セミナーのねらい

Seminar Objectives

グローバルな行動で

国際テロに立ち向かう

今日の国際社会は国際テロリズムの深刻な脅威に晒されています。テロ行為は、
用いられる手段という点でも、対象となる人々や場所という点でも、組織された
ネットワークという点でも、国境を越えて行われています。テロリスト集団は、
大量破壊兵器を含むより強力かつ破壊的な手段に訴え、公共交通システムや注目
を集めるスポーツイベントなどの脆弱な「ソフト」ターゲットを無差別に攻撃し、
世界に展開する地下ネットワークを活用してきました。
このような国際テロリズムの問題にどのようにアプローチしてゆけばよいので
しょうか。第一に、国際テロリズムは鎮圧されるべきです。いかなるテロ行為も、
その動機のいかんを問わず、また、いつ誰によって行われたかを問わず、犯罪で
あり正当化されません。テロ攻撃の実行者、組織者、支援者は責任を追及される
必要があります。第二に、国際テロリズムは対処されるべきです。テロ行為が
発生した場合、まず行うべきことは被害者および負傷者の救助です。緊急対応に
対する準備を整えることが不可欠です。第三に、国際テロリズムは撲滅される
べきです。テロ行為の背景を理解することがこの課題に取り組むための第一歩に
なります。国際テロリズムはなぜ起こるのでしょうか。テロリストや暴力的過激
主義者へと駆り立てるものは何でしょうか。国際テロリズムの原因を取り除く
方法を考え出さなくてはなりません。
このように国際テロリズムの問題は多面的です。一国だけで対応できるもので
は決してなく、国際社会全体の一致した取り組みによる解決が求められています。
それでは、国際テロリズムに対するグローバルな行動としてどのようなものが
効果的でしょうか。国際レベル、地域レベル、国内レベル、ローカルレベルの
それぞれにおいてさまざまな取り組みが考えられると思います。国際レベルに
目を向けると、国連総会は2006年に「国連グローバル・テロ対策戦略」を採択
しました。この戦略はこれまでどのように実施されてきたのでしょうか。地域
レベルでは、ヨーロッパ、中東、アジアなどの地域では国際テロリズムが多発
しています。各国の対テロ措置にはどのような特徴があるでしょうか。同時に、
これらの措置の負の側面についても忘れてはなりません。人権の尊重および法の
支配を確保することも重要です。国内レベルとしては、1995年の地下鉄サリン
事件から得られる教訓を改めて認識することが有用でしょう。以上に加えて、私
たちは国際テロリズムを日常生活というローカルなレベルの文脈で考える必要も
あります。
第35回国連大学グローバルセミナー湘南セッションでは、国際テロリズムとい
う今日の喫緊な課題を学び、より効果的なグローバルな行動について議論します。

Global Actions Against International Terrorism
In recent years, the international community has been faced with a
serious threat from international terrorism. Terrorist acts go beyond
national borders in terms of the means that are used, the people and
locations that are targeted, and the network that is organized. Terrorist
groups are relying on more powerful and destructive methods including
Weapons of Mass Destruction, attacking vulnerable “soft” targets such
as public transportation systems and popular sports events in a
non-discriminatory manner, and have taken advantage of a worldwide
underground network.
How should we approach the issue of international terrorism? First,
international terrorism should be suppressed. Any acts of terrorism are
criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever
and by whomsoever committed. The perpetrators, organizers, and
sponsors of terrorist attacks need to be held accountable. Second,
international terrorism should be addressed. When terrorist acts happen,
the first response should be to help victims and see to their injuries.
Preparedness for emergency response is indispensable. Third,
international terrorism should be eradicated. The first step towards
addressing this challenge is to understand the context of the terrorist
acts. Why does the international terrorism happen? What makes people
become terrorists and violent extremists? We must explore ways
forward to address the causes of international terrorism.
The issue of international terrorism is so multifaceted that it cannot be
tackled by a single State but must be addressed through the concerted
efforts of the international community as a whole. What global actions
are effective against international terrorism? Various efforts are being
made at the international, regional, national, and local levels, respectively.
When it comes to the international level, the United Nations General
Assembly adopted the UN Global Counter-Terrorism Strategy in 2006.
How has this Strategy been implemented thus far? Regarding the regional
level, we are witnessing international terrorism in Europe, the Middle
East and Asia. What are the features of the counter-terrorism measures
being taken by the relevant States? At the same time, we should consider
the negative aspects of these measures. It is also important to ensure
respect for human rights and the rule of law. At the domestic level,
it would be useful to learn lessons from the Tokyo subway sarin attack
in 1995. In addition, we also need to consider international terrorism
in our daily life at the local level.
The 35th Shonan Session of the UNU Global Seminar offers the
participants a valuable opportunity to learn about the contemporary
and urgent challenge of international terrorism and discuss more
effective global actions.
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セミナープログラム

26
August

Seminar Programme

開会式

Opening Ceremony

基調講演

Keynote Lecturers

基調講演１

PM

(Monday)

AM

27

「国際テロリズム：歴史と展開」
（日本語）
宮坂 直史
基調講演２
「グローバルなテロ戦略」
（英語）
高須 司江（予定）

Keynote Lecture 1
“International Terrorism: History and Developments” (In Japanese)
Naofumi Miyasaka

Keynote Lecture 2
“Global Counter-Terrorism Strategy” (In English)
Sue Takasu (TBD)

レセプションパーティー

Reception Party

グループ討論

Group Discussion

講義１
「宗教とテロ：イスラーム理解の重要性」
（日本語）
塩尻 和子

Lecture 1
“Religion and Terrorism: Understanding of Islam” (In Japanese)

講義２
「東南アジアにおけるテロ問題」
（英語）
河野 毅

Lecture 2
“Terrorism in Southeast Asia” (In English)

Kazuko Shiojiri

Takeshi Kohno

August
(Tuesday)

かながわセッション 〜地域からの事例報告*

PM

AM

28

August

PM

29

August
(Thursday)

We will examine the social contexts and realities of terrorism, hearing from
a journalist who covered the Tokyo subway sarin attack in 1995, refugees living
in Japan who escaped countries affected by terrorist threat, and also a supporting
organization for refugees, etc.

グループ討論

Group Discussion

講義３
「新冷戦期におけるハイブリッド戦争下の
地球規模テロと国連人道支援活動」
（英語）
関 薫子

Lecture 3
“Global Terror and Humanitarian Action against the Backdrop
of Hybrid Wars in the New Cold War Era” (In English)

講義４
「日本のテロ対策」
（日本語）
河本 志朗

Lecture 4
“Counter-Terrorism Measures of Japan” (In Japanese)

特別セッション：
テロと市民社会（日本語）

(Wednesday)

Kanagawa Session — Case Studies of Local Efforts*

1995年の地下鉄サリン事件に関わった方や、テロの影響下
にある国から逃れてきた難民当事者やその支援団体の方
などから、テロ事件を引き起こした社会背景やテロ行為の
実情などについてお話を聞くことで、身近な視点からテロ
問題について理解を深めます。

パネリスト： 大木
木村
山口

義徳
一浩
鮎美

Kaoruko Seki

Shiro Kawamoto

Special Session:
Terrorism and Our Daily Life (In Japanese)
Panelists : Yoshinori Oki
Kazuhiro Kimura
Ayumi Yamaguchi

グループ討論

Group Discussion

AM

グループ発表
閉会式

Group Presentations
Closing Ceremony

PM

フェアウェルランチ

Farewell Lunch

*4つの分科会から1つを選択。参加者確定後、希望を伺います。All participants will be expected to attend one of the four interactive sessions. You may choose one lecture after you are accepted into the seminar.
（都合によりプログラム、講師は変更する場合があります。 Programme contents and lecturers are subject to change. ）
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大木 義徳

株式会社三井物産戦略研究所 国際情報部主席研究員

Yoshinori Oki

Chief Analyst, Global Economic & Political Studies Division
Mitsui & Co. Global Strategic Studies Institute

木村 一浩
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(公財)日本ユニセフ協会 学校事業部

Ayumi Yamaguchi

School Education and Youth Development Division,
Japan Committee for UNICEF
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／

in order of presentations）

参加申込要領
参加資格

Application Information

原則として、日本の大学に在籍する学部生、大学院生、留学
生で、専攻分野は問いません。テーマに関心のある社会人
（テーマについての専門家や大学などですでに教鞭をとられ
ている方は除く）も歓迎します。国外に住む外国籍の方は申
し込みできません。セミナーの使用言語は日本語と英語。
通訳はつきません。

Participation Requirements: The seminar is open to Japanese and foreign students
at Japanese universities (undergraduate/graduate students), irrespective of their major.
Young professionals who are interested in the theme of the seminar are also welcome,
although those working in the subject area are not admissible. Non-Japanese residents
(persons living outside Japan) are not eligible to apply. Participants are required to
understand both English and Japanese, as lectures will be delivered in either language.
Simultaneous interpretation will not be provided.

期

間

2019年8月26日(月)〜8月29日(木)
8月26日の午後1時に開会式会場にて参加登録。8月29日の
昼食後は、現地解散。詳細は追って通知します。なお、セミ
ナー期間中、受講生は全プログラムに参加するものとします。

Date: Monday, 26 August – Thursday, 29 August 2019
Registration begins at 13:00 on 26 August; the seminar ends on 29 August after lunch.
Further details will be sent to the selected participants directly.
Participants are expected to stay for the entire duration of the seminar.

場

所

湘南国際村センター
〒240-0198 神奈川県三浦郡葉山町上山口1560-39
TEL: 046-855-1821 FAX:046-858-1210
http://www.shonan-village.co.jp/

Venue: Shonan Village Center
1560-39 Kamiyamaguchi, Hayama
Kanagawa 240-0198
Tel: 046-855-1821 Fax: 046-858-1210
http://www.shonan-village.co.jp/

定

員

100名

Number of participants: 100

費

用

一人３万８千円（宿泊費、食費、資料代込。ただし、現地
までの交通費は含まれません ）。留学生（月々117,000円
以上の奨学金を受給している人を除く）は、選考により
参加費が３万円免除となります。なお、宿泊は２〜６名の
相部屋です。

Fee: The participation fee of JPY38,000 covers accommodation, meals, and seminar
documents. Transportation costs to/from the seminar site are not included. Foreign
students (excluding those who receive a monthly scholarship of 117,000 yen or more)
may apply for a JPY30,000 waiver of this seminar fee. All rooms will be shared by 2-6
participants.

修 了 証

セミナーの全プログラムを修了し、所定の手続きを完了した
参加者に対して国連大学から修了証が交付されます。

Certificate: Each participant will receive a UNU certificate upon successful completion
of the seminar.

応募方法

セミナーに参加ご希望の方は、オンライン
＜http://postgraduate.ias.unu.edu/registration/＞
にて必要事項のほか小論文を明記して提出して下さい。

Application: Please complete the online application form, including a brief essay
explaining your reasons for applying for the UNU Global Seminar, at the following
web page: http://postgraduate.ias.unu.edu/registration/

事 務 局

〒150-8925 東京都渋谷区神宮前5-53-70
国連大学グローバル・セミナー 湘南セッション事務局
TEL: 03-5467-1212 FAX: 03-3499-2828
E-mail: shonan@unu.edu
受付時間：月曜日 〜 金曜日
9:30〜17:30（13:00〜14:00を除く）

Secretariat:
United Nations University Global Seminar Japan Shonan Session Secretariat
5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo 150-8925
Tel: 03-5467-1212 Fax: 03-3499-2828
E-mail: shonan@unu.edu
Office hours: Monday-Friday 9:30-13:00, 14:00-17:30

応募締切

2019年5月31日(金)

Application Deadline: Friday, 31 May 2019

合格通知

応募者はプログラム委員によって審査され、結果は7月5日頃
にメールで通知いたします。合格者は7月19日までに参加
費用として3万8千円を指定の銀行口座に振り込んで下さい。
詳細は後日、直接参加者にお知らせします。

Notification of Selection: Applications will be reviewed by the Shonan Session
Committee. Candidates will be notified around 5 July 2019 by email. The
participation fee of 38,000 yen must be deposited to the designated bank account
by 19 July 2019. Details will be sent to the selected participants directly.

※セミナー期間中に撮影した写真は各種広報に利用させて
いただく場合がありますので、ご了承ください。

*Please note that photos taken during the seminar may be used for
promotional purposes.

会場のご案内
●バスを利用の場合

○JR逗子駅または京急新逗子駅前1番バス乗り場より「湘南国際村センター前」行きバスに乗車、
終着「湘南国際村センター前」下車（所要時間約25分、料金350円）
○京急汐入駅前2番バス乗り場より「湘南国際村センター前」行きバスに乗車、
終着「湘南国際村センター前」下車（所要時間約30分、料金380円）

●タクシーを利用の場合

○ＪＲ逗子駅前タクシー乗り場より湘南国際村まで（所要時間約20分 料金約2,900円）

●高速バスを利用の場合

○横浜駅東口〈YCAT〉より湘南国際村まで約40分、920円。

●交通案内HP

（日）http://www.kifjp.org/access#access01 （EN）http://www.kifjp.org/e-directions

