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　1916年，クルド民族は，密約サイクス・ピコ条約によって，中東は英国とフランスに恣
意的に分割され，クルド民族は，イラク，トルコ，イラン，シリアの国境地帯に押し込ま
れた。以来100年にわたってクルド人たちは４つの国で別れて暮らす。そのイラクのクル
ド自治区でイラクからの独立の是非を問う住民投票が2017年９月25日に行われた。投票
管理委員会は27日，賛成票が92.73％に達したとする最終開票結果を正式に発表した。
　イラク・クルド自治区住民の圧倒的多数が悲願の独立へ意思を表明したその日，私は現
地の住民投票を見守った。住民投票後，投票
に反対するイラク中央政府はクルドとの領域
にある油田地帯キルクークに軍を進めて同地
を奪還，クルド自治政府トップのマスード・
バルザニ議長が混乱の責任を取るかたちで辞
任した。
　クルドはその後どうなったのだろうか。バ
グダッド中央政府との関係は修復したのだろ
うか。2018年５月12日にはイラクの連邦議
会選挙が行われ，19日の最終開票結果でシー
ア派指導者のムクタダ・サドル師の政治勢力
「改革への行進」が勝利した。現地に赴き政
治・経済状況を直接見てきた経験から「クル
ド自治区」の未来について論じたい。

100年越しの夢
　クルド自治区エルビル気温37℃。空港に降り立った瞬間，もう10月になろうとしている
のに，空港から一歩外に出るだけで汗ばむほどの熱気だった⑴。空港から中心部に至る幹線
道路にはクルド自治政府の旗があちこちに掲げられ，街は投票を歓迎するムードに包まれ
ていた。
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　投票日のその日，キリスト教徒
が多く住むというアンカワ地区の
小学校に作られた投票所に足を運
ぶと，選挙区管理委員が誇らしげ
に選挙登録者の名簿を見せてくれ
た。投票した場合にするサインで
埋まっていて空白はほとんどなか
った。独立賛成票を投じた男性は
「このような日が来るなんて考え
もしなかった」と語ってくれた。
投票所では８時から５時までの予
定で始まった投票が７時までの延長となるなど，多くの住民が投票所を訪れた。
　選挙管理委員会によると，投票率は約72％で，有権者約450万人のうち約330万人が投
票した。在外のクルド人約10万人もインターネットで投票した。結果に法的拘束力はなく，
イラク中央政府は「違憲で無効」として独立交渉に応じないという中での投票だった。

クルドとは何か
　イラクのクルド自治区はイラク北部，トルコとの国境にある，クルド人の地域である。
このクルド自治区の首都エルビル市は，IS（イスラーム国）がイラクで拠点とし，2017年
６月に米軍とイラク軍による攻撃によって陥落したモスルまで約80キロの距離しか離れ
ていない。だが，クルド自治区は米軍に軍事支援された部隊「ペシャメルガ」が域内の安
全を確保しているため，治安は極めて安定しており，また，豊富な石油資源もあることか
ら各国はこぞって支援してきた。一時は第二のドバイと呼ばれるほど，旺盛な投資が舞い
込み，インフラ整備が急速に進んだ。
　クルド人は，イラクやトルコ，イラン，シリアなど中東各国にまたがって暮らし，欧州
などで暮らすディアスポラの人々を含めると人口は3,000万人に上るとされている。「国を
持たない世界最大の民族」とも呼ばれ，国家の樹立を長年の悲願としている。うちイラク

⑴　�クルド自治区の「入域」ビザは，特に事前に申請する必要もなく日本国パスポート所持者であれば入管
時に30日の滞在許可が下りる。費用は無料。在日イラク大使館に問い合わせると基本的に治安上の問題
からイラク入国ビザは発給しないとのことだが，自治区には問題なく入ることができる。なお，航空便
は，カタール，レバノン，トルコ，エジプトから定期便が毎日運航されており，欧州からもオーストリ
ア航空，ドイツ・ルフトハンザ航空などが乗り入れている。筆者はカタール経由で入国しようとしたが，
独立住民投票に反対するイラク中央政府がカタール航空機の乗り入れを拒否したため，搭乗予定のフラ
イトがキャンセルとなった。最終的にミドル・イースト航空が運航許可されており，急遽レバノン経由
でエルビルに入った。現在のエルビル国際空港およびフライトの情報は https://erbilairport.com/
Main/Main.aspx

機内から望むエルビル中心部

https://erbilairport.com/Main/Main.aspx
https://erbilairport.com/Main/Main.aspx
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のクルド人は530万人程いるとされ，フラン
ス外務省調べによると，IS が台頭し始めた
2014年以降は，125万人のイラク人と25万人
のシリア人難民を受け入れてきたとされる⑵。
　フランスの学説によると，クルド人は紀元
前612年には，メデスと呼ばれるクルド民族
の源流とされる人々が現在のイランとアナト
リア半島（現在のトルコ）に居住し始め，10
世紀半ばには４つの公国に分かれるなどその
存在が認められていた。だが，明確にクルド
という民族が始まるのは，オスマン帝国とサ
ファヴィー朝ペルシャ（1501～1736年）と
の対立により，サファヴィー朝がシーア派教
義を国教としてからだとされる。すなわち，クルド人とは，ペルシャ系の民族でイスラー
ム教スンニ派教義を信仰したことでシーア派のペルシャ人（イラン人）と袂

たもと
を分かった人々

であった。まさにオスマン帝国とサファヴィー朝ペルシャが鬩
せめ
ぎ合ってきたちょうどこの

境目にあったのがクルド民族であった⑶。
　だが，オスマン帝国が崩壊すると，帝国と同じようにクルドも解体されていくことにな
る。第１次世界大戦後のオスマン帝国分割に関する1920年のセーブル条約には，クルド人
の独立が盛り込まれたが，トルコ建国の父ケマル・アタチュルクが反対して1923年のロー
ザンヌ条約で構想は消えた。さらに，第２次世界大戦後のソ連占領下のイラン北西部マハー
バードで，「クルディスタン人民共和国」が独立したが，ソ連の庇護を失い，１年も持たず
に崩壊した。その後，それぞれの国で少数派となったクルド人はさまざまな弾圧を受ける
ことになった⑷。
　例えばイラクでは，フセイン政権時代に，イラン・イラク戦争（1980～1988年）でク
ルド自治区住民がイランから支援を受け反対勢力に回ったとして弾圧の対象となった。東
部ハラブジャでは1988年３月に化学兵器が使用され，街のいたる所で多くの人が倒れてい
る様子が写真や映像で伝えられると世界に衝撃を与えた。この攻撃により5,000人が死亡，
生き残った住民の多くが今も重い後遺症に苦しんでいるとされる⑸。

筆者紹介
　一橋大学大学院社会学研究科・社会学部 教授（国
際政治学・国際関係論）
　2009年パリ政治学院 Ph.D.（国際関係学），2010
年早大博士（政治学）
　中東・フランス・米国に計10年在住。財務省所管
財団法人国際金融情報センター主任エコノミスト，一
橋大学大学院社会学研究科准教授を経て2015年４月
より現職。同年８月から2016年３月までカリフォル
ニア大学サンタバーバラ校オルファレア国際問題研
究センターリサーチフェロー。著書に『中東・北アフ
リカの体制崩壊と民主化（2011年，岩波書店），
L’autoritarisme�dans� la�structure�politico-
économique�internationale,�Dictus�Publishing
（2012），『岩波テキストブックス　国際平和論』
（2014年，岩波書店），『Gゼロ時代のエネルギー地政
学』（2015年，岩波書店）。新著『戦火の欧州・中東
関係史―収奪と報復の200年』を東洋経済新報社から
2018年５月23日に刊行。

⑵　https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/425874［2018/04/23］
⑶　https://www.institutkurde.org/institut/qui_sont_les_kurdes.php［2018/04/23］
⑷　�福富満久『戦火の欧州・中東関係史―収奪と報復の200年』（東洋経済新報社，2018年）を参照いただ
きたい。

⑸　�2003年にフセイン政権が崩壊した後，この攻撃を指揮した「ケミカル・アリ」ことマジド元国防相が人
道に対する罪に問われて死刑を言い渡され，執行された。フセイン元大統領のいとこでもあった。

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/File/425874
https://www.institutkurde.org/institut/qui_sont_les_kurdes.php
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　だが，イラクのクウェート侵攻をきっかけに始まった1991年の湾岸戦争で敗れたイラク
軍がこの地域から撤退すると，米国がクルド上空に飛行禁止区域を設定，事実上の自治が
始まった。2003年のイラク戦争でフセイン政権が崩壊すると，新たに制定された憲法に基
づく連邦制のもとで正式に自治区として認められたのだった。

火種となったキルクークの帰属問題
　ところが，中央政府とクルド自治政府の関係は，必ずしも友好的な関係ではなかった。
2014年，IS が勢力を拡大しキルクークに迫る勢いを見せるとイラク軍や治安部隊は撤退
し，代わって IS からキルクークを守ったのがクルド人部隊だった。クルド自治政府は以
来，キルクークを支配下に置いた。以降，イラク有数の油田地帯であるキルクークの帰属
や予算の配分をめぐる対立が先鋭化するようになった。キルクークは１日40万バレル近く
を生産しており，イラクの生産量のほぼ10％を占めていた。クルド支配地域全体で450億
バレルの原油埋蔵量，すなわちイラクの総埋蔵量の約３分の１を保有していると見られて
いる⑹。
　クルド政府は，この石油資源を中央政府の再三にわたる警告にも関わらずロシアのロス
ネフチ，米シェブロン，スイスのグレンコールのような貿易商社などの仲介者を通じて売
り始めたのである。独立選挙が行われる以前，クルドから日量50万バレルがトルコ・ジェ
イハン港にある輸出ターミナルへ輸送され，そこから欧州各国に向けて輸出されてきたと
されている⑺。
　また天然ガスも，クルド政府は年間あたり300億立法メートルの生産を見込んでおり，
2020年にトルコに向けて輸出されることになっていた。これは欧州のガス需要の６％にあ
たる。ここでも資金提供にロシアのロスネフチが手を挙げていた。ロスネフチは，2017年
末までに日量70万バレルから約100万バレルまで，石油パイプラインの輸送量を増強する
ことに合意するなどクルディスタンとの協力に最も積極的だった⑻。

イラク軍のキルクークへの進軍
　それから３年，クルド自治区住民は独立住民投票を実施することになった。イラクのハイ
ダル・アバディ首相は，クルド自治区での選挙直後から強行された住民投票はクルド自治
政府が独自に行ったもので，投票結果に法的拘束力はないとして反発，連邦制のもとでの
協力を無に帰するものだと批判し，投票をきっかけに異なる民族の間で衝突が起きれば軍

⑹　https://www.ft.com/content/dd55468c-fc46-11e7-a492-2c9be7f3120a［2018/04/21］
⑺　https://www.ft.com/content/ca514f0e-b1c3-11e7-a398-73d59db9e399［2018/06/03］
⑻　�http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/596-krg-and-rosneft-deal-on-construction-of-
natural-gas-pipeline,-exports-expected-in-2020［2018/04/21］

https://www.ft.com/content/dd55468c-fc46-11e7-a492-2c9be7f3120a
https://www.ft.com/content/ca514f0e-b1c3-11e7-a398-73d59db9e399
http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/596-krg-and-rosneft-deal-on-construction-of-natural-gas-pipeline,-exports-expected-in-2020
http://mnr.krg.org/index.php/en/press-releases/596-krg-and-rosneft-deal-on-construction-of-natural-gas-pipeline,-exports-expected-in-2020
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事介入も辞さない構えを示した。
　緊張が高まった９月25日，ま
ず，航空管制を中央政府が掌握し
航空機の発着が制限された。さら
にイラク同様，クルド民族を抱え
ているイラン，トルコに対し，ク
ルドとの原油取引の停止を求め
た。両国は，原油取引を停止，さ
らに自国のクルド人が刺激されて
分離・独立の動きを強めることを
警戒し，自治区に近い地域で軍事
演習を行うなど牽制の動きを見せ
た。また，クルド自治区とイラク中央政府との協力によりISを崩壊させることができたと
考えていた米国もクルド自治区の今回の行動に支持を表明しなかった。
　こうした中，10月14日，中央政府は，クルド自治区が IS の制圧作戦にあわせて実質的
に14年以降支配してきたキルクークへ軍を進めた。大規模な武力衝突は回避されたが，緊
張が高まり，国連や欧州諸国が懸念を表明する事態となった。最終的にイラク政府が領域
の支配を再び確立することに成功した。

リーダーシップの喪失と厳しい財政
　独立投票を契機としてイラク中央政府はキルクークを奪還した。他方，クルド自治区は
今回の投票で多くを失うことになった。まずリーダーである。11月１日，バルザニ議長が
突然の辞意を表明，議会は賛成多数で承認した。同氏は自ら主導したイラクからの独立の
是非を問う住民投票後の混乱によって，責任を取る格好となった。クルド政府の代表は依
然として空席になったままである。クルド自治政府議長HPも更新が止まったままだ。
　次にキルクークを失ったことによる経済力である。クルド自治区は依然として中央政府
から独立して石油販売を行っているが，キルクークからの日量40万バレル分の石油収入が
なくなったため，財政的にも極めて厳しい状況だと考えられる。
　こうした状況下，2018年３月，バグダッド中央政府が2014年以来初めてクルド自治区
政府関係者およびペシャメルガの給与を支払うために送金した⑼。今回，連邦財務省は，
3,170億イラクディナール（２億6,700万ドル）の現金総額をクルド政府財務省に譲渡した

投票直後の喜びに沸く市民　肩を組み踊っている。

⑼　�https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraq-sends-money-to-pay-
kurdish-salaries-for-first-time-since-2014-idUSKBN1GV0［2018/04/20］

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraq-sends-money-to-paykurdish-salaries-for-first-time-since-2014-idUSKBN1GV0
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-kurds/iraq-sends-money-to-paykurdish-salaries-for-first-time-since-2014-idUSKBN1GV0
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が，この金額は，クルド自治区政府のすべての省庁の従業員とペシュメルガ（クルド人治
安部隊）の１ヵ月分の給料をカバーする額でしかない。バグダッド政府が今後いくら送る
かについての紛争は未だ解決されていない。
　連邦財務省は，将来の給与支払いについて，一部を拠出することに同意はするが，残り
は石油販売からクルド自治政府自身が手当てすべきだとの考えを示した。３月連邦議会で
可決された2018年の予算では，財政収入がクルド人口のシェアに沿って分配される見通し
である。だが，依然としてクルド自治政府の石油販売の問題と予算配分は未解決のままで
ある。
　経済の自立性を大きく損なってしまったことから見ても，独立住民投票は，クルド自治
区側にとって失敗だったと見るのが順当だろう。

イラク連邦議会選の結果と少数派クルド政党
　こうした中，イラクの連邦議会選挙が５月12日に行われ，19日朝，最終開票結果が発表
された。イスラーム教シーア派指導者のサドル師の政治勢力「改革への行進」が最多議席
の54議席を獲得した。２位はイランの支援を受けて IS 掃討で実績を上げた民兵組織「人
民動員隊」を支持母体とする「征服連合」で47議席，今回の選挙で最も有利だとみられて
いたアバディ首相率いる勝利連合は３位の42議席に終わった。
　今回の選挙では，棄権が記録的な数に上り投票率がわずか44.52％にとどまったが，汚
職がまん延する既存政治に対する不満が反映された格好となった。今後，連立政権の樹立
に向けた交渉が行われることになる。
　反米強硬派と知られるサドル師は，2003年のイラク戦争後，民兵組織を率いて武力闘争
を繰り広げたことで知られる。サドル師自身は出馬していないため，首相にはなれない。
ISとの内戦で荒廃からイラクを救
ったハディ・アミリ元運輸相の「征
服連合」と連立するか，アバディ
首相と協力するか注目を集めた
が，サドル師はアバディ氏と協力
して過半数を占める意向である。
アバディ氏自身も新政権を発足さ
せることに意欲的で首相を続投す
る可能性が高い。
　では今後，クルド自治区はどの
ような歩みを辿るだろうか。クル
ド自治区は，政治的に一枚岩では 活気あふれる中央市場　肉も野菜も豊富にある。
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なく，1992年の自治議会選挙の結果，２つの主要政党であるクルド民主党（KDP）とク
ルド愛国同盟（PUK）が統一政府を創設することを決定したものの，1996年に２つのク
ルディスタン地方政府が設立され，北部をKDPが管理し，南部をPUKが管理した。その
流れが今も続いている。今回の連邦議会選も自治区北部の２選挙区（ドホークとエルビル）
ではKDPが18議席で第一党を確保，自治区南部の２選挙区（キルクークとスレイマニア）
で PUKが14議席で第一党を確保するなど，それぞれの地域で支持を二分している。
　この度の連邦議会選では，KDPが25議席を獲得し第５位政党に，PUKが18議席を獲得
して第８位政党になった。だが，２つの政党を合わせても43議席に留まり，全329議席の
全体の13％に過ぎない。連邦議会内でクルド勢力が影響力を行使できるとは思えない。イ
ラク憲法を変えるだけの力はなく，法的にも独立は不可能だと考える。

険しい独立の道
　また，クルド自治区は独立したとしてもイランやトルコなどに囲まれた内陸国家であり，
周辺国の協力がなければ，国家運営は難しいものとなるだろう。特に1,200万～1,600万人
のクルド人を抱えるトルコは，イラク国境近くで軍事演習を実施して住民投票のその後の
成り行きに警戒している。クルド自治政府は，トルコを経由して原油を輸出しており，ト
ルコの経済的な協力がなければ，すぐに国家運営が行き詰まってしまう。
　また，どの国もクルド民族を抱えており，国境を越えての協力は現実的ではない。トル
コ南東部と接するシリア北部では，トルコの反政府武装組織，クルド労働者党（PKK）の
兄弟組織である「クルド民主統一党」（PYD）の軍事部門「クルド人民防衛隊（YPG）」が
IS の後退に乗じて，勢力圏を一気に拡大させている。シリア北部は PKKの拠点になって
おり，トルコ中央政府にとっては頭の痛い問題だ。むしろイラクのクルド自治区の勢いに
押されてクルド人が独立や自治拡大運動を強めた場合，強権的性格をここのところ強めて
いるエルドアン大統領は制圧に向けて軍を動かすだろう。こうなっては，クルド民族同士
の連帯も損なわれることになるだろう。
　さらに根本的な問題として，トルコのクルド人とイラク，イランに居住するクルド人は，
前者が1932年，言語学者でジャーナリスト・政治運動家でもあったクルド人外交官セラデ
ット・アリ・ベディルハーンによって開発されたラテン系アルファベットを用いる「クル
マンジー」を使用しているのに対し，後者がアラビア語から転用した「ソラニー」を用い
ている。そのため，言語が異なっていて意思の疎通が全くできない。したがって，クルド人
による統一国家を形成することも実質的に難しい⑽。
　イラク中央政府との独立交渉は，利権が複雑に絡み，独立は容易でない。中央政府でさ

⑽　福富満久『戦火の欧州・中東関係史－収奪と報復の200年』（東洋経済新報社，2018年）325－328頁。
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え，そこで働くクルド人公務員やク
ルド系政治家の国籍問題など分割不
可分の問題が横たわっており，分離
のみならず，独立も容易ではない。
独立を果たしたとしても自治政府に
よる汚職や縁故人事，政府の非効率
といった問題は解決に程遠く，イラ
ク中央政府という存在がなくなった
場合には自治区内の対立が深まる懸
念もある。
　自治区独立投票日の翌日，街を歩
くと市内中心部は日常を取り戻して
いた。世界遺産にもなっているシタ
デルの近くで話を聞いたエルビル市内在住男性が，今後のクルドの姿が描けないと心配そ
うに語ってくれたことが印象的だった。街中や空港でアラブ系イラク人にも話を聞くこと
ができたが，我々は一つのイラク国民であり，独立は認められないと答える者もいた。
　最善の未来は，今のまま自治区としてイラクの中にとどまり，経済発展を遂げていくこ
とだと考えるが，それはやはり部外者の考えだからだろうか。

おわりに
　現地で日本製の旧式ミシンを取り扱っているクルド人と友人になり，帰国後も連絡を取
り合ってきたが，今現地は政治も経済も概ね日常を取り戻しているらしい。国際線の運行
も半年ぶりに復活し，「陸の孤島」を脱している。
　３年ほど前にエルビルを訪れた JICAの下水道プロジェクトのレポートを読むと，車で
の移動の際は，警備員が同乗し，車外では集団での移動が義務付けられていたという。ま
た，外出は原則禁止で，ホテルの周辺（50m四方程度）のみ警備員なしで歩くことが許可
されていたらしい⑾。今回の滞在中に治安面に関して不安に思うことは全くなかった。
　バグダッドでは，各国の大使館やオフィスがあるインターナショナルゾーン（通称グリー
ンゾーン）の中での生活を強いられ，周囲を高いコンクリートの壁と軍隊に守られて生活
しなければならない。そのバグダッドと比べて，どれほどエルビルが平和かわかる。エル
ビルの旧市街で会ったドホークから来たという英語教師も治安は全く問題ないと話してく
れた。スレイマニアも同じように安定していると聞いた。

小売店の陳列棚　日本の商品と遜色ない。　
市内には巨大なショッピングモールもある。

⑾　https://www.jswa.go.jp/g/g5/g5m/mb/pdf/167-3.pdf［2018/06/06］

https://www.jswa.go.jp/g/g5/g5m/mb/pdf/167-3.pdf
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　日本からも多くの国際援助活動が行われ，ク
ルド住民の生活水準の向上に貢献してきた。イ
ラク北部・エルビルの市街地から車で30分ほど
のところにあるビニールハウスでは，日本の
JICA（国際協力機構）の技術指導の下，農家で
ブロッコリーの栽培が行われている。
　公共事業省，クルド自治政府との間で技術協
力，上水道維持管理プロジェクト（2007～2013
年まで）が JICA で実施されてきた。円借款事
業の実施機関である公共事業省とクルド自治政
府の職員および所管水道局職員を対象に，水道
維持管理（配水管網の維持・漏水防止）などの
研修も施されている。
　イラクから帰国した直後の2017年10月３
日，独立投票を見届けるかのように，クルド人
ではじめてイラク大統領になったジャラル・タ
ラバニが療養先のドイツ・ベルリンの病院で死
去したというニュースが入ってきた。83歳だっ
た。14歳で KDPに入り，クルド民族主義運動
に関与し，クルド人を弾圧したフセイン政権打倒のための武装闘争に参加した。バルザニ
議長との路線対立から75年に PUKを創設してクルドのために戦った闘士で，現地では知
らない人はいない。03年のイラク戦争を受けてフセイン政権が打倒された後，05年に移行
政府大統領に就任し，06年に大統領に選出，イラクの復興に尽力し10年に再選，12年か
ら病気療養中だった。
　イラク全体のために命を賭したタラバニ前大統領が生きていれば，どのように言うだろ
う。イラクが戦争の時代に再び戻るようなことがあってはならないと言う気がするがどう
だろうか。勿論答えは彼にしかわからない。再びこの地が戦乱の地になることのないよう
心より願うばかりである。

＊本稿の内容は執筆者の個人的見解であり，中東協力センターとしての見解でないことをお断りします。

市内中心部で旧式のブラザー社製ミシ
ンを大切に販売するアリー氏と弟。電
子式は値段も高く壊れた場合修理でき
ないため取り扱っていない。日本へは
部品の調達に２年に一度訪れていると
話してくれた。




