
報告：アフガニスタン訪問記（３） 
 

 

 

 

 

１ 国連開発計画UNDPとは何か 

 いよいよアフガニスタン訪問の最終日（8月26日）になった。今日はＵＮＤＰ現地事務所に勤務している敦賀

さんの案内で、UNDPによる学校建設を見学した後、井戸掘りの様子も見せてもらうことになっている。 

当初の予定ではカブール教育大学を見学したり、女性省副大臣など政府幹部との会談も予定されていたのだが、

幸いにも相手との都合がつかなかったりで、私が要求した「井戸掘りの見学」が実現した。私としては「ペシャ

ワール会」が頑張っている井戸掘りの現場を見たかったのだが、上記の学校建設をしている近くでも井戸を掘っ

ているところがあるから、そこに案内するということだった。 

 正直言うと私は、ＷＨＯ（政界保健機構）、ＷＦＰ（世界少量計画）、ＵＮＥＳＣＯ（国連教育科学文化機関）、

ＵＮＩＣＥＦ（国連児童基金）などについてはよく耳にするので何となく知識はあるのだが、カブールに行くま

でＵＮＤＰというものについて全く知識がなかった。敦賀さんがＵＮＤＰに勤務しているということを聞いて初

めて、その存在を知ったのだった。そこで先ず敦賀さんから貰った日本語パンフレットからＵＮＤＰについての

説明を下記に紹介しておくことにする。 

平和構築とUNDPの取り組み： 

貧困撲滅と人間開発の推進を目指す国連開発計画(UNDP)では、開発途上国が直面する災害や紛争等の危機に対す

る予防と、危機後の復旧・復興に対する支援(Crisis Prevention and Recovery)を開発協力の重要な課題と位置付

け、その取り組みを強化してきました。 

アフガニスタンではUNDP と日本政府の協調プロジェクトが展開されており、その代表例が、アフガニスタン復

興雇用プロジェクト（REAP）です。他にも、日本政府はUNDPを通じ、2002年1月に地雷除去に関する支援として

約1,540万ドルを拠出したほか、同年10月には緒方イニシアティブの一環として地雷除去、地雷教育、地雷被害

者対策へ480万ドルの追加支援を行いました。 

また、2003 年 2 月には日本政府主催により「アフガニスタン平和定着東京会議～銃から鍬へ：元兵士の市民社

会への復帰」が開催され、今後のアフガニスタンにおける平和と安定について議論がなされました。同会議に先立

ち、日本政府はアフガニスタンにおける DDR（元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰）支援として UNDP を通じ

3,500万ドルの拠出を決定しました。UNDPと日本政府の連携協力は、アフガニスタンの復興に向けて更に深まって

います。 

アフガニスタン復興雇用プログラム(REAP)： 

UNDPは、アフガニスタン政府と連携し、アフガニスタン復興雇用プログラム(REAP)を2002年1月より実施して

います。復興推進と雇用創出を目的として、カブール市とその岡辺地域及びカンダハール地域で事業が展開されて

いる[可プログラムに対して、H本政府は総額600万ドルを拠出しています。 

REＡPは、基礎インフラの修復と失業κ対・策という現在の課題に同時に取り組むために、帰還民を含む現地の

人々を雇い、道路、上下'水道、教育・医療施設の修復や建設等の公共唯業を行っています。各事業予算の 60%は

労働者の給与に充てられ、１人につき1日約2ドルの給与が支払われています。 

さらにREAPは、アフガニスタン政府の行政能力の向上に貢献するとともに、地方自治体やNGOとのパートナー

シップの構築にも役立っています。カブールで実施されたREAPには、日本のNGO、JENとピースウィンズ・ジャパ

ン（PWJ）が参加し、小学校の修復を通じて、アフガニスタンの教育再建に貞献しています。 

これを読んで気がついたことだが、日本政府が拠出している金額はＵＮＤＰのアフガニスタン関連だけでも次の

ような莫大な金額になっている。日本では最近の不況で自殺者が後を絶たないのに、それへの対策を抜きにして

アフガニスタンやイラクへの援助を最優先にしているとすれば、自殺者は浮かばれないのではないだろうか。統

計によれば（自殺者、５年連続３万人超、http://corecolors.com/esaka/archives/000110.html）毎日90人もの

人が自らの命を絶っているからである。自殺者が一挙に激増したのは経済成長がマイナスに転じた1998年からで

あるという。 

2003年2月 3,500万ドル アフガニスタンにおけるDDR（元兵士の武装解除・動員解除・社会復帰）支援、 

2002年10月 480万ドル 地雷除去、地雷教育、地雷被害者対策（緒方イニシアティブの一環として追加支援）、 

http://corecolors.com/esaka/archives/000110.html


2002年1月 総額600万ドル アフガニスタン復興雇用プロジェクト（REAP）、 

2002年1月 約1,540万ドル 地雷除去に関する支援、 

＜参考＞ 

昨年（2002年）1年間の自殺者は、前年比3.5%増しの3万2143人。経済関連の自殺理由は以下の通り。 

負債4143人、生活苦1168人、事業不振1098人、失業683人、就職失敗155人、倒産98人、 

 

もちろん豊かな国が貧窮にあえぐ国に援助をすることは国際貢献として必要なことであろう。しかし自国の民

を犠牲にしてまで過度な国際貢献は誰からも求められていない。なぜなら、2003年2月だけでも、アフガニスタ

ンへの支援は、日本円にすれば41億6,500万円にも上るからである。また、日本のＵＮＤＰに対する拠出額は米

国を追い抜いて第1になっている。これは米国の国力からみても、また誰がアフガニスタンを爆撃したのかとい

う点から見ても、日本の貢献度は少し行き過ぎではないか。これが帰国後、データ [ＵＮＤＰ東京事務所のＨＰ

（UNDP Tokyo - 東京事務所）の統計] を調べてみての率直な感想だった。 

＜註＞ 

チョムスキーは ZNet のインタビュー記事で「破壊した国がそれを修復するのは当然である。ベトナムに対してもア

フガニスタンに対しても、米国は謝罪も弁償もしていない。」と述べている。最近、日本政府はイラク復興支援として

2007年までの4年間で総額50億ドル（約5500億円）の拠出を約束したが、これは、欧州連合（ＥＵ）は2億3000万

ドル、スペインなど加盟国の個別拠出分を加えても 15 億ドルにとどまっている。このことを考えると、上記の支援金

額は妥当なのだろうかという疑問が湧く。しかも、イラク戦争の場合、国連決議なしの一方的戦闘行為であり、さらに

大量破壊兵器が未だに発見されないことを考えれば、戦争行為そのものが違法だったとも言えるわけで、独仏露のよう

に全く支出に応じる必要がなかったとも言える。まして、破壊行為の先頭に立った英国の拠出額が9億3000 万ドルに

過ぎないことを考えればなおさらのことである。（詳しくは次を参照：「イラク復興支援、各国拠出額は目標に及ばず」

http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt57/20031024NS003Y76424102003.html） 

 

２ 国連開発計画UNDPへの訪問（その１）：学校建設を見る 

ところで、ＵＮＤＰのパンフレットには「アフガニスタン復興雇用プロジェクトREAPは、アフガニスタン政府

の行政能力の向上に貢献するとともに、地方自治体やNGOとのパートナーシップの構築にも役立っています。カ

ブールで実施されたREAPには、日本のNGO＝JENとピースウィンズ･ジャパン（PWJ）が参加し、小学校の修復を

通じて、アフガニスタンの教育再建に貞献しています。」と書かれているように、ＪＥＮが学校修復に参加してい

るし、私たちは既にＪＥＮが修復した学校を見てきたわけだが、ＵＮＤＰが建てた学校は少しおもむきが違って

いた。 

 

 

というのは、ＪＥＮの学校は鉄筋コンクリートだったが、訪れた学校は石造りのもので敦賀さんの説明によれ

ば地域の風土と住民の要求によって建物の材料や構造を決めていくとのことであった。ただ困るのはトイレの問

題で、住民は建物の近くで用を足すのが当たり前なので、トイレの必要性を説得するのが難しいと言っていた。

同じことはＪＥＮの椎名さんも述べていて、住宅建築を住民の要求に沿っておこなうのだけれど、トイレを住宅

の近くに作らせるのが難しいと嘆いていた。まして住宅に隣接させたり住宅内に作らせることは不可能だという。

しかし考えてみれば当然のことだった。 

というのは、能登半島に残してきた私の実家も、トイレは居住空間から最も遠い場所に位置していた。私の家

http://www.undp.or.jp/
http://www.nikkei.co.jp/sp1/nt57/20031024NS003Y76424102003.html


の隣の敷地に父の実家（本家）があるのだが、本家のトイレは居住空間からはるか離れた納屋の端に置かれてい

た。何故このような配置になるかというと、当時は水道が部落に引かれていなくて水洗式トイレというものが存

在していなかったからである。というよりも石川県羽咋郡志雄町に水道というものが存在するようになったのが

極めて新しいことなのである。私が小学生の頃は部落に一つしかない井戸まで水を汲みに行くのが私や母の仕事

だった。 

 したがってトイレに溜まった汚物を水洗式トイレで下水道に流すということは考えられなかった。今では私の

部落でも水道が通るようになったが、下水道が完備していなくので、トイレだけは未だに水洗式ではない。水洗

式にするためには、汚物を一気に川に流さないようにするための貯水漕が必要で、高価な農業機械を借金しなが

ら購入している貧乏な農家には、なかなか手が出るものではない。そんなわけで未だに部落では水洗式にしてい

ないトイレが少なくない。他方、水洗式にしなければ悪臭がどうしても避けられないから、その場所を居住空間

からなるべく遠くにせざるを得ないわけである。 

 しかし、その肥溜めは百姓にとっては貴重なものであった。というのは化学肥料というものが普及するように

なったのは私の記憶では中学生か高校生の頃であったように思う。それまでは「大」と「小」の肥溜めからすく

ったものを、肥桶に入れて天秤棒で担いで畑に撒くのが農夫の仕事だったからである。私も休みになれば天秤棒

を担がせられたものであった。それが化学肥料が普及するようになってからは無用のものとなり、水洗トイレが

普及するようになると利用したくとも出来ないようになってしまった。ところが最近は化学肥料が土壌を痛める

だけでなく害虫発生の原因になることが分かり、有機肥料の再評価が始まっている。 

 したがってアフガニスタンの人たちに日本の農業の変遷を説明してやれば、単に衛生面からだけトイレの必要

性を説くだけでは納得を得られなくても、農業の再生という観点から納得を得られる可能性があるわけである。

私が能登半島の中学校生だった頃は、「技術家庭」という授業があり、学校の農場で稲や野菜を育てる実習があっ

た。したがってアフガニスタンの学校も「識字教育」だけに力を注ぐのではなく労働と学習を一体化させれば、

貧困を食い止めるのに役立つだけでなく、労働と結びついた「生きた学習」が進行するだけでなく「トイレ問題」

も一挙に解決するのではなかろうか。そんな思いで敦賀さんの説明を聞いていた。 

 それはともかく、教室の中を覗いてみると机らしきものはなく生徒たちは地面に絨毯を敷いて座って授業を受

けていた。ＵＮＩＣＥＦが「Back to School」というキャンペーンを張り、布製のバッグやボールペンとノート

などを配ったのはよいが、教科書は不足しているし、机もない。教師も不足しているので高校卒業生を教師とし

て採用しているが、その教師も不足しているという。というのは、政府職員すら月給60ドル前後だが、それすら

遅配気味であるのに反して、ＮＧＯの車の運転手をすれば月給300ドルが手に入るのだから、教師どころか政府

職員にすら、なり手がないのが実情だという。もっと驚いたことにはタリバン掃討作戦のために米軍の傭兵にな

れば1日200ドルは下らないという。（中村哲『医者よ、信念はいらない先ず命を救え』羊土社、2003） 

 このような事情を考えるとアフガニスタンの教育はまさに前途多難である。しかし、日本でも明治維新（1867

年）から学校制度を整えてきたが、男女が等しい教育を受けるようになったのは敗戦後の教育改革を経た後であ

り、つい最近のことにすぎない。明治維新から100年を経ているのである。したがって戦国時代の状況にあるア

フガニスタンに性急な教育改革を押しつけることは、中村哲さんが言うように、逆の混乱を持ち込むことになり

かねないだろう。ＪＥＮやＵＮＤＰの仕事も、たとえ住民の理解が得られなくて改革が期待したほどの進展を見

せなくても、ゆっくりと腰を据えて取り組む心のゆとりが大切であろう。ましてや2004年6月の総選挙がどんな

結果をもたらすかが定かではない状況では、尚更のことである。 

＜註１＞ 

 先に高校の卒業生を小学校や中学校の教師に雇っていると言ったが、アフガニスタンの初等教育は6年、中等教育は前期3年、後

期3年の6年だから、日本とほぼ同じと言ってよい。日本でも敗戦直後に教師不足のため、小学校教師になった人には教師資格のな

い人が多かった。詩人石川啄木も代用教員をしていたことで有名である。また江戸時代には仏教寺院をルーツとする寺子屋が民衆の

教育機関だったが、それと同じくアフガニスタンではイスラム教が経営するマドラサが民衆の学校だった。タリバンの語源タリブ＝

神学生が示すとおり、「寺子屋」がタリバンの産みの親だった。 

＜註２＞ 

 アフガニスタンの学校は、義務教育の初等教育を教える「小学校」、前期中等教育を合わせた 9 年生の「中学校」、後期中等教育を

合わせた「高等学校」の 3 種類がある。この「高等学校」はかっては「リセ」Lycee と呼ばれ、英語･仏語･独語で教育するエリート

校であったという。このエリート校は、イスラム主義を捨て西洋化政策をとった国王ザヒルシャーの頃からずっと男子校と女子校に

分かれていたのだから、男女別学はイスラム教とは何の関係もないことが分かる。日本でも東大進学で有名な私学校の多くは男子校

だったし、米国の有名進学校も同じである。 

 



３ 国連開発計画UNDPへの訪問（その２）：アフガニスタンの干魃 

 敦賀さんの案内で学校見学の帰りに「井戸掘り」を見せて貰うことにした。というのは、アフガニスタンは干

魃がひどく、住民の命を支えるのに「カレーズ」と言われる地下水脈が欠かせないことをテレビ報道で見たこと

があったからである。その当時、米軍がアフガニスタンの爆撃を開始したばかりの頃で、田中宇という人物が招

かれてコメントを述べていた。 

彼は「アフガニスタンの住民にとってはカレーズが命綱だから、タリバン掃討という目的であっても米軍がカ

レーズを爆撃するようであれば、住民を敵に回すことになるだろう」と述べて、カレーズの映像も流していた。

そのとき初めて私はカレーズというものの存在を知ったのだった。その後、『よみがえれカレーズ』（土本典昭・

監督、116 分、記録社・シグロ作品）という日本アフガニスタン合作記録映画を見て益々カレーズに対する関心

が深くなっていった。 

この映画は16ミリ・カラーで、アフガニスタンを侵攻していたソ連軍が、ジュネーブ協定の結果を受けて1989

年に撤退したことを祝って作られたものだが、アフガニスタンの民衆の生活と喜びが伝わってくる貴重な映像で

ある。しかし、その喜びも束の間で、アフガニスタンは内戦へと突入していく。だが、この当時はまだ干魃の危

機はそれほど深刻ではなかった。干魃がひどくなったのは、パキスタンの支援を受けたタリバンが国土統一を推

し進め国内の9割を平定して治安がようやく回復し始めた2000年5月頃からである。 

実を言うと、私はアフガニスタンの干魃がどれくらい酷いものだったかを最近まで知らなかった。中村哲とい

う医者がアフガニスタンで井戸を掘っているという話を、米軍がアフガン爆撃をしているときのテレビ報道で知

っていただけであった。しかし帰国してから再度その実態を知りたくて中村哲さんの著書を読んでいるうちに当

時の干魃が並々ならぬものであったことが実感をもって伝わってきた。それだけでなく、この干魃が地球温暖化

と無関係でないことも分かってきたのである。 

中村哲『医者、井戸を掘る』（石風社、2001）によれば、2000 年の夏からユーラシア大陸中央部は未曾有の大

干魃に見舞われていて、中でもアフガニスタンはその被害が最も甚だしかったという。世界保険機構（ＷＨＯ）

も2000年6月には、アフガニスタンでは400万人が飢餓に直面し、餓死寸前のものが百万人にも上ると報告して

いた。ところが世界の殆どは、このような実態に全く無関心どころか、タリバンの人権侵害を口実に逆に経済制

裁で対応した。バーミヤンの石仏破壊は、それに対するタリバン側の怒りの表明であって逆ではなかった。 

＜註＞以前からバーミヤンの石仏を切り取って高値で売り買いする盗掘が絶えなかったらしい。中村哲さんによれば、石仏破壊は、

このような偶像崇拝にたいする神への謝罪を兼ねた「雨乞い」の意味も含まれていたという。大干魃は偶像崇拝に対する神の怒りだ

というわけである。詳しくは上記著書を参照されたい。中村さんは、バーミヤンに蔓延しているハンセン病を調査するため現地を訪

れた印象を、上記著書の 1 章を費やして述べている。下図はペシャワール会医療サービス（ＰＭＳ）が活動していた地域で、同時に

最も干魃が深刻だった地域である。 

 

 



考えてみれば、同じような事例を私たちは身の回りに多く見ることが出来る。湾岸戦争のあと、多くの市民が

米軍の劣化ウラン弾による原爆病に苦しんでいる最中に、国連による経済制裁のため医薬品や栄養剤が届かず、

多くの老人と子供が死んでいった。その数は30万人にも上るという。また「民族浄化」という口実で多国籍軍に

よるユーゴスラビア爆撃が続いて、数知れない一般市民が犠牲になったが、後の調査によれば「民族浄化」は爆

撃の結果であって原因ではなかった（チョムスキー『アメリカの「人道的」軍事主義－コソボの教訓』現代企画

室、2002）。今また飢餓に苦しむ北朝鮮に対して同じような口実で経済制裁を叫ばれ始めている。 

ところで中村さんは上記の干魃を最初から知っていたわけではなかった。パキスタンやアフガニスタンで展開

している医療活動のなかで赤痢患者が異常に激増している原因を調べているうちに、干魃で水がなくなっている

ことを発見したのだった。住民が、かろうじて残っている泥水を飲んだり食事を作らざるを得なくなった結果、

病気が蔓延することになったことを知り、中村さんは止むを得ず井戸掘りに乗り出したのである。経済制裁のた

め世界中のＮＧＯや国際機関がアフガニスタン脱出を始めたときに、「評判の悪いタリバン政権に近づくな」との

ペシャワール会日本事務所（福岡）の忠告を振り切って、逆にカブールへ乗り出していったのも飢餓と病気に喘

ぐ住民を放置しておけなかったからである。 

 

４ 国連開発計画UNDPへの訪問（その３）：井戸掘りを見る 

 前置きが長くなったが、敦賀さんに連れて行かれたのは学校現場から程近い平地だった。平地といっても元は

田畑だったのであろうが今は水不足で荒れ果てたままになっているのである。そこに幾つか穴が空いている。そ

れが井戸なのである。このように縦井戸を掘っていって地下水脈に突き当たれば水が湧き出るわけであるが、掘

っているうちに大きな石に突き当たれば、そこで諦めて別の所を掘ることになる。 

 当日も近くで井戸掘りをしている集団があった。皆がそちらの集団のところに行き始めたので、私も後に付い

ていこうとすると、私たちを案内してくれていた現地の人がそんなところに行かなくても近くにまだ井戸がいっ

ぱいあると手招きしている。ついて行ってみると、なるほど遠くからでは分からなかったが、井戸がいっぱいあ

った。しかし、これが今でも使われている井戸か言葉が通じないので遂に聞きそびれてしまった。 

 中村哲さんの本では、井戸を掘って最初は水が湧きだしてもすぐ枯れてしまうことが少なくないという。それ

はアフガニスタンの山々を覆う雪が少なくなっているからである。ヒンズークシ山脈の頂が今までは中腹まで真

っ白な雪に覆われていたのに、最近では中腹の岩肌がむき出しになったままで雪に覆われることがめっきり少な

くなってきたという。これは明らかに危険な兆候である。田畑を潤す灌漑水や住民の飲料水は全てこの雪解け水

が水源になっているからである。 

 地球温暖化の影響といっても、自分たちにとっては、なかなか実感できないものだったが、こんなところで切

実な問題になっているとは想像だにしなかった。自分たちが石炭・石油エネルギーを好きなように使っている結

果が、飢餓や疫病というかたちで遠くの人たちの生命をも危うくしているのだ。にもかかわらず、地球に排出さ

れている炭酸ガスの4分の１が米国によるものだと知ったら、米国人はどう思うのだろうか。爆撃で多くの一般

民衆が殺されているだけでなくブッシュ政権が環境を守るために合意したはずの京都議定書を履行しないことに

よって死に追いやられているのである。 

 
（1992年のデータ、出典：「温暖化」http://contest.thinkquest.jp/tqj2001/40419/yes/mokuzi.html） 

 

http://contest.thinkquest.jp/tqj2001/40419/yes/mokuzi.html


さて井戸の幾つかを写真に撮り、皆の行った後を追って人だかりのしているところに行ってみると、集団の真

ん中に目が半分見えなくなっている老人がいて指図をしている。敦賀さんの説明によれば、この地区では井戸掘

りの権威だという。掘り始めた穴のそばに別の穴があって深さはかなり深い。しかし、やはり大きな岩石に突き

当たったので諦めて今の穴を掘り始めたのだという。ペシャワール会でも大きな石が出ると最初は途方にくれて

いたが、独自に開発した滑車を組み合わせて使うと大きな牛くらいの石でも苦労せずに吊り上げて掘り出せるよ

うになったという。しかし、それでも手が出せない巨石は地雷の火薬を利用して爆破しながら掘り出したらしい。

ペシャワール会のスタッフには元兵士がいるので作業は手慣れたものだという、 

 他方、ドイツなど外国のＮＧＯが機械（ボーリング）で掘った井戸は掘ってもすぐ枯れてしまう井戸が多く、

枯れてしまった井戸は二度と使いもにならないが、中村さんたちが手堀で掘った井戸は、たとえ枯れても道具さ

えあれば掘り直すことができ、そのために掘り終わっても道具は必ず村の長老に預けてくるのだという。こうし

て掘った井戸は既に千本を数え、井戸の深さは最深のもので67メートルにも及んでいるという。深さ40メート

ルで高層ビル10階を優に越えるというのであるから、その労苦は想像を絶するものである。しかし、このように

して掘った井戸も地球温暖化が進行していくと確実に使い物にならなくなる。だから、米国（とりわけブッシュ

政権）の行動が、政治面でも軍事面でも、中村哲さんにとっては我慢ならないものに映るのである。 

「ペシャワール会」活動報告写真１、活動報告写真２ 

さて、こうして現地の井戸掘り見学を終えたわけであるが、見渡す限り荒れ地になった平原が緑を取り戻す日

は何時のことになるのであろうか。来年2004年6月に総選挙がおこなわれるというが、再び内乱にならないこと

を願うのみである。さもなければ、せっかく掘った井戸もまた破壊されて使い物にならなくなってしまう。しか

し情勢は必ずしも楽観できるものではない。ＪＥＮの案内で住宅建設と学校修復の現場を訪ねたときも、ＪＥＮ

の事務所から治安局に電話をして「今のところチャリカ地区は安全」との情報を得てから出かけていっているよ

うに、カブール周辺のマスード派が支配しているところですら必ずしも安全ではないからである。ＪＥＮの人た

ちも言っているようにタリバン勢力が強い南西部はＮＧＯすら仕事が出来ない。どうすればアフガンに平和を取

り戻せるのか、そんなことを考えながら帰途についた。 

＜註＞カブール川の川底が干上がっている現状では、このまま地球温暖化が続けば、今のところ市内で使えるポンプ井戸すら将来は

使えなくなるだろう。市内のあちこちには路上にポンプで汲み上げることのできる井戸があって、近所の人たちが取っ手を押しなが

ら、水を汲んだり顔を洗っている長閑な風景が見られたが、その風景もいつまでつくことが出来るのだろうか。なお井戸を掘り続け

ることの苦労と工夫については先に紹介した『医者、井戸を掘る』に詳細な記録が載っている。ぜひ一読を勧めたい。 

 

５ インドへの旅：ニューデリーとタージマハル 

最後に報告するのはインドでの体験である。しかし、今回のスタディ・ツアーはインドが目的ではないので報

告は簡単に済ませることにする。 

さて8月27日はカブールを発つ日である。昼の12時にカブール空港を飛び立つので9時に着いていなければ

ならない。朝食を済ませて車に分乗する。カブール市内は既に車の洪水である。しかし空港に着いて搭乗手続き

をしようとすると中に入れてくれない。インドからの飛行機が遅れているから待てということらしい。 

カブール空港では定刻に飛行機が飛び立つことが珍しいのだから当然だとも言える。千葉先生によれば来ると

きが順調すぎたのだという。しかし空港の外で延々と待たされるのは堪らない。カブール市内でもそうだったが、

空港でも子供たちが絵はがきなどを売りに来ている。外で待たされているので格好の攻撃対象になる。 

そうこうするうちに何とか飛行機が来て機内食を食べているうちにニューデリー空港に着いた。ホテルは日本

から来たときに泊まったのと同じホテルである。カブールの乾いた空気と違って蒸し暑さがこたえる。カブール

の日中は暑かったが夜は寒いくらいだった。ところがニューデリーは夜も蒸し暑い。アフガニスタンでは最終日

に下痢がひどくなったが今は何とか体調が戻ってきた。 

ホテルについて翌日の打ち合わせが始まった。殆どの人はタージマハルへの日帰り旅行を希望した。しかし千

葉先生は何度も行ったことがあるというのでニューデリーで骨休め。高木絢（あや）さんは去年インドに来たと

きにタージマハルを訪れているので今回はジャイプールへ単独行を希望。しかしタージマハル行きのバスを用意

してくれた観光会社のタクシーでジャイプールへ行こうとすると値段が高すぎるので、ニューデリーの中心街ま

で出かけて汽車の切符を買いたいと言う。 

そこで夜の市外地見学を兼ねて私たちも同行することにした。しかしタクシーでニューデリーの中央駅に行っ

ても駅でたむろしている人に「外国人の切符売り場は別の所にある」と言われて探し回っているうちに旅行会社

の小さなオフィスに連れて行かれてしまった。そこには日本語の実にうまい若者がいて、相談しているうちに明

日のジャイプール行きは汽車もバスもないことが分かって、結局はタクシーということになった。ホテルへの帰

http://www1m.mesh.ne.jp/~peshawar/wp/wsp05.html
http://www1m.mesh.ne.jp/~peshawar/wp/wsp04.html


りにタクシーの運転手が連れて行ってくれた「インド門」は照明をバックに実に美しかった。 

翌日28日はタージマハルとアグラ城の見学である。バスで延々と走り続ける。大都市の中を悠然と牛が歩いて

いたり道路の真ん中に牛がべったりと寝そべっている光景は初めてのものにとっては物珍しいものだった。しか

しバスの車窓から見るインドは貧富の格差が激しかった。朝早く起きて出たはずなのにタージマハルに着いたら

昼近くだった。昼食はタージマハルの見学後ということで、とにかく中に入る。ＮＨＫの映像でタージマハルの

姿を見たことがあったので、あの映像でみた敷地の広大さと建築物の美しさを期待して行ったのだが、実物は期

待していたほどではなかった。むしろアグラ城から見たタージマハルの方が美しく感じた。 

アグラ市のヤムナ川岸に建てられているタージマハルは、ムガル帝国の皇帝シャー・ジャハン（1592～1666年）

が妻ムムターズ・マハル（1595～1631年）の死を悼んで22年の歳月をかけて作らせた墓である。「タージ」は妻

の名「ムムターズ」が変化した名だという。 1632年に着工し、1653年に完成した。毎日２万人が建設作業に参

加した。ペルシャやアラブから選りすぐりの建築家や職人が集められ、破格の給与が支払われたという。白大理

石の巨大な建造物は壁面のアラベスク模様、華麗な浮き彫りや透かし彫りなど、細部まで完璧な芸術作品となっ

ているが、この墓を建てるためにどれだけの奴隷労働が費やされ、どれだけの死者が建造物の下に積み重なって

いるのであろうか。（詳しくはタージ・マハルを参照。） 

 

 
そんな思いでタージマハルを眺めていた。それにしても、この世界遺産を残したイスラム教のちからは考えれ

ば考えるほど大きい。かってのオスマントルコ帝国も、ヨーロッパからアジアに至るまでの大帝国を築き、しか

もキリスト教やユダヤ教をも含み込む宗教的寛容さも持っていた。今でこそ英米の力に押されて昔日の勢力を持

っていないが、それでもイスラム教の信徒は増え続けている。かってＮＨＫのドキュメンタリー『イスラム潮流』

でも紹介されていたが、米国におけるイスラム信徒の激増ぶりには目を見張るものがあった。ニューヨークのウ

ォール街でも医者や弁護士の白人でイスラム信徒に改宗するものがいるのである。何が彼らをイスラム教徒に変

えてしまうのであろうか。米国社会はそれだけ満たされない社会なのだろうか。 

昼食後、アグラ城を見学した。ムガル第三代皇帝アクバル（1542～1605 年）の治世に 1558 年にムガル帝国は

首都をデリーからアグラへ移し、1564 年から 1574 年にかけて王宮と城塞の両方の機能を持つアグラ城が建設さ

れた。建設終了までに 10 年の歳月が流れている。建物の一部には後のシャー・ジャハン帝（1592－1666 年）の

時代に建てられたものもあるそうだ。晩年、シャー・ジャハン帝は息子アウラングゼーブに皇帝の座を奪われ、

この部屋に幽閉されてしまったという。先にも述べたが、このアグラ城から見るタージマハルは側を流れるヤム

ナ河に映えて実に美しかった。ジャハン帝は妻の墓廟であるタージ・マハルを見ながら息を引き取ったと伝えら

れているが、妻の墓廟を眺めながらの幽閉生活だったのだから、少しは心の慰めになっていたのではないか。（詳

しくはアグラ城を参照）。 

さてインドの最終日29日はバスによる市内見学だった。しかし、ガンジーの墓ぐらいしか印象に残っていない。

後で考えたら、タクシーで市街地に行き自分の足で市内の探検をしたほうが色々な発見があったかも知れないと

残念に思った。片山さんは音楽活動をしている息子さんから頼まれたというので、前回インドを訪れたときに知

り合いになったガイドと一緒に、インド楽器を買いに街へ出かけていった。私たちのホテルやバス旅行の世話を

してくれたガイドだけでなく、高木さんのタクシーを世話した旅行会社の若者も、日本語が極めて達者だったが、

聞いてみると、みな独学だった。日本語がこれだけアジアで求められているのに日本では英語熱だけが盛んで、

しかも「小学校から学ばないとものにならない」という強迫観念に取り憑かれている。インドのガイドを見てい

ると、むしろ求められているのは「英語に対する必要に迫られた強い動機」と「外国人にたいする日本語教育」

なのかも知れない、そんな思いをいだいて帰国の途に着いた。 

 

＜資料＞ ペシャワール会の井戸掘り手順（出典：中村哲『医者、井戸を掘る』） 

http://www.shonan.ne.jp/~gef20/gef/whtrust/mughalch.html
http://www.shonan.ne.jp/~gef20/gef/whtrust/tajmahal.html
http://www.shonan.ne.jp/~gef20/gef/whtrust/mughalch.html
http://www.shonan.ne.jp/~gef20/gef/whtrust/tajmahal.html
http://www.shonan.ne.jp/~gef20/gef/whtrust/agrafort.html


 


