
第 2753回例会
(静岡市内 7ク ラブ合同例会)

《司 会》  浅野 裕史 君 (静岡東 RC)

《合 唱》  「君が代」

「我等の生業」

《講 師》  同志社大学

大学院ク
・ローハ・ル・スタテ・ィース

・
研究科

教授  内藤 正典 氏

《参加クラブ会長紹介 &出席報告》
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・静岡南 RC
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佐橋 徹
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平成 28年 2月 18日 天候 晴れ

ホス トクラブとして深く感謝申し上げます。なお本

日の座席は各委員会ごとのテーブルとさせていただき

ました。 日頃のロータリー活動に向けて各クラブと情

報交換を行い、今後の活動に活用されることを願って

おります。

《講 演》

「中東の崩壊とパリ同時多発テロ事件」

内藤 正典 氏

私は東京出身で一橋大学の大学院教授で したが

2010年に同志社大学・大学学院がク
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研究科を作つてから京都に移 り現在あちこちで講演を

させていただいています。

本日のお話の内容は決

して明るい話ではないが
「中東の崩壊」と「シリ

アの内戦」「イスラム国の

テロ」そして「難民問題」

です。

昨年夏以降メディアで「大変な数の難民が欧州に押

し寄せた」というニュースが世間を騒がせた。昨年秋

までで既に 100万人近い『難民』が欧州を目指してい

たが、欧州の人々はそれを『移民』と呼んでいた。

現在シリアではアサド政権による恐怖の統治が行
われているが

シリア内戦で
国内避難民760万人
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《ホス トクラブ会長代行挨拶要旨》

は―一言えには

47万人 とも

言われている。

終わらない内

戦と近年のイ

スラム国の台

頭が難民を作

り出しているといわれるが事実はそ うではない。難民

は ISが 台頭する前から300万人ほど存在 していた。安

倍総理は ISの 台頭で移民が生 じたため ISと 戦 う国に

●海路欧州へ流入した難民 680928眈者3175)

●シリア内戦の犠牲者 約22rll10o人 (47万とも)

●終わらない内戦 「イスラム国Jの 台頭

●難民に紛れ込むテロリスト

本 日はご多忙中に

もかかわらず市内 7

クラブ合同例会に御

出席いただき誠にあ

りがとうございます。

おかげさまで 200名

を超える会員に御出

席いただきました。
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支援を行 うと表明した。 しかしアサ ド政権の圧政に反

対する反政府勢力も、もともとは一般市民であり、そ

の弾圧のためのアサ ド政権の無差別攻撃に市民が巻き

込まれ、すでに 2300万人の国民の半分は住居を無くし

たか若 しくは逃げ惑つている状態 とも言われている。

彼 らは安全を求めて難民となった。難民は IS台頭以前

からレバノン、 トルコ、ヨルダン等に向かつていた。

近年その難民がギリシャを渡つて欧州へ と向かつてい

るが、その難民にテロリス トが紛れ込み、パ リでテロ

を起こした。誤解すべきでないのは、決 して難民がテ

ロ化 したわけではない。

中東の崩壊が進んでいる。シリアは内戦、 リビアも

分裂、イラクも分裂 している。アフガニスタンは全 く

治安が回復 しな

い。イエメンも

内戦でソマ リア

は事実上国家が

崩壊、ナイジェ

リアでもボコ・

ハラムの暴虐。

エジプ トも軍事

次にイスラム国だが、思想はイスラム法による統治

を目指 してお り、その主権は神 (ア ッラー)の手にあ り

国民には無いとの考え方。イスラム世界で最悪の 「病

理」 とも言えるが、実はイスラム世界での支持は意外

にも少なくはなく、熱心なイスラム教徒で暴力やテロ

に全く関係のない人々からの支持を受けていることも

事実。本来イスラム教の教えでは弱者は助けるべきで

あり、これは神が定めたことだ。商売で儲けることは

構わないが、儲けたらその一部は神に差 し出さなけれ

ばならない。それが貧 しい人の手に渡 り社会が回る仕

組み。 ところが今の世界はそ うではない。富の再配分

が行われないことにイスラム庶民の不満がたまつてい

る。「もっとイスラム的に世直しすべき」との考え方が

ISへの支持につながつている。「アル・カイダ」は欧

米を狙 うテロ組織だが 「イスラム国」は、まずイスラ

ム教徒が敵で次に欧米を狙 うテロ組織 との位置付け。

難民は密航業者の手配す るボー トでギ リシャを目

指 している。お金のない難民に 「浮かない粗悪な救命

胴衣」や 「船外機の無いゴムボー ト」を売る等、悪い

商売が横行。お金がない人は浮き輪で渡る。でも子供

たちの顔は明るい。ギリシャに渡れば希望が待ってい

ると信 じている。 しかし現実には死の航海だ。昨年の

秋時点までで トルコは既に 250万人の難民受入れを行

い不平も言わず耐えていた。一方で欧州では高々100

万人の押付け合

いを行つていた。

トルコだけでな

くヨルダンとレ

バノンにもそれ

ぞれ 100万人を

超える難民が溢

れており、レバ

ノンの国連難民

高等弁務官もこ

のままでは食料が尽きると警告を発 していた。国際社

会は時々資金援助を行 うのみ。難民はシリアから発生

してお り本質は 「内戦の停止」あるいは 「ISの壊滅」

が解決策だ。

昨年の 9月 にゴムボー トで対岸のギ リシャに密航

しようとして死亡 した難民の子供の写真が世界中に配

信 された。写真の見出しは「世界よ恥を知れ」だつた。

ここで初めて欧州の人々は押 し寄せた人々が『移民』

ではなく『難民』であることを認識する。そもそも移

民は拒否できるが難民は拒否できない。 ドイツの難民

受け入れは ドイツ憲法 (ドイツ基本法 16a条)に 「(迫

害を受けた世界中の誰でも)ド イツに庇護を請求でき

る」との規定があるからだ。日本の憲法第 9条 (戦争放

棄)と 同様に ドイツでは第 2次大戦後の基本理念 とな

つている。内戦が続 く限 り難民流出は続 く。 2月 にロ

シアがシリア北部に絨毯爆撃を行い、また 10万人の難

民が トルコ国境に押 し寄せた。 しかしトルコはついに

国境を開じた。米独は国境を開けるよう要請 したが ト

ルコは首を縦に振 らない。シリア内線の解決に向けて

何もしない国際社会への苛立ちが表れている。

「  クーデターで生

まれた政権であり、いずれ治安悪化につながるだろう。

サウジとイランは 1月 に入つて国交断絶 した。サウジ

はスンナ派の国、一方でイランはシーア派の国、単に

宗派の違いだけではなく政治的な要素が対立の原因で、

一触即発 となっている。

現在ロシアは ISへの攻撃を名 日にシリア国内での

爆撃を行つているが、実際はアサ ド政権への支援のた

め反政府勢力を壊滅することが目的。シリア北部は ト

ルコ系の民族も存在 してお り、これには トルコも反発

を強めていた。10月 の トルコによるロシア戦闘機爆撃

もこういつた背景から起こつた。現状では トル コとロ

シアは国交断絶までには至っていないが、仮にロシア

が トルコを攻撃、もしくは先 日の トルコでのテロもシ

リア系のクル ド民族の犯行とのことで、今後 トルコが

いよいよシ リアに進軍 しロシアとの交戦が生 じれば ト

ルコは NATO加盟国であるため NATOに対する集団的自

衛権の行使を

通 じて第 3次

世界大戦に発

展する恐れに

繋が りかねな

い。

終息の気配

がないシリア

内戦だが、も

ともとシリア

は冷戦時代からロシアの領分だつた。ロシアにとって

シリアの基地を失 うことは地中海を通つてアフリカヘ

出ていく前線基地を失 うことを意味する。そのために

もシリアにある基地権益は絶対に手放せない。アサ ド

政権側にはロシアをはじめとしてイラン、ヒズボラ

北朝鮮等が支援 している。一方で反政府側には米国

トルコ、サウジ、カタールが支援を行つている。国際

的にも大きなリスクを抱えている地域である。 <会報作成 :田 中義―>


