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アフガニスタン・イスラム共和国

［質問］

あなたは，アフガニスタンという国を知っていますか。知って

いることがあったら，出し合いましょう。
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■「アフガン人の土地」

アフガニスタンとは，「アフガン人の土地」という意味で，982

年のペルシャの書に〈現在のアフガニスタンとパキスタン国境付

近の山地人〉が「アフガン人」として紹介されています。その「ア

フガン人」たちは後に，自らを「パシュトゥーン人」と称すよう

になりました。アフガニスタンは，バシュトゥーン人（全人口の

約 40%）の他にも，タジク人（約 25%）やウズベク人，ハザーラ

人などが住んでいる多民族国家です。

面積は日本の二倍弱ですが，国土のほとんどは険しい山地で，

最高峰は 7000 メートルを越す高さです。この地は古くから中央

アジア・西アジア・南アジア=インドを結ぶ交通の要地（アレクサ
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ンドロス大王や玄奘も通った）として栄えてきましたが，それ故

に，戦火にさらされてきました。

かつてこの地に住んでいたアフガン人の多くは，仏教の影響を

受けていましたが，イスラム王朝の支配を受けるようになって

1200 年代にはイスラム教が定着しました。その後，ジンギス・ハ

ーンによる占領でモンゴル帝国の一部となりましたが，1500 年か

らはイランのペルシャ帝国の支配下となっていました。

しかし，アフガン人たちは常に占領されていただけではありま

せんでした。1722 年，スンニー派アフガン人のパシュトゥーン人

たちにシーア派への転向を迫ったペルシャに対して，ギルザイ部

族はカンダハールで叛旗を翻し，ペルシャに侵攻して，人口 50

万人の首都イスファハーンを占領，それにより，イラン最大のイ

スラム王朝であったサファビー朝は崩壊しました。同時期，アブ

ダリ部族もヘラートで反乱を起こしていました。

ペルシャは 1729 年，軍事指導者のナーディルの活躍により，

イスファハーンを奪還し，ナーディルは 1736 年帝位に就き，シ

ャー（「支配者，王」の意味）を称しました。ナーディルは 1738 年

にはアフガニスタン全土を占領，翌年には，インドのムガール帝

国にまで侵攻し，その首都デリーを

陥落させました。

ナーディル・シャーの旗

(Flag Bulletin)

ナーディル・シャーは 1747 年に暗

殺され，アフガニスタンにおけるペルシャの影響力は弱体化しま

した。その好機にアフガニスタンのパシュトゥーン人たちは，ア

ブダリ部族連合としてロヤ・ジルカという大会議を開催し，その
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長（ハーン）に，サドザイ族長のアフマドを選びました。アフマ

ドは，称号をハーンからシャーに，部族連合の名称をアブダリか

らドゥッラーニー（「真珠」の意味）に変えて，ドゥッラーニー朝

（「サドザイ朝」とも）の建国を宣言し，統一アフガニスタンの最

初の王（シャー）となりました。

【問題】

アブダリ部族連合はどんな旗だったでしょうか。その旗は，現

在の国旗と似ていると思いますか。

予想

ア 似ている

イ 全く似ていない

Ahmad Shah

http://www.afghanland.com/history/ahmadshah.html
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■アブダリの旗

ア ブ ダリ の 部族 連 合旗 は ，『 Historical Dictionary of 

Afghanistan』によると，「赤と緑の地の上に麦のリースと一振り

の剣，星々を描いたもの」ということです。赤と緑の色と麦のリ

ースは，現在の国旗にも受け継がれているものです。赤と緑はイ

スラムの伝統的な色で，剣は「イスラムを守る意志」を表してい

たのでしょう。

【問題】

アフガン部族をまとめたアフマド・シャー・ドゥッラーニーの

王国は，どのような国だったと思いますか。

予想

ア 内紛が絶えず内乱状態の国

イ 常に周辺国からの侵略を受ける国

ウ 周辺国まで征服する帝国

エ そのほか
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■ドゥッラーニー帝国

アフマド・シャーは，元々傭兵で，ナーディル・シャーの下で

「アフガン人部隊長」として戦っていました。彼は，首都をパシ

ュトゥーン人の故郷であるカンダハールと定めると，周辺地域を

征服していき，その範囲は，北は現在のトルクメニスタン，南は

アラビア海，東はムガール帝国の首都デリー近郊，西はペルシャ

の中央部にまで拡大しました。こうして，彼はアフガニスタンを

統一させて，彼の帝国としたのです。

ただ，国境を接することになった清からは朝貢を求められて，

それに応じています。また，北方の遊牧民国家とは親善を図って

いました。
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【問題】

では，アフマドは，彼の王国の旗として，どんな旗を掲げたで

しょうか。次のどの旗に似ていたと思いますか。

予想

  ア アブダリの旗

  イ ナーディル・シャーの旗

  ウ 現アフガニスタン国旗

  エ どれにも似ていない旗だった
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■黒旗

それは無地の黒旗でした。黒旗

はイスラムでは伝統的な旗で，ア

ッバース朝を表す色でもありまし

た。

かつて（995 年～1187 年）アフ

ガニスタンの地には，トルコ系の奴隷軍人が興したカズニ朝アフ

ガン王国がありました。この王国のスルタンの旗が黒旗だったの

です。アフマドは，この旗を採用したのかも知れません。

アフマドの死後，息子のティムールが王位に就きましたが，後

継者を巡る内紛を避けて，ティムールはカンダハールからタジク

人が多く住んでいたカブールに首都を移しました。

しかし内紛は収まらず，タジク人やハザーラ人も反乱するよう

になり，帝国は内戦状態になりました。そして 1835 年その内乱

に終止符を打って，それまでのドゥッラーニー家の分家の家系の

ドースト・ムハンマド（絵）がムハンマドザイ朝を興しました。

しかし，かつての帝国領土は，西はヘラートをペルシャに占領

され，東はペシャワールをシーク教徒に占領されるなどして，縮

小したものになっていました。

ムハンマドはペルシャやシーク教徒

に対抗するため，それまでのペルシャ的

な「シャー」の称号を，アラブ的な「ア

ミール（首長，信徒たちの長）」に変更

しました。

その頃は，列強による植民地獲得競争

が繰り広げられている時代でした。ロシ



9

アはアフガニスタン北方の諸ハン国を制圧，ペルシャやオスマン

帝国とも戦争して勝利していました。そして，その矛先はアフガ

ニスタンに向いていました。

インドを支配する英国は，ロシアの南進がアフガニスタンから

インドに及ぶのを警戒し，アフガニスタンを英国支配下に置く計

画を立てました。それは，シーク教徒の元に亡命していた前国王

を王位に復活させて傀儡政権を作るというものでした。
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【問題】

1838 年，英国は「カブールからロシアを撤退させるように」と

最後通牒を発した後，前国王を押し立て，2 万人の兵力でアフガ

ニスタンに侵攻しました。では，この戦争の結果はどうなったで

しょうか。

予想

ア 英国の勝利

イ アフガニスタンの勝利

ウ ロシアが参戦し泥沼化した

エ そのほか

http://www.garenewing.co.uk/angloafghanwar/
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■英アフガン戦争

英軍は大きな抵抗も受けずにカブールを占領し，前国王を再び

王座に就かせました。しかし，その 2 年後，各地で反乱が勃発，

ゲリラ攻撃により，結局，英軍はアフガニスタン全土を支配する

ことはできず，2 万人の死者を出して撤退しました。これは英国

が植民地における戦争で初めて経験した大敗北でした。

1843 年英軍に捕らわれていたムハンマドは，釈放されて支配を

回復し，1955 年英領インド政府と和平協定を結びました。

しかし，1863 年にムハンマドが死ぬと，ムハンマドの三男のシ

ェール・アリがアミールとなりましたがふたりの兄たちが反乱を

起こし，王位を奪われましたが，1868 年に王位を取り戻しました。

【問題】

英国の敗退で，ロシアはアフガニスタンに接近し，アリの元に

軍事顧問団を含む外交団を送り，軍事同盟を働きかけました。こ

れに対して英国は「カブールに英大使館を設置してアフガニスタ

ンを制御しよう」としましたが拒否されたため，1878 年，再び宣

戦を布告しました。

では今度は英国の勝利となったでしょうか。

予想

ア 英国がアフガニスタン全土を支配した

イ ロシアが介入して泥沼化した

ウ 英国は敗退した
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■第二次英アフガン戦争

英国は 3.5 万人の兵力で，今度も順調にカブールを制圧しまし

た。しかし，翌年にはカブールで反乱が起こったのを皮切りに，

平野部での正規戦で英国軍はアフガニスタン軍に敗北する事態と

なりました。

かくして英国は再び撤退していきましたが，アフガニスタンの

支配を諦めたわけではありませんでした。英国は，ムハンマドの

孫で親英派のアブドゥル・ラフマーンをアミールに擁立し，領土

を割譲させるとともに，「アフガニスタンは英国以外の国と政治的

な関係は結ばないものとする」として外交権を取り上げました。

つまり英国はアフガニスタンの直接支配を諦めた代わりに，保護

国とすることにしたのです。

英国を後ろ盾としたラフマーンは，その強権で地方の支配権を

各部族長から中央へと集め，アフガニスタンを部族連合国家から

国王の専制国家へと変容させました。

【問題】

ラフマーンはどんな国旗を制定したでしょうか。

予想

ア それまでの国旗と同じような黒旗

イ 英国旗に似ていたか，カントンにユニオン・ジャックが

入っていた

ウ そのほか
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■ラフマーンの旗

『LES DRAPEAUX DE L’ISLAM』より

ラフマーン（絵）の旗は，黒（ア

ッパーズ朝の色）を地にしたもの

で，中央にはモスクがあり，その

周りに銃と剣が配置されていまし

た。伝統の「麦のリース」も描か

れていました。

モスクを取り巻く「光線」は，

by Željko Heimer



14

オスマン朝のスルタンの旗を模したものと言われています。

1901 年，ラフマーンは死去し，息子のハビーブッラーが即位し

ました。彼は彼の即位に反対した部族勢力を解体し，ラフマーン

が目指した専制国家を完成させ，西洋医療や技術を積極的に取り

入れて，近代化に力を注ぎました。

【問題】

ハビーブッラーはどんな国旗を制定したでしょうか。実は彼が

制定した旗は，ラフマーンの旗とよく似ているのですが，旗から

ふたつのデザインが無くなっていました。そのひとつは「聖句」

でしたが，もうひとつはなんだったと思いますか。

予想

ア モスク

イ 剣と銃

ウ 光線

エ 麦のリース
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■ハビーブッラーの旗

by Jaume Ollé

彼が制定した国旗は，

ラフマーンのものと比べ

て，聖句と光線が無くな

り，リースも麦ではなく

なりました。初めて全土

を実行支配する国家を打ち立てた彼は，過去のアブダリの旗と決

別したようにも思えます。

この旗は，ラフマーンに続いて黒旗ですが，黒の国旗は極めて

珍しいものです。しかし，それは意図されたものでした。当時，

世界は第一次世界大戦へと突き進んでいました。オスマン朝は同

じイスラムとしてアフガニスタンの軍事協力を求めてきていまし

た。そこで，アフガニスタンが戦争に巻き込まれるのを回避する

ために，周辺諸国とは全く似ていない中立的な旗を採用したので

す。それは，オスマン朝の光線が省かれたことでもわかります。

さらにリースは麦ではなく，平和を表すオリーブ?になっていたの

です。また，インドとの関係改善にも尽力しました。

下の図（『LES DRAPEAUX DE L’ISLAM』より）は彼を表

す王旗で，オスマン朝の影響が

伺えます。（書かれているのは

「宗教と国家の光明」という称

号です）

世界大戦で中立を保って，戦

争に巻き込まれるのを回避し

たハビーブッラーでしたが，英国やロシアへの譲歩は国民の反感
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を買っていました。特に，昔からパシュトゥーン人が暮らしてい

た地域を二分する形で国境が引かれたことが問題でした。

『アフガニスタン 戦乱の現代史』より

パシュトゥーン人の住んでいる地域を二分し

て国境線が引かれている。

アフガニスタンの人たちは，アジアの小国の日本が殖民地帝国

のロシアを破ったことに喝采し，日本をお手本に近代化へと邁進
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していこうとしていました。その結果，日本の場合と同じように，

アフガニスタンには国粋主義的な民族主義が強まったのです。

1919 年，ハビーブッラーは，反英勢力に暗殺されて，兄弟での

後継者争いの後，三男のアマーヌッラーが即位しました。

【問題】

アマーヌッラーは，独立を宣言し，ソ連と外交関係を樹立（そ

の後，相互不可侵条約を締結）して，国土回復のためジハードを

宣して，英領インドに攻め入りました。

彼は新しい国章と国旗も制定しましたが，それらはどんなもの

だったでしょうか。

予想

ア ハビーブッラーの旗とあまり変わらなかった

イ ラフマーンの旗に似ていた

ウ ソ連国旗に似ていた

エ そのほか

アマーヌッラー
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■アマーヌッラーの旗

by Jaume Ollé

彼の旗は，モスク

の周りに光線を描

いた黒旗で，ラフマ

ーンの旗の一部を

取り出したものの

ようでした。平和のリースはなくなり，光線が表しているのはオ

スマン朝のような発展だったのでしょう。実際，アマーヌッラー

は，ケマルが革命を起こし近代化を推進していたトルコを近代化

の目標としていました。

『LES DRAPEAUX DE L’ISLAM』より

彼の王旗は先王と同じく赤旗でしたが，裏には国章が描かれて

いました。（彼の「勝利の支配者」という個人的称号も記されてい

る）

また，同時期に制定されたらしい政府旗には，伝統的な赤と緑

も入れられていました。
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by Mario Fabretto

これらの旗のデザインには，な

んとなく日の丸や旭日旗が影響

しているようにも思えるのがお

もしろいところです。

【問題】

では，戦争の結果は，どうだったでしょうか。

予想

ア また英国の負け

イ 今度は英国の勝ち

ウ 勝負がつかなかった

アマーヌッラ

ーの軍旗

『LES DRAPEAUX DE L’ISLAM』より
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■第 3 次英アフガン戦争

アマーヌッラーには，過去 2 回の英国との戦争や，英国が世界

大戦やインドの反乱で疲弊していること，ロシアでは革命で皇帝

が倒されたことなどを考えて，勝算があったのでしょう。

しかし，世界大戦は新兵器により戦争の質を大きく変えていま

した。英陸軍大臣だったチャーチルは「毒ガスの使用」を推奨し，

反対されると「未開人たちに毒ガスを浴びせるのは気分が良くな

いという心情は理解できない。それが多くの英国人の命を救うの

だぞ。これは優れた科学の成果なのだ」と述べました。また英首

相は「ニガーに爆弾を落とす権利は守られなければならない」と

して，英軍は，航空機による無差別爆撃や毒ガス攻撃を行いまし

た。こうした攻撃にアフガニスタン軍は対抗する手段がなく，二

か月たらずで戦線は膠着しました。

英国は戦闘には勝ったものの，ロシアの殖民地獲得競争からの

脱落で，アフガニスタンを支配する必要性はなくなっていました。

またインドでの民族運動への対策で手一杯な状態で，経済的にも

多くの植民地支配を続けられない状態になっていました。そこで，

英国は，アフガニスタンに外交権を与えて完全に独立させること

にしました。こうして 1919 年 8 月 19 日，殖民地化されたイスラ

ム諸国の中で，最初の独立をアフガニスタンは果たしたのです。

独立を果たしたアマーヌッラーは，トルコで行われたような改

革を進めました。憲法を制定して立憲君主国として近代化を押し

進めたのです。それは，太陽暦，洋装，メートル法の導入，国立

銀行の創設と新貨幣の使用，多妻制と奴隷制の禁止と男女平等，

教育振興，チャドル着用義務の撤廃と女学校の設立，部族長への

補助金の廃止など，徹底したものでした。
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これまでの部族ごとの軍隊を解体し，徴兵制による軍隊を創設

し，フランス，イタリア，トルコから軍事指導者を招き，ソ連か

らの援助で航空機を導入し，空軍まで創設しました。

【問題】

アマーヌッラーは，1926 年，アミールの称号をシャーに変更し，

アフガニスタンは首長国から王国となりました。そして彼は国旗

を変更しましたが，どんなデザインにしたと思いますか。

予想

ア 三色旗にした

イ リースの入った国旗に戻した

ウ トルコ国旗に似たものにした

エ そのほか

アマーヌッラー王
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■新国旗?

新しい国旗は，国章を

変えたもので，基本的な

デザインがハビーブッラ

ーの旗から武器を取り除

いたもののようになりま

した。

by Peter Laursen and Željko Heimer

リースは，麦でもオリーブでもなく，月桂樹（勝利）とオーク

（生命力）でした。アマーヌッラーは，なぜ国旗のデザインを昔

のものに戻したのでしょうか。

彼の急激な近代化は，イスラムである国民には抵抗のあるもの

でした。特に宗教界からの反対は大きく，蜂起も起こっていまし

た。さらに，それまでの利権を取り上げられた部族長には不満が

高まっていたのです。そこで，そうした勢力と「国旗の上では」

妥協しようとしたのかも知れません。

【問題】

しかし，アマーヌッラーは 1928 年ヨーロッパ諸国歴訪に出か

け，そこで「近代化改革の正しさ」を実感するとともに，アフガ

ニスタンが未だ「早急な改革が必要」である状態にあるのを確信

しました。彼は帰国してから，国旗を三色旗にするとともに国章

を変更しました。ではどんな国旗と国章になったのでしょうか。

① 国旗の三色のひとつは黒ですがあとの二色は何と何だと思い
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ますか。

予想

（ ）赤，（ ）青，（ ）黄，（ ）緑，（ ）白

② 国章はそれまでの国章にあったあるものがなくなっていまし

たが，それはなんだったでしょうか。

予想

ア リース

イ モスク

ウ 小さな旗

ヨーロッパ諸国歴訪中

の国王夫妻。

オックスフォード大学

から名誉博士号を授与

された。

Wikipedia
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■近代化の旗

image by Santiago Dotor, 

coat-of-arms by Peter 

Laursen

その旗は，黒・赤・緑の

三色旗でした。「黒は過去，

赤は独立のために流した血，

緑は未来への希望」とされ

ていましたが，黒はこれまでの黒旗，赤は王旗に見られるように

王家を，緑はイスラムを表していたのです。そして赤と緑は，ア

フガニスタン建国のアブダリの旗に通じるものでした。つまりこ

の三色はアフガニスタンの歴史そのものなのです。

国章は，それまでの国章には必ずあったモスクが削られていま

した。それどころかこの国章には宗教的なものは一切無かったの

です。リースは，伝統を

表す麦に変わりました。

朝日は，アフガニスタン

のペルシャ側からのか

つての呼称「コーラサ

ン」=「太陽の昇る地」

を表していました。

また国章には，赤い星

が加えられましたが，こ

れはもしかすると，英国

との戦争の結果，ソ連へ

の接近を表していたのかも知れません。by Peter Laursen
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国章の変更により，王旗の

裏面も次のように変更され

ました。なかなか近代的なデ

ザインです。

『LES DRAPEAUX DE L’ISLAM』より

【問題】

より急進的な国旗に象徴される近代化は，結局，1929 年に反近

代化クーデターを生じさせました。反乱軍はアマーヌッラーに退

位を迫り，彼の兄がかわって即位しました。では，その結果，国

旗はどうなったでしょうか。

予想

ア 元の黒旗に戻った

イ ふたつの国旗が合わさったデザインのものになった

ウ 国旗は変化しなかった

エ そのほか

1919-26

首長国

1926-28

王国

1928-29

王国
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■黒旗に

国旗は独立当初の「アフガニス

タン首長国」のものに変更されま

した。

by Jaume Ollé

しかし，この旗は 3 日間しか使われることはありませんでした。

新しい国王が誕生して三日目に，英国から資金と武器の援助を受

けたアフガン北方出身でタジク人のハビーブッラー・ガジーによ

って政権は転覆され，ハビーブッラーは「アミール」を称したの

です。

【問題】

では，彼はどんな旗を掲げたと思いますか。次のどの旗に似て

いたと思いますか。

予想

ア アフガニスタン首長国の黒旗

イ アフガニスタン王国の黒旗

ウ アフガニスタン王国の三色旗

エ どれとも似ていない

旗の図は前のページを見てください。
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■三色旗

ハビーブッラーはアミールを称してアフガニスタンは首長国に

なったのですが，彼の掲げた旗は，アフガニスタン王国の三色旗

に似ていましたが，緑の縦縞が白になっていました。

image by Ivan Sache

白もイスラムの伝統的な旗の色

で，「黒，赤，緑」とともに「汎イ

スラム色」といわれます。

この政権は，9 か月後にアマーヌッラーの叔父であり国防相だ

ったパシュトゥーン人のナーディル・カーンによって倒され，ハ

ビーブッラーは銃殺されました。

【問題】

ナーディルは甥のアマーヌッラーを呼び戻すことなく，自ら王

に即位し，原理主義的な政策を取りました。では，彼が制定した

新しい国旗の国旗のデザインは，どのようなものだったでしょう

か。

予想

ア 伝統的な黒旗

イ アマーヌッラーの三色旗

ウ ふたつの国旗が合わさったデザインのもの
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■妥協の旗

ナーディルは，アマーヌッラーの三色旗のシンボルは「あまり

に革新的すぎる」と考えていました。そこでその三色旗から非イ

スラム的で社会主義的な国章を取り除いて，代わりにかつての黒

旗時代の国章をいれたのです。これは妥協の旗でした。

image by Santiago Dotor

王旗にもこのデザインは取

り入れられていました。

王旗は Afghanland.com より

ナーディルは 1931 年，新憲法を公布

し，国旗を変更しました。これは国章の

「光の輪」の部分をアマーヌッラーの国

章の「麦のリース」に変えたもので，さ

らにアマーヌッラー派に妥協したもの

になりました。憲法では「最も穏健的」

といわれる教義を国教として採用して

いましたが，義務教育は宗教界の手によることになっていました。

by Jaume Ollé

国旗には，アラビア文字で

「1348」という数字が入ってい

ますが，これはイスラム歴

1348 年（＝西暦 1929 年），つ

まりナーディルのアフガニス

タン王国の建国の年を表して
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います。同時に王旗も新しい国章を取り入れて変更されました。

ナーディル（左）は 1933 年，アマー

ヌッラーの支持者によって暗殺され，息

子のザヒール（右下）が跡を継ぎ，以降

40 年の長期政権を担いました。

ザヒールは中立政策を徹底し，外国か

ら援助を得るにしても，ソ連と英国を避

けて，これまでアフガニスタンと関係の

薄かったドイツ，イタリア，日本などに

頼みました。第二次世界大戦になると，

これら枢軸国からの援助を一切中止し，

すべての外国人を国外退去として，頑な

に中立を守り通しました。戦後の冷戦の

時も，非同盟中立を掲げていました。

しかし，アフガニスタンには国境問題

がありました。アフガニスタンとパキス

タンの間の国境は，かつて英国との戦争

に敗れたため，パシュトゥーン人の住む

地域の中央を通っていたのです。

1949 年パキスタンが国境付近を空爆し，両国は国交を断絶し，

国境を閉鎖しました。しかし，パキスタンからの物資の流入が止

まると，アフガニスタンの経済は大混乱に陥りました。また深刻



30

な干ばつにより，ε万人が餓死したといわれています。

米国はパキスタンを支援したため，やむなくアフガニスタンは

援助をソ連に仰ぎ，ソ連の影響力がどんどん増していったのでし

た。

1963 年，ザヒールは，それまで 10 年間首相を務めてきたいと

このムハンマド・ダーウトを更迭し，政治権力を王に集中させま

した。ダーウトはソ連援助による国軍の近代化と，「ベール着用の

任意化」など，女性の権利や経済及び社会・教育システムの改革

にも取り組んでいました。そのため宗教界は反政府キャンペーン

を組織し，ダーウトはそれに弾圧で臨んでいたのです。

ザヒールは新憲法を公布し，初の総選挙を実施しましたが，議

員は政治ポストに就くことができない規定でした。

【問題】

1973 年，ダーウト（写真）は無血クーデターを成功させ，王制

を廃して共和制とし，自ら大統領となりました。このときそれま

での国旗からあるものが抹消されましたが，それはなんだったと

思いますか。

予想

ア 国章

イ モスク

ウ 緑色

エ 年号
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■消された年号

image by 

Mark Sensen 

modified by 

Santiago 

Dotor

新しい国旗はそれまでの王国旗とそっくりでしたが，よく見る

と，それまでモスクの下に描かれていた「ナーディル王の建国の

年号」が消されていました。

【問題】

ダーウトはソ連の支援を受けて近代化を急ぎ，クーデターの翌

年，「共和制国家にふさわしい新国旗」を採用しました。それは，

王家の紋章を外し，さらに横縞の三色旗へと変更したものでした。

ただ，この新しい三色旗は，縞が等幅ではありませんでした。で

は，どの色の縞が一番太かったでしょうか。

予想

ア 黒

イ 赤

ウ 緑
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■アフガニスタン共和国国旗

by Mark Sensen

新しい国旗の配色は前と

同じですが，緑の幅が赤と黒

の縞の幅の倍になっていま

した。つまり，イスラム教重

視のように見えます。この緑

は「農業による発展の象徴」と

説明されましたが，近代化で宗

教界を弾圧していたダーウト

は，国旗では妥協しているよう

です。

新しい国章のデザインはモ

スクと麦のリースを引き継い

でいますが「伝説の鷲」（最初

のアーリア人の王に王冠をか

ぶせたという）がメインとなっています。年号は共和国成立の年

で，そのまわりには「アフガニスタン共和国」と描かれています。

「麦のリース」は，アフガニスタン建国の祖であるアフマドが，

彼が王に選ばれたときに頭につけた冠を，「昇る朝日」は「新しい

共和国の時代」を表していました。

1977 年，ダーウトは憲法を改正して一党独裁としました。これ

はイスラム政党を禁止するためでした。原理主義的傾向を強めた

宗教界の反政府活動には徹底して弾圧で臨み，後に「聖戦士」の

指導者としてソ連と戦うことになるマスード，ラバニなどもこの

とき国外へ逃亡しています。



33

そして，こうしてダーウト政権と対立して国外に逃亡したイス

ラム勢力に援助を開始したのが，米国でした。「米国はアフガニス

タンの反政府運動を高めることで，ソ連介入の可能性を高めよう

としていた」とカーター政権の CIA 長官は語っています。

ダーウトの国旗には社会主義的な象徴がありません。ダーウト

は全方位外交を行い，社会主義に傾倒しているわけではありませ

んでした。ダーウトは「アフガニスタンは貧しい国であるが，ど

のような行動と判断を取るかは我々の自由である」とソ連のブレ

ジネフに言明していました。

【問題】

1978 年，軍が社会主義政党の人民民主党を支持してクーデター

を起こし，ダーウトの一族を射殺しました。その結果，社会主義

政権が誕生し，国名を「アフガニスタン民主共和国」とし，国旗

を変更しました。

それはそれまでの国旗からモスクが描かれた国章を取り除いた

ただの三色旗でしたが，それぞれの縞の幅はどうなっていたと思

いますか。

予想

ア それまでと同じく緑縞が太い

イ 赤縞が一番太くなった

ウ みんな同じ幅になった
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■新三色旗

image by Santiago Dotor

新国旗の縞の幅は，それまで

のものと全く同じでした。アフ

ガニスタンでは，国旗を何度も

変えてきましたが，このように

「前の国旗に対する配慮」というのが感じられます。それは，様々

な勢力との妥協を図るためだったのでしょう。

【問題】

政権を取った人民民主党は，まず党内部の反対派を追放して権

力基盤を固めた後，土地の国有化，男女平等教育など，社会主義

改革を急速に進めようとすると同時に国旗を変更しました。それ

はどんな旗だったでしょうか。

予想

ア もとの縦縞の三色旗

イ 赤縞の幅が一番大きい三色旗

ウ 赤一色の赤旗

エ 伝統的な黒旗
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■赤旗

人民民主党政権は，当時のソ連国旗にそっくりな赤旗を掲げま

した。つまり社会主義化を国旗でも表明したのです。

by Mark Sensen

国章も変更され，中央には

大きく「人民」と描かれてい

ました。リボンには「アフガ

ニスタン民主共和国」「1978

年 4 月革命」と記されていまし

た。

この国旗が採用された二ヶ

月後，アフガニスタンはソ連と

善隣友好条約を締結し，事実上

ソ連の衛星国となりました。

タラキー革命評議会議長は

独裁体制を取り，イスラム宗教

界を弾圧し，近代化を強行に推し進めようとしました。反政府活

動への弾圧にもかかわらず，各地では暴動や反乱が起こりました。

タラキー政権のアミーン外相は，事態の打開のため宗教界や米

国に接近を図り，タラキーを殺害し，自ら革命評議会議長に就任

し，実権を奪いました。

アミーンはソ連に対して「これ以上のソ連軍増強は必要ない」

としてソ連軍を拒み，宗教界など保守層の支持も受けながら，米

国に接近する姿勢を見せていました。しかし，結局は原理主義者

たちを弾圧する方針を採り，そのため原理主義者たちはアミーン

に対してジハードを宣言しました。そして，CIA から援助を受け
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た「聖戦士」たちは，南部の州を支配下に置くところまで勢力を

拡大しました。

社会主義政権を失いたくないソ連は，武力による介入を決意し

て，1979 年末，ε万の大軍でアフガニスタンに侵攻し，アミーン

を射殺，主要都市を制圧して，タラキーにより追放されソ連に亡

命していたカルマルを政権の座につけました。ソ連は軍事侵攻の

根拠を「友好善隣条約に基づき，カルマル政権から要請があった」

としましたが，西側諸国の大半はこの侵攻を非難し，反政府派を

支援して，翌年のモスクワオリンピックをボイコットしました。

カルマル政権では，前政権を担当していた者や将軍たちが粛清

を恐れて次々と逃亡を始めたため，政府も軍隊も機能しなくなっ

ていました。また逃亡した者で反政府活動に加わる者も少なくあ

りませんでした。

【問題】

カルマルは政権に就くと国旗を変更しました。どんな国旗にな

ったと思いますか。

予想

ア 黒旗（伝統的旗）

イ 縦縞の三色旗（王国時代）

ウ 横縞の三色旗（共和国時代）

エ そのほか
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■妥協の旗

カルマルはアフガニスタンに戻ったときに「国旗にイスラムの

緑を復活させる」と宣言していました。そして，新しい旗は，横

三色旗で社会主義的な国章の入ったものでした。つまり，伝統的

な黒とイスラムの緑を取り入れて，妥協したわけです。ただし共

和国時代の三色旗は緑の縞の幅が太かったのですが，新しい三色

旗は等幅のものとなりまし

た。

by Jaume Ollé（FOTW）

国章には社会主義の赤い

星と歯車がありましたが，モ

スクやコーランなどイスラ

ム的なデザインを多く取り

入れていました。

このように宗教勢力との

融和を求める旗だったので

す。

しかし，反政府勢力は自ら

を「イスラム聖戦士」=「ム

ジャヒディン」と称して，5000 メートル級の山岳地帯でゲリラ攻

撃を続け，抵抗をやめませんでした。彼らが，ソ連という無神論

者との戦いを「ジハード」（=イスラム教を守る聖なる戦い）とし

たことで，世界中のイスラム教徒から支援が集まり，義勇兵とし

て参加する者も 20 万人に達しました（ビンラーディンもそのひと

りでした）。また「敵の敵は味方」で，ゲリラを米国は CIA など
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を使って積極的に軍事支援しました。その総額は 21 億ドルに達し

たそうです。

かくして戦いは全土に広がり，ソ連は無差別攻撃をしたため，

300 万人が国外に脱出，200 万人が住む場所を失って難民となり

ました。

20 万近い兵力を導入したソ連軍の死者は 2 万人に迫り，この戦

争はソ連経済を圧迫していました。1986 年，ゴルバチョフは政策

を転換し，カルマルを解任，後任に秘密警察長官のナジブラを当

てて，アフガニスタンからの撤退を告げました。アフガン側戦闘

員の死者は 10 万，市民を含めると 150 万人が死亡した戦争でし

た。化学兵器も使われ，対人地雷は 2000 万以上も設置され，中

には子どもに拾わせるための「お人形タイプ」のものもありまし

た。

【問題】

ソ連に見放されたナジブラは，「イスラム宗教指導者も含めた政

府を作る」として「国民和解」を主張し，反政府勢力に停戦を呼

びかけました。彼は国名を「アフガニスタン共和国」に戻し，国

旗も変更しました。それはどんな国旗だったでしょうか。

予想

  ア 共和国時代の緑縞が太い横三色旗に戻った

  イ 王国時代の縦縞の三色旗に戻った

  ウ 社会主義を表す国章と赤縞がなくなった

  エ ほとんど変化しなかった
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■妥協の旗

by Mark Sensen

「国民和解」を

唱えたナジブラ

でしたが，新しい

国旗は，それまで

ものとほとんど

同じで，唯一国章だけが変更に

なっていました。社会主義を表

す「赤い星」が無くなっていま

したが，コーランも無くなって

いました。

ただ，ナジブラはこの国旗の

色の意味を次のように説明し

ました。「黒は，アフガニスタ

ン発祥の地=コーラサンで起こったウマイヤ朝を倒したアッバー

ス朝革命の旗，赤は，コーラサンでアフガン王国を作ったカズニ

朝のスルタンの旗から，緑はイスラムを表す」とすべてアフガニ

スタンのイスラム伝統に結びつけて説明したのです。また「歯車」

のことは，「〈麦のリース〉とともに〈国土の開発の象徴〉」と説明

しました。

しかし，この国旗で国内がまとまることはありませんでした。

ソ連軍撤退後のアフガニスタンは，政府軍と反政府軍の戦いだけ

でなく，主導権を巡って反政府軍同士の戦いが相次ぎ，内戦状態

となったのです。
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【問題】

1992 年，ナジブラは政権を放棄し，反政府勢力による暫定連立

政権が樹立され，国名を「アフガニスタン・イスラム国」と変更

しました。では，国旗はどうなったでしょうか。

予想

ア 赤縞を削除した

イ 黒旗になった

ウ 縦縞の三色旗になった

エ ほとんど変化しなかった

ナジブラ
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■赤を削除

by Željko Heimer

暫定政権は，それ

までの三色旗から

赤の色を抜き，そこ

にアラビア文字で

「神は偉大なり」

「アッラーの他に神はなし。ムハンマドはアッラーの預言者なり」

と書き込んだイスラム色の強い国旗を採用しました。赤を抜いた

のは，それが社会主義を連想させるからでしょう。そして，白は

イスラム教の開祖ムハンマドの色でもありました。「聖戦士」たち

は，これら緑，白，黒の旗でソ連の赤軍と戦ったのでした。

【問題】

暫定政権で大統領となったラバニは 1992 年末に，支持者を集

めて「選挙」を行い，自らを「正式に」大統領に選出しました。

ラバニは国旗も変更しましたが，どのような国旗になったと思い

ますか。

予想

ア よりイスラム的なものになった

イ 妥協的なものになった

ウ なんともいえない
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■伝統も尊重

by Jaume 

Ollé

新しい国旗

は伝統的な王

家の紋章を取

り入れていました。それまでの国

旗にあった聖句は，小さくなって

紋章の一部となりました。社会主

義勢力は排除したものの，伝統的

勢力とは妥協したわけです。

しかし，国旗制定の翌年には，

連立政権は解消し，内戦へとなっ

ていきました。その中でパキスタ

ンの支援を得て，力を付けていったのがタリバーンなのです。

【問題】

1996 年，タリバーンは首都を制圧し，アフガニスタンの実効支

配権を手に入れました。タリバーンは国名を「アフガニスタン・

イスラム首長国」と変更し，国旗も変えました。

タリバーンの旗は，タリバーン政権を承認したパキスタン，サ

ウジアラビア，アラブ首長国連邦のうちのひとつの国旗に似てい

ました。どの国旗に似ていたと思いますか。
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予想

ア パキスタン・イスラム共和国

イ サウジアラビア王国

ウ アラブ首長国連邦

パキスタン

by Zeljko Heimer（FOTW）

サウジアラビア

by António Martins（FOTW）

アラブ首長国連邦

by António Martins（FOTW）
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■タリバーン政権の旗

by Marcus Schmöger

タリバーンの旗のデザイン

はサウジアラビアの旗に似て

いて，書かれている文字も「ア

ッラーのほかに神はなし。ムハ

ンマドはアッラーの預言者な

り」（イスラム教での信仰告白）

と同じものです。

タリバーンは内戦の時は，た

だの白旗を掲げて戦っていま

した。

ただの白旗はふつう「降伏」の印として受け取られます。だか

らこの旗を掲げて戦っているタリバーンを見て，「あれは，〈もう

無益な内戦はやめよう〉という印なんだ」と思った外国人記者も

いたようです。しかしイスラムにおいての白旗は，降伏ではあり

ません。

初期のアラブの旗は一色で，その多くは部族の銘が記されて

いたものでした。予言者ムハンマドの伝記作家たちは，彼の旗

は白と黒のふたつがあったとしています。彼に従うものたちは，

白旗の下で 7 年間戦い，この旗を掲げてメッカに入ったと言わ

れています。白色はまたムハンマドの直の後継者であり，彼が

属していたクライシュ族の有力家系であるウマイヤ朝の色でも

あります。白旗の下，ウマイヤ朝は 661 年から 750 年までイス

ラム帝国を支配し，756 年から 1031 年までは，スペインのイス
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ラム支配者でした。ムハンマドが使った第二の色である黒色は，

ウマイヤ朝を倒し 750 年から 1258 年までイスラム帝国を支配

したアッバース朝の色です。

Alfred Znamierowski 『The world encyclopedia of FLAGS』

より翻訳

白旗はこのように，イスラム教徒，特に「原理主義者」たちに

とっては，聖戦の意味を持つのです。ソ連撤退後，各勢力は戦乱

の中，それぞれの拠点内で暴君のように振る舞い，住民を苦しめ

てきました。そのイスラム法に背く行為を正すために立ち上がっ

たのが，パキスタンの援助を受けたタリバーンだったのです。彼

らは「イスラム原理主義」と呼ばれる〈イスラム法に厳格に従う

ことを要求〉する「正義」の軍でしたから，住民の支持を集め，

国土の 90%以上を支配するまでになりました。

このようにタリバーンは腐敗した諸勢力を国民の支持を受けて

掃討したのでした。そしてそのタリバーンを支援したのがパキス

タンと米国でした。

アフガニスタンと国境を接するトルクメニスタンは永世中立を

宣言していました。そして国内の石油と天然ガスを，パイプライ

ンによりアラビア海まで運ぶ計画を持っていました。そして，そ

のルートは，イランを通るものと，アフガニスタンを経由してパ

キスタンを通るものの二つが考えられていました。

パキスタンは自国を通るルートを開発し，莫大な利益を得ると

同時に，原理主義国家のイランに国力をつけさせないことを望み

ました。しかし，アフガニスタン国内は内戦でパイプライン建設

どころではありませんでした。そこでパキスタンはタリバーンに

パキスタン軍を紛れ込ませて，治安を確保しようとしたのです。
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またパキスタンは，米国に対して「米国企業による開発」を求め

ました。こうして米国とパキスタンの利害が一致し，米国もタリ

バーン支援を決めたのです。

【問題】

タリバーン政権が誕生したことで，それまで互いに抗争をして

いた各勢力は，「反タリバーン」で団結し，アフガニスタン北部に

「北部同盟」（これは通称。正式名称は「アフガニスタン救国・民

族イスラム統一戦線」）を結成しました。

2ε派閥の軍事同盟でしかない北部同盟にはそれを表す旗はあ

りませんでした。中心となる勢力は，タジク族で旧ラバニ政権の

「イスラム協会」，イランが支援するシーア派の「イスラム統一党」，

ドスタム将軍がウズベク族と共産主義者を率いる「イスラム民族

運動」などです。その中の最大勢力であるドスタム派の旗は，あ

る時期のアフガニスタンの国旗にそっくりなのですが，どの時期

の国旗に似ているでしょうか。

予想

ア ラバニ政権のアフガニスタン国旗

イ 民主共和国（共産党政権）の国旗

ウ （第一）共和国の国旗

エ 王国時代の国旗

オ 首長国時代の国旗
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ラバニ政権
民主共和国

共和国

王国 首長国

またシーア派の「イスラム統一党」の旗は，どんな旗だったと

思いますか。
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■ドスタム派の旗

アフガニスタン北部に確固たる基盤を築いていたドスタム派の

旗は，最初の共和国の国旗とそっくりです。赤（共産主義）も取

り込んでいますが，緑の幅が大きくてイスラム教が中心という主

張です。

また，紋章は民主共和国のもの

とよく似ていて，「歯車」があ

るのがわかります。この紋章に

あるアラビア数字はイスラム

歴 1371 年（＝西暦 1992 年）

を表しています。この年は，ソ

連軍撤退による内乱状態から，暫定連立政権が発足した年です。

（ http://24.132.3.221/vdcn/vdcn_nl.nsf/a04Countries/Afghanist

an+(Noord)?OpenDocument）

では，シーア派の旗はどんな旗だったでしょうか。その旗は，

緑一色のイスラム的な旗でした。

by Santiago Dotor

しかし，内戦の間，散々に略奪・

虐殺を繰り返してきた北部同盟各

軍閥に対する住民の支持はなく，

各地の部族は，話し合いで次々とタリバーン支配を受け入れて，
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タリバーンはアフガニスタンの 9 割以上を支配するに至っていた

のでした。

【問題】

しかしタリバーンがアフガニスタンを完全に支配することはで

きませんでした。それは，米国やパキスタンがタリバーン支援を

やめたからです。

米国が支援を辞めた一番の理由はなんだと思いますか。

予想

ア 人権問題

イ 石油パイプライン問題

ウ テロ攻撃

エ そのほか
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■人権と石油とテロ

その頃，二期目をねらうクリントン米大統領は女性の権利団体

の支持を受けていました。そして人権団体は「タリバーン政権が

女性の人権を認めていない。その政権を米石油会社ユノカルが支

援している」と訴え始めました。そして，大統領選を征したクリ

ントンは，国務長官に初めて女性を登用し，そのオルブライト長

官は，タリバーン批判を強めていきました。

また，元「聖戦士」としてソ連軍と戦っていたビンラーディン

は，ソ連撤退後，アフガニスタンから離れましたが，アフガニス

タンに戻ってタリバーンのスポンサーとなり，「米国に対するジハ

ード」を宣言，武装革命集団であるアルカイダを結成，1998 年に

は，「米国とその同盟者を軍人，民間人とを問わず殺せ」というフ

ァトワ（宗教的指示）を出しました。そして以降米軍などに対し

て行われたテロは，「ビンラーディンが指示したもの」と言われて

います。

しかし，米国のタリバーンへの支援がなくなったのは，これら

が根本的な原因ではありませんでした。人権侵害に関しては，ア

フガニスタンの女性たちの解放と世俗主義国家の樹立を求めて

1977 年に結成されたムスリムの女性人権団体であるアフガニス

タン女性革命協会が，「（人権侵害などの暴虐さは）北部同盟の輩

と比べると，タリバーンなどは比較にもならないほどおとなしい

ものである」と述べている通りです。

また，タリバーンがビンラーディンらを接待するのは，アフガ

ニスタンの伝統に従った「客人」としてのものであり，タリバー

ンは，米国資本によるパイプライン建設を目的としていたのです。

米国にとっての転機は，それまで敵対していたイランに穏健派
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のハタミ大統領が登場したことでした。ハタミとクリントンは両

国の関係改善を進め，両国は「トルクメニスタンからの石油パイ

プラインはイランを経由」で合意したのです。これによりアフガ

ニスタンとパキスタンを通るルートは，必要なくなったのです。

【問題】

ビンラーディンが出した「米国人を殺せ」という宗教的指示は，

どういう理由から出されたものだったのでしょうか。そのファト

ワには理由がどう書かれていたでしょうか。

予想

ア 自由と民主主義が許せないから

イ 聖地を解放するため

ウ 十字軍との戦いのため

エ そのほか

ウサマ・ビンラーディン

アメリカ同時多発テロの首謀者ウサマ・ビンラーディ

ン。彼は、サウジアラビアの大富豪家の出身で、イス

ラム原理主義の過激派組織「アルカーイダ」の主宰

者であった。

AFP/Corbis

Microsoft(R) Encarta(R) 2007. (C) 1993-2006 Microsoft 

Corporation. All rights reserved.
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■聖戦

ビンラーディンはサウジアラビアの富豪の出でしたが，アフガ

ニスタンでソ連軍と戦う「聖戦士」に加わるとともに，イスラム

各地からのそうした義勇兵を集める仕事をしました。ソ連撤退後，

サウジアラビアに戻りましたが，そこには湾岸戦争で米軍が基地

を設けていました。イスラムの聖地であるメッカがある国に異教

徒の軍隊が駐留していることを彼は許すことができず，政府転覆

活動をしたため，国外退去処分となりました。

結局ビンラーディンはアフガニスタに戻ってタリバーンの食客

となりました。彼には潤沢な資金と各地から義勇兵を集める能力

がありましたから，タリバーンはそれをあてに出来たのです。そ

して，彼は，異教徒と戦うムスリムたちへの支援を惜しむことは

ありませんでした。そうして彼の名声は高まっていったのです。

1998 年，彼は「ユダヤと十字軍に対するジハードのための世界

イスラム戦線」の名前で次のようなファトワを出しました。

「米国人とその軍事的であれ民間的であれその同盟者を殺すこ

とは，それが可能などの国においても，すべてのムスリムにとっ

ての使命である。彼らの手に握られているエルサレムとメッカを

解放するために，そして，どんなムスリムも脅かされることのな

いように，イスラムのすべての土地より彼らの軍隊を退去させる

ために」

つまり彼が問題としていたのは，パレスチナ問題とサウジアラ

ビアの米軍基地問題だったのです。また彼は米国に対して「ジハ

ード」も宣言していました。
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その年，ケニアとタンザニアの米

大使館がほぼ同時に自爆テロによ

り爆破され（写真は倒壊したケニア

の米大使館），300 名が死亡しまし

た。2 週間後，クリントンは「ビン

ラーディンの犯行」と断定し，報復

攻撃を決定しました。そしてその目

標とされたのが，アフガニスタンの

アルカイダ訓練施設と，「アルカイ

ダに関連し化学兵器物質を製造し

ている」とされたスーダンの薬品工

場でした。

【問題】

米国の報復攻撃決定に対して，アフガニスタンのタリバーン

政権とスーダン政府はどうしたと思いますか。

予想 タリバーンは（ ） スーダンは（ ）

ア 米国を非難した

イ 犯人引き渡しなどで米国に協力しようとした

ウ そのほか
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■爆撃

内戦の続いていたスーダンは「ムバラク大統領暗殺未遂事件へ

の関与と国内での人権弾圧」を理由に，1996 年から安保理決議に

よる経済制裁を受けていました。スーダンは大使館爆破の容疑者

を逮捕し，米国に対し「容疑者とアルカイダ関連情報の引き渡し」

を申し出ました。アフガニスタンのタリバーン政権も，「ビンラー

ディンが犯人だという証拠があるのであれば，裁判にかける」と

言明しました。国際法では「国に対して国際犯罪者の引き渡しか，

裁判」を義務づけていますから，どちらの国の対応も国際法に合

致したものでした。

しかしクリントンは両国の申し出をどちらも拒否し，両国を巡

航ミサイルで爆撃しました。

【問題】

爆撃に対し，アラブ連盟は抗議声明を発表し，スーダンは国連

に対し「爆撃の正当性を調査するよう」要求しました。

では日本や欧州もこの爆撃を非難したと思いますか。

予想

ア 非難した

イ 無視した

ウ 支持した

破壊された工場
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■国家テロ

米国の爆撃を英国は全面

的に支持し，ドイツやロシア

なども支持を表明しました。

そして日本（小渕政権）は「爆

撃は理解できる」と表明しま

した。

爆破されたスーダンの薬

品工場は，スーダンの薬品の

90%を生産しており，経済制

裁で薬品が輸入できない中，

アフリカの人たちにとって

なくてはならないものでし

た。爆撃後，スーダンでは内

戦も激化し，国連推定で 240

万人が飢餓状態におかれ，死

者が急増しました。スーダンのドイツ大使は「爆撃の結果，この

貧しい国で正確に何人が死んだかを定めるのは困難だが，1 年間

で数万人というのが納得できる数字だ」と述べました。しかし英

国は，スーダンのマラリア治療薬の供給要請を拒否しました。

しかも爆撃された薬品工場が「化学兵器関連物質を作っていた」

という証拠は全く発見されず，翌年には米国自身が誤爆を認めた

形で，スーダンに対する経済制裁を緩和しました。

この爆撃は，「クリントンの実習生との不倫疑惑から目をそらす

ために行われた」との説もあります。この年末には，クリントン

はイラクを「砂漠の狐」作戦として 400 発のミサイルで攻撃しま
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した。そして翌年にはコソボ紛争に介入し，ユーゴスラビアを空

爆してゆくのでした。

クリントンは安保理で「タリバーンに対してビンラーディンの

引き渡しと訓練キャンプの閉鎖を一ヶ月以内に実施することを求

める決議」を採択させました。タリバーン政権は証拠の提示を要

求し，引き渡しを拒否したため，安保理は「タリバーンが非人道

的行為を行っている」として「タリバーンの海外資産の凍結とタ

リバーン航空機の離着陸禁止」「武器輸出や軍事援助の禁止」を発

動させました。

【問題】

2000 年にはイエメンで停泊中の米駆逐艦がボートによる自爆

攻撃を受け，米兵 17 名が死亡する事件が起こりました。あるテロ

組織が犯行声明を出しましたが，クリントンは「アルカイダの犯

行」と断定しました。

では，そのあとクリントンはどうしたと思いますか。

予想

ア アフガニスタンを空爆した

イ 安保理で制裁決議を可決させた

ウ 特に何もしなかった

エ そのほか
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■タリバーン支持の終焉

政権末期のクリントンは「この事件は，アルカイダの犯行」と

しましたが，「犯人を捕まえて，責任を取らせる」としただけで，

アフガニスタンなどを空爆することはありませんでした。

安保理は「ビンラーディンの国外退去と訓練キャンプの閉鎖を

一ヵ月以内に実施する」決議を議決しましたが，タリバーン政権

は，なおも証拠の提示を求めて決議を拒否したため，安保理は「武

器輸出と軍事支援の停止，海外資産の凍結」を決定しました。し

かし，これはタリバーン政権に対しての制裁であり，反タリバー

ンの北部同盟などは自由に武器を輸入できたので，タリバーン政

権は「内政干渉的な差別制裁である」と抗議しました。そしてタ

リバーンの指導者は仏像の破壊命令を出しました。こうしてタリ

バーンへの米国支援は終わりを迎えたのです。

【問題】

ではパキスタンのタリバーン支援は続いていたのでしょうか。

予想

ア 続いていた

イ 支援を打ち切られていた

ウ そのほか
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■パキスタン

パイプライン構想が頓挫したところに，パキスタンには重大な

問題が持ち上がっていました。それはカシミールを巡る国境紛争

が続いているインドが核実験を行ったことです。パキスタンも対

抗措置として核実験を行いましたが，国際的非難にさらされて，

米国から経済援助の即時停止という制裁措置を受けました。

経済危機の中，それまでタリバーンを支持してきた政権が，軍

部による無血クーデターで倒され，ムシャラフ軍事政権が誕生し

ました。ムシャラフはタリバーン支援をやめることと引き替えに，

米国からの経済援助を復活し，パキスタンのタリバーン支持も終

わりを迎えたのです。かくしてタリバーンを支援するのは，各地

のイスラム義勇兵だけとなりました。

しかし，安保理決議=国連の意志ではありませんでした。アフガ

ニスタンはひどい干ばつで多数が餓死寸前でした。そこで，国連

は安保理決議にも関わらず，人道的支援を訴えるとともに，仏像

破壊停止を決議しました。これに対してタリバーン政権は「国連

事務所の閉鎖」を通告し，世界から孤立していったのです。

【問題】

ビンラーディンが作り上げた「アルカイダ」も宗教心による義

勇兵の集まりでした。タリバーンは，ビンラーディンからの多額

の経済的援助と，アルカイダから軍事援助も受けていたのです。

ではアルカイダの旗はどんな旗だと思いますか。タリバーンの

旗と似ているでしょうか。

  予想 ア 似ている イ 似ていない
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■アルカイダの旗とタリバーン

アルカイダ

by Manuel Gabino（Vexillum）

アルカイダの旗は，タリバーンの

旗にそっくりで，白黒を逆転させた

だけのようで，その関係が深いことがよくわかります。

この旗にも「信仰告白」が書かれており，極めて宗教的な旗で

す。この黒旗は，かつてのアッバース革命の旗を象徴しているの

かもしれません。

【問題】

クリントンが米大統領に就任したとき，米国はイラクに対して

「強い姿勢を示すための挨拶代わりの空爆」を実行しました。で

は「思いやりのある保守主義」を掲げ，「中東だけでなく一切の外

交活動からの撤退」を公約にしたブッシュが疑惑の残った歴史的

な接戦を経て就任した時も，イラクを空爆したと思いますか。

予想

ア 空爆した

イ イラク以外を空爆した

ウ どこも空爆しなかった
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■空爆

ブッシュ就任のほぼ一ヵ月後，米英軍は「ならず者国家」イラ

クを空爆し，防空基地レーダー網などを徹底的に破壊しました。

この理由のない空爆に対して，国際社会は非難し，日本ですら支

持表明を控えました。

ブッシュが掲げた「一切の外交活動からの撤退」という公約の

意味がはっきりしだしたのは，3 月に「米国経済を傷つける」と

して「地球温暖化防止のための京都議定書」に不支持を表明した

時でした。それからもブッシュは，「包括的核実験禁止条約」の死

文化方針を表明して未臨界核実験を実施，国連会議の「小型武器

の個人所有規制」に反対，「生物兵器禁止条約」締結国による議定

書案に拒否，「弾道弾迎撃ミサイル制限条約」から離脱表明など「一

国主義」を実践していき世界から孤立していったのでした。

しかし，2001 年 9 月 11 日，「攻撃が初めて欧米本土へ向けられ

た」「一回の攻撃としては史上最高の犠牲者を出した」という歴史

的なテロ攻撃を米国は受けたことが転換点となりました。

ブッシュは「これはテロとの戦争である」と宣言し，米軍は臨

戦態勢へ入りました。そして日本を始め，多くの国から支持が寄

せられたのです。天皇も駐日米大使に対して弔意を伝達しました

が，これは異例なことでした。こうして一国主義で世界から孤立

しかけていた米国が世界を支配するリーダーに復帰していきまし

た。

テロの翌日，安保理は「犯人を裁判にかけるためすべての国に

協力を要請」するとともに「あるゆる形態のテロと戦うために国

連憲章に定められた責任に則り，すべての必要な手段をとる用意

がある」と決議し，各国はその決議の後半を実行へ移しました。
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世界中で「テロとの戦い」が正義となりました。世界がそれを

支持したのは，すでにそれぞれの政府が「テロ」と呼ぶ反抗勢力

と戦っていたからです。イスラエルはただちにパレスチナ自治区

へ侵攻しε0 人の「テロリスト」を殺害しました。ロシア軍は独

立を要求するチェチェンを，中国は自治と独立を求めるウイグル

自治区のイスラム教徒たちをそれぞれ「テロリスト」として堂々

と軍事弾圧できるようになったのです。

事件の二日後，倒壊したビルを前にブッシュは「君たちの言い

たいことはわかっている。このビルを壊した奴らにも，まもなく

君たちのことがわかるようにしてやるのだ」と報復を宣言しまし

た。

そして世界に対して「諸君は我々と共にあるか，あるいはテロ

リストにつくのか」と二者択一を求めたのです。

FBI が公開した実行犯の名簿では，犯人の多くはサウジアラビ

ア国籍でしたが，テロの明後日，パウエル国務長官は「テロの首

謀者はビンラーディンでアフガニスタンにいる」と証拠を示さな

いまま断定しました。そして 9 月 20 日ブッシュも「ビンラーデ

ィンとアルカイダの犯行」と断定し，タリバーン政権に対し「ア

ルカイダの指導者全員を引き渡さなければテロリストと運命を共

にする」と警告しました。
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【問題】

米国では宣戦布告の権限は，大統領にではなく連邦議会にあり

ます。しかし，米議会は「戦時権限法に基づき大統領の武力行使

を認める決議」を採択し，大統領が戦争を好きなときに始められ

るようにしてしまいました。

では，上下両院の連邦議員 535 人のうち，この決議に反対した

のはどれぐらいの数だったと思いますか。

予想

ア 誰もいなかった

イ ごく少数だった 1%ぐらい

ウ 10%ぐらいだった

就任演説でブッシュは、人への思

いやりというテーマに繰り返し言

及し、貧困や弱者への配慮や個人

の責任感の大切さをのべた。正義

と機会に裏打ちされた国家をきず

くことをちかい、礼節、勇気、思

いやりをもって自己の責任をはた

すことを強調した。さらに、連邦政府の権限と規模の縮小、社会保障制度と

医療保険制度の改革、税金の引き下げを約束した。
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■反対は一票

米議員で反対票を投じたのは，ただ一人，バーバラ・リー議員

のみでした。米議会は「現在は戦時」とすることにより，武力行

使権を大統領に与えたのです。

米国との同盟軍である NATO も「攻撃が外部から米国へ向けら

れたものと確定されれば，NATO は集団的自衛権を取る対象と見

なす」としていました。日本は「米軍の後方支援と自衛艦の派遣」

を早々と決定しました。

バーバラ・リー議員の報復戦争反対の議会演説の一部

http://www.naturum.ne.jp/special/nowar_campaign_statement8.html

【問題】

タリバーン政権は米国の「ビンラーディン引き渡し要求」に対

してどうしたと思いますか。

･･･軍事行動はアメリカ合衆国に対する国際的なテロリズムのこれ以上

の行動を防がないと確信しています。･･･この［反対］投票がどんなに

困難なものであろうとも，私たちの何人かが自制を行使するように説得

しければなりません。･･･もしあわてて反撃を開始すれば，女性や子ど

もやその他の非戦闘員が十字砲火を浴びるという大きすぎる危険な目

に遭う恐れがあるのです。同様に私たちは，残忍な殺人者によるこの狂

暴な行為に対する正当な怒りがあるからと，人種や宗教や民族を理由と

して偏見をあおることはできません。私たちは過去の過ち［ベトナム戦

争］を繰り返すことはできません。
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予想

ア 拒否した

イ 証拠を要求した

ウ 無視した
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■証拠

米国とタリバーン政権との間には「犯罪者引き渡し協定」は無

かったにもかかわらず，タリバーン政権は「テロの主犯であると

いう証拠を提出すれば引き渡す」と回答し，タリバーン聖職者会

議はビンラーディンに対し「国外退去要請決議」を採択しました。

もっとも，米国は多くの国からの「犯罪者引き渡し」を拒絶し

ています。1984 年のインドのガス漏れ事件で 1.6 万人を殺害した

責任者や，ハイチで 5000 人を殺害し終身刑の判決を受けた軍事

組織のリーダーの外国からの引き渡し要求などを米国は拒否して

いるのです。

そしてビンラーディン本人も事件への関与を否定していました。

【問題】

国際世論は米国を支持していたのでしょうか。9 月下旬に行わ

れた国際的世論調査で，「米国は訴訟ではなく武力行使すべき」を

支持した国民が過半数を超えたのは，米国以外ではわずか二カ国

だけでした。そのひとつは分離独立を主張するカシミール地区の

「テロリスト」と戦っているインドでしたが，もうひとつの国は

どこだっでしょうか。

予想

ア 英国

イ 日本

ウ イスラエル

エ そのほか
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■「対テロ戦争」同盟国

それはパレスチナの「テロリスト」たちと戦うイスラエルでし

た。つまり国際世論は「法律による裁き」を求めていたのです。

パレスチナ，レバノン，エジプト，インドネシア，パキスタンな

どの国で，アフガニスタン攻撃に反対する激しい反米デモが起こ

っていました。ユニセフは「500 万人以上のアフガニスタンの民

間人が生存の危機にある」と警告しました。アフガニスタンで国

連の食料援助に頼っている人たちは，600 万人を超え，国外の難

民キャンプには 400 万人がいました。「そんな国を武力侵攻した

ら，その国の人たちの生存はどうなるのか」というわけです。

米国に空爆されたスーダンの薬品工場会長は「スーダン爆撃は

9.11 と等しいテロ行為である。ただひとつ違うのは，やったのは

誰か我々は知っていることだ。9.11 で人命が失われたことは悲し

く思う，しかし数から言えば，また貧しい国に背負わされた相対

的コストで言うなら，スーダンの方が酷い」と述べました。

英『ガーディアン』紙は開戦前に「新世紀の〈無限の正義〉（米

国の当初の作戦名）をよく見よ。民間人たちが殺されるのを待ち

ながら餓死しているのを」というインド人作家アルンダーティ・

ロイの言葉を掲載していました。

しかし国家や軍事同盟の考え方は違いました。ブッシュはε百

万人のアフガン難民に救援物質を輸送していたパキスタンに対し，

輸送部隊の撤退を要求し，攻撃態勢を整えつつありました。NATO

は「米国へのテロを全加盟国への攻撃」とみなし，初めて集団的

自衛権の発動を決定しました。東側諸国に対抗するための軍事同

盟=NATO がテロ攻撃自体を攻撃対象と見なしたのです。

ブレア英首相は「（9.11 テロは）ビンラーディンとタリバーンの
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責任に絶対に疑いの余地がない」として「証拠」を公開しました

が，それはただの告発に過ぎず「具体的な証拠は機密であるので

公開できない」というものでした。

【問題】

このような事態に安保理はアフガニスタンに対する武力行使容

認を決議したと思いますか。

予想

ア 武力行使容認を決議

イ 決議しなかった

ウ そのほか

米軍のアフガニスタン空爆計画
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■一国主義

タリバーン政権に対して米国は巡航ミサイルによる攻撃後は，

安保理重視の姿勢を取ってきました。しかしアフガニスタンへの

軍事侵攻をするに当たって，米国は安保理を無視しました。安保

理は 9 月末に一般的な「テロ支援の禁止」という決議をし，反テ

ロ委員会を設置しただけでした。

そして 10 月 7 日，米軍と「対テロ戦争」同盟軍の英軍は，ア

フガニスタンに対する攻撃「不朽の自由作戦」を開始しました。

米国は安保理決議もなく，他国を爆撃，侵攻したのです。

【問題】

「十字軍の戦い」と最初ブッシュが名付けた様に，欧米とイス

ラム諸国との対立を「文明の衝突」と表現した学者もいます。で

は米国のアフガニスタン攻撃に対して反対した国はなかったので

しょうか。多くのイスラム諸国はどうだったのでしょう。

予想

ア 攻撃に反対した

イ 積極的に支持した

ウ どちらでもない

バービー人形

「タリバーン」
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■「文明の衝突」

ブッシュは，当初アフガニスタン侵攻を「十字軍の戦い」と名

付けましたが，イスラム諸国からの反発ですぐに「無限の正義」

作戦と名称を変更しました。しかし〈「無限の正義＝究極の裁き」

は神のみが行うもの〉という批判に，「不朽の自由作戦」とまた名

称を変更していました。（英軍名称は「真理作戦」）

イスラム諸国会議（OIC）は 9.11 テロ非難とともに「無実のア

フガニスタン国民が犠牲になることを懸念する」との声明を発表

し，攻撃への積極的な支持を控えましたが，攻撃を非難すること

はありませんでした。一番のイスラム原理主義国家であるサウジ

アラビアや最大のイスラム国家であるインドネシアは，米国の友

米軍の不朽の自由作戦に協力した国々
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好国であり，米国を支持していました。これでは「文明の衝突」

とは言えそうにありません。

安保理決議のない米英軍のアフガニスタン攻撃に対して，非難

する国はなく，米国によると「全世界で 80 カ国以上が何らかの形

で協力した」とのことです。

不朽の自由作戦協力国一覧

http://www.globalsecurity.org/military/ops/

【問題】

上の図を見ると日本も「軍隊派遣国」のひとつとなっています。

日本はどのような形で軍事協力したのでしょうか。知っているこ

とを出し合いましょう。
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■「Show the flag!」

日本の対応について米国

国務副長官は「Show the 

flag!=旗幟鮮明にせよ」と要

求，それを「（自衛隊の）旗

を見せろ」と間違えて受け取

った政府は，自衛隊の派遣を

決定しました。米英軍による

爆撃が続く中の 11 月 9 日，駆逐艦 2 隻と補給艦 1 隻（後に補給

艦，掃海艇，駆逐艦が追加）が海上自衛隊の旭日旗を翻して日本

を出航しました。これは第二次世界大戦後初めての，戦闘中の部

隊への援助任務でした。こうして日本も参戦したのです。

NATO の一員であるドイツも世界大戦後初めて，NATO 地域以

外へ部隊を派遣しました。

【問題】

湾岸戦争の時はイラク軍 50 万に対し，50 万の多国籍軍が攻撃

に参加しました。では今回 4 万のタリバーン政府軍に対して，攻

撃に加わった多国籍軍（主として米英軍）兵士はどれぐらいだっ

たと思いますか。

予想

ア 5 万人ぐらい

イ ずっと少ない

ウ ずっと多い
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■攻撃の主役

多国籍軍の兵

士数は 7 万に達

しましたが，実際

に攻撃に参加し

た米英軍だけの

約 5 万人でタリ

バーン軍と同等

でした。しかし，

その装備には大

きな開きがあり

ました。

多国籍軍はタ

リバーン軍の 20 倍以上の最新鋭の軍用機を投入しており，しかも

タリバーンの兵器や戦闘機は，制裁のため部品が調達できず，ほ

とんど使用できない状態であったのです。

米軍は一般市民

に犠牲を出すクラ

スター爆弾のほか

燃料気化爆弾など

新型の大量破壊兵

器も使用していま

した。アフガニスタ

ンに投下された爆弾の量は 1 万トンにも達し，これは第二次世界

大戦でドイツが英国を一年間爆撃した量と同じでした。
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アフガニスタン爆撃地図

【問題】

開戦から一週間後になって米国は「開戦の目的はビンラーディ

ンを引き渡してもらうことだ」と公表し，タリバーンに引き渡し

を求めました。ではタリバーンはどうしたと思いますか。

予想

ア 拒否した

イ 交渉と証拠を要求した

ウ そのほか
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■地上戦へ

タリバーンは「引き

渡し交渉」を申し出て，

そこでの「証拠の提

示」を求めました。し

かし米国は，証拠の提

示を再度拒否して「証

拠を求めていること

は有罪だと認めたよ

うなものだ」と述べ，

米英軍は地上戦へ突

入しました。

http://www.globalsecurit

y.org/military/ops/ef_art-

of-war2.htm

【問題】

湾岸戦争で米国は攻撃の様子をメディアに積極的に取材させ

「初めて戦争がメディアで実況中継される」という戦争でした。

ではアフガニスタン侵攻の時もそうだったと思いますか。

予想

ア メディアにより攻撃が実況中継された

イ メディアによる報道を規制し，米軍が報道した

ウ 報道管制を敷いた
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■報道管制

米軍によるアフガニスタン侵攻でいったいどれぐらいの死者が

出たのでしょうか。実はそれがよくわからないのです。米軍は報

道管制を敷き，空爆下のアフガニスタンの様子が世界に報道され

ることはほとんどありませんでした。

国際人権団体のアムネスティは「ジュネーブ条約に基づきアフ

ガニスタンでの戦死者の数についての調査」を米国に求めました

が，米軍は死者を数えようともせず，爆撃の映像を買い占め，唯

一爆撃の実情を伝えていたテレビ局のアルジャジーラ・カブール

支局は米軍の「誤爆」により爆破されました。「無限の正義」の内

容は公表できないものだったのでしょうか。

しかし少ない情報からでも，非難の声が上がってきていました。

駐アフガニスタンのパキスタン大使は空爆開始の三日後「今日ま

で 170 人が犠牲となったが，ほぼ全員が民間人である」と発表し

ました。米国のバークレー市議会は「攻撃の早期終結を求める決

議」を採択しました。

国連アフガニスタン事務所の「米軍が住宅地域にクラスター爆

弾を使用した」との報告に対し，ノーベル平和賞を受賞した英国

の「地雷禁止国際キャンペーン」は米英政府に対し，「クラスター

爆弾の使用禁止」を求めました。

攻撃が無差別的であったことは，数々の証言が伝えています。

国連アフガニスタン事務所は「国連傘下の診療所三カ所と事務所

2 カ所が空爆された」と報告し，赤十字国際委員会も「赤十字倉

庫二棟が破壊された」と報告しました。また米軍自身もモスクや

住宅地に対する多くの「誤爆」を認めています。

国連アフガン事務所は「クラスター爆弾の不発弾が 2.4 万個と
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推計され，不発弾に触れた子どもによる死亡事故を懸念する」と

発表しました。

国連難民高等弁務官事務所は「多数の国民が国外へ脱出して難

民になっている」と報告し，国連特別代表は「冬が近いというの

にアフガニスタンでは 40 万人が三か月分の食料しかなく，90 万

人は飢餓の危険に面している」と発言しました。

11 月 13 日，米軍の支援を受けた反政府連合の北部同盟がカブ

ールを制圧，タリバーンはほとんど無抵抗でカンダハールへ撤退

しました。25 日には米海兵隊がカンダハールに突入し，12 月 6

日タリバーンはカンダハールのカルザイ議長への明け渡しに同意

し，武装解除して，タリバーン政権は崩壊しました。

12 月 7 日ブッシュは「タリバーン戦の勝利」を宣言しました。

【問題】

ブッシュの「勝利宣言」後，米英軍のアフガニスタンでの空爆

などの攻撃は収まったのでしょうか。

予想

ア 収まった

イ 小火器による治安維持活動が続いた

ウ 爆撃はさらに続いた

エ そのほか
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■勝利宣言の後で

敗走するタリバーン兵士や捕虜に対して，英米軍と北部同盟軍

は虐殺を始めました。「少年兵を含む敗走タリバーン兵士 2000 名

が虐殺された」とのアフガン・イスラム通信の報道に対し，米国

国務長官は「投降しないタリバーンや移動しているアルカイダを

殺害しているだけ」と説明しました。

また勝利宣言はしたものの，開戦の目的とされた「ビンラーデ

ィンの捕獲」は達成していなかった米国は「明白な証拠」として

ビンラーディンの「いつ，どこで，誰が，どのような状況で撮影

したものか全く不明なビデオ」を公開し，よりいっそうの大規模

空爆などを各地で続けたのでした。

12 月 22 日のアフガニスタン暫定政権発足の時には，米軍は式

典に向かう部族長の車列を「誤爆」し 65 名を殺害しました。

【問題】

アフガニスタン暫定政権は「タリバーンやアルカイダの拠点は

すでに破壊された」として米軍に空爆の停止を求めました。では

米軍は攻撃を停止したと思いますか。

予想

ア 攻撃を全面停止した

イ 空爆のみ停止した

ウ 攻撃を続けた
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■空爆は続く

暫定政権の「米軍は暫定政権の承諾がなければ好き勝手に空爆

できない」との主張を無視して，報道されただけでも 12 月 27 日

東部の村を爆撃し 27 名殺害，30 日カラエジアニ村爆撃で 107 名

殺害など米軍は各地の村落を空爆していったのでした。

タリバーンは 1 月 3 日「空爆を停止するなら最高指導者オマル

師を引き渡し，武器を置くと共に 1500 名が投降する」と発表し

ましたが，米国国防長官は「逃亡者を逃がしてしまうような交渉

や空爆停止は認めない」と述べ，アフガン・イスラム通信による

と「民間人しかいない」とされた地区を空爆し 32 名を殺害しまし

た。また米軍司令官は「アルカイダをパキスタンまで追跡作戦を

することもあり得る」と戦線をパキスタン国内にまで拡大する様

な発言までしていたのでした。

【問題】

12 月 7 日の「勝利宣言」までに，アフガニスタン侵攻で約 5 万

の米英軍はどれぐらいの死者を出したと思いますか。湾岸戦争で

は 50 万の合同軍が約 200 名の戦死者を出しています。

予想

  ア 湾岸戦争の時と同じぐらい（200 名）

  イ 湾岸戦争の時の 1/10 ぐらい（20 名）

  ウ そのほか
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■戦争なのか

湾岸戦争での米英軍の死傷率は通常の訓練を下回るものでした。

つまり「訓練よりも簡単な戦争」だったのです。ではアフガニス

タン戦争はどうだったのでしょうか。

「勝利宣言」まで，米兵の死者は 11 名でしたから，湾岸戦争の

戦死者率よりも低いもので，「訓練以下の簡単な戦争」だったので

しょう。

しかも，この 11 名は「戦闘による死」ではなく，事故や誤射に

よるものでした。タリバーン側攻撃による最初の戦死者が出たの

は，「勝利宣言」の約一か月後の 1 月 4 日のことなのです。米英軍

にほとんど抵抗せずに撤退したタリバーン軍が，米軍が攻撃を停

止しないことでゲリラ戦に転じたことにより米英軍は戦死者を出

していったのでした。

ではアフガニスタンのタリバーン兵や民間人はどれぐらい殺さ

れたのでしょうか。それがアフガニスタン人の死者は誰にも数え

られなかったので，わからないのです。ただ少ない報道資料より，

米国ニューハンプシャー大学のヘロルド教授は「勝利宣言までの

空爆による民間人の死者は少なくとも 3767 名，勝利宣言後 12 月

29 日までに 4000 人前後」と推定しました。

2002 年 1 月アフガニスタンの東部 4 州で構成する議会は「米軍

は激しい空爆を続け，暫定政権発足後だけでも民間人 200 名前後

が犠牲になっている。この地域にはタリバーンやアルカイダはい

ない。爆撃に対する調査団の派遣を要求する」と声明を出しまし

た。

パキスタン紙は「空爆でアフガニスタンの 1800 校（全国の

80％）が破壊されて使用不能」と報じました。
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【問題】

2002年1月ギャラップ社はイスラム諸国での世論調査を行いま

した。それによると「9.11 は道義的に正当化できない」とする意

見が 67％でした。では「目には目を」の報復が教えにあるイスラ

ム教徒は「アフガン攻撃は道義的に正当化できる」と答えたでし

ょうか。「アフガン攻撃は道義的に正当化できない」と答えた人の

割合を予想してみてください。

予想

ア 少ない

イ 50％程度

ウ 多い

アフガニスタンの軍事力
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■先制的自衛権

「アフガン攻撃は道義的に正当化できない」とした意見は 77％

で，「9.11 を正当化できない」の 67％を上回っていました。「犯人

はアラブ人ではない」が 61％だったのです。

米国はアフガニスタンに攻撃されたわけでもないのに，アフガ

ニスタンを攻撃し，今も攻撃し続けています。だからこの攻撃は

国連憲章が規定する「他国に攻撃を受けている場合の緊急一時的

な自衛権の行使」には当たりません。そこで米国は「攻撃は先制

的自衛権である」と主張しています。つまり「相手から攻撃を受

ける前に攻撃する」というわけです。しかしアフガニスタンが米

国を攻撃しようとしていた証拠は何もありません。

これまで世界は先制的自衛権を否定してきました。1981 年イス

ラエルが「先制的自衛権」を主張してイラクの核施設を爆撃した

とき，安保理は「国連憲章への明確な違反」として全会一致で非

難決議を採択したのです。しかし安保理には米国を裁くことはで

きないのです。

【問題】

国連は暫定政権樹立のための国際会議を開き，2001 年 12 月 22

日暫定政権が樹立されました。そして，6 ヵ月の間，カブール周

辺の治安を維持することで，この暫定政権を支持するために安保

理は国際治安支援部隊の派遣を決議しました。

では暫定政権はどんな旗を掲げたでしょうか。

アフガニスタンの過去のどの旗に似ていたでしょうか。それと

も全く違った旗を掲げたのでしょうか。
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予想

ア 黒旗

イ 王国の縦三色旗

ウ 共和国の横三色旗

エ ラバニ政権の緑・白・黒の三色旗

オ 全く違う旗

カルザイ暫定行政機構議長とザ

ーヒル・シャー

ローマで、元アフガニスタン国王ザ

ーヒル・シャーからコーランを手わた

されるハミド・カルザイ(写真左)。ザ

ーヒル元国王は、アフガニスタンの

王制が転覆された 1973 年以来、イタリアで亡命生活をおくっていた。Dylan 

Martinez/REUTERS

Microsoft(R) Encarta(R) 2007. (C) 1993-2006 Microsoft 

Corporation. All rights reserved.
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■新国旗

image by Juan Manuel Gabino modified by Santiago Dotor

暫定政権が採用したのはかつての王国旗とそっくりなデザイン

でした。暫定政権には北部同盟各派の代表が加わったため，最初

から分裂しているようなものでした。各派をまとめるには，国旗

が何度も変わったアフガニスタンで，一番長く続いた=平和が長く

続いた王国旗が最良だったのでしょう。また，元国王は今でも国

民の尊敬を集めていると言います。また，暫定評議会議長のカル

ザイは国王派のひとりでした。

国章に書かれていた年号も王国旗と同じくナーディル・シャー

によるアフガニスタン王国建国の年を表していました。これはま

さしく王国旗だったのです。

【問題】

暫定政権を守る国際治安支援部隊には英国を始めとして 2εか

国が参加し，5000 名の兵力でした。しかし，反政府勢力の勢いは
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増すばかりで，2003 年からは NATO が指揮権を持ち，アフガニ

スタン全土に国際治安支援部隊を展開することになりました。

では，国際治安支援部隊はどんな旗を使っているのでしょうか。

アフガニスタン攻撃をブッシュ大統領は最初「十字軍の戦い」と

称して，世界中のイスラム教徒から反発されました。NATO の旗

は，「コンパス」を描いたものですが，十字の旗です。その旗を使

っているのでしょうか。

予想

ア NATO 軍旗をそのまま使っている

イ 国連旗を使っている

ウ イスラムに配慮した旗を使っている

エ そのほか

by Željko Heimer
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■国際治安支援部隊の旗

その旗とシンボルは，イスラムに配慮したものとなっています。

緑の地に，国際治安支援部隊=International Security Assistance 

Force の頭文字の ISAF の文字と，アラビア語で「援助と協力」

と描かれています。

by Eugene Ipavec

【問題】

国際治安支援部隊などの活躍で暫定政権により国内はまとまっ

ていったのでしょうか。

予想

ア 安定へ向かった

イ あまり変わらなかった

  ウ どんどん治安は悪化した



86

■軍閥

カルザイはパシュトゥーン人でしたが，タジク人などの帽子を

かぶって議長に就任しました。各勢力の融和を訴えたわけですが，

アフガニスタンは各地を軍閥が統治しており，政権基盤は弱く，

しかもカルザイは国軍最高司令官でもあったのですが，アフガニ

スタンには国軍は存在せず，彼には強制力は何もなかったのでし

た。

かくして，暫定政権が任命した知事に対して，各地では武力衝

突が発生し，政権担当者などに対するテロも頻発しました。

2002 年に移行政権が発足し，カルザイは暫定大統領に就任し，

元国王のザヒールが帰国し「国父」という象徴的な地位に就きま

した。国旗が示していたとおりとなったのです。しかし，各地軍

閥による戦

闘は収まる

ことなく，

国際治安支

援部隊の増

派が続けら

れました。

図は国連報

告によるア

フガニスタ

ンの治安悪

化状況です。

米国がし

かけた戦争
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により，アフガニスタンは「荒廃，戦争，野蛮，貧困，剥奪以外

に何もない国」（カルザイ議長の演説より）になってしまっていた

のです。そして，その戦争は，アフガニスタン国民によるタリバ

ーン政権打倒を阻止し，タリバーンよりもたちの悪い軍閥が分割

統治する国にしてしまったのでした。

また，政府や米軍の麻薬撲滅作戦にもかかわらず，アフガニス

タンでの麻薬の原料であるケシ栽培は世界一の量（世界の 9 割近

く）ですが，これももとはといえば，｢聖戦士｣たちに収入のため

に CIA が麻薬生産を奨励したためでした。そして，干ばつと貧困

にあえぐ農民と軍閥にとって，ケシ栽培は確実な収入源であり，

アフガニスタンの GDP の半分が麻薬によるものと言われていま

す。

【問題】

現在，2007 年 5 月末の時点で，国際治安支援部隊には 37 か国，

3 万 5000 人以上が参加しています。では，これに日本のテロ対策

特措法で派遣された自衛隊や米軍も参加しているのでしょうか。

予想

日本は（  ）   米国は（  ）

ア 参加している

イ 参加していない
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■イラク侵攻

日本はこの国際治安支援部隊（ISAF）には参加していません。

米国は，2003 年 10 月から，米軍を国際治安支援部隊に参加させ

ています。というのも，この年に米国はイラクにも侵攻し，二正

面で戦う負担が大きくなったからなのです。しかし，米軍の一部

は未だにアフガニスタンで「不朽の自由作戦」を続けています。

つまり，現在なおもアフガニスタンは米軍に爆撃されているので

す。

2003 年の安保理決議からは，「ISAF に対し，アフガニスタン政

府・事務総長特別代表・不朽の自由作戦同盟との緊密な協議のも

と部隊の活動を継続することを要請する」という文言が盛り込ま

れています。

【問題】

では自衛隊の派遣は何を目的として行っているのでしようか。

テロ対策特措法には，なんと書かれているのでしょうか。

予想

ア 米軍支援のため

イ 国連からの要請のため

ウ 国際平和・協力のため
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■「報復戦争支援法」

この法律の正式名称は「平成十三年九月十一日のアメリカ合衆

国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる

国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が

実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措   

置に関する特別措置法」といい，現行法では最も長い名称の法律

です。

そしてこの法律の目的は名称の通り，次のふたつの措置を行う

ためです。

① テロ攻撃によってもたらされている脅威の除去に努めること

により国際連合憲章の目的の達成に寄与するアメリカ合衆国

その他の外国の軍隊その他これに類する組織の活動に対して

我が国が実施する措置

② 国際連合の総会，安全保障理事会若しくは経済社会理事会が

行う決議又は国際連合，国際連合の総会によって設立された

機関若しくは国際連合の専門機関若しくは国際移住機関が行

う要請に基づき，我が国が人道的精神に基づいて実施する措

置

つまり「国連決議に基づく措置」は「人道的援助」だけで，実

際に行っている海上補給任務は「9.11 テロに対応して行われる米

軍の活動のため」ということなのです。「国際連合憲章の目的の達

成に寄与するアメリカ合衆国その他の外国の軍隊」という文言が

ありますが，国連憲章は侵略戦争を明確に否定しています。武力

行使が許されるのは，「現に武力行使を受けていて緊急避難的な自

衛のため」か「安保理決議があったとき」のみなのです。そして，
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米国は国連決議を得ることなくアフガニスタン攻撃を始めていた

のです。

またこの法律にはその根拠を「安保理決議 1168，1267，1269，

1333」ともしていますが，これらの決議は「国際的なテロリズム

の行為を非難し，国際連合のすべての加盟国に対しその防止等の

ために適切な措置をとることを求める」という一般的な内容のも

ので，これらの決議を根拠に派兵するのには無理があります。

戦争に参加する艦艇に燃料補給をすることは，戦争行為とみな

されるものです。ですから，日本はこの法律により米国のアフガ

ニスタン戦争に参戦したことになります。

実際，補給活動は「不朽の自由作戦」の一環として行われる海

上阻止活動に従事する米軍などの艦艇に対して行われています。

ですから，日本は不朽の自由作戦に参加しているわけです。

補給は 2006 年末まで 700 回以上（対米国が半数）にわたって

行われ，約 50 万キロリットルの燃料を無償で提供しました。

この法律を「米国の報復戦争支援法」と呼ぶ人がいますが，内

容はそれが正しいわけです。政府は「海上補給活動に対する諸外

国（特に米英）からの感謝と評価は金に代えられないほどの尊い

ものである」として，この法律の期限が切れるごとに現在まで延

長を繰り返してきました。

【問題】

では，この法律のもうひとつの目的である「国連要請による人

道的措置」は行われているのでしょうか。

予想 ア 行われている イ 行われていない
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■人道的措置

この法律に基づく「人道的措置」は，次のように行われました。

それは，国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）からの要請を受

けたもので，アフガニスタン難民のためのテントや毛布など，計

約 200 トンの救援物資をパキスタンのカラチ港まで輸送した一度

のみのことです。

また補給活動では，次のような問題点も指摘されています。そ

れは，自衛艦からの補給は，米補給艦に対して行われることが多

く，燃料を受け取った米補給艦は，その燃料を「不朽の自由作戦」

ではなく，「イラクの自由作戦」に従事する米艦艇に使っている可

能性があるのです。こうなると日本は，米国のイラク侵攻にも協

力していることになるからです。

【問題】

2004 年，アフガニスタンは新憲法が制定され，大統領選挙で

18 人が争い，カルザイが当選しました。では彼の得票率はどれぐ

らいだったでしょうか。

予想

ア 2/3 以上

イ 半分ぐらい

ウ 1/3 以下
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■アフガニスタンの旗

カルザイはパシュトゥーン人以外からも支持を集めて，55%の

得票率で，ドスタムなどの軍閥の長は 10%の得票しかなく，圧倒

的支持だったのです。これはアフガニスタンの歴史で初めて行わ

れた選挙でした。しかし，議会選挙では，軍閥関係者が過半数を

占めたことで，軍閥の武装解除ができるかどうか難しいところで

す。

新憲法に基づき，国旗が制定されましたが，それはやはり王国

時代をしのばせるものでした。

【問題】

現在タリバーンはどういう状態にあるのでしょうか。

予想

ア ほとんど壊滅状態

イ 政府と和解して政党として活動中

ウ 勢力拡大し一部を支配している

エ そのほか
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■タリバーン支持

米国のイラク侵攻は，アフガニスタンにも変化をもたらせまし

た。タリバーンの残存勢力が活動を活発化させたのです。大統領

選挙の時，タリバーンは再結成され，その後，アフガニスタン南

部は事実上タリバーン支配下にあります。2006 年には，タリバー

ン指導者のオマルは，「駐留軍への徹底抗戦」を呼びかけました。

軍閥支配の続くカルザイ政権に失望した人々がタリバーン支持に

なっているようですが，オマルの呼びかけに「政府軍」や｢軍閥｣

が入っていないことに注意すべきでしょう。そして，タリバーン

は，終わりなく続く戦争で貧困にあえいでいる国民に援助の手を

さしのべているのです。

かくして図のように，現在のアフガニスタンには，他国の，し
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かもそのほとんどが非イスラムの軍隊が多数駐留しています。

しかし，アフガニスタンにとって「良い兆し」もあります。そ

れは，イランです。2005 年に大統領となったアフマネディネジャ

ドは，ハタミ政権とは一転して保守強硬路線を取り，イスラム革

命原理への回帰を訴えています。

彼は「イランはいかなる脅しにも屈しない」としてウラン濃縮

研究を再開しました。これは米国のイラク侵攻から得た当然の教

訓でしょう。「資源があって無防備な国は侵攻される」のです。か

くして米国との関係は破綻し，米国政府は軍事侵攻まで臭わせて

います。

このことは，ハタミ政権でイランと米国が合意したパイプライ

ン計画の破綻を意味します。かくして，再びアフガニスタンを通

るパイプライン計画が浮上したのです。

カルザイ大統領は，かつてタリバーン政権におり，米国の石油

会社の役員でもあったという説もあります。そして，現在，彼の

元で同じ石油会社によるパイプライン計画が進められています。

しかしパイプラインを通すには，その地域が政治的に安定して

いる必要があります。かくして，米国はよりいっそうアフガニス

タンの治安維持に邁進しなければならないのです。そして，その

結果，アフガニスタンは今後も爆撃され続けるのです。

現在の｢王国旗｣は過去の旗であり，結局は平和を維持できなか

った旗です。アフガニスタンは，国民の誰もが誇りに思える新し

い旗を必要としているのかも知れません。

了
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■テロを無くす方法   おわりに

「対テロ戦争」が始まり，テロは増える一方です。チョムスキ

ーは，「テロを無くするのは簡単です。テロに参加しないことです」

と述べています。

同じことをブルムは，『アメリカの国家犯罪全書』作品社で次の

ように述べています。

私が米国大統領だとしたら，米国に対するテロ攻撃を数日の

内に止めることができる。しかも，永遠に。まず，アメリカの

犠牲となったすべての寡婦や寡夫，孤児たちに，また拷問を受

け貧困に突き落とされた人々に，そして何百万人もの犠牲者た

ちに謝罪する。それから，できる限りの誠意を込めて，世界中

の隅々にまで，アメリカの世界への軍事的・政治的介入は終了

したと宣言し，イスラエルに対しては，もはやイスラエルはア

メリカ合衆国の第 51 番目の州ではなく，当たり前のことではあ

るが，外国のひとつであると告げる。それから軍事予算を少な

くとも 90%はカットし，それにより余った予算を犠牲者への賠

償に充てる。十分な資金が利用できるだろう。米国年間軍事予

算の 3300 億ドルがあれば，イエス・キリストが生誕してから

現在までの毎時間，1 時間あたり 1 万 8000 ドル以上を使うこと

ができるのである。

ホワイトハウスでの最初の三日間に，私は以上のことを行う

だろう。四日目に，私は暗殺されるだろう。

でも，私たちは米国市民ではない私たちにもできることは，ま

ず学ぶことでしょう。
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■終わりに   初版の謝辞

米国テロ事件でタリバーンやビンラーディン氏，北部同盟など

の名前を知ると，その旗が知りたくなります。旗を見るだけで，

そこに込められた思いを読みとることができることが多いからで

す。

タリバーンの旗にも驚きましたが，さらに驚いたのは北部同盟

の旗です。「自分たちが正当な政権である」と主張するなら，アフ

ガニスタン国旗を掲げればよいのにと思ったからです。しかし北

部同盟の旗にも意味はあるはずで，それを調べるためにアフガニ

スタンの歴史を調べることにしました。

驚いたことに，アフガニスタンはこの 100 年の間に国旗が 15

回も変わっています。しかしそれにも意味があります。それは，

こうしてアフガニスタンの旗の変遷を見てくると分かっていただ

けたのではないかと思います。

調べるに当たっては，100 年ほど前のアフガニスタンについて

の文献はあまりなく，あったとしても年代が異なっていたりと大

変でした。特にほとんどの文献が過去のアフガニスタンを「王国」

としていますが，実際には「Emirate＝首長国」だということを，

Jaume Ollé さんのサイトで知ることができました。このサイトは

スペイン語だったので，ボクの誤解もあるかも知れません。旗の

画像は，ほとんどが Flags Of The World（FOTW）からのもので

すが，アルカイダの旗については，日本旗章学協会の市野裕隆さ

んにお世話になりました。

タリバーン崩壊後，暫定政権は新国旗を決めましたが，それは

僕の予想通りの旧王国旗で，うれしくなりました。しかし，その

旗もあまり長くは続かないだろうことも予想できてしまいます。
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それは前国旗からは抜かれている赤色が再び入れられているから

ですし，「旧王国旗でもアフガニスタンは，結局はまとまらなかっ

た」という結果があるからです。現に，この新国旗掲揚をめぐっ

て反対派との間で戦闘が発生したというニュースも聞いています。

でもアフガニスタンの旗について調べて，「旗に込められた思い」

がより一層わかった気がします。
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