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―湾岸･アラビア半島地域ニュース― 
アフガニスタン：カブールの外交官地区など襲撃に関するターリバーン声明の分析 

 
日本時間2012年 4月 15日（日）夕刻、アフガニスタンの首都カブールで各国大使館、高

級ホテル、各種政府機関、駐留外国軍拠点などに対する一斉攻撃が発生した。この攻撃によ

り、駐アフガニスタン日本国大使館にも迫撃弾が着弾する被害が出た。この攻撃については、

ターリバーンが事件を同派の作戦であると主張する声明を発表した。ターリバーンの声明の

うち、カブールでの攻撃に関する箇所の概要と、事件・声明についての評価は以下の通り。 

 

1.ターリバーンの声明 

「本日カブール、ロガール県、ナンガルハル県、パクティア県での諸般の攻撃により、敵の

戦列に多数の犠牲者発生」 

 

ザビーフッラー・ムジャーヒド（中東調査会注：ターリバーンの「報道官」として、同派の

重要発表や論説声明の名義人となる人物。報道機関などの取材も受けるようだが正体は不

明） 

 

2012 年 4 月 15 日（日） 19 時 23 分（中東調査会注：アフガニスタンの現地時間と推定さ

れる） 

 

速報は、外交地区である「ワジール・アクバル・ハーン」地区の各所においてイスラーム

首長国のムジャーヒドゥーンによる激しい砲撃が続いている。同地区は、首都カブールの心

臓部で、重要な軍事・外交施設が立地している。同様に、ムジャーヒドゥーンは ISAF 司令

部、イギリス大使館、ドイツ大使館、国会、カブール・スター・ホテル、セレナ・ホテル、

カブールの別の地区にある治安機関拠点に対する激しい攻撃を続けた。 

詳報によると、ムジャーヒドゥーンは「ワジール・アクバル・ハーン」地区のロシア大使

館に近い Shiriur 地区 15 番通りの未完成の高層ビルに軽火器・重火器と共に登った。そし

て、そこから占領軍の基地、大統領宮殿、トルコ人どもの拠点、国会、その他治安庁舎、政

府庁舎、外交庁舎、諸大使館への砲撃を開始した。同様に、Shiriur 地区とザンバク広場に

近い英国大使館、英国人外交官が居住する建物に対する激しい攻撃を続けた。英国大使館か

らは煙が立ち上ったが、それは敵の戦列に死傷者がでた証である。大使館で警戒サイレンが

鳴り響いた。 

速報によると、大統領宮殿もムジャーヒドゥーンの重火器攻撃にさらされた。 

ムジャーヒドゥーンは、「カブールの Biltshrkhi 刑務所付近の検問所に対する激しい攻撃

が続いている。ムジャーヒドゥーンは、敵兵からカラシニコフ銃を大量に奪取した。」と述

べた。目撃者は、「Biltshrkhi 地区の ISAF 拠点から発砲があった。」と述べた。ムジャー

ヒドゥーンは、「カブールは恐慌状態となり、打ちのめされた治安兵は右往左往している。

現在まで、激しい抵抗は制圧されていない。」と述べた。目撃者は、「カブールの各所から
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断続的に爆発音が聞こえる。」と述べた。 

                                 
    （アラビア語原文） 

  (بالصور( وبكتيا ننجرهار، لوجر، آابل في اليوم هجمات خالل العدو صفوف في الضحايا من آبير عدد وقوع
 19:23 2012 أبريل 15, األحد١٤٣٣ األولى جمادى ٢٣، األحد.    مجاهد اهللا ذبيح

  
) خان أآبر وزير( الدبلوماسي بالحي مختلفة مناطق في اإلسالمية اإلمارة مجاهدي قبل من مكثف قصف يستمر بأنه، العاجلة األنباء تفيد
 سفارتي، أيساف قيادة مرآز على عنيفة هجمات المجاهدون يواصل آما، والدبلوماسية العسكرية المراآز أهم على آابل العاصمة بقلب

 .آابل بمدينة أخرى مناطق في األمان دار وقصر سرينا فندق، ستار آابل فندق، البرلمان مقر، وألمانيا بريطانيا
 

 الروسية السفارة قرب شيربور منطقة في) 15( الشارع على الواقع بعد نباؤه يتم لم عالي مبنى إلى المجاهدون دخل، التفاصيل تضيف
، الرئاسي والقصر، المحتلة القوات قاعدة بقصف بدؤوا هناك ومن، والثقيلة الخفيفة أسلحتهم ومعهم، الدبلوماسي) خان أآبر وزير( وحي

 السفارة على مكثفة تهجما تستمر آما، والسفارات والدبلوماسية والحكومية األمنية المباني وبقية البرلمان ومقر، للترآيين تابعة ومرآز
، البريطانية السفارة من الدخان ويتصاعد، زنبق ودوار شيربور منطقة قرب البريطانيين الدبلوماسيين فيه يعيش الذي والمبنى البريطانية

 .السفارة في اإلنذار صفارات تدق آما، العدو صفوف في ومصابين قتلى وقوع على يدل والذي
 
 .المجاهدين قبل من الثقيلة األسلحة لهجمات متعرض أيضًا الرئاسي القصر بأن العاجلة األنباء تفيد
 

 رشاشات من آبيرة آمية غنموا وأنهم، بكابل بلتشرخي سجن قرب األمنية النقاط على عنيفة هجمات تستمر بأنه: المجاهدون يقول
، بلتشرخي منطقة في أيساف لقوات مرآز في النيران اندلعت بأنه عيان شهود يقول، المذآورة المنطقة في العدو جنود من آالشينكوف

 ُيَسْيطر ولم، ويسرة يمنة ينطلقون ومضطربون متهورون األمن فجنود، آابل مدينة جو يغطي والفزع الهول بأن المجاهدون يضيف
 .المدينة أنحاء مختلف في متتابعة عنيفة انفجارات دوي يسمع بأنه الشهود يقول، الشديدة المقاومة هذه على اآلن حتى
 

2.評価 

＊ 報道によると、この攻撃では日本大使館にも被害が出ているが、ターリバーンによる現

地速報的発表では日本や日本大使館についての言及は全くない。ここから、現地の報道や

ターリバーンの情勢認識では日本大使館への攻撃や大使館の被害は重視されていないこ

とが分かる。 

＊ ターリバーンが速報で名前を挙げた外国機関は、IASF、英国、独国、トルコであり、こ

れらの施設がターリバーンが攻撃を企画した施設であるか、攻撃対象として宣伝効果が期

待できる施設であると認識されていると思われる。 

＊ 現時点での情報とターリバーンの発表から判断すると、日本大使館はターリバーンが意

図した攻撃対象に含まれていたのではなく、大使館の被害は近隣の対象を攻撃する過程で

の付随的被害・流れ弾としての側面が強い。このため、今般の攻撃は「日本の施設を攻撃

した」作戦ではなく、「日本もその中に含まれる諸大使館を攻撃した」、或いは「日本以

外の施設を攻撃した際の巻き添えになった」ものであると思われ、ターリバーンが今後日

本に対する攻撃の意図を発表しない限り、アフガニスタンにおける日本にとっての危険

度・脅威の程度が著しく上がるわけではないだろう。 
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