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１.　研究の背景

１　はじめに
　戦争や自然災害が人間の健康に与える影
響は計り知れず、特に子どもの心身の成長
発達に障害をもたらすことが明らかにされ
ている。しかし、戦争に加え自然災害を受
けた地域の子どもの健康は充分研究されて
いない。また、子どもの性別によりどのよ
うな異なった影響があるかも知る必要があ
る。
　アジア圏域は、自然災害が多発し民族対
立などの内戦が多く、インドネシア、スリ
ランカ、パキスタン、ミャンマーなどの国々
では今後もこのような状況の発生が予想さ
れている。看護師は国際救援や国際協力に
おいてこれらの地域で活動し、そこに住む
人々の健康を護る立場にあり、中でも将来
を担う子どもの心身の健康を促進する役割
は大きい。
　そこで、国内の武力戦争である内戦と、
自然災害による津波の被害を受けた地域の
子どもの健康の実態を調査し、性差による
その特徴を明らかにする。

⑵　研究の目的
　本研究は、内戦および津波被害を受けた
地域に生活する子どもの心身の健康状態を

明らかにすることを目的とする。その上で、
性別による心身の健康状態を比較し、思春
期にある女児および男児の健康状態の特徴
を明らかにする。

３　研究の背景
　スリランカ民主社会主義共和国では、民
族、宗教、言語、社会階層などの多様性か
ら、1980年ころから民族対立が激しくなり、
死者7万名、避難民80万名以上が発生した。
さらに2004年には津波災害を受けて、国民
は厳しい社会環境下に生活している（国際
協力銀行開発金融研究所 2003; 墓田 2007: 
117-137）。
　子どもへの影響は大きく、政府の調査で
は身体的問題として発育不良が18%、5歳児
の低体重が22%と報告されている。特に内
戦の影響を受けた地域では、低体重40%、
発育不良25%を示し、内戦が子どもの健康
を阻害することが明らかになっている
（Government of Sri Lanka 2007）。また、内
戦地域に生活する子どもの心の問題では、
心的外傷後ストレス障害（PTSD）、トラウ
マ、不安障害、精神障害、抑うつ、混乱、
興奮、過剰反応などが明らかにされ、性差
による反応の違いも示唆されている（長尾
ほか 2004; Graca 1996; Daya 2002, 2007）。
　スリランカ政府はこのような子どもの心
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身の問題を受けて、栄養、保健医療サービ
スの格差、内戦地域の健康障害、学校保健
の諸問題への対処を挙げているが、具体的
には対策が講じられず子どもの心身の発達
に及ぼす影響が懸念されている。
　このように、内戦や自然の大災害という
二重の被害における子どもの健康は、性別
による差異を示唆されてはいるが、まだと
くに女児の健康問題は妊娠や出産というこ
れからの課題と関連しており、注目する必
要がある。

２.　研究方法

１　調査対象
　スリランカ民主主義共和国トリンコマレ
県のクチャベリ、イーチランパタイの2地
区における公立中学校の2、3年の児童400
名、および担当教員20名

⑵	 調査内容

⒜	 児童の身体計測（身長、体重）

⒝	 調査票
①児童の自覚症状・既往症（スリラン
カ学校保健の健康記録カードの項
目）

②児童の社会環境（ヘルスサービス、

食料、教育、文化、生育環境）
③児童のメンタルヘルス（General 

Health Questionnaire (GHQ-12) 精神
健康度調査法）

⒞	 児童の担当教員の認識

３	 調査の手順
　スリランカ国およびトリンコマレ県の教
育省の承認を受けた後、当該中学校の校長
や教員の協力を得る。調査票は英語で作成
し、現地調査協力者の協力の下に、現地語
に翻訳してプレテスト後に最終決定した。

４　調査方法
　児童の身体計測は訓練したボランティア
が行い、自覚症、社会環境、メンタルヘル
スは調査票を用いて担当教員が面接、記入
した。担当教員への調査は、現地語に翻訳
した調査票を配布し、記入を依頼した。

５	 分析方法

⒜	 児童の被災経験、性別を中心に分
析を行ない、必要な検定を行う。

⒝	 身体測定値の身長、体重からロー
レル指数を算出し発育状態を分析
する。

ローレル指数とは、幼児、児童、生徒の
肥満状態を知るために便利な指数で、学
年全体の傾向や年次推移など集団の傾向
をあらわすのに用いられる。
計算式
ローレル指数＝体重㎏／身長3㎝×107
分類　　やせすぎ　　　　99以下
　　　　やややせている　100-114
　　　　ふつう　　　　　115-144
　　　　やや太っている　145-159
　　　　太りすぎ　　　　160以上

図1　トリンコマレ県の位置

スリランカ
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⒞	 メンタルヘルスの測定
　精神健康調査票12項目（General Health 
Questionnaire: GHQ12）を用いる。調査票
は、身体的症状、不安と不眠、社会的活動
障害、うつ状態の4因子で構成されている。
評価は0～12の点数で表し、高いほどスト
レスが強く、精神健康に問題があると判定
する。

３.結果

１　データ収集期間
　2009年7月13日から17日

⑵　対象者数
　・ トリンコマレ県の同意の得られた公立
中学校の児童2・3年生　399名

　・児童の担当教員　20名

表1　対象者の背景

n=399
女

n=178
男

n=221
年齢
12－13歳
14－15歳
16－18歳

n=208
n=176
n=  15

91（51.5）
82（46.1）
5（  7.8）

117（52.9）
94（42.5）
10（  4.5）

被災体験
あり

なし

津波＋内戦
内戦
津波

n=160
n=119
n=  49
n=  71

86（48.3）
52（29.2）
24（13.4）
16（  9.0）

74（33.4）
67（30.3）
25（11.3）
55（24.8）

民族 タミル
モスリム
シンハラ

n=346
n=  52
n=    1

170（95.5）
8（  4.5）
0（  0.0）

176（76.6）
44（19.9）
1（  0.5）

宗教 ヒンズー
イスラム
キリスト
なし

n=319
n=  53
n=  26
n=    1

158（88.6）
9（  5.1）
10（  5.6）
1（  0.6）

161（72.9）
44（19.9）
16（  7.2）
0（  0.0）

保護者職業 中間
非技能
技能
専門

n=252
n=133
n=  16
n=    2

106（59.6）
72（40.4）
2（  1.1）
1（  0.6）

146（66.1）
61（27.6）
14（  6.3）
1（  0.5）

住居 自宅
知人
避難民キャンプ
その他

n=352
n=346
n=    4
n=    9

158（88.8）
17（  9.6）
1（  0.6）
2（  1.1）

194（87.8）
17（  7.7）
3（  1.4）
7（  3.2）
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３　児童の背景と心身の健康

⒜　児童の背景
　対象者399名は女児178名（44.6%）、男児
221名（55.4%）で、年齢別では12～13歳
208名（52.1%）、14～15歳176名（44.1%）が
多く、16～18歳15名（3.8%）であった（表1）。
対象の2、３年は年齢的に12～15歳である
が、何らかの事情で学校に行けなかった児
童が現在の2、3年と一緒に学習していると
考えられる。
　内戦や津波の被災体験では、対象者全体
のうち被災の体験者は328名（82.2%）で、
内訳は「内戦と津波」の両者の体験のある
者160名（40.1%）、「内戦」の体験のある者
119名（29.8%）、「津波」の体験のある者49
名（12.3%）、いずれも「体験のない者」71
名（17.8%）で、被災体験を有する者はき
わめて高い率であった。性別では体験の割
合に優位な差は認められなかった。

⒝　児童の社会環境
　対象者が生活する社会環境を把握するた
めに、コミュニティ環境、学校環境、家庭

環境について質問した。その結果、コミュ
ニティの環境では、近隣住民の助け合い
338名（84.7%）、ケンカや暴力の見聞245名
（61.4%）、周辺での食糧販売214名（53.6%）、
労働のため登校できない児童の存在208名
（52.1%）、身近な医療機関167名（41.9%）、
伝統医療アーユルベーダ109名（23.7%）で
あった。（表2）
　次に、学校の環境は、学校給食がある
386名（96.7%）、学校は楽しい381名（95.5%）、
こころのケアを受けたことがある232名
（51.8%）であった。また、家庭内の状況は、
家庭内で民間療法を実施している206名
（51.6%）、家庭内暴力がある107名（26.8%）、
飲料水の煮沸使用106名（26.6%）であった。

⒞　児童の身体的健康

ⅰ　自覚症状、既往症
　スリランカの学校保健で使用している児
童健康記録（Student Health Record）に基
づいて、調査前月から調査時点までの1カ月
間の自覚症状15項目を質問した結果は、頭
痛294名（62.4%）、胃痛213名（53.4%）、食

表2　社会環境
女

n=178
男

n=221
コミュニティ 互助

暴力
食糧の流通
児童労働
医療機関
伝統医療

n=338
n=245
n=214
n=208
n=167
n=109

152（85.4）
104（58.4）
96（53.9）
89（50.0）
68（38.2）
53（29.8）

186（84.2）
141（63.8）
118（53.4）
119（53.8）
99（44.8）
51（23.1）

学校

家庭

給食
安全
こころのケア
民間療法
家庭内暴力
飲料水煮沸

n=386
n=381
n=232
n=206
n=107
n=106

175（98.3）
176（98.9）
112（62.9）
107（60.1）
44（24.7）
54（30.3）

211（95.5）
205（92.8）
120（54.3）
99（44.8）
63（28.5）
52（23.5）
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欲不振156名（39.1%）、関節痛156名（39.1%）、
シ ラ ミ136名（34.1%）、 顔 色 不 良101名
（23.5%）、視力低下96名（24.1%）、下痢95名
（23.8%）、擬似肺炎症状90名（22.5%）、聴力
低下78名（18.8%）であった。性別では、女
児にシラミが有意に高く認められた。（表3）

ⅱ　児童の体格
　女児の年齢別の体格を見ると、12歳では
身長145.5cm、体重32.8kg、13歳では身長
147.4cm、 体 重34.9kg、14歳 で は 身 長
149.4cm、 体 重37.1kg、15歳 で は 身 長
150.6cm、体重40.4kgと増加し、発育傾向
を示したが、16歳、17歳の体格は12歳児童
のそれと同水準であった。（表4）。
　男児では、12歳では身長144.5cm、体重
31.2kg、13歳 で は 身 長144.3cm、 体 重
32.2kg、14歳 で は 身 長149.2cm、 体 重
34.5kg、15歳 で は 身 長153.7cm、 体 重
38.1kg、16歳 で は 身 長162.9cm、 体 重

43.8kg、と増加していたが、17歳では身長、
体重ともに、18歳では身長が16歳と同水準
であった。
　年齢別のローレル指数は、12歳では女児
106.1、男児102.4、13歳では女児108.6、男
児106.9、14歳では女児111.3、男児104.3、
15歳では女児118.3、男児104.3、16歳では
108.1、男児101.8、17歳では女児127.3、男
児103.4であった。
　性別の特徴では、女児は「痩せすぎ」53
名（29.8%）、「やや痩せ」60名（33.7%）、「普
通」60名（33.7%）、「太り気味」2名（1.1%）、
「太りすぎ」2名（1.1%）であった。男児では、
「痩せすぎ」86名（37.6%）、「やや痩せ」91
名（41.1%）、「普通」41名（18.6%）、「太り
気味」3名（1.6%）であった。

⒟　児童の精神的健康
　精神健康調査票GHQ12を用いて、直近
の1カ月以内の出来事を質問した結果では、

表3　現在の自覚症状　複数回答

n=1661
女児

n=824（％）
男児

n=837（％）
頭痛
胃痛
食欲不振
関節痛
シラミ
顔色不良
視力低下
下痢
疑似肺炎症状
聴力低下
気管支喘息
耳鼻咽喉炎症症状
リンパ節腫脹
湿疹、皮膚炎症
微熱

n=294
n=213
n=156
n=156
n=136
n=101
n=  96
n=  95
n=  90
n=  75
n=  57
n=  55
n=  55
n=  45
n=  37

146（17.7）
103（12.5）
74（  9.0）
69（  8.4）
112（13.6）
52（  6.3）
35（  4.2）
39（  4.7）
46（  5.6）
33（  4.0）
19（  2.3）
34（  4.1）
29（  3.5）
15（  1.8）
18（  2.2）

148（17.7）
110（13.1）
82（  9.8）
87（10.4）
24（  2.9）
49（  5.9）
61（  7.3）
56（  6.7）
44（  5.3）
42（  5.0）
38（  4.5）
21（  2.5）
26（  3.1）
30（  3.6）
19（  2.3）

　　　　　＊P＜0.05

＊
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12項目中、「やや多い」、「かなり多い」な
どの肯定が否定を上回ったものは次の5項
であった。
　「集中できる」（77名）
　「有益な役割を遂行している」（113名）
　「物事の決断ができる」（67名）
　「日常の生活を楽しむことができる」

（88名）
　「全体的に満足している」（66名）
　否定の多いものは2項であった。
　　「心配事で睡眠が減少」（55名）
　　「問題解決ができず困る」（109名）
　ただし、「心配事で睡眠が減少」の否定
型は睡眠が減少していないという意味にな
るので、真の否定は「問題解決ができず困
る」の1項である。
　一方、肯定と否定がほぼ同割合で、肯定

否定のどちらともいえないものが5項で、
「緊張が少ない」（64名）、「多い」（63名）、
「問題への挑戦が少ない」（63名）、「多
い」（75名）
「不幸･憂鬱の感受が少ない」（52名）、
「感受が多い」（59名）
「自信喪失が少ない」（66名）、「多い」（59
名）
「自らを存在価値なし」（64名）、「あり」
（69名）であった。

　GHQの点数を被災の種類別による地域
で見ると、「内戦」体験を有する児童は5.60、
「津波と内戦」、「津波」の体験を有する児
童では4.76、被災体験のない児童では被災
体験者に比して4.62と低値であった。
　性別では、平均値4.98に対し、女児5.06、
男児4.92と女児がやや高い数値を示した。

表4　性別・年齢別体格
女児 男児

身長 体重
ローレ
ル指数

身長 体重
ローレ
ル指数

12歳
13歳
14歳
15歳
16歳
17歳
18歳

n=16
n=75
n=62
n=20
n=  3
n=  2

146
147
149
151
147
145

32.8
34.9
37.1
40.0
34.7
39.0

106
109
111
118
108
127

n=  12
n=105
n=  63
n=  31
n=    6
n=    3
n=    1

145
144
149
154
163
151
161

31.2
32.2
34.5
38.1
43.8
35.3
50.0

102
107
103
104
102
103
119

最小
最大

119
166

21.0
56.0

70.2
192

105
175

17.0
64.0

71.8
157

表5　被災体験別GHQ点数比較

被災体験
計

n=399
女児

n=178
男児

n=221
GHQ平均値 4.98 5.06 4.92

あり

なし

内戦
津波＋内戦
津波

n=119
n=160
n=  49
n=  71

5.60
4.76
4.76
4.62

5.62
4.74
5.08
4.84

5.58
4.77
4.42
4.54

　　　　　     （注）点数が高いほど、精神面の健康が問題があると言われる
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被災種類別でも、男児より女児にGHQ点数
が高い傾向が顕著であったが、いずれにお
いても検査において有意な差は認められな
かった。（表5）。

４	 教員の背景と児童の健康に対する
認識

⒜　教員の背景
　児童の在籍する中学校10校から対象児童
の担当教員各2名、合計20名の教員を対象
とした。対象者の属性は、年齢の平均34.5
歳、性別では女7名（35.0%）、男13名（65.0%）
で、勤務する学校の種類は共学18名、男子
校2校で、1学級の平均児童数は25.8名で
あった。また、学校教育の中で、性教育の
実施は35.0%、女児への保健教育の実施は
45.0%であった。

⒝　教員の児童の健康に対する認識
　担当している児童の健康状態に対する認
識は、「よい」9名（45.0%）、「大変よい」8
名（40.0%）、「やや悪い」1名（5.0%）との
結果で、全体的に児童の健康状態は良好と
の回答であった。また、日常児童と接する
中で被災体験の影響が示唆される経験の有
無では、「内戦の影響なし」11名（55.0%）、
「津波の影響なし」11名（55.0%）と回答。「影
響」の評価は相半ばした。
　担当している児童の健康問題では、「児
童の親および家庭」、「社会環境」に関する
もの38名（41.8%）が多くあげられ、次い
で児童の個別的特性に関するもの31名
（34.1%）、児童の心身の健康に関するもの
22名（24.2%）の順であった。心身の健康
では、「視力低下」、「発熱」、「頭痛」、「下痢」、
「皮膚疾患」などの具体的症状と「内戦･津
波の精神的影響」をあげ、被災が心身への
影響を及ぼしていることも提示した。

　児童の特性では、「不活発」、「学習に無
関心」、「集中力なし」、「欠席がち」などの
学習態度に関すること、「身体･衣服の不潔」
などの衛生観念に関すること、十代の結婚
があげられた。
　親および家庭･社会環境に関することで
は、「孤児」、「親の養育態度」、「家庭の衛生・
衛生設備の問題」、「家庭内労働」、「食事・
栄養不足」、「貧困」、「交通手段」などの問
題が挙げられた。
　教員の認識する健康問題においては、児
童の性別による差は認められなかったが、
女児では早すぎる結婚、男児では具体的自
覚症状・精神的未発達という問題も指摘さ
れた。

４.　考察

１　児童の背景と社会環境と心身の健康

⒜　児童の背景と社会環境
　対象児童の背景の特徴は、民族･宗教で
タミル人・ヒンズー教が86%を占め、シン
ハラ人･仏教が多数である全国的傾向と相
反の状況を呈した。スリランカ国北東部の
トリンコマレ県は、民族･宗教の割合から
見ても、シンハラ人優遇政策によって民族
対立が引き起こされ、長期にわたる内戦の
地となったことが示唆された。
　児童の保護者の職業は農民、漁師、兵士
警官が過半数で、スリランカ国の全体と比
較して、中程度より低い経済レベルにある
ことが窺われた。
　児童が生活するコミュニティは、住民互
助が非常に高い割合で存在し、住民は地域
でつながりを持ち、いわゆる伝統的な地域
風土の中に生活していることが推察され
た。しかし、医療機関が少なく、日常的に
暴力行為が傍観され、労働のため登校しな
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い児童が多く見られ、食糧の流通が不充分
な地域であった。
　近隣に医療機関のある児童は半数以下、
伝統的医療と家庭における民間医療の実施
が半数に及ぶことから、健康問題の対応は、
近代医療の受診と伝統医療・家庭内の民間
療法などの利用が推察された。
　暴力と児童の労働の解釈は、スリランカ
の伝統や歴史背景から理解する必要がある
が、暴力を受けた者は暴力を行使するとい
う、暴力の再生産の連鎖による可能性から、
内戦の影響を否定できない。戦争によるト
ラウマと家庭内暴力の関係では、父親が母
親を殴る体験をした子ども（41.2%）、父母
に殴られた体験のある子ども（67－76%）、
年長者に殴られた経験のある子ども
（63.2%）を示す調査があり、うち父親のア
ルコールに起因するものが半数を占め、戦
争とアルコール嗜癖と家庭内暴力の強い関
係を示している（Calani et al 2008）。これ
らのことから、スリランカ国においても内
戦の影響は、親から子への家庭内暴力の形
で深く影響を及ぼしていることが示唆され
た。
　さらに、食糧の流通が児童の半数にしか
過ぎないことは、思春期の発育最盛期に食
糧確保ができず、その結果、発育が阻害さ
れ健全な肉体の維持を困難にする。また、
食糧の絶対量の不足は、栄養の質の確保が
できず、次世代を担う思春期の児童が、量
的･質的に充分な食糧の供給を得られない
ことを示し、成人後にさらに後続世代を生
み育てる資質を、この時期からすでに欠く
ことは否定できない。
　児童の96%が中学校で給食サービスを受
けているが、これはコミュニティの食糧事
情を補完するものと考えられ、児童の健全
な発育に貢献していることが推察された。
また、コミュニティには児童の労働による

不登校もあることから、多少なりとも給食
を媒介にして、児童を学校に引き留める方
略となっている可能性も考えられる。さら
に、コミュニティの治安が確保されなけれ
ば、学校の安全はあり得ないことから、児
童が学校は安全であると受け止めているこ
とは、内戦が終了し平和が訪れつつあるこ
とを示唆しているようである。
　担当教員の調査結果からも、貧困、不充
分な食糧、栄養不足、孤児、親の養育無頓
着とアルコール中毒など家庭環境の問題、
住宅の問題・生設備･上水道の不備などの
インフラストラクチャーの問題、交通手段
や文房具、ユニフォームの不備による通学
困難などの、児童を取り巻く社会環境の問
題が指摘された。このように、対象児童は
厳しい家庭環境･社会環境の中で生活して
いることが窺われた。

⒝　児童の身体的健康

ⅰ　自覚症状と既往症
　児童健康記録の調査項目について、調査
時点から直近の1カ月以内の身体症状を質
問した結果では、自覚症状の多い順に「頭
痛」「胃痛」「食欲不振」「関節痛」「シラミ」
「顔色不良」「視力低下」が挙げられ、既往
症では寄生虫疾患および原虫疾患であるマ
ラリアが多く見られた。
　対象児童は12－13歳を中心とした、学童
期から思春期に移行しつつある成長発達段
階にある。この時期には、精神的な不安定
さによる身体的な訴えとして、頭痛や腹痛
などが多くなる時期と言われている。教員
の調査からも児童の「頭痛」「発熱」「下痢」
「視力低下」が挙げられている。
　急激な身体的発育に生理機能が追いつか
ず、起立性調節障害といわれる立ちくらみ、
腹痛、頭痛などの多発や、鉄欠乏性貧血に
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よる頭痛、腹痛、顔面蒼白、元気がなくな
るなどの症状が顕著といわれている。また、
貧血は腸管寄生虫、マラリアに起因する可
能性も大きい。
　以上のことからは、頭痛、胃痛などの自
覚症状は、思春期に特有な心身の成長発達
に伴う症状に寄生虫・原虫疾患が繰り返し
負荷された結果と考えることができるが、
対象者の家庭･社会環境などの要因による
心因性反応の可能性も否定できない。

ⅱ　身体の発育
　児童の体格をローレル指数で表すと、全
体の4分の1程度が「普通」の評価であるが、
その他の4分の3は「やせ傾向」「やせ過ぎ」
が占めていた。各年齢においても同様の傾
向を示した。国家や民族による差違はある
が、日本の同年齢の指数が普通レベルの
120～126前後であるのに対して、トリンコ
マレ県では101～111を示し、やせの傾向は
顕著であった。
　性別では、女児の「やせ傾向」「やせ過ぎ」
60%に比して、男児では80%がそれらを占
め、男児のやせがきわめて多かった。一般
的に5～11歳では男児が女児よりも高い
ローレル指数を示すが、12歳を境にして、
女児が男児を抜く減少が見られ、その後女
児が優位となることが知られており、トリ
ンコマレ県でも同様の結果が得られた。
　2004年に報告されたコロンボ市内の8～12
歳児の栄養状態の調査結果の、女児では、「や
せ傾向」24.7%、「発育不全」5.1%、男児では、
「やせ傾向」23.1%、「発育不全」5.2%と比較
しても、トリンコマレ県はきわめてやせ・
やせ過ぎという、発育に問題のある児童が
多いことが示唆された（Calani et al 2008）。
また、同調査では肥満児童のうち66%は高収
入家庭であることが明らかになり、児童の
体格と家庭の経済状況とは比例することも

示唆されている（Wickremasinghe et al 
2004）。同様に7～8歳の児童の身長･体重、
糞便検査、血液検査では、児童の80%が貧
血状態であること、十二指腸虫やマラリア
原虫が貧血の原因であること、女児に比し
て男児に栄養不良が多いことが明らかにさ
れた（Fernando et al 2000）。
　また、スリランカ国内の10～15歳の児童
6264名を対象とした調査では、低体重
47.2%、発育不全28.5%、貧血11.1%との報告
がある（Jayatissa and Ranbanda 2006）。
　このように、やせ傾向･やせ過ぎの原因
は、生下時体重と現在の体重との比較で検
討の必要性があるが、調査対象児童の出生
時期は1995～1998年の内戦の再燃時期と重
なっていた。当該児童は、胎内ですでに内
戦下の栄養不足・栄養不良の影響を受け、
その結果、生下時低体重が推測された。こ
れらの児童はその後2004年の地震･津波に
被災し、さらに2006年に内戦激化の時期に
小学校に入学する経験をしてきたことが示
唆された。
　つぎに、食糧の量と質の面では、コミュ
ニティの食糧流通がよくないこと、家庭の
経済状態が中レベル以下などから、長期の
内戦による耕地の荒廃や食糧流通経路の遮
断などによる食糧の絶対量の不足、加えて
経済状態による購買力不足が原因となって
いるようである。学校給食サービスがほぼ
全員に行われていることは、不充分な栄養
を補完する意義があり、児童の発育にとっ
てきわめて重要である。
　以上のことから、トリンコマレ県の児童
の体格形成は、胎児期の母親の栄養状態に
影響を受け、思春期の食糧の流通と経済状
態に大きく左右されていることが、あらた
めて示唆された。
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ⅲ　児童の精神的健康
　直近の1カ月について、精神健康調査票
を用いて測定した結果では、「問題解決が
できずに困る」、「不幸･憂鬱を感じる」、「自
らの存在価値がない」という質問に肯定の
者がやや多く見られたが、「新たな問題に
挑戦する」、「日常生活を楽しむ」にも肯定
的な回答が多いことから、単に悲観的感情
が大きいとは言い切れない。しかし、紛争
中の調査で、罪悪感を持つ者が24%を占め
るという報告があることからも、内戦や自
然災害の影響が潜在する可能性があると思
われる（Chase et al 1999）。　　
　精神健康調査票12項目版は、点数化して
精神健康度を測定するもので測定値は0～
12点の間に存在し、数値が高いほど精神的
不健康と判定されるが、絶対的なものでは
なく相対的に評価する必要があるといわれ
ている。
　内戦および津波による被災体験別の精神
健康度の点数では、「内戦」の経験者が5.60
点、「内戦と津波」両者の経験者および「津
波」の経験者が4.76点、いずれも「経験が
ない」者4.60点であった。当初の予測では、
内戦と津波の複数被害を受けた者が最も精
神健康が低いと予想していたが、内戦のみ
の経験者に顕著な精神健康度の低下が見ら
れた。
　内戦のみの経験者が、内戦と津波の複数
を経験した者よりも精神健康度が低い理由
としては、津波に先立って経験してきた内
戦の影響と、あとの経験である津波による
精神的苦痛とを比較して、その結果を客観
的視するようになったとの推測は可能であ
ろう。しかし、100万人に影響のあった津
波後の疫学調査では、スリランカ国北東部
の学童の47%に心的外傷後ストレス障害
（PTSD）、22%にうつ症状が見られたこと、
津波被災3～4週間目の北東部の8～14歳の

子どもの14～39%にPTSDが認められ、そこ
に内戦の影響の可能性も指摘されている
（Sundrama et al 2008） ことなどから、今後
さらに分析を進める必要がある。
  本調査において、教員の観察による戦争
と津波の児童への影響では、「戦争の影響」
を指摘する者（25%）、「津波の影響」を指
摘する者（45%）で、津波の影響を多く挙
げていたが、児童の精神健康度調査では、
教員の観察とは異なり内戦のみの経験者に
精神健康度が低い結果であった。
　また、児童の特性として、「不活発」「学
習に無関心」「集中力欠如」などが挙げられ、
精神的問題の存在も示唆されたが、教員が
認識している児童の健康状態は、ほぼ全員
が「良好」と答えている。この結果から児
童の自覚と教員の観察の乖離や、教員間で
の観察の差違などが示された。このように、
内戦、津波を経験してPTSDやトラウマを
引き起こしやすいとされている児童の精神
的健康は、事者とそれを取り巻く援助者の
両者による評価が必要と思われる。
　また、女児は男児よりも悩みの度合いが
大きいという報告と同様に、本研究におい
ても女児は男児に比して、精神健康度が低
い傾向が明らかになった（Smith et al 
2005）。

⑵　児童の健康と性差
　本研究では、戦争という人為災害と、津
波という自然災害を受けた子どもの健康
を、男女の性別から分析した。戦争と性別
の関係は、男らしさと女らしさ、戦う強さ
と守られる弱さのように、両性をジェン
ダー（社会的文化的に構築された性別）と
して対比させ、特に男は強く、兵士になっ
て戦うものとして語られてきた。また、文
化背景と教育によっても大きな影響を受け
る（若桑 2005; 直井・村松 2009）。
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　つぎに、思春期女性の健康を性別に着目
して考察すると、本調査で明らかになった
児童の体格から、母胎内で9カ月を過ごす
胎児期の栄養不足が推測され、戦争と母体
の栄養低下による低体重児出生の関係が示
唆された。
　母体の低栄養は鉄欠乏性貧血を引き起こ
し、胎児の各臓器と脳の発達が阻害される。
その結果、低体重児の出生となり、新生児
死亡率（出生1000に対する生後28日以内の
死亡）が高く、容易に感染症に罹患し、乳
幼児死亡の原因となる。また、通院や治療
の回数が増加すれば、親の経済活動が低下
し、その結果貧困を引き起こす。また、妊
産婦の最大の死亡原因は妊娠中および分娩
時の多量な出血で、その根底には思春期女
性の鉄欠乏性の貧血が存在している（原ほ
か 2000; 青山ほか 2001; 宇田川ほか  2007）。
　スリランカ国では他のアジア諸国と比較
しても、妊産婦死亡率は低下しているが、
いずれにしても妊産婦死亡は妊娠を契機と
して女性にのみ発生する現象である。この
改善のためにも、思春期女性の特徴に着目
して健康の促進を図ることはきわめて重要
である。

５.　まとめ

　本調査では、子どもの心身の健康に戦
争・自然災害が影響を及ぼすことが明らか

になった。特に、戦争による食物流通の阻
害と栄養不足が子どもの身体の発育不良と
いう大きな影響を及ぼしていた。子どもの
健全な発育を促進し死亡率の低下を図るに
は、妊娠中の母体の質・量ともに充分な栄
養摂取が重要であり、妊産婦死亡を減らす
よう女性の生命を護ることが重要である。

参考文献
青山温子・喜多悦子・原ひろ子、2001、『開発と

健康』、有斐閣選書、96-194。
宇田川妙子・中谷文美、2007、『ジェンダー人類

学を読む』、世界思想社、214-239。
国際協力銀行開発金融研究所、2003、「紛争と開

発―JBICの役割（スリランカの開発政策と
復興支援）」、JBICI Research Paper、第24号。

直井道子・村松泰子編、2009、『学校教育の中のジェ
ンダー』、日本評論社、19-35。

長尾圭造・奥野正景、2004、「戦争とトラウマ（Ⅰ）
戦争と犠牲」、『医療』、第58号、271-277。

––––2004、「戦争と子どものトラウマ（Ⅱ）トラ
ウマとその特徴」、『医療』、第58号、329-
334。

墓田桂、2007、「スリランカにおける国内避難民
問題」、『アジア太平洋研究』、No.32、成蹊大
学アジア太平洋研究センター、117-137。 

原ひろ子・根村直美編著、2000、『健康とジェン
ダー』、明石書店。

若桑みどり、2005、『戦争とジェンダー』、大月書店、
83-111。

表6　こどもの死亡率と問題
スリランカ 南西アジア平均 日本

低体重出生（％）
新生児死亡率（出生1000対生後28日以内の死亡）
乳幼児死亡率（出生1000対5歳以下の死亡）
妊産婦死亡率（出生10万対妊産婦の死亡）
乳幼児低体重（％）
乳幼児発育不全（％）

22
8
11
58
22.8
18.4

26
35
52
45.0
32.8
42

8
1
3
6
－
－



50

アジア女性研究第19号（2010. 3）

Catani, C., Schauer, E., and Newner, F. (2008). 

Beyond Individual War Trauma; Domestic 

Violence against Children in Afghanistan and 

Sri Lanka. Journal of Marital and Family 

Therapy, vol. 34, no. 2: 165-176.
Chase, R., Doney, A., and Sivayogan, S., et al. 

(1999). Mental Health Initiatives as Peace 

Initiatives in Sri Lanka Schoolchildren 

Affected by Armed Conflict. Medicine, Conflict 

and Survival, vol. 15: 379-390.
Fer nando,  S .  D. ,  Pananavi tane,  S .  R . ,  and 

Rajakaruna, J., et al. (2000). The Health and 

Nutritional Status of School Children in Two 

Rural Communities in Sri Lanka. Tropical 

Medicine and International Health, vol. 5, no. 

6: 450-452.
Government of Sri Lanka. (2007). Sri Lanka 

Demographic and Health Survey.

Graca, M. (1996). The Impact of Armed Conflict on 

Children. New York: UNISEF.

Jayatissa,  R. ,  and Ranbanda,  R.  M. (2006). 

Prevalence of  Chal lenging Nutri t ional 

Problems among Adolescents in Sri Lanka. 

Food and Nutrition Bulletin, vol. 27, no. 2: 153-
160.

Smith, P., Perrin, S., and Yule, W., et al. (2005). War 

Expose among Chi ldren from Bosnia -

Herzegovina; Psychological Adjustment in a 

Community Sample. Journal of Traumatic 

Stress, vol.15, no. 2: 147-156.
Sundrama, S., Karimc, M.E., and Ladric, L., et al. 

(2008). Psychosocial Responses to Disaster: 

An Asian Perspective. Asian Journal of 

Psychiatry, vol. 1, no.1: 7-14. 
Wickremasinghe, V. P., Lamabadusriya, S. P., and 

Atapattu, N., et al. (2004). Nutritional Status of 

Schoolchildren in an Urban Area of Sri Lanka. 

Ceylon Medical Journal, vol. 49, no. 4: 114-118.



51

　（財）アジア女性交流・研究フォーラム（KFAW）は、1990年10月に「ふるさと創生事業」
によって設立されました。調査・研究ラインは、KFAWのひとつの柱として、さまざまな
調査、研究、活動を行ってきました。今年度は、「（財）アジア女性交流・研究フォーラム　
改革プラン（2007～2011年度）」の一貫として、新しい事業を2つ立ち上げました。
　ひとつは、KFAW アジア研究者ネットワークで、北九州市および近郊に在住するさまざ
まな分野の研究者や実務者が、アジア地域を中心とする活動の成果を共有し、ジェンダー
の視点から議論する勉強会やセミナーを開催しています。共同研究、ジェンダーに関する
研修プログラムの開発なども行い、KFAWの調査研究の成果を国内外の人びとに発信し、
ネットワークの拡大を図っていく予定です。
　もうひとつは、ジェンダーに関する研修プログラムの開発として、今年度は「デートDV
防止啓発」をテーマに取り上げています。KFAWアジア研究者ネットワークの中で、DVを
専門とする研究者と実務者が、若者の間に広がっているデートDVを防止するための啓発プ
ログラムの開発を行っています。
　これらの事業や他の事業に関連して、2009年度に調査・研究ラインが開催したセミナー
などについて、以下に報告します。

1．べナジール・ブット氏（イスラム圏初の女性首相）
2． チアと名乗った女性（カンボジア、プノンペンの国立母子
センターでインタビューしたセックスワーカー）

3．人間開発
「開発の目標は、人びとの選択肢の拡大〔…〕開発の目的は、
人びとが長寿で健康かつ創造的人生を享受できる環境の創
造〔…〕」（マブーブル・ハック、パキスタンの経済学者）

4．アジアの女性
　アジアの女性を考える時、ジェンダー指数と同様に女性の人間の安全保障指数も必要で
ある。パキスタンで、村の掟に従って生きている女性は村を出ていくことはできないが、
食物もシェルターもある。一方で、カンボジアのチアは住む家もなく健康状態も良くないが、

（財）アジア女性交流・研究フォーラム
調査・研究ライン 2009年度活動報告

　2009年6月23日（火）18:00〜19:15
　「べナジールとチア―私の出会った二人のアジア女性」
　　　日本赤十字九州国際看護大学学長　喜多悦子
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 34名）〉
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自由でどこにでも行くことができる。この2つの例を一概には比較できないが、自由と開発
は一致していない。経済開発と女性、教育と女性、女性の健康、政治・国の管理と女性と
いう点について翻ってわが国はどうなのか考えていきたい。

1．問題点
　 ・人口減少
　 ・少子高齢化
　 ・地形
　 ・安全、安心（治安）
2．対応へ向けた枠組み
　 ・住み替え
　 ・タウンマネジメント
　 ・交通対策（平成21年度地方の元気再生事業）
3．自治のあり方と多世代型のまちづくり
　 ・団地、ニュータウンの失敗
　 ・ワンルームマンション規制
　 ・自治基本条例
　この条例には、住民自治を促し、街づくり参画に住民が責任を持つように書かれている。
それは、自治体の財政危機による行政サービスの低下を住民参加で補うという方向性を示
している。北九州でも自治基本条例について検討しているが、住民の高齢化や役員になる
人がいないために、解散している町内会があり、地縁的な団体による自治に限界が生じて
いる状況である。

　2009年7月15日（水）18:00〜20:00
　「八幡東区における高齢者の居住問題」
　　　九州国際大学副学長　湯浅墾道
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　会議室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　KFAW アジア研究者ネットワーク 12名）〉



53

調査・研究ライン 2009年度活動報告

1．デートDVとは？
2．デートDVの実態
3．デートDVに関する調査の報告
　北九州市の市民グループ、メープルリーフの会は、2006年に市内の高
等学校、専門学校、短大、大学の学生を対象としてアンケート調査を実
施した。
　 ・ 男子の19人に1人、女子の9人に1人は何らかのデートDVの被害にあっている
　 ・加害に繋がる促進要因は、過去の性被害体験、学校や家庭での暴力遭遇など
　 ・暴力を抑制する要因は、ジェンダー平等意識やデートDVにあたる言動の認知
4．デートDV防止ワークショップの実施例
　 ・「デートDV防止」（専門学校、短大）
　 ・「友だちとの関係を考えよう」（中学校、高等学校）
5．まとめ
　早い段階からのジェンダー平等教育、デートDVにあたる個々の言動の暴力の認知を高め
る、互いに相手を尊重するコミュニケーション・スキル訓練が重要である。

　「デートDVってなあに？」
　　 九州産業大学教授／メープルリーフの会　窪田由紀

　2009年8月9日（日）13:00〜16:30
　「デートDVを知っていますか？」
　　　コーディネーター　高齢社会をよくする北九州女性の会代表　冨安兆子
　　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 31名）〉
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1．女性や子どもの人権と法
2．DV行為とは
3．日本のDVの現状
4．DVがなくならない社会的背景
5．DVをなくすために
6．学校におけるDV防止教育実施の事例
7．今後の課題
　 ・より早い啓発が効果的、中学3年生へも行っていく
　 ・授業だけではなく、必ず相談・支援の窓口とつなぐ
　 ・地域で、支援のネットワークを構築していく
　 ・DVについて学校全体が理解を深める必要性がある

　食の安全に関心が高まっている中、北九州、福岡県内、韓国から食にかかわっている女
性に、生産者や消費者の立場からお話をいただきました。また、ムーブ1階の交流広場では、
チヂミ（韓国料理）の試食、地元北九州産の新鮮な野菜の販売（JA北九）、国産の原料を使
用したケチャップ、ホットケーキの粉などの販売（グリーンコープ生協ふくおか）、フェア
トレードコーヒーの販売（地球交遊クラブ）を行い、参加者の方々に楽しみながら食の安
全について考えていただく機会となりました。

　2009年9月13日（日）13:00〜15:30
　「大地から食卓へ―ジェンダーの視点で食の安全を考える」
　　　コーディネーター　KFAW主席研究員／日本赤十字九州国際看護大学教授　篠崎正美
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 40名）〉

　「デートDV防止プログラムについて」
　　 NPO法人DV防止ながさき代表　中田慶子
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　農家で、家族で野菜を栽培している。自分の家の夕飯のおかずに食品
を提供するのと同じ感覚で、野菜を真剣に作っているので、安心安全な
野菜作りに関して特別なことは意識していない。おいしい野菜を作って、
たくさん野菜を皆さんに食べてもらえるように、農業や野菜に関する情
報を発信していかなくてはならないと思っている。

1．グリーンコープ生協ふくおかの概要
2． グリーンコープの理念は4つの共生
　　「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」
3．食べ物の運動のあゆみ
　 ・安心、安全を求めるために進めてきた8つの約束
　 ・組合員による商品開発、リニューアルの取り組み
4．日本の農業、環境、くらし、「いのち」を守る取り組みへ

北九州市食生活改善推進員協議会の食育活動
　北九州市食生活改善推進員協議会は1982年に発足し、「私たちの健康は
私たちの手で」をスローガンに、地域に根差した食育活動を進めている。
たとえば、「親子ですすめる食育教室」（北九州市事業）、「地域農産物を
活用した親子体験料理教室」、「牛乳・乳製品料理講習会」、「シニア料理
教室」（北九州市事業）、「食育の日普及啓発イベント」などを開催してき
た。
　食育の基本である「家庭」を支える地域のパワーとなり、北九州市が健全な食生活を取
り戻し、健康で元気なまちとなるように活動していく。

　「農家の現状と野菜づくりに対する思い」
　　 北九州市の農業女性　塚本薫子

　「消費者から見た食の安全―ボランティアとしての食育推進活動を通して」
　　 北九州市食生活改善推進員協議会会長　大石紀代子

　「グリーンコープ生協ふくおかの生命を育む食べ物運動」
　　 グリーンコープ生活協同組合ふくおか理事長　田原幸子
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1．韓国の食品に対する不安の実態と原因
　 ・事例
　 ・背景　農産物の生産、流通構造のグローバル化
2．食品の安全政策と民間の対応
　 ・政府の対応
　 ・民間の対応
3．食品問題と女性
　 ・女性運動と生協
　 ・グリーン・ツーリズム事業
4．おわりに
　食の安全に関する問題は不安を招いたが、女性たちの安全に対する意識が高まり、社会
や経済活動へ参加する機会をもたらした。女性は共同体の価値を回復し、持続可能な発展
を追求する主体となっている。食品安全問題の解決を通じて、女性の力で安全で平等な社会、
世界をつくることを共に期待しよう。

　「食品安全と農業、女性―韓国の事例」
　　 元韓国忠清南道女性政策開発院研究員　閔　庚子（ミン・キョンジャ）
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1．台湾における看護師の状況
2．台湾における看護教育の概要
3．グローバル化のもとでの看護教育と看護師
　 ・「専科護理師」の創設
　 ・アメリカ看護師資格の取得
　 ・渡米する理由
4．まとめ
　看護職は専門職とされながら、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看護師が不足する。それを埋めるために、より貧しい一部の国にお
いては、看護師の国外移動（流出）が起きている。台湾からアメリカへの看護師の移動は、
1980年代は経済的、政治的要因が大きかったが、経済的要因が小さくなった現在でも存在
する。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
ンダーの問題あるためではないかと推測される。そのためアメリカの看護職の「待遇の良さ」
を信じ、より高い学歴を求めるための移動はなくならない。

1．デートDVとは？
　 ・意識チェック
　 ・ビデオ「デートDV」上映 
2．DVは「力と支配」
　 ・実態と事例
　 ・デートDVの特徴
　 ・性的暴力
3．デートDVの原因
　 ・力と支配
　 ・暴力容認
　 ・ジェンダー・バイアスと男女平等・共同参画でない社会

　2009年10月14日（水）18:30〜20:00
　「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
　　　　〈福岡女子大学（参加者 10名）〉

　2009年11月10日（火）18:00〜20:00
　「デートDVを防ぐには―効果的な方法と実践」
　　　アウェア代表　山口のり子
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　大セミナールーム（参加者 37名）〉
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4．デートDVの予防
　 ・デートDV防止教育
　 ・当事者への対応
5．終りに
　 ・DVは社会、教育の問題
　 ・1人ひとりが意識を変える　

　KFAWは、毎年秋に「アジア女性会議―北九州」を開催しています。20回目にあたる今
年度は、「現

い

在
ま

、世界の女性たちは～北九州から世界を視
み

る～」をテーマとして11月28・29
日の2日間にわたって開催しました。第2日目に、KFAWの研究員による調査研究の成果を
共有し、参加者との意見交換を行いました。

　ケララ州はインド南西部に位置し、アラビア海に面して南
北に細長く伸びた緑豊かな州である。南国のリゾート地とし
て観光客に人気があるだけでなく、開発学において「ケララ・
モデル」として広く知られている。経済的には発展途上であ
るににもかかわらず、教育や保健など社会開発の分野では先
進国と同様の高い水準を達成しているからである。
　たとえば、インドの平均余命は男性62.6歳、女性64.2歳であ
るが、ケララ州は10年ほど長く、男性71.4歳、女性76.3歳である。1000人当たりの幼児死亡
率は、インドは55人に対しケララ州は13人で、ブラジルの31人、ロシアの14人より低い。
特に教育分野においては、高い成果をあげており、男女ともほぼ100%の子どもが小学校に

　「インド、ケララ州における女子教育の成果と課題」
　　 KFAW主任研究員　太田まさこ

　2009年11月29日（日）10:30〜12:30
　「第20回アジア女性会議―北九州　KFAW研究員報告会」
　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　大セミナールーム（参加者 75名）〉
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就学し、10年生（1）を修了しない子どもはわずか3%以下である。識字率は男性94.2%、女性
87.9%と非常に高く、シンガポールとほぼ同じ水準である。一方インド全体では、10人の子
どものうち約6人が10年生に到達するまでに中途退学し、識字率は65%、男女間の差は18.3%
もある（2）。
　このような発展の背景については、すでに多くの研究がなされ、主に次の4点を指摘して
いる。第1に、イギリスの植民地となる以前から藩王国の支配者たちが教育の普及に熱心で
あった。第2に、同時にキリスト系のミッショナリーが教育、特に女子教育を推進した。第
3に、母系制の家族形態をとる家庭が多く、インドの他の地域と比べて男児を好む傾向が少
なかった。第4に、独立後に政権についた共産党が平等な社会の構築を目指して、土地改革
および教育や保健などの社会政策を強力に推し進めた。
　ケララ州の女子教育における成果は、さまざまな指標から見て疑いの余地がない。しかし、
あえて女子教育における現在の課題は何なのか、また教育分野での成功がどのような変化
を女性にもたらしたのか、そして男女共同参画社会という視点からの課題は何なのか、に
ついて調査することにした。2009年9月に9日間、ケララ州の政府教育局、公立・私立の幼
児教育から高等教育までの教育機関、研究機関、女性のための職業訓練所やNGOなどを訪
問し、関係者にインタビューを行った（3）。
　その結果、「ケララ州では男女間に差はない」と答えた人が多い中、日本や他の国の女性
が直面している状況と似たような課題が浮かび上がってきた。教育レベルが上がり、家の
外で働く女性が増え、インドの他の州や海外にも独身・既婚の女性が働きに出るようになっ
た。女性の経済力が認められるようになり、行動の範囲や自由が広がり、結婚する女性に
対する条件に変化が見られた。しかし、男性優位の社会、女性に不利な結婚制度や慣習、
男女の固定的な役割分担意識などは、根強く残っている。その上、職業を持ちキャリアを
追求したい女性や経済的な貢献を期待されるようになった女性は、家庭外での仕事と家事
との二重負担に葛藤していた。
　ジェンダーの専門家である女性研究者に今後の展望について聞くと、「男性が変わらない
限り、現状は変わらないでしょう」と語った。社会を変えていくためには時間がかかる。
しかし、より公正で男女ともに住みやすい社会をつくっていくためには、男性も女性も、
すべての人が高い意識を持って努力をしなければ、変化は起きない。アジア女性交流・研
究フォーラムの事業がその一助となるよう、アジアの女性とつながりながら積極的に活動
を続けていくことが重要である。

（注）
⑴　日本の中学校卒業程度に相当する。
⑵　 データの出典は、UNDP （2008） Human Development Report 2007/08．New York: UNDP.　および

Ministry of Finance, Government of India （2009） Economic Survey 2008-2009．New Delhi: Government 

of India.

⑶　 インドでは、今年度の研究テーマである「アジアの女性のエンパワーメント」について調査するために、
ケララ州（9月16日～9月24日）とアンドラ・プラデシュ州（9月26日～10月7日）を訪問した。前半の
ケララ州での調査については、兵庫教育大学の服部範子准教授を代表者とする科学研究費補助金によ
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る「南アジアにおける女子教育及び女性のライフコースに関する総合的研究」の一部として服部範子氏、
名須川知子氏（兵庫教育大学教授）と3人で訪問した。

　1990年代以降、韓国、台湾および日本は、少子高齢化の進
展という共通の人口動態の変容に直面しており、生産労働人
口の減少に伴って、東南アジアから東アジアへの国際移動が
起きている。この現象は、東南アジアから女性の身体を「介
護労働者」あるいは「花嫁」として輸入する再生産労働の分
野において特に顕著である。東南アジアから東アジアへの人
口移動には、〈移民労働の女性化〉および〈再生産労働のグローバル化〉という2つの力学
が働いており、ケア労働は多くの移民女性によって担われるようになってきている。
　韓国、台湾、日本が位置する東アジア地域は、移民の受け入れの歴史が比較的短く、相
対的に均質な国民概念を形成しており、移民の人権や市民権にかかわる議論は始まったば
かりである。本研究は韓国、台湾、日本における移民女性にかかわる政策、制度、言説お
よびサポートシステムを比較することで、これらの社会における再生産労働の再編成過程
を明らかにしようとするものである。
　日本においては1980年代以来、東南アジアから多数の「エンターテイナー」が興行ビザ
のもとで来日したが、このシステムは、人身売買や性的搾取の温床であるとして、市民社
会から批判されてきた。その後20年余りが経過した現在、当時の元エンターテイナーたち
は日本人の妻や母として日本社会に定住し、社会的に尊敬される仕事として介護労働へと
転換を遂げようとしている。元エンターテイナーたちが介護労働へとシフトしようとして
いる一方で、フィリピンやインドネシア政府との間の二国間経済連携協定の締結により、
東南アジアから看護師と介護福祉士候補者が来日することとなった。国家に媒介される中、
介護労働の現場はグローバル化のフロンティアとなったが、ジェンダー化された国家のあ
りようについての問い直しは行われていない。
　台湾では、3世代同居による家族介護を重視する言説があり、中国の家族倫理にとって高
齢者介護は重要な社会規範を形成してきた。国家は介護を私的な領域に押しとどめること
によって、最低限の社会保障しか提供せず、高齢者介護は市場化の道をたどった。1992年
以降、移民の介護労働者の導入が開始されると、移民労働者は最も安価で手軽な介護労働
を提供するようになった。しかし、移民労働者が持ち得るエンタイトルメントは限られて
おり、労働基本法の適用からも除外されているため、移民の人権を保障する社会政策が求
められている。日本と台湾の外国人介護労働の導入政策の比較は、国家と市場の役割とい

　「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」
　　 KFAW客員研究員、九州大学アジア総合政策センター准教授　小川玲子
　　 KFAW客員研究員共同研究者、国立陽明大学保健福祉研究所准教授（台湾）　王増勇
　　 KFAW客員研究員共同研究者、実践大学人間環境学部准教授（台湾）　劉暁春
　　 KFAW客員研究員共同研究者、梨花女子大学教授（韓国）　キム・ユンシル*
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う点で好対照をなしている。
　移民の介護労働者と並んで、アンペイドワークとして介護を担うこともある国際結婚に
ついても取り上げる。東アジアと東南アジアとの経済的な格差は、年齢差がある台湾、韓国、
日本人の男性と東南アジアからの女性との国際結婚を増加させた。再生産労働という概念
は、これまで別々のものとして分類されてきた「移民の介護労働者」と「外国人花嫁」と
いうカテゴリーを同一線上で把握することを可能にする。
　1990年代初頭から韓国では、農村の独身男性と結婚する中国や東南アジアからの花嫁が
増加し、彼女たちは出産と介護労働を提供することが期待された。韓国政府は在外の朝鮮
族か結婚移民しか再生産労働に従事する外国人労働者を認めていない。移住労働者は一定
期間滞在した後に帰国することが義務付けられているため、移民政策としては結婚移民の
みが韓国に在留しつづける集団として政策の対象となっている。2001年から韓国政府は、
外国人花嫁は韓国人（＝国民）を出産し、介護する存在として政策の対象として真剣に位
置付け始めた。2009年には、韓国語教育や育児、農村での生活支援など韓国社会への適応
を促進し、外国人花嫁を支援する目的で、全国に100カ所の多文化家族センターが設立され
ている。
　また、台湾では中国本土と東南アジアからの花嫁が増加したため、外国人花嫁を支援す
る目的で、2004年以来外国人配偶者家族サービスセンターが設立され、現在台湾全国で33
カ所が運営されている。本研究ではアクションリサーチによって、外国人花嫁にサービス
を提供するソーシャルワークの役割を検証した。その結果、国家により運営される社会サー
ビスは、外国人花嫁の身体管理を行うと同時に、彼女たちを支援するためのスペースとリ
ソースを提供する場として両義的な役割を担っていることが明らかになった。
　本研究は、東南アジアから東アジアへの人の流れが3つの国と地域においてどのような特
徴を持っているのかを明らかにし、「想像の共同体」（＝国民国家）への東南アジア女性の
統合の展望についての試論を試みる。

（注）
* 当日は都合により欠席
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　世界では、女性やこどもなどの弱い立場にある人が、内戦
によって負傷、死亡している。いかなる国でも、こどもは次
世代を担う存在であるにもかかわらず、悲惨な状況が起こっ
ている。内戦や災害でコミュニティや家族のあり方にも変化
をきたし、本来の生活が阻害されることは、こどもの心身の
健康に影響を及ぼすのではないかと考える。
　看護師として国際救援を行う場合、自ら訴えることのでき
る大人の健康に着目しがちだが、こどもの心の健康に目を向けることが必要だと考えてい
る。こどもは自ら訴えることができず、彼らを取り巻く環境の影響を受けるからである。
　そこで、25年間におよんだ内戦の終結宣言から半年、また2004年のスマトラ島沖地震・
津波被災から約5年が経過したスリランカ民主社会主義共和国のトリンコマレ県のこどもに
焦点をあて、2009年7月に、中学生に調査を行った。本日は、スリランカの一般事情と本調
査の報告をする。

スリランカの基本情報
　「スリランカ」とは、「光輝く島」という意味で、かつては「セイロン」と呼ばれ、紀元
前5世紀頃には北インドから移住したシンハラ人が王国をつくったが、16世紀初頭のポルト
ガル、オランダ、イギリスの植民地化を経て、1948年にイギリスから独立した。しかし、
紀元前２世紀頃から、ヒンズー教徒タミル人と仏教徒シンハラ人の対立がおこり、それは
王国時代から植民地時代を経て、独立後のイデオロギーの対立も加わり、現在に至っている。
　スリランカは、日本から西へ約7500キロの南アジアに位置し、総面積約65,600 km2（福
岡県の13倍）、人口約2000万人（福岡県の4倍）である。政治体制は共和制、首都はスリジャ
ヤワルダナプラコッテで、行政の中心はコロンボである。
　熱帯性モンスーンの気候で、主な産業は農業と繊維業、名産品は、世界生産量第3位の紅
茶である。
　主要民族はシンハラ人、タミル人、スリランカ・ムーア人、主要言語はシンハラ語、タ
ミル語、英語である。学校制度は、小学校5年、中学校4年、高等中学校2年が、義務教育で、
その就学率は90％である。その後、高等学校2年、大学4年と進学できる。
　トリンコマレ県は、スリランカ全9州25県に属し、東海岸地域に位置している。

　　「ジェンダーの視点による内戦・津波災害下のこどもの健康
　　  ―スリランカ、トリンコマレ県の実態調査」　
　　　 KFAW客員研究員、日本赤十字九州国際看護大学教授　関育子
　　　 KFAW客員研究員共同研究者、日本赤十字九州国際看護大学大学院修士課程　今村尚美
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　KFAW主任研究員、太田まさこが2009年9月から10月にかけて約3週間、インドのケララ
州とアンドラ・プラデシュ州に現地調査に行きました。「アジア女性会議―北九州」での調
査報告に続いて、インドの人びと、特に女性や子どもの状況についてチャイー（インドの
紅茶）を飲みながら、気軽に語り合う少人数の集いを催しました。
　参加者には、インドについて「話したいトピック」「聞きたいトピック」を事前に連絡し
てもらい、当日は情報提供ができるトピックのメニューを配布し、リクエストがあった次
のトピックを「話し手」が話しました。
　・ ダラムサラーで生きるチベット人亡命者とチベット亡命政府
　・ インドのカースト制度―苦悩するバラモン（最高位の司祭階級）
　・インド国外に住むインド人

地図1　スリランカの地理とスリランカの9州 写真1　トリンコマレ県の中学校の子どもたち

表1　スリランカと日本の健康指標

1人当たりの
GDP（米ドル）

平均寿命
（年）

乳児死亡率
（出生千対）

5歳未満児
死亡率

（出生千対）

妊産婦死亡率
（出生10万対）

予防接種率
麻疹/DPT
（％）

スリランカ 4,595 71.6 12 14 58 98
日本 31,267 82.3 3 4 6 98

（出典）UNDP （2006） Human Development Report 2007/08、WHO （2009） World Health Statistics 2009。

　2009年12月9日（水）18:30〜20:00
　「インド好き大集合」
　　　コーディネーター　KFAW主任研究員　太田まさこ
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　会議室（参加者 21名）〉

（2009年9月　スリランカ、トリンコマレ県）
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　・インド旅行―大失敗談
　・インド女性によるエコビジネス（グジャラート州）
　・インドで特別な州―ケララ州の教育レベルは先進国並み
　インドに行きたいと思っている人、インドに行ったことがある人などの間で、活発な発
言があった楽しい会となりました。
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　移民労働の主要な送り出し国であるフィリピンでは、外国で家事労働
に従事する女性を保護するための法律が1995年に制定され、フィリピン
大使館の管轄下にある海外フィリピン人協会やカトリック教会が運営す
るセンターが、フィリピン人の現地コミュニティの中核をなしている。
ただ、近年多くの家事労働者を送り出すようになったインドネシアでは、
まだまだ政府レベルの保護体制が整備されているとは言えない。一方、
最大の受け入れ国であるシンガポールでは、家事労働者は雇用法の対象外であり、虐待事
件は後を絶たない。シンガポール政府はNGOの提言を受け入れて、業者への管理を厳しく
したり、雇用契約に最低基準を設けるなど、従来の姿勢を転換しつつある。
　人の移動がますます活発化する東南アジアにおいて、移住労働者とりわけもっとも弱い
立場の女性移住労働者を保護する国家レベル地域レベルの保護体制が、緊急に求められて
いる。

1．統計から見た国際結婚の傾向
　 ・ 登録外国人の推移、国際結婚の推移、国際結婚のジェンダーと出身

国の分析
2．国際結婚の「神話」と「現実」
　 ・白人、欧米人男性と日本人女性の夫婦がひとつのイメージ
　 ・実際には、アジア出身の女性と日本人男性が圧倒的に多い
3．調査の範囲と参加者の様子
　 ・対象者へのインタビューを実施
　 ・主に子どもの教育と子どものアイデンティティを中心として
　 ・夫婦関係についても調査を実施

　2010年2月1日（月）18:30〜20:00 
　「イギリス・オーストラリアの研究者とジェンダーを語る」
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 31名）〉

　「ジェンダーの視点から見る日本における国際結婚」
　　 大阪大学大学院人間科学研究科専任講師　山本ベバリー・アン

　2010年1月19日（火）18:00〜19:30
　「東南アジアの国際移動とジェンダー」
　　　北九州市立大学教授　田村慶子
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 22名）〉
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4．知り合ってから結婚までの経緯
　 ・調査した国際結婚のカップルは長い付き合い
　 ・半分以上は海外で知り合った
　 ・来日理由は、日本人側の家庭の事情

ジェンダーの視点から
5．夫婦の関係―親密さ
　 ・異なる期待、夫婦のみの時間が少ないと外国人側の配偶者
　 ・日本の文化よりも日本のジェンダー規範が納得できない外国人の妻
6．役割分担―仕事、家事、育児
　 ・専業主婦が少ない、夫が家事の「お手伝い」
7．子育て―しつけ、教育、文化
　 ・一般の日本人と比較すると、お父さんとして子どもとの時間が長い
　 ・子育てに関する考えのずれ
8．友達関係
　 ・夫婦として友人と付き合える時間が少ないことが不満の外国人の夫
　 ・親になると、遊びに行くときは子どもと一緒が当たり前の日本人の妻
9．まとめ
　 ・外国人配偶者が日本の文化に合わせる例が多い
　 ・特に、外国人夫の場合は顕著である
　 ・外国人の妻は合わせるがストレスが高い
　 ・国際結婚の夫婦の間では、それぞれの状況に合った独自の夫婦関係が生まれる

1．統計で見たオーストラリア
2．日本との比較　（国連開発計画による） 
3．オーストラリアの女性ワーク・ライフ現状 
4．ワーク・ライフ・バランスを自ら考える
　 ・欲ばり組織　→　自分で線を引く
　 ・よりよく（効率的に）働くための休暇
　 ・労働と消費の関係―お金の余裕　VS　時間の余裕
5．3人の女性の事例―30代・40代・50代
　 ・ダニエール・エバリー
　 ・馬原晶子
　 ・リリアン・デールズ

　「オーストラリアの女性と仕事・生活―現状と事例」
　　  西オーストラリア大学アジア研究学部助教授／
　　  大阪大学大学院人間科学研究科外国人招へい研究員　ローラ・デールズ
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6．土・日曜日の休み―不便　VS　生活を大事にする
7．ワーク・ライフ・バランスへ―共通点
　 ・睡眠をたっぷりとる
　 ・健康を大事にする
　 ・1人での時間を作る
　 ・仕事以外のことに興味を持つ
　 ・人間関係を大切にする

　韓国は、2005年には出生率が1.08にまで低下し、一方高齢化率（総人
口に占める65歳以上の人口の割合）は2008年には10.3%に増えました。そ
こで、韓国政府は少子高齢化を深刻な社会問題として認識し、法制度の
整備、政府機関の設立、予算措置など行って対応しています。2005年5月
には、「低出産・高齢社会基本法」を制定し、出生率を上げ、高齢化率を
下げるために「低出産・高齢社会基本計画」を策定しました。
　しかしながら、「低出産・高齢社会基本計画」について、当初から問題点が指摘されてき
ました。たとえば、対応する政府機関、人員、予算、広報の不十分さ、そして中央政府と

　2010年2月9日（火）18:30〜20:00
　「少子高齢化社会―韓国はどうしているのか」
　　　コーディネーター　KFAW主任研究員　太田まさこ
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　小セミナールーム（参加者 47名）〉

　「忠清南道女性政策開発院との学術協定締結」について
　　（財）アジア女性交流・研究フォーラム理事長　吉崎邦子

　「忠清南道女性政策開発院」について
　　忠清南道女性政策開発院院長　金景淑（キム・キョンスク）

　｢韓国における少子高齢化社会への政策対応｣
　　忠清南道女性政策開発院 研究員　徐憲柱（ソ・ホンジュ）
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地方政府、地方政府間での政策の違いなどです。さらに、高齢化問題であるにもかかわらず、
高齢者の社会参画、特に政策決定の場への参画の視点が欠如しています。
　このような問題を解決するために、次の4つの提言をしたいと思います。
①中央政府も地方政府も十分な人員を配置し、研修を行い、能力強化を行うこと
②少子高齢化問題に特化した政府機関を設立すること
③少子高齢化に関する情報を広く提供し、啓発キャンペーンを実施すること
④ 高齢化の問題について、高齢者の人たちが中央、地方レベルで、政策決定の場に参加で
きるような場をつくること

　日本の法制度では離婚後は単独親権である。同居親が子ど
もの面会を拒否した場合には、子どもは片方の親との関係が
断ち切れてしまう場合もある。子どもの権利条約では子ども
は父母に養育され交流する権利をうたっているが、親に会え
ない現状はそれに反するものである。世界の共同親権に移行
した国では親子の引き離しは「マルトリートメント」（不適切
な関わり）との認識から、離婚後も親子が交流できるような
支援体制が整えられている。近年、民法改正をめぐって、共同親権を求める法曹界や当事
者団体の運動が活発化してきている。母子家庭の当事者団体や別居親の共同親権を求める
グループなど、立場の違いによって意見が分かれる。共同親権を阻む背景として、法制度
や人びとの意識の中に、「母性優先的」な考え方が見受けられる。先行研究を踏まえながら
論点を整理していきたい。

（太田まさこ　記）

　2010年3月10日（水）18:00〜19:30
　「子どもを育てることの自己決定権とジェンダー―共同親権・共同監護をめぐって」
　　　北九州市立大学教授　河嶋静代
　　　　〈北九州市立男女共同参画センター・ムーブ　企画ルーム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参加者　KFAW アジア研究者ネットワーク 8名）〉
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　第54回国際連合女性の地位委員会は、「女性（女子）差別撤廃条約」が宣言されてから30年、
「第4回世界女性会議」（北京会議）が開催されてから15年、「ミレニアム開発目標」および「万
人のための教育」達成目標年まであと5年と、国連にとって節目となる今年、「第54回国連女
性の地位委員会（北京＋１５）記念会合」として、2010年3月1日から3月12日まで、ニューヨー
クにある国連本部で開催されました。
　国連女性（婦人）の地位委員会は、政治、経済、社会、教育分野などにおける女性の地位
向上を目指して、1946年に国連に設置され、毎年2月から3月にかけて2週間開催されていま
す。今年のテーマは「ミレニアム開発目標の完全実現に向けて―北京宣言の達成度、北京行
動綱領の実施状況とジェンダーの視点形成に果たす役割の評価―」です。世界から136加盟
国の政府代表者、約2000人のNGO関係者、日本からは、アジア女性交流・研究フォーラム
の4名を含む15～20団体、約40名がニューヨークに集まりました。
　以下、簡単にその概要を報告します。

１．第54回国連女性の地位委員会

⑴　ハイレベル・プレナリー（高官本会議）（3月1日〜10日）
　各国の政府代表が、北京宣言と行動綱領、第23回特別総会「女性2000年会議―21世紀に向
けた男女平等、開発、平和」の実施および成果について、ミレニアム開発目標実現に向けた
課題を視野に入れながら、経験や成功事例を共有する目的で、ステートメント（演説）を行
いました。
　日本政府は、3月5日の10時30分ごろの順番となりました。西
村智奈美外務大臣政務官が日本の女性問題における取り組みな
どについて、自ら手を入れられたステートメントの中で、鳩山
新政権のもと北京行動綱領の実施に努め、社会のあらゆる面に
おける男女共同参画を推進する旨を述べられました。政府とし
ての決意のほか、「my commitment」（私の約束・責務）とい
う言葉を使われて、男女共同参画社会実現に向けて語られ、

第54回国際連合女性の地位委員会参加報告
（2010年3月1日〜3月12日）
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NGOをはじめとする市民社会との連携強化についても触れられました。
　西村政務官は、3月2日に東京を出発し、3日・4日とジュネーブでの会議でステートメント
を行われた後、ニューヨークに到着し、5日にニューヨークで2つのステートメントをされ、
6日には出発するという非常にお忙しいスケジュールでしたが、「北京＋１５記念会合」には
是非出席されたいという強いご希望で実現したと聞きました。このことからも、男女共同参
画への熱意が感じられました。

西村智奈美外務大臣政務官演説（日・英）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/22/encn_0305.html

2　「北京行動綱領採択15周年記念式典」（3月2日12時〜13時）
　北京行動綱領採択15周年を記念して、アリ・トレキ国連総会議
長、アーシャ=ローズ・ミギロ国連副事務総長によるステートメン
トに続き、アジア、アフリカ、西ヨーロッパ、ラテンアメリカとカ
リブ、東ヨーロッパ地域の代表、ホスト国としてアメリカがステー
トメントを行いました。

それぞれのステートメント（英）
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/commemoration.html

3　国際婦人デー記念行事（3月3日10時〜12時）
　国際婦人デーは3月8日ですが、国連女性の地位委員会の第2週目にあたり、参加者が少な
くなることから、3日に行われました。潘基文（パン・ギムン）国連事務総長、中国の女性
と子どものための国家作業委員会副代表、ノルウェーの男女共同参画・子ども省大臣がスピー
チをされました。
　第2部では、北京会議で大きな役割を果たされたガートルード・モンゲラさん、パトリシア・
リクァナンさん、先住民を代表してペルーのタシーラさん、若者を代表してカナダのエイミー
さんが発表しました。

事務総長スピーチ（英）　http://www.un.org/apps/sg/sgstats.asp?nid=4414#
事 務総長報告書「ミレニアム開発目標の完全実現に向けて―北京宣言の達成度、北京行動綱
領の実施状況、第23回特別総会の成果とジェンダーの視点形成に果たす役割の評価」（英）

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/637/20/PDF/N0963720 .

pdf?OpenElement
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4　対話型専門家パネル
　今回は、毎回最終日に合意結論が発表される代わりに3月2日に「第4回世界女性会議15周
年宣言」が採択されたため、合意結論に至るまでの会議が行われていた時間が、6つのテー
マ（ランチタイムのパネルを含めると7つ）についてのパネル・ディスカッションとなりま
した。それぞれのテーマについてパネリストが発表をした後に、政府代表やNGOから質問
やコメントをするという形式で行われました。
　第1回目の対話型専門家パネル「北京行動綱領の実施とミレニアム開発目標達成とのつな
がり」というテーマで、芦木公使の司会のもと行われました（3月4日10時～13時）。

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html

5　高官ラウンドテーブル（3月1日15時〜18時）
　「ミレニアム開発目標達成に向けた北京宣言および行動綱領実施のインパクト」をテーマ
に行われました。

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html

＊日本政府代表団によるブリーフィング（3月4日18時〜20時）
　国連ビルのそばにある日本政府代表部の会議室で、第54回国連女性の地位委員会について、
日本政府代表団からブリーフィングがありました。これは、市民社会からの参加者は政府間
会議にはオブザーバーとして参加できますが、参加できない会議もあるため、政府から女性
の地位委員会の会議全体の様子や論点などについて会期中に2回行われているものです。
　目黒依子日本政府代表から、以下のご説明がありました。
・今回の会議には各国から多くの大臣が参加している。そのため、ステートメント割り
当て時間5分間が、厳密に守られており、例年のように大幅にスケジュールがずれ込
んでいない。

・合意文書となる「第4回世界女性会議15周年宣言」が3月2日に採択された。
・対話型のパネル・ディスカッションが7つ開催され世界における男女共同参画社会に



72

アジア女性研究第19号（2010. 3）

向けての成功事例が共有されている。
・日本でも男女共同参画の取り組みは進んではいるが、他
の国ではさらにスピードと広がりをもって進んでいる。
出席者
角茂樹国連日本政府代表部大使、目黒依子日本政府
　代表、武川恵子内閣府大臣官房審議官（男女共同参画
局担当）
日本政府代表顧問団、大谷美紀子（日本女性法律家協会元副会長）、黒崎伸子（日本

BPW連合会前会長）、橋本ヒロ子（北京JAC共同代表）＜国連NGO国内婦人委員会、
国際婦人年連絡会、JAWW（日本女性監視機構）の要望と推薦による＞

２．政府、国連機関によるサイド・イベント

⑴　「アフリカにおける家庭介護のための人的資源の活用―コミュニティー開発のた
めのアフリカの女性の役割に焦点を当てる」（3月5日18時15分〜20時）
共催　日本政府代表部、ファイロウ（懐柔）委員会、国連開発計画（UNDP）

　西村政務官が冒頭に2010年とジェンダー、人間の安全保障、アフリカにおける家庭介護者
の役割について演説された後、アフリカを中心とする5名のパネリストが介護について議論
しました。アフリカ、日本から政府高官やNGOが多数参加しました。

西村智奈美外務大臣政務官演説（日・英）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/enzetsu/22/encn_0305-2.html

2　「日本における女児・男児への教育」（3月1日15時〜16時30分）
主催　国際婦人年連絡会、国連NGO国内婦人委員会、日本女性監視機構
後援　国連日本政府代表部

　ジェンダー平等教育、高校の理系女子生徒、中学生や若者へ
の人権教育、女子教育への国際協力機構の援助などについて5
名から発表がありました。

3　「北京行動綱領と地方自治体の役割」（3月4日13時15分〜14時45分）
主催　韓国、慶州南道政府

　韓国に16ある道（日本の県にあたる）のうちのひとつ、慶州南道から8名の女性が参加し
て開催されました。昨年7月に国連本部で日本の女性差別撤廃条約実施状況第6回報告会が行
われた際に、委員会のメンバーの1人であったシモノヴィッチさんを含む4名のパネリストが、
男女共同参画に関する国際的な取り組みと地方自治体の取り組みの融合について議論をしま
した。
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３．NGO CSWによるパラレル・イベント

⑴　「女性のためのグローバルNGOフォーラム―北京＋１５」（2月27・28日）
　通常、国連女性の地位委員会の1日前に開催されるのですが、今回は「北京＋１５」を記
念して、2月27・28日の2日間にわたって行われました。全世界から女性・女児に関連する活
動を行っているNGO関係者など700名以上が集合し、4つのパネル・ディスカッション、地
域別のミーティング、参加者からの提案などが行われ、最後に隣の人と手をつないで“We 
Shall Overcome.”を歌って閉幕しました。
　このNGOフォーラムと国連女性の地位委員会との間に、直接の関連はないのですが、毎
年国連女性の地位委員会を機会に、NGOが世界から集まり、情報交換や交流をする貴重な
場となっています。政府が責任を持って男女共同参画社会実現のための政策を実施していく
ように、NGOが連携し、参加していく重要性が確認されました。

2　NGOによるセミナー
　3月1日から12日まで国連ビル近辺の数カ所で世界各国のNGOによって200以上のイベント
が開催されました。今回のテーマとして1番多かったのは暴力で、続いて教育、リプロダクティ
ブ・ヘルスを含む保健・健康、人権、平和構築など、これまでも取り上げられてきた主要な
分野でした。「北京＋１５」を記念して、北京会議、エンパワーメントをタイトルに掲げた
イベントも多いほか、気候変動が注目されていました。

ａ　「女性のエンパワーメント―日本と韓国における成功事例と課題」
（3月1日14時〜15時30分）（参加者　約90名）

主催　（財）アジア女性交流・研究フォーラム、韓国忠清南道女性政策開発研究院

　KFAWは2009年11月に、忠清南道女性政策開発院（CWPDI）と学術協定を締結し、共同
事業のひとつとしてセミナーを開催しました。第1部では、KFAWとCWPDIがこれまでに
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行ってきた活動から成功事例を共有し、第2部では、日本と韓国の共通課題である少子高齢
化について、現状、その原因、政策分析について報告し、参加者と意見交換を行いました。
報告内容については参考資料をご覧ください。

ｂ　「危機対応についてのアジア太平洋地域の女性の視点」（3月5日16時〜17時30分）
主催　アジア太平洋女性監視機構（APWW）

　インド、中国、タイ、ニュージーランド、日本からのパネリ
ストが、自然災害、経済危機などによる女性への影響や、女性
の対応、また危機を乗り越えて女性がエンパワーされた過程な
どについて報告がありました。

ｃ　「だって、わたし女の子だから―世界経済における少女たち」
（3月3日16時〜17時30分）

主催　プラン・インターナショナル

　NGO、プラン・インターナショナルが実施している「だって、わたし女の子だから」（Because 
I am a Girl）というプロジェクトによる奨学金で高校へ通っているフィリピン人の少女、メ
キシコの州会議員を含む5名のパネリストから発表がありまし
た。フィリピンのドナディさんは、「もっと奨学金が女の子に
も男の子にもあればいいと思います」と、とてもりっぱなスピー
チをしました。しかし、緊張から解放されたせいか席に戻って
から涙を流す場面がありました。
　冒頭にあいさつをしたフィンランドの男女共同参画省大臣
は、最後まで熱心にパネリストの話を聞かれていました。

ｄ　コーディネーション会議「GEAR（Gender Equality Architecture Reform）キャ
ンペーン」（3月2日16時〜17時）

　国連改革の一環として、ジェンダーに関連する新機関を設立し、ジェンダー平等のための
構造強化を図ろうとするキャンペーンで、5年前から始まりました。世界で約300のNGOが
参加しています。2009年9月に、国連女性開発基金（UNIFEM: UN Development Fund for 
Women）、国連経済社会局女性の地位向上部（DAW: Division for the Advancement of 
Women）、国連ジェンダー問題特別顧問事務所（OSAGI: Office of the Special Advisor on 
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Gender Issues）、国連婦人の向上のための国際訓練研修所（INSTRAW: United Nations 
International Research and Training Institute for the Advancement of Women）の4つを統合す
るという決議案が採択されました。
　現在国連は5億ドルの予算で新機関を開始しようと考えていますが、世界の女性たちは少
なくとも10億ドルの予算、職員の雇用に関する透明性、迅速な新機関の設立を要求していま
す。3月3日に行われた「国際婦人デー記念行事」では、プラカー
ドを持って本会議場の傍聴席から、潘基文（パン・ギムン）国
連事務総長にアピールをし、手を振って応えられる一幕があり
ました。また、「女性のためのグローバルNGOフォーラム」では、
新機関に私たち1人ひとりが1ドルずつ寄付して、女性のための
プロジェクトを援助しようと、アジア・太平洋地域から提案が
あり、大きな拍手が起こりました。

ｅ　アジア太平洋地域会議
　アジア太平洋女性監視機構（APWW）が中心となり、同地域の参加者の交流を図るとと
もに、アジア太平洋地域の女性の声を国連女性の地位委員会に反映してもらうよう働きかけ
ます。2週間の会期中に3回会議が行われました。今回は、3月5日にインドのパムさんが代表
して、本会議場でステートメントを読み上げました。

APWWのステートメント（英）
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/639/27/PDF/N0963927 .

pdf?OpenElement

ｆ　NGOブリーフィング
　ほぼ毎朝8時45分から9時半までNGOが集まり、国連女性の地位委員会とNGOのイベント
に関して情報が提供されたり、参加者からの質問に答えるなどのミーティングがあります。
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おわりに

　第54回国連女性の地位委員会は、例年と異なる点が2つありました。ひとつは、「北京＋
１５記念会合」として「第4回世界女性会議15周年宣言」が会期2日目に採択され、最終日に
は7つの決議案が発表されただけで、合意結論はありませんでした。ふたつめは、国連ビル
の改修工事が始まり、使用できるスペースが限られたため、政府関連のサイド・イベントに
参加するには特別のチケットが必要だったことです。イベントが行われる建物のセキュリ
ティの問題のため、入場と人数が制限されたからです。初日はチケットの入手方法が分から
ず、参加できなかった人から多くの不満が出ました。また、以前は国連本部内で行われてい
たNGOブリーフィングが、徒歩で15分ほど離れた場所で行われることになり、これについ
ても不便なことから不満の声が上がりました。
　さらに、今回は記念会合であったためNGOの参加者が例年より多く、国連ビル内に入る
ための写真付きのIDカードを取得するのに、例年以上に時間がかかりました。私たちは「女
性のためのグローバルNGOフォーラム―北京＋１５」開催日の1日前に取得したため、1時
間半ほど並ぶだけで済みましたが、女性の地位委員会の初日は朝8時には国連ビルの外に長
い列ができていました。聞くところによると、最長で5時間から6時間並んだ人がいたとのこ
とです。何日もかけてニューヨークへ到着したにもかかわらず、まったくイベントに参加で
きない人もいて、NGOブリーフィングで大きな不満がぶつけられました。その結果、この
状況を改善してもらうために、国連事務総長宛てに公開書簡が出されました。
　北京宣言、北京行動綱領の採択から15年が経過し、まだその目標が達成されていないのは
残念であるという声もありましたが、教育、保健、政治への参画などで進展があったことも
確認されました。しかし、ミレニアム開発目標5番目の妊産婦の死亡率に大きな改善がみら
れないこと、女性への暴力、特に紛争下、紛争後の暴力、意思決定の場への参画がまだ少な
いことなど、課題も多く指摘されました。
　今回の会議では、2015年までの達成を世界が目指しているミレニアム開発目標に向けて北
京宣言および行動綱領、女性差別撤廃条約の視点から点検を行い、この先5年間の優先事項、
行動を検討する場となりました。宣言文では、北京宣言、北京行動綱領、第23回特別総会成
果文書、北京会議10周年に関する女性の地位委員会の宣言を再確認し、ジェンダー平等と女
性のエンパワーメント達成が約束されました。
　その中で、アジア女性交流・研究フォーラムとして、今後活動を強化していく点が2つあ
ると思われました。第1に、女性が意思決定の場へ参加できるように、制度も私たちの意識
も変えていく必要があることです。今回ニューヨークでは、女性議員数が全体の57%を占め
るルワンダの例が、たびたび取り上げられました。意思決定の場に女性の数が増えることで、
出される結論は変わってくるでしょうし、女性にやさしい社会になることが期待されます。
女性が参画できるようなシステムを作り、女性が参画しようという気持ちをもてるように努
力していかなくてなりません。
　第2に、北京行動綱領や女性差別撤廃条約は、国際的な合意であり、日本政府も取り組ん
でいるのですが、地方自治体も無縁ではないことを発信し、実施していく必要性です。国連
で行われていることは、何か遠い世界のことのように感じるかもしれません。しかし、これ



77

第54回国際連合女性の地位委員会参加報告

らの行動綱領や条約はすべての女性にかかわることで、地方レベルでの実施もうたわれてい
ます。男女共同参画社会の実現に向けて、「第4回世界女性会議15周年宣言」にあるように、
女性も男性も被っている不平等を是正し、ジェンダー平等達成のために女性のエンパワーメ
ントを図る。そのためには、さらに情報を発信し、行動を起こしていけるように、高い意識
をもち能力強化をしていくことが重要だと思われました。

（太田まさこ　記）
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参考資料

セミナー「女性のエンパワーメント―日本と韓国における成功事例と課題」
＜主催　（財）アジア女性交流・研究フォーラム、韓国忠清南道女性政策開発研究院＞
に関連する配布資料

セミナー案内のためのチラシ

NGO CSWによる冊子（上）と掲載されたセミナーの案内（下）
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（財）アジア女性交流・研究フォーラムの紹介パンフレット

忠清南道女性政策開発研究院の紹介パンフレット
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