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「難民」と「国内避難民」

• 「家を追われた人が過去最多6560万人(2015年から30万人増）」

• Displacement=強制移住

• 「難民は2250万人、国内避難民は4030万人、庇護申請者は280万人」

• 国境を越えたら「難民」、越えないのが「国内避難民」*1

• 「世界中で113人に1人が難民、避難民、庇護申請者」

• 紛争や政治的迫害、民族浄化、内戦、自然災害、飢饉など家を追われる状況
は同じ。

• 「難民の半数以上が子ども」
• 最も多く避難を余儀なくされた人口が多いのは、シリア（1,200万人）、

• 「難民」は、「難民」の定義、その基本的権利と受け入れ国の義務が条約で
明確にされている。

コロンビア（770万人）、アフガニスタン（470万人）、イラク（420万
人）、南スーダン（330万人）
• 毎年6月20日は世界難民の日（World Refugee Day)
※UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）

• 「国内避難民」は、問題が起きている国の国民であり、その国の政府がなん
とかしなければならないが、政府自体が問題の根源であったりすることが多
い。
*1 国内避難民＝IDP (Internally Displaced Persons)
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大義なきイラク戦争
• 大量破壊兵器保有疑惑
→「情報は誤りだった」by ブッシュ大統領（当時）、ブレア首相（当
時）が認めた。しかし、日本政府はいまだにこれをイラク戦争の根拠と
している…
• サダム・フセインとアルカーイダの関係
→犬猿の仲だった
• イラクの民主化
→大量の難民・国内避難民
🔍

各国のイラク戦争検証は？

オランダ政府のイラク戦争検証「イラク攻撃は国際法違反」と結論づけた
イギリス政府のイラク戦争検証はブレア政権の判断を「確実に間違い」と断罪。
しかし、日本政府は「イラク戦争はイラクが悪かった」と今も言い続けている…

イラク戦争 日本の対応（戦争支持）

ハンス・ブリクス氏の証言
（UNMOVIC=国連監視検証査察委員会）
2010年4月参議院会館での講演 by イラク戦争の検証を求めるネットワーク

• 元IAEA（国際原子力機関）
• UNMOVIC（国連監視検証査察委員会）在任時にイラクのWMD査察。
• イラク査察02~03年 700回、500ヶ所
• 「大量破壊兵器はなかった。能力もなかった」
• 「イラクは査察を喜んでいたわけではないが、まったく妨害しなかった」
• 米政府が100ヶ所指定、30ヶ所を終えたところで開戦。
• イラクがニジェールからウランを輸入しているという米政府が提出した証
拠の書類は偽造だった。

イラク戦争 日本の対応（自衛隊派遣）

• 小泉首相 「米国のイラク攻撃を理解し支持する」「日本はつねにアメリ
カとともにある」（02年6月9日 毎日新聞）

• 「イラク復興支援のため」
→イラクの人々の誤解を助長

• 米国の国際法違反の先制攻撃を認める発言

• 陸自 サマワでの活動は？
→宿営地への迫撃砲攻撃13回22発

• 「対イラク武力行使容認決議案」に賛成するよう日本の開発援助を受け
ている国々などに迫った
→しかし、支持を得られず米国は決議案を取り下げる
• 外務省 「北朝鮮の脅威を煽るべき」と助言 (03年3月29日 毎日新聞）
→北朝鮮は“イラクの二の舞”を避けようと核開発をすすめる（04年1
月11日 労働新聞）

2003年イラク戦争は
「対テロ戦争」の本格的な始まりの一つだった…

• 空自 “人道支援”の人員や物資は6％。全体の７割近くが主に米軍
→「後方支援」 ※通常これは“兵站”と呼ぶ
• 「自衛隊撤退要求」の人質事件連続発生
→斬首された日本人の遺体は星条旗の上に（現在のISの前身）
• 日本人（NGOやメディア）と働くイラク人のリスク

「これがアメリカの言う”デモクラシー”なのか？！」
By 米軍に撃たれたデモ参加者（2003年5月 ファルージャ総合病院）

それから米軍の占領が2011年まで続き、
イラクは「テロの最大被害国」の一つとなった
米軍が「テロ掃討作戦」を行うほど、
民間人犠牲者が増えた
遺族の中から反米武装勢力が生まれ、
国際テロ組織アル=カーイダが加担していった
しかし、アル=カーイダもやはり民間人ばかりを殺傷した
米軍、地元の抵抗勢力、国際テロ組織
“三つ巴の戦い“が始まった
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ファルージャ総攻撃
• 2004年4月 米民間傭兵会社の社員４名殺害される。その報復とし
て総攻撃開始。ファルージャ民間人死者７３１名。反米感情悪化。
自衛隊や軍の撤退を要求する人質事件が連続発生
• 2004年11月 14歳以上の男子はすべて戦闘年齢とみなし、メディ
ア、人道支援を通さず、町を完全包囲した。米軍の交戦規定は「動
くものはすべて撃て」となり、短期間に民間人死者６千人を超えた。
町のあちこちに集団墓地ができた。

※ショッキングな写真と映像があります

• 主力部隊は在日米軍。私にとって「イラク戦争は日本の国内問題」
• 米軍兵士のトラウマ、PTSDが増える原因となった。

2005年
米軍が白リン弾使用を認める

遺体は語る

白リン弾によるやけどと思われる患者
(ファルージャ2004年) 撮影:アハマド・ハムザ

富士演習場で在日米軍が使用した白リン弾
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米占領軍に突然連れ去られた人たちは、
「アブ・グレイブ刑務所」や「ブーカ刑務所」で拷問や虐待を受けた

「イラクの米軍刑務所がなければISは存在していない」
IS現役幹部の発言(英ガーディアンのインタビュー)

イラクでISが台頭する最大の理由
n2012年11月〜2013年
イラク政府による”スンニ派狩り”に抗議する”金曜デモ”（「イラクの春」）
（ファルージャ、ラマディ、モスル、ティクリート、キルクーク、バグ
ダッド）
イラク政府軍のデモ鎮圧による死傷者続出
“金曜デモ”の要求：「反テロ法を撤廃」「不当逮捕者の釈放」「裁判なしの
死刑執行やめよ」
🔎

スンニ派狩り 2005年イラク新政府樹立後、特定の宗派や部族を狙った集団殺害が内務

省によるものだった。ここから”宗派対立“が激化。2014年のIS危機以降、「対IS攻撃」と
撮影・提供／
エイダン・デルガド
（元⽶兵・
良⼼的兵役拒否者）

いう名に隠れてエスカレートしている。

イラクシーア派政権による
“スンニ派狩り”が続く限り
イラクのISは絶滅しない。

“スンニ派狩り”に抗議するデモ隊に政府軍が武力鎮圧
2013年1月25日(金) ファルージャ総合病院

”対テロ戦争”も終わらない。
※写真はすべて2005年

“金曜デモ”からIS建国宣言に至るまで

日本の支援の行方は？
「対イラクODAにおいては、スンニ派
イスラム教徒や政府に批判的な市民を
逮捕・拷問・殺害しているイラク内務
省への警察車両への支援、またサマワ
警察に対するイギリスの民間軍事企業
を通じての戦闘訓練も行ったと聞いて
いる。こうした支援の実態とそれがも
たらしたものについて、外務省は情報
を開示し、またその妥当性について検
証すべきである」
JICS イラク緊急無償警察車両供与計画サイトに「バグダッド
市内で活躍するパトカー」として掲載されている写真
https://www.jics.or.jp/topics/iraq̲001.html

（「イラク戦争の検証を求めるネット
ワーク」意見書より）

n2013年12月28日
イラク政府がラマディのデモ本部を「アルカーイダの拠点化している」と
して空爆開始
n2014年1月〜4月
政府軍vs反政府軍の戦闘激化中、ISISがファルージャを占拠
イラク政府軍によるファルージャ総合病院への空爆が続く
アンバール州から短期間にIDP40万人
n2014年6月〜7月
イラク第２の都市モスルでISが建国宣言「あなたたちを助けにきた」
アンバール州、ニナワ州、サラハディン州他からIDP85万人
※IDP＝国内避難民（Internal Displaced Persons）
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n2014年8月
ISがヤジディ教徒、キリスト教徒虐殺。”米軍待望論” 高まる。IDP170万人突破。
シンジャル山頂に取り残されたヤジディ教徒救出のためアメリカがIS拠点を空爆
開始。直後、その報復としてシリアのISがアメリカ人ジャーナリストを処刑。

n 2014年9月〜現在まで
米主導の対IS有志連合が発足。60か国以上が参加。イラク、そして日本も。空
爆はこの時から現在まで継続されている。イラク軍の空爆も含め、民間人死傷
者も日々報告されているが、米軍と民間団体の調べでは大きな差がある。

2014年
イラク戦争後
イラクは最悪の事態に…
そして…
「テロ」は世界に拡散
クルド自治区ドホーク郊外の
倉庫に着の身着のまま避難し
てきたヤジディ教徒たち
(2014月8月）

“私たちは鉄床とハンマーの間に置かれている”

空爆被害の子どもたち（ファルージャ総合病院スタッフ提供）

n2014年11月〜12月
IDP200万人突破
ISの恐怖支配と有志連合の空爆
n2015年1月〜3月
IDPキャンプで寒波による死者
シーア派民兵の「スンニ派狩り」を理由に米国が武器支援を一部停止
n2015年5月
ISがラマディ占拠、市民の大脱出
IDP300万人突破

ファルージャ母子病院空爆前（2013年10月）

イラク軍が日本のODAで再建したファルージャ母子病院を空爆
死者22名 負傷者55名 （2015年8月13日）※IS配信動画
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ラマディ市内ハイ・アル・バクル地区（2016年9月 住民撮影）
UNやICRCの調査によると「ラマディ市内の８割近くが全半壊」

「ISからの奪還成功」という報道に喜んだ市民
町に戻った人たちが見たものは…

モスル近郊の解放地区ゴグジェリ（2016年11月）

ISは逃走する時に病院を放火していった。
(イブン・アル・アティール母子病院）
撮影したのは2017年3月19日 イラク開戦
から14年の日のだった。

モスル市内の病院は、空爆とIS
双方の戦闘行為でことごとく破
壊された。

「戦争のモラル」の低下
• 交戦規定はどうなっているか？

というわけで…

• 捕虜・容疑者の扱い
• スクリーニング（身元確認）で拷問や処刑
• 「ISは極悪非道のモンスターだから殺されて当然」という考えが、正
規軍のモラルを低下させていないか？
• 国際社会全体にも「コラテラル・ダメージ（巻き添え被害）も仕方

日本はイラク戦争にも、
対IS戦争にもかかわっています。
イラクや中東から、
日本はどんなふうに見えているのでしょうか？

ない」「対テロだから仕方ない」という考えが広がっていないか？
• それが民間人犠牲者の増加につながっていないか？
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• 「なぜイラクの要請ではなくアメリカの要請でくるのか？」

イ • 「軍を送れば必ず標的になる。なぜこれまでの評判を落とすようなことをするの？」
ラ • 「戦争放棄と言うが、戦争サポートはいいのか？」（憲法９条に関して）
ク • 「”人道支援”と言いながら、また私たちを殺す側にまわるのか？」（シリアでの邦人
拘束を受けて安倍首相が”2億ドルをISILと戦う国々に支援する”といった演説に）
か • 「They believe they are peacemakers（日本人は自分たちが平和創造者だと信じ込
ら んでいる）」来日経験のある某大手海外メディアのカメラマン
見 • 「Pacifism to Militarism（平和主義から軍国主義へ）」
る • 「Abandon Pacifism（平和主義を棄てた）」（安保法制成立の時）
日 • 「Pacifist War（平和主義者の戦争）」アルジャジーラのドキュメンタリー 2013年
本 • 日本の武器輸出三原則の緩和がトップニュース

日本の平和国家のイメージは過去形…
「平和国家を標榜しながら
戦争に加担する国」

UAE（アラブ首長国連邦）
アメリカン大学での講義
(2016年10月28日）

• 2017年3月バグダッドで開催された武器見本市にトヨタと日産が初出展

顔の見える「人道支援立国」を本気で目指す
もう一度、日本の「平和ブランド」を取り戻したい…
武力行使を否定したい、加担したくない…

• その１：「情報鎖国」を克服する

国際社会の一員として貢献したい…

英語でニュースをチェックし「情報鎖国」を克服。

世界の平和を実現したい…

日本語でも国際ニュースを見るようにする。

「命に国境はない」ことを体現したい…

テレビや新聞に「国際ニュースをもっと報道して」とお願いする

「戦争しない国」から「戦争を止める国」に進化したい…

「マスゴミ」を作ったのは私たちという自覚を持つ。
「フェイクニュース（偽ニュース）」に注意！

そのためには、どの道を選択したらよいのだろう…？

ネットの情報収集は”ロープのほどけた小舟”になりがち！
お気に入りのメディアはつくらない
油断大敵！”メディアリテラシー”は何年やっても身に付かない！

顔の見える「人道支援立国」を本気で目指す
• その２：日本の支援を知る

私案：人道支援省（仮称）の創設
• 防衛省→国防

政府のODA（政府開発援助）、官民共同事業をチェックする

• 外務省→外交・国益

非政府組織（NGO）の活動をチェックする

• 人道支援省（？）→政治に利用されない人道主義に基づいた支援

• その３：国際協力の現場で「顔を見せる」のは誰か？

難民受け入れ、国内外の自然災害緊急支援、紛争地の緊急支援、
遺骨収集、紛争解決、紛争予防など

「自衛隊さんにまかせておけばいい」と丸投げがやはり多い。
非武装の民間人による国際貢献を増やす。特に緊急支援。
日本のNGOは行動制限や退避させられる。置いてきぼりケース続出！
国際協力の現場に行きたい若者を応援する。

「人道支援立国」としてやり直す日本のグランドデザインを！
Humanity First（=ヒューマニティ・ファースト）
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詳しくはWebで！

世界の人道危機

高遠菜穂子オフィシャルサイト
https://www.nahokotakato.com

• シリア ７年目の内戦
• イラク IS奪還作戦 「活動限界」と国連
• ミャンマー ロヒンギャ問題（難民70万人）

イラクホープダイアリー(ブログ）
http://iraqhope.exblog.jp

• 飢饉（イエメン、南スーダン、ソマリア、ナイジェリア）「破滅的なレベルの食料不
安」（国連）、「イエメンでは5歳未満の子どもが10分おきに死んでいる」（ハフィ
ントンポスト）

https://www.facebook.com/nahoko.takato
イエメン
（サウジアラビアとイランの対立）
南スーダン （独立したものの内戦再び）
ナイジェリア（IS系過激派組織ボコハラム）
ソマリア
（記録的干ばつ）

https://twitter.com/NahokoTakato

南スーダンからの自衛隊の撤退と日報問題にに関する議論はとて
も多かったが、悲しいほどに人道的な視点が抜け落ちていた…
報道はなくなった今も、人道危機は続いている…

https://www.instagram.com/nahokotakato/
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金融機関コード：９９００
二七九店（ニナナキュウ店）
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※私個人の現地渡航費などには充てていません

護憲をゴールにしないためには、実践が必要だ。議論の空白を埋める
ためにはもっと世界の人道危機に目を向けるべきだ。「日本人に何が
できるか？」を答えの出ない永遠のテーマにしてはいけない。
いや、答えは出ている。足りないのはそれを実践する人とその背中を
押す人々だ。
高遠菜穂子

『私にとっての憲法』（岩波書店）「”護憲“はゴールじゃない」より
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