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「アラブの春」という呼称とその評価

• アラブ革命は東欧の社会主義体制崩壊の「東欧
の春」に倣って「アラブの春」などとマスコミでは
呼ばれたりするが、この表現は誤解を招く。

• というのも、「アラブの春」が「東欧の春」に遅れ
ること20年、ようやく民主化の波がアラブ世界に
も訪れたというニュアンスが付きまとうことになる
からである。

• アラブ世界の歴史がいわばヨーロッパの歴史の
「後追い」であるかのような「発展段階論」の表現
である。やはり現地の呼称に従って「アラブ革
命」と呼ぶべきだろう。



ホブスボームのBBCでの発言
2011年12月23日

• 「アラブの春で私は1848年を思い出すのです。
それは自己推進力をもつもう一つの革命で、あ
る国で始まり、それから短期間でヨーロッパ大陸
中に広がった革命です」

• 「1848年革命後の2年間、革命はあたかも失敗し
てしまったかに見えました。長期的に見れば、そ
れは失敗ではなかったのです。かなり多くの自
由主義的な前進がなされました。だから、それは、
直後は失敗でありましたが、長期的にみれば部
分的には成功でした。もちろん、革命というかた
ちをとることはありませんでしたが」



エリック・ホブズボーム

• ホブスボームは19１7年生まれのイギリスの著名なマ
ルクス主義歴史家。

• BBCのインタビューに答えてアラブ革命を語った。
（http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16217726）。

• 彼の著作は日本語にも訳されている。『資本の時代』
『帝国の時代』（以上、みすず書房）、『ナショナリズム
の歴史と現在』（大月書店）などがある。

• ホブズボームはロシア革命勃発直前の1917年、エジ
プトのカイロでヨーロッパ系のユダヤ人の両親の下に
生まれた。しかし、2歳のときウィーン、そしてベルリン
に移り、ナチス政権の成立した1933年にロンドンに移
り住んだ。エジプトは彼にとって生まれ故郷だった。



アラブ革命は三つの神話を粉砕した

• 第一に、中東の民主化例外論という神話

• 第二に、政治的自由化なしの経済的改革の
達成という神話

• 第三に、中東の独裁体制を欧米が支援する
ことで安定させてその戦略的利益を守るとい
う神話

• （Emad Shahin, “Tunisian revolution will 
change Arab world”, Global Post, January 26, 
2010）。



中東の民主化例外論
• ベルリンの壁崩壊に象徴される1980年代終盤以降の

「東欧の春」以来、ソ連をはじめとする共産圏で民主
化が急速に進展したが、それが中東には波及しな
かった事実を受けて、やはり中東地域では、内側から、
あるいは下からの民主化は難しいという議論。

• ブッシュ・ジュニア政権の第一期目に大活躍した「ネオ
コン」なる人々の発想はこの思考法に基づいていた。
この議論の行き着く先は、中東地域の自発的な民主
化が期待しえない以上、外側から（つまり、アメリカの
軍事力による）独裁体制の転覆を目ざすしかないとい
う結論になる。

• このような思考法が実際、2003年のイラク戦争の勃発
に導き、その後のイラクの混乱を招いた。



新自由主義と新たな貧困

• IMF（国際通貨基金）および世界銀行からの圧力に
よって導入された新自由主義的な政策を実行する過
程で顕在化した貧困、抑圧、差別など

• チュニジアにしろ、エジプトにしろ、IMF・世界銀行によ
る構造調整プログラムを受け入れて経済的自由化路
線を推進してきた「優等生」であった。

• 国営企業の民営化、金融の自由化、規制緩和などを
通じて市場機能を強化して社会全体の経済水準は底
上げされたかもしれないが、その結果として貧富の格
差の拡大、高学歴者の失業、幼児の死亡率の上昇、
学校へ通えない子どもたちの増大、環境の悪化など
様々な経済的・社会的諸問題を引き起こしてきたので
ある。



米国の二重基準
• アメリカは一方で中東地域の民主化を唱えつつ、他方でアメリカの

中東地域の安定のために独裁体制の存続を容認していた。
• おそらく、このダブルスタンダードは近い将来、サウジアラビア問題

として噴出する可能性がある。
• サウジアラビアはサウード家とハンバル派というイスラーム法学派

でも最も厳密な解釈を行なう法学派を受け入れたワッハーブ派と
いうウラマー（イスラーム知識人）が同盟を組んで成立した王朝で
ある。そのイスラーム法の実施のやり方は厳しく、とりわけイス
ラーム刑法の適用においては外部者から見れば「野蛮」で「中世
的」ともいえるような厳格さである。

• この王朝は1930年代に油田が発見されて以来、石油輸出では世
界最大の国家の一つなのであり、同時に湯水のごとく湧いてくる
石油による豊かな収入のために政治的民主化からは程遠い王家
一族の独裁である。アメリカ独立戦争時にスローガンとなった「代
表なければ課税なし」という原則は当てはまらない。石油収入が潤
沢なために国民からの税金を国家財源にする必要のないレンティ
ア（不労所得）国家だからである。



何故イスラームが勝利するのか？
• 西洋人の眼には政治的に退行しているように見える

政党にアラブの多くの人びとは投票するのか？
• 「19世紀ヨーロッパの自由主義と今日のアラブ世界の
イスラーム主義は、ある世代の活動家が掘り進めら
れ、その次の世代によって時として静かに開放し続け
られてきた水路のようなものである。ヨーロッパであれ、
中東であれ、革命の嵐が到来したとき、鈴はその水路
を見出す。イスラーム主義が成功しているのは、それ
が今日のアラブの人びとの不満が流れ込む、もっとも
深くて幅広い水路であるからである」

• 「なぜイスラーム主義が勝利するのか」
（http://www.nytimes.com/2012/01/07/opinion/why-
islamism-is-winning.html）



チュニジア・エジプトでの
イスラーム主義政党の勝利

• エジプト選挙ではイスラーム主義政党が半数
以上を占める結果となった。若者たちのデモ
ではいっさい表に出ることをしなかったムスリ
ム同胞団の自由公正党がおよそ半数の議席
を占めて議会第一党になり、そしてサラフィー
主義者の政党であるヌール（光）党が4分の1
近くの議席を獲得して第二党になった。

• チュニジアでも制憲議会選挙で同胞団系のア
ン・ナフダ（復興）党が第一党になった。



ムスリムNGOへの警戒論

• １９７９年のソ連のアフガニスタン侵攻以降、アフガン
難民への支援を契機にムスリムNGOの活動が活発化。

• １９８０年代の「アフリカの角」での飢饉・飢餓への支援
• １９９２－３年のボスニア紛争で再び注目。
• 世界の難民の４分の３がムスリムであるという数字も
ある。にもかかわらず、国際社会はムスリムをテロリ
ストとして非難する。

• とりわけ、９・１１事件後のムスリムNGOの「イスラーム
化」＝政治化への警戒の論調が増えているようにもみ
える。アル・カーイダの資金源となっているということを
口実にして「対テロ戦争」の正当化の文脈でムスリム
NGOの資金の流れへの締め付けが行なわれる。



主要ムスリムNGOの設立

• 1979年International Islamic Relief 
Organization（サウジアラビア）

• 1984年　Islamic Relief（イギリス）

• 現在、約16,700の国際NGOのうち、ムスリム
NGOは約400（2.4%）といわれる。その中心は

英米で、続いてアラブ湾岸諸国、近年ではエ
ルドアン政権下のトルコが目立っている。

• 次頁のスライドは主要ムスリムNGOの一覧



①Islamic Relief 　　　　　　　    UK            60 million US$
②International Islamic Relief Organization
　　　　　　　　　　　　　　　　　   Saudi Arabia　 47 million
③Deniz Feneri Association　　 Turkey 　　　     46 million
④Saudi Committee for the Relief of Palestinian People
　　　　　　　　　　 　　　　　　        Saudi Arabia 　40 million
⑤Zayed bin Sultan al Nahayan Charitable and Humanitarian      
Foundation 　　　    Abu Dhabi　 31 million
⑥Qatar Charitable Society　　            Qatar 　　　　 31 million
⑦Direct Aid/Africa Muslims Agency  Kuwait 25 million
⑧International Islamic Charitable Organization
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Kuwait 　 20 million
⑨LIFE for Relief and Development　USA　　 18 million
⑩Muslim Aid 　　　　　　　　　　　　 UK　　　　 13 million
⑪EMDAD 　　　　　　　　　　　　　　 Iran 　　 12.6 million



むすびに代えて

• イスラームは、元々サダカ（自発的喜捨）からザ
カート（義務的喜捨）やワクフ（寄進）といった制
度的な枠組みを生み出してきた。

• ムスリムNGOの活動はたんなる外形的な援助の
「慈善事業」に終わらず、当該社会のあり方を変
える影響力をもつ性格を有している。

• 9・11事件以降、ムスリムNGOは、「対テロ戦争」
のスローガンの下、西洋対イスラーム（＝テロ）
の枠組みに流し込まれ、欧米社会から疑心暗鬼
の眼で見られるようになってしまっている。



アフガニスタン社会とイスラーム文化
～イスラーム的価値とは何か 

NGOカレーズの会 理事長 

医療法人社団健祉会 レシャード医院 院長 
 

レシャード カレッド 

 





イスラム教の定義 

「イスラム」・・・アラビア語で「平和」 

         「サラーム」と語源は同じ 

 

イスラムの日常的な挨拶 

       ・・・「アッサラーム・アライクム」 

       あなたに平安が訪れますように 



イスラム教（一神教 アッラー） 
• 寛容な宗教 

– 宣教活動なし、改宗の強制なし 
– 同じ信仰の下に、民族、人種、性別、国の違いを受け入れる 
– キリスト教もユダヤ教も一神教として同胞とみなしていた 
– 多様性の受け入れ 
 

• 平和主義 
– アッラーの前では全ての人は同じ権利と義務を持つ 
 

• 弱者救済 
– 喜捨 
– 断食 

貧しい人の苦しみを体験する 
一食を余らせることにより、食べられない人に分け与える 

– 子供や女性を敬う心 



イスラム五行 
イスラム教徒に義務として課せられた5つの行為 

信仰告白（シャハーダ） 

礼拝（サラー） 

喜捨（ザカート） 

断食（サウム） 

巡礼（ハッジ） 



イスラム社会と日本文化の比較 

イスラム文化 日本文化 

宗教 一神教 
僧侶・聖職者の存在なし 

多神教 

女性の社会進出 
国連開発計画   

人間開発報告書2009 

   イスラエル          23位 
   アラブ首長国連邦      25位 
   イラン           103位 

世界第57位 

女性の服装 頭・体を隠す服装 自由 

社会生活 
シャリーア 

（イスラーム法） 
政教分離 

人の平等 アッラーの下での平等 法の下に平等 
日本国憲法第３章第１４条 

食べ物の忌避 豚・酒 なし 



喜捨・歓待・互助 

• 施しやもてなし、助け合うこと 
– 自己浄化 

– 独占欲をなくすことにより自分をより成長させる 

– 徳を積む 

– 弱者救済 

 

 コーラン（啓典） 
今日のあなたに財産を成すようになったのは、全てアッラー（の意
志・働きかけ）に依るものである（その個人だけでは何ひとつ成し
得なかった）。故に、同様に帰依する者たちへ分け与える（ことを
信仰の証とする）。 

 



目には目を 歯には歯を 

 目（配り）には目（配り）を 

    ・・・優しくされたら優しさを返しましょう 

 

 歯には歯を 

    ・・・歯を折られたら、相手にも同じ 

      仕返しをしてよい 





WOMEN  IN  ISLAM 

 
 
The WOMAN CAME OUT OF A MANS RIB.  
NOT FROM HIS FEET TO BE WALKED ON,  
NOT FROM HIS HEAD TO BE SUPERIOR OVER, 
...BUT FROM HIS SIDE TO BE EQUAL, 
UNDER THE ARM TO BE PROTECTED  
AND NEXT TO THE HEART TO BE LOVED. 
 
 
 
Words of the Prophet Mohammad (SAW) 











WOMEN WHO KNOW THEIR PLACE    



  Barbara Walters, of 20/20, did a story on gender roles in Kabul , 
Afghanistan, several years before the Afghan conflict. 
 
She noted that women customarily walked five paces behind their husbands. 
 
She recently returned to Kabul and observed that women still walk behind 
their husbands. Despite the overthrow of the oppressive Taliban regime, the  

  women now seem happy to maintain the old custom. 
 
Ms. Walters approached one of the Afghani women and asked, ‘Why do you 
now seem happy with an old custom that you once tried so desperately to 
change?' 
 
The woman looked Ms. Walters straight in the eyes, and without hesitation 
said, “Land mines.” 
 
(no matter what language you speak or where you go):  

   
BEHIND EVERY MAN, THERE'S A SMART WOMAN 

 



イスラーム的価値 

民主主義を求めているイスラム運動は、教育や福
祉を草の根レベルで人々に施すことによって、民
意とつながってきた。 

イスラムでは利子の取り立てを禁じている。利子
は、貧富の格差をさらに拡大するという考えがそ
の背景にある。よってイスラム銀行を設立した。 

イスラム銀行はイスラム政治運動など現代の様々
なイスラムの活動に経済的支援を与え、NGO等の
慈善活動も応援している。 





カレーズの会診療所 

カレーズの会 



診療患者数 

男性

13.8%

女性

61.1%

男子

14.1%

女子

11.0%

カレーズの会診療所 

                                （人） 

男性           40,415  

女性           178,214  

男子(5歳未満）    41,092  

女子 (5歳未満）    32,011  

 

合計       291,732 
  

 うち地方診療者数 6,352人 

 

  （2012年4月まで 116ヶ月） 

カレーズの会 



カレーズの会 



診察を待つ間に公衆衛生教育を受ける
女性患者たち 

カレーズの会 



予防接種 
訪問接種 院内接種 合計 

BCG 1390 4925 6315 

ポリオ 4370 14601 18971 

混合接種 3179 11802 14981 

風疹 1959 4621 6580 

合計 10898 35949 46847 

2006年9月～2012年4月 

カレーズの会 カレーズの会 

訪問接種 院内接種 合計 

妊婦 627 7448 8075 

非妊婦 1452 20389 21841 

合計 2079 27837 29916 

2006年9月～2012年4月 ＜破傷風＞ 

出産による感染対策のため、妊娠適齢期の女性（15歳から45歳）に接種。 

感染症対策のため、0歳から2歳の子供に対して接種。 



地方へ続く道 
カレーズの会 



Health Post 
地区医療活動(Community Health Services) 

現地 

診療所 

アイノ

メナ 1 
キシュ
ラ1 

ムアレ

ムカル

タ1 

ブラクナ 

ガシュカ
ネ 

アタド
メナ1 

ピロカ
ラチャ

1 

ガル
シャメ
ナ1 

アンサ
リメナ 

カレーズの会 

医療ポスト :  17ヶ所 
        （現在12箇所） 
 

各ポストに男女各１名のボラ
ンティア （CHW） 
 

医療活動利用者: 4792人 

 

地区医療委員会（村の長老
とモスクのモラー）月2回会議 
 

アイノ
メナ2 

キシュ
ラ2 

ムアレム
カルタ2 

アタド
メナ2 

ピロカラ
チャ2 

ピロカラ
チャ3 

ガルシャ
メナ2 

キシュ
ラ3 

（閉鎖中） 

（閉鎖中） 





新しい学校 
カレーズの会 



現在生徒数712人（男子498人 女子214人） 

カレーズの会 



モスクの意味 

 アラビア語・・・マスジド（ِدْجسَم , masjid） 

 スペイン語・・・メスキータ（mesquita） 

 英  語   ・・・モスク（mosque） 

 ドイツ語   ・・・モシェー（Moschee） 

  中国語    ・・・清真寺 

 

   「ひざまずく場所」の意 

  時には、子供たちの学校になったり 

  時には、旅人が泊まるところでもある。 





コルシャリフ・モスク (Kazan) 

Photo IMG_9065 by cust 
イスラーム情報サービス（islam.ne.jp） 







アフガニスタン・戦争の近代史 

• 1979 ソ連の軍事侵攻 

• 1989 ソ連軍完全撤退 

• 1994～ 内戦勃発 

• 1996～ タリバーン政権 

• 2001 9.11アメリカ米国の同時多発テロ 

  アメリカ空爆開始 



ARCH OF TRIUMPH Paghman 



アフガニスタン経済・社会開発指標 

指標項目 国際機関によ
るデータ 2007 

UNICEF 
2009 

日本の  
データ 

1人当たりGNI 
（USドル、アフガン：2007年 日本：2008年） 

250 370 39,632 

乳幼児死亡率（/出生1000件） 165 134 1.2 

5歳未満児死亡率（/出生1000件） 257 199 0.7 

妊産婦死亡率（/出生10万件） 1,600 1,600 3.5 

5歳未満低体重児の割合（％） 39 39 

Birth Attended by Health personnel 
(%) 

14 14 100 

出典：アフガニスタン unicef, AFG, hdr, WHO  2007   Unicef 2011 
         日本  内閣府：平成20年度確報 平成22年度版国民経済計算年報 
              国立社会保障：人口問題研究所 



アフガニスタン 
医療人材数 

男性 女性 合計 /10万人 日本
/10万人 

医師 1,598 605 2,203 8.12 212.9 

看護師 2,034 566 2,600 9.59 912.9 

助産師 22 467 489 1.8 20.3 

コミュニティヘ
ルスワーカー 

859 467 1,326 4.89 34.7 

合計 4,513 2,105 6,618 24.4 

出所：アフガン 全国保健医療資源調査2002 

    日本  厚生労働省2008 日本看護協会2009 



教育指標 

男 女 

若者（15-24歳）の識字率 
（2004-2008） 

49 18 

初等教育就学率 
（2005-2009） 

74 46 

中等教育就学率 
（2005-2009） 

38 15 

（％） 

UNICEF 世界子供白書 2011 



インフラへの貢献 

• 人材づくり（専門職）、研修、実習 
       国内、特に地方で 
       国外では日本や第三国 
• 保健医療 
• 一般教育 
• 雇用、農業対策 

• 復興支援がアフガン社会の末端まで、自力で食
べられる手段の創出 

• 地域格差の解消 
 



日本の平和に対する貢献 

–治安の維持のための対話 

• 東ティモール、カンボジアで実績を上げた対話路線
の試み 

–民間の武装解除、職業訓練 

–米軍やISAF軍の増派よりも地域住民の連帯強
化（ジルガの活用） 

–日本の世論がアフガンに関心を持つことが大切 

 









カレーズの会の政府提言 

• これまで日本政府がアフガニスタン国内で実施してきた治安
改善を含めた復興支援の再評価を実施し、その有効性を検
証する。 

• 日本政府が東ティモールやカンボジアでの経験を活かして、
積極的に政治的な対話を実施し、アフガニスタンの平和、安
定と復興に責任を持つべきすべての団体、周辺国などの調
整を行う。結果的には米国の撤退やその後の復興に大きな
役割を果たす結果となりうる。 

• 日本政府がアフガニスタンに対して決定した50億ドル（その
多くは既に使われている）の民生支援の5年間期限を延長し、
平和が訪れた折にその復興と将来計画に有効に利用する。 

 



市民が求めている事 

• アフガン人の見方： 

–米軍、NATO、ISAFの軍事行動を見直す 

–アルカイダ と タリバン を区別すべき  

–軍事行動が解決策ではない、対話が必要 

–米兵隊の増派は不要 （2009年２月調査82％反対） 

–アフガン国軍と警察官を育成 

–国造りのために社会（村）にあるコミュニティ
（ジルガ Jerga）を育成 

–復興支援がアフガンの地方までいきわたって
いない。 

 


