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Spreme Court 

パキスタンの最高裁判所は国会議事堂の隣、イスラマバードのレッドゾーン内に

位置し、国連ビルより 1km と離れず所在する。 



 

E-mail: sho.saito@unic.org, Web: www.unic.org.pk 

3  

【訪問に関する一般情報】(＊詳しくは報告書 Part.1 を参照) 

〈受入機関〉国際連合広報センター 

          （United Nation Information Centre Islamabad)  

            URL:http://www.unic.org.pk/  

 

〈都市〉イスラマバード（パキスタン首都） 

〈実習期間〉2011 年 7 月 28 日～11 月 28 日（治安状況の変化により、4 ヶ月間に短縮） 

〈住居・宿泊先〉  

①Royal Enclave 2
st
 Building Room#47, Block#16-A G5 (Diplomatic Enclave) Islamabad, 

Pakistan（15 日まで） 

②同マンション、1
nd

 Building Room#1（15 日より） 

〈月々の生活にかかる費用〉 約 70000 ルピー（約 62000 円） 

〈内住居費〉①450 ドル（35000 円）②50 ドル（3800 円） 

 

 〈はじめに〉 

10 年前の米国によるアフガン戦争開始より、隣国パキスタンの治安状況は一変し、今日

までテロ活動の絶えない国となっている。死亡者数と自爆テロの数のピークは 2008，2009

年と言われているが、2010 年にはテロ、政党間・宗派間・部族間抗争、パキスタン軍とタ

リバン等武装勢力間の戦闘を含めて年間 3,393 の事件が起き、そのうち自爆テロは 68 件、

1 年間で計 10,003 人が死亡した。 

カラチやペシャワールなどの大都市以外で特に治安が悪い地域は、FATA（Federally 

Administered Tribal Areas）と呼ばれる連邦直轄部族地域と、KP 州の２箇所である。 

FATA とはパキスタンの州に属さない、国内北西部のアフガニスタン国境地帯を指し、居

住者は国内総人口の 2％にしか満たない。アフガニスタンで最大の人口を持つパシュトゥー

ン人が多く住んいる地域でもあり、イスラーム過激派と呼ばれる反政府勢力の温床になっ

ている。 

中央政府の支配が及んでおらず、2003 年からターリバーンはこの地域を中心に活動して

おり、ターリバーン支持部族や武装勢力が、パキスタン軍と政府支持部族およびアメリカ

軍と断続的に交戦を行っている。NATO を標的にしたテロ活動が最も多発し、国連もその被

害を受けることがある。NATO=US=国連という誤認を減らし、国連の非軍事活動または平

和維持活動を妨害されたり、職員の命が狙われないように、国連広報センターの情報発信

は重大な役割を担っている。 

 

http://www.unic.org.pk/
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 一方、KP 州とはペシャワールが州都の州であり、SWAT、アボタバードを含む、イスラ

マバードより最も近い州である。自爆テロ、殺人等の事件が多いイメージが強いが、野菜

と果物の産出で国に貢献している。 

FATA の位置 

【8/25】NATO の軍事物資輸送列車が

国境付近で爆破されたときの様子。 

軍事活動の様子① 

【9/27】NATO の軍事物資輸送列

車が、クエッタ郊外で爆破された

ときの様子。 



 

E-mail: sho.saito@unic.org, Web: www.unic.org.pk 

5  

 

 

 

 

 写真は国境にてタリバン兵に向け発射さ

れた直後の、迫撃砲の 120 ミリ砲弾の薬き

ょう。迫撃砲は通常の火砲より高い射角をと

り命中精度は低いが、安価で短期間に製造で

きるなど利点が多い。 

10/20 には、KP 州にて迫撃砲が民家に誤

って着弾し、女性が 1 名、子供が 2 名死亡、

他 3 名が重傷を負った。 

 

  

 

 

 

SWAT では、7.400 エーカー以上の果樹園

があり、年間 5 万トン以上のリンゴを生産

している。 

パキスタンは地方人口の 62％が農業関係

者であるため、果物と野菜は良質のものが

安価で大量に売られている。栽培は旬の時

期のみなので夏の値段は特に安く、首都に

おいてタマネギは 1kg35円、トマトは 1kg40

円である。マンゴーも日本とは違い、リンゴと同等の庶民的な果物として扱われている。 

 

     

 

SWAT のリンゴ果樹園 

 

KP 州の位置 

【国境地帯の軍事活動の様子② 10/4】 
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    US Drone Attack 1 

 

 

 

〈ハカニ・ネットワーク〉 

先月より特に紙面を賑わせているテロ組織、ハカニ・ネットワークとは、NATO とアフガ

ン政府を標的とする反政府テログループである。1970 年代半ばにアフガニスタンで結成さ

れ、80 年代のソビエトとの戦争中に、ソ連軍に対抗するためアメリカの CIA とパキスタン

政府によって育成された。 

 パキスタン側の本部は FATA にあると考えられており、アフガン、パキスタン両国の国境

地帯で活動を展開している。現在はタリバンと同盟を結んでおり、ビン・ラディンのアル

カイダ・ネットワークとも協力関係にある。 

アメリカ合衆国軍部の正式見解によると、「最も活発な敵対ネットワーク」であり、NATO

軍、アフガン政府両者にとって最大の脅威の一つである。このように、かつてアメリカ合

衆国が軍事目的で育てた組織が現代において敵に回り、テロ活動を展開しているケースは

この他にも少なくない。 

10/23 から始まった二日間の NATO による作戦では、アフガン側の国境において 200 人

以上のハカニ兵らしき兵隊を殺害または逮捕されたが、180 人ほどがタリバン兵だったため

解放された。 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 http://counterterrorism.newamerica.net/drones 

無人爆撃機のテロ活動要人殺害は今月も継続さ

れ、ハカニが標的にされるケースが目立った。 

10/14 には、3 名のエジプト人が殺害された。彼

らは国境地帯の両国において、ハカニネットワー

クの資金繰りを担当していた。 

10/15 には、FATA の南ワジリスタン地域で、2

弾のミサイルが発射され軍事基地付近の車両を

破壊、内部にいた４名のテロリストを殺害し、３

名に重傷を負わせた。 

http://counterterrorism.newamerica.net/drones
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１．業務内容報告‐10 月 (＊詳しくは報告書 Part.1 を参照) 

①News Highlights と Daily Clipping の作成 

今月も引き続き朝が最も忙しかったが、新聞やウェブにおける情報選択の作業にはかなり

慣れ、仕事の能率は非常に上がった。速読能力、情報選択能力、編集能力は向上しつつあ

ると評価できる。専門用語の暗記も順調であるため、内容の細かなニュアンスに関しても、

さほど問題を感じなくなった。他スタッフや上司との連携も変わらず順調であり、当業務

は良好に進行中である。 

 

②UNCG-P(United Nation Communication Group
2
 in Pakistan) ミーティング 

引き続き、音声の録音し、議事録の作成を行なった。 

この会議は内容の他に利点が二つある。一つ目は、各部局の人間が一堂に会するため、情

報交換と社交の役割を果たすことであり、二つ目は、会議の開催場所が毎回変わるため、

各オフィスに来訪できることである。 

 

③UN-P Web Portal ミーティング 

国連居住計画（UN-Habitat）の広報担当官との連携の下、新しいウェブ・ポータルのフォ

ーマットが作成され、各コンテンツの文章の更新も各担当者がそれぞれ進行できた。「国連

パキスタン親善大使」を担当した筆者は、7名中 5名に関する新しいドラフトの更新を完了。

特に、UNDP の親善大使3であるテニス選手のアイサムと、歌手のハディカの活動を調べる

のは興味深い作業であった。 

 

④UN Habitat Day のセッションへの参加 

今月 10 月は国連が関わる国際記念日の多い月だったため4、時間の許す限り他の部局のセ

ッションにも参加した。10/3 は世界居住環境の日（World Habitat Day）であり、現地スタ

ッフの友人に招かれ見学に赴いた 

この他には、5 日は世界教師の日（World Teachers' Day）、

16 日は世界食糧の日（World Food Day）、24 日は国連の日

（United Nations Day）と慌しい月間だった。 

                                                   
2 UNESCO, FAO, UNDP, Special Envoy Office, UNFPA, UNIC, UN-Habitat, UNHCR, UNICEF、UNOCHA, UNODC, 

UNORC, UN Women, WFP, WHO の各広報責任者より構成。 
3 http://undp.org.pk/goodwill-ambassador.html 
4 http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml 

http://undp.org.pk/goodwill-ambassador.html
http://www.un.org/en/events/observances/days.shtml
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⑤UNICEF における TIME MANAGEMENT セッションの参加 

個人としていかにオフィスアワーを管理す

るか、部下として、上司として以下に他人と連

携するべきか、より効率よい仕事を生産するた

めの研修を受けた。 

特に印象に残ったのは次の 3 点。Hard 

worker と Smart worker の違い。effective と

efficient の違い。ゴールは Specific, Measurable, 

Aggressive, Realistic, Timelyでなくてはなら

ないということである。 

 

⑥UNFPA プレスリリース、Launch of the State of World Population2011 への参加 

10/26 にマリオットホテルで開催さ

れた「世界人口白書 2011
5」のプレスリ

リースに、広報センター局長に付き添

い参加することができた。UN パキスタ

ン No2、RC のティモ・パッカラ氏を始

め、様々な方の貴重なスピーチを聞く

ことができた。 

（写真右：右端が筆者） 

（写真下：向かって左側がティモ氏） 

 

 

                                                   
5 プレスリリースに関する UNFPA 東京事務所の URL http://www.unfpa.or.jp/news/press.php?eid=00112 

http://www.unfpa.or.jp/news/press.php?eid=00112
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２．目標に対する途中経過報告 

 コメント、反省と自己採点を添付する。 

1．UNIC の役割と各部局

との連携 

 朝の業務以外の全てにおいて他部署との連携を必要とするため、

連携の大切さはよく学べている。また、上述したように朝の業務で

は広報センターの役割をよく理解し、責任感を持って望んでいる。 

 Highlights や Clipping で情報を内部に浸透させる役割を果たす一

方、外部に向けて国連活動の成果を適切に報道し国民にアピールす

ることで、テロ活動の標的になる機会を減らし、職員の命を守って

いる。 

[8/10points] 

2．ミーティング議事録

の作成 

 今月は１時間を極端に上回る会議はなかったものの、会議におい

て集中力が大事である見解に相違はない。それに加えて、議事内容

の予備知識を事前に把握しておくこと、推進中の国連活動に強い興

味を持つことも同様に不可欠であると感じた。 

 興味が薄ければ集中などできないし、興味があれば速記していて

も疲労は少ない。引き続き努力したい。 

 [6/10points]  

3．専門用語とビジネス英

語の向上 

第 3 回報告書で述べたように、局長の指示で日に 20 語を目標に

暗記を試みている。午前中のメディア調査業務において新しい専門

用語に出会う機会が少なくなったため、今月は各部署が紙媒体で出

版している、または PDF ファイルとして HP に掲載している各プ

ロジェクトの報告書を読むことで、新出単語との出会いを増やし

た。 

結果、今月は新たに 400 語を収集することは難しいと思っていた

のだが、専門用語ノートは無事 1200 語を突破した。完全に暗記し、

応用できるよう学習したい。 

 世界中のアクセントのある英語には慣れたと言えるが、未だにパ

キスタン訛りは最も難解である。 

[8/10points] 
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4．情報収集・分析能力 

 午前の業務において情報収集･分析能力は訓練されている。部局

の先輩で共に行動しているウメールは IT の専門家であるため、パ

ソコンの技術も向上しつつある。 

UNIC と同フロアにある UNFPA
6
と UNOCHA

7
のスタッフのみな

らず、今月は UNDP に友人が増えたので、プロジェクトに関して

調べられる幅が増えた。これはルームメイトの UNDP 職員のお陰

である。 

しかしながら、今後国際機関の広報局で情報管理のエキスパートと

して働くためには、まだまだ力不足であることを感じており、収

集・分析能力を磨けるようさらに努力したい。 

[7/10points] 

5．危機管理能力の向上 

危機管理を行なわないと生死にかかわる環境であるため自然と

身についてきている。大使館の警報に従うことはもちろん、メディ

アを活用して当日のテロ活動の有無、位置を確認し、余波を想定し

ている。 

国境付近とカラチにおいて多発していたテロ活動だが、今月は首

都イスラマバード、国連ビルの付近にまでその影が見え始め、事故

とはいえ国連の敶地内で死者も出た。あと 1 ヶ月、警戒を怠らず過

ごしたい。 

[8/10points] 

6．国際機関職員、外務省

関係者との人脈形成 

 土日は終日スポーツを通じて親睦を深めている。 

土曜日の14-15時にはUNDPの局長田中氏とバドミントン場に行

き、現地人のコーチと UNDP 職員と個人練習を行っている。 

その後日本人学校へ移動し、15-16 時で NGO 職員
8
と JICA 職員

とサッカー、16-18 時には UNHCR
9
ペシャワール支局長の税田氏、

JICA 事務所長
10
とバドミントンをして交流を深めている。 

日曜日は 15-17 時で大使館の方々、JICA 次長などとテニスをして

いる。 

発展途上国で紛争や抗争の真っ只中にある現地オフィスという

厳しい状況で、日本人は総勢 100 人ほどしかいないため、立場に関

わらず親しくなりやすい雰囲気がある。 

唯一、今月は風邪を引いてしまったため、何度か欠席してしまっ

                                                   
6 UNFPA：The United Nations Population Fund 
7 UNOCHA：The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
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たことは心残りである。 

[7/10points] 

３．今月のニュースハイライトと考察 (News Highlights October) 

1. デモ、サボタージュ 

 

 

 

【10/4 全国】（写真：左）計画停電に対する抗議デモ。不備により、地方では停電が数日

続いた。パンジャーブ地方、KP 州、FATA では特に大規模な行進が起き、総計 200 人以上

が逮捕された。 

 

                                                                                                                                                     
8 JEN、JAMAS（日本地雷処理を支援する会:Japan Mine Action Service）の若手職員が多数いる。 
9
 UNHCR：The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 

  税田芳三さん、国連フォーラムインタビュー http://www.unforum.org/unstaff/13.html 
10

 JICA パキスタン事務所長、西片高俊さん http://www.jica.go.jp/pakistan/office/about/greeting.html 

【10/2 ラホール】 

抗議デモの参加者により、パトカー2

台が爆破された。消防員が鎮火中。 

【10/3 ラホール】 

政治家殺人犯の死刑に対する抗議デモと、警官

隊の衝突の様子。（写真：上） 

警官隊に連行されるデモ参加者（写真：下） 

http://www.unforum.org/unstaff/13.html
http://www.jica.go.jp/pakistan/office/about/greeting.html
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2. 洪水被害 

  

 

 

 

 

 

 

 

【10/27 発行 UNOCHA による報告書】 

国連人道問題調整事務所（UNOCHA）が 10/27 に公表した Situation ReportNo.10
11のデ

ータによると、9 月の洪水被害より 1 ヶ月以上が経つ現在において、緊急支援要請の 3 億

5700 万ドルに関しては 23％である 8000 万ドルしか集まっていない。 

被災者総計が 900 万人を越える状況で、現在までに食糧は 180 万人へ、基礎的な薬品類

は 87 万人に届けられたが、その他の救援物資はそれぞれ必要数の 5％～35％しか供給され

ていない。下図より明らかなように、緊急支援はあまりに遅れ、あまりに足りていない。 

その他の物資 必要数 供給成果 不足率12
 

緊急用簡易シェルター 107 万 3859 個 37 万 4827 個 65％（76.6％） 

毛布 214 万 7719 枚 11 万 8048 枚 94.5％（96.6％） 

台所用品一式 107 万 3859 セット 6 万 8948 セット 93.6％（98.2％） 

マット 214 万 7719 枚 13 万 8366 枚 93.6％（96.03％） 

水、燃料用ボトル 155 万 911 個 6 万 4295 個 （96％） 

                                                   
11 http://pakresponse.info/MonsoonUpdates2011.aspx 
12 不足率に関しては、括弧内の数値は報告書 No.9 に依る 10 月中旬の数値で、その他は全て月末の数値。

しかし、ボトルに関しては全て中旬の数値。 

【10/4 サンガル地域】洪水被害より 1 ヶ月

以上経過し、未だ水の引いていない。当地域

はシンド州の中央に位置し、東側がインドと

の国境になっている。主要産業は農業だっ

た。 

 

【10/4 食糧援助】9 月 12 日に開始された

WFP の活動により 8,800 トンの食糧が用

意され、4 日までにシンド州の 6 つの地域

の約 60 万 8 千人に配布された。WFP は今

後 4 ヶ月でさらに 255 万人に対する食糧配

布を予定し、準備を進めている。 

 

http://pakresponse.info/MonsoonUpdates2011.aspx
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【10/25 発行 NDMA によるの報告書】 

パキスタン政府の自然災害対策本部（National Disaster Management Authority）によると、

10/ 25 の時点でシンド州における被災者は 8,97 万 8,665 人13に上り、総計 462 人が死亡、

90 万件の家屋が損傷を受け、53 万 8,637 件の家屋が倒壊した。 

 

 〈洪水に関するコメント〉 

拠出に関して先月一番に名乗りを上げた日本、ドイツ14に続き、今月は US を始め各国、

各共同体が緊急支援として拠出を行った。しかしながら、9/18 日の緊急支援要請の段階で

国連が懸念したように、ドナー・ファティーグやアカウンタビリティの問題より、上記の

とおり現在 23％しか集まっておらず、復興作業は Too slow, Too little と評されている。個人

的には政府のアカウンタビリティ問題が最大であり、国際社会の出足の鈍さは理に適った

ことであると考えているが、それにより 9 割以上の被災者に最低限の物資供給がされてい

ない状況は、実際に現場を見ている人間として割り切れないものがある。 

 

 
＊スウェーデン、デンマークが新たに拠出し、ノルウェー、EC（欧州委員会15）などによ

るの拠出の増加があった。 

                                                   
13 シンド州の人口は 3500 万人である。 
14

 先月の報告書で、ドイツの拠出は700万ドル予定と書いたが、結果的に10月上旬、150万ドルで確定された。 
15 EC は過去の European Communities（ヨーロッパ共同体）の略ではなく、EU の意思決定機関である欧州委員会

（European Commission）の略である。 
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3. 伝染病（デング熱、ポリオ） 

今年度のデング熱の感染者はパンジャーブ地方において 10月末までに 19,888人を超え、

内 16,765 人はラホールのみであった。症状が重く激痛が 1 週間続くとされるデング熱は致

死率が低いのだが、死者は 309 人に上り、内 255 人はラホールのみの死者数である。 

噴霧機械による燻蒸消毒法は継続されているが（写真：左）、効果は不明確である。また、

デング蚊の発生は 10 月がピークであるため、いずれにせよ来月の患者数は減少すると思わ

れる。                    （写真右：病棟の様子） 

      
〈ポリオ〉 

パキスタンはポリオ16の撲滅が完了していない、インド、ナイジェリア、アフガニスタン

と並ぶ世界 4 カ国の一つである。治安の悪さはその原因の一つであり、国連機関や赤十字

社が地方の奥地に入っていくことができず、ワクチンは用意できても摂取ができないとい

う事態が数年続いている。親が子供に対するワクチン接種を拒否するケースも多い。 

パキスタン国内において今年 8 月 31 日までに確認されたポリオのケースは 77 であり、

去年の同時期までの 43 件のケースを鑑みると、増加の一途を辿っていると言える。また、

４カ国の常在国のうち、最も症例数が増加している国である。現在約 150 万人の 5 歳以下

の小児が、感染の危険にさらされている。 

   

                                                   
16 ポリオとは、脊髄が炎症をおこす病気であり、感染すると手足が折れ曲がり動かなくなり、切断せざる

を得ないケースが多い。日本においては 1980 年に根絶されており、その後の発症ケースはない。 

ポリオの患者。 

KP 州、FATA、カラチにおいて多い

とされるが、首都イスラマバードを

歩いていても頻繁に見かけるほど多

い。 
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4． テロリズム、殺人 

  

 

 

 

  

 

 

 

【9/30 Death Squad メンバー逮捕】 

8/19 深夜にカラチ近郊のチャクラ・ゴス

で起きた「警官バス襲撃事件」の容疑者

が逮捕された。容疑者は同時に、ある主

要政党の悪評高い暗殺集団のメンバーで

ある。 

この事件では約 20 名の武装したテロリ

ストがバイクで襲撃し、バスに向け無差

別に発砲。4 人の警官が死亡し、30 人が

重軽傷を負った。 

【9/29 FATA】 

9/24 未明、FATA の中心部にある地域、

オラクザイ特区において国籍不明の軍

人と自警団が衝突し、少なくとも 10 人

の軍人と、1 人の警備員が死亡した。 

それ以来、双方による突然の発砲事件が

後を絶えない。 

【10/5：クエッタ】クエッタの数地点に

おいて銃撃戦が起き、警官 2 名、民間

人 2 名が死亡した。 

【トラックを使ったテロ】 

爆破現場で連絡を取る警官。 
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【10/10：カラチ】日々死者の絶えないカラチでは警備隊による犯罪者たちの一掃作

戦が継続されている。特に発生件数が多いのは暗殺、殺人、強奪である。10/10 の

作戦では、少なくとも 36 人が逮捕された。 

（写真左：容疑者護送の様子）        （写真右：通常時の警護の様子） 

Islamabad 

10/10 首都イスラマバードにおいて、13 名のテロリスト（内女性 3 名）が武器不法所持の現

行犯で逮捕され、数十点の銃器が押収された。現場は国連ビルより数百メートルの G6 であ

り、筆者滞在中オフィスから最も近くで起きたテロ未遂事件となった。（写真：上） 

また、10/23 深夜未明には、国連ビルの警備員が誤射により死亡。7 月より初めて敶地内で

死者が出た。 
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その他のケース 

 

10/1  バロチスタン州のクズダール地区にて、頭を撃ち抜かれた成人男性 2 人の遺体が発見

された。 

10/1 アボタバード近郊にて、警察の車両集団が爆破テロに遭い、4 人の警官が死亡、15 人

が重軽傷を負った。 

10/2  バロチスタン州のコフル地区にて、地雷を踏んだ子供が 1 人死亡。4 人が重傷を負った。 

10/4 クエッタ郊外にて、セクト派の過激派集団の銃撃によりシーア派ムスリムの巡礼者が

13 人が死亡。 

10/4 ファイサラバードにて、法廷に向かっていた 5 人が銃火器で襲われ死亡。 

10/5 クエッタにて抗争が起き、警官 2 人、民間人 1 人が死亡。同日、郊外にて地雷により 2

人が死亡。 

10/10 国連アフガニスタン支援ミッション17（UNAMA） が 2010 年 10 月より 2011 年 8 月

にかけて調査したところによると、国内または国境地帯の紛争、戦争にかかわって拘

束された 324 名の抑留者のうち 3 分の 1 を超える、少なくとも 117 名が国家安全委員

会（NDS）とアフガン警察により、鞭打ち、電気処刑、爪剥がしといった身体的、精

神的拷問を受けていたことが判明した。 

10/18  ぺシャワール近郊にて、６丁のカラシニコフ・ライフル、１丁のショットガン、５０

の拳銃が押収された。 

10/20 KP 州における軍隊による探査業務中に、少なくとも 34 人の軍人と、3 人の警備員が

死亡。8 名が重軽傷を負った。 

10/25  ペシャワール近郊にて、反タリバン勢力を標的とした自爆テロが発生。子供 1 人を含

む 4 人が死亡。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17 UNAMA は、United Nations Assistance Mission in Afghanistan の略。2001 年 12 月のボン合意に基づく

2002 年 3 月の国連事務総長報告を受けて採択され、同月の国連安保理決議 1401 により設立された。 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=1741
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5.女性蔑視（幼女の強制結婚、暴行） 

 

似たようなケースは多く、10/11 には 1 歳の女児を結婚させようとしたとして、関係者 3

名の男が逮捕された。 

 女性への暴行に関しては、殴る蹴るに留まらず、煙草の火の押しつけ、強姦、鉈で耳や

鼻、唇をそぎ落とすような残虐な暴力、斧で切りつける事件、酸を顔にかけ焼く事件すら

多発している。10/19 には、薬物中毒の男性が、公立学校で教師をしている 28 歳の妻が給

料を渡さないことに腹を立て、校内に侵入し、斧で 13 回切りつける事件が起きた。 

 パキスタン人がそうであると一般化はできないが、一部の国民のイスラム教の解釈は明

らかに歪んでおり、女性は無能で何の役にも立たない生物だと捉えてる偏見があり、子供

を産ませる以外の用途はないと考えている人の意見も耳に入る。あるパキスタン人の男性

は「私は学生時代ゲイであったが、今は子供が欲しいから止めて結婚した。」と発言してい

た。また、男児を出産すると誉められ、女児を出産すると失望されるのは、この国だけで

はない歪みであり、世界共通の曲がった価値観なのだなと痛感した。生まれてくる子供に

対する差別であるとともに、何より身体を捧げて出産に立ち向かっている女性に対する冒

頭的な思想である。 

また、女性が働くこと、学ぶこと自体を禁止している傾向があり、未だにそれを許せない

男性も多いようである。10/24 には学校に通い教育を受けることを放棄しなかったとして、

女子学生が婚約者の男に殺された。パキスタン政府の統計によると、2007 年からの 4 年間

で、女性の教育に反対する軍関係者によって破壊された女子学校の数は KP 州だけで 800

以上に上る。 

国連のような国際機関が、使命感や他人を思いやる気持ちからではなく、「国際機関なら

働いても批判されない」という他に逃げ場がない為の選択や、単に高い給与と安定した生

活のための目的地、男性からの暴力の逃げ場になっては絶対にならないと思うが、実際に

そういった面のある現地の職員はよく見る。 

 
 
 

【10/2】 2 日深夜未明、父親によって 20

歳の男性と結婚させられた 11 歳の少女が、

ニューピンディの警察署に逃げ込む事件が

発生した。似たケースは今月報道されただ

けでだけで、少なくとも 3 件確認されてい

る。 
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【Honor killing 名誉殺人】 

 家や親族の名誉を守るという名目で、夫・父・兄弟などの男性が、家族である妻・娘・

姉妹などの女性を殺すこと。パキスタン政府の人権委員会（Human Rights Commission）

の報告書によると、名誉のための殺人の犠牲となった女性は 2010 年で 791 人に上った。 

 女性の婚前性交渉や不貞、または強姦の犠牲になることだけではなく、単に夫以外の男

性と会話したという理由でも名誉が汚されたと考え、名誉回復のために殺害するケースが

多い。殺人自体が根本的に不名誉な行為であるという考えには至らないようである。 

 

 

〈おわりに〉 

到着後は何かとテロ活動、洪水被害に目を奪われがちだったが、今月はもともと関心の強

かった女性蔑視問題にも注目した。死者、被害者の驚くべき多さを考慮すると、テロに比

較して軽視できる問題ではなく、国の最大の問題の一つと言える。 

地方では女性が外を出歩くことすら禁止するのが当然の慣習があり、現地人や一部の外国

人でさえ、「ベースは女性を守るという概念から来ていて、決して悪い慣習ではない」と主

張するが、個人的にはまったく賛同できない。自由を制限し、閉じ込めることは、本末転

倒であり、人権侵害に近い結果を生んでいないだろうか。徹底しすぎた区別は差別となり、

差別は社会にも個人にもプラスの側面を産出しないと考えている。インターン終了後にア

ジアの問題に関わるかは不明確であるが、今後大学院にてヨーロッパの研究を続けるにあ

たり、このような慣習が継続されていることを生で見た経験は有益なものとなるだろう。 

職業外の重視事項であった人間関係に関して、今月 19 日には UNDP パキスタン局長の田

中さんのご自宅にて、イスラマバード国連職員＆大使館員限定の懇親会に出席した。当パ

ーティにはユネスコの局長永田さんが出席していたため初めてお会いすることができ、ユ

ネスコと UNDP の関係に関して貴重なお話を伺うことができた。来月報告書にはお二人へ

のインタビューを掲載予定である。26 日には JICA パキスタン事務所の西片所長ご自宅に

て、若手職員を労う為の和食の会に招待された。様々な組織の方と交流しているが、「国

際社会で働いている」という共通点があるからか共感でき、学ぶことが多い。 
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深夜のセレナホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 10 月 31 日                           

秋風舞うセレナより 

 


