
社

ISSN 0286-8512 

2込
品、 Iト義
紀要

20 

上智大学社会正義研究所



目次

<巻頭言>

現場から切り開く学問…...・H ・.....・H ・.....・H ・....・H ・...…武市英雄 …… 1 

<国際ワークショップセミナー>

Seeking Safe Passage -New Refugee Challenges 

at the Beginning ofthe 21St Centucy...・H ・...・H ・.RAPERMark …… 3 

Xenophobia and Reconciliation in Post-Apartheid South Africa 

. HARRIS Bronwyn…… 15 

<論文・報告>

Tokyo International Conference on Mrican Development 

(Part One)・H ・H ・.....・H ・H ・H ・..…...・H ・..…YASUOKATakaaki…… 21 

<連続講演会『世界の難民J> 
バルカン問題の今日 …...・H ・..…H ・H ・...・H ・.....・H ・..…樋口陽一…… 25

クロアチアー「民族浄化Jの悲劇の現場 ...・H ・H ・H ・..保岡孝顕…… 35

ケニア・カクマキャンプ …...・H ・..…...・H ・.....・H ・..…鬼頭宏…… 49

冷水笠 H ・H ・59

東ティモール…...・H ・..…...・H ・.....・H ・-・…...・H ・..……林尚志…… 81

山田経三…… 88

ファレリアヌス・イリアント…… 94

南アフリカ ...・H ・H ・H ・...…H ・H ・.....・H ・....・H ・-…H ・H ・..武市英雄…… 97

南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れ ・H ・H ・..…保岡孝顕……103

Report of the Visit to JRS Europe 

PUTHENKALAM John Joseph ……121 

<活動報告>

上智大学社会正義研究所活動報告 (2000年一2001年)…...・H ・...・H ・.123

Institute for the Study of Social Justice， Sophia University 

(2000 ・2001) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 135 



『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

<巻顕言>

現場から切り開く学問

武市英雄
(上智大学社会正義研究所長)

ジャーナリズムもアカデミズムも物事の本来の姿に迫ろうとする。しかし、両

者は似ているが、少し異なる点もある。アカデミズムは方法論に厳密である。

“手ぶれ"を起こさないで、ある視点をしっかりもって、その視点から見た、

ある断面的な現象を観察しようとする。例えばリンゴを角度 60度で、割ったその

切断面を知ろうとする。温度や気圧や濃度などいくつかの変数を定めて、 Aの

液体とBの液体とを混合した結果を観察しようとするところがある。いわば球

体のあるー断面を見るわけで、視点や方法論をかためて、観察したものを抽出

し、分析する。

これに対しジャーナリズムは物事の全体像を見ょうとする。リンゴなら一切

断面よりもリンゴの全体を知ろうと努める。しかし、両者は決して相対立する

概念ではない。むしろ互いに補完する関係にある。アカデミズムは手続き、方

法論に厳密であるために、物事のある部分しか分からない場合がある。社会全

体を理解するのが難しい。しかし、出てきた結果は、条件が限定された知見で

あるから正確である場合が多い。しかし、実験では確かにそのような結果が得

られでも、屋外で実験したら例外的な結果が生じないとも限らない。

これに対してジャーナリズムは、その例外をも含めた物事の全体像に迫る。

だが、方法論はアカデミズムのように厳密ではない。科学的な詰めがやや甘く

とも、いま何が緊急に求められているのかを知ることが大事なのである。

両者は互いに補い合っていかなければならない。ある部分のさらに細かなあ

る点を研究している人はたまには一歩研究対象から距離をおいて、自分の研究

が社会全体にどのような意味合いを持つかを考え直してみるのが良かろう。一

方ジャーナリズムには方法論があまりにも恋意的にならないように気をつける

必要がある。

要するに両者は相手の手法をもっと学び取ることが求められる。そのひとつ

は、大学での研究・教育活動の中にジャーナリズム的な方法を積極的に取り入

れることだ。まず現場をできるだけありのままに直接。観察し、そこから考え

ていく手法である。帰納法的なアブローチである。フィールド研究のように、

まず現場を見て、現場の視点で物事を考えてみる。

幸い本研究所は 2000年度に、日本私立学校振興・共済事業団と上智大学から、

21世紀における社会正義促進のための大学教育のあり方を研究する学術助成金



をもらうことができた。その研究のひとつの切り口として、難民問題に対する

若者たちの関心をどのように高めたらよいかを考え、研究所所員が手分けして

バルカン、ケニア、南アフリカ共和国、東ティモールの四地域にでかけ、難民

や救援活動をしている人びとにじかに触れ、実態を調査・研究することになっ

た。これは本研究所が長年取り組んできた難民研究・調査活動の延長線でもあ

った。その原点に立ち戻り、このグローパル(全地球的)な大問題を日本の若

者たちにどのように伝え、この問題への関心をかりたてていくかを模索した。

そのささやかな成果の一部を本号に掲載することができたことは多くの人びと

の協力のたまものである。

難民や救援ボランティアや研究者のなまの声は貴重な情報であった。現場を

踏んだことは地元の人びとの声をじかに聞くことができるという利点だけでは

ない。新しい出会いもある。本号に掲載されている xenophobia(外国人ぎらい、

外国人排斥)に関する論文の執筆者ブラウニン・ハリスさんは本研究所メンバ

ーが南アフリカでたまたま出会った難民研究・調査のエキスパートである。

このように現場第一主義の研究・調査手法がアカデミーに新たな活を入れる

ことになろう。社会正義を現場をふまえながら、グローバルに研究することは、

現代における教育・研究方法に新たなエネルギーを注入することになると信じ

る。
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

<国際ワークショップセミナー>

Seeking Safe Passage 

一-NewRefugee Challenges at the Beginning of 

the 21 st Centuryl 

RAPER Mark SJ2 

(Visiting Professor， Georgetown University) 

Refugecs are not new. For as long as intolcrance and opprcssion have been 

part of human history， thcre have been refugecs. What arc staggcringly new 
today are thc numbcr of pcople involvcd and thc extent of human suffering. 

The proportion of pcoplc who arc forcibly displaccd has not riscn， but given 
the growth in world population， thc total numbcr has surcly risen. Morcovcr， 

the sizc， frequency， speeds and complcxity of the refugce crises today chal-

lengcs us all. 

Some of the paths arc ncw: refugecs arc moving in ncw directions， and this 
creates reactions. Ncw migration routcs Icad now not away from Europc but 

back to it， as well as to north Amcrica and to othcr cIassical immigrant receiv-
ing countries. New too is thc fact that rcfugces arc cvcrywhcre. Stories about 

them are in every ncwspapcr， and bccausc of modern transportation and com-
munications systcms， they are able to arrivc anywhcrc， dcspitc thc physical 
walls and the legal obstacIes to thcm crossing frontiers. That also is new， thc 
widcsprcad introduction of harsh Icgislation that protccts States against refu・

gecs and migrants. Rathcr than scarching for ways to protect the rights of 

asylum seekcrs， Statcs appear to be ovcrwhclmcd by thc size and suddcnness 
of recent criscs. Many States try by all mcans cithcr to ignore thc problcm or to 

block the movcments. Although thc intcrnational set of agrecmcnts designed to 

1 Keynote Lecture given at the conference on“Promotion of Social Justice and University Educa-

tion in the 21st Century" held at Sophia University，Tokyo 16-17， March 2001， and sponsored by 

the Institute for the Study of Social Justice， Sophia University. 

2 Visiting Jesuit Chair at the Institute for the Study of International Migration in the School of 

Foregn Service at Georgetown University， Washington DC. Formerly International Director of 

Jesuit Refugee Service， 1990 to 2000. Director of JRS for the Asia Pacific region during the 80s. 
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o釘'erprotection to refugees was developed and consolidated only in recent 

decades， it is now being dismantled piece by piece by the States that signed it 

into force. 

With you today 1 want to ask and discuss three questions: 
Who (and where) are the refugees? 
Why are there refugees today -what are the causes? 
What can we do to assist the refugees and to protect their rights? 
In the new context， what can the moral person and the ethical State do? 
Indeed what can the even the self-interested State do? 

1. Who and where are the refugees? 

In order for us to visualise some faces and contexts， may I begin by de-

scribing two refugees: one whom I met when I first began my work with Jesuit 

Refugee Service 20 year ago， and another whom I met just a few weeks ago. 

The first camp I went to after my appointment in the early 80s， was on an 
island in the Western part of the Indonesian archipelago， not far from Singa-
pore. Since 1979， that is a few years after the communist North Vietnam had 

taken control of the whole country， great numbers of Vietnamese people from 
the South had been undertaking dangerous escape journeys in small boats and 

reaching shore in the Southeast Asian countries as well as in Hong Kong. In 

Pulau Galang， an island camp with some 20，000 people， I met a Vietnamese 

woman who had suffered greatly during her journey from Vietnam. Her hus-

band and son having gone before her and arrived in Malaysia， she left Vietnam 
by boat together with her sister and two daughters， one of whom was newly 
born. Their boat broke down at sea， they drifted， but the captain of the boat 
would not share food or water with her family， so all died， her baby died， then 
her other chi1d， then her sister. She only just survived and was brought to the 
camp with the boat captain， whom she regarded as a murderer. For months she 

sought for a way to ki11 him and avenge the deaths. Yet when I met her six 

months later， she had just public1y forgiven the boat captain， and she was look-
ing instead to the future. 

Early this year when I was heading to my new temporary post at George-

town University， I spent a few days with our JRS team in 10s Angeles， and 

4 



Seeking Safe Passage 

went with them to thrce prisons for foreigncrs. In one faciIity for juvenilcs， wc 

spcnt a Sunday aftcrnoon with a group of chi1drcn from differcnt countries. 

One， a Sri Lankan boy， was about 12 years old. Taken from his vi11agc to be a 

Tamil Tigcr， that is an armcd fighter， his fami1y had somehow managcd to 

rescuc him and to kccp him safe had smugglcd him out of thc country. Hc had 

a ticket to Montreal whcre he should join his unc1e. But his plane touchcd 

down in Los Angclcs whcrc he was caught by immigration 0仔icialsand im-

prisoncd. Soon aftcr I visitcd him and aftcr a lcngthy burcaucratic proccdure 

that lastcd morc than six months， hc was scnt on to Montrca1. With him was an 

Indian boy from Gujarat who had bccn a witncss in a human smugg1ing court 

tria1. A1though thc case was conc1uded 5 month car1icr and hc only wantcd to 

go homc， his papcrs wcrc lost， so hc rcmaincd dctaincd. Ncithcr boy knew 

much Eng1ish. Thcrc was no schoo1ing in thcir prison. Thcy had pcrmission to 

makc only local phonc calls， but had no onc to call， having no rclatives in Los 

Angclcs. 

It was moving and cvcn inspiring to mcct thcsc individuals and to observc 

how thcy rcspondcd to thc forccs at work on thcir 1ivcs. Despitc great suffcring， 

many risks， thc scparation of fami1ics and incxpcricncc， thcsc pcoplc displaycd 

outstanding human qua1itics， couragc， spontancity and frccdom of spirit. Each 

rcfugcc could writc a book about hcr cxpcricnccs. Twcnty years ago the world 

lookcd with grcat compassion on thc Victnamcsc boat pcoplc. Yct， like thc 

Tamil boy and many othcr rcfugccs of today， thcir travcl was faci1itatcd by 

i11cgal organizations. A1though travc1ing for many of thc same rcasons， namcly 

to cscapc war， opprcssion or scvcrc hardship， today's rcfugees arc not trcatcd 

with thc samc compassion. Timcs havc changcd. Many morc obstac1cs， cspe-

cially lcgal oncs， block thc journcys of today's rcfugccs. 

Lct us makc a bricf tour d'llOrizon， naming and painting a thumb nail skctch 

of a fcw of thc main rcfugcc producing contlicts around thc world. 

Thcrc arc long standing， intractablc， rcfugcc-producing contlicts， such as in 

Afghanistan， Burma， the Sudan， Sri Lanka and Palcstinc. Thc contlict in Aι 

ghanistan was ignitcd during the Cold War. With thc Sovict invasion of 1979， 

mi11ions wcre madc rcfugccs. Somc rcturncd homc at thc cnd of thc Cold War， 

but now a civi1 war， combincd with poor harvests and crucl c1imatic conditions， 
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continue to take a to11 of lives and again displace tens of thousands. During the 
80s， the Taliban were fortified politica11y and militarily by an alliance between 
the US and the Saudis， while assisted by Pakistan. Their opposition to this day 
receives the help of Russia. 

The Palestinians were made homeless in the mid and late 40s in order to 
provide a home for the Jewish people who had suffered oppression in Europe 
and elsewhere， but especially during the Nazi regime in Germany. They fought 
to retain their rights， they lost and are sti1l losing and sti1l nation less. The 
peace talks of recent years appeared to promise a resolution， but this hope has 
now been cruelly ground to dust. After fifty years of conflict a just solution is 
still beyond the reach of the imagination and will of those with the power to 
achieve it. 

The colonial period in Burma ended 52 years ago. Incompetent government 
by the military and their reluctance to share power， compound the long-
standing conflicts between ethnic minorities and the military which recruits 
almost exclusively from the m句orityBurmans. Refugees reach each of 
Burma's neighbors， Bangladesh， India， China and especially Thailand. 

Sri Lanka's 18 year old conflict， perhaps the most brutal of contemporary 
conflicts， has ethnic and territorial motives， as well as religious overtones. At 
its origin Cold War interests were at play， because China had made a strong 
diplomatic base there， eyeing India of course. Today Tamil refugees from Sri 
Lanka's north can be found practically everywhere in the world. The north-
ern part of the country is a war zone where a population of almost a million 
survives by the labour of their bare hands and neither the government nor the 

Tamil Tigers appear willing to make the compromises that would signal the 
steps towards peace. For the last three months there has been an apparent 
unilateral cease-fire on the part of the Tamil separatists， although whether it is 
provoked by exhaustion and the need to re-equip， is not known. The coura-
geous and persistent efforts of the Norwegians in seeking talks must be 
praised. 

The longest running wars in Africa are those in Angola and the Sudan， 
which have their roots in colonial times. In its present phase， Sudan's war has 
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Seeking Safe Passage 

been fought non-stop since 1983. At least 4 million Southern Sudanese are 

displaced by this conflict， many of them drivcn towards thc barrcn， desert 
arcas around Khartoum， othcrs across into U ganda， othcrs to Kcnya， others to 
Egypt， Libya， Iraq and othcr Middlc Eastcrn countries， whilc Sudancse refu・
gees also can bc found throughout thc world. Thc govcrnment of thc north 

fights the pcoplc of thc south for control of thc rich pasture lands， for control 
ovcr thc watcrs of thc Nilc， for acccss to rich oil ficlds and to impose Shariya 

law on thc animist and Christian southcrncrs. 

Morc than half of thc world's forcibly displaccd pcople are in Africa. The 

uphcavals in West Africa， that is in Sierra Leonc， Guinea and Libcria， arc 
linked not only by gcography but also by alliances among rcbel clitcs. Thc war 

in Libcria bcgan with a coup attcmpt lcd by Charlcs Taylor in Dcccmbcr 1989. 

Occurring soon aftcr thc fall of the Bcrlin Wall， supcrpowcrs no longcr saw 
cause to intcrvene in this first of thc post Cold War conflicts. Today the con-

flict continucs. Govcrnmcnt forccs and rcbcls and militia of all threc countrics 

pass frcely across all thc boundarics. Sierra Leone rebcls are helpcd from 

Libcria and find safe havcn thcre. Safe passage is provided for timbcr， dia-
monds and othcr wealth of thc thrcc countries in return for wcapons. It is 

fearcd that safc passage cannot bc guarantccd for tcns of thousands of rcfugees 

caught in thc Parrot's Bcak in Guinca or othcrs in 1ρfa County of Libcria and 

seeking to rcturn homc. 

Six national armics are cngagcd in Dcmocratic Rcpublic of Congo (formcr 

Zairc) in “Africa's First World War"， which continucs to dividc and dcstroy 
this naturally rich country. Thc displaccd numbcr in thc hundrcds of thousands， 
whilc millions arc lcft starving and in total povcrty. Humanitarian assistancc 

cannot rcach thosc who su百'crthc most. Yct in Congo， ncw hopc has dawncd 
thcrc with thc asccndancy of the youngcr Kabila. 

For Burundi the past year has bcen yct another ycar of violcncc. Onc of our 

own projcct directors was killed thcrc last October， shot in cold blood at point 
blank rangc by off duty military， onc of 250，000 pcoplc killcd in that bcautiful 
country since the Octobcr 1993 coup. Wc don't cvcn know for sure why hc 

was killed， but suspcct that the soldicrs， who were from a faction of thc mili-

tary that resented Presidcnt Buyoya 's participation in thc pcacc agrccment， 
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signed in Arusha the previous August. By targeting a foreigner， they may have 
wished to make their point more forceful1y， that the country was not yet ready 

for peace. And indeed one can believe that Burundi is not ready for peace， no 
matter how much the people long for this， and despite the best e百'ortsof Aι 

rica's most eminent statesman， Nelson Mandela. Now at least half a million 

people are displaced within the country， including 40，000 in the capital in 
recent weeks， and 400，000 refugees are driven into exile in Tanzania. While 
watching the signing of the peace agreement in Arusha on television， Bujum-
bura's residents could hear the sounds of gunfire. Between the Burundi hills 

and the negotiation table abroad， there is a strange schizophrenia. 

During the nineties there were four wars in the territory of the former Yugo-

slavia. At least half a million people remain outside the places that they would 

cal1 their homes. [Madam Michiko Inukai and Former Ambassador Keisuke 

Ohba will speak with far greater authority about this region that has known so 

much conflict.] 

In Colombia， a never ending triangular conflict involving the national army， 
paramilitary made up of personnel hired by private business， and rebel guerriト
las， has displaced one and a half million people. The USA is now intervening 

in an effort supposedly directed at cutting of the sources of supply of heroin， 

but this involvement risks escalating to make Colombia into the USA's new 

Vietnam. 

The 100，000 Bhutanese now in Nepal are perhaps one rare group of refugees 

in this long list who were not driven from their homes by open conflict. A 

“verification" process has now begun， by which government officials from 

Nepal and Bhutan will determine the validity of the documents held by the 

refugee heads of family， and thus the validity of their claim to citizenship. At 
its current rate， the process could take over five years， so frustration is quickly 

building again. 

These are but a few vignettes， just samples of refugee producing situations. 

The most striking answer to the question，“who and where are the refugees?" is 

the statistic that 90% of forcibly displaced people today come from and find 

shelter in the poorest countries. 

8 



Seeking Safe Passage 

Thc 50・ycar-olddcfinition of who is a rcfugcc hardly covcrs thc many dc-

scrving and nccdy cascs of people who have becn forcibly displaced by thcse 

conflicts. Wc find refugees from these wars not only in refugee camps， but also 

in citics (whethc訂rdocumented and lcgal or u山ndocαωu山叩1汀r口me

from the authorities， or peoplc still secking asylum， whosc status is yet to be 
detcrmincd)， in immigration detention centers or somctimcs just in ordinary 

goals alongside criminals. There arc statclcss pcrsons. Alongsidc the 14 mil-

lion rcfugees today， another immensc category is the Internally Displaced 

Peoplc (IDP) of whom thcrc arc at lcast 21 million people. Moreovcr rcfugces 

are carried along with and hiddcn in the cvcr growing population of people 

who arc smuggled or traffickcd from onc country to another. 

But talk of thc intcrnally displaced and of trafficking takcs us dircctly on to 

the second qucstion: 

2. What are the causes and how can we analyse this phenomenon? 

The principle imbalance， which exists in today's world， is in distribution of 

the world's resourccs. The contcst for control of thcse rcsources is a root 

cause of the conflicts that lead to force displacement of peoplc today. 

The naturc of conflict has itself changed， from war wherc armics fought by 
armies to thc situation today wherc civilians are seen as thc legitimatc targcts. 

In fact over 90% of casualtics are civilians. Moreover in ethnic conflict， 
women are particularly targeted， sincc thcy havc the capacity to reproduce 

their racc. Non-statc actors arc now morc prominent in conflicts and these 

gcnerally know nothing of or arc inacccssible to the Rcd Cross or other bodics 

that have for years attemptcd to civilise war. 

Despitc thc horrific nature and massive scalc of thc conflicts that 1 have 

described， many parts of thc world do cxperiencc grcater stability and pcace 
than during the Cold War. Sincc the ending of thc Eritrca -Ethiopia conflict 

just some months ago， 1 think that therc are no intcrnational wars taking placc. 

Thc proxy wars of the superpower conflict have givcn way instead to myriad 

internal conflicts. The outragcous situations of which we arc talking arc in fact 

relatively isolated， with the exception perhaps of Africa， of which 20% of the 
population is affectcd directly by war. Thc wars do havc an impact on thcir 
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regions， especially the Congo war， which involves 6 armies. 

Among the immediate causes of su百eringin these conf1icts， one must men-
tion the international market in sma11 arms. Low tech weapons， such as land 
mines， assault rifles， machine guns， pistols and hand grenades， account for 
90% of the deaths， inc1uding the appalling to11 of civi1ian casualties. Many of 
the weapons may have been lega11y traded to begin with， or sent as govern-
ment approved covert aid to liberation movements. But because of the total 

absence of transparency in this commerce， the weapons sold by the weapons 
traders， of whom USA， China and Russia top the list， quickly become the 
instruments of oppression of tyrants and criminals. 

It is ironic that in this era of globalization， although these wars are internal， 
yet the forces of globalization make refugees too a global matter. The mod-

ern means of transportation and communication， as we11 as the dramatic flows 
of capital and the shifting needs for labour forces， all tend to globalize the 
refugee problem. 

Experts calculate that there are today 150 mi1lion migrants， i.e. of people 

living for extended periods outside their countries of origin. That is two and a 

half per cent of the population of the world. Forced migrants make up a frac-

tion of this number. 

In c1assic migration theory， three sets of factors influence migration: Push， 
Pull and Networks. Multiple factors are at play.when a person chooses to leave 

home. 

Push factors: For those who are forced migrants， obviously conflict is a big 

factor， as well as persecution or human rights abuse， loss of freedom and of 
other rights in one's home. Simi1arly the weakening of the nation state contrib-
utes， for example， when there is a breakdown of law and order， or collapse of 
the local economy， or inadequate local services and porous frontiers. Sheer 

poverty of course accentuates the crisis created by conflict. If people are living 

c10se to the line， then it takes little extra push to make them leave， no matter 
how profound and spiritual may be their attachment to home and land and to 

the spirits of their ancestors. As populations become more dense， environ-
mental disasters also create a massive displacement of people， as for example 
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Sceking Safe Passage 

the hurricanc in Central America， particularly in Honduras and El Salvador， 
and thc carthquakc in Gujarat in India. 

As economies detcriorate， minority groups frcquently become scapegoats 
and again they move in order to escape victimisation. 

Pul1 factors are also rcasonably obvious: family ties， thc decisions of com-

munity， ethnic or po1itical leaders to move as a group， the desirc for cducation 

for oncsclf or onc's chi1drcn， thc futurc of the chi1drcn in gcncral， thc likeli-

hood of gctting employmcnt. Somctimcs the decision to Icave is motivatcd by 

a long nurtured dream， even an erroneous one， that “thc strcets of California 
are pavcd with gold"， and it is worth sacrificing evcrything to rcach thcre. 

Regarding Networks， the basic oncs arc cthnic and fami1y tics. So Kurdish 

peoplc travcl by the thousands to leavc homc and rcach Germany where al-

ready 2 million Turkish peoplc 1ivc， among thcm a sizeable Kurdish popula-

tlOn. 

But thc mcans of mobi1ity are providcd more and more by thc nctworks and 

organizations of traffickcrs and smugglers: Paymcnts of $2，000 for the Kurds 

to cross the Otranto Strait into Italy， up to $50，000 a hcad to thc Chincsc 

snakcheads for a passage to thc USA， makc trafficking thc third most profit-
ablc intcrnational criminal activity after thc smugg1ing of drugs and guns. In 

fact thcrc arc apparcntly 1inks bctwccn thc groups cngagcd in this shadowy 

world of drugs， weapons smugg1ing， trafficking in human persons and prosti-

tution. Thc smugg1ing of pcoplc is an industry valued conservativcly at 10 to 

15 bil1ion dollars annually. 

3. What can we do? What can the truly moral person do in the face of 

this phenomenon? What is an ethical course of action or policy for a state? 

First it is natural that wc rcspond to thc su仔'cringof our brothcrs and sistcrs 

directly and with compassion and rcspcct. 

Along with our accompaniment and scrvicc， an obvious early challcnge is to 

see and understand the problem c1early and to analyse it accuratcly. Thc study 

and analysis of forced migration is a project for a university. A univcrsity that 
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seeks justice must also form its students to understand the major social chal-
lenges， which are lived by people today. Conflicts and the forced displacement 
of people， which they produce， must be listed among these challenges. As well 
as research， the task of the university includes the formation of people with 
realistic professional tools and training in order to assist forced migrants. The 
role of the university is a central topic of this conference to be discussed to・

morrow. 

This responsibility does not only fall to universities， but on all of us. Each of 
us may approach the experts and learn from them. The experts on the refugee 
experience are the refugees. This is one reason why in our Charter of JRS 
accompaniment features prominently. We accompany them not only as a 

methodology of service， but with the attitude of listening and of learning in 
humility. 

A distracted media dulls too frequently today our clarity of vision or by 
views that are isolationist or racist. In my own country the racist card is an 
easy one to pull out， for example at election time， and it simply distracts from 
the real issues. 

A related challenge is to have an appreciation of the worth of each human 
life， of the value of the human person. [This is where there must be a connec-
tion between the discussions tomorrow with Fr. Alfons Deeken on the dignity 
of the human person even in death as well as in life.] Consider the shocking 
destruction of the historic statues of the Buddha in Afghanistan in the last days. 

Could you feel the same horror at the loss of a single human life? Yet. which 
has the more value? 

Regarding the role of States， it is enlightening to consider the history of the 
League of Nations High Commissioner for Refugees during the 20s and the 
30s. There was a very successful and forceful High Commissioner in the 20s， 
Nansen， and the first of Mrs. Sadako Ogata's predecessors， appointed for a 
very specific problem of mass displacement after the First World War. He 
managed by fitting the problems and the needs together: homeless， hungry， 
unemployed refugees were sent to countries that needed workers. Yet his suc-
cessor appointed in the 30s as the High Commissioner for German Refugees， 
James G. McDonald， failed because the world leaders refused to see the rise of 
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Nazism as anything othcr than an internal problcm of Gcrmany. His lettcr of 

resignation in 1936 was then prophctic and sounds prophctic cvcn today: 

The e百ortsof the private organizations and of any League (thc forcrunncr of 

the UN) organization for rcfugecs can only mitigatc a problcm of growing 

gravity and complcxity. In thc prcscnt cconomic conditions of the world， thc 

European Statcs， and cvcn those overscas， havc only a 1imitcd power of ab-

sorption of rcfugccs. The problcm must bc tacklcd at its sourcc if disastcr is to 

be avoided. 

The be1icf of McDonald was thc following: 

“When domcstic politics thrcatcn thc dcmoralization and cxi1c of 

hundrcds of thousands of human bcings， considcrations of diplomatic 
corrcctncss must yicld to thosc of common humanity." 

A1though thc UNHCR， since its actual cstab1ishmcnt in 1951， is now 50 

years old， it is only in thc last decadcs that thc refugcc rcgimc has startcd to 

conso1idatc. That is， thc codc and practicc of intcrnational coopcration con・

cerning the rights of asylum scckers and thc ob1igations of statcs towards them， 

has becn dcvcloping in practicc. It is rcally only in the 80s and 90s that a so1id 

body of doctrinc is emcrging. Bcing young， this body of doctrine is sti11 fragi1e 

and so is sti11 at risk. Onc grcat challengc today is to strcngthcn thc refugcc 

rcgimc. Do not allow any wcakening of thc principlcs and practicc of asylum. 

Thcre is anothcr task for mcmbcrs of a univcrsity in monitoring the application 

of thcsc agrccd principlcs of human rights law. 

Givcn thc immcnsc challcngc to thc practicc of asylum and to thc doctrine 

of the rights of protcction of thc rcfugcc， anothcr challcngc for individuals and 

civi1 socicty is to rctain hopc. 1 do not promotc an uninformcd optimism that 

things wi11 work out on their own. Instcad 1 wish us to havc that dccp c1arity of 

vision about our ob1igation to kccp working unti1 suffering is banishcd. Op-

posc with all your imagination and strcngth that intolcrancc and opprcssion 

that allows pcoplc to bc forccd from their homes. To achicvc this， solidarity 

and coopcration arc csscntia1. Whi1c individual initiativc and tcnacity arc cs-

sential， so also is coopcrativc action. 
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We may take hope as well as be instructed by looking to some practical 
examples of common action and movements for social justice and human 
rights. 

There is the environmental movement and the growing awareness of our 
environment. 

Iρok to the landmines campaign: a collaboration of civil society and nation 
states. The movement to ban the exploitation of children in armed conflict is 
also gaining adherents. That is also collaboration between motivated individu-
als， non-government groups and international organizations. The movement to 
establish an international criminal court is gaining momentum and will surely 
not be thwarted. It has expanded from the experiences of the international 
courts for Bosnia and Rwanda. Human rights movements and organizations 
around the world are listened to today. They did not have this credibi1ity two 
decades ago. Regional organizations are useful， as long as they are accountable. 
And we need the UN too. It too must be accountable. 

Having worked in this field at the service of refugees for the last twenty 
years， 1 am convinced that we are just at the beginning. At the level of indi・
viduals， courageous initiative， dedication， and professionalism are required. At 
the level of civil society and of private organizations， we need creativity， pub-
lic education and cooperation in order to make a united front. At the level of 
states and of their political leaders， what is required are clarity of vision and a 
broad political realism which encompasses the global aspects of our human life 
on this planet and not only of our economies. It requires leaders who have both 
conviction and the courage to practice it. 

The founder of the Jesuit Refugee Service was Pedro Arrupe， who Iived in 
Hiroshima throughout the Second World War. He Iived just kilometers from 
the epicenter of the blast of the bomb， but because he was sheltered by a small 
hill， he was able to be one of the first people on the spot， organizing relief to 
the victims. His last talk before he suffered a cerebral stroke was given to the 
JRS workers on Hiroshima Day， August 6th 1981 in Bangkok. In his talk he 
likened the refugee problem to the atomic bomb， which explodes not only on 
the immediate victims， but impacts on the imagination of the world. We must 
tend not only to those victims， he urged us， but we must also tend to the 
world 's imagination， touched and hurt as we are by this mass human suffering. 
That is our challenge. 
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<国際ワークショップセミナー>

Xenophobia and Reconciliation in Post-Apartheid South Africa 

HARRIS Bronwyn 
(Research Officer， Center for the Study of Violence and 

Reconciliation， South Africa) 

Thank you for the opportunity to be here today. 1 come from an organization， 

Center for the Study of Violence and Reconci1iation (CSVR) that was born 12 

years ago as a small project at the University of the Witwatersrand in Johan-

nesburg， but today， it is an independent NGO in southern Africa. Given this 

background， Sophia University seems to be a fitting space to continue the 

dialogue with an academic institution. The organization 1 represent focuses 

strongly on violence and reconci1iation in South Africa in order to promote and 

protect human rights and to diminish the cu1ture of violence that sti11 persists in 

a post-apartheid context. 

In thinking about what to present today， 1 was reminded of two media arti-

c1es that unfortunately 1 can 't show you， other than to hold them up from here. 
They appeared recent1y in the South African press. The first appeared on the 

front page of a large dai1y newspaper on Monday this week (The Star， 
12/03/2001). Its headline reads:‘Too dark' teacher to sue for arrest' and it tells 

the story of a black South African woman who was arrested， dctained and 
beaten by two black po1iccmen， because she was suspectcd of being an‘i11cgal 

immigrant'. Thc basis for this was detcrmined by thc sense that she was‘too 

dark' to bc a South African. Thc second mcdia artic1e appearcd in the front 

page of the prcss in November 2000， following an incidcnt that was scrcened 
on South African television and intcrnationally-pcrhaps it was shown here 

too? The incident was of six whitc policemcn bruta1izing thrcc undocumented 

Mozambicans with thcir dogs. Whi1e thc incident actually occurred in 1998， 
four years after South Africa's first dcmocratic clections， it only reached the 

pub1ic eye last year. And the response in South African society was largely one 

of unpreccdented outragc， shock and horror. The incident made head1ine news 

around the world and pre-dominated within the South African media for days. 

At our Trauma C1inic at CSVR， we wcre inundated with phorie calls from both 

foreigners and the South African public. Most expressed sadncss， anger and 
disappointment that an incident like this took place in the‘new' South Africa 
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and， this seems to gives us some indication that there has been a positive shift 

towards reconciliation， or at least that people are moving closer towards a 

position of agreement because they were so upset by such an incident 

(Robertson， 2000). However， there were also certain callers who expressed 
racial hatred and others who picked up on the apparent‘illegality' of the men 

to justify their brutalisation at the hands of the police. For example， 1 took a 

call from a white woman who complained to me that she couldn't understand 

what was wrong with the video or the resultant uproar. She said:“these illegal 

aliens come across our borders and steal our belongings and murder our white 

farmers". We also fielded various calls from refugees themselves， who whilst 

angry about the video， were not surprised. They cited that they face police 

brutality and victimization on a fairly regular basis， if perhaps not in such an 

extreme in form. 

Now， the reason why 1 tell you about these two media articles is really as a 

way to introduce the context in which foreigners -both refugees and migrants 

-find themselves in South Africa. While 1 am distinguishing here between 

refugees and migrants 1 think it's important to recognize that there is little， if 

any， public differentiation between the two in my home country. Refugees are 

commonly confronted with migrants， particularly undocumented migrants， or 

‘illegal aliens'， as the press and public are so fond of terming people without 

documentation. Undocumented migrants are generally confused and con-

flated with crime. The arrest of the South African woman in the first media 

incident that 1 outlined to you is actually part of big police operation， called 

“Operation Crackdown，" which began last year with the intention to“crack-

down" on crime. This campaign has been a huge public relations exercise to 

restore credibility of criminal justice system that many feels is failing at the 

moment. However， during the week-long launch of the operation last year， 
which began in Hillbrow， an inner city area known to be frequented by for-

eigners， 7068 people were arrested as suspected‘illegal immigrants' and only 

14 people were arrested for serious crimes， such as murder or rape and robbery 

(Pelser， 2000). These actions conflate illegality with crime and reinforce a 

hostile， xenophobic climate that renders foreigners vulnerable to crimes in 

which violence can be perpetuated. 

Violence against foreigners often takes place the hands of very authorities， 
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such as the pol ice and homc affairs officials， who arc intcnded to protcct thcm 

and uphold thc ncw constitution of thc country. (Thc constitution does providc 

a solid lcgal basis for rcfugec protcction). This violcncc is often accompanicd 

by corruption and cxtortion of moncy. Indccd， in thc policc brutality incidcnt 

involving the Mozambican mcn， thc victims claimcd that thcy had bccn of-

fercd thcir ‘frccdom' for a bribc of approximatcly four and a half thousand ycn， 

but that thcy wcren't able to afford this， and hcnce wcrc subjcctcd to thc bru-

tality (Boylc， 2000). Similarly， during thc Opcration Crackdown， a numbcr 

of bona fidc rcfugccs rcportcd that thcy had thcir documcnts tom up if thcy 

wcrc unablc to providc somc typc of paymcnt to sccurc frccdom from thc 

policc. So， in a scnsc， it sccms that thcrc is an cntirc cconomy of xenophobia 

that's in opcration in thc rcgion. And this supports thc practices of violation 

and violcncc that wc havc sccn in contcmporary South Africa. 

Givcn South Africa's rolc in dcstabilising thc southcrn Africa rcgion in thc 

past， as wcll as thc fact that many South Africans thcmselvcs wcrc cxilcd and 

rcfugccs in Africa during aparthcid， it sccms rathcr surprising that thcrc is 

currcntly such a hostilc and xcnophobic attitudc towards forcigncrs. And an 

important qucstion is: how can wc undcrstand xcnophobia? 1 think thcrc arc 

many ways to undcrstand it and it is a complicatcd argumcnt that has lots of 

diffcrcnt causcs， but bccausc rcconciliation has bccn a thcmc that's surroundcd 

this workshop， 1 thought pcrhaps wc could intcrrogatc xcnophobia， and its 

rclationship to South Africa's“rcconciliation cntcrpriscヘina littlc morc dctail. 

Espccially bccausc South Africa is so proud of its history of rcconciliation and 

attcmpt to cmbark on unity and nation building xcnophobia， as a ncw form of 

violcncc， offcrs a somcwhat sobcring Icsson from South Africa 's pcriod of 

transition to dcmocracy. And， 1 think it is within that particular transition， from 

aparthcid to dcmocracy， itsclf， that wc can find a kcy towards undcrstanding 

somc of this violcnt contcxt. 

Thc ‘ncw' South Africa and thc rcconciliation cntcrprisc， which began with 

Nclson Mandcla and was capturcd in thc Truth and Rcconciliation Commis-

sion， hcaded by Archbishop Tutu， emphasiscd a movc away from ovcrt lcgis-

latcd racism， towards nation-building; towards crcating a‘rainbow nation'. 

Howevcr， in this shift to a nation statc， away from racism， 1 think a spacc was 

opcncd up for forcigncrs and non-South African citizcns to bccomc ncw 
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scapegoats for the society's ills. And alongside this shift， we've seen that old 
patterns of racism continue to play out in new forms. Because it is black 

African foreigners， rather than their white counterparts， who bear the brunt of 
the new nationhood. While black foreigners are the victims of xenophobia， it is 
interesting that the perpetrators span the racial spectrum. As the first media 

example suggests， it was black policeman who beat the woman for being ‘too 

dark' and not having an identification document on her. This brings to mind 

images of the old pass-law system that operated during apartheid， when people 
were stopped by the police on the basis of their race. 1 think that this reflects a 

crass， arbitrary application of pr句udice，wherc ‘inferiority' is dictated by vis-
ual indicators of darkness. 

Alongside this， alongside creating a space for the emergence of xenophobic 

nationalism， the reconciliation entcrprise has also opened up a space for the 

persistence of a culture of violence and impunity. You must remembcr that 

thc South Africa Truth and Reconciliation Commission was born out of nego-

tiated settlement， where the sunset clauses and amnesty provision's meant that 
justice as was sacrificed for truth (cf. Simpson， 2000). And that rcconciliation， 
in other words， has happened at the expense of justicc. This continues to 

reinforce a culture of impunity， where people have literally got away with 
murder. While this culture is not particular to forcigners only， it does play a 

significant role in creating a space for ongoing human rights violations. 

Another form of violence that is caught up in South African 's transition and 

reintegration into the international community is violence that accompanies thc 

refugee phenomenon itself， namely the violence of exile. While under-ex-

plored， the transposition and displacement of violence from home nations to 
the South African context is something new to the country. It represents a 

form of violence that South Africa is largely unprepared for bccause refugees 

themselves are a new phenomena in the country (they have only bcen admittcd 

inside the country since 1994). At the same time， it is important to recognize 

that many refugees， themselvcs from war-torn and violent socictics， exprcss 
shock at the high levels of violence that pervade South African society. Thcir 

newness to the country affords us an opportunity to interrogate our own prac-

tJces. 
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Whilc thcrc arc many othcr ways to analysc violcncc and xcnophobia within 

South Africa， 1 think it is important to admit thc rolc of rcconciliation itsclf in 

contributing to thc changing dynamics and pattcrns that wc scc today. This 

sounds pcrhaps cynical. But， it is a valuablc Icsson to f1ag for othcr countrics 

currcntly cmcrging from conflict and working towards rcconciliation stratcgics 

of thcir own. Espccially whcn wc considcr that South Africa， unlikc many 

othcr countrics undcrgoing transition， has a rclativcly strong civil socicty in 

placc. And， on a morc positivc notc， it is important to rcmcmbcr that thcrc arc 

institutions within South Africa's civil socicty currcntly cngaging with， and 
trying to combat， thc xcnophobia that wc'vc bccn sccn. Thc NGOs' rcsponsc， 

although small， incIudcs initiativcs such as thc RolI Back Xcnophobia Cam-

paign， a campaign supportcd by thc South African Human Rights Commission， 

thc National Coordinating Body for Rcfugccs， and Lawycrs for Human Rights. 
Similarly， rcligious bodics， such as thc Jcsuit Rcfugcc Scrvicc， arc working 

hard to impact on thc high Icvcls of xcnophobia. This is a vcry difficult proccss 

bccausc thcrc arc Icgal and social obstacIcs to rcconciliation bctwccn South 

Africans and forcigncrs. Politicians and thc mcdia also contributc to this hos-

tilc cIimatc. 

Conscqucntly， 1 would likc to concIudc with this Icsson from thc South 

African contcxt: whilc rccognizing that rcconciliation can bc a positivc proccss， 

and it has indccd bccn crucial to South Africa 's transition towards dcmocracy， 
it is vital to also rccognizc that thc cmcrgcncc of xcnophobia and ongoing 

racism contain a warning. An uncxamincd form of rcconciliation is not ncccs-

sarily thc rccipc for thc cnd of conflict， but rathcr can bring with its ncw forms 

and targcts of violcncc. 

Thank you. 
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<論文・報告>

『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

Tokyo International Conference 

on African Development (Part One) 

YASUOKA Takaaki 

(lnstitutc for thc Study of Social Justice) 

The Tokyo International Conference on African Development (TICAD II ) 
brought together some 80 countries， 51 from Africa，l1 Asian and 18 from 

North America with Europe as well as numerous NGO from October 19 to 

21，1998. The meetings also involved 15 Heads of State. It provided an oppor-

tunity for African leaders and the international community to meet and discuss 

methods for eradication poverty in Africa and further integration of the conti-

nent's cconomy into the globalizing world cconomy. 

The First Tokyo International Confcrence on African Devclopment (TICAD) 

was hcld in 1993 whcn African countries and thcir dcvclopment partncrs 

gathercd togcther to discuss Africa's devclopmcnt at the timc the attcntion of 

the intcrnational community was croding sharply due to thc end of the Cold 

War. 

The discussion on Social Dcvclopmcnt in 1998， cnablcd participants of 
TICAD to rcaffirm thc importancc of thcir cfforts for povcrty reduction of 

Africa. UN Sccrctary Gencral Kofi Annan rccommcnded rcmitting national 

debts of $ 323 billion which constitutc 200% of cxport carnings just for scr-
vlcmg. 

Thc participants recognizcd this dcbt situation as a major obstaclc to growth. 

This cconomic weight dctcrs private invcstmcnt， thrcatcns sustainable rcform 

and disrupts thc smooth functioning of governmcnt. Nations nccd implcmcnt 

pro-poor poIicics including programs for womcn. Thc UN population Fund 

Exccutivc Dircctor Dr. Nafis Sadik statcd African governmcnts arc incrcas-

ingly rccognizing thc importancc of intcgrating population poIicy in thcir 

dcvelopment cfforts now officially adopted by 34 African nations. Shc urgcd 

the African Ieadership to adopt famiIy planning as a mean to prcvcnt unwanted 

prcgnancy， eradicate AIDS and stabiIizc population growth. Howcver， it should 

be notcd that pubIic authority should not offend human dignity and forcc eco・

nomic decisions to prevaiI ovcr moraI and ethicaI issucs. 

Africa confronts a high ratc of population growth， HIV infcction， poor ac・
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cess to drinking water and sanitation problems. Increased efforts are needed to 

brake the cycle of poverty. 32% of African children do not reach the age of 

five. The majority is not able to attain basic skills for productive lives. 50% of 

African women are illiterate. Discussions pointed to Asian developing coun-

tries broad-based investment in human development of education in skills， 
Asian nations pledged to increase the number of Africans in their educational 

facilities. 

Regarding economic development， participants reiterated the importance of 

stable macro-economic frameworks to encouraged private sector growth， im-
proved agricultural productivity and greater participation in inter-African 

cooperation and global trade to solve the debt situation. Accountability and 

Transparency in finance in African nations should encourage development 

partners to be supportive for new initiatives. 

UN High Commissioner for Refugees Sadako Ogata highlighted the 1.7 

million refugees successful return to Mozambique. Likewise large numbers 

have been repatriated to Nambia， South Africa， Togo， Mali， Ethiopia and 
Uganda. In these countries are now redirected to development. Yet ominous 

signs remain. One third of Sub-Sahara Africa is now involved in war， which 
forces people flee and disrupts their lives. Ethnic division results in force dis-

placement， and the 1994 Rwandan genocide was a tragic event. 
The Rwandan Prime Minister Pierre Rwigema pointed out fratricidal war 

was caused by beastly political behavior by irresponsible leaders that killed 1 

million people and wrecked hevoc on the nation. He expressed his gratitude to 

Mrs. Ogata for her presentation of the physical and psychological management 

of conflict. The Rwandan Catholic Bishops， Conference emphasized that the 
only conversion and reconciliation could heal Rwandan's deep wounds. 

The NGOs report focussed on measure to eradicate poverty. It also identi-

fied obstacles and presented recommendations to overcome them. Social 

analysis by member listed the problem: undemocratic practices by the gov-

ernments， lack of popular participation in civil society， recurring civil wars， 
untoward military expenditures， arms trade， lack of food security， fear for 
livelihood diversion of valuable resources that could be used for development. 

The NGOs recommended the governments to respect and strengthen the ex-

isting mechanism for preventing， managing and resolving conflicts in Africa as 
so as to reduce current military expenditures. These saving in resources should 

be redirected to meeting social needs， especially food sufficiency， education 
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and hea1th care. 

1 should like to congratulate these people and their role in Africa's recovery 

and development with its focus on the less privi1eged and its e百'ortto eliminate 

poverty in rural area as critical priorities. 1 shared their view that African pco・

ple need to empowercd to bccome cffectivc partners with governments in 

managing their affairs. 

In the plenary session on thc“Foundation of Developmcnt" consensus em-
phasized conf1ict and poor governance are impedimcnts to dcvelopment， which 

requires satabi1ity， security and good lcadership， Peace， sccurity， democracy 

and dcvclopment constitute inscparable elements which states must address. If 

African countries arc to crcatc a condition for long tcrm sustainable devclop-

ment and cffective rcduction of porvety， prevention of violet conf1ict and fos-

tering participatory dcmocracy are paramount. 

Rector Ginkel of the United Nations Univcrsity stresscd the developmcnt of 

Africa wi11 be something that only African themsclves can do; that is why local 

capacity building is so important. By uti1izing indigenous knowledge and 

respccting its crcative value， the intcrnational community can bctter support 
African NGOs dcvclopment initiativcs. 

On the final day Sccretary General Annan spokc to the Confcrcnce for thc 

adoption of the Tokyo Agenda for Action strcssing thc nccd for insuring human 

security in Africa by establishing peacc， democratic governance， environ-

mental protection， rcspect for human right and the rulc of law. In his addrcss 
he brought to all participants a mcssage of hopc that thcy would consolidate 

the gain of TICAD II and hope that Africa would at long last rcalize its great 

potential. In the Tokyo room thcre were thc making of a new and powerful 

alliance for Africa. Kofi Annan has sought to develop a c10se relationship 

between Africa and thc United Nations in seeking the world communities 

response to thc poorest pcople in Africa as an urgent priority. His efforts won 

applausc from all thc participants. 

The おかoAgenda for Action was adoptcd unanimousl y by the menbcrs. It is 

intended as a guide for concretc policy implementation by African countrics 

and their partners for African development in the 21 st century. The participants 

pledged full commitment to the implementation of The To紗oAgenda for 

Action through their plans for concrete follow up at the national， regional and 
international levels so as to keep up the momentum generated by the Confer-

ence. 

The Holy See in an observcr capacity participatcd in the Conference. The 
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delegation was headed by Archbishop Ambrose de Pao1i， Apostolic Nuncio to 

Japan with Monseigneur. Bernard Munono， Official， Pontifical Council of 
J ustice and Peace and myself， Takaaki Yasuoka， Executive Secretary & Senior 

Researcher of the Institute for the Study of Social Justice at Sophia University. 

Finally Prime Minister Obuchi Keizou of Japan 1isted four direction points: 

1. Respect African nations' desire to take responsibility for their development. 

2. Industria1ized nation cooperation for African development. 3. Po1itical sta-

bi1ity and democracy are essential for development in Africa 4. Strengthen 

cooperation within the southern region of the world， particularly between Asia 

andAfrica. 

Wi11 the Japanese government respond effectively to the urgent appeal from 

African countries for debt cancellation? Japan should fully cooperate with 

steps directed to that end. First and foremost， Japan should firmly resolve to 

convert into grant all the remaining official bi1ateral debts of the poorest A合i-

can countries. It is c1ear the African Nations are not asking for debt forgiveness. 

It is not charity that Africans are seeking but justice. 
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

<述続講演会「世界の難民J>

バルカン問題の今日

樋口陽一

(早稲田大学教綬、前社会正義研究所長)

私も今武市所長からお話のありました共同研究の一員として参加した立場で

すが、私のお話は多分前座で短くなると忠います。そして、今日の主題の難民

問題そのものではなくて、難民という大問題を生み出すもとになったその恨源、

民族紛争というこの難問を、多少ユーゴの現場から見た感想を巾し上げるとい

うのが、今日の私の主題になります。

私は9月に全く別の、本来の前から予定されておりました所用として、市フラ

ンスのエクスアンプロパンスというところの大学のセミナーのお世話をする、

その出張計画がご、さ守いまして、それに加えてこの研究所の共同研究の一員とし

て加わることになりましたので、パリからベオグラードまで往復の出張という

ことで参加いたしました。なぜベオグラードなのかということはすぐ後で巾し

上げます。

今日はそのお話がーっと、それから、実は本来の要件であったフランスのエ

クスアンプロパンスの大学の法学部で指導的な役割をしております私と同業.の、

かねてからの友人でもありますけれども、 i!A法の教授は、実はバルカンの中の

ボスニア・ヘルツェゴビナという共和国の怒法裁判所の判事をしています。な

ぜフランス人がポスニアの裁判所の判事をしているのかということも、これは

後で話の一つの重要な主題として巾し上げますけれども、その彼、ルイ・ファ

ボールーという人ですが、彼に直接会っていろいろな話を聞きました。それか

ら、そもそもそのセミナーにポスニアの本来の自国の裁判官の一人がメンバー

として参加しておりました。彼女と直妓話をいろいろする機会もありました。

そういうこともあわせてお話をしたいと考えております。

まずベオグラードです。なぜベオグラードなのか。若干私は人のつながりが

ありまして、実はちょうど約20年前、 1981年に、私どもが世界で初めての、文

字どおりワールドワイドな国際学会として、国際憲法学会というものを作りま

した。それが1981年のベオグラードだ、ったのです。

なぜベオグラードだ、ったのかということです。その後、 89年、 90年をピーク

にして旧ソ述・東欧圏で一党支配体制がご承知のように軒並みに崩壊する。基

本的人権とか、権力の分立、つまり独裁的な権力はあってはいけないという考

え方、こういう考え方が少なくとも建前としては、昔の言い方でいいますと束

と西一西というのは資本主義国で、東というのは社会主義国のことを言ってお
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りましたが、東と西の共通の価値観となります。 89年を境にして、少なくとも

建前では。現実にはいろいろ厄介な問題を抱え込んだままですけれども。

しかし、 81年という時点で申しますと、全く話は違っておりました。例えば

人権という言葉、一つをとります。 humanrightsといいます。この人権とい

うコンセプトそのものが東側からは異論の対象でした。彼らの立場からします

と、なぜ humanrightsなどというあいまいなことを言うのか。現実に存在し

ているのは「人Jなどという抽象的なものではなくて、抑圧され絞り上げられ

ている労働者、プロレタリアートと、それを絞っているブルジョワジーという

階級の厳然たる対立があるじゃないか。それを見ぬふりをして、およそいかな

る人にも共通な humanrightsがあるという考え方そのものが欺附的だ、とい

うのです。これは19世紀以来のあるタイプの社会主義一すべての社会主義がそ

うではありませんが、あるタイプの社会主義にとってオーソドックスな考え方

です。今言った humanrightsというのはけしからんという考え方です。

そういう時代に、なおかつ束と西を含めて、それからもう一つ言えば南と北、

経済先進国と途上国、東と西、南と北を含めて、ベオグラードが呼ぶと人が集

まってくることができるという、いわば対話の十字路が、 1981年という時点で

はまさにベオクーラードだ、ったのです。

というのは、ご承知のように、スターリンがユーゴ以外の東欧諸国を衛星国

として一衛星国というのは火星とか木星の衛星で、最近あまり使わない言葉で

すから若い人は知らないかもしれませんが、要するに家来である国家としてー

支配していた時代に、ユーゴは独力でナチスの支配から自己解放したチトーと

いう英雄が、その評価はいろいろ立場はありますけれども、スターリンのソ連

の介入をはねつけて独自路線を取ってきました。ですから、束と西の架け橋に

なることができた。それから、南と北、つまり旧植民地支配を受けていた国々

と経済先進国。それから、同じ当時の言葉でいう東側の国でも、仲がまだ悪か

った、後遺症の強かったソ連と中国も、ベオグラードが呼べば両方とも来る。

いわば国の人徳というのがあったからです。今から考えると若い方々には想像

もつかないことで、現在はまさに憎悪の十字路がバルカンなのですけれども、

81年というたった20年前のベオグラードは世界の対話の十字路だったのです。

そのときにいろいろお世話をしてくれた憲法学者、ニコーリッチという、そ

れ以来ですから20年来の友人としてつき合いを続けているのですが、日本にも2

度ほど来たことがありますが、彼はチト一時代から体制に対する批判派です。

ず、っとベオグラード大学で憲法の教授をしていました。それから、これはヨー

ロッパやアメリカでは珍しいことではないのですけれども、国会議員を兼ね、

かつ一時期は憲法裁判所の判事も兼ねていた人です。私より若干年上ですから、

今は年金生活者ですが。
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バルカン問題の今日

私は彼の家に2泊3日いたしました。彼の自宅は、東京でいえば日比谷公園の

近くあたりの感じのところにあるアバルトマンです。日本の今の言葉でいうと

マンションということでしょうか。たった2泊3日で何かいろんなことがわかっ

たわけではありませんが、まず空港に下り立って、皆さんは意外に思うでしょ

うけれども、日本からユーゴに入るのにビザは要らない。旅券だけでいい。そ

れから、成田の入管で外国人の人たちが延々と並んでいますでしょう。日本の

入国管理は非常に厳しいですね。先進国の中でアメリカと日本がー需厳しいん

じゃないかと、私の経験上申します。それに比べて全く何もありません。パス

ポートを見せるだけで、何の用かとも聞かれませんし、何日どこに滞在するの

だとも聞かれませんし、持ち込みの外貨の虫とか何かもUHかれません。パスポ

ートを見せるだけですっと出られます。

友人が迎えに来てくれて、彼のI1Iでうちに述れて行かれたのですけれども、

いろいろ彼の知人、友人などから話を聞くことができました。念のために申し

ますと、選挙の前の前の週末です。ですから、ミロシエヴィッチが結局退陣す

ることになった選挙の 2週間前の話です。ミロシェヴィッチの怒口は言い放題

です。日本でも総理大臣の怒口を言っても別に牢屋に入れられるわけではあり

ませんけれども、ミロシェヴィッチの恋口も言い放題でした。

それで、私は「君のところは独裁なんだけど、これは不思議な独裁だね。空

港も|問題なしにすっと入ってこられたし、この界限ではミロシェヴィッチの恋

口を言い放題だJと。彼は「いや、そうだが、いさというときには軍と轡祭が

正而に出てくるかもしれないJと。結局は、選挙の紡果、ああなっても出てこ

なかったですね。しかし、彼はそのときはまだそれを危倶していまして、「いざ

となったら市と警察が出てくるかもしれないけれども、平時はそうじゃないん

だ。平時はいわば利権による独裁なんだJと。大口の利権、マフィアみたいな

のがはびこっているんだそうです。それから、いろいろ小口のいわば小さな利

益のおこぼれにあずかつてなにがしかの利益を得ている人たち、その人たちは

黙って何も言わない。「そういうことで成り立っている独裁なんだJと。彼に言

わせますと、「自分は年金だけで詳らしている。だから、服だって靴だ、って、こ

こ2、3年、買ったことがない。市だって、当然こんなぼろだJと。 20年ぐらい

前の車を使っています。「しかし、その気になればなにがしかのおこぼれにあず

かると、ニューリッチというのは結構かなりの人口がいるんだJと言うのです。

その話を聞いて、何か日本の話を聞いているみたいで、日本も総理大臣の悪

口は言い放題ですし、別に目に見える言論統制があるわけじゃない。しかし、

選挙のたびごとに政権はなかなか代わらない。これは隅々まで恨を張っている

利権の構造が票の行方を左右しているからだという感じがしました。

ユーゴに対する去年の前半のNATOの空爆のときにラジオ・テレビ局が攻
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撃、爆撃されましたね。

NATOがやっている空爆というのは、少なくとも建前上、戦時国際法を守

って軍事目標しか攻撃しない、誤爆があったとしてもそれは最小限度のものだ

という言い方をNATO側はしてまいりました。法律を見ると、ジュネーブ条

約の附属議定書というのが1970年代に作られておりまして、これを読むと、こ

の国際法を守っていたのでは、実際上、空爆なんかできないほど細かな規制ル

ールがあります。もちろん民家を攻撃してはいけないということは当たり前で

すし、大規模な災害が予想されるような目標を攻撃してはならない。例えばダ

ムや堤防はだめです。それから、発電所もだめです。原子力発電所はもちろん

だめです。そういうルールです。もっともアメリカはこの条約を批准していま

せん。日本も批准していません。ですが、 NATOを構成している多くの国々

はこれを批准しています。

そういうことをお話ししていると長くなりますのでもとに戻りますが、ラジ

オ・テレビ局は誤爆ではない、ラジオ・テレビは軍事目標だというのがアメリ

カの解釈でしたね。写真を回しますけれども、この写真そのものは日本の新聞

にも出ておりますし、テレビでも映されましたから珍しくないのですけれども、

破壊された棟の小さな道路を隔てた向かい側に、こういう小さな碑が建ってい

ました。「ザッシュト(なぜ)J という一語だけがメーンの記念碑でした。被爆

して亡くなった16人の人々の名前と年齢と仕事一一これを見ますと大体20代か

ら30代の人が多いですが、仕事は大体電気関係の技師、それからテレビですか

らお化粧をする係の人などです。ちなみに、偉い人はこの日の夜はテレビ局に

はだれもいなかったと言っています。こういうことは60年前の日本でもしょっ

ちゅうあったことです。全国が丸焼けになりましたけれども、大体偉い人たち

はその日はその都市にいないで、田舎に行っている。私も仙台で空襲の下を逃げ

回りましたけれども、同じことが相も変わらず起こっています。

ところで、申し上げたいのは、なぜ道を隔てたこんな隅っこにあるんだと友

人に聞きましたら、実は官製の、お役所が作ったこういう記念碑は、お役所か

ら見てもけしからんアメリカが空爆してできた犠牲者だというわけですから、

お役所はお役所なりにプレートを作ってテレビ局の構内にちゃんと建てている。

しかし、この16人の遺族たちはそれを潔しとしないで、自分たちの手でミロシ

エヴィッチの配下にあるテレビ局の構内をあえて拒否してここに建てた。考え

てみれば、日本の戦死者が靖国神社に行くのは嫌だ、遺族が靖国神社には渡さ

ないぞ、と言って、靖国神社の道路を隔てた向かい側に自分たちの記念碑を建て

たと考えてください。そういう要素があったからこそ、 2週間後の投票で、あり

とあらゆるミロシェヴィッチ体制側の用意周到な仕掛けにもかかわらず、政権

を投票で、ひっくり返すというあのような効果が出てきたのです。
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バルカン問題の今日

ちなみに、あの選挙がどうして9月に起こったのかといいますと、本来は来年

ミロシェヴィッチ大統領の任期が終わるはずです。再選はできないというルー

ルになっている。彼自身も直接選挙ではありませんけれども、憲法の定める建

前上は民主的な選挙で選ばれた人ですから、リビアのカダフィーやイラクのフ

セインというふうな選挙によらないでいる強裁者とは違う。選挙によっている

わけです。それで、来年になるとルール上引退しなくてはいけない。そこで永

久政権をねらって怒法をまさに改正しました。そして、今までの選挙をやめて

全国民の直接選挙にする。より民主的にするんだからいいだろうということで、

直妓選挙にしました。そうしますと、もう一度ならずやれる。事実上そうして

永久政権をもくろんだのです。それが、見事にしっぺ返しになったということ

です。これはここまでにしましょう。

それから、もう一つ話題になった中国大使館も見に行って来ました。こっち

のほうは空爆したほうは誤爆と言っておりましたけれども、これはどう考えて

も誤爆ではないです。非常に広い原っばみたいなキャンパスの中にポツンポツ

ンと建っている一角ですから、これはアメリカの軍事力をいや応なしに見せつ

ける行動であったということは間違いないでしょう。

それよりも多少私の専門に近い今日の本題に入りたいんですが、先ほどフラ

ンスの私の友人の学者がボスニアの怒法裁判所の判事をやっているということ

を申し上げました。

これはどういうことかというと、ボスニアという国は90年代の初めから血み

どろの内戦が続きました。民族問の憎悪に満ちた内!被です。ポスニアを挟んで

束のほうにセルピアがあります。セルビアの中心がベオグラードで、それが旧

ユーゴ全体の首都でもあったわけです。ポスニアを挟んで地図の東側にセルビ

アという国があり、西側にクロアチアという国があります。それで、ボスニア

は民族的にいいますとクロアチア人とセルピア人とイスラム教徒の3種類の

人々からなっていた共和国でした。そういう共和国がさらに大きくまとまって

ユーゴスラピア述邦というのを作っていたのです。

89年、 90年のソ述・東欧世界の一大変化の中で、まず一番北側にあったスロ

ベニアが独立してしまった。クロアチアが独立した。さて、ボスニアですけれ

ども、ボスニアがボスニアとしてまとまって独立すればそれはそれでよかった

はずなのですけれども、ボスニアが3つの民族の入り組んでいる構造からなっ

ていたがために、この 3つの民族の!日iで、とりわけクロアチア人対セルビア人

の問で血みどろの内戦が展開することになります。基本的にはこの段階では世

界中の受けとめ方としては、悪役はセルビアだ、ったと言っていいでしょう。し

かし、民族紛争というのは、決してどっちかが一方的に善玉で、どっちかが一

方的に悪玉ということはあり得ません。

29 



ともかくそれがいわゆるデイトン協定一一デイトンというのはアメリカの町
ですが、そことパリで国際社会が案を作って、とにかく戦争をやめなさいとい
うのがデイトン・パリ協定というものです。そして、ボスニアという国を何と
か壊さないで維持する。その代わりボスニアを、ややこしいんですけれども、
一つの連邦として維持する。そのボスニア連邦の中に、もう一つボスニア連邦
とセルビア人共和国を作るというややこしい、本当にガラス細工のような、し
かしともかくこれで戦争をやめなさいというのが、このデイトン・パリ協定で
した。そして、実は今ボスニアの憲法と称しているのは、この条約の附属文書
がイコール憲法なのです。つまり、国家としては法的にも非常に異例の形をと
っているのです。

さて、くどいですが、全体としてのボスニア連邦の中にボスニア連邦とセル
ビア人共和国というのがあって、 2つの単位がまとまって全体としてのボスニ
ア・ヘルツェゴビナ共和国になっているのですけれども、その中でほとんど唯
一、実際上意味のある国家機関として憲法裁判所を作った。そのメンバーは 9

人であって、 4人がさっき言った狭義のボスニア連邦、 2人がセルビア人共和
国、残りの 3人は直訳すると国際判事、国際的判事、要するに外国人裁判官な
のです。これはヨーロッパ人権裁判所の長官が任命する 3人の外国人からなる
ということで、現在はスウェーデンが 1人、それからオーストリアが 1人、そ
れであとフランスの私の友人が 1人で、 3人が外国人判事として加わっていま
す。こういう構成ですから、すぐ想像がつくように、もともと 4対2というの
は対立し合っていた人たちですから、 4対2に加えたこの 3人の外国人裁判官
がいわば判決の結論を左右するという立場になります。

そうして、法律家からすると興味のある幾つかの判決を出していますけれど
も、特に重要なのは、今年の 7月に一つまりごく最近ですけれども、連邦を構
成する 2つの単位、狭義のボスニア連邦とセルビア人共和国とがそれぞれ憲法
を持っているんですがーちょうど連邦国家というのは連邦を構成しているそれ
ぞ、れの州が憲法を持っていて、アメリカもテキサス州が憲法を持っていますし、
今話題になっているフロリダ州に最高裁があるというのと同じようなことを考
えればいいですが、要するに 2つの単位がそれぞれ憲法を持っているんですけ
れども、 2つの単位の憲法がより上位のボスニア連邦の憲法に違反するという
判決を出しました。

なぜ違反するのかというと、それぞれもともとは戦争をしていたわけですか
ら、現在もそれぞればらばらになりたい。ばらばらになりたいけれども、一緒
にやりなさいという国際社会のいわば外圧によって辛うじて一緒になっている。
ですから、放っておくと、今お話ししているそれぞれ2つの単位の憲法が独立
国みたいなことを書き始める。それを憲法違反だ、より上位のボスニア連邦の
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憲法に照らして違憲だという判決を出しました。 7月 1日のことです。

もともとガラス細工のような、ほうっておくとすぐまた解体してしまいそう

な、そういう脆弱な、しかしようやくそういう状況のもとで殺し合いをやめた

ばかりの、その民族紛争の当事者たちの中に割って入って、法というもの、そ

してとりわけ外国人の裁判官が演ずる役割が決定的であるということは、我々

の常識的な世界とはあまりにも離れていますけれども、少なくともまず知識と

して共有する必要がある。一国主義的な考え方がありますけれども、今のボス

ニアのあまりにも特殊な状況のもとでの事柄ではありますけれども、法という

ものが果たす役割、その際に外国人という人の背後には国際社会がいろいろな

試行錯誤を経ながら積み上げてきた、 20世紀の終わりまでかかつて積み上げて

きた国際社会のルールーその最たるものはまさにhumanrightsでありますけ

れども、普遍的なルールというものの持つ意味ということです。

それにつけても、この 7月1日の判決の立場は、要するに多民族からなる国

家を何とか努力して維持しなさいという立場です。そこから多少一般論をいた

したいのですけれども、皆さんは nationstateという言葉、半ば日本語化して

いる言葉をよく耳になさることがあるでしょう。このnationstateを比較的最近

までは、あるいは今でもかもしれませんが、人によっては全く無感覚に民族国

家と訳してきたことがあります。これは不適訳というよりは実は誤訳です。そ

れから、民族自決という言葉もあいまいなままに使ってきた。民族自決、それ

ぞれの民族がそれぞれの国家を作るというふうにこれをまともに受けたら、世

界中はどういうことになるか。

一つの民族が一つの国家を作るということは、実はもともとそれは不可能な

話で、ボスニアの場合にはまさに典型的です。まずクロアチア人、クロアチア

語、そしてカトリックです。それから、セルピアはセルピア語で、ロシア正教

です。それから、イスラムはもちろんイスラム教です。しかも、それが当然の

ことながら長年の問の経過によって入り組んでいます。ついこの間まではそも

そもセルビアとクロアチア、クロアチアとスロベニア等々の問でしょっちゅう、

例えばお互い同士の結婚というのはあまりにも普通だったのですから、そうい

う状況の中で本気で民族自決をしようとすると、一定の傾域から他民族を迫い

出す、あるいはもっと端的に言えば殺す。このボスニア紛争は、現実にそれを

やり始めたわけです。ですから、民族自決というのはまじめに考えるならば到

底コンセプトとして既に成り立たない、ということを知っておく必要がある。

実は nationstateの典型とされてきたフランス一一皆さん、歴史とか社会科

などでフランスという国は nationstateの典型だと多分教わってきたと思い

ますが、しかしその nationというのは民族ではありません。それはフランス

国籍を持ち、フランス革命以来のフランスの人権宣言、自由・平等・友愛とい
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うふうな価値意識によって結びついたとして説明されるような一決して一人一

人の人間みんなが本当にそうかどうかは別ですが、そのようにして説明される

国民という概念一民族ではなくて国民なのですね。ですから、おととしワール

ドカップで、世界ーになったサッカーチームをテレビで見ても、昔のフランス映

画に出てくるようなジエラール・フィリップとかアラン・ドロンとかーそうい

う人は若い皆さんは知らないのかもしれないですが、今はどういう名前を挙げ

たらいいのかわかりませんが、みんなそういうフランス人ではないですね。北

アフリカのアラブの人、あるいは南太平洋のニューカレドニアの人、あるいは

黒人、あれはみんながフランス国籍を持ったフランス人です。ですから、まさ

にフランスは民族国家ではない国民国家の典型です。

日本は海に固まれていますから、どうしでもあまりそういう意識がない。で

すから、指導的な政治家の言説などで、今でも日本は単一民族の民族国家でと

いうことを全く無自覚に言う人が結構後を絶ちません。しかし、そうでないと

いうことは、実は裁判所の判決でもはっきりしていますし、立法、法律の段階

でもはっきりしています。というのは、日本の場合、まず、アイヌの人々がい

ます。

97年に札幌地方裁判所がある判決を出しました。そのアイヌの聖地とされて

きた場所をダムにしてしまった、それを争った訴訟です。裁判の技術の話にな

りますから立ち入りませんけれども、ダムはできてしまったからダムをもとに

戻して原状を回復しろという判決は出せない。しかし、判決の主文の中でダム

を造るための一連の法的な行為は違法であったという判決をしました。判決理

由の中で、アイヌ民族という民族の存在を裁判所として初めて認めたんですね。

それから、同じ年に、俗にアイヌ新法と呼ばれている、正確に言うと「アイヌ

文化の維持並びに振興・アイヌの伝統などに関する知識の普及及び啓発に関す

る法律」というものが作られました。この大学のシンポジウムでもそのために

非常に尽力をしたアイヌの出身の参議院議員の萱野さんという方がスピーチを

されたことがあります。そういうふうに立法や裁判例でも日本は単一民族国家

ではないということが認定されている。もちろん数は少ない。しかし、問題は

物の考え方の問題です。

それから、もちろんとりわけ関西方面に参りますと、外国出自の主として韓

国・朝鮮系の方々で日本国籍を持っている人々というのが多数います。そうい

う意味でも決して日本はもともと単一民族国家ではない。国籍を持つに至って

いない外国人の人たちの法的な処遇をどうするかというのはまた別の問題で、

これはこれで大きな問題を提起しています。外国人の地方参政権というような

話です。それは法律論としては一応一つの区切りの向こう側の問題ですが、国

籍を持った国民ということをとっても、日本は決して単一民族国家ではない。
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バルカン問題の今日

しかし、どうも政治家の方々は事あるごとに、単一民族国家だから同じよう

にみんな振る舞えという話に、何かすると流れていく。それだけではなくて、

世論形成に大きな責任のある大新聞が一読売新聞のことですけれども、発表し

ている怒法改正案では「民族Jというコンセプトを前文で高らかに掲げていま

す。今少なくともまっとうな国で民族という言葉を法的に取り扱うときには必

ず複数なければならないはずです。民肢という言葉がlli数で出てきたときには、

これは大変なことになるぞとみんなが身構えるような、そういうコンセプトを

恐らく悪気でなしにーあるいは人によってはわかった上でかもしれませんが、

多くの人が怒気でなしに単数で民族というものを諮る、これは他ならぬ日本自

身の問題です。

さらに遡れば、先日のシドニーオリンピックでホスト国のオーストラリアは

先住民の人たちを非常に立てて、いろいろなところでその存在を世界中に向け

てアピールする姿勢を示しました。アポリジニというのは普通名詞で先住民と

いうことでしょうけれども、とりわけオーストラリアの人たちをそう指して今

では使っているようです。

日本にしても、実は先住民というのは、東北から北海道にかけては言うまで

もなくアイヌの人が先住民であったはずです。先住民として認定いたしますと、

同じ民族問題でもそれに伴う法的な処遇が問題になります。判決も立法も、先

ほど言った判決も、先ほど言った法律も、先住民性には言及していません。そ

れは慎重にその前のところでとどまっています。先住民ということにしますと、

本来は彼らの土地をもとに返す、あるいは本当に文字通り返さないにしてもい

ろいろな補償措世をとらなくてはいけないという重大な問題が起こります。

よく「日本田有の領土Jという言葉があります。日本で「日本固有の領土J

という言葉は傾土紛争のときに使います。日本が今主強している北方領土につ

いて、私は事柄自体としては日本に正当性があると思っていますけれども、そ

れを「日本四有の領土Jとして主張するというのは国際的な通用性は全くない

でしょう。なぜならば、悶有の傾土という言い方をしますと、アメリカ合衆国

は解散宣言をしなくてはいけない。オーストラリアの人たちはみんなイギリス

に引き返さなければいけない。もちろん歴史的にどこで切るかによりますけれ

ども、固有の領土という概念、はそれほど重たい意味を持つ概念だということを、

私どもはあまりにものんきに見過ごしてきでいる。

私どもはいろんな自然条件、所与の条件のもとで、日本という社会の中で民

族紛争というものを経験しないで済んできています。そのことは民族紛争の悲

惨さということを考えるならばありがたいことです。しかし、そのことは実は

存在している複数民族の自己主張を抑え込む形で成立している平和な状態なん

だということをも、私どもは十分に知っておく必要があるだろうというのが、
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私の短いお話の締めくくりになります。

私の別の友人でスイスの学者で、旧ユーコでいろんな紛争が起こり始めたと

きから非常に積極的にその問題に法律専門家としてかかわってきたある友人が、

いみじくも「ほうっておくと nationが stateを人質にしてしまう。そうさせ

てはいけないJと。つまり、 nationというのは、それ自体はもちろん大切な価

値です。それぞれ民族的な、文化的な伝統、言語、それから民族の多数として

持っている宗教とか、それはそれぞれ尊重されるべきものですけれども、それ

自体としては当然の尊重を受けるべき民族という単位が国家を乗っ取ってしま

う。一つの民族が乗っ取ってしまえば、もう一つの民族に対する抑圧になりま

すし、複数の民族がぶつかり合えば内戦になります。そうさせないための知恵

が必要だという彼の fstateをnationの人質にしてはならない」という言葉で

言いあらわすのです。私のお話を終えて、ちょうどきりのいい時間になりまし

たので、保岡さんの本来のいろいろ映像も使ったおもしろい一一おもしろいと

いうのはおもしろおかしいという意味ではなくて、興味深いはずのお話に、席

を譲りたいと思います。
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

クロアチアー「民族浄化Jの悲劇の現場

はじめに

イ呆岡孝顕

(上智大学社会正義研究所)

私は今日30枚ぐらいのスライドを持ってきました。私が4月23日から5月2日

にかけてクロアチアの首都Zagrebの南東 60キロにあるSisakの主要な帰還民

一時収容センターやアドリア海沿岸都市Splitにある平和の文化研究所

(Franciscan Institute of Cultute of Peace)やカリタス・クロアチア、また戦

闘で破壊され、今は修復された歴史的中世都市としての観光地Dubrovnikなど

を訪問したものです。実に充実した10日間でした。バルカン諸国の新生独立国

で見聞きし、体験したさまざまな恕いをお話します。

「世界の貧しい人々に愛の手をJの会の活動

本学の社会正義研究所には「世界の貧しい人々に愛の手をJの会 (Sophia

Relief Service)がありますが、この会には全国津々浦々の募金者約450名の方々

が難民支援活動を長く支えていらっしゃいます。現場の難民に関する生活の情

報や、大新聞には載らない我々の研究所のスタッフやボランティア学生による

アジア・アフリカの難民実情現地調査、あるいは現地NGO活動などを知らせる

年2回、 8頁ばかりの会報が学内の教職員全員に、そして全国の募金者の方々に

配布されております。この20年rmに寄せられた募金総額は約 1依7，000万円にな

りました。それはある篤志家がポンと 1{怠円出すというような額では決してな

く、全国主li々 浦々の子供からお年寄りをはじめいろいろな方々から世界の貧し

い人々、難民支援の灯火を絶やさず、協力されている結果なのです。これこそ大

海の一滴が集まって生んだ結果です。世界の難民、同内避難民、あるいは貧し

いスラムの人々など権利を剥奪され、貧困の沈殿した地域の人々と述帯する活

動を我々はささやかではありますが運営しています。ぜひ正義の促進をしてい

きたいと思います。

我々はやはり世界の難民のことを考えながら、日本社会を、また我々自身を

どのように正していこうかと「足場j を見つめる仕事も必要です。やはり一人

間としては当然自分たちの周囲に近い地域社会での思考と行動を絶えず磨かな

ければならないでしょう。国境を超えた国際社会で述帯し合うことも必要。ま

た、 Charityshould begin at homeということも当然だと思います。
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バルカン地域のイメージ

いわゆる民族浄化 (EthnicCleansing、Ethnocide))という政治指導者の国

家政策に動員をかけられて、憎悪に駆り立てられたクロアチア人・セルビア人・

ムスリムなど各民族、民衆が、平和的に混住していながらもそれぞれ反目し合

い、住んでいた地区や国から追い出され、難民化するという悲劇が起きたので

す。まさに東欧の民主化(ソ連邦崩壊、東欧共産主義一党独裁政権崩壊)の政

治変革のうねりの中で、ユーゴスラヴィア連邦解体・独立国家樹立にともなう

悲劇であったのです。また、バルカン半島は何世紀にもわたって幾度となく繰

り返されてきた歴史的に民族抗争で血塗られた大地です。オスマン・トルコの

支配は 14世紀から 20世紀初頭までの 5世紀にわたってバルカン全域に及ん

でいました。他方、ハプスブルグ王朝の秩序はカトリック教会の影響が強いス

ロヴェニア、クロアチアなど南東ヨーロッパを境に、オスマントルコの影響下

にあった東方教会の影響下にあったセルビア人やムスリム勢力と対峠していま

した。どうも「バルカン」という言葉にはネガティブな意味合いがあるようで

す。バルカン半島というのは「世界の火薬庫J、あるいは「ヨーロッパの火薬庫J

であると言われます。ボスニア党員のセルビア人青年によるサラエボ訪問中の

オーストリアの皇太子の暗殺事件、それが引き金となって第一次世界大戦が起

きたことや、「スラヴ」という言葉が西欧先進文明、キリスト教文明に対して裏

側、いわゆる征服者によって奴隷的な状態にされた語源をもつことなどこの辺

にヨーロッパが苦悩している宗教的にも民族的にもかなり対立が歴史的に深い

ものがあります。そのような対立のある地に踏み入れていろいろ考えさせられ

ました。

文明的、宗教的、民族的な対立のある地に踏み入れて思い巡らしたことは、

我々の歴史、とくに、アジア史をひもとけば、他民族を支配し、同化させ、多

大な犠牲を強いることがありました。その心の傷はいまなお深く、どのように

癒していくことが出来るか、アジアの諸問題もアジア人だけの努力ではその傷

は恐らく癒えないでしょう。むしろ国際的な共同体の協働のなかで、アジアの

緊張も諸問題も、平和も構築する叡智が出てくるような思いがします。バルカ

ンの場合でも恐らくそうでしょう。そこに我々のバルカンとの関われが遠くか

らあると思います。

緒方・明石両氏による国際的人道介入のリーダーシップ

ご承知のとおり、 UNHCRという国連の難民高等弁務官事務所が世界の難

民の保護を50年にわたって行っております。緒方貞子先生は上智大学の教授を
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クロアチアー「民族浄化Jの悲劇の現場

務めた後、国連総会の承認を経て、難民高等弁務官に就任し、 10年間にわたっ

て強制退去の禁止など難民保護、難民の第三国定住、自主的帰還などに献身さ

れ、そしてこの12月でその任期を終えることになりました。ちょうど今年がU

NHCRの50周年、つまり節目の年であります。国際関係・国際人道上、緒方

貞子さん、あるいは国連の対カンボジア再建問定統治機構や旧ユーゴ問題の特

別代表であった明石康さん等がトップレヴェルで活躍された。私は別にナショ

ナリストではないんですけれども、国述や国際社会の中で日本人はなかなか認

められないというようなことは、今日においてもあり得ます。そういったグロ

ーパルスタンダード(必ずしもアメリカン・スタンダードではないが)の価値

観と行動が要請されるというコンテクストの中で明石、緒方さんが活服された

ということは、我々にどんなにか勇気とチャレンジを、いろいろな制度、組織

あるいは教育の場において与えたかと思います。

バルカンの民族問題と日本のアイヌ民族

さて、難民問題を民族紛争の観点からとらえた場合、例えば先ほど樋口先生

がおっしゃった日本のアイヌ民族、少数先住民のことですね。 2万5，000人ある

いは5万人の世界で最も少数な存在ですが、政治的経済的社会差別を受けなが

ら苦難な境涯を余儀なくされた長い100年、それ以上の歴史があることも想起す

ることができると良いと思います。「北海道旧土人保護法Jと差別用語で、扱って

いた国家政策をです。人々を蔑視する、差別する。未開とか、半開とか、段階

的な発展論を教え込まれ、誤った価値観で他者を扱ってきた社会体質を見直す

わけです。あの民族は半開だ。 LL D C (Least Less Developed Countries)、

後進国、発展途上国などとラベル化して、真実を捉えることができない習慣、

真実を覆い隠す習性になっている点をまた反省できると思います。 1997年の香

港、 1999年のマカオの中国返還は100年も前の条約の履行によって実現された

わけですが、アイヌ民族においては明治政府との条約なき収奪です。というこ

とは、ほとんど民族を抹殺して、同化しているのと同じですね。バルカンなど

の他民族のことを"EthnicCleansing"だと批判し、語っている我々日本人のその

足元を見ると、このようなアイヌ民族に対する我々の過去、現在の無知な、誤

った態度、価値観は当然正していかなければならないものです。衆参両院の750

名の日本の国会議員のたった 1人のアイヌ民族の代表の宜野茂さんは、民族の

悲願をアイヌ語で国会に響かせた感動を想い起こしています。

基本的に理解しておきたいことは、今日やはり日本は多文化多民族社会に移

行している、確実に移行しているんだということです。 1986年当時中曽根元首

相、あるいは幾人かの高名な歴史学者、政治学者、文化人類学者たちも、日本
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は単一民族社会だとする発言が相次ぎ、国民に与える影響は大きかったのです。

これは政治家だけの問題ではない。しかしながら、良心的な学者もいました。

神島二郎先生です。

私たちは「大J学者がこう言うから、学校でこういうように教わったからと

いうように、単純にそれを理解していく時代ではない。国境を超えたすべての

価値が浸透し合っている。ですから、皆さんは上智大学に学びつつ、また旅行

をしつつ、現地を見つつ、体験しながら日々先入観を改めることが大切です。

バルカン半島の複雑な民族構成は議会政治、行政や社会各層の団体、企業、

学校、教会、家庭にも見られます。ムスリム、クロアチア人、セルビア人の多

民族共生を語るときに、単に nationstateは、「民族国家Jでは誤訳で、「国民

国家Jであるという知識を仮に得たとしても、同時に本当に少数民族が日本社

会で不当な差別を受けたまま、いや我々の足で他者を踏んでいるような状況が

あるということに関連して考察しないならば、より深く人間の悲劇を分かち合

うことはできません。現場に赴くことの意味は一つのプラスの機会が必ず与え

られる、視野が広がると、そういうように考えます。

難民問題解決への活動事例と展望

今日、世界の大宗教、歴史的な宗教として、キリスト教とイスラム教の文明

と文化の相克、インドではイスラム教徒・ヒンズー教徒・仏教徒など、またイ

ンドネシア、フィリピンではイスラム教徒・キリスト教徒などの聞に多発して

いる宗教的緊張対立があり、多くの犠牲者が出ています。国内避難民も増大す

る一因にもなっています。政治的、経済的、社会的格差や対立、文化的偏見に

起因して、「文明の衝突」の様相を呈しています。私はハンチントン論者ではあ

りませんが、バルカンの現場で見聞きしました。これは難民を発生させる最大

のプッシュ・ファクターです。

さて、現場の体験を短期的にも経験してみると、我々がどういうように外か

ら人々の傷をすこしでも和らげることができるであろうか、真剣に考えねばな

りません。とても難しいことだと思いますけれども、やはり冷静に世界の難民

化現象の根源的な要因を理解することが必要であり、また難民の人たちと連帯

する感性・態度を養うことがとりあえず大切でしょう。貧しい人々の分配的正

義を具現し、社会の民主化を促進していくにはどうすればいいだろうか。国家

統治もかつての一党独裁制から複数政党政治を機能させて、民主主義社会を作

ることは誰の自にも当然なことです。貧困を緩和させるべき市民の強いイニシ

アチブ、 NGO活動を推し進め、農村地域の人々の生産・所得・購買力を確実

に高めることを通じて難民発生の予防的措置を作り上げる好機だと思います。
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今日の国際社会は国境を越えNGOや市民、姉妹都市などが連帯しあっていく可

能性が増大しています。地球市民社会が出現しつつあるのです。そのような細

かい網目が、国家間では困難であったとしても(ミャンマーにおける軍事政権

による圧制と難民流出)、やがては世界の民主主義を強化していきます。そのよ

うにして世界の難民問題を展望いたします。しかし、根本的な我々自身、また

社会的述合体が正義促進と世界の貧困撲滅キャンペーンに対する積極的態度に

改めない限り、不幸にして世界の貧困や戦争は予防できず、人々の不幸は続く

でしょう。

( 1 )難民の最近の動向と国連、 NGOの対応

さて、この世界の難民の動向を示す最近の統計によりますと、この世界の

1，149万1，000人が難民です。これは国連のジュネープ条約、及びOAU(アフ

リカ統一機構)による統計数字です。そして、難民の保護、庇護を求める人々

が131万9，200人いる。その問、本国に自主帰還した難民ーこれは難民の恒久的

な解決方法の一つなのですが、僅か190万7，300人。他方で、いわゆる国内避難

民が増大してきでいます。国内で大規模な人権侵害が行われたり、差別が行わ

れたりして、居住を奪われながら他国に保護を求められないでいる人数

(Internally Displaced Persons)は493万を数えます。世界中で権利を剥奪さ

れ、人権を侵害された、家を失い、思想信条を弾圧された人々、国境を越えざ

るを得なかった人々2，145万人の人道支援は国述機関、 NGO、受入れ園、一般

の地域住民、市民が日夜対応に追われています。国述や国際社会は今日、どち

らかというと難民を国内から流出させたくない政策をとろうとしているからで

もあります。何人も他国に自由を求め、保護を求める権利は保証されなければ

ならないのですが、人命尊重、保護には一刻の猶予はありません。

今日のテーマであるヨーロッパ、特にユーゴスラヴィアの難民の動向を統計

的に見ると約166万人が緊急の援助、保護を必要としています。難民は50万人。

法的保護つまり、難民ステータスを求める人は 3万人。祖国に戻った難民、い

わゆる帰還民が75万5，000人。そして、国内避難民が23万4，900人を数えます。

ボスニア・ヘルツェゴヴィナでは難民は6万5.600人。特に国内避難民は80万

9，500人。さらに110万人の人々が援助対象になっている。クロアチアの場合は、

難民は2万8，400人。そして、帰還した人々はいまだに3万5，500人。後ほどスラ

イドの報告で述べます。

(2 )セルビア系住民のク口アチア帰還と問題点

さて、私が視察できたクロアチアの首都ザグレブから 60キロほど南西の都

市シサックでのセルビア人帰還民の一時滞在センターのがあります模様をお話
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いたします。クロアチアは 19 9 2年旧ユーゴスラヴィア連邦から独立を達成

しました。しかし、人口の 480万人の約7割はクロアチア人でカトリック教

徒が多いのですが、 15%強のセルビア人がいます。独立への過程におけるユ

ーゴ軍とクロアチア軍との戦闘は激しく続き、 3万人のセルビア人兵士と 8万

人のセルビア人はクロアチアから逃れ難民となる事態となりました。他方、セ

ルビア人居住地域(セルビア人支配地域)に住んでいた約 7万人のクロアチア

人は圏内避難民となってしまったのです。

戦争がとりあえず終結し、国を追い出された難民たち、セルビア系住民が3

万人ほど戻ってきています。念願の帰還を果たしたとはいえ現実はかなり厳し

い状況に人々は直面しています。クロアチア政府の優先順位はまず、クロアチ

ア人国内避難民に置かれており、セルビア人のクロアチアl帰還対策はその対応

がひどく遅れています。(イエズス会難民事業報告、 2000年)

上智大学の経営母体であるイエズス会は、世界の難民問題、難民支援のため

の活動、研究及び復興援助のために、 1980年初頭のインドシナ難民流出直後か

ら、「他者のための奉仕Jr正義の促進Jの総会決議のもとに、国際難民救援事業

活動をローマ本部に組織してアジア。アフリ力、ラテンアメリ力、ヨーロッパ

などあらゆるネットワークを作り、支援に全力をあげています。今では全世界

的な規模です。私は今回、南東ヨーロッパのイエズス会難民事業 (Jesuit

Refugee Service)の代表のクーチャン神父に面会し、彼の案内で現場を訪れま

した。途中幾度も地雷撤去のために迂回を余儀なくされたのもクロアチアには

300万個の地雷が、(ボスニア・ヘルツェゴヴィナには400万個)まだ埋ま

っているそうです。その完全除去には 30年間はかかるようです。地雷一個は

数ドルにもかかわらず、一個の地雷撤去には 10倍のコストがかかるといわれ

ています。数棟のビル全体が地雷危険範囲と示されていました。各部屋、天井

裏に、 ドア横にと無差別的に埋設したために危険な作業が慎重に進められてい

ます。日本のNGOは65個の地雷撤去作業を行っています。

l帰還民のためのトランジットセンター(一時滞在センター)は非常に古い平

屋の建物です。国有化企業であった旧ユーゴの時代の企業の季節労働者のため

の寝泊施設でした。それをクロアチア政府が買い取って帰還民のための一時滞

在センターに急速したわけです。国連のUNHCRは帰還民をクロアチアに順

次移送してきでいます。今年4月の朝日新聞に載ったセルビア系の難民夫婦は、

アドリア海地方のクニンに住んでいたのですが、それからボスニア・ヘルツエ

ゴヴィナのパニャワカンに逃れ、さらに新ユーゴのベオグラードに逃れ、コソ

ヴォのプリシュチナヘ、そしてまたベオグラードからクロアチアのザグレブ経

由で故郷のクニンに 2年後戻ることが出来たという帰還までの困難を極めた逃

避行だったのです。多くの難民もようやく帰還できたことに安堵しつつも、家
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が焼かれ、破壊されたまま、最悪の場合は所有権さえもどこかに消えている。

国内経済は戦争による破壊、戦費による民生経済は逼迫しており、約 23%の

失業率が示すとおり悪く、若年間の就職する機会すら全く目途がついていない。

ちなみにユーゴでは失業率26.8%、ボスニア・ヘルツエゴヴィナでは36%......43%

といずれも戦争によって経済状態は壊滅的な打撃を被っています。

センターに一時収容されている彼らの多くは年齢的にも高齢者で、病弱な

人々でした。そして、わずかだけの年金を国から受けています。郵便局からの

配達でもってもらっています。そういった面倒を週二回巡回しながら難民の身

の回りの世話をずっとみているのがこのクーシャン神父です。現在収容されて

いるセルビア系帰還民は 120人ばかりです。家族と雌散したままだとか、家

族ともどもが悲惨な体験をしており、帰国したとしても将来がままならない状

況で、非常に顔の表情はどことなくしに沈んで見えます。高齢者が多いようで

す。質素な食堂には共同キッチンがありますが、本来なら電動式オープンなの

ですが、木炭、薪を焚くものに改良されて、急場をしのいでいる状態です。洗

濯機も2台あるところ故障して、手洗いでしているありさま。ほとんど心理的に

も、精神的にも閉塞状況にあるのです。セルピア正教会の信者がほとんどにも

かかわらず、正教会の僧侶すら姿を見せない。教会もないのでクーシャン神父

はオーソドクッスのイコン(型像)を置き、礼拝室をキャンプ内に設け、いつでも

人々が祈る場所があるように気を配っていました。精神的にも閉塞状況にある

彼らには突然の来訪者などが、例えば私などが来たときなど、敏感で、一斉に

各戸から何かいいことでもあるのかと屋外に出てきて、速くから凝視していま

す。言葉が通じなかったので通訳を介して、彼らのうちの3.4粁を訪ねてみま

した。

セルピア系のクロアチア人で、その中で生まれた子供です。この子の将来の

宿命といいますか、民族の共存というものが本当にこの子たちの世代にうまく

いくようにと願わざるを得ないわけです。そういった部屋におじいちゃん、お

ばあちゃん、それからこの息子か娘夫婦の子供ということで、 3世代が帰還民と

してトランジットセンターにいます。こういった人々が全部職も失い、財産権

もなく、いつの問にかクロアチア人が住んでいる。別の者が住んでいる。です

から、財産や借家法とかいろんな法律的な、国内法手続きも全部変えないとも

とに戻らないわけです。食料、医薬品など物的支援とあわせて、社会心理療法・

カウンセリングなど民間の支援やセルビア正教会との協力に多くを期待してい

る状態です。一刻もはやく政府の保護・支援が待たれるところです。

(3) rフランシスコ会平和の文化研究所」の挑戦

次に、ユネスコではCultureofPeace (平和の文化)の推進を行動計画を呼び
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かけています。それは紛争後の教育・文化を暴力をなくして、平和的な文化を

築くキャンペーンです。特に東西冷戦終駕の 1989年以降から取り組みが開

始されました。私はクロアチア人・セルビア人・イスラムの人々の住むこのバ

ルカン地域で民族対立からゆるし・和解・平和を構築する目的でカトリックの

フランシスコ修道会が主宰する平和の文化研究所を訪ねました。そこでは、こ

各種の平和教育のセミナ一、指導者養成ワークショップ、高校生のための教科

書出版プロジェクトを行っています。研究所長のボゼ・ヴレタ神父は、紛争の

原因、非暴力的紛争解決、諸宗教の平和創出への対話と役割、人権尊重の分野

での最近始まった内容を紹介しながら、平和の和解へのプロセスを熱く語って

くれました。 NAPUTUMl九4(On the Way ofPeace)1999年版、 295頁を私に

手渡してくれました。日本から平和研究者養成のためのプロジェクトや出版プ

ロジェクトへの支援を訴えておられました。確かに紛争予防のために未来にむ

けて青少年の平和教育、宗教教育はとくに現地では始められており、和解をも

たらすためにも必要不可欠な尊い仕事であることを実感して参りました。 1986

年にはローマ法王ヨハネ・パウロ二世が世界の諸宗教の代表者を招いて平和の

祈りの週間がイタリアのアッシジでありました。またボスニア・ヘルツェゴヴ

ィナの首都サラエボですが、旧ユーゴ連邦の時代に冬季オリンピックが開催さ

れたわけですが、それが今日で、は民族紛争の犠牲者の墓場となっている。 1986

年から1996年には実にここでは憎悪と暴力が吹き荒れた悲惨な状況が展開され

たのです。そういった中から平和を取り戻そうということですから、並大抵の

ことではないわけです。

同研究所が作成した種々のポスターにはクロアチア・セルビア語で iMlRA-平

和」と言う文字が強調されていました。カトリック教会、セルビア正教会、そ

してイスラム寺院のモスクがそろって写された平和へ向けた宗教協力を推進す

るとする教会刷新のポスターは新鮮な感じがしました。クロアチアのカトリッ

ク教会はナショナリスティックの伝統が強かったといわれています。セルビア

正教会もまたセルビア人第一主義をとっていました。今これらの 3つの宗教指

導者たちが望ましい方法で民衆や信徒を導くことができれば国民的和解も進む

でしょう。何時の日にかは民衆もそのような和解を、個人的な怒りに、暴力に

訴えないで、生活の中に「共生Jという動きがようやく出てきたということで

す。ユネスコも歴史教科書の編纂に関して、そのような共存する一つの歴史の

書き方というものを進めて提言しております。

(4)暴力的紛争とメディアの役割

もう一つここでお話しすることは、全世界的に血と涙を流し続けている暴力、

violenceという恥ずべき行為というものにメディアがどうかかわってきたか、世
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界のメディアがどうかかわってきたかということですね。湾岸戦争においても

米国では国防省一ペンタゴンのブリーフィングが行われて、記者たちの質疑討

論なしに官製情報をただ受けて、国威発揚の一翼を担うことがありました。昔

の大本営発表のような国家の戦時統制の形で (NHKがそうであったように)

メディア機関は民族色を互いに強め、国家プロパガンダに加担することになっ

た歴史を想起します。

クロアチアの独立戦争に関しては、アメリカの武器、アルゼンチンの武器が

どんどん入ってきました。アルゼンチンの友人ジャーナリストから贈られた

防'ntade Armas : Hombres del Gobierno， 2000年にそのことは証言されていま

す。このように外国から先端武器が入ってこなければ独立の戦争はできなかっ

たのでしょうか。したがって、クロアチアの経済はかなり厳しい5年間にわたる

戦費が今日国民経済に重くのしかかっています。国防(陸軍 5万人、海軍が3，000

人、空軍が5，000人、総兵力は5万8，000人、そのほか予備軍22万人)こういうよ

うにして、まだ戦々恐々として独立を守らなければいけないという国境線、国

と国の国家間における戦争の危機がまだ潜在的に残っていることを指摘してお

きます。

こうした中で、民族主義路線ではなく、民主主義の国家社会樹立のためには

今一度考えておきたいことはメディアの責任です。暴力的紛争は権力を有する

すべての者の責任にかかわる問題であるのですが、しかし、権力は紛争を和ら

げるためにも、悪化させるためにも使われ得る。そういった面において、メデ

ィア側もまさにそうです。世論形成の上でその役割、重要な権利をチェックし

ようとしながらも、その権力におもねり、そしてその側に立ち情報戦争が民族

問、国家間で行われる。暴力がどのような形でおさまらるかということに関し

て、メディアはまだまだ準備ができておりません。先ほどのコソヴォの選挙の

例に関しては、公共放送局の修復のために日本政府は多大な金を出しているよ

うです。それから、日本政府はコソヴォの爆撃から始まった時期から対ユーゴ

経済制裁を課しました。そして、最近旧ユーコでミロシェヴィッチ独裁政権は

民主的選挙で破れ、野党政権が樹立されたのです。難民支援約1，000万ドルを日

本政府は政治的に決定しました。

今回、私は首都ザグレブにある 24時間のカトリック放送局を訪問しました。

フランシスコ修道会のメディア担当マタウシ神父の案内で見学させてもらいま

した。日曜日のミサをスタジオ内で一時間放送し、私もミサに与ったのですが。

全国に流れました。クロアチアのカトッリック教会の社会的影響の強さを知ら

されました。私はかつて駐日クロアチア大使に雑誌インタビューしたことがあ

ります。彼は私の質問にこういうように答えたことをJ思い出しました。

f1991年独立以来、カトリックのメディアは200名に上ります。民主主義国
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家に変わる前はカトリック系のジャーナリストたちは、常に当時存在していた

社会主義無神論体制の抑圧に耐えながらさまざまなやり方で活動していました。

彼らはクロアチアのメディアのあらゆる積極的な指導者でありました。彼らは

キリスト教と民主主義の価値を主張し、選挙における民主主義の勝利及びクロ

アチアの独立に貢献しました。 1993年、協会は一つまりカトリックジャーナリ

ストの協会は、戦争におけるジャーナリストの責任に関するセミナーを組織し、

戦争の真実の報道、戦争宣伝の非難、戦争地域でのジャーナリストの保護を積

極的に支援していますJと。しかし、これからは、和解のプロセスのなかで、

民族共生の岩盤に立った上での真実の報道、平和のための世論の形成、報道の

民主化が促進されなければならないでしょう。

ハーグの国際戦犯法廷の役割と和解と民主化

この 10年間、バルカン半島に吹き荒れた地域戦争はクロアチアのツジマン、

ユーゴのミロシェピッチ、ボスニア・ヘルツェゴヴィナのイゼトコピッチに代

表される民族主義強権政治は「民族浄化Jや「民族虐殺J(エスノ・サイド)を惹

起し、それぞれの国軍指導者も含めた結果責任が国際的に関われています。戦

闘員・非戦闘員の虐殺事件の真相調査がハーグから派遣された調査団によって

クロアチア国内でも始まりました。軍関係者の訴追の証拠固めです。今年2月

の総選挙において 10年間政権にあったツジマン率いる民主同盟 (HDZ)は

社会民主党に敗れ、政権は交替しました。従って再三にわたって調査団受入れ

を拒否してきた政策は受入れ許可となり、現在調査団が数次にわたり実況検分

をしています。。在郷軍人協会などの圧力団体は反政府デモを展開していますが、

国内の民主化は経済の面でEU加盟交渉、安全保障の面でNATO(北大西洋条

約機構)ヨーロッパ・パートナーシップに加盟申請していることから人権尊重第

一主義で新政権は取り組まなければなりません。

犠牲者に対する補償も含め国内的にも法的正義がなされ、憎しみをのりこえ国

民的和解、民族問の和解が促進されるように切望します。日本における対アジ

アの戦後補償問題は政府は決着したとみていますが、依然アジア諸国の犠牲者

や市民から厳しい批判が日本に向けられていることをも想起いたします。

おわりに

この写真はクロアチア系の子供たちです。先ほど言ったドブロヴニクのユネ

スコ指定の世界遺産の観光地域に、幾多の戦禍を逃れて今人々は平和を取り戻

しつつあります。観光地を巡るひと時も取り戻しております。彼らの心の中に
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も傷はあると思いますが、しかしながら、私が出会ったあのセルピア人帰還民

の一時避難センターで新しい生命を誕生させたあの家族、そしてあの赤ちゃん

が想い出されます。この子らは、将来、この国でこのようにして民族が混住す

る地域、そして歴史的にも過去・現在あるそのような民族の対立をどう相克し

ていくか、過去の大人たちが作り出した「負の遺産j をどのように乗り越えて

いくか、 cultureof peaceを創造・発展していくことができるだろうかという大

いなる課題を背負わされていることを実感してまいった次第です。

以上をもちまして終わりたいと思います。

セルビア系帰還民のお年寄りたち(クロアチア)

セルビア系帰還民に
生まれた赤ちゃん

(クロアチア)
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質疑応答

司会 どうもありがとうございました。

ちょうどもう8時になるところでございまして、特に樋口先生はこの後、仙台

にお戻りになる必要がございまして、 8時40分ほどの東京駅発の列車にお乗りに

なる予定でございます。何かぜひというご質問はごさ守いますでしょうか。特に

樋口先生は数分後にはここの会場を去らなければなりませんので、まず樋口先

生に何か一言質問したいという方がもしございましたら。あまりにも話が圧倒

的だったものですから、ちょっと気圧されるような雰囲気で私自身も聞いてい

たんですが。これから3回続きますので、次回もお越しいただければまたいろい

ろと問題点を整理してご質問いただけると思います。特にお二人に今すぐご質

問したいという方がございますか。質問、あるいは感想でもいいです。感想を

一言ちょっと。

質問者 私は上智大学の松本と申します。

私はボスニアに行っていたことがあって、そこでスートクヱットという名前

の団体の難民支援を手伝ってきたので、そういうことでなつかしいところがと

てもありました。もっと客観的に難民の説明をなさるのかと思っていましたら、

社会正義というだけあって、お二方とも本当に難民の問題ということを自分自

身の問題のように考えていらっしゃる講義だ、ったので、すごく心を打たれるこ

とがあって、このように問題意識を持っていらっしゃる教授が上智大学にいら

っしゃることにすごく感激しました。

司会 たまたま比較文化のほうで教えていまして、顔見知りの学生がいるなと

思ったものですから、ちょっと指名打者的に、抜き打ち的に感想を述べてもら

いました。

難民の問題というのは、教員が皆さん方に何か教えを垂れるという形でコミ

ュニケーションすべきテーマではないという気がします。実にみんなが一緒に

なって本当に深刻な、日本では非常に縁が遠いように思いますけれども、いろ

んな形で関係する問題を一緒になって、とにかくこの深刻な問題をともに考え

てみましょうという、そういうきっかけをプレゼンテーションするということ

でありまして、何か教員が生徒の皆さん方に上から下に向かつて教えを垂れる

とかそういうことじゃなくて、私自身もそういう一つの未熟な人間としてこの

問題を考えないといけないなと。特に日本との結びつきという点でもっといろ

いろ考えていかないとならない点が多いなと思います。

樋口一言だけ。

司会 では、先生、去るに当たって一言。仙台にお帰りになるので。

樋口 今のあなたの発言で、私たちも元気を出さなくてはというふうに大変強
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い印象を受けました。

それから、さっきお話ししたユーゴの大統領選挙で、大方の予想、に反してミ

ロシエピッチ前大統領の居座りを認めなかったあの投票というのは、政党では

ない。反ミロシエピッチの勢力というのは結構あったんですけれども、野党同

士がいがみ合っていて今までどうにもならなかった。それで、むしろ何人かい

る有力な野党のメンバーではない、ベオグラード大学の法学部の教授です。と

いうのは、私の親しい友人の後輩に当たる。実はあまり若いものですから、私

はコストニツァという人は知りませんし、而識はありません。政治的にも全く

無名の人が推されて出てきました。

その背景にはセルプクロアチア語でオットフォール、レジスタンスという意

味ですが、そういう学生たちの緩やかな、いわゆる学生運動とも違います。私

たちは抑圧されてもこのグループはなくならない。なぜならば会長もいないし、

代表もいないし、要するにああいう独裁制のもとでですから、そういうグルー

プなんだということを言っていました。そういう学生たちの緩い……。勝手述

というように気楽にはできません。しかし、理凪から言うと勝手述です。その

代わりあまり深刻にやらないで、来たら逃げるというようなことをも含めた非

常に強靭で、しなやかな学生たちの動きです。

それから、それを包み込むような市民運動。それも大体が自由業の人たち、

弁護士さんとか、お医者さんとか、そういう人たちが政党とは無関係に、要す

るにボランティアの力の総和の上に乗っかったああいう結果だ、った。

もっともコストニツァという人は誠実な民族主義者だそうですから非常に危

ないです。誠実なだけに危ない。ミロシェヴィッチという人はいい加減な民族

主義者です。あの人はセルビア人ではないということはご承知でしょう。あの

人はセルビア人ではないのに、セルビア民族主義を自分の権力獲得と維持のた

めに煽った。あの人はモンテネグロ人です。それに比べると、コストニツァ氏

は誠実な民族主義者であるだけに、まだまだいろいろ乗り越えなくてはいけな

い。コソヴォ問題というのは、話をI1Hいていると本当に大変です。どっちがど

うだこうだということを割り切ることは到底できないような課題で、これから

もユーゴの人たちは苦しまさるを得ないでしょうけれども、それでも前途に明

かりがともっているということの背尽には、どういう人々の力があったのかと

いうことをお話ししたいと思って、最後にマイクをちょうだいしました。

司会 どうもありがとうございました。

*本稿は社会正義研究所主催の連続公開講演会「世界の難民J2000年11月22日)での

講演をもとに加筆したものである。
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

<述続講演会「世界の難民J>

ケニア・カクマキャンプ

鬼頭宏

(上智大学経済学部経済学科教綬)

東アフリカと巾しましても今回はケニアだけですが、行ってまいりましたの

で、概括的な報告を私がまず最初にさせていただいて、あと具体的な内容につ

いてスライドを交えながら冷水先生から詳しく紹介していただくということに

させていただきたいと思います。

所長からもご案内がありましたように、この社会正義研究所が行っている難

民実態調査はもう十数年、 20年近く続けられてまいりました。このプロジェク

トは上智の予算で、あるいは研究所の予算でまかなわれてきたわけですが、今

年は私学振興財団、共済事業団から補助金を得ることができました。大学の理

念教育に即した内容のものを何かやるべきだということで、今までやってきた

難民実態調査を拡大して行って、それを上智大学の研究と教育に資するものに

したいという計画が立てられました。

非常に短い期間で計画を行いましたので、ちょっと無理があって十分ではな

いところがあるかもしれませんけれども。

私たち2人はケニアを訪問したんですけれども、実はケニアというのは持続し

て何度も社会正義研究所から調査隊が出ております。学生を交えて行ったこと

もありますし、ボランティアの組織の方を交えて相当の大人数で行ったことも

あります。

ケニアを選んだ理由は3つごさ'います。一つが、今申し上げましたように、一

貫してナイロビを拠点として難民の実態調査を継続して行ってきたという過去

の経緯がございますので、それを踏まえて現在どうなっているのか、将来どう

なり得るのかということを歴史的に見ていくということが可能なのではないか、

一種の定点観測ということです。

第2の理由としましては、ナイロビには国述難民高等弁務官事務所 (UNHC

R)の束アフリカを統括する地域事務所がごさいます。ですから、ここは↑i'r-報

が多く集まるところ、あるいは難民救済事業にかかわる人が多く集まる拠点に

もなっているというのがもう一つの理由です。

最後の理由は、本学とも関係が深いイエズス会が JR S (Jesuit Refugee 

Service)という事業を行っております。今年は世界全域で45の国あるいは地域

で活動しているとのことですけれども、この束アフリカにおける拠点も実はナ

イロビに置かれております。
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そのようなことで、いろいろ情報もあるし、人も集まってくる、それから我々

にとっていろいろ便宜を図っていただける組織もあるということで、ケニアを

一つの候補地として選びました。

今年のケニアの調査は幾つか特徴がございます。

一つは、今までなかなか難しかった難民のキャンプ地に滞在したことです。

ここに今回ケニアの内務省の許可、あるいは国連の許可を得て、 5日間滞在する

ことができたということです。その分、多少詳しい実態調査がで、きたので、はな

いかと思っております。

もう一つは、今までは短時間の訪問ということもありまして、インタビュー

であるとか見学であるとか、非常に限られた部分しか調査することができなか

ったんですけれども、あらかじめ調査票を用意しましてアンケート調査を行い

ました。これは冷水先生が社会調査などをお得意の分野とされていることもご

ざいますので、客観的な評価をする上では一定の基準で聞き取りを行うという

ことが有効なのではないかということで用意いたしました。これについては、

後で申し上げますが、 NGO、NPOを対象に実施しました。

それで、どういうことを目標に置いたかということですが、今年は難民の広

い意味での教育にかかわる事業を中心に取り上げることを目標にしました。

難民救済といってもいろいろなレベルでいろいろな時間的な視野で行われて

おります。とにかくシェルターと食料あるいは水を提供しなければあすの命も

保障されないという状況では、まず緊急的な援助が必要になりますし、ある程

度生活の基盤ができたところでは、衛生の問題であるとか、その他、身の振り

方を決定するまでの持続的な生活を支える援助が必要になっております。さら

に将来のことを考えますと、難民自身が自立していくために何らかの援助を行

わなければいけなくなってくるわけです。それは職を探す、あるいは定住地を

探すということもありますけれども、難民自身の能力を高めることも非常に大

事なことになってまいります。そこで、難民の自立を支援するためにいろんな

レベルで教育が行われているわけですが、その教育事業に焦点を当ててみよう

ということです。

後で、冷水先生から、国連が教育に対してどういうかかわりをしているか、あ

るいはどういう目標を持っているかについて詳しく説明させていただきますけ

れども、実際にナイロビ、あるいは難民のキャンプ地で行われている教育とし

ては、オフィシャルな教育一公教育を、難民の出身母国あるいはケニアの教育

制度にのっとった教育を、初等教育や中等教育、高等教育で、行っているものが

ございます。

それから、これも公教育とかかわってきますが、障害児あるいは障害者に対

する教育です。その中には職業訓練も含まれます。
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もう一つは、このキャンプはもう 10年ぐらい前から作られていったんですけ

れども、そのとき子供だった人たちも18歳以上になってくる。もちろんそのキ

ャンプの中で子供も生まれるんですけれども、大人が圧倒的に多いわけです。

成人自身が今まで十分に教育を受けられてこなかったという事情もありますの

で、そこで読み書きの能力をつけるとか、手に職をつけるというような成人教

育が必要になってきます。

また、この中には単に知識を授ける、技能を授けるということだけではなく

て、人権教育が行なわれています。大体難民が発生した理由というのは、異な

った宗教、異なった価値観、あるいは異なった経済的な利害関係に立った相手

に対して寛容でいられなくなる、排除したくなってしまう、そういうことがも

とにあるわけです。そこで、お互いに仲良く若-らすにはどうしたらいいかとい

うような教育も、行われております。

それから、アフリカというのはエイズの発祥地でもありますが、現在世界で

一書エイズのウィルスに感染した人たち、あるいは現に病気を持った人たちが

いるわけです。そういうエイズを中心とした衛生教育も、健康で文化的な生活

を行うためには非常に重要だということで、公衆衛生とか医療の面での教育な

ども行われています。

第2に、かなり重点的に見てまいりましたものは職業訓練です。職業訓練とい

うのは手に職をつけるという技能訓練の側而と、もう一つ、自分たちの作った

ものを難民のキャンプの中で、あるいは外のケニアの住民に対して販売するこ

とで収入を得るーIncomeGenerating Projectで、すが、要するに自分たちの生活

費を少しでも自ら稼ぎ出すということを、それも訓練の一助として行っている

わけです。そういう職業訓練をみよう。これが今回の重点目標の一つです。

もう一つの目的は、国述難民高等弁務官事務所が難民の救済事業に当たって

いるのは確かですけれども、それ以外の組織活動に焦点をあてました。難民に

対してトレーニング、教育を行うということは、難民自身も行っていますし、

またそれをコーディネートしたり、資金を持ってきたり、機材を調達したりと

いう実際の仕事をやっているのが、 NGO(非政府組織)あるいは、 NPO (非
営利団体)といったいろいろなレベルの民間の組織です。

この而で日本はどうかといいますと、 NGO、またNPOのリストによると

アフリカで事業を行っている団体は、 35団体ごさ守いました。そのうちケニアで

行っているのは12団体です。今回スータンからの難民を主にキャンプ地では見

てきたわけですが、そのスータンでは、たった2つですけれども、やはり活動し

ている団体があります。世界全体でどのくらいの団体が日本から出ていってい

るのかということについては、たまたま私どもが手に入れたのはアフリカだけ

だ、ったものですから、そのウエートについては今すぐに巾し上げることはでき
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ませんけれども、結構いろいろな団体がいろいろなレベルで出ておりますし、

私たちも現地でこんなところにもいるのかとー上智の卒業生もおりましたけれ

ども、活躍しております。

こういう直接事業に携わっているような方たちにいろいろ問題点を聞くとい

うことでインタビューをしてまいりました。

それから、 3番目は難民に限りませんけれども、世界の中にはいろいろ問題を

抱えている方たちがいる。そういう人たちを、私たち日本が、あるいは上智が

どうやって援助していけるか、そういうことを大学の教育を通じて、学生はも

ちろん、教員、職員に訴えていきたいと考えているわけですけれども、本学の

教育の理念に合致したような活動を行って、その成果を反映していきたい。実

はこういう催しもその一つであろうかと思いますけれども、そういうことを目

標の一つに据えて行ってまいりました。

それでは、アフリカにおける難民の現況というのはどうなっているだろうか

という概況をお話ししておきたいと思います。

一言で難民と申しましてもいろいろな資格が実はあるわけで、非常に厳密に

定義され、公認された狭義の、狭い意味での難民というのがございます。表 1

に示してありますが、国連が認定した難民で、それから、かつては難民であっ

たけれども母国へと戻った人たちー帰還民と言っておりますが、そういう人た

ちがいる。それから、母国内で住んでいる土地を追われてしまった、国内避難

民という人たちがいる。また、それに属さない人たち、いろいろな立場の人が

おりますけれども、全部ひっくるめて、ここでは広い意味での難民と言ってお

きます。

国連の統計では1993年がピークであったらしい。そのときに狭義の難民だけ

で2，000万近い人たちがおりました。97年の数値では、広い意味での難民は2，273

万で、そのうちの58%、1，300万人ぐらいが狭義の難民ということになりますか

ら、だ、いぶ難民の数は減っている。ここには95年から97年まで示してあります

けれども、いずれにしても減っています。減っているというのは多分いいこと

だろうと思うんですけれども、もしかしたら難民の認定が難しくなっているの

かもしれませんから簡単には言えないし、多少減ったからといって状況が改善

されたかというと必ずしもそうではないということが後でおわかりになると思

います。

もう一つ指摘しておきたいのはアフリカです。ここでは大陸別に示されてい

ますけれども、アフリカのシェアは95年と比べると、かなり減っています。 43%

だったのが35.6%に減っているんですけれども、一貫してアフリカの難民は非

常に多い。 2000年1月1日現在で国連がまとめた統計によりますと、国連の難民

高等弁務官事務所が援助の対象者としている広い意味での難民は、 2，230万人い
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るそうです。ですから、 3年前よりわずかですけれども減っている。減っている

んですが、そのうちアフリカが620万ということですから、 28%がアフリカで

す。アフリカのシェアは確かに減ってはいるんですけれども、依然として世界

で一番たくさん難民を生み出しているところということになります。

ここには示してありませんけれども、国ごとにどのぐらい難民が出ているか、

あるいは難民を受け入れている庇護国にはどういうところがあるのかというと

ころを見ていきますと、例えば97年の統計でトップはアフガニスタン、 2番目が

ポスニア・ヘルツェゴビナ、 3番目がイラクという具合に、上位3つまではアフ

リカ以外ですが、そこから下、第4位以下はずっとアフリカの国がずらずらと名

前を挙げてきます。

それから、受け入れ国はどうかといいますと、受け入れ国は圧倒的に難民を

生み出している国に隣接しているところが多いわけで、イランが97年の統計で

は一番大勢の難民を引き受けている。アフガニスタンやイラクからそこへ流れ

込んでいる。それから、ドイツが大勢引き受けています。パキスタン、アメリ

力、分割後のユーゴスラビア。難民を発生している国のごく周辺の国が多いの

は当然ですが、離れたところではドイツとかアメリ力、欧米の国は結構引き受

けてくれているわけです。日本はそこへ行くと全くゼロに等しいと言っていい

わけです。

ところが、上のほうだけ見ていくとそのような状況ですが、実はアフリカの

各国もそれなりに大量の難民を実は引き受けているんですね。例えばスーダン

は大勢の難民を発生させていて、 97年には41万人を外へ出してしまっている。

ウガンダ、コンゴ、ケニア、エチオピアといった国へ難民を流出させているん

ですけれども、一方、驚くことに、同じ数、 41万人の難民をスーダンは引き受

けている。それはまたチャドやエリトリア、エチオピアからも難民が入ってく

る。全く同数です。だから、アフリカの図は、こういう統計で見てみますと、

大勢難民を発生させているんですけれども、同時にまたたくさんの難民を引き

受けざるを得ない。そういう意味では非常に困難な状況に置かれているという

のがよくわかるのではないかと思います。

そこで、皆さんのお手元の表 2がありますので、それを見ていただきたいん

ですが、今回訪問しましたケニアと、それからケニアの中に一番多く流れ込ん

できているすぐ隣接している土地のスーダンの状況をまとめてみました。これ

は国連人口基金のデータです。国連のいろいろな機関のデータを寄せ集めたも

のです。人口、 1人当たり GNP、政府が支出している教育費・保健費、乳児

死亡率・妊産婦死亡率、出生率、教育水準を掲てあります。

1人当たり GNPは、ケニアは3年前にまだ300ドルぐらいだったのに、どう

してこんなに増えてしまったのかわかりませんが、これはインフレの影響で実
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質的には実は悪化しているのかもしれませんけれども、 98年には964ドル。ス

ーダンは結構ありまして、 1，000ドルぐらいあります。この年、 98年の日本の 1

人当たり GNPは約2万4，000ドルですから桁違いです。アジアで1，000ドル内外

の国は、実は探すのが困難なぐらい少ないです。ネパールとか幾つかの国しか

ない。結構アジアのほうは1人当たりの所得水準は高くなっている。

乳児死亡率などを見ましても、日本では1桁台ですけれども、 10倍以上の高い

死亡率です。妊産婦死亡率もそうですし、 15歳から19歳のティーンエージャー

の女性の出生率も95と52という具合に非常に高い。ちなみに、日本はどうか。

晩婚化が進んでいますから、この年代の女性1，000人につき年間4人しか子供が

生まれていない。ですから、ここでも10倍以上、あるいは20倍以上の高い出生

率です。後で、冷水先生の教育のところに出てくると思いますけれども、女性が

非常に早く結婚している、早婚であるということが、この数字からも読み取れ

ます。

それから、教育のほうです。日本は就学率そのものは100%に近いわけです。

少なくとも登録したのは100%ぐらいある。途中で脱落はありますけれども、

100%に近いわけですね。これに対して両国は初等教育、中等教育と挙がってい

ますけれども、どちらも非常に低い。男女の比率も、ここではあまりはっきり

出ていないかもしれませんけれども、ちょっと注意しておいていただきたい。

後で詳しく出ます。

それから、非識字率。 15歳以上の成人の読み書きできない人の割合はどうか

ということです。ケニアは幾らかよくて、男性12%、女性25%。スーダンにな

りますと、男性でも3割、女性になりますと50%以上が読み書きできない人たち

だということです。こういう人たちが外へ大勢排出されていったときに将来一

体どうなるのか。そういうのが我々が探ってきた事柄であります。

実際に私たちが調査の対象にしたキャンプの概念図をご覧下さい。ちゃんと

した地図がなくて、手書きの、今年になってから3月か2月にNGOの方が調査

されたものを拝借してきました。

これはケニアはインド洋に面しているわけですが、ナイロビは内陸の、標高

1，500メートルくらいの、かなり高いところで、非常に気候のいいところです。

そこから直線距離で約1.000キロ北西へ行きましたところに、カクマというキャ

ンプがあります。アフリカには2つの大きなキャンプがありまして、もう一つ、

南東部にダダブというキャンプがあります。こちらはイフォとかダガリという3

つのキャンプを複合したもので、かなり広い範囲に散らばっています。

もう 1カ月以上前になるんですけれども、 NHKで特集番組がありました。

スーダンに食料を援助するためのコンボイ、 トラック部隊を出しているという

ものですけれども、ごらんになった方はいらっしゃいますか。これがとてもお
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もしろかった。おもしろかったというのは、私たちがちょうどこのカクマから

帰ってきた、ケニアから帰ってきた直後の話だったんですね。

カクマのさらに100キロぐらいスーダン寄りのところにロギチョギオという

町があります。そこには定期便のとまる飛行場があるんですけれども、私たち

は行きはナイロピから、民間航空で、それも小さい20人か十数人乗りのもので

すが、ロギチョギオに行きました。行ってみてびっくりしたんですけれども、

国連のトラックがたくさん並んでいて、かまぼこ型のテントがたくさんある。

一体ここは何だろう、戦場かと思ったぐらいのちょっと緊迫した風景でした。

実は冷水先生は写真を撮ったんですが、呼びとめられました。何が起きるかと

思って心配していたんですが、さすが国連の職員だ、ったので別にそれ以上のこ

とはなかったんですが、写真を撮るなと言われました。フィルム没収というこ

とにはなりませんでしたけれども、非常に緊迫感がありました。

後になって私たちはわかったんですけれども、このロギチョギオというのが

コンボイの基地だったんですね。トラック部隊の基地で、ここから 1週間ぐら

いかけて道なき道を川を越えてずっとスーダンのほうへ入っていく。途中に地

雷もあります。そういうところへ食料を配給して歩く。そういうところの基地

でした。

そこから 100キロナイロピのほうに戻ったところにカクマというキャンプが

ございます。カクマのキャンプは、ケニアには大体20万人ぐらい難民がいると

言われているんですが、そのうちのさ'っと3分のlの7万人ぐらいを収容している。

今年5月にセンサスをやったんだそうですが、まだ結果が出ていないそうで具体

的な構成はわからないんですが、現在そのぐらいの人数を収容していると言わ

れます。

カクマキャンプは1992年に作られました。タラキという川がありまして、も

うーっその支流があるんです。合流して中州のような半島のような、少し小高

いところにキャンプはあります。その両脇、丘陵のすそを川が流れている。我々

が行ったときは乾期でして、川にはほとんと、水がない。川原の砂を掘って手掘

りの井戸で水をくみ上げているような、そういう情景がこのあたりでは見られ

ました。

その後、第2キャンプ、それから第3キャンプというふうに徐々にその範囲を

広げていきました。わかりにくいかと思いますが、ここの赤く塗つであるとこ

ろがUNHCRの本部のある基地です。この中に倉庫があったり、 NGOで活

躍している人たちの住居があったり、本当にベースです。そのほかにもレセプ

ションセンターとかその他の役所的なものはありますけれども、ここが一番の

中心地と言っていいわけです。難民の方々はこういうところに集落を作って、

それぞれ出身の国あるいは部族ごとにだんだん集まって暮らしている。初期の
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第1キャンプのほうはちょっとした町並みというか道が適当に作ってあります

が、後になってできたものほど分譲住宅みたいなしっかりした区画ができてい

ます。全体は何キロにもわたるかなり広い範囲であるということが、後で写真

を見ていただきますけれども、おわかりになるかと思います。

私たちは教育について見てきました。オフィシャルな教育については詳しく

冷水先生からお話しいただきますが、先ほど申し上げた職業訓練についてお話

しましょう。

一つは、ナイロビの中でイエズス会の難民救済事業が行っているものです。

女性に対して所得を稼げるように布を織るとか、洋服を作るとか、雑貨物を作

るとか、そういう仕事があります。あるいは、手に職をつけるということで美

容師の資格を取らせるようなこと。あるいは、コンビューターの技能を身につ

けること。これも検定試験がありますので、それを目指してちょうど勉強して

いるところを拝見してきました。ケンガミのRefugeeWomen's Workshopに行

ったりして見てまいりました。

もう一つは、カクマの中ですけれども、カクマの中ではいろいろな団体がい

ろいろなレベルでの職業訓練、あるいは子供に対する教育を行っております。

例えば、 ドン・ボスコ会というのがございます。ドン・ボスコという神父さん

が始められた組織ですけれども、そこが非常に精力的に職業訓練をやっており

ます。ここでは農業から始まりまして、タイプ、紳士服や婦人服を作ること、

木工一家具を作っています、石工あるいは煉瓦、金属加工、水道管などの配管、

電気の配線の工事、機械あるいは鉄の加工、自動車の整備など、いろんな職種

がありまして、うまく検定の試験を通るとケニアにおけるそういう資格を取れ

るような仕組みになっているわけです。訓練した人たちがその技能を身につけ

て、定住するときは仕事ができるということを目的にやっているわけです。そ

ういう姿を後でごらんに入れたいと思います。

私の今までお話ししたようなことで見てきたことの印象を簡単にまとめさせ

ていただきたいと思います。

一つは、先ほど申し上げましたけれども、難民問題というのは難民自身の問

題でもあるし、難民を発生させている国の問題もあるんですけれども、それを

受け入れた庇護国にとっても非常に大きな問題にもなっているということです。

それは私たちが受け入れ側としてのケニアで見てきたから余計その印象は強い

わけではありますけれども、ケニアでも 1人当たりの所得は非常に低いわけで、

むしろスーダンよりも低い。非常に大きな経済的な負担になっているというこ

とです。

97年に私は一度行っているんですけれども、そのときと比べても、インフラ

ストラクチャ一、社会的な資本は格段に悪くなっています。道路に穴があいて
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いる、停電が頻繁に起きるし、水も止まってしまう。停電と水道の断水が一緒

に起きれば我慢できるんですけどー我慢できるというか、それもまた困ること

でどっちかあったほうがいいに決まっているんですが、電気洗濯機で汚れ物を

洗おうと思っても、電気と水道が交互にとまると、 2倍の時間、できなくなっ

てしまうという非常に厄介なことがあります。それから、夜、町も~っ附です

し、そういう而で3年前よりは悪化しているなという印象を強く受けました。

それから、大勢の難民を引き受けることによって、国内の経済も悪化してい

る状況では、失業問題が非常に際だって大きな問題になりますし、それから治

安も悪くなります。決して難民が悪いということではありませんけれども、や

はり異質な文化的な背景を持っている人が入り込むことによって摩擦も余計発

生するというようなこと。

それから、難民を引き受けているキャンプの周辺では、資源の問題一特に水

と燃料ですが、これが大きな問題になっています。これもスライドでお見せし

ますけれども、燃料は配給される分もあるんですけれども、家をつくる資材も

含めて、結構その辺にあるもので間に合わせてしまう。それで器用につくって

しまいます。そうすると、樹木が、ただでさえ少ないところへきて破壊されて

しまうということもあるというようなことですね。広い意味での資源の問題と

か環境問題を引き起こすということもあります。そういう意味で受け入れ国に

とっても難民問題といった場合に、非常に大きな負担としてのしかかっている

ということに気がつきました。

もう一つは、日本の役割です。日本の難民救済事業に対して拠出している金

額は非常に大きい。 EC、アメリカと肩を並べているわけです。 1人当たりに

直したら非常に大きい額であることは事実です。ところが、それは現地ではあ

まり評価されていない。それは難民を受け入れてないということも含めて、日

本が顔の見えない援助ということに、よく言えば奥ゆかしいんですけれども、

とどまっている。

これについては、今回そういうあからさまなことは言われなくて非常に感謝

されましたけれども、前回エチオピアに行きましたときに、皮肉を込めて実は

言われたことがあるんですね。それは何かというと、「日本は自動車もつくるし、

ソニーやパナソニックのような電子製品は作っているけれども、ヒューマニズ

ムだけは生産していないね」という皮肉を言われました。これは非常に悔しい

・思いをしたんですが、そうじゃないんだと。そうじゃないとはいえ、現地へ行

ってみますと、やはり日本が見えない。

確かに海外青年協力隊の方とかいろんなNGO、NPOに参加されている方

が、どうしてこんなにところにまでというところにも見えているんですね。だ

けど、それになかなか気づいてもらえない。少なくとも国家が組織をあげてや
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っていますよという姿勢がどうも見えない。そういうところで働いている人た

ちはほとんど孤立無援のような印象を受けましたし、現地の人にもそういうふ

うに見えているだろうなということを痛感しました。

でも、今回も実はナイロピの国連の地方支部とかへ行きますと、日本人でU

NHCRで働いている人がちゃんといる。向こうもいろいろ情報を提供したい

し、こっちも直接聞きたいし、時間を取っていただいて話をしてきました。国

際公務員になると、どこの国ということはあまり意識してはいけないのかもし

れません。日本の人も結構やっているんですけれども、なかなか評価してもら

えないというのを歯がゆく感じたわけです。

だから、みんな大挙してそこへ行けということではなくて、我々は非常に遠

い国で、直行便もないですから、大変時間をかけて行かざるを得ないわけです。

その分、縁も遠くなってしまうということはあるかもしれませんけれども、こ

うやって皆様方に紹介させていただくし、また皆様方もいろんな形で難民の、

殊アフリ力、あるいはケニアに限らず、関心を持っていただいて、さらに何か

やっていただければ非常にありがたいなと思います。

そういう点で日本というのは、外へ行ってみると、まだ少し寂しいなという

思いをして帰ってきた次第です。

だいぶ時間をとってしまいましたけど、次に実際の教育について冷水先生か

ら紹介させていただきます。
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冷水笠

(上智大学文学部社会福祉学科)

それでは、後半といいますか、現地調査等で得た情報をご紹介をすることに

したいと思います。

お手元にハンドアウトの資料をお配りしております。今から OHPでお見せ

するものはすべてこの中に載っておりますので、メモをしていただく必要はあ

りません。一部時間の関係で飛ばすことはありますけれども、ないものをお話

しすることはありませんのでご心配要りません。

私は社会正義研究所の経験も浅いし、難民のことについてはほとんど素人と

いうか、全く素人に近い者でございます。アフリカに行きましたのも初めてで

すし、難民キャンプに行ったのも初めて、すべて初めてです。飛行機で1日24

時間以上かけて、まさに距離的には本当に速いなと思いました。

そういうことで、後でスライドに出てきますけれども、神父のビレさんとい

う方に大変お世話になりました。また、カクマではシスター・コニーにお世話

になりました。ピレさんからは非常に厳しいことを聞かされたのが今も印象に

残っております。 fl週間、難民を見に来た学者は一つ論文を書く。 1ヵ月見に来

た学者は1冊本を書く。しかし、 1年以上ここにいれば何も書けなくなるJ。こう

言われました。私も研究者として何も実践をしていない立場でいきなりキャン

プに行ったり、 NGOの而接をしたりしました。そういう立場がビレさんの言

葉によって非常に鋭く指摘されていると思いました。

私が今から紹介することは、そういうことであまり深く理解していない人間

が知ったかぶりをして言うということになるかもしれません。しかし、何らか

の情報を皆さんに提供できればということで聞いていただきたいと思います。

間違っていることがひょっとしたらあるかもしれません。後で質問を受けたい

と思いますが、わからないことはわからないと言いたいと思います。

私は今の鬼頭先生の全体的なお話を受けて、私の話は、今回の社会正義研究

所の特別研究のテーマ「社会正義の推進のための大学教育のあり方Jに即して

教育という問題に絞ろうと思います。絞ろうといっても、もっとその背景にあ

る問題も大きいわけですから、それだけということではないんですけれども、

そういうことで特に教育ということに絞ってお話をしたいと思います。

最初のOHPをお願いします。
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(表1)

ー義民への教育的援助
-UNHCR指針11995改訂ー

-教育は、多様な国際的な法律手段のもとで、人権のーっ
として認識されている.

司教育は、住んでいる所を追われた (displaced)、また多

くの湯合トラワマを経験した灘民児童の心理社会的ニー
ズを充足するのを援助する.

・それは、かれらの日常生活に枠組みを取り戻したり.集
団活動を鍵供したり、また将来に対する建設的な態度を
育ませたりすることを通して行われる.

・また、教育事業l立、重量民状況において必要とされる生存
維持のメッセージと生活筏能を伝えるとともに、恒久的
解決僚につながる知識と技術の習得に寄与することがで
きる.

さっき話がありましたUNHCR (国連難民高等弁務官事務所)一一以下U

NHCRと省略して言いたいと思いますけれども一一このUNHCRが全般的

に難民への援助活動を国連の立場からやっているということはご存じのとおり

です。

教育については、ここにありますように1995年に改訂された指針に基づいて

援助が行われていると言われております。現実にはこういう指針どおりに行わ

れていないというのは何事についてもそうでしょうけれども、こういう指針を

少なくともきちっと踏まえて現実を見ていくということは非常に重要なことだ

ろうと思います。

まず、教育というのは、多様な国際的な法律手段のもとで、人権のーっとし

て認識されているということです。基本的人権と言いかえてもいいと思います。

私たちが社会正義研究所でやっていることも、そういう人権という立場から難

民が抱えている問題を考えていこうということですが、教育についてもそうい

うことです。

それから、教育というのは、住んでいるところを追われた一英語では

displacedという言葉が使われますが、あるいはまた多くの場合さまざまなトラ

ウマを経験した難民児童の社会的な心理ニーズを充足するということが重要な

んだということを言っています。教育というと、私たちはすぐ何か知識を得た

り技能を修得したりということを考えがちです。もちろん教育が持っている重

要な役割はそこにもあると思いますけれども、しかし難民という立場を考えた

場合に、そういう「社会的な心理ニーズ」という点は非常に重要であります。

私の専円である社会福祉の立場でも、社会的心理ニーズということに焦点を当

てるということは強調されております。国連でそういう立場から教育というの
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を見ていくということは非常に大事なことだと思います。

もう一つは、日常生活に枠組みを取り戻す。言葉遣いが難しいですが、

structureという言葉を使っています。私たちはある意味で堕かな日本の社会で

日常生活にそんなに苦労することなくやっています。生活のstructureというの

はある程度できています。しかし、戦争、内紛、さまさまな経験の中でそうい

う生活のstructure自体が壊されてしまう。子供もその中に巻き込まれる。そう

いう structureを何とか取り戻そうというのが教育の一つの重要な役割である

わけです。

それから、ちりぢりばらばらになり親しい人との関係を失った、そういう子

供たちに集団活動を提供する。将来、自分の本国に帰るということも含めて、

将来に対する建設的な態度を育成していく、はぐくんでいくということが重要

だということが言われております。

それから、もっと基礎的なことですけれども、難民状況において必要とされ

ている生存維持、厳しい状況でも何とか耐えて生きていくということを子供た

ちにきちっと教えるメッセージ。それから、そのためには具体的な生活上の技

能、スキルというものを伝えるということ。さらには、恒久的な解決策につな

がるための知識と技術の習得。これらが非常に具体的に教育の課題になってく

るということでございます。

教育事業の種類をこれからお話しします。

(表2)

難民教育事業の種類

-就学前教育 (Pre-school)

・初等学校 (Primaryschool) 

・中・高等学校 (Secondaryschool) 

・職業訓練 (vocationaltraining) 

・大学教育(試行的)

・成人教育

既に鬼頭先生もお話になりましたけれども、段階的に言うとOHPに見られ

るような形になっているということです。日本の教育システムと必ずしも同じ

ではないんですけれども、幼稚園というか保育所などのPre-school、就学lì~の教

育です。それから、初等学校、これはPrimarySchoolと言われる通り、小学校

です。後で言いますように、年数がアフリカでも各国によって速います。それ
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からSecondarySchool、これは中・高等学校と訳しております。日本では高等

教育というと大学が中心ですけれども、ケニアでは8年間のPrimarySchoolのあ

との4年間をSecondarySchoolと呼んでいます。もう一つは、職業訓練、

Vocational Trainingで、先ほど既に話が出ました。それから、まだ難民のため

の教育としては非常に試行的な段階にありますけれども、大学教育があります。

それから、さまざまな成人教育という格好です。私の役割は主にPrimarySchool 

とSecondarySchool、これはFormalEducationというふうに言われ、公教育と

訳していいのかどうかわかりませんが、その部分をお話ししたいと思います。

まず、難民のことを考える前に、アフリカ各国で教育がどういう状況にある

のか、いろいろなデータがあろうと思いますけれども、一つの指標として、就

学率、それから特に女子の就学者の割合一女子の就学率が悪いということもあ

りますので、そこに焦点を当てようということです。

(表3) +"フリカ各国日目 初等学阪と中・高等学肢の
修学年叡/総蹴学率/白子就学者の割合・

国名
(a) 

ブ11.ンヲ
エヲブト
ヱテオ巳?
ケニタ
ILワツタ
νマリ7'
南?フリカ
スータシ
ウプ1'/タ
タシザ二7'

修理"ft'1'I! ($:f:) 

初等 中・高等

6 4+3 
6 3+3 
6 2+4 
8 4 
7 6 
8 4 
7 3+2 
6 3+2 
7 4+2 
7 4+2 

総L'.t~担窓(%) ロヲo.tゆ奮の割台(%)

初事 中・高S 初等 中・高事

69 7 45 38 
101 80 45 45 

22 11 41 47 
95 29 49 41 
77 10 50 38 

" 7 
34 37 

109 71 49 53 
51 21 43 45 
80 14 45 35 
68 5 49 43 

i主1】出向 1994 UIIESCO銃計年鑑 i主3)額申の (b)【c)Iま.修理F年m
i主2)各国の踊稲の銃計 i主4)s中の (d)(e)は.初等.中・高E草学膝包のf:蹴学窓

就学年数というのは、先ほど言いましたが、日本でいう6・3・3制に照らしま

すと、例えばエジプトではそういう格好になっておりますが、これからお話し

しますケニアは8・4ということで、中・高が分かれておりません。ですから、

Secondaryというのが単一の年数でなっています。しかし、こういう国はアフ

リカでも少ないと見ることができます。

次に総就学率を見ましょう。 100%を超えているのがあるのはなぜかと思われ

るかもしれませんが、行き直す、再就学をするという子供も含めますと100%を

超えてしまう。それだけ進んで、いるということは言えるわけで、エジプトや南

アフリカは非常に進んでいると言えます。それに比べて初等学校でも大変低い

ところがある。

ケニアは、アフリカの中では教育としては相対的に進んでいると言えます。
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しかし、いわゆるSecondarySchoolになりますと、全体的に非常に低い。また、

女子の就学者の割合、これは就学している者の中で女子が占める割合というこ

とですが、ケニアでいうと初等学校は約半分ということでフィフティー・フィ

フティーに近いんですけれども、中・高等になるとやはり低くなるということ

です。多少国によって女性のほうが高いところがあるというのはちょっとよく

わからない部分があります。それは別にして、ともかく女子の就学者の割合は

相対的に低いということについては、ケニアの詳しいデータでさらにお話をし

たいと思います。

先ほどのガイドラインに基づきまして、学校教育に対するUNHCR援助の

具体的な中身ということをお話しします。

(表4) 学校教育に対するUNHCRの援助

• UNHCRは.11民児'のために‘初等学綬入学から少なくとも中・
高等学校の1ftー段階の~Jltt験まで.段階的な教育繍会を保E
すべきである.

・多数の蝿民が途上国の過疎的地織に流入した11合の段階的教育:

111股JIIt=リクレーション的/準備的教育

M2段階=非公的 (Non-Formal)教育

2f.I3段階=通常微宵に準ずる段階

A 本国のカリキュラムの回復

8 受入国のものとの混合カリキュラムの導入

・帰還がさらに週れた11合.または相当散の定泊者がいるtI
合、相互の合aにより.受入国のカリキュラムの141mも.

ケニアli.そのことをm民自身が決定した.

まず、難民児童のために、初等学校入学から少なくともSecondarySchoolの

第1段階の卒業試験までが基本的な援助の対象ということになっています。です

から、これは日本でいうと6・3・3制の前の3、中学卒まで、すなわち義務教育

までというふうに理解していただくとわかりやすいのではないかと思います。

その場合には、段階的な教育機会をUNHCRが保証すべきだということを言

っております。

もう一つは、難民が流入してくる、先ほどの受け入れ国あるいは庇護国に流

入してきた場合に、段階的に教育を発展させていかないといけないということ

が書いてあります。ここは大さ'っぱに見ていただいて、重要なのは、レクリエ

ーション的なことからだんだん通常的なノーマルな教育に移っていくというこ

とを示しているわけですけれども、特に第 3段階で本国のカリキュラムを回復

していくということが課題になるとか、それから期間が長くなりますと、その

受け入れ国のカリキュラムと混合のカリキュラムを導入するということが必要

になる。 l帰還がさらに遅れてきますと、あるいは受入国への定着者が相当数い

る場合には、難民と受入国との合意により、受入国のカリキュラムを採用する
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こともあります。ケニアでは、難民自身が受け入れて、ケニアのカリキュラム

が使われています。それから中、高等学校を卒業した青年のための教育は、準

専門的技能を獲得するための援助というような言われ方をしています。それに

は奨学金、それから訓練事業ーこれは低料金のものというようなことが、あえ

て書いてあります。こういう人たちには、将来のリーダ一、すなわち中級レベ

ルの行政マンや技術者として、そのための訓練を受けるというような位置づけ

がされています。大学あるいはそのレベルの学校に出席できる奨学金は極めて

限られています。後で言います JRSーさっき説明が簡単にあったと思います

けれどもーという NGOは新たに大学レベルの教育を受けられるようにという

実験的な試みを始めております。そういうことをUNHCRとしても、直接は

やらないけれども、支援していくということかと思います。

いよいよケニアのほうに入っていきたいと思います(表5)。このOHPは、

ケニアのカクマキャンフ内のSecondarySchoolです。ケニアというと、さっき

言いましたように6キャンプありますけれども、これはカクマの 3つのキャンプ

の合計です。

(表5) -中・高等書ヰ党D学生毅 〈ケニア、力クマ・キャンヨ羽〉

柱Hd 国値副

学生叡 割台(7.) 学生政割台(X)

男子 2372 95.7 ス-~ブン 2373 95.7 
口子 108 4.3 ケ二? 66 2.7 
計 2480 100.0 νマリ7' 15 0.6 

年齢副 エチオヒ? 8 0.3 

学生猷割合ω ブIL:::ノヲ 8 0.3 

11-14歳 2 0.1 コンコ a 0.2 

15-18歳 630 25.4 ILワシタ 3 0.1 

19-21歳 1381 55.7 ウガツタ 3 0.1 

22-25歳 460 18.5 計 2480 100.0 
不明 7 0.3 
言十 2480 100.0 

ここに見られますように、 SecondarySchool になりますと、少なくともキャ

ンプ内ではこんなに極端な差が出てきます。ほとんど女子はSecondarySchool 

に行っていないということが見て取れると思います。それから、年齢別に

Secondary Schoolというと18歳ぐらいまでのことを考えますけれども、成人あ

るいはそれに近い年齢の人が大半を占めているということであります。

それから、国籍は、先ほど既に説明がありましたように、スーダンからの難

民を受け入れるということからカタマキャンフが作られたということもありま
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して、学校もスーダンの難民の人たちの要求からできてきたという経緯がある

ため、圧倒的にスーダンの国籍の学生が多く、あとは非常に少ない。ただ、こ

こで注目していただきたいのは、ケニアの人が含まれているということでござ

います。 SecondarySchoolのほうは約3%ということですけれども、後で言いま

すが、 PrimarySchool になりますとがH制の現地民、地元民が同じ学校で学習し

ているということがあります。このことについては後ほどお話ししたいと思い

ます。

今のがSecondarySchoolですけれども、 PrimarySchoolもカタマキャンプの

全体のデータが欲しかったんですが、それが今回は得られませんで、私たちが

訪問しましたUnityという悶有名詞のついたPrimarySchool に訪問したとき、

墜に強つであったのを写真で撮りまして、それをこういうふうに書き直したも

のでございます。こんなふうに男女でPrimarySchoolで、も差があります。年齢

は、御覧のようにPrimarySchoolで、も成人間がかなり合まれている。あるいは、

本来SecondarySchool に行くような年齢の人たちがかなり合まれているという

ことがあります。

それから、国籍別ですが、国籍はやはりスーダンが圧倒的だということで、

このカタマキャンプの小学校の場合にはケニアの地元の人は非常に少ない。こ

れは理由を聞き損ねておりますけれども、全体にはPrimarySchoolですから、

ケニアの地元の人たちはSecondarySchoolよりも多いということは知られてお

ります。

あとは、トピックス的にケニアにおけるFormalSchoolあるいはFormal

Educationの特徴といいますか、あるいは強調点ということをお話ししたいと忠、

います。

(表6)

ケニア難民教育における女子教育の重視

• H民に対する公教育では、女子の低い入学率、出席率
の低下とその結果としての高い中途退学率が、女子を

取り残しきてたので‘教育プ日グラムの中で女子に焦
点が当てられるようになった、

・このプ口グラムは、その原因である、若年結婚(出
産)、家事・総務の過大な負短を取り除くことを課題
としている。

・女子生徒自身には.学校に行き続けることへの動償付
けが行われた匂

・これらの努力の結果、過去 5年間に入学と出席が21% 
噌加した。
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先ほどから言っていますように、女子の就学率が非常に悪い。中途退学率も高

い。そういうことから、 UNHCRも含めてケニアで難民教育を進めていく上

で、女子教育に重点を置くということに焦点が当てられるようになってきまし

た。

その原因は、先ほどもありましたように、いわゆる若年結婚あるいは早婚で、

また子供がすぐ生まれる、たくさん生まれるというような、日本とはちょうど

逆の状況があるわけです。 12歳、 13歳、日本でいうと小学校のふ 6年生ぐらい

から結婚してしまうという子が決してまれではないということ。そして、すぐ

家事や雑務で過大な負担を強いられるということで、学校を途中でやめざるを

得ないということがあるわけです。女子生徒自身にも、そういう環境が一般的

だということで、学校に行き続けることの意欲が失われていくために、生徒自

身にも動機づけをしていくということが強調されております。これはある程度

UNHCRの自己宣伝ですけれども、そういう努力をすることによって入学と

出席が増加したということが一応報告はされております。しかし、なお非常に

女子の教育が取り残されているという現実は変わりはありません。

もう一つ非常に印象的だったのは、平和教育というのがケニアでの初等教育、

特に難民のPrimarySchoolで強調されているということで、実際にカリキュラ

ムの中に統合されている。

(表7)

ケニアでの初等教育における
平和教育

-初等学校では、平和教育と環境殺育もカリキュラムに
統合されている.

・平和教育は、万一抗争が生じたi場合、それらを避けた
り、友好的な方法で処理する上での個人的な自覚と責
任に焦点を当てている.

・生徒の忍耐、コミュニケーション、傾聴妓術のレベル
を高める。究極的に生徒が平和的な人間になることを
目指している.

・同時に、平和教育は、彼らが本国で経験した暴力、戦
争、待問に対する癒しの過程でもある.

先ほど環境の問題、資源の問題というのがありましたが、実は環境教育も位

置づけがされておりますが、時間の関係でそれは今回は省きたいと思います。

平和教育というのは、難民を生み出す背景にある抗争ーさまざまなものがあ
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ろうかと思いますけれども、そういう場合にそれらを避けたり、あるいは友好

的な方法で対処していく、そのための個人的な自党や責任を小さいころから植

えつけていくということが言われております。それから、厳しい状況の中で忍

耐していく。あるいは、意見の違う人との問でもコミュニケーションをきちっ

と保っていくという努力をする。あるいは、相手の意見をきちっと聞く傾聴技

術。これは私の専門の社会福祉でも非常に強調されていることでございますけ

れども、それが大切です。究極的に生徒が平和な人間になるということを、こ

の平和教育は目指していると考えられます。さらに、先ほどガイドラインの最

初に言いましたけれども、非常に厳しい状況でトラウマの経験を持っている子

供たち、目の前で殺され、暴力を受け、拷問を受けるということを見聞きして

きた子供たち、その子供たちに癒しを与えることも平和教育の重要な課題だと

言われているわけです。

次は、ケニアの国内でのキャンプの教師です。

(表8)

ケニア国内キャンプでの難民教師

.教育を含め.キャンプでのすべてのサービスは.磁民

自身によって実旅される。これは、総民の能力開発
(capacity building)の方法と見なされてる.

・灘民は、キャンプ内で週末および学絞の休み期間に開

かれる入門コースおよび現任教員研修を過して訓練さ

れる.

・教員の採用に際しては、母国で教員としての訓練を受

けた人が優先されるが、彼らも技術の向上のために、

定期的に研修を受けている.

先ほどは生徒の状況を言いましたけれども、先生はどういう状況にあるのかと

いうことです。これは後でまとめのときに特に強調したいと思いますけれども、

キャンプでのすべてのサービス、それは難民自身によって実施されることが原

則だということです。それは難民がcapacitybuilding-一能力開発と訳しました

けれども、そういうことを身につけていく、自分自身で物事をやっていける力

をつけるといいましょうか、なかなか難しいですけれども、そのために、難民

自身が教師になっていくということも非常に重視されています。

しかし、現実には専門的な教育を受けた教師というのは難民の中にそういる

わけではありませんから、一定の入門研究や、現任教員研修を通して訓練がさ

れると書かれています。これも現実にそういうことが努力されていると聞きま
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したけれども、しかし実際には難しいために、なかなか教師の質を維持するこ

とは難しいという現実があります。

それから、採用ということから言うと、当然本国で教員としての訓練を受け

た人が優先されますけれども、そういう人たちでも長年教育に従事していない、

あるいは昔教師をしていたというようなこともあって、今日の教員としての技

術の向上のために研修を受けるということも一応課題になっております。

この後すぐ出ますけれども、ケニアの難民対象の学校では合計775人の難民教

師が働いているというデータがあります。しかし、難民にはわからない科目、

すなわちさっきも言ったカリキュラムがケニアのカリキュラムということもあ

りまして、それを補うために、ケニア人の教師が92人いるようです。しかし非

常に大きな差があります。基本的にはさっきのcapacitybuildingという考え方

から、難民自身が教師になっていくということが現実に行われていることがわ

かると思います。

このOHPはさっき言いましたカタマキャンプでの難民の先生とケニア人の

先生ということを具体的に見たものです。

(表9)

初・中・高等学校の教師
ーカクマ難民キャンプー

難民 ケニア人計

初等学校 368 49 417人

旦工高等主藍__1_3_一一一 26 69人

聖r，畦-【初三政責旦重金L
-聖堂民教師の80%以上1;1、専門教育受けていない。

・ケニア人教師は、全員初等学校教師として専門

教育受けている.

特にPrimarySchoolでは圧倒的に難民の教師が多いということがわかると思

います。ただ、さっきも言いましたように、難民教師の80%以上は専門教育を

受けていないという素人の人に研修を受けさせてやっているという現実がある。

これに対して、ケニア人は全員、初等学校教師としての専門教育を受けた人が

なっているという差があるということです。

今度は建物や設備のことを見てみましょう。

私たちが訪問したUnityPrimary Schoolの設備です。ここにいかにも何か倉
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庫のようなものがありますが、こういうのが校舎です。またきちっと整備され

ていない校庭があって、まさに倉庫のようなところで授業が行われているのが

現実です。

これが教室です。黒板は一応あるんですが、重要なのはこの下、土問です。

土問といってもセメントが帖られていない(スライド2)。まさに土の土問。ま

だこの9月6日は夏休み中で、もうすく始まるんだということで生徒を見ること

はできませんでした。しかし、驚くのはここだけではなくて、これは前のほう

だから机がないのかと思ったら、全体に椅子、机はない。全くない。すべての

教室がこうではないでしょうけれども、多くの教室には机、椅子がない。です

から、生徒は立って講義を受けるか、あるいは地べたに座って授業を受けると

いうのが現実だということです。電気もついていません。昼間だからいいかも

しれませんけれども、そういうのが現実です。だから、本当にさっきのガイド

ラインの理念から言うと、高いことがうたわれているんですけれども、設備、

建物はこういう現状だということがすぐおわかりいただけると思います。

このスライドはやはりPrimarySchoolの中で、果物か何かの足し算を示して

いるものです(スライド3)0 3と1と足したら4だということをやっているわけで

す。この教師はdeafpersonです。要するに聡党陣容の先生です。ですから、す

べて手話でやっているわけです。

生徒は手話で答えるということで、これはちょっと驚きました。

全体的な教育の水準が進んで、いない中で、 deafeducationといいますか、そう

いうのをPrimarySchoolの中で教室を使ってやっているということです。何カ

所か行きました。ここだけではありませんでした。そういう意味で努力してい

る面も確認することができたと言えます。

学校の建物、設備について再確認しておきましょう。

(表10)
初・中・高等学校の建物・設備

ーカクマ難民キャンプー

担金一
・半恒久的

・堅などがはげ落ちているところがある

・木造のため白績に食われている

・床がセメント張りではなく土のままである

詮盛ょ盟旦
• 11的不足

・素材の質が惑いため長く使えない

・費用がかさむ
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今見ましたように、校舎は基本的には煉瓦と木でつくられていまして、恒久的

なものではない。壁などがはげ落ちている。木造の部分はシロアリに食われて

いるということで、日本でもシロアリの駆除は大変ですけれども、そういう駆

除がされていないのですぐにだめになってしまう。床がセメント張りでない。

それから、設備・用具のことは当然、さっき言った机がない、いすがない。特

にまた教科書がない。ケニアの教科書が、例えばSecondarySchoolの場合には

15人から20人に1冊しかないと言われておりました。どうやって勉強するのか

なと思いました。当然コピーはありませんから、それを回し見をしてやってい

ると言われました。 PrimarySchool になるともう少しいいですが、それでも1
人1冊なんていうのは全くないという現実があります。

先ほど後で言うと言っておきましたけれども、カクマのキャンプで難民と受

け入れ国の関係、あるいは地元住民との関係ということが非常に重要な課題に

なっているということがあります。

(表11)

初・中・高等学校での難民と受入国
ーカクマ難民キャンプー

-教育目標・カリキュラム

-ケニアのものを使用

・学校での使用語

・英語(スワヒリ語は 1教科としてある)
・地元の生徒・学生の割合

・初等学技 約10%

・中高等学校 約 3%

・関係の原則

・難民と地元住民との共生と統合の促進

一つは、さっき言いましたようにケニアのカリキュラムを難民自身が受け入れ

るという格好になっているために、例えば初等教育の場合には、ケニアで初等

教育の目標として掲げられているようなことが、そのまま教育目標になってお

ります。

例えば、国家的な教育の目標は国家的な統一とか、あるいは国民のニーズに

こたえていくということ、あるいは個人の発達とか自己実現ということ、ある

いは社会的平等を向上させることなど、そういうことが目標としてされている

のですが、それらがそのまま難民の教育の目標にもなっている。あるいは初等

教育の目的ということからいうと、読み書きや算数や手芸というようなことが
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具体的なこととして強調されたり、あるいは自己表現の力をつける、あるいは

自立心を高めるということが、ケニアの子供たちに行われていることと同じよ

うに行われているということです。

それから、学校での使用語はMediumof Instructionという言葉が使われてお

りまして、それはケニアの教育システムですから英語です。スーダンの難民が

圧倒的に多いということもあるでしょうけれども、英語が使われております。

それで、スワヒリ語は教科の一つの中にあるということです。スワヒリ語は地

元の人たちにとっては一番familiarな言葉ですが、それは使用語にはなっていな

いという現実があります。ですから、そういう中での問題も当然あろうかと思

うんですけれども、今回の現地調査の中ではあまり詳しくそういう問題点が明

らかにできていないと思います。

それから、先ほど言いましたけれども、地元住民の生徒・学生の割合は、さ

っき言ったとおり少ないですけれども、例えばカクマの場合にはトゥルカナと

いう部族一遊牧民で、後でスライドにも出てきますけれどもーの子供たちが一

部含まれているということです。そういう難民と受け入れ園、あるいは地元住

民との関係は、共生と統合を促進するということが一応理念として言われてお

ります。しかし、現実にはごく少数の地元の人が加わっているにすぎないとい

うことで、理念と現実のギャップを感じたというのが正直なところです。

ちょっと飛んでしまいますけれども、大学生のための遠距離学習ということ

が、特に上智と同じイエズス会がやっているJesuitRefugee Serviceという NG

Oがさっき言いましたように実験的に大学のための教育に取り組んでいます。

この会場には上智大学の学生の皆さんも多いので関心を持ってもらえればとい

うことで、紹介したいと思います。

資金は完全に民間資金で運用されています。さっき言いましたようにUNH

CRはFormalSchoolと言われる部分にしか資金を出しておりませんので、大学

教育は民間のレベルで完全にやられているということです。 98年に出発したと

ころで、まだ卒業生は出ていないわけです。これは南アフリカ大学、 University

of South Africaとの契約で、そこが世界的にやっている通信コースの一部をこ

こでやり出しているということです。普通、通信教育というと個人単位で郵便

を使ったり、あるいは他のメディアを使ったりしてやるわけですけれども、そ

ういうことができないので JRSがその媒体になって、後でスライドを見せま

すけれども、試験をある教場でやらせて、答案を集めて郵送して、それで採点

を受けたものをまた JRSが集めてグレードをつけていくということをやって

いるわけです。

学生数はまだまだこういうレベルで、まさに実験的なレベルです。年齢はこ

ういうことです。国籍はエチオピアの人が多いということで、この辺も非常に
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特徴的なことです。

(表12)
大学生のための遠距離学習(2)
-Jesuit Refugee Service-

-教師

・校長 1人/助手、図書司書2人/テュータ-9人

計 15人(内‘鍛畏12人)

-チューター: 多くは修士、少なくとも学士

・建物・段備

-独立の建物

・電気、電話がない

・図書が非常に少ない

・外部の資源へのアクセスがない

図書、インターネット‘ E-MAILなど

教師はいるのかということになるんですけれども(表12)、校長とか助手のほ

かに、直接的な指導をする人としてはtutorと言われていた人が9人いるという

ことで、全体には15人のスタッフで、やっています。そのうち12人が難民だとい

うことで、 tutorも7人が難民だったと思います。このように、大学のための媒

体的な教育活動の主な担い手も難民自身だということがわかると思います。彼

らの多くは修士のdegreeを持っている。少なくとも学士ということでした。こ

ういう人たちを集めることも大変だったと思うんですけれども、その役割を

J esuit Refugee Serviceがやっている。建物・設備などは今からまたお見せした

いと思います。

スライドで見ましょう。この建物がいわゆる大学と呼ばれているんですけれ

ども、 DistantLearning Centerという一つの建物です。後で全体像が出ます。

ここは事務室兼ライブラリーですけれども、ライブラリーといってもこのサイ

ドだけにしか図書はありません。ほとんどが古本的なもので提供を受けたもの

だということでした。ともかく大学だけれども、上智大学のこの図書館には何

万冊あるのか知りませんが、そういうのから比べると、まさに個人の蔵書に近

いレベルの量しかないと言えると思います。

これは教室です。実際に来て勉強している学生がおりました。この建物は、

後で全体像が出ますけれども、 Primary. School に比べると、床がちゃんと張ら

れていますし、机も一応あります。窓らしきものもちゃんとあるということで、

この建物はまだ相対的には恵まれているとコニーさんは言っていました。夜の8

時ぐらいまでここは開いていると言っておりました。学生がここへ来て自分で

勉強する。教科書は南アフリカ大学の通信教育で使っている教科書を JRSが
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調達して、それを学生に配付するという形です。

これが全体像です。やはりこれを見ますと大学というイメージは持てないか

もしれませんけれども、しかし、相対的にはしっかりしたいい建物です。周り

の校庭もさっきのPrimarySchool に比べると、木々も多いし、比較的いいなと

いう感じでした。

そろそろまとめに入りたいと思います。

最初にお断りしましたように、私自身が難民のことについて十分分析してお

話しするだけの力を持っていないということもありますし、この研究はまだこ

れからきちっと分析をして報告書をまとめていくということで、現在の段階で

はまだごく一部のことしかまとまりができていないと思います。最後にお話し

したいのは、私たちはNGOに対する予備的な調査をやりました。英語で

questionnaireを作って、そして波して滞在中に1きいてもらって返してもらうと

いう、相手にとっても大変厳しい要求をして回収してきたものの一部が、この

Lutheran World Federationというカタマキャンプではformal教育を中心的に

担っている非常に大きなNGOです。それ以外のことをもやっておりますけれ

ども、カクマで肢も大きなNGOでしょう。

このNGOがそれが調査の回答として2つのことを強調しておりました。

(表13)

難民への教育活動についての意見
一LutheranWorld Federation-

-灘民の経済的・社会的自立について
. it民を経済・社会的に有用で生産的な一員とするた
めの知様・ f主能および積纏的態度を持てるようにする
ことに重点。

・能力開発 (capacltybuilding)のための意思
決定参加について
・総良教師と純良による教育委員会が.教育問係の課題
に関する意思決定に診加。 LWFの教育調整事務所のメ
ンバーと協働. l定期的会合、コンザルテーション
およびキャンプ内での分担作業を過して)

一つが、難民の経済的、社会的自立についてどういう意見を持っているかとい

うことについてです。多少簡略化しているんですけれども経済社会的に有用で

生産的なーこれはproductiveという言葉を使っておりましたけれども一一員と

するための知識・技能及び積極的な態度を持てるようにすることに重点を置い

ているということでした。彼らの言葉で言うとself-relianceを高めるんだという

ことを書いておりました。
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もう一つは、先ほども言いましたcapacitybuildingに関することです。その

ために、特に意思決定に参加するということがどの程度行われているかを聞い

たんですけれども、難民の中に教育委員会というのが作られていて、難民教師

と難民の代表が加わって、 PTAに近いものかもしれませんが、そういうもの

と、 LWFのEducationalCoordination Officeのメンバーが共同して決めてい

くということが書いてありました。定期的に会合を持ったり、コンサルテーシ

ョンをしたり、あるいはある分担作業をしたりすることによって物事を一緒に

決めていくというシステムが一応目指されているということでした。

要するに、難民の教育という場合に、だれかから押しつけられて技術や知識

を与えられるというのではなくて、難民自身が自分たちの生活を自立させてい

く、そして力を自分たちでつけていくということが重要だということです。こ

ういう視点を今回現地調査等を通して知ることができたと思います。そのこと

を今後もっと分析をしていきたいと思っております。
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質疑応答

司会 それでは、先に質問をお受けします。来ていらっしゃる方には、いろい

ろご参加なさって、実際に今のお話のケニアにいらっしゃった方もいらっしゃ

ると思いますので。

質問者 私は上智大学の文学部の社会学科2年に在学中の宮下由香と巾します。

私は今年の夏、一ヵ月強力クマに滞在しておりました。さきほど冷水先生がお

っしゃられたLW F (Lutheran World Federation)という NGOのカウンター

パートである「わかちあいプロジェクトJという日本のNGOのワークキャン

プのツアーに参加という形での滞在でした。実際にカクマに滞在した帰還は8

月3日から9月5日までの33日間です。ですから滞在日程としては、今回いかれ

た教授方とはちょうど入れ替わりになります。

今回、私は初めて難民キャンプを訪れたわけですが、初めて受けた印象を申

し上げますと、カクマは予恕よりもずっと而積が広いということでした。使宜

上カクマ1、2、3というエリアに分類されていて、確かカクマ1が一番最初にで

きたキャンプ、難民居住区域だったと思います。古いキャンプだけあって、彼

らの家も古く、壁は土、屋根は草、扉はアルミ缶を~IJばして作られているもの

が多かったです。ここで言えるのはキャンプ設立以来、改築させる余裕は個人

の部屋にはなかった、という事実です。 1992年、スーダン内乱によりスーダン

人の避難民が大足にトゥルカナ地方、今のカクマ・キャンプがあるところです

が、そこに逃げてきて、自然発生的に、必要に駆られて設立された難民キャン

プだと伺いました。やがて更なるスーダン難民や、周辺国一エチオピア、ブル

ンジ、ソマリア、コンコなどーからの難民もカクマに逃げてくるようになって、

カクマ2，3が作られました。カクマ1のすぐ傍にはコンパウンドという UNHC

RやNGOのオフィス、スタッフ用の宿泊施設、食堂などがありまして、ゲー

トには守衛がいて、終日瞥備態勢であるといえます。そのコンパウンドから歩

いて15分"'20分くらいのところにエチオピア人コミュニティーというエリアが

あります。私はそこでNGOメンバーと一緒に図書館を建設しておりました。

今回は、カクマと教育に関する研究報告会ということなので、図書館建設の

ことよりも、今回の資料と、カクマでの実生活との整合性について言及させて

いただきます。それと私が見たことや感じたことを少しお話しさせていただこ

うと思います。

まず、どうしても伝えようと思ったことからお話させていただきます。今回

の資料の4ページの左側。一番上の「初・中・高等学校の教師ーカクマ難民キャ

ンプーJという表をご覧ください。私はここに書いであるUnityPrimary School 

で2年間教師を勤めているケニア人の人とすごくや11がよかったんですが、冷水先
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生、チタイ・ワンダーティという人はご存じですか。

この資料には、ケニア人の教師が49人と書いてあります。しかし現在、実際

は約半数しかいません。 9月から新学期が始まるのですが、その直前のミーティ

ングで、 25人前後が解雇されました。しかも教師全員、給与は2ヵ月滞納されて

いるようです。それは私がカクマを離れる直前に、そのケニア人教師から聞い

た事実なのですが、そこまで資金が厳しいのか、と大変ショックを受けました。

9月3日から始業なので、おそらく先生方が行かれた時には、もう授業は始まっ

ていたと思います。さきほど名前がでましたチタイ先生は、この始業式の日に

学校に行きましたが、生徒がたつたの6人しか登校しなかったそうです。たしか

そのUnityPrimary Schoolの生徒数はと、こかの表に載っていましたよね。生徒

が来ない理由は、生徒側と教師側と両方にあるんです。まず生徒のほうでお金

がないー授業料は無料なのですが、ノートや鉛筆などを買えないーので、学校

に来ることが難しい。教師の側はーこれは運営側の問題なのですがーUNHC

Rが教師に給料を払えないのが原因です。学校に関する問題は他にもあります。

教室には椅子だけで机もない学校がほとんどです。私は小さな小学校で一度英

語の授業をしましたが、そのときに黒板の質には驚かされました。黒板はぼろ

ぼろで、チョークの質も悪く、字が書けないのです。

先ほどご覧頂いた表の2つ下、 4ページの左側一番下の表に、学校での公用語

は英語とスワヒリ語と書いてあります。カクマ・キャンフにおけるマジョリテ

ィーはスーダン人です。彼らは英語をもともと話せるのですが、そうでない人

たちもたくさんいます。コンゴ人、エチオピア人、フルンジ人など、自国にい

たころには英語もスワヒリ語も話していなかった人が多いんです。公用語がフ

ランス語だった園、自分の国の言葉ーエチオピア人のアムハリ語などーしか使

わなかった国から逃げてきた人たちは、英語とスワヒリ語をケニアに逃げてき

てからはじめて勉強しなければならない。しかし中には殆ど英語を話せない人

も多いです。これは特に年配になってからカクマに来た人に顕著に見られるケ

ースで、周りとコミュニケーションをうまく取ることが出来ていませんでした。

英語を話せる人たちの聞にも色々な問題があります。なまりが国によって全然

違うんです。例えばスータン人についていえば、彼らはそういう文化なんでし

ょうが、下の歯を抜いてしま人が多く、言っている英語がよくわからないとう

こともたびたびありました。わかりにくかったですよね。

冷水 いや、直接難民とは話をする機会はほとんどなかったから。それは大変

残念でした。

質問者 そのことでも大変で。例えばpeopleという単語一つでも、ソマリア人

はボーボ一、エチオピア人ならビープル。国籍によって全然言っている英語が

違うので、違う言葉に聞こえてしまうんです。私は「日本人の英語の発音を生
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徒の前で話してくれJと頼まれて小学校で簡単な授業のようなものをしました。

その英語と書いてあるところの下に、「地元の生徒・学生の割合、初等学校、

約10%J と書いてあります。この地元の生徒というのは主にトゥルカナ民族の

ことだと思うんですが、このトゥルカナ民族と難民の関係というのが、カクマ

ではすごく大きな問題です。特に近年の自然環境の悪化により、双方の関係は

より悪くなってしまっています。

カクマはもともとトゥルカナ地方というところにあるところの地名ですけれ

ども、カクマの難民キャンプのすぐ隣にタラチ川という大きな川があるんです。

水源であったと思われる、そこは今干ばつで2年問、干上がっています。小雨が

たまに降ったときにちょっと水がたまる程度で、水が流れることははっきり言

ってありませんでした。トゥルカナ民族の人たちは遊牧民族なので、干ばつが

起こって草が生えないとヤギやラクダが死ぬ。ヤギやラクダの放牧しか自分た

ちの生活の胞はないので、そうすると何もできないんです。それで、 トゥルカ

ナの人たちはトゥルカナ語という自分たち独自の言葉を持っていて、大体ほと

んどの人が英語やスワヒリ語を話せません。だから、教育を受けようにも教育

も受けられないし、もともと遊牧民族だから定住という生活スタイルが彼らに

はないので、学校に行ってもまたすぐどこか別のところに移住するからという

感じで、とにかく彼らは餓死者もたくさんいますし、大変です。

初等学校、約10%と書いてありますが、これは実際は子供には小学校でポリ

ツジ、おかゆが配給されるんです。子供がそのおかゆ欲しさに来るだけで、先

生もみんなそのことが問題だと言っていたんですけれども、おかゆをもらうと

みんなトルカナの子供たちはすぐうちに帰って仕事を始めるそうです。そうい

う感じだから、難民と地元住民との共生と統合の促進というのは、現実と大き

く離れているのを感じました。

このトゥルカナ民族というのはとにかく本当に貧しくて、難民に雇われてい

る人たちもいます。難民にハウスキーパーとして雇われている。難民のほうも

そこまで裕栴ではないんですけれども、とにかく道を歩いていると、 トゥルカ

ナの人たちというのはbeggarなんです。お金をくれ、食べ物をくれと言って、

腕をつかんではなさない人もいるし、とにかく見ると、何かくれ、何かくれと

いう感じで、私はそれがすごくショックでした。トゥルカナの人たちの中には

UNHCRに雇われたりとかで食堂とかで働いている人たちもいます。私が働

いた図書館建設にも 1.......2入居われたトゥルカナはいましたが、ケニア公用語

のスワヒリ語もできないので、意志の疎通は大変でした。しかし、ごく一部で

す。

あまり時間がないんですよね。私は言いたいことがたくさんあり過ぎて、時

間がなくて申しわけないんですけれども。
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deaf，のクラスというのは、私も行きました。 deaf，の人たちはPrimarγSchool

とかそういう若い子だけではなくて、もっと大人の人たちのための教会もある

んです。 deafの人だけを集めて、毎週日曜日に教会でみんなでお祈りをしたり

とか、そういうこともあります。私は一度参加しましたが、いいプログラムだ

ったと思います。ここで先生として働いていたEfgeiは、熱意をもって仕事をし

ている様子が見受けられました。

あと、さっき学校が幾つか映ったんですけれども、ちょっと補足をさせてい

ただきたいんですけれども、カクマの建物というのは本当に状況が悪くて、一

番最初に来た人たち、カクマ1に住んでいる人たちは土壁のおうちに住んでいる

んですけれども、土壁と木の柱でできているんです。そういうところは築何年

かたつとシロアリに食われてぼろぼろです。私が建てた図書館は、そこが建つ

前に古い図書館が建っていたんですけれども、それがシロアリに食われてぼろ

ぼろだから建て直してくれという要請を受けて建て直しました。壁をけったら

倒れました。そういう感じでした。だから、そこに新しく建てたのがれんがで、

さっき映ったようなセメントでつくったんですけれども、全部セメントと水で

壁をつくれれば丈夫ですけれども、そんなにセメントを買う余裕もないので、

セメントに砂をまぜて、それを水で、こねてセメントやブロックにして壁をつく

るんです。けれども、実際はセメントが少なすぎて、砂にセメントをちょっと

まぜて、それを水でこねてという感じなので、だから見た目にはセメントでつ

くったものは丈夫に見えますけれども、あれが果たして耐久度がどの程度ある

のかというのは、私は自分で建設しながらすごく疑問に感じたことです。建設

用の泥水を子供が飲んでいたのも印象に残っています。

いろいろあるんですけれども、特に私が一番言いたいと思うことは、難民の

人たちは、私はすごくいろんな友達をたくさん作ったりしたんですけれども、

みんなコミュニティーごと(基本的には出身地ごと)に住んでいるんです。エ

チオピア人コミュニティー、スーダニーズ・コミュニティー、コンゴリーズ・

コミュニティーとか。スーダン人は民族がちょっとあれなので、スーダン人の

中はリンガ・コミュニティーとヌエル・コミュニティーとあるんですけれども、

それぞれのコミュニティーごとにも仲が悪いし。過去にこの民族問で、殺人も

あったそうです。仲が悪いというか、表面的にはすごく仲がいいんですよ。み

んな知っているし、みんなハイとあいさつはするんです。でも、お互いの実際

の歳は何も知らないとか、あえて突っ込もうともしないんです。隣の人の名前

は知っているけど、実際の年齢はず、っと知らないけど、僕はここに5年住んでい

るとか、そういう人もたくさんいました。というのは、皆さん相手に深入りし

過ぎると、中で何かコンフリクトが起こった場合にもう逃げる場所がないから

です。彼らは自分たちがそこに住む生活を、英語で生活するというのはmake
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livingというんですけど、それをsuffering、survivingと言っていました。自分

の家はmyhome、yourhomeじゃなくて、 myplace、yourplaceです。あくま

で自分たちが住んでいるところは地点にすぎないととらえているんです。

こんなに時間を取ってしまってすみませんでした。とりあえずそのぐらいで

す。ありがとうごさ'います。

司会 どうもありがとうございます。

本 本稿は社会正義研究所主催の連続講演会(r世界の難民J2000年 12月 13日)で

の講演をもとに加筆したものである.

ケニアの子供たち校舎の前にて
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ケニアの学校にて、教室での授業風景

ケニア、パソコンを使いながらの授業
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

<述続講演会「世界の難民J>
東ティモール

林尚志
(イエズス会労働教育センタ一所長)

こんばんは。今紹介していただいた林と申します。今日、山口県の下関の方

から来させていただきました。実は今、直前に発表する順番がひっくり返っち

ゃったんです。私がラストのはずだったんですが、 トップに回されまして、頭

がちょっとクルクルしているんですけど‘どうか聞いていただきたいと思いま

す。

東京に着いて、パァッとクリスマスのいろんなデコレーション、イグナチオ

教会の前なんか見たときに思ったのは、一昨日くらいでしたか、この東ティモ

ールの西ティモールとの国境近くのパリボというところで、 300人の国連の兵

士たちがクリスマスを祝ったということが書いてあったんですね。このパリボ

っていう町なんですけども、話はぐっと 1975年まで一応戻ります。 1975年と

いうのは、アメリカがベトナム戦争から敗退した年ですよね。そして、まだ冷

戦構造のど真ん中でした。今日ここにお集まりになっている方は、東ティモー

ルについていろいろと情報をもっていらっしゃる方も多いと思いますし、そう

でない人もいるかもしれないと言われたんですが。そうですね、一昨年くらい

までは.東ティモールといった場合には、何かチベットの東の方にあるところな

のかとか、いろんな質問があって、なかなか難しかったんです。しかし特に去

年は日本のメディアがもう盛んに東ティモールのことを放映しましたので、大

方の方は束ティモールについてのある程度の情報を持っているとします。

ただ、 1975年という年ですよね。この年の前、 74年でしたか、皆さんの中

にポルトガルの人がいるから間違えたら困るけど、ポルトガルの政変があって、

ポルトガルの植民地がみんな解放、独立に向かいだしたとき、東ティモールも

何百年かの植民地が終わって、新しい自分たちの国を作ろうという、自決権を

求める時代に入ったわけです。そしてご存知のように、ティモール島はシンガ

ポールがありまして、スマトラがありまして、ジャワがありまして、パりがあ

って、スンダ列島がぴょんぴょんとあって、そしてフローレスがあって、ティ

モール島ですね。東ティモールはそのティモール島の東半分、日本でいうと四

国くらいの大きさのところです。実は、ここは前の世界大!被の時には 3年半く

らい、日本の軍隊が占領しています。ですから、つい最近‘東京で行なわれた戦

時中の、女性による国際戦犯の法廷には、東ティモールから軍による性的奴隷

制の被害者の女性が来て証言しているはずです。
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そういうふうに何百年かの植民地時代を経て、日本の占領も経て、新しく独

立の過程に入ろうとしたとき、 1975年の 2月 7日でしたか、一気にインドネシ

ア軍(インドネシアという言葉を使うときは、インドネシアを総括して言って

いるのではなくて、その当時の政府や国軍のあり方を言う)が一気に攻めこみ

ましたよね。それから侵略.弾圧、東ティモールの暗黒の歴史が繰り広げられて、

一時はビアフラの危機よりももっとひどい状態に落ち込んで、子供の出生率と

か、幼児の生育年数低下のワースト 1になるとか、ひどい状態が繰り広げられ

ていました。

ところが、 70年代から大体 80年代の後半くらいまで.多分、私たち日本人は

東ティモールのことについてはほとんど関心がなかったんじゃないかと思いま

す。たまたま、いろいろな問題が起こりまして、 1989年でしたか、大体、平定

つくしたといっていたんですが、山の中とかいろんなところには、民族解放のた

めの武装ゲリラと呼ばれるファリンテルという人たちがずっと抵抗していまし

た。ですけど、インドネシアの国軍の方から見たら、一応、平定なったかなと

いうんで、国内難民がたくさん出ました。そして、その国内難民の強制移住と

か、いろんな問題があった。それから避妊薬を売って、人口を減らしていこう

という。だから、東ティモール問題というのは、 20世紀の我々の、人類がやっ

たジェノサイド、 20世紀の皆殺しのいわば一つのケースだ、ったと思います。そ

して 1989年に、とりあえず海外に対しては、インドネシア 27番目の州として、

一応開放したんですね。

わずかの人が中に入ってきました。しかし.玄関は厳しくて、なかなか中に入

ることは難しかったし、入ったとしても徹底的にマークされて、取材の自由と

か、そういうことはほとんど難しかったですね。僕自身は、 91年にいろんな事

情で入っちゃったんですけどね。入った途端に、インテルというんですか、情

報部にがっちりマークされますし、行動の自由というものは相当なくて、 1年

その動き方によっていろいろ、次の年にはもう東ティモールには入ることはで

きませんでした。デンパサールから、追い返されちゃったんですけどね。それで、

私自身は 5年問、東ティモールに入ることができなかったんです。

その間に東ティモールの中で何が起こったか。世界の人が東ティモールに関

して注目しだしたのは、 1991年の 11月に起こったサンタクルス墓地の虐殺事

件というものだ、ったんですね。それは 75年以後初めて、 1991年にポルトガル

の議会の議員さんたちが、東ティモールを視察のために公式に訪問しようとし

たわけです。それに対してインドネシアの政府とぶつかりがあって‘結局、ポル

トガルの議員訪問団は行かないことに決定したんですよ。ところが、議員団が

入ってきたら本当の現状を訴えようと、ティモールの若者たちは本当に命をか

けて準備していたんです。入ってきたら本当の現状を訴えようと思ってね。と
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ころが、ポルトガルの議員団が同行のジャーナリストの問題で‘一応今回は行か

ないと決めたとき、ティモールの中に集まっていた、準備していた青年.主に青

年のクランディスタイン(地下活動家)の人たちは、がくっときましたよ。そ

こでインドネシアの国軍と警察の方は、準備して集まっている人々を、じゃあ

一気にたたいちゃおうというんで、モタイル教会という教会を襲うわけですね。

そして、そこで一人の東ティモールの青年を殺してしまうんです。それでその

青年のいわば弔いの行列を、ある程度デモ的なこともあったかと思いますけど、

本当に無警告で、間違った理由をでっち上げて、一気に無警告で虐殺したんで

すね。それがサンタクルス墓地の虐殺です。この情報をその当時ちょうどそこ

に入っていたメディアの人たちが、外へ出したんです。そのとき日本から行っ

ていた人も、フィルムを持って名古屋空港に飛び出して、そのままNHKにボ

ーンとフィルムを渡して、一気に世界中のメディアに出たんですよ。そういう

ふうにして‘東ティモールの問題は一気に世界の人々の前に出てきました。

だから、アムネスティ・インターナショナルとか、いろんなNGOが、今ま

で海外でがんばっていたNGOが大きなネットワークを作りながら、東ティモ

ールの自決権の問題に関して、みんな一生懸命協力しました。当時、難民と呼

んでいいのか、とにかく海外に、オーストラリアとか、ポルトガルとか、マカ

オとか、そういうところに出ていた束ティモールの人たちも一緒に共同行動を

とって、東ティモールの独立のために働いたわけです。それで 91年に表に出た、

たたかれた。それから、ずっと国際社会はティモールを注意しながら、一生懸

命に中に人を送りこんだりして、その山の中、プッシュといいますけど、山の

中で活動しているファリンテルとの述絡とか、それからゲリラは常に町の中に

泳ぐといいますけど、民衆の中にあるクランディスタインの運動と組みながら、

じりじりと国際社会の支緩をティモールの独立のために力を出していたと思い

ます。

そこで、経済的な理由とか、いろんな理由において、スハルト政権が転びます

よね。そしてハビビが出てきます。ハピビはご存知のように、メッサーシュミ

ット(ドイツの航空会社)の刷社長をやっていたくらいだから、インドネシア

のこのやり方だったら、 ASEANの中では通じても.国際社会ではこれはいか

んということもあったんでしょう。ティモールギャップというのはオーストラ

リアのダーウィンとここの間にある海底油田ですけど、そのティモールギャッ

プの利権をめぐって、それまでオーストラリアは束ティモールの独立を認めな

い方にいたんですよね。ところがハピビに変わったとき、オーストラリア政権

ももう一回東ティモール政策を見直しました。そしてオーストラリアは、東テ

ィモールが独立するという可能性もあるんじゃないかというようなことを言っ

て、 1999年の 1月でしたか、ハビビとオーストラリアの誰でしたか、東ティモ
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ールの独立に関する住民投票ですか、この可能性を一応認めたようなことを言

うわけです。

それまで長い問、自決権、すなわちレフェレンダム、住民投票をやらせろと

いうことが、東ティモールの中から国際社会に発信されていた。彼らの希望だ

ったんです。そこで、住民投票をやってもいいということを出したのです。それ

は少し早すぎるくらいだったんですけど、東ティモールの人たちは一気にその

準備に入りました。ところが、東ティモールが準備に入ったのと同時に、やっ

ぱり国軍の側も準備に入りましたね。その準備というのは、 ABC作戦と簡単に

いっていますけど、一つ、その自決権を行使する住民投票を徹底的に妨害すると

いうこと。まず、住民投票ということを行なわせない。それから投票に行かせ

ないようにする。それから、もし投票において、万が一、独立を志向するほう

が勝った場合には奪いつくし、殺しつくし、焼きつくすという、三光作戦のよ

うに、徹底的破壊をして、ひきあげるという作戦をたっていました。 1999年の

2月頃には作戦はたっていたと思います。そして、その作戦の具体化としてど

ういう方法をとったかというと、もう徹底的に国内難民化ですね。まず自分の

村から追い出します。誰が追い出したかというと、日本のメディアゃなんかが

最初に知らせたのは、ミリシアという言葉でしたね、民兵。だから、僕はその

頃日本でメディアを、それからインターネットのメディアを見て、驚いたんで

すよ。というのは、ティモールの民衆は抵抗のゲリラ以外、武器を持っていな

いと、僕は思っていたんですよ。ところが、みんな武器を持ち出して、民兵た

ちが独立派の人たちを追い出したり、殺したり、いろんな暴力をふるっている

ということを聞いて、これはおかしいじゃないかと、何かおかしいぞと思って

いたんですよ。

そうしたら、去年の 4月、復活祭の直後に、今まで、聖域だった教会を民兵が

襲ったという事件がリキサというところで起きたんです。そこで何かがおかし

いと，思って、僕も飛び込んでみました。飛び込んだとき、ジャカルタに寄った

んですけど、ジャカルタで、結構はっきりした判断をする人たちにも、民兵とい

うのは東ティモール人なんだということを言われたんですよ。それは何でだろ

うと思いました。確かに束ティモールは 1975年に併合派、インドネシアと併合

した方がいいという人たちがいたから、その流れは残っているはずですよね。

どうなのかなと，思って、まずベロ司教という人に会ってみると、彼が言うには、

民兵は東ティモール人と西ティモールとか他の島から来た人、それから囚人も

いると。プリズナーといいましたね。そして正気でやっていないと。つまり麻

薬とか、そういう自分たちが作ったような薬を飲まされてやっているというよ

うな情報を受けたんですね。そして、どんどん国内難民は増えていって、もう

自分の家から歩いて 3日くらいのところとかに全部散らされていると。何を狙
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っているかというと、住民投票そのものを初めからできないようにしちゃおう

というような状況でした。

ところが、国連側は 5月5日にめちゃくちゃなことをやっちゃったんですね。

めちゃくちゃなことというのは、結局、アナンはインドネシアの外務大臣とポ

ルトガルの外務大臣がその下で話して、住民投票って言わなかったんですね。

住民協議とかつて言ってね。住民投票ということは、一人ひとりの人格を認め

て、投票権を認めて、その多数決でものを決めるという、いわば西欧的なデモ

クラシーの手法だから、アジアは共同体が協議して決めるという、そこでアジ

アとヨーロッパの民主主義的な手法に関して対立があったんですよ。だから、

それを汲んだかどうか、ポピュラー・コンサルテーションということにしたん

です。レフェレンダムじゃなかったんです。でも民衆は、レフェレンダムだと

思っていたんですよね。

そういうわけで、話が飛びますけど、その 5月5日に国連の監視の下で住民

投票を行なう、それは 8月の何日というのを決めたんですよ。 7月の最後の日

曜日に決めたのかな。ところが、民兵の妨害によって、日がずらされるわけで

すね。僕が 5月5日にリキサまで行ったときの経験ですけど、民兵と一緒に国

軍が動いているということがわかったんですね。例えばトラックでもって、共

同行動をしているわけですよ。それで、国軍は自分の兵舎の前でパッと降りち

ゃって、後は民兵ががっと動くと。それを僕は写真を搬りたかったけど、やっ

ぱりピピッちゃって、撮れなかった、はっきり言ってね。だけど、やっぱり B

BCの人がどこかで国軍が指導しているというようなことを撮ったんですね、

それはやっぱり国際社会に訴えられました。なぜかというと、 5月 5日の団連

の下での協定は、インドネシアがこの束ティモールの自決権の行使に関するプ

ロセスを保障して守るという、インドネシアの軍と警察が守るということを保

障していたにもかかわらず、実際は軍がミリシアを作って、武ggを渡して、投

票の妨害に動いているという証拠がどんどん挙がってきましたね。でも、日本の

メディアは初め、そういうことを積極的に報道しなかった。

そこで、あちこちで虐殺だとか、焼き討ちだとかいろんなことが起こりまし

た。インドネシアの国軍とミリシアを使った国軍の作戦は、片っ端から村を焼

いたり、追い払ったりしてきました。そして、まだ国際社会は具体的には支援

活動ができない状態でしたね。 7月の段階でUNHCR、国連難民高等弁務官

事務所の人が 2人くらい入ってきましたよ。そして、コンボイを組んで、何と

か動いてみました。日本の文民警官はたった 3人です。 1人はジャカルタにい

たから、現場にいたのは2人。それも奥には入らない。そういう状況がずっと

続いて、ことは流れていったんですけどね。やっぱり国連の方も、このまま住

民投票ができるか、いざ投票といっても投票ができるのかっていうような不安
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を感じたんで、 2回延ばしました。 2回延ばして、 8月の 30日にとうとう投票

が行われたんです。

この投票は、僕は 20世紀の劇的なときだったと思います。何百年の植民地、

何年間の日本の占領、 20何年間の軍の弾圧と、その中で僕は投票に行けるのか

と思ったんですよ。なぜかといったら、投票したら殺す。それから難民キャン

プにいた人たちが、水がないんで、水を取りに行っても撃たれる。何とかバナナ

を取りに行っても撃たれる。そういう状態で、どういうふうに投票ができるの

かと。僕は 8月 30日に残念ながらいなかったんです。 22日に帰されちゃった

というか、帰ってきて、日本でテレビを見たとき、本当にたまげましたよ。98.7%

の投票率。考えられなかった。ところが、実際その投票というのは、みんなが

命をかけて投票所に行ったわけですよね。朝早くから何時間も歩いて。これは

人口 80万のティモール人、投票したのは 60何万ですけど、この人たちの 1票

にかける人間の尊厳、この 1票によって人間の尊厳というものを表明するんだ

と。自分の姉さんが拷問された、自分の妹がレイプされて、女子高校生なんか、

レイプされ身体文字をきざまれて、みんな写真を撮られて、写真はインターネ

ットで流される。もう最後は大変でしたよ、ティモールは。そういうことが 2

度とあってはならない。自分の親父が行方不明、兄貴が行方不明、そういうこ

ともあってはならない。だから、この 1票にかけた執念というのは、僕は 20世

紀のものすごい光だったと思います。そういうことで、その投票というのは 17

歳以上の人が行ったんですよね。僕は日本の高校生、特に 17歳がやっつけられ

ているときに、ティモールでは、マカオでも、ポルトガルでも、それからオー

ストラリアでも、 17歳以上の人がみんな命をかけながら投票したんだよという

と、日本の 17歳も目を輝かせますよ。俺たちだ、ってと。国境を越えたら、 17

歳はもう新しい国を作ることをめざして国を作るだけの行動に参加したんだっ

ていうような。

それで、なるべく早くしないと危ないというので、とうとう 9月4日に投票

の結果を発表しました。ご存知のように、 78.何%で結局インドネシアへの併合、

インドネシアへのインテグレーションは Yesという方が負けたんですね。そし

て、独立の過程に歩む、インドネシアの統合に関して Noと言った人が勝った

んです。その 9月4日の夜から、一気に作戦 Cが発揮されました。一気に焼か

れた。一気に追い立てられた。そして、もう計画的に空と陸と海を使って、ど

んどん西ティモールに運ばれました。これが西ティモールの難民の問題ですね。

それから、この軍の指示に従って、この軍は東ティモール人を守ると国際社会

に約束していたんですが。その軍が、民兵が暴れるからといって退避させた。

そこに経験で危ないとわかったティモール人たちは、どんどん山に逃げました。

今度は山への難民ですね。そういうふうにティモール全体が難民化しました。
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そこで、どうしてもやっぱり遅かったんですけど、多国籍軍が 9月20日でした

か、 22日かにディリにやっと入ったんです。これも、この駆け引きに関して、

インドネシアとオーストラリアとゴタゴタやる、どことゴタゴタやる、毎日殺

されているのになかなか入れない。

そういうことで、僕の最初の話は終わります。僕も去年遅かったんですが、

とにかく 11月に入りました。日本の国連関係の人もがんばっていました。 NG

Oももうがんばりだしていました。うんと僻地でもって、看護婦さんがマラリ

アに倒れながら、必死になってがんばっているところもありました。それから

オートパイに乗りながら、がんばっている看護婦さんもいました。それからス

アイの方では、県知事に日本人磯島氏がなってがんばって、いろんな意味で日

本人は少しがんばっていましたね、少しね。それで 11月に入ったときには、ほ

とんど焼け野原で、僕もイエズス会の結構生活がいいところにいたんですけど、

すぐズボンは落っこちゃうしね。どこかにそーっと隠れて、カロリーメイトを

かじるというような状態でしたけれども。どういうふうにして東ティモールは

立ち上がっていくかっていうことを、本当に雨がジャンジャン降ってくる焼け

野原の中で、ティモール人たちはボーっとして、僕らが乗るような車を見ると、

その車を俺たちにくれればいいのになというような顔で見ていたり、国連の、

UNの車は全部破壊されていて、どうして立ち上がるのかつて思っていました

ね。でも、ティモール人はそこから立ち上がってきましたね。そして立ち上が

りの過程に関しての報告が、山田先生とかイリアントさんから続いてあると思

うので、前座のお話をさせていただきました。どうもありがとうごさ守いました。
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山田経三
(上智大学経済学部経営学科教授)

どうもありがとうごさいました。続きまして、私ども、イリアントさんと私

は、 9月の 11日から 23日までの短い期間でしたけれども、東ティモールで調

査することができました。そのことに関してお話ししたいと思います。

今、林さんが話してくださったとおりで、その後どうなったかということで、

ちょうど私どもが着いた 9月 11日というのが、ディリ市において、虐殺された

その 1周忌がここで行われていました。ちょっと地図のディリィ市、そこから

車で、東ティモールの場合は山の尾根をずっと行って、 7時間でここにスアイ

というところ、そこも 200名以上が虐殺された教会なんです。そこに行く聞に、

今お話のミリシア、民兵という人たちは 1年前の過去の話かと思っていたんで

すが、私たち 3日問、ディリから離れたところに行く、その山の途中に、それ

は皆さん、お手元にある「東ティモール、現状と支援J.(キリスト新聞. 2000. 

11. 20 r社説J)の 2段目に書いてありますが、ディリィから 6時間かかるア
イナロというところに行く山中で、突然武装した民兵たちに車が包囲されまし

た。つまり、銃を持って、兵隊の姿でしたね、これが民兵。これは大変と思っ

たんですが、先ほどご説明ありましたけれども、もう少し詳しくいいますと、

J esuit Refugee Ser納vice、JRSといいますが、つまり「イエズス会難民事
業Jというものが、ここのティモールにもおりまして、その責任者から運転手

さんと共に車を 3日間お借りして遠くに行くことができたんです。その途中で

民兵に包囲され、我々は怖れてしまってどうなるかと覚悟を決めてたんです。

けれども運転手さんはさすがに慣れたもので、さっと武装した兵隊のところに

行きまして、いろいろ説明して、あそこの車に乗っているのはバードレ(神父)

だからと、いろいろと交渉してくださって、最終的には通過を許されました。

後でスライドをお見せいたしますけれども。そういう民兵に対して、逆にUN、

そして地元の兵隊がしっかりと非常にものものしく警戒体制で、やっているとい

う様子をご覧になれるかと思います。そこもやはり厳しいチェックを受けまし

たけれども、通ることができました。

ですから、先ほどのお話のとおり、本当に私たちディリの都市だけでない、 7

時間も 9時間も遠いところの村や町、どこに行っても、本当に写真を撮ること

をためらう、できないくらいに破壊しつくされていました。しかも大きな施設

とか、病院とか、教会とかじゃない、それだけじゃない。一般の家が焼きつく

されていた。それは今のご説明のとおりで、つまり投票、 8月30日の投票の後、

徹底的に皆殺し作戦ということが行われて、 1年後に私たちが訪問したときも

そのままの状況でした。

そこで、私たちは社会正義研究所から派遣されて、本来は難民の実態調査と
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いうことでした。今のご説明のとおり、西ティモールに強制的に運ばれてしま

った東ティモールの難民 11万人くらいは未だにそこに包四されていて、身動き

できない状況でした。そこでは国述の職員も、皆さんご存知のとおり、 9月初

めに 3名が民兵に殺されました。そういう状況でしたから、当然国際機関など

最後は全部そこを撤去したわけですから、私たちも入ることはできませんでし

た。そこで私たちの調査というのは、東ティモールにおられる国内難民、そう

いう方々の調査でした。それは JRSがそういうお世話をしているという、そ

ういう状況です。その 3段目に書きましたけど、マリアナという、ディリから

7時間くらい離れたところの職員のフィリピン人神父が言っていました。我々

にとって最もつらいのは、夫を民兵に殺された女性、あるいは母親たちが、多

くの子供を栄養失調による死から守ろうと必死に闘っていると。ここでの闘っ

ているというのは、暴力、武力という意味じゃなくて、毎日の生活の中で一生

懸命努力しているという意味で闘っているということで、我々の力に限界があ

って、本当に無力さに打ちひしがれているという状況をおっしゃっていました。

私たちとしては、一番最後の段落のところに書きましたけれども、地方の小

規模な小学校とか中学校、あるいは病院、こういうところは海外からは全然顧

みられない狭間にある。そして復興のめども今、全然ついていない。これも後

でスライドを見ていただきますけど、校舎も全然使えない。だから、先生はお

られるけれども、どうやって学校を再開していいかわからないという状況です。

そういう中から、無数にありますけれども、せめて先ほどの林神父を始めとし

て、ずっとその厳しい状況のところから既にいろいろと信頼関係、いろいろ緊

密な述絡をとっておられた、そういう方々のところにも行くことができて、そ

して具体的には 7ヶ所の施設、教育関係、病院を私たちはしっかり調査するこ

とができました。それは今後こちらから、彼らの自立をできうる限りお手伝い

したい。その条件はそこに地元の責任者がおられて、そしてその地域の人々の

参加を得ておられる。そして私たちと緊密に述絡ができる。そういうところで

す。それで、日本の全国から寄せられる武重な寄付というもの、やっぱりそれ

はどのように具体的に使われているかということをつぶさに調べる、報告する

という必要があります。そういうことで、一応 7ヵ所。その中の 2つ、スライ

ドにも入れましたけれども、ディリにある、セミナリオ(小神学校)。それから、

その近くの型ヨゼフ高校、これはちょうど先ほど林さんがおっしゃった 17歳、

あるいは 15歳、 16歳の 93名の小神学生が通っている高校です。私どもは毎日、

そこでそういう方々にお会いして、本当に感激しました。その人たちがどれほ

ど一生懸命がんばっているか、彼らこそが自国の再建、新しい国の建設に本当

にがんばる人たちです。毎朝彼らと一緒にミサに参加しながら、たくましい彼

らの内に東ティモールの未来の希望を痛感しました。
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ちなみに東ティモールは、全人口 80万人くらいの中の 90%くらいがカトリ

ックの信者なんですが、私はこの短い調査期間に、おかげさまでいろいろなグ

ループの方々とお話する機会があり、調査できました。 NGOの方々ですね。

既に日本からいろいろなNGOのグループががんばっておられます。その中で

私が個人的に嬉しかったのは、 J1 CA (国際協力事業団)、つまり政府関係で、

再建のための大きな道路とか、インフラストラクチャーの建設をしておられる、

その J1 CAが 30年前、あるいは 20何年前、私は、フィリピンとか、韓国と

かで、そういう責任者とお会いしたときには、幻滅したんです。彼らの倣慢な

姿勢、 NGO、NGOなんて全然関係ないと、もう軽蔑して、我々だけがこう

いう開発のことはできるんだと、そういう J1 CA関係の方がおられましたが、

これは過去のことです。私がいいたいのは、それと比較して、今回同じ J1 C 

Aの責任者とティモールでお会いしたときには、本当に変わっていました。謙

虚さ、そしてNGOの方々、グループと一緒に協力しておりますと。特にこの

地は先ほど言いましたように、カトリックの国ですから、教会との緊密な協力

もして、私たちの任務を果たしております、そういう言葉でしたね。ですから、

将来ともNGOに限らず.日本のそういう政府関係の方々ともティモール・ロロ

サエの再建にあたって、一緒に協力できる可能性があるなというふうに痛感し

ました。

ちなみにティモール・ロロサ工、ちょっと黒板を使いませんけど、嬉しいで

すね、ロロサエというのはこれが正しい国名ですけどね、「日出ずる国ティモー

ル」なんですね。ですから、我々日出ずる国の日本が微力ながら、その日出ず

る国ティモールの新しい国、建設に本当にご一緒に協力できる、そういうつな

がりを大事にしたいなと思いました。ついでにちょっと申し上げますと、その

ティモール・ロロサエだけでなく、イエズス会ではアジア、太平洋、この地域

全体の非常に緊密なネットワークがあります。「アジア・オセアニア・アッシス

テンシィ(地域)J、そこの責任者とか、その地域の方々から、このティモール・

ロロサエの再建には日本人、日本からよろしくというラブコールがござ、いまし

た。つまり、インドネシアから独立して、もう今はティモールにとってはちょ

っと自国自立でいきたい。先ほどもちょっと話が出ましたけれども、オースト

ラリアは既にもう自国のためにティモールを利用する魂胆が見え見えで、原油

を始めいろんな経済的なことがオーストラリア、そこから何か利権を得ていく、

それに利用されそうだ。アメリカもご免こうむる、軍事基地をめざしている。

日本人こそ信頼しますから、よろしくと言われました。お金だけでなく人がき

てほしいと、そういう呼びかけでございました。ですから、日本管区全体とし

ても、イエズス会はそれを目指して、微力ながら何か手伝いたい。そういう意

味では、上智大学も当研究所もいろいろな形で今後ともできると思います。
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そこで、私の話はまずこれだけにいたしまして、ちょっとスライドを 21枚

くらい、紹介させていただきます。その後、さらに詳しい内容を、私はここで

申し上げたいですけれども、本当にインドネシアのイリアントさんにはお世話

になりました。それは彼自身のお話にお任せいたします。ちなみに今、現実的

にティモールはやっぱりまだ独立をめざして、今ゼロから出発しようというと

ころです。具体的には、言葉はやはり Tetun(テトュン)語ですけれども実際

にはインドネシア語、それから貨幣もインドネシアのルピアが使われています。

そういうわけで、やはりインドネシアの方の協力というのは、本当にありがた

いという状況です。

これは全てイリアントさんが撮ってくださいました。これは先ほど申し上げ

た今年の 9月 11日、あちらに着いたその日、虐殺された 2人の神父の追悼式で、

同時に 200名以上の犠牲者の方々も含めての迫悼ミサその後の行事でした。イ

リアントさんが私の前におります。

これは束ティモールのやl'父様。ロベルト神父さんに、今から迫悼式のところ

に案内していただくところです。

これはスアイという教会で、 200名以上が虐殺されたところでございます。

前方にあるのが教会なんですけれども。この反対側に大きな教会がありまして、

そこに逃げたところ、軍隊から、ミニチアから包囲されて、虐殺されてしまっ

たという場所です。

これはディリ市から車で 30分、海抜 600メートルの山、ダレという村です。

そこには、こういうふうにたくさんの子供さんがおられて、家族がおられて、

この 6名の海兵隊、オーストラリアの兵隊が週に 1皮訪れて、彼らに栄養のあ

るものを、いわゆる炊き出しをしてくださっています。真ん中におられるシス

ターが、フランシスコ会のシスターで、インドネシアにだけあるフランシスコ

会なんですけど、看護婦さんで、定期的にここの場所を始めとして、近くの 5

地域を毎日診療している方で、精力的に働いている方です。ここのすばらしい

施設も全部破壊されてしまって、今は何にも施設はない。しかし、定期的にき

ちっとこういう場所に集まっていただいて、診療をしているという状況です。

これがその状況、今、炊き出しで皆さんに食事を配っているところです。

このダレというところは、そこからのデリィ市の景色を臨むすばらしい場所

で、山の中で、シスター方は 3名がここで生活され、そして働いておられます。

ちなみに今のところ、まだ病院は、そしてお医者さんはおられないので、看護

婦さんのシスターがこういう治療、医療にはあたっておられるという状況です

ね。

そして、これはディリ市の港の近くで、沖にあるのはアメリカの海軍です。

そして今から、私たちがちょうど先ほどの記事に書きましたけれども、 3日
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問、ディリから離れてずっと遠くに行く途中で、いつも出会った戦車とか、そ

れから上はヘリコプターも飛んでいるという状況です。ここは非常にいい道で

すけれども、普通は非常に狭い道で4輪駆動でないと上れない、そういうきつ

い勾配のところです。そしてさすがだと思ったのは、ほとんどの車が日本のトヨ

タとか日産とか三菱とかです。今、乾期だからよかったんですけれども、これ

が雨期になるとなかなか交通できないという状況です。これは、 UNの軍隊で

す。

こういうふうに所々に、厳重なチェックポイントがありまして、厳しく調べ

られます。兵隊はオーストラリア、それからポルトガルの人たちです。

これも、川をこういう形で閉鎖しているわけですね。橋はここしかないとい

うことですね。ちょっと写真を撮っていいのかどうかも心配したんですけど、

聞いたらいいですよという許可を与えてくれました。

イリアントさん、すみません。もしこのスライドとの関係で何か話すことが

ありましたら。よろしいですか。後で、それじゃお願いします。

こういう状況です。これは先ほどスアイの教会という、一つの場面だけをち

ょっと写真で写したんですけど、その奥にあるのが大きな教会のこれは一部な

んです。そして、先ほど林神父が話してくださった 9月の最初、 6日にミリシ

ア(民兵)がインドネシア国軍の援助を受けながら包囲して、この教会の上の

方、あるいはいろんなところに隠れていた人も全員皆殺しになったという場所

です。そして、今もそのままの状況で、それ以上は建設できていません。

これはカッサというところで、今のスアイの近くなんですが、林神父が前に

連絡をとろうしているところです。ここの小学校が完全に破壊されていました。

真ん中にいる人が、ここ全体の市長さんです。そして左の白髪の方が、小学校

関係の責任者です。そして、どうしても再建のめどが立たず、非常に苦しんで

いるということを訴えておられました。一番右の人は、ちなみに JRS、「イエ

ズス会難民サービス」のサルバドールという神父で、インドのゴア出身の方で、

もう 7年もエジプトやエチオピアとか、いろいろなところで働いておられて、

今もこのティモールで非常に立派な仕事をしておられる方です。

これが小学校で、こういう状況です。先ほども一番左にいまして、今一番右

のこの方が私たちの命の思人で、あんまり大げさなことを言ってはいけないん

ですが、さっと自ら行って説明してくださって、非常に見事にミリシアに通過

を許してもらったという運転手さんです。ジェイさんです。

これも小学校の一部で、す。今と同じ場所です、小学校のところ。あと先生方

もおられるんですね。はい、お願いします。

そしてこれが先ほど説明したディリ市の中央にあります、「ファティマの聖

母マリアJと上に書いていますがセミナリオ。ですから小神学校です。 93名、
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東ティモール

彼らは隣りにあります聖ヨゼフ高校に通って、勉強しております。教区の神父

様になるべく準備をしている小神学生。先ほど申しましたように、本当に彼ら

の目の輝き、そして毎日一生懸命がんばっている姿には感銘を受けました。で

すから、年齢は高1.高 2、高 3ですので、 16歳、 17歳、 18歳です。これはそ

の小神学校の責任者の方々と一緒に撮りました。名前は、ファティマのマリア

様の学校という神学校の名称ですね。以上です。どうもありがとうございまし

た。それでは、イリアントさん、よろしくお願いいたします。
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ファレリアヌス・イリアント
(イエズス会)

イリアントと申します。 6年前日本にきました。インドネシアのジャカルタ

の出身です。よろしくお願いします。 20分くらい時間をいただいて、主に難民

の話をさせていただきたいと思います。東ティモールの話は、林神父さんと山

田神父さんが話しておられましたので、難民の方を話したいと思います。

ちょうど今年の 4月頃と 9月頃に東ティモール訪問のチャンスをいただきま

した。今年の 4月にイエズス会の関係で、東ティモール、ティモール・ロロサ

エの難民の状況と、最近のティモール・ロロサエの現状を調べることになりま

した。 2回目のチャンスには山田先生を連れていきました、今年の 9月です。

私は先に東ティモールに行きました。ピースボードという船クルーズ団体と一

緒に船に乗って行きました。船でディリ港に到着するまでに 10日間かかりまし

た。ちょうど 9月7日、こちらのティモール・ロロサエのディリという都市に

到着しました。そこで 3日間くらい、山田先生を待っていてから、 9月 11日に

山田先生がこちらのディリ空港に到着しました。その後、 10日間くらいティモ

ール・ロロサエに居ました。 10日間の間あちこち回っていて調査を行いました。

こちらの地図を見ると、ディリはこちらですね。そして、デイりから車で 30分

くらい離れたところ、山の上に、かなり涼しいところ、ダレ (Dare) という村

ですね。非常にいいところです。その他調査していたところは、こちらの国境

に近いところですね。だから、先ほど山田先生のお見せしたスライドには、戦

車がたくさんあちこちの道路にありました。そのとおりです、我々は国境の近

くに行きましたので、戦車をたくさん見ましたわけですね。ところが、ディリ

と近々の町は、大体今の状況では、現状を見ればほとんどもう安全な状態とな

っているですね。 99%くらい安全ではないかと思います。

林神父さんも先ほどおっしゃったとおり、ティモール・ロロサエのティモー

ルという島の半分くらいは独立になって、半分はまだインドネシアの方にあり

ますけれども、大体このくらいの大きさで大変小さな新国ですね。この新しい

国は人口の 70万の問、 13万ほどの人はインドネシアで難民として生活をして

います。これから難民のことを話させていただきたいと思います。

今年の 4月、ちょっと西ティモールの方に訪問しました。その当時、難民の

生活の現状、子供たちの現状、状態は非常に大変でした。いっぱい写真を撮り

ましたが、例えばこの写真ですね。見ていただければ、子供たちのお腹はみん

な大体出ています。なぜですか。食べ過ぎですか。そうではないと思いますね。

彼らのお腹には回虫が入っています。元気に見えますけれども、実は彼らは病

気を持っています。この写真、これは亡くなった 1人の子供ですね。マラリア

で亡くなった子供です。医者がほとんどいないです。薬もあまりなかったです。
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東ティモール

こちらの写真は 1人のJRSボランティアの人です。今はもうそこにいないです。

他の NGO団体は西ティモールから出て、残りは西ティモールの JRS団体しか

ないです。 UNHCRも出たため、難民のための援助がほとんど無くなってしま

いました。そういった状態でどうすればいいのか?今のところには難民の問題

は大変混乱になっています。ですから、実は東ティモール(ティモール・ロロ

サエ)よりもっと命にかかっているのは、西の方にいる難民たちですね。私に

とっては、今のところ特に子供の命を助けるため非常に大事なことです。イン

ドネシア政府になかなか頼ることができませんので、どうすればいいのかとい

う質問に関しては、やはり国際または国内の NGO団体(非政府・民間団体)

と協力し、また進展国の援助を受けながら、国の建てる方法を学ぶということ

はひとつの解決しかたではないかと思います。

4月の訪問したときに、この状態になっていましたが、私は日本に戻って来

てからまもなく現地のティモール・ロロサエでは雨期が始まりました。今年の 5

月からです。その雨期のせいで洪水になって、既にボロボロの難民キャンプが

水で流されてしまいました。それで 130人くらいの難民が死亡しましたという

情報が耳に入りました。その後、ちょうど 9月6日ですね、当時、まだ船の中

に居たですが、また他の情報が入ってきました。つまり 3人の UNHCRのスタ

ッフが殺されました。そのため、今回 9月の訪問には西ティモールへ渡ること

ができませんでした。大変残念なことです。洪水の後、どんな状態になってい

るのかを見たかったです。さらに、 4月の訪問に会った難民の人々にまた会い

たくって、彼らの話を直按に聞きたかったです。その他、ソフィア会の援助を

頂いた西ティモールのあるカトリック教会を訪れようと思っていました。そう

いった新しい状況を自分の目でも一度調査し、見たかったです。

国境の状況は大変緊張していました。パキスタンやオーストラリアの軍隊が

国境を見回っているのを見ました。どこまで緊張しているのか、西ティモール

のJRS(Jesuit Refugee Service)の友達から情報を聞きました。 NGO団体な

どは西ティモールから追い出されました。または安全なところに非難されまし

た。ということは、援助団体はそこにもう居ません。一般の難民は民兵に囲ま

れてテロされましたので、やることがほとんどできなさそうです。つまり、今

まで非常に困っている難民は、その事件でますます状況が恋くなっています。

インドネシア政府からの援助がもう無いし、 NGO団体また国述の団体が迫い出

されて、援助がますますもらえなくなります。大変最悪な状態ですね。

難民の最近状態の調査ができないままで、 10日間が経ってしまいしました。

ずっとティモール・ロロサエに居まして、町から町へ行ったり来たりしました。

田舎の人たちの状況があまり変わらぬ、貧しいのままで生活しているが、ディ

リ都市の人々の元気さがだんだん見えてきたと気がしました。これからはどう
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やってティモール・ロロサエの国民はこの新しい国を作り立つことができる問

題だけでなく、まだインドネシアに居る兄弟が安全に帰って認められるという

問題の解決ですね。以上です。

* 本稿は社会正義研究所主催の連続講演会 u世界の難民J2000年 12月20日)で

の講演をもとに加筆したものである。

東ティモールの子供たち

東ティモールに住む人々、石端著者 イリアントさん

96 



<連続講演会「世界の難民J>
『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

南アフリカ

武市英雄
(上智大学社会正義研究所長)

それでは、時間がきましたので、これから述続講演会「世界の難民Jの最終

回、第 4回目でごさ。いますが、南アフリカ共和国につきましての難民報告会を

開きたいと思います。本日は大変お寒いところをお集まりくださいまして、本

当に心から感謝申し上げます。意識の商い方でないと、今日のような寒い、ま

た遅い時間に来ていただけないようなわけでごさ'います。皆様方、一人ひとり

の熱心なご参加に、頭が下がる思いでございます。ささやかな報告会でござい

ますので、ご満-足いただけるかどうかわかりませんが、実際に自分たちの目で

見てきたことにあくまでも基づきまして、私たちなりにお話をさせていただき

たいと思っております。

本日は、第 1回から 2回、 3回と続けて、この 4回目のシンポジウムに参加

していただいた方、あるいは 1回目に出られて、 2回、 3回はちょっとお休みさ

れて今日来られた方、あるいは 1回目から 3回目まで、今まで全然出ていらっ

しゃらないのにもかかわらず、今回だけお越しいただいた方と、いろいろいら

っしゃるかと思いますので、今まで 1回、 2回、 3回と、過去 3回分どんなこと

をテーマとして講演会を聞いたか、ごくごく簡単に説明させていただきます。

紹介が遅れまして申し訳ごさ'いませんが、私は主催者側の上智大学社会正義研

究所に昨年 4月から責任者として仕事をさせていただいております武市英雄と

申します。こちらの大学の文学部新聞学科所属の教員をしております。

この上智大学社会正義研究所は、 1980年から大体 2年ごとに、過去 9回にわ

たる難民現地調査とその支援活動を積み重ねております。実は、私は結構前か

らの研究所員であるのですが、いろんな仕事を兼ねておりましたので忙しくて、

研究所の活動の大きな柱である難民関係の現地調査、支援活動には、正直にい

いますとそれほど重いかたちで関わってきておりませんでした。むしろ本日の

スピーカーであります研究所の主任研究員の保岡孝顕さんが、恐らく上智大学

のキャンパスの中で最もすぐれた難民関係のエキスパートだと思います。そう

いう保岡さん、あるいは今この会場におられます元所長の山田経三神父、こち

らの大学の経済学部経営学科の教授でご、さ'いますが、そういう方々がもっとた

くさん何回もアフリ力、アジア諸国を訪問なさって、難民の問題をつぶさに現

地で観察、調査、または支援活動にコミットなさってこられました。私なんか

はそれと比べますと、ほんのわずかな経験に過ぎないわけでございます。

そういう研究所が主催いたしまして、この連続講演会をやっているわけでご
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ざいますが、連続講演会を行いますきっかけというのは、たまたま幸運にも昨

年4月から 1年間という区切りの単年度予算で、上智大学と日本私立学校振興・

共済事業団から研究費をいただきました。この事業団は日本の私立学校全体の、

小学校から大学までの、教職員の生活を支えている私学共済年金の仕事をなさ

っている団体でございます。そこが文部省の科学研究費に少しでも負けないよ

うな立派な研究活動を私立大学の場でも大いにやっていただこうということで、

そういう年金事業だけじゃなくて独自に研究ファンドを出しておりまして、幸

運にもお金をいただくことができたわけでございます。それで主に4か所の地

域の現地へ赴き、いろいろ調査していくという活動を展開しまして、まず4月

-5月にバルカン地方へ保岡主任研究員に行っていただいたわけです。また主

に9月に集中いたしまして、 1つは再びバルカン地方、それから 2番目は東ア

フリ力、特にケニアでございます。それから 3番目が束テ不モール、それから

今日の南アフリ力、こういう 4地域に調査活動を展開してきました。そのまと

め、調査結果はまだ進行中でございまして、まだ正式な報告書という形にはな

っておりませんが、いずれまとめる予定でございますので、皆さん方にもオー

プンになる機会があると思っております。

第 1回のこの講演会は昨年の 11月22日にございまして、 7号館の 14階、別

の建物でございますが、前研究所長の樋口陽一先生、現在、早稲田大学法学部

の教授で、憲法学の権威でございますが、この樋口先生と今日報告してもらい

ます保岡主任研究員の 2人に主に報告していただきました。バルカン地方、その

民族、宗教の背景の違いが非常に複雑でございまして、そういう中で民族の浄

化、クリーンジングという、大変痛ましい、悲劇的なことが展開いたしまして、

多くの犠牲者が出たわけです。また、爆撃の被害者もたくさん出たわけでござ

います。保岡さんが 4月に現地に赴きましたので、難民の人たちの状況をつぶ

さに、スライド等を利用してお話しいただきました。それから、特に樋口先生

は国際法の専門でございますので、ミロシェピッチ政権の問題、そういう虐殺

行為については国際的な犯罪であり、その裁判がどういう手続きでこれから展

開していくのかというご報告があったわけでございます。大変熱のこもった発

表であったと、私たち自負しております。

第 2回目は東アフリ力、特にケニアに焦点をおきまして、 12月 13日に同じ

7号館の 14階の特別会議室で、上智大学文学部社会福祉学科の冷水豊教授と、

経済学部経済学科の鬼頭宏教授の 2人の発表がございました。ケニアはカタマ

キャンプというところが大変有名な難民センターになっておりますが、そこで

の体験的な報告がございまして、また統計資料を使った冷水先生の発表、それ

から鬼頭先生の体験に基づいたお話がございました。また大変有意義なことに

は、フロアーの中からも実際にカクマキャンプに 1ヵ月も滞在していた社会学
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南アフリカ

科の学生さんの本当に生の報告がございまして、ケニアの報告会も充実した内

容だったと自負しております。

次に第 3回目の東ティモールでごさ'いますが、これは 12月22日にこちらの

建物の 8階の部屋で行われたわけでごさ'います。本日みえておりますが、先ほ

ど紹介しました山田経三教授、それからインドネシアの方でイエズス会士のイ

リアントさん、それから下関にイエズス会の労働教育センターがございますが、

そこで主に働いていらっしゃる林尚志神父。この 3人の方から、非常に体験に

基づいたお話がございました。この東ティモールも非常に危険な殺し合い、虐

殺、暴行の事件が展開して、大変生々しいニュースを皆様方も知っていらっし

ゃると思います。この 3人のお話もそれぞれ特徴があったわけですが、特に林

神父さんの場合は、本当に自らの非常に危険な実体験を詳細に紹介してくださ

いまして、大いに感動した人がたくさんいらっしゃったんじゃないかと思いま

す。

そして、本日は南アフリカということになりますが、私たち 2人が 9月の 4

日から 10日間ほどまいりまして、大体 10ヵ所ほどの難民の施設、機関、事務所

等を訪問させていただきました。その話をこれから保岡さんにメインになって

いただきまして、報告していただく予定でごさいます。また、私の方で補足的

なことがあれば、私なりの感想、など話をさせていただき、それから限られた人

数でございますので、非常にひさをまじえてという雰囲気で、皆さん方からも

気軽にいろんなご質問、あるいはご意見、発表をできるだけやっていただきた

いと思います。一方通行の話し合いの場というより、相互でお互いにこういう

難民問題を謙虚に勉強していきましようという気持ちで進めていきたいと思っ

ております。

さて、保岡さんのお話の前にちょっとだけ、あまり時間を取らないで、南ア

フリカのごくごく基礎的なインデックスのようなことをご紹介させていただき

ます。もちろん、ここには南アフリカに何回もお越しになって、もう十分知っ

ていらっしゃる方もいらっしゃれば、ほとんどちょっとした知識しかないとい

う方もいらっしゃるなど、さまさまだと思います。そういうことで、全く存じ

上げない方々がいらっしゃるとすれば、少しその辺のところを汲みまして、基

礎的な、指標的なことをお話ししておいた方がいいのかなと思いまして、ちょ

っとご説明いたします。

まず、昨日、一昨日と日本の森首相が南アフリカを訪問なさって、そのニュ

ースを昨日の夕刊、今日の朝刊、夕刊あたりでいろいろとご覧になったり、ご

覧になるであろうと思います。テレビでご覧になった方もいると思います。今

朝の 7時のNHKのニュースでも報道しておりました。その南アフリカという

ことで、そういう意味では今日の発表は非常にタイミングがいいといいましょ
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うか、時機を得た発表じゃないかなと思っております。今現在、森さんは次の

訪問地のケニアに向かっていて、もうナイロビに着いていらっしゃるかもわか

りません。 6、7時間パックした時間が地元の時間だと思いますので、今は本日

のお昼頃でしょうか。そのくらいの時間ですから、ナイロビに着いていらっし

ゃるのではないかなと思います。その南アフリカでございます。南アフリカ共

和国 (Republicof South A企ica)が正式な国名です。

首都がご承知のようにプレトリアであります。ヨハネスブルグじゃないかな

と思う人もいらっしゃるでしょうが、ここは商業、経済の中心地で、そういう

意味では経済的な首都といってもいいわけですが、行政の首都はプレトリアで

す。その他、ダーパンとかケープタウンとか、有名な地方都市がいくつもあり

ます。人口が大体 4千万ちょっとというところでございますね。面積が非常に

広くて、 122万平方キロメートルといいますから、日本が37万平方キロメート

ルですから、 3倍から 4倍弱というところでしょう。非常に広い国でご、ざ、いま

す。私たちが泊まっておりましたイエズス会の難民事業の南アフリカ本部(J 
R S)で、たまたまコンゴからおみえの神父さんがおられました。飛行機でな

くて、ヨハネスブルグからケープタウンまでの往復をパスで移動なさったんで

すね。非常につつましく、交通費を節約なさったわけだと思うんですけど。そ

うしたら、片道何時間といいましたか、 19時間といいましたでしょうか。非常

にかかるんですね。そういう広い国でござ、います。

英語、アフリカーンス語、それからパンツ一語、ズール語、ソト語などの言

葉で話しておりますが、地元の民族としてはズール族、コザ族、それから英国

系、それからカラードといわれている混血、それからアジア系、アジア系はお

もにインド系でございます。白人の人種の方々の中には、一番最初の頃、オラ

ンダ系の人たちが来たわけです。宗教はキリスト教、ヒンズー教、イスラム教

で、人口の大体 8割くらいがキリスト教徒だといわれております。

後ほどの保岡さんの話にも出てくると思いますが、今、経済状況が非常によ

くありません。 1999年の統計によりますと、これは政府の出したオフィシャル

な統計ですが、 33%が失業といわれております。 33%というのはオフィシャル

なアナウンスメントでございまして、いわゆる統計というのは何を分母にする

かで変わってきます。実際にはちゃんと就職を希望して求職カードを出して、

それで職が得られないというところだけを計算するのか、最初からあきらめて、

そういうカードも出していない人、そういうのを入れますと大体ラフにいって

40%の失業率で、非常に高い失業率でございます。そういう貧者の層が多いと

いうことで、残念ながら犯罪率も高くて、これもオフィシャルの統計を見てび

っくりしたんですが、国民 10万人あたりの殺人事件というんですか、ちょっと

数字は忘れましたが、ヨハネスブルグはニューヨークの発生率の 7倍くらいだ
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南アフリカ

と言われているんですね。そのヨハネスブルグよりも、さらに悪いのがケープ

タウンだといわれておりまして、非常にびっくりいたしました。

ご存知のキンパリーで、金やダイヤモンドが出ておりまして、国中でこうい

う一次産品、鉱山物が大変笠宮です。石油以外の鉱山物がほとんど各種出てい

るわけでごさ'います。ただ、白人とそれ以外の民族問の国民所得は非常に落差

があるんですね.白人の住民は、全住民の 10数%くらいなんですが、総国民所

得の 70%くらいを握っているということでございます。ところが、 70数%を占

める現地アフリカ住民たちは、わずか 20%の所得しか得ていないということで

あります。

歴史については、これを語れば長い時間になりますので、もうその辺は大幅

に割愛いたします。大体 17世紀の 50年代頃から、ケープタウンを中心にオラ

ンダ人の植民地が設立されまして、 1910年に南アフリカ述邦が独立しておりま

す。そして、例の悪評高かったアバルトヘイト政策が、 1948年からワナン政権

によって開始されました。これは反対運動のリーダーのマンデラ氏が 27年間も

監獄生活を送って、ょうやく 1990年に解放され、 1994年に初めての黒人政権

の誕生ということになりました。現在のムベキ大統領は、マンデラ氏のもとで

副大統領となり、一昨年の 6月、 2代目の黒人の大統領に選ばれた方でごさ'い

ます。 60年代、 70年代、 80年代と、だんだん反アバルトヘイトの運動が激し

くなりました。森首相がソウェトという黒人地区に行かれて、献花された写真

が一部の日本の新聞に載っておりましたが、そこは 12歳ですか、 14歳の少年

が白人の警官の発砲によって命を落としたところでごさいます。私たちもその

近くを訪問いたしました。 1961年に英述邦から脱退して共和制に移行して、南

アフリカ共和国となっているわけでございますが、このソウェトの的起といわ

れている事件が 1976年に起きています。そして、何とか 94年に全人種の参加

による総選挙が行われまして、 5月にマンデラ政権が樹立した。 92.7%の票を獲

得した、圧倒的な票を獲得したわけでごさいます。このANCはアフリカ民族

会議、アフリカン・ナショナル・コングレスと言っています。その議長がネル

ソン・マンデラ氏であったわけです。

そういう背景がご、さ'いまして、南アフリカにはいろんな問題がありまして、

お話ししたいところはたくさんあるわけです。今言いましたアパルトヘイトが、

その後どうなっているのか。本当に和解が見られるのかどうかというような問

題。あるいはエイズの問題、赤道より南のアフリカに全世界のエイズ患者の 4

分の 3くらいの患者さんがいらっしゃいます。特に子供のエイズ思者が非常に

多いということが言われております。そういうエイズの問題。それから言論の

自由が、一体現在はどうなっているのかとか、いろんな注目すべきテーマが多

いんですけれども、本日はできるだけ、この難民の問題に焦点を合わせたいと
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思います。とはいっても、難民問題というのは全く他の、社会、政治、経済の

問題と 100%切り離してお話ししようというのには無理があると思うんですね。

時には多少、そういう関連の、今いいましたようなテーマにも触れることがあ

ろうかとは思います。ですが、難民に関する連続講演会でございますので、で

きるだけ南アフリカの難民問題が他の国ぐにとどういうところが似ているか、

あるいはどういうところが違っているのか、その辺のところをできるだけ立体

的に浮きぼりにした形でお話を進めていきたいと思います。皆さん方も後ほど

遠慮なく、どのようなご質問、ご意見でも結構でございますので、していただ

きたいと思います。それでは、保岡さんにバトンタッチさせていただきたいと

思います。

J R Sクリニック
難民のために毎週 1回の診療
活動する南アフリカ人女医
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れ

保岡孝顕

(上智大学社会正義研究所)

はじめに

まず、私自身振り返ってみますと、 1981年4月の社会正義研究所の発足以来、

正義の促進の研究・教育・実践を通して日本国内また、国境を越えて、グロー

パルな視点からアジア・アフリカの難民・貧しい人々と連帯しながら活動を続

けてきているわけです。私事で恐縮ですが、子供はもう 26歳から 222歳まで

の 3人おります。ようやく大学を卒業して、社会で働いておりますが、想、い起

こしてみると子供たちが 2、3歳の頃から、私は大学の夏休み、冬休み、春休み

などの休暇を活用して各国の難民キャンプを訪問しておりました。というわけ

で「父親がアフリカに行っていて家にいないJという状態がしばしばでした。

子供たちは日本社会のお陰でどうにか親の手から離れることが出来たのであり

ますが、私がアフリカ各地で出会った難民や貧しいスラムに住む多くの子供た

ちは果たして、今どうしているのか、教育も十分に受けられない、結果的に非

識字人口が多く、老人や子供は熱帯特有の疾病で生命を失ったりして、常に危

険にさらされているのです。貧困の沈殿した地域、それは人権の剥奪された劣

悪な社会状況であります。子供たちは、本当に無事に育ってくれているだろう

かと案じています。少なくとも、私自身が貧しい人々の側にステップ・インし

てきたという 20年の経験は、人生において倫理と正義の促進への連続的挑戦と

でも言うものです。そして人問、諸民族にとって、選ぶ道は、まさに難民を生

み出す要因である戦争や破壊ではなく、平和と正義と愛という価値こそが、究

極的な私たちの選択になるのではないか、そのように確信しております。

難民・強制移住者問題研究の国際的広がり

今日、「世界の難民」の述続講演会の最終回ですので、具体的に学内的協力の

あり方を展望してみたいと思います。今後とも社会正義研究所、あるいは国際

関係、地球環境など関連の既存の研究所、また各学部が協力しながら、人道・

人権など難民支援活動に大学として役立つことが、現代の社会的、国際的要請

に応えていくことになると思います。すでに社会正義研究所は、難民問題を取

り扱う独自の研究所として 20年です。私は 97年の研究所紀要「社会正義J16 

号に書きましたが、世界の主要大学では、「難民研究Jは高等教育の中に準備さ

れています。慈善、ボランティアの活動などの支援に留まっている段階から、
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人間の尊厳が具体的に、世界中で大規模に侵害されているという現実に対して、

学際的な取り組みによって、平和を脅かす制度的悪、構造的暴力の根源をいか

に改革するかを学生諸君によく理解してもらえるカリキュラムを準備しなけれ

ばならないでしょう。

私は 96年の 7月にオックスフォード大学の難民研究講座 (RefugeeStudies 

programme)に一ヵ月参加した経験があります。それこそ全世界の難民担当者、

法律家、 NGO、国際機関、大学等の方々と一緒に知識と意見交換が出来き大

いに学んだわけです。徹底したカリキュラムを組んだ難民研究に感銘を受け、

l帰国いたしました。米国ではハーヴァード大学難民研究所、カナダのヨーク大

学の CenterFor Refugee Studies欧州ではオランダのユトレヒト大学の

European Research Center of Migration & Ethnic Relationsがあります。他

にアフリカでは、ケニアのモイ大学にある CenterFor Refugeeや南アフリカ共

和国のウィッツウォーターズランド大学では、大学院の難民研究講座が開設さ

れます。また同大学にはすでに難民のための法律扶助活動が開始されています。

このように国際的にも研究者・実務者の交流が、過去にもまして展開されて

おります。先ほど日本の首相としてアフリカ初訪問(南アフリ力、ケニア・カ

クマ難民キャンプ)の話に関連してですが、森首相に同行された緒方貞子前国

連難民高等弁務官(元上智大学教授)は、高等弁務官を昨年 12月、 10年間の

大任を果たされたにもかかわらず、その退任直後に日本の首相のアフリカ訪問

に同行されたわけです。緒方さんは「自分が休む時は天国で休みますよ」とさ

りげなく語ったように、人類の悲劇、悲惨さに身をもって分かち合った経験や

使命感があったからこそでしょう。人間の強い信念があってこそ制度は活かさ

れる。また、組織を離れたとしても幅広い経験として得た信念が「難民の声」

を代弁するのだと改めて彼女の思想と行動に感動したわけです。緒方さんは、

全世界の難民の子供たちの教育基金をちょうど昨年 12月に設立されました。

将来の世代の有為な指導者にもなってそれぞれの母国の発展に子供たちが必ず

や寄与することを願つてのことであります。今後の基金への日本からの支援も

要請されることでしょう。

地球規模で起きているヒューマン・デイザスター・マネジメントに対して、

学問的にも、政策的にもまた、実践する行動力も今わが国のあらゆるレベルで

求められています。上智大学は 1995年度後期に比較文化研究所主催の大学院レ

ヴェルでの一学期間講座(デイザスター・マネイジメント)で緒方先生がオー

プニング・レクチャーに、また国内的にも国際的に著名な講師陣 30名ほどを招

璃し、開請されています。 25名の各大学の大学院生が受講し、ペーパーを発表

しました。私自身もルワンダのケース・スタディのコーディネーターを努めま

した。講座は外務省の外郭の国際開発高等研究機構の助成を受けておりました。
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南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れ

今後も学部レヴェルでも講座開設が期待されるところです。

西欧植民地主義下の先住民・アフリカ民族の境涯

さて、今日の南アフリカですが、まず歴史的コンテクストでみると南アフリ

カだけの問題を他と切り離して扱うことは出来ません。

19世紀頃まで、アフリカ大陸、南米・北米、そしてヨーロッパの聞には三角

貿易、いわゆるトライアングル・トレードが盛んに起こりイギリスを中心に官

を蓄積していったのです。奴隷貿易はアフリカの黄金海岸やザンジパルなど東

海岸で起こり、アラプの商人の手引きによるアフリカ黒人の人身売買が行われ

た。奴隷船に乗せられて悲惨な状況の下で商品化された歴史、いわゆる奴隷制

度が成立したのです。 1991年の難民実情調査を行った際、私はタンザニアの一

港町で奴隷マーケット跡や奴隷の足伽・釘iを展示した博物館を見学した経験が

あります。イギリスの産業革命、ヨーロッパの啓蒙主義に促された科学技術、

産業の合理性は経済の進展でリパプールやマンチェスターを中心にした織物工

業製品がアフリカにトレードされていく。そして、南米あるいはヌエパエスパ

ニア地域からは、サトウキビとか金や砂糖というものが輸入されトレードが成

立していった。物のトレードとともに、人間が奴隷として、商品化して売られ

ていくという悲惨な歴史。アフリカの黒人奴隷として売買された歴史が、南米、

中南米や北米において繰り返されたのです。これは人類の「負の遺産j として

今日まで続いている大きな痛みです。それに加えて、 1648年のウエストフアリ

ア条約以降続々といわゆる主権国家が誕生し、 2世紀にわたってヨーロッパの

列強は海外の処女地開拓に乗り出し、南米を征服しました。ついにはアフリカ

大陸でも「黄金分割Jを行ったのです。 (1884年のベルリン会議)以後、アフ

リカの他民地化を 20世紀にいたるまで確定したのです。そういう長い隷従の

身から 1960年ごろを契機にアフリカ諸国でも本格的な独立の機運が高まり、多

くの国々が政治的に独立を達成しました。「アフリカの夜明けJです。しかし、

今日にいたるまで政治的、経済的、軍事的な「支配と従属Jの構造が旧宗主国

側との聞に残存していることは明白であります。

アバルトヘイト(人種隔離)政策一人類に対する犯罪

「難民問題Jもそうですが、一番アフリカが苦悩したことは、コロナイゼー

ションとアバルトヘイトだ、ったといえます。 1960年以降独立したアフリカ諸国

がエチオピアの首都アヂス・アベパで結成した政治機構のアフリカ統一機構

(Organization of African Unity)の綱領の第ーは「脱植民地主義Jであった
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のです。第 2の原則は「反アバルトヘイト」の立場でした。南アフリカは 1910

年に既に独立した国でした。その独立した国の中にいながら、黒人は少数白人

の、少数の政権によってアバルトヘイト、つまりアフリカーンスの言葉の意味

では「分離・隔離」発展するというような人種主義を基調とした白人優位社会

の下に甘んずる歴史が長年続きます。つまり、国家として 1910年に独立し、な

おかつ 1948年に「人種主義Jが一つの国是となり、ステート・イデオロギーと

なっていくという不幸を非常に経験していたのです。

南アフリカの、いや今では世界が敬愛する黒人指導者のネルソン・マンデラ

氏は民主的選挙によって大統領に選出されたのが 1994年。 27年間の白人政権

によって投獄をされ政治活動は弾圧され続けましたが、白人少数政権の抑圧の

くびきから解放され、そして黒人多数の悲劇を今度は希望に、そして人種融和

という新しい国作りを始めたのです。歴史的に人類の「約束の地Jに導いたの

です(マーティン・ルーサー・キング牧師の公民権獲得運動を想起します)人

種差別の歴史的な長い闘いの成果を見たのは、今からたった 6年前の 1994年

のマンデラ政権樹立であったのです。それは南アフリカの世界に響かせ得る新

しいメッセージです。地理的にも歴史的、文化的にもアフリカはまだ私たちの

意識には遠い存在でしょうが、人種主義という人類に対する犯罪を一応政治的

に克服したことに強い共感を私達は得たことでしょう。 1996年7月、国賓とし

て英国を訪問したネルソン・マンデラ氏は市民から熱烈な歓迎を受けました。

かつて南アの旧宗主の立場にあったイギリス植民地主義者たちは、マンデラ氏

の歴史的な勇姿の前で脱帽しました。彼に対して最大の敬意を表したのです。

文字どおりそれはRedCarpet Welcome でした。劇的でした。その歴史のド

ラマの中に丁度オックスフォード大学に滞在していた私も喜びを共に出来たこ

とを思い出します。ひるがえって、 1992年当時、日本を訪れた大統領になる前

のマンデラ氏は労働者団体、市民・NGOらから大歓迎されたことがありました。

日本政府の歓迎はたいしたものでもありません。かつてのANC(アフリカ民

族会議)の代表者、「共産主義の解放闘争路線のマンデラJということで、国賓

待遇扱いなど問題外でした。実際は、むしろ白人政権の加護の下に南アと輸出

入貿易を行い続けたわけです。日本の総人口 1億 2千万人の経済安保のためだ

けに、また同時にそれはアバルトヘイトの少数白人政権を補強していたことに

なるのです。

「名誉白人」の地位からの反省一日本の新たな関わり

皆さん、これらの重要な歴史的歩みを飛び越えて、南アフリカに流入した難

民という狭い視野で難民問題をみるわけにはまいりません。なぜならば、その
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白人政権によってこの国の大多数の黒人は難民化を余儀なくされたり、また大

多数の人々はいわば「国内避難民Jの状態にあったのですから。他のアフリカ

の諸国は、西欧旧宗主国の支配を脱して黒人政権は 1960年代から次々に独立し

ました。南アフリカの白人政権はそれさえも許されなかったのです。この不平

等な社会が、 1994年まで続いたという事実を皆さんはどのように理解されるの

でしょうか。ここで大切なのは、日本はなんといっても世界第 2位の地位にあ

る経済大国である事実です。その経済大国の根幹をなすのは民間の経済界、財

界による経済活動であり、主要なエンジンです。政治学的に見るならば、経団

連=経済団体連合会という経済界における最大の圧力団体・利益集団が行う日

本の対アフリカ経済外交を今一度分析する必要があります。特に日本のような

経済安全保障の立場に立つ国は、まさに民間の経済主導によって、外交がなさ

れている。政治は後手に回っています。そこにもアパルトヘイト時代の対南ア

において、民衆の反アバルトヘイト運動への評価はやはり日本の態度は国際社

会から遅れたものでした。アフリカの諸国、とくにタンザニアからも非難され

ていたという事実は看過できません。歴史的に.日本の対南アフリカ規制は、世

界が経済制裁=エコノミック・サンクションを国述の安全保障理事会の決議に

基づいて行っている最中に、日本は「人種主義Jの不正義についての認識があ

まかったわけです。少し見ておきたいポイントがいくつかあります。アバルト

ヘイト政策への制裁坊位についてですが、図述は 1968年に全加盟国に対して市

アとの文化、教育、スポーツの分野での交流を中止するよう要請。その制裁抗

置はじつに 1991年までの 30年IHJにわたって市アは国際交流から締め出されて

しまったのです。 1974年には南ア代表団の国述総会出席を拒否しています。ま

た 1978年を「国際反アバルトヘイト年Jに、そして 1982年を「南アフリカ制

裁国際年Jに制定しています。特に、安保理事会は対南武器禁輸措置や石油禁

輸措位を決定しましたが、各国での実施には相当長くかかっています。経済的

措置として直接投資を禁止して金融貸付も規制することなどが採られます。

1985年頃、南アフリカ駐在の日本企業が「雇用の公正・平等」を導入して、「差

別をなくす」というように訴えた。今からたったの 15年前のことです。 1986

年には鉄鋼輸入の禁止。それが行われたかどうかは、問題です。 ililliIと本音。

本音はいったいどうでしょうか。南アフリカ国籍の人々の観光での日本入国を

禁止する、ビザ発給を停止したのは 1986年です。しかし、日本人の南アフリカ

への旅行者は 75年においては 3，500人、81年には 8，500人、83年には 1万人、

この数字についてもまた同様のことが言えるのではないでしょうか。「美しい

ケープタウン、喜望峰を眺めたい、ライオンやシマウマを見たいJと、年々附

加していきます。しかし、南アフリカ観光をなぜ自粛するかという倫理的問い

かけ、「観光収入が人類の犯罪であるアバルトヘイトを許していた少数白人政
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権の基盤を強化することに連なるJという価値観が希薄であったのです。国際

的なエコノミック・サンクションをもって、人類兄弟、品位ある、誇りある人

類平等の意識の国際連帯は‘日本ではなかなか難しかったようです。ある人は言

います。 f南アフリカに行くのに、なぜ日本からの直行便がないのかJ。無知そ

のものです。南アフリカ航空国際路線の廃止や政府の南ア航空国際線への役人

の使用禁止措置は 1986年です。

アメリカの対応についてですが、米国議会は南アフリカ貿易規制の強化を徹

底的に、議会の決議で、行なったのです。石炭、ウラニウムの輸入を禁止。です

から、先ほどのお話にあったような鉱物資源、これは貴重な鉱物資源、ニッケ

ル・クローム、マンガン、ウラニウムは原子力発電のエネルギーとして一番大

切です。こういった品目の輸入禁止措置をとるという確固たる決意、あるいは

国のイニシアティブですね。貿易規制の強化に出たのは 1987年。アメリカが対

南ア制裁に従わない第三国に対して、アメリカへの輸入禁止措置を発動すると

いう権限を議会は大統領に与えた。米国に依存した日本の経済外交は大きな痛

手を被るのです。日本の企業はそこで及び腰になるのです。大規模に長期にわた

ってなされている人権侵害、人類の犯罪に対する国際社会の対応の一端をこう

してみるわけですが、私たちの罪の深さの意識を、絶えずどうにかして政治の

場や経済活動の場での意思決定の中に、重要な価値意識として位置付けていく

ということが、今後日本には求められるでしょう。アメリカは、この経済規制

をアメリカ企業に課している中にぬくぬくと利益をむさぼる外国企業に対する

訴追と補償をも求めるという米国議会は決議しております。

とにかく、国家が主権国家として最高の道徳をもって、人類に対する犯罪に

対する国際的人道介入の国内的措置なのです。国家の中に組み込まれている個

人、構成員である私たちはこういう望ましい措置を怠らない国家を欲します。

「物質的な善よりも倫理的な善を共通善として上位におくJ。上智大学の教育理

念のキリスト教ヒューマニズムに照らして現代の諸問題の解決に連帯を示す責

任が教職員・学生に求められ手ょいと想います。

今日の日本の経済界は、特に南アフリカに対してどう展開し、どのような関

係になっているかについてですが、先ほど述べた経団連は、 2000年の 3月には.

南アフリカの経済ミッションを派遣しています。新生南アフリカに、かつては

少数白人政権からは、日本人は「名誉白人Jという称号までももらった関係で

あったわけです。今回のミッションは何だ、ったのでしょうか。反アバルトヘイ

トの国際的連帯の最中に「名誉白人Jの称号を持たされた日本人のイメージに

対して南アフリカに行った日本人が.黒人政権誕生によって過去の認識に対し

てはたして反省し、和解し、将来の経済関係を民族・人種間の融和・発展を展

望することが互いにできたのでしょうか。やはり歴史的には.南アフリカはヨー
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南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れ

ロッパ各国と政治経済的につながりが深く、政治的にはアメリカの意向が反映

しやすい。貿易投資相手の多角化と、通貨の安定を目的として、日本を核とし

たアジア社会、アジア諸国との関係の増進を図ることは大切でしょう。南アフリ

カと経団連ミッションや政府はそう願いたいところです。ある人は「白人の元

気は黒人の元気jとか言う題目で経済誌に書いている人もいます。「アフリカの

ルネッサンスJの盟主を自負する南アフリカのマンデラ氏の後継であるムベキ

現大統領などは希望的な将来を観測しています。日本経済の発展にとって主要

なエンジンである経済活動に、私は反企業などという立場をとりません。重要

なポイントやはり経済倫理(BusinessEthics)というものをきちんと国民に提示

しながら、人間尊重の国民参加による経済活動を展望したいのです。特に日本

の対南アフリカの歴史において、批判的に過去の様式を省察して、進むべきで

すね。

難民支援活動の現場から

それでは、視察した主要な事柄のスライド説明に入ります。

我々が9月に行ったときは南アフリカは真冬でした。とは言え、朝夕はかな

り冷え込みますが、日中は夏といえます。南アフリカの周辺諸国はナミビア、

ボツワナ、アンゴラ、ザンビア.ジンパプエ、モザンピー夕、マラウィ、コンゴ

民主共和国(旧ザイール)があります。長期にわたる内戦や政治的不安定や、経済

的苦境など様々な理由から南アフリカに境越して難民が流入しています。今日

統計上では合計 6万人の難民が南アフリカに滞留しています。この難民人口は

他のアフリカ地域に比べて小規模ではあります。皆さんもそう思われるでしょ

う。しかし、日本社会に 1978年以降にインドシナ難民が続々到着してきますが、

20数年後の今日、日本に定住するという決意をしたラオス難民‘ベトナム難民、

カンボジア難民の合計数は 1万人ぐらいでしかありません。日本国内では難民

受け入れ政策と国民一般の理解は他の欧米先進諸国のそれとはずいぶん遅れて

いました。定住者のなかには日本国籍を取得した人もいます。日本人と結婚し

た人もいます。日本社会に定住して自活する人々です。経済活動のなかにイン

テグレートされている難民の方々は、 1万人もいるということを忘れてはいけ

ないわけです。

南アフリカでは、実にその 6倍もの難民が隣国から入ってきているという風

に捉えて見ますと、南アフリカの人々にとって難民流入はどういう緊張を巻き

起こすかということを私たちは自らの体験と課題を通して考えなければならな

いでしょう。
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Roll Back Xenophobia Campaign 

その南アフリカでは外国人、特に難民に対して「能力のある難民が我々の仕事

を奪うj とかいうような「外国人嫌いJが根強いのです。国連難民事務所や市

民人権センターなどNGOsによってロールパック・ゼノフォビア (RollBack 
Xenophobia)というキャンペーンが 1998年 12月に立ち上げられました。

ゼノとは見知らぬ人の意味で、フォピアは恐怖を感じる、すなわち外国人嫌い

ですね。それは、国際社会や同国の市民社会が政府に対して.難民に門戸を広げ

なさい.強制送還や危険の可能性がある祖国に追い返してはいけない、役人、特

に警察官による難民や移住労働者、特に露天商などに対する乱暴な取り扱い行

為を防ぐこと、難民や移住者の権利の侵害、保護に関するメディアの積極的取

り組みや学校などでの難民・異文化教育の向上、偏見の除去など一連の難民保

護の人権キャンペーンです。現在、南アフリカでは、国際連合機関‘ NGOや大

学や研究機関を通して、南アフリカ政府に難民政策の転換を迫っています。一

昨年からの 2年間に 30人もの難民が国内で殺害されているという非常にショ

ッキングな数字があります。他方 1995年からここ 5年間モザンピーク人の非正

規入国者が年平均 14万人から 15万人の高い割合で本国に送還されています。

マラウイやモザンピークなど隣国の一人当たりの国内総生産は南アフリカの40

分の lでしかない貧しい国々の経済事情が南アに流入するいわゆるプル・ファ

クターとなっています。しかし、 3年前の南アの経済事情は悪化して、 14万2000

人の失業者が出ています。地元の貧しい人々の雇用の機会を奪っているという

国民の根強い反感が社会全般に充満していることも事実のようです。このよう

な状況下においても毎月平均約 1，500人の人々が難民申請を出しています。な

かなか南アフリカ政府の対応は不透明で、この国の憲法はすばらしい内容では

あるが、現実との求離が大きいのと同様にNGOsから政府の難民政策の不徹

底さに強い非難が出ています。 1998年暮れに成立した難民立法は難民認定の資

格を特に厳しく設定したりして、実質的には難民申請を制限したり、申請中の

人々への教育、雇用などを認めず、難民には不利な立法措置であるとして難民

支援活動団体連合協議会などは対案を提言するロビイー活動も議会内外で進め

ています。

ちょうどインドシナ難民が流入する以前、日本政府には「出入国管理令j し

かなかったのですが、国連難民議定書を批准して国内法整備をしてやっと、 1980

年代になって「出入国管理・難民認定法Jが制定されたのです。で、もともと難

民という言葉は全く使われておらず、「流民Jr避難民jという概念しかなかった

のです。そして「難民」認定法というものを加えて対応したのです。つまり、

日本は、他の先進主要工業諸国の首脳からの「外圧Jがあって、日本でサミツ
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ト開催の機会に「難民J認定法を成立させたのです。そして、インドシナ難民

を中心に圏内に 10.000人の定住枠を決めたわけです。それまでは日本も外国人

嫌い、ですから、「ロールパック・ゼノフォピア・キャンペーンJは、必ずしも

南アフリカだけの問題ではなくて、つい先ごろまでの難民受け入れ、外国人労

働者に対する日本社会、あるいは日本政府の態度に対する国際社会からの「門

戸開放Jメッセージでもあったということを比較しながら検討した方が、私は

より実態に即した南アフリカでの難民問題の所在の把握ではないかと思います。

次に示した図は、この南アフリカをちょっとクローズアップしたもので、黒

い地域がいわゆるアバルトヘイト政策の時代における、非人間的ともいえるホ

ームランドの設定です。ホームランドというのは.アフリカーンス語でいうと、

パンツースタンですね。 1960年から 1984年の問に、白人政府は 350万人以上

の黒人を強制移住政策によって「白人地域Jからホームランドに住まわせ、彼

らは白人社会から厳格に隔離されました。都市中心部や白人居住地から遠隔地

に黒人居住区を設定し、黒人を排除してしまい、黒人はそこから白人の居住地

域に、工業あるいは商業、製造業の労働者として通う。治安上、こういう対策が

とられていた。黒人労働力の安定的供給、黒人の社会的述帯(学校、教会、家族

の崩壊によって)を弱体化させることも目的であったのですね。

ところで、 1994年に黒人指導者マンデラ大統領の新政権が誕生してから、ア

バルトヘイト政策推進のあらゆる文書・記録といった資料がどんどん我々の目

からなくなっています。処分，廃棄されている。もうアバルトヘイトの時代は

終わったのだとの思いからでしょう。私はこれにも、ちょっと大きなとまどい

を感じました。他方、「真実と和解」委員会は 2万 1千人以上のアバルトヘイト

の犠牲者の事実認定を行いながら、賠償補償政策を迅速に政府が実施するよう

に勧告をしていますが、過去五年間のそのための委員会作業は実に困難も伴っ

ている模様でした。次は、大多数の黒人は自由を求め、解放と平和を求めて抗

争を続けるという述帯運動が盛り上がった歴史的なソウェトの町です。ノーベ

ル平和賞受賞者デスモンド・ツツ大主教(r真実と和解委員会委員長J)やネル

ソン・マンデラ氏や女性解放運動家のウィニーさん(元マンデラ氏の妻)など

黒人指導者はじめ約 200万人の黒人たちが居住している地域です。今でもこの

地域は白人が来たことはありません。黒人の人口が 200万で、ほとんどの人口

を占めています。白人は住んでいません。こういった地域が.ヨハネスプルグの

大きな都市に隣接しています。 1976年、抗議デモに参加した中学生が政府軍の

銃弾に倒れて命を失い、抗議運動は全土に拡大したのです。歴史的な「ソウエ

ト蜂起」の地となったのです。今はようやくその記念碑が建てられる準備が始

まったのです。解放闘争のシンボルと後世に語り伝えたいメッセージなのです。

その記念碑に森首相も訪問したという報道がありました。
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次に、我どもはこのUNHCRの事務所を首都のプレトリアに訪ねました。

代表以下.各専門官、国際公務員行政マンが 5人揃いました。先ほど述べたロー

ルパック・ゼノフォビア・キャンペーンがUNHCRによって指導されています。

例えばいろいろなところで写真展が行われました。社会が民族・人種和合する、

希望に向かうためのキャンペーンです。難民の悲惨な状況を、もっとみんなで

認識しよう。兄弟姉妹として社会に受け入れようとする啓蒙的な展示会です。

拷問を受けた難民はシェルター(緊急避難所)もないところで、いわゆるホームレ

ス化している、あるいは医療からも排除されているという場面を写真報道を通

じて広く社会に存在する寛容のない社会的態度を認識しようというものです。

遠い日本から、一体何をしに来たのかというようなことで、我どもにいろいろ

教えてくれました。そのなかで、「やがて日本人の緒方難民高等弁務宮は去るで

しょう。日本のあるNGOも難民支援を打ち切るでしょう。一体こういうよう

なことが許されるのだろうか。日本の人道主義外交は、政治的ではなかろうかj

と、そこまで国連の高官が口にしたのです。我々は、「オフレコですね。Jと尋

ねたら、「いや、あなた方は大学から来たのだから、それこそ良識の府として.倫

理的に、皆さんに訴えてくださいJとまで言われたわけです。日本の NGOで

あるのTCは難民支援活動から国内の草の根農業開発ヘ方向転換するという背景

がそこにあります。

次に、この方は 1997年に南アフリカではじめて設立された難民支援活動全

国ネット NationalConsortium on Refugee Affairsの責任者クロウ・ジョシー

さんです。彼女はウィッウォーターズランド大学の法律学修士号を持ち.難民の

法的庇護、とくに政府に対して政策提言をするようなアドヴォカシイを積極的

に行っている専門家です。この組織では国内に滞留する難民を支援する法的扶

助.その他の人道支援.教育等、また難民の身の上相談をする等々を含めて行っ

ています。全国 4地域、首都プレトリア・ヨハネスブルグ (20団体)、南部の

ケープタウン(1 2団体)、東部ケープ (10団体)、クワズル・ナタル地域(1 

6団体)など地域および全国ネットワークをもった横断的協議会のような組織

になっています。そこで彼女は難民の人権を擁護する立場を強く訴えておられ

ます。同時にこの難民支援活動ネットワークの充実によって難民の受入れと共

生が促進されるように期待するところです。

次は、ウィッツウォーターズランド大学(UniversityofWitwatersrand)で、す。

ここの法学部で難民のための法律扶助など実務的な支援や大学院レベルの難民

研究講座が開設されています。 JR S (Jesuit Refugee Service)の広報担当の

イエズス会神学生のランペさん、先ほどお話したソウェト出身、の案内で行き

ました。この大学の構内は実に広大です。教授陣のほとんどは白人であるとい

うのが.少し気にかかるわけです。黒人の教育は、やはりそういった意味で非常
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に遅れています。 2、30年.今後かかるだろうといわれています。そして、かつ

てはほとんどの黒人学生たちは高額な授業料を要請するこのような大学には入

試することができなくて、むしろ南アフリカ大学の通信教育(ディスタンス・

ラーニング・エテーュケーション)を経て、単位を修得するしかベストの方法し

かありませんでした。現在、黒人学生たちは法学部で勉学して、将来は政治家

や法律家、弁護士、判事などの道を志ている。他方自入学生たちはビジネスや

経済コースに進学して、実業の世界をめざす傾向があると聞きました。

この方は難民研究で著名なゾンケ・マジヨディーナ女史で、オックスフォー

ド大学の難民講座でも講師を務められた方です。ウィッツウォーターズランド

大学の大学院で難民研究講座が開設に努力されています。次の方は同大学法学

部の人権センター(Centerfor Applied Legal Studies)で働く女性弁護士のアベ

ーダ・バムジェーンさんです。ソマリア系難民の裁判のケースを熱心に支援す

るという法律扶助の仕事をされています。大学が難民問題の多角的取り組みを

していることに感心いたしました。

私どもは NGOの団体である Centre for Study of Violence & Reconcilia-
tion( r暴力と和解J研究センター)を訪問しました。この方はカウンセラーで、

いわゆる難民のトラウマ、心の傷、精神的外傷をどのようにして緩和していく

かというカウンセリング、ワークショップを担当して進められているプロウニ

ン・ハリスさんです。カナダからの資金支援を得て、暴力と和解問題を中心に

11年間すでに活動している団体ですが、独自の研究分野を持ちながら政府に対

して政策提言、いわゆるアドヴォカシー活動を積極的に行っておられます。こ

のNGOは教育分野でも重要な活動をしており、 1999年よりソウェト地域にあ

る40の小・中学校や高等学校において暴力を回避する教育教材を提供してい

ます。青少年プロジェクトとして人権、和解、平和教育などの研究や教育資料

の作成・提供が行われています。

J R S =Jesuit Refugee Serviceの南アフリ力事務所を訪ねました。このキ

リスト教NGOの活動は 1980年はじめにイエズス会難民事業として組織され

たものです。以後、全世界に広がっているわけです。急増する難民支援活動の

ために 1997年から活動を開始しました。南部アフリカ地域の JRS(ザンビア、

マラウイ、アンゴラ、ジンパブエなど)と述挺して難民の保護にあたっていま

す。特に支援活動分野は医療、教育支援、職業技術訓練、社会心理カウンセリ

ングや家族扶助の多岐にわたっています。この事務所はヨハネスブルグの旧市

街地のビルディングの一角、 4階の全フロアを借り切ってさまざまな活動が行

われています。まず、注目したいのは毎週水曜日、難民のためにクリニック診療

が開設されています。一人の女医さんがやってきます。ちょうどその日に私ど

もは訪問できました。難民たちがクリニックで風邪、トラコーマ、あるいは皮府
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炎だとか、様々な疾患をドクターに診てもらえます。そしてその症状に応じて、

必要なとき大学病院あるいは専門医療施設に紹介する手続きがなされます。そ

の日にはたまたま 2例がありました。入口には案内掲示板があり、全ての貴重

な情報、個人個人の安否情報も網羅されています。例えば、スキル・トレーニ

ングーいわゆる職業訓練、技能を向上するための訓練所、あるいはスモール・

ビジネスー小規模商い、露天商など小さな規模のビジネスを立ち上げるための

小額融資制度についてなどが掲示されています。南アフリカ JRSの代表ティ

ム・トム神父やヨハネスプルグJRS事務所のプログラム・ディレクターとして

着任して問もないカトリックの修道女に説明を色々と開きました。室内にはア

イ・シェア・リスポンシビリティ(私は責任と負担を分かち合います) など、 U

NHCRのものやまた自前のポスターが展示されており、支援活動の活気さが

みなぎっていましたね。

そこで、 JRSの活動全般の統計を見てみますと、昨年の 6月に JRSのオ

フィスが新たにヨハネスフルグに開設されたのですが、我々の訪問時の 2ヵ月

前の 7月の一ヵ月間における JRSの具体的支援を受けた難民の人々は、 445

人にも及んでいます。難民のニーズは高まる一方で、支援活動を直ちに開始し

たということです。南アフリカ赤十字社から受け継いだのです。ケアした難民

の状況は、国籍別にみるとコンゴ民主共和国の 269人をトップに、ブルンディ

難民42人、アンゴラ難民 46人、ソマリア難民 29人、ルワンダ難民 23人、

エチオピア難民 14人、スーダン難民 6人、以下カメルーン、ウガンダ、ケニア、

シエラレオンなど各一名です。いずれも内戦や経済困難な理由のようでした。

例えばコンゴ、旧ザイールです。長期独裁モブツ政権が倒れ、そして将軍の軍

事政権のカビラが登場して、そのカビラの仕返しを恐れた旧政府の役人たちを

中心に、陸路を命からがら逃げてきた家族がいました。年齢、性別でみると、

男女ほぼ同比率です。難民の年齢は 18歳から 59歳に年齢が集中しているとい

うところが、特徴としてあります。一方、 0歳から 4歳の乳幼児はアンゴラや

コンゴ、ブルンディから 17人ほどいて、子供たちの数がやはりまだ目に付くと

いうことです。とにかく、 7月の 1ヵ月間のこの統計を詳しく見ると、南アフ

リカ周辺諸国のほとんどの難民から難民申請が出されています。やはり先ほど

の特徴でもあるように、男性も女性も 18歳から 59歳の働き盛り、その年齢に

集中しているというのが特徴となっています。家族を持ったり、生計の中心と

して生活力が一番ある年齢層に集中しています。

その国籍の中で難民のフルステータス、つまり庇護国政府から難民認定を受

けた人はどのくらいいるか。難民認定を受けると、自由が保障され、人身保護

があるのです。難民認定を申請する人々は圧倒的人数なのですが、政府の認定

作業はほとんど進展していません。それだけ難民のあらゆる苦悩が増すことに
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なるのです。特に JRSが脆弱な.最も弱いグループの人々に行ったのは、アン

アカンパニード・マイナー(UnaccompaniedMinor)ですね。両親、あるいは片

親もいない乳幼児のケアです。また、片親の世帯、老人、老齢の方、それから慢

性疾患を持った人、それから暴力とか、あるいは心的障害の被害者に対する 6

ヵ月間のシェルター(緊急避難所)を設けてアシストを始める準備段階にある

ようです。私どもの『世界の貧しい人々に愛の手を』の会では特にこの支援に

関心を今持っております。それから小規模のビジネスの問題、とにかく自活し

たいととして、まずその立ち上げのための融資を申請する難民が多くいます。

融資の規棟はごく少額ローンで、責任をもって返済する義務があります。小規

模の商い、露天商や小売応を難民が始めるためには融資が不可欠です。難民に

対しである企業や会社で直接産業訓練を受けていくことを奨励しています。ロ

ーン担当者の南アフリカ人は非常に活動的で、かつて赤十字社に勤めて難民支

援をしていた経験もあり、 JRSに転職してこの重要な仕事に従事しています。

責任感の強い方で、有能な青年です。実際の生活状況を把握したり、仕事につ

いてのさまざまな相談にのります。彼に‘どのような形でカウンセリングを通し

て人々を支援したかを聞いてみました。すでに 316人の難民に対して対面調査、

面談によってニーズが把混されています。それから 25人程度のグループ、集団

でカウンセリングをします。また、それぞれの居住環境はどうか、家族構成は

どういうようなものか、あるいは仕事はどういう状況か、利益収入は充分であ

るか、また近いうちに返済は可能かなどの正確な把握にホーム・ピジット(家

庭訪問)を定期的にするということです。難民は難民の仲間たちで口コミで居

場所を転々としていたりして、所在がつかめないので非協'に苦労の多い活動で

もあります。しかし、融資制度を活用して成功している難民が多くなってきた

との説明は大変いいことだ。食組購入、学背負担などある程度までの自活が可

能となっているからです。自立への一歩となっています。他方難民の多くは南

アフリカでの定住は難しいと諦めているようです。ポランタリー・リパトリエ

ーション(自由意志に基づく本国の帰還)を申請する難民にも「祖国へ帰りた

い.帰るためのお金がないなどの相談にのってほしいJとの相談もあります。

JRS 事務所内に張つであるポスターなんかを見ますと、シェアリング・イン・

ア・カルチャー・オプ・ヒューマンライツ=人権を尊重する社会、そういった考

え方‘ライフスタイル、人問、仲110.倫理というものをもっと促進しようとする

主旨ですが、しかし、この厳しい現実こそ難民自身を苦しみに追い込んでいる

と言えます。

若い女性ボランティアのリンダ・フエルグソンさんは、教育担当です。小学

校に行きたい、高校に行きたい、あるいは語学校に通いたいというような難民

親子の相談、さらにそのための奨学金.援助がほしいという相談を一手に引き受
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けています。年間 200人の難民から教育援助要請が出されているようです。た

だし、すでに 18ヵ月間以上南アにいる難民家族は援助対象にしていません。難

民の教育への関心は高い。特にプライマリ・スクール(小・中学校)のための

扶助が最もニーズが高く、 JRSでは難民一家族 3人の子供まで授業料の援助を

決定し、実施しています。高校教育の場合は正式な成績表書類が入学する上で

必要とされるのでいまだニーズは低いが、いず、れ小・中学校卒業の難民が増加

していくので、支援体制を思案中であるようだ。 JRSは難民の教育を大切に

しているNGOのひとつです。 JRSは国連、 UNHCRの資金援助をもとに

して語学講座を聞いています。特に先ほど見た難民の分布からいいますと、フ

ランス語圏、ブルンディだとか、あるいはポルトガル語圏、アンゴラ、モザン

ピークの難民たちが南アフリカに入ってくると、公用語としての英語を理解す

る必要があります。基本的に英語を勉強し、就職のチャンスを期します。英語

教育はニーズがあり、ひとクラス 25人規模で盛んに行われています。語学研修

の修了証は、難民たちにとって大切な書類です。自己の動機をさらに高める機

会になっています。自信がつきます。このハッピィ・モーメント、卒業式は難

民にとって、とても大切です。つまり、難民は母国では十分に意思疎通ができ

るのに、国境を越えたがゆえに全く言葉を失うという状況にあるわけです。こ

の点日本の社会での難民への語学講座は十分であるのかどうかJ思い出してくだ

さい。インドシナ難民が日本に定住するとき、日本語教育はたったの 3ヵ月で、

大和難民定住促進センタ一、姫路難民定住促進センタ一、東京の国際救援セン

ターで日本語教育が行われています。日本語の専門官が派遣されます。たった 3

カ月で何になるのかという不平、不満が難民から出ました。調査をしてわかっ

たのですが、それでもやっと延ばして 4カ月、そして 5カ月と、その程度です。

社会適応訓練を受けながら、難しい漢字で書く書類を市役所に出す、区役所に

出す、町役場に出す。日本は日本人第一主義ですからね。日本人並に追いつく

なぞ不可能でしょう。そういうことを考えてみますと、彼らが英語を学んだり、

日本語を学んだりして、教育や仕事を見つけ、生活力をつけたという、その喜

びはひとしおなのです。

現在， 2つの都市ヨハネスブルグと首都プレトリアに分かれて JRSの活動

が始まったばかりです。専門スタッフを確保することも大きな課題です。

UNHCRからの財政支援を受けていますが、年々カットされてきているので、

海外からのプロジェクト援助金を期待しているようです。スタッフの中には南

アフリカに避難して住む難民自身の中からも各自の才能・能力を仕事に活かし

て、同朋の悲惨さをぜひ救おうとして JRSで、一生懸命働いている人もいま

す。コンゴから逃れてきた男性に会いました。親父さんは軍人だったという理

由や自分も旧政府の役人から、政変によって、危険が身に迫ったので家族で難

116 



南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れ

民となってやってきたといいます。 JRSの事務所では難民はひっきりなしに

相談に来ます。経験を活かして彼は笑顔で、英語やフランス語、それに母国語

などを駆使しながら相談や関係書類をテキパキとさばいていました。

次に南アフリカに展開する日本のNGO、JapanInternational Volunteer 
Cooperation =日本国際ボランティアセンターを訪問しました。日本国内でもよ

く知られている、よく頑張っているNGOのひとつです。れTCの海外での活動

対象国はタイ、カンボディア、ラオス、ヴェトナム、

パレスチナ、エチオピア、ユーコスラヴィア、コソヴォ、東ティモール、ア

フガニスタン、北朝鮮、日本国内などにまで発展しています。 1980年に設立さ

れてから 20年の問に著しく拡大してきでいます。

1992年から南アフリカで活動し始めており、現地の代表は津山さんという女

性です。現地では残念ながらお会いできませんでしたが、テレビで報道された

ように今月初め森首相がこの団体を緒方前UNHCR高等弁務官と一緒に訪れま

した。全国的にグラスルーツ=草の根レベルで活躍しているということに、感

心しました。難民学生の職業訓練のための奨学金支援、地方では股村での持続

的農業の普及、人材養成、スラムの子どもたちの教育支援など多岐にわたって

おり、これまでに職業訓練で支援した生徒らは 2000人を越えています。プロジ

ェクト・マネージャーのジャブサンはアメリカの大学に留学して、大学院のソ

ーシャルワークの修士号を取り、アメリカの貧困地帯でソーシャルワークをや

っていました。彼は南アフリカに帰って来てから.日本の JVCのボランティア

センターに就職して、その経験を活かして働いています。彼の案内はていねい

でした。このジャブさんはその後まもなく JVCを退職したという話を聞いて、

ちょっと残念に思いました。非常に熱心で、やさしい専門マネジメントである

有能な方です。

この JVCのレポートを見まして、その統計からわかることは、とにかく具

体的な人間の安全保附に関して対応しています。ですから大量の難民に対応す

ることではなく、その規模に適した人道的なレスポンド、応答をするというこ

とで.ここでも JVCのアプローチが非常に人道に徹しているということがわ

かります。

訓練学校での科目(農業、漁業=3人、建築、都市計画=2人、商業=71人エ

ンジニアリング=106人、美術・工芸=3人、法律=5人、数学、コンビュータ

ーサイエンス=36人、医学・保健閑述=7人、栄養家政学=6人、貿易、手工

芸、産業関連=19人、輸送、通信=2人など)受講のための奨学金支援プログ

ラムがなされていて、まさに難民青年のニーズに合致しているようでした。語

学の授業、これはあるビルの中で行われているんですけど、月曜日から金曜日

の朝 8時からお昼の 3時まで、きっちりとカリキュラム、時間割が設定されて
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います。そういった中で、このモザンピークやブルンテ.ィ、ソマリアから来た

人たちは、こぞ、って英語教育、語学研修を受けています。その数は 460人も数

えます。モザンピークから来た少年で、授業ノートを私が覗き込みました。非

常に楽しそうに授業をうけていました。そして、掲示板には初級、中級、上級

コースそれぞれの試験に合格した人たちのリストが掲示板に張り出されていま

した。一緒に喜んでいるのは、ブルンディから来た女性はフランス語圏ですか

ら、英語をここで話す必要があり、勉強中です。そして、ここでも先ほどの J

RSにあったように、修了証が出されます。 1999年 12月 17日付けのものがあ

りました。 9月から 12月までの 3ヵ月コースのものでした。私も修了書を手に

ポーズして、彼らの喜びを体験しましたが、やはり気分がいいですね。

それから.語学の他に、裁縫、あるいは編物、そういった講座も専門家を呼んで

行われておりました。このようにして、専門家がいろいろと指導しています。難

民の人たちはマーケットに行って、いろんなカラ一、デザインを選んで‘このよ

うなデザインとか仕立てを習っています。難民のための職業訓練は大切な教育

の機会です。将来、お底を出したりできる道をきりひらけるのです。こうした

NGOの難民支援活動に大いに感動を覚えました。遠く日本からNGOが草の

根の協力を着実に重ねている実例に接して大変感動を覚えました。

最後は、希望に満ちた平等と公正、正義と人類の平和を象徴しているウィッツ

ウォーターズランド大学のそびえる塔を背景にしたスライドを最後に、ご報告

に替えさせていただきます。どうも長い間ご静聴ありがとうござ、いました。

武市 どうもご苦労様でした。いろいろお話しすれば、まだまだたくさんの

事柄があるのでございますが、会場の皆さん方のほうからご質問か‘ご意見か.

何か問い合わせがございますでしょうか。どんなご質問.ご意見でも結構でござ

います。

私.今のスライドを見ながら.私たちが行って撮ったものと、それから森首相

の昨日‘一昨日、あるいは今日の前半の南アフリカ滞在のニュース画面を見なが

ら.つくづく思いましたのは、先の保岡さんの話にもありましたように.建前と

本音というのがあるわけですね。ですから、日本の首相が初めて南アフリカを

訪問したと‘これは大変いいことだと思うんです。そしていろいろな約束をした。

しかし、それが本当に真心をこめた援助であり続けてほしいという、一つの私

たちなりの注文といいますか‘気持ちがございます。その裏にチラッチラッと外

交的な、何ていうんでしょうか、国連で日本が安全保障理事会の常任理事国に

なりたいがための、アフリカ諸国からの票集めという打算だけで終わらないで

いただきたいなという気持ち。 JVCのサービス、 JRSのヨハネスブルグの

オフィスの中での一番の責任者、フログラムディレクターという肩書きですが、
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南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れ

これがインド系のシスターなんですね。先ほどの保岡さんのコメントにもあり

ましたが、他の修道会から、たまたまイエズス会の活動に協力しているという

方で、シスター・キャシー・ムラガンという方です。非常にコツコツとお仕事

をなさっているのですけれども、この方が私たちに語った言葉というのが、「私

たちが普段心がけていることは、難民の人を難民というように忠わないよう努

力しているJということをおっしゃっていました。つまり、自分たちと同じ人

なんだ、人1111なんだということですね。そういう意味で， r仕事をしているみん

なの基本的な態度が、非常に大切なんじゃないかと思っているJとおっしゃっ

ていました。

そういうオフィスに来られる方というのは、非常に打ちひしがれて、 トラウ

マにかかっている人で、心身ともに大変な状態であります。先ほど‘スモール・

ビジネス・ローンといいましたが、言葉では小規模企業への貸付というのです

けれども.実際は何のスモール・ビジネスかということを聞いてみたのですね。

そしたら.最初の方の場面にも写っているような、街頭で板をパーツと広げて、

そこにバナナとか果物を仕入れて値段をつけて売っている、それがスモール・

ビジネスなのですね。何もたいしたものではないのです。日本的なベンチャー・

ビジネスじゃないんです。ですから、現地通貨は、ラントというんですが、日

本の円で計算しましたら、上限の貸付の限度額は大体 3万円くらいなんです。

これがJRSのヨハネスプルグの現状です。それを使うのも.当座のいわゆる買

い付けのためなんですね。それから.普段はそういうところで勝手に屋台を広げ

てはいけないんですけど、そういう難民の人たちは特別に認めてもらっていま

す。そういうことで、非常に苦労しながらコツコツと、この難民のお世話をし

ている方々が努力しているのです。本当に見ていて頭が下がる思いがいたしま

して、帰ってまいりました。

それから、今のお話の中で自然にわかると思うんですけど、ここ南アフリカ

の難民は、砂漠の中に掘っ立て小屋があって、そこにいるという感じのタイプ

とはちょっと違うわけですね。いわゆる都市難民ですね。それから、難民は大

体黒人の方が多いですから、道を歩いていると、地元の黒人の方なのかどうか

わからないんですね。どちらが難民で‘どちらが地元の人なのか分かりませんで

した。

また、私なんかは難民の人と面践したのは今回初めての体験だったんですが、

そこで感じたことは、難民の人というのは非常に打ちひしがれていると思って

いたら、意外にそうじゃないんです。もちろんそういう人もいらっしゃるんで

すけども.もっとたくましいのですね。先ほどの画面の中で、 JVC，日本のN
GOで、アフリカから、特にフランス語圏から来た人たちへの英語教育のクラ

スがありましたね。あの中で何人かいる場面がありました。あれを撮ったのは
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私なんですけれども、撮った後に、「どうもありがとうJと言って帰ろうとしま

したら、「ちょっと待ってください」と言うんですね。「何ですかJと言ったら、

私が写真を撮っている聞に、何かを紙に書いてみんなに渡していたんですね。

何をやっているのかなって思いながら、「これ、これですJと言うんです。これ

に人の名前がズラーッと書いてあるのです。「これは私たちの名前ですJ。その

一番上にプリーズ・スカラシップって書いてあるんです。職業訓練のためのス
カラシップを何とかみつけて、私たちに一報してくださいませんかという、そ

ういう願いなんですね。つまり、生きることにガッツがあるというか、たくま

しいというか、もうなよなよとしている暇がないというのか。とにかく、抱い

ていた難民のイメージと非常に違うので、ちょっとびっくりしました。もちろん.

心の中では非常に抑圧された気持ちがあるわけで、それが表面に出ていないだ
けの話かもわかりませんけど。やっぱり、書いたものを見ているのと、自分た

ちが現地に行って実際に触れるのとでは‘実際の印象というものは変わってく
るものだと思います。そういう難民の人たちも.難民をお世話している人たちも、

とにかくコツコツとがんばっているなということを非常に感じました。これが
私の感想でごさ'います。

ほとんど時間がきてしまいました。本日は大変寒いところお越しいただき、

遅くまでお付き合い下さいまして‘大変ありがとうございました。皆様のなかに

は 4団連続でいらっしゃってくださった方もおられるのではないかと思います。

本当に心より感謝申し上げます。どうもありがとうごさ。いました。

*本稿は社会正義研究所主催の連続講演会(f世界の難民J2001年l月20日)での講演

をもとに加筆したものである。

JVCの英語の授業を受ける難民(南アフリカ)
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

Report of Visit to JRS Europe 

PUTHENKALAM John Joseph 
(Department of Philosophical Anthropology， 

Sophia University) 

Present in fiftecn or so countrics， JRS teams and country coordinators 0百er
their so1idarity with refugees and asylum seekcrs in accordance with local 
situations. The form of involvemcnt varics: pastoral service， social projects， 
legal assistance， visits to detainees， programs to raise pub1ic awareness. Mem-
ber of JRS national team Europe officc participate in advocacy on several 
levcls. JRS undertake advocacy， for example， on the situation of undocu-
mented migrants in Germany. 

The JRS member of the Europcan Council on Rcfugec and Exi1es (ECRE). 
It takes part in an NGO platform tracking the issuc of Refugees， asy・
lum-seekers， and migrants， in the Migration Working Group of COMECE 
(Commission of the Bishops of thc European Union)， and in a group of Chris-
tian NGOs. Lena Barret and Eddy Jabot raise with Members of the European 
Par1iament issues inc1uding asylum， and the P1ight of two groups of refugees 
outside European Parliament is seeking for legally binding laws for all its 
membcr countries， Bi11s as“Harmonization of asylum system"， it is on the 
debating table and would come into some shape by 2004. JRS Europe office is 
working on how to influence this documcnt that would come into force by 
2004. This would inc1udc inatters rcgarding to tcmporary protection， accom-
paniment， and rcplacement of Dub1in Convention， fami1y reunion and in gen-
eral all the problem of migration system. Many other issues werc dea1t with 
during our mceting. JRS Europc main officc does not get direct1y involved 
with rcfugces. That is supposed to be donc by thc local JRS. 

In Munich， 1 visited the JRS office in the St Brcchman 's camus. Prof. Mi-
chacl Hans， S.J. was my contact person and hc is actively involved with JRS 
work， here they mainly work with the detainees by visiting their person. They 
also are involved in research and pub1ication and 1 had the opportunity to meet 
and share the ideas with a Jcsuit Doctoral student who does special rcsearch on 
i11egals in Europe. 
JRS Munich， though not directly involved with Balkan refugcc problcm， has 

given me an overview of the issue. During 1999・2000，Kosovo has remained 
the most acute humanitarian problem currently in Europe. Of the 600，000 
Kosovars registered with UNHCR as having fled their country， 240，000 re-
turned home very soon after the NATO bombing. However， a significant num-
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ber of Kosovo Albanians granted temporary protection in Western Europe have 
subsequently asked for asylum in the host countries， for a variety of reasons. 1 
have visited a centre where a Protestant pastor has initiated certain project for 
the Balkans. It is named “Wings of Hope." This Project aim providing aid to 
victims of War in the Balkans and particularly concentrate on the area of psy-
chotraumatic aid to children. This pastor also visits the Balkans regularly and 
conducts sessions for the Youth who belongs to Catholic and Orthodox and 
Muslims， so that reconcile with their history and move forward towards peace. 

In Berlin， Sch. Christian Marte was my guide to JRS activities. He is there 
to assist in the Berlin JRS office. After giving me a detailed account of their 
work， we visited a detention centre. It is hard to get permission to visit such 
centres. Luckily， there was some need for the visit of a chaplain， and 1 was able 
to accompany and hear the story of Gary Ajbou， a Nigerian detained for about 
six month for not having proper documents. He has explained to us the tragic 
situation of their life inside and their way it affects their psyche. Visiting de-
tainee centers is one of a major apostolate of JRS in Germany. More than the 
real problem of refugees， it is the problem of illegals who are needed for work 
by the business community that needs special attention. Since many come as 
illegals without proper documents， they are treated like criminals and put in 
prison with other persons who have a criminal record. (They were asking me 
about situation in Japan， regarding the illegals). Another area of the work is in 
the pastoral service provided for the Vietnamese community. There is a Jesuit 
who can speak Vietnamese， and he is fully involved with answering their 
various needs. Even， he provides accommodation for a Vietnamese in his 
office， who has just got a“tolerance certificate". This certificate allows one to 
stay for a short period. But problem surfaces， once this period is over. Various 
JRS activities of Europe impressed me. 

Well， while in Berlin 1 visited and climed the Berlin Wall， and that is some-
thing to share with you， once 1 am back. 1 really hope my visit to JRS Brussels， 
JRS Munich and JRS Berlin would contribute to the projects of the Institute for 
the Study of Social Justice， Sophia University and our collective endeavor to 
create a new refugee awareness among Sophians. 

122 



I 概要

『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

上智大学社会正義研究所活動報告
(2000年--2001年)

上智大学社会正義研究所 (Institutefor the Study of Social Justice = ISSJ， 

Sophia University)は，上智大学の建学理念であるキリスト教精神に基づいて変動

する世界における諸問題を社会正義の視点より学際的に研究し，その成果を教育と

実践活動の用に供することを目的とし， 1981年4月に設立された。

2000年度は日本私立学校振興・共済事業団の学術研究振興資金と上智大学からの

助成を受け，バルカン，東アフリカ，東チモール，南アフリカにそれぞれ所員を派

遣し，難民・国内避難民の調査を行い，連続講演会「世界の難民Jにて各地域の現

状を発表した。また 2001年 3月 16日--17日にかけて，国際ワークショップセミナ

ー r21世紀における社会正義促進のための大学教育Jを開催した。大学の研究員、

NGO団体，国内外の講師が集まり，難民支援のあり方について議論された。

また学内共同研究では，学際的アプローチによる 2年のプロジェクト(rグローパ

ライゼーションー摩僚と共生J) を実施し， 2001年3月をもって終了した。

教育活動では国内外の専門家や研究者を招聴し，月例講演会や国際シンポジウム

を開催している。 2000年度は、とくに， 2000年 12月開催の第 20回国際シンポジ

ウム(於・国際基督教大学)は， r転換期の束アジアー未来の共倉IJをめざしてJをテ

ーマとして取り上げ，国際基督教大学社会科学研究所との共同共催で開催した。な

お、この成果は御茶の水書房から出版された。

実践活動では， r世界の貧しい人々に愛の手をjの会 (SophiaRelief Service SRS 

一難民，貧しい人々への援助活動を目的とした当研究所下部組織 1981年5月設立)

は東アフリカ 5カ国 6団体に援助を行っており (1981年より現在までに 9回の調査

研究班を派遣して難民実情調査を行っている。

以上，当研究所は， r正義の促進Jr他者のための奉仕Jの課題に向けて，微力な

がら研究，教育，実践活動に携わっている。
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E 所員・事務局

所 長 武市英雄 文学部教授(新聞学)

所 員 青木 清(兼任)理工学部教授(生命科学)

町野 朔 法学部教授(法律学)

村井吉敬(兼任)外国語学部教授(東南アジア社会経済論)
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研究所所在地

文学部助教授(人間学)

経済学部教授(経済学)

文学部教授(人間学)

文学部教授(社会福祉学)

文学部教授(哲学)

経済学部教授(組織・リーダーシップ論)

主事

特別嘱託 (2000.4.1--2001.3.31)

干102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1

上智大学中央図書館7階 713号室

TEL 03 (3238) 3023 

FAX 03 (3238) 4237 

E 研究活動

r21世紀における社会正義促進のための大学教育j一人間の安全保障と地球環境

の秩序構築ー(日本私立学校振興・共済事業団学術研究振興資金・上智大学助成)

学術研究海外難民調査は、世界4地域に計8名の研究員を各 2週間にわたり派遣

し、実施した。派遣地域はバルカン地域(クロアチア、ユーコスラヴィア)、アフリ

カ地域(東アフリカ・ケニア、南アフリカ共和国)、アジア地域(束ティモール)、

欧州地域(ドイツ、ルクセンプルグ)で、主として難民救済の国際NGOsの関係

者・施設等の視察および聞き取り・アンケートを実施し、基礎的な難民実情調査を

行った。

難民に対する教育事業活動は主として、民間資金によって初等・中等・職業訓練・

通信制高等教育が運営されており、国際的な資金援助に依存している。図書・電話・

インターネットなど設備・用具面での不足がある。教員の専門性，資格，研修におい

ても有資格者はごく小人数であり、難民自身が教師となっているなど難民が置かれ

ている教育環境は多くの点で改善されなければならず、国際的協力の必要性のある
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上智大学社会正義研究所活動報告

ことが所見された。

帰国後、それぞれの研究員による調査データをとりまとめ、社会正義促進に資す

るための学生や一般社会人を対象にした講座開設を準備し、正義促進のための大学

教育への還元を計った。

海外難民調査

①クロアチア(保岡孝顕， 2000年 4月-5月 2週間、セルビア系帰還民の受入状

況、和解・許し・平和文化創造センター視察)

②ユーゴスラヴィア(樋口陽一， 2000年 9月4日間大学の教授、怒法裁判所判事と

懇談、市民生活視察)

③束ティモール(山田純三/ファレリアヌス・イリアント， 2000年 9月 2週間，紛

争における被害状況〔学校・病院・民家・諸施設視察、 NGOsとの復興協力)

④南アフリカ共和国(ヨハネスプルグ) (武市英雄/保岡孝顕， 2000年 9月 2週間，

難民支援団体聞き取り，難民職業訓練所，語学教育，医療サービス，貸付融資プロジ

ェクト視察)

⑤ケニア・カクマ難民キャンプ(冷水盟/鬼頭宏， 2000年 9月 2週間，難民キャン

プにおける初等・中等教育支援事業聞き取り調査、都市難民所得確保のプロジェク

ト視察)

⑥東ティモール(山田経三、第二回調査2001年2月2週1111)

⑦ドイツ、ルクセンプルグ(ジョン・ジョゼフ・プッテンカラム2001年 2月下旬

-3月、 1週間)

国際ワークショップセミナー
200 1年3月 16日(金) 13:00-17:00 (第一日目)

開会の辞 ウィリアム・カリー(上智大学学長)

あいさつ 武市英雄(同大学社会正義研究所所長)

基調講淡

「世界の難民 20年の実践活動」

マーク・レイパー

(前イエズス会難民事業JRS代表・グョ-シ.タウン大学客員教授)

「難民子弟の教育支媛の実践からJ
犬養道子(犬養道子基金総裁)

「世界の民族紛争ーバルカン地域の理解のために」
大羽杢介(前駐クロアチア日本国大使)

ワークショップ(1 ) 

「紛争地帯に展開するNGOs一日本のNGO実践からJ
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越田清和(アジア太平洋資料センター・国際協力部長)

首藤信彦(インターバンド代表・衆議院議員)

木山啓子 (JEN・NG04団体合同・事務局長)

金 敬黙〈国際ボランティアセンター・緊急対応担当)

中田 晃(日本赤十字社・国際部開発協力課長)

石井宏明(ピースウィンズジャパン・渉外)

鬼頭 宏(司会・上智大学経済学部経済学科教授)

200 1年 3月 17日(土) 13:00-18:00 (第二日目)

基調講演

「連帯性を育てる『死への準備教育.!I.........ボランティアの使命感と生きかいJ
アルフォンス・デーケン(上智大学文学部人間学研究室教授)

「国連の職員をめざす若者たちのためにJ

松村裕幸(国連世界食糧計画日本事務所代表)

ワークショップ (2)

「大学研究所のボランティア インターシップ活動の取り組み」

谷津倉智子

閉会の辞

(明治学院大学ボランティアセンター・コーディネター)

高橋秀作(モラロジー研究所モラロジー専攻塾・嘱託)

木村 寛(モラロジー研究所モラロジー専攻塾 9期生)

功万達朗(国際基督教大学・教授)

字国彩乃(国際基督教大学学生)

保岡孝顕(上智大学社会正義研究所・主事)、

矢野藍子(上智大学学生)

中沢和男(東海大学助教授)

篠原勝弘(外務省経済協力局民間援助支援室長)

ブラウニン・ハリス

「暴力と和解J研究センター研究員、南アフリカ)

マーク・レイパー

青木清(上智大学生命科学研究所教授、

同大学社会正義研究所員)

2. 2000年度学内共同研究

「グローバライゼーション時代の諸問題一摩擦と共生J (最終年度)

研究代表者: 武市英雄(文学部新聞学科教授)

研究分担者: 青木 清(理工学部生命科学研究所教授)

今井圭子(外国語学部国際関係副専攻教授)

126 



上智大学社会正義研究所活動報告

岡田仁孝(比較文化学部比較文化学科教授)

金山 勉 (文 学部 新聞 学科 講師)

J .ジョセフ・プッテンカラム

(文学部人間学研究室助教授)

保岡孝顕(社会正義研究所主事 )

特別参加者: 樋口陽一(早稲田大学教授)

藤村幸義(日本経済新聞社論説 委員)

2000年度研究活動:

2 0 00年 5月 16日

「グローパライゼーション一法学的視点」樋口陽一

2 0 00年 6月20日

「生物の多様性と環境保全の倫理」青木 清

2 0 00年 7月 18日

「グローバライゼーションとジェンダ一一男女割当制度J今井圭子

2 0 00年 12月21日

nrグローパライゼーションー摩擦と共生』を読むJ
200 1年 1月31日

「中国WTO加盟と中国経済 企業経営への影響J藤村幸義

200 1年 2月2日

「国際情報(ニュース戦略)とこれを支える通信ネットワーク(その2)J 

金山勉

200 1年 3月 13日

「グローバル化社会における共生ーメディアの役割と展望J武市英雄

W 教育活動

1 .講演会

2000年6月 16日.......1 7日

「インドの少数先住民族ースビール村での教育プロジェクトを通じてーJ
(16日・本学 3号館 521教室. 17日本学中央図書館 921会議室)

講師:アンソニー・マイラドゥンパラ神父(イエズス会神父)

押川文子(国立民族学博物館地域研究企画交流センター教授)

. 20 0 0年 7月 14日 「市民権とジェンダー」

講師:上野千鶴子(東京大学教授)
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樋口陽一(早稲田大学教授)

(本学 7号館特別会議室)

2.連続講演会「世界の難民J

2 000年

1 1月22日 「バルカン問題の今日J

講師:樋口陽一(早稲田大学教授)

保岡孝顕(社会正義研究所主事)

1 2月 13日 「東アフリカJ 講師:冷水 豊(社会福祉学科教授)

鬼頭宏(経済学科教授)

1 2月20日 「束ティモールJ 講師:山田経三(経営学科教授)

200 1年 1月20日

「南アフリカJ

林尚志

(イエズス会労働教育センタ一所長)

ファレリアヌス・イリアント

(イエズス会)

講師:武市英雄(社会正義研究所所長)

保岡孝顕

3.全学共通科目「難民J(後期 2000年 10月--2001年 1月)

2 0 0 0年

1 0月 4日「概論J

1 0月 11日「難民と上智大学J

1 0月 18日「難民と上智大学J

1 0月 25日「卒業生の声J

1 1月 8日「束ティモールJ

1 1月 15日「南アフリカ」

1 1月 29日「難民と日本J

1 2月 6日「ケニアj

1 2月 13日「難民とNGOJ

1 2月20日「女性難民J

200 1年 1月 10日「まとめ」
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理辺良保行(文学部人間学研究室教授)

保岡孝顕

保岡孝顕

細川裕子(上智大学 1997年度卒業)

山田経三

ファレリアヌス・イリアント

(イエズス会)

武市英雄

安藤 勇(イエズス会難民司牧センター長)

冷水豊

鬼頭宏

村井吉敬(アジア文化研究室教授)

理辺良保行

理辺良保行
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4. 2000年度秋期・上智大学コミュニティーカレッジ研究コース

(後期 2000年 10月--12月)

講座名:正義の促進一国家・市場・市民社会

コーディネーター・講師 武市英雄

講師陣 青木消、樋口陽一、今井圭子、山団組三、保岡孝顕、斎藤千香 (UN

HCR日本・純国地域事務所)、マルティン・ツルネン(文化評論家)

2000年 10月3日「国際コミュニケーションの意味合いJ(武市)

10月 10日「独裁政権の破綻(アジア・アフリカを中心に)J (保岡)

10月 17日「グローパライゼーションにおけるビジネス・エシックスJ(山田)

10月24日 rw草の根』の民主主義と市民社会

11月7日「世界の難民問題J(斎藤)

11月 14日「正義のための軍事介入?J (樋口)

11月21日「グローパライゼーションと南北問題J(今井)

11月28日「男女共同参画型の社会をめざしてJ(今井)

12月5日「生物の多様性と環境保全の倫理J(青木)

12月 12日「環境と経済の両立J(ツルネン)

12月 19日 r2 1世紀におけるメディアの挑戦J(武市)

5.シンポジウム

2 000年 12月3日

「核のない世界にむけてーチェルノプイリと東海村を結んでJ

(本学中央図書館9階L-921)

上智大学社会正義研究所・

チェルノプイリ被害調査救援女性ネットワーク共催

6.第 20回国際シンポジウム

2 0 00年 12月9日--1 0日

「転換期の束アジアー未来の共創をめざしてーJ

(於) 国際基督教大学

開会の辞 石渡茂(国際基督教大学社会科学研究所長)

基調講演

「和解・協力過程にはいった南北関係

ー南北首脳会談の成果と今後の展望J

康仁徳(元韓国統一部長官)
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「北朝鮮の外交戦略と日朝国交正常化の展望J吉田康彦(埼玉大学教授)

「転換期の東アジアと台湾の位置J 徐 照彦(園皐院大皐教授)

司会:笹川紀勝(国際基督教大学社会科学研究所)

ワークショップ ( 1 ) r東アジアの安全保障J

「東アジアの安全保障 中国の視点からJ 朱建栄(東洋学園大学教授)

「東アジアの平和と沖縄の役割J 新崎盛陣(沖縄大学教授)

司会:木部尚志(国際基督教大学社会科学研究所)

ワークショップ (2) r今日のデモクラシーJ

「現代日本の民主主義の明暗

一社会領域の漸進と国政での逆行j 花崎皐平(哲学者)

「韓国市民運動と落選運動J 朴 元淳

「アジアの文化芸術交流j

(参興連帯 (PSPD)事務局長)

司会:千葉 員(国際基督教大学社会科学研究所)

『リアJ(演劇)ダイジェスト版ビデオ上映 「舞台芸術における国際共同作業ーア

ジア六ヵ国参加の『リア』の例J

<解説> 村上圭子(国際交流基金センター)

民俗舞踊「黒川さんさ踊りj、「綾子舞・小原木踊りJr日本の伝統的民俗舞踊におけ

る韓国のいぶきJ

<解説> 近藤洋子 (1CU保健体育科専任講師)

司会:鬼頭 宏(上智大学社会正義研究所員)

共同の祈り ジョン・ジョゼフ・プッテンカラム(社会正義研究所員)

ポール・ジョンソン(国際基督教大学牧師)

パネルディスカッション 「未来の共創をめざしてJ

「新国家主義の歴史観をめぐって 花崎皐平

一西尾幹二著『国民の歴史』批判J

「民族的アイデンティティーの侵害

に対する『象徴的補償』

「過去をふり返ることは未来に対する

責任を担うことであるJ

今村嗣夫(弁護士)

保岡孝顕(社会正義研究所主事)

閉会の辞

司会:功刀達郎(国際基督教大学社会科学研究所)

武市英雄(社会正義研究所所長)
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V 実践活動

1. r世界の貧しい人々に愛の手を」の会
当会は 1979年から 1981年にかけて本学外事部が主管したインドシナ難民救援活

動を 1981年 5月より当研究所の実践活動のーっとして引き継いだ。当会は主に東ア

フリカ(ケニア・ソマリア・エチオピア・モザンピーク・ウガンダ)の難民，抑圧

や飢餓，貧困に苦しむ人々への援助活動を行っている。その援助及び活動の資金は

全国の募金協力者(現在約 600名)による自発的募金を主とし，そのほかにチャリ

ティバザー，コンサートなどによるもので特に会員制はとっていない。寄せられる

募金(過去 20年間の募金総額約 1{(t 7千万円)は，現地の実情調査や情報分析に基

づき信頼できる現地のキリスト教系救援・開発団体に全額配分され，年に 1皮定期

送金される。また， 1981年以来 2年毎に東アフリカ地域の援助先へ現地踏査を継続

して行って適確なニーズの把握とプロジェクト評価を得るように努めている。また

従来の難民救援活動の全学的取り組みの精神を生かしながら，当会は本学の教職員

ボランティアによって運営されている。

所在地 干102・8554 東京都千代田区紀尾井町 7・1

上智大学社会正義研究所気付

TEL 03-3238-30231 FA..X 03・3238・4237

代表者 アンセルモ・マタイス(上智大学名誉教授)

援助対象事業 食舵・衣料援助，保健医療，住宅・病院・学校建設，教育活動，職

業訓練，井戸明り，物資輸送，通信，緊急救援等

援助形態 資金助成，情報提供

援助対象国 エチオピア，ケニア，ソマリア，モザンピーク，ウガンダ

(2000年 3月現在)

<2000年度援助先及び送金額>

① エチオピア

<イエズス会救済事業>

769，650円 (2000年度)

援助総額 (1983年"'2000年)30，417，508円

SRSエチオピアはカトリック修道会の難民救援事業.の総合的

な公的機関であり、エチオピア・カトリック教会やアッディス・ア

ッパの司教とアッディス・アッパにおける政府機関、諸外国の援助

団体、、難民のための行政機関やARRA、その他の基金の援助に

よって運営されている。
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②ケニア

<ニュンパニ小児施設>

326，400円 (2000年度)

援助総額 (1994年--2000年)3，852，050円

ケニア初の HIV感染孤児の施設として 1992年に設立された。ホ

スピスも併設されていて、身体的精神的ケアや社会復帰プログラム

がある。 2000年度の送金は在宅 70人の子供とナイロビのスラムに

あるコミュニティ・プログラム 200人の子供のために使われている。

<イエズス会難民事業>

326，400円 (2000年度)

援助総額 (1989年--2001年)9，291，600円

2000年 4月より、ケニアで弱い立場にある女性や子供の難民の

ための施設が創られた。現在 62名の女性と 55名の子供を受け入れ

ている。そこでは様々な訓練プログラム(コンビュータ一、語学、

裁縫など)を促進している。 2000年度の送金はこうした訓練プロ

グラムに活用される。

③ソマリア

<カリタス・ソマリア>

761，600円(2000年度)

援助総額 (1981年--2000年)36，076，474円

ソマリア北部の孤立した貧困地域の人々に交易、衛生、教育の向

上の機会を与えるための道路建設事業がメインとなっており、モガ

ディシュ地域での 5歳以下の栄養不良児の食糧・医療援助はシスタ

ーが行っている。貧しい人々に労働の機会を与え、その報酬として

食糧を提供する Foodfor Workプロジェクトも行っている。又、近

い将来にはモンパサで医薬品供給をしている団体への援助を予定

している。

④モザンピーク

<モザンピーク・コミュニティスクール>

326，400円(2000年度)

援助総額 (1997年--2000年)1，772，500円

本国に帰還した元モザンピーク難民の教育支援プロジェクトを

推進。 2000年度にはルアンパラ村にも新しく学校を建設しようと
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している。建設の際には積極的に住民の意見を取り入れながら進め

ていき、完成した建物は村の所有物として管理される。今後の課題

としては、道路や水道などの構造基盤を整え、農作物の売買の促進

が挙げられる。

⑤ウガンダ

<イエズス会難民事業>

326，400円 (2000年度)

援助総額 (1997年--2000年) 1，459，350円

2000年度4月は JRSウガンダのプロジェクトの最後の年にな

り、来年度からは JRSURBAN REFUGEE IN KAl¥1PALA， 

UGANDAとして新しくなる。 2000年度の送金は住居、部屋代、

医療、非常食などの援助のために活用される。援助は現在、 JRS

の事務局の送金され、秘書課に置かれている。

学内外での募金活動

2000年 10月 13日.....14日 チャリティーバザー(上智大学内)

2000年 12月 2日

「世界の貧しい人々に愛の手をJの会 チャリティレクチャーコンサート

(上智大学 10号館講堂)

演奏者:菊地忠子(ハーピスト)

主 催:r世界の貧しい人々に愛の手をJの会

ニュースレターの発行
会の活動は『世界の貧しい人々に愛の手を』を年 2回発行し、寄付協

力者への報告，難民救援へのアピールを行っている。

募金の受付

口座名義 「世界の貧しい人々に愛の手を」の会

郵便振替口座 00180・9・86078

銀行口座(普通預金) 三井住友銀行麹町支底 3090766 
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VI 出版活動

・紀要『社会正義』紀要 20号(本書)

「現場から切り開く学問J武市英雄/"SeekingSafe Passage -New Refugee 

Challenges at the Beginning of the 21st Century" RAPER/ 

"Xenophobia and Reconciliation in Post"Apartheid South Mrica" HARRIS 

Brownyn / "Tokyo International Conference on Mrican Development (Part 

One) " YASUOKA Takaaki/ rバルカン問題の今日J樋口陽一/rクロアチアー

『民族浄化』の悲劇の現場」 保岡孝顕/rケニア・カタマキャンプJ鬼頭 宏、冷

水 豊/r東ティモールj 山田経三、林尚志、ファレリアヌス・イリアント/r南

アフリカJ武市英雄、「南アフリカ社会の新たな挑戦一難民受入れJ保岡孝顕

/"Report of the Visit to JRS Europe" PUTHENKALAM John Joseph上智大学社

会正義研究所活動報告 (2000年ー 2001年)

・第四回国際シンポジウム報告書『グ口一バライゼーション一光と陰J(サンパウ

口、 2000年 12月)

-学内共同研究報告書「グローパライゼション時代の諸問題一摩擦と共生J(2001 

年 3月)

・ニュースレター「世界の貧しい人々に愛の手を」の会

No.39，2000年 8月発行、 No.40，2000年 12月発行
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『社会正義J (20号、 2001、上智大学)

INSTITUTE 

FOR 

THE STUDY OF SOCIAL JUSTICE (ISSJ) 

1. ORIGIN AND AI恥1S

Thc ISSJ was cstablished at Sophia Univcrsity on April 1， 1981. 

Thc pu中oseof the ISSJ is to invcstigatc thc conditions of social justicc in thc 

domcstic and international areas and to contribute to thc promotion of social justicc， 

peace， and humanity bascd on interdisciplinary cfforts. 
The ISSJ cmphasizcs thc nccd for wider support and coopcration from various 

rcscarch institutions， both local and abroad， in pursuit of thcsc objectivcs. In ac・

cordancc with thcsc， thc ISSJ undcrtakes research projects on justicc issues. 

Rcsults of rcsearch projccts and othcr activitics are publishcd annually in Shakai 

Seigi (Social Justice). 

11. ADMINISTRATION AND STAFF 

Director 

TAKEICHI Hideo (Professor， Journalism) 

Staff Members 

AOKI Kiyoshi (Profcssor， Lifc Sciencc) 

KITOH Hiroshi (Professor， Economics) 

MACHINO Hajimc (Professor， Jurisprudcncc) 

MURAI Yoshinori (Profcssor， Socio-cconomics of Southeast Asia) 

PU百IENKALAMJohn Joscph (Assistant Profcssor， Philosophical 

Anthropology) 

RIBERA Hoan (Professor， Philosophical Anthropology) 

SHIMIZU Yutaka (Professor， Social Wclfare) 

WATABE Kiyoshi (Professor， Philosophy) 

YAMADA Keizo (Professor， Management， Business Ethics) 

Administration 

YASUOKA Takaaki (Executive Secretary) 

SHlRATORI Tamaki (Part-timc staff， April 1，2000-March 31， 2001) 
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Location 

The ISSJ is located at Sophia University (Room #713， 7th Floor of the Central 
Library Building) 7・1，Kioi-cho， Chiyoda-ku， Tokyo Postal Code 102-8554， 

Japan.Tel. 03・3238・3023.Fax. 03・3238・4237.

111. ACTIVITIES (2000-2001) 

Activities of the ISSJ are organized in four categories: 

A. Research B. Symposia and Public Lectures， C. Outreach Pr吋ectsof Sophia 

Relief Service attached to ISSJ， and D. Publications. 

A. Research 

Interdisciplinary research is carried out in the form of an intra-campus research 

groupe financed by Sophia University. 

• Promotion of Social Justice and University Education in the 21st Century 

Research Members 

AOKI Kiyoshi (Professor， Life Science) 
KITOH Hiroshi (Professor， Economics) 
MACHINO Hajime (Professor， Jurisprudence) 

MURAI Yoshinori (Professor， Socio-economics of Southeast Asia) 

PUTHENKALAM John Joseph (Assistant Professor， Philosophical Anthropol-

ogy) 

RIBERA Hoan (Professor， Philosophical Anthropology) 

SHIMIZU Yutaka(Professor， Social Walfare) 

WATABE Kiyoshi (Professor， Philosophy) 

YAMADA Keizo (Professor， Management， Business Ethics) 
HIGUCHI Yoichi(Professor，Waseda University) 

• Refugee Researches were conducted as follows: 

Croatia (YASUOKA Takaaaki， April-May， 2000) 
Beograd (HIGUCHI Yoichi September， 2000 for 4 days) 

East Timor (YAMADA Keizo， IRIANTO Farerianus September， 2000 for 2 

weeks)， (YAMADA Keizo ，February， 2001 for 2 weeks) 

South Africa (TAKEICHI Hideo， YASUOKA Takaaki， September， 2000 for 2 

weeks) 
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INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIAL JUSTICE (ISSJ) 

Kenya， Kakuma Refugee Camp (KITOH， Hiroshi， SHIMIZU， Yutaka September 
2000 for 2 weeks) 

Germany，Luxsembourg (John PUTHENKALAM February-March， 2001) 

International Workshop Seminor“Promotion of Social Justice and 
University Education in the 21

st 
Century" 

Program: 

First Day， March 16，2001 
12:45-15:00 

Opening Hidco Takeichi (Director， Institute for the Study of Social Justicc) 

Grceting William Currie (President， Sophia University) 

Keynote Speeches 

“Saving Refugees with Justice -20 years Experiences of Jesuit Refugee 

Service" 

Mark Rapcr (Visiting Prof. Georgctown University) 

Educational Support for Refugee Youth" 

Michiko Inukai (Writcr， Prcsidcnt of Inukai Michiko Fund) 

Histrical Background of Ethnic Conflicts in the Balkans -Japanese 

Contribution toward their Solution" 

Keisuke Ohba (Former Ambassador to Croatia) 

Chaircd by 

Takaaki Yasuoka (Senior Researchcr of ISSJ， Sophia University) 

15:10・17:40 Workshop (1) 

NGOs Operating in the Conflict Aeras of the World -Japanese Experience" 

Kiyokazu Koshida (Director， International Cooperation， PARC) 

Nobuyuki Suto (Chairpcrson， IntcrBand， Member of theDiet) 

Keiko Kiyama (Secretary Gcncral， JEN・4NGOs'Coalition) 

Kim Kyung Mook (Rescarcher， Japan International Volunteer Centcr) 

Hiroaki Ishii (Liaison， Pcace Winds Japan) 

Akira Nakata (Dcrector， International Relations Dcpt. Japanese Red 

Cross Society) 

Chaired by Hiroshi Kitoh (Prof. Faculty of Economics) 

18:00 Reseption and Sharing 

Second Day， March 17，2001 
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12:50-14:50 

Keynote Speeches 

Preperation for Death Education -Solidarity through Volunteer Activities" 

Alfons Deeken (Professor， Philosophical Antholopology， Sophia 

University) 

The Message for the Young Men Seeking for Opportunities to Work in the 

UN" 

Hiroyuki Matsumura (Representative， World Food Programme Office in 

Japan) 

Chaired by Takaaki Yasuoka (ISSJ) 

15:00・17:40 Workshop(2) 

Universities and Institutes Promoting Volunteer and Internship Activities as 

Humanitarian Response" 

Meiji Gakuin University Volunteer Center 

(Coordinator， Tomoko Yatsukura)， 

The Institute of Moralogy 

(Shusaku Takahashi， Hiroshi Kimura)， 
International Christian University 

(Prof. Tatsuro Kunugi and Ayano Uda Student)， 

Sophia University (Takaaki Yasuoka， Aiko Yano Student)， 

Kazuo Nakazawa (Associate Prof. Tokai University)， 

Bronwyn Harris (Research Officer， Centre for the Study of 

Violonce and Reconcilation， South Africa)， 

Mark Raper 

17:40 Closing Remark Kiyoshi Aoki 

• The theme of intra-campus research in 2000 was the “Problems of 
Globalization Era---friction and co-existence" 

The members were chosen from different disciplines to investigate the various 

conditions of frictions in Globalization， and factors which brings co-existence 

between the developed and developing nations. 

The study team held monthly regular study sessions. 

Members TAKEICHI Hideo (Director， ISSJ) 

AOKI Kiyoshi (Professor， Life Science) 

IMAI Keiko (Professor， International Relations) 

KANAYAMA Tsutomu (Lecturer， Journalism) 
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OKADA Hitotaka(Dircctor， Comparativc Culturc) 
PUTHENKALAM John Joscph 

(Assistant Profcssor， Philosophical Anthropology) 

YASUOKA Takaaki (Exccutivc Sccrctary， ISSJ) 

Guest Members HIGUCHI Yoichi (Profcssor， Wascda Univcrsity) 

FUJIMURA Takayoshi 

(Editorial Writcr of thc Nihon Kcizai Shimbun) 

Research Activities 

(1) May 16， 2000 
“Globalizationーイromthc vicw point of Jurisprudcncc" 

HIGUCHI Yoichi 

(2) Junc 20， 2000 

“Divcrsity of Lifc and thc Ethics of Environmcntal Prcscrvation" 

AOKI Kiyoshi 

(3) July 18， 2000 

“Globalization and Gcndcr一Systcmof the Rccruitmcnt of Gcndcr" 

IMAI Kciko 

(4) Dcccmbcr 21， 2000 Thc Rcport on “Reading Globa/ization Light and 

Darkness" 

(5) January 31， 2001 

“China Joining羽'1'0and Influcncc to Chincasc Ecconomy and thc 

Buissincss Managcmcnt" FUJIMURA Takayoshi 

(6) February 2， 2001 

“Intcrnational Information (Ncws Stratcgy) 

and thc Communication Nctwork II" KANAYAMA Tsutomu 

March 13， 2001 

“Thc Role of Mass Mcdia in a ncw Gobal Agc" TAKEICHI Hideo 

B. Lectures and Symposia 

. Lectures 

June16・17，2000
“Minor Indigenous Peoplc in India-from Education Program" (at Ccntral 

Library of Sophia University) 

Fr. Anthony Mairadunpara (Society of Jesus) 

OSHlKAWA Fumiko (Professor of the Area Studies Communication 

Center in thc National Folklore Museum) 
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July 14， 2000 “Civil Rights and Gender" (at Sophia University) 

UENO Chizuko (Professor， The University of Tokyo) 
HIGUCHI Yoichi (Professor， Waseda University) 

The undergraduate course， open to all students: Refugees" 

October 4， 2000 “Introduction" 

RIBERA Hoan (Professor， Philosophical Anthropology) 

October 11 “Refugees and Sophia University" 

YASUOKA Takaaki (Institute for the Study of Social Justice) 

October 18 “Visiting Refugees Campus" 

YASUOKA Takaaki 

October 25 “Voice of The Alumni" 

HOSOKAWA Yuko (Graduate from Sophia University in 1997) 

November 8 “East Timor" 

YAMADA Keizo (Professor， Management) 

November 15 “South Africa" 

TA阻 ICHIHideo (Professor， Journalism) 

November 29 “Refugees and Japan" 

ANDO Isamu (Jesuit Social Center) 

December 6 “Kenya Kakuma Camp" 

SHIMIZU Yutaka (Professor， Social Welfare) 

December 13 “Refugees and NGOs" 

MURAI Yoshinori (Socio-economics of Southeast Asia) 

December 20 “Female Refugees" 

RIBERAHoan 

January 10，2001“Conclusion" 

RIBERAHoan 

Lectures “Refugees in the World" 
November 22， 2000 Balkan Problems Today" 

HIGUCHI Yoichi (Professor， Waseda University) 

“Serb Refugees Repatriation" 

YASUOKA Takaaki (Executive Secretary) 

December 13 “East Africa-Kakuma Refugec Camp" 

SHIMIZU Yuaka (Professor， Social Welfare) 
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KITOH Hiroshi (Professor， Economics) 

December 20 “East百mor"

YAMADA Kcizo (Professor， Managcment) 
HAYASH1 Hisashi (Chicf， Jcsuit Labor Education Ccntcr) 

Farerianus 1rianto (Socicty of Jcsus) 

January 20， 2001 “South Africa" 

TAKE1CH1 Hidco (Dircctor， 1SSJ) 

“Ncw Challcngcof South Afroca -Rcfugccs from Ncigbouring Nations" 

YASUOKA Takaaki (Exccutivc， Secrctary， 1SSJ) 

Lectures : Sophia University Community College Autumn 2000 

Octobcr 3， 2000 “Mcaning of the 1nternational Communication" 
TAKE1CH1 Hideo (Professor， Journalism) 

Octobcr 10， 2000 “Thc Fall of Dictatorial Rcgimes in Asia and Africa" 
YASUOKA Takaaki (1nstitutc for the Study of Social Justicc) 

October 17， 2000 “Busincss Ethics in Globalized World" 
YAMADA Keizo (Professor， Managemcnt) 

October 24， 2000 “Community-Bascd Dcmocracy and Civil Socicty" 
YASUOKA Takaaki 

Novembcr 7， 2000 “Rcfugccs of the World" 

SAITO Chika (UNHCR Japan-Korea Regional Office) 

November 14， 2000 “Military 1ntcrvcntion in the Namc of Justicc?" 

H1GUCH1 Yoichi (Profcssor of Constitution， Wascda Univcrsity) 

Novembcr 21，2000 “Globalization and North-South 1ssucs" 

1MA1 Kciko (Profcssor， 1ntcrnational Rclations， Sophia Univcrsity) 
Novembcr 28，2000 “Toward Gendcr-Equal Socicty" 

1MA1 Kciko 

Dcccmber 5，2000 “Divcrsity in Spccies and Environment Protcction Ethics" 
AOK1 Kiyoshi (Profcssor， Life Scicnce) 

December 12，2000 “Balancc Bctwcen Environment and Economy" 

TSURUNEN Marutci (Social Critics) 

December 19， 2000 “Challcngc of Mcdia in thc 21 st Ccntury" 

TAKE1CH1 Hideo 

• Simposia 
• Toward Society Without Neuclear-From Chernobyl to Toukaimura 
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(Central Library L・921)

(Co-sponsored by Chernobyl Research of Chernobyl For Victims， Woman's 

Network) 

• The 20th International Symposium (Co-sponsored by the Social Science 
Research Institute， International Christian University=SSRI) 

East Asia in Transition: Toward Creating a Common Future 

The First Day， December 9(Sat.) Keynote Speeches 

Kang Induk (Former Minister of Ministry of Unification， Republic of 

Korea) 

Twu Jaw-Yann (Professor， Kokugakuin University) 
Chaired by Norikatsu Sasakawa (SSRI) 

Workshop 1 Security in East Asia 

Zhu Jiarong (Professor， Toyogakuen University) 

Moriteru Arasaki (Professor， Okinawa University) 

Chaired by Takashi Kibe (SSRI) 

Workshop 2 Democracy Today 

Kohei Hanazaki (Philosopher) 

Park Won-Soon (Secretary General，PSPD) 

Chaired by Shin Chiba (SSRI) 

The Second Day Dec.10， Sunday 

Workshop Exchange of Asian Culture and Art 

Video Show and Lecture 

Keiko Murakami (The Japan Foudation Asia Center) 

Traditional Folk Dance of Japan “Kurokawa Sansa Odori 
“Ayakomai Oharagi Odori and Lecture" 

Yoko Kondo (lnstructor， Physical Education， ICU) 

Chaired by Hiroshi Kito (ISSJ) 

Panel Discussion “Toward Creating a Common Future" 

Kohei Hanazaki， 

Tsuguo Imamura (Lawyer)， 

Takaaki Yasuoka (Senior Researcher， ISSJ) 

Chaired by Tatsuro Kunugi (SSRI) 

C. Outreach Projects of Sophia Relief Service attached to ISSJ 

1. Sophia Relief Service 
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Since 1981， ISSJ has been supporting refugees in East Africa， and people in 
poverty or hunger. This activity is made possible by about 450 contributors across 

the world， charity concerts and bazaars. With reliable field survey， donation is 
distributed to the Christian-related supporting or development organizations on the 

spots. Every two years， SRS conducts on-site inspection to acquire accurate 

needs and the evaluation of refugee assistance projects. SRS is organized by 

professors at Sophia University and other supporters on voluntary basis. (Director: 

MATAIX Anselmo S.J， Founded in 1981). 

Statement of Disbursement (April 2000・March2002) 

1. Ethiopia: Jesuit Refugee Service is a public organization which offers 

comprehensive support programs for refugees. (￥769，650) 
2. Kenya: Nyumbani， Children of God's Relief Institute Community -Shelter for 

children infected with HIV. It also functions as a hospice， offering rehabilitation 

opportunity. (￥326，400) 

3. Kenya: Jesuit Rcfugee Services (JRS) acccpts women and children， promoting 
various training programs， such as for computer skills， languagcs and sewing skills. 

(￥326，400) 

4. Somalia: In Northern Region， Calitas Somalia especially tries to improve the 

condition of malnutrition of five-year-olds children. (￥761，600) 
5. Mozambiquc: Mozambique Community School builds schools with Iistcning to 

the voices of the local pcoplc carefully. It also aiffis at fixing up infrastructurc of 

the area. (￥326，400) 

6. Uganda: For Jcsuit Refugee Scrvice， year 2000 is the final to be in 
this projcct. Donation for JRS was used for pcople's habitation， 
medicinc and emergcncy provision. (￥326，400) 

The ISSJ dispatchcd the 9 th African field research on Refugees. The two-man 

research team was in Kcnya， Uganda， and Brundi from March 2 to March 29， 1999， 

to visit thc Jcsuit Rcfugce Servicc (The organization which SRS gives support) and 

conduct the Rcscarch of Afrian rcfugccs and displaccd people. This research 

program started since 1981. 

2. Charity Events 

October 13 -14，2000 Charity Bazaar， at Sophia University 

December 2，2000 Charity Lecture Concert at Aditorium， Sophia University. 
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D. Publications 

1. Academic Journal Shakai Seigi， Social Justice Vol. 20 (Tokyo: ISSJ， Sophia 

University， 2001) 

Contents: 

“Foreword: Academism and Journalism，" TAKEICHI Hideo; "Seeking Safe 

Passage ・NewRefugee Challenges at the Beginning of the 21 st Century，" RAPER 

Mark;“Xenophobia and Reconciliation in Post Apartheid Sound Africa" HARRIS 

Bronwyn;“Tokyo International Conference on African Development (Part One)"， 

YASUOKA Takaaki; “The Balkan Problems Today"， HIGUCHI Yoichi; 

“Croatia-l、ragedyof the Refugees Due to Ethnic Cleansing"， YASUOKA Takaaki; 

“Kakuma Camp in Kenya"， KITOH Hiroshi， SHIMIZU Yutaka;“East Timor" 

YAMADA Keizo; HAYASHI Hisashi; IRIANTO Farerianus;“South Africaヘ
TAKEICHI Hideo;“New Challenge of the South Africa-Receiving Refugees from 

Neighboring Nations，" YASUOKA Takaaki;“Report of Visit JRS Europe"， 

PUTHENKALAM John Joseph; Report: Activities of 2000・2001，Institute for the 

Study of Social Justice， Sophia University. 
2. International Symposium Publication: Globalization-Light and Darkness. 

(San Paul， Tokyo) December 2000 

3. Problems ofGlobalization Era-friction and co-existence， (ISS1， 2001) 

4. Newsletter 

The Sophia Relief Service publishes its newsletter carrying vital information 

about refugees and displaced people in the Third World， especially Asia and Africa. 

Newsletter (Sekai no Mazushii Hitobito Ni Ai no Te 0 -Extending Hands to Needy 

People of the World) Vo1.39 (Tokyo: Sophia Relief Service， ISSJ， 2000 July) and 

Vo1.40 (December 2000) were published. 
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