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平和構築分野の人材育成事業に関するセミナー 
２００９年２月１７日（火）１８：００～２０：００ 弁護士会館１７階１７０１室 
 
（司会・北村） 本日は「平和構築分野の人材育成事業に関するセミナー」にお集まりい

ただきましてありがとうございます。私は，本日司会を務めさせていただきます日弁連国

際室の北村と申します。 
（司会・山本） 同じく国際室の山本です。北村と一緒に司会を務めさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 
（司会） 日弁連国際室では，日本の弁護士が国際機関で働くのに際して様々な情報提供

をしていきたいという考えで，これまで「国際機関人事情報セミナー」と題しまして，外

務省の協力を得ながらセミナーを開催してまいりまして，今回がその一連のセミナーの第

４弾です。 
 まず最初に，日弁連副会長田川章次よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 
（田川副会長） 皆さん，こんばんは。今日は，日弁連の国際室主催のセミナー第４弾に

ご参加いただきまして，大変ありがとうございます。私は，日弁連の国際人権問題等を担

当しております副会長の田川章次でございます。今，日本弁護士連合会は，司法改革の下

で法曹の増加，そしてそれによる司法改革の完遂という立場でいろいろ論議をしておりま

すけれども，たくさんの法曹が誕生しつつあります。そういう法曹の皆さんに，いろんな

分野の仕事に就いていただきたいということで活動しておりますけれども，その中でも重

視をしている１つとして，この国際司法分野に関する問題があります。 
 今，国際交流委員会を中心にして，国際司法支援の基本方針というのを策定しておりま

すが，近いうちに理事会を通して日弁連の方針とする予定でございます。これは，平和憲

法を持っております日本が，いかに国際社会に人的な点で平和的な貢献をしていくかとい

うことで，いろんな方針を書いているものです。 
 これまで日弁連はそのような観点でカンボジア，ベトナム，モンゴルなどに様々な国際

司法支援をしてきました。そして，今年，今申し上げましたような基本方針を策定する中

で，新聞にも掲載されておりましたけれども，イラクの弁護士に対する国際人権法トレー

ニングプロジェクトというものを第１弾として行うことを予定しております。日弁連から

も弁護士８名ほどが出かけて，そのプロジェクトに参画をいたします。 
 こういったことを手始めにいたしまして，いろいろな国際活動の分野をこれから進めて

いきたいと考えております。そういう点で，今日は篠田英朗先生から，「平和構築分野の人

材育成事業のためのパイロット事業報告」をいただき，また，外務省の中込正志氏から，「平

和構築分野の人材育成事業の概要説明」という内容でセミナーを開きまして，若い皆さん

に今後の方向性を考えていただくということは，大変重要なことではないかと思っており

ます。 
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 今日お二人の先生のお話をぜひとも聞いていただいて，新しい分野に挑戦をしていただ

く。そして，世界平和のために貢献していただくということを心から期待をしております。

どうか，よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
（司会） 田川副会長，ありがとうございました。 
 本日の式次第ですが，篠田先生のご講演に入ります前に，日弁連の国際交流委員会副委

員長の矢吹公敏弁護士より，平和構築分野での日弁連の関わりということで，これまでの

司法支援の取組みについて，10 分ほどお話を頂戴いたしたいと思います。また，後ほど日
弁連の国際人権問題委員会委員の大谷美紀子弁護士より，先ほど田川副会長からお話があ

りましたイラクでのトレーニングプロジェクトについて簡単にご紹介をさせていただきま

す。 
 それでは矢吹弁護士，お願いいたします。 
（矢吹） 今，ご紹介いただきました日弁連の国際交流委員会の副委員長をしています矢

吹です。よろしくお願いします。 
 私のほうは持ち時間 10分ですので，手短にお話をしたいと思います。 
 日弁連で，この国際司法支援，1995 年から 14 年間ぐらいしていますけれども，どうい
うことをしているか，若干お話をしたいと思います。 
 まず日弁連の国際司法支援は，２つに分けられます。１つは今日の主題である平和構築，

ポスト・コンフリクト・カントリーでの法分野の支援をしています。もう１つは，ポスト・

コンフリクトは終わったけれども，その後，発展途上国が安定して，経済的にも人権等の

分野でも向上していくための助力をするための支援です。 
 私たちの活動は主に 95年から後者の活動が主でありました。ポスト・コンフリクトにつ
いては，やはり現地の事情もあり，それから国連のブルーヘルメットと一緒に行くことも

必要になる場合があります。一緒に行かなければいけないというのは義務ではありません

が，やはり安全性ということもありますので，2000年代に入って，後ほど述べる ILACと
いう国際機関において，この分野の活動を検討してきました。そして，今年イラクの弁護

士の国際人権法，国際人道法のセミナーをするというプロジェクトに結びついてきたわけ

です。 
こうした活動のもともとの考えは，弁護士法１条及び日弁連の会則に，基本的人権の擁

護と社会正義の実現が弁護士の主題と唱われています。また，憲法の前文に，この恒久平

和主義，それから平和のうちに生存する権利という，皆さんご存じの大変重要なポイント

があります。そこに根ざした活動をしていく。特に，その前文には，何度もいつも私読む

のですが，良い文言があって，「平和を維持し，専従と隷属，圧迫と偏狭を地上から永遠に

除去しようと努めている国際社会において，名誉ある地位を占めたいと思う」と規定され

ています。これは国の使命であると同時に，皆さんも含めた私たち個人の使命でもある。

この責務を自分で自覚すると，自ずとこういった法律家であれば，平和構築も含めた支援

をするということに，一人ひとりが結びつくのではないかということが，私たち日弁連と
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しても主題として検討しているのです。 
 また，世界人権宣言をはじめとする国際的な人権基準の普遍的な遵守，そして保障する，

これを促進するということも，すべての国の責務です。これはウィーン宣言や，その行動

計画に唱われているわけですが，こういった世界人権会議で採択された宣言等についても，

日弁連として積極的に関与，協力していくということを宣言しているわけです。 
 最近のこの司法改革の重要なテーマは法の支配，Rule of Lawということになりますけれ
ども，日弁連としてこの分野でも法整備支援が深くかかわっています。国連で 2008 年に
Guidance Note of the Secretary-General，国連事務総長のノートとして，”Approach to the 
Rule of Law Assistance”，ここに法の支配について述べられています。 
縷々列挙していますけれども，この中でも，法的安定性及び手続，法律の透明性を掲げ

ていますし，法の支配を強化するための枠組みとして幾つも書いています。その中に選挙

制度，それから政治，ガバナンス，安全と人権の実施，それから司法のプロセスと機能，

並びに法の支配を強化し，公務員と政治機関が責任を負う市民社会のシステム，まさにポ

スト・コンフリクトから，成熟した国・社会になるためのいろいろな制度がここで唱われ

ている。これを１つ１つ私たちも噛み砕いて活動に結びつけていくということを考えてい

るわけです。 
 もう１つ，国連にはそれぞれ法曹に関する基本原則があって，弁護士の役割に関する基

本原則というのも，国連が定めています。その中で，独立した弁護士によるリーガルサー

ビスのアクセス，これが重要であると説かれていて，特に刑事司法において弁護士は特別

のセーフガードだということが規定されています。 
 その後で弁護士のプロフェッションとしての資質やトレーニングに対する弁護士会の役

割についても言及されているわけです。弁護士は，ビジネスロイヤーだとお金儲けを主に

考えているようにも言われる場合もありますけれども，実は他方でこのような深く世界の

平和に貢献するべく使命を負っているということもあるわけです。私たち日弁連は，こう

いった１つ１つの国際的な条約，宣言，基本原則，そして憲法等を検討し，それをまた１

つ１つの活動に結びつけていく努力をしているのです。 
 日弁連のいろいろ活動があるわけですけれども，主に，ポスト・コンフリクト的なとこ

ろに関係するところをピックアップしてきました。もともと 95年から主に途上国支援，法
整備支援として，フィールドとしては一番下に書いてある中国とかモンゴル，ベトナム，

カンボジア，ラオス，フィリピン，インドネシアというところに JICAの長期専門家として
既に 17，8 人赴任していますし，国内でも国際司法支援センターというセンターがありま
すので，そこに短期専門家の一団がいて，毎年何回もそれぞれの国に派遣されている。な

いしは，本邦での研修に参加しているということです。 
 ここで，例えばカンボジアでの政府監視活動。これはカンボジアが UN の暫定統治から
離れて初めて，98 年に自前で選挙をしたときに，監視活動に参加したわけです。これは外
務省のミッションで行ったわけですが，さらに昨年もカンボジアの選挙監視活動に行きま
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した。私は 98 年と昨年，両方行きました。98 年がどういう時期だったかと言いますと，
97 年にカンボジアで内戦が起きて，私はちょうど内紛が起きた日に，ちょうど向こうの
NGOのミッションの理事会に行くためにバンコクの空港に降りましたら，飛行機がカンボ
ジアには飛ばないと言われました。昼前にバンコクの空港に着いて，絶対に行かなければ

いけないと思って聞いたところ，おまえ，そこのテレビを観ろと言われて，テレビを観る

と，町中火の手が上がっている。後で聞いたところによると，在カンボジア大使館の人た

ちも頭を低くして，家の上を銃弾が飛んでいるという状況だったらしいですけれども，も

ちろん飛行場もメチャメチャになっているというところで，それを目の当たりにして，最

終的に帰ってきたわけです。もし１日早くカンボジアに着いていれば，それから２，３か

月間は日本には帰って来られなかったわけですが，そういうことを目の当たりにして，98
年の選挙監視というのは非常に緊張感のある活動でした。 
 それから，コンフリクトではありませんが，例えばインドネシア，アチェの津波，これ

も津波で何万人も人が亡くなり，家も流されていった中で，現地でたくさんの紛争，これ

は武器の紛争ではなくて，民事上の例えば相続ですとか，不動産の問題のことですが，こ

うした問題の復興支援に行ったということもあります。これも現地に行って見ると，非常

に悲惨な状況でありまして，そこから何を貢献できるのかということを考えながら支援を

してきたわけです。 
 このように，やはり私たち弁護士とは言っても，フィールドである現場で働いてはじめ

て活動ができるという意味において，フィールドを知ることが重要であると常々感じるわ

けで，今日の篠田先生，それから中込さんの話は，まさに皆さんがこれから長い人生の中

で，フィールドで世界の平和のために働くんだという意思を強くし，そしてぜひ小さい１

つでも活動に参加していただくというためのセミナーですので，ぜひよく聞いて，よく質

問して，将来こういった活動に参加していただければと思います。 
 私のほうからはこれで終わります。ありがとうございました。 
 
（山本） 矢吹さん，これまでの日弁連の活動，また今日のセミナーに関連することを含

め，取り上げていただきまして，ありがとうございました。 
 それでは，篠田先生のお話に移らせていただきたいと思いますが，最初に簡単にですが，

篠田英朗先生のご紹介をさせていただきたいと思います。 
 篠田先生は，早稲田大学大学院政治学研究科の修士課程を修了され，その後，ロンドン

大学のロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカルサイエンス（LSE）
の国際関係学の Ph.D.を取得されました。職歴としましては，1993 年に国連のカンボジア
暫定統治機構（UNTAC）の投票所責任者，1997 年から 98 年にかけましては，LSE の非
常勤講師，キール大学非常勤講師などをされまして，その後宇都宮大学非常勤講師，広島

大学平和科学研究センター助手を経て，同助教授となり，現在は広島大学平和科学研究セ

ンター准教授，それから広島大学大学院国際協力研究科も担当されています。と同時に，
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広島平和構築人材育成センター事務局長として，今日の本題であります人材育成事業の責

任者として活躍されております。 
 著書，論文などはたくさんあるのですが，2003年に先生が書かれた「平和構築と法の支
配」という本を私は今日持ってきました。先生はこの後に 2005年に上杉勇司さんとの共著
「紛争と人間の安全保障：新しい平和構築のアプローチを求めて」，2007年には単独で「国
際社会の秩序」などの著書があります。その他にも多数の論文を書かれています。私が読

んだ著書は「平和構築と法の支配」だけですが，非常に良い本で，もしお読みでない方が

いらっしゃいましたらお勧めです。その後のご著書もおそらく良い本であろうと思います

ので，私も読みたいと思っております。それでは先生，よろしくお願いいたします。 
（篠田） どうも大変ご丁寧な，ご親切なご紹介ありがとうございます。大変光栄です。

ご紹介に預かりました広島大学の篠田と申します。本日は，大変お忙しい中お集まりいた

だきまして，どうもありがとうございます。 
 本日の趣旨は，「平和構築分野の人材育成事業のためのパイロット事業」について紹介し

つつ，皆さんと一緒に平和構築分野における法律家の活躍の可能性について話すというも

のと理解しておりまして，大変に楽しみにしてまいりました。 
 私は，今ご紹介いただきましたように，外務省の委託で行っている事業，これは広島大

学が主契約者になって事業を受託して実施しているもので，どちらかというと珍しい形態

で事業が行われているわけですが，この事務局を運営している次第です。 
 他方，この事業の運営は，予算年度に従って動いておりますので，私は平成 19年度，20
年度と事務局の運営に携わってまいりましたが，来年以降の話は外務省の中込さんから，

私の後にご説明いただくことになろうかと思います。 
 したがって，本日の私の役目は，主にこれまでこのパイロット事業がどのように運営さ

れてきたのかを，実施者の観点からご紹介させていただくということになろうかと思いま

す。私が若干長めの時間をいただいております理由は，私も本職は研究者でありますし，

皆さんは平和構築それ自体を専門にしているわけでは必ずしもないということですので，

事業の紹介の背景として，そもそもこの平和構築とは何か。そして，平和構築において，

なぜ，どのように法律家が求められているのかをお話しする，詳細にわたってご説明する

余裕はなかろうかと思いますが，入口の部分で少し触れることができればと思っている次

第です。 
 この平和構築分野の人材育成のためのパイロット事業は，内容は文民，つまり軍人では

ない人たちを対象にした人材育成の事業になっております。参加者の方々は，いろいろな

バックグランドを持っている方々でありますが，どちらかというと，普通の開発援助とか，

人道支援の援助で経験を積まれた方々が多くなっております。こういった方々にさらにキ

ャリアを伸ばしていただくのは，大変に重要なことではありますけれども，我々が，つま

り我々というのは，この事業を実施している者だけではなくて，おそらく平和構築に携わ

っているコミュニティ全体，あるいは研究者と言ってもいいでしょうし，さらに外務省を中
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心とする政策に携わっていらっしゃる方々を含めて，特に文民分野で平和構築に携わって

ほしいと思っている階層は，何といっても法律家の方々であろうかと思います。 
 なぜなら，法律家の方々は，極めて専門性の高い知識を持っていらっしゃるので，だれ

でもが同じ役割を遂行できるということではなく，求められる場面，ポスト，機会が非常

に多いのです。しかし，なかなか日本社会では平和構築と法律家の接点が無いがゆえに，

完全に人材不足が慢性化しているということだと思います。 
 したがって，本日紹介させていただきます人材育成事業への参加者の中には，必ずしも

法律家の専門家はいないのですけれども，ぜひその中に入っていただきたいという観点で

お話しさせていただくことになろうかと思います。 
 この人事育成事業のそれ自体のご紹介をする前に，この人材育成事業がどのように立ち

上げられたのかという点ですが，これは本当は外務省の方から説明していただいたほうが

いいのかもしれませんが，日本が 1990年代以降，冷戦が終わって以降，特に国際協力の分
野で，平和愛好国家として，特に平和の問題に貢献したいという決意を固めて，いろいろ

な活動に努力を重ねて進めていく中で，１つぶち当たったとされている壁が，「人がいない」

ということであります。いろいろな法律をつくり，いろいろな政策をつくっても，やって

くれる人がいないのではどうしようもないではないかという，非常に単純かつ深刻な問題

がありました。 
 この問題は，言ってみれば至極当然のことでありまして，平和構築という新しい分野で，

特に日本が 1980 年代まで関連する分野にそれほど熱心ではなかったがゆえに，「僕はこの
ことを 20年間やってきました」なんていう人々はそんなにいなかった。これは日本の歴史
を考えると，非常にやむを得ない事態ではあったわけですけれども，これから国際平和へ

の貢献を高めていくためには，ぜひとも担ってくれる人材をつくらなければいけないとい

うことで，政府の取組みがなされて，法律もつくられ，審議会などもつくられ，事業を運

営する事務局も，われわれのような形で受託しているのは非常に珍しいケースですけれど

も，内閣府に PKOを扱う事務局ができたり，外務省でも新しい機能を立ち上げられたりと
いったことがあります。 
そして，既存の ODAと言われる資金援助の中でも，今までは「平和」ということはそれ

ほど言っていなかったとしても，これからは積極的に平和に貢献するために ODAを使って
いこうという機運が高まり，先ほど矢吹先生のお話にも出てまいりましたけれども，JICA
という日本の援助を扱っている組織でも，特に平和に貢献する専門家をつくっていこうと

いう機運が高まったということになります。 
 ご覧頂いている概念図は，外務省のホームページから取ってきたものですが，いろいろ

と現場における取組みも，インテレクチャルなことも，また，国連本部で平和構築委員会

の議長をしているといったことも書かれていますが，人材育成も非常に重要な柱になって

おり，この中に私どもが実施している平和構築分野の人材育成事業も位置付けられている

という仕組みになっています（※以下の HPを参照）。 
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 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/peace_b/index.html 
 内閣府では，PKO 業務をいろいろと支援することをしております。また，JICA でも，
従来は，平和構築には軍事的，政治的なものもあるということで，必ずしも平和と密接に

結びついているとは考えられていなかった開発援助や人道支援について，経済社会的な枠

組みの構築という観点からの平和への貢献であるという位置づけをかなり明確にしてきて，

JICA組織内部において，あるいはいろいろなプロジェクトを通じて人材を育成する，ある
いはこの分野での専門家の方々の活躍の機会をどんどんつくっていくという状況になって

きております。 
 このような時代あるいは状況の中で外務省によって立ち上げられたのが「平和構築分野

の人材育成事業のためのパイロット事業」で，われわれが実施者として加わらせていただ

いているものです。この事業は一体何をしているのか。いろいろなことをしているのです

が，大きく分けて 3 つあります。事業の三本柱という理解をしておりますが，第一は，ま
ず普通の意味での研修に近いもの，これをわれわれは国内研修と呼んでいます。6週間程度，
参加者の方々30 人程度に１か所に集まっていただいて，平和構築の専門家の方々，ほとん
どの場合，実務家の第一線の方々を講師として招聘しておりますけれども，その方々と一

緒に知識を深め，そして平和構築に役立つ技能を培っていただくということをしておりま

す。 
 この事業が普通の研修事業と違うのは，この国内研修だけで終わらずに，次とその次が

あるところです。国内研修は大変に重要なことで，知識と技能を高めていただきたいわけ

ですが，しかし，平和構築というのは現在進行形で動いている現場のある仕事なので，座

学だけでは物足りないのではないかという意見が外務省が事業を立ち上げたときに多くあ

った。そこで，ぜひ国内研修で培った知識を，海外における実務研修でさらに発展させて

いただきたいという仕組みをとっております。これは過去２年間において約半年間，海外

の平和構築に貢献している組織の海外事務所に派遣させていただいて，そこで実務経験を

通じて技能を高めていただく，あるいは経験を培っていただくということをしております。 
 最後に，実務の経験を積んだけれども，実際に働く場所がなければ宝の持ち腐れではな

いかという意見もあったようで，さらに就職それ自体も支援しようということで，このあ

たりはかなり難しい作業になっておりますが，こういう野心的な枠組みを事業が持ってお

り，どんどん平和構築をやりたいという方にいろいろな平和構築に携わっている組織で，

その才能を開花させていっていただきたいということになっております。 
 これを外務省の委託で，広島大学とその他幾つかの関係機関が協力して実施していると

いう仕組みになっています。参加してくださっているのは，平均年齢 30 歳ぐらいの方々，
下は 24，5歳から，上は 40歳ぐらいなのですが，これからどんどんキャリアを伸ばしてい
こうという方々です。しかし，一定程度いろいろな知識，経験のあられる方々が，ぜひ平

和構築をやりたいという希望を持たれて入ってきていただいております。 
 この三本柱についてもう少しだけそれぞれ説明させていただきますが，国内研修を 6 週
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間行いまして，日本人 15名，これは公募して選考させていただいております。さらに，ア
ジア人 15 名が加わります。これは外務省の在外公館を通じてアジアの 15 か国から選ばれ
てまいります。そして平和構築で必須と思われる 20項目を外務省が指定しておりますので，
これを万遍なくカバーしつつ，座学だけで終わってはいけませんので，さらにエクササイ

ズといいますか，技能を高める，スキルを高めていただくワークショップも運営しており

まして，その中で海外から 20人ぐらい国連の機関とか，研修機関の第一線の講師の方々に
来ていただき，日本の第一線の講師の方々とも協力していただいて，6週間の研修を密度濃
く運営しております。 
 ここで主に意識しておりますのは，何と言っても実務家を養成することが目的ですので，

あまりアカデミックに走らずに，実務性を重視するという点です。したがって，講師陣も

ほとんどが実務家の方々で優秀，かつ研修ができると思われる方々を選定しております。 
 さらに，国際性を養っていただきたいということで，研修の分野で実績のある幾つかの

国際的な機関と連携してワークショップを運営したりしております。例えば，国連の難民

支援機関である UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）の研修センターや，カナダの研修
センターPearson Peacekeeping Centre，スウェーデンの機関 Folke Bernadotte Academy，
アメリカで研修や人材育成をしている NGOである International Center for Transitional 
Justiceと連携しています。 
 外務省の事業ですので，実務家の方々も快く依頼に応じて研修に来てくださっておりま

して，かなりシニアの方，前国連大使や，国連本部で平和構築を担当している平和構築支

援事務局の元事務局長の方などに来ていただき，研修員と交流していただいたりもしてい

ます。また，日本の政治的なサポートというのも，いろいろとこれまでに発展させていた

だいてきております。 
 ご覧頂いている写真は，平和記念公園という広島にある公園なんですが，これは遠足の

ようなものですけれども，ここに写っているのが先ほど触れた国連平和構築支援事務局の

事務局長，アシスタント・セクレタリー・ジェネラルの方です。こういった方々に単なる

講義だけではなく，ぜひ研修員とネットワークづくりもしていただきたいということで，

実務家を多数呼んできていることの狙いの１つに，こうして人的なネットワークを拡げる

ことがあります。そのためにも，研修を最大限に活用していただきたいと思っているから

であります。 
 次の写真は，ワークショップ等の国内研修の風景です。行事ということで，シンポジウ

ムのようなものもいたしました。 
 最後に，ご覧頂いているこういった関連機関のロゴを入れた修了証を出させていただい

て，国際的にもそれなりに意味があると理解されるような実績をつくっていきたいと思っ

ている次第です。 
 次に，海外実務研修に入りますが，世界各国に研修員の方々を派遣させていただいてお

りまして，派遣の調整については，国連ボランティア計画（UNV）という国連機関に大き
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く協力していただいております。実際に働く事務所といたしましては，IOM（国際移住機
関），UNICEF（ユニセフ，国連の子どものための組織），UNDP（国連開発計画），UNHCR
（国連難民高等弁務官事務所），こういった国連機関や NGO などが派遣先の組織というこ
とになります。 
 平成 19 年度も今年度も同じようにいろいろなところに派遣しております。現在平成 21
年 3月までの半年間の海外実務研修が続いている途中でありますが，3月下旬に皆さん戻っ
てきていただきまして，帰国報告会をして，今年度の事業が一応終了となります。 
 三本柱の 3 つめ，就職支援ですが，ガイダンスをしたり，ネットワーク構築を支援した
り，情報提供したり，ポストの情報を提供したりといったことをさせていただいておりま

す。さらに，関連の行事ということで，国連平和構築支援事務局の方々のワークショップ

をわざわざ広島で行っていただいて，われわれの研修員との交流も狙っていろいろと共同

での行事の実施も過去に行ってきております。 
 こういった事業を通じて，何を狙っているかということなんですが，単なる技能を高め

るだけではない，長期にわたって平和構築を担い，貢献していただける人材を育成する，

長期というのはもちろんずっとフルタイムで何十年ということではなくて，仮に細くても，

長い目で平和構築に関心を持っていただけるような方々をいろいろな観点から総合的に育

成していく，そのための土台としてこの事業を運営することを心掛けています。 
 このあたり，私はこの事業の説明をするときにいつも，非常に日本的ないしはアジア的

なアプローチだという説明をしている次第ですけれども，単なる技能，技術を支援するの

ではなく，人材それ自体に大きな関心を払って，人材を育成するという観点で，様々な観

点での様々な性格を持つ事業を運営する。加えて，広島で行っていることから，平和構築

の精神的な面を事業の中にいろいろ折り込んでいることも，1つの特徴になっております。 
 以上で，今日の私の最大の務めである人材育成事業が何であるかということをお話しい

たしました。これをやらないと帰ってはいけないということですから（笑），やったという

ことにさせていただいて，では，事業のさらにその背景となっている平和構築とは何なの

か。なぜ，平和構築が重要だということになっているのか。そもそも平和構築に法律家が

必要なのか。そういったことを残された時間の中で，いささか簡略化させながらお話しさ

せていただき，本当の最後の最後には，研修員の声といったものも紹介させていただいて，

私の話を終わりにさせていただきたいと思っております。 
 平和構築というのは，読んで字のごとく，平和をつくるという活動になりますが，パッ

と聞くと非常に簡単なことのように思われるのですが，平和をつくるとは何かと問いかけ

てしまうと，突然非常に哲学的な思索が必要になるような問いかけになり，平和とは何か，

平和をつくるとは何かという，非常に深遠なテーマに入ってまいります。平和構築の定義

というのも，突き詰めれば学者的な議論はいくらでもできる，そういったものであります

ので，われわれの事業も必ずしも「平和構築とはこれだ」という定義は出さずに，むしろ

研修員の方が持っていらっしゃる平和構築のイメージというものを尊重して，「僕にとって
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平和構築というのはこういうものだと思う，だから僕はこういうふうに平和構築に貢献し

てキャリアをつくりたいんだ」とおっしゃっていただければ，なるほどそういう平和構築

が必要だということで，ぜひ採用させていただきたいということにしている次第です。 
しかし，そうは言っても何か共通の理解というものがあるんじゃないかということにな

ると，平和をつくるということが基本なのですが，平和構築を語るときに，語って対象に

なっている平和というのは，とりあえずはっきりしているのは，非常に短いスパンでの一

瞬の平和とか，そういうものではない。若干堅苦しい言葉で「永続的な平和」と言ってい

ますが，国連用語では durable peaceという言い方をしますけれども，ロングタームピース
といいますか，永く続く平和を目指すのが平和構築であって，とりあえず今戦争をやって

いるのを停戦させて，1週間ぐらい戦争を止めてもらって，その間に何かできないか取り組
む，そういったものは必ずしも平和構築の本質的な活動とはあまり認識されておらず，む

しろ永く続く平和をつくるためにはどうしたらいいのか。そういった視点が平和構築で主

に語られているものであります。 
 戦争をしている人が仲良くなることが，とりあえず必要じゃないかと思うわけですが，

仮に戦争している集団の指導者同士が仲良くなっても，実は末端の兵士同士が喧嘩をして

いたら，また戦争が起こってしまうかもしれない。あるいは昔戦争をしていた集団同士が

一瞬仲良くなったように見えても，あれよあれよという間に隣の集団が戦争しているかも

しれない。非常に複雑な内戦の事情になると，そうやって目に見えないところから戦争が

どんどん拡がっていくことがよく起こるわけですけれども，そういった状態が続いている

と，短期的な平和はあっても，長期的，永続的な平和はまだないのではないかという結論

になってしまう。 
そうすると，永続的な平和というのはどうやってつくればいいのかという問いになるわ

けですが，やはり社会それ自体の中に，平和を長く支え続けてくれるような，非常に抽象

的な言葉遣いで恐縮ですけれども，土台，基盤，社会的な土壌，そういうものがなければ

いけない。こんなことを言っても答えていることにならないのではないかと，非常に頭の

いい聴衆の方々は思われると思うのですが，この段階ではこの程度にとどめさせていただ

きたいのですが，永く続く平和を支えるような基盤というのを今語っている，対象にして

いる社会の中に，土台に奥深くつくっていく。それが平和構築と言われているものであり

ます。 
どうやってそのような基盤を奥深く，社会の奥深いところにつくっていくのか。これは

ある意味で気が遠くなるような作業でありますけれども，平和が重要であると考えるなら

ば，仕方がない。この重要な作業をコツコツコツコツやっていくしかないではないかとい

うことになるわけです。 
 つぎに若干技術的な話になりますが，平和云々活動といった言葉には，平和構築だけで

はなくて，他にも平和創造とか，平和維持といった言葉がありますが，平和構築という言

葉をあえて使うときには，先ほど申し上げたように，永続的な平和の社会的な基盤をつく
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っていくという，より長期的，より社会的な側面を重視した活動が想定されているのが普

通であるということになります。 
 ご覧頂いている資料で，日本語と英語が混在していて恐縮ですが，若干おまけの情報と

して，過去 20 年ぐらいにわたって，特に 90 年代後半ぐらいから，平和構築あるいは平和
活動，ピースオペレーションズと言われるものの考え方，理解，ドクトリン（教義）が非

常に発展してきて，どうすれば平和構築でよりよい結果がもたらされるのかという戦略に

ついての考え方や，実験的な事業，実験的な活動といったものも，非常に多くなされてき

ています。 
 この平和構築の活動がどうして現代社会において，あるいは現代世界において重要な問

題だと考えられているのかについて，若干だけお話しさせていただきますが，一言で言い

ますと答えは簡単で，この現代社会に「平和でない状態」，例えば戦争という状態は，非常

に典型的な「平和でない状態」ですが，そういう状態が非常に多く蔓延しているという客

観的な事実があるわけです。お示ししているグラフは武力紛争，戦争が，第二次世界大戦

が終わってからどれぐらいの数で推移しているのかを示したものですけれども，1946年か
ら 2007年ぐらいにかけて，特に冷戦が終わった 1990年ぐらいが１つのピークになってお
りますが，現在においても，かなり高い水準で武力紛争が同時並行的に世界のどこかで常

に進行している。大体現在の数で 30個とか，それぐらいの数の武力紛争，戦争というもの
が現在進行形で動いております。 
ということは，戦争が終わった社会，なお平和が脆弱と思われる社会の数を加えると相

当程度の社会が非常に切迫した平和構築の必要性に迫られていることになります。 
どの地域で特に武力紛争が起こっているかですが，アフリカ，アジアという新興の独立

諸国，あるいは発展途上国が多い地域で非常に多くの戦争が起こっております。特に現代

社会で特徴的なのは，戦争のほとんどが，internal armed conflict，内戦というべき国内社
会，国境の中で起こっている戦争になっております。第二次世界大戦のような，日本がよ

く知っている戦争が国家と国家の戦争であったとすれば，日本も実は明治維新の頃までは

頻繁に内戦をしていたのですが，現代世界において特徴的な戦争というのは内戦であって，

先ほど申し上げたように，社会の基盤が非常に弱いがゆえに，社会が 1 つの単位として安
定，平和を維持できない。そのために社会の内部で戦争に陥ってしまうケースが非常に多

い。特に，独立してまだ年数が浅い新興の独立諸国の多いアジアやアフリカの地域におい

て，あるいは貧困といった問題が蔓延している発展途上国が多い地域において，こういっ

た脆弱な社会基盤が多く見られます。 
 戦争がどういう原因で起こるのかといったときに，日本の第二次世界大戦の場合のよう

に，資源を獲得しにいって，領土を拡げているうちに隣の，あるいは別の大国と衝突して

戦争になるというのが 1 つのパターンだとすると，そういったもの以外に，統治機構
（Government）のあり方について争いが起こる，そういったタイプの戦争が現代世界では
非常に多くなっております。 
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 実は，先ほど若干申し上げましたが，日本でも内戦が頻繁に起こっていた 19世紀半ばぐ
らいまでは，統治機構のあり方をめぐって日本の社会の中で戦争がよく起こっていた。し

たがって，統治機構をめぐって社会の中で内戦が頻繁に起こるという事情は，日本人が全

く知らないというものではなかろうと思いますが，こういった統治機構をめぐる戦争が，

非常に歴史の浅い国々でよく起こっているという事象が，現代世界で非常に深刻な問題に

なっているわけです。 
 次に，これも同じことの繰り返しのようですが，Human Development and Armed 
Conflictと書いてありますが，Human Development，人間開発というのは，ある地域が総
合的な豊かさという観点で，どれぐらい開発されているのかを指標化したものです。図を

見ると，ヨーロッパ，日本，アメリカは比較的豊かで，他方，豊かではない地域で武力紛

争が頻繁に起こるという悪循環の構造が蔓延しているという結果になる。したがって，こ

ういったアジア，アフリカ地域で経済的にも恵まれない人々が，政治的・軍事的にも追加

的な恵まれない状況に遭っているという深刻な問題が現代世界の中で起こっている。 
 これに対して，たまたま，あるいはいろいろな努力で，実は自分たちの国は戦争になっ

ていないという国々も，何らかの対処をしなければいけないのではないか。同じ世界に生

きている者として，こういった事象が進行していることを深刻にとらえていかなければな

らないのではないか。平和構築のニーズが，現代世界における最も重要な課題の１つであ

ると認識されるようになっている理由であります。 
 次の図を見ていただくと，例えば国連がどれぐらい平和のために活動しているのか，わ

かりやすく図にしたものですけれども，国連が平和を主要な目的にして各紛争地域，ある

いは紛争が終わった後の地域に作っている組織だけをとってみても，これぐらいの数（18
ミッション）が現在進行形で行われております。 
さらに，こういった地域にわれわれの事業からの研修員が派遣されている開発や人道援

助の専門機関の現地事務所があるわけです。平和活動要員という，平和構築とはちょっと

違いますけれども，わかりやすい数字が出せるもので，平和活動でどれぐらいの人間が今

国連の制服を着て活動をしているかというと，10 万人以上の人たちが活動していて，一番
多いのはもちろん軍事部隊の要員なのですが，文民要員というものも数千人単位で，ある

いは現地の方々も入れると 1 万人以上，数万人といった単位で行われてきていて，これに
対して巨額の予算が投入されていることになります。 
 国連の PKO のミッションがどれぐらいの数で推移してきているか。1991 年から 2008
年までを見ると，国連の PKOに従事している公式の要員が，現在 10万人の数になってい
ます。冷戦が 1991年ぐらいに終わって，あっという間に国際社会が武力紛争の増加に対応
せざるを得ない状況が生まれて，幾つかの失敗が生まれて，反省の時期が 1990年代後半続
いて，その後立ち直って，何とか頑張ろうと今いろいろな努力を重ねていて，1990年代前
半のピークの数を超えて，現在 10万人以上に達しているわけですが，何とか努力に努力を
重ねて，あるいは欠点だったものを反省して克服して，現代世界の深刻な問題である戦争
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への対処，平和構築の問題に何とかして対応していこうとしているわけです。 
 Political and Peace Building Missionという，先ほどの PKOミッションとは違うカテゴ
リーのミッション組織がどれぐらい世界に展開しているかを示した地図を見ると，こうし

た文民が中心のミッションも非常に数多く現代世界で展開しております。 
 （以上のことをまとめると，）武力紛争が非常に多い。なぜならば，まだまだ国内社会の

基盤が安定していない国が多いからだと。昔，植民地経営をされていて，実際のところ現

地の人々が本当の意味で国家運営にあたっていなかった国々が独立して，独裁政権になっ

たり，民主化をしようとしてうまくいったり，うまくいかなかったりして，安定したり，

安定しなかったりする国々が生まれているという事態が，現代もまだ続いている。冷戦時

代はそうは言ってもそんなに簡単に対応はできませんよ，余計なことをするとアメリカと

ソ連がすぐ喧嘩してしまうじゃないかという状態があったとすれば，現代は特に冷戦のよ

うな構造的な障害がないので，国際社会が一度関与して，平和構築をしようとさえ思えば

できる余地が飛躍的に高まった。そして，実際にそのために働いている人々の数も飛躍的

に高まった形になっているわけです。 
 そこで日本も，ぜひこの国際社会の流れに呼応して，平和に貢献する人々を多く出して

いきたいということで，いろいろな活動，事業，政府の取組みが促されているということ

になります。 
 平和構築について，こういった国際社会の関与が高まり，実際に働いている人々の数も

多くなった中で，活動の内容が冷戦時代の 20年ぐらい前では考えられなかったところに拡
がっていることで，社会に安定的な基盤，平和のための基盤をつくるためには，やっぱり

法律がなければいけない。できれば非常に精緻化された法律とそれを運用する人々がほし

い。まず制度がほしい，そして運用する人々。最初に警察官とか法執行に携わる人々も必

要なのですが，当然司法機関の人々も必要であり，広い意味での法律的な活動である人権

擁護にあたる方々も必要だし，法制度を確立していく過程において，民主化や選挙で法的

な知識をより充実した形で発揮していく方々も必要である。もちろん行政機構の中でも，

高い専門的知識を持った人々が平和の目的に従った形でいろいろと貢献していただくこと

が必要である。 
これはもちろん現地社会の現地の人々でもあてはまるといいますか，第一義的には，現

地の人々がこういった機能を全部自らの手で十分にやっていっていただくことが第一の目

標になるわけですが，それができていれば，こんなに社会が不安定にならないということ

ですので，国際社会の支援が入っていくときには，一刻も早く現地の人々が自分たちの手

だけで，安定的な社会をつくってまわしていけるように手助けをする。それだけ現地の人々

に教えられるものを持っている高い専門的な知識を持った国際要員が必要になるというこ

とであろうかと思います。 
 その中で，もう少し法律的な話を踏まえて申し上げると，平和構築，あるいは平和維持

なども含めた平和のための活動全般において，近年活動の裾野が拡がり，従事する人々が
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増えた。そのことによってどういう事態がもたらされているかというと，非常に多くの人

が携わっているため，その人たちを体系的に動かすための仕組みが必要になる。より精緻

化された戦略，考え方，作戦が必要になる。さらには，ルール，規範といったものも必要

になる。先ほど申し上げたように平和構築として現地社会につくりあげていくときに，社

会に法的な制度，規範を確立していくことも重要なのですが，他方で，平和構築活動を行

っていく側の人々の中で，どういった指針で活動を行っていくのかといった問題が，非常

に重要なものとして認識されていくと，やはり何か規範的な指針があるのではないか。わ

れわれがやっていいことと，やっていけないことがあるのではないか。この辺はより重要

だけど，この辺はあまり関係ないんじゃないか，何が一番重要なのかといったことを考え

るときに，確立された法規範に依拠して，平和構築の枠組みがつくられることが一般化し

ておりまして，そういうときに真っ先に参照されるのは国際法，特にその中核的な規範と

してこの分野で認識されている国際人道法及び国際人権法ということになります。 
 したがって，平和構築の現場に行くと，必ず人権法の専門家ですとか，人道法の専門家

がいて，実をいうと軍人，軍隊の中にもいっぱいいらっしゃるのですが，広い意味での人

道法，特に戦争犯罪関係の話など，必ずしも人道法それ自体が専門でなくても，実体とし

て人道法にかかわるような組織で働いていらっしゃる方々が非常に多く存在しております。

今言ったような事情で，何らかの一定の規模を持った組織，平和のためのミッションがつ

くられているときには，必ず人権セクションがつくられて，人権を擁護する，人権を促進

するための活動をするということのみならず，自分たちの活動が人権法に従って本当に運

営されているのかを監督していく機能も発揮する。そういったところで自己反省的な法律

家の要素も非常に多くなっております。 
 もう少しで終わりにしたいと思いますが，先ほど来，戦略という言葉を時々使っており

ますが，つまり平和構築の活動分野が拡がり，いろいろな専門家が平和構築に入ってきた

ときに，このような多様な活動，多様な人々をどのように体系的に組織化させ，あるいは

別の組織で別々の活動をしている人を 1 つの共通の目標を持っているかのように調整して
いくためにはどうしたらいいのかという問題が，非常に重要なものとして国際社会の中心

を動かしている人々の間の中で議論をされてきました。特に，1990年代の幾つかの平和の
ミッションが失敗に終わったと言われている中で，1990年代後半に，言ってみれば反省の
時代が訪れて，戦略論が非常に盛んになりました。 
 その戦略論の中でそれぞれの組織の事情に基づいて行動するだけではなくて，もっと全

体的な視点で物事を見ていくことが必要なのではないか。そういった議論がなされてきま

した。紛争の現実があるとすれば，なぜ紛争が起こっているのかを見て，例えば政治体制

が悪いから人々が不満に思って戦争が起こっているとすれば，うちの組織は紛争がどうい

うものであろうと，こういうことをすればそれでうちの組織の仕事は終わりなんだという

ことではなくて，その紛争の性格に対応した目的を明確に定めて，その目的に明確に対応

した活動をしようという発想，その発想を精緻化するための議論が非常に盛んになりまし
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た。 
 その中で「法の支配」という言葉が大きくクローズアップされることになった経緯があ

り，私の方もそれで存在しているのですが，法律家の方々へのラブコールもどんどん高ま

るに至った。なぜそういうことになったかというと，そもそも現代の紛争，１つ１つの紛

争，それぞれの事情があるので，究極的には 1 個 1 個の紛争を細かく分析していかなけれ
ばいけないのですが，多くの紛争にある程度共通して見られる傾向が現代社会にあるとす

れば，先ほど申し上げたように，新興独立諸国，発展途上国において，社会的基盤，特に

政治体制がまだ健全なものとして安定していない，制度的な面も含めて安定していないと

いう実態があって，その社会においてよく紛争が起こるという現象が起こっています。 
 そうした社会に永続的な平和をつくるためには，法の支配に基づく秩序維持，制度とい

うものを確立していくという目的が何といっても重要なのではないかという発想が，非常

に多くの場面で議論されるようになったわけです。そうすると，永続的な平和の社会的基

盤をつくるための活動としては，法制度をつくらなければいけない。司法部門を拡充しな

ければいけない。法執行部門を拡充，開発しなければいけない。人権について普及させな

ければいけないといったことが，さらにこの戦略的な発想という中で強調されるようにな

ったということであります。「法の支配」が平和構築の枠組み，戦略の指針として，その戦

略指針のキーワードとして広く理解されて，専門家の間で共有されるようになったという

事情があります。 
 「法の支配」が非常に重要だということになると，様々な場面で法律家が必要になりま

す。和平合意をつくるときにも必要ですし，選挙をするときにも必要である。先ほど矢吹

先生がカンボジアの選挙に携わられたという非常に心強いお話がありましたけれども，さ

らにもちろん司法活動において法律家が絶対的に必要である。法執行においても必要であ

るということになります。 
 最後に，今までちょっと大きな話を次々しましたけれども，少し研修員や私の知り合い

の感想を紹介させていただいて，私の話の結びとさせていただきたいと思います。第１は，

これはこの事業の研修員ではないのですが，私の長い知り合いで，ICTY（International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia）で，旧ユーゴスラビアの戦争犯罪を裁くた
めに安全保障理事会が国連憲章第７章を発動してつくった機関ですけれども，この機関で

95 年ぐらいから働いている人で，この人自体は本当の意味での弁護士ということではない
のですが，大学院で法律の学位を取って，国際機関でいろいろ経験を積まれて，1995年ぐ
らいからハーグの ICTY で働いています。検察官事務所で 13，4 年ぐらい働いているわけ
ですけれども，ICTYの場合は Ad Hoc Tribunalと呼ばれていますが，こうしたユーゴスラ
ビアに着目した国際刑事裁判所で働いているということは，国際法が現実に適用され，実

際に生きた法としてきちんと発展していく現場に当事者として立ち会うことができるとい

う実感を非常に感じることができる。さらに，歴史に参画している実感があるということ

で，ユーゴスラビアというと，日本ではまだアフリカよりは注目度が高いかもしれません
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が，それでも少し離れた国かなと思いますが，こういう ICTY のような重要な作業をして
いると，ある社会の規範，それ自体に大きく影響を与える，そういった作業に携わること

になります。戦争犯罪を裁くということは，究極的には東京裁判が典型的な事例ですが，

一体だれが本当に悪いのかを認定していく作業になりますから，その認定の結果が，この

社会の規範の枠組みに長い間大きな影響を与える。もちろん批判的な人たちも生まれるで

しょうけれども，公式にはこれがこの社会が標榜する規範の枠組みなんだというものを判

決という形で，それは検察官であれば捜査・訴追という活動を通じて作り出していくとい

う非常に重要な平和構築活動の一端を担っているということで，非常にやりがいを感じる

ということであります。 
 若干のフラストレーションとしては，あまりにも国際政治に近すぎるところもあるので，

司法的正義が少し妨げられていると感じることもあります，ということですから，やりが

いの部分と裏腹にあるところもあるかなという気もいたします。 
 細かいことを言うと，雇用契約等は，日本の常識と比べて良いところと悪いところ，両

方あるということで，給料は先進国の法律家よりも良いということはないでしょうが，そ

の分国連のシステムは休暇制度などの点で割合充実しているところはあるので，意外にい

い生活をしている感じにはなるということです。現在 ICTY には，70 か国以上から 1,000
人ぐらいの職員が採用されて働いていますが，日本人は 1000分の 4というプレゼンスにな
っております。ICTYは，国連憲章第 7章の発動で，安全保障理事会の決議に基づいて出来
ましたので，国連の分担金比率が適用されています。一律に決まった比率に応じて加盟国

が分担金を支払って予算が運営されていますので，日本は 16％，必ず ICTYの予算の 16％
は日本から来ている。それにもかかわらず 1000分の 4というのはいささか少ないのではな
いかというのが，この分野に携わる人々が非常に素朴に感じるところの一端であるという

ことです。 
 これから国際機関を目指す日本の弁護士の方へのメッセージというのを書いてくれとい

うことで，私の友達が書いたものをまとめて書いたものですが，国際機関で働く法曹は，

英米法あるいは大陸法のいずれかのみのトレーニングを受けた方が多く，そのどちらにも

属さない日本の法曹資格者が貢献する余地は，若干逆説的になりますが，大いにある。ど

ちらかに偏っていないだけに，ひとたび両方を中立的に見る視点というものを確立できれ

ば，それが大きな長所になる余地があるということのようであります。多国籍の法律家集

団の中に入るのも非常におもしろいですよということを書いてくれました。 
 それから次に，研修員からのメッセージとして，例えば今どういったことをしているか

という話にも絡みますけれども，ある研修員の方，これは昨年度の研修員で，卒業生にあ

たる方ですけれども，1 年間の研修を終わられて，ユニセフ東ティモールで UNV として，
あるいはコンサルタントとして働いてきておりますということで，HPC（広島平和構築人
材育成センター）のプログラムをやって，国連のシステムにまず入る機会をつくってもら

えたことはよかったと書かれています。われわれ本当の意味で就職をずっと保障するとい
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うわけにはいかないのですが，とりあえず入り口の部分でシステム内に入ってもらうとい

うのは非常に重要なことですので，システムに入ってさえしまえば，その後につながるも

のもいろいろ発見するけれども，システムに入らないと外から見るだけになってしまうと

いうことになります。その入り口の部分での HPCプログラムの意味があったのではないか
ということが書かれております。あとは，研修員同士のネットワークというものも，実は

すごく大きいということです。 
 他の研修経験者の方の話に移りますと，まず次の方はプログラムオフィサーということ

で，ユニセフ（国連児童基金）のスーダン事務所で働いていますという方で，コミュニテ

ィでの開発のような仕事をやっているということです。 
それから次の方は，UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）で難民支援の仕事をしており
ますということで，やはり HPCで得たノレッジ，スキルが役に立っていると言ってもらえ
ていますし，ネットワークづくりにも非常に役に立ったと思いますと言ってもらっていま

す。 
 次の方は，ユニセフのバングラデシュ事務所で，教育関係の事業に携わっているという

方ですが，HPCの研修で，いろいろな専門家の人と会って，知識，技能面だけでなくて，
ネットワークを培うことができたのはよかったですと言ってもらっています。 
もう１人，UNHCR のネパール事務所でご勤務されている方で，この方もネットワーク

づくりというのを第一に HPCでよかったと思う点として挙げていただいております。 
 ノレッジ，スキルが身についたということも言っていただいているとは思うのですが，

６週間の研修で身につけたノレッジ，スキルで，その後 30年間保障されることは普通はな
いので，そこを入口にして，どんどん発展していってもらう。ご自身のキャリアを発展し

ていってもらうイメージをわれわれの事業では持っているので，就職支援もする人材育成

事業ということにしております。その観点から総合的な意味でのネットワークづくりがこ

の事業でできた。初年度の研修員，卒業生にあたる方には，そのように言ってもらえてお

りますので，このネットワークづくりの中に法律家の専門家の方も入っていただけると，

大変に事業に携わる者も心強く感じるし，他の研修員のネットワークの充実度も，さらに

飛躍的に高まるのではないかということになります。 
 以上で，とりあえず，私の話はこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご清聴

どうもありがとうございました。 
 
（北村） ありがとうございました。限られた時間で盛りだくさんの情報を大変わかりや

すく伝えていただきまして，本当にありがとうございます。 
 続きまして，事業の委託者になります外務省から，国際平和協力室室長の中込正志さん

よりお話を頂戴したいと思います。今年度から始まる「本事業」の概要，募集要項などに

ついて，気になります費用や待遇等も含めてご説明いただければと思いますので，よろし

くお願いいたします。 
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（中込） ただいまご紹介賜りました中込でございます。 
 本日は，このような機会を設けていただきまして，非常にありがたいと思っております。

先ほど，まさに「我々」という話をさきほど篠田先生がしていましたが，平和構築の人材

育成，あるいは平和構築・国際平和協力，そういう分野に携わっている人間の１人として，

ぜひとも日本の法律家，法曹界の方々の中から国際的な平和構築の分野に活躍していただ

ける方が１人でも多く出ればと，強く念願しておりまして，このような機会を本日設けて

いただいたことに非常に感謝をしておる次第でございます。 
 お手元の資料の 41 ページに，平和構築人材育成事業というのが書いてございます。今，
篠田先生から詳しく事業の説明がありましたので，重複する部分は省かせていただきまし

て，私の方から概略，これを目指す人に向けて，どんな応募要件があるのか，来年度どん

なことをやるのかといったあたりをご説明させていただければと思います。 
 この事業は，今まで２年間，パイロット事業という形でやらせていただいておりまして，

それで毎年 30名，日本人の方 15名と，アジアの各国から 1名ずつ 15名の方の合計 30名
の方，2年間で 60名の方に今までに研修に参加していただきました。既に，先ほどもご紹
介がありましたとおり，１期生，１年目の方については，東ティモール，スーダンなど，

いろんな現場で活躍をしていただいておりまして，アジアの各国や国際機関，関係者から

高い評価を受けておるところでございます。今までパイロット事業という形で行っており

ましたけれども，それを終えて，来年度からはもう少し拡充した形で事業を行おうという

ことになっておりまして，今まで予算で 1.8億円だったものが，倍額までいきませんけれど
も，それに近い 3.2億円が来年度予算では計上されておるということでございます。 
 来年度からは，コースが今までに比べて少し増えます。まず第一に，今までやっており

ましたコースが平和構築分野でキャリアの形成を目指す方向けの「本コース」でございま

す。これにつきましては，今までどおり日本人の方 15 名，アジアの方 15 名で，国内研修
を６週間やりました後，海外実務研修を日本人の方は 1 年間行います。海外実務研修は，
これまでは 6 か月でした。日本の予算制度の制約で，年度内に全部事業を終えなければい
けないということで，無理無理 6 か月で終えるということでやってきました。そうすると
海外へ行って少し現地の生活に慣れ，仕事に慣れて，少し仕事を覚えてきたかなと思うと，

もう帰らなければいけないというようなところがあったものですから，これをもう少し延

ばしたほうがいいのではないかという声もありましたものですから，海外実務研修を 12か
月に延ばすことにさせていただいております。単年度主義予算の制約を超えて 2 年間の国
庫債務負担行為が平成 21年度予算については認められたということでございます。 
 それからもう 1 つ，シニア専門家向けコースを設けるということにしております。これ
は今，日本の中で高齢化が進んでおりますけれども，転職されたりとか，功成り名を遂げ

て，自分も十分いろんな分野でお金も稼いだけれども，今後は海外で世界の平和に貢献し

てみたいという人向けのコースということでございまして，JICAがやっておりますシニア
海外ボランティアというのがありますけれども，その平和構築版というふうに考えていた
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だければと思います。そういう形でシニアな方向けのコースも設けるということです。そ

れから，ほかにも，短期のセミナーをやったり，データベースを整備したり，シンポジウ

ムをやったりというような事業を来年度から予定しておるところでございます。 
 次のページをご覧いただければと思います。本コースの海外実務研修のところだけ若干

ご説明します。海外実務研修の一例として，法律的な業務に近い例として申し上げますと，

UNDP のコソボ事務所に派遣され，法制度構築支援と，国連コソボチームとの調整を仕事
にした例があります。この方は，法制度構築という観点からは，法制度プロジェクトの小

冊子をつくったり，国連民主主義基金への事業策定書をつくったり，といった仕事をした

ということです。 
 このコースに入っていただいた場合，海外実務研修については，マッチングというプロ

セスをとっておりまして，ご本人の方の希望と国際機関側の希望等をマッチさせる形で行

き先を決めるということでございますので，例えば，あなたはアフガニスタンに行きなさ

いと一方的に指定するということはしておりません。それから，安全対策について申し上

げますと，アフガニスタン，イラクほど危険なところには行かないというのを基本的な方

針にしております。外務省の危険度で言うと，一番上のランクのところには送りませんけ

れども，他方で，平和構築ですから，ある程度危険なところ，危険度のランクでちょっと

下回るようなところについては送っている例があります。例えば南部スーダンについても

送っております。 
ただ，これも先ほど申し上げましたけれども，個人の希望でございますので，私は南部

スーダンのような危ないところへ行きたくないという方をそこに派遣することはありませ

んので，その点はご安心をいただければと思います。 
 海外実務研修についてもう１点だけ補足してご説明しますと，先ほどネットワークを構

築できたのが非常によかったという研修員の声を篠田先生から報告していただきました。

これはあまり大きな声で言うべきものではないとは思いますけれども，国際機関でいろい

ろ就職をしていくという上では，やはり人的ネットワークというか，いろんな人を知って

いるというのがすごく重要なんですね。国際機関の募集は，文民について言えば，ギャラ

クシー制度というのがあって，まさに国際公募をして，それに皆さん応募するということ

になっています。しかし，応募する側は，あまりにも募集もたくさん出ていて，自分がど

れに応募したらいいかもわからない。他方で募集する側は，結局は現場の人が判断する権

限がすごく大きく，そういう中ではやはり私はこの人をよく知っているというネットワー

クをつくっておくことは，実態の話として非常に重要です。そういう意味においても海外

実務研修というのは，役に立つと思います。 
 次のページをご覧いただければと思いますけれども，研修員の募集についてでございま

す。まず応募資格ですけれども，基本的に２つカテゴリーがありまして，１つは平和構築

分野での実務経験が２年以上あって，その分野で仕事をしていきたいという強い意思を持

っておられる方ということです。平和構築に関する分野というのは非常に広い分野と思っ
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ておりまして，先ほどご説明もありましたとおり，法律というのは平和構築の中で非常に

重要な分野だとわれわれ認識しておりますので，法律分野で実務経験がある方は，当然こ

の応募資格があるというふうに考えております。 
 それからあるいは，平和構築に関連する諸分野で修士課程修了以上の研究経験を有して，

今後平和構築支援のために活躍する強い意思を有する方ということでございまして，です

から，法律分野で修士課程以上の勉強をされている方についても，応募資格があるという

ことでございます。 
 具体的な募集については，来年度事業については，これからいろんなプロセスがあって，

事業者の公募等がありますものですから，まだ決まっておりませんけれども，今までの前

例から考えて，６月ぐらいから募集をできればと思っておりますので，その後，国内研修

を６週間やって，それから海外実務研修を 1年間やるという，そんな流れになります。 
 それから，研修の参加にあたっては，研修参加費というのをいただくことになっており

ます。ただ，ここに書いてありますとおり，海外実務研修にあたっては，国連ボランティ

アという形で参加していただきますものですから，一定の手当が支給されるということに

なります。 
 それから，先ほど篠田先生から三本柱という説明がございましたけれども，就職支援を

重要な事業の柱と考えておりますものですから，国内研修をして，海外実務研修に行って，

はい，さよならではなくて，その後，仕事が見つけられるように，われわれとしていろい

ろな形で後押しをしていくことを重要な事業の柱としておりますものですから，ぜひご検

討いただければと思っております。 
47 ページからシニア専門家コースでございますけれども，これは，先ほど申し上げたよ
うなねらいに基づいて，年齢からすると 40 歳から 69 歳ぐらいの方で，いろいろ平和構築
に関連する分野で経験等をお持ちの方に来ていただいて，海外に派遣するというスキーム

でございます。そういう方向けなものですから，基本的に英語ができないとだめなんです

けれども，一定の英語のブラッシュアップのための英語の研修等を加えています。また，

海外派遣終了後については，こちらのシニア専門家コースについて言うと，シニアの方に

ついて，その後の就職支援というのは難しいものですから，基本的には海外派遣で終わり

ということなんですけれども，その後人材データベースに登録して頂いて，その後派遣す

る可能性も残っているというのがシニア専門家コースでございます。 
非常に駆け足になりましたが，私の説明とさせていただければと思います。どうもあり

がとうございました。 
 
（北村） 中込様，どうもありがとうございました。それでは続きまして，先ほどの矢吹

弁護士に続いて，日弁連と平和構築分野とのかかわりあいの第 2 弾ということで，国際人
権問題委員会の大谷美紀子弁護士より，現在進行中のプロジェクト，イラク弁護士国際人

権法・人道法トレーニングなどについて，ご説明いただければと思います。よろしくお願
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いいたします。 
（大谷） ただいまご紹介にあずかりました大谷です。ずっと話が続いておりますので，

簡単にお話をしたいと思います。 
最初にお話をされた矢吹さんは，日弁連の国際交流委員会の副委員長で，日弁連では国

際司法支援という言い方をしますが，主に途上国，それから紛争国もありますけれども，

そこで法律の整備や，弁護士の育成，弁護士会の能力強化といったような日弁連の活動を

紹介されました。私のほうは日弁連の国際人権問題委員会の委員ですが，この委員会は，

国際人権法・人道法について活動している委員会です。当初は国際人権法に照らして日本

の中の人権状況をどう改善していくかというところに活動の焦点はございましたけれども，

もう委員会ができましてから 10年を超えまして，私たち日本の法曹がもっと世界の中で国
際人権基準を実施していく，あるいは国際人道法の実施のためにどう貢献していけるか，

さらに言いますと，平和のために日本の法曹としてどういう貢献ができるかというところ

に最近は大変目が向いてきております。 
 このたび，日弁連が参加することになりましたイラク弁護士に対する国際人権法人道法

トレーニングと申しますのは，これまでイラクの裁判官，検察官に対してスウェーデンや

イギリスの政府の資金をもって， IBA（ International Bar Association）や ILAC
（International Legal Assistant Consortium）という国際的な司法支援を行う機関が行っ
てきた国際人権法のトレーニング活動で残された部分として，弁護士に対する国際人権

法・人道法のトレーニングを行うことになったものです。国連民主主義基金から資金を得

て，世界から国際人権法・人道法の専門家がチームを組みまして，１週間プラハでトレー

ニングをするという活動に日弁連としてはじめて本格的に参加をすることになりました。 
 今日のお話を聞かれて，非常にこういう分野に関心はあるけれども，ではこの平和構築

の人材育成事業での研修が終わったら，ICTYあるいは ICC（国際刑事裁判所）で一生働く
ことになるのか，あるいはいろんな地域の PKO で一生働いていくことになるのだろうか，
そこまでの覚悟はできない，といった方も，もしかしたらいらっしゃるかも知れません。

この人材育成事業に参加をされまして，フィールドで経験を積まれ，またどこかの国際機

関で活動をされましたら，例えば日本に戻ってこられてからも，日本の弁護士として普段

は仕事をしながらでも，活動の場はあります。今回の例えばプラハの研修は，私は約 10日
弱プラハに行くことになりますけれども，そうした短期の活動もあり，あるいは矢吹さん

がお話になりました国際司法支援というのは，もっぱら日弁連がこれまで JICAとの関係の
フレームワークでやってこられた活動です。ほかにももう少しマルチな形で，UNDPとABA
（American Bar Association，米国法曹協会）が作られました ILRC（International Legal 
Resource Center）というのがありまして，国際司法支援活動に必要な人材を世界中から募
集をかけています。そこからの情報は日弁連にも送られてきまして，日弁連からメーリン

グリストを通じていつも情報提供しております。そうしたところで求められている人材と

して必要な能力と経験をこの人材育成事業への参加で培われましたら，ILRCからの専門家
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募集に応募をして，活動に参加するということも考えられます。募集の内容を見ますと，

例えば本当に短いものでしたら，私たちが今回やるような１週間という単位，あるいは２

週間，あるいは１か月，もう少し長く例えば６か月という単位での仕事や，中には，必ず

しも現地にずっと滞在しなくてもこちらにいながら，時々ミッションという形で現地に行

って仕事をする等，様々で，いろんな形で世界中の法曹が国際司法支援，とりわけ平和構

築の分野で専門家として，普段は本国に本拠を置きながら活動しておられる方もたくさん

おられるということがわかります。 
ところが，こうした短期の活動であっても，応募して採用されるためには，実務経験が

必要なのです。国際機関で働いた経験とか，そういうチームでプロジェクトの経験がある

といったことが必ず要件になっています。こうした国連機関を通じて行われているマルチ

の国際司法支援活動にも，日本の法曹がどんどん出ていってもらいたい。そういう意味で

も今回の外務省がやっていらっしゃる平和構築の人材育成事業というのは，私たち日本の

弁護士にとっては，これまであまりなじみのない分野だけに，大変手取り足取りというか，

すばらしい機会をつくってくださっていると，今日もお話を伺いまして，本当に思いまし

た。ぜひ応募していただいて，研修から帰られたら，一生国際機関等で働かれる方も当然

いらっしゃると思います。もしくは，また日本に戻ってこられて，日弁連のやっているそ

ういった国際司法支援活動，あるいは国際人権の世界中での実施のための貢献といったと

ころにも力を貸していただければなと思っております。 
 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 
 
（北村） 大谷先生，どうもありがとうございました。 
 それでは，質疑応答の時間に移りたいと思います。本日は他の会ともテレビ中継してお

りますが，まず東京の会場から質問を受け付けたいと思います。それではご質問のある方，

どうぞ。 
（東京会場） 本日は貴重なお話，どうもありがとうございました。 
今とても平和構築の分野で法律家が必要とされているということで，そういう分野で働

きたいと思っているロースクール生としてはとても励まされました。 
 それで質問なんですけれども，具体的に先ほど広島の平和構築の人材育成事業があると

いう話だったんですけれども，30 人卒業生がいらっしゃると思うのですが，そのうち果た
して何人ぐらい就職できたのかということと，その後国際機関というと，大抵１年契約と

いう話もありましたけれども，期間契約だと思うんですが，継続して働いていらっしゃる

方が，一体何人ぐらいいらっしゃるのかということがまず１点目です。それから国際機関

の就職となりますと，通常公募があるときに，うまく合致すれば就職できるということだ

と思うんですけれども，この事業を終わられて，その後就職するまでの間，多分空席がす

ぐにあるとは限らないので，空白の期間が生じてしまうと思うのですが，その間卒業生の

方はどういうことをして過ごしていらっしゃったのかをお聞きしたいと思います。 
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 それで，もし弁護士がこうした事業を利用して国際機関で働くことになりますと，おそ

らくこのセミナーが終わって，実際に就職するまで弁護士として働くのだと思うんですけ

れども，そうした場合に，僕はロースクール生なので，実際の実務がよくわからないので

すが，そういう１年なり半年なり，そういう短期間で弁護士の仕事というものが実際区切

れるのかというと，結構難しいのではないかと思うんですね。そうするとどこかしら事務

所に入って，その仕事を引き継いでもらったり，そういう必要性があると思うんですけれ

ども，そうした受け皿を広島の平和科学研究センターだけに，要求するのはおかしいかも

しれませんが，日弁連として今後そういう国際機関に就職したいという弁護士のために，

例えば公設事務所ですとか，そういうものを設置する予定はないのかをお聞きしたいと思

います。 
（中込）２期生の人は，まだ今海外実務研修中なので，まず１年目の方について申し上げ

ます。１期生が 30名で，そのうちアジアから来られている方は，基本的に各国政府から派
遣されておられる方なので，日本からの方 15 名がまさに就職支援の対象になります。15
名中 14名の方が就職をされているもので，９割近く決まっていて，１人の方はちょっと特
殊なご家庭の事情もあって，就職を希望されていないということがあって，そこを考慮す

ると 100％近く決まっていると言えます。 
 他方で，今お話がありましたとおり，基本的にはこの分野は短期の就職でございますの

で，必ずしも，どこかの機関にすごく長く，一生ここで働けますといった就職ではありま

せん。外務省としてはこの事業を通じて，平和構築人材育成事業の卒業生については，継

続的に就職支援をしていきたいと思っていまして，１期生の中で１つ目の仕事が終わって，

次の仕事を探している方の支援も実際にやっているという状況があります。 
 それから２番目として，空席公募との関係で，少し間が空いてしまうという点ですが，

ある方が言っておられて，私もそうなんだなと思うんですけれど，この分野で，こういう

国際機関で働く，特に平和構築の分野というと，どうしても就職が短期なものですから，

間が空いてしまう期間というのは，残念ながら実態としてあるのが実情で，そこはぜひご

理解をいただきたいと思っていまして，そのために，その関連の支援ができないかという

問題意識で，内閣府で PKO法の運用をしておる PKO事務局に国際平和協力研究員という
制度がございまして，これはまさに「止まり木」といいますけれども，いろんな国際機関

から国際機関に移るときに，若干日本国内で充電していただく，そういう期間として，PKO
事務局などで研究をしていただく，といった制度があります。それから，私の働いており

ます外務省の国際平和協力室でも調査員制度がございます。枠としていうと，それぞれ外

務省が２名で，PKO事務局が８名ですからそんなに多いわけではないですけれども，そう
いう制度もございます。 
いずれにしましても，先ほど言いましたとおり，継続的な就職支援は，われわれの方で

もやっていきたいと思っているところでございます。 
（篠田） 概略は既に中込室長がおっしゃっていただいたとおりだと思うんですが，いろ
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いろ工夫が必要だということは確かなのですが，合間の時間というのは，逆に創造的に使

って充電ということで使うケースもよくあるかなと思います。研究員で実務でフィールド

に行かれてから，少し合間の時間に本を読む時間に使う。そういうことができてお給料が

出るポストがあれば一番いいわけですけれども，そういうポストがなくても，そういう時

間の使い方が基本的にイメージとしてあるかなと思います。弁護士の方の場合は，今まで

日本で実例がないので，あまりモデルケースがないのかなと思いますが，司法修習などの

期間をご自身で考えていただいて，創造的なキャリアの発展の仕方はあるのではないかな

と思います。弁護士は，どちらかというと，やはり専門性が高いですから，短期で回ると

か，次の仕事がないというのも，法律家の人が本当にこの分野に入ってきていただければ，

問題の度合いは，本当の開発ワーカーとか人道支援のワーカーよりも，もうちょっと少な

いのではないかなと思います。ですから，どんどん若い方にはモデルケースとして，こう

いうやり方があったんだというのを開拓していっていただけると，後進の方がそれを見て，

なるほど，これはいいな，というふうになるんではないかと思います。 
（中込） １点付け加えると，おそらく間が空いてしまうのは非常によくないとお思いか

と思いますけれども，この世界では必ずしもそうでない例もあって，国連の PKO局で部長
ポストに就いた方は，もともと UNHCRで働いておられて，その後日本に戻ってこられて，
大学で一時教えておられて，UNHCR にずっといたのであればおそらく考えられないよう
なキャリアアップを果たして，国連 PKO局に行かれました。こうした話は，国際機関の中
では時折ある話でして，あるところで働いていて，一旦少し充電なりをして，他のところ

に行くときにグッと今までよりもランクが上がるということはあります。日本では一生同

じ会社で働くというのが昔は一般的でしたけれども，外国には，まさにそういう形でいろ

んな転職をしながらキャリアアップしていくという国もあります。この世界は，まさにそ

ういう世界なんだというふうにご理解いただければと思います。 
（大谷） 日弁連の取組みという点でお答えしますけれども，私は国際室の前室長をして

いまして，そのときに実は国際機関への就職支援という問題をずっと取り組んでまいりま

した。その中でやはり平和構築の分野に限らず，国際機関への就職を考える法曹の人への

１つの日弁連の支援のあり方として，まさに今「止まり木」という言葉が出たんですけれ

ども，そうした止まり木公設事務所的なものを用意しないと，なかなかやっていけないの

ではないかという議論をしました。日本でかなり大きな，多くの弁護士を抱えておられる

事務所にしましても，（公募・就職を待っている間の）そういう方を何か月かそのまま置く，

赴任が決まったら事務所として引継ぎはやってくれるという体制にはなかなかなっていな

いわけです。また，そういうフィールドに出ていかれた，あるいは語学ができる，気持ち

の点でも公益的な活動への貢献という志を持っておられる人材を活用するような仕組みを，

組織的に少し考えていく必要があるのではないかということを，国際室から一度日弁連内

部で提言をさせていただいたことがあります。また，今日のセミナーでそういうご質問が

出たということも，今日，国際室の方がたくさんおられますので，伝えていただくように
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したいと思います。 
 外務省でも，一種の止まり木的な制度のお話をされたんですけれども，大学でも，今の

大学のシステムの中で，例えば１年間ならともかく，何か月かいる方を採用してそこで学

生に教えてもらうなどの受け入れは，なかなか日本では難しいのかなと思うのですが，諸

外国を見ていますと，例えばサバティカルで１年間どこかに行く，その期間だけ，ある機

関の何か役職に就く，ある期間だけ大学で教える，非常に全体的にフレキシブルなシステ

ムがよく働いているように思います。そういうことを弁護士会，それから特に外務省でし

ょうか，そして大学で，協力して全体として何か考えていく必要があるのかなと，これは

最後は個人的な思いですが，考えております。 
（山本） 少しだけ補足しますと，国際室として，大谷さんが室長であった頃以降，現在

まで国際機関就職支援に継続的に取り組んでいるわけですけれども，今ご質問のあったキ

ャリアの連続性といった部分で，日本の弁護士が国際機関に就職することについて，いろ

いろ課題があるという議論はしてきて，それに対してどういう取組みができるかというこ

とも考えてきたんですが，そういう中で考えられていた課題のかなり多くの部分は，実は，

今日ご紹介があった平和構築の人材育成事業が解決してくれている部分があるという点は，

ぜひお伝えしたいと思います。 
例えば，日本国内の実務だけでは，その実務は，国連機関側はあるポストへの関連性が

ある経験だというふうには必ずしもみなさないというか，ほとんどの場合は難しいわけで

すけれども，この人材育成事業は，私が正確に理解していればですけれど，２年間日本で

何か法律の経験実務があれば応募資格があるんですよね。平和構築に関連する「諸分野」

ということですが，その「諸分野」の仕事が必ずしも日常，平和構築の仕事でなくてもい

いということですよね。ですから，法律の仕事であれば，２年間実務をやっていれば応募

資格がある。応募すると，採用されればですが，海外へ行って，そこで関連した平和構築

の経験を積めて，就職支援もしていただける。多少何か月かブランクが空いたりする方も

いるかもしれませんが，比較的スムーズにほぼ 100％その就職もできているという状況があ
る。そうすると，その段階で，もうフィールドの経験があり，例えば UNVの経験があると
いうことになって，その後，国連機関の採用側から見ると，この人は関連の実務経験があ

りますねという話になる。 
ですから，そういう意味で言うと，これまでの日本の弁護士が国際機関に行きたい，で

もそのときに日本の実務との連続性の点で悩ましいと言っていた部分が，かなり解消され

ているというのは，ぜひご理解いただきたいといいますか，非常に魅力的な制度であると

いうふうに私は思います。しかも海外に行っている間は手当が出るわけで，その間は生活

費の心配をしなくてもいいわけです。だから，最初に研修費として 30万円払えばいいだけ
です。まさに手取り足取りという制度なので，ぜひご活用いただきたいですし，日弁連の

国際室が何かその関係でお手伝いできることがあればしたいということも考えていますの

で，応募したいお気持ちがあるときには，国際室にご相談いただいて，何か，もしできる
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ことがあればいたしますし，一緒に考えていくこともあるのではないか，というふうに思

っています。そういう意味でも，ぜひ今年，あるいは来年というイメージでこの事業への

応募をご検討いただければなと思います。 
 
（北村） 他にご質問ある方いらっしゃいますか。どうぞ。 
（東京会場） 人材育成事業本コースに関しましてご質問させていただきたいのですが，

募集時期が平成 21年５月頃，研修の開始が本年夏頃からということになりますと，仕事の
都合上，応募してから研修が始まるまで，選考の期間も含めてちょっと短くて，なかなか

仕事の区切りといいますか，引継ぎであったり，依頼者との関係で受任している案件をや

めたりということが，なかなかこの期間だけでは難しい気がするのですが，１期の方や２

期の方は，仕事との折り合いはどういうふうにつけてこの研修に応募されたのか，という

点をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
（篠田） その問題はたしかにご指摘のとおり，予算が会計年度で制約されている関係で

非常にスピーディーに事業が進んでいくところがございます。逆に予算執行できる時間を

無駄に使わないという観点で事業運営しておりますので，参加者の方に負担がかかってい

る側面は否めないので，各人の努力に委ねられているというのが過去 2 年の実情ではある
かなと思います。 
（中込） 今お話もありましたけれど，例えば，やはり海外に留学するというのであれば，

１年ぐらい前からわかっていますとか，合格発表はせめて半年ぐらい前には出ていないと，

とてもじゃないけど行けませんというご要望は，私も聞いております。そういうことを考

えると，先ほど１年の研修を会計年度を超えてやりますという話をしましたけれども，こ

れを超えて４年ぐらい継続した事業にしたいということで，だいぶ財務省と激しく交渉し

たのですが，敗れてしまって，実現できなかったという経緯がありますが，来年以降も引

き続きこの点はトライをしていこうと思っていますが，このような今までの経緯からいっ

て，実際に合格発表が出てから研修が始まるまでの期間が非常に短いのは確かに事実とし

てありまして，既にキャリアをお持ちの方については，それとの兼ね合いが難しい点があ

ろうことは，今後改善をしていかないといけないと思っているところでありますが，今す

ごくいい解決策が手元にあるかというと，残念ながら無いということです。 
（篠田） 率直に申し上げますと，今まで法律家の方を採用したくても採用できていませ

んので，相当程度の見込みで，申し込んでいただいてもいいのではないかという面がない

でもないですけどね。そのように計画して募集していただく方が，やはり強いですね。採

否にあたっては面接を重視していますので，面接で何を見るかというと，専門的な知識を

持っていらっしゃることが前提ですから，本当の専門的な知識の試験はしませんので，堅

い意思を持ってくださっているかどうかというのを見ますので，過去の事例では完全にそ

ういう形で計画してくださっている方が採用されてきているというのが，はっきり言って

実情かなと思います。 
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（大谷） 将来的に仮に競争が激しくなったときのために，やはりさっきのご質問という

のは，私ども弁護士の立場からしますと，非常に重要な点でして，弁護士業務というのは，

なかなか３か月前に辞めると言えば済むというものではなくて，引継ぎをきちんとして，

迷惑をかけないようにしないと，出られません。あるいはそれがはっきりするまでの間，

周囲にそのことを言ってしまうと，この人はそういう気持ちを持っているのか，いつか辞

めるつもりの人だったのかと事務所内で見られてしまって，その後働きにくくなるといっ

たことが現実にはあるものですから，できれば将来的には何とか弁護士が応募しやすいよ

うに工夫していただけると大変ありがたいと思います。 
 
（北村） ここで一旦テレビ中継先に振りたいと思います。まず岐阜・佐賀・大阪と，今

つながっているかと思いますので，そちらにいらっしゃる方々でご質問のある方は，画面

に映る場所に移動していただいた上で挙手をお願いいたします。 
（大阪会場） まず，１つ目なんですが，このパイロット事業はどのくらいの倍率なので

しょうか。あと，応募される方の職種でどのようなものが多いか，教えていただきたいと

思います。 
（篠田） 各年 15人について，今までの実績では，4倍から 6倍ぐらいですね，2年間で。
それぐらいの倍率になっています。 
（山本） 今のお答えは，単純に 15人の倍率が４倍から６倍ということなんですが，専門
分野別に見て，法律の場合にどのように評価されるかを，少し教えていただければと思う

のですが。 
（篠田） 専門に応じた枠というものがあるかという含意があるご質問かなと思うのです

が，枠というものはないですけれど，実態としてやはりそれぞれの専門に応じた特性を持

った方に入っていただきたい。そのほうがアピール度が高くなるということは，今までの

経緯からも，あります。同じ分野の人が何人も出てきている中で，違う分野の方がアピー

ルをしていただくというのは，申込者の方からしてみると少し困難なところがある反面，

（採用側から見ると）今まで実績がない分野ですと，やはりアピール度が高くなるという

ことは当然あるだろうとは思います。 
（北村） あと１点，これまでの応募者の職歴についての質問がありましたが。 
（篠田） いろいろな方がいらっしゃるのですが，一番多いのはやはり平和構築を本当に

やってきた方，20 代で NGO をやっていた，いろいろな救助経験を積んだというような方
が多いのは事実ですが，例えば 15人いると，その中に 5人ぐらいは全く平和構築の経験を
持っていない方もいます。今までの経歴で言いますと，調達業務（procurement），それか
ら輸送などのロジスティックス，そういう点の専門性が非常に秀でていると判定して採用

させて頂いた方から，ファイナンスオフィサーになることを期待し，評価して採用させて

いただいた某金融業界の方などがいます。より法律に近かったのは，ローファームで働い

ていた方で，この方は語学もできたのですが，ニューヨークのローファームで働いていた
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経歴を持っていた方を１人採用させていただいたことがあります。われわれの観点からし

ますと，実務研修におけるポストのマッチングと就職支援のことをある程度考えて採用い

たしますので，リーガルオフィサー，ファイナンスオフィサーというのは，非常にそうい

うポストの数が多いので，枠というものではないですが，実態として今，大体こういうポ

ストがあるという観点で，どうしてもその人の特性を評価するという観点があって，そう

いう意味ではリーガルオフィサーはアピールのしがいがある分野にはなっております。 
 
（北村） 佐賀と岐阜の方はよろしいですか。どうぞ。 
（佐賀会場） シニア専門家向けコースの研修員の募集についてですが，主な応募資格と

して，平和構築に関連する諸分野で一定以上の実務経験を有する者と書いてありますね。

もう１つの本コースは実務経験２年以上と書いてあるんですが，シニアコースの「一定以

上の実務経験」というのは，具体的に明確な数字を出すのは難しいと思うんですけれども，

例えば弁護士でしたらどのくらいの人を想定されているのか，ちょっとお聞かせ願えます

か。 
（中込） この件については，正直言ってまだ決まっていませんというのが正直なところ

です。本コースはもう既に実施しているので，応募資格についても今までどおりというこ

とで決まっておりますが，シニアコースは今年から実施するものですから，応募資格につ

いても，基本的な考え方として，先ほど申し上げた，その分野での専門的な知識，経験の

ある方ということですので，その意味で言うと，２年というよりは，もっと長い期間だと

思いますけれども，数字で例えば５年以上と書くかどうかということについては，まだ特

段判断をしていないのが実情でございますが，ある程度，例えば 10年いろいろ実務経験を
持っておられる方であれば，十分応募資格になりうるのかなと，とりあえず今の時点では

思います。（→その後の検討の結果「5年」とした。） 
（佐賀会場） JICAの海外シニアボランティアというのがありますが，それとパラレルに
考える感じで，どちらかというと，老後といいますか，ある程度年齢が上の方が想定され

ているプログラムなのかなと，先ほど中込室長の話だと，そういう印象を受けたんですけ

れど，それだと逆に（自分は）足りないぐらいかなと思ったりもするんですが，その辺は

いかがですか。 
（中込） もともとの発想としては，一旦どこかの業界で仕事をされて，そこを退職され

た方に来ていただくというものですけれども，ただ，JICAのシニア海外ボランティアにつ
いても，年齢について言うと 40 歳から 69 歳ということで，必ずしも退職後の方だけとい
うことにはなっておらず，私どもの新しいコースについても同様にしたいと思っておりま

す。 
（佐賀会場） ありがとうございました。 
 
（北村） では，もう一度東京会場から，時間がないので，お一人だけご質問受けたいと
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思います。どうぞ。 
（東京会場） 例えば日本で弁護士をしているとか，司法修習を修了していたとしても，

そのいわゆる法律的な経験と，先ほどおっしゃっていた国際機関でリーガルオフィサーと

いうポジションで求められる内容とは，違っているのではないかと思うのですけれども，

今まで前例が無いということなので，そこはこれからという前提でお伺いしますが，その

部分の架橋というのは，やはり１年半の研修期間に各参加弁護士が自ら行わなければなら

ないのか，それにプラスアルファ，メンターシップといったことが考えられるのか，教え

ていただきたいのですが。 
（篠田） 余談になるのですが，実は私の父親は弁護士でして，そういう意味では，何と

なく弁護士の業務については若干，体感があるのですが，確かに（国内実務と国際機関で

の仕事の間に）違いがあるとは思うんですが，それを言いますと，その他の分野でも全く

同様で，同じ業界でも組織が変われば，組織文化が違うという範囲のことでしかない部分

もあって，それでも，やはり日本語で仕事していたものが英語になるというのは，かなり

専門業界の話としては，用語自体が変わってくるのもありますので，やはり大きいかなと

思いますけれども，基本的には法律の実務ということだと思いますので，リーガルオフィ

サーといっても，それぞれのポストによって扱う法律の重点度とかは異なりますし，プロ

ジェクト単位で動いている場合もあるでしょうし，本当の意味ですべて準備できて派遣さ

れる人というのは，基本的にはあまりいないものと思いますので，そのときにどのように

適応してくれるかを評価して，ポストの採用とか，マッチングが決まってくる。 
その際に法律の実務の経験があるということは，当然法律家としてこのポストをやって

いただけるだろうと期待されるわけでして，その範囲内で当然ご自身の努力というものは

必要になるとは思うのですが，法律家の実務経験を自然に生かして，英語の環境の中でや

っていただければやれるというポストが，普通のリーガルオフィサーとしてのポストでは

ないかと思います。 
われわれの方では，6週間と限られた期間ではありますけれども，この業界における一応

の共通の言語としているものは何かというものは，その間に知識を持って頂くし，われわ

れはネットワークということを強調しておりますが 6 週間でやれることには限界があると
すれば，その後ふとよくわからなくなったときに，とりあえずあの人に聞いてみようとい

うことが，簡単にできるようにしておくということが，非常に重要なことだと考えており

ますので，そういうメンター制度のようなものも作っておりますし，直近であればわれわ

れ自体に聞いていただければ済む話というのも非常に多いと思います。本当の法律の業務

になると，先ほどの ICTY の人とか，本当に法律分野で組織機関で働いていらっしゃる方
のネットワークを駆使して，少し専門的なアドバイスとか，コンサルティングの場を提供

するというようなことは当然やらせていただくと思いますので，そういったことはまさに

この事業が就職支援と呼んでいる柱の不可欠の一部ということになろうかと思います。 
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（北村） ありがとうございました。それでは，時間もだいぶ超過しておりますので，こ

れにて本日はお開きとさせていただきたいと思います。最後にもう一度，篠田先生と中込

さんに大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました（拍手）。 
今日はどうもありがとうございました。（了） 


