Our Tanzania

2018

私たちが見
たタンザニ
ア。

MPJYout

h 2018年
タンザニア
研修報告

誌

目次
P3 知りたい！タンザニアの教育事情

5

タンザニアの交通安全教育 P

P7 日本車が大人気 タンザニアの車事情

9

医療の転換期 P

P11

ザンジバルの記憶

13

データ・統計にご注意を P

P15 従来の開発援助への疑問

17

農村開発から見たアフリカの支援被支援 P

P19

エネルギーに満ち溢れた途上国
タンザニア連合共和国

21

タンザニアの道路に立って考えたこと P

P11

子どもたちの未来を支えるのは

知

りた

ニア
ザ
ン
タ
い！

の

教

育事情

〜実際に現地の学校を視察して〜
及率の低さが大きな問題と

つかの国では初等教育の普

説明する︒アフリカのいく

の教育制度の概要について

まず始めに︑タンザニア

れが一般的なタンザニアの

幼稚園に行く人もいる︒こ

であり︑小学校に行く前に

小学校への入学年齢は７歳

中学校２年間︑大学４年間︒

年間︑中学校４年間︑上級

しては一般的に小学校が７

なった︒教育のシステムと

る権利を得られるように

教の時間もある︒ここでは

ちなみに授業の中には宗

科目が課されるため
約 12
必然と勉強量も多くなる︒

必要がある︒その試験では

学校の卒業試験に合格する

校に入学するためには︑小

学校より多いと思う︒中学

り︑科目の多さは日本の小

タンザニアの
教育基礎知識

なっている︒しかし︑タン

キリスト教徒︑イスラム教

自の宗教を学習するよう

徒などとそれぞれ別れて各

教育事情である︒

タンザニア教育

ザニア初代大統領であった
ニエレレが教育者であった
ことから教育には建国当時

条においても﹁政府
第 11
は︐すべての人が︐初等か

れていた︒タンザニア憲法

年には全ての児童に
1974
対して入学の権利が与えら

方式で答えていこ
て Q&A
うと思う︒ただ︑私たちが

訪れて質問したことについ

ここからは実際に学校に

タンザニアの公用語はス

授業は何語が使われてる？

ると言っていた︒

だ︒そしてこの宗教の授業

ら最高学府に至るまでのさ

ビレッジの
訪れた Mbola
学校の回答であり︑あくま

ワヒリ語︒よって小学校で

から力を注いでおり︑

まざまなレベルで教育と職

でタンザニア全ての学校に

はそのままスワヒリ語が使

なる︒この教育現場での言

業は英語で行われるように

しかし中学校にあがると授

して勉強しているようだ︒

いというルールになってい

時間以外は宗教の話はしな

業訓練を受ける機会が平等

当てはまるというわけでは

われている︒英語は科目と

Q&A

にかつ十分に与えられるよ

ない︒

様々な事を勉強してお

時間割ってどんな感じ？

う︐それを確保するよう努
めなければならない﹂と記
されている︒更には 2002
年に初等教育が無償化とな
り多くの児童が教育を受け

◀タンザニアの小学校の時間割
びっしり書かれている

がタンザニアの大学に入学

と︒仮にヨーロッパの学生

ザニアで勉強しやすいこ

に つ
2 あるようだ︒ つ
1目
は︑海外からの生徒もタン

使用される要因としては主

れ以降の教育現場で英語が

非がある︒中学校︑またそ

くスワヒリ語を織り交ぜな

わからない生徒が多いらし

方的に英語をしゃべっても

なっている︒ただ先生が一

つかわざるを得ない状況に

は訳されていなく︑英語を

い専門用語はスワヒリ語で

由だ︒物理や化学など難し

いう考えからだ︒ つ
2 目は
英語を使わざるを得ない理

ニアでは生徒が多くて校舎

て生徒が足りない︑タンザ

う︒﹁日本では学校が多く

人
1 人
1 の理解度を把握す
ることはほぼ不可能であろ

前を覚えるのがやっとで︑

うだ︒先生も生徒全ての名

人も
下では先生 人
1 で 60
の生徒を見ることもあるそ

人だと思う︒しかし︑
40
タンザニアでは劣悪な環境

う雰囲気になってしまって

やらなくてもいいかなとい

はそんなに真面目に授業を

がやってくれるから私たち

教師を手伝わない︑日本人

例えば︑数が足りている英

あるとおっしゃっていた︒

が低いことが大きな問題で

ろ︑教師のモチベーション

情に関してお聞きしたとこ

からもタンザニアの教師事

いただけただろうか︒更に

うか︒少しは興味をもって

みたが︑どう思われただろ

教育事情に関してまとめて

以上簡単にタンザニアの

ていないであった︒

ためスポーツには力を入れ

という考え方をされている

であり︑ほぼ不可能である

ことが出来るのはごく一部

ポーツで成功して財を築く

語政策に関しても多くの是

しても授業にはついていく
がらの授業をしているよう

が足りない﹂という逆の状

気になった方はもっと自分

語教師であっても理数系の

ことが出来る︒またその逆
だ︒

いるようだ︒

校舎の数も十分ではない︒

実した環境ではない︒また

ペンが一本ずつといった充

冊ずつ︑ノートが一冊ずつ︑

ら全ての生徒に教科書が一

物資に関しては残念なが

ビレッジの小学校では

が使われてい
e-learning
るようだ︒私たちが訪れた

レットを使った

策として援助で届いたタブ

教師が不足している︒代替

ようなものを着たサッカー

ない様だ︒中学校ではメン

ブ活動ほど大きなものでは

徒が残って活動することも

あるようだが︑日本のクラ

バーが同じユニフォームの

使用できないこともあるよ

育は座学が中心であり︑ス

戦で負けてし
たのだが PK
まった︶︒ただ小学校の体

部があった︵私たち 日
“本
代表 と
” して彼らと対戦し

うだ︒青年海外協力隊の方

名川幹

研修副代表

なりに調べてみて下さい！

況であるという言葉は印象
的だった︒特に︑タンザニ

前述したように小学校の授

環境も整備されてい
Wi-ﬁ
て︑台数は少なかったが︑

教科書や施設は足りてる？

もしかりで︑タンザニアの
学生が留学する際に英語が
使用できると便利になると

業料が無料であるため︑多

パソコンも置いてあった︒

クラブ活動ってあるの？

くの生徒が押し寄せてい

しかし︑そもそも電力が限

アでは物理や数学など理系

る︒そうなると問題になる

限られているため︑結局は

小学校では放課後少し生

のは教師の数だ︒日本では
先生 人
1 に対して︑生徒
人ほど︑多くても
35
が

◀小学校のパソコン室

交通安全教育
タンザニアの

交通事故の現状

タンザニアの児童は十分な
交通安全教育を受けておら
ず交通事故に遭いやすいと
言える︒死亡する児童の大
半が歩いている途中の事故
だと思われる︒特に貧困層
の多く住む地域の小学校で
は︑歩道も横断歩道もない
道路を通学してくる児童が
通学途中に事故にあう危険

22

性が高く︑ダルエスサラー
ムで特に事故率の高い

を下げ死亡するリスクを減

標識を設置し車のスピード

小学校でバンプ︑横断歩道︑

るこの事業は財団から助成

ラと教育の両面を対象とす

業を実施している︒インフ

識の形成の定着を目指す事

さえも上回っ
HIV

の小学校では 10
万人あた
りの交通事故死亡者数がマ
ラリアや

らす︑また生徒に対して授

を受け各小学校

ている︒

業とテストを行うことを繰

の対策
AMEND

り返し行うことで事故に遭

％近く
という低予算で 25
事故を減らすなど大きな効

万
1 ドル

はサブサハラの
AMEND
交通事情を改善することを

わないようにする意識や知

出典：Step Change An Action Agenda on Safe Walking for Africaʼ s Children
＊次項のグラフも同じ
URL(https://www.childhealthinitiative.org/connect/publications/step-change)

目的に活動している NGO
だ︒交通事故が特に多い

◀特に事故率の高い 22 の小学校においては、交通事故の死亡率の方がマラリアや HIV の死亡率よりも高い

果をあげる︒衝突時のス
以上だ
ピードが 30km/h
と死亡リスクが急増するこ
とが分かっていて SARSAI
実施後はスピードが半分ま
で減少しており死亡率の減
少に貢献している︒

⬆スピードと死亡リスクの関係；30km/h 以上で急増することがわかる
◀SARSAI によるスピード減少例：死亡リスクの少ない 30km/h 以下まで減少した

など対策を進

旗を導入する

り︑横断時に

業を進めた

で交通安全教育をさせる事

修を行い︑戻った後に学校

も教師に一週間に渡って研

るし︑タンザニア教育省で

横断歩道を設置を進めてい

事故の多い地点に重点的に

る︒タンザニア道路公団が

政府側も NGO
任せでは
なくもちろん対策をしてい

が始まった︒警察に捕まれ

上げや罰金強化などの対策

周りのスピード制限の引き

進めており︑学校や病院の

政府は近年立法面の強化を

る︒

を目標として提示してい

には高度な安全教育の開発

小学校で行うこと︑長期的

官による指導をほとんどの

に一回は訓練を受けた警察

があるとし︑少なくとも年

︶は維持可能
︵ SUMATRA
な交通安全教育を行う必要

道路公団の人や AMEND
の人の話を聞く限り︑横断

続くと考えられる︒また︑

動が今後も不可欠な状態が

など NGO
よって AMEND
の交通安全に関する教育活

らの下の優先度である︒

づけ︑交通安全教育はそれ

化を政府は優先事項と位置

前出の警察や SUMATRA
による規制の強化や立法強

る︒現在の状況のままでは

クが増えることが予想され

よりますます自動車やバイ

今後特にダルエスサラーム

加えて︑子供のうちから交

めている︒一

ば訴追手続きを経て適切な

の方法など道路を使う側に

ケースも多々あるそうで地

方で教師が異

量刑が課される事例も増え

も問題があり︑児童だけで

や他国
の中で政府が NGO
とも協力してインフラ︑教

ュラムの都合など政府側の

動してしまっ

てきている︒しかしまだ証

はなく大人も含めた人々の

育の両面を整備していくこ

通安全教育を受ける↓交通

た場合にその

拠不十分なケースが存在

意識改革が必要であること

とが重要である︒

域住民の遵法意識の向上な

学校で教え手

し︑さらには住宅地の道路

は明らかである︒免許取得

対策には限界がある︒これ

がいなくな

などで事故を起こした場合

率や運転時の遵法意識を向

東京大学法学部

政府側の対応

る︑教材がな

には︑コミュニティの人が

上させること︑不良整備車

安富

安全に関する意識持つ↓無

い︑一方的︑

加害者に対して暴行を加え

を使わないことも児童の交

どの対策も必要だろう︒

回数も不十分

る︵自力救済︶↓加害者側

通事故による死傷を防ぐこ

らの事情から交通規制公社

などの問題を

がそれを恐れて逃げる↓逮

とにも貢献するであろう︒

亮平

年
3

も
ろうことは SUMATRA
認めている︒限りある予算

交通事故が増え続けるであ

では人口増加︑経済成長に

まとめ

果もあるだろう︒

来の事故発生を抑止する効

安全な道路使用者となり将

謀運転や無理な横断減る↓

抱え︑さらに

捕もできず終わり︑という

訪問で得た私見

予算やカリキ

語で﹁走行中はシートベル

に乗りこむとそこには日本

ザニア︒空港を出て︑バス

がかりでたどり着いたタン

ことができると評価される

べると壊れにくく長く乗る

をはじめ日本
TOYOTA
メーカーの車は︑外車に比

は何なのだろうか︒

がタンザニアで売れる理由

外の人に比べ日本人の車の

格の傾向がある︒また︑海

本の車は︑高品質かつ低価

走行距離で比較すると︑日

を持つ日本車と他国で走っ

る︒前述の車の状態の良さ

飛行機を乗り継ぎ︑一日

トを着用してください﹂と

ことが多い︒

なぜ日本の中古車が遠いア

ことは聞いていた︒では︑

がタンザニアで人気のある

訪れる前から日本の中古車

た︒確かに︑タンザニアに

次々と目に飛び込んでき

覚えのある日本の自動車が

ルまでのバスの窓からも見

でもトップクラスの道路状

ている︒また︑日本は世界

態で保つ要因の一つになっ

り 年
2に 度
1 検査を受け
る必要があり︑車をいい状

だ︒日本には車検制度があ

自体が人気の理由となるの

われていた車﹂ということ

それに加え︑﹁日本で使

ているのだ︒

本の中古車は世界に通用し

どの外部要因が伴って︑日

に対する制度や道路状態な

高さだけでなく︑日本の車

のだ︒

の価格は早く下落していく

の分新車の価値は高く︑車

買い替えの頻度は高く︑そ

ていた車を同じ年代︑同じ

いう文字が︒空港からホテ

フリカの地タンザニアでこ

態の良さであるため︑足回

最後に︑注目すべきなの

このような車自体の質の

んなにも乗られているのだ

りなどの重要なパーツの消

の気質も車をいい状態に保

て︑物を大切に使う日本人

度と道路状態の良さに加え

耗が非常に少ない︒車検制

ろうか︒

Used in Japan

日本の中古車の特徴

つ大きな要因となってい

うのが多くの人が持つイ

が値段だ︒日本の中古車は

る︒

メージなのではないだろう

世界一安いと言われてい

＝質は
﹁ Made in Japan
いいけど値段が高い﹂とい

か︒ならば︑日本の中古車

◀日本語が書かれたままのバスが街を走る

タンザニアの車事情

日本車が大人気

大きな理由として︑ネット

への自動車の販売が増えた

最後に︑新興国の個人顧客

る︒

て世界から注目されてい

市場﹂﹁最大の市場﹂とし

成長率の高さから﹁最後の

のが本来望まれる﹁継続性

住民も恩恵を受けるという

わる人みなが利益を上げ︑

自社はもちろんのこと︑関

かった︒

アでも人気があることが分

地域で車が増えることに

これから先︑アフリカの

…
利用人口の増加が挙げられ

よって︑いいことばかりが

中古車輸出は
増え続けるのか
依然として世界の人口

のある支援﹂のあり方なの

もたらされるわけではない

ここでは︑日本の中古車

だ︒その場限りの取り組み

であろう︒現地のニーズに

る︒ここ数年でインター

ではなく︑部外者である自

応えながらも︑人間にとっ

は伸び続けているが︑なか

分がいなくなった後のこと

ネット環境が劇的に変化
し︑それに比例してネット

能性﹂について述べていき

でもアフリカ地域の人口は
今後増えていき
利用人口が増加したのだ︒

り続け︑日本からの中古車

域での中古車の需要は高ま

よって︑今後もアフリカ地

ネット利用人口の増加に

よる車のニーズの高まり︑

ティアなどの慈善事業が一

付かせること﹂に︑ボラン

くて︑現地でビジネスを根

ティイベントや寄付ではな

大切な社会貢献は︑チャリ

だ︒この会社
FORWARD
の代表山川氏の言葉﹁一番

ている会社の一つが

で︑日本の中古車を販売し

アフリカの地タンザニア

えていた︒だが︑日本人の

できて楽だからなのかと考

右ハンドルでそのまま輸出

ニアで売れるのはただ単に

は︑日本の中古車がタンザ

タンザニアに訪れる前

年の間
40

は︑タンザニアをはじめ多

番現地の人のためになると

気質や日本の道路状態など

◀

のオフィス前
Be Forward Tanzania

茂出木美樹

ドイツ語圏文化学科３年

学習院大学文学部

きたいと思う︒

ても地球にとっても持続可

そして︑公共交通機関も

くのアフリカの地に送り出

考えていた私に対して︑新

様々な条件があわさり︑﹁日

を考えて物事を進める重要

いまだ充実しておらず︑日

されることになるであろ

しい考え方を投げかけた︒

本の中古車﹂の質と値段が

たい︒

本の経済成長期のように生

う︒

人を雇うことは︑その分教

保証され︑現在のアフリカ

人口の増加︑経済成長に

販売を行う BE FORWARD
代表山川博功氏の﹁持続可

に 倍
2 以上に膨れ上がる
と予想されている︒

活必需品である車を手に入

アフリカでビジネス︒こ

育や給料の支払いなど︑雇

地域の人口増加やネットの

能な活動に私も関わってい

れたい人は多いが︑現地に

の言葉にあなたはどんな印

用者に対して長期的な責任

普及︑経済成長が重なった

性に気付かされた︒

は日本の車メーカーの工場

象を抱くだろうか︒いまだ

が伴い︑その中で会社の利

からこそ︑現在日本の中古

最後に

もないため︑絶対的な車の

﹁支援﹂の対象として見ら

益を上げなければならな

車はアフリカの地タンザニ

BE

数が不足している︒

れることが多いアフリカの

い︒

成功の鍵は
﹁持続可能性﹂

地は︑今では人口増加率や

↓ダルエスサラームの街のにぎわい

転

換期

うになってきている︒タボ

ザニアでもがんが目立つよ

と教えていただいた︒タン

者が多くなってきている﹂

病院ではがんによる通院患

院を訪問した際に︑﹁この

ムにあるタンザニア一の病

に︑女性の子宮頸がんは乳

患者がい
数の HIV/AIDS
ることが予想される︒男女

症件数が多いことからも多

の代表的な合併
で︑ AIDS
症である︒カポジ肉腫の発

カポジ肉腫とはがんの一種

肉腫の発症が確認される︒

うになってきたことで︑が

長く生きることができるよ

命を落とす人が減り人々が

えている理由はいくつかあ

どの件数に上る︒がんが増

多である前立腺がんの倍ほ

がんの約 倍
3 報告されて
おり︑男性のがんの中で最

別のグラフを見比べた際

歳を超えて生
ラ州では 80
きる人も珍しくないことを

んという新たな疾患と向き

る︒人々の寿命が延びた︑

耳にした︒感染症によって

合わなければならなくなっ

医療者の知識が増えたこと

に思われる︒では︑タンザ

メージを抱く人が多いよう

︑下
理由は上から順に HIV
気道感染症︑マラリア︑下

のタンザニアにおける死亡

がある︒グラフに

WHO

Cancer Country

増えた︑検査・診断技術が

進歩したことなどが挙げら

れる︒だが︑お金がないあ

るいは近くに病院がないた

め受診ができない︑仕事や

子育てに忙しく病院に行く

合いながら生活している人

時間がない︑という人も多

年の
ザニアにおける 2012
がん発症件数を男女別に示

は︑報告されている実数よ

いため︑実際にがんと付き

した︒男女ともにカポジ肉

を基にタン
Proﬁles, 2014.

でがんと診断されることが

てきている︒

ニアの﹁病気﹂と言った時

痢︑結核︑そして六位にが

の

がんの現状

にはどのような印象を抱く

んが入っている︒たしかに

がんにもさまざまな種類

だろうか︒マラリアや

感染症よりも
がんの時代？

リカの﹁病院﹂と聞いて︑

が︑これらの次にがんがラ

タンザニアに限らずアフ

どのようなイメージが浮か

をはじめとする
HIV/AIDS
感染症や寄生虫のイメージ

目したい︒ダルエスサラー

感染症が上位を占めている

ぶだろうか︒医療物品や薬

などネガティブなイ
…

年
2013

ンクインしていることに注
ない

によると︑
CDC

が強いかもしれない︒

◀村で唯一のドクター。子どもの体重を測り、成長を確認している

剤が不足している︑冷房が

医療 の

病期が進行した状態で来院

される患者の多くはすでに

く働かず感染状態が続くと

る︒しかしこの機構がうま

きこのウイルスは排除され

本来備わっている免疫が働

しても多くの場合は人間に

り︑ウイルスに感染したと

は性交渉で
ている︒ HPV
感染することが知られてお

会的ステータスを傷つける

んであることはその人の社

加えてタンザニアでは︑が

療にしてもお金がかかる︒

化学療法にしても放射線治

がんを発症してからでは

医療費削減︑さらには女性

ている︒女性の死亡率低下︑

ワクチンの接種
料の HPV
が普及することが期待され

今後︑タンザニア全土に無

はなく完全無料でもない︒

でワクチン
health facility
接種が行われているわけで

きるとは限らないが︑治療

する︒個人の抱える病院に

子宮頸がんの発症につなが

とされている︒金銭的︑文

の更なる社会進出や国の発

りも多い可能性がある︒タ

行けない様々な事情が︑が

ると考えられている︒タン

化的理由から治療を受ける

展に向け︑子宮頸がんに対

女性は家事・育児に追わ

がんのうち世界で二番目に

宮頸がんは女性にみられる

うになって初めて受診を決

日常生活に支障をきたすよ

進行し︑症状の悪化により

れていて忙しい︑お金がな

多い︒子宮頸がんとは︑子

意するからだ︒そしてこの

Gavi, the Vaccine

ン接種をしたからと言って

青山礼奈

看護学科４年

上智大学総合人間学部

ての地域︑すべての

る︒しかし現段階ではすべ

できることにメリットがあ

よりも費用を抑えることが

んを進行させ治療不可能な

人
ザニアでは毎年 7,000
以上が子宮頸がんと診断さ

ことができない状況に陥る

する取り組みは続いていく

ある︒︵ Pink Ribbon|Red

状態をつくりだしている︒

の人が
れ︑そのうち 58%
子宮頸がんにより命を落と

前に︑ワクチン接種による

だろう︒

ローマウイルス が
) 関与し

い︑夫や家族に言い出せな

している︒死亡率が高い理

子宮頸がんの予防を進めよ

ンザニアでは︑がんと診断

い︑病院までの交通手段が

由︑それは子宮頸がんに限

︶
Ribbon

ないなどの理由から︑男性

らずがんと診断されるほと

治療よりも予防を

よりも医療アクセスが制限

んどのケースで既にがんが

子宮頸がん

されていることがある︒子

と
うという動きが WHO
年 4
政府の推奨で 2018

宮の入り口に発生するがん

状態は治療が困難な場合が

月から始まった︒ 歳
9 から
歳の女子を対象に ヶ
14
6

のことで︑早期に発見する

によって低価格
Alliance
で供給されている︒ワクチ
難しくなる︒子宮頸がんの
ヒトパピ
HPV(

月の期間を開けて 回
2接
種する︒このワクチンは

ことができれば予後良好だ

年には
多い︒また︑ 2016
がんと診断された女性のう

必ず発症を防ぐことがで

が進行してしまうと治療が

％が進行した
ち︑実に 80
状態であるという報告もあ
発生には

〜人の役に立ちたい時、人は何をすべきか〜

ザンジバルの 記憶

のザンジバルを経由して西

気が漂ったようだった︒現

バーの中にも少し重い雰囲

まで賑やかだった研修メン

展示がなされていた︒それ

易の歴史についてのパネル

奴隷の地下拘留室や奴隷貿

存在した時代に使用された

る︒そこでは︑奴隷貿易が

﹂
SLAVE TRADE EXHIBIT
という博物館になってい

の建物は﹁

印象的だった︒その向かい

いステンドグラスが非常に

建設されたこの聖堂の美し

はならないという思いから

度と同じ過ちを繰り返して

テドラルを見に行った︒二

あった場所に建てられたカ

で︑かつての奴隷市場が

ザンジバル観光の一環

洋奴隷貿易に力を注いだ︒

ス︑イギリスと次々に大西

に続いてオランダ︑フラン

航海時代を牽引すると︑後

ポルトガルとスペインが大

供給地となった︒１５世紀︑

岸部ではなく内陸部が奴隷

イスラム化してくると︑沿

アフリカ沿岸地域が徐々に

るため︑１０世紀頃から東

隷にすることを禁止してい

ム法ではイスラム教徒を奴

易が行われてきた︒イスラ

せながら絶えることなく貿

め︑アクターを次々変化さ

は莫大な富をもたらすた

するという非人道的な行為

在するほどだ︒人間を取引

行われて来たという説も存

言われている︒紀元前から

は非常に長い歴史があると

東アフリカの奴隷貿易に

を果たしている︒

隷貿易は無視できない役割

ンジバルの歴史において奴

の風土を築き挙げてきたザ

様々な文化が融合し︑独自

万人が奴隷であったと
20
いう記述も残っている︒

年代のザンジバル島
1850
万人のうち︑
は総人口約 30

隷が働くようになった︒

の労働力として数多くの奴

ル島自体でもクローブ栽培

世紀後半以降にはザンジバ

れて行ったのだった︒１８

去が存在する︒

在のザンジバルの明るい街

エチオピアなどの内陸部で

アジア地方やインドへ運ば

並みと美しい海を見ている

生活していた人々は︑突如

奴隷貿易の歴史

と忘れがちだが︑ふと思い

として取り押さえられ︑こ

EAST AFRICAN

返せばこの島には悲しい過

◀奴隷市場の跡地に建てられたアングリカン大聖堂

◀現代における人身売買の被害者を表した地図：世銀調べ
出典：https://blogs.worldbank.org/category/tags/human-trafﬁcking

で︑ヨーロッパや日本はも

﹁現代の奴隷問題﹂と無関

﹁エシカル消費﹂という言

消費者﹂になることを心が

止まって思い返す﹁考える

けたい︒ザンジバルの歴史

葉が日本で注目を集めてい

る︒エシカルとは︑英語の

係だとは決して言えない︒

というと過去のものに感じ

ちろん真っ白だった︒奴隷

られるが︑現代にも存在し

＝倫理的 と
Ethical(
) いう
言葉から来ている︒消費者

現代に残る奴隷
博物館で見た展示の最後
ているだと思ったのが一番

だ︒私たちはものを買うと

は︑欧米人や日本の私たち

宝石などを購入する大半

た衣服や食料︑携帯電話や

強制労働によって生産され

のかもしれない︒しかし︑

の改善に対する意識が低い

塗られた国々は︑労働環境

ことがあった︒確かに赤く

いると︑ふと気づかされる

分けされた世界地図を見て

しかし︑もう少しその色

いは全て吹き飛んだ︒アフ

はいけない︒﹂そんな気負

カに行って︑何かしなくて

と分かった︒﹁私がアフリ

もっと身近なところにある

ばならない社会はもっと

本当に私達が改善しなけれ

かしこの地図を見たとき︑

ず心のどこかにあった︒し

い﹂という思いが少なから

社会を変えなければいけな

研修前には︑﹁アフリカ

シカルだと決めつけてし

存在する︒途上国支援をエ

あることなど︑課題も多く

なのかという定義が曖昧で

とや︑誰にとってエシカル

商品は比較的値段が高いこ

うな生産者に重点を置いた

と感じた︒一方で︑このよ

ことは︑大きな意味がある

も多くの人に知ってもらう

言葉だ︒この概念を少しで

入を考えることを推奨する

理的な観点を取り入れて購

赤石蕗乃

アフリカ地域専攻２年

東京外語大学国際社会学部

景も初めとは少しだけ違っ

を振り返ると︑目の前の風

は︑﹁現代にも残る奴隷﹂

ネルであった︒それは︑現

き︑誰が︑どんな環境で生

リカと新たな関係を築くた

まっては︑当事国の自立を

て見えるような気がした︒

代でも人身売買や強制労働

産した商品なのか意識して

めに日本でできることは星

妨げる危険性があることも

が商品を購入する際︑品質・

が残る国家を世界地図の中

いるだろうか︒それよりも

の数ほどあるように思え

考慮に入れなければならな

歴史と今をつなぐ

で赤く色付けするというも

値段の安さばかりを追求し

た︒その第一歩として︑現

い︒今後は︑手に取った商

の感想だった︒

のであった︒インドや東南

てはいないだろうか︒そん

代社会における﹁消費﹂を

品がどのような道のりを経

というタイトルの大きなパ

アジア︑アフリカ諸国が

な消費者行動が︑無意識の

考えるというのは案外面白

て自分の手元に来たのか︑

があるのか︑少しでも立ち

自分の消費は一体誰に影響

価格・安全性に加えて︑倫

真っ赤に塗られている一方

うちに強制労働を助長して

い切り口かもしれない︒

最近になって︑徐々に

いるのかもしれないと思っ
た︒自分は白く塗られた国
に住んでいるからといって

を
意
注
ご
に
計
統
・
タ
ー
子どもたちの未来を支えるのは

デ

二次データとは
日本国内で外国の経済や
政治などに関することを調
査・研究する際に︑文献に
記載されているデータは頻

介していきたい︒

感じる経験をしたので︑紹

を通して︑そのことを強く

る︒今回のタンザニア研修

この形の差の原因を解明す

﹂のグラフの形をしていた︒

変化が起こらない﹁台形型

ニアはそのような就業率の

ることが︑とても意義ある

ことのように初めは感じら

れていたのである︒

び︑これに対して自分の手

たものを二次データと呼

が調査・研究の際に収集し

このように︑自分以外の人

て様々な資料に登場する︒

差別等を表現するものとし

は︑不十分な教育や貧困や

カの国々に関するデータ

ばなおさらである︒アフリ

よって書かれたものであれ

の文献が政府や国際機関に

の補強などに使われる︒そ

ある︒また︑このデータの

有用であると考えたからで

二国を比較する際に非常に

代別に表されているため︑

グラフは女性の就業率が年

いようと考えた︒これらの

級別労働力率のデータを用

タンザニアにおける年齢階

れに関連して︑私は日本と

働環境の比較であった︒こ

ける女性労働者の雇用・労

は︑タンザニアと日本にお

私の当初の研究テーマ

て労働力の対象として扱わ

ならないのは︑ここにおい

を見る際に注意しなければ

力率や就業率などのデータ

しかし︑年齢階級別労働

利用した︒

信用に足るものとして多く

やタン
る︒とりわけ︑ ILO
ザニア省庁の資料や統計は

み漁ったのをよく覚えてい

様々な資料を探し出して読

る︒自分のテーマに合う

献の読み込みが中心とな

る前の日本での学習は︑文

実際にタンザニアを訪れ

で集めたものは一次データ

グラフの形も魅力的だっ

れているのは都市部の肉体

私の研究テーマ
と二次データ

と呼ぶ︒我々は︑ともすれ

た︒日本は

繁に利用され︑筆者の主張

ば二次データを何の疑いも

の農家や都市部のイン

労働者やオフィスワーカー

などであり︑地方の農村部
れが自分の調査・研究に本
当に適したものなのかを吟

代後半から
20

代前半が他の年代と比
40
べて就業率が低くなるいわ

フォーマルセクターで働く

なしに利用しがちだが︑そ

字カーブ﹂の形
ゆる﹁ M
であったのに対し︑タンザ
味することが必要だと思わ

⬆タンザニア女性の年齢階層（階級）別労働力率
（National Bureau of Statistics, the Government of United Republic
of Tanzania, Integrated Labor Force Survey, 2001/01 Analytical Report）
⬆日本の女性の年齢階級別労働力率
（『平成 25 年度 男女共同参画白書』内閣府男女共同参画局）

うことであろう︒タンザニ

人々は含まれていないとい

ストリート・ベンダーの

今後に向けての課題もあっ

なった︒しかし︑いくつか

き︑研究の大きな助けと

家の実情に触れることがで

あった︒

はまだまだ及ばないので

ワーク﹂と呼ばれるものに

て一般的に﹁フィールド

った︒大学での研究におい

学ぶことが多くあった︒こ

ということに関して新たに

査を行っていけば良いのか

してデータを用い︑実地調

際にどのようなことに注意

アにおいて︑労働者の約
た︒まず︑調査期間と人数

一次データの収集を通して

この状況を受けて︑私は

と今後の課題

一次データ収集の試み

得ないのである︒

不完全であると言わざるを

考慮すると︑このデータは

民が一定数存在することを

行って生計をたてている国

いインフォーマルな仕事を

ことや︑統計に反映されな

た︒日本で手に入れられる

査を行うことができなかっ

トベンダーへの聞き取り調

の関係上都市部のストリー

ンタビューでは治安の懸念

たかった︒また︑今回のイ

家庭にインタビューを行い

う点では︑もう少し多くの

が︑一次データの収集とい

仕方がなかったと思うのだ

での滞在時
の中で Mbola
間が短かったのはある程度

である︒研修という枠組み

が非常に少ないということ

のように︑データ

況に直面する︒こ

難であるという状

ら︑その収集が困

地域社会の様相か

としても︑治安や

データを集めよう

ず現地で直接一次

でいる︒また︑それに頼ら

なものとなる可能性を含ん

な途上国であるほど不充分

一的なデータの収集が困難

を読むことで比較的気軽に

日本では資料や統計など

山元智太郎

アフリカ地域専攻２年

東京外語大学国際社会学部
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不足している農家とイン

データで不足している農家

の収集が非常に困

割近くが農業従事者である

フォーマル労働者の実情を

とインフォーマル労働者の

難で葛藤する場面

る︒

を行おうと決心したのであ

収集のためにインタビュー

で自分の手で一次データの

それをできなかったという

面︑ストリートベンダーに

インタビューができた半

のだったが︑農家に対する

当初の研究の目的であった

フリカを研究する

を通して︑今後ア

このような経験

と感じた︒

見られるのである

も︑地域研究では

きたい︒

のことを今後に生かしてい

知ることを目的とすること

実情を明らかにすることが

このインタビューを通して

のは非常に残念なことであ

手に入る二次データは︑画

にした︒そのためには現地

タンザニアの家庭と女性農

◀Mbola で現地の農家にインタビューを行った

〜人の役に立ちたい時、人は何をすべきか〜

従来の開発援助への 疑問

た︒今回のタンザニア研修

てはいけない と
” いった批
判にさらされるようになっ

地の人のニーズに沿わなく

援助するこ
はいけない ”“
とで自己満足するのでは現

ログラムは︑ 一
“ 方的なア
イデアの押し付けになって

か︒近年では従来の援助プ

開発援助に関わるのだろう

何をゴールとして︑他国の

誰が︑誰のために︑なぜ︑

が未完成だから使えないと

尋ねると﹁政府がキッチン

いう︒なぜ使わないのかと

実際には使われていないと

ものの︑建物があるだけで

言われ︑案内してもらった

られた孤児院があるよ﹂と

から︑﹁日本の支援で立て

で建設された孤児
の ODA
院の事例である︒村の住人

げたいのは︑村にある日本

行われてきた︒今回取り上

が︑日本が負担する分まで

ものであった︒タンザニア

ンザニア政府負担﹂という

で︑施設の完成と運営はタ

﹁建設費の大半を負担すの

がつけた条件というのが

支援として始まった︒日本

助努力を求める条件付きの

わち援助受け入れ国にも自

日本からの有償援助︑すな

況が明らかになった︒この

について尋ねてみると︑状

かを考えた︒

建設が進み︑残りをタンザ

はそれを受け入れたのだ

孤児院の建設計画は当初︑

では︑従来の援助や開発に

言われており︑また 孤
“児
院を増やすと育児放棄が増

ニアに引き継いでから︑計

はどのような課題があるの

える な
” どの理由でそもそ
も建設に消極的らしい﹂と

教えてくれた︒しかし︑こ

の理由だけではどうにも腑

院は中途半端な状態のまま

に落ちない︒なぜこの孤児
まずは︑ンボラ村の事例

放置されているのだろう

日本の援助による
孤児院

を通して︑従来の開発・援

か︒

この孤児院の建設の経緯

孤児院はなぜ
放置されている？

助の実態について考察して
いきたい︒ンボラでは︑大
多数の住民が農業を営み︑
家畜を飼って生活をしてい
る︒この村でも︑様々な開
発・援助のプログラムが行

◀未使用の孤児院。
設備は村の人達に大切に手入れされている

◀木陰で村の人達にインタビュー。これまでの経緯を詳しく教えてくれた

まった︒﹁未完成のキッチ

計画は進まなくなってし

もっと大きな問題がある︒

嘆くのは簡単ではあるが︑

をタンザニアが怠った︑と
か︒村には他にも︑様々な

放置されたままなのだろう

﹂という大義名分があった

れるのは﹁貧困層を助ける

る︑それでもこれらが行わ

出せるような︑技術やアイ

物になれた富裕層にも売り

かない︒例えば︑海外の文

初めは︑小規模に始めるし

ン﹂というのは︑タンザニ

方がドナーも喜び︑自分た

一つは計画の有効性︒孤児

団体の 贈｢り物 が｣誇らしげ
に点在していた︒

ア政府の負担金︑を表して
院が本当に必要なのか︑現

スタッフと共に起業するな

デアを身に着けて︑現地の

いるのではないか︒つまり︑
地の人から求められている

ちの活動資金も集まるとい

日本は支援を行ったはいい

どの手が考えられる︒いず

動が各地に広がっていくこ

タンザニアの経済
をイメージする

僚の可能性もある ︒)
しかし実際に投資すべきな

とを期待しなくてはなら

のかという分析が中途半端

２週間の研修を振り返

のは︑むしろ中間層ではな

ず︑その国が自国の貧困層

ものの︑タンザニア政府は

り︑タンザニアの経済を援

いだろうか︒世界に通用す

に支援できるまでに発展す

のが実態であるようだっ

浅川郁文

アフリカ地域専攻２年

東京外語大学国際社会学部

くてはならないだろう︒

れにしても︑同じような活

助との関りから考えてみ

る技術やサービスがない

るには︑途方もなく長い時

う 中
“ 間業者 の
” 論理があ
るためである 腐
( 敗した官

る︒現地で見た援助関係の

と︑もはや国内の購買力の

間がかかることは覚悟しな

であったということ︒

わけではなく︑受け入れは

組織は最貧困層の人々の生

ある層は財布をひらかない

積極医的それを求めていた

するものの自ら負担をして

次にアカウンタビリティ

活水準を高めることには成

もう一つの問題点

た︒この事例から指摘でき

の問題である︒日本はこの

功しているように思われ

まで運営したくないという

ることは何か︒﹁自助努力﹂

現状を認識しているのだろ

た︒その一方︑多くの援助

など
が悪い︒また︑ ODA
の国家規模のプロジェクト

助 団
” 体の都合では﹁中間
層に投資しよう﹂では都合

うか︒税金を投じて進めら

や開発 そ
( して ボ
“ ラン

ティア の
” 名で多くの人が
参加するツアーなど は
)︑

海
( 外製品を買い︑お金が
外に流れる ︒)しかし︑ 援
“

れた計画が頓挫することは
本来︑あってはならないこ
とである︒﹁有償支援﹂を
謳うのは良いものの︑引き

でも同様の理由で厳しい︒
い の
) 人々に向けられてい
る︒しかし︑その多くは構

貧困層の上部 半
( 自給自足
で生きてはいけるが苦し

﹂として成立していない︒

品のプレゼントのように受

それでは︑﹁途上国の人

継いだらあとは放置ししま

の使い道として﹁日
ODA
本は途上国支援にこれだけ

け取られていた︒その中に

の役に立ちたい﹂という時

うのでは︑そもそも﹁支援

の金額を投資しました！﹂

は前述の孤児院のように全

何をしたら良いのだろうか

大規模な取り組み
はやはり難しい

という主張は大々的になさ

く機能していないものもあ

造を変えない一時的な消耗

れても︑未使用の孤児院は

農村開発から見た
アフリカの支援・被支援

アフリカは本当に
﹁要支援﹂なのか
発展途上国と呼ばれる国
において頻繁に話題に上が
るのは︑人的投資・設備・
食料の不足などマイナスイ
メージを伴ったものが多
い︒それゆえに分野にかか
わらず常に課題が見つか

当たりにすることが出来

援・被支援の在り方を目の

関わらず様々な現場で支

に赴いた後︑農業の分野に

への投資を継続的に行って

クト﹂が存在し︑農業分野

シャ工科大学
﹂と﹁アル ―
灌漑人材育成能力プロジェ

振興支援計画プロジェクト

自給用を目的とせず現金収

べて生産を増やしやすく︑

きた︒コメは他の作物に比

た︒

﹁人材﹂と﹁技術﹂
の２本の柱

入を目的とした商品作物と

しての要素が強いこともあ

いた︒私が今回の研修に参

ろうか︑とも同時に感じて

伴って受けられているのだ

恩恵をしっかりと実感を

の人々は実際にその支援の

だ一方で︑支援を受ける側

るまでそう思っていた︒た

はタンザニア研修に参加す

は成り立っている︑と自分

動くことで国際協力の世界

化された﹁案件﹂が存在し︑

うくくりの中にさらに細分

﹁協力プロジェクト﹂とい

中の一つだ︒この大まかな

が実施する﹁コメ生
JICA
産振興プログラム﹂はその

施されてきた︒例えば

れまでに外資主導で多く実

益向上を促進する事業がこ

は︑農家の生産力向上や収

働人口の 割
7 が農業に従
事しているタンザニアで

間を要する︒そのため将来

えて普及させるまでには時

に根付かせ︑かつ世代を超

を新技術に変えて人々の中

うことはない︒従来の技術

資はすぐに結果が出るとい

のが人的投資だ︒技術面の

指した︒私が特に注目した

立と灌漑技術者の育成を目

この つ
2 のプロジェクト
を通して灌漑稲作技術の確

り︑農業の商業化を推進す

加した理由は︑外資による

技術プロジェクトや開発計

の生産力の向上を見込んだ

の 割
GDP
3 が農林水産
業であることに加えて︑労

農業政策の立案がどのよう

画などのスキームに分かれ

うえでの投資活動と呼べる

り︑それを改善しようとす

に行われているかを被支援

ている︒タンザニアにはそ

であろう︒ただタンザ

みの支援と比べて︑人的投

る上で重要である︒また︑

者の目線で見たいというも

のスキームとして︑﹁コメ

る大規模な開発支援体制が

のであったが︑自分が現地

うことが出来るのではない

技術面での開発を大きく補

自分が想像していたよりも

の育成に力を注ぐことで︑

ニアに滞在している間︑人

徴を持つと自分は今まで考

面などの違いから異なる特

な継続的支援体制は︑資金

く行き届かせることが可能

の︑その分物資などを細か

による︑一つの
体や NPO
国や地域限定であるもの

規模な支援体制と︑民間団

のような世界に展開する大

事実であった︒政府系機関

航してみて初めて分かった

生活の慣習がある一方で︑

しても︑外から見てわかる

ミュニケーションをもって

る︒農村地域との緊密なコ

危険も確かに存在してい

一方的に投資を行っていく

いるとも限らない状態で︑

あった︒また︑すべての人々

あること︶を感じる場面も

時間に対して少しルーズで

合時間に人が集まらない・

のような比較的
が︑ FAO
大きい政府系機関でも重要

せて話し合いをすること

かを農家の人々と顔を合わ

は何が原因でそうなったの

を確認し︑傷んでいる場合

らだ︒収穫後の作物の状態

たことが明らかになったか

的にコンタクトを取ってい

を訪れた際に︑農村と積極

︵国際連
んのこと︑ FAO
合食糧農業機関︶の事務所

て言及していたのはもちろ

が人的投資の大切さについ

く存在し︑実際に研修を通

方も日本とは異なる点が多

い︒仕事に対する取り組み

えていくことは簡単ではな

アフリカの人々の意識を変

いくだろうと思った︒ただ︑

優先度はますます上がって

た︒そのため︑人的投資の

なるのではないかと感じ

がスムーズに行えるように

ことで︑その後の技術開発

単位﹂﹁人単位﹂で捉える

も現地の生活・状況を﹁村

えるのではなく︑どちらと

二つの支援体制を分けて考

安楽泰人

国際経済学科２年

中央大学経済学部

た︒

通して見れたような気がし

法
める政府系機関や NPO
人の奮闘ぶりをこの研修を

ないのだが︑それを追い求

形など存在しないかもしれ

かではない︒支援の正しい

み取れているかどうかは定

に対する気持ちを完全にく

人々の心の奥底にある支援

今求められる支援
のあり方とは？

視されているということ

して﹁アフリカ時間﹂︵集

が現状以上の生活を望んで

ダルエスサラームで行っ
えていた︒しかしながら︑

かと感じた︒

た学生会議で︑現地の学生

は︑タンザニアに実際に渡

↓タンザニア・モシ県の灌漑施設の様子
出典：http://globe.asahi.com/feature/100816/side/01̲07.html

↑タンザニアで主食となっているメイズ。国の農業のカギを握る

エネ

ルギ
タン ーに満
ザニ
ち溢
ア
農村開発から見た 連 合 れ た 途
共和
上国
国
アフリカの支援・被支援
思い出させられた︒

この蒸し暑さ︒日本の夏を

も落ちる時間でありながら

の熱気に出迎えられた︒日

立った時︑私はタンザニア

ダルエスサラームに降り

狙ったタンザニアの国内地

である タ
: ンザニアの特産
品であるピーナッツや種々

ばれる彼等の販売品は様々

行っていた︒マチンガと呼

ような店を構えて販売を

りをしたり簡易的な屋台の

ストリートを舞台に歩き売

の商売人たちは依然として

る︒しかし対照的に︑現地

って要衝であるかが分か

いた︒

エネルギーの様相を呈して

ダルエスサラームは特異な

エネルギーが混ざり合い︑

と︑変わることの無い人の

い発展の波のエネルギー

ているようであった︒新し

体がエネルギーとして蠢い

溢れかえり︑まるでそれ自

﹁うわ︑暑い﹂

月
日〜 月
2 14
3 日
1︑
私たちはタンザニア研修を

図など幅広い︒街はマチン

経済的要地である旧首都

行った︒その中で︑日本に

ガとそこで生活する人々で

の野菜︑衣料品︑旅行者を

は無いタンザニア特有のエ
ネルギーをひしひしと感じ
る場面に多く遭遇した︒
一つには発展とのエネル
ギーが挙げられる︒旧首都
であるこの経済都市では
次々と外国の企業の工場や
支店が建設されており︑急
速な発展を遂げようとして
いる最中というのが第一印
象であった︒更には道路交
通網の改善にも着手してい
ることからダルエスサラー
ムがいかにタンザニアにと

◀ビルが並ぶダルエスサラーム

◀村の中学生とサッカーの試合後

ダルエスサラームとは対照
的に非常に湿度が低く冷涼

そうになかった︒

エスサラーム到着の翌日︑

る人々の工夫である︒ダル

れを見事に利用して生活す

い大自然のエネルギーとそ

二つには未だ手のつかな

にあるであろう︒また村の

ちも学ぶべきところが多分

つ自生のエネルギーは私た

来が期待できる︒彼等の持

ることからもアフリカの将

いほど真面目に勉強してい

は日本とは比べ物にならな

変えさせられた︒子供たち

アフリカへの見方を大きく

いう事を目の当たりにして

等は独力で生活していると

わざわざ援助しなくても彼

よって覆された︒自分達が

ていたのが︑この滞在に

せねばと上から目線で考え

ギーである︒これまで援助

の力強さ︑溢れ出るエネル

にせよ 日
3 間滞在させて
頂いて感じたのは村人たち

いと思ったほどである︒何

直なところずっと滞在した

ようというのなら︑あまり

ひいてはアフリカを援助し

う︒もし同情でタンザニア︑

発展を手伝う事であると思

あくまで彼ら自身で試みる

展を主導するのではなく︑

があるとすれば︑彼らの発

人である私たちが出来る事

生活を営んでいると︒外国

加えなくても十分心豊かな

見るに私たちが無理に手を

り︑タボラの人々の生活を

ダルエスサラーム市民然

のではないかと思われた︒

なければならない事もない

アは考えているほど援助し

ンザニ

ギーをひしひしと感じ︑タ

タンザニアの様々なエネル

援助とは何だ

私たちは内陸のタボラ州へ

中学生と行ったサッカーは

に手を加えすぎる援助はむ

な気候で過ごしやすく︑正

赴いた︒その中の Mbola
村では︑想像していた通り

サッカーの楽しさを改めて

しろ彼らの怠惰をもたらす

援助しすぎない
ことの重要性

のアフリカを感じることが

感じさせてくれ︑彼らの豊

ことにも繋がるであろう︒

する事が適切なやり方であ

手く利用して発展を手助け

彼らの持つエネルギーを上

右高雅人

アフリカ地域専攻２年

東京外語大学国際社会学部

ると感じた︒

↓村の人達と音楽を楽しむ様子。

タンザニア研修を通して

できた︒蒸し暑さの厳しい

富なスタミナはとても勝て

◀村人とのツーショット

タンザニアの 道 路に立って

考えたこと

子どもたちの未来を支えるのは

全ての道は
…

全ての道はローマに通
ず︒﹂これはかつて栄華を

が東アフリカ地域において

タンザニア人に﹁タンザ

ニアに経済発展は必要か？

要だ︒﹂と答える︒しかし︑

果たす役割は大きい︒

﹁経済発展に伴う公害︑地

﹂と聞くと彼らは﹁当然必

タンザニア人の

近ではケニアのモンサバ港

の終点にして出発点だ︒最

な交通網の一つ︑中央回廊

る︒︶は東アフリカの主要

は官庁の一部が移転してい

サラームであり︑ドドマに

して経済の中心はダルエス

はドドマだ︒しかし依然と

ニアの首都ではない︒首都

ダルエスサラームはタンザ

ム︵念のため言っておくと

に変わる︒ダルエスサラー

ルエスサラームに通ず︒﹂

わざは︑﹁すべての道はダ

移して考えると︑このこと

現代︑場所をタンザニアに

表したことわざだが︑時を

から道が通じていたことを

テーマを変更した︒ではま

ろうかと考え︑レポートの

意義が大きいのではないだ

る調査︑分析をする方が︑

の当たりにし︑これに関す

内における地域間格差を目

際に現地に赴いてみると国

して考えていたのだが︑実

が均一の状態にあるものと

途上国として︑いわば内部

東アフリカに位置する発展

も︑出国前はタンザニアを

に気が変わった︒というの

いたが︑タンザニア滞在中

告書を仕上げようと考えて

況を分析することで研修報

フラ面から比較して経済状

はタンザニアと日本をイン

さて︑私は︑出国以前で

のか？

この差はどこから生まれる

で︒﹂という︒

にそこそこ満足しているの

しなくてもいい︒今の生活

し都市の住人は﹁そこまで

う言葉が返ってくる︒しか

きるレベルではない﹂とい

活水準は公害など問題にで

﹁同じく当然だ︒我々の生

地方の住民は答えとして

ニア人でも異なってくる︒

に対する答えは同じタンザ

展を望むか﹂というという

弊害が発生しても︑経済発

球温暖化などの地球規模の

経済発展に対する意識

を発着地点とする北部回廊

ず意識調査から考えてみよ

誇ったローマ帝国に世界中

が中央回廊よりも栄えてい

う︒

と︑ Mbola
の小学校から
の通学路 右
(下 で
) ある︒

で
次項の写真は︑ Tabola
は貴重な舗装道路 左
(上 )

答えはインフラの差だ︒

るが︑︑それでも中央回廊

◀舗装された幹線道路。何キロも続く

↓村の道路。子どもたちが歩いて学校へ通う

↙Mbola のロードサイドに並ぶ
モバイル金融サービス系の店舗（M-PESA など）

いる︒

在していた Mbola Village
に比べれば相当に発展して

は都会とまでは言
Tabola
えないものの︑私たちが滞

がこの課題
私は M-PESA
を解決できるものと信じて

ろう？

い金融機関に金を預けるだ

来の引き出しが保証されな

信用が低いからだ︒誰が将

低いのは金融機関に対する

小牧将吾

とうございました︒

真を載せて締めたいと思

滞在最終
最後に︑ village
日に植えたナッツの木の写

う︒

ことも不可能ではないと思

ているが︑読者はそこは望
まないだろう︒何しろ冗長

東京大学経済学部３年

う︒読んでいただきありが

報告書ではこれらに関して

信頼が上がり︑ M-PESA
が金融機関の代わりの役目

経済学的な見地から分析し

になるし︑そして紙面も足

を果たせれば貯蓄率をあげ

に対する
いる︒ M-PESA

りない︒結果から言ってし
まおう︒

貯蓄率

貯蓄率が上がればインフ
ラが整備されていく︒直感
的にいうと金融機関に預け
た金が金融機関を経由して
投資に回るということだ︒
ではどうやって貯蓄率をあ
げていくか？答えは
だ︒ M-PESA
と
M-PESA
いうのはアフリカ地域で主
に使われているモバイル決
済サービスだ︒そもそもタ
ンザニアにおいて貯蓄率が

↓Mbola ナッツの植林を行う小牧将吾

子どもたちの未来を支えるのは
をみることができた︒

訪問することで︑その実態

そしてタンザニア教育庁を

院や小学校︑中学校︑大学︑

か︒今回の研修では︑孤児

支援されているのだろう

はどのように子どもたちが

欠である︒タンザ ニアで

どもたちの教育支援が不可

にするには︑未来を担う子

ということだ︒この孤児院

であるのはこの孤児院だ

とっての実家であり︑故郷

立したとしても︑彼らに

子ど もたちが成長し︑自

気に感動した︒二つ目は︑

で︑働く職員の方々のやる

るとは言えない︒そんな中

人で世話をし
たったの 16
ており︑人手 が足りてい

なり大勢の子どもたちを

ということだ︒しかも︑か

は全員無償で働い ている

する︒まず一つ目は︑職員

職員の答えをいくつか紹介

とても印象に残っている

た︒

応答でその姿勢がわかっ

きるような未来を提供でき

ちが学校に通えて︑自立で

苦しい立場にいる子どもた

ないものの︑孤児 という

ちが資金や人手が充分では

これらのことから︑ NGO
による孤児院では︑職員た

活動もしている︒

性のある︑地域に根付いた

をつくり︑売ることで持続

もたちを支え続けており︑

ティは孤児院で暮らす子ど

の中でも地域のコミュニ

金は常に不安定である︒そ

寄付に頼っているため︑資

が運営するこの
だ︒ NGO
孤児院は様々な団体からの

ミュニティだということ

国の未来をより良いもの

機関訪問でまず最初に訪

では卒業や退所といった概

るよう︑積極的に活動して

また︑職員自身 も農作物

孤児
れたのが︑ chamazi
院︒ダルエスサラームから

念はなく︑もし︑結婚や就

いることがわかる︒

孤児院での
積極的なケア

車で 時
1 間程度のところ
にあり︑

職で孤児院を出 て生活し

The Yatima

に︑職員は務めているのだ︒

たとしても子どもたちに
名の職員と︑約 140
人
16
の子どもたちが生活してい

最後は︑色んな団体が寄付

ではなくタ
では︑ NGO
ンザニア政府は︑子どもた

という
Group Trust Fund
が運営する孤児院で︑
NGO

る︒彼らがどのように孤児

してくれる中でも︑孤児院

ちへの支援に対してどのよ

政府の姿勢

である子どもたちをケアし

の一番の支援者は地域のコ

とって帰る場所であるよう

支援し ているのか︑質疑

⬆chamazi 孤児院のオフィスで職員の方々か らお話しをきいた
◀政府教育機関 (Institute of Education) でインタビューを行った

ろうか︒結論から言うと︑

うな姿勢を示しているのだ

足りていないため だとい

どもの人口に対し中学校が

の人数を絞るためだ︒﹂子

く︑生徒が先生に頼ったり︑

ためやる気のない先生が多

であった︒先生は低賃金の

ほとんど存在しないし︑成

政 府が運営する孤児院は

まっている印象をうけた︒

団体ばかりである︒しかし︑

とても消極的だ︒教育庁を

特別な ケアをしたくても

より良いタンザニアの未来

績が低い生徒を支援するよ

できないこともあるそう

をつくるには︑それぞれが

先生が生徒の面倒を みる

で︑先生は生徒の成績に責

分担するのではなく︑互い

う︒本来︑政府はより多く

任を持たないのがほと ん

が同じ方向 を進んでいく

訪問した際に︑職員の口か

どだという︒タンザニアで

うな体制もない︒比較的立

さらに︑学生会議で出

より多くの子どもたちが︑

ことはほとんどなかったそ

会ったタンザニアの大学生

は 割
9 が公立の学校で︑
私立の学校に通えるのはほ

未来を担えるよう成長で

の子どもたちに教育の機会

の体験談でも政府の支援の

んの一部で あり︑ほとん

きるのではないだろうか︒

ら驚くべき発言があった︒

国 貧困プロファイル と
)
なっている︒しかし︑中等

消極性が伺える︒彼女の名

どの子どもたちが良い先生

場の弱い子どもたちを支え

教育 に上がるには︑初等

前はジョセフィーヌとい

と生徒の関係のある環境で

東京外語大学国際社会学部

うだ︒また︑設備が充分で

教育の卒業試験を合格しな

う︒彼女は初等教育は公立

勉強することができていな

アフリカ地域専攻２年

を与えるべきなのではない

ければならない︒この試験

の学校で過ごし︑中等教育

い︒

タンザニアの教育制度は︑

の合格率は

は私立の学校に通ったそう

るのは︑持続性を持たない

であり︑この数値
52.7%
は試験を受けていない生徒

だ︒そこで︑公立と私立の

ないため成績が低い生徒に

を含まないため︑およそ半

違いについて聞くことがで

だろうか︒

数以上の生徒が中等教育に

きた︒私立 の学校では︑

現地に実際に行って感じ

初等教育︑中等教育ともに

進学できていないというこ

学校は楽しいところで︑先

たのは︑政府が消極的な活

無償化されており︑初等教

とになる︒では︑そもそも

生も生徒の面倒をよくみる

年 では
2008

最貧困層でも 82%(2012
タンザニア連合共和
JICA

育の就学率は

なぜ子どもたちの教 育の

そうだ︒それに対し︑公

やボランティ
動を NGO
ア︑私立の団体 が補って

大学生の体験談

機会を奪う卒業試験が設け

立の学校では努力すれば報

おり︑政府はそれらの団体

年では
2008

られているのだろうか︒教

われるという方針で︑学校

に足りない部分を任せてし

梶原百花

ことで互いの弱点を補い︑

育庁の答えはシンプルだっ

は勉強するためだけの場所

まとめ

た︒﹁中 等教育に進む子ど

