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テレビCMの キャッチ・ コピーではないが,21世紀を目

前にひかえて,私たちはその準備が出来てぃるのであろう

か。ニュー・ ミレニアム (千年紀)を見通すことは,至難

の業であるにしても, この先50年がどんな時代になるのか,

あるいはどんな時代になってほしいか考えてみるのは無駄

ではないであろう。特に,終着点がはっきりしないまま,

大幅かつ急激な変革の時代に突入 しようとしている国立大

学にとって,そ してわが国際開発研究科にとって,長期的

視野に立って物事を考えておくのは,パ ッチワーク的対応

の積み重ねによる後悔を避ける意味でも重要であろう。

国際開発協力の分野も世界の潮流に無縁ではいられない。

21世紀のキーヮー ドは,20世紀末の喧燥のなかに見つける

ことが出来る。グローバ リゼーション, インターネット,

地球環境問題,地域紛争はどのような展開を見せるのであ

ろうか。

グローバ リゼーションの進展は,発展途上国に大きな飛

躍のチャンスを与えると同時に, アジア通貨危機によって

一つ間違えば大きな危険を内包 していることを示 した。な

かでも,看過できないのは,政策とは無縁のところで日々

まじめに働いている人々の生活が突然危機に瀕することで

ある。インターネットの普及は,限りない可能性を秘めて

いると同時に, しばしばハッカー攻撃で垣間見 られるよう

に脆弱性をも持ち合わせている。グローバ リゼーションと

インターネットは,相互に補強 しあいながら,世界的市場

経済の形成を促進 し,20世紀的国家 (Nation State)の

持つ意味を希薄化させ,地球規模での問題対応を迫る。国

家の枠を超えた政策協力なしでは,市場経済の促進は,勝

者と敗者の色分けを鮮明にすることにもなりかねない。同

時に,国家の衰退は,宗教・民族・地域間の経済利害など

の差異を際立たせ,各地で地域紛争を引き起こしている。

これまで直感的には意識されることが少なかった環境制約

も,原発事故, ヒマラヤの氷河湖の拡大と決壊の恐れ, ご

み処理問題などのように顕在化 してきている。やや乱暴な

言い方をすれば,経済,環境,情報面での無国境化に対し,

第2次大戦後の世界システムに代えて, どのようなシステ

SC″001 0Fr/Vrf

爾̈
r/NAGOシ %υ Ⅳ′yfRs′ アγ

名古屋大学大学院 国際開発研究科
発行 0464-8601 名古屋市千種区不老町

● 〈052〉 789-4953
Fノ Xヽ 〈052〉 789-4951

21世紀の到来 :Are you ready?

大学院国際開発研究科長  長  田    博

ムを用意するかが緊急に問われている。さらに,経済のグ

ローバ リゼーションとインターネットによる地球規模での

瞬時の情報共有は,効率化による経済厚生水準の向上と同

時に,群集心理による雪崩現象を引きおこす危険性をもは

らんでいる。この意味では,地球規模での不安定化への対

応とインターネット社会に 2重 3重の安全機能を備えると

いうFail Safeの発想が重要となろう。 21世 紀の国際開

発研究と協力も当然のこととして, このような枠組みの中

で再構築される必要があるように思われる。

さて,21世紀の国際開発研究あるいは協力の方向がある

程度明らかになったとして,次の問題は,大学における研

究・ 教育が社会的要請のどの部分を担うのかという問題が

ある。これまで,教育は社会全体の発展に貢献するものの,

個人的には教育投資資金の回収が十分に出来ないという意

味で,公共財とみなされ国家資金が投入されてきた。 しか

し,高度職業人教育に見 られるように社会での即応性が大

学教育の一つの分野として求められている現在,教育投資

の個人的回収の可能性が高まり,教育サービスを私的消費

財とみなす傾向が強 くなっている。このような時代にあっ

て,私たちにとっての責務は,研究・教育のどの部分が公

共財であるのかよく熟考 し,21世紀を不毛の時代にしない

ように,研究・教育の種まきに励むことであろう。

ネパールの女性達と (中西助教授二左端)

GSID―」ICAネパール評価プロジェクトの概要が, GSiDの ホー
ムページ上でご覧頂けます。(本文 6-7ページに関連記事)
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外部評価委員会を開催

去る1月 26日 (水),13時から17時の間,国際開発研究

科棟 8階多目的オーディトリアムで,外部評価委員会を開

催 しました。

これは,GSID設 立 10周 年を控え,平成10年 11月 8日

の研究科委員会において活動を開始 したもので,研究科の

現状について細かく点検 し,批判的に自己評価を行って纏

め上げた「 自己点検・評価報告書」及び卒業生を含む「学

生アンケー ト」結果のほか,過去のニューズレター,及び

パンフレット・学生便覧等の資料を基に,第二者から再評

価を受ける目的で開かれたものです。

委員会には, 6名 の外部評価委員のほか,研究科長,専

攻主任等26名 の教職員が参加 し,GSID各 委員会の自己

点検・評価の報告と外部評価委員からの質疑・討論が行わ

れ充実 した会議となりました。

その他,学生 (6名 )と外部評価委員との懇談会や施設

見学を行った後, 1階 プレゼンテーションルームにおいて,

懇談会参加の学生 も参加 して外部評価委員との懇親会を開

催 し和やかな中にも,熱心な意見交換の場 も見受けられ有

意義なひとときを過ごすことができました。

これらの取 り組みは,長期的展望の下に,GSIDの 教

育・ 研究システムの基盤を強固なものにするための将来計

画の立案とその実践につながるもので,今後の取り組みが

よリー層重視されます。

今後のスケジュールは以下のとおりです。

1.自 己点検・評価報告書,及び学生アンケー ト結果の

刊行と公表 (3月 末の予定)

2.外部評価報告書の刊行とその公表

3.外部評価を受けて

0部局自己評価実施委員会 (GSID内各種委員会 )

で問題点等の改善等が可能なものについては,そ の

事項を明確にしその実現のための体制をととのえる。

・ GSID全体で検討すべき事柄については, その事

項,及び問題点等を将来計画委員会に提起する。

・将来計画検討委員会は,提起された事柄について検

討 しGSIDの 将来計画策定に反映させる。

スタップ鶴漿

理論と実践をつなぐ

イ ンターフェイスづ

国際開発専攻

助教授 岡 田 亜 弥

1999年 4月 に名古屋大学大学院国際開発研究科 (GSI

D)に着任 してはや10ケ 月になる。1989年にやはり名古屋

にある国連地域開発センター (UNCRD)を 辞して以来

国連機関勤務と博士課程留学のため10年間を海外で過ごし

たが,今回再び名古屋 (地元である愛知)に勤務地を得た

のも,不思議なご縁だと感 じている。現在,教育開発講座

において,社会開発論と教育開発計画論を担当している。

大学教員という職務に就 くのは初めてであり, また,海外

生活が長かったこともあり,着任当初は戸惑うことも多かっ

たが,以来,無我夢中で過ごした感がある。

GSIDに 勤務 して本当に良かったと思 う点がいくつか

ある。第 1に ,そ のオープンで柔軟な学風である。第2に ,

GSIDの国際性である。私が修士課程に留学 した英国サ

セックス大学開発問題研究所 (IDS)も ,博士課程に学

んだ米国マサチューセッツエ科大学都市地域計画研究科も,

留学生が学生の大半を占めており,授業で開発にかかわる

様々なテーマについてそれぞれ自分の国の経験を交えて熱

く討論する様は, まさに ミニ国際会議であった。GSID

には,さ まざまな国からの留学生170人近 くが在籍 し, そ

れに似た光景が見 られる。私のゼ ミでも, アフリカか ら1

人, ラテンアメリカから3人,東南アジアから1人,南アジ

アから1人,東欧から1人,北米から1人 の学生が参加 して

おり,彼 らの自らの経験に基づく活発な発言が, クラス討

論をより豊かで興味深いものにしている。私自身は,最初

り

く

　

く

学生と評価委員との懇談の模様



の留学の際,英語力不足で苦労 したが,現在私の講義やゼ

ミに参加する日本人学生は,英語での討論 もなかなか堂々

と立派にこなし,感′とヽすることも多い。

第 3に,GSIDの 実務を重視する姿勢である。教員・

学生とも,国際機関,援助機関,青年海外協力隊,開発コ

ンサルタント等,開発実務を経験 した者が多い。私自身も,

UNCRDと ,国連児童基金 (UNICEF)の ニューヨー

ク本部及びラクナウ地域事務所 (在 インド)勤務を通じて,

開発実務に携わった。 UNCRDで は,地域社会開発計画

に関する研究と途上国の地方行政官を対象とする研修事業

に従事 した。UNICEF本 部では,企画官として90年 に開

催された「世界子どもサ ミット」のフォローアップとして

保健,教育,栄養といった分野における「子どものための

90年代に達成すべき目標」の達成にむけた各国の進捗状況

を測るモニタリングシステムの開発やグローバル戦略策定

のための政策研究に関わった。インドのラクナウ事務所で

は, プロジェクト担当官として,イ ンド第 2の最貧州であ

るウッタルプラデシュ州において貧困層の子どもや母親を

対象とする母子保健,栄養,幼児教育, コミュニティ開発

に関わる事業の計画,実施,及び評価に従事 した。外国人

スタッフは私1人 という地方の事務所で孤軍奮闘 したが ,

開発問題の奥深さと貧困問題の解決の難 しさを身をもって

痛感 した。

国際開発研究は,現実と乖離 してはその有用性を欠 く。

しかし,逆説的であるが,開発現場にいると,実務者は,

日々多 くの現実の問題に直面する中で,そ うした問題をよ

り体系的・ 理論的に理解 し,解決の糸口を自分なりに見つ

けたいと切望する。私 自身 もそうだったように,GSID

で学ぶ実務者院生の多 くは, こうした動機で,再び大学院

で学ぶことを選択 したのではなかろうか。私が博士課程で

学んだ都市地域計画研究 (Urban Studies and Planning)

は, 日本ではあまり馴染みがないが,理論のみならず,計

画 (Planning),そ して,実践 (Action)を も学問対象に

取 り入れて,公共セクターが地域住民の生活向上のために,

社会変革に向けて何をなすべきかについて研究する政策志

向の社会科学である。国際開発においては, こうした理論

と実践のdialecticな 往復がとりわけ重要であり,国際開

発を専門とする大学院の役割は,理論と実践の間の往復を

容易にするインターフェイスづくりにあるのではないかと

考える。これまでの国際機関における実務経験や留学経験

を生かし,GSIDにおける研究・教育活動を通 じて, この

インターフェイスづくりに微力ながら貢献することができ

ればと思っている。

スタツ
グ01:バ ル, 自由かつ

オープンな雰囲気づくりを目指して

国際開発専攻

助教授 岡 本  由 美 子

1999年度途中の10月 より,神戸大学大学院国際協力研究

科より赴任 しました,岡本由美子です。赴任の挨拶で申し

上げましたように,「急な坂道」と「猪」 に別れをつげ,

名古屋にやってまいりました。誰からも好かれ,尊敬され

ていた Prof.Hiro Lee(私 の友人でもありますが)の後

任というのは,なんとも大役という感 じで,気が重いので

すが, とにかく頑張 りたいと思います。どうぞ,よ ろしく

お願いします。

私は,大学院卒業後,ま ず,2年間弱,霞 ケ関にありま

す社団法人海外コンサルティング企業協会 (ECFA)と い

うところに勤務 しておりました。研究員とはいうものの,

業務はなんでもありでした。日本の開発コンサルタント会

社経営者のセ ミナーの企画,立案, コーディネーター役を

やったり, 日本の援助システム改善にむけての政策提言づ

くりに励んだり,海外の援助機関やNGO団体を訪問 して

インタビューを行ったり,」ICAの タイでの教育形成 プロ

ジェクトにコンサルタントとして関わったり,民間企業要

請のマレーシアにおける開発プロジェク トに携わったりと

目まぐるしい毎日でした。非常に短期間ではありましたが,

ECFAが 日本や途上国の省庁, 日本の援助実施機関, 開発

コンサルタントといずれとも太いパイプをもっていたこと

もあり, 日本の援助を `肌'で感 じることができたことは,

本当に貴重な経験であったと思 っております (と いっても,

その当時は,毎日がとにかく目まぐるしくかつ忙 しく,そ

の時間がどれだけ貴重なものであったかということを自覚

してはおりませんでしたが)。

それから,4年間,ア ジア経済研究所にも勤務する機会

を得ました。毎年,研究テーマが変わっていきましたが,

主に,東南アジア経済のマクロ経済分析,貿易や直接投資

の実証分析,地域経済統合の分析に携わっておりました。

ここでは,研究所の方々のみならず,国内外の他の多 くの

研究者と知り合い, 自由でオープンな雰囲気の中で, とも

に仕事をするという, これまた貴重な機会に恵まれました。

また,「開発」についてより研究を深めるためには,グロー

バルなネットワークの構築が有用であるとしみじみ感 じた

のもこの時です。

本研究科の授業やゼミでは,是非, これまでの経験をい

かすべく, グローバル, 自由かつオープンな雰囲気づくり
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を目指 したいと思っております。GSIDに は,本当に多

くの国からの留学生が多数,在籍 しています。赴任 してま

だ 3ケ 月ですが, これほど,多様であろうとは正直いって

予想 していませんでした。国際開発の分野での就職を目指

す日本人の院生にとってもこれは非常に有益な特色であろ

うと思います。神戸大は,道半ばで,去ることとなってし

まいましたが, ここ名大で,少 しでも実現できるよう, 自

分の専門性を高めることと同時に,努力 していきたいと思

います。どうぞ,よ ろしくお願いします。

て考え出された活動である。

EIUPで は,本研究科に在籍する日本人院生と外国人留

学生がチームを作り,国際理解教育のための特別講師とし

て名古屋市内の小,中,高を訪問することを計画している。

院生各自の研究テーマ,海外経験,外国人留学生であれば

自国での生活などについて分かり易 く授業 し,生徒たちの

正 しい国際理解の一助となりたいと願っている。

またEIUPの活動は,当研究科の支援のもとで,院生主

体のNPOを運営する初の試みで もある。一般に,大学院

生は一つの研究テーマを追求 し,悪 く言えば象牙の塔にこ

もり,一人よがりになりがちである。 しかし当研究科は,

研究者養成に加えて,開発援助の専門家など,国際協力の

現場で活躍できる人材の養成を目的としている。 したがっ

てNPO活動は,参加する院生にとっても実践的な経験を

得る貴重な学びの場となるはずである。

EIUPで は地域に根ざした国際理解教育を活動の中心 と

するが, この活動は,将来,当研究科院生の主催するNP
Oが様々な分野に活動領域を広げていく第一歩であると自

負 している。

このように,EIUPは,地域の国際化への貢献, それに

関わる学生の実践的な学びの場, さらに院生主体のNPO
の先駆けといった,い ささか欲張りともいえる役害Jを担っ

ており,是非実 り多い活動にしたいと願っている。

今回,EIUPの立ち上げに際して私が代表 として関わる

ことになったのには,次のような理由がある。本研究科入

学後,以前から興味を持 っていた国際交流活動に参加する

中で,人生の目標とすべき多 くの人と出会うことができた。

その人々とは,相互理解が困難な多国籍な場で,外国語を

使ってその場に応 じた適切な行動のとれる人々である。彼

らは計画された作業を正確にこなすだけでなく,予想外の

問題が発生 したとき,状況を素早 く理解 し,他者の気持ち

を適切に読み取り,被害を最小限に食い止めつつ問題を処

理することが出来る。また,他者と何かを創造 していく中

で自分が担うべき役割を自ら察知 し,人に言われなくても

全体としての活動に貢献出来る。互いの宗教や習慣が違う

がゆえに理屈では解決出来ない困難な場面に直面する時で

さえ,彼 らは,鞭とアメを巧みに使い分け,そ の状況を切

り抜けるためによりよく振舞い,万人にとって最善の決断

を下すことが出来る。そして何よりも誰からも認められる

人間性ゆえに,国籍を問わず他者の信頼を得ることが出来

る人々である。

将来,外国人との関わりの中で仕事をしたいと考える私

がGSIDで 身につけたいこととは, まさにこのようなセン

スである。そのためには文献読破,講義,調査といった学

問的な論文作成作業だけではなく,実際に活動の当事者と

なり,他者とのかかわりのなかで色々な立場から問題解決

恣笏

図書担当

助 手 岡  美 江

今年の 1月 より新しく図書担当

室のスタッフの方々のおかげでなんとか無事に 1月 半が過

ぎようとしています。

この間に自己評価委員会があり,GSIDに ふさわしい図

書室とはどういうものなのか ?と いった問題について考え

させられることになりました。簡単には答えのでない問題

ですが, これからの仕事の中で自分なりの解答というもの

を示せたらと思います。

まだまだ半人前ですが司書として皆様方の研究活動をサ

ポー トできる様,努力 したいと思いますのでよろしくお願

いします。

創1立10周1年1事:業

「国際理解教育プログラム (EIUP)」

発足によせて

国際協力専攻

修士課程 2年 塚 本 剛 志

本研究科の創立10周 年記念事業の一環として発足 した

「国際理解教育プログラム」(EIUP)は,院生が主体となっ

て地域の国際化に貢献する活動である。本研究科の特色は,

なんといっても院生の多様性である。在籍院生300余 名の

約半数を留学生が占めており, また留学生 。日本人ともそ

の専門は極めて多様である。EIUPは これらの院生が持つ

知識・経験を生かして, これまで当研究科の活動を支援し

てくださった地元の方々に,多少なりとも報いる手段とし
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に取り組む経験が大切であると思 う。 そ してEIUPの活動

に関わることによって得られる経験は,将来, どのような

職場においても必ずや役に立つものであると確信している。

とはいえ私自身,NPOの立ち上げに中心的な立場で関わ

るのは初めてであるし,国際理解教育については全 くの素

人である。従って,今後は成功経験よりも失敗経験の方が

はるかに多 くなることが予想されるが,困難を克服 してこ

その成長であることを胆に銘 じて取 り組んでいきたい。ま

た,本来学問を追及する大学院でありながら,私たち院生

に国際理解教育プログラムを発足させる機会を与えてくれ

たGSIDの懐の深さに感謝 したい。

篇1工 11周 1年 1事1業

『GSIDプ レ10周年言己念シンポジウム

「平和構築のための国際協力 :

エリトリアの国造 りと法」』

国際協力専攻

修士課程 2年 安 藤 由香里

GSID 10周 年記念の一環として2000年 2月 18日 に, エ リ

トリア国立 アスマラ大学 のパ ウロス・ ゲザ イ(Pau10s

Ghezai)氏を迎え,平和構築のための国際協力について

エリトリアの国造 りと法を中心としてシンポジウムが催さ

れました。 総勢74名 の参加者 〔GSID所属29名 , 名大

(GSIDを 除 く)所属10名,外部35名〕が「 エ リトリア」

を事例として討論を行なった貴重な時間でした。本シンポ

ジウムは, 日本の非政府組織 ピースボー トエリトリアチー

ムが外務省のNGO助成金を受け行なっている, エ リトリ

ア人法律家招聘プロジェクトと協力することによって実現

しました。エリトリアは,1993年にエチオピアから独立す

ることを国連によって承認されたアフリカ大陸で最 も若い

国であり,同国は紅海に面 し,エ リトリア,エ チオピア,

ソマリアと合わせて「アフリカの角」と呼ばれています。

「アフリカの角」は,紛争が長期間続いているため,平和

を構築する国際協力が困難な地域と一般に考えられており,

エリトリアは独立後の現在もまだ,エ チオピアと紛争が続

いています。そのような背景を踏まえながら,佐藤安信G
SID助教授の司会のもと, とくに1997年 5月 23日 に承認さ

れたエリトリア憲法について,ゲザイ氏が講演を行なった

後,パネリストの安田信之GSID教授,鮎京正訓GSID教授

および吉田昌夫中部大学教授がコメントを述べました。引

き続き,オ ープンディスカション形式で数多 くの質問が会

場を飛び交いました。シンポジウム終了後には,参加者が

リラックスして交流する目的でレセプションが催され, シ

ンポジウムおよびレセプションの双方ともに終始和やかな

雰囲気で意見や会話がはずんでいました。

シンポジウムを通 して感 じられたことは,「平和構築の

ための国際協力」が,今 まさに必要とされていることです。

日本の法律家を現地へ派遣 し,法整備支援に参加すると同

時に, 日本へ当該国の法律家を招聘 し,同国の人材育成に

参加する機会をさらに推奨するべきでしょう。また, 日本

では,残念ながらエリトリアの情報が非常に限られていま

す。ゆえに,本シンポジウムがェリトリアについて関心を

高めるきかっけとなり関心をさらに深める情報源となれば

幸いです。また諸事情で本シンポジウムに参加できなかっ

た方々には,ホ ームページ上で情報を提供 していくことを

検討中です。

今後 もGSIDがこのような「平和構築のための国際協力」

について積極的に情報発信機関となる活動を続けるために

は,読者の皆さんの協力なしでは実現できないことを強調

してエリトリア・シンポジウムの報告を結びます。

追記 :エ リトリア出身のゲザイ氏は初めて「雪」を名古

屋で見ました。シンポジウムの翌日,同氏は名古屋城を訪

れ,金の競鉾が「雪景色」にそびえたっている様子を見て

びっくりし,さ らに, トヨタ産業技術記念館が織 り成す日

本の産業技術の発展を観察 し感動 して名古屋を後にしまし

た。

パウロス・ゲザイ氏の講演に聞き入る聴衆



籠 戦

ネパール調査を終えて

国際開発専攻

助教授 中 西 久 枝

今年 1月 8日 から19日 までの約10日 間,国際協力事業団

(」 ICA)と大学院国際開発研究科とのあいだで契約され

た, 」ICAに よるネパールにおける農林水産業プロジェッ

クトのインパクトに関する外部評価のため,ネ パールの調

査に出かける機会を得た。本プロジェク トは, 」ICAが

ネパールで行なった事業を,特に「貧困とジェンダー」と

いう視点から当該社会へのインパクトを調べるというもの

であった。私が関わったのは,「緑の推進協カプロジェク

ト」というどちらかと言えば,村落振興型プロジェクトの

インパクト調査である。「緑の推進プロジェク ト」 とは,

ネパールの森林保全のためには,一般的な生活改善が必要

であり,生活の物理的・質的改善が,間接的には,むやみ

な森林伐採を防止することに繋がるという考え方に基づ く

ものである。私が担当したのは,いわゆる「ジェンダー班」

で,上記のプロジェクトをジェンダーという視点からみる

ため, ドナーとしてのJICAが,特に「女性のエンパワー

メント」にターゲットを絞って行なったいくつかのサブ 。

プロジェクトに焦点を合わせた。国際開発研究科大学院生

の河田健司さんと田中香織さんのふたりが助手として私に

同行してくれた。

短期間で調査が可能なこと, ジェンダー的視点の趣旨に

合 うことなど,い くつかの観点から,ポ カラを基点に調査

が可能なアルバ村,デウラリ村,ク リスティー村の 3つ に

絞った。これらの村で行なわれた事業のうち,女性の生活

に直接的,間接的インパクトがあったと思われるものを分

類すると,次のようになる。 1)経済,社会インフラ整備

に関わるもの, 2)収入向上, 3)受益者を女性にターゲッ

卜を絞ったプロジェクト,の 3つ である。 1)の 分類か ら

は,歩道整備およびメンテナンス,飲料水タンク設置, 2)

のなかから,山羊飼育,生姜づ くり,みかん栽培,養蜂な

ど, 3)で は,改良かまどの設置と識字教室, といったサ

ブプロジェクトのユーザーグループ (実際にサブプロジェ

クトの内容を決定 し,推進 していく受益者)に聞き取 り調

査をすることにした。

いずれのサブプロジェクトも,住民参加型のワー ド (隣

り組のような共同体)単位で,住民にニーズを聞き,そ れ

に従って,住民自らがユーザーグループをつくり, JICA

は,企画運営のためのノウハウと現地では入手できない

資材のみを提供するという方式で行なわれた。私たちの調

査は,事前に,上述のサブプロジェクトのユーザーグルー

プに集合 してもらうように頼んでおき,そ こに私たちが出

かけて話を聞くという方法をとった。この「お膳立て」に

は,ポ カラの」ICAサ イ トプロジェクトオフィスの方々
,

」ICAネ パール事務所の方々にたいへんお世話になった。

特に,本大学院の博士課程の学生でもあり,ポ カラオフィ

スの梅村尚美さんには, きめの細かい手配と気遣いをいた

だいた。ユーザーグループと,企画運営に携わった」ICA

および海外青年協力隊の隊員のあいだには, フォローアッ

プチームとヽヽうネパール人のパイプ役がワー ドにいるが,

このフォローアップチームの方々が,現地での直接の案内

人になってくれた。

ユーザーグループのメンバーに集合をかけてもらった場

所は,当該ワー ドのフォローアップチームの拠点であるサ

イ トオフィスであったり,そ のヮー ドの集会所 (野天が多

い)であったり,ユ ーザーグループの指導的な役割を担う

ユーザーコミッティーメンバーの家であったりとさまざま

であったが,そ こに行 くまでがたいへんである。ポカラの

ホテルから,行けるところまで車で移動 し,そ のあとは,

野を越え山を越えの トレッキングである。聞き取 りに行 く

場所にたどり着 くまで1時間 くらい,聞 き取 りをしてから

次の聞き取 りの場所まで, また 1時間, 1時間半ほど山道

を移動,午後の聞き取 りのあと車を乗 り捨てたところまで

もどるのにまた 1時間ほど山を降りるというぐあいで, 1

日あたり3時間から4, 5時間は山登りをしていたことに

なる。デウラリは電気がない村で,馬小屋のようなところ

に寝袋で泊まり,あ まりの寒さに風邪をひきそうになった

が,短期間のわりには,効率よく,聞 き取 りができたよう

に児Rう 。

紙面の関係上,聞 き取 りの詳細にはおゝれないが,今回の

調査で最大の収穫は,月並みな表現ではあるが,女性の生

の声を聞けたことである。サブプロジェクトのインパクト

を測るには,果たしてこういう分類方法でいいかどうかは
ネパールの農村地帯



問題であるが,直接的効果と間接的効果のお、たつがある。

前者には, どのくらい収入があがったか,歩道や飲料水タ

ンクの整備によって, どのくらい水汲みや飼い葉,薪取 り

といった女性の典型的な仕事が楽になったか,な どが含ま

れる。後者は,ユ ーザーグループに女性が参画することに

よって女性が得た, 自分の意見を表現する能力や社会性 ,

企画運営能力などの主体性, ものごとを遂行する自信など

があるように思われる。ジェンダーの視点からは,後者の

方が大事であり,そ こにインパクト調査の重点があるよう

に私は考えているが,数値化できない部分であるだけに,

分析がむずかしい。現在その作業中であるが,参画 したこ

との楽 しさ,や り遂げた自信を語った女性 は多い。「次に

はこれがしたい」と,瞳を輝かせて語った女性に出会って

エンパワーされたのは,実 は,聞 き取りに行ったこの私で

はなかったかという感もある。

ウズベキスタンヘの法tll度支援

国際協力専攻

教 授 鮎 京 正 訓

この 1月 , ウズベキスタンに行ってきました。ウズベキ

スタンは旧ソ連の構成国でしたが,1991年 に独立 しました。

以前より,ベ トナム,カ ンボジア, ラオスヘの法制度支

援に関わってきましたが, これらの国々と同様に市場経済

化への移行を課題としている中央アジア諸国にたいする法

整備支援の可能性を調査してみようと思い立ったのは,昨

年の秋頃のことでした。そして, ロシア法の専門化である

市橋克哉法学研究科教授および樹神成二重大学教授に相談

し,ま た,」 ICAウ ズベキスタン事務所の新納宏所長に

連絡をとり,法学研究科の法整備支援プロジェクトの一環

として準備を開始 し,実現する運びとなりました。

8日 間という限られた日程ではありましたが,現地では,

司法省,憲法裁判所などの国家機関,UNDP,世 界銀行,

GTZ,OSCEな どの援助機関,サ マルカンド大学, ウズベ

キスタン大学,世界経済外交大学,法科大学などを訪問し,

調査することができました。

今回の調査は,ベ トナム法の研究者である私にとって,

とても有意義なものでした。ベ トナムもウズベキスタンも

「体制移行国」として日本のODA白書などでは位置付けら

れていますが,実際には,法整備をとりまく両者の状況は

まったく異なっていますし, また法学教育の水準 も大きく

異なっています。要点だけをのべますと,ベ トナムやカン

ボジアの場合には,六法自体の制定がまだ課題となってい

たのにたいし, ウズベキスタンの場合には,六法はすでに

参

ウズベキスタン憲法裁判所前にて
(左から樹神先生,市橋先生,鮎京先生,」 iCA田邊所員)

整備されており,ま た,法学教育 もかつてのソ連のシステ

ムのもとでかなり整備されていました。ウズベキスタンを

知ることにより,ベ トナム,カ ンボジア, ラオスなどイン

ドシナ諸国の法整備状況を相対化することができたという

意味で強い刺激を受けたのです。

とはいえ, ウズベキスタンは,法整備という観点からは,

なお大きな課題を抱えています。たとえば,最高裁判所の

独立性は十全には保障されていませんし,旧来の社会主義

的な性格をもつ法律に, オンブズマン法などの新 しい法律

や制度を「接ぎ木」 したような不整合性を法体系のなかに

もっていますし,ま た,法律図書 もロシア語のものだけが

充実 していますがその他の国のものはほとんどなく, さら

に,司法関係者および大学の教員,学生の留学の機会は乏

しく,そ の他,法判例集の未整備などの問題点があり, こ

れらのことが, ウズベキスタンが法治国家を確立 していく

うえでの障害となっています。

最近,現地では日本への関心が増大 しており, とくに日

本語を学習する学生が多 くなり,サマルカンドでは日本語

教育に情熱を注いでおられる3人 の日本人教師の方々にお

会いすることができました。また, タシケントの法科大学

では,英語, フランス語, ドイツ語のクラスを見学するこ

とができましたが,学長先生は「是非, 日本語のクラスを

近い将来に設置したい」と語っておられました。

帰国 して,私たちのウズベキスタンヘの法整備支援につ

いての記事が中日新聞に幸いにも掲載されましたが,そ の

後,豊中市に住んでおられる小松格さんという方から丁寧

なお手紙と,小松さんが出版された『 ウズベク語辞典』

(泰流社)お よび『英語で引く日本語一ウズベク語辞典』

を頂戴 しました。小松さんは,所用で名古屋に来られてい

たときに, さきの新聞の記事をご覧になったということで

すが,30年以上にわたリウズベク語の辞書を作ってこられ

た小松さんは, ウズベキスタンとの友好を願 って私にご連



絡されたとのことでした。このような新 しい出会いに感激

しました。

ウズベキスタンヘの法整備支援は今後 」ICAな どが中

心となって本格的に進展 していくものと確信していますが,

」ICA現地事務所では「協力隊員 として法整備支援に取

り組む大学院生はいませんか」と言 っていました。

というわけで, ウズベキスタンとの関わりは,ま だ始まっ

たばかりなのです。

蜃
マイヤー教授講演会

昨 年 11月 18日 ,

Leading  lssues   in

Economic   Develop―

mentの著者で,国際

開発分野では世界の第

一人者であるとの名声

高き研究者である,ス

タンフォー ド大学名誉

教授のマイヤー氏が来

校され,講演会が行わ

れた。 氏は,ス タンフォー ド大学経営大学院の教授職に

おられながら,世界銀行,ア ジア開発銀行,USAID等 の

コンサルタント, ア ドバイザーをつとめられ,ま た世界各

国の政府や学術機関で講義 0講演を担当されてきました。

大坪滋教授と神戸大学大学院国際協力研究科の松永宣明

教授による日本語版 (「国際開発経済学入門」)の出版を記

念 してマイヤー先生が来日され, JICAの 協賛を得て,

広 く開発の施政者,実務者,研究者,学徒を招き,東京で

記念講演会を開 くこととなり, この機会をとらえてのマイ

ヤー先生のGSID来訪,記念講演が実現 しました。

講演題目 :Leading lssues in Economic Development―

Settled and Open

聰 蝙
全盲ロシア人留学生の挑戦

この4月 から,国際協力専攻の博士課程で全盲のロシア

人留学生, ヴァルラモフ・ セルゲヴィッチ・ニキータ氏が

勉学をともにする。10月 に来日して以来,彼のことはテレ

ビや新聞でも何度か取り上げられてきた。研究生から晴れ

て博士課程進学が決定 した彼に,今後の抱負やGSIDに つ

いての印象などを語ってもらった。

「これからどういったことを学んでいくつもりですか」

ニキータ (以下N)一私は国連に興味を持っていますが ,

特に日本の国連に対するアプローチに関心があります。

日本は軍事力などではなく,現実的ではあっても柔軟な

方法で国連をうまく活用 してきました。そのような日本

的なアプローチの良い点を理解 し,将来国連で働 く事が

出来れば,仕事に活かしていきたいと思っています。法

学研究科の松井教授のもとで,国連活動における人道的

なアプローチについて勉強していきたいと思っています。

「GSIDに たいする印象はいかがですか」

N一GSIDに は国際関係に必要とされる3つ の柱が備わって

います。国際関係,特に途上国との関係で見た場合に,

優先的な課題である開発問題,そ の解決のために必要な

国家間の協力,さ らにはお互いの文化を理解するための

コミュニケーションです。そういった点から, この研究

科を志望 したのです。今後は,GSIDの 行 うプロジェク

トに出来る限り,参加 したいと思っています。

「何かメッセージはありますか」

N一人生において,誰もが皆明るい未来を達成できるとは

限りません。自分よりも悪い生活をしている人を助ける

精神を持ちつづけてください。これから勉強するわけで

すが,全員が学位を取れるとは限りません。学位は大事

ですが,人生に学位を取るように頑張りましょう。

合格発表で (左から二人日)


