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カブール市内の丘陵部に建つ不法住居
住居の形式事例
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ILLEGAL DWELLINGS ON THE HILLS IN KABUL CITY, AFGHANISTAN
A form of a dwelling

Kazuya Inaba
Many mountains and hills are in Kabul city, Afghanistan. A lot of dwellings are on the sides, from
the foot to the top of the mountains and hills. The mountains and hills are the national areas and the law
prohibits people from making dwellings and living in the areas.
Poor people have made dwellings by themselves on the sides about 37 years ago. About twenty
thousand dwellings are in the areas now. The repot is a case study that a dwelling is investigated from an
architectural perspective.

1 ．はじめに
カブール市内には小高い山や丘が数多くあり、これら丘陵部の麓から頂上の斜面に張り付く
ように多くの住まいが建っている（Fig.1）
。これらの丘陵部一帯は国有地で建物の建築は禁止
されているが、現在約 2 万の住居があり人々が生活している。この住居について建築的見地か
ら調査した事項について報告する。
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2 ．丘陵斜面に建つ不法住居の始まり
長い戦乱で殆どの建物が破壊されたカブール市街地は今、着々と復興事業が進んでいる。カ
ブール市内には小高い山や丘があちこちに見られ、これらの丘陵部の麓から頂上の斜面に張り
付くように非常に多くの住まいが犇き合って建っている。
昔からアフガニスタンの多くの地域の人々は、敵から身を守るため「カアラ」と呼ばれる高
い土塀で囲まれた大きな敷地内に数家族の親族が集まって生活しており、敷地内の住居は中庭
を囲むように数棟が内側を向いて建てられる形式のものが多い。一家族が単独で住まいを構え
ることは殆どなかったと言われている。
アフガニスタンは国土の 90％近くが山や高原の山国であり、平坦な耕作地が少ないため農
村地域では、昔から好んで山の麓に住まいを構える傾向はあった。（国有地である山の麓に家
を建てることは不法であるが、土地は無料である。）
やがて「カアラ」での生活を離れ、より良い生活を求めて単独で都会へ出て来る人々が現れ
始めたが、その中で土地を購入することが出来ない貧しい人々は、国有地であり生活すること
や建物の建築などが禁じられている山の麓に住みつき、自分たちの手で土をこね、日干しレン
ガや石などで少しずつ少しずつ住まいをつくっていった。
カブール市内の丘陵部に人々が住み始めた時期は明確には分からないが、カブール市役所
の関係者によると、1970、71 年頃にクレオブチャカン山（法律で住むことが禁止されてい
た）に住居がつくられたのが初めではないかとの話で、その後徐々にその数は増えていった
ようである。そして 1979 年にソ連軍が侵攻し、社会主義政権が樹立された以降、カブール市
内の大部分の丘や山に無許可の住居が建てられ多くの人々が生活をするようになったとのことである。

3 ．丘陵部の不法住居とカブール市街地の破壊 1, 2, 3, 4）
カブール市内丘陵部の住居も長い戦乱の影響を強く受けた。不法とはいえ貧しい人々がこつ
こつと自力で建ててきた住居が破壊され、その住民が逃げ惑い避難した時期とカブール市街地
の建物の殆どが瓦礫と化した時期は同じであったと考えられる。
そこで、ソ連軍がアフガニスタンに侵攻した以降の歴史を、カブール市街地の建物群が主に
破壊された時期とその状況という観点から、次の 5 つの時期に分けて考えてみる。
3−1

ソ連軍の侵攻と撤退

1979 年 12 月にソ連軍が侵攻してきた時は、カブール宮殿でアミン大統領を護衛する部隊と
ソ連軍とで銃撃戦が続いたが、市街の建物が破壊されるような戦闘は起きなかった。
ソ連軍の侵攻以来、アフガニスタンの多くの武装勢力がジハードと呼んでアフガニスタン全
土でソ連軍と長い間戦った。一時期、ムジャヒディン勢力がカブールに対し大規模なロケット
攻撃を行ったが、カブール市街地の建物群が破壊されることは比較的少なかった。また、1989
年 2 月ソ連軍が撤退後、ムジャヒディンが団結しカブールのナジブラ政権の政府軍を攻撃した
が建物が大きく破壊するような被害は殆ど無かった。
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各派ムジャヒディン勢力同士の戦闘（内戦）

1992 年 4 月ナジブラ大統領が辞任し、14 年間続いた社会主義政権が終わり、ムジャヒディ
ン勢力の各派指導者が合意し新政権樹立の動きが始まった。しかし、これで平和が訪れること
はなかった。
政権の権力分配に不満をもったヘクマティアルがカブールを攻撃したのが発端で、アフガン
人同士がかってない激しい内戦を繰り広げた。各派ムジャヒディン勢力同士の戦闘は果てしな
い報復攻撃に発展し、カブールは 1992 年以降主戦場となった。
特にヘクマティアル派が 1992 年 8 月にカブール市街に向けてロケット砲を発射し、その砲
撃で市民ら 1800 人が死亡するという大惨事はカブール市民に強い衝撃を与えた。その後もカ
ブール市南部の外側に陣取ったヘクマティアル派は 1995 年まで、そこからカブール市内に無
差別にロケット砲を撃ち続けた。このロケット砲撃によりカブール市はほとんど破壊されたと
言われる。
この内戦により、5 万人以上の人が殺され、15 万人が負傷し、数十万人が家を捨ててカブー
ルから逃げだした。そして 1995 年まで続いたこの戦闘で、ロケット弾などの砲撃により市内
の建物の殆どが破壊され、歴史の街は廃墟と化したのである。
3−3

タリバンのカブール制圧

1995 年 1 月 30 日、カブールの南 20 ㎞ のチャールアシヤブ市を拠点にカブール市内への攻
撃を続けていたヘクマティアル派は北進してきたタリバンと最初に交戦した。この戦闘でヘク
マティアル派は壊滅的な打撃を受け、軍事的に無力化した。
1996 年、東西南の 3 方を固めたタリバンはカブールに軍を進めた。ラバニ派の軍勢はカブー
ルの東 15 ㎞ 地点のブルチャルヒ刑務所近郊でタリバンと激しい戦火を交えたがラバニ派の兵
士の中にはタリバンに投降するものが続出しラバニ派は追い詰められた。戦況が不利であると
察したマスード司令官は 1996 年 9 月 26 日、ラバニ大統領はじめ皆とカブールを脱出、北東部
へ異動した。その夜、タリバン兵が首都カブールに無血入城した。27 日タリバンのウマル代
表は、暫定政府樹立を宣言した。
タリバンがカブールを制圧する過程では市街地の建物群が破壊されるような戦闘は起きな
かった。既に、1992 年からの内戦で市街地の建物は殆ど破壊されていた。
3−4

米英の空爆

タリバン政権下の 1998 年夏、
アフガニスタン各地に巡航ミサイルが約 80 発打ち込まれたが、
カブール市内の建物は標的になっていない。
そして 2001 年 9 月 11 日、アメリカで同時多発テロが起き 2001 年 10 月に米英のアフガニス
タン空爆が開始され、タリバンが支配するカブールの国防省や各地の飛行場、アルカイダ訓練
所などが攻撃された。空港施設はほぼ完全に壊滅されたが、すでに空港は内戦で破壊され施設
と呼べるようなものはなかった。
非常に多くの爆弾がアフガニスタンに投下され、カブール市内でも国防省の建物が被害を受
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けたがカブール市街地はすでに内戦により殆どの建物が破壊されており、この空爆による新た
な破壊は比較的少なかった。
3−5

タリバンの撤退と北部同盟のカブール入り

アメリカの空爆が開始されると、北部同盟は一気に軍事的巻き返しを図り、2001 年 11 月 10
日に北部の要衝マザリシャリフを制圧するとカブールに向け進軍し始めた。そして 13 日北部
同盟は無血入城によりカブール奪還を果した。北部同盟がカブール入りする直前に、タリバン
やタリバン支持市民は脱出しており、建物が破壊されたり死者が出るような戦闘は起きなかっ
た。
2002 年の資料 5）によると、1979 年以降の戦乱で、カブールの約 12 万戸の住宅の半数に相
当する 62,360 戸が破壊または一部が損壊され、このうち完全に破壊された住宅が 10,977 戸で
ある。損害を受けた住宅の内 28,566 戸がマスタープラン区域内にあり、33,794 戸はマスター
プラン区域外にある、と記されているが丘陵部の不法住居がこの中に含まれているか否かは不
明である。

4 ．丘陵斜面に建つ不法住居の現状
カブール市内は国連の関係機関や各国の援助で着々と復興事業が進んでいる。しかし、道路、
電気、上下水道などのインフラ整備や住宅を含めた建物の復興事業が行われているのはソ連統
治時代のマスタープランで指定された都市計画区域内だけであり、都市計画区域外では多くの
ものが破壊されたままの状態で、
住宅などの建設も正式には許可されていないのが現状である。
従って、都市計画区域外である山や丘の斜面の不法住居地域一帯は復興から取り残されてお
り、電気や上下水道などは全く未整備である。しかし昔からのでこぼこ道は住居と住居をつな
いで配置されている 6）。
生活水は丘陵地を下りきった平地の都市計画区域内に設置された道路端の共同井戸から、石
がころがっているでこぼこな急坂道を毎日運ばなくてはならない。調査した家では 20 リット
ルポリタンクで 1 日に 5，6 回は運ぶと話していた。その坂道は各住居から出る汚水の通り道
でもある。
このような悪条件であるが最近、不法住居の建築数が市域に接した外周の丘陵地帯の山裾か
ら頂部に向かって急速に増えており、現在約 2 万の住まいがあると言われている。
これら丘陵部の不法住居の大部分は自分たちの手で日干しレンガを積んでつくっているが、
中には焼きレンガなどを用いたしっかりした構造のものもあり、最近では山裾地域に専門の建
築家がつくったモダンな住居が建つようになった。不法とは言いながらもこれら住居の建築は
地域の有力者に黙認を得た上とのことである。
このような不法住居がある主な丘陵部は、市内を流れるカブール川の南にあるシェルダルワ
ザ山（注）
（チェンダワル山やゴザレガ山を含む）
、コンチネンタルホテルと工学・教育大学の北
西に位置するアフシャル山、市内のほぼ中央部にあり TV アンテナの立っているアスマイ山一
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帯（カルテパルウアン山、カルテマムリン山、カルテサキー山を含む）そして調査対象とした
住居があるアリアバード山などである（Fig.2）。
その他のカブール市内の殆どの小山や丘にこのような不法住居は建てられているが、市の中
心部に近い丘陵部ほど多くの不法住居が密集している。多くの難民が帰還したこともあって市
の人口は増え、土地の価格が上昇した。不法に建てた住居であるが売買もされていて、最近で
は諸物価上昇の影響を受け、麓の住居は高額で約 5 千ドル〜 4 万ドル、頂上に行くにつれて価
格は下がるがそれでも山の上の地域で約 2 千ドル〜 5 千ドルである。地元の人々はこれらの住
居を山や丘の名前を付けて、例えば「アスマイ山の家」と呼んでいる。
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5 ．丘陵斜面に建つ不法住居の一形式 ― 調査事例 ―
調査対象としたのはカブール大学の北側にあるアルアバド山の斜面に立つ住居である。調査
対象とした住居周辺の近景写真を Fig.3 に、平面図を Fig.4 に、南立面図を Fig.5 に、西立面図
を Fig.6 に、A-A

断面図を Fig.7 に示す。
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Illegal dwellings on Mt. Al Abad in Kabul
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6 ．今後の課題
長期間の戦乱でほとんどの建物が瓦礫と化したカブール市内では、数多くの復興事業が進め
られおり、住宅を含めた建物も着々と整備されつつある。しかし「詳細な人口、住宅データは
見つけることができないが、2002 年のカブールの人口は約 270 万人とされ、カブールでは住
宅ストックの約 60％が破壊され、その結果、残った住宅に多くの人が居住して過密状況になり、
1 住宅あたり約 2.7 世帯、18 人が住んでいる」5）との報告もあるように市内の住宅不足は極め
て深刻である。
2002 年より人口は確実に増えており、流入も続いていると言われている。前記したように
整備が行われているのは都市計画地域内だけであり、今回調査対象とした住居がある丘陵部地
域も含め都市計画地域外では、建物などの整備、建築は不法とされている。
復興事業が進み市内全体が整備されていく過程で、現在人々が生活している丘陵部の約 2 万
もの不法住居をどのようにするかが大きな社会問題になることが憂慮される。
この調査報告書の作成に当たり、カブール丘陵部の住居へ案内いただき、ダリ語資料の翻訳
ならびに様々な助言をいただいた Ms.Sabeh Fatana と丘陵部の住居に関する貴重な資料、情報
を提供していただいたカブール在住の Dr.Reza と Mr.Zaher に深謝します。
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