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アフガニスタン訪問記(1)

寺島隆吉

１ はじめに

去る2003年７月14日21時55分、母が他界した。睡眠時間を極度に削って在宅介護し続け

た後だけに茫然自失の状態だった。大学の講義が7月で終わり8月から夏休みに入るからこ

れから本格的に看護に専念できると思っていただけに尚更その衝撃と喪失感は大きかっ

た。

介護支援センターの援助を得るためには訪問医の診察書が必要だというので今年の3月

末に高木先生のところを訪れた。そのとき 「末期ですね。あと半年もつかどうか分かり、

ません。早ければ数ヶ月の可能性があります 」と言われ、そのとき自分では先生の言葉。

が本当だとは全く信じられなかった。

だが今それが現実のものとなっていた。葬式のあと近所の挨拶回りをしていたとき隣の

お婆さんから「お盆仏ですね、なかなかそのようには逝けないものです」と言われて「そ

うか、お盆までは生きたい、お盆に逝きたいと苦闘していたのか」と改めて母の決意を知

ったような気がして思わず涙がこぼれた。

なぜ２年前に乳癌を手術したとき転移の診断と治療をしなかったのか、なぜ再発したと

き放射線治療などの対策を取らなかったのか、生前に「一緒に食事がしたい 「一緒に旅」

行がしたい」と口癖のように言っていたのに何故その要求に応えてやらなかったのか、そ

もそも乳癌の発病をもたらしたのがストレスだったとすればその 大の責任は私にあるの

ではないか、そんな思いが頭に次々と浮かんできて眠れなくなった。

そんな眠れない毎日を過ごしている時ふと「アフガニスタンに行こう」という考えが突

然に浮かんできた。私の属している国際理解教育学会では国際委員会が毎年「スタディー

ツアー」なるものをおこなっていて今年の訪問地がアフガニスタンだったが看護に没頭し

ていて念頭から消え去っていた。ところが49日の法事と父の眠る能登半島でのお骨納めの

日程が決まった後の或る日、母が突然「行ってもいいよ」と言ってくれた気がしたのであ

る。

『 』 ）実は昨年末はK.ブース＆T.ダン 衝突を超えて：9.11後の世界秩序 (日本経済評論社

の翻訳にかかりきりで母の面倒を殆ど見てやれなかった。冬場の寒いとき夜中の2-3時ま

で翻訳の校正にかかりきりであった。そんなとき母は病身であるにもかかわらず「体をこ

わさないように」と熱い牛乳を湧かして書斎まで持ってきてくれたのだった。これでは逆

だった。母の体をいたわってやらねばならないのは私のはずだった。それなのに、私は米

国のアフガニスタン爆撃の方ばかり気にかけ、翻訳に没頭していた。

今にして思えば、あの翻訳依頼があったとき私はそれを断るべきだったのだ。母が自分

で自分の食事をつくれるのを幸いに、昨年末の数ヶ月は翻訳出版に時間の大半を割かれ、

私は母の面倒をみる心のゆとりを失っていた 『衝突を超えて』は幸いにも今年度の日本。

図書館協議会選定図書に選ばれたことを母の死後に知ったが、しかし今となっては後悔の

種でしかなかった。あの数ヶ月があれば母があれほど一緒に行きたいと言っていた食事や

温泉にどれだけたくさん連れて行くことが出来ただろうか、そんな思いが湧いてきて止ま

らなかったからである。
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しかし突然その母が「気分転換にどこかへ行ってきたら」と言ってくれた気がしたので

ある 「よし、それならアフガニスタンに行こう」と引率責任者である千葉先生（国際基。

督教大学教授）のところにメールを送った。すぐ折り返しで「8月20日の出発までに時間

がありませんがアフガニスタン行きのビザと飛行機の切符が取れればどうぞ」との返事が

届いた。早速に紹介された旅行会社に申し込んだところ、ビザと切符は滑り込みセーフで

何とか取れた。普通だと海外研修・海外出張は教授会の承認が必要なのだが事務に問い合

わせたところ事後承認でも良いとのことだった。かくしてアフガニスタン行きは決まった

のだった。

２ デリー(インド）までの旅

出発当日の8月20日、午前5時に起きて岐阜駅に向かった。 初は前日に成田空港の近辺

で泊まらなければならないと考えていたのだが、時刻表を調べてみたら、早く起きれば手

続き開始の10時までに着けることが分かった。

参加者は各自で搭乗手続きをすることになっているので名前は分かっていても誰が誰だ

かインドのデリーに着いてみないと分からない。それでも日本航空のカウンターで手続き

をしていると千葉先生一行に出会った。エアーインディアの手続きを日本航空が代理でし

ているのだが、意外と時間がかかり、その間に千葉先生の一行は「お先に」ということで

姿を消してしまった。

飛行機は正午に出るということなので、その前にアフガニスタンへのお土産を買ってお

くことにした。岐阜で買おうと思って柳ヶ瀬のデパートに行ったのだが、数年前まであっ

た海外向けのお土産店は閉じて既になくなっていた。9.11以来、海外への旅行客が激減し

たから、そのあおりでこの店も閉店に追い込まれたのかも知れない。そんなわけで空港で

お土産を買う羽目になったのだが、よく考えてみると、何のために誰を対象としたお土産

なのかがよく分からない。

前日に慌てて千葉先生に電話をしたのだが生憎の不在だった。そんなわけで結局は綺麗

な飾りをした鉛筆セットを買ったのだったが、現地に着いてみると自宅にある大量のボー

ルペンの方が良かった。スタディーツアーの案内には単に「お土産も」と書いてあっただ

けだったから、どこかの小学校を訪問したときに必要なのだろうと想像したのだが、実際

に修復援助をしている小学校に着いてみたら（たぶん援助団体からもらったのであろう）

子供達の多くがボールペンを使っていた。それだったら家に使っていないボールペンが一

杯あったのにと思った次第である。

インドのデリーに着いたら夜の7時40分だった。千葉先生の教え子と旅行会社の通訳が

出迎えていた。その教え子はお父さんがインドの紅茶を輸入する会社を経営していて、彼

女は現地の会社を切り盛りしているという。さすが国際基督教大学の卒業生は違うと思っ

たのだが、後で考えると「さすが千葉門下生」と考えるべきだったのかも知れない。とい

うのは後でカブールに着いてから分かったことだが、千葉門下生には国連カブール事務所

（UNDP）で働いている若者や現地NGO（JEN）で働いている若者がいて、その生き生きとし

た姿に感心したからである。

ホテルに着いて初めて参加者全員の顔と名前が一致した。以下、簡単に顔ぶれを紹介し

ておくことにする。私を含めて、男４人、女５人の一団だが、これを見れば女性がいかに

元気かよく分かるであろう。何しろ誰もが不安に思うアフガニスタンに行くのである。し

かも女性5人のうち一人は定年退職された女性校長なのである。

、 、 。千葉晃弘：国際基督教大学教授 国際理解教育学会国際委員会委員長 元ユネスコ職員

、 、 、 。佐橋謙：近畿福祉大学教授 岡山大学名誉教授 岡山ユネスコ協会役員 気象学が専門

片山主計：公立小学校元校長(定年退職、女性 、岡山ユネスコ協会役員。）

（ 、 ）。吉田信行：元国際基督教大学事務長 ただし元国際基督教大学教授 専門は応用化学
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（ ）。鈴木庸子：国際基督教大学日本語教育課程講師 アフリカ地中海沿岸でも教えていた

（ ）、 （ ）。長浦紀華：北海道上磯町立中学校教諭 社会科 北海道教育大学院・院生 教委派遣

（ 、 、 ）。西光佳乃子：神戸大学院生 国際協力研究科 国際協力政策専攻 博士課程前期課程

高木絢[あや]：社団法人国際電力事業調査会社員、元国際基督教大学千葉晃弘ゼミ生。

明朝は7時までに空港に行ってアフガニスタンへの搭乗手続きをしなければならないの

で、顔合わせを終わって早々に就寝となった。

３ カブールの初日

早朝6時（８月21日）に起床し7時にデリー空港で搭乗手続き。9時にデリーを飛び立ち1

0時少し前にカブールに着いた。 初は定刻通りに出発出来るか心配されていたアリアナ

アフガン航空の飛行機だったが、ほぼ定刻通りにカブールに着いた。千葉先生に言わせる

と奇跡だそうである。

入国手続きを済ませると日本ユネスコ協会連盟カブール現地事務所で雇われているヤマ

さん（Yama FEROZI）がロビーまで出迎えに来ていた。日本ユネスコ協会連盟では「世界

寺子屋運動」という識字教育の運動をおこなっているが、昨年（2002）11月に首都カブー

ルで現地事務所を開設したという。

空港の外に出ると日本ユネスコ協会連盟カブール現地事務所が手配した車が待ってい

た。改めて外から空港の建物を見直すと入り口の上の方に北部同盟の指導者であったマス

ード将軍の大きな写真が高々と掲げてあった。現在のアフガニスタン政府がどのような勢

力によって統治されているのかを象徴的に示すものだった。

車で宿泊予定のゲストハウスに着いたが、そこは日本ユネスコ協会連盟カブール現地事

務所のちょうど真ん前の建物だった。現地事務所は2階建てだったがゲストハウスは平屋

建てで、真ん中に芝生があり、その周りに宿泊用の平屋が点在する構造になっていた。治

安の関係か建物の入り口は閂（かんぬき）がかかるようになっていて、入り口の呼び鈴を

押すとゲストハウスの誰かが開けてくれる仕組みになっていた。

私が泊まる部屋は国際基督教大学の吉田さんとつながっていて、出入りするには必ず吉

田さんの部屋を通らなければならないし、部屋のしきりはカーテンだけだったから、実質

的には相部屋と同じだった。ベッドには毛布が1枚あるだけでトイレとシャワーは向かい

の部屋で泊まっている外国人と共用だった。もちろん風呂などというものはない。そのう

え、しばしば停電になるのでシャワーもまともに使えないことが夜になって分かった。い

よいよアフガニスタンに来たという実感がした。

部屋に荷物を置いて少し休憩してから近くのアフガニスタン料理を出してくれるレスト

ランへ車で行った。行ってみると外国人専用のレストランらしく小綺麗な感じで、白人も

含めた外国人ばかりだった。戦渦の後の復興にあえぐ貧しい食堂という雰囲気ではなく、

シシカバブと呼ばれる羊の焼き肉など出されてきた料理の量と豪華さにも驚かされた。一

歩外に出れば車の周りに物乞いをする子供やブルカを被った女性（その多くが赤ん坊を腕

に抱えていた）が群がり寄ってくるところで、自分たちだけがこんな食事をするのは何と

なく気まずい思いがした。

アフガン戦争の頃、インターネットで国連職員山本芳幸の「カブール・ノート」を読

んでいた（この記事はあとで『.カブール・ノート：戦争しか知らない子どもたち』幻冬

社発行、1,300円、2001年11月として発売された 。その彼が日本に帰国していてテレビ）

に登場するというので時間をあけて見たのだが、画面に登場した人物が腹の突き出た・太

った若者だったので、メールや本に書いてあることで共感できることが多かっただけに、

妙にがっかりした記憶がある。今にして思えば、こんな食事を毎日とっていれば太っても

仕方がないと思えた。

その点、日本ユネスコ協会連盟カブール現地事務所を任されている松本さんは、大学を
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出たばかりかと思わせるほど若く、体型も飽食におぼれていないことを証明するように細

かった。それどころか、余りにも若くて細面だから、現地で髭混じりのイスラム教徒と一

緒に仕事をするには貫禄に欠けるような感じがして、逆に仕事上うまくいくのかと心配に

なるくらいだった。しかし、あとでカブール県イスタリフ郡イスタリフ村に建てられた識

字学校を見て彼が有能な働き手であることが良く理解できた。またこのような若者に３千

万円近くの大事業を任せる日本ユネスコ協会連盟の度量にも感心した。

当初の予定は午後から市内観光だったが、翌日（22日）は金曜日でイスラム教国では学

校・官公庁は全て休みとなるため何処も訪問できないので、市内観光は明日ということに

なった。しかし市内観光よりもアフガニスタンの自然を見たいという人もいて、明日は２

つのグループに分かれて行動するということになった。昼食後そんなことを相談している

うちに夕食になった。夕食は日本ユネスコ協会連盟カブール現地事務所が私たちの歓迎を

兼ねて招待してくれるというので建物２階に行った。夕食の席には千葉先生の教え子で国

連開発計画（UNDP）カブール事務所で働いている敦賀さんも同席した。

敦賀さんは学部学生の頃は千葉門下生ではなかったようで、卒業したあと国際的な仕事

を色々してきてから大学院を千葉ゼミで終えたという。国連職員の試験は難関だが、親の

仕事の関係で外国のインターナショナル・スクールで高校までの教育を受けてきたという

経歴も、卒業後の仕事の中味と相まって、合格に大きく影響しているように思えた。岐阜

大学の卒業生で国連職員を目指すという学生は先ずいないが、それは敦賀さんのような家

庭環境を持つものが皆無に近いということもあるのではないか。もちろん、千葉先生が元

国連職員だったということが学生にそのような大きな夢を抱かせるのに大きく貢献してい

ることは疑いないだろう。

私の学生から敦賀さんのような大志を持つ若者が育っていかないのは、教育学部という

環境もあるが、寺島という人物のスケールの小ささも大きな要因であることは確かだ。や

はり若者は親の背中を見ながら育つと同時に教師の背中を見ながら育つのだと思った。そ

れにしても私のところで修士課程を終えたチャウさん（ベトナムからの留学生、今は博士

課程にいる）はユニセフの職員になりたいとしきりに言っていたが彼女はどこでそんな夢

を得たのだろうか。そんなことを考えながら眠りについた。いよいよ明日はカブールの市

内観光である。

４ カブールの市内観光（その１）

ここまで書いてきて昨日の記録で書き残したことがあることに気づいた。というのは昼

食の前だった後だったか記憶が定かではないのだが、市内を一望できる高台に連れて行っ

てもらって写真を撮ったことを思い出したからである。そこへ行く途中でカブール大学の

横を通ったのだが、そのとき初めて通訳の若者ヤマさんが教育学部の卒業生であることを

知った。

しかし、その高台から見える街は戦渦をくぐり抜けた街の実情を余り伝えてくれなかっ

た。それで帰りに「戦渦の爪痕が残っているところに連れて行って欲しい」と頼んだ。ヤ

マさんは一瞬、顔を曇らせたが「では、そこに行きましょう」と言ってくれた。しかし、

なぜ地元のひとは現状を見せたがらないのだろうか。自分たちの惨めな現状は恥ずかしく

て見せたくないのだろうか。

これは車で昼食を食べに行ったときも同じだった。周りに物乞いの子供や女性が近づい

て来て私たちに小銭を要求するのだが、いつもヤマさんは「あっちへ行け」と言わんばか

りに追い払う。善意に解釈すれば、わざわざ日本から来た客人に迷惑がかからないように

との配慮なのだろうが、私にしてみたら、そのような実情こそ知りたいのであって高台か

ら見た美しい（？）カブールの街を見に来たわけではない、という思いがあった。

それはともかく、私の要求でカブール大学の近くの一角で車は止まった。そこはカブー
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ルに中心街からかなり離れた地区のようだったが、辺り一面が建物の残骸と瓦礫の山と化

し、一切の修築も施されず放置されたままだった。イスラエル軍によってロケット弾が打

ち込まれたり戦車で押しつぶされたパレスチナの街の映像をテレビで見たことがあった

が、まさにそれであった。市の中心部から援助の手を差しのべていく関係上ここまでは手

が回らないのか、それともこの地区の復興は諦めたのか尋ねそこなった。

アフガニスタンは1979年のソ連侵攻から現在まで内戦が絶えたことがない。しかし、そ

もそもソ連のアフガン侵攻はアフガニスタンを「アフガニスタンをソ連にとってのベトナ

ム」にしようとCIAが仕組んだ罠だった。これは 近、NHKで放映されたドキュメンタリー

『スパイゲーム』でも明らかになったことだし、言語学者チョムスキーもインタビューで

同じ事実を指摘している。つまり東欧社会主義諸国を転覆させるためにはソ連の軍事力を

東欧から引き離しアフガニスタンに釘付けにしておく必要があったわけである。これはCI

Aの作戦どおり成功しソ連と東欧諸国は崩壊した。

しかし、ソ連が崩壊したら米国にとってアフガニスタンは関心の対象ではなくなった。

そこで米軍が引き上げた後、アフガニスタンの統治をめぐって部族＝軍閥による内戦が続

いた。米国がソ連と戦わせるために軍閥に対して大量の資金と武器を与えていたから、逆

に内戦による被害も大きかった。9.11の首謀者とされるビンラディンもソ連と戦わせるた

めにCIAが中東から引き連れてきて訓練した義勇軍の一人だった。市街地の惨状を見てい

るうちに、そんなことが頭に浮かんできた。ヤマさんに聞くと、やはり現在のこの崩壊は

タリバンと北部同盟との戦闘によるものではなく、ソ連軍撤退後の内戦によるものだとい

う。

それはともかく累々と続く建物の崩壊群を写真に収めているうちに子供が物珍しそうに

集まってきた。さらにその周りに大人の姿も現れ始めた。集まってきた子供たちと一緒に

写真を撮ろうとすると、ヤマさんが子供たちを追い払おうとする。先にも述べたように、

彼にしてみたら日本から来たお客さんに迷惑がかかってはいけないと思っているのだろう

が、私としてはカブールの子供たちの素顔を日本に紹介したいのである。そこで彼の親切

を無視して写真を撮ることにした。本当は自分で自由に行動して、撮りたいときに撮りた

い場所で写真を撮りたいのだが、それが自由に出来なかったのが今回の訪問のただ一つの

欠点であった。

５ カブールの市内観光（その２）

もう帰国してから1ヶ月近く経っているので記憶がどんどん薄れていく。忘れないうち

に書いておかなくてという思いでパソコンに向かっているが、なかなか仕事がはかどらな

い。書いているうちに調べたいことが出てきて文献を読み直しネット検索をしているうち

に時間ばかりが過ぎていく。新しく思い出されることが出てきて、それを書き出している

と日付がいつまで経っても進まない。

昨日（8月21日）の市内観光は、崩壊した市街地の写真を撮っているうちに「時間です

よ」の声で仕方なく車に乗り王宮跡を見てからゲストハウスに帰ることで終わった。王宮

はタリバン政府の本部が置かれたところだから今度の戦闘で大きく破壊された。王宮近辺

には政府の省庁が色々あったようだが、殆どの建物が今度の戦闘で破壊されて今は存在し

ない。広大な空き地があるのみだった。

カブール博物館の前を過ぎて王宮のゲート前で車を降りた。ゲートといっても踏切の遮

断機のような横棒が一つあるだけで、そばに兵士のための小さな番所があるだけだった。

ヤマさんが兵士と交渉をしてゲートを上げてもらった。王宮といっても周りの建物は全て

破壊され王宮だけが残っているという風情だった。残っている王宮もあちこちが破壊され

元の姿がどのようなものだったのか想像がつかない。

ベトナム戦争でもテト攻勢のとき、元の王宮があったフエ市が激戦地になり、王宮の多
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くが破壊された。しかし周りの城壁は残っているし王宮の幾つか原型を止めていて、いま

観光客が訪れても元の美しさをしのぶことができる。しかし、このカブールの場合は周り

に何も残されていず、王宮の建物が1個だけ残されているだけだった。そして少し離れた

砂漠状の空き地にNATO軍がキャンプしているといった情景だった。

ゲートから王宮の建物まで20-30メートルの小道がなだらかな坂道をつくっていた。そ

こを歩いて王宮近くまで行くことが出来たが 「少しでも舗装からはずれて草地に足を踏、

み入れると地雷に触れるかも知れないから注意するように」と言われて思わず足がひるん

でしまった。一見すると治安と平静さが回復しつつあるように見えるカブールだが、まだ

まだ周りに危険が満ちていることを思わせる一言だった。

王宮まで一緒に付いてきた若い兵士の頭にはマスード帽の上にターバンが巻かれ肩に

は銃がかかっていたし、王宮近くでジープに乗った多国籍軍ＩＳＡＦ（アフガン国際治安

支援部隊）の兵士とすれ違った。ＩＳＡＦが市内を巡回していることで今のところ治安が

維持されていることを改めて認識させられた。またマスード帽の若い兵士の顔つきから、

このカブールがタジク人によって警備されていること、アフガニスタンの多数派であるパ

シュトゥン人は権力機構から排除されていることもうかがい知ることが出来た。

アフガン民族分布（出典：中村哲『ペシャワールからの報告』河合ブックレット、1990）

イラクでも少数派のイスラム教スンナ派がフセインを支え、多数派であるシーア派の人

たちは権力機構から排除されてきた。フセイン政権が倒された現在でも、この構造は変わ

っていない。イラク暫定政府を裏で支えているのは米軍である。それと全く同じ構造がア

フガニスタンでも続いている。その一つの証拠が上記に見た兵士の人種構成であり、もう

ひとつが至る所に貼られているマスードの肖像である。これは翌日・翌々日に訪れた教育
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省や女性省の大臣室に飾られた写真でも明らかであった。

つまりカルザイ大統領は確かにアフガニスタンの多数派であるパシュトゥン人の出身だ

が、それはあくまでお飾りに過ぎず実権はタジク人が握っていると見てよいのである。米

国の支えがなければカルザイの地位は明日の命もないのである。通訳をしてくれているヤ

マさんもタジク人だが、彼の言葉の節々からもカルザイ大統領に対する冷ややかな感情が

うかがわれた。しかし、だとすれば来年6月におこなわれることになっている総選挙はど

うなるのであろうか。多数決が民主主義の原則だとすれば少数派のタジク人はどのように

して権力を維持するのか。

タジク人が武力によって権力を維持するとすれば再び血の雨が降ることになる。国連開

発計画に勤務する敦賀さんの言によれば 「来年の6月には再び血の雨が降る。少なくと、

も数百人の死者が出るだろう 」と予測されているという。現在でもカブールから一歩で。

も外に出れば治安は極めて不安定だ。特にタリバンの拠点だったカンダハルでは治安が極

端に悪化している。北部でも軍閥同士の勢力争いが今でも続いているらしい。内乱が続く

アフガニスタンの9割をタリバンが制圧し治安が回復し始めたときに米軍が空爆を開始し

たのだから、これは無理のないことでもあるが、今後アメリカはアフガニスタンをどのよ

うに復興させていくつもりなのだろうか。

王宮跡に立ちながら私はそんなことを考えていた。そして米国に新しく誕生した平和運

動団体「平和な明日を求める911遺族の会（Peaceful Tomorrows 」の提案を脳裏に思い）

描いていた。9.11直後の米国は愛国ムード一色に包まれ、アフガニスタン爆撃に異を唱え

ようものなら全くの非国民扱いにされ身体の危険すら感じさせる雰囲気だったが、それで

も反戦を唱えるグループがいくつも存在した。その中でも特に異色だったのは上記の「Pe

aceful Tomorrows」である。というのは、この団体の構成員はすべて9.11の自爆攻撃で肉

親を失った個人・家族で構成されているが、彼らの主張は「同じ悲劇をアフガニスタンの

市民にもたらしてはならない」というものだったからである。

彼らは天皇制下の日本と同じく戦争に異を唱えたが故に「村八分」の目に遭いながらも

全米で活動を続けてきた。もちろん脱落者も出た。しかし、そのような障害を乗り越えな

がら着実に会員は増え続けている。その感動的なドラマはＮＨＫのドキュメンタリー番組

で放映されたばかりだし、彼らのＨＰでその主張を知ることも出来る。

（ ）http://www.peacefultomorrows.org./index.html

そのＨＰを見て驚いたのは会員の一部が既にアフガニスタンを訪れて死者の数を含め

一般市民の被害状況を詳細に調査しているという事実だった。そして米国政府こそが「af

ghan Victims Fund」という基金を設け、アフガニスタンの復興に責任を持つべきだとい

う提案をしているのだった。

米軍がタリバンの残党狩りだけをして弱者の立場に立った復興援助をしないかぎりアフ

ガニスタン市民の支持を得られず来年6月の選挙は失敗に終わるのではないか、そんな不

安を拭いきれずに私は王宮跡を去った。

６ カブールの市内観光（その３）

カブール初日の記述が思わず長くなってしまったが、やっと翌日（8月22日）の市内観

光に移ることが出来る。先にも述べたように、この日は市内観光の部隊とカブール郊外に

繰り出す部隊の二つに分かれた。私は市内観光に残った。

というのは、郊外の自然にも興味がないわけではなかったが、今回の目的はあくまでも

カブールを中心としたアフガニスタンの実態を知ることだったから、限られた時間を有効

に使いたいと思ったからである。私のいま知りたいのは人間であって自然ではない。

それに郊外は今後の日程表に「イスタリフ村訪問 「センジットダラ村訪問」などと書」

かれているから、その時にも機会はあると考えたのである。後でも述べるが、この私の半
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だっは正しかったと思っている。

前置きはこれくらいにして、いざ出かけようと思ったら持参してきたデジタルカメラの

ディスクが満杯だとのマークが出てきた。そこで用意してきた大容量のスマートメディア

と入れ替えようと思ったのだが、持参してきたスマートメディアがカメラに合わないこと

が分かって愕然とした。

今回の旅行のために新しいカメラを買ってきたのだが、古い機種と同じものだから当然

ながら同じスマートメディアが使えると思って、大容量のものを買ってきたのだが、新し

いカメラは同じ機種なのにメディアが違うのである。日本であれば、電器屋に行けばすぐ

にでも必要なメディアは手に入るが、破壊された町カブールでは手に入るかどうか。たぶ

ん無理だと思いながらヤマさんに近くの電器屋に連れて行ってもらった。

案の定、電器屋にはFinePixの 新機種はなく、しかたがないのでカメラ屋に行って使

い捨てのカメラを買うことにした。電器屋に行って驚いたのは、中も狭くて入り口も貧相

な店なのに、パソコンのDELLが売られていたことだった。つい 近までインターネットに

よる通販でしかDELLを販売していなかったから、岐阜大学でも購入している人は極めて限

られているのに、ここではDELLが売られているのである。

しかし、考えてみると日本では国産のもので良質のパソコンが幾らでもあるからわざわ

。 、ざ通販で米国製のものを買う必要もないわけである 引き続く停電を見れば分かるように

アフガニスタンでは日常生活すらままならない。したがってパソコンを自前で生産できる

はずもないのだが、日本でも 近になってようやく大学生協でもDELLを店頭で購入できる

ようになったばかりなのに、ここではDELLが主力商品になっていることに驚かされたので

ある。

もっとも、イラク戦争でも同じだが、戦争を起こす理由のひとつが、今までは手が届か

、 。なかったところに市場を開拓することだから これは或る意味では当然であるとも言える

イスラム教では銀行を開いても利息を取ったり株の売買といった商法を決して認めないわ

けだから、いわゆる自由主義的企業活動をしようとする側にとっては極めて不便なわけで

ある。そこで「民主主義の回復」を口実にして政権を転覆し、自由主義的企業活動を認め

る政権をつくりたいという願望が生まれる。

チョムスキーによれば（ アメリカが本当に望んでいること』現代企画室、1994 、こ『 ）

れまでの中南米の政変のほとんどは上記の動機（市場の確保、企業の保護）がもとになっ

ていると言う。ただし中南米の場合はイスラム教ではないから、宗教が民主主義を抑圧し

ているからというのは口実としては使えない。だから多くの場合は「共産主義の脅威」が

口実として使われ （冷戦の崩壊などで）その口実が使えなくなると「麻薬の撲滅」が口、

実になった。その典型的な例がパナマ侵攻とノリエガ将軍の逮捕だった （詳しくはアカ。

デミー賞を受けた下記のドキュメンタリー『パナマ侵攻』を参照 ）。

http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/panama/asalto.html

カメラの話から全く横道にそれてしまったが、旅の楽しみは（逆説的だが）全ての必要

品を完備していかないことだと私は思っている。というのは、足りないものがあるからこ

そ街に買い物に出かけなければならなくなり、街に出るからこそ地元の人々の本当の姿が

見れるし、そこから地元の人との会話も生まれる。私の場合、デジタルカメラを事前にき

ちんと点検していかなかったことで、カブールの街の素顔を見る機会に恵まれた。おかげ

でカメラ屋では日本製のフイルムは沢山あるのに使い捨てカメラの日本製は全く売られて

いないことが分かったし、砂埃の激しいカブール市内で目を守るために目薬を買おうと思

って薬屋に入ったところ思わず話がはずむということもあった。

肝心の市内観光に移る前にカメラの話で再び道草を喰ってしまったが、ようやく本当の

市内観光に移ることが出来る。私がデジタルカメラのディスク購入であちこちを回って戻

ってきたら、既に出かけてしまっているはずのグループが、まだ残っていた。今日のスケ
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ジュールを決めるのに時間がかかったようだ。そこで結局、私たちが出かけるのとほぼ同

じ時刻（午前11時前後）に彼らも出かけることになった。せっかく遠出をするのに、こん

な時刻に出かけるのでは帰りが遅くなるだろうにと他人事ながら心配になった（予想どお

り彼らの帰宅時刻はかなり遅かった 。それはともかく、以下に市内観光の報告を書く。）

７ カブールの市内観光（その４）

市内観光をするにも先ず必要なのは市内の地図である。また自分たちの宿泊しているゲ

ストハウスが市内の何処にあるのかも知っておきたい。更にまた、今後は市外地に出て学

校改修・建設などの現場を見るためにはアフガニスタン全体の地図も欲しいという声があ

り、市内観光の出発点として第1に本屋に案内してもらうことにした。ちなみに市内観光

に参加したのは千葉先生（リーダー 、鈴木さん（国際基督教大学 、片山さん（元小校） ）

長 、長浦さん（社会科教師 、敦賀さん（国連職員 、ヤマさん(通訳)だった。） ） ）

連れて行かれた本屋は、後で知ったゲストハウス近くの本屋から比べれば広かったが、

日本の明るくて大きな本屋を見慣れた目には、古ぼけていて小さなものに見えた。しかし

よく考えてみると観光客相手の絵はがきやカブールやアフガニスタンの歴史や風土を英語

で紹介してある本がかなりあったのだから、カブール市内有数の大きな本屋のひとつに違

いなかった。私はさっそく市内の大きな地図を買ったのだが、その近くにカブール市内や

近郊の風土を示す写真のはがきがあったので、それも購入した。日本に帰ったときアフガ

ンを紹介するのに役立つと思ったからである。

市内地図を買ってみて発見したことであるが、その地図を示して地元のひとに現在地は

どこかを尋ねてもほとんどが答えられないのである。カブール大学教育学部を首席で卒業

している通訳のヤマさんでさえ、私たちが泊まってるゲストハウスがどこにあるかを市内

地図で示せないのである。地図そのものの作成年代が古く（戦乱が続く現状では新しい地

図の作製・出版が無理なのだろう）現在の状況と必ずしも一致していないことも事実であ

るが、街の基本的骨格は変わっていないのだから、これは実に不思議なことであった。彼

ら自身が地図を見ることがほとんどないのだろうと思われた。

しかし、自分のアメリカ滞在を思い起こしてみると事情は余りアフガニスタンと変わら

ない。というのは、カリフォルニア大学ヘイワード校で日本語を教えていたとき、同僚の

大学教授から自宅でのパーティに招待されることがよくあった。そこで地図を書いてくれ

と言う（あるいは地図を示して行き先を尋ねる）のだが、殆どの大学教授は地図で示すの

は面倒くさいと言って「○○号線の道路の○○番標識のところでフリーウエイを降りて○

○まで行く」などというように、文字で道順を示すのである。私にしたら文字で案内して

くれるよりも地図で示してくれる方が遙かに容易に目的地に到着できると思うのに、その

ように示してくれる教授は殆どいなかった。

こんなことを考えると日本の地理学習というのは諸外国と比べると遙かに高い水準にあ

るのかも知れない。日本では車でどこかを訪ねようとするとき地図を使わない人はまずい

ないし、宅急便の配達もほとんど地図を使って事足りている。家が入り組んでいたり複雑

な配置でどうしても分からないときには配達の人が携帯電話をかけてきて「今これこれの

、 （ ） 。」所にいるのですが どうしてもお宅の場所 あるいは入り口 が地図では分かりません

と言われることがあり、そのときには上記のように目印や標識を口頭で教えるということ

、 。 、もあるが 普通は地図だけで事足りている ということは大学教育を受けていない人でも

普通の日本時なら誰も地図の見方くらいは知っているということなのである。

話がまた横道に逸れたので元に戻す。さて私にとって当日のメイン観光はバザール(市

場）の見学であった。市民の表情を知るのに一番良いのは露天で店開きをしている市場に

出かけ、出来れば彼らと会話を交わすことである。ベトナムを旅行しているときもそうだ

ったが、市内観光の一番の楽しみは市場に出かけて市民の表情を見ることだった。ベトナ
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ムの旧都フエの王宮近くにある市場で食べたホー（ベトナムのウドン）や果物の美味しさ

。 、は今でも忘れられない そんなわけでカブールの市場に行くのを心待ちにしていたのだが

市場に着いたら12時近くになっていた。車をどこかにおいて自由に見て回れるかと思った

のだが、私たち日本人と通訳のヤマさんだけが車を降りて運転手は車を運転しながらゆっ

くりと後を付いて来るという。

しかし、これでは自由に歩き回れない。好きなところで好きなだけ時間を費やすことが

できない観光というのは実に窮屈なものだ。集合時刻と集合時間だけを決めて後は自由行

動にして欲しいと思うのだが、例によって「自由行動は危険だ」と考えているのか、ヤマ

。 、さんが常に後を付いてくる 確かに地元の市民が物珍しそうに周りに集まってくるのだが

彼らが危険だとはとても思えない。文部省の短期在外研究でコロンビア大学ティーチャー

ズ・カレッジに留学していたとき、近くにニューヨークの有名な黒人街ハーレムがあった

ので、しばしばそこを訪れたが、危険を感じたことは一度もなかった。ガイドブックには

「危険だから決して近づくべからず」と書いてあるが、襲われたり物を盗られることは一

度もなく、人なつっこい調子で話しかけられるか物珍しげな集団が周りに出来るかだけだ

った。

カブールの場合もハーレムと全く同じで、バザールの様子を写真に撮ろうとすると自分

も映してくれと言わんばかりに表情豊かに合図してくる。片山さんや長浦さんがブルカを

買おうと試着していたら店の前には黒山の人だかりだった。ともすると女性に対する人権

侵害の象徴として紹介されているブルカを買おうとしているのだから無理もない。しかし

アフガニスタンの女性が全て頭からすっぽり全身を隠すブルカを嫌っているかと言えば決

してそんなことはない。もちろん、いわゆる「進歩的女性」からブルカが嫌われているこ

とは事実であるが、先に紹介した『カブール・ノート』にもあるとおり、自分を隠して男

性観察を楽しんでいる情勢もいるのである。また自宅に帰れば当然のことながらブルカは

脱ぎ捨てて自由なのだから 「自分たちの民族衣装を外部からとやかく言われる筋合いは、

ない」と憤っている女性がいることも私たちは知っているべきではないだろうか （サン。

グラスをかけて自分の表情を隠して相手を観察している人間の心理と似ているかもしれな

い ）。

８ カブールの市内観光（その５）

街のあちこちに戦争の爪痕が残され、瓦礫の撤去が進んでいない地区もあるが、このバ

ザール地区は活気に溢れていた。食べ物や衣類や雑貨類など様々な物が街路にある店だけ

でなく路上の露天に溢れていた。タリバン政権が崩壊して治安も安定してきたせいか市場

に少しずつ活気が戻りつつあるように見えた。一歩でも市外に出れば埃の舞う砂漠地帯が

広がっているのに、この豊富な野菜や果物はどこから運ばれてくるのだろうか。そんな疑

問をいだかせるほど活気に満ちていた。

後で市外地に出かけて初めて分かったことだが、アフガニスタンの所々でオアシスのよ

、 。うに比較的に水の豊かなところがあり そこが野菜や果物の産地になっているようだった

たとえば、日本ユネスコ協会連盟が「世界寺子屋運動」の一環として建設を進めている学

校はカブールから車で1-2時間のところにあるが、かっては国王の避暑地でもあった風光

明媚なところで（しかし今は戦渦で全く崩壊してしまっていた）水も豊かだった。冬にヤ

マで積もった雪が春になって流れ下り、地下水となった水も、水源をうまく掘り当てれば

灌漑水として溢れてくるようであった。

しかし、そのような水も戦渦で水路がズタズタにされたせいか、市内をゆったりと曲線

を描きながら流れるカブール川には水が全くなかった。そのカブール川の堤防沿いで露天

商がずらりと有名なアフガン絨毯を並べて店開きしていた。色とりどりの絨毯をゆっくり

見たい気がしたが車で移動しているので写真を撮るのが精一杯だった。敦賀さん（国連職
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員）の説明によれば、水のない河原で露天を開くひとが多くなったことに手を焼いた当局

が、強制的にカブール川の河川敷から露天商を追い出した結果、やっと 近は干上がった

カブール川の河川敷や河川床が見えるようになったという。

本屋で買った地図を地元の人や現地で働く日本人スタッフに見せても、いまいちカブー

ル市内の位置関係がよく分からない。現場で働いている人は地図を見ないで現地の人の案

内で仕事をしているためか地図の必要性を感じていないらしい。そこで帰国してからイン

ターネットで調べて、もう一度カブール市内の地図を確認してみようと考えた。というの

は誰か日本人で市内地図を調べてインターネットで公開している人や団体があるに違いな

いと思ったからである。予想どおり調べてみると大まかな地図ではあるがカブール市内の

略図が載っているサイトを見つけることが出来た。以下にそれを紹介する。

http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan-map20.htmlカブール市内の地図

上記のアドレスをクリックしてもらって、もっと鮮明な地図を見てもらえば分かるよう

に、 私たちが訪れたバザール「マンデイ市場」は旧市街地にあり、そこをカブール川が

横切っている。視線を斜め下に降ろすとカブール動物園があり、さらに斜め下に視線をず

らすとカブール博物館がある。その道路の突き当たりに王宮があるのだ、この地図では切

れてしまっていて見えない。またカブール動物園からまっすぐ左に視線を走らせるとカブ

ール大学という表示が見える。カブールに到着した日に市外地が一望できる小高い丘に案

内されたが、それはカブール大学のすぐ北側にあった。他方、マンデイ市場のすぐ北側に

大統領府と外務省があることも、この地図からすぐ知ることが出来る。

この地図を見て驚いたのは私たちが住んでいたゲストハウスはカブール市内一番の繁華

街からそんなに遠くない地区にあったということである。というのは私たちが住んでいた

ゲストハウスは車で運ばれていった感覚からすると市内の中心から少し離れたところにあ

るものと想像していたからである。ところが、この地図では大統領府と外務省に隣接して

灰色に網掛した円形部分があり 「シャリナウ地区」と地名が書かれていて 「カブール、 、

一番の繁華街」という説明がある。ということは、この地区が私たちが住んでいる地区だ

。 、 、ということだ 何故なら 私が本屋で買った地図にSHAHRE NAW PARKという緑地帯があり

その公園は私が散歩のときに発見した公園だったからである。

ニューヨークでもサンフランシスコでも、ハノイ（ベトナムの首都）でもフエ（ベトナ
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ムの旧都）でも、ワルシャワ（ポーーランドの首都）でもプラハ（旧チェコスロバキアの

首都）でも、私は地図を片手に歩くのが好きだった。歩けば市内の見取り図が自然と頭の

中にイメージが作られていく。しかし今回は団体行動でもあり、また「危険地帯」とされ

ている国・都市ということもあって、自由度が極めて少なかった。それでも時間をつくっ

て近くに公園らしきものがあるので散歩を兼ねて探検に行ったのだが、あとで本屋で買っ

た地図で確かめたら、どうも上記のSHAHRE NAW PARKらしいということが分かったのであ

る。この散歩がなかったらインターネットの地図を見ても買った地図との符合に気づかな

かっただろう。

私が買った地図は、地図に番号が振ってあり、その番号をたどれば外務書や大使館など

あ分かることになっているが、戦乱の中で多くの建物が破壊されたり異動したりして役に

立たないし、もう一方で市内の主要な地名はダリ語の発音を英語文字にしただけなので、

地図を見ていても何がどこにあるのかよく分からなかった。ところが上記の公園だけはSH

AHRE NAW PARKというように「PARK」が記されていて、偶然に私の目を捉えたのだった。

この地図で他に英語で分かるものといえば「…HILL 「…MOUNTAIN 「AIR PORT」ぐらい」 」

である。この「AIR PORT」はカブール空港のことでインターネットの地図で見ても市内か

ら意外に近いことが分かる。

インターネットの地図でもう一つ分かることは、旧市街から少しだけ北に視線をずらす

と、カブール空港に向かう道路沿いに灰色で長方形に網掛された地区があり 「ワジル・、

アクバルカー地区」という表示に「外交・NGO関係事務所が集中」という説明があること

である。私たちが訪れた文部省識字局やUNDP（国連開発計画 、JEN（学校や家屋の修復）

） 、 。・建設を請け負っていたNGO もこのあたりにあったのだ と今にしてやっと認識できた

「シャリナウ地区」にしろ、この「ワジル・アクバルカー地区」にしろ徒歩でも十分に異

動できる距離にある。ところが、いつも車で移動しているので、夕食を食べた中華レスト

ランが目と鼻の先の距離にあり歩いても15分程度だったのだということも、帰る間際にな

るまで気が付かないという有様だった。

それはともかくカブール２日目の市内観光はかくして終わった。昼ご飯は途中で目に入

ったパキスタン料理のレストランに決まった。外国人にとっては結構に有名なレストラン

らしく中に入っても小綺麗なだけでなく空間も広々としていた。料理も食べ切れないほど

の量で、残ったものをどうするのだろうと、外では物乞いが溢れているのを目にしてるだ

けに、何か後ろめたい気持ちが拭い切れなかった。昼食を終えてゲストハウスにすぐ帰っ

たのだが、市外地観光のグループが帰るまでにまだまだ時間がありそうだったので、一休

みした後、近くの「チッキン・ストリート」と「フラワー・ストリート」をぶらついた。

「チッキン・ストリート」は外国人相手のお土産店が並ぶ細い通りで、その延長上に造花

店が並ぶ「フラワー・ストリート」があった。

「チッキン・ストリート」では千葉先生お勧めのアフガニスタン絨毯、大理石のワイン

グラス、宝石・指輪・革細工などの店がならんでいるのだが、ひやかしに幾つか覗いてみ

るだけで終わった 「フラワー・ストリート」では結婚式があるらしく車に造花を飾り付。

けていた。こちらでは花嫁…花婿が乗る車には造花を飾るのだという。ベトナムの首都ハ

ノイの旧市街にも「36通り」と言われるくらいに職種に分かれた職人街がある。そこでは

通りを隔て専門店が軒を並べていて「仏具屋通り」などもあるが、この「フラワー・スト

リート」はそれに似ているとも言える。そんなこんなで時間をつぶしているうちに市外地

観光グループも帰ってきて、一緒に夕食を取るために車で中華レストランに出かけたのだ

が、後で気が付いたら歩いても15分程度しかかからない距離にあった。毎日1時間は歩く

のを日課にしている自分としては、車での移動ばかりが続く日々はつらいものであった。

さて、こうしてカブール二日目は終わったのだが、 後に上記の市街地図には「カブー

」「 」 、 。ル市内の様子 カブール郊外の様子 の写真も添付されていたので 次に紹介しておく
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これはNGO「アフガニスタン復興フォーラム」の撮った写真だが、そのHPには「アフガニ

スタン復興の経過と行方」と題して詳細な情報がリンクされている。参考のためにそのア

ドレスも次に記しておく。(このリンク情報から、アフガニスタン攻撃の裏に「天然ガス

のパイプラインをどこにひくか」をめぐる争いがあったことも知ることが出来る。)

http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan-kabulp01.html＜カブール市内の様子＞

http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan-kabulp10.html＜カブール郊外の様子＞

＜アフガニスタン復興の経過と行方＞

http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan01.html

＜中央アジア・パイプライン計画＞

http://www.iijnet.or.jp/IHCC/newasian-afghanistan-pipeline01.html


