インド、
マニプール州の
知られざる民族抗争の傷

精神科医

松山 雅

10月号

プロフィール：大阪府出身。大阪市立総合医療センター勤務などを経て、2006年よりMSFの活動
に参加し、ʼ07年3月からʼ08年4月には、
バングラデシュでロヒンギャ難民の心理ケアに携わった。

マニプール州で ︑心 理ケアの指 導 を

年１月から７月までインド北 東 端の

１９９７年に人口 万 人の町チュラチャ

滞在の外国人はMSFスタッフのみでした︒

民を二分し︑銃撃戦で血で血を洗う戦いと

なりました︒
１年 半あまりで停 戦となりま

ンドプールで起きた民 族 間 抗 争は︑町の住

したが︑各民族が自衛や抗争のための地下

行ってきました︒
ここは︑第二次世界大戦中

を 出した 激 戦 地です ︒現 地の人はこれを

組織を持ち︑現在に至るまで民族間の暴力

に日本 軍が
﹁インパール作 戦 ﹂
で多 数の死 者

﹁日本戦争﹂
と呼び︑
イギリスからの独立を

が絶えません︒その町でM S Fは４つの診

外 来にはさまざまな不 安 症 状をもつ患

たり心身に深い損傷を及ぼしています︒

者さんが来ますが︑自らの症状を抗争と関

の源を 認 知し︑経 験を 意 味 付けできない

と︑症 状はなかなかよくならないのですが︑

町で生活していくために抗争について触れる

ことがタブーになっていることや︑恐 怖の記

憶を否 認する心理が働くことで︑
それが難

しくなっています︒

心とストレスは︑水風船と水のようなもの

です︒
ストレスは︑ある程度までは溜まっても

大 丈 夫ですが︑あまりに沢 山になると心が

破れてしまう︒
チュラチャンドプールの町に

たくさんいました︒終わりの見えない緊張状

は︑水 風 船が一杯まで膨らんだ状 態の人が

態にある町で︑M S Fのカウンセリングが︑

少しでも心の負担を軽くし︑心の弾力性を

取り戻す助けになればと思います︒

行 為がなかったためか︑
日本に対してとても

療 所を運 営し︑基 礎 医 療やH I V ／エイ

マニプールのMSFの診療所で診察を待つ母子たち。
（2006年撮影）

助ける大 義の下の侵 攻だったことや︑暴 虐

好意的です︒
日本軍が残していったものをい

ズ治 療 ︑心 理ケアを提 供しています︒H I

すが︑感 染 拡 大のきっかけは抗 争 中に若い

まも大 切に置いている家も多く︑若い人も

本 兵が赤 痢に苦しんでいたからか︑赤 痢を

兵士たちが心の痛みや不安を忘れるために

Vは民 族 間 抗 争とは一見 ︑無 関 係に見えま

﹁日本 下 痢 ﹂
と呼ぶなど︑意 外なところにも

使ったヘロイン注 射です︒戦 争は︑長 期にわ

年も前の出 来 事をよく知っています︒日

日本が登場します︒

連 付ける人はほとんどいません︒それは逆

マニプール州は複 雑な民 族 構 成で︑独 特

族が混 住しています︒戦 後もインドからの

んが特別ではないことを示しています︒不安

に︑すべての人がその状 況に苦しみ︑患 者さ

のヒンドゥ教を信仰する１つの民族が盆地

独立闘争や民族間抗争など情勢が不安定

を占有し︑周辺の丘陵地帯に もの少数民

で︑外国人への厳しい入域制限があり︑長期
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活 動 ニュースフラッシュ
●海外派遣を目指す非医療従事者のためのInformation Day（参加無料）

【日時】10月17日
（土）10:30〜16:00（終日、午前または午後のみの参加可）【会場】国境なき医師団日本 事務局
【対象者】①アドミニストレーター（財務・人事管理責任者）
またはロジスティシャン
（物資調達管理調整員）
として、
海外派遣スタッフの応募資格を満たしている方（www.msf.or.jp/work/ 「必要な資格」
へ）
②2年以内の派遣が可能な方
詳細については、
ウェブサイト
（www.msf.or.jp/event/）
へ
【問い合わせ・申し込み先】Tel: 03-5286-6161 または E-mail: recruit@tokyo.msf.org リクルート担当まで
※ただし、定員40名に達ししだい、締切らせていただきます。

●海外派遣スタッフ募集説明会（参加無料）

【日時】11月13日
（金）18:30〜20:30 【会場】国境なき医師団日本 事務局
【問い合わせ・申し込み先】Tel: 03-5286-6161 www.msf.or.jp/work/ 「海外派遣スタッフ募集説明会」
へ

●国際協力キャリアフェア2009に出展します

逃げ惑う30万人。
―安全な生活を求め、
スーダン南部国境地域に逃れる人びと―

MSFも海外派遣についてご案内するブースを設置しますので、関心をお持ちの方はぜひお越しください。
【日時】11月14日
（土）9:30〜17:00
【会場】
こまばエミナース
（東京都目黒区大橋2-19-5）
【主催】国際協力キャリアフェア実行委員会
【問い合わせ先】
（株）国際開発ジャーナル社（Tel: 03-3584-2191）

●遺産・お香典からの寄付に関するパンフレット

国境なき医師団は、遺産や相続された財産を次の命へとつなぐ架け橋になります。
寄付していただいた遺産は非課税扱いになります。
パンフレットは、下記の電話番号かウェブサイトからお申し込みになれます。
フリーダイヤル：0120-999-199（9:00〜19:00 無休）
www.msf.or.jp/donate/ 「寄付をする＞遺産・お香典からの寄付」
へ

パキスタン：避難地域で下痢の重症患者が急増

今年4月に激化した北西辺境州の武力衝突。その後、避難した人びと

は徐々に故郷へと帰還していますが、マルダン郡など避難民の多くを
受け入れた地域ではいまも切迫した医療不足が続いています。人口
過密による衛生環境の悪化に8月からの洪水被害が拍車をかけ、下
痢による重症患者が急増。地域の風土病であるコレラまん延の可能

性についても調査が開始されました。MSFは現地医療機関への援助

の強化とともに専門治療センター設置などの対応にあたっています。

＜8月27日現在＞

スーダン：民族グループ間抗争の被害に緊急対応

スーダン南部では、中面記事でお伝えした「神の抵抗軍」の攻撃に加

え、現地の民族グループ間の武力衝突が激化。
この抗争による死者は

この半年で1000人を超え、約14万人が避難を余儀なくされていま
す。8月29日にも新たに大規模な襲撃が起き、女性や子どもを含む42

人が死亡、17の村々からさらに約2万4000人が避難しました。現地

で避難民や負傷者のための人道・医療援助を展開していたMSFのチ
ームは、今回の襲撃の被害地域に急行し、緊急対応を開始しました。

＜9月3日現在＞

〒162 - 0045 東京都新宿区馬場下町１-１ 早稲田SIAビル３階 Tel : 03 - 5286 - 6123（代表） Fax : 03 - 5286 - 6124
０１２０-９９９-１９９
（９：００〜１９：００ 無休） Fax :０３-３７６４-７６８２

【 寄付に関するお問い合わせ 】

国境なき医師団（MSF）は、1971年にフランスで設立された、非営利で国際的な民間の医療・人道援助団体です。危機に瀕した人びとの緊急医療援助を主な目的とし、医師、看護師をはじめとする4600人以上の海外派遣スタッフが、2万4千人の現地スタッフとともに、世界65ヵ国で援助活動を行っています。
（2008年度）

国境なき医師団がこれまでもお伝えしてきた惨劇の事実を、
改めて現地からの声とともにご報告します。

歳の少年を
突然 襲った死への恐怖
歳の少 年ムボリが住んでいたコンゴ民

主共和国︵以下﹁コンゴ﹂︶
のある村は︑
１月
に﹁ 神の抵 抗 軍 ﹂に襲われました︒
ムボリ と
兄弟のムカが通う学校も襲撃を受け︑
兄弟
は他の 人の生徒とともに連れ去られまし

糧や機械を運んで歩くように命じました︒

た︒兵 士らは少 年たちを殴り︑略 奪した食
﹁朝は 回ムチで打たれました︒
それが朝食
代わりでした⁝⁝﹂
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を見たといいます︒
民たちは︑
身を守るために大きな集団でいら

でいます︒
スーダン南 部に着いたコンゴ人 難

を求めて国 境を越えてスーダンに逃げ込ん

﹁通りがかった人たちを棒で殴り︑
銃剣で突
れるよう︑難 民キャンプに助けを求めるか︑

ムボリは︑目の前で多くの人が殺されるの

いて︑死 体を川に投げ込んでいました︒
もし

スーダン人集落に身を寄せます︒
しかし︑
﹁ 神の抵 抗 軍 ﹂の攻 撃はここスー

立ち止まったら自 分も殺されてしまうかも
しれないという恐怖で︑
担いだ荷物が重くて

ダン南 部にも及び︑数 千 人のスーダン人が
国内を避難しています︒人びとは襲撃を恐

も必死で歩きました﹂
拉 致から３日後 ︑
なぜかムボリ と数 名の

全を守ろうとするほど︑
現地の状況は緊迫

れて自ら武器を持ち︑
仲間たちと地域の安
しています︒
それでもコンゴから来た難 民た

少 年は解 放されましたが︑村に戻ってみる

も両 親は息 子たちを探して近くの森に隠
ちは︑
ここの方がはるかに安 全だと感じてい

と︑
すべてが破 壊され︑誰もいません︒幸いに
れていました︒
ムカが捕えられたままと聞い

ムボリたち一家が難民キャンプに到着して

るようです︒
４ヵ月後︑
ムカが﹁神の抵抗軍﹂から逃げ出

助け出すことも︑待ちつづけるわけにもいか

て︑父 親は泣きだしました︒
しかし︑
ムカを
ない一家は︑
避難を決意し︑
歩いてスーダン南

してコンゴの病 院にいるという知らせが届き

﹁ 将 来についてなんて︑考えようがありませ

しています︒

ない不 安を抱いたまま難 民キャンプで暮ら

す︒
ムボリは兄弟のことで胸を痛め︑底知れ

たが︑
道中がまだ危険すぎて果たせずにいま

ました︒
父親はムカを探しに戻ろうとしまし

部の難民キャンプにたどり着きました︒

国境を越えてなお︑
底知れぬ不安に駆られる日々

万 人にも及ぶと

ムボリ一家のように﹁神の抵抗軍﹂に追わ

ん︒
どんな将来があるというのでしょう？﹂

れて避 難するコンゴ人は
見られ︑
うち数万人は少しでも安全な場所

多くの人が夕 刻の闇の中で村の襲 撃が始

が怖くて眠れないのです﹂

まった経 験から︑夜になっても目を閉じるの

保するために活動しています﹂
人びとは家族を失い︑
暴力におびえ︑
心の
平 穏を失っています︒難 民キャンプでＭＳＦ

などを主な対象に︑
これまで３００人以上に

ＭＳＦは︑
拉 致から逃れた女 性や子ども

チェスカ・
マンジアは︑
こう話します︒

し︑
暴力が及ぼす心理的影響や助けの求め

カウンセラーによる個 別の心理ケアを提 供

のプログラム責 任 者として活 動したフラン

スーダンの人びとも安全を求めて移動を始

ません︒彼 女はいつも木の下に座ってすすり

﹁キャンプで出会った女性のことが忘れられ

いますが、性暴力は紛争下でまん延して以来、

方についての広報活動も行いました︒

めるという事態を受け︑
国境なき医師団︵Ｍ

は、毎月新たに約130人のレイプ 被害者を受

場所です。彼女たちが暗闇から一歩踏み出し

泣いていました︒娘さんが目の前でレイプさ

そのような状況の中、
セルカ医療センター

備を提供するための緊急対応プログラムを

な治療を受けることを難しくしています。

れた後に拉 致され︑
その生 死もわからない

風潮があるため、被害者が訴え出にくく、適切

立ち上げました︒
昨年９月に西エクアトリア

いまも残る闇の部分。
レイプ 被害を恥とみなす

と⁝ ⁝ ︒人びとの生 活は破 壊されました︒

や芝居なども交えながら広範囲の人びとへ性

州で計１万５０００人 以 上の難 民と避 難

いた内戦が2005年に終結して復興が進んで

人としての尊 厳の
支えになりたい

て、生き続けることを支えたいと思います」。
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ブルンジではベルギーからの独立以降続

民を対象に援助を開始︒今年２月からは中

暴力に関する知識を伝えています」。

央エクアトリア州で７０００人の難民のため

人びとの前にあるのはどうにか生き延び

よく耳にしていたこと。
ここは新たな旅が始まる

に第２次緊急対応プログラムを行いました︒

小屋で︑
持ち物は食器が数個ずつだけ︒
狭く

るだけの生活です︒
ベッドも椅子も窓もない

れる場所があることを彼女が知っていて本当

カール
・ナウェジは次のように説明します︒

によかったと語ります。
「彼女にとって救いだっ

スーダン南部におけるＭＳＦの活動責任者︑

暗い場所に５︑
６人が肩を寄せ合っています︒

てきました。
ニヨンセンガ医師は、助けを求めら

﹁難民たちは常に危機に直面しています︒
Ｍ

彼らを支えるため︑
MSFは活動を続け

けることで徐々に落ち着きを取り戻すようになっ

ＳＦが診 療 所を開 設した際は︑
１週 間で５

ています︒
活動責任者︑
ナウェジの言葉です︒
﹁彼らは援助を通じて誰かが側にいて気にか

れたように感じて泣き通しでしたが、治療を受

００ 人が訪れました︒出 産 間 近の女 性が

けてくれることを救いに感じています︒
そのこ

たのは、以前からラジオで当センターのCMを

とによって︑自 分たちがまだ人 間であると︑

レイプされて来所した当初、
自分がひどく汚さ

忘れないでいられるからです﹂

現在治療中の25歳の女性は、近所の男に

民たちは絶望感と不自由な生活に打ちひしがれている。

傷の手当、心理ケアなどを提供しています。

ジャングルを抜けて知らない国へ逃げ︑
そこで

るOYA！では、各地のコミュニティと連携し、歌

息子を殺され、その妻と1歳の孫とともに避難してきた男性。難

け入れ、妊娠やHIVなど性感染症の予防、外

出産しなければならない状況を想像してく

名になっています。現在数千人が参加してい

＜表紙写真＞
「神の抵抗軍」に村を襲撃されて避難し、スーダン南部ニョリの難民キャンプにたどり着いたコンゴ人難民たち。

ムボリ少年は死への恐怖と直面し、生きる希望を失い、不安な
難民生活を送っている。

１６

16

ＳＦ︶
は直ちに︑彼らに医 療 ︑住 居 ︑衛 生 設

コンゴ人 難 民 ︑
さらには国 境 付 近に住む

医療︑
栄養︑
衛生︑
生活物資︑
心理ケア⁝ ⁝ 求められる援助

コンゴ北部の村々を襲う破壊と殺りく、そして女性と子どもは性的な奴隷や略奪品の運搬役、少年は兵士に……。
性暴力に
『ノー！』
と声を上げる私たちの運動
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ウガンダの反政府勢力「神の抵抗軍（LRA）」が、一般市民を標的とした攻撃を激化させています。
で『ノー！』
を意味する
『OYA（オヤ）
！』。
それが

www.msf.or.jp/news/ 「特集 コンゴ北東部・スーダン南部：苛烈な暴力から逃げ惑う人びと」へ

30

逃げ出し、家族と避難してき

ださい︒私たちは︑
子どもを安全に産める場

努めています。
「ブルンジの言葉、
キルンジ語

当地域の現状とMSFの活動は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。

20

25

た。
（ニョリ難民キャンプで）

―安全な生活を求め、スーダン南部国境地域に逃れる人びと―

は、性暴力被害を減らすための広報活動に

妊娠・分娩ケア、栄養治療なども提供している。

医師団（MSF）が6年前に設立し、今年6月、

抵抗軍」に捕まったが何とか

一人、
ヴァスティン・トヨタ・ニヨンセンガ 医師

難民キャンプ内にMSFが設置した診療所では、

全を求めて移動しながらの活動を余儀なくされている。

掃討作戦に反発。殺りくの範囲を

近隣諸国にまで拡大させている。

コンゴ
民主共和国

右手前の女性は、一度「神の

元MSFスタッフで現地団体を立ち上げた

所を提供し︑
人として尊厳のある生活を確

専門施設です。

©Brendan Bannon

中央
アフリカ
共和国 西エクアトリア州

中央エクアトリア州

©MSF

現地の団体に引き継がれたセルカ医療セン

多くのコンゴ人難民が逃げ込んできたスーダン南部の西エ

ガンダ、
コンゴ、南スーダン共同の
ウガンダ

逃げ惑う30万人。
ターは、
この国唯一の性暴力被害者ケアの

心理ケアなどの緊急援助活動を展開。
しかし、LRAの攻撃

性暴力に「ノー！」

が難民キャンプ周辺に及ぶこともあり、難民たちとともに安

東アフリカに位置する国ブルンジ。国境なき

指 導 、感 染 症 流 行のリスク監 視 、はしかの集 団 予 防 接 種 、

救援物資の提供、水・衛生設備の設置、現地医療関係者の

コンゴ
民主共和国

タンザニア

クアトリア州、中央エクアトリア州。MSFは両州で、医療・

ケニア
ブルンジ
者 ケアの 専 門 施 設 に勤 務す

るニヨンセンガ医師。

MSFの活動
スーダン
ブルンジ 唯 一 の 性 暴 力 被 害

スーダン
LRAの攻撃
避難する人びと
国境地域に逃れた人びと

ʼ80年代に結成されたLRAは、ウ

