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平和と安定への道 

カリーム・ハリリ アフガニスタン副大統領 

２００７年６月２２日 

 

１９７３年７月 ザヒル・シャー国王を追放、共和制に 

１９７８年１２月２７日 ソ連の軍事介入 

１９８９年２月 ソ連軍１０万が撤退完了 

１９９３年６月 暫定連合内閣発足 

１９９８年９月 タリバンがほぼ全土を支配下に 

２００１年１０月７日 米軍がカブールなど主要都市への空爆を開始 

２００１年１２月５日 暫定行政機構発足 議長(首相)にカルザイ氏就任 

２００２年６月 ロヤ・ジルガ(国民大会議)開催 カルザイ暫定政権議長を移行政権

の国家元首(大統領)に選出 

２００４年１月 新憲法制定 ２６日に発布 

２００４年１０月９日 全土で大統領選挙 １１月３日にカルザイ大統領が当選 

２００５年９月１８日 国会下院・県議会選挙 下院議員 249 人と県議会議員 420 人が当選 

２００５年１２月１９日 国会開会 
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問題解決には時間と支援が必要 

まずアフガニスタン国民、アフガニスタン

政府から、日本国民、政府に対して多大な支

援への感謝を伝えたいと思います。 

私にとって、この美しい国への初めての旅で

す。世界第２の経済大国となっている日本の目

覚ましい発展、成果を自分の目で見ることがで

きました。日本の価値ある体験に学び、私たち

も真の開発の道を歩みたいと思っています。 

タリバンの崩壊後、アフガニスタンは多く

の問題を抱えていました。それらを短い期間

で解決し、克服することは、非常に難しいこ

とです。時間と多くの支援を必要とします。

治安を確立し、よい行政を確立して、継続的

な開発のために努力しなければなりません。 

タリバン崩壊とそれを受けてのボン会議

以後、アフガニスタンの平和強化のため、日

本は国際会議をいくつか開催しました。それ

らの会議は、アフガニスタン支援への国際社

会の関心を高めるための重要な役割を果たし

ています。 

きのうも、日本はアフガニスタンの平和安

定のために重要な国際会議を開催しました。

ＤＩＡＧ、すなわち非合法武装集団の解体に

向けた会議です。日本、アフガニスタン、国

連の三者が共同議長となって行われました。

これまでの成果や、ＤＩＡＧの進展を妨げて

いる問題などをはじめ、アフガニスタンの平

和安定のためのいろいろな意見が、会議で交

わされました。また、困難を克服してＤＩＡ

Ｇプロセスを完了するためにコミットメント

することを再確認しました。 

アフガニスタン代表としてうれしく思っ

ています。アフガニスタン政府も、国際社会

に対しての義務を果たすというコミットメン

トを再確認しました。 

多面的な開発のための投資を得て、貧困対

策、治安と行政の確立などの基本的な改革を

おこない、これらを連携させれば、困難を乗

り超えることができると確信しています。こ

れらのことに同時に取り組まなければならな

いと思っています。 

安倍総理、麻生外相との会談を通じて、日

本政府、日本国民の皆さんが、引き続きアフ

ガニスタン国民のため支援してくれるという

ことがよくわかりました。 

こうした日本のコミットメントやほかの

友好国、国際社会の支援は、私たちを明るい

将来にむけて勇気づけてくれます。私たちも

アフガニスタンに恒久的な平和安定をもたら

すため取り組んでいこうと思っています。 

アフガニスタンの治安はいろいろな問題

を抱えていますが、過去と比べればよくなっ

ています。しかし、いうまでもなく平和と安

定の確立には、テロの問題に注意を払わなけ

ればならないと思うのです。 

アフガニスタン政府は、パキスタン政府の

協力を得て治安会議を開催しようと思ってい

ます。この議会が開催され、両国のコミット

メントがなされれば、地域の平和安定に非常

に役立つでしょう。アフガニスタンの国民は

まだテロの被害を受けています。最近もカブ

ールで悲惨な事件が起こってしまいました。 

しかし、このような事件も、私たちが選ん

だ道、すなわちアフガニスタンが平和と安定

に向かう道を妨げることはできません。私た

ちは確信を持って前進します。私たちは決意

をもって、自由の道、人間愛の道、平和、民

主主義、進歩の道を進んでいきます。 

私たちがあげた成果はたくさんあります。

それについていくらでも話すことができます

が、ここからは皆さんの質問に答えて、その

成果や私たちが直面しているいろいろな問題

について話したいと思います。 

【質疑応答】 

司会・中井良則企画委員（毎日論説副委員長） 

カブールの中央政権、カルザイ政権の支配が、

アフガン全土に及ばない理由の最大の原因は

何でしょうか。 

テロの拠点は国外にある 

ハリリ副大統領 「アフガニスタン政府の支

配が全土に及んでいない」という点には同意

できません。アフガニスタンには３４の県と

３６４の地方行政機関があり、そのすべてに

政府の支配が及んでいます。 

最近はいくつかの行政区で、一時的に反対

勢力が支配するケースもあることは認めます。

領土の一部をテロリストたちが支配し、非人

道的な行動をするところもあります。 

テロの要因は、アフガニスタン国内にはあ
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りません。テロは、外から押しつけられたケ

ースが多いのです。テロリストたちは、アフ

ガニスタンで勝利をおさめることができなか

った。それでアフガニスタンから出ていって、

外で再訓練や準備をして、戻ってきているの

です。私たちは何回もテロリストたちを追放

しました。彼らは追放されると、支援してく

れるところに戻って、再び訓練、支援を受け

て、また入ってくるのです。 

もう一度皆さんにいいたいのですが、中央

政府の権威はすべてのアフガニスタンの領土

に及んでいます。その権威で私たちはテロを

追放しましたが、しかし、戦争は残っていま

す。なぜかというと、その戦争をもたらすも

の、つまりテロを行う者と彼らを支援する拠点

は、アフガニスタン国外にあるからです。カル

ザイ大統領も、何度もこのことを世界に訴えて

います。テロ行動を阻止するためには、外国で

のテロ支援活動を阻止し、外国にあるテロ支援

施設をおさえなければならないのです。 

山内聡彦（ＮＨＫ） タリバンが再び台頭し

て、去年はタリバン政権崩壊後、最大の戦闘

が行われたと聞いています。ことしも自爆テ

ロなどが全国に拡大していると聞いています

が、予想されていたほどのタリバンの大規模

な攻撃がまだ行われてないようです。 

ことしの戦闘状況は去年に比べて、何か本

質的な違いがあるのかどうか。タリバンの攻

撃力が去年に比べて弱まっているのか。アメ

リカとＮＡＴＯ軍が兵力を増強していますが、

これでタリバンを抑え込むことができるとお

考えでしょうか。 

タリバンは弱体化している 

ハリリ副大統領 去年はタリバンあるいはア

ルカイダによるテロ事件が非常に多かったの

です。理由は先ほど申し上げたように明確で

す。タリバンは、組織が崩壊してアフガニス

タンから追放されたとき、彼らはもとの拠点

に戻ったんです。向こうでまた訓練を受けて、

装備されて、再び戻ってきたのです。 

もう一つの事実は、タリバンの勢力が非常

に弱まっていることです。そして、私たちの

国軍や警察のなどの治安力が非常に強固にな

っています。昨年の４月から６月に起きたタ

リバンによるテロ事件は、ことしの同じ期間

の１．７倍でした。 

ことしに入ってアフガニスタンの治安軍

とＮＡＴＯ軍の共同作戦で、タリバンは大き

な被害を受けています。タリバンの著名な司

令官、例えばムラー・ダドゥラとかムッラー・

アフタール・ムハンマド・ウスマーニーらが

殺害されました。こうした事態はタリバンに

心理的にも大きなダメージを与えています。 

私たちはいま、将来に期待を持っています。

タリバンは成果をあげていません。時間が経

てばタリバンが勢力を拡大するという予想が

ありましたが、失敗に終わっています。タリ

バンを支援する側にも非常に圧力、プレッシ

ャーがかけられ、そのことも大きな効果をあ

げています。ＮＡＴＯ軍と国軍との連携も以

前に比べよくなっています。 

竹内幸史（朝日） タリバンの復活を支えて

いる経済的ファクターは何か。特に麻薬の問

題はどうなっているのか。アフガニスタン政

府と国際社会は麻薬撲滅に力を入れている。

しかし、貧困問題が解決されなければ、なか

なかそれも難しい。それで、アフガニスタン

政府自体が一部では黙認しているということ

もいわれている。この点も含めてお答えを。 

テロ・麻薬・マフィアとの戦い 

ハリリ副大統領 麻薬はテロリストなどの経

済資源のひとつです。テロ集団とマフィアの

間に非常に密接な関係があります。麻薬との

戦いは、タリバンとの戦いと不可分です。タ

リバンとの闘争は麻薬撲滅のための闘争でも

あるのです。政府が監督しているところでは、

ケシの栽培は非常に減少しています。 

私は、あなたに本当に同意します。テロ集

団、それから麻薬取引をしているマフィアは、

アフガニスタンの敵です。 

もう一つ、地方権力者がこの麻薬取引に深く

関わっている。これはアフガニスタン政府も承

知しています。これに対して私たち政府は、し

っかりと取り締まりを強化したいと思ってい

ます。政府の方針は取り締まり強化であり、麻

薬との闘争を続行したいと思っています。 

この三つの闘争、つまりテロに対する闘い、

麻薬の取り締まり、それから麻薬にかかわっ

ているマフィアや地方権力者たちとの闘争は、
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簡単ではありません。 

私たちの国は、２５年間も戦争が続き、破

壊された中から立ち上がりました。長年の戦

争の後の新体制が、すぐにこれらの問題を解

決することはできません。この三つの闘争に

は、国際社会の多大なる支援が必要なのです。

皆さんの理解を得たいと思います。 

いままではテロ対策に重点が置かれてい

ましたが、これは麻薬取り締まりと切り離す

ことはできません。麻薬に関わっているマフ

ィアの弱体化は、テロの弱体化にもつながり

ます。この闘いに私たちは真剣に取り組んで

います。私たちが不十分なところ、弱い面も

あるかもしれません。国際社会が関心を持ち

続け、私たちアフガニスタン政府の闘いを支

援してくれることを期待しています。 

土屋豪志（共同） 日本では自衛隊をアフガ

ニスタンに派遣するということが議論されて

いますけれども、アフガン政府としてはこう

した支援を望まれているのかどうか。 

アフガニスタンの成果を伝えてほしい 

ハリリ副大統領 自衛隊派遣については、日

本の皆さんの決めることです。しかし、ここ

で私がいいたいことは、アフガニスタンの復

興・開発や、ＤＩＡＧ、非合法武装集団の解

体などそのほかで友好国日本の支援、援助が

非常に大切であるということです。この面で

ぜひ支援、援助をしてほしいと思っています。 

ＤＩＡＧの成功は、アフガニスタンの真の

平和安定のために非常に重要です。それは根

本的なアフガニスタンの復興・発展につなが

ると思います。 

最後に、私はこの２点を記者の皆さんに申

しあげたいと思います。 

５年前のアフガニスタンはどうであった

か。政府体制はどのように存在していたか。

私たちは破壊の中から、復興への取り組みを

始めたのです。 

この５年間、私たちはよい道を歩んできま

した。たくさんの成果があります。新しい政

府体制を整えるために、警察、国防軍を整備

しました。女子を含む学童らの教育のため学

校などの扉をあけました。いまはアフガニス

タンの男女児童６００万人が学校に通ってい

ます。衛生の面でもよくなっています。また、

地方の復興開発プログラムも進んでいます。

国道、特に全国をつなぐ幹線道路の整備も進

めています。 

この５年間、私たちは国際社会の支援を得て、

これらのことに取り組み成功をおさめました。

もちろん、私たちの取り組みはこれだけであり

ません。テロリズム、麻薬、麻薬を扱うマフィ

アや地方権力者との闘いも続けています。 

アフガニスタン政府は多くの成果をあげ

ているのです。しかし残念なことに、否定的

な面の出来事があると、それが小さな事件で

も、大きく報道されてしまいます。プレスの

皆さんにお願いしたいのは、できるだけアフ

ガニスタンの政府、国民のよい面、あるいは

成果をもっと伝えてほしい。私たちのような

国には、悲惨な出来事も確かにあります。し

かし、もう一方にある私たちの進歩、成果も

しっかりと伝えてもらいたい。 

もう一つ指摘したいのは、テロのことです。

テロリズムはいまや世界が直面している問題

です。麻薬も世界の問題です。ですから、アフ

ガニスタンがこの２つの問題において成功を

おさめるということは、世界のためでもあるの

です。つまり私たちは、国際社会のための前線

にあるのです。私はそのために努力しています。

私たちがいま直面している問題に失敗すれば、

その影響は大きいでしょう。世界にもその影響

が及ぶことになるだろうと思います。 

私たちは国際社会の支援、援助に非常に感

謝をしています。だから、支援にこたえるよ

う、目標に向かって努力しています。ぜひこ

の支援を続けてほしいと願っています。 

私たちはいま、国際社会の求めている道、

「法の支配」にむけて進んでいます。法治国

家を確立するために歩んでいます。すでに大

統領選挙、それから議会の総選挙を実施し、

そしてすばらしい憲法を制定しました。 

私たちは国際社会の支援のもとで、法治国

家へ向けて努力をしています。これからもこ

の道を歩んで、アフガニスタンの発展のため

に努めます。プレスの皆さんにも、そのため

の支援をお願いしたいと思います。ありがと

うございました。 

文責・編集部 


