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CONTENTS

新たな歴史が動くとき。
そこには、あなたの活躍があります。
皆さんは外務省の仕事と聞いて、どんな内容を想像しますか？
「外交」の目的は、国際社会の中で日本の安全と繁栄を確保し、国民の生命と財産を守ること。
それは、「国家」の存在意義そのものと言っても過言ではありません。
相互依存が深まる世界の中で、日本の将来は、国際社会全体の未来と不可分に結びついています。
その中で、いかに日本が国際社会の一員としての責任を果たしつつ、自国の利益を追求していくか。
安全保障や経済外交、情報収集、国際的なルールメイキングへの参加や交渉、
海外の日本人の保護、日本の正しい姿の発信などに努めるか。
尽きることのない困難かつ多様な課題に対応すべく、
外務省は昼夜を問わず日々業務を行っています。
外務省は、1869年（明治2年）に創設されて以降、名称を変えることなく
現在まで日本の外交の歴史を紡いできました。
古くは、明治の英傑と呼ばれた人々が躍動し、数々の歴史を変えてきました。
そして現在に至るまで、国のために尽くす情熱と使命感、それを支える知性、
人間としてのタフさと誠実さ、さらには、あくなき向上心を持った外交官たちが
立ち止まることなく成長しています。
これからは、皆さんの時代です。
外務省という「太陽の沈まない現場」で日本の代表として、未来を創る。

そんな壮大なスケールの挑戦が待っています。
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日本の歴史のページを
開き続ける外務省
国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進のために

外務省の任務
〜5つの取組〜

1.

日本と国際社会の平和と安定の確保

2.

日本経済の成長と繁栄の追求

3.

開発協力 ～世界の様々な課題の解決への取組～

4.

日本についての理解の促進

現在、私たちを取り巻く国際社会は、グローバル化と技術革新が進み、経済の相互依存が強まる一
方で、国際社会におけるパワーバランスが変化し、非国家主体による脅威が顕在化するなど、日々
刻々と変化を続け、私たちに新たなチャンスとリスクを生み出しています。そのように激動する国際
社会の中で、今、私たちが当たり前のように享受している安全と繁栄を守り、未来につなげるため、
外務省は、外交政策を企画・立案し、世界中に張り巡らせた在外公館のネットワークを通じて外交の
最前線で日々活動しています。

外務省は､本省と226の在外公館（2018年度末現在）を含め、現在約6,150人の陣
容で外交領事事務を担っています。主要国に比べて小規模である上に仕事の内容は多
岐にわたるため､一人ひとりが幅広く活躍し､能力を最大限に発揮することが期待され
ています。
外務大臣

5. 「国民と共にある外交」の推進

施設等機関

審議会等
副大臣２

組織と機構

外務人事審議会

海外交流審議会

外務省の
成り立ち

仕事の
フィールド

2018年度末現在

外務事務次官

外務審議官２

大臣官房

監察査察官

儀典長

外務報道官

国際文化交流審議官

総合外交政策局

軍縮不拡散・科学部

アジア大洋州局

南部アジア部

北米局

中南米局

欧州局

中東アフリカ局

アフリカ部

経済局

国際協力局

２ ２６

地球規模課題審議官

国際法局

領事局

■ 職員合計：約6,150名

国際情報統括官

在外公館

外務省は、東京・霞が関にある「外務本省」と、世界151カ国に置かれ
ている「在外公館」
（ 大使館・総領事館・政府代表部）で構成されています。
外務本省は、外交政策を企画・立案して日本外交を推進し、在外公館
では、本省の意向を受けつつ、精力的に様々な外交活動に取り組んでい
ます。

外務省研修所

「本省」と「在外公館」で構成される外務省

大臣政務官３

在外公館

外務本省
指示

世界151カ国・226公館

東京・霞が関
職員：約2,700名
外交政策の
企画・立案など

（大使館・総領事館・代表部）

職員：約3,450名
報告

情報収集・分析 、
外交政策の実施など

法律上の
外務省の任務

外務省の任務は、外務省設置法で以下のように規定されています。
「外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良
好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における
日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。」（第 3 条）

大使館………… 相手国の首都に置かれ、日本政府を代表して相手国政府との交渉や連絡を行います。また、政治・経済その他の情報収集・
分析、日本を正しく理解してもらうための広報文化活動、邦人の生命・財産の保護なども行います。

総領事館……… 首都とは別の主要都市に置かれ、その地方の在留邦人の生命・財産保護、通商問題の処理、政治・経済その他の情報収集・
広報文化活動などを行います。

政府代表部…… 日本政府を代表し、国際機関に対して外交活動を行う機関のこと。2018年度末現在、国際連合日本政府代表部（ニュー

ヨーク）、在ウィーン国際機関日本政府代表部、在ジュネーブ国際機関日本政府代表部など、10の政府代表部があります。
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本省で働く

01 日本の安全と繁栄を守るために
■総合外交政策

■安全保障

〜個人としての信頼感を極限まで高めていくという矜持を持つ〜
じめ、次から次に新しい政策課題が生まれ、常に新しいチャ
レンジと発見がこの職場にはあります。

一生をかけて目指す「外交官」像を追求する

本 省
高尾 直

総合外交政策局総務課
2003年

入省

首席事務官

2011年

大臣官房総務課

課長補佐

2015年

国際法局条約課

課長補佐（翌年より、首席事務官）

2013年
2019年

北米局日米安全保障条約課
現職

課長補佐

〜将来の日本の平和と安全の確保を常に考える仕事のやりがい〜
日米安保体制と日米協力
戦後、日本は日米安全保障条約に基づく日米安保体制を構
築し、平和と安全を確保してきました。現在も基本的な考え方
は変わりませんが、日本を取り巻く国際情勢や安全保障環境

外交の舵取りをしていく上で求められるのは何でしょう

は、戦後日本が日米安保条約を締結した時代から大きく変わ

か。歴史に対する謙虚な洞察力。国際情勢の「いま」を冷静に

りました。米国が世界の警察としての役割を果たし続けるこ

読み解く視点。その上で、日本を取り巻く中・長期的な課題を

とも困難になっています。そうした中、日本は日米同盟の下で

見据え、将来の日本の「国力」を考え、日本にとっての選択肢

自らの果たす役割を拡大しながら、米国との協力を強化・拡大

を模索し続ける。一人一人の外務省員としての歩みの根底に

し、同盟の抑止力・対処力を向上させていかなければなりませ

あるのは、このような壮大な物語なのだと思います。

ん。

だからこそ、世界を相手にひたすら研鑽を積み、一生をか

日米安全保障条約課の基本的な仕事は、同盟国である米国

けて、自分が目指す「外交官」像を追求する。一朝一夕で外交

との安全保障協力を進めることです。日米同盟は、新たな「日

官が生まれるわけではありません。海外に出ていくのが当た

米防衛協力のための指針」や平和安全法制により可能となっ

り前になったからこそ、政治・安全保障、経済、二国間・マルチ

た活動等を通じて強化されてきましたが、日本を取り巻く安

外交、国際協力、国際法、インテリジェンス、領事、広報文化と

全保障環境が厳しさと不確実性を増す中で、ミサイル防衛、宇

いった様々な分野で多様な経験を積み重ね、個人としての総

宙やサイバーといった幅広い分野における協力を進める必要

合力を高めていくことが求められます。自分にとって最も厳

があります。防衛省や国家安全保障局などの関係省庁と緊密

しく、知的刺激の多い環境を与えてくれる場、それこそが「日

に連携しながら、複雑な論点をクリアし、日本政府としての立

本外交」という舞台であると確信しています。

場を決めていきます。
日米は同盟国ですが、国内の制度やそれぞれの置かれた安

の実現過程において果たせる役割は限られているかもしれ

全保障環境は異なります。したがって、両国で大きな戦略目標

北米局日米安全保障条約課

ません。ただ、小さな歯車が一生懸命動くことで大きな歯車

について一致していても、それを達成するためのアプローチ

2004年

入省

がゆっくり動きだし、最終的には物事全体を動かしていると

について立場の違いがあることもあります。お互いが知恵を

いう局面は必ずあります。当

出し合って立場の違いを乗り越え、協力していくことによっ

2013年

経済局政策課

事者意識を持ちつつ、個人と

て、日米同盟の抑止力・対処力を強化することができます。自

しての信頼感を極限まで高

分たちが企画・立案する安全保障政策が現在、そして将来の日

めていくという矜持を持っ

本の平和と安全の確保につながるかを常に考えながら仕事を

外交という大きな命題について、意見が異なるときも堂々と

て、歩みを続けたいと思って

していく、緊張感のある毎日ですが、とてもやりがいのある仕

自分たちの意見をぶつけ合い、方針が一度決まったら、共通の

います。

事です。

目標に向かって進みます。私は外務省のそうした雰囲気がと

外務省において総合的な外交政策の企画・立案・総括を行
う総合外交政策局、その中でも、様々な外交課題への取組の

極的平和主義』」、
「 地球儀を俯瞰する外交」、あるいは「自由
で開かれたインド太平洋」など、我々にとっての軸足となる
ビジョンをいかに戦略的に実現していくか。それこそが日々、
我々自身が問い続けている命題です。
入省してから15年以上が経過した中で実感するのは、自ら
の変化のみならず、日本自身の変化であり、国際社会の変容
です。日米関係、対アジア諸国外交、あるいは国連外交など、
いわば我々にとっての伝統的なテーマですら、日本外交は大
きな変遷を遂げてきました。それ以上に特筆すべきは、IT
をはじめとする科学技術の進歩がもたらした変化とそのス
ピードです。安全保障、宇宙・サイバー、軍縮・不拡散分野をは
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2012年
2016年
2018年

首席事務官

総合外交政策局国連政策課
大臣官房総務課
現職

課長補佐

課長補佐

課長補佐

ても好きですし、ぜひ皆さんにもチームの一員になってほし

総合調整を行いつつ、日本外交を推し進めていくのが私の
交活動が積極的に展開される中、
「 国際協調主義に基づく『積

門元 章

大きな組織の中で一つの歯車に過ぎない自分が、外交政策

常に新しいチャレンジと発見がある職場

チームの仕事です。実務レベルから首脳レベルまで幅広い外

本 省

学生へのメッセージ
自分磨きを続け、日本の歩みを支えていく
社会人としての第一歩を踏み出すに当たって、
「 自分にとっ
て最も厳しく、知的刺激の多い環境を与えてくれるのはどこ
か」という問いを自分に投げかけてみると、いろいろな可能性

外交政策を自由闊達に議論
外務省では自分の考えをしっかりもって議論に参加するこ

いと思います。

とが求められます。議論に参加するためには、普段からよく勉

学生へのメッセージ

強しておく必要はありますが、外交政策を自由闊達に議論し

どんなに小さな仕事であっても真摯に向き合う大切さ

て政策を決めていくという文化が外務省にはあります。日本

私は学生時代、日本を代表して国際社会という舞台で仕事をし

が見えてくると思います。在外公館での勤務を通して現場感覚

たいと思っていました。
外務省の仕事は、
どれも日本の国益を国際

を養いつつ、自分磨きを続け、
「 歴史の証人」として国際社会に

社会の中で実現することと深く関係します。
しかし、
プロの世界で

おける日本の歩みを支えていくことは、一つのプロフェッショ

ルーキーがいきなり試合に出ることが難しいのと同様に、最初か

ナリズムのあり方なのだと思います。自らの言動を通して国の

ら外交の現場に出て活躍することはできませんでした。
それでも、

「品格」が問われるという厳しい職場だからこそ、個人としての

与えられた仕事に少しでも付加価値がつけられるよう全力で取り

総合力を高め続けていくことができます。年輪を重ねてこそ樹

組み、
どんなに小さな仕事であっても、
真摯に向き合うことによっ

木は育つのであって、外交の世界で第一歩を踏み出したときか

て多くを得られることを学びました。
「外交」は国益をかけて国と

ら、皆さんの物語が始まります。その矜持を持って、共に前進し

国が真剣勝負する場です。外務省は皆さんが成長する環境をきっ

ていきたいと思います。

と与えてくれると思います。
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本省で働く

■経済外交

日本の安全と繁栄を守るために

■国際協力

〜ルールに基づき、自由で開かれた国際経済システムの維持・強化のために〜
際経済を牽引する能力のある日本に対する各国からの期待は
高く、加えて、地球規模課題解決のためのG20の積極的な貢
献が求められる中で、日本の手腕が問われています。

〜グローバル化の恩恵の享受と複雑に絡まりあう課題の解決〜
日本の伝統と革新で、世界の持続可能な成長を導く
外交は、グローバル化の恩恵を最大限享受すると同時に、
その影で複雑に相互に絡まりあう課題を解決することを通

単なるメンバーとして参加するサミットと、議長として開

じて、日本の平和と繁栄を実現するという使命を担っている

催するサミットの重みは全く異なります。議長の中立性を保

と考えています。国際社会が一致して決定した2030年の未来

ちつつ、世界の趨勢を見極めた議題設定、日本ならではのプ

ビジョンである持続可能な開発目標（SDGs）についても、そ

ライオリティを示し、議論をリードする。各国の立場の違い

の想いで取り組んでいます。

を背景に対立が予想される議論をどう調整し交渉し、協調に

SDGsのゴールは幅広く、政府の司令塔として、総理が本部

導くのか。全ては、世界に向けてG20の結束を示し、多国間

長、官房長官と外務大臣が副本部長、全閣僚が参加するSDGs

主義の重要性を証明できるかという点に尽きます。

推進本部を設置しており、すべての省庁が一体となって、企
業・自治体・教育機関・市民社会など幅広いステークホルダー

サミット外交に携わる醍醐味・やりがい

とも協力しながら推進することが大切です。私自身は、SDGs

表を中心に行われます。シェルパとは、本来「山頂に辿り着

という業務を担当してきました。

サミットの政策調整は、シェルパと呼ばれる首脳の個人代

本 省
河合 真由美
経済局政策課

課長補佐

2007年

入省

2013年

総合外交政策局人権人道課

2011年
2015年
2017年

在セネガル日本国大使館

課長補佐

軍縮不拡散科学部不拡散・科学原子力課
現職

くための案内人」という意味の登山用語ですが、「頂上」＝

SDGsは、日本の外交をスケールアップさせる新たな機会

「首脳会合の成功」を目指し、議題や議論の方向性、そして

をもたらすものと考えています。グローバル課題の解決にお

成果物である首脳宣言について、他国シェルパチームと連携

いて、伝統的な外交ツールであるODAに加え、日本の昔なが

し、入念に事前準備を進めます。さらに、大阪サミットは、

らの知恵から最先端の技術に至るまで、日本の企業や自治体

外務省のみならず政府全体の叡智を結集して、議長である総

等の強みや活動をSDGsの観点から再評価し、国際社会にお

理を支えるため、関係省庁との綿密な意見調整が不可欠です。

ける存在感の発揮や具体的なビジネス・貢献に活かしていく

前例のない初めての議長国としてサミットを作り上げていく

ことを重視しています。

プロセスは、未知の領

二等書記官

域ゆえに困難なことも
課長補佐

経済外交とサミット

外交のプロフェッショナルとしての4つのスキル

多いですが、幅広い分

SDGsや、前職としてG7伊勢志摩サミットにおいてグロー

野を理解し、日本の国

バル課題の成果づくりを担当した経験を通じて、私たち外務

益も考慮しつつ全体の

省職員には、特に、外交のプロフェッショナルとして、次の4

バランスを考えながら、

つのスキルが必要だと強く感じています。

本 省
原 琴乃

国際協力局地球規模課題総括課
2005年

入省

2013年

欧州局政策課

2011年
2015年
2017年

経済局経済安全保障課
経済局政策課

課長補佐

首席事務官

課長補佐

課長補佐

現職（翌年より、首席事務官）

際社会での実現に向けた流れをつくる「プロモーター」の役

日本の経済外交が目指すべき戦略目標は、ルールに基づく

スピード感を持って創

まずは、国際社会でリーダーシップを発揮するには、これ

割です。G20議長国を務め、TICAD7を主催し、国連で初の

自由で開かれた国際経済システムの維持・強化であり、現在

造力・調整力を求めら

まで積み上げた議論や合意に立脚しつつも、新たな付加価値

SDGs首脳級会合が開催される今年、SDGsについてどのよ

担当するG7・G20サミットは、そのためのルールメイキング

れる、外務省ならでは

のあるメッセージや具体的な行動を国際社会に打ち出して

うな発信を行い、日本のリーダーシップにつなげるかが正念

に必要不可欠な枠組みです。G7・G20サミットの特徴は、主

の仕事だと考えます。

いく必要があり、
「 クリエイター」としての役割が求められて

場になっています。これら4つの役割は、他の職業でももちろ

いると思います。例えば、2017年末のSDGs推進本部で、日本

ん担われていますが、特定の産業や商品ではなく「ザ・日本

ならではの「SDGsモデル」を打ち出しました。一方で、私たち

国」が対象である点に、外務省の特徴があると思っています。

要国の首脳が毎年一堂に会し、世界経済・貿易といった経済
分野に限らず、気候変動・環境、女性、開発、保健等の地球
規模課題等についても幅広く議論を行うことで、国際社会が

学生へのメッセージ

向き合う課題に新たな道筋を示すための力強いメッセージが

常に学び、考えるチャンスのある職場

発出できることです。

2019年Ｇ20議長国を務める日本への期待
日本は2019年6月に初めてG20議長国としてG20大阪サミッ
トを開催します。G20は世界の8割以上のGDPを占める、言わ
ば実行力を持つ国を集めたフォーラムとして、国際ルールの
策定という観点から大きな影響力を持ちます。世界経済が米
中の貿易摩擦やBREXITの行方、デジタル化といった変動要
因を抱え、日本経済も少子高齢化に直面する中、日本が議長
として議論をリードし、保護主義の台頭を防ぎ、自由貿易推
進の流れを確固たるものにすべく、G20として政治的な後押
しを生み出すことが重要です。「自由貿易の旗手」として国
7

に関する政府全体の取組をまとめたり、国内外に発信したり

は関係省庁などと話し合って、要望や意見を調整する「コー
ディネーター」の役割を担い、それを国際社会との間で交渉

学生へのメッセージ

外務省は個人の能力が組織力を強化する方向で発揮される

してまとめ上げる「ネゴシエーター」にもなります。SDGsは

職場です。多分野に亘る外交業務は、常に学び考えるチャン

全省庁が関与し、例えば国連等の主要な国際フォーラムでも

経験不足のくやしさと幅広いチャレンジを成長の糧に

スを与えてくれます。日々変遷する外交課題に絶対的な解は
ないことから、省内には部下の意見にも積極的に耳を傾け、
自由闊達な議論を行える雰囲気があります。人間的な魅力に
あふれる方々と働きつつ、常に柔軟性を持ちながら個人の能
力を高めていける点は、外務省を志望した動機の一つでした。
また、多種多様な業務を担当しながら、着実に成長できる
環境があります。入省1〜2年目に国際協力局でODA案件の閣
議決定プロセスに携わり、その後フランスでの在外研修を経
て、在セネガル日本大使館で実際のプロジェクトの形成・実
施過程に関わったことは、開発協力政策の全体を俯瞰するこ
とができ、現在の業務にも役立っています。

入省直後に、
国際協力局に配属され、
主に有償資金協力に携わり

頻繁に取り上げられる、国内調整と国際交渉がとても重要な

ましたが、その時のカウンターパートが国際機関や援助機関等で

分野です。最後に、メッセージや行動を効果的に発信し、国

あり、
何とか業務をこなしつつも力不足を痛感しました。
途上国に
とって
「国づくり」
や
「人づくり」
とは何か、
今後どのような関わり方
が日本外交にとって必要か等、理論と実践の専門性を身につけた
く、在外研修ではケンブリッジ大学大学院等で開発学を学びまし
た。
その後、
広報、
経済、
地域外交
（欧州）
、G7・G20サミットなどの業
務を経て、
また国際協力に戻ってきました。
皆さんも、
若手の時から、
在外研修と幅広い部署で積み重ねていく専門性
（深さ）
と4つのスキ
ル
（広さ）
を身につけながら、
より自由に、
より闊達に外交に取り組
んでいただければと願っております。
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本省で働く

■広報文化

■国際法
〜国際法の意義〜

〜国際世論を相手に外交を展開〜
具体的には、外国メディア関係者に日本の外交政策を常日
頃から説明することに合わせ、総理大臣や外務大臣による外

本 省
大臣官房国際報道官室
2011年

主査

入省

総合外交政策局安全保障政策課

2013年

在英国日本大使館

2017年

現職

2015年

在英国日本大使館

外交官補（在外研修）
二等書記官

目に見えない外交の相手
外交の世界には、
「目に見えない」
登場人物が現れます。

行っています。例えば、インタビューにおいては、どのタイミ

交渉や国際会議での立ち振る舞いから政策の立案に至るま

ングで実施するのか、発信メッセージは何か、どういった関心

で、多様な局面における判断の一つひとつに国際法が活かさ

や視聴者・購読者を持つメディアを選定するかなどが重要で

れています。国際法局には、こうした事実を実感する機会が

す。具体例を挙げましょう。トランプ大統領の初訪日の際、米

多々あり、その経験は外務省での日々の業務をより味わい深

国で日米関係に対する関心が高まりました。この機会をとら

いものにしてくれるのではないかと思います。

えて、安倍総理大臣に米国のフォックス・ニュースによるイン

外交政策には、長年蓄積されてきた法的検討をその基礎と

タビューに出演いただき、日米同盟、日米経済関係、北朝鮮問

するものが少なくありません。そのため、国際法局の担当官

題に関する我が国の立場などにつき、米国世論に向けて発信

には、まずは膨大な資料に向き合うことが求められます。し

いただくことができました。

かし、それは私たちが常に過去と同じ判断をするためではあ
りません。時には、限られた時間の中で、達成すべき課題とは
何か、そのために従来の立場から離れるべきか、そうした判

政府が言いたいこと、宣伝したいことを一方的に発信する

断は現在・将来にわたり国際社会で十分に通用するものなの

ことが広報ではありません。私たちが人と話をする時と同じ

かと、最適解を求めて担当部局とともに検討を重ねる必要が

で、自分の言いたいことだけを一方通行で話しても、誰も関心

あります。国際法の業務に携わることは時に非常に骨の折れ

を払わないし、誰の心にも残りません。逆に、国際世論に迎合

るものですが、大きな時の流れの中で自らの判断が試されて

するだけでも国益を追求できません。外国メディアの先にい

いるかのような静かな緊張感と不安と期待が交錯した不思

る国際的な世論の動向を見極めながら、どうしたら外国の国

議な充実感を覚えるものでもあります。

きるのか、
考えを巡らせる必要があるのです。
外務省内の政策を担当するあらゆる部局の先輩や仲間と議

こうした作業が生じること自体、国際法が生きていること
の証です。国際法にも普遍的な原則があることは否定しませ
んが、国際法には、時々の国際情勢や国家実行、学説や判例の

論しながら、どんな政策をいつ、どのような手段で国際世論に

積み重なりにより変わっていく部分も多いように思います。

訴えかけていくか。外国メディア広報という観点から、特定の

だからこそ、自戒を込めて言えば、国際法局の担当官はそう

政策や地域に留まらず、外交政策全般に幅広く携わることが

した流れに常に敏感でなければなりません。

国際世論とい

本 省
松木 輔

国際法局国際法課

課長補佐

2006年

入省

2012年

中東アフリカ局中東第二課

2010年
2014年
2016年

資源エネルギー庁出向

アジア大洋州局北東アジア課
現職

課長補佐

課長補佐

が自国の行動を自らが信じる国際法に照らして説明しよう

できるという点が、
今の仕事の醍醐味です。

国際法の醍醐味が第一線で味わえる特権

とすること自体が、国際法の意義をよく示しているのではな

法の支配は日本の外交戦略の重要な一部です。従来の国際

いでしょうか。各国がその依って立つ価値を正当化しようと

相手に外交政策

法が体現してきた価値は日本にとって結果的に好ましいも

するとき、そこには必ず国際法があります。したがって、国

を展開すること

のであり、その流れに乗り遅れないことが重要だったのかも

際法は外交政策を実現するための強力な武器であり、国際法

ンクタンクや大学、国際NGO、ときには個人さえが、外交の世

も、外務省の重要

しれません。しかし、そうした国際法ではとらえきれない新

を学ぶことで見えてくる静かなせめぎ合いが国際場裏では

界に姿を見せます。そして、
「国際世論」という姿の見えない相

な役割なのです。

たな事態が次々生じ、価値の多様化・相対化が進む今日の国

日々起きています。こうした国際法の醍醐味を第一線で味わ

際情勢に鑑みれば、今の日本には国際法が体現すべき価値や

えるのはある意味外務省の特権と言えるのではないでしょ

規範をしっかりと見定め、より積極的に国際社会のルール作

うか。

「外交の相手とは誰でしょう?」といわれると、多くの人が外

う、姿の見えない

国政府を思い浮かべると思います。しかし、今や外交とは、政
府だけを相手に行うものではありません。国際機関、企業、シ

手も登場してくるのです。
外交を行う相手が多様化する中で、伝統的な政府と政府の
間の外交だけでなく、広報や文化交流を通じて、外国の国民や
世論に直接訴えかける外交活動が求められています。これを
パブリック・ディプロマシーと呼びます。
外務省にはパブリック・ディプロマシーを司る多くの部署
があります。私はその中で、外国メディアへの広報政策を担当
する、国際報道官室という所で勤務しています。外国メディア
は各国世論や国際世論を左右することさえある、強力なイン
フルエンサーです。無数の利害がひしめく国際社会において、
国際世論の支持を得ることは、外交政策を遂行する上で鍵と
なる要素です。そこで、国際世論の潮流を見極める手段として
外国メディアの報道を分析し、また、国際的な世論に訴えかけ
る手段として外国メディア向けの政策広報を実施しています。
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国際法課の仕事の基本は、外務省が取り組む様々な課題
について、担当部局に対して法的助言を行うことです。外交

民や世論に日本の考えや政策が伝わり、支持を得ることがで
事務官

緊張と不安と期待が交錯した不思議な充実感

国メディアへの寄稿や、インタビュー、記者会見の調整などを

相手に伝わる政策広報を考える

森谷 泰韻

日本の安全と繁栄を守るために

学生へのメッセージ
「国際的な仕事」という枠をこえた魅力
世界で何が起き、なぜそれが起きているのか、それは日本に
どんな影響を与えるのか、世界はどう動いていて、日本はどう
動くべきか、世界はどうすれば動くのか。こうしたことを考え
続ける仕事に就きたいと考え、私は外務省を志望しました。外
務省とは、仲間と、こんなことを日々考え、悩み、学びながら仕
事をしていく場です。単なる「国際的な仕事」という枠には収ま
りきらない魅力があふれています。変わっていく世界を、ポジ
ティブでもなく、ネガティブでもなく、リアルに見つめ、日本の
国益を見据えて外交政策を担っていく。もしもこれがビビッと
皆さんの五感を刺激するのなら、ぜひ外務省の門を叩いてみて
ください。お会いできる日を楽しみにしています。

りに貢献していくことが求められているようにも思います。
ただし、国際法は決して万能ではありません。国際社会か
ら紛争が絶えないのも純然たる事実です。しかし、多くの国

学生へのメッセージ
国際法を学ぶ大切さ
正直なところ、私は国際法局勤務になって初めて本格的に国
際法を学ぶ機会がありました。そのため、もっと前から勉強し
ていれば、これまで経験してきた部局での仕事をより楽しめた
のではないかと思うときがあります。上記はわずからながらの
国際法局勤務を通して私が抱いた実感にすぎませんが、少しで
も共感や関心を持たれた方がいれば、ぜひ、国際法を勉強して
みてください。そして、配属された部局でその国際法を実践し
てみてください。きっと外務省での仕事がより充実したものに
なると思います。
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在外公館で働く

02

外交の最前線で日本を体現する

■インド

■ジブチ

〜海外にいるからこそ、日本を客観的に見ることができる〜
深いのは、2017年の安倍総理訪印です。私は個別行事の調
整に携わりましたが、インド側の意向を汲みつつ、日本側
が思い描く行事の流れをすり合わせる過程は容易ではなく、
時には行事直前までインド側担当と押し問答をして、声が
ガラガラになりました。その分、最後に行事が形となった
ときの感動や、「一緒に仕事ができて良かった」とインド
側担当に言われた時の嬉しさは今でも忘れません。
また、ここはブータンも兼轄国であるため、日ブータン
関係も私の所掌に含まれます。「幸せの国」として知られ
るブータンは、人々が温かく、とても美しい国です。また、
インドと中国という大国に挟まれ、地政学的にも重要な国
です。日本とブータンは強い信頼関係に基づく強固な関係
を有しています。ブータンに足を運ぶたびに、ブータンの
方々より日本の支援と友情に対する感謝が述べられると、
日本の取組が他国の人々の生活に貢献していることが感じ
られ、胸が熱くなります。

国際情勢を形作る現場に携わる醍醐味

在 外 公 館
羽田 麻里子

在インド日本国大使館

国際情勢が激動の時代にある中で、今後の日印関係はど
のように発展すべきか、地域や国際社会にとってどのよう
二等書記官

2013年

入省

2015年

在米国日本国大使館

2017年

北米局北米第一課

現職

事務官

外交官補（在外研修）

急速に深化している日印関係

な未来を描くべきか等、海外にいるからこそ、日本を客観
的に見ることができる部分も多くあります。日本が進むべ
き道を先輩方と考え、政策を実行し、その結果として歴史
が刻まれる瞬間に立ち会うことは、何にも代えがたい経験
です。任国関係者への地道な働きかけや、他国外交団等と
の議論を通じて、国際情勢を形作っていく現場に実際に携
わることができるのも、この仕事の醍醐味だと思います。

私は小学校低学年の2年をインドで過ごし、外務省を目指

学生へのメッセージ

な変貌を遂げていました。近年、日印関係は急速に深化し

様々な出会いと経験が仕事の糧になる
な国であってほしい、そのために自分ができることをしたい

てきています。両国間には首脳の相互年次訪問の枠組みも

との思いから、外務省を目指すことを決めました。外務省は、

います。さらにインドは、日本が掲げる「自由で開かれ
たインド太平洋」を実現する上でのキーパートナーであり、
両国は地域及び国際社会の未来に関するビジョンを共有し
ています。
私は大使館の政務班に所属し、日印関係における様々な
政策立案のための情報収集や、印政府関係者、当地外交団
等との関係作りなどを主な業務としています。中でも印象
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私は、日本が他国から尊敬され、存在感を放ち続けるよう

プ」に基づき、あらゆる分野において戦略的関係を強化し
あり、この毎年の一大行事は、日印関係を一層後押しして

「日本人として、世界平和に貢献したい」

そう考え、外務省に飛び込んで早5年。私は今、日本から
10,000㎞離れたジブチという国に来ています。
ジブチという国を知っている日本人はほとんどいないで
しょう。それもそのはず、人口約100万人で面積は四国程度、地
図帳でもゴマ粒ほどしかない小さな国です。在留邦人も、40人
程度しかいません。
そんな不思議の国ジブチですが、実際に訪れてみると、日本
人に対し親しみの深いジブチ人がとても多いことに気付きま
す。
「日本は独立以来寄り添ってくれた大切な友人だから」と、
彼らは口をそろえて言うのです。実際、フランス語もままなら
ない人が、日本人とわかるやいなや「こんにちは」
「 ありがと
う」と笑顔で言葉をかけてくれるのですから、驚きです。先人
たちが地道に築き上げてくれたこうした日本への信頼を、未
来にいかにつないでいくか。これが、我々大使館に課された最
も重要な使命なのだと感じます。
ですが、二国間関係というのはまさしく人間関係と同じで、
複雑で、時には非論理的で、一朝一夕で築き上げられるもので
はありません。日本の国益も踏まえながら、開発協力、政策対
話や文化行事等々、あらゆる機会やツールを駆使し、政府レベ
ルから市民レベルまで、幅広く根気強く、上手に関係を構築す
る必要があります。

「人間力」が総合的に試される

しかも、ジブチ人との話し合いは大抵一筋縄ではいきませ

ん。巧みな交渉術で翻弄されることもあれば、イスラム独特の
「インシャーラ（神が望むなら≒なるようになる）」で片付けら

在 外 公 館
大谷 壮矢

在ジブチ日本国大使館

二等書記官

2014年

入省

2016年

在フランス日本国大使館

2018年

総合外交政策局国連政策課

現職

事務官

外交官補（在外研修）

主たる任務とされる情報収集においても、必要な情報にたど

社会における存在感や日本にとっての重要性において劇的
ており、両国は「特別戦略的グローバル・パートナーシッ

10,000㎞離れたジブチという国へ

れてしまうなど、日々の苦労はつきません。また、在外公館の

す原点となる経験をインドから得ました。約24年ぶりに訪
れるインドの姿は、活気こそ昔と変わらないものの、国際

〜「世界平和に貢献できる人間」への道のり〜

いろいろな「日本」を代表しながら、国際社会における日本
の最良の姿を打ち出すために日夜取り組む上司や同僚に囲ま
れた職場です。そして、生涯を通じて学びを追求し続けるこ
とのできる場所だと思います。入省1〜2年目は基礎的な業務
が多いですが、外交を形作る業務の多様さを知ることは、外

り着くためには、誰に聞けば良いのか、どのスイッチを押せば
いいのか…総合的な経験とセンスが求められます。その上、ジ
ブチでは、当地政府に限らず、各国軍・外交団、NGO等々、多種
多様なアクターとも関わりを持ちます。それ故に、ジブチでの
仕事は、コミュニケーション能力、調整能力、語学力、忍耐力等、
これまで培ってきた「人間力」が、総合的に試されているよう
に感じます。時には悔しいこと、納得のいかないことももちろ
んありますが、その分毎日が学び・挑戦の繰り返しで、とても
やりがいのある仕事です。
入省してもうすぐ5年。
様々な現場で経験を重ねる中で、
日々

交官としての土台作りに重要だと感じました。様々な出会い

いろいろな人に出会い、いろいろな考え方に触れ、複雑怪奇

と経験を重ね、いろいろな視点を得ることがこの仕事の糧に

だった世界が、少しだけ、クリアに見えるようになってきた気

なると思うので、学生時代にしか得られない経験を重ね、共

がしています。
「世界平和に貢献できる人間」
への道のりはまだ

にこれからの日本を代表する皆さんをお待ちしております。

まだ遠そうですが、私の経験と知識が、将来誰かの役に立つ日

学生へのメッセージ
今までの人生経験は無駄にならない
この仕事をしていてつくづく思うことは、これまでの人生経験
は一つも無駄にならなかったなぁということです。私自身、学生
時代は理学部で修士まで地球化学を学んでいましたし、大学3年
時には単位を落として留年も経験しました。しかも、学生時代は
大学の雰囲気に最後まで馴染めず、どちらかというと学外での活
動に居場所を求めてしまうような、いわゆる「人生迷走」タイプで
した（もちろん、当時は自分なりに頑張っているつもりでしたが）。
このように、一見すれば今の仕事とは何の関係もないようなこと
ばかりしてきたわけですが、外務省・大使館という職場では、その
全てが武器であり、自身の人間的「厚み」となります。学生の皆さ
んにはぜひ、
「普通」の枠組みにとらわれることなく、自由な視点
で、進路を見定めてほしいなと思います。

が来ると信じて、
これからも頑張っていきたいと思います。
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在外公館で働く

■ロシア

■米国

〜一つひとつの案件に国益がかかっていると思うと、やりがいを感じる〜
られますが、一つひとつの案件に国益がかかっていると思
うと、とてもやりがいがあることだと思っています。

情報収集の大切さ
大きな交渉にあたっては、どのような方針で臨むか、外

在 外 公 館
石川 亘

在ロシア日本国大使館

参事官

1999年

入省

2013年

南部アジア部南東アジア第二課

2011年
2014年
2016年

大臣官房会計課

外務副大臣秘書官

課長補佐

現職

ロシアとの関係では、やはり何と言っても、戦後70年以
上を経ってもなお未解決の領土問題があり、これを解決し

知的刺激に満ちたスリリングな政策議論
私は、在米国日本国大使館の政務班に所属し、北朝鮮を中心
とする朝鮮半島情勢、ロシア及び国連政策などを担当してい
ます。特に北朝鮮については、ここ数年の情勢の動きが激しい
こともあり、仕事の内容もそれに応じて大きく変化しました。
例えば、ワシントンDC着任直後は、北朝鮮による度重なるミ

す。その際、相手が現在どのような状況に置かれているか

サイル発射や核実験に対して、国連安保理決議等を通じた制

を分析し、相手の出方を予想することも重要です。そのた

裁強化を含めどのように対応するかが大きな焦点でした。着

めに参考となるような様々な情報を報告することは、在外

任数日後にミサイル発射を受けて国務省に急遽駆けつけて分

公館としての重要な役割です。いわゆる情報収集と呼ばれ

析を共有したり、連休中の真夜中に核実験への対応を協議し

る業務ですが、公式発表や報道などの公開情報のフォロー

た記憶が鮮明に残っています。その後、北朝鮮が対話路線に舵

はもちろん、相手国の関係者と食事をしながらざっくばら

を切ってからは、米朝首脳会談をはじめとする米朝協議に向

んに意見交換を行ったり、専門家から話を聞いたりする中

けた対北朝鮮政策のすり合わせ、経済制裁の厳格な履行確保

で、有益な情報を探します。ロシアでは、残念ながら日本

に向けた調整が主要な業務となり、国務省や国家安全保障会

と立場の異なる問題も多く、初対面の相手からは、ロシ

議（NSC）などの米政府関係者との面会を通じて情報収集・意

アの立場について長々と「講釈」を受けることもあります。

見交換をする日々を送っています。

それにめげずに、毅然と日本の立場を説明することで相手

また、政府関係者のみならず、シンクタンクや大学に所属す

もこちらに敬意を払うようになることもあれば、双方の立

る専門家、ジャーナリスト、第三国の外交官とも幅広く意見交

場の共通点を探る柔軟な姿勢を見せることで信頼を得るこ

換し、米国の政策につき多様な視角を得るとともに、日本の立

ともあります。試行錯誤の繰り返しですが、これはと思う

場への理解を深めてもらうことも重要な活動です。朝鮮半島

ような情報を得られた時は、大きなやりがいを感じる瞬間

やロシア、さらには幅広い国際情勢についての当局者や専門

です。

家との政策議論は、知的刺激に満ちたスリリングな瞬間でも

仕事では厳しいやりとりも多いロシアですが、仕事を一
首席事務官

〜自分の報告する情報が政策判断に直結する緊張感〜

務省が中心となって、政府全体で知恵を絞る必要がありま

人情に厚いロシア人との交流

日露間の平和条約締結問題が最重要課題

歩離れれば、文学、バレエなど豊かな歴史・文化があり、

あります。

人と相対する現場では個人の力が試される
多種多様なアクターがしのぎを削り、国際政治と米国内政

長い冬の間も充実した時間を過ごすことができます（笑）。

とが交錯するワシントンDCでは、日々刻々と新たな情報が飛

相手国の文化を知ることは、人脈形成にも大いに役立ちま

び込んできます。通信手段が発達し、情報・ニュースがあふれ

す。ロシア人は人情に厚いところがあり、家族ぐるみで仲

る時代であるからこそ、その価値を見極め、微妙なニュアンス

良くしている人たちとの交流も楽しみの一つです。

をつかみ、今後の流れを読むことが、外交官の大切な役割とな

在 外 公 館
小長谷 英揚

在米国日本国大使館
2000年
2013年
2014年
2015年
2017年

参事官

入省

アジア大洋州局中国モンゴル第一課

（翌年より、首席事務官）
外務副大臣秘書官

総合外交政策局国連政策課
現職

課長補佐

首席事務官

ります。また、日米は緊密な同盟国とはいえ、それぞれを取り

て日露間の平和条約を締結することが最も重要な課題です。

学生へのメッセージ

巻く内外の環境は当然異なるため、不断かつ能動的に意見の

学生へのメッセージ

現在、安倍総理とプーチン大統領の信頼関係に基づき活発

いかに世界が共存共栄していくかが大切

すり合わせを行う必要があります。

幅広い経験や出会いから自己研鑽を積み、国益に貢献

な交渉が行われています。こうした重要な時期に、最前線

自分は学生の時に、ぼんやりと「公」に関する仕事がした

こうした外交の機能を果たすためには、人と直接会って意

進路を選択するにあたって、職業人生を通じて何を目指すか

となる在ロシア大使館に勤務できることは非常に幸運だと

いと思っていました。試行錯誤もありましたが、突き詰める

見を交わすことが欠かせません。外交は、本国政府や在外公館

悩まれている方も多いと思います。私自身は、今後数十年の東

思っています。

と自分が生まれ育った日本という国が世界の中で尊敬され、

の総合力を結集した国力を背景に臨む営みですが、いざ人と

アジア地域での日本の安全保障に能動的なアクターとして関

かつ平和で繁栄した国であり続けてほしいという想いが根本

相対する現場では、私自身の今まで身につけた知識・経験やコ

わりたい、仕事を通じて常に自分を成長させる環境に身を置き

もちろん、平和条約締結問題に関する交渉そのものは、
首脳や外務大臣などの高いレベルで行われますが、自分の
レベルでも、領土問題や日露関係に関する様々な案件につ
いて、日本の立場に基づいてロシア側への申し入れや交渉
を行っており、時には厳しいやりとりになることもありま
す。自分の立場を論理的に主張することはもちろん大切で
すが、妥協点を探るために相手にとって何が重要なのかを
見極める必要もあります。こうしたやりとりは緊張を強い
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外交の最前線で日本を体現する

にあると感じたため、外務省を志望しました。入省して約20
年の間に様々な業務に携わりましたが、どの仕事も最終的に
はこの想いにつながっていると感じており、当時の選択は間
違っていなかったと思います。グローバル化が進み、国とい

ミュニケーション能力、相手との信頼関係といった「個人の
力」が試される真剣勝負でもあります。自分の努力や創意工夫
でどのような付加価値を付けられるか―自分の報告する情報

たいとの思いから外務省を選択しました。今まで、経済、日米関
係、安全保障政策、日中関係、国連安保理政策といった様々な分
野を担当する機会を得ましたが、その度に、新たな視点や知識
に触れ、先達の知遇を得ることができました。こうした経験が、

う単位に拘る必要が薄れているようにも見えますが、やはり

が日本の外交政策判断に直結するだけに緊張感がありますが、

まだ当分は国を基礎に、いかに世界が共存共栄していくかが

同時に何物にも代え難い達成感もあります。最前線でもまだ

をさらに深めてくれたと感じます。幅広い経験や出会いを通じ

問われていると思います。異文化との接触の中で自分を磨く

まだ試行錯誤の繰り返しですが、求められる水準が高いから

て自己研鑽を積むことで、さらに幅広い視点から日本の国益に

ことができることも魅力だと思います。

こそ、やりがいの大きな舞台です。

自分の関心テーマである東アジアでの安全保障への関心・視野

貢献できる。外交は、そうした魅力にあふれた職業です。
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在外公館で働く

■ベトナム

■国際連合

〜仕事の魅力は、ベトナムの人達と協力して共通の利益を見出すこと〜
日本政府の目や耳として情報収集

在ベトナム日本国大使館
2001年

入省

2011年

国際法局条約課

2009年
2014年
2017年

というイメージがあるように思います。もちろん、時にはそ

ヨークにある国連本部ビルの周りには、193の国連加盟国が

のような局面もありますが、交渉で相手を打ち負かしたとし

それぞれ「政府代表部」の事務所を置いており、そこに駐在す

ても、できないことは、できません。だからこそ、お互いの

る各国の外交官は、日々、国連で行われる会合に出席して自

理解を深め、激しい交渉となる前に問題を解決することが何

国政府を代表しています。つまり、私たち日本政府代表部の

よりも大切だと思っています。

仕事は、国連の場で日本の立場を代表して発言し、交渉し、情

そのような観点から、日本政府の目や耳として、ベトナム

報を収集し、投票では日本の一票を投じ、そうした活動を通

の重要な動きや変化を見逃すことがないよう、日々の情報収

じて日本の外交政策を国連という現場で実行することにな

集に努めています。そして、その際に鍵となるのは、一人ひ

ります。

勢の約80%は中東とアフリカの問題であると言われますが、

て有益な情報と交換するのでも、相手を泣き落とすのでも、

毎日めまぐるしく物事が動きます。今目の前にある紛争は、

一緒に泥酔するのでも構いません。要は結果次第なのです。

時には紀元前にも遡る長い歴史に根を張っており、政治や宗

そのような外交官の仕事は、緊張感もありますが、非常に

教・宗派、民族や権益等が複雑に絡み合っていて、紛争解決の

人間臭く、創造性にあふれたものです。東京での仕事にはま

道筋や現地の状況などを考えるにつけ気が遠くなることも

た別の側面がありますが、少なくとも外国で仕事をする上で

多々あります。それでも、国連を活用して日本にとって望ま

は、自分と違う人間に興味があるということが大切かもしれ

しい国際環境を実現し、同時に、世界を少しでも良い場所に

ません。

するためにはどうすれば良いかと考え、行動することはやり
がいのある仕事です。

参事官

課長補佐

アジア大洋州局北東アジア課

（2016年より、首席事務官）

課長補佐
課長補佐

現職

わけですが、同時に「個」の要素が大きいと実感します。あの

よりも重要です。もちろん、日本とベトナムの利益が常に

人だったからまとめられた決議案、あの人だったから説得で

一致するわけではないため、時には交渉も必要です。しかし、

きた交渉、あの人なら本国政府を動かせる、あなただから話

実感として言えば、日本とベトナムは多くの利益を共有して

す…。外交が人によって動いていることが目に見えます。

います。
そのようなベトナムの人達と日々協力しながら、共通の利
益を見出していくという作業が、現在の仕事の最大の魅力で

近年のベトナムの急成長
20年前、初めてベトナムに来たときには、人々は自転車や
バイクで移動しており、車を見かけることは、ほとんどあり
ませんでした。しかし、今や街は車であふれかえるなど、近
年のベトナムの経済成長には目を見張るものがあります。
ベトナムは共産党一党支配の国であり、米国との戦争も経
験しています。一方、中国が軍事化を進める南シナ海問題へ
の対応においては、地域で最も信頼できるパートナーとなっ

学生へのメッセージ
人と協力し、歴史と向かい合い、信念が結果につながる仕事

どこに向かおうとしているのかを日本へ正確に報告すること
です。同時に、日本の立場をベトナムに理解してもらうこと

国際連合日本政府代表部

一等書記官

2007年

入省

2013年

アジア大洋州局北東アジア課

2011年
2015年
2017年

在エチオピア日本国大使館
大臣官房人事課
現職

課長補佐

二等書記官
課長補佐

て、国連という舞台で期待され、活躍できる日本の外交官は

貢献をすることだと思います。一度、パレスチナ問題に関す

恵まれていると思います。

る少人数の会議で、米国と中東のある国の意見がぶつかる場
面がありました。日本は黙っていても良かったのですが、思

がありました。小さなことですが、それ以降、その会議の中で

し、最終的には外交を仕事に選んで良かったと思います。そ

奥 史織

その上で関係国間の立場の懸隔を埋めて合意を作るための

強調していたことは、人の視線など気にせず、興味のあるこ
も、自分が何をしたいのか分からず、非常に悩みました。外

在 外 公 館

と安定のために貢献する意思と能力を持った国の代表とし

果、その箇所については日本提案で合意に至ったということ

とを全力でやれということだったと思います。学生時代の私

UN Photo/Eskinder Debebe

国の立場が交錯する中で各国の意見や立場を正確に把握し、

式の挨拶は、アップルのスティーブ・ジョブスでした。彼が

会で積極的な役割を果たすようにもなっています。

の仕事です。その際にまず重要なのは、ベトナムが何を考え、

日々の仕事で難しいと同時に醍醐味と言えるのは、様々な

い切って双方が受け入れ可能と思われる提案をしてみた結

交官としてやっていけるのかという不安もありました。しか

合っていくべきかを考えるのが、総務・政務担当としての私

各国の立場が交錯する中で合意を作る

入省後に研修で留学したスタンフォード大学における卒業

ています。また、米朝首脳会談の開催地となるなど、国際社
このように日々変化するベトナムという国と、いかに付き

国連ではどこの国の外交官も「国」を代表して仕事をする

そして、外交においては、人との協力関係を築くことが何

はないかと思っています。
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その中で、私は中東地域の平和・安全に関わる事項を主に
担当しています。国連の安全保障理事会で議論される地域情

て、決まったルールがあるわけではありません。相手にとっ

重要なのは人との協力関係を築くこと

国際協力局地球規模課題総括課

も重要です。

国連で日本の立場を代表
私は今、国連の日本政府代表部で働いています。ニュー

誰から情報をとるのか、どのように情報をとるのかについ

在 外 公 館

〜国連を活用し、日本にとって望ましい国際環境を実現〜

一般に、外交官は国益をかけた激しい交渉をするのが仕事

とりの外交官の個性と工夫ではないかと思います。

中井 裕一

外交の最前線で日本を体現する

日本の意見が求められるようになり、議長国からは非常に感
謝され、別の機会に共同議長を持ちかけられるという発展が
ありました。

学生へのメッセージ
違う国で再会 ー 人との出会いやつながりも醍醐味
外交官が異動で任地を離れる際に、
「 さようなら」と言う代わ
りに“Our paths will cross again.”
（またどこかでご一緒するで
しょう）という送別の言葉を使うことがあります。いかにも社交
辞令（外交辞令?）に聞こえますが、実際、私は、入省3〜4年目に留
学先の大学院で共に時間を過ごした仲間や、入省5〜6年目のエチ

の理由としては、人との協力が仕事であること、歴史を相手

この時もそうでしたが、
「 日本の提案なら受け入れる」と

にした仕事であること、そして個人の信念が結果につながる

言ってもらえることがあります。これは、日本のこれまでの

こニューヨークで再会し、現在国連を通じて一緒に働いています。

仕事であること、などを挙げることができます。また、外務

外交政策や諸先輩方が築いてきた日本への信頼に基づくも

また、今カウンターパートとしてお付き合いをしている各国の中

省の仕事は多岐にわたるため、理系出身の私を含め、職員の
多様性を受入れる懐の広さがあるように感じます。

のであり、誇りであるとともに責任も感じます。
日本は現在、全国連加盟国中最多となる12回目の安保理非
常任理事国入りに向けて選挙活動をしています。世界の平和

オピア勤務時に一緒に仕事をした他国の外交官達20人以上とこ

東担当、安保理選挙担当の外交官は優秀な人ばかりで、新たな出
会いから刺激を受けています。こうした人との出会いやつながり、
切磋琢磨もこの仕事の醍醐味の一つです。
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私の履歴書
私の履歴書

〜自分の歩む道〜

分 野 横 断 的 、歴 史 的 な 視 点 で 問 題 解 決 に

貢献できる仕事の醍醐味。

1983年
入省～在外研修～
在外勤務

「5年間で、全米50州のうち45州を訪問」
入省し、本省で1年勤務後、米国で2年間の留学と3年間の大使館勤務を経験しました。大使館では、米ソ冷戦下、強固な日
米同盟関係を維持し、一方で貿易摩擦の中、議会などでの厳しい対日批判に対処することに日夜奮闘する大使以下先輩か
ら多くのことを学びました。5年間で、全米50州のうち45州を訪問できたのもよい経験となりました。

▼
1989年
本省の課長補佐時代

「他の省庁にも多くの仲間ができた」
経済局でGATT（現在のWTO）での多国間貿易交渉を、アジア局（現アジア大洋州局）でASEANとの関係やアジア諸国と
の歴史問題を、それぞれ4年間担当しました。経済局時代は、協議でスイスのジュネーブにほぼ毎月通いました。霞が関のほ
ぼ全省庁と交渉ポジションの相談をしたので、他の省庁にも多くの仲間ができたのが良い思い出です。

▼
1997年
経済協力開発機構

（OECD）代表部
参事官

「閣僚レベルの会議の共同声明の交渉役を2度経験」
OECD本部があるパリで4年間勤務しました。
貿易・投資関係の委員会の担当を経済産業省から出向してきた同僚と担当しま
した。
閣僚レベルの会議の共同声明の交渉役も2度経験し、
この経験は後年大変役に立ちました。

▼
2001年
在米国日本国大使館
参事官、

北米第一課長

「地球儀を俯瞰する感覚を学ぶ」
ワシントンに9.11テロ事件の直後に赴任し、
アフガニスタンやイラクへの対応をめぐり不眠不休のタフな日々を送りました。
その後本省に戻り、
米国・カナダとの政治関係を担当する課長をしました。
朝鮮半島や中東など世界中の問題を日米同盟の管理と
いう視点で考え、
地球儀を俯瞰する感覚を持つことが学べました。

▼
2005〜 07年
2008〜 09年

山崎 和之

外務大臣秘書官、

内閣総理大臣秘書官

外務審議官

務省では、様々な政策分野に取り組む機会がありま

す。朝鮮半島情勢のように、安全保障や歴史問題と

いった政治的な要素にウエイトがかかる仕事。
日米・日EUあ
るいはTPPなどの通商交渉やG7、G20といった主要国首脳
間の経済的連携を支える仕事。
ユネスコでの文化遺産の登録

や日本のイメージをアピールす
る海外での大型交流行事の実施

などがその例ですが、
開発援助、
国際法、
領事、
人権など本当に多
第二回日米経済対話

くの政策分野があります。

キャリア・パスでは、
総合職で

も本人の希望や適性に応じ、
比較的深く携わる分野ができる

傾向はあり、
私の場合、
これまでのキャリアの3分の1をWTO
やOECDといった多国間の対外経済関係の仕事に従事して

きました。今もG7の総理大臣の個人代表（シェルパ）を務め

国家安全保障局
内閣審議官

▼

で扱われる場合、
国際安全保障や歴史的経緯と絡み極めて政

2015年

の仕事を通じ感じるのは、
経済問題でも、
国家間、
特に首脳間
治的な議論となり、その際、自分自身が内閣官房国家安全保

障局に出向したり、
アジア大洋州局で歴史問題を担当した経
験が大変役に立つことです。

外務省の仕事の醍醐味は、
携わる仕事一つひとつに分野横

断的、
歴史的な視点で取り組み、
政治指導者、
そして関係する
点と交渉の経験を踏まえて問題解決に貢献できることです。
ぜひ、外務省を訪れ、
「現場」のエキサイティングな雰囲気に
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2014年

たり、日米間の貿易交渉に携わったりしていますが、これら

省庁の同僚や世界の先端を走る専門家と共に働き、
我々の視

G7シャルルボワ・サミット

05年に麻生太郎外務大臣が就任され、
大臣秘書官を2年間、
その後内閣総理大臣になられた際にも首相官邸で秘書官を1年間務
めました。
全ての外国訪問に同行し、
ほぼ全ての会談に同席し、
首脳・閣僚間のやりとりを通じた国家同士の意思決定のプロセス
を目の当たりにしました。
事務当局がどうすれば首脳・閣僚を効果的に補佐できるのか、
緊張の連続でしたが、
得がたい経験をた
くさんさせていただきました。

▼

（1983年入省）

外

「国家同士の意思決定のプロセスを目の当たりに」

触れ、
あなたの将来を考えてみてください。

大臣官房長

「国家安全保障局に出向」
国家安全保障会議
（NSC）
の創設に伴い、
その事務局として内閣官房に新設された国家安全保障局に出向しました。
省庁の枠組
みを超え、
自衛隊幹部とも日々働き、
外交と防衛が直結していることを実感しました。
また、
平和安全保障法制関連法案の国会対
応をし、
成立した時には、
日本の安全がより守られる体制作りに微力ながら貢献できたと感じ、
深い感慨を覚えました。

「組織全体の強化や働き方改革に取り組む」
大臣官房は、
外務省の国会対応、
予算、
人事、
通信システムや外交記録の管理などを担っています。200を超える在外公館、
内外
6,000名を超える職員からなる外務省の組織全体の強化や、
女性職員の割合も3割を超え、4割に近づく中、
働き方改革にも取り組
みました。

▼
2017年
外務審議官

「外務審議官として次官級の対外折衝を担当」
次官級の対外折衝を担当する外務審議官を務めています。
首相の外交訪問同行、G7、G20、APECやWTOといった国際会議
出席、
米国、
中国、EUをはじめとする二国間の協議で、
忙しい時は月の半分以上海外出張です。G7サミットでは首脳個人代表
（シェルパ）
を務め、
首脳間の協議にシェルパのみ同席が許されるので、
あらゆる議題に対応できるよう準備をしています。
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外交の世界で最後に問われるのは、

一人ひとりの人間力と組織としての一体感。

滝崎 成樹

1985年
入省直後
在外研修

1992年
条約局国際協定課

課長補佐・首席事務官

▼
1996年
在パキスタン
日本国大使館
一等書記官

▼
2006年
総合外交政策局
国連政策課長

▼
2010年
在米国日本国大使館

▼

（1985年入省）

「初めて間近で見る『首脳』」
最初に足を踏み入れたのは経済局。主要先進国と呼ばれる7つの国の首脳が集まるG7東京サミットの準備に関わりました。
レーガン米国大統領など各国の首脳の生の姿に感動するとともに、
首脳宣言のまとめられる過程を間近で見て、
いつか自分もこ
のような仕事で中心的な役割を果たしたいという思いを強くしました。
そんな思いを胸に、
米国の大学院へ。
留学生活でお世話になった先生や苦楽を共にした友人は、
今でも酒を酌み交わす一生の友
になりました。

▼

公使（広報文化班）

南部アジア部長

私の履歴書

「疲労感に勝る達成感」
留学の後は、
様々な経験を積む時期。3つの部署を経験しました。
とりわけ、
国際法局での日米自動車摩擦に関する仕事が最も
印象に残っています。
当時の日本の経済は飛ぶ鳥を落とす勢い。
米国との貿易摩擦の中でも最も深刻だったのが自動車。
私は、
まとめる文書が法的に
問題ないかをチェックする仕事に携わりました。
交渉は数日間夜を徹して行われることも。
交渉がまとまった時には、
疲労感に勝
る達成感があふれ、
「やったー !」
と思わず声を上げるほどでした。

「外交官としての悔しい思い出」
今でも思い出す悔しい経験があります。
それはパキスタン大使館での仕事。
当時のパキスタンは、
クーデター未遂や核実験、
隣
国のアフガニスタンでの内戦など緊迫した状況でした。
パキスタンはインドに対抗し、
核実験への動きを強めました。
私は唯一の被爆国の立場として、
核実験を思いとどまるよう懸命
に働きかけました。
しかし、
パキスタンは2度にわたり核実験を実施。
その後経済協力も一時停止せざるを得ず、
同国との関係は
停滞することとなりました。
これは外交官としての悔しい思い出です。
しかし、
イスラム教の国での生活・仕事は、
その後テロ対策
や東南アジアの仕事をする際に役立ちました。

「日本の悲願を叶えるために」
日本にとっての悲願のひとつ。
それは国連安全保障理事会の常任理事国入り。
私は国連政策課という部署の課長として、
国連安保理改革に取り組みました。
日本の悲願を叶えるため、
ドイツ、
インド、
ブラジ
ルと共に
「G4」
というグループを作り、
常任理事国に一歩でも近づこうと努力しました。
しかしこれはなかなか難解なパズルのような仕事。
現在の常任理事国に反対されてはいけないのはもちろん、
日本には賛成で
もG4の他の国の常任理事国入りに強硬に反対する国もあり……その一方で、
票をたくさん持つアフリカやカリブ諸国の支持も
得なければいけない。
まるで難解な方程式を解いているような仕事でしたが、
世界のパワーバランスを直に感じることができま
した。

「米国にAK B48を呼ぶ」
20年ぶりに戻った米国では、
広報文化の仕事を担当しました。
広報文化の仕事の中心は、
日本ファン・日本のよき理解者を増や
すこと。
メディアから有識者、
一般国民に至るまで、1人でも多くの日本ファンを獲得し、
日本の政策に支持と理解を示してくれ
るようにしてもらうことが大切です。
そのような中発生したのが東日本大震災。
震災後、
米国の支援への感謝と復興を示すため、
日本から桜を贈った
（あの有名なポ
トマック川の桜です）100周年に合わせ、AKB48を米国に呼び、
感謝のためのコンサートを開きました。
さらに、
伝統的な日本文
化の紹介のために行った
「伊藤若冲」
展の企画も、
忘れられない経験です。

「外務省の武器・財産は『人』」

外

務省に入る前の私は、海外には全く縁のないサッ

サッカーのフィールドは約100m×70mに過ぎませんが、

カー少年でした（野球もやっていましたが）。今でも

外交のフィールドは地球規模。私の海外経験は、外務省に入

キーパーから始まり、11人でボールを前に前にと運び、
最後

ど全くありませんでした。
でも、
「外国で働いてみたい!」
とい

サッカーが大好きです。サッカーは、守りの要であるゴール

はゴールを決めるスポーツ。
私はこの
「つなぐチームプレイ」
が好きです。

外交も同じ。
守りの要から最前線で果敢に交渉する人まで、

皆の力が結集して初めて、
国益というゴールを挙げられます。
この点で、
外交もサッカーに共通します。

るまでは大学の卒業旅行の一度だけ。
外国人と話したことな
う単純なあこがれで、
今の職場を選びました。

海外を飛び回る今でも、
「国益とは何か」
という初心に立ち

返りながら、
外交というフィールドに立っています。

外交という仕事には、あなたのあふれる熱意を受け止め、

そして一生飽きさせないだけのスケールと面白さがありま
す。世界という大きな舞台で、人種も言葉も宗教も文化も違

う人々を相手に働いてみませんか。
いろいろな経験が役に立
つ職場です。それが、法律や経済の知識であろうと工学や化

学といった理科系の学問であろうと関係ありません。
外交の
世界で最後に問われるのは、
一人ひとりの人間力と組織とし
ての一体感。
G7伊勢志摩サミット
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日ASEAN首脳会議
（写真提供：内閣広報室）

ぜひ一緒に
「国益」
というゴールを目指しましょう!!

2011年
大臣官房人事課長

▼
2015年
伊勢志摩サミット準備
事務局長

▼

予算も権限もない外務省にとって、
何よりの財産・武器は
「人」
。
一人ひとりの力が外務省の力に直結します。
私は、6,000人以上
の職員に責任を負う人事課長の仕事に就きました。
一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できる仕事を見つけるととも
に、
ワークライフバランスに配慮しつつ、
働く側と外務省側の双方にとって最適の答を見出すために頭を悩ませました。
採用も大事な仕事。
今後20年、30年を見据え、
外務省が力を発揮し続ける組織であるような人物を採用するよう努めました。
「外
交力」
はまさに
「外務省員力」
と言っても過言ではありません。
外交力を支える縁の下の力持ち的な仕事もやりがいがありました。

「世界を見ながら日本の魅力を再発見」
外交といっても、
外国ばかりを相手にするわけではありません。
外交官だからこそ、
日本の良さを再発見できる仕事もありま
す。2016年5月に行われたG7伊勢志摩サミットと広島外相会合。
私はその準備を統括する役目に就いていました。
各国からの要
人やお客様を迎えるために、
私たちも400人のチームを組んで準備しました。
世界の注目が日本に集まる機会は、
日本の魅力発信にも絶好のチャンス。
日本の伝統を紡ぐ伊勢神宮で首脳を迎え、
箱庭的美し
さの英虞湾をバックに会議を行う、
そして、
地元の食と酒を振舞う。
日本らしい、
凜とした会議になりました。
外国を知っているからこそ、
日本の良さを知るのです。
外務省では日本の魅力を再発見する仕事にもしばしば出会います。

「日本と切っても切れない国と」

2017年
南部アジア部長

現在は、
南部アジア部長として、
東南アジアと南アジアの18カ国とASEANを担当しています。
これらの国々は、
日本にとって
なくてはならない存在。
原料の調達先、
日本製品の市場、
日本企業の生産拠点です。
地政学的にも、
日本に石油などの物資を運ぶ海
のルートに面するなど重要な位置にあります。
また、
非常に親日的で、
様々な問題で日本と考え方を共有しています。
でも、
彼らの好意にあぐらをかいていてはいけません。
これまでの良好な関係を維持・発展させていくために、
それぞれの国に
対してきめ細かな対応をするとともに、
地域全体のことも考えながら、
日々奮闘しています。
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相 手 の 価 値 観 を 理 解 し 、尊 重 す る 姿 勢 が

結果につながる。

「国連に提出するレポートの草案作成を経験」

1987年
入省直後

国連局人権難民課

2003年
在ポーランド
日本国大使館
参事官

2006年
経済局経済連携課

企画官兼アジア太平洋
協力経済室長

▼
2008年
総合外交政策局

2010年

（1987年入省）

在イタリア

字に自分の価値を決められたくない、そう思いませ
んか？  偏差値だとか、契約件数だとか、売上高とか。
私の価値は数字なんかで測れない。そう思っている人は、ぜ
ひ、外務省の仕事をのぞいてみてください。
何かについて決断すると
き、考慮する情報には2種類
あると思います。それは利益
（merit）をもたらすか、それ
は価値（value）あるものか。
メリットは、増えたか減った
か、得するか損するか、数値

数

アイスランド大統領に信任状捧呈

世界人権宣言
（発出40周年・
70周年）
記念切手
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のような、一つの物差しで測れるものだと思います。だから、
やりとり（trade）したり、交渉（negotiate）したりできるの
でしょう。それに比べてヴァリューは数値化できない部分が
大きい。ある人にとって命の次に大切なものでも、他の人か
ら見たら何の意味も持たないものだったりします。宗教だと
か、慣習だとか、文化だとか、歴史だとか…そういう価値の世
界は、ディールすることができません。なぜなら、それぞれが
違う物差しを持っているからです。しかし物差しが違うだけ
に、相手の価値観をよく理解しなければ、両方とも損をする
こともあります。敬意をもって接することができれば、全員
が価値を高めることも可能となります。
私たち外務省の仕事にも、もちろんメリットを重視する仕
事はあります。しかし、そういうときでも、相手の価値観を理
解し、尊重する姿勢が、結果につながることが少なくありま
せん。
様々な価値観を学び、価値を付加していく仕事。人（human
being）として、本当にやりがいのある仕事だと思っています。

「大きく動く歴史の中でのポーランド勤務時代」
ドイツ語研修時代に壁の崩壊を見、
ポーランド勤務時代にEUの東欧拡大を経験しました。
大きく動く歴史の中でも、
一人ひと
りの気持ちは様々です。
ドイツ・ポーランドの間にあるのは、
和解だけではなく、EU加盟という将来の可能性のために過去を飲
み込む人々がいることを学びました。
また、1945年は戦争が終わった年ではなく、
ソ連の支配が始まった年である、1945年の体
制を具現化する常任理事国は、
現代を反映していないという論点から、
安保理改革に賛成してくれるポーランド人にも出会いま
した。
歴史を考えた勤務地でした。

▼

▼

外務副報道官

大学で国際法、
特に国際人権法を学んだ私は、
入省時の希望通り人権難民課に配属され、
同期の誰よりも幸せな研修生時代を
過ごしました。
執務室には、
大学生にはアクセスできなかった最新の国連文書が山積みされ、
論文でしか読んだことのない国際
会議に出席してきた人が隣に座っている毎日。
上司から
「国連に提出するレポートの草案を書いてみる？」
と言われた日には、
プ
レゼントをもらったかのように大喜びしてしまい、
「仕事だよ、
仕事」
と苦笑されました。
起案した文章は赤字でいっぱい添削され
ましたが、
自分の考えたことが国連用語になっていくようで、
夜も眠れないくらいでした
（あっ、
徹夜残業だったのかもしれませ
ん！？）
。

▼

人権人道課長

志野 光子

私の履歴書

日本国大使館
公使

▼
2014年
駐アイスランド大使

▼
2018年
外務副報道官

「EUとAPECの違いを考える」
ドイツ勤務・ポーランド勤務で欧州統合を経験し、
共通の未来の存在の大きさを痛感した後、
アジア太平洋経済協力
（APEC）
を
担当することになりました。
「共通の未来」
と呼ぶには、
まだまだ緩い協力で、
物足りない気持ちもありましたが、
強引に意見をま
とめようとして却って議論が紛糾する状況を経験し、
アジアには
「多様であること」
を許容し合う知恵、
つまり
「共通」
でも
「一つ」
でもないけれど、
緩くまとまっていることの意義を感じることができました。
英国のEU離脱国民投票の時に、
改めてEUとAPEC
の違いを考えました。

「障害者権利条約」
研修生の時の私の喜びを読んでいただいた方には、
人権人道課長を拝命したときの、
私の気持ちをご想像いただけると思いま
す。
しかし、
課長ともなると、
研修生のように、
単純に喜んでいられるだけではありません。
苦くて、
しかし良い思い出として障害
者権利条約があります。
障害にはいろいろなカタチがあります。
同じような機能障害を乗り越えるためには同じような対応策がある程度有効なので
しょう。
が、
大学生のやりたいことが様々なように、
女性のやりたいことが様々なように、
障害のある人のやりたいことだって多
種多様で、
そのためには、
それぞれ個々人と向き合う必要があります。No one left behind. 最大多数の幸福を実現しても、
満足し
てはいけない。
結局私が課長の間に、
障害者権利条約は批准できませんでした。

「イタリア人から見た日本人の精神性」
出勤する途中聖ピエトロ寺院の脇を通り、
ラッツィオの本拠地隣にあるイタリア外務省で協議し、
日本人学校に行く途中には
フォロロマーノがある毎日。
とはいえ、
これだけの文化水準の街で日本文化をアピールするのは、
本当に大変です。
そんな中、
東日
本大震災が起こり、
救援物資をもらうために整然と並び、
黙々と自分にできる作業に取り組む、
普通の日本人の姿がイタリアのテ
レビでも放送されました。
すると、
様々なイタリア人から、
「神
（イタリアですからカトリックです）
を信じていないのに、
なぜ日本
人には高い道徳観があるのか」
「自分がイタリアの高官だから親切にしてくれたと思っていたけれど、
日本人は誰に対しても親切
なのか」
と感嘆の声をかけられるようになりました。
その後、
彼らはきっと、
日本文化の中に日本人の精神性を読み取ってくれる
だろうと思います。

「アイスランドへ初代の日本大使として赴任」
アイスランドには初代の日本大使として赴任しました。
ひょっとすると、
彼らが出会う初めての日本人が私かもしれず、
公邸で
食べる食事がsushi以外の初めての和食かもしれません。
しかも人口34万人。
アイスランド人一人に会うと、34万分の一に影響力
を与えられる計算です。
日本を、
日本人を、
日本文化を、
より良く知ってもらうため、
公邸に掛ける絵画、
飾る花、
食器、
料理、
乾杯の
酒、
提供する話題をどうするのか、
ちょっとした空間の総合プロデューサーになったような立場で調整します。
例えば、
クリミア
問題でロシアから対抗禁輸措置をとられたとき、
アイスランドのロシアへの最大輸出品である鯖を使って、
しめ鯖、
塩鯖、
鯖の竜
田揚げ、
味噌煮と、
鯖づくしのメニューを出したこともあります。
客人のアイスランド人は、
これだけ美味しければ、
アイスランド
国内でもかなり消費できるかもしれないと、
笑いながら計算していました。

「様々な『日本』を伝え、
『 日本とは何か』を考える」
この肩書きでは何をやっている人なのか分からないので、
名刺には
「報道・広報・文化交流担当」
と付記してあります。
要は、
「報
道」
という明日のニュースから、
「文化交流」
という長期的に知日・親日層をつくることまで、
いろいろな時間軸・形態で
「外と交わ
る」
仕事です。
伝える内容も、
政治・経済からコスプレ・伝統工芸品まで多分野にわたり、
訴求対象もメディアから小学生まで多様
です。
このようにして、
様々な
「日本」
を伝えながら、
「日本とは何か」
を考える仕事でもあります。
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「平成の幕開けと共に世界を垣間見る」

グローバルな舞台で自分を鍛え、

日本を支える。

1991年
入省直後

在外研修・在外勤務

入省直後に配属されたのが平成天皇の
「即位の礼」
準備事務局。
皇居で行われた式典に参加した各国首脳の配車を担当しまし
た。
至近距離で見た英国のダイアナ妃。
今でも鮮明に覚えています。
皇室外交の末端にいきなり身を置き、
おっかなびっくりで私
の外務省人生は始まりました。
その後、
北京大学とハーバード大学で研修の機会を与えられ、
世界各国の学生と共に学び、
日本人にはない発想、
習慣に驚きま
した。
研修後、
初めての海外勤務。
北京の日本大使館で大使秘書、
広報・文化交流、
日中間の政治関係を担当しました。
この頃から、
様々な会談や交渉の中国語通訳を任されるようになり、
政治家同士の生のやりとりに大きな刺激を受けました。

▼
1998年
総合外交政策局

総務課

課長補佐

「冷戦崩壊後の新たな脅威——北朝鮮ミサイルへの対応」
冷戦崩壊後の新たな国際情勢の下、
日本外交の新たな地平線を切り開くべく設置された総合外交政策局。
省内の様々な部門が
直面する課題の総合調整を担当しました。
その中でも日本の安全保障に大きな挑戦を突きつけたのが、98年8月の北朝鮮によるテポドン・ミサイルの発射でした。
局長と
ランチを取りながら打ち合わせをしていた時に第一報を受け、
その後、
不眠不休での初動対応へ。
しばらくして、
日米韓3カ国の
間で対北朝鮮政策を共に議論することになり、
東京、
ソウル、
ワシントンで頻繁に会議を開催し、
その準備に追われました。
当時の
議論はその後の六者会合、
現在の北朝鮮による核・ミサイル問題への対応へとつながっていきました。

▼
2003年
在米国日本国大使館
一等書記官

「日米同盟の最前線へ」
9・11テロ後の米国。
ともすれば中東情勢に集中しがちな米国と、
アジアでの外交政策を検討するため、
急速に台頭する中国へ
の対応を含め、
ホワイトハウス、
国務省等の関係者と情報・意見交換を重ねました。
時差の関係もあり、
東京との連絡のため時には早朝・深夜での対応も避けられません。
緊張感あふれる毎日でしたが、
世界の政
治・外交の中心であるワシントンで、日米同盟のあり方を考え、米国の外交官と共に働くことができたことは、その後の仕事に
とって大きな財産となりました。
米国の人々のユーモア、
楽観主義からも学ぶことが多い3年でした。

▼
「厳しさを増す日中関係の現場」

2010年
在中国日本国大使館
参事官

赴任直後の2010年9月、
尖閣諸島で中国の漁船と日本の海上保安庁の巡視船が衝突。
これが大きな外交問題に発展、2年後には
日本政府が尖閣諸島の所有権を取得したことをきっかけに、
日中関係は戦後最悪と言われるまで悪化しました。
私は経済担当の参事官でしたが、
政治の影響を受け、
日中社会保障協定の交渉をはじめ、
経済分野の交渉、
協力もままならぬ時
期が長く続きます。
それでも、
日本の立場を粘り強く訴え、
中国の経済部門との意思疎通に努めました。
一方で2011年の東日本大
震災に寄せられた中国国民からの激励、
支援には、
私も一国民として大きな感動をもらいました。

▼

岩本 桂一

ベトナム戦争、
カンボジア内戦――私が担当することになったインドシナ半島
（メコン地域）
は80年代まで戦火に明け暮れて

アジア大洋州局 中国・モンゴル第一課長

2013年

（1991年入省）

南部アジア部

私

は高校まで鳥取で育ちました。今から30年以上前

のことです。外国人を見たこともない。それだけに、

外国はどんなだろう、想像をめぐらしていました。そんな
私が、今は中国をはじめとする外国の人々と交流し、格闘
する毎日を送っています。外務省
という職場は、私の人生の舞台を
大きく広げてくれました。

私は大学卒業後、日本の地方で

上海APECでの日中首脳会談
（首相官邸HPより）

新聞記者を2年ほど務めました。

その経験は、日本の実情を踏まえて外交政策を考え、様々
な人たちと交わり情報収集する上で随分役に立っていま

す。外務省は新卒者だけでなく、私のような社会人経験者、
他省庁、民間企業、地方自治体、弁護士等々、多種多様な背

景をもつ人々が、力を合わせ、それぞれの経験・知見を生か
しながら、日本の外交を支えています。

世界の結びつきがかつてなく強まり、国際関係が激動す

る中、日本は世界と共に歩み、世界の平和と繁栄のために
今まで以上に大きなリーダーシップを発揮していくこと
が求められています。

グローバルな視野でオールジャパンの外交を展開し、そ

の中で自分自身が日々成長する。それが外務省です。好奇
心に満ちた、そしてチャレンジ精神にあふれる若い人たち
と、このとてつもなく面白い職場で一緒に働けることを楽
TPP高級事務レベル会合
（TPP等政府対策本部HPより）
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「東南アジアと積極的平和主義」

しみにしています。

南東アジア第一課長

いました。
「戦場から市場へ」
のスローガンの下、21世紀に入ってから、ASEAN統合の動きが強まり、
日本もメコン地域の復興・
発展を一貫して支えています。
私の在任2年足らずの間だけでも、
メコン5カ国
（カンボジア、
ラオス、
ミャンマー、
タイ、
ベトナム）
との首脳、
外相等ハイレベル
の会談は約130回を数えました。
各会談では、
日本の
「積極的平和主義」
への理解と協力を求めつつ、
メコンの経済統合への日本の
支援策を議論しました。
各国の言葉や事情に通じた外務省の専門家集団と共に、
初めての課長として自ら外交を動かすことの充

▼

実感に満ちた日々を送ることができました。

「TPPと自由貿易の旗」
2015年10月、
米国のアトランタでTPP
（環太平洋パートナーシップ）
協定の交渉がまとまった瞬間、
各国交渉団の間で大きな拍

2015年
経済局経済連携課長

手が起こりました。
私も支えてくれた同僚たちと共に喜びを分かち合いました。
交渉に遅れて参加した日本ですが、
外務省をはじ
め関係省庁が一丸となって難交渉に挑み、
最終的に交渉を引っ張る存在となっていました。
日本の国会ではTPPをめぐり激しい論争が続き、
私も国会議員への説明や審議の補佐に明け暮れ、
今や日本こそが自由貿易体
制を牽引していく立場であることに理解を求めました。
残念ながら米国は一時離脱しましたが、TPP11を土台に、
この外交戦略
的にも重要な経済連携の輪がさらに広がっていくものと信じています。

▼
「日中関係の新たな時代へ」

2017年
アジア大洋州局

中国・モンゴル第一課長

5年前に北京で経験した日中関係のどん底。
この状況を何とかしたい。
東京で再び日中関係を担当することになった私の強い思
いでした。
アジアの重要な隣国同士である両国が建設的な関係を築くことができなければ、
日本の国益を損ない、
アジア、
そして世界の期
待に応えることもできない。
これまでの経験を生かしながら、
新たな日中関係を築くことはできないか。
同時にモンゴル、
香港・マ
カオ、
台湾との関係もどう進めていくのか。
日々、
悩み、
議論し、
行動する。
その繰り返しです。
幸いにも私の周りには優秀な若いス
タッフが意欲的に仕事に取り組んでくれています。
白髪がめっきり増えた私も、
彼らに負けないよう努力を続けたいと思います。
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やりがいのある業務と向き合い、

乗り越えることで自分自身が成長できる。

「初めての海外生活」

1991年
入省直後

在外研修・在外勤務

▼
2005年
在フランス日本大使館
参事官

▼
2009年
欧州局中央アジア・
コーカサス室長

入省1年目は本省原子力課に配属になり、IAEA関連業務を担当。
まだ新人なので任される業務に限界はありますが、
それでも
原子力の平和利用をテコに核不拡散体制を維持することの仕組みを知る良い機会に。2年目からはフランスにて2年間の在外研
修。
初めて海外生活を体験し、
日々様々な困難に直面しましたが、
そこでの生活を通じて欧州の懐の深さと生活の豊かさを実感し
ました。
4年目には初の大使館勤務としてアルジェリアに赴任。
イスラム原理主義過激派により治安が悪化する中での厳しい勤務環境
でしたが、
アルジェリアにおける日本の責務とは何なのか、
いかに工夫すればリスクを減らすことができるか等、
考えさせられる
毎日でした。

「パリ勤務は縁の下の力持ち」
2度目の海外勤務先としてパリの日本大使館に赴任。
総務参事官の仕事は、
大使館内の総合調整、
いわゆる縁の下の力持ちです。
駐仏大使のスピーチ作成など大使館幹部の日常的な業務の補佐はもちろん、
大使館全体が最も効率的に機能するように、
館内の
隅々まで意識を巡らせました。
また、
館内の取りまとめとして中心的に取り組んだのが、
日仏交流150周年の記念行事。
単なるイ
ベントの集合体に終わらせず、
一連の行事をいかにして日仏関係の強化につなげるかを考え、
様々な工夫を行いました。

「日本外交のフロンティア」
中央アジアとコーカサスの旧ソ連8カ国を担当する室長に就任。
これまで縁のない地域であり意外でしたが、
担当してみると
これほど面白い地域はない！自分の視野を大きく広げてくれました。
これらは資源と将来性にあふれた親日的な国々です。
日本
であまり知られていないこともあり、
自分がにわか専門家となることで、
これら諸国と日本との協力を積極的にプロモートする
「営業活動」
を繰り広げました。
現地にも16回程出張し、
各国政府関係者と膝詰めで今後の協力について深く話し合いました。
ま
た、
要人往来の実現も地域課長・室長の重要業務。
ウズベキスタンとトルクメニスタンの大統領訪日を実現しましたし、
外務大臣
と共にウズベキスタン・カザフスタンに出張して、
「中央アジア＋日本」
外相会合を軌道に乗せました。

▼
2011年
総合外交政策局総務課
主任外交政策調整官

「外交政策調整とG 7/G 8サミット」
あまり知られていませんが、
総合外交政策局総務課は外交政策の司令塔。
外務省内の各局、
各課にまたがる主要な案件を、
日々
総合調整しています。
日本外交にとってのプライオリティは何かを大所高所に立って考える仕事。
まさに外交の中心であり、
非常
に広い視野を持つ良い機会を与えてもらいました。
また、
主任外交政策調整官はG7サミットの政治分野も担当します。2012年に米国キャンプ・デービッドで開催されたサミット
では、
ロシア、
イラン、
北朝鮮等、
様々な地域情勢に対しG7の一員として日本がどのように取り組むかを考える毎日でした。

▼

北川 克郎
在韓国日本国大使館 公使（政治部長）

西欧課長は欧州22カ国との外交関係を担っており、
外交の最前線に立つ花形ポスト。
安倍総理の欧州歴訪計画を企画段階から

（1991年入省）

学

生の頃、ただ漠然と世界を飛び回る仕事がしたいと考
え外務省を志しました。実際に入省してみると、地域で

言えばヨーロッパから中央アジア、そしてアジアまで、業務で言
えば、国連PKOから地球環境問題、そして安全保障まで、本当に

幅広い分野の仕事を担当させてもらいました。外務省の最大の

魅力は、扱う業務の幅が広く、様々な分野に取り組めること。そ

れはすなわち、視野が広まり、自分自身の能力を高められること
にあるのではないでしょうか。

また、外務省にルーチンの仕事はありません。新しい課題が発

2012年

練り上げ、
総理に同行して訪問することもできました。
パリではオランド大統領と安倍総理がエリゼ宮から駐仏大使公邸まで公

欧州局西欧課長

いた
「魔鏡」
を献上するために走り回ったりもしました。
また、
イギリス、
フランスとの安全保障協力を深めるため、
両国との外務・

諤々の議論をし、合意点をみつけ、そして実行していく。それは

チャレンジの連続です。私の場合は、神戸での国連防災世界会議、
日仏交流150周年、
「中央アジア＋日本」外相会合、オランド仏大

統領の国賓訪日、平和安全法制や北朝鮮問題など、様々な行事や

課題に巡り合いました。また、現在赴任している韓国での勤務は、
まさに毎日がチャレンジの連続です。そこには困難さも伴いま

すが、大きなやりがいがありますし、上手くいった時の達成感は
このように外務省は、様々なやりがいのある業務と向き合い、

乗り越えることで自分自身が成長できる、そんな魅力的な仕事

を提供してくれる職場です。また、仕事を通じて世界の優れた
人々と多く知り合い、議論し、信頼関係をつくっていく。人間関
係が広がり、人生そのものが豊かになるとも言えるでしょう。

大学卒業後の進路で迷っている学生の皆さん、ぜひ外務省に

て我々の仲間になり、一緒に大きな課題に取り組みませんか？

道を一緒に歩きましたし、
バチカンで安倍総理がローマ法王に謁見した際には、
後に世界遺産となる長崎の潜伏キリシタンが用
防衛閣僚会合
（いわゆる2＋2）
の立ち上げを実現。
研修先フランスのオランド大統領の国賓訪日を主管課長として実施しました
し、
皇太子殿下のスペイン御訪問に同行し、400年前に支倉常長を団長とする慶長遣欧使節団が訪問した主要都市を訪問しまし

生するたびに正面から取り組み、解決策を考え、関係者と喧々

ひとしおです。
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「欧州諸国と日本」

▼
2014年
総合外交政策局

安全保障政策課長

た。

「平和安全法制と危機管理対応」
ますます厳しくなる東アジアの安全保障環境の下、
日本の平和と安全はいかにして保つことができるのか、
それに対する答え
が2016年に平和安全法制が施行されるまでの取組でした。
外務省における主管課長として、
内閣官房や防衛省等との綿密な調
整から、
約4カ月間にわたり連日行われた国会審議のための早朝から深夜までの作業など、
激務の中を駆け抜けた約2年間でした。
法案が成立し、
その後施行された際の安堵感は今でも忘れられません。
そしてまた当時は、
尖閣諸島周辺に不審船が接近したり、
北朝鮮による弾道ミサイル発射や核実験の挑発が頻繁に起きたりし
た時期でしたが、
その際に初動を担い、
危機管理対応を行うのも同課の重要な役割です。
深夜早朝を問わず連絡を受け、
緊急参集

▼
2016年
在韓国日本国大使館
公使

（政治部長）

に駆け付けることもしばしばありました。

「外交の最前線で」
現在、
私はソウルの日本大使館の政務担当公使として、
領土問題や歴史問題など懸案の山積する日韓関係や、
大統領選挙や国会
議員選挙といった韓国内政のフォロー、
そして北朝鮮問題を念頭に日韓及び日韓米の安保協力をいかに強化するか等に取り組ん
でいます。
赴任直後に直面したのが、2016年秋から毎週末に行われた
「ろうそくデモ」
と朴槿恵大統領の弾劾。
急遽実施された大
統領選挙では、
各候補者の陣営と綿密に意見交換を行い、
早い時点から日韓関係の重要性を理解してもらうよう努めました。
このように、
韓国政府のカウンターパート、
国会議員、
有識者やマスコミ関係者等、
議論すべき相手は少なくありません。
こうし
た韓国を代表するような方々と連日のように議論し、
それぞれの立場を理解し合い、
そして信頼関係を構築していく。
こうして広
がった人間関係は、
今では非常に貴重な財産となっています。
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Career Path

外交はチャレンジングで、

人間としても大きく成長できる分野。

1996年
入省直後

在外研修（米国）

2003年

中東アフリカ局中東第一課長

ができました。
海外経験がある日本人とない日本人で思考回路が異なるのは、
その後幾度となく感じたことです。

「同じ方向を向く日米で協力を進める経験」
日本と米国の間には日米安全保障条約がありますが、
重要なのは普段からの準備と努力です。
いざというときに日米協力が円
滑に機能するよう、
国内法
（有事法制）
や協定
（ACSA）
の整備に取り組みました。
また、
この時期に日米で協力してミサイル防衛シ

課長補佐

してきたことは周知のとおりでしょう。
日米で協力を進めるのはとても楽しい経験でした。
同盟国は、
同じ方向を向いているから

日米安全保障条約課

ステムの整備を積極的に推進しました。
その後、
北朝鮮がミサイルを発射するたびにミサイル防衛システムが重要な役割を果た
です。

▼
2006年
アジア大洋州局
北東アジア課
課長補佐

「六者会合や日朝協議で何度も北朝鮮との協議に参加」
拉致・核・ミサイルという、
日本にとって極めて重大な諸懸案の解決のため、
六者会合や日朝協議で何度も北朝鮮との協議に参
加しました。
事前に協議に臨む方針を調整し、
協議に参加し、
その結果を踏まえてまた次の一手を考えます。
その過程で、
米国や韓
国と緊密に連携し、
中国やロシアなどとも調整を図ります。
こんなにエキサイティングな仕事に正面から取り組める外務省は、
外
交に関心を持つ者にとっては恵まれた職場だとつくづく感じました。

▼
2009年

2011年

（1996年入省）

在米国日本国大使館

会人になると、単純に見えることも実は複雑である

との関係全体がどのような状況にあるかといったことの影

単純であると感じることもあります。
就職活動は後者の例か

をたどるかは、
政治面を含む日米関係全般がどの程度前向き

ことに気がつきます。
逆に、
複雑に見えることも実は

もしれません。
私は、
日本で外交を正面からやりたければ、
外
務省に入るしかないと思います。外務省でなくとも、外交の

響を必ず受けます。例えば、日米経済交渉がどのような帰趨
で力強い関係になっているかと無関係ではありません。

では、
どの国とどのような関係を発展させていくことが日

「一部分」
に
「関わる」
経験はできる

本の国益に資するのか、そして、それをどのように行ってい

国と国の関係を
「トータル」
に見る

のような立ち位置を占めたいと考えるか、
日本という国家は

でしょう。
しかし、
外交とは、
本来、
ものです。ある国とあるイシュー
に関する交渉を行う場合、その国

くべきなのでしょうか。それは、日本が国際社会においてど

どういう方向に進んでいくべきなのか、
という問いと同じで
す。こういうことを考え、政策に落とし込んでいきたいと思

う学生の皆さんには、
ぜひ、
外務省に足を運んでほしいです。
外交とは、複雑な要素が絡み合い、多元方程式のように難

しく、
しかも
「これ」
という正解がない場合も多いものですが、
非常に知的でチャレンジングで、
人間としても大きく成長で
きる分野だと思います。
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学院に留学する機会を得ましたが、
日本国について、
日本人について、
そして、
日本の政策について、
初めて外の視点から見ること

「相手国をよく観察し、相手国の国内政治を理解する大切さ」
メドヴェージェフ大統領が北方四島を訪問した日のことはよく覚えています。
こうしたロシアの行動は日本にとって受け入
れられるものではありません。
しかし、
ロシアの行動はロシアの国内政治の影響を受けていました。
どの国にもその国なりの国内
事情があり、
それが外交に影響をもたらすことはよくあることです。
だからこそ、
外交を行う者にとって、
相手国を日頃からよく
観察し、
相手国の国内政治を理解しておく必要があるということを改めて感じました。

▼

柏原 裕

日エジプト外相会談

外務省員としてのイロハを学んだ時期です。
楽ではありませんでしたが、
振り返ってみれば、
この時期にどういう問題意識を
持って何を学んだかが、
その後の自分に影響を与えています。
指導してくださった先輩に感謝しています。
在外研修では米国の大

北米局

首席事務官

河野大臣による地中海対話出席

「外務省員としてのイロハを学ぶ」

▼

欧州局ロシア課

社

私の履歴書

参事官（政務班）

「外務省員にとって、大使館勤務は『現場』であり、
『 最前線』」
やはりワシントンは国際政治の中心です。
ワシントンでの情報収集、
米国との政策調整は日本にとって極めて重要です。
そんな
ワシントンで、
それまでの経験を生かして、
朝鮮半島とロシアに関する米国との調整を担当しました。
政策を作るのは本省です
が、
それを米国との関係でどのように調整するかは自分次第です。
その際には自分が普段から築いた人脈だけが頼りです。
外務省
員にとって、
大使館勤務は
「現場」
であり、
「最前線」
です。

▼
2014年
大臣官房人事課

首席事務官（企画官）

▼
2017年
中東アフリカ局
中東第一課長

「高いモチベーションをもって外交に打ち込める環境をいかに 作 る か 」
外務省という組織も一人ひとりの人間から構成されています。
外交では
「個人」
がモノを言いますが、
同時に、
組織力がなければ
効果的な外交を持続的に展開できません。
全ての外務省員が高いモチベーションをもって外交に打ち込める環境をいかに作る
かは、
常に考え続けないといけない課題です。
外務省はすでに霞が関ではフロントランナーとは言え、
さらなる努力が必要です。
女性が働きやすい環境をいかに推し進めるかに取り組んだ3年間でもありました。

「外交では、自国の強み・弱みを客観的に認識することが重要」
日本が外交の地平線を広げ、
これまでに比して対中東外交を強化する時期にこの部署にいることは望外の喜びです。
外交では、
自国の強み・弱みを客観的に認識することが重要です。
日本は中東で軍事力を行使していません。
軍事力がモノを言う中東におい
て、
これは制約要因ともなり得ますが、
強みでもあります。
各国の利害が錯綜する中東において、
日本ほどあらゆる国と良好な関
係を持ち、
政治的な思惑がないと信頼されている国はありません。
日本は、
中東の課題が一朝一夕で解決しないことを前提に、
「平
和と繁栄の回廊」
構想といった日本独自の取組や、
人への
「投資」
など息の長い取組を進めてきています。
バトンを前任から引き継
ぎ、
後任に引き継ぐ。
外交とはそうやって長期的視野に基づいて行われる国家としての営みです。
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04

国際機関等で働く
は動きません。ADBがアジア太平洋地域の発展
にいかに貢献できるかを常に考え、時に対立する

アジア開発銀行 出向中
2010年
2012年
2014年
2016年
2018年

開発途上国や域内外の先進国の支持を得ながら、

入省

在スペイン日本国大使館
外交官補

在チリ日本国大使館

二等書記官

中南米局南米課
現職

課長補佐

●所属機関・業務内容／仕事の醍醐味・魅力

建前が交錯する中で、大局的な視点と具体的な提
案を示しながら合意形成を図っていくことが、国
際機関ならではの醍醐味であると感じています。
以上の業務に加えて、日本政府が単独で拠
出している貧困削減日本基金（Japan Fund for
Poverty Reduction : JFPR）の案件審査にも携

私が現在出向しているのは、フィリピン共和国

わっています。昨年は関連のプロジェクトの進捗

のマニラに本拠を置くアジア開発銀行（ADB）

状況を視察するためにミャンマーの奥地にある村

です。ADBは1966年の創設以来、アジア太平洋

を訪れました。支援がおカネという形をとる以上、

地域の開発途上国に対して金融支援や技術協力な

本来の意図に沿った形で使われているか、どのよ

どを行い、地域の貧困削減と経済・社会発展に

うな形で人々の生活の向上に役立っているかを現

取り組んできました。アジアでは依然として2億

場で確認することは大変重要です。住民の皆さん

6,000万人以上が国際貧困ラインである1日あたり

が生き生きと、将来の展望をお話しされていたこ

1.9ドル以下で暮らしています。また、近年では急

とがとても強く印象に残っています。このような

速な都市化や高齢化、気候変動など、新しい課題

活動を通じて、世界の各地に日本に対して親近感

が浮上しています。こういった中で、ADBでは

を持ってくれる人を増やしていくこともまた、外

インフラ、エネルギー、教育や保健等の社会セク

交業務の一つの形ではないかと思います。

ターをはじめとする様々な分野の専門家が集まり、
地域のさらなる発展を支援しています。

中井 康博

私は現在、日米外交官交流制度を利用して、

米国務省
（日米外交官交流）出向中

米国国務省東アジア・大洋州局経済政策部

2008年

（EAP/EP）に勤務しています。国務省は米国

2014年

における外務省で、米国の外交政策を主導する
立場にありますが、私の所属するEAP/EPは、

2016年

東アジア・大洋州地域における経済政策全般、
特に米国がこの地域で最も主要な多国間の経済
協力枠組みと位置付けるAPEC（アジア太平洋
経済協力）に関する政策を所掌しています。

入省

国際協力局国別開発協力
第三課

課長補佐

政策課

課長補佐

総合外交政策局安全保障

2017年

領事局ハーグ条約室

2018年

現職

課長補佐

APECのプロセスは、毎年11月頃に開催され
る首脳会議に向けて、累次にわたって実務者会
合を行い、各分野で合意事項を詰めていくとい
うものですが、その中でも私が担当しているの
は、農業・食料分野です。私自身も今後、2019
年のAPEC開催国であるチリに出張し、米国代
表団の一員として担当する会合に出席すること
になっていますが、そうした会合において、米

国務省正面

国としての統一した対外政策を打ち出すため、
カウンターパートである米国農務省や商務省な

は、おそらく今後の私の人生の中でも二度とな

どと日々忙しく協議や調整を行っています。

いものであり、特に、アジア・大洋州という地

また、EAP/EPは、2019年から開始されたUS-

域、そして日本という存在を米国の視点から客

SEGA（アジア諸国に対する米国の技術協力計

観的に捉えるという経験は、今後私が日米関係

日々の業務としては、ADB内にある日本理事

画）も所掌しており、各省庁から提出された農

や対東アジア政策に携わっていく中で必ず役に

室に所属し、日本政府の代表としてADBの組織

業・食料に関するプロポーザルを審査して、予

立つと考えています。

運営や個別案件の審査に関わる日本理事の補佐を

算の要否を検討するのも私の仕事の一つです。

その他にも、内部で一緒に働かなければ分か

しています。理事会ではADBの戦略や予算の承

予算を巡る折衝は、日本と同様に米国において

らないようなアメリカ人の仕事のやり方や物事

認、各国への支援プロジェクトの審査などを行い

も厳しいものであり、審査の過程では、各分野

の考え方、そして個人の能力と意欲を最大限引

ますが、これらの案件について日本政府としてど

の専門家である他省庁や関係団体のカウンター

き出すように工夫された職場環境など、参考に

のようなスタンスで臨むかを、事前に事務局や各

パートと議論し、相手を説得することもしばし

なる点が数多くあり、国務省で働くことの面白

ミャンマーのプロジェクト視察

ば求められます。

さを日々感じています。

●学生の皆さんへ

で海外と関わりを持つということ自体はもはや

国理事室と意見交換し、本省と調整しながら準備
しています。
ADBの特徴は、日本が米国と並ぶ最大出資国
として大きな発言力を有していることです。こ

私は外務省に入省後、南米チリの日本国大使館

こが、一国一票を

に勤務するなど、主に中南米外交に携わってきま

持つ国連とは大き

した。スペイン語圏というポテンシャルを秘めた

く異なっています。

ダイナミックな地域と関わることができ、大いに

一方で、日本の利

視野を広げることができました。

益のみを考えて行

一方で、開発協力に携わることは、高校生の時

動するのでは物事

にカンボジアでボランティアをして以来の夢でし

他国の理事補と
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案件を進めていく必要があります。各国の本音と

●所属機関・業務内容／仕事の醍醐味・魅力

ADB本部

グローバル化が進展する中で、日本人が仕事

●学生の皆さんへ

珍しいことではありません。しかし、日本とい

積み重なった歴史を背負って物事を考えること

う立場を完全に離れ、他国の政府機関の中で、

が求められる政府機関の中で、その歯車の一つと

他国の人間として働き、他国の国益のために

して生きることは、自由と自己責任に象徴される

是々非々で議論し、物事を考えるという経験

学生時代の生き方とは全く異なります。その苦労
の大きさを思えば、衰退する日本に見切りをつ
け、個人としての幸福をひたすらに追求していく
生き方もあると思います。

た。様々な立場を有する各国との調整を通じて開

しかし、この国の未来を案じ、公的人材として

発課題に取り組む現在の仕事にやりがいを感じて

生きていく覚悟を決めた人にとっては、入省して

います。

からわずか10年余りの間に、本省での様々な業務

外務省には、新しい分野でドアが開ける環境が

に加え、英国留学、カンボジア勤務、そして米国

あり、夢に向かって貴重な経験を積む機会があり

国務省派遣と、これだけ多岐に亘る経験と成長の

ます。フィールドを広げながら世界を股にかけて

機会を与えてくれる場所は他にないのではと思い

活躍したいと思った方は、ぜひ外務省の扉をたた

ます。少なくとも私は、今もし過去に戻れるとし

いてみてください。

他 国 の 政 府 機 関 の 中 で 、他 国 の 人 間 と し て 働 き 、他 国 の 国 益 の た め に 議 論 し 、
物 事 を 考 え る と い う 経 験 は 、今 後 の 人 生 の 中 で も 二 度 と な い も の

各国の本音と建前が交錯する中で、合意形成を図っていく醍醐味

榎本 歩実

国務省の同僚と

ても、やはり同じ道を選ぶと思います。
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05 「人」を育てる研修制度

在外研修員の声

未来は新しい世代に託される

高橋 美帆

「外交」は、国と国との関係であり、それを支えるのは「人」。

在上海総領事館

外務省では、本省勤務、在外公館勤務、在外研修（留学）の機会を全ての職員に与え、

2015年

キャリアを通した自己成長の機会を用意しています。

2017年

村岡 颯公

領事官補

入省

国際法局国際法課
現職

在エジプト日本国大使館
2015年

事務官

2016年
2017年

研修言語
決定

［ 多角的な視点で一国と向き合う ］

入省前
希望や適性などを考慮して、研修言語が割り振られます。

▼

入省1年目 4月〜
実務研修
語学研修
（２年）

本省での仕事を覚える

前期研修（4月）
外務省研修所で、実務や教養とともに研修言語の学習に取り組みます。
実務および中期研修（5月〜）
本省内の各課に配属され、研修生として実務を担当します。
同時に週2回、研修言語の語学研修を受講します。

▼

集中研修
（3カ月）

入省3年目 4月〜

外交官としての基礎知識を身に付け
在外研修に備える

後期研修
外務省研修所で外務講義や研修言語の学習に集中的に取り組みます。

入省3年目 夏〜
海外研修
（2〜3年）
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［ 外交の第一線で活躍するための能力を磨く ］

ビア語を勉強しています。アラビア語書籍やニュース、討論番組

国語は中国語ではありましたが、中国ましてや海外への長期留学

等に加え、アラブ人との議論も交えながらアラビア語能力の多

は今回が初めてです。大学時代は国際関係論を専攻し、課外活動

角的向上に努めています。

で中国人学生と交流する機会も多くありましたが、どんなに語り

外交官として大使館に勤務すれば、他国の外交官や様々な分

合っても彼らの根底にある思考様式が見えてこず、常にもやもや

野の専門家とアラビア語、英語で議論しつつ、情報収集し、日本

していました。外務省の研修制度はそんな私に2年間というまと

の立場を効果的にアピールしなければなりません。そしてその

まった時間と機会を与えてくれ、
語学の学習を軸にしつつ、
彼らの

ために、ネイティブと渡りあえる語学力が不可欠であることは、

思考様式を規定するものは一体何であるのかという点を考えるこ

本省での2年間の勤務を通じ強く感じたところです。

とを目的に研修に臨みました。

こうしてカイロで、外交官としての基礎であり、しかし習得に

浙江大学では、アジア、欧州、米州出身の多国籍なクラスメート

は時間と根気が必要な語学を、2年間かけて身につけられるこ

達とともに語学の勉強に励みました。
クラスメートとは
「中国人は

とは、外務省の研修制度の優れた点だと思います。仕事でアラビ

なぜこういう行動を取るのだろう」、
「中国ではなぜこのような考

ア語を使う場面―赴任国のカウンターパートとの何気ない会話

えをするのだろう」等、授業内外を問わず語り合いました。彼らと

から、地域情勢に関する専門的な議論、そして総理や大臣等の発

は中国に対して同じような距離感と温度感を持つ仲間として今も

言の通訳まで―を想定しつつ、外交の第一線で使える語学能力

たびたび連絡を取っています。
また、
語学に加え文化・歴史・哲学等

の習得に日々励んでいます。

の授業も受け、多角的に中国を捉える機会も得ました。例えば、茶

在外研修で学ぶことができるのは言語のみではありません。

文化の授業を受けた際には、
茶の種類や特徴だけではなく、
中国医

中東の様々な場所を訪れて、
「アラブの春」以降の混乱を経験し、

学の考え方がいかに喫茶や生活に根付いているか等も学びました。

様々な問題を抱えるこの地域で生活する人々の声も聴きながら、

中国現代文学作品を考証していく授業では、内容に限らずその時

地域情勢や社会問題を学び議論することも、貴重な機会です。加

代背景である半植民地化時代や文化大革命、そしてその時代を生

えて、アラビア語書籍を読み、アラビア語メディアを追う中で、

きた人々についても理解を深めることができ、非常に有意義な勉

日本語とも英語とも異なる巨大な言説空間の広がりを感じ、読

強ができています。

み取ることができるのは、語学習得による大きな喜びの一つと

学外においても、
自身の語学力の向上とともに、
上記のような外

いうだけでなく、地域情勢の分析に深みを与えてくれるもので

国人が抱く素朴な疑問を気軽に議論できるような現地の友人もで

しょう。国際社会の注目する中東地域で活躍できる外交官を目

き、
また、
長期休暇を利用してチベットや内モンゴル等も含めた幅

指す中で、糧となる経験を積めていると思っています。

この研修を経て、研修前より中国という国、そしてそこに住む
人々をより身近に感じるようになりました。
この経験が人と人、
ひ

いざ、在外公館へ。

現職

中国文化、歴史、現代文学等を中心に学んでいます。大学の第二外

エジプトでの研修後は英国に移り、大学院で中東地域の政治
を研究し、その後中東諸国にあるいずれかの大使館での勤務が
始まる予定です。魅力ある外交官になるため、今後も研鑽を積ん
でいきます。

いては国と国をつなぐ架け橋の下地になればよいと思っています。

在外研修
現地の大学や大学院などで研修言語に磨きをかけるとともに、
その国の歴史・政治・経済・社会・文化などの諸事情を学びます。

▼

事務官

私は今、エジプトの首都カイロにおいて、大学に通いつつアラ

する等、
中国の広さとその奥深さを日々感じています。

外交官としての礎を固める

事務官

中東アフリカ局中東第二課

2017年8月から中国浙江省・杭州にある浙江大学で中国語及び

広い地域に旅行へ行く、折に触れて様々な中国伝統工芸品を作成

▼

入省

国際協力局政策課

外交官補

内モンゴル
モスク

クラスメートと

研修地
（杭州）

ピラミッドの前にて

本屋にて
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06

ワークライフバランス実現に向けた取組

外務省では、男女を問わずそれぞれの家庭における出産・育児・介護等の必要に対応しながら、公務にその能力を発揮できる職
務環境が求められています。この課題解決に向け、様々な支援制度を充実させ、職員の「仕事と家庭の両立」の促進に向けた取組
を推進しています。

多様な働き方への理解が
少しずつ深まっていることを感じています
権田 藍

「第5回国際女性会議WAW!」準備事務局次長補
2003年
2011年

入省

欧州局中・東欧課

課長補佐

2013年 大臣官房文化交流・海外広報課 課長補佐

2016年 軍縮不拡散科学部国際科学協力室 首席事務官
2019年

現職

（１）現在の業務内容／キャリアの醍醐味・魅力
現在、国際科学協力室で、日本の優れた科学技術を外交に生かす「科
学技術外交」の推進に取り組んでいます。具体的には、外務大臣科学技
術顧問を含む有識者による、政策への提言、対外発信といった活動の
サポートを行っています。また、研究開発に関する多国間協力、例えば
ITER（国際熱核融合実験炉）計画への対応や、二国間協力として、科学
技術合同委員会の開催といった業務があります。直近では2019年2月
にドイツと会合を開催し、協力の現状と今後の展望に関する議論に参
加しました。日本の科学技術力は多くの国から関心が高く、重要な外
交ツールであることを実感しています。
私自身は元々科学技術を専門としているわけではありませんが、入
省以来、ODA、経済外交、中・東欧の地域情勢、文化交流、と異動のたび
に異なる分野に関わってきており、外交の幅広さ、奥深さを感じてい
ます。それは日本の多様な強み・魅力の発見につながり、飽きることが
ありません。幅広い好奇心を持ち、外国語を使って伝えることに興味

育児において夫自身が主体的な
担い手になるという意識が、
男性職員の間で着実に芽生えつつあります
田村 優輝

総合外交政策局人権人道課首席事務官
2005年

入省

2013年

大臣官房総務課

2017年

現職

2011年

2015年

総合外交政策局海上安全保障政策室
課長補佐

課長補佐

アジア大洋州局地域政策課

課長補佐

（１）現在の業務内容／キャリアの醍醐味・魅力
“You play with the cards you’re dealt –whatever that means.”
これは、漫画「ピーナッツ」でスヌーピーが語った一節です。
「とにか
く手持ちのカードで勝負するんだ」を意味するこの言葉の意味を、外
交に携わる中で折に触れて噛みしめています。
現在私が携わっている人権外交の分野では、国連の人権条約体によ
る対日審査の最前線に立ち、日本国内の人権状況に関する容赦ない質
問に晒されます。人権の保護・促進に資する取組や直面する課題への
日本の対応を、国際場裏でいかに効果的にアピールできるか。所与の
条件の下で国益を最大化すべく、
手札の切り方を日夜検討しています。
「手持ちのカード」の重要性は、通訳業務にも通じます。私が英語通
訳担当官として首脳会談や外相会談に臨んだ際には、総理や大臣の意
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があれば、文系・理系等の専門を問わず活躍できる場所が外務省です。
そしてその多様な業務の中で、常に新しい発見と成長が期待できるこ
とが、
ここでのキャリアの醍醐味だと思います。

ワーキングマザーというあり方は
珍しくもなければ生きづらくもありません
佐藤 美奈

（２）
ワークライフバランスについて
現在、6歳と3歳の男子の育児中です。フルタイムでの仕事と育児の
両立は悩みが尽きませんが、夫や保育園はもちろん、病児保育、両実家
など周囲の関与・協力、また諸先輩方のアドバイスや職場の理解に恵
まれ、今は多忙ながらも充実した日々を実感しています。さらに週1回
テレワークを実施しており、通勤時間を家事・育児にあてることがで
きるため、さらに気持ちに余裕ができました。省内において、ペーパー
レス化を含む業務合理化の取組がますます重視されており、多様な働
き方への理解が少しずつ深まっていることを感じています。こうした
恵まれた環境の中で、これからも仕事と育児の両方を欲張りに楽しん
でいけたらと思います。

中国招聘

日独科学技術協力合同委員会にて

日独科学技術協力合同委員会夕食会

を汲んだ必要十分な訳を心がけました。例えば「牽制」という言葉を
英訳する場合は、文脈に応じcheck, discourage, contain等様々な選択
肢があり、通訳の訳出次第で日本の外交方針の印象が変わってきま
す。緊張感が張り詰める外交の舞台を若手のうちに通訳の立場で数多
く体験し、外交官として「手持ちのカード」を増やすことができるのも、
外務省ならではの得がたい経験です。
（２）
ワークライフバランスについて
「隣国」との長期的な関係構築の重要性は、何も外交に限った話では
ありません。育児において妻を「手伝う」のではなく、夫自身が主体的
な担い手になるという意識は、外務省においても男性職員の間で着実
に芽生えつつあります。私にとって、同じ外務省員である妻と共に2人
の子供たちを育てる毎日は、
多忙ながら充実感に満ちたものです。
私の場合、妻が出産後に職場復帰するタイミングに合わせ、長女の
際に5週間、長男の際に2カ月の休暇を取得。育休中は家事や子育てに
専念し、毎日の炊事洗濯夜泣き対応で鍛
えられました。その期間に私の仕事を引
き継いだのは…なんと妻本人！子供た
ちを寝かしつけた後、食卓を挟んで延々
業務引き継ぎを繰り広げました。育休か
ら復帰した現在も、毎朝子供たちの保育
園送りを担当する中、理解ある上司や課
員の協力を得て、始業時間を遅らせる制
度を活用しています。最近口が達者に
なった3歳の長女による「瀬戸際外交」や、
1歳の長男の夜泣き攻勢に悩まされつつ、
世界平和は家庭内平和から始まると信
じ、
仕事と育児に邁進する日々です。
家族とともに

在米国日本国大使館一等書記官
2003年 入省
2009年 総合外交政策局国連政策課
課長補佐

2011年 総合外交政策局政策企画室
課長補佐

2013年 南部アジア部南西アジア課
課長補佐

2016年 現職

（1）現在の業務内容／キャリアの醍醐味・魅力
私の典型的な一日は、朝起きたら3人の子供達の朝ご飯とお弁当の
準備、下の子供達をベビーシッターさんに預け、長男を保育園に送り
届けて出勤。午前はシンクタンクで有識者と意見交換、お昼は仕事の
カウンターパートとランチしながら打ち合わせ、午後に米国議会補佐
官と意見交換、5時に大使館を出て子供をお迎えに行き、帰宅したらす
ぐ夕食の支度をして・・・。息つく暇がないドタバタな毎日。
そんな中で、初めて日本が議長国を務めるG20についての米国政府
との調整を担い、その他にも、米国の動向に世界の関心が集まってい
る気候変動・環境問題に関する政権や議会の動きを追い、途上国支援
に関する情報収集と日米間の連絡調整、さらには個人的にも大きな関
心事項である女性の活躍支援に関する米国の政策をフォローし日米
間の協力を推進する役割を担っています。

（2）ワークライフバランスについて
3人の子供を育てながら一人前の仕事ができるのだろうかという不
安や思うように仕事に時間が割けない葛藤は常にあります。でも、家
族第一のアメリカ人から、子供の風邪で会議をドタキャンしても良い
のだと学びました。しょっちゅう休みになる保育園、そもそも病児保
育という概念すらないという事実は、家族と子供を仕事よりも何より
も優先する米国社会の価値観の表れであり、同時に、子供との時間を
十分に取れないというワーキングマザーの悩みを少しだけ和らげて
くれます。頑張っているねと声をかけてくれ、突然の休みにも大変だ
ねと気遣ってくれる同僚や上司に励まされることも沢山あります。そ
して、自分の目の前には、より良い日米関係を構築するためにすべき
ことが沢山あって、そのために会うべき人が沢山います。誰と会って
どんな情報を収集して報告するのか、調整困難な課題があった時に、
誰がキーパーソンでどんな説明をすれば相手を説得できるのか、それ
を外交の最前線にいる人間として考え、動く醍醐味は何物にも代えが
たい。だから、出産当日まで働き、産後2ヶ月で仕事復帰することにも、
何のためらいもありませんでした。
そして海外で外交官とし
て生活して、改めて感じて
います。外交官という職業
は、
多様性の中に生きること
です。
ワーキングマザーとい
うあり方は珍しくもなけれ
ば生きづらくもない。
各国の
女性外交官も、
ときには会議
をドタキャンしながら、
とて
も生き生きと、
仕事とプライ
ベートを両立させています。
外交官は、実は、将来子供を
産み育てながら働きたいと
いう女性にうってつけの仕
事かもしれません。
家族とともに

ワークライフバランス実現に向けた取組
取

組

内

容

育児休業

3歳未満の子を養育するために、3歳の誕生日の前日まで休業できる制度

育児時間

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対し、1日2時間以内の範囲での短時間勤務を認める制度

育児短時間勤務

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員に対し、いずれかの勤務形態により、職員が希望する日及び
時間帯に勤務することを認める制度。

勤務形態：①3時間55分×5日、②4時間55分×5日、③7時間45分×3日、④7時間45分×2日＋3時間55分×2日
①小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

早出遅出勤務制度

②放課後児童クラブに託児している小学生の子を迎えに行く職員

③配偶者、父母、子等を介護する職員に1日の勤務時間を変更することなく、始業・終業時刻を変更して勤務させ
る制度（勤務時間の割振り変更）

配偶者出産休暇
男性職員の育児参加のための休暇
海外勤務にかかる人事上の工夫
テレワークの活用

妻の出産に伴う入・退院の付添い、出産時の付添い、入院中の世話等を行うために認められる休暇
妻が出産する場合に、その出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が、これ
らの子の養育のために認められる休暇

夫婦ともに外務省職員の場合、可能な限り1回は、夫婦で同一または近隣の勤務地となるよう配慮
育児、介護、業務効率化等の観点から、一部業務を在宅でも行えるようテレワーク制度を整備
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07

Round-Table Talk

若手職員座談会

石井 敬久

総合外交政策局総務課
事務官
2017年 入省

外務省の仕事のやりがい、
自分の成長。
2017年に入省した4名の若手職員の座談会から、外務省の仕事のやりがいや魅力、学生の皆
さんへのメッセージをお伝えします。
外務省を志したきっかけは何ですか？

石井：私は、外交を通じて、日本の影響力の維持・向上に努めたい
と考え、外務省を志望しました。大学3年生のときに外務省の青
少年交流事業（カケハシ・プロジェクト）で初めて海外に渡航し、
そこでカナダを訪問した際に、当時の大使から文化外交につい
て話を聞き、またユダヤ系のカナダの外交官の方から日本に対
する感謝の意を伝えられたことで、広報文化外交や国際協力の
重要性を痛感しました。
鎌田：子供の頃から第二次世界大戦での日本や世界の味わった
苦難について学んだり、イラク戦争等国際社会において新たな
紛争が生起するのを見たりする中で、
「 平和を築くにはどうした
らいいか」という問題意識を抱くようになりました。その後、英
語の勉強に力を入れ、大学では国際関係論を専攻し、カナダに交
換留学をしました。明確なきっかけはなく、日々の積み重ねの先
に外務省というキャリアが
あった、という感じでした。
川嶋：幼少期から国際関係に
関心を抱いており、大学時代
の経験を通じて、特に北方領
土問題に高い関心を持ち、実
際に日本人の元島民や現在
島に住むロシア人と話をし
たことで、この問題の解決に
携わりたいとの思いを強く
し ま し た 。世 界 史・世 界 情 勢
の現場に立ち会うだけでは
なく、それらの当事者として
川嶋 康徳
実際に関わってみたいと考
え、外交官を志しました。
大臣官房広報文化外交戦略課
事務官
宮 崎：高 校 生 の 時 に 1 年 間 デ
2017年 入省
ンマークに留学した際、その
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土地の文化を学ぶこと、また自分とは異なる価値観の人々と意
見を交わすことが楽しく、漠然と将来は海外に携われるような
仕事がしたいと思ったことがきっかけです。その後、大学で政治
学を学ぶうちに他の国との関わりを通じて、日本そして世界に
貢献することができる外務省を志望するようになりました。

公務員試験や官庁訪問に向けてどのような準備をしまし
たか？

石井：関西の大学に在籍していたため、周囲に外務省志望者があ
まりおらず、外務省職員・内定者との接点もほとんどありませ
んでした。そこで、関西で開催される説明会には積極的に参加し、
官庁訪問に向けて、外務省職員の雰囲気を知り、業務や政策の具
体的なイメージを持つように心がけていました。
川嶋：私は、法学部でも経済学部でもなかったため、試験合格の
ために予備校に通っていました。勉強開始から試験までの時間
が限られていたので、時間を割くべき教科を明確化し、費用対効
果の悪い勉強にならないよう意識していました。官庁訪問に向
けては、よく友達と面接練習をし、自分の話し方の問題点を友達
に指摘してもらいました。

現在、それぞれどのような業務に携わっていますか？

川嶋：広報文化外交を戦略的に展開する業務を担当しています。
広報文化外交は伝統的な政府間の外交とは異なり、相手国の国
民に日本の魅力を伝え、また日本の政策を理解してもらい、日本
のファンや味方を増やすことが目的です。私の部署では、知識層
に対する政策広報から草の根の人的・文化交流まで幅広いツー
ルを活用し、日本の政策に資する国際世論の醸成に努めていま
す。実態よりも、国際世論を味方につけるストーリーづくりが重
要になっている昨今、広報文化外交への注目は高まっていると
思います。
石井：現在の部署では、総理・外務大臣に関わるような重要な外

交政策の総括や、自由で開か
れたインド太平洋、G7外相
会合など、種々の外交政策を
調整する業務に携わってい
ま す 。具 体 的 に は 、省 内 の 各
部署で作られた資料を最終
的に確認したり、分野横断的
な立場から各部署に助言を
したり、省内の外交日程をと
りまとめたりしています。特
に大型行事の直前には省内
の各部署から急ぎの確認書
類が立て続けに届くため、大
量の書類に素早く目を通し、
問題がないかどうか迅速に
確認することが求められま
す。

特に印象に残るエピソードはありますか？

宮崎：各国の首脳や外務大臣が訪日した際にその都度関わった
ことや、TICAD閣僚会合の準備も印象的でしたが、何よりも一
番の思い出は、自身が担当官として関わっているセーシェルの
副大統領が訪日した際の準備に携ったことです。成果文書の交
渉を行うため、上司の課長と共に現地まで出張し、ぎりぎりまで
交渉を続け、本当に大変でしたが、外務省に入省して最も楽しい
と感じた瞬間でした。
鎌田：2017年9月に北朝鮮が核実験を行った時です。それ以前
も 挑 発 行 動 は 断 続 的 に あ り ま し た が 、過 去 最 大 規 模 の 核 実 験
だったこと、北朝鮮のレトリックが挑発的だったことから、日本
でも極めて緊張が高まりました。世界中の首脳が集まる同月の
国連総会でも、北朝鮮問題が中心的に議論されました。私個人と
しても、日々の仕事が国民の生命と安全に直結するという事実
と責任の重さを改めて突きつけられたように感じたのを覚えて
います。

職場の雰囲気はどうですか？また、先輩・上司からの言葉
で印象に残っていることはありますか？

宮崎：アフリカ部は女性が多く明るく賑やかな雰囲気です。ア
フリカを相手にしていると予想外のことが日々起こるのですが、
毎回明るく楽しく乗り切る雰囲気があります。また、入省してす
ぐに、上司から「2ポスト先にいる自分をイメージして働くよう
に」と助言を受けたことが印象に残っています。いつか自分が課
内をとりまとめる立場になったときのために、先輩、上司の姿か
ら学ぶように心がけています。
鎌田：北東アジア第二課は、一言でいうと、
「 エネルギッシュ」な
職場です。北朝鮮問題は社会からの関心が高く、緊急の案件も多
いため、上司からの指導は厳しいですが、同時に冗談や笑い声も
飛び交います。また、外務省の仕事への情熱を強くお持ちの方が
多く、仕事へのモチベーショ
ンは高いです。北朝鮮問題に
関して厳しい局面を一緒に
乗り越えてきた結果、強い絆
があり、外務省に入って得た
一番の財産は、すばらしい上
司・同 僚 と の 出 会 い で す 。ま
た 、宮 崎 さ ん と 同 じ で 、私 も
「常に二つ上の役職にいるつ
もりで」という上司の言葉が
印象に残っています。外務省
では年齢とともに役職が上
がり、責任が増加していくの
宮崎 愛子
で、入省1、2年目だと、ともす
アフリカ部
れば自分の力不足を「若手だ
アフリカ第二課事務官
から」と自分に言い訳してし
2017年 入省
まいかねません。謙虚さはも

ちろん大切ですが、日々の業務では、若手であっても、自分の身
の回りだけでなく、省全体、日本や世界全体で何が起こっている
か、何を求められているかを広い視野で意識するように心がけ
ています。

在外研修・在外公館勤務に向けた抱負、また今後実現した
い夢や目標は何ですか？

宮崎：語学を一つ身につけることは、自分の中にものの見方を一
つ増やすことだと思います。私はスペイン語研修なのですが、語
学、そしてスペイン語の考え方を自分に取り入れ、それを武器と
できるよう、楽しみながらよく学びたくさんのことを吸収した
いです。そして、外務省で働く限りどの課やどの国にいても、自
分が仕事にしたいと考えていた、他の国と関わりを通じて、日本
そして世界に貢献することができると思うので、いろいろな課
で経験を積みながら楽しく誠実にこつこつ働きたいと思います。
川嶋：私は研修語がロシア語
なので、ロシアで2年、英国ま
たは米国で1年の在外研修を
した後に、モスクワの大使館
で勤務することになると思
います。日露間の課題を解決
するためには、ロシア人の思
考の根源を探る必要がある
と考えており、在外研修では
ロ シ ア 人 の 思 想 、文 化 、歴 史
等を深く学び、在外公館勤務
時 に は 、最 前 線 で 、実 際 の 交
渉に携われることを楽しみ
鎌田 みどり
にしています。自分の知らな
アジア大洋州局北東アジア第二課
い分野にどんどん挑戦して
事務官
いくことで、様々な引き出し
2017年 入省
を持つ外交官を目指したい
です。

学生の皆さんに向けたメッセージをお願いします！

鎌 田：就 活 で 悩 ん だ 時 は い つ も 、 ” I t a l w a y s s e e m s
impossible until it’s done.”というフレーズを思い出してい
ました。大きな目標と現実の自分のギャップに悩むのは誰でも
同じだと思いますが、日々の努力は必ず自分の糧になると思い
ます。私自身、現在、日々の仕事は挑戦ばかりですが、地道に取り
組んでいくと自分の成長を実感できる瞬間があり、とても充実
しています。皆さんの努力が夢の実現につながることを願って
います。
石井：卒業後の進路については、いろいろと悩むことが多いと思
いますが、社会人や大学の先生、家族、友人などできる限り多くの
人からいろいろな話を聞き、これまでの人生を振り返って自分が
どんなことにワクワクするのか、どんな価値観を大事にしてきた
のかを考え、数十年後の自分がどうありたいかを想像してみてく
ださい。それでも決心がつかないときは、最後は初心に戻り、自分
の直感を信じてください。皆さんにとって良い選択ができること
を、そして、選んだ道で活躍されることを願っています。
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採用関連 Q& A

Q1
A

「よくある質問」の中から

どのような人材が求められてい ま す か ？
厳しい国際社会の中で日本の利益を追求していくため、
（ 1）国民のために働きたいという強い意志と責任感を
持つこと、
（ 2）未知の課題に積極的に取り組むチャレンジ精神を持つこと、
（ 3）冷静に考え、かつ、機動的に動
くことができることが求められています。

Q2 英語ができないと外務省には入 れ な い の で し ょ う か ？
A

採用選考は学力、適性等を総合的に勘案し、人物本位で行っています。外務省総合職職員として活躍するため
に英語力は重要ですので、外務省としては、官庁訪問の際に、TOEFLまたはIELTSのスコアを提出することを

推奨しています。優れたスコアは高い語学能力を示すものとして評価されます。他方、英語力のみによって採
用の可否を決めることはありません。外務省は多様な人物を求めており、語学力が不十分であっても、高い能
力と意欲が評価されて採用され、入省後に語学力と外交官としての素養を得て活躍している職員も少なくあ

りません。なお、英語以外に得意言語があれば、当該語学の公的な語学試験のスコアの提出を推奨しています。

Q3 留学経験・海外生活経験がない の で す が 、 採 用 さ れ ま す か ？
A

の経験を通して何を会得したかが重要であり、経験の有無のみを以て採用の可否を判断することはありませ
この研修の機会に高いレベルの語学力を得、かつ、外交官としての素養を学ぶことが求められます。

Q4 理系区分でも採用されますか？
外務省は、その業務が多岐にわたることから、多様な人材を求めており、国家総合職試験の区分にとらわれず、
人物本位で採用選考を行っています。どの区分の合格者も、官庁訪問において、面接等を通じた採用を行って
います。

Q5 配属や転勤の希望はかないます か ？
A

未来への志のある学生の皆さんへ
激動する国際社会において外務省は、
日本の安全と繁栄、
日本人の生命と財産を守るという
大きな使命を背負って、
日々外交の最前線で業務を行っています。
私たち外務省の職員一人ひとりは、
この舞台の上で、明日の日本のために、
その全人格を以て業務に当たっています。
外交の最前線で日本を体現する。

採用選考は学力、適性等を総合的に勘案し、人物本位で行っています。留学経験・海外生活経験については、そ

ん。なお、外務省では、採用後、本省での研修及び勤務を経て2〜3年間の在外語学研修の機会が与えられます。

A

Epilogue

本人の能力、適性、希望等を総合的に考慮し、配属先が決定されます。概ね2〜3年ごとに配属先が変わります
ので、様々な仕事を通してより多くの知識や経験を得る機会があります。

皆さんは、10年後、
どこで、どのような仕事をしていたいですか？
30年後、皆さんの子供たちが生きる日本を
どのような国にしたいですか？
国のために働きたい、
グローバルに活躍したい、
未知の世界でチャレンジしたい、
様々な人と共に平和で安全な国際社会を作りたい、
そのような熱い思いを持っている皆さんを
外務省は求めています。
外務省採用担当一同

Q6 海外勤務はどれくらい続きます か ？
A

新規採用者は、本省での2年間の研修を終えた後、研修後の履修に適した国の大学、大学院などで2〜3年間の

研修を行います。研修終了後はそのまま在外公館で勤務するか、帰国して本省で勤務することになります。そ
の後は概ね2〜 3年ごとに異動があり、本省と在外公館を交互に繰り返して勤務するのが一般的です。

Q7 女性の活躍の場はありますか？
A

外務省職員の約3割が女性職員であり、男女によって仕事を区別することはありません。育児休業、配偶者同行
休業などの各種制度を積極的に活用しやすい雰囲気も醸成されていますので、女性が大いに実力を発揮でき
る職場です。
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合同庁舎2号館

日比谷線

警視庁

国土交通省

法務省

裁判所合同庁舎
霞ケ関駅

丸ノ内線

Ａ4出口

外務省

●

Ａ8出口

農林水産省

●

国会議事堂前駅

千代田線
経済産業省

財務省

虎ノ門駅

銀座線

外務省総合職採用については下記へ

外務省

〒 1 00 - 8919 東京都 千代田区 霞が関 2 - 2 - 1
Tel : 03 - 3580 - 3311（代）（内線：2197）
ht t ps://w w w.mofa.go.jp/mofaj/

