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『Afghan Portraits of Grief』 September 11th Families for Peaceful Tomorrows 
（原文は http://www.peacefultomorrows.org./の Afghan Portraits of Grief の中にある。） 
 

 
アフガニスタン悲しみの自画像 

 
アフガニスタンでの米国の爆撃による罪のない民間人犠牲者たち 

 
（翻訳：岩間龍男＋寺島隆吉、公開２００３年１１月１３日） 

 
 

 
（表紙の写真説明） 
２００１年１２月、オサマ・ビン・ラディンを捜索中に、トラ・ボラの洞窟を米国が爆撃した時、

近くの村も爆撃された。３歳のゼリバ・タジは米軍の爆弾の破片で頭部に傷を受けた。この子の

父親と３人の姉は死亡した。 
「グローバル・エクスチェンジ」 
「平和な明日を求める９．１１遺族の会」 
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まえがき 
 

 ９．１１の後、いつになるかは分からなかったが、米国がアフガニスタンを爆撃するだろうこ

とを、私たちは皆知っていた。テロリストの攻撃に対して何らかの軍事行動をすることを、私た

ちのほとんどは支持をした。私たちの多くは、アフガニスタン人にとってもタリバン政権が崩壊

することは良いことだろうと思っていた。私は１０月７日にアフガニスタン・レストランに座っ

て、ニューヨーク市のアフガニスタン系アメリカ人の団体の９．１１以来の初めての会合に出て

いた。私たちの隣の部屋では、アフガニスタン爆撃が始まったというＣＮＮが臨時ニュースを報

道しているのを聞くことができた。 
 このアフガニスタン系アメリカ人の集会に集まった人たちは、次々と米国の攻撃を非難し、９．

１１の飛行機乗っ取り犯に誰一人としてアフガニスタン人がいなかったことを、私たちに思い出

させた。この団体の年配者たちは私たちの前で涙を流し、私がこれまで生きてきた長きにわたり、

アフガニスタン人が耐えてきた苦難に思いを馳せた。彼らは、タリバンとアル・カイダが米国に

協力することを拒み国を人質にしてしまっていることを非難した。 
 爆弾が落とされた時、私が考えたことは、カンダハルへ旅行をした時に２ヶ月前に会った家族

のことだった。これは私が５歳の時にここを去って以来の初めての旅であった。私は、自分の家

族を再発見するため、自らのルーツを学ぶために、そこに旅をした。私はそこで、それまでに知

らなかった人たちからの暖かい愛情ともてなしを経験した。そして彼らに私が愛着を感じるよう

になることなど予想さえしなかった。 
 米国の爆撃が始まった時、私の家族といっしょにいるため、そしてこの戦争の証言となるであ

ろうドキュメンタリーを撮影するために、私はカンダハルに戻ることを決心した。私は、米国の

爆撃によって村が破壊された時、私の家族が移動を余儀なくされ、今はカンダハルの近くのパキ

スタンで難民として生活をしていることを知った。私はいとこのナシリアNasriyaの隣に座った。

私は彼女の１８ヶ月の孫娘を膝の上に乗せていた。そしてその家族の女の子や女性に囲まれてい

た。その時彼女たちは村の爆撃について詳しく述べた。その爆撃は１０月２２日の夜１１時半の

ことで、その小さな村チョウカー・カレズ Chowkar-Karez でのことであった。彼女たちは爆撃

をされた。ナシリアの娘はその時妊娠５ヶ月であったが、何が起きているのか知ろうとして家の

戸口のところに立っていた時、体を真っ二つに切断された。他の皆と同じように、ナシリアは落

ちてくる爆弾から逃れようとして家から走り出たが、１０メートル上を飛ぶＡＣ－１３０武装ヘ

リコプターによって狙い撃ちされた。 
 彼女たちは自分たちがどのように逃げたのか私に話し、彼女たちの弾丸の傷を見せてくれた。

たった６歳のある女の子は、姉の手を握ってどのように走り出たのか静かに話してくれた。彼女

たちはどの方向へ走るべきかも分からなかった。あたりは暗く、彼女たちは砂漠の真ん中にいた。

姉が走るのを止めて座ろうと言った。彼女は自分の頭を妹の膝の上にのせた。ほとんど即座に、

彼女は血がドッと出てくるのを見た。その時その小さな女の子は姉の頭を膝から地面に降ろした

と言っていた。彼女は走り続け、翌朝まで灌漑の溝に隠れた。そして翌朝に、密集した日干し煉

瓦の質素な村の家の間に、死体や体の一部が散乱している光景に彼女は気づいた。朝になっては

じめて彼女は他の誰かが生きているのを見た。その夜、７５人の村はその住民の３分の１の人を

失った。そのうちの１９人が私の家族だった。 
 
私の家族はアル・カイダではなかった。 
私の家族はタリバンではなかった。 
私の家族は彼らを決して支持したこともなかった。 
実際、私の家族は彼らのために何年にわたって苦しんできた。 
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 ペンタゴンは私の家族の女性や女の子たちでさえ合法的な標的であると主張しているが、チョ

ウカー・カレズ Chowkar-Karez の村人たちが罪のない人々であることは明らかである。たとえ

ペンタゴンが理論的に無実の人々が米国のアフガニスタンでの戦争で殺されることがあり得たと

認めても、彼らは特定の爆撃や人命について認めることを拒否した。私の家族が死んだという事

実を認めることを絶対的に拒否することは、あの夜の悲惨さへ侮蔑を加えることになる。この報

告の発表が、アフガニスタン戦争のために死んだ罪のない人々について、一般の人々に知らせる

ことができることを私は期待している。「グローバル・エクスチェンジ」によってアフガニスタン

で調査の対象となった人々は、ナシリアや私の家族のような人々である。 
 今までに起きたすべてのことを考えると、これらの特別な家族を私たちが助ける唯一の機会は、

「アフガニスタン犠牲者基金」を設立することである。多くの家族は家を失い一文無しにされた。

これは一家の稼ぎ手が殺されたためである。そして残された家族は自分たちだけでは生きていけ

る希望がほとんどあるいは全くないのである。私が話をしたアフガニスタン人はタリバンがいな

くなって喜んでいた。そして米国に感謝さえしていた。彼らが理解できなかったことは、彼らの

友人であり同盟者である米国が何故彼らを助けてくれないのかということであった。「アフガニス

タン犠牲者基金」が設立されれば、アフガニスタン人と国際社会に、この戦争はアフガニスタン

の人々に向けられたものではなく、米国は彼らの生活を心配していることを示すことになるだろ

う。 
  
マスーダ・サルタン Masuda Sultan 
「アフガニスタン女性のための女性」プログラム・コーディネーター 
ＹＡＷＡ（青年アフガニスタン世界同盟）役員 
２００２年９月 
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序論 
 
 昨年、９．１１のテロリスト攻撃の犠牲者とその家族は世界中の人々から多くの同情と支援を

受けた。これは当然のことである。９．１１の悲劇は、想像を絶する恐怖の事件であった。その

波紋の中で、無数の特集やテレビとラジオの特別番組、写真のコレクション、映像のドキュメン

タリーは、その犠牲者と生存者の人柄や人間性を描いてきた。『ニューヨークタイムズ』の１年間

続いた「悲しみの自画像」のシリーズは、犠牲者の人柄をつかんでいるという点で、特に感動的

なものだった。 

 ９．１１の犠牲者数千人の顔や声を描写することによって、これらの企画は一人一人の人間の

命の貴さを訴え、その攻撃の恐ろしさを強調するのに役立った。これらの物語を通じて、残虐行

為の犠牲が実感を持つものとなり、世界は共感をもってこれに答えた。それぞれの人が命を失っ

たこの無類の悲劇は、敬意を払われた。 

 それとは著しく対照的に、米国主導の軍事作戦で命を失ったアフガニスタンの民間人は、米国

のメディアではほとんど注目をされることなく、ブッシュ政権によって実質的に認知されること

がなかった。まれなことではあるが、多少なりともそれについて述べられた時、それらの男女や

子どもたちはしばしば集合的に「巻き添えの被害」として語られた。それは彼らの人間性を否定

する非人間的な用語である。その用語を繰り返して使うことは、アフガニスタン人を人間の仲間

として認めることを拒否することを意味する。 

 罪のないアフガニスタンの民間人の苦しみに人間性を与える努力として、国際的な人権組織で

ある「グローバル・エクスチェンジ」は画期的なアフガニスタンへの代表団を２００２年１月に

送った。代表団のメンバーは、９．１１の犠牲者の家族で、彼らは米国の爆撃作戦で愛する人々

を失ったアフガニスタンの民間人と個人的な結びつきを作りたいと望んでいた。代表団は米国の

攻撃に強い衝撃を受けたアフガニスタン人と１０日間にわたって会い、彼らのつらい物語を世界

の人々に伝えるために、記録する手助けを行った。代表団は、すでに２３年間の戦争を経験して

きた人々に米国の爆撃が与えた惨状に、心を揺り動かされた。彼らは、米国のメディアで報道さ

れるアフガニスタンについての情報不足や、米国政府援助機関によって提供される援助の不足に、

困惑をした。代表団は、アフガニスタン人の犠牲者の苦境を公にし、米国の攻撃で殺され傷つけ

られた罪のないアフガニスタン人の事例を調査することを誓った。この報告は、その誓約を実現

するためのひとつの試みである。 

 ２００１年１０月７日、米軍はタリバン政権を政権の座から引きずり下ろすための作戦の一部

として、アフガニスタンへの空爆を開始した。１０月から１２月半ばまで、米国とその同盟国の

飛行機は２４時間体制でアフガニスタン上空を飛び、数百の場所を空爆した。タリバンの軍事拠

点が標的とされたが、空爆は時として標的を誤り、非軍事の民間人の集落や建物を襲った。多く

の場合、爆弾は標的に命中したが、それでもなお民間人に計り知れない影響を与えた。 
 たいてい米国のメディアは爆撃を無血の落ち度のない精巧な武器の使用として、爆撃作戦を描

いていた。しかし、「グローバル・エクスチェンジ」は、その独自の事実解明と外国の報道機関の

報告から、実際には民間人犠牲者が出ていることを知っていた。２００２年２月、「グローバル・

エクスチェンジ」は、９．１１の犠牲者家族（現在は正式に「平和な明日を求める９．１１遺族

の会」として組織されている。）の財政的援助で、米国の爆撃作戦の時に何人の民間人が殺された

のかをつきとめる調査を始めた。 
 その調査はこれらの大部分が認知されていないアフガニスタン人犠牲者の顔や物語を明らかに

するために行われた。それは紛争による人間の犠牲を明らかにして、米軍の作戦によって被害を

受けた人々の援助をする計画の支援を生み出すために行われた。 
 私たちの調査によれば、米国主導の爆撃作戦で２００１年１０月７日から２００２年の１月ま

でに、少なくとも８２４人のアフガニスタンの民間人が殺害された。しかし、私たちの調査を完
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全で広範囲のものにすることは不可能であった。継続する爆撃とその場所への近づきにくさのた

めに、私たちの調査官は爆撃の影響を受けた多くの州に到達できなかった。私たちが記録できる

ことは、８２４人の民間人の死亡の状況や家族に与えた悲劇的な結果の幾つかにすぎない。 
  実際に、この調査はすべての人間の苦しみの共通点を示す方法として始められた。たとえ米

国の９．１１の攻撃のように民間人に害を与える意図での行動と、米国の爆撃のような民間人の

犠牲が不幸な事故である行動の間で、重要な区別がなされなければならないとしても、どのよう

な人の死でも結果は同じである。両親、子どもたち、夫たち、妻たち、兄弟姉妹、友人たちが、

ニューヨークに住んでいようがカブールに住んでいようが、彼らは苦しみ悲しむのである。私た

ちが愛する者の死を経験する時、悲しみは国籍や言語や人種や民族を区別しない。 
 この報告の中の物語は、罪のない人々の生命を敬い、生き残った人々の苦しみを受け入れる努

力として、提供されている。彼らの物語を伝えることによって、世界が９．１１の犠牲者の家族

に差し伸べた同情と援助が、米国の爆撃作戦のアフガニスタンの民間人犠牲者にも差し伸べられ

ることを、私たちは期待している。 
 
（写真 9.11 で兄弟を失ったクリスティン・オルセン＜左側＞とマーナ・ベスケ牧師＜右側＞。

彼女たちは米軍の爆撃で８名の家族を失ったアリファ＜中央＞と交流をした。） 
 
            

 



 6

 



 7

方法論 
 

 ２００２年１月、「グローバル・エクスチェンジ」は９．１１で愛する者を失くした４人の米国

人をカブールへの代表団として組織した。彼らはアフガニスタンと米国の災難を逃れた人々の間

につながりを作り出すことを目指していた。カブールに滞在中、代表団はアフガニスタンと西側

の非政府組織（ＮＧＯ）の代表と会い、米国の爆撃作戦による罪のない犠牲者たちを助ける方法

を探った。ＮＧＯの誰もが、犠牲者の身元確認をして彼らに必要なことを見極める調査をするこ

とが必要であるということに同意をした。 
 ２００２年３月、「グローバル・エクスチェンジ」はその調査を始めるために５人のチームを集

めた。調査官は皆アフガニスタン人であった。彼らは皆以前に国連や西側の救援機関のためにア

フガニスタンで情報を集めた経験があった。犠牲者の調査は２００２年の３月から６月中旬の間

に行われた。この期間に調査官はアフガニスタンの３２の州のうち１０の州を訪れた。それらは、

カブール Kabul、ガズニ Ghazni、パクティーア Paktia、パクティカ Paktika、コホスト Khost、
バルフ Balkh、カンダハル Kandahar、クンドゥズ Kundduz、ナンガルハル  Nangarhar、 へ
ラート Herat である。調査チームは、死者と負傷者の記録をする時、死傷者を確かめるためいつ

も二次的資料の確認をしながら、細心の注意を払った。調査官はいづれもタリバンの支配に反対

をしてきた人たちであったので、殺害されたタリバンと民間人の区別を注意深く行った。ペアや

もう少し大きなグループで旅をしながら調査官たちは、個人、家族、政府の役人、地方の政治指

導者、宗教指導者、国際救援機関の労働者、病院職員、尊敬を集める地域指導者にインタビュー

をした。調査官たちの中心的な目標は、米国の爆撃に襲われた場所をつきとめ確認し、アフガニ

スタンにおける以前の紛争で起きた破壊と区別をすることであった。 
 可能な時はいつでも、調査官たちは生き残った人々と話をした時に請求書式を完成させた。そ

の書式には殺害された家族の名前と年齢、生き残った者が受けた傷、そして破壊された財産が記

録された。その書式にはまた、ＮＧＯの救援機関と米国政府がその家族のいる場所をつきとめ援

助できるようにするため、その家族の居場所が記録された。それらの書式はカブールの米国大使

館、国連世界食料計画、イスラム救援保護 Islamic Relief and Care にすべて提出された。 
 たいていの場合、爆撃された場所や生き残った人々の写真が撮られた。 
 
（左の写真 ジュラルディン Jalaludin は、ナンガルハル Nangarha のパチア・アグハム Pachir 
Agham 地区の家に爆弾が落ちた時負傷した。彼の妻と娘を含む家族１２名が爆撃によって死亡

した。） 
（右の写真 パクティーア Paktia 州のニアジ Niazi 村を米軍が爆撃した時、ハジ・アクフタル・

グル Haji Akhtar Gul の家で８名の人が死亡した。） 
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例外 
 

 ふたつの州では調査官の標準的な方法からかなりの逸脱があった。へラートでは、調査チーム

は家族たちと直接話をすることができず、その地方の地雷除去のＮＧＯである「地雷の行動と再

建機構」ＯＭＡＲから死者と負傷者のリストを得た。 
 カンダハルは、私たちの調査によれば米軍の作戦で最も民間人に多くの被害を受けている州で

あるが、調査官がすべての個人の長々とした申し立てをたどるには、３週間の滞在期間では十分

でないと判断した。その代わりに調査官はそのエネルギーを死亡者の名前を集めることに集中さ

せた。他の州のような標準的な手続きを調査官は採用することができなかったが、調査官は肉親

を失ったことに苦しんでいたカンダハルの家族の居場所を特定することが可能であり、人道的な

援助を彼らは受けられるだろう。 
 

課題 
 

 これまでに述べたように、調査官はアフガニスタンの州のうち１０州だけ調査をしただけであ

った。米国に爆撃されたすべての州や地域を彼らが訪れることができるかどうかは、地域的な安

全性あるいは危険度によって大きく左右された。ある地域においては、特にタリバンがまだ活動

している所では、調査官がすべての村に入ることが安全でないと感じた。たとえば、調査チーム

はウルズガン Uruzugan 州を全く回れなかった。この州は最もひどい幾つかの爆撃を受けた所だ

が、遠くはなれ危険な場所であったからだ。ナンガルハル州では、調査チームは強い敵意と出会

うことになった。調査官のアフマド・ハシミ Ahmad Hashimi が ナンガルハル州のクラム Kuram
村に入った時、何人かの村人は彼が乗っていた車を襲いそのタイヤをパンクさせてしまった。彼

らはアフガニスタン政府と米国政府に怒りをあらわにしていた。両政府とも彼らに再建の援助を

与えていなかったからだ。 
 調査の主な目的は、ただ単に統計を集めることよりむしろ、今必要とされていることを査定し

たり生き残った人々のプロフィールを描き出すことであった。したがって、何人かの死者や負傷

者は、調査官や彼らが働いていた地域社会のメンバーによって知られていたが、調査チームによ

って記録されなかった。これは生き残っている家族がいないか、爆撃の事件を述べ確かめるため

にその所在を確認できる家族がいなかったからである。したがって、定められたどの村や州でも

死者と負傷者を私たちが数えた数は、控え目なものとなっている。 
 時と距離が別の問題をもたらした。交通や通信の設備はアフガニスタンでは実質的には存在し

ない。調査官は概して爆撃の影響を受けた地域へ車で行くか歩いて行くかして、ほとんど１日を

費やさねばならないことになる。 
 人々の移動は、爆撃の記録をする調査チームの努力に別の大きな厄介な問題を引き起こした。

これは特にナンガルハルとカンダハルで言えることだった。ここでは非常に多くの人々が米軍の

爆撃作戦が始まった後にパキスタンへ逃れたからだ。もっと包括的な研究のためには、所定の地

域を少なくとも３回、３ヶ月の間隔を置いて調査する必要があるとチームは述べている。これだ

けの期間があれば、村を逃げ出した村人が戻って来るのに十分な時間を保障するからだ。また調

査チームは、難民の話を記録するために、パキスタンの難民キャンプは訪れなかった。 
 調査チームは、遊牧民のクチ Kuchi 族への米軍の爆撃の影響を判断するのは実質的に不可能で

あることに気づいた。チームはカンダハルのマイワンド Maiwand 地区で少なくとも２２名のク

チ族が死亡したという報告を記録したが、その地域の誰も彼らの名前を知らなかった。クチ族は

絶えず動き回るので、ほとんどの村の社会的なネットワークの外にいた。その結果として、これ

らの人々への爆撃の完全な本当の影響を確かめることはきわめて困難である。 
 最後にまた調査チームは、殺害された女性の名前と正確な数を知るのにいくつかの困難を経験
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した。特により保守的な州や村では、男性の隣人が隣に何人の女性が住んでいて彼女たちの名前

が何なのか正確に知らないということが、珍しいことではなかったのである。また伝統的な習慣

は、生き残りの女性と話したり写真を撮ったりすることを一層困難にしていた。 
 
方法論に関する結論：控え目な調査 
 
 これらすべての課題の累積した影響によって、「グローバル・エクスチェンジ」の民間人犠牲

者の調査は米軍爆撃の犠牲者としては控え目な数となった。 
 私たちの調査官によって確認された８２４名の死者は、すべての民間人の犠牲者のほんの一部

にすぎない。民間人死亡者の合計数はもっと高いことは確実だ。この調査は２００２年１月より

後の爆撃は含まれていない。これ以後も爆撃はまだ続いており、国際的な報道機関でも広く報道

されているように、民間人の犠牲者も増え続けている。その１つの例としては、２００２年７月

１日にウルガン Urugan での結婚パーティへの爆撃がある。この爆撃では５０名が殺害され１０

０名が負傷したと見積もられている。 
 私たちの調査の過程で、「グローバル・エクスチェンジ」と「平和な明日を求める会」は米国政

府に対し犠牲者と生き残った人々に必要なことを見積もる独自の調査をするよう強く要請してい

る。そのような米国政府の調査は、米国の爆撃の影響の完全な状況を把握し、軍事作戦の罪のな

い民間人犠牲者への支援を得るために、絶対に必要なことである。 
 
（左下の地図 調査された州）  
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犠牲者のプロフィール 
 
事例１ 
犠牲者：フレシュタ・シャガッド Freshta Shagad ９歳の少女、アリ・シャガッド Ali Shagad
１歳の赤ん坊、カブール Kabul 
生存者：ロイリャ Roilya２９歳の母親、サヒブ Sahib 父親、サギア Sahgia３歳の少女、ハサイ

ン Hasain１１歳の少年、アリ Ali 幼児 
            
 ペルシャ語でフレシュタは「素晴らしい人」という意味である。わずか９歳でありながら彼女

はその名前の通りに振舞っていた。友人も家族も彼女は決して悲しまない子だと言っている。フ

レシュタはいつも笑って微笑んでいた。特に父親が市場から果物を彼女に買ってくる余裕があっ

た時には。彼女を知っている人は皆、フレシュタは快活でおしゃべりで愛すべき性格だった。彼

女がカブールのベンバルーBemaroo の郊外の子どもたちにとても人気があったことは、当然であ

った。フレシュタは女友達と一緒にいる時は自分が大人だと想像して毎日を過ごしていた。彼女

はいつか学校に行ける機会ができることを夜毎夢見ていた。友人と遊んでいる時は、フレシュタ

は自分が学校の先生であるふりをした。 
 フレシュタは町内の小さな子どもの面倒をみることでしばしばとても忙しかったけれども、彼

女の両親は家の手伝いを決して頼む必要はなかった。１１歳になる彼女の兄ハサインは、彼女の

ことを自分や妹にとっての第二の母親だと考えていた。母親が洗濯をしようとしている時に赤ん

坊の弟アリが泣いた時、フレシュタはいかに熱心に何回もお手伝いをしたのか、兄はよく覚えて

いる。彼は次のように詳しく述べた。「フレシュタは急に立ち上がって赤ん坊を外に連れ出し、よ

くあやしたものでした。彼女は親切にも母親に必要な休息時間を作りました。フレシュタはいつ

もそんなことをしていました。彼女はよく言ったものです。“お母さん、座っていてね。仕事をす

るのはやめてね。私がするから。”その後で彼女は家の周囲で踊ったものです。彼女はいつもニコ

ニコしていました。」 
 米軍の誤った爆撃が彼らの家を襲った時、フレシュタと弟の赤ん坊アリは粉々にされました。

その時他の二人の子どもは母親のロイリャと眠っていました。顔面に３インチのひどい傷跡のあ

るロイリャは子どものことを話そうとする時、謝ります。「頭がひどく痛むのです。私の子どもの

素晴らしい話をできたらと思うのですが、できません。ひどく痛むのです。」 
 子どもたちの父親サヒブ氏は誇らしげに思い出します。「アリはかわいい子だった。」父親がア

リを外に連れ出すといつも人は言ったものでした。「この子はかわいすぎるから、市場に連れてっ

てはだめだよ。」そして「この大事な子は家の中に大切にとっておきなさい。」父親は照れくさが

って言いました。「アリについてこれ以上言うことはありません。彼はたった生後１２ヶ月だった

のです。だから私たちは彼のことはよく分かりません。彼はほんのたまにしか泣かなかったこと

は言えることです。そして彼は“ババ”“ママ”と言えました。その声で家族みんながとても幸せ

になりました。」 
 この家族では、ロイリャがほとんど話をした。しかし彼女の夫はいたわってその話を聞き、子

どもたちの死の出来事を詳しく述べることは彼女に精神的苦痛を引き起こしてしまうのではない

かと心配していた。「彼女は頭痛がするのです。」と彼は説明をした。彼女が失ったものはあまり

にも大きかったが、ロイリャは他の子どもたちの面倒もみなければならないので、自分自身がも

っと気分がよくなるようにしなければならないと説明していた。子どもたちの兄弟を失くした苦

しみも和らげてやらねばならないと彼女は付け加えた。そして彼女はまた新しい赤ん坊の世話で

忙しい。２００２年４月にロイリャその赤ん坊を産み、アリと名づけた。「この赤ちゃんはそれに

ちなんで名づけられた兄のことを本当に愛するでしょう。」 
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（フレシュタ）               （母親のロイリャと新生児アリ） 
 

             
 
事例２ 
犠牲者：シディカ・ガラフマッド Siddiqa Gulahmad１８歳の少女、カブール Kabul。
写真なし。 
 
 シディカ・ガラフマッドはわずか１８歳だったが、カブールの一番よい絨毯の織工としてすで

に自らを際立たせていた。彼女の継母は娘が「多くの人々が今まで見た中で最も美しい絨毯」の

幾つかを作っていたことを誇りにしていた。しかしシディカは多くの他の元気のよい若い女性の

ように、違った将来に憧れていた。彼女が何よりも夢見ていたことは、高貴な男性と結婚するこ

とであった。 
 姉のルビアと一緒にシディカは結婚したいタイプの男性についてよく話をしたものだった。ル

ビアはいい車でドライブに出かけ、彼女の横には魅力的な男性がいることを夢みていた。しかし

シディカは姉と論争をして主張していた。「もしその男性がいい人なら、お金やそういった物は重

要なことではないわ。」 
 実際多くの男性が現れて彼女と結婚することの許可を彼女の家族に求めた。しかし父親のガラ

フマッド氏は、彼の娘の夫にふさわしいと思う男性をまだ見つけられずにいた。 
 シディカは結婚する機会がなかった。彼女の若い命は昨年１０月の早朝に絶たれた。この時迷

い込んだ爆弾が彼女の家に直撃し、ガラフマッド家の８人の命を奪ったのである。 
 シディカの死は家族に悲しく感情的な打撃を与え、また経済的にも壊滅的な影響を与えた。シ

ディカは１５歳の時から絨毯を売り始め、彼女の仕事はまた家計の大部分を賄っていたのである。 
 シディカの妹たちは、その１０月の日以来家を離れているが、シディカがいないことをひどく

寂しく思っている。彼女たちはシディカが茶目っ気たっぷりのチームのリーダーであったことを

思い出している。「シディカが生きていれば、私たちは遊べるのに。」と彼女たちは嘆いている。

シディカの継母のアリファは、毎日子どもたちはそんなことばかり言っていると述べた。子ども

たちはテープをかけるが、もはや踊らない。なぜならリードを取ってくれるシディカがもはやい

ないからだ。 
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事例３ 
生存者：アミナ Amina、８歳の少女、クンドゥズ Kunduz 州  カナバッド Khanabad 村。 
 
 小さなカナバッド村に爆弾が襲いかかったのは、ラマダンの２日目である１１月１７日の朝の

ことであった。アミナは台所にいて、断食［ラマダン］をしていない子どもたちにお茶と食事を

用意していた。突然、建物全体が彼女の周りに崩れ落ちてきた。彼女は何本かの壊れていない梁

の下にうずくまっている自分に気づいた。部屋は全体が暗く瓦礫でいっぱいだった。彼女は瓦礫

の隙間から出ていた光に向かって進み、破壊された台所から外にどうにか這い出た。そして今ま

で数ヤード先に建っていた彼女の家が完全に廃墟と化していることに気づいた。 
 アミナは急いでおじさんの家に助けを求めに走って行った。おじさんそして一緒についてきた

隣人たちは、その現場の恐ろしさをほとんど理解できなかった。庭のあちこちにバラバラの死体

の体の一部が散乱していた。アミナの父親ジャマ・カーンが瓦礫の下から生きて発見された唯一

の人物だった。彼はふたつの梁の下になって動けなかった。隣人たちは彼を掘り出した。さらに

深く掘ると、彼らは彼の妻ビビ・ガル、アミナ以外の７人の子どもたち、彼の母親、そして彼の

弟とその妻と彼らの５人の子どもを発見した。一瞬のうちに全部で１６人の家族が死亡した。こ

れで家族はアミナとカーンさんだけとなってしまった。誰が誰の面倒をみるのかが問題である。

父親は感情的にも物理的にもひどい病気にかかっていて、しばしば夜も眠れないとアミナは言う。

アミナもまた頭痛と腹痛の苦しみを訴え、いつも母親のことを考えている。タリバン軍をクンド

ゥズ州の彼らの最後の拠点まで追跡する戦闘で、彼らの家は米軍機によって攻撃された。しかし

カーンさんはタリバン軍は２日前にすでに逃げてしまっていたと報告している。米国人について

どう思うか聞かれると、アミナの顔は曇り何も話さなかった。謙虚な靴屋の父親は言った。「彼ら

は私たちの家を爆撃し子どもたちを殺した。米国人は私たちを援助すべきだ。」 
                   （アミナ） 

 
事例４ 
生存者：エサヌラ Esanullah、９歳の少年、カブール郊外カーガ Qargha 地区。 
 
 ラマダンの１０日前、９歳のエサヌラは張り切って学校に向かって走っていた。彼はテストの
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点をもらえることになっていたので、その特別な日に興奮していた。エサヌラはたいへん賢い子

どもで、自分の年齢より３段階テストが上のレベルに達していた。学校へ行く途中で、彼のいと

このひとりが地面のビスケットの光り輝く包みのように見えるものを拾うために一瞬立ち止まっ

た。彼がその包みを拾った時、煙が出始めた。慌てふためいて、いとこはその包みを空中に投げ

た。その小さな危険な包みは米軍のクラスター爆弾で、爆発をしてエサヌラは怪我をした。彼の

左足はずたずたにされた肉片にかろうじてぶら下がっていた。彼が病院に運ばれた時、医者はそ

の少年の父親に「エサヌラの足と腕の怪我はとてもひどいので手足の３本を失うかもしれない」

と言った。しかし父親は彼の息子は手術をしなければ死ぬ可能性があると言われたけれども、息

子の手足を切断することに同意しようとしなかった。カブールの病院にいたドイツのＮＧＯの医

者たちは、この父親の苦痛の叫びを聞いた。彼らはエサヌラが診療を受けるためにドイツに行け

るよう手配することができた。 
 エサヌラはドイツで３ヶ月過ごした。そこで医者たちは彼の腕と足を救うことができた。彼ら

は彼の体をもとのように接合することができたが、肉体的精神的な傷が残っていてまだそれを治

療しなくてはならない。エサヌラは歩行に困難があり、いつも痛みがある。彼の怪我は定期的な

包帯の取替えと薬物治療が必要であるが、彼の家族はそのお金を払う余裕がない。エサヌラの事

故の結果、父親は自分の仕事が続けられなくなった。彼は金貸しと両替の仕事をしていたが、息

子の医療費にすべてのお金を使ってしまったので、彼自身がお金を借りねばならなくなった。エ

サヌラはもう遊べない。彼は外へ行くことを怖がり、何かに触ることを怖がっている。彼は嘆願

している。「僕にこのことが起きる前の生活を返してほしい。アメリカはいつ僕の生活を返してく

れるのですか。」 
                   （エサヌラ） 

 
 
事例５ 
生存者：ムラー・ハミッド Mullah Hamid、４５歳の父親、ナオワバッド Naowabad 村、チュ

グヘイ・カナバッド Chughey Khanabad 地区、 クンドゥズ Kunduz 州。写真なし。 
 
 ムラー・ハミッドは４５歳の町の労働者だった。彼は最近バダクシャン Badakhshan からナオ

ワバッド村に家族と一緒に移住してきた。彼の家族は極端に貧しく、泥と粘土で一時しのぎの家

を山の斜面に建てたとハミッドさんは言っている。 
 ラマダンの３日目（２００１年の１１月１８日）に彼の粗末な家は墓場と化した。米軍爆撃機

が山の側面を攻撃し始めた。丘の側面全体が彼の家の上に崩れ落ちてきた。数人の隣人が必死に

土石流の瓦礫からその家族を救おうとしたが、それは不可能であった。 
 ハミッドさんの妻キムヤ（３０歳）、彼の３人の娘のショグーファ（１３歳）、フェロザ（３歳）、

パーウィーナ（１歳）、彼の息子アブダル（１２歳）。この家族全員がその夜死亡した。ハミッド

さんの隣人６人も怪我をした。村の宗教指導者は、その場所の周りに壁を建て墓の役目を果たす

ように真ん中に旗を立てるように命じた。というのは死体が発見できなかったからだ。 
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 まだ残っている家の唯一の部分は、現在ハミッドさんが彼のロバとわずかな残った所持品とと

もに生活している小さな部屋だけだ。ハミッドさんは隣人の施し物で生きている。彼は今もなお、

あの攻撃の夜の子どもたちの叫び声の記憶に取り付かれている。「子どもたちの声が聞こえたが、

彼らを救うために彼らの所まで行けなかった。」と彼は語っている。 
 
（写真 クンドゥズ州の住宅、米軍がカナワバッド地区の村を爆撃した時、モハマッド・イスマ

エルは彼の家と妻と２歳の娘を含む７人の家族を失った。） 

 
事例６ 
生存者：ジャナット Janat 、カラヤ Qalaye ニアジ Niazi 、パキタ Pakita 州。写真なし。 
 
 ２００１年１２月２８日、小さな子どもたちから祖父母までのジャナットの親類のすべてが、

彼の兄の結婚パーティの楽しいお祝いに参加をしていた。「兄の結婚式は素晴らしいと僕は言うこ

とができる。」とジャナットは誇りを持って言っている。その祝いの行事は次の日の早朝まで続い

た。そしてその時突然喜びは恐怖に変わった。 
 ３機の米軍爆撃機がジャナットの村を攻撃し始めた。人々は東西あらゆる方向へ走って逃げた。

爆撃機は彼らを追いかけていたようだ。ジャナットの家族が慌てて愛する者たちを探していた時、

爆撃機は彼らに発砲し、その場で彼らを殺害した。その夜に何人の人々が死んだのか今なお明ら

かではない。その推定数は、国連による５２名から近くのガルデーズの病院職員による１０７名

の幅がある。ジャナットは生き残った。というのは、彼は花嫁の衣類を買うためにコーストに使

い走りをしてそこを離れていたからだ。爆撃された時、彼は村にいなかったのである。彼は想像

を絶する大虐殺の現場に戻って来た。 
 そのすべての場所は虫と蠅でいっぱいで、至る所で血と垂れ下がった肉片でいっぱいだったと

ジャナットは言う。「僕にはいったい何人の僕の家族が死んだのか今もって分からない。」と彼は

言う。ジャナットは１週間以上死体を捜したが、墓の中の死体のほとんどは身元の確認ができな

かった。その死体はあまりにも破損がひどかったからだ。ジャナットは自分の家族や親戚の何人

かは単に逃げていなくなっただけだと期待している。彼は５４人の行方不明者の名前をあげるこ

とができる。 
 声を震わせてジャナットは言う。「もし僕があなたをそこに連れて行ったら、これが村だったと

あなたは信じられないでしょう。何も誰も残っていないので、それがかつて村だったとあなたは

思わないでしょう。彼らは皆殉教者として殺されたのです。ここにかつて美しい新郎新婦がいた

とあなたは言えないでしょう。そんな日などあったはずがないとあなたは思うでしょう。」 
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事例７ 
生存者：マハ・ハシム Mah Hashim、モジカル Mozhkhal 村、パクティカ Paktika 州。 
 ハシムさんは昨年１２月、心配がいっぱいあった。彼の小さな娘がひどい病気で苦しんでいた

ので、治療を探すため村を出て州の中心部まで行った。彼は娘が２日間病院にいる間に、親戚の

家に滞在した。３日目になって米国人が彼の村を爆撃したという恐ろしいニュースを彼は聞いた。

彼は即座に家に向かった。 
 村に帰る途中、ハシムさんはその爆撃の形跡を見た。完全に破壊された車を見たことを彼は思

い出した。すぐ後にそれは自分の車であることに気がついた。ハシムさんが家に着いた時、村人

は彼にお悔やみの言葉を述べた。彼の家は完全に破壊されて、中にあったすべての物は無くなっ

た。ハシムさんは誰か殺されたか尋ねた。みんな大丈夫で、財政上の損出だけを彼が受けたと人々

は伝えた。 
 しかしその時ハシムさんの５歳の息子が叫び始めた。彼の声は村人の声を制して響き、父親に

彼の別の息子ガマ・クハンが死んだと伝えた。ハシムさんはその衝撃を思い出す。「私は気分が悪

くなった。私は大声をあげて、息子を失った苦痛のため卒倒してしまった。」彼の隣人たちはガマ・

クハンの墓を準備し、ハシムさんは彼の息子を埋葬した。 
 その悲しみによって生じた家族が感じるストレスは、多くのものを失った経済的困難によって

さらに悪化させられているとハシムさんは言う。彼らは家族を養うために息子の収入に大きく依

存していた。息子はタクシーとして家の車を運転していた。爆撃は彼の命を奪っただけでなく、

車と３つの部屋と２４頭の雌牛と羊を破壊した。ハシムさんは苦悩を隠すことができない。彼は

何故自分の家族が標的にされたのか知りたいと切々と訴える。「私には疑問がある。私の家族は善

良な人間ばかりだ。私たちはいかなる罪もない。私たちの罪は何なのかと私は神に問う。何故こ

んなことが起きたのか。」       （ハシム） 

 
事例８ 
生存者：ハジ・ラル・グル Haji Lal Gul、パクティーアーPktia 州。写真なし。 
 
 ２００１年１２月２０日、ハジ・ラル・グルと彼の１１歳の息子は、コースト Khost 州ガルデ

ーズ Gardez の町に部族の長老たちの評議会といっしょに車で行くところだった。彼らはカブー

ルに向かうことになっていた。カブールでアフガニスタンの新しい大統領ハミッド・カルザイに

祝辞を述べ彼の就任式に出席する予定だった。しかしその車の一団のほとんどはカブールにたど

り着けなかった。 
 その車の一団は米軍の攻撃の的になった。ペンタゴンはアル・カイダの指導部が乗り物で移動

しているとの報告を受けたと言っているが、その主張は地元の人や外国の報道機関によって大き
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な異議を唱えられている。その一団は新しいカルザイ政権を支持する非武装の村人や部族の長老

ばかりだったとグルさんは述べている。 
 グルさんはその破壊は凄まじいものだったと述べている。ほとんどの車はカリカリに焼けてし

まった。その現場から走って近くの村に逃げた人たちは武装ヘリコプターに追いかけられた。グ

ルさんはこの攻撃で息子を失くし、彼自身も足に大怪我をした。彼はその日以来「私はとても多

くの心配事があり自分自身を病気にしてしまっている。」と言っている。 
 グルさんは息子のことを思い次のように言っている。「息子はたった１１歳だったが、その１１

年間彼はとても賢かった。彼は私にいつも尋ねていた。“どうして僕たちはカブールに住まない

の？”」彼は大型飛行機のパイロットにゆくゆくはなるために必要としていた教育を受ける場所が

村にはないと感じていた。彼はカブールで英語を勉強したがっていた。このようにして彼は自分

を遠くの土地に運んでくれる技術を与えてくれるテキストを読む事ができただろう。彼は大きく

なるまで待てず、カブールに引越ししたかった。 
 不幸にしてハジ・ラル・グルの息子は憧れていた町を見ることはないだろう。皮肉にも飛行機

を飛ばすことを夢見ていた少年はパイロットの手で命を絶たれたということが、父親の脳裏に刻

み込まれている。 
 
事例９ 
生存者：アネファ Anefa、２５歳、カブール Kabul。 

 
２５歳のアネファは３年間ずっと未亡人であった。彼女の夫は北部同盟の兵士であったが、タ

リバンとの戦闘で殺害された。彼の死後、彼女は自分と息子を養う手段がなかった。彼女は母、

弟、義理の妹、５人の甥と姪といっしょに引っ越してきて、兄の収入に頼ることになった。 
 ２００１年１０月のある早朝に、悲劇が再びこの若い未亡人を襲った。誤った米軍の爆弾がそ

の標的をはずしてアネファの家に命中し、即座に彼女の弟と彼らの子どもたち全員と隣人を殺害

した。その家と家族のすべての財産が瓦礫と化した。アネファと彼女の息子だけが生き残った。 
 アネファは爆撃で怪我をして、片目の視力を失った。彼女のその目は濁っていて痛みがある。

彼女の顔の切り傷はその跡が残っている。私たちがアネファに１月に会った時には、彼女は近く

の義理の父親の家の小さな部屋に引っ越して来ていた。厳格な北部同盟の指揮官であるその父親

は、私たち一行の男性たちに義理の娘に会うことを許さなかった。 
 後になって私たちはその父親はアネファの身体に虐待を加えていることを知ったが、彼女には

そこに留まること以外の選択肢がないと思っている。彼女には収入がなく、もっとも親密な家族

がみんな死んでしまったので、今は頼れる所がどこにもない。アネファが言うべき言葉に喘いで

いる時、彼女の６歳になる息子をしっかりと自分に引き寄せていた。その子はこぎれいな服装を

しているが、彼のぎょっとするような顔立ちは彼と母親の人生の悲劇的な経験を示している。 
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事例 10 
生存者：アジゾラハ Azizolah、２０歳、カブール Kabul。 
 
 アジゾラハは健康な２０歳の青年で、塗装業者として父親といっしょに働いていた。両親と妹

といっしょに生活しながら、彼は結婚して自分自身の家庭を持つためにお金を貯めようとしてい

た。しかしその夢は昨年の秋のある朝打ち砕かれた。 
 アジゾラハは朝の３時半に目を覚まし、風呂に入るために庭を歩いていた。寝室に戻る時、彼

は大きな音を聞き目がくらむような光を見て、突然足を鋭く突かれた気がした。 
 カブール空港を標的としていた米軍の爆弾が、１キロ離れた彼の家族の家に当たったのだった。

爆弾の破片が彼の足を貫き、耐え難い痛みを彼に与えた。 
 きちんとした診療がなされなかったために、彼の足は病原菌が感染し、ひざの上から切断しな

ければならなかった。アジゾラハの父親アイオトラと彼の妻は多くの援助機関を訪れ、車椅子か

義足をさがしたが、木製の義足を見つけられただけだった。アジゾラハはしばらくその義足を使

ってみたが、使うととても痛いと言った。今のところ彼は松葉杖であちこち移動しているが、こ

れもまだ大きな痛みを彼に与えている。 
 アジゾラハは自分自身をもちろん幸運だったと考えている。もし夜中に起きていなかったなら

ば、彼は死んでいただろう。何人かの彼の隣人はその爆撃で死んだ。しかしアジゾラハは彼と彼

の家族の将来が危うくされていると感じている。 
 怪我のためにアジゾラハは家の塗装業の仕事ができなくなった。彼らの家庭の大きな損害と合

わせてアジゾラハの収入がなくなったことは、家族に財政的な重荷をもたらしている。家を再建

するために彼の家族は友人や親類からお金を借り、今借金で火の車の状態である。アジゾラハの

２３歳の姉は、タリバン政権が倒れた後学校へ戻ることを楽しみにしていたが、今はその夢を先

送りにして仕事を探さねばならない。そして家庭を持つというアジゾラハの夢は頓挫してしまい、

自分自身を扶養する手段もない。 
 アジゾラハは松葉杖で地面を突き刺しながら言う。「これから僕はどうすればいいのか。どうや

って僕は働けるのか。どうやって僕は結婚できるのか。」 

          
（事例１０ アジゾラハ）               （事例１１） 
事例１１ 
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生存者：アブドゥル・ラシッド Abudul Rashid、９歳の少年。父親のムハマッド Muhammad、
４５歳。クンドゥズ Kunduz。 
 

クンドゥズの近くの小さな村の９歳の少年アブドゥル・ラシッドは、昨年秋のある日、家畜に

エサをやりに行った時、空に飛行機がいたことだけ覚えている。突然彼の目は傷つけられ、目が

見えなくなった。米軍の爆発物の金属片によって彼は盲目にされた。４５歳の父親のムハマッド

もその事故で怪我をした。 
 数ヶ月の後に貧しい農夫であるムハマッドさんは息子と自分の怪我に苦しみ続けた。ムハマッ

ドさんの足は傷つけられ、彼はもはや以前のように畑で働くことができない。彼は松葉杖をつい

てあちこちをびっこを引いて歩く。彼の息子のラシッドは車や電灯からの明るい光がほんの少し

見えるだけである。アブドゥルを外国で治療すれば望みがあるかもしれないが、アフガニスタン

ではほとんどできることはないと、医者は彼の父親に述べた。 
 
（前ページの事例１１の写真 「グローバル・エクスチェンジ」によって組織された米軍の爆撃

の犠牲者の集まりに出席するアブドゥル・ラシッドと父親のムハマッド。） 
 
事例１２ 
生存者：モハマッド Muhammad、４０歳の父親、クハジ・カリズ Qhazi Kariz、ダマン Daman
地区、カンダハル Kandahar 州。写真なし。 
 
 モハマッドの人生は、昨年のラマダンの１２日目（１１月２８日）に永久に変わってしまった。

午前１時半、彼の家族は雷のような音で目が覚めた。爆弾が雨のように彼らの家に降り注いだ。

爆弾が当たった時、彼の子どもたちは飛び起きて母親の所に走って行ったのを彼は覚えている。

彼らの６歳の娘パルワシャは母親の膝に飛び込んだ。その瞬間に、彼らの家は炎上した。 
 モハマッドさんの子どもたちはすべてその夜に死んだ。すなわち４人の息子、ノア・アリ（１

６歳）、サラム（１２歳）、ジャーナーン（１０歳）、モハマッド・タヒル（８歳）そして一人娘の

パルワシャである。彼の妻はひどい怪我をして病院に運ばれた。彼女は子どもたちの辿った運命

も知らず、病院で２ヶ月を過ごした。モハマッドは妻に凶報を知らせることが耐えられなかった。

妻が回復するまで安全のために子どもたちをカブールに行かせたと、彼は妻に伝えた。 
 モハマッドさんの妻がついに病院から退院した時、彼女の隣人たちは子どもたちを失ったこと

にお悔やみを述べにやって来た。その時彼女はその事実を知った。その瞬間から彼の妻はすべて

の社会生活から身を引いたとモハマッドさんは説明している。彼女は食事もせず話もしなくなっ

たと彼は言う。彼女は家を決して出ることはなく、完全にトラウマの状態にある。モハマッドが

この話を調査チームに伝えることは、たいへん困難なことだった。彼は詳しく思い出したくなか

ったからだ。 
 

事例１３ 
生存者：アリファ Arifah、グル・アハマッド Gul Ahmad の３５歳の未亡人。ベマルーMemaroo
村、カブール Kabul 州。 
 
 アリファの夫グル・アハマッドは絨毯の織工で、家族みんなが彼の仕事を手伝っていた。グル・

アハマッドはアリファとの間に７人の子どもたち、第一夫人との間に５人の子どもたちがいて、

彼らはいっしょにカブールのベマルー村に住んでいた。昨年１０月、米軍の爆撃作戦が始まった

時、近くのタリバン軍の駐屯地を襲う爆弾の音をアリファの子どもたちはあまりにも怖がったの
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で、アリファは夫に安全のために子どもたちを別の村へ連れ出すよう泣きついた。次の朝早く彼

らは出発をし、彼らを無事送り届けてから、グル・アハマッドとアリファの一番上の息子は仕事

に気を配るために午後家に戻った。 
 そのわずか１日後、隣人がアリファに米軍が彼女の家のある地域を爆撃したと警告した。彼は

彼女に誰も生き残っていないと伝えた。 
 アリファは大急ぎで様子を見るためにひとりで家に向かった。彼女がベマルー村に到着した時、

彼女はまっすぐにその地方のモスク［イスラム教寺院］へ行った。というのはそこに身元確認と

埋葬のために死体が集められていたからだった。死体を見たら即座に彼女は気絶した。彼女は意

識を回復したら、長男の死体だと分かったので再び気絶してしまった。彼女の夫、彼女の息子、

彼女の夫の第一夫人そして子どもたちが皆死んでいた。家族の８人が死んだのである。 
 面倒をみてやらねばならない５人の子どもを抱えて家をなくしてしまったアリファには、その

地域には頼れる親類がいなかった。援助を必死に求めて、彼女は隣人の助けを借りて米国政府に

英語の手紙を書いた。その中で彼女は米国政府に状況を説明し援助を求めた。彼女は米国大使館

にその手紙を届けるために行ったが、門の所で追い払われてしまった。警備員は彼女を叱り付け、

彼女を乞食と呼んで、彼女の手紙の受け取りを拒否した。アリファの隣人は彼らの家の一室を与

えることに同意してくたが、数週間後にその家の持ち主がパキスタンから戻って来て、彼女たち

を追い出してしまった。別の隣人は極端に貧しい生活をしていたが、家の一室を彼女に与えるこ

とを同意してくれた。彼らは家具もなく食べ物もほとんどなかった。アリファは働くために家を

空けることができない。というのは子どもたちを面倒みてくれる人が誰もいないからだ。アリフ

ァは家族のためにわずかばかりの収入を生み出すために、新たに提供されたミシンでちょっとし

た縫い物をしていた。この報告を書いている時点で、その所有者がイランから戻って来るのでア

リファはその部屋を立ち退くよう言われたばかりであった。アリファは毎日のその日暮らしの苦

境と不安定さでひどく取り乱している。彼女はどこでどのように彼女は自分と子どもたちのため

の永続的な家を見つけ借りられるのか思い悩んでいる。 
 しかしアリファには解決策がある。彼女は米国に行って彼女の話をしたがっている。米国人と

米国政府が彼女の話を聞いて理解してくれれば、彼女や彼女のような米軍の爆撃の他の犠牲者を

助けてくれるだろうと彼女は確信している。しかしこれを書いている時点では、彼女のビザは米

国大使館によって拒否されていた。面倒をみなければならない１４歳以下の子どもが少なくとも

４人もアフガニスタンに残っているにもかかわらず、彼女がアフガニスタンに戻る「証拠が不十

分」だと大使館は述べた。 
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事例１４ 
生存者：サベラ Sabera、９歳の少女、カブール Kabul。写真なし。 
 
 わずか９歳でサベラは戦争の悲惨さを嫌と言うほど知っている。彼女は生まれたすぐ後に、敵

対するムジャヒディンの一派が父親を殺害した。彼女の父親は９０年代の始めにカブールの多く

を破壊した軍閥の長の間で戦われた激戦で捕虜となった。しかし２００２年の１０月２０日に彼

女の母親と祖母と３人の兄弟の命を奪ったのは米国人であった。米軍飛行機が彼女の家を吹き飛

ばした時、彼女は兄と外出していた。 
 サベラに残された唯一の家族は、２６歳の兄アブドゥルと１１歳の兄だけだ。アブドゥルは彼

女の面倒をみるため出来る限りの最善を今尽くしているが、彼女は泣いてばかりいて母親がいな

いためとても寂しく思っていると彼は言っている。サベラに慰めを与えている唯一のことは、カ

ブールのポリカンブラ地区の学校に入学したことだと彼は言う。彼女が何よりも望んでいること

は先生か医者になることだ。アブドゥルは彼女をなんとかして学校に通わせ続けることができる

ことを望んでいる。彼女を学校に行かせてやることはいくらか困難があると彼は言う。というの

は、そうすることでアブドゥルは他の家事ができなくなったり、家族をちゃんと養うために仕事

を見つけることが難しくなるからだ。サベラは兄たちへの愛情を表現し、彼らの犠牲を認めてい

るが、学校に通い続けることを望んでいる。アブドゥルはサベラが勉強をすることにワクワクす

る気持ちは分かるが、爆弾が彼らの家に落ちた日以来の家もなく隣人や友人に頼った不安定な生

活の性質を指摘している。 
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結論 
 
 調査をする中で、「グローバル・エクスチェンジ」は様々な要求を抱える大きな打撃を受けた家

族と出会った。救済活動をする体制が整っていない小さな組織としては、「グローバル・エクスチ

ェンジ」は対処する事ができない人道的な要求によってしばしば挫折感を味わった。しかし「グ

ローバル・エクスチェンジ」は可能なことはすべて行い、その家族を現存する援助機関と結びつ

けることによって彼らを援助した。損害補償の書類は、食料援助や未亡人と孤児のための特別援

助を確保するために、アメリカ援助物資発送協会 CARE、世界食料計画、イスラム救援 Islamic 
Relief に提出された。 
 「グローバル・エクスチェンジ」は「平和な明日を求める会」によって集められた寄付金と米

国中からの同情的な人々の寛大な寄付金を、可能なところでの重要な公益事業や援助に使うこと

もした。たとえわずかな寄付金でも、爆撃で大きな打撃に苦しむ人々の生活の質を改善するのに

重要な役割を果たせるということが、私たちの経験で分かった。 
 
具体例 
 
・「グローバル・エクスチェンジ」のボランティアは、アリファが家族を養うための収入が得られ

るように、優れたお針子である彼女のためにミシンを確保した。 
・私たちはサベラの事例を慈善イスラム救援に提出し、給付金給付の取り計らいの援助をした。

彼女の兄の経済的負担を減らし、サベラが学校を続けられるようにするためである。 
・「グローバル・エクスチェンジ」調査団の団長は、ドイツ NGO のアレオハム Areoham にアブ

ドゥル・ラシッドを引き受けてもらうことに成功した。ドイツでの治療のためである。私たちは

アフガニスタン政府に働きかけてアブドゥルにビザを獲得させた。いま彼は視力を回復するため

に必要な治療を受けている。 
・「グローバル・エクスチェンジ」は、犠牲者家族のための一連の講習会を組織した。この講習会

では、彼らの子どもたちが経験している心的傷害に両親が対処することを手助けしている。６０

家族以上がこれらの講習会や個人的な集まりに参加した。これらの会には、子どもたちが必要と

している長期治療を始められるように、カブールのメンタルヘルスの専門家がいた。 
 

私たちはこのような援助を提供できたことを喜んでいるが、この仕事が私たちの責任とならざ

るを得なかったことに失望を感じている。アフガニスタンの民間人犠牲者の援助の最終的な責任

は米国政府にある。米国政府の軍事作戦によって彼らの苦しみが引き起こされたからだ。 
２００２年の１月以来、「グローバル・エクスチェンジ」と「平和な明日を求める会」は米国政

府に「アフガニスタン犠牲者基金」を設立するように圧力をかけてきた。この基金は私たちの調

査で確認された何百の家族とまだこれから確認されるであろう他の家族を援助するためのもので

ある。これらの人々は９．１１の攻撃に何の責任もないにもかかわらず、私たちの対テロ戦争の

ために現在とても苦しんでいる。米国政府は彼らを援助する道義的な責任がある。また、米国が

死んだ人々の家族を助けるために基金を設立すべき別の切実な多くの理由もある。 
 

アフガニスタンの人々は絶望的な必要性に迫られている 
 

アフガニスタンは世界で最も貧しい国のひとつであり、その人々はひどく苦しんでいる。私た

ちの調査が示すように、米軍の空爆で死んだ人々の家族の多くが悲惨な苦境の中で生きている。

家を破壊された家族たちは一時しのぎのテントで寝泊りをしている。孤児たちは過度の負担を背

負った親戚の家にあふれている。病院もひどく混雑し人員も不足して不十分な供給品しかない。
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何人かの人々は家族すべてを失ってしまっている。 
 

この善意の意思表示は米国に対する憤慨を和らげるだろう 
 

米軍の爆撃で誤って傷つけられたアフガニスタンの人々を助けることは、単に道義的に正しい

だけでなく、戦術的にも賢明なことである。多くのアフガニスタン人はタリバンが権力の座から

追い出されたことを喜んでいるのに、米軍の空爆で苦しんでいる民間人は彼らの家族に起きたこ

とに激怒している。 
 私たちは自らの誤りを認めその責任を取ることで、アフガニスタンのことを心配していること

を、アフガニスタン人や世界の国々に知らせることができる。このことは、米国に対する憤慨を

和らげ、私たちの安全を強化するだろう。より安全な世界の基礎は思いやりを通じて築かれるだ

ろう。 
 

不慮の民間人犠牲者の援助には先例がある 
 
 米国の軍事行動の犠牲者を援助した先例がある。ベオグラードの中国大使館の１９９９年の爆

撃の犠牲者に、米国はお金を支払った。レーガン大統領は１９８８年のイラン航空６５５便の撃

墜の犠牲者への援助を命令したことがある。そして最近では軍当局者が１７のアフガニスタン人

家族にそれぞれ１０００ドルを支払った。これはその愛する家族の人たちが米国の側に立って戦

っていたのに「味方の砲撃」の事故で殺害されたからである。 
 もし米国政府が過去において米軍によって誤って殺害された人々を援助したことがあるのなら

ば、私たちは再びそのようにすべきである。 
 
（写真 ２００２年６月、米軍の爆撃による犠牲者たちは米国の宗教指導者の代表団に彼らの悲

惨な話を伝えた。） 
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人道的支援は相対的に費用が少なくてすむだろう 
 
 アフガニスタン救援機関は、一家族につき平均１万ドルの助成金で、家を再建し、医療を確保

し、稼ぎ手を失った家族に補償ができると提案している。２０００家族が補償を求めていると仮

定すると、その総額は２０００万ドルとなる。これはアフガニスタン爆撃で１日に費やした３０

００万ドルよりはるかに少ない額である。 
 
大衆的な支持がアフガニスタン犠牲者基金にはある 
 
 過去６ヶ月のうちに、「グローバル・エクスチェンジ」と「平和な明日を求める会」は、米国政

府「アフガニスタン犠牲者基金」を設立する上で、重要な前進をした。私たちは多くの米国の大

手の最も影響力のある新聞社の支持だけでなく、米国議会の数十人のメンバーの支持を得た。注

目に値すべきことは、この考え方への支持がイデオロギーの幅を超えて広がっていることである。

保守的な共和党の国会議員のダナ・ローラバチャーDana Rohrabacher が２００２年４月のカブ

ールへの旅行中に言ったように、「まともで誠実な人は誤りが犯されたことを認め賠償をする。」

６９％の米国人は、米国が戦争中に傷つけられたアフガニスタンの民間人に人道的支援をすべき

だと考えている。これは６月に「グローバル・エクスチェンジ」が委託したズグビー・インター

ナショナル Zogby International によって行われた世論調査の結果である。 
 しかしブッシュ政権はこの考えに反対している。新聞報道によれば、この問題は「この考えに

理解のある国務省」と「将来的な紛争に適用する先例を作ってしまうことを恐れる国防総省ペン

タゴン」の間に、官僚的な内輪もめに火をつけたという。ホワイトハウスは「平和な明日を求め

る会」からの次のような要求を拒否した。その要求というのは、９．１１の犠牲者の家族と会っ

てアフガニスタンでの彼らの経験と「アフガニスタン犠牲者基金」の差し迫った必要性を議論し

たいというものであった。国防省に対し会合をもってほしいと繰り返された要求も不成功であっ

た。 
 この政府の抵抗は近視眼的なものである。米国の安全は大きくは、世界の他の地域、特にイス

ラム世界の人々によって、どのように私たちが理解されるのかによって決まる。誤って傷つけら

れたアフガニスタンの民間人に援助を与えないことによって、私たちが他の国々の人々の命をほ

とんど考慮していないという認識を米国政府は育ててしまっている。このことは世界の憤慨に火

をつけ、米国人を危険にさらすことになる。 
 米国の爆撃の生存者が援助を受けることが決定的に重要である。多くのアフガニスタン人にと

っては、その援助が彼らの生と死、希望と絶望を決定づける。米国人にとっては、援助は強力な

善意の意思表示となる。最近の軍事作戦のアフガニスタンの民間人犠牲者を助けることによって、

絶望的な状況で生活している人々にたいへんに必要とされている援助を差し伸べることができる

し、国際的に私たちのイメージを改善することができるし、真の和解と永続する安全に向かって

より近づくことができる。 
 
 
 

米国政策立案者への提案 
 

１．米国政府は、アフガニスタンで何人の民間人が殺害され傷つけられたのか、これらの犠牲者

を生み出した状況、同じような犠牲者を将来的にどのように避けるのかを調査すべきである。 
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２．米国政府は米国主導の爆撃で危害を加えられた民間人を援助するため、「アフガニスタン犠牲

者基金」を作るべきである。生存者の必要を満たすためには、２０００万ドルの基金でおそらく

十分だろう。 
 
３．米国政府は、クラスター爆弾の製造、販売、使用を禁止すべきである。その広い着弾地域の

ために、これらの爆弾はしばしば無差別に誰をも傷つける。また、その「小型爆弾」はしばしば

最初の衝撃で爆発せず、民間人の死と負傷につながる。クラスター爆弾はその独特な形と鮮やか

な色彩のために特に子どもに興味をそそるものである。米国の「ヒューマン・ライツ・ウオッチ」

と宗教組織はこの殺傷兵器の禁止を求めている。 
 
４．善意の意思表示として、米国は国連「アフガニスタン地雷行動計画」（MAPA）に資金を増額

して提供すべきである。この団体はアフガニスタンの地雷と不発弾の除去を手配し取り仕切って

いる。 
 
５．米国はその同盟国と連携してアフガニスタンで多国籍平和維持軍を展開すべきである。今の

ところ国際的和平監視団はカブールにのみ駐留している。この国のその他の地域は基本的に無法

地帯で軍閥の長の支配下にある。すべてのアフガニスタン人の安全を保障するために、米国は国

際的和平監視団によって提供される保護を広げるべきである。 
 
６．米国はアフガニスタンへの緊急援助を供給することの先頭に立つべきである。しかし、長期

の再建努力の米国の資金拠出は限られていた。ブッシュ政権は議会にアフガニスタン再建のため

に２億５０００万ドルを求めている。議会は少なくともその額の４倍つまり１０億ドルを充当す

べきである。米国はアフガニスタンに対しマーシャル・プランのような計画を始めるべきだ。そ

の計画は道路建設、灌漑の建設、教育や医療制度への投資から成り立つものだ。そのような努力

は再建されるアフガニスタンの市民に米国の責務を本当に行動で示すことになり、国際的な平和

と安全を保障する重要な第 1 歩を意味することになるだろう。 
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翻訳を終えて思ったこと       岩間龍男 

 
以下にこの報告書を読んで思ったことを簡単に述べます。この「序論」では「私たちが愛する

者の死を経験する時、悲しみは国籍や言語や人種や民族の区別をしない。」と述べられています。

９．１１テロで肉親を失った「平和な明日を求める９．１１遺族の会」の４名がアフガニスタン

の現状を視察してこの報告の作成に関わっているので当然の言葉ですが、これが野蛮な戦争を考

える時の原点であると思いました。アフガニスタンの犠牲者の１４の事例は、私たちがテレビな

どで見ていたアフガニスタン戦争の映像とは違った本当の戦争の悲惨さを訴えていると思いま

した。このプロジェクトを実行した人たちに拍手を送りたい気持ちでいっぱいになりました。 

 しかし、この報告書に書かれていることに疑問を持った部分もありました。この報告を読んで

いると米国がアフガニスタンに軍事攻撃を加えてタリバン政権を打倒したことは肯定的にとら

えているように読み取れます。アフガニスタンの人々は米国がタリバン政権を倒したことを喜ん

でいるという記述がみられるからです。また「米国政策立案者への提案」の章の１で、「同じよ

うな犠牲者を将来的にどのように避けるのかを調査すべきである」とありますが、この言い方で

すと将来また米国が他国に軍事介入することを前提とした提案に読み取れます。米国が他国に軍

事介入する時に、民間人犠牲者を出さない方法論に問題を矮小化してはならないと思います。そ

もそも、その国の政権を打ち立てるのも打倒するのもその国の人々の権利であり、例えば外国で

ある米国がタリバンは非民主的だからといって、勝手に武力で打倒することなど許されないと思

います。民族自決権は尊重されなければならないと思います。オサマ・ビン・ラディンなどアル・

カイダの一味が９．１１の犯人ならば、とにかく逮捕をして公開の裁判で裁くことが本当の取る

べき道であると思います。この報告の「まえがき」の部分で「タリバンとアル・カイダが米国に

協力することを拒み」と述べられていました。しかし、タリバン政権は戦争が始まる前に「証拠

があればオサマ・ビン・ラディンを引き渡してもよい。」と言っていたのに、米国はこれを相手

にせず戦争を始めました。 

この報告書の中の先ほどの「米国政策立案者への提案」の章で、いくつかの提案がされていま

したが、もっと根本的に言えば米国はこれまで数多く行ってきたような他国への軍事介入を一切

やめれば、すべての問題はいとも簡単に解決できると思います。 

 もっとも、今あげたこの報告書の私から見た欠点は、多くの支持を集めるためのこの報告集の

作成者のしたたかさ、あるいは戦術なのかもしれません。「平和な明日を求める会」のメンバー

は、９．１１の自分たちの肉親の死をアフガニスタンなどの攻撃の口実に使うなと強く主張して

いました。また、「結論」のところで述べられていたように、保守的な共和党の議員の中にまで

「アフガニスタン犠牲者基金」を支持する声が出てきていることから考え合わせると、そのよう

な推測が成り立ちます。 

このような疑問が沸いたにもかかわらず、この「グローバル・エクスチェンジ」と「平和な明

日を求める会」のアフガニスタンへのヒューマンな思いとその行動力には、やはり脱帽せずには

いられません。「平和な明日を求める会」の活動家で、９．１１で兄を失くしたデイビッド・ポ

トーティ氏の著書『我々の悲しみを平和の行動へ』”Turning Our Grief into Action for Peace”

の中（ｐ．１８４）では、この『アフガニスタン悲しみの自画像』の報告書は米国内ではほとん

ど注目されなかったとあります。それであるからこそ、私はこの報告書に日本や世界の人々に目

を向けてほしいと思いました。そして、９．１１テロの犠牲者の家族でつくる「平和な明日を求

める会」の活動は、今後も目が離せません。テロの犠牲になっても、米国の戦争政策に反対する

人々が米国の中にいることを少しでも多くの人に知ってほしいと思いました。 

 


