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【謝辞】 
 

2009年にミレニアム・プロミス・ジャパン ユースの会が発足してから、駒場祭・五

月祭での講演会の企画立案、留学生との交流会、韓国での合宿、定期的な勉強会、アフ

リカン・ナイト パーティーの開催等、幅広い活動を続けてきました。 

『人に会う、自分を定める、世界に向き合う、アフリカで』という理念の下、上記の活

動を続ける中で、実際にアフリカに赴き、自分たちの目でアフリカを見たいという想い

は日に日に強まるばかりでした。 

その中で、東京大学より国際交流事業等奨励金を授与する初めての団体としてユースの

会が選ばれ、発足してから 2年弱で念願のアフリカ渡航を叶えることができたのは、数

えきれない方々のご協力・ご指導があったからこそだと感謝しております。 

 

ユースの会が活動する場を提供してくださり、多くの出会いと学びの機会を与えてくだ

さったミレニアム・プロミス・ジャパン会長であり私たちの師である北岡伸一教授並び

にミレニアム・プロミス・ジャパン理事長の鈴木りえこ氏、ミレニアム・プロミス・ジ

ャパン本体の皆様のお力添えがなければ、今のユースはありません。 

学生だけではどうすることも出来なかった煩雑な手続きを厭うことなく進めてくださ

った GLS事務局の服部玲子氏並びに北村丈子氏には心から感謝しております。 

 

現地での調整を全て担ってくださった株式会社エイチ・アイ・エス 小林健一氏はじめ

皆様にもユース一同感謝しております。 

 

また、渡航前にはルワンダについてより深く、より多くのことを学ぶため、アフリカ・

ルワンダに造詣が深い多くの方々が貴重なお時間をユースの会のため割いてくださり

ました。ジャーナリストの大崎敤司氏、青年海外協力隊 OGの加藤麻子氏、ルワンダ研

究の権威である武内進一氏、JICA本部アフリカ第 3部の皆様、本当に有難う御座いま

した。 

 

さらに、駐日ルワンダ大使のムニャカジ・ジュル大使にはルワンダでの公的機関訪問を

全て調整していただきました。ルワンダの『今』を担う方々から直接お話を伺う貴重な

機会に恵まれました。ユースの会にルワンダを知るきっかけを与えてくださり、有難う

ございました。 
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ルワンダでは、出会った全ての人たちに温かく迎え入れていただきました。 

最高のもてなしを披露してくださった現地旅行代理店・ホテル・運転手の方々、日本か

ら見たアフリカ・ルワンダについて非常に分かりやすくご教授いただくだけでなく、滞

在中たくさんのお心遣いをいただいた畑中邦夫大使はじめ在ルワンダ日本大使館の皆

様、日本のルワンダ支援について漏れなくご教授していただき大人数を受け入れてくだ

さった JICAルワンダ駐在員事務所長の小林広幸氏並びに鯉沼真里氏、牛の角工房訪問

を快諾してくださった加藤悦子氏並びに岡田環氏。短い期間に白熱した議論を交わし、

言葉の壁を乗り越え友情を築くことのできたルワンダ大学生、満面の笑顔で迎えてくれ

たヴィレッジの子どもたち、ルワンダで日々を明るく・懸命に生きていたヴィレッジの

皆様や牛の角工房の青年たち、アマホロ工房の女性の方々。ルワンダという国の歴史・

経済・社会・今後のビジョンについて惜しみなく知識や熱い想いを共有してくださった

訪問先機関の皆様。全ての方々との時間・出会いは私たちにとって非常に刺激に溢れて

おり、充実した 2週間を過ごすことができました。 

 

ミレニアム・プロミス・ジャパン プロボノチームに所属する栗山浩延氏、友田時雄氏、

宮川政寛氏にも準備段階から帰国後まで数えきれないほどお世話になりました。一緒に

ルワンダという国を歩き、同じ空間を共有できたこと、とても嬉しく思います。また、

素敵な映像・写真で一瞬一瞬を切り取ってくださり、一生の思い出がさらに大切なもの

になりました。 

 

最後に、今回ルワンダプロジェクトが成功したのは、プロジェクトメンバーだけでなく、

ユースの会のメンバー全員が一丸となって本プロジェクトを支えてくれたからです。ユ

ースの会を代表してアフリカに行くことができたこと、一生の宝物となる経験が出来た

こと、全て誇りに思っています。有難うございました。 

今後ユースの会が活動を続けるうえでルワンダプロジェクトが一つの大きな『道標』と

なることを心より願っています。     

 

多くの方々の想いやサポートがあったからこそ実現したプロジェクトであることを胸

に、今後もユースの会は活動を続けていく所存です。 

本プロジェクトにあらゆる形で関わってくださった全ての方々に、末筆ながらこの場を

お借りして、深謝を述べさせていただきます。 

誠に有難うございました。 

―ＭＰＪユースの会 ルワンダプロジェクト責任者 夏井悠妃 
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【プロジェクトメンバー名簿】 
（2011年 4 月現在） 

 

 

 

氏名 所属 

ＭＰMPJ ユースの会 

夏井 悠妃（責任者） 東京 東京大学 法学部 第 2 類 4 年 

大澤 信利（副責任者）   東京大学 公共政策大学院 修士 2 年 

熊澤 大輔 東京大学 公共政策大学院 卒業生 

大小田 紗和子 中央大学 総合政策学部 4 年 

狩野 歩夢 専修大学 国際経済学部 3 年 

味志 優 東京大学 教養学部 文科 3 類 2 年 

有國 優人 東京大学 教養学部 文科 3 類 2 年 

國谷 麻衣 東京大学 教養学部 文科 2 類 2 年 

高橋 翔子 東京大学 教養学部 文科 1 類 2 年 

樽田 貫人 慶應大学 文学部 2 年 

松郷 誠憲 東京大学 教養学部 文科 2 類 2 年 

MPJ ユースの会 関西支部 

山中 学 神戸大学 理学部 地球惑星科学科 4 回生 

AGS 東京大学学生コミュニティ SUS+ 

友澤 孝則 東京大学大学院 工学系研究科技術経営戦略学専攻 

曽谷 いず穂 東京大学大学院 新領域創成科学研究科 

国際協力学専攻 
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   【事前勉強会:日程】 

 
2月 17日 JICA出前講座 加藤麻子氏（元協力隊：ルワンダで幼児教育に携わる） 

 

2月 18日 西野義崇（東京大学国際保健専攻、MPJユースメンバー） 

『MDGs及びアフリカにおける国際保健分野での開発』  

 

2月 19日  狩野歩夢（専修大学、MPJユースメンバー） 

『Millennium Village (Mayange 村)について』 

 

2月 20日 ジャーナリスト大崎敤司氏  

 

2月 21日 JICA研究所 上席研究員 武内進一氏 

 

2月 22日  

午前：ミリアム・ウェレ博士   

JICA 地球ひろば 公開セミナー「アフリカのコミュニティ・ヘルス －母子保健、保

健システム、コミュニティ・エンパワメント－」（英：Open Seminar “Community Health 

in Africa －MCH, Health Systems, Community Empowerment－”） 

 

午後：JICA アフリカ部アフリカ第一課 三好恭平氏  

『ルワンダにおける JICA事業概要ブリーフィング』 

 

 

 

 

 

 

 



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

5 
 

     【研修日程】 
 

3月 2日 日本発 

3月 3日 ルワンダ キガリ着 

 

3 月 4日 在ルワンダ日本国大使館 表敬訪問 

  畑中邦夫全権大使  

  『ルワンダ基本情報、日ル両国間関係、ルワンダと国際社会』 

     ルワンダ国立大学にて学生会議のオープニング・セレモニー 

3 月 5日  学生会議 第 1日目 

3 月 6日  学生会議 第 2日目  

北岡伸一教授講義 『Japan in World History』 

3 月 7日  ミレニアム・ヴィレッジ Mayange村 視察 

Mr. Alain Mugabo, Millennium Villages Project Finance 

Assistant 

  『ミレニアム・ヴィレッジ プロジェクト概要・Mayange 村の成長』 

3 月 8日  ルワンダ中央銀行 訪問 

  Mr. Francois Kanimba,総裁 

  『ルワンダ中央銀行の役割、ルワンダの経済成長、金融政策』 

大統領府 訪問 

 Strategy and Policy Unit 

 『ルワンダと国連ミレニアム開発目標、ルワンダの社会経済』 

3 月 9日  プライベート・セクター連合 訪問 

  Mr. Robert Bayigamba, 代表 

  Mr.Roger Munyampenda, CEO 

  『ルワンダの投資・起業環境』 

  Ministry of Finance and Economic Planning 訪問 

Mr.Leonard Rugwabiza, Director General of National Development 

Planning and Research 

『VISION2020,EDPRS(Economic Development and Poverty Reduction 

Stratedy)概要』 

  HASUNA 牛の角工房 訪問 
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3 月 10日 JICA事務所 訪問 

  小林広幸氏,事務所長 

  鯉沼真里氏,所長代理 

  『JICAのルワンダ支援の現状について』 

  UNDP事務所 訪問 

  Ms.Michaela Winter, UN Coordination Officer 

  『One UN 改革と UNルワンダ』 

  Mr.John Musemakweri, Head of Environment and Energy Unit 

  『国連開発計画によるルワンダの環境プログラム』 

  Mr. Nicolas Schimids UN Volunteer Economist 

  『ルワンダの社会経済状況と国連ミレニアム開発目標達成状況』 

3 月 11日 Ministry of Foreign Affairs 訪問  

  Mr.Joseph Kabakeza, Director General Diaspora 

  『ルワンダ外務省の役割・ミッション』 

  畑中大使公邸にて昼食 

  Kigali Memorial Center 訪問 

3 月 12日 ルワンダ大学にてドリーム・マップ作成 

  Murumbi Memorial 訪問 

3 月 13日 終日自由行動 

 

3月 14日 ルワンダ キガリ発 

3月 15日 日本 帰国 
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【ルワンダ基本情報】 
 

・面積 2.63平方キロメートル（四国の約 1.5倍） 

・人口 1030万人（2010年） 

・首都 キガリ 

・宗教 カトリック 57％、プロテスタント 26％、アドヴェンティスト 11％、イスラム

教 4.6％等 

・言語 キニアルワンダ語、英語、仏語 

・政体 共和制 

・元首 ポール・カガメ大統領 

・主要産業 コーヒー、紅茶等 

・ＧＤＰ 50.6億ドル（2009年） 

・一人当たりのＧＮＩ 460ドル（2009年） 

・経済成長率 5.3％ 

 

＜内政について＞ 

 1962年の独立以前より、フツ族（全人口の 85％）とツチ族（同 14％）の抗争が繰り

返されていたが、独立後多数派のフツ族が政権を掌握し、尐数派のツチ族を迫害する事

件が度々発生していた。1990 年に独立前後からウガンダに避難していたツチ族が主体

のルワンダ愛国戦線がルワンダに武力侵攻し、フツ族政権との間で内戦が勃発した。

1993 年 8 月にアルーシャ和平合意が成立し、右合意を受け、国連は停戦監視を任務と

する「国連ルワンダ支援団（UNAMIR）」を派遣したが、1994年 4月のハビヤリマナ大統

領暗殺を契機に、フツ族過激派によ 

るツチ族及びフツ族穏健派の大虐殺が始まり、同年 6 月までの 3 ヶ月間に犠牲者は 80

～100万人に達した。 

1994 年 7 月、ルワンダ愛国戦線がフツ族過激派を武力で打倒すると、ビジムング大統

領（フツ族）、カガメ副大統領による新政権が成立。同政権は大虐殺の爪痕を乗り越え

ようと、出身部族を示す身分証明書の廃止（1994年）、遺産相続制度改革（女性の遺産

相続を許可）（1999 年）、国民和解委員会及び国民事件委員会の設置（1999 年）等、国

民融和・和解のための努力を行っている。 1999 年 3 月には、1994 年の虐殺以降初め

ての選挙となる地区レベル選挙（市町村レベルより下位）を実施、2001 年 3 月には市

町村レベル選挙を実施、2003 年 8 月には大統領選挙が実施されカガメ大統領が当選。



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

8 
 

政治の民主化が進展している。同年 9、10 月の上院・下院議員選挙及び 2008 年 9 月の

下院議員選挙では与党 RPFが勝利した。 

カガメ大統領は汚職対策に力を入れており、他のアフリカ諸国に比して、汚職の尐なさ、

治安の良さは特筆される。 

 

＜経済状況について＞ 

（1）農林漁業が GDPの 40％以上、労働人口の 90％を占め、多くの農民が小規模農地を

所有。主要作物はコーヒー及び茶（輸出収入の 60％）であり、高品質化により国際競

争力を強化する政策をとっている。一方で、内陸国のために輸送費が高いという問題も

抱える。 

（2）1980年代は、構造調整計画を実施し経済の再建に努めたが、内戦勃発以降はマイ

ナス成長、特に 1994 年の大虐殺で更に壊滅的打撃を受けた。その後、農業生産の堅実

な回復（1998年には内戦前の水準を回復）、ドナー国からの援助、健全な経済政策によ

り 1999年までに GDPは内戦前の水準に回復した。 

（3）ルワンダ政府は、1996 年に「公共投資計画」を、2000 年に 20 年後の経済達成目

標を定める「VISION2020」を、2002 年には「貧困削減戦略文書完全版（F-PRSP）」を、

また、2007年には、第 2次世代 PRSPとなる経済開発貧困削減戦略（EDPRS）を策定し、

これら戦略等を基軸とした経済政策を実施している。2000 年 12 月には、拡大 HIPC イ

ニシアティブの決定時点に達し、2005年 4月に完了時点に到達している。 

（4）カガメ大統領は、汚職対策にも力を入れており、グッドガバナンスの模範国とし

て世銀等からの評価も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

《引用》 

外務省ホームページ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/rwanda/data.html 
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【ルワンダ研修を終えて】 
文責：夏井 悠妃 

 

ルワンダ・プロジェクトを終え、改めて振り返ってみると、2週間という短い期間では

あったが、あらゆる側面からルワンダという国を知り、ルワンダの人々との出会いを通

しプロジェクトメンバーも多くのことを感じ・学ぶことができたと思う。 

 

アフリカを軸に活動を続けるユースの会として、今回初のアフリカ渡航を実現するにあ

たり、渡航先にルワンダを選んだのは 1994年の虐殺により国家が壊滅的打撃を受けた

にも関わらず、その後 17年という短い期間に『アフリカの奇跡』と呼ばれるほどの経

済成長を遂げた背景には何があったのか特に関心があったからだ。また、アフリカの中

でも四国の 1.5倍の大きさしかない小さな国であり、未知の国であるルワンダに足を踏

み入れてみたいという好奇心もあった。 

 

渡航前からルワンダをより深く知ろうと事前勉強会を重ねる中でメンバーそれぞれが、

ルワンダがどのような国であるか、なんとなく想像出来るようになり、詳細な歴史的事

実に関する知識も深まったが、やはり実際に行くことの意義は大きかったことが、個々

の事前・事後レポートからも読み取れる。国際協力や開発だけでなく、経済学、文化、

歴史など学生の興味関心は多岐に渡り、それぞれが違った切り口でルワンダという国を

捉えていることが非常に興味深く、また異なる興味・学問的背景を持つ学生が集まって

いるというユースの会の特徴が如実に表れている。 

 

多くの日本人がアフリカを紛争・貧困・飢餓・感染症の蔓延など苦難がつきまとう大陸

として捉えがちであることは、否めない。実際にアフリカの歴史は必ずしも明るいもの

ではなく、現在も各地で紛争が相次ぎ、多くの人々が私たちが当然のように享受してい

る生活を送れず、一日に何人もの命が失われている。ルワンダも決して豊かな国ではな

く、1994年のジェノサイドでは 100日間という短期間に 80万人もの人が隣人や知人に

命を奪われ、国際社会からも望む支援はなかなか受けられず、国が機能を失った歴史が

ある。しかし、今回私たちユースの会が訪れ目にしたルワンダという国は、発展の真っ

ただ中にある美しい国だった。また、ルワンダで出会った人々から私たちは多くのこと

を学び、生きる強さを目の当たりにしたと感じる。 
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本プロジェクトの中心にあったルワンダ国立大学の学生会議では、私たちは 3つのグル

ープに分かれ、それぞれ医療・教育、経済（人的側面）、経済（物的側面）についてル

ワンダの発展を阻める要因について議論を交わし、今後ルワンダが発展を遂げるにはど

のような方向が望ましいのか、何が出来るのか、最終日にはプロポーザルを提案した。

同世代の学生でありながら、生まれた国、話す言葉、宗教、文化、歴史、何もかもが異

なる者同士が実際に顔を合わせ、意見を出し合い、ひとつのプロポーザルにまとめるこ

とは容易ではなかった。しかし、この学生会議を通し私たち日本人学生はルワンダの現

状について学ぶだけでなく、日本について・自分自身について見つめ直すきっかけを得

ることが出来た。メンバーの事後レポートからも学生との触れ合いを通し、それぞれが

得たものの大きさが計り知れないものであることが感じられる。 

私自身もルワンダの学生の知識への渇望ともいえる勉強に対する熱心な姿勢、自分の国

の政策を詳細に知り、独自の分析を加え、自分の意見を堂々と述べる彼らの言葉、そし

てその中で『自分には何ができるのか』を問い続ける情熱に圧倒された。 

 

学生会議後に訪れたミレニアム・ビレッジの一つであるマヤンゲ村では、コミュニティ

ー主体の開発の成果を目の当たりにした。ルワンダの中でも特に厳しい環境に置かれた

地域でありながら、一歩一歩確実に発展を遂げている様子は非常に頼もしく、心強いも

のだった。また、ユースの会の母体であるミレニアム・プロミス・ジャパンやニューヨ

ークにあるミレニアム・プロミスが支援をしている現場を実際に自分たちの目で見て、

自分たちの足で歩き、村人の人々の声を聞くことは日本からアフリカを想像するだけで

なく実際に『知る』ことに繋がったのではないだろうか。 

 

また、ルワンダでは中央銀行やプライベート・セクター連合、大統領府や外務省など公

的機関も多数訪問し、ルワンダの今を担う立場にある方々から貴重なお話を伺う機会に

恵まれた。ルワンダの経済成長の背景にはカガメ政権の強いリーダーシップと、『在る

べき・在りたい未来の姿』を描く力強さがあることを学んだ。 

ルワンダが VISION2020 という中期政策目標で思い描く『Knowledge-based Society』に

移行し、ICT立国として成功し、サービス業を中心に発展する『アフリカのシンガポー

ル』に実際になるには、克服すべき課題が多々あり、長い年月を要するだろう。だが、

目標を定め、共有し、目標に向かい前進する力にルワンダは溢れていたと思う。一度国

が『国』として機能しなくなったからこそ、今彼らは懸命に国を再建し、国民を守り、

国のさらなる発展を切望していると感じた。 
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私たちユースの会が見たルワンダはルワンダのごく一部、それも明るい側面を切り取っ

た、限られた部分だったと思う。 

実際に、ルワンダという国を語るときに、ジェノサイドという歴史を無視することはで

きない。ルワンダ大学側の責任者であった学生はジェノサイドで家族を全員失ったと最

後の日に語ってくれた。彼の穏やかな表情、明るい笑顔、細やかな心遣いからは想像も

できない絶望と喪失感を乗り越えてきたのだろうと考えるだけで心が苦しくなる。そし

て、私たち日本人には想像や共感はできても、理解や共有はできない大きく重いものを

彼は抱えているという現実を改めて突き付けられた。しかし、それでもなおルワンダで

生き続けなければいけないのは彼らであり、そしてその中で彼は懸命に明日を見据え、

自分に出来ることを探し続けていた。ルワンダには彼のような人が多くいることを私た

ちは決して忘れてはならないと思う。ジェノサイドという歴史から目を逸らさず、歴史

から学ぶことも私たちがルワンダを知る人間として果たすべきに使命だと信じる。 

また、しばしば指摘されるようにルワンダの民主主義・成長というものは非常に脆く危

ういバランスの上に成り立っているものかもしれない。 

 

だが、それも全て含め、ルワンダに赴き、自分の五感を最大限に使いルワンダを感じ、

ルワンダの空気を吸った経験はプロジェクトメンバー全員にとって、かけがえのない、

簡単には得ることのできないものだった。だからこそ、私たちは『ただ行って終わり』

にするのではなく、ルワンダという国を知る一個人、一学生団体として、ルワンダでの

経験を外に発信し続け、ルワンダについて学び続け、ルワンダの今後を見届ける大切な

役割と責任を負っている。本プロジェクトメンバーの大半が学部 1年生であったことは、

その点でルワンダでの経験をユースの会の『今後』に繋ぐに際し大きな意義を持ってい

る。また、個々のレポートにあるように、ルワンダでの経験が彼らの今後の大学生活だ

けでなく、人生を考える上で何かしらのヒントをもたらしたことは、本プロジェクトの

大きな成果だと自負している。 

ルワンダは多種多様な国がひしめき合うアフリカの国の１つであること、私たちが見た

ルワンダはルワンダのほんの一部でしかないことを心に留めつつ、遠い日本の地からも

千の丘の国・ルワンダに想いを馳せることが出来ることを幸せに思う。 

 

南アフリカで生まれ育ち、学生時代の大半をアフリカで過ごし、ケニアで半年間を暮ら

し、アフリカと強い関わりを持ち続けてきた一個人として、ユースの会の活動が今後さ

らに広がりを見せ、尐しでも多くの人々にとってアフリカが『想像不可能な場所』から

『想像可能な場所』になることを切に願う。 
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【活動報告】 

 
【在ルワンダ日本国大使館 畑中邦夫全権大使 3 月 4 日・11日】 

文責：松郷誠憲 

 

 ３月４日、在ルワンダ日本国大使館を表敬訪問し、畑中邦夫全権大使についてお話を

伺いました。内容は主にルワンダの独立以後の歴史や政治経済、国際関係についてでし

た。ルワンダは、１９６２年の独立を即承認された後、１９６５年から１９７１年まで

ＩＭＦより服部正也氏が中央銀行総裁に就任して金融や貿易など多様な活動をサポー

トしたそうです。たとえば、バスなど輸送公社も整備された結果、地方と首都キガリ間

の移動に大きく貢献したそうです。１９９４年のジェノサイド以降 UNCHRより緒方貞子

氏が派遣され、その後に平和構築に貢献したそうです。ルワンダは国連の当時の総長の

アナン・コフィやフランスに対する評価が低いという状況も聞きました。しかし、ルワ

ンダは自国の体験より PKOなどに積極的に参加しているそうです。カガメ大統領は実質

的に政権中枢にいる時間が長く、三選は禁止されているが大統領は汚職に厳しいです。

その中で、大統領周辺の取り巻きを如何にして汚職から遠ざけるか、後継者をどうする

か、民主化をどう進めるか、などがポイントになるそうです。また、周辺国、たとえば

資源が豊富な東部コンゴとの調和を大切にしていく事だそうです。ルワンダの平和構築

は、月に一度の共同奉仕活動があり、警察国家的な要素が強い事から、道も綺麗で治安

も良い状況になっているそうです。しかし、治安そのものは際どいバランスの上にある

そうです。それは、ジェノサイドに関するルワンダ裁判では中庸的に裁き、国内ではほ

ぼ決着済みですが、国外逃亡の重要人物が問題になっているそうです。経済についてで

すが、GDPは５０億ドルで人口１０００万人なので、一人当たり５００＄です。徴税率

は２０％で１０００億円ぐらいの税収入があり、援助は５億～6億＄が財政収入として

使われ、開発に使われているそうです。その結果、自国の力だけでは投資できないとい

う欠点があるという事です。しかし、ルワンダは IMFの段階的投資のパスしているため、

今後は援助資金の有効利用が課題となっています。また、外資に関しては、中国企業は

３０社あるのに対し、日本のルワンダにある企業は１社のみです。更に、比較優位にな

るにくい環境にあるので、ルワンダは今後していくべき事は、①高付加価値化、②高生

産性、③土地拡大であり、人材育成が高付加価値化に欠かせないという事です。ルワン

ダコーヒーは、国際競争力が高いが似た品質のケニヤには交通アクセスなどにより競争



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

13 
 

力が負けているし、人口増加の中で色々と問題が生じているという事です。そういう事

より、ルワンダは現在、非常に微妙な状況にあるという事でした。 

 ３月１１日、畑中大使公邸を訪問して畑中邦夫全権大使とお食事させていただきまし

た。話の内容は、今までの工程がうまくいった事へのねぎらいの言葉をいただき、近年

は内向きの学生の多いと言われている中でこのように外国に出ていく事は大切だと思

うし、こういう事で築いた関係を今後も使ってほしいという事でした。 
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【国際学生会議 3 月 4～6 日】 

文責：大小田紗和子 

  

 ３月４日から６日の３日間、ブタレにあるルワンダ国立大学でルワンダ学生との国際

会議を行った。会議では、『ルワンダの開発』というテーマのもと、医療・教育、経済(環

境・人的)、経済(物的・金的)という側面を取り上げ、３つのグループに分かれ議論し

た。 

 ルワンダの学生は約２０名、日本の学生は１２名参加した。 

 

 

３月４日 Day0 

 首都キガリから約２時間かけブタレに移動し、ルワンダ国立大学を訪れた。まず、

Opening Ceremony の中で、お互いを理解しあうため、『ルワンダについて』、また『日

本文化について』の紹介をそれぞれ行った。その後、屋外に移動し、Ice Break。この

時間では、お互いの緊張などをほぐしていくことを目的とし、ゲームなどを行った。Ice 

Breakの後は、ルワンダの大学生に大学の構内を案内してもらい、授業はどのように行

われているのか、どのような施設があるのかなど見て聞くことができた。 

 

 

３月５日 Day1 

 この日から本格的な会議が始まる。まず Group Discussion を行い、それぞれのグル

ープで、お互いの問題認識の度合いを確認しあい、知識を共有し、議論をどのように進

めていくかといった方向性を決めた。お昼を大学構内にあるカフェテリアで食べ、Group 

Discussion を再開した。ここでは全体に班の議論を共有するため、プレゼンテーショ

ンの準備を行った。そして、プレゼンテーションの時間で、各班の問題とそれに対する

アプローチ方法など発表し、翌日に提出するプロポーザルをどのようなものにしたいか

明確化させていった。 

 会議の時間が終わり、Culture Sharing の時間では、こちら側は着物を着てソーラン

節、ルワンダ大学生はルワンダの伝統舞踊を披露した。最後には、日本のソーラン節と

ルワンダのダンスを一緒に踊り、それぞれの文化をお互いが過ごす時間の中で共有する

ことができた。 
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３月６日 Day2 

 会議が再開。昨日のプレゼンテーションで他の班の学生から出た意見など Feedback

をもとに再び Group Discussion を行い、プロポーザルを作成した。昨日同様お昼をカ

フェテリアで食べた後、東京大学法学部の北岡伸一教授による講義-Japan in World 

History-が行われた。 

 その後、Consensus Building の時間で、日本とスカイプを繋ぎ、各班が話し合って

作成されたプロポーザルを発表した。無事会議が終了し、Farewell Party でジュース

を飲みながら、今回の会議の感想やこれからの日本とルワンダの学生同士の交流につい

てなど述べ合い、和やかな雰囲気の中で、最後の別れの前の時間を楽しんだ。 

 

各班の主なテーマ 

Group１：医療 １、HIV/AIDSについて ２、医療従事者の不足 

     教育 １、初等教育 ２、高等教育 ３、英語教育 

Group2：経済 （環境）１、土壌問題 ２、エネルギー問題 

         （人的）１、女性の労働問題 ２、失業率 

Group3：経済（物的・金的）１、農業 ２、観光 ３、ICT ４、インフラ 
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【マヤンゲミレニアムビレッジ 3 月 7 日】 

文責：狩野歩夢 

  

 ３月７日、首都キガリから南へ４０Ｋｍほどに位置するミレニアムビレッジを訪問し、

ＵＮＤＰ職員の Mr. Alain Mugabo に、何故マヤンゲでミレニアムビレッジプロジェク

トを実施したかについてお話を伺った。次に、訪問させて頂く前にビレッジ内はどのよ

うなプロジェクトが実施されているかの概要について伺った。 

 何故マヤンゲでミレニアムビレッジプロジェクトを実施したかというと、一つは、1994

年のジェノサイドの際に難民となった人々がマヤンゲに多くいたためである。二つめは、

この地域はほとんど雤が降らず、地方特有の貧困に伴い、病気の蔓延が問題となってい

た。土壌条件が悪く農作物の収穫量も尐なく、今にも飢餓を起こしそうな状態であった

ため、2006年からミレニアムビレッジプロジェクトを実施することとなった。 

土壌流出を防ぐために植樹がおこなわれ、これは土壌流出を防ぐだけでなく、土地を肥

沃にし、水をためやすくするなど副次的効果も出ているとおっしゃっていた。ＭＶの支

援を受けかなり収穫高和改善されたとも話していた。 

実際にミレニアムビレッジを見学させて頂いたことを下記に書かせて頂く。 

＜保健センター＞ 

ルワンダのマヤンゲビレッジでは、保健所があり、ビレッジ専属の専門医や

カンペデータを解析する人々が国の外部からきて働いていた。また、ルワンダ

大学で医療を学んでビレッジで働く人もいた。 ヘルスワーカーという、現地

での生活に必要な健康法や簡単な病気の治療法、診断方法を教わったルワンダ

人もビレッジの保健所内で働いていた。ＨＩＶ・エイズ防止のポスターがビレ

ッジ内また首都のキガリに頻繁にはられていた。そのためか、マヤンゲに住み

エイズ感染者の割合が１３％から３％に減尐した。注射器、パソコン、分娩室、

心音機、薬品、包帯、水、電気というような設備は整備されていた。しかし、

現場で働く女性が「生活に必要な基本的医療設備は整ったが高度な技術はまだ

改善点が多く見受けられる」というように、実際に視察しているときに、帝王

切開をしなければいけない女性が、首都の病院に運ばれていて、高度な医療技

術や機械はまだ備わってないのだと実感した。 

＜農業＞ 

 農家の方でマイクロファイナンスを利用する人が増加した。マイクロファイ

ナンスを借りて、肥料を買い、人を雇い、農地を広げ、作物の栽培方法を学び、

また自ら生みだし、作物に高付加価値をつけ販売して利益をあげている農家の
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方の話を伺った。そこは、マンゴー、ザクロ、パイナップル、キャッサバ、豆

等が植えられていた。彼は「2006年の時干ばつ、生きるか死ぬかの状態だった

が、このプロジェクトが始まりお金を借りることができ、土地の管理方法や農

業技術を学ぶことができ、生活が安定した」と話していた。実際にマンゴーは

実がなるまで 8年かかっていたのが 3年で収穫できるようになった。また、ソ

ーラー電池を用いた発電システムが行われていて、今年度からバイオマス化技

術を用いた植物の殻のガス化を行うと話していた。灌漑用水路のためのため池

があり雤水をため農作物に利用しているようでした。 

＜教育＞ 

学歴社会とも言われるルワンダでは、親は一般的に子供に最低限文字を読める

ように教育したがるそうです。そういう背景もあってか、ルワンダでの小学校

の就学率はほぼ１００％と、かなり水準を誇っています。 

Mayange村での小学校もその例外ではなく、ここでもほぼ全ての子供たちが小

学校に通っているとか。またルワンダでは、小学校卒業生に対し国全体で一斉

にテストが行われ、そのテストに落第した生徒は中学校に進学出来ず、もう三

年間小学校で学び続けることになるのですが、Mayange村の小学校では９６％

の卒業生が試験に及第する、ということで、学歴社会のルワンダの中でもかな

り高い教育水準を維持できているみたいです。 ただ、それでも Mayange 村の

教育の課題には教育の質が挙げられ、また学校の数の不足などの問題点を村長

さんに教えていただきました。この学校で具体例を考えるならば、まずパソコ

ン室の尐なさが挙げられます。小中学校合わせて１室で、パソコンを使えるよ

うになるのは、中学校から。パソコンの台数もまだ尐なく 2−3人が一台のパソ

コンを使っていました。またひとクラスの人数も５０人ほどいて、学校や教師

の不足も一つの課題であるようです。 

私達が訪問した小学校では一クラス 30人から 40人の生徒が学んでいた。ＭＰ

Ｊから贈られたコンピュータを用いて、情報処理やエクセルの授業が行われて

いた。書庫には、「子供たちの教育の機会を奪うな」とキニャルワンダ語で書

かれていたのがとても印象的だった。現地の学生は英語、フランス語、キニャ

ルワンダ語を勉強し、簡単な英語はもう小学生で話せていた。 

＜女性＞ 

女性が労働組合を作り、結婚式や祝い事で中に贈り物を入れ相手に渡すアガセ

チェという伝統的な網カゴや紙で作ったネックレス、等を作り販売していた。
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ひとつひとつの作品にだれが作ったのか分かるように名前が書かれていて、売

れた商品を作った人の所得が尐し高くなるというシステムになっていた。 

＜キオスク＞ 

キオスクという建物があり、その建物の中にパソコンがいくつかあり、ビレッ

ジ内に住む人々が簡単にインターネットを使えるようであった。 
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【ルワンダ中央銀行 3 月 8 日】 

文責：高橋翔子 

  

 ３月８日、ルワンダ中央銀行を訪問し、Mr. Francois Kanimba 総裁にルワンダ中央

銀行の役割、ルワンダの経済成長、金融政策についてお話を聞きました。 

 総裁は、1994 年以降のルワンダの経済について話してくださいました。話の内容を

簡潔にまとめると以下のようになります。 

ルワンダは経済活動の活発化と有能な国家を建てることに注目した計画的な改革を

すすめてきた。過去 17 年間、ルワンダは著しい経済成長を遂げており、この成長は、

安定した市場環境や為替レートを実現した。統治の改善に向けた努力や破産を防ぐしっ

かりとした枠組みの形成は隣国から高く評価されている。オンブスマン制度など、破産

を防ぐ機構が多数存在し、国の経済成長を安定化させる環境を形成してきた。 

ルワンダは、国土は小さいが脱中央化したしっかりした政府を持つ。ルワンダには

30 の地区があり、それぞれの地区に政府が存在する。この政府は選挙によって選出さ

れる。それのみならず、各地区の政府は経済の脱中央化も実現し、それぞれの地区がそ

の地域の発展を導く中心的な存在となっている。たとえば、各地域は地元の税を地元の

レベルでとる権威がある。これらの改革が、自由化に主に焦点を当てる経済政策と組み

合わされた。 

ルワンダ中央銀行の主な焦点は金融政策である。そしてインフレをコントロールしつ

つ、金融システムの買占めを行った。金融セクター部門を整備し、法的な枠組みを形成

したのが、ルワンダ中央銀行が達成したことの一つである。世界銀行はルワンダの銀行

をしっかりしたものだと評価し、ルワンダの銀行はルワンダ国民から信頼されている。 

ルワンダ銀行の挑戦は、国内と国外療両方に向けた投資の促進である。そして、増え

続ける投資をどのようにルワンダのプライベート・セクターに提供するかである。 

ルワンダの投資家が注目すべき分野は、主に四つある。 

一つ目は、インフラである。ルワンダは内陸国で、海へのアクセスは深刻な問題であ

る。ルワンダからダルサラームを通してインド洋に出る鉄道を敶く計画などがある。 

二つ目は、エネルギーである。ルワンダの中には深刻なエネルギー格差が存在する。

政府は一人に対する電力供給を 2017年までに 10倍にするプログラムを進めている。ま

た、ルワンダは泥炭や地熱、水力などの発電に利用できる資源が存在し、バイオガスも

注目されている。 

三つ目は、アグリビジネス部門である。ルワンダの農業の可能性はまだまだ高く、生

産性を高めることで農業生産を向上することができる。 
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四つ目は、観光業などのサービス業である。ルワンダではサービス産業が著しい成長

を見せており、特に外国投資家にとって観光は主なターゲットである。 

最後に、服部総裁について。彼の評価はとても高いが、彼がルワンダで勤務していた

ころの情報がルワンダでは尐ないため、ルワンダ中央銀行総裁日記の英訳を望んでいる。 

以上が、総裁のお話の要約です。 

 



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

21 
 

【大統領府 3 月 8 日】 

文責：高橋翔子 

 

 3月 8日、大統領府を訪問し、Strategy and Policy Unit の Michelle, Faith, Betty 

and Liliose にルワンダと国連ミレニアム 開発目標、ルワンダの社会経済についてお

話を聞きました。質疑忚答形式だったので、そのように要約します。 

―ＭＤＧｓの挑戦と達成について 

貧困については目標から脱線気味である、この対策としては、さまざまな政策が挙げ

られるが、one cow per household 政策などがあげられる。 

 教育については、識字率や就学率が高く、目標を達成しつつある。 

 健康については、幼児死亡率や妊婦死亡率、マラリア感染率などが下がりつつある。

Community health worker が国民の健康を促進する。 

―初歩医療と高等医療のすみわけについて。 

患者が診察され治療さされる病院は、症状の軽重によって施設が変わる。初歩的なレ

ベルはヘルスケアセンター、尐し重い病気は病院、そして国内で対処できないものは

インドや南アフリカに送られる。 

―ＨＩＶ／ＡＩＤｓの拡大防止対策、特に農村部 

農村人口の主な情報源であるラジオや、トークディスカッション、テレビを通じて行

われる。陽性反忚が出た場合は医者の診察を受けることができることを知らせる。 

―帰還難民に対する政策について 

ルワンダに戻ってくるルワンダ国民については、さまざまなプログラムが設けられて

いる。難民キャンプや、土地を失った人を集める土地を設けるほか、元住んでいた地

区に人を戻す政策もある。雇用についてもプログラムが存在する。 

―ルワンダで事業を起こす際にお金を借りることについて 

小さな事業を起こす際に小額のお金を借りる仕組みがある。それとは別に新卒が事業

を起こしたい場合は、優れたビジネスプランが政府に認められる必要がある。政府は、

専門技術をもった人材の育成に力を入れている。 

―医者不足について 

 クオリティーの高い医者を育てなくてはならなく、それには施設やお金が多く必要な

ことと、医者不足とのバランスが課題。看護婦は比較的容易になれる。 

―海外留学のための奨学金制度について 

 さまざまある。金融機関や政府、各大学、大統領などが設けている。 

―英語の公用語化について 
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 急な改革であったため、小学校前半については気にある湾だ後で教育をするなどの逆

戻りの政策も考えられている。 
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【プライベート・セクター連合 3 月 9 日】           

文責 味志 優 

 

 

３月 9 日、プライベート・セクター連合を訪問し、Robert Bayigamba 代表、Roger 

Munyampenda CEO に、プライベート・セクターと民間セクターからとらえたルワン

ダ経済についてお話を伺った。 

 

今回のお話の内容は、主に、プライベート・セクター連合（以下 PSF）について、ル

ワンダの経済についての重要な項目、プライベート・セクターによる経済分析、ルワン

ダ経済が直面している困難や課題、についてであった。 

PSF はプライベートセクターが集まった議会と言える。それぞれの分野の民間企業に

経営のノウハウなどを教えるなど、人材育成に重点を置いている。現在、農業や ICT

を含む 10 の分野の産業を扱っている。 

ルワンダの経済発展の鍵として、PSF が挙げているのは、政府の政策に沿った投資、

持続的な経済発展、ゴリラを利用した観光業促進、農業と未開発鉱山の開発、東アフリ

カ共同体の市場開拓、であった。また、ルワンダは現在インフレを上手く抑えながら経

済発展していること、現在のルワンダは安全かつ快適に暮らせる場所であることも強調

されていた。 

PSF の統計によれば、PSF が扱う産業のうち、金融・サービス業が 93％を占め、PSF

に賛同する企業のうち、53％がキガリに集中している。また、多くの企業が最低限の資

本金で運営しており、4 人以下の雇用に留まっているという。非雇用者の教育水準は低

く、そのほとんどが小学校卒業程度のものである。 

ルワンダが直面する課題、については、内陸国であるがために生じる輸送費や、技術者

を含めた人材育成が挙げられていた。電力や水など、インフラを含めて、輸送費による

コスト高が問題であり、それゆえにインフラへの投資が目下重要であると、強調された。 
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【Ministry of Finance and Economic Planning 3 月 9 日】 

文責：大澤信利 

  

 3 月 9 日の午後に、Ministry of Finance and Economic Planning（日本にはこれに

該当する省庁が存在しないため、訳さずそのまま表記する。）を訪問した。我々は、

Ministry of Finance and Economic Planning では、ルワンダの発展を経済の側面から

どのようにサポートしていくのかを拝聴することを目的としていた。 

ここにおいて、Leonard Rugwabiza 氏（Director General of National Development 

Planning and Research）からルワンダの発展戦略について、「VISION20201」を基にお

話を伺った。まず、Leonard Rugwabiza 氏は、「VISION2020」が策定された背景として、

94年に発生したジェノサイドを挙げた。94年のジェノサイドは、国の経済的・社会的・

法的基盤を破壊しただけでなく、人々に精神的なトラウマも植え付けたため、

“Security”を確保するのが重要であり、『よいガバナンスと統治能力のある政府』が

「Vision2020」の第一の柱となっていると述べ、悲劇を乗り越え、統一され、Security

がしっかりと確保された国家へと、ルワンダが移行しなくてはならないとその重要性を

強調していた。 

また、Leonard Rugwabiza 氏は、ルワンダは既にアフリカで最も人口密度が高いこと

に加え、人口増加が著しく、またディアスポラと呼ばれるジェノサイドを始めとする内

戦時にウガンダやコンゴといった隣国に避難していたルワンダ人避難民が国内に戻っ

てきているため、人口抑制が重要な課題になっていると述べた。人口抑制に加え、農業

を始めとして生産性を向上させることで対忚を図る必要性も説いていた。更に、発展や

貧困削減のためには教育によって人材の育成が急務であると発言していた。ルワンダ政

府がこうした状況に対し、2005年に、「Vision2020」達成のための一歩として中期政策

目標である、EDPRS(Economic Development and Poverty Reduction Stratedy)を策定し、

大統領を筆頭に政府がリーダーシップを発揮していると述べていた。 

Leonard Rugwabiza 氏は、「Vision2020」における他の柱として、『プライベート・セ

クターを中心とした経済成長』や『インフラ整備』、『高生産かつ市場本位の農業』を挙

げ、こうした柱を軸にして、2020 年までに中所得国家になることが目標であると述べ

ていた。 

 上記のように、Leonard Rugwabiza 氏は、「Vision2020」の重要な政策とその理由を

                                            
1 Vision2020 とは、ルワンダ政府が 2000 年に策定した、経済発展のためのヴィジョンであ

る。貧困削減やインフラ整備、プライベート・セクターの育成、ＩＣＴ立国を目指すこと

などが政策の柱として挙げられている。 
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説明する事を通じて、ルワンダの発展ヴィジョンについて解説した。 
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【国際協力機構（ＪＩＣＡ）ルワンダ事務所 3 月 10 日】 

文責：大澤信利 

  

 3 月 10 日の午前中に、ＪＩＣＡルワンダ事務所を訪問し、小林広幸所長と鯉沼真里

所長代理にルワンダでのＪＩＣＡ事業について話を伺った。 

 まず、ＪＩＣＡのルワンダ支援への基本的な考え方について説明を受けた。具体的に

は、ルワンダは、内戦後の復興段階を卒業し、経済開発に力点を入れているが、国民一

人当たりのＧＮＩはＵＳ520 ドル（2009 年）であり、国民の約 60％が絶対的貧困ライ

ンの下での生活を余儀なくされている低所得貧困国である。ルワンダ政府は経済成長を

通じた貧困削減を目指しており、わが酷のＯＤＡで支援する事はＯＤＡ大綱重点課題で

ある貧困削減及び持続的成長の観点から有意義であり、またルワンダの安定・発展は依

然として不安定な大湖地域の安定にとっても重要であるという認識の下、援助を行って

いる。 

 また、援助の中身についてはルワンダの現状に鑑み、「人的資源開発」、「地方開発」、

「経済基盤整備・産業開発」を重点分野としておいていると伺った。上記が重点分野と

された理由として、「人的資源開発」に関しては、アフリカで最大の人口密度を有する

ルワンダは、資源が乏しいため、人的資源を豊富にしていくことが経済成長や社会の安

定に不可欠であると述べていた。次に「地方開発」に関しては、近代化が進む首都のキ

ガリと地方では経済格差が拡大する傾向にあり、発展が遅れている地方を支援すること

が絶対的貧困層削減に効果的だからであり、最後に「経済基盤整備・産業開発」に関し

ては、経済成長を続けるに当たり、経済インフラは不可欠であるが多額の資金を必要と

するため、日本の援助の必要性が挙げられるためと述べていた。 

 具体的には、「人的資源開発」では専門家の派遣、研修生の受け入れ、技術者養成の

ための専門学校の設立、「地方開発」では給水改善計画、灌漑設備改善など農業支援、

「経済基盤整備・産業開発」では、公共輸送を改善するためのバスの提供や国境に橋を

設置し隣国とのアクセスを向上させる取り組みを挙げることができる。また、青年海外

協力隊として 2011 年 2月の段階で 37名を派遣しており、ソーシャルワーカーや理系の

教師、自動車整備の専門家として各地で活動している。 

 以上、ＪＩＣＡルワンダ事務所の事業について説明を受けてきたが、小林広幸所長は、

ルワンダを援助するにあたり、日本の目線ではなく、現地の目線から援助を考えなけれ

ばならないと強調していた。具体的には、国境の無い日本の視点からでは考慮されない

が、ルワンダは内陸国であるため、隣国との関係が発展と密接にリンクしているため、



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

27 
 

国境にまたがる橋の建設などルワンダ一国のみではなく、国境を意識して隣国との調整

も重要であると説明していた。 
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【UNDP ルワンダ事務所 3 月 10日】 

文責：大小田紗和子 

 

 3 月 10 日、UNDP ルワンダ事務所を訪問しました。そこで、３名の職員の方々に１、

One UN 改革と UNルワンダ 

２、国連開発計画によるルワンダの環境プログラム 

３、ルワンダの社会経済状況と国連ミレニアム開発目標（MDGs）達成状況 

についてお話を聞きました。内容の要約は、以下の通りです。 

１、One UN改革と UNルワンダ 

UN coordination officer Ms. Michaela Winter 

 ２００６年１１月にハイレベルパネル報告書が国連で発表された。この報告書で提言

されていたことのひとつに、国連機関が独立に活動することによって生じるコストを軽

減することが挙げられる。そこでルワンダにある国連機関も“Delivering as one UN”

という理念のもと、One Program, One Leader, One Budgetary Framework, One Office

を実施している。その中で UNDP ルワンダでは、ルワンダにおける国連ミレニアム開発

目標を達成することを最終的に目指し、ルワンダ政府や各国際機関との連携を重視して

いる。例えば、政府との関係ではルワンダ政府が発表している中期政策目標であるEDPRS

のもと、その内容に沿った援助プログラムを実施すること、各機国際機関との関係では

共通の計画・実施・監視ツールを使用することなどが挙げられる。 

２、国連開発計画によるルワンダの環境プログラム 

Head of Environment and Energy Unit & Program Specialist Mr. John Musemakweri 

 環境に関して、MDGs7 の『環境の持続可能性の確保』という目標がある。そこで、ル

ワンダの環境問題では、重視する支援項目として気候変動、生物多様性、自然資源の管

理、貧困をとりまく環境が挙げられる。その中でも、ルワンダの恵まれた自然資源をど

のように活かして発展に繋げていくかということが、今後の課題となる。 

３、ルワンダの社会経済状況と国連ミレニアム開発目標（MDGs）達成状況 

UNV/Economist Mr. Nicolas Schmids 

 まず、MDGsの特徴として、数値目標であること、２０１５年という期限があること、

法的拘束力・強制力ことがないことが挙げられ、これらを踏まえ、各目標の達成状況を

把握していくことが必要だ。ルワンダでは、全体的にみると期限までの達成は厳しい状

況にあるものの、１９９４年に国が壊滅的打撃を受けたことを踏まえると、著しい成長

を遂げていると言える。さらなる成長のため、ルワンダの成長分野を見つけ、そこに特

化していく必要がある。 
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【ルワンダ外務省 3 月 11 日】 

文責：大澤信利 

  

3 月 12 日の午前 9 時から 9 時半まで、ルワンダ外務省を訪問した。元々、訪問予定

に入っていなかったが、我々ユースの会が中央銀行や大統領府訪問を訪問する際に同行

し、案内役を務めた外務省職員の Saleh Baziga 氏のご厚意により、訪問させて頂くこ

とになった。外務省を代表して話をしてくれたのは、Saleh Baziga 氏の上司である

Joseph Kabakeza 氏（Ministry of Foreign Affairs and Cooperation, Director General 

Diaspora）。 

 Joseph Kabakeza 氏は、30分という短い時間ではあったが、ルワンダの今後のヴィジ

ョンについて話してくれた。彼は、今後ルワンダが発展するためには、①国際社会にお

けるルワンダのイメージをアップデートすること、②東アフリカ共同体を重視すること

の２点を挙げた。まず、①についてであるが、「ルワンダ」と聞くとルワンダ国外の多

くの人は、「ホテル・ルワンダ」や「ルワンダの涙」に代表されるように、「ジェノサイ

ド」のイメージが強く、一般に観光やビジネスを行う場所ではないという印象を持って

いる傾向がある。そこで、Joseph Kabakeza 氏は、大統領のリーダーシップを背景にル

ワンダは 94 年以降目覚しい経済発展を遂げていること、及びフツ・ツチといった民族

ではなく、ルワンダ人として統合を図っていることを挙げ、国際社会の一般的なイメー

ジとルワンダの現状とのギャップを埋めていかなければならないと述べていた。次に②

についてであるが、ルワンダは内陸国であり小国であるという地理的なディスアドバン

テージを克服するために、ルワンダ一国のみで発展を考えるのではなく、東アフリカ地

域という大きな視点からルワンダの発展を捉えなければならないと述べていた。つまり、

隣国を巨大なマーケットとして捉え、関税引き下げ等を推進することで小国ゆえのマー

ケットの小ささと内陸国ゆえの輸出入のディスアドバンテージの克服を試みている。そ

のためにも、ケニヤやウガンダ、ブルンジといった隣国との関係は死活的に重要であり、

対立ではなく友好関係を構築・維持していくことが不可欠であると説明していた。 

 最後に、日本との関係について、ＴＩＣＡＤ（アフリカ開発会議）を例に挙げ、日本

が積極的にアフリカを支援していることに言及していた。 

 30分という短い時間ではあったが、Joseph Kabakeza 氏はルワンダの目指すべきヴィ

ジョンについて具体例を挙げながら解説した。 
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【個人レポート】 

〈味志 優〉 

  出発前レポート 

 

 ある一冊の本がきっかけで

私はアフリカに興味を持ち始

めた。それは、石井光太氏の

『絶対貧困』。その本には、自

らのアフリカや中東を訪れた

時の経験を元に、現地の悲惨

な状況や複雑な人間関係につ

いて事細かに記されていた。

私がその本に感銘を受けた理由は、本の中で、貧困地のリアルな日常生活が生き生きと

書かれていたことにある。本を読む前、私がそのタイトル、『絶対貧困』を見て、まず

思ったことは「かわいそう」という固定された、ただ一つのイメージだけであった。し

かしその本の中には人々の意外な日常生活の一面がリアルに描かれていた。風俗嬢の一

日の生活、イスラム圏のバーの実態など、現地に行ったからこそ知り得た情報でいっぱ

いであった。それを読んで私は驚きを隠せなかった。本を読むまでは、アフリカや中東

の人々が、何を思ってどう生活しているのか、など考えてもいなかったからだ。自分の

中に衝撃的な新しい何かが生まれた感じ、まさにビビッときた！という感覚をその時味

わったのを覚えている。 

 ところで、私は何か自分が気に入ったある一つのことに熱中することが得意だ。なに

か気に入ったゲームがあれば飽きるまでひたすらやり続けたり、自分がはまった食べ物

は飽きるまでひたすら食べ続けたりすることもある。また、私は何か人とは違う、新し

いことをすることが好きだ。そして、その分野では常に一番を目指すことを心がけてき

た。受験勉強に熱中したのも、そのような私の変な嗜好が原因であったように思える。

私が通っていた田舎の中高一貫校では、中学入学時には皆高い志を持っているのに、中

学を卒業するころには、大体の生徒が勉強に対する意欲をなくし、そのまま高校生活に

突入していた。私も中学を卒業する手前までは、その流れに組み込まれていたのだが、

ふと思い立って、流れに逆らい勉強を始めてみたら、あれやこれやでそのまま勉強には

まってしまい、気づいたら東大に入学していた。 
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 私が『絶対貧困』の本を読んだのは、そんなあれやこれやの流れで東大の受験が終わ

り、後期試験の小論文対策として様々な本を探していた時であった。つまり、東大合格

という熱中すべき、ある一つの目標が終わろうとし、さて、次は何をやろうか、と考え

ていた時期に、私はその本に出会った。その出会いは、『絶対貧困』に、いや、アフリ

カに私の進むべき道があるのだ、そう考えるきっかけとなるものだった。自分の期待を

裏切るような面白さ、遠いアフリカに行くということ、あまり人が手をつけなさそうな

分野、私は興奮に鳥肌を感じたのを覚えている。当時、まさに私の嗜好にピッタリだと

感じられたのだ。案の定、親や友達に大学ではアフリカを勉強したい、と言っても、微

妙な反忚が返ってきた。思い通りの反忚に、私はさらにアフリカへの興味がかき立てら

れた。 

 さて、そういう経緯で私は大学でアフリカを勉強することに決めた。アフリカを主軸

に置くユースの会に入ったのもそれが理由だ。今回のルワンダ研修は私がこれからアフ

リカを学んでいく上で、非常に重要な経験になると思う。ルワンダ大学との学生会議や

ミレニアムビレッジ、大統領府などの訪問など、ユースの会で行くからこそできること

が数多く計画されている。ぜひ現地に行くからこそできるような経験をしてきたいと思

うし、できるだけ現地の人とたくさんコミュニケーションをとれればよいと考えている。

一月にタンザニアに行った際に感じたことは、人々の心の暖かさであった。今回のルワ

ンダ研修では、タンザニアとの違いも考えながら、行動してみたいと思っている。 

 

  帰国後レポート 

 

 ルワンダに行く前は、まだ見ぬアフリカへの大きな希望を抱いていたことを覚えてい

る。しかし、ルワンダに行ってまず感じたことは、自分の圧倒的なふがいなさであった。

自分自身の英語の能力の低さと、専門知識の乏しさを感じずにはいられなかった。 

 スタディーツアー中は、ルワンダ中央銀行や大統領府など様々な場所を訪問すること

になったが、それぞれの場所での説明はもちろん英語であり、その英語の説明が聞き取

れず、せっかくの機会を最大限活用できないことがあった。また、説明をしてもらった

後の質問についても、もちろん英語でする必要があり、そもそも説明が理解出来てない

と良い質問はできないのだが、自分の英語の活用力が低く、自分が考えている質問を正

確に伝えることができているのか不安になることも多々あった。また、ルワンダ大学生

との学生会議もいわずもがな、すべて英語であった。初めて話す相手と専門的な議論を

交わすには、論理的な思考力が必要であり、その力が自分に不足していた面もあるが、

英語で話す必要があったため、しばしば自分が言いたい事を意図したように相手に上手
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く伝えきれないことがあった。 

 専門知識の乏しさについては特にルワンダ大学生との学生会議中に感じた。学生会議

中に彼らについて大きく感じた事は、よく自分の国について知っている、ということだ。

自分の国の産業構造は現在どのようになっていて、どのような政策がとられていて、将

来何を目指しているのか、またそれについて自分なりに考えて独自の意見を持っていた

ことが印象的だった。また、学問の分野を超えて深い知識を持っていることにも感銘を

受けた。私は学生会議では教育の班に所属し、会議で教育について議論を行ったのだが、

例えば教育政策についての話になると、向こう側からの意見の多くがその内容だけでな

く、財源やその効果について、いろいろな側面から考えているようなものだった。学生

会議にむけて自分なりに準備して、しっかりとした提案を考えていたつもりだったのだ

が、見事に打ち破られ、自分の甘さを思い知ることになった。 

 自分のふがいなさを感じる一方、ルワンダの人々と接する中で、人とつながることの

できるすばらしさや喜びも実感することができた。先述した通り、スタディーツアー中

に数々の場所を訪問したが、それぞれの訪問先でルワンダの人々は私達を暖かく迎えて

くれ、感動を覚えた。また、ルワンダ大学生との交流は非常に有意義なものであった。

学生会議後の culture sharing では、心からお互い楽しむことができたと思う。互いの

伝統的な踊りを一緒に踊り、一緒に思い切り笑う、これほどすばらしいことはないので

はないかと感じた。日本とルワンダと、普段ははるか遠くに暮らしている学生同士が、

これほど近くにいて、ここまで心を通わせることは本当にすばらしい、と感動したこと

を覚えている。そう考えてみれば、平和というもののすばらしさが身にしみて感じられ

た。戦争によってこのようなすばらしい体験を得る機会が失われるようなことがあって

はいけないし、このような体験を通じてこそ、真の異文化理解、ひいては平和構築につ

ながるのではないかと、考えさせられた。 

 日本に帰ってまず思ったことは、自分が見つけた、自分に足りないものをこれから全

力で身につけよう、ということだった。 

 まずは、英語の能力。日本人だからといって、英語が話せなくてもよいという言い訳

は、もう通じない時代になっていると改めて感じた。逆に、英語が話せない日本人だか

らこそ英語をもっと勉強していくべきであって、大学生にもなって英語が話せない、と

いうことをへらへらと笑ってごまかしていてはいけないと思う。既にそうであるかもし

れないが、これからは、グローバルな視点で世界を捉えていかないと、あっという間に

世界に取り残されてしまうことは間違いない。日本だけにとどまらず、もっと広い世界

観を持って生きていくことが必要だ。そのためには、やはり何よりも英語の習得が不可

欠である。英語をしっかりと聞き取り、話せるようになれば、自分がアクセスできる情
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報、発信出来る情報の幅が広がり、それは間違いなく自分の世界を広げることにつなが

るはずだ。まずは、何よりも英語を自分のものにしていかなければならないと強く感じ

ている。 

 また、専門的な知識、かつ広い分野にわたる教養を身につけることも重要だ。ルワン

ダに行く前は例えば、経済についてはあまり興味がなかったため、全く授業をとること

もなく、経済に関する本などは読んだこともなかった。しかし学生会議を通じて、学問

の様々な分野は他の分野と切り離して考えるべきではないし、分野を超えて連動させて

考える事が重要であることを切に感じた。全ての分野について精通することは確かに難

しいことではあるが、そのさわりの部分でもよいからそれぞれの分野について知ってお

くことで、自分の思考能力を高めることに繋がると思う。これからは、自分が今まで興

味をあまり持たなかった分野についても積極的に学んでいけたらよいと思う。またその

一方で、自分が重要視する分野についての深い専門知識を身につけることも重要だ。狭

く深く学びつつも、広い視点も決して失うことなく、これから大学の場で学んでいきた

いと決意している。 

 最後に、これからはいろいろな人と積極的に繋がっていこうとも考えている。これま

では外国人と交流することに、正直ためらいがあった。文化的にも歴史的にも異なる背

景を持つ人と仲良くなることは難しく、様々なトラブルが起こることを恐れていた面が

あったのだと思う。しかし、ルワンダ学生と心を通わせるほど仲良くなれたことは、自

分の考えを大きく変えてくれた。様々な背景を持っているからこそ、そのような人々と

繋がり合えた時の喜びは大きなものとなるし、トラブルがあってもそれを当然のものと

して乗り越えていくような自信や力強さを身につけていく必要があると感じた。 

自分で自分自身を冷静にかつ客観的に分析して、ルワンダへのスタディーツアーによっ

て自分は本当に大きく成長したと感じている。日本だけにとどまらず、もっと広い世界

観を持つ重要さを知った事。他の人のすばらしさを認め、尊重し見習おうという姿勢を

尐しでも身につけることが出来た事。自分の悪いところ、あるいは自分に足りない点を

素直に認め、見直そうと改めて思ったこと。様々なことを考えたが、それぞれにある程

度共通して言える事は、自分を客観視することができるようになった、ということだと

思う。日常の生活から、東京から、日本から、自分中心の世界から尐し離れ、世界の中

に自分を置き、英語を話し、普段とは尐し違う生活を送り、自分の小ささを知れたこと

は私にとってかなり大きな経験となった。この小さな自分を知れた経験から、自分を大

きくしていこうという意欲に結びつけ、その情熱を忘れること無く、これからの大学生

活を送っていけたらと思う。                   

文責：味志 優 
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〈有國 優人〉 

出発前レポート 

 

今回、この MPJ ユース

のルワンダプロジェクト

に参加し、ルワンダへ研

修に行くにあたって、私

は２つの思い・考えを持

っている。 

 一つ目は「初めてのア

フリカ、初めての途上国

への大きな期待」である。過去に私が海外で行ったことのある国は、韓国と中国だけで

あり、いずれも観光が目的だった。今回は、それら２カ国に比べ、日本からかなりの距

離があるアフリカの地、ルワンダであり、しかも初めての途上国である。外見だけでな

く生活、文化、価値観などが違う人々とどう接していくか、不安もあるが期待も大きい。

特にルワンダは９４年にジェノサイドを経験している国であるから、それ以来どれほど

の変化・復興を遂げたのか、また、逆にどんな傷跡が残っているのか自分の目で確かめ

てきたいと思う。途上国でしか見ることできない貧困などの暗い面を自分の目で確かめ

るとともに、逆に大自然や前向きに生きる子供たちなど、アフリカの明るい側面も実感

できたらと思う。 

二つ目は「ルワンダプロジェクトを将来の進路を考えるきっかけにしたいという思

い」である。小学校時代、母に「トットちゃんとトットちゃんたち」という黒柳徹子さ

んの著書を進められて読み、途上国に存在する貧困を知り衝撃を受けた。それ以来、国

際協力や開発援助にはずっと関心を持っていて将来は、世界の貧困削減に貢献できたら

と考えている。具体的にどんな仕事に就くかまではっきり決まっているわけではないが、

今回のルワンダプロジェクトは、将来の進路を考えるうえで、非常に有意義なものにな

るに違いない。以前ケニアに行かれた MPJ ユースの先輩、夏井さんも、「アフリカに

行ってそのあとの大学生活に対する姿勢も変わった」とおっしゃっていた。私も、この

ルワンダ研修を機に、自分の大学生活に対する態度や姿勢、また、残りの大学３年間を

どのように過ごすべきかについて改めて考えてみたいと思う。 

ルワンダといっても、大学１年生が行こうと思って簡単に行ける国ではない。MPJ

ユースのメンバーだからこそ、安全に、しっかりとしたプランを持っていくことができ
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る。特にルワンダ大統領府やルワンダ中央銀行の訪問、ルワンダ大学学生との国際会議

などは、めったに経験することのできない貴重な機会である。けっして無駄にすること

なく、一つでも多くのものを得たいと思う。大学１年の時期から、アフリカに行けると

いう自分自身の環境に感謝して、実際のアフリカを肌で感じてきたいと。そして現地で

はルワンダプロジェクトのメンバーとしての自覚をしっかりと持ち、このルワンダプロ

ジェクトを成功させ、さらには来年以降の MPJ の海外プロジェクトの土台作りにも貢

献できたらと思う。実りある最高の２週間にしたい。 

 

  帰国後レポート 

 

 アフリカに行きたいという、長年の夢をついに現実のものにし、日本に帰国した今も

大きな感動が抜けないでいる。初めてのアフリカとなったルワンダという国では本当に

多くのものを得ることができた。 

 私は小学生のころ、司書だった母から紹介された、絵本『地雷ではなく花をください』

や、黒柳徹子氏の『トットちゃんとトットちゃんたち』を読み、途上国やアフリカの国々

の貧困、悲惨な現状を知った。自分の生活とはまるで違う生活。きれいな水が飲めない

子供たち。自分は蛇口をひねるだけで飲み水が手に入るのに。また、紛争のなごりであ

る地雷を踏んで命を落としたり、手足を失ったりしている人々が遠く離れた地にいると

いう現状。まだ幼かった私にとってはすべてが衝撃であった。 

 中学生になり、総合学習の時間に世界ではどんな現状があるのかを調べた。また、世

界の現状だけではなく、世界ではどんな団体がどんな援助活動を行っているのかなども

知り、この時期に国際協力というものに興味を持つようになった。それと同時に、アフ

リカの国々へ行って、実際に貧困に苦しむ人々の助けになりたいという思いも抱くよう

になった。 

 そして今回、ついにそのときがきた。アフリカに行く機会をつかんだ。援助活動とし

て行くわけではないが、長い間行きたかったアフリカに行けることがわかって、胸が高

鳴った。映像でしか見たことのないアフリカという異国の地をこの目で確かめ、日本で

は得ることのできないものをたくさん得たいと思った。 

プロジェクトはあっという間だった。２週間のプロジェクトを終えてルワンダという

国に対して抱いた印象は、「美しい国」・「人が優しい国」だった。 

ルワンダというと、やはり１９９４年のジェノサイドのイメージが強い。また、小さ

いころから本で読んで知ったアフリカは、負の面が多かった。だから、日本出国前に、

「ルワンダはアフリカの中では治安はいいほうだから比較的安全だ」と聞かされても
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「本当に大丈夫なのか」という不安があった。周りの人にルワンダに行ってくると言う

と、よく心配されたし、反対する人もいた。 

しかし、実際に行ったアフリカで、その不安は知らぬ間に消えていた。いつの間にか、

ルワンダは美しい国・人が優しい国だという印象に変わっていた。美しい国というのは、

具体的には緑・自然が多い国だということだ。行きの飛行機から見たルワンダは、まさ

に「千の丘の国」であった。いくつもの緑色の丘が連なっているその地形にまず感動し

たのを覚えている。また、首都キガリはきれいに整備されていて、道路沿いの色とりど

りの花壇が印象的であった。 

また、移動中のバスの窓から外にいる人たちに手を振ると、みんな笑顔で手を振り返

してくれた。お世話になったガイドさんやバスの運転手の方も、いつも笑顔で気さくに

接してくれた。日本人も見習うべき人との接し方だと感じた。 

 

本ルワンダプロジェクト報告書においては、私が２週間のプロジェクトで特に印象に

残った２つの活動を取り上げたいと思う。 

（１） ルワンダ学生会議 

 今回のルワンダプロジェクトのメインともいえる、３日間にわたるルワンダ学生会議。

ルワンダ国立大学の学生と「ルワンダの発展」についてディスカッションを行った。「医

療・教育」・「環境・労働」・「経済」の３つのグループに分かれ、私は医療をテーマに話

し合いを行った。 

もちろん言語は英語であり、外国人とのまともな英会話経験がほとんどない私にとっ

ては、初めての英会話の場にもなった。正直、スムーズなコミュニケーションがとれた

とはいいがたく、ルワンダの発展に向けた、高尚な議論ができたとはいいがたい。しか

し、議論を行った結果、感じ取れたものはおおきかった。 

それは「ルワンダの学生の熱意」である。日本人である私は、この会議に臨むにあた

って、ルワンダの医療に関する資料などをそれなりに準備してきたし、この会議では、

なにか大きなものを得たいというやる気はあった。しかし、ルワンダの学生には、それ

とは違う、この会議に対する姿勢がうかがえた。彼らは、この会議を通して、本気でル

ワンダの発展に貢献しようとしていたのである。会議の終盤で、ルワンダの学生の一人

に「この会議で話し合った内容を MPJ ユースのみなさんは、どう活かしてくれるので

すか」と聞かれたとき、面喰ったし、どう答えてよいか一瞬迷った。そして、ただその

場で話し合って終わってしまうのではなく、ここで話し合ったことを、日本に持ち帰り、

東大をはじめとする各大学で広めたり、ネットを通じて公開したり、あるいは国際協力

団体等に紹介することで、尐しでも力になると思ったし、そのような活動を行わないと、



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

37 
 

この会議の意義が小さなものになってしまうと気付いた。また、この会議の成果をなん

らかの形で生かさないと、自分たちの国家の発展を本気で考えているルワンダの学生た

ちに失礼だとも思った。ルワンダ大学生の、自分の国への思い、自分が国を変えたいと

いう姿勢は、私も、日本最高峰の大学・東京大学の学生として見習わなければならない

と感じるとともに、この会議の内容を日本に帰って復習し、なんらかの形で生かしてい

こうと思った。 

  

（２）ルワンダ外務省訪問 

 ２つ目に印象に残っているのは、ルワンダ外務省でうかがったお話だ。その中に、

外国人から見たルワンダのイメージについてのお話があった。私たちはルワンダに実際

に行く前に、MPJ の勉強会でルワンダという国に関してたくさんのことを勉強してい

た。非常に国土が小さく人口密度が高いこと。農業で経済発展してきたこと。これから

ICT 産業での発展を目指していること。そして１９９４年にはジェノサイドという悲劇

を経験したこと。勉強する前は、ルワンダというとジェノサイドがあった国だから、危

ない・恐ろしいなどのイメージがあった。しかし、ルワンダという国について、知って

いくうちに、大統領がカガメになったあと、急速に経済発展し、今では首都キガリはイ

ンフラが整い、汚職も減り、治安もアフリカの中でかなりよいほうである、というよい

イメージをもつようになった。そして実際にルワンダに来て、そのイメージが確かであ

ることがわかったし、本当に好感が持てる国だった。 

しかし、多くの外国人は、ルワンダに関して１９９４年のジェノサイドの知識しかも

っていない。ルワンダ外務省の方は、これがルワンダの発展の妨げになっているとおっ

しゃっていた。本当は、ジェノサイドという過ちをばねにして、これからどんどん発展

していこうとする前向きな国である。にもかかわらず、外国の人たちがもつイメージは、

「ジェノサイドという恐ろしい体験をした国で、気の荒い人が多く、治安も悪い」とい

うものだ。それどころか、まだ内戦が続いていると勘違いしている人も多い。 

国に対するイメージが悪いと、これからのルワンダの経済発展のカギを握る、観光業

に大きな打撃を与える。危ないイメージを持っている国にわざわざ観光に来る旅行者は

いない。今回ルワンダ２週間滞在して、この国は本当に魅力のある国だと実感した。特

徴ある観光スポットはゴリラ園やサファリパークなどくらいだが、これから首都キガリ

がさらに発展していけば、新たな観光スポットを開拓することも可能である。そして何

より、その美しい自然と、人柄のよい人々からくる落ち着きた気持ちになれる雰囲気が

魅力の国だ。この魅力を、観光業における旅行者の増加につなげていくことは十分可能

だろう。そのために、ルワンダという国に対するイメージの向上は不可欠だ。 
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また、国のイメージの悪さがもたらす悪影響は、観光業に対してだけではない。ルワ

ンダに対するイメージが、「危ない国」であれば、ルワンダへの投資も減る。投資家に

とってどの国に投資するかは、重要な問題であり、イメージの悪い国に対して投資する

投資家はいない。投資家が投資しやすい環境・イメージづくりが必要だ。 

ルワンダのイメージ改善のためにできることはごく限られているかもしれない。その

ために外交が果たす役割は大きいとルワンダ外務省の方はおっしゃっていた。その一つ

として、ジェノサイドという過ちを二度と繰り返さないことは、当たり前かもしれない

が、過去に世界で起こった虐殺の歴史を見れば重要なことだと思う。歴史から学ぶ。今

回のプロジェクトは歴史を知ることの大切さを改めて実感できる機会になったと思う。 

 

今回のルワンダプロジェクトでは、普通の大学生活では簡単に経験することのできな

いことをたくさん経験することができた。上記のことだけではなく、他にも多くの団体

を訪問し、自らの教養を深めるとともに、いろいろな考え方を身につけるいい機会にも

なった。また、自分の英語力の低さを思い知らされ、これからの社会を生き抜くために

必要な不可欠な英語をしっかりと身につけようと思えた。自分が気付かないうちに身に

付いたものも多いと思う。今回の経験を無駄にすることなく、自分の将来、日本の将来、

途上国の将来のために活かしていきたいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：有國 優人 
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〈大小田 紗和子〉 

出発前レポート 

 

2010 年夏、高校生の時に

見た映画によって影響を

受けて、国際協力に興味

を持って以来行きたかっ

たアフリカのルワンダへ

行くことが決まった。私

にとって、アフリカはと

ても遠い未知の世界。ア

フリカ行きが決まった時は、わくわくどきどき、楽しみでしかたがなかった。 

 そんなある日、父が一言。「紗和子は、ルワンダに行ってなにをするの？なんで行き

たいと思ったの？」私は、今一度自分自身に問いただしてみた。ただ“アフリカ”に興

味があるから行きたいと思ったこと以外に明確な理由があっただろうか。ルワンダでは

ルワンダ国立大学の学生との会議や、Millennium Village の訪問など、予定はたくさ

んある。では、そこで一体“私”自身はなんのためになにをするのだろうか。会議では

ルワンダの開発と発展というテーマについて採り上げるが、ルワンダの開発と発展に寄

与できる私の役割とはどんなものがあるのだろうか。 

 考えてみると、最近の自分が「なぜ、なんのために、なにをしたいのか」よくわかっ

ていないことに気がついた。今回のルワンダプロジェクトだけではなく、大学生活も残

り 1 年、進路をどうするか、なにをやりたいか決めるにあたって、大学院に行って国際

政治を勉強するという選択をしたが、それに対しても、このような問いに答えられない

でいる。 

 なぜ答えられないのか。それは、私が思うに“知らないこと”のためだろう。この“知

らないこと”とは、物事を知らないということももちろんだが、“自分”を知らない、

よくわかっていないということだ。 

 私は、人には必ず役割があると思っている。例えば、国際協力を考えた時に、お金を

稼ぐことが得意な大金持ちは、お金を提供すること、体力に自信がありパワフルな人は、

現地に行って働いて、身を提供することが、自分を活かした役割だと思う。だけど、こ

の役割は、きちんと自分のことを理解していないと、自分の役割とは異なったことをす

ることにより、自分を活かせないことになる。しかし、役割が決まっていて、それが自
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分にとって一番能力が発揮できるのであるとすれば、いま行っていることが上手くいか

ないから自分の役割ではないということになり、やめるという答えに直結することには

ならない。なぜなら、努力をしているうちに自分がどういう人間なのかわかってくるこ

ともあるし、努力をしたことによって、自分らしく変わっていくことがあるかもしれな

いからだ。 

 ともかく、私は自分のことをよくわかっていない。どうすれば自分のことを尐しずつ

でもわかるようになっていくのか。その答えが、ルワンダにあるような気がした。いま

の自分にできることを、ルワンダプロジェクトを通じて行う。そのことによって、自分

がどのような人間か、尐しだけでもわかるようになれば、これからの自分を考えるきっ

かけになるのではないだろうか。では、一体ルワンダでできることとは、なんだろうか。 

 実際、役割と言っても、学生の私ができることは、限られてくるだろうし、直接ルワ

ンダに貢献できるような大きなことはできないだろう。しかし、学生には学生なりので

きることがある。それは、勉強して、現地で目で見て、感じてものを他の人に伝えるこ

とではないか。 

 日本人のアフリカへのイメージは、遠いという感覚が多いだろう。遠いから、よくわ

からない。よくわからないから、興味がわかない。興味がわかなければ、その国の人々

を想うこともできない。そのような日本の人々に今の“ルワンダ”を伝えることが、い

まの自分にできる国際協力の形なのではないか。 

 私は、国際協力が真の目的ではないが、この経験を通じて、自分をもっとよく理解し

たいと思う。そして、自分の役割を見つけて、自分の人生を作り上げていきたい。その

ひとつのきっかけが、このプロジェクトにあると私は考えている。 

 

  帰国後レポート 

 

 3 月 11 日、東北地方太平洋沖で大地震が起こった。大地震による津波や原子力発電

所の爆発による被爆の可能性の影響により、現在もなお日本は混乱した状況に置かれて

いる。その中で私たちは、なにができるのか。なにをすべきなのか。このような時だか

らこそ、自分の役割とはなにかを見直すことが求められるのではないだろうか。 

 そこで私は、今回のルワンダ研修を通じて考えた 3つの役割について論じて行きたい。

ルワンダという国と関わっていく中で、まず日本はなにができるのか。次に学生として、

そして最後に私自身の役割について考えていきたい。 

 

1、日本の役割：ルワンダ大学生との学生会議を通して。 
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 まず、一つ目として日本はルワンダでなにができるのだろうか。このことを考えるき

っかけは、ルワンダ国立大学生たちと行った学生会議だった。この学生会議ではルワン

ダの開発という大きなテーマのもとで、グループに分かれて経済、教育、医療など分野

を絞った話合いを進めて行った。私のグループは、ルワンダの医師不足の問題を取り上

げた。彼らと話し合う中で、この問題の主な原因のひとつを、医師を育成する教育機関

の不足とし、その解決策を日本との関係の中で模索していこうということになった。 

 そこで、まず日本と関係を持っていく中で、彼らが日本の医療事情に対して抱いてい

るイメージはなにか、聞いてみた。そこで彼らが一番に言ったことは、先進国日本の十

分な医療教育施設、そこで得られる技術の質の高さだった。そして彼らが日本に求めて

いることは、一方的な援助関係よりも、日本とルワンダのしっかりとした協力関係を築

くことであった。ここから、ルワンダの医療現場で日本ができる役割を考えてみた。 

 ルワンダでは、医師のための教育機関の不足という現状がある中で、どのように人材

を育成するのか。そこで、日本としてできることは日本の医療機関へルワンダの医学部

生を送り込み、研修を行う。そうすることにより、医師になるための必要な技術を習得

することができる。  

 それを可能にすることために、考えなければいけないものとして言語という問題があ

る。ルワンダの医学部生たちは、ルワンダという自分の国で医師になるにはどのような

技術が必要なのかを日本に学びにくるため、慣れない日本語よりも英語による教育を必

要とするだろう。しかし、日本の現状として、医療機関における外国人を受け入れ、そ

して彼らに対する専門分野におけるすべての授業を英語で行っているところは尐ない

ため、留学させ技術の習得を可能とする人材は限られてくる。 

 そこで、祖国に帰ったときに日本の“医療”への認識を持った彼らが日本の医療従事

者をルワンダに招へいすることが望ましい。そのために彼らが受け入れ環境の整備を行

うことが、必要となってくる。このように日本とルワンダが協働することで、現地で医

療技術を持つ人材が増え、ルワンダにあった医療環境の整備が実現する。それにより、

医療を提供する基盤を構築することが可能となる。 

 すなわち、まず日本ができることは、ルワンダ医学部生を日本に受け入れ人材の育成

を行うこと、そして日本の医療従事者を現地に送り込みそこで協働して人材の育成を行

うことである。 

 ここまで、ルワンダの医療事情における日本の役割について考えてきたが、ルワンダ

国立大学生も言うように、このような役割を果すためには、ルワンダと日本の関係をし

っかりと構築させることが必要となる。一方通行の関係の中で、従来の目的を果すこと

は困難であるからだ。 
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 そこで、日本がルワンダの医療従事者を育成することにより、ルワンダと相互的な関

係を築くことが必要である。その関係の中で、日本が得られるものがあるとしたら、ル

ワンダを通して、世界の現状を見ることが可能になるということだ。世界の現状を見る

ことにより、発展途上国に対する認識が高まる。認識の高まりが、医療に関してだけで

なく経済、政治、文化、さまざまな理解に繋がり、よりよい関係、協力関係が築けてい

くのではないだろうか。 

 

2、学生として：Gikongoro memorial を訪れて。 

 2つ目、学生として、いま私はなにができるのだろうか。私は、現在国際政治を勉強

するため、大学院を目指している。そのため、ルワンダへ行く前の事前勉強会では、ル

ワンダの虐殺からどうやって現在の政治制度が確立したのかということを考えるため、

ルワンダの虐殺の歴史と現在の政治制度を調べた。そこで、虐殺された側の民族ツチの

カガメ大統領による独裁政権とそれを支える政党 RUFによる強い統制、警察権力の強大

さ、国民に対して民族という言葉を禁じる一方、虐殺を語るときに政府が行う「ツチ族

は被害者、フツ族は加害者」という意識の埋め込みなど、現在のルワンダにおける政治

制度がいわゆる先進国といった国々が持っている民主主義とは異なっている現状を感

じた。 

 そんな中、ルワンダ国立大学生に案内され、Gikongoro memorial という虐殺記念館

を訪れた。この Gikongoro という場所は、もともと学校として建設中だった建物に、虐

殺当時「フランス軍が助けてくれるから、そこに集まったほうがいい」という宣伝がそ

の地域一帯に流され、彼らが集まってきたところを見計らい、閉じ込め、飢えはじめた

ところで大量な虐殺が行われたところだという。 

 その memorial には、犠牲者を追悼するための大きなお墓と、広々とした芝生に立つ

何部屋もの倉庫が連なっていた。まず、犠牲者を追悼し、一部屋ずつ倉庫のようなとこ

ろへ入って行った。そこに広がっていた光景は、想像を絶するものだった。白骨化した

何体もの遺体がただ並べられているだけだった。殴られ殺されたため原型を留めていな

い頭蓋骨、何体も折り重なって埋められたため薄くなった身体、いまだに漂う死臭。そ

こには、大人だけでなく、子供たちや小さな赤ちゃんの遺体までも置かれていた。その

光景を目の前にした時、いままでルワンダについて勉強してきた世界が、急に現実もの

として私にせまってきた。ルワンダという国で起こった悲劇は、実際に人が殺され、犠

牲者となっているということを memorial に行くことにより、今まで感じることのでき

なかった「これが現実の世界だ」という実感が湧いてきた。それと同時に、日本で勉強

している中で考えた私の「ルワンダという国」に対するイメージの希薄さを強く感じた。
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政治制度を考えるにあたり、民主主義や国民、国家の在り方を考えることも必要である

一方で、現実の世界には必ず人が関わっているということ、そのことを認識した上で、

物事を考えて行くことの必要性を強く感じた。 

 まず、歴史的なコンテキストからルワンダについて再考すると、1994年に 1年で 100

万人が殺されるという大虐殺が起こった。虐殺の背景として、民族対立の歴史がある。

かつて築かれていたルワンダ王国の歴史の中で、特権階級として存在していたツチとい

う集団が、ベルギーの植民地政策により、ツチと（ツワという民族も尐数いるが）それ

以外のフツという明確に分断が作りだされ、支配層のツチと被支配層のフツという構造

が明確化された。そして、第二次世界大戦後、1959 年ルワンダの独立と共に多数を占

めていた被支配層のフツが政権を握り、これまで支配されてきた経験からツチに対して

のイメージは悪化していく中で、虐殺が繰り返し行われていた。その中で一番犠牲者が

多かった 94年の虐殺が注目されている。 

 このような複雑な歴史を抱えたルワンダという国は、一方で大虐殺という歴史があっ

たという事実を認識する必要があり、他方でその否定的な側面をどのような肯定的な未

来に繋げていくかという課題を抱えている。負の歴史を正確に認識することが転じて、

未来を開くことに繋がる。私がここでいう「未来」は、過去のコメモレーション、すな

わち過去を記録し記憶する行為なしにはありえない。文字や言葉といった言語による正

確な記録と、国民の持っている記憶、そのどちらも必要である。記憶と記録の伝達は、

知恵の伝達である。正確な歴史の認識の下には、確かな判断力とそれを支える知恵が存

在する。その知恵は、たくさんのことを見て聞いて感じて経験することにより培われて

いくものだと私は考えている。その知恵を私たちは学生のうちに身につけて行く。その

ことが学生としての役割なのではないか。 

 今回、私は学生として日本で事前に勉強し、現地に行って実際に見て聞き感じたこと

のひとつのテーマとして、ルワンダの大虐殺の加害者と被害者という問題がある。ルワ

ンダの大虐殺は、独立後多数派となり政権を掌握したフツの一族が、独立以前まで支配

層だったツチの一族を虐殺していったという加害者被害者関係が存在すると認識され

ている。しかし、私が Gikongoro memorial で見た衝撃的な光景は、どちらも歴史の犠

牲者だということを教えてくれた。殺した側の人たちが無罪だと主張しているわけでは

ない。歴史によって作られてきた恨み憎しみが露呈したとき、このような悲劇が生み出

され、その悲劇によって、現在も国民は犠牲者なのだ。家族や友人を殺された国民はも

ちろん、自分の家族や友人が人殺しだという国民もその事実を嘆き、悲しんでいるので

はないか。その過去を教訓にすることにより、二度とここのような犠牲が生まれること

がないような認識を深めて行くことが課題であろう。Gikongoro  memorial を案内して
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くれた学生が、「94 年の虐殺は、私たちの国の歴史の中で非常に大きな出来事であり、

とても大きな悲劇であったが、虐殺があったというルワンダの負のイメージを変えてい

きたい。そのために、このような過去を踏まえたうえで、どのようにルワンダが変わっ

ていくかが重要なのである。僕としては、未来あるルワンダを作っていきたいし、伝え

ていきたい。」と語っていたことが印象的だった。過去を未来に繋げていく基盤を作る

ため、本を読むこともしかり、いろんな場所に行き、人と出会い、見て聞いて感じて、

たくさん学ぶことが、私たち学生が学生のうちにできる役割だろう。 

 

3、私として：Maurice の夢 

 最後に、私自身できることはなにか考えたい。ルワンダ国立大学生と交流する最終日、

ドリームマップの作成を広めるべく日本で活動している秋田稲美さんに指導を受け、彼

らと一緒にドリームマップを作成した。ドリームマップとは、自分自身の夢を雑誌の切

り抜きや写真、絵や言葉を使い、一枚の紙に表現したものだ。私自身、日本でドリーム

マップを作成したが、自分の夢をある形にしていく作業によって未来に向けたより明確

なビジョンが見えてくるきっかけとなった。 

 彼らとドリームマップを作成している時、とても印象的なことがあった。私と一緒に

作業を行っていた彼の名前は、Maurice。彼は、私に peace maker になりたいという夢

を語ってくれた。彼が言うには、飢餓の問題を解決させるべく、food security につい

て勉強したいという。そして、彼が最後に一枚の写真について説明をしてくれた。その

写真は、崖の上に 2本の木がただ生えているだけの写真だった。彼は、手で木の部分を

隠して、「この崖の上に、木が生えると思う？」と聞いてきた。私が、「普通は、生えな

いよね」と答えると彼は自分の手を写真から離し、隠していた木を私に見せてきた。「け

ど、生えるんだよ。この世で、不可能なものなんてないんだよ。僕の夢は、みんなに不

可能なことなんてないんだっていうことを伝えて、実際に気持ちをチェンジさせる

peace maker になることなんだ。いま、僕たちの国、ルワンダで必要なことは、不可能

なことはないと信じながら、いろんなことに挑戦していくことだと思うから。ルワンダ

という国をもっといい国にしたい。」その言葉は、ルワンダを去った今でも強く心に響

いている。なぜなら、自分と同じくらいの学生が、ルワンダという国を想い、自分なり

に自分の役割を考え、それを形にしようと努力をしているからだ。そういった学生と向

き合う事で、日本人であり学生である私自身は、どういった役割を担っていくのか、い

きたいのか、考えるきっかけができた。 

  

 そのようなきっかけをもらいルワンダ去った現在、私はイギリスのロンドンとオック
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スフォードを訪れている。そこで私は、イギリスが持つ 2つの側面を学んだ。歴史の継

承と、言語による伝達、この 2つを非常に大切に行っている。 

 まず、ひとつめのイギリスにおける歴史の継承を、チャーチルが育った場所としても

有名なブレンナムパレスで実感した。門を入るとまず広大な土地が広がり、建物に着く

まで 10 分ほど歩く。そこに着くとあまりの壮大さに圧倒された。建物に入ると、チャ

ーチルの生涯がさまざまな展示によって語られている。このようにイギリスでは、一人

の人間の一生が展示され、人々に語り継がれている。それを可能としているのは、歴史

を遺産として残そうという国民の共通認識がこの国に存在しているからだ。 

 また、チャーチルの展示の中で、興味深いものがあった。それは、チャーチルが首相

になってから著した書物“The World Crisis”である。第一次世界大戦はなぜ起こった

のか、その分析を 6巻もの書物にまとめている。過去を振り返り、言語によって世界の

政治を掌握しようとする、チャーチルの意思が見てとれる。このように、イギリスでは

言語というものに対する意識が高い。そのことを実感した場所が British Library だ。 

 ちょうど私が訪れた時期に、『Evolving English』という世界に拡大していった英語

の歴史の展示が行われていた。イギリス人は、もともと英語を話していたわけではない。

ヨーロッパ大陸から攻めてきた民族によって、英語という言語が入ってきた。そこから

イギリスは、英語という言語を上手く使うことにより、全世界を掌握するほどの力を持

つ大英帝国となっていく。つまり、自分たちを支配した英語を逆に支配する道具に活用

したということだ。そのため、イギリスの文字や言葉にして残す、それを遺産として大

切にしていく文化は、いまでも色濃く残りこの国を支えている。 

 すなわち、イギリスには言語によって歴史を継承するという国民の共通認識が存在し

ているのだ。この国民の共通認識こそが、イギリスという国家の基盤を構築している。 

  

 今回、ルワンダで国家の形成について考え、イギリスで国家とはなにかを考えた時、

それぞれ異なる国の国民が、自国に対してとても意識的であるということを感じた。一

方、日本はどうだろうか。日本人は日本に対して意識的だろうか。 

 今回、日本人として、日本のためになにができるのか考えた時、学生の私ができるこ

とは、自分なりに意識的に日本という国を捉えなおすことであった。そして、イギリス

が言語に対して意識的であるように、私自身が言語に対して意識的になることが必要だ。

たくさんの本を読み、ボキャブラリーを身に付け、自分自身の言葉を使えるようになる

ことにより、物事を深く考えることが可能となる。日本という国を深く考える。そのこ

とが日本を理解するということに繋がっていくのではないか。このようなことを通して、

意識的に、自分なりに学び考えていきたい。 
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４、まとめ 

 今回のルワンダ研修では、たくさんの貴重な機会を得ることができた。その貴重な体

験の後、イギリスで考えたことがひとつのきっかけとなり、歴史と言語という自分なり

の課題にこれから取り組んでいきたいと思う。そして、このように私が感じたことを日

本の中で学生たちと共有し、意見を交わすことにより、尐しずつ私たちの身の回りに広

げて行くことが、日本を変えていくことに繋がるのではないか。そのことを今回の研修

を通じ、ルワンダの学生と話し、考え、得ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：大小田 紗和子 
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〈大澤 信利〉 

帰国後レポート 

 

２週間に及ぶルワンダ研修を通じ、

ルワンダ国立大学生との国際会議、

ミレニアム・ヴィレッジ（以後、

MV と省略）視察、中央銀行をは

じめ各機関訪問、そして虐殺記念

館見学を行った。これらを通じ、

「援助される側」であるルワンダ

を様々な視点から考察する機会と

なった。 

そもそも、ルワンダとはどのような国であるのだろうか。地理的側面に注目すれば、

日本の四国の１．５倍程度と小国であり、また内陸国という側面を持っている。歴史的

に見れば、もともと王国として栄えていたが、西欧列強に植民地化され、フツ、ツチと

いった民族の差異が強調されることとなり、それが９４年に発生した大虐殺に代表され

るように、常に政治的緊張を生んでいる。また経済的側面から見れば、地理的なデメリ

ットを背負いながらも、アフリカの奇跡と呼ばれる成長を遂げている。このように、人

工的に国境線が引かれ、広大な領土を備えながらも、貧困から抜け出す糸口が見つけら

れていないというアフリカ諸国の典型的なイメージとは離れた、特殊な側面を備えた国

であるといえよう。   

国家が平和的に発展し、自立するためには、経済的に成熟していくことが必要である。

ルワンダが９４年に代表されるような負の歴史から脱却し、真に統一された国家として

成長していくためにも、経済的繁栄が求められる。 

以下、研修を通じた体験を基に、ルワンダの特殊性を加味したうえで、農業、工業、

サービス産業の３つの視点から考察を加え、今後経済発展するための課題について考え

たい。また日本としてルワンダに対し、どのような支援や援助が可能であるか検討する。 

 

・ルワンダの経済発展 

 農業 

 ルワンダの人口の約 9 割が農業従事者であると言われ、農業はルワンダの GDP の約

4 割を占めている主要な産業である。実際、首都であるキガリを尐し離れると田園風景
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が広がっていた。主な農産物は、コーヒーと紅茶であるが、丘と丘の平地では水田が多

く見受けられたのが印象的だった。国際会議で、現地の大学生は、人口増加による一人

当たりの耕作面積の低下に対忚するため、いかに生産性を向上させるか、また付加価値

の高い生産物を生み出していくが課題であると述べていたが、MV 訪問等を通して農地

を見学した際には、生産性を上げるために必要な機械はほとんど見られず、また肥料に

関してもほとんど使用されていない様子だった。現地の大学生は、農民の多くは生産性

向上のためのノウハウに対する知識が不足しており、肥料の適切な使用方法を知らない

割合が高いと言っていたが、今後は日本で言う JA のような組織を作って彼ら自身で農

作物の生産性の拡大を図っていくべきであるか、その前に政府が主導して専門家の育成

や肥料の使い方の通達などを行っていく必要がある。 

 工業 

 ルワンダにおける工業は、GDP の 3 割程度を占めるが、大企業というものがあまり

存在していない。事前にルワンダの工業についてインターネットで検索した際、「Sulfo 

Rwanda Industry」という会社がヒットし、調べたが、この会社の製品はミネラルウォ

ーターや石鹸、洗剤といった日用製品を販売しているに止まっていた。実際に、現地の

スーパーで商品を見ると、確かに上記の企業を始め、現地の企業の製品も存在するが、

多くの商品はケニアなど海外からの輸入品であり、日本と比べても高額と感じられる商

品が多々見受けられた。このように、国内の工業がまだまだ未熟であるために、内陸国

であるため輸入に際し関税等で値段が高くなった海外からの輸入品が多く、これらはル

ワンダ人にとって大きな負担となっているという印象を受けた。また、外務省を訪問し

た際に、外務省の建物はルワンダの企業ではなく、中国の建設会社が建築したという話

を聞いたが、日用品に限らず、ルワンダ国内では工業全般があまり育っていないと見受

けられる。一見すると、地理的なディスアドバンテージに鑑みると、輸出入に不利な工

業製品を作る企業が育っていく事は困難である。しかし、ルワンダ国立大学生が言って

いたように、ルワンダには多くの隣国が存在し、彼らをマーケットとして取られると大

きな可能性が存在する。またルワンダは東アフリカ共同体に加入しているが、政府が積

極的に隣国との障壁を減らしていくことで、ディスアドバンテージを克服できることも

可能である。このように、ルワンダで工業を考える際には、ルワンダ一国のみに着目し

ないで、地理的なディスアドバンテージを直視し、隣国を含めた大きな枠組みでがんが

得ていくことが重要であろう。 

 サービス産業 

 経済発展していくにつれ、比重が大きくなっていく傾向にあるサービス産業であるが、

ルワンダにおいても、年々GDP に占める割合が多くなってきている。その中でも、観
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光業は外貨を得る重要な業種である。国のシンボルにもなっているゴリラは、世界でも

ルワンダの他、一部の国にしか生息していないため、重要な観光資源でありゴリラトレ

ッキングに訪れる外国人も多いと聞いた。JICA 事務所を訪問した際に、日本人は年間

約 4000 人がゴリラトレッキングに訪れていると聞いたが、隣国のケニアの国立公園に

は数万人訪れているそうなので、まだまだ数としては多くない。バスガイドによると、

ルワンダを訪れる全外国人の内、一番多く訪れるのはアメリカ人で、次はカナダ人、そ

の次に日本人であると話していたが、その日本人が主要な観光スポットであるゴリラト

レッキングに数千人しか訪れていないことからも、まだまだルワンダの観光業も未成熟

であることが分かる。ルワンダを訪れる人が尐ない原因として、「ルワンダ」と聞くと、

ホテル・ルワンダに代表されるように「虐殺」のイメージが強く、好んで行く所ではな

いというイメージが強いのと、何より交通の便が悪く、ルワンダに行くまでに何回も乗

り継ぐ必要があるためであろう。また、ゴリラトレッキングに外国人は 500 ドルもか

かることも大きな障害となっている。このように、イメージや地理的要因、また高額な

代金では、旅行客が伸びていく事は想定しづらい。このような障害に対しては、政府が

積極的にイメージ向上のキャンペーンや直通便の誘致を図って対忚していく必要があ

るだろう。 

 また、サービス産業の中で、ICT も政府が力を入れている分野である。内陸国で輸送

コストが高く付くルワンダの事情を考えると工業製品の輸出入は不利であり、また農業

だけでは天候次第で影響を受けあまりに脆弱であるため、情報通信産業は、これらの状

況を打破するための解決策として大きな魅力を持っている。実際、プライベートセクタ

ー連合や各省庁を訪問した際に、ICT 産業に力を入れていることを述べており、国家全

体の方針としてこの分野を成長させていこうとする姿勢を感じ取れた。しかし、ICT 分

野を発展させる為には電力の安定供給が不可欠である。ルワンダの国内電力供給は全世

帯の１３パーセント程度しか賄っておらず、また、キガリ市内でも毎日のように停電が

発生している。このような状況に鑑みると、ICT 分野の発展には程遠いという印象を受

けた。プライベートセクター連合のロバート・ライガンバ氏に、電力の安定供給につい

て質問した際に、政府と民間による協調（PPP）、そしてアメリカなど各国の援助によ

って水力発電所など建設を行い、また隣国から電力を買うことで、対忚を図っていると

述べていたが、このような計画が順調に進めば、ICT 分野も発展することが可能であろ

う。 

 

上記で、農業、工業、サービス産業の３つの分野からルワンダの経済について考察を

加えたが、どの分野でも政府の役割は大きいと分かった。最終的には、どの分野も政府
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の干渉なしに、民間で行っていくことが望ましいが、まだどの分野も未成熟であるルワ

ンダにおいては、軌道に乗るまで政府が主導していかなければならない。しかし、途上

国であるルワンダ政府の資源の無限にあるわけではなく、また全てにおいて政府が関与

することが難しいため、そこに外国からの援助や支援の必要性が求められる。以下では、

日本がどのような援助や支援ができるのかについて考察を加える。 

 

・日本に求められる援助や支援 

 日本は、コロンボ・プランに加入して以降、半世紀以上に渡って外国に支援を続けて

きた。現在は、ODA 額は世界 5 位であるが、90 年代は世界 1 位であり、日本は世界に

誇る援助大国である。実際に東アジアの経済成長は日本の援助による所が大きい。また、

こうした援助を通じたノウハウの蓄積があり、これをルワンダにおいても適用すること

は十分に可能であると考える。しかし、財政的な制限があるため、全ての分野で日本が

援助する事は難しく、また日本としても得意とする分野の援助がもっとも効果を発揮す

ることができる。但し、ルワンダ政府が求めているものに合致した援助でなければ効果

は当然、限定的なものとなってしまう。 

では、日本が得意とする分野で、なおかつルワンダ政府が支援を求めている分野は何

であろうか。その答えの一つとして、「インフラ」を挙げることができよう。東アジア

の経済成長を支えた日本のインフラ整備の支援は、もっとも日本が得意とする分野であ

り、ルワンダとしてもインフラ整備は莫大な資金がかかるが、発展のために不可欠であ

るため、ニーズは大きい。 

上記で電力不足を指摘したように、ルワンダでは、インフラ整備がまだまだ未熟であ

る。また、キガリ市内を散策した際に、主要道から一本ずれると舗装されていない道路

が続いていたのが見受けられた。電力、道路の舗装以外でも、鉄道網の配備、上下水道

の完備など、多岐にわたる。JICA 事務所を訪問した際に、こうしたインフラ面での支

援に力を入れているという話を聞いた。ここで、大変興味深かったのが、隣国に囲まれ

たルワンダのインフラを考える際には、隣国との関係を考慮する必要があるという話だ

った。例えば、この地域では、電力を一カ国が自国のみで賄うという発想はあまりなく、

他国と協調しながら賄っているそうであるが、こういう場合には他国との電力供給のシ

ステムが同じでなければならない。また道路も国内のみで終わりではなく、発展のため

には隣国との交通のアクセスを考えなければならない。島国である日本では、考慮する

必要があまりないインフラ設備における隣国との兼ね合いを、ルワンダではトッププラ

イオリティとして考慮する必要があると聞いて、各国ごとの特殊性を加味する必要があ

る事を改めて再認識させられた。このような考慮のもと、日本はルワンダとタンザニア
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を結ぶルスモ橋の架け替え支援や配電網整備支援を行っている。こうした支援は、ダイ

レクトに経済発展に寄与するものであるため、日本政府として積極的に進めていくべき

であろう。 

 

以上、ルワンダの経済発展の課題と日本の支援や援助について簡単に考察を加えたが、

このような考察を離れて、2 週間ルワンダに滞在した上で感じたルワンダの印象を述べ

て、結びにかえたいと思う。始めてルワンダの市中を見学した際、道端にゴミが尐なく、

すごくきれいな国であると感じた。また、ルワンダの人々は概して優しく、またシャイ

な人が多く、「陽気なアフリカ人」というステレオタイプからは程遠く、更に時間に正

確であり、こういう側面は日本人に似ているのではと思った。約 40 年前に、ルワンダ

中央銀行総裁としてルワンダの発展の為に尽力した服部正也氏は著書の中で、ルワンダ

人の勤勉さと発展の可能性について言及していたが、実際に、2 週間ではあるがルワン

ダで生活することを通じて、ルワンダ人の仕事に対する姿勢は、想像よりも真面目で丁

寧であるという印象を受けた。ルワンダが経済発展を続けているのも、こういう人々の

姿勢が反映されている側面もあるだろう。今後発展を続けるためには、上記の考察で述

べたように克服すべき困難も多いが、このままルワンダが経済発展を遂げることを祈る

ばかりである。 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：大澤 信利 
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〈狩野 歩夢〉 

 

  出発前レポート 

～現地で何を行うかルワンダに行く目的～ 

 

【MＰJ youth とＭＶ】 

私は MPJ youth（ミレニアムプロミスジャ

パン ユース）という学生団体に所属してい

て、この学生団体でルワンダに行く企画を考

えている。ルワンダでは、ルワンダ大学学生

と、コロンビア大学学生と、MPJ youth メン

バーで学生会議を行う。「会議では主に開発

援助に関して」をトピックとし、より現地の

人の自立に役立つ開発と援助を目指し、援助

する側と援助される側の視点をぶつけ合う。

またルワンダで実施されているミレニアムビレッジプロジェクト（ジェフリーサックス

が提唱する「私たちの世代は歴史上初めて極度の貧困を終わらせることができる」とい

う理論を証明すべく、コロンビア大学、国連開発計画、ＮＰＯ法人ミレニアムプロミス

が共同して実施している国際的な取り組みのこと。現在アフリカの１０カ国８０の村々

に住む極度の貧困層５０万人を対象に、包括的な援助を行い５カ年で住民のサステイナ

ブルな自立を目指している。包括的な援助とは１、農業２、基本的健康３、教育４、電

力、輸送、電信５、安全な飲料水と衛生設備、の５つの面であり、ミレニアムビレッジ

プロジェクトではこの包括的アプローチによる国連ミレニアム開発目標の達成可能性

を探っている。）の現場を見学させていただき、そこで活動している方々と直接討論す

ることが企画の趣旨である。 

 ＭＰＪ ＹＯＵＴＨは、東京大学法学部北岡伸一教授と、夫人で元電通総研主任研究員

の鈴木りえこ氏が設立した NPO 法人、ミレニアム・プロミス・ジャパン（MPJ）の活

動に賛同する学生を中心に２００８年に結成された団体である。MPJ はジェフリー・

サックス教授（コロンビア大学地球研究所長・国連ミレニアム開発目標(MDGs)担当・

国連事務総長特別顧問）により、MDGs 達成のため、1 日 1 ドル未満で暮らす人々が世

界で最も多いサハラ砂漠以南のアフリカにおける極度の貧困をなくすため設立された、

ニューヨークの NPO 法人ミレニアム・プロミスを支援する。MPJ Youth は「人と会う。
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自分を定める。世界に向かう。日本を変える。アフリカで」という理念のもとで、様々

な分野の人に会い、他者と揉まれあい、自分を定め、成長させるためのきっかけとして

日々活動を行っている。過去の活動として、ミレニアムビレッジにおけるインターン、

アフリカを題材とした各種イベント（ジェフリーサックス、アメリカ各国の在日大使、

また国連開発計画の駐日代表を招き講演をして頂いたなど）、週に一度の勉強会の開催、

各国の大学生との国際交流活動、などを行い、グローバルフェスティバルなどのイベン

トに参加してきた。メンバーは東京大学を中心に４５名で活動を行っている。 

 

【アフリカに目を向けた動機】 

私がアフリカに目を向けたのは高校一年生の時である。当時私は友達とのコミュニケー

ションが上手くとれず、恋愛でも失敗し、部活動でも思うようにレギュラーになれず、

うつ病、人間不信、パニック障害のような精神病を患い、自殺することも考えた。家族

や周りの仲間に多大な迷惑をかけ、心配もさせてしまったが、周りの仲間や家族の支え

のおかげで立ち直ることができた。またこのような状態の時、テレビでアフリカのスラ

ムの映像を見たとき、現地の人は泥水を飲み、電気もなく、家もボロボロの木造で貧し

い生活を強いられていたが、現地の人はみな笑顔で、人と人のつながりを大切にし、沢

山ある問題や貧困にまけず強く、日々を楽しんで生きていた。私はその映像をみて、自

分は欲しい物はすぐに手に入りこんなに豊かな生活が出来ているのに何を悩んでいる

のだと思い、立ち直るきっかけとなった。家族や友達に支えられ、アフリカの方々にも

元気をもらった。いつか周りの人に恩返しをし、尐しでもアフリカや世界で困っていて

本当に助けが必要な方の力になれたらと思うようになった。そのためにもアフリカの現

状を知り、現地の人の考えを聞きたいと考えアフリカに行きたいという思いをもった。 

 

【現地で行いたいこと】 

ルワンダに行く私自身の目的としては、一つはアフリカに行き現状を知ることである。 

下記にあるルワンダのマヤンゲビレッジについての現状や、MPJ youthでのルワンダ出

国に向けた勉強会などで、ルワンダの経済、商業、政治、保健衛生、産業、観光、発展、

環境、学校、ジェノサイド、民族対立、その他様々なことを学んだ。しかし、やはりプ

リントだけに知識でなく、実際にルワンダの首都やマヤンゲビレッジ周辺に行き自分の

目でアフリカの、そしてルワンダの様々な面での現状を知りたいと切に願っている。 

＜ルワンダマヤンゲミレニアムビレッジの現状＞ 

数字＝MVP前  ●＝MVP後 
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首都キガリから南へ 40㎞。この地域はほとんど雤が降らず地方特有の貧困に伴い、 

病気の蔓延が問題となっていた。農作物の収穫量も尐なく、今にも飢餓を起こしそうな

状態であったため、2006年マヤンゲ MVPが始まった。 

保健面 

1、保健所にはスタッフが足りず、薬、エクイップメント、電気、水などが無かった。 

2、HIV感染者は国内で最も高い１３％。 

3、5才未満の死亡率が 5人に 1人。 

MVP開始後、新しい保健所を建設し、スタッフを雇用し教育して、薬、エクイップ

メント、電気、水を供給した。 

住人に生活の際の健康法や、マラリアの予防法、病気の治療法、診断法を教えた。 

農業 

1、2005年に 5ヶ月間ほとんど雤が降らず、収穫量がほとんどなく、干ばつが起きた。 

2、雤が降ると土砂崩れが起き、養分が流れ土壌が衰える状態。 

2006年 1月に、WFPとユニセフが現地に向かい、緊急時食糧供給センターを建て、

栄養失調の母子へ食糧が供給された。 

MVP開始後、農民コミュニティーリーダーを選出し、土地の管理方法や栽培方法を

学び、分業を行うようになった。(ブサゲ、キャッサバ、落花生、マッシュルーム、

アボカド、マンゴー、ザクロ、サツマイモなど) 

酪農法や養漁法が教えられ、栄養の改善や収入の向上が図られた。 

教育 

1、小学校は大きいクラスでは 80人以上もいて定員オーバー。 

2、中等教育はコストがより高く、ほとんどの両親は小学校までしか学費が払えない。 

新しいクラスが建設中で、徐々にクラスの人数も減尐しつつある。 

WFPが 5500人に給食を配給してきた。 

Ericssonと共同で 2008年、小学校に 10台のコンピュータが設置された。 

インフラ 

1、住民は飲み水を手に入れることができず、一回に何時間もかけて水を汲みに行き教

育、農業のための大切な時間を使った。 

2、道路、電気等が整備されていなかった。 

2008年に 13の水源が設置され、マヤンゲに住むほとんどの人々に提供できる水の

システムが進行中である。電気の普及も尐しずつ進んでいる。 

ルワンダ政府がキガリ、ブルンジにつながる道路を作った。 
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二つ目により現地の人の自立に役立つ開発と援助をとは何かの自分としての考えを

見出したいと考えている。2010年 9月インドネシアの都市部と一日一ドル以下で暮ら

す農村部にスタディツアーにいき、援助する側と援助される側の対等な関係とは何かを

考え始めた。現在の自分の考えは、今の先進国が発展する過程で経済不況や環境問題な

ど問題点が浮き彫りになっていて、発展途上国でも貧困や保健衛生、教育など問題が上

がってきている。先進国には先進国の問題があり、発展途上国には発展途上国の問題が

あるのが現状です。決して、先進国側は決して自分たちの意志だけで発展途上国を変え

てしまったり、発展途上国側は先進国にただ甘えたり依存せず（紛争などの緊急時を除

く）、この二つの地域にすむ人々がコミュニケーションを多くとり、先進国が抱えてい

る問題を発展途上国の人が理解すること。そしてそうならないための発展の仕方で、発

展途上国に住む人々は自分たちで変わっていくのだと自助の精神を持ち、先進国側の人

間は、本当に必要な情報、ノウハウ、物資などを提供し、またコミュニティーの強さや

気さくさ、幸福度から考えた豊かさ等発展途上国のポジティブな面を学びお互いに問題

意識を共有し何か必要な時に、本当に相手にとって必要かを考えたうえでアクション起

こすことが対等な援助ではないかと考えている。ただ今もまだ答えは見えていないので、

現地の方々や支援をなさっている方々の話を聞き、望ましい開発等を考え自分の意見を

見出したい。 

三つ目は日本に帰りアフリカの現状や、見て感じて、考えたことを伝えることである。

（所属する専修大学国際交流サークルＳＨＩＰ。８大学１３サークルの学生と運営をし

ている国際交流サークルＳＮＩＥ。室井ゼミでの発表会など）。四つ目に、将来の具体

的な進路を見出したい。現在消防官になるのか、大学院、公共政策院にいくのか、流学

区に行くのかまだ自分の将来やりたいことがはっきり決め切れていないので、この旅を

通して、現地を自分の目で見て、現地の方やＭＰＪｙｏｕｔｈメンバーと語り合い、沢

山の刺激をうけ将来自分の本当にやりたいことやそれに向けとどのように行動してい

くかなどを決めたい。この四つが私の旅に行く目的である。私の考えや価値観を広げ、

将来を切り開くきっかけとなり、皆が無事に帰国でき 1人ひとりが行って良かったと思

える経験ができることを切に願っている。 
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【むすびにかえて】 

MPJ MPJ youth JICA 関係者の方 武内氏 大崎氏 たくさんの方のおかげでルワンダ

の現状、歴史、経済、商業、政治、保健衛生、産業、観光、発展、環境、学校、ジェノ

サイド、民族対立、その他様々なことを学ばせ頂いた。そして問題や大変なことはあっ

たが大沢さん夏井さんをはじめメンバーの多大なる協力があったからこそ、ルワンダに

出発できるのだと感じる。今までルワンダプロジェクトにかかわってくれた全ての方に

感謝させて頂きつつこのレポートを閉じさせて頂く。 

 

 帰国後レポート 

 

【はじめに】  

飛行機の中寝ぼけた瞼をこすると、緑の丘岡が広がり、千の丘の国と呼ばれる意味を目

の当たりにした。ルワンダに行く前の印象は、虐殺、貧困、マラリア、危険、等悪いイ

メージばかりだったが、実際に 15日の間キガリやマヤンゲ村に滞在し、確かに貧困と

いう現実は目の当たりにしたが、虐殺から立ち上がり、発展している地域もあり、自然

が美しく、出会った人々はみな思いやりの心を持っていて、悪いイメージは日が経つに

つれて薄れていった。天候はほとんど晴れ続きで、気温は 20度前後であった。産業の

90%が農業であるため都市部から尐し離れると、畑や森が広がり緑がとても美しかった。

たまにスコールのような急な雤は降ったがすぐに晴れた。ルワンダの物価はコーラ５０

０ｍｌが 700ルワンダフラン（約一ドル）ほどでそこまで低くはなかった。このレポー

トでは、①ルワンダで何をしてきたか。②ミレニアムビレッジを実際に視察して気付い

たこと、感じたこと。③ＪＩＣＡとＵＮＤＰ職員の方から話を伺って感じたこと。を書

かせて頂く。 

 

【１】【ルワンダでの学びや刺激】 

 駐ルワンダ日本大使の方からルワンダの歴史と現状、大使としてルワンダに住んで感

じていること、大使としての仕事などを伺ったこと。ルワンダ大学学生と経済（ヒト、

モノ）、環境、教育、医療、ルワンダの将来について、グループディスカッションを行

いプロポーサルを出し合ったこと。またルワンダ学生とお互いの夢に向かって全力で努

力し合おうと鼓舞しあったこと。ミレニアムビレッジの現場を実際に見学させて頂いた

こと。ルワンダ大統領府、中央銀行、経団連を訪問させて頂き各セクターで働く方々の

お話を伺ったこと。そしていつかルワンダ中央銀行でご活躍された服部さんのように、

他国の金融機関に入るという将来の選択肢が増えた。ＪＩＣＡ事務所やＵＮＤ事務所を
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訪問させて頂き、実際にルワンダで行っている支援について伺ったこと。虐殺記念館に

ルワンダ大学学生と行き、彼らが 1994年に体験した事実を直接聞いたこと。虐殺記念

館の帰りのバスで、ルワンダ大学学生全員が、バス中に響くような大きな声でルワンダ

の伝統的音楽「Rwanda has changed」という歌を歌っていた。虐殺という悲惨な過去を

皆で協力して乗り越えその寂しさを力に変えようという彼らの思いがひしひしと伝わ

ってきた。「つらい思いをしたからこそ、仲間や家族の大切さが身にしみてわかる」と

ルワンダ学生がいうように、自分も周りの仲間や家族をもっと大切にしなくてはと心か

ら思った。また国をよりよくするため一日平均 8時間以上勉強しているルワンダ大学学

生の努力を見習って、もっと頑張ろうという思いを持った。その他、ＭＰＪの方々や、

ＹＯＵＴＨの皆と話し、ルワンダ大学生とお互いの国の発展や夢について思いを共有し

様々なことを学びあったこと。一日一日、一つ一つの行動がとても刺激的で、考えさせ

られ、勉強になった。 

 

【２】【マヤンゲミレニアムビレッジ】 

＜保健＞ 

ルワンダのマヤンゲビレッジでは、保健所があり、ビレッジ専属の専門医やカンペデー

タを解析する人々が国の外部からきて働いていた。また、ルワンダ大学で医療を学んで

ビレッジで働く人もいた。 ヘルスワーカーという、現地での生活に必要な健康ｂ法や

簡単な病気の治療法、診断方法を教わったルワンダ人もビレッジの保健所内で働いてい

た。ＨＩＶ・エイズ防止のポスターがビレッジ内また首都のキガリに頻繁にはられてい

た。注射器、パソコン、分娩室、心音機、薬品、包帯、水、電気というような設備は整

備されていた。しかし、現場で働く女性が「生活に必要な基本的医療設備は整ったが高

度な技術はまだ改善点が多く見受けられる」というように、実際に視察しているときに、

帝王切開をしなければいけない女性が、首都の病院に運ばれていて、高度な医療技術や

機械はまだ備わってないのだと実感した。 

＜農業＞ 

 農家の方でマイクロファイナンスを利用する人が増加した。マイクロファイナンスを

借りて、肥料を買い、人を雇い、農地を広げ、作物の栽培方法を学び、また自ら生みだ

し、作物に高付加価値をつけ販売して利益をあげている農家の方の話を伺った。そこは、

マンゴー、ザクロ、パイナップル、キャッサバ、豆等が植えられていた。彼は「2006

年の時干ばつ、生きるか死ぬかの状態だったが、このプロジェクトが始まりお金を借り

ることができ、土地の管理方法や農業技術を学ぶことができ、生活が安定した」と話し

ていた。実際にマンゴーは実がなるまで 8年かかっていたのが 3年で収穫できるように
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なった。また、ソーラー電池を用いた発電システムが行われていて、今年度からバイオ

マス化技術を用いた植物の殻のガス化を行うと話していた。 

＜教育＞ 

 私達が訪問した小学校では一クラス 30人から 40人の生徒が学んでいた。ＭＰＪから

贈られたコンピュータを用いて、情報処理やエクセルの授業が行われていた。書庫には、

「子供たちの教育の機会を奪うな」とキニャルワンダ語で書かれていたのがとても印象

的だった。現地の学生は英語、フランス語、キニャルワンダ語を勉強し、簡単な英語は

もう小学生で話せていた。 

＜女性＞ 

女性が労働組合を作り、結婚式や祝い事で中に贈り物を入れ相手に渡すアガセチェとい

う伝統的な網カゴや紙で作ったネックレス、等を作り販売していた。ひとつひとつの作

品にだれが作ったのか分かるように名前が書かれていて、売れた商品を作った人の所得

が尐し高くなるというシステムになっていた。 

＜感想＞ 

2006年に医療スタッフや薬、エクイップメントが足りず、農作物の収穫もなく、飢餓

がおこりかけていた状態で、小学校の教室には一クラス 80に以上もいて、道路や電気

も整備されていなっかた 2006年の状態と比べると、農業、基本的健康、教育、電力や

インフラ、安全な飲料水と衛生設備等、包括的な援助がされて成果が出ていた。またそ

のことにより、住民の多くの人が「自分たちで何とかしなければ」というように、自発

的に変化を起こそうとする自助努力や向上心を持ちようになったのだと実感した。また

ビレッジ内は家族や身近な人をお互いが思いやり人と人とのつながりが強く、コミュニ

ティの協力関係が強いと感じた。このような支援を受けている村がより改善し、モデル

ケースとなり、アフリカや全世界の貧困や問題を抱えている村や地域の人にとって、良

い影響をもたらしＭＤＧｓが尐しずつ改善されていくことを期待している。今回は一日

しか訪問できなかったので、今度はビレッジに住む人々の家を実際に訪問しインタビュ

ーを行い、また農業関係者、医療関係者、学校関係者や様々な人と対話を行い、ビレッ

ジの良い点や改善点を模索したい。 

 

【３】【ＪＩＣＡとＵＮＤＰ職員の方から話を聞いて】 

＜ＪＩＣＡがルワンダで行っている支援内容＞ 

ＪＩＣＡ事務所を訪問し実際にルワンダでどのような援助は１、人的資源開発２、地方

開発３、経済インフラ産業開発４、課題横断部門開発の四つのセクターに分け支援をし

ている。 
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 ＜人的資源開発＞ 

主な活動は現地の専門学校（トゥンバ高等技術専門学校）や大学支援を行っている。支

援前は、学校の先生がその場で考えた授業時間を教え、先生が平気で遅刻してきて来た

ら始めるというような、組織化やルールがない状態であった。そのため学期の分け方、

時間割、教師雇用、教師の役割、学校のルール、シラバス、進路指導、カリキュラムを

中心に学校の組織運営を校長先生と相談してサポートしたりアイデアを教えたりして

いる。またＩＣＴ国家なので、ＩＴ振興アドバイザーを派遣し、産業連携アドバイザー

を派遣し、アドバイスや支援を行っている。 

＜地方開発＞ 

地方の水設備を整えたり、灌漑農業を教え生産性の向上を支援したり、貧困の農民に対

して、肥料を給与するなどの支援活動を行っている。 

＜経済インフラ産業開発＞ 

国境に橋をかけ、ルワンダと他国の役割や税関制度を整え、村々に配電網整備などの支

援を行っている。 

＜課題横断部門開発＞ 

青年協力隊を派遣し、電子機器、村落開発、自動車整備、被災地復興支援等を行ってい

る。 

 

＜ＪＩＣＡの支援スタイルと課題＞ 

ＪＩＣＡの意見を押し付けるのでなく、相手国を尊重し、意見を持ち寄り、対話を重視

し相手国の意見の一致により初めてプロジェクトを開始するとおっしゃっていた。また、

支援するだけでなくそこからＪICA職員が学び勉強させてもらうことが多々あると話し

てくれた。ただ、日本人としてのバックグランドを持っているためか、それを提案する

ことが多々あるとおっしゃっていた。ルワンダの学校教育が６年－３年－３年－４年と

いうのも日本の支援影響とのこと。 

もっといろんな国を見て地域をみて学び、引き出しを沢山持って発展のサポートをする

ことが今後の課題だとおっしゃっていた。ＵＮＤＰの事務所で話を伺った際に様々な国

や地域のアイデアや文化、バックグラウンドを持った方が集まって支援しているので引

き出しがたくさんあるなと感じた。 

 

 ＜支援に対する考え＞ 

ＪＩＣＡやＵＮＤＰ職員の方からお話を伺って、そのような引き出しだけでなく、相手

を理解する力、コミュニケーション能力が支援するにあたってとても重要だと感じた。
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また何故問題が起こっていて、どうしたら改善できるのか、など論理的な思考に基づい

てアクションを起こすことが不可欠だと学んだ。 

 そして、援助される側が援助を受け入れるのにあたってどのような成果や効果が出る

のかメリットやデメリットを、統計や経済分析等を用いしっかり提示し、モニタリング

し今後どのようにしたらより良くなるかを常に考え行動をしていかなければいけない

とお話を伺い改めて感じた。人の力になりたいという気持ちだけではなく、経済やその

他の専門知識やノウハウ等を兼ね備えて、且つコミュニケーション能力や言語が不可欠

である実感した。将来、イギリスかアメリカに留学し、開発経済や統計学等の専門知識

を身につけたいという思いがより強くなり今後とも努力を惜しまず学びを続けていき

たい。 

今の先進国が発展する過程で経済不況や環境問題など問題点が浮き彫りになっていて、

発展途上国でも貧困や保健衛生、教育など問題が上がってきている。先進国には先進国

の問題があり、発展途上国には発展途上国の問題があるのが現状である。決して、先進

国の意思で発展途上国を変えてしまったり、先進国にただ甘えたりせず（紛争などの緊

急時を除く）、この二つの地域にすむ人々がコミュニケーションを多くとり、先進国が

抱えている問題を発展途上国の人が理解すること。そしてそうならないための発展の仕

方で、発展途上国に住む人々は自分たちで変わっていくのだと自助の精神を持ち、先進

国側の人間は、本当に必要な情報、ノウハウ、物資などを提供し、お互いに問題意識を

共有することが対等な援助ではないかあらためて感じた。また支援する側も学びがある

のではないかと感じた。 

 

＜今後どうしていくか＞ 

 ルワンダで活動をしている間、日本でＭ.9.0の地震と津波による震災の映像をＣＮＮ

のニュースで見た。その中で今後自分はどのような進路に進むべきか考えさせられた。 

 一つは先ほど書いた、経済学を学び続け、ＪＩＣＡや国連スタッフ、ＮＧＯ職員とな

り、世界の問題解決やＭＤＧｓ達成に向けて力になること。 

 二つ目は、私のもともとの夢であった消防官になり、アメリカのＮＧＯや緊急援助機

関に入り、なにかしら力になること。 

 現段階でまだ決めきれず、今後自分の気持ちがどちらかに傾いたときに対忚出来るよ

うに、一日一日努力を惜しまず、自分に負けず、今やるべきこと自分に出来ることをや

り遂げ、将来の可能性を広げていきたい。そしていつか、本当に力の必要な人のために、

力になれるように、その中で成長していきたい。 
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 ルワンダから帰国後すぐにＯｘｆａｍ が主催する合宿に参加させて頂いた。そこで、

何故貧困が起こるのかということから、グローバル問題や貧困啓発等のノウハウを学ん

だ。ルワンダで学んだ経験やＯｘｆamで学んだ経験を大学の仲間等に伝えていきたい。

そして学生団体やサークルを学内で作るか仲間を集い、啓発活動を行い、いつか学校に

いるどの学部、学科の人でも、グローバル問題に関心を持ってもらい、学生レベルで些

細なことでも、何か出来ることを協力してやっていきたい。 

 今回の被災で海外から多くの方が支援しに来てくれ、日本人の中でも協力体制が芽生

えた部分もあった。日本の問題もグローバル問題も「頑張れ」ではなく「頑張ろう」と

一人ひとりがお互いに意識し、しっかりとした政策やそれを引っ張るリーダーがいて皆

で協力し合えば尐しずつでも問題は解決すると考える。 

 

【最後に】 

 私のアフリカに行きたいという熱意が高まっていた一方で、費用に関する経済面で断

念せざるを得なかった現状だったが、資金のサポートをして頂き、考え方や価値観を広

げ、将来を切り開くきっかけを与えて頂きありがとうございました。この経験を生かし、

力に替え自分の出来る限りのことを全力でやり遂げていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：狩野 歩夢 
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〈國谷 麻衣〉 

出発前レポート 

 

 「ルワンダに行くかもしれな

い」と思ったとき、私のルワン

ダに関する知識は皆無だった。

ルワンダはもちろん、アフリカ

にさえ行ったことがない。アフ

リカを始めとする開発途上国

の経済には前々から興味を抱

いていたが、それらの知識は本や授業で得られた想像上のものにすぎなかった。MPJ

ユースはアフリカの様々な面を日本に紹介することを活動の１つとしているが、日本に

伝わるアフリカの情報が紛争などの暗い面ばかり強調しすぎる傾向があるため、私たち

はアフリカのポジティブな面も発信している。私はこのサークルを通じて得たアフリカ

のイメージをかき集めながら、ルワンダについて猛勉強し始めた。 

 「ツチ族 VS フツ族」で有名な 1994 年の虐殺、何をさしおいてもこの事件が現在の

ルワンダに強く影響していることは間違いない。アカデミー賞を受賞した「ホテル・ル

ワンダ」を参考にしながら、当時の虐殺に関する写真展を見に行きながら、ルワンダの

専門家の論文や本を読みながら、ルワンダで働いた人の話を聞きながら、私はあらゆる

方面からルワンダについて知ろうとした。ルワンダは「千の丘」と呼ばれる美しい丘陵

を持ち、マウンテンゴリラを始めとする豊かな動植物がたくさん生息しており、過ごし

やすい気候も相まって近年観光業が盛んであること。「千の丘」と名付けられたラジオ

放送局は 94 年の虐殺の際に、ツチ族を殺戮するよう煽動したこと。94 年の虐殺は独立

以前から続く紛争の一環であり、ベルギーの植民地政策と密接に関わること。一連のル

ワンダにおける紛争はルワンダ１国だけの問題ではなく、隣のブルンジ、ウガンダ、ザ

イール（現コンゴ）との相互関係で考えなければならないこと。コーヒーや紅茶が主な

産業であり、国土が狭く人口が多いため集約農業を行う必要があること。それに伴う土

壌侵食や森林伐採、都市化に伴う大気汚染が問題となっていること。これらを始めとし

て、私は多種多様なルワンダに関する知識を得ることができたと思う。 

 従って今の時点で、ルワンダに対する私なりのイメージはできている。ルワンダにつ

いてほとんど何も知らなかった３ヶ月前とは大違いだ。しかし、私が今抱いているイメ

ージもきっと幻想なのだろう。実際、私は好きでもない人にレイプされて産まれた子ど
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もを育てる母親に出会ったことがない。自らの幸福のために勤勉に働くルワンダ人も、

虐殺の暗い影を背負っているのだ。しかし、私はそのルワンダの暗い過去を十分認識す

ると共に、ルワンダの模範的な経済成長ぶりを体感したいとも思う。首都キガリの街の

雰囲気からもそれは感じられるだろう。また、ルワンダの大学生と行う学生会議におい

ては、これからのルワンダを率いる彼らがルワンダの未来をどう思い描いているのか、

とても興味がある。特に最近エジプトやリビアで反体制の運動が活発化する中、経済成

長が順調であるものの民主的とはいえないルワンダにおいても、そういった政治的ひず

みはどう解消され得るのか、聞いてみたいところだ。ヴィレッジでは Dream Map とい

うそれぞれの○年後の未来を模造紙に描いて目的、目標を明確にする企画があるが、ル

ワンダの子どもたちは自らの夢をどう思い描いているのか、楽しみで仕方がない。きっ

と今の日本人に多くみられるように、安定した公務員とか大企業とか現実的な答えは尐

ないのだろう。他にも、現地で活動する NPO や JICA などにも訪問する予定だが、ア

フリカと日本の関係や国際支援のあり方について考えさせられるのは必至だ。このよう

にルワンダに行って、学ぶであろうことは実に多岐に渡っている。正直、ルワンダにつ

いていろいろ学んでもアフリカは未知の部分が多い気がする。人類が産まれたとされる

アフリカ大陸に初上陸し、アフリカ人の友達をつくって、たくさんの人を魅了してやま

ないアフリカを存分に体感したいと思う。 

 

 帰国後レポート 

 

 ルワンダでの滞在中、ルワンダから帰ってきてから、私はどことなく楽しい気がする。

ルワンダから何か英気をもらったというか、ルワンダには人を楽しくさせる、幸せにさ

せる空気があったのだろう。ルワンダ大学の学生が披露してくれたダンス、ジェノサイ

ド記念館の帰り、バスの中の重苦しい空気を一掃してくれた歌、躍動感にみち、心にせ

まる何かがそこにはあった。 

 正直、私は 1994 年の虐殺が頭にあるせいか、どう頑張ってもルワンダのイメージは

どこか陰鬱としていた。人々の笑顔の裏には想像を絶する暗い影があるのだと思ってい

た。しかし実際にルワンダ人は虐殺の歴史を背負ってはいるものの、ルワンダの将来に

ついてずっとずっと前向きであった。虐殺ですべてが０になったからこそであるのか、

自らが発展の担い手となり得る、そういった当事者意識がルワンダ大学の学生からも感

じられた。彼らとの議論は「ルワンダの発展」という議題で行われた。私は「経済（人

的側面）、環境」分野の担当であったので、事前にインターネットでルワンダや日本の

現状、日本における対処法など調べていったのだが、彼らの博識ぶりや分析力にはとて
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も驚かされた。Dream Map という自らの○年後を模造紙に自由に描く企画では、彼ら

はルワンダを良くするために日本人学生ならおそらく考えないであろう大きなスケー

ルで自らの夢を語っていた。彼らの夢の中には、ルワンダに十分な食糧や雇用機会があ

ること、外国との協力によってインフラ整備などを進めること、そのために今日本の学

生と会議を開き合意を得ていること、ミクロなレベルからマクロなレベルまですべてが

つながっていた。彼らの緻密で壮大な夢を感じながら、私は尐し焦燥感にかられた。本

当に今のままで、将来彼らと一緒に仕事ができるのか？日本では最高学府とされている

東京大学の学生であることに、安住してはいないか？ルワンダをはじめ、東アフリカ共

同体、アフリカ、ひいては世界を舞台に活躍しようとしている彼らを見て、自らの器量

の小ささを痛感した。 

 ルワンダは内陸国で資源が尐ないため、政府は agriculture-based から man-based

に移行しようとしている、と何人もの政府関係者から伺った。つまり政府として、ICT

を始めとする教育に多額の予算をつぎ込んでいるということだ。実際、マヤンゲにある

ミレニアム・ビレッジを訪問したときも、小学生が英語を習っていたし中学生がパソコ

ンの基本的な使い方を学んでいた。これは日本でも最近になって行われていることで、

インフラさえ十分に整っていない国が高度な教育を子どもたちに施していることには

驚いた。現在教育を受けている同世代の子どもが、20 年後、30 年後にどのような人間

になっているのか、国力の基盤としては日本と大して変わらないのではないか、とさえ

考えた。 

 このようにルワンダにおいて、教育水準が予想を遥かに超えて高いことはルワンダに

とっても、世界にとってももちろん良いことではあると思うが、その方向性に私は違和

感を尐し感じてしまった。昨年の夏に訪れた中国やインドネシアとも類似するが、どこ

も自国の発展＝資本主義体制下で西欧化することであるのだ。首都には外国の高級ブラ

ンドがたくさん入ったショッピングモールがあり、外国資本のホテルが立ち並び、お金

持ちになるとこぞってトヨタなどの高級車を買い、衣食住すべてにおいて西欧化してい

くのだ。ルワンダ人学生に「ルワンダの理想の発展」について聞いても、東京のように

首都のキガリがオフィスで埋め尽くされればいいと答えていた。首都近郊にしても今あ

る伝統的な家屋を取り壊して、画一的な新しい住宅街が建設されるという。第二次世界

大戦後、西欧を真似して発展した日本に住む私が言えることではないかもしれないが、

彼らのビジョンを聞いているとどこかさみしい気がした。奇跡の復興をとげと言われる

日本に、十分に現代化された日本にいるからこそ、言えることなのかもしれない。高度

な教育を受けたルワンダの子どもたちが、将来キガリのオフィス街で働いて、バスや車

で郊外の家へ帰って家族と共に過ごす毎日を送る。東京に毎日電車で通うサラリーマン
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とそっくりだ。今の日本のサラリーマンというと、満員電車のせいか残業の多い会社の

せいか、とても元気がない、虚脱感にあふれている。ルワンダの子どもたちが描いてい

る将来はこんなはずじゃない。ルワンダの発展に寄与していこうとする人たちは、今は

幸福がお金の先にあるものかもしれないけれど、ずっと自らの幸福を追求していってほ

しいなと思う。きれいな服に身を包んで、美味しい水と料理を食べることができて、立

派な家に住むことも幸福の一つだろう。また家族や恋人、友達と楽しい時間を過ごすの

も幸福の一つだろう。各々が感じる幸福は、お金だけで得られるものではない。私が体

感したルワンダのダンスや歌だって、集団で喜怒哀楽を示す表現方法でもあり、それら

ルワンダの学生がくれたアフリカの鼓動は、今思い出しても私を高揚させる。彼らが持

つ貴重な伝統を、これからも忘れないで欲しいと思う。きっとその伝統は、ずっとずっ

と人類が誕生したときから受け継がれたものだと感じたから。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：國谷 麻衣 
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〈熊澤 大輔〉  

出発前レポート 

 

極度の貧困を、無くすことはで

きるだろうか。残念ながら、私

の生涯の内には、この問いに答

えられる自信はない。貧困を無

くすことなどは壮大な夢に過

ぎないという言説すら聞こえ

てくることは想像に難くない

が、尐なくとも、貧困削減への

努力を諦めない限り、その努力によって改善される人々のくらしがあるかもしれない。

アフリカ、ルワンダを訪ねるにあたり、このことは忘れずに、見聞を深めたいと思う。 

ミレニアム開発目標の目標年である 2015 年があと 5 年に迫っている。8 つの目標は

相互に影響し合い、それぞれの目標達成は、究極的には目標 1 の「極度の貧困と飢餓の

撲滅」につながってもいる。開発、発展を進め、人々の生活の改善が目指される中、一

方では、ミレニアム開発目標は個人の精神的な happiness（幸福度）にはコミットして

いない。教育、保健、衣食住、環境の改善がなされることは、客観的には、happiness

の向上が図られていると言えるが、主観的 happiness については、果たして向上して

いるか。今回のルワンダ研修では、実際に開発、発展のプロセスの途上にある場所の学

生や村の人々を訪ねることになる。そこでの人々との出会いの中で、個人のレベル、コ

ミュニティのレベルでの感じ方に触れたいと思う。あくまで仮説だが、そこで感じる個

人の主観的 happiness は、開発の進展とは関係ないものではないかと思う。今回の研

修を通し、その感覚に触れたいと思う。とりわけ、私自身関心がある健康分野の状況と

主観的 happiness の様子をよく見ておきたい。 

自分自身、これまでの経験は年月にしてようやく四半世紀を迎えるに過ぎない。これ

までの 25 年は、国内・国際・地球規模問題のさまざまな側面を学んできた途上であり、

これからも生起する課題を考え、対処する能力を身に付けていく必要がある。次の 25

年では、これまでの蓄積も活かしつつ、実際の問題状況に対忚する実践を積んでいくこ

とが求められてくる。半世紀を過ごす中で、時代状況、環境も大きく動いて行くが、学

び続けることも必要である。これは 1 人の生涯に限ったことではなく、皆がその努力を

続けているが、今回のルワンダ研修は、自身の生涯にとっても 1 つの区切りとなる時期
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に多くの新たな学びと経験を得る機会である。 

 

  帰国後レポート 

 

ルワンダ滞在は、日本大使館訪問に始まり、ルワンダ国立大学生との会議、ミレニア

ム・ヴィレッジ訪問や官公庁、経済団体訪問と、さまざまな場所、人々との出会いの連

続となった。それは一言に出会いという言葉だけでは表わせないような、多くの刺激と

感動に満ちたものであったと今振り返りながら感じている。このような意識を持ちなが

ら、それぞれの経験を振り返りながら、今回の研修を総括したいと思う。 

それぞれの経験の振り返りの前に、まずは出発前に考えた主観的 happiness につい

ての帰国後の所感をまとめておきたい。出発前に考えていたことの背景には、’Happy 

poor’の状態にあるとはいかなることなのかを感じ取りたいという思いがあった。しか

しながら、今回の研修を通じて感じたのは、社会経済の発展は、やはり（主観・客観ど

ちらも含めて）happiness の向上を目指せるであろうということだ。殊にミレニアム・

ヴィレッジ訪問に際しては個人レベル、コミュニティレベルでの生活の様子を垣間見た

が、やはり開発・発展のプロセスが happiness 向上に密接に結びついていると感じた。

それでも、社会経済の発展が個々人に与える影響は異なり、そこには、さらなる支援を

必要とする人々が多くいることも忘れてはならないと感じた。このことは、今回の研修

では具体性を持った形では感じ得なかったが、官公庁や経済団体での議論を通じて考え

ることにはなった。 

日本大使館では、畑中大使よりルワンダの歴史的背景と現在の課題のお話を伺った。

これまでの歴史と 1994 年のジェノサイドといった観点はもちろん、ルワンダの今日的

な課題としては、やはり社会基盤の問題が今後の発展にとっても重要になってくると感

じた。これはルワンダ国立大学生や各機関訪問でもたびたび聞かれた話であったが、と

りわけ情報通信技術(ICT)を前面に打ち出した開発戦略に向かおうとしているこの国に

あっては、電力の重要度は極めて高く、欠くことのできないものである。 

教育は国家百年の計である。ルワンダ国立大学では、今回の研修のメインでもある日

本・ルワンダ学生会議において、私自身は教育問題を議論する中で、ルワンダ大学生と

話しながら、この言葉を思い出した。ちょうど議論をともにした学生はコンピュータサ

イエンス専攻と農業専攻で、それぞれ今後のルワンダ経済の発展を考えるにあたっては

重要な分野である。そのような中で、彼らと教育の議論を行なうことで得られた提言は

興味深いものとなった。大学教育の中で、ルワンダの発展にとって重要となる農業と

ICT の教育を特に重視するカリキュラムを検討するという案は、それを表すものと言え
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るだろう。 

そして、大統領府や中央銀行等の国の中央機関、さらにはミレニアム・ヴィレッジの

訪問といったさまざまな場所の訪問は、何よりもそれらの場所を「訪れ、見聞した」経

験が、今後自分たちが考えていくべきものに触れた経験として、これからにつなげてい

きたいと感じた。 

私自身は、今回の研修中、公衆衛生・保健政策の視点から、ルワンダの現状を考えな

がら過ごしてもいたが、今回の研修で得たものは自分の関心領域のことに基づくことだ

けでなく、より広い意味での社会経済の発展という観点からさまざまなものに触れ、感

じることができた日々であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：熊澤 大輔 
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〈曽谷 いず穂〉 

帰国後レポート 

 

【はじめに】 

 Rwanda は日本のガイド

ブックに載っていない。メ

ディアが伝える Rwanda は、

genocide の禍根を残す民族

対立の国、平均年齢が歪に

若い治安の安定しない国、

ゴリラツアーとコーヒーで

外貨を稼ぐ資源が豊富ではない国。明るい未来を実現する為に、政府主導で、

子供たちには民族対立の歴史を伝えない Rwanda 人教育が行われているという

話を聞いてはいたが、暴力的な歴史からくる先入観を拭うのは難しかった。今

回のスタディツアーへ参加するにあたっての私の目標は、Real Rwanda を確か

めること、国の向かう方向を見極めることだった。 

 Rwanda に渡る事前に、現地への理解を深めるべく、Rwanda 政府発行の

`Rwanda Vision 2020`2020 年を目標に立てた、ルワンダ政府の国家戦略に目を

通した。ルワンダと日本にはいくつかの共通項に気がついた。取り立てて資源

が豊富に埋蔵されているわけではない農業国。山の多い狭い土地。近隣諸国よ

り尐ない汚職問題。多くの国が emerging 段階でそうであったように、Rwanda

政府は財務の 50%を海外援助に頼る。現在は GDP の 80%を農業が占め、外貨

は主に観光産業が稼ぐという第一次産業国であるようだが、Rwanda 政府は果

敢にも、2020 年達成を目指し、第三次産業国への移行を目指しているとのこと

だった。国家戦略には、「2020 年達成をターゲットに、ICT 産業を主産業に据

える」という目標がを掲げられている。エネルギーと資本を自国内で十分に確

保していない現状で、どうやってその目標を達成する算段がなされているのか、

実情を知りたいと考えた。私が着眼点に選んだトピックは、１エネルギーの確

保とインフラ整備、２低所得層のボトムアップとマイクロクレジット、3 若年層

に大きく偏ったデモグラフィーを生かした国家戦略の３点だった。 

 初めて降り立った私は、Rwanda, Kigali は、緑が目に美しく、大人も子供も
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人懐こい笑顔を浮かべて手を振ってくる平和さが前面に出ているけれど、割ら

れたガラス瓶が有刺鉄線代わりに塀の上にびっしり敶き詰められていたり、銃

を手にした軍服の警察官たちが要所要所を循環していたりする、警戒心が解か

れていない町並みを目にすることになった。バスで移動した見学先は、トイレ

も水も最低限は備えた場所だけだったけれど、尐し外を歩いたり、現地の人の

話を聞いてみると、水道や電気が届いていないのは当たり前で、電気が届いて

いる場所も停電が尐なくないということだった。移動のバスから見る風景は、

平らな土地がなく、山の中腹に鮮やかな色のレンガ質の家が立ち並び、乾いた

土に南国の作物が植わった畑が続く。外から町並みを眺めているだけでは、

Rwanda 政府があえて ICT を主産業に選んだ理由は浮かんでこなかった。 

 

      Kigari の市街地域             Kigari の農村地域 

私が参加した Study tour の日程 

  1 日目 Mayange Millennium Village 視察 

  2 日目 Central bank of Rwanda、大統領府、Ministry of Social planning 訪

問 

  3 日目 PSF Organization、Ministry of Economics and finance、牛の角工

房 Hasuna 訪問 

  4 日目 JICA 訪問  

 

【1 日目 Mayange Millennium Village 視察】 

 Mayange Millennium Village では、Cluster Manager の Donald さんが、ホ

ストとして、要所要所の案内をして下さった。まず始めに事務所で受けた

Millennium Village の概要説明では、MDGs 達成に向け真摯に取り組む関係者

たちのコミットメントの強さ、プログラムとその運営体制が Effective かつ
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Efficient に工夫を凝らして実現されている様子が伝わってきた。 

 Rwanda Vision 2020 にも現れていたように、まず、明確な目的をはっきりと

設定することで、ステークホルダーそれぞれの意識を高め、コミュニティメン

バーの自律的な自活を支える組織体制と教育・インフラの質の改善が着実に行

われているようだった。リソースに限りがあるからこそ、最大限に活用し、各

自の自助努力によって、目の前にある現状から着実に改善していけるような取

り組みが実施されているようだった。 

 2000年から国家単位で提唱されるようになったという地方分権方式がこちら

でも採用されていた。各家庭は 15-20 のグループに分けられ、各グループ長が

各グループを統括、更に各グループ単位をクラスター単位にまとめ、クラスタ

ー長が統括する構造になっているそうだ。 

 見学させて頂いた学校、診療所、農家、パソコンキオスク等の施設では、そ

れぞれの運営方法についての説明を Donald さんが、施設毎の現状や今後の計画

については、それぞれ、校長先生、看護婦さん、農家の家長、キオスクの店長

がして下さった。例えば、学校では、子供たちの授業の様子、診療所では地域

医に根ざした医療の取り組み、農村ではマイクロクレジットを利用した農村ビ

ジネスや品種改良への取り組み、パソコンキオスクではパソコン教室やネット

カフェを職業訓練や地域行政に活用する取り組みについての話を聞くことがで

きた。 

 小学校から高校までが隣接した学校区域では、パソコンの授業を見学した。

学生たちがワードやエクセルの入力の仕方を学んでいた。（後に見学した、パソ

コンキオスクでは、有償で、更に複雑な PC スキルの習得できるパソコン教室や、

学校の成績やメールチェックをできるようなサービスが提供されていた。）見慣

れぬ来訪者に対して、子供たちや職員の方々は明るい興味津々の笑顔で人懐こ

く接して下さった。パソコン教室とパソコンキオスクでは、SONY が寄贈した

パソコンが、コンピューターの授業や村のアドミン用として重用されていた。

PC や PC スキルを学べるテキストがもっと手軽に利用できれば、もっと多くの

村人が ICT 産業に貢献できるような人材に育つと思う。現地では、パソコンの

機能を充実させることよりも、必要な機能さえ実装されていれば、より尐ない

消費電力で動かせることへのニーズが高いそうだ。確かに教室には電気はなく、

窓から入る太陽光で明かりをとっていた。Redundant な機能をそぎ落とし、太

陽光発電でも動かせるパソコンが各教室に一台ずつくらい割り当てられると、
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理想的なのかもしれない。 基本的にパソコンの調達は寄贈に頼っている現状

では、今後のパソコン整備の計画はまだ具体的ではないようだった。教科書や

鉛筆、ノートも子供たち数人でシェアしているようだった。 

 

 採光する広い窓(小学生の教室) グラウンドを囲むように一列に並んだ校舎 

  

 見学させて頂いた診療所では、患者は主に母子のようで、母子医療について

のお話が中心だったが、目前の課題となる特定の医療問題についての積極的な

努力に加え、医療の全体的なボトムアップを目指す努力も行われている様子も

伺った。第一に、巡回してくる医師と常駐する看護師が、多くの患者や母子の

対忚をするだけでは十分な医療サービスを提供できないこと重要な問題だった

ようで、解決策が試行錯誤されているそうだ。まず、医者、看護婦不足を補う

ために、地域に根ざしたソーシャルワーカーの活用が積極的になされているそ

うだ。更に、携帯電話の SMS サービスを利用して、病院に通うことが困難な遠

隔地からも直接に、ヘルスケアセンターに常駐する医療プロに指示を仰ぐシス

テムを整備されつつあるそうだ。ヘルスケアセンターでは、3 人のスタッフがシ

ステムの整備を行っているところを見学させていただいた。 

 また、日本より先進的な取り組みも行われていた。HIV の問題が深刻な現地

では、入籍時に、HIV 検査をうけることが義務付けられているそうだ。検査の

結果が陽性だった場合、結婚を取りやめることは義務でなく、本人たちの自由

だが、蔓延する HIV の抑止にはなっているそうだ。実際に、2000 年には 30.9%

だった HIV による死亡率が 2011 年には 2.8%まで低下したという。 

 診療所内には、海外から寄贈された、最新の整備を備えた分娩装置も置いて

あった。しかし、大量の電気を消費する機器を利用することは困難で、うまく
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活用されていないようだった。利用したくても利用できないという医療スタッ

フの歯がゆい立場を考えると、現地のニーズを理解して、現地の状況に沿った

支援を提供することの重要性を感じた。 

 

 

現地の実情に合わず、うまく活用されていない最新の分娩機      

 

 かつて地域で一番貧しかったが、今は立派な一軒家に住めるまでに成功した

農家を見学させて頂いた。30 代半ばに見える農家の主は、精力的に品種改良や

肥料の導入に取り組んだそうだ。現在、品種改良種は、主にウガンダからの移

植が活発だそうで、例えばマンゴーやオレンジの収穫までの期間を短縮した改

良種が栽培されていた。村で初めて新種を導入する場合には、種や苗木が無料

で配られ、成果の確認された後の二回目以降の種まきでは有料で提供されると

いうシステムを採用することで、チャレンジ精神に則りパイオニアとなった農

家が、リスクに見合う利益を得られる効率的なモデルで運用されているそうだ。

マイクロクレジットも農村生活の質改善の一翼を担っていた。肥料や苗木の購

入や、水道の整備されていない近隣の給水所の役目を果たす井戸掘りなど、農

家の生活を改善する為に積極的に活用されているそうだ。 

 農機具については、土地によって高度が大きく異なる地形の為に、機械を入

れた大規模農園経営を目指すことは難しいようだったが、労力を抑えて効率よ

く作業を行う工夫を凝らした農具が利用されていた。それぞれが小さな田畑か

ら成る立地条件は、労働集約型農業を行わざるを得ない農耕条件をもった日本

と類似する点があるのかもしれない。はるか昔に農園に伝わってきたという日
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本産の品種改良種のトマトが一本、畑の隅に植わっていた。 

 

 

`Premier du Japon` (日本産のトマト) 

 

 訪問の先々で、向上心とチャレンジ精神旺盛に取り組む積極的な姿勢、共に

助け合い楽しみながら生活するライフスタイルに触れられた。国全体の平均年

齢が低いので、若々しくエネルギッシュな国民性なのかもしれない。それぞれ

の管轄地域で、スタッフがそれぞれの目標値を自発的に口にし、達成度合いに

ついての説明をして下さった。地に足を根ざした堅実さと力強さを感じた。２

０２０年は尐しアグレッシブな目標かもしれないけれど、これからどんどん

innovation を産み出していくであろう Rwanda は、今後も計画的に慎重に歩み

を進め、アフリカで、世界で更にプレゼンスを高めていくだろう。その際に、

CDM、BOP モデルといった後発者の利益を opportunity として、着実に戦略的

に利用していくことは重要だと思う。 

 

【2 日目 Central bank of Rwanda、大統領府、Ministry of Social planning 訪

問と 3 日目 Ministry of Economics and finance】 

 経済を管轄する国家の中枢機関の訪問をする貴重な機会を頂いたので、尐し

でも多くルワンダの経済発展の様子を理解したいと考えていた。私は、金融政

策、経済発展政策についての質問をいくつか投げかけてみた。実績値と目標値

についての説明を交えながら、回答してくださる官僚の方々からは、着実に目

標値を達成しながら、慎重にルワンダの経済発展を支えようとする真剣な姿勢

が伝わってきた。 
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 ルワンダは、GDP の 80％を占める農業が主体の経済で、原油を 100％輸入に

頼る、経済構造である。インフレは、国民生活にダイレクトにインパクトを与

える重要なファクターである。安定した経済成長を目指すためには、どのよう

な経済環境でも安定している農業主体の経済を守りつつ、テレコムなど安定し

たサービス産業に力を入れていく必要があるそうだ。 

 ２桁台の成長を目指し、インフレターゲットを決めるのではなく、耐えられ

る限りのインフレを受け入れて、成長性を高めるという戦略が取られていると

のことだ。現在のインフレ容認値は 10%。理想は 5-7％に抑えること。先般の金

融危機時には、インフレが１０%後半～２０%にも及んだそうだが、２０１０年

末は５％強まで抑え、なんとかうまくハンドリングされているそうだ。GDP 成

長率は、2008 年には 11％を記録、順調に伸びることが期待される。GDP per 

Capita の目標は、現在の USD521 から、次は 900USD へ引き上げ、中所得層

を増やすことだそうだ。産業発展の根幹であるエネルギーインフラは、現在の

80-85MW のキャパシティーから 100MW まで増加させることを目標とされて

いるそうだ。次世代エネルギーの導入にも積極的で、メタンガス、小型水力発

電を 30MW まで増やしたいそうだ。 

 成長の原資として、現在の主産業である農業作物をできるだけ多く海外に輸

出して外貨を稼ぐこと、海外から投資を受け入れてインフラ、地下資源の採掘

を行うことも望まれているそうだ。 

 ICT 計画についての質問も投げかけてみた。「具体的にはどのような ICT 事業

を計画されているのですか？」私の質問は、まだ時期尚早だったのかもしれな

いけれど、「クラウドコンピューティング、etc の発展を目指す」という

Reasonable な答えが返ってきた。 

 ルワンダ政府は基幹産業への投資に対して、契約時点でプレミアムを対価に、

政府の 100%の保証を行う。海外援助に頼るのでなく、資金を得た以上、ドナー

と約束した目標値は達成する、ビジネスで投資をしてくれる相手にはリスクを

減らし、費用対効果の高い投資機会を提供する、しっかりとしたビジネスマイ

ンドをもった国。ルワンダの成長のポテンシャルは未知数に大きいと感じた。 

 

【 3 日目 PSF Organization】 

 The PSF organization は、1999 年に The chamber of commerce and the 

employers` organization を合体させて設立された、ルワンダの経済成長を支え
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るセクターである。対忚してさった CFO のお話によると、ルワンダ・ビジネス

を活発化するために必要なことは、雇用とエネルギー供給を増加することだそ

うだ。現在の一番のビジネス・コストは、輸送コスト。燃料の値段が高いので、

ナイロビからキガリへと輸送される間に、輸入物は輸送費だけで、仕入れ値の

4-5 倍の値段にならざるをえないそうだ。元値が高くなると、川下産業の値段も

必然的に高くなる。エネルギーインフラを整備して、輸送コストを下げること、

物流を活発にしてモノの値段を下げることはルワンダ国内でのビジネスを発展

させるために、根本的に重要なようだ。 

 インフラ整備と並び、途上国におけるビジネス発展を妨げる大きな問題は汚

職である。ルワンダ政府は許容率ゼロを掲げ、汚職撲滅にあたっているそうだ。

具体的には、裁判制度と警察官のパトロールなどの整備。その取り組みは実際

に低い汚職率として統計数値という実績をあげている。国際的には、ルワンダ

の代名詞に「民族対立」、「大虐殺」が取りあげられるケースが多いが、ルワン

ダ政府は、ツチ、フツの存在をなくし、「ルワンダ人」という統一されたアイデ

ンティティを共有するルワンダ人教育に力を入れている。紛争というカントリ

ーリスクが対外的に低く評価されるようになったときに、海外投資はもっと増

えるのかもしれない。「笑顔で誠実な人の多い平和な国」、「サブサハラアフリカ

を代表する経済発展を遂げる国」という代名詞が早く浸透してほしいと思う。 

 

【 4 日目 JICA 訪問】  

日本と Rwanda の繋がり、JICA の取り組みについてのお話を伺った。JICA も

ルワンダの発展を願って、外部者の視点から支援すべく、尽力されている様子

が伝わってきた。 

 例えば、ルワンダのエネルギー問題について、国内の資源は限られており、

インフラも未整備だが、スーダン東部は地下資源が豊富なので、流通ルートで

あるルワンダには恩恵をうける潜在性があることや、海外からの直行便を増や

して、人的流動性を高められないか、といった国際的視点からルワンダのポジ

ションを俯瞰するお話を伺った。 

 現在、ルワンダ国内に日本人は 4000 人(2008 年時点の統計値)、日系企業は一

社存在し、アフターケアの拠点はないそうだ。JICA の事業は、紛争激化したと

きに一時休止されていたが、2005 年 10 月から事業再開し、当初予定されてい

たプログラムに加え、現地からの要望をくみ上げて、染色、裁縫など現地でニ
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ーズの高いプログラムも並行されているそうだ。現在 JICA が企画したプログラ

ムは、Alternative energy、電子工学、ICT の教育プログラムで、ネパール、イ

ンドネシアからの第三国専門家も含めたコーディネーター (教育、又は専門性

をバックグラウンドに備えた先生)が、進行調整とトレーニングを行われている

そうだ。現地民の企業家意識は高く、就職率は 64%。残りの 36%も、主に

Matching の問題(たとえば、勤務地条件の不一致等)で、労働者や受け入れ企業

に問題があるわけではないそうだ。ルワンダ政府のスタッフの方々と同じよう

に、雇用を広げたい、と考えられている。雇用拡大という視点からは、ICT は、

裾野産業が広いので、重要視されているとのことだった。 

 

【おわりに】 

 訪問の先々で、向上心とチャレンジ精神旺盛に取り組む積極的な姿勢、共に

助け合い楽しみながら生活するルワンダ人のライフスタイルに触れられた。国

全体の平均年齢が低いので、若々しくエネルギッシュな国民性なのかもしれな

い。それぞれの管轄地域で、スタッフがそれぞれの目標値を自発的に口にし、

達成度合いについての説明をして下さった。地に足を根ざした堅実さと力強さ

を感じた。これからどんどん innovation を産み出していくであろう Rwanda

は、今後も計画的に慎重に歩みを進め、アフリカで、世界で更にプレゼンスを

高めていくだろう。その際に、国際的な視点から Rwanda の Positioning を考

えたり、備えるリソースを活用し、CDM、BOP モデルといった後発者の利益を

opportunity として、着実に戦略的に利用していくことも重要だと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：曽谷 いず穂 
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〈高橋 翔子〉 

出発前レポート 

 

 このレポートでは、最初

に私がアフリカに興味を持

つ所以を述べ、次に今回の視

察で何を期待するかについ

て述べる。 

 

まず、私がアフリカに興味を

持ったきっかけについて。私

がアフリカの人々と初めて接したのは、私が中学生のときに参加したＵＮＥＰの環境会

議だった。自国の環境問題についてのプレゼンテーションが行われ、世界中のさまざま

な国がエネルギーの節約、絶滅危惧種の保護、森林破壊の防止などを自国の環境問題と

して取り上げている中で、印象的だったのがあるアフリカの国の発表であった。そのア

フリカの国の発は、ゴミであふれかえっている自らの国の都市の写真を大画面に映し、

「私たちは、きれいな町を作るためにゴミ箱を設置したいと思います」ということを述

べた。当時の私は、ゴミ箱を設置していないため町が汚れるという考え方自体が理解で

きず、ゴミ箱を設置するくらいなら自分でもできる、自分の何か世界に貢献できるかも

しれないと感じた。このことをきっかけに、国際舞台に出て人々の役に立ちたいと考え

るようになった。 

学年が上がりさまざまなことを学んでいく中で、ゴミ箱を設置することが私が想像し

ていたよりはるかに難しいことが分かるようになった。一つの町にゴミ箱を置くにして

も、ゴミ箱の設置における公共機関の仕組みや、ゴミ回収の仕組み、ゴミ処理における

人件費、回収したゴミをおくゴミ捨て場の確保など、さまざまな問題があることを学び

ました。 

 また、自分が国際機関にいざ就職するとなったら、大学卒業後大学院に進学し、博士

号をとる必要があり、またそのためには留学をすることが必要になってくるなど、自分

の将来を考える上でもより現実的な観点を持つようになり、予想以上に国際機関に就職

することは難しいと考えるようになった。 

 こうした思考を繰り返す中でも、やはり私は中学生のころの環境会議のアフリカのプ

レゼンが忘れられなかった。アフリカに行って自分の目で実際アフリカがどのような状
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況にあるのかを見たいと感じ、大学で MPJyouth に加盟し、今回ルワンダに行く機会

を得ることができた。 

 

 次に、今回のルワンダ視察で私がなにを見てきたいかについて述べる。私が一番興味

を持つのは、実際にルワンダという国の環境の中で生きている人々が、どういう価値観

を持っているかということである。一つの物事を捉えたり、社会を捉えたり、自分の周

りの人々を捉える際に、彼らはどのように感じ、どのように考えているのかについて、

直接会って話を聞いて肌で感じでみたい。さらに、ゴミの回収制度などに代表されるよ

うに、ルワンダの社会の仕組み、人々の生活の仕組み（人々がどのようなシステムの中

で生活しているのか、具体的には学校の制度や年金の制度、公共交通機関など）につい

て調べた上で、実際ルワンダではどうなのか、政府見解との違いがある科などについて

見てきたい。そして、島国である日本の反対の、内陸国であるルワンダの生活や物流に

ついても観察したい。 

 これらのことをするには、具体的には実際に公共の交通機関に乗ってみたり、学生の

日常生活の話を聞いたり、市場に行ったりすることができればと思う。(団体行動を優

先しての話ではあるが) 

  

 また、ルワンダの学生との交流では、現地に行って直接話すことによって言葉の定義

や考える枠組みの違いを感じたいと思う。私が普段当たり前だと思っていることが、い

かに当たり前ではないか、世界から見るといかに変であるのかを感じ、自分の価値観に

ついても向き合い、考えたい。さらに、世界からみた日本の立場や、アフリカ人から見

たアフリカの現状、アフリカ人がアフリカについてどう思っているのかについても知り

たい。 

 これらのことを実現するには、会議などを通して積極的にルワンダの学生やルワンダ

人と接し、いろいろな話を聞くことである。 

 

 私は実際にアフリカの地に下りたことはなく、メディアを通してしかアフリカについ

て知らない。この今の段階でのアフリカのイメージを箇条書きにあげると、以下のよう

になる。 

・サバンナ 

・動物がたくさん 

・自然が豊富 

・砂漠化の進行 
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・政府の腐敗 

・発展途上国 

・被植民地国としての傷跡がある 

・貧富の差が激しい 

・さまざまな民族が一つの国を構成する 

・公用語が国内で通じないことがある 

・道路は砂利道。交通機関は車に依存する。 

・アフリカに住む人々は運動神経がよい 

・宗教は何を信仰するのかがよく分からない 

・農業依存型経済 

・標高が高い 

・資源が豊富 

 

 そして、このようなイメージを挙げておきながらも、私がルワンダに行ったあとにア

フリカに対して持つ印象は、以下のようになると考えられる。 

・アフリカ(ルワンダ)は私が考えていたよりもはるかに発展していて、成長に勢いがあ

った 

・行政、政治がしっかりしていた 

・道路が舗装されていた 

・アフリカの学生も、根本では同じことを感じていた。 

 

 今回の視察の機会を通じ、私は自らの世界に対する視野を広げると共に、自分の夢の

舞台が本当にアフリカなどの発展途上国なのか、自分が本当に国際舞台で活躍したいの

かという問いに対する答えを見つけられれば理想だと考える。 

 

 帰国後レポート 

 

 今回、ルワンダは私にとって始めてのアフリカでした。たった二週間という短い期間

の中で、長野県の二倍の面積ほどしかないという小さな国ルワンダを周ったに過ぎない

のですが、本当に刺激的で、インパクトがあり、一生記憶に残る体験をしました。 

 まず、いざルワンダに行くとなった飛行機の中で感じたのが、新しい土地に対する緊

張や不安でした。一方で、あまりの移動時間の長さに驚かされました。飛行機はルワン

ダに着くまでに計 5 回離陸し、5 回着陸しました。片道だけで約 30 時間もかかりまし



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

81 
 

た。それだけでも、改めて日本とアフリカの間の距離の長さを感じました。 

 いざケニアのナイロビ空港に降り立ってみるとそこには私のイメージしていた通り

の、つまり私がテレビや写真を元に思い描いた通りの、アフリカの景色が広がっていま

した。ほぼ 360 度地平線が見え、空は大きく自分に覆いかぶさり、大地は平坦で乾燥

しており、所々にサバンナの樹木が見えました。そして空にあんなに一度にたくさんの

雲を見たのは初めてでした。 

 しかし、いざルワンダのキガリ空港に降り立ってみると、そこは私が想像していたの

とは別の世界が広がっていました。緑あふれるたくさんの丘。1000 の丘の国と呼ばれ

るルワンダという国の名前に納得してしまいました。景色がとてもきれいで、長い飛行

機の旅の疲れを癒してくれるようでした。ルワンダが国のきれいさを求めているのはな

んとなく調べて理解していたつもりでしたが、キガリ空港を出る前に仲間の持っていた

ビニール袋が回収されていき、その徹底されたビニール袋を排除する国の方針に感動し

ました。後で聞いた話ですが、ルワンダには一ヶ月に一回掃除の日があり、ルワンダの

国民が町のゴミ拾いをするということでした。このときに、ビニール袋があると非常に

ゴミ拾いが大変になる、ということでビニール袋を禁止しているとの話を聞きました。

さらに驚いたのが、キガリ市内の発展の度合いです。いたるところで工事が行われてい

て、町がどんどん整備されていく様子が一目見ただけでも分かりました。確かに私は、

ルワンダに行く前からある程度発展したルワンダを予想していましたが、ここまで発展

しているとは思ってもいなかったので本当に驚きました。町には何メートル置きかの間

隔で制服を着て銃を持った警察が立っていて、道路でも交通ルールが守られていて、古

い建物は取り壊され、どんどん新しい建物がものすごい勢いで建設されていました。開

発独裁、という言葉が頭をよぎりましたが、経済成長をしている国とはまさにこういう

ことをいうのだ、と実感させられました。 

 ルワンダでは、たくさんの政府高官、そしてルワンダの日本関係者にお会いしました。

学生である私たちを相手に、皆様にとてもよくしていただき、そのホスピタリティーに

感動しました。政府関係者は、みな口をそろえてルワンダの発展をアピールし、自信と

誇りを持って国が実施してきた政策を紹介し、そしてルワンダに今必要なのは援助以上

に投資だ、ということを主張していました。また、現大統領であるカガメ政権に絶大な

信頼を置いており、省庁やルワンダ中央銀行や PSF にカガメ大統領の肖像画が大きく

掲げてあることに驚きました。各機関が口をそろえていっていたのが、四方を海で囲ま

れた日本とは異なり、ルワンダはアフリカという大きな大陸のほぼ中心に位置し、四方

を陸（国）に囲まれている、ということでした。たとえば日本などはるか遠い国からア

フリカの沿岸国に物を運ぶときの料金よりも、その沿岸国からルワンダに物を運ぶほう
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が 4 倍ほどのお金がかかること、ルワンダは山がちであり輸送を行うためのインフラ

（道路や鉄道）を建設するのが困難なことがルワンダの特徴でした。更に、周辺国とは

異なりルワンダはこれといった資源を算出する国ではないことも述べていました。そし

て、農業依存からの脱却の指針としては、国民を最大の資源として捉える事だと述べて

いました。具体的には、高付加価値のある人材を育成して、サービス業やＩＣＴなど、

日本で言われる第三次産業の分野を発展させることが重要だ、と述べていました。どの

機関を周っても、それぞれの上に挙げた課題が必ず触れられていたので、この課題がい

かにルワンダにとって重要であるかが伝わってきました。横浜に住んでいる私は、海に

よって海外に物を輸出するのが当たり前で、港にモノを届けるまでのコストをそこまで

現実味を持って考えたことがなかったので、衝撃でした。また、ICT の発展にまつわる

話も面白かったです。教科書通りの考え方をする私は、軽工業から始まったルワンダは、

重工業の過程を得ないと ICT の段階にいけないと考えていました。ホテルが一日に一

回停電し、熱湯の蛇口をひねっても薄い緑色の熱湯と冷水が交互に出るような状況を考

えても、今のルワンダの国家の段階で ICT を目指すのは、あまりに非現実的であると

思いました。そのため、ルワンダが ICT を発達させるという政府の方針には疑問を持

っていました。しかし現地でいろんな話を聞くにつれて、ルワンダもすすんで ICT を

やりたい訳ではなくて、地理的状況を加味した上で最上の方針を出したこと学び、教科

書の方をそのまま当てれば言い訳ではないことを学びました。 

 また、学生との交流もとても印象的でした。3 月４日から 6 日の間、ルワンダ国立大

学の大学生と会議をしたときに、会議の議題はもちろん、学生の日常生活や学生の視点

から見たルワンダについて聞くことができました。ルワンダ国立大学に通う学生は、ル

ワンダの中でもかなりのエリートであると想定されるため、ルワンダ国民の一般的な真

の実情が伝わってきたのかは私には判断できません。しかし、実際に現地の学生と直接

接する機会はめったになく、話すことで日本では調べきれないルワンダの実情が浮き彫

りになってきたので、私にとってはこの研修旅行で一番充実した体験のうちの一つでし

た。例えば、学生会議でエネルギーの話をしたときに、日本で使う電気はもっぱら発電

所で発電された電気を想定しますが、ルワンダは 90％のエネルギーが木材からくる、

という話をしてくれました。ルワンダの話をしていると、ルワンダの学生は自分の意志

がとても強く、また自分の国がどこを目指していて、自分が今何をやらなくてはいけな

いかをしっかり自覚している様子が見えてきました。私が見習うべき点が多いなと感じ

ました。大学を出ても決して就職率が高い訳ではないのですが、彼らは自らが国に対し

てどういう使命を負っているのかを、自覚しているかのように見えました。一方で、日

本人は比較的目の前のことと同じくらい未来のことを念頭に入れているのに対し、ルワ
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ンダの学生は長いスパンで物を考えることが苦手であるようだ、ということに気づきま

した。直近の課題にひたむきに対処しようとする姿勢を、もっと先の未来にまで伸ばし

たら、もっとルワンダは発展するはずなのに、と思いました。 

 ここで、ルワンダの地形に関してルワンダ学生と話した内容が、私にとっては印象的

でした。ルワンダの学生に、ルワンダはとてもきれいな国で、丘の緑の色が本当にきれ

いだ、という話をしました。すると、ルワンダの学生はうれしそうな顔をした後で、悲

しそうに『確かにそうだけど、この丘は経済発展には役に立たないよ。丘がちだから農

業もやりにくいし機械も導入できない。鉄道を走らせるための線路を敶設しようとして

もうまくいかないんだ。』と。私はそのとき、発展のためなら自然なんて惜しまない勢

いで山を切り崩している日本の情景を思い浮かべ、ルワンダももしかしたら 10 年後、

そういう現象がいたるところで見えるかもしれないと感じ、尐し悲しくなりました。同

じような話で、私がルワンダの伝統的な土のような素材でできたい絵がとても気に入っ

た、と話しました。すると、ルワンダの学生は『あれは発展のために邪魔だし、すぐに

だめになっちゃうから、政府がどんどん取り壊して新しくてしっかりした家を建て替え

ているんだ』と、話してくれました。私はその国にすまない外国からきた旅行者だから、

ルワンダのきれいな情景をそのまま素直に残してほしい、と思うのかもしれませんが、

あまりに発展を意識しすぎて、ルワンダらしさがなくなるのは、どうにか防げないもの

なのかな、と思いました。時計と携帯をみる時間が極端に尐なかったルワンダの生活が、

私にとってはとても居心地がよかったです。しかし、ルワンダの学生が昔の日本の携帯

のような携帯を一生懸命使っているのをみると、１０年後にはルワンダも日本のような

忙しい国になってしまうかもしれない、と感じました。 

 研修旅行のスケジュールの合間をぬって、2 つの虐殺記念館を訪れました。今までは

ただ歴史的事実としてルワンダの虐殺があったことを認識していましたが、その二つの

記念館を訪れることで、今でもなおルワンダの国民の中に生きている虐殺の記憶を意識

させられました。実際に私が虐殺を経験したわけでもなく、平和ボケをするといわれる

日本で育ってきたため、虐殺の様子を想像することはできません。ですから、私がいく

ら虐殺記念館に行ってその内容を見ても、当時虐殺を経験したルワンダ国民の気持ちは

分かりません。しかし、過去のことはわからないとしても現在生きているルワンダの

人々と接することで、彼らは虐殺という国の決して明るくない歴史を乗り越えるために、

そして海外のルワンダ＝虐殺というステレオタイプを塗り替えるために、懸命に発展に

向けて努力してきたのではないか、と感じ取りました。虐殺の話をルワンダの人々とお

おっぴらに話すことはできませんでしたが、虐殺の話になると彼らは、「歴史的事実と

してあったことは消してはならない。しかし、それにトラウマを持ってはいけない。そ
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れを乗り越えなければならないのだ」ということを静かに、しかししっかり話してくれ

ました。日本の戦後の状況に尐し似ているのかな、と感じました。当時のその日との感

情にはなれないかもしれないけれど、「私だったらどう思うのだろうか」ということを

尐しでも深く考えることが、私にできる最大のことなのかな、と考えました。 

 私が焦点を当てていたゴミ回収についても伺いました。私はてっきり、ゴミ回収は国

や地方公共団体などの公的機関が行うものだと思っていましたが、ルワンダでは地域に

よって公共機関であったり、私的機関であったりすることがわかりました。更に、ゴミ

回収は有料で、一軒一軒ゴミ回収のお金を払っているそうです。たとえばキガリ市内で

は、ゴミ回収の料金を払うと、ゴミ回収者が朝一軒一軒家を訪れて、ゴミを回収し、そ

れをキガリ市内のゴミ処理場（ただゴミをおいておく場所）へ持っていくそうです。今

回、直接そのゴミ処理場を見に行くことはできませんでしたが、話によるとゴミ処理場

の面積がどんどん足りなくなってきていること、そしてゴミの分別をしないため注射針

などの医療器具などもそのまま落ちていることがざらにあることを聞きました。また日

本との比較になりますが、海に囲まれた日本はゴミを埋立地に利用するなどして場所を

補うことができますが、ルワンダのような内陸国ではそのようなことができません。今

後の方針を追って行きたいです。 

 ルワンダに対する日本の影響力は、思ったより大きかったです。確かに、日本はアフ

リカに出遅れていて、大使館も６２カ国すべてにある中国とは大きな差があります。し

かし、技術面でみると、走っている車はほぼトヨタであったり、使っているパソコンが

ソニーのであったりしたのは、とてもうれしかったです。ルワンダの学生に、「日本の

製品はとてもクオリティーが高いけど、高くて買えない。だから、しょうがなく安い中

国製品を買うんだ。日本の商品がもっと途上国の人にも買いやすくなるように安くでき

ないのか？」ときかれたほどでした。普段日本にいるとあまり実感がわきませんが、や

はり日本は世界有数の経済大国であり、技術大国であるのだ、と感じました。 

 ルワンダに行って、自分が将来本当に発展途上国、できればアフリカに携わる仕事を

するのかどうかの道筋が見えればと思いました。しかし、実際にいってみたルワンダは

私の想像と違って、独自の国の方針を持っていて、国民が自力で発展の梯子に既に乗っ

ているように見えて、私が貢献しうる隙間はもうわずかなのではないかと思いました。

また、マヤンゲ村にいったときに、マヤンゲ村の小学校の生徒はカメラに興味津々で、

写真を撮ってあげると自分の顔を必死に見たがっていたので、ついつい楽しくてずっと

戯れていました。すると、（おそらく習いたての英語を話してみたかっただけなのでし

ょうが）小さい男の子がよってきて、“give me a pen”と言ってきました。そのとき私

はどうすればいいのかわからなくて、後ずさりをしてしまいました。似たようなことは
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キガリ市内の市場でも起きて、商品を売っていた大人の男性と仲良くなると、彼は笑い

ながら”Where is money?” と私たちに話しかけてきました。久しぶりに、言葉がのど

から出てきませんでした。またルワンダとは直接関係がありませんが、行きの飛行機で

たまたま国連の職員であるケニアの女性と籍が隣になったときに、彼女の話をしてくだ

さいました。彼女は子供を育てながら夜間学校に通い、マスターを２個とり、そのあと

国連に就職したようです。彼女の言葉でとても印象的だったのが、Nothing is 

impossible. Impossible doesn’t exist. it’s just your capacity です。 

 もっともっと、いろいろな国をみていきたいと強く感じました。このような経験をさ

せてくれた私の周りの人すべてに感謝したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：高橋 翔子
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〈樽田 貫人〉 

 出発前レポート 

 

日本人は平和ボケしてい

るとよくいわれる。この言

葉を、多くの人は、日本人

は世界のあちこちで起こっ

ている戦争やテロなどにわ

き目も振らず自分だけが幸

せならそれでよいというよ

うなエゴ・イストだと非難

されているととらえるだろ

う。確かにそれはもっともな意見ではあるが、同時に私は、戦争や暴力を日常生活でほ

とんど感じることなく生きていくことのできる日本に対しての諸外国の羨望のまなざ

しをも感じるのだ。実際に世界を見渡せばわかるが、この国は戦争や暴力といった観点

からすればすごく平和な国であると思う。私はそんな平和な国で生まれ育ち幸せである

が、同時に物足りなさも感じてきた。それは活気だと思う。日本人には生きることへの

渇望、または生きることへの貪欲さが圧倒的に足りていないと感じる。そのことが現在

日本中に立ち込めている閉塞感の根本的な原因ではないだろうか。私は日本が大好きで

あるから、どうしたら日本がもっともっといろいろな面で成長できるのかということに

興味をもってきた。それと同時に、昔から貧困、紛争などについても興味をもってきた。

よって今回のルワンダ視察は自分にとって日本の発展とルワンダにおける貧困と紛争

を同時に考えられる良い機会であると思う。 

ルワンダ渡航にあたりルワンダに関する様々な情報を集めてきたが、この国は知れば

知るほど興味深いことが分かってきた。しかし、日本でメディアを介して得られる情報

は大変尐なく、また、偏りも多いものだと思う。そこで私は、実際にルワンダに訪れ生

のルワンダ、さらにアフリカを体験してきたい。そのためにもルワンダ滞在中、次の 5

つの事柄に特に着目していきたい。①ジェノサイドを乗り越えた民族共存②経済発展③

援助と貧困④ルワンダから見た日本⑤自分のこれから 

① ジェノサイドを乗り越えた民族共存について。ルワンダでジェノサイドといえば

1994 年のことが思い出されるが、ルワンダにとってそれが初めての出来事ではない。
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最初の大きなジェノサイドは 1959 年に起きており、94 年のものは 4 回目とも言わ

れている。なぜ、ルワンダはジェノサイドの恐ろしさを知っているのにもかかわら

ず何度も繰り返してきたのだろうか。このことを考えるうえで大切なことは、民族

対立と権力抗争、そして植民地支配など他国の介入であろう。ルワンダでは 13 世

紀から王国が存在し、そこでの支配層と非支配層の関係からフツとツチという概念

が生まれたといわれている。そして王国時代からドイツ・ベルギーの植民地支配に

移ってもこの関係が利用されていった。現在ではルワンダの発展を「アフリカの奇

跡」と呼びおおいに話題になっているが、その一方でツチ族のカガメ大統領によっ

て強権的に統治されているこの国はいつ不満が爆発してもおかしくない状態であ

るという。このように根は深い問題であるが、実際にルワンダで虐殺の傷跡を肌で

感じ、それを乗り越えて民族融和を目指そうとするルワンダの人々を見て、また、

これからのルワンダを背負っていく学生との熱い議論を通じて、どのようにして皆

が納得いく社会を構築していくべきであるのか考えていきたい。 

② 経済発展について。ルワンダは「アフリカの奇跡」と呼ばれる程に凄まじい経済発

展を遂げていると表面的には言われている。しかし、その発展は各国による援助が

ないと成り立たないものであるし、コンゴ民主共和国からの鉱物資源の密輸によっ

ても大きく支えられているという。ルワンダは内陸国であるということや、丘が多

くてほとんど平地がないこと、北アメリカ、ヨーロッパ、日本などの世界的に大き

な市場から遠く離れているといったことなど地理的に大きなハンディを抱えてい

る。現在ルワンダは ICT 国家を目指しているが、その実現可能性は極めて低いよう

に感じられる。というのも、1、高等教育を受けられる人口がかなり限られている。

2、外国の企業、投資家、200 万人にも及ぶディアスポラによる投資機会増加がなか

なか進んでいない。3、インフラ整備の遅れ。4、システムエンジニアなど技術者の

育成の遅れ。5、工業化の段階を飛ばした ICT 国家化に成功した国はいまだに存在

しない。などの難題が存在するからである。もし仮に成功したとしても相当大きな

経済格差が生じてこの国に対する不満が高まるであろう。失敗しても成功しても国

家が崩壊する危機に瀕することは間違いないと思われる。よって、現在のルワンダ

経済の順調な発展が何によるものなのか、また ICT 化をどのように進めていくべき

か、さらにはいかにして経済格差を是正していくべきかについて、プライベートセ

クターとの勉強会、中央銀行訪問なども参考にしながらルワンダ大学の生徒ととも

に考えていきたい。 

③ 援助と貧困について。現在ルワンダは多くの援助によって成り立っている。しかし、

その援助は国民全体に行きわたっているのか疑問である。実際に都市は急速に発展
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しているが、農村はあまり変化がなく人々は貧困にあえいでいるという。

MP(Millennium Promise)では MV(Millennium Village)という村を作って包括的

な支援を施しているが、実際にその村に行き、この目でその支援の在り方が最善で

あるのかどうかチェックしてくる必要がある。なぜアフリカ諸国にこれほど援助が

なされているのになかなか発展してこないのか。それどころか貧富の格差が開いて、

汚職がはびこって、治安が悪化するのか。幸いにもルワンダは汚職も尐なく、治安

も良いらいしが、それらの問題を、援助それ自体を考え直すよい機会になるであろ

う。 

④ ルワンダから見た日本について。日本の総理大臣がアフリカを訪れたのはなんと

2001年の森喜朗が初めてのことからわかるように明らかに日本はアフリカを重要

視していない。企業もまた、中国やインドの企業とは違ってなかなかアフリカに進

出しようとはしない。一方日本国内では閉塞感がたまっているがそれをなかなか打

破できずにいる。そのような状況で、ルワンダの人々の目には日本はどう映ってい

るのか。ルワンダが日本に期待していることは何か。また、自分が実際にルワンダ

で 2週間過ごすことによって日本に対する見方は変わるのか。どういった点を評価

しどういった点を改善していくべきか、日本の今後をしっかりと考えたい。 

⑤ 自分のこれからについて。現在私は自分の進路について様々な迷いを抱えている。

今後自分がどこに重点を置いて生きていくのか、どういう形で発展途上国の援助に

かかわっていくのか、さらにはどのようにして日本に貢献していくことがよいのか

など。実際にルワンダで援助の現場を見、日本を、自分を見つめ直すことで今後の

自分の進路を考えるよい材料になるのでないだろうか。 

これまで自分がこの視察で大切にしたい 5 つの事柄について述べてきたが、ほかにも

教育、医療、文化など注目すべき点は多いと思う。ルワンダ渡航中、スポンジのように

たくさんのことを吸収し、帰国後それらすべてを絞りだし、たくさんの人に伝えること

が自分の役目だと思っている。日本、ルワンダの両国がよりよい国になるように。 

 

 帰国後レポート 

 

 飛行機から見えるルワンダの様子はナイロビの時とは打って変わって緑豊かで、自分

の想像していた砂漠や草原の広がるアフリカというイメージとは全く違っていること

に衝撃を受け、尐々混乱しながら空港に降り立った。渡航前に 2 度も映画『ホテル・ル

ワンダ』を観たのでルワンダの風景に慣れていたはずなのに、いざ自分の目でルワンダ

を見てみると自分のアフリカに対するイメージと現実の違いに大きな衝撃を受けてし
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まった。しかし、その衝撃よりもむしろ、自分の中でのアフリカに対する偏見や先入観

の強さへの衝撃のほうが大きかった。今回のことを事前に何人かの知人に話す機会があ

ったが、「ルワンダに行ってきます。」というよりは「アフリカに行ってきます。」と言

った方がすんなりと受け入れられている感じがしたが、考えてみたら、そんなことはな

いと思うがたとえばヨーロッパの人が日本に行くときに「日本に行ってきます。」では

なく「アジアに行ってきます。」と言ったら私たちは相当変な気分がするだろう。アジ

アを一括りで表現するのは到底無理であるが、それはアフリカに関しても同じことが言

えると思う。日本とアフリカのかかわりは昔からあまり深くないし、この地理的な距離

を考えれば我々がアフリカを一括りにして考えてしまうのも、アフリカのある側面だけ

をみてしまうのも自然なのかもしれない。しかし、それは我々の努力によって変えられ

ることである。今回我々はアフリカの中でもルワンダという小国に行っただけだが、そ

の様子を尐しでも多くの人に伝えていくことが大切だと強く感じている。 

さて、事前レポートにも書いたが、ルワンダ渡航にあたり私は次の 5 つの項目に特に

着目をすることにした。その 5 つとは、①ジェノサイドを乗り越えた民族共存②経済発

展③援助と貧困④ルワンダから見た日本⑤自分のこれから である。以下にそれぞれの

項目について私が見聞きし感じたことを書く。 

① ジェノサイドを乗り越えた民族共存について。私がルワンダにいて虐殺の影響を感

じることはほとんどなかった。街はきれいに整備され、人々は楽しそうに会話し、

こんなところで 16年前にあの恐ろしい虐殺が起こったとは本当に信じがたかった。

もちろん虐殺記念館に行けば虐殺のことは詳しく説明されていたし、死体も沢山並

べられていたが全く実感がわかなかった。でも今のルワンダのすごく平和そうな様

子を見ていると、なぜこの人たちがあれほどまでにひどい虐殺行為に走ってしまっ

たのかと逆に怖くなることがあった。この世で人間が一番恐ろしいと確信した次の

日には日本での地震と津波の被害が伝えられよくわからなくなってしまったが、一

つだけ確実に言えることは「人間が起こしたことは人間が止められる」ということ。

我々はあの虐殺を止めることができたし、今起こっている戦争も止めることができ

る。そこで重要な役割を担わなければならないのが、暴力の恐ろしさをともによく

知る日本とルワンダではないだろうか。ともにつらい時期を乗り切って、平和の喜

びを知るこの 2 国が全世界の平和のために協力することは大きな意義をもつと思う。

ジェノサイドを乗り越えた民族共存が上手くいっているかどうかに関しては、ルワ

ンダでは「ジェノサイド」という言葉を発することさえもはばかられるような状態

でなかなか人々の本心を聞くことができなかったし、私にはフツとツチもなかなか

見分けることができなかったため、現状についてはあまりいうことが出来ない。そ
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のようななか私に言えることは、現在このように国全体が落ち着いていることを見

れば政府に一定の評価が与えられるべきだという一方で、政府がフツを一方的に加

害者としていることには違和感が残るということ。ルワンダにとって今は本当の平

和を構築できるか、ただの小休憩に過ぎなかったかが決まる正念場であると思う。

今後ともルワンダ政府の動向に注目していきたい。 

② 経済発展について。現在のルワンダの経済発展は他国の援助によるものが大きく、

また、ルワンダの様子を見ていても農業以外で一体何がこの国を支えているのか全

く想像できないほどであった。ルワンダ国立大学の学生との会議でも、今後も農業

が国家の中心であるということ、観光分野を伸ばさなくてはならないということに

異論はなかったが、ICT やインフラへと話が移るとその途端に議論が過熱し、国家

が掲げている ICT 立国化への道は厳しいものだと感じた。ルワンダでは毎日停電が

あり、このような状況では到底 ICT 立国化を目指すのは不可能なように思えたが、

工業の発達が見込まれない中ではなんとしてでも ICT 立国化を達成させなければ

ならないのだと感じた。そこでやはり重要になってくるのがインフラ整備であろう。

インフラ整備を行うことにより、これまで水汲みや移動に時間をとられていた人々

は他のことにも手をつける余裕ができ、また、インフラ整備を民間に託すことによ

り民間の企業の育成、雇用の促進につながるほか、外国からの投資を呼び込みやす

くなるだろう。インフラ整備を進めるのと同時に ICT 立国化を目指し技術者の育成

や設備の導入を進めれば、インフラ整備が整っていくにつれてスムーズに ICT 立国

化に向けた国家運営へと舵がきれるのではないだろうか。 

③ 援助と貧困について。ルワンダでは各国からの援助をそのまま社会保障のために使

うなどきちんと国民がその恩恵を受けられるように活用しているとのことで、これ

は当たり前といえば当たり前だが腐敗や汚職がはびこりやすい発展途上国の中で

は素晴らしい国家運営をしていると思った。ルワンダには様々な援助団体が入って

いるようだが、それらの団体の活動までは見に行くことが出来なかった。我々ミレ

ニアム・プロミスが支援している村を視察することが出来たが、ある程度の水準の

医療・教育環境が整っているように見え、また農業分野での発展も見られ、援助そ

れ自体は間違っていないと思った。しかし、ミレニアム・プロミスの援助方法では

ミレニアム・ビレッジ内に住んでいる人とそれ以外の人との間に不公平が生じてし

まうことや、援助できる範囲が狭いことなどまだまだ改善の余地があるように思え

た。日本の援助団体の代表格である JICA のルワンダ事務所を訪問し活動内容につ

いてお話を聞く機会があったが、そこで今まで自分の中には全くなかった考えであ

る援助とビジネスが結びつくようになった。これまで援助はビジネスと切り離して
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考えるべきだと思っていたが、両者の活動をうまく組み合わせることができれば援

助する側・受ける側の双方に大きな利益を生むことになり、よい循環が生まれるの

ではないかと思うようになった。その 1 つに官民一体での BOP ビジネス推進があ

げられると思う。援助とビジネス(投資)のどちらが先でもよいが、援助が先の場合

はその援助によって投資環境が整えられるだろうし、投資が先の場合はその投資を

うまく回収するために援助に力が入るようになるのではないだろうか。ルワンダの

場合では、これは BOP ビジネスとは関係ないが、ルワンダに鉄道を敶設する事業

と西部の天然資源採掘を組み合わせるというビジネスが考えられると思う。援助団

体がインフラ整備を手伝い、商社、鉄道会社がこのビジネスを手掛ける。他の地域

に比べてハイリスクではあるが、十分に検討する余地があるのではないだろうか。 

④ ルワンダから見た日本について。日本はルワンダ人からしてみれば先進国の 1 つと

して憧れの的であり、特に日本の発展の仕方が欧米のそれとは決定的に違っており、

途上国からしたら発展におけるロールモデルとして、日本に対する期待は大きいよ

うに感じた。また、ルワンダと日本は意外と似ている部分が多いのではないかと思

った。人々の恥ずかしがり屋だが親切で人当たりのいいところや、国として資源の

尐ないところ、戦争で大きな被害を受けそれを乗り越えて発展してきたところなど

など本当に似ているところが多い。日本とルワンダは必ずうまくやっていけると思

うし、日本はルワンダの発展にもっともっと協力すべきだと思う。日本の教育は世

界の中でもトップクラスである。ルワンダの教育はルワンダ最高学府のルワンダ国

立大学でもかなり低いものであると感じた。学生のやる気は十分であるが、これが

大学かと思えるほど教育環境が整っていなかった。私が仲良くなった学生のひとり

は、IT を学んでいるのに自分でパソコンを買う余裕がなく、数尐ない大学のパソコ

ンはいつも誰かが使っておりなかなか自分は使うことが出来ず結局プログラミン

グの勉強は紙に書いてやるしかない。それに教科書もなく教授が黒板に書いたこと

を写し、後で図書館に行き調べるしかないと言っていた。教育は国力に直接影響し

てくる大きな問題である。日本はもっとルワンダの、発展途上国の教育に貢献すべ

きだと強く感じた。そしてもう 1 つ強く感じたことは、上にも書いたが、世界平和

に向けて日本とルワンダ協力してリーダーシップを発揮していく必要性である。ル

ワンダの今後の安定を考えてもこれは大変重要なことであると思う。 

⑤ 自分のこれからについて。大学に入り自由な時間・選択肢も増え、さまざまなことを

考え、経験していくうちに自分の今後に対して様々な迷いが生じてきたが、今回の

ルワンダ渡航は自分を見つめ直すよい機会となった。主なところでは、今回の渡航

で日本の素晴らしさを様々な面で、とりわけ文化や教育といったソフト面で感じ、
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それらを世界に発信するビジネスを始めたいと思うようになったことがあげられる。 

今回のルワンダ渡航では、筆舌に尽くしがたい様々な体験をすることができ、リーダー

の夏井さん、副リーダーの大澤さんをはじめとしたプロジェクトメンバーのみなさん、

そしてこのプロジェクトを最初から最後まで支えてくださったみなさまに感謝の念を

禁じえません。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：樽田 貫人 
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〈友澤 孝則〉 

帰国後レポート 

 

今回のルワンダ訪問には、今後

アフリカを初めとする途上国

の持続可能な発展に寄与して

いくための素地やつながりを

育もうと思いから参加した。訪

問したルワンダは、東アフリカ

の内陸に位置する約人口 1000

万人、四国と九州を足して２で割った程度の面積の国で、PPP 換算による１人当り GDP

は 1000ドル強と、インドやカンボジアよりも低い、比較的貧しい国と分類されている。

一方経済成長率は 5%～20%であり、1994年のジェノサイド以降、脱出していたツチ族が、

現在の総人口の 5分の１程度の 200万人近く帰国して海外で身に着けた様々なスキルを

活かして復興に尽力したことが数字に表れているようだ。同時にインフレも 10～20%増

で進んでおり、中央銀行の総裁曰く、石油を輸入に頼っていることによる石油高、CPI

の 38%が食糧であり他産業と比較して農業の生産性が低く、肥料等の価格押し上げなど

から間逃れない食糧価格高が主な要因とのことである。成長戦略としては、ICTを牽引

とした経済成長を掲げ、今年末までに光通信を敶設する予定ということであり、また内

陸であることから石油などの物流コストを下げるために現在ウガンダ・ブルンジ・タン

ザニアに跨りインド洋に繋がる鉄道網を、中国やアフリカ開発銀行の資金提供を受けな

がら実現可能性調査・敶設検討中である。国家財政的には援助に多くを依存しているが、

汚職も尐なく、IMF・世銀の財政健全化プログラムを遵守しようと努めているようで、

将来は明るいように感じた。 
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 当初はジェノサイドのイメージが強く、飛行機からは不安一杯に降り立ったが、良い

意味で予想に反し、とても穏やかで平和な雰囲気であった。ホテルの通信環境も、まだ

速度が遅く断続的になりがちではあるが整備されており、ホテルに到着後会ったメイン

ホストの学生２人はルワンダ国立大学でコンピュータ工学を専攻。優秀な人材を優先的

にコンピュータ工学を専攻させるようにしているようで、ICTへの力の入れようが感じ

られる。 

 今回のメインコンテンツであるマイアンジのミレニアムビレッジ(MV)への訪問では、

MVを管轄されているドナルドさんからお話を聞かせていただいた。ドナルドさん曰く、

MV の最初 5 年の期間で農薬３～４倍使用が増え、それにより 2006 年には最大の収穫、

コミュニティで農作物を蓄積する施設をつくり余ったものを市場に回せるようになっ

たようだ。 

 また MV内でも成功している農場を訪れたが、そこではウガンダの MVで開発された新

種の果物を導入しており、オレンジなどでは育成まで８～１０年かかっていた期間が３

年ほどに短縮でき、病気にも強く美味しいオレンジが栽培できるようになったそうだ。

これはマンゴーやパイナップルでも同様で、ミレニアムビレッジ間の知識・技術の共有

や移転が成されていることがわかった。他にも牛の糞や餌の残りを蓄積してバイオガス

を発生させ、水に溶かしてエネルギー源として用いるといった試みも始めようとしてい

る。農家は基本的に保守的で、従来からのやり方に拘り新しい技術や取り組みを導入し

ようとしない傾向にあるようだが、同じ MV 内でこのような成功例が出たことで他の農

家も感化されて導入が進んでいるようで、企業家精神の豊富な人材が良いドライバーと

なっている。このノウハウ等をルワンダ全体に広げる事ができれば全体の生産性が上が

り、供給曲線が右にシフト、価格が下がり、物価高の抑止と売上の増加に繋がることが

期待されるのではないかと思う。 
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バイオエネルギー用の穴        水遣り用農具 

 MV の 2011-2015 年の 5 カ年目標としては、ビジネス開発の促進に注力することを

第一にしているとドナルドさん。ビジネスの開発は人々の態度を熱心に革新的にすると

言われ、それは農業に限らず、セーター、ICT キオスクの運営などを上げていた。毎年

ビジネスコンテストも開いており、良いプランにはマイクロファイナンスなどの金融サ

ービスと繋げる取り組みを行っているようである。これは、未だに職に就けていない人

が多いことの緩和、1人 1人への教育効果による持続的な所得増という狙いはもちろん、

農業とその加工プロセスへの機械導入などにより生産性が増すことで必要な人手が減

るので、そこで更に職にあぶれる可能性のある人を従業員として吸収することのできる

ビジネスを開発する必要性も見越しているのではないかと感じた。 

 このような起業への日本人の貢献の事例として、JICA で訪れた日本人女性と共にル

ワンダの若者が牛の角を用いたアクセサリー事業を立上げ、日本人女性の協力を得なが

ら日本にも輸出している事例がある。牛の屠殺場にて今まで廃棄されていた牛の角を安

価に購入、その牛の角を様々なアクセサリーや靴べら材料等に加工し、現地のお土産場

か日本の提携店において販売するというビジネスモデルで、現在は 8 人で月商約 20 万

円ということである。1 人 1 人の給料は月 1 万円(1 円=85 円で年約 1400 ドル)であり、

国民平均収入の年約 600 ドルより高いのは勿論、公務員の給料よりも高いそうである。

働く人材は近くの児童擁護施設などから研修として何ヶ月か受入れ、働く能力や意欲を

持てた人材を雇用。不器用ながら帳簿を付け、領収書も発行してくれた。加工装置は日

本の図工の時間で使うくらいのもので多くの部分を人の力に寄っており、生産技術の改
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善の余地は大きいが、生産キャパシティは現在の販売個数を十分に賄っている状況のた

め、まずは課題として製品と販売先の多角化をあげられていた。またその一歩としてサ

ービスとして観光スポットとして売り出し、多くの人に知ってもらって協力者を得よう

と動かれており、健全なマージンで協力できる旅行代理店を求めていた。また停電の回

数も多く、機械の使用が出来なくなってしまうので太陽光発電の様な分散型発電装置の

需要は高いが、如何せん売り上げ規模を考えると購入費用は高過ぎると言え、グリッド

が健全に向上・拡大するのを待っている状況である。 

       

 Hasna 製靴べら            診療所の医療スタッフ 

 他にもビレッジの中心的存在のヘルスケアセンターを訪れたところ、医者は週に二回

訪問する形式で、８人ほどの看護婦が常駐しているようである。マラリアや HIV のテ

ストと研究を３人体制で行う等も行っていた。最も興味深かったことは、モバイルの

SMS 通信を利用した、コミュニティのヘルスマネジメントである。コミュニティ内で

病気にかかった人はヘルスケアセンターに SMS で様態を送れば、プロジェクトに雇わ

れた常駐の３人が情報を処理し、薬の手配や忚答などを行う体制を構築していた。ICT

キオスク（パソコン約３台とプリンタを整備した部屋）もパソコン使用料１時間約 80

円、プリント一枚約 40 円で使用できるよう設置しており、そこで人々はメールや学校

の成績、政府からの情報などを確認したりしており、使用するための講習等も行ってい

る。このように ICT 利用は積極的に取り組んでおり、之らを通した IT スキル・リテラ

シーの育みは、先進国の大企業等が進出する際の雇用基準を満たす人材の裾野なども広

がっているのではないかと思った。 

 先進国の大企業がインフラ投資以外で直接投資する事例はエリクソンのモバイル事

業への投資を除くと目立ったものはないが、研究開発への投資においても、それをする

ことで今後膨大な経済的中間層になって行く層向けへの開発スピードを早め、コストを

安く抑えられる素地は出来つつあるように思う。勿論未だ読み書きができなかったり教
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育が不十分だったりするが、ルワンダ国立大学の学生等は話した限り十分優秀な様に思

われた。インフラ投資に関してはルワンダ経済団体等が盛んに募集しており、10 年後

にリターンが入ってくるような予定(アフリカの他の投資案件は 20 年など長いようで

ある)のようだ。勿論 10 年の間に現在の独裁的な政権が転覆し、回りの各国との関係が

悪化して収益やその分配の目処がたたなくなるカントリーリスクは高いように思われ

る。ただアメリカや中国は徐々に投資規模を拡大しているようである。またこのような

投資が増えるとカントリーリスク低減のためにも JICA 等を通した支援の意義が高ま

るのではないかとも考えられ、この好循環を促進する第一歩の投資が期待される。カン

トリーリスクの一つとも考えられる経済発展による貧富の差の促進に関しては、ジニ係

数を見る限りそこまで進んでいない。中央銀行の総裁曰く、これはルワンダは資源が豊

富な国というわけではないため、他の資源国と比べ貧富の差が拡大する構造に無いとい

うことである。 

 今後ルワンダと日本はどう付き合っていくのか？冷静に見れば、東アフリカにおいて

は人口が 6 倍ほどあり海にも面しているケニアの方が関係構築の上では魅力的であり、

訪問するために飛行機でトランジットを 2～3 回をしなければならないという時間的距

離もある。ただ治安はケニアよりも良く、人の性格も日本人に近いところがあり能力開

発も進んでいる。かつ日本人のグローバルセンスの欠如を考えたときに、アフリカ内の

どこの国とまず付き合うかという選択肢の中でケニアを越えてルワンダを先に目指す

ことはある意味地球の歩き方にも乗っていない「最果て」「秘境」を目指すようなもの

であり、日本人のグローバルセンスを一気に高める上で有効ではないかと考えられる。

また個人的にはルワンダ、そしてルワンダの人たちをとても好きになった経験であった。

今後も是非またルワンダを訪れ、ルワンダの持続可能な成長に微力ながら貢献していき

たいと強く思うし、多くの日本の方々にルワンダの魅力を知ってほしいと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：友澤 孝則 
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〈松郷 誠憲〉 

出発前レポート 

 

このルワンダへの渡航を直前に

控え、自分がルワンダに行く際に

注目したい事について述べる。ま

ず、比較的客観的な視点から注目

していきたい事についてである。

ルワンダは９０年代にジェノサ

イドがあった国であり、それによ

り国内では８０万人以上の死者

が出たと言われている。 

そのような内戦から約１５年が経った現在、ルワンダはアフリカ有数の政治的な腐敗

の尐ない国として国連より認められ、IT 産業などを主にして経済的に発展している。

更に、警察機構がしっかりと整備されている事から国内の治安も大変良い。その為の要

因は、様々な MPJ ユースにおける勉強会で学んできたが、それでも報復しがちであっ

たり、対立感情のうっ憤をどこかに晴らしたりする事なく経済発展につながっていると

いうのは、私にとって驚くべき事であった。実際には尐数派のツチ族が、政治権力や警

察の権力を掌握していたし、また、ジェノサイド・イデオロギー法により言論の自由を

統制する形で治安維持などが進められているらしい。本当は、ジェノサイド直後の様子

やジェノサイド以後、現在に至るまでのフツ族・ツチ族間の対立感情の変化などに注目

していきたいと思っていただけに、それが聞けないようなので残念である。 

 そこで、ルワンダの近年な経済成長に着眼点を置いておきたいと思う。それは、いく

らルワンダが約１５年間で経済成長したと言っても、インドや中国よりも GDP が低い

のだから、発展していない分野も沢山あると思う。そこで、ルワンダではどのような分

野に力を入れて経済発展やインフラ整備を進めているのか、という事に注目していこう

と思う。それは具体的に、キガリ内を歩いたり移動するバスの中から見たりした風景や、

人々の生活している様子を見る事で分かると思う。たとえば、ルワンダでは、水インフ

ラの整備が進められ、現在では人口の 76%が清潔な水にアクセスできているが、電気

の供給となると未だにかなり低い割合（ルワンダ大使館によれば６％）だという事であ

る。 

 特に、インフラというのは生活の基盤になるものであり、同時に投資を呼び込む要因
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にもなる。その一方、インフラ整備には多額のお金がかかる事から、どこを優先的に国

営企業らが開発しているか、という事も分かるし、逆にいえば、ルワンダ政府が開発を

特に優先していない部門も同時に分かる。 

このような、不均等に進められている開発について見ていきたい。それにより、ルワ

ンダの資金投入の比重の掛け方も分かる。更に、周辺にいる人々も同時にチェックする

事で、インフラ整備や投資の進んでいる地域と、そこに住む人や主に利用する人との連

関、逆に、インフラの整備が追い付いていない地域（おそらくこれが大半だと思うが）

とそこに住む人々の関係性もまた興味深いと思う。もしかしたら、民族が分離して居住

している地域や結果的にそうなってしまった地域間において、何らかの差異がみられる

かも知れないし、その際には、何らかの政治的な意図があるのかもしれない。そして、

自分なりに考察を加える事で、なぜ、ある部門の開発は遅れているのか、優先度が低く

なっているのか、そして、ルワンダの今後の発展のために必要なモノは何か、という事

を考えていければよいと思っている。 

もうひとつ、そのような固い視点からではなく、自分の人生経験の中で主観的にルワ

ンダを捉えていきたいという思いがある。私は将来、国連職員になるか、多国籍企業に

就職して発展途上国（特にアフリカの）の経済発展に貢献していきたいと考えている。

しかし自分は途上国をこれまで訪れた事がない。そこで、自分たちの生活とは大きく異

なるであろう、彼ら現地の人々の生活環境そのものが自分にとっては新鮮なものであり、

衝撃であると思う。その中で、人々生活がどれほど貧しいのかまたは不便なのか、マー

ケットはどのようなものになっているのか、どんな物が足りていないのか、アフリカの

中においても治安が良いとされているルワンダでは治安がどれほど良いのか、という事

も合わせてみたいと思っている。 

そして、ルワンダ学生会議を含めたこのルワンダへの渡航が、私の人生に大きな衝撃

を与えてくれると思う。そして、驚きや感動を、今後の大学生活において、開発経済学

などの学問へのモチベーションを高める起爆剤や、海外志向を更に強め、それに向けて

動き出す指針となってくれれば、と思う。また、ルワンダ国立大学の学生という、今後

のルワンダの将来を背負って立つ人材と交流できるというのは、貴重な体験であると共

に、そのような他国の、同年代トップエリートと交流する事で、人脈を築けるだけでな

く、自分の知識が欠けている分野をより明確に知る事が出来る。 

しかし、その一方で途上国を訪れた事がないだけに、途上国で働く、つまり生活する

と言う事が自分にとって健康的にも精神的にも耐えられうるのか、という懸念がある。

今回の渡航は、果たして自分は海外志向を足る心身強健な人間なのかを知るいい機会で

あると思う。 
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帰国後レポート 

 

ルワンダに行く際、彼らの生活基盤がどの程度保障されているのか、そして人々の暮

らしはどのようなものなのかという事を見てみたいと思っていた。 

まず、空港は日本などと違って小規模であったが、きちんと整備されていて首都キガ

リの中心部に位置していた。特に、銃を構えて警備している姿は初めて見た。勿論、写

真を撮れるような雰囲気ではなかった。空港の

外に出ると、私が見たかった人々の生活なども

すぐに確認できた。右の図は空港付近の車や道

路の様子である。キガリの中心部では、大変道

や区画が整備されていて、バスで走っている時

に砂利道を走る事は尐なかった。走っている車

を見ると、なんとトヨタの車が大半であり聞く

ところによると、ルワンダの乗用車の６割はト

ヨタであるという。隣国ケニアから輸入しているものも多いらしい。また、それはキガ

リ内に限らず、ブタレに行く道中では左右が渓谷や畑、森林になろうとも一本道は舗装

されているのであり、非常に驚いた。また、

車の他にはバイクも走っていて、バイクタク

シーを利用している人が多かったように感じ

る。なお、左の写真はキガリからブタレに行

く途中の道の様子であるが、道は綺麗に舗装

されていて、その対比として遠方まで広がっ

ている山の風景が確認できると思う。景観と

して、熱帯モンスーン気候に属しているよう

に、緑豊かな国で、植生も富んでいるように感じた。また、バナナやキャッサバ、イモ

だけでなく稲作も行っている事に驚いた。ブタレに行く途中では大半が左のような風景

か段々畑や水田が広がっていた。人口の９割が第一次産業に従事しているという現実を

見た気がする。その時には、キガリ中心部とのギャップに驚いたが、そこで感じたのは、

ビジョン２０２０はＩＣＴ産業の育成などと謳っているが、多くの農民から税を搾取し

てそれを残りの１０％未満の人口の為に投資するという事に気付き、富の搾取であると

して国民の大半は反政府などを言わないのであろうか、と疑問に思った。 

また、キガリ市内でも、牛の角工房に行く途中道では砂利道になったように、舗装さ

れていない地域も十分にあるらしく、要は人通りの多い所からカバーしていくようにし
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て舗装を進めたのではないか、と思った。たとえば、マーケットにホテルから一時間か

けて歩いた道中では驚くほど道が整備されていた。そして、信号が尐ない為に、歩行者

のマナーも大して良くなく、隙があれば渡ってしまう、というやり方であった。中心部

は車も多いだけに、道路の横断には大変冷や汗をかいた。 

ルワンダでの活動を実際に始めるようになってからは、ホテルだけでなく、電気や水

道、情報インフラについて多く知る事が出来た。まず、水道インフラについてである。

水インフラは、事前調査の段階でアフリカにしては高い率を誇っているのではないか、

と憶測していたが、実際や水インフラはキガリで私たちが見て回った地域や、ブタレの

ルワンダ国立大学付近では水道がしっかり整備されていて想像以上であった。特に、ホ

テルでは謝輪―も使えたし、水不足に困ってい

るという印象は受けなかった。しかし、そう結

論でけるには早計であり、むしろ間違いであっ

た。要は、外国人が泊まるようなホテルは整備

されているだけであった。ブタレに行くと途中

では、水汲みのタンクのようなものを持ってい

たし、ミレニアムビレッジを訪れた時、農業用

の貯水を見たが、それはビニールシートを使った非常に原始的な貯め方であった。左の

写真がそれである。聞けば、ここに溜まっている水は、その日の朝に降った雤を貯めた

ものらしい。ルワンダには乾季がある。その期間は雤も尐ないために水インフラがしっ

かりと供給されていないと、天候に左右されてしまうので農業の更なる発展の枷になる

のでないかと思った。そして根本的に、乾季の間の水供給の手段も確保もまた重要であ

ると思った。その意味においても、水道設備が人もいた事からまだまだ改善する余地は

ありそうであった。 

行く前、インフラ投資の進んだ地域、進んでいない地域とその住民の貧富の差や民族

の差異の間に何らかの連関性が生じているのではないか、と予想していた。しかし、そ

の関係性を直接的に感じる事が出来なかった。まず、日中に見学したような地域は大体

が富裕層の居住区であり、舗装された道を走っていて大通りを大きく外れた地域に行け

なかったからである。次に、一つ一つの家を観察する時間がなかった事である。最後に、

民族的な差異と言っても、その差異そのものが曖昧な為に、誰がフツ人で誰がツチ人か

区別する事が出来なかったからである。これは、次回ルワンダに来た時の課題にし、そ

れについてみていきたいと思う。このルワンダ渡航において、ひどい貧困に苦しむ人々

の様子を直接的に確認する事が出来なかったのが気がかりである。 

次に電力についてである。これに関しては大きな課題を持っていると思う。まず、ホ
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テル内においても一日に一回は停電していた。ホテルでは電力をバックアップがある為

に不便ではなかったが、大学においても停電が

起きてしばらく復興しなかった時は驚いた。こ

のように、電力が不安定であるとＩＣＴ産業の

発展は難しいのではないか、と思った。またプ

ライベートセクター連合との話の中で、

周辺国と提携する事で電力を他国から輸

入する話が出たが、それをする為には、

長い送電線が必要になるし送電による電

力の消耗も多い。更に、電力という大切

な分野を他国に依存する事は周辺国とのパワーバランスを崩す事になると思ったので、

その話には懐疑的である。自国における電力需要を満たしきれていない現状を漸進的で

あれ、改善していく必要がある事を痛切に感じた。次の２枚の写真は、外の様子を撮っ

たものである。左にある写真が、停電前の写真であり、右にある写真が停電後の写真で

ある。このように、道路の信号や街灯すら消えてしまうのである。大変危ない事であり、

事故の多発化にもつながるし、夜間の移動を支えるためにも電力の貯蓄や電力の国内供

給量を増やす必要性を痛感した。 

次 に 、 ICT 産 業 に つ い て で あ る 。 道 を 歩 い て い て よ く 目 に し た の

が”MTN”、”Rwandatel”、”tigo”という会社である。ＭＴＮというのは、南アフリカ系

の会社であり、tigo はルワンダ系、Rwandatel もルワンダ系である。至る所に、この

３社の看板はでかでかと立てられていて、最初はこんな産業が貧しい民衆に関係あるの

だろうか、と思っていた。しかし、驚いた事に、ルワンダでは携帯電話を持ち歩く人々

が予想外に多かったのである。なかには、フェイスブックを携帯から見る事が出来るや

つもあり、正直ルワンダ、いや、アフリカ＝貧しいというイメージが覆された。携帯電

話の多くは、ノキア製のものであり、小型シンプルで二つ折りにならない古いタイプの

形であった。それでも、マーケットで布を縫って売っていた老婆も携帯を持っていたよ

うに普及率は急上昇しているように感じた。しかし、彼らにとって lap top は高級品で

あり中々自分の物として所有しにくい現状がある。学生曰く、lap top 一台で 1000＄か
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かるそうである。ルワンダの GDP を考えると、かなりの高級品である。この現状を打

破する事は、今後ルワンダの ICT

産業を発展させる上で重要になる

と思うし、ビジョン 2020 の達成に

は不可欠な条件だと思う。 

最後に、彼らの暮らしの中心であ

ろう、マーケットについてである。

マーケットはホテルから歩いて 1

時間くらいの場所にあり、店が整然

と並んでいるというよりはむしろ、ごちゃごちゃと入り乱れた感じの市場であり、売ら

れている品も、野菜や果物、イモなどの食料と、沢山の衣類が売られていた。食料品を

売っている方向に行くとものすごいにおいがしてきて驚いた。マーケット自体は大変活

気があり、布を縫いながら話をしていてアットホームな雰囲気に感じた。しかし、客は、

休日だった事もあるせいかそんなにいなかった。また驚いた事に、食料品とか売ったり、

布を縫ったりしているのは男性よりも女性が多かった事である。男性がいても明らかに

子供であるし、何より赤ん坊が多かった。こういったマーケットに子供も連れて来、そ

こで皆で働く事で子供の託児所の代わりになっているであろうか、と思った。 

初めての途上国、初めてのアフリカであったが、なかなか不便だと思う点もあったし、

食事一つにも気を配らなければならない生活というのは大変なのだと感じた。また、マ

ラリアの心配はないというものの、ダニなどの虫が持っている病気に気を配ったのは初

めての事である。幸いにして、この渡航している間に体調を崩すという事がなかっただ

けに、次の機会ではもっと長い時間滞在してみたい、そしてルワンダの貧困層にもっと

近づいた生活を送ってみたいという気持ちを強めた。出会ったルワンダの人々は、大変

フレンドリーであるがなれなれしすぎる事もなく、適度な距離感を持った、大変親切な

人々であった。ルワンダにいる間、モノやお金をせびられる体験がなかった。尐し日本

人に近い気質だな、と感じた。そして、こうした自分の属する環境とは大きく異なる世

界で２週間過ごした体験は、自分にとって有意義なものであったと感じる。これを来年

以降も続けていく事で、海外志向の学生を増やし、サポートできたら、と思う。 

 

 

 

 

文責：松郷 誠憲 
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〈山中 学〉 

出発前レポート 
 

初めての海外でルワンダという

土地に行く。 

正直不安だらけだけど、ユース

関西支部のこれからの目標を見

つける事、ルワンダという国の

文化や歴史を肌で感じることを

中心として、精一杯学びたいと

思う。 

何より、このような機械を与えてくださった MPJ、MPJユースの皆様に感謝。 

 

 帰国後レポート 

 

このレポートは現地で感じたことを中心に作成することにする。 

 

・ルワンダという国の第一印象 

きれいな国。 

キガリ市内のメインストリートは舗装されていて、車両での移動も思っていたほどしん

どくは無かった。 

しかし、道を一本はずれると舗装されていない道や老朽化した民家が沢山ある。 

千の丘の国と言われるだけあって、丘が連なった構造で、丘の上からの景色はとても美

しい。 

中心部は栄えてはいるが、まだまだ緑が多い。 

ゴミも尐なく、滞在中は犯罪にも出くわさなかった。 

しかし、市内のマーケット区域には 1メートルほどの銃を持った警備の方々が点在して

いた。 

国民性 

ルワンダの人々は、尐し恥ずかしがりだがとても親切であった。 

これは出発前から聞いていたことではあったが、現地にいって肌で感じることができた。 

何より一番感動したのは、歌と踊りの文化である。 
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ルワンダ大学の学生との別れの時も、アマホロ（手芸工房）を訪問した時も、別れの歌

と歓迎の歌を歌ってくださった。 

学生いわく、その歌はルワンダの素晴らしさを伝えるためのもので、何種類もありそれ

ぞれに意味があるそうだ。 

ルワンダ大学生の中には大学で放課後にサークル活動の様に踊りの練習をしている学

生もいた。 

歌って、踊っているときには、皆が笑顔で、素敵な空間ができていた。これが僕が一番

感動した理由で、そのような歌や踊りを多くの国民が共有している事はとても素敵なこ

とだと思う。 

 

経済成長 

中央銀行やプライベートセクター、JICA や大統領府を訪問して経済成長に関するお話

をお聞きした。 

経済政策、官民の連携、外交などなど、様々なお話をお聞かせいただいたが、それらを

踏まえた上で私の主観で述べたいと思う。 

ルワンダの経済成長率は近隣諸国と比べても成長率が高くイメージしていたルワンダ

像と実際のルワンダの状況がかなり異なっていたのもここに起因するものかもしれな

い。 

現政権のポールカガメ政権により(一時的に)国内政治情勢が安定している事が主な原

動力となっている様に思われる。 

政権安定が官民連携しながらの一定方向への経済成長を可能にし、経済成長の兆しが見

えたことが(一部の)国民に将来への更なる期待感を持たせている、といった所がルワン

ダの経済についての現状である。 

不安要素は２つで、１つは政権の交代である。 

現在ルワンダ経済は国が打ち出した VISION2020 という１つの経済政策の軸に基づいて

成長しようとしている。 

これは文字通り 2020 年時点でのルワンダ経済に関する目標や指針が詰められたものな

のだが、2020に至るまでにルワンダでは国政選挙がある。 

この選挙でもし政権が変わる事になれば、政治的不安定な状態に陥り、経済成長に歯止

めがかかってしまうかもしれない。 

２つめは近隣諸国の政治情勢である。 

国内に資源が無いため、外交無くして経済成長することが難しい。 

もし近隣諸国が政治的に不安定になればそれはおのずとルワンダにも飛び火すること
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になる。 

 

不安要素を述べたはしたが、国民性や尐しずつ海外企業が参入してきつつあることから、

数年後にルワンダを訪れるとかなり発展していると思われる。 

 

ミレニアムビレッジ訪問 

MPJの支援先、ミレニアムビレッジを訪問した。 

ビレッジといっても村のようになっているわけではなく、クラスターのように、1つの

地域に支援対象の施設が点在している形であった。 

学校、医療施設などを訪問し、ミレニアムビレッジプロジェクトの専門性を学んだ。 

学校には図書館もあり学習テキストが詰まれていた。 

しかし、まだまだ十分ではないということをおっしゃっていた。 

学校で印象的だったのは、各教室の黒板の上に現地語で書かれた 

「子供たちの教育の機会を奪うな」 

という一節であった。 

 

医療施設には小さな研究所もあり、思った以上に充実した活動が行われていた。 

ルワンダの Mayange ビレッジは数あるビレッジの中でも成功している例だということ

なので、今後は他のビレッジも視察してみたい。 

 

考察 

経済研究、国政を学ぶ、という意味で今回はかなり充実したプロジェクトであった。 

学生レベルでは中々お会いできないような方々から、ルワンダについてのお話をお聞き

する、という活動は団体としても個人としても今後の財産になるだろう。 

ミレニアムビレッジの視察に関しては、個人的に事前の勉強が足りなかった、というと

ころが改善点である。 

専門性が高いだけに、具体的に施設と組織間の連携などが見えていたほうがより生産的

な視察をおこなえたと思う。 

 

 

 

 

文責：山中 学 
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【学生会議 第 1班〈医療・教育〉】 
 

グループ１：医療班(大小田紗和子・有国優人) 

 

私たち医療班は、ルワンダ学生側 2名、日本学生側 2名で、ルワンダの医療問題を取

りあげ、その中でもルワンダで問題となっている医療問題を 2つに絞り、話合いを行っ

た。会議の進め方としては、問題に対するその原因を検証し、それをもとにこれから何

が必要かをプロポーザルとしてまとめるというものだった。絞ったテーマは以下の２つ

である。 

テーマ１．HIV・AIDSについて。 

テーマ２．医療従事者の不足について。 

 

テーマ１ HIV/AIDS 

 【テーマ設定の理由】 

The President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFER) によると、HIV 感染者

数の約５０％を占めている世界１５カ国にルワンダは含まれている。 

また、ルワンダにおける死亡原因の第一位は HIVエイズとなっている。現在１５歳から

４９歳の HIV 感染率は３％となっており、２００７年末の時点で１５０，０００人が

HIVに感染。２００７年に、７８００人が AIDSによって死亡した。 

以上のような現状から、ルワンダにおける医療問題のなかで HIV・AIDSに焦点を当てる

べきだと判断し、一つ目のテーマとして選択した。 

 【主な原因】  

AIDS・HIVに関する知識の不足 

私たちは、会議のなかで、AIDSの高い感染率の原因は知識の不足だと考えた。 

ルワンダ学生によると、政府はエイズ撲滅にむけた取り組みに力を入れており、その

一つとして、各高等学校・大学にアンチ・エイズ・クラブというエイズに関する知識を

普及させていこうとする団体を設置している。これにより、いかに AIDS を予防するか

などの知識の普及が行われているだけでなく、予防のためのコンドームの重要性により、

それを使用することを普及させるべく、大学の構内でも手に入れることができる環境を

整えるといった対策が行われている。このような取り組みの結果、エイズの感染率は２

００３年の５，１％から２００８年の３％にまで改善されてきている。 

しかし、ルワンダの学生は、問題は農村部でまだ残っているという。都市部に比べ、
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学校での知識の普及が不十分であること、そもそも大学が尐ないことから、農村部では

HIV/AIDS に関する知識が不足しているという。農村部の知識不足の他の原因として、

以下のようなことが挙げられた。 

・知識を入手するための手段（インターネットなど）がないこと 

・知識・教養を身に付けた人々が、職を求めて都市部へ流出してしまうため、知識を

伝える人が尐ないこと 

・政府の知識普及の政策が十分に行き届かないことなどが挙げられた。 

【プロポーザル】 

・学校でのエイズ教育を充実させる。週１回は保健の授業を導入して知識を与えるなど。 

・農村部におけるインターネットの普及を早急に行う。（これはある程度の時間を要す

る。） 

・農村部でも、コンドームが簡単に手に入る環境を整える。 

・政府は、農村部でのエイズ予防の取り組みをより充実させる必要がある。 

 

テーマ２．医療従事者の不足について。 

【テーマ設定の理由】 

医療従事者の不足に関して、WHOによると、サブサハラアフリカ地域における医療従

事者の人材不足が特に解決されるべき問題のひとつとして挙がっている。その中でルワ

ンダも例外ではない。例えば、 尐し古い数値だが、2002 年のルワンダにおける 1000

人あたりの外科医は、0.05 人、看護師と助産師は 0.43 人であるのに対し、AFRO では、

外科医が 0.217人、看護師と助産師は 1.172人という数値が出ている。この数値はルワ

ンダがアフリカ諸国の中で医療従事者が不足していることを物語っている。そのため、

医療従事者の不足の問題を 2つ目に取りあげた。 

【主な原因】。 

医療従事者を育成する教育機関の不足。 

 まず、医療従事者の不足の原因を挙げていった。そこで彼らが一番主張していたこ

とは、医療従事者を育成する教育機関、特に大学の医学部の不足の問題だった。ルワン

ダ側の学生 Lucien は、薬学部の学生であったが、医師になりたいという夢を持ってい

る。しかし、医学部系の大学が尐なく進学に苦労したこと、さらに大学に進学しても、

十分な施設が整っていない現状があることを自ら語ってくれた。 

 そこで私たちは、日本との関係の中で、この問題を改善していく策を考えた。まず、

彼らに日本の医療事情に対して抱いているイメージを聞いてみると、十分な医療教育施

設とそこで得られる技術の質の高さだった。また、彼らはこのような充実した環境で勉
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強したいという気持ちと共に、日本からルワンダへという一方的な援助環境よりも、お

互いの協力関係を築くことを求めていた。ここから、私たちは日本の医療機関とルワン

ダの医学部との協力関係ということを念頭に解決策を探ることとなった。 

 問題は、ルワンダの医療従事者となる人材をどう育成するかである。そこで、日本

としてできることは、日本の医療機関へルワンダの医学部生を送り込み、研修を行い、

医師になるための必要な技術を習得してもらう。そして、彼らが祖国に帰り、日本の医

療への認識を持った彼らが日本の医療従事者をルワンダへ受け入れる環境を整え、そこ

でルワンダの医療従事者を育成する。そうすることにより、例え日本の受け入れるルワ

ンダの医学部生が尐なくとも、ルワンダで育成することが可能となる。このように、日

本とルワンダが“協働”することで、ルワンダの医療従事者の人材も増え、環境の整備

も実現する。それにより、ルワンダの医療を提供する基盤を構築することができる。 

【プロポーザル】 

・日本とルワンダの協力関係の中で、日本の医療機関がルワンダの医学部生を受け入

れ、人材を育成し、祖国に帰った彼らがそこで環境を整備し、日本の医療従事者を受け

入れ、そこで新たな人材育成と医療環境の整備を行う。 

・学生としてできることは、お互いの医療現場を訪れ、お互いの学生による国際学生

会議を開き、問題を実際に認識し、周囲に伝えていく。 
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感想～会議を通して学生として考えたこと～ 

 今回、初めてルワンダを訪れ、現地の大学生とこのような会議を行い一番強く感じ

たことは、彼らのルワンダという自分の国に対する強い想いだった。彼らは、この会議

を通して、本気でルワンダの発展に貢献しようとしていたのである。会議の終盤で、ル

ワンダの学生の一人に「この会議で話し合った内容を MPJユースのみなさんは、どう活

かしてくれるのですか」と聞かれた時は、戸惑ってしまって、最初どう答えてよいかわ

からなかった。しかし、この質問をされたことで、改めてこの学生会議の意義を考え直

すことができた。自分たち学生になにができるのか。 

まず、テーマ２のプロポーザルに示したような政策をとるためには、日本の政府、医

療機関がルワンダの学生を受け入れることを承諾する必要がある。そこで私たちにでき

ることは、先進国と途上国の学生がそれぞれお互いの国へ行き、実際の医療現場を確か

め合い、その後、学生による国際会議を開くことができるような環境・プロジェクトを

セッティングすることだと思う。その会議で、今回のような（今回よりもさらに具体的

で、密度の濃い）提言などを作り、各国の政府、医療機関に対して要請を行う。学生に

よるこのような要請は、小さな力かもしれないが、その小さな力を合わせ、学生ができ

る“学び”、“伝える”ことを精一杯行えば、やがて大きな力になると思う。今回の学生

会議のような学生同士がディスカッションを行う場を設けることは、私たち MPJユース

も来年・再来年以降続けていける。このような国際学生会議を今後も続けて行こうと私

たちは決意した。 

また、今回の会議で話し合った内容も東大をはじめとする各大学で広めたり、ネット

を通じて公開したり、あるいは国際協力団体等に紹介することで、ルワンダをはじめと

する途上国の現状改善に貢献できるのではないかと考えた。そのような活動を行わない

と、この会議の意義が小さなものになってしまうし、自分たちの国家の発展を本気で考

えているルワンダの学生たちに失礼だとも思った。 

また、私たちの班に Lucienという 19歳の薬学部の学生がいた。会議の休み時間、彼

は医師になる夢を鮮明に語ってくれた。｢ルワンダには、虐殺という悲しい歴史がある

が、そこからルワンダという国を変えていこうという気持ちを国民は抱いている。その

中で、身体的にも、精神的にも傷付いている国民のケアは、とても大切なことだ。だか

ら僕はルワンダのために、国民のケアを、心のケアも含め行うため、ここルワンダで医

師になりたい。貧しくてもそんな医師になりたい。｣アフリカにおいて、低賃金が原因

で医師の海外流出が深刻化する中で、Lucienは、「賃金は問題ではない。とにかく病気

に苦しむ人を救うことが僕の使命だから。」と言う。さらに、「医師になったら、病気の

人々を治療するのはもちろんだが、彼らによりよい生き方を提案し、導ける、そんな医
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師になりたいんだ。」と力強く語ってくれた。私たちが彼の言葉に刺激を受けたことは

言うまでもない。Lucien のみならず、ルワンダ大学生の、自分の国への思い、自分が

国を変えたいという姿勢には圧倒され、私たち日本の学生も、見習わなければならない

と感じた。今、東日本大震災で日本全体が危機に直面している中、このような、「自分

の国のために何かしたい。」という気持ちは必要不可欠だ。 

今回の会議では、まだ学生の私たちが提案したプロポーザルは決して立派といえるも

のではなかった。しかし一方で、会議を通して考えさせられることがたくさんあり、今

振り返って本当に充実した会議だったと思う。今回の会議はこれからの私たちの学生生

活に尐なからずいい影響を与えてくれた。今回、得たものを無駄にしないよう、これか

らの学生生活に生かしていきたいと思う。 
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グループ２：教育班(味志優・熊澤大輔) 

 

 教育班では主に、学生会議以前の準備段階と、学生会議で話した内容、そしてプロポ

ーザルとしての簡単なまとめ、最後に学生会議を通じて感じたことを書こうと思う。 

 

 教育班では、主に３つのテーマを事前に準備し、学生会議に臨んだ。 

 まず一つ目がルワンダの初等教育についてである。ルワンダの初等教育、つまり小学

校への就学率は非常に高く 95.4%とほぼ 100%を達成している。しかしその一方で、小学

校に就学した生徒のうち、卒業する生徒の比率は、75.6%と低めで、かつ小学校の途中

で留年してしまう生徒の比率も14.0%とサブサハラ地域の他の国と比べても高めである。

よって、一つ目のテーマではこの問題について話しあう予定だった。つまり、小学校へ

の就学率は高いのに、なぜ卒業できる生徒は尐なく、留年する生徒が多いのか、という

ことについて話し合い、解決策を見出すつもりであった。 

 二つ目のテーマは高等教育についてである。初等教育では高い就学率を誇るルワンダ

であるが、高等教育、特に大学への就学率は１％未満である。二つ目のテーマはこの大

学への就学率の低さの原因とその改善策について話す予定を立てた。 

 三つめのテーマは、ルワンダでの英語による教育についてである。2008 年にルワン

ダ政府は英語を教育で使用する公的な言語の一つとして使うことを決定し、それまでフ

ランス語やキニャルワンダ語で教えていた多くの学校で英語による教育がなされるよ

うになった。三つ目のテーマはこの英語による教育について、制度導入時の問題や、さ

らなる英語の教育の発展にはどのようなことをすべきかを考えていこうと、計画してい

た。 

 

 では、次に実際の議論の内容についてまとめてみようと思う。 

 一つ目のテーマではまず、卒業できる生徒が尐なく留年する生徒が多い理由として、

自分が思うことを教育班全員で、ポストイットに書き意見の共有を計った。問題の原因

としてポストイットに挙がったものをある程度同じトピックごとに分類し、その数が尐

ないものについて多尐触れつつも、数が多いものについて主に話しあう予定だった。実

際の会議で挙がった尐数意見は、ルワンダのジェノサイドにおける後遺症が子供たちに

残っており、それゆえ学校に行けなくなっているのではないか、というものであった。

多数意見は家計に余裕の無い家族が子供達に家で労働をさせているから、というもので

あった。この原因が挙がることは、ある程度会議の前から想定していたことであったの

で、一つ目のテーマについてはこの原因について話し合うことがメインになった。ルワ
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ンダ学生によれば、子供を学校に行かせないような家庭は、かなり都心部から離れたと

ころに暮らしている家庭であるらしい。ルワンダ政府としては教育の重要さを説き、ほ

とんどの国民もそれを理解しているが、都市部から離れるほどその政策の理念が伝わっ

ておらず、そのような問題が生じているようだ。親が教育の重要性を理解していなけれ

ば、当然子供も学校に行く事に意義を見出しにくく、家庭にいて家事などを手伝うこと

に抵抗を覚えにくい。結果、あまり勉強しなくなり留年し、または、そのまま卒業でき

ないことになってしまうようだ。重要なことは、問題のある生徒の数には地域差がある、

ということであり、問題の改善点についてもそれに主眼を置いて話し合った。まず地域

差を調査し、問題がある地域に重点的に教育の重要性について情報を与えることや、学

校に行く事でなんらかのメリットを生じさせることが改善策として挙げられた。ただ、

ルワンダ学生からはこのような、地域ごとによる政策は現時点でも実施されており、か

つ給食制度も 2010 年からスタートしているため、あとは時間が解決するだろう、とい

う意見もあった。さらに、地域への重点的政策よりもむしろより大事なことは、経済を

より発展させ、雇用を生み出し、充実した教育を受ける事が将来のメリットになること

を国民全体が自然に理解出来るようになる国家の状態を生み出すことであるため、国家

全体を底上げして地域にトリクルダウンするような政策が重要だ、という意見もあった。

このルワンダ学生の意見が教育班の中で合意を得て、時間も限られていたので、一つ目

のテーマについてはこれで終了し、次のテーマに移ることになった。 

 二つ目のテーマでは経済的な問題が背景にあることが明らかである、という意見にメ

ンバーが合致した。つまり初等教育と違い、大学教育は無償化されていないため、授業

料を払えなくて大学に通う事ができない生徒が圧倒的に多い、という問題が議題となっ

た。一つ目のテーマと同様に、ルワンダ学生からは、経済発展が何よりも重要だ、とい

う意見が出た。ただ、それは確かなことであるが、その経済発展ができていない現状で

いかにして大学生を増やし、これからの経済発展をいかに効果的に実現するのか、とい

うことが重要なのであって、そこで議論を終わらせることはできない、とユースのメン

バーから提案した。ユースのメンバーが出した改善策は奨学金であった。奨学金をでき

るだけ有能でかつ貧しい学生に与えることで、できるだけ多くの大学生を生み出すこと

を提案した。ルワンダ学生の反論としては、政府は開発に資金を当てることが何よりも

重要と考えており、奨学金をあまり多く与えるような事はできないのでは、というもの

であった。ここにきて分かってきたことが、問題について話し合えば、大体その解決策

が経済発展に行き着いてしまう、ということであった。政府による奨学金が無理ならば、

民間の企業や財団からの奨学金をもっと充実させるような政策をとればよいのではな

いか、というユース側からの提案も、民間の企業の中で奨学金を与えるほど余裕のある



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

114 
 

ものは尐なく、結局経済発展をし、国内の大企業を増やすか、民間の購買力を上げ外国

からの企業参入を待たなければならない、という結論に達してしまった。ただ、私達は

あくまでも経済班ではなく教育班であって、教育の改善には経済発展が必要だった、と

いう結論に至るのはあまりにも投げやりであるため、経済発展につなげるような教育の

仕方について、新しく議題を加えることになった。つまり、これからの大学教育をいか

に充実させることが経済発展に繋がるのか、ということを新しく議論することになった。 

 ルワンダ政府は将来的に ICT産業に力を入れていくことになっているが、だからとい

って ICT教育にただ力を入れれば良いというものではなかった。ルワンダ学生によれば

ICT教育には多額の資金が要請され、再び経済発展が必要だ、という結論に戻ってしま

う。よって、現時点では、ICT教育にも力を入れつつ、メインとしては、基幹産業であ

る農業の教育をまず充実させ、より着実な経済発展を目指し、国民の購買力の向上を目

指すべきだ、という結論に至った。ちょうど農学部の生徒が教育班に所属していたため、

ルワンダの農業についての現状を聞く事ができた。ルワンダの基幹産業は確かに農業で

はあるが、まだまだ伝統的な農法に従って行いがちで、効率性が悪い面は否めないとい

う。農業の近代化が第一に必要とされ、ルワンダの気候、土壌などに適した形で先進国

の効率的な手法を取り入れ、農業を充実させていくことが必要であるらしい。教育班の

結論としては、まずは大学教育で農学をさらに充実させ、また ICT教育についても徐々

に拡大していくことにより、これからの経済発展に教育が貢献し、ひいてはそれが外国

企業の参入、奨学金の充実などにつながり、さらなる大学教育の充実が実現されるだろ

う、というものになった。 

 二つ目のテーマについての議論が白熱し、三つ目のテーマはあまり議論できなかった

のだが、三つ目の、英語の教育が導入された時の問題点としては、その政策がいきなり

始められたため、生徒も教師も混乱した、ということや今までフランス語で授業を受け、

本もフランス語のものが多かったため、いきなり英語での教育になったことで、学びの

質が低下せざるをえなかった、という意見も出た。ただ、ルワンダ学生が主張していた

事は、現在は英語での教育はある程度成功しており、政策を行って正解であったという

ことであった。政策導入初期では、教師すらもうまく英語を話せておらず、教育がまま

ならない状況であったらしいが、外国から講師を招いて休日に教師専用の英語講座を行

っていることや、教師の資格試験で英語がかなり重要視されることになったことなどに

よって、現在はかなり状況の改善が見られているらしい。ルワンダの英語教育よりも、

むしろ日本人の英語教育をより充実させることが重要なのではないかと、ユースのメン

バーから意見が出たほどであった。 

 



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

115 
 

 最後に、簡単ではあるが、プロポーザルとして議論の内容をまとめる。 

 まず、初等教育の卒業率の低さや留年率の高さという問題については、地域差が大き

いことが考えられる。よって、地域ごとに重点的な政策をとることが求められる。政府

によりある程度そのような政策はとられており、2010 年から給食制度が始まってはい

るようだが、数値に現れている通りその政策が完全に機能しているとは言えず、さらな

る追加政策が今後必要となってくるだろう。また、今後の経済発展もこのような問題へ

の改善の手助けになることは間違いなく、政府が適切な経済政策をとることもこのよう

な問題の解決に繋がることになるだろう。 

 次に、高等教育、特に大学への進学率の低さの主な原因は、授業料を払えない生徒が

大学に通えていないことが考えられる。改善策として奨学金の付与が考えられるが、政

府の政策志向は産業開発に向かいがちで政府が多額の奨学金をカバーできるとは考え

にくく、民間企業の奨学金をより充実させることが求められるであろう。そのためには、

外国からの企業参入を促進することが最も有効な戦略と言える。教育班としては、これ

からの大学教育の方針として、未来につながる ICT産業の教育を行いながらも、農業の

近代化をより重視するようなカリキュラムをすすめ、ルワンダの農業近代化を図り、経

済発展に教育を結びつけるべきだ、という結論に達した。経済発展に繋がるような大学

教育の充実を目指し、経済発展により民間の購買力を高め外国企業の参入を進めること

で、奨学金制度を普及し、その結果大学教育のさらなる充実を目指す、というサイクル

を提案する。 

 最後に、ルワンダでの英語による教育についてだが、これについてはルワンダ学生か

らは現時点ではかなり問題が改善されているという声が出た。むしろ日本の方がルワン

ダから英語教育について学ぶところが大きくあり、教員の英語能力の強化という視点を

初等・中等教育レベルにも強く求めるような試みを日本でも検討していくべきである、

という結論に達した。 

 

 ルワンダ大学生との学生会議で感じた事は、自分の視野の狭さであった。ある程度そ

れぞれのテーマについての改善策・プロポーザルを事前に準備したつもりではあったが、

実際議論してみるとそれが現実的でなかったり、他の分野とのバランスが全くとれてい

なかったりと、もっと様々なことを学ぶ必要があることを思い知らされた。経済のこと

についてもそれが言え、ルワンダに行く前は経済のことに興味が無く、あまり勉強しよ

うとも思っていなかったが、今回の学生会議を通じて、様々なことに経済が絡む事が知

れて、もっと経済のことを知らなければいけないのだと実感した。また、議論をコーデ

ィネートすることの難しさも知る事が出来た。人が議論をする以上、話がそれてしまう
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ことは仕方がないことではあるため、それをよしとしつつも、時間配分を考えながらし

っかりとした結論を導くような議論の誘導をしていかなければならないのだと考えた。 
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【学生会議 第 2班：経済〈環境・人的〉】 
大澤信利、狩野歩夢、国谷麻衣、高橋翔子 

【概要】 

２班は、環境・経済の人的側面を取り扱った。 

環境を取り上げた理由は、ルワンダにおいて、農業に従事するものが国民全体の約９

割に及び、また農業は GDPの４割を占め、最も重要な産業であり、環境の保全が農業に

直結するからである。また、近年経済成長を続け、キガリを中心に都市化が進んでおり、

都市化と環境保全とをいかにバランスを図っていくかも重要な問題となっている。 

次に、経済の人的側面を取り上げた理由は、アフリカで最も人口密度の高いルワンダ

は、人口増加率も高く人口が激増する一方、仕事の供給が追いつかず、職不足が深刻な

社会問題となっているからである。また、今後経済成長を続けるためには、専門的な知

識を持った技術者も必要であり、人材育成が重要な課題である。 

以上の理由から、環境・人的経済をテーマに挙げ、現地の大学生と話し合い、解決策

をプロポーザルにまとめた。以下、話し合った内容とプロポーザルについて記述する。 

 

【内容】 

 環境 

 まず、「環境」の定義を始めることから話し合いを始めた。我々は、「環境」と聞くと、

温暖化や環境汚染といった「環境問題」を思い浮かべる傾向があるが、現地の学生は陸

海空、そして地中といった「周囲の外界一般そのもの」を思い浮かべており、双方にこ

のような相違があった。そこで、環境自体ではなく、今回の「環境」は、「環境問題」

を指すと周知させて、日本側とルワンダ側で考えうる環境問題を MJ 方式で挙げていっ

た。そして、土壌の侵食、省エネルギー、環境の管理、自然の保護、ゴミ処理問題、水

の汚染が挙げられ、その中でも多くの人が指摘した、土壌問題、省エネルギーをトピッ

クに選んだ。 

まず、土壌問題について話し合ったが、ルワンダ側はこの問題が解決の糸口が見つか

れば、農業に従事する国民の 9割が恩恵に与ることができるため、重要であると述べて

いた。そのルワンダ側の土壌の主要な問題は、平地が尐なく、傾斜地で農耕するケース

が多いため、雤や人々の活動により土壌が下降へ流れてしまうというものであった。ま

た、農耕に関する専門的な知識が備わっていない農民が多く、正しい肥料の使い方を行

っていないケース多く、また農耕に適した土壌をうまく利用できていないことも問題で

あると述べていた。一人当たりの農耕面積が狭いため、過度な農耕が行われ土地がやせ
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てしまうのも大きな問題と指摘された。加えて、西欧人が肥えた土地を所有しているた

めに、ルワンダの農民が、やせた土地で農耕することになってしまっていると指摘して

いた。それに対して、日本側の土壌問題は、特に 20 世紀に発生した４大公害事件を通

じて概ね改善してきており、また土地の問題は、多くの農民が他の産業に移る中で、一

人当たりの農耕地が増加してきており、十分な土地を所有できているため、特に問題は

ないという結論に至った。 

以上、両国の問題点を挙げたが、これに対する解決策を提示しあった。ルワンダ側は、

土壌の侵食に対しては、「Terasis」と呼ばれる、等高線耕作を推進することで傾斜地の

土壌の侵食を食い止めることが出来ると述べていた。これは、特に機械を必要としない

ため、ルワンダの現状に適している。また、侵食を抑えるために植林を進めることも協

調された。加えて、Canalization を通じて、灌漑用水を整備することも解決策として

上げられていた。また、土地をやせさせない為に、肥料の効率的な使用方法の伝授や牛

を農耕用に飼育する、また化学肥料の代わりに腐葉土を積極的に用いるなどの策が出さ

れた。ここで、興味深かったのが、あまりオートメーション化を解決策として提示しな

かったことだった。日本側は、効率性のために機械の導入を提案したが、ルワンダの地

理的、経済的現状に鑑みて早期の機械の導入は難しく、また早急な機械化は雇用を奪う

ことになりかねないことを懸念していた。日本側の土壌問題への対忚は、主に政府主導

で法整備を通じた汚染の防止によって行われたことを話した。また、ルワンダ側から、

日本は地震大国であるため、地震が起きたら農業が壊滅的な打撃を受けるのではと質問

を受けたが、地震で日本全体の農業が壊滅するわけではないこと、確かに被災地の農業

は被害を受けるが、政府等から多尐は支援や援助が受けられることを述べた。ルワンダ

もまれに起こる地震で被害を受けることがあるとのことで、日本の地震への対忚に対し

関心があるようだった。 

次に、エネルギー問題ついて話しあい、エネルギーの確保と環境に与える影響ついて

議論した。まず、両国のエネルギー源について話し合った。日本は、石油や石炭等に基

づく火力、そして水力、原子力が大部分を占め、風力やソーラーパワーなど環境に優し

いエネルギーが若干を占めると紹介した。それに対し、ルワンダ側は、まず“木”が主

要なエネルギー源であると述べていたことが印象的だった。また、木炭や泥炭が続き、

バイオガスやメタンガス、そしてソーラー発電や水力発電も存在していると紹介してい

た。日本と同じく天然資源に乏しいルワンダは、石油は主にサウジアラビアに依存して

いると述べていた。両国側とも、石油や石炭、泥炭等を使用することによる環境への負

荷に対する認識は共通であったが、具体的に代替案を考えた際、日本側は、同じ電力で

も、エコ・ポイント等による環境に優しいエネルギーへの移行を促進することを提示し
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たが、ルワンダ側は、まず木の使用をやめさせて、木の使用から電力の使用へ移行させ

るべきであり、その後、漸次環境に優しいエネルギーを推進していくべきと述べていた。

また、ルワンダ人の環境に対する意識を喚起していくことも強調された。 

 人的経済 

 人的経済に関しては、定義の相違は見受けられなかった。双方とも、人材や仕事の供

給といった経済の中で人が関係するものを想定していた。そこで、環境の場合と同様、

MJ 方式で考えうる人的経済の問題について挙げていった。そして、女性の労働問題、

失業率、子供の労働問題、売春問題、貧富の差の問題、過労死問題、最低賃金、外国人

への仕事がトピックとして挙げられ、特にみなの関心が高かった、女性の労働問題と失

業率について話し合うこととなった。 

 まず、女性の労働問題に関して、両国共に女性の社会的地位の向上が重要である事に

一致した。ルワンダ側は、女性のキャパシティの不足が問題であると指摘した。その原

因として、家事の手伝いのため、学校に十分に通えない、もしくはドロップアウトして

しまう女児生徒が未だに存在し、男性に比べ教育水準が低いことが挙げられた。日本側

は、法整備を通じて男女同権になりつつあり、女性の社会進出が進む一方、企業による

育児支援がまだまだ未整備である場合が多く、また保育園や幼稚園の不足のため、女性

が子供を育てながら、働く体制が未成熟である事が問題である事を指摘した。ルワンダ

側から子供を育てながら大学に通っている生徒もごく普通にいると発言があった。 

 ルワンダ側の解決策として、女性のキャパシティビルディングの促進、政府による積

極的なプロモーション政策が挙げられた。日本側は、保育園や幼稚園の充当、企業によ

る育児支援の促進を挙げた。ここで、ルワンダの学生がルワンダではベビーシッターは

非常に安価で依頼できるため育児と仕事の両立が容易であると話していた。 

 次に、失業率について話し合った。日本は、約５パーセントを推移しているが、ルワ

ンダは具体的な数値による統計はないが、かなりの割合で失業していると述べていた。

また、ルワンダ国立大学を卒業したとしても、仕事を得る事は容易ではなく、仕事を得

るには、まず履歴書を送り、数回のテスト、数回の面接を経て、内定を貰うことができ

ると話しており、日本の就職活動の形式と類似していた。またルワンダでは仕事がない

ため、自ら起業して仕事を作るケースも見受けられると話していた。そのような状況の

ルワンダ側の解決策として、国内外から投資を誘致し、また起業を促進することで、仕

事の創出することを挙げていた。日本側は、外国人労働者の増加に伴う仕事の減尐を挙

げたが、それに対しては、グローバル化の中で日本企業が海外進出するため、語学的に

優れる留学生が有利である事は自然なことであるため、語学教育の充当で対忚していく

ことが解決策として挙げられた。 
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【プロポーザル】 

日本側とルワンダ側で、テーマごとに問題点と解決策を提示しあった。 

 環境 

・土壌問題 

 日本側問題点：（過去）公害による汚染、一人当たりの農耕地が尐ないこと 

    解決策：法整備を通じた公害防止、他の産業への移行による農耕地の拡大 

 ルワンダ側問題点：傾斜地の土壌浸食、過度な農耕、肥料の不適正使用 

      解決策：等高線耕作、適切な肥料の使用、腐葉土の利用、牛の飼育、灌

漑設備の整備 

・エネルギー問題 

日本側問題点：石油への依存を減らし、環境に優しいエネルギー源の割合をいかに増

やしていくか 

   解決策：エコ・ポイント等で環境に優しい代替エネルギー使用へ国民を促す 

 ルワンダ側問題点：森林伐採、泥炭の使用などによる環境への負荷 

      解決策：木の使用から電力の使用への移行、環境に対する意識の喚起 

 

 人的経済 

 ・女性の労働問題 

日本側問題点： 働くことと育児の両立の難しさ 

    解決策：企業による育児支援の一層の強化、保育園や幼稚園の充当 

 ルワンダ側問題点：社会的地位の低さ、男性と比べ教育水準が低いこと 

      解決策：キャパシティビルディング、政府によるプロモーション政策 

 ・失業率 

日本側問題点：不景気による失業率の増加、また留学生を始めとした外国人労働者の

増加に伴う日本人の仕事の数の減尐 

   解決策：幼尐期からの語学教育等によって、グローバル化に備える 

 ルワンダ側問題点：深刻な仕事の不足 

      解決策：国内外の投資の促進、起業の促進 
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【解決策を実現するために必要なもの】 

 問題点を挙げ、解決策を提示するだけでは、非現実的な理想のみを提示するのみにな

る可能性があったため、プロポーザルを作成した後、いかに解決策を実現するかを話し

合った。ここでは、ルワンダ側の解決策の実現について話した。全ての問題の解決策に

共通するのが、教育であるという結論に至った。つまり、専門学校の設立、運営を通じ

た専門家の育成等教育の充当である。そのためにいかに、専門学校を設立して運営して

いくか、その資金はどうするのか、及び学生への奨学金等をどのように確保していくの

かが問題として挙げられた。そこで、①ファンド、②学校の運営の二点に絞り、議論し

た。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

その際、短期（１年程度）、中期（１０年程度）、長期（次世代）に期間を分け、それ

ぞれの期間までに何を達成すべきであるかを考えた。話し合いの結果、短期的には外国

に依存せざるをえないこと、中期的には海外からの依存から脱却して自国政府で運営し

ていくことが重要である事、さらに長期的には、政府からも脱却して、該当する組織が

独立して運営していく必要が重要であるという認識で一致した。 

具体的には、短期的には、リソースに限りがある現状に鑑みて、諸外国の ODAなど援

助及び IMF や世銀といった国際機関に資金の援助を促進することが賢明であるという

結論に至った。また、外国の奨学金やインターンシップ制度を利用し、海外に人材を送

り専門家を養成することも強調された。 

中期的には、政府が他国に頼らず、自前でリソースを確保していくことが重要である。

いつまでも外国が援助し続けてくれる保障はなく、また自国のみで運営できなくては、

安定的な運営は望めないからである。リソースを確保する手段として、徴税や法整備が

挙げられ、また日本の育英会のような、奨学金を貸与する機関の創設も重要であるとさ

れた。ルワンダでは、学費を学生に貸与してくれる機関や銀行が尐なく、学費など金銭

面が非常にネックであると学生は述べていた。 

問 

題 

点 

解

決

策 

専門学校等に

よる教育 

→専門家の育

成 
人

々 

ファンド 
短期、中期、長期

に分けて、達成目

標を考える 
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長期的には、政府への依存から脱却する必要がある。政府は、何もかも出来ないうえ、

出来るだけ政府の手から離れて運営した方が干渉もなく健全な運営が可能である事が

その理由として挙げられた。そのために、専門学校が独自にカリキュラムを組み、また

政府を介せず、独自に海外の機関と提携してエンジニアを招聘したり、人材を送るよう

にシステム作りしていくことが重要である。また長期的には、海外で勉強したエンジニ

ア等が自国の人材育成に寄与することが求められる。そして、海外に頼らず、自国のみ

で人材の輩出が出来るようになれば、持続可能性が達成しうると議論した。 
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【学生会議 第 3班:経済〈物的・金的〉】 
樽田貫人 松郷誠憲 山中学 夏井悠妃 

 

ルワンダ経済は、1994 年に起こったルワンダ虐殺により大きく衰退し、多くの貧困

層を生み出し、民間や外部からの投資を誘致する能力を大きく低下させた。しかし近年、

カガメ大統領のもと、順調な経済成長を遂げている。経済発展は今後のルワンダを考え

るうえで重要な要素の 1 つになるだろう。今回はその中でも特に、農業、観光、ICT、

インフラの 4分野に絞って議論をした。 

 

＊観光 

ルワンダの観光業は、ＧＤＰの５％を占めるように、重要な産業である。今後発展し

ていく為には、まず観光地の宣伝をする事が重要であると考えた。それにより外部にＰ

Ｒが盛んに行われ、より多くの観光客を呼び込む事が出来る。具体的なアピールポイン

トとしては、現在あるものでは、ルワンダの歴史、文化、国立公園である。国立公園は、

先進国の人々や富裕層を呼び込む為に重要である。マウンテンゴリラ観光やエコツール

ズムにもつながる。そのためには、ルワンダは自然の保護、保存を行っていく必要があ

る。それと共に、ルワンダは新しい観光名所を作る事で、更に観光収入を増やす必要が

ある、と考えた。具体的には、より観光客を楽しませるような動物園やホテルなどを作

る事である。今後奨励していく事としては、観光業に対する投資をもっと増やす事や、

観光地をルワンダ人がもっと訪れるようにする事、そしてルワンダ内において観光会社

を沢山作るようにする事で、競合が行われ、観光地に行くためのサービスなどが改善さ

れて観光客をより呼び込む事が出来るのである、と考えた。 

 

＊農業 

ルワンダの農業についてである。現状としては、人口の９割が農業に従事していると

共に、主な輸出品物の５割を茶・コーヒーが占めている。それでいて、自給作物である

米やキャッサバを栽培する農家もある。それらの自給作物が不足した場合には、他国か

ら、外貨を用いて輸入している。そのような貿易は輸入超過である。こうした現状に対

し、農業を発展させる手段を考えた。まず、輸出品が茶とコーヒーに依存している現状

を変える必要があるかどうかを考えた結果、ルワンダのコーヒーや茶は輸送コストがか

かるものの、高品質である為に国際市場において勝ち残れると考えたので、現状を維持

していく事になった。そこで重要になったのは、教育と生産性向上の二つである。まず、



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

124 
 

教育についてである。その方法としては、農業を改善する為に政府の政策、例えばＥＤ

ＰＲＳ、を人々に知らせる事で人々に農業知識を与えて教育するのである。また、段々

畑や輪作、豆類の栽培による窒素固定を行うことで土の栄養価を下げない事や、農業の

近代化などの為に耕地整理する事の重要性も教育する事が重要である。そして、乾季に

おいて食料が収穫できないだけに、農業生産物の貯蓄の必要性も教育する事は、ルワン

ダが乾季に食糧不足になる事で他国から輸入する事を防ぐと考えられる。これらの教育

が結果として生産性の向上や生産力の維持などにつながると考えた。次に、生産性向上

についてである。まず必要な物資を輸入する事が重要だと考えた。たとえば、生産性の

向上の為には、高収穫量の品種を他国から輸入するだけでなく、高栄養価の肥料や土を

輸入する事も必要だと考えた。それにより、一層茶やコーヒーといった輸出産業は強化

されるとした。また、同時に重要なのは、農業に関しても起業を行う事で競争経済を作

り出し、より生産性を高め合っていくという事である。そのためには、物資だけでなく、

農業技術者や農業専門家、つまり人的資源を育成する事や、農業の機械化、近代化が必

要であると考えた。これらにより、生産性は大幅に改善される事になると思った。 

 

＊ICT 

ルワンダは北アメリカ、ヨーロッパ、日本などの世界的に大きな市場から遠く離れて

おり、また、内陸国ということでも国外との取引で大きなハンディを抱えている。また、

そこで「VISION2020」にも示されているように、農業国から ICT立国への転換を目指し

ている。国全体で ICT立国化を目指すため、国民 1人 1人が高い意識をもって取り組ま

なければこの目標は達成できないであろう。そこで、我々はまずはじめに国民に対する

教育が必要なのではないかと考えた。具体的には国民に実生活における ICTの重要性を

示すこと、ICT に関する基本的な知識を教えること、技術者の育成に取り組むこと、e

ラーニングの普及に力を入れることである。人材が唯一の資源であるこの国にとって人

材の育成はもっとも大切な部分であるといっても過言ではない。次に、ICT産業を育成

させるためには設備投資が大切だと考えた。それを促進するためには、国家が関税など

の諸税を引き下げることが重要である。ルワンダにとって民間企業の育成も大変大きな

課題であるため、官民一体の政策をとることで民間部門の発展にも寄与できるのではな

いだろうか。ある程度 ICT分野の基礎が築かれたら、半導体産業の育成に取り組むこと

で ICT 国家としての発展と同時にこれまで脆弱だった工業の立て直しを図ることが出

来るだろう。豊富な人、水資源を有し、内陸に位置する国家にとって半導体の輸出はま

さにうってつけであろう。 
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＊インフラ 

 経済の発展に欠かせないのがインフラ整備である。農業、観光、ICTどの分野の発展

もインフラ整備が進まないことには達成されないであろう。現在、道路は幹線道路や都

市部の一部の主要な道路を除いて舗装されていない、具体的に言えば 14 万キロの道路

網のうち 20%のみしか舗装されておらず、鉄道は敶かれていない。これは貿易や商業の

発展の大きな障壁となっている。電気や水道、ガスは、都市部では一部通っているもの

の農村部ではほとんど通っていない。ちなみに電気は国家の 13%にしか供給されておら

ず、停電のない日はない。これは ICT立国化を目指すうえで大変大きな障壁となってい

る。そこで我々は最優先課題に基本的なインフラの整備を掲げた。ここで言う基本的な

インフラとは、電気、水、道路、輸送手段、建物(学校、病院、家)などを指す。次に投

資家の誘致を目指すことにした。外国の企業、投資家、200万人にも及ぶディアスポラ

による投資機会を増やすことが出来れば、投資家、ルワンダ双方に利益が出るだろう。

そして最後にインフラ整備に必要な設備にかかる諸税の軽減を政府に要求することに

した。インフラ整備を進めることは経済の発展にとってだけでなく国民の生活水準向上

にとってもとても大切なことであるので、他の 3 つ(農業、観光、ICT)に先駆けて重点

的に進める必要があるだろう。 

 

 

＊ルワンダ大学生との会議を終えて 

3日間という短い時間ではあったが、ルワンダ国立大学の学生ととても熱い議論を交わ

すことが出来た。ルワンダ人学生は決して自国の将来を楽観視しているわけではなく、

自国が抱える問題を自分たちのものとして考え、それをどう解決していこうか真剣に考

えていた。 

農業において、紅茶やコーヒーという品目は輸出のシェアが高いが、その一方で自給作

物の輸入も多い。そうした状況を改善する為に、農業構造を根本的に改革しようという

意識はあまり感じられなかったと思う。しかし、彼らは自国の土地の様子とかも詳しい

のかもしれないし、その上でそういう結論が出たのかもしれないと感じた。そして彼ら

と話しているうちに、強く感じた事はこうした農業的な分野においては日本も貿易面に

おいて似たような問題を抱えているのではないかという事である。大豆やとうもろこし、

牛肉などの農産物を多く他国から輸入している。 現状は変えなければならないが、そ

れを変える事が出来ていない。また、国家の最優先課題を何にするべきかという議論で

はインフラと ICTを二項対立として大変盛り上がりをみせ、ルワンダ人学生のこの国を

本気でよくしたいという思いがひしひしと伝わってきた。その一方で、自国の問題に対
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しても、危機意識を持っていて、ただ国家の目標に追随しているだけではない、とも感

じた。改めて、我々も自国について問題意識を抱えるだけでなく、それを解決しようと

いう姿勢を持って行動すべきだと思った。 
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【学生会議 プロポーザル 原文】 
 
 Group 1 Medical Problems and Education 

Topic 1       HIV/AIDS 

Ignorance about HIV/AIDS 

-Causes   especially rural areas 

     -Few technology (ex. Internet) 

     -Rural migration 

         =educated people move to urban areas to find a job 

     -Fewer campaign against AIDS in rural areas; few ways of transportation 

     -Some people don't want to use condomes according to their beliefs 

-Solutions: HIV/AIDS 

     -Education, sensitizing 

     -Improve development in rural areas 

        =Economy projects 

                Exchange the students between Japan and Rwanda, 

transportation of technology 

 

Topic 2       Lack of Doctors 

Few equipment 

Poor condition for medical students of university students in Rwanda 

-Causes  

     -Lack of funds  

     -Lack of private investors 

     -Few training about how to create projects 

-Solutions 

     -Construction of Universities proper to Medical Sciences 

Student Level 

1. Developed countries' students coming to Rwanda and the other developing 

countries; to see what is happening in developing countries  

2. Developing countries' students go to developed countries (ex.Japan) ; to see what 

is happening in developed countries 
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3. Make a conference between developing and developed countries' medical students 

4. Appeal to the government (show the proposal of the conference) 

      =can become a big power 

-Solutions:  lack of doctors 

Government Level 

1. Japanese Universities accept Rwandan medical students and they study medical 

science with good equipment 

2. They become doctors in Japan 

3. They go back to Rwanda 
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Group 2  Environment and economy(people) 

Group 2 talked about 4 topics concerning environment and economy(people).  

The topics were 

-Soil Problems  

-Energy 

-Woman labor 

-Unemployment 

For Soil Problems, the problems were 

        -Erosion 

        Main causes  were relief structure, rain, human activities) 

    -Over exploitation 

        Main causes were small size of land used as source of principal economic 

activity "agriculture" 

   -Soil pollution 

       Main causes were chemical fertilizers, pollution from industry waste 

The solutions are  

   -Terraces in mountain region 

   -Canalization 

  -Tree plantation 

  -Modernization of agriculture 

  -Waste management for industries, use of humus instead of chemical products in 

agriculture 

 

For energy problems, the problems were 

   -Among the energy used in Rwanda,( wood, petrol, peat, electricity (hydro, gas, 

solar energy, geo thermal,) there are some un-environmentally friendly sources such 

as wood, peat and petrol. 

 

The solutions are 

     -Promote energies which are environmentally friendly 

    -Promote the use of electricity in Rwanda for forest conservation 

    -Promote energy saving behavior in Rwanda 
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For Woman Labor, the problems are  

    -Lack of capacity 

The solutions are 

   -Promotion of capacity building 

For unemployment problems, the problems are 

   -Lack of job creation through investment 

The solutions are 

  -Encourage investment from foreign countries 

 

To realize the solutions above, we think that fund and oriental education is one of 

the keys 

For fund, we need 

-Technical professional schools to support oriental education 

    This repuires; capitals (investments), experts, infrastructure, defined policy 

 -Science and technology (practical) 

   This requires; experts to provide skills, equipments and infrastructure, 

funds( short, medium, long term) 

-The governments will 

   This requires; stability, defined policy in the field, cooperation with advanved 

countries in such fields 

 

Short term goals ~dependence on foreign countries~ 

 -facilitation of getting loans from national and international financial institutions 

-promotion of cooperation with advanced countries in the field for skill support 

(scholarships, internship, exports) 

Medium term goals ~government leading the development 

-government make resource to help education 

    -tax collection, making laws, built institutions for lending money and to stand 

on one's own in the future 

-Built domestic companies that have a large amount of capital fund 

-scholarship for education 

Long term goals ~private institutions manage by themselves 
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For oriental education, we propose the following 

We need  

-Agriculture; experts in the field, international support (short term) , becoming 

independent (medium, long term) 

-Health; experts and teachers in medicine, equipment and infrastructure, 

international internship, international support (short and medium term), self 

support (long term) 

-Science and technology; scientists and engineers to provide training to Rwandan 

people (short), latest technology 

 

Short Term Goals ~dependence on foreign countries~ 

-Aid, ODA (Official Development Assistance) 

-Students studying abroad 

Medium Term Goals ~government leading the development~ 

-Curriculum for own country 

-Government cooperating with foreign governments to invite teachers enginners 

Long Term Goals ~private institutions leading the development~ 

-Privatize institution from government 

-Have domestic engineers in the country 

-Universities cooperating with foreign universities without mediating the 

government 
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Group 3: Economy (money, things) 

Agriculture 

-Education: 

     Inform people about government's strategies to improve agriculture e.g.: 

EDPRS 

     Mobilization and sensitization to know the importance of land consolidation 

     Storage of harvests to prevent from famine in the sunny time 

     Use of fertilizers 

-Import good qualities of seeds and fertilizers to emprove productivity of agriculture 

-Strengthen tea and café industries 

-Entrepreneurship 

-Human resource development – technician 

-Modernize agriculture tools 

 

Tourism 

-Advertisement 

     History of Rwanda 

     Culture 

     National Parks (Ecological tourism, Tourist attraction) 

-Protection and preservation of natural sites 

-Encourage 

     Investors to deal more with tourism 

     Rwandese to visit the sites too 

-Industrialization of tourism in Rwanda 

-Creation of new attractive sites like zoos, hotels 

 

ICT 

-Education  

      More knowledge of basic information 

      Human resource development 

     Improve e-learning 

-Increase ICT materials: Reduction of taxes 

-Show the importance of ICT in people's activities 



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

133 
 

-To develop the semiconductor industry 

 

Infrastructure 

-Improve basic infrastructure 

     Electricity, Water, Roads, Transportation 

     Buildings (schools, hospitals, houses) 

-En courage the investors 

-Reduction of taxes for infrastructure materials 
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【事前勉強会＆ルワンダ研修】 

ブログ記事抜粋 

 

2 月 17日 元協力隊、加藤麻子さんによるルワンダ勉強会 

文責：樽田 

 

我々ユースでは、一部のメンバーが 3月 2日～15日までアフリカのルワンダに行く

ことになっています！そこで現在、渡航までに尐しでもルワンダや援助・開発の知識を

得ようと様々な勉強会を催しています。今回はその第 1弾として、青年海外協力隊とし

てルワンダで幼児教育に携わってこられた加藤麻子さんをお招きして、ルワンダの教育

を中心としたお話をして頂きました。 

早速ですが、ルワンダという国を聞いたことがありますか？普段なかなか耳にするこ

とのない国だと思うのでここでさらっと紹介しておきます。イギリス連邦加盟国である

ルワンダ共和国は中部アフリカに位置する内陸国であり、タンザニア、ウガンダなどと

国境を接しています。94年にツチ族とフツ族の間でジェノサイドが起こり、国家は大

打撃を受けましたが、近年ではカガメ大統領のもと急速な発展を遂げています。その発

展ぶりは「アフリカの奇跡」と呼ばれるほど凄まじいものだそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.news.janjan.jp/world/0404/0404072881/1.php 
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さて、話を戻しまして、今回の勉強会では、大きく分けて 2つのトピックについてお話

をしていただきました。 

1、 ルワンダの街と村の生活 

2、 ルワンダの教育事情 

 

1、 ルワンダの街と村の生活 

ここでは、実際に写真を見せていただきながらルワンダの人々の日常生活のについて

お話していただきました。首都のキガリは急速な発展を遂げている一方で、ス トリー

トチルドレンや職に就けない人々が見られたり、農村では自分達の食べるものを作るだ

けで精いっぱいだったりと、格差が広がっているようです。しか し、治安はよく、人々

は気さくで、とても住みやすいようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、 ルワンダの教育事情 

ここでは、ルワンダの教育を日本の教育と比べながらお話していただきました。加藤

さんが現地の幼稚園で教えていらっしゃったので幼児教育について詳しくお聞きする

ことができました。ルワンダでは、子どもを勉強させるために幼稚園に通わせる親がほ

とんどだそうです。3歳 児から黒板に向かって座り、数字や文字などを習い、なんと

学期末にはテストもあるそうです！これは幼稚園が集団生活を学ぶ場であると考えて

いる我々にとっては驚きですよね。ルワンダは日本以上に学歴社会であり、すぐ効果の

出ることに執着する傾向があり、長い目で見ると創造性などを養うのに重要な音楽や図

画 工作、体育などは敬遠されがちだそうです。しかしこれは発展途上国特有の「文字

を読み書きできる」ということがいかに重要であるかを物語っていますね。 ルワンダ

では教育格差も問題になっています。小学校の場合、私立は 1日を通して授業がありま

すが、公立では午前午後と入れ替え制で 1クラス 50～60人もいるそうです。また、教

員の入れ替わりが激しくなかなか継続した指導ができないことも大きな問題になって

いるそうです。 
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 ちなみに加藤さんが聞いたルワンダの幼稚園児、小学生の将来の夢ベスト 5は… 

1位 運転手（車に乗れることがステータス） 

2位 医者 

3位 警察（警察が大きな力を保持している） 

4位 兵士（我々にはこういう感覚がないので驚きました） 

5位 店員 

 

今回の勉強会で、実際にルワンダで活動をされてきた加藤さんにお話を伺うことで、

これまでなかなかつかめずにいた実際のルワンダについての様子が手に取るよ うにわ

かりました。そして実際にルワンダを訪れ自分たちの目で現状を見ることによって、援

助や開発、ルワンダと日本の関係の在り方について深く考えてきた いとさらに強く思

うようになりました。 

加藤さん、お忙しいなか我々のために貴重なお時間を割いていただきありがとうござい

ました。 

---------------------------------------------- 

加藤さんのご経歴 

１９７６年生まれ 短大卒業後、相模原みどり幼稚園で５年間勤務。 

その後、ピースボートやワーキングホリデーを経て、青年海外協力隊に忚募。 

平成２０年度２次隊、幼児教育隊員として、２００８年９月～２０１０年１１月までル

ワンダで活動。 

 

 

2 月 18日 MPJユース西野さんによる国際保健に関する勉強会 

文責：有国 

 

おとといは青年海外協力隊員としてルワンダで幼児教育を行われていた加藤さんに

ルワンダの実情と教育の現状についての貴重なお話をうかがいました。そして昨日は、
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東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻、そして MPJユースのメンバーでもある西

野義嵩さんに国際保健に関するお話を頂きました。 

まず国際保健とは何でしょうか。国際保健の英訳は、Global Health です。文字通り

グローバルに、国の枠内にとどまらず、世界中の人々の健康をめざす考え方だそうです。

そして西野さんは国際保健にかかわる MDGsについてお話ししてくださいました。大き

く分けると(ⅰ)MDG4：幼児死亡率の削減 (ⅱ)MDG5：妊産婦の健康の改善 (ⅲ)MDG6：

HIV／エイズ／マラリアその他疾病の蔓延防止 があります。 

  

①MDG4：幼児死亡率 

西野さんのお話によると、ワクチンやマラリア予防用蚊帳の提供、経口補水塩などによ

って、１歳以上の子供の健康は改善傾向にあるそうです。しかし、新生児の死亡原因は

早産、重症感染、窒息などであり、出生直後の高度な救急医療体制が必要なため、コス

トが高く、改善が難しいということです。 

 

②MDG5：妊産婦の健康 

長期的にみると、妊産婦の死亡率は改善されてきています。これは、安全な中絶、感染

症の制御、産科医療へのアクセス改善、助産師によるケア率向上などによるものです。

妊産婦死亡率の改善のためには、スキルを身につけた助産師（Skilled Birth 

Attendant：SBA）の育成が不可欠です。しかし、SBAのカバー率が上がっても、施設の

不在、薬剤や機材の不足の解消なしには、さらなる死亡率改善は見込めないといいます 

 

③MDG6:感染症への対策 

（１）HIV／AIDS 

エイズによる死亡は減尐しつつあります。これは世界基金や PEPFAR(U.S President's 

Emergency Plan for AIDS Relief)などの資金によって抗レトロウイルス剤が普及した

ためです。今後は治療よりも感染予防がカギになってくると西野さんはおっしゃってい

ました。また、エイズ男女の性行動にかかわる病気であるため、教育面で敬遠されるこ

とが多かったけれど、純潔教育はやめて、感染予防にかんする正しい知識を身につけさ

せることが重要だそうです。 

 

（２）結核 

結核対策の鍵は、DOTS(Directly Observed Treatmet Short-course)です。これは、顕

微鏡によって結核菌を確認し、患者がきちんと薬を飲むことを目視で確認し、治療経過
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をきちんと文書で報告し、適切な薬剤が常に入手可能な状態を保 ち、これらを支援す

る資金と適切な政策を確保するというものです。しかし、予防については考慮されてい

ない、結核だけでなく HIV／AIDS と共感染している場合は対忚しにくい、感染者の検出

率向上のためには適切な医療保険制度が必要などの問題点もあり、万能な対策ではない

そうです。 

 

（３）マラリア 

マラリア対策のポイントは①蚊が感染者からマラリア原虫を摂取しないようにする（殺

虫剤処理済み蚊帳の使用、蚊に刺されないような服装など）②ボウフラが繁殖しやすい

水たまりができないようにする。 ③殺虫剤などによるボウフラの駆除 ④成虫の蚊の

駆除 ⑤ヒトから新たな感染が拡大するのを防ぐ ⑥感染の可能性の高い人への感染

予防 の６つだそうです。 

 

以上のように国際保健をめぐる課題に対して取るべき対策は着実に取られてきている

が、まだまだ道のりは長いと西野さんはおっしゃっていました。また、非感染性の慢性

疾患、精神疾患、事故による外傷は途上国で増加しており、生活習慣病も問題になって

いるようです。 

 

本日は西野さんから、医療面に関して、貴重なおはなしを聞くことができました。文系

の僕にとっては、医療系のお話はなかなか聞けるものではないので非常に有意義な時間

となりました。知っているようで知らない知識も多く、「正確な知識を身につけること」

の大切さや自分の知識の浅さを実感させられる勉強会になりました。３月にはルワンダ

に行くので、現地の現状を目で見て、自分なりにこれからの医療の在り方を考えてみた

いと思います。 

 

西野さん、貴重なお話を本当にありがとうございました。 
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2 月 19日 狩野君の MDGs勉強会と、第１回ルワンダプレ会議 

文責：松郷 

今日は、１９日に行われた勉強会について報告しようと思います。まず、狩野君によ

りミレニアム開発目標（MDGｓ）に関する発表が行われました。まず、MDGsの具体的な

目標は全部で８つあり、２０１５年までの数値目標として掲げられています。 

 

１、極度の貧困と飢餓の解消 

２、初等教育の完全普及の達成 

３、ジェンダー平等推進と女性の地位向上 

４、乳幼児死亡率の削減 

５、妊産婦の健康の改善 

６、HIV/エイズ・マラリア、その他の疾病の蔓延の防止 

７、環境の持続可能性確保 

８、開発のためのグローバルなパートナーシップの推進 

 

これらの目標の達成は漸進的に進められています。 

たとえば１日に１ドル以下で暮らす人の割合や貧困ギャップ割合を低下させる事です。

９０年代、１.25ドル以下で一日暮らす人の割合は４６％でしたが、０６年のデータで

は２７％に下がっています。 

これもまた、大幅に改善されて、９０年代には５６％の子供が小学校に入学したのに対

し、０６年には７６％の子供が小学校に通っています。このような結果、生まれた国や

地域による様々な差異が変わるきっかけとなりつつあります。また、このような状況か

ら、MDGsは人道的支援として捉えられる 事よりも、初期投資として捉えられる見方も

生じてきました。しかし、先進国の不況により援助額が減尐した。他にも、ジェフリー・

サックスが述べるように、 幸福度と MDGsの相関関係にはないらしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

140 
 

これらを踏まえて、MDGsの今後の在り方について考えました。 

その後、ルワンダにて行う会議の予行演習としてプレ会議を行いました。各班ごとに

発表するので、今回のテーマは、経済におけるモノ的資源についてでした。まず、どの

ようなテーマについて話したいかをまとめました。それから、各々のグループになって

議論しあい、そして議論した内容を要約して発表するという事を行いました。 

今回でいえば、観光業と農業、ICT産業について話しました。・・・いやぁ、英語で議

論するというのは大変ですね(;^ω^)しかし、その中でも、自分の主張したい事をはっ

きりと相手に分かって靄う事は大変だと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

狩野君、それから大変忙しい中に来て頂いた先輩方にも感謝しています。今日はあり

がとうございました。 

これから頑張っていこうと思いました。 

 

2 月 20日 ルワンダ勉強会 Part4 大崎敤司氏講演会 

文責：熊澤 

 

18日からスタートしたルワンダ勉強会第４弾として、今日はジャーナリストで津田

塾大学講師の大崎敤司さんに講演をしていただきました。大崎さんは昨年のアフリカン

ナイト以来の講演となりましたが、今回はトピックがルワンダに絞った内容となりまし

た。 
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1、ルワンダのいま 

  いま、ルワンダはどのような状況に置かれた国家であると言えるでしょうか。「ア

フリカの奇跡」と言われるように、痛ましい虐殺（ジェノサイド）の記憶から 立ち直

り、経済成長を遂げている国？たしかに、そのような側面はありますが、安定した政治

状況にあるとは言えないのが現状です。なぜなら、ルワンダ内戦はいまもルワンダ国外、

コンゴ民主共和国での戦争に形を変え、続いているのです。実際に、現在のＲＰＦ（ル

ワンダ愛国戦線）・カガメ大統領の政権が関わっている問題なのです。また、虐殺を契

機に、フツの人々が弱い立場に置かれていることも考えなければなりません。（いまは

ツチ、フツの区別はないことになっているのですが） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ホテルルワンダの主人公（ルセサバギナ氏・写真）も、いまは政権に対立する者とし

て犯罪者扱いされているのですね。 

 

一般的なルワンダ理解は、この点を見逃していることが多く、それはツチ、フツの対

立とは何かということについての理解も見誤ることになるのです。（虐殺の被害者はツ

チ、というのが一般的に言われることですが、その背景は何かを考えてみないといけま

せんね。） 

 

2、ルワンダ内戦とツチ、フツ 

ツチ、フツの対立というと、1994年 4月のジェノサイドが頭に浮かびます。ですが、

ジェノサイドはルワンダにおいてはこれが 4度目であったと言え、この歴史を知ること

が重要になります。ツチ、フツの対立というのは、14，5世紀ごろからの王国時代のも

ともと支配層・ツチ、被支配層・フツという形の、支配構造ができたことに始まります。

それが植民地時代を経る中で、ジェノサイドを生むまでの対立をつくり出していきまし

た。このように、ジェノサイドの記憶とは長い歴史の中でどのように位置づけられるの

かを考えることも必要ですね。 
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3、ルワンダの写真 

ツチ、フツという、ルワンダを考える上では重要な民族の話をされた後、虐殺の記憶

もたどるような、いくつかの写真を見せていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千の丘の国とも言われるルワンダは、国のシンボルともいえる美しい丘が広がってい

ます。この美しい丘の上に立てるのが楽しみですね。この、美しい丘の広がる国で起こ

った、犠牲者 100万人と言われるジェノサイド。この記憶は、今も人々の記憶に強く残

っています。虐殺記念館は、それを「形」にとどめている場所といえます。（人骨が山

になっているのです）1994年から 15年以上が経ち、ジェノサイドを知らない子どもた

ちには、今後、ツチとフツという対立を越えた将来が期待できるのでしょうか。 
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今日の勉強会では、ツチとフツという、ルワンダ国内ではタブー視すらされているこ

とを確認することで、これを踏まえてルワンダで実際に何を学んでくることができるの

かを考えさせられました。 

 

大崎さんには、ルワンダを訪れるにあたって、非常に刺激的なアドバイスを頂けたよ

うに思います。それぞれが、よく考えていきたいトピックになりました。また、今日の

勉強会は MPJユースメンバーだけでなく、30名近くの方に集まっていただき、ありが

とうございました。今日の内容も踏まえつつ、明日はルワンダ研究の第一人者である武

内進一さんを JICA 研究所に訪ねる予定です。明日の報告もお楽しみに！ 

 

2 月 21日 ルワンダ勉強会 part5 武内進一氏講演会 

文責：狩野 

 

第四回勉強会に引き続き、２/２１に武内進一氏による講演会をしていただきました。

MPJ youthメンバーに加えて、前回講演をしてくださった、大崎氏、津田塾大学学生、

関西 MPJ youth の方々が参加してくださいました。市ヶ谷のＪＩＣＡ研究所で講演を

していただき、武内進一氏の講演が一時間、そして参加者からの質問への返答が一時間

と参加者の多くの疑問に答えて頂けた貴重な時間となりました。 

   

【講演の内容】 

武内氏の講演の内容は、 

① ジェノサイドは何が問題か結論が出ていないが、武内氏や多くの学者の間で考えら

れている意見。 

②今後の展望。 

この二つが中心でした。 

  

 ジェノサイドの原因の一つとしてエスニック（ツチ族とフツ族の対立）問題が考えら

れている。植民地政策時、＜ツチ（エリート）＞とそれ以外の＜フツ＞というアイデン

ティティが構成されたことが、暴力闘争やジェノサイドの原因の一つとなった。政治エ

リートの国家権力闘争のなかで、エスニシティを利用した動員が行われてきた。1993

年和平協定が結ばれ、このことが緊張を激化させたと考えられている。仲裁が功を奏す

るとは限らない。国内政治力学と合致していなかったために、国際介入が結果として紛
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争を激化させたと考えられている中、国際社会は何をすべきだったのか、現在議論の的

となっている。 

  

 ガチャチャ裁判というルワンダ虐殺の際の裁判が行われ、罪（殺人や盗み等）を裁く

ことが行われているが、RPFの犯罪等裁かれていない罪も数多くあり、また村人が判事

として務まるのか、偏った裁判にならないかなど問題がある。人々の不満はツチに甘く

フツに厳しいというものがあり、民族和解が目的の一つである裁判だが、エスニックの

亀裂の拡大の恐れも考えられている。 

 

詳しくは下記の武内進一氏の論文等を参考にしていただけると幸いです。 

 http://www.ide.go.jp/Japanese/Researchers/takeuchi_shinichi.html 

 

【参加者による質問とその答え】 

Ｑ１：ルワンダはどのように経済成長をしてきたか？ 

Ａ：コーヒーと紅茶の輸出が中心。ディアスポラ（ジェノサイド等からのがれるために

海外に渡航した者。政府支出の 50%を超える援助等。ＩＴを活用した発展。 

  

Ｑ2：ルワンダにおけるエスニックの分類は今後の戦争を引き起こすか？ 

Ａ：その可能性は十分にある。だからこそ、貧困層が恩恵を受けて格差が縮小するよう

な制度が必要。 

  

Ｑ：今後どのような発展をしていけばいいか？ 

Ａ： 現在学者の中で言われているのが、土地の投棄の政策であるが、私（武内氏）自

身は望ましくないと考える。農村から都市へ農民が移動しても、ただでさえ就職 難の

状態で、混乱してしまう可能性がある。今は、水、農薬、肥料などの基本財を農民の多

くが利用できるように改善をしていくとよいと考える。 

また、現在はコンゴ東部を力で言うことを聞かせている状態だが、もっと Fair な関係

を築いた方が良い。 

現在ルワンダ政府が考えるＩＴを活用した発展にも期待が持てる。 

 

 武内進一様、貴重なお時間を割いて講演をしてくださり、参加者の疑問にていねいに

答えてくださりありがとうございました。ルワンダについて、それぞれが抱えていた疑

http://www.ide.go.jp/Japanese/Researchers/takeuchi_shinichi.html
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問が解消され、とても勉強になり、ルワンダ出発前の有意義な時間を過ごさせていただ

きました。 

 

2 月 22日 JICA公開セミナー、JICA本部訪問 

文責：大小田 

 

本日は、JICA公開セミナー『～ミリアム・ウェレ博士を迎えて～EFFECTIVE COMMNITY 

HEALTH: THE NEXT BIG WAVE FOR A VIBARENT AFRICA!』を聞きに、広尾にある地球ひろ

ばに行ってきました！ 

  

本日の講師、ミリアム・ウェレ博士の略歴 

【略歴】ウジマ財団総裁、アフリカ医療研究財団会長、ケニア国家エイズ対策委員会委

員長。2008年、野口英世アフリカ賞受賞。米ジョンズ・ホプキンズ大学修士号、博士

号取得。ナイロビ大学医学部長、UNICEFエチオピア事務所、WHOエチオピア事務所代表、

UNFPAエチオピア事務所所長を経て現職。 

  

 コミュニティ保健とは、各地域のコミュニティヘルスワーカーがコミュニティ内の

人々の健康の促進に寄与し、地域レベルで各々病気予防、治療を行い、問題を解決して

行こうという試みである。 

 では、なぜコミュニティ保健がアフリカで注目されているのか。理由のひとつとして、

貧困が特に目立つサブサハラ以南のアフリカでは、人々の移動手段は主に徒歩である。

そのため、歩いて行ける距離の範囲内に医療施設がなければ、十分な治療は受けられな

い。もちろん、医療施設がどこにでもあるわけではない。そのため、各コミュニティで

ある程度対処ができるような 仕組みであるコミュニティ保健の有用性が主張されてい

るのである。また、問題となっているマラリアなどは、蚊帳などで簡単に予防が可能で

あるし、万が一か かったとしても、薬を正しく服用すれば回復できる。基礎的な知識

を身につけ、それを実行に移せば人々の健康も増進される。よって、コミュニティヘル

スワーカーの人材育成をきちんとして、地域にその制度を根付かせることができれば、

コミュニティ保健の可能性は、どんどん広がることとなるだろう。 

 しかし、問題もある。コミュニティヘルスワーカーの働くインセンティブをどう持た

せるか、どのようなサービスを提供するのか、そもそも資金はどうまかなうのか。これ

らに対する解決策は、コミュニティごとに異なるが、必ずあるだろうと博士は言ってい

た。 
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 このようなコミュニティ保健の現状と問題をケニア、ガーナ、マラウィなどケースご

とにみていき、今後のコミュニティ保健の課題として、どうやってアフリカ全体に普及

させていくかということをとり上げ、戦略の必要性を言及していた。 

  

 私は、ルワンダ大学生との学生会議で医療保健と教育というトピックを扱うのですが、

根っからの文系学生のため、医療や保健についての知識が乏しいのですが、今回のテー

マはとても興味深く、有意義な時間を過ごせました！ 

  

  そして、午後は、麹町にある JICA本部を訪問し、ルワンダに対し JICAが行ってい

る具体的な支援はどのようなものか、聞きにいきました！ 

 というのも、3月 2日からのルワンダ渡航では、向こうで JICAを訪問させていただ

く予定もあり、具体的にどんな支援を行っていて、どのような関係をルワンダと築いて

いるのか、事前に知っておきたいと思ったからです。 

  

ルワンダの現状を政治、経済、開発の側面からお話いただき、その中でどのような支

援を行っているのか、とても丁寧にかつ分かりやすく教えてくださいました。 

 まず、ルワンダへの JICAによる支援の柱として、援助重点分野３つが設定されていま

す。 

１、人的支援開発 

２、地方開発 

３、経済基盤整備/産業開発                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

これらの分野に分けられる支援は、援助助国の政府による要請に基づき内容が決まって

きま す。たとえば、人材育成については政府が力を入れている IT産業における人材の

育成、地方開発として農民組織の運営、経済基盤整備としてルワンダ・ウガンダ間の橋

を建設するといった、さまざまな支援が行われています。 

経済成長のための包括的な支援と、一方で経済成長が引き起こしかねない貧富の差、格

差といった問題に対して、底上げができるような支援を心がけているとおっしゃってい

ました。 

 突然の訪問要望にも関わらず、快く引き受けてくださった JICAの方々に感謝いたしま

す。 

 

あと、尐しでルワンダ出発！ 

気合い入れていきます！ 
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2 月 24日 プレ・ルワンダ学生会議 

文責：味志 

 

今回で二回目のプレ会議になりましたが、今回のテーマは、環境と、経済の人的側面

についてでした。担当者は僕と同じく一年の國谷麻衣ちゃん、高橋翔子ちゃんです！英

語の議論はそれ自体がなかなか大変だったのですが、今回は議論の内容よりも、その進

め方を中心に皆で話し合うことになりました。現地での議論のテーマ設定の仕方や、ポ

ストイットの使用方法など様々な議論が展開され、すごく熱かったです（ ＾ω＾） 

 

議論の結果、 議論のテーマは、こちらで事前に調べたテーマに誘導しつつも、新し

いテーマが現地で出れば、それについても議論を行う、ということになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ポストイットを使って、メンバーの関心のある問題を取り上げ、類似したテーマ

ごとに分類して、議論のテーマをしぼっていくことに決定しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

今回担当だったお二人はお疲れ様でした！質

の高い議論の場を設けていただきありがとうございました（*´Д｀*）さて、27 日は

最後のプレ会議です。医療・教育について皆で議論する予定です！ちなみに、最後のプ

レ会議は僕が担当なので、精一杯がんばりたいと思います！！ 
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2 月 25日 Dream Map 

文責：國谷 

 

２月２５日は Dream Mapの秋田さんをお迎えしてルワンダの学校や villageで行う予定

の Dream Map を作りまた。  

「世界へ 未来へ 夢のチカラで WORLD PEACE」という visionの下、雑誌や写真をは

さみでちょきちょきしてのりで模造紙にぺたぺた貼って○年後の自分が成し遂げたこ

とをイメージしてみました。久しぶりにはさみとのりを使って、まるで幼稚園に戻った

みたいでした。雑誌の中でなんとなくわくわくした写真や絵を切り抜いて貼ることで、

漠然とした将来像を明確に描くことができました。 

完成品☆ 

 

 

 

 

 

 

 

最後はみんなで○年後の自分になりきり、自分の成し遂げた夢を発表しました。今度は

アフリカでこの Dream Map を私たちが広める番です！アフリカの子どもたちがどんな

Dreamを描くのか楽しみです。模造紙を忘れないようにしなきゃ； 

 

 

 

 

 

 

ルワンダへ出発するのもあと４日！！ 
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3 月 4日 日本大使館表敬訪問@Kigali,Rwanda 

文責：山中 

 

ユース関西の山中です。昨年末に神戸大の数人でユース関西支部を立ち上げ、今回関

西から僕だけがルワンダ・プロジェクトに参加させていただきました。 

ルワンダプロジェクトブログ第一弾、張り切って書かせていただきます。 

日本からドーハ、ナイロビ、ブルンジを経由し、24時間以上を費やしやっとこさル

ワンダに到着。 

ルワンダの首都、キガリ市内のホテルにて一晩過ごし、ルワンダプロジェクト１日目が

スタートした。今回のプロジェクトに途中から乗っかる形で参加させていただいた僕と

してはかなりドキドキ。 

  

ルワンダにある日本大使館を訪問。畑中大使のお話を聞かせていただきました。この

時、北岡先生と鈴木りえこ理事長もお見えになりました。 最初のびっくりは、ルワン

ダに日本大使館ができて間もないということ。できたのが２年ほど前で、畑中大使は１

年ほど前に着任されたということ。そして２番目のびっくりは、畑中大使、北岡先生に

元々繋がりがあったということ。関西にいる僕は、北岡先生とお会いするたびに新たな

驚きをいただいております。最後のびっくりは、（これは後日わかったこと）畑中大使

と僕の地元がかなり近かったこと。後日、大使公邸にお招きいただいた時には、大使と

ローカルトークをしてしまいました。 

  

さて、大使はとても興味深いお話をしてくださいました。ルワンダの現政権のカガメ

政権のこと。国内の汚職を厳しく取り締まるために、各市長が査定を受けていること。

ルワンダ中央銀行元総裁の服部さんが退任後に日本がルワンダに数台提供したバスが、

国内初の公共交通機関であること。などなど・・・。特に僕が印象的だったのは、ジェ

ノサイド発生時の国連の対忚とそれに対する国民の思い、でした。ルワンダでジェノサ

イドが起こった 1994 年、国連軍は積極的に干渉しませんでした。なぜか・・・？国連

が軍事介入して、事態を早めに治めていれば犠牲者は減っていたのではないか？実はジ

ェノサイド以前に、ソマリアで紛争が起こり、そこに対して国連軍は干渉をし、失敗し

ていたのです。その結果、ジェノサイドに対して軍事介入してよいかどうかの判断が鈍

ってしまったのです。しかしその判断により、結果としてルワンダ国内で国連に対して

不満を持つ人が増えてしまったのです。僕は国連という組織にとても興味があったので、
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一部の分野ではありますが、国連に対して尐し否定的な意見を持っている人たちがいる、

ということが知れてかなり興奮しました。 

 このような、大使のお話の後に、北岡先生が「地球規模課題と日本」というテーマの

お話をして下さいました。 

この中では、「掃除」に関するお話が印象的でした。日本では小学校、中学校、高校で

生徒が学校の掃除を行います。ルワンダでもまた、第四土曜日に国民が街の掃除を自主

的に行います。これは世界的に異例のことで、欧米では、掃除は位の低い人々がやるこ

とだという概念があるそうです。 

これには、尐し驚きました。僕は松下幸之助さんの、「掃除を究めれば、政治さえもわ

かるようになる。」という言葉がとても好きなので、日本人やルワンダの人々のそうい

う性質はとても誇りに思います。皆さん、定期的に掃除をして身も心をきれいになりま

しょうね（ちなみに僕の部屋は汚いです笑）  

  

ルワンダという未知の土地で、2週間弱を生活していくうえで、初日にあのような形

で畑中大使、北岡先生、鈴木理事長からルワンダに関する情報をいただけたことをとて

も感謝しております。畑中大使、本当にありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 4日 ルワンダ学生会議 Day0 

文責：高橋 

 

日本大使館で畑中大使にお世話になった後、首都のキガリからルワンダ国立大学(NUR)

のあるブタレに移動。約 2時間かかりました。 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/3/e/3ed14d1b.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/3/e/3ed14d1b.jpg
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途中の風景がとてもきれいで、驚きました。 

空が青くて、感動しました。 

 

長い長いバス移動の末、ルワンダ国立大学に到着!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルワンダの学生が暖かく迎えてくれました。 

まずは自己紹介 

 

 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/8/d/8df04e1d.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/8/d/8df04e1d.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/8/d/8df04e1d.jpg
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-Opening Ceremony- 

夏井さんの挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred によるルワンダ紹介 

 

 

 

 

 

 

 

国谷麻衣ことまいまいによる日本の伝統文化の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/9/1/91d80afe.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/9/1/91d80afe.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/9/1/91d80afe.jpg
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松郷による日本の現代文化の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高橋による会議の流れの説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

とてもオフィシャルな雰囲気でした。会議参加者が緊張しているのがすごくよく伝わっ

てきました。 

 

Opening Ceremony の後は、外に移動して 

-Ice Break- 

明日からの議論を円滑に進めるために、ルワン

ダ学生と日本学生を和ませる試み。担当は樽田

貫人ことたるてぃー。 
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potato game で発声練習をし、mimic game でお互いの名前を共有し、最後に相手の第一

印象を紙に書くゲームをしました。緊張していた会議の雰囲気が、一気に打ち解けた雰

囲気に変わりました。 

ice break のあとは、何人かのグループに分かれて NURの案内をしてもらいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業中の教室。生徒はぎゅうぎゅう詰め。 

 

 

 

 

 

 

 

キャンパス内の大きい森。一周するのに 4時間かかるんだとか。 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/d/6/d6693ace.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/d/6/d6693ace.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/d/6/d6693ace.jpg
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学生寮。 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内役クリスの部屋。相部屋みたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

研究室の設備の一つ。この部屋では、複数人で一つのパソコンを共有していました。 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/7/1/7194d0b9.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/7/1/7194d0b9.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/7/1/7194d0b9.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/c/a/ca991b50.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/c/a/ca991b50.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/c/a/ca991b50.jpg
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クリスありがとうございました。 

次はお待ちかねの夜ご飯!!NURのカフェテリアに移動し… 

 

 

 

 

 

 

 

（ご飯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（飲み物を頼むところ。スツールが高すぎて座るのに一苦労でした） 

夜ご飯! 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/a/3/a39a03a6.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/a/3/a39a03a6.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/a/3/a39a03a6.jpg
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米、豆、芋、パスタ!! 炭 水 化 物 !! 

ルワンダ大学生は、ぺろりと夜ご飯を食べていました。たくましいです。 

これにて一日目終了。バスにて宿に移動。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわいいホテルでした。 
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マラリアが怖いので、夜はしっかり蚊帳を張って寝ましょう。 

ソーラン節の最終調整をして。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 5日 ルワンダ学生会議 Day1 

文責：高橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すごいいい天気です。いよいよ本格的に議論の始まりです。うまく議論が進む自信がな

かったので、とても不安でした。朝ごはんを終え、バスにて大学に到着。集合時間なの

にルワンダ学生はほとんどいなくて、最初はドキッとしました。予定の 30分後、会議

開始。 
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-group discussion- 

まずは、それぞれのグループの概要を説明。 

 

その後は、グループに分かれて議論を交わしました。 

group 1-education and medical problems 

 

 

 

 

 

 

 

 

このグループは、グループ内を更に教育と医療の二班に分けて、尐人数による深い議論

を展開していました。HIV/AIDSに対する予防が日本より発達していて、感動しただと

か。 

 

group 2-environment and economy (people) 
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私はこのグループに所属していました。このグループの流れは、まず環境と労働に対す

るイメージや概念の違いをＫＪ法で確認しました。日本側は、環境というと環境問題の

ことを挙げたのに対して、ル ワンダ側は、環境問題という側面だけではなく、自分の

住んでいるところ、周りのものという意味でも環境という言葉を使っていました。今回

の会議での言葉の定義を一致させたところで、次に今回議論するテーマを双方の興味に

基づき絞りました。 

 

テーマ１.土壌汚染 

経 済の 90％を農業に依存するルワンダにとって、土壌問題は避けては通れない。丘の

多いルワンダは、等高線耕作(terasis)により土壌の流出を防ぐことを行っているとか。

灌漑技術や化学肥料の利用が普及する一方で、農民は新しい技術に知識がないため、間

違った肥料を使ったり、土壌汚染が進んでいることを話してくれた。また、丘が多いた

めに機械の導入が難しく、手作業をせざるを得ないと話してくれた。また、長野県の 2

倍の面積であるルワンダでは、地震が起きると農作物が全滅してしまうため、地震の多

い日本ではどのような対策をしているのか、という質問も挙がった。 

 

テーマ 2．エネルギー 

まずは、それぞれの国でどういう形でエネルギーが供給されているかについて話しまし

た。私たち日本人側は、エネルギーを電気と無意識のうちに決め付けて、火力発電、水

力発電、原子力発電と、太陽光発電などの自然エネルギーを利用した発電によってエネ

ルギーが供給される、と主張しました。すると、ルワンダ側はまずエネルギーが電気に

限らないため、エネルギーを得る資源の説明からはいりました。電力普及率が 6％で、

ほぼ毎日停電が起きるルワンダでは、国民の大半は木材や木炭からエネルギーを得るそ

うです。そして、そのほかのエネルギーとして電力（水力発電、地熱発電、太陽光発電

など）や、泥炭(peat)が使われていると述べていました。 

ルワンダのエネルギーの問題点は、過剰な森林伐採、（サウジアラビアに依存する）石

油への依存、泥炭の利用による水場の消滅などが挙がっていました。 

 

テーマ 3．女性労働 

当初私は、アフリカの国は当然国内で女性労働問題を抱えているものだと思っていまし

た。これが、とんでもない偏見だったことにきづいたときは、本当に驚きました。ルワ

ンダは、学問において男女の不平等はほとんどなく、政府が男女平等を積極的に推進し

ていて、議員も 48％が女性だと述べていました。女性が労働を得られるかどうかは、
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その性別に関係なくその女性に capacity, intelligence があるかどうかだと、言い切

っていました。逆に日本では、女性の就職に伴い晩婚化・尐子化が進んでいて、女性が

仕事をしながら子供を育てるのは難しいとされ、子供を預ける保育園も予約が満杯だと

いう話をしました。すると、ルワンダではベビーシッターが安いため、日本よりベビー

シッターを頼みやすく、学生のうちに結婚して子供を持ちながら学校に通う人がかなり

の数いることを教えてくれました。とにかく、私はルワンダ学生の"now, women and men 

have the same rights" と言い切った姿に、圧倒されました。 

 

テーマ 4．失業率 

具 体的な統計は出ていないけれど、ルワンダの失業率は 30％前後だと考えられていま

した。大学を卒業しても雇用口がない、という場合が尐なくないことを主張 していま

した。また、就職をするにあたってインターネットが使いこなせるというスキルがもの

すごい重要だということを述べていました。仕事のオプションは 限られている一方で、

学生はお金がなく、起業する学生にお金を貸す機関も尐ないため、投資の仕組みが整い、

金融機関が発達すればもっと企業をしやすくなるのに、という話をしていました。就職

の話をするとルワンダ側の学生は顔を曇らせていました。しかし一方でこのように失業

率が高く就職しにくい状況 でも、ルワンダはスキルを持った人材が必要で、自国の資

源は人だから、自分は教育をしっかり受けるべきだと断言していました。私は、このよ

うな態度を見習 わないといけないなと、強く感じました。 

 

group 3-economy (people/things) 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業、ＩＣＴ、インフラ、観光について話し合った上で、一日目はルワンダにとって最

も重要なのはＩＣＴだ!という熱い議論を交わしていました。 
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-Lunch- 

再びカフェテリアへ移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慣れない英語で初対面の相手とぶっ続けで議論を交わしていたので、充実していて楽し

そうな顔や、頭を使って疲れている顔がメンバーの中で見られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そしてお昼ご飯は… 
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やはり炭水化物（笑）今回は新たにほうれん草とキャッサバが加わりました。そして飲

み物はお決まりのコカコーラかスプライトかファンタ。 

私「これ毎日食べてるの?」 

ルワンダ学生Ａ「毎日ってわけじゃないけど、カフェテリアに来たときはいつもこれを

食べてるよ」 

 

お昼ごはんが終わった後は、気分転換に散歩。 

ちなみに、私たちが会議を行った校舎は、1960年に建てられたそうです。ルワンダで

最も古い建造物の一つであるこの校舎の階段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中庭 

 

 

 

 

 

 

 

二階からの眺めは、こんな感じです。 
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-group discussion- 

午前中に引き続き議論を進めると共に、全体に班の議論を共有するためのプレゼンの準

備をしました。 

-presentation- 

各班が一日話し合った内容を、全体に共有しました。ここで日本とスカイプでつなごう

と思いきや、停電… 

 

group1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group 2 

 

 

 

 

 

 

 

Group 3 
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group 3 のプレゼンの途中で、日本とスカイプでつなぐことができました!! 

質疑忚答(feedback)では、group3 がＩＣＴがルワンダにとって最も重要だということ

を述べたことに対する意見が飛び交いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれ feedback を元に、明日話し合うことを確認し、 

 

 

 

 

 

 

 

 

day1 の group discussion は終了。 
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いよいよ Culture sharing の時間です!! 

-Culture sharing- 

日本側学生（女）は浴衣を持参したため、男性人を教室から追い出してお着替え。 

 

 

 

 

 

 

 

 

浴衣は日本の象徴的な文化ですね。 

 

体育館のようなところに移動して、ルワンダのダンスを教えてもらい 

 

 

 

 

 

 

 

日本のソーラン節 
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ルワンダダンスの披露!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とにかくうまい!!すごい!!ダイナミック!!みているだけで、その日の疲れも取れて、す

ごい元気になりました!! 

最後はルワンダと日本の踊りのコラボをしました。楽しすぎて写真を撮るのを忘れてし

まいました!!! 

 

最後に集合写真 
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そしてそのまま… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当に楽しかったです。 

 

-dinner- 

夜ご飯。カフェテリアに移動。 

 

 

  

 

 

 

夜ご飯は相変わらず 

 

これにて Day1終了。 

お疲れ様でした! 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/e/c/ecb6a0b9.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/e/c/ecb6a0b9.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/e/c/ecb6a0b9.jpg
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3 月 6日 ルワンダ学生会議 Day2 

文責：高橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ会議最終日です。とその前に!!プロボノ合流!!!!心強いです。 

 

-group discussion- 

昨日の feedbackを元に最終的な話し合い。 

group 1 

 

 

 

 

 

 

group 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

再び私の班です。 

group2（環境と労働）は、すべての問題を解決するのは、教育と資金だという結論にい

たり、それぞれについての短期的（1年）、中期的（10年）、長期的（次世代）な課題を
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挙げていきました。ルワンダの学生は、具体的である一方短期的な目標に集中しがちで

会ったのに対し、日本の学生は抽象的でありながら短期、中期、長期の目標についてバ

ランスよく考えを述べていたのが印象的でした。最終的に、どのテーマにおいても、短

期的目標は政府主体、中期的目標は国営組織主体、長期的目標は政府から独立した組織

主体で達成していくべきであり、ルワンダの発展の方向性は最終的には政府からの独立

だという見解で日本とルワンダ側で一致しました。ルワンダの課題について一緒に考え

ることで、それぞれ目標を捕らえるときの視野が違うことにきづかされました。また、

自らが知らない地域に関しては、個別具 体的なことは述べられないので、どうしても

抽象的な意見（たとえばルワンダ独自の教育カリキュラムを作ると日本側は述べるけれ

ども、具体的にどういう教育 カリキュラムまでは述べないなど）しか言えない、とい

うことを痛感させられました。 

 

group 3 

 

 

 

 

 

 

 

そして proposalの完成。 

group 1 
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group2 

 

 

 

 

 

 

 

group3 

 

 

 

 

 

 

 

 

-lecture by Professor Shinichi Kitaoka- 

 

 

 

 

 

 

 

 

北岡先生による講演会-Japan in World History-が行われました。途中で短い停電があ

り、パワーポイントが見れなくなりましたが、先生が事前に用意されたレジュメがあっ

たため、最後まで難なくレクチャーが進みました。ルワンダ大学生は活発に先生に質問

をしていました。 
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ルワンダ大学生が、「中曽根総理大臣は日本の市場を開放しようとしたのではなかった

のですか」という質問を聞いていたときは、あまりに日本について詳しかったので驚き

ました。日 本人と接するにあたり、ここまで自分の国について知識を持ってくれてい

たのはとてもうれしかったので、私も外国をおとづれるときはしっかりその国の歴史を 

勉強してから訪れようと思いました。 

最後にみんなで集合写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北岡先生、すばらしいご講演をありがとうございました。 

 

-discussion, consensus building- 

最後にプロポーザルの発表です。日本とスカイプでつなぎました。 

 

group 1 
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group 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

group 3 

 

 

 

 

 

 

 

そして、日本の代表国仲さんからのお言葉 
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企画段階では、この後さらに議論が生まれると思ったのですが、みなそれぞれのプロポ

ーザルに賛成であったようなので、各グループのプロポーザルをそれぞれが見て周り 

 

 

そして日本のスカイプとそれぞれが話をし 

これにて discussion は終了!! 

 

最後にみんなで記念写真 
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最終的な形になったプロポーザルに、すごい満足感と達成感がありました。 

私も、プロポーザルが完成した時はものすごくうれしかったです。 

 

-farewell party- 

日本のお土産を渡し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カフェテリア（の外）に移動してフェアウェルパーティー!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

やはり最後までコカコーラ、スプライト、ファンタでした。 
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そしていよいよお別れ。 

またどこかで会おう!!連絡取ろう!!と互い約束して、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バスに乗ってお別れ。 
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ほんとうにほんとうに濃い 3日間でした。私たちを迎えてくれたルワンダ大学生、ほん

とうにほんとうにありがとうございました!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 5日、6日 日韓ル学生会議＠日本 

文責：金子 

 

ルワンダプロジェクトに合わせて日本で開催された日韓ル学生会議について書きたい

と思います！ 

 

日本に残っている学生も何かしたい！という事で昨年訪問した韓国の梨花大学から二

人の学生を招き、ルワンダとスカイプでつなぎ、現地での学生会議に参加する事になり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(上段左から、Jieun、Eunbit、金子、平尾ゆいちゃん、下段左から、菊池君、愛ちゃん、

國仲さん) 
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5日 

昼 過ぎに韓国の学生が日本に到着し、居酒屋にて親睦を深めた後会議会場へ。居酒屋

では、韓国の学生はビールなどアルコールの強いお酒しか飲まないことに驚 き、居酒

屋にある電子メニューに Eunbitが興味津津だったり、焼きそばに卵がのってる事に二

人が驚き写真を撮ったりなど異文化交流をしました。 

 

その後会議会場へ向かい、スカイプをつないだですが…繋がらない！！！！ルワンダが

停電していたようで、やっとつながったのは 23時過ぎ。そこで、現地からのリクエス

トにより「どうやって ICTがルワンダを発展させるか」というトピックについて日本で

は会議をする事になりました。ICTとは、いわゆる情報産業のことで現在ルワンダ政府

は情報産業を軸に発展を目指す政策を取っています。 

 

6日 

午後から本郷にて日韓学生会議を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

昨日からのメンバーに井中みのりちゃんが加わり、会議スタート。 

「どのように ICTはルワンダを発展させるのか」というトピックについて、日本や韓国

が辿ってきた発展の過程などをふまえつつ、ルワンダの地理的事情や現在の 発展度合

いなどを加味しつつ、ルワンダが ICTで発展を目指すにあたってどのような条件が必要

なのか、という事に焦点を当てて会議を進めました。 

 

そしてまとめたプロポーザルが以下のものです。 
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①ルワンダが東アフリカのハブになる 

ル ワンダは長野県二つ分という小さな国なので、もちろんマーケットも大きいとは言

えません。よって、諸外国の投資家にとって魅力的な投資先になるためには、 周辺ア

フリカ諸国との関係を強化し、ルワンダがより大きなマーケットへの展開拠点として

「ハブ」的な存在になることが必要なのでは、と考えました。 

 

②高度な教育を受けた人材 

ICTは情報産業であり、ルワンダは軽工業と重工業を飛び越えて一気に情報産業を発展

させるという道を探っています。そこで必要になるのは、多くの労働力というよりかは、

PCや情報管理に詳しい高度な教育を受けた人材だと思われます。 

 

③ICTを支えるインフラ整備 

電力、幹線道路、水など基本的なインフラ整備がまだまだ不十分です。実際に停電は何

回もしました笑。情報産業に電力が必要なのは言うまでもありません。 

 

④ルワンダの市民のための ICT 

現 在ルワンダ政府は国としての経済発展の手段として ICTを捉えていまが、中心部だ

け ICT環境が整備されたとしても、それは国全体の発展には繋がりませ ん。そこで、

ネットへのアクセスが容易になるような小型で廉価なデバイス開発や、携帯電話やポケ

ットベルを活用した銀行や診療所へアクセスできるシステム 作りなどが有用ではない

か、と考えました。 

 

以上が日韓学生会議が発表したプロポーザルです。韓国の学生は、韓国が現在の情報化

社会に発展 するまでには 30年かかったという事を言っていたの印象的でした。ルワン

ダは今後 ICTを活用してどのように発

展していくのか、このプロポーザルと照

らし 合わせながら今後の動向を注視し

て行きたいと思います。 
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（真夜中のスカイプ会議＠佃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（スカイプ越しの狩野君と大澤さん、ルワンダ大学の学生二人） 

 

そんなこんなで、現地の停電や真夜中の会議による寝不足等々様々なトラブルもありま

したが、なんとか学生会議が終了しました。韓国の学生は、6日の会議後、渋谷の街に

消えて行きました。翌朝は築地で朝食を堪能したようです。 

 

この後も約二週間の日程をメンバーが振り返ってくれるので乞うご期待！ 

 

3 月 7日 ルワンダスタディーツアー 〜Mayange 村訪問〜 

文責：味志 

 

今回はルワンダの Millennium Village、Mayange 村への訪問について書きたいと思いま

す。ちょっと長くなってしまったので前後半に分けて書きますが、写真も混ぜつつ面白

く報告していくので、ぜひぜひ読んでください！ 
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我らが Millnium Promiseの貧困削減へのアプローチの一つである Millennum Village、

その一つ Mayange村がルワンダにあるということで、３月７日に今回のルワンダスタデ

ィーツアーのメインイベントの一つとしてその村 を訪問してきました！ 

（Millennium Village に関する詳細な説明はこちらへどうぞ

http://millenniumpromise.jp/about/about_village.html） 

 

普段 MP、MPJの活動にはあまり具体的に関わる事ができなかったユースのメンバー達。

訪問前日、村へ行くバス内でも皆のワクワク感が伝わってきていました（ ＾ω＾） 

村に着いて、初めに UNDPの Alainさんに Mayange 村についての概要を説明していただ

きました！ 

 

現在アフリカに約８０ある Millennium Village ですが、それらの村の一つ一つに特有

の気候条件が存在し、それぞれがそれぞれの問題を抱えています。ルワンダの Mayange

村の特徴とし ては、雤が尐ないこと、土壌の条件が悪い事、農業に依存しがちな経済

構造であること、などが挙げられ、特に土壌流出は大きな問題だそうです。土壌流出の

対 策として、MPの支援を受け植樹を行っているらしく、これは土壌流出を防ぐだけで

なく、土壌を肥沃にし、水を貯えやすくするなどの副次的効果も見込めるも のである

ようです！ 

MPの支援をうけ、気候条件に合わせた農業を行う事によって、かなり収穫高は改善

されたようです。雤水の尐ない Mayange村ではキャッサバやメイズなどが主作物として

奨励されているらしいです！Alainさんはこの日に訪問する予定であった、村のそれぞ

れの場所について簡単な概要と問題点をまとめてくださったので、これからそれらの場

所を説明する時に、そこについての説明を一緒に書いていこうと思います。Alainさん、

丁寧で分かりやすいご説明、ありがとうございました！ 
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 これからはその後訪問した村のいろいろな場所について、訪問した順に書いていこう

と思います！ 

では、まずは村の小中学校から！（ ＾ω＾） 

 

 

 

学歴社会とも言われるルワンダでは、親は

一般的に子供に最低限文字を読めるように教育したがるそうです。そういう背景もあっ

てか、ルワンダでの小学校の就学率はほぼ１００％と、かなり水準を誇っています。

Mayange 村での小学校もその例外ではなく、ここでもほぼ全ての子供たちが小学校に通

っているとか。またルワンダでは、小学校卒業生に対し国全体で一斉にテストが行 わ

れ、そのテストに落第した生徒は中学校に進学出来ず、もう三年間小学校で学び続ける

ことになるのですが、Mayange村の小学校では９６％の卒業生が 試験に及第する、と

いうことで、学歴社会のルワンダの中でもかなり高い教育水準を維持できているみたい

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただ、それでも Mayange 村の教育の課題には教育の質が挙げられ、また学校の数の不足

などの問題点を村長さんに教えていただきました。この学校で具体例 を考えるならば、

まずパソコン室の尐なさが挙げられます。小中学校合わせて１室で、パソコンを使える

ようになるのは、中学校から。パソコンの台数もまだ尐 なく 2−3 人が一台のパソコン
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を使っていました。またひとクラスの人数も５０人ほどいて、学校や教師の不足も一つ

の課題であるようです。（とはいっても、パソコン室があるだけで、僕としては結構驚

きで、ルワンダの経済成長の早さを実感せざるを得ませんでした） 

 

では、次はヘルスセンターについて！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは途上国だけでなく、先進国にも言える事ですが、医療の分野での教育や設備整備

には多額の資金が必要となります。ルワンダは経済成長を遂げつつあります が、まだ

まだ途上国。政府に資金が余っているわけではないので、首都から離れた村の一つ一つ

に病院を建設し、それぞれに医者を配属することはまだ難しいことなのです。そのよう

な問題への一つのアプローチが、ヘルスセンターというものです。日本で言うと、小さ

めの診療所のイメージでしょうか。ヘルスセンターの目的は治療というよりも、むしろ

予防にあると言えます。ちょっとした知識の流布・共有によって予防できる病気はたく

さんあります。小さな診 療所を建て、簡単な情報共有によりそのような病気を予防で

き、かつ医療費の削減にもつながり、一石二鳥な訳です（ ＾ω＾）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病気の予防と簡単な治療に重点を置いているため、Mayange村のヘルスセンターに常勤

する医療スタッフは 18名のナースさんだけで、専門知識を持ったド クターは週二回の
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巡業医としてそのヘルスセンターに来てくれるそうです。重病の患者さんが来た場合は、

尐し離れた街の病院まで搬送するらしいです。ちなみ に、救急車もありました！ただ、

文系の僕にはあまり詳しいことは分からないのですが、上の写真のように、結構しっか

りとした設備でしたよ！ 

ヘルスセンターのもう一つの重要な役目が、エイズやマラリアの検査です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

エイズの予防はルワンダでは非常に重要視されていて、しっかりとした検査が行われて

いました。なんでもルワンダでは法律によって、結婚前にエイズの検査が義 務付けら

れているらしく、検査が陽性だった場合は結婚がかなり難しくなるみたいです（ ・́ω・

｀）。ただ、そのおかげもあり、かなりエイズ予防については 国内で改善されてきてい

るらしいです！  
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 ヘルスセンターの次は Mayange村の中でも特に収穫量の多い村人さんの畑を見させて

いただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP、MPJの支援を受け技術の改善を実現したと、村人さんが語っていたのが印象的でし

た。種子の植え方や水の配分など、土地の気候、肥沃度に合わせた手法をとることが重

要だそうです。雤が尐なく、土壌の肥沃土も低い Mayange村の土地でもよく育つように

調整された種子により、マンゴーの収穫の早さ、量・質が劇的に改善されたらしいです。

（ちなみに、これはその村人の方ではなく、一緒に村を回った、ルワンダ大学の学生さ

んです 笑） 二個上の写真のかわいい子供が食べているパインを僕たちもいただきま

したが、かなり甘かったです、とろけました！  

 

 

パインを切っているのがその村人の方で

す！ 

生産したパイン、マンゴー、バナナなどは市

場に売りだしているそうで、比較的この方は

高収入らしいです。残念ながら写真はないの

ですが、家の屋根には小さいながらもソーラ

ーパネルがついていました！おみやげにパ

インとマンゴーをいただきました、ほんとうにありがとうございました！ 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/1/d/1d413e94.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/1/d/1d413e94.jpg
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次は養鶏場に向かいました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millennium Village に勤めている方々をしばしば Community workerと呼ぶことがあり

ます。コミュニティーワーカーのほとんどはボランティアで勤めている方がほとんどで、

村人と共に生活しつつ、村の生活向上に貢献してくださっています。ただ、そのモチベ

ーション維持は一つの大きな課題だと、村長さんは語ってくださりました。その活動が

日常の一部になることで効率性が低下したり、その収入の尐なさから彼らの意欲が下が

ってしまうことがあるそうです。そのような問題に対するアプローチとして、村への貢

献度が特に高いコミュニティーワーカーに対して追加報酬を与える、というものを紹介

してくださりました。養鶏場はそのための施設の一つで、この養鶏場で育てた鶏たちが

追加報酬になるのだとか。 
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余談ですが、ここを訪問した時に、道路の反対側の学校からすごい数の子供達がかけよ

ってきてくれて、かなり癒されました（*´Д｀*）笑 

 

 

そして次に向かったのがキャッサバの加工場！ 

 

山のようなキャッサバを、コミュニティーワーカーと村人の方達が皮を剥き、乾燥させ、

粉末状にする作業をされていました。生のキャッサバを初めて食べましたが、なるほど、

アフリカンテイストでした（´・ω・｀）笑 

上の写真にある、山のようなキャッサバを細かくし、乾燥させます。 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/0/8/081ed761.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/0/8/081ed761.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/0/8/081ed761.jpg
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そして完成品がこちら！ 

 

イメージは小麦粉のような感じでしょうか。皆様暖かく迎えていただきありがとうござ

いました！キャッサバおいしかったです。 

 

さぁ、お次は村の中のネットカフェへ！ 

 

アフリカにネットカフェ!?と初めはすごく驚いたのを覚えています。村の方々にとって

はパソコンはすごく高価なもので、到底手が出ません。そこで、ネットカ フェを村の

中に設置することで、村人にパソコンというハイテク製品を身近に感じてもらおう、と

いう目的があるみたいです。テレビが日本に導入された時に、 皆が喫茶店に集まって、

テレビを見たような感じで考えれば分かりやすいのではないでしょうか。 
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ルワンダ政府としても、今後の政策として、ICT, Information and Communication 

Technology に力を入れていき経済発展につなげていこうとしているので、それに連動

したものでもある、とネットカフェの店長さんは語っていました。 

  

次は村の中の民芸品屋さんへ！ 

 

店の前には民芸品を手作りで編んでいるお姉さん方。商売上手です。笑 日本では、手

作りで実際に商品を作っているところを生で見て買うようなことはあまりないので、暖

かみを感じることができました！ 
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自給自足の農業産業から脱却して経済発展を遂げる為に、村人に商業活動の重要性を認

知させることは村の一つの課題であると、村長さんは話してくれました。さきほど見た

ような、農業での過剰生産物の取引もその経済活動の一環ではあるのですが、ルワンダ

は内陸国ということもあり、さすがに農業だけでこれから経済 発展を大きく遂げるの

は難しいので、新たな産業を模索する必要があります。その一つの案が観光産業で、ル

ワンダ政府が力を入れている項目の一つです。そう 考えれば僕たちのルワンダスタデ

ィーツアーもルワンダの発展に尐しは貢献できた気がしますね！笑 

 

ついに最後です！ 

最後は村の灌漑施設を見せていただきました！ 

 

写真に映っている、ため池は雤水をためたものだそうです。尐ない雤水を大切に利用し

ようとしていることが分かります。 

 

ユースのメンバーも灌漑施設を利用した水まきのお手伝いをさせていただきました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/7/0/704d8ece.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/7/0/704d8ece.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/c/4/c4034cba.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/c/4/c4034cba.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/c/4/c4034cba.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/2/c/2cc4a325.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/2/c/2cc4a325.jpg
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足を力強く踏ん張って、水をくみ上げるとー、くみ上げられた水がホースからバーッと

出てきました。 

 

  

 時間の関係で僕はできなかったのですが、自転車をこいでいるみたいに、両足を交互

に踏ん張って水をくみ上げる仕組みでした。結構きつそうで、イメージだと自転車のギ

アの一番重いやつでずっとこいでいる感じでしょうか。 

村人の皆様お世話になりました！ 

かなり長くなってしまいましたが、これで Mayange 村訪問編は終了です！現場に行って

自分たちの目で観て感じることの大事さを実感できたと思います！しっかりとした計

画に基づき発展を続けている村のたくましさに圧倒された一日でした。 

Mayange 村の皆様本当にありがとうございました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/9/9/9955195b.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/9/9/9955195b.jpg
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3 月 8日 ルワンダ中央銀行、大統領府訪問 

文責：熊澤 

 

ルワンダの中心となる２大機関、ルワンダ中央銀行と大統領府訪問をお届けします。3

月 8日、この日で 5日目ですが、これからまだいろいろな訪問場所が控えています。こ

の日は中央銀行と政府の中心、大統領府なので出発前から特に入念なチェック。 

 

 

 

 

 

 

１、ルワンダ中央銀行 

まずは、ルワンダ中央銀行へ。ご存知の方もいるとは思いますが、この中央銀行には、

かつて服部正也さんが総裁としてルワンダ経済の発展に尽力した経緯があります。『ル

ワンダ中央銀行総裁日記』として書籍化されているのでご興味のある方はぜひ読んでみ

て下さい。40 年ほど前のルワンダの記録ではありますが、今の発展を考える上でも非

常に興味深い内容です。（ちなみに日本語版のみなので、中央銀行職員の方は非常に残

念がっていました。） 
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セキュリティチェックを受け、中央銀行の館内へ。（後の大統領府を含め、この日のチ

ェックはかなりしっかりとでした。中央機関だと改めて感じます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総裁にお会いできることになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総裁からはルワンダの経済を中央銀行の視点から紹介され、ユースメンバーからの質問

にも丁寧に答えていただきました。 
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中央銀行では、94年 以降の経済復興にあたり、鉄道や電力などの社会基盤の形成、農

業の近代化や観光業を始めとするサービス部門の発展を重要と考えているようです。先

日の畑中 大使にうかがったルワンダの現状からも社会基盤を整えていくことの重要性

を学びましたが、中央銀行でもそれを感じることができました。ちなみに、ルワンダ に

は鉄道はありませんが、今後の可能

性として隣国タンザニアから鉄道を

つなげることを検討しているようで

す。 

 

 

 

 

 

 

メンバーからは ICT政策やマイクロファ

イナンス、援助が必要なルワンダ経済の

今後についての質問などを行ない、いず

れも今後の課題としながらも、発展に向

けて興味深い内容ではあるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総裁や中央銀行スタッフと。 
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2.大統領府 

続いて、ルワンダ大統領府を訪ねました。大統領府では、社会政策部門（医療や教育等

の社会保障関係）のスタッフからお話を聞きました。（4名のスタッフからうかがいま

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、ちょうど学生会議で行なった医療・教育の議論をもとに、医学教育のあり方

や英語教育の話をメンバーとスタッフの方と共有することができました。 

 

大統領府の中でも、特に社会政策の関係者と議論ができたことは、ルワンダにおける

MDGsへの取り組みを実際に政府側の話として聞ける貴重な経験になりました。 
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ユースメンバーと大統領府スタッフの皆さん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

この日の訪問は、中央銀行や大統領府の皆さんから現在の取り組みを聞けたことはもち

ろん、ルワンダの中央機関に足を踏み入れることができたということも非常に貴重な経

験になりました。 

 

ルワンダ中央銀行、大統領府の皆様、本当にありがとうございました。 

次の日からも政府機関や経済団体訪問がありましたが、こちらの報告は乞うご期待で

す！ 

 

（おまけ＠中央銀行） 

総裁が座った席に座ってみました。 
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3 月 9日 Private Sector Federation of Rwanda, Ministry of Finance and Economic 

Planning 

文責：夏井 

1. Rwanda Private Sector Federation 

ユースの会では、渡航先にルワンダを選んだ際もルワンダの経済成長に注目をして

おり、ルワンダの『市場としての可能性』や『投資条件』に大変興味がありました。 

今回の渡航にあたり、在日本ルワンダ大使に大変お世話になったのですが、訪問先

の機関の希望を聞いていただいた際もまっさきに選択肢にあがったのがプライベ

ート・セクター連合です。 

 

そのため今回は訪問前日の夜にホテルのロビーで事前勉強会を開催。 

 

1年生の麻衣ちゃん、有國くん、味志君が日本か

ら準備をしてきてくれました。 

 

 

 

 

 

プライベート・セクター連合の本部は、他省庁のようにキガリの中心ではなく尐し

離れた Gikondo というところにあります。 

Gikondo はタンザニア、ウガンダからの商品が一度終結する大きな道路が通る町ら

しく利便性を考慮した立地ということがいえます。 

 

プライベート・セクター連合では、私たちのためにパワーポイントのプレゼン資料

を準備してくれていました。 

 

 

 

タイトルは『Presentation on Investment Opportunities and Doing Business in 

Rwanda』です。 
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今回は、代表の Mr.Robert Bayigamba 氏と、CEOの Mr.Roger Munyampenda 氏より直々

にお話を聞く貴重な機会に恵まれました。 

 

Mr.Bayigamba 

 

 

 

 

 

Mr.Munyampenda 

 

 

 

 

ルワンダのプライベート・セクター連合は商工会議所の役割を果たしており、1999年

に 9つの産業ごとの会議所をまとめて組織されました。 

ルワンダのプライベートセクターの成長と強化に資することを第一の存在意義として

おり、政府に対する提言やロビイング活動のみならずビジネスを始めやすい環境整備の

ために日々活動をしてます。 

 

ルワンダは 1994年のジェノサイドにより経済が壊滅したにもかかわらず、その後『ア

フリカの奇跡』と呼ばれる経済成長を遂げていますが、その背景には豊富なビジネス・

チャンスと投資促進のための環境整備への努力があることを学びました。 

プレゼンでは、プライベートセクターの成長要因となる条件として： 

 ・投資家にやさしい政府 

 ・持続的成長 
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 ・観光資産（新しい空港、会議施設など）  

 ・未開発資源（スズなど） 

 ・東アフリカの域内市場的存在 

が挙げられており、 

 

さらに、投資を呼び込む分野として： 

 ・観光業 

 ・農業 

 ・鉱山業 

 ・インフラ 

 ・不動産業 

 ・ICT（Information Communication Technology) 

が海外のみならず、国内の投資家や起業家よ

り注目を浴びているそうです。 

インフラについては、現在写真にあるように

国内で多種多様なプロジェクト案件が持ちあ

がっているとのこと。 

メタンガス採掘や、水道管のプロジェクトだ

けでなくブルンジとコンゴ共和国と共同での

水力発電プロジェクトも！！ 

 

 

 

 

 

 

 

プレゼンの後にはメンバーからの質問にも丁寧にお答えしていただきました。 

 

質問内容は農業の機械化について、ICT立国を目指している

がそのために必要な電力供給はどうなっているのか、投資リ

スクについて、家族がベースである小規模ビジネスについて、
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ルワンダの経済成長の阻害要因についてなど多岐にわたりました。 

 

ルワンダが内陸国であるが故に輸送コストが高いことや、さらなるインフラ整備が求め

られること、人口の過密と増加が問題になっていることなど、ルワンダ経済が直面する

課題を率直に受け止めながらも、経済成長を遂げるためには PPP(Public Private 

Partnership)を重視しつつ、インフラを整備し、農業ベースの経済から移行していく必

要があると繰り返し述べていたのが印象的でした。 

 

今後のルワンダ経済の成長がどのような道をたどっていくのか、どのように ICT立国と

してサービス産業を中心に発展していくのか、今回のお話を心に留めつつ注視していき

たいと思います。  

 

2.Ministry of Economic and Finance Planning 

プライベート・セクター連合のあとは、Ministry of Economic and Finance Planning

を訪問しました。 

Ministry of Economic and Finance Planning では、Mr.Leonard 

Rugwabiza 氏より、2000年に策定されたルワンダの政策目標

である、Vision2020についてお話を伺いました。 

1994年のジェノサイド以降、ルワンダでは政府が中心となり

国家の再建を目指しましたが、ジェノサイドを経験し、人々がまず求めたのが

"security"であったため、『よいガバナンスと統治能力のある政府』が Vision2020 の

第一の柱となり、その次に『人材開発・知識ベースの産業』が挙げられました。 

その他の柱としては、『プライベート・セクターを中心とした経済成長』や『インフラ

整備』、『高生産かつ市場本位の農業』がありますが、2020年までに中所得国家にな

ることが最大の目標として掲げられています。 

2005年には、Vision2020 達成のための一歩として中期政策目標である、EDPRS(Economic 

Development and Poverty Reduction Stratedy)が策定されました。 

これら二つの政策の中で、貧困削減のためには教育の充実、人口増加に対しては人口抑

制と生産性増加で対忚することが詳細に述べられています。 

この Vision2020 を達成することは、ルワンダが国連開発目標（MDGs）を達成すること

にもつながり、ひいては貧困削減にも貢献することになります。 

 

ジェノサイドを経験し、『次の日に死なないための保障』を一番に国民が求めたという
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ことを聞き、改めてジェノサイドという歴史が持つ重さを痛感すると同時に、1994年

から現在までの決して長くはない年月の中で次の目標を掲げ、そしてその国で生きてい

こうとするルワンダ人の強さを感じました。 

 

9日に訪問したプライベート・セクター連合、Ministry of Finance and Economic 

Planning ではルワンダという国の経済の今後について考えるたくさんのヒントを、メ

ンバーがそれぞれ得ることができたのではないでしょうか。 

Vision2020、ミレニアム開発目標の達成は容易なものではないと思いますが、目指した

い姿・目指すべき姿を明確に描けることの力強さ・大切さが伝わってきました。 

ルワンダに『行って終わり』にするのではなく、今後もルワンダを訪れたひとりの人間

として、ひとつの学生団体として、ルワンダについて学び・知り・伝え続けていくこと

ができたらと思います。 

 

プライベート・セクター連合の皆様、Ministry of Finance and Economic Planning の

皆様、ありがとうございました！！ 
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3 月 9日 HASUNA 牛の角工房訪問 

文責：大小田 

 

午後にお邪魔した、HASUNA工房訪問についてお伝えします。 

この工房は、キチュキロ市場の近くにあり、牛の角を利用してアクセサリーやパーツを

製作しています。この工房でつくられたアクセサリーは、ethical jewelryとして知ら

れています。ethical jewelry とは、紛争や搾取により得た原石で制作者が不当な対価

を得ることを防ぐことを目的としています。日本では白木夏子さんが株式会社 HASUNA

を設立させ、青年海外協力隊 OGの加藤悦子さんがルワンダで、その工房を立ち上げら

れました。加藤悦子さんが工房を立ち上げた背景には、ルワンダのストリートチルドレ

ンが施設を出たあとに仕事を見つけることが難しい現状を踏まえ、彼らにも『仕事のあ
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る暮らし』をという想いがあるそうです。そのため、工房で働いているのは、元ストリ

ートチルドレンの尐年たちです。  

私たちが工房へ着くと、彼らはさっそく工房の様子を見せてくれました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、牛の角がどのようにアクセサリーになっていくのか、体験させてもらいました。 

角を切る作業は思った以上に大変で、みんな苦戦してまし

た！ 
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アクセサリーは、かわいいものばかり。実際に、白木夏子さんが日本でも販売しており

ますが、工房でも買うことができるということで、購入しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

働いている尐年たちは、私たちにとっても親切で、いきいきと仕事をしていました。た

だ、安定した収入を確保することが難しいようです。やはり、市場で売れる数は限られ

ているし、海外からの発注がなければ収入はほとんど入ってきません。そこで、みなさ

んにアンケートです。どんな形のアクセサリーがほしいですか？工房で働いている人た

ちは、アクセサリーのバリエーションを増やすこともしたいと言っていました。そこで、

みなさんのリクエストがあれば、彼らに伝えようと思います：）最初は、牛の角ってど

んなアクセサリーになるんだろうと思ってましたが、みんなすっかりお気に入りになっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Millennium Promise Japan Youth 2011 March RWANDA PROJECT REPORT 

205 
 

最後に、彼はこの工房のリーダー、ポールです。 

 

彼は、将来の家庭を築くために、ここで稼いだお金を貯金しているそうです。将来の理

想の自分を作っていく場所、そんな工房の素晴らしさに触れることができた時間でした。 

 

ユースの会の工房訪問を快諾してくださった加藤悦子さん、現地で案内をしてくださっ

た岡田環さん、HASUNA の工房のみなさま、本当にありがとうございました。 

 

 

3 月 10日 JICAルワンダ駐在員事務所訪問 

文責：樽田 

 

JICAルワンダ駐在員事務所での様子についてです。JICAと言えば青年海外協力隊を

思いうかべるという方も多いと思いますが、実は青年海外協力隊は 1965年に発足して
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いるのですが、JICA自体が発足したのはつい最近の 2003年のことなのです。JICAの事

業内容は多岐にわたっていますが、簡単に言えば政府開発援助(ODA)の実施機関です。

今回はそのルワンダ事務所を訪問できるとあって、援助に興味津々な我々ユースのメン

バーにとっては願ってもない機会となりました。 

 JICAは、1994年の紛争後目覚ましい復興を遂げているルワンダを支援するため 2004

年以降本格的な二国間協力を再開し、2005年に首都のキガリにルワンダ駐在員事務所

を開設しました。現在事務所は総勢 30名ほどで運営されています。 

 

今回は、所長の小林さんと職員の鯉沼さんが「JICAのルワンダ支援の現状について」

というテーマでお話してくださりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真中央左が小林さん、右が鯉沼さん） 

 

まず簡単なルワンダについての紹介をし

ていただき、次に JICAのルワンダにおけ

る取り組み紹介、最後に質疑忚答という流

れで進められました。 

 

 

 

 

現在のルワンダにおける JICA事業は次のようになっています。 

1.人的資源開発・・・ルワンダの強みである豊富な人材の教育 

2.地方開発・・・主に農民や農業の支援 

3.経済インフラ・産業開発・・・電気や水道といった基本的なインフラ整備や農村振興 
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4．課題横断部門開発・・・協力隊ボランティア派遣など 

 

1． 人的資源開発では、トゥンバ高等技術専門学校強化支援プロジェトを紹介していた

だきましたが、驚いたことにこの学校、JICAの支援を受ける以前は学期の 始まりや終

わりも決まっていないなど基本的なところもままならない状態だったそうで、授業内容

の見直しや設備拡張といったことだけではなく、もっと根本的 な組織づくりや学校運

営といった部分から支援してきたそうです。 

 

2．地方開発では、水衛生改善計画プロジェクトや丘陵地灌漑計画を紹介していただき

ました。ため池作りやトイレ設置など日本の技術が至る所で用いられているとのことで

した。 

 

3． 経済インフラ・産業開発では、タンザニアとルワンダ国境にかかるルスモ橋架け替

えおよび国境施設建設計画について紹介していただきました。このように国境 をまた

ぐ案件では周辺国との協力体制をいかにして構築するかが大切で技術的な面だけでな

く、国境付近における両国の役割分担や取り決めを促すのも JICA の大切な役割の 1つ

だそうです。 

 

4．課題横断部門開発では、協力隊のボランティア活動について紹介していただきまし

た。エンジニアから養 護学校などで活動をするソーシャルワーカー、手工芸を教える

方まで幅広く活動されているようです。協力隊にも、コーディネーター的な役割を果た

す方と専門 分野での技術協力をする方がおり、どちらが欠けてもプロジェクトはうま

く回らないそうです。 

 

以上のことからもわかるように JICAの事業はとても魅力的なものが多いですね。JICA

ルワンダでは、ルワンダ政府の方針を最大限に尊重しつつ援助を行っているという印象

を受けました。今後も JICAの活動に注目していきたいです。 
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小林さん、鯉沼さん、貴重なお時間をどうもありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月 10日 UNDPルワンダ事務所 

文責：夏井 

 

10日は、それまでのルワンダの公的機関訪問ではなく JICA及び UNDPという、海外の

援助機関を訪問しました。『ルワンダから見たルワンダ』と、『外から見たルワンダ』

には違いがあるのか、また援助対象国としてのルワンダとはどのようなものなのか、ま

た尐し違った視点でルワンダを捉えることができました。 

 

国際機関に興味があるメンバーが多く、初めて訪問する国連機関に尐し緊張していまし

たが、 

迎え入れてくれたのはとてもフランクで素敵な職員の方々でした。 

 

今回は、3名の職員の方々が、 

 １．国連機関のコーディネーション 

 ２．環境・気候問題に関する国連の役割 

 ３．ルワンダにおける国連ミレニアム開発目標（MDGs)の状況 

についてプレゼンテーションを準備して下さいました。 

 

1．国連機関のコーディネーションについてですが、国連では 2006年 11月に発表され

たハイレベルパネル報告書（High Level Panel Report on System Wide COherence)に

て個々の国連機関が独立に活動することによって生じるコストを軽減するための効率
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化が提言されました。 

これを受け、ルワンダにある国連機関も"Delivering as one UN"というフレーズのもと

で、 

 ・One Programme 

 ・One Leader 

 ・One Budgetary framework 

 ・One Office 

を実施しているようです。 

ルワンダの国連機関は 2008年よりルワンダの中期政策目標である EDPRSの内容に沿っ

た援助プログラムを行うため、機関共通の計画・実施・監視ツールを使用しています。 

そしてこのプログラムは全て、最終的には国連ミレニアム開発目標の達成を目指すこと

に主眼が置かれています。 

 

プレゼンテーションをしてくれた Michaellaさん 

 

2．環境・気候問題に対する UNDPの取り組みについては、ルワンダ国立大学で教師をし

ていたという John さんが私達に質問も投げかけながら、授業っぽく分かりやすく説明

してくださりました。 

環境に関しては、MDG7の『環境の持続可能性の確保』が国連としてのプログラムを計

画・実施する際の指標となります。 

ルワンダにおける支援の重点項目としては、 

 ・気候変動 

 ・生物多様性 

 ・自然資源の管理 

 ・貧困問題+環境 

が挙げられます。 
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ルワンダには 3つの国立公園があり、火山、絶滅危機にあるといわれるゴリラ、豊富な

森林など世界的にも注目を浴び、重宝されるべき自然資源に恵まれています。 

生物多様性も尊重しつつ、これらの資源をルワンダの発展に活かすことは依然開発途上

にあるルワンダでは容易なことではありませんが、国連機関とともに今後どのような道

を歩んでいくのか、注視していきたいと思います。 

 

 

 

3．ルワンダにおける国連ミレニアム開発目標（MDGs)達成状況については、ベルギー出

身で UN Volunteer のエコノミストであるニコラスさんよりお話を伺いました。 

 

MDGの特徴として 

 ・数値目標であること 

 ・2015年までという期限がある事 

 ・法的拘束力・強制力がないこと 

を踏まえる必要があるとしながら、ひとつひとつのゴールの達成状況を、特に社会経済

的側面からデータを用いながら詳しく教えていただきました。 

ルワンダという国を全体的にみると、2015年までの MDGs達成は厳しい状況であるもの
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の 1994年に国が壊滅的打撃を受けたことを踏まえると、著しい成長を遂げていること

は注目に値し、国内外からも評価を受けているようです。 

ルワンダは『アフリカのシンガポール』を目指しており、現在の農業ベースの経済から

サービス業ベースへの移行を遂げるべく政府主導のもと多種多様な政策・プロジェクト

が実施されていますが、東南アジア諸国がたどった道とは違って工業を飛ばしてしまっ

ているのではないかという声もあります。 

ただ、ルワンダが小さな内陸国であること、水資源へのアクセスが限定されていること、

インフラ整備での課題が残っていることや輸出入のコストが高いという課題を鑑みる

と、ルワンダは比較優位を見て、競争できる分野で成長を目指していくことが望ましい

とニコラスさんは言っていました。 

 

3名の方々からお話をうかがったあとは、敶地内を案内してくれることに！ 

最初に述べたようにルワンダでは"Delivering as One UN"という理念の一環で、ひとつ

の敶地内に様々な国連機関の事務所が集中しています。 

 

お土産をお渡しすべく、UN Rwanda のヘッドの方のお部屋へ。 

ベニン出身のパワフルな方でした。 
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次に環境についてお話をしていただいた Johnさんのオフィス。 

彼の前任者は日本人の方だったそうです。 

 

UNV、UN-HABITATのオフィスにもお邪魔。 
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国連機関というと、遠い存在に感じてしまいがちでしたが、そこで働く人々はみな同じ

ひととして、同じように夢や理想を持ち、世界のため、ひいては世界に生きる 1人 1人

の人のために働かれている温かい方々でした。 

ルワンダ UNDP事務所の皆様、UN Rwanda の皆様、 

本当に有難うございました！！ 

 

 

 

3 月 11日 外務省訪問 

文責：大澤 

 

午前９時から９時３０分まで、短い時間でしたが、外務省を訪問してきました。 

 

 

（外務省正面、ルワンダ国旗に加えて、東アフリカ共同体等の旗が掲げられている） 
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もともと、外務省訪問は予定になかったのですが、我々ユースの会が中央銀行や大統領

府訪問を訪問する際に同行し、案内してくださった外務省職員の Saleh Baziga 氏のご

厚意により、訪問させて頂くことになりました！ 

 

（Saleh Baziga 氏） 

お話してくれたのは、Saleh氏の上司である Joseph Kabakeza 氏。比較的ラフな格好で

したが、金曜日はいわゆるカジュアルデーで、省内ではかっちりとネクタイを締める必

要がないとのこと。 

今回の研修で各公的機関を訪問させてもらうため、駐日ルワンダ大使館に協力をご依頼

したのですが、Kabakeza 氏は、ルワンダ大使館と各公的機関の間のコンタクトパーソ

ンをつとめ、アレンジをしてくださいました。 

 

（Joseph Kabakeza 氏） 

Kabakeza 氏は、主に、今後ルワンダが発展していくためには、どのように振舞ってい

くべきかについて話してくださいました。そのために、９４年の虐殺のイメージを払拭

すること、東アフリカ共同体を重視することを挙げていました。まず、９４年の事件の

イメージを払拭することですが、未だにルワンダと聞くと虐殺のイメージが強いのが現

状です。ルワンダのイメージは、「ホテル・ルワンダ」や「ルワンダの涙」に象徴され
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るように、９４年の出来事が強烈に印象に残っており、今のルワンダについてはあまり

知らないという方が大半だと思いま す。そこで、Kabakeza氏は、今のルワンダを知っ

てもらうこと、つまり治安もアフリカの中では極めて良好なこと、また“アフリカの奇

跡”と呼ばれる経済発展を続けていることを周知させ、イメージをアップデートさせて

いくことが求められると述べていました。 

 

 

次に、東アフリカ共同体ですが、あまり馴染みのない用語だと思いますが、その名の通

り、ルワンダやタンザニア、ブルンジ、ケニアといった東アフリカ地域において、関税

等をなくして統一された市場を目指していくことを大きな目標に掲げています。

Kabakeza 氏は、ルワンダの地理的、経済的要因を加味した場合、いかに隣国との関係

を強化していくかがルワンダの発展のキーであると述べ、ルワンダ一国で考えるのでは

なく、東アフリカ地域という大きな枠組みで自国を捉えることが大切であると話してい

ました。 

 

３０分という短い時間ではありましたが、ルワンダの今後のヴィジョンについて、分か

りやすく説明してくださいました。また、日本との関係において、Kabakeza氏は、TICAD

を例に挙げ日本が積極的にアフリカを支援していることにも言及していました。 
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自国の様々な諸条件を加味した上でどう振る舞うかを決めていくかについては、日本に

とっても例外ではないため、非常に興味深かったです。 

本当にありがとうございました！！ 

 

3 月 11日 東北地震、大使との食事、虐殺記念館を訪れて 

文責：松郷 

僕らは、外務省を訪問した後、２時間ほど時間があったので町のカフェでゆっくりしな

がら、買い物していました。 

ふとテレビを見ると、なんと 

CNN の breaking news で、日本で起きた地震について報道していました！ 

 

（ナクマットというデパートにあるブルボンカフェに設置されているテレビ） 

 

東北地震の事や、千葉での轟々と燃えている工場の様子がテレビに・・・！更に、マグ

ニチュードが、、、、８．８？！ 

本当に、あせりました！ 日本は大丈夫なのかなと思い、各自携帯で連絡しても中々通

じたり、通じなかったり・・・。新しい情報もなかなか入ってこなくてテレビの前でみ

んな立ち往生・・・。 

周りの人は、確実に僕らが日本人だと分かったと思います・・・。 

近くにいた人が心配して声をかけてくれて尐し嬉しかったです。海外の視点で日本のニ

ュースを見たのは、神戸大震災以来で、日本が世界的に注目されているのだなと痛感し

ました。 

幸い、メンバーの家族の無事が確認できました。被災地の一日も早い復興を祈っていま

す。 
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そして、駐ルワンダ日本大使でいらっしゃる畑中大使のご厚意で、日本大使館公館でお

食事をいただくことになっており、日本大使館公館に向かいました。場所は町の中心か

らやや離れていましたが、とても静かで素敵な所で、とても過ごしやすそうな所でした。 

 

 

 

 

 

食事

は、Ｍ

ＰＪ

ユー

スのために、日本食をご用意してくださいました！日本食が恋しい時期であろうと、日

本食を用意してくださったそうです。公館で働く料理人や畑中大使の奥様が作ってくだ

さいました。 

とても美味しい！！そして、懐かしい味でした！ 

畑中大使にお伺いしたところ、日本食レストランはルワンダにまだ無いそうです。 

僕達も、まさか、ルワンダで日本食を食べることができるとは思いませんでした。 
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中大使から、このプロジェクトは今年始まったばかりだけど、こうやって築いてきたル

ワンダ側とのつながりを大事にして、これから、来年以降も、このプロジェクトを続け

ていってほしい、というありがたい言葉をいただきました！ 

来年以降も、このような研修が続けられるように、頑張って行きたいと思います！  

 

畑中大使とお話できたことや、公館で食事をすることができたことは、僕達にとって非

常に良い経験になりました。本当に、ありがとうございました。 

そして、最後に記念写真を撮らせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会食後、我々はキガリにある、虐殺記念館を訪れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まず、見学を始める前に、金属探知機をくぐりました。ルワンダの歴史にとって重要な

拠点だから破壊されるのを防ぐためなのかな、と思いました。 

金属探知機の下をくぐるのは、何度か経験していたため、もう慣れてきました。 
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荷物チェックの後は、英語の案内付きテープを借りて解説を聞きながら建物を回りまし

た。 

 

建物は円筒のような形であり、まず一周し、それから建物中央部のスペースを見る流れ

になっています。 

 

建物を一周すると、虐殺が起きた背景を知りながら、虐殺がどのように起きたのか、虐

殺の間に行われた事、そして虐殺後の対忚を知っていく事が出来ました。 

 

そして、中央部では、いくつかの仕切りになっていますが、虐殺により死んだ人のおび

ただしい数の写真が展示されている部屋、虐殺で死んだ人の腹や装飾品が展示してある

部屋、そして、大きなモニターのある部屋に分かれていました。 

 

印象に残っているのは、いくつかあります。 

 

まず、虐殺は新聞の風刺やラジオなどで過激に扇動されて起きた事を示す新聞記事があ

った事です。新聞報道で使われたイラストを載せていて、それはとても絵としても分か

りやすく、そういったイラストもまたジェノサイドの浸透に大きく役立っていただと分

かりました。 

 

次に、国連軍は必要な措置を取ってくれなかった、という事です。それについても、一

つのセクションを作っていたので、ルワンダは不満を持っているのだな、と感じました。 

 

 

第３に、虐殺後に、虐殺に関与したフツ人への裁判の動画です。誰を殺したのかを告白

させられているのです。辛いです・・・。「声が早い、小さい」などと、周りから言わ

れながら、自分がジェノサイドの際に何をしたかを告白させられるのは・・・。これが、

ガチャチャなのかな、って思いました。 

 

 

第４に、虐殺の被害を受けた遺族の、悲痛な本音を流した動画です。愛する人や友人な

どを失って生き残った彼らは、本当に辛い様子でした。家とか財産を失っても懸命に生

きようとしたり、生きるのが辛くなったりなど、ジェノサイドの被害は死者だけでなく
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生き残った人にも及んでいるのです。そして、それは、まだ続いている。そう思うと、

彼らに同情を禁じ得ません・・・。 

 

 

最後に、虐殺被害者の写真や遺骨です。写真はおびただしい数でしたが、実際に殺され

た数はこれの何倍にもなるのだと思うと、改めて虐殺被害者数の量と、その恐ろしさを

感じました。遺骨は、綺麗に並べられてありますが頭蓋骨には穴が大きく空いていまし

たし、骨も折れているのもありました。 

 

それでも、この虐殺記念館は、ツチ族に対して同情的に作られたものだというのは分か

りました。ツチ＝被害者、フツ＝加害者という構造が見て取れました。 

ルワンダ国内には、二度と繰り返させないためにこのような記念館を残すべきであると

言う意見と、ルワンダと言う国を真に統一された国として発展させていくためにもこの

ような記念館をなくすべきという意見が存在しているそうです。 

 

建物を見学した後は、被害者の為に作られた庭園などを見ました。建物の裏側にあるも

ので、綺麗に整備されていました。 
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そして、僕は、ここを訪れて感じたことを尐しでも忘れないために虐殺について書かれ

たパンフレットのような冊子を買いました。 

他にも、T シャツが売られていたり、木彫りの像が売られていました。 

 

９４年に起こったルワンダのジェノサイドは、ルワンダ国内のみならず、国際社会全体

にとっても大きな悲劇です。記念館を見学することを通じて、よりリアリティをもって

知ることができました。私たちは真摯に捉え、もう二度とこのような事件を繰り返さな

いようにしていかなくてはならないと、改めて実感しました。 
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3 月 11日 アマホロ訪問 

文責：大小田 

3月 11日の夕方は、HASUNAを案内してくれた岡田環さんのおすすめ、アマホロに行っ

てきました。アマホロは、ジェノサイドの影響で未亡人や孤児になった女性たちの働く

場として 10年前に設立されました。ここ、ルワンダだけでなく、ケニアにも 100近い

拠点があるそうです。海外のボランティアも受け入れており、ここルワンダのアマホロ

には、ベルギーの女性がボランティアとして働いていました。彼女がデザインを担当し

ています。ちなみに、アマホロは聖書の教え

を大切にし、朝はお祈りをし、夕方には聖書

を読んでいるそうです。 

 

 

 

ここは、現地のお母さんたちが自分たちでかばんやポーチ、服など作っている工房です。

それを市場で売ることによって、彼女たちの収入源になっています。 

 

私たちが工房に着くとみんなが歌とダンスで出迎えてくれました！アマホロで働くお

母さん達は、心から我々ユースのメンバーを歓迎してくださり、本当に感動しました。 

 

そして、彼女たちが実際に作業をしているところや、工房を見学させてもらいました。

各自がミシンを使いながら、慣れた手つきですばやく作っていました。 
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最後に工房の奥にあるショップに行き、みんなでお買いもの。 

 

店内にはこのようなかわいい商品がたくさんあります。かわいいだけでなく、一つ一つ

すごく丁寧に作ってあり、商品としてすごくしっかりしていたのが印象的でした。 
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みんなとっても気に入りました！アマホロで買った商品は、ユースのメンバーにとって、

すごく良いルワンダのお土産になりました！！ 

 

明るいお母さんたちの活気に満ち溢れた素敵な工房を訪れることができました！ 

アマホロのみなさま、アマホロを紹介してくださった岡田環さん、本当にありがとうご

ざいました。 

 

3 月 12日 ルワンダ大学学生とドリームマップ作成 

文責：狩野 

 

ルワンダ出国の一週間前の２月２５日、MPJyouth メンバーが JICA地球広場に集まりド

リームマップ発案者の秋田稲美様にノウハウを教えて頂きドリームマップを作成しま

した! 

 

ドリームマップとは・・・・大きな模造紙を使用し、その紙の真ん中に最終的な目的と

なる自分の夢を書き、またその目的を達成するための具体的な目標を模造紙に書く。そ

して雑誌の切り抜きなどを用いて装飾をし、夢を彩るというものです。夢を描くことに

より今が楽しくなり、信じることにより自ら行動するモチベーションをとなるため、企

業や障害を持った方々や学生などがこのドリームマップを描いてきました。 
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そしてルワンダ渡航中の３月１２日に MPJ youth のメンバーでルワンダ大学を訪ね、ル

ワンダ大学学生とドリームマップを作ってまいりました。 

ドリームマップを作成したルワンダ大学学生の多くが、「ルワンダをもっとよい国にし

たい」という夢を、 

きらきらした表情で語ってくれ、ドリームマップに描いてくれました。 

 産業の 90％が農業ということもあり、「マイクロファイスの会社をたちあげて、ル

ワンダの発展に貢献したい」や「農業の生

産性をあげるシステムをつくり国全体に

広めたい」といった農業による発展に関心

のある学生がほとんどでした。 またルワ

ンダは将来 ICT国家としての発展を考えて

いるので、情報技術や電力などの発展の夢

を持った学生が多くいました。 

 

 

 ユース一同そのような彼らのに感銘を受けると同時に、自分たちも、特に今回の地震

や津波ような危機に面しているときに何ができるのか、積極的に考えるきっかけを与え

てもらいました。地球上どこにいても、どのような環境に育っても、人は夢を持ち、そ

の夢があるからこそ、日々努力したり頑張ろうというモチベーションややる気を生み出

し、様々な結果を導くのだと感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ドリームマップが日本中、そして世界中に広まり、みんなが夢について考え、語り共有

できるような機会が増えることを願っています。 
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 秋田稲美様 

 お忙しい中私たちのためにお時間を割いてドリームマップのワークショップを開催

してくださり、本当に有難うございました。 

 

3 月 12日 Gikongoro Memorial 

文責：國谷 

 

私はルワンダ大学の学生と Dream Mapを一緒にわいわい作った後、お昼ご飯を完食した

ことを心底後悔した Gikongoro Memorial について書こうと思います。 

 

Gikongoro Memorial とはキガリにある虐殺記念館よりももっと生々しく、衝撃を与え

る記念館でした。キガリの虐殺記念館に関しては 3月 11日の松郷が書いてくれた記事

を見れば分かると思いますが、きれいに観光地化されていてどちらかというと冷静に

94年の虐殺を見ることができます。でも Gikongoro Memorial は学校で行われた大虐殺

がそのまま保存されていて、状況を説明する文字もなく、入る教室、入る教室、どの教

室にも、ただただ死体がたくさん並んでいるところでした。 

 

写真を撮ることは不謹慎なので、読者の方は想像できないかもしれませんが、今でもあ

のライムに混じった死体の腐った匂いは覚えています。人間が殺されるということを、

直感的に感じた瞬間でした。 

 

ルワンダの暗い過去を後世が忘れてしまわないように、広島や長崎の原爆記念館のよう

に、紛れもない事実をしっかりと伝える役割を果たしていって欲しいです。 
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ただ私がこの記事で伝えたいのは、このルワンダの暗澹たる側面だけではありません。 

 

生理的な嫌悪感を感じながら、尐しばかりの吐き気を覚えながら 

バスでルワンダ大学へ彼らを送りに帰る途中 

バスの重苦しい空気を一掃してくれたのは、彼らが気を使って歌ってくれたルワンダの

歌でした。 

手を叩きながら、足を踏みならしながら、バスを叩きながら（笑） 

意味は分からないけど底抜けに明るい歌をみんなで歌いました。 

人類が誕生したずっとずっと昔から受け継がれてきたんだろうなぁと思いながら  

さっきまで Gikongoro Memorial にいたのが嘘だったかのよう歌っていました。 

 

 

 

アフリカの暗さと明るさ。 

両方感じられた充実した１日でした。 
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3 月 13日 ルワンダ生活最後の日 

文責：有国 

 

今日はルワンダ最終日のことをつらつらと書いていこうと思います。ルワンダプロジェ

クトの締めの記事なのでちょっと緊張してたり・・・。笑 

 

この日は自由行動ということになっていたのでみんな思い思いのところへ出かけてゆ

きました。 

僕は、ユースのマスコットキャラクターたんしょこと、ユースのどや顔キャラまい様と

ともにキガリ市内にある市場に行ってきました。外国の市場なんて初めてなのでわくわ

く。 

徒歩でとほとほと３０分歩いて歩いて、（途中ニューヨークタイムズのルワンダ支社に

勤めておられる方とお話ししつつ←すごい！）市場に到着！ニューヨークタイムズのお

じちゃんには、「外国人は高い値段で商品を売りつけられるから注意しなよ」というご

忠告を頂き、いざ市場へ！いろんなものが売られていてその広さに圧倒されました。 

 

 

まい様は最終日にしてやっとサングラスを購入され（かなりしつこく値切ってました

（笑））、優柔不断なたんしょこは一目ぼれしたビーズのネックレスを買うかどうか迷い

に迷った末・・・   ケチって買いませんでした（笑） 
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僕はというと、「ルワンダ」という文字が入ったサッカーのユニフォームを約５００円

で購入！ホッケー部の練習で着たいと思います笑 

それと手作りの麦わら帽子を約３００円で購入！お得な買い物をしました。その結果、

いかにも「アフリカにきたぜ！」といった感じの風貌になっていました。笑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ほかにも市場にはさまざまなものが売られていました。衣服、果物、野菜、雑貨。ルワ

ンダ人の生活に必要なものがたくさん揃っていました。 

http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/2/2/22258dbb.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/mpj_youth_09/imgs/2/2/22258dbb.jpg
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帰り道では、子供たちが民家から出てきて一緒に写真をとりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その日の夜は、このプロジェクトを主導してくださった夏井さん・大澤さんのためにサ

プライズパーティーを開いてケーキと色紙をプレゼントしました。２人とも喜んでくれ

たようでした。 

こうして２週間にわたるルワンダプロジェクトが無事に終わりました。 

このプロジェクトを通して、本当にいろいろなことが知れたし、なにより初めてのアフ

リカは感動の連続でした。 

本当に貴重な体験ができたと思っています。 

メンバーを最後までひっぱってくださった夏井さん・大澤さん、一緒に頑張ってきたル

ワンダメンバー、日本でルワンダの準備をさまざまな形で手伝ってくれた他のユースメ

ンバー、このプロジェクトを支援してくださった多くの人に改めて感謝したいです。 

ありがとうございました。 

 

 


