COLUMN
スリランカにおける刑事司法手続の
迅速化を目指した研修を実施

井出ゆり

JICAガバナンス・平和構築部
ガバナンスグループ
法・司法チーム
主任調査役
〜裁判官、検察官、司法省の職員など合計11名の研修員が参加〜

Justice delayed is justice deniedという言葉があ

ました。また、遅延の原因は、裁判官や法廷の不足

ります。これは、遅れてしまった正義の実現には意味

といったインフラの問題だけでなく、古い時代の英

がないということを表しています。もし私たちが深刻

法に由来し、現代社会には必ずしも適合しない煩雑

な犯罪の被害に遭い、加害者が10年、20年経っても

な手続が存在し続けており、捜査、起訴、公判、上

処罰されないとしたら、それは公正と言えるでしょう

訴を通じたすべての段階において過度に硬直的な

か。また、もし何らかの罪で起訴されてしまい、判決

運用がなされているという課題も見えてきました。

までに長い期間がかかるのであれば、私たちは世

2020年 2月に実施した第１回研修は、JICAととも

間一般からは有罪の疑いをかけられたまま、裁判の

に、長年、法整備支援を実施している ICDのベテラ

日々を送ることになります。そのため、迅速な裁判は、 ン検察官に担当いただきました。研修は、否認事件
刑事司法手続にとって重要な原則のひとつとなって

であっても第一審の平均審理期間が 9か月強であ

います。

る日本の刑事司法手続がどのような制度であり、ま

しかし、裁判官や法廷の数が不足する開発途上国

た、それが実際にどのように運用されているかを解

では、刑事司法手続の遅れや膨大な数の未処理事

説しつつ、研修員として参加したスリランカの刑事

件の滞留が深刻化することが多く、スリランカもそ

司法関係者と積極的に議論する形で進められました。

のような課題を抱える国のひとつです。JICAが法務

研修員は、裁判員裁判において多く活用されている

省法務総合研究所国際協力部（ICD）の協力の下で

「公判前整理手続」、事前の証拠開示により争点の

2019年8月に実施した現地調査により、スリランカは、 明確化や書証の利用を可能とする日本の刑事訴訟
犯罪の発生から終局判決までに通常 10年から15年
以上かかるという深刻な状況にあることが確認され

法の規定、適正な事件数の抑制につながる起訴猶
予の制度について特に高い関心を示し、活発な議論
が展開されました。公判前整理手続については、既
にスリランカにおいても Pre-Trial Conferenceの検
討が開始されており、研修員からも、
「今後、日本の
制度や実務をスリランカの制度や実務の改善に反
映していきたい」、
「もっと深く日本の制度を学びた
い」という意見を頂くことができました。
無論、日本の司法制度も決して完全ではありませ
ん。研修では、スリランカの法律家から学ぶことも多
くありました。スリランカはもっとも新しい法整備支
援の協力相手国ですが、こうしてまたひとつ信頼の
架け橋ができたように思います。

研修参加者と一緒に法務省内壁画前で記念撮影。

独立行政法人 国際協力機構
Tel: 03-5226-6660~6663（代表）
http://www.jica.go.jp/

JICA
ホームページ

JICAのメディア
支援（動画）

JICAの法整備
支援（動画）

Overview
協力対象国と協力分野
●法・司法

■警察

法の支配の実現に向けた
JICAの取り組み

※2020年4月現在（実施予定を含む）

▲メディア

◆議会

★海上保安

中東・欧州

東・中央アジア

東南アジア

イラク■
ウクライナ▲
コソボ▲

ウズベキスタン●
中華人民共和国●
モンゴル ●

インドネシア●■★
カンボジア●
東ティモール ●
フィリピン■★
ベトナム●◆■★
マレーシア●■★
ミャンマー●▲■
ラオス●

アフリカ
コートジボワール ●■
コンゴ民主共和国■
ジブチ★
セネガル ●
チャド●
ニジェール ●
ブルキナファソ●
マリ●■
モーリタニア●

※技術協力案件のみ

Pillar 1

中南米
グアテマラ■
ホンジュラス■

南アジア

人間の安全保障の
ための基本的な
権利の保障・実現

注釈：地図上の表記は図示目的で
あり、いずれの国と地域の法的地
位もしくは国境線に関し、JICAの
立場を示すものではありません。

アフガニスタン■
スリランカ●★
ネパール ●
バングラデシュ●■

JICAでは、SDG16を念頭に、より多くの国々に法の支
配・民主主義等の普遍的価値が共有・実現される制度・
態勢の構築を図り、市民の生存・生活・尊厳にかかわる
基本的な権利・自由が保障・実現されることで、日本を含
む世界の平和と安定の実現を目指しています。
具体的には、表現・精神活動の自由、経済活動の自由、
政治に参加する権利、裁判を受ける権利を含めた司法
アクセスの改善、人身の自由等の基本的な権利・自由を
保障・実現することを目的として、主に以下の活動を実
施しています。

世界人権宣言は、
「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて
平等である」と謳っています。後に国連憲章の基礎となる「人類の普遍的な４つの自由」を

1. 法・司法制度の構築・運用

提唱したフランクリン・D・ルーズベルト第32代アメリカ合衆国大統領は、基本的な人権を保障するためには、

2. 市民と警察の信頼構築と警察の能力強化

言論の自由、信仰の自由、欠乏からの自由、そして恐怖からの自由が保障されている必要があると

3. メディア・ジャーナリズムの強化

表明しました。法の支配は、これらの自由の保障のために必要な考え方として国連の持続可能な
開発目標（SDGs）の目標16「平和と公正をすべての人に」にも掲げられています。

Pillar 2

JICAは世界中の誰もが “恐怖と欠乏”におびえることなく、安心して暮らし、必要な情報を手に入れ、

公正かつ透明な
ビジネス環境整備

自分の権利や意見を主張できる社会を目指し、法の支配の実現に向けた協力を行っています。

協力案件の地域別内訳

協力案件の分野別内訳

（2020年度時点で実施中、実施予定の協力）

（2020年度時点で実施中、実施予定の協力）

SDG16に加え、SDG8「働きがいも経済成長も」も意識し、
アジア地域を中心に、経済法の整備・運用、紛争解決制
度の改善等を実施しています。ODAを触媒とした民間資
金・活動を動員する上で必要な公正・透明なビジネス環

行政分野研修員受入の内訳
（実績累計の地域別割合）

境の整備を促進することで、日本企業の投資や貿易を

※Pillar1～3に関連する研修以外の行政分野研修も含む。
※1954年4月から2018年3月末までの累積数

拡げ、当該地域・国々ひいては日本での質の高い経済成
長と繁栄を促進します。
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案件

案件

Pillar 3

131,344

人

国際関係の安定

SDG16を念頭に、大洋州を含むインド太平洋地域を中
心として、海上安全保障にかかる知識・技術の普及を通
じた海上法執行能力の向上や、全世界を対象とした国
際公法にかかる知見の共有を行い、国際関係における

●東南アジア
●アフリカ
●南アジア
●中南米
●東・中央アジア ●中東・欧州

● Pillar
● Pillar
● Pillar
● Pillar

1: 基本的な権利の保障・実現
1+2
2: 公正かつ透明なビジネス環境整備
3: 国際関係の安定

●アジア
●アフリカ
●中南米

法の支配を促進します。それにより、武力行使ではなく、

●中東・欧州
●大洋州
●国際機関

法による国際的紛争の平和的解決を通じて世界および
案件リスト

日本の安定の実現を目指します。

※技術協力案件のみ

1

Pillar 1

人間の安全保障のための基本的な権利の保障・実現

権利を守る法律の整備・運用制度の構築

警察と市民の協力で暮らしの安心・安全を守る

ミャンマーの持続的な経済成長を目指し、
法・司法制度整備を支援

ブラジルとの三角協力で
中米の治安改善を支援

市民に信頼される警察を
目指す改革を支援

2011年3月に民政に移行後、市場経済

試験的な運用が開始された調停制度の

2000年以降、日本の警察の技術指導

体制を推進するミャンマーでは、根幹

普及・促進、検察官の研修のための刑

のもとで地域警察の普及を進め、治

をなす法・司法制度の整備や外国投資

事訴訟法テキストの作成、裁判官や検

安改善につなげてきたブラジルのサ

促進のための基盤整備が喫緊の課題

察官向けの事実認定に関する研修、知

ンパウロ州。その経験を活かし、中米

となっています。JICAでは、そのために

的財産権法に関する紛争処理体制の

必要な法的インフラ整備及び適正な法

構築などを中心に、ミャンマーにおける

律の運用と実務の改善に向けた組織

市民の基本的な権利の保障・実現や持

的・人的能力の向上を図るプロジェクト

続的な経済成長の促進に資する公正か

を2013年より実施してきました。現在は、 つ透明なビジネス環境の整備（1ページ

の複数の国を対象に、警察官の研修

調停人育成セミナーでの研修の様子。

や、ブラジル 人専門家の派遣による

「Pillar２：公正かつ透明なビジネス環

技術指導を行う三角協力にも取り組

境整備」参照）に向けた活動を続けてい

んでいます。

ます。

対 象 国 の 一つ、グアテマラで は、
「統合的地域警察モデ ル 」の強化を
目指し、2016年よりJICAとブラジルの

コールセンターの設置や研修を通じて司法アクセスを強化

支援を受けて、警察が青少年の防犯
や交通安全のプログラム、植樹や清

法律や司法制度が整っていても、人々

掃などのコミュニティ活動に地域の住

が適切な紛争解決手段にアクセスで

民と協力して取り組んできました。住

きていないという課題の解決に向け、

民との協働を通じて警察への信頼が

市民との良好な関係づくりを先輩警察官から学ぶ。

JICAは司法アクセス強化の研修を実

向上し、警察と地域社会との連携によ

施しています。研修では、弁護士会を

インドネシア国家警察は 2000年に国

察活動（POLMAS）」モデルが構築さ

はじめ多くの組織が司法アクセスの向

軍から分離して以降、人々の暮らしの

れ、その全国展開に向けて、制度の整

上に取り組み、日本司法支援センター

安心・安全を守るため、市民に信頼さ

備、人材の育成が進められています。

（「法テラス」）の設立に至った日本の

れる警察組織を目指す改革を進めて

また、捜査能力強化に向けて鑑識技

歴史を紹介。また、コートジボワール

きました。JICAは日本の警察庁、都道

術向上にも取り組んできました。警察

では、JICAの協力により、市民が電話

府県警察の協力のもと、2001年から

官が家庭や事業所を訪問しながら地

などで法的な情報を容易に得られる

この改革を支援しています。交番・駐

域を巡回し、住民の身近な存在として

コールセンターが 2017年に開設され

在所を拠点に、地域に密着し、住民と

地域の問題解決に取り組む姿が、市民

ました。コールセンターに連絡すれば、

協力しながら安全を確保する日本の

の警察に対する信頼を高めています。

法的紛争解決に役立つ情報が得られ

地域警察システムを参考に、
「市民警

る治安改善が実現しつつあります。

警察官が身近で頼れる存在になっている。

るという認識が市民に広がり、相談件
数が増えてきています。

毎日、市民からの照会を受けるコートジボワールのコールセンター。

民族対話を促進する
コソボの公共放送

仏語圏アフリカ諸国向けに、人々が安心できる社会を
築く刑事司法分野の能力向上に向けた研修実施
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政府から独立した公共放送の支援
番組 “IN FOCUS”。制作するのは両

世界の人びとの知る権利の実現に貢

民族の混成チームです。当初は観光

献していきます。

や農業などや わらかいテーマを扱っ
ていましたが、制作スタッフの距離が

JICAは刑事司法の有効性の課題を抱

察官、裁判官（予審判事、公判判事）が

アル バニア系とセルビア系の対立が

縮まるにつれて、選挙や政治といった

える仏語圏アフリカ諸国（コートジボ

参加。参加者は、捜査・訴追・公判の基

続くコソボでは、民族間の対話を促進

民族間でデリケートな問題も取り上げ

ワール、ブルキナファソ、マリ、モーリ

礎、テロ犯罪対策、組織犯罪対策など

する重要な役割を公共放送が担って

るようになり、今では RTKの看板番組

タニア、ニジェール、セネガル、チャ

を学ぶとともに、警察署や検察庁、裁

います。JICAは公 共 放 送 局 (RTK)の

となっています。JICAはこれまでにも

ド）に対して、2013年度から5年にわ

判所を視察。捜査能力の向上や各種

能力向上プロジェクトを2015年より開

南スーダンなどで国営放送局の公共

たり国連アジア極東犯罪防止研修所

捜査機関の連携強化が刑事手続きの

始し、正確で中立・公正な番組や報道、 放送化や人材育成の支援を行ってき

（UNAFEI）の協力を得て研修を行い、

迅速化につながることを理解していき

それを支える機材の支援を行ってきま

ました。今後も、民主化や平和の定着

刑事司法分野の能力向上に努めてき

ました。2020年度から、再び刑事司法

した。その取り組みから、民族間の対

に欠か せない、政府から独立した放

ました。研修には各国から警察官、検

研修が開始します。

話をリードすべく誕生したのが、情報

送を提供するメディアの支援を継続し、

コートジボワールの科学捜査研究所で、
偽造書類を特定する部署を視察。

共同で放送業務にあたる RTKのアルバニア系と
セルビア系のスタッフたち。
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Pillar 2

公正かつ透明なビジネス環境整備

法や制度を作り、ビジネス環境整備に貢献

持続可能なカカオ産業の実現を目指すプラットフォーム

ベトナムの競争政策執行を支援し、
公正で自由な市場競争を促進

〜開発途上国の課題の解決に向けた企業、NGOとの共創・協働〜

ベトナムでは、市場経済化への対応
の一環として2004年に競争法が制定
されていましたが、WTO加盟以降の
経 済 活 動 の 多 様 化 や 国 際 経 済との
統合進展を背景に、JICAの支援の下、
2018年に全面的な競争法の改正が行

2020年 1月、JICAは「 開 発 途 上 国におけるサステ

るガーナでは、子どもの 5人に 1人が児童労働に従

イナブル・カカオ・プラットフォーム」を設立しました。

事していると言われています。児童労働撤廃を目指

持続可能なカカオ産業の実現を目指す業界団体、

すガーナ政府は、児童労働のない地域の認定制度

製菓企業、商社、コンサルティング会社、NGOなど

作りを進めていますが、この取組をプラットフォーム

が参加し、開発途上国のカカオ産業が抱える課題の

参加団体が支援してきました。また、アフリカや中南

解決に向けた共創・協働の取り組みが始まっています。

米、アジアにおいて、日本の製菓企業や NGOが、農

国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」は、

われました。現在、その改正競争法の
執行能力強化を支援するプロジェク
トを実施しています。ベトナムの競争
領の作成支援や審査官のための研修、
企業や行政機関に対する改正法周知
のための広報活動などを通して、競争
法がより実効的に執行され、ベトナム
において、公正かつ自由な市場競争が
促進されることにより、経済の持続的

©JICA/Koji Sato

市場経済化が進み、活気溢れるベトナムの街。

Pillar 3

家への栽培・加工技術の指導や森林保全活動、子ど

人権を保護する国家の義務とともに人権を尊重す

もの教育環境改善活動などを通じてカカオ生産地を

る企業の責任を明示しており、世界各地にサプライ

支援する取り組みを行っています。

チェーンが広がる企業は、企業活動が開発途上国の

当局の審査態勢強化に向けた執務要

発展につなげることを目指しています。

TOPIC

プラットフォームは、こうした企業や NGOを含む

環境や社会に与える影響に十分な配慮を行うことが

多様な関係者が集まり、カカオを取り巻く現状や既

求められています。チョコレートの原料となるカカオ

に実施されている取り組みを共有しつつ、課題解決

豆の多くはアフリカや中南米、アジアの開発途上国

に向けて協働していく連携の「場」になります。プラッ

で生産されていますが、農園での児童労働や農家

トフォームを通じた関係者の協働が、開発途上国の

の貧困、森林破壊による生活環境の悪化といった人

課題の解決に貢献するとともに、カカオに関係する

権上の課題に直面している地域もあります。

企業の「責任あるサプライチェーン」の実現に向け

日本が輸入するカカオ豆の約 7割が生産されてい

た取り組みを後押しすることが期待されています。

国際関係の安定

国際関係における法の支配を強化

マレーシアの海上の
保安や海難救助の
能力向上を支援

船による密漁、密輸、海賊、密入国等

年度はマレーシア、タイ、カンボジア、

の犯罪や海難事故の増加が深刻な問

フィジー、ケニア、ウクライナ、ベトナム、

題となっており、同国の社会経済発展

インドネシアの８カ国を対象とした研

を支えるため、安全や治安の確保がま

修を新たに実施する予定です。

©ACE

すます重要になってきています。
マラッカ・シンガポール海峡をはじめ、

JICAは、マレーシア領海の安全・治

領海内に重要海峡が集中するマレー

安を確保すべく、10年以上にわたり、

シア。日本船籍をはじめ、多数の国際

海上保安能力を強化する人材育成を

船舶が輻輳するその領海では、外国漁

支援してきました。2018年からは、潜
水技術を伴う救助や指紋採取などの
証拠保全といった、より高度な技術の
習得と指導員育成を目指した研修訓練
を行なっています。
今後は、国際秩序における法の支配
のさらなる実現に向けて、海上法執行
能力の強化だけでなく、海洋法などの
国際法に関連した知識・経験の発信に

訓練中、多目的船の甲板上で朝礼を行う職員たち。

4

も積極的に取り組んでいきます。2020

救助活動のための潜水訓練の様子。
座学、プール訓練を経て、実際の海洋で学ぶ。

右：カカオの農場で育つカカオポッド。チョコレートの原料、カカオ豆はこの実を切って取り出した
種を乾燥させて生産される。 左上：乾燥中のカカオ豆の前で笑顔を見せるガーナの子どもたち。
左下：プラットフォームの会合で「国レベルで児童労働をなくす意志を強くしている」と述べる駐日
ガーナ大使、フランク・オチェレ閣下。
開発途上国におけるサステイナブル・
カカオ・プラットフォーム

5

COLUMN
スリランカにおける刑事司法手続の
迅速化を目指した研修を実施

井出ゆり

JICAガバナンス・平和構築部
ガバナンスグループ
法・司法チーム
主任調査役
〜裁判官、検察官、司法省の職員など合計11名の研修員が参加〜

Justice delayed is justice deniedという言葉があ

ました。また、遅延の原因は、裁判官や法廷の不足

ります。これは、遅れてしまった正義の実現には意味

といったインフラの問題だけでなく、古い時代の英

がないということを表しています。もし私たちが深刻

法に由来し、現代社会には必ずしも適合しない煩雑

な犯罪の被害に遭い、加害者が10年、20年経っても

な手続が存在し続けており、捜査、起訴、公判、上

処罰されないとしたら、それは公正と言えるでしょう

訴を通じたすべての段階において過度に硬直的な

か。また、もし何らかの罪で起訴されてしまい、判決

運用がなされているという課題も見えてきました。

までに長い期間がかかるのであれば、私たちは世

2020年 2月に実施した第１回研修は、JICAととも

間一般からは有罪の疑いをかけられたまま、裁判の

に、長年、法整備支援を実施している ICDのベテラ

日々を送ることになります。そのため、迅速な裁判は、 ン検察官に担当いただきました。研修は、否認事件
刑事司法手続にとって重要な原則のひとつとなって

であっても第一審の平均審理期間が 9か月強であ

います。

る日本の刑事司法手続がどのような制度であり、ま

しかし、裁判官や法廷の数が不足する開発途上国

た、それが実際にどのように運用されているかを解

では、刑事司法手続の遅れや膨大な数の未処理事

説しつつ、研修員として参加したスリランカの刑事

件の滞留が深刻化することが多く、スリランカもそ

司法関係者と積極的に議論する形で進められました。

のような課題を抱える国のひとつです。JICAが法務

研修員は、裁判員裁判において多く活用されている

省法務総合研究所国際協力部（ICD）の協力の下で

「公判前整理手続」、事前の証拠開示により争点の

2019年8月に実施した現地調査により、スリランカは、 明確化や書証の利用を可能とする日本の刑事訴訟
犯罪の発生から終局判決までに通常 10年から15年
以上かかるという深刻な状況にあることが確認され

法の規定、適正な事件数の抑制につながる起訴猶
予の制度について特に高い関心を示し、活発な議論
が展開されました。公判前整理手続については、既
にスリランカにおいても Pre-Trial Conferenceの検
討が開始されており、研修員からも、
「今後、日本の
制度や実務をスリランカの制度や実務の改善に反
映していきたい」、
「もっと深く日本の制度を学びた
い」という意見を頂くことができました。
無論、日本の司法制度も決して完全ではありませ
ん。研修では、スリランカの法律家から学ぶことも多
くありました。スリランカはもっとも新しい法整備支
援の協力相手国ですが、こうしてまたひとつ信頼の
架け橋ができたように思います。

研修参加者と一緒に法務省内壁画前で記念撮影。

独立行政法人 国際協力機構
Tel: 03-5226-6660~6663（代表）
http://www.jica.go.jp/

JICA
ホームページ

JICAのメディア
支援（動画）

JICAの法整備
支援（動画）

