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触発するチャリティ精神 

―インド・ケーララ大洪水，その後―

中　江　優　花 *

2018ケーララ大洪水

「もう食べ物は十分あるさ．」大洪水発生 4

日後，何気なく行った避難所で言われた言

葉．これほどまでに早く大量に支援物資がい

きわたるのか，と彼らのチャリティ精神に感

銘を受けたのだった．

2018 年 8 月初旬，インド南西部に位置す

るケーララ州へ調査に訪れた際，1924 年以

来の史上最悪といわれる大洪水に遭遇してし

まった．この洪水により，5 万戸もの家が全

壊し，一時避難者数は 145 万人にのぼった．

死者は 483 人に至り，州人口の約 6 分の 1

に直接的な被害が及んだ．甚大な経済損失を

招き，被害総額は約 3,122 億円にのぼるとい

われる［JETRO 2018］．水が引いた後は感

染症の波にもまれ，さらなる死者数の増加を

招いた［AFPBBNEWS 2018a］．歴史に名を

残すであろう，大規模災害だった．

出来事を簡単に説明する．

今年 6 月からの雨期の降水量は非常に多

く，ダムの貯水はすでに限界だった．例年，

降水量の少ない 8 月に入っても雨は降り続

け，8 月 10 日，ついに事前の警告などなく，

州内 54 あるうち 33 ものダムが次々と放流

されてしまう．これにより，ダムの下流域は

浸水被害を受けることとなる（写真 1）．

さらに追い打ちをかける形で，8 月 14 日

の夜から 8 月 18 日に大豪雨が発生し，川か

ら離れた町の中心部まで浸水被害が及び，州

内全域浸水するに至る．普段車が走ってい

る道路は，土砂の流れる濁流へと姿を変え，

人々，家々，財産，全てを飲み込んだ．

「来月娘の結婚式で，ドレスや靴を用意し

 * 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科

写真 1　ダムの下流域の浸水被害



アジア・アフリカ地域研究　第 18-2 号

202

ていたのに流されてしまった…家具も食糧も

全部．全てを失った…」滞在している家の親

戚が巻き込まれてしまった．滞在先の家があ

るコチ周辺は，偶然にも難を逃れた．だが，

どの家庭においても，親戚の誰かが大きな被

害に遭っていた．

コチ周辺は無事だったとはいえ，船，バ

ス，全ての交通機関は停止し，コチに閉じ込

められてしまった．「去年，私たちは（雨ご

いの）祈りをしすぎたのよ．」朝食のカレー

を食べながら，呑気にそう語るホストファミ

リーがいなければ，私はとうに心が折れてい

ただろう．彼らは，私のために，連日報道さ

れる被害状況を英語で説明し，安全なエリア

や復旧した交通機関の情報を与えてくれた．

彼らの存在は，精神的な支えであり，かつ重

要な情報源でもあった．

「大丈夫．安心して．みんな私たちを助け

てくれるさ．」朝食のカレーに使用するココ

ナッツの実を削りながら，呑気に微笑むホス

トファミリー．この言葉は，正しくもあり，

間違いでもあった．

浮き彫りとなる対立，そして届かない外部か

らの支援

8 月 18 日，徐々に被害状況が明らかにな

り始め，「ある集落で約 1 万人が取り残され，

食事も水もない状態で 3 日間が経過し，子

どもが亡くなり始め，村長が涙ながらにイン

ド政府へ助けを求める」という衝撃的な状況

がテレビで報道された．しかし，その後もイ

ンド政府からの軍隊の派遣はほとんど皆無

だった．インド政府からの支援はわずかな寄

付金（約 80 億円）のみであり，約 3,122 億

円もの経済損失を被っているケーララ州には

全くの不足である．さらに，インド政府は海

外からの支援を次々に断っていったのだ．ア

ラブ首長国連邦などのイスラーム国家が寄付

金や救援活動を申し出，州政府もそれを快諾

したが，インド政府によりもみ消される事態

が起こった．インド外務省は「現行方針に則

り，政府は国内の努力を通じて救援・復興の

要求を満たすよう全力を注いでいる」との声

明を発表し，海外からの寄付金などはインド

にルーツをもつ個人・法人を通じてのみ受け

付けるとした［AFPBBNEWS 2018b］．しか

し，州内では，さらなるインド政府及び海外

からの支援を求める声があがり，インド政府

への不信感が高まっていった．

このように，国家レベルでは，支援の在り

方をめぐって激しい対立が起こり，インド政

府，及び海外からの支援はなかなか届かない

状況であった．

しかし，今まさに災害が起こっている水面

下ではどうであろう．実際の現場では，政府

が争っている間も，手を取り合い，全力で復

旧作業に取り組む人々の姿があったのだ．

大混乱の中，支えあう人々

「もう食べ物は十分あるさ．強いて言うな

ら，上着や毛布が足りないくらいかな．」大

災害発生約 4 日後の滞在先近くの避難所．

この時すでに食べ物は十分確保していた．支

援物資は全てコチ周辺の人々の寄付であり，

コチの人々によって運営されていた．「私は，

この近くでホームステイを営んでいるよ．こ
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の辺りには多数の避難所ができているよ」

（写真 2）．

コチだけではない．州内にある学校，教

会，寺は全て避難所になっていき，気づけば

その数は 3,000 以上にも及んでいた．誰も正

確な数は分からないほどであり，その全てが

有志の地元ボランティアによる活動だったの

だ．

避難所の運営に限らず，人々はさまざまな

形で復旧作業に参加していた．

「衣服が足りないと聞いたから，届けに

行ったの．」そう語るホストマザー．彼女は

クリスチャンで毎朝教会へ行き，毎夕食前に

約 1 時間のお祈りを欠かさない．呑気な一

面もあるが，明るく笑顔が絶えない女性であ

る．彼女が支援物資を運ぶ際，トゥクトゥク

の運転手が「支援物資を運ぶならタダで乗せ

るよ．僕も運ぶのを手伝うよ」と手伝ってく

れたそうだ．

つい最近開店したばかりの土産店の店主．

彼は，カシミール地方出身のムスリムで，出

稼ぎのためにケーララ州へ来ていた．今まで

ビジネスに何度も失敗し，今回多額の借金を

し，5 回目の開店にこぎつけた．「もちろん，

僕も救援活動に行ったよ．当然だよ．」

砂浜を散歩していた時，目にしたのは大破

したチャイニーズ・フィッシング・ネットと

その破片を修理する人々．漁業者の命綱とも

いえる漁業の道具が破壊され，漁業は大打撃

だった．しかし，無事だった船は救援ボート

として被災地に寄進していた（写真 3，写真

4）．また，上流階級の人々は，財産を失っ

写真 2　避難所となったコチの学校 写真 4　貸し出された救援ボート

写真 3　 コチの伝統漁業チャイニーズ・フィッシ
ングネット
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た被災者のために数十万円の寄付をしたとい

う話も聞いた．

一方，全てが順調だったわけではなく，災

害下で宗教間の緊張が高まった場面もあっ

た．『ヒンドゥー教徒がキリスト教徒の家の

イエス様の肖像画を洪水から守った』という

旨のメールが拡散されたが，これはわざわざ

メールを流さないと宗教融和が乱れかねない

状況，宗教間の確執が顕在化しうる局面に

至っていたともとれるものだった．

このように，国家レベル，地域レベルで

社会的差異が明るみに出る場面がありながら

も，ジェンダー，出身地，階級，宗教，職業，

被害を受けたかどうかにかかわらず，人々は

できる範囲で復旧作業に取り組んでいた．

もともと障碍者の生活について研究しよう

と思っていた私は，かかわっていた NGO が

災害復旧作業に取り掛かっていることを知っ

た．いてもたってもいられなくなるのが，

フィールドワーカーの性なのだろうか．もは

や洪水への恐怖などは全くなく，翌週には，

彼らの災害復旧作業に参加していたのだった．

チャリティの渦中へ

Ernakulam Social Service Society（ESSS）

へ災害発生後初めて訪れた．私を見るなり彼

らは私を抱きしめ，互いに無事を喜んだ．そ

れも束の間，次々と運びこまれる支援物資

の対応に追われ，突如あわただしくなった．

「見て．私たちは支援物資収集センターを設

立したの．ユカ，もちろん手伝ってくれるよ

ね？」と，ワケが分からないまま手伝うこと

になったのだ（写真 5，写真 6）．

ESSS は 1962 年に創設されたカトリック

系の NGO で地元に強力なネットワークをも

つ．全てのコミュニティのエンパワメントを理

念とし，さまざまな分野で活動し，今回の災

害でも精力的に活動していた［ESSS 2018］．

州内にはすでに多くの避難所が設立されてい

たが，どの避難所も避難者であふれており，

支援物資を集めて保管する拠点が必要だっ

た．そのため，ESSS は自らのセンターをそ

の拠点にし，支援物資の数を数え，仕分けを

し，避難所へ配給していた．

写真 6　ESSSの支援物資収集センター

写真 5　運び込まれる支援物資
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次々と運び込まれる，水，砂糖，ミルク，

スパイス，米，衣服，生活用品…勢いに圧倒

された．その全てが州内各地からの寄付だ

というから驚きだった（写真 7）．「家が浸水

したけれど，手伝いたくて．ただ来てみた

の」と語る十数名の大学生たちとともに，時

にふざけながらも真剣に仕分け作業に取り組

んだ．「ちょっとユカ！なんで一緒に置いた

の！」突然，若干の色の違いを頼りに私が適

当に仕分けたスパイスの山を見て彼らが怒り

始めた．日本で生まれ育ち，スパイスと縁遠

い生活を送ってきた私にその違いなど区別で

きるわけが無かった．「これとこれは一緒．

それは違う」と，彼らは毎日の料理で使い慣

れたスパイスを的確に仕分けしていった．こ

の時，怒られはしたものの嫌な気持ちは全く

なく，むしろなぜだか嬉しく感じたのだ．お

そらく，日本人だという配慮なく，同じ作業

をする仲間として，対等に接してもらえた気

がしたからだろう．スパイスの仕分けには失

敗したが，彼らの中に入り込んだ瞬間のよう

に思えた（写真 8）．昼休憩の際にはビリヤ

ニが支給され，支援物資に囲まれながら，床

に座り，皆でほおばった．嬉しいことに食後

にアイスまで支給された．そしてまた働き，

疲れた時はこっそりお菓子を皆で山分けし，

なんとも楽しい一日だった．

「今日はすばらしい一日だった！」滞在先

に帰って，自然と出た一声．NGO での活動

を生き生きと語る私に，ホストファミリーは

「ユカ，私たちのためにありがとう．」こう

言ってくれた．

「みんな私たちを助けてくれるさ．」以前ホ

ストファミリーが言った言葉を思い出してい

た．いつの間にか，「みんな」に「私」も含

まれていた．それは特別なことではなく，む

しろ当然のことのように感じた．

ケーララ州に根付くチャリティ精神

ケーララでは古くからミッショナリーの活

動が盛んで，14 世紀ごろにはキリスト教の

コミュニティが各地にあったとされている．

ミッショナリーによって近代的な学校が作ら

写真 8　多種多様なスパイス

写真 7　寄付された水
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れ，男女，階級にかかわらず全ての人を対象

に教育を推進し，男女間や階級間の格差是正

にも貢献していった．後に，近代的な教育を

受けた人々が，社会改革運動を主導し，大衆

運動も活発になっていく［濱田 2008］．

1956 年にケーララ州となり，1957 年の選

挙で共産党主導の左翼連立が政権を握って以

降，共産党政権が政策に大きな影響を与えて

きた．主な支持層が低・中間階級である共産

党によって，土地改革，教育改革，社会福祉

の充実など再配分型の社会政策が行なわれて

いった［太田 2010］．

こうした歴史的・社会的背景が，今回の大

洪水発生後，寄付や救援活動など互いに物，

金，人手を分けあうチャリティの精神に少な

からず影響を与えていたのかもしれない．

最後に，この度の洪水で亡くなられた方々

のご冥福をお祈り申し上げますとともに，被

災された皆様に心からのお見舞いを申し上げ

ます．また，困難な状況の中で復旧作業にあ

たっておられる方々に心からの敬意を表する

とともに，くれぐれもご自愛下さいますよう

お祈り申し上げます．
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