「世界スポーツ用品産業連盟」（ナ

イキやアディダスも加盟）と協力してサッカーボール産

業で働いている子どもたちを学校に通わせるプロジェク

トがパキスタンで始まり，これまで 7,000 人近い子ども

たちが学校に通うようになった。 
日本では，流通業のイオングループが児童労働を含む

労働者の人権保護に関する 10 の原則（原則 5 は，児童

労働の実効的な廃止を支持）を受け入れ，さらに児童労

働がないと認定されている「フェアトレード」のコーヒ

ー，衣料品，雑貨などを販売している。 
今後の課題 
日本の企業においては，まだ児童労働は遠い国の話

として関心が弱い。しかし，日本の NGO「ACE」によ

れば，児童労働が指摘される業界や製品として，コーヒ

ー，紅茶，カカオ，サトウキビ，マンゴー，バラ，えび，

石，ダイヤモンド，タンタル（携帯電話用希少資源），マ

ンガン（電池用）などがあり，日本にも輸入されている。 
最近では GSR（Global Social Responsibility），すな

わち政府や個人，NGO，企業などの各セクターが国境を

越えたグローバルな問題に対処する意識をもち，社会的

な責任を果たすべきだという考え方も登場している。 
（参考文献） 
・奈良林和子「グローバル企業が陥る児童労働のリスク」 
『エコノミスト』6 月 24 日号。 

・岩附由香ほか『わたし 8 歳，カカオ畑で働きつづけて』 
合同出版，2007 年。 

 
問 企業の社会的責任（CSR）について述べた文として

適当でないものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 企業が文化や芸術活動に支援することをメセナと

いう。 
② 企業も地域貢献など強く要請される時代である。 
③ 児童労働に対する配慮に，20 年以上前から日本の

企業は積極的に貢献してきた。 
④ ゼロ・エミッションなど環境への配慮も企業活動

には不可欠である。 

児童労働とCSR 
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はじめに 
最高裁は 2008 年 6 月 4 日，国籍法 3 条 1 項規定の婚

姻要件を憲法違反とする判決を下した。最高裁が法律に

ついて違憲判決を下したのは，2005 年に在外選挙権をめ

ぐり公職選挙法を違憲として以来で，戦後 8 例目になる。 
これは，法律上の婚姻関係にない日本人の父とフィリ

ピン人の母から生まれ，出生後父から認知された子ども

10 人が，国に日本国籍の確認を求めた訴訟で，最高裁大

法廷は，原告全員に日本国籍を認めた。生まれた後に父

から認知されても，両親が結婚していないことを理由に

日本国籍を認めない国籍法の規定は不合理な差別を生じ，

法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると判断した。 
判決要旨 

（1）国籍法3条1項が，日本国民である父と日本国民

でない母との間に出生した後に父から認知された子に

つき，父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場

合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍

の取得に関する区別を生じさせていることは，遅くと

も平成17年当時において，憲法14条1項に違反する。 
（2）日本国民である父と日本国民でない母との間に出生

した後に父から認知された子は，父母の婚姻により嫡

出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3
条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは，日

本国籍を取得する。 

【国籍法3条1項】 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身

分を取得した子で二十歳未満のもの（日本国民であつた者を除

く。）は，認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であ

つた場合において，その父又は母が現に日本国民であるとき，

又はその死亡の時に日本国民であつたときは，法務大臣に届け

出ることによつて，日本の国籍を取得することができる。 

国籍法について 
国籍とは，人が特定国家の構成員となる資格をいう

が，それがないと，居住の自由，参政権，職業選択の自

由などの基本的人権の享有や社会保障を受ける権利の制

約などさまざまな不利益を受けることになる。 
憲法10条は，「日本国民たる要件は，法律でこれを定

める。」と規定し，1950年に国籍法が制定された。国籍

法は，国籍の取得・喪失の要件を定め，国民の範囲を決

定している。国籍の取得には，出生（2条），届出（3条），

帰化（4～9条）による場合がある。 
出生による国籍の取得については，大別して，自国民

の子に国籍を与える血統主義と，自国の領域内で生まれ

た子に国籍を与える生地主義の2つがあるが，日本の国

籍法は，主として血統主義を採用（2条1号・2号）し，

生地主義によって補完（2条3号）している。 
父系優先血統主義をとっていた国籍法は，1984年の改

正によって父母両系血統主義を採用したが，その際に3
条1項が新設された。だが，本訴訟のように，日本人を

父，外国人を母とする婚外子に日本国籍が認められるの

は，胎児の間に父親が子を認知した場合に限られ，父母

が婚姻しているかどうかで国籍の取得に大きな差異が生

じることに違憲の疑いがあるとする学説も多かった。 
判決では，改正当時には婚外子の国籍取得に婚姻要件

を課すことは合理性があったが，その後の家族観の変化

や諸外国での婚外子に対する差別的取り扱い解消の動き，

また日本が批准した子どもの権利条約における出生によ

る差別禁止規定等，内外の社会的環境の変化を指摘した。 
今回の違憲判決の意義と課題 
違憲判決を受けて，国は国籍法改正に動き出した。

法務省民事局は，国籍法改正について，「父母が婚姻し

ていない子にも届出による日本の国籍の取得を可能とす

ることなどを内容とする法改正を行う」とし，3条1項に

ついて，「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した

こととの要件を削除する」こととし，「虚偽の届出につ

いて罰則を新設する」などの骨子を発表した。臨時国会

に法案提出予定である。また相続で婚外子に差を設ける

民法900条をめぐる議論等にも影響を与えると思われる。 
なお，「嫡出子」「非嫡出子」という用語自体が差別

的意味合いをもつと考えられるので，本稿では判決や条

文等からの引用以外の箇所は「婚外子」などと表現した。 
 
問 国籍法違憲判決（最高裁 2008 年）について述べた

文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一

つ選べ。 
① 最高裁が，国籍法について違憲の判断を下したの

は，平成 14 年に続いて今回で 2 回目である。 
② 最高裁が違憲判決を下したので，国籍法 3 条 1 項

は無効となりただちに削除された。 
③ 最高裁は，国籍法が定める国籍取得について，婚

外子に対する一切の差別的取り扱いを違憲とした。 
④ 最高裁が国籍法 3 条 1 項の規定を違憲としたのは，

婚外子が国籍を取得するのに，出生後認知の場合，

父母の婚姻が要件とされることである。 

国籍法違憲判決 
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「ねじれ」を解消しなければ法案の討ち死には続く 
「『ねじれ』現象を解消しない限り，重要法案はこと

ごとく討ち死にする」（朝日新聞1990.04.14）。この発言

は安倍元首相，福田元総理を退陣に追い込んだ民主党・

小沢一郎代表が，かつて自民党幹事長を務めていた際の

発言である。「ねじれ国会」については『参議院の意義』

（News Commentary 第2号）ですでに考察した。1989
年の参院選自民党大敗北を期に，連立政権は常態化した。

2007年の参院選民主党大躍進を期に，「職務放棄」に近

い政権退陣が相次いだ。これらの原因は参議院の権能が

大きく，参院で過半数を得られなければ，法案は討ち死

にし政権運営は麻痺するからである。現在の二院制では，

衆参同日選挙が無い限りは「ねじれ」はほぼ必然である。

衆参どちらかで最初に過半数を制しても，もう一つの議

院の選挙までは，両院の多数派が異なる状態を乗り切ら

なければならないのだ。二院制についての憲法規定や運

用を考える必要がある。2008年の大学入試センター試験

で出題された「各国の二院制の選出方法」（第2問・問4）
は，このような時事的関心を反映したものと言えよう。 

自由民主党と民主党の違いは何か 
自由民主党と民主党。この同じような名前の二大政

党の違いを問われたら，何と答えるだろう。 
『日本とフランス 二つの民主主義』（光文社新書）で

薬師院仁志氏は，「21 世紀初頭の日本には，事実上，自

由主義以外の選択肢が存在しない。程度や視点の違いは

あれ，ともかくリベラル（自由主義）こそが民主主義だ

と言わんばかりの状況なのだ」と述べている。確かに郵

政民営化や暫定税率への賛否，年金財源の調達法の違い

はあれ，保守勢力である両党に根本的な差違を見いだす

ことは難しい。 
保守と革新が対峙した「55年体制」で自民党が38年間

も政権を維持し，社会党が万年野党であったのは，それ

ぞれが東西両陣営を反映し，立脚する基盤が明確であっ

たからだといえる。91年のソ連解体以後，社会主義の終

焉が確認され，世界の方向性はすでに決まったと理解さ

れた。米国の政治学者フランシス・フクヤマ氏はかつて，

社会主義国家や福祉国家といった「大きな政府」の時代

ではなく，自由主義とグローバル経済の時代に入ったと

主張した。日本では1994年，小選挙区制が導入され米国

や英国のような二大政党制へ動き出した。しかし，保守・

自由主義以外の選択肢が存在しない事が，冷戦後の政治

なのだろうか。 

二大政党 「自由」か「平等」か 
先述した薬師院氏は，二大政党の差違を自由主義（右

派）か平等主義（左派）で区分し，欧米の二大政党の政

治状況を次のようにまとめている。 
 自由主義（右派） 平等主義（左派）

アメリカ ●共和党 民主党 

イギリス 保守党 ●労働党 

フランス ●国民運動連合 社会党 

ドイツ ●キリスト教民主同盟等 ●社会民主党 

●は与党（2008 年 9 月現在）を示す。独は大連立政権。 

この表が示すように，21 世紀の世界は必ずしも自由主

義だけを志向しているわけではない。例えば，お菓子を

生徒皆で分ける場合，「自由に」選択して分ければ，ガキ

大将が独占する。全員「平等に」分けるには，先生が上

から管理する。「自由」を追求すれば「平等」が犠牲にな

り，「平等」を追求すれば「自由」が犠牲になる。「自由」

と「平等」，どらちの価値観を重んじるかによって，その

政策は「小さな政府」「大きな政府」と異なってくる。 
オバマ対マケインで争われている 2008 年米大統領選

挙。オバマ氏は，ブッシュ政権が実施した高所得層への

減税を取りやめ，中低所得層には減税を実施すると主張

した。「平等」を重んじる民主党政策の典型といえる。 
振り返れば自民党は，護送船団方式で銀行を管理し，族

議員によって公共事業を通じた利益配分を行ってきた。「自

由」を重んじるはずの自民党が「平等」に重きをおいたの

である。かつて「日本は，最も成功した社会主義国」と揶

揄されたほどである。「自民党をぶっ壊す」と叫んだ小泉政

権で規制緩和や自由化が進められたが，今やその市場主義

改革の見直しを自民党も民主党も唱えている。混乱する「ね

じれ」の解消には，大連立か政権交代が必要である。し

かし，何を軸にそれらが行われるのか判然としない。政

権選択の軸を考えることは「時事的関心」なのである。 
 
問 自由主義と平等主義の政策について述べた文とし

て最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 
① 自由主義を標榜する政権は，食糧管理制度による

米の流通規制を推進すると考えられる。 
② 自由主義を標榜する政権は，国民皆保険制度を推

進すると考えられる。 
③ 平等主義を標榜する政権は，農家の個別所得保障

政策を推進すると考えられる。 
④ 平等主義を標榜する政権は，郵政民営化政策を推

進すると考えられる。 

求められる政権選択の軸 
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はじめに 

今年7月30日，ジュネーブで開かれていた閣僚会議が

決裂し，7年越しのドーハ・ラウンドは合意にいたらな

かった。世界経済が金融危機や資源価格の高騰によって

不安定な状況に陥っているいま，世界貿易の拡大に寄与

するという期待は裏切られる結果となった。 
ドーハ・ラウンド 
ドーハ・ラウンドとは，2001 年から続くカタールの

首都ドーハにおける世界貿易機関（WTO）の多角的貿易

交渉のことである。参加国・地域は 153。 
▼主な多角的貿易交渉の歴史 

年 名 称 参加国・地域

60～61 ディロン・ラウンド 26 
64～67 ケネディ・ラウンド 62 
73～79 東京ラウンド 102 
86～94 ウルグアイ・ラウンド 123 
01～ ドーハ・ラウンド 153 

正式名称は「ドーハ開発アジェンダ」であり，途上国

の開発問題が主な課題であった。一般的に「ラウンド」

とよばれているのは，円卓（ラウンドテーブル）を囲ん

で話すところから由来している。 
WTO（世界貿易機関） 
WTO は「無差別原則」を基本とし，「最恵国待遇」

と「内国民待遇」を原則としている。どちらも商品の原

産国による差別や輸入品に対する差別を禁止することを

めざしている。 
したがって，WTOの実現目標は，自由で無差別な貿易

を実現することで世界経済の発展をはかり，人々の生活

水準を向上させていくことにおかれている。 
交渉における対立の構図 
ア 農産品の関税引き下げ。農業輸出国であるアメリ

カ，ブラジル，オーストラリア対 EU，日本，スイス，

韓国など。 
イ 農業の国内補助金。先進国では農業団体の政治力が

総じて強く，巨額の農業補助で穀物生産力を高めてき

た。余った農産物を補助金つきで輸出したため，国際

相場が下がり，農業保護の余裕がない貧しい国々の穀

物生産は大打撃を受けた。先進国対ブラジル，インド

など。 
ウ 鉱工業品の関税削減。先進国対ブラジル，中国，イ

ンドなどの途上国。中国はWTO加盟の際にかなり関税

を引き下げているのでこれ以上は下げることができな

いと主張している。 

交渉決裂の理由 
直接の原因は，緊急輸入制限に対してインド，中国

はその発動をしやすくすることを要求したのに対して，

アメリカは関税削減での成果がこれではなくなると難色

を示し，まとまらなかったからである。 
その背景には二つの要因がある。一つは，途上国の発

言権が増大してきたこと。IMF の統計では，2005 年に

おいて途上国に関係する貿易が世界貿易の 60％に増加

している。1990 年においては 44％程度しかなかった。 
もう一つは，全会一致方式の限界がある。150か国を

超える参加国があり，さらに今回の緊急輸入制限問題に

おいてもラテンアメリカ諸国は，輸出機会を奪うという

理由で，インド，中国の対応には批判的であり，途上国

自体が一枚岩ではないことが露呈した。 
日本と世界経済への影響と課題 
日本にとっては，農業分野での課題が残った一方，

関税削減効果については，合意による効果は大きく，今

回の決裂はとくに産業界にとっては厳しいものになった。

また，世界経済への影響として注目すべきは，自由貿易

協定の締結が加速されることが予想される点である。も

ちろん，最恵国待遇の原則には矛盾するが，域外に対す

る貿易障壁が協定締結前よりも制限的にならないことな

ど条件付で認められている。 
しかし，この方向は，その成果が当事者間に限定され，

第三国は排除されてしまう。当然，資源もない貧しい後

発の途上国が交渉相手に選ばれることは考えにくく，こ

のラウンドの当初の趣旨から考えて開発問題が先送りさ

れることになる危険性が大きい。結果として，世界的に

格差が拡大することになる。 
今年のサミットのホスト国であった日本の，早期再開

にむけての一層の努力が期待されている。 
 
問 WTO について述べた文として最も適当なものを，

次の①～④のうちから一つ選べ。 
① WTO は，金融面から IMF などを補強する国際機

関である。 
② ドーハ・ラウンドでは，先進国の主張が優先され，

相変わらず途上国の発言はかえりみられない。 
③ WTO 協定は，従来の GATT をすべて廃棄し，新

たに制定された。 
④ WTO の下で実施された最初の多角的貿易交渉が，

ドーハ・ラウンドである。 

W T O 
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