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　一九九四年、アフガン南部のカンダハール近郊で二人の少女が武装した

無頼集団に誘拐された。

　一九八九年、ソ連が撤退して、そのソ連の庇護を失ったカブール政権と

各地に割拠するゲリラ勢力との抗争が続き、治安などという言葉はとっく

に忘れ去られていた。少女の誘拐はそれこそごく日常の悲劇の一つにしか

過ぎなかったが、このときの顛末は違った。

　三十人ほどの青年が武器を取って立ち上がり、高い城壁をめぐらした無

頼集団の根城に攻撃をしかけ、驚いたことに彼らを倒した。忘れられてい

た正義が勝ったのだ。

　これが今、アフガンの九割を実効支配するタリバンの華々しい初舞台で

あり、そのとき青年集団の先頭に立っていたのが政権のリーダー、ムハマ

ド・オマル師その人だった。

　タリバンとはタリム（学生）の複数形で、マドラセ（イスラム神学校）に

学ぶ神学生を指す言葉だ。彼らは内戦に疲弊した市民に歓迎され、そして

パキスタン政府の支援もあってやがて勢力を爆発的に延ばしていく。

　ただ、その時点でアフガンの市民が知らなかったもう一つの顔をタリバ

ンはもっていた。妥協のないイスラム原理主義者、そしてパキスタン政府

と手を組んだ民族浄化（Ethnic cleansing）の先兵という素顔である。

　原理主義がはびこる理由はいくつかある。その系譜をたどると、まず第

一に知的未成熟という環境があり、それを温床にした宗教の独善性の暴走、

恐怖に裏打ちされた統治、ときにはそれらを利用した高度の政治政策も組

み合わされる。

［最初はキリスト教だった］

　この原理主義という言葉は十九世紀のキリスト教国家、英国で生まれた。
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自然科学の目覚め、それを具体化した産業革命の中で、あれほど権威を振

りかざしてきた教会は忘れ去られていた。そういう時代、聖書に帰り、そ

の言葉に従って生きようという提唱が福音派、エバンジェリストによって

なされた。

　しかし世の中はそんなに暇ではなかった。英国は当時、東南アジアでは

オランダと争い、ビルマに戦争を仕掛け、そしてユーラシア大陸中央部で

はロシアとクリミア半島で戦いペルシャで支配権を競い、アフガニスタン

でもいわゆるグレートゲームを展開していた。

　このゲームでは英国がロシアに一歩先んじてカブールを取ったものの、

アフガン部族は予想外の強い抵抗を示し、一八四二年、あのバラヒサール

の悲劇が起きる。カブールを放棄しジャララバードに撤退する英印軍とそ

の家族など一万六千人が昼夜を分かたぬアフガン部族の襲撃で雪原に全滅

する。ジャララバードの砦にたどり着いたのはただ一人、ウイリアム・ブ

ライドン医師だけだった。

　英国はこの悲劇を反省し、今ではバッキンガム宮殿の衛兵にだけ残るあ

の赤い軍服を脱ぎ、カーキ（Khaki）色の軍服に変えた。この色はアフガン

の大地の色でもある。

　そんなわけで質素に敬虔に生きようという福音派の話など聞く耳も持た

なかったが、これが二十世紀初頭のアメリカにわたり、プロテスタントに

受け入れられていった。

　第一次大戦が始まって間もなくの一九一五年、その主張をまとめた

「ファンダメンタルズ（Fundamentals）」という小冊子が広く流布されたの

がきっかけだった。

　原理主義という言葉が示すように、平たく言えば聖書が書かれた時代に

立ち戻り、聖書の言葉どおりに信仰し、生活する姿勢を言う。それは十七

世紀に新大陸にわたった清教徒（Puritan）や、十八世紀に移ってきたアマ

ン派（Amish）とも共通する｡

　今もペンシルベニア州などに約八万人のコミュニティをもつアーミシュ

はそうした生き方を今も実践している。衣服のボタンさえも華美な装身具
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だからと、昔ながらのフックとピンを用い、自動車や電気製品は使わない。

服装もホームステッド、つまり自家製の黒い服に男はツバ広の帽子、頬髭

も剃らない。女性も美容院不要の引っ詰め髪といった身なりを守り通して

いる。

　この宗派は暴力を否定する。だから男性は口髭だけは蓄えない。アメリ

カの開拓史の中で口髭が軍人の象徴だったからだ。

　しかし、二十世紀にやってきたキリスト教原理主義は信仰の姿勢こそ

アーミシュなどに似ているが、ある点で異なっていた。

　それは外界との係わりあいだ。アーミシュは自分たちのコミュニティの

外には一切、働きかけず、静謐な環境の中で自分たちの信仰を守る、とい

う生き方だ。外界からの干渉に対しても「右の頬を打たれれば左の頬を」の

言葉に従い、非暴力で応じる。

　アーミシュは子供の教育、とくに高等教育も非聖書的として子供を学校

に通わせない主義で、それで両親が教育委員会に訴えられたこともあった

が、両親は抵抗も反論もしないで罪に服している。

　これに対して二十世紀の原理主義は彼らの信仰の正当性を社会に押し付

ける極めて攻撃的な姿勢をもつ。彼らの教義に反するものには示威運動は

もちろん暴力すら是認する。それを象徴したのが一九二五年、テネシー州

で起きたスコープス事件だ。

　騒ぎの発端は同州デートンの公立高校で生物学教師、ジョン・スコープ

ス（John･T･Scopes）がダーウインの進化論を教えた。

　これが原理主義者（プロテスタント正統主義）を刺激した。天地は神が

創造し、人も動物もすべてが神の創造物だと信ずる彼らに猿から人間が進

化したという進化論は神をないがしろにした許されざる暴論だった。

　彼らは進化論を教えたスコープスを追放するように州議会に圧力をかけ、

「聖書の天地創造に反する理論を公立学校で教えてはならない」という法案

を成立させた。

　スコープスはこの信じられない法律の成立をまってただちに逮捕され、

四カ月後には有罪判決が下された。百ドルの罰金と教職の追放だった。日
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本でいうと大正十四年に起きたこの事件は原理主義の暴力性ををみごとに

象徴している。

　アメリカといえば合理主義の国という印象がある。そこでこうした原理

主義がなぜまかり通るのか、は実は不思議でも何でもない。建国の歴史が

それに答えている。

　この地に十七世紀以降、欧州から新大陸に移住してきた人々は、領主、教

会の搾取、専制、さらには密告ひとつで魔女裁判にかけられ焼き殺される、

いわゆる旧体制（Ancien Regime）から逃れる者が多くを占めた。

　それとともに前述の清教徒やアーミシュなど、カソリックや英国国教会

の束縛を嫌って信仰の自由を求める人たちもいた。

　前述したアーミシュは十六世紀、スイスに生まれ欧州各地に根付いたが、

教会を否定した教義のために異端とされた。彼らは宗教裁判にかけられ、

信徒は袋詰めにされて川に投げ込まれるか、火あぶりにされた。

　もはや絶滅寸前にあった彼らを救ったのが、クエーカー教徒のウイリア

ム・ペンだった。ペン自身、英国国教会から異端の烙印を押され、長くロ

ンドン塔に閉じ込められていたが、莫大な財産を英国王に支払うことで新

大陸に土地を得ていた。ペンの土地、ペンシルバニアである。

　アーミシュはこうして新大陸に移る。今もペンシルバニア州に多くのコ

ミュニティをもつのはそうした経緯からだ。

　一方、アーミシュや清教徒が出て行ったあとの欧州はやがて、ルネッサ

ンスを経て天地創造の不合理さや魔女狩りの愚かさに目覚めていく。自然

科学が黎明を告げ、俗に「風呂に入らなかった一千年間」と言われた中世

が終わったのだ。

　人々は教会を離れ、欧州各地で三百年以上も燃えさかった魔女狩りの火

も十八世紀には消え、英国は一七七〇年代、フランスは一八二〇年代に産

業革命が起こる。

　しかし、アメリカではそうした劇的な教会離れは起きなかった。アメリ

カは物理的にも広い。旧体制に嫌気がさして新大陸に移った彼らは個人主

義にも徹底していた。
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　それぞれがそれぞれの信仰、信念に生きることの自由を主張した。その

結果、欧州で消えた中世がここでは何の干渉も受けずにそのまま生き残る

ことができた。

　そうした下地があるから、アーミシュも生き残り、二十世紀に入って原

理主義が起きても、それほど彼らアメリカ人は不思議には受け止めなかっ

た。

　実際、一九九二年の大統領選に立った共和党のパット・ブキャナンは当

時のテレビ演説で、敬虔で保守的なクリスチャンとして「わたしの祖先が

猿だなどという説を信じない自由をわたしたちはもっている」と発言し、

南部諸州に好感をもって受け止められた。ある州の共和党プライマリー

（予備選）では三〇％の指名票を獲得もしていた。

　このブキャナン発言に前後してミズーリ州の州議会は公立学校の教科書

で進化論が絶対に正しいという記述を退け、天地創造と並べてそうした学

説もあるという教育指導をするよう決議さえ行われている。スコープス裁

判の歴史が二十一世紀を目の前にして再び繰り返される国柄なのである。

　中絶をめぐり、それを不可とするPro･Life派と、母体の安全、強姦など

による妊娠の中絶を求めるPro･Choice派の争いはややもすると堕胎禁止の

カソリックとプロテスタントという色分けがされるが、アメリカでは前述

したようにプロテスタント原理主義の方がより暴力的な動きをする。

　そして、そういうプロテスタントが中絶手術を行った医師を襲って殺害

するという狂気が今も繰り返さえてもいる。

　その著書「文明の衝突」で、今回のイスラム文明とキリスト教文明の軋

轢を予言したサミュエル・ハンティントンは、現代アメリカについて「中

世と現代が入り交じり、近代国家の必要条件である三権の分立もアメリカ

では依然、模糊とした状態だ」と指摘しているが、まさにこの未分明の中

世的意識が原理主義を育んだ素地であり要件と言える。

［原理主義の政治利用はユダヤ教徒から］

　キリスト教原理主義がアメリカで復活したのに次いで登場したのがユダ
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ヤ原理主義だった。一九四七年、アメリカ・レーク・サクセス（Lake

Success）で開かれた国連総会はユダヤ人の国イスラエルの建国を認めた。

　この決議は同時にパレスチナ建国、そしてエルサレムの国連管理も決議

し、三つがワンセットになっていた。

　しかしイスラエル建国が決まった瞬間、ヨルダンなどアラブ諸国がイス

ラエルに攻め込む第一次中東戦争が起きる。

　アラブ諸国は以降、計四度も戦いを挑むが、いずれもイスラエルの勝利

に終わり、この間にエルサレムもパレスチナ国家となるべき領土もイスラ

エルの支配するところとなった。昨日まで住んでいた家を奪われたパレス

チナ人は難民となってシリア、レバノン、さらにクェートへと追われて

いった。

　一方、イスラエルを建国したベングリオン首相はユダヤ教に忠実な原理

主義者ハシディム（Orthodox Judaism）の育成を始めた。

　国民はすべて男女を問わず十八歳から三年間、その後も毎年一か月の兵

役を負うが、彼らはそれを免除される。同時に手厚い社会保障も与えられ

る。

　その代り彼らは旧約聖書時代の生活、肉は滑空（Soar）しない鳥か、偶

蹄類の反芻胃をもつ羊や牛に限られ、その肉も「まず三十分間、水につけ

て血抜きし、次に塩にまぶして一時間おき、三度、水洗いをする」という

手続きで処理されたコーシャミールだけ。

　男は髭を剃らず、女性は「髪を短くし、それをスカーフで覆う」ヨブ記

の記述に従い、ひたすらユダヤ教の教えのままの生活を送ることが要件

だった。嘆きの壁を前に黒い帽子、黒い服姿で祈るハシディムの姿はいま

やイスラエルの象徴的風景にもなっている。

　ベングリオンが原理主義者の保護に拘ったのはごく政治的理由からだっ

た。イスラエルがこの地に建国したのは旧約聖書にある「神の約束の地」に

戻る、いわゆるシオニズムに由来する。つまりユダヤ教の信仰をその根拠

としている。

　ところが、現代のイスラエルびとはそれほど強い宗教心は持ち合わせて
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はいない。二〇〇〇年の春、筆者がイスラエルを訪れたおり、現地のジャー

ナリストとの会合では酒も出れば、貝やエビも出た。いずれも厳密な意味

でいえばユダヤ教の戒律に触れる。

　さらに驚いたことには、ペギン内閣で国防相を務めたモシェ・アレンス

とテルアビブのレストランで昼食をともにしたおり、テーブルには生ハム

が並んでいた。

　豚肉はユダヤ教では禁忌の食べ物だ。おそらく豚を中間宿主とする有鉤

条虫（サナダムシ）の寄生を嫌ったものだろうと言われる。長さ数メート

ルもの寄生虫がいれば、もともと痩せぎすのユダヤ人は骨と皮、戦争にも

勝てないと思ったのだろう。

　いずれにせよ、旧約聖書、その精神を記したトーラに書かれた禁忌は今、

イスラエル人の生活にはあまり見ることはできない。とっくに宗教離れを

しているように見える。

　それを象徴するような発言が〇一年八月十九日付けのイスラエル紙イ

ディオト・アハロノトに掲載された。発言者はイスラエルのエスラ副警察

相で、パレスチナ人の自爆特攻テロへの傾斜を押し止どめるため、「犯人の

遺体を豚の血にまぶし、豚の皮に巻いて埋葬すべきだ」と語ったという。

　豚が禁忌なのはユダヤ教の定めるところだが、後述するようにその教義

を受け継いだのがイスラム教だ。だから例えばホメイニ師の教えの筆頭に

「豚は不浄なり。その肉も、血も汗も」と書かれる。

　せっかく殉教者として命を投げ出してもその死を不浄の豚によって穢さ

れれば、天国にもいけない。それが心理的圧迫になって自殺特攻の志願者

が減るだろうという読みだ。

　問題はそうした忌まわしい侮辱を同じ神の導きを受けているはずのユダ

ヤ教徒がやるということだ。豚を殺し、その血と皮を殉教者に着せるとい

うところに、はっきりと宗教離れの証しをみる思いがする。

　しかし、それでは宗教を口実にパレスチナ人を追い出してまで建国した

根拠が揺らいでしまう。そこまで宗教離れしているなら、別に旧約聖書に

書かれたカナンの地である必要もないだろう。一時、語られたように建国
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の地をウガンダにしたってよかったわけだ。

　そこで国家が大きな経済負担を負いながらも育てたハシディムの存在が

生きてくる。神の言葉に忠実に生き、カナンの地以外に祖国はあり得ない、

と信ずる集団が。

　そしてこの二十世紀に生まれたユダヤ原理主義集団は面白いことにアメ

リカのプロテスタント原理主義と同じに極めて攻撃的な性格を持ち合わせ

ていた。

　その攻撃性のゆえに時には大きな誤算も生じる。ラビン首相を暗殺した

ユダヤ人青年はまさにそれだった。

　神がユダヤ人にカナンの地を与えたとき、神はペリシテ人（パレスチナ

人）を皆殺しにせよと言った。そうしないで共存の道を探れば、彼らは「目

の中のとげ、脇腹のいばら」（出エジプト記）になる。だから妥協は許さな

い。妥協をした者には邪教を信じるエジプト人たちに与えたのと同じに厳

しい懲らしめを神が与える、と。

　そしてラビン首相はまぎれもなく神の戒めをやぶり、パレスチナとの共

存を承認した。キャンプ・デービッドの合意がそれだ。

　神の言葉に従わない者に神に代わって懲らしめを与えるのは当然だ、と

いうのが暗殺したユダヤ原理主義者の青年の主張だった。

　皮肉な結果だが、ベングリオンが意図した攻撃的、狂信的なユダヤ原理

主義者はみごとにその役割を祖国イスラエルのために実行した。世界はイ

スラエルを極めて敬虔な宗教的国民とそれで再確認したのだから。

［イスラムに入った原理主義］

　さて、原理主義が次に入っていったのがイスラム世界だった。

　ここにはオサマ・ビン・ラーディンがその敬虔な信者として知られるサ

ウジアラビアのワッハーブ派のような原理主義に似た宗派がもともとあっ

た。

　コーランや生活規範の隅々まで定めたシャリアを厳密に守り、アラーへ

の祈りを妨げるような例えば音楽や踊りはすべては否定される。同じ理由



－ 43 －

原理主義の系譜

で酒も許されない。

　女性もまたその髪の毛、体の線をあらわにすれば、男の宗教心を乱すか

ら髪の毛も体の線も隠すチャドルが要求された。

　まして夫以外の異性と口をきくことも禁じられ、だから外で働くことも

結果的に認められていない。その禁を破り、不倫に走ったなど弁護の余地

もなく処刑される。

　ただ、サウジアラビアの場合、信者が純粋に、そして自主的にこのワッ

ハーブ派を信奉する、いわばアーミシュ型かというと、そうは言い切れな

いところがある。むしろイスラエルのハシディムに似て、人為的に利用さ

れた、もっと露骨に言えば国民の統治手段として推奨されたという見方だ。

　統治政策と言ったのは、国政を司るサウド家と同じ部族の王族たちはワ

ハーブ派の信仰の埒外にいるという事実だ。国民は禁欲的な戒律の下で生

活しているのに対して、王族は宗教教義にずっと緩やかな対応をしてきた。

例えばモロッコでは博打を楽しみ、かつてのス－ダンではそれこそ酒池肉

林に興じ、さらに決定的に反コーランと言われるのが原油収入の多くを世

界的な投資、投機に回し、国家財政を維持していることだ。

　いわゆるオイル・マネーがそれだが、コーランは利息を禁じ、もちろん

投資、投機も同じ意味で厳しく戒めている。

　国民にこうしたアーミシュ的生活を強い、教育も情報も限られたものし

か与えなければ革命やクーデターは起きようもない、という読みがそこに

ある。

　もっとも、国際化が進んで、より多くの情報が浸透してくればサウジ国

民もワッハーブの課す息苦しさを感じ取る。そして事実、一九八〇年代か

ら王家の支配を非難する動きが国民の間に生まれてきた。それはまぎれも

なく攻撃型の原理主義の形を取っていた。ただ、それがワッハーブ派の中

から生まれたものではなく、外から持ち込まれた、それも宗派も民族も異

なるイランからだった。

　なぜイランだったかの究明の前にまず、イスラムとは何かを知る必要が

ある。
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　イスラムは七世紀初め、ちょうど日本で法隆寺が建立されたころ、今の

サウジアラビアのメッカの街外れでムハンマドが神アラーから啓示を受け

たことから始まる。

　この神こそユダヤ人を選民とし、ノアに方舟を作らせ、アブラハムにそ

の子イサクを生け贄に差し出すよう求め、さらにモーゼに十戒を与えたう

えで、カナンの地をユダヤ人に与えたエホバ（ヤハウェ）、あるいはアドナ

イとも呼ばれる天地創造の神だった。

　カナンの地に住む人々は当時も今もパレスチナ人で、神はユダヤ人に彼

らを皆殺しにし、彼らの信ずるバール神殿をすべて破壊するように命じ、

それが三千年を経て今の中東紛争につながることはすでに触れた通りだ。

　神はその後、オリーブ山でイエス・キリストに啓示を与えた。それから

六百年たって、アラビア半島の砂漠に現れ、ムハンマドに啓示を与えた。そ

して、彼に「もう今後はだれにも啓示を与えない、ムハンマド、おまえが

最後の預言者だ」と言ったという。

　ムハンマドは神の言葉を人々に伝えた。しかし、最初はだれも信じよう

とはしなかった。メッカに住むユダヤ教市民は選ばれし民（ユダヤ人）で

もないアラブ人になぜ神が言葉を与えたのかを疑い、とくに神が自ら言葉

を与えた点を突いた。神はモーゼにすらお姿を見せず、その言葉は天使ガ

ブリエルを通じて与えた、じかというのはおかしいと。

　ムハンマドは神の言葉を伝えるコーランの中でこうした迫害に触れてい

る。そしてこれに反論もしている。

　旧約聖書によればノアには三人の息子セム、ハム、ヤペテがいる。ヤペ

テは今の白人（Caucasian）の、セム（Semitic）がアラブ人、ユダヤ人の、

そしてノア四百歳のときに生まれたハムがエジプト人、カナン人のそれぞ

れの祖ということになっている。

　そしてセムの子孫アブラハムの子イサクとイスマイルがそれぞれユダヤ

人とアラブ人の始祖になる。神がユダヤ人のモーゼやアブラハム（アラビ

ア語ではイブラヒム）だけでなくイスマイルの子孫アラブ人に啓示を与え

て何の不思議があろうか。
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　そうした抗弁も空しくムハンマドはメッカを追われ、わずかな信者とと

もにメジナに落ちる。これがイスラム暦の元年となる聖遷（ヘジュラ）で

ある。

　そして態勢を立て直したムハンマドの軍勢、といってもわずか三百騎の

駱駝部隊だが、それでメッカ軍をバドルの戦いで敗る。

　その後はまさに破竹の勢い、わずか半世紀の間にローマ軍を敗り、ササ

ン朝ペルシャを倒し、西は北アフリカから東は中央アジアに至るまでの広

大な版図を収めてしまった。

　ムハンマドはこの戦いのさなかに没する。彼の下で戦ってきた古参の実

力者が合議し後継のカリフを定めるが、これにムハンマドの従兄弟アリが

口をはさんだ。

　彼は血縁であるばかりか、ムハンマドの娘ファティマを妻にしていた。

預言者の血を最も濃く受け継いだ自分こそイスラム社会のリーダーたり得

るという主張だった。

　彼と彼をかつぐアリ党（シーエテ・アリ、あるいはシーア派）の主張は

認められず、アリの息子でシーア派が期待の星と見ていたフセインはイラ

クのカルバラで暗殺される。

　しかし、シーア派はこれで消滅することはなかった。イスラム支配下に

入ったササン朝ペルシャがそれを引き継いだのだ。

　というのもササン朝の国教はゾロアスター教だった。善神アフラマズダ

と悪神アングラマインユの二神教で、その善神から啓示を受けたのがゾロ

アスター、ドイツ語でいえばツアラストラになる。

　この教典アベスタにはゾロアスターの血を引く救世主サオシェントを湖

のほとりで沐浴する処女が身ごもり、そのサオシェントが悪神と最後の決

戦をして至福の一千年王国をつくり、最後の審判の日を迎える。

　それはマリアの処女受胎、イエスの復活、そして一千年王国の建設に酷

似する。平たく言えば、まさにユダヤ教もキリスト教もゾロアスター教か

ら生まれたと言えるのだ。

　イスラムはそのユダヤ教をそっくり下敷きにしている。ゾロアスターの
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民にしてみればいわば孫宗教に改宗を迫られた形だが、ストレートに受け

入れるのは抵抗があり、そこでペルシャ人らしい工夫がなされた。

　彼らが注目したのが本家イスラム（スンニー派）の迫害に遭って潰され

たシーア派、わけてもフセインの悲劇だった。

　今、イランに伝わるシーア派の縁起ではフセインはササン朝最期の王ヤ

ズダギルドの王女シャハルバヌーを妻に迎えたことになっている。ムハン

マドの正統な血筋にペルシャ人の血が入ったというわけだ。

　フセインとペルシャ王女の間に生まれたザデ（息子）の血筋はその後十

一代続き、十二代目のイマム・マフディは四歳のおりにお姿を隠した、と

いうのが、現在のイランを中心にアフガン、中央アジアからイラクにも信

徒をもつシーア派の歴史である。

　スンニー、わけても禁欲主義のワッハーブ派などに比べればシーア派は

かなりゾロアスター教的だ。スンニーが「神の名をみだりに唱えるな（願

い事をするな）」という旧約聖書の言葉を忠実に踏襲しているのに対して

シーア派のイランでは、そのモスクやイマムザデ（霊廟）でアラーの名を、

あるいは祀られたイスラム賢者の名を唱えて願いをかけることが許されて

いる。

　偶像崇拝の拒否、酒や食べ物の禁忌、あるいは歌舞音曲にも寛容で、フ

セインの肖像画は今のイランのどこの家庭でも見ることができる。あるい

はオマール・ハイアムのルバイヤートにもシタールに合わせて踊る美女と

酒が堂々と詠まれてもいる。

　十八世紀、アフガンのギルザイ族に一時、占領されたサファビ朝の首都

イスファハーンの王城の復旧作業がパーレビー朝時代に行われ、漆喰で塗

り固められた下から美女の舞う往時の壁画が見つかってもいる。

　そういうゆるやかなイスラム社会をさらに近代化、脱イスラム化させた

のがモハマド・パーレビー皇帝になる。

　彼の行った白色革命は信徒の寄進で広大な領地をもつモスクにも大幅な

改革を突き付けた。これに反発したのがホメイニ師で、一九七九年、あの

イラン革命が起きる。
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　パーレビー皇帝を追放して政権を握ったホメイニ師が目指したのは一千

三百年前、コーランが誕生した世界に、人口五千万の中東一の近代国家イ

ラン国民すべてを回帰させる壮大な実験だった。

　彼はシーア派の中でも原理主義的色彩の強い十二代イマム派に属する。

前述したようにシーア派の十二代イマム、マフディは四歳のときに行方を

絶った。

　そのマフディがやがて復活する。その日を待つ人々はコーランの言葉に

従って良きイスラムの民でなければならない。

　そのためにアラーの御心に最も近い偉大なる聖職者、アヤトラオズマ、

すなわちホメイニ師がすべての民を導く最高指導者となる、という考え方

だ。これが聖職者統治、ベラヤティ・ファギの精神である。その宗教観の

背景にあるのは前述したサオシェント神話、あるいはイエスの復活と一千

年王国神話だ。

　良きイスラムの民の生活規範はホメイニ師がイスラム法学者として心血

を注いだレサレ（神学書）の中にすべて定められている。

　例えば食べ物。食べられる肉は偶蹄類でかつ反芻胃をもつ羊、山羊、牛、

鹿、駱駝に限られ、同じ偶蹄類でも反芻胃をもたない豚は最も忌むべきも

のとされた。

　魚介類は鱗をもつものだけで、カニ、エビはだめ。さらにチョウザメも

普通の鮫、ウナギも食用を禁止された。

　鳥は羽ばたくもののみで、鷹やハヤブサのように滑空する猛禽類は除外

される。

　そして酒、麻薬の類の禁止。これは宗教心を損なう、という理由だ。い

ずれもその原点は前述したようにユダヤ教に求められる。

　これだけでもかなり息苦しい感じがするが、それ以上にイラン国民をた

じろがせたのがイスラム倫理だった。

　これも旧約聖書ヨブ記などにその原点があるが、第十二代イマム派はそ

れをより厳格に解釈する。宗教心を惑わす、平たく言えばセクシーな行動

はすべて罰則の対象となる。
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　ホメイニ師は女は初潮をもって成人した女性とみなし、家族と夫を除く

すべての異性にその髪や体の線を見せること、夫以外の異性と話したり

デートすることも禁じた。

　ここでいう初潮の年齢は平均九歳になる。というわけでイランでは小学

校から男女別学になり、初潮を過ぎた少女はチャドルに似たマグナヘとい

う被り物（ヘジャブ）を着用する。「女は手首、足首から先、それと顔以外

をさらしてはならない」という規定に従ったもので、髪を覆うマグナヘに

加え、長袖の着衣、ズボンが外出の正装になる。

　スポーツもレジャーもこのイスラム式正装が求められる。アトランタ五

輪入場式のおりにイラン選手団の女性旗手をご記憶だろうか。彼女はあの

蒸し暑いアトランタの夜、ヘジャブで頭から首まで覆い、長袖とコート、ズ

ボンという姿だった。

　彼女は射撃にエントリーしていたが、試合場でもその衣装は変えなかっ

た。

　イラン北部はカスピ海に面する。普通の海水の三割程度の塩分濃度のこ

の世界最大の湖はチョウザメとキャビアで知られるが、地元では夏場の海

水浴場としても有名だ。

　ホメイニ師の治世になってからこの湖岸にいって驚いた。湖岸には沖に

向けて二百メートルほど高いフェンスが作られ、それぞれのフェンスには

向こう側が覗けないよう厚手のキャンバスが張られていた。

　イスラムの倫理に照らし、男が女の水着姿を見られないように、つまり

男女別に湖岸を区切るための幕だったのだ。

　そしてその女性用の浜をこっそり覗いてもっと驚いたことに彼女らはヘ

ジャブにコート姿で泳いでいた。射撃だけでなく水泳ですらイスラムの正

装で、というわけだ。

　倫理の規制は服装に止まらず、男女交際もその対象になる。革命が成就

して間もないテヘラン市内で男女が乗った乗用車が検問中のイスラム委員

会、通称コミテの若者に停められた。コミテは二人の身分証明書を確かめ、

すぐに助手席の女性に降りるよう命じた。
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　夫婦であることを証明する結婚証明書を持っていないというのが理由

だった。

　レストランでも見かけた。結婚証明書がない二人連れは別々に男子用

コーナー、女性用コーナーに座らせられた。

　病院にも原理主義の変革は及んだ。女医は男性の患者を診ることが禁じ

られた。産婦人科の男性医師は他の外科か内科かに看板を変えさせられた。

　では、総合病院の当直医が女性で男性の急患がきたら、あるいはその逆

のケースはどうするという問題がイスラム委員会に質された。他の病院に

転送する余裕もないほど急患は切迫した状態を想定した質問だ。

　これに革命委員会は答えた。「異性の患者の肉体をじかに見ないようにす

る。鏡を見ながら診察と処置をせよ」

　ただ、この革命はイランで起きた。革命の前日まで中東で最も西欧化さ

れた国で、テヘランの最もにぎやかなレザシャー通りはパリのシャンゼリ

ゼーと通じているといわれ、街角は最新のファッションで着飾った女性が

闊歩もしていた。ついでに言えば高倉健主演の「ゴルゴ１３」もここで撮

影された。

　パーレビー大通りにはホテル・マイアミがあり、パンナム直営のイン

ターコンチネンタルホテル、シェラトン、ヒルトンなど米国系ホテルが軒

を並べていた。

　二十世紀の自由を満喫していた市民はいきなり七世紀に引き戻され、原

理主義を押し付けられて戸惑い、やがて反発も始めた。

　しかし、ホメイニ師の革命政権はアメリカのプロテスタント正統派やイ

スラエルのハシディムと同じに極めて攻撃的な原理主義だった。ホメイニ

師の教えはそのまま神アラーの言葉とされ、それに違反する者には厳罰で

臨み、不満を唱える者は即、アラーへの反逆、神に背く大罪者として裁か

れた。

　テヘランの街角では風紀担当委員会ナシャーズ・モンケルが目を光らせ、

ネクタイ姿の男性を見つけてはナイフでネクタイを切った。ヘジャブの下

から髪の毛をのぞかせていたり、化粧やマニキュアをした女性も摘発され
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た。彼女らはボサロ通りの刑場に連行され、そして鞭打たれた。

　そうした処罰の行き着くところが石打ちの刑だった。石をぶつけて処刑

する。新訳聖書に、オリーブ山から下りたキリストがその石打ちの刑場に

行き会わす場面がある。

　「心に疚しきことのない者は石を取り、そして打て」とキリストが言い、

人はみな立ち去るが、このモーゼの時代から人倫を踏み外した者に対する

極刑をホメイニ師は二十世紀の現代に復活させた。

　イラン・イラク戦争で、イランの敗色が濃くなった一九八六年、この極

刑が聖都コムとカズビンで行われた。コムで処刑されたのはイスファハー

ンの女性で、夫の部下と愛人関係になり、その部下が夫を辻強盗に見せか

けて殺害したという事件だった。

　この部下というのが一人で犯行を計画し実行したふしが強いが、イラン

の宗教裁判所は部下を通常の死刑にし、女性には鞭打ちと石打ちの刑を宣

告した。

　コムの河原に引き出された女性は胸まで埋められ、十数人の宗教警察官

が十ガダーム（約六メートル）の距離から投げる石によって処刑された。絶

命するまで二十分かかった、とペルシャ語新聞は伝えた。

　カズビンでの処刑者は売春組織を運営していた男女のグループで、毎月

一人ずつ街の広場（メイダン）で公開石打ち刑に処せられた。三人目の男

性は投げる石で埋まりながら、なお絶命せず、処刑役の警官が一抱えもあ

る石を投げおろして止めをさした。

　ところがこの止めをさした処刑役がまもなく惨殺された。処刑された者

の身内が報復したと言われるが、これを境に予定された処刑は無期延期さ

れた。宗教統治に市民が本気で怒り出したことを革命政権が敏感に感じ

取ったためと言われる。

　実際、革命政権はこの宗教統治にいろいろと妥協をみせてきた。革命五

周年を迎えてまもなく、ホメイニ師の政権が「チョウザメに鱗がある」の

を認めたのもその一例だろう。カスピ海に住むチョウザメはその卵キャビ

アが珍重されるだけでなく、白身の肉もイラン市民の大好物だった。
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　しかし鱗のない魚はハラーム（不浄）とするホメイニ師の治世はキャビ

アもその魚肉も許されなくなった。それが市民の恨みをかい、政権不信に

もつながりかねなくなると、革命政権はすぐさま生物学者に「チョウザメ

の横腹にある堅い突起は鱗が変化したもの」という学説を打ち出した。

　シーア派がスンニ派と違う一つに犬の処遇がある。ペルシャのゾロアス

ター教は犬を神の使いとして神聖視したが、ここを征服したイスラムは帰

依しないゾロアスター教徒を蔑むために犬も不浄とした。

　ホメイニ師のレサレの中に豚と並んで「犬もまた不浄なり、その血も汗

も」というくだりがある。今でもテヘラン郊外の砂漠には数千匹もの野犬

がいるが、それらは一九七九年のイスラム革命成立のあと、市民が政権に

恐れて捨てた愛犬の末裔たちだ。

　しかし、そのイスラム原理主義政権が実は犬を使うのをやがて市民が目

撃する。イラクの爆撃は八六年以降、連日のように首都テヘランを見舞う。

２５０キロ爆弾は二、三階建ての煉瓦住宅なら一瞬で瓦礫の山にする。一

発で平均四、五十人が犠牲になるが、その救助作戦に「不浄な犬」が使わ

れる。人命の前に原理主義も一時、休業というわけだ。

　ホメイニ師の政権もその意味では現状を無視できず、さまざまな妥協を

繰り返してきた。今は改革派のハタミ師が政権を取り、ベラヤティ・ファ

ギの色彩は極めて薄くなった。

　しかし、イランに起きた原理主義革命はイランでは不成就だったものの、

アラブ世界には大きなインパクトを与えることとなった。一つは聖戦、ジ

ハードの実践だった。

　もともとジハードはムハンマドの説くところだったが、殉教精神を確固

とさせたのがシーア派八代目イマム・イスマイルであり、それを現実の形

にしてみせたのがテヘランの西二百キロ、アラムートの山砦にこもった

ハッサン・サバーフであり、彼の率いるアサシン（暗殺）教団だった。

　彼はアラムートの丘に豊かな緑にあふれた庭園と清らかに流れる小川、

そして妙なる音楽に合わせて多くの美女の舞う世界を作り上げたという。

「清流のほとりの緑の木陰、涼やかな風が吹き渡り七十二人の処女が待つ」
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と描写されるイスラムの天国になぞらったものだが、ハッサン・サバーフ

はそこに薬で眠らせた若者を拉致する。

　夢見心地の中で天国を垣間見た若者はまた元の現実世界に送り返され、

そこで殉教の精神を説かれる。死後の世界を信ずる彼らは喜んで生還する

ことのない暗殺者として送り出されていったという。

　暗殺を実行するとき、彼らは冷静さを保つためにハッシュシ（Hashish）

をかじった。それがアサシン（Assassin）の語源になったとも言われる。

　天国に結びついたジハードの思想はホメイニ師の原理主義革命と時期を

同じくしたイ・イ戦争の戦場で大きく持て囃された。年端もいかない少年

バシジ（志願兵）が喜んで地雷原を駆けたという話は有名だ。

　ホメイニ師がアラブ世界に与えた影響のもう一つが革命の輸出だった。

　アラブ世界はこの時期、イスラエルとの四度にわたる中東戦争にことご

とく敗北していた。イスラムの大義は死んでいた。

　加えてアラブ世界のいくつかの国、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、

クウェートなどは石油産油国として多くの富をかき集めながら、例えばパ

レスチナ人の窮状をよそに一部王族が湯水のようにオイルマネーを浪費し、

あまつさえコーランの禁じる投資にそのオイルマネーをつぎ込んでいた。

　この矛盾と敗北感に落ち込んだアラブの人々の間にイラン発の原理主義

革命がまるで砂地に水が染み込むように吸収されていった。

　最初に形となって現れたのが、八一年のサダト・エジプト大統領の暗殺

だった。犯人グループは「ジハード団」を名乗るイスラム原理主義の国軍

兵士だった。

　次いでレバノンにシーア派を軸としたヘズブ・アラー（アラーの党）が

登場し、アラブ首長国連邦のひとつバーレンではクーデター未遂事件が起

きた。サウジアラビアではイラン人巡礼団がメッカでサウジ国家警察と衝

突、四百人の死者を出した。

　火種はチュニジアにも飛び火し、八七年にクーデター未遂事件を起こす。

　その隣のアルジェリアは今、原理主義者の蜂起ですでに数万を超える死

者が出ている。その発端はフランスから独立した同国が宗主国の押し付け
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たフランス語をやめ、アラビア語を国語に変えたことだった。アルジェリ

アにはアラビア語を話せる者がいなかったためエジプト、リビアなどから

教師を招いた。

　この教師たちがイラン革命、さらにサダト暗殺で急速に信奉者を増した

イスラム原理主義者で占められていた。アルジェリア政府が気付いたとき

にはすでにイランの革命前夜と同じ状況におかれていたというわけだ。

［アフガンにも浸透］

　そしてイラン発の革命の輸出がイラン人だけでなくアラブ人の協力のも

とで行われたのがアフガンだった。

　アフガンは民族的にはパキスタンの指導階層と同じパシュトゥーン族が

約四〇％を占める。これに北のタジク系が二五％、ウズベク系が二〇％、そ

してモンゴル系のハザラ族が一〇％という構成になる。

　すでに触れたように十九世紀半ば、ロシアと競った英国がここを占拠す

るが、バラヒサールの悲劇で敗退した。十九世紀末、英軍はインド兵では

なくネパールのグルカ兵を養成して再度侵攻を試み、大英帝国の版図によ

うやく付け加える。

　しかしこれも長続きせず敗退する。結局、英国はアフガン封じ込めの意

味で新たな国境（デュランド・ライン）を引き、植民地支配することをあ

きらめた。

　新たな国境線は旧来のカブール川とインダス川の合流点アトックからハ

イバル峠－スレイマン山脈の分水嶺を結ぶ線だったが、これを北に大きく

ずらした。さらにインドと中国、ロシアとインド、中国ともじかに国境を

接しないように配慮した。これがワハン回廊である。アフガンを地政学的

な緩衝地帯としたものだ。

　しかし緩衝地帯は逆から言えば要衝になる。この地を取れば周囲の諸国

に大きな威圧と脅威を与える。第二次大戦後の冷戦時代に入って左右の両

陣営はその重要度を認識した。米ソは競ってアフガンを取り込むべく、さ

まざまな援助、支援を行った。
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　国連のアジア太平洋社会経済委員会（ＥＳＣＡＰ）がアフガンを抜ける

アジアハイウエーの建設を決めると、米ソはヒンズークシュ山脈をはさん

でそれぞれに国連ハイウエーを建設したのもその現れだった。

　一九七〇年代初頭にはテヘランからカブール、ニューデリーを経てダッ

カに至るアジアハイウエー自動車ラリーも行われた。パリ・ダカールラ

リーにも匹敵する規模だった。

　アフガンは西隣のイランとは歴史的に交流が深く、言語もペルシャの宮

廷言語と言われるダリ語が話されていた。

　米ソ、さらに十九世紀以来の付き合いとなる英国の積極介入もあって、

伝統的な山岳遊牧民（クーチェ）を除いて、アフガン社会も開放され、首

都カブールやイランの影響の強いヘラートなどはテヘランに次いで近代都

市の容貌をみせ、街にはチャドルを脱ぎ、スカートで歩く女性の姿がざら

に見受けられた。テヘランと同じに宗教離れしていた。

　このユーラシア要衝の地、そして緩衝地帯として機能していたアフガン

をソ連が乗っ取りにかかったのが一九七九年の軍事介入だった。ソ連は十

万の兵力を投入した。ここを奪えば、ユーラシアの要衝を握り、パキスタ

ン、イランに直接圧力をかけ、念願の「Hot Sea（インド洋）」（ゴルバチョ

フの談話）にも出られ、さらに湾岸諸国も牛耳れる。

　これに対してアフガン側はグルブディン・ヘクマチアルをリーダーとす

るパシュトゥン系、マスード将軍の率いるタジク系、それにウズベク系、唯

一のシーア派のハザラ派などいわゆるゲリラ八派が立ち上がった。

　一方、ソ連のアフガン侵攻は国際的にも大きな波紋を呼んだ。アメリカ

は国連を使って国際規模でアフガン難民救済を呼びかけ、ソ連非難を盛り

上げたが、一九八六年以降、パキスタン政府を通じてゲリラ側に大量の武

器弾薬の支援を行った。

　ソ連は十年後の一九八九年、撤退を決めるが、敗北に追い込んだ原因の

一つがこのときに供与された地対空小型ミサイル、スティンガーだったと

いわれる。

　ソ連は山岳地帯にこもるゲリラに対して投下式地雷と攻撃ヘリ、ミル２
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４ハインドでかなりの効果を上げたが、熱線追尾型のスティンガーは、こ

の攻撃ヘリをおもしろいように撃墜していった。

　このスティンガー供与を決めた一九八六年、アメリカの中央情報局（Ｃ

ＩＡ）はパキスタン国軍情報部（ＩＳＩ）、英国の軍対外情報部（ＭＩ６）

と組んでアラブ、アジアのイスラム諸国から過激派を集めてアフガン戦線

に投入する作戦を開始した。

　これによってエジプトのジハード団、パレスチナ急進派、イエメン、湾

岸諸国、それにフィリピンのモロ民族解放戦線、中国ウイグル族などから

多くの急進派がサウジアラビアの世界ムスリム連盟、中東のムスリム同胞

団などを通して集められ、ここに「アラブ・アフガン」という新しい結び

付きが生まれた。アメリカはこのムスリム戦士の養成のために東部国境に

近いホスト（Khost）などに訓練基地をつくり、米国製の武器を送り込み、

さらに軍事顧問を派遣してゲリラ活動のノウハウを教え込んだ。これが後

にイスラム国際旅団と呼ばれる存在になる。

　このときサウジアラビアから送り込まれたのがワッハーブ派の急進的信

奉者だったオサマ・ビンラーディンだった。彼の母親はパレスチナ人で、イ

スラエルと戦うパレスチナ人の心情の理解者でもあった。

　アフガン戦線はアメリカのこうした介入もあって一九八九年にソ連が撤

退し、後ろ盾を失ったカブールのナジブラ政権の崩壊で終結し、九二年、パ

シュトゥーン、タジク、ハザラなどを代表するゲリラ八派によるラバニ政

権が誕生する。この間にイスラム国際旅団としてアフガンに集まった「ム

スリム戦士は総勢で四十三万人にものぼった」とパキスタンのジャーナリ

スト、アハメド・ラシッドはその著書「タリバン」の中で書いている。

　しかしアフガンの取り込みを意図していたパキスタンは不満が残った。

パキスタンは同じパシュトゥーン族のヘクマチアル（八派政権では首相を

務めた）を支援し、パシュトゥーン人の政権を樹立させようとした。

　タジク、ハザラなどが当然のように抵抗し、一九九二年から新たな内戦

が起きた。このときパシュトゥーンの有力な戦力として登場したのがタリ

バンであった。
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　タリバンは前述したようにペシャワルなどパキスタンとアフガンにまた

がって分布するパシュトゥーン居住地に開設された神学校の学生を主体と

した。言い換えればアフガン国籍もいればパキスタン国籍もいる。勝手に

英国が国境を決めただけで、要はパシュトゥン族の若者問いう意味だ。

　そして冒頭に掲げた華々しいデビューのあと、「タリバンの奇跡」と呼ば

れる快進撃が始まる。パシュトゥンの街である南部都市カンダハールを拠

点に九五年に西部のトルクメン、ウズベク、ハザラの人々が住むヘラート

を、さらに九六年、首都カブールを攻略、アフガンの新しい為政者の椅子

についた。

　この快進撃の背景には、ソ連の侵攻以来の長い内戦に飽きた民衆の支持

と期待が大きな要素だったといわれる。

　実際、この内戦の間、市民の平和はなかった。パキスタン側のランジコ

タールから入ったアフガン地域は大小のゲリラ集団が高い塀をめぐらした

要塞を築き、その中でやっていることといえばアヘンの栽培とヘロインの

精製だった。

　そして自分の領土には検問所を置き、通行税を徴収した。筆者がそのこ

ろ訪れたおりには国境通過に一万ドルを要求された。ＮＨＫがその額を支

払ったからだと彼らはいう。ただ、一万ドルを払っても行けるのはジャラ

ラバードまで。そこから別のゲリラ組織が別の通行料を要求する仕組み

だった。

　このときはやむを得ずクエッタからチャマン峠を越えたスピンバルダッ

クに回ったが、カネにあかして安全を買い、相手の言うがままの取材をす

るＮＨＫのやり方は多くの問題をはらむ。ただ、ここで論ずるテーマでは

ないので別項に譲る。

　こうした傍若無人の集団をタリバンがやっつけた。アフガンの国民の歓

迎ムードは高かったことは想像できる。

　しかし、九五年、西の都ヘラートがタリバンの手に落ちたとき、市民は

タリバンの別の素顔を見ることになる。パシュトゥン以外はすべて排除す

る排他性、攻撃的な独善性とを併せ持つイスラム原理主義という素顔だ。
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　タリバンの統治政策はワッハーブ派のそれに似て、政治形態はホメイニ

師の神聖政治、いわゆるベラヤティ・ファギに基づいているという言い方

ができる。

　それをヘラートで実施した。ここには六百の小学校があり、先進国と同

じように男女共学のシステムが取られ、約三万人の女子生徒もいた。しか

し、タリバンは女子教育を否定し、すべてを男子学校に切り替え、さらに

女性教師をやめさせた。その結果、教師不足で結局、学校は閉鎖された。

　生活規範もイラン以上の厳しさをもって臨んだ。イランでは他人の宗教

心を惑わさないために体を覆うことを女性に義務づけたが、それでも手首、

足首から先、それと顔を露出することは許された。手に職をもつ以上、そ

れが最低限の妥協だったが、タリバンはそれをも禁止した。

ヘラートで、さらに今はすべてのタリバン支配地区で女性はブルカという

袋状のチャドルを義務づけられた。夫以外の異性との交際、あるいは話を

することも当然、許されないから、女性は外で働くことも禁止された。

　男性もその埒外ではなかった。イラン革命を引っ張ったヘズブ・アラー

は髭をたくわえ、シャツの裾をズボンの外に垂らすのが正装とされた。尻

の動きが異性、あるいは同性の性欲を刺激し、宗教心を惑わす、というの

がそのスタイルの謂れだが、イランではそれは強制ではなかった。ラフサ

ンジャニ大統領の実弟がもつ国営テレビで髭をきれいに剃ったアナウン

サーが一度、保守系の新聞にたたかれたことがあったが、彼はクビにもな

らず、その後もニュースを担当し続けた。

　しかし、タリバンは違った。男はすべてパシュトゥーンのはくだぶだぶ

のズボン、シャルワルの着用を義務づけられ、さらに豊かなあご髭を生や

すよう要求した。

　アハメド・ラシッドはカブールで六週間以内にこぶしより長いあご髭を

蓄えるよう御触れが出され、「髭の成長が遅い（モンゴル系の）ハザラ族」

の戸惑いを紹介している。

　イランのエルブルーズ山脈に沿った街道には温泉場アブ・ギャルメが多

い。どこも結構はやっている。街には大衆浴場ハンマームも必ずある。お
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そらく日本人に次いでふろ好きの国民だろう。もちろん女性用のハンマー

ムもあり、ここには体毛を取る美容師がいる。結婚式の前に女性は体中の

体毛のすべてをここで抜くのが習わしだが、この風習は言語も同じアフガ

ンにも生きている。

　ところがタリバンはヘラートでこの女性用浴場も閉鎖を命じた。そんな

ことはイスラム法（シャリア）にも規定されていない。

　九六年十月、タリバンの施政にヘラートの女性が抗議に立ち上がったが、

回答は逮捕と鞭打ちの実刑、そして全女性の外出禁止令という強権の発動

だった。市民の反発にはホメイニ師の方式をで臨んだ。

　ホメイニ師の革命成立直後の刑法はイスラム法による裁判を規定すると

ともに、シャリアにある石打ち刑と対角切断（Cross Amputation）刑の復

活をうたっていた。石打ち刑はすでに述べた通りだが、対角切断は窃盗や

強盗犯の「右手首と左足首を切断する」というむごい刑罰で、石打ち刑と

同様、どのアラブ諸国でも行われていない。

　テヘランで一度、常習窃盗犯の処刑が公開されたが、このときは右手の

親指を除く四本の指を押し切り機で切断するというものだった。さすがに

刑法の規定、というかシャリアに忠実な対角切断はやらなかった。

　しかし、タリバンには歯止めはなかった。九九年一月、カブールで強盗

犯六人に対するクロスアンピュテーション刑の執行が行われた。六人はい

ずれも若いタリバン兵士で、その右手と左足が切断され、六本の左足が見

せしめのために市の中心部の木に吊るされたと前述のアハマド・ラシッド

が報告している。

　タリバンと争うハザラ派のリーダーはドクター・サディクという元カ

ブール大の医学生だ。三千人の部隊を率い、あのバーミアンを拠点にカ

ブール攻略の先頭に立った人物だが、その彼と筆者が最初にあったのが九

一年のペシャワルでだった。アフガンの政治や社会情勢をいろいろ教わっ

た。

　彼とはその後、ラバニ政権の閣僚代表として来日したおりに再会したが、

帰国した後、ヘクマチアル派との拮抗、さらにタリバンとの内戦が始まっ
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てからは消息も途絶えがちで、最後の便りが北部同盟に加わり、マスード

将軍と行動をともにしているとの話だった。

　ただ、部下のアクバルとはその間も人を介して情報が届いていた。彼が

昨年よこしたカブール報告は、前述したイスラム規範がさらにひどくなり、

バナナが輸入禁止となったという。それも「女性がバナナを食べるのが卑

猥だから」

　もうひとつ、馬車の馬にパンツをはかせる命令も出されたという。ガソ

リンの不足から市民の足はタクシーから馬車にかわったが、「馬車を引く馬

の性器が乗客の女性を刺激するから」というのがタリバン聖職者の命令発

布の理由だった。

　「タリバンはセックス偏執集団で、そのうちキュウリやナスも食べられな

くなると市民はうわさしている」と報告は結んでいる。

　この偏執的な集団をまとめているのが保守的な風土で知られる南部パ

シュトゥーン地区出身のムハマド・オマル師で、タリバン政権は政治、軍

事の頂点に立つ聖職者オマル師の独裁宗教統治の形態をもつ。アフガン型

のベラヤティ・ファギというわけだ。

　なるほど、前述したようにその神聖統治はホメイニ師の政権がみせたよ

うな妥協はいっさい見受けられない。しかし、実はそこにいくつもの反イ

スラム的行為があることが指摘されている。

　その一つが麻薬だ。イランと国境を接する西部ヘルマンド川上流一帯は

昔から黄金の三日月地帯（Gold Crescent）と呼ばれるアヘンの産地とし

て知られる。ペルシャン・タンと言われる褐色のヘロイン原料になる。

　アヘンなど麻薬は酒以上の宗教的禁忌としたホメイニ師はイラン国民総

出で自生するケシから大麻まで引き抜かせた。

　アフガンから欧州にアヘンを運ぶタブリーズ・コネクションは今でもひ

そやかに生きているが、ホメイニ師のもとではそうした麻薬の運び屋は即、

死刑を宣告され、ザヘダンなどで処刑されている。

　しかしタリバン政権下のアフガンでは逆に大量のケシ畑が出現し、その

利益が武器の購入に当てられている。
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　国連統計ではタリバン政権が登場するまでは年間二千二百万トンの生ア

ヘンが生産されたが、タリバン政権になってから二千八百万トンに跳ね上

がり、麻薬輸送ルートもイランのタブリーズ・コネクションに代わってパ

キスタンからのインド洋ルートができあがったという。

　もう一つ、イスラムの教えに背くと言われるのが、女性、貧しきものの

圧迫だ。

　イスラムといえば四人妻制が挙げられるが、この制度は寡婦の救済が主

目的だった。戦場で倒れても仲間が残された妻子をめんどう見るという思

想だ。

　また、喜捨（ザカート）という救済もある。経済的に恵まれたものは余

剰の富を貧しきものに喜捨するのが鉄則だ。元英国のクウェート石油会社

は独立して今のクウェートになった。しかしクウェートの二千人の王族は

富を独占し、国内にいる貧しいパレスチナ人を圧迫した。そればかりでな

く余剰の富は英国にその投資運用を依頼していた、というのがイラクのサ

ダム・フセインの侵攻理由だ。

　この非難と似たものが今のアフガン市民から吹き出している。タリバン

は寡婦となった女性が働きに出ることも拒否し、その生活費を得ることも

困難にしている。その一方で不法なアヘン売却で得た収入すらこうした貧

しい寡婦に喜捨しようともしない、と。

　タリバンの国家財政は不明な点が多い。アハマド・ラシッドによれば、最

高指導者となるムハマド・オマル師は予算が必要となると「ベッドの下の

金属箱から札束をわしづかみして」分配している、と書く。

　もはや国の体裁も機能もない、原理主義に名を借りた恐怖政治だけで辛

うじて統治を永らえているとも言えそうだが、最も重要なのはイスラムの

精神がこの政権からとっくに失われていることだろう。

　今回のアメリカでの同時テロ事件でにわかに国際社会の脚光を浴びるこ

とになったアフガンでは、タリバンの登場から始まった民族浄化、つまり

タジク、ウズベク、さらにタリバンが最も目の敵にしているモンゴル系の

ハザラ族の組織的殺戮が継続して行われてきたことをやっと明らかにされ
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てきた。どれほど殺されたかの実数は不明だ。ワッハーブの強制信仰は市

民にその情報を伝える道も機会も与えないという意味で実にみごとに機能

していたからだ。

　イスラム原理主義とは異質の、国取り物語の一つの手段として原理主義

が使われた、というのが正しい評価かもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　（完）　


