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電 話：03-5250-3921  FAX：03-5250-3925

主 な 経 歴

平成 7年 3月 早稲田大学法学部卒業

平成 12年 4月 司法修習修了（第 52期）

平成 12年 4月 弁護士登録（大阪弁護士会）

平成 13年 4月 第一東京弁護士会に登録替

平成 13年～平成 15年 第一東京弁護士会 司法改革推進センター ADR部会委員

平成 15年～ 日本弁護士連合会 国際交流委員会幹事

平成 18 年 9月～平成 20

年 11月

JICA（独立行政法人国際協力機構）モンゴル法整備支援プロ

ジェクト 長期専門家

平成 21 年 4月～平成 26

年 3月

JICA国際協力客員専門員（法・司法）

平成 25 年 4月～平成 26

年 4月

JICA カンボジア民法民事訴訟法普及プロジェクト長期専門

家

平成 26年 4月～ JICA国際協力専門員（法・司法）

主 な 取 り 扱 い 分 野

海外に対する法整備支援（特に、民商事法起草支援、不動産登記、和解・調停制度、ＡＤＲ

制度構築）

民事訴訟一般、家事手続（離婚、相続等）、破産・民事再生手続、

仲 裁 人 の メ ッ セ ー ジ

現在は、ちょっと変わった、海外に対する「法整備支援」という仕事をしており、モン

ゴルやインドネシア、ネパールなどで、和解・調停制度、ADR制度の構築支援にかかわ

ってきました。

どの国でも、社会の発展に伴い、個人の生活の選択肢が増えるにしたがって、離婚事件

は増えており、家族のメンバーそれぞれの将来の生活をどう考えていくかということも、

各国で大きな問題です。家族の問題は、個々の家族の置かれた状況によってさまざまで、

育った国の異なる当事者の間では、なおのことですが、これまで、各国の法律家たちと、

社会背景や文化の違いを超えて、紛争解決のあり方について議論してきた経験を生かし、

父、母、子それぞれが、できるだけ過去と現在を受け入れ、将来に向かって行けるよう

な方法を考えていきたいと思っています。

主 な 著 書 等



「法律家の国際協力―日弁連の国際司法支援活動の実践と展望」現代人文社（共著）



Miha Isoi 

Teramoto Law and Accounting Offices 

Kyodo Bld. 4F, Ginza2-5-5, Chuo, Tokyo, Japan 

(Japan International Cooperation Agency (JICA) 

Ichibancho 5-25, Chiyoda, Tokyo, Japan) 

Tel:81-3-5250-3921   Fax: 81-3-5250-3925

Education, Bar Admissions & Professional Experience 

March 1995 Graduate from Waseda University Faculty of Law (Bachelor of 

Law) 

April 2000 Graduate Research and Training Institute (the 52th promotion) 

April 2000 Admitted to Japan Federation of Bar Associations and Osaka Bar 

Association 

April 2001 Move to Dai-ichi Tokyo Bar Association 

2003 - Member of committee for International Relations of JFBA 

Sep 2006 - November 

2008 

Long-term Expert for JICA Legal Reform Project in Mongolia 

April 2009 Visiting Senior Advisor to JICA (Law and Justice) 

April 2013 - April 2014 Long-term Expert for JICA Legal and Judicial Development 

Project (Phase4) in Cambodia 

April 2014 - Senior Advisor to JICA 

Practice Area 

International development assistance in legal and judicial field (especially on introducing and 

strengthening ADR such as mediation, legislation of civil and commercial laws, land 

registration),  

Civil litigation, Family cases, Small and medium bankruptcy cases, etc. 

Message to Parties 

I have been involved in the international development assistance in legal and judicial field for 

recent years, including support for the governments and the courts of Mongolia, Indonesia and 

Nepal, on introduction of ADR such as reconciliation and mediation. 

In every country, as the society has experienced changes and people have more choices for 

lifestyle, the number of divorce cases is increasing. And, in every country, consideration of life of 

each family member in the future is also a significant issue. Matters in the family varies with the 

situation of each family, still more does it when the family members are from different countries. 

I would be happy if I could use my experiences of discussion and dialogue on the better way of 

dispute resolution with legal professionals from several countries for the benefit of disputed 

family members, to recognize and accept the situation of the past and the present, and to find the 



better resolution for the future. 

Publications 

“Houritsuka no kokusai kyoryoku – Nichibenren no kokusai shiho shien katsudo no jissen to 

tembou (International cooperation by lawyers - Experiences and future perspectives of 

international cooperation for judiciary of Japan Federation of Bar Associations)” 

Gendai-Jinbun-Sha (co-author)


