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影響を及ぼし、 国際的な混乱を巻き起こす結果となった。 その余波は依然として収まっておら
ず、 明確な対応策も見出されていないため、 今回持ち上がった問題は長期にわたって尾を引
くものと推測される。
［文責 ： 藤井修平］

小特集③

ロヒンギャ問題を意識したローマ教皇の 2 ヶ国訪問
―ミャンマーとバングラデシュでの政治的指導者 ・ 宗教的指導者への語り―
はじめに
これまでも取り上げてきたミャンマーの 「ロヒンギャ」 問題だが、 8 月下旬の事件がきっかけと
なって多数の難民が発生するなど、 再度拡大の傾向を見せている。 そのような中でローマ教
皇フランシスコは 11 月 27 日～ 12 月 2 日にロヒンギャ問題の渦中にあるミャンマーとバングラ
デシュを訪問した。 本稿では、 教皇訪問に先立つミャンマーの情勢と、 2 ヶ国訪問の際に教
皇が発したメッセージに焦点をあてる。
1. 難民増加の状況と解決に向けた取り組み
8 月 25 日、 ミャンマー西部ラカイン州で武装集団 「アラカン ・ ロヒンギャ救世軍」 による警
察施設の攻撃を発端に、 一時沈静化していた仏教徒とイスラム教徒ロヒンギャの対立が再燃し、
多くの住民が避難を余儀なくされた ［→ 『ラーク便り』 76 号 39 頁参照］。 国連によれば隣国
バングラデシュへの避難民は 50 万人を超え、 以前からの避難者も含めれば 80 万人以上に
達するという。 ミャンマーと国境を接するバングラデシュ東部の町コックスバザール周辺にある
難民キャンプは満員状態で、 仮設テントで暮らす難民もいる。 食料支援なども十分でなく感染
症の蔓延も懸念されている （東京 10/8）。
この問題に関して、 アウンサンスーチー外相兼国家顧問は 10 月 12 日、 国民向けテレビの
演説で難民帰還や人道支援などの活動を目的に、 自らが率いる新組織を設立すると発表した
（毎日 10/13）。 11 月 2 日には、 軍の掃討作戦で多くのロヒンギャ住民が逃れた地であり、 8
月下旬にの事件があったラカイン州北部を視察した。 スーチー氏は同地の仏教徒とロヒンギャ
の村 4 村を訪問し、 後者では住民らに平和へむけた意思を示した。 スーチー氏がラカイン州
を訪問するのは初めてのことであり、 問題解決へむけた姿勢を国内外へ示す狙いがあるとみら
れる（朝日 11/3）。 同月 23 日には、スーチー氏とバングラデシュのアリ外相が会談し、ロヒンギャ
難民の帰還を進めるとした合意文書を交わした。 しかし、 バングラデシュ側が 1 年以内の帰還
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を求めたのに対しミャンマー側は期限を区切ることに難色を示したため、 両政府の最終的な合
意には至っていない （朝日 11/24）。 教皇が 2 ヶ国を訪問したのは、 このような状況下である。

2. 教皇訪問の経緯
ローマ教皇フランシスコは、 11 月 27 日～ 12 月 2 日までの日程でミャンマーとバングラデシュ
を訪問した。 バングラデシュは 1986 年 11 月のヨハネ ・ パウロ 2 世の訪問以来 31 年ぶり、 ミャ
ンマーへの訪問は初となった （読売 11/25）。 ミャンマーのキリスト教徒は総人口の 1％ほどで
（カトリック 12/10）、 バングラデシュは約 0.4％ （朝日 11/26）。 今回の訪問は 5 月にバチカン
とミャンマーが外交関係を樹立した後に決定したことで、 当初はインドとバングラデシュの訪問
を予定していたが、 インドのモディ首相が 「教皇を受け入れる準備ができていない」 と伝えた
ことから、 ミャンマーへの訪問となった （朝日 11/26）。 ロヒンギャ問題は訪問の決定後に持ち
上がった形になるが、 教皇はたびたび、 「平和的で善良な人々が長い間苦痛を味わってきた」
などとロヒンギャに言及し、 寄り添う姿勢を示すとともに問題解決を訴えてきた。 今回の訪問は、
仏教徒が多数を占めるミャンマーからイスラム教徒ロヒンギャがバングラデシュに難民として多数
逃れている問題について、 宗教や民族間の対立解消を促す狙いがあるものと考えられている。
しかし、 多くのミャンマー国民が政府のロヒンギャへの迫害を認めていないことから、 教皇が問
題に言及することで国民感情を煽るのではないかとの懸念もあった （毎日 11/28）。 そのため
ミャンマーのチャールズ ・ マウンボー枢機卿は刺激を避けるためにも、 教皇に 「ロヒンギャ」 と
いう言葉を使わないようにアドバイスしており、 バチカンのグレッグ ・ バーグ報道官は、 今回の
訪問はあくまで 「キリスト教徒が少ない国にも分け隔てなく赴き、 あらゆる人々にメッセージを
発信するのが教皇の意向だ」 と述べている。 また、 バングラデシュへの訪問について同国の
枢機卿であるパトリック ・ ディロザリオ枢機卿は、 イスラム教徒が多数を占めるバングラデシュ
へ教皇が訪問するのは、 異なる宗教間での 「調和」 が崩れている状況で、 社会で少数派と
される弱者を含めた調和の大切さを説くためだろうと述べている （朝日 11/26）。 11 月中旬に
は、 教皇は 「和解と許し、 そして平和のメッセージを届けたい」 と訪問の目的を語った （日経
11/27）。
3. 両国訪問における教皇の行程と発言
ミャンマー訪問は、 11 月 27 ～ 30 日にかけて行われた。 28 日に教皇フランシスコはヤンゴ
ン教区の大司教館で諸宗教指導者との非公式の小会談を行った。 会談ではバプテスト教会や
聖公会、 仏教、 ヒンドゥー教、 ユダヤ教、 イスラム共同体の代表、 キリスト教超教派組織の指
導者らが自分たちの共同体について説明すると、 教皇は 「一致しているということは同じという
意味ではありません。 たとえ同じ信仰のなかでも、 一致は画一性ではないのです」 と続け、 「あ
らゆることに価値があり、 豊かさがあり、 そしてまた欠点があります」、 「違いを恐れないようにし
ましょう」 と呼びかけた。 ミャンマーには 135 の民族共同体があるが、 たびたび少数民族の認
知や政治的地位をめぐる争いが起こり、 宗教的対立も目立つ （カトリック 12/10）。
その後首都ネピドーで行われたスーチー氏との会談では、 8 月下旬以降のラカイン州でのロ
ヒンギャの状況が主題となった。 教皇は会談後の政府関係者や外交官らを前にした演説では
ロヒンギャという言葉は使用せず、 「国民の和解は人権の尊重によって可能になる」 と指摘し、
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スーチー氏に寛容の精神や対話の重要性を呼びかけるに留めた （東京 11/29）。 翌 29 日に
は、 ヤンゴンの競技場にてミャンマーで初めてとなるミサを司式した。 会場には 15 万人におよ
ぶ参加者が集まり、 そのうち数万人は遠方からヤンゴンへとミサのために来たという （カトリック
12/10）。
30 日にバングラデシュの首都ダッカに到着した教皇は、在ダッカ外交団らを前に演説し、「国
際社会は深刻な危機に対し決定的な対策を取る責務がある」 と訴えた。 「我々のきょうだいが
難民キャンプで不安定な生活に苦しんでいる。 その多くは女性や子どもたちだ」 と語り、 国際
社会に迅速な支援を求めた。 12 月 1 日にはハシナ首相と会談したほか、 ダッカでの集会で
ロヒンギャ難民と面会した （毎日 12/1）。 招かれたのは 8 月下旬以降にラカイン州から国境を
越えてバングラデシュ東部コックスバザールのキャンプに逃げてきた難民 16 人であり、 彼らは
ダッカ中心部にある大司教邸で、 イスラム教、 仏教、 ヒンドゥー教の指導者らとともに教皇と面
会した。 演説では、 各宗教指導者らを前に 「ロヒンギャの人々も、 生きておられる神の似姿
なのです」 と語りかけ （カトリック 12/10）、 「貧困や難民、 迫害された少数派などに気付かぬ
ふりをしないようにするためには、 開かれた心をもつことが必要」 と訴えた。 続いて、 難民ら
に声をかけ、 「あなた方を迫害したすべての者の名において、 許しを請いたい」 と語った （読
売 12/2）。 訪問最終日となる同月 2 日は、 同国で少数派のカトリック共同体と過ごし、 聖職者
や修道女らに各宗教間の協調の促進が遅れている点について、 陰口による分裂や恨みを控
えるよう戒めた。 その後教皇は、 ダッカ出発までをノートルダム大学でカトリックの青年らと過ご
した （カトリック 12/10）。
以上、 今号の採録期間内では 8 月の武装勢力の攻撃に伴う難民増加の余波を収拾する動
きが見られ、 教皇もミャンマーとバングラデシュの両国で和解と融和を訴えることによって、 そ
れに寄与する役割を果たしたことがうかがえた。

［文責 ： 浅井彩］
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