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○はじめに

2012 年 9 月 14 日、ラオスの小学校へ学用品を届けた後、山里君・次男秀平と私の 3

人は、隣国カンボジアへ向かいました。NGO 民際センター（EDF）のチャンディ所長が

我々を案内してくれることになっていたからです。

カンボジアは、3 人にとっては初めての国。

最近の外国企業の進出と著しい経済発展の反面、痛ましい内戦の歴史や今も残る地雷の

問題など、いくばくかの予備知識はありました。そして、今回は田舎の村を訪れること

になっていたので、それなりの期待を持って飛行機を降りました。足掛け 3 日、実質的

には 2 日弱の短い滞在でしたが、期待に違わず、考えることの多い訪問でした。
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Part １．コンポンチュナン州、テュークフォス郡、トラピン・プリング村、

ミタヒープ小学校

１．村の市場

チャンディさんが連れて行ってくれた村は、首都プノンペンから北へ約 90Km のとこ

ろにあるトラピン・プリング村で、コンポンチュナン州にある。

プノンペンを朝早く出発し、最初の 2 時間は、平原が広がる中の舗装された道を走る。

しかし、西へ向かって一歩幹線道路を下りると、そこは、農道に使うでこぼこ道。雨季

の水たまりを避け、かなりの揺れの中をさらに 1 時間進むと一本の線路があり、その向

こうが村の市場だった。

この線路は、以前は何かの貨物輸送に使ったらしいが、今はほとんど使われていない

ようで、もっぱら村の人たちの交通手段になっている。

線路沿いにある民家は高床式が多く、壁が木だったりバナナの葉だったりする。この

日は土曜日で、軒先に座ったお母さんたちが、子供をあやしながら、のんびりおしゃべ

りをしていた。また、別のおばさんは、川でとった小魚をにわとりのえさに刻んでいた。

（～猫もご相伴に。）

さらに歩くと市場があり、野菜や雑貨を売るお店、バイクの修理屋さんなどが並んで
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いた。車で走っていた時には気が付かなかったが、古い建物の軒先に、いろいろなもの

がぶら下がっていて、日本の昔の田舎も、多分、こうだ

ったのかな、と思った。

なにやら人だかりのするところに着いたのでのぞい

てみると、良い服を着た男女のペアが、上半身裸の男の

子を 2 人立たせてマイクで講釈している。

なんでも、皮膚薬とかの薬類、そして、化粧品の出張

販売に来ているらしい。ラウドスピーカーの声が喧しく、

つられて多くの村人が集まり、熱心に聞き入っていては

いたが、あまり売れているようには見えなかった。

２．ミタヒープ小学校

小学校は、村の市場からさらに 20 分ほど、田んぼのあぜ道を進んだところにあった。

名前をミタヒープと言って、カンボジア語での意味は“Friendship(友情)”。立派な建物

で、教室は３つ。数年前、日本人の篤志家が個人で建築資金を出してくれたのだと言う。

集まった子供たちは、ざっと 100 人。先生は、校長先生を入れても、全部で 4 人。

校長先生は、がっしりした体格の良い、真っ黒に日焼けした方だった。普段は、農業や

他の仕事をしているという。学校が始まるのは 10 月からなのだが、私たちの訪問に合わ

せ、この土曜日を新学期のレジストレーションということにして、子供たちを集めてく

れたようだった。

子供たちはみんな元気だったが、やはり、外国人は珍しく警戒しているのか、私達に

はなかなか近寄って来ない。しかし、いろいろ話しかけているうちに、少しづつ打ち解

けて来て、秀平や山里君・私と遊んでくれるようになった。

（ただ、みんな痩せていて、太った子供は一人もいない。）
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チャンディさんの通訳で、校長先生は、私たちの細かい質問に丁寧に答えてくれた。

・カンボジアの小学校は、日本と同じ 6 年制。ここにも、併せて 240 人ほどの生徒が、

近隣の村からも通って来る。ただ、教室も先生の数も足りないので、授業は、午前中

が 4~6 年の高学年、午後が 1~3 年の低学年の 2 編成に分けている。

・先生方も努力はしているが、学校に来ない子、来ても途中で留年やドロップアウトす

る子が多い。その主な理由は、

① 生活が苦しくて、学校へ行かせる余裕がない。

（注：小学校は義務教育なので授業料はないが、制服や学用品は自前。かつ、農作業

に人手が要る。資料によれば、小学校の留年及びドロップ・アウトの全国平均

は 25%で、4 人に 1 人。当然、田舎の方では、もっと高い。）

② 両親や家族の子弟への教育の理解が乏しく、なかなか積極的に出してくれない。

③ 生徒も他の用事に追われて十分な時間が取れないせいか、基礎的な能力が都市部

に比べ劣っており、授業について行けない子が多い。

・また、先生の質・量ともの不足は深刻。ここの 4 人の先生のうち一人は、この秋から、

韓国に出稼ぎに行くので、今、代わりを探しているが、なかなか見つからない。教師

は国家公務員だが、給料が安い。（小学校教師の月給は、US＄39~49 程度。都市部の

縫製工場で働く、女子工員の月給が US$60 位だというから、確かに安い。）

出稼ぎ先の筆頭は、隣国のタイやべトナム。近時はマレーシアや韓国も多いという。

（韓国に何をしに行くのだろうと聞くと、彼の地の農村で農作業を手伝うのだと言う。

それでは、ここと同じ。やはり３Ｋの仕事に変わりはない。）

・抜本的な解決策は、農家の現金収入を上げることで、畜産などの普及にも励んでいる。

ただ、技術と資金の双方が不足しており、せっかく、やりかけても失敗に終わること

が多いのだそうだ。
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３．3 人の奨学生～孤児と貧困

学校で、チャンディさんの奥さんが用意してくれた昼食をとった後、EDF が奨学金（具

体的には、制服や学用品などの物品）でサポートしている奨学生の家を訪問することに

なった。

途中、田んぼ脇の小川にかかった危なっかしい橋を渡る。この辺は、農家が離れて点

在しており、家庭訪問に行くのも、結構大変。

① ニー・ロン君（真ん中の男の子）、10 歳・5 年生、孤児

彼は、男ばかり 3 人兄弟の末っ子。彼らの父はずいぶん前に病気で他界しており、

母親も昨年、栄養失調で亡くなった（＝事実上の餓死）。それで兄達 2 人と、同じよ

うに両親を亡くした従妹の少女と一緒に、ここの家に住んでいる。この日、兄の一人

は、山へ薪を採りに行っているところだった。

身体の大きい兄や従妹は、川魚・蛙（食用）、

ハーブ（薬草）を取ったり、繁忙期に田んぼ

の仕事を手伝ったりして、お米を分けてもら

っている。

チャンディさんによると、この地方は農家

ばかりだが、取れるものは基本的にはお米だ

けで、その量も十分ではない。海に近い地方と違って、魚や貝などの蛋白源が少な

いので、栄養が足りない子供が多いという。

ロン君は真面目に勉強し、昨年の成績もオール 5 と出来るので、奨学生に選ばれた。

年上の兄たちや従妹も、同じように学校に通っているが、生活を支える仕事をしなけ

ればいけないので、毎日とはいかない。将来は先生（従妹）や、エンジニア（兄達）

になりたいという夢を持っているが、実現するかどうかはわからない。その分、ニー

君を学校に行かせてあげようとしているようだった。
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② ウスリ・オーンちゃん、10 歳・5 年生

オーンちゃんには両親がいるが（写真）、いずれ

も病弱で普通には働けない。おばあさんや親戚に助

けてもらいながら生活しているが、他に兄弟も多い

ので、制服や学用品を揃える余裕はない。オーンち

ゃんは、はにかんだ笑顔がかわいい女の子。

“学校は友達がいて行くのが楽しい”と言う。両親

も出来るだけ長く行かせてあげたいと話していた。

このおばあさんは、メタキープ小学校に土地を提

供した方。自身貧しい生活をしているが、建設場所に困っていた村のために、自分の

土地を提供してくれたのだという。村人はみな感謝しているとのことだった。

③ ボー・ボッファちゃん（写真の女の子）、10 歳・5 年生

この兄妹も孤児。母親は、ボッファちゃんを産んで 3 日目に衰弱死したので、彼女

は顔を知らない。父親は毒蛇に噛まれたが、病院へは行けずに亡くなったとか。我々

とは慣れていないせいか、緊張したとても堅い表情をしていた。チャンディさんと二

人でいろいろと話し掛け、たまたま私が持っていた日本の飴をあげると、ようやく、

少し笑顔を見せてくれた。

“学校へ行くのは好き”と言う。ただ、お兄ちゃん

は、既に小学校をﾄﾞﾛｯﾌﾟｱｳﾄし、魚などを捕まえて

暮らしを立てている。彼は、終始、硬い、この表情

のままだった。他にも年上の兄や姉がいるが、みな

小学校を終えることなく、働きに出ているという。

この兄妹が住んでいるのは、写真背景のバナナの

葉で覆った低いあばら家。中を覗くと、板の間に、

鍋やまな板・包丁など、調理の道具が並んでいる。

ここで寝起きし、ご飯も作って生活しているのだろ

う。

台の隅に、バッテリーが置いてあった。電気が使

えるようにといただいたもの

だが、リチャージするのに遠

くまで行かなければならず、

また、その費用も払えないので、そのまましているとのこと。

右の写真は、お兄ちゃんが使う、魚とりの道具。
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４．民際センター（EDF）カンボジア事務所とその活動

今回、お世話になった NGO 民際センター/EDF/カンボジア事務所は、2007 年から

活動している。この 5 年間、6,000 人以上の子供たちに奨学物品を配布したとのこと。

対象は、65 の小学校と 3 つの中学校で、奨学生は、ほとんどが小学校高学年、一部が

中学の 1 年生。奨学生の数は、開所以来、毎年順調に増え、昨年一年間で 1,600 名を

超えたそうだ。事務所の仕事としては、

・地域の教育省委員会と協働しての奨学生の選考、

・奨学物品の決定と調達、

・贈呈式の準備と開催、

・ドナーへの写真や資料の送付、

などで、これが経常業務。

加えて、奨学生やその親との面談・フォローを所員 3 人で行っており、大変忙しい。

（中央が所長のチャンディさん。左がセーラさん、右がカマラさん）

チャンディさんの願いは、将来のために、この国の若者全てに技術（＝職）を身に

つけさせること。今後、機械工・電気工などを育てる vocational school（職業訓練校）

への就学支援にも力を注ぎたいと語る。確かに、近時、経済発展を遂げているとはい

え、この国の工業の中心は、繊維・縫製の労働集約的産業。女子工員の安い人件費に

頼る産業の域を出ていない。

活動資金は、お隣の EDF タイ事務所とは異なり、ほぼ全面的に日本からの募金に頼

っている。（タイは歴史が長く、国内調達が増えている。）今年は、東北大震災の影響

で原資が減り、奨学生の数も減らさなければいけないのが残念だ、と語っていた。
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Part ２．首都プノンペンにて

１．首都市内の様子

首都プノンペンは、ラオスのビエンチャンに比べると、ずいぶんと都会で慌ただし

く、商業の街という印象。古いフランス風の建物がある反面、メコン川沿いには再開

発のショッピングセンターやカジノまで建設中であり、大きく変わりつつある。通り

の ATM で、現地通貨以外に US$札が、直接、出て来たのには驚いた。米ドルが普通

の決済に流通している。

最終日、チャンディさんは、市内のワットプノン寺院のある公園へ連れて行ってく

れた。ここは街の喧騒を離れた市民の憩いの場所で、日曜日でもあり、多くの人達が

思い思いに寛いでいた。

小高い丘にあるこの公園では、階段のそばに Naga という守り神で 7 つの頭を持つ

竜の彫刻があり、人々は、その間を通って寺院へ登る。この国も敬虔な仏教国なので

寺院前の祭壇には、かわるがわる人が来て供え物をし、祈りを捧げていた。

興味深く思ったのは、頂上にあるこの寺院のすぐ横に、別の礼拝所のようなところ

があり、線香と供え物が、一揃い別に備わっていたこと。聞くと、ここは中国系の人

たちが来るところだという。南伝・北伝仏教の違い？或いは、民族性の違いなのか？

確かに、飾り物の色合いや、仏像の表情が少し異なっていた。

カンボジアは、15 世紀まで続いたアンコール（又は、クメール）王朝時代の最盛期、

インドシナ半島ほぼ全域を支配していたこともある。

この国の人達には、アンコールという時代は誇りのよ

うで、隣国タイやベトナムへの対抗意識のようなもの

が感じられる。

プノンペンという町の起源は、仏像が木船に乗って

川を下って来た場所。その様子を描いたレリーフや、

スラマリット元国王（在位 1955～60）の像が配置さ

れていた。彼は先日亡くなったシアヌーク殿下の父で、現シハモニ国王の祖父に当る。
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２．内戦の傷跡～政治犯収容所・killing field

カンボジアを語る時、悲惨な内戦の歴史に触れないわけにはいかない。

特に、1975～79 年のポルポト政権支配時代には、多くの市民が収容所に入れられ生命

を落とした。収容所や処刑場があったのは首都だけでなく、全土、数十か所に及んで

いる。チャンディさんの部下のセーラさんはお祖父さんを失い、チャンディさん自身

も、親戚で 11 人が亡くなっているとのこと。成年男子が少ない人口構成は、海外への

出稼ぎとも相まって、この国の発展に影を落としている。

政治的には、1970 年以降、諸勢力の葛藤と抗争に

よる複雑な経緯の後、現在は、ベトナム寄りのフンセ

ン首班連立政府が、長期安定政権を保っている。

経済面では、近時、韓国、そして中国の進出が盛ん

で、依存度を高めているとのこと。

大国の思惑のはざまで揺れ動かざるを得ない小国

の悲哀は、ここカンボジアもラオスと同じようだった。

３．王立プノンペン大学と CJCC（カンボジア/日本・人材開発センター）

① 王立プノンペン大学. ラヴィ副学部長

カンボジアでも高等教育のことを調べたかったので、この大学を訪問した。

キャンパスにいる大学生たちが、男女とも、制服を着ていたのが新鮮で、若い発展

途上の国を象徴していた。この大学は生物学・化学・数学といった理学系学部、哲

学・心理学・社会学といった社会科学系学部及び、教育を含めた外国語学部から成

っている。

ポルポトの時代に大学は全て閉鎖され、その後再開した時には、多くの学部別に

大学として分割されたので、総合大学という形のところはないようだ。ラオス同様、

有能な教師が足りないということで、海外への留学を奨励し、修士や博士の増強に

努めている。この日会ってくれたラヴィさんも、7 年間日本で暮らし、上智大学で博

士号を取ったとのこと。

② CJCC（カンボジア/日本・人材開発センター）

キャンパス内に、この大学の一学部という位置付けで、CJCC（Cambodia Japan
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Cultural Center）があったので、訪問しててみた。

ここは、2004 年、カンボジアの市場経済化の促進と日本との相互理解を目的に設立

され、JICA がその運営指導に当たっている。

実施内容は、日本的経営を生かした起業家育成や経営の講義、日本語教育、そして

生け花・折り紙などの文化交流事業だそうだ。出迎えてくれた伴さんはチーフ・アド

バイザー、渡辺さんはシニア・アドバイザーとして、JICA から派遣されていた。

伴さんは日本の大手自動車メーカーを定年退職後、初めはこのセンターで教師とし

て教え、今は学部の運営を管理・指導しているとのこと。

（左端が渡辺さん。一人置いて、伴さん。）

発展途上国は、一般的に貧富の差が大きく、それが教育の機会の差となって現れる。

カンボジアも例外ではなく、その意味では、この大学に通う学生たちは恵まれている。

但し、就職先としての地場有力企業は多くなく、公官庁や一部の外国企業を除けば、

決して恵まれているとは言えないようだ。一層の民間企業活動の活性化が必要な訳で、

このセンターの存在意義もそこにある。伴さんによると、この国の商業はもともと活

発で、民法などの法整備も近時、ようやく成されてきた。このセンターの運営も早く

現地に譲り、独り立ちできるように努めていると語っていた。

伴さんは、初めての単身赴任での海外駐在。ラオスの算数教師・松井さん＊と同様、

外国人には不便なことも多いと思うが、この地で、彼のような私と同年輩の日本人が

活躍しているのは、頼もしく思った。（＊松井さんについては、別レポート「再びラオスの村

へ」をご参照。）
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４．カンボジアのプロフィール

（1）正式名称 （和文）カンボジア王国 （英文）Kingdom of Cambodia

（2）政体 立憲君主制

（3）首都 プノンペン

（4）面積 18万1000平方km （注：日本の約半分）

（5）人口 1350万人（2004年）（注：直近では、約1470万人）

（6）民族 カンボジア人（クメール系）90％以上、この他中国系、ベトナム系、そして、

チャム族など36の少数民族

（7）言語 カンボジア語（クメール語）（公用語）

（8）宗教 仏教 （上座部仏教）

（9）略史

9～15世紀、カンボジア王国「アンコール時代」。

1887年、フランス領インドシナ連邦に編入される。

1953年、カンボジア王国としてフランスから独立。

同70年、ロン・ノルら親米・反中国派のクーデターによりクメール共和国成立。

親中・共産勢力のクメール・ルージュ（KR）と内戦へ。

1975年、KRが内戦勝利し、民主カンボジア（ポル・ポト）政権樹立。

1979年、ベトナム軍進攻でKR首都敗走、親ベトナムのプノンペン（ヘン・サムリン）

政権擁立。内戦状態が続く。（注：中国・ベトナムの代理戦争的色彩。）

1991年、パリ和平協定

1993年、パリ協定に基づき、UNTAC（国連カンボジア暫定統治機構）監視下で制憲議

会選挙実施。同年9月新憲法発布、王政復活しシアヌーク国王即位。

（同国王は2004年退位し、現在は、その息子のシハモニ国王。）

1997年、王党派ﾌﾝｼﾝﾌﾟｯｸ党ﾗﾘﾅｯﾄ第一首相失脚、人民党ﾌﾝ･ｾﾝ第二首相が権力掌握。

（10）在留日本人 778人（2004年10月）

（11）気候 熱帯モンスーン型気候で高温多湿であり、雨季（5～10月）と乾季（11～4月）

に分かれる。プノンペンの平均気温は摂氏27.5度で、3・4月頃、一番気温が高くなる。

【出所】

「外務省ホームページ-各国・地域情勢-」

『最新世界各国要覧 10訂版2000』 東京書籍

＊筆者（衞藤）が一部補記。
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○終わりに

カンボジアでは、皆さんにいただいた学用品の一部を置いてきました。

そして、あらためて人間の平等・公平について考えました。村で見たのは、元気に駆け回

る一方で、中には親を亡くした悲しい境遇と、貧困を背負う子供たちです。

私たちに、異国の政治経済や、教育制度を変えることは出来ません。

でも、子供たちは生きているし、これからも生きていかなければいけない。彼らに、結果

の平等はともかく、（教育の）機会の平等は叶えてあげたいと思います。

また、勉強は出来ても出来なくても、子供たちの多くは、学校へ行き、友達と会い、席

を並べることを楽しみにしています。少なくとも、その楽しみは、出来るだけ確保してあ

げたいと思います。同行した次男が、チャンディさんに“次に来る時は、ドナーとして来

ます。”と言っていたのには、少しは父がやっていることを理解してくれたか、と気持ちが

和みました。

今回の旅行は、EDF のチャンディさんに大変お世話になりました。彼自身、日系企業の

給与の良い職を離れて、この活動に参画しています。

10 月 22 日 衞藤 秀三郎


