
 

 

 

Inside out, from the bottom up: 
The role of a local third party actor in sustainable peace development 

in Colombia 
 

Daniel Fernandez Fuentes  
 

Peacebuilding in Colombia is risking proving unsustainable when designed and 
implemented solely from a top-down thinking perspective. Richmond warns about the model that 
liberal peace has attempted to impose, a peace which can co-opt local culture bypassing local actors, 
being inefficient to sustain a social contract which would address the welfare and the empowerment 
of the most marginalized, failing to make peace self-sustaining. There is a need for an everyday 
peace which echoes emancipation and empowerment from the bottom-up, aiming nevertheless to 
meet with the state, creating hybrid forms of peace in political, social and economical terms.  
 

Non-state actors are strategically and holistically vital to construct a peace from within, 
more representative of the ´local´, as they belong to it and are directly or indirectly involved in the 
conflict to be addressed and transformed. They are able to implement what Michelle Maiese has 
called insider-partial mediation from the basis of a whole understanding of the situation, sharing 
cultural ties with the parts and, even if supportive to one side, trusted by both conflicting parts. This 
thesis will describe how a University Institute can facilitate the building of bridges in the process of 
conflict transformation, contributing significantly to the construction of an intercultural and more 
just State, assuming its role of mediator in the local/regional reality of its sphere of influence. In so 
doing it will prove to be a solid and sound non-state local actor, able to deliver solutions towards a 
sustainable peace, and eventually, through generating empathy, lay direct channels of 
acknowledgement between affected local communities and the state: empathy that will open the 
door to the realization of the historical urgency of facing the conflicts that the paradigms of cultural 
differences have arisen. In a multicultural reality as that of Colombia, intercultural dialogue 
becomes an object of concern in response to actually existing conflicts. Intercultural dialogue -as 
Pratt reflects-, at the level of meaning, seeks mutual knowledge and understanding; at the level of 
performance it creates occasions for non-violent interchange among conflicting parties. 
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ダニエル フェルナンデス フエンテス 

 

コロンビアにおける平和構築はトップダウン思考で、企画・実行されると持続性を欠く

リスクが高まる。リッチモンド氏は、ローカル・アクターを無視して地域文化を取り込む

リベラルな平和モデルを押し付けることは、最も周辺化された人達の生活向上やエンパワ

ーメントをもたらす社会契約を持続させるには不十分で、平和が持続しないと警告してい

る。日常的な平和が必要であり、解放とエンパワーメントがボトムアップでもたらされ、

国と対峙し平和の政治的・社会的・経済的ハイブリッドを醸成する必要がある。  

 



 

 

 

非国家のアクターは、内なる平和を構築するには全体としても戦略的にも不可欠である。

平和的に解決すべき紛争に、地域住民として直接関わっているからである。彼らは、文化

的な絆を共有し、また一方に同情的であっても状況の全体像が理解できているので、紛争

主体双方から信頼され、Michelle Maiese 氏がインサイダー部分仲介と呼ぶ働きが可能で

ある。本稿は、大学の研究所が、地域での影響力を駆使して仲裁者として紛争の平和的 解

決に向けて橋渡しを容易にする役割を担うことができることを検証し、多文化的でより公

平な国家建設に寄与するプロセスを描く。その過程で、確固たる堅実なローカル・アクタ

ーたりうることを証明し、持続可能な平和に向けて解決案を提示することができ、ゆくゆ

くは共感をもたらすことで、被害を受けたコミュニティーと国家の間に入って双方を承認

させる直接的なチャンネルを築くことができる。共感が、紛争解決の切迫性認識への扉を

開き、文化的差異がもたらす紛争と向き合う機会を与えてくれる。多文化が共存するコロ

ンビアの現実では、紛争解決のために文化間対話が重要となる。プラット氏がいうように、

文化間対話というものは、その定義においては相互に知り理解することであり、そのはた

らきにおいては、紛争主体同士の非暴力的な接触の機会をもたらすものである。 



 

 

 

 

Memory, Memorialization and Human Security  
Capturing Memory Landscapes in Post War of Sri Lanka 

 (A Case Study from North Province in Sri Lanka) 
 

Vyappareddiyar Jeyamurugan 
 

Since Sri Lanka’s independence in 1948 from the British Empire, the continuous, 
unresolved ethnic based religious conflicts heavily contributed to human insecurity landscapes and 
memory landscapes as the result of the several civil wars in Sri Lanka. The accumulated inhuman 
landscapes are the pages of Sri Lanka’s post-independence history. 
 

According to Prof. Shani, “It is estimated that 280,000 people were displaced in the latter 
stages of the war and at least 7,000 civilians killed, according to UN figures, in a ‘no fire’ zone in the 
North-Eastern tip of the island. Unofficial estimates put the figure far higher – at between 30,000 
and 40,000. These ‘credible allegations’ are being investigated by the UN Secretary-General’s Panel 
of Experts on Sri Lanka, who have warned that, if proven, they would ‘amount to war crimes and 
crimes against humanity’ (United Nations, 2011)”  
 

Sri Lanka’s Pre-War ‘War on Terror’ approach in handling the post-war negatively 
impacts on the process of seeking truth to acknowledging, accepting and ‘liberating’ from the past. 
Sri Lanka faces several challenges to rebuild the country after the 30 years of conflict. The 
collective memory of the past has several untold stories to seeking the truth of the past. The pain, 
dislocation, dispossession and suffering of the past are emerging and forming a new 
identity-victimhood in the post-war situation. Because of the denials and delays on dealing with the 
dark past.  
 

This study examines how does Buddhist Nationalism cause human insecurity for 
ethno-religious minorities in Pre & Post War Sri Lanka and what effect does it have on memory, 
collective memory and memorialization? Furthermore, it also aims to take a qualitative-oriented 
approach and seeks to explore the central research question by using the post-secular human 
security approach (Shani, 2014) to guide its analysis. Also, this study aims to support the 
community peace-building initiative in Wanni, Sri Lanka. 
 
 
 
 

記憶、記憶化、人間の安全保障記憶、記憶化、人間の安全保障記憶、記憶化、人間の安全保障記憶、記憶化、人間の安全保障    

―スリランカの内戦後の記憶風景の理解に向けて―スリランカの内戦後の記憶風景の理解に向けて―スリランカの内戦後の記憶風景の理解に向けて―スリランカの内戦後の記憶風景の理解に向けて――――    

（スリランカ北部地域のケーススタディ）（スリランカ北部地域のケーススタディ）（スリランカ北部地域のケーススタディ）（スリランカ北部地域のケーススタディ）    

 
ビヤパレッディヤービヤパレッディヤービヤパレッディヤービヤパレッディヤー    ジェヤムルガンジェヤムルガンジェヤムルガンジェヤムルガン 

 
1948 年に大英帝国から独立したスリランカでは、継続する対民族間宗教紛争が内戦を

もたらし、人間の安全保障が阻まれた記憶風景をもたらした。スリランカの独立後の歴史

は非人間的な色彩が濃い。 



 

 

 

 

ジョルジオ・シャーニー教授によれば、内戦後半、国連は島の北東の先端の非武装地帯

から28万人が避難を余儀なくされ、少なくとも7千人の民間人が殺害されたとしている。

非公式な推計で被害者は数倍の 3 万から 4 万にのぼる。この信憑性が高い主張は、国連事

務総長が任命した専門家委員会が調査中で、立件できれば戦争犯罪や人道に対する罪に匹

敵すると警告している (国連、2011 年)。 

 

内戦後もスリランカ政府がテロ撲滅アプローチをとったことが、過去の事実について知

り、認め、受け入れ、過去から解放される過程を妨げている。30 年続いた内戦の後、ス

リランカは国の再建に向けて様々な課題を抱えている。過去の集合的記憶には、過去の真

実を知る上で語られていないものがいくつかある。過去の悲嘆、避難、喪失の苦しみが内

戦後に表出し、被害者としての新たなアイデンティーを形成しつつあり、暗い過去を否定

したりして、向き合うことを遅らせたことが原因となっている。  

 

この研究では、スリランカの内戦前後、仏教ナショナリズムが民族的宗教的マイノリテ

ィーの人々に対して人間の安全保障をいかに妨げるかを検討する。それが記憶、集合的記

憶や記憶化にどのような影響をもたらすか？更に定性的研究を行う中で、研究課題分析を

ポスト世俗主義人間の安全保障アプローチ (シャーニー、 2014)で行う。また本稿がスリ

ランカのワンニにおけるコミュニティー平和構築イニシアティブをサポートする一助と

なることを願う。 



 

 

 

 

The school to prison pipeline in the United States:  
Authority figure and stakeholder perceptions of school discipline,  

policing, and security in St. Louis, Missouri 
 

Caitlin Dimino 
 

My thesis considers how authority figures, stakeholders, and parents in St. Louis schools 
– such as principals, teachers, school board members, and school serving professionals – view 
school discipline, policing, and security in the context of the widely acknowledged realities and 
outcomes of the school to prison pipeline, a phenomenon describing the prevalence of particular 
children being pushed from the education system into the juvenile and adult justice systems, and 
disproportionate discipline, the punishment – primarily, but not limited to, school suspensions and 
expulsions – of particular students at higher rates than other students. These issues manifest in 
millions of students experiencing out of school suspensions annually, specifically 3.5 million public 
school students in the 2011-2012 academic year leading to the country’s loss of 18 million days of 
instruction due to exclusionary discipline. These pervasive practices disproportionately affect 
students identified as Black, Latino, American Indian, English learner, or with disability. Research 
shows that (1) loss of instruction time hurts performance (linking the achievement gap in education 
to the discipline gap); (2) that higher rates of suspension are closely correlated with increased 
dropout and delinquency rates; (3) that there are significant economic costs for those suspended and 
for society overall; (4) that racial disparities in suspensions will likely have an adverse and disparate 
affect on the life outcomes of millions of historically disadvantaged children; and (5) that school 
policy and leadership can drive high suspension rates. Acknowledging the legacy of slavery, 
ongoing racism, the movement for Black lives, and the confrontation of individuals, cultures, and 
institutions that uphold or perpetuate racism, this thesis focuses on sociological and structural issues 
of school discipline, policing, and security in regards to their relation or impact on Black students 
through conceptual and explanatory theories, existing research, and original data. 
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ケイトリンケイトリンケイトリンケイトリン    ディミノディミノディミノディミノ    

 

本稿は、セントルイスの学校現場で校長、教諭、教育委員会委員、学校に勤務する専門

家などの権威者、ステークホルダーと保護者が学校規律、警備と安全をどのように捉えて

いるかを検討する。広く認識されている現実として、学校から刑務所へのパイプライン―

特定の社会層の生徒が学校から少年院あるいは監護施設へ直行する現象―があげられて

いる。これらの生徒は度が過ぎる規律や懲罰、特に停学や退学の対象となるリスクも高い。

この問題は、停学処分を受けた年間数百万人―2011 年から 2012 年の一年で公立学校停学



 

 

 

者は 350 万人―に顕著である。国全体としては停退学で 1800 万日分の履修指導が失われ

た。黒人、ラテン、アメリカン・インディアン、英語が第二言語の者、もしくは障害者に

偏った影響がみられる。調査では（１）履修時間のロスは学習成果にもマイナスとなる（教

育現場で学力格差と規律格差の関連）、（２）停学率が高いと中退率や非行化リスクが高く

なる、（３）停学は、本人のみならず社会全体に経済的負担を生じさせる、（４）人種別に

みた停学率の格差は、歴史的に脆弱性を抱える非常に多くの子供たちの人生の成果への顕

著なマイナス要因となる、（５）学校の方針とリーダーシップによって停学率が高くなる

場合がある、ということが判明した。奴隷制の教訓、未だ続く人種差別、黒人の権利向上

運動、人種差別を是認・永続させる個人・文化・組織間の対立などを認識しつつ、本稿は

学校の規律、警備と安全の社会学的・構造的な課題を分析し、黒人生徒への影響を概念的

説明的な理論、既存研究と取得したデータを通じて検証する。



 

 

 

 
Secularism and communalism in India: 

The case of Muzaffarnagar and Shamli Riots, 2013 
 

Surbhi Khyati  
 

My thesis looks at the ethno-religious conflict, called ‘communal violence’ in India. India 
has been witnessing communal violence – between Hindus, Muslims, Christians and Sikh 
communities - since its independence in 1947. Most recently, in August-September 2013, violence 
erupted between Muslims and Jats (a Hindu community) in Shamli and Muzaffarnagar district in the 
northern state of Uttar Pradesh, leading to displacement of over 50,000 villagers, mostly Muslims. I 
interviewed thirty people from these villages in 2015 as my case study.  
 

In my thesis, I inquire about the structures of the state and the way it has influenced the 
identity formation in India. I look at historical phenomenon of colonialism that played a significant 
role in the formation of modern religious identities like Hindus and Muslims in the sub-continent. I 
then look at the concepts of secularism, as it prevails in various forms in the world, and the way it 
was adopted in India. The concept of post-secularism, which has emerged in the recent years as a 
response to the short-comings of secularism, is also covered in my thesis. I look at Indian 
Constitution and behaviour of the state to pose the question whether Indian Constitution and State is 
Secular or Post-Secular in its manifestation. Finally, I look at my case study of the 
Muzaffarnagar-Shamli riots to elucidate the kind of ethno-religious identities formed in India that 
lead to communal violence. 
 

Communal violence is a persistent problem in the entire South Asia where conflicts in the 
name of religion threaten to tear the fabric of societal harmony. These conflicts have political 
consequences and are a challenge to peace and human security of various communities. My thesis is 
an attempt to understand the cause of this continuous violence by looking at the process of 
politicised identity formation in India.  
 
 
 
 

インドにおける世俗主義とコミュナリズムインドにおける世俗主義とコミュナリズムインドにおける世俗主義とコミュナリズムインドにおける世俗主義とコミュナリズム    

―ムザファルナガルとシャムリ暴動―ムザファルナガルとシャムリ暴動―ムザファルナガルとシャムリ暴動―ムザファルナガルとシャムリ暴動(2013(2013(2013(2013 年年年年))))――――    

 

スルビスルビスルビスルビ    キャティキャティキャティキャティ    

 
本稿はインドにおける、“対立住民間暴力”と呼ばれる民族・宗教紛争をとりあげる。

インドでは 1947 年の独立以来、ヒンズー教徒、イスラム教徒、キリスト教徒、シーク教

徒間の対立住民間暴力が起きている。最近では 2013 年の 8 月から 9 月にかけてイスラム

教徒とヒンズー教徒のジャート族との間で、ウッター・プラデッシュ州北部のムザファル

ナガルとシャムリ地区で武力衝突が発生し、主にイスラム教徒からなる 5 万人を超える村

の 住民が避難した。ケーススタディーとして 2015 年にこれらの村で 30人の聞き取り調

査を行った。 

 

本論では、国家の構造を考察し、インドのアイデンティティー形成に対するその影響を



 

 

 

検討した。植民地としての歴史を経験したことが、インド亜大陸におけるヒンズー教徒や

イスラム教徒などの近代的宗教アイデンティティー形成に顕著な影響を及ぼしている。 

次に、世界各地に様々な形で広がる世俗主義の概念を検討し、インドでどのように受け入

れられたかを考察する。 世俗主義では説明しきれない点を補うために、近年提唱されて

いるポスト世俗主義も取りあげた。インドの憲法と国家の行動を検討し、それぞれが世俗

主義かポスト世俗主義を標榜しているかを検討する。最後にケーススタディーとして、ム

ザファルナガルとシャムリ暴動でどのような民族宗教的なアイデンティティーが対立住

民間の暴力につながったかを考察する。  

 

対立住民間暴力は、宗教紛争が社会融和を破壊する東アジア全域での根強い問題である。

これらの紛争は政治に影響をもたらし、様々なコミュニティーで平和と人間の安全保障を

脅かしている。本論は、政治的アイデンティティー形成過程を考察することで、インドに   

おける継続的暴力の原因を理解することを試みている。  

 

 



 

 

 

 
Transforming intractable conflict through dialogue: Failed anti-sex trafficking 

initiatives, sex industry legislative advocacy, and the “great feminist debate” 
 

Kate Kimmer 
 

This thesis provides a critical policy analysis of sex industry legislation and 
anti-trafficking initiatives through a dialogue created by a psychosocial conflict analysis of the two 
main stakeholders involved in the “Great Feminist Debate” on sex work and sex trafficking: 
Abolitionists and sex workers.  Under international law, human trafficking is a form of exploitation 
so severe that it is categorized and criminalized as a form of modern slavery.  It occurs in both public 
and private life, in every industry, and in every State, impacting the lives of millions of people across 
the globe.  However, in many ways focusing anti-trafficking initiatives on crime prevention and 
prosecution has been manipulated by State actors and resulted in polices that criminalize, alienate, 
marginalize, and silence the people experiencing and most vulnerable to both labor and sex 
trafficking. 
 

This thesis discusses why, after significant time, energy, and resources have been 
exhausted to understand the impacts of sex industry legislation, with the results concluding that any 
form of criminalization of the sex industry causes harm to those working in the sex industry, policy 
makers backed by Abolitionists continue to dominate the debate on sex industry legislation, sex 
work, and sex trafficking, resulting in the continued criminalization of sex work globally—in  whole 
or in part—ironically, in the name of protecting women.  Through a facilitated dialogue, this thesis 
moves past a theoretical and moral debate, engaging a dialogue predicated on the will to actualize 
the empowerment and protection of women as workers, transforming this intractable policy debate 
into a conscientious process of recognition of the voices and expertise of sex industry workers: a 
process that rehumanizes those who have been silenced by a debate about them, for them, but never 
with them. 
 
 
 
 

「解決不能な争い」の対話による転換：「解決不能な争い」の対話による転換：「解決不能な争い」の対話による転換：「解決不能な争い」の対話による転換： 
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そしてフェミニそしてフェミニそしてフェミニそしてフェミニスト議論スト議論スト議論スト議論 

 

ケイトケイトケイトケイト    キマーキマーキマーキマー 

 
本稿は、性労働と性的人身売買の主なステークホルダーである、性産業廃止論者とセッ

クスワーカー（性労働従事者）とのフェミニズム論争における心理社会的紛争分析から、

性産業規制と反人身取引イニシアティブの批判的な政策分析を行っている。国際法下では、

人身取引は甚だしい搾取として現代の奴隷制と見なされ、刑罰が法制化されている。公

的・私的にあらゆる産業・国で起きており、世界中で非常に多くの人々が被害にあってい

る。しかしながら、反人身取引イニシアティブは多くの場合、犯罪予防と刑事訴追に焦点



 

 

 

を当てた政策になりがちで、国などのアクターは脆弱性をかかえる故に性労働を経験し、

あるいは性的人身売買の危険にさらされる者を犯罪人として扱い、社会から取り残し、疎

外し、その声を奪っている。 

 

性産業規制の影響理解にかなりの時間・資源・エネルギーが費やされ、いかなる形でも

その犯罪化がセックスワーカーに害をもたらすという結果が明白なのにも拘わらず、性産

業廃止論者を背後に政策立案者が性産業規制法制に大きな影響力を持ち、皮肉にも女性 

保護の名のもと、世界的にセックスワークが全面的・部分的に犯罪化された状態が継続し

ている。対話を容易にすることで、本論は理論的倫理的な論争を超え、女性の働き手とし

のエンパワーメントと保護を目指し、性労働従事者の声を聴きその専門技能を認める良心

的な認識過程での平和的解決を提唱し、自らの問題を議論する機会を奪われてきた者たち

の尊厳を取り戻す過程を描く。 



 

 

 

 
Surviving on the Street of Delhi, India:  

Bending the Concept of ‘Family’ as Homeless Single Women’s Discursive Strategy 
 

Min Shu Cheng 
 

My thesis explores how homeless women negotiate with different types of violence 
permeating their lives, before becoming homeless and during their street life, through creating their 
own family-oriented discourses. By looking at their survival strategies on the street, the thesis also 
unveils the living experiences of homeless women, as combined with their own discursive world. In 
addition to understanding how homeless women strategically maneuver within the harsh 
environment that they dwell, the thesis discusses homeless single women’s sense of agency within 
the patriarchal structure. It also examines if governmental and NGO’s schemes on homeless women 
fulfill their practical and strategic needs. 
 

The findings suggest that, to better understand the nature of the violence on homeless 
women, the analysis of the stages of it, the sources of it and the types of it are equally important. The 
once-upon-a-time victims of violence can be perpetrators too, demanded by the harsh environment 
on the street. The fact of no privacy and continuous competition for resources on the street naturally 
leads to more violence, and the situation is even more aggravated by the inadequate government 
schemes on dealing with homelessness. 
 

When having no power to change the existing structure, homeless women discursively 
bend the concept of ‘family’ to fulfill their needs. Being in a family structure, physically, it provides 
more sense of safety and security, whereas psychologically, it creates meaning and relevance to the 
world. By strategically utilizing multiple identities such as wives and mothers, their value judgment 
on their own survival behaviors becomes multi-layered, fluid and more importantly, justifiable. 
Although the ‘family’ that homeless single women talk about is not entirely the same as traditional 
sense of family, naming it and assigning meaning to it becomes their last resort to exercise their 
agency. This agency is noteworthy for it cracks the existing culture for them to have a space to 
breathe. 
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本稿は、ホームレスの女性が、ホームレスとなる前およびホームレスとなった後、彼女

達独自の家庭環境に関する談話を作り上げることにより、日々さらされる様々な暴力とど

のように対峙するかを研究する。彼女達の路上生活のサバイバル・ストラテジーに着目す

ることにより、この論文はまた、独特の推論的な世界と組み合わさったホームレスの女性

の生活を浮き彫りにする。厳しい環境の中で生きる戦略を理解すると共に、ホームレス女

性の家父長制構造下における自己主体感を分析する。ホームレス女性に対する政府や NGO



 

 

 

の政策を考察し、それが実際的な需要を満たしているかをみる。 

 

研究では、ホームレス女性に対する暴力の本質を理解するためには、それが起こる各段

階、原因、そして種類についての分析がそれぞれ同等の重要であるということがわかった。

暴力の被害者は、路上の過酷な環境下では加害者にもなりうる。プライバシーがなく、路

上の資源をめぐって常に争いが続く状態が暴力を増長させ、政府の不十分なホームレス政

策によって悪化の一途をたどっている。 

 

既存の構造を変える力がないホームレス女性は、「家族」についての概念を目的に応じ

て会話の中で歪曲する。家族の一員であると主張することで、身体的により安全でいられ、

また心理的にはこの世に存在する意味を感じることができる。妻や母といった複数のアイ

デンティティーを戦略的に駆使することで、サバイバル行動における価値判断が重層的で

柔軟になり、またさらに重要なのは正当性を帯びることである。ホームレスの独身女性が

「家族」と称するのは伝統的な意味での家族でない場合が多いが、「家族」と称しそれに

意味をふきこむことは、彼女達の主体感を維持する最後の砦となる。この主体感は、現状

を打破し、彼女達が一息つける場所を提供するという意味で、注目に値するものである。 

 



 

 

 

 

Em(power)ment?; 
Assessing social enterprises and the nature of women’s empowerment 

 
Rebecca Gissing-Simms 

 
What is in a word? Do we agree that one word can have multiple meanings? But what 

happens when one word is called upon by so many as a global objective? Then surely we must 
clarify what meaning this word has for us all. The word that defines my research is ‘empowerment’, 
or more specifically ‘women’s empowerment’. At first glance it may seem simple to grasp, often 
used with the inherent mutual understanding. However, the meaning of women’s empowerment in 
International Development has got quite lost and as a result of this disguised confusion, women fail 
to benefit. 
 

These divergent meanings have meant that the goal of ‘women’s empowerment’ has 
acquired numerous strategies. One strategy is called the ‘social enterprise’; an innovative type of 
organisation that seeks business solutions to social problems and hailed as a new way to empower 
the marginalised. Due to a tendency to assume that by definition social enterprises are socially 
beneficial, there is a lack of understanding about the complexity surrounding the empowerment 
process it engages with and my research aims to address. 
 

Using a case study of a social enterprise in Tanzania that connects women’s artistry to the 
global market, I find that although the social enterprise does successfully generate some level of 
empowerment among the female artisans, this is limited to creating the pre-conditions for 
empowerment. By providing artisans with increased financial resources it increased their inner 
feeling of power, however this failed to enable the artisans to challenge oppressive structures that 
limit their lives. A number of elements served to hinder the process of empowerment including; the 
contradictory capitalist notion of empowerment, the disempowering attitudes of staff and the social 
enterprises lack of engagement with men. Such findings are used to demonstrate the complexities of 
women’s empowerment and the need to bring clarity to the term. Furthermore, it provides evidence 
that financial success of social enterprises should not be conflated with social success.   
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ひとつの言葉には何があるのか？ひとつの単語が複数の意味を持っている、ということ

に我々は同意するだろうか。しかしひとつの単語が世界中で目標として掲げられていたら

どうだろう。その単語が我々すべてにとって何を意味するのかを明確にする必要がある。

この研究では、「エンパワーメント」もしくは「女性のエンパワーメント」がそれに該当

する。一見容易に理解され、共通の定義で用いられているかにみえる。しかし国際開発分



 

 

 

野での「女性のエンパワーメント」には混乱が生じており、女性に恩恵をもたらしている

とは言いがたい。 

 

定義のばらつきは、女性のエンパワーメントの手段が多様であることによる。「社会的

企業」と呼ばれる、革新的な組織のあり方はその手段の一つである。社会的企業は、社会

問題へのビジネスソリューションを提供し、社会的に疎外された人々を支援する新しいや

り方としてもてはやされている。社会的企業は、その定義から社会に恩恵をもたらすと思

われがちであるが、エンパワーメントのプロセスがいかに複雑かはあまり理解されておら

ず、本論はこの問題を検証する。 

 

ケーススタディーで取り上げた、女性の手工芸技術とグローバル市場をつなげるタンザ

ニアの社会的企業は、女性のエンパワーメントにある程度寄与しているが、エンパワーメ

ントの前提条件を提供しているに過ぎない。この企業の取り組みは、工芸に携わる者に増

収の道を提供することで 心の支えを与えたが、生活を圧迫する根本要因を是正させる力

をつけさせるまでには至らなかった。エンパワーメントのプロセスを阻害する要因として

は、矛盾をはらむエンパワーメントの資本主義的捉え方、関わるスタッフの意欲のなさ、

社会的企業が男性と対峙していないことがあげられる。これらの所見をもとに、女性のエ

ンパワーメントの複雑さと、「エンパワーメント」という言葉の意味を明確にする必要性

について論じる。さらに、社会的企業の商業的成功と社会的成功が混同されるべきではな

い理由を提示する。  

    



 

 

 

Concepts of Women’s Empowerment Revisited: 
Toward Holistic Approach 

 
Roberta Tomaz Bonfim  

 
 

This research questions the effectiveness of the recurring approaches to women’s 
empowerment and subsequently proposes a holistic approach aiming at enabling women to take 
control over their lives. Noting that NGOs and development organizations frequently claim to 
empower women through their programs of microcredit and income generation, I question whether 
it has been effective in allowing women to recognize their power within, power to and power with. 
Other scholars have already found the limitations of such strategies. They affirm that in many cases, 
these programs have often reinforced gender inequality and that women still not able to recognize 
oppression and to challenge relations of power over exercised against them. Therefore, this thesis 
collects theories of women’s empowerment published by prominent scholars and proposes a holistic 
approach which includes their views and field experience. The holist approach to women’s 
empowerment proposed here takes into account four elements that are repeatedly advocated in these 
theories: Awaken consciousness, active and transformative agency, resources and achievements. 
The holistic approach also recognizes the obstructions women face to control their destinies. For 
instance, violence, institutional bias, beliefs and values. Too often women internalize the oppression 
they live under and believe the limitations imposed on them to be natural. The holistic approach aim 
at equipping women with the capacity to question oppression and to recognize their sense of 
self-worth and dignity. It also aspires to support women to develop purposeful agency and to make 
use of resources. These are the necessary elements to enable women to control their destinies. 
Therefore, the proposed approach may be more efficient than the recurrent strategies presented 
before.  

This thesis also presents a case of study: The experience of a group of women deprived of 
freedom in the national female penitentiary of Paraguay. They participated in a project carried out 
by the International Committee of the Red Cross aiming at improving their situation of poverty and 
vulnerability in the prison. The results are presented within the narrative of two participants of the 
project. 
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本論は女性のエンパワーメント・アプローチの効果を疑問視し、女性が自身の人生の舵

をとれるような総合的アプローチを提案する。NGO や開発機関はよくマイクロクレジッ

トや収入創出プログラムによって女性をエンパワーすると言っている。しかし、この方法

が女性にその潜在能力に気づかせる効果があるかは疑問である。学者もすでにこの戦略の

限界を指摘している。多くの場合、これらのプログラムは男女格差を助長し、女性はいま

だに弾圧され、また力で抑えつけられていることを認識するに至っていない。本論は女性

のエンパワーメントに関する著名な学者の理論とフィールド体験を提示し、その理論の延



 

 

 

長線上にある総合的アプローチを提案する。ここで提案するアプローチは先行理論が繰り

返し提示する 4つの必要な要素を取り上げている。4つの要素とは、問題意識の喚起、積

極的・変革的な行為主体性、社会環境整備と、その実績である。この総合的アプローチは、

女性がその運命をコントロールすることを阻む要因についても取り上げている。例えば暴

力、根強い偏見、信条や価値観である。多くの場合、女性は弾圧を我慢し、制約を受ける

ことが自然だと思ってしまう。この総合的アプローチは、女性に弾圧を疑問視する力をつ

け、自身の価値と尊厳を認識させる。また女性が自身の目的をもった主体性を育む手助け

をし、与えられた資源の活用をサポートする。これらは女性がその運命をコントロールす

るために必要である。従って、ここで提案するアプローチは先行理論の戦略より効率的で

あろう。 
本論はケーススタディも提示する。パラグアイの女性刑務所で自由を奪われた女性達の

事例で、彼女たちは監獄内での貧困と脆弱性改善のために国際赤十字委員会が行ったプロ

ジェクトに参加していた。結果は、参加者二人が語った説話で提示している。 
 

 

 

    


