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【要旨】
2004 年スマトラ沖地震、
2008 年ビルマ（ミャンマー）を襲ったサイクロン「ナルギス」
、
2010 年ハイチ大地震、
2011 年東日本大震災、2015 年ネパール大地震など、度重なる死者数万人規模の大規模自然災害を契機として、
脆弱性に関する議論が熱を帯びている。これらの災害によって受けた被害は個人、コミュニティによって異な
るが、今なお多くの人びとが以前の生活を取り戻せず、災害がなければ過ごせたであろう平穏な日々からは程
遠い生活を余儀なくされている。本特集では、災害のみならず紛争、民族問題、ジェンダー、農村金融など、
多様な分野におけるフィールド研究を通じて、脆弱性の概念を再検討することを目的としている。すべての研
究が現地に直接出向き、自らの足でその地を歩き、そこで暮らす人びととの関わりの中から論を展開している
ことに加え、執筆者全員がそれぞれの脆弱性克服にむけた取り組みに何らかの形で関わっていることに特徴が
ある。研究者としての学術的関心にとどまらず、自身が問題解決を目指すことにより、現場の声をより近い距
離で捉えることが可能となり、脆弱性を生み出す社会構造に対する内側（当事者的視点）からの理解が深まる
と考えられる。国際ボランティア学を考える上で、学門を志す研究者としての立場と、国際ボランティアの実
践者としての立場が相反することなく同居することによる相乗効果の可能性を本特集は示しているといえる。
【キーワード】脆弱性、貧困、災害、レジリエンス

1．特集概要

ショックからの回復の程度を早めるために脆弱性

自然災害にかかわらず、人びとの生活を脅かす外

を削減するための取組みが求められている。逆を言

的ショックはさまざまな形態で人びとを襲う。気候

えば、脆弱性の拡大は、外的ショックへの対応能力

変動によって、これまで発生しなかった地域で大規

を低下させ、それまでの個人または社会の努力によ

模洪水や干ばつが起きる。原発事故とその後の政府

る成長の成果を無に帰し、人間開発の後退を引き起

の不十分な対応によって住む場所を追われ、仕事を

こしうることから、早急な対策が求められていると

失う。紛争によって家族が離散、または家族そのも

言える。

のを失い、生活の基盤が損なわれる。差別や迫害に

脆弱性に関するこれまでの議論は、災害や貧困な

よって、安定した職につけず、経済的困窮状態に陥

ど、特定のリスクに対して、被害の拡大要因として

るなど、その要因は様々で、現状では予想もできな

の脆弱性に焦点を当てたものが大半であった。しか

いような外的ショックが今後発生する可能性も否

しながら、脆弱性は、社会を構成する多様なアク

定できない。

ターや構造的暴力によって顕在化するケースが大

そして、これら外的要因によるリスクは、程度の

半であり、またリスクの性質によってもその意味合

差こそあれ誰しもが抱えている。しかし、このよう

いは異なる。また、人間の脆弱性は、個々の能力と、

な災難に見舞われた場合であっても、ある集団・個

個人が置かれた社会状況によって大きく左右され

人は比較的ダメージが少ない一方で、別の集団・個

る。そのため、個別のケーススタディの蓄積による

人には壊滅的被害が発生するケースがみられる。そ

重層的な理解が必要とされる。

のため、災害や紛争など上記のような外的なショッ
クを未然に防ぐことと同等に、ショックを軽減し、

本特集では、災害や紛争、民族差別、ジェンダー、
農村金融など、多様な分野におけるフィールド研究
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を通じて、脆弱性の概念を再検討することを一つの

て、必ずしも災害が発生するわけではない。また、

目的としている。人びとを脆弱性から守ることがで

同じ外力であったとしても、そこから発生する被害

きていない原因の大部分は、政策の不備と社会制度

の対象や特徴、規模は地域によって異なる。ホフマ

の欠陥にある（UNDP 2015）。生活状況の変化や外

ン・オリヴァー＝スミス（2006）によれば、「社会

的ショックに対して、特に脆弱性の高い状況に置か

は歴史的に作り上げられた『脆弱性』のパターン

れた人びとの視点から、その原因としての災害や紛

－それは場所・社会基盤・社会政治組織・生産分

争、差別、構造的暴力に焦点を当てることにより、

配体制・イデオロギーの中で明らかになる－をもっ

現場（フィールド）からの提言としたい。

ており、その文脈の中で災害は避けられないものと
なる」（7）と指摘しており、また「社会がもつ脆弱

2．災害分野における脆弱性に関する議論
本論ではまず、筆書がこれまで研究・調査を進め
てきた災害分野における脆弱性の議論の概観を示

性のパターンは、災害の中心的な要因であり、それ
は、災害の全展開を通して、破壊素因の物理的な力
よりもはるかに強く個人と組織の行動を決定する」

す。災害分野における脆弱性の概念が、他の分野に

（7）と述べている。言い換えれば、地域社会の災害

おいてすべて適応できるわけではないことは論を

に対する脆弱性とは、
「ハザードの影響に対するコ

俟たない。しかし、災害は、被害を発生させる外的

ミュニティの感受性を増加させる、物質的、社会的、

要因が明確であり、被害を受けた個人、地域を特定

経済的、環境的要因、もしくはそれらのプロセスに

することも比較的容易であることから、脆弱性に関

より決定づけられる状況」（ISDR 2004: 16）である

する議論が活発に行なわれてきた分野である。その

と言える。

ため、本特集において脆弱性の概念を再検討する上
での一つの指標として、以下に概観を述べる。

これまで脆弱性の概念は、主に貧困や飢餓に関
する研究分野における分析対象として活発に議論
がなされてきた。代表的な論者であるチェンバー

2-1. 災害における外的ショック
災害を引き起こす外的ショックである「外力」は

スは、脆弱性は、食糧や財の欠乏（Lack）や不足
（Want）を意味する貧困（Poverty）と同じなのでは

「ハザード（Hazard）」と呼ばれる。2005 年に国連

なく、危険性（Risk）や衝撃（Shock）、緊張（Stress）

防災世界会議（神戸市）において採択された「兵庫

に対して無防備（Defenceless）で、安全性に欠け

行動枠組み（2005-2015）」によれば、外力とは「人

（Insecurity）、それらに晒されている状態（Exposure）

命の損失、負傷、財産への損害、社会的・経済的崩壊、

であると定義づけている（Chambers 1989）。チェン

もしくは、環境破壊を引き起こす可能性のある、潜

バースによる脆弱性の定義は個人や家族単位に焦

在的に有害な自然事象・現象、人間活動」のことで

点をあてているが、このような脆弱性の概念が、災

ある。また、外力には、将来的に脅威となる可能性

害の発生・規模を決定づける上でも重要な要素と

のある潜在的な状況や自然的（地質学的、水文気象

なっている。

学的、生物学的）あるいは、人為的行為（環境破壊・

災害研究において脆弱性を位置づけたワイズ

技術ハザード）により引き起こされる潜在的な状況

ナーは、災害脆弱性を「自然災害のインパクトに備

が含まれる（ISDR 2011）。

え、対応し、抵抗し、そして回復するための能力に
影響を与える個人または集団の特徴と状況」と定義

2-2. 災害と脆弱性
災害は人間集団の存在を前提としている。人間の

づけ（Wisner et al. 2003: 11）、物理的な加害力とし
ての外力は、脆弱性を介して初めて具体的な被害へ

営みの無い場所において、サイクロンや洪水、地震

と発展すると指摘した
（図 1）。ワイズナーによれば、

が発生しても、何ら被害は生じないことから、災害

脆弱性は貧困や権力構造、資源へのアクセスの偏

は発生しないことになる。そのため、災害は、ある

り、グローバルな経済システムといった、「根本原

社会・組織などの人間集団に何らかの破壊を引き起

因」が存在する地域において、教育や医療などの社

こす可能性がある外力が加わることによって、発生

会インフラの欠如や報道の自由、市場の不活性、ま

するものと捉えることができる。

たは人口増加や都市化、環境悪化といった「動態的

しかし、人間集団と外力が結びついたからといっ
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での暮らしや低い所得水準といった災害に弱い「危

があると考えられる。一つには、
「外力」
（災害誘因）

険な生活状況」として、地域の具体的な生活の場で

の予防もしくは理解の深化であり、他方は災害素因

顕在化するとしている（Wisner et al. 2003）。

となる脆弱性の克服である。

これらのことから、災害とは外的要因としての外

災害誘因の発生の予防は、災害のきっかけとなる

力と、内的要因としての社会が抱える脆弱性が相互

外力の発生自体を防ぐという意味で最も抜本的な

に影響しあった結果発生する事象であると考えら

方策である。しかし、予防可能な災害要因は天然痘

れる。脆弱性の概念が提示されることにより、災害

の根絶等に見られるような一部の災害誘因に限ら

の引き金となる外力だけでなく、社会や個人が内部

れる。サイクロンや地震といった大規模自然災害な

に抱える災害被害拡大要因となりうる弱点の分析

どの災害誘因は根絶が不可能である。その意味で、

に注目が集まることになったといえる。

防災力の強化を目的とした政策を検討する場合に
おける「外力」そのものへの対応は、
その地域にとっ
て脅威となる「外力」の位置、時期、規模を正確に
知るための「予知」
「予測」の向上による理解の深
化がその中核をなすことになる。
一方で、人間集団の存在する場所に「外力」が加
わった時に起きる望まざる変化に抵抗し被害を最

図1

脆弱性を含んだ災害概念

小限にする力や、発生してしまった被害からの回復
力を「レジリエンス」と表現することがある。近年

2-3. 災害素因と災害誘因
これらの議論を踏まえて、特に 1980 年代以降、

災害被害を軽減するための要素として、人間集団を
形成する社会に影響を及ぼす災害にフォーカスし

社会学的災害研究においては災害発生のきっかけ

た対処能力として「レジリエンス」という言葉が

となる外力を「災害誘因」、外力を受ける社会・組

使用される。統一された定義付けはなされていない

織の特性からくる人間集団の脆弱性を「災害素因」

が、社会に内包される外力に対する脆弱性を克服す

として、この 2 つの要因の組み合わせを災害分析

るために、災害素因を対象としたアプローチによっ

の基礎としてきた（内閣府 2006）。災害が発生する

て得られる抵抗力の総称であるといえる。

かしないか、災害によってどの程度の被害が発生
するかは、これら外力の規模と脆弱性の大小によっ
て決定されうると考えられる（図 2）。いいかえれば、
防災政策においては、社会に内包される外力に対す
る弱点である「災害素因」と、その弱点を突いて災
害を引き起こす外力である「災害誘因」のどちらか、
もしくはその両方に働きかける必要があるといえ
る。

図3

災害の発生・規模＝発生現象の外力（災害誘因）×
個人または社会の脆弱性（災害素因）

レジリエンスによる脆弱性の克服

脆弱性に関するこれまでの議論は、災害という特
定のリスクに対して、被害の拡大要因としての脆弱
性に焦点を当てたものである。しかしながら、人び

（出典）Wisner et al.（2003）
、内閣府（2006）を編集

とを襲う外的ショックは災害だけではない。紛争や
経済的危機、病気など、さまざまなリスクが人び

図2

脆弱性を含んだ災害公式

との生活に悪影響をおよぼす。これらの外的ショッ
クは、多くの場合そこに暮らす人びと誰もに平等に

2-4. 脆弱性とレジリエンス

発生するものであるが、そこから受ける影響は個人

防災政策を災害誘因と災害素因の観点から分析

やコミュニティによって異なる。そして、この外的

すれば、災害の発生を防ぐには、2 つのアプローチ

ショックから受ける影響の差異に着目したのが脆
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弱性の議論である。つまり、ある人は災害が発生し
ても迅速な復興ができるが、ある人は回復不可能な

解される。
田中は、女性、子ども、ダリット、遠隔地の被災者、

までに大きな被害を受ける。この差がなぜ生まれる

高齢者、障害者の人びとが、災害などの大きな外的

のかを考えるための概念として脆弱性に関する議

ショックが働いた際には特に、社会的排除の対象と

論が熱を帯びてきたと言える。

なりやすく、脆弱性が顕在化することを指摘してい

また、脆弱性は、社会を構成する多様なアクター

る。しかしながら、これらの人びとに対する社会的

や構造的暴力によって顕在化するケースが大半で

排除とそれに伴う脆弱性の高まりは、平時の段階で

あり、リスクの性質によってもその意味合いは異な

すでに顕在化しているものであり、災害などの外的

る。さらに、人間の脆弱性は、個々の能力と、個人

ショックはそれを可視化しているに過ぎないこと

が置かれた社会状況によって大きく左右される。そ

が、田中論文から理解される。

のため、個別のケーススタディの蓄積による重層的
な理解が必要とされる。

下澤と堀場は、ともに紛争状態に置かれた少数民
族が抱える脆弱性を論じている。下澤は、和平協定

これらの問題意識のもと、本特集は、フィールド

締結後もそれらが十分に実行に移されず、バングラ

研究をもとに、脆弱性の概念を再検討することを目

デシュの少数民族がいまだに抑圧された環境下で

的としている。異なる地域や外的ショックのもと顕

の生活を余儀なくされていることを指摘している。

在化する脆弱性に関する議論は、概念としての脆弱

また、堀場は、国際社会で報道されないタイ深南部

性により現実味をもたせ、脆弱性を低減させる取り

の紛争を取り上げ、住民とそれを取り巻く市民社会

組みにも有益な示唆を与えるものと思量する。

の分断が和平交渉の進展を拒み、結果として少数派
の人権が十分に保障されない状況を生み出してい

3．考察

ることを指摘している。これらの議論から、少数民

3-1. 脆弱性は誰に顕在化するのか

族のもつ脆弱性（vulnerability）が、かれらをとり

表 1 に各論文で示された脆弱性が顕在化する主体

まく制度や社会の脆弱性（fragility）によってより

と、主体に影響を及ぼす外的ショック、そして脆

高まりをみせることが理解される。奇しくも同じ脆

弱性が高まる要因を示した。本特集論文において、

弱性と訳される 2 つの要素は、互いに関連し合あっ

日下部（達）と高橋は、脆弱性が顕在化する主体

ており、人びとの vulnerability が、社会の fragility

として貧困層を取り上げている。前述のチェンバー

を高め、fragility な社会や制度が vulnerability な人

スの定義からも明らかなように、貧困は脆弱性と非

びとを生み出すことを両論文は示しているといえ

常に関連性の深い概念である。日下部は、上中階層

る。

に比べて貧困層は復興に時間がかかり、また衣食住

本特集からもわかるように脆弱性はきわめて社

の確保に資金の大部分を投入する必要があること

会構造的な問題として発露する。貧困にしろ、民族

から、災害復興の過程で子どもの教育機会が奪われ

差別にしろ、ジェンダー課題にしろ、これらは、そ

やすいことを指摘している。教育レベルの低下は、

の社会が潜在的かつ構造的に抱えている問題が、外

貧困からの脱却を困難にする恐れがあることから、

的ショックによって顕在化したに過ぎない。脆弱性

長期的には災害への抵抗力をより失うこととなり、

を顕在化させる多くの要因が、外的ショックが加わ

脆弱性を高めかねない。

る前の段階ですでに問題として認識されているが、

また、高橋は、貧困農民は農産物価格や自然天候

それを取り除くための取り組みや、問題意識を平時

などの様々な不安定要素の影響を受けやすく、農村

の段階で維持することの困難さは想像に難くない。

金融のもつ、
「市場と資本へのアクセスの欠如」を
克服するという目的が果たせないばかりか、債務に

3-2. 脆弱性に関する研究と国際ボランティア

より、出稼ぎを余儀なくされる、土地を担保に取ら

2015 年 9 月 に ニ ュ ー ヨ ー ク で 開 催 さ れ た「 持

れて農村に居場所を失うなど、農村社会のあり方そ

続可能な開発に関するサミット」によって採択

のものを脆弱性の高い方向へと向かわせる可能性

された「持続可能な開発目標（SDGs : Sustainable

を提起している。これらの指摘からも貧困と脆弱性

Development Goals）」では、貧困、飢餓、ジェンダー、

は強い相関関係にあり、相乗的に悪化することが理

保健、気候変動といった項目に対して 2030 年を期
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限とした目標を定めている。SDGs は様々な開発政

今回の特集では、すべての研究が現地に直接出向

策をより緊急性の高い 17 の目標に振り向ける役割

き、自らの足でその地を歩き、そこで暮らす人びと

を担っており、SDGs における一つ一つの課題が、

との関わりをもった上で論を展開している。また、

様々な外的ショックに対する人びとの脆弱性との

執筆者全員がそれぞれの考える脆弱性克服に向けた

関連性を有している。そのため各目標への取り組み

取り組みに何らかの形で関わっていることも特筆す

がそのまま脆弱性を低減させるためのレジリエン

べき点である。研究者としての学術的関心にとどま

ス向上につながる可能性を秘めているといえる。し

らず、自身が問題解決を目指すことにより、現場の

かし、脆弱性をどれだけ軽減できるかは、各目標の

声をより近い距離で捉えることが可能となり、脆弱

達成に至るプロセスの中に脆弱性を抱える当事者

性を生み出す社会構造への理解が深まると考えられ

の視点をどのように入れ込むのかにかかっている。

る。国際ボランティア学を考える上で、学門を志す

高橋は、外部的な関わりを通じてレジリエンスを

研究者としての立場と、国際ボランティアの実践者

高めるには、農民をパートナーとして捉え、彼らと

としての立場が相反することなく同居することによ

彼らの暮らす農村社会を知ることから始めるべき

る相乗効果の可能性を本特集は示しているといえる。

であるとしている。
表1

脆弱性の顕在化主体とその要因

脆弱性の顕在化主体

外的ショック

要

因

日下部（達）論文

貧困層、子ども

自然災害、竜巻

不安定な収入、社会保障制度の欠
如、保険制度の不浸透

堀

場

論

文

少数民族、市民社会

紛争、暴力、不当逮捕

市民社会の分断、同化政策、構造
的暴力

下

澤

論

文

少数民族、市民社会

暴 力、 不 当 逮 捕、 女 性
への暴力

少数民族の分断、軍の駐留、不十
分な和平協定の実施

高

橋

論

文

貧困農民、村落コミュ
ニティ

自然天候、農産物価格

農村金融における不十分な審査・
監督、農業保険や農業信用保証の
不在

田

中

論

文

女性、子ども、ダリット、
遠隔地の被災者、高齢 自然災害、地震
者、障害者
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日下部 尚徳

Reconsidering Vulnerability: From the Viewpoint of Field Studies
Naonori Kusakabe
(Otsuma Women’s University)
Discussion of vulnerability has been heated in the field of disaster studies since a series of large-scale natural calamities
caused the death of tens of thousands in the Sumatra Earthquake in 2004, Cyclone Nargis in Myanmar in 2008, the
Haiti Earthquake in 2010, the Great East Japan Earthquake in 2011 and the Nepal Earthquake in 2015, among others.
The damage caused by these disasters varies by individual and community, but many people still now cannot restore
their previous way of life, being forced to live far away from the peaceful days they would have had if these disasters
had not happened. The arguments until now over vulnerability towards specific risks such as disasters and poverty have
mostly focused on factors that increase damage. In most cases, however, vulnerability emerges from the various actors
of a society and its structural violence. Also, its implication differs depending on the nature of those risks. Human
vulnerability greatly depends on individual capability and the social conditions where those individuals are situated.
Therefore, multi-layered understanding based on accumulated case studies is essential. One aim of this feature article is
to reconsider the concept of vulnerability through field studies on disaster and conflict, ethnic discrimination, gender and
microcredit. Most causes of failure to protect people from vulnerability are attributed to insufficient policies and defective
social systems (UNDP, 2015). It is my hope that this article brings suggestions from the viewpoints of people in the field,
particularly those facing high vulnerability to changes of living conditions and external shocks, by looking at disaster and
conflict, discrimination and structural violence as the causes of vulnerability.
Keywords : vulnerability, poverty, disaster, resilience
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特集：脆弱性とボランティア
災害からの生活と教育の復興―バングラデシュ竜巻災害の事例研究―

災害からの生活と教育の復興―バングラデシュ竜巻災害の事例研究―
日下部

達

哉（広島大学）

【要旨】
本稿では、バングラデシュのブラフモンバリア県で起こった竜巻災害後の中・長期的な影響について、人々
の生活と教育復興に焦点をあてて検討している。2013 年 3 月 22 日に起きた EF レベル２の竜巻は、この地域
に甚大な被害をもたらした。これに対し、多方面から被災世帯に義援金給付が行われ、多くの被災者が急場を
凌いだ。しかし被害から 1 年半経過し、筆者が人々の生活・教育復興調査を行った結果、①経済発展に伴って、
復旧されるべき「元の生活」の水準は、明らかに 10 年前から上がっており、経済活動の幅も広くなっていた。
また人々は思いのほか、マーケットにアクセスしているがために、竜巻による農地破壊の悪影響は、貧困層の
人々に、よりしわ寄せがいく形となっていた。②また、この地域の人々は、将来を見据えて教育にも力を入れ
なければならない時期を迎えているが、竜巻により、家が崩壊、親が亡くなり、生活の基盤が危うくなり、子
どもの学校への就学が難しくなっていた。このため被災地の学校では、4 月の試験に参加できない子どもや、
参加できても成績が悪くなった子どもが大勢いた。これに対して、復興に必要な安価な保険制度や医療制度の
浸透が急務であることを議論した。
【キーワード】バングラデシュ農村、竜巻災害、生活復旧、教育復興

はじめに

帰ってきていた。県内のチナイル村、バッチャラ村、

バングラデシュのブラフモンバリア県には筆者

ガティアラ村に竜巻が襲いかかったことを知った

が継続的に調査する村がある。一旦調査地に入ると

のは午後 7 時ごろ、食事のために訪れたカバルホテ

その村へは、常宿のあるブラフモンバリア市内か

ル（レストラン）で、店主が教えてくれたときであっ

ら、ローカルバスで 1 時間程度かけて毎日通う日々

た。後の報告では、竜巻が暴れたのはわずか 5-6 分

を帰国前日まで続ける。首都ダッカのように酷い渋

なのに、死者 36 名、負傷者 388 名、全壊家屋 2635 棟、

滞はないが、町に中心はにぎやかである。バスが走

半壊家屋 752 棟という被害がでた（DMIC 2013）と

り出し、騒がしいバス乗り場の喧噪を抜け出すと、

いう。

農村地帯の幹線道路によくある道路脇の植樹がみ

偶然にも、近くのブラフモンバリア市内にいた筆

えてくる。筆者は比較的ゆっくり走るバスの屋根に

者は、竜巻災害の翌日、その惨状を目の当たりに

設置してあるスペアタイヤの上に座り、手足を縛ら

することとなった。その場所には、バングラデシュ

れた山羊、籠一杯の鶏たちとともに、道脇の植樹を

農村にしては巨大な建造物の刑務所があり、時折、

くぐり抜けながら、また雨期の氾濫原であるハオル

面会の人々で賑わっているため、日ごろ私がバスの

に照り返す日の光を眺めながらフィールドに向か

屋根の上から必ず視線を向ける場所である。被災の

うことが日課となっている。バスはいくつかの村々

翌日、筆者が件のローカルバスで現地に赴いた際、

で客の乗降をしつつ走り続ける。その毎日の通り道

バスの上から観察していると急に竜巻の爪痕が現

にあるチナイル村、バッチャラ村、ガティアラ村に

れた。日頃、道路脇の植樹に生い茂っている葉っぱ

おいて、竜巻が起こったらしいという話を聞いたの

が突然無くなり、視野が明るくなった。そして村の

は、フィールドワークから宿に戻り、食事にでかけ

被災の現状が目に入ってきたのである。竜巻が通っ

たとき、2013 年 3 月 22 日の夕刻であった。

たと覚しき村には、葉や枝がすっかり無くなってし

その日筆者は、午後４時頃には調査対象村から

まった樹木の幹が残され、土作りの家々はおろか、
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コンクリートやレンガ造りの比較的頑丈な建造物

が取り戻せたとはいえない状況にある。

をも崩壊させてしまう威力があることを目の当た

本研究は、被害から 1 年半後の、2014 年 8 月に行っ

りにした。そして、昨夕、被災したばかりの村人た

た現地調査結果、及び 2001 年から継続的に調査し

ちが、給水車に並んでいた。残念ながら筆者は何も

てきた近隣農村における平常時のフィールドデー

できずに、わずかな観察のみで現場を後にした。

タをもとに、①被災時の状況と緊急援助、②被災地

それから 1 年半が経過した 2014 年 9 月、被災地

域を含むこの地域の平常時における農村開発の状

を再訪した。表面上、被災地は落ち着きを取り戻し

況、③被災者の生活復旧、④被災後の中・長期的

ていた。しかし竜巻被害に起因する様々な村人の生

な復興のあり方を描いていく。その際、教育復興に

活への影響はその後も残り続け、現在も村人たちの

フォーカスし、政府、学校（地域や教師）
、そして

生活に影響を与えていた。また被害は、
件の刑務所、

人々や子どもたちが、いかに教育を取り戻したか、

学校などの公共施設にも及び、その機能を低下させ

また一方で、貧困層にしわ寄せがくる教育の脆弱性

ていた。

について議論する。

一般にはおろか、バングラデシュ関係者の間で
も、ブラフモンバリアの竜巻の記憶は急速に薄れて

2．被災時の状況と緊急援助

きている。筆者も自分のフィールドに近くなければ

2013 年 3 月 22 日は、気温の高い乾季で、地表が

忘れていたかもしれない。しかし、現在もブラフモ

熱せられ、竜巻が発生しやすい条件がそろってい

ンバリアの三つの村において竜巻の影響は残って

た。午後 5 時ごろ、EF2 レベル 1) の竜巻が発生し、

いる。国内で頻繁に様々な災害が起こっている以

ブラフモンバリア県にあるチナイル村、バッチャ

上、いくつも同様の出来事が起こっている可能性が

ラ村、ガティアラ村を襲い始めた。5-6 分のうちに

ある。

家々は壊滅状態に陥り、樹木がなぎ倒され、田畑の
作物も大きな被害に遭った。バングラデシュでは、

1．研究の目的と調査方法
本稿では、ブラフモンバリアにおける三つの農村

ハリケーンや高潮の被害などが多発しているため、
注意報が流れる場合があるが、同地域では初めて

で様々な影響をもたらした竜巻災害後の中・長期的

の大規模な竜巻災害で、予報システムはなかった。

な影響について、人々の生活と教育復興に焦点をあ

そのため、被災者たちは何が起こったのかわからな

てて検討したい。というのも、被害を被った主要な

いままに、突然吹き飛ばされたり、家の崩壊によっ

公共施設は学校であるとともに、現代バングラデ

て負傷したりする状況であった。特に多く見うけら

シュの子どもたちのみならず、人々の生活と最も密

れたのが、多くの家屋の屋根に使われている波形に

接に結びついているのも学校だからである。

加工された金属のトタンで傷ついた人々が多いこ

ただし、被災地農村の人々及び学校に関する経年

とであった。

変化のデータを有しているわけではないため、近隣

これに対し、すぐに緊急援助が開始され、隣の郡

農村の世帯調査データから、この村の経済レベル等

であるアカウラやブラフモンバリア市内の人々が

も推定しつつ、被災のあと人々の生活に何が起こっ

駆けつけ負傷者を救助、当日午後 10 時、軍が到着し、

ているのかを中・長期的な視点から明らかにし、現

シェルターを提供、緊急の医療サービスを提供しは

地で起こっている復興ニーズについて、具体的な

じめた。そして翌朝以降、隣の地域の人々が水と食

イメージを提供できるのではないかと考えた。さ

料、NGO、企業、政府が見舞い金を被災者たちに

らに、南アジア農村の不確実性下における貧困層の

送りはじめた。

人々が、こうした災害によっていかに影響を受ける

また、上空高く巻き上がる竜巻は、近隣の村から

のかについても検討を加える。また、学校について

観察ができ、36 名の死者もでるほどの大きな災害

は、直接、竜巻に襲われたところもあり、生徒達が

であったため多くの人々が映像を投稿し、この竜巻

被災したことによって、生徒が来なくなった学校も

動画は動画投稿サイトに投稿された。動画投稿サイ

あった。むろん、現状でも、校舎、教室、施設の損

トでは、よくアメリカの竜巻を撮影した動画が多く

壊から完全に立ち直ることはできていない。また、

投稿されており、その激しさを知ることができる。

生徒たちの心の傷は未だに残っており、平時の教育
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け、全輸出の 78.6% を占める縫製品の好調な輸出（在
バングラデシュ日本大使館 2013）」が、バングラ
デシュの経済成長を支えているという。しかし同概
況はまた、
「農業セクターの安定した成長が経済を
支えている」ことも指摘している。また、Mahabub
と Abdul のバングラデシュ農村世帯における生活の
戦略、土地活用や作物生産のあり方、詳細な支出の
検討の結果、低所得の人々もはっきりと所得が向
上してきている傾向を見出している（Mahabub ＆
Abdul 2009）。実態レベルでも、7-80 年代の緑の革
写真１ 被災者が避難したテント
（チナイル郡アンジュマン・アラ高校教諭 イフタカル・ウッディ
ン氏提供）

命以降、飢餓的貧困を脱し、貨幣経済の進展につれ、
多くの人々が現金を手にするようになり、農村部の
人々に購買力がついてきていることは明らかであ
る。
筆者は、バングラデシュにおける４つの村落にお
いて世帯の観察を続けているが、そのうちの一つ
が、被災地からバスで 20 分ほどの S 村である。被
災地域の直接的なデータではないため、データに厳
密な代表性があるわけではないが、近隣村落であ
り、被災地における平時の経済・社会像を理解する
上では役立つと考えるため、以下で検討したい。
S 村は、へき地農村であり、都市経済とのインター
アクションが薄い。このことはある程度被災地であ
るチナイル村、バッチャラ村、ガティアラ村にも共

写真２ 破壊されたコンクリートやレンガの建造物
（チナイル郡アンジュマン・アラ高校教諭 イフタカル・ウッディ
ン氏提供）

通する。へき地、とはいえ 2002 年から 2013 年にお
ける標本世帯 50 世帯（2 世帯が移住したため 2013
年は 48 世帯、2 世帯分の数値は 2002 年のものを据

3．バングラデシュ農村部における平時の
くらし−近隣村落のデータから
被害のインパクトを語っていく前に、平時のバン

え置いて計算した）の、年間現金収入総額の合計額
は、バングラデシュの経済発展の勢いそのままに
335,664tk から 1,495,290tk に増加（4.45 倍）している。

グラデシュ農村におけるくらしがどういう状況か

これは出稼ぎ者からの送金が主な要因である。ここ

をみておきたい。というのも、人々の平時における

だけをみれば「豊かになった」と理解しがちだが、

暮らしぶりの理解や、地域の背景の理解があって初

実は一か月の生活費の全世帯総額も、180,800tk か

めて、災害の影響がどの程度影響を与えたのか、振

ら 679,700tk に増加（3.75 倍）、また、年間を通じ

幅の度合いが理解できるからである。

た借金の全世帯総額も 298,600tk から 1,255,000tk に
増加（4.2 倍）している。借金の理由は「生活のため」

3-1. のし上がるバングラデシュ像と農村部の現状
2015 年 7 月における世界銀行の発表によれば、

というものが減少し、
「農業やビジネス投資のため」
という理由が増加してきている。また、標本世帯群

バングラデシュは低所得国を脱けだして「低中所得

において生産されていた籾米の総量は、147.3t から、

国」となったという。バングラデシュの代名詞のよ

57.8t に４割も減っている。しかし、肥料のコスト

うに用いられてきた「貧困と災害の国」のうち貧

は高騰しているので農業をやりづらくなってきて

困を脱しつつあるように見える。堅調な経済発展

いることは明らかである。

は、在バングラデシュ日本大使館の経済概況でも

つまり、S 村の人々には現金収入及び脱農圧力が

指摘されており、「輸出産業の力強い成長、とりわ

かかるとともに、米の自給分が減った代わりにいか
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に現金収入を確保するか動いていることが伺える。

現金と現物経済で生活している。農村部における土

その傍証ともいえるのが職業の多様化で、あくまで

地無しの貧困層の人々（ブミヒン）や零細農たちは、

標本世帯群の中で、という限定はあるものの 2002

わずかな収穫や、分益小作によって得られた籾米

年に農業・漁業、諸労働、リキシャ引き、ビジネス（家

を、「バリビタ」と呼ばれる屋敷地の庭先にワラと

具、果物 etc.）、出稼ぎ、公務員、会社員などからなっ

泥で建てた「クラ」とよばれる穀物貯蔵小屋を設

ていた職業構成が、2013 年には、これらに加えて

置して貯蔵している。主食の米については、基本的

工場マネージャー、IT エンジニア、家政婦、会計士、

にこれらを自家消費し、現金については農業労働、

警官、裁判所調査官、ケーブルテレビ業者などが加

あるいは農業関連雑業に従事するなどしてわずか

わった。また副業も農漁業に加え、個人学習指導、

な稼ぎを得ている。また、クラに貯蔵している米は、

電気技師、携帯電話ショップ店員など、ここ 10 数

村で開催される定期市（ハット）で売ることもでき

年の発展するバングラデシュで新たに加わったよ

る。へき地農村部においてこうした籾米は、自転車

うな職業も増加してきている。

やリヤカーが売りに来る野菜、砂糖、魚などと物々

むろん、国全体で年６% 程度の成長が続けば、

交換ができ、現金と同じような機能ももっている。

所得とともに物価も上がるため、フィールドレベル

しかし既述の通り、集落全体の現金収入が 4-5 倍に

でこうした状況がみられることは必然的帰結とも

増えたとしても、その代償としての借金増加、物価

いえる。ただしこれに対応できるのは、「何らかの

高、農業コストの高騰など貧困世帯に来るしわ寄せ

仕事について給与所得を得る」、
「所有する農地に余

には厳しいものがある。中位階層以上であれば対応

裕があり、土地を貸したり、商品作物を生産したり

策として、出稼ぎをさせる、農業その他の投資をす

できる」という人々である。彼らは工場や会社など

るなど、なんらかの対策をとる経済力、また政治的

で働く組織労働に従事、あるいは農業技術上の工夫

社会的なコネへのアクセスもある。将来のためには、

によって生産性、収益性を上げる、などのことがで

子どもを一つでも上の教育段階に送るという必要も

きる。しかし、分益小作や労働・雑業従事者など、

でてくる。それぞれの世帯が、対応策を講じた結果、

経済的に上位、中位階層に従属して生きている、わ

上記で述べた職業の多様化を招いているものと思わ

ずかな現金収入を稼ぐしかない農村部貧困層は、こ

れる。しかし、そこには相応の「投資」も必要になっ

の現金収入圧力に、まともには対抗できない。

てくる。さらに政治的なコネを利用するためには多

いってみれば国民が皆、成長の果実を得られて

額の賄賂も必要になってくるのである。これとは対

いるわけではなく、国民の３分の１、すなわち約

照的に、標本世帯の下位階層に位置づく人々は、そ

5000 万人いる貧困層の人々にはむしろ、物価高に

のような手立てをもたないし、コネもない。また職

よる成長のしわ寄せが来ているのである。所得面の

業が多様化しているとはいえ、そのほとんどの職種

みをみるなら「のし上がるバングラデシュ」のイ

は、それなりに教育を受けておくことが要求される

メージは確かに正しいが、生活の実態ではその現金

ため、保護者に教育歴がないと、災害などをきっか

収入を確保するために、将来の不安を覚えつつも、

けに、学校を続けることが難しくなる場合がある。

農業上の工夫、新たな職業の模索、出稼ぎ、そし

バングラデシュ農村の世帯主に対して子どもの

て子どもの教育といったことに対応していかなけ

将来を尋ねたとき、
「賃労働者」を意味する「チャ

ればならなくなってきているのである。またそれら

クリー」にさせたいという言葉が聞かれる。大都市

は、農業コスト、海外渡航のためのビザ取得ブロー

であるダッカやチッタゴンを除けば、ほんの 10 年

カーへの手数料、政治家への賄賂、子どもの家庭教

前までは農家の若者たちが脱農するべく、チャク

師など、多くの投資も必要としている。貧困層の場

リーを目指すも、結局は失敗して農家となるケース

合、そうした費用は借金でまかなわれるか、家や土

は多かった。しかし、上記事情から、現在では貧困

地を売って準備することになる。

層の人々といえども、チャクリーになることは非常
に切実な課題となっている。しかし竜巻は、階層の

3-2. 農村部貧困層のくらし
さらに、被災地や S 村があるようなへき地農村
の貧困層では、かつて、あるいはいまも、わずかな
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上下にかかわらず襲いかかってきた。後述するよう
に災害の到来は、復興途上の貧困層に対して非常に
厳しい結果をもたらすものであった。

災害からの生活と教育の復興―バングラデシュ竜巻災害の事例研究―

４．被災者の生活復旧

人々は困難な状況の中で家を修復し、レンガ造りの

ある被災者たちは、被災後、仮のテントに居住し

シェルターを地域の随所に建て、再起を図ろうとし

たり、家屋の修繕を試みたりした。あるいは血縁者

ていた。しかし、竜巻は悪いことに田畑にも被害を

に身を寄せて生活を復旧させようとした。またある

与えていた。復旧にはまる一年かかったという。被

いは、経済に余裕のある被災者は、倒壊した家を緊

災した三つの村にも、広大な田畑があり、米、小麦、

急に修復して住む、または近隣に部屋を借りて住

サトウキビ、ジュートなど様々な作物が植えられて

みはじめた。これらの人々に対し、近隣農村住民、

いたが、それらの作物が換金できない状態になった

企業、国内外の NGO などがやってきて一回につき、

わけである。土地の所有者はもちろん収穫物を失っ

1000 ～ 10000 タカの現金、また水や食事を被災者

てしまったが、貧困層の人々についても、これらの

に渡した。被災者へのインタビューによれば、企業

土地に経済的に従属する形で分益小作、農業労働、

や NGO は、被災の程度の軽いものから重いものま

関連雑業（耕耘機運転等）を行っているため、貴重

で支給基準を設定し、その基準に沿って渡していた

な現金収入の機会が竜巻によって一瞬で吹き飛ばさ

ということである。また一週間後には森林省から

れたことになる。

10000 本の樹木が送られたり、なぎ倒された樹木を

竜巻被災後 1 年半経過した時点での、被災者への

植えなおしたり、といった復旧作業が始まった。竜

インタビュー調査では、血縁者を頼って仮住まいし、

巻が通った被災地にとっては大災害であったが、近

農地が被災地に残されているので作業のため通って

隣農村は全くの無傷であり、ハットと呼ばれる市場

きているケースも多いという。たしかに村内では、

もあった。そのため現金さえあれば、仮のテントな

竜巻で壊れた家が、そのままうち捨てられているこ

どに居住しながら、家族が細々と食いつなぐことが

とが多い。あるいは、残ったコンクリートの壁に、

できた。この点で、被災者に矢継ぎ早に現金が支給

やはり竜巻で飛ばされたトタン屋根を用いて簡素な

されたことは適切であったと考えられる。これによ

壁をつくり、そのまま生活している場合も多い。生

り被災者は、衣食住について、少なくとも短期的に

活の基盤である家が復旧しないことには、日々の生

急場をしのぐことができた。

活費を稼ぐこともままならないのではないかと思う
が、被災地の人々の考えでは、仕事を先にし、家は
後で余裕ができてから修復するという。おそらく、
竜巻を受けた当初は、様々な援助を受けて食いつな
ぐ生活をしていたが、それらが無くなればたちまち
困窮するため、先に仕事をしている、という状況だ
と考えられる。さらに貧困層の被災者たちは、自分
の村での農業関連の仕事がなくなってしまったた
め、やはり仮小屋に住み、近隣の村々で農業労働や、
関連雑業に従事せざるをえない状況だという。

写真３

竜巻被災後に建てられた避難用シェルター

しかし、本当の意味での復興は、被災者の生活を
できるだけ早く元の状態に戻していくことである。
その意味からいえば、日本のように政府主導による
社会保険制度がなく、かといって、民間の災害保険
がさほど発達しているわけではないこの国では、元
の生活に戻すのはより困難である。さらに前項で述
べたような現金収入圧力がかかっている状態では、
将来への見通しはより悪くなっていた。たしかに

写真４

うち捨てられた家屋
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5．学校における教育復興のあり方
バングラデシュの教育は、1990 年にタイのジョ

貧困階層の人々ほど子どもの教育機会を手放しや
すいという。

ムティエンで採択された「万人のための教育（EFA：

バングラデシュ農村の保護者インタビューで、ど

Education for All）世界宣言」に呼応した初等教育拡

こまで子どもに教育を受けさせるつもりか聞いて

充政策により、また人々が、これからは教育の時代

いると、よくある回答は、「成績がよければ続けさ

であることを認識したこととも相まって、子どもを

せる（高校まで行かせる）」といったものである。

学校に積極的に送るようになったことで、かなりの

また、中途退学をした子どもたちの保護者に理由を

進展をみた。

聞くと、
「試験の成績がよくなかったから」、
「SSC（中

むろん、この地域の就学率も高く、人々の教育熱

等教育修了証）試験に失敗したから」
「向いていな

は高い。またバングラデシュの人々は、旧英領時代

かったから」という回答が多い。これは、親の無理

から受け継がれてきている、ある種の修了証に対す

解というよりも、負担の大きい、無償ではなくなる

る意識をもっている。それは、初等～中等教育まで

高校以降の教育段階で、一つの判断に迫られている

の修了証につけられる成績のランクが一生ついて

ことを示している。

まわる、という意識である。そのため、卒業試験に

学校が竜巻に襲われたことは、村人にとっても一

対する熱意とこだわりは非常に強く、不正行為も後

大事であった。なぜなら、3 月に被災してから一か

を絶たなかった。現在ではそれを防ぐため、試験会

月後、4 月に定期試験が控えていたからである。試

場を別の村の学校とし、別の学校の教師が監督する

験でよい成績が取れず、将来、チャクリーになれな

などの措置が取られている。

ければ農村部では、農家あるいは経済的に従属した

バングラデシュでは 1990 年から、初等・中等教

分益小作農や農村雑業に就業するしかない。なぜ、

育を無償義務教育としており、上記経済事情を背景

貧困階層の人々ほど子どもの教育機会を手放しや

として、保護者らの教育に対する意識も高まってい

すいのかという点については、調査結果から以下の

る。「学歴があればチャクリーになれる」という意

ような検証ができる。

識は皆が強くもっている意識で、子どもを就学させ
ることはもちろんのこと、かなり貧しい世帯でも、
月に 100-300 タカ（日本円で約 200-600 円）を支払っ
て子どもに家庭教師をつけるなど、懸命な人的投資

5-2. なぜ貧困階層の人々ほど、子どもの教育機会を
手放しやすいのか
竜巻災害では、多くの学校も被災し、翌日以降、

が行われている。しかし、災害によってもたらされ

授業はストップした。教師たちは被災者の子どもを

た一時的な所得の落ち込みのしわ寄せは、教育の面

リスト化し、現金を 1000 タカ配るなど、学校に再

でも貧困層に来る。

度来てもらうべく奔走した。学校によって異なる
が、授業再開までには 2 週間から 2 か月程度かかっ
ている。各学校では、死亡・負傷した生徒や、肉親

5-1. 不確実性のもとでの教育
南アジアのような、何が起こるかわからない不確

が死亡・負傷した場合もあって、生徒達がなかな

実性のもとで、子どもの教育が貧困のためにしばし

か学校に来ることはできなかった。また、「竜巻が

ば犠牲になることに対して、黒崎（2001）、Jacoby

また来て学校を襲うのではないか」とおびえ、シェ

& Skoufias（1997）、Sawada（1997） な ど が 検 討 を

ルターが設置されるまでは学校に行かせたくない

加えている。それによれば、「子どもの教育を異時

保護者もたくさんいた。ある学校の 8 年生のクラス

点間の消費安定化に用いることは、家計の将来の資

では、多くの子どもたちが怪我をして入院、ある場

産形成に与える影響が最も長期にわたるという意

合には親を亡くすなど大きな影響を受けていた。そ

味で最も負担の大きい方法」であるため、
「リスク

の子どもたちへのインタビューを行い、被災した子

に対して脆弱な家計ほど消費安定化のために、子ど

どもたちが一様に発言していたのが、
「家にいて竜

もの教育を犠牲にして人的投資を減らしているこ

巻に襲われた当初、何が起こったのかわからなかっ

と」が示されている（黒崎

2001：p.73）。つまり、

た、気が付いたら怪我をしていた」というもので

この竜巻に被災したすべての人々が、一時的な所得

あった。さらに過酷なのは、自分が怪我をしたう

の落ち込みを経験しているが、上記で述べた脆弱な

えに、肉親が亡くなっていたケースもあることだっ
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た。竜巻は、経済的な影響のみならず、子どもたち
にこうした心の傷も残していた。

おわりに
本研究で明らかにされたことはまず、緊急時、政

しかし、既述した現金収入圧力と、学歴意識もあ

府はもとより、近隣住民、企業、NGO さらには学

り、地域住民からは、いち早い教育復興が望まれて

校までもが直接、被災世帯に義援金給付を行った

いた。災害の傷跡が癒えないうちから、学校は休日

ことにより、多くの被災者が急場をしのげたこと

授業や、壊れた建物の復旧、校納金免除、政府に

である。急に現れた竜巻が 5-6 分暴れたことによっ

よるテキストの再配布などを行い、原状回復に努

て、建物が壊れ、田畑の作物が吹き飛ばされたが、

めた。しかし、そうした努力にもかかわらず、自分

農村にある共助社会と、地元 NGO による援助体制

の自宅が崩壊し、寄付された見舞金などで食べてい

は、混乱に左右されることなく、援助を開始し、被

くことが精一杯の状況で、学校どころではなくなっ

災初期において、竜巻で生き残った人々の支えに

た生徒達も多数いた。筆者が最近行ったネパール大

なったはずである。また、学校は「復興される対象」

地震の被災地シンドパルチョウク郡でも同様のこ

ではなく、教師の家庭訪問や被災生徒の世帯への現

とがみられたが、家が崩壊、親が亡くなり、生活の

金給付をするなど、
「復興する主体」として機能し、

基盤が危うくなると、学校どころではなくなり、子

地域の支えになった。

どもの学校への就学は途端に難しくなる。このため

一方で、中・長期的視点に立って復興のあり方を

被災地の学校では、4 月の試験に参加できない子ど

みてみると、復興に必要な保険制度や医療制度の浸

もや、参加できても成績が悪くなった子どもが大勢

透が確実に欠落している。経済発展に伴って、復旧

いたのである。

されるべき「元の生活」とされる被災前の水準は、

ここで、貧困層とそうでない人々の間の格差が

明らかに 10 年前から上がっており、経済活動の幅

現れてくる。例えば、災害によって仕事が中断し、

も広く、人々は思いの外、マーケットアクセスを果

一時的な所得の落ち込みがあったとしても、会社員

たしている。また、家の建築資材も、泥や牛の糞か

や組織労働者など、給料として定期的な収入がある

ら造られたものだけではなく、レンガやコンクリー

場合、より早い段階で生活を立て直せる。上記で述

ト造りの頑丈なものに変わりつつある。さらにその

べたとおり、緊急に自宅を修復したり、近隣に住宅

日を暮らすだけではなく、将来を見据えて教育にも

を借りたりできるのである。さらに子どもの教育に

力を入れなければならない時期を迎えている。その

ついては、将来的に世帯の経済を維持していくため

ため、農地が回復されれば終わりというものではな

にも、かなり重要度が高い。それは、衣食住の確保、

く、家の修繕をはじめ子どもの教育、仕事への復帰

家庭教師、学用品の再調達などの面における速やか

など、復旧への課題は、時間をかけてやっていかな

な復旧、という形で現れる。しかし、上・中位階層

ければいけないものばかりである。こうしたことに

に経済的に従属して過ごしている貧困世帯の場合、

鑑み、貧困層のための安価な災害保険などは、整備

ひとまず、寄付金などで食べることは維持できた

されて然るべきなのではないだろうか。我々の記憶

としても、テントのような仮小屋に住み、その日暮

からは薄れてきているが、本事例研究で述べてきた

らしをしているため、別の地での農業労働や雑業

竜巻災害に被災した人々が、被災してから元の生活

による稼ぎは、当座の衣食住確保に振り向けられ、

に戻るまでの「回復」がいかに難しい過程であるか

子どもの教育には振り向けることができない。結果

を物語っている。しかし、災害対策の自立発展性を

として、試験のパフォーマンスにも格差ができ、貧

考えると、今後は、公的保険などの制度面から対災

困世帯では、子どもの進学をあきらめざるを得ない

害体制を築いていくとともに、向上した購買力の一

状況がでてくる。このように、事例研究からみても、

部を、生命保険料、災害保険料などに振り向けさせ

こうした不確実性のもとでは、貧困層にしわ寄せが

るような政策的努力が必要であろう。現在向上した

行き、守られるべき教育環境が崩壊しがちなのであ

所得は、バイク、携帯電話などの、モノを買う以

る。

外には、将来の所得に直結する子どもの教育に行っ
ている。このまま緊急支援以外のことまで国内外の
援助依存にしてしまうのではなく、災害に対するセ
ルフ・レジリエンスの向上策が必要である。仮に支
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援をするなら、こうした自立発展性に対する支援を

【注】
１） 竜 巻 の 強 度 を 示 す 指 標 と し て 改 良 藤 田 ス ケ ー ル

行うことが肝要ではないだろうか。
バングラデシュでは毎年各地で、こうした竜巻の

（Enhanced Fujita Scale）がよく用いられる。村田他

みならず、サイクロンや水害など災害が多発してい

の調査では、このときの竜巻強度を EF0-5 まである

る。つまり各地で、本稿同様の復興ニーズが存在し

うちの EF2 と判定している（村田ほか 2014）。EF2

ていることが示唆できるだろう。本稿で示された潜

の被害は、EF0 の軽微な被害、EF1 の中程度の被害

在的な復興ニーズに対して、社会全体で備えていく

に続く、
「大きな被害」であり、建て付けの良い家

必要がある。

でも屋根と壁が吹き飛び、木造家屋は基礎から動き、

最後に、日下部（尚）が、本特集冒頭で紹介する

移動住宅は完全に破壊され、大木でも折れたり根か

ワイズナーの災害脆弱性の定義「自然災害のイン

ら倒れたりする、とされている。村田他による同文

パクトに備え、対応し、抵抗し、そして回復する

献も指摘するとおり、バングラデシュ農村の場合、

ための能力に影響を与える個人または集団の特徴

泥や藁などからなる、弱い構造物が多数を占めるた

と状況」に従えば、この地域の住民は、近隣住民

め、家屋損壊の度合いは激しく、屋根のトタンが人

や NGO の助けを借りながら、一時的な「対応」あ

や家畜を傷つけた。

るいは「抵抗」をすることはできた。しかし、竜
巻を経験するのが初めてのこの地域では「備える」
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災害からの生活と教育の復興―バングラデシュ竜巻災害の事例研究―

Reconstruction of Livelihood and Education from a Disaster:
A Case Study of the Tornado Disaster in Bangladesh
Tatsuya Kusakabe
(Hiroshima University)
This paper examines the process of reconstruction of livelihood and education from the tornado disaster in Brahmanbaria
district, Bangladesh. The tornado which occurred on 22nd March 2013 involved the people of three villages in the area.
The disaster resulted in 36 deaths, 388 injuries, 2635 completely-destroyed houses and 752 half-destroyed houses. In
September 2014, the author visited Brahmanbaria to observe aftermath of the disaster. The field research was conducted
by observation to the disastrous area, interview to several schools and victims. The research result clearly shows that
the victims’ quality of life and education have declined significantly in spite of assistance or aid which is mainly cash
distribution from many donors such as the government, NGOs and some neighbors. This tendency was remarkable
especially to the poor people. Of course, needless to say, such assistance which was distributed from many people to
victims saved their initial period of the disaster. However, the tornado attacked not only their houses or buildings but
also their agricultural fields. Those fields were still dysfunctional as of March, 2014. The victims who have monthly cash
income or comparatively wide agricultural land could have a possibility of recovering their livelihood by using or selling
their own properties. On the other, the poor victims usually have to subordinate those properties such as agricultural
land. Thus, the poor victims have lost their daily labor jobs or any other jobs to maintenance their daily lives due to the
lack of opportunities for cash income in the agricultural fields. The instability of their livelihood has influenced their
children’s education. The study suggests that the above scenarios for victims are in progress in many places within the
country. Despite those conditions, there are no inexpensive accident insurance systems as self-resilience systems. In order
to empower the victims, such self-resilience systems might be required to complement mutually with other assistance
systems.
Keywords : rural Bangladesh, reconstruction from tornado disaster, lack of self-resilience system
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特集：脆弱性とボランティア
東北タイの農村金融と脆弱性

東北タイの農村金融と脆弱性
高

橋

清

貴（恵泉女学園大学）

【要旨】
本論文は、貧困問題の解決の一つとして注目を集めたマイクロ・ファイナンスと脆弱性の関係について論じ
たものである。マイクロ・ファイナンスは、所得の低い貧困層であっても少額でも融資機会を得られれば、自
らの工夫や事業開拓機会を得ることで貧困から脱却を図ることができるとして貧困削減の有効なツールとして
捉えられてきた。一方、マイクロ・ファイナンスが脚光を浴びた 1990 年代以降、その効果に関する理論的・
実証的研究も数多く行われ、有効性が限定的であることも明らかになってきた。しかし、より批判的な視点か
ら、マイクロ・ファイナンスが農民や貧困層にもたらす負の影響について検証した論文は少ない。タイでは
1990 年代に急速な経済成長を遂げる一方で、農村部は深刻な負債問題に困窮化が進み、その原因のひとつに
1980 年代から続く農民向け政府系金融機関であるところの農業・農業協同組合銀行（Bank for Agriculture and
Agricultural Cooperatives）からのマイクロファイナンス事業があった。本論文は農民へのインタビュー調査を
通して、負債を累積させてしまう背景に急速な開発に伴う都市部と農村部における情報入手の非対称や、急速
な社会変化に伴う不安が中央（政府や行政）への過度な期待をもたらし、BAAC から借り続けることで安全・
安心を得ようとする農民の意識構造があることを明らかにした。そうした農民の脆弱性に対する主観的意識を
如何にプロジェクトに組み込むかが重要であると主張した。
【キーワード】農村金融、BAAC、東北タイ、負債、貧困削減、情報の非対称性、非制度金融

1．問題意識

足」し、
「欠乏」している社会であるとみなされて

1999 年秋、多国間開発銀行（世銀や ADB）は「貧

いた。農村は「変革されるべき対象」であり、農民

困削減」を主要目標と定め、翌 2000 年には国連

は経済的自由が奪われていると認識されていた。あ

でミレニアム宣言が合意されミレニアム開発目標

れから 15 年経って、開発言説も「援助の質」や「持

（MDGs）が生まれ、
国際協力の 21 世紀は「貧困削減」

続可能性」の観点から問われるようになったもの

で幕を開けた。今年、MDGs の目標年を迎え、貧困

の、本質的には「不足」や「欠乏」を埋めるための

削減目標は「包摂性」（Inclusive）といった概念を

外部リソースの投入という根本構造は変わらない

伴った新たな装いとなって「持続可能な開発目標」

ように思える。
「成長神話」の再生産が続き、私た

（SDGs）へと引き継がれた。しかし、根底の考え方

ち自身の消費主義や行き過ぎた経済活動の見直し

に大きな変化はない。貧困層の人々は「欠乏に苦

とリンクさせて議論する動きは、一部の開発教育の

しむ、取り残された人々」と見なされ続けている。

場を除けば、未だ鈍い。それは、国際協力に携わる

気をつけたいのは、その考え方には「貧困層の人々」

NGOs も同じである。とりわけ、MDGs や SDGs と

を主体性を欠いた受動的な存在と見なし、ある種の

言った言葉が人口に膾炙するようになって、その傾

倫理観を伴って外部からの資源投入の必要性が絶

向はますます強まっている。農村金融やマイクロ・

対化しかねないし、それによって人々は「開発」に

クレジットの浸透も、こうした文脈と無関係ではな

参加することが当然視されることになる。

いだろう。

本稿で扱うタイ農村の人々も、筆者が調査を行っ

本稿は、一方的に途上国や農村社会の「欠乏」を

た 1990 年代後半、
「貧困層」とされ、様々な問題を

埋めようとする開発言説の見直しの必要性を訴え

抱え、開発ポテンシャルを活かす機会と能力が「不

るものでもある。農村社会を生産性が低く、不活性
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な（消費）経済しかなく、社会が停滞しているとみ

接 貸 付 を 行 う 農 業・ 農 業 協 同 組 合 銀 行（Bank

なす言説は、農村がおかれた地域との関係の中で本

for Agriculture and Agricultural Cooperatives、 略 称

来的に持つ「人と自然の存在の多様性」を失わせ、

BAAC）と、筆者が 1998 年に行った借り手農民へ

地球社会全体をより脆弱なものさせてしまいかね

の聞き取り調査で集めた事例である。BAAC によ

ないからだ。事実、途上国周縁の農村社会にまで市

る農村金融活動は、世界銀行や日本政府など主要ド

場経済が浸透する中で、都市化が進み、農村と都市

ナーから高く評価され、長年にわたって ODA の支

の両方で新たな貧困を生み出し続けている。言うな

援を受け続けてきた。その理由は、BAAC がタイ

れば、自由主義市場経済システムが持つ負のフィー

農村社会に金融を普及させ、市場経済化に大きな役

ドバック・ループが援助や支援の対象とされる「貧

割を担っていたからである。実際、1980 年代から

困」に置き換えられ、新たな介入を促すという悪循

1990 年代にかけてタイ農村は大きく変容した。貧

環に陥っている。農村金融やマイクロクレジットを

しい農村から経済的に成功した個人を生み出した

貧困削減の有効な手段と見なす危険性はここにあ

ことに加え、農村に伝統的にあった社会的・経済的

る。

制度を機能させなくさせた。BAAC のドナーであっ

農村金融は、
「市場と資本へのアクセスの欠如」

た世界銀行や日本政府（実施機関は旧 JBIC で、ツー・

を克服することを目標とする。確かに、所得やマ

ステップ・ローンと呼ばれる円借款で 20 年以上支

ネーフローなど経済的指標を取れば、そこに一定の

援）は、その評価報告書の中で、BAAC の融資活

改善した数的変化を導くことは可能だろう。しか

動の浸透度やクレジットの回収率の高さを高く評

し、一方で農村金融がもたらす様々な社会的影響

価する一方で、末端のエンド・ユーザーである農民

は、経済指標の陰に隠れて見落とされがちである。

や農村社会がそれによってどのような社会的変化

本稿は、農村金融の社会的影響を、筆者がタイ農

がもたらされたのかを十分に把握していなかった。

村で行った調査結果を材料に、「脆弱性」や「レジ

マイクロ・クレジットの社会的インパクトは、その

リエンス」といった観点から整理したものである。

貸付金額の小ささもあって、あまり配慮されること

「欠如」や「不足」で語れない、もっと違った角度

はなかった。ドナーのみならず、農民自身もその経

から農村社会に光を当てることで見えてくる新た

済的インパクトの可能性ばかりに目を奪われてい

な価値、とりわけレジリエンスが求める「緩和力」

たことに加え、農民一人ひとりで異なってくる社会

と「適応力」が失われているプロセスを明らかにす

的インパクトまで詳細に把握することは、時間的

る試みのひとつである。筆者は、
「持続可能な社会」

にもコスト的にも難しいものであったからである。

がキーワードとして前景化されつつある今、農村

そうした構造的制約条件が、経済的指標を重視し、

が伝統的に持っていた人と自然の多様な関係性を、

農村が本来的に持つ内的ダイナミズムの価値を軽

人類学者のクリフォード・ギアーツが言うところの

視する姿勢を支えている。

Involution といった概念でもって再評価する必要が

確かに、農村では村人同士や村人と自然の間に多

あると考えている。これまで、開発は自由主義と市

様な関係性が複雑な網の目のように張り巡らされ

場経済という近代化を支える現代の「神話」でもっ

ており、外部者がそれを完全に把握することは不可

て、社会を外に開いていくことによる変革を、「社

能である。援助する側であるドナーが、そうした多

会進化」（social evolution）として重視してきた。し

様性を計画の枠組み（ログ・フレーム）に含めるこ

かし、それは同時に農村社会が持っていた文化的規

とにも限界があろう。しかし、まさしくこの理由に

範性や環境適応力を喪失させるプロセスでもあっ

よって、マイクロ・ファイナンスという実践行為は、

た。気候変動など、人類社会全体がいよいよ待った

貸し手としての農村外部者である BAAC やドナー

なしの時代を迎えて、農村金融やマイクロ・クレ

機関と、借り手としての農民という農村内部者とで

ジットの「貧困削減に資する」という言説を批判的

は、まったく異なって見え方になってしまうのであ

に見直すことは意義あることではなかろうか。

る。本稿で紹介する事例でも、この「認識ギャップ」
が様々な問題を引き起こしていくことが示されて

2．マイクロ・ファイナンスと脆弱性
本稿で扱う題材はタイ政府による農民への直
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いる。問題は、この「認識ギャップ」に対する無知
と無視が、タイ農村の文化的・社会的背景も手伝っ

東北タイの農村金融と脆弱性

て、農民の「主体性」を奪う結果となってしまって

ファイナンスも同じであり、支援する側の貸し手

いることである。すなわち、本来、借り手である農

も、支援される側の借り手と一緒になって、もたら

民の「主体性」を尊重し、活かすはずである小規模

される結果に対してそれがどのようなものであろ

貸付が、農民を受動的にさせ、BAAC に対して従属

うとも、それを引き受ける責任と覚悟（アカウンタ

的な存在に変えてしまい、その結果としてより多く

ビリティ）が必要である。つまり、プロフィット・

の負債を抱えこませることになってしまったので

シェアリング（Profit sharing）だけでなく、バードン・

ある。農村金融は、農民自身の生活を経済的に改善

シェアリング（Burden sharing）の考え方を重要な

することができなかったばかりか、村において従来

のである。しかし、マイクロ・クレジットの場合、

農民が主体的に参加していた伝統的な共済メカニ

「お金を貸し付ける」という行為が持つイメージか

ズム（頼母子講など）を形骸化させるという副次的

ら、借り手に過分の責任が追わすものである。また、

効果（社会的影響）をもたらしたのである。BAAC

プロフィット・シェアリングにしても、バードン・

によるタイ農村へのマイクロ・ファイナンスの浸透

シャエリングにしても、それがコミュニティ（農村）

は、農民と農村との結びつきを弱め、重い負債を抱

の外部者とメンバーの間で生じることから、コミュ

えた農民は出稼ぎで家族を崩壊させたり、土地を

ニティが持つ文化や社会制度を背景とした解釈枠

担保に取られて農村に居場所を失ってバンコクや

組みや規範が機能せず、結果としてコミュニティの

コンケンなどの都市に日雇い労働者として流れて

持つ規範的、社会的制度が徐々に形骸化していくの

いった。農村は自然資源と安い労働力の供給基地と

である。以下では、このマイクロ・ファイナンスと

「変革」させられ、活き活きと人が生きていく場と

脆弱性の関係について、筆者が 1998 年に東北タイ

して多様性と創発性をもったコミュニティではな

の農村 3 村で行った調査を事例としてさらに詳しく

くなってしまったのである。農民と農村の両方で、

検討していく。

脆弱性が高まってしまったことは明かである。
一般に、ローカル・コミュニティのレジリエンス
を高めるためには、外部からもたらされる影響に対
する予見可能性を高めること（予防・緩和力）と、

3．東北タイ農村金融調査
3-1. 農民負債問題の背景とアクター
タイでは 1990 年代半ばから（特に 1997 年の通

予期せず生じてしまった影響に対する迅速かつ適

貨危機後）
、約 500 万世帯と言われるタイの農家の

切に対応する力（適応力）が重要であると言われる。

負債問題が社会問題としてクローズアップされて

とりわけ、後者の意図せずして生じてしまった悪影

きた。当時、タイ農家は全土で約 1000 億バーツの

響に対応するためには、メンバー一人ひとりが個人

借金があると言われていた。負債の債権者つまり

的レジリエンスを高めると共に、それ以上にコミュ

貸し手はフォーマルとインフォーマルの大きく二

ニティ・レベルのレジリエンス、メンバー間の協力・

つに分類でき、政府系の農業・農業協同組合銀行）

信頼関係や自然環境などによって個人では抱えき

（BAAC）からの負債が、これまで法外な利息で農

れない問題に柔軟に対応できるコミュニティ・レジ

民を苦しめてきたインフォーマル金融貸しからの

リエンスも高めることが必要である。また、そうし

借金を上回るようになっていた。

た仕組みを、コミュニティの中でメンバー自身が主

一方、タイは外国からの直接投資の急速な流入

体的に参加して、つくり出していくことが重要であ

と流出によって 1997 年に通貨危機を経験した。そ

る。社会変革は本来、一つの計画に沿って直線的に

の時、同国は「循環の規模」という視点から経済

進むものではなく、コミュニティとメンバーが相互

の規模を問い直し、
「足を知る経済」を国王が訴え

に影響し合いながら、様々な試行錯誤を経て、もた

た。グローバリゼーションへの抵抗は、国家主義や

らされる結果である。一定の時間が必要で、メン

民族主義に向かいがちだが、人々の主体的な参画を

バーもコミュニティが少しずつ力をつけていく、ダ

通した安心した暮らしを守るシステムの構築のた

イナミックなエンパワーメントのプロセスである。

めには、適正な大きさの社会枠組みで問い直す必要

外部からもたらされる開発支援や援助は、受容の

があった。この「人々がコントロールできる範囲と

され方やタイミングによってプラスになる場合も

しての公共圏」の境界を引き直すためには、タイ経

あるし、マイナスに作用することもある。マイクロ・

済のあり方を、インフォーマル経済も含めて考察す
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ることが必要だが、本稿では紙幅の関係から割愛す

タイの農村は、1960 年以降の政府の間違った農

る。しかし、農村金融においては、BAAC のよう

業政策と市場経済に任せた放任主義によって農業

な公的な貸し付け機関だけでなく、親族や村や町の

の衰退と環境破壊に招いていたが、特に 1980 年代

資産家によるインフォーマルな金貸し（非制度金

半ばに資源（森林）の枯渇という問題に直面してか

融）が、多様な意味合いを持って村に存在してい

らはより単収を上げる方向で、すなわち多量の肥料

るということは言及しておきたい。1970 年代後半、

と農薬を使用する農業を加速させていった。この

タイではバンコクを中心に様々な社会運動が展開

流れに棹さしたのが、BAAC による現物支給を使っ

されたが、そこ活躍した運動家や NGOs はその後「共

た金融的政策介入であった。これによって、農民は

同体」という概念を戦略的運動のスローガンを掲げ

ますます上昇を続ける農業コストに採算割れした

て農村に入り、
「住民参加」を基に村落開発を進め

農民は、農業を捨てるか借金が増えても農業を継続

てきた歴史がある。実際、1997 年の通貨危機後も

するかの選択を迫られることとなっていったので

外国からの投資と国の主権という問題を軸にして、

ある。

タイ市民社会は改めて「共同体」議論の復活を図っ

確かに、農民負債の問題はタイに限ったことでは

たが、そこでも農民金融に対する批判が高まった。

ない。日本もそうであったし 1)、多くの途上国では

農民への貸付は現金経済の浸透を進めるだけで、そ

1960 年代から 1970 年代にかけて「緑の革命」に代

れは「村」という共同体システムをむしろ破壊する

表される「開発」の美名の下で導入された近代農

ものではないかとの疑問の声が上がったが、そこに

業によって、農民は多くの負債を抱えることとなっ

は農村には地域の経済を回すインフォーマル金融

た。インドは 1984 年、「緑の革命」導入の結果と

の存在価値が含意されていた。

して生み出された多額の負債からの救済を巡って

では、簡単に当時のタイにおける農民負債の状

中央政府と対立した。タイでも、表１に見るよう

況を要約しておこう。1997 年の時点で、約 480 万

に農民負債は増加の一途を辿り、1998 年にはいよ

世帯の農家が約 2000 億バーツという膨大な額の融

いよピークに達し、同年 6 月に 11 もの農民運動グ

資を受けていたが、このうち返済が滞り負債となっ

ループが連帯してバンコクに集まり、政府に借金返

ていた 830 億バーツの内訳は、貸し手別に以下のよ

済猶予を求める抗議運動を展開した。社会問題化し

うであった。

た農民負債問題に対し、救済策を掲げて農民支持を
集め、政治の世界に入り、その後首相となったのが

● 政府主導のプロジェクトの失敗による借金（8 事業）

タクシンである。その後、農民支持をバックボーン

約 131 億バーツ

とするタクシン派と都市部中間層との間で対立が

● BAAC からの一般融資の遅延

激化し、政治的混乱を招いたことは記憶に新しい。
約 200 億バーツ

農民負債は、その後のタイ社会の混乱の土壌となっ
ていった。

● 非制度金融からの借金
約 500 億バーツ

表1

年
1972
1981
1992
1996

農家世帯数
（百万）
3.78
4.69
5.13
5.50

負債世帯数と負債額の変遷

負債を持つ世帯数
（百万）
1.03
1.17
1.73
2.85

（出典）Department of Agricultural Economics, Ministry of Agriculture (1997)
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%
27.41
25.33
33.72
51.94

合計負債額
（百万バーツ）
1,081.5
4,058.9
22,095.1
70,315.6

平均負債額
（バーツ／世帯）
1,050.00
3,496.19
12,771.74
24,672.13
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農民負債の実態とその生活に与えるインパクト

も幅広く、例えば灌漑の整備や機械化の普及などの

の分析に入る前に、主たる貸し手である非制度金

直接農業に関連するものから、ダムや流通を促す道

融（インフォーマルな貸し手）と制度金融（主に

路の整備などで間接的に農業振興を図るものまで

BAAC）について簡単に説明しておく。

ある。BAAC は政府機関であり、政府が行うプロジェ
クトに融資という手段で推進役を担ってきた。例え

（1）非制度金融

ば、農業機械の導入と振興に関しては、まず農民の

多くは副業を持つ個人である。親兄弟や親戚など

機械へのニーズを高めてもらうために全国に張り

も含まれる。事実、農民は親族関係を頼って借金す

巡らされた支店網を活用して、またラジオや外交員

るケースが多い。都市に近い村では、街の中にある

などを使って広報活動を行っている。農民が機械購

金貸しを副業としている商売人（本業は、雑貨屋、

入を希望した場合、BAAC は購入資金を融資する

オートバイ販売など多岐にわたる）から借りるケー

一方で、実際の購入に際しては BAAC と提携して

スもある。その他には、同じ村の隣人や友人、また

い る 中 央 農 業 市 場（AMC － Agricultural Marketing

サトウキビなど換金作物を育てている農民は、契約

Center）から購入されるようにして、融資利息と

業者などから前借りをして労働で返済するケース

販売益の両方で利益をあげている。また、「現物支

もある。また、教師や僧侶から借りるケースもある

給」
（Credit in kind）というクレジット方法があるが、

が、仏教文化をベースとするタイではあるが、タイ

BAAC の支店網や AMC を使って農業資材（機械、

人の宗教信仰がプラグマティックな人間関係の側

農薬、化学肥料）を卸したい業者は、BAAC に一

面も併せ持つことを示していて興味深い。

定の手数料を支払って指定業者として登録しなけ

金利は、親類や友人から借りた場合は低く、ほと

ればいけない。

んどゼロに近く、返済期間も長い。また村人によっ

こうして BAAC は、農村部に張り巡らせた支店

ては貨幣を介在させず、米で借りて労働で返すケー

網をフルに活用して、農業資機材の売上で農民か

スも多い。一方、いわゆる「街金」と言われる金貸

ら、登録料として業者からの両方から利潤を上げて

しから借りる場合は、金利は月利平均 5 ～ 10 % と

きたのである（表 3 参照）。しかし、この購入先が

跳ね上がる。後で詳述するが、高い金利を要求する

用意されていることは、マーケットへのアクセスや

街金だが、最終的な貸し手としての需要があるた

機械に関する情報が不足している農民から歓迎さ

め、顧客は減っていないという。負債の借り換えで

れる側面もあり、こうした「御為ごかし」のような

雪だるま式にたまり、返済不能に陥って土地を取ら

営業業務を独占的にできるのが政府系機関の強み

れたり、自殺するなどの社会問題を引き起こしてい

であり特徴である。しかし、この購買事業は、その

るが、街金からの借金はあくまでも「引き金」であ

後マスコミによる批判もあって 1987 年に禁止され

2)

り 、そこに至る過程で BAAC などの政府系金融

ることとなったが、BAAC は「農業市場センター」

機関からの貸し込みが負債増加を助長させたこと

（Agricultural Maketing Center）という別組織を立ち

から言えば、BAAC の道義的・社会的責任は小さ

上げ、そことの密な連携の下で間接的に購買事業に

くない。

関与し続けている 3)。
これらの活動に見るように、BAAC は 70 年代か

（2）BAAC

ら 80 年代にかけて順調に利益を伸ばしてきたので

BAAC と は、 そ の 英 語 名 で あ る Bank.for.

ある。しかし、BAAC が良い「営業」を続けてこ

Agricuture.and.Agricultural.Cooperatives の略で、タイ

れたことの背景には、政府系金融機関であることに

語では、トー・コー・ソー（T.K.S.）と呼ばれる。

よる優遇措置と、海外から ODA による低利かつ長

日本語では、「農業・農業協同組合銀行」である。

期返済という好条件の貸し付け原資の確保、全国に

BAAC は農業振興のための政府機関として政府と

張り巡らされた支店網（表 4 参照）を活用しての農

提携して農業多角化などの農業振興政策に協力す

村へのアクセス、そして優先的に農民に農業資材を

る機関だが、銀行としての一般金融業務を行ってお

売りつける特権的な購買事業があったからである。

り、農民への小規模融資だけでなく預金サービスも

日本は、この BAAC に 20 年以上にわたって ODA

提供している。メインの融資業務は、貸し付け対象

を使って低利融資を続けていたが、それは日本の農
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業機械をタイに売り込み、同時にトウモロコシ飼料

うに変容したかという問題も加えて、これが果たし

などの換金作物の生産拠点を整備するためであっ

て援助と呼べるものかどうかは大いに疑問である。

た。この結果として、タイ農民や農村社会がどのよ

他稿で論じているので、そちらを参照されたい。

表 2 貸し手別負債状況

負債額
（千バーツ）

負債者数
B
A
A
C
商
業
銀
行
農
協
仲
介
業
者
街
金
親族／家族／友人
合
計

807,184
57,768
134,782
43,478
72,708
150,265
1,266,185

一人当たりの負債額
（バーツ）

15,668,533
3,712,615
3,084,057
1,150,357
1,384,034
1,827,822
26,827,418

19,411
64,268
22,882
26,458
19,036
12,164
21,188

（出典）Agricultural Census (Northeast) (1993)

表 3 BAAC の現物支給活動

1981 1982 1983 1984 1985
106
66
33
26
16
登 録 業 者 数
2,330
1,576
取り扱い物品数
55
50
24
8
倉
庫
数
顧
客
数 178,275 267,616 386,626 411,129 512,387
1,690
1,709
1,201
980
733
合計契約金額
（百万バーツ）
10,571 13,524 14,143
融 資 契 約 数
11.95
12.60
11.40
10.90
9.20
全融資額に占
め る 割 合（%）
116 130,364 203,390 205,597
化 学 肥 料 取 71,867
扱 量（ ト ン ）
848
824
554
531
344
農 薬 取 扱 額
（百万バーツ）
663
733
558
400
279
農業機械取扱額
（百万バーツ）
179
152
89
49
109
その他の物品
（百万バーツ）

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

142
2,902
60
700,970
1,768

174
2,491
60
2,328

176
2,210
71
3,517

182
1,249
115
3,187

127
1,166
115
2,575

140
1,270
115
2,372

145
1,287
115
2,269

15,817
11.15

17,100
13.61

20,063
17.53

25,675
12.41

30,963
8.32

40,019
5.93

47,988
4.73

287,574 276,251 452,891 239,100 251,956 158,869 145,751
790

1,025

1,516

1,234

1,023

813

736

745

963

1,487

1,589

1,340

1,272

1,147

233

340

514

364

212

287

386

表 4 BAAC の支店数

県 及 び 郡 支 店
フィールド・ユニット
合
計

1989
118
604
722

1992
268
703
971

1993
304
794
1,098

3-2. 調査方法

1994
365
840
1,205

1995
494
847
1,341

1996
535
875
1,410

1997
667
884
1,551

二つ目は、もしマイクロ・クレジットが有効な手

以上を背景として、調査を進めたが念頭においた

段であるならば、どのような農民がどのような条

のは次の三つの疑問である。一つ目は、農業・農業

件において有効になるのか、
「グッド・プラクティ

協同組合銀行（BAAC）による貸し付けの実態を借

ス」を可能にする要因を分析することである。そし

り手である農民レベルで明らかにすること。特に、

て三つ目に、農民にとって最も望ましい形での農村

農民と農村を取り巻く政治的、社会的、文化的文脈

金融事業のあり方を提案することであった。最後の

を踏まえながら、マイクロ・ファイナンスによる農

疑問は、それが当時のタイ社会のアクチュアルな問

村の市場経済化の実状を明らかにすることである。

題であり、調査者として知的搾取に終わらないため
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にも、また調査に協力してくれたタイ NGO（イサー
4)

最も多く受けている地域である（表 5 参照）
。広い

5)

ン NGO-COD ）とコンケン大学 へのフィードバッ

イサーン全体を隈なく調査することは不可能であ

クが必須であると考えたためである。

る。また、重要なのは「借金が増えていくプロセス」

調査地域は東北タイ（イサーン）である。カンボ

の構造的仕組みを明らかにすることであることか

ジアとラオスの国境に接しているこの地域はタイ

ら、既存の文献を活用しての全体的概況の把握に留

の中で最も貧しいと言われているが、その地理的広

め 6)、訪問調査はサンプリングした農村と農民に特

さや農民の数の多さもあって BAAC からの融資を

定し、その比較から傾向を調べることとした。

表5

Province/Region
Bangkok
North
Northeast
West
South
East
Central
Total

地域別負債額

BAAC
Loan (million)
465
24,592
31,888
9,645
14,355
8,636
7,043
96,588

Commercial
%
0.48
25.47
32.98
9.98
14.86
8.94
7.28
100

Loan (million)
27,816
23,748
18,180
n.a.
25,167
n.a.
62,411
157,324

%
17.68
15.09
11.56
n.a.
16.00
n.a.
39.67
100

調査に先立って念頭に置いたのは、調査結果の農

ビューを行った。農民一人にかけたインタビュー時

民へのフィードバックである。新しく得た情報は適

間は約 3 時間で、1 日 2 〜 3 人の農民にインタビュー

宜、参加協力者の間で共有する体制で進めた。これ

した。負債にまつわる話をライフ・ヒストリーとし

は、調査によって得られる情報を独占することで農

て語ってもらい記録したことで、東北タイ農村部の

民を「調査対象」という劣位の立場に置くという倫

もう一つの歴史を語る貴重な補足資料にもなった。

理的問題があるだけではなく、何よりも負債という
アクチュアルな問題に直面している農民こそアッ
プデイトした情報を必要としているからである。ま

3-3．調査結果
（1）対象村の負債概要

た、共に解決策を考えようとする姿勢を実践でしめ

村の違いは、村人同士の関係（協力体制や競争意

すことができなければ、農民と親密な関係を築くも

識）
、借金の多寡、BAAC の活動、非機関貸し手の

できず、それはまた負債というプライベートかつデ

存在などにおいて特徴となって現れている。後述す

リケートな情報を得ることはできないからである。

るインタビューと合わせて見ると次のようなこと

実際、調査はアンケートなどの作成準備の段階から

が三村に共通する点として指摘できる。

協力してもらい、農民の意見をフィードバックさせ
つつ、その過程を通して農民自身に帳簿や家計簿を

① ほとんどの農民が BAAC という存在を知っては

つけることの必要性を認識してもらうこともねら

いるがイメージ程度で、正しく詳細に理解して

いとした。いわゆる、アクション・リサーチである。

いるわけではない。

調査は、負債に関する家計状況と借金・負債の歴

② 負債に悩んでいるが、BAAC を比較的好意的に

史を調査票とインタビューを組み合わせた戸別訪

受けとめていて、何らかの期待を抱いている。

問調査で行った。農民自身が過去のデータを必ずし
も記録していない場合が多く、記憶に頼った口述で

要すれば、借金が増えて困っているが農業を続け

あるため、データの正確さよりも、時系列的変化

るためには農業資材を購入する資金が必要で、そ

や傾向に重きをおいて質問を構成した。対象三村全

のためには BAAC と関係を切ることができない。

農家に質問票を配布し、回収を行い、それを一旦集

また、借金は BAAC からの負債が増えていること

計して分析を行った後、特徴的な農民を選び出し、

も事実だが、同時に BAAC は政府機関なのだから、

質問事項を検討してから、農民一人ひとりにインタ

根拠はないが将来的に何らかの解決策をもたらし
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くれるものと期待している。つまり、農民と BAAC

これはフーコーが言うところの「生—権力」、あるい

の関係は、切るに切れないし、切れないなら（根拠

は「司牧者の権力」による支配関係のようにも思わ

はないが）期待したい、という複雑な関係性にある。

れる。

表6

調査村の所得層別平均負債額

低所得層

中間層

高所得層

合計／平均

ナ・クラダオ
世帯数
平均負債額

～ 20,000
63
28,670

20,000 ～ 30,000
52
21,667

30,000 ～
61
22,780

176
25,551

チンクワン
世帯数
平均負債額

～ 30,000
26
42,923

30,000 ～ 50,000
13
93,323

50,000 ～
26
84,923

65
68,745

キーレック
世帯数
平均負債額

～ 30,000
28
18,204

30,000 ～ 45,000
23
13,212

45,000 ～
26
15,162

77
15,197

表7

調査村別平均所得と負債額

ナ・クラダオ
平均所得
平均負債額
BAAC からの負債額
所得に占める負債額の割合（%）
所得に占める BAAC 負債額の割合（%）

（2）農村社会へのインパクト（インタビュー結果）
次に、BAAC と農民の関係をいくつかの事例を示
しながら紹介する。融資を巡って、BAAC と農民
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34,890
25,551
11,935
73.2
34.2

チンクワン
58,280
68,745
19,937
118.0
34.2

キーレック
55,289
15,197
7,715
27.5
14.0

の間に複雑な関係性があることがわかる。そのこと
を典型的に示す 4 つの事例を、以下にインタビュー
要約の形で紹介する。

東北タイの農村金融と脆弱性

【事例１】 カラシン県ナ・クン郡ナ・クラダオ村、夫－ 44 才、妻－ 46 才
Q 収入源は？
収入は、6 ライの田圃で米を作っていて、自家消費用。その他、ピーナッツ栽培をしている。年
8000 バーツの売上。栽培コストは、3000 ～ 4000 バーツ。今年は、少し収穫が減っている。苗木や
肥料はナ・クーン郡の農協から買っている。この土地では、以前（3 ～ 4 年前まで）たばこを栽培
していたが、たばこには良い農薬と噴霧器が必要なのだが、それを買う金がなくなったので止めた。
また、足に農薬アレルギーが出るようになったので止めた。
Q 他に収入源は？
24 才になる娘は仕事がない。彼女の夫は出稼ぎに出ているが仕送りはない。今は、オートバイ・
タクシーをして、1 日約 70 ～ 80 バーツを稼いでいるが、日々の食料を買うだけしかない。オート
バイは、5 年前にハサミ工場で働いている息子の仕送りで 5 万バーツの値段で買った。
Q BAAC への借金はどれぐらいありますか？
良く分からない。随分前から利子しか返していない。
Q 催促に来ませんか？
BAAC は催促に来るが、いつも失望して帰っていく。何もアドバイスはなくて、期日だけを言い
残して帰っていく（と言っても年 1 回だけ。BAAC によれば、この村の返済率は 2.7%）。
Q インフォーマルから貸りていますか？
2000 ～ 3000 バーツを寺の僧侶になっている父から借りた。12,000 バーツを他の郡の教師から借り
ている。目的は、息子の結婚費用。父から借りた分は、交通費に使った。教師とは長いつき合いが
あって、これまでも時々借りていた。
Q 出費上の心配はありますか？
次女の教育費が心配だ。このままでは金がない。
Q 教育費はいくらか借りますか？
学年の始まりに約 4000 バーツぐらい（学費は不要だが、雑費がかかる。以前は、必要雑費も補助
されていた）。
Q どうして返済できないのですか？
BAAC のメンバーになったときは、まだ財政状況が良かった。その時は、子供も小さかったので
教育に金がかからなかった。その後、長女がバンコク（ヤワラート）へ店番として働きに出て、時々
1000 ～ 2000 バーツの仕送りをしてくれたので助かった。
Q BAAC のローンは、どのように使ったのですか？
ガソリン・スタンドを始めたり、織物の仲買を始めるのに使った。ガソリン・スタンドは 3 ～ 4
年前に始めたが、儲からないのでやめた。織物の仲買は、実は一部を教育費に使ってしまった（い
くら使ったかは覚えていない）。
Q BAAC に要求はありますか？
4 ～ 5 年ぐらい利子の支払いを待って欲しい。本当は、借金をキャンセルして欲しいが無理だろう。
Q

土地を売ることは考えましたか？
土地の権利書は既に BAAC に取られている。返し続けるように頑張るしかない。

BAAC からの融資を元に事業を始めてみたが次々

らく、また再び安易な融資話があれば、それに乗っ

に失敗。典型的なケース。話し方は、非常にソフト

て借金を増やしていく可能性を否定できない。教育

で弱々しく、移り変わる流行の波に対応していく商

費が家計に与えるインパクトは正確にはつかめな

才はないようだ。起業には、農民として求められる

かったが、融資が返済できない負債に転換するきっ

資質とは異なるものが求められることがわかる。恐

かけのひとつとなることがわかる。
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【事例 2】 シサケット県カンタラローム郡キーレック村、男性－ 60 才代
Q BAAC への借金はいくらですか？
5 年前から短期ローンで 3000 バーツを借りていたが、今年はじめてトラクター用のエンジンを買
うために 35000 バーツを 5 年の中期ローンで借りた。これまで返済が滞ったことはない。35000 バー
ツは、毎年 3000 バーツの利子と 10000 バーツの元金返済をしている。
Q お金で借りたのですか？
BAAC から現物をもらった。店で買うと 55000 バーツすると言っていたから安いと思う。
Q 担保は何ですか？
妻の土地（19.3 ライの田圃）だ（この村は保全林の中にあるため土地証書は農業省の土地改革局、
ソー・ポー・コー・4 がほとんどだが、この土地はノー・ソー・3）。
Q トラクターの本体はどうしましたか？
ロップブリ県に住む娘から 60000 バーツを出してもらって店から買った。俺も水牛 5 頭を 25000 バー
ツで売った。今、水牛 1 頭と牛 3 頭が残っている。
Q 水牛を売ってしまって大丈夫ですか？
水牛を使うのは疲れる。
Q トラクターは故障しませんか？
今のところ調子がよい。
Q 農作業で労働交換とかしないのですか？
自分と家族（娘 1 人と孫 2 人）だけでやっている。人を雇う金はないし、他の人を雇うのは嫌だ。
Q 米は誰に買ってもらっていますか？
カンタラロームの精米業者だ。即金で払ってくれるので、そこに売っている。農協と同じ値段だ
と思う。
5 年間、少額短期クレジットの後、高額中期ロー

める気もない。また、作った米の販売でも、引き受

ン に 移 る と い う 典 型 的 な BAAC の 貸 付 増 額 の パ

け業者のオファーを比較することはない。メンテナ

ターン。また、BAAC の現物支給融資を受けた事例。

ンスにかかるコストなども気にしていない。同じ

BAAC を信じ切っており、極めて鷹揚。購入した

村人を信用しておらず、協同する気はないようだ。

トラクターの値段を自分で確かめてはおらず、確か

BAAC との関係は重視している。

【事例 3】 ロイエット県チンクワン郡チンクワン村、女性－ 37 才
Q 今、借金がありますか？
父親と親戚から 10 万バーツを月 4% の利子で借りた。稚魚の養殖のため。カラシン、ウドン、ノー
ンカイまで売りに行っている。この借金は、つい先日に返済した。再び BAAC のメンバーである
父親と親戚から借りようと思っている。
Q 何故、BAAC のメンバーではないのですか？
BAAC のメンバーでないのは、昨年家を建てて実家から離れたばかりだが、それまでは親と同居
していたので同じ家族と扱われ、BAAC のメンバーになれなかった。BAAC のメンバーになりたい
と思っている。なぜなら、父親は既に老齢であり、実際に仕事を続けられない。また、BAAC の利
子が低いのも魅力。今年、メンバーになるように申請するつもり。
Q BAAC からいくら借りるつもりですか？
5 万バーツを借りたいと思っている。その金で、鎌やナイフなどの金物の仲買を始めたい。鎌は 1
本 16 バーツで仕入れて、50 バーツの現金あるいはつけで売れる。
Q 養殖の事業はいくらの投資で始めましたか？
稚魚の仲買は、7 年前に始めた。その時にピックアップ・トラックを購入。養殖は 4 年前に父親の
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土地に池を作って始めた。コストは、掘削のために業者に支払った。7000 バーツ。現在、この事業
で年 15 万バーツの収入。
Q その他に借金は？
昨年、父親から家を建てるために 13 万バーツを借りた。内、8 万バーツは親戚から。残り 5 万バー
ツはロイエット市の金貸しから。月 5% の利子で。既に返却済。
Q 何故、貯蓄をしないのですか？
貯金は不可能。それだけの金に余裕がない。毎年、借金の返済が大きい。
Q 村の貯蓄組合は如何ですか？
昔、村の貯蓄組合のメンバーだった。でも、使える額が 3000 バーツと少ないので止めた。それに
みんなが借り出したらパンクするだろうと思って、安心できないので。母親がメンバーなので、そ
のサポートをしている。
Q 多額の投資に多額の借金返済と事業がリスキーなようですが、保険には入っていますか？
保険には関心がある。昔、民間の生命保険会社を利用したことがある。年 9000 バーツの保険料をエー
ジェントに頼んで払ってもらっていたが、1 年後のある日そのエージェントがその金を持ち逃げし
てから辞めた。保険のためにも BAAC に加入したいと思っている。BAAC は、政府の銀行だから破
産がないし、持ち逃げもないだろう。保険に関心があるのは、夫が稚魚の輸送中に交通事故などに
あったら困るから。
最初、インタビューに非協力的であったが、話を

の村では稚魚養殖ビジネスがブームとなっている。

進めていくうちに胸襟を開き、最後は親切に養殖池

副村長は、これまで仕事をいくつも変えてきた（養

を見せてくれた。後に通訳者から聞いた話では、筆

豚－＞養殖－＞植木の仲買）ことを誇らしげに語っ

者を BAAC の回し者と思っていたそうだ。このこ

てくれたが、この農民はビジネスが頻繁に変わるた

とから、農民が BAAC との関係に慎重を期してい

めに、それに乗り遅れないようにするのが大変だと

ることがわかる。現在、生計は娘が支えている。作っ

こぼしていた。このことは、借金をして農業の形を

た養殖池は約 4 ライの大きさ。ピックアップ・トラッ

変えていくことが如何にリスキーであるか、またそ

クも持っており、村外との仲買商売に使っている。

れによって村内に貧富の格差をもたらしているこ

そのためか、農民よりも商売人という印象が強い。

とを物語っている。融資を使って頻繁に農業ビジネ

農家から養殖池に向かう途中、村の中に同じよう

スに投資して所得向上を図っている農家の多い村

に稚魚を養殖するための池が密集していたが、こ

である。

【事例 4】 カラシン県ナ・クン郡ナ・クラダオ村、男性－ 37 才
Q 何故、BAAC のメンバーでないのですか？
父が昔、メンバーだったが 6 年前に借金を残して死んだ。その時、BAAC の葬式グループから葬
式費用（10 万バーツ）をもらったが、一部は BAAC からの借金を返済に使い、実際に受け取った
のは約 5 万バーツ。それも葬式費用として消えた。BAAC のメンバーになりたいが、この村は返済
率が悪いので新規メンバーをとってくれない。
Q 現在の収入は？
米作とピーナッツ栽培。十分ではない。米は、籾米で 1 年間平均約 350 タン（7000kg）。そのうち
150 タンを自家消費する。残りが余剰分。ピーナッツは、年間 4000 ～ 5000 バーツの売上。
Q 肥料は使っていますか？
年間 3 袋（50kg 袋）を使う（約 1500 バーツの出費）。農薬は使わない。
Q クレジットが必要ですか？
今年は、ナ・クン郡の農協から金を借りようと思っている。7000 バーツぐらい借りたい。牛をも
う 1 頭買いたい。何故、牛かと言えば、将来売ることができるから。
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Q 出費は？
教育費として、授業料（？）として学期当たり約 500 バーツかかる。怪我や病気になったときは
姉から金を借りようと思う。
Q 貯金はありますか？
貯金はない。将来の学費の心配はしても仕方がない。奨学金を取ることを期待している。娘の
GPA グレードは 2.7 ポイントだ（最高 4 ポイント。平均 2.5 ポイント）
。
Q 農業投資の計画はありますか？
肥料を増やして、生産性を上げたいが、金がない。
Q 複合農業をどう思いますか？
良いと思うが、難しい。
Q 出稼ぎの経験はありますか？
昔、バンコクの建設現場で働いていたことがある。

借金なしでやっていけているケース。しかし、借

観点から、次の 4 点に注目する。まず、事前に外部

金の危険性を意識して、強い意志の下で自制してい

ショックを緩和したり予防したりするために必要

るのではなく、BAAC がこの村全体への融資を制

な「情報共有」のあり方。次に、ショックへの対応

限しているために、結果として借りられない。この

のあり方を規定する「文化的背景」
。そして、問題

ことは、融資を受ける受けないの境界の壁が低いこ

が生じたときにそれを解決していく力の源泉とな

とを示している。融資を受けずに、やってこれた要

る「信頼関係」と「制度的多様性」の 2 点である。

因には隣に住む姉の協力が大きい。また、このケー

以下では、上記調査結果から得られた情報を、この

スから BAAC が残債取り立てに葬式グループを利

4 点にまとめる形で記述する。

用していることが明らかになった（のちに BAAC
からも確認）。

（1）情報共有
まず、BAAC が農産物の国際価格の変動などの

これらのケーススタディを含む聞き取り調査か

情報や経営ノウハウなど判断基準を十分に持たな

ら分かったことのひとつは、借金に依存した生活に

い農民に十分な説明をせずに貸し付けている実態

なったことによって、かってよりも生活が不安定に

を指摘したい。多くの農民は次の年の作付けを始め

なっていることである。あるいは、精神的不安を感

るに当たって、必要な農業資材を手に入れるために

じていると言っても良い。
「不安」と一言で言って

借金をせずにはいられない。その意味で、借金する

も、将来への漠然とした不安から、保健や教育機会

ことは常態化している。従って、農民は営農のため

を失ったり、実際に土地を失ったりする具体的なも

の運転資金として資金を借り入れることはやむを

のまで様々だが、BAAC からの借金を返すために

得ない状態にある。しかし、問題なのは農民の経営

街金から借りて、膨れ上がった借金に同じ村人から

意識が高くないために、融資を受ける際にほとんど

蔑まれているなど、借金のために社会関係を崩壊さ

BAAC 側の言いなりで融資契約内容を決めている。

せられた者の不安感は大きい。

農民の中には、利息についての意識も持たずに借り
ている例もある。最低限必要な情報と教育機会は、

４．考察

農民側が求めなくとも貸し手である BAAC の方か

4-1. 問題点の整理

ら積極的に提供されるべきではなかろうか。

前章の農民へのインタビューから、タイ農民が農

農民が主体的に借り入れの判断をせずに融資を

村金融がどのように受容されているのかがわかっ

受けるということは、貸し手側の都合で貸付開始や

た。その中から多くの論点を見いだせるが、まず考

融資金額増額を決められることを意味する。聞き取

察に先だって、それら問題点を農村のレジリエンス

りした事例でも（キーレック村）
、農民は年々増加

を高める（弱める）要素と考えられるポイントに

する融資額に疑問を持ちながらも、BAAC に言わ

沿って整理してみる。レジリエンスを高めるという

れるままに受け入れていったケースもある。キャッ
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サバの栽培に BAAC 融資を使っていた農民は、「来

から、融資内容・条件の説明、融資申請書の書き

年はキャッサバの値が上がる」という BAAC の言

方、営農へのアドバイス、集金・返済催促などの多

葉を信じて、融資額の増加を受け入れていた。しか

様な融資業務を実際に行うフィールド・オフィサー

し、翌年干魃のために不作となり多額の借金だけが

の数は 6 千人しかいない。単純計算で、フィールド・

残った。詳細な事情を、農民と直にやりとりをする

オフィサー一人あたり平均 600 人弱の農民を顧客と

BAAC のフィールド（クレジット）・オフィサーに

して抱えていることになる。そのため、丁寧な技術

尋ねたところ、彼らにも融資増額への営業上プレッ

指導や親身になった農民の相談役になれていない。

シャーが本部からあり（フィールド・オフィサー

非対称な情報共有を固定化する構造的問題である。

のボーナスは、その年の貸付総額とリンクしてい

構 造 的 問 題 の も う 一 つ に 透 明 性 の 問 題 が あ る。

る）、甘い見込みで貸付をしたこともあることを述

BAAC は巨大な官僚組織で、多様な活動を行って

懐した。BAAC の「銀行」として経営上の圧力がが、

いるが、不正な汚職が指摘されていた。例えば、

エンド・ユーザーの農民にしわ寄せられていること

BAAC が農家を対象に長年実践してきた現物支給

がわかる。

という融資形態があるが、農民のニーズ把握や農業

BAAC は中央集権的な組織である。農民と接する

資機材の販売価格が不正であったことがマスコミ

スタッフ（フィールドあるいはクレジット・オフィ

や NGO に指摘され、1988 年に中止となった経緯が

サー）も少ない。BAAC の全職員数は約 13000 人

ある。タイ NGO（NGO-COD）の調査報告書によると、

（1998 年当時）だが、このうち 340 万人の顧客農民

次のような明かな資材価格の格差があったとして

に対して、現場（村）においてメンバー登録手続き
表8

期

いる（OTK は市場）。

肥料のためのローン：BAAC と OTK の肥料代の比較（1988/1989 年）

間

肥料配合

BAAC の値段

OTK の値段

値段の差

季

節

の

始

め

16-16-8

250

195

55

季

節

の

中

間

16-16-8

272

195

77

利子 12.5% を加えた場合
期

間

肥料配合

BAAC の値段

OTK の値段

値段の差

季

節

の

始

め

16-16-8

281

219.25

61.75

季

節

の

中

間

16-16-8

306

219.25

86.75

最後にモニタリングの不備を指摘しておきたい。

を受ける際にも、また返済に当たっても、農民が

BAAC には多様な顧客がいるが、中には地方代議

ルーズになることを助長してしまっている。この傾

士や必ずしも借金を必要としない富裕農家や商人

向に拍車をかけたのが、タイ農村に 90 年代から入

もいる。そして、彼らは BAAC から借りた資金を、

り込んできた消費主義である。

小規模農民に又貸していることを黙認しているの

実際、タイ農村では、車の割賦制度など、消費を

である。又貸しは、BAAC も規定で禁止されてい

煽る仕組みが農村に深く浸透している。このため、

るが、実際には彼らの持つ自己資金と明確に区別す

農業資金に使われるべき融資を消費財の購入など

ることが難しいため、トレースできずに見逃されて

に転用する事例を増やしていった。調査時、どの村

いたのである。この問題は、インタビューした複数

でもほとんど農家で TV を所有しており、オートバ

の農民が指摘していたので、一定程度常態化してい

イの普及率も高かった。返済されれば用途は問わな

たものと思われる。

いという考え方や、事前に農業外の目的に使われる
ことを知りながら貸し付けることが、農民と BAAC

（2）文化的背景
タイ農村には、金銭にうるさい人間は“キー・ニ

のそれぞれの思惑において解釈され、正当化されて
いったのである。

アオ”と言って嫌う文化がある。その一方、細か

農民には金を借りられる貸し手が複数あるが、彼

いことを言わずに大判振る舞いをする人間を“チャ

らは民間のインフォーマル金貸しよりも公的機関

イ・ヤイ”と言って敬う。この文化的背景が、融資

である BAAC の方を好ましいと思う傾向がある。
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これは、非制度金融の高金利（月 5 ～ 10%）に比

い農民に対して事前に十分に説明されず、その結果

べて BAAC の金利が年 9 ～ 12.5% と低いからだけ

実際の買取の際に獲れたカシューナッツが基準サ

でなく、それに加えて民間なら倒産や不正が当たり

イズより小さいからとわずかしか買い取ってもら

前だが、政府機関であるならば安定してクリーン

えず、また市場までの輸送費を言い値で割り引かた

であるという「お上」に対する無根拠な信頼感が

というケースが報告されている。農民は、この問

あるのだ。BAAC 自身も、農民のこの「盲目的な

題を政府に訴えたが、政府は「法的に問題はない」、

信頼」を利用して事業を行っているところがあり、

農民の「自己責任」であるとして、これを無視した

それが不十分な情報提供や説明責任を欠いた経営

のである。

を容認する結果となっているようである。クレジッ

この事例が示唆するのは、政府や企業、BAAC と

トとは、借り手（農民）の側の主体的な取り組みや

いった組織は、様々な手段を駆使してリスクをヘッ

責任感、自律性が伴っていない場合には両刃の剣と

ジすることが可能だということだ。実際、
BAAC が、

なる危険性を本質的に持つものだが、「キー・ニア

一般にコストとリスクが高いと言われる小農民へ

オ」や「お上への無根拠な信頼」がリスクを甘く捉

の貸し付け融資を行えているのは、彼らが融資事業

えさせてしまっているのである。

だけでなく、共済事業や購買事業をと組み合わせ

この文化的文脈に加えて、農民は十分な教育を受

て、多角的に農民から利益を吸い上げる仕組みをつ

けてこなかったという社会的文脈・構造も安易な借

くりあげて、貸し手であることのリスクをヘッジし

り入れに拍車をかけていた。農民自らが適正な資金

ているからである。例えば、農民が事業に失敗して

需要を計算し、得た資金を資本として活用して新

BAAC から借りた金を返済できなくなって、BAAC

たな事業を展開する経営的能力の基礎が十分に備

は併行して行っている葬式組合などの共済事業の

わっていない。実際、新規起業や事業転換を図るこ

方で資金回収をして（クライアントが亡くなった

とができる農民は、必要な情報を比較的得やすい立

場合、10 万バーツの葬式費用が親族に支払われる）、

場にいたり、既存の利権を持つ者に限られてしまっ

貸し倒れを相殺することができるのである。BAAC

ていた。筆者が、調査結果をフィードバックスした

が農民に安易な貸付を続けられる秘密はここにあ

際にも、それを起業や儲け話につなげようとして、

る。BAAC は、小規模農家への貸し付けには葬式

一部の農民（例えば副村長）にすり寄られたりした。

費用の 10 万バーツを上限とするようにフィールド・

農村のように起業機会の環境と情報が限られてい

オフィサーのマニュアルで規定している。

る場所では、マイクロ・クレジットを活用して経済

事実、BAAC はある年には 29.5% の純益増加（1995

的に成功するためには、如何に他者、とりわけ同じ

年）を実現するなど、高い成長率で急速に拡大して

村の隣人を「出し抜く」かにかかっており、それが

きた組織である。スタッフのボーナスも高く、農家

為に村内の人間関係の悪化や BAAC や仲介業者か

の平均所得 3 万バーツを軽く上回る。BAAC は政

らのバイアスのかかった情報に無防備になる傾向

府の公的機関であるばかりか、農民への「貸し手」

を助長しているようである。

として、受益者であるべきところの農民から高い利
益を吸い上げることは、道義的・倫理的に果たして

（3）信頼関係

適正なことなのであろうか。

農民は「お上」
（政府）を信頼していると書いた

BAAC は、先述のように様々な事業を組み合わ

が、政府が様々な政策金融プロジェクトを失敗さ

てポートフォリオを改善して不良債権へのリスク

せ、汚職や不正も多く、約束を反故にすることも頻

をヘッジするメカニズムを整えてきた。その上、農

繁であることが実際のところである。そして、それ

業振興や農民保護の名目で、援助国から譲許性高い

は農民自身も知っている。例えば、政府主導の農業

融資や為替に損失を補填する補助金を政府から受

開発プロジェクトとして、換金作物（カシューナッ

けるなど様々な支援を受けながら事業を展開して

ツ）への作付けの生産作物の転換を、農業省から

きた。その一方で、クライアントであるはずの農民

の技術指導と連携流通企業による「買い取り保証」、

は、不安定な自然環境と国際価格の変動のリスクの

そして BAAC による資金提供によって実施された

下で農業を営んでいるのであり、生産と売り上げの

が、農民と買い付け業者の契約内容が文字の読めな

不安に日々苛まれながら生活を成り立たせていか
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なければいけない。そんな中で、農民は少しでも

た 時、 米 国 の 対 外 援 助 機 関 USOM（United States

生活上のリスクをヘッジしようと貯蓄組合や葬式

Operations Mission to Thailand）の勧告に基づいて、

組合を頼るが、BAAC の登場によってそれらも徐々

所管を国家開発省から大蔵省に移し、農業目的の

に村独自のものから BAAC の事業に置き換わって

貸付に特化することをマンデイトとして 1966 年に

いってしまった。かつては農業の振興と農民の保護

設立された銀行である。その際、USOM は、前組

に重要な役割を果たしていた農協も BAAC が個人

織の専門家の不足、返済能力のない零細農家への貸

農家への融資を始めてから弱体化してしまった。い

付、貸付金の生活費への流用、貸付審査・回収の甘

まだ存続している農協もあるものの、苦しい経営状

さの改善を指摘して、融資条件を返済能力の高い

態のために運転資金を BAAC の依存するところも

農家に厳しく限定すると共に、簡単な審査で顧客

あり、実態は BAAC の出先機関となり、
「農業と農

数も増やすというアクロバティックな利益優先型

民のための農協」という姿は形骸化してしまったの

経営を余儀なくされたのである。それが、その後

である。農民に残された道は、一人ひとりで自らの

BAAC が信用融資事業のみならず、農業市場セン

農業と生活を守るしかなく、家族をバンコクや海外

ター（Agricultural Marketing Center）と連携した購

に出稼ぎにやる者も少なくないが、この「不安全な

買事業や葬式組合のマネージメントなどの共済事

状態」がまた農民をして BAAC の共済事業に仮名

業の展開につながり、結果として農協の仕事を奪っ

するインセンティヴとなっている。農民が主体性を

ていくことになったのである。実際、農業と農民

発揮できる場と環境は、ほぼすべて奪われてしまっ

支援のあらゆる面で BAAC と競合するようになっ

た。「農民主権」は、理論上のことでしかない。

たタイ農協だが、独自資金を持たずに BAAC から

聞き取りで訴えられた農民の声で一番多かった
のは、BAAC が（まともな）政府機関として、真

90% 以上も借入をしているため、資金力に負けて
衰退の一途を辿ったのである（山本 1999）。

に農民のパートナーとなってくれることへの期待

村独自の貯蓄組合や葬式組合も衰退し、農民自

であった。中央集権化した組織の BAAC の政策は

身が管理できるリスク回避メカニズムが失われて

バンコクで決められる。農民と接するフィールド・

いった。農民が主体的管理できる制度を失っただけ

オフィサーも、バンコクからの指示とノルマに従っ

でなく、制度そのものの多様性が失われ、村や農村

て業務をこなすばかりである。オフィサーもバンコ

という枠組みは形骸化して、農民は一人の国民とし

クから来た者も少なくなく、農業経験をほとんど持

て国の社会保障制度などに過度に依存するように

たない者もいる。BAAC が新人教育として提供す

なっていったのである。制度の多様性が失われるこ

る農業関連のトレーニングもわずか 1 〜 3 ヶ月のみ

とは、リスクを回避する手段が減少することでもあ

である（BAAC からの聞き取り）
。必然的に BAAC

る。タイの社会保障制度の整備は遅れており、一つ

のスタッフは、農業と農民に関心を持つことは少な

の制度に依存した暮らしは極めて脆弱である。

く、銀行マンとして業務をこなすばかりとなってい
る。BAAC と農民の関係は、貸し付け、融資、クレジッ

4-2. 農村金融の脆弱性観点からの見直し

トといった金銭を介した関係であり、契約上は繋

自然に依拠した農業を生業とする農民への融資

がっていたとしても実態は切れてしまっている。村

の場合、収入が安定しないために返済が確定しない

の互助組織も崩壊し、大海の孤島のように孤立して

ので、貸し手が財政的持続性を保つために、貸し出

しまった農民は、お金を貸してくれる BAAC にす

しを制限するのでアウトリーチが進まないと言わ

がるように「パートナー」となってくれることへの

れている。

期待を口にするばかりである。

通常、金融機関では勘定計画の中に、一定程度の
貸し倒れがあることを前提に、それを既にコストに

（4）制度的多様性
BAAC が個人融資を拡大させたことに伴って、

して組み込んで年間計画を立てるが、それでも農村
社会に金融を広める（アウトリーチする）ためには、

BAAC の資金に依存していた農協が弱体化したこ

貸倒引当金の割合を小さくするか、あるいは他のコ

と は 既 に 触 れ た。BAAC は 1950 年 代 に、 協 同 組

ストを小さくして全体としてのコストを小さくし

合銀行が不良債権の増加によって経営破綻に陥っ

て、全体で採算ベースが合うようにしなければ事業
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が成り立たないと言われている。
しかし、タイ農村の現場調査から見えてきた状況

する共済事業（葬式組合サービス）のメンバー
にさせつつ、融資を提供することで、返済不能

は、金融がベースとする「信用制限」が限定的にし

となるリスクを避けているのである
（BAAC は、

か当てはまらないことを示している。そのポイント

内規で葬式費用として支払われる 10 万バーツ

を要約すれば、次のようになる。

を貸付限度限度としている）
。

①

②

③

親戚（特に出稼ぎ）という伝統的なリスク回避

このように、貸し手側にも借り手側にも期待通り

メカニズムが生きているために、返済不能とな

の「信用制限」が働かないままに、BAAC が貸し

ることはあまりなく、返済率が高い。しかし、

続けていった結果、農民にしわ寄せとなって負債が

返済率の高さは、そのまま農民小規模金融が有

蓄積されていったと見ることができるだろう。

効ということにはならない。なぜなら、返済率

BAAC と農民は特殊な関係を作っている。クレ

だけでは、農民小規模金融が生活の改善に結び

ジットは、この特殊な関係の上に乗って運営されて

ついていない。

いるのであって、コンテクスト・フリーに資本とい

農民は「お上」への依存意識（パトロン＝クラ

う「機会」が所得向上という経済目的で提供されて

イアント関係）を持つ。農民は、BAAC を他

いるだけではない。クレジットは、それが実践され

の貸し手とは区別して見ている。国営であるこ

る社会の構造や文化的背景を文脈として考慮され

と、葬式組合を管理しているなどの理由から信

なければならない。

用している。このため、BAAC からの借り入れ

「信用制限」を、負債を増やさないためにもっと

には慎重になり、また BAAC から融資の誘い

社会学的観点からとらえ直す必要はなかろうか。多

があれば躊躇してしまう。
「信用制限」は、一

くの金を借りられる方が良いという経済的観点に

般に貸し手側だけでなく、借り手側から見て制

立てば、「信用制限」をマイナスに評価される。し

限が働くことを表す言葉だが、農民と BAAC

かし、先述のように負債を社会的問題と認識すれ

の関係にあっては借り手からの制限が理論的

ば、むしろ信用制限の「負債を防ぐ」という社会的

には機能しない。借り手の民間業者への不信感

機能として積極的に評価することができるだろう。

が BAAC への相対的な期待と信用の高まりと

確かに、借金は個人的問題でもある。家計簿教育な

なり、BAAC の過度の利潤追求活動に対して

ど農民が自己責任において解決すべき問題である

も盲目的になり、負債を増やしながらも返済を

ことは否定しない。しかし、BAAC などの公的機

守る関係を続けることとなっている。

関は、その公的役割として経済成長を後押しするば

一方、商業銀行と同率の貸倒引当金しか準備

かりではなく、人々の暮らしの安定、脆弱性支援に

しないという調査結果もあるように、貸し手側

果たす役割を果たすべきであろう。

（BAAC 側）も「信用制限」を働かせていない。

34

小規模農家では農業事業費と家計費が一緒に

これは顧客農民からの返済を確保する強制力

なっているという現実にも対策は必要だ。今後もま

が十分に働いているからである。私見だが、土

すます増えてくる消費に回るローンをどうするか

地担保やグループ連帯保証などとは別のメカ

という問題を真剣に考える必要がある。アメリカで

ニズムとして、BAAC が共済事業として提供

は農業経営の向上には農民の生活の不安定を解消

している葬式組合サービスが、この強制力の一

することが重要であると認識して、農民向けの消費

端を担っている。農民は、生産活動だけでな

者ローン（Farmers Home Administration）を別に提

く、生活に関しても常にリスクと不安感を抱え

供している。そして、この返済負担が軽いローンは

ているため、伝統的に親族ネットワークなどを

返済に絶対問題がない限り貸さないという厳しい

含めた様々なリスク回避のメカニズムを持っ

審査を課している。タイでは、日本のように農業保

ている。BAAC は融資に際して、この伝統的

険や農業信用保証、農産物価格安定化などに多くの

なリスク回避メカニズムを利用することで返

施策が採られているのと違って、農民は丸裸で市場

済を担保しているのである。すなわち、リスク

に投げ出されてしまって、農産物の流通も民間の中

回避へのインセンティヴを利用して、自ら提供

間業者にほとんどまかされている。こういう状況の
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中で農民だけの努力で安定した生活を作り出すの

統の協働仕組みが壊れてしまったのであれば、籠

は難しい。病気や事故、教育費などで突然の出費が

を編み直すように、一つ一つ関係性をつなぎ直し、

あれば、借金に頼らざるを得ない事実も認めるべき

それによって新しい籠を編み直すことである。そう

だろう。

してできた籠が脆弱な農民を守る、文字通り「セー

また、サイフがひとつしかないことから来る精神

フティネット」になるであろう。

的影響も無視できない。生産事業と家計の二つにサ
イフがきちんと分けられていれば、家計へのしわ寄

【注】

せを少なくするために事業でどうにかやりくりす

１） 日本も戦前、農村の負債が社会問題化したが、戦争

るような思考が働き、行く行くは生産性の向上につ

によって引き起こされたインフレと食料難によって

ながるかもしれない。しかし、ひとつのサイフでは

息を継いだという経験をしている。

農業事業の改善よりも家計による負のインパクト

２） 1998 年 10 月 19 日、王宮前広場で農民デモの陰で、

の吸収という思考が働きやすい。例えば、家族メン

ひとりの農民が首つり自殺した。自殺の理由は、カー

バーによる無償労働などである。つまり、「苦しみ

イ・ファークと呼ばれる借金を苦にしたものであっ

の内部化（internalization）」と呼ばれる意識作用が

た。カーイ・ファークとは、一種の土地売買契約方法

小農家では働きやすいのである。金融機関や政策者

で、それを金融的に使って借金するのである。土地の

達は、そうした農民の心理面を理解し、配慮しなが

売買契約を結び、その代金を受け取るが、一定期限内

ら事業計画が組んでいるのではなく、むしろそれを

にその元金と利子を返済すれば土地を買い戻すことが

利用して利益を得ているようにも見える。更に、そ

出来る。しかし、実際には返済が滞り、多くの場合、

うした農民の思考形式に対して、教育が足りないだ

農民は土地を流してしまうのである。当時、この自殺

とか、遅れているだとかのレッテルを貼って、更な

事件で、この契約を法律で罰すべきとの議論が再燃し

る介入を正当化しようとしているようにも見える。

たが、政府は農民が現金を手にする貴重な手段であり

冒頭に問いかけた開発が広める「欠如の言説」がこ

として、この方法を支援する考えを表明した。

れに棹差しているのだ。農民金融が貧困削減という
言説の下で展開されることの本質的危うさはここ
にある。

３） AMC の県レベル理事会には BAAC の県支店長が加
わっている。
４） タイ東北地方は、ラオス、カンボジアと国境を接し、
話されるタイ方言もラオス語に近かったり、南部で

5．最後に

はクメール語を話す村も多い。ラオスからの出稼ぎ

農産物価格や自然天候などの様々な不安定要素

やクメール人の村のあり、文化は既に国境を越えて

を抱えた農業という営みに対する融資は、技術的

いる。NGO-COD が取り組む人間中心の開発におい

難しさに加えて、農民の生活全体に徐々にインパ

ても文化的側面は重要である。‘タイ国民’という

クトを与えながら、生活の形を変えていくボディ・

概念よりも、どんな文化と社会構造を背景に生活し

ブローのようなものである。農民金融のあり方は、

ているかという方が、持続性の観点から最も配慮を

現実の農村社会に合わせてカスタマイズされなけ

要求される要素だからである。イサーン NGO-COD

ればならない。とりわけ、農村のレジリエンスを高

は、オルタナティヴ農業、エイズ、子供と青年、コミュ

める観点からは、まずパートナーである農民と農村

ニティ組織、コミュニティ・ビジネス、ハンディク

社会を知ること。特に社会生活の側面を知り、そ

ラフトと女性、人権、自然資源、スラムの 9 つの問

こから共同性と透明性の理念を思い起こしながら、

題に対する下部ネットワークを構成し、傘下 NGO

組織の分権化は図り、それによってスタッフと農民

はいずれかのネットワークに所属して活動してい

との相互学習のプロセスを進め、そして必要に応じ

る。

て適切な融資を施すように審査・監督のメカニズム

５） コ ン ケ ン 大 学 で 1979 年 に 設 立 さ れ た Rural

を強化すべきだろう。そして、プロフィット・シェ

Development Institute (RDI) は、様々なドナーの支援

アリングだけでなく、バードン・シェアリングに取

を受けながら、グラスルーツレベルでの開発の手法

り組むぐらいの意志と責任感を持って農民との協

と理論を、特に東北タイというコンテクストにおい

働関係を構築すべきであろう。タイ農村のように伝

て研究してきた。RDI は、タイの開発の経験を、バ
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ンコクや国という枠組みではなく、イサーンという
地域において果たしてきた役割と影響に照らして草
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Vulnerability and Rural Finance in the North-East Thailand
Kiyotaka Takahashi
(Keisen University)
The objective of this article is to examine relationships between the concept of vulnerability and a popular development
approach of microfinance that is to provide financial services to low-income individuals or to those who do not have
access to ordinary banking services. At the outset when the idea of microfinance emerged as a new tool for poverty
reduction, there was a common assumption behind the approach that low-income individuals were capable of lifting
themselves out of poverty if given access to financial services. Since then a lot of studies have been made, and some
indicate that microfinance can play a role in the battle against poverty while others argue that microfinance is not always
the appropriate method because it helps accumulating debt rather than ending extreme poverty. This article is to add to
those critical studies of microfinance with an analysis focusing on farmers’ perception about risks and security rendered
by borrowing money. The case studies carried out in 3 villages of Northeast indicate that in Thailand where microfinance
projects have been implemented by the government bank (BAAC) at the national level throughout the country’s rural
areas, a cultural discourse has been developed with ambivalent attitude towards BAAC. Farmers believe that borrowing
money from BAAC that is the national bank providing credit for farmers is the only way to secure their vulnerable
lives. Because of this perception, farmers are driven to seek more borrowing from BAAC, and by doing so some
borrowers paradoxically result in worsening indebtedness. The article reveals behind this farmers’ contradictory attitude
towards BAAC a unique social structure of rural Thai society that may be called “dual society” or “two-tiered society”
encompassing both traditional rural life and rapidly modernized material life as well as conventional rural value system.
In other words, local farmers still do not have enough capacities for market-oriented business skills so that they find
difficulties to make the most of money borrowed. But by the exactly same token, they are subject to keep relationships
with BAAC for the sake of being secured. The reason of rapid expansion of microfinance in rural communities in
Thailand can be explained by this cultural discourse.
Keywords : rural finance, BAAC, North-East Thailand, indebtedness, poverty reduction, information asymmetry,
informal lending
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特集：脆弱性とボランティア
人権の視点を取り入れた「より良い復興」

人権の視点を取り入れた「より良い復興」
―大地震後のネパールにおけるジェンダー平等と社会的包摂―
田

中

雅

子（上智大学）

【要旨】
本研究は、2015 年 4 月に地震の被害を受けたネパールを事例に、脆弱性を生み出す要因としての社会的排
除に注目し、特にジェンダー平等と社会的包摂の視点を取り入れた支援について検討することを目的とする。
ネパールでは地震発生以前の段階ですでに社会的排除が問題として認識され、ジェンダー平等と社会的包摂に
関する取り組みも始まっていたが、
農村部でそれを実践するための機構は不十分であった。発災後、
クラスター・
アプローチが採用され、ジェンダーや社会的包摂の視点を取り入れる試みがなされたが、脆弱層への配慮は不
足していた。背景として、住民登録制度が確立されていないこと、補償制度が個人ではなく家族／世帯単位で
あることなどが考えられる。
「より良い復興」とは、工学的な意味での強靭さを備えた復興として理解されが
ちだが、社会経済的・文化的な側面においてより良い状態を生み出すためには人権の視点も不可欠である。ネ
パールにすでにある政策文書をツールとし、人権基盤型アプローチを取り入れることで「ひとりひとり」が尊
重される社会へと近づくのではないだろうか。
【キーワード】ジェンダー、社会的包摂、人権、脆弱性、災害、ネパール

権が、災害リスク削減において重要であることがわ

1．はじめに
災害は、性別や年齢、障害の有無、階級等によっ

かる。

て異なる影響をもたらし、社会の脆弱な部分をあぶ

本研究は、2015 年 4 月に地震の被害を受けたネ

りだす。
「より良い復興」（Build Back Better）を目

パールを事例に、脆弱性を生み出す要因としての社

指すなら、従前の社会の課題を克服することは災害

会的排除に注目し、特にジェンダー平等と社会的包

リスク削減にとって不可避である。災害を好機とと

摂の視点を取り入れた支援について検討すること

1)

らえ、社会の変革に着手すべきだ と言われるが、

を目的とする。

現実には迅速な復旧が求められ、災害後の救援や復

池田（2010）によれば、「災害とジェンダー」研

興事業が将来に備えた災害リスク削減と関連づけ

究は、これまでに 1) 人的被害の男女差、2) 性別役

られることは少ない（Christoplos 2006）。

割分業の強化などによる発災後の女性の労働負担

2015 年 3 月に開催された第 3 回国連防災世界会

の増加、3) 女性への暴力の増加など人権侵害、4)

議の成果文書「仙台宣言」は、その指導原則の中で

災害リスク削減における女性の役割や回復力を認

「災害リスクの管理は、開発の権利を含むあらゆる

識することの重要性について、明らかにしている。

人権を促進・保護しつつ、人びととその財産、健康、

以下、まず地震発災前の状況を述べた後、上記

生活、生産的資産、文化的・環境的資産を保護する

1) から 3) の視点から地震の影響を分析する。また、

ことを目的とする」と述べ、人権の促進と保護の必

実際に行われていた支援のあり方を検証し、
「被災

要性について明記している。また、「災害により著

者は尊厳のある生活を営む権利を災害によって剥

しく影響を受けた人々、とりわけ最貧困層に対して

奪された状態にあり、災害から回復するためには権

特段の注意を払いながら、包摂的、参加可能で、差

利の保障が必要である」という考えに基づく「権利

2)

別のない参加が必要である」 と明記しており、差

基盤型アプローチ」への転換 3) が不十分であること

別なき参加を保障するための平等、社会的包摂や人

を指摘する。最後に「より良い復興」
（Build Back
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Better）の実現には人権概念を取り入れることが大

民族（「ジャナジャティ」と総称される）を位置づけ、

切であるという視点から、災害リスク削減に寄与す

上位にある者が下位の者を支配すること、また家父

る復興への展望を述べる。

長制的な枠組みの下、女性は男性に従属することを

資料として、ネパール政府や国連機関や NGO が
発行した文献と、2015 年 5 月 1 日から 8 日までと、
8 月 30 日から 9 月 11 日までのネパール現地調査

4)

で得た情報を用いる。

定めていた。同法改定後も人びとの意識は容易には
変わらず、差別の構造も温存された。
紛争中にネパール政府が策定した第 10 次開発計
画（2002-07）は、社会的包摂を柱の一つとし、ジャ

なお、脆弱性の要因のひとつとして障害を取り上

ナジャティや、下位カーストである「ダリット」、

げるが「障がい者」ではなく「障害者」と表記する。

インド国境沿いタライ平野の住民「マデシ」
、イス

本研究は、障害による社会的な不利益をその人個人

ラム教徒、女性、その他のマイノリティ、「開発」

の問題とする「医学モデル」ではなく、障害をもつ

から取り残された遠隔地の住民が「社会的に排除さ

人にとってバリアとなる環境を作り出している社

れている者」として認識されるようになった。社会

会の側の問題に着目する「社会モデル」の立場をと

的排除の対象として認識されたのは、民族やカース

る。障害者の当事者団体の多くはアイデンティティ

トなど出自にもとづく集団にとどまらず、障害者や

としての障害者の立場を大切にしており「障害」を

性自認、性的嗜好などを理由に差別されがちな人び

漢字表記すること自体は問題としていない。むし

と、また寡婦や人身売買の被害に遭ったサバイバー

ろ「がい」を平仮名表記することで問題をすり替え、

など社会的スティグマを負った人びとにも広がり、

避けないよう留意する。

社会的包摂を求める当事者団体による運動へと発
展した（田中 2013）5)。新憲法公布後も民族の権利

2．発災前のネパール

をめぐる課題は残されているが、人びとの多様な

ここでは研究の背景として、発災前のネパールの

ニーズに対応することや脆弱層への配慮が必要で

政治的・社会的状況と、災害対策分野でのジェン

あることについて、社会に一定の合意が進みつつあ

ダー平等と社会的包摂の施策、ならびにその実施に

る。07 年には公的機関の構成員の 33% を女性とす

あたる地方行政の問題点について述べる。

る施策などが導入されている。

2-1. 社会的排除から社会的包摂へ

2-2. 災害対策文書に見る脆弱性の理解とジェンダー

1990 年の民主化後も貧困や格差が解消されな

平等と社会的包摂

かったことや、憲法で民族の平等が保証されてい

2008 年に策定され 09 年に内務省が承認した「国

るにもかかわらず差別が続いていることに対する

家災害リスク管理戦略（National Strategy for Disaster

人々の不満が増大し、96 年にはネパール共産党毛

Risk Management: NSDRM)」は、人権保護の原則な

沢東主義派（マオイスト）による人民戦争が始まっ

どとともに、ジェンダーと社会的包摂を横断的課題

た。10 年間に及ぶ武力紛争を経て、2006 年に包括

の一つとして取り上げている。同書では、脆弱性の

的和平合意が結ばれ、ネパールはヒンドゥ国家から

種類を構造的（Structural）、非構造的（non-structural）、

世俗国家へ、立憲君主制から共和制へ、単一国家か

社 会 経 済 的・ 文 化 的（Socio-economic and cultural）

ら連邦国家へ、上位カーストによる支配から社会的

の 3 つに分類し、脆弱性分析の実施を行動計画の一

包摂の実現へと複合的な変革を進めている。08 年

つとしている（NSET 2008：33）。このうち本稿で

の第一次制憲議会召集以来 7 年間の議論を経て、15

扱うのは社会経済的・文化的な脆弱性であり、同書

年 9 月 20 日に連邦民主共和国憲法が公布されたが、

の「ジェンダーと社会的包摂」の項目で、以下のと

国家再建はまだ途上にある。

おり詳細に述べられている。

紛争の背景となった構造的要因のひとつは、1963
年までに改定されるまで国法「ムルキ・アイン」に

● 緊急対応や救援を含め、災害リスク軽減事業は、

よって制度化されていた性別・民族・カーストによ

階級、カースト、民族によって災害の影響が複

る差別である。同法は、ヒンドゥの上位カーストと

雑化することに留意し、ジェンダーに配慮すべ

下位カーストの間に、ネパール語を母語としない諸

きである。従前の役割分業が、発災前、発災時、

40

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.16

人権の視点を取り入れた「より良い復興」

発災後によって変化することを認識し、理解か

7）。また郡女性開発官（District Women Development

つ分析することが求められる。

Officer: DWDO）は、生存者、特に脆弱な人びとの

● 災害時には、公的サービスは麻痺しがちであり、

安全確保に努め、ジェンダーに起因する暴力を防止

コミュニティが効果的かつ効率的に機能する必

する責任を負う部署であり、警察や武装警察、国

要がある。コミュニティ内のあらゆる少女と女

家 人 権 委 員 会（National Human Rights Commission:

性、ダリットなどのマイノリティは、発生する

NHRC）や、後述する保護クラスターの加盟団体と

災害の種類によって、何を、いつ、どのように

ともに保護分野の計画を立てることが求められて

しなければならないかを予め知っておかねばな

いる。

らない。彼女たちがその知識や力を活かせるよ

ネパールの災害対策分野における上記のような

うに、役割を明確にし、かつ自信がもてる環境

政策文書は、国連機関や国際 NGO などの協力も得

づくりが求められる。

ながら作成されており、兵庫行動枠組み等も反映さ

● 同じ女性であっても、年齢、単身か、既婚か、
寡婦か、どの民族か、障害や病気はあるかなど

れた完成度の高い文書である。しかし、これを現場
で実行できる体制や環境は整っているのだろうか。

による多様性を認識し、必要に応じて焦点を当
てなければならない。

2-3. 地方における災害対策の機構とその運営上の課題

● コミュニティ内で周縁化されたグループや、少

新憲法による連邦制への移行後、地方自治の仕

女・女性たちは、発災後にもっとも脆弱な存在

組みに変化が生じることが予想されるが、2015 年

になりやすい。家庭やコミュニティでの交渉や

9 月現在、ネパールの行政区分は図 1 のように、郡、

意思決定の場における力の弱さが、災害の克服

市・村、区の三層構造になっている。2014 年 12 月

にも影響しがちである。女性の再生産役割や社

の閣議決定によって多くの村が市に再編されたが、

会における力の分断によって、ジェンダーもし

地震発生時点では行政官がまだ十分配置されてい

くはグループによる格差が広がりやすい。防災、

なかった。最近の自治体再編は、救援活動を混乱さ

減災、災害対応、復旧など災害管理のあらゆる

せた一因であった。

段階の中でも、とりわけ、災害対応と復旧期に

制度上は各レベルに議会が設置されているが、紛

おいては、ジェンダーと社会的包摂が主流化さ

争の影響で地方選挙が実施されず、1997 年に選出

れるように注意を喚起する必要がある。

された議員の任期がその 5 年後に満了してから、住

（前掲書 : 25）

民代表制は存在していない。区については住民の
ニーズをとりまとめる機関として区民フォーラム

性別以外に、民族やカースト、階級によっても災

（Ward Citizens Forum: WCF）があり、地元 NGO の

害から受ける影響が異なること、また年齢や婚姻

推薦によって、ダリットや女性など排除された層か

歴、障害や病気の有無などによって女性の中にも多

らも委員が参加している。

様性があることに着目し、女性を性別のみで一括し
ないよう注意を求めている。
2013 年 に 発 表 さ れ た「 国 家 災 害 対 応 枠 組 み
（National Disaster Response Framework: NDRF)」 は、
発災後の対応方法・責任主体について 時系列でま
とめた文書である。国家の災害対応とは「発災前・
発災時・発災後に迅速に行動し、人命や財産を直接
守り、法と秩序を維持し、病者や負傷者、また脆
弱な人びとをケアし、不可欠なサービス（ライフ
ライン、食糧、シェルター、公共情報やメディア）
を提供し、公共の財産を守ること」を意味すると
し（GON-MOHA 2013: 3）、とりわけ 5 歳未満児と
妊産婦の保護が必要であると記している（前掲書

図１

ネパールの行政区分
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2013 年 に「 郡 災 害 管 理 計 画 策 定 ガ イ ド ラ イ

て郡の職員が報告した後、政党からの参加者が長い

ン」が発行されると、郡災害管理委員会（District

コメントを述べた。女性団体の代表として出席した

Disaster Management Committee: DDMC) を中心に各

ひとりは、政党リーダーたちに比べて自分たちの意

郡での計画作成が始まった（GON-MoFALD 2013：

見を反映させることが難しいので、DDRC 会合に

37-41）。このガイドラインは、脆弱層の数を把握す

はあまり関与していないと言う 7)。

るため、市・村が、ジャナジャティ、ダリット、マ

村レベルの行政官は数が少なく、事務官 1 名の村

デシ、その他のマイノリティの世帯数と男女別人

もある。大都市以外の自治体は、平常時でも住民に

口、妊産婦数、1 歳未満、1 歳から 5 歳、6 歳から

サービスを提供するような体制になっておらず、各

12 歳、13 歳から 19 歳、20 歳から 59 歳、60 歳以上

種証明書の交付を求めてやってきた住民に対応す

の年齢別、さらに障害種別かつ男女別の人口を一覧

る程度の機能しかないのが実態である。

表にすることを求めている。これはカテゴリー別の

大都市以外、区には行政官は配置されておらず、

人口把握だけであり、生計を立てる資源の有無など

住民や NGO が独自に立ち上げたもの以外、区に災

物質的側面、地域での人脈や組織への参加など社会

害救援委員会や災害管理委員会のような組織はな

的側面など、脆弱性の要素に踏み込んだ分析ではな

い。集落単位の住民組織や、女性たちが中心となっ

いが、カテゴリー別の人口把握は脆弱層を可視化す

ている信用貯蓄グループ、協同組合などがそれらの

るために最低限必要な作業である。地震発生前に、

機能を実質的に補完している。ただし、これらは同

全 75 郡で計画は策定済みとなっているが、住民の

質性の高いグループとして結成され、ダリットなど

カテゴリー別の人口把握がどの程度なされていた

排除されやすい人が入っていないことが考えられ

か、またその一覧表が発災後の活動に実際に活用さ

る。任意加入の組織を通じて活動する際は、組織の

れたのかは、今後、検証が必要である。

成員に偏りがないか留意する必要がある。

発災後に緊急対応を統括するのは郡災害救援
委 員 会（District Disaster Relief Committee: DDRC）

2-4. 小括

で あ る。 こ れ は 1982 年 に 制 定 さ れ た 災 害 救 済

ネパールは社会的排除を要因の一つとする紛争を

法（Natural Calamity Relief Act、1989 年 と 1992 年

経て、ジェンダー平等や社会的包摂を政策の一つに

6)

に改訂） で定められた機関で、郡役所長（Chief

掲げており、脆弱性に配慮した災害対策も文書とし

District Officer: CDO）を委員長とし、国軍連隊長、

ては存在している。しかし、その実施に不可欠な人

武装警察連隊長、警察署長のほか、公衆衛生局およ

員体制は整っていない。また議会の不在により、住

び郡病院の責任者、赤十字社支部長、郡住宅・都市

民の声を反映させる場がない。外部から関わる団体

開発局技師、水道局長や郡女性開発官の他、各政党

は、ジェンダー平等や社会的包摂について書き込ま

の郡支部代表が参加している。地域平和委員会など

れた公的文書を活用することで、脆弱層への支援に

郡にある他の委員会も同様に、議員に代わって政党

対する DDRC メンバーの理解も得やすくなる。ま

代表者を委員とするよう定めている。しかし、政党

た既存の住民組織や女性グループとつながること

に属する者が地元住民を代表しているとは言えず、

で、その効果的な実施も可能になるのではないか。

党の利益を優先しがちである。公的組織の構成員の
33% を女性にする施策はあるが、DDRC は「充て

3．災害の影響

職」組織であり、女性は郡女性開発官以外にいない

3-1. 被害にみる脆弱性

郡もある。ただし「評判のよい社会活動家（Reputed

ネパールは、国内総生産の約 4 分の 1 を外貨送金

Social Worker）」という枠で女性団体の職員などを

によって支えられ、全人口約 2,600 万人のうち 220

指名することは可能である。

万人が不在者人口という移民大国である。2011 年の

2015 年の地震発生後に、ドラカ郡の DDRC 会合

国勢調査によれば、女性世帯主世帯の割合は全国平

にオブザーバーとして参加したところ、計 65 人中、

均で 25.7%、今回の地震で被災の大きかった 14 郡

女性は郡女性開発官、選挙管理事務所長と女性団体

はそれを上回る 26.5% である 8)。近隣国バングラデ

等からの計 4 人であり、33％にはほど遠い状態で

シュでは 11%（2011 年）9)、
パキスタンは 10.9 %（2012

あった。シェルター用のトタン板の配布状況につい

年）、東南アジアの移民大国フィリピンは 18.9%
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（2013 年）であることと比べても、女性世帯主世帯

3-2. 女性の労働負担の増加

の割合が高いことがわかる。

女性世帯主世帯や高齢者世帯は、倒壊家屋からの

加齢も脆弱性を高める要素の一つになり得る。移

家財の取り出しや瓦礫処理のための人手が不足し

住によって不在の壮年層が多いため、高齢者割合は

ている。PDNA では、被災した女性たちは 1 日あた

10)

、高齢者だけで暮らしているので支援物資

り家財道具や建築資材の取り出しに 3 時間程度、水

を取りに行けない、高齢の親を置いて避難できない

汲みに 2 時間程度使っているほか、子どもの世話に

高く

という声も寄せられている

11)

。

も発災前より時間を取られていることが報告され
ている（GON-NPC 2015b: 232）。同居男性がいても、
現金収入を得るために被災地から離れるなどして、

(1) 人的被害
2015 年 7 月 16 日現在、死者は女性 4,899 人、男

倒壊した自宅付近には女性だけが残っていること

性 3,952 人、性別不明 6 人の計 8,857 人であり、女

もある。水源や道が壊れたことによって、水汲みや

性 55.4% に対して男性 44.6% と女性のほうが多い。

薪集めに時間がかかることは想像に難くない。

「大災害ほど犠牲者数の男女差が大きく、女性の社

発災後 1 ケ月間は学校が再開できなかったことか

会経済的地位が高い国ほど男女差が小さい」ことを

ら、家屋に被害を受けなかった女性も子どもの世話

実証した先行研究（Neumayer and Plümper 2007）の

に時間を取られた。余震や人身売買への懸念から、

結果と合致する。ただし、被害地域は移住による男

常に子どもから目を離したくないという女性もお

性不在者が多い地域であることから、発災時点での

り、子どもを安心して預ける場所がないことは、女

居住者人口に対する死者や負傷数の分析なしに、女

性にとって精神的負担にもなっている。
2015 年 4 月 25 日 以 降 9 月 22 日 ま で に マ グ ニ

性のほうがより犠牲になっているとは言えない。
年齢別にみると、死者の 33.9% が 20 歳以下、男

チュード 4 以上の地震は 396 回観測されており 14)、

性は 28%、女性は 24% が 10 歳以下である 12)。発災

9 月現在でも余震後眠れなくなったり、屋外にいる

はいずれも昼間で、大人はすぐ屋外に逃げることが

ことを選択する人もいる。安心して身体を休める場

できたり、瓦礫の中から這い出すことができたが、

所が確保できない中、労働による身体的な負担と精

屋内にいた乳幼児が犠牲になったと言われる。

神的な負担で疲弊した女性は少なくない。

(2) 家屋の被害

3-3. 女性への暴力など人権侵害

2015 年 8 月 30 日現在、全壊家屋 605,254 棟、半

発災後 1 週間程度すぎた頃から、男性の飲酒の増

壊家屋 288,255 棟であるが、緊急のシェルター支

加や、避妊具を用いない性行為の強要など暴力も報

援を受けたのは 532,244 世帯と報告されている

13)

。

告されている。女性のための安全スペース（Female

6 月に国家計画委員会が発行した「災害後ニーズ

Friendly Space: FFS）は、暴力の被害に遭った女性

アセスメント報告（Post Disaster Needs Assessment:

の保護や相談の受付、休息の場として設置されてい

PDNA）」によれば、その時点で把握していた倒壊

るが、7 月末時点で 69 カ所しか設置されておらず

家屋計 498,852 棟のうち、26% が女性世帯主世帯、

15)

41% がダリットとジャナジャティ、23% が高齢者

ない状況にある。それでも 8 月までに 13,724 人の

世帯である（GON-NPC 2015a: 62）。土地の所有権

女性が利用している 16)。その一人である地震後の性

をもっている女性は 19.17％しかいないことが、女

暴力被害に遭った女性の話を紹介する 17)。

、郡庁所在地や主要な町まで歩かないと利用でき

性の生活再建を困難にすると述べている。公的支
援を受ける際は、土地権利証の提出が求められる

ドラカ郡の郡庁所在地ビメシュワール市の仮

ため、政府が推進している所有者主導の住宅再建

設住宅で暮らす H さんは、同郡に集住するジャ

（Owner Driven Reconstruction: ODR）アプローチか

ナジャティであるタミの 20 歳代女性である。同

ら排除される危険性が高い。また、自宅で糸紡ぎや

郡北部の村で夫と息子 4 人とともに暮らしてい

機織り、仕立て、農作物加工をして現金収入を得て

たが、夫が 2015 年はじめにマレーシアで働きは

いた女性たちにとって、家屋の損壊は生計の喪失を

じめ、町で子どもに教育を受けさせたいと考え

意味する。

て郡庁所在地に引っ越した。
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間借りしていた建物は地震で住めない状態に

た場所で安心して暮らしたいと考えているが、ネ

なり、村の家も全壊した。近所で暮らしていた

パールの多くの郡には保護施設の役割をもつ公的

女性たち二人と一緒に、ありあわせの材料でテ

シェルターはない。乳幼児は母親とともに後述の女

ントをこしらえて夜露をしのいだ。

性のための安全スペース（FSS）に泊まることはで

夫の渡航費 17 万ルピー

18)

のうち 15 万ルピー

を村人から借金しており、夫からの送金もまだ

きるが、H さんは 2 歳から 10 歳までの息子が 4 人
もおり、一緒連れていくことはできない。

届いていなかったので、地震直後から瓦礫撤去

郡警察署によれば、2015 年 4 月 25 日から 9 月 6

の仕事に就いた。1 日 700 ルピーは女性の日雇い

日までの約 4 ケ月間の性暴力件数は 38 件発生して

労働としては高給だが、仕事はきつく、テント

おり、前年度 1 年間で 85 件であったことを考える

に戻るなり眠りこんでしまう生活だった。

と増加傾向にある。加害者の多くが親族だという。

ある夜、布で覆っただけのテントで眠ってい

夫が不在の中、避難生活を続ける女性たちは、親族

たところ、近くで避難生活を送っていた義兄（夫

に頼るほかないことが多い。鍵をかけられる部屋や

の兄）からレイプされた。警察の女性・子ども

住宅に住むことによって安全を確保する以外に、予

課で事情を話し、加害者である義兄は拘留され

防は難しい。しかし、発災後 4 ケ月を経ても布や防

た。その後、トタンで造ったシェルターに移っ

水シートだけのシェルターや、トタン屋根は入手で

たが、義兄一家のすぐ隣に住まねばならなかっ

きても扉のない住まいで暮らす女性は少なくなく、

た。

最低限の安全が確保できるシェルターの提供が急

しばらくすると、その妻である義姉が、義兄の

務である。

拘留が解かれるよう、訴えを取り下げるべきだ
と言ってきた。彼女は、非は自分の夫ではなく、

3-4. 小括

H さんにあると言い始めた。このままではマレー

移住などにより男性の不在が常態化しているネ

シアにいる夫にも信用されなくなり、住む場所

パールの農村では、女性は農作業や家事労働など負

にも困ると考え、いっそ訴えを取り下げようか

担の大きい労働を担ってきた。後述のクラスター・

と考えた。警察に行ったところ、担当官がマレー

アプローチの中の早期回復分野の加盟団体が現金

シアにいる夫にも電話で事態を説明し、彼女を

給付型労働プログラムとして行っている瓦礫処理

信用するよう伝えてくれたので取り下げないこ

には、女性たちも雇用されている 19)。しかし、H さ

とにした。

んのように安心して身体を休ませる場が確保でき

今も義兄一家と隣り合わせで暮らしており、早

ない状態で重労働を続ける女性にとって、身体的・

く別の場所に住みたいが、借りられる部屋がな

精神的な負担は男性よりも大きい。その上、暴力の

い。政府の給付金 15,000 ルピーは、村の家が全

危険にもさらされている。こうした女性たちの人権

壊したことを理由に受け取ることができた。町

を守る仕組みはどうなっているのだろうか。

で暮らしていると給付金がもらえないと言われ
たので、その金でトタンを買い、村に一旦戻っ

４．支援体制

てトタンのシェルターを建てた。子どもは町の

4-1. クラスター・アプローチ

学校に通っており、村には仕事がないので今後

ネパールでは 2006 年 4 月に人道支援に関わる国

村に住むことは考えていない。ヘルメットや手

連機関、赤十字、国際 NGO による調整機構である

袋、マスクもなしで瓦礫撤去をしているので、

機関間常設委員会（Inter-Agency Standing Committee:

作業中に事故で亡くなった仲間もいるが、他に

IASC）が設置され 20)、地震発生以前から、専門分

仕事がないので、しばらく続けることにしてい

野ごとに集まった国連機関や国際 NGO などで調整

る。

を行うクラスター・アプローチが採用されている。
グローバルレベルでのクラスター 21) と同様、表 1

警察は女性警察官を女性・子ども課に複数配置

で示す 11 分野で構成されている 22)。各クラスター

し、H さんが警察に来るとき以外にも自宅を訪問し

の主担当国連機関が政府側の主導省庁とともに、

て相談にのっている。H さんは、義兄一家から離れ

ニーズ調査や優先順位付け、計画の取りまとめをす
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ることで、重複を避けて効率良い支援を行うことを

おり、郡の災害管理計画はこの分野毎に記述されて

目的としている。中央だけでなく郡でも採用されて

いる。

表1

分野

発災直後の調整機構

ネパールの主導省庁

主担当国連機関

キャンプ調整 ・ 管理 MoUD 都市開発省

IOM

シェルターと
MoUD 都市開発省
ノン ・ フードアイテム

UNHABITAT/IFRC

早期回復

MoFALD 連邦 ・ 地方開発省

UNDP

物流

MoHA 内務省

WFP

情報通信

MoIC 情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ省

WFP

食糧保障

MoAD 農業開発省

WFP/FAO

保健

MoHP 保健 ・ 人口省

WHO

栄養

MoHP 保健 ・ 人口省

UNICEF

水 ・ 衛生

MoUD 都市開発省

UNICEF

教育

MoE 教育省

UNICEF/SC

保護 Protection

MoWCSW 女性子ども社会福祉省 UNICEF/UNFPA

4-2. 保護クラスター
保 護 ク ラ ス タ ー は、 中 央 で は 国 連 児 童 基 金

性暴力事件が起きていた。警察の担当者を中心に
被害者の保護、容疑者の捜査、再発防止について

（UNICEF）を窓口とする子どもの保護分科会と、

話し合われ、被害者の移送や連絡系統の確認がな

国 連 人 口 基 金（UNFPA） に よ る ジ ェ ン ダ ー に 起

された。この会合では、また、政府の担当者が、

因 す る 暴 力 の 予 防 と 対 応 分 科 会（Gender-Based

人身売買の隠れ蓑として使われやすい国際養子縁

Violence Prevention and Response、以下 GBV 予防ク

組の認可を地震後に停止したことを発表した。毎

ラスター）に分かれており、それぞれに国際機関や、

年 12,000 人近い女性と子どもが人身売買の末、国

国際 NGO、現地 NGO、警察や政府の関連出先機関

外に連れていかれていることから、人身売買の増

が参加している。

加は懸念されており、人身売買の被害にあったサ

GBV 予防クラスターは、発災後 1 ケ月間で、下

バイバーの当事者団体シャクティ・サムハなどが

着やタオル、石鹸、歯ブラシ、歯磨きなどからな

UNICEF の支援を受けて予防活動を展開している。

る尊厳キット（Dignity Kit）の配布、女性のための

一方、同月 5 日に開催されたダーディン郡での

安全スペース（FFS）の設置、警察官ほか保護ク

保護クラスター会合には、郡女性開発官や UNICEF

ラスター加盟団体の職員を対象とした研修、レイ

職員の他、女性、子ども、障害者、高齢者の分野

プ被害者用緊急避妊薬や相談員向けマニュアルと

で活動する現地 NGO 関係者など計 20 名程度が参

人身売買予防リーフレットの配布、ラジオ番組に

加していた。支援が不足している地域に関する情

よる啓発活動および国境や乗り換え地点の監視活

報交換や他分野との調整、中央政府が進めている

動強化を開始した。UNFPA や国際 NGO の資金を

被害状況調査について話し合われた。地域の女性

もとに、草の根レベルで FFS の運営や啓発を担っ

から選ばれている保健ボランティアや、貯蓄組合

ているのが「女性たちの回復センター（Women’s

や子ども会のメンバーなど、住民の動向に詳しい

Rehabilitation Center: WOREC）」など現地の女性団

人に調査員として関与してもらうという提案はす

体である。

ぐに受け入れられたが、いつまでにできるかのと

2015 年 5 月 3 日にカトマンドゥで開催された保

いう話になって懸念も表明された。「中央政府から

護クラスターの合同会合の時点で、すでに 2 件の

届いた調査票は、女性、子ども、高齢者などに住
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民を細かく分類している点は評価できるが、調査

別分類を取り入れた被災状況統計の促進、各クラス

票は複雑であり実施にはかなりの労力が必要であ

ターで用いるジェンダー・チェックリストの作成お

る」、
「住民の動向に詳しい人は自分自身も被災しな

よびそれを担う担当者への研修、
現金給付労働（Cash

がら救援に奔走している。救援物資が『援助合戦』

for Work）ガイドラインなどへのジェンダー視点か

の道具のように配布されている中、物資提供をし

らの助言があげられる。また、障害者やセクシュア

ないで地元の関係者から協力を得るのは困難であ

ル・マイノリティなど脆弱性の高い人びとの当事者

る。調査に協力を得たいならば、何か提供しないと、

団体を会合に招いて、そのニーズ把握に努めている。

人々の不満は募るばかりではないか」といった趣旨

8 月には緊急期から復興期への移行過程で留意す

の発言があった。

べきジェンダー主流化のポイントをまとめた文書を

同日、水と衛生クラスターの郡レベルの統括をし

発行し、各分野に対して、①ジェンダー配慮を徹底

ている水道局でも聞き取りをしたが、浄水剤の配布

するためのツールの開発、②地域事情を踏まえて脆

とその使用法の指導を保健ボランティアに委託す

弱性の分析を行い分野間で結果を共有すること、③

るという話が出た。行政官が少ない地方では、保健

モニタリングの際に性別や年齢別の指標を適用する

ボランティア以外に区レベルでの活動に協力を求

こと、④郡レベルにおいて公式・非公式な場を問わ

めるあてがないが、彼女たちも被災している可能性

ず女性が意思決定レベルに意味のある参加ができ

が高いことを考えると、保健ボランティアの負担が

るようにすること、⑤分野毎にジェンダー配慮の

大きいことは明らかである。

チェックリストを作成し支援体制を強化することの

GBV 予防クラスターでは、発災後 2 ケ月目から、

5 点を提案している。9 月上旬の調査時点では文書

FFS で女性たちを待つのではなく、暴力廃絶のため

の発行から間もなく、効果は測ることができなかっ

の啓発活動やリプロダクティブ・ヘルスに関する情

たが、同部会が発行するニュースレター等を見る限

報提供を行うアウトリーチ・ワーカーを配置してい

り、大半の分野が③の指標の適用は行っている。

る。彼女たちは、各戸を回って支援情報を提供する
人材として活動することが期待されているが、被害
地域全村には配置されていない。

4-4. 小括
クラスター・アプローチの中で設置された作業部
会等は、会合予定と連絡担当者が WEB サイトで公

4-3. ジェンダー配慮のための作業部会
避難所や保健、水・衛生など、保護クラスター

表されており、関心のある者は誰でも参加できる。
発災後に初めてネパールにやってきた人にとって、

以外の活動においても性別や年齢によって異なる

カトマンドゥでの会合は効率的に情報収集できる

ニーズに配慮するために、ジェンダー平等と女性

場だが、情報の多くが英語であることから、参加で

のエンパワメントのための国連機関（UN Women）

きる人員を充てることが難しい現地 NGO はほとん

と国連人道問題調整事務所 (UN OCHA) が窓口を務

ど関わっておらず、現場の情報は得にくい。一方、

める分野横断的ジェンダー作業部会（Inter-Cluster

郡のクラスター会合は、ネパール語で行われるた

Gender Working Group）も設置されている。

めか外国人の姿は少なく、各郡に拠点を置く現地

2015 年 5 月 4 日にカトマンドゥで開かれた会合

NGO 関係者が主体である。

には、国連機関や赤十字国際委員会、アジア開発銀

女性団体や障害者やセクシュアル・マイノリティ

行、イギリス国際開発省（DFID）など多国間・二

の当事者団体は、保護クラスターやジェンダー配慮

国間援助機関や国際 NGO のジェンダー担当者の他、

のための作業部会には関与しているが、シェルター

現地の女性団体、障害者団体の関係者ら約 30 名が

や水・衛生などの分野には関わっていない。彼女

参加していた。この部会は独自の事業を行うのでは

たちが直接すべての分野に関わらなくてもすむよう

なく、各分野の支援活動にジェンダーの視点を入れ

に分野横断的ジェンダー作業部会等があるわけだ

るためのガイドラインの策定に重点を置いており、

が、この部会は他の分野の担当者に対して脆弱性分

郡レベルには設置されていない。

析などの方法や指標について伝えることを目的とし

発災から 1 ケ月後までに開始した活動として、草

ており、他分野の情報を当事者団体等に伝える機能

の根の女性グループによる救援物資配布の促進、性

はもっていない。女性団体等がシェルター等の情報

46

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.16

人権の視点を取り入れた「より良い復興」

をまったく持っていない理由はそこにある。他分野

／家族（ネパール語で ghar/pariwaar）
」となっており、

の会合に女性団体や当事者団体も参加することで、

世帯を指す ghardhuri という単語は用いられていな

ニーズを直接伝えるだけでなく、逆に情報も入手し

かった 25)。しかし、J 市の既婚の兄弟は一緒に暮ら

て会員に伝えることが可能になるのではないか。

していても、それぞれ別世帯だと申請して、世帯毎
という理解の下に計 30,000 ルピーを受け取った。一

5．支援の実際

方、S 市に暮らす女性は、夫の両親、叔父や夫の弟

5-1. 厳しい人権状況

とその妻子など計 15 人で暮らしていた家が全壊し

国家人権委員会（National Human Rights Commission:

た。家計はそれぞれ別だったが、市役所では家屋に

NHRC）は、2015 年 4 月 25 日から 5 月 27 日にかけ

対する補償であり、15 人で暮らしていても 1 棟分

て地震による被害が出た 15 郡に委員を派遣し、人権

の 15,000 ルピーしか給付できないと言われた。

監視の視点からモニタリングを行った報告書を 6 月

必要書類は市民権証のみ必要なところが、持ち家

に発行している。生存権や尊厳ある生活への権利、

であることを示すために土地権利証を、世帯である

不可欠な物資やサービスなど人道援助を受ける権利、

ことを証明するために結婚登録証が求められた地域

シェルターや健康、教育など経済・社会・文化的権

があった。こうした状況下では、女性が給付金を受

利、情報を得る権利、差別に反対する権利、保護と

け取るのはより困難である。自分の名義で土地を所

良き統治に関する権利という観点から各地の状況を

有している女性は少ない。また、農村部では結婚登

列記している他、被災した刑務所の状況や囚人の犠

録をする人は稀であり、複婚も未だにある。結婚登

牲者や生存者の権利にも触れている。数次にわたっ

録書を作成していない女性のほうが多い。町で部屋

て救援物資を受け取った人もいれば、一度も受け取っ

を借りて働いている単身女性の中には、土地権利証

ていない人がいたことから、女性や子ども、住居や

も結婚登録証もなく、給付金の対象となる見込みが

食糧など一切を失った困窮状態にある人、ダリット、

ないため、役所に行っていないという人もいた。夫

遠隔地の被災者、高齢者、障害者に対する特別な配

の暴力により別居中の女性も給付されなかった。
「災

慮が欠けていることを指摘し、救援物資の公平な配

害リスク管理国家戦略」では、女性たちの多様性に

布について呼びかけている（NHRC 2015: 76-77）
。

言及し、必要に応じてその差異に焦点を当てるよう

女 性 障 害 者 の 当 事 者 団 体（National Disabled
Women's Association: NDWA）は、多くの女性障害

求めているが、実行されていないことがわかる。
ネパールは、従来から現住所ではなく出身地、

者が地震発生時、自宅に取り残され、暴力やハラス

人でなく土地が基本の社会である。市民権証も親

メントの対象になっていること、女性や子どもの障

の署名とともに、住まいのある場所ではなく親の

害者は、家族にとって経済的な負担だとみなされ、

出身地で申請するのが通例である。都市において

中には「地震で死亡すれば政府から補償を受けられ

も、借家人・間借人は救援物資の支給を受けること

るが、生きている限りはただのお荷物」と家族から

ができないなど排除されていた。当事者団体の連

23)

。平

合 体（Federation of Sexual and Gender Minority Nepal:

常時から男性の障害者と比べて弱い立場にある女

FSGMN）等によれば、被災したセクシュアル・マイ

性の障害者たちが、一層厳しい状況に置かれている

ノリティの多くは、親と一緒に暮らすことができず、

ことがわかる。

町で間借りをしている。しかし、間借人ゆえに救援

中傷を受けたケースもあると報告している

の対象とされず、出身村の自分名義の家屋が壊れた
場合しか、給付金を受け取ることはできないという。

5-2. 制度とその運用上の問題
政府は、被災世帯に対して 15,000 ルピーの給付
金（Relief grant）を支給しているが

24)

筆者は、これまでにも借家人・間借人や、市民権証

、その支払い

を取得できず土地をもたない無権利居住者、ジャナ

方法は市や村によって異なっている。補償の対象は

ジャティの中でもより周縁化された民族と関わっ

家屋か世帯か、支給を受ける際の必要書類は何かと

てきたことから、ネパールにおいて人権保障をする

いう 2 点によって混乱が生じた。

上での第一の課題は、平常時からの住民登録制度の

ある郡の郡役所長（CDO）によれば、中央政府か
ら発出された文書では、給付金の支払い対象は「家

確立にあると考えている。
第二に、ネパールだけでなく日本でも言えるこ
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とだが、補償制度が個人ではなく家族／世帯単位

脆弱性の根は深いものの、ネパールでは紛争や新

であることが、とりわけ女性にとって問題である。

憲法策定の過程において議論されたように、ジェン

災害後に家族から中傷を受けた女性障害者の話か

ダー平等や社会的包摂を推進することに対して一

らも、家族は必ずしもセイフティネットにはなら

定の合意があり、データ収集などモニタリングに関

ないことが明らかである。人権が「ひとりひとり」

しては経験の蓄積がある。ネパールにすでにある政

を尊重するものである以上、給付金は家屋や家族・

策文書をツールとし、人権基盤型アプローチを取り

世帯ではなく、個人を対象に支給するのが妥当であ

入れながら、草の根の女性団体などすでに上記の問

る。被災した個人に尊厳のある暮らしを回復させる

題に気づいている人たちの活動を支えることで「ひ

ことが給付金の目的なら、土地権利証や結婚登録証

とりひとり」が尊重される社会へと近づくのではな

を給付の条件にする必要はない。

いだろうか。

5-3. 小括
脆弱層への配慮や、世帯単位の支援から個人単位
への支援への転換は、日本とも共通する課題であ

【注】
１） Six Principles for Engendered Relief and Reconstruction
(Enarson and Chakrabarti 2009: 24-26)

る。平時から、社会制度のあり方を土地本位から人

２） 外務省 第 3 回国連防災世界会議における成果文書の

間本位へと転換させ、ひとりひとりの人権を保護し

採択「仙台宣言」
（仮訳）から引用したが、英語原

回復させるのが災害救援や復興の目的であるとい

文と異なる箇所は原文に従った。(http://www.mofa.

う考え方を徹底させることは、平常時の社会保障制

go.jp/mofaj/files/000081166.pdf, September 25. 2015)

度の見直しにつながり、脆弱性の削減に寄与するの
ではないだろうか。

３）『人道憲章と人道対応に関する最低基準』では「尊厳
のある生活への権利、人道援助を受ける権利、保護と
安全への権利」を「人道上の責務の詳細な実態を示し

6．おわりに−人権の視点を取り入れた復
興の展望
本稿では、脆弱性を生み出す要因としての社会的

ている」
（スフィア・プロジェクト 2012：19）として
おり、ニーズに基づく支援から、権利を重視すること
への転換は人道援助においても周知されつつある。

排除に注目し、2015 年 4 月に発生した地震災害後

４） 現地渡航には上智大学の個人研究費およびグローバル・

のネパールを事例に、ジェンダー平等と社会的包摂

コンサーン研究所の研究費を充てた。記して感謝する。

の視点を取り入れた支援について検討した。発災前

５） 成果の一つに、セクシュアル・マイノリティの権利

の段階ですでに社会的排除が問題として認識され、

の保障があげられる。2007 年に最高裁判所が第三の

ジェンダー平等と社会的包摂に関する取り組みも始

性として市民権登録を認め、13 年の第二次制憲議会

まっていたが、農村部でそれを実践するための機構

選挙からは有権者登録にも第三の性が認められてい

は不十分であった。クラスター・アプローチが採用

る。出入国管理書類はすでに男性・女性・その他の

され、ジェンダー配慮を主流化させるための作業部

三分類となっており、15 年 8 月にはそれに準じたパ

会が中心となって他の分野の活動にジェンダーや社

スポートも発行されている。

会的包摂の視点を取り入れる試みは進んでいるが、
それでもなお脆弱層への配慮において課題は多い。
これまでのところ、ネパールで「より良い復興」

６） 災害救済法制定後 30 年以上経過しており、2008 年
以来、災害管理法（Disaster Management Act、以下
DMA）の法案が準備されている（IFRCS 2011: 30）が、

（Build Back Better）について語られる際、耐震工法

2015 年 9 月現在も審議中である。

など工学的な意味で強靭さを備えた復興は求めら

７） 2015 年 9 月 7 日ドラカ郡で聞き取り。

れても、社会全体がより良くなることまで含む考

８） ネ パ ー ル 政 府 統 計 局 (http://cbs.gov.np/atlas/maps.

え方だとは理解されていない。脆弱性が、構造的、
非構造的、社会経済的・文化的の 3 つに分類される

html?chapter=6&map=6.4, 23 September, 2015)
９） バングラデシュ、パキスタン、フィリピンのデー

ならば、より良い復興を考える際にも、社会経済的・

タ は 世 界 銀 行 Data Female headed households よ り。

文化的な側面で効果をもたらす人権の視点が不可

(http://data.worldbank.org/indicator/SP.HOU.FEMA.ZS,

欠である。

September 23, 2015)
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10）ネ パ ー ル 政 府 統 計 局 (http://cbs.gov.np/atlas/maps.
html?chapter=2&map=2.20, September 23, 2015)
11）2015 年 5 月 1 日サンク市および同 5 日ダーディン郡で

【引用文献】
Christoplos, Ian. 2006. The Elusive‘Window of Opportunity’
for Risk Reduction in Post-Disaster Recovery. Discussion
Paper, ProVention Consortium Forum 2006, Bangkok.

の聞き取り。
12）2015 年 5 月 17 日ネパール警察報告 Dead bodies with
identified age

Enarson, Elaine and Chakrabarti, P.G.Dhar. (eds.). 2009. Women,
Gender and Disaster: Global Issues and Initiatives. Sage.

13）UN OCHA Humanitarian Bulletin Nepal Earthquake Issue 03

Government of Nepal, Ministry of Federal Affairs and Local

14） Ministry of Industry, Department of Mines and

Development (GON-MoFALD). 2013. Guidelines for

Geology, National Seismological Centre

(http://www.

seismonepal.gov.np/, September 23, 2015)
15）Protection: Nepal Earthquake Cluster Brief, July 2015
(http://reliefweb.int/report/nepal/protection-nepalearthquake-cluster-brief-july-2015, September, 23 2015)
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2013. National Disaster Response Framework (NDRF).
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18）2015 年 9 月 24 日現在、1 ネパールルピーは 1.13 円。

Assessment Vol. B: Sector Reports.
池田恵子．2010．ジェンダーの視点を取り込んだ災害脆弱

19）早期回復分野の報告によれば、2015 年 7 月 15 日から 8

性の分析：バングラデシュの事例から ．静岡大学教

月 15 日の間に全国で 3,486 人の男性と、2,450 人の女性が

育学部研究報告（人文・社会・自然科学編）60: 1-16.

このプログラムで雇用されている。ドラカ郡では、30 日

International Federation of Red Cross and Red Crescent

瓦礫処理に従事した場合、計 15,000 ルピーが支払われた。
20）United Nations Nepal Information Platform (http://un.org.
np/coordinationmechanism/cluster, September 24, 2015)

Societies (IFRCS). 2011. Analysis of legislation related to
disaster risk reduction in Nepal.
National Human Rights Commission (NHRC). 2015.

21）国 連 人 道 問 題 調 整 事 務 所 国 際 人 道 シ ス テ ム

Preliminary Report on Monitoring on the Overall Human

(http://www.unocha.org/japan/about-us/about-ocha/

Rights Situation of Earthquake Survivors, Loss of Lives

international-humanitarian-system, September 24, 2015)

and Properties including the Humanitarian Support such

22）2015 年 9 月 25 日現在すでに活動を終えたものに、民
軍連携作業部会、情報管理作業部会、燃料へのアクセ

as Rescue and Relief Distribution following the Massive
Earthquake that hit the Nepal on 25th April, 2015.

スとエネルギーに関する作業部会がある。11 分野と分

National Society for Earthquake Technology-Nepal

野横断的ジェンダー作業部会以外の他には、評価作業

(NSET). 2008. The National Strategy for Disaster Risk

部会、現金給付作業部会、被災住民側からフィードバッ

Management in Nepal (NSDRM).

クを得るためのコミュニケーション作業部会がある。

Neumayer, Eric, and Thomas Plümper. 2007. The Gendered

23）2015 年 8 月 6 日ジェンダーワーキンググループ会

Nature of Natural Disasters: The Impact Catastrophic

合 議 事 録 (https://www.humanitarianresponse.info/en/

Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981-

system/files/documents/files/gender_working_group_

2002. Annals of the American Association of Geographers

multi-stakeholder_forum_note_of_meeting_06082015_

97 (3): 551-566.

final.pdf, September 24, 2015)
24）全壊家屋に対して 20 万ルピーの補償金を支払うこ
とも発表されているが、2015 年 9 月現在、資料が確
認できないためここでは触れない。
25）2015 年 9 月郡名や発言者名は伏せることを条件とし
た聞き取り。
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Build Back Better through Promoting Human Rights
Gender Equality and Social Inclusion in Post-Earthquake Nepal
Masako Tanaka
(Sophia University)
Disasters cause different effects to affected people according to vulnerabilities by gender, age, dis/ability and class. In
order to put the concept ‘Build back Better’ into practice, it is indispensable to reduce the vulnerabilities in the society.
Post-disaster periods are often perceived as the ‘windows of opportunity’ to change the society. But such changes are
rarely examined in empirical studies. In the guiding principles of Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, human
rights are highlighted as follows; ‘Managing the risk of disasters is aimed at protecting persons and their property,
health, livelihood and productive assets, as well as cultural and environmental assets, while promoting and protecting all
human rights, including the right to development’. It also emphasizes that disaster risk reduction ‘requires empowerment
and inclusive, accessible and non-discriminatory participation, paying special attention to people disproportionately
affected by disasters, especially the poorest’. Equal participation, inclusion and human rights are indispensable to
disaster risk reduction. This article aims at examining the on-going efforts towards gender equality and social inclusion
in the post-earthquake Nepal with special attention to social exclusion as one of the factors of vulnerability. At first, the
paper reviews existing policies on gender equality and social inclusion in Nepal and constraints to implement them.
Such constraints occur due to the absence of the elected representatives in local assemblies. Secondly, the impacts of
the earthquake, such as human casualty, property loss, increase of burden to women and violence against women are
illustrated. Thirdly, cluster approach, a disaster response system, is explained with special attention to protection cluster
and inter-cluster gender working group. Fourthly, the realities of human rights situation in the post-earthquake Nepal
and the problems of citizens’ registration are presented. Finally, the paper argues that Rights-Based Approach should be
integrated into the reconstruction work in order to achieve genuine ‘Build Back Better’.
Keywords : gender, social inclusion, human rights, vulnerability, disaster, Nepal
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特集：脆弱性とボランティア
和平協定の脆弱性と向き合う

和平協定の脆弱性と向き合う
下

澤

嶽（静岡文化芸術大学）

【要旨】
戦後の紛争において、和平協定の締結は大きな分岐点であり、その後の平和構築の内容を決定づけるもので
もあった。しかし、政治力において力の差をもつ少数民族側にとっては、和平協定の内容の是非やその実施の
可能性をめぐって、多くのリスクと脆弱性を含むものである。どのような脆弱性が考えられるか、バングラデ
シュ、チッタゴン丘陵の紛争を例にとって考えていく。また、和平協定の実現性や持続性を確保し、それを高
めるためにも、交渉者の選定、交渉経過の情報公開、一般市民の参加のあり方、第三者の関与のあり方などを
成功例などをもとに考え、強化していくことは重要であり、国際機関、NGO の役割でもある。いくつかの研
究を紹介しながら、そのあり方を検証する。
【キーワード】和平協定、少数民族、脆弱性、平和構築

異によってだけ発生するものではないが、民族の違

1．民族と紛争
20 世紀は地球上で民族意識を基盤とするナショ

いが政治的動員につながり、紛争を拡大・強化する

ナリズムの機運が高まった時代だった。表 1 からも

ため、紛争後の処理を難しくしているのは事実だ。

第二次世界大戦後、アジア、アフリカ、中南米で多

紛争の終結とその後の平和構築に大きな影響を

くの国家が生まれ、国家の 6 割近くが戦後生まれた
ことがわかる。

及ぼすものの一つに和平協定 2) がある。
和平協定の内容、課題、ステークホルダーは実に

表1

多様である。しかし、和平協定の多くは「休戦・終戦」

戦前戦後の国家数

「被害の回復」
「終戦後の国家・自治のあり方」など

戦前から存在
した国

戦後独立した
国

ア

7

16

23

ア フ リ カ

4

49

53

中

南

米

20

13

33

大

洋

州

2

12

14

646 の和平協定が締結され、そのうち 1990 年まで

東

7

8

15

に 50% の内紛は和平協定とともに終了したという。

ヨ ー ロ ッ パ

28

26

54

また、Swarna Rajagopalan によると北東インドでは

ア メ リ カ

1

1

2

1949 年から 2005 年にかけて 13 の和平協定が締結

合

69

125

194

されたという。和平協定が実施され平和な社会を達

ア

中

ジ

計

合

計

（出典）外務省ウェブサイトから（NSI 諸国を含む）

の青写真が書き込まれていることが多い。特に
「国家・
自治のあり方」に関しては、紛争後の社会と平和の
あり方に大きな影響を長期に与えるものである。
Bell によると 1990 年から 2007 年 9 月までの間に、

成したケースもあるが、多くはその後実施をめぐり
混乱の中にいる地域が多い。ただ、和平協定が締結

戦後の紛争に関する包括的な研究は徐々に進ん

され紛争がとりあえず終了したということが、紛争

でおり、内戦型が多いという指摘がされている。特

の完結ではないということである。協定後にこそ発

に戦後のアジア、アフリカの国家形成の過程で多く

生する独自の問題があること、平和構築がうまくい

の紛争が発生し、長期化しているものが多いことが

かないという脆弱性を兼ね備えていることを考え

1)

いくつかの資料からわかる 。その多くが民族や宗

る必要がある。和平協定がもちやすい脆弱性を、バ

教の違いが強調されている。紛争は決して民族の差

ングラデシュ、チッタゴン丘陵の紛争と和平協定の
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例をとりあげながら考察してみたい。

うした動きに対抗するため 1972 年に政治団体であ
る PCJSS（チッタゴン丘陵人民連帯協会 Parbattya

2．バングラデシュ、チッタゴン丘陵にお
ける民族対立と紛争

Chattagram Jana Sambati Samiti）を結成し、73 年に

チッタゴン丘陵（Chittagong Hill Tracts）はバング

結成され、バングラデシュ政府軍と事実上戦闘状態

ラデシュ東南部に位置し、アラカン山脈につながる

はシャンティ・バヒニ（平和軍）という武装部門が
に入る。

バングラデシュ唯一の丘陵地帯である（図 1）
。国土

1979 年になると、政府は平野部のベンガル人を

の 10％にあたるこの場所では、古くからモンゴロイ

入植させる政策を進め、紛争は深刻度を増していっ

ド系の先住民族が焼畑農業を営み、デルタ地帯に居

た。1983 年までに約 40 万人近いベンガル人が政府

住する多数派のベンガル人とは異なる文化を営んで

からの土地、現金、食糧配給を受けて入植し、先住

きた。バングラデシュ人口の約 0.4％にあたる約 60

民族と入植者の数は、ほぼ 1 対 1 という状況にまで

万人、11 の民族がここで生活を営んでいる。彼らの

なっていった。紛争中は、過去 13 回を超える大き

3)

総称としてジュマ という名称が使われている。

な虐殺事件が発生し、殺害を恐れて約 6 万人の先住
民族がインドに逃れ 難民になった。
和解を模索する話し合いが何度かもたれた末、
1997 年 12 月に PCJSS と政府の間で和平協定が結ば
れた。インドのジュマ難民の帰還、土地の返還、軍
の撤退、先住民族を優先した政治体制などを条件に、
2,000 人近いシャンティ・バヒニの武装解除が行な
われた。しかし、和平協定の多くが実施されておら
ず、政府とジュマ社会との間の緊張感はまだ続いて
いる。

図１

チッタゴン丘陵位置図

さらに和平協定の内容に満足できず完全自治を

1760 年にムガール帝国から統治権を譲り受けた

求 め る ジ ュ マ・ リ ー ダ ー が UPDF (United People's

英国政府は、内部の一部の反乱を抑え、1860 年に

Democratic Front) を 1998 年に結成し、ジュマの活

はこの地域を 3 つの地域にわけ、3 名の王に統治権、

動は二つに分断された。その後 PCJSS と UPDF の

徴税権を与えることで効率的にこの地域を支配し

間で、互いのリーダーを誘拐・殺人する報復合戦に

た。平野のベンガル人の流入が徐々に活発になっ

まで状況が悪化し、和平協定完全実施のためのジュ

たため、民族別統治の利を常に考えた英国政府は、

マの提言活動は効果をあげていない。

1900 年に「チッタゴン丘陵統治法 1900」を制定し、

弱体化を余儀なくされたジュマの人々は、土地を

ベンガル人の土地の売買や居住を厳しく制限し、

奪おうとするベンガル人入植者の襲撃や弾圧をひ

ジュマによる自治システムを明確に維持した。この

んぱんに受けるようになっており、毎年のように土

法律がチッタゴン丘陵に住むジュマの人々の自治

地収奪が原因で大きな襲撃事件に発展し、死傷者が

意識の原型となっている。

でる被害を出している。

東パキスタン時代（1947 年～ 1971 年）には、彼
らと政府との緊張関係が高まり、英国植民地時代の
権限が徐々に制約されていった。1962 年にはアメ

3．和平協定と少数民族 バングラデシュ、
チッタゴン丘陵の事例から考える

リカの援助でランガマティ盆地に発電を目的とし

紛争初期や紛争が佳境な時期は、武力闘争の威力

たダムが建設され、10 万人近いジュマたちが移住

と被害に注目が集まるが、紛争が終了段階に近づい

を余儀なくされた。そのうち 6 万人は十分な補償が

てくると、紛争後の新しい社会のあり方について関

得られなかったと言われている。

心が高まってくる。そうした議論と交渉のプロセス

バングラデシュ時代（1971 年～）に入り、ジュ

はどうあるべきか、どういった人々が対応すべき

マ・リーダーは、チッタゴン丘陵統治法 1900 にあっ

か、何を優先すべきかについては、国際社会にまだ

た権限回復を訴えるが、政府から無視される。こ

明確な規範はない。今回は、バングラデシュ、チッ
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タゴン丘陵の和平協定のプロセスを例にとりなが

にチッタゴン丘陵問題を紛争に展開させた張本人

ら、和平協定におけるジレンマ、脆弱性を考えてみ

でもあった。しかし、結果 6 万人近い難民がイン

たい。

ド側にあふれ、その支援資金も負担になり始めて

チッタゴン丘陵の和平協定の主な内容について

いた。そのため、なんとしてもこのタイミングで、

は、表 2 を参照していただきたい。和平協定は 4 つ

問題を終結させたいというインド側の政治的意図

の柱に分かれ、その中に 72 の項目が含まれている。

があった。ジュマ側の交渉代表者に祭り上げられ

紛争中は武装ジュマ・グループを支援していたイ

た PCJSS は、そうしたインド側の意図に推されな

ンド政府が、和平協定交渉をプロセスへの協力を望

がら交渉の場についたのだが、交渉を続けるうち

み、仲介役を買ってでていた。インドは、70 年代

に、多くの妥協を受け入れなければならないことに

表2

1997 年チッタゴン丘陵の和平協定概略と実施状況（2013 年末時点）

条項の内容

現状

A 章．総則（4 項目）
入植村の新設、入植者の「永住者認定」や雇用対策など、地域の
独自性を損なう政策を採ってきた。1998 年 5 月に多くの矛盾点
少数民族が住む地域としての独自性を守ること、和平協定に合わ

を含んだ地域評議会法と 3 県評議会法が制定されたが、地域評議
会の抗議で修正された。しかし、ベンガル入植者を有権者名簿に

せて関連法規を制定・改正すること、履行過程を監視する履行委
含む点は今も未修正。2001 年土地委員会法も矛盾する内容のま
員会の設置を確認。
まになっている。
2009 ～ 12 年まで 5 回会合を開き、土地委員会法の修正案などを
審議したが法案は可決されていない。
B 章．県評議会（35 項目）
1989 年に成立した県評議会に移譲する行政執行権を決め、構成
メンバーもジュマの割り当てを決めた。また地方公務員、警備補

多くの権限が委譲されておらず、地方公務員や警部補にはジュマ

などの採用にジュマを優先する。さらに一部固定資産の徴収権を

がほとんど採用されていない。

付与する。
C 章．地域評議会（14 項目）
県評議会議員が選出する、3 県にまたがる全体調整業務を行う地
域評議会を新たに設置。選挙を実施し、委員を選任、また必要な

選挙人名簿にベンガル人入植者が入ることを PCJSS が拒んだた
め、選挙は一度も行われていない。また多くの権限は移譲されず、

行政執行権を地域評議会に移譲する。またチッタゴン丘陵に関す
十分な機能を発揮できていない。
る法律の設置や変更は、地域評議会が助言して行う。
D 章．帰還難民の生活再開支援、シャンティ・バヒニの恩赦、チッタゴン丘陵省の設置、土地問題解決、軍の撤退（19 項目）
帰還難民、武装グループへの支援はある程度実施されたものの、
帰還難民の帰還とリハビリ、国内避難民のリハビリを実施すると
国内避難民への支援は実施されなかった。土地問題委員会は何度
ともに、武器の放棄と投降したジュマ武装グループの社会復帰や
か開催されたものの、協定を無視した決定が何度もなされ、実際
恩赦、チッタゴン丘陵問題を扱うチッタゴン丘陵省の設置、土地
問題委員会の設置による土地問題解決、軍の撤退などを定めた。

には何も解決されていない。軍の施設約 300 がまだそのまま残っ
ており、軍事施設として収用された土地は返還されていない。

（注）和平協定の内容と実施状況は、かなり複雑で全容を正確にまとめるのは難しく、簡単な概要にだけとどめている。
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気づいていったようだ。しかし、ジュマ・リーダー

生み出す。マジョリティ民族側は第三者機関が入る

の高齢化、インド政府側の終息ムードから、ここが

ことで自分のアドバンテージを失うことを恐れ、そ

最後のタイミングと思ったのか、それらの妥協を受

れを嫌がる。インドの諜報機関は仲介的役割を持っ

け入れ和平協定締結を決断した。結果 1997 年 12 月

ていたが、インド側に逗留するジュマ難民の問題を

2 日、バングラデシュ政府と PCJSS は和平協定に調

解決するための仲介であって、それ以上の関与を前

印した。ジュマ関係者の多くはそのことを突然新聞

提としていなかった。そのため、和平協定締結後に

で知り、驚いた。そして、その内容を知るにつれ、

交渉内容の正当性や協定内容や実施に関して国際

失望感が一部に広がっていった。

社会への訴求力、協定締結後の調整能力を充分生み

和平協定が締結されて 18 年が経ったが、実施状

出しにくい結果になっている。

況から和平協定はとても成功しているとは言えな
い。和平協定後のジュマ社会が抱えた 5 つのジレン
マをここで考えてみたい。

ジレンマ④

少数民族側の分裂

和平協定は、敵対する者同士の合意であり、双方
の妥協の上に初めて成立する。少数民族の団結力を

ジレンマ①

誰が本来の和平交渉者か

高めるためだった初期の理想は、この段階で明確な

チッタゴン丘陵の場合は、武装グループである

妥協を迫られる。そのため和平協定の内容をめぐっ

シャンティ・バヒニを長年率いた PCJSS の一部リー

て少数民族内部で意見の相違から分裂しやすい。意

ダーのみが交渉者になった。これらの交渉の場をつ

見の相違だけでなく、外に向かっていた暴力的エネ

くったのは、インド政府諜報機関で、そのためか話

ルギーがグループ内部に向かい、内部抗争で死者を

し合いの場はインドのトリプラ州内で毎回行われ

出す内紛に転じることもある。

たと言う。

チッタゴン丘陵では和平協定締結後、その内容

こうして和平協定の交渉メンバーは、武装グルー

が妥協的だと反対するジュマ勢力が結集して 1998

プの一部リーダーが独占して進める結果になった。

年 に、UPDF（ 人 民 民 主 統 一 戦 線 United People’
s

交渉権の独占ゆえに、その後多くのジュマ関係者が

Democratic Front) が結成した。PCJSS と UPDF はチッ

不満を持ち、ジュマ・コミュニティ内部の不和を長

タゴン丘陵全域で、それぞれのリーダーの誘拐・殺

引かせる原因となっている。

害を繰り返しており、その関係は泥沼化している。
軍関係者もあえてそれを放置している印象がある。

ジレンマ②

和平協定交渉への参加の保障

2010 年には UPDF との対話を拒む PCJSS の姿勢に

多様なメンバーを交渉者に選ぶことで、多くの関

反発したメンバーが、さらに分裂して M.N. ラルマ

係者の共感を得られる可能性がある。交渉そのもの

派と称して 2010 年から活動を開始した。ジュマ・

に参加できなくても、事前に意見表明の場があれ

ネットの調査では、これらの 3 つのグループの間

ば、参加意識を多少は確保できる。また、交渉開始

で 2007 年から 2013 年の間に発生した殺人が 91 件、

と交渉内容などが一部でも公開されれば、最終的な

誘拐が 371 件とあり、年々増加傾向にある。チッタ

合意事項に人々は共感が持てたかもしれない。しか

ゴン丘陵における現在の課題は、この 3 つのグルー

し、チッタゴン丘陵の場合は、多様な意見を吸収す

プにより生み出される対立事件になりつつある。

る場は一切なく、PCJSS 単独で交渉が進められた。
そのため、ジュマの多くの関係者らは、今でも「除
外された」という意識を持ち続けている。

ジレンマ⑤

和平協定実施の遅れや口頭での約束

和平協定の内容がすみやかに実施されるかどう
か、常に非常に大きな課題である。しかし、チッタ

ジレンマ③

第三者機関の不在

第三者とは、近隣国家の政治家ということもあれ

ゴン丘陵の場合、和平協定の中で具体的なタイムス
ケジュールが決められておらず、重要な土地問題、

ば、国連機関、国際 NGO、宗教家などさまざまだ

軍の撤退等が大幅に遅れており、バングラデシュ政

ろう。立会人がいることで、交渉結果の正当性、ア

府側の先延ばしのを許す結果となっている。また、

カウンタビリティが確保できるだけでなく、その後

ジュマ側にとって最大の関心である「ベンガル人入

の協定内容の実施に関しても一定の監視的効果を

植者の扱い」については、ハシナ首相と口頭で約束
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を交したと PCJSS 側は何度も主張しているが、実際

為は、時として和平協定の実施の暗礁に乗り上げさ

にそうだったのか、ハシナ首相は明言を避けている。

せ、グループ内での分裂を生み出してしまう。
こうしたプロセスをどう改良すれば、より良い効

以上、5 つのジレンマは、決してチッタゴン丘陵

果が期待できるのか。どうすれば、和平協定をその

だけのことではなく、アジア、アフリカの和平協定

ものの意味や政治力を強化できるのだろうか。これ

には多く見られるジレンマである。こうした和平協

に応えるのは容易ではない。

定の実現能力を高めることは、非常に大きな意味を

ここでは人道的対話のためのセンター（Centre
for Humanitarian Dialogue）が 2014 年に出版した実

持つことになる。

践シリーズ（Practice Series）の『和平プロセスへの

４．和平協定をどう進化させるべきか

参加の拡大 - ジレンマと仲介者の選択 – (Broadening

少数民族と国家の間で結ばれる和平協定は、紛争

participation in peace processes ‐ Dilemmas & options

後の希望であり未来地図である。しかし、協定交渉

for mediators ‐)』の提言を簡単に紹介したい。この

のあり方や順調な実施を高める和平協定のあり方

本の中では、これまでの世界の和平協定の例を参考

についてはまだ充分な研究されていない。暴力と民

にしながら、和平プロセスへの参加拡大のために表

族意識の力で交渉の独占をする武装グループの行

3 のような 9 つのモデルを提案している。

表3

和平プロセス拡大のためのモデル

(1) すべての関係グループが交渉者にな

関係するグループ全員をプロセスに参加させることで、大衆の支持を得ること

る。

ができる。強い主張者や武装グループをテロリストと称して交渉プロセスに加
えないことは多くあったが、それらをあえて参加させて和平協定の完成度を高
める。

(2) オブザーバー的参加

関係者を全員交渉者としてではなく、オブザーバーとして参加させる方法。モ
ラルの高いグループだった場合、証人としての役割を持つことができる。オブ
ザーバーの意見にコアな交渉メンバーがどれだけ注意を向けるかの保障はない
が、2003 年のリベリアの和平の際は、女性オブザーバーが重要な役割をはたした。

(3) 公式な相談フォーラム

正式な交渉と平行に、政党や様々な分野の関係者がかかわる相談フォーラムを
置くやり方。交渉内容に応じてトピックスや決議のあり方を決める。問題は、
交渉本体との距離であり、発言力の強いグループの独占や牽制をどう調整する
かが課題。

(4) 相談

よりインフォーマルな相談機能。タイミングや位置づけはいろいろだし、大衆
の意見を反映させることも可能である。しかし実際は交渉人との距離は大きい。

(5) 包摂的協定後メカニズム

多くの和平協定は、実施メカニズムに触れているが、協定を社会の人々に知ら
せることに触れている事例もある。また、協定後の組織などへの人選は重要な
ことだが、多くの決定権は交渉者に自動的に残されることが多く、問題となる
ことがあるので、できるだけ広く、公式な手続きで決まることが望ましい。

(6) ハイレベルな市民社会の関与

国内外の市民社会組織による問題解決、調整やワークショップ。非公式だったり、
非公開だったりすることが一般的である。ワークショップへの参加者の選定は
非常に難しい。

(7) 一般市民の参加

ヒヤリング、市民パネル、投票といった方法で、一般市民の意見を大きく反映
することができる。交渉時でも、協定実施段階でも可能なものである。

(8) 一般市民による決定

選挙は投票によって決める方法である。これらは交渉者や実施者に高い正当性
を与えることができる。

(9) 大衆行動

市民による街頭などでの抵抗運動やデモ、署名などである。
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上記の提言を、すぐにシステム化することは簡単
なことではないだろう。しかし、和平協定の失敗例
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、Peace
２） 名 称 に つ い て は Peace Treaty（ 平 和 条 約 ）
Agreement（和平協定）、Peace Accord（和平合意）、
Armistice Agreement（休戦協定）など多様な表現を
持つが、まだ明確な分類が定着していないため、こ
こでは便宜的に和平協定（Peace Agreement）を使用
する。
３） ジュマ（Jumma）という名称は、民族意識を高める
ために 80 年代頃につくられた造語で、ベンガル語
で「焼畑をする人」という意味である。しかし、必
ずしも長い歴史を持っていないこと、11 の民族が自
分を常にジュマと考えているとは必ずしも言えず、
どちらかと言えばそれぞれの民族名で呼ばれること
を望む。しかしベンガル社会からはそうした違いを
明確に分けないで弾圧してきた歴史があるので、こ
こでは便宜的にジュマを総称として使う。
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和平協定の脆弱性と向き合う

To Face the Vulnerability of Peace Accords
Takashi Shimosawa
(Shizuoka University of Art and Culture)
Many conflicts after the World War II, the Peace Agreements brought big influence on the policy and condition of peace
building and they always have been the milestone of the post-cconflict society. Minority Society which don't have
enough political power, often have the disadvantage or vulnerability on the implementation and sustainablity of the Peace
Agreements. The vulnerability of Peace Agreements is looked through with the example of Bangladesh, Chittagong Hill
Tracts conflict. Finally, analyse the points like, the selection of negotiators, the transparency of process, the third party
mediation and think how we can empower the implementation and sustainability of Peace Agreements.
Keywords : peace agreement, minority, vulnerability, peace building
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特集：脆弱性とボランティア
タイ深南部紛争と平和構築イニシアティブ

タイ深南部紛争と平和構築イニシアティブ
堀

場

明

子（上智大学アジア文化研究所）

【要旨】
本稿は、2004 年から再燃化したタイ深南部の紛争について、その歴史的、政治的要因を整理し、長引く紛
争の現状を紹介するものである。また、タイ政府とマレー系武装勢力の間で 2013 年から始まったトラック１
レベルの和平対話について、また現軍政権下において行われている和平対話に向けた取り組みついても考察し
ている。それにより、
報道されない紛争の一つといえるタイ深南部紛争について包括的な理解を促したい。また、
和平対話の成功に重要な役割を担っている市民社会の現状と課題について、特に市民社会の脆弱性がどのよう
に和平対話に影響するか、
現地調査を基に検討している。紛争下で最も弱い立場にある人々の声を集約しトラッ
ク１の和平対話に届け、政策に盛り込ませる提案をすることが重要であるが、タイ深南部の市民社会団体の多
くは分断し対立している状態であり、彼らの能力強化と意識改革が必要といえる。ボトムアップの平和構築活
動が何よりも重要であり、市民社会への支援が、時間がかかるけれども持続可能な和平につながるからである。
また、同地域における、国際社会が果たしうる役割について、特に信頼醸成活動の重要性についても論じている。
【キーワード】タイ南部紛争、紛争分析、和平対話、市民社会

1．はじめに
タイ深南部、つまり、パタニ県、ナラティワー

と、タイ国内的にも国際社会のコンテクストでも影
響が小さいことなどから、メディアの関心も低く、

ト県、ヤラー県そしてソンクラー県の一部を指す

タイの一部で 10 年以上にわたって紛争が続いてい

地域は、2004 年 1 月に紛争が再燃化してから、治

ることすら知らない人が多い。

安部隊による人権侵害、武装勢力による襲撃事件

本論文では、報道されない紛争とも言えるタイ深

などが続き、早 11 年が経とうとしている。現在も、

南部の紛争について、紛争の概要とその原因を整理

約 6 万人規模の治安部隊が駐留し、
戒厳令が敷かれ、

し、2013 年から始まった和平対話についても筆者

重装備の治安部隊が至る所で 24 時間警備をし、戦

が行った現地調査 1) を踏まえ現状を考察したい。特

車が走り、チェックポイントが細い道まで設けられ

に、現地の市民社会の課題を明らかにすることで、

ている。タイ深南部の人々の中には、あきらめの境

和平対話への影響を考えたい。また、同地域の平和

地から生活の一部として受け入れ、紛争地ではな

と安定のために、国際社会の平和構築における役割

いかのように毎日を送っている人がいる。一方で、

についても考えていきたい。

逮捕状なしで尋問され、武装勢力と関係がなくて
も拘束され、時には拷問もされるという経験を持っ

2．タイ深南部地域の歴史的背景

たたくさんの若者がおり、また、暴力事件に巻き込

マレーシアと国境を接しているヤラー県、ナラティ

まれ家族や友人を失った人が数多く存在し、治安部

ワート県、そしてパタニ県とソンクラー県の一部は、

隊に対するトラウマを抱える人、怒りの中で生きて

一般的に「Deep South 深南部」
「南部国境県」と呼ば

いる人、生活に不安を抱える人がいる。この 11 年で、

れている地域である。歴史的にパタニ王国があった

死者は 6500 人以上に達するが、これは、一日 2 人

ことから、この一帯を住民達はパタニ（Patani2)）と

～ 3 人、一か月で 45 人～ 50 人位が爆弾事件や銃撃

呼んでいる。この地域の人口は約 200 万人、75 ～

事件などで命を落としている計算になる。異常なこ

80％がイスラム教徒である。タイ全体の人口が約

とであるが、一つの爆弾事件での死者数が少ないこ

6500 万人、そのうちイスラム教徒が約 4％を占めて
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いる状況から考えると、深南部地域にイスラム教徒

ニがタイ領内に、その他クランタン、トレンガヌ、

が集中して多いということがわかる。また、深南部

ケダー地域が英領となった。宗主国は現地の意向を

の人々はバンコクをはじめタイの別の地域に住むイ

無視し国境線を引いたため、文化も宗教も違うパタ

スラム教徒とは異なり、
「パタニ・マレー」と呼ぶ

ニ・マレーの人々がタイ王国という国民国家に組み

独自のアイデンティティを持つ。彼らは、タイの大

込まれ、タイの深南部地域にマレー系のイスラム教

多数が仏教徒である中で、マイノリティーであるイ

徒が多数住む今の状況が生まれたのである。その

スラム教徒であると同時に、マレー語の方言である

後、1933 年には、モントン制度が廃止され、現在

マレーシアのクランタン州とほぼ同じ言語を話すマ

にいたるパタニ県、ヤラー県、ナラティワート県の

レー人である。この地域は、14 世紀から 19 世紀に

3 県が確立し、新たな地方行政の統治形態となった。

かけて、マレー系のイスラム王国「パタニ王国」が

タイ側に組み込まれたパタニの人々は、タイ政

統治していた地域である。パタニ王国は、マレー半

府による同化政策で、長年にわたりマレー文化や宗

島の東西交易中継港市の一つとして 17 世紀に最盛期

教が国家によって厳しく管理されることとなる。初

をむかえ、イスラム知識人（ウラマー）を多数輩出

等義務教育令によりタイ語が教授用語として導入さ

し、東南アジアにおけるイスラム教育・知識の中心

れ、特にポノ（パタニ語）もしくはポンドック（マ

地として知られていた。パタニ王国の栄光の歴史と

レー語）と呼ばれるイスラム学校でのタイ語教育の

タイ王国の統合政策による抑圧の経験が、
「パタニ・

導入は大きな反発をもたらした 8)。しかし、政府に

マレー」としてのアイデンティティを生み、タイ深

対する不信感がつのり、分離独立運動のきっかけと

南部に住むイスラム教徒の特異性をもたらしている。

なったのは、ピブーン政権の極端な同化政策からで

19 世紀の後半は、汽船が本格的な輸送手段とし

あるといえる。1938 年、タイ陸軍ピブーン元帥が

て登場し、航路の長距離化と港の大型化という条件

実権を握り、国家体制確立キャンペーンの一環とし

に耐えられなくなったパタニ王国が、交易港市とし

てナショナリズム強化に向け、タイ国内の文化統合

ての地位を低下させた時期であり、また西欧からの

政策を実施しはじめてから、深南部地域は劇的な変

圧力でシャムも国境の制定、国家体制の整備を迫

化を強要されることとなる。まず、イスラム教徒は、

3)

られていった時期であった 。すでに 1789 年のラー

マレー語やアラビア語の名前を名乗ることが許され

マ 1 世によるパタニの平定後から明確な支配が始

ず、マレーの民族服サロンの着用が禁じられた。教

まっていたが、1808 年から、シャムは、結束力の

育言語と行政機関での公用語としてタイ語の使用が

4)

弱体化を図って朝貢国であったパタニを 7 国 に分

義務づけられた。また、イスラム婚姻法、相続法な

割し、それぞれに地元の領主を置いた。その後、
ラー

どは、タイの法律と整合性を持つ形に体系化された。

マ 5 世の時代に、中央集権体制を確立すべくモント

彼らの「パタニ・マレー」アイデンティティが危

5)

ン制度 が導入され首都から州知事が派遣されるこ

機に直面したことを受け数々の激しい反発が起き

ととなった。パタニでもモントン制度を導入すべ

た。中でも 1947 年に起きたハジ・スロンをめぐる

く、まず 1901 年初頭に、シャムはその地域を自治

一連の事件が今なお語り継がれている。カリスマ的

州でも属国でもなく、中央政府の直接統治下に置く

なウラマーであったハジ・スロンが、タイ中央政

こととし、パタニのスルタン制の廃止が決まった。

府、当時はタムロン政権に対し 7 項目の要求を行っ

これに対して 1902 年、パタニのラジャ（王）は抵

た。１．サトゥーン県を含む南部四県を同一の行政

抗したが、中央政府は強引にパタニ王を逮捕し、速

区とし、イスラム教徒を中心とした官僚体制に変更

6)

やかに北部ピサヌローク県に監禁した 。よって、

して人事権を移譲すること。２．初等教育 7 年生ま

現在でも、パタニの人々は、1902 年が彼らの自由

でのカリキュラムにマラユー語（マレー語）を含め

と尊厳が奪われた年として認識している。そして

ること。３．南部 4 県の納税額については、南部 4

1906 年にパタニの 7 国は、モントン・パタニに編

県にのみ充てること。５．公用語としてタイ語とマ

入された。さらに、1909 年にマレー半島を植民地

ラユー語を併用すること。６．県のイスラム評議会

支配していた英国と、シャムの間で「イギリス・シャ

に南部 4 県の行政に関する立法権を与えること。７．

ム通商航海条約」が結ばれ、タイとマレーシアの現

マレー系イスラム教徒住民の司法制度については、

7)

在の国境が確定した。よって、サトゥーン とパタ
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熱狂的な支持を集めていたハジ・スロンの動きを警

採用、「投降と恩赦」作戦 13) といった治安維持のた

戒したタイ当局が彼を投獄した為、翌年に「ドゥス

めの対策により、暴力事件は減り、治安の回復に一

ン・ニョールの反乱」と呼ばれる暴動がナラティ

定の効果が見られた。タイ化の基本方針は変わらな

ワート県で発生、400 人以上の死者を出し、多くが

かったが、多文化主義的な教育政策、公教育やテレ

マラヤ（現マレーシア）に逃亡した。ハジ・スロン

ビの普及でタイ語を理解する人が増え、トラブルが

は 1954 年に釈放されたが、息子と共に行方不明と

減ったことも一因であろう。

なった。これには、タイ警察の関与が疑われている
10)

。パタニ側は、武力を使わず正式に要望を示した

3．2004 年からの紛争の再燃化

にもかかわらず、ハジ・スロンを投獄、行方不明に

下火となっていた分離独立運動であるが、2001

した中央政府による不当な対応を、現在も抑圧の象

年にタクシンが政権につくと状況が一変する。深南

徴として語り継いでいる。それ以来、タイ政府はこ

部地域において 20 年に渡って機能してきた SBPAC

の地域に対する支配体制を一層強化して、パタニ・

と CPM43 は、南部の政治問題に関心を寄せている

マレーをタイの文化とアイデンティティに同化さ

王室と枢密院を中心とするネットワーク、南部に強

せるための政策を押しつけた。

い基盤を置く民主党との関係、宗教指導者、地元パ

その後、1957 年の英領マラヤが正式にマレーシ

タニの住民との人脈などを通して微妙なバランス

アとして独立したことによるマレー・ナショナリズ

の上で開発と治安維持を担ってきた 14)。にもかか

ムの高揚もあり、1960 年代から 1970 年代にかけて

わらず、2001 年に政権の座につき、軍から警察へ

BNPP（Barisan Islam Pembebasan Patani： パ タ ニ イ

の権限移譲などを通して南部の政治基盤の切り崩

スラム解放戦線）、BRN（Barisan Revolusi National

しを図ったタクシン政権の失政が、紛争再発の原因

Patani： パ タ ニ 革 命 戦 線 ）、PULO（Patani United

となったと分析する研究者が多い。2001 年 9 月 11

Liberation Organization：パタニ統一解放機構）など

日のアメリカ同時多発テロ事件を受け、タイ政府は

の組織が生まれ、分離独立運動の活動が本格化し

テロ防止宣言を採択する中で、イスラム教徒という

た。特に PULO は、OIC（イスラム協力機構）を中

ことで深南部の分離独立運動とは関係がないにも

心にパタニの現状を訴えるロビー活動を行うと同

関わらず、パタニの人々をイスラム過激派・テロ組

時に、各地での爆破事件だけでなく、バンコクの

織のネットワークにつながる危険性があると疑っ

ドーンムアン空港爆破、ヤラーでの国王襲撃事件

たことや、2003 年から行った「麻薬撲滅」キャン

にまでエスカレートし、分離独立運動組織の活動

ペーンにより約 2,500 人が当局によって殺害される

11)

。分離独立組織メンバーは、

は活発化していった

という強硬策で深南部統治に臨んだことも状況悪

中東やインドネシアの留学中にリクルートされ、活

化につながった。そして、2004 年 1 月に起きた陸

動に参加した若者が多かった。結果、タイにいるこ

軍基地の襲撃事件 15) とその実行犯の弁護にあたっ

とができず、隣国マレーシアだけではなく、中東、

たソムチャイ弁護士の拉致事件（警察によって暗殺

スウェーデンやドイツなどヨーロッパ諸国にも亡

されたと疑われている）
、さらにクルセ・モスク事

命していった。

件 16)、タクバイ事件 17) として記憶されている二つ

しかし、1980 年代以降は、タイ中央政府の様々
な懐柔政策により分離独立運動は下火になってい

の象徴的な事件が、タイ深南部の治安をさらに悪化
させることになった。

く。1981 年に設置された治安、政治、経済などの

2006 年にタクシン政権が倒れた後発足した暫定

社会問題を調整する機関としての SBPAC（Southern

政権は、過去のタイ政府による深南部における高圧

Border Province Administrative Center：南部国境県行

的な対応について謝罪を表明し、SBPAC を復活さ

政調整センター）と、文民・警察・軍人からなる

せるなどの対応を行ったが、一方で軍事作戦も減る

情 報 機 関 で あ る CPM43（Civil-Police-Military Joint

ことはなく、治安状況の改善はみられなかった。

Command：43 期合同市民・警察・軍隊コマンド）
を中心に行われ投降と恩赦政策が功を奏したから
だといわれている

12)

2004 年からの紛争は、タクシン政権時の失政に
よって始まったとはいえ、BRN を中心とした政治

。SBPAC の創設後、インフラ

闘争であり、2015 年の現在も続く新しい形のパタ

整備などの開発事業、パタニ・マレー住民の公務員

ニの解放を求めた運動の一環である。BRN のター
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ゲットは、タイの治安部隊だけではなく、公立学

感である。多くのパタニの年輩の方々が口にするの

校や役所に勤務するイスラム教徒にも及んでいる。

は、パタニ語消滅に対する危機感である。現在のパ

パタニ・マレーのイスラム教徒であってもタイ側に

タニの若者は、家ではパタニ語、外ではタイ語を使

加担した裏切り者であるとの判断から BRN の銃撃

用している。多くがタイ語で教育を受け、テレビや

のターゲットになっている。さらに、爆弾事件によ

インターネット、ソーシャルメディアへのアクセス

り一般の住民にも被害が及んでいる。爆弾事件には

はほぼタイ語で行われている。パタニ語は、マレー

料理にも使われる 20 ～ 25 キロ位のガスボンベが用

系の言語ではあるが、非常に強い方言であり、タイ

いられ、また、タイの治安部隊の武器庫を襲撃し、

語の単語が多用されているため、マレーシア人やイ

銃撃戦により治安部隊から武器を奪うなどして、武

ンドネシア人も理解が難しい。また、パタニでは昔

器の調達は身近なところで行っており、当初心配さ

ながらのアラビア語文字を使ってマレー語を表記

れていた JI（Jemaah Islamiyah：ジェマ・イスラミー

しているジャウィー語が使用されているため、アル

ヤ）や Al-Qaeda（アルカイダ）との関係はないと

ファベットを採用した隣国のマレー社会との接点

されている。また、これらの暴力事件や爆弾事件

が薄れている。ポンドックでは教えられているが、

は、BRN が行ったもののほか、タイ治安部隊が自

ジャウィーが書け、理解できる世代が少なくなって

作自演で行ったものもある。銃撃事件の後、犠牲

きているのも事実である。パタニ・マレーのアイデ

者の手に武器を握らせて武装組織の犯行に仕立て

ンティティの喪失は、言語一つとっても顕著であ

ようとする治安部隊の愚かな行為も見られる。治

り、将来に不安を覚えるのも無理はない。また、多

安部隊がマレー系の 14 歳の少年を誤って銃殺した

くのパタニ人が不満として強調するのが、教育の問

際、その手に銃を握らせ、武装組織には子供の兵士

題である。家で話される言語と公教育の言語が違う

もいるとして、国際社会の武装組織のイメージを悪

という点から、タイ語の理解が遅いため内容の理解

くさせようと図ったケースもあるという

18)

。また、

にも問題が生じている子供たちもいる。イスラム教

麻薬取引や石油や違法伐採の木材を扱う不法ビジ

育の拠点であり、多くのイスラム学者を輩出したパ

ネスに絡んだ犯罪事件も多発しており、誰による犯

タニ王国の栄光と比較し、長年のタイへの同化政策

行なのか明確な見分けがすぐにはつかないのが、こ

によりその地位が奪われてしまったと嘆いている。

の紛争の解決を遅らせているといえる。また、大き

さらに、2004 年以降、パタニの多くの若者が経

な問題として、民兵の数の多さと武器の拡散が指摘

験しており、不満の源泉になっているのが、タイの

されている。陸軍のレンジャー部隊、内務省管轄の

治安部隊による彼らへの軽蔑や懐疑の目、さらには

組織、王室が後押しする組織など、数多くの民兵組

人として扱っていないかのような見下した態度か

織が 4 万人～ 5 万人ともいわれる規模で活動し

19)

、

らくる人権侵害のケースである。パタニの若者はま

特に深南部に住む仏教徒に対し、簡単な訓練の後、

ず、パタニ人としての尊厳の回復と正義を訴える。

武器を供与し自警させているのが状況である。タ

陸軍主導の武力によるアプローチが結局は事態を

イ深南部において共存していた少数派の仏教徒は、

悪化させている。非常事態下において、法的にも治

2004 年以降、多くの住民が他地域に転出したこと

安部隊の権限を強化することにより、いわれのない

で、残された仏教徒たちはますます危機感を強めて

拘束、往々にして行われる拷問がパタニの若者に怒

いる。仏教徒たちが過激な行動に出ることもあり

りとタイ政府に対する不信感を植え付け、
「タイか

イスラム教徒襲撃事件も起きている中、宗教コミュ

らの解放を求めて戦っている」BRN の支援に回る

ニティー間の対立が生まれる可能性も指摘され、紛

のである。パタニの若者は、2004 年以降、タイ治

争解決に向けた取り組みが望まれている。

安部隊からの抑圧を経験し、タイ政府の同化政策が
厳しく二級市民として扱われてきたと感じてきた

４．紛争の構造的要因
タイ深南部紛争の構造的要因は、すでに歴史を概

1940 年代、50 年代の世代と同じような経験、感覚
を味わっている。

観する中で明らかとなっているように、強硬なタイ

タイ深南部紛争に関しては、貧困問題という要

政府の同化政策による「パタニ・マレー」アイデン

素は色濃くない。一人当たりの GDP を比較した場

ティティの喪失への懸念であり、タイ政府への不信

合、東北部や北部地域より深南部地域は高い数字が
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示される。また、所得も国内の他の地域と比較した

あるため、対話はそう簡単には進展しなかった 22)。

場合決して低い方ではない。深南部地域は、ゴムや

3 回のクアラルンプールでの会議の後、ラマダン中

パームヤシなどの換金作物の栽培が盛んであり、海

の一定の停戦の約束が破たんしタイ深南部地域で

に面している地域は漁業、マレーシアとのビジネス

は暴力事件が増加、そればかりか、バンコクにおけ

があるなど、相対的には貧困の度合としては深刻で

るタクシン派と反タクシン派の抗争が激化し、和平

あるとはいいがたい

20)

。とはいえ、現在はゴムの

対話どころではなくなってしまった。インラック

値段が低く、現金収入の低下が生活を圧迫している

政権が 2013 年 11 月に崩壊し、クーデターによって

など不安定要因もあり、また、紛争地であるため地

2014 年 5 月に陸軍のプラユット将軍が率いる政権

理的利点を活かせないなど問題も多く、紛争の終結

がスタートした。それにより、NSC も SBPAC の人

により、隣国とのビジネスの活性化が求められてい

事も変更となり、和平対話に関わっていたメンバー

る。パタニ紛争の構造的な問題は、政治的要素が強

は、ISOC（国内治安維持部隊）のメンバーを除い

く、パタニ・マレーのイスラム教徒のタイ政府に対

て皆姿を消した。

する不満と不信感が根幹にある。

軍事政権発足で和平対話の再開は絶望的と考えら
れていたが、プラユット首相はナジブ首相との会談

5．和平対話の開始と今後の可能性
2004 年以降、いくつかのチャンネルで「対話」

で 2014 年 12 月に和平対話を行う用意があることを
表明、アクサラ将軍をトップとし、ISOC を事務局

による解決を探る動きも試みられていた。元マレー

に、NSC、SBPAC、外務省、法務省、国家諜報局な

シア首相のマハティールのイニシアティブによる

どが参加した和平対話チームが結成された。また、

ランカウイ島での会談、インドネシア政府の仲介

パタニの武装組織側も、今回は、MARA Patani（Majlis

により行われたボゴールでの会談、スイスやフィン

Syura Patani：パタニ諮問評議会）という連合組織

ランドの NGO による仲介の試み、アピシット政権

を作り和平対話に挑むべく武装組織内で話し合い

中にも対話の機運が盛り上がった

21)

。しかし、武

がもたれている。MARA Patani は、BRN から 3 人、

装組織側のタイ政府への強い不信感だけではなく、

BIPP から１人、分裂した PULO からそれぞれ１人

タイ政府側の混乱や政治的解決への意志が弱く、秘

ずつ、GMIP（Gerakan Mujahidin Islam Patani：パタニ・

密裏に対話は行われても、公式なものとはならず成

イスラム・ムジャヒディン運動）から１人が、それ

果はなかった。そんな中、2012 年に亡命中のタク

ぞれ代表として和平対話のテーブルにつくことを発

シン元首相とマレーシアに住む武装組織との対談

表した 23)。非公式ながら、インラック政権時と同じ

を経て、マレーシア政府の協力を取り付け、2013

くマレーシアのナジブ首相の命を受けたザムザミン

年 2 月 28 日に、
タクシン元首相の妹であるインラッ

氏をファシリテーターとしてタイ和平対話チームと

ク首相は、最大勢力である BRN（パタニ解放戦線）

MARA Patani との接触が始まっている。

と和平に向けての「対話」を開始すると発表した。

現在、タイ政府側は、１．双方が合意する Safety

そして、NSC（国家安全保障委員会）のパラドン長

Zone の設置、２．住民の希望に沿った開発、３．

官と BRN からの代表としてハサン・タイッブ氏を

双方が合意できる司法手続きについて話し合うこ

筆頭に、マレーシアの対外諜報部の元長官であった

とを提案、一方、MARA Patani 側は、1．南部国境

ザムザミン氏をファシリテーターとして、公式な和

県（深南部地域）の問題を国家のアジェンダとする

平対話が行われることとなった。公式に和平に向け

こと、２．タイ政府が MARA Patani を承認すること、

たテーブルの席に座ったことは歴史的な出来事で

３．MARA Patani のメンバーに免責を与えることに

あった。タイ深南部にいる武装組織のメンバーは、

ついて求めている。2015 年末の段階ですでに数回

マレーシアを頻繁に行き来しており、また、約 20

にわたって非公式に会合が行われているが、今のと

万人のパタニの人々がすでにマレーシアに移り住

ころ MARA Patani 側の要求を一つとしてタイ側は

んでいるといわれている中、マレーシアの協力は欠

受け入れる用意がなく 24)、また、タイ側が示して

かせない。また、マレーシア国籍で生活をしている

いる深南部地域の開発も司法手続きに関する寛容

BRN の幹部は、マレーシア政府の指示に従わざる

な態度を示そうという試みも、すべて治安部隊の汚

を負えないという状況もある。そもそも準備不足で

職の温床となっているという市民社会の指摘 25) に
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もあるように、タイ側の誠意が感じられないという

活気づけた。

理由で、MARA Patani 側も態度を硬化させていると

しかし、軍事政権下でその「スペース」に制限

いう。公式な和平対話に向けた一歩が踏みだせるか

が加えられた。コミュニティーラジオは禁止され、

注目されている。

ソーシャルメディアも当初は政府によって監視さ
れ、政権に批判的な発言は、直接国軍から呼び出し

６．和平対話と市民社会

がかかり注意を受けるなどの圧力が加わった。集会

2013 年 2 月にインラック政権下で和平対話が始

を開くことも阻まれ、パタニの市民社会は手足を縛

まったことは、タイ深南部の市民社会に大きな影響

られたようである。プラユット首相の下でも、非公

を与えた。メディアでも大々的に取り上げられた和

式ではあるが和平対話継続にむけた準備が進めら

平対話の開始は、賛否両論あったものの、閉塞感が

れているが、2013 年の時のような大きな討論会や

漂っていた深南部地域に、未来のパタニについて話

フォーラムでの議論は少なくなった。MARA Patani

し合う機運が生まれ、講演会やワークショップが

が誕生したこともメディアで取り上げられ、多くの

数多く開催され議論の場が増えたことで市民社会

住民が関心を持っているものの、以前のように自由

に活気を与えたことは確かである。コミュニティー

に話す「スペース」を設けることを躊躇し、怖がっ

ラジオの役割も大きかった。ラジオによって、和

ている NGO が多い。

平対話のニュースが村々まで広がり、住民たちが今

現在、非公式で行われている和平対話に関して

後どうなるのか希望と不安の中で、和平対話の行方

は、政府と治安部隊を率いる頭が同じであるため、

に関心を持ち始めたため、NGO が開くフォーラム

国軍側に停戦の用意があれば話し合いは実行力が

は参加者でいっぱいとなっていた。今までは、治安

あり、和平対話が一歩前進する可能性を秘めている

部隊の目、武装組織の目を気にして、恐れから関心

という意見、一方で、軍事政権であり、中央集権

を持つこともなく日々生活していた人が多かった

を強化する方向に動いているため、政治的な譲歩

のである。ソーシャルメディアも多用された。若者

を引き出し、妥協案がでる可能性は極めて少なく、

たちの動員には、Facebook が活用され、意見交換

民主化し国民に選ばれた政府になることを待つ必

が非常に盛んであった。多くの若者は、和平対話に

要があるというような意見がある。さらに、MARA

対して半信半疑ではあるが、多少の希望を抱いて見

Patani の正統性の問題や、和平対話を軍との取引と

守っていたため、和平対話が行き詰まり、中断し

感じている NGO や和平対話のやり方に対して BRN

た時の批判も大きかったといえる。実際のところ、

の一部 26) から批判の声があがっているという報道

インラック政権中の和平対話は、双方にとって初め

もある。BRN に関していうと、アチェの GAM、ミ

ての経験で、全くの準備不足であったこともあり、

ンダナオの MILF など他の紛争における武装組織

YouTube で BRN のハサン・トイップ氏が要求を提

は、「Political Wing」つまり政治部門を持ち、武装

示すれば、メディアに NSC のパラドン長官が登場

組織や解放運動を代表して交渉を行うことができ

し意見を述べるなど、和平対話に不可欠な信頼醸成

る集団を持っていたが、BRN は常にアンダーグラ

が全くできておらず、事前の情報共有なども限られ

ウンドで活動していたため表舞台にでて和平対話

ており、お粗末なものであったと言わざるを得な

の代表として組織を代表する政治部門のメンバー

い。市民社会の間では、BRN が提示した要求にタ

が育っていないと言われている。MARA Patani はま

イ政府が応じる姿勢がないことや、タイ憲法の下で

だ結成されたばかりであり、すべての武装組織の共

対話を行うことをよしとした BRN の姿勢への懐疑、

通した政治組織として発言するには、まだまだ時

また、和平対話に市民社会の声が入る仕組みがない

間がかかるであろう。また、和平対話の席に座る

ことへの不満や、軍と関係が悪いインラック政権に

MARA Patani の代表たちはパタニに住んでいない。

治安改善の能力はないという批判など、数多くの意

彼らがどれだけ人々の声を代表し、交渉できるの

見が挙がった。とはいえ、
「武力」ではない「対話」

か、パタニの人々の声を吸い上げる仕組み、市民社

のアプローチで紛争への対応が見られたことは、パ

会との連携などが今後課題となってくる。

タニの人々が考え、議論するきっかけを作り、意見

しかしながら、タイ深南部の市民社会は、活気

を述べる「スペース」が生まれたため、市民社会を

が出てきたといっても、分断している状態である。
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そもそも、タイ深南部の NGO は、2004 年の暴力事

平合意が成立したとしても、その内容を実施するた

件の激化をきっかけとして誕生した団体が多く、資

めには、武装組織だけではなく、市民社会の理解と

金的にも、組織的にも、また、人的にも脆弱であ

ネットワークが不可欠であるからだ。市民社会の脆

る。治安部隊の存在が、自由な議論や活動を委縮

弱性が和平対話の脆弱性に直結しているのである。

させていたということも否めない。未亡人や孤児

タイ深南部の市民社会の能力強化が急務である。

への支援団体、弁護士団体、ジャーナリストの団
体、刑務所から出所した若者への支援団体などニー

７．国際社会の役割

ズに即して、各団体が発足したものの、活動は特定

和平対話が行われること自体パタニにとって大

の関心に限られ、平和構築といった観点や、連携し

きな変化であり、現地では不安と同時に期待も大き

た運動体にはなっていない。市民社会が一つになっ

い。だからこそ、少しでも状況の改善に資する和

て、アドボカシー活動をすることも見られない。ま

平対話になるよう国際社会も後押しする必要があ

た、（ここから本文）和平対話を巡る賛否がきっか

る。タイの深南部を巡る管轄の権限は、SBPAC（南

けで市民社会の分断が明確になってきている。村を

部国境県行政調整センター ) に始まり、国軍であり、

ベースに活動を続けてきた現地の小規模な NGO の

ISOC（国内治安部隊）であり、戦略立案では NRC（国

多くは、武装組織に近いとされ、一方でタイ政府

民調停委員会）や NSC（国家安全保障委員会）が

や治安部隊と連携して活動をする NGO は、タイ政

絡むなど複雑である。政治家と官僚組織、治安部隊

府の手先として捉えられ、個人的なつながりはあ

が互いに競い合いながらバランスを保ちながら深

るものの、両者が共に活動することはない。また、

南部地域を管轄し、利権争いを行ってきた。タイの

同じパタニのイスラム教徒の間でも対立構図が生

場合、タクシン派と反タクシン派、王室に枢密院の

まれている。マレーの伝統的なイスラムを実践する

存在など多岐にわったったアクターが存在する。理

人が多い一方で、最近では中東からの影響もあり、

論上は首相と内閣が問題の責任者であるが、ある特

パタニの人々は「ワッハービスト」と呼んでいるが、

定の組織が進める和平対話プロセスを、裏では他の

まさにサウジアラビアの影響を強く受けたイスラ

組織が認めておらず逆に足を引っ張っているとい

ム教徒の数が年々増加している。同じイスラム教徒

うケースもある 27)。誰が交渉のテーブルにつくのか、

であっても、村レベルにおいては異質なものとして

メンバーにどれだけの権限が与えられているのか

関係は良くない。現政権下においては、宗教指導者

も含め、タイ政府側の問題はそう簡単に解決できな

が集まる団体へは治安部隊の目が厳しく、メディア

い。同時に MARA Patani も、結成されたばかりで

に対しても監視が強まっているため人々を束ねる

武装組織共通の「政治部門」として発展できるのか

はずの宗教リーダーが動けず、正しい情報が行き届

問題は多い。しかし、誰が和平対話のテーブルにつ

かない。和平対話に関して反対の声を上げてもオー

いたとしても、時間はかかるが信頼醸成することな

タナティブを提示する力はまだなく、運動体という

しに話し合いは進まない。

意味でも、言葉の問題もあるものの、国際的なネッ

最も大きな準備不足というのは、単にテクニカル

トワークという点においても課題が多い。住民の意

な意味ではなく、タイ政府側、MARA Patani 側双方

見を集約し、現場からの声として発信するまでには

とも、和平対話を始めるためには不可欠である相手

時間がかかる。

を知ろうとする姿勢が絶対的に不足している点で

しかし、和平対話が未熟ながらも、また非公式な

ある。タイ側の誤解、高圧的な態度がある一方で、

形であれスタートした。和平対話から和平交渉にス

パタニ側は恐れ、恨みがあり相互に不信感が漂って

テージを移し、紛争の構造的要因を議論し、和平が

いる。それぞれの組織内の意思疎通も問題である。

もたらされるためには、市民社会の力が必要である。

現在のタイ和平対話チーム側には、様々な組織がか

NGO やイスラム宗教指導者、仏教コミュニティ・

かわっている。MARA Patani も少なくとも 5 つの団

リーダー、弁護士や女性、ジャーナリストや研究者

体がかかわっている。コミュニケーションを増や

など様々なアクターが協働し、タイ深南部の人々の

し、人間関係を築きながら、問題意識を共有し解決

要望を和平対話のテーブルに載せることができるか

に向けた同じアジェンダ設定がそれぞれにまず必

が和平対話の促進と成功のカギを握る。たとえ、和

要である。和平対話のメンバーだけではない。深
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南部地域の様々なレベルにおいて、信頼醸成 CBM

る必要があるのではないか。

（Confidence Building Measures）の活動が重要である。
パタニの市民社会も分断しており、また BRN 内部

８．終わりに

も分断している。第三者である国際社会ができるの

本論では、タイ深南部紛争における歴史的な概要

はあらゆるレベルの信頼醸成を促進し、現政権下に

と現在行われている和平対話の進捗について、現地

おける公式な和平対話、さらには民主的な政権誕生

の様子や市民社会の声を踏まえながら整理した。こ

の際に行われる和平対話の成功にむけた下準備を

の 10 年に及ぶ紛争で、戒厳令と非常事態宣言によ

促すことかもしれない。

る長期拘束、拷問によって死に至ったケースも含め

また、上述したように市民社会の能力強化も重要

た人権侵害、未亡人の数も孤児の数の増加、治安部

である。既述したように、タイ深南部の市民社会は

隊による汚職や麻薬の蔓延など、あらゆる問題に直

紛争が再燃化した 2004 年以降次々に生まれ、若者

面しており、先が見えない閉塞感にパタニの若者は

が手さぐりで現場のニーズに合わせて設立したも

嫌気がさしている。和平対話はまだまだ未完全であ

のが多い。総じて団体としては若く脆弱である。ま

り先行きも不安であるが、
「対話」による解決方法

た、ミンダナオや津波後のアチェのように国際社会

を模索し、国際社会が後戻りしないようしっかりと

からの多額の援助が押し寄せているわけでもなく、

支援していく必要がある。市民社会の脆弱性が和平

手弁当で活動費を賄っている団体や、タイ政府から

対話そのものの脆弱性ともリンクしていることも

の支援のもと活動している団体がある。市民社会

あげた。和平対話を推し進めるためにも、パタニに

は 2013 年の和平対話の開始から活性化したといえ

強固な市民社会が育っていくためにも、紛争状態の

るが、意見の相違やタイ政府との距離感から市民

今こそ、支援していく必要がある。

社会が二分化している状況である。そんな状況で、

タイの国内問題として扱われてきたパタニの問

いかに住民たちの声、すなわち、紛争の要因の解

題は、バンコクでもタイ国内の他の地域でも遠い辺

決に向けたアジェンダを市民社会として提示でき

境地での問題として関心は高くない。国際的なメ

るかという問題が浮上する。住民たちのニーズを

ディアも紛争が続いているものの、センセーショナ

吸い上げる役割を市民社会が担えるように、また、

ルな事件があるわけでもなく、忘れ去られた存在で

治安部隊による人権侵害など毎日の生活で直面す

ある。しかし、地政学的に、ASEAN の真ん中に位

る事象の解決に少しでも役に立つ方法を提供でき

置し、ASEAN の人口の半分をしめるマレー系イス

る NGO が増えるよう、市民社会全体に知識と情報、

ラム教徒とその他の地域をつなぐ連結地域であり、

そしてネットワークを構築する必要がある。また、

紛争の解決は、ASEAN Economic Community の成功

情報発信も市民社会の重要な役割であろう。紛争地

のためにも、また域内の安全と安心のためにも急務

における市民社会の役割は大きく、その意識をもっ

である。何よりも、若者の未来を奪っているこの紛

て活動している団体も増えてきているからこそ、国

争状態をできるだけ早く終わらせることが、国際社

際社会が特に人間の安全保障を掲げる日本が率先

会、特にタイとの関係が深い日本が果たすべき役割

して最も苦しい立場におかれている人へ支援の手

なのではないか。

が届くように工夫する必要がある。
日本の平和構築事業は、そのほとんどが和平合意

【注】

後の復興、開発に集中している。タイ深南部のよう

１） 2015 年は、7 月と 12 月にパタニ県にて現地調査を

に、いまだに紛争中であり、だからこそ多くの支援

行 っ た。 特 に 7 月 11 日、12 月 8 日 に 現 地 NGO を

が必要であるが、日本政府は、タイ政府の意向、す

集め FGD（Focus Group Discussion）により、和平対

なわちタイ深南部の問題は国内問題であるとする

話に関する意見のヒアリングを行った。筆者は、公

立場を尊重しすぎるあまり、政治的な案件に手が出

益社団法人笹川平和財団と共に、2010 年より継続

せずにいる。そういう地域こそ、民間団体が和平対

的にタイ深南部問題について現地調査を含め現地の

話の促進にむけた CBMs の活動や、現地の市民社

NGO を支援しながら平和構築活動を行ってきた。

会の能力強化などを行い、政府の支援が入る段階で
連携していけるよう、新しい協働のあり方を模索す
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２） タイ王国の一つの県であるパタニ県（Pattani）と、
歴史的にパタニ王国の領土だった地域を指すパタニ

タイ深南部紛争と平和構築イニシアティブ

（Patani）とは、アルファベット表記の際、Pattani と

16）2004 年 4 月、深南部各地で同時多発的な爆弾事件が

Patani で T が一つか二つで違いがある。Patani と表

起き、治安部隊との銃撃戦により 100 人以上が死亡、

記することは政治的な表現として嫌うタイ側と好ん

パタニ県では、歴史的モスクであるクルセ・モスク

で多用する分離独立側とがあるため、パタニ問題と

に立てこもった犯人グループ 32 人が全員射殺され、

いう場合、アルファベット表記では Pat(t)ani と書く

タイ政府の行き過ぎた対応が批判を浴びた。

場合すらある。
３） 黒田景子 2012 年「パタニの二つの顔－「仏教国」

17）2004 年 10 月にナラティワート県のタクバイ郡で起
きた事件。デモに参加して身柄を拘束された住民 78

タイの辺境とイスラーム教育の中心」p. 149。床呂

人がトラック移送中に窒息死したという事件で、人

郁哉、西井凉子、福島康博編 『東南アジアのイス

権を無視したタイ当局への強い非難が巻き起こった。

ラーム』東京外国語大学出版会。
４） 橋本卓 1987 年「タイ南部国境県問題とマレームス
リム統合政策」p.237『東南アジア研究』25 巻 2 号。

18）深南部で活動する弁護士による団体 MAC（Muslim
Attorney Center） の メ ン バ ー へ の イ ン タ ビ ュ ー
2015 年 9 月 14 日

橋本の整理によるとパタニー、ノーンチャック、ヤ

19）International Crisis Group, 2007, Southern Thailand, The

リン、ラーマン、ヤラー、サーイブリー、ラゲの 7

Problem with Paramilitaries”Asia Report No. 140. を参照

国である。
５） 20 世紀初頭にラーマ 5 世が、各地の王や地方領主を
廃止、中央集権化するために導入した制度。
６） Thanet Aphornsuvan, 2013 年 10 月 21 日 http://
peacebuilding.asia/844/

20）奏 2010 年 p.165
21）D u n c a n M c C a rg o , 2 0 1 3 年 6 月 1 3 日 h t t p : / /
peacebuilding.asia/understanding-the-southern-thaipeace-talks-2/
22）AbuHafes Al-Hakim 氏のスピーチからインラック政

７） ケダー、ペルリス共にサーイブリーに属していたの

権時の和平対話の様子がうかがえる。2014 年 9 月

がサトゥーン地域であり、国境線の画定によりタイ

25 日 http://peacebuilding.asia/%e3%83%94%e3%83%b

側のモントン・プーケットに編入され、その後サ

c%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%a1%e3%83%87%

トゥーン県となった。

e3%82%a3%e3%82%a2%e3%83%bb%e3%83%87%e3

８） 黒田 2012 年 pp.152-153。

%83%bc%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a7%e3%8

９） 奏辰也「南部タイ 3 県の社会的背景と近年の政治事

2%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%90%e3%83%

件の増加に関する考察」p.167『近畿大学大学院文芸

ab%e3%81%ab%e3%82%88%e3%81%9b/

学研究科紀要』No. 7. 2010 年 3 月。ハジ・スロンが行っ

23）2015 年 8 月 27 日に正式にマスコミに姿を見せ意見

た 7 項目の要求は、どの部分を強調するかは組織に

表明を行った。http://www.benarnews.org/english/news/

よって異なるが、1960 年代以降に登場する分離独立

thai/mara-pattani-08272015134159.html

組織の要求のベースになっており、現在もなお影響
力を持っている。

24）タイ和平交渉チームのメンバーへのインタビュー
2015 年 11 月 22 日

10）黒田 2012 年 p. 155

25）市民社会の間では、例えばタイ国軍は、一人を釈放

11）橋本 1987 年 p.238

するごとにいくらかの支度金を渡すことにしている

12）西井凉子「南タイの暴力事件にみるムスリム‐東海

が、過去の武装組織のメンバーリストを使って釈放

岸と西海岸の比較から」p.127。床呂郁哉、西井凉子、

したことにし、その分のお金を横領しているとい

福島康博編『東南アジアのイスラーム』東京外国語

う噂が挙がっている。パタニでの NGO へのインタ

大学出版会。

ビュー（2015 年 12 月 8 日）

13）分離独立組織の構成メンバーに投降を求め、投降し

26）Anthony Davis, Oct. 11 2015, Southern Thai insurgents

たものは罪に問わず優遇したので、投降者が短期間

stake out peace terms, See: http://asia.nikkei.com/Politics-

で増加した。

Economy/Policy-Politics/Southern-Thai-insurgents-stake-

14）奏 2010 年 p.162

out-peace-terms?page=1

15）2004 年 1 月 4 日に発生したジョ・アイロン地区の軍

27）D u n c a n M c C a rg o , 2 0 1 3 年 6 月 1 3 日 h t t p : / /

事基地が襲撃され、4 人の兵士が死亡、403 丁の武

peacebuilding.asia/understanding-the-southern-thai-

器が盗まれた事件。

peace-talks-2/
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堀場 明子

Conflict in Deep South Thailand and Peacebuilding Initiatives
Akiko Horiba
(Sophia University)
This article discusses historical and political causes of the conflict in the southern provinces of Thailand known as "Deep
South," where the Malay Muslims have been fighting for secession from Thailand. The violence that has been ongoing
since 2004 has resulted in more than 6,500 victims, but received a very little attention from the international community.
Among several attempts for a peace dialogue in the region, I would like to focus on some recent developments
concerning the official peace dialogue process during the Yingluck administration and the current Prayut administration.
In order to ensure a successful peace dialogue and its effectiveness, I argue that civil society has an important role to play.
Based on field research conducted in 2015, this article reports on the current state of the civil society in the region and its
vulnerability. Civil society organizations (CSO) has the potential to bring people's voice to a peace dialogue and make a
positive influence on the national policy, but those in "Deep South" are fragmented and in disagreement with one another,
making capacity building and awareness raising critical to promoting a dialogue as a solution to the conflict. I suggest that
bottom-up peace-building activities including support for local CSOs will contribute to achieving sustainable, enduring
peace in the region, while the process itself should also be long-term. Lastly, the role of the international community is
discussed as that of an interested third party playing a key role in trust-building between conflicting parties at the multitrack level.
Keywords : Deep South Thailand Conflict, conflict analysis, peace talk, civil society
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【第 16 回大会報告】
国際ボランティア学会第１６回大会報告

国際ボランティア学会第 16 回大会報告
内

海

成

治（京都女子大学）

国際ボランティア学会 第 16 回大会は、2015 年 2

教師や子どもにどのような影響を与えてのか」、
「東

月 28 日（土）に京都市東山区の京都女子大学を会

日本震災後の学校の防災教育への取り組み」といっ

場として行われた。幸い多くの会員の方、
一般の方、

たテーマで現地でのフィールドワークを基に取り

学生・院生の参加を得て、盛会のうちに終えること

組んでいる。ボランティアは特別なことではなく、

ができた。感謝をもって大会の報告をしたい。

当たり前に行い、考えるものとなって来ていると感
じる。

テーマについて

つまり、ボランティアは日本の社会に広く認識さ

今回の大会のテーマは「新しいボランティアの

れているばかりでなく、私たちの生活の一部になっ

形」である。このテーマの意味に関しては、ニュー

ているのである。そうしたなかで、ボランティアは

スレターや大会の要旨集のご挨拶でも述べたよう

これまでと違った新たな形態と意味を持っている

に、いくつかの意味がこめられている。

のではないか。そうした思いから、これまでのボラ

2015 年は阪神淡路大震災から 20 年の節目の年で

ンティアの在り方を考え、現在と未来に向けてのボ

ある。阪神淡路大震災は、ボランティアの役割と重

ランティアの形を考えるとの思いがこのテーマに

要性が日本の社会に広く認識され、多くの人々がそ

込められている。

の活動を行うようになるきっかけとなった悲しい
出来事であった。そして、その後も頻繁に起こる大
災害後の支援の在り方を大きく変えるものであっ
た。

大会組織
大会実行委員長は内海が務めたが、京都女子大学
には会員が少ないため、実際の仕事は副実行委員長

中越地震は 2014 年に 10 年目を迎えた。阪神も中

の高橋真央（甲南女子大学）、事務局長の川口純（大

越も震災の地震の記憶は消えることはなく、元に戻

阪大学）
、事務局次長の山本香（大阪大学）のもと

ることはないが、それぞれに新しい街づくり村づく

に 9 人の実行委員の方々、
そして阪大や京女の学生・

りが行われている。テレビニュースでは山古志村の

院生の皆さんが実際に働いた。ここに記して感謝申

米つくりの様子が紹介されている。

し上げたい。

2004 年 12 月のスマトラ沖地震は国を超えた大津
波の恐ろしさを知らされた。また、その救援活動
もこれまでの活動を超えるもので、国際ボランティ

大会の内容
大会は例年の大会同様に 4 つの部分から構成され

アと言う言葉が広く知られるきっかけでもあった。

た。研究発表が行われる分科会、テーマに基づくシ

この支援活動はボランティアの概念、そして研究を

ンポジウム、それに総会と懇親会である。

大きく変えるものとなった。

今回の分科会では 4 つの分科会と一つの企画セッ

そして何よりも 2011 年 3 月の東日本大震災は大

ションが行われた。分科会は、
「国際協力」
、「多文

津波と原子力発電所の崩壊と言う、私たちの理解を

化共生」、
「災害復興」、
「サービスラーニング」のテー

超える大災害であった。東北への支援活動は災害救

マで、あわせて 18 本の発表が 2 つの会場に分かれ

援ボランティアが、国を超え時間を超えて行われな

て行われた。

くてはならないこと教えている。

また、企画セッションは高橋真央（甲南女子大学）

この 20 年の間にボランティアは市民や若者に

の企画で「フィールドからの学び―大学教育におけ

とって身近なものになり、いつでもだれでもがどこ

る『ボランティア』活動と社会貢献を考える―」の

でも行う活動になったことがわかる。私のゼミの学

テーマで、4 本の発表が行われた。この企画セッショ

生が、「先週は東北に行ってきました」と当たり前

ンは分科会と別の部屋で同時に行われた。私は 2 つ

のように報告する。卒業論文でも「東日本大震災が

の分科会に参加したが、各部屋には 20 人ほどの参加
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者が集まり、質の高い発表と熱心な質疑が交された。

京都の冬は寒くまた京女のキャンパスは山の中に

シンポジウムは一般に公開されたもので、2 つの

ありかなり冷え込んだ。日頃学生の使う食堂を会場

テーマで同時に行われた。ひとつは「ポストコン

としたため高級な感じはしないが、多くの方に参加

フリクト支援のこれまでとこれから」と題して内

いただいた。事務局の用意した京都のお菓子なども

海がファシリテーターを務めて、宮原信孝（久留米

あって、楽しい懇談の場を持つことができた。

大学）、中原正孝（国際協力機構）、三宅隆史（シャ
ンテ国際ボランティア会 SVA）、桑名恵（立命館大
学）の 4 人のシンポジストによって行われた。

おわりに
京都女子大学でのはじめての大会を無事終える

今一つは、「子どもの健やかな成長をめざして―

ことができたことは、ひとえに事務局のかたがたの

国際ボランティアのフィールド活動―」をテーマ

おかげであり、心より感謝している。また、京都女

に中村安秀（大阪大学）と高橋真央（甲南女子大

子大学と大阪大学の学生・院生の皆さんが丁寧に受

学）をファシリテーターに、大槻詩織（東京大学）、

付や大会の進行をサポートしてくれた。また、次回

原口祐己（日本国際民間協力会 NICCO）、藤田真人

の大会開催校である久留米大学の宮原ゼミから多

（セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）
、川口純（大

くの学生が駆け付け下さったことは、大きな喜びで

阪大学）の 4 人をシンポジストして行われた。それ

あり、次回の大会への期待が膨らんだ出来事であっ

ぞれかなり広い教室を会場に充てたが、一般の方や

た。このように多くの方々の支えによって大会がお

学生を含めて多くの方々が参加し、2 つの会場とも

こなわれたことは、大会の内容も異議深かったが、

大変盛り上がったシンポジウムであった。

運営も国際ボランティア学会にふさわしいものと

懇親会は 18 時から京都女子大学の食堂で行われた。
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なったことを心より感謝している次第である。

国際ボランティア学会第１６回大会報告

京都女子大学正門

大会会場入口

大会受付

分科会Ａ「国際協力」

分科会Ｂ「多文化共生」

分科会Ｃ「災害復興」
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企画セッション「フィールドからの学び」

隅谷三喜男賞

授賞式

シンポジウム②「子どもの健やかな成長をめざして」
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会員総会

シンポジウム①
「ポストコンフリクト支援のこれまでとこれから」

懇親会

【第 16 回大会報告】
シンポジウム①報告「ポストコンフリクト支援のこれまでとこれから」

シンポジウム① 報告
「ポストコンフリクト支援のこれまでとこれから」
内

海

成

治（京都女子大学）

シンポジウムは大会の午後 2 時から 3 時 45 分の 1 時間 45 分で行われた。内海をファシリテーターに 4 名
のシンポジストによる発表の後、会場からの質問を交えてディスカッションが行われた。シンポジストと発
表タイトルは発表順で以下の方々（敬称略）である。
・宮原

信孝（久留米大学）：「日本のアフガニスタン支援の特徴」

・中原

正孝（国際協力機構（JICA））：「JICA のアフガニスタン支援の現状」

・三宅

隆史（シャンティ国際ボランティア会（SVA））：「ポストコンフリクトにおける教育支援
―アフガニスタンでの NGO の事例」

・桑名

恵（立命館大学）：「ポストコンフリクト支援の現状」

はじめに内海が趣旨説明を行った。2001 年の 9
月 11 日のアメリカにおける同時多発テロ以後、世

による国際緊急人道支援を考えるうえで、有益な
示唆が得られるのではないか。

界は大きく変化した。もっとも大きな変化の一つ

本シンポジウムにお願いしていた外務省アフガ

が、ポストコンフリクト国や地域における国際緊

ニスタン支援室長の大久保武氏は中東地域調整官

急人道支援が本格的に行われるようになったこと

も兼務されており、昨今の状況の中で登壇が困難

である。日本も新生アフガニスタンへの緊急・復

になったことも伝えられた。

興支援から本格的に紛争後の国に対する支援を行
うようになった。それは、現在のシリア・イラク

宮原信孝氏は 2002 年から 2 年間アフガニスタ

の難民支援も含めて、日本の外交と国際協力の大

ン大使館の次席を務められ実際に当時の日本のア

きな柱になっている。また、ソマリア、南スーダン、

フガニスタン支援の指揮をとられた方である。9・

ミャンマー等の難民支援も大きな課題である。

11 の際には中東第 2 課長としてアフガニスタンを

そこで、本シンポジウムではアフガニスタン支

担当しており、全く新しい事態に直面したという。

援やその後の各地で行われた緊急人道支援にかか

今回の発表は、「日本のポスコンフリクト支援の特

わっている実務者、行政官、研究者の方々と会場

徴」と題して、ご自身の直面した支援の状況を話

の皆様とでポストコンフリクト支援および国際緊

された。

急人道支援のこれまでと現在、そしてこれからを
論議したいと考えた。

アフガン支援はポストコンフリクトと考えてき
たが、実はアンダーコンフリクトであった。中東

2015 年 の 1 月 か ら 2 月 に か け て の シ リ ア の イ

和平の成功体験からアフガニスタンも地域協力と

スラム国による日本人人質の殺害を受けてコンフ

経済協力でうまくいくのではないかと考えていた。

リクト周辺国への支援は最も大きな喫緊の課題と

しかし、アフガンに赴任して事情が分かってく

なって来ている。そして、ポストコンフリクト支

ると、治安が大きな問題であった。そして、2005

援はこうした事態を受けて、その枠組みを大きく

年からタリバーンが復活した。治安が悪い中で信

変更せざるを得ない現状かと思う。そのためにも

頼できるのは何か。それは現地の人々である。村

日本のこれまでのポストコンフリクト支援の在り

の人々と信頼関係を築くことが重要である。例え

方や特徴、課題を今一度検証する必要がある。こ

ば、自分のアフガニスタンでのマンデートの一つ

うした検証を通して、今後の日本の ODA や NGO

であるカンダハルでの道路建設において、建設会
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社や JICA の担当者が村の人々と強い信頼関係を築

展の支援である。そのため農業と BHN 分野の支援

くことで事業が成功した。

を行っており今後も続けて行く。2009 年の民主党

日本のアフガン支援の目標は３つあった。一つは
全アフガン国民が一体化できる政府の樹立、2 つ目

政権の時代に 5 年間に 50 億ドルの支援を国際約束
しているので予算は増えている。

は治安の回復、3 番目は復興開発である。13 年たっ

農業分野では稲作や灌漑の分野で様々支援を

た今、残念ながら政府の樹立と治安の開発は失敗に

行っている。現在 JICA は長期専門家を送っていな

終わった。いまやアフガンには 35 万の軍人と 5 万

いが、中原さん自身が 1 か月半に 1 度はカブールに

人の警察官がいる。その給料はすべて外国が負担し

出張してプロジェクトを指揮している。特に力を入

ている。3 番目の開発も外国の支援に依存している

れているのは農業牧畜省の人材の育成、能力向上で

面が大きい。しかしながら、日本の行った農業も含

ある。様々な支援の成果や教訓を共有できてない状

めた BHN 関係の支援（保健、教育等）はうまくいっ

況を変えて、アフガニスタン側がイニシャティブを

ていると思うので、今後とも継続して行く必要があ

とれるようにすることが重要である。

る。
三宅隆史氏は SVA で長く教育支援を行っている
中原正孝氏は、9・11 の際にはパキスタン事務所

が、現在は NGO の教育支援についても研究されて

長であり、その後始まったアフガン支援の際の後方

いる。
「ポストコンフリクトにおける教育支援―ア

基地として忙殺された。その後 JICA アフがニスタ

フガニスタンでの NGO の事例」と題してアフガン

ン事務所長と南アジア部長としてアフガン支援を

での SVA の教育支援について話された。

直接行う立場になった。現在は JICA 客員専門員と

教育には二面性があり、良い方にも悪い方にも教

してアフガンの 2 つの農業支援プロジェクトのリー

育は使われる。このことはアフガニスタンでもそう

ダーを務めている。「JICA のアフガニスタン支援の

であった。教科書の支援をアメリカがやっていた

現状」と題して、これまでと現在、そして今後の

が、ジハードと言うことで好戦的な部分が教科書に

JICA 支援について話された。

もあった。新政権樹立後教科書は平和的なものに

初めにこれまでのアフガニスタン支援の光と影

なって、アメリカはそれを支援した。

の部分を検討した。光の部分は、人々の機会が増え

SVA は図書の普及と読書習慣の育成をテーマに

たことである。これは教育や選挙によく表れてい

支援している。学校図書館の整備であるが、本がな

る。特に女性の社会参加の機会が増えた。憲法に

いので、アフガニスタンの民話に基づく本を作り、

よって国会議員の 3 割は女性である。さまざまな分

紙芝居も制作している。また、教師が子ども中心の

野でアフガニスタンの社会指標は世界で最も低い

教育を行うようにすることも課題である。教育支援

部類であるが、報道の分野は近隣国よりは良い評価

はニーズベースからライトベースに変えなくては

である。また、35 万人の国軍がＩＳＡＦの撤退後

ならない。教育は子どもの権利であり、その実現は

の治安維持にあたっている。

政府の責任である。それができない場合には国際社

影の部分としては、格差が助長されたことであ
る。また、治安の悪化と農村から都市への人口流入
が止まらない。そして、センサス（人口調査）がい
まだに行われないことも問題である。
今後の課題としては、基礎教育の普及は目覚まし

会が支援すべきであるという原則を確立する必要
がある。
NGO 支援の問題としては、全国展開すること、
教育の課題を主流化すること、コミュニティの参加
を促すこと、等が重要である。

いが、その後の職業教育や高等教育の普及が進んで
いないために、若者の行き場がないこと。さらに、

桑名恵氏は NGO のメンバーとしてアフガニス

失業が大きな問題である。また、支援によって多く

タンや東ティモールの復興支援にかかわってきた。

のインフラが整備されたが、その維持管理をどうす

「ポストコンフリクト支援の現状」と題してアフガ

るかが問題である。35 万人の国軍は良いが、その

ニスタン以外、南スーダンや東ティモールの事例か

給料はいつまで海外が負担できるのであろうか。

らポストコンフリク支援の現状と課題について話

JICA のアフガン支援の目的は、持続的自立的発
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ポストコンフリクト支援が行われた国と地域で

チェックも重要ではないかとの指摘があった。宗教

は、その後 10 年の間に 40％の割合で紛争が再発し

の問題に関しては、三宅氏から宗教と暴力が結びつ

ている。それをどう少なくするかが重要である。最

くことが問題であり、宗教そのものの重要性は認識

も効果があるとされるのは経済成長である。10％の

せねばならないとの指摘があった。

経済成長によって紛争の再発が 25％に減少すると
言われている。
しかし、南スーダンと東ティモールの自分の経験

最後に一言と言うことで各氏から次のような発言
があった。

から言えることは草の根の人々の状況の重要性で

桑名氏：アフガニスタンの支援の経験は日本の人

ある。それは国と草の根との間の断絶であり、それ

道支援にとって非常に重要であり、今後も継続して

をうまく埋めることが重要である。そのためには国

見守って行く必要がある。

とコミュニティ間に、ミドルレベルオーナーシップ

三宅氏：アフガン支援は 2009 年以来外務省の資

を育成することが必要である。その上で国とコミュ

金で JPF をとおして多額の資金を NGO が使ってい

ティの双方への支援が行われなくてはならない。

る。今年も 9 億円が使われている。アフガニスタン

また、近年緊急人道支援は国際的な大きなイッ

支援を今後も継続することが重要である。

シュになっているが、それであるがゆえに支援が政

中原氏：国際的にはアフガニスタンへの援助疲れ

治的になっていることは警戒する必要がある。特に

も見られるが、世界で最も貧しい国であるアフガニ

意識しなくても西洋的な価値観が色濃く反映する

スタンへの支援は今後も継続される必要がある。

ことは慎むべきである。また、治安の関係から遠

宮原氏：1990 年ごろから NGO とかかわってい

隔支援が行われるようになり、人々が見えなくなっ

るが、NGO は多くの経験を積み大きく成長してい

ていることも懸案事項である。

る。また、アフガニスタン支援は NGO のみならず
JICA を大きく変えたと思う。JICA はかつてのよう

質疑では 2 人の方から、
「日本の援助はなぜ遅い
のか」
、「宗教についてはどのように考えているの

な官僚組織ではなくなったと思う。アフガニスタン
支援は今後も続けて行くことが重要である。

か」との質問があった。それに対して宮原氏から
は、日本の財政の仕組みの中でどうしても遅くなっ

このシンポジウムは、インフォーマティブで内

てしまう。そして日本は援助案件の事前チェック

容の濃い、また時期にかなったシンポジウムであっ

が多すぎることなどが指摘された。中原氏からは、

たと思う。最後にシンポジストに対する大きな拍手

支援は相手国のペースに合わせることも重要であ

で閉会した。

ること、支援が新たな紛争を起こさないかどうかの
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内海成治会長（ファシリテーター）

宮原信孝氏

中原正孝氏

三宅隆史氏

桑名恵氏

全体風景

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.16

【第 16 回大会報告】
シンポジウム②報告「すべての子どもの健やかな成長をめざして」

シンポジウム② 報告
「すべての子どもの健やかな成長をめざして―国際ボランティアのフィールド活動―」
高

橋

真

央（甲南女子大学）

本シンポジウムでは、国際協力の中でも子どもの健康や保健医療分野に携わり、実際にフィールドに出て
子どもやコミュニティと関わりながら若手の国際ボランティア、NGO ワーカー、研究者として取り組んでい
る人たちをパネリストとして招聘し、発表いただいた。パネリストは下記の方々（敬称略）である。ファシリテー
ターは中村安秀（大阪大学）および高橋真央（甲南女子大学）が担当した。
・大月

詩織（東京大学大学院）

・原口

祐己（公益社団法人日本国際民間協力会）

・藤田

真人（公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

・川口

純（大阪大学）

各発表者の活動地は、ガボン、ヨルダン、ミャ

が読めない妊婦や母親に配慮したものとなってい

ンマー、タイであり活動課題や対象も異なる。し

る。内容面では、ガボン特有の健康情報や教育内

かしながら、プロジェクトの実施と成果に関する

容の追加を行うことで子どもの保健指導も円滑に

発表者の奮闘ぶりとフィールドに対する熱い思い

できるようになったようである。

は、発表者全員に共通するものがあった。
ここでは、今回の発表についてまとめ、報告する。

このプロジェクトを振り返り、大月氏はガボン
に母子手帳を普及させることは、キーパーソン、

「看護師による国際協力－ガボンにおける母子手

フランス開発庁の協力、母子への関心が高いこと、

帳－」について発表された大月詩織氏は、2011 年

そして働きかけるタイミングが必要であったと話

から 2 年間ガボンにて看護師として青年海外協力

した。また、ガボン人が主体的に取り組めるプロ

隊に参加した。赴任中は、ガボンで住民への保健

ジェクトとすることで、様々なアイデアを取り入

指導を行いながら、保健分野の課題を調査するこ

れた、人々の自信作である母子手帳を完成するこ

とからはじめ、マラリアやエイズ、家族計画、栄

とができたと述べていた。

養等の課題に関連がある母子保健に焦点をあてて、

そしてそのプロセスを経ることで様々な機関や

支援活動に取り組んだ。その中で、ガボンの健康

コミュニティレベルにおける総合的なガボンの力

手帳にヒントを得て、母子手帳の普及を提案する

を引き出し、それによって実現することができた

こととなった。多くの国々では、このようなプロ

と締めくくった。

ジェクトを実現するためには、政府や保健省等と

「緊急支援」については原口祐己氏から、ヨルダ

の交渉で時間を要し、その間に実施者のやる気が

ン・シリア人道支援事業支所での自身の取り組み

衰退してしまうことも珍しくない。しかしガボン

について報告があった。現在、国際社会における

では政府が高い関心を寄せ、母子手帳プロジェク

重要課題の一つとしてあげられるシリアからの難

トに予算を投じるとともに、国内の子どもの健康

民流出であるが、日本国際民間協力会（NICCO）

に関する機関（医師会、看護師会、助産師会、国

のヨルダン事務所では彼らを対象とした支援活動

立栄養センター）などが協力の意向を示し、取り

を行っている。コミュニティや家族の支援、非専

組みから約１年という短期間で母子手帳プロジェ

門家による支援として子どもや女性を対象とした

クトが軌道に乗った。ガボンの母子手帳は、他の

心理社会的ワークショップ、インフォーマル英語

開発途上国で実施しているプロジェクト同様、字

教育と共にトラウマケア等を専門家によって治療
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するカウンセリングを行っている。

養不良の予防、栄養不良の早期発見、早期回復や生

子ども向けの心理社会的ケアでは、彼らの背景を

計向上のために 5 歳未満児の栄養不良の削減に関す

配慮しながら自己表現力、自己制御力、集団協調性

る様々な取り組みを行っていることの報告があっ

を育むことをねらいとしたワークショップを開催

た。その中には、栄養ボランティア、母乳育児カウ

していた。子ども向け心理社会的ワークショップで

ンセラーの育成をコミュニティレベルで行いなが

は、ヨルダン国内のザルカ県で約 180 名、ザアタリ

ら、子どもの栄養、健康に関する啓発活動を行って

キャンプで約 30 名の子どもと保護者に対して行っ

いた。特に母親支援グループを作り、お母さん同士

た（2014 年度）。戦渦において心身ともに傷ついた

がおしゃべりをしながら、重要性や子どもの発育に

子どもたちがスポーツや演劇、グループ間交流や演

必要な栄養素を学ぶ機会を提供することに力を注

劇発表を自ら体験することにより、自己表現力や自

いだ。さらに育成されたボランティアが主体的に活

己制御力のみならず集団協調性を育むことが報告

動を先導し、コミュニティ全体が関わることによっ

された。この事業は直接的なワークショップ参加者

て、子どもの健やかな成長を見守る環境が整えら

だけではなく、子どもや大人などその周辺にいる多

れ、子どもの栄養改善に大きな変化を遂げることが

くの人々にも裨益したということであった。

できたとのことであった。

このワークショップはイラク難民支援事業のほ

「障がい児とスポーツ―参加のためのボランティ

かに、2011 年に発生した東日本大震災被災者支援

ア－」については、川口純氏からタイ、バンコクに

事業においても実施された。岩手県陸前高田市で行

あるアジア太平洋障害者センター（APCD）での取

われた子ども向け心理社会的ワークショップにつ

り組みについて報告があった。この組織は、地域内

いても報告があった。震災直後の 2011 年 8 月から

の障がい者の人材育成や情報共有をめざし、
「障が

2013 年 3 月まで約 60 名の子どもと保護者が参加し

い者のエンパワメント」や「社会のバリアフリー化」

た。

をテーマに自助グループの育成や強化、車いすの講

紛争地や被災地、異なる文化や習慣、また背景

習会やスポーツ活動支援を行っている。今回の発表

によって参加者の反応も異なるため、ワークショッ

では、APCD との共同研究の一部が報告された。そ

プも各々の事情に対応した内容や事後のケアが必

れは、障がい者のスポーツおよび障がい者自身のボ

要であることを述べて締めくくった。

ランティア活動の効果である。また本学会のテーマ

「子どもの栄養不良削減の取り組み‐ミャンマー

である「ボランティア」について触れ、本研究のキー

栄養事業を事例に‐」のテーマのもと、藤田真人氏

ワードとして「障がい児のためのボランティア」と

はミャンマーにおける子どもの栄養改善に関する

「障がい児によるボランティア」の 2 点をあげてい

取り組みに関して報告を行った。藤田氏は、まず
セーブ・ザ・チルドレンの 6 つの活動分野、
「教育」
「保

た。
障害を持つ子どもたちが支援の対象としてだけ

健・栄養」
「緊急・人道支援」
「防災」
「子どもの保護」

ではなく、スポーツを通して自らボランティアとし

について説明し、支援の受け手だけではなく主体的

て活躍することで見られる意味や成果について 29

に参加する対象として「子どもの参加」を重視して

名のライフヒストリー調査から明らかにした。彼ら

いることを強調した。その後、ミャンマーにおける

がスポーツをすることで、自己実現を果たすこと

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの事業地におけ

ができるとともに、スポーツというコミュニティに

る状況について述べた。事業地は、ミャンマー国内

所属することができるとし、彼らの精神的なよりど

の中央乾燥地帯であるバゴー・リジョンのテゴン・

ころの意味づけがあるとした。また、保護者にとっ

タウンシップであり、村数は 346 村、人口 132,488

ては、
「障がい者スポーツ」に参加することで子ど

人（5 歳未満児 8,619 人）である。地域の課題と

もの成長と自身の成長の双方を感じることができ、

しては、人口の約 7 割が土地を持たず、日雇い労働

障害を持った者同士のネットワークの形成や日常

であり、農閑期に家計収入が見込めないことなどが

のストレスを解放し、充実感を味わえる手段となる

子どもの成長期に様々な影響を及ぼしているとした。

ということであった。そして障がいを持つ彼ら自身

その一つとして、子どもの栄養不良の問題がある

がボランティアとして参加することは、他者の役に

とした。セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは栄

立つことを実感できることから、彼ら自身の自己肯
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定感の充足や自信の獲得、社会進出の足がかりがで

気よく向き合いながら、自身の仕事を果たしていく

きるとした。

様子は、国際ボランティアの原点を示唆していると

「スポーツ」参加の観点から、障害を持つ子ども

いえるだろう。

たちの可能性について論じた。最後に、子どもたち

彼らの活動は、国際協力の仕事においては第一

が継続してスポーツやそれに関わるボランティア

歩を踏み出したところである。若さゆえにぶつかっ

に参加するための課題として、視覚や聴覚、知的障

た壁も失敗もあったと聞く。同時に、暗中模索しな

害と言った障害種別による差異や企業や NGO、国

がらも懸命にコミュニティの中に入っていく彼ら

際援助機関などといった支援体制がどこまで確立

の姿に感銘を受け、現地の人々が彼らと共に働くこ

できるのか、また各々の子どもたちの家庭の理解や

とに喜びや楽しさを感じるようになったのも事実

環境に対する配慮が必要であると述べた。

であろう。全ての発表に共通していたのは、「現地
の人自らが動かなければ変化は生まれない」という

会場からは発表者の各々の取り組みや研究内容
についての質疑が交わされた。プロジェクトの継続

彼らの信条であった。それは、彼らの実体験にもと
づいたものであった。

性や現地の人々とのコミュニケーションの取り方

世界における子どもを取り巻く課題は山積して

の工夫についてなどの質問があった。さらに、プロ

いる。先進国の一つである日本でも、子どもの健康

ジェクトを実際に行っている中で立ち向かった困

や生活が脅かされている現実がある。そして、その

難な出来事や嬉しかった事などについても発表者

支援を待つ子どもたちは少なくない。

が質問に応えながら話していた。

国際ボランティアの経験を積んだ若い専門家た

発表者の活動や研究は、全員が現地の人々にプロ

ちが、今、国内外において、助けを求める子どもた

ジェクトの意義をどのように理解してもらえるか

ちの声を聞き取りながら、そのニーズに応えるべく

という点を第一に考え、取り組んでいた。同時に、

活動している。子どもたち一人ひとりの権利と幸せ

現地の人々自らが動かすプロジェクトでなければ

と成長を保障し、
「誰ひとり取り残さない」世界を

ならないと考え、彼らの主体性を尊重した活動とな

実現できる国際協力の専門家として働く彼らの今

るように様々な工夫を行っていた。

後に期待したい。

一方で「母子保健」や「栄養不良」の改善、
「心

本シンポジウムは、若手の国際協力専門家の現場

理社会的ケア」や「障がい児の教育」の充実をはか

での取り組みから今後の課題について聞くことが

るという具体的な目標を掲げる中で、コミュニティ

できた貴重な機会となった。研究者、NGO スタッ

の中で自らが変化を起こし、プロジェクトに関わる

フ、援助機関職員など彼らの立場は今後も変化して

人々を増やし育成していくことに力を注いでいく

いくとは思われるが、これまでに学び、感じたこと

姿勢が見受けられた。

を生かしながら世界に羽ばたいてもらいたい。

本シンポジウムの発表者は、青年海外協力隊や国

会場は、シンポジウムでの発表を受け、活発な質

際 NGO でのインターンを経験した今後の国際協力

疑応答が行われた。シンポジウム終了時には、これ

の世界を支える若手専門家たちである。活動地域

からの国際協力専門家たちの可能性に期待を寄せ

もアフリカ、中東、アジアと異なるが、現地の人々

拍手のうちに終了した。

の可能性を信じて、生活を共にし、彼らの状況に根
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【第 16 回大会報告】
すべての子どもの健やかな成長のために―私たちができること―

すべての子どもの健やかな成長のために―私たちができること―
高

橋

真

央（甲南女子大学）

【要旨】
すべての子どもが健康に育ち、教育を受ける機会を得て、大人に成長することを私たちは願っている。し
かし、グローバルな視点から見ると、子どもの成長と発達の過程が安全に保障されている国や地域は決して
多くは無い。紛争、貧困、格差、環境汚染など子どもを取り巻く現実は、常に国際社会の様々な問題に翻弄
されている。さらにこれらは、開発途上国に限られた問題だけではなく、日本をはじめとした先進国にも共
通している。国際社会では、国連機関、援助機関や各国政府また NGO が連携してこれらの諸問題を解決すべ
く様々な取り組みを行っている。21 世紀の初めに開発途上国の諸課題を解決するために国際社会が取り組む
べき共通の開発目標としてまとめられたものがミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）
であった。これは、貧困、教育、ジェンダー、保健医療、環境に関して 8 つの目標と具体的な 21 のターゲッ
トから設定されていた。ほとんどの目標は 1990 年を基準年とし、2015 年を達成期限としていた。これらの
中には、
「初等教育の完全普及の達成」や「ジェンダー平等推進と女性の地位向上」や「乳幼児死亡率の削減」
といった子どもに関する直接的な目標が教育と保健医療の分野から含まれていた。2015 年はこれらの目標の
最終年にあたり、その達成度に関して評価が行われた。今、世界の子どもたちはどのような状況にあるのか？
私たちが今後取り組むべき課題とは何なのか？

これらの問いについて国際社会で掲げた目標を振り返りな

がら考えていきたい。

１．
「子どもの権利条約」から見る現在の「子
どもの状況」

ら構成されている。この条文は、大きく分けると

いかなる状況であろうとも、子どもの健やかな成

利（生存）」、「育つ権利（発達）
」、「守られる権利

長と基本的な人権を国際的に保障するために、「児

（保護）」そして「参加する権利（参加）
」である（日

童の権利に関する条約」（以下、子どもの権利条約）
が 1989 年に国連総会において採択され、1990 年に
発効された。それから 25 年が経ち、子どもの権利

次の 4 つの柱より成り立つ。それらは、
「生きる権

本ユニセフ協会 2015）。
本論では、この 4 つの権利から子どもたちの現
状について述べる。

条約の批准国は 195 カ国・地域となっている（2015
年 5 月現在）（日本ユニセフ協会 2015）。この条約

1-1. 生きる権利

が各国で批准されることによって、国家として子

子どもは、健康に生まれ、安全な水や十分な栄

どもの保護に対する責任や意識を高めることがで

養を摂取し、子どもが健やかに成長する権利があ

きる。

るとされている。第 6 条には「全ての児童が生命

その一方で、各国の現状として子どもの権利が
擁護されているとは言い難いのが現状である。

に対する固有の権利を有することを認める。児童
の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確

現在の世界の子どもの状況、とりわけ、開発途

保する」とし、生命と生存、発達の権利を保障す

上国の子どもの環境について「子どもの権利条約」

ることが書かれている。さらに第 24 条では「健康・

の視点から見ていきたい。

医療への権利」として乳幼児の死亡率の低下や子

本条約は、18 歳未満を「児童（子ども）」と定義し、

どもに必要な医療、保健を提供すること、さらに

その生存、成長、発達の過程で特別な保護と援助

母親の産前産後のケアを行うことも権利として明

を必要とする点を子どもの立場から書かれている

記されている。

（小笠原 2002）。子どもの権利条約は、全 54 条文か

子どもの生存や健康状態、そして福祉を測る重要
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な指標の一つとして、出生時から満 5 歳の誕生日ま

響を及ぼしている。改善された飲用水源を利用する

でに死亡する確率を表す 5 歳未満児死亡率（U5MR）

ことによって死亡や疾病の危険性を防ぐことがで

がある。

きる。開発途上国を中心として、汚染された飲料水

ミレニアム開発目標では、
「2015 年までに 5 歳未

や衛生設備の欠如、不衛生な環境に起因する下痢性

満児の死亡率を 1990 年の水準の 3 分の 1 に削減す

疾患によって、毎日 1,400 人以上の子どもの命が失

る」というターゲットが掲げられていた（外務省

われている。「世界子供白書 2015」
（ユニセフ 2015）

2015）。これを世界規模で見ると、1990 年には 5 歳

では、「改善された飲用水源を利用する人の割合」

未満児死亡率が 1,000 人あたり 90 人であったのに

として全国、都市部、農村部の各々のデータを算出

対し、2013 年には 46 人となっている。しかし世界

している。これによれば、サブサハラアフリカ地

ではいまだに毎日約 1 万 7,000 人の 5 歳未満の子ど

域は全国平均で 64 パーセントであり、世界平均の

もが命を失っている（ユニセフ 2015）。

89 パーセントからは 20 パーセント以上低い数値と

またこの指標を後発開発途上国だけで比較して

なっている。さらに農村部では 53 パーセントとな

みると、1990 年には 5 歳未満児死亡率が 1,000 人あ

り、世界平均の 82 パーセントと 30 パーセント近い

たり 174 人であったのに対し、2013 年には 80 人と

開きがある。特に 5 歳未満児死亡率で最下位であっ

なり半数以下となっている。さらに最も貧困層の割

たアンゴラの農村部は 34 パーセント、シエラレオ

合が高いサブサハラアフリカ地域では、1990 年に

ネでは 42 パーセントと他国と比較しても、飲用水

は 1,000 人あたり 179 人であったのに対し、2013 年

源の確保が極めて難しいことが数値からも分かる。

には 92 人となり、およそ半数に減少している。し

加えて「改善された衛生設備を利用する人の割

かしながら、5 歳未満児死亡率の順位別に見てみる

合」、すなわち衛生的かつ近隣の世帯と共有せずに

と、下位 30 か国中 29 カ国がサブサハラアフリカ

衛生設備を利用している割合は、世界の都市部で

地域の国々である。最下位のアンゴラ、シエラレオ

80 パーセント、農村部で 47 パーセントとなってい

ネでは未だに 160 人以上の死亡率となっている（ユ

る。サブサハラアフリカ地域では都市部で 41 パー

ニセフ 2015）。両国とも 1990 年の 220 人以上の死

セント、農村部で 23 パーセントである。南アジア

亡率から見れば大幅に減少したが、他の国々と比較

地域もそれに続き、都市部で 61 パーセント、農村

するとその死亡率は極めて高く、国際社会が今後も

部では 30 パーセントと極めて低いことが分かる（ユ

一丸となってこれらの地域への支援を進めていく

ニセフ 2015）。安全な水や清潔な衛生設備が確保さ

必要がある。

れていることが子どもの生命、ひいては成長にとっ

特に衛生面などが劣悪な地域では、感染症が多発
し、幼くして命を落とすことは決して珍しくは無

て極めて重要であることがこのデータからも読み
取ることができる。

い。しかし、予防接種の取り組みによって、多くの
子どもの命が救われるようになった。特にジフテリ

1-2. 育つ権利

ア、百日咳、破傷風、小児結核、ポリオ、はしかの

「子どもの権利条約」の中で、子どもは安心して

予防接種による効果は大きい（ユニセフ 2014）。世

生活し、教育を受ける権利を持っていることが強調

界保健機構（WHO）やユニセフなどが各国政府と

されている。第 26 条では子どもの社会保障を、さ

協力して開発途上国の子どもの予防接種率を向上

らに第 27 条では子どもの身体的、精神的成長に必

させたことで子どもの死亡率が結果として減少す

要な生活を送る権利を保障し、保護者が子どもの成

ることになったといえる。はしかの予防接種率は、

長を支援できない場合には国が援助を行うことが

1 回以上受けた子どもの割合は世界中で 2000 年の

述べられている。

73 パーセントから 2013 年の 84 パーセントまで上

また、第 28 条と第 29 条では子どもの教育に関す

昇した。それにより、2000 年から 2013 年の間に 1,560

る権利について述べられている。子どもには教育を

万人の子どもが死を免れたといわれている。また世

受ける権利があり、国は全ての子どもが初等教育を

界全体ではしかの症例数が 67 パーセント減少した

受けられるようにしなければならない。また、子ど

という報告もある（国連広報センター 2015b）。

もの人格や才能、そして多様な能力を最大限に伸ば

安全な水や衛生環境も子どもの生存に大きな影
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子どもの教育の改善については、ユニセフを中心

1-3.「守られる権利」から見る子ども

として様々な取り組みがこれまで世界規模で行わ

ここでは、特に紛争下の子どもや障害を持つ子ど

れてきた。またミレニアム開発目標では、
「2015 年

も、少数民族の子ども等、周縁化された子どもたち

までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育

の保護と支援の必要性について考える。

の全課程を修了できるようにする」
、「可能な限り

第 22 条「難民の子どもの保護・援助」や第 38 条「武

2005 年までに初等・中等巨いう国おける男女格差

力紛争における子どもの保護」ではより具体的に特

を解消し、2015 年までに全ての教育レベルにおけ

別な状況における子どもの保護について明文化し

る男女格差を解消する」というターゲットが定めら

ている。

れていた（外務省 2015）。
2015 年の開発途上国における初等教育純就学率

2015 年現在、難民の数は全体で 5950 万人を超え
ている（UNICEF 2015b）。難民問題の中でとりわけ、

は 91 パーセントであり、2000 年の 83 パーセント

国際社会の大きな課題となっているのは、シリアか

から上昇している。また、サブサハラアフリカ地

ら流出する難民の受け入れである。シリア難民は、

域で見てみると、2000 年から 2015 年までに 20 パー

現在約 460 万人に上り、中東地域、ヨーロッパ諸

セント上昇しており、全地域の中で最大の改善が見

国を中心に避難している。そのうち子どもの割合は

られている（国連広報センター 2015b）。特に東ア

51.8 パーセントを占めている（UNICEF 2015b）。ま

フリカ地域のケニアやウガンダでは、初等教育の無

た、シリア国内で支援を必要としている子どもは

償化が 2003 年に行われたこともあり、純就学率が

560 万人を超えている（UNICEF 2015b）。刻々と増

格段に伸びている。2009 年から 2012 年のデータに

加していくシリア難民の数に国際社会の対応は後

よればケニアでは男子 82 パーセント、女子 83 パー

手に回っているのが現状である。さらに、難民の受

セントである。またウガンダでは男子 90 パーセン

け入れや生活支援が優先され、子どもの成長に関わ

ト、女子 92 パーセントとなっている。しかし、西

る支援は後回しになっているのが現状である。

アフリカ地域やポストコンフリクト地域では、純

一方で、周辺国に避難した子どもに対して、中東

就学率が男女共に未だに 50 パーセント未満の国も

地域の周辺国政府をはじめ、ユニセフや国連難民高

ある。純就学率そのもののデータが無い国もある。

等弁務官事務所（UNHCR）、国際 NGO 等が中心と

ポストコンフリクト地域のエリトリアでは、男子

なって子どものケアに特化した支援を行っている。

が 36 パーセント、女子が 32 パーセントと最も低い

その中でも、自国での戦火を逃れて避難先にたどり

純就学率となっている。2011 年にスーダンから独

着いた体験から子どもの保護や心理社会的支援に

立した南スーダンでは男子 48 パーセント、女子 34

特に重点が置かれている。

パーセントとなっており、長い紛争下において基礎
教育が行き渡っていない状況がデータからも読み
取ることができる（ユニセフ 2014）。
青少年（15 から 24 歳）の識字率は 1990 年の 83

難民や紛争地の子どもたちの保護だけではなく、
「子どもの権利条約」では全ての国の子どもたちに
対して「守られる権利」が保障されるとしている。
特に次の項目については、途上国だけではなく、

パーセントから 2015 年の 91 パーセントと向上し、

日本をはじめとする多くの先進国でも大きな課題

女性と男性の格差も縮小している。しかしながら、

となっている。

サブサハラアフリカ地域および南アジア地域では

第 8 条では「身元の保全」とし、国家が子どもの

識字率における男女間格差は解消されておらず未

名前、国籍、家族関係を守ることをあげている。さ

だに 10 パーセント以上の開きがある。

らに第 30 条では「少数者・先住民の子どもの権利」

また、第 23 条では「障害児の権利の国際協力」

をあげ、マイノリティの子どもたちが自身のアイデ

として、精神的、身体的な障害を有する子どもに配

ンティティである文化や宗教、言語を尊重できるよ

慮した教育やトレーニング、保健のサービスの支援

うな環境を整える必要があるとした。

を行うことが書かれていた。本件については、特に

現在、日本でも外国にルーツを持つ子どもたちが

開発途上国の子どもたちに対して支援が必要であ

増加している。外国籍を持つ子どもは 2015 年現在、

るとされ、それに対する取り組みも近年は特に国際

23 万 8,123 人であり、在留外国人の 11.2％を占めて

NGO を中心に行われてきている。

いる（法務省 2015）。このデータ以外にも日本国籍
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を持ちながらもマイノリティに類する子どもたち
が年々増加している。そのような背景を彼らには、

を実現することが強調されている。
ユニセフでは、この新しい開発目標に対して「全

本来持つべき子どもの権利が脅かされている現状

ての子どもが、女の子も男の子も、この新しいグ

がある。一方で、彼らの権利を保護するための様々

ローバルアジェンダに含まれ、世界中の子どもたち

な支援体制が国や地方自治体、教育現場を中心に

がその中心に置かれることがきわめて重要である」

整備されつつある。子どもたちのアイデンティティ

とした（UNICEF 2015a, 2016）。つまり、誰ひとり

である母語教育や文化的背景に配慮した指導が行

取り残すことなく、全ての子どもの成長を国際社会

われている。

が支援することが必要であるとした。最も弱い立場
に置かれている子どもたちがより良い環境で生き

1-4.「参加する権利」から見る子ども
第 12 条では「児童がその児童に影響を及ぼすす

ることができるために政府、機関、地域社会、家庭、
個人が関わるべきだと述べている。

べての事項について自由に自己の意見を表明する

そ し て「 す べ て の 子 ど も の た め の ア ジ ェ ン ダ

権利を確保する」とし、第 15 条でも「結社の自由

2015」とし、子どもを取り巻く環境の改善につい

及び平和的な集会の自由についての児童の権利を

て、10 項目に渡って具体的な言及を行っている

認める」とあり、子どもの社会への発言や社会参加

（UNICEF 2015a）。それは、「１．子どもに対する暴

に関する自由が保障されている。すなわち、子ども

力の撤廃」
「２．グローバルな貧困撲滅の中心に子

が社会への行動を起こすことによって、子どもの

どもの貧困を位置づける」
「３．予防可能な子ども

生活に影響を及ぼし、決定を下す大人に対して変化

と妊産婦の死亡をなくすグローバルな取り組みを

を与えることができるとしている。
「子どもの生活

新たにする」
「４．10 代の子ども・若者たちにより

は子どもたち自身が一番よく分かっている。子ど

配慮する」「５．『データ革命』を活用し、すべての

もたちは、その声を聞いてもらう機会さえ提供され

子どもの権利を守る」「６．全ての子どもたち、特

れば、物事の根拠を立証したり、補強することがで

に最も弱い立場にあり阻害されている子どもたち

き、有用な知識をもたらすことができる」
（ユニセ

のための投資を増加させる」
「７．子どもに影響を

フ 2014）とし、子どもの社会参加の機会の保障と

及ぼす慢性的危機の循環を終わらせる」
「８．すべ

それによるコミュニティへの変化をもたらす力の

ての子どもと若者が学校に通い学ぶことができる

可能性を示唆している。

よう、教育を優先する」「９．女の子が取り残され、

現在、開発途上国のコミュニティでは援助機関

抑えられ、追いやられる状況をなくす」
「10．将来

や NGO を中心に子どもたち自らが自身の身を守る、

世代のために気候変動の問題に取り組む」以上であ

また環境を向上させるための様々なプロジェクト

る。

が進められている。子どもの参画を進め、継続的な

これらの目標は、常に心身両面における子どもの

コミュニティの発展を目指すための様々な試みと

健やかな成長を守ることにある。子どもを貧困や感

生活改善が行われている。

染症などの生命や発育の危機から抜け出すための
支援も行っている。それに加え、彼らの成長段階に

２．子どもの環境を守るために〜持続可能
な開発の視点から〜
ポスト 2015 として国際社会の新たな開発目標の

応じた配慮、教育やジェンダー平等、可能性をサ
ポートするための様々な取り組みを行うべきであ
るとしている。

設定が求められ、2015 年 9 月には持続可能な開発

ユニセフは「多くの子どもたちを発展から阻害し

目 標（Sustainable Development Goals: SDGs） が 国

続けてきた障壁を撤廃し、すべての子どもたちが生

連総会で承認された。これは、17 の目標と 169 の

存、成長し、学び、十分に参加、貢献できる社会

ターゲットから構成されている（国連広報センター

の構築という責務を達成する」（UNICEF 2015a）機

2016；UN

会が今、与えられなければならないと述べている。

2016）。MDGs で達成できなかった目標

を 2030 年までの 15 年間で全うすることが目的と

そして、世界がすべての子どものために一丸となっ

なっている。このベースには、全ての人々の人権に

て行動を起こすことによって、子どもの未来を創る

配慮し、ジェンダーの平等と女性や女児の能力強化

ことができるのだとしている。
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すべての子どもの健やかな成長のために―私たちができること―

３．まとめ―子どもの健やかな成長をめざ
して―
このように子どもを取り巻く問題は、現在、多様
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【論文】
マラウイの中等学校における孤児の就学を支える仕組み

マラウイの中等学校における孤児の就学を支える仕組み
− NGO による支援と学校の取組みに着目して−
日下部

光（大阪大学大学院）

【要旨】
本研究は、サブサハラ・アフリカ（以下、アフリカ）における就学支援を含めた孤児支援の動向を踏まえ、
マラウイの中等教育における孤児の就学状況を分析し、孤児の就学を支える仕組みについて考察を深める。マ
ラウイにおいて NGO や政府の就学支援プログラムは、孤児の就学を支える仕組みの重要な部分を担う。特に、
NGO による就学支援は、活発に展開されており、孤児のエンパワーメントや中等教育修了後の支援に重点が
置かれ、コミュニティ開発の一環として位置付けられている。これらの支援を通して、NGO 関係者と孤児の
関係性が構築されており、孤児の日常生活における安心感をもたらしている。しかし一方で、NGO の支援は、
対象のコミュニティに限定した支援や女子優先等のアプローチであるため、学校レベルにおいては、就学支援
の機会の平等が確保できず、孤児間の格差が生じている。そのため、学校は孤児間の格差を軽減するための取
組みを行っている。孤児の就学を支える仕組みの中で、支援提供者が支援を実施する際には、支援団体間の調
整による選考基準の調和化やアカウンタビリティーの確保など検討すべき課題がある。
【キーワード】マラウイ、孤児、NGO、就学支援、中等教育

1．はじめに

開されており、中等学校における孤児の就学を支え

マラウイ共和国（以下、マラウイ）は、世界最

る要となっている。このような支援に着目して、孤

貧国の一つであり、年間エイズ死亡者数 4.8 万人の

児の就学を支える仕組みについて議論をすること

HIV 高感染国である（UNAIDS 2013）。政府による

は、子どもの教育における公平性（Equity）や包括

孤児の定義は、両親あるいはそのいずれかを亡く

性（Inclusiveness）の推進に関して示唆を与え、さ

した 18 歳以下の子どもとなっている（GOM 2005:

らにポスト 2015 年開発目標の重点キーワードのひ

11）。国内における孤児数は、77 万人のエイズ孤

とつである「公平かつ包括的な質の高い教育」
（Open

児を含めると 130 万人に達し、子どもの総数の約

Working Group 2014）に関して、理解を深めること

16％を占めている（UNICEF 2014）。国家政策にお

に繋がる。

いて、孤児は、脆弱な状況にある集団とみなされ、

本研究の目的は、NGO の活動とそれを支える学

支援の対象とされている（GOM 2012）。特に、孤

校の取組みに着目し、マラウイの中等学校における

児への就学支援が強調され、中等教育段階では、

孤児の就学支援の仕組みについて考察することで

NGO や政府による奨学金プログラムが実施されて

ある。本稿では、はじめにアフリカにおける孤児の

いる。

定義の変遷を踏まえ、NGO による就学支援を含め

NGO などの事業実施者は、中等学校における孤

た孤児支援の動向を分析する（第 2 節）。次に、マ

児を対象にした就学支援の現状分析に関する研究

ラウイの中等教育における孤児の就学状況を概観

を行っている。それらは、就学支援が就学率・留年

する（第 3 節）。そして、現地調査の方法と結果を

率・退学率・修了率・学力等へ及ぼす影響に着目し

提示し（第 4 節）、孤児の就学を支える仕組みにつ

た分析となっている。しかし、就学支援によって生

いて考察する（第 5 節）。

み出される孤児の生活や学校内部の変化について、
詳細には把握できない。
マラウイでは、NGO による就学支援が活発に展
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おいてもこの定義が定着した（Grassly and Timaeus

2．アフリカにおける孤児の定義と支援の
動向

2003； UNICEF 2008）。この広義の定義は、両親を

2-1．孤児の定義の変遷

亡くした子どもと、いずれかを亡くしたひとり親

孤児とは、両親を亡くした子どもと一般的に定義

の子どもの抱える問題や状況の違いを不明確にす

されるが（Hornby 2005: 1208）、アフリカの伝統社

るという批判がある（Sherr et al. 2008； Richter and

会では、両親の生存にかかわらず、大家族から養

Desmond 2008）。しかし、夫婦間における HIV 感染

育を受けることができない子どもを孤児とみなし

率の高さ、そして当時は抗 HIV 薬の開発の遅れも

ていた（Mather 2011）。相互扶助にもとづく大家族

あり、いずれかの親をエイズで亡くすと、ひとり親

には、親を亡くした子どもを親族が養育する機能

の子どもであっても、生存する親も追ってエイズを

が備わっていた。しかし、1980 年代から顕在化し

発症し死亡することから、両親を亡くす状態になる

た HIV エイズの脅威により、多くの子どもが親を

という実情があった。

亡くし、同時に、稼ぎ頭である男性の生産年齢人口

アフリカの孤児数の推移を見ると、年々増加する

の多くが病気や死亡に直面した。そのため、大家族

中でも、HIV エイズの影響による孤児数の増加は著

の社会的経済的な環境が悪化し、孤児の養育機能が

しい（表 1）。HIV 高感染地域の南部アフリカに限

低下したことから、孤児の概念や定義の再検討を迫

定すると、2000 年代初頭には、全孤児数における

られることとなった。

エイズ孤児数の割合は、50％を達していた（USAID

1990 年代、国連を中心とする援助機関において、

et al. 2002）。このように、アフリカでは、HIV エイ

両親あるいはそのいずれかを亡くした子どもを孤

ズ拡大を通して孤児の定義が見直されるようにな

児とみなす広義の定義が用いられ、アフリカ諸国に

る。

表1
年
1990
1995
2000
2005
2010

アフリカにおける孤児数とその割合の推移

全孤児数（A）
30,900,000
35,000,000
41,500,000
48,300,000
53,100,000

エイズ孤児数（B）
330,000
2,300,000
7,000,000
12,000,000
15,700,000

A における B の割合
1%
7%
17%
25%
30%

（出典）UNICEF 2006

2-2．孤児支援の動向

3 点に集約できる。第一は、エイズ孤児のみを対象

アフリカでは、HIV エイズの拡大以前は、紛争

者とする支援は、HIV エイズ以外の困難な状況に

や飢饉等により国際的に孤児が注目されることが

ある子どもに対する配慮がなされていない（WHO

あったが、孤児は大家族やコミュニティを通して、

2006）。第二は、エイズ孤児に限定したデータ収集

社 会 的 に 支 援 さ れ て い た（Hunter and Williamson

や支援は、HIV エイズに対する差別や偏見を助長

1997）。また、HIV エイズの拡大当初、コミュニティ

している（USAID et al. 2002）。加えて、孤児に限定

は、エイズ孤児を含む困難な状況である子どもを積

した支援は、
「Lucky orphan syndrome」と呼ばれる

極的に支援していたものの、1990 年代、国連をは

ように、孤児を特権化してコミュニティ内に孤児に

じめとする援助機関において、エイズ孤児支援の活

対する嫉妬や反感を生じさせるため、孤児支援プロ

動は重視されていなかった（WHO 2006）。

グラムが適切に機能しない状態を生み出す（Schenk

1990 年代末以降、援助機関は、漸くアフリカ諸

2009）。そして、第三は、HIV エイズの親を持つ場合、

国の政府とともに、本格的に孤児の支援に取り組

子どもは親が亡くす前の段階から、経済的にも精神

むことになったが、その支援はエイズ孤児に限定

的にも困難な状況になることに対しての配慮がない

したものであった。このような対応について、以

（Phiri and Webb 2002）。

前から孤児支援を実施するコミュニティ側の批判

このような批判に対応するために、2000 年以降

を受けることになる（Foster and Williamson 2000；

に生み出された概念が「孤児と困難な状況にある子

Phiri and Webb 2002）。それらの批判は、主に以下の

ども（Orphans and Vulnerable Children: OVC）」であ
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る（Terway et al. 2012）。コミュニティ、援助機関、

め、NGO に対してコミュニティの能力強化の役割

政府は、上記の批判を踏まえ、それぞれの事情に

を期待することとなる。2000 年代初頭、HIV エイ

沿って、OVC の概念を形成しているところに特徴

ズ対策として、世界銀行の総額 10 億ドルに及ぶア

がある。エイズ孤児を含む孤児限定の支援に否定

フリカへの支援や、米国による総額 150 億ドルの支

的なコミュニティは、主に、第一の批判を重視し、

援は、コミュニティの強化を踏まえた NGO 支援に

困難な状況にある子どもの対象範囲の一つとして、

多額の資金が充てられた事例である（WHO 2006）。

孤児を相対的に捉えている。そのため、OVC は「社

それらの一部は孤児支援活動に充当され、NGO は

会やコミュニティの状況にもとづき、孤児を含んだ

孤児の就学支援を含めて重要な担い手となる。

困難な状況に直面している子ども」とみなしている

NGO による孤児支援を目的としたコミュニティ

（Skinner et al. 2006）。コミュニティが定義する困難

強化の特徴として、コミュニティ開発の中に孤児の

な状況とは、貧困や生活困窮を意味するため、孤児

就学支援が位置づけられている。例えば、コミュニ

であっても生活に困窮していない場合は、OVC の

ティでは、孤児に対する就学支援として学費支援以

概念から外れて支援の対象外となる。HIV エイズ

外にも、精神面の支援、生活用品（毛布など）の支給、

対策を重視する援助機関は、第二と第三の批判を

孤児登録、孤児の家族支援として小規模ビジネスや

踏まえ、OVC とは「すべての孤児と HIV エイズに

融資、収入創出活動等、様々な活動が展開されてい

影響を受ける子ども」と捉えている（IATT 2008；

る（Ibid.）。また、
コミュニティを基盤にするアプロー

Kalibala et al. 2012）。孤児支援の資金を調達する援

チは、ボトムアップを重視する住民主導が特徴であ

助機関にとって、孤児支援活動は HIV エイズ対策

る（Chirwa 2002）。そのため、NGO の就学支援に

の一環であり、その目的によって支援対象者を決定

おいても、コミュニティ主導で支援対象者が選考さ

し、支援資金の使途を明確にして、支援の進捗をモ

れることとなる。

ニタリングする（IATT 2008）。そのため、優先すべ
き支援対象者は、孤児、保護者が HIV 陽性者であ

3．マラウイの中等教育と孤児の就学事情

る子ども、そして家族から養育を受けることがで

3-1．中等教育における孤児の就学支援

きない子どもとなる（UNICEF et al. 2005）。政府は、

他のアフリカ諸国に先駆け、初等教育無償化政

OVC とは「すべての孤児と社会状況に基づき定義さ

策を導入（1994 年）したマラウイでは、初等教育

れた困難な状況にある子ども」とみなし、支援の対象

の純就学率が 97％（2010 年）に達しており（World

として包括的に捉えている（Smart 2003；IATT 2008）
。

Bank 2012）、中等教育進学の需要が高い。そのため、
孤児を含む困難な状況にある子どもに対する教育

2-3．NGO による孤児の就学支援

支援は、初等教育だけでなく中等教育も対象として

援助機関やアフリカ諸国の政府は、孤児支援にお

いる。政府は、政策において孤児を含む困難な状

ける最善の対応策として、コミュニティを基盤に支

況にある子どもに対して、無償の初等教育段階は

援するアプローチ（Community-based approach）を

精神的ケア、有償となる中等教育では学費支援を

政策に導入している（Chirwa 2002）。このアプロー

重視している（GOM 2008； 2012）。マラウイにお

チは、宗教団体、女性支援団体、村落委員会等を含

ける中等教育の孤児の就学に関する先行研究では、

めたコミュニティで構成される住民組織が、孤児や

孤児の不就学の主な要因は、男女ともに授業料未納

その家族への支援に対し主要な役割を担っている

などの経済的な理由を挙げている（Kadzamira et al.

（Ibid.）。その背景には、HIV エイズの拡大によって

2001）。そのため、中等教育では、NGO や政府によっ

大家族やコミュニティは弱体化しても、依然とし

て、貧困層の孤児を中心とする困難な状況にある子

て、多くの孤児がそれらを通して支援されているこ

どもへの就学支援が活発に実施されている。

とが挙げられる。特に、コミュニティは、孤児に

中等教育における孤児を含む困難な状況にある

とって、大家族の次に頼る存在であり、国連の「子

子どもの就学支援に関して、マラウイの全 6 教育

どもの権利条約」において、子どもの保護はコミュ

管区（Education division）のうち、南部の教育管区

ニティの役割と明記されている。

はデータを集計して報告書を作成している（SHED

援助機関は、孤児支援活動を円滑に実施するた

2014）。同報告書によると、同管区内には、68 団
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体が奨学金支援プログラムを実施し、7,861 名の生

援の事例分析であり、事業実施者が実施した調査研

徒が奨学金を受給している。これは、同教育管区

究である。このような研究では、事業実施に役立つ

の中等教育就学者全体の約 28％（男子 20％、女子

データが重視されるため、奨学金支援という投入に

38％）に相当する。奨学金受給者のうち、約 60％

対する成果として、就学率・留年率・退学率・修了

は NGO の支援、約 30％が教育省の支援、残りの約

率等の変化に焦点をあてた分析アプローチとなっ

10％が地方自治体（District Assembly）の支援であ

ている。しかし、成果部分の指標に着目する分析だ

る。NGO の支援による奨学金受給者の 96％が、国

けでは、就学支援に対する孤児の日常生活の変化や

際 NGO の支援であり、残りの 4％は、教会やイス

その関係者（親族、教師）の対応について、詳細に

ラム教団体が資金を提供する小規模な国内 NGO か

把握することはできない。孤児の生活の変化を把握

らの支援である。

するためには、当事者である孤児の視点にもとづい

NGO と地方自治体の奨学金は、コミュニティを
基盤にするアプローチで実施されるため、コミュ

て考察することが重要となる。
また、孤児の低学力や留年・退学の要因は、学校

ニティレベルで奨学金支給者の選定がなされる。

教育の質の低さであると一方的に批判するだけで

地方自治体の奨学金は、2003 年から開始され、債

は、孤児の就学を支援している学校独自の役割や機

務削減を通して国家エイズ委員会（National Aids

能を十分に把握することはできない。学校は、十分

Commission）に支給された資金の一部が、奨学金

な支援を受けることができない孤児や困難な状況

プ ロ グ ラ ム に 割 り 当 て ら れ て い る（GOM 2005；

にある生徒を含む複雑かつ様々な家庭環境の生徒

NOVOC 2006）。NGO の奨学金は、1990 年代に宗教

全員が指導や支援の対象となっている。孤児への奨

団体等によって小規模な支援が実施されていたが、

学金支援に対し、学校がどのように対応しているか

2000 年代半ば以降、様々な国際 NGO によって大規

を考察することにより、孤児の就学支援における学

模な支援活動が展開されている。また、2009 年か

校の役割や機能も明らかになる。

ら導入された教育省による奨学金支援は、援助機関
によるプールファンドの財政支援を資金源に導入

4．マラウイでの現地調査

した奨学金プログラムである（MOEST 2014）。教
育省の奨学金は、性別問わず孤児や貧困層の子ども

4-1．調査方法
2014 年 9 月 1 日 か ら 26 日 ま で、 マ ラ ウ イ 南 部

が対象となっている（MOEST 2008）。支給者の選

のゾンバ地区においてフィールド調査を実施した。

考は、学校そして教育省の出先機関となる管区教育

南部は、北部や中部に比べて貧困状況が深刻であ

事務所レベルで実施される。

り、その中でも同地区は低所得層の孤児率が南部
全体の平均より高い状態である（NSO 2011）。奨学

3-2．中等教育における孤児への奨学金支援に関す
る研究

金プログラムの多くは、支援対象を公立校とコミュ
ニティ校の生徒としている。公立校は、国家試験

中等教育では、孤児を含めた困難な状況にある子

で あ る 初 等 教 育 卒 業 試 験（Primary School Leaving

どもの奨学金支援が活発に展開されているが、これ

Certificate Examination: PSLCE）合格者の中で成績

らの支援に関する研究は極めて少ない。限られた先

上位のものが進学する。一方、コミュニティ校（正

行研究の動向によると、Schaff（2007）は、USAID

式名称「Community Day Secondary School（CDSS）」）

が支援する NGO の事例を通して、孤児を含めた貧

は、PSLCE 合格者の中でも中位から下位のものが

困層の女子に対する奨学金の支給が、中等教育の就

進学する。どちらも政府支援校であるが、コミュニ

学率や退学率の改善に繋がることを提言している。

ティ校の場合は、学校運営費の一部や校舎建設な

Chimombo et al.（2014）は、NGO の奨学金を受給

ど、コミュニティの支援も受けている。本調査では、

する貧困層の孤児の就学状況を追跡調査している。

同地区内の公立校 2 校、コミュニティ校 3 校を調査

調査の結果、孤児の国家試験合格率の低さや、妊娠

対象校として選定した。調査対象者は、学校側が把

による女子の留年や退学件数の多さを指摘し、その

握している貧困層を含む低所得層の孤児生徒 30 名

要因として学校教育の質の低さを挙げている。
これらの研究の共通点は、NGO による奨学金支
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（男 13 名／女 17 名）ならびに教師 16 名（男 8 名／
女 8 名）である。孤児生徒に対しては、ライフストー

マラウイの中等学校における孤児の就学を支える仕組み

リーインタビューを実施し、教師には半構造化イン

の孤児生徒が、既に 18 歳を超えて孤児とはみなさ

タビューを行った。調査対象の孤児生徒や対象校の

れないが、孤児になった年齢が 18 歳以下であるこ

詳細は、表 2 と表 3 のとおりである。

とから調査対象者としている（表 3 の「年齢」参照）。

孤児生徒 30 名の内訳は、ひとり親の生徒が 19 名

加えて、卒業生 6 名が存在するが、インタビューを

（父親のみ亡くした生徒 16 名、母親のみ亡くした生

実施した数週間前に卒業して間もない状況であり、

徒 3 名）、両親を亡くした生徒が 11 名である（表 3

孤児となった年齢が 18 歳以下であるため、調査対

の「親生存状況（孤児形態別）
」項目参照）
。また、

象者として含めている（表 3 の「学年」参照）。

初等教育段階の遅れ入学や留年等の要因により、12 名
表2
学校

種別

所在地

A校
B校
C校
D校
E校

公立校（寮付）
公立校（通学）
コミュニティ校（通学）
コミュニティ校（通学）
コミュニティ校（通学）

都市部
地方部
都市部
地方部
地方部
小計

調査概要表
全校生徒数
男性
女性
420
335
186
144
151
150
186
118
256
275
1,199
1,022

孤児生徒数
男子
女子
110
89
35
24
30
21
14
35
44
55
233
224

調査対象孤児
男子
女子
4
3
2
1
4
4
1
7
2
2
13
17

2,221

457

30

合計
（出典）学校へのインタビューに基づいて筆者作成

表3
親生存状況
奨学金
（孤児形態別） 取得時期
F4
両親なし F1 の 3 学期
F4
両親なし F1 の 2 学期
F4
両親なし F1 の 1 学期
F4
両親なし F1 の 2 学期
F4
母親のみ F1 の 1 学期
F4
父親のみ F2 の 1 学期
F4
母親のみ F1 の 2 学期
F4
両親なし F1 の 1 学期
F4
母親のみ F2 の 1 学期
F2
両親なし F1 の 1 学期
F4
母親のみ ―
F4
母親のみ ―
F4
母親のみ F4 の 1 学期
F4
両親なし ―
F4
両親なし F1 の 1 学期
F4
両親なし ―
F2
両親なし F1 の 1 学期
F2
母親のみ F2 の 1 学期
F4
父親のみ F3 の 1 学期
F2
母親のみ F1 の 1 学期
卒業 父親のみ F3 の 1 学期
卒業 母親のみ F3 の 1 学期
卒業 母親のみ F4 の 1 学期
卒業 母親のみ F3 の 1 学期
卒業 母親のみ F3 の 1 学期
卒業 母親のみ F1 の 1 学期
F4
母親のみ ―
F4
母親のみ F3 の 1 学期
F4
母親のみ ―
F4
両親なし ―

No 性別 年齢 学校 学年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

女
女
男
男
男
男
女
男
女
男
男
女
女
女
男
男
男
女
女
女
女
女
女
女
女
男
男
女
男
女

18
17
18
20
19
18
16
19
17
15
17
17
18
19
19
17
18
16
19
16
20
20
18
19
19
18
19
17
19
18

A校
A校
A校
A校
A校
A校
A校
B校
B校
B校
C校
C校
C校
C校
C校
C校
C校
C校
D校
D校
D校
D校
D校
D校
D校
D校
E校
E校
E校
E校

孤児生徒の個票データ

取得前学
費納付者
姉
叔母
―
叔父
―
叔父
母親
―
母親
―
―
―
叔父、母親
―
―
―
―
NGO
父親
―
父親
母親
母親
母親
母親
―
―
母親
―
―

奨学金団体
国内 NGO
国際 NGO
教育省
国際 NGO
教育省
国内 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
―
―
地方自治体
―
国際 NGO
―
国内 NGO
地方自治体
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
国際 NGO
―
国際 NGO
―
―

奨学金内容
学費のみ
学費 , 日用品 , 現金
学費のみ
学費 , 日用品
学費のみ
学費のみ
学費 , 日用品 , 現金
学費 , 日用品 , 制服
学費 , 日用品 , 制服 , 文具
学費 , 日用品 , 制服
―
―
学費のみ
―
学費のみ
―
学費のみ
学費のみ
学費 , 日用品 , 現金
学費 , 日用品 , 制服 , 文具
学費 , 日用品 , 現金
学費 , 日用品
学費 , 日用品 , 制服 , 文具
学費 , 日用品 , 制服 , 文具
学費 , 日用品 , 制服 , 文具
学費 , 日用品
―
学費 , 日用品 , 制服 , 文具
―
―

収入創出活動
―
―
野菜栽培
畑耕作
畑耕作
畑耕作
物売り
畑耕作
洗濯
畑耕作
―
物売り
洗濯
物売り
野菜栽培
煉瓦作り
畑耕作
―
物売り
物売り
畑耕作
木炭作り
畑耕作
木炭作り
―
畑耕作
野菜栽培
木炭作り
畑耕作
畑耕作

学校 / 教師
の支援
日用品
―
現金
現金
―
―
―
―
―
―
―
未納見逃
―
―
―
半額免除
白米
―
―
―
―
―
―
―
―
―
未納見逃
―
―
未納見逃

（注）中等学校 1 年は F1（Form1）、2 年は F2（Form2）、3 年は F3（Form3）、4 年は F4（Form4）である。
（出典）孤児へのインタビューに基づいて筆者作成
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4-2．調査結果

なっており、後者が多い。しかし、NGO の奨学金

(1) 就学支援が孤児の生活に及ぼす影響

受給者の 92％が国際 NGO から、残り約 9％が国内

調査対象の 5 校の奨学金受給者 430 名のうち、

NGO の支援を受けている。そのため、
国内 NGO は、

84％が NGO、12％が教育省、4％が地方自治体から

各団体数名程度の奨学金を支給するという小規模

支援を受けていた。NGO の団体数は計 28 であり、

な活動となっている（詳細は表 4 参照）。

そ の う ち、 国 際 NGO が 12、 国 内 NGO が 16 と
表4
支援団体名

A校
( 都市部 )
男子
女子

調査対象校の奨学金に関する概要表
B校
( 地方部 )
男子
女子

C校
( 都市部 )
男子
女子

D校
( 地方部 )
男子
女子

E校
( 地方部 )
男子
女子

計

1. 国際 NGO
(1) AGE Africa
(2) Agricultural Research &
Development Fund (ARDEF)
(3) Aquaid Lifeline
(4) Chibale Project
(5) Campaign for Female Education
(CAMFED)
(6) Connect To Learn (CTL) /
Millennium Villages Project
(7) Creative Centre for Community
Mobilisation (CRECOM)
(8) Emmanuel International
(9) Friends of Mulanje Orphans
(FOMO)
(10) Save the Children
(11) Sub-Saharan Africa Family
Enrichment (SAFE)
(12) Thoyod Organisation
小計
2. 国内 NGO
(1) Blantyre Synod CCAP
(2) Chifundo
(3) Composonate
(4) Full Gospel of Church
(5) Jeans CCAP
(6) Joice Banda Foundation
(7) Kasim
(8) Lions Club
(9) Muslim Alumni Society (MUAS)
(10) Passion
(11) Sakata
(12) S.D. Carr
(13) Shirine
(14) Stemwa
(15) Zamzam Muslim
(16) Zomba CCAP
小計
3. 教育省
4. 地方自治体
合計

0

14

0

0

0

0

0

9

0

0

23

9

3

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0
0

8
0

0
14

0
17

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8
31

0

7

0

19

0

0

0

24

0

58

108

1

2

0

0

0

0

0

0

4

41

48

0

14

0

2

0

0

0

0

0

1

17

3

4

2

3

1

0

4

5

0

0

22

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

0

0

1

0

0

0

0

7

14

7

0

0

0

5

0

3

2

0

0

17

0
24

0
55

0
16

0
41

0
7

0
0

0
7

0
40

18
22

9
116

27
328

1
1
0
1
2
1
5
1
2
2
1
2
1
1
0
1
22
24
3
73

0
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
5
1
0
61

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
6
0
23

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
7
20

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
5
7
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
13

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
43

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116

1
1
2
1
6
1
7
1
2
3
1
2
1
2
1
1
33
52
17
430

（出典）学校へのインタビューに基づいて筆者作成

NGO は、コミュニティが機能している地方にお

であった 1)。支援内容に関しては、教育省、地方自

いての支援を優先している。学校の所在地が地方部

治体、国内 NGO は、主に、学校への学費の支払い

である B 校、D 校、E 校では、NGO の支援は活発

が基本であるが、国際 NGO は、学費以外に、制服・
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文具・生活用品の供与、現金支給等の追加支援を

思い出す。親が生きていてくれれば・・・と思うと

行っている（表 3 の「奨学金団体」と「奨学金内容」

悲しくなる」
。孤児という境遇による周囲からのス

の項目参照）。また、国際 NGO は、女子限定や女

ティグマや偏見よりも、親を亡くした後に直面する

2)

子優先の支援を行うことが多い 。調査対象 5 校に

経済的困窮は、親を亡くした喪失感と相まって、孤

おいて、国際 NGO の支援を受けている約 8 割が女

児をよりどころのない不安感と孤立感に陥らせる。

子であった（表 4 の「1. 国際 NGO」項目参照。「女

国際 NGO は、奨学金支援事業の中で、孤児が奨

子」部分は灰色ハイライトの箇所）。

学金を受給しても中途退学する生徒が多いことに

孤児の就学支援に関して、教育省の方は、学校主

着目し、孤児の精神的な支援のニーズに対応する取

導によって生活困窮度を基準に貧困層の孤児を選

組みとして、孤児へのカウンセリングを実施してい

3)

考するため、保護の観点が強い 。一方、NGO は、

る。カウンセリングは、学期ごとに関係者が学校を

コミュニティ開発の一環として就学支援が位置付

訪問し、制服・文具・生活用品の供与や現金支給

けられおり、孤児のエンパワーメントに重点を置

をする際に行われる。併せて NGO とコミュニティ

4)

いている 。さらに、将来的にコミュニティのロー

関係者への就学状況の報告を兼ねた関係者間の話

ルモデルが期待される優秀で勤勉な孤児を優先し

し合いも開かれる。親からの支援がない孤児にとっ

て選定するという NGO 側の意図が、コミュニティ

て、NGO 関係者は、親の代わりに重要な存在とな

レベルで共有されている。そのため、選考候補の

る。D 校の女子孤児（No.25）は、
「就学支援を受け

孤児には、コミュニティ活動に積極的に参加する

始めると、学校の先生もそんなに助けてくれない。

ことが求められる。進学校である A 校の女子孤児

NGO 関係者が学校を訪問する時に色々な相談や近

（No.7）は、
「私には父がいなくて、家庭は貧しいけ

況報告もする。緊急時用に彼らの携帯電話の番号も

れど、初等学校で成績はトップだった。だから、私

持っているから安心できる」
。NGO やコミュニティ

はどうしても中等学校に進学したかった。母親とと

関係者とのつながりを持つことは、孤児の日常生活

もに私が初めて NGO のコミュニティ活動に参加し

における安心感に繋がっている。また、NGO が主

たきっかけは、NGO から奨学金を獲得するための

催となって、孤児たちが集まり、互いに悩みや不安

自己 PR のためだった。現在は、NGO から寮費を

を話し合う集まりがある。D 校の女子孤児（No.20）

含む学費や日用品の支給以外に、年間 12,000 クワッ

は、「中等学校に就学する時に父親を亡くして、集

チャ（約 30 ドル）の現金支給がある。そして、学

まりに参加するようになった。最初は、自分が悩み

期毎の NGO スタッフとのカウンセリングの際に、

を聞いてもらい励まされる側だった。今は、自分が

支出の報告や貯蓄の大切さを教えてもらっている。

年少の孤児の悩みを聞いて、励ましアドバイスする

また、NGO が推進するコミュニティの女性団体の

側になっている。この活動を通して、自分に自信が

若年層のリーダーを任されて、とても活動的になっ

持てるようになった」。孤児同士の集まりによって、

た」。

孤児である不安感や孤立感が和らぎ、孤児にとって

孤児の中でも、両親と死別後に、親族に引取られ

の精神的な拠り所となる居場所ができている。ま

ずに子どものみの世帯で生活する孤児、または、高

た、この活動に孤児自身が進んで参加するように、

齢の祖父母に引取られる孤児は、より困難な状況に

自発的に継続して行われることにより、孤児にとっ

あり支援が必要とされている（GOM 2005）。両親

ての支え合いの場が生まれている。このように、制

を亡くし祖母と生活している A 校の女子孤児（No.2）

服・文具・生活用品の供与と現金支給と同時に、カ

は、「7 歳の時に母親を亡くし、2 年前に父親を亡

ウンセリングによる精神的な支援など NGO の就学

くしたことで孤児になったときは、学校やコミュ

支援を通して、孤児の抱える精神的な不安感は軽減

ニティの皆が励ましてくれた。その後、生活も苦し

されている。

かったから、貧しい自分が奨学金を受給できた時

NGO の 中 に は、 孤 児 の 中 等 教 育 修 了 後（Post-

は、級友たちも応援してくれた。孤児だからといっ

secondary education）の支援として、小規模ビジネ

て、学校やコミュニティから差別されることはない

ス支援や高等教育の学費支援を行っている。D 校の

けれど、収入の少ない年老いた祖母との生活は、い

女子孤児（No.24）は、
「中等学校を修了しても、彼

つも不安になる。そんな時、亡くなった親のことを

ら（NGO）とつながりは続くし、一緒にビジネス
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出来ると思うと将来への不安が和らぐ」
。孤児の中

時、病弱の父はとても喜んで安心したわ。その数か

には、学期休み等を通して、就学や生活環境を整え

月後、父親の病状は悪化し、亡くなってしまった」。

るために収入創出活動を行っているが、その多くは

このように、奨学金が受給できる期間までは、孤児

低収入の過酷な肉体労働である。NGO の小規模ビ

の就学継続に親族の協力が重要であり（表 3 の「取

ジネス支援は、ビジネストレーニングや初期投資と

得前学費納付者」の項目参照）
、協力が得られない

しての低融資が組まれている。中等学校修了後も支

場合は、退学か留年となるケースが多い。

援があることにより、孤児は将来の現実的な進路を

加えて、孤児自身も就学のために就労する。孤児

描くことができる。一方で、A 校の男子孤児（No.3）

の多くは、約 1 ヵ月間の学期休みに収入創出活動を

は、教育省より学費のみの支援を受けているが、中

行い、得た収入を学費や生活・学用品の購入に充て

等教育の間に限定されているため、高等教育に進学

ている。例を挙げると、他世帯のメイズ畑の耕作、

する際の奨学金は保障されていない。
「大学へ進学

野菜栽培、マーケットの物売り、他世帯の掃除洗濯、

するために勉強しているけど、たとえ入試で合格し

木炭作り（薪集め）、日干し煉瓦作り作業である（表

ても、大学の高額な学費が払えないことを考える

3 の「収入創出活動」参照）。また、奨学金受給後

と、将来が不安でたまらない。でも、諦めずに一生

も収入創出活動を継続する孤児の中には、活動で得

懸命に勉強して大学に進学したい」と、一年後とな

た収入で母親の通院費や弟妹の就学をサポートす

る中等学校修了後の進路を憂慮している。貧困とい

るなど、家族を養育する役割を担っている事例も

う厳しい現実と、将来の先行き不安に苛まれながら

あった（No.21, 22, 26）。

もなお、前向きに生きたい、生きていかなければ
ならないと、将来への不安感と葛藤しながらも日々
勉学に励む孤児の姿がある。
このように NGO の就学支援は、学費以外にも、

(2) NGO 支援と学校や教師の取組みの関係
学校は、教育省の奨学金受給者の選定が任され
ている一方で、コミュニティレベルで実施される

様々な支援が充実している。しかし、中等学校入学

NGO の奨学金における選定のプロセスにはほとん

時に奨学金を受給できたものは、本調査における奨

ど関わっていない。そのため、時として、教育省

学金受給者 23 名中 8 名のみであり、その他 15 名は、

と NGO がそれぞれ同一人物を奨学金支給者として

入学して数年後に、奨学金受給の機会に漸くありつ

重複して選定するケースも起こる。その場合、学校

けるのが現状である（表 3 の「奨学金取得時期」項

側は調整機能の役割を果たしている。C 校の校長は、

目参照）。奨学金は、貧困ゆえに中等学校に進学を

「奨学金の中で、期日までに支払いができるのは国

出来ない生徒を支援するという意味合いがあるも

際 NGO、多少支払いの遅延があるのが教育省や地

のの、入学時から支援する体制には整っていない。

方自治体、最も遅延するのは国内 NGO。そのため、

その理由の一つは、A 校の校長は、「行政の遅れか

選定に重複がある場合、国際 NGO の方に割り当て

ら初等教育卒業試験（PSLCE）の結果が、中等学校

ている」。

入学の 2 週間前に発表される。2 週間という短い期

また、国際 NGO は、優先的に女子を支援するた

間では、中等教育に進学できた子どもが、NGO の

め、男子と比較して女子の奨学金受給者がより多く

奨学金に申請し、入学時に学費の支払いなどの一連

なっている（表 4 の「1. 国際 NGO」項目参照。「女

の作業を終えるには、時間的に無理がある。奨学金

子」部分は灰色ハイライトの箇所）。そのため、
「学

支給の対象者の選定は、コミュニティや学校にお

校側の判断で、教育省の奨学金支給に関しては、男

いても、就学後、徐々に行われているのが実情だ」
。

子を優先して選定している」
（A 校、B 校、D 校校長）。

A 校の女子孤児（No.1）は、「初等学校の時、母を

その結果、女子は NGO の支援、男子は教育省の支

病気で亡くした。病弱だった父は、私が進学校の A

援という分担も見られ始めている（表 4 の「3. 教育

校に合格したとき、私のことを家族の希望で誇りだ

省」項目参照）。A 校の副校長（女性）は、
「運よく

といって喜んでくれた。そして、父と姉達が奔走し

奨学金を受給できても、妊娠が発覚すると、奨学金

て親戚中から集めたお金と一家の貯金で、私の中

の支給を停止する NGO が多いから、女子孤児の退

等学校の学費を工面してくれたの。中等学校 1 年

学者は多い。その点、男子孤児に奨学金を支給する

の 3 学期から、運よく NGO の奨学金が受給できた

方が、就学が継続できて、卒業までたどり着く可能
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性は高い」ことを強調していた。

問わず、学校から追い出すことが通例である。
「NGO

E 校周辺では、複数の NGO による大規模なコミュ

の奨学金支払いが遅れる場合も、NGO の担当者に

ニティ開発事業が展開されているため、NGO の奨

連絡し、支払い日時を設定する。守れない場合、生

学金の機会がより多く恵まれている。そのため、教

徒を学校から追い出すのはやむを得ないことだ」
（A

育省や地方自治体からの奨学金の支給はない。し

校校長）。

かし、
「NGO の奨学金は、支援対象であるコミュニ

教師レベルでの独自の就学支援として、教師の中

ティの居住者に限定された支援なので、他のコミュ

には、生活困窮度をもとに、孤児を含む生活困窮家

ニティの者は就学支援の機会に恵まれていない。

庭の生徒に対し、学費や緊急時における現金支給な

NGO の支援には感謝しているが、NGO の支援では

どを行っている（表 3 の「学校／教師の支援」の項

優先度の低い男子や支援対象外のコミュニティに

目参照）。A 校の男子孤児（No.4）は、未婚であっ

住んでいる女子孤児が就学の機会に恵まれないの

た母親を初等学校の時に亡くしていたため、中等学

は問題だ」（E 校男性教師）。

校入学時の学費は叔父が払い、それ以降は NGO の

このように孤児の中でも、女子孤児や NGO の支

奨学金を得た。その叔父が亡くなった時、
「今、自

援対象地域のコミュニティに居住する孤児は、優先

分が就学出来ているのは叔父のお陰だ。その叔父の

的に支援を得やすい一方で、支援機会に恵まれな

ためにも、どうしても葬儀に参加したいが、叔父の

い貧困層の孤児との間に就学機会の格差が生まれ

村に戻る交通費がないことを担任教師に告げたら、

しまうこととなる。このような孤児に対する学校

直ぐに快く交通費分の現金を支給してくれた」
。教

の配慮として、校長の裁量により、学費の半額免

師からの個人的な支援に、救われる孤児の姿があ

除や未納の意図的な見逃しなどがあった（表 3 の

る。

「学校／教師の支援」の項目参照）
。E 校の男子孤
児（No.27）は、
「父を幼少期に亡くした。中等学校

5．孤児の就学を支える仕組み

1 年時は、母親が何とか学費を支払うことができた

マラウイの中等教育における就学支援の先行研

が、2 年時は学費を払えなかった。学費未納は、通

究は、NGO による就学支援の事例分析であるため、

常学校から追い出される。けれど、学校からは追い

支援する側からの分析といえる。その特徴は、就学

出されなかった。理由はわからないが、自分は退学

支援という投入に対する孤児の就学者増加という

にならなかった。3 年時からは、学期休み中に知り

計量的な成果に着目し、奨学金支援が孤児の就学を

合いのメイズ（トウモロコシ）畑の耕作や野菜栽培

支える重要な基盤であることが強調されている。支

から得た収入を学費に充てている」。E 校の校長は、

援する側の成果が強調されることで、孤児は継続的

「彼（No.27）が中等学校 1 年の時から、制服や靴が
ボロボロであり、経済的に困窮しているのは知って

な支援が必要な受け身の存在として描かれる傾向
がある。

いた。彼が、学校から 1 時間以上かけて徒歩で通学

しかし、孤児の日常生活の状況を踏まえて分析す

していることや、高齢の母親と 2 人で暮らしている

ると、経済的に困窮した孤児の就学を支えているの

ことは担任から聞いている」
。校長と教師は、学費

は、奨学金支援と同様に、NGO によるカウンセリ

を払わない生徒の家庭事情について頻繁に情報交

ング、学校や教師の対応、親族からの支援、孤児自

換をしており、就学支援の機会が得られない貧困層

身の取組み等、様々な要素が相互に作用しており、

に対して、個々の状況に沿った対応を行っている。

奨学金支援もその一要素である。孤児の就学者増加

しかし、学費の半額免除や未納の意図的な見逃し

という計量的な成果を、奨学金という投入の効果の

の対応があるのは、通学制の学校のみである。寮付

みに結び付けて分析すると、その他の孤児の就学を

学校の場合は、学費と寮費を併せて払わなければな

支える重要な要素を見落とすことになる。特に、政

らない。寮費のほとんどは、生徒の 1 日 3 回の食

府による支援制度、援助機関や NGO による支援は、

費に充てられる。寮費が十分に徴収できなければ、

投入や成果が数値化されるため、視覚化されやすい

生徒に満足する食事を提供できなくなり、生徒によ

一方で、学校や教師の対応や孤児自身の取組みはイ

る暴動が起きることから、寮付学校の場合、学費と

ンフォーマルなものであり、成果として取り上げら

寮費の支払いは厳格である。未払い生徒は、理由を

れにくい。そのため、事例を積み上げるなど可能な
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限り可視化し、その効果を分析することが重要であ

て、NGO の就学支援の特徴である NGO が選んだ

ろう。

特定のコミュニティに限定した支援や女子優先等

孤児の就学を支える仕組みに関する議論におい

のアプローチは、学校レベルにおいて、就学支援の

ても、学校や教師の自発的な対応や孤児自身の取

機会の平等性が確保できず、孤児間における格差を

組みに着目し、それらと NGO や政府の奨学金支

生み出すこととなる。

援の関係性や相互作用を踏まえた考察が求められ

この孤児間の格差を軽減する機能として、奨学

る。子どもの教育における公平性（Equity）や包括

金支援の機会がない子どもに対する学費の半額免

性（Inclusiveness）を推進するポスト 2015 年に向け

除や未納の意図的な見逃しといった学校側の対応、

た「持続可能な開発目標（Sustainable Development

そして学費や緊急時の交通費の支援などの教師の

Goals: SDGs）」では、目標達成のための実施手段の

取組みが挙げられる。つまり、NGO の活動による

強化として、持続可能な仕組みづくりを重視して

就学支援は、学校や教師の自発的な対応によって支

5)

いる （Sustainable Development Knowledge Platform

えられていることになる。このような相互作用は、

2015）
。そのため、孤児の就学を支える仕組みの在

孤児の就学を支える仕組みの一側面として、注目す

り方についての議論が必要である。

べきものではあるが、本来、学費の半額免除や未納

仕組みの在り方を議論する際には、政府の制度の

の意図的な見逃しは、教育行政の面からも許される

改善を含む制度内の努力のみならず、その制度を

ものではない。そのため、学校関係者はジレンマを

支えるボランタリーな活動を含めたインフォーマ

抱えつつ、孤児を含む困難な状況にある子どもの実

ルな努力についても焦点をあてる必要がある。ボ

情を踏まえて自発的に就学支援をしていることを

ランタリーな活動とは、諸個人の自発性に基づき

理解しなければならない。そして、このような孤児

組織された社会性・公共性を帯びた民間非営利にも

の就学継続を支える学校や教師の取組みは、校長や

とづく、継続性をもった諸活動であることから（中

教師による個別的かつ一過性な対応が多いため、持

村 1997； 李 2002）、NGO による孤児への支援は、

続可能性を担保するには限界がある。

6)

ボランタリーな活動として含まれる 。その一方で、
学校や教師の対応は、学校業務の一環として捉える
7)

孤児の就学を支える仕組みを持続可能にするた
めに長期的な対応としては、政府による孤児への就

と、ボランタリーな活動とはみなされない 。しか

学支援制度の充実が求められ、予算や活動資金の増

し、学校や教師は、学校業務の範囲を超えて、孤児

額が必要となろう。一方、短期的な対応としては、

の生活を自発的に支援していることを踏まえると、

政府（教育省・地方自治体）と NGO 間、または各

これらの活動も制度を支えるインフォーマルな努

NGO 間などの支援団体間の調整にもとづいた支援

力として、仕組みの在り方の議論に含めるべきもの

者の選定におけるアカウンタビリティーの確保や

であろう。そのため、ここでは、政府による支援制

支援内容の公平性などが求められる。支援団体に

度、NGO の支援、学校や教師の対応に焦点をあて、

よって支援を受けた子どもが、どのような成果を発

孤児の就学を支える仕組みの在り方を議論する。

揮するのかについて着目することも重要であるが、

孤児の就学支援における政府と NGO の関係性は、

同じ教室内に存在する支援を受けていない子ども、

限られた人数にしか奨学金受給の機会を提供する

支援が行き届かない子どもへ、どのように配慮すべ

ことができない脆弱な政府の就学支援制度と比較

きか、今後の検討すべき課題である。特に、マラウ

して、NGO の就学支援が量的そして質的にも充実

イでは、孤児の就学は、政府の支援制度が脆弱であ

している。つまり、公的な制度が NGO の活動によっ

るため、NGO の活動によって支えられているのが

て支えられており、その活動によって、多くの孤

現状である。NGO においても、政府に代わって支

児が経済的・精神的な支援を受けているのが現状

援を提供するという役割だけではなく、この課題に

である。しかし一方で、NGO の活動は、コミュニ

対して、どのように配慮して取り組むのか、孤児の

ティ開発の一環であるため、コミュニティ開発の中

就学を支える仕組みの改善に繋がる自発的な提案

で孤児のエンパワーメントが位置づけられている。

や行動が問われている。

そのため、孤児への個人レベルの成果が、コミュ
ニティレベルに裨益する仕組みになっている。よっ
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6．おわりに
本稿では、アフリカにおける NGO の就学支援を

のように、地方部の生徒に限定した支援を行う団体
もある。

含めた孤児支援の動向を踏まえたうえで、マラウイ

２）女子に限定した支援を行っている国際 NGO として

の中等教育における孤児の就学状況を分析し、孤児

は、「AGE Africa」、「Campaign for Female Education

の就学を支える仕組みを考察した。NGO や政府の

（CAMFED）」、「Creative Centre for Community

就学支援プログラムは、孤児の就学を支える仕組み

Mobilisation（CRECOM）」が挙げられる（表 4 の「国

の重要な部分を担っているが、孤児の日常生活の状

際 NGO (1) (5) (7)」参照）。

況を踏まえると、就学支援と同様に、学校や教師の

３）政府（教育省と地方自治体）による奨学金支援は、

対応、親族からの支援、孤児自身の取組み等、様々

「国家成長開発政策」において、
「社会的保護（Social

な要素がある。孤児の就学を支える仕組みの分析で

Protection）
」事項の「困難な状況にある人々への保

は、これらの関係性や相互作用を踏まえた考察が必

護（Protecting the Vulnerable）
」の一環である（GOM

要となる。

2006）
。教育省の奨学金支援ガイドラインにおいて

NGO の支援は、マラウイの中等教育における孤

も、奨学金支給による孤児や貧困層の子どもの保護

児の就学に多大なる貢献をしている。しかし一方

が明記されている（GOM 2008: 2-3）
。また、筆者が

で、NGO の支援の特徴ともいえる NGO が選んだ

実施した管区教育事務所の奨学金担当者や調査対象

特定のコミュニティに限定した支援や女子優先等

校の学校長へのインタビューでは、選考基準とし

のアプローチは、学校レベルにおいて、就学支援の

て、保護の観点から、生活困窮度を重視することが

機会の平等性が確保できないため、孤児間の格差を

述べられた。特に、選考時に教育省へ提出する申請

生み出している。そのため、学校や教師は孤児間の

書（MOEST Student Bursary Application Form 1）では、

格差を軽減するための取組みを行っている。支援を

申請者の世帯に対する生活困窮度状況の確認として、

実施するうえでのアカウンタビリティーの確保、選

「住居の屋根、壁、床の素材（貧困層の住居に多い草

考基準の調和化、支援団体間における支援内容の均

屋根、土壁、土床かどうか）
」
、
「鶏等の家畜所有の有

一化等は、今後、孤児を含む困難な状況にある子ど

無」
、
「携帯電話、自転車、ラジオ所有の有無」等を

もの就学を支える仕組みの中で、支援提供側が検討

報告する必要がある。その一方で、同申請書では、

すべき課題である。

申請者の成績や学力を明記する項目はない。
４）筆 者 が 実 施 し た NGO 関 係 者（CAMFED、CTL/

謝辞
マラウイの現地調査にご協力頂いた孤児生徒な

Millennium Villages Project、CRECOM、Emmanuel

らびに学校関係者に、心より御礼申し上げます。ま

ビューでは、奨学金支給の選考にあたり、申請者の

た、本研究を実施するにあたり、科学研究費補助金

成績、NGO が支援対象のコミュニティで実施してい

（平成 26 ～ 29 年度、基盤研究 (A)）「発展途上地域

る諸活動への参加の有無や今後の活動参加への確約

における困難な状況にある子どもの教育に関する

を重視することが強調された。例えば、国際 NGO

国際比較フィールド研究（課題番号：26257112）」
（研

の ひ と つ で あ る SAFE（Sub-Saharan Africa Family

究代表者：澤村信英）を活用させて頂きました。そ

Enrichment）の奨学金支援方針（Policy Governing the

して、本稿の執筆にあたって丁寧なご指導をいた

Granting of SAFE Scholarships）や申請書（Application

だいた澤村信英教授（大阪大学大学院人間科学研究

for SAFE Scholarship）においても、申請者世帯の生

科）への深謝をここに記させていただきます。

活困窮度に関する確認事項は、教育省の申請書と比

International、Save the Children、SAFE）へのインタ

較しても、非常に少ない。その一方で、申請者の学
【注】
１）A 校の所在地は都市部であるが、全寮制の公立校

力や生活態度、申請者の SAFE 主催の青少年活動へ
の参加の有無、保護者（Guardians）の SAFE 主催の

であり、多くの地方部出身の生徒が就学している。

コミュニティ活動への参加状況等を報告しなければ

また、奨学金受給者の多くは、地方部出身の生徒

ならない。加えて、申請者が SAFE の支援対象とす

で あ る。 国 際 NGO で あ る「Campaign for Female

るコミュニティから転居する場合は、奨学金受給資

Education（CAMFED）」
（表 4 の「国際 NGO (5)」参照）

格を失うという規定もある。
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５）SDGs には 17 のゴール（目標）が含まれているが、
17 番目のゴールでは、SDGs 達成のための手段とし
て仕組みの強化と国際的な協力関係の活性化を重視
している。
６）ボランタリーな活動とは、
「個人の自発的意思によ
る参加と運営にもとづいており、個別私的な関心・

literature on the impact of HIV/AIDS on children in subSaharan Africa. AIDS 14: S275-S284.
GOM. 2005. National Plan of Action for Orphans and Other
Vulnerable Children 2005-2009. Government of Malawi.
GOM. 2006. Malawi Growth and Development Strategy.
Government of Malawi.

問題意識から出発しながらも、何らかの社会性・公

GOM. 2008. Guidelines for Education Support to Orphans and

共性を帯びた民間非営利の多様で一定の継続性を

other Vulnerable Children. Government of Malawi.

もった諸活動」
（中村 1997:117）としており、その

GOM. 2012. Malawi Growth and Development Strategy II.

諸活動を組織化したものが NGO・NPO である（李
2002）。
７）ボランタリーな活動（NGO・NPO の活動）は、ボラ

Government of Malawi.
Grassly, N. and Timaeus, I. 2003. Orphans and AIDS in SubSaharan Africa. UNICEF.

ンタリー・アクションの集合的企てとみなされる（佐

Hornby, S. 2005. Oxford Advanced Learner's Dictionary of

藤 1994）。ボランタリー・アクションとは、国家権

Current English (seventh edition). Oxford University

力が行使される公共事業機関の監督下におかれない

Press.

活動であり、市民が自らの家の外で行う活動である
（Beveridge 2014）。つまり、ボランタリーな活動は、
公共性・社会性を帯びたものであり、自分と直接的

Hunter, S. and Williamson, J. 1997. Children on the Brink:
Strategies to Support a Generation Isolated by HIV/AIDS.
USAID.

な関係がない人に対する支援、私的な利害関係のな

IATT. 2008. National Responses for Children Affected by

い人への支援であることから、本来、教師が生徒を

AIDS: Review of Progress and Lessons Learned. Inter-

助けることや親が子どもを支援することはボランタ

Agency Task Team (IATT) on Children and HIV and

リーな活動に含まない（内海 2011）。

AIDS Working Group on National Plans of Action
Kadzamira, E., Banda, D., Kamlongera, A. et al. 2001. The
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The Support Mechanisms for Orphan’s Schooling at Secondary Education in Malawi:
Focusing on the Effects of NGO’s Activities and School Efforts
Hikaru Kusakabe
(Osaka University)
The purpose of this study is to examine the effects of the support mechanisms for orphan’s schooling at secondary
education in Malawi by analyzing the trends of orphan’s assistance in sub-Saharan Africa. In Malawi, NGOs and
government actively provide scholarship programs for vulnerable children including orphans at secondary school. Above
all, the support of NGOs, which is more extensive than the governmental one, focuses on orphan’s empowerment and
support of post-secondary education. In this case, it is characteristic that a close relationship is built up between orphans
and NGO’s staffs so that orphans feel at ease in their lives. On the other hand, such NGOs generally tend to aid female
orphans and the orphans from targeted communities. As a result, the equal opportunity to receive educational support
cannot be guaranteed among orphans at school level. In this regard, it would be necessary to harmonize the support
provided by different organizations within the support mechanisms for orphan’s schooling.
Keywords : Malawi, orphan, NGO, support for schooling, secondary education
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【書評】
インドネシア・スンダ世界に暮らす

インドネシア・スンダ世界に暮らす
村井吉敬 著

岩波現代文庫（2014 年）
内

海

成

治（京都女子大学・京都教育大学）

著者の村井吉敬（よしのり）さんは、2013 年 3

1 月から 2 年間、文部省（当時）派遣留学生として

月に惜しくもお亡くなりになった。69 歳という社

インドネシア・バンドンのパジャジャラン大学に留

会科学の研究者として最も充実した年齢であり、痛

学した時の記録である。文部省のインドネシアへ

恨の極みである。多くの方は村井さんと言うと『エ

の派遣留学生の第一期生と聞いているが、これは

ビと日本人』
（岩波新書）を思い出すであろう。こ

学ぶための留学ではなく、生活して感ずるための

れは版を重ねており、同じような「○○と日本人」

派遣だったと思う。本書は村井さんと内海愛子夫妻

と言う類書がかなりでるほどの売れ行きである。

が人々の中に暮し、人々の目でインドネシアを見、

また、開発関係の人は「顔の見える援助」や「脱

そして日本との関係を考察した記録である。村井

ODA」と言う言葉を思い出すであろう。村井さん

さんはマックス・ウェーバーを学び、東南アジアを

は鶴見良行さんらと共に日本とアジアの関係につ

フィールドとした研究者である。しかし、この記録

いてのパラダイムを転換させた人だと思う。

は村井さんが人々の生活と仕事の中で、目にしたこ
と、話したこと、感じたことをベースに自分自身が

本書の成り立ち
本書は村井さんが初めてまとまった書籍として

変化してくことを記録したものである。本書のもと

1978 年 1 月に出版された『スンダ生活誌－変動の

ら日本の研究者仲間や友人に送った「バンドン便

インドネシア社会』
（日本放送出版協会・ＮＨＫブッ

り」である。

になったのは村井さんが毎月のようにバンドンか

クス）の題名を変更して、新たに出版されたもので
ある。表題になっているスンダとは聞きなれない言
葉であるが、ジャワ島の西部のバンドンを中心とし

本書の構成とテーマ
本書の構成であるが、章の番号などはないが、い

たスンダ語を話す民族集団でインドネシアの人口

くつかの章からなる 5 部に分かれており、全部で

の 16 パーセントを占める。スンダ文化はイスラム

15 章に分けられる。毎月の便りという手紙（報告）

の中に、パジャジャラン王国（14 世紀）のヒンドュー

を基にしているため、その中から課題ごとにまとめ

の影響を持つ独特の文化である。スンダと言う言葉

たものと思われる。しかし、どの章を開いても、そ

の中に村井さんの衿持を感ずる。

こには人々と子どもが登場し、その暮らしと生産が

この岩波現代文庫版には、
「パシコムおじさんの

取り上げられている。そして、人々の表情や想いと

見たスハルト開発独裁」
（『ワセダアジアレビュー』

共に、村井さんの思い、さらには分析が加えられて

第 10 記念号）が加えられている。

いる。

さらに、本書には村井さんと共にインドネシア研
究を行ってきた後藤乾一先生（早稲田大学）の解説

この本のテーマは、
「はじめに」の次の文章に集
約されていると思う。

が加えられている。この解説では、村井さんの研究

「私が関心を持っていたテーマは、第三世界、と

の足跡を追いながらその意味と位置を丁寧に解説

りわけ東南アジアにとって経済発展、近代化とは何

しておられる。これは単なる解説をはるかに超えた

なのか、ということだった。しかし、非経済的要

後藤先生の村井さんへのオマージュであり、鎮魂の

因を極力排除した近代経済学の考える成長モデル、

詩であると思う。

西欧や日本をモデルにした近代化論、先進国資本主
義国の利害の上に成り立った『援助』論や『開発』

内容
さて、本書の内容であるが、村井さんが 1975 年

論に疑問を持っていた。自分たちの工夫と努力、自
分たちの能力による“土に根ざした近代化”が探る
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べき一つの方法ではないかと思っていた」（5 頁）。
これは控えめな表現であるが、のちに展開される

を切って、心は固まる」のおやじギャグだと思うが、
村井さんの顔が思い浮かぶ文章である。

村井さんの開発論の出発点である。そして、この文
章は 40 年前に書かれていることであるが、現在の

村井さんの思い出

援助論や開発論を語る研究者や実践者ははたして

私事にわたるが、村井さんは私の義兄にあたるこ

乗り越えていると胸を張れるかどうか、私は疑問に

ともあり、20 代からの知り合いである。歳はあま

思う。本書は、このテーマをバンドンの下町やスン

り違わないが、何かと兄事してきた。村井夫妻のイ

ダの農村を歩いて具現化したものである。

ンドネシア行きの際には羽田空港に見送りにいっ

本書に目を通す人は、ユーモアをこめた文章の間

た記憶がある。昆虫少年であった村井さんはインド

から、そして章の終わりにある分析から村井さんの

ネシアに行くときも昆虫網を抱えて行ったという

テーマが丁寧に湧き上がってくるのを感ずるであ

噂があったが、私も記憶がなく、本人も否定して

ろう。

いた。しかし、空港ではインドネシア研究を一生の

今一つ特筆すべきことは本書に含まれている写

仕事にするという強い意志が感じられた。帰国後 2

真である。村井さんはカメラ好きで、写真はプロの

年ほどして『スンダ生活誌』をいただいた時には、

域に達していたと思う。各章にちりばめられた写真

その思いが、若々しい文章となって定着しているこ

には農民や子どもの表情が見事に捉えられている。

とを感じた。

村井さんがしっかり人々と向かい合っていたこと
がよく分かる。

後の事であるが、三島由紀夫事件の際、「この事
件をアジアの人々はどういう思いで見るだろうか」
と語気を荒げて非難していたことが忘れられない。

本書の魅力
ただ、本書の魅力は、若い日本人学徒による単なる

アジアの人々の目から日本を見るという視点を常
に忘れない人であった。

インドネシア研究の書ではなく、自らがインドネシア

村井さんと最後に食事をしたのは、2012 年の暮

の人々から学び、それを内面化していく過程をつづっ

れに、京都で用事があると私の妻や娘と食事をし

ていることである。その意味ではビルディングノベル

た。その際、胃の手術をしたと聞いていたので、何

に通ずる、自己を対象化しながら、成長の過程を開示

か柔らかいものをと思ったが、私の妻が肉好きだと

し、読む人はその過程によりそう楽しさを味わうこと

いうことで、とんかつを注文してくれた。そして美

ができる。

味しそうに食べていた。ゆったりした雰囲気の中に

例えば次のくだりはどうだろうか。

人への思いやりをもった方であった。

村井さんは連日、地方の農家や学校を現地のバス
の堅い椅子に座って何時間も行くために、痔が悪化
してしまった。いよいよ動けなくなり、手術するこ

おわりに
本書は村井さんの処女作であるが、のちに豊かに

とになる。

展開された村井さんの研究スタイルを確立した記

「バンドン市内の病院に 10 月 24 日に入院、翌日、

念碑でもある。同時に 1970 年代のインドネシアの

オーストラリア人の医師が、肛門の一部をはさみ

生活を活写したまさに生活誌である。インドネシ

でちょん切った。相当にひどい脱肛だったそうだ。

アの「人々の心を確実な手ごたえで知ろう」と願っ

麻酔の切れたあとの痛さは、言葉にならないからこ

た村井さんの仕事は「小さい民」からの発想と言う、

こには書けない。（中略）
『ミンタ・スンティク』
（注

新しい文化を作った。村井さんの学問はインドネシ

射してくれ）と騒いで、看護婦に叱られたと、あと

アを超えて、アジアの人々、困難な状況にある人々

で女房が話してくれた」（84 頁）。そして、1 週間で

への共感と学び合いの場を形成することになった。

退院、さらに１週間で排便も楽になったとのこと。

多くの人々、特に若い人々に手に取ってもらいたい

そして次のように述懐している。
「痔を切って、
スッ

本である。

キリ、のんびり、あせらず、イライラせず、ここの
人々の心を確実な手ごたえで知ろうと思う。雨は降
り、地は固まる」（85 頁）と。最後のことばは「痔
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【書評】
人が集まるボランティア組織をどうつくるのか―

人が集まるボランティア組織をどうつくるのか―
―「双方向の学び」を活かしたマネジメント
長沼

豊著

ミネルヴァ書房（2013 年）
山

口

洋

典（立命館大学）

「書評とは、著者を想定読者とした規定演技」
（橋

筆者が書籍の中で巧みに概要をまとめている以

爪 , 2005）だという。規定演技とは、
コンパルソリー

上、評者には同書で書かれなかった関連領域を指摘

フィギュアとも呼ばれるもので、小学館の大辞泉に

するか、ただただ本書の魅力を訴えていくという役

も「決められた図形に従ってすべり、正確さなど

割しか残されていないだろう。その際、序章を通読

を競う競技」とある。その名のとおり滑走して図

した後に、改めて主題と副題に目を向けてみると、

形を描く（figure skating）競技なのだが、音楽もな

本書が取り扱う内容が端的に集約されていること

く地味な衣装で滑走姿勢と滑り跡が採点されると

に気づかされる。加えて、序章には「人を集める

いうこともあり、テレビ中継の普及とあいまって、

方策としての広報の仕方とか、組織運営のあり方

1990 年をもって競技種目としては廃止されたとい

としてのマネジメントの視点で眺めるのではなく、

う。その後、シングルスケーティングでは、より華

『教育』という視点で見たらどうなるかということ」

やかなショートプログラムとフリーが中心となっ

（p.6）を考えていくと、目的が明確に設定されてい

ているものの、滑走のための基礎技術の向上には、

るのである。どうやら、評者は本書の魅力に見事な

コンパルソリーの練習が重要という選手の声がイ

までに引きつけられたようだ。

ンターネット上で紹介されている。

本書は、「はじめに」と「序章」に続き、6 章か

規定演技はスケート界からは消滅したものの、学

らなる本編と「あとがき」で構成されているが、序

界では依然として書評が一つの範疇として位置づ

章にも示されているとおり「章ごとになるべく独

けられている。事実、書評では、日頃の読み書きの

立・完結した話になるよう工夫」されているため「順

力量が評者に問われる。つまり、書評は対象となる

序よく読まなくても」
「興味・関心のある章から読

書物をいかに読み込むことができたのか、書評の読

み進めて」いくことができる（p.7）。そこで、各章

者に露わとされるのだ。ましてや橋爪（2005）の言

の魅力を、序章で示された概要を参考にしながら、

う「著者を想定読者」と据えるなら、著者が企図し

目次以上の情報を重ねて紹介していくことにしよ

た内容をどこまで掘り下げることができたのかが

う。第 1 章ではボランティア組織の活動の基本につ

問われることになる。

いて、第 2 章では活動の場・雰囲気・人間関係をよ

その点で、本書『人が集まるボランティア組織

りよくするファシリテーションのあり方について、

をどうつくるのか』の書評は至難である。最も大き

第 3 章ではリーダーシップの観点から見た組織運営

な理由は、本書の序章こそ、至極の書評としても位

について取り上げられる。ここまでを基礎あるいは

置づけられうるためだ。事実、なぜ本書が書かれた

理論編とするなら、第 4 章から第 6 章は応用もしく

のか、どのような読者を想定しているか、どんな内

は実践編である。

容が書かれ、どのように読み進めていくのがよいの

何より、本書の副題にあるとおり、本書のテーマ

か、それこそ書評として必要とされる内容が概ね網

はボランティアの現場における「双方向の学び」で

羅されている。これまで評者が手にしてきた書籍の

ある。ちなみに本書は極めて論理的に構成されてい

中では、まちづくりの実践知をまとめた寺谷と平塚

る上、とかく情緒的・感覚的になりがちな概念に対

（2015）の著作に、長年にわたって場を共にしてきた

しても、細かな定義を付して論じられている。例え

岡田憲夫（関西学院大学）による「本書の中の本書

ば、双方向の学びとは「相互作用の中で一緒に成長・

の書評」が収められていたことに技巧の妙を覚えた

発達していく」
（p.69）こととされているが、一定

のだが、本書は筆者自身による思考の妙を痛感した。

の抽象度があるこうした概念についてピンと来な
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い、という読者には、第 4 章で紹介されている 3 人

ランティアが大変な時」
（p.37）の対比関係などは、

のインタビュー、つまり赤澤清孝（ユースビジョン

実に的を射たものとなっている。

代表）、相川良子（ピアサポートネットしぶや理事

ちなみに、本評の冒頭で示したフィギュアスケー

長）、川中大輔（シチズンシップ共育企画代表）と

トにおける規定演技を意味するコンパルソリーと

いう、人が集まるボランティア組織の担い手たちと

は必修という意味である。書評が著者を想定した規

バーチャルながらに相互作用がもたらされるよう、

定演技とするなら、本書は現場のボランティアを想

自らの関心や経験を重ねて読み進めるといいだろ

定した規定演技である。そして、その演技はどの理

う。また、なぜボランティア組織の運営は経営学で

論家・実践家・活動家からも高得点を得るものであ

はなく教育学から接近できるのかという問いを抱

ると、評者は確信している。上掲のとおり、筆者は

いた読者には、第 5 章にて「企業とは違う組織のあ

自身のことを 4 つの理由（pp.177-178）と 6 つのポ

り方を嫌というほど見つめて」
（p.6）きた「仕掛け人」

リシー（pp.180-181）を抱く「仕掛け人」と言うが、

（p.177）としての経験を、さらにそれらの経験から
得たノウハウを現場で生じるであろう想定問答と
して示した第 6 章にて、それぞれ掘り下げていただ
きたい。
そもそも、本書が「双方向の学び」を重視してい

何より、あまねくボランティアに「集団と個の関係」
（p.69）を見つめなおすワークブックを提示した仕
掛け人に相違ない。
惜しむらくは、筆者の所属団体（pp.1-2）に国際
ボランティア学会が並んでいなかったことである。

るからこそ、筆者は全般にわたって丁寧に読み手が

転じて、国際ボランティア学会もまた（p.17 にあ

読む場面を想定し、まとめあげたのであろう。単に

る「参加は年齢・資格など条件つきの」）ボラン

伝えたいことを伝えるのではなく、伝わって欲しい

ティア組織であることを鑑みれば、本書によるリー

ことが伝わるよう、随所に趣向が凝らされているの

ダーシップとメンバーシップの議論（pp.108-112）

だ。通常、書籍というのは、帯があれば帯にしたた

などを参考にしつつ、ボランティア学習の PARCD

められたメッセージから、あとがきがあれば書き

サイクル（Preparation：準備学習→ Action：活動体

上げた後に紡ぎだされた思いから、まえがきがあれ

験→ Reflection：振り返り→ Celebration：認め合い

ばはじめに読み手に示された思いから、読み手が書

→ Diffusion：発信・提言 , p.53）のうち、特に RCD

き手の意図を適切に解釈しようと試みる。しかし、

の「3 つの段階に即して成功や失敗から学ぶ」
（p.93）

本書は書き手の側から読み手の存在と読むという

好機かもしれない。よって、筆者の本学会に対す

行為が丁寧に扱われている点に、筆者がボランティ

る「WANT（自分がその組織でしたいこと）
、CAN

アを「自由意志で何かをする人、もしくはその行為」

（自分がその地域でできること）
、MUST（自分がそ

（p.10）として、する人の存在と活動という行為の

の組織で求められていること）
」（p.179）が一致し、

両面、すなわちボランティアという言葉が意味する

今後の発展を導くメンバーかつリーダーとなった

概念の二重性に着目している構図が重なり、好感を

ときを夢想してしまう。しかし、評者もまた、筆

抱くことができよう。

者の示す「ボランティア学習」の 3 要素（pp.49-53）

ここで、筆者が直接は示していない読み方とし

をもとに、ボランティアの「ための」
（for）「につ

て、「イラストだけをとばし読む」という方法を挙

いての」（about）「による」（by）学習を深めていく

げておきたい。ちなみにイラストは、あとがきに記

ことを誓い、筆者の労を多としたい。

されているとおり、筆者が参加する「かまくら会議」
という「鎌倉のまちの活性化を考えるボランティ

橋爪大三郎．2005．書評のおしごと 海鳥社．

ア組織」
（p.212）で出会ったアーティスト（大石香

寺谷篤志・平塚伸治．2015．「地方創生」から「地

織）によるものである。もちろん、英語論文等で
も図や表から内容をさぐることもあるように、興味
が向いたイラストから本文の該当箇所を読むのも
一興なのだが、ボランティア活動の現場経験があ
るアーティストによる表現ということもあってか、
「ボランティアの楽しさと 4 つの特性」
（p.27）と「ボ
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【書評】
小児がん病棟と学生ボランティア―関わり合いの人間科学

小児がん病棟と学生ボランティア―関わり合いの人間科学
李

永淑 著、晃洋書房（2015 年）
竹

「たいいんが

のびたらいいな

まだいたい」

(p.149)

端

寛（山梨学院大学）

くよん」として継続している。
この一連のプロセスに立ち会った「よんちゃん」
は、「ケアという明確な目的を持たない無関係な他

この「衝撃」的な川柳は、「小児がん病棟」にい

者（ボランティア）」が「小児がん病棟の一員となり、

る中学生が作ったものである。なぜ「衝撃」なのか。

病院社会においても認知され、活動が普遍化」(p.7)

小児がん病棟では、処置や治療の副作用などの身

したのはなぜか、その中で病棟の「『主人公』であ

体的苦痛や、地元の友達との別れや運動制限といっ

りながらも、実質的な自己決定力を持てない、がん

た環境の変化が辛 (p.143) い場所である。入院して

の子どもたちの置かれている固着した社会構造が、

いる患児だけでなく付きそう保護者もなるべく早

『無関係な他者の参入』によって弾力性を帯びてい

く「退院」したい場所が、小児がん病棟である。そ

く」ことが出来たのはどうしてか、という「問い」

んな「痛い」事をされる場所に、なぜ「まだ居たい」

を持つ。そこで、
「社会人学生としてのしんどさに

と望むのか。心待ちにしていた退院が「延びたらい

泣きながらも」(p.211)、A 大学での活動を続けなが

いな」と思うのか。どのような場や関係性がその
「小

ら大学院に通い、2010 年に受理された博士論文が、

児がん病棟」で構築されていたから、このようなミ

この本の土台となっている。まさにこの本は、「よ

ラクル（＝衝撃）が生じたのか。それを探るべく、

んちゃん」＝李永淑さんの「アクションリサーチ」

研究者としての探索の旅に出たのが、著者である李

(p.47) でもあるのだ。

永淑さんである。そして、この探索者は、この物語
の「語られざる主人公」でもある。

「よんちゃんず」というシンボル
とはいえ、この本は単なる体験談の「聞き書き」

「よんちゃんず」というプロセス
彼女は物語の舞台である A 大学付属病院で「事

ではない、立派な学術書である。理論的な裏打ちも

務補助員」として働いていた。当初は事務仕事をし

論に依拠しながらも、ブルーマーが提唱したシンボ

ていたのだが、
「『子供のベッドサイドティーチング

リック相互作用論を分析枠組みとして用いている。

をしてくれないか？』という小児病棟からの依頼」

ここで著者は「シンボルとは、『あくまで個々人に

(p.iv) をきっかけに、小児がん病棟に足を踏み入れ

とって何かを表現するものとして、それぞれの経験

る。その後、プレイルームでの「遊び相手」も頼ま

の内に現れ、操作されるもの』」(p.49) とした上で、

ある。本書ではフリードソンの「医療と専門職支配」

れ、「仲間を増やしていくことが必要であることを

「よんちゃんず」
「ぞくよん」というシンボルが、
「存

本能的に感じ」(p.v)、Ａ大学の敷地内にある強みを

続し受容され、現場とボランティア自身が今もなお

活かし、大学生のボランティアを募る。いつの間に

変容を続けている実際的現れとして、その本質と実

か、自分のニックネーム「よんちゃん」だけでなく、

態を解明したいという目的を達成するための手段

学生ボランティア達の集団も「よんちゃんず」とし

として用い」(p.49) ている。

て定着するようになり、彼女は事務補佐員のまま、

彼女はこの分析枠組みに基づき、現役学生ボラン

がんの子ども達との「あそび」の活動を続け、やが

ティアやその OB・OG へのフォーカス・グループ・

ては保護者や医師、看護師も巻き込みながら、様々

インタビューや、学生リーダーへのインタビューを

なイベントを展開していく。そして彼女は実質的な

行う。また「シンボル」をめぐる「相互作用」の

ボランティア・コーディネーターも行う。しかも、

対象である「がんの子どもと家族」、看護師や医師、

彼女が病院を去った 2004 年以後も、この活動は「ぞ

チャイルド・ライフ・スペシャリストなど「小児が
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んを取り巻く専門家たち」
、さらには病院事務職や

いう「ドミナントストーリー」を脱ぎ捨て、ともに

A 県の小児がん施策対象者にまで、聞き取りを行っ

カーニバルを楽しんでいた。これが「一緒に遊ぶ」

た上で、分析を深めている。その中から、この「シ

の極意であり、
「がん治療」という重苦しい現実を、

ンボル」の意味や、相互作用のダイナミズムを説き

そこに関わる人が一時忘れる「祝祭空間」だったの

明かそうとしているのだ。

だ。

この本の最大の魅力は、第 4 章「ボランティア－
その化学反応が産み出すもの」である。ここには、

ボランティア人間科学への挑戦

上記の様々な「語り」の中で、「よんちゃんず」と

最後に、今後の執筆への期待を込めて、２つのこと

いう「シンボル」が自らの人生に大きく相互作用し

を書く。まず、この本には「関わり合いの人間科学」

たのか、が雄弁に語られている。冒頭のエピソード

と副題が書かれているが、その点が十分に論じ切れて

の中学生も、
「よんちゃんず」との相互作用から、
「大

いないと感じた。終章では「よんちゃんず」という「シ

志と野望」を抱き、実現する。この部分は是非とも

ンボル」を通じて、
「多様であることを励まし、あり

ご自身の目で確かめて頂きたいポイントである。

のままの自分になれることは、自身も含めた他者の人
生を考え励ましていることでもあった」(p.206) と書か

隙間産業ゆえの可能性
では「よんちゃんず」は何をしていたのか。それ

れていた。これは、インタビューからも読み取れる。

は、小児がん病棟に「祝祭空間」を作り出す営みだっ

でそれが可能だったのか、についての「人間科学」的

た。当初から「子どもと一緒に楽しむ」
「ニックネー

分析をもっと読みたかった。

だからこそ、なぜボランティアという「関わり合い」

ムで呼び合う」というポリシー (p.193) を持ち、病

それから、学術書の著者としての李さんは、
「よん

院では難しい「みんなで遊ぶ」(p.56) ことを仕掛け

ちゃん」をできる限り脱色している。だがこの「よん

ていった。しかも、その内容が「お医者さんごっこ」

ちゃんず」は、
「よんちゃん」なくしては成り立たな

や「たこ焼き作り」
「思春期の子ども達をプレイタ

い活動だった。
「語られざる主人公」
の
「よんちゃん」
は、

イムの準備に巻き込む」
「誕生日の『お祝い隊』」な

その後、A 病院での経験を活かし、本業として大学で

ど、どれもこれまでの「病院の『常識』への挑戦」(p.64)

の「ボランティア・コーディネーター」にも挑戦して

を試みた内容だった。

いる（奥付）
。そのご自身のプロセスをもリフレクティ

小児がんの治療が最優先にされた病棟では、
「安

ブに考察することこそ、本書の一節のタイトルになり

心・安全」が最重要課題である。「よんちゃんず」は、

ながら、議論が深められていなかった「ボランティア

それを守りながらも、「出来る一つの方法論」を、

人間科学への挑戦」の考察につながると感じた。

がんの子どもや医師、看護師などを巻き込みなが
ら、考えていった。その活動に参加・参画すること
で、病棟を「牢屋」(p.153) を感じていた子どもた
ちが、「うきうきした楽しい気持ち」(p.147) へと変
化していった。
李さんは、「よんちゃん」や「よんちゃんず」の
役割を、「隙間産業」(p.200) と指摘している。な
ぜ な ら、 強 固 に 役 割 が 固 定 さ れ て い る 病 院 の 中
で、「いっしょに何か作り上げたり、何かの実感を
取り戻したりするなど、行為者たちがドミナント
な部分のストーリーをどのように克服していくか」
(pp.205-206) が、このシンボルが果たした「役割」
であったからだ。それは、決してがんの子どもとボ
ランティア達だけに限定されない。
「お祝い隊」を
一緒に作り上げ、
「ケーキマン」として顔をチョコ
レート色に塗った医師も、そこでは「医師役割」と
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早くも彼女の次作を心待ちにさせる、そんな刺激に
満ちた一冊だった。

【書評】
私たちの国際学の「学び」―大切なのは正しい「答え」ではない

私たちの国際学の「学び」―大切なのは正しい「答え」ではない
奥田孝晴・椎野信雄 編著

新評論（2015 年）
小

川

寿美子（名桜大学）

本書は、文教大学国際学部創設 25 年目の文化事

ここでいう「旅」とは、未知の世界への遭遇であ

業の一環として刊行された、同学部教員の執筆から

る。国際学においては、文化や習慣の違う外国に身

成る書物である。専門分野の異なる大学の教員の著

を置くことが典型例として挙げられよう。私とは何

作を蒐集した本は、とかく首尾一貫性に欠け、寄せ

か、と自分自身を問うことや、感性を研ぎ澄ますと

集めといった内容に陥りがちだが、本書は、「国際

いった、人間の本能的な欲求と真正面から向き合う

学」をキーワードに、文教大学国際学部が四半世紀

貴重な機会が「旅」を通じて、すなわち異文化との

にわたって実践してきた同学問のコンテンツを丁

遭遇を通じて得られるのである。

寧に整理し、体系的にまとめられており、読みごた

第二章以降のテーマには、途上国問題（国家間・

えがあった。テーマは「国際学」であるが、国際ボ

経済格差）、環境問題（共感から協力行動へ）、観光

ランティア学に対する示唆も多分に含まれていた

の課題（地域内格差）、企業の課題（多国籍化と社

ので、書評として紹介させていただく。

会的責任）
、グローカリゼーション（地域の空洞化

「はじめに」では、編者の奥田孝晴氏が説得力の

阻止）、多文化社会（内なる異文化）、コミュニケー

ある文章で、国際学の魅力と必要性について説いて

ション（外国語を学ぶ＝自分の身を使って相手の身

いる。通常、国際社会といえば、主権国家、国民国

になる訓練）、豊かさについて（福島、沖縄を事例に。

家を構成単位としているが、国家と国家の関係だけ

中枢－周辺関係、負の公共性について）
、パスポー

を問題としてきた従来の国際学という学問をここ

ト（超国家間主義の国際社会へ）と展開する。

で問い直している。すなわち、現在では国境は失わ
れ、それを越えた見えない関係が地球全体に及ん

これらの章に沿って、国際ボランティア活動との
共通したプロセスを関連づけるとすれば、順に、

でおり、ヒト、モノ、カネ、情報、そして文化まで

第 1 段階

も地球規模で常に移動している。そのため、これま

（異文化接触による「私」の殻破り：第 1, 2, 4 章）

で学校型の勉強（教科書に分断された、正解のある

第 2 段階

問題の学習）の反復やそれに基づく思考法とは全く

（「私」の常識が広がる：第 2, 7, 8 章）

異なる視線の涵養が今こそ必要であると提言する。

第 3 段階

具体的には、「世界」と「私」をつなぐ新しい学び

（「私」を世界に開放する：第 3, 4, 9, 10 章）

の実践として、本書で紹介するリベラルアーツ（教

第 4 段階

養）としての新しい国際学は、まさしくポテンシャ
ルの高い学問であるとする。
第一章「旅する世界」では、
次のように述べている。

非日常の経験による触発
非常識を受け入れる
他者 / 社会への興味
自発的（Voluntary）に他者 / 社会に対
して何かしたい

（「私」が進んで行動する：第 5, 6, 9 章）
であろう。国内ボランティア活動に比べて国際ボラ
ンティア活動のほうが、特に第 1~2 段階の振り子

旅とは、当たり前の「日常」を抜け出し、
「非

が大きいため、第 3~4 段階へとシフトする力が強

日常」を求める行為。

いのではないだろうか。だからこそ、筆者は敢え

現代のわたしたちは、日常において、自分自

て多くの市民に国際ボランティア活動を経験して

身を確かめることも問うことも出来なくな

もらうことによって、一人ひとりがそれぞれの個性

るほど身も心もがんじがらめになっている

（異質性）を生かしあって、人間の「命」と「生活」

のであれば、旅にでも出なければ「自分の感

と「尊厳」を守るための社会づくりの実現のための

性」も「自分なりのものの見方」も取り戻せ

強いポテンシャルとなることを確信している。

ないかのような状態にあるかもしれません。

『私たちの国際学の「学び」』で、著者たちは「世
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界と私」
「地域と私」
「あなたと私」の関係のあり方
を一緒に考えていくことを通じて、共生、つながり、
助け合いの重要性を強調する。他者 / 社会が「私」
の内なる世界へと分け入ることを繰り返す、一種の
往還運動により、他者に開かれた学びがあり、それ
を達成することにより地球の未来の人々と共に生
きるための学びがある。
世界に、地域に、そして他者に積極的に働きかけ
ることを課題とする、実践の国際学――本書を読ん
だ若者から、更にシルバー世代まで、きっと無意識
のうちに国際ボランティア学を実践するに違いな
い。

本書表紙
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【執筆・投稿規定】

『ボランティア学研究』執筆・投稿規定
本誌は，国際ボランティア学会の機関誌であって、特集、論文、研究ノート、調査報告、フィールドレポート、
書評などからなり、発行は 1 年 1 巻とする。冊子として発行する他、国際ボランティア学会の責任において、
電子データとしても公表する。
１．投稿資格
・筆頭著者は本学会員に限る。
・投稿される論文等は未刊行のものに限る。定期刊行物（学術雑誌、商業雑誌、大学・研究所紀要など）
や単行本として既刊あるいは刊行予定のもの、あるいはこれらに投稿中の論文は本誌に投稿できない。
２．投稿原稿の種類
・ボランティア学に関する論文、研究ノート、調査報告、フィールドレポート、書評とする。
・論文：独創的な研究論文など。12,000 〜 20,000 字（図表・注記・文献・要約を含む全文）。
・研究ノート：ボランティア学にとって重要な研究資料やデータのまとめなど。12,000 〜 20,000 字（図表・
注記・文献・要約を含む全文）。
・調査報告：調査研究等の状況等について、学術的見地から報告するもの。12,000 〜 20,000 字（図表・
注記・文献・要約を含む全文）。
・フィールドレポート：継続的な活動についてのレポート。6,000 〜 10,000 字（図表・注記・文献・要約
を含む全文）。
・書評：最近出版された日本語あるいは外国語の著書に対する書評。3,000 字程度（文献等を含む）。
・編集委員会が必要とみなした場合には、投稿原稿が制限字数を越えても認められることがある。
・英文での投稿を希望する場合は、制限ワード数などについて、別途編集委員会に照会すること。
３．投稿原稿の構成
①第 1 ページには、日本語のタイトルと著者名、所属、英文のタイトルと著者名、所属、ならびに著者（代
表者）の連絡先（住所および電子メールアドレス）、投稿原稿の種類、謝辞のみを記す。
②第 2 ページには、日本語のタイトル、日本語の要約、日本語のキーワード、ならびに英文のアブストラクト、
英文のキーワードを記す。
③第 3 ページ以降に、日本語のタイトル、原稿の種類に続き、原稿本文を書くこと（著者名は書かないこと）。
④書評には、英文のタイトルは必要ない。
４．要旨とキーワード
日本語の要旨は 500 字程度、英文のアブストラクトは 300 ワード程度、キーワードは、日本語、英文とも
3 〜 5 語とする。ただし、書評には、要約・キーワード（日本語・英語とも）は必要ない。
５．投稿原稿の執筆要領
１）原稿はワープロ使用を原則とする。用紙は A4（縦置き・横書き）を用い、1 ページは、横 40 字（全角
文字で）×縦 40 行とする。
２）表記について
・平易簡潔な文体で、新仮名づかいおよび常用漢字を用いる。
・句点は「、」、読点は「。」を用いる。
・数字は半角で、算用数字を用いる。
・ローマ字は半角を用いる。
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３）注記および引用文献は論文末に、注記・引用文献の順で記載する。
４）図表、注、引用文献の記述形式は、別添の「執筆要領〔図表表記・引用法〕」に従う。
５）論文と研究ノートにおいて、章や節等は以下のように番号をつける。
（例）
１．ボランティアの意味 ― 現在から過去へ ―
1-1. ボランティア活動の類型
(1) 社会問題への対応
６．投稿原稿の送付
投稿は、電子ファイルでの投稿を基本とする。MS-Word で作成したファイルを学会の事務局のアドレスに
送付すること。ファイルは図表を含めて一つにまとめること。件名に「ボランティア学研究投稿原稿送付」
と明記する。締め切りは、毎年 5 月末日を目安とする。
〔送付先〕「ボランティア学研究」編集委員会宛
E-mail：volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
７．投稿原稿の審査
投稿原稿の採否は、
編集委員会において決定する。審査にあたっては、
1 原稿ごとに 2 名の査読者を選定し、
その結果を参考にする。査読者には、投稿者名を伏して依頼する。
８．著作権
学会誌に掲載された投稿原稿の著作権は学会に帰属する。
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「ボランティア学研究」執筆要領〔図表表記・引用法〕
１.

図表について
本文中の当該箇所に挿入する。ただし原則として、表と図はそれぞれ 400 字として数える。表には、表 1、

表 2 のように通し番号を付ける。表題は表の上部に付け、必要に応じ、注および出典を明記する。図の扱
いも表と同様にするが、表題は図の下部に付ける。
表1

ボランティアに対する意識（年齢別）

（注）
（出典）

（注）
（出典）
図1

ボランティア参加者数の推移

２．注について
注番号は、論文全体の通し番号で文中の必要箇所の右上に次のようにつける。
例）社会的相互行為 1) とは私たちが ･･･
３．引用方式
基本的に、論文中の引用方式を統一することが重要である。
（1）本文中での引用文献
文中の引用箇所には（第一著者の名字

西暦の発表年）を記載する。複数の場合は「；」
（全角）で区切る。

引用ページは、発表年の後「:」（半角）で区切り、明記する。また、数字は半角算用数字を用いること。
例）中田（2000）は、…
（中田 2000）
（木村 2002；Rothman 1997；田中 1998）
（WHO 1999）
（佐藤 2008: 211）
（2）翻訳のある外国書からの引用
原典から直接に引用する場合は、Thane（1996: 23-4）あるいは（Thane 1996: 23-4）のように記載するが、
翻訳書から引用する場合は、Thane（=2000: 34-5）あるいは（Thane=2000: 34-5）のように記載する。
原典と翻訳書からの引用を併記する場合は、Thane（1996: 23-4=2000: 34-5）あるいは（Thane 1996: 234=2000: 34-5）のように記載する。
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（3）短い引用
文献から短い文章を引用するときは、本文中に「
中に「

」が使用されている場合はその箇所を『

」でくくる形で引用を行う。その際、引用文
』に変える。

（4）長い引用（以下，□は空欄を表す）
本文・・・・・・
1 行空ける
□□□・・・・・・・・
□□・・・・・・・・・
□□・・・・・・・・。（佐藤 2008: 25）
1 行空ける
□本文・・・・・
・・・・・・・・
４．引用文献の記載方式（文末の文献欄における記載の方式）
①単著の場合
著者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
中田豊一．2000．ボランティア未来論 ― 私が気づけば社会が変わる．参加型開発研究所．
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.
〔注〕
ⅰ．ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルだけでもよい。
②共著の場合
文献上の著者順．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
後藤武・佐々木正人・深澤直人．2004．デザインの生態学 ― 新しいデザインの教科書．東京書籍．
Kirk, Stuart and W. J. Reid. 2002. Science and Social Work: A Critical Appraisal. Columbia University Press.
③編書の場合
編者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
内海成治編．2005．国際協力論を学ぶ人のために．世界思想社．
内海成治・勝間靖・中村安秀編．2008．国際緊急人道支援．ナカニシヤ出版．
Clark, Chris (ed.). 2001. Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers.
Hoffman, Susanna M. and Anthony Oliver-Smith (eds.). 2001. Catastrophe and Culture. School of American
Research Press.
〔注〕
ⅰ．欧文の場合、編著者名の後に、編者が１名の場合は ed. 複数の場合は eds. を入れる。
④編書論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．編者名．書名．出版社名．論文初頁 - 終頁．
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（例）
岡本榮一．2006．ボランティア = 自ら選択するもう一つの行き方．岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編．
学生のためのボランティア論．大阪ボランティア協会．6-21．
Stalker, Susan. 2001. Inclusive Daytime Opportunities for People with Learning Disabilities. Clark, Chris (ed.).
Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers. 46-66.
⑤雑誌論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．掲載雑誌（もしくは紀要）名

巻 ( 号 ): 論文初頁 - 終頁 .

（例）
小野晶子・山内直人．2002．経済学からみたボランティア．ボランティア活動研究 11: 50-66.
厚東洋輔．1999．ボランティア活動と市民運動．奈良女子大学社会学論集 6: 125-141.
Ash, Sarah L. and Patti H. Clayton. 2004. The Articulated Learning: An Approach to Guided Reflection and
Assessment. Innovative Higher Education 29(2): 137-154.
〔注〕
ⅰ．3 名を超える著者については 3 名まで連記し、それ以上は「ほか（欧文の場合は et al.）」で表記する。
ⅱ．雑誌名、紀要名は出版元に関する表記は原則必要ないが、その名だけでは出版元がわかりにくい場
合は表記する。
ⅲ．雑誌・紀要の巻・号については、たとえば第 42 巻第 2 号を 42(2) というように表記する。巻のみ、
もしくは号のみの場合は、たとえば第 25 号を 25 というように表記する。
ⅳ．掲載頁が年巻通算頁で記されているものは、その頁で表記する。その場合は、号数表示を省略してよい。
⑥翻訳書の場合
原典の書誌情報．（＝翻訳の出版年．訳者名．訳書のタイトル．出版社名．）
（例）
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.（＝ 1984．石黒毅訳．アサイラム－施設被収容者の日常世界 . 誠信書房．）
〔注〕
ⅰ．外国語文献の書名、雑誌名はイタリック体で表記するが、和文献は普通体とする。
ⅱ．ファースト・オーサーのみ、ファミリーネーム，ファーストネーム
み）．で表記し、後は、ファースト

ミドルネーム（イニシャルの

ミドルネーム（イニシャルのみ）ファミリーネームで表記する。

複数の表示は and を使用する。
⑦初出誌の掲載誌と再掲編著書を共に示したい場合
初出誌に関する書誌情報（再録：再録編著書に関する書誌情報）
（例）
吉田民人．1974．社会システム論における情報：資源処理パラダイムの構想．現代社会学 1(1): 7-27.
（再録：1990．情報と自己組織性の理論．東京大学出版会．153-72.）
⑧報告書の場合
著者または組織名．刊行年．報告書名．発行組織名 .
（例）
ボランティア白書編集委員会．2001．ボランティア白書 2001．日本青年奉仕協会 .
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⑨政府刊行物等の場合
編集機関名．出版年．書名．発行元．
（例）
厚生労働省．2010．厚生労働白書（平成 22 年版）．日経印刷．
⑩修士論文・博士論文の場合
著者名．論文提出年．論文名．○○大学大学院○○学研究科修士論文（あるいは博士学位論文）．
⑪学会報告原稿の場合
著者名．発行年．表題．学会報告要旨集名（開催大学名）．原稿初頁 - 終頁 .
（例）
山口洋典・渥美公秀．2006．砂漠緑化活動のアフォーダンス：中国内蒙古自治区白二爺砂丘の 7 年．
第 7 回国際ボランティア学会大会発表要旨収録集（文教大学）．40-41．
⑫電子メディア情報の場合
著者名．公表年または最新の更新年．表題 [Web page]．発信元（URL, アクセス年月日）．
（例）
初等中等教育局国際教育課．2009．「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関
す る 調 査（ 平 成 20 年 度 ）」 の 結 果 に つ い て． 文 部 科 学 省（http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/21/07/1279262.htm, 2011.7.20）．
The International Society for Third-Sector Research. About ISTR[Web page]. The International Society for
Third-Sector Research Web site.
（http://www.jhu.edu/~istr/about/, January 19, 2004）.
⑬ CD-ROM の場合
Anderson, Shauna C. and Keila B. Poulsen (eds.). 2002. Anderson's Electronic Atlas of Hematology [CD-ROM].
Lippincott Williams & Wilkins.
５．文末における注リストの記載方式：片カッコ № を列挙する。
【注】
1）□・・・・・・・本文
□□・・・・・・・・・
2）
3）
６．文末における文献リストの記載方式
①文献リストには本文中に引用もしくは言及した文献のみを記載する。
②１文献ごとに改行する。
③著者（ファースト・オーサーのファミリーネーム）の ABC 順に並べる。日本人のラ行は R の位置につける。
④同一著者の複数の文献がある場合は、出版年の古い順に並べる。
⑤同一著者の複数の文献が同一出版年である場合は、
（出版年 a）
（出版年 b）
（出版年 c）という具合に並べる。
⑥同一著者が共著のファースト・オーサーになっている場合は、単著が終わった後に並べていく。
以上
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2015 年もボランティア（活動）にかかわる様々な出来事が身近なところであったと思います。なかでも、
11 月に開催された「青年海外協力隊発足 50 周年記念式典」は、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、青年海外協力
隊経験者や支援者、関係者など、4500 名が参加し、協力隊事業はじまって以来、最大のイベントでした。私
が参加した 1982 年の頃は、
「ボランティア」という用語は、英語としては存在しても、カタカナとしての日
本語は、定着していませんでした。「ボランティア」として協力隊に参加したはずの私にしても同様で、多く
の日本人にとっては特別なことでした。
このようなことを振り返りながら、第 16 号をお届けできることに、妙な感慨があります。今号の特集では、
日下部尚徳編集委員に全体の構想と取りまとめをお願いし、
「脆弱性とボランティア」を取り上げ、新進気鋭
の 6 名の方々からご寄稿いただきました。いずれも現場での実践経験を踏まえた論考で、臨場感があり、研
究と実践を架橋する本誌ならではの内容になっています。是非、ご一読いただければ幸いです。
次に、第 16 回大会（内海成治実行委員長、高橋真央副実行委員長）は、京都女子大学で 2015 年 2 月に開催され、
その報告も収録しています。研究発表の分科会に加え、国際協力や NGO 活動に関わっている方々に登壇いた
だき、2 つの時機を得た刺激的なシンポジウムを企画できたのは、本学会会員の専門領域と活動内容を特徴
づけることでもあったと思います。
その一方で、今回の自由投稿論文は、投稿数（3 篇）が少なかったこともありますが、1 篇だけの採択とな
りました。本誌は学術誌ではありますが、調査報告やフィールドレポートの種別を設け、実践者の方々の豊
富な知見を共有していただける機会になることを願っています。これだけボランティアの実践が日常的に行
われていることに比べると、研究ももっと活発であっていいはずです。引き続き、会員の皆さまからの積極
的な投稿をお待ちしています。
（澤村）

［編集委員会］
澤村信英（大阪大学、委員長）、小川寿美子（名桜大学）、日下部尚徳（大妻女子大学）、
森定玲子（プール学院大学）

śŨŲŅĢġȦ˺ʐ Vol.16

121

第16号
2016年2月29日発行

編集・発行

国際ボランティア学会
ࠛ565-0871 㜰ᗓ྿⏣ᕷᒣ⏣ୣ1-2
㜰ᏛᏛ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉
TEL & FAX 06-6879-8064
E-mail volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
URL http://isvs.hus.osaka-u.ac.jp
印刷

阪東印刷紙器工業所
ࠛ553-0004 㜰ᕷ⚟ᓥ༊⋢ᕝ3-6-4
TEL 06-6443-0936(௦)
FAX 06-6443-1684
E-mail bandopv@skyblue.ocn.ne.jp

