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女性人権問題の変革可能性
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Ⅰ　はじめに

「私の村には、今も女子のための中学校がありません」。2014年にノーベル平和

賞を史上最年少で受賞した17歳のパキスタン人少女、マララ・ユスフザイさんの

授賞式のスピーチを覚えているだろうか。マララさんは人権活動家として、パキ

スタンで女性の教育の権利を訴え続けてきた。彼女がノーベル平和賞を受賞した

ことからも分かるように、現在のパキスタン、そして隣国のアフガニスタンなど
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の中東国家では女性の人権侵害が深刻な問題となっている。世界経済フォーラム

（WEF）が公表した2016年版の The Global Gender Gap Reportを見ると、男女格

差が最も大きい下位10ヵ国のうち、６ヵ国をパキスタンやサウジアラビアといっ

た中東諸国が占めている。中東諸国では女性の識字率は依然として低く、女性は

「名誉殺人」や誘拐、強姦、強制堕胎といった性別に基づく暴力に晒されている。

女性の人権侵害が生じる背景として、伝統、宗教信仰、経済的貧困等様々な要

因が挙げられる。歴史の中で各要因は複雑に絡み合い、現在の女性の地位を構築

してきた。したがって、ジェンダー問題をその歴史的社会的背景から切り離し、

それのみについて論じることは不可能であろう。しかし、論文を執筆するにあた

り、限られた紙面の中で全てを包括的に検討していくことは、質の低下を招きか

ねない。したがって、本論文では歴史的社会的背景に留意しつつも中東地域の中

でも特にアフガニスタンをケースに、女性の人権問題の制度的側面（注：ここで

いう制度とは慣習法を含む法制度のみならず、宗教信仰や部落共同体意識の中で形成さ

れた人々の行動を規律する拘束力を持つルール全般を指す）に光をあててみたい。そ

もそも歴史的に人権侵害はどういった制度の下で生じ、イスラーム法（シャリー

ヤ）は女性の人権侵害とどのような関わりを持ってきたのか。中東地域の女性の

人権に関わる制度の歴史を紐解き、アフガニスタン女性人権問題解決のための変

革可能性を模索したい。

Ⅱ　アフガニスタンについて

１　何故アフガニスタンなのか

本論文では執筆対象国として中東諸国の中でもアフガニスタンを題材とする。

その選定理由は二つある。

第１に、アフガニスタンの女性人権問題を研究することは、イスラーム法以外

の女性の行動を規律する制度要因を再発見することに繫がる。名誉殺人と呼ばれ

る女性に対する暴行行為の一態様の存在からも分かるように、アフガニスタンで

は部族主義が強く残っており、イスラーム教誕生以前より中東地域に存在する家

父長制度を色濃く反映している。よってアフガニスタンにおける女性問題を紐解

くことは、イスラーム原理主義の影で見落としがちである中東地域における部族

共同体意識の下に醸成された慣習制度を見つめ直すことが出来る。

第２に、アフガニスタンは現在多数の勢力が入り乱れており、女性をめぐる中
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東地域の混迷とした状況を映し出す鏡であるからだ。アフガニスタンは歴史上旧

ソ連、アメリカ、タリバーンなど異なるイデオロギーを持つ複数の勢力が衝突を

繰り返してきた地域である。このような混乱した状況の中で、欧米諸国のジェン

ダー思想をはじめとする外部からの情報の流入は加速しており、いままで教育を

受ける機会に恵まれてこなかった女性がこれらの情報を受け取ることにより、思

想面において大きな変化のムーブメントが生じている。現に多くの女性の教育や

人権を改善することを目的とする各団体がアフガニスタンで続々と誕生している。

グローバル化が進むと共に、女性に対する人権抑圧が進む中東の他地域でもこの

ようなムーブメントはいずれ起こるだろう。故にこの地域における女性の人権問

題を研究することには、中東諸国における女性研究全体にとって大きな意義があ

ると考えられる。

２　アフガニスタンの基本情報と歴史

アフガニスタン（正式名称：アフガニスタン・イスラーム共和国）はパキスタン

の北西、イランの東に位置する共和制・大統領制を取っている内陸国家である。

国土は日本の約1.7倍ある約65万平方メートルと広い。全体の63％が山岳地帯と

なっており、耕作に適する土地は約10％に過ぎない。経済規模として GDPは全

体で210億ドルであり、国連が指定する49ヵ国の後発開発途上国（LDC：Least 

Developed Country）のうちの 1つに指定されている1）。

アフガニスタンには多様な民族、言語、人種が存在している。アフガニスタン

の民族集団の数は20以上にものぼる。そのうちパシュトゥーン人が最多数で、全

体の約４割を占めている。その他にもタジク人や、ハザラ人、ウズベク人等多様

な民族が混在している。又、アフガン人と呼ばれるパシュトゥーン人も一枚岩で

はない。大きくドゥッラーニーとギルザイと分けられる部族連合体に分かれ、両

者は歴史上激しく対立してきた。一貫してアフガニスタンの３つの王朝の王たち

を輩出してきたのはドゥッラーニーである。パシュトー語とダリー（ペルシャ）

語が２大公用語の地位を占めている。宗教信仰に関してはイスラーム教スンニ派

が８割、シーア派（主にハザラ人）が２割とイランと同様スンニ派が優位の宗教

構成となっている。しかし、アフガンの人々がイスラーム教徒となったのは、約

千年前からである。アフガンでは仏教が衰退した後、インドの多神教ヒンドゥー

教や、ペルシャのゾロアスター教（拝火教）、それに土俗的な宗教が混在していた。

８世紀、イラクのバグダッドに、預言者ムハンマドの血を引くアッバース朝が勃
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興すると、その勢力拡大に伴って、アフガンにもイスラーム教が徐々に浸透して

きた（渡辺 2013：20）。

アフガニスタンにおける女性問題を理解するためには、同国が辿ってきた戦乱

の歴史を辿る必要がある。アフガニスタンは共産主義やイスラーム化など様々な

勢力により支配された経験があり、それに伴い女性の地位も変化してきた経緯が

あるからだ。1990年代のアフガニスタンではムジャヒディーン勢力間の内戦が激

しかったが、その過程で「失敗国家」あるいは「バルカン化」「レバノン化」と

いう規定がしばしば用いられた。いずれも曖昧な用語であるが、諸勢力の離合集

散、民族対立、国家としての統一的意志の欠如、国家の行政権が一部の地域にし

か施行されず、残りの地域の事実上の半独立、地域間の分裂状況の固定化などを

指している（鈴木編 2007：193）。現在もこのような状況は変わっておらず、相次

ぐ戦争によりアフガニスタンの治安は大きく悪化している。米国国務省（U.S. 

Department of State）は現地の情勢について、こう警告している「アフガニスタン

のどの地域であっても、渡航するのは危険です。戦闘、地雷、強盗、政治組織と

部族集団の間の武力紛争および反乱軍の攻撃（車載その他の既製爆破装置（IED）

を使った攻撃等）が続いているからです」2）。このような不安定な治安情勢により、

貧困や売春など現地の女性を取り巻いている状況もますます厳しくなっている。

アフガニスタンの国としての歴史は300年にも満たないが、数千年にわたり

様々な国の支配下に置かれ、人や物が移動する中継地として栄えてきた。１～３

世紀に後漢とローマ帝国を結んだオアシスの道（シルクロード）では、現在の首

都カブールや南部の主要都市カンダハールがその交易地として栄えてきた。７～

16世紀には、アフガニスタン地域はアラブ系民族のウマイヤ朝、アッバース朝、

イラン系民族のサーマン朝、トルコ系民族のガズナ朝、モンゴル系民族のモンゴ

ル、ティムール帝国など、様々な民族王朝の支配下にあった。

19世紀に入ると、アフガニスタンでも次第に行政機構が整備され、王は近親同

士の争いから解放され近代化への舵を取るようになった（多谷 2016：113）。しか

し、中央アジアの支配をめぐり、南下政策を進めるロシアとインド植民地支配の

維持を目指すイギリスとの間で、グレート・ゲーム（The Great Game）と呼ばれ

る競争が繰り広げられた。アフガニスタンはインドとロシア国境のほぼ中間地点

にあったため、２つの国の競争の舞台となった。イギリスは1838年に、アフガニ

スタンに自らの利益を代弁する目的で傀儡政権の樹立を目指し、第一次アフガン

戦争が始まった。イギリスはそれには成功したが、首都カブール占領後も各地で
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の抵抗を受け、1842年には撤退を余儀なくされた。

1878年には、ロシアの南下を恐れるイギリスとの間で第二次アフガン戦争が勃

発し、アフガニスタンは国としては独立国家ながら外交権をイギリスに委ねる、

イギリスの「保護国」となった。この時点で、現在のアフガニスタンとパキスタ

ン（当時イギリス領インド）の国境が画定された。

第一次世界大戦後の1919年、今度はアフガニスタン側が外交上の独立を求めて

「ジハード」（聖戦）を唱え、イギリスに対して戦争を仕掛けた。この戦争の結果、

アフガニスタンは外交権を回復し、完全独立を達成した。

1933年にわずか19歳で国王の地位に着いたザヒル・シャー（Zahir Shah）国王は、

その後1973年にイタリアに亡命するまでの40年間にわたり、国王の地位にあった。

1973年にザヒル・シャー国王の従兄弟に当たるモハマッド・ダウード（Mohammed 

Daud Khan）が国王を追放し共和制を樹立、王政は終焉した。しかし、その彼も

1978年の「四月革命」と呼ばれる社会主義思想を標榜する軍事クーデターで、家

族全員暗殺された。アフガニスタン初の共産主義政権の誕生である。革命により

実験を握った急進派は、１年８ヵ月の短い統治期間の間に、アフガニスタン部族

社会の伝統とイスラーム教の教義を無視し、男女平等、義務教育の普及、農地接

収などの政策を、有無を言わせない強制的なやり方で推進した（多谷 2016：115）。

女性は格別の禁止や制約に直面することなく、どの生活分野でも活動的であった

（アフガニスタン国際戦犯民衆法廷実行委員会 2003：31）。

1979年、ソ連軍は社会主義クーデターに乗じアフガニスタンに侵攻した。中央

政府の統治能力は地方に及ばなくなり、各地方では伝統社会の権威が復活したり、

軍閥のような新しい勢力が台頭するという現象をもたらした。ソ連軍の侵攻に対

してアフガニスタン国内では、イスラーム勢力を中心に反ソ連の統一戦線が結成

された。彼らはジハード（聖戦）を実施する戦士という意味で「ムジャヒディー

ン」と呼ばれるようになったが、このムジャヒディーンの司令官たちが、のちに

分裂し各地で「軍閥」として成長していくこととなる。

ソ連のアフガニスタンへの駐留は10年間続いた。だが、1991年にはソ連の崩壊

と共に軍隊もアフガニスタンから撤退した。翌年、アフガン共産党政権はついに

ムジャヒディーンの攻勢によって終結を迎える。

共産政権の崩壊に続き、アフガニスタンは内戦時代に突入していく。ソ連軍撤

退後のアフガニスタンには正統な国家も指導者も残されず、地方ごとに武装集団

が乱立する状況になっていた。ムジャヒディーンによる暫定政府が誕生したが、
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ムジャヒディーン自身も民族・地域によって多数に分裂、カブールは無政府状態

となり、あらゆる民族・部族が自治権の拡大や中央での権限拡大に乗り出し、内

戦が拡大する状況に陥った。このような状況は女性をはじめとする社会的弱者に

多大な影響をもたらした。征服地域を恐怖で抑え込む手段としてレイプを部下に

容認している所も少なくなく、アフガンの女性は常にレイプされる恐怖にさらさ

れて生きてきた3）。

そのような状態の中で、南部のカンダハールで活動を開始した「タリバーン」

（アラビア語で「学生」を意味する）は、1996年までにアフガニスタンのほぼ全土

を掌握した。タリバーンは戦争によって傷つけられた弱者を清教徒的な行為で

救ったため、民衆からの支持を急速に伸ばしていった。旧ムジャヒディーン勢力

は、今度は反タリバーンで一致し、「北部同盟」を結成した。国際的なテロリス

ト「アルカイダ」などとの関係が深まる一方、タリバーンに実効支配されたアフ

ガニスタンは国際社会から孤立していった。2001年９月11日にアメリカで起きた

同時多発テロを受けて、米政府は事件の首謀者オサマ・ビン＝ラディンを匿って

いるという疑いの下、翌10月にはイギリス軍などと共にタリバーン政権を崩壊さ

せるためにアフガニスタンへの空爆を開始した。11月には北部同盟がカブールを

制圧し、戦闘は２ヵ月ほどで終息した。

アフガニスタンの復興プロセスは2001年末から始まった。12月には国連安全保

障理事会で国際治安支援部隊（ISAF）の派遣が承認され、カルザイ大統領を議長

とする暫定行政機構が発足した。さまざまな民族が混在し、地方軍閥の影響力が

強まる中での新憲法の制定には紆余曲折があったが、2004年１月には新憲法が承

認された。憲法は162条で構成され、正式国名が「アフガニスタン・イスラム共

和国」とされた。この年の10月には、ついに大統領選挙が行われ、12月にはカル

ザイが新生アフガニスタンの初代大統領に正式に就任した。

しかし残念ながら、2006年以降の復興プロセスは、期待通りに進んでいるとは

言い難いというのが現状である。治安維持活動が思うように進んでいないという

のが大きな理由だ。アフガニスタン国内での治安問題の発生件数は2003年はおよ

そ500件だったが、2006年には10倍の5000件以上、2007年・2008年共に前年を大

きく上回るペースで増加している。治安問題については、一時は下火になったタ

リバーンが南部を中心に再起し、いまや首都カブールを含むほぼ全土でテロ活動

を再開している（石原ほか 2009：42）。

現在、アフガニスタンの治安は再び悪化の一途を辿っている。日本の外務省が
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発表する危険情報レベルでは、アフガニスタン全土が最高レベルのレベル４に設

定されており、渡航の中止および国外退避の勧告が出されている。タリバーンの

再起や治安の悪化と共に、女性の地位は危機的な状況に陥っている。

３　女性が置かれている現状と成文法の立法状況

アフガニスタンは根強い男尊女卑の社会である。この国の女性と男性の社会的

関係は、男性を優位とする家父長制とイスラーム家族法（シャリーヤ）の厳格適

用により大きく支配されている。加えて長い内戦によって、女性たちは各勢力に

利用され、市民としての人権を奪われ、社会的にも極めて困窮した状況に置かれ

てきた。

アフガニスタンは男女が分断された社会であり、男性と女性の役割がはっきり

区別されている。一般的に男性は外で活動し、女性の活動は塀に囲まれた敷地内

のみに限られている。女性は子どもを産む年になってから家族以外の男性に姿を

見られたり、個人的に接触したりすることはない。外出する際は父親、男兄弟、

夫、又は息子の許可を得た上で、スカーフもしくはブルカという頭から足首まで

体全体を覆い隠す衣裳を着る（石原ほか 2009：12）。

そして、アフガニスタンの2007年当時の平均寿命を見ると男性45歳に対し女性

44歳と女性が男性よりも短命という世界でも稀な国である。原因の一つは妊産婦

死亡率が10万出生に対して1600と非常に高いことにあった。医療サービスの欠如

も問題だが、それ以前に社会的な制限も一因と言われる。女性は男性の医師や看

護師の診療を受けにくく、また親族の男性の同意なしでは外出できないのだ。ま

た農村部では、幼児婚（早婚）の蔓延により、体が成熟する前の15～16歳で妊娠・

出産を経験するため、これによる健康被害も大きい。男の子を生むことが女性の

大事な役割とされ、連続した妊娠と出産も多いうえ、家庭内の暴力も女性の生涯

に渡る心身の健康と社会参画に大きな影響を及ぼす要因となっている（JICA研究

所 2013：105）。

このような現状に対し、国際社会も警鐘を鳴らしている。女性に対する差別撤

廃の国連委員会が、2013年に発表した総括的報告書には、「アフガニスタンにお

いて女性に対する暴力、強姦、強制堕胎、家庭内暴力、強姦、暴行傷害が顕著で

あることに深刻な懸念を表明する。女性に対する暴力撤廃法の施行にも拘わらず、

暴力が行われた事例および被害が加えられる事例が、女性の地位が社会的に低い

こと、自らの家族から非難を受けることおよび自らが属するコミュニティーに
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よって報復されることを畏れるあまり、被害者によって十分に報告されていない

ことも懸念される。」とある4）。

又、UNAMAが2015年に発表した報告書には次のようにある。「女性に対する

暴行および被害が加えられる行いが頻繁であることは引き続き強く懸念される。

特筆すべきは、アフガニスタン全土および国際的にも強い怒りと非難を招いた２

件の事例である。これらは、2014年10月、カブールのパクマン地域で４人の女性

が誘拐され、その後集団レイプされた事件、および2015年３月、カブールのシャ

イーデゥシャムシーラ寺院（Sha i-du Shamshira shrine）近くで、聖なるクルアー

ンの複製を燃やしたと非難されて集団によって女性が 1名殺された事件である。」

同報告書は、女性に対する暴力に関する2013年３月～2014年３月に起きた5406件

の報告事例をまとめた政府の報告書も引用し、前年度より報告事例が20％増加し

たことを示した5）。

だが、現行政府も座視していたわけではない。2004年の憲法制定において、男

女平等の規定（第22条）が盛り込まれると同時に、一定の国会議席が女性に割り

当てられることとなった（JICA研究所 2013：106）。又、女性たちの権利回復と地

位向上のために、新しいアフガニスタン政府は2002年、「女性課題省」を設置した。

女性課題省には多くの日本人専門家が派遣され、ジェンダー平等をアフガニスタ

ン社会に根付かせるため、政府の組織作りに繫がる地道な活動を続けてきた。

（JICA研究所 2013：107）。

このように、アフガニスタンでは成文法上男女の平等が認められおり、女性課

題省の設立といった女性の人権を改善しようとする取り組みもされている。しか

し、上述の国際機関の報告にもあるように、女性の人権をめぐる状況は一向に良

くならない。私はその理由として、イスラーム法（シャリーヤ）と部族慣習法（家

父長制度）の２つの存在が挙げられると考える。現在アフガニスタンの広い地域

ではいまだにイスラーム原理主義団体タリバーンに統治されており、シャリーヤ

が成文法に取って代わられている。又、農村部では成文法以上に慣習法が機能し

ている部分が大きく、伝統的な慣習の影響は今でも色濃い。

Ⅲ　イスラーム法（シャリーヤ）と家父長制度

１　女性の権利を律する規範としてのシャリーヤ

ムスリムが依拠する規範として、大きな存在となっているのがシャリーヤ（イ
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スラーム法）がある。シャリーヤは、神から人間に付与された神の命令であり、

クルアーンに明示的・暗示的に包含されている理念的な規範の体系である。具体

的な社会生活に適用された場合の法規定は、一部を除きクルアーンに明示的な規

定はない（青柳 2007：128）。したがって、シャリーヤは我々が知っているような、

法律要件と法律効果を示して条文化したものではない上に、判断基準として示さ

れている事例も個別的・時代的であり、一般的（普遍的）ではない。シャリーヤ

の解釈や適用は、イスラーム法学者と呼ばれる専門家に委ねられてきた（田中・

西村あさひ法律事務所 2013：７）。

アフガニスタンにおいてもイスラーム宗教信仰に基づく解釈によって形成され

たシャリーヤはタリバーンに採用され、現在でも広範囲にわたる地域で厳格に適

用されている。タリバーンによる支配は近代的な法制を拒絶した。タリバーンに

は統治行為と呼べる政策も国家機関もなかった。ラジオ・カブールはラジオ・

シャリーヤとなって一日中クルアーンを流し、政策を問われても「全てはアッ

ラーの思し召しのままに」と答える状況で、アフガニスタンを中世の時代に逆戻

りさせてしまった。タリバーンは「勧善懲悪省（Ministry of the promotion of Virtue 

and the Prevention of Vice）」を設けて様々な命令を出し悪行を禁じた。女性は外出

するときにはブルカを着用するよう命じられ、医療関係を除いて外で働くことを

禁じられた（多谷 2016：144）。

こうしてみると、シャリーヤは女性の人権問題に関しては否定的であると思わ

れてしまうだろう。だが果たして本当にそうなのだろうか。ここではシャリーヤ

がいかにして女性の人権を規律しているのかを概括的ではあるが見て行きたい。

シャリーヤは神の言葉（クルアーン）と予言者の範例（スンナ）によって教示さ

れ、神政政治に服する民の義務の総体を信徒に課すものである。スンナは神の啓

示の注釈を成す伝承すなわちハディースによって示されている。又、シャリーヤ

から派生されるもう２つの法源として、①共同体の合意であるイジュマーと、②

推論に基づくキヤースが存在する。実際にシャリーヤは信徒の宗教的、政治的、

社会的生活を規制し、身分法を課し、刑法、公法、国際法を制定し、契約法の諸

原理を定めている。シャリーヤは神の啓示の上に打ち立てられているが、だから

といって統一されているわけではない。現在ではハナフィー派、マーリキー派、

シャフィイー派、そしてハンバリー派という大きく分けて４つの分派に分かれて

いる。アフガニスタンでは主にスンナ派に属するハナフィー派が信仰の対象と

なっている（ブラン 2015：５）。
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シャリーヤが女性差別をもたらしていると主張する者の根拠として、まず

「アッラーはもともと男と（女）との間には優劣をおつけになったのだし、また

（生活に必要な）金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの」

と述べているクルアーン４章34節のこの一文である。確かに、この部分だけみる

と男性優位を肯定しているかのように思える。しかし、宗教文言をそれが制定さ

れた時代背景を無視し抜き出すことにはあまり意味がない。後でも述べるが、イ

スラームが誕生した当時のアラビア半島では家父長制度が支配的であり、男性優

位であることは人々にとってむしろ常識であったのだ。ムハンマドは、当時の時

代背景に配慮しながらも、女性の待遇改善を試みた。事実、シャリーヤでは法律

上の地位や、離縁、相続、父権、婚資など様々な面で女性の地位向上を図ってい

る。以下、それぞれについて考察していきたい。

イスラーム以前の時代には、妻の法律上の地位は非常に厳しいものであった。

夫の死亡により妻は夫の最近親の相続人へと移された。夫の相続人は、その女性

を自分の妻にすることも、他人と婚姻させることもできた（クルアーン４章19節）。

夫の優越を肯定しながらも（クルアーン２章228節、４章34節）、ムハンマドは、既

婚の女性の法的地位に著しい変化をもたらした。その改革のおかげで、妻は夫の

人格から独立した別個の法的人格を得ることになった。それ以降妻は、もはや婚

姻により無能力を課せられることはなく、固有の財産を所有するようになった

（ブラン 2015：80）。

次に、離婚について見てみよう。ムハンマドの時代にアラブ人男性は、離婚を

取り消す権利をしばしば自らに留保しながら、節度のないほど離婚を利用してい

た。この留保によって、妻は自由の身になる希望もなく、婚姻解消と婚姻の中間

状態に置かれ、無制限に待たなければならなかった。その結果、社会的な支障が

生じ、預言者ムハンマドは一つの規則を作りあげることで救済の措置を講じよう

とした。これがスンナの離婚である。この制度の下では、夫による別離の意思表

明は即座に効果を生み出すことはない。この場合、２ヵ月ないし３ヵ月の猶予が

課せられた。この間、夫が後悔することがありうるからである。これは取り消し

可能な離婚であり、預言者ムハンマドの考えによれば、婚姻の解消をより減少さ

せるはずのものであった。夫が前言を撤回しないままにしている場合、共同生活

は以降不可能であることが立証されたとみなされ、離婚は確定する。これは取り

消し不可能な離婚である。取り消し可能な離婚の範囲内においても、取消権の行

使は、それに限定が設けられない限り濫用に陥る恐れがある。夫の権利が妻の抑
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圧に繫がらないためには、第３回目の離婚は確定的で取り消し不可能なものとみ

なされねばならない。従って、取り消し可能な離婚は婚姻保護の手段と考えられ、

取り消し不可能な離婚は女性保護の手段と考えられる（ブラン 2015：92）。離婚を

嫌って許可しないカトリックや、最近まで離婚に関する法律にとても厳しい制限

を加えていた大半の西側諸国とは異なり、イスラームは初めから、性格の不一致、

虐待、不公正、姦通、精神異常に基づく離婚を認めている。こうした理由は、婚

姻の解消を定めた現代の離婚法と同じ観点に立ったものだといえよう（シディキ 

2010：149）。

では、相続についてはどうなのだろうか。イスラーム以前のジャーヒリーヤの

時代、厳密な意味での家族には男性しか含まれていなかった。女性はいわば法人

格を持っておらず、程度の差こそあれ家産の一要素に過ぎなかった。婚姻後も女

性は夫の家族の中でそれ以上の存在にならず、夫が死亡すれば、他の相続財産と

共に夫の相続人に引き渡された。家族はこのように構成され、女性には相続の資

格がないと考えられていた。相続上の資格は男系親族の男性のためにのみ存在し

ていた（ブラン 2015：151）。ムハンマドは、男系親族の男性に認められたこの相

続の資格を維持した。しかし、ここが革新的なことであるが、クルアーン４章７

節「両親、及び親戚の遺産の一部は男子に。女にもまた両親、及び親戚の遺産の

一部を」と記されているように、ムハンマドは一定の女性と一定の女系親族が相

続することを認めたのである。イスラームは、西洋がそうする何世紀も前に、遺

産相続の権利を女性に与え、個人の財産を保有し管理する権利を認めたのだ。

又、父権についても同様に修正が加えられている。父権は子の身体と財産に対

する権利を父権者に付与する。ジャーヒリーヤの時代には、この権利は無制限の

権利であった。父は子の支配者であり、子に対して生殺与奪の権利を持っていた。

父は、重罪を犯した子に死刑を科すことの出来る家庭の裁判官であるだけでなく、

いわば、子を自由に処分することの出来る絶対権力を持った子の所有者であった。

子が多すぎると思われる場合は、父は子を殺すことによって数を減らすことが出

来、例えば娘を生き埋めにしたり、飢饉の場合は子を捨てたりすることも出来た。

クルアーンによる神の啓示以降、子の状態は改善された。ムハンマドは生殺与奪

の権利を父から取り上げ（クルアーン６章140節・151節、17章33節）、娘の誕生が不

評判をもたらすことに対して激しく反発した（クルアーン16章58節・59節、42章49

節・50節）。これらの節の啓示以降、父権の性格は根底から修正され、それまで

ルブービーヤー（支配権）であった父権は、ウィラーヤ（保護権）となった（ブラ
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ン 2015：128）。

最後に、婚資について考察を加える。婚姻は全て婚資を前提とする。婚資は

マーリキー派では婚姻の有効性の必要条件であり、その他の学派に置いては婚姻

契約の効力として生じる義務である。イスラーム以前の時代においては婚資は婚

姻を交渉した親族の物になった。しかし、ムハンマドが女性の境遇を改善し、ク

ルアーン４章３節および25節において、婚資は女性に属することが明確に規定さ

れている。女性が後見に服していない限り、婚資を受ける資格を有するのは女性

である。後見に服している場合には、婚資の総額を受け取りそのことを報告する

のは女性の法定代理人である（ブラン 2015：71）。

以上のように、シャリーヤは男性が圧倒的優位に立つ当時の社会において女性

の境遇改善を試みた法であり、その内面には男女平等を内包していることが分か

る。もちろん、クルアーンでは一夫多妻制やヴェールに関する規定が盛り込まれ

ているが、例えば一夫多妻制に関してはクルアーン４章３節「あなたがもし孤児

の女たちに対し、公正にしてやれそうもないならば、あなたが良いと思う２人、

３人、または４人の女を娶れ。だが公平にしてやれそうにもないならば、ただ１

人だけを娶れ。だが公平にしてやれそうにもないならば、ただ１人だけ娶るか、

またはあなたがたの右手で所有するもの（女の奴隷）で我慢しておきなさい。こ

のことは不公正を避けるため、最も公正である」で示されているように、全ての

女性を平等に扱わなければならないという責任を男性に負わせている。紀元625

年に繰り広げた２回目のイスラーム教徒の戦争のあと、1000名の兵士の10%が戦

死し、大勢の寡婦と孤児が残された（シディキ 2010：146）。彼女たちを保護する

ために、一夫多妻制はむしろ求められていいたのであり、当時の時代背景からす

れば力も財産も持たない女性を保護し守るという意味で至極まっとうな規定だっ

たのである。しかし、このような必要性がなくなった今、多くのイスラーム教を

国教とする国でも一夫多妻制は制限もしくは廃止されている。又、ヴェールにつ

いてもクルアーンは「男の信仰者たちに言っておやり、慎みぶかく目を下げて

（女をじろじろ眺めない）、陰部は大事に守っておくよう（不倫な関係に使わぬよう）

と。それから女の信仰者にも言っておやり、慎み深く目を下げて、陰部は大事に

守っておき、外部に出ている部分はしかたがないが、そのほかの美しいところは

人に見せぬよう。胸には蔽いをかぶせるよう」（クルアーン24章30～31節）とあく

まで「慎み深くあれ」と求めているにすぎず、リベラルに解釈出来る余地は十分

に残されている。ムハンマドは女性を尊敬しており、当時の時代のさまざまな性
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的社会的タブーを壊した。しかし、彼は宗教家であると同時に一国を治める統治

者でもあったことに我々は留意する必要がある。当時の慣習をある程度残してお

くことは、広大な領土を統治していく上でやむを得ないことだった。

シャリーヤは不文法であり、その文言は時代や土地柄、環境などに適応するよ

うに解釈し適用されてきた。そういう意味では、決して後進的でも頑迷でもなく、

時代の進歩に対応することが出来る。上述で見たように、シャリーヤに男女平等

の思想が内包されている以上、その価値観は現代的な西欧思想と決して相いれな

いものではない。タリバーンをはじめとする原理主義者たちは当代の時代背景を

無視し、教条的にシャリーヤを適用しているのであり、イスラームの精神を歪曲

していると言わざるを得ない。

男女の不平等はイスラームから生じたものではない。したがって、イスラーム

家族法と男女平等は共存可能であり、イスラーム教を国教としているアフガニス

タンにおいても女性の人権改善は可能である。

２　根強く残る部族主義と結びついた家父長制度

アフガニスタン女性の人権を規律するもう１つの不文法として部族主義・家父

長制度が挙げられる。アフガニスタン、特にパシュトゥーン人居住地域の多くは

部族社会である。人口の面では、パシュトゥーン人は世界最大の部族社会を構成

していると言われている。アフガニスタンの山岳地形は部族、宗教の違いによる

分裂を固定化させた。地方政府はジルガ（部族集会）あるいはシューラ（長老会議）

によって意思決定され、社会は共同体の単位で動くことが多い。パシュトゥーン

は、独自の慣習法であるパシュトゥヌワーレイ（Pashtunwali）をもち、部族の自

治を守ってきた。パシュトゥヌワーレイには、「貞操」「血の復讐」「女性の隔離」

などが規定されている（酒井 2012：112）。このような部族家父長制度が、現在の

名誉殺人と呼ばれる暴行態様に繫がっている。近代統治機構の観点から見ると、

部族主義はアフガニスタンの国としての意思決定の統一を阻害した。例えば、ア

フガン史に残る名君とされるアブドゥル・ラフマン・カーン（Abdul Rehman 

Khan）が19世紀に近代化を実施しようと試みたが、近代化政策は部族の伝統を破

壊するものと受け取られ、強い抵抗にあった（cf.多谷 2016：113）。

女性を隔離しようとするタリバーンの規則の多く、例えば女子の教育を認めな

いなどというのは、他国のイスラーム法学者から見ても異常であり、イスラーム

法に基づくとは言い難く、むしろパシュトゥーン人の田舎の部族慣習に基づくも
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のであった。言い換えれば、タリバーンが定めた規則の多くは、実はタリバーン

が出現する以前からパシュトゥーン人の田舎では普通に見られた慣習であった。

そうした田舎では、女性がブルカを身に着けずに、素顔をさらして外出するよう

なことはないし、女性が仕事を持ったり、女の子が学校に通うこともなかった

（進藤 2008：28）。

女性を家族の中に囲い込み、家長に絶対的服従を強いるような風習は、どのよ

うな民族文化の中で生まれてきたのだろうか。部族主義・家父長制度の歴史はイ

スラームが誕生する遥か以前の古代メソポタニアにまで遡ることが出来る。イス

ラーム以前のアラビア半島は、部族社会であり、血縁関係が重視されていた。実

体のある国家元首や、整備された軍、警察、行政機関はなかった（青柳 2007：

64）。イスラーム以前の家族組織は家父長制の観念に基づいていた。預言者はこ

の家父長制を弱めようと努めながらも存続させてきた。

中東における最初の都市の中核は、紀元前3500～3000年頃、メソポタミア（現

代のイラクの南半分、チグリス・ユーラテス河流域の渓谷付近）に誕生した。複雑な

都市社会と、軍事的競争力が次第に重要さを増して行くにつれ、男性支配が確立

し、やがて階級社会が生み出され、軍事的、宗教的エリートが有産階級を形成す

るようになった。財産相続において父性原理を優先させることを保障し、女性の

性を管理、支配する権利を男性に付与する家父長制度は、国家によって制度化さ

れ、法典化され、維持された。女性の性は男性の所有物とみなされ、第１に父親、

第２に夫のものとされ、女性の性的純潔（特に処女性）は、流通価値を持ち、経

済的価値の高い財産であった（cf.アハメド 2006：16-17）。

種々の都市国家がメソポタミア地域を次々と支配する間に、家父長制的な家族

制度に適用される法律も変化し、女性に対してより苛酷に、より強力に規制する

ようになっていった。例えば、ハムラビ法典（紀元前1752年頃）では、夫がその

妻や子を抵当に入れておくことの出来る期間を３年に制限し、抵当となった人間

に対して暴行を加えたり不当に圧迫することを公的に禁止していた。しかし、後

のアッシリア法（紀元前約1200年）では、これらの保護法規が削除され、抵当と

なった人間を殴打したり、耳を穿孔したり、毛髪を摑んで引きずり回したりする

ことが公然と認められた（cf.アハメド 2006：16-17）。
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Ⅳ　アフガニスタンにおける家族法の変革

１　はじめに

2004年１月４日に採択された現行のアフガニスタン憲法（以下「2004年憲法」

と略す）では、イスラーム教は国教と規定され、政体は「イスラーム共和国」、

国名も「アフガニスタン・イスラーム共和国」と明記されている。かといって、

アフガニスタンの現体制がイスラーム主義を基軸とした、極端にいえばタリバー

ン体制との連続性を基本性質とするもの、と見ることも適当ではないだろう。憲

法の前文５番目の項目には「国連憲章を遵守し、世界人権宣言に敬意を払う」と

あり、７番目には「国民の意思と、民主主義に基づいた秩序の形成を目標とする」、

８番目には「圧制、独裁、差別、そして暴力の存在しない、法と社会的正義、人

間の尊厳と権利、そして、人々の安全と基本的権利の保護に基づいた、文明的な

社会を創設することを目指す」とある。又、女性の地位に関しても前述したよう

に憲法で男女平等を認めている。

アフガニスタン憲法は、イスラーム教の規範遵守を謳いあげるとともに、非イ

スラーム教圏にも共有される「普遍的」な規範を尊重することも併記し、基本的

人権の保護、国民主権や民主主義、法の支配に基づく国家・社会秩序の形成を掲

げているのである。すなわち現行のアフガニスタン憲法は西洋法的価値観とイス

ラーム法の共存を目指していると言える。

だが一方で、アフガニスタン国内では南部を中心にタリバーンが勢力を握って

おり、厳格なシャリーヤ法が適用されている。国家統一のために同勢力の早急な

排除はもちろん必要だが、一掃した後のシャリーヤに代わる統治方法が求められ

る。急速な西洋への偏りはイスラームの形骸化をもたらし、現地の人々の反発を

招きかねない。かといって、シャリーヤ偏重ではタリバーンの時代に逆戻りであ

る。シャリーヤと西洋法のバランスをいかに取るかが、今後の家族法を含む現行

法を改革していく上での焦点となる。

シャリーヤと近代法の両立をいかに図るのかはアフガニスタンだけでなく、他

の中東諸国でも問題となってきた重要な論点である。中東国家の中でも例えばト

ルコは完全な政教分離を採用した。同国はシャリーヤの規定を完全に排除し、世

俗化に成功したことで知られる。だが、アフガニスタンがトルコのように政教分

離を採択することは非現実的である。なぜならば、アフガニスタンは既にイス
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ラームを国教として憲法で採択しており、クーデターによる政権の転覆が起きな

い限り、イスラームを完全に排除することなど不可能であるからだ。又、当時の

トルコが改革に成功出来た背景には、その基盤が存在していた。都市の権力者の

家族はオスマン帝国末期には西欧の教育を受けていたからというだけでなく、往

時のトルコは優位を保ちながらヨーロッパと交流してきからである。18世紀に帝

国の力が衰えたときでさえも、彼らはヨーロッパに裕福な人々を送り続け、西欧

の技術や文化を積極的に輸入していた。帝国の滅亡後も、共和国となる前の極め

て短い被占領時代も、教育程度の高いエリートたちの西欧化への熱意を損なうこ

とはなかった（ミナイ 1992：86）。だが、現状のアフガニスタンを見ると米国によ

る占領が行われているが、タリバーンや部族慣習は依然として残っており、西洋

に対する反発は地方を中心に根強い。したがって、アフガニスタンにおける家族

法の改革は、イスラームの枠内で検討していく必要がある。

本論文では、実際にシャリーヤを現代法に適用させることに成功したチュニジ

アとサウジアラビアの例を挙げ、今後の改革の方向性を提示したい。両国とも

シャリーヤのリベラルな再解釈による、イスラームと民主主義の折衷案を採用し

ている。だが、その度合いに関してはサウジアラビアの方がイスラーム色が強く、

チュニジアはより民主主義に近い。

２　サウジアラビアの例

サウジアラビアでは統治基本法において、憲法はクルアーンおよびスンナであ

る、と明記されている。シャリーヤこそが法であり、制定法はそれを補完・補足

するものであるに過ぎない。そしてシャリーヤは抽象的な規範ではなく、現実に

適用される生きた法である。

だが、サウジアラビアはタリバーンのように教条的にシャリーヤを適用してい

るわけではない。シャリーヤを国家統治の唯一の法（人が作った法律はそれを補完

するための「カーヌーン」と呼ばれている）としているが、実務的に見れば、サウ

ジアラビアにおいても先ず適用されるのは制定法である（田中・西村あさひ法律事

務所 2013：47）。

又、サウジアラビアはイスラームが穏健で寛容な宗教であることを対外的にア

ピールしており、2001年にアメリカで起きた同時多発テロ以来宗教界の改革を進

めている（辻上 2014：87）。サウジアラビアにおいて宗教界は司法、教育に加えて、

女性の労働、そして行動規範について発言権を有してきた。だが、９.11後、サ
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ウジアラビア政府が積極的に寛容なイスラームをアピールするようになると、宗

教界は従来よりも政府の介入を受け入れるようになった。政府は過激な思想を有

するモスクの説法師や学校教員の数千人規模の再教育を行った。又、女性教育を

勧善懲悪委員会から教育省の管轄下に置き、勧善懲悪委員会に大きな打撃を与え

た。

サウジアラビアは一見古典的なシャリーヤを温存している伝統的なイスラーム

国家のように見えるが、法制度は近代的であり、成文化されていないとはいえ、

シャリーヤの適用範囲は限られている。

３　チュニジアの例

チュニジアは1950年代から家族法が制定されるなど、アラブ諸国の中でも女性

の権利や地位に関して発展的な国と位置付けられてきた。

チュニジアにおいていち早く家族法が制定されたのは、フランスからの独立闘

争を通じて、チュニジア国内の部族勢力が掃討されたことが背景にあるとされて

いる（辻上 2014：67）。

チュニジアの宗教権威であるザイトゥーナ・モスクの進歩主義的学者であった

ターハル・ハッダードの登場は、当時の社会に動揺と変化をもたらした。ハッ

ダードは、1930年に「シャリーヤと社会における我々の女性」（訳書未刊）を著し、

ヴェールや女性の隔離に反対し、次世代の教育のために良妻賢母の育成と同時に

女性の労働が必要であると訴えた。ハッダードは同著の中で、「誤った」解釈の

ために、女性は自らの義務や権利について認識できないでいると指摘した。また、

夫による一方的な離婚を公然と非難した同著は、当時のチュニジア社会に大変な

驚きを与えた（辻上 2014：66）。

1956年に祖国をフランスから独立させ、大統領となった民族英雄ハビブ・ブル

ギバは問題の解決に積極的に取り組んだ。宗教学者の力を借りず自らクルアーン

を解釈できるという知識人の権利を徹底的に利用して、法律家の目で、経典を、

フェミニストの目的に合うように再解釈した。たとえば、クルアーンが一夫多妻

制を許しているのは、妻を平等に扱うことが出来る男性に限られると彼は指摘し

た。どの妻も平等に扱うのは不可能なので、実際にはクルアーンは一夫多妻を禁

じていることになる。同じように、夫からの一方的な離婚は、夫婦間の争いには

第三者の客観的な調停を要すると定めるクルアーンに矛盾すると、論じたのであ

る（ミナイ 1998：87-88）。
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1950年代以降、チュニジアはその社会変革ゆえに、他のアラブ諸国にとって輝

かしい手本とみなされるようになった。チュニジアの家族法は、イスラームとの

明確な関連性をもっていない。しかしながらイスラーム的価値は、家族法の策定

において一つの役割を果たしていると言える。チュニジア政府は、他のムスリム

諸国のイスラーム法とは異なったイスラーム法の解釈（イジュティハード）の新

たな展開を模索してきた。この新たな考えは、結婚、離婚、子の監護や女性の社

会的自立などの分野で、ジェンダー平等を作りだす改革を伴うものである。改革

の支持者たちは、このような考えをイスラームの価値の放棄とみなさず、むしろ

近代的な時代への進展と捉えている（サルヒー 2012：121）。

４　おわりに

サウジアラビアとチュニジア、いずれもイスラームの枠内で家族法の近代化に

成功した。だが、両国の事例をそのままアフガニスタンに適用することは厳しい

だろう。サウジアラビアが改革に成功した背景には、中央に強大な力があったか

らである。サウジアラビアは石油資源で得た財力を武器に、様々な社会的経済的

改革を同時並行に断行してきた。経済的な不満が他国に比べて少なかったからこ

そ、サウジアラビアの女性は多少イスラーム色が強くても許容できたのである。

そしてチュニジアが改革に成功した背景には、部族勢力を一掃出来たことがある。

現在のアフガニスタンには経済的不満を和らげるだけの財力もなければ、部族

勢力を根絶やしに出来る力もない。だが、改革の足音を止めることはもはや出来

ない。タリバーンや部族勢力の存在を鑑みるに、アフガニスタンではまずサウジ

アラビアのようにシャリーヤ中心の家族法改革が必要とされると思われる。急進

な改革は必ず保守勢力の反発を招く、それは中央勢力が弱体化している今ではな

おのことだ。

事実、アフガニスタンでは改革が急進的過ぎた故に、失敗した例がかつてある。

1919年のアフガン独立から、王政が廃止されて共和制に移行する1973年までの半

世紀余りは、アフガンの政治体制は立憲君主制であった。当時外相であり、国王

の知恵袋役であったタルジは、トルコのケマル・アタチュルクが実現したような

政治体制を理想と考えていた。そして近代国家の建設には、強い軍隊と中央政府

の実現が不可欠であると国王に説いた。そこで国王は、それまでの部族長を中心

にした伝統的な軍隊を、徴兵制に基づいた近代的な組織に再編制する作業に取り

組んだ。又、国王の近代化路線は、以下のような分野にも採用されていった。太
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陽暦の導入、ヨーロッパ服の着用、ブルカの廃止など、伝統的な習慣の変更が始

まった。奴隷制と強制労働の禁止、女子や聖人、遊牧民などへの教育のほか、経

済面では密輸の禁止と税率の公平化、予算など国家財政の編成、メートル法の導

入、国立銀行の創設と新貨幣の導入などが矢継ぎ早に行われた。さらに立法府の

確立と刑法や民法の制定を行い、部族長や王室への補助金の停止なども実現した。

こうした国王の政策は、当時としてはあまりにドラスティックであり、近代化と

いうよりは半強権的な改革に近かった。このような急激な改革に対し、軍隊で中

枢を占めていた部族長らの保守層が抵抗を始め、1929年に首都カブールで反乱が

起きた。近代化の途中にあった軍隊はまだ脆弱であり、国王を守ることが出来な

かった。国王はイギリスが提供した飛行機でインドに脱出した後、イタリアへ亡

命し、1960年チューリッヒで死亡した。近代化への情熱もむなしく、彼が祖国の

地を踏むことは二度となかった（cf.渡辺 2013：77-78）。

アフガニスタンにおける家族法の改革は、宗教界と部族の協力なしではあり得

ない。中央権力が弱体化している今、民主主義とシャリーヤの折衷においてより

シャリーヤ寄りの政策を取るべきである。

Ⅴ　部族慣習の変革

家族法の改革に部族勢力の協力は不可欠である。だがそれはあくまで一時的な

ものに留めるべきであり、最終的に部族慣習を廃止し夫婦の人格的結合に立脚し

た家族法をアフガニスタン全土に施行すべきである。

女性の人権を規律するものとして、家父長制度そのものは悪ではない。家父長

制度はイスラームだけに存在するものではなく、男女平等を認めている日本や欧

米先進国にも広く存在しているからだ。問題とすべきは、家父長制度そのもので

なく、部族主義と紐づいた様々な慣習である。

部族の伝統の一例として、「名誉殺人」がある。名誉殺人とは、女性の婚前・

婚外の性的交渉を当該女性のみならず、家族全体の不名誉とみなし、父や兄弟、

夫などが家族の名誉を護るためにその女性を殺害する慣習のことを指す。中東イ

スラーム圏に多いが、イスラーム以前の風習とされている。アフガニスタンでは

このような暴行態様が依然として広く存在しており、UNHCRも警鐘を鳴らして

いる。2006年９月にアフガニスタン独立人権委員会は、2006年始めからその時点

までで185人の女性が身内の手により殺されている、しかもこの数字は前年を上
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回っていることを明らかにした（進藤 2008：114）。アフガニスタンでは新しい憲

法が成立し、女性は男性と等しい権利が与えられ、公正な裁判も保障されている。

部族の内部で勝手に処刑するなど許されるものではない。

山岳の地形によって部族社会は外部と隔絶され、パシュトゥヌワーレイと呼ば

れる独自の慣習法が形成されてきた。部族は外部からの干渉に反発したが、それ

によりある程度の秩序を保ち社会や人々の生活を維持することが出来た。ヒン

ドゥークシュ山脈が北東から南西に連なり外部との協力・連携が困難な中、部族

の掟を制定し一つにまとまることは不可欠だった。国家という形が存在しない戦

乱の時代には、強い部族意識はむしろ内部の人間を守るためにポジティブに働い

てきた。だが、行き過ぎた部族慣習は名誉殺人を生み出し、無実な女性たちが犠

牲となった。改革を進めるにあたり、部族社会との和解や信頼醸成に配慮する必

要があるが、最終的に悪しき慣習は排除されるべきである。

Ⅵ　おわりに

アフガニスタンにおいて女性は様々なレベルで排除され、周辺化されている。

①現行の法律における女性への差別、②規範、習慣、伝統、社会的文化における

差別、③宗教的信仰に基づく差別。アフガニスタンの女性はこれら３つのカテゴ

リーすべてにおいて不平等にさらされている。真の男女平等をアフガニスタンで

実現するためには、パシュトゥーン人の慣習法を廃止してイスラーム法―正し

く解釈されたイスラーム法を全土に実施し適用しなければならない。

もちろん、法律の変革を実現するためには、法制度以外の要因も必要不可欠で

ある。①国内における政治的な環境のマクロな安定とミクロな改革、②国際社会

による監視と支援、③民衆による下から上へのフェミニズム運動、④近代化の必

要性を感じた統治者による上から下への改革、⑤宗教界の内部変革、⑥国内各勢

力の意見統一、⑦経済的な安定と成長、いずれの要素も欠かせない。

そして、アフガニスタンを近代的な国家として自立させ、その運営を国民自身

が担えるようにするためには日本を含む国際社会の長期的な関与・支援が今後と

も必要とされていることはいうまでもない。

1） 外務省「経済」http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ohrlls/ldc_teigi.html

2） U.S. Department of State　 https://www.state.gov/p/sca/ci/af/
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3） “Women in Afghanistan: A human Rights Catastrophe”. Amnesty International 

Report.1994; “Afghanistan: International responsibility for human rights disaster”. 

Amnesty International, Sep.1995 p.25.

4） UNAMA の「Justice through the Eyes of Afghan Women: Cases of Violence 

against Women Addressed through Medication and Court Adjudication」の 7頁お
よび 8頁。

5） 国連女性差別撤廃委員会の「Concluding observations on the combined initial 

and second periodic review of Afghanistan」（2013年 7月30日付）の paragraph22

（英国内務省の「Women fearing gender-based harm/violence」の paragraph8.1.6

で引用されたもの）。
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