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パ レスチナ。 *

日本から遠く離れた、その土地で、
想像を絶することがおこなわれている。
ニュースで目にするのは、そのほんの一部分だ。
なぜ人々が憎みあっているのか。
なぜ住み慣れた土地を離れなければならないのか。
そして、なぜ関係のない人が殺されなければならないのか。
その答えを探すために、ひとりのフォトジャーナリストが、
40年にわたって取材・記録したものをまとめた映画が公開される。
そこに至るまでの苦難と焦り。そして少なくない賛同者の存在。
ここには、知るべきことを知りたいと強く願う人たちの思いがある。

*

*

の

未来
*

PROFILE

広河 隆一｜ひろかわ りゅういち
1943年中国・天津生まれ。45年
に日本に引き揚げる。早稲田大学
教育学部卒業後、イスラエルに
渡り3年間生活する。70年に帰国
以来、フォトジャーナリストとして
中東各地を取材する。
レバノン戦争
とパレスチナ難民キャンプの虐殺
事件の記録で82年によみうり
写真大賞を受賞する。チェルノ
ブイリ原発事故や薬害エイズなど
の取材でも知られ、89年チェルノ
ブイリとスリーマイル島の原発
事故の報告で講談社出版文化賞
を受賞。著書に『ユダヤ国家と
アラブゲリラ』
『パレスチナ難民
キャンプの瓦礫の中で』（共に
草思社）
、
『日本のエイズ』
（徳間
書店）、
『チェルノブイリの真実』
など多数。フォトジャーナリズム
月刊誌『DAYS JAPAN』の編集

L.C.N.L

（講談社）
、
『人間の戦場』
（新潮社）

長、チェルノブイリ子ども基金顧問
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をつとめている。

1948年のNAKBA（大惨事）で難民となった老人。

信じていたものへの違和感が
ジャーナリストとしての始まりだった
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広河さんの代表作「私に狙いを定める兵士」
（パレスチナ）。

いたユダヤ人の仲間たちは前線に出ていった
わけです。そのときは、アラブの国々がイス

©Ryuichi HIROKAWA

孤立無援に見えた活動が
いい意味で裏切られた瞬間

ラエルのユダヤ人を追い出そうとして戦争を
柔らかな物腰。淡々とした口調。しかしその
視線はまっすぐだ。フォトジャーナリストとして
40年のキャリアを持つ広河隆一さんは、パレス
チナという土地には特別な思いがある。

始めたんだということに、まったく疑いを持ち
ませんでした。
それがくつがえるきっかけになったのは、

日本のマスメディアはパレスチナ問題を
あまり扱わない。そのことに広河さんはある
種の諦めを感じている。

その白旗を振る少年のゆがんだ笑顔でした。
そして、僕が働いていたキブツのひまわり畑

「今のマスメディアの報告を見ていると、

「もともと僕は、23歳でパレスチナに初めて

の向こうに、白い瓦礫があることに気がつき

パレスチナとイスラエルの衝突とか、自爆

行き、イスラエルのユダヤ人のキブツ（※1）

ました。最初は遺跡か何かだと思っていたん

攻撃といった部分しか見せませんね。そもそも

と呼ばれる共同体で働いていたんです。その

ですが、どうやらそれはパレスチナ人の住居

パレスチナ問題はどうして起こったのかという

ときちょうど第三次中東戦争（※2）が始まり

だったということがわかってきました」

ことがわからないし、それを今のマスメディア

ました」
第三次中東戦争はイスラエルが圧倒的な
勝利をおさめ、広大な占領地を手に入れた。

に望んでもあまり期待できない。
それまで知らなかった事実が明らかになる

外国のメディアもそうです。特に欧米の

たびに、広河さんはもっと追求したいと思う

メディアはイスラエルが建国したことを伝え

ようになった。

ても、パレスチナ難民が出たということに

広河さんのまわりのユダヤ人も自国の勝利
に沸き上がったという。

ついて、あまり報道しなかった。本当に何が
「知らないままでは済まないという気持ちに
なりました。なぜパレスチナの人たちは難民に

「戦争直後のエルサレムに行ったんです。

起こったのかという大事なことが歴史から
消えていく運命にあったわけです」

なってしまったのか。取材していくうちにわかって

あちこち破壊された状態のなかを歩いてい

きたんですが、戦争があったら誰でも村を離れ

広河さんは、40年にわたるパレスチナ取材

たら、路地からパレスチナの少年が現れて、

ますよね。もちろん戦争が終わったら村に戻る

で撮りためた映像や写真をもとに、ドキュ

僕に向かって白旗をものすごい勢いで振る

つもりでいるわけです。しかし、パレスチナの

メンタリー映画を製作することになった。

んです。顔は笑っているんですけど、どこか

難民たちが60年間も難民状態であるという

それがこの春公開される『パレスチナ1948─

引きつっていましたね。あの少年は占領者に

ことは、村から離れた人が戻れないような

NAKBA』だ。

笑って白旗を振らないと殺されると思っていた

システムが作られたからです。

ナ ク バ

「かつては日本のテレビ局のニュース番組で、

のでしょう。僕はそのときキブツの帽子を

国連や赤十字の人たちが、パレスチナ人は

かぶっていたので、イスラエル側の人間だと

自分の村に戻る権利があると主張したんです

10分ぐらいのパレスチナのニュースを作って

思われたようです」

けど、命を狙われて、実際殺される人も出て

いたんですけど、それではとてもこの問題は

L.C.N.L

きた。こんなに大きな数の難民が発生して、

表せなくて、フラストレーションが溜まって

広河さんは違和感を覚えた。そして、その

それがいまだに世界の火薬庫みたいになって

しまいました。そこで映画を作りましょうと

気持ちが日増しに大きくなっていったと語る。

しまっている。誰もその原因を見ようとしない

言ってくださる人たちが出てきました」

のが現状です」
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「僕はキブツで働いていて、一緒に働いて

『１コマ』
サポーターズ
（※3）
という名の支援
プロジェクトがそれである。広河さんの膨大な
映像や写真を1本の映画にするために、
広く市民
に製作資金の募集をおこなった。しかし当初、
広河さんはそのプロジェクトに躊躇したという。
「僕自身、この問題を映画にしても誰が見る

この映画はできなかったと思います」

マスメディアに頼らず
新たな発信法で伝えていきたい

ワイドショーのようになっていくわけです。
日本は戦争に荷担してしまったわけだから、
自分たちに都合の悪いことは知らされていない

『NAKBA』の製作に多くの人の支援が得ら

んじゃないかという気持ちが、日本人の中に

れたのは、現在のマスメディアに物足りなさを

増えてきている気がします」

感じている人が増えているからだと分析する。

んだろうと思っていました。ものすごく地味な
テーマじゃないですか。遠い国のことですし、

がわかない。だからニュース番組はだんだん

知りたいことが知らされない。そういう危惧
「特に9.11以降、日本はアメリカの後方に

を抱いた人たちが、広河さんの映画を支えて

パレスチナがどこにあるのかわからない人が

ついて、戦争を支援することになりました。日本

ほとんどだと思うんです。同時に、どれだけの

のマスメディアの中には、この戦争は我々が

人がお金を提供してくれるのか半信半疑でした」

支援しているのだから、犠牲者のことはあまり

「高額の援助をしてくれた人もいました。それは

取り上げたくないということを、社内命令に

おそらく、なにか本当に意味のあることに使おう

して徹底しているところもある。

と思って、
ずっと貯めていた人だと思いますね。

しかし広河さんの予想はいい意味で裏切

いる。

られた。
『１コマ』
サポーターズには多くの賛同

それにニュース番組は、CMで成り立ちます

その人にとっては、パレスチナで多くのユダヤ

者が現れ、映画を作るに足りる資金を調達す

よね。ということは視聴者に購買意欲を掻き

人やパレスチナ人が傷ついたり死んだりする

ることができた。

立てるようなニュースでなければ困るんです。

ことに気持ちを痛めているんですが、なぜこんな

たとえば『ここに被害者の女の子がいます。

問題が起こるのかずっと疑問だったと思うん

「お金だけではなく、ボランティアとして技術

血を流しています。それには私たちの税金が

です。それで何年も苦しんでいて、そういう人

的な支援や広報などに関わってくれる人もいま

使われました』
というニュースを流したあとに、

たちが何とかしてほしいということでお金を

したね。そうした人たちがいなかったらとても

クルマや化粧品のCMを見てもあまり購買意欲

出してくれたのでしょう」

瓦礫だらけの難民キャンプ。背後の残骸はかつて学校だった。
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破壊され、廃墟となったパレスチナ人の村。

ナ ク バ
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1982年、虐殺事件が起こった難民キャンプにて。

『パレスチナ1948─NAKBA』
の最後のクレ

ユダヤ人とパレスチナ人の戦いを見せる

ジットには、こうある。
『この作品は、膨大な

ために作るのではありません。歴史の中で

記録の一部にすぎない』と。

おこなわれた過ち。そしてその中で本当に

※1 キブツ
で誕生したユダヤ人の農業
イスラエル
（パレスチナ）
共同体。
「搾取の禁止、賃金の廃止、直接民主制に
よる運営、女性の家事・育児からの解放、競争を
廃止する集団教育、可能な限りの私有の撤廃、
そうしたことが実践されている共同体村が、
イスラエルには200以上もあるという。これは私の
心を強く惹きつけた」
（広河隆一著『パレスチナ
新版』／岩波新書より）

起こったことは、辛いとは思いますが見る
「もっと長いアーカイヴ版を作ろうと動い
ているところです。取材したすべての証言を

べきです。見てそのことを知ったら、何とか
したいと思うわけですから」

翻訳して、それぞれの項目ごとに分類したもの
にまとめようと思っています。おそらく
『NAKBA』

※2 第三次中東戦争
1967年。イスラエル軍がエジプト軍への攻撃を
開始し、わずか6日でイスラエルの勝利に終わる。
この戦争でイスラエルは領土をこれまでの4倍に
拡張したが、その影響で新たなパレスチナ難民が
数十万人以上出たと言われている。

私たちには『知る権利』がある。しかしそう

の何十倍もの労力がかかるでしょう。それは

した権利がいつの間にか失われてしまって

日本人に見せるというより、むしろパレスチナ

いる現代において、広河さんの活動はひとつ

人とユダヤ人に渡すものを作るという感じ

の警鐘になりうるものではないだろうか。

ですね。パレスチナ問題を研究する機関は

そしてその『知る権利』は与えられるものでは

世界中にたくさんありますから、そういった

なく、自ら勝ち取るものだということも、

ところに置き、絶えずこのアーカイヴ版を見る

教えてくれているように思われた。

ことから始めないと、いい加減なことは言え
ないという状況を作りたい。

Text by：植田マサユキ

※3 『1コマ』
サポーターズ
『パレスチナが見たい』
などの著作のある森沢典子
さんが、2002年、広河さんの映画を製作するために
立ちあげた。現在650名にのぼるサポーターより
集められた基金で、膨大な映像の整理や翻訳、証言
や記録の裏付け、追跡調査のための取材の費用
がまかなわれた。

MOVIE

ナ ク バ

パレスチナ1948 ― NAKBA

L.C.N.L

広河さんが40年のあいだに撮りためた
1000時間を超える映像と、数万枚に及ぶ
写真をもとにしたドキュメンタリー映画。
ちなみに「NAKBA」とは「大惨事」の意。
1948年にイスラエルが誕生し、パレスチナ
難民が発生した事件をそう呼ぶ。
3月22日よりユーロスペースにてロード
ショー、ほか全国順次公開。
http://www.nakba.jp/
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