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研究成果（概要）移行期正義の事例研究として、ルワンダ・ガチャチャ裁判に焦点を当てた。その結果、

ルワンダの移行期が終わったとされる現在も、ガチャチャが当事者たちの日常にいかに影響を及ぼして

いるのかを、真実究明・赦し・償い・和解の観点から明らかにした。	 

研究成果（詳細）	 

背景	 

	 移行期正義（Transitional	 Justice）とは、体制転換期に、過去の人権侵害や暴力にいかに対処する

のかを論じる学際的な研究領域である。例えば、真実委員会や刑事裁判所の設置、恩赦や賠償等、その

取り組みは多岐にわたる。法学、政治学、社会学をはじめ、今日では文化人類学や哲学等の領域でも論

じられている。	 

	 移行期正義は、1980-90 年代のラテンアメリカ諸国で起こった、軍事政権下の人権侵害への対処に端

を発する（Kritz,1995）。当初は、ラテンアメリカ諸国に限定されていたが、人権運動が活発になるに連

れて、ニュルンベルク裁判やホロコーストの戦争犯罪等も移行期正義の枠組みで研究されるようになっ

た（Minow,1998）。さらに、1989 年以降に押し寄せたアフリカ諸国の民主化の波にともなって、論議が

尽くされてきた。	 

	 例えば、アンダーとゼンカーは、アフリカ諸国を事例に、移行期における例外状態と常態（the	 

dialectic	 between	 logics	 of	 the	 exception	 and	 the	 ordinary）という視点を提供している。刑事裁

判所や真実委員会の設置は一時的かつ例外的な措置だが、いつまでが移行期でいつからが常態なのか、

その線引きは非常に不明瞭である（Anders	 and	 Zenker,2014）。政策的に移行期の時限を定めても、当事

者たちの日常において、移行期の影響は依然として纏いつくためである。	 

問い	 

	 政策的な移行期終了後も、移行期正義の取り組みに関わった当事者たちがどのように日常を生きてい

るのか。先行事例から、移行期正義を必要とする他の地域への教訓を導くのであれば、長期的な視野で

事例を観察することが必要不可欠であろう。そこで報告者は、1994 年のルワンダ・ジェノサイドの罪を

ローカルレベルで裁いたガチャチャ（Gacaca:ルワンダ語で草または芝生の意味）を対象に、閉廷後も	 

・	 	 
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ガチャチャがどのように当事者に影響を及ぼしているのかを調査した。ガチャチャは、2002-12 年に全

国で施行された。殺人や物的損害等の約 200 万件が審議され、裁かれた容疑者は約 100 万人に及ぶ

（National	 Service	 of	 Gacaca	 Courts,2012）。現在は、刑期と公益労働を終えた加害者たちが村へ戻り、

被害者や遺族と同じ村で暮らしている。	 

方法	 

	 報告者は、ルワンダ大学総合人文社会科学部コンフリクト・マネージメント・センターと提携し、セ

ンターに所属するポール・ルタイシレ教授に指導を賜った。調査方法は、①参与観察と聞き取り、②ガ

チャチャの裁判記録の閲覧と書き写し、③先行研究の講読である。ここでは、①と②を補足する。①参

与観察と聞き取りに関して、報告者は、調査地の村に住み込んで寝食を共にし、言語と文化を学び、調

査協力者たちの日常生活や交友関係を観察しながら、ルワンダ語で聞き取りを実施した。調査地は、キ

ガリ市内、西部州ンゴロレロ郡 N セクターとルツィロ群 B セクター、東部州ンゴマ郡 S セクターと R セ

クターである。聞き取りの対象は、ガチャチャに関わった加害者、被害者、双方の家族、判事等、計 97

人である。各々の家を複数回訪れ、1 回あたり 30 分-2 時間かけて話を聴いた。	 

	 ジェノサイド関連の話題は基本的にタブーであり、ルワンダ人同士でも、ほとんど口にしないという。

仮に村の住民が調査に不信を抱いた場合、非難の矛先が、報告者だけでなくホームステイ先の家族や通

訳者に向けられる恐れもある。よって、住民との関係を密にし、その問題を極力回避できるよう、最大

限に配慮した。	 

	 ②裁判記録（ルワンダ語）の閲覧と書き写しは、村で聞き取った話と記録を突き合わせ、情報の信憑

性を担保するために、必要不可欠な作業であった。キガリ市内の警察本部に保管されている記録は一般

公開されておらず、記録を管轄する政府組織 National	 Commission	 for	 the	 Fight	 against	 Genocide

に談判し、閲覧の許可を得た。	 

結果	 

	 ガチャチャが当事者たちに及ぼしている影響は、①真実究明、②赦し、③償い、④和解の 4 つに集約

できる。①真実究明に関して、ガチャチャで判事を務めた者はこう語った、「ガチャチャ以前は、隣人は

互いに相互不信に陥っていた。しかし、ガチャチャ以降、私たちは誰が被害者で誰が加害者なのか、ジ

ェノサイド時に何が起こったのかを知り、互いに受け入れることができるようになった」（2016 年 7 月、

ンゴマ郡での聞き取りより）。ガチャチャが有耶無耶になっていた事実を掘り起こしたことは、被害者と

加害者が相互不信を払拭するうえで必然であったといえる。	 

	 しかしその一方で、真実究明が当事者間の緊張を引き起こす例もある。ある被害者は、ガチャチャで

意欲的に証言し、その証言をもとに多くの容疑者がガチャチャで裁かれたため、近隣に住む加害者や彼

らの家族たちに恨まれて、関係が悪化したと語った（2016 年 8 月、ンゴマ郡での聞き取りより）。	 

	 さらに、冤罪の可能性も否定できない。ある調査協力者は、ジェノサイド時に窃盗に関与していない

にも拘らず、ガチャチャで隣人が証言を偽ったため、賠償金を課されたと憤った。しかし、真偽を確か

める術はない（2016 年 3 月、ルツィロ郡での聞き取りより）。	 

	 ②赦し・③償いに関して、ルワンダ語で赦しは imbabazi（インババズィ）という。ガチャチャは、ジ

ェノサイド時に窃盗や器物損壊に関与した者に賠償金を課した。被害者が、和解に免じて賠償金を減額

または帳消しにした場合は、被害者が加害者を「赦す」という言葉が使われる。このように、赦しと償	 
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いが、金銭支払いで決着されることもある。	 

	 賠償金の帳消しは、被害者と加害者の関係を良好にする場合もある。例えば、ある加害者は、ジェノ

サイド時に家財や家畜を盗み、ガチャチャで 470,000frw（2017 年 3 月現在で約 64,212 円）の賠償を課

された。しかし、被害者が和解のために賠償金を帳消しにした。そのお礼として、加害者は被害者に 2

頭の牛を贈り、両者の関係は、現在も良好であるという（2016 年 3 月、ルツィロ郡での聞き取りより）。	 

	 その一方で、賠償が被害者と加害者間に緊張をもたらす例もある。加害者が既に亡くなっている、あ

るいは貧困ゆえに賠償金を支払うことができず、不満を抱える被害者も存在する（2015 年ンゴロレロ郡、

2016 年ルツィロ郡とンゴマ郡での聞き取りより）。また、加害者にとって賠償金が大きな負担になるこ

ともあり、「土地を売却して生活が貧しくなった」、あるいは「子どもの学費を支払うことができなくな

った」等の苦渋を耳にした（2015 年ンゴロレロ郡、2016 年ルツィロ郡とンゴマ郡でのインタビューより）。	 

	 ④和解に関して、ガチャチャが当事者間の和解に貢献したか否かは、先行研究でも盛んに論じられて

きた（Clark,2010）。和解の定義は各論者で異なるが、これまで述べてきたように、ガチャチャが当事者

たちの関係を良好にする場合もあれば、悪化させる場合もある。	 

	 また、国際機関や当該政府や研究者が当事者に和解を望めば、和解の押しつけにもつながり、外部か

らもたらされる和解への期待に応えたいけれども応えられないという、新たな負担を当事者に背負わす

ことにもなりかねない。	 

	 大体において、当事者たちは、相互不信に陥ったり不満を抱いたりしても、相手に直接不満を漏らさ

ずに、取り計らっているようである。相手との関係を保つために、何かを共にする、何かを共にし合う

機会をつくろうと意識している。例えば、挨拶を交わす、農作業や水汲みを手伝い合う、付き添いをす

る、酒を回し飲みする、贈り物をし合う、家を訪ね合う、セレモニーに招待し合う等である。	 

結論	 

	 体制転換期に、移行期と常態の境目をどこに置くかが議論されてきたが、ルワンダを例に挙げれば、

移行期が終わったとされる現在も、切れ目なくガチャチャは当事者に影響を及ぼし続けている。喫緊の

課題は、刑期と公益労働を終えて村に戻ってきた加害者たちが、今後被害者や村の住民と、いかに関係

を構築していくのかという点であろう。他地域の移行期正義への取り組みに先行事例を活かすためには、

政策的な移行期終了後も、長い視野をもって当時者たちの日常を記述分析していくことが肝要である。	 
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留学中の生活・研究でのトピックス	 

和解について考えたこと	 

	 キガリ市の警察本部では、ガチャチャの裁判記録が保管されおり、公務員たちが記録を管理・閲覧し

ている。報告者はルワンダ語で書かれた記録を読み込むために、公務員たちには随分とお世話になり、

親交も深まった。公務員たちと腹を割って話す間柄になったため、日常的には語られないジェノサイド

の話をする機会が訪れた。ある公務員は、加害者の卑劣さを非難した。確かに、記録には、被害者を拷

問し、火をつけて焼き殺す等の、むごたらしい罪状が書かれている。	 

	 しかし報告者は、そのような残虐な罪を償って村に戻ってきた加害者たちに、聞き取りを重ねてきた。

直接会って話をすれば、彼らは農作業に勤しみ、家庭をもち、時には冗談も言う、普通の人たちである。	 

	 公務員が加害者の残忍さを批判した時、報告者が「でも、優しい加害者もいる」と言うと、「優しい加

害者なんていない！！」と激高され、その場に緊張が走った。冷静さを取り戻した彼女は、とつとつと、

「私はジェノサイドで両親を亡くした。あなたの調査のためにも、いつか私の話をするわ」と語った。	 

	 約束通り、彼女は話を打ち明けてくれた。幼くして両親を亡くし、残された家族と生き抜いてきた過

酷な半生を聴くと、胸が張り裂けそうだった。難関試験を突破して被害者支援の仕事に就き、辛い経験

を被害者たちに役立てようとする彼女の強さに敬服する。彼女が加害者を責めた理由は、自らの経験に

基づいていた。	 

	 ジェノサイドから 23 年が経過してもなお、被害者と加害者は、憎しみや悲しみの精神的な壁、ガチャ

チャの賠償等の現実的な壁に阻まれ続けている。報告者は、被害者と加害者が苦悩する姿を目の当たり

にする度に、いつかは双方が歩み寄り、和解できればと願ってきた。しかし、外部者が和解を良しとす

る考え方を正当化すればするほど、被害者と加害者の間に新たな重たい壁をつくることにもなりかねな

い。それを教えてくれたのが、彼女である。	 

	 約 2 年の滞在を振り返ると、どこへ足を運んでも、誰と話をしていても、研究のアンテナが情報を察

知するような感覚で、出会った全ての人たちが、貴重な調査協力者だった。	 

今後の社会貢献	 

	 1 つ目は、博士論文の脱稿である。2017 年 4 月から、日本学術振興会特別研究員（DC2）として博士論

文の執筆に専念し、2019 年 3 月に書き終える予定である。脱稿後は、論文の要約をルワンダ語に訳し、

ルワンダを再訪する。裁判記録を管轄する政府機関や、提携先の大学、村の調査協力者たちに、論文の

成果を報告したい。	 

	 2 つ目は、自身の経験を他者に伝えることである。帰国後、知人や友人から、ルワンダの話を聞かせ

てほしいと頼まれる機会が増えた。写真を織り交ぜ、見聞きした文化やエピソードを率直に話している。

普段アフリカやルワンダの話題にあまり触れない人々が、報告者の他愛ない話をきっかけに、興味を抱

いてくれることが嬉しい。	 

	 最後に、ルワンダ滞在を支援して下さった貴財団に、心より感謝申し上げる。職員の方々には、イン

ターネット環境のない場所で調査を実施した際も、柔軟に対応して頂いた。選考委員の先生方からは、

面接にて貴重な助言を賜った。調査許可証の取得や更新、村に住み込んでの聞き取り、裁判記録の閲覧

等はすべて、長期滞在なしには叶わなかったことである。協力して下さった方々から頂いた恩は計り知

れない。学問領域や読み手に少しでも役に立つような博士論文を執筆し、頂いた恩に報いたい。	 



現地生活全般についての感想と写真 

 
	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



	 


