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��はじめに

����	や
���������

ジェンダー�����などの��に�わら

ずすべての�どもと��が�しく��を 

!することこれはカンボジア"#が$%

する&らの'(である)���������	*+

カンボジアの,-の./��01は��
��

までの2���3456と��
��までの7

8��3456である)�����������	��

��������*+
１

9:はカンボジアの;<�

�とりわけ"#による78��=>への

?り@みと,AをBCし��
��までに78

��を34に56させるという01DEにF

けたGHをBろうとするものである+

9:のIEはJのKりである+LMNでは

カンボジアの��OPに�するQRSTをU

VしこれまでW	にXYされてこなかった

Zを[らかにする+L\Nでカンボジアの;

<��システムを]^した_L`Nでは


����abcのこの.の��"dの��をe

べる+LfNではカンボジアにおける78

��OPのg��なhiをj�klとm�k

lに	けて	nし78��の3456にF

けたGHを[らかにする+LoNではLf

Nで[らかとなったpGHをqrする+

��カンボジアの����に�するこれ

までの��

�����bcにOsされたカンボジアの�

�OPに�するSTにはエアーズ)����

����*やクレイトン)��	��������*ブレ

イとバンリィ)��	�	�����������*な

tuu

�vwx;x;y.z{|ST};~��ST�
),���x;�;�センター��*

���������	�
����
�����������
����
����������
 !"��
)���#�$*



どがあげられ��が�の�����	におけ

る
��レベルの��には�たとえば��

�������や���������ダイ���������

ショウラク�	
���������がある�また�

�����	が��する����の�にも�

その� から!"して�����#$の%&

'の(とは)*を+する�,-��と.びう

るものもあり�たとえば�ブレイ���������

やスローパー�	��������������/01�

��������������などがある�その2�

��3の,-45への6789を:めると�

カンボジアの���;に	する��<=は>

して?なくない�これらの��１つ１つの�

 について�@AでBCをDいてEFするこ

とはできないが�いずれの��もGHなテー

マをIっており�JKすると�カンボジアの

���;のLMとNOをかなりのPQRす

ることができる�しかし�この�の��セク

ターがSえる�TはUVWにXであり�また�

XがボトルネックとなっているかをYZWに

[\した��はない�]^すれば�_`の�

�はそれぞれ�GHな���TをabWに[

\し�cdの��eWをfgしてはいるが�

カンボジアの��セクターがSえるさまざま

な�Tの��どの�Tのh>にijするかが

いまひとつklではない�また�_`の��

のほとんどは�カンボジアの��#mにn?

なりともopしているqをそのrsとしてt

uしているとvわれ�この�について�この

�の��ついてこれから,ぼうとするqにとっ

ては�n?wxWにyぎるとのz{を|ける�

_`のエアーズ�����������は�フラ

ンスからの}~��を�たした�����から

�����までの�カンボジアのL���による

���+を[\した��である�カンボジア

の���;のLMを�るうえで�かせない�

'と^える�しかし���の��それぞれに

よる���+および��の[\に��が�か

れ�カンボジアの��セクターがSえるUV

Wな�TをQRすることは�しい�エアーズ

�������������の�'もしくは89の��

_6�3のものには���������と��

������があり�フランス�����による

��������から������� �そして

N¡までの¢きを£うことが¤¥である�し

かしながら�どちらの89も�¦_��また

はアジア§�の���;に	する¨�の9j

に©められたものであり�BCのª«も¬っ

て�カンボジアの��セクターがSえる�T

を®[に¯°しきれていない�

�_のような�カンボジアの���;に	

する±���のG²を³まえて@Aは�この

�の,´���Gに�µ¶��に·�をあて�

������� からN¡までの���;のUV

Wな¸¹と������までにµ¶��を}~に

º»させるというe¼fgに½けた¾±�T

をkらかにする�

@Aが,´���とりわけ�µ¶��に·

�をあてる¿ÀはÁ１に�６Â��のÃÄÅ

のÆどもから��Â��のÇsに�Èな��を

ÉÊすることは�Ëの�そして��ÌÍのÎ

ÏでありÐÑでもあるからである�Á２に�

µ¶��のÒとÈをともにÓÔさせることは�

����までÕく,´��ªPの�Öを×Ø
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することを��する��どもを��させ��

	された
�が�の���への��および

����への��の��となることは���

�に�れて�の���に !した"#�に

おいても$%�しつつある�&'�はより

(�の���への���さらに��)�

と����を*ぶ+,を-たしているのであ

る�

��カンボジアの����システム

カンボジアの�)�システムは./�0

/�の
�12を６3３3３4とし�56

0/�までの782９19の:;�を�

<=により>?している�560/�
�

には@�A$BCがDせられ�EFGには


�HがIJされ��KLの()に��するこ

とができるMNO �����P�Q60/�


�QはR�ST�)や(/UV�)への�

��もしくは�@�A$(/�)W�BCに

EFして�X��さらにX�Yへの��もZ

[であるMNO �����P�

����の����の	
�����

�の���

����1�Q\から]^まで�カンボジア

�_は`�セクターabcdみM��	
��

�
������
���� �� ��������� �
����P

����3����eと`�fgプランM�����

���������
�������P����3����e�̀ �

fgプラン����3����eをhiしている�

`�セクターabcdみ����3����eでは�

./�のj@klと560/�のmnが

o�DpにあげられたMqr ����P�&'

�stのuvは`�fgプラン����3

����eと`�fgプラン����3����eにも

wきxがれ�yz{には�����1までに./

�の|��}��~と
�}���~を��す

ること�560/�の|��}の��9F

�を��すること�そして�����1までに5

60/�の|��}を �~にすることなど

を��としているM!��"������P�

��の��に�べたカンボジアの���

���くり�すと�����1までの./�j

カンボジアにおける�h� ���

�P��け�は���
��P�G��

�１��カンボジアの�����
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���と�����までの����	���は


�����に��が��した�カンボジアミレ

ニアム����レポート����	
������

������������
������
������
��������

に�われており
�����プラン�����

�����は
これら２��を��することを�

�に��されたものである つまり
��

�!の"�����プラン�と���!の

�カンボジアミレニアム����レポート�

は
カンボジア#$が%くこの&の��セク

ターのあるべき'
()*と+える しかし


,-.�����
��/��
0123�が45す

るように
���67&では#8の9:;<

は=に>?を@えている ABでC9した


ありうべき#8は
D#>と&EのFGHI
JJJJJ

あるいはAKL4MNのOPQにより
RS

させにくい� したがって
���67&の�

�#8は
#8TUの?Vより
それをWえ


XらせるYZをいかにつくり[すかに?Vが

ある��,-. ����
��/��� そこで
\

]^_では
�����`abからcdまでの


この&のef��のghをijし
k]でl

mした#$の#8��がどの<n9:してい

るか
そして
その��のXcをopさせる

ためのqrstVをuvする 

��カンボジアにおける����の��

� ����の	
��

wxLには
ef��のyLz{を|る4

�には
&}~�に�める��W[の��の

��
ef�の��
�e�の�7などが�

いられる カンボジアのef��のyLz{

に�する��には
たとえば
ダイとニノミ

ヤ���������
���������やダイ���

��� �がある これらの��の��は
カン

ボジア#$の��#8と&�����のW�

��がいかに����のz�をrsしている

か
そして
この��は�����の���のた

めの�������^_の&�Lなアジェン

ダとどのように��しているかを�じること

にある 
２

しかし
これらの��は
��#8

の け¡となるefc¢のghを£¤してお

らず
#$の#8��がどの<n9:してい

るかを¥¦に¦§しているとは+えない 

カンボジアにおけるef��z{の¨１©

はフランスからの	�ª«a
シハヌーク&

¬の`である 
３

しかし
�����から�����

までのクメールJルージュ�カンボジア®¯

°�の`
ef��システムは±X7²³

した ¨２©は
�����のカンボジア´µ¶

9�パリ¶9�からcdまで·いている た

だし
AQ��と¸Q��のz{を¹いだ¨

１©とはºなり
¨２©の=»は
¼]でも

l½したように
����
=に
¾Q��

z�のqrsである 
４

�����`¼bからcdまでのef�と�e

¿�のÀÁをÂると
��ÃÄのÅに�わら

ず
そのÆ��は��し·けている たとえ

ば
�����に !���fであった¾Q��ef

は
�����には�!���fに��している Ç

じ©Kに
¾Q��の�e¿�はÈ２É
¼

©AQ��の�e¿�はおよそ３Éにz{し

た�����
���"��������
#$�������%�����!

�&������!'�	������� (
)*$����!
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��������これは������	へのアク

セスを
ざされていた�どもが��	に�

�する��が��したのみならず���	

を��し�����	に��する�どもの

�も��したことを��する�

���� のカンボジアの!"��#は

��	$%�

�&から���	&の'(�であり�)

*のラオス%���$��ベトナム%��$��タ

イ%���$�と+,して-い.を/している

%������������

�&のカンボジア01

!"23%����������������� ��������

���� ��!���と����&のカンボジア*4

!"23 %�� ��!��� �����"�������#

��������$��%�&�を+,すると���	

の��56&7%６8から��8�と���

�	の��56&7%��8から��8�の!"

はともに��している%�����������������

��$�������"����	��!"�9に���56

&7の�どもの!"が��している:り��

�;�の��は<��および=��の�ども

の>?を��しない����	@�のABを

Cらかにするためには����や��;のD

E�のFGに�えて�H��

�するべき�どもの4�どれ

ほどの�どもが���	をI

JできているかもFGするK

Lがある�

M２NからM５Nは��

�	と����	それぞれ

の�O��#とP��#をQ

RSにTしたものである��

�	�����	ともに�

また�O��#のみならずP

��#も��しており�カン

ボジアの���	のUVはW

XとしてYZ[\にあると]

える�9に�����	の

��#は����&から����&に

かけて^_に��しており�

`でFGした��;�の��

とaえあわせると�この�	

bcにおける��;�が��

しただけでなく�<��およ

カンボジアにおける�	de fgh
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び���の�どもと��して���している

�どもの�	も
えたことが�かる�しかし

ながら�２�から５�にも�らかなよう

に�������に��する�どもの�が


�しているとは�うものの�����の��

�との��は��として きく�その��は

!"から#く$れた#%&であるほど'(で

ある�
５

カンボジアの)*��+,に-けた.

/01の１つは�23の&45��を67す

ることであると�える���89の&45�

�については:;で<=する�

� ����の����

カンボジアの�>��の?

@+ にAするBCはいくつ

かDられるのにEして�F@

,GにHIをあてたBCはJ

めてKない�そのLMとして

/ず��>��にNらず��

�のF@,GはそれをOPQ

することがJめてRSであり�

また�TをもってFの-Uと

するかもVWによってさまざ

まであることが<えられる�

:に�カンボジアをXめYく

のZU2では�)*��[\

の�どもの]��と���の

01がいまだ きく�F@,

Gにまで^�に_が`らない

こともaGである�さらに�

��のFはbc@にdeQす

るOPだけではfりきれず�

そのghは�>��トラック

を$れたi�jklmへのnopqもrsす

るものでなければならない�そのため���

のF-UのtuはJめてvwかつRSなxk

となる�
６

ZU2の��yzにおけるF@,GをDJ

めるb{@なOPはないとは�うものの�Y

くの|	��k}~や���の-U����

および�Z���の���������の


�などが�いられる�カンボジア��も�

�����までに)*��を��に��させると

いう2����Pの�}を�������の

2 � � � V � ��� １����
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����である�９��までの���の	


や����の����の��さらには��

などで�ろうとしている������������

�とは��１��の���の����の��

で����まで� する���の!�である�

したがって����を"	させるためには�

#���と$%&���を'らす()がある�

*+,-と!.して�カンボジアの�/0

1の23の１つに�4い#��があげられる�

たとえば�������5アジア,-における6

701の#��89が�����:	�
�;であっ

たのに<して�カンボジアのそれは	�����

:	����;であった����������������


��#�する:どもの=さは�カンボジアの

6701の>?�@は６��であるにもAわ

らず�89	���を)するとBわれることか

らもCDされ�１Eの:どもが�Fの#�を

くりGすこともHしくない��������������

� ��� �!�" #�������"���カンボジア-

�においては�#��の4さはIJKやLM

NほどOPである�たとえば������の67

01の#��はIJKでは

	�����:		���;�LMN

では	
����:	
�	�;であっ

た ����$� ���
������%

	
��"����また�#��

の4Qは01RSのT�さら

に���にUじてもVきくW

なる��������１��の#

��のX-89は�	����:

�����;であり�これは�Y

�した:どもの５Eに１EZ

	が#�することを[\する ����$�

�����������%	���"	���]^��５�

�の#��は�����:����;��６��で

は��
��:����;�そして�_`$701

の�6の��である�７��の#��は���

��:	���;である����$����
������%

	��	���"	�����をaるにつれて�#

�するbcはQdするe"にあるとBえる�

このことから�カンボジアの4い#��をf

'するためには�IJKおよびLMNにおけ

る6701�とりわけ�Y�g�もない:ど

もを<hとしたijがklとmえられる�

4い#��にnえて�$%&��の4さも�

カンボジアの�/01の23である�������

6701の������６���までopし

た:どもは����:���;であり�q�*く

の:どもが�6701を>rすることなく�/

01トラックをsれていることをtしている

�������������������

�６uは�6701の$%&��をNvT

にwしたものである�xyKと!.して�I

カンボジアにおける01z{ |}~

�
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��と���における���	
が��に

いことが�かる����と���における

い���	
の��の１つに�����の�

�が�えられる�����とは������

の !	"までを#えていない	�のことで

ある�
７

カンボジア�$の%&��	�の'�

����(が����である�また�これら��

��の'�����(が���に��し�����(

が���にあり�����は)*から+れた

�,に-�している.�	
������/�た

とえば�0の1と23して�1'の4くの�

5が���に�6されるベトナム78のモン

ドルキリー1の%&��	�の'�����

は����(を9める.�	
������/�����

"のこの1の���	
は���.:;����/

(であり��7<=����.:;����/(より

もかなりい.�	
������/�����に

>	した;どもが !	"まで?@し�%&

��をABするためには���から Cりの

Dの	�にE>するF�がある�しかし��

��や���ほど	�はG�しており� C

りの	�であってもそのH	I+はJしてK

くなく�そのLM�?@をNめざるをえない

;どももOなくないとPQされる�

RSの Tに�	���のUVWXをYう

Z[の１つとしてしばしば\いられる�]^

_�`のabをcておく�カンボジアではク

メールdルージュのefの'gにより�hi

�`のおよそ�(がjkとなり�leのmn

のopはh�の	���にもqrなstをu

えている.�������������������������� 

����������/�'gの!LT�vwはhi

�`xAもyめた�`z{を|ピッチで?め

てきた�しかし�}~し�ける�	��に�

して�`�が�いつかず�����"f�カンボ

ジアのhi�`の'�!(は�^_�`であっ

たとの��もある."�##������/�]^_

�`の��は���および���でよりqr

である�たとえば���のモンドルキリー1

と���ベトナム78のラッタナキリー1の

%&��	�の�`の'����(は�`^_

をもたない���`である.$���%�����

���������#���/�

カンボジアの	���システムでは�%&

�`^_を��するためには�T��&��

のABT�２"�の%&�`z{��をAめ

ることが���けられている.�１���/�

しかしながら�RS�の�２�から�５��

さらに��６�でも��したように�)*�

と23して����および���の��ab

はqrである�これらの�5は���&��

への?	さえ��に わないabにあり�%

&�`z{��への>	^_となるT��&

��ABを¡たすことは¢めて£しい�そこ

で�カンボジアvwは����"fT¤����

`の¥¦をJ§した�
８

���`としての¨\

^_は©§ではなく�T��&��のAB^

_をもつmもいれば�ノンフォーマル��に

ªずる��«¬をもつmもyまれる

.$���%��������������#���/��の

ように����`の9める®¯は�ラッタナ

キリー1を°め±)から�く+れた1�また

は����の	�においてい�さらに�

���`の4くは�O�²³の4くが´µす

7 ¶ · ¸ ¹ º ���» �１¼½¾¿



る��の��に��される��にもある

	����������	�����
�����
�

������の��をめぐる��

� 	
��の����

カンボジアの�����に�けた��の

１つは���の�����を��すること�

�に����と !�における�"#��か

ら$%&#��への'(%にいる)どもの�

�*+を,えることである�これは�$-�

の./から0き1された��である�2-で

は3ず�45�と67して��8�とりわけ

 !�の��9:にさらなる;<=>を?す

る?@を�カンボジアのABCDのEFから

GHする�そのIJはK１に�2LのMNで

OPしたように�カンボジアQRは�STU

V.やWX��BCD�Y��Z[�ジェン

ダー�V\U�]などの^_に`わらず�す

べての)どもとabが#しく��をcdでき

ることをeらのfgとしているからである�

h8��bij�klするmnopBCの

qrstは���	uD����
vであり�Ap

wBCであるクメールCの����	uD����


vと67するとそのxさはyらかである

	����������������� �� ���������� ���

 !�"���#��$�
���
�K２に�ロッキー

ドら	%��&!���������''�
がz{するよ

うに�BCDはWX�と|んで�}~�にお

ける���Tの��#を�き�こす�?な?

@であるからである�さらに�����をめ

ぐるA����および�B��は�}~�の

����をGえる~での�?な�Fとなりつ

つあることも�2Lがカンボジアの����

をABCDのEFからGHするIJである�
'

$-の�kにも�れたように�カンボジア

はopBCを�えるABCSTである�カン

ボジアのApwBCは~���を��するク

メールCで��らは���の�'vを�めて

いる	�� ��
�クメールCと67する

とopではあるが����XBやベトナム�

XB�イスラム��のチャムC�さらに�い

くつかのmnopBCも� する�
�

���X

Bはベトナム�XB_¡�そのAくが45�

にWXし�その¢£>によるカンボジアST

への¤¥も¦きい	�� ��§¨© �(
�

チャムCはイスラム�をªじて１つのBC«

¬を®している	¨© �(
�h8�

mnopBCはその��もおよそ����

	�''�b
とoなく�ベトナムやラオス�タイ

との�+¯°など�カンボジア�±の²³に

WXし�´µf¶するZ[を·め¸¹¡ºも

45�のものとは¦きく^なる	¨© �(
�

また��ら»eのZ[に�sをもたないこと

もAく�¼lしたように��らがWXする½

¾のrstは�45�はもちろん�カンボジ

ア�±のrstの�¿と6べてもÀめてxい�

カンボジアの����に`するÁÂがÃK

にÄÅされているのと67して��Æテーマ

として�カンボジアのopBCの��に`す

るÇÈUなÁÂはほとんどÉんでいない�
��

Ê

かにËられるÁÂには�たとえば�エスコッ

ト	)������
によるラッタナキリー¾の

¨�カンボジア�の��に`するものがある�

また��ÌÁÂではないが�_¾の_じく¨

カンボジアにおける���� ÍÎÏ



�カンボジア�を��とした�ユネスコと�

� ���である ����による�	
��

の���も��された��	

�����������

これらの��が��して��する����の

 どもの�	をめぐる!"は�#$で%&さ

れる'(に)するものである�

*+�の#$�	における�,'(は-く

の./�-�0��の'(である�したがっ

て�����を1めて�-�0��の'(と

は2なる'(を34&(とする��の ども

は�#56の7+において89な:.に:

たされ�;*<#という=>に?りやすい

��������
�����������カンボジア@Aが

Bめる#$での�,'(はクメール(であり�

これはカンボジアのC&(であるとDEに�

-�0��であるクメール�の34'(でも

ある�さらに�,FGとしてのクメール(

��(�は�HI�	とJK;I�	のカリ

キュラムの;でLMのEN�をOめている�

HI�	P１#QのRあたりのSBの,E

N���ENのT�クメール(の,EN�は

��ENである�HI�	のLU#QであるP

６#Qでは�� ENのT８ENがクメール(

にVてられている�クメール(のWXがある

YZB[したと\]されるP６#Qにおいて

さえ�このFGにはLMのEN�が^_され

ているのである�また�JK;I�	におい

ては�`#QのRあたりのSBの,EN�

��ENのT�クメール(の,EN�は５か

ら６ENである�!"���"��	�"��#$���$�%

�
$���	�""�
���JK;I�	でもやはり�

クメール(をLabするカリキュラムがcま

れている�しかしながら�Jdしたように�

����の-くが34%&する'(はクメー

ル(ではない�したがって�����の ど

もは�34%&する'(とは2なる'(で,

をeけなければならない�クメール(で�

かれた�F�をfみgり��hのiすクメー

ル(をWXし�さらに�クメール(で&jさ

れたklをeけるmnがあるのである�
��

C&

(のクメール(をo(とする どもとpqし

て�����の どもにとっての�,'(を

めぐるr"はstであり�これは�uにvれ

るwxyなz{と|んで�#$�	の}~と

なっている�
��

� ����の����

uに����と���における�HI�	

からJK;I�	への��Kにいる どもの

�	����のmn�であるが�これは�#

Qが+がるほど#$�	�の�y��がMき

くなる��と)�していると\�される�カ

ンボジアの#$�	�の�y��は����

とpqしても�めて�いと'われている

�#��&������カンボジア��を1むわけで

はないが�ブレイ�#��&�����の��によ

ると�`$における��１�あたりの�	�

のT�����くは��の��および� の¡

の¢�によって£われていることが¤¥して

いる�@Aの¦§は¨か���©をOめるにª

ぎない�#$�	�の�y��の«�¬は�

P１#QからP６#Qへと®するにつれて

uPに¯°し�P６#QからP７#Q�すな

わち�HI�	からJK;I�	への#に

� � ± ² ³ ´ P��µ P１¶·̧¹



�って��に�ね�がる���������	
�����

	に
����の��������������

���������の�����は�しく��する�

たとえば
�������������	 
����

�������������の��によると
��に

おけるこの !の"#は
$１%&から$５

%&まではほぼゼロであるが
$６%&では

&'�����リエル�����(ドル�となり
$７

%&では������リエル�����(ドル�
さらに


)*+,-.の/0%&である$９%&では

������リエル������(ドル�となる�
� 

カンボジアの/123の�4では
5ども

１6を+%7へ8%させるために9:な;<

=>は
? を@いたAB=>の���
CをD

め
5ども１6をE%7へ8%させるために

9:な;<=>のDめるFG
��
CとHIす

ると
 そのFGのJさはKらかである

���������	
�����
��

カンボジアの123

のLくは��にMNし
AOPQの��とR

<STUりでVBをWてている�
�� &のX

Bによると
��Yの+でもZ[から\く]

れた
6^�����6_`の�では
12ライ

ン_`のVaをする6のFGは��Cを�bる

���������	
�����
��

AOPQのE�c�

�でVBをWてるdらの;<efはgめてh

られており
%7-. の����
	に


+%7に5どもを8%させるために9:な�

���は
dらのABの+でgめてiきなF

GをDめるのである�%7-. をjうこと

のできない�4の5どもは
dらklの%m

のJさとはnoなく
)*+,-.へのp%

をqめざるをえず
r,-.のstをuたず

に+vw%する5どももxなくない�

)*+,-.における123とyz3の-

.{|は}Bにも~れている�����&から


���&におけるすべての)*+,-.p%�


つまり
この-.��の/rの%&�$７%

&�の8%�にDめる/123の5どものF

Gは
���Cから�
��Cへと��した���に


/yz3の5どものFGは����Cから�
��C

へと�xした�!�"#$
����%&��� ��

これらの��はyz3の5どものp%�とH

Iして
よりLくの12�4の5どもが)*

+,-.へp%したことを��する�しかし

ながら
このH�は%&が�がるにつれて�

�し
)*+,-.の３%&を"#すると


/yz3の5どものDめるFGは���Cであ

るのとHIして
/123のFGはおよそ６

Cへと�`する�!�"#$
�����yz3の

5どもとHべて
)*+,-.へp%した1

23の5どものLくが+vw%していること

が�える�

まとめ

��の��により_`３�が�Kした�$

１に
����&���から;�までのカンボジ

アの��-.は��として��されており


�8%および 8%の5どものFGも�x¡

¢にある�$２に
��-.��の��¡¢

とHIして
��Yおよび\£¤における-

.¥¦はいまだ§¨であり
¤©'{|のª

«は/¬の-.®¯である�$３に
¤©

'{|の:°の１つは
x�±Oおよび12

3の5どもの-.をめぐる²¯
	に
-

カンボジアにおける-.³´ µ¶·



��と�����の�	
�の�にあると

�えられる�

��の���で�べたように�カンボジア

の����に�する���の��は��に 

!されており�����を"めて�この�の

��#$を%&'()*することが+,となっ

た�しかし�-.��に/0をあてて���

�の1#を2めて34してみると�56の�

�では73に8われてこなかった9:の;

として�<=>?@のABからCいDれるE

FGHやIJKのLどもの��をめぐる�

のABとそのMNさがOきPりとなった�

����Qまでの-.��RSTUをVWすカン

ボジアXYにとってのZ[\;は�EFG

HとIJKのLどもの��]^を_`するこ

とであろう�よりab	に�えば���にお

ける�c��と�	
�のdさの�にeり

fむことである�この�の-.��Sbのg

hijからeりkされてきたlらに�mnな

����をopすることは���のqrにs

tしたカンボジアXYがuらに;すvwへの

xyをもz{する�

�

１ |}	には�-.��~����	
��	�����と
は�����および������をWすが�a
b	な��は�によりさまざまである�カンボ
ジアXYは����６Q>と������３Q
>���９Q>を-.��としている�
２ ���のための������~���������
��

�	
�����	������������とは�����Q３
��タイのジョムティエンで��された���
�である�ユネスコとユニセフ�������
�����が��となり������カ�����
 �����¡とともに���の����について¢
�し����のための����£�~�����

�
	������� �� ���	���� ��� ��� ���

����
��������	�����

 ���	!
����

��"#

����を¤¥した�
３ ¦§¨©の��$�Qª��«¬に®める��
¯°の±�は��²を³え�これは´µ¬に�
ぐ¶·であった~d¸¹�º ���$��

４ カンボジアにおける����g»の�１�に
あたる��$�Qªから��%�Qª���¼��の½
=におけるパラダイムはマンパワー¹ポリシー
と�	¾�¿のÀÁÂ¿がÃÄであった�カン
ボジアの����も��«のÀÁ��にはÅª
	Æ�を`えたÇくの�ÈがÉÊであるという
�えËのもとにÌめられ�����よりもむし
ろ�����ÍÎのÏÐの��のhÑにÒzが
jけられた~�&�
�������|Ë��２�にあ
たる����Qª�Óから1Bまでは��	に���
�のための�������にªÔされるように�
-.	�Õニーズ~����	�
�����"�

���の
hÖがZ[\されている�
５ カンボジアXYの:×に5うと�ØÙ<とは
|ÚËキロメートルあたりの�ÛÜ(が��ÍÝ
の<=となる�Þßàはプノンペンとシハヌー
クビル�パイリン�カエプのáßをWし�kる
<=はすべてâãàとäばれる�
６ åæ�の����に�する��¼�の��が�
ç	g»から�	hÑへと��にシフトする�
で��	hÑのÌ�をいかに��めるかの�¿
が��されていることもµÑである�たとえば�
ユネスコが����QÍÎ�Q�Ôしている���
のための��グローバルモニタリングレポート�
の����Q�は���の�をÃÊテーマとしてい
る~'#�(�)���*��
７ カンボジアの������の�RS�は��
６�Qまで`えていない��をWす�
８ � ��のab	なFがXY	�に�めて


�されたのは���%Qである~+�

,
����
 �
�
��
�"������

９ åæ�の����をÇ��Ã×および�G	

�の�0から¿じたÅQの��には��~���*�

やã�~���%�などがあげられる�
�� カンボジア��には��ÍæのEFGHがいる
と�われる~�,����$��
�� EFGHとは�の����Gとして�プノン
ペンß�の����Gの��#$を34した�

�~���*��の��がある�
�� ただし���による��������	との
��~����Q２��-��によると�EFGHの

� � � � ¿ � ��$� �１�èéê



�どもが�く�う��の���では�	
の�
�するクメールで�かれた���を����
ら��の�に�する��が�われていること
が�かっている�
�� ����への !がいまだ"#�な$%とし
て�&'(����)は�カンボジアの*+�,
-を./する�0��12の����であるチャ
ム�も3めて�45に��678りの����を
�えるにも9わらず�カンボジアの:;	<は
その=>を?めていない�@A����につい
ても�クメール�とBCであり�いわゆる��
��とはDなるとしている�
�� EFによる�カンボジアGHのIJK�L�
�でのMNOなPQによると�L�����の
�どももRSTUVのTUを0WX2すること
はYしくなく�Z[\�による]^とはDなる
_`をaしている�
�� �ども１7をb��へc�させるためにde
なfghiは�jklのZmでは�noをpい
たqrhiの����sである�

�� GHtであってもuvにwxOyく�7z
�	���7{|のHでは�}~ライン{�の��を
する7の��は����sである(
��� ����
����	�������)�}~ラインとは�7が7と
して��するうえでの���の��であり�カ
ンボジアの}~ラインは�GHtでは�	���リエ
ル(�����ドル)�プノンペンvをpくuvtで
は�	���リエル(�����ドル)�プノンペンv5
では�	���リエル(�����ドル)に��されてい
る (������������������� !��"����	
�������)�

����

����

� ��(����)�ラオス�����の������
�����

�&��(����)0� ¡|4の��	¢£¤¥¦
における4§¨©のインパクト�カンボディ
アにおける¨©Pªメカニズムの«¬とその
 �2®¯°±�±�²4§�³´��

iµ¶·��

¸¹º»(����)0¼½¾ ��	¢の¿ÀÁ2'
HÂ+ÃÄÅÆÇ+È�f;ÉÊの��	¢�
ËÌ±�iÍÊ�  ���Î���

ÏÐ%��(�����)0¼２¾ カンボジアのÉÊ
ÑÒ«ÓÔÕÖにおけるキャリア×Øと���
プノンペンvのÉÊÑÒO��OÙÚが×Ø

にÛぼすÜÝ�2Þ¸ß�È�カンボジアà
á;�アジアÑÒ³´â�  ����Î����

ÏÐ%��(�����)0カンボジアにおけるã7É
Êの���プノンペンväã��のåæから�2
�ãçã7³´�����  ���Î����

����(����)0コミュニティ�¨©���	


	の
���に�づくL���プロジェク
ト�カンボジアをåæとして2®¯°±�±
�²4§�³´��iµ¶·��

R� �(����)0¼��¾ カンボジアの��r��

�����とその���2@5��Ä��

�È	�f;アジアの��r�(�)���É�

  ����Î����


���Ä5¤�(����)0ÉÊと��2�t�

�Ä����È�もっと�りたいカンボジア�
����  ����Î����


���(����)0��な��Ä��な�����

と��2|'��Ä�'��È	�カンボジ
アを�るための��¾������  �#�Î���

¹	 
(����)0カンボジアにおける����	

¢に9する+���0�どものための	¢か2
という��から�2��±�±�²���³

´��i�¶·��

&'	R(����)0¼４¾ ���4qベトナム�
ラオス�カンボジアの�	¢���に�る
その$��2����È	�Z[の�	¢�
くろしおiÍ�  ���Î����

	'��(����)0¼２¾ カンボジア�
の��

を
う��たち�2��たか�È	�¡|

4の�����4§
�のf�からの]^��
4§
�iÍÊ�  ���Î���

H'��(����)�タイにおける��� �4��

�Ä��Ä��
���Ë���

����

$%��&	��'�(����)�(�)(!��*��+����

,����"���-��%���"(���&����&�����.

&"���"����������� ��	
������	/���#	

  ����.��#�

$%��&	��'�(����)�������� �������
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