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アチョリ地域と調査地
図１

となった北部ウガンダでは︑一九八○年代

始を発表した︒ＩＣＣにとって最初の関与

Ｃ︶は︑北部ウガンダの状況への関与の開

二○○四年一月︑国際刑事裁判所︵ＩＣ

て一連の記録・調査活動が続いている︒本

現地および海外のＮＧＯや研究者らによっ

文献①参照︶
︒そのため二○○五年春以降︑

年末までの二極化された議論の概観は参考

記録は殆ど存在していなかった︵二○○四

れているか︑等については議論の基となる

景にある考え方が人々にどのように理解さ

になってきたオポボの木の枝は浄化を象徴

罪のなさを象徴し︑この地域で石鹸の材料

分かれた木の枝である︒卵は穢れのなさ︑

の木の枝︑そしてライビと呼ばれる︑又に

とされる︒使用されるものは︑卵とオポボ

家の一員として迎え入れられる必要がある︑

よって生まれる疎外感などの問題を解消し︑

﹁外﹂の霊を払い落として浄化し︑不在に
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末から政府軍と神の抵抗軍︵ＬＲＡ︶との

稿は︑そうした記録・調査を目的として︑

するものと解される︒そして穀物庫を開け

北部ウガンダ紛争とアチョリ地域における
共同体浄化儀式

戦闘が続いており︑そのなかで行われてき

二○○六年三月から四月にかけて行った現

るために使われてきたライビは︑家に迎え

●はじめに

た行為はまさにＩＣＣが管轄すべき行為で

地調査に基づいたものである︒

入れ︑食事を共にすることの象徴とされる︒

あると思われた︒しかし︑関与開始直後か
ら︑ＩＣＣは予期せぬ批判と反発に直面す

して︑アチョリの﹁伝統的﹂方法でアチョ

議論する傾向があった︒その理由の一つと

人々には正義として受け入れられない︑と

彼らの多くは︑ＩＣＣの正義はアチョリの

国会議員などから発せられたものであった︒

部で活動するＮＧＯや研究者︑北部出身の

被害地域であるアチョリ地域の指導者︑北

わせて規模を拡大したものである︒この卵

トングウェノ︶を︑近年の紛争の文脈に合

ルで行われてきた卵踏みの儀式︵ニョノ・

ものと言える︒ＣＣＣは︑家族などのレベ

る﹁伝統的﹂儀式のなかでも比較的新しい

︵ Communal Cleansing Ceremony
＝ＣＣＣ︶
は︑アチョリ地域において現在行われてい

本 稿 で 紹 介 す る﹁ 共 同 体 浄 化 儀 式 ﹂

の地域では︑人口の九割以上が避難民キャ

ノ・トングウェノのままである︒現在︑こ

︵アチョリの人々が用いる言語︶ではニョ

式と区別してＣＣＣと呼ばれるが︑ルオ

レベルで行ってきた︒英語では小規模の儀

に︑この儀式の拡大版を避難民キャンプの

び首長組織は︑ＬＲＡの元メンバーを対象

帰郷した者は︑家の中に入る前に︑オポボ

リの人々にとっての正義を追求可能であり︑

踏みの儀式は︑教育︑狩猟︑その他の仕事︑

ンプで生活しており︑ＣＣＣと呼ばれると

●﹁共同体浄化儀式﹂とは

実際に様々な﹁伝統的﹂儀式が行われてい

あるいは家出などで長期にわたって家を離

きの﹁共同体﹂は避難民キャンプ単位を指

ることになった︒しかもこの批判と反発は︑

ることが主張された︒

れた者が帰郷した際に行われる︒家を離れ

すことが多い︒

とライビとともに置かれた卵を踏む︒

しかし︑論争が二極化する一方で︑実際

た も の は︑ そ の 間 に 本 人 に と り つ い た

二○○二年以降︑アチョリの大首長およ

にどのような儀式が行われており︑その背
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になったが︑しだいにアチョリの人々の支

Ａ︶が反政府武装集団の主流を占めるよう

ジョセフ・コニー率いる神の抵抗軍︵ＬＲ

政府集団を形成した︒一九八八年前後から︑

逃れたオケロ政権下の軍関係者は様々な反

為に対抗しようとした北部住民や︑北部に

権に倒された︒ムセベニの軍による残虐行

一九八六年に南部を基盤とするムセベニ政

したアチョリ出身のオケロによる政権は︑

続いてきた︒一九八五年にオボテ政権を倒

当地域では一九八○年代後半から紛争が

たキャンプの人々はＬＲＡの元メンバーを

ャンプの人々に受容されることを感じ︑ま

ＲＡの元メンバーは︑自身が浄化され︑キ

し共に生きるべきである︑と説かれる︒Ｌ

らを赦し︑キャンプのメンバーとして受容

Ａの元メンバーは浄化されるのであり︑彼

からの首長や長老が集合し︑参加したＬＲ

いう側面もある︒ＣＣＣにはアチョリ地域

的﹂指導者たちがとったイニシアティブと

り︑ＣＣＣは恩赦法を補完すべく﹁伝統

ための適切なメカニズムを推進する﹂とあ

︵二○○○年︶には︑
﹁被害地域の和解の

者︑そして国際ＮＧＯ︑国際機関︑欧米の

新生キリスト教︵ボーン・アゲイン︶の信

指導者や︑当地域で急速に広まりつつある

て﹁伝統的﹂指導者と協力関係にある宗教

儀式には彼らの関与は全く必要ない︒よっ

が関与することがあるのに対し︑卵踏みの

している︒また︑他の儀式には祈祷師など

争で疲弊した当地域で広範に行うことに適

い費用と労力で行うことができ︑長期の紛

や山羊などを用いる他の儀式に比べて少な

る︒まず︑卵踏みの儀式は︑生贄として羊

模で行われている背景には︑別の要因もあ

若いアチョリの人々を誘拐し︑彼らを使っ

らに︑こうした儀式を大規模かつ広範に行

赦し︑受け入れるべきことを認識する︒さ

的受け入れられやすい︒実際︑新生キリス

国々など資金的支援を求める対象にも比較

持を失うようになると︑十代を中心にした
て同じアチョリの人々に対して攻撃をする

ト教徒のなかでの意見は分かれるものの︑

なお︑ＣＣＣはあくまでキャンプ等のレ

い︑アチョリの人々がＬＲＡの元メンバー

ベルの儀式であり︑ＬＲＡの元メンバーは

ようになった︒誘拐された人々は︑殺害︑

こともある︒強要されて行った行為ゆえに︑

各自の家で卵踏みの儀式を行うことが必要

ＣＣＣは宗教指導者からも支持され︑国際

逃走したり捕えられたりするなどして帰還

とされる︒そしてＣＣＣや卵踏みの儀式は

を赦し受容している状況を知らしめること

した後︑家族や隣人などに受け入れられな

パデー県の三県から成る︒以下に記す儀式

強かん︑誘拐︑キャンプの家への放火等の

い者もいる︒また︑強要されて行った行為

彼らをキャンプや家に迎え入れるための最

は︑パデー県の東側に位置するパトンゴ避

ＮＧＯその他からの資金的支援も受け︑当

ゆえにとりついた霊が払い落とされない限

初のステップであり︑ＣＣＣや家での卵踏

難民キャンプで行われた︒アチョリの首長

により︑ＬＲＡのもとにいる人々の帰還を

り︑本人や家族︑ひいてはクランやキャン

みの儀式では浄化し得ない霊がついている

らによる儀式後の集計によると︑ＬＲＡの

行為を強要される︒時には自身の親族や隣

プのメンバーに不幸がもたらされることを

者︑言い換えればこれら儀式の範疇ではな

元メンバー約一二○○人が出席し︑キャン

地域の数十カ所で行われてきた︒

懸念する声もある︒

い殺害等の行為を行った者には︑各自の状

プの住民約二五○○人およびアチョリ地域

促す効果もある︑とされる︒

こうした状況のなか︑ＬＲＡの元メンバ

況に合わせた個別の儀式が必要とされる︒

の各地から九人の首長と五○人の長老が参

人︑友人などに対して行うよう強要される

ーにとりついた霊を払い落とし︑キャンプ

個別の儀式は︑各クランの慣習や各自が行

加した︒国際ＮＧＯのアクション・エイド

・インターナショナルがアチョリの首長組

アチョリ地域は︑グル県︑キットグム県︑

●パトンゴ避難民キャンプにおけ
るＣＣＣ

の人々との共生を可能にすべく行われるよ

った行為の性質などによって異なる︒
他の儀式ではなく卵踏みの儀式が拡大規

うになったのがＣＣＣである︒また︑ＬＲ
Ａの元メンバーに対するウガンダの恩赦法
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列の先頭の男性が卵を踏んだ瞬間（筆者撮影）

卵を踏み終えた女性と子ども。キャ
ンプの人々が歓迎する。右側の人々

子どもは母親と共に女性の列に並んだ︒そ

列を作った︒誘拐されていた間に生まれた

は片方の靴を脱ぎ︑男性と女性に分かれて

くで行われた︒まず︑ＬＲＡの元メンバー

からキャンプのなかの広場にある大木の近

誘拐された状況や︑日常の訓練︑戦闘など

Ａに誘拐された後の経験に関する劇を行い︑

ＲＡの元メンバーによるグループが︑ＬＲ

服姿の子どもたちの歌が続いた︒そしてＬ

争の終結への願い等などについて歌い︑制

別の男性グループがＨＩＶや援助組織︑紛

を嘆き悲しむ内容の歌を歌いながら踊った︒

させ︑コミュニティとの共生を促し︑
﹁平

ＣはＬＲＡの元メンバーの精神状態を安定

など︑資金を提供する側にとっても︑ＣＣ

的に捉えられていると言える︒国際ＮＧＯ

てＣＣＣはアチョリの人々から比較的肯定

他の研究者らによる調査によっても︑概し

になった︑という回答が多かった︒また︑

の態度が良くなり︑彼らを受け入れるよう

ＲＡの元メンバーに対するキャンプの人々

ていることを感じるようになった︑という

して木の枝とともに卵が地面に置かれた︒

を再現した後︑歌を歌った︒余興が終わる

ミ︵親指ピアノ︶を使った若い男性のグル

準備が完了すると︑首長らが車に乗って登

と︑パトンゴ地域の首長によって︑出席し

織に資金的支援を行い︑パトンゴ地域の首

場した︒車を取り囲むようにダンサーたち

和構築﹂や﹁社会的関係の再構築﹂に資す

回答がしばしば見られた︒また︑その他の

も踊りながら登場し︑首長らが屋根つきの

ていた首長や長老︑そして一九九九年恩赦

るものとして理解される傾向にある︒

避難民キャンプの人々も︑ＣＣＣの後にＬ

小屋に入ってからも暫く踊りは続いた︒こ

法に基づいてＬＲＡの元メンバーに恩赦を

広範に行われ︑肯定的な評価が多くなさ

ープは赦しや人々の和解についての歌を歌

の踊りは数多くあるアチョリ地域の踊りの

与えるために設置された恩赦委員会からの

れているＣＣＣだが︑それゆえの副産物も

い︑年老いた女性は紛争がもたらした状況

なかでもボラと呼ばれ︑首長などを歓迎す

出席者が紹介された︒その後︑首長や長老

もたらした︒現在︑
﹁伝統的﹂指導者や研

儀式は︑二○○六年四月一二日午後二時

る際などに用いられる︒踊りが終わり︑人

らによる長い演説が続いた︒

長が儀式の準備と取り仕切りを担当した︒

々が首長らを歓迎する歌を歌った後︑ＬＲ

つの卵を用意するのが望ましいが︑予算の

足を卵の欠片の上に乗せた︒一人につき一

ていた子どもは地面に降ろされ︑母親が片

ほうの足で卵を踏んでいった︒胸に抱かれ

女性と子どもの列の順で一人一人︑素足の

Ａの元メンバーが︑先に男性の列︑そして

酸飲料などの食事が振舞われた︒人々が岐

ちるころ︑参加者にポショやシチュー︑炭

に︑小規模の儀式が再び行われた︒日が落

けていて遅れたＬＲＡの元メンバーのため

水曜日に行われた︒よって学校の授業を受

通常︑ＣＣＣは週末に行われるが今回は

含まれない︒ＣＣＣはあくまで入り口であ

い︶
︒しかし︑ＣＣＣにはこれらのどれも

プロセスについては︑参考文献②が詳し

った要素を含む長期的なものである︵この

た行為の告白︑事実関係の確認︑賠償とい

正義のプロセス﹂と呼ぶプロセスは︑行っ

究者︑ＮＧＯなどが︑アチョリの﹁伝統的

り︑その他の儀式によって告白︑事実関係

路につく頃は︑午後八時近くになっていた︒

最後には細かな欠片がわずかに残るのみで

次に︑大首長の秘書役を務めている長老

は近くの別の大木の下に集まり︑座った︒

ンサーたちが踊り︑ＬＲＡの元メンバーら

インタビューでは︑ＣＣＣの後に悪夢を見

加したことがあるＬＲＡの元メンバーへの

肯定的な評価が多く見られた︒ＣＣＣに参

筆者の調査のなかでは︑ＣＣＣに対して

正義﹂と﹁混同﹂する傾向もみられる︒ま

で︑広範に行われているＣＣＣを﹁伝統的

儀式の存在を知る人々が減少しているなか

で﹁伝統的﹂な考え方を理解し︑その他の

になっている︒しかし︑長期の紛争のなか

の確認︑賠償が必要な者は各自で行うこと

が儀式の意味などについて説明した︒説明

ることがなくなった︑周囲に受け入れられ

あった︒全員が卵を踏み終えると︑再びダ

が終わると︑余興の時間が始まった︒ルケ

●ＣＣＣへの評価や理解

都合上︑全員が一つの卵の上を踏んだため︑

はダンサー（筆者撮影）
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帰ったり自活を始めたりする前に︑コンサ

した人々の多くは︑家族の住むキャンプに

助組織の活動の影響もある︒例えば︑帰還

加えて︑アチョリ地域で活動している援

化し赦すこと︑とのみ理解する者もいる︒

統的正義﹂イコールＣＣＣのような形で浄

があいまって︑一般の人々のなかには﹁伝

ものと理解する人々もいる︒こうしたこと

とを主張するが︑恩赦法を単に赦すための

正義﹂による告白︑贖罪︑和解等を行うこ

で国内司法としては恩赦を与え︑
﹁伝統的

れるが︑この単語は﹁赦し﹂
︵ forgiveness
︶
のルオ訳と同一である︒首長らは︑恩赦法

では

係にあるとされる恩赦法の﹁恩赦﹂
︵英語

的な赦しである︒さらに︑ＣＣＣと補完関

っているが︑彼らが説いてまわるのは宗教

はアチョリ地域において一定の影響力を持

た︑首長らと協力関係にある宗教指導者ら

含めたアチョリの人々のＣＣＣへの理解に

助組織等の活動は︑ＬＲＡの元メンバーを

もいる︒このような乱立する多種多様な援

なもの﹂として実際の効果を否定する人々

を否定的に捉える人々や︑
﹁単なる文化的

どの教えを信じる人々のなかには︑ＣＣＣ

ト教系の教会や援助組織︑あるいはＷＶな

ており︑信者は増加している︒新生キリス

系の教会および援助組織の活動も活発化し

考え方を基本的に否定する新生キリスト教

幅がある︒さらに︑アチョリの﹁伝統的﹂

統的正義﹂について詳細に教えるものまで

いるが︑その内容は宗教的なものから﹁伝

その他の住民への﹁平和教育﹂等を行って

の多くの援助組織もＬＲＡの元メンバーや

などと収容者に教えることもある︒その他

魔がとりつく︑ＬＲＡにまた誘拐される︑

て否定し︑
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