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国際正義とは何か
―グローバル化とネーションとして
の責任

ウガンダ

D.Miller 著

概観

基礎データ

・西部のコンゴとの国境付近
は山岳地帯
・北東部は毎年旱魃の被害
が発生
・国全体の雨量は多い
・植生はかつて国土全体に
広がるほど豊かだったが度
重なる内戦やで開墾で部分
的になった

1.面積
24.1万平方キロメートル（ほぼ本州大）（陸地面積19.7万平方キロメートル）
2.人口
3,451万人（2011年）（世銀）
3.首都
カンパラ（標高1,312メートル）
4.民族
バガンダ族、ランゴ族、アチョリ族等
5.言語
英語、スワヒリ語、ルガンダ語
6.人間開発指数（HDI）
0.422, 169ヵ国中143位（2010）
出典：外務省)

気候

首都カンパラの雨温図(出典：国際農林業協働協会)

経済
・国民総生産(GDP)
2260百万$(2013,世銀)
・1人当たりGDP
405.4$(2012,世銀)
・国民総所得(GNI)
4141百万$(2012,世銀)
・１人当たり所得(GNI/人)
460$(2012,世銀)
・経済成長率
6.7％（2011年、世銀）
・ジニ係数
0.443(2009,世銀) →社会騒乱多発の危険性
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経済

恵まれない資源

（出典：USGS）

・日本の援助実績（2010年までの累積）
（1）有償資金協力（ENベース）287.38
（2）無償資金協力（ENベース）471.21
（3）技術協力実績（JICAベース）190.77
2.主要援助国（2009年、百万ドル）
（1）米国（366.88）
（2）英国（117.35）
（3）デンマーク（93.47）
（4）ノルウェー（67.32）
（5）アイルランド（64.46）
（6）日本（54.05）

第一次産品
・労働力人口の８割は農業従事者
＋輸出の４割＋GDPの２割が農業
＝農業国
・伝統的には紅茶、タバコの生産・加工が主力
→主戦場の欧州での消費が落ち込んでいる
・コーヒー生産も盛んだが、加工産業は脆弱
→海外企業の技術を取り込もうとするも誘致失敗

（出典：ウガンダを知るための５３章 P１３４）

クーデタの歴史
・英国による統治
もともとはイギリスの保護領だった(1894~)
→ブガンダ王国の絶対王政から議会制へ移行
・土地改革制度の導入
ウガンダの土地はすべて王のものだったが…
→私有制度(マイロ・ランド)の導入で土地の売買が可能に
＝所有者の首長たちが地代を住民から徴収可能に
…高額な小作料を課す土地も
・独立への動き
全国政党ウガンダ国民会議(UNC、民主主義政党)が設立・・・その後UPC
へ
カバカ・イェッカ(KY、王党)と連立して独立

歴史
1962年
1963年
1966年
1971年
1979年
1980年
1985年
1986年
1996年
2001年
2001年
2006年
2011年

独立（旧宗主国 英国）
共和制移行
オボテ首相によるクーデター（オボテ大統領）
アミン少将によるクーデター（アミン大統領）
アミン大統領失脚（ルレ大統領）
ルレ大統領失脚（ビナイサ大統領）
オボテ大統領復帰
オケロ将軍によるクーデター
ムセベニ中将によるクーデター
ムセべニ大統領就任
大統領・国会議員選挙。ムセべニ大統領当選。
ムセべニ大統領再選
国会議員選挙
大統領・国会議員選挙。ムセベニ大統領三選。
大統領・国会議員選挙。ムセベニ大統領四選。
（出典：外務省）

クーデタの歴史
・政府とブガンダ王国との対立
UPCのオボテ首相の不正(eg. 金と象牙の密輸入など)を王党派が暴露
→オボテは王党派の議員を逮捕、ならびに王宮への強襲
＝のちの大統領アミンが国軍総司令に
また、国会議員選挙でなく野党→与党への移動でUPCの一党制が継続
・アミンの恐怖政治
1971年、アミンがクーデタを起こす (イギリスとイスラエルの裏工作？)
→国籍をもたないアジア人を追放、反対派の最高裁判所長官などの高官を
粛清
アジア人の退去による医療などの社会インフラの崩壊、高インフレ
⇒貧困状態
政府予算の27％が軍事費へ
・アミン後の変遷
反アミン派のUNLFがアミンを制圧、しかしその後の政権も安定せず
→ゲリラ活動を行っていたNRM党のムセベニが軍部NRAを率いてクーデタ
＝軍民混合の政権樹立
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地方分権化
・ムセベニ大統領の指導後、一般市民の政治参加の拡大のために分権化
→村、地区、小郡、郡、県の５段階に分類
それぞれ代表選出方法が異なる
・政治参加率も高い
→農村部においても全世帯の３６％(ウガンダ統計局、2004)
・自治体の権限が強すぎる (eg. 人事権は自治体が持つ)
・自治体の「増殖」
→1990は33県だったが、2012は112県に増加 これに伴い地方自治体
も増加
…親分子分の関係
＝子分が増殖するほど、親分(現政権(NRM))の支持者は増え
支持者への恩恵分配の機会は増加
→すべてのレベルにおいてこの傾向が見られる

基本データ

ソマリア連邦共和国

貧困の現状

• 面積
63万8千平方キロメートル（日本の約1.8倍）
• 人口
913万人（2009年：国連）
• 首都
モガディシュ（人口135万人（2009年：国連））
• 民族
ソマリ族
• 言語
公用語：ソマリ語、アラビア語
第二公用語：英語、イタリア語
• 宗教
イスラム教（95％がスンニ派）

• HDI（人間開発指数）：0.284（2001年・161位）
• 「ソマリア難民」
周辺諸国に避難：100万人以上
国内避難民：130万人以上
• 2011年7月20日「飢饉」を宣言
• 2012年現在、緊急人道支援を必要とする人口
は200万近く
• 失敗国家ランキング ワースト1位（2011−2013）

諸外国からの援助

地理・自然

• 日本の援助実績：
有償資金協力（2011年度まで） 64.70億円
無償資金協力（2011年度まで） 333.07億円
技術協力実績（2011年度まで） 8.71億円
• 主要援助国：（2010年 単位：百万ドル）
（1）英国（62.33）
（2）米国（59.35）
（3）ノルウェー（31.59）
（4）日本（29.07）
（5）スウェーデン（25.88）

•
•
•
•

海に面している
沿岸部は高温多湿だが、内陸は砂漠
降雨量は少なく、年間通して水が流れる川は少ない
干ばつや洪水が周期的に発生

資源
• 石油資源や水産資源といった外貨獲得につながる資源に
恵まれている （外務省）
• 手つかずの石油や天然ガスなどの地下資源が豊富にあ
るとされる。暫定政府の水石油鉱物省によると、油田が近
海や北部や南部にあり、天然ガスは南部の沿岸地域にあ
るという。（朝日デジタル2012年4月6日）
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産業
• 畜産業（ラクダ、羊、山羊、牛等）
• 農業（ソルガム、メイズ、米、豆、ゴマ等）

経済
• GDP：2,012百万ドル （2009年：国連）
• 一人当たりGDP：220.3ドル （2009年：国連）
• 経済成長率：2.6% （2009年：国連）

歴史‐２
• ☆2005年1月 周辺諸国の仲介により暫定連邦「政府」（TFG）成立
• 2006年6月 「イスラム法廷連合」（UIC）がバイドアを除く中・南部ソマリ
ア地域を制圧
• ☆2006年12月 TFGの要請を受けたエチオピアがソマリアに派兵
• 2007年9月 エチオピア軍に駆逐されたUICが、エリトリアで「ソマリア再
解放連盟」（ARS）結成
• 2008年8月 TFGとARSの穏健派グループが、ジブチ合意（停戦等）に
署名
• 2009年1月 エチオピア軍撤退終了後、反TFG勢力アル・シャバーブが
バイドアを掌握
シェイク・シャリフ（ARSの穏健派グループ指導者）が、ユスフ初代TFG
「大統領」の後任として就任
• 2011年6月 シェイク・シャリフTFG「大統領」とハッサン暫定連邦議会
「議長」が，TFGの暫定統治期間の1年延長を決定する旨のカンパラ合
意に署名。

ソマリアの「海賊」
Case1 漁民の困窮
•海賊の多くは、もともと漁民であった
•1991年バレ政権崩壊後、漁業管理がなくなる
→外国の民間団体が乱獲＆企業により不法投棄
→漁業資源が底を尽く＆困窮した漁民が武装防衛
→一部が「海賊」となりそれが拡大

Case2 元から武装集団

歴史‐１
• 元々、イスラム遊牧民の行き交う海と砂漠に囲まれた不毛
の地だった
• 1960年7月 伊信託領（南部）及び英領（北部）がそれぞれ独立し、
合併して「ソマリア共和国」を形成
• 1969年10月 クーデターによりバレが最高革命評議会議長に就
任。その後、大統領に
• 1991年1月 バレ大統領追放、全武装勢力間の内戦状態に突入
• 1991年5月 北部が「ソマリランド」と自称し独立宣言
• ☆1992年4月 国連ソマリア活動（UNOSOM）、米を中心とする統
一タスクフォース（UNITAF）が活動開始 （ただし武装勢力間の抗
争、武装勢力の激しい抵抗により1995年に完全撤退）
• 1998年7月 北東部が「プントランド」と自称し自治領宣言
• ☆2000年8月 ジブチの仲介により、暫定国民「政府」成立 （ただ
し2003年に崩壊）

歴史‐３
• 2012年8月 新暫定憲法が採択され，TFGの暫定統治期間
の終了とともに，新連邦議会が発足。
• 2012年9月 ハッサン・シェイク・モハムッドが連邦議会によ
り新大統領に選出され就任
• 2012年10月 モハムッド大統領によりアブディ・ファラ・シル
ドンが新首相として任命され，連邦議会の承認を得て就任
• 2012年11月 シルドン首相により閣僚10名が任命され，連
邦議会の承認を得て新内閣が発足
⇒ 過去21年間で初めて統一政府が樹立！

二つの責任概念
• 「結果責任」（outcome responsibility）
・・・自らの行為と結果に対して負う責任

• 「救済責任」（remedial responsibility）
・・・助けを必要としている人々の救援に向かわな
ければならない責任
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結果責任
「因果的責任」からは区別される・・・因果的関
係があるかにとどまらず、ある主体にとって特
定の結果が利益になるか損害になるか

救済責任
救済責任にとって重要なのは、状況が元に戻さ
れることであり、何か悪事を働いたために公正
に罰せられる場合のような、有無を言わさぬ正
当化の論理が存在しない

「道徳的責任」からも区別される・・・錯乱・操
作・強制のもとで行われた行為については道徳
的責任を負わない（この場合、結果が生じた以
上、ある程度の結果責任は負うことになる）

このような万人が服する分配されていない義務
は、一定の仕方で割り当てることが出来なけれ
ば、だれひとりそれから免除されない

救済責任の根拠

人間の条件と責任の概念

１．道徳的責任

４．利益の享受

２．結果責任

５．能力の問題

３．因果的責任

６．共同社会

結果責任は行為者とともに出発しながら、彼ら
はその行為の結果に関してどの程度まで責任
があると理性的に考えられるかを問う
救済責任は受け手とともに出発し、彼らを助け
る任務をだれが担うかを問う
およそ責任について考える場合には、人間の
条件のこれら両側面を適切なバランスの下に
保つことが必要である

国家の責任とネーションの責任

集団的責任の二つのモデル

形式的な集合体に過ぎない「国家」に責任を負
わせると、不都合が生じる

「同志集団モデル」・・・さまざまな目的や見解を
共有し、自分たちを同志として自覚している集
団。構成員はその責任を平等に分担

１．賠償責任の共有が困難
２．責任を負うべき国家が存在しなくなる場合
３．ネーションが国家を介入しないで行動したと
きは、両者の責任が一致しない

「共同事業モデル」・・・共通のアイデンティティ
をもつことも目的を共有することも求められない
が、事業に参加し、利益を共有することで責任
が発生する
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同志集団モデル

共同事業モデル

集団は集団全体として責任がある。他の条件が同
じであれば、彼らは自分たちがもたらした損害を回
復させる救済責任があり、集団の構成員はその責
任を平等に負担する

状況によってはある集団の一員であるというだ
けで、その共同体の他の構成員がとった行為
について責任が生じうる

共同体一連の文化的価値を共有しており、その共
同体に所属しているすべての人は、たとえその共
同体によって促された行動の結果を是認していな
いとしても、結果について責任を共有する

ネーションとしての責任とその限界
ネーションとは…
１．共通のアイデンティティを備えた集団
２．公共文化を共有
３．相互に特別な義務を負っていることを認識
４．ネーションの存続が構成員によって価値あ
るものとして捉えられている
５．政治的に自己決定することへの熱望

集団の政策や事業がもたらす有害な結果につ
いて個人的責任を負う必要がないような形で自
分は行動したと正当に主張することができる条
件について、より詳細に吟味する必要

ネーションとしての責任とその限界
５．政治的に自己決定することへの熱望
•ネーションが外部の支配に服している場合、
ネーションにいかなる責任を負わせるとしても
問題をはらんでくる（そのようなネーションはあ
る意味では統治はされているが、全く政治的に
活動していない）
•逆に、民主的に自治を行っているネーションは、
国家の推進する様々な政策の結果について集
団的に責任を負うものと考えられる

ネーションとしての責任とその限界

ネーションとしての責任とその限界

５．政治的に自己決定することへの熱望
•ネーションを大規模な共同事業として考えるこ
とがどこまで許さるのだろうか
１．ネーションという共同体が自覚している相互
扶助の義務は、彼らが人類一般に負っている
扶助よりも広範囲に及んでいる
２．ネーションはその構成員に数多くの公共財
を提供

５．政治的に自己決定することへの熱望
•政治的決定や政策の結果についての責任は、
それに反対している人々にも及びうるのか
１．当該ネーションは、政治的意志決定に参加
する機会も含めて、その一員であることによる
利益と責務をはたして公平に分配しているか
２．反体制派集団はナショナルな文化を形づ
くっている信念や価値をどの程度まで多数派と
共有しているのか
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世界の貧困者に対する
私たちの責任
Nepal: Ǿ33 ($0.45)

救済責任は
どの程度結果責任に付随するか
• グローバルな貧困という基本的な事実については論争の余地はな
く、その事実は道徳的に耐えがたい
• しかしながら、耐えがたいとみなすことと、だれかにその状況を改
善する責任があるとみなすことは、規範的に大きな違いがある

ここでは、グローバルな貧困の責任をいかにして特定の行為主体に
分配するか、という規範的問題について考察
まずはじめに、グローバルな貧困に対する責任はまぎれもなく豊かな
先進社会の市民にあると指摘することによってこの問題を解決しよう
としている２つの有力かつ対照的な試みについて検討する

出典：
http://petapixel.
com/
出典：http://www.hottokenai.jp/

シンガーの責任論

シンガーの責任論
一般原則：池で子供が溺れている→犠牲払っても助ける道徳的義務
↓
不適切な３つの点がある
①池で溺れている子供が複数いて、それぞれ何人かは助けやすく、
何人かは自力で岸に辿り着けそうだったらどうか
②間違ったいくつかの前提
a)滅多にない出来事である
b)ひとたび助け出されれば、彼らはすっかり人間らしく生きる
③この子供は典型的に受け身の存在で、能動的な行動主体でない

しかし現実の途上国の貧困は・・・
①⇒個人的ではなく集団的な再分配の問題である
→優先順位や責任の分配の問題がつねに重大になってくる

②⇒慢性的で、長期にわたる構造的原因が存在
→国内の政治・経済体制、国際的状況変革が必要

③⇒大人達と切り離して、子供たちだけを考えることはできない
→貧困の原因に対する諸問題を避けて通れない

大人の彼らは他人の援助なしでは人間らしい生活を送ることがで
きないと同時に、 自分たちの活動結果に責任をとることのできる
行為主体でもある
結果責任と救済責任をきちんと区別すれば手短に説明できる。

ポッゲの責任論
• 貧困はグローバルなシステムによって作り出されたものであ
り、私たち先進国に人間はそれについて集団的に責任があ
ることは十分に明らか。(結果責任を重要視)
• 私たち富裕国の市民はグローバルな貧困に主たる結果責任
を負い、またそれを終わらせる手段を自由に使える以上、救
済責任も負う。
→同じ条件からスタートし、現在成果を上げている国もある
ex)マレーシアとガーナの差

経済発展を説明できる３要因
①
②
③

物理的要因
国内的要因
外的要因

現在の不完全な秩序下でも多くの社会は著しい進
歩を遂げてきた →国内的要因も大いにある

⇓
貧しい社会に暮らす人々を集団的責任から全面的
に排除する理由はない
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グローバルな貧困に対する救済責任

救済責任の根拠の区別
・正義の義務
→履行を要求されるもの

強制力あり

• 一方(先進国側)に貿易、投資の流れ、資源に関する権利、その他
諸々のグローバル経済の特徴を規定する規則を定める諸政府および
国際機関
• 他方(貧困国側)には、GDPの大部分を軍事費や大統領宮殿やスイス
の銀行口座に流用することによって貧困を再生産している体制を支
持または黙認している貧困国の人々

・人道主義的義務
→履行を要求されることはない

重要度は劣る

責任は両者によって分担されるべき？
→結局のところ、貧困国の国々の人々に救済責任を負わせることはでき
ない。とすれば資源と能力を持つ人々が負担せざるをえない？

救済責任がどのように起こるかを精査し、区別することが重要

富裕国市民が世界の貧困者に対して救
済責任を負うかもしれない３つの場合
①過去の不正行為(交流)により慢性的な貧困状態に放置した場合
→貧困から脱出させる正義の義務
② 公正な国際関係を築けなかった場合
→発展の為の適切な機会を与える規則を備えた国際秩序が求め
られる
③過去の交流は無関係に、貧困という紛れもない事実から生じる場合
→次のページへ

⇓

社会内部人々の責任の可能性
A.だれにも責任がない
(自然災害のような外部の出来事や、嗜好の急変、技術的進歩
→救済責任が発生(正義の義務)
B.一部の人に責任がある
(独裁者やその取り巻き、強制手段を独占する少数派)
従来型の援助ではむしろ強化する可能性も。
→社会には救済する人道的義務
C.すべての人に責任がある
(宗教その他文化的理由での、慢性的栄養不足等)
→人道的義務(介入して文化的転換を促すor援助やめる)

なぜ複雑な方法を採用すべきか
①単純な方法では制度面での変革から関心をそらすこ
とになる
→まずは世界の貧困に対する責任はいったいどこに
あるのかを問うことによって、より良い政策を立案できる
②優先順位を設定しなければいけないから
→どのような場合にもっと資源が必要とされるか問わ
なければいけないし、グローバルな正義の要請と国内社
会における社会正義の要請とを比較衡量しなければな
らない。

一言で言えば・・・
私たちが世界の貧困者に何をなすべきか知
りたいなら、まず私たちは、彼らの貧困の根
本的原因をもっと正確に、もっと細かく区別し
て説明できなければいけないのである。
デイヴィッド・ミラー
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