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第一章 世界大会までの練習方法 

原告第一代理人 川端百合香 

 

世界大会進出が決まってからは、特に英語力向上に重点を置いた。さまざまなリスニング

を行ったが、最も効果的だったのは過去の決勝 DVDの研究だった。法的知識を増やしなが

ら英語弁論独特の表現を学ぶことができるからだ。非英語圏のなまりがあっても聞き取れ

るように慣らすために、海外ニュースや TEDの視聴も行った。日々の練習では、録音を聞

き返したり指摘しあったりすることで、発音やフレーズ感をひとつずつ改善していった。過

去の世界大会出場者から、パフォーマンス力の必要性を聞いていたので、手振りなどを効果

的につけることも意識した。 

国内大会の直前は内容の細かい議論に固執しがちだったが、世界大会までは、俯瞰するこ

とを意識し、論構成そのものの変更などの大きな変更を柔軟に行う勇気を持って議論でき

たと思う。鉄壁の論を目指すだけでなく、妥当性追求を国内大会前から意識するべきだった

と感じた。また、国内大会と違い、質問が多かったとしても時間内に弁論をまとめるタイム

マネジメントが重視されるため、原稿が無いかのような弁論、問答の積み重ねで主張を作る

ような弁論を目指した。 

春期休暇中も緊張感が失われないように、毎日の練習で目標を掲げ、反省をした。それぞ

れの弁論者には 2~3 人のサポーターが付き、調べものを割り振り、皆で本番まで続けた。

また、他論点のサポーターをたまに練習に加えることで、新しい視点からの問答練習もでき、

画期的だった。そして、外務省の方や教授をお招きした練習では、実務の視点からのフィー

ドバックを頂くことができた。こうしたフィードバックに関して、母国の資料が不足してい

る場合は非英語圏でも英語で議論せざるを得ないという。私たちも、英語でのフィードバッ

クにより英語力の向上を図ると良いかもしれない。 

それぞれの弁論者に合ったペースとメニューで、サポーターと試行錯誤しながら準備す

ることが、なにより大切だと感じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第二章 滞在スケジュール 

飯泉紅葉（3年生 サポーター・会計担当） 

1. スケジュール 

4 月 3日(金) 

13:00    成田空港第一ターミナル集合 

16:00     成田国際空港発 

※同日現地時間 

15:50    Washington Dulles空港着 

18:00頃  Hyatt Regency Washington on Capitol Hill チェックイン 

 

4 月 4日(土) 

時差ぼけの解消・練習 

 

4 月 5日(日) 

10:00～14:00 チーム登録 

14:00～16:00  全体のチームオリエンテーション 

16:00～    エキシビションチーム、傍聴チーム、廷吏のオリエンテーション 

18:00        大会スケジュール、対戦校メモリアル配布 

        

4 月 6日(月) 

9:00-21:00 予選 1日目（計 5ラウンド） 

9:00-11:00  予選ラウンド I：原告早稲田 v. インドネシア被告 

11:30-13:30 予選ラウンド II 

14:00-16:00 予選ラウンド III 

16:30-18:30 予選ラウンド IV 

19:00-21:00 予選ラウンド V 

 

4 月 7日(火) 

9:00-21:00 予選 2日目（計 5ラウンド） 

9:00-11:00  予選ラウンド I 

11:30-13:30 予選ラウンド II：アメリカ原告 v. 早稲田被告 

14:00-16:00 予選ラウンド III 

16:30-18:30 予選ラウンド IV 

19:00-21:00 予選ラウンド V：原告早稲田 v. ウガンダ被告 

 

 



4 月 8日(水) 

9:00-21:00 予選 3日目(計 5ラウンド) 

9:00-11:00  予選ラウンド I 

11:30-13:30 予選ラウンド II：グルジア原告 v. 早稲田被告 

14:00-16:00 予選ラウンド III 

16:30-18:30 予選ラウンド IV 

19:00-21:00 予選ラウンド V 

20:00 Announcement Party：Jessup Run Off Rounds 出場 30校発表 

    ホテル付近のバーへタクシー移動 

 

4 月 9日(木) 

9:00～13:30  Jessup Run Off Rounds（計 2ラウンド） 

16:00～18:00 Octo-Final Rounds 

21:00～ Go National Dress Ball Party 

 

4 月 10日(金) 

9:00～11:30  Quarter Final Rounds 

13:30～15:30  Semi-Final Rounds 

15:30～17:00  White & Case Jessup Competitors Reception(決勝進出校の発表) 

18:00～20:00  Special Film Screening Event 

 

4 月 11日(土) 

11:00～12:00  Meet the Compromis Authors Brunch(問題作成者のお話) 

14:00        World Championship Round 

(決勝：原告チリ v. 被告オーストラリア) 

21:00         Final Awards Gala 

 

4 月 12日(日) 

9:00～11:00    Distribution of Team Packets(結果表の配布) 

空港へタクシー移動 

13:05 Washington Dulles空港 

 

4 月 13日(月) 

※日本時間 

16:00     成田空港第一ターミナル到着 

 



2. 各イベントの説明 

基本的に日本チームは 5分前行動をしがちだが、外国チームは時間通りにやってこない。 

また、パーティー会場に水はあるがその他のドリンクは有料であった。年齢確認が厳しい

ため、成人（現地では 21歳）はパスポートを持ってパーティーへ行く必要がある。会場に

食べ物は一切置いていない。 

 

Team Registration  

登録受付に行くとチームナンバーを聞かれ、そこでネームタグ、日本国旗を受け取る。登

録は数分で終わる。 

 

Team Orientation 

大会主催者の方からの挨拶や詳しいスケジュールの説明がある。エキシビションも含め

た全チームが名前を呼ばれるため、呼ばれたら出場者は旗をかかげて前に行き自国の国旗

を台に立てた。 

 

Announcement Party 

 ホテル付近のバーへタクシーで移動した。服装は様々だがバーの雰囲気にはカジュアル

スーツ・カジュアルドレスがふさわしかった。21 歳以上のみ飲酒可能なためパスポートを

持参していった。それ以外は手に×印をつけられる。暗く音楽の音量がずいぶん大きいため

相手の声が聞こえづらかったが、人々の距離が近いため外国チームと会話をしやすかった。

音楽に合わせてお酒を飲みながらみんながダンスをしていた。12時前に予選突破校 30校が

発表された。 

 

Go National Dress Ball Party 

大会参加者たちが、各国の民族衣装をまとって交流を行う。日本は浴衣などを着て参加し

た。浴衣は人気があり、一緒に写真撮影をお願いされることが多かったため、交流や会話の

機会がたくさんあった。非常に個性的な衣装を着たチームが多く、こちらからも声をかけて

写真撮影をお願いした。ここでもお酒が飲めるため、パスポートを持参するのが良い。また、

チームの記念写真を大会のカメラマンが撮ってくださった。会場に常に流れているスライ

ドでは、去年の参加チームたちの集合写真等をみることができた。 

 

Special Film Screening Event 

参加者たちはみなドレスでのぞんでいた。ここでもお酒が飲めるためパスポートを持参

した。学生ではない人々が多く参加しており、参加者はお酒を飲みながらダンスや歓談をし

て楽しんだが、周りの音が大きくて声が通らないため会話をするのは困難であった。パーテ

ィーは 12時過ぎまで続いたが、日本チームで最後までいた者は少なかった。 



 

 Meet the Compromis Authors Brunch 

Compromis 作成者たちがそれぞれに Compromis の起草過程や論点について話す。Jessup 

Cup の Compromis は実際に現在世界で起きている問題がモデルになっていることが多くあ

り、そのような現実の問題にも言及しつつ作成者達が長めのスピーチをした。 

 

Final Awards Gala 

大会参加者と裁判官方が参加し、お酒を飲みながらダンスや歓談をする。開始して 1時間

ほど経つと、優勝チームや個人弁論者賞、メモリアル賞などが読み上げられる。再び自国の

国旗を持って大会のカメラマンに集合写真を撮っていただいた。深夜まで続くダンスパー

ティーであった。最後のパーティーということもあり参加者も激しくダンスをしていた。 

 

 

  



第三章 大会結果とその成績 

川端百合香（3年生 原告第一代理人） 

輿石幸之介（3年生 被告第二代理人） 

 

1. 総合成績 

 大会結果としては、原告が 2戦 2敗、被告が 2戦 1勝 1敗であり、全体としては 1勝 3

敗であった。 

 

2. 原告分析 

4月 7日 9:00-11:00   インドネシア戦 

(早稲田大学原告 v. Universitas Pelita Harapan 被告) 

 

書面は情報量が多く、判例にはなっていない国家実行のデータが特に充実していた。 

弁論に関して最も印象に残っているのは、英語である。豊富なボキャブラリーと流暢さに

感心させられ、話す速さに圧倒された。しかし裁判官にもゆっくり話すように何度か言わ

れており、裁判官と会話するような自然な問答が求められていることを感じた。質問に答

えながら、予定していた主張内容に戻ることも大事だが、強引に引き込んではいけない。 

裁判官は質問の仕方や興味対象が三人三色であった。私たちは裁判官ごとに対応した答え

方を意識して弁論したが、もっと早く掴めたらなおよかったと感じた。 

タイムマネジメントに関して、延長せずに論証し、また延長申請した場合はそれを厳守す

ることが、実際の裁判らしさを追求するには不可欠とのことだった。この点に関して私た

ちは高評価であった。 

また、細かい論の一つ一つにつき、論証し始めるときと終わりのときを明確にしながら

弁論するスタイルも好評だった。 

結果は負けであったが、私たちが感じた英語力の差ほどには点差が開いていないと感じ

た。 

裁判官や相手の英語を聞き取り、論を十分に説得できる英語力が必要なのはもちろんだ

が、逆にその一定程度の基準を満たせば、簡単な表現に偏ったとしても、英語での減点は

されないと思われる。英語で引け目を感じないようになれば、パフォーマンスにも意識が

及びやすく、堂々とした印象を裁判官に与えることにつながるのだと感じた。 

彼らはその後準決勝に進出し、書面も入賞していた。 

 

 

4月 8日 19:00-21:00   ウガンダ戦 

(早稲田大学原告 v. Law Development Centre 被告) 

 



補佐人を置かない構成で、観戦に来たサポーターも数人だったため、少人数で活動して

きたと推察される。 

英語はアクセントが独特だったものの、ゆっくりで聞き取りやすかった。 

裁判官の質問は、卑近な例を用いるなど、ユーモアに富んだものが多く出された。会場

には度々笑いがおき、国内大会では味わえなかった空気感がそこにはあった。説得力の強

さを保ちつつ、ユーモアを楽しむ余裕が弁論者には求められているということは、その後

の準決勝や決勝を見て改めて感じた。講評でも、裁判官との会話を楽しんでほしいという

ことが強調された。 

また、我々の主張を基にした質問が度々被告になされ、論の内容が裁判官に正確に伝わ

っていることが感じられ、嬉しかった。 

結果を見てみると、書面も口頭弁論も僅差で負けていた。相手には答えが冗長になり的

確さを欠いているように感じた場面がしばしばあったが、全体的に裁判官をより納得させ

ることができていたのだと考えられる。 

答えに対する裁判官の反応が良いと感じたときには、ある程度時間を割いて膨らませて

答えた方が良い印象を与えられるのかもしれない。 

      

3. 被告分析 

4月 7日 11:30-13:30   アメリカ戦 

(Stetson University 原告 v. 早稲田大学被告) 

 

対戦相手の発表の際、アメリカ代表（数大学の内の一つ）と試合を行うと知った際の

衝撃は大きなものであった。しかし、書面を見てみると判例や論文のリサーチ、論構成

など甘い点も散見され、彼らが英語ネイティブであるという点に必要以上に委縮して

いたきらいがあった。 

一方で、実際に弁論に入ると彼らはアメリカ式教育のたまものであるともいえる

堂々とした態度、溢れる笑顔でアメリカ流パブリックスピーキング技術を存分に発揮

していた。模擬裁判がカリキュラムに取り入れられることの多いアメリカならではの

「慣れ」を感じた。 

裁判官は全員、非アメリカ人であり、フィリピン、ギリシャ、メキシコと各地域から

多様性を意識した人選がなされているように感じた。彼らは、質問を挟むことで弁論を

進めるという認識を持っている。間を持たず飛んでくる質問と自分の主張を勧めたい

という思いのジレンマに悩まされた。 

被告の難しさとして、相手の論に対応するというものが挙げられる。大会初日に相手

校書面を受け取ってからわずか二日ほどで相手校の論を咀嚼し、原稿なしで自身の弁

論を行わなければならないのだ。そのため、どのような突飛な論が来ても全く知らない、

対応出来ない、といったことがないように様々なタイプの原告に対応できるよう練習



を重ねていた点は我々被告にとって非常に有効であった。実際、日本国内予選では全く

着目されていなかった論点が原告により主張されたといった想定外もあった。 

結果は残念ながら敗北であった。さらに残念であったのは、我々が書面点においては

彼らを上回っていた点である。つまり、弁論の技術で彼らは逆転勝利をおさめたのだ。

しかし、我々は模擬裁判の本場であるアメリカ代表と対戦したこと、書面で勝利したこ

となど手ごたえも感じた。 

 

 

4月 8日 11:30-13:00   グルジア戦 

(Tbilisi Free University 原告 v. 早稲田大学被告) 

 

グルジア代表の書面を受け取った際にまず感じたのは、まるで日本国内予選を思い

出させるかのような論構成であった。彼らの論は我々日本代表が国内予選で戦ってき

た原告たちと非常に酷似しており、その点から対応も比較的容易であった。 

しかし、実際に弁論の場に行くとその認識は一変した。弁論者二人、補佐人一人、す

べて女性というグルジアチームはネイティブではないにもかかわらずほぼ完ぺきな英

語を巧みに操り、驚くほどのスピードで彼らの論を主張し始めたのであった。 

先述したがグルジアチームの弁論者は女性、さらに当法廷の裁判長は女性、さらにも

う一人の裁判官も女性、と国際法模擬裁判における女性の活躍を感じた法廷でもあっ

た。実際に、少なくない数のチームが女性のみで構成されていたり女性の数の方が多か

ったりと Jessup国際法模擬裁判における女性の存在感は非常に高い。 

当法廷は、裁判長の女性が完全に支配していたといっても過言ではない。彼女は二十

年以上 Jessup模擬裁判において裁判官として活躍なさっているらしく、質問もかなり

深い国際法の知識に基づいた鋭いものばかりであった。 

そのような中で我々は書面、弁論においても勝利をおさめる事ができた。グルジアチ

ームは英語や知識面においては非常に優れていたものの、質問にあまり直接的に答え

ない傾向があったように感じた。実際、裁判長が「あなたは質問に答えていない」と指

摘する場面が何回か見られた。国際大会で勝利を収めたことは我々にとって大きな自

信となった。 

グルジアチームは、弁論中、2008 年のロシアによるグルジア侵攻について触れてい

た。後日、グルジアチームのコーチに聞いたところ、やはりグルジア人として思うとこ

ろがあったから触れたのだと語っていた。国際大会の醍醐味はこのように様々な思い

を模擬裁判上における架空の国家に託している各国代表の存在にあるのではないかと

感じた瞬間であった。 

 

 



第四章 国際交流 

輿石幸之介（3年生 被告第二代理人） 

“In the future, World Leaders will look at each other differently because they first met 

here as Friends.”（将来、世界の指導者達はお互いを今とは違う風に見ることだろう。何故

なら彼らは、まず、ここワシントン D.C.で友人として出会っているからだ。）という言葉に

もある通り、Jessup Cupは模擬裁判大会でありながら同時に国際交流の場としても非常に

重要な役割を果たしている。多くの国の各チームがそれぞれ異なるバックグラウンドを抱

えながらも、全く同じ問題に取り組むという経験は非常にユニークであり、さらに、お互い

の頑張りを認め合う事で一種の仲間意識のようなものが形成される。Jessup Cup では大会

期間中に様々な交流行事があった。以下で、それらの交流行事について紹介する。 

大会四日目の夜は、Announcement Party と呼ばれるパーティーが行われた。これは会

場である Hyatt Regencyからタクシーで数分の所にあるバーで行われた。ここでは、予選

を勝ち抜き本戦に進むチームが発表された。数時間ほど、ダンスミュージックが流れる若者

的な空気感で自由に様々なチームと歓談を楽しんだ。しかし、日本チームの多くは 21歳未

満であったため、お酒を楽しむことができなかったのはいささか残念であった。このような

ダンスで盛り上がるような場では、国民性が良く出るのか、アジア人はあまりダンスの輪に

加わっていない印象を受けた。二時間ほど経つと、ついに本戦出場校の発表である。”Team 

Number XXX, University of XXX”などと発表されるたびに、大声を張り上げて喜びを表現

する本選出場各チーム、会場は一気に緊張感に包まれた。私は発表の際、ウクライナチーム

のすぐそばにいた。彼らは非常に神妙な顔でひたすらに祈っていた。本年度の Jessup Cup

の問題はウクライナのクリミア半島の問題をベースに作られており、彼らウクライナ人は

特に並々ならぬ思いがあったのだろう。そして、いよいよ最後の一校となった時、呼ばれた

のはウクライナチームであった。その瞬間、自分達が本選に進めない悔しさが押し寄せたと

共に、爆発的な喜びを見せるウクライナチームの模擬裁判を通じて世界に発信したい思い

の強さを感じた。 

翌日の夜は、Jessup Cup 最大のイベントといっても過言ではない、Go National Dress 

Ball と呼ばれる民族衣装を着て交流イベントがあった。我々日本チームは、浴衣や着物、

はたまた忍者など日本らしさを感じさせる衣装を各々が着て、イベントに参加した。驚くべ

きは、参加者の積極性である。皆、どんどんと民族衣装をまとう各国代表と写真を撮り、自

己紹介をし、そして Facebook（名刺）の交換、をルーティーンのように繰り返していた。

当然、日本チームの各々にも声がかかり、写真に写り込んだり、写りこまれたり、盗撮され

ていたり、と会場の空気は一種の混沌をなしていた。私は、皆が非常にフレンドリーであり、

気軽に各国の友人を作ることができるこのパーティーにすっかりと染まってしまった。こ

こでも、ダンスミュージックが非常に大音量で流されており、会場の中央部では民族衣装を

まといながら各国の代表がダンスを踊っていた。ここで気付いたのは、先日の

Announcement Party とは異なり、ダンスのスタイルが各国それぞれ非常に異なっていた



ということである。おそらく、民族衣装を着ているということも相まって、ダンスも自然と

自国のスタイルに沿って行っていたのではないかと思う。インドチームのボリウッド風集

団舞踊、東欧系のチームの超高速回転ダンスなど、ここでも国民性が出ていて、見ていて非

常に興味深かった。 

最終日は午後の決勝、優勝校発表に引き続いて夜に Final Galaというパーティーが行わ

れた。ここでは、各個人の弁論者賞、メモリアル賞などが発表された。最初は、あまり乗り

気ではなかったパーティーにもすっかりと慣れ、日本チームの各メンバーは各国メンバー

と交流を楽しんでいた。パーティーでここまで気軽に各国代表同士が交流できるのも、ひと

えに自分たちは Jessup ファミリーである、といった仲間意識があるからであると感じた。

国際法模擬裁判は、準備に膨大な時間と労力を使い、さらには各国の厳しい予選を勝ち上が

らなければワシントン D.C.に来ることはできない。ここで、各チーム内での仲間意識はも

ちろんのこと、共に同じ Jessup Cupに取組んだものとして、チームという枠組みを超えた

仲間意識が芽生えるのである。Jessup Cup に取組んだことで、年齢も宗教も言語も違う初

対面の人と、「共通の話題」を持っているのである。ワシントン D.C.で行われる世界大会に

は、将来的には各国の指導者となっていく人材も多く参加している。最初に引用した通り、

各国の指導者たちが、まず、「友人」としての関係を築いていたら、どんなに素晴らしいこ

とであろうか。私たちは、このような貴重な場で貴重な経験をしたことを忘れることはない

だろう。そして、いつか私たちが、「友人」たちとどこかで思い出話をできる日が来ること

を切に願っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第五章 会計報告 

飯泉紅葉（3年生 サポーター・会計担当） 

航空券代、宿泊費の総額について報告する。 

 

支出 

 

(航空券は一名を除いて別の行程のものも一括して購入した。) 

 

ワシントンでは Hyatt Regencyに宿泊した。（4/3~4/11） 

航空券と、一部の者が行ったニューヨークのホテルの手配は旅行代理店にお願いしたため、

日本円での支払であった。 

ワシントンのホテルの予約は事前にカスタマーセンターで行い、現地でドルの現金払いと

なった。 

 

1 ドル=119.76円（4/2、ワシントン宿泊費換金時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費目 費用 内訳 

航空券代 ¥1,797,160 ¥119,730×12 名 

¥180,200×2名 

ワシントン宿泊費 $9222.95 $1844.59(1泊)×5部屋 



 

第六章 お世話になった方々へのお礼 

浅野達哉（3年生 原告第二代理人） 

はじめに、スポンサーとして本大会出場を援助してくださった三菱UFJ国際財団様、私

たちに御指導をくださった早稲田大学国際法研究会顧問の萬歳寛之先生、大会の運営をし

てくださった JILSAの方々やその他国際法模擬裁判に関わるすべての皆様に心から感謝を

申し上げます。 

 昨年度より Jessup Cup 国内予選が英語化されたことで、英語での書面作成、および口頭

弁論に慣れ、それらを磨く時間が大きく増えました。そのような中で国際大会へと出場する

早稲田大学国際法研究会に対し、皆様から多大なる期待とご支援を賜りましたこと、心より

光栄に存じております。そして会員一同ご期待に応えるべく、常に国際大会を意識して研鑽

に励んでまいりました。しかしながら、本年度もまた決勝ラウンドに進出することが叶わず、

悔しさに堪えません。また、書面におきましても昨年度の結果に遠く及ばなかったことが大

変心苦しく、皆様のご期待に副えなかったことが残念でなりません。会員一同この悔しさを

忘れず、OB・OG の皆様から引き継がれてきた知識や経験により一層磨きをかけて後輩へ

と繋ぐことで、いつの日か日本チームが世界大会の優勝カップを手にすることがくること

を切に願っております。 

 国際大会はまた、世界中の優秀な方々とコミュニケーションをとることができる、我々に

とってまたとない貴重な経験ともなりました。特に、国際大会に出場する選手たちはほとん

どがロースクール生であり、このような方々と法的な議論を英語で交わすということ自体

が、大変刺激的な経験となりました。さらに、彼らの遠大な目標や深遠な知識、見識に触れ

ることで、進路についての検討や将来の目標を再考するうえで非常に意義深い交流をもつ

ことができたと認識しております。 

 三菱 UFJ国際財団の皆様やその他ご支援を賜った皆様のおかげで、我々はこのような得

難い経験をさせていただくことができました。このことに改めて厚く御礼を申し上げ、私の

御礼とさせていただきます。 

 


