
1 

 

GWI加盟団体によるウェビナーの紹介 

Afghan Peace Negotiations:  Their Perilous Significance for Women in Afghanistan 

 

(一社)大学女性協会奈良支部長 中道貞子 

翻訳協力 同協会賛助会員 高田宏子 

はじめに 

 私は、2002 年に始まった 5 女子大学コンソーシアムによるアフガニスタン女性教育者支援

プロジェクトに関わったことをきっかけに、今もアフガンの人々と関わり続けている。今回、

標記ウェビナーが開催されることを知り、参加を申し込んだ。しかし、24か国から 100名を超

える参加希望があり、ズームのグレードアップがうまくいかなかったことが原因で、当日のウ

ェビナーに参加することができなかった。 

 幸い、その後に動画が配信されたので内容を知ることができた。私の英語力はスピーチを理

解できるほどに高くはなく、登壇者の熱意は伝わってくるものの、その内容の詳細を理解する

までに至らなかった。奈良在住の賛助会員である高田宏子さんのご好意で、その概要を訳して

くださったので、以下はその紹介である。 

ウェビナーのコンセプトや登壇者紹介は、チラシ（Afghan-Peace-Negotiations_24-April-

2021）を参照されたい。 

また、当日の動画は、次の URLで見ることができる。 https://vimeo.com/542171618 

 

ウェビナーの内容紹介 

＜このジョイント・プロジェクトに至った経緯＞ 

2010年に Dr. Samarが CFUW(the Canadian Federation of University Women)で行なった

スピーチがきっかけで、その大学の女性研究グループがアフガン女性達を支援している。他の

女性組織とつながって、アフガン女性達を支援するキャンペーンを行うことができれば、アフ

ガンの和平交渉に国際的なプレッシャーをかけられると判断した。CFUW がプロジェクトを作

り、他の組織とそれをシェアする形でだ。 CFUW チームが GWI に参加を打診している中で、

NFA(加盟国団体)であるオランダの GWI―NL（GWI-Netherlands）が興味を示した。 

 

＜目標＞ 

アフガン女性の力を高め、この和平交渉がいかに重要であるかの認識を高めること。そして、

各国の政府に最高の外交対応をしてもらえるよう働きかけること。また、このプロジェクトの

期間については、6か月とした。カナダとオランダが協力してイニシャティブをとり、自国で

個別に活動しながらも、次に示すようないろいろなことをシェアしていきたい。 

① 読み物をシェアして、学び続ける。ウェビナーなど国際的なトーク活動も。 

② 地域、国、そして世界の三つの場所で認識を高める。。 

③ 最終ゴールは行動すること。 

（例）はがきや書簡を重要人物に送る：338名の国会議員に葉書を送った。 

オタワからカブールまで笑みを浮かべて歩くことで人々の関心を高める：600 人以

上の参加者が歩く、スキー、走る、などで参加した。 

https://vimeo.com/542171618
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＜Dr. Sarabiのスピーチ＞ 

アフガニスタンに平和をもたらしたいとの強い思いでドーハに行きましたが、タリバン側は

最初からやる気を見せませんでした。三か月間、手続き上の規則について手間取らせ、長引か

せることをもくろんでいました。第二回目の 1 月 5 日、再びドーハでの交渉に出かけました

が、やはり和平交渉への態度が見えませんでした。アメリカ政府からの方針を待っている様子

で、時間が無駄になりました。ハリルザド氏（米アフガン特使）が、アフガン政府とタリバン

の交渉の進行役を務めましたが、タリバン側が興味を示さないので、トルコで再び会議を開く

こととなりました。しかしこれもうまくいかなかったのです。 

カタール、トルコ、US,UN は、タリバンに一生懸命働きかけてきましたが、タリバンは拒否

することも受け入れることもせず、立場をあいまいにしたままです。それはなぜか？ タリバ

ンは US に戦争で勝ち、自らを勝利者と考えており、アフガニスタンを全面的に支配できると

考えているからです。タリバンが権力を握れば、イスラム法の規則をアフガン全土に押し付け

てきます。女性に対する考え方も同じです。今世紀になってからは他のイスラム教の国ではも

はや使われることのない古い観念のルール（シャリーア・フレーズ）をアフガニスタンに適用

しようとしているのです。 

 タリバンのチーフ交渉役はパキスタンに行き、戦闘についての相談をしています。 

ある面、アメリカもタリバンがやりたいようにやれる素地を作っていると言えるでしょう。

タリバンとの政治的な誓約ができる前に US 軍が撤退してしまうと、アフガニスタンにとって

は大惨事となってしまいます。  

US側の国際コミュニティの方々には、我々と共にあり、我々のことを忘れず、アフガニスタ

ンが Emirates（イスラム首長国）という国の形にならないように協力願いたいと思います。 

 

＜Dｒ．Samarのスピーチ＞ 

① アメリカが peace process を始めたことで、タリバンに、この国での戦いで勝利者として

の地位を与えてしまいました。 

② タリバンとアメリカの間で、2月 22日の合意書にサインが行われましたが、そこにアフガ

ン政府を入れていなかったことが間違いだと思います。アフガン政府は、実際には民主化プ

ロセスや選挙に参加した人は多くなかったにしても、アフガンの人々を代表しているからで

す。 

③ 2月のアメリカの和平合意書の文面についての大きな間違いは、４ページにわたって、ど

こにもアフガン女性や人権のことが一言も書かれていないことです。人口の半分が女性であ

るのに、その人々の存在の力を埋もれさせています。「女性」や「人権」という言葉を入れる

ことで、タリバンに圧力をかけることができたはずです。 

ひとつ明らかなのは、タリバンはパキスタンに頼っていることです。タリバンは独立的で

はなく、パキスタンがタリバンを支援していることは周知の事実なのです。パキスタンに圧

力をかけるものが誰もいなければ、タリバンは和平の席につかないでしょう。 

④ アメリカは、自国の軍の無条件撤退を唱えていますが、そうなると安全の保障がなくなり

ます。アフガン人としては、どんな軍隊にもずっと国にいてほしいわけではないのですが、

この形の撤退がなされれば、アフガン人が失ってきたもの、NATOの国々が財政、人命という
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点においても費やしてきたものはどうなるのでしょうか。 

タリバンとの交渉は、peace process ではありません。これは political deal(政治的な取

引)なのです。そこで、私が推薦する方針は次の通りです。 

① 歴史から教訓を得て、アフガンを見捨てることをしてはいけない。9.11の事件のように。

犯人はアフガニスタン人ではなかったが、アフガンの領土で訓練を受けた者が関わりました。 

② まだ、条件を付ける余地はあります。9月 11日までの撤退も可能です。 

③ パキスタンに圧力をかけることは、大きな効果があります。タリバンはパキスタンと繋が

っています。 

Dr. Sarabi のおっしゃる通り、タリバンは三か月たらたらしていて、本来ならば 2 日で済

むところなのに、時間を無駄にしました。2月 5日以来、和平の席に来ていないのです。もち

ろんタリバンは、アメリカでトランプが大統領選に勝利することを祈っていたのですが、幸い

彼は敗退しました。しかし残念なことに、バイデン政権も、前政権からの方針を変えることは

なく、米国政府は 9月までに軍を引き上げることを発表しました。 

アメリカは、トルコに他国の外務大臣も交えたもっと大きな会議を開くことを求めました。

これは、2001年のボンでの会議のようになることを望んでのことでした。そして、その会議を、

アメリカ軍が全面撤退する予定だった 5月 1日までに行うこととしましたが、私たちは、タリ

バンがそれには同意しないことは初めからわかっていました。 

④ HUMAN RIGHTS CONDITIONAL ISSUES 

アフガニスタンは変化を遂げています。新世代が育ち、教育を受けた人が増え、自分の持

ち場を築いています。でもこれは保証されたものではなく、セキュリティ状態が悪化すれば、

続くものではありません。 

アフガンの交渉が始まってから、特定の人物を狙った殺人が行われ、人命がどんどん失わ

れています。もしアメリカ軍が撤退すれば、セキュリティ面での状態が良くなるとは思えま

せん。 

⑤ アフガンの人々と共にあること。 

人々が治安部隊への信頼をなくせば、アフガンにとってだけでなく、国際社会にとっても、

状況は悪化します。 

⑥ タリバンの収入源を絶たなければ、彼らを追い払うことはできません。アフガンに安定的

な平和が来なければ、次世代のムジャヒディンが現れるでしょう。彼らは、ケシを栽培し続

け、それが町に流れ、ヨーロッパ、カナダ、USへの難民が増えることになるでしょう。 

 

＜Mrs. Mary Akramiのスピーチ＞ 

今回は 100人を超えるパワフルな女性活動家と繋がることができて嬉しいです。皆さんを頼

りにしています。今はとても大事な時期ですので、私たちとしっかり繋がっていてください。 

私たちは、平和のために大きな犠牲を払ってきました。もう戦争はうんざりです。和平交渉

には大きな期待を抱いていますが、あれから我々側も組織化が進み、世界の sisters（姉妹）

や味方になってくださる方々との結びつきも増えてきました。しかし、まだ状況は思わしくあ

りません。本当に困難な状況なので、世界のあちこちのグループと提携していけるよう、働き

かけが必要です。 
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アフガンでも女性はいろんなことを達成してきました。女性として、私たちは同じ立場にい

ます。ドーハの会議に参加するために、私たちは多くの準備をしてきました。国内あちこちの

女性と共に励まし合い、考えを広め、世界のあちこちで絶望的な気持ちでいるアフガンの人々

との絆を強くしてきましたが、まだまだ道は遠いです。あらゆることが次々に起こり、どこか

ら始めたらいいかもわからないくらいですが、長続きする平和が訪れることを願っています。 

 

＜THE PANEL DISCUSSION＞ 

① 和平交渉においては、なぜセキュリティが不可欠な前提条件なのですか？ 

   

アフガン発展のための計画や資金は、安全という地盤があってこそ、適切に責任を持って使

えるのです。セキュリティはどんな人にとっても基礎的に必要なものです。プロジェクトを実

行するための必須条件なのです。 

交渉が始まってからの 2，3 か月、タリバンによって、多くの橋や道路が破壊されました。

セキュリティがなければ、こんな破壊行為が起こるわけです。お金だけがあっても駄目です。 

 また、アフガンは治安部隊に頼っています。命が失われ、身障者になったり、負傷したりし

ながら、人々は国際社会の力、NATO軍に頼っているのです。もし彼らが、タリバンとの政治取

引の前にアフガニスタンを去れば、アフガンにとって大きな後退となってしまうでしょう。こ

れは、真剣に考えなくてはなりません。 

 

② タリバンからの statement（声明書、国や政府の将来的展望）には、女性の権利について

も書かれていましたが、Mary氏はどう思われましたか？ 

 

（Mrs. Mary）タリバンが書いたものは読みたくもないのですが。あれをやりたい、これをや

りたいと言っても、アフガン人には受け入れることはできません。国際社会が我々を孤立し

たまま放置すれば、アフガニスタンだけでなく、全世界にとって悩みの種になるでしょう。 

 

③ タリバンはどうしてアフガニスタンにいるのですか？ 

 

（Dr. Samar）タリバンは ジハードと冷戦の SON（息子）です。彼らの教育は正規の教育では

ありません。だからこそ私は FORMAL EDUCATIONの大切な役割を主張しているのです。質の

高い教育を与えなければ、ジハードの GRANDSON（孫）を生みだすことになるでしょう。 

 

③ アフガニスタンは共和国であるべきで、Emirates（イスラム首長国）となるべきではない

理由は？ 

 

（Mrs. Mary）20年間も犠牲を払ってきたのに、今更 Emiratesになるなんて考えられません。

何のための犠牲だったのでしょう。 

（Dr. Samar）まず、現在の世界で、タリバンが望んでいるような形の国は存在していません。

アフガンの一人一人が自分の国の未来、政治的なアジェンダや政府を選ぶ権利があるのです。
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その意思をタリバンは葬り去ってしまいます。 

共和国であれば、憲法によって期限付きの大統領や政府を選べます。イスラム首長国では、

イランのホメイニ氏のようなある一人の独裁者の支配となってしまいます。もっとも、イラ

ンには選挙があるわけですが。タリバンの場合は、選挙を認めません。人々に将来の国をど

う創るかにかかわってほしくないのです。 

 

④ もしタリバンと席を共にすることがあればどんな事を言いたいですか？ 

また国際コミュニティは、アフガンの人々が本当に必要としていることに対して、実際に

どんなことができるでしょうか ？ 

 

（Mrs. Mary） ドーハでの経験から、女性は機会が与えられればタリバンと顔を合わせて語

り、説得することさえできる能力と忍耐、勇気があると思います。今のところ全ては女性の

知らぬところで行われていて、女性には機会が与えられていません。 

（Dr. Samar） 本当にパワフルな女性を政府組織に加える必要があります。もっとラディカル

な女性に対面する必要があります。タリバンが右派の急進派（radical)だとすれば私のよう

に左派のラディカルもいます。お互いに対面で会うべきです。そうすれば彼らを変えること

も可能でしょう。そこのところを、政府はサポートすべきです。今のところ 42 人の男性に

対し女性は 4人だけなのです。  

 

⑤ ここにいるグループの女性には実際に何ができるでしょう。  

 

(1) Please stay with us.  

アフガンの問題は一国の問題ではないからです。 

(2) 女性達が自分達の状況をよく知り、教育を受けるための財政的な支援を続けてください。

女性たちが自らの権利のために立ち上がることができる力をつけるためです 。 

(3) Please be with us.  

まだ私たちはゴールに達していません。この問題はみんなの共同責任だと思ってください。

アフガンの女性はグローバルな女性コミュニティのメンバーだからです。 

 

＜チャットへの質問＞  

Q1 巨大なパイプラインをアフガンに持つロシアの役割は？ 

Q2 カナダはどのようにして地球規模のテロリズムを止め、アフガニスタンで人権を擁護しよ

うとしているのですか？ 

Q3 私たちの advocacy work として、実際にどんな行動が取れるのでしょうか？ 

 

（Mrs. Mary）大国はいろんな目論見があるでしょうが、アフガンの人々の声を聞いてくださ

い。大国は力があるので何でもできるでしょうが、他国を破壊することはやめてください。

人間として団結し現在も続く戦争や殺人を止めなければなりません。 

 



6 

 

＊アフガン出身のアメリカ在住の女性人権活動家＆心理学者からも、自分に何ができるのかと

の質問があったが、質問を受けた Mrs. Maryが、ネットの受信不調のため質問を理解され

ていなかったため、後からまた返事をするということになった。  

 

＊主催者側からは、「チャットに寄せられた質問はたくさんありますが時間がありませんので

3人のスピーカーに尋ね必ず返信をします」と説明があった。 

 

おわりに 

2002年 1月、東京で開催された「アフガニスタン復興支援国際会議」で議長を務められた緒

方貞子氏は、「アフガンは見捨てられた国」と表現されてきた。米ソ冷戦時代には、その代理戦

争の舞台となったアフガニスタン。ソ連軍の撤退後には内戦状態が続き、やがて、タリバンの

台頭で、女性たちは職業も持てず、教育も受けられない暗黒時代となっていった。しかしその

間、世界の目がアフガンに注がれることはなく、「世界から見捨てられた国」となった。2001

年 9 月 11 日の同時多発テロ後に起こったアフガン空爆により、再びアフガンに世界の目が向

けられるようになったのは皮肉なことである。 

2002年 8月、アフガン女性教育者支援プロジェクトのメンバーに加わり、事前調査団の一員

としてカブールを訪問したことが、私がアフガンに関わることになったきっかけである。その

後、バーミヤンの小さな村の学校の校舎建設費を寄付し、その後も、年 1回のバーミヤン訪問

を続けていた。治安の悪化に伴い、訪問が叶わなくなってしまった今も、SNSで学校の様子を

知らせてくれる青年がいる。バーミヤンでは女の子も学校にちゃんと通っている。私が支援し

ている学校は 9年制（日本の小中学校に相当）であり、2009年に初めて 4人の中卒の女子生徒

が出た。その後も継続して女の子も通学し、高校から教員養成学校に進む女性も出てきている。 

例えわずかずつでも確かな歩みを進めている現実がある一方で、世界の目はアフガンから離

れ、再び「見捨てられた国」になろうとしているようにも見える。 

2002 年からの女性教育者支援をきっかけに知り合った多くのアフガン女性やその家族、バ

ーミヤン訪問で関係を深めていった人々が今も厳しい現実の中で生活している。彼らを含め、

市井の人々が望んでいるのは、家族が笑顔で健やかに平和に暮らせること。何度も復興支援会

議が開かれているにもかかわらず、復興への期待は裏切られ、今もテロが続いている。そんな

中、アメリカの 9月完全撤退が宣言されたが、再びアフガンの混迷が訪れるのでは・・と、気

がかりな日々を過ごす中での今回のウェビナーであった。 

チラシに掲載された「雪の中で試験を受ける女子学生たちの姿」は強く私の胸を打つもので

あった。Mrs. Mary Akrami の以下の言葉を心に刻み、微力は無力ではないことを信じて、自

分にできることが何かを改めて考えていこうと思った次第である。 

 

Stand with us and please don't forget and ignore Afghan women at this crucial time. 

We need more solidarity and unity from all women around the world. 

Please stay with us. 

。 


