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紛争φ形態々以前と違う保護が必要になりました
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▲ ザイ｡−ル・ブカブ地区の難民キャンプ
▲ でルワンダ難民の子供たちから歓迎さ
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げてくる人たちに支援を与える﹁ク
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と呼ばれる事業を行ったのです︒紛

った保護をするようになりました︒

︒争の形態によづて以前とはかなり違

やはり私は︑人間の兪を助けるとい

うごとがさらに本質的な原則だと考

−−﹁行動する弁務官﹂と言われ

えたのです︒

た緒方さんは︑紛争各国の現地に出
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冷戦の終結とともに、世界各地で民族紛争などが頻発。大量の難民が生
まれ、国際社会は対応に苦慮してきたcまさにこの激動の10年間に、国連
難民高等弁務官として難民保雄に取り組んできたのが緒方貞子さん。世界
中の現場に駆け付け、時代に対応した難民支援の新たな枠組みをつくり。
「小さな巨人」とも称された。昨年末で退任した緒方さんに、豊富な体験
をもとにした新世紀の人道援助の在り方、日本の役割などを聞いた。

民地支配国のつけが十分に払われていな

介入してきた歴史があります︒ただ︑植

いこともあって︑植民地解放の時より悪

て難民教育基金をつくることを決めた

ＮＨＣＲ設立五和周年の記念行事とし

は教育だという結論に達しました︒Ｕ

えられるか︒議論した結果︑重要なの

要ですが︑どうしたら彼らに将来を与

ん一番悲壮な時は物資や法的保護も必

とができました︒会社からみなさんボラ

その場で写真を取って証明証をつくるこ

でコンピューターにデータベース化し︑

の彼らの記録をマイクロソフト社の支援

たりして顛証明書になっていました︒そ

身分証明証を焼かれたり︑取り上げられ

コソボの時は難民が国を出てきた際︑

ンティアで来られて手伝ってくれまし

のです︒教育を受けられれば︑将来は

た︒緊急事態の時︑一番大切なのは情報︒

のはコミュニケーション︒ＩＴの関係者

蜘･ＵＮＨＣＲ･･● 国連難民高等弁務官事務所。難民の保護と難民が抱える
問題の恒久的解決を任務として、1950年12月の国連総会決議によって設立。
スイスのジュネープ本部をはじめ、世界120力国に277の事務所を持つ。事業
費のほとんどを各国政府からの鉛出金に頼っている。
54年と81年の２回、ノ
ーベル平和貪を受賞。第８代高等弁務官・緒方貞子さんの後任としてルドル
フス・ルベルス前オランダ首相が今年１月に就任した。

−国際問題で︑われわれはとかく核

くなっている国もある︒政治力を持った

るという体制ができれば︑どんなに喜

ばれるか︒その余地はあると思うんで

す︒

−采・インテル社のアンディ・グロ

ーブ会長はハンガリーの難民出身です︒

難民の中から世界のりＩダーになった人

もいる︒単に被害者ととらえるのではな

有益な人材として自国に帰れるし︑庇

からはいろんな技術をいただきたいと思

身を守る時も︑職員の安全加番大事な

護︵ひご︶国に定住しても役に立ちま

−−コソボ難民の時は︑ブリティヴシ

います︒

す︒

ュテレコム社が無料で電話を設置しまし

決に活用できるのでは︒

た︒−Ｔ︵情報技術︶革命も難民問題解

㎜‑■■■■ ■
。,｡,￨ ･‑,Illl;:

軍縮とかに目が向きます︒しかし︑難民
を生み出す紛争の原動力になっているの

人が経済も牛耳り︑独裁支配をする︒す

バランスが生じてくる︒ルワンダ難民を

ると社会的に恵まれない部族とか︑アン

は実は小銃や軽機関銃などの小火器だと

冷戦の緩和に伴い︑核兵器の管理はか

いうのは意外でした︒

なり進んでいます︒一方︑小火器の方は

が少数エリートを使って支配していた体

生み出した紛争は︑旧宗主国のベルギー

制に対する社会革命がきっかけです︒ヨ

いろんな軍縮の場に出てはいるものの︑

ーロッパの国は現在の混乱をもたらした

実際は野放し状態です︒小火器を輸出し

のほかに︑東欧の国々で民間にうまく転

ている国は︑国運安保理常任理事国全部

要囚はありますが︑それと同時に何とか
解決しなければという積極性はあるんで

換できないでいる軍需産業からも流れて
広がっています︒これを何とか制限でき

すね︒

ました︒アフリカにとっては日本に対

一月に森首相と一緒にアフリカヘ参り

関心が薄いのではないでしょうか︒

尹ノドなどの鉱山を持っている︒民族

する暗い過去がありませんし︑いろい

く︑大きな可能性を秘めた人材がたくさ

んいると思います︒

難民に対する政策が︑お涙ちょうだい︑

あるいはチャリティーと見られがちで

す︒そうではなくて︑難民の偏に立っ

て何とか難民の将来があるようにする

ため︑どう手伝ったらいいか︒もちろ

‑

物質や法的保護もいりますが重要なのは教育

１−−日本ではまだ︑アフリカは遠い国︒

ないものか︒アンゴラやシエラレす凧
コンゴといった紛争がなかなか解決し
ないアフリカの国は︑いずれも反対勢

紛争のかげに資源紛争︑お金の紛争が

ろな日本の優れた技術︑経済力への尊

力が武器を購入できるだけの︑ダイヤ

ある︒そうした鉱物を買っている西側先

治的に紛争の解決やどういう援助をす

敬かおり・ます︒ですから︑今のままで

−︲紛争をなくしていくためにも︑わ

ればちっと一般の人に役に立つか︒現

進諸国の在り方もずいぶん関係している

れわれはアジア・アフリカにもっと目を

とＩ緒にちのを考え︑一緒に事業をす

地に日本人が入り︑アフリカの人たち

は借しいと思ったんです︒もう少し政

向ける必要があるのではないかという気

のです︒

がします︒
欧米は植民地時代からの利害関係が強
いために︑アジア・アフリカに目を向け︑

]疑賞解毎に加役足立二二二二で

社会活性化にもいい
ＩＩ日本のＵＮＨＣＲへの出
資額は米国に次いで二番目です
ね︒日本に﹁人道大国になって
ほしい﹂と言われてきましたが︑
現状はどうでしょうか︒
日本がそういう方向を志向し
ているのはありかたい︒でもも
うちょっとですね︒出資も大切
ですが︑マスコミの注目を集め
ていない大事な問題もありま
す︒そういう出資以外のものへ
の目配りも︑人道大雨としては
必要です︒さらに政治的な解決
へも踏み込んでほしいと思いま
す︒日本は比較的中立的な国だ
けに︑もっと積極的にかかわれ
ば効果が上がると思うのです︑
開発援助とのリンケージ︵つな

それに日本人がもう少し現場

がり︶も必要でしょう︒

にいてほしいと思います︒いろ
いろなＮＧＯも出てきているの
ですが︑規模が小さいんですね︒
何か生そこで働いていただき
たいとは言っていない︒ 訓練を
受けた人に何年か現場に行って
もらい︑その経験を日本に持ち｀
帰る︒日本社会の活性化にも︑
現実的緊張を持つためにもいい
ことだと思いますね︒
−−﹁顔の見える援助﹂の実
現ともかかわる話ですね︒
日本は﹁顔の見えない援助﹂
との批判をよく受けるわけで
す︒そのために援助物資の箱に
日本と分かるマークを付けてほ
しい︑といった要請はよくあり
ます︒それもいいんですが︑や

はりその現場に日本人がいない
とだめなんてすね︒日本は援助
に随分お金を出すけれど︑欧米
の人々に実施を頼むようなケー

スも多い︒それでは目本の貢献

、

きなＮＧＯが多く︑資金力もあり︑

す︒アジアは日本だけじゃなく全

さまざまな面で活力が大きいんで

ろんな問題が発生しています︒朝

いわけですが︑アジアの中でもい

般に︑ＮＧＯ活動を始めたのが遅

−Ｉ現職首相によるサハラ砂

は回に見えません︒

漠以南のアフリカ訪問も︑一月

落ち首けて行う大規模な援助が必

ンマー︑ティモールなどで︑腰を

要になりました︒もっとアジア・

鮮半島やカンボジア︑タイやミャ

それ自体が本当はショッキン

太平洋地域の方々が働いていただ

の森首相が初めてだったのです

グなことですね︒首相白身はか

ね︒

なり積極的に難民キャンプで難

ったんです︒そんなＮＧＯ活動を

手伝わせてもらう狙いで︑センタ

ける方が地域のためにもいいと思

ーをつくったのです︒訓練を行い︑

民に話したり︑いろいろと行動

が見えたのだと思いますよ︒ア

その人々を登録し︑必要な時にす

されたわけで︑それで初めて顔

フリカだけではなく世界中で︑

療ボランティア団体・ＡＭＤＡは︑

続けていただきたいと思います

世界で活動しています︒地元地域

−︲岡山市に本部がある国際医

うてすが︑国内問題でがちゃが

が募金などで支援︒﹁おかやま国

ぐに出てきてもらう考え方です︒

ちゃして消費しているエネルギ

牒貢献ＮＧＯサミット﹂も毎年開

ね︒日本で摂九九〇年代は﹁失

ーがあまりに多いのではないで

われた十年﹂と言われているぞ

︑すか︒日本の生活程度︑教育程

催し︑岡山県はＮＧＯのネに・ワ

す︒緊急事態の中での仕事です

のほか︑専門性の問題もありま

︒目本のＮＧＯは︑規模の問題

か物をあげるのではなく︑みんな

貢献というのは参加なんです︒何

うれしいことだと思います︒国際

た︒そうした地域の活動は本当に

場で一緒に働かせてもらいまし

ＡＭＤＡとは世界のいろんな現

回指しています︒

ークを生かした人道援助の拠点を

度を考えればもったいない詣で
す︒

＼ ︲−そうした活動では︑ＮＧ

から︑水の確保ならやってもら

と仲間になるということですから

Ｏにも期待がかかりまずが・⁝

えるとか︑医療なら大丈夫とか

年八月に設けられた﹁アジア・

にした研修・教育を行うのが昨

− そんなＮＧＯなどを対象

動の速さは大変なものですよ︒

すが︑いろんな面で優秀です︒活

民教育基金への寄付を募る活動も

年の記念事業として設立された難

きたいですね︒ＵＮＨＣＲ五十周

の共同議長として活動を姶めてい

足させる﹁人間の安全保障委員会﹂

と思っています︒それから近く発

年間を分析する本を英語で書こう

国連難民高等弁務官としての十

組まれるのでしょうか︒

− 今後はどういう活動に取り

ね︒

が求められます︒そして効率性

とスピードも必要ですね︒世界

中で救援活動を展開する﹁国境

なき医師団﹂などは︑自己主張が

太平洋地域国際人道支援センタ

併せて行いたいと思っています︒

強くて難しいところもあるので

ヨーロッパやアメリカは︑大

ー﹂︵通称ｅセンター︶ですね︒

越宗孝昌･山陽新聞社編集局長

●･世界の難民４ブ出身国の外に逃れた難民のほか、国内避難民、紛争被災
民など､ＵＮＨＣＲの保護・援助対象者は､2226万人(2000年１月現在)。緒方
さんが関与した主な難民は、1991年の湾岸戦争直後にイラク北部のクルド人
の反政府運動で生じたクルド難民マ91年から始まった旧ユーゴスラビア分裂
から99年のコソボ自治州紛争までの聞に流出七た旧ユーゴスラビア難民マ90
〜94年に多数派フツ族と少数派ツチ族の内戦によるルワンダ難民−など。
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