


 

戦争の教訓                                 

シリアが内戦に見舞われてからの 3 年間に、シリア赤新月社は、中立・独

立・公平に基づいたボランティア活動の事例を世界へ発信してきた。 
 
シリア赤新月社で働く大

勢のボランティアやスタ

ッフと同様、フェラス・フ

ァラスにとっても、追撃

砲や銃撃の爆裂音は日

常茶飯事だった。ほとん

ど絶え間なく聞こえる猛

烈な音饗は、自分たち

の仕事がこの世で一番

危険なものだということ

を思い知らせてくれる。 

 
彼のチームは、飲料水

と公衆衛生の調整部門

として、基本的なサービ

スすら届かない地域の

人々に、危機的に欠乏

している飲料水と衛生用

品を届けている。もちろん、

戦場の前線や検問所を

通ってだ。 

 

まず必要なのは、交渉だ。 

「任務につくにあたって、事前に停戦の同意を得るため、戦闘の全当事者に連絡をします」。その電

話で、各国の赤十字・赤新月社の責務や、視察の予定地について説明する。「私たちは、全当事者

の同意が得られない限り、紛争地域に入ることはありません。なぜなら私たちには、ボランティアと支

援車輌の安全を確保する義務があるからです」。 

 

それでも、安全の保証は無い。「シリア東部の都市、デリゾールでは、事前に全当事者から停戦の同

意を得ていたにもかかわらず、ある党派によって拘束されました。彼らは、我々が入るという情報を受

け取っていなかったのです。私たちは彼らに、自分たちのことを何度も説明しましたが、納得してはく

れませんでした。結局、運良くそのグループのリーダーがシリア赤新月社の仕事について知っていた

おかげで、ようやく解放されたのです」。 

 

   

悲劇から生まれた名声 
このような体験は、ボランティアであればごく当たり前のことである。シリアの 3 年にも及ぶ戦乱では、

食料の配付や負傷者の保護、水や燃料の供給中に戦闘が始まったせいで、ボランティアによる活動

が遅れたり、妨害されたりすることは日常茶飯事だ。 

例えばアレッポでは、激戦の真っ只中でボランティアが危険にさらされたため、救援活動を中止する

羽目になったこともある。 

「救急対応チームは、人々を助けるために 24 時間休みなしで働いていました」とシリア赤新月社アレ

赤新月の標章と点滅灯、赤新月社の旗が、唯一の防御手段だ。シリア赤新月社のボランティア

と医療従事者は車で新時計台広場を巡回し、帰還した住民と戦火で破壊された都市ホムスに

数カ月間閉じ込められた人々を支援している。（写真： ©Laila Tawakkol/SARC, Homs branch） 



 

ホムスの旧市内、アル・ハミディエとして知られている地域で、住民に安全な飲

料水を確保するために、給水と公衆衛生の状況を調査するシリア赤新月社の

ボランティア。（写真： ©LailaTawakkol/SARC,Homs branch） 

ッポ支部の広報担当官、サナ・タラビシは言う。「紛争が激化するにつれて、私たちのチームが何度も

拘束されたり襲われたりしたため、紛争地域での活動を諦めざるを得ませんでした」。そこで赤新月社

のボランティアとスタッフは、集団避難所内の避難民に対して救援活動を始めることにした。 

 

このようなエピソードからは、各国の赤十字・赤新月社のボランティアやスタッフが耐えてきた難題、

恐怖、そしていらだちが垣間見える。それらは、個々人の勇気だけでなく、のちにシリア赤新月社の活

動を特徴づけることにもなる事態への関わり方や力量、団結力を物語っている。 

 

シリアの血なまぐさい内戦は、かつて繁栄していた地域社会を瓦礫と化した町へと変貌させ、同国の

赤新月社をひどく苦しめた。しかし、同社はそれにも屈せず活動規模を拡大し、典型的な平時援助を

行うだけの組織から、この国を助けたいと願う多くの組織のパートナーとなり、世界中の人道主義者を

鼓舞する国際赤十字・赤新月運動（以下赤十字運動）の司令塔へと、変貌を遂げたのだ。 

 

この変革は、36 名のシリア赤新月社のボランティアおよびスタッフを含むおよそ 12 万人の命を犠牲

にした戦争や紛争の悲劇が生んだ勲章なのである（7名のパレスチナ赤新月社のスタッフもまた、シリ

アの人道危機下で支援物資を配布中に命を奪われた）。にもかかわらず、この残酷な紛争に対して、

赤新月社はこれまでの支援の姿勢を崩さなかった。2011 年の抗議行動で最初の発砲がされたずっ

と以前から、シリア赤新月社は活動の土台を築いていたのである。 

 

人道支援活動に早くから取り組んでいた地方支部の強力なネットワークづくり、運営担当とスタッフ間

の密な人間関係の構築、そして長年にわたって訓練を続けている災害対策、地域主導の緊急対応

と赤十字基本原則の適用が、成果を上げ始めたのだ。 

 

「シリア赤新月社が特別な役割を担い、一流の人道支援組織であり続けられるのは、常に赤十字運

動の諸原則を尊重しているからです」と、シリア赤新月社の代表であるアブドゥル・ラーマン・アタール

は言う。「多くのボランティアが命懸けで任務を成し遂げてきたからこそ、私たちの中立性を立証する

ことができたのです。」 

 

 

支援は必要としている全ての人に 
3、4 年前までは入り混じっていた

コミュニティが紛争で分断され、

「私たちの側にいないのなら、敵だ」

という強い感情が芽生えてしまうこ

ともあると、国際赤十字・赤新月社

連盟（以下、IFRC）のシリア代表で

あるアサ・エリカ・ジャンソンは指摘

する。 

 

2009 年にシリアに赴任したジャン

ソンによれば、ボランティアは、「ど

うしてあなたたちは敵を助けている

のか」と聞いてくる人々に対し、

IFRC の中立・公平・独立の原則を

厳守するしかなかったという。 

 

「内戦ほどの苦難はありません。



 

しかし、ボランティアは、人道の原則を固守しようという強い意思を持って任務に当たっています。シリ

ア赤新月社のボランティアが、その精神を現場で具体的な行動に示す様は実に見事なものです。」 

 

ただそれは、微妙なバランスの上に成り立っている。シリア赤新月社は、各支部を通して地域と密接

な関係を保つ必要がある一方で、検問所を通過するためには政府との関係も良好に保たねばならな

い。そのためある地域では、反政府軍を支援していると糾弾され、また別の地域では、シリア政府と緊

密になり過ぎだと非難されるのである。 

 

現場でボランティアの生死を左右するのは、まさにこのバランスである。 

ザキ・マラ・アレフは、2003 年から、シリア北部中央の都市ラッカで、シリア赤新月社の倉庫管理責

任者を務めている。「私たちは全力で中立性を守っています」と言いながらも、次のようにも話す。彼

の担当する地域の人々が「顔見知りであったからこそ、私たちが負っている使命や、住民を助けること

が目的でこの地域にとどまっていることを分かってもらえたのです」。 

 

それでも、中立の原則が、支部のボランティア全員を守っているわけではない。現に、2 人のボランテ

ィアが勤務中に命を奪われ、多くが拘束された。その中にはマラ・アレフの弟もいた。「弟は匿名の集

団に 5日間拉致され、その間に随分と辛い目に遭いました」と彼は言う。 

 

「私たちはラッカで、とても大きな危険と対峙しています」と彼は話す。なぜなら、地元で展開されてい

る慈善活動のほとんどが、どちらか一方だけを支援するものであるため、現地の人々は、中立かつ独

立した人道支援になじみがないからである。「『あなた方はどちら側の人間ですか？』という問いに答え

るのはとても難しいのですが、『私たちはシリア赤新月社であり、どちらかのグループだけを支援してい

るのではありません』と答えるしかありません」。 

 

必ずしも保証されているわけではないが、苦労の末に現地の人々の理解を得られたシリア赤新月社

の中立性は、赤十字運動内のパートナーや外部の支援団体双方にとって役立った。赤十字国際委

員会（以下、ICRC）のシリア代表部で副代表を務めるダフィー・マレットは、次のように話す。「シリア赤

新月社が、政府軍と反政府軍のどちらの管轄内においても活動し、現地の人々とも親密な関係を築

き、活動に熱心に取り組み、その地域を誰よりも理解しているからこそ、私たちは最も危険な状況にあ

っても、支援を届けることができるのです」。 

 

 

基盤を確立する 
このような苦境においては、IFRC や英国赤十字社、ICRC が提供するさまざまなサポートと訓練、そし

て 2004年だけでおよそ 14万ものイラク難民を支援したというシリア赤新月社の経験が、重要である

のは言うまでもない。「本当に役立ったのは、防災や災害管理に関する戦略の構築と訓練といった準

備をしていたことでした」と IFRC のジャンソンは話す。さらに「ボランティアはよく訓練されていて、支援

が必要となったとき、コミュニティにどのように関わっていけばいいのかを理解していました」とも述べて

いる。 

 

ホムス支部で一緒に働くボランティアの１人、バヘル・カヤルも、「2000 年以降、確かにシリア赤新月

社のボランティアは、災害管理と救急時の訓練に参加してきました」と同意する。「しかし初めは、そこ

で学んだことを活かそうとしませんでした。実際に実行したのは、2006 年のレバノン戦争中と、2004

年にイラク難民を受け入れたときでした」。 

 

「当時、これらの危機は身近なものではなく、またレバノン戦争は、わずか1カ月で終焉を迎えました。

しかし、今シリアで起きている紛争は 3 年以上続いています。私たちはその間、経験を積み、訓練か



 

内戦で保健衛生サービスが崩壊したため、ポリオが大流行。シリア・アラブ赤新月社のボ

ランティアは、必要とされているだけのワクチンを届けた。アル・ハサケ支部の 20 名のボ

ランティアのうちの二人が、ポリオ撲滅キャンペーン第 4弾の一環として、49の村の子ど

もたちにワクチンを飲ませている。 （写真：©Tarek Elewi/SARC, al-Hasakeh branch） 

ら学んだ理論を駆使してきました。新しい現場では、常に何か新しい教訓を学びました」とカヤルは続

けた。 

 

このよう予備知識や経験、

支援がどのような効果をもた

らしたのかは、支援の手を差

し伸べた人の数で推し量るこ

とができる。紛争の混乱が始

まって間もないころにシリア

赤新月社が食料を配付した

人の数は、毎月85万人ほど

だった。 

 

それが今日、食料やその他

の日用品を受け取る人の数

は毎月 350 万人に達してい

る。水の供給や衛生部門を

支援し、シリア赤新月社の医

療施設と傷病者輸送機のネ

ットワークを通して、緊急およ

び基礎保健サービスを提供

している。 

 

いわばシリア赤新月社は、あ

らゆる国際支援活動の実質的な担い手であり、シリアへ搬入される物資の約 80 パーセントは彼らが

配布しているという試算もあるほどだ。 

 

シリア赤新月社は、IFRCと各国の赤十字・赤新月社から支援を得ながら ICRCと緊密に協働するだけ

でなく、通常であれば支援を届けることが困難な弱い立場に置かれた人々を支援するために、世界

食糧計画や国連難民高等弁務官事務所、国連児童基金といった国連の諸機関やその他30ほどの

国際 NGO団体とも連携している。 

 

 

活動範囲が広過ぎて手が足りない 
シリア赤新月社に対する要望と期待の高まりを受け、スタッフやボランティアの多くは、活動範囲が拡

がり過ぎて人手が足りないと言う。多くの人がボランティア希望者の順番待ちリストに名を連ねていると

はいえ、単純に人員を増やせばいいというわけではない。 

 

これについて、シリア赤新月社アレッポ支部長のムハマド・ワリッド・サンカリは、「ボランティアになりた

いという希望は非常に多い。しかし問題なのは、私たちスタッフやボランティアが、新人を正しく訓練し

たり、現場で新人を学ばせるための十分な時間を取れないことです」と話す。彼はまた、「ボランティア

は、支援の手を必要としている人を助けるために自分の命を危険にさらしています。私たちが最小限

しなければならないのは、新人に適切な訓練を受けさせ、交通費を支払うことです」と付け加える。 

 

しかし、紛争下であれば世界中どこでもそうであるように、支援が十分であるという状況はまずないの

だ。シリア国内外における食料およびその他の支援は足らず、シリア赤新月社の倉庫に保管されてい

る支援物資も不足することがある。 



 

また、多くのボランティアが犠牲になったことにより、シリア赤新月社や赤十字運動は、ボランティアを

守る新しい手段を構築しなければならなくなった。今年、IFRC はシリア赤新月社に初めて防弾チョッ

キを支給した。しかし、赤十字運動は、防弾チョッキを身につけることでボランティアが間違った安全

意識を持ち、もっと大きな危険を冒すことになるのではと懸念して、しばらくの間、この新しい動きに反

対していた。だが結局、多くのボランティアが移動中の車内で、あるいは基本的な作業の遂行中に命

を奪われたことを受け、その方針は改められた。 

 

 

前進あるのみ 
3年にわたる紛争のなかで、ボランティアもスタッフも大きく変化したが、シリア赤新月社に所属し使命

を共有している仲間であることに変わりはない、と彼らは話す。変わったのは支援活動の規模であり、

この 3 年間で命を落とした仲間の悲劇は、彼らの団結力を高め、前に進み続けようとする意志をさら

に強固なものにしている。 

 

「私たちは、同僚を失ったというショックに耐えなければなりませんでした」とホムス支部のカヤルは話

す。「一方で、本当に多くの人がボランティア活動をしていたということを痛感しましたし、彼らが命を懸

けてくれたからこそ、私たちの結び付きがとても強固になったのです。私たちは、すでに１つの家族の

ようなものです。それも当然です。自分たちの家族と過ごす時間より、ボランティアの皆さんと一緒に

活動する時間の方が長いのですから」。 

 

シリア赤新月社の事業局長であるカレド・エルクソウシは、次のように言う。「我々の強みは、ボランティ

アがシリア全土から集まってくること、そしてそれぞれの地域社会に強いつながりを持っていることです。

だからこそ彼らは、交渉してアクセスを確保し、現地のニーズや状況を評価することができるので

す」。 

 

「しかし、これは同時に私たちの弱点でもあります。というのは、ボランティアもまた、その地域社会の

一員として同じ危険に晒されているからです。私たちは、ボランティアの活動によって成り立っている

組織です。ですから、どんなときも 5 つ星のホテルには泊まれないし、装甲車に乗ることもできません。

かといって、危機に晒されている自分たちのコミュニティから離れることもできないのです」。 

 

 

（文：ヴィヴィアン・トウメー、マルコム・ルカード。ヴィヴィアン・トウメーは、シリア赤新月社の広報担当

官、マルコム・ルカードは、RCRCマガジンの編集者である。） 



（写真：©Vladimir Castro/IFRC） 

 物言わぬ殺人鬼                                 
 
世界の多くの地域でほぼ消

滅状態にあったデング熱が、

再び人類の命を奪おうとして

いる。専門家らは、この予防

可能な疫病を根絶するため

には、持続的かつ精力的な

取り組みが不可欠だと述べ

ている。 

 

感染症の場合、最良の解毒

剤は知識であることが多い。

ニカラグアの太平洋岸に近

いレオンに住むアレハンドラ・

メンドーサ・リベラは、それを

痛感している。彼女は、２人

の子ども（２歳のオスマリと

12 歳のフランシスコ）の命を

救うことができたのは、ニカラ

グア赤十字社から得たデング

熱に関する知識のおかげであると話す。「子どもたちが高熱を出したので、ヘルスセンターに行きまし

た。デング熱だったらと思うと怖かったからです」「センターでは、検査を行って確認してくれました」 

 

また、赤十字社を訪れたことがきっかけで、彼女は自宅の掃除を入念に行うようになったという。「プレ

ゼンテーションで学んだことは、全て実行しています」「例えば、水をためる容器を衛生的な場所で保

管したり、庭をきれいにしたり、樽に蓋をしたりするなど、清潔を保つために常に注意を払っています」 

 

蚊を媒介としてウイルス感染するデング熱は、インフルエンザのような症状を引き起こし、時に命に危

険を及ぼすほど重症化することがある。死に至るのは感染者のおよそ2.5パーセントといわれているが、

適切な予防および治療を受けなければ、死亡率が 20パーセントを超えることもあり得る。 

 

2013年にニカラグアで発生したデング熱の流行では、同年 6月までにすでに 14人が死亡、57人が

重症、4,000 人がウイルスに感染しており、政府当局によれば、デング熱の症例は前年に比べ、約

300パーセント増加したという。 

 

レオンのマルパイシージョヘルスセンターで、病原体媒介生物性疾患および齧歯動物媒介性疾患を

専門に研究している技術者、シルビオ・ピラードは、「赤十字社のボランティアが週に 2 日手伝いに来

てくれるので、燻蒸を行ったり、ゴミをより頻繁に処分したりすることができるようになりました。そのおか

げで、デングウイルスを媒介するネッタイシマカを、水中に住む幼虫段階で除去することに成功しまし

た」と話す。 

 

強力なデングウイルスは、アジア太平洋地域、中南米、アフリカおよび東地中海の熱帯、亜熱帯諸

国に甚大な被害をもたらした。これを発端として、過去 50 年超の間に、デング熱は 9 カ国から 100

カ国以上にまで広がることとなった。病原体媒介生物性疾患としては、最も急速に拡大したことにな

る。 

 



 

予防のできる病気 
しかし、我々はもちろん、それを黙って見過ごしていたわけではない。国際赤十字・赤新月社連盟（以

下、IFRC）のウォルター・コッテ事務次長は、「1950 年代および 60 年代に、汎米保険機構はデング

熱に対処するための公衆衛生戦略を打ち出し、アメリカ大陸においてデングウイルスを減少させること

に成功しました。一部の地域では、根絶することもできました」と説明する。 

 

「ただ、時がたつにつれて、この勢いも徐々に弱くなってきました。一時期、ブラジルやコロンビア、メキ

シコなどではデングウイルスが消滅した、と報道されたことがありましたが、これらの国々は今、世界で

最も風土病の発生頻度が高い 10 カ国に含まれています」 

 

今日、世界の人口のおよそ半数が、デングウイルスの存在する国々で暮らしている。1960 年代には

年間約 15万件だったデング熱の発生件数は、現在、およそ 3億 9千万件にまで増加し、かつて都

市部およびその周辺だと考えられていた発生源は、今や農村部に移行しつつある。 

 

例えばコロンビアでは、1990年代に人口 10万人あたり 5.2人だった罹患率が、過去 5年間で 18.1

人に増えたが、原因として考えられるのは、人口の増加や無計画な都市化、不衛生な環境、人々の

長距離移動の増加、非効率的な蚊の繁殖抑制などである。 

 

この他、治安の悪化や人口移動、暴力なども原因に含まれる。2013 年にデング熱が発生したコロン

ビアのカウカ県にあるグアピ村では、30万人の人口のうち、およそ 8割が安全な飲料水を手に入れる

手段を持たない。その上、自治体にはゴミ処理場や下水処理場がないため、廃棄物のほとんどは直

接、川や海に捨てられている。 

 

同様に、パラグアイでも2011年にデング熱が大流行し、分かっているだけでも3万8,206人が感染、

62 人が死亡する結果となったが、最も多くの感染者および死者が出たのは、アルトパラナ県の農村

部と首都周辺の都会的な地域だった。無計画に広がる首都周辺の都市部には 10 の市が存在し、

約 200万人が暮らしている。 

 

都市部の繁殖土壌 
都市郊外の新しいコミュニティーは人口が飽和状態にあり、廃棄物処理設備が無いだけでなく、上下

水道システムすら十分に機能していない。一方、デングウイルスを媒介する蚊は、ビルの水たまりや

飲料水の樽、流れの悪い下水管から民家の花瓶に至るまで、どんな場所でも繁殖することができる。 

 

そのため、各国赤十字社・赤新月社や IFRC、その他デング熱根絶を目指した取り組みを行っている

機関は、大胆な変革の必要性を唱えている。つまり、デングウイルス消滅のための取り組みは、部分

的で一時的なキャンペーンから、この病気の発生源でもある環境自体の改善を目指した、全体的で

長期的なものへとシフトしなければならないということである。 

 

例えば、赤十字の取り組みの多くは、災害救援緊急基金（以下、DREF）を通じて資金を得ている。

DREFは疫病の大流行といった緊急事態が発生した際、赤十字が行う緊急救援活動に対して迅速に

資金を拠出するための初動活動用基金である。こうした資金の投入は、多くの国々において疫病の

流行による被害の軽減に役立っている。また一部では、各国の赤十字社が地元や国レベルの機関と

提携し、備品や資材の管理設備を調え、進行中の支援活動のための実施能力や知識を養う、とい

った長期的な波及効果も生まれている。 

 

 



しかしこの資金も、デング熱対策を継続し、今後の流行を予防するには十分とはいえない。衛生当局

の関係者によれば、長期的な行動変容を促す包括的なプログラムの作成と、コミュニティーレベルで

のイニシアチブのための長期的な投資こそが今、求められているという。 

 

これらの活動の多くは、各国の赤十字社によってすでに実施されているが、さらなるスケールの拡大

が求められている。例えば、パラグアイ赤十字社では、蚊の発生源となる場所を撤去し、衛生的な環

境を調え、ウイルスの発生を予防するために自治体やヘルスセンターと協力している。また、保健省

と地方の協議会がコミュニティーへの介入と教育を通じて実施した予防運動も支援した。さらに、さま

ざまなマスメディアを活用して、デング熱の認知度を上げるためのキャンペーンも実施した。 

 

実践は実を結ぶ 
同様の活動を行っている赤十字社は、他にもある。エルサルバドル赤十字社では、予防衛生や環境

衛生に取り組むノルウェー赤十字社の資金援助を得て、コミュニティーレベルで、デング熱の予防活

動が進められている。具体的には、地元の家庭健康ユニットやその他の機関と協力して、清掃キャン

ペーンや浄水・燻蒸の講習、予防衛生セミナーなどを開催している。こうした取り組みは、歯科衛生

サービスや、性と生殖に関する健康についての議論、栄養診断などの活動と共に行われている。 

 

多くの場合、予防活動は災害発生時など緊急時の対応において不可欠なものとなっている。例えば、

2014年7月にエルサルバドル政府当局が、チクングニア熱と呼ばれる別の蚊を媒介とする疫病に対

し、注意報を発令した際、IFRCは DREFから 18万 4千ドルを拠出し、チクングニア熱の流行予防と、

さらにデング熱も含めた将来的な発生予防を目的とするエルサルバドル赤十字社の活動を支援し

た。 

 

予防への取り組みを続けてきた地域では、時間と資金の投資はそれなりの効果を伴うことが証明され

ている。例えば、2001 年にモルディブで発生した 2,909 件のデング熱感染で、モルディブ赤新月社

が行った活動は、ボランティアネットワークを通じた学校での教育をはじめ、地域ぐるみの清掃や情報

提供、教育・通信に必要な資材の配布にまで及んだ。その結果、2013 年までに、赤新月社が活動

している 10 カ所の環礁のうち 8 カ所で、発生件数が約 155パーセント減少した。 

 

（文：ゲンニケ・マイヤース、エンリケ・ゲバラ。中南米を拠点とする IFRCの広報担当者である。） 



 人道を語る                                 
 

赤十字国際委員会（以下、ICRC）総裁のペーター・マウラーが、これまでの

２年間を振り返り、人道支援の将来や、人道支援組織の最高責任者とし

ての自らの役割について考察した 
 
ペーター・マウラーが ICRC 総裁の職に就いてから２年。その間、多忙な日々が続いた。国際連合で

スイス大使を務めた経験のある彼は、委員会の活動や人道支援上の課題を把握するために、コロン

ビアのピヌーナネグロ川をカヌーで登ったり、コンゴ民主共和国の孤児院を訪問したり、またシリア赤新

月社のボランティアたちが前線での任務に備えて救急車を準備している様子を視察したりした。それ

らは当然、多数ある他の視察の合間を縫って行われた。また紛争の現場にいないときは、あらゆる国

の首都へ赴き、アメリカ大統領のバラク・オバマや中国国家主席の習近平をはじめとする指導者と会

った。ICRC が活動している地域では、シリア大統領のバシャール・アル‐アサドや、進行中の紛争に影

響力を持つ要人と対話の場を持った。RCRCマガジン（『Red Cross Red Crescent』マガジン）は今回、

マウラー総裁がこれまでに把握してきたことや、今後の課題についての考えを聞いた。 

 

 

 
RCRC：ICRCにおける２年間の活動を振り返って、どんなことを感じていらっしゃいますか？ 

マウラー：ICRCのスタッフや各国の赤十字・赤新月社の職員やボランティアの献身的活動に、深い感

銘を受けています。多くのひたむきな人々と共に活動したことは、とても刺激的な経験にな

りました。  

 

もちろん、外交官という立場では直面することのなかった、衝撃的な場面を目の当たりにす

ることもありました。例えば、シリアの仮設病院で怪我をしている人々を見舞ったり、ガザ封

鎖による影響を視察したり、コンゴ民主共和国のゴマで両親の行方が分からない何千もの

子どもたちと会ったりしました。それらの状況を前に「どうしたらよいのだろうか」と考え込んで

©ICRC 



しまうこともありましたが、一方で、多くの人が赤十字の活動を評価してくれているという現実

に励まされ、困難に立ち向かえたというのも事実です。常に、これらの気持ちが入り混じって

いたように思います。  

 

 

RCRC：このような視察は、人道支援活動にどのような影響を与えるのでしょうか？ 

マウラー：人道支援従事者にとって極めて重要なのは、人々の人道ニーズに応え、私たちの活動に

対するサポートを確実に得ることであり、それは総裁にとっても同じです。活動現場を視察し、

政治的・外交的決定権を持つ人々の注意を喚起することは、総裁としての大事な仕事で

す。それはつまり、交渉することであり、支援の手を必要としている人々へのアクセスを広げ

ることであり、引いては ICRCの活動領域を拡大することなのです。またそれは、主要なステ

ークホルダーに国際人道法（IHL）を尊重してもらうよう働きかけることであり、国際的な人道

支援活動に新たに参画した国の内部組織をしっかりしたものにすることでもあります。 

 

政治的指導者に関心を持ってもらえれば、私たちの人道支援活動はより正確を期したもの

になります。人々へのアクセスが制限されるということは、人道支援活動に対し政治的な制

限がかかっていることと同じです。ですから、ICRC の総裁が要人と対話の場を持つことは、

組織が負っている国際的な使命に基づいた正当性があるものであり、人道問題を政治的

課題にできるという点で多大な影響力を持つのです。 

 

 

RCRC：障壁に直面したときは、どんなふうに対処なさるのでしょうか？ 

マウラー：人道支援外交は、時間のかかる仕事です。たった１回会っただけでことがうまく運ぶ、といっ

た類いのものではありません。例えば、１年以上前になりますが、私はアサド大統領ととても

有益な話し合いをしました。しかし、我々が話し合った目標の中には、「収容所への完全な

アクセスを確保する」ことなど、まだ実現されていないものもいくつかあります。しかし、実現

されていないからといって、人道支援外交が失敗したということにはなりません。事態が思っ

たよりも複雑なので別の方策が必要になった、というだけのことです。人道支援外交という

のは、長期にわたる努力が必要なのです。 

 

 

RCRC：今年は、最初のジュネーヴ条約から１００年目に当たります。国際人道法を取り巻く課題や脅

威、機会には、どんなものが考えられるでしょうか？ 

マウラー：この質問に対して答えるには、さまざまな角度から考察する必要があるでしょう。変化する

紛争に合わせて、国際人道法の解釈も変え、発展させるようにすることが重要です。例え

ば、技術の進歩によって生み出された無人機（ドローン）や自律型兵器は、国際人道法の

法的枠組みの中で、どのように位置付けられるべきでしょうか？ 今の国際人道法の枠組

みで、十分に対応しうるのか、あるいは新たな解釈や展開が必要であるのかについて、考

えねばなりません。 

 

もう１つ必要なのは、「現代的な戦争」の定義について議論することです。戦場とは今でも、

地理的にはっきり線引きされたものなのでしょうか？ あるいは、武装した兵士たちのいる場

所だけを指すのでしょうか？ 「テロリズムとの戦い」では、グローバルな戦場というものがあり

うるのでしょうか、それともそもそも戦場は、軍事活動が行われている場所に限られている

のでしょうか？  

 

戦場だけではなく、戦争や紛争における暴力の形態もまた、変化しています。組織化され

ていない武装グループが武器を持ち、従来の軍のように振る舞ったり、組織化された軍や



武装グループと同程度の軍事能力を有する犯罪ネットワークなどを目の当たりにしてきまし

た。 

 

武力紛争と法の施行が噛み合わない場合には、私たちは国際人道法や人権法のような適

用可能な法体制について討議します。また、軍や武装した兵士たちに、国際人道法や人

権法で求められている義務を確実に理解してもらうにはどうしたらよいか議論します。 

 

しかしながら、この２つの法律は市民を守るためにあるのだ、ということを忘れてはなりません。

法律の解釈が明解ではなかったために市民を保護できなかった、などということがあっては

ならないのです。また、あるタイプの暴力がこれらの法律において許される可能性があるか

らといって、暴力の影響を軽減するための努力がなされなかったという状況は避けなけれ

ばなりません。 

 

 

RCRC：技術の進歩による影響については、どうお考えですか？  

マウラー：新しい技術が今後人道支援活動にどう影響するのか、ということですが、技術の進歩は、す

でに私たちの活動に影響を与えていると思います。今や多くの人道支援組織が、情報管理

や物資配布を迅速化するために、現代的な技術を活用しています。情報は以前より正確

に、かつ迅速にもたらされますから、より綿密な活動計画を立てることができるようになりま

した。 

 

将来的には、情報システムが支援方法自体を変えるようなこともあるでしょう。そしてそれ

は、各国の赤十字社・赤新月社や ICRC、国際赤十字・赤新月社連盟（以下、IFRC）のよう

な組織の役割にも影響を与えるでしょう。と同時に、紛争や自然災害による犠牲者同士の

結び付きも強められるでしょうし、彼ら自身が救援隊を組織したり、支援物資の配布におい

て主導権を握ったりすることも可能になるでしょう。 

 

 

RCRC：こういった傾向に問題点はありますか？ 

マウラー：このような発展が、中立で公平、かつ独立した人道支援活動に及ぼす影響を考えなけれ

ばなりません。コミュニティにの中には、外部と接触することができ、他のコミュニティとの団

結を通して自分たちの要望に自ら応えようとする場合もあるでしょう。しかし、世界とつなが

る手段をそれほど持たないコミュニティに対しては、公平性の確保が重要となります。また、

自然災害の場合は、多くの人々が「今、何が必要なのか」を想像できますから、コミュニティ

同士の結び付きが成功するかもしれません。しかしながら、紛争が長引いている場合、仲

介となる組織がいなければ、援助は数週間のうちに途絶えてしまうでしょう。 

 

 

RCRC：２０年後、３０年後、あるいは５０年後には、人道支援活動はどのようになっているでしょうか？ 

マウラー：人道主義の性質上、３０年後、５０年後を予測することができるのかどうかは、私にもよく分

かりません。私が考える未来とは、予測や準備が可能な、固定的で変わることのない現実

ではなく、むしろ、その時々の状況に応じて順応していく必要のあるものです。そのような未

来を生きるには、機敏さや斬新さ、そして適応力が求められるでしょう。ですから私は、私た

ちのような人道支援組織が、もっと迅速に対応するためにはどんな手段があるか、もっと確

実に支援を届けるにはどんな方法があるか、また、特殊な状況に対応するためにいかに柔

軟に活動できるか、ということについて、大いに関心があるのです。 



              インタビュー 私たちの知る援助の終焉                
 
国際赤十字・赤新月社連盟前事務局長、ベケレ・ゲレタが語る：今後、人道支援の位置づけと活

動内容は抜本的に変わる 

 

ベケレ・ゲレタの経歴

は、実に多様で挑戦に満

ちている。彼は、故国で

あるエチオピアで交通当

局に勤めていたが、政治

犯として逮捕され、勾留

された。その後、同国赤

十字社の事務局長を務

めるが、エチオピアを離

れて難民となり、亡命先

のカナダで赤十字社に就

職する。ジュネーブの国

際赤十字・赤新月社連

盟（以下、 IFRC）事務局

に務めた後、再びカナダ

に戻り、ボランティアを基

盤とする世界最大の人

道機関の事務局長に志

願した。ＩＦＲＣの事務局

長からの退任にあたり、こ

れまでの教訓や、赤十字

の人道支援活動におけ

る今後の展望について聞いた。 

 

 
RCRC：ご自身の人生経験は、人道支援の捉え方にどのような影響を与えたのでしょうか？ 

 

ゲレタ：人間が生き延びるための必需品を提供するのは、もちろん大切なことです。しかし、それよりも

大切なのは、人間の尊厳が尊重されることです。人道支援活動を行うにあたって、これを欠

いている者は、人道支援者として不十分または不完全であると私は考えています。私たちは、

これから救おうとしている人たちに「自分の人生に責任を負うのは自分自身である」と知っても

らわなければなりません。私たちは彼らを支援しますが、その支援を受けるかどうかも含めて、

最終的な決断は彼ら自身が下さなければならないのです。 

 

 

RCRC：このような敬意を示さない人道支援者がいる、ということでしょうか？ 

 

ゲレタ：もちろん、意図してのことではないのです。「善いことをしたい」「人々を支援したい」という意欲

に溢れているのは確かですが、その意欲は、救う相手が参加してはじめて良い方向に働きま

す。そのためには、現地に行って援助を届けるだけではだめなのです。人々の意思を尊重し、

彼らの声に耳を傾けてください。彼らが何を必要としているのかを知り、私たちが提供しようと

する物事を彼らがどう捉えるかを知ってください。今でこそ、このようなアプローチを取る機関が

ベケレ・ゲレタ IFRC前事務局長  

「現地に行って物を配るだけではだめなのです。人々の意思を尊重し、彼らの声に耳を傾けてくださ

い。彼らが何を必要としているのかを知り、我々が提供しようとする物事を彼らがどう捉えるかを知っ

てください。今でこそ、このようなアプローチを取る機関が増え始めていますが、これまではずっと『現

地に行き、配布し、救助する』だけの支援でした。もちろん、博愛の精神に基づいたものではあったの

ですが」 （写真：©Devon Krige/IFRC） 



増え始めていますが、これまではずっと「現地に行き、援助を行い、救助する」だけの支援でし

た。これは、慈善活動の精神です。 

 

 

RCRC：その観点から、IFRCの支援の文化をどのように捉えていますか？ 

 

ゲレタ：（支援の文化は）さまざまな影響や今までの経験によって変わろうとしています。私たちの支援

活動は、支援を受ける人たちの参加を前提とするアプローチへと変わりつつあるので、当然、

彼らへの説明責任も必要になってきます。 

 

 

RCRC：事務局長として在職中、「私たちは自分たちの行為を、緊急救援としてだけでなく開発援助の

一種として考える必要がある」といった発言がしばしばありました。それについて、考えをお聞

かせくださいますか？ 

 

ゲレタ：赤十字・赤新月運動（もしくは、単純に赤十字）は、当初から開発援助に関わってきました。

家族に対する救急法の訓練もその１つで、それによって家族の生産性が維持されるようにな

りました。その他、予防衛生にしてもそうですし、あるいは災害リスクの低減や、各国の赤十字

社・赤新月社の組織強化にしてもしかりです。これらは全て、その国の開発に貢献する重要な

事業です。人々がその国で社会的、経済的な暮らしを有意義に送れるように手助けするのも、

開発への大きな貢献となるのです。赤十字・赤新月（もしくは単に赤十字）が行っているのは、

まさにこれです。ただ、私たちの落度は、開発事業資金からの支援を得るために自分たちの

活動をそのように表現していなかったことです。これまで、これらの事業の費用は全て人道支

援資金で賄われてきました。もし、もっと早く開発事業資金の使用を始めていたら、私たちの

活動の範囲は今よりずっと広くなっていたはずです。 

 

 

RCRC：「長期的開発の資金や事業に関わり過ぎると、私たちの中立性が疑われかねない」との懸念

に対しては、どのように考えますか？ 

 

ゲレタ：私たちの活動は、道路建設事業や産業構築を目的としたものではありません。それに私たち

は、今行っている種類の活動を、どんなことがあっても続けるでしょう。私が伝えたいのは、「私

たちは現実を受け入れ、いずれその一部になる」ということだけです。 

 

 

RCRC：今、世界中で技術革新が起こっていますが、これがもたらすチャンスについてどうお考えです

か？ 

 

ゲレタ：今起きているのは、文明の転換です（または、“私たちは文明の過渡期にいます”）。近い将来、

人々の考え方やつながり方は劇的に変わるでしょう。人々の期待が変化するのに応じて、私

たち自身もさまざまな面で変化しなくてはなりません。 

 

ここで、災害時の人道支援を例に取りましょう。例えば、国外にいる人々が故郷の親類や友人

へ送金をする場合、今の技術をもってすればボタン１つ押すだけでできるので、人道支援によ

る仲介の需要は減っています。 

 

だからこそ私たちは、現地における支援活動への赤十字社・赤新月社メンバーの関わりを深く

し、改善する方法を考える必要があります。支援実施にあたっては、寄付者から現地の赤十



字社・赤新月社支部が支援を提供し、人々を救援するまでの流れを把握するよりよい方法を、

技術的に改善する必要があります。 

 

これからも、人道支援の仲介役としての役割が非常に重要であることに変わりはありませんが、

それは最新の技術を駆使したものになるでしょう。結果、世界全体の保健システムの費用が

大幅に削減されるだけでなく、支援活動の効率も大幅にアップするはずです。ただしそれは、

私たちの考え方と行動の仕方を変えれば、の話です。 

 

 

RCRC：どのように変える必要があるのでしょうか？ 

 

ゲレタ：ただ支援を行うだけが主な仕事だったころと、同じような考え方や態度では絶対にだめです。

それぞれの世帯が、どんな小さなことでも自分たちの暮らしに関わる決定には能動的に参加

し、成長を遂げる手助けをするのが、今の主な仕事です。 

 

人々が自給自足できるように手を貸すのが、これからの私たちの役割なのです。脆弱だった

人々が自立した生活を送れるようにしなければなりません。もう、慈善活動をやみくもに続けて

いるだけではだめなのです。 

 

 

RCRC：どのような経験から、そのような見方をするようになったのでしょうか？ 

 

ゲレタ：数年前、アフリカで出会った青年の言葉がきっかけです。彼に、「なぜ、僕たちをもっと苦しま

せるようなことをするのですか？」と聞かれたのです。「どういうことですか？」と尋ねたら、彼は

「あなた方は、物資を買ってきて配ってはくれますが、あなた方が帰られた後、結局、僕たち

には何も残りません。あなたもアフリカ人でしょう？この現状に対して何とも思わないのです

か？同じアフリカ人として間違ったことをするくらいなら、僕たちを放っておいてください」と答え

たのです。その言葉はあまりにも痛烈で、私の人道支援についての考え方に大きな影響を与

えました。 

 

 
RCRC：世界各地の、暴力によって分断された地域で、各国の赤十字社・赤新月社が支援活動を行

うのを目にしてきました。そこでは多くの場合、政府と反政府グループの双方と、うまくバランス

を取りながら関係を築かなければなりません。これまでの各社の対応から、私たちはどのよう

な教訓を得るべきでしょうか？ 

 

ゲレタ：各国の赤十字社は、それぞれ孤立しているのではありません。社会制度の中で、その国の政

府と活動を共にし、その国の規則と法を尊重する必要があります。しかし同時に、その国がジ

ュネーブ条約に署名していること、またそのために、政府が法律を制定して赤十字社・赤新月

社を設立したのだということを、行政当局に理解させるべきでもあります。その事実によって、

政府はそれらの法律や協定書を尊重しなければならないのです。そこに妥協があってはなり

ません。ですから、赤十字社・赤新月社の多くが、必要に迫られたとき、彼らの国の政府にた

めらうことなく「ノー」を突き付けていることをうれしく思います。 

 

 

 

 

 



RCRC：紛争の可能性に対して、各国の赤十字社はどのような対策をしていますか？ 

 

ゲレタ：私たちは皆、平時のうちに各国政府と活動を共にしてきました。赤十字・赤新月国際会議が

非常に重要である理由は、そこにあります。この国際会議は、各国政府の意識を高める場で

あり、私たちの役割をより強く認識させるチャンスです。これがあったからこそ、シリアではアサド

大統領がシリア赤新月社を受け入れることができ、反体制派の大部分もまた同社を受け入れ

ることができたのです。ですから、イギリスにおいてもアメリカ合衆国においても、この会議を継

続的に行う必要があります。 

 

 

RCRC：現在、世界にはさまざまな人道支援団体がありますが、比較的新しく小規模で、フットワーク

の軽い NGO団体の中で、IFRCは自らの存在意義をどのように維持していますか？ 

 

ゲレタ：それは良い質問です。それに加えて政府や専門的に組織された文民保護組織・軍事機関、

そして民間企業との競合もあります。 

私たちが確実に優位に立てるところがあるとすれば、それは世界的なつながりを持っている点

です。つまり、IFRC、赤十字国際委員会（以下、ICRC）、そして各国の赤十字社・赤新月社が、

調整の行き届いた組織を形成し、なおかつ各国の人道支援組織との協働を先導するところ

が利点なのです。このような、世界中に地域との結び付きを持っている組織は他にありません。

また、文民保護組織や軍隊を別にすれば、私たちと同水準の組織力を持つ団体も他にありま

せん。一方で、国際的なドナーは、文民保護組織や軍隊よりも赤十字社・赤新月社と恊働す

ることを選ぶでしょう。 

 

 

RCRC：「技術の進歩が文明の変容をもたらしつつある」とのお話がありましたが、この変化に、私たち

はうまく適応できているでしょうか？ 寄付者から集まった資金に基づいて各国の赤十字社が

事業を実施する、という形態に、私たちはまだ固執しているのではないでしょうか？ 

 

ゲレタ：全体的な構造は変わりつつあると信じています。今後、寄付者の支援金が事業の運営に占

める割合は徐々に小さくなっていくだろうと思います。開発途上の国や地域の脆弱性は深刻

ですが、経済は変化と成長を遂げつつあります。各国にある赤十字社が、そうした発展途上

の経済活動の一翼を担うように、私たちは働きかけています。外部機関もまた、そうした経済

活動を通じて適応していかなければならないでしょう。いずれにせよ各国の赤十字社は、これ

までとは全く異なる役割を果たすことになるでしょう。 




	rcrc#2olr
	Lessons of War(PDF)
	Quiet killer(PDF)
	Speaking up for humanity(PDF)
	Interview：the end of aid as we know it(PDF)
	We need talk about volunteering(PDF)

