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『世界中のひまわり姫へ』
（永田　萌・絵、小笠原みどり・文、ポプラ社刊）
　国連女性差別撤廃条約採択30周年。同条約の内容を世代を超えて多くの方に
親しみながら理解してもらえる絵本があることをご存知でしょうか？
　昨年11月、北九州市で開催された「アジア女性会議̶北九州」で、この30年
間の取り組みを振り返る中で、この絵本の存在が大きく取り上げられました。
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�
国連女性差別撤廃委員会委員�

ドゥブラフカ・シモノヴィッチ�

いま、女性たちは 

国連女性差別撤廃条約 採択から30年�
　　宣言ではなく法的拘束力かつ実行力のある�
　　女性の人権のためのツール�

　女性差別撤廃条約が国連で採択されて30年がたち

ました。この条約は法的拘束力のある国際的な枠組

みとして、女性に対するあらゆる形態の差別を撤廃

するための法的な措置を含むさまざまな措置を規定

しています。現在、186カ国の国連加盟国が本条約を

批准し実施していることから、この条約の規定が国

家レベルで実施され、目標とする全加盟国の批准ま

であと６カ国を残すのみとなりました｡現在、さらに

98カ国が本条約の選択議定書を批准しています。こ

の選択議定書は、国家レベルでの本条約の実施を強

化するための手段として10年前に導入されたもので、

同議定書を批准した加盟国は、国による条約違反に

よって被害を受けた個人が国連に通報することがで

きる個人通報制度と、それに伴う審査手続きを受け

入れることとなります。�

　本条約の目標は、男女間の平等が法的にも現実に

も認められることであり、そのための手段として女

性に対するあらゆる形態の差別を撤廃することにあ

ります｡加盟国に対し、「各国の憲法あるいは相応す

るその他の法令において男女平等の原理を具体的に

規定し」「この原則が実際に履行されるよう保障す

ること」を求めています。�

　過去30年間に、多くの加盟国で本条約の実施に進

展が見られましたが、法的および事実上の差別や女

性に対する暴力が根強く残っていることから、さら

なる努力が求められます｡本条約を批准あるいは受け

入れた加盟国は、本条約を各国の法制度に取り入れ、

その規定を十分実施する義務を負うことになりますが、

実際には多くの加盟国において十分な措置が取られ

ているとは言いがたい状況です｡批准した国の一部では、

本条約を単なる宣言とみなしており、法的拘束力の

ある文書、あるいは女性の人権を守るための実施可

能な文書とはみなしていません。また、すべての加

盟国は、各国の法律と本条約の規定を整合させる義

務を負います。そのために、既存の法令に女性に対

する差別が残っているのであれば、それらの条項を

改正あるいは撤廃する義務を負うのです。しかしな

がら、多くの加盟国において女性差別の国内法がい

まだに温存されており、本条約との大きなギャップ

が残っています｡このようなギャップは、本条約を効

果的に実施するための立法、行政、その他の措置に

より埋めなければなりません｡�

　例えば、女性に対する差別を本条約では直接的な

差別のみならず間接的な差別までも含めて幅広く定

義することで、国際法における男女間の真の平等を

実現するためのユニークな手段としているのですが、

残念なことに、多くの批准国がいまだに本条約の定

義に沿った女性に対する差別の禁止措置をとってい

るとはいえません。�

　また、事実上の男女平等を推進するための経過措

置として、本条約では差別是正措置（アファーマテ

ィブ･アクション）や割り当て制度を特例として導入

することは「逆差別」には当たらないとしています｡

　各国における条約の実施と女性の権利保護を検討

することを目的に、本条約の下に「女性差別撤廃委

員会（CEDAW）」と名づけた委員会が設置されてい

ます。設立以来、CEDAWでは条約が実態上も手続き

上も「生きた文書」として扱われるように努めてき

ました。同委員会では、本条約の規定の意味などを

加盟国に伝えるための正式なガイドラインとして｢一

般勧告｣を作成しています。�

　また、委員会では国内レベルおよび国際的な非政

府組織との強固な協力関係も築いてきました。これ

らの組織は、委員会宛に多くのシャドーレポートを

定期的に提出しており、各国における条約の履行状況、

あるいは不履行についてそれぞれの見解を述べてい

ます。CEDAWでは提出されたレポートを関連加盟国

の高官との建設的な対話を通して検証し、そののち

非公開の審議にかけ、総括所見を作成し採択してい

ます。こうして出される総括所見は関係国への勧告

という形で出されますが、各国はそれに対して即座

に追跡調査を行い、１～２年中に改善策の進展状況

を中間報告しなければなりません｡�

　日本政府がCEDAWより出された最新の総括所見を

真摯に受け止め、精力的に対策をとるとともに、本

条約の選択議定書の批准を真剣に考慮されることを

望みます｡�

ドゥブラフカ・シモノヴィッチ　Dr. Dubravka Šimonović�
　クロアチア外務省人権部長。1995年開催の第４回世界女
性会議（北京）では、クロアチア代表を務めた。2003年以来、
国連女性差別撤廃委員会（CEDAW）の委員を務め、2007年
から2008年まで議長職を歴任。欧州委員会「女性に対する暴
力／家庭内暴力撤廃タスクフォース」議長（2006～2008年）。
現在、女性に対する暴力・家庭内暴力防止撤廃委員会（CAHVIO）
の共同議長。�



2 No.58 March 2010

日本弁護士連合会　男女共同�
参画推進本部事務局次長�

大谷　美紀子�

誌上セミナー�

～法制度や運用の視点～ �

裁判員制度とジェンダー�

　第１回�

　世界には、米国、英国、フランス、ドイツ、イタリ
アなど、国民が裁判に参加する制度を有する国があり
ますが、日本でも、戦後60年ぶりの司法制度の大改革
の中で、平成16年に「裁判員の参加する刑事裁判に関
する法律」が成立し、平成21年５月から裁判員制度が
始まりました。新しい裁判員制度の下では、国民の中
から選ばれた裁判員６人が裁判官３人と一緒に刑事裁
判を行います。裁判員制度の対象となる事件は、殺人、
強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死、現住建造物等
放火、身代金目的誘拐、保護責任者遺棄致死など一定
の重大な犯罪に関する事件の第一審の裁判に限られ、
１年間で2000～3000件になると予測されます。�
　裁判員制度は、「国民の司法参加」を目的として導
入されましたが、制度の運用が始まった今もなお、こ
の新しい制度に対し、国民だけでなく法曹実務家の中
でも賛否両論分かれ、反対や懐疑的な声も少なくあり
ません。現時点では、裁判員裁判の実施は緒についた
ばかりであり、今後、一定期間の運用の成果を踏まえ
て検証や評価が必要となるでしょう。本稿では、裁判
員制度の是非についての議論は控え、この新しい制度
について、ジェンダーの視点から意義を考察し、問題
点を指摘します。�
　裁判員制度では、国民が裁判官と一緒に参加して裁
判を行うことにより、国民の視点・感覚が裁判の内容
に反映されること、また、その結果、裁判が身近にな
り、国民の司法に対する理解と信頼が深まることが期
待されています。日本では、これまでは、裁判官のみ
が裁判を行ってきただけでなく、裁判官の任用制度に
も特徴があります。米国や英国、オーストラリアなど
法曹一元と呼ばれる制度の国では、裁判官は弁護士の
中から任用されます。これに対し、日本の裁判官制度
はキャリアシステムと呼ばれ、司法試験に合格し司法
修習を修了した法曹資格者の中から裁判官が任命され
ます。すなわち、裁判官は最初から裁判官としてのキ
ャリアを歩むことになります。このキャリアシステム
の下では、日頃から依頼者や相談者と接し社会の中の
不平等や不正義を身近に感じる機会が比較的多い弁護
士から裁判官が任用される法曹一元制度に比べ、より、
裁判官が国民一般にとって遠い存在となり、裁判が一
般市民の感覚から離れたものになる危険性は否めませ
ん。�
　現在、日本の裁判官に占める女性の割合は16％にと

どまります。性犯罪、セクシュアル・ハラスメント、
離婚、家庭内暴力、賃金差別等、女性の人権や女性に
対する差別の問題に関する裁判において、裁判官の中
にジェンダー差別があると感じる当事者は少なくあり
ません。司法におけるジェンダー・バイアスの問題は、
裁判官の男女比率の構成の平等だけで解消できるもの
ではなく、司法制度の運営に関わる弁護士を含むすべ
ての司法関係者における数の上でのジェンダー平等の
促進のほか、ジェンダー研修等の取り組みが必要です。
　一方、裁判員制度の導入には、司法におけるジェン
ダー・バイアスの是正のための一定の効果も期待でき
ます。第１に、裁判員が国民の中からくじで選ばれる
ため、裁判官と裁判員合計９人の中で女性が男性と平
等に含まれることとなる可能性は高くなります。第２
に、国民一般の視点が裁判に持ち込まれることにより、
裁判官による裁判において見られたジェンダー差別の
改善に役立つことが期待されます。個別の裁判におけ
る事実の認定や量刑の判断における影響だけでなく、
裁判官が裁判員との評議を通じて、一般の国民が事件
をどのように見、感じるのかを直接知る機会を得るこ
とにより、長期的な効果として裁判官のジェンダー意
識に影響を及ぼす可能性もあります。第３に、裁判員
制度による国民の司法参加を契機に、司法におけるジ
ェンダー・バイアスの問題についても、より広く一般
市民が関心を持ち、議論や改善に向けての取り組みが
進むことが期待されます。�
　他方で、国民の司法参加が、かえってジェンダー・
バイアスを再生産し、あるいは助長することが危惧さ
れています。強盗強姦や集団強姦致死傷などの性犯罪
事件も裁判員裁判の対象となり、裁判員対象事件の約
２割を占めます。性犯罪に関する裁判では、被害者が
裁判に出廷し公開の法廷で人の目に晒されることや、
性被害に対する偏見等により二次被害を受けやすいの
ですが、裁判員制度の下では、こうした二次被害の拡
大や、裁判員を選任する手続の過程で被害者が特定さ
れ、守秘義務を負わない裁判員候補者から被害者の氏
名等の情報が流出する危険性が指摘されています。そ
のため、性犯罪被害者が、ますます被害を訴えにくく
なるとの指摘があり、性犯罪を裁判員裁判の対象事件
から除外することを求める声も強く、さらなる議論が
必要です。�

カンボジアの弁護士・裁判官等に対するジェンダー

セミナー講師（2005年）を務めるなど、専門分野は

国際人権法、女性の人権、その他幅広いが、司法

運営における女性の人権の保障に強い関心がある。

主な著書に『コンメンタール女性差別撤廃条約』

（2010）、「NGOのCEDAWへのコミットメント」（『国

際女性』No.23、2009）などがある。�

Profile
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　（財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）は、「現
い

在
ま

、世界の女性たちは～北九

州から世界を視
み

る」をテーマに、2009年 11月 28日（土）と29日（日）の2日間にわた

って、北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”で、「第20回アジア女性会議―北九州」

を開催しました。�

特集  アジア女性会議－北九州�特集  アジア女性会議－北九州�

■ 基調講演「現
い

在
ま

、世界の女性たちは～男女共同
参画社会の実現に向けた取組と今後の展望」�

　国連が、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約、いわゆる女性差別撤廃条約（以下、

CEDAW）を1979年に採択して、30年経ちました。日

本は同条約を1985年に批准しています。しかし皆さん

の身の回りで、男女共同参画はどれくらい進んでいま

すか。2009年７月、国連女性差別撤廃委員会は夫婦同

姓や婚姻年齢の男女差別といった民法上の問題、管理

職への女性登用の割合や男女間給与格差の問題などを

日本政府に指摘しています。�

　「第20回アジア女性会議―北九州」では、女性に対

するあらゆる差別をなくし、男女共同参画社会の実現

に向けて、世界はどのように取り組んでいるのか、日

本は今後どのように進むべきなのか、そして私たち一

人一人はどうすればよいのかを聴衆の皆さんと一緒に

考えるために、基調講演とパネルディスカッションを

開催しました。�

　そこで、歌手、エッセイストで、日本ユニセフ協会

大使を務めるアグネス･チャンさんに、女性に対する

差別の現状について講演をしていただきました。�

�

世界の現状　①　子ども買春、人身売買�

　1998年にタイを訪れ、今でも子どもを売らないと生

活できない家族があることを知りました。売られた女

の子は、もし売春宿に入れられてしまうと、毎日、お

客さんを取らされます。地域によりますが、30%から

50%の女の子はHIVエイズに感染します。そして発病

するまで売春をさせられ、発病すれば遠くの山へ捨て

られます。狙われるのは、出生届のない子どもです。

両親が追いかけない限り、だれもその子が消えたとい

うことに気づかないからです。一番弱い層、そして一

番弱い女の子が狙われるのです。�

　カンボジアでは、２度にわたってお母さんに売られ

たサリーちゃんに出会いました。私は、サリーのお母

さんに会い、お母さんがサリーを売ったことを責めま

した。しかしお父さんが家を逃げ出してから、ずっと

食べていけなかったのです。そのため私は、同じ女性

だし、自分のおなかを痛めた子だから、お母さんもつ

らいだろうと思って、責めきれませんでした。�

　女性はいつも弱い立場にいます。一番悪いのは、逃

げたお父さんではないか。でも、皆さんがそのことを

忘れてしまっています。なぜお父さんには責任がない

のでしょうか。しかし、それが現実です。�

�

世界の現状　②　女性に対する差別�

　私が訪れたインドのムンバイは、インドの中でも一

番豊かで、映画産業でも有名な都市です。しかし現実

には、ムンバイに住む人の７割がスラムに住んでいます。

女の子は小学校低学年までしか学校に行けません。10

▲アグネス・チャンさん�
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▲イ・ヨンスクさん�

～12歳くらいから縁談の話が出ます。しかもお嫁に行

く際には、たくさんの嫁入り道具が男性から要求され

ます。だからインドでは、女の子が生まれたら大泣き

する親がいます。どうしよう、この子をちゃんとお嫁

に出すことができるのかしら、と。そのため生まれて

くる子どもが女の子だと分かると、おなかの子どもを

おろすそうです。女性は、男性ほど価値ある人間では

ないと見られています。これを改善しない限り、やは

り社会全体の半分は女性ですから、良くなるわけがあ

りません。�

　女性に対する差別は、長い間、いろいろな文化の中

で守られてきた伝統とか習慣の中にしっかりと組み込

まれています。だからなかなか改善されません。です

が、少しずつでもいいから、一歩ずつでもいいから、

やはり女性の置かれている状況を改善していかなくて

はいけません。�

�

女性に対する差別の改善に向けて　　�

　　　①　男性の意識改革、行動の必要性�

　女性の立場を改善するには、女性自身の意識の向上

とともに、男性の意識が変わることが不可欠です。ど

んな差別があるときでも、差別されている側がいくら

言っても、ゆっくりとしか改善されません。男性が活

動してくれれば改善も早くなるのです。ぜひ、男性に

頑張っていただきたいと思います。�

�

女性に対する差別の改善に向けて　②　教育の重要性�

　小学校に行けない子どもは、今は１億人ぐらいです。

問題は、女の子はお手伝いできるぐらいの年齢になる

と、学校に行けなくなること、また全く最初から行か

せてもらえないことです。しかしお母さんが最低６年

の教育を受けているところの女の子は、彼女がお母さ

んになった時に育てる子どもの死亡率が下がるのです。

つまり、子どもを助けたいなら、女の子を教育せよと

いうことなのです。しかも、経済状況も少しよくなる

のです。そういう意味では一番有効な投資、それは女

の子や女性の教育です。�

�

■ パネルディスカッション「女性差別撤廃条約と
国際社会における日本の役割」�

　パネルディスカッションでは、女性に対するあらゆ

る差別の撤廃に向けての現状や取り組みを、パネリス

トにそれぞれの観点から発表していただき、その後ア

グネス･チャンさんも参加して議論しました。�

　まず韓国大学女性協会理事で、国連韓国協会顧問を

務めるイ･ヨンスクさんに、韓国がCEDAWを利用して、

男女共同参画に向けどのような変革をしてきたのかを

発表していただきました。�

�

CEDAWが韓国にもたらした変革�

　　　　―女性の政治参画を事例に�

　韓国はCEDAWを1984年５月25日に署名し、同年12

月27日に批准、1985年から施行しています。�

　CEDAWは韓国の女性にとって、数々の男女平等を

成し遂げる契機となりました。例えば、韓国の女性の

政治参加に最も貢献し、実質的な変化をもたらしたの

は2003年の政党法改正です。この改正によって、各政

党の比例代表名簿順の奇数番号を女性に与えることに

なりました。結果として、2004年の総選挙では議席数

299議席のうち、政党比例代表部分の56議席中29議席を

女性が占めることになりました。また地方区からは10

名の女性議員が当選しましたので、女性議員は全部で

39名となり、議員全体に占める女性議員の割合は13％

を記録しました。�

�

�

▲パネルディスカッションのやりとり風景�
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東アジアにおける女性労働�

　続いて、東京大学大学院総合文化研究科教授の瀬地

山角さんに、女性差別撤廃条約にまつわる法的側面で

はなく、労働に注目して全く変わっていない東アジア

の姿を発表していただきました。�

　高学歴の人ほど女性が働く社会と学歴が上がっても

女性の働いている割合が上がらない社会があります。

学歴が上がると主婦になりやすい社会というのは、専

業主婦のステータスが非常に高く、一方で、学歴が上

がると働く人の割合が増える社会というのは、専業主

婦のそれが相対的に低くなる可能性があります。�

　東アジアでは、台湾は学歴が上がると働いている割

合が上がるタイプの社会で、韓国ではあまり上がらな

いタイプの社会です。日本はその中間にあります。そ

こでジェンダー・エンパワーメント指数（GEM）に

注目しますと、独自に算出している台湾は日本や韓国

よりもはるかに良い数値を記録しています。韓国は、

クオーター制で女性議員の増加を目指しているのに、

GEMは上がっていません。�

　また女性の労働力率を年齢別にみた場合、日本と韓

国は出産・育児期に労働力率が下がります。ところが

台湾では、日本で一番労働力率が低くなる30代の辺り

で、非常に高い労働力率を示します。�

　こうした傾向は急には変わっていません。背景にあ

る規範が変わっていくには、やはり法改正以上に時間

が掛かるのだと思います。�

�

CEDAWが北九州市の男女共同参画への�
取り組みにもたらした影響�

　続いて、女性に対するあらゆる差別の撤廃に向けた

北九州市での取り組みについて、（財）アジア女性交

流･研究フォーラム顧問三隅佳子さんが発表しました。�

　CEDAWは北九州市にも大きな影響を与えました。

1990年に北九州市女性プランが策定されますが、その

５年前の1985年にケニアのナイロビで第３回世界女性

会議がありました。私たちは、世界の状況を見なけれ

ばならないということでナイロビに出かけ、世界の女

性と触れ合い、女性の問題は北九州だけの問題じゃな

い、日本だけの問題じゃない、世界の問題だ。世界に

目を向けなければ、北九州の女性の問題だって解決は

できない。だから北九州市女性プランは、絶対、国際

社会に目を向けなければいけないと思ったのです。ま

た2002年には、北九州市男女共同参画社会の形成の推

進に関する条例が制定、施行されましたが、男女共同

参画社会の形成を国際協力の下で行うと男女共同参画

条例で踏み込んでいるところは少ないと思います。�

�

女性が働き続けられる背景―香港の事例�

　３人のパネリストの発表ののち、ディスカッション

が行われました。�

　アグネス・チャンさんは、香港やシンガポールで、

女性が30代で子どもを出産しても働ける理由として、

メイドの存在を挙げました。共働きをすれば、メイド

を雇うことができるので、女性が働き続けることがで

きます。しかしそれは、違う女性の犠牲の上で成り立

っていることも意味します。また女性が職場で認めら

れていることも、女性が働き続けることの背景にあり

ます。昇進できるので、仕事にやりがいがあるが、昇

進するには、働き続けなければならず、一度辞めてし

まうとかなり不利になります。�

　瀬地山さんは、香港はメイドの女性が入っているこ

とはその通りとしながら、30代で子どもが生まれたと

きにはキャリアを重視して突っ走っている女性が、40

代あたりから仕事を辞め始め、50代では働いていない

現状を指摘しました。日本は50代の労働力率が20代の

最後と同じくらい高いのに対して、中国文化圏は共通

して40代以降、がけを転げ落ちるように労働力率が下

がっています。�

�

▲瀬地山角さん�

▲三隅佳子さん�
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▲山下泰子さん�

▲熱心にやり取りを見つめる聴衆の皆さん�

 男女共同参画の実現に向けての日韓の連携�

　アグネス・チャンさんは、韓国の事例から、

CEDAWを基に国内法を改正すれば、女性だけが幸せ

になるのではなく、男女とも幸せになるし、人間社会

全体がより平等で自由になれる、これはすごく良いこ

とであり、また女性や子どもの目線から見たほうが、

新しい社会をつくっていけると述べました。�

　イ・ヨンスクさんは、日本の事情と韓国のそれが似

ていると指摘し、結果的に変化を決定する地位に就い

ている韓国人男性たちを口説くために、今後、日本と

韓国の女性たちが行き来しながら交流して、日本の女

性はこれほど進展している、だから韓国の女性の立場

も同じくらい改善しなければいけないと訴えれば十分

だと述べました。�

　これに対して三隅さんは、今日の会議を契機にお互

いが良くなるような交流をやりたいと述べました。�

�

山下泰子さん（コーディネーター）総括 �

　最後に、文京学院大学教授で国際女性の地位協会会

長でもある山下泰子さんが、国連女性差別撤廃委員会

の「総括所見」にある「主要関心事項及び勧告」のう

ち、「民法の改正」と「雇用及び政治的公的活動への

参画促進のための暫定的特別措置の実施」に触れ、パ

ネルディスカッションを締めくくりました。�

　前者については、ご承知の通り、婚姻最低年齢は女

性が16歳で、男性18歳と定められています。また女性

だけ離婚をして次の結婚するまでに６カ月待たなけれ

ばなりません。それを男女とも18歳にし、女性のみの

６カ月間の再婚禁止期間を廃止すること。それから選

択的夫婦別姓制度の導入のための民法の改正に早急に

対策を講じること。現在、夫または妻の氏を称すとな

っており、夫の氏でも妻の氏でもいいようになってい

ます。CEDAWは、事実上の平等を求めていますので、

法律上でどちらかでよいというのは通りません。�

　後者は、「あらゆる分野、あらゆるレベルの意思決

定への女性の参加を促進するため、数値目標、スケジ

ュールを持った暫定的特別措置を取るよう要請する」

というものです。そのためにポジティブ・アクション、

すなわち差別されている側を救済する措置を取りなさ

い、そして２年後までに、きちんとその報告をしなさ

いと、国連女性差別撤廃委員会から言われているので

す。�

　それからもう１つ、韓国は既に批准していますが、

女性差別撤廃条約選択議定書、要するにCEDAW違反

があり、国内の裁判制度では解決がつかない時に、国

連女性差別撤廃委員会に訴えると、そこで申し立てを

審議し、勧告を出すという制度があります。日本はこ

の選択議定書には未加盟です。�

　これらを実現するためには、私たちが頑張らなけれ

ばいけないと思います。私たちの力なしには社会を動

かすことはできないのです。そして今、絶好の好機が

来ていると思います。山の動く日を、私たちみんなで

後押しをしたいと思います。�

�

�

▲アグネス・チャンさん�
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▲関育子さん（右）と今村尚美さん（左） 

「インド、ケララ州における女子教育の成果と課題」�

太田まさこ　KFAW主任研究員�

　ケララは経済的には発展途上ですが、教育や保健などでの社会開発では先進国並

みの高い水準を達成している州です。現地調査をもとに、女子教育における現在の

課題、教育分野での成功が女性にもたらした変化、男女共同参画社会という視点か

らの課題などについて報告しました。�

「ジェンダーの視点による内戦・津波災害下の子どもの健康－スリランカ・トリンコマレ県の実態調査－」�

関　育子　KFAW客員研究員、日本赤十字九州国際看護大学教授�
共同研究者　今村尚美　日本赤十字九州国際看護大学大学院修士課程 

　スリランカのトリンコマレ県は、内戦と自然災害（津波）の両

方の被害を受けた地域です。国際人道支援の立場からこの地域に

おける子どもの成長発達の影響について、性差に配慮した視点で、

現地の学校で実施した身体測定、健康調査と精神健康度調査の結

果を中心に報告しました。�

「東南アジアから東アジアへの国際移動と再生産労働の変容」�

小川玲子　KFAW客員研究員、九州大学アジア総合政策センター准教授�
共同研究者　王　増勇　国立陽明大学保健福祉研究所准教授（台湾） 
 劉　暁春　実践大学人間環境学部ソーシャルワーク学科准教授（台湾） 

　日本、台湾において、再生産労働の担い手としての東南アジアからの移住女性が

増加しています。彼女たちの越境する身体をめぐっての政策や制度および言説を比

較し、グローバル化のもとで進行する社会の再編成過程について、その現状と問題

点を報告しました。�

KFAW研究員報告会�
　（財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）では、ジェンダー・女性に関するさまざ
まな課題について、アジア太平洋地域を中心とした世界各国の調査・研究を行っています。吉
崎邦子理事長の主催者挨拶の後、篠崎正美主席研究員の司会進行のもと３グループのKFAW研
究員がそれぞれの研究成果を発表し、参加者との意見交換を行いました。なお、各研究報告の
詳細については、『アジア女性研究』第19号に掲載します。 

　『DV根絶のためのシンポジウム�
　　　　　　～今、あなたにできること！！』�
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▲原健一さん 

▲角田由起子さん 

▲ピアノ演奏と会場風景 

▲篠崎正美さん 

　『DV根絶のためのシンポジウム�
　　　　　　～今、あなたにできること！！』�
　『DV根絶のためのシンポジウム�
　　　　　　～今、あなたにできること！！』�

　11月29日にユニフェム北九州の主催（共催：（財）アジア女性交流・研究フォーラム）で「Ｄ
Ｖ根絶のためのシンポジウム～今、あなたにできること！！」が開催されました。 

　このシンポジウムは、「第20回アジア女性会議―北

九州」の併催事業として行われ、近年重大な問題とな

っているDV（ドメスティック・バイオレンス：配偶者

など、親密な関係にある男女間で行われる暴力）の根

絶のために、私たち一人一人に今何ができるかを考え

るきっかけとするために、ユニフェム日本国内委員会

の『エイボン女性のエンパワメント・ブレスレット基金』

の助成を受けて実施されたものです。�

　基調講演として、メンタルサービスセンター代表で、

カウンセラーの草柳和之さんが、『DV：愛と暴力の遠

くて近い関係』と題し、ドラマの中に見る性差別や暴

力を紹介、ピアノ演奏を交え、DVは特殊なできごとで

はなく、私たちの身近にあり、DVが私たちに根付いた

家族や夫婦に関する固定観念やジェンダーバイアスと

深く結びついていることなどについて語られました。�

　続いて、草柳さん、角田由紀子さん（弁護士）、原

健一さん（佐賀県DV総合対策センター所長）の３名の

パネリストと、コーディネーター篠崎正美さん（KFAW

主席研究員）によるパネルディスカッションを行いま

した。各パネリストによる、加害者更生プログラム、

法的な面からの被害者支援、若年層へのDV予防啓発教

育などの取り組みとその課題についての報告の後、DV

を根絶するために私たちにできることは何かについて

ディスカッションを行いました。�

　約130名の参加者が集まった会場からも、さまざまな

質問や問題提起が行われ、DVが女性の人権を侵害する

問題であり、DV根絶のために、私たち一人一人が意識

を高め、加害者にも被害者にもならない社会を作るた

めに行動しなければならないことを認識する学びの場

となりました。�
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【報告１】塚本薫子（地元農業女性）�

▲チヂミ調理風景� ▲チヂミ�

▲販売された産直野菜　�

KFAWアジア研究者ネットワーク�

 食料の安定供給と安心・安全な食物の生産・流通は市民の暮らしの重要な課題の1つです。９月13日、生産
地から消費者の食卓までの安心・安全な食料供給がどのような仕組みと考え方で行われているか、4人のパ
ネリストの話をもとに、日韓比較の形で検証しました。またシンポジウムの後は、地元北九州産の野菜の販
売や、韓国料理のチヂミの試食会なども行われ、楽しみながら食の安全について考えることができました。�

　「大地から食卓へ―ジェンダーの視点で食の安全を考える」�

第２回日韓国際シンポジウム�
�

　家族で専業農家として野菜を育てて

いる塚本さんからは、畑の様子や台風の

影響など、農家の実情をお話しいただき

ました。最近の食品汚染のニュースの影

響から、消費者との交流会などでは「ちゃ

んと安全に気をつけているか」と質問されることもあるそうで

すが、「家族の夕飯に、安心・安全なものを食べてもらいたい

というのと同じ感覚で、農家として安心・安全な野菜を栽培し

ています。真剣に作っている姿を発信していかなくてはならな

いと思っています。」と農業に取り組む真摯な姿勢を伝えて

いただきました。�

【報告２】田原幸子（グリーンコープ生活協同組合ふくおか理事長）�

　「自然と人の共生」、「人と人の共生」、

「女と男の共生」、「南と北の共生」という

4つのテーマのもと、助け合う仕組みを作

ることで連携しているグリーンコープの取

り組みについて、ご紹介いただきました。「食

べもの運動のあゆみ」として、①生産者との連携、②食料の

自給率の向上、③手づくりの拡がりを目指す、④多様化に対応、

⑤添加物の点検の徹底、⑥放射能の検査を実施、⑦プラス

チック包材を減らす、⑧リサイクルに取り組むなど、いのちを育

む食べ物を通して日本の農業・環境を守る活動について報

告していただきました。�

【報告３】大石紀代子（北九州市食生活改善推進員協議会会長）�

　昭和47年に発足した北九州市食生活

改善推進員協議会は、「私達の健康は

私達の手で」をスローガンに、地域に根ざ

した食育活動を進めています。毎年、各

区役所で養成教室を開催し、修了者が

食生活改善推進員となり、会員数は2,070人です。「親子で

すすめる食育教室」、「子どもと共に学ぶ食生活とふるさとの

食文化」、「シニア料理教室」など、市民センターや公民館を

拠点としたさまざまな活動について、ご報告いただきました。�

【報告４】閔
ミン

庚
キョン

子
ジャ

（MIN, Kyong-ja）（元韓国忠清南道女性政策開発院研究員）�

　韓国においても食べ物は豊富でも安

心して食べられるものは非常に少ないの

が現実で、食卓の安全性が大きな関心

事として取り上げられ、食品安全に関す

る研究や市民運動が展開されています。

　韓国では1980年代からほぼ毎年、豚肉ダイオキシン、鳥イン

フルエンザ、魚から発がん性物質マラカイト検出、中国産菓

子からメラミン検出などの食品問題が起こっており、2008年ア

メリカ産輸入牛肉の狂牛病問題によって国民の不安は最高

潮に達しました。「狂牛病ろうそくの火文化祭」といわれる輸

入反対デモは、女性学生や子育て中の母親も参加し、大規

模なデモ運動となりました。�

　食の問題は女性たちに不安と同時に社会参加、経済活動

および意識の拡張の機会をもたらすきっかけとなりました。お

話の最後に、女性は食の問題を中心として共同体の価値の

回復、持続可能な発展を追求する主体となっていることが報

告され、最後は「食品安全問題の解決を通じて、女性の力で

安全な世の中、平等な世の中を作ることを共に期待しましょう」

という力強いメッセージに、会場からは拍手が起こりました。�
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▲アウェア代表　山口のり子さん�

デートDV防止プログラム開発�

　「現代台湾における看護師と看護教育―ジェンダーの視点から」�
 福岡女子大学文学部人文学系准教授　宮崎聖子�

　「デートDVを防ぐには―効果的な方法と実践―�
　　　　　　　　　　　アウェアのデートDV防止プログラム」�

　急速に少子高齢化が進む台湾では、介護職や各家庭の

メイドとして、インドネシアやフィリピンからの外国人労働者が

働いています。その一方で、台湾国内の看護師養成につい

ては、需要と供給のアンバランスにより、看護教育を終えた者

が職につきにくい状況があります。看護職は専門職とされな

がらも過酷な労働条件のもとで働いているため、より豊かな国

では看護職が敬遠されて看護師が不足するという現象が起

こります。グローバル化が看護教育と看護現場にどのような

影響をもたらしているか、また台湾では看護師のほとんどを女

性が占めていることから、看護労

働にまつわるジェンダーの問題

が反映しているのではないかと

いった点について、2007-8年に

現地で行った調査報告をもとに

10月14日、福岡女子大学で研究

会が行われました。�

　彼/彼女に携帯をチェックされる、メールや着信にすぐに返

さないと怒られる、交遊関係を制限される、束縛されるなど、デ

ートDVは誰にでも起こりうる身近な問題です。山口のり子さ

んは、シンガポールやアメリカで現地の女性たちと共にDV防

止の活動を行い、日本にデートDVという言葉を紹介しました。

2002年に民間団体アウェアを立ち上げ、DV加害者男性のた

めの心理的教育プログラムを開始、また若者たちの間で広が

るデートDV防止のためのプログラムを実施しています。アウ

ェアのこれまでの活動をもとに、デートDVとは何か、その特徴、

予防方法、まわりの人はどうしたらいいのかなど、具体的な事

例について11月10日、講演会を開催しました。�

　デートDVの特徴として、①若い人たちの交際中に起きるDV、

②嫉妬を理由にDVをする、③恋愛はロマンチックであるべき、

恋人がいないのは寂しい、仲間たちから認められないなど、

恋愛に対する思い込みが強い、④嫉妬、支配、束縛を愛情

表現と誤解し、暴力を容認しがちである、⑤ジェンダー（彼女・

彼氏の役割の期待と縛り）にとらわれている、⑥彼/彼女を悪

者にしたくない気持ちがある、⑦性的暴力を自覚できない、⑧

自分のことを相手に知られているので別れるのが怖い、⑨親

に相談しない、できない、⑩大人に理解してもらいにくい、⑪

誰に相談していいか分からず被害者が一人で悩む、⑫相談

機関があることを知らない、知っていても行けない、⑬DV防

止法が適用されない、⑭被害者支援、家族の支援が難しい

などの点が挙げられました。�

　若者たちはテレビドラマや歌謡曲、または日常目にする光景

などから誤ったジェンダーバイアスを植え付けられています。

講演の中では、男は強くたくましく、女を引っ張っていかなくて

はならず、女は黙ってそれに従うべきだ、といった誤った意識

を「学び落とす」ことが必要であると強調されました。いかな

る場合でも暴力を否定する社会、男女が平等で、共同参画

できている社会を作ることが、望まれます。�

　実際にデートDVが起こってしまった場合、親を含めてまわ

りの人がどのように対応したらよいのかについての説明もあり

ました。�

　DVは社会・教育の問題であり、一人一人が意識を変える

ことが大切であると締めくくられ、女
・
男
・
平等な社会を目指しま

しょうという山口さんの言葉に、参加者からも共感の声が多く

聞かれました。�

　　　　アウェア　デートＤＶ防止プログラム�
講演会配布資料より�

（無断で転載・コピー等しないようお願いします。）�
�

講演の詳細はホームページでご覧になれます。�
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▲シンガポール共和国大使夫人�
　モーリーン・タンさん�

▲共催したシンガポール共和国大使館のスタッフたち�▲マーライオン＊�

�「シンガポールの女性はいま」大使夫人熱く語る�
　さる10月26日、シンガポール共和国大使館と共催で、国際セミナーを開催しました。今回の企画は、ア
ジア太平洋地域24カ国の在京大使館の大使夫人を中心に構成されるアジア婦人友好会の大島初子理事の協力
により実現したものです。�
　約80名の方が参加する中、シンガポール共和国モーリーン・タン大使夫人は参加者からの質問に答えなが
ら、現在のシンガポール女性が置かれている状況について講演しました。�

　冒頭、モデレータ役の当財団理事で北九州市立大学

教授の田村慶子さんから、シンガポール共和国の概要

について紹介がありました。淡路島ほどの面積に約500

万人（2009年499万人）が生活する多民族国家で、男女

間賃金格差、政府や企業での女性管理職の割合等の統

計からはシンガポール女性の社会進出は進んでいるも

のの、出生率の低下と未婚率の上昇も進んでいるそう

です。�

　初めに、モーリーン・タン大使夫人からシンガポー

ルで女性の社会進出が進んでいる状況について報告が

ありました。彼女によれば、シンガポールでも男性は

家族の大黒柱として働くべきで、女性は夫のよき伴侶

として子育てや教育に役割を果たすべきだという伝統

的な観念が残っており、ジェンダー平等な状態ではな

いといいます。�

　働き続けたいと女性が思っても、現実には、母親に

なると仕事をあきらめる人が出てきます。多くの女性

は育児と仕事の両立で困難を感じているのが現状です。

政府によるインセンチブはありますが、それでも母親

になると仕事をやめる女性が多いのです。若い時は仕

事を頑張っても、一度離職してしまうと、同じポジシ

ョンに戻ることは難しいからです。�

　タン夫人は教師として35年間勤め上げ、２人の息子

を育てましたが、若い時同様の問題に直面しました。

しかし現在政府は、若い女性に働くよう奨励しています。

彼女の経験では、子育ての最初の10年間にある母親は

常に自分の子がきちんと面倒をみられていないのでは

ないかという気持

ちと仕事のことと

の間で引き裂かれ

る気持ちになると

いいます。�

　この最初の10年

を受け入れること

ができれば、大丈

夫だと言います。

子どもが８～10歳

になれば学校から

帰って誰かに面倒

をみてもらえるか

らです。�

　タン夫人は家事

労働者の存在があ

ればこそであった

と振り返ります。

シンガポールで

は、外国人家事労

働者を住みこみで

雇用することがで

きます。家事労働

者に従事する外国

人を招くのは簡単

ではありませんでしたが、この状況は変化しています。�

　子どもを出産後職場に復帰するかは個人の選択の問

題です。しかし、シンガポールでは働く女性に対する

インセンチブ制度も導入され、シンガポールでは卒業

から定年まで勤め上げられるような体制を作り上げて

いるのです。タン夫人自身、35年間、教師を務め上げ

ました。�

　第２の論点として、シンガポールの女性の社会進出

は進んではいるものの、女性の平均労働力化率では日

本並みでそれほど高くはないという現実があります。

現在、シンガポール政府が実施している政策について、

クー・シャオフォン一等書記官から説明がありました。�

　天然資源に乏しいシンガポールは、「人（ひと）」

が重要な国家資源であると、政府は考えています。男

性には18歳で兵役義務がありますが、女性の兵役への

参加については政府は否定的です。というのは女性に
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▲田村慶子さん　�
　北九州市立大学教授（KFAW理事）�

▲一等書記官クー・シャオフォンさん�

▲マリーナ＊（写真提供：シンガポール共和国大使館）�

▲質疑応答：アジア婦人友好会理事�
　大島初子さん�

はもっとさまざま

な形での社会貢献

を奨励しているか

らです。�

　伝統的な男女の

役割についての考

え方を改めるた

め、政府は、女性

の権利を政治、社

会、経済的に保護

する「女性憲章

（チャーター）」を1951年に制定しました。さらに

1996年には、女性や子どもに対する保護を手厚くする

よう改正しました。�

　教育における男女機会均等により、大学入学者の約

55％が女性となるなど、女性の教育向上に伴い、女性

の労働力率も20年前に50%であったのが60％に向上し

ました。政府系投資ファンド会社テマセクホールディ

ングス、シンガポール最大の電気通信会社シンテルなど、

企業のCEOへの女性就任もみられるまでになりました。

中でも水処理システムで世界的に事業展開しているハ

イフラックスのCEOであるオリビア・リムさんのサク

セスストーリーはよく知られています。�

　また、シンガポール女性の政治参加についても、女

性国会議員数で20年前に４名であったのが今は22名に

増加しています。�

　しかし、このよ

うなシンガポール

女性の社会進出と

エンパワーメント

は意図せぬ社会的

影響をもたらして

います。経済的自

立を得た女性は、

これまでの伝統的

役割に満足できな

くなるとともに、

男性の意識もそれ

についていけなく

なってきたので

す。こうしてジェ

ンダー平等政策の

推進により晩婚化

が進むとともに、

子どもをもたない

夫婦が増加し、出

生率が低下するな

ど新たな社会問題

を生んだといいま

す。�

　これに対して政府は、現在、次のような政策を実施

しています。�

�

○ベビーボーナス制度の導入�

　１,２人目の子どもに対して、それぞれ４千シンガポ

ールドル（SGD）、３,４人目に対して、６千SGD

（1SGD=約63円；09年12月）を政府が支給。�

○16週の有給育児休暇の付与（８週分は雇用者負担、

８週分は政府負担）�

○育児負担軽減のための幼児・育児サービス補助金の

毎月支給�

○出産や働く母親等を対象とする所得税軽減措置�

○外国人家事労働者雇用のときに課税される税金の軽

減措置�

○保育施設（現在750施設で５万人収容）の増設�

�

　講演後の質疑応答では、民族の違いによる女性の社

会進出状況のほか、福祉、医療や子育て支援など、さ

まざまな角度からシンガポールの女性が置かれている

状況について考えました。�

　参加した方からは、自分自身しっかりした考え方と

目標をもって生活しているシンガポール女性に感心す

るとともに、日本人も学ばないとアジアの発展から立

ち遅れていくという危惧が聞かれました。改めて経済

成長の源泉としての「人（ひと）」の大切さを考えさ

せられるセミナーとなりました。�
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テーマ 〈あなたの日常生活－食〉�海外通信員リポート�

▲ウズベキスタンのバザール（食料市場）�

李
い　　

京
きょん　

憙
ひ

（韓国）�作るのも、食べるのも、「一緒に」が好きです。�

アリクロヴァ・ナルギザ（ウズベキスタン）�冬への備えとしての果物と野菜の重要性�

　保存食品作りは5月に始まります。市場つまりボゾール（ウズ

ベク語で）にイチゴが出始めると、それは次の冬に向けた準備

開始のしるしです。イチゴは５月上旬に買うのがベストです。と

いうのも、この後値段はどんどん上がりイチゴはどんどん品薄に

なっていくからです。この時期にボゾールに来られたならば、た

くさんの女性たちが手桶でイチゴを買っている姿を目にするこ

とでしょう。彼女たちは冬に向けて保存食を作っているのです。�

　ウズベキスタンは太陽に恵まれた国で、中央アジアの真ん中

に位置しています。夏はかなり暑く、平均気温は35～40度。冬

は乾燥していて寒く、温度計がマイナス20度まで下がることも

あります。季節、特に冬と夏が基本的な献立に影響を与えてい

ます。�

　夏は果物、野菜やナッツがあちらこちらに出回ります。ウズベ

キスタンで多く栽培されている果物は、ぶどう、メロン、スイカ、ア

プリコット、梨、リンゴ、マルメロ、柿、サクランボ、ざくろ、レモンにイ

チジクなどです。野菜も豊富で、一般的なナス、ピーマン、カブ、

キュウリやジューシーなトマトに加えて、珍しい種類の緑大根、

黄色のニンジン、ファミリーカボチャなどがあります。伝統的な冬

の食材はドライフルーツや野菜、缶詰製品です。�

　果物と野菜にはそれぞれ収穫時期があるため、それ以外の

時期により楽しむために、女性たちはガラスの容器にジャム、ピ

クルスやマリネなどさまざまな、また巧みな方法でそれらの食品を

保存します。果物や野菜を保存する文化は第二次世界大戦直

後のソビエト連邦時代、飢餓が蔓延した時期に広く普及しました。

国民自らに寒い冬を越えさせるため、この文化は旧ソビエト諸国

全体に広がり、ウズベキスタンにも伝播したのです。今や果物と

野菜の保存食は各家庭にとってなくてはならないものであり、良

い主婦であるための重要な要素となっています。女性は保存食

の腕を互いに競い合い、これをある種の芸術とみなし、できるだ

け多くの食品を保存しようとします。�

　４人の子どもを持つ45歳のジロラは言います。「10～15年くら

　国を代表する食べ物をよく見れば、その国の人の性格や特

徴が分かるようになります。そうすると、韓国へ来る観光客たち

に大きな印象を残す食べ物はどんなものがあるでしょうか？�

　韓国へ来る人びとに質問をすれば、まちがいなく、キムチと

答えるでしょう。韓国人になくてはならない食べ物で、ただの食

べ物ではなく、１つの文化になっています。そんなキムチを「辛

いだけの食べ物」という断片的な姿だけを見ないで、キムチを

作る過程をみると、もっと韓国人たちの情緒を感じることができ

るようになるでしょう。�

　キムチはひとりでは作ることができません。家族または村の人

びとが集まって作ります。その時期は寒い冬になる前で、その

期間を「キムザンチョル（キムチを漬け込む時期）」と呼びます。

毎年その時期になれば白菜と大根（キムチの材料）の価格変

動を見てその年の経済状況を占ったりもします。そうして準備

した材料を使って、多くの家族または村人たちと一緒に作り、分

けて食べるのです。１年に１度、冬を過ごすための食べ物を作

る大きい集まりになるのです。昔は食べ物が豊かではなかった

ので、キムチを作って冬を過ごす準備をしました。しかし、最近

は冬もあまり寒くなくて、昔より食べ物が豊かです。だから昔より

は小規模になりましたが、相変わらず「キムチを漬け込む時期」

はあります。みんなで一緒に作って分けて食べるキムチは、た

だ辛い食べ物ではなくて、 豊かな人の心が一杯詰まった、韓

国人の「情」が染み込んでいる食べ物であるといえます。�

　その他の食べ物で、ブルゴギ（ヤキニク）、サムギョプサル（豚肉）、

ブチムゲ（チヂミ）の共通的な特徴と言えば、多くの人が一緒に

食べる食事ということです。一緒に１つのテーブルに座って、お

互いの話をしながら食べます。�

　また、1つ面白い食べ物があります。牛肉、卵、ナムル（菜）をご

飯の上に乗せてコチュジャン（韓国の辛いソース）と一緒に混ぜ

て食べるビビンバップです。肉類と野菜が一緒に楽しめる健康

食です。そして、作る方法が非常に簡単だから、忙しい現代人

たちにマッチしたメニューです。その中に入れる材料が定形化さ

れていないので、地域ごとに自由に変形されて発展しました。 そ

の結果、皆に愛されるメニューになりました。ビビンバップは機内

食としても人気があります。以前、マイケル・ジャクソンが韓国を訪

問した時にビビンバップがおいしかったと話しました。その記事

がアメリカで発信されことから、海外で大きな反響となりました。�

　このように, 食べ物を作ったり食べたりする過程を見れば、そ

の国の人びとの性格が分かるようになります。私たちは、食べ物

を作る時も食べる時も「一緒に」が好きで、お互いのための「情」

があふれています。�

　私たちの周りでよく食べる食べ物の中に、そんな民族的特徴

が含まれているということは、とても面白いものです。�

　先祖からずっと、楽しく食べてきたから、そんな性格になるので

しょうね。�
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その他のリポートはウェブサイトに掲載しています。http://www.kfaw.or.jp/about/19-report.html

ポーティアス・郷子（タイ）�フルーツのドラゴン�

　タイのサムイ島（Koh Samui）で暮らし始めて、初めて口にし

た食べ物がいろいろあります。南国のフルーツは日本では見慣

れないものも多く、食べたことがないフルーツはまず匂いをかいで

みてから買います。好き嫌いを判断する前に、家の中や冷蔵庫

に保存するに耐えないほど、匂いが強烈だったりするものもある

からです。また、外観があまりおいしそうに見えないもの、一見フ

ルーツだか野菜だかわからないもの、地元の方からいただいた

けれど名前もわからず、どこをどう食べるのかよくわからぬものも多々

ありました。とりあえず、まずなんでも試食してみるようにしています。�

　そんな中で、我が家で定番のお気に入りになったのが、ドラゴ

ンフルーツ（dragon fruit）です。見た目は、赤と緑が相反して派

手で怖そうな風貌です。テーブル・デコレーションとして皿に盛っ

て飾っても、豪華な花に負けない迫力があります。半分に割って、

またびっくり。真っ赤な皮なのに、中は真っ白で胡麻塩柄です。

皮は案外簡単にむけて、中のジューシーなフルーツを取り出すこ

とができます。味は見かけとは違って、かなりあっさり、多少の酸

味と甘みがある程度です。黒胡麻のような種子は多少ぬめりが

あるものの気にならず、そのまま好きな大きさに切って食べます。

味や香りは違うものの、キウイやイチゴと似た食感があります。我

が家では、よくほかのフルーツとミックスしてフルーツサラダをつく

ります。ドラゴンフルーツはよく冷やしてから一口サイズにカットす

ると、寒天や豆腐のような役割をして、この地味でくせのない味

がほかのフルーツとうまく調和します。値段も２～３個で３０バーツ

程度（約100円）と、お手ごろで、食べ甲斐があります。ビタミン、

繊維質も豊富なフルーツは、一年中暑くて、いつ夏バテしてもお

かしくないこの気候にはお勧めのデザートです。�

　最近になって、中が真っ赤なドラゴンフルーツ（red dragon fruit）

もあることを知りました。いつも店に出回っているものでもないので、

これを見つけたときは、興味津々で食べてみましたが、味はほぼ

同じです。ただし、口は真っ赤に染まり、触った手もしばらく色が

落ちませんでした。こちらの赤いドラゴンフルーツは、天然の染料

にも使われるというのが身にしみて納得できます。�

い前、夏に砂糖やその他の食材がもっと安かったころ（通常生

産者は大量保存の時期に砂糖の価格を意識的に引き上げます）、

シロップ漬けやジャム、ピクルスやさまざまなサラダ等いろいろな

方法で200～300瓶も保存できていました。そして冬に一瓶ずつ

開けて果物や野菜を食べたものですが、それで家族全員には

十分な量でした。でもここ５年間は、たくさんの保存食を作るのが

とても難しくなってきています。３リットル用の瓶と容器も高くなりま

した。今では冬に向けて50瓶しかピクルスを作ることができず、

11月にはすでになくなってしまうのです。」�

　ほとんどどの家にも、缶詰や次の準備期間のために空の容器

を置いておく専用の収納場所があります。５月のイチゴに始まり９

月のキュウリとトマトで終了するこの保存食作りの期間は、冬にど

れだけ食料を確保できるかを決めるため、各家庭にとってとても

重要です。ジャガイモやタマネギなど他の野菜は大きな袋入りで

買い、乾燥した涼しい場所で保管しておけば物価の高い冬にお

金を節約することができるのです。�

　一番大変な時期は春です。ビタミン欠乏症の率が高まり、病

気になる女性と子どもが特に増えます。冬のために蓄えた保存

食はすべてなくなってしまい、ビタミン豊富な新鮮な食材もまだ市

場には出回っていません。医学の専門家ならずとも、女性と子ど

もたちの健康に対するビタミンＡ、ヨウ素、特に鉄分不足による深

刻な影響を理解することは容易でしょう。少量の鉄分ですら私

たちの健康には不可欠なのですが、不足してしまうと貧血を引き

起こし、これは母親や子どもの死亡率や、子どもの精神的・身体

的発達の阻害要因の大きな原因となっています。�

　国民、とりわけ女性と子どもの健康状態を改善するため、ウズ

ベキスタン政府は2009～2011年に向けた国民の栄養状態の改

善に関する国家戦略を採択しました。この戦略の意義と現実性

は明らかです。しかし同時に国際機関の専門家によれば、ウズ

ベキスタンは世界の最貧国の１つであると考えられています。参

考のために申し上げますと、最新の行政命令によると2009年８月

１日以降の最低賃金は約22.6アメリカドルとなっています。�

　国民の７割が住む農村部では、特に寒い時期、人びとは普通

自家製のノン（パン）とお茶という食事をとっています。麺類やさま

ざまな種類のパスタも冬の時期にはとても人気があります。この

ように主婦による果物と野菜の保存食は、それが来たるべき寒く

物価の高い冬をどれだけうまくしのげるかを決めるため家族全

体にとって非常に現実的で重要な問題なのです。�

▲赤白どちらも鮮やかなドラゴンフルーツ� ▲テーブルに色を添えるドラゴンフルーツ�
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▲さらなる飛躍に向けて：院長、理事長による力強い握手�

▲署名を熱心に見つめるCWPDIのスタッフたち� ▲学術交流協定締結�
　（左：金　景淑（Kyung-sook Kim）CWPDI院長、右：吉崎理事長）�

▲協定書では共同研究調査、セミナーおよび国際会議の開催等を盛り込まれている�

忠清南道女性政策開発院（CWPDI）と学術交流協定を締結�
　さる11月２日、韓国忠清南道公州市にあるCWPDI会議室で、約20名のスタッフが見守る中、キムCWPDI
院長と吉崎KFAW理事長との間で署名式が行われました。その後、開発院からの研究調査活動の現況につい
てのブリーフィングをもとに意見交換会を行いました。�

　忠清南道は、大韓民国中西部に位置する行政区で、

人口約２百万人。93年に開催された科学万博で有名な

大田広域市は、89年に忠清南道から分離して誕生した

都市です。忠清南道は熊本県と姉妹友好提携を結ぶな

ど日本との交流を活発に行っています。�

　忠清南道の副知事がCWPDIの理事長に就任しており、

CWPDIでは現在、主に道における女性問題や社会福祉

等に関する調査研究および関連教育を実施しています。

研究部門として、女性人的資源、社会福祉のほか、昨

年８月、多文化チームが新設され現在３チーム、研究

員10名での運営となっています。このほか、付設機関

として保育情報センター、就学前の児童を対象とした

子ども人性学習院およびボランティアセンターがあり

ます。キム院長が就任した2007年以降、男女共同参画、

ジェンダー主流化や、女性の人権保護および海外から

の移民増加に伴う多文化共生の問題を中心に研究活動

を活発化させています。昨年７月には開設10周年を迎

えました。�

　当財団とは、2008年４月に届いた１通のメールから

交流が始まりました。吉崎理事長が同年６月に訪韓、

CWPDI主催国際セミナーに出席し、「日本における女

性の能力開発」をテーマに講演しました。11月には、

CWPDIキム院長以下研究員チームが来北、共催で日本

と韓国における「移住女性の文化的葛藤と健康問題」

をテーマに国際セミナーを開催、また2010年３月刊行

の北九州市立男女共同参画センター“ムーブ”の『ジ

ェンダー白書』にCWPDI研究員が執筆するなど交流を

積み重ねてきたところです。�

　署名式での意見交換会では、当財団からは調査研究

活動と地域行政との連携、研究成果と地域貢献等につ

いて、CWPDIからは、韓国で深刻な問題となっている

少子化の日本における状況や当財団の国際的活動につ

いて質疑が行われました。今後、少子化や高齢化など

共通課題に対してお互いに協力・連携して交流を進め

ていきたいと、キム院長と吉崎理事長との間で力強い

握手が交わされました。�

�

　（CWPDIの活動内容は、次号で紹介する予定です。）�
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