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れば︑それを規定づけている条件は何かを
考えたい︒

期である︒

清水 学

しかし注目すべきことは︑各軍閥指導者

のなかで自己の影響圏での政治的独立を考

えていた者がほとんどなく︑いずれの軍閥

必要な機能を果たす能力と意欲が欠如して

民の安全や生計の確保という国家にとって

は統一した定義があるわけではないが︑国

のとして理解されている︒
﹁破綻国家﹂に

なかで激しい内戦が展開された︒その時期︑

が制圧されるまで︑各地で軍閥が跋扈する

六年にターリバーンによって国土の大部分

ッラー政権崩壊後の一九九二年以降一九九

アフガニスタンはソ連軍撤退とナジーブ

ものは何だったのだろうか︒

るいはアフガン人という意識を支えてきた

ようにアフガニスタンという国民国家︑あ

ーンの目標もカーブル奪取であった︒この

うじて維持されていたのである︒ターリバ

いたことである︒国民国家の枠組みがかろ

も首都カーブルでの政権奪取を目標として

いる国々を指す︒
﹁破綻国家﹂が困難を乗

アフガニスタンの国家としての統一性は危

●アフガニスタンの国民国家意識
と周辺地域

り越えられる条件の一つで重要なのは︑し

アフガニスタンは多民族国家であり︑分

団としての地位を占めている︒それ以外に

機に瀕しているように見えた︒ウズベク︑

ニスタンの姿が一層鮮明になっていた︒主

ハザーラ︑ウズベク︑さらにトルクメンな

ばしば多民族で構成されることが多いその

﹁破綻国家﹂とされていても︑各国の内実

として民族を基礎に結成された各軍閥は自

どの有力少数民族集団がいる︒上記の民族

離分断あるいは分裂化の契機を抱えている︒

は歴史的地理的条件からして︑極めて多様

己の民族的影響圏を根拠地として戦った︒

集団のうちパシュトゥーン︑ハザーラを除

ハザーラのような従来政治的役割を果たす

である︒連邦制であったソ連邦やユーゴス

ウズベク人のドーストムは北部のマザーリ

くと︑北の国境の向こうに同一民族名をつ

国民が︑一つの国家に帰属しているという

ラビアは解体したが︑激しい内戦を経験し

シャリーフ周辺で各国の領事館の設立を認

けた独立国家︑タジキスタン︑ウズベキス

な民族集団であり︑タジクが第二の民族集

たレバノンやタジキスタンのように︑国家

め︑また独自の通貨を発行するなど︑事実

タン︑トルクメニスタンが存在している︒

約半数を占めるパシュトゥーンは最も有力

の枠組みそのものは維持する形で復興に向

上独立国を樹立するような動きさえ見せた︒

いずれも人種的のみならず言語・文化的に

ことが少なかった少数民族集団が自己主張

けて動き出したというケースもある︒ここ

周辺諸国の一部ではアフガニスタンが解体

も関係が深いつながりを持っている︒同胞

と自信を強め︑多民族国家としてのアフガ

ではアフガニスタンには国民国家意識が存

するのではないかという見方さえ現れた時

ているかどうかである︒その点から見ると︑

在しているのかどうか︑存在しているとす

共通の了解︑つまり国民国家意識が成立し

家﹂を通常の民主国家として再生させるも

ン政権崩壊後の再建プロセスは︑
﹁破綻国

くなっている︒二○○一年末のターリバー

は﹁脆弱国家﹂として言及されることが多

アフガニスタンは﹁破綻国家﹂
︑あるい

「緩衝国家」としてのアフガニスタン

特集／ターリバーン敗走から 6 年目のアフガニスタン
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特集／ターリバーン敗走から 6 年目のアフガニスタン
統一運動︵パシュトゥーニスターン問題︶

スタンとパキスタンのパシュトゥーン人の

アランド・ラインの両側︑つまりアフガニ

ニスタンのパシュトゥーン人を中心にデュ

シュトゥーンの動きはやや異なる︒アフガ

ッタと文化︑経済面で結びつきが深い︒パ

た南部のカンダハールはパキスタンのクエ

ードはパキスタン側のペシャーワルと︑ま

に多数住んでいる︒東部のジャラーラーバ

チスターン州の北半分︑連邦直轄部族地域

タン内の有力民族で︑北西辺境州︑バロー

とは間違いない︒パシュトゥーンはパキス

言力を高めるうえでの刺激となっているこ

って︑自らの文化に対する誇りと政治的発

とは︑アフガニスタン国内の同一民族にと

民族が中央アジアで独立国家を樹立したこ

統一国家という構想がほとんど生まれない

となった︒これが国境を越えた同一民族の

アムダリヤの北とではかなり異なったもの

タンのウズベク人の歴史的経験の相違は︑

移住して来た者も少なくない︒アフガニス

これらの民族のなかには︑ソ連時代以前に

ている︒またアフガニスタンに住んでいる

ムに対する意識において大きな相違が残っ

の意識をかなり変えたのである︒イスラー

教運動とその教育は︑国境の北と南の人々

世俗主義あるいはしばしば強化された反宗

逃亡してきた人々もいる︒ソ連体制下での

は︑ソ連時代の集団化政策などに反発して

いるタジク人あるいはウズベク人のなかに

過ごした︒他方︑アフガニスタンに住んで

榜する政教分離のマルクス主義政権の下で

という独自の経験を経ており︑無神論を標

八○年︶を起こすが︑結局完全統制下にお

うと第二次アフガン戦争︵一八七九〜一八

国はアフガニスタンを直接の支配下に置こ

は完全に中立というわけではなかった︒英

て対立を緩和する役割を果たすが︑実際に

対決に至らないように︑その狭間に存在し

﹁緩衝国家﹂は敵対する国家が直接軍事

規定した︒

ていたアフガニスタンの対外関係を大きく

レート・ゲーム﹂は︑両者の谷間に位置し

国とロシアの間で展開されたいわゆる﹁グ

たことである︒特に一九世紀半ば以降の英

国から﹁緩衝国家﹂的役割を与えられてき

多かれ少なかれ︑植民地帝国を含む周辺諸

アフガニスタンがその地理的位置からして︑

で注目すべき契機として強調したいのは︑

さらに︑国民国家の枠組みを考えるうえ

する上で不可欠な前提条件であった︒

が存在してきた︒しかしパキスタン側のパ

背景となっている︒

く﹁漸進政策﹂をあきらめ︑外交権のみを

獲得することで妥協した︒英国にはアフガ

ズベク人︑トルクメン人が旧ソ連圏の同胞

ることは︑アフガニスタンのタジク人︑ウ

について触れておきたい︒ここで指摘でき

央アジア三カ国とアフガニスタンとの関係

本特集の別稿に譲ることにして︑北部の中

パシュトゥーニスターン問題については

えでイスラームが重要な役割を演じてきた︒

ニシティーの相違を乗り越え︑結集するう

る︒また︑アフガニスタンでは部族・エス

共通の歴史意識を共有するようになってい

う概念では簡単に括れないにせよ︑一定の

て短いというわけではない︒国民国家とい

半ば以降二○○年以上の長さになり︑決し

アフガニスタンの歴史自体も︑一八世紀

たため︑すでに一八八七年にロシアとアフ

したロシア軍に対して英国が激しく抗議し

ュデー︵現トルクメニスタン︶などを占拠

うに思われる︒西の国境は南進してパンジ

論理は︑ある意味で今日まで生きているよ

って影響下におくことが難しくなるという

由から採用されなかった︒分割すればかえ

外国勢力に介入の機会を与えないという理

あったが︑統一したアフガニスタンの方が

ニスタンをいくつかの公国に分割する案も

と言語的文化的共通点を持つ同一民族であ

左翼革命の指導者達もよきイスラーム教徒

ガニスタンの間で現状維持の協定が結ばれ

●「緩衝国家」としてのアフガニ
スタン

シュトゥーン人の間では統一国家の樹立を
具体的な政治目標として考えているものは
少ない︒他方︑西部のヘラートについては
ホラーサーン地域の一部としてイランとの

りながら異なった歴史経験を持っていると

として行動することが統治の正統性を確保

文化的関係は緊密なものがある︒

いうことである︒北の三共和国はソ連時代
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ていた︒さらにワハン回廊によりアフガニ

フガニスタンの国境とする政策と対になっ

された︒北の方は基本的にアムダリアをア

かれ︑その結果パシュトゥーン地域が分割

インドとアフガニスタンの間の国境線が引

英領インド外相のデュアランドにより英領

東の方では︑その後一八九七年に当時の

のである︒今日に至るアフガニスタンの不

ンの反政府勢力への全面的支援に踏み切る

提が崩されたとみた米国は︑アフガニスタ

であった︒ここで﹁緩衝国家﹂としての前

九年一二月のソ連軍のアフガニスタン侵攻

一九七八年四月の左翼クーデターと一九七

ものと見られる︒この前提を崩したのが︑

米ソ間で一応﹁緩衝国家﹂は機能していた

的なものではなく微妙な揺れが見られたが︑

性に神経をとがらせていた︒中国はウィグ

らの﹁イスラーム原理主義﹂の流入の可能

アジア三カ国とロシアはアフガニスタンか

場はその懸念を強めるものであった︒中央

﹁スンナ派原理主義﹂のターリバーンの登

網に加わることに警戒心を持っており︑

た︒イランはアフガニスタンがイラン包囲

ニスタンとの友好関係の維持は重要であっ

ーム原理主義﹂を牽制するうえで︑アフガ

インドにとっては︑パキスタンと﹁イスラ

ていた︒

スタンが中国と接点を有するようにし︑英

幸はこの時期に始まると言ってよい︒

活発化することを警戒していた︒特に各国

ル独立運動がイスラーム運動と結びついて

領インドとロシア両軍が直接接触しないよ
う国境が決められた︒これは当時のアフガ
ニスタンのアミールのアブドゥルラフマン

スをとろうとした︒米国は主としてアフガ

を受け入れるとともに︑双方の間でバラン

った︒アフガニスタンは米ソ両国から援助

下で南西アジアにおける﹁緩衝国家﹂とな

な段階では︑アフガニスタンは米ソ対立の

われる︒第二次大戦後の冷戦期という新た

タンを考える上では極めて重要であると思

いう国家のあり方が︑その後のアフガニス

この英露巨大帝国の間の﹁緩衝国家﹂と

を得なかった︒

乱が起き︑英印軍はその鎮圧に苦慮せざる

断されたことに怒ったパシュトゥーンの反

していた︒いずれの国にとっても︑アフガ

の調整が従来以上に複雑化することを意味

数が増加した︒それは周辺諸国の間の利害

と︑アフガニスタンに利害を有する国家の

として米国︑ロシア︑インドなどを含める

を含め六カ国となった︒さらに利害関係国

った︒周辺国はパキスタン︑イラン︑中国

に加わり︑ロシアは直接国境を接しなくな

キスタン︑トルクメニスタン三国が周辺国

れる契機となった︒タジキスタン︑ウズベ

アフガニスタンの北で新たな独立国が生ま

その後の一九九一年一二月のソ連崩壊は︑

一九八九年二月にソ連軍は撤退するが︑

トルクメニスタンは自国が国民国家形成過

いる三国︑タジキスタン︑ウズベキスタン︑

りかたが異なってくる︒北の国境を接して

きる能力によってアフガニスタンとの関わ

周辺諸国は安全保障上の切実さ︑関与で

めである︒

タジク系のマスードを支援したのはそのた

ベク系の軍閥ドーストム︑タジキスタンが

ハザーラ人を支援︑ウズベキスタンがウズ

する軍閥イスマイル・ハーンやシーア派の

を支持し︑またイランがヘラートを拠点と

スタンがヘクマティヤールのイスラーム党

スタン内政に影響を及ぼそうとした︒パキ

内戦期には特定の勢力を支持し︑アフガニ

とも一九九二年から一九九六年にかけての

ニスタン南部への援助︑ソ連は北部への援

ニスタンの行方は自国の安全保障問題に密

程︑つまり国民統合と国民経済の構築プロ

●中央アジア諸国の独立とアフガ
ニスタン

助に集中し︑地域別に援助の対象地を振り

接に関わるものと見られたが︑その視点は

にとっては負担でしかなかった︒他方︑分

分けていた︒米ソ両国ともに相手がアフガ

ある︒そこでの関心はアフガニスタンから

セスのなかにあり︑基本的に内向き志向で
パキスタンは伝統的なインド・アフガニ

否定的な影響を受けたくないという受け身

それぞれ異なっていた︒
使しないことを﹁緩衝国家﹂の暗黙の前提

スタン間の友好関係に脅威を感じていた︒

ニスタンに対して圧倒的に強い影響力を行
とみなしていた︒
﹁緩衝国家﹂は決して静
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特集／ターリバーン敗走から 6 年目のアフガニスタン
が脅威であることには変わりはない︒

温度差があるが︑
﹁イスラーム原理主義﹂

ームの影響力が相対的に弱いこともあって

ンとは国境を接していないことや︑イスラ

ザフスタン︑キルギスタンはアフガニスタ

勢の国内への波及を阻止してきた︒なおカ

自の中立政策を保持し︑アフガニスタン情

ン政権とも良好な関係を維持するという独

政権と国交を維持しながらも︑ターリバー

ニスタンはターリバーン時代には北部同盟

ぬるいとする批判を持っている︒トルクメ

ウズベキスタンはタジキスタンの姿勢が生

原理主義﹂に対する警戒心は強いが︑他方

る︒しかしラフモノフ政権の﹁イスラーム

法化した旧ソ連中央アジアで唯一の国であ

イスラーム政党︵イスラーム復興党︶を合

九七年に至る内戦の和解条件の一つとして︑

する︒タジキスタンは一九九二年から一九

して神経質であり︑状況に応じて強く反応

スタンは特に﹁イスラーム原理主義﹂に対

によって温度差がある︒ロシアとウズベキ

スラーム原理主義﹂の脅威に関しても︑国

的な発想が強い︒アフガニスタン発の﹁イ

ない︒

といって︑必ずしも急速に弱まるわけでは

立場は︑一時的な関係改善が見られるから

え長期的に戦略的優位性を追求する印パの

てもプラスとなりうる動きである︒とはい

印パ関係の安定化はアフガニスタンにとっ

の努力が見られることも事実である︒一方

してきており︑かつてない程の紛争沈静化

問題の事実上の凍結による関係改善に努力

では︑印パ両国は過去四年間︑カシミール

ていると見ているためである︒しかし他方

への進撃拠点としての聖域の役割を果たし

部族地域がターリバーンのアフガニスタン

復活の背景には︑パキスタン側の連邦直轄

ている︒二○○五年以降のターリバーンの

いるのではないかという強い不信感を持っ

後で支援し続け︑それを政権側も黙認して

ー協会などの宗教勢力がターリバーンを背

パキスタン軍の一部やイスラーム・ウラマ

った︒しかし現在カルザイ政権や米政府は

への支持を打ち切るという苦渋の選択を行

フ政権は対米関係を重視してターリバーン

た︒九・一一同時多発テロ後︑ムシャッラ

た親パキスタン政権という意味を持ってい

ン政権はパキスタンが初めて樹立に成功し

て活発化する︒それは文化的摩擦を引き起

戦略をとれば︑外部との文化的交流もやが

通網の重要な部分を担うという方向で発展

備も不十分である︒しかしユーラシアの流

果︑鉄道もなく︑また道路などインフラ整

アフガニスタンには従来の閉鎖的政策の結

大陸の経済的発展に寄与することである︒

国家として︑アフガニスタンがユーラシア

戦略である︒
それはいわば﹁トランジット﹂

的に生かすことは︑極めて意味のある発展

ロード﹂に位置しているという条件を積極

国際的な貿易動脈を発展させうる﹁シルク

アフガニスタンにとっても︑東西・南北の

い海への途が保証されることを求めている︒

アフガニスタンを通じた安全でコストの安

アジア諸国は貿易促進の必要性からしても︑

も両立しうる︒ソ連崩壊後︑独立した中央

するわけではない︒また国民統合の促進と

自主的かつ積極的な中立主義と決して矛盾

性が失われるような否定的な響きがあるが︑

﹁緩衝国家﹂の規定は︑一見その国の主体

国間の対立が緩和されるという意味を持つ

ニスタンが存在することによって︑周辺諸

せるかどうか︑ということになる︒アフガ

の下で︑
﹁緩衝国家﹂としての役割を果た

る動機と能力を持っているのは︑パキスタ

現在アフガニスタンへ影響力を行使しう

のをできるだけ排除することである︒結論

国の介入によって国内情勢が不安定化する

いる︒それを保証する条件の一つは周辺諸

かで国民統合と経済復興の課題に直面して

アフガニスタンは現在︑厳しい条件のな

る︒

国家は決して矛盾する構想ではないのであ

って﹁緩衝国家﹂
的存在と﹁トランジット﹂

である︒しかしアフガニスタンの将来にと

こすことも考えられ慎重な漸進主義も必要

●アフガニスタンの国民統合と
「トランジット」国家への展
望

ン︑イラン︑インドであろう︒特に印パ対

的に言えば︑アフガニスタンが新たな条件

︵しみず まなぶ／上智大学非常勤講師︶

立は大きな影を落としており︑ターリバー
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