
1．はじめに、そして研究目的

　広島においては 1990 年代から広島県主催の全国の留学生を対象とした広島
復興をテーマとしたセミナー実施に始まって、2000 年頃から設立準備がなされ
2003 年 7 月設立された UNITAR 広島事務所 1）における世界遺産登録・維持管理
や復興問題等を主テーマとした人材教育、さらには JICA 及び広島県や広島市と
連携する JICA 中国、ODA といった組織による研修やセミナーが実施されてきた。
そこでは海外からの招待された研修者に対して講義形式の研修だけでなくワーク
ショップやラウンドテーブルといった討論形式の運営も含めて様々な研修事業が
推進されてきたが、ここではそれらを一括して研修と総称する。そこで、その研
修参加者からはいくつかの質問・コメントがなされてきた。広島復興問題を担当
して関わってきた筆者は、広島の復興過程への素朴な疑問から、現代的課題への
質問・コメント（併せて質疑とする）に及んで提起された諸問題を整理してまと
め、今後の諸活動への参考に供しようとするものである。筆者自身これらの研修
過程での質疑・応答によって、広島の復興に関連した多くの問題提起を受け取り、
自問し、思考展開することができた。
　従来、広島復興に対して肯定的評価や称賛があると指摘されてきたが、それは
大きな傾向としていえるかもしれないが、真にその評価に立ち入って吟味したこ
とはなかったといえよう。いや肯定的な評価にしてもその真意は必ずしも十分に
吟味してきたとは言えない。肯定的な評価にしても条件的な内容を含んでいる場
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合もあろうし、実はいくつかの疑問を付加しての評価の場合もあろう。また、外
交辞令的な称賛は、より詳しく問いただしていけば、その真意は必ずしも真正面
からの称賛ではないことも明らかとなろう。そのような広島復興に対する評価の
内側に迫っていくというだけででなく、現今と将来における世界の復興に関連す
る問題とはなになのかに迫っていこうとするならば、原点ともいえる広島復興へ
の基本的な疑問を解きほぐし、関連する問題の領域を見定める必要があろう。こ
れは研修内容の再考や再構築といった観点だけでなく、様々な国や国民、地域と
の付き合い方にも影響することであろう。いずれにしても、様々な形で寄せられ
る質疑こそ、日本の在り方自身を考えていくためにも、貴重なヒントを含むもの
であり、真摯に立ち向かうべきであろう。
　研修実施過程の中で提起された質疑・応答がセットであり、応答の内容によっ
て研修の価値が規定されるといっても過言ではないが、本稿においては紙幅の関
係で応答内容はほぼ削除し、質疑を集中的に採取し考察しようというものである。
　ここで断っておく必要のあることは、このような質疑を意識的に取集すると姿
勢でもって研修に臨み始めたことが、必ずしも当初からでなく、ここ 7～8 年前
からであり、その頃から受けた質問を記録し始めたのである。それ以前について
は記憶を頼りに、質問をメモし、少しづつ蓄積していった。今後もそのような形
で収集・蓄積していくことを目指していくことになろう。

2．研究対象と研究方法

　研究対象は UNITAR と JICA 研修、さらには ODA やその他同様の活動の中で、
提起された質疑に注目して取り組むものである。UNITAR とは United Nations 
Institute for Training and Research の略であるが、国連機関の下部組織として広
島に UNITAR Hiroshima Office【広島事務所】が開設されていて、特別な活動
を続けてきている。JICA とは Japanese International Cooperation Agency の略称
であり、正式の組織は「独立行政法人国際協力機構」として、全国組織と JICA
中国、広島事務所等も一体的に必要な活動を続けている。
　研究方法としては、まずは研修過程での質疑応答の中から質問と質問に関連し
た意見等の収集を行い、重複を避けるため一定の取捨選択と表現統一をし、大き
く分類・グループ化してまとめる。それらすべてを現段階で収集することはでき
ないが、可能な限りの記録と記憶から質疑を収集し、その主要な傾向を全体的に
まとめ、考察を進めるものである。
　収集された質疑は、この段階では提起された時期や場所、提起した人の国・地
域や氏名は特定・公開していない。JICA については直接担当した研修の中から
収集したのであるが、UNITAR においては担当過程だけでなく、UNITAR 職員
やアドバイザーグループへの問い合わせ結果からも加えて考察することとした。
これらの質疑は、どの程度の頻度であったかについて参考までにランク分けして
加えた。
　このような質疑の収集や考察の試みは、JICA 活動に関する限り今までなされ
ておらず、既往研究や既往の報告は見つけることができない。
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3．研修の概要と研修参加者及び内容

　UNITAR 広島事務所は 2000 年に開設以来、海外からの担当者を集めて、世界
遺産登録と維持管理業務の研修、広島復興過程のセミナーを実施してきた。最近
は別テーマに移行しているが、海外から研修生を受け入れる業務は継続している。
一方、広島県は当初春休みあるいは夏休みに海外からの留学生を集めて広島を
テーマにしたガイド・研修を実施していたが、それをさらに発展させて JICA 中
国、あるいは JICA 本部で国別研修、あるいは課題別研修といった形での本格的
展開がなされてきた。これらのプログラムにおいて、広島の戦災復興が重要なテー
マの柱として設定され、そこで研修参加者との質疑・応答を蓄積することができ

表 1　研修の実施時期、内容、対象等の事例
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た。なお、UNITAR については開設から 2011 年頃までの、また JICA について
は表 1 のような 18 事例の研修を対象として実施しており、そこから記録と記憶
から質疑を収集する。
　これらの研修内容については詳細を省くが、例えばある研修におけるプログラ
ムを参照してみると次のようになっている。
　2009 年 1 月にはアフリカの 4 国、ウガンダ、シエラレネ、リベリア、ルワン
ダの州知事や開発担当者ら 7 人を招いて広島の復興の歩みを解説し、平和構築の
参考にしてほしいと研修がなされた。この件は、中国新聞社が「復興ヒロシマが
手本／JICA 中国／アフリカ 4 か国から研修」として報じられ、参加した一人は「市
民の復興にかける強い思いに感銘を受けた。平和都市の国際基準のようなヒロシ
マで学んだことを生かしたい」というコメントを残している。
　2013 年度においては「紛争影響国におけるガバナンス能力強化」という主題
の下に 13 日間もの研修が実施され、広島では「広島の戦後復興」のプログラム
で「戦災からの都市復興状況、実現過程の特徴」の講義を行っている。
　この年はイエメン研修「ODA 実施能力強化セミナー」計画され、2014 年 2 月
に実施されている。そこでは、イエメン政府の ODA 実施期間（国際協力省、教
育省、技術教育・職業訓練省、水資源・保健省、社会開発基金）の実務者を招請
し、いくつかのテーマでの研修であった。その一つの柱が「日本の戦後復興及び
援助活動の体験」であり、具体的には「広島における戦後復興の経験」の講義・
研修が予定された。
　2014 年には「コートジボワール社会的統合促進研修」が実施された。ここで
は「広島市の戦後都市復興：移転地合意形成、戦災の記憶」がテーマとなり研修
が進められた。英語表記のテキストが編集され、広島では平和記念公園や平和記
念資料館の見学等もプログラムに組み込まれ、この研修は一部新聞でも報道され
た。
　2016 年度（平成 28 年度）JICA 国別研修「コミュニティ開発を通じた生計向
上と信頼醸成」コースとして 2017 年 1 月にコソボ国別研修が実施され」、アルバ
ニア人とセルビア人を対象としたものであった。研修の背景としては、
　 　本研修は、アルメニア系が多数を占めるコソボにおいて、全住民共通の利益

となる経済低迷状況の改善に向け、少数民族（セルビア系等）も含む住民参加
型の生計向上支援を展開し、住民同士の信頼醸成や地域経済の活性化を目指す
ものとして、コソボ政府より要請された。これを受け、本研修ではコソボの中
央省庁、地方政府、民間団体から地域振興に携わっている人材を研修員として
招聘し、日本の民間団体や地方自治体の 7 地域振興に関する取組、平和や復興
にかかわる行政の在り方や官民連携について学び、自国でのアクションプラン
につなげるものである。（以下略）

とされ、いかに研修が意味を有するか説明されている。
　2017 年 1 月における国別研修の趣旨は「コソボは地域社会の隅々まで民族的
要素と政治的要素が複雑に絡まり合った特異な環境にある。そのため、コミュニ
ティレベルの住民間の信頼醸成と生計向上が不可欠である。本研修ではコミュニ
ティ開発に貢献しうる人材を各セクター（中央・地方・民間）において育成する
ことを目的に実施」するとされ、2020 年 2 月実施のイエメン国別研修では、内
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戦終結後の復興・開発に向けた取組みが懸案で、今回の招聘では、イエメン政府
関係者に対し、①中央・地方における均衡のとれた開発の推進、②復興期におけ
る民主化・ガバナンス、③戦略的な援助リソースの活用等を中心に、日本の経験
や知見が共有できるよう、プログラムを構築したとしている。国・地域によって
は、極めて政治的・社会的に混乱期の場合もあり、それぞれ独自の課題を抱えて
の研修である。
　2018 年（平成 30 年）2 月に実施された 2017 年度イラク知見共有セミナー（イ
ラク国会議員の日本訪問）においては、背景と趣旨について次のようにされてい
た。すなわち、
　 　イラクでは多数の宗派・民族から国家が形成されており、建国以来国民融和

コートジボワール研修のポスター（2014 年）
出典：JICA 研修 2014 年プログラムポスター
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が重要な課題となっている。2014 年に「イスラム国（ISIL）の侵攻を許した
原因の一端には、イラク国内の宗派・民族間不和が背景にあった。イラクの国
民融和をはかるため、各派政党議員等の参加の下、日本の戦後の復興、政治・
経済システムに関する知見を吸収するための協力要請がイラク政府よりなされ
ている。今年度は ISIL 後のイラク復興を見据え、日本の東日本大震災からの
復興や戦後復興に関する知見について共有する。（以下略）

とされている。
　このような趣旨の妥当性については後に検討対象とするが、背景として極めて
複雑な難問が展開されていることが指摘できる。セミナーのプログラムとして東
京、京都でのオリエンテーション、「東日本大震災」からの復興、日本文化の講
義があり、広島に移動して「復興期の街づくり～広島の経験から」の講義と質疑
応答を行い、その他表敬訪問や平和記念資料館、原爆ドーム他の視察という予定
となっている。セミナー参加者の条件によってプログラムを変化させており、き
め細かなセミナーを実施している事例を見ることができる。
　さらに指摘できるのは研修・セミナーの実施に当ってはテキストが編集され、
配布されている。2013 年 8 月に実施されたセミナーでは「Capacity Development 
on Governance in Conflict-Affected Countries: Post-war Reconstruction of 
Hiroshima」というテキストが A4 版 5 頁で編集された。毎回同様のテキストと、
同時上映の研修スライドのコマ画像をプリントして配布している。
　なお、このような研修プログラムの編成に関しては、既存の組織である
UNITAR とか JICA とか、ODA の事務局、担当者に任されていて、研修担当者
へは具体化する中で打診される形になっている。また相手国の政治的経済的社会
的実情についての認識や情報収集は必ずしも万全とは言えない状態である。すな
わち研修を戦略的に進めるための条件は必ずしも整っていない中での実施であ
る。その中でも研修を実施する意味はあるかもしれないが、少なくとも研修の長
期的な戦略があるかないか問われるであろう。そこには研修の担当者が関わるこ
とはできないかもしれないが、研究結果を少しでもフィードバックすることがで
きれば、研修方針への検討材料が加わることになろう。その意味では今までやりっ
ぱなしであった研修をもう少し戦略化することは可能なのである。
　今までの研修の集大成として、2019 年度 JICA-Net マルチメディア教材が作成
されている。そのシナリオ集をみれば、JICA 中国センター編「2019 年度 JICA-
NeT マルチメディア教材、『ヒロシマ復興からのメッセージ～被災した地域の復
興における地方行政の役割と取り組み～』（2019 年 10 月）」としてビデオが作成
され、公開されている。やや宣伝色が強く、広島の事例を参考にせよというに近
い表現もみられるが、諸外国で問題をかけている地域では、そんなに簡単に事例
から学べることではないことを、承知しているであろう。それぞれの地域であま
りに条件が異なるのであり、同じようなことをしてうまくいくはずがない。それ
ぞれの地域で答えを見出すのはある意味では奇跡に近いことかもしれないが、少
なくとも挑戦を続ける中で事態の改善を図るしかない。その時必要なのは、課題
解決への動機付けであり、さらなる取り組んでいこうとする長期的な対応への持
続力であろう。
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4．研修における質疑の把握

　以上のような状況下で、全 18 回の JICA 研修と UNITAR 研修、以前の留学生
向け講義での経験を含めて、可能な限りで質疑を収集し、それらを一定の内容に
よるグループ化を試みる（表 2、表 3）。グループ化で、まず目立つのは、項目番
号 11～19 にグループ化されるような、極めて素朴であるが被爆からくる放射線・
放射能問題である。例えば、「広島はいつから住めるようになったのか」という
現段階あるいは過去における放射線の危険性レベルの判断に関する一連の疑問で
ある。外国人はこんなことを気にしていたのかと、この種の疑問を無視してしま
うのは、あまりに海外からの広島訪問者への配慮のなさということになる。考え
てみれば、現在の平和記念資料館では確かに被爆被害の実相あるいはその過酷さ
を展示し、伝えようとしているが、このような「いつから広島は住めるようになっ
たのか」といった素朴な疑問に応えていないことに気づくべきであろう。ある意
味では当然の、素朴な疑問かもしれないのに、研修でも多くの場合、従来この種
の疑問に触れないで実施してきたのである。このことを反省し、丁寧に応答すべ
き重大項目であろう。また、特に福島の内部被曝問題、同時に外部被曝との違い
といった専門的に理解しにくいことをわかりやすく応答する必要性にも言及して
おく。
　こういった原子爆弾に関連した基本的な疑問こそ、広島訪問の動機であり、広
島からの情報を伝えようとする意欲につながる源泉になるものであり、これらに
一定の回答・理解を有する中でさらに世界に発信する姿勢につながることになる
と認識する必要があろう。
　なお、発想法が日本人と異なり、まさに日本人が表現しないような形で問いか
けてくることは、極めて奇異に感じるであろうが、このような質疑を受け取るこ
とを通してあらたな世界との付き合い方を学ぶべきであろう。このような質問に
対して丁寧に答えていく必要があろう。研修における質疑はそういった思いもか
けないような形での質問を発掘するよい機会といえよう。

� 表 2　質疑のグループ 1の内容� ◎多出　〇中出　△稀
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　今回の外国人からの質疑収集にあわせてある通訳案内士の方から特別の回答を
いただいているので、特別に引用しておこう。
　 　ひろしま通訳・ガイド協会で活動しております。その中で、外国の方は残留

放射線の深刻な影響が予想されるため、広島の爆心地から半径何キロかの広大
な地域に、ある一定期間入ることが禁止されていたのだろうと想像され、質問
を行う方が多いように思います。「広島の地域にいつ頃から、人は入ることが
許さたのですか？」という質問をよく受けます。広島県と広島市は「人体に影
響のある放射線は、どの範囲に、どの期間残留していたのか」について見解を
示していないのだと理解しています。そして戦後の復興という場合、誰の支援
で広島市の都市計画は行われたのか、ということも関心を持っている方が多い
ように思います。平和記念公園、平和記念資料館を広島市が有してい素晴らし
いと感じてもらっている方が多いです。広島市の平和記念都市建設法をめぐる
話しはとても印象深い様子です。原爆ドームの保存、丹下健三の平和記念公園
のレイアウト、平和記念資料館のデザインなど、目に見える形で迫力を持って
感じて頂けるように思います。また、原爆の子の像、平和の鐘とその周辺も優
れた建造物であり、人の心に残るように思います。通約案内士の私が戦後の復
興について語る際、海外の方に共感してもらえるのは、被爆当時または戦後の
復興期の思いが目に見える形で残っているものだと思っています。まず見てい
ただきます。また、それを作った人々の思いを言葉で伝えます。見て、感じて、
理解してもらうことが戦後の復興を伝えるには重要なのだと思っております。

　このように、海外から来た広島訪問者に対して、広島の復興を伝えるときの心
構えを強調し、実践しているようである。まさに訪問者の考え方に寄り添い、広
島復興の理解をリードしていくことが説かれている。
　次いでグループ化される質疑は表 2 の 21～28 に示すような、日本に対する歴
史的文化的認識の違い、あるいは民族的固有認識からの疑問である。その典型が

「日本は原爆投下されたことでアメリカを恨んでいないのか」という一連のアメ
リカへの思いに関する疑問である。様々な対立から抜け出せず、永年の恨み、辛
みも忘れないでいる民族もいる中で、日本人はある意味であっけらかんとして戦
後、アメリカ文化を受け入れ、戦後の占領政策にも馴染んでしまっているとした
ら、ある地域の民族からは日本に対する根本的な疑問が提示されるのである。ほ
とんどの日本人にとって疑問になりえないようなことを問うのである。今まで日
本に関するガイドブックにもほとんど載っていなく、疑問を呈する機会もない時、
研修の場で始めて聞くような質疑かもしれないが、よく考えれば文化とは研修者
の心に伝わる応答をしなければならないといえる。
　なぜ日本で野球が盛んなのか、野球はアメリカの文化そのものではないか、そ
のアメリカの文化をそのまま受け入れるのか、といった吹き出しそうな質問であ
る。日本人の誰もこのような疑問を抱かないであろう。アフリカや中近東では野
球を始めるの若者はほとんどいなくて、若者の多くはまずサッカーに飛びつくの
である。それはまずボール一つあって、ちょっとした広場があればサッカーは始
められる。貧しくとも始められるし、サッカー選手で有名になり、高額の年俸を
稼いでいる事例も見聞きしている。それに比べて野球は一定の条件が整わなけれ
ばキャッチボール程度のものを除けば始められない。というわけで日本の野球文
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化に対する素朴な疑問となる。ある外国人は、日本で明治・大正期にすでに野球
になじみ始めてきたことを知らないのであるが、それは当然のことである。要す
るに、日本がアメリカ文化に馴染みすぎていることへの、素朴な疑問の一端であ
る。野球のことに限らず、日本文化に関する疑問は多く投げかけられる。どうし
て日本人はこんなことをするのか、こんな習慣があるのか、といった様々な疑問
である。研修過程では日本に馴染んでもらうためにはこのような質問にも丁寧に
答えていくしかないであろう。
　逆に現在の日本文化からいってアメリカがなぜ広島・長崎に原爆を投下したの
かという疑問も提起されている。これはあまりに歴史を知らない人からの疑問の
ようであるが、現在の日米関係を知っているが故の初歩的な疑問といえよう。も
ちろんより本質的な意味での原爆投下の理由については研修で簡単に答えられる
筋合いのものではなく、それこそ原爆資料館の展示へ導いていくような筋道を示
したり、考えるヒントを提起していくしかないであろう。なお、原爆投下の理由
についての質問が研修過程で多く発せられなかったのは、研修が戦後復興をテー
マとしていたことで、質問が抑えられていたのであろう。問題を限らず、広島に
関連した問題に広げれば当然投下問題にも及んでいくであろう。
　そして海外研修者から発される最も基本的な疑問は、表 3 にまとめた 31～39
に示すような復興過程に関するもので、広島で、なぜかくも大規模な復興計画が
実施に移されたのか、なぜそんなに早期に復旧を成し遂げられたのか、という戦
後復興に対する基本的な条件、復興に関連する理由等である。それは復興計画の
内容以上に、まず研修者にとって基本的疑問に感じていることであり、当時の日
本の社会情勢を説明しなければ理解されない必須の項目・内容と言える。
　恐らく海外からの研修者が広島の復興過程について説明を受けた時、最も早く、
最も強く、感じる疑問こそ、日本の、広島の復興過程の速さであろう。手際よい
とさえ思える過程である。それは特に復旧過程から始まって本格的な復興計画、
復興事業が成し遂げられていく過程は、驚きを持って聞き入ることになる。この
過程に問題が存することを必ず付け加えて説明しても、やはり広島の復興過程は
想像を絶する速さで進んだと理解されることになる。
　なぜ復興がスピード感を持って進んだのかを説明するのは、やはり日本の戦後
歴史に関連した事情を語らなければならないであろう。本稿では質疑のみで応答
については対象としないことにしているが、この復興過程の速さについてはやは
り少し注釈が必要であろう。それは 1950 年に始まった朝鮮戦争に触れないわけ
にはならないのである。この世界史に関わる大激動によって経済が動き、復興を
促進したのである。もちろん社会的な矛盾も頂点に達したが、雇用が拡大し、購
買が膨らみ、生産や流通活動が進んだ。物価の上昇といったインフレは、建設活
動に負荷がかかったが、それ以上に復興事業への追い風となった。海軍都市であっ
た呉市では、やはり、1950 年以後、造船業をはじめとした産業の回復なしには、
復興がなかったといえよう。この件は因果関係として実証されているとはいえな
いかもしれないが、戦後復興過程の促進要因として説明に加えるべきことを付記
しておこう。
　さらに表 3 の 41～49 に示す復興計画の内容や意味に関する疑問がある。これ
らは復興過程における本質的問題としては、いくつかの項目、側面に分けられる。

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関する質疑の実態と課題
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それを詳細に言及することは避けるが、大きくは「なぜ」、「どうやって」、「その
真意はなにか」があり、さらには詳細な疑問ということになろう。
　特に制度的疑問としてはやはり土地区画整理事業のシステムのわかりにくさで
あろう。土地区画整理に関しては少しぐらい説明してもなかなか理解が得られな
いことも、注意しておくことであろう。特に区画整理における減歩とか換地とい
うしくみは、想像を超えているといえる。なぜそういうことが可能なのか、なか
なか理解できないのである。ある土地を保有しているのにそのまま面積を減じら
れ、その環境がよくなるとしても減じられた土地が提供され、その換地を受け取
るということは、外国人には極めてわかりにくいシステムである。そうまでして
道路や公園などの公共用地を生み出すということが、基本的に理解されないので
ある。しかし、少しでもわかりやすく説明するしかないといえる。
　そして、復興計画への理解として、平和記念公園や平和大通りといった復興計
画の看板事業の発想の原点、あるいは実施過程における困難さ等への疑問、ある
いは詳細を知りたいというのである。こういった計画に理解を深めるべく説明を
加えるのは、むしろ望むところである。かつての計画者が考えたであろう復興計
画の理念は、尋ねてくれたことをむしろ喜ぶべきであろう。河岸緑地の計画こそ、

� 表 3　質疑のグループ２の内容� ◎多出　〇中出　△稀
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日本でも世界でも誇るべき復興計画の内容といえる。
　これは研修に触発されてのことであろうが、表 3 に示すのは 51～55 のような
社会情勢に関することが質問対象となる。戦後の混乱期あるいは基町問題は多く
の関心を引き、ヤミ市、やくざ、不法住宅（建築）、立退き、再開発といった問
題は都市整備担当者に尽きない検討事項であった。コミュニティの形成、発展と
いうことではその重要性がわかっていても、それぞれの国や地域固有の問題を抱
えていて、単純なアドバイスが通じない問題であった。
　特に建築的発想に馴染んでいる人は、研修内容にも関連して平和記念公園のレ
イアウトあるいは丹下健三の設計、ドームの保存、軸線といった空間的な実態に
ついて理解し、評価のコメントを呈する場合が多い。

5．まとめに代えて－質疑・応答内容の広がりとその意味

　以上、グループ化に際しては、特に広島研修の原点たる被爆問題から始めて、
より総括的な問題にまで及び、極めて重大なところから軽微な問題までを含めて
進めた。ここでは応答内容を省いたまとめとしているが、さらに、果てしなく難
解な問題を含んでいる。民族や宗教対立を超えてコミュニティ醸成することとか、
ガバナンスを向上させることとか、であろう。こういった問題に条件の異なる日
本から安直なアドバイスをしない方がよいであろう。ただ、各国・地域で起きて
いて見過ごしてはいけない諸問題があるならば、世界の人々が共有すべきであり、
その方向性は示しておくべきであろう。もちろん、安直な対応で改善されること
ではない。
　国・地域で起きている問題へのアドバイスを求めた質疑等があり、さらには研
修の根幹を問うような基本的な質疑など、多岐にわたっていたが、研修で全ての
ことに回答できるわけはないということも自覚しなければならない。ここで高度
な平和理論を展開しても無益であろう。まずは当面意識している現下の諸問題に
つながる活動を高揚に向けて進めていくことであろう。広島が参考事例になるこ
とは少ないが、それでも広島が困難な中でがむしゃらに取り組んだ経験はなんら
かのメッセージになるであろう。
　研修開始前に、可能な限り対象国の現状と課題を学習しておき、質疑に関連し
た応答の中で日本・広島との対比において言及することとする。
　研修の実施結果、「お陰様をもちまして，所期の目標を果たすことができ，関
係者一同心から感謝しております。」（研修担当者からの報告）となっている。も
ちろんこれらには、外交辞令的な賛辞も含まれており、このレベルに惑わされて
はならない。そのため、研修内での質疑の検討が欠かせないのである。
　研修制度自身にも限界があり、すべての疑問に答えられるものではないし、対
応できない諸問題も多い。しかし重要なことは、わからないこと、不明なことは
そのことをごまかさないで対応することであろう。特に当該国の対立的な民族対
立や宗教対立への対応は、今までの日本の体験から次善の策が導かれるものでは
なく、研修内容に反映できるものではない。JICA 研修制度が見直され、さらに
継続的な共同研究体制や継続的なアフターフォローの仕組みが備わるなどの改革
がなされることが望ましい。現在の研修制度は、日本の復興過程事例と対比して、

広島で実施されたUNITAR・JICA 等での研修において提起された戦後復興過程に関する質疑の実態と課題
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それぞれの国で、それぞれの立場で対比としての意味を有するに過ぎず、決して
モデルとしての意味ではない 2）。
　恐らく研修過程で取組が不可能、あるいは極めて難しい問題は民族の対立や宗
教の対立に対して、政府や行政、あるいは住民としてどう立ち向かえばよいのか、
という疑問である。この課題は恐らく関係者すべてわかっていてもすぐさま答え
の出ない難問である。すなわち、この種の疑問は研修の過程で発せられることは
ほとんどない。この種の疑問には答えが出ないし、言葉上の回答では実行できな
いし、現に解決につながるようなことは不可能であるので、そんな疑問を聞いて
どうするのかということになって質問にのぼってこないのであろう。
　30 年以上関わってきたが、この種の質疑を直接受け取ったことはない。わず
かにある種の地域的な対立が存在することを訴えてきたことがある。この問いで
我々講義提供者を試してみるという意図ではなかったであろう。恐らく最初から
実行できる回答を期待しての質疑ではないであろう。これには、もちろん立ち入っ
て回答することはできないが、やはり「問題の存在を可能な限り公開し、どうす
るか議論を広く展開することに尽きるであろう」と、答えるしかないのであろう。
　日本における研修方法で問題なのは、無意識であると意識的であると問わず、
県市の行政関係者からの研修講義がそれだけで時間越えの傾向があり、また研修
者も質疑・応答をほとんどしないこと、質疑を避ける風潮があること等に、大き
な問題がある。質疑への回答自身が講義内容を補強するものであるとの認識が必
要であろう。しかし JICA 等における研修では、残された時間を質疑時間に変え
ていき、結果として研修時間を遥かに超える質疑応答時間としていっている。
　また各組織における年次報告等がプログラムや参加者情報等の実績中心の内容
となっていて、質疑応答の記述はないので、これを積極的に記述していく必要が

図 1　研修における質疑の広がりとそれぞれの関連性
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あることを強調しておきたい。これらは懸案事項であり、しっかりとした対応を
すべきであろう。
　最後に JICA 研修も平和構築論だけではその役割・効果において限界があり、
とりわけ各地域・国における紛争問題には研修だけでは無力といえよう。これに
伴ういくつかのプロジェクトが必須といえるが、それは政府の対応が必要となる
ので、長期的な戦略が登場する必要があろう。そんなことを自覚しつつ広島の今
までの事例を紹介し、少しでも問題を共有していくしかないのである。

補注
1） 参考資料として UNITAR 広島事務所編“UNITAR World Heritage Nomination 

Training Series”、“Executive Report Series on The Management and Conservation 
World Heritage”他。

2） 毎回研修においてはテキストを作成し、特に広島の復興過程での基本的
考え方や必要な情報、資料をまとめて提供している。例えば、「2016 年度
／課題別研修／紛争影響国におけるガバナンス能力強化／Knowledge Co-
Creation Program／(Group and Region Focus)／“on Capacity Development 
on Governance in Conflict-Affected Countries JFY2016”／31 October 2016
／The Recovery of Hiroshima after World War II／広島の戦後復興／JAPAN 
INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY」という事例がある。
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