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東レ経営研究所MOT研修シリーズ（第27回）
全期合同同窓会「T-MOT マスターフォーラム（宮木塾）」例会

「紛争解決・平和構築への信念　－現場での取り組みと日本の針路－」
認定NPO法人日本紛争予防センター（JCCP）理事長、	JCCPM株式会社　取締役

瀬谷	ルミ子	氏　講演抄録
企画・編集：（株）東レ経営研究所 MOT チーフディレクター　宮木 宏尚
記録・写真：山崎 阿弥（フリーランス・ライター・（株）東レ経営研究所特別研究員）

宮木 宏尚（みやき ひろひさ）
（株）東レ経営研究所 シニアリサーチフェロー MOT チーフディレクター 
東京農工大学大学院 技術経営研究科 ゲスト講師
1968年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。同年東レ（株）入社。合繊原料工場において設備の計画・管
理を担当、特に省エネルギープロジェクトを数多く手がける。81年より全社のエネルギー政策、R＆D戦略、新事
業開発、経営企画、情報化・EC推進など企画業務を担当。2002年 12月退社し、ミヤキ（株）（家業）を継承。03
年より東レ経営研究所特別研究員。MOT人材育成プログラム開発担当の後、「戦略的技術マネジメント研修」「MOT
名古屋経営塾」を立ち上げ、企画・運営を担当。06年～12年東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師、12
年～同ゲスト講師。現在、ミヤキ（株）代表取締役社長、公益社団法人化学工学会経営システム研究委員会委員長、
同中国委員会副委員長、日本技術者教育認定機構（JABEE）審査員、国立音楽大学評議員、工学院大学孔子学院中国・
アジア研究センター客員研究員　など。

認定 NPO 法人日本紛争予防センター（JCCP）理事長、JCCPM 株式会社　取締役
瀬谷 ルミ子（せや るみこ）
中央大学卒、英プラッドフォード大学紛争解決学修士課程修了。ルワンダ、アフガニスタン、シエラレオネ、ソマリア、
南スーダンなどで国連PKO、外務省、NGOの職員として勤務、事業を統括。専門は紛争後の平和構築、治安改善、
兵士の武装解除・動員解除・社会再統合（DDR）。日本の防衛省へのPKO・国際平和協力研修やアフリカ諸国の政府・
警察・現地NGOの訓練、PKOの軍人・警察・文民の訓練カリキュラム立案や講師も務める。2013年にアフリカへ
の民間企業の進出を支援する JCCPM株式会社を設立。著書に『職業は武装解除』（朝日新聞出版）など。09年
NHK「プロフェッショナル　仕事の流儀」出演。11年Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人25人」に選出、「日
経ウーマン・オブ・ザ・イヤー2012準大賞」受賞。12年 AERA「日本を立て直す100人」、日経ビジネス「未来を
創る100人」、13年 AERA「2020年の主役‐50人」に選出。同年エイボン女性年度賞大賞受賞。15年イギリス外
務省主催 International	Leader	s	Progrumme選出。21世紀構想懇談会（戦後70年談話の有識者会議）委員を務める。
（2015年）

Point
❶	 		多発する紛争やテロには、一時的な対応や支援では解決できない。再発を防ぐための紛争予防、平

和構築への長期的視野での取り組みと自立支援が重要である。日本だからこそできる中立的な支援
を草の根的に展開し、世界平和を築くことのできる現地の専門家を育成することが求められる。

❷	 		紛争地の支援は自立支援が鉄則である。安全の確保、経済的自立、被害者の心のケアなどを通じ、
紛争当事者が共存できる仕組みづくりや現地の人材の育成が重要である。

❸	 		人生を左右するのは次の 2 点　①人生の節目節目で自分の手の中にある選択肢をしっかり認識し、
タイミングを逃がさずに決定すること　②ニーズがあるが誰も手を付けていないこと、他の人が躊
躇していることにいち早く取り組み、行動を起こすこと。

❹	 		グローバル人材とは、ボーダーレスに活動できる人。単に国境だけでなく、所属や肩書に関係なく、
どんな現場でも懸命に働き、成果を挙げられる人材。こんな人材が求められる。

人材／人材育成の視点
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今回は、MOT 研修全期合同同窓会「T-MOT マス
ターフォーラム（宮木塾）」の第 3 期総会の記念講
演会として開催された認定 NPO 法人日本紛争予防
センター（JCCP）理事長、JCCPM 株式会社取締役 
瀬谷ルミ子氏の講演を紹介します。

T-MOT マスターフォーラムでは、MOT（技術経
営）研修では十分に学べなかった政治、経済、国際
関係、歴史、文化など、次世代の企業リーダーに求
められる幅広い教養を養うためのプログラムを企画
しています。

今回は、「紛争解決・平和構築への信念」と題して、
アフリカを中心とした紛争地で精力的に活動されて
いる瀬谷ルミ子氏から、紛争予防活動の状況とそれ
に精力的に取り組まれている同氏の生き方などにつ
いて講演していただきました。（2015 年 10 月 24 日、
東レ（株）本社）

当日参加した 50 名あまりの MOT 研修修了生は、
単身紛争地に乗り込んで活動されている、同氏の高
い志と、一つの切っ掛けから決めた目標に向かっ
て、真一文字に今の活動を実現してこられた生き方
に、大きな感動を覚え、また元気を与えられたもの
と思います。（宮木）

日本の「平和」と世界の「紛争」
私は現在、日本紛争予防センター（JCCP）と

JCCPM 株式会社という二つの組織に所属してい
ます。前者は紛争地の復興支援をする NGO 組織
でケニア・南スーダン・ソマリアに加え、2015 年
9 月からはシリア支援の事務所を新しくトルコに
設けました。後者はアフリカに進出する日本企業
へのコンサルティングを行う会社として 3 年前に
立ち上げました。

復興支援はある段階に至ると急に援助を引き上
げられ、その結果再び内戦状態や貧困に陥ること
が大きな問題になっています。NGO の活動では、
私たちはあくまで紛争予防と平和構築に特化し、
復興支援のプロとして長期的な視野で現地の自立
を支援しています。経済発展は最終的には民間企
業が担うよう、役割分担することが効率的なので、

JCCPM 株式会社でその仕組みづくりに取り組ん
でいます。

今日は現場での活動内容だけでなく、紛争地か
ら遠く離れた日本がどんな目で見られているのか
ということもお話しいたします。

私は 20 年近く世界の紛争に関わる仕事をして
います。紛争と言うと遠い出来事に思われるかも
しれませんが、身の回りにも広い意味での紛争は
存在しています。人が 2 人いてそこに意見の相違
や価値観の対立があればそれは紛争です。では私
たちの身の回りにある紛争と、世界で起きている
武力紛争とはどこが違うのでしょうか。

何らかのもめごとや意見の相違が起きた時、私
たちは基本的に話し合いの場を持ち、万が一相手
が暴力や武力に訴えた場合には取り締まるための
法律に基づいて逮捕などの措置により対処するこ
とが当たり前の社会に生きています。しかし 10
年、20 年と長期間内戦状態が継続する世界の紛争
地においては、武力や暴力による対処が長らく続
いており、それを普通のこととして成長した若者
にとっては、結局力ずくでねじ伏せる方が損をし
ない、勝ち組だとする考え方が根付いてしまい 
ます。

そのような紛争地で私たちの組織がまず行うこ
との一つは、治安の改善です。例えば警察の訓

人材／人材育成の視点



2016.5　経営センサー
5151

練。警察がきちんと機能していれば、人々の意見
が食い違った時暴力や武力を使わずに解決するこ
とも可能になります。また法律の整備や、それに
代わる解決方法の仕組みづくりにも取り組んでい
ます。このような活動をしているのは日本では私
たちだけですし世界的に見ても非常に珍しい活動
です。

2015 年は年明けに非常に残念な事件が起こり、
イスラム国や中東の情勢に高い関心を寄せている
方も多いかと思います。さらに終戦から 70 年の
節目を迎え 8 月 14 日に安倍総理から談話が発表
され、安保法案に対しても大きな議論が行われま
した。

現在世界には 196 の国家が存在しますが、その
中の一つである日本はこの 70 年間直接戦争に巻き
込まれることなく平和な状態を維持してきまし
た。一方日本が平和だった戦後 70 年間、約 500
件もの紛争が世界で起きています。その中には同
じ地域で紛争が繰り返されている例も少なくあり
ません。ニュースでは対立するトップ同士の和平
合意が報じられていても、現地では深刻な貧困、
家族を失った人や加害者になってしまった人たち
の心の痛みなどあらゆる問題が山積されたまま、
不満を抱えた人たちが目の前の現実を打開しよう
として再び戦争を起こしてしまうからです。表面
的な対処では何も解決しません。現地の声を拾い
上げ、私たちだけで解決できないことは一緒に解
決できる人たち ― 国連や国際社会全体、もしくは
他国の政府 ― と密接に連携して活動しています。

加えてここ 15 年ほどで紛争の形が急激に変
わってきています。テロの拡散です。テロは一個
人が国家や大きな集団・組織に対して脅威を与え
ることのできる戦術です。たった 1 人のテロリス
トが国境を越えて移動し攻撃を加えることによっ
てその地域の治安全体を揺るがすことができま
す。そういった個人のネットワークはアメーバ状
に世界へ波及していて、彼らの行動を監視・管理
することは極めて困難になってきています。これ
もグローバル化の一つの側面と言えるでしょう。

私たちが仕事や観光で訪れる場所にテロリスト
を近づけないような対処は、過去徹底して各国が
取り組んできました。しかしそもそもテロリスト
がなぜ生まれるのか、根本的な問題と対峙しなけ
ればテロを根絶することはできません。彼らは人
種や民族間の格差、社会の不公平に苦しむ地域に
おいて、それらの問題を温床として生まれ続けま
す。現在であればイスラム国が占拠している地域
において、社会不安に賛同するような若者が集結
し、そこから世界へ散らばっていくという現象が
起きているのです。テロリストたちは、その行為
以外に自分たちの考えを主張する方法がありませ
ん。今日、世界における脅威と私たちの距離は日
に日に近づいてきています。このリスクを踏まえ
て個人の生活はもとより国際社会の一員としてど
のように行動するのか、私たち日本人に突きつけ
られているのです。

日本への期待
「日本はどうやって戦後から復興したのか？　そ
のノウハウを教えてほしい」。アフリカや中東で活
動していると、現地の方たちからこんなことをよ
く尋ねられます。彼らは学校の教科書で第 2 次世
界大戦のことを学びますが、日本は戦争に敗れ、
さらに広島と長崎に原爆まで落とされてボロボロ
になったと書いてあるそうです。しかしこの地域
を走る自動車の 7 ～ 8 割はトヨタや日産の日本車
ですし、日本の電化製品は一流品・高級品として
認識されています。日本の戦後の著しい復興の様

紛争解決・平和構築への信念
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子は一つのモデルケースとして希望を与えていま
す。また、宗教的にも中立的な存在なので、先進
国の中でもお手本にしやすいと思われています。
しかしアジア地域に比してアフリカや中東地域に
はそれを伝えられる企業や団体が非常に少ないの
です。日本独自のポテンシャルを示す機会を生か
せていない結果として、日本は金銭的援助はでき
ても政治的なプレゼンスは低く、外交政策も不明
瞭だという印象を持たれてしまっています。紛争
地で活動すればするほど、国際的な活動に関心を
持つ若者や中堅層に日本の価値を伝えきれていな
いことを大変残念に思うようになりました。

かくいう私も国連や外務省で働きながら、同僚
に日本はお金をたくさん出すくせに顔が見えない、
日本の外交方針は筋が通ってないと愚痴をもらし
ていました。しかしある時、自分の専門分野であ
る紛争地の復興支援においてこそ、現地の人材育
成を通じ日本の価値を伝えることができるのに、
あたかも守備範囲外のことだと勘違いして批評家
になったような気分でいたことに気づきました。

しばらくは目の前の仕事に没頭して本当の課題
から目をそらそうとしましたが「日本のポテンシャ
ルを活かす」― その思いを胸に 30 歳を手前に国
連を辞職し日本へ戻り、現在所属する日本紛争予
防センターで働くことにしました。そして日本だ
からこそできる中立的な支援を草の根レベルで実
施し、世界で平和を築くことのできる専門家を育
成する仕組みをつくることを志しました。その後
8 年間同センターで働いています。

1枚の報道写真との出会い
人のやらないことをやる

私が「国際的な家庭環境で生まれ育った」と想
像される方も多いかもしれません。実際は真逆で
す。私は群馬県の田舎で生まれ育ちました。幼い
頃は「近くで熊が出たので猟師さんに撃たれない
ように気をつけて帰りましょう」という校内放送
が流れるほどです。両親と姉と弟の 5 人家族で、
私以外はパスポートすら持っていません。両親は
地元の高校を卒業し地元の会社に勤めており、国
際的な仕事をしているのは家族でも私 1 人です。

そもそも紛争地で働くことに関心を持ったのは
高校 3 年生の時、1 枚の報道写真を新聞で見たこ
とがきっかけでした。21 年前アフリカのルワンダ
では近代史上最悪と言われる虐殺が行われ、100
日間で 100 万人もの人が亡くなりました。私が見
たのは虐殺を逃れて難民キャンプに避難してきた
親子の写真です。伝染病で亡くなりかかっている
母親に小さな子供が泣きながら寄り添っています。

でも私は、決してマザーテレサやナイチンゲー
ルのように慈悲深い心でこの人たちを救いたいと
思ったわけではありません。そもそも私は小さい
頃から自分の中に大きなコンプレックスがありま
した。優秀な姉・弟と自分を比べて「何の取りえ
もない」と感じ、習い事や塾通いで活躍する同級
生を横目で見て子供心に劣等感を抱いていました。

しかし、その危機感が「他の人がやってない何
かを見つけないとこの世の中を生き延びられない」
という意識を芽生えさせました。そこで当時唯一
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好きだった英語の勉強を必死に頑張りました。中
学校に入学した姉が持って帰る英語の教科書は、
小学校 4 年生の私にとっては未知の世界、「きっと
クラスの誰も知らない！」と心ときめかせました。
その後中学・高校と英語の成績だけはダントツに
良かったのですが、高校生にもなると世の中には
留学経験者や帰国子女というカテゴリの人々が存
在し、自分とは能力も経験も格段に違うという現
実に愕然としました。当時は英語を活かせる仕事
として通訳や翻訳ぐらいしか浮かばなかったので
すが、それらは絶対帰国子女にはかないません。
英語＋ α の必要性を意識し始めました。人がやっ
てないことを見つけないと自分は淘汰されてしま
うと考え続けるうちに高校 3 年生を迎え、進路指
導で志望大学も学部も決まっていないのは私 1 人
だけでした。当時の情報源は新聞・テレビ・図書
館の本くらいです。でもそうして情報収集するう
ちに出会ったのがルワンダの写真でした。

当然紛争地で働くため英語は必要ですが、紛争
について学べる大学の学部、学科、教授は当時日
本には見つかりませんでした。普通はここで諦め
るところですが、これこそチャンスだと思いまし
た。つまり、これだけ連日報道され自衛隊まで派
遣されている大きな問題なのに、それを学べる場
が無い、教えられる人がいないのは専門家がいな
いのではないか、私が最初の専門家になれるなら、
そんなに優秀でなくともそれなりのところまでい
けるのではないかと考えました。私はその頃から、
ニーズがあるのに手がける人材がいない分野に取

り組むことを心がけておりました。
大学はとりあえず広く国際的なことが学べそう

なところに入り、その後英国の大学院で専門的に
紛争解決学を学びに行きましたが、常に誰かに追
いつかれるのではないかという危機感から、誰よ
りも早く行動しようと 20 歳の時に一人でルワン
ダに行ってしまいました。その後も、常に他より
も早く行動することを節目節目に心がけてきまし
た。それはやはりコンプレックスの裏返しといえ
ます。優秀な人がたくさんいる分野に私はあえて
入らないようにしています。100 人の専門家がい
る分野で 101 人目になったとしてもそこに大きな
変化を生むことはできないだろうと考えるから 
です。

ルワンダの写真を見て、もう一つ初めて抱いた
気持ちがあります。それは「親近感」です。1994
年当時、日本の社会は消費税の 5% 引き上げにつ
いて議論が行われ、バブル崩壊後の不景気の中に
ありました。実家は裕福ではなく借金もあったの
で消費税アップは深刻な問題でした。そのように
庶民が日々の生活で悩む一方、政治家の不祥事や
汚職事件が多発していて、彼らは結局自分の懐を
豊かにすることしか考えていないのではないかと
いうダークな気持ちでいました。自分の進路がな
かなか決められないイライラ、社会に対する失望、
しかし社会の大きな流れにはあらがえないことを
鬱々と考えていた高校 3 年生の目には、ルワンダ
の人々が置かれた理不尽な状況は私に親近感を抱
かせました。彼らも望まない戦争に巻き込まれて

紛争解決・平和構築への信念
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大変な被害にあっていたのです。
でも、人生を変える選択肢とその幅の広がり

が、決定的に異なります。同時代を生きる人間同
士でありながら、大きな差があることに 1 枚の写
真が気づかせてくれました。彼らと私を隔てるの
はたった 1 台のカメラです。世界はどうしてその
ような状態なのか、日本人としての自分は世界の
中でどういう立ち位置にいるのだろうか、と考え
を徐々に深めていきました。それまでは紛争地の
写真を見てもパラレルワールドで起こっている映
画の 1 シーンのように感じていました。共通点な
ど見いだせるはずもなく、次の瞬間には忘れてい
たのに、初めてこの写真を通じて世界と自分がつ
ながり、自分の頭の中に浮かんださまざまな疑問
への好奇心が現在の仕事を志すきっかけをもたら
しました。

それ以来紛争地で働くことを考えてきました
が、学ぶ場はもとより書籍すらないため、とにか
く現地へ行こうと 20 歳の時にルワンダを訪れま
した。しかしそこでも挫折感を味わうことになり
ました。ルワンダのことを調べ、学び、英語力を
上げるために短期留学を行ったりしながら努力を
積み、後は現場に行きさえすれば何か役に立てる
だろうと思い込んでいました。でも、そんな淡い
期待は大きな間違いだったのです。まず、いくら
勉強したとしても現地のことを現地の人以上に知
ることなどできません。それにまだ 20 歳そこそ
この、1 カ月ほど現地を訪れているだけの何のス
キルもない人間に悩みを相談する人がいるでしょ
うか。時折、普段打ち明けられないことを外部の
人間だからこそ話せるといったケースもないわけ
ではないのですが、「自分以外の家族全員が殺され
たトラウマ（心的外傷）で、悪夢で夜眠れない」「紛
争の記憶が恐怖となり外出ができない」といった
深刻な相談に、ただの学生でしかない私が答えら
れることはありませんでした。人の役に立ちたい
と思うならば、そのためのスキルや経験が必要な
のだと、当たり前のことに気づきました。帰国後
は日本にある NGO でインターンになり、国内で

身につけられるスキルを全部経験することを始め
ました。そして既に多くの専門家が取り組んでい
る分野ではなく、誰も専門的に取り組んでいない
のに紛争地で山積している問題が何かを突き詰め
た結果、最初の専門として武装解除を選ぶに至っ
たのです。

「武装解除」という仕事
ちなみに、日本紛争予防センターに来る前まで

の私の専門が武装解除であり、今のセンターでは
武装解除は行っていません。紛争終結後、兵士
だった人たちから武器を回収し兵士以外の職業で
生計を立てられる職業訓練を行い一般市民に戻す
プログラムを実施しています。兵士は終戦と同時
に職を失います。不安にかられた彼らが手元の武
器や兵士としてのスキルによって近隣の村を襲い
金品を奪うようなことの無いよう新しい職につく
ための訓練は不可欠です。また子供兵として戦わ
されていた子供たちには心のケアも必要です。

しかし徐々に疑問を感じるようになりました。
元兵士の更生は治安維持には欠かせないけれど、
被害者から見れば自分の家族を襲った人間たちが
恩恵を受けて村に戻ってくるということなので
す。しかも元兵士たちは武装解除を承諾する条件
として戦時の罪は一切問わないことが約束されま
すが、平和のためにやむを得ず許されたことを
ちゃんと認識していない元兵士たちが大勢いまし
た。この支援は当時から画期的な取り組みとして
評価され、世界から 100 億円ものお金が集まりま
した。ある村を通りかかった時、私を支援の担当
者だと分かった元兵士たちが「職業訓練が面倒で
辞めてしまった。また始めたいから支援してくれ」
と言ってきました。自分たちが支援されて当然の
人間なのだという勘違いに危機感を持ちました。
このような状態が続けば、それを目にした子供た
ちが「結局悪いことをした方が勝ち組なんだ」と
いう間違った道徳観や価値観を持ってしまいま
す。職業訓練だけでなく意識改善の必要性とそれ
を可能にする仕組みづくりの必要性を強く感じま
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した。20 代のうちは国連職員や外交官として武装
解除を専門にしましたが、30 歳になる頃に武装解
除では解決できない平和構築の方法を実践するた
め、今の日本紛争予防センターで働くことにしま
した。

自立支援の鉄則
日本紛争予防センターはかつてアジアにしか事

務所がありませんでしたが、専門家がいない分野
や地域における第一人者となることで小さな組織
でも大きな変化を生むことを目指し、現在はアフ
リカと中東の 4 カ国で活動しています。

私たちが行う支援は三つの分野に分かれていま
す。まずは現地の安全を確保すること。次に自立
支援をすること。この自立には、経済的な自立と
被害者の心のケアを通じた精神的な自立も含みま
す。そして、そもそもの原因となった民族間の対
立や対立する集団が同じ社会で共存するための仕
組み作りを行うことです。また活動の鉄則は、現
地の人ができることを彼ら自身にやってもらうと
いうことです。現地の人たちが自分たちで問題解
決をし続けられるようになるのを最終目標にし、
私たちはあくまで外部の人間であり、いつかはい
なくなることを肝に銘じています。実際、支援の
初日からそれを現地の皆さんに伝え、節目ごとに
徹底していきます。

この方針を貫くことに対し、あからさまに反発
されることもあります。日本のような金持ちの国
からやってきて、さらに自分たちを働かせて復興
させるのか、とののしられて険悪なムードになっ
たこともありました。でも、彼らに求められるま
まに問題解決の方法やプロセス全てを与えていて
は本当の助けにはなりません。待ってさえいれば
誰かが助けてくれる、というサイクルに陥らせる
ことなく、自立の芽を摘まないことが肝要です。
学校教育を受けていない人も多いので、時には木
の枝と実を使って算数の授業のように問題解決の
プロセスについて相談に乗ることもあります。

もちろん支援には必要に応じた順序がありま

す。例えば 2 年前に戦闘が起きて避難民が大量に
発生してしまった南スーダン。着の身着のままで
逃げてきた人たちに「平和について語り合おう」
などと働きかけてもそれどころではありません。
衣食住を用意するのが第一、まずは人間らしい最
低限の生活環境を提供し、徐々に生計を立てるた
めの職業訓練を行います。また避難民の子供たち
が安心して遊べる場所をキャンプの隣につくり青
空教室を行ったりもします。そういう場がないと
子供たちがキャンプの外へ出て地元のギャングに
取り込まれ子供兵になるきっかけを作ってしまい 
ます。

ケニアで行っている活動についてもご紹介しま
す。現在のケニアは 50 以上の民族が住む多民族
国家です。前々回の大統領選挙では異なる民族か
ら立候補があり民族間の衝突が起きました。3 週
間で数千人が亡くなり、30 万人以上が家を焼かれ
たり激化する対立を逃れて避難民となりました。
特に激しい暴動はスラム化した貧しい地域で若者
たちを加害者として起きました。10 ～ 20 代の働
き盛りの若者たちが仕事も食べる物もなく日々を
過ごしていると、その地域出身の立候補者が現れ

「君たちが貧しいのは他の民族のせいだ。僕に投票
して一緒にその民族を倒そう」などとセンセーショ
ナルな演説をします。教育を受けていない若者た
ちは読み書きができず、新聞やネットで情報を確
かめることができずそのままうのみにしてしまう
のです。このような構図が貧しい地域を中心に多

ケニア　スラムの子供達と（瀬谷	ルミ子	氏	提供）
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数起こりました。選挙の結果一方は大統領、もう
一方は首相になり貧しい人たちをあおるだけあ
おって結局トップ同士は都合の良い地位に収まっ
ていました。

私たちはこの紛争によって心に痛みを持った人
たちのケアに取り組みました。途上国や紛争地域
では心の問題についての知識が非常に乏しいこと
が課題となっており、まずは目に見えにくい問題
に対処することが先決だと考えました。例えばう
つ病という言葉もその症状も知らないような状況
なので、自分の家族がおびえて外も歩けないとか
夜も眠れないとかといったことがなかなか理解さ
れず、社会から孤立してしまう人が少なくありま
せん。私たちが活動しているのはスーダンで第二
の規模といわれる巨大スラムで 40 万もの人が生
活しています。ここで活動している団体はほとん
どいません。東日本大震災の被災地において、最
も被害が大きい地域やアクセスの良い地域には支
援物資が潤沢に届いているのに、少し離れた場所
では食べる物にも困っていたのと同様な状況です。

ここでもう一つ心がけたのは、現地の人たちを
カウンセラーとして育成することです。このスラ
ムで生まれ育った若者男性 15 人と女性 15 人の計
30 人を一から育てました。日本からプロのカウン
セラーを連れてくるのではなく、どれだけ時間が
かかっても現地の人を育てることに徹底しまし
た。彼らは全くの素人なので最初のうちは少しで
も自分と意見が違うとけんかしたりしていました
が、コミュニケーションを円滑にするボディーラ
ンゲージを取り入れたり、徐々に進めていきまし
た。2 年目からは言葉がうまくしゃべれない子供
たちにおもちゃを使ってカウンセリングすること
ができるようになり、さらに 3 年目には薬物中毒
やアルコール中毒の人たちのカウンセリングがで
きるまで成長してくれました。心のケアだけでな
く、個人間のいさかいの解決にも力を発揮してお
り、「どこで誰と誰が言い争っている」といった情
報がいち早く彼らの耳に届くようなネットワーク
づくりを含めて、暴動に発展する前にその端緒を

解決する仕組みづくりができています。
現地の若者たちを中心に据えたことのもう一つ

の長所は、後に続く若者や子供たちのロールモデ
ルになったことです。これは日本人や外国人には
できないことです。力を持つ悪い大人に憧れるの
ではなく、地元の身近なお兄さんお姉さんが専門
家として尊敬を集めリーダー的存在になる過程を
子供たちが目指してくれています。

彼らの成長に加えて、警察と地域住民との関係
構築と信頼回復にも取り組みました。カウンセ
ラーの若者たちがやってくれていることは本来警
察の仕事ですが、紛争地では公務員といえども給
料の未払いや待遇の悪さによって困窮し地域住民
からお金を巻き上げるなど、警察は好かれていま
せん。そのため何か起きたときも警察に通報せず、
一方警察も住民を守るという意識が欠けていまし
た。私たちは警官に訓練を実施し住民から「警察
の中にも信頼できる人間がいる」と認めてもらえ
るような人材を育成しています。今では電話番号
を教え合い警察に通報したり、交流を持ったりす
る仕組みができつつあります。

さて、このように支援を行っていく中で最も困
難なことの一つは、和解に対して強い嫌悪感や猜
疑心を持つ人たちをその場に巻き込んでいくこと
です。私たちは、そういった場を設ける際、あか
らさまに “和解” という言葉を使って人を集めた
りはしません。別の目的で集まった人たちが、い
つの間にか交流し和解への道を歩み始める機会を
つくろうと努めています。例えばある地域ではゴ

著書サイン会
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ミ溜めやうっそうとした植え込みなどが盗難やレ
イプなど犯罪の温床になっており、そういった場
所をきれいにして犯罪率を低下させるプロジェク
トを行いましたが、この目的をそのまま発信して
も不良っぽい子供や加害者の予備軍のような人た
ちを巻き込むことはできません。そこで、集まっ
たゴミの中からリサイクルできるペットボトルや
ビンを現金化し地元のコミュニティー団体の活動
資金にしてよいことにしました。すると貧しくて
生活に困った若者たちが参加してくれます。いく
つかの民族を交ぜてグループ編成し担当地域を掃
除させると、お互いの地域の情報を交換しないと
効果的にゴミが集められないことが分かってきま
す。自発的におのおのが地図を作り、作戦を立て
て取り組むようになりました。そうするうちにプ
ロジェクト以外でもお互いの地域を視察し合った
り、一緒に食事をしたりするなど、さまざまな交
流が生まれるきっかけとなりました。○○という
民族の ×× というようにレッテルだけで判断し
ていた相手が “友人” となり偏見を減らすことが
できるようになりました。

このような地道な活動の積み重ねにより、前回
の大統領選挙では全く暴動が起きず平和に選挙が
行われました。これは大変珍しいことです。もし
も私たちが用意したことだけをやってもらうよう
なプロジェクトの立て方をしていたら誰も参加し
てはくれなかったでしょう。今後も現金収入だけ
でなく若者を引き付けるスポーツやダンスイベン
トなどきっかけを工夫し、現地の人たちを中心に
据え、彼らの人材育成を継続していきたいです。

やりがいを感じる瞬間
「もうここに私は必要ない」

私がこの仕事に最もやりがいを感じるのは「も
うここに自分がいなくても良い」と思えた瞬間で
す。各国の支援団体によっては現地に骨を埋める
覚悟とポリシーを持って臨む方もおり、それも一
つのやり方だと思います。でも私自身は、たとえ
どれだけ現地の人たちに寄り添って一生を共にし

ますと言ったとしても、もしその地域で紛争が起
きれば、私には逃げ帰る国があります。それが現
地の人たちと決定的に違うことです。現地の人た
ちと共通して一緒にできることと、どうしても異
なることをきちんと自覚した上で自分の立ち位置
と役割を考えるようにしています。ほぼ全ての活
動地域で地元の NGO に委託し現地での資金調達
を含め独自に活動が継続され、地元の教育機関と
連携した仕組みづくりが行われ続けています。

私のように、もともと取りえのない人間が必要
な専門性を身につけながらこれまで活動を進める
ことができた理由は二つあると思います。

一つには、高校 3 年生のあの日以来ずっと、人
生の節目節目で自分の手の中にある選択肢をしっ
かり認識して行動を決定してきたこと。私はルワ
ンダの写真を見た時に「自分の人生を選ぶ権利」
に初めて気づき、同時に、その権利を世界の全て
の人が持っているのではないということにも気づ
かせてもらいました。しかし、手の中の選択肢や
行動には使用期限があります。目の前にある選択
肢はいつまでも目の前にあり続けるわけではない
のです。期限の要因としては自分の体力的な問題
やビジネスにおけるトレンドの変化など、さまざ
まです。今目前にある選択肢が失効してしまって
も自分は後悔しないかどうか、行動を決定する際
の判断基準にしています。これは国家や社会に置
き換えても同じことが言えますし、紛争地ではな
おさら行動を起こすタイミングを誤ると取り返し
のつかない方向へ進んでしまいます。

次は、行動するかしないかということです。私
は何か特段に優れていたわけではないですが、誰
も手を付けなかったことや他の人が躊躇している
間にいち早く行動したこと、このことの小さな積
み重ねが、振り返ると一本の道になったように思
います。　　

ほんの小さな行動、例えば関心のあることを
ネットで調べてみる、すると新しい知識が頭の中
に入ることで、確実に何らかの化学反応が起こり
ます。物の姿が違って見えてきます。そしてその
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ような心と頭を携えて、関心のある方のお話を聞
きに行き、勇気を持って話しかけた結果、次の
キャリアにつながったこともあります。思い起こ
せば私の人生はそういったことの繰り返しでし
た。何かの役職に応募したこともほとんどなく、
声をかけてもらって次の仕事につながってきま 
した。

今日のように人前でお話しする機会では、よく
グローバル人材をテーマに話すことを求められま
す。グローバルな人材とは、ボーダーレスに活動
できる人だと思います。ボーダーレスとは単に国
境を越えて活躍するだけではなく、所属や肩書に
関係なく、どんな現場に放り込まれても懸命に働
き成果を出すことのできることです。世界各地の
さまざまな現場で働いていると、多くの優秀な人
材に巡り合うことができます。彼らの仕事ぶりを
見ていると、どこに行っても活躍できると思えま
す。私は 20 歳の時にルワンダで自分の無力さを
痛感し、日本人であることや学生であることなど
自分のアイデンティティーやそれを示す肩書が何
の役にも立たないことを思い知ってから、ずっと
所属や役職にかかわらず放り込まれた現場で仕事
をし、変化を生むことのできる人間でありたいと
思い続けてきました。でもまだまだその目標には
程遠いと思っています。

今後は「国際化」について考える時に、日々変
わりゆく世界の中で活躍する人材ということだけ
ではなく、海外から日本に来る人たちとも柔軟に
協働できるということもより含まれてきます。ま
た、必ずしも国際的な仕事だけではなく、日本国
内の仕事だけでも所属先などにかかわらず意見調
整ができたり、全く異なる文化や背景を調整でき
たりする人材がこれから一層求められてきます。

私は紛争地で現地の人たちに生き方の選択肢を
増やすための支援の仕事をしています。それと同
時にこれからは日本にいながらにして世界の人た
ちとつながるための選択肢も一層増やしていきた
いと考えていますので、皆様がこれをきっかけに
この活動を周りの方々に伝えていただいたり、参

加したりしていただければと思っております。
本日はご清聴ありがとうございました。

【質疑応答より】

Q：育成されたカウンセラーたちはその仕事で生
計を立てられていますか？

A：ケニアのコミュニティーで活動しているカウ
ンセラーはレベル分けされ昇進試験のようなもの
も設けています。専門性の高い人材はある程度生
計を立てられるようになってきています。活動 3
年目には若者たち自身によって独自の団体を設立
し他の団体から心のケアについての専門的な知識
を求められるようにもなりました。しかし今も高
い給料を払うのではなく、交通費と日当の支給を
している程度です。結局は自分の住む地域の問題
を自分たちで解決するという意識が不可欠ですか
ら、「お金がもらえないと活動しない」と思ってし
まうと活動は継続しません。最初に私たちがカウ
ンセラー候補としたのも、暴動の後に地域を何と
か立て直そうと自主的に動いていた若者たちでし
た。彼らは加害者となった若者たちを止めるスキ
ルが無かったことを悔い、それが原因で暴動が起
きたことに心を痛めていました。スキルは研修に
よって後から身につけることも可能です。でもモ
チベーションや地域を良くしようとする意思は学
んで得られることではありません。それを失わせ
ないために給料や報酬の額も検討しました。ある
程度の活動費は必要ですが、あまり高額にしすぎ
ないようにしています。今では私たちの活動の進
捗を左右するほどの存在に成長してくれたのでお
金を払っています。他の組織でも必要とされる人
材となるために必要なことだと思っています。

Q：	産業の進出について：支援の初期段階で特に
必要とされるのはどういう企業でしょうか？

A：倒壊した建物の修復や整備、インフラ構築な

人材／人材育成の視点
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どニーズは山ほどあります。しかし、その場限り
の労働力として海外から人員や技術者を連れて来
たり、外国の企業が地元の産業の機会を奪ってし
まっては意味がありません。現地の人材を育てる
ことが重要で、日本企業はそこを期待されてい 
ます。

そしてやはり現地で新たな産業を開拓すること
が必要です。ある程度経済的に豊かになってくる

と、富裕層だけでなく中間層も増加し、例えば
“キャリアウーマン” のような方もたくさん出てき
ます。それに伴って美容産業が発達し、それに目
を付けた外国企業がサロンを展開し現地の人材を
研修してどんどん雇い入れています。他の国には
既にあっても、この地には無い企業や産業は大き
な可能性を持っているといえるでしょう。

紛争解決・平和構築への信念




