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More than a quarter of a century after the independence of the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM),
fundamental education reform aiming to improve the access of non-majority Communities (Albanians, Turks, Serbs
and others) to a better quality of education in their mother tongue has been one of the most controversial topics in the
country. In formal legal terms, the constitutional provisions guarantee far-reaching rights for minorities to use their
native language in local institutions and to receive primary and secondary education in their mother tongues. With
the dissolution of Yugoslavia, however, they lost access to higher education in their mother tongue provided by the
universities in other former Yugoslav republics. Regaining these lost rights became a political cause for politicians
from the non-majority Communities in FYROM after independence. This has caused some problems. For instance,
Albanians account for 25.2 percent of the total population and perceive themselves not as a “national minority” but as
a sovereign co-partner deserving equal treatment in the state. Ethnic Macedonians regarded the initiatives taken by
ethnic Albanians to open privately sponsored high schools and an attempt to establish an unauthorized university in
Tetovo as signs that the predominantly Albanian-inhabited areas intend to secede from the state.
The Ohrid Framework Agreement, which was signed in August 2001 after armed conflicts in the country, put an
end to the violence and strengthened the multiethnic character of the state through expanding the rights of non-majority
Communities in public life while simultaneously proclaiming the state’s territorial integrity and unitary character. In
the implementation process, the national parliament of FYROM legislated for constitutional amendments and adopted
numerous laws focused on decentralization issues including decentralizing education which has led to increased local
ownership of schools by ethnic communities. In 2002, within the newly elected government coalition, the Ministry
of Education was headed by an Albanian for the first time in FYROM and it introduced initial measures to revise the
history curricula and textbooks. The government coalition finally came to a compromise over the legalization and state
financing of Tetovo University in 2004.
Although on a macro political level interethnic relations are constantly improving as a result of implementing the
Ohrid Framework Agreement with extensive assistance from the international community, multi-ethnicity is reflected
in the education system in different ways. Ethnic separation in schools and establishing a parallel education system
could not bring about greater integration in reality. The ethnic divide generated inequalities in the area of education,
especially among smaller children, and the FYROM faced next challenges to build bridges between communities
through intercultural activities for enhancing interethnic dialogue and collaboration. This paper analyzes the process
of education reforms rooted in the National Programme for Development of Education in the Republic of Macedonia
2005-2015, laws governing the area of education, the nine-year primary education reforms, compulsory secondary
キーワード：マケドニア共和国、教育改革、「非多数派コミュニティ」（民族的少数派、マイノリティ）、アルバニア語、多
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education policy, and the impact of higher education reforms for all citizens including non-majority Communities. This
paper also discusses increased activities on the part of non-governmental organizations supported by the international
community to improve interethnic communities’ relations in ongoing education reforms.
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Ⅰ．はじめに
旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国（以下、

詞の語尾に定冠詞が結合するなどの独特な共通点は

マケドニア共和国）は、1991 年の独立以後、新た

あるものの、印欧語族において単独で一語派を形成

な独立国家としての「統合」の確立と、国内の多民

しており、同国の主要公用語であるスラヴ語系でキ

族状態との狭間で、ジレンマにさらされてきた。中

リル文字を用いるマケドニア語とは語彙・文法・正

でも人口の 3 割前後を占めると想定されることもあ

書法が異なる（直野 2009：290）。さらに、アルバ

る アルバニア系住民は、「民族的少数派」としてで

ニア系住民は必ずしも一枚岩ではなく、たとえば

はなく、対等な主権の担い手としての法的・制度的

1992 年 1 月に非合法に組織された同国内アルバニ

ポジションの承認を要求し、総人口 200 万人余の小

ア系住民の自治を問う住民投票や、その後の「イリ

国にとっては、国家としてのあり方に直結する課題

リダ共和国」 2を掲げる政治的試みに対しても、ア

1

であり続けた。ユーゴスラヴィアという連邦国家の

ルバニア系諸政党の対応はさまざまであった（大庭

解体によって歴史上はじめて独立国家として立ち現

1996：130）。政治的にみた場合、1991 年の独立以後、

れたマケドニア共和国は、「マケドニア」という国

マケドニア共和国の政治状況は、マケドニア系の二

家の名称をめぐり、国家あるいは民族としての存在

大政党、すなわち旧共産党系のマケドニア社会民主

自体が揺らぎかねない状況にあったがゆえに、主権

同 盟（Социјалдемократски сојуз на Македонија、 以

国家としての一体性を保ちつつバルカン半島の国際

下 СДСМ（社会民主同盟）と略）と、民族主義的

関係の中で存続し続けられるのかどうか、という危

主張によって支持を拡大した「内部マケドニア革命

機感を常に底流に抱えている。このため、マケドニ

組 織 － マ ケ ド ニ ア 民 族 統 一 民 主 党（Внатрешната

ア共和国は独立に際して、政治面では大連立政権を

македонска револуционална организација-демократ-

成立させ、「市民」概念に基づいた国家統合を前面

ска партија за македонско националнo единство、 以

に出し、「民族的少数派を含む国民国家」形成と民

下 BMPO-ДПМНЕ（マケドニア民主党）と略）」と

族間関係の均衡を試みた。しかし、1999 年のコソ

いう二大政党間の政権交代を軸に推移している。い

ヴォ紛争の影響を受けた難民流入と、2001 年のマ

ずれの政党も、一院制共和国議会議席において単独

ケドニア共和国内におけるアルバニア系武装勢力と

過半数を占めた場合でも、常にアルバニア系政党と

の武力衝突に直面し、紛争後は国際社会の監督下に

の連立によって、 政権を運営してきた。 さらに、

おいて諸方面での制度改革を実施しつつ、マケドニ

2001 年以後は、いずれの政党も選挙に際して、「非

ア共和国としてのアイデンティティの確立と「多民

多数派コミュニティ」すなわちアルバニア系、セル

族国家」への変容をいかに両立させるか模索途上に

ビア系、トルコ系、ロマ系、ボスニア系の諸政党を

ある。

互いに取り込みつつ、陣営形成を行うという特徴を

なお、アルバニア語は他のバルカン諸言語とは名

持っている。
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マケドニア共和国が直面している課題とは、多民

いて、以下の仮説を提示している（Georgieva 2010：

族社会において「民族的少数派」と位置づけられた

3）。マケドニア共和国における紛争は単に民族間関

民族コミュニティが、少数派としての立場ではなく、

係によって規定された民族間紛争ではなく、ユーゴ

多数派を占める民族コミュニティと対等な立場を法

スラヴィア国家解体過程における他地域での状況か

的・制度的に実現するための、具体策策定と履行で

らも影響を受けた複合的過程であったのではない

ある。その際の指針となっているのは、アルバニア

か。また、2001 年に締結されたオフリド枠組み合

系武装勢力と治安当局による武力衝突後、国際社会

意を、マケドニア系住民とアルバニア系住民は異な

の仲介によって 2001 年 8 月に成立したオフリド枠

るようにとらえており、それが合意履行過程におい

組み合意である。オフリド枠組み合意は、基本原則

て常に紆余曲折と不安定さを孕む原因となっている

として、政治目的追求での暴力行使の否定、同共和

のではないか。具体的には、アルバニア系住民にとっ

国の主権と領土的統一性の確認、同等な立場による

てオフリド枠組み合意は、彼らが長い間被ってきた

多民族性の保持、これを保証する憲法改正、地方分

社会的な排除傾向、すなわち武力を用いない紛争 ･

権化推進の 5 項目を掲げている（大庭 2012：127）。

対立に対しても、最終的解決をもたらすような規制

同合意に基づいて改正された同国憲法では「民族的

力をもつものと受け取られている。一方、マケドニ

少数派」という表現はすべて削除されて「コミュニ

ア系住民は、オフリド枠組み合意を、国際社会の圧

ティ заедници」となり、実質的な多民族社会とし

力による政党間協定すなわち政治協定であり、実施

て国家を再構築するという方針が出された。さらに、

策は交渉により策定するものと理解している。実際、

アルバニア系住民との敵対行為停止を目的とした、

1980 年代および 90 年代のコソヴォ情勢はマケドニ

地方分権化の徹底、住民構成の民族比率に応じた警

ア共和国内のアルバニア系住民の不安感にも影響を

察を含む官民両分野での雇用、複数言語の公用語化

与え、アルバニアのティラナ大学やコソヴォのプリ

と民族言語を用いた教育改革などが、具体的な政策

シュティナ大学で取得した学位がマケドニア共和国

課題となった。このため、本稿においては「非多数

内では実質的に承認されなかったことは、マケドニ

派コミュニティ」という用語を基本的に用い、あえ

ア共和国内でのアルバニア系高等教育の確立を政治

て「民族的少数派」と記述した場合は 1990 年代の

問題化させた要因のひとつであった。ただし、マケ

状況を含意している。

ドニア共和国の政治関係は、前述の特徴をもつがゆ

本稿は、上記のようなマケドニア共和国の独特な

えに、民族間関係については独立以後も、政治交

政治的文脈において実施された、教育諸改革に焦点

渉の道は閉ざされていなかった（Ackermann 1999：

をあてて考察するものである。主権国家としての一

88-94）。本稿の考察にあたっても、マケドニア共和

体性と多民族性によって分断される社会状況との間

国の独立前後および 2001 年のオフリド枠組み合意

で、2001 年の紛争前後に教育改革という面ではど

前後の変化を踏まえた、中・長期的視点にたつこと

のような具体的な課題が生じていたのか、そして、

が必要とされているといえよう。

それらへの対応は同国の政治状況とどのように関連

上記の問題関心にもとづき、本稿は、まずマケド

していたのか。本稿が筆者の本来の専門分野とは異

ニア共和国が独立後に直面した政治経済状況を確認

なる教育問題や教育政策にあえて着目して考察する

し、その中で、教育改革とくに「非多数派コミュニ

理由は、これらがオフリド枠組み合意による改革分

ティ」の言語による教育問題が 2001 年のオフリド

野のひとつであり、かつマケドニア共和国において

枠組み合意後に実施された諸改革の中でどのように

は、教育改革問題が国家のあり方および民族間の政

位置づけられ、どのような政策課題として対応され

治関係と密接に関連していたためである。

たかについて検証する。これらをふまえて、教育現

人間の安全保障論および紛争予防・解決論を専門

場に関わる立場では具体的な諸課題にどう対応しよ

とし、ユネスコ・チェアとして同国の教育改革にも

うとしたのか、初等教育カリキュラムの改編や、国

関与しているゲオルギエヴァ・スコピエ大学教授は、

家のあり方と密接に関連せざるをえない歴史教科書

メメティ南東欧大学准教授およびムスリウ・テト

の執筆をめぐりどのような模索が行われたのか、さ

ヴォ大学教授との共著論文において、マケドニア共

らに中長期的に同国における多民族社会のゆくえを

和国において多方面の要因が錯綜している状況につ

左右することになる高等教育が果たしうる機能と役
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割はどのような方向性で検討されているのか、など

表１．マケドニア共和国の GDP 推移（1990-2004 年）

について検証する。

Ⅱ．独立後の政治経済状況における教育改革の位
置づけ

（％）

１．独立後の政治経済状況と「非多数派コミュニ
ティ」
1991 年 9 月の住民投票を踏まえ同年 11 月に独立
宣言を行ったマケドニア共和国は、国名における「マ
ケドニア」という名称の使用や新たな国旗の意匠を
めぐり、隣国のギリシアによって既存国境を越える
領土的野心を懸念され、93 年にいたるまで EC（当
時）諸国からの国家承認を受けることができなかっ
た。換言するならば、独立宣言後も独立国家として
存続しうるのか予断を許さない状況におかれていた
といえよう。経済面においても、ユーゴスラヴィア
連邦解体により従来の市場関係を断ち切られたうえ
に、94 年まで続くギリシア国境での断続的経済封
鎖によりとくに原油輸入および物流面で打撃を受け

出典：Државен завод за статистика 2005 より、筆者作成。

た（Shea 2008：279-285）。くわえて、旧ユーゴスラ
ヴィア紛争と関連して国際社会がセルビアとモンテ
ネグロに対して実施した経済制裁の余波も受けた。

しかし、経済状況が好転したわけではなく、15

同国から旧ユーゴスラヴィア諸地域あるいはセルビ

歳以上労働人口における失業率推移は図１に見られ

ア経由でヨーロッパ市場に輸出していたワインやた

るように、高止まり状態である。2015 年 3 月時点

ばこなどの農産加工物の物流は停滞し、同国主要産

では、15 歳以上労働人口 95 万 4,610 人のうち、就

業である製鉄業や繊維製品業も大打撃を受けて主要

労者数は 71 万 1,380 人であるのに対し、失業者数

工場の大半が操業停止になったほか、鉛・亜鉛 ･ 銅・

は 24 万 3,230 人で、失業率は 25.5％と若干の改善

フェロニッケル・フェロシリコンなどの非鉄原料

傾向にある（Државен завод за статистика 2015a）。

を有効利用する道も閉ざされた。独立直後 1 年間で

図１．マケドニア共和国の失業率推移（1996-2011 年）

2000％近くに達したハイパーインフレーションによ
る社会不安と経済混乱の独立直後を特殊な時期とし
て考慮しなかったとしても、1990 年代前半の実質
GDP 成長率はマイナス成長とならざるをえなかっ
た。表 1 にみられるように、実質経済成長率がプラ
スに転じたのは、1995 年にギリシアとの暫定合意
（Interim Accord）により国家承認をうけ、経済封鎖
が解除されて以後のことである。ただし、一人当た
り GDP が独立時の水準に戻るのは、2003 年以後の
ことであった。なお、2014 年時点での経済成長率
は 3.8％で、一人当たり GDP は EU 加盟国 28 カ国
平均に対し 36％の水準に相当している（EU 2015：
25）。

画像出典：マケドニア共和国統計局 HP
http://www.stat.gov.mk/OblastOpsto_en.aspx?id=14
（2016 年 7 月 13 日最終閲覧）
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存在し、失業率がピークであった 1996 年から 97 年
また、表 2 にみられるように、2014 年時点にお

にかけて、マケドニア系住民の失業率が 3 割程度

いても、15 歳から 24 歳の若年労働人口における失

であったのに対し、アルバニア系住民の失業率は

業率が突出していることがわかる。

54.8％から 58.3％、とくにアルバニア系女性の失業

表 2．マケドニア共和国における年齢別労働人口と失業者数

率は 79.5％に達した（千年 2002：134）。このよう

労働人口

失業者

失業率

（人）

（人）

（％）

な状況を是正するために、2005 年に採択された労
働関係法および 2010 年採択の反差別予防・保護法
は、民族性に基づく雇用差別を改めて禁止した。し

15歳〜24歳

94,914

50,397

53.10

かし、2014 年のマケドニア共和国失業率 28％の内

25歳〜49歳

626,995

166,025

26.48

訳を地域別に見ると、南東部地域で 36.4％、ポロ

50歳〜64歳

231,986

52,041

22.43

グ地域で 30.7％、北東部地域で 44.0％であった（Д

総数

953,895

268,463

28.14

出典：Државен завод за статистика 2014：22 より筆者作成。

ржавен завод за статистика 2015b：36-37）。労働人口
に占める失業者数の割合が多い地域は、「非多数派
コミュニティ」が多い地域とほぼ重複しており、こ
の点がいまだ課題として残っているといえよう。
マケドニア共和国の民族コミュニティ間の関係に

本稿の課題と関連して、失業者の年齢構成と教

おいては、2001 年の紛争と絡んで同国の「非多数

育レベルについて勘案した場合、表 2 に示されてい

派コミュニティ」で最大多数を占めるアルバニア系

る 24 歳以下の失業者 5 万 397 人のうち、初等教育

の問題がしばしば言及されるが、とくに失業率の高

を受けなかった者は 581 人（1.2％）、初等教育未修

い「非多数派コミュニティ」は、ロマである。ロマ

了者は 2,021 人（4%）、初等教育修了者は 6,906 人

の失業率は 2010 年 8 月時点で 72% に達し、他の民

（13.7％）、3 年制中等教育修了者は 2,420 人（4.8％）、

族と比しても突出して高い。問題は、ロマの失業者

4 年制中等教育修了者は 3 万 285 人（60.1％）、高等

のうち、33％は初等教育を修了していなかったこと

教育修了者は 7,882 人（15.6％）となっている（Д

である（Roma Education Fund 2012：10）。初等教育

ржавен завод за статистика 2014：80）。 若 者 世 代 の

でのロマニ語授業は 1993 年から導入されているが、

失業者のうち、84％が中等教育修了以下であるため、

2006 年 か ら 2009 年 に 実 施 さ れ た 調 査 に 基 づ く

若年層失業率の改善にむけては、まず初等教育の普

UNICEF レポートは、15 歳から 24 歳のロマ女性の

及を徹底させることが必要となってくることがうか

識字率は 6 割にとどまると報告している（Eminova

がえる。

2011：38）。マケドニア共和国のロマ問題に長年関

しかしながら、多民族国家であるマケドニア共和

与しているソロス財団オープン ･ ソサイエティのラ

国の場合、統計処理される失業者の年齢構成だけで

ザレフスカ研究員によれば3、初等教育を修了でき

なく、統計資料としては公表されない実態として

ないロマの子どもたちに共通する要因がいくつかあ

の「非多数派コミュニティ」の失業率の高さと母語

る。就学前教育を受けておらず、6 歳での小学校入

による教育実施という問題が絡んでくる。一人当た

学時にマケドニア語による教師の指示を理解できな

り社会生産物、失業率、教育水準という 3 つの経済

い場合、しばしば通常クラスではなく、学習障害児

的要因変数を用いて同国における 1990 年代の民族

童として隔離されてしまい、学習意欲自体が損なわ

間の経済格差を分析した研究によれば（千年 2002：

れる。マケドニア共和国南部地域で盛んなぶどう栽

131）、「民族的少数派」が多数居住する地方自治体

培の収穫作業のため家族単位での季節移動労働に携

とマケドニア系住民が中心となる地方自治体の間

わる児童が多く、初等教育の場から数ヶ月単位で欠

には、社会主義時代から 2 倍弱の一人当たり平均所

席するために、落第する率が高くなる。初等教育を

得格差が存在しており、1991 年の体制転換以後も、

修了できない場合、いわゆるインフォーマルな労働

若干ながら格差縮小傾向にあったものの解消されて

形態に従事する状況が再生産されることは否めない。

いなかった。

こうしたロマの社会包摂は、マケドニア共和国にお

失業率においても民族コミュニティ間の格差は

いてはロマの閣僚を中心に制度的枠組みが整備され
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つつあるものの、政府予算の面で制約が大きい。実

門に勤務する者のうち、78.1％はマケドニア系が占

際には、オープン ･ ソサイエティ財団や国際社会の

め、2009/2010 年度に「非多数派コミュニティ」か

資金援助および実働面でのロマ NGO によるさまざ

ら新規採用された人数は 407 人、うち 301 人が高

まなプロジェクトによって改善の途上にあり、文字

等教育修了者、106 人が中等教育修了者であった

通り長期的対応が求められる分野となっている（大

（OSCE 2010：49）。EU による 2015 年プログレス ･

庭

2014b：13-14）。

リポートも、アルバニア系の公務員採用においては

一方、民族コミュニティ間の雇用格差は、公務員

一定の改善が見られるが、他の「非多数派コミュニ

などの公有部門で著しい。マケドニア共和国は、旧

ティ」の出身者が公務員に採用される率はいまだ低

ユーゴスラヴィア諸国の中でもっとも早く 1999 年

い水準にとどまっている、と言及している（European

に 行 政 改 革 戦 略 を 採 択 し、 翌 2000 年 に は 公 務 員

Commission 2015：10）。国家安全保障にかかわる分

法を採択していた（Rabrenovic 2006：15）。しかし、

野や、農業発展や地域経済発展に対する財政支援を

使用言語と密接に関連した教育水準問題と、政治

行う政府外郭団体など、主要な国家公務員部門に占

的関係を含む縁故主義による雇用優先が長く残存

める「非多数派コミュニティ」出身の職員数は、依

していたため、雇用格差の解消は、2001 年のオフ

然として少ない。表 3 は、2002 年国勢調査による

リド枠組み合意による重点的対策分野のひとつと

人口比と、公務員に占める出身コミュニティ別の割

なった。2010 年 6 月時点で国家予算による公有部

合について、筆者が整理したものである。

表 3．マケドニア共和国における出身コミュニティ別人口構成比および公務員比

（単位％）

国勢調査

国家公務員

国防軍

国防軍

地方公務員

（2002年）

（2010年）

（2001年）

（2012年）

（2010年）

91.58

73.27

70.3

マケドニア系

64.2

78.1

アルバニア系

25.2

16.9

2.03

19.06

24.4

トルコ系

3.9

1.3

0.47

2.18

2.2

セルビア系

1.8

1.6

2.9

1.87

1.5

ヴラフ系

0.5

0.6

0.24

0.81

0.4

ロマ

2.7

0.6

0.23

1.23

0.5

ボスニア系

0.8

0.3

0.09

0.59

0.3

その他

1.0

0.6

2.46

0.98

0.8

出典：Попис. 2002.；OSCE 2010；Mitrevska 2013

国防軍におけるマケドニア系の職業軍人数はほぼ

などより、筆者作成。

るコミュニティへはその民族の警官を派遣するとい

横ばいであるのに対し、アルバニア系の職業軍人数

う改革が急速に進められ、「非多数派コミュニティ」

は 11 年間で 116 人から 1,336 人に増えるなど、「非

出身の警官は、当初 2 年間は年 500 人規模で新規採

多数派コミュニティ」出身者の割合は改善傾向に

用された（中内 2010：12）。

ある（Mitrevska 2013：93）。また、地方公務員では、

このような住民の民族比率に応じた公務員採用問

より住民の民族構成に近い採用が実現されつつある

題は、中等教育以上の修了者数を増やすための教育

といえるが、昇進率などの階層格差は情報自体が公

改革と密接に関係しているため、次節においてはマ

表されておらず、雇用実態については長期的対策が

ケドニア共和国による教育改革の経緯と政治的背景

必要な課題として残っている。なお、オフリド枠組

について確認する。

み合意に基づき「非多数派コミュニティ」出身者の
雇用が顕著に増加したのは警察部門である。OSCE、

２．教育改革の経緯と政治的背景

EU、アメリカの支援による警察研修や警察学校支

⑴ 1990 年代におけるアルバニア語による教育問題

援を背景に、マケドニア系以外の住民が多数居住す

と政治状況
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1991 年 11 月に採択されたマケドニア共和国新憲

を修了した証明書を持たない者も含まれていること

法は、同国の多民族構成に憲法で言及するという点

などを課題として指摘した。とくに問題となったの

では先進的であった。憲法第 7 条において公用語と

は、隣国セルビア共和国内コソヴォ自治州の自治権

してのマケドニア語とキリル文字を明記する一方、

が 1990 年 9 月に縮小されたことに伴い、国家によ

地方自治体レベルに限定して民族的少数派の言語と

るカリキュラムとは別に無認可で作られた「並行教

文字を使用する権利を考慮する可能性に触れた。こ

育システム」を、マケドニア共和国文部科学省の管

のような憲法規定と関連して、アルバニア語教育の

轄外において、一方的に導入した点であった。

実施問題が政治的にもセンシティヴな課題として浮

無認可での中等学校開設は、独立直後の政治経済

上したが、問題は独立前から続く状況の延長線上に

状況においては国家としての制度が問われる課題と

あったため、本節ではまず、その経緯について確認

して立ち現れただけでなく、隣国セルビア共和国内

する。

コソヴォ自治州の状況とも関連して、政治的にもセ

中等教育を終えたアルバニア系住民が高等教育

ンシティヴな要因を内包していた。この点は、高等

や雇用の機会を求めて国外へ向かうという移動は、

教育すなわちアルバニア語による大学設置問題にお

ユーゴスラヴィア連邦時代から見られた。独立前の

いて、より明らかになった。当時マケドニア共和国

1985 年に制定された中等教育法では、アルバニア

内には首都スコピエと南部の旧市ビトラの二か所に

語による授業を実施するクラスは 30 名以上の生徒

国立大学が存在していたが、これらの登録学生数に

と有効な資格をもつ教員が確保される場合にのみ開

占めるアルバニア系学生の割合は、1.5％に過ぎな

設できることになっており、教員不足や施設確保の

かった。これに対し、1992 年度学期より大学入学

困難性からアルバニア語のみによる授業実施は難し

者に占める「民族的少数派」の割合を増やすため、

かったからである（Poulton 1995：129）。このため

いわゆるアファーマティヴ ･ アクションによる１

アルバニア系生徒はマケドニア語による混合クラス

割枠が導入され、1994 年度学期におけるアルバニ

に出席していた。さらに、1980 年代後半にはユー

ア人学生数は 5.2％まで増えた（Pichler 2009：222）。

ゴスラヴィア連邦規模での民族主義的言動を理由に

しかし、これでは不十分として、1994 年 10 月にア

アルバニア系教師が大量に解雇されるという事態が

ルバニア系大学の新設要求が、隣国セルビア共和国

出来し、マケドニア共和国内で中等教育を継続する

内コソヴォ自治州のプリシュティナ大学関係者に

アルバニア系生徒数が半減した（Pichler 2009：221）。

よって、マケドニア共和国政府宛に提出された。ア

1990 年 8 月には授業および学校運営におけるアル

ルバニア系住民数がもっとも多いマケドニア北西部

バニア語使用やカリキュラムの見直し、解雇された

のテトヴォに、国外のアルバニア系ディアスポラに

アルバニア系教師の復職要求が出されたが、アルバ

よる基金を基に計画された、いわゆるテトヴォ大学

ニア系コソヴォ自治州の権限縮小を進めていたセル

（ 現 Universiteti Shtetëror i Tetovës） で あ る。 当 時 の

ビア共和国内の情勢も勘案しつつ、政治的配慮によ

政権は、議会過半数を占める СДСМ（社会民主同

り棚上げされた。

盟）がアルバニア系政党である民主繁栄党（アルバ

こうした状況に対し、1991 年 9 月にはマケドニ

ニア語表記 Partia për Prosperitet Demokratik、マケド

ア共和国の独立を問う住民投票が実施される一方

ニア語表記 Партија за демократски Просперитет、以

で、アルバニア系住民の多い西部地域ストルーガの

下 PPD と略）との連立により担っていたが、テト

中等学校では、マケドニア語による授業と並行して

ヴォ大学設立宣言には PPD の議員達やアルバニア

アルバニア語による授業の復活を要求する数千人

系住民の多い地方自治体の首長の名前も列挙されて

のデモが行われた。この時点では、60 キロ離れた

いた。テトヴォ大学問題は、単なる教育改革問題で

場所にアルバニア語による中等専門学校が存在する

はなく、同国の政治状況と密接に結びついていたの

ことを理由に認められなかったため、地方自治体首

である（Koneska 2014：140）。

長をはじめとするアルバニア系の地域住民の支持を

認可を受けないまま、1995 年 2 月に行われた開

えて、無認可で中等学校が開設された。同校を視察

学セレモニーは警官隊により強制排除され、これに

した文部科学省視察チームは、教員や教育施設が十

抗議するアルバニア系住民に死傷者が出る事態と

分な資格を満たしておらず、生徒の中には初等教育

なった。初代学長ファディル・スレイマニは一時的
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に逮捕拘禁されたが、テトヴォ大学はその後も小規

ア語表記 Partia Demokratike Shqiptare、マケドニア語

模ながら運営を続けた。テトヴォ大学問題は、国外

表記 Демократска партија на Албанците、以下 PDSH

ではマケドニア共和国内の民族対立の象徴として報

と略）との連立を組むことになった。PDSH は 1990

道されたが、争点はテトヴォ大学が「国立」大学の

年代後半以降マケドニア共和国内でのアルバニア系

地位を得られなかった、すなわちマケドニア共和国

住民の間で影響力をもち、2001 年紛争後のオフリ

憲法が規定する「民族的少数派」の言語で教育を受

ド枠組み合意成立の際の交渉当事者のひとつとなっ

ける権利を国家は保障していないのではないかとい

た 政 党 で あ る。 た だ し、1990 年 代 に 主 要 な ア ル

う点に集約されつつあった。であるがゆえに、PPD

バニア系政党として活動していた PPD（民主繁栄

はその後 1998 年まで連立政権に残り、アルバニア

党）や PDSH に対し、2001 年紛争以後は、隣国コ

語による高等教育の導入という課題を教育基本法の

ソヴォで武装勢力を組織したコソヴォ解放軍の流れ

審議過程の場で提起し、公的に承認された立場獲得

を汲む、統合のための民主連合（アルバニア語表記

という政治目標と結びつけたのである。

Bashkimi Demokratik për Integrim、マケドニア語表記

テトヴォ大学問題と並行して争点となったのが、

Демократска унија за интеграција、 以 下 BDI（ 統 合

教育学部における授業言語問題である。1991 年の

のための民主連合）と略）が急速に台頭した（Pettifer

独立時、首都スコピエにある聖キリルとメトディ大

2002：1-2）。BDI は、現在にいたるまでアルバニア

学（以下、スコピエ大学と略）には、アルバニア

系有権者から最も高い支持率を得ている。2001 年

語による 2 年間の教師育成プログラムをもつ教育ア

の紛争後、連立政権の組閣に際しては、アルバニア

カデミーが付設されていた。同アカデミーは、1995

系政党の所属閣僚は、とくに文部科学大臣および民

年度には、アルバニア語による就学前および初等教

族コミュニティ間の関係に関わる分野に登用され、

育前半（1 年次から 4 年次を担当）の教師を養成す

教育改革問題は連立与党の重要な政治的アジェンダ

る、4 年間のカリキュラムを持つ教育学部に昇格し

のひとつとして機能してきた。そこで、次節では、

た。しかし、初等教育後半（5 年次から 8 年次を担

2001 年の紛争後の教育改革に焦点をあてて、その

当）と中等教育での教師免許をアルバニア語で取得

内容を確認する。

することができなかったという限界があり、これを
政治交渉により是正したのが、1997 年に成立した

⑵ 2001 年のオフリド枠組み合意と教育改革

教育学部における授業言語に関する法である。同法

本来であれば、教育改革は民族コミュニティ間の

は、教員養成学部での授業をアルバニア語で実施す

関係によって左右されるものではなく、学校制度全

ることを法的に認め、教育学部に「民族的少数派」

般に関わる国家政策によって実施されるものであろ

出身の学生を対象としたクオーター制度を課した。

う。しかしながら、マケドニア共和国では前述の経

しかし、この政治的妥協は、マケドニア人による

緯に加え、住民の意識にも乖離状況がみられ、教育

国民国家形成を第一義とすることを掲げていた当

改革には政治状況が影響を与えた。2001 年の年末

時の野党 BMPO-ДПМНЕ（マケドニア民主党）を中

に行われた世論調査によれば、アルバニア系住民に

心としたマケドニア系住民による大規模な抗議デ

とってテトヴォ大学問題はオフリド枠組み合意の履

モにつながり、連立与党内における政治的な妥協

行過程においても最優先課題のひとつであり、一方

のみでは国内世論の支持を得られないという脆弱

マケドニア系住民にとっては武装勢力の武装解除が

さも露呈させることになった。直後の 1998 年総選

最優先課題であって、テトヴォ大学の国立大学と

挙では、独立後継続して政権を担っていた СДСМ
（社会民主同盟）は初めて第二党となって政権を交

しての承認はもっとも優先度の低い問題であった
（Pichler 2009：224）。

代 し、1999 年 大 統 領 選 挙 で も BMPO-ДПМНЕ（マ

このため、国際社会が両者の妥協点として当初提

ケドニア民主党）が擁立したトライコフスキ候補

示した選択肢は、テトヴォに高等教育機関として、

が当選した。BMPO-ДПМНЕ（マケドニア民主党）

国際社会の支援を得た私立の大学を新設するという

は、PPD（民主繁栄党）から 1994 年に分離したア

ことであった。武力衝突が勃発する前の 2000 年初

ルバニア人民主党（新党結成時の名称はマケドニア

頭にマケドニア共和国を訪問したマックス・ヴァン

内アルバニア人民衆繁栄党でその後改称、アルバニ

デルストール OSCE 少数民族高等弁務官は、欧州評
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議会の専門家とともに、私立大学設立の政策調整を

が、人口の 2 割以上の住民が話す他の言語も、地方

行い、同年中にマケドニア共和国議会は新たな高等

自治の分野および中央政府とのやり取りにおいて公

教育法を採択した。同法の手続きに則り、OSCE と

用語として扱われ、公文書においてマケドニア語と

USAID およびソロス財団の財政支援によって 2001

併記される。2 割以下の住民が話す他の言語に関し

年 9 月にテトヴォに新設されたのが、南東欧大学

ても、各地方自治体での使用については民主的に決

（South-East European University）である。同大学の

定されることになった。裁判・司法分野の手続きに

ホームページによれば、2002 年 11 月の開学時の学

関しては、被告あるいは関係者の権利として、国家

生数は 2,250 人、特徴はアルバニア語、マケドニア

予算により翻訳がなされる。マケドニア語以外の公

語および英語による授業を取り入れた三言語主義に

用語を話す個人に関する公文書は、法に則りすべて、

よる多民族性への対応であった。しかし、この南東

マケドニア語と当該言語で併記されることとなった。

欧大学が数年後にはテトヴォ大学の代替となる、す

紛争後の 2002 年 11 月に成立した СДСМ（社会

なわち主にアルバニア系学生を対象としつつも多

民主同盟）と BDI（統合のための民主連合）による

民族 ･ 多言語の高等教育機関として機能するだろう、

連立政権は、教育改革を政治アジェンダの上位にお

という当初のアイデアは、実現しなかった。要因の

いた。そもそも、総選挙においてアルバニア系有権

ひとつは、南東欧大学の規模がテトヴォ大学を希望

者の支持をもっとも集めたとはいえ 2001 年紛争に

するアルバニア人学生の多さに対応しきれなかっ

おいて「テロリスト」として認識されてオフリド枠

たことである。2014/2015 年度時点においても、南

組み合意の調印には招かれなかった BDI（統合のた

東欧大学への入学者は 732 人であるのに対し、テト

めの民主連合）と連立を組み政権を担うという判断

ヴォ大学への入学者は 3,604 人であった（Државен

自体、同国における民族間の政治権力分掌システム

завод за статистика 2015c）。また、南東欧大学の学

において画期的事態であった（Koneska 2014：142-

費は年間 1,000 ユーロであるのに対し、テトヴォ大

143）。教育改革をめぐる両党間の政治交渉は、非政

学の学費は年間 100 ユーロ（当時。現在は年間 400

府組織の仲介で断続的に行われ、その結果、マケド

ユーロ） であったことも影響した（Pichler 2009：

ニア共和国独立後初めて、アルバニア系の文部科学

225）。より根本的な理由は、テトヴォ大学が国立大

大臣が誕生した。以後、オフリド枠組み合意が定め

学として認可されること自体に、独立後のマケドニ

る教育改革の履行は、アルバニア系文部科学大臣お

ア共和国における多民族性の制度化という政治的な

よびマケドニア系文部科学副大臣という体制下で実

意味が付与されていたため、私立大学では代替にな

施されることとなったのである。2004 年、アルバ

らないという政治判断が存在したからである。

ニア系のテトヴォ大学は、国家予算による国立大学

2001 年のアルバニア系武装勢力とマケドニア当

として最終的に認可され、学位の認定も行われるこ

局による武力衝突後に成立したオフリド枠組み合意

ととなった。オフリド枠組み合意にはテトヴォ大学

は、敵対行為の停止、地方分権、民族的コミュニ

の国立化は明記されていなかったが、この政治的判

ティ間の差別是正と官民における公平な参画、憲法

断においては СДСМ（社会民主同盟）と BDI（統

や地方自治法改正などの議会手続きに続いて、教育

合のための民主連合）が果たした役割が大きかった。

と言語の使用に関して別章をたて、以下の 8 項目に

野党となった BMPO-ДПМНЕ（マケドニア民主党）

わたって規定している（Ohrid Framework Agreement

は、高等教育法改正にかかわる国会採決において

2001：2-3）。初等教育および中等教育において、授

も反対票を投じている。また、PDSH（アルバニア

業は生徒の母語によって提供する。大学教育課程に

人民主党）は、1994 年以降の継続性が軽視されて 8

ついては、国内全域に統一した基準を適用するが、

学部のうち 5 学部のみによる「新設」であり、かつ

住民の 2 割以上が話す言語による大学レベルの教育

アルバニア系の南東欧大学との競合関係とならざる

に関して国家予算による補助金を支給する。住民比

をえないことを批判していた（Koneska 2014：144-

率に応じた学生の入学が実現するまでは、国立大学

145）。

入学に際し「非多数派コミュニティ」出身の学生を

テトヴォ大学問題以外の 2001 年オフリド枠組み

優遇する。言語に関しては、マケドニア共和国内お

合意以後の重要な教育改革としては、マケドニア

よび国際関係における公用語はマケドニア語とする

共和国が 2003 年にボローニャ・プロセスに基づく
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高等教育水準を維持するための諸改革を導入した

強化、⑥上記一連の変革管理である。義務教育期間

のに続き、2004 年に初等教育および中等教育を含

の見直しは、15 歳人口の約 49.39％が未就学や中途

む教育改革全般に関して、教育開発国家戦略（2005-

退学を含む初等教育修了以下の状況である（Мини-

2015）を採択したことが挙げられる。2016 年 3 月時

стерство за образованиа 2006：29）ため、教育開発

点でもコソヴォがボローニャ ･ プロセスに参加でき

国家戦略策定時の喫緊の課題のひとつであった。こ

ていないことを鑑みると、同国における高等教育改

の点に関して、専門家委員会では現状改善のために

革は、とくにアルバニア語での高等教育の質と量と

は義務教育 10 年間が適切としたが、施設（校舎不

いう面での試金石としての側面を合わせもつといえ

足のため、4-4 制を午前授業と午後授業で回す状況）
・

よう（Pajaziti 2012：24）。この点は次節で詳しく検

教員数確保・教育設備などにかかる予算措置が不可

討することとし、ここでは教育開発国家戦略（2005-

能であることから廃案となった。最終的には、様々

2015）の内容について確認しておきたい。同戦略が

な形での 1 年間の就学前教育普及と、従来 8 年間で

とくに重視する 6 分野は、①すべての者を対象とし

あった義務教育を徹底させることを目的として、義

た教育（教育における平等性を担保するための義務

務教育期間は 6 歳から 14 歳までの 9 年間に延長さ

教育期間の見直し）、②国内の多民族性を反映した

れた。また 4-4 制における教育内容の重複見直しを

多文化理解教育、③労働市場と教育の連携を含む社

含む、到達目標を明示したシラバス修正と、国およ

会参画促進、④情報化教育を含むマケドニア社会の

び地方の各レベルでの評価方法と教育の質を担保す

教育・文化・経済面での能力向上、⑤ EU 水準の高

るための方策などが課題として挙げられた。

等教育 ･ 大学制度を整備することによる国際協力の
図 2.
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義務教育としての 9 年間の初等教育は、マケドニ

いずれも、「非多数派コミュニティ」の言語で学ぶ

ア語のほか、アルバニア語、トルコ語、セルビア語

場合は、追加で週 2 時間のマケドニア語授業が課さ

によるカリキュラムで実施される。教育内容はほぼ

れる。高等教育としては、ボローニャ ･ プロセスに

同じものが基本であるが、「非多数派コミュニティ」

よる大学および高等専門学校が設置されているが、

の言語や文学に関する独自教科書の使用など、若干

前述のスコピエ大学教育学部やテトヴォ大学のよう

のカリキュラムの相違は認められている。4 年間の

に、高等教育でもアルバニア語による授業および学

ギムナジウムにおける中等教育は、マケドニア語の

位授与が法的に認可された。表４にみられるように、

ほか、アルバニア語とトルコ語によるカリキュラム

アルバニア語による教育システムは初等教育から大

で実施され、3 年ないし 4 年間の専門系あるいは芸

学レベルまで確立し、その他の「非多数派コミュニ

術系の中等学校の場合は、マケドニア語とアルバニ

ティ」の言語による教育システムについては、初等

ア語による授業カリキュラムが導入された。ただし、

教育で確立したことになる。

旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国における教育改革と「非多数派コミュニティ」 47

表４.

各教育レベルにおける授業言語

中等教育

中等教育

専門高等教育

大学学士

教員養成

修士

博士

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

◯

授業言語

初等教育

マケドニア語
アルバニア語

（４年制ギムナジウム）（３年制専門系・芸術系）

トルコ語

◯

◯

×

×

◯

◯

△（一部）

×

セルビア語

◯

×

×

×

△（一部）

×

×

×

ロマニ語

△（一部）

×

×

×

×

×

×

×

しかしながら、これら一連の教育改革を経て、意

うな模索が試みられているのだろうか。

図 せ ざ る 影 響 も 同 時 に 現 れ 始 め た。2002 年 か ら
2003 年にかけて EUMM（EU モニター ･ ミッショ

Ⅲ．教育現場における模索

ン）の一員としてマケドニア共和国に滞在したミア
ヴォルドは、政党間の政治協力にも関わらず、現実

本節では、初等教育から高等教育にいたるまでの

には初等教育からの「並行社会」すなわち民族コミュ

「非多数派コミュニティ」の言語による教育制度確

ニティ間の分断と社会的亀裂がより広まったと指摘

立に際して生じた課題への取り組みについて、初等

している（Myhrvold 2005：6-7）。本来であれば政治

教育、中等教育、高等教育のそれぞれのレベルにお

や宗教から中立的かつ専門的に運営されるべき教育

ける具体的な課題に焦点をあてて検証する。

分野にも、実際には縁故主義と政治が絡み、政権交
代により連立政権に関与したアルバニア系政党の関

１．初等教育におけるカリキュラム再編と「非多数

係者の意向が、校長任命や学校運営などの教育現場

派コミュニティ」との関係

にも影響した（Myhrvold 2005：24）。他方、前述の

前述した教育開発国家戦略（2005-2015）に基づ

テトヴォ大学認可などトップレベルの政治判断で行

く諸改革では、初等教育カリキュラムの全般的見直

われた教育改革については、さまざまな立場から反

しが行われた。具体的には、初等教育の全学年で「ラ

対する勢力による街頭デモが行われ、スコピエ、ク

イフ・スキル教育」を導入、1 年次から英語授業の

マノヴォ、ストルーガ、テトヴォなど「非多数派コ

導入と 6 年次から第二外国語の履修、体育科目を週

ミュニティ」が多い地域では、高等学校生徒間の暴

2 時間から 3 時間に増加、6 年次から 9 年次までの

力行為が頻発し、それが保護者間ひいては地方当局

情報科教育の導入、新校舎設置と旧校舎修復による

と中央政府間のきしみにつながった。さらに、2006

施設確保、中等教育終了時の達成度確認試験の導入、

年の政権交代により、よりマケドニア系民族主義を

初等教育新法に教師評価の項目を規定、6 年次の選

打ち出す政府の方針が出され、教育を含むさまざま

択科目として宗教教育または宗教史の導入などであ

な分野の政治化が加速した。オフリド枠組み合意の

る。これら一連の教育改革により、母語による初等

履行の一環として行われた地方分権化の過程でも教

教育の実施が普及したため、2005 年度には、初等

員や学校長の解任がすすみ、教育に携わる現場の専

教育入学率は 92％まで上がり、中退者は年間 3,000

門性が必ずしも尊重されない事態が生じたのである

人まで激減して、南東欧諸国ではクロアチアに次ぐ

（Pichler 2009：227）。2001 年の紛争後に国際社会の
介入下で行われた諸改革履行は、教育分野では母語

低さとなった（UNICEF 2008：2）。
その一方で、複数の言語による授業を実施する「混

による教育導入を徹底させたという成果を生んだ。

合 学 校 мешани училишта (mixed school)」 は、 小 学

しかし他方で、民族コミュニティの言語ごとに分断

校の 25.9％（332 校中 86 校）、中学校の 29.3％（99

された教育システムでは、異なるコミュニティ出身

校中 29 校）であったが、そこに通う児童 ･ 生徒数

の児童 ･ 生徒が日常的に交流する機会は一層減少し、

は減り続けた。「混合学校」とは、同じ校舎を使用

そこに政治が絡むことで、より「不寛容」につなが

して午前・午後の交代制で公用語であるマケドニア

りうる状況が生じ始めたといえよう。では、このよ

語と「非多数派コミュニティ」の言語による授業を

うな状況を乗り越えるために、教育現場ではどのよ

実施、あるいは一つのクラスで複数の言語を用いる
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教師を配置して授業を行う学校を指す。ペトロス

さらに文部科学省と各コミュニティおよび民間団体、

カ＝ベシュカ・スコピエ大学心理学研究所教授が

保護者との連携を打ち出して、その実施についてモ

UNICEF レポートとして公表した情報によれば（П

ニ タ ー す る こ と を 打 ち 出 し た（Петроска-Бешка

етроска-Бешка 2009：59）、混合学校に通う児童の割

2009：19）。たとえば、初等教育カリキュラム再編

合は、トルコ系児童では 8 割前後と依然として高い

において新たに選択科目として導入された「ライフ・

ものの、セルビア系児童は 5 割から 3 割程度に激減

スキル教育」は、同国の多民族性を踏まえて生活し

し、アルバニア系児童は 3 割程度、マケドニア系児

ていくために、児童の主要な授業言語に関わらず、

童は 13％前後で、減り続けていた。換言するならば、

さまざまなコミュニティの言語での基本的な言い回

住民構成比が高い民族コミュニティの児童ほど、日

しや表現、特徴的な人名などを学び、民族やジェン

常的に異なる文化や言語の児童と接触する機会が少

ダーに起因する偏見や差別を克服することを伝え、

なくなったのである。

民族や宗教の平等性を学ぶものである。しかし、こ

2007 年には、義務教育 9 年間で、マケドニア語

の考え方が、一貫して教育現場に生かされていくと

だけでなく「非多数派コミュニティ」の言語や他の

は限らない。5 年次から始まる歴史科目は、国内に

言語を含む複数言語を用いて理解し、情報を得、自

居住する人々の文化と習慣、相違について学ぶ科目

らを表現するための能力向上や、「他者」を尊重し

であり、ロマ以外5 の「非多数派コミュニティ」の

つつ多様な価値観と歴史および文化的伝統を学ぶた

歴史についても項目が設けられている。ただし、教

めの枠組み方針が出された。具体的には、6 年次か

科書に記載された 46 ないし 48 項目のうち 6 年次か

ら 7 年次にかけての「宗教を知ろう」、7 年次から 9

ら 9 年次にかけてすべての項目の履修が義務づけら

年次の「ふるさと研究：祖国、フォーク・ダンス、

れているわけではなく、現場の教師や学校の判断で

音楽」、また「民族的少数派」の言語として、ロマ・

履修項目を選択することができる。この歴史教科書

ヴラフ人・ボスニア人の言語と文化について学ぶ科

をめぐる問題は次節で詳しく検討するが、本質的な

目 が 3 年 次 か ら 9 年 次 の 選 択 科 目 に 導 入 さ れ た4。

課題のひとつは「他者」理解をカリキュラムとして

し か し、2006 年 か ら 政 権 を 担 っ て い た BMPO-

提示していても、教育現場でそれらが履修され理解

ДПМНЕ（マケドニア民主党）は、民族コミュニティ

されているとは限らない状況そのものにあったとい

間の関係改善を 2010 年度までの達成目標のひとつ

えよう。

としていたものの、具体策は小学校カリキュラムに

こうした状況を補足するために、教育改革および

宗教科目を導入するという程度にとどまっていた。

カリキュラム再編とは別に、国際社会の資金援助と

その結果、2008 年に UNDP が行った調査では、教

NGO の協力を得て、さまざまな形の試みが始まっ

育分野における自民族中心主義、いわば民族間の分

た。たとえば、1993 年からマケドニア共和国内で

断が進行しつつある状況が明らかになったのである。

の活動実績を持つ USAID は、オフリド枠組み合意

とくに歴史と文学の授業で「他者」の視点が縮小し、

実施支援の一環として教育システム全般に関するプ

マケドニア系学校では「民族的少数派」の言語の履

ロジェクトを実施している6。なかでも、2011 年 12

修は小学校の 1 年間のみの選択履修にとどまった。

月から 2015 年 12 月まで、520 万ドルの予算で、マ

他方、アルバニア系学校では英語の授業が 1 年次か

ケ ド ニ ア 市 民 教 育 セ ン タ ー（Macedonian Civic

ら始まるのに対してマケドニア語の授業は 4 年次か

Education Center）が現地 NGO と協力しつつ実施し

らの履修になり、宗教科目の導入によってむしろ宗

た教育における民族間統合プロジェクトは、約 40

教的な差異が民族的差異と結びついて理解されてし

の学校を対象として、民族コミュニティ間の分断を

まう状況などが、課題として指摘された。

緩和するためのコミュニケーション促進と学校運営

このため、2009 年には、教育の非政治化と多民

支援を、複数言語を用いる教育を通じて行うもので

族間の寛容、暴力によらないコミュニケーションに

あった7。具体的な内容は、地域への働きかけ、学

関して、文部科学省声明が出された。同声明は、教

校経営と教師研修の確立、デモンストレーション校

師研修の一環として、争いごとが生じた際の調停法、

での活動、学校や地域へのインセンティヴ供与など

暴力によらない解決法、肯定表現を用いたコミュニ

である。

ケーションに関する専門教育などの必要性を指摘し、

同プロジェクト推進のための基礎調査および評価
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に密接に関わったペトロスカ＝ベシュカ・スコピエ

れた課外活動では、複数言語を用いる空間で遊びを

大学教授は、複数言語を用いる学校の大半は異なる

用いた共同活動を行い、教師はチームないしタンデ

授業言語を用いる生徒間の直接交流を通じて、同じ

ム・モデルのための専門研修を受ける。課外活動の

校舎内の同じ授業シフト体制でともに学ぶことが可

ための年間プログラムは、1 年次から 3 年次向け、

能になるだろうと指摘している（Petroska-Beshka

4 年次から 6 年次向け、7 年次から 9 年次向けの 3

2012：16）。他方、単一言語を使用する学校の場合は、

種類が準備され、こうした活動を通じて、多民族社

他言語の児童・生徒との交流機会が少なく、とくに

会における教育全般の改善に資することを目的とし

中等学校は所在地の地方自治体が単一言語になる可

ている。マケドニア系児童とアルバニア系児童の複

能性が高いため、異なる言語を用いる学校間の交流

数言語による実践が多いが、2010 年にストルーミ

機会を作るなどの配慮がより必要となるという。ま

ツァの市立小学校で開講されたナンセン・スクール

た、児童 ･ 生徒による共同行動を体育や共同研究プ

では、マケドニア系児童とトルコ系児童による複数

ロジェクトあるいは課外活動に導入する際の注意点

言語活動が行われた。

として、特定の言語を用いる児童 ･ 生徒が他の言語

また、NGO による、異なるコミュニティ間の小

と比較して劣っている、あるいは平等に扱われてい

学校児童を集めて共同作業を行うプロジェクトの試

ないと感じることを避けることが肝要であると指摘

みも行われている。たとえば、日本紛争予防セン

している。そのためには、共同行動を指導する教員

ター（JCCP）は、2010 年 2 月から 8 ヶ月間、マケ

自身の複数言語に関する能力やコミュニケーション

ドニア西部地域ストルーガにおいて、地方当局と学

力の向上も、必要になる。くわえて、共同行動に対

校、地域住民の間で調整し、異なる民族コミュニティ

する保護者や地方自治体の理解や協力もかかせない。

の 4 校（分校を入れて 9 校）約 2,000 人を対象として、

たとえば、そのような共同行動による地域への働き

週 2 回、複数言語を用いた遊戯などのワークショッ

かけの例として、異なる言語を用いる生徒が研究グ

プと共同清掃活動を行った（JCCP 2011：2-3）。ス

ループを作り、異なる民族コミュニティ出身の労働

トルーガは、「非多数派コミュニティ」の人口が 3

者を雇用する地域の企業を見学し、それぞれの言葉

割を超え、民族混住度の高い地域のひとつである。

を用いてレポートを作成する、といった活動が挙げ

報告書では、当初の 2 ヶ月間は混合グループの形成

られる 。

そのものも難しかったが、共同作業を通じて徐々に

8

また、ノルウェーのナンセン・アカデミーの支援

会話と笑いが増えて混合グループを作ることができ

により 2000 年にスコピエで発足した NGO である

たと報告されている。JCCP の活動終了後も、事業

ナンセン・ダイアログ・センターは、2008 年 9 月

期間中にトレーニングを受けた小学校教師達が指導

から 2015 年にかけて、複数言語による課外活動、

して、混合グループによるワークショップと、スト

教師の研修、保護者との協力などを行うナンセン・

ルーガ市の公式イベントでの植林活動および共同清

スクールを開設した。民族コミュニティが混住する

掃活動は継続された。国外の NGO による一過性の

地方自治体であるイェグノフツェ、テトヴォ、スト

プロジェクトは、同事業が終了した後に、現地住民

ルーミツァ、スコピエのチャイル地区、カルビン

の支持を得て継続性を得られるかどうか、が問われ

ツィ、コンチ、ペトロヴェッツ、ヴィニツァ、ゴス

るところであろう。

ティヴァル、クルシェヴォ、ブヤノヴァツ各地の小

上記以外にもさまざまな試みが行われているが、

学校 14 校と、ブヤノヴァツの中等学校 1 校、計 15

最近の試みとしては、「架け橋基金 Building Bridges

校 9 である。同国における統合教育のためのナンセ

Fund」がある。架け橋基金は、学校教育の場で、各

ン・モデルは、2 年間の準備期間を経て 2007 年か

地方自治体、児童 ･ 生徒、教師、保護者そして学校

ら実施され始めたもので、異なる民族コミュニティ

間の相互交流と相互理解を促進し、教育における「統

の児童 ･ 生徒が、同じ学校の施設を用いて、それぞ

合」のあり方を模索することを目的として、2014

れの母語で、同じシフトで、ともに学ぶことを特徴

年に立ち上げられた。マケドニア共和国文部科学省、

としている（Nansen Dialogue Center Skopje 2011：2）。

オランダ大使館、スイス政府、アイルランド政府、

児童 ･ 生徒は、通常授業はそれぞれの民族コミュニ

OSCE スコピエ・ミッションによる共同プロジェク

ティ出身の教師により母語を用いて学ぶが、統合さ

トである10。支援対象となるプロジェクトは、複数
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言語による「混合学校」あるいは異なる単一言語学

とえば、1999 年に出版されたマケドニア共和国の

校がペアになって組織する共同行事である。たとえ

7 年次向け歴史教科書は、現在の国境を越えたマケ

ば、地方自治体が組織する域内の学校すべてが参加

ドニアの地理的・民族的境界線を前提に叙述を行い、

する行事、生徒による共同リハーサル ･ ルームや

かつマケドニア民族が既存の存在として描かれる一

IT ワークショップ、ファッションショーなどの設

方、地域内の多様な隣人たちとの共存についてはほ

置運営、教師による複数言語を用いた行事、保護者

とんど言及されていなかった（木村 2008：237-238）。

による課外活動、学校間の協力などが挙げられる。

こうした状況は、オフリド枠組み合意以後どのよう

異なる言語による授業を受けている児童 ･ 生徒が積

に変化したのであろうか。

極的に参加する可能性がある限り、厳密な制限はな

そもそも第二次世界大戦後のユーゴスラヴィア社

いが、他者との優劣を競う形や政治活動を避けるこ

会主義連邦期にマケドニア共和国で使用されていた

と、いかなる民族コミュニティも排除してはならな

歴史教科書は、セルビアやクロアチアで使用されて

い、などの最低限の了解はある。奨励されているの

いた歴史教科書に新聞『ノヴァ・マケドニア』の記

は、異なるバックグラウンドをもつ児童・生徒が共

事を追記したもので、ユーゴスラヴィア全域に共通

有できる具体的な関心に焦点をあてることと、閉ざ

の歴史が重視されたものであった。1972 年以後、

された学校空間ではなく公共の空間を活用すること

地方分権化を強化する体制改革に伴い、いわゆる「マ

である。申請から 1 ヶ月以内に実施され、予算 1,500

ケドニア」アイデンティティについて言及がなされ

ユーロ以下のプロジェクトは随時募集、予算 7,000

るようになり、1976 年に初めて「マケドニア史」

ユーロまでのプロジェクトは年 3 回の申請で、同国

の教科書が作成された。1991 年の国家独立以後の

のジャーナリストや音楽家も含む 14 名からなる独

歴史教科書は、全体の 35％にマケドニア共和国の

立諮問委員会が審査して採用する。同基金が最初に

歴史、残りの部分で世界史とバルカン史を扱い、ユー

採択したプロジェクトは、2014 年 4 月 7 日にクマ

ゴスラヴィアの諸民族についてはバルカン史の項目

ノヴォで世界健康の日にあわせて行われたイベント

に入れている。現在、マケドニア共和国文部科学省

で、クマノヴォに居住する「非多数派コミュニティ」

は 2007 年に策定した教育プログラムに沿って各教

出身のバンドによる屋外での音楽コンサートや、看

科の教科書を作成・採択しており、重点領域は算数

護学生による血圧 ･ 血糖値測定とアルコール・ニコ

･ 数学と理科の強化であり、2006 年に成立したグル

チン ･ 麻薬による健康障害啓発パンフレット配布な

エフスキ政権が打ち出した ICT 教育強化策と並行

どを組み合わせた行事であった 。架け橋基金に協

し て、 文 部 科 学 省 HP で の е-учебници（e-leaning）

賛 し て い る OSCE ス コ ピ エ・ ミ ッ シ ョ ン 代 表 は、

が整備中である13。歴史教育については初等教育の

同基金による異なるコミュニティ間の児童 ･ 生徒交

6 年次から 8 年次で導入が行われ、中等教育段階で

流事業に参加したのは、2014 年から 2016 年 2 月ま

より詳細に学ぶ形であるが、著作権との関係でオン

でで、75 校、約 2,000 人と報告している 。「非多数

ラインでの歴史教育コンテンツ公開は、一部を除き

派コミュニティ」の児童・生徒も一緒に参加できる

行われていない。

11

12

行事の運営は一過性の側面もあり、その継続的効果

前述のとおり、オフリド枠組み合意後に発足した

については今後の検証が必要である。ただし、従来

連立政権で初めて、アルバニア系文部科学大臣が任

NGO が中心となっていた分野に、マケドニア共和

命された。この政治的変化を反映して、歴史教育カ

国文部科学省が絡む形での試みが 2014 年に始まっ

リキュラム改編および歴史教科書の内容検討が本格

たことには留意すべきであろう。

化した。同国の教育カリキュラムの検証と開発は、
文部科学省の教育開発局（Биро за развој на образо-

２．歴史教科書と「非多数派コミュニティ」
歴史教科書は、言語や地理に関する教科書と同様、

ванието）14 が担当し、歴史教科書も同局が明示する
カリキュラム方針と水準に則って執筆される。歴史

その社会が過去をどのように捉え、またどのような

教科書に関する具体的なカリキュラムについて議論

将来を望むのかを反映するという側面があり、また

したのは、歴史教育検討委員会であり、同検討委員

それゆえに政治的あるいは社会的な文脈から切り

会には、教育開発局が任命した 11 名（うち 6 名マ

離すことはできない（Stefoska 2013：258-259）。た

ケドニア系、4 名アルバニア系、1 名トルコ系）が
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参加した。検討作業に参加した委員達に 2003 年か

ものと捉えられた。とくに体制変革後の南東欧諸国

ら 2007 年にかけて直接聞き取り調査を行ったピヒ

では、歴史を民族的アイデンティティの形成過程と

ラーによれば（Pichler 2009：228-229）、アルバニア

して次世代に教えることが重要な使命となっており、

系委員の論点は、歴史教科書においてアルバニア系

そのような潮流においてマケドニア系とアルバニア

住民の歴史が削除されているか、あるいは適切に挿

系の記述はそれぞれに独立して行われた。妥協点は、

入されていない、教科書執筆者であるマケドニア系

すべての単元を学習することは義務付けられていな

歴史家たちがアルバニア語を読めないために、マケ

いのだから、教科書においても互いの記述には干渉

ドニア系の視点からのみ言及している、などであっ

しない、という形にならざるをえなかったのである。

た。このため、検討委員会は、「非多数派コミュニ

このため、古代史においてクローズアップされる

ティ」についても肯定的に取り上げ、ステレオタイ

古代イリリア人と古代マケドニア人についての記述

プ的な記述を削除すること、それぞれの民族コミュ

は、以下のように異なる。イリリア王国とローマ帝

ニティの歴史については柔軟な対応をすることを提

国との戦争、文化、習慣などが詳述され、かれらは

案した。柔軟な対応とは、マケドニア系とアルバニ

隣人たちとは異なる国家としての伝統と言語と高度

ア系の児童は、互いの民族の歴史について定められ

に発達した文化を持つ、土着の人々として描かれる。

た部分を学ばねばならないが、追加の学びとして 1

イリリア人と現代アルバニア人との関係は前提条件

セメスターにつき 3 単元は、自らの民族コミュニ

となっており、出来事の記述と考古学的遺物が現在

ティの歴史についてより深く学ぶことが許されると

のアルバニア領に関連づけて視覚的に図示される。

いうものである。

言語、人名、多声音楽などの類似性は、彼らが歴史

同検討委員会の答申内容は 2005/2006 年度から導

的に継続してこの土地に土着している人々であった

入され、歴史教科書執筆者のうち 1 名以上はアルバ

というイメージにつながる。同じことが古代マケド

ニア系あるいはトルコ系コミュニティの出身者でな

ニア人に関する記述でも現れる。古代マケドニア人

ければならないこととなった。各学年に応じた歴史

の言語、文化、身体的特徴、衣服、建造物などが他

教科書が準備され、執筆者とは別に文部科学省が任

の人々といかに異なる特徴をもっていたか、さらに

命した教科書採択委員会が審査を行って教科書を採

歴史の過程においてずっとその特質を維持し続けて

択する。ただし、検討委員会にはセルビア系やロマ

きたかのようなイメージを提示する。ある教科書の

をはじめとする他の「非多数派コミュニティ」の委

記述では、「マケドニア人」という名詞の前に「古

員は参加しておらず、彼らの意見は必ずしも反映さ

代」という形容詞をあえて用いないことで、古代マ

れなかったため、新たな教科書ではアルバニア系に

ケドニア人とスラヴ系の現代マケドニア人という語

関する記述が増えた一方で、その他の「非多数派コ

源的にも異なる二つの用語が、あたかも一つの同じ

ミュニティ」に関する記述は、周縁化されたままで

意味をもつかのようなメッセージを生徒に与える

あった。また、歴史教科書における世界史、すなわ
ちユーゴスラヴィア諸国を含む近隣諸国やヨーロッ
パの歴史などに関する記述量も減った。

（Stefoska 2013：263）。
中等教育ギムナジウムで使用されるマケドニア語
による歴史教科書では、マケドニア系の歴史は個別

しかし、もっとも重要な課題は、民族的に異なる

の章立てがなされるが、アルバニア系の歴史はバル

歴史観のうえに共通の歴史なるものを構築するこ

カン史の章に含まれる。別の側面から見れば、バル

とができない、ということにあった（Pichler 2009：

カン半島におけるアルバニア民族史を学ぶ機会は

231）。マケドニア系が主張する古代アレクサンドロ

2001 年以前に比して飛躍的に増えたが、そこには

ス大王との繋がりをアルバニア系の歴史家は疑問視

マケドニア共和国内のアルバニア系住民の歴史とい

し、アルバニア系が主張する古代イリリア人の子孫

う視点は欠落してしまう（Stefoska 2013：261）。記

としての記述をマケドニア系歴史家は懐疑的にみる。

述の大半は戦争や諸条約、政治家たちの活動と若干

アルバニア系による記述が、マケドニア共和国の枠

の経済情報で占められ、社会生活や文化についての

組みを超えて、隣国コソヴォやアルバニアを内包す

記述が追加されてはいるが、事実の選択や解釈、あ

ることは、マケドニア系歴史家にとっては国家の統

るいは沈黙によって、それぞれの自民族中心主義が

合よりも民族コミュニティを重視する危険性を孕む

透けて見える。なお、専門系中等教育では 2 年次に
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歴史教育が設定されているが、マケドニア語による

焦点があてられている。戦後にユーゴスラヴィアと

歴史教科書には、アルバニア系の歴史は含まれてい

いう枠組みで行われた工業化、都市化、経済や社会

ない（Историја 2010）。

の発展、文化などについてはすべて省略 ･ 削除され、

他方、さまざまな文化を内包する帝国としてのビ

マケドニア ･ アイデンティティの自覚につながるも

ザンティン帝国およびオスマン帝国については、バ

のが強調される。ユーゴスラヴィアの独特な社会主

ルカン史の中に統合されてわずかに言及される程度

義について知る機会もなく、ユーゴスラヴィア時代

で、その場合もマケドニアの住民と対立する、すな

はマケドニアの自治が抑制されてきた時期として提

わち二項対立的なイメージで記述される（Stefoska

示される。

2013：268-269）。ビザンティン帝国はしばしば戦争

ステフォスカ・スコピエ歴史研究所研究員は、オ

をしてスラヴ系の中世王国を抑圧する諸政策を行う

フリド枠組み合意以後に改訂された歴史教科書が政

ものであり、これに対抗するサムイロ皇帝など 11

治エリート間の「オープンあるいは暗黙の妥協」に

世紀と 13 世紀の蜂起が詳しく語られる。5 世紀に

よって自民族中心主義的アプローチで執筆されたた

わたりバルカン半島を支配下においたオスマン帝

めに、過去を批判的に再検証して国民に市民として

国に関する項目はカリキュラム全体の 3% に満たず、

の価値観を養成するような形で歴史教育の改革を行

ヨーロッパ史の枠組みにも入らない他者として扱わ

う機会を失わせることになってしまった、と非常に

れる。オスマン帝国は、キリスト教徒の土地を植民

厳しい見方をしている（Stefoska 2013：271）過去

地化とイスラム化と地名の変更によって完全に変質

の社会が持つ多様性と複雑性を理解し、内在化する

させた征服者かつ封建領主として描かれ、マケドニ

ことができるようになってこそ、現在に向き合える

ア人とアルバニア人そしてその他の人々は暴力と貧

はずではないか、と。また、文部科学省教育開発局

困と恐怖と不正義などに直面し、これらに抵抗する

研究員は、現在の教育で本質的な問題となっている

という図式が提示される。これによって、ビザンティ

のは、どうすれば社会や公共といった感覚を教える

ン帝国やオスマン帝国がバルカン半島に残したさま

ことができるのか、にあると指摘している15。「自」

ざまな遺産、すなわちミッレト制や文化や芸術、生

を中心とし、同調しない者をすべて反対者とする二

活に今も残る複雑な影響への言及は消え、旧市街に

分法的な考え方が社会的亀裂を広めており、この自

残る建物やモスクの写真のみがわずかに掲載されて

己中心主義を克服することは歴史教科書のみならず、

いるものの、基本的には否定的かつステレオタイプ

環境への配慮を学ぶ教育など、より広い文脈での教

的見方が残る。

育全般につながる本質的な課題である、と。2001

また、歴史上初めてスラヴ系の「マケドニア人」

年紛争後に同国の歴史教科書は、国内の「非多数派

とマケドニア共和国をひとつの政治的共同体として

コミュニティ」のうち、アルバニア系に対する配慮

承認した第二次世界大戦後のユーゴスラヴィア社会

を反映して大きく改訂されたが、一方で独立国とし

主義連邦については、他のバルカン諸国と同じ扱い

てのマケドニア・アイデンティティの強調という政

でわずか 4 ページに言及されるにとどまり、その後

治目標とあいまって、過去との継続性および現在の

3 ページあまりでバルカン半島全体における社会主

多様な「非多数派コミュティ」への配慮という点に

義の危機とユーゴスラヴィア解体が説明されるにす

おいて多くの恣意的な取捨選択による課題を露呈し

ぎない。第二次世界大戦後のアルバニア人について

ている状況であり、今後の模索と再検討が待たれる

は、独立した 3 項目が立てられており、コソヴォを

ところであるといえよう。

中心としたユーゴスラヴィア内のアルバニア人、ギ
リシアのアルバニア人、そしてマケドニアのアルバ

３．高等教育の再編と「非多数派コミュニティ」

ニア人が別個に紹介されている。また、第二次世

前述のとおり、同国の教育改革は、1990 年代の「民

界大戦後のマケドニアという章では、1945 年から

族的少数派」の母語による教育の権利主張と、テ

1999 年までを扱い、ユーゴスラヴィア社会主義連

トヴォ大学の国立としての認可という政治課題を

邦内での共和国の成立と、戦後のマケドニアをめぐ

めぐって始まった。高等教育改革においては、2000

る共産党内の対立について言及した後は、マケドニ

年に成立した新高等教育法がアルバニア語など「非

アが独自性を確立し国家として独立にいたる歴史に

多数派コミュニティ」の言語による授業導入、私立
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大学設置手続き、大学評価審査会の設置などを定め、

カン大学（2006 年設立）などの計 15 校が存在する。

2001 年には前述の南東欧大学が、OSCE のイニシ

2014/2015 年 度 の 卒 業 生 は そ れ ぞ れ、493 名、413

アティヴによる国際社会からの支援を受け、初めて

名、125 名、185 名、184 名、50 名で、 その他の観

の私立大学として開学した。南東欧大学は、アルバ

光やマネージメントを専門とする私立大学卒業生な

ニア系の学生への配慮だけでなく、教育研究におけ

どを含めると計 2,042 名が私立大学を卒業した（Д

る複数言語主義と多文化的アプローチを特徴とする

ржавен завод за статистика 2015d：12-13）。ジャーナ

（Georgieva 2012：34）。同大学では、母語としての

リズムやビジネスの私立高等専門学校卒業生 52 名

アルバニア語ないしマケドニア語、授業言語として

を含めると、計 2,094 人が私立の高等教育機関を修

の英語以外の言語習得も必修としており、教職員も

了したことになる。ただし、2014/2015 年度卒業生

学生もフレキシブルに言語を使用する。授業プログ

の民族的出自を見ると、国立 ･ 私立大学卒業者総

ラムは大学評価審査会の審査を経ており、ヨーロッ

数 9,863 名のうちマケドニア系が 7,737 名（78.4％）、

パ大学協会による外部監査でも肯定的な評価を得た。

ア ル バ ニ ア 系 1,318 名（13.4 ％） ト ル コ 系 148 名

2015 年 12 月に同国統計局が公表した資料によれば、 （1.5％）、ロマ 32 名（0.3％）、ヴラフ系 61 名（0.6％）、
2014/2015 年度の同大学の卒業生は 493 名で、国立

セルビア系 121 名（1.2％）、その他 250 名（2.5％）

･ 私立大学卒業者総数 9,863 名のうち約 4.9％を占

外国籍 196 名（2％）となっている（Државен завод

めている（Државен завод за статистика 2015d：13）。

за статистика 2015d：14）。総人口に占める割合より

問題は、同大学の開学を皮切りに、とくに 2001 年

も大学卒業者数の割合が多いのは、マケドニア系と

以後、同国内で新設大学が急増したことである。

ヴラフ系およびその他で、アルバニア系、トルコ

1991 年の独立時に国内に存在した大学は、スコ

系、ロマはいずれも人口比よりも少ない。前述の母

ピエ大学（1949 年設立、23 学部および 5 研究所）

語による 9 年制義務教育改革が制度的に導入された

とビトラの聖クリメント・オフリドスキ大学（1979

2008 年度初等学校入学世代が大学卒業者数に反映

年設立、12 学部 2 研究所）の二つの国立大学だけ

するのは、2024 年度以降になるため、向後 10 年間

であった。現在、国立大学は、前述のアルバニア系

の推移を注意深く見守る必要があろう。

のテトヴォ大学（1994 年設立、2004 年国立大学認

1990 年代の政治課題であった母語教育導入に伴

可、11 学部）のほか、シュティプのゴツェ・デル

い必要とされていたそれぞれのコミュニティ言語に

チェフ大学（2007 年設立、13 学部）とオフリドの

よる教師の育成については、就学前教育および初

情報テクノロジー聖使徒パヴレ大学（2009 年設立）

等教育にあたる教師を養成する 2 年間の専門学校が、

を加えた計 5 大学に増えており、2014/2015 年度の

1995 年にスコピエの大学学部として昇格し、1997

卒業生はそれぞれ、4,073 名、1,456 名、642 名、1,378

年よりアルバニア語による授業が導入された。さら

名、36 名 の 計 7,585 名 で あ っ た（Државен завод за

に、同国の高等教育システムが 2003 年以降ボロー

статистика 2015d：10-11）。 そ の 他 の 国 立 の 高 等 教

ニャ・プロセスに参画することにより、第一サイク

育機関としてはビトラに薬学系高等専門学校があり、

ル（学士課程）の 8 セメスターで計 240ECTS クレ

同年度の修了生は 161 名であった。すなわち、同年

ジットを、マケドニア語とアルバニア語による授業

度の卒業者総数のうち、国立大学・国立専門高等学

に加え、トルコ語による授業でも履修できるように

校の卒業生が占める割合は、78.5％にのぼる。

なった（Georgieva 2012：36-37）。210 コマは教育実

一方、私立大学はすべて 2001 年以後に開設され

習と授業観察に関係する授業となっており、第 3 セ

たもので、前述の南東欧大学以外の主な私立大学

メスターと第 4 セメスターで週 3 コマ、計 60 コマ

としては、スコピエの第一私立大学フォン（2003

の教育理論を、第 8 セメスターで 45 コマの教育イ

年設立、社会学系）、アメリカン ･ カレッジ・スコ

ンターンシップを、これら三言語のいずれでも履修

ピエ（2005 年設立、ビジネス系）、ヨーロピアン大

できる。前述の初等教育カリキュラム改編に伴い教

学（2001 年設立、2004 年認可）、 ロシアによる支

師の資質として必要とされる多文化へのアプローチ

援でビトラ地域のスヴェティ・ニコレに設立され

法を学ぶために、第 2 セメスターで週 3 コマの宗教

た国際スラヴ大学ガヴリロ・ロマノヴィッチ・デ

システム論と第 4 セメスターで週 3 コマの多文化教

ルジャヴィン（2005 年設立）、トルコ系の国際バル

育を選択科目として履修することも可能になった。
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2010 年度からは、第二サイクル（修士課程）の授

ける 1 年次からの英語授業導入と並行して、今後の

業にも、この三言語による授業が導入された。かつ

同国においては、公用語としてのマケドニア語習得

ては、大学入学相当の学力には不足する生徒が教師

あるいはマケドニア系学生が「非多数派コミュニ

養成専門学校に進学するというルートであったが、

ティ」の言語を習得するという形よりも、実質的に

一連の教育改革過程において、教師養成は重点的強

は英語が、教育分野におけるいわばリンガ・フラン

化領域のひとつになっているといえよう。

カとして機能するであろうと予測させるものともい

なお、多文化社会の高等教育における「非多数派

えよう。

コミュニティ」への配慮という点で特徴的な試みと

実際、同プログラムに参加した南東欧大学は設立

して、大学間共同プログラムによる国際関係に関す

当初から複数言語主義を使命として掲げていること

る学際的プログラムがある（Georgieva 2012：38）。

もあり、学生が選択した授業言語に柔軟に対応でき

こ れ は EU 欧 州 員 会 に よ る TEMPUS プ ロ グ ラ ム

るように、教員・研究員に大学公用語 3 言語（英語、

（Trans-European Mobility Scheme for University

アルバニア語、マケドニア語）のうち 2 言語を流暢

Studies）として、スウェーデンのヨーテボリ大学が

に使いこなすことを求めている17。また、南東欧大

主 管 校 と な り、 ア イ ル ラ ン ド の ダ ブ リ ン 大 学 と

学では、環境・健康研究所（2005 年設立）と、故マッ

ウィーンの外交アカデミーを協力校として 2009 年

クス・ヴァンデルストール OSCE 少数民族高等弁務

度から 2012 年度に採択され、スコピエ大学、南東

官にちなんだマックス・ヴァンデルストール研究所

欧大学、テトヴォ大学間の修士課程院生を対象とし

（2012 年設立）を併設し、後者は社会科学領域（政

たプログラムを実施したものである。スコピエ大学

治学、国際関係、法と公共政策）および学際領域（予

の哲学部が紛争解決論、南東欧大学法学部が外交お

防外交、文化間和解、紛争解決、紛争予防）に焦点

よび国際関係、テトヴォ大学法学部が人権について、

をあてた研究プロジェクトを実施している。とくに

それぞれ専門プログラムを提供し、各大学の修士課

EU 欧州委員会の資金援助による第７枠組みプログ

程院生が指導教員の推薦により履修する。2 年間で

ラ ム に は 2009 年 か ら、TEMPUS プ ロ グ ラ ム に は

120ECTS クレジット、9 科目の必修、3 科目の選択

2002 年から参加している。一方で、テトヴォ大学

履修であるが、授業言語はすべて英語である。プロ

に関しては、設立経緯からも、基本とする言語はア

グラムの目標は、地方自治体から国際機関、ひいて

ルバニア語であり、英語およびマケドニア語による

は各種 NGO まで含む同国内の諸機関における専門

ウェブサイトも教育内容についてはアルバニア語に

家および幹部候補生の育成となっており、プログラ

よる情報につながる形になっており、教員による研

ム実施初年度にあたる 2010/2011 年度には 70 名の

究成果公表も大半はアルバニア語によるもので、大

志願者に対し 46 名の受講を認め、うち 30 名は授業

学間共同プロジェクトに参画した教員のみが英語に

料免除の待遇で受け入れた。同年度の共通研究テー

よる論文を公刊しているような状況である。このた

マは、平和・安全保障・紛争に与える民族性あるい

め、実際の教育レベルには、学生数や卒業生数には

はアイデンティティの影響で、プログラム修了者に

表れない大学間格差が生じつつある。

はそれぞれの大学から修士号を授与した。たとえば、

マケドニア共和国文部科学省が 2014 年 2 月に公

スコピエ大学の同プログラム修了者は 5 名、それぞ

表した、教育・研究・社会貢献から見た同国内大学

れの研究テーマは「紛争後社会における歴史の共有

のランキング表18 によれば、1 位のスコピエ大学を

―マケドニアの事例」「多民族社会における警察機

総合評価 100 とした場合、2 位のシュティプの国立

能強化に対する OSCE の役割」「マケドニア共和国

ゴツェ・デルチェフ大学は 85、3 位にテトヴォの私

における庇護政策形成過程への文化間要因の影響」

立大学である南東欧大学が入り 84.3、4 位にオフリ

「持続可能な平和構築への社会政策の影響」「和解過

ドの国立情報テクノロジー聖使徒パヴレ大学 83.9、

程における市民社会セクターの役割－ 2001 年マケ

5 位にビトラの国立聖クリメント・オフリドスキ大

ドニア民族紛争後の事例」などであった 。ただし、

学 83、6 位から 8 位はいずれもスコピエの私立大学

こうした大学間共同プログラムが、ボローニャ・プ

であるアメリカン・カレッジ（80.7）、トルコ系の

ロセスにも対応しうるという観点から授業言語を英

国際バルカン大学（75.5）、第一私立大学フォン（58.9）

語に統一していることは、前述の初等教育改革にお

が占め、国立テトヴォ大学は 9 位 56.4 に甘んじて

16
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いる。南東欧大学とテトヴォ大学の格差は、教育内

状況の変化に留意しつつ、検証してきた。主権国家

容と社会貢献における評価によって生じている。南

としての一体性と多民族性によって分断される社会

東欧大学の 1 年生入学者数は毎年 750 人前後で推移

状況との間で、2001 年の紛争前後に教育改革とい

しており、学生の 67％は留年せずに卒業に至って

う面ではどのような具体的な課題が生じていたのか、

いる。一方、テトヴォ大学の場合、1 年生入学者数

そして、それらへの対応は同国の政治状況とどのよ

3,733 人はスコピエ大学に次ぐ 2 番目の多さである

うに関連していたのかについては、主に次の二点に

にも関わらず、2 年次の履修登録者は 1,041 人と 3

整理されよう。

分の 1 に激減し、さらに卒業生数は 642 人に減る（Д

第一に、マケドニア共和国における教育改革は、

ржавен завод за статистика 2015d：11）。4 年 間 の 学

国名争議と厳しい経済状況により独立が維持できる

業を継続しない中途退学者が多いと推測される。

かどうかさえ予断を許さないという危機感が底流に

2014/2015 年度卒業生の出身コミュニティ別構成は

ある状況においては、国家のあり方に直結する政治

下表のとおりである。両校ともアルバニア系学生中

的にセンシティヴな課題でもあった。II 節で確認し

心であるが、他のコミュニティ出身の学生の割合に

たように、主権国家としての独立という志向が表面

若干の差がみられる。

に出てきた初期の段階から表面化した課題は、初等
教育から中等教育を経て高等教育にいたる教育シス

表５．2014/2015 年度テトヴォ大学および南東欧大学卒業
生の出身コミュニティ
2014/2015年度

テトヴォ大学 （％）

南東欧大学

（％）

マケドニア人

46

7.2

104

21.2

アルバニア人

511

79.6

315

64.0

トルコ人

3

0.5

11

2.2

ロマ

4

0.6

1

0.2

セルビア人

0

0

1

0.2

その他

1

0.2

6

1.2

外国籍

77

11.9

54

11.0

642

100

492

100

卒業生総数

出典：Државен завод за статистика 2015d より、筆者作成。

テム全般にアルバニア語による授業を導入するか否
かであった。1990 年代のいわゆるアファーマティ
ヴ・アクションによる対応は後手にまわり、合法的
手続きによらずに私設中学校が開設されたことは、
地方自治体の建物にアルバニアの国旗を掲揚すると
いう行為とあいまって、分離主義的傾向すなわち政
治的含意を持つものと受け取られた。さらに、1994
年秋に表面化したアルバニア系のテトヴォ大学問題
は、「民族的少数派」の母語による高等教育を国家
が認めるか否かという政治的課題と結びついたため
に長期化し、最終的には国際社会による介入を経て
2004 年に国立大学としての認可にいたった。
別の面から見れば、争点が教育改革であったがゆ
えに、マケドニア共和国ではこの分野において政治

「非多数派コミュニティ」の言語に配慮した高等

的交渉の余地が生まれた。2001 年にマケドニア共

教育制度は 2001 年以後の教育改革過程において急

和国内で発生したアルバニア系武装勢力と共和国治

速に整備され、また英語をリンガ・フランカとした

安部隊による武力衝突の後に成立したオフリド枠組

大学間共同プロジェクトなどの試みも EU や国連な

み合意は、民族的コミュニティの同等な立場による

ど国際社会の援助によりこの 5 年間で積極的に進め

多民族性を保持し、地方分権化を推進した。その過

られているが、教育の質の確保という点では課題が

程に教育改革が位置づけられ、2004 年に採択され

山積しており、まさに過渡期の状況にあるといえよ

た教育開発国家戦略（2005-2015）に基づいて義務

う。

教育カリキュラムが見直され、初等教育から高等教
育にいたるまで母語による教育システムが確立され

Ⅳ．おわりに

たのである。教育問題が政治的にもセンシティヴな
課題であるがゆえに、2001 年以降、同国の文部科

本稿は、旧ユーゴスラヴィア・マケドニア共和国

学大臣はアルバニア系政党から任命され、文部科学

が直面してきた「非多数派コミュニティ」の言語に

副大臣にマケドニア系政党の推薦する人物が着任す

よる初等教育から高等教育にいたる教育改革の過程

る体制となり、現在にいたっている。教育改革にお

を、同国の多民族性と 2001 年紛争前後の政治経済

いても、アルバニア系の母語による教育制度の拡充
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は、初等教育におけるトルコ語およびセルビア語の

意深く見守る必要があろう。また、小学校低学年か

母語教育の制度的保障をももたらし、それが文字通

ら導入された英語が次世代のリンガ・フランカとし

り同国の多民族性を象徴する面をも併せ持つことに

て機能する可能性もあり、この点もまた中・長期的

なった。

視点からの検証が必要であろう。

またそれゆえに、独立後 25 年、紛争後 15 年たっ

そもそも、2001 年の武力衝突後に成立したオフ

た現在もなお、教育改革とくに「非多数派コミュニ

リド枠組み合意は、多民族性を公的生活において保

ティ」の教育問題は、政治的にもセンシティヴな側

障する際に、ボスニア ･ ヘルツェゴヴィナで試みら

面を内包しつつ、政策面でも教育現場でも模索が続

れたような領域的自治や連邦制などのいわば領域的

いている。

隔離による民族問題解決ではなく、彼ら自身による

第二に、マケドニア共和国における教育改革は、

不断の模索を通じて現代の民主国家として成熟して

同国の多数派を占めるマケドニア系住民とアルバニ

いくことを求めるものであった（Bieber 2011：16）。

ア系住民間で生じている二項対立的構図を超えてい

実際、本稿で確認したように、「非多数派コミュニ

く契機を内包している。たしかに、マケドニア共和

ティ」に配慮した政策として同国に求められた諸策

国の政治は、もっとも大きな「非多数派コミュニ

は、教育改革だけみても、非常に高い水準のもので

ティ」であるアルバニア系住民の動向によって左右

ある。人口比 25％を超えるアルバニア系だけでな

される面を持つ。しかしながら、III 節で検証した

く、人口比 2 ～ 4％の他の「非多数派コミュニティ」

ように、「非多数派コミュニティ」の言語による教

の言語による 9 年制初等教育制度を保障して高等教

育を受ける権利を保障し、そのために学校制度およ

育への道筋を確立した点において、マケドニア共和

びカリキュラムを改編した結果、同国はいわゆる「並

国の教育改革は他国にとっても示唆に富む例のひと

行教育システム」、すなわち初等教育からの民族コ

つではないだろうか。

ミュニティ間の分断という深刻な状況に直面せざる

一方で、オフリド枠組み合意成立後 15 年を経た

をえなくなった。これらの課題に対して、近年、国

現在、教育改革や地方分権化をはじめ多くの分野で

際社会の支援による「混合学校」での異なる民族コ

の行政改革が履行されてきたが、いまだ国家のあり

ミュニティの児童・生徒による共同行動、あるいは

方についての国民的合意が成立しているとは言いが

混合グループによる課外教育プログラムや、大学間

たい。2014 年に実施された世論調査によれば、マ

協力プログラムなどが導入されつつある。

ケドニア系住民の 46.4％は「民族的少数派」の諸

その過程において、とくに 2001 年オフリド枠組

権利を保障したマケドニア人を多数派とする国家

み合意以後、「非多数派コミュニティ」に配慮した

を望む一方、アルバニア系住民の 39％が「マケド

教育改革と関連して多文化間主義 Inter-culturalism

ニア人とアルバニア人による二国民国家 bi-national

という理念が用いられるようになった。しかし、実

state」あるいは 30.9％が「すべてのエスニック集団

際にはロマへの配慮がいまだ不十分であるなど、ア

から成る多文化国家 multicultural state」を望んでい

ルバニア系住民との関係のみでは解決できない部分

る（Sulejmani 2015：17）。連立政権を担う主要政党

が明らかになりつつある。すなわち、中・長期的課

間の政治交渉や妥協にも関わらず、マケドニア共和

題としては、同国の多民族性に配慮した諸策が、ア

国は現在もなお「非多数派コミュニティ」に同等な

ルバニア系のみならず、トルコ系、セルビア系、ロ

立場を保障しうるかどうか模索途上にあるといえよ

マ、その他の民族集団との交錯状態によって生じる

う。その意味でも、本稿で検証した 2001 年以後の

多様性にも留意することが求められているのである。

教育改革世代が、母語による初等教育から高等教育

特定の「非多数派コミュニティ」の権利を保障する

を経たうえで、他の文化および民族性をもつコミュ

というよりは、特定の「非多数派コミュニティ」が

ニティとの間にどのような関係を築いていけるのか、

教育改革の過程から排除されないことが肝要になっ

がひとつの鍵になると考えられよう。

てくると思われる。教育改革の面では、母語による
9 年制義務教育改革が制度的に導入された 2008 年
度初等学校入学世代が大学卒業者数に反映するのは、
2024 年度以降になるため、向後 10 年間の推移を注
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注

９

ナンセン・スクールの詳細については、ナンセン・ダ
イアログ･センターのHPを参照。

１

現在アルバニア系住民が唯一、公式数値として受け入

http://www.nmie.org/index.php/en/our-schools#!/catid=1;2;3

れている2002年国勢調査では、アルバニア系住民の割合
は25.17％であるが、出生率の高さや難民流入、実際に

（2016年3月15日最終閲覧。）
10

架け橋基金によるプロジェクトの詳細については、マ

は当時の国勢調査の対象から漏れた者などを入れると、

ケドニア共和国文部科学省HPを参照。http://www.mon.

これ以上の割合であろうと推定されることもある。な

gov.mk/index.php/dokumenti/2014-07-30-12-00-34/gradime-

お、同国人口の民族構成は、2002年国勢調査による総人

mostovi

口2,022,547人のうち、マケドニア人64.18％、アルバニ

（2016年3月15日最終閲覧。）

ア人25.17％、トルコ人3.85％、ロマ2.66％、セルビア人

11

1.78％、ヴラフ人0.48％、その他1.88％となっている。
２

1992年および2014年に、同国内アルバニア系の一部政

http://www.osce.org/skopje/117196

治勢力が同国内の連邦化構想と絡んで掲げた、アルバニ
ア系自治宣言の政治的枠組み。2014年の時点では、アル

“OSCE-supported Building Bridges Fund allocates first

grant”, 7 April 2014, Skopje.
（2016年3月15日最終閲覧。）
12

“OSCE Mission to Skopje-supported fund continues

バニア系住民の間でも、一過性の政治的行為と受け取ら

building bridges between communities”, 18 February 2016,

れて浸透しなかった。

Skopje. http://www.osce.org/skopje/223256

３

2015年9月24日、オープン・ソサイエティ財団スコピ
エ事務所にて、筆者によるインタヴュでの質問への回

（2016年3月15日最終閲覧。）
13

答。
４

同国の初等教育および中等専門教育で使用されている

教科書の一覧は、http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/

各学年での教育カリキュラムについては、マケドニア

に

て公開されている。歴史教科書については中等学校2年

共和国文部科学省教育開発局のHPで公開されている。

次対象の教科書の公開が始まった。

http://bro.gov.mk/index.php?q=mk/osnovno-obrazovanie

http://www.e-ucebnici.mon.gov.mk/pdf/Istorija%20na%20

（2016年3月17日最終閲覧。）

Makedonija_II_MAK_PRINT_WEB.pdf

５

上記注の筆者によるインタヴュにおいて、ラザレフス
カ研究員は、同国が進めつつある多文化教育のカリキュ

（2016年7月18日最終閲覧。）
14

スコピエに本部があるほか、ビトラ、ヴェレス、ゴス

ラム自体からロマに関する情報が欠落していること、そ

ティヴァル、カヴァダルツィ、コチャニ、クマノヴォ、

のためNGOがパンフレットを作成して学校に配布する

オフリド、プリレプ、ストルーミツァ、テトヴォ、シュ

活動を行っているが、実際に学校教育の場で利用される
ことはほとんどないこと、などを指摘した。
６

ティプ各地に支部がある。
15

同国内の教育に関する活動については、USAIDのHP
を参照。
macedonia/education

７

よるインタヴュでの質問への回答。
16

https://www.usaid.gov/where-we-work/europe-and-eurasia/
（2016年3月18日最終閲覧。）

スコピエ大学哲学部の文化間研究センター（Center for
Intercultural Studies and Research）のサイトには、それぞ
れの研究テーマの概要が公開されている。参照：http://

具体的なプロジェクト内容については、マケドニア市

cisr.fzf.ukim.edu.mk/index.php/pro/research/sr

民教育センターのHPを参照。
http://pmio.mk/about-the-project/

（2016年3月18日最終閲

17

University, 2013. http://www.seeu.edu.mk/files/HRS4R%20

が、地元企業「ヴェゼ・シャリ」を見学して、「成功は

SEEU%20Action%20Plan_Last%20(1).pdf

多様性にあり」と題して作成したレポートが、マケドニ
ア語とアルバニア語で公開されている。

（2016年3月25日最終閲覧。）
18

http://pmio.mk/c1-community-outreach-materials/case-studythe-success-is-diversity-ss-8-septemvri-tetovo/

“Human Resources Strategy for Researchers at South East

European University: Action Plan”, South-East European

たとえば、テトヴォの中等学校2年生から4年生の8名

月18日最終閲覧。）

（2016年3

月24日最終閲覧。）

覧。）
８

2015年9月24日、文部科学省教育開発局にて、筆者に

（2016年3

“Oбјавени резултатите од рангирање на универзитетите
во Р. Македонија -2013”.
php/dokumenti/rang-listi

http://www.mon.gov.mk/index.

（2016年3月25日最終閲覧。）
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＊

本稿は、JSPS科研費基盤研究（B）「ユーゴ後継諸国
の対外政策と国際関係」（課題番号：JP2433057）によ
る研究成果公表の一部である。
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