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(SMILE会報告)         2010.2.10 

ｲｽﾗｴﾙとﾊﾟﾚｽﾁﾅ 

               辻    宏 

Ⅰ ｲｽﾗｴﾙとﾊﾟﾚｽﾁﾅ 

 ﾊﾟﾚｽﾁﾅ 

 ﾊﾟﾚｽﾁﾅは地中海東岸の歴史的ｼﾘｱ南部に位置する地域。 

｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ｣は、BC13C頃にﾍﾟﾘｼﾃ人(Philistine)が住み着い 

たことに由来し、語源としてﾍﾟﾘｼﾃ人の土地という意味を 

持つ。その後間もなくﾍﾟﾘｼﾃ人は民族として歴史から消 

滅、BC11C ｲｽﾗｴﾙ民族による｢ｲｽﾗｴﾙ王国｣が建国され、 

ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ､ｿﾛﾓﾝの時代にｴﾙｻﾚﾑを中心都市として栄えたが、 

ｿﾛﾓﾝの死後国は南北に分裂、北のｲｽﾗｴﾙ王国はｱｯｼﾘｱに 

(BC722)、南のﾕﾀﾞ王国は新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱに滅ぼされた(BC586)。 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅの古称は｢ｶﾅﾝ｣、BC13Cにｲｽﾗｴﾙ人が既にいた。 

旧約聖書創世記では、更にこれより遡る事4-5C前に、 

ｱﾌﾞﾗﾊﾑが東方のﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ地方から、約束の大地ｶﾅﾝに移住    <地図1> ｲｽﾗｴﾙの立地 

した記事にｲｽﾗｴﾙ民族の起源を置いている。ﾊﾟﾚｽﾁﾅの地は、ｱｼﾞｱ､ﾖｰﾛｯﾊﾟ､ｱﾌﾘｶ 3大陸の結節点として軍事上､

地政学上の重要な位置にあるため（<地図1>）、周辺諸国の支配を避けることが出来なかった。AD135に 

ﾊﾞﾙ･ｺｸﾊﾞの乱を鎮圧したﾛｰﾏ皇帝ﾊﾄﾞﾘｱﾇｽは、それまでのﾕﾀﾞﾔ属州名を廃し、属州｢ｼﾘｱ･ﾊﾟﾚｽﾁﾅ｣と改名した。

ﾛｰﾏとしては、幾度も反乱を繰り返すﾕﾀﾞﾔ民族の痕跡を完全に抹消するため、それより千年も昔に消滅したﾍﾟ

ﾘｼﾃ民族の名を引用したのである。これ以降、この地はﾊﾟﾚｽﾁﾅと呼ばれるようになり、同時にｴﾙｻﾚﾑをﾛｰﾏ風

に、｢ｱｴﾘｱ･ｶﾋﾟﾄﾘｰﾅ｣と改称した。中世以降の主要な住民はｱﾗﾋﾞｱ語を日常語とするﾑｽﾘﾑ(ｲｽﾗﾑ教徒)､ｷﾘｽﾄ教徒､

ﾕﾀﾞﾔ教徒(ﾐｽﾞﾗﾋｰﾑ)である。 

近代以降世界各地から入植してきたﾕﾀﾞﾔ人に対して、前2者とごくわずかのﾐｽﾞﾗﾋｰﾑが、ｱﾗﾌﾞ人とされ、 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人と呼ばれる。 

 

ｲｽﾗｴﾙ 

 古代ｲｽﾗｴﾙの部族同盟の名称。後､唯一神ﾔﾊｳｪ信仰に立脚した民族集団､即ちｲｽﾗｴﾙ(民族)の名称。 

・古代の「ｲｽﾗｴﾙ人」の自称で、｢神『ｴﾙ』が支配する｣の意味。  <表1> ｲｽﾗｴﾙのﾕﾀﾞﾔ･ｱﾗﾌﾞ人口の比率 

・他民族は、｢ｲﾌﾞﾘ  ー (ﾍﾌﾞﾗｲ人)｣と称した。 

・｢ﾕﾀﾞﾔ人(ｲｪﾌﾃﾞｨｰ)｣という呼称は、旧約聖書で､ｲｪﾌﾀﾞｰ(ﾕﾀﾞ)の

子孫に属する人々を指し、南のﾕﾀﾞ王国成立(BC926)後に生ま

れ､第2神殿時代(BC6C)には政治的･国民的呼称となった。 

 

 * ﾕﾀﾞﾔ人(1950年制定の｢帰還法｣)は､ 

｢ﾕﾀﾞﾔ人の母親から生まれた者､またはﾕﾀﾞﾔ教に改宗した者で､ 

   他の宗教を信仰していない者｣と定義され､居住地を問わず､ 

ｲｽﾗｴﾙの市民権を取得する権利がある。 

  ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人(PLO(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ解放機構)の｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ国民憲章｣)は、 

   ｢1947年までﾊﾟﾚｽﾁﾅに居住していたｱﾗﾌﾞ住民で､その後この 

土地を退去させられた者､あるいはそこに留まった者である 
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かは問わない。又1947年以降､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ内外で、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人を父親として生まれた者は全てﾊﾟﾚｽﾁﾅ人である｡｣ 

と規定している。 

  ** 2008.12時点のｲｽﾗｴﾙ人口：737万人(うち､ｱﾗﾌﾞ人148万人) （ｲｽﾗｴﾙ中央統計局） 

      世界離散のﾕﾀﾞﾔ人1300万人(うち､米国650万人)､ｲｽﾗｴﾙのﾕﾀﾞﾔ人590万人（<表1>参照 臼杵陽｢ｲｽﾗｴﾙ｣） 

  

ﾕﾀﾞﾔ人は人間の肉体的特徴の共通性を基準とする｢人種｣としても、文化的伝統と歴史的な運命を共有する

人間集団を指す｢民族｣の、何れによっても分類できない集団であり、かつて単一人種としてのﾕﾀﾞﾔ人なる人

種が存在したことはない、とされている。 （Cf. ﾏﾙｸｽ､ｻﾙﾄﾙ 後述Ⅴ） 

 

Ⅱ ｲｽﾗｴﾙ小史 

・BC1012:古代｢ｲｽﾗｴﾙ王国｣( ｻｳﾙ／ﾀﾞﾋﾞﾃﾞ／ｿﾛﾓﾝ )。          

・BC 926：ｿﾛﾓﾝ没､北:ｲｽﾗｴﾙ王国と南:ﾕﾀﾞ王国に 

・BC 722：ｲｽﾗｴﾙ王国 ｱｯｼﾘｱ帝国に滅ぼさる。         

・BC 609：ﾕﾀﾞ王国 ｴｼﾞﾌﾟﾄの支配下に。                       

・BC 605：新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱ帝国支配下に。後叛乱し､ｴﾙｻﾚﾑ占領され､第1次捕囚。 

・BC 586：ﾕﾀﾞ王国滅亡､ｴﾙｻﾚﾑ破壊、第2次捕囚( BC586-538 )。 

・BC 538：ﾍﾟﾙｼｬ帝国が新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱを滅ぼし､ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱ捕囚ｲｽﾗｴﾙ人帰還（多くは帰還せず残留） 

・BC 333：ﾏｹﾄﾞﾆｱ王国に併合さる。        ．．．ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗの始まり。 

・BC 143：( ﾏｶﾍﾞｱ戦争 166-164 ) 一時ﾕﾀﾞﾔ独立国家。 

・BC  63：ﾛｰﾏ帝国に編入（属州ｼﾘｱ）。 

・AD  66：第1次ﾕﾀﾞﾔ戦争､AD70:ｴﾙｻﾚﾑ陥落（残党ﾏｻﾀﾞ要塞で抗戦､ -AD73）。 

・AD 132：第2次ﾕﾀﾞﾔ戦争(ﾊﾞﾙ･ｺｸﾊﾞ､-135)。ﾛｰﾏ帝国属州ﾕﾀﾞﾔ(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ)．．．ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗ（AD135-1948） 

・AD 313：東ﾛｰﾏ帝国( -1453)       

・AD 613：ｻｻﾝ朝ﾍﾟﾙｼｬ、636:ｲｽﾗﾑ帝国、1099:十字軍｢ｴﾙｻﾚﾑ王国｣( -1187)、1187:ﾄﾙｺ( -1547)､      

・AD1948：｢ｲｽﾗｴﾙ国｣        1517:ｵｽﾏﾝ帝国( -1917) 

 

  *  ﾕﾀﾞﾔ暦：天地創造を起源とするﾕﾀﾞﾔ暦で､BC3761.10.7を起源とする。AD2010=ﾕﾀﾞﾔ暦5770。 

因みに､AD (Anno Domini) に相当する暦として､通常CE (Common Era)を､又BCに対しBCE を使用。 

 

Ⅲ ﾊﾟﾚｽﾁﾅ問題 

１ ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗとｼｵﾆｽﾞﾑ運動 

ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗ 

ｲｽﾗｴﾙがﾊﾟﾚｽﾁﾅの地に国として誕生したのは、古代ｲｽﾗｴﾙ王国 

でBC1012であった。王国はその後分裂、北のｲｽﾗｴﾙ王国は 

BC722にｱｯｼﾘｱ帝国に滅ばされ、南のﾕﾀﾞ王国はｴｼﾞﾌﾟﾄの支配 

下に入り、やがて新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱ帝国に滅ばされ、BC586 ｴﾙｻﾚﾑは 

破壊され、民はﾊﾞﾋﾞﾛﾝに捕囚された。捕囚はﾕﾀﾞﾔ人にとり 

民族絶滅の一大試練であった。新ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱ に代ってﾍﾟﾙｼｬ帝国  

が興り、ﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱに捕囚されていたｲｽﾗｴﾙ人は祖国に帰還が許   ｴﾙｻﾚﾑ神殿西壁｢嘆きの壁｣ 

されたが、多くのﾕﾀﾞﾔ人はﾊﾞﾋﾞﾛﾆｱ､ﾍﾟﾙｼｬ領内に残留、これがﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗ (｢離散｣(希)､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ以外の地に広く移

住した離散ﾕﾀﾞﾔ人を指す)の始まりとなった。（捕囚10万人､帰還1/10） 

Cf. BC19-18C: 族長時代（ｱﾌﾞﾗﾊﾑのｶﾅﾝ移住） 

1250頃: 出ｴｼﾞﾌﾟﾄ（ﾓｰｾ） 

13C末: ﾖｼｭｱ､ｶﾅﾝ(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ)侵入  
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BC333 ﾏｹﾄﾞﾆｱ王国のｱﾚｸｻﾝﾄﾞﾛｽ大王がﾍﾟﾙｼｬ帝国を打倒するとﾕﾀﾞﾔ地方はﾍﾚﾆｽﾞﾑ国家支配下に入りBC143 

までｷﾞﾘｼｬの自由政策の下、ﾍﾚﾆｽﾞﾑ文化の影響を受けつつ、ﾕﾀﾞﾔ人による自治と宗教の自由が守られた。 

BC63共和制ﾛｰﾏの支配がﾕﾀﾞﾔの地に及び、2度のﾕﾀﾞﾔ戦争(AD66､132)が起きたが、ﾛｰﾏ帝国に鎮圧され、 

ﾕﾀﾞﾔ人はｴﾙｻﾚﾑを追放され、1948年現代ｲｽﾗｴﾙ国の誕生まで、長い離散生活(ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗ)が始まり各地で迫害を

受け続けてきた。 

 

                      (←)ﾏｻﾀﾞの要塞(ﾍﾛﾃﾞ冬の宮殿) 

 BC120建設 

BC70-73抗戦 

  標高400m    

 (死海水面450m)   

     

  ｸﾑﾗﾝの洞窟 (→) 

   BC130-68 ｸﾑﾗﾝ教団   

  AD1947死海文書発掘 

 

 19C末のｼｵﾆｽﾞﾑ運動をきっかけにﾕﾀﾞﾔ人たちは再びﾊﾟﾚｽﾁﾅに集まり始め 

自分たちの国家を作る運動を展開し始めた。 

（1897 ﾊﾞｰｾﾞﾙ綱領-世界ｼｵﾆｽﾄ機構､ﾍﾙﾂｪﾙ、1903 ｳｶﾞﾝﾀﾞ案 ） 

しかし放浪していた2000年の間に、当然、ﾊﾟﾚｽﾁﾅには別の人 (々ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人)が住んでいた。 

 

ｼｵﾆｽﾞﾑ運動 

｢ｼｵﾝ｣(要害の意)に由来。当初ｴﾙｻﾚﾑの南東丘、ｷﾄﾞﾛﾝ渓谷とﾍﾞﾝﾋﾝﾉﾑ渓谷の間に隆起している丘が｢ｼｵﾝ｣と 

呼ばれた。後に全ｲｽﾗｴﾙを指す名称となり、やがてｴﾙｻﾚﾑの雅号･別名として用いられるようになった。 

ﾕﾀﾞﾔ人にとってｼｵﾆｽﾞﾑは｢ｼｵﾝに帰ろう､父祖の地 ｴﾚﾂ･ｲｽﾗｴﾙ / ﾊﾟﾚｽﾁﾅに帰ろう｣という意味で、帰還運動は 

19C後半に、ﾛｼｱ､東欧､中欧で起こり、ﾕﾀﾞﾔ人がｼｵﾝに対して古来抱いてきた民族主義的愛着･信仰の継続で

ある。 ﾕﾀﾞﾔ人の民族国家を父祖の地ｴﾚﾂ･ｲｽﾗｴﾙに樹立して民族の復興と存続とを図ろうとする国際ﾕﾀﾞﾔ民族

解放運動であった。      <表2> ｴﾙｻﾚﾑの宗教ｺﾐｭﾆﾃｨｰ別人口 (1844-1988) 

尚、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人はｼｵﾆｽﾞﾑ運動の正当

性を否定し続けてきた。 

「土地なき民に、民なき土地を」が帰

還運動のｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞであったが、古来、ﾊﾟ

ﾚｽﾁﾅは｢民なき国土｣ではなかった。歴史

的には、尐数のﾕﾀﾞﾔ人､ｷﾘｽﾄ教徒、ｲｽﾗﾑ

教徒が長年にわたって共存してきた土地

であった。 

尚、ｼｵﾆｽﾄのﾊﾟﾚｽﾁﾅへの移住(移民)が始ま

った1890年のｴﾙｻﾚﾑの推定人口は42千

人（宗教ｺﾐｭﾆﾃｨｰ別人口：ﾕﾀﾞﾔ人25千人､

ｲｽﾗﾑ教徒9千人､ｷﾘｽﾄ教徒8千人）、 

1988年では､全493千人（ﾕﾀﾞﾔ 353千人､ｲｽﾗﾑ124千人､ｷﾘｽﾄ 15千人）であった。 

（<表2>参照､高橋正男｢ｲｴﾙｻﾚﾑ｣）            
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ﾕﾀﾞﾔ人の建国運動の場合、国際社会が認めてくれる 

ような土地や物的資源を持っていなかった。   

彼らの民族的遺産は(旧約)聖書のみであった。       

1850年代から70年代にかけて、英(1858)､露(1859)､ 

伊(1870)､独(1871)､瑞(1874)でﾕﾀﾞﾔ人の開放が行われ、 

西欧におけるﾕﾀﾞﾔ人問題はひとまず解決したと考えられた。 

しかし1870年代後半､｢ｱﾝﾃｨ･ｾﾐﾃｨｽﾑ｣     

 (反ﾕﾀﾞﾔ主義)政治活動が始まり、やがて     

ﾅﾁｽ､ﾋﾄﾗｰを生んだ。      ｢ﾔﾄﾞ･ﾊﾞｼｪﾑ｣(記念と記憶)   

            －ﾎﾛｺｰｽﾄ博物館－ 

                                                                          

近代ｼｵﾆｽﾄ運動の政治的理念は、13Cのﾕﾀﾞﾔ教神秘主義が生み出した終末的願望に支えられたﾒｼｱﾆｽﾞﾑにさ 

かのぼる。終末に到来するﾒｼｱが、離散ﾕﾀﾞﾔ人を世界中から糾合して、父祖の地ﾊﾟﾚｽﾁﾅにﾕﾀﾞﾔ人の民族国家を

再興するというのがそれである。ｼｵﾆｽﾄ運動の出発点はこのﾒｼｱﾆｽﾞﾑに基づく宗教的願望を政治的行動に置き

換えた民族主義的運動であった。 

 

* ｲｪﾌﾃﾞｨ- 

ｱﾗﾑに由来するｱﾗﾋﾞｱ語およびﾍﾌﾞﾗｲ語でﾕﾀﾞﾔ人のこと、およびﾕﾀﾞﾔ人･神を敬う人を意味する男性の名。 

ｱﾗﾌﾞと同系のﾕﾀﾞﾔ人･ｱﾗﾌﾞ圏のﾕﾀﾞﾔ人を指す場合とﾕﾀﾞﾔ人全体を指す場合とがある。ｲｽﾗｴﾙ建国後は、ｱﾗﾌﾞ系ﾕﾀﾞﾔ

人は東方系という意味でﾐｽﾞﾗﾋｰﾑと呼ばれることの方が多くなった。 

ﾕﾀﾞﾔ人はｴﾙｻﾚﾑの神殿崩壊以降、現代ｲｽﾗｴﾙ国家の建設まで軍事的行動に出ることが尐なかったため、ｱﾗﾌﾞ世界では

被護民としてそれなりの扱いを受けてきた。ﾕﾀﾞﾔ人を追放したのは古代ﾛｰﾏであって、ｲｪﾌﾃﾞｨｰ(ﾐｽﾞﾗﾋｰﾑ)は定住し

続けた人々である。ところがｲｽﾗｴﾙ建国後はｲｽﾗｴﾙの作戦により救出されたとされている。現在ではｲｽﾗｴﾙ人口の過

半を占めるに至っている。 

 

ﾐｽﾞﾗﾋｰﾑ（Mizrachim）：中東･ｺｰｶｻｽ以東に住むﾕﾀﾞﾔ人。伝統的にｱﾗﾋﾞｱ語を母語とするﾕﾀﾞﾔ人を言うことが多

い。ﾐｽﾞﾗﾊ(Mizrach)はﾍﾌﾞﾗｲ語で｢東｣の意。ｲｽﾗｴﾙで、ｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑやｾﾌｧﾗﾃﾞｨｰﾑ社会への反発から始まった用語で、

便宜的傾向が強い。ｱﾗﾌﾞ世界のほか､ｸﾙﾄﾞ地方のﾕﾀﾞﾔ人､ｸﾞﾙｼﾞｱ･ﾕﾀﾞﾔ人(Gruzim)､山岳ﾕﾀﾞﾔ人(Mountain Jews)､ｲﾝ

ﾄﾞのﾕﾀﾞﾔ人､中国のﾕﾀﾞﾔ人など､多くの集団を含むこともある。敬虔なﾕﾀﾞﾔ教信仰を持ち､出身地の文化的伝統に根

ざす生活を営む。ﾕﾀﾞﾔ文化の地域的多様性の典型｡ 

 

ｾﾌｧﾗﾃﾞｨｰﾑ (Sepharadim)：ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗのﾕﾀﾞﾔ人の内、主にｽﾍﾟｲﾝ･ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙなどに15世紀前後に定住した者を指

す言葉。ｽﾍﾟｲﾝ系ﾕﾀﾞﾔ人と言われる。語源はｵﾊﾞﾃﾞﾔ書(1:20)に現れる地名、ｾﾌｧﾗﾄﾞ(ｲﾍﾞﾘｱと同一視される)である。

ﾕﾀﾞﾔ･ｽﾍﾟｲﾝ語(ﾗﾃﾞｨﾉ語､ｼﾞｭﾃﾞｽﾞﾓ語)を特徴とする。 

ｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑとｾﾌｧﾗﾃﾞｨｰﾑは、今日のﾕﾀﾞﾔ教徒社会の事实上の二大勢力である。ｾﾌｧﾗﾃﾞｨｰﾑは、中世にｲﾍﾞﾘｱ半島(ｽﾍﾟｲ

ﾝ、ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ)に住んでいたﾕﾀﾞﾔ人の子孫を指す。1492年､ｲﾍﾞﾘｱに残る最後のｲｽﾗﾑ政権(ｸﾞﾗﾅﾀﾞ王国)が滅ばされた際、

同地に居住していた多くのﾕﾀﾞﾔ教徒は大規模な排撃で、南ﾖｰﾛｯﾊﾟや中東、北ｱﾌﾘｶなど地中海沿岸ののｵｽﾏﾝ帝国の領

域に移住し、また一部、ｵﾗﾝﾀﾞやｲｷﾞﾘｽにも移り、20世紀にいたる。 

 

ｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑ (Ashkenazim)：ﾃﾞｨｱｽﾎﾟﾗのﾕﾀﾞﾔ人の内、ﾄﾞｲﾂ語圏や東欧･ﾛｼｱなどに定住した人々、及びその子孫

を指す。伝統的にｲﾃﾞｨｯｼｭ語(ﾄﾞｲﾂ･ﾕﾀﾞﾔ語)を言語としていた。ｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑとは元々9世紀頃にﾗｲﾝ川流域に定住して

いて、後に東ﾖｰﾛｯﾊﾟ､ﾛｼｱに移住したﾕﾀﾞﾔ人。今日では東ﾖｰﾛｯﾊﾟの白人系ﾕﾀﾞﾔ人を指す大雑把な概念になっている。

ｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑの語源は、創世記(10:3)､歴代誌上(1:6)に見える。建国に貢献、近代的ｲﾃﾞｵﾛｷﾞｰのｼｵﾆｽﾞﾑの伝統を維持。 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gruzim
http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_Jews
http://ja.wikipedia.org/wiki/1492%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%B1
http://ja.wikipedia.org/wiki/20%E4%B8%96%E7%B4%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%AC%A7%E8%AB%B8%E5%9B%BD
http://ja.wikipedia.org/wiki/9%E4%B8%96%E7%B4%80
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%B5%E4%B8%96%E8%A8%98
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２ 第 1次世界大戦後のﾊﾟﾚｽﾁﾅ 

ｵｽﾏﾝ帝国の東方領土 

ｵｽﾏﾝ帝国の中東支配時代、ﾊﾟﾚｽﾁﾅはｼﾘｱ州の一部であった。ところが、ﾊﾟﾚｽﾁﾅに対するﾖｰﾛｯﾊﾟ人の権益が増 

大し、ﾖｰﾛｯﾊﾟ系ﾕﾀﾞﾔ人の帰還が続いた結果、1889年にｴﾙｻﾚﾑはｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ中央政府によって直接任命された知

事を戴く独立した郡に指定され、ｼﾘｱ州の管轄外に置かれた。従って、ｴﾙｻﾚﾑ郡はｴﾙｻﾚﾑとその周辺地域を包含

していた。 

諸民族の反乱で領土を失ったｵｽﾏﾝ帝国は、第 1次世界大戦で同盟国側(独､ｵｰｽﾄﾘｱ･ﾊﾝｶﾞﾘｰ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ)につき 

連合国側(英､仏､露)と対戦、破局の道へ突進した。ｵｽﾏﾝ帝国領ｼﾘｱ･ﾊﾟﾚｽﾁﾅを含む東方領土は、中東の重要な

戦場となり、英･仏軍とﾄﾙｺ軍との間に死闘が繰り広げられた。 

 

 ｲｷﾞﾘｽの3つの協約･密約 

ｲｷﾞﾘｽはこの大戦のさなか、ｵｽﾏﾝ帝国の東方領土の戦後処理について、植民地や従属国の協力を得るべく、 

戦後の自治や独立を約束する、相互に内容の矛盾する3つの協定･密約を結んだ。 

連合国側のｲｷﾞﾘｽは敵国ﾄﾞｲﾂの同盟国の一角であるｵｽﾏﾝ帝国への武装蜂起を呼びかけ、領内のｱﾗﾌﾞ人の協力を

求めた。この対価として戦後ｵｽﾏﾝ帝国の東方領土にｱﾗﾌﾞの独立国家建設を約束した往復書簡が｢ﾌｻｲﾝ･ﾏｸﾏﾎﾝ

協定｣(1915.10)である。 

ｲｷﾞﾘｽは同じ連合国側のﾌﾗﾝｽ､後にﾛｼｱを加えた3国間で、戦後のｵｽﾏﾝ帝国東方ｱﾗﾌﾞ地域の分割統治を約 

した秘密協定、｢ｻｲｸｽ･ﾋﾟｺ協定｣(1916.5)を結んだ。加えてｱﾗﾌﾞ人が連邦あるいは単一の独立国を作ること､ｱ

ﾚｸｻﾝﾄﾞﾘｱを自由港とし､ﾊﾟﾚｽﾁﾅの聖地を英･仏･露の管理下におくことなどが合意されていた。ｴﾙｻﾚﾑを含むﾊﾟ

ﾚｽﾁﾅ北部は国際共同管理地区とし、ﾊﾟﾚｽﾁﾅについては英･仏･露の共同管理を謳っている。 

第1次世界大戦前から、ｼｵﾆｽﾄ運動に対して具体的な形で同情を示したのは、列強の中で大英帝国だけで 

あり、ｼｵﾆｽﾄ機構と陰に陽に接触を重ねていた。さて、大戦は、戦争の長期化と共にﾖｰﾛｯﾊﾟ諸国､ｱｼﾞｱ諸国､ｱ

ﾒﾘｶ､ﾗﾃﾝ･ｱﾒﾘｶ諸国が参戦、国際戦争に拡大した。戦局はｲｷﾞﾘｽ軍の目論見が破れ、ﾄﾙｺ戦線､ﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ戦線で敗

北、かくしてｲｷﾞﾘｽはﾄﾙｺに対するｱﾗﾌﾞの叛乱とﾕﾀﾞﾔ人の支援獲得を余儀なくされた。他方、膨大な戦費調達

へのﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ(仏)などﾕﾀﾞﾔ系財閥の協力、敵国ﾄﾞｲﾂ系将兵､市民の切り崩し、ｱﾒﾘｶをして連合国側で参戦させ

るためのﾕﾀﾞﾔ系市民への働きかけなど、ｲｷﾞﾘｽには狙いがあった。そこでｲｷﾞﾘｽは外相ﾊﾞﾙﾌｫｱを通じ、ｼｵﾆｽﾄ

連盟代表のﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ卿に対し、ﾕﾀﾞﾔ民族主義に理解を示し、ﾕﾀﾞﾔ人国家の建設を支持する正式書簡を出し、

見返りに資金援助を得ることに成功した。ｱﾗﾌﾞ人の住むﾊﾟﾚｽﾁﾅの地に( in )ﾕﾀﾞﾔ人の民族郷土( a national 

home )を建設することを確約した｢ﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言｣(1917.11)である。これがｲｷﾞﾘｽの｢三枚舌外交｣の实情である。 

 

<総括> 英国の3つの協約 

英国の協約 締結 対象国 内容 結末 

ﾌｻｲﾝ･ﾏｸﾏﾎﾝ協定 1915 ｱﾗﾌ  ゙ / 英 ｱﾗﾌﾞ独立国家建設 →ﾌｧｲｻﾙ(ｱ)･ｳﾞｧｲﾂﾏﾝ(ﾕ)協定(1919) 

   （ｵｽﾏﾝ帝国東方領土） （ｱﾗﾌﾞ国家とﾊﾟﾚｽﾁﾅの発展に向けて 

    協力し合いﾊﾟﾚｽﾁﾅへのﾕﾀﾞﾔ人移住 

    を奨励、促進する）→ × 

ｻｲｸｽ･ﾋﾟｺ協定 1916 英 / 仏 / (露) 3国による分割支配 国際連盟委任統治領として英/仏の 

   （ｵｽﾏﾝ帝国東方地域） 支配承認(1920) 

ﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言 1917 英 / (ﾕﾀﾞﾔ) ﾕﾀﾞﾔ国家建設 ﾌｧｲｻﾙ､ﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言を了承(1919)、 

      ﾛｽﾁｬｲﾙﾄ  ゙（ﾊﾟﾚｽﾁﾅにﾕﾀﾞﾔ民族国家郷土） 連合国会議で承認(1920) 
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ﾊﾟﾚｽﾁﾅの境界の劃定 

第1次世界大戦終結に続いて、ｼｵﾆｽﾄ指導者ｳﾞｧｲﾂﾏﾝとｱﾗﾌﾞ民族指導者ﾌｧｲｻﾙ･ﾌｻｲﾝ(後のｼﾘｱ王)の間では、ｲｷ  ゙

ﾘｽが大戦中に交わした約束｢ﾌｻｲﾝ･ﾏｸﾏﾎﾝ往復書簡｣の履行を条件に、ｱﾗﾌﾞ･ﾕﾀﾞﾔ両国家の併存を謳った｢ﾌｧｲｻﾙ･

ｳﾞｧｲﾂﾏﾝ協定｣が調印された。｢ｱﾗﾌﾞ国家とﾊﾟﾚｽﾁﾅの発展に向け緊密に協力｣し合い、｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅへの大規模なﾕﾀﾞ

ﾔ人移住を奨励し促進する｣というものであった。(しかし乍ら、この協定はﾌｧｲｻﾙ(ﾌｻｲﾝ 3 男)の父ﾌｻｲﾝ(ﾏｯｶ)や

ｱﾗﾌﾞ民族主義者らによって拒否されてしまった。)  

大戦後の講和会議(1919､ﾊﾟﾘ)ではﾊﾟﾚｽﾁﾅ委任統治ｼｽﾃﾑが設置され、また出席したｳﾞｧｲﾂﾏﾝとﾌｧｲｻﾙ･ﾌｻｲﾝは別 

途会談し、ﾌｧｲｻﾙは、先のﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言を諒承した。（1920年､ﾌｧｲｻﾙはﾌｻｲﾝ･ﾏｸﾏﾎﾝ協定に従い､ｱﾗﾌﾞ軍を率い､ｵ

ｽﾏﾝ軍を倒し､ｼﾘｱのﾀﾞﾏｽｶｽに入城､ｱﾗﾌﾞ政府樹立を宣言。ｲｷﾞﾘｽとの密約で進攻してきたﾌﾗﾝｽ軍に駆逐され、ﾌ

ｧｲｻﾙのｼﾘｱ王国は瓦解、ﾌｧｲｻﾙは国外へ追放された。） 

講和会議後の連合国側の会議(1920)でｱﾗﾋﾞｱ半島以外のｱﾗﾌﾞ人地域を委任統治下に置く事、及びﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言 

の承認が決定された。1920年､ｻｲｸｽ･ﾋﾟｺ協定に沿い、ﾌﾗﾝｽは歴史的ｼﾘｱの北半分､現在のｼﾘｱ､ﾚﾊﾞﾉﾝを、ｲｷﾞﾘｽ

はｼﾘｱの南半分､現在のｲｽﾗｴﾙ(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ)､ﾖﾙﾀﾞﾝ(ﾄﾗﾝｽ･ﾖﾙﾀﾞﾝ)､ｲﾗｸ(当時の英公文書でﾒｿﾎﾟﾀﾐｱ)を、夫々国際連盟の

委任統治領として支配する事になる(<地図2>)。 (以下一連の地図は、高橋正男｢物語ｲｽﾗｴﾙの歴史｣による。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<地図2> 第1次世界大戦後の中東とﾊﾟﾚｽﾁﾅ(1918)    <地図3> 第1次世界大戦後の中東とﾊﾟﾚｽﾁﾅ(1922) 

         －第1次ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割－ 

第1次ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割 

その後、ｲｷﾞﾘｽの植民地相ﾁｬｰﾁﾙは、大戦中ｱﾗﾌﾞ民族主義運動を指導したﾌｻｲﾝの子ｱﾌﾞﾄﾞｳﾗｰ･ﾌｻｲﾝを懐柔する

べく、自国の委任統治領となっているﾊﾟﾚｽﾁﾅの東半分､ﾖﾙﾀﾞﾝ川東岸地区を統治領から離してｱﾌﾞﾄﾞｳﾗｰに与え

た。委任統治領ﾊﾟﾚｽﾁﾅは、当初ﾖﾙﾀﾞﾝ川の東西両岸地帯を含む大ﾊﾟﾚｽﾁﾅを指していたが、東ﾖﾙﾀﾞﾝに｢ﾄﾗﾝｽ･ﾖﾙ

ﾀﾞﾝ首長国｣を保護国として承認した結果、旧ｼﾘｱ州の南半分の西半分がｲｷﾞﾘｽ委任統治領ﾊﾟﾚｽﾁﾅとして成立し

た(1922)。これが第1次ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割である（<地図3>）。 

こうしてﾊﾟﾚｽﾁﾅの境界は、過去の歴史とは無関係に英･仏の帝国主義的中近東経営の利害によって恣意的･ 

人工的に劃定されていった。結果､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ移住･帰還と開発の可能性はﾖﾙﾀﾞﾝ川以西に限られることになってし

まった。 

 

３ ｲﾌｰﾄﾞ運動と反ﾕﾀﾞﾔ暴動 

ｲﾌｰﾄﾞ運動 

さて、第1次世界大戦でﾕﾀﾞﾔ軍･ｱﾗﾌﾞ軍は共にｲｷﾞﾘｽ軍の一員としてｵｽﾏﾝ帝国と対決し、現在のﾖﾙﾀﾞﾝを含む

｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ｣はｲｷﾞﾘｽの委任統治領となった。 
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｢ｲﾌｰﾄﾞ運動｣は、国際連盟委任統治時代のﾊﾟﾚｽﾁﾅで、ｱﾗﾌﾞとﾕﾀﾞﾔの両民族が民族性･宗教性を出さず、平和

に共存する国家の建設を目指した政治運動(平和統合国家案)である。1925年設立されたﾕﾀﾞﾔ･ｱﾗﾌﾞ･ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞ

ﾙｰﾌﾟ｢平和の契約｣より派生、ﾕﾀﾞ･ﾏｸﾞﾈｽ(初代ﾍﾌﾞﾗｲ大学総長)らが創設、ﾏﾙﾃｨﾝ･ﾌﾞｰﾊﾞｰら当時を代表する知識

人が多く参加した。ﾖﾙﾀﾞﾝのﾌｾｲﾝ国王､ｱﾐｰﾙ･ﾌｧｲｻﾙ･ﾌｻｲﾆｰ(1933年ｱﾗﾌﾞ過激派により暗殺)、ﾌｧｳｽﾞｨｰ･ﾀﾞﾙｳｨｰｼｭ･

ﾌｻｲﾆｰ(1946年暗殺)ら一部のｱﾗﾌﾞ指導者も賛同した。 

ﾕﾀﾞﾔ人はﾍﾌﾞﾗｲ語 を口語として復活させ、嘆きの壁事件(1929)など衝突がありながらも、ｱﾗﾌﾞ人とともに 

安定した社会を築き上げていた。 しかし、1947年の段階で、ﾕﾀﾞﾔ人入植者の増大とそれに反発するｱﾗﾌﾞ民

族主義者によるﾕﾀﾞﾔ人移住･建国反対の運動の結果、ｲﾌｰﾄﾞ運動は非現实的な様相を呈する。 

（1917年のﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言の後9年間に、約10万人のﾕﾀﾞﾔ人入植者があった。） 

 

反ﾕﾀﾞﾔ暴動 

19C後半から20C初頭にﾛｼｱでは、ﾕﾀﾞﾔ人住民に対して集団的襲撃や虐殺(ﾎﾟｸﾞﾛﾑ)が繰り返し行われ、大 

戦が終結すると多数のﾕﾀﾞﾔ人が難を逃れてﾊﾟﾚｽﾁﾅに到着した(1881-82)｡ しかし、ﾊﾞﾙﾌｫｱ宣言から数年も経た

ぬうちに、ﾕﾀﾞﾔ人開拓入植村は近隣のﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人からの反ﾕﾀﾞﾔ暴動に直面した。 

1920年ﾕﾀﾞﾔ人ｺﾐｭﾆﾃｨｰ居住地に対するﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人の襲撃から自衛するための組織｢ﾊｶﾞﾅｰ｣が結成され 

た。ｼｵﾆｽﾄ主流派に属し、ｲｽﾗｴﾙ独立後は国防軍の骨幹となった。 

 

４ ｲｽﾗｴﾙ建国と中東戦争 

国連による｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割決議｣ 

第2次大戦(1939-45)を迎えて、ﾖｰﾛｯﾊﾟでは多くのﾕﾀﾞﾔ人が相 

次いで抹殺されるという悲惨な出来事が続いた。欧米の世論が 

ﾕﾀﾞﾔ人国家建設へ傾斜する中、ｱﾗﾌﾞとﾕﾀﾞﾔの対立は激しさを増 

して行った。 

こうして、ﾊﾟﾚｽﾁﾅは事实上、ｱﾗﾌﾞ人とﾕﾀﾞﾔ人の戦場となり、 

英委任統治政府の機能は崩壊した。ﾕﾀﾞﾔ人ﾃﾛ組織のﾃﾛとｱﾒﾘｶの 

圧力に屈したｲｷﾞﾘｽは遂に1947年、国際連合に対しﾊﾟﾚｽﾁﾅ統治 

を打ち切る旨通告、この処置を一任した。  

大多数が不法移民であったﾕﾀﾞﾔ人の人口はﾊﾟﾚｽﾁﾅ人口の3分 

の1で、ﾕﾀﾞﾔ人の土地の所有はわずか7%に過ぎなかったが、 

1947年11月の国連総会では、ﾊﾟﾚｽﾁﾅの56.5％の土地をﾕﾀﾞﾔ 

国家、43.5％の土地をｱﾗﾌﾞ国家とし、ｴﾙｻﾚﾑを国際管理とする 

という国連決議181号ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割決議が、可決された。 

これにより委任統治領ﾊﾟﾚｽﾁﾅ(ﾖﾙﾀﾞﾝ川以西地域)には2つの 

国家が建設されることとなった（<地図4>）。 

ｱﾗﾌﾞ国家は、西ｶﾞﾘﾗﾔ地方､ﾕﾀﾞ･ｻﾏﾘﾔの丘陵地帯(除､ｴﾙｻﾚﾑ)､ 

ｱｼｭﾄﾞﾄﾞからｼﾅｲ国境の沿岸部、ﾕﾀﾞﾔ国家は東ｶﾞﾘﾗﾔ地方､ 

ｲｽﾞﾚｴﾙ平野､沿岸平野の大部分､南部のﾈｹﾞﾌﾞ、ｴﾙｻﾚﾑは特別     <地図4> 国連分割案(1947年11月29日) 

地域として国際連合信託統治下に入る事となった。                －第1次中東戦争直前－ 
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ｲｽﾗｴﾙの独立宣言から中東戦争へ  

決議から2週間後の1948年2月、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割案･ｴﾙｻﾚﾑ国際管理化案に反対するｱﾗﾌﾞ諸国連盟加盟国は、

ｶｲﾛでｲｽﾗｴﾙ建国の阻止を決議した。ｱﾗﾌﾞ人･ﾕﾀﾞﾔ人両者によるﾃﾛが激化する中、1948年3月ｱﾒﾘｶ*1は国連で

分割案の支持を撤回し、ﾊﾟﾚｽﾁﾅの国連信託統治の提案をした。1948年4月、ﾕﾀﾞﾔ人ﾃﾛ組織が、ｴﾙｻﾚﾑ近郊の

ﾃﾞｲﾙ･ﾔｼﾝ村で村民の大量虐殺を行い、その話が広まり、恐怖に駆られたﾊﾟﾚｽﾁﾅ人の大量脱出が始まった*2。 

1948年5月ｲｷﾞﾘｽのﾊﾟﾚｽﾁﾅ委任統治が終了し、国連決議181号(上述､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割決議)を根拠に、ｲｽﾗｴﾙは1948

年 5月14日､ﾍﾞﾝ･ｸﾞﾘｵﾝは独立を宣言し*3、ﾕﾀﾞﾔ人国家｢ｲｽﾗｴﾙ｣国(ﾒﾃﾞｨﾅﾄ･ｲｽﾗｴﾙ)*4 が誕生した。 

独立宣言から数時間後、ｱﾗﾌﾞ連盟5ヶ国(ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾄﾗﾝｽ･ﾖﾙﾀﾞﾝ*5､ｼﾘｱ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ｲﾗｸ)の大部隊が独立阻止を目指

してﾊﾟﾚｽﾁﾅに進攻し、第1次中東戦争（ ﾊﾟﾚｽﾁﾅ戦争(ｱﾗﾌﾞ) / 独立戦争(ｲｽﾗｴﾙ)､1948.5-49.7）が起こった。 

 

*1 米国の対応：47/11:国連分割案賛成､48/3:分割案撤回(石油資本配慮)→失敗､48/5:ｲｽﾗｴﾙ承認(大統領選対策)。 

*2 建国以前に40万人の難民。 

*3 「独立宣言は、ｴﾚﾂ･ｲｽﾗｴﾙに新しい自由の天地を築く歴史的闘争を概括し、無制限の移住を保障し、宗教、 

 人種、及び性別の如何を問わぬすべての住民に対する完全な社会的･政治的平等、信仰、良心、教育、文

化の自由を公約した。ﾊﾟﾚｽﾁﾅの平和实現に対する国連との協力を公約し、すべてのｱﾗﾌﾞ国家とその住民に、

友好善隣の手を差し延べた。」（A.L.ｻﾞﾊﾙ｢ﾕﾀﾞﾔ人の歴史｣） 

*4 近代ｼｵﾆｽﾄ運動開始以来60年余経過。 

 建国時(1948)のﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ﾕﾀﾞﾔ人人口は65万人､移民の増加に伴い1950:137万人､1960:215万人。 

 2006年現在540万人(ｲｽﾗｴﾙ総人口は680万人)。（<表1> 参照） 

 *5  ﾄﾗﾝｽ･ﾖﾙﾀﾞﾝ王国1946年ｲｷﾞﾘｽから独立､1949年 ﾖﾙﾀﾞﾝ･ﾊｰｼﾑ王国と改名 

    

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民の発生 

楽勝が予想されたｱﾗﾌﾞ側は内部分裂によって实力を発揮できず、 

ｲｽﾗｴﾙは人口の1％の犠牲者を出しながらも独立を守り通し、 

1949年7月､ｲｽﾗｴﾙの勝利をもって休戦を迎えた。 

この戦争で双方に難民が生まれた(いわゆるﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民)。 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人難民とｱﾗﾌﾞ諸国のﾕﾀﾞﾔ人難民で何れも80万人規模 

と見られた。(ｲｽﾗｴﾙ国内には約16万人のﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人が残留。) 

ｲｽﾗｴﾙ国が誕生すると、ｱﾗﾌﾞ諸国に居住するﾕﾀﾞﾔ人は次々と追放 

され、彼ら難民の殆どは新生ｲｽﾗｴﾙに戻り社会復帰した。しかし、 

ｱﾗﾌﾞ諸国は生まれ故郷を失って難民となったﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人問題 

を解決せず、そのまま先送りする道を選んでしまった。 

ｲｽﾗｴﾙは、1949年2月交戦国のｴｼﾞﾌﾟﾄから順次2国間の停戦 

協定を結び、結果、ｲｽﾗｴﾙはｲｷﾞﾘｽの委任統治領ﾊﾟﾚｽﾁﾅの約77％ 

を支配下に収めた。東ｴﾙｻﾚﾑを含むﾕﾀﾞ･ｻﾏﾘｱ地区(ﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸地 

区)はﾄﾗﾝｽ･ﾖﾙﾀﾞﾝが併合、東地中海沿岸のｶﾞｻﾞ回廊はｴｼﾞﾌﾟﾄの支 

配下に入り、ﾊﾟﾚｽﾁﾅの一部として国連の信託統治下におかれた。 

ｴﾙｻﾚﾑは旧市街を含む東地区はﾄﾗﾝｽ･ﾖﾙﾀﾞﾝに、西地区はｲｽﾗｴﾙ領 

となった。この結果、ｱﾗﾌﾞ側はさきの国連分割決議によりｱﾗﾌ  ゙

領とされていた地域のほぼ半分を失った（<地図5>）。     <地図5> 1949年休戦ﾗｲﾝ 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞ人は政治的独立の機会を失ってしまった。       ―第1次中東戦争直後― 
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５ 中東戦争 

第2次中東戦争 ( ｽｴｽﾞ戦争(ｱﾗﾌﾞ) / ｼﾅｲ作戦(ｲｽﾗｴﾙ)､1956.10-11) 

1956年7月、ｴｼﾞﾌﾟﾄが万国ｽｴｽﾞ運河会社(英･仏支配)の国有化を宣言し、それを阻止するために10月に 

ｲｽﾗｴﾙ､ｲｷﾞﾘｽ､ﾌﾗﾝｽがｴｼﾞﾌﾟﾄに侵攻し、第2次中東戦争が起こる。ｱﾒﾘｶとｿ連の即時停戦要求を受け入れ、ｲｷﾞ

ﾘｽ･ﾌﾗﾝｽは11月に戦闘を中止した。ｱﾒﾘｶの共和党のｱｲｾﾝﾊﾜｰ大統領が経済援助の停止という圧力をかけて、

1957年3月にｲｽﾗｴﾙをｼﾅｲ半島から撤退させた(ｲｽﾗｴﾙはﾁﾗﾝ海峡の航行保証､ｶﾞｻﾞ回廊の国連管理の条件を前提

とした)。この戦争を機に、英､仏が後退し、政治的にはｴｼﾞﾌﾟﾄの勝利となった。中東の主導権はｱﾒﾘｶ(ｱｲｾﾞﾝﾊ

ｳｱｰ大統領)･ｿ連(ﾌﾙｼﾁｮﾌ首相)に移った。 

 

第3次中東戦争（ 6月戦争(ｱﾗﾌﾞ) / 6日戦争(ｲｽﾗｴﾙ)､1967.6） 

1964年ﾊﾟﾚｽﾁﾅをｼｵﾆｽﾄの手から開放することを目的にPLO 

(ﾊﾟﾚｽﾁﾅ解放機構)が結成された。 

発表されたその政治綱領､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ民族憲章ではｲｽﾗｴﾙを抹殺対象 

としている（後ﾖﾙﾀﾞﾝも含める）。1967年5月ｴｼﾞﾌﾟﾄのﾅｾﾙ大統 

領はｼﾅｲ半島の兵力を増強し、ｼﾅｲ半島の国連監視軍の撤退を要請 

し、紅海とｱｶﾊﾞ湾を結ぶﾁﾗﾝ海峡封鎖を宣言した。更にﾖﾙﾀﾞﾝと 

軍事同盟を結びｲｽﾗｴﾙ撃滅を発表した。6月に入りｲｽﾗｴﾙでは挙 

国一致内閣が成立。ｲｽﾗｴﾙは、戦争を不可避と見て先制攻撃の 

準備をしてきたが、6月5日ﾖﾙﾀﾞﾝ軍の攻撃を機に、空軍機に 

よって、ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ﾖﾙﾀﾞﾝ･ｼﾘｱ 3国の空軍基地を先制爆撃、 

第3次中東戦争が起こった。 

ｲｽﾗｴﾙをｱﾒﾘｶが支援し、ｱﾗﾌﾞをｿ連が支援した。 

翌日の6月6日国連安全保障理事会が停戦決議を採択、ｲｽﾗｴﾙ､ 

ﾖﾙﾀﾞﾝ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ｼﾘｱが順次停戦を受諾。第3次中東戦争はｲｽﾗｴﾙ 

の圧倒的勝利で6日間で終結した。この結果先の休戦協定ﾗｲﾝ 

は新たな停戦協定ﾗｲﾝに代った。ｼﾅｲ半島､ｶﾞｻﾞ回廊､東ｴﾙｻﾚﾑを 

含むﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸､ｺﾞﾗﾝ高原がｲｽﾗｴﾙの占領･管理下に入った 

（<地図6>）。 

国連安保理は決議242号を採択、ｲｽﾗｴﾙに全ての占領地からの    

撤退を求める一方、関係当事国の国家主権、領土保全、政治的 <地図6> 1967年6月第3次中東戦争後> 

独立の尊重を求めた。即ち、ｲｽﾗｴﾙが戦争で占領したｱﾗﾌﾞ領を、  

ｱﾗﾌﾞ諸国がｲｽﾗｴﾙ国家を承認することを条件に返還するというものである。 

この原則は「領土と和平の交換」と呼ばれ、以降のｱﾗﾌﾞ諸国とｲｽﾗｴﾙ間の中東和平交渉の出発点となった。 

ｲｽﾗｴﾙ内閣は全会一致で占領地の返還を決定したが、ｿ連の策謀により、ｱﾗﾌﾞ首脳会議は、ｲｽﾗｴﾙと交渉せず､

ｲｽﾗｴﾙと和平を結ばず､ｲｽﾗｴﾙを承認せずの｢3つのﾉｰ｣をもって、ｲｽﾗｴﾙ側の提案 を拒否した。 

ｲｽﾗｴﾙでは、全占領地の保持を主張する大ｲｽﾗｴﾙ主義が、ｱﾗﾌﾞ諸国では、ｲｽﾗﾑ原理主義の機運が昂揚し、現在

に至っている。 

そして3週間後に、ｽｴｽﾞ運河をはさんで戦闘が再燃した。消耗戦争(ｲｽﾗｴﾙ側では､第4次中東戦争と呼称さ

る､1967.6-1970.8)が始まり、ｲｽﾗｴﾙはﾖﾙﾀﾞﾝ､ｼﾘｱ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾚﾊﾞﾉﾝに対した。 
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第4次中東戦争( (ｱﾗﾌﾞ)ﾗﾏﾀﾞﾝ戦争 / (ｲｽﾗｴﾙ)ﾖﾑ･ｷﾌﾟｰﾙ戦争､1973.10 )                                   

1973年10月ﾕﾀﾞﾔ教新年祭､ﾖﾑ･ｷｯﾌﾟｰﾙ(大贖罪日)に、ｴｼﾞﾌﾟﾄとｼﾘｱがｽｴｽﾞとｺﾞﾗﾝの2正面でｲｽﾗｴﾙを奇襲し、 

第4次中東戦争が起こった。ｱﾗﾌﾞ石油輸出国機構(OPEC)のﾍﾟﾙｼｬ湾岸産油国6 ｹ国は原油公示価格の引上げ､

原油生産削減､ｲｽﾗｴﾙ支援国への禁輸を決め、石油危機が起きた（第1次石油危機、Cf. 第2次:ｲﾗﾝ革命(1978)､

第3次:2004-̀ 08）。 

国連安保理は停戦決議を採択、ｲｽﾗｴﾙ､ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ｼﾘｱも受諾を表明した。 

この戦争は、ﾓﾛｯｺの仲介によるｻﾀﾞﾄ大統領の歴史的なｲｽﾗｴﾙ訪問(1977)に繋がり、ｴｼﾞﾌﾟﾄはｲｽﾗｴﾙに实質上の

承認を与えた。翌1978年､ｶｰﾀｰ米大統領の仲介でｷｬﾝﾌﾟ･ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ合意が成立、1979年ｴｼﾞﾌﾟﾄ･ｲｽﾗｴﾙ平和条

約が調印された。 ( ﾍﾞｷﾞﾝ ﾘｸｰﾄﾞ党首 / ｻﾀﾞﾄ大統領：ﾉｰﾍﾞﾙ平和賞､1978 ) 

1988年､ｱﾗﾌｧﾄ･PLO議長は先の安保理決議( 第3次中東戦後の｢領土と平和の交換｣原則理念 )を受諾､ｲｽﾗｴﾙ

の生存権を認め､ﾃﾛ行為の放棄を表明､1993年ｲｽﾗｴﾙ政府とPLOの相互承認､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ暫定自治取決めに関する

原則宣言( ｵｽﾛ合意 )となった。（ ﾗﾋﾞﾝ首相･ﾍﾟﾚｽ外相 / ｱﾗﾌｧﾄ議長：ﾉｰﾍﾞﾙ平和賞､1994 ） 

 

<総括> 中東戦争 

 

* 歴代首相 

   ﾍﾞﾝｸﾞﾘｵﾝ (1948-63､ﾏﾊﾞｲ)：建国時首相 

  ﾍﾞｷﾞﾝ (1977-83､ﾘｸｰﾄ )゙：<ｲﾙｸﾞﾝ>、ｷﾝｸﾞ･ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ･ﾎﾃﾙ襲撃事件(46)､ﾃﾞｲﾙ･ﾔｼﾝ村虐殺ﾃﾛ事件責任者(48)､ 

ｷｬﾝﾌﾟ･ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ合意(78)→ｻﾀﾞﾄ/ﾍﾞｷﾞﾝ：ｶｰﾀｰ、ﾚﾊﾞﾉﾝ戦争(82) 

  ｼｬﾐｰﾙ (1983-84,86-92､ﾘｸｰﾄ )゙：<ｼｭﾃﾙﾝ>､入植政策推進 

  ﾗﾋﾞﾝ (1992-95､再､労働)：ｵｽﾛ合意(93)→ｱﾗﾌｧﾄ/ﾗﾋﾞﾝ：ｸﾘﾝﾄﾝ 

    ｼｬﾛﾝ (2001-06､ﾘｸｰﾄﾞ→ｶﾃﾞｨﾏ)：<ｼｭﾃﾙﾝ>､ﾚﾊﾞﾉﾝ戦争時責任者(82)､分離壁 

中東戦争 時期 内  容 結  末 

  1948.5 ｱﾗﾌﾞ諸国のｲｽﾗｴﾙ国独立阻止 ｲｽﾗｴﾙ勝利､独立維持－ｲｽﾗｴﾙ：英委任統治領ﾊﾟﾚｽﾁﾅの77%､ 

第1次  -'49.7 ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾄﾗﾝｽﾖﾙﾀﾞﾝ､ｼﾘｱ､ﾚﾊﾞﾉﾝ､ｲﾗｸ ﾄﾗﾝｽﾖﾙﾀﾞﾝ：ﾖﾙﾀﾞﾝ西岸地区(含､東ｴﾙｻﾚﾑ)､ｴｼﾞﾌﾟﾄ：ｶﾞｻﾞ回廊 

    (ｱﾗﾌﾞ 5ヶ国)のﾊﾟﾚｽﾁﾅ侵攻 （国連分割決議のｱﾗﾌﾞ割当地域大部分をﾖﾙﾀﾞﾝ､ｴｼﾞﾌﾟﾄが占領) 

  1956.10 英､仏によるｴｼﾞﾌﾟﾄのｽｴｽﾞ運河会社 英､仏後退､ｲｽﾗｴﾙ ｼﾅｲ半島撤退（但し､ﾁﾗﾝ海峡航行保証､ｶﾞｻﾞ回 

第2次   -11 (英､仏) 国有化阻止 廊の国連管理を条件） 

    ｲｽﾗｴﾙ､英､仏のｴｼﾞﾌﾟﾄ侵攻   

  1967.6 ｴｼﾞﾌﾟﾄ ﾅｾﾙ大統領のﾁﾗﾝ海峡封鎖､ ｲｽﾗｴﾙ：ｼﾅｲ半島､ｶﾞｻﾞ回廊､ﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸(含､東ｴﾙｻﾚﾑ)､ｺﾞﾗﾝ高原 

第3次   ﾖﾙﾀﾞﾝと軍事同盟､ｲｽﾗｴﾙ撃滅宣言 を支配．．．占領地のﾊﾟﾚｽﾁﾅ人100万人を国内に抱え込む 

6日戦争   ｲｽﾗｴﾙ／ｴｼﾞﾌﾟﾄ､ﾖﾙﾀﾞﾝ､ｼﾘｱ ・安保理決議「領土と和平の交換」 

  1967.6 ﾖﾙﾀﾞﾝ､PLO／ｲｽﾗｴﾙ（東ｲｽﾗｴﾙ争奪） (1964：PLO結成） 

消耗戦争  -'70.8 ｴｼﾞﾌﾟﾄ／ｲｽﾗｴﾙ ｽｴｽﾞ運河を挟んで   

    散発的砲撃報復合戦   

第4次 1973.1 ｴｼﾞﾌﾟﾄ(ｽｴｽ )゙､ｼﾘｱ（ｺﾞﾗﾝ)／ｲｽﾗｴﾙ OPEC ﾍﾟﾙｼｬ湾岸6ヵ国の一致協力体制で石油危機 

        

  1978   ｷｬﾝﾌﾟ･ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ合意（「領土と和平交換」､ｻﾀﾞﾄ/ﾍﾞｷﾞﾝ：ｶｰﾀｰ） 

  1979   ｴｼﾞﾌﾟﾄ / ｲｽﾗｴﾙ平和条約 

  

1988 

1991   

PLO ｱﾗﾌｧﾄ議長 安保理決議受諾(ｲｽﾗｴﾙ生存権認める) 

中東和平全体会議「中東和平ﾌﾟﾛｾｽ」 

  1993   ｵｽﾛ合意 (PLO / ｲｽﾗｴﾙ相互承認､「領土と和平交換」原則適用､  

  2003    

 ｱﾗﾌｧﾄ/ﾗﾋﾞﾝ：ｸﾘﾝﾄﾝ ～2006､ﾚﾊﾞﾉﾝ侵攻で崩壊) 

新中東和平案(ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌ )゚（ﾌﾞｯｼｭ､EU､国連､ﾛｼｱ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅ､ｲｽﾗｴﾙ） 
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６ ｲｽﾗｴﾙへの移民 

ｱﾘﾔ  ー

 ｢ｱﾘﾔｰ｣は、ﾍﾌﾞﾗｲ語でその昔ｴﾙｻﾚﾑへ上ることを意味し、転じて父祖の地 ｴﾚﾂ･ｲｽﾗｴﾙ / ﾊﾟﾚｽﾁﾅへの移住･帰

還を意味するようになった。ﾛｼｱ･ﾕﾀﾞﾔ人が最初に国外へ脱出したのは1881年で、移民運動は民族再生の理

想に命を賭けた大部分ﾛｼｱ出身の青年によって構成され、ｲｽﾗｴﾙの建国(1948年5月)に重要な役割を果たした。 

ｲｽﾗｴﾙ建国以前に既に50万人が移住している。（实際に1882-1914の間に、推計260万人が流出したと

されるが、大多数がｱﾒﾘｶで、ﾊﾟﾚｽﾁﾅへの移住はごく一部であった。） 

更に、建国後1848 -2007年の間にﾊﾟﾚｽﾁﾅへ移住･帰還した数は303万人に及ぶ。(<表3>参照､臼杵｢ｲｽﾗｴﾙ｣) 

建国直後の1948-51は、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾙｰﾏﾆｱのｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑ(ﾄﾞｲﾂ系ﾕﾀﾞﾔ人)、次いでｲｽﾗｴﾙと戦争状態に入ったｱﾗﾌﾞ

諸国やｲｽﾗﾑ世界のｲｴﾒﾝ､ｲﾗｸ､ﾓﾛｯｺ､ｲﾗﾝ､ﾄﾙｺなどﾐｽﾞﾗﾋｰﾑ(東洋系ﾕﾀﾞﾔ人)が多数移民してきた。 

遡ると、1492年のｽﾍﾟｲﾝによるﾕﾀﾞﾔ人追放令で多くのﾕﾀﾞﾔ人がｲﾍﾞﾘｱ半島からｵｽﾏﾝ帝国領に避難していたが、

ﾊﾟﾚｽﾁﾅにもｵｽﾏﾝ帝国に保護を求めて移民した多くのｾﾌｧﾗﾃﾞｨｰﾑがいた。第一次世界大戦前のｵｽﾏﾝ帝国期のﾊﾟﾚ

ｽﾁﾅにおけるﾕﾀﾞﾔ教徒ではｾﾌｧﾗﾃﾞｨｰﾑが多数派を占め、政治的･経済的に主導権を握っていた。 

尚、ﾕﾀﾞﾔ国家建設運動であるｼｵﾆｽﾞﾑを主導し、19Ｃ末よりﾊﾟﾚｽﾁﾅへの移民･入植をおこなってきたのも、ま

たｲｽﾗｴﾙ建国及び建国後の政治･経済･文化に主導的役割を果たしてきたのもｱｼｭｹﾅｽﾞｨｰﾑであった。 

しかし、更に、200万人近いﾕﾀﾞﾔ人がいた旧ソ連から、1990,91年の湾岸危機･戦争をはさんで、そのうち

の100万人近いﾕﾀﾞﾔ人が移民してきた。  <表3> ｲｽﾗｴﾙへの移民数  （単位：人） 

必ずしもｼｵﾆｽﾞﾑの影響からではなく、 

ｿ連の崩壊と経済危機のなか、よりよい

暮らしを求めて旧ｿ連から出国したも

のである。 

 ｲｽﾗｴﾙ政府が、1985年頃から、これ

を積極的に受け入れた背景に人口問題

がある。ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人の方がﾕﾀﾞﾔ人に比べ

出生率が高く（ﾕﾀﾞﾔ人女性一人当たり

2.6人に対し、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人女性6.1人）、 

このまま行けば30年後にはｲｽﾗｴﾙ内 

のﾊﾟﾚｽﾁﾅ人､ﾕﾀﾞﾔ人の人口は同数とな

ると予測された。1985年の占領地のﾊﾟ

ﾚｽﾁﾅ人人口134万人、ｲｽﾗｴﾙ内のﾊﾟﾚｽﾁ

ﾅ人口を加えると209万人となり、も

しｲｽﾗｴﾙがこの地区を併合すればﾕﾀﾞﾔ

人口は全人口の62.7%となってしまい、

人口の逆転は時間の問題と考えられる。 

 ｲｽﾗｴﾙにとって、不断に再燃する 

ﾕﾀﾞﾔ人差別と迫害に備えて、ﾕﾀﾞﾔ人

の避難地としての国家を作るために、

ﾕﾀﾞﾔ人が多数を占める国が必要なの

である。（広河隆一｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ｣） 
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移民の歴史 

 <建国前> 

 第1波（1882-1903）主にﾛｼｱ､ﾙｰﾏﾆｱから。1882年7月第1陣。20-30千人。 

第2波（1904-‘14）主にﾛｼｱから。社会主義ｼｵﾆｽﾄ。35-40千人。 

第3波（1919-’23:東ﾊﾟﾚｽﾁﾅ占領･統治期）主にﾛｼｱ､ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾘﾄｱﾆｱ､ﾙｰﾏﾆｱから。35千人。 

   －ﾊﾟﾚｽﾁﾅﾕﾀﾞﾔ人口61→100千人 

（1915-’18:第1次大戦前夜まで）不詳 

第4波（1924-’31）主にﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞから(中間層中心)。82千人。 

   －’25:新移民に大量失業、’26-’27:ﾊﾟﾚｽﾁﾅ経済不況（ﾊﾟﾚｽﾁﾅを離れるﾕﾀﾞﾔ人5千人） 

第5波（1932-‘38）主にﾄﾞｲﾂ､ｵｰｽﾄﾘｱから(資本家､高度技術者を含む中間層以上の資産家を含む)。197千人。 

非合法移住期（1939-‘45）82千人。 

英委任統治末期（1946-‘48）56千人。 

<建国後> 

大量移民期（1948-’51:移住民殺到期）主にﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ､ﾙｰﾏﾆｱ､ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ、ｲﾗｸ､ｲｴﾒﾝ､ﾄﾙｺから。688千人。 

  －ｲｽﾗｴﾙ／ｱﾗﾌﾞ戦争勃発で中東ｲｽﾗﾑ諸国(特にｲﾗｸ系最多)ﾕﾀﾞﾔ教徒の移民。 

   ﾕﾀﾞﾔ人移民を増大させる移民政策でｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ出身者が圧倒的多数 

ﾓﾛｯｺ系移住開始（1952-‘71）主にﾓﾛｯｺから。725千人。 

  －ﾓﾛｯｺの仏よりの独立。’50年代末～’61にかけて、ｲｽﾗｴﾙ移民10万人。 

ｿ連系移住開始（1972-‘79）主にｿ連から。268千人。 

ｿ連系大移住期（1980-‘2004）主にｿ連から。1292千人。 

  －ﾕﾀﾞﾔ移民の政策的大量受入。ﾕﾀﾞﾔ･ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人口比問題。 

      （資料）高橋正男｢物語 ｲｽﾗｴﾙの歴史｣  

（参考） 

 

パレスチナ暫定自治政府         イスラエル国  

لطة س ية ال ن وط ية ال ن ي لسط ف ة            ال ا دول يل  سرائ

Palestinian Interim Self-Government Authority, "PA"              ישראל ינת   מד

 

          

大統領 (PLO議長)：ﾏﾌﾑｰﾄﾞ･ｱｯﾊﾞｰｽ (2004.11- )      大統領： ｼﾓﾝ･ﾍﾟﾚｽ (2007.7- ) 

首相： ｻﾗｰﾑ･ﾌｧｲﾔｰﾄ  ゙ (2006.3- )        首相：  ﾋﾞﾝﾔﾐﾝ･ﾈﾀﾆﾔﾌ (2009.3- ) 

首都：  ﾗﾏｯﾗｰ（西岸）             首都：  ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞ（ｲｽﾗｴﾙはｴﾙｻﾚﾑ） 

 

  

 

 

国 旗                       国 章 

 

 

国 旗 国 章 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%8A%E3%81%AE%E6%97%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%8A%E3%81%AE%E5%9B%BD%E7%AB%A0
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%9B%BD%E6%97%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%81%AE%E5%9B%BD%E7%AB%A0
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Ⅳ 中東和平ﾌﾟﾛｾｽ 

 1991年ﾏﾄﾞﾘｰﾄﾞでの中東和平全体会議開催から今日までの交渉ﾌﾟﾛｾｽの呼び名である。交渉が实質上ｽﾀｰﾄ

したのは92年､ｲｽﾗｴﾙのﾗﾋﾞﾝ労働党政権誕生からである。 

93年ｸﾘﾝﾄﾝ大統領の仲介でPLO(ｱﾗﾌｧﾄ)とｲｽﾗｴﾙ(ﾗﾋﾞﾝ)が｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ暫定自治｣に関する原則宣言｣(ｵｽﾛ合意)を調印。

PLOがｲｽﾗｴﾙを承認することでｲｽﾗｴﾙは占領しているﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸･ｶﾞｻﾞを自治領として返還する、｢領土と和

平の交換｣の原則に基づくものであった。 

94年にｶﾞｻﾞ地区とｴﾘｺで、他の地域に先行して实際に自治が始まった。 

95年、ｲｽﾗｴﾙ軍がｴﾙｻﾚﾑとﾍﾌﾞﾛﾝを除くﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸の主要都市から撤退(再展開)し、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人の自治地域が拡

大された。 

しかし同年、ﾗﾋﾞﾝ首相が和平反対のﾕﾀﾞﾔ人により暗殺された。後継のﾍﾟﾚｽ首相は、96年国民に和平政策へ

の信を問うべく総選挙を行った。ところが投票の直前に、ｲｽﾗﾑ急進派ﾊﾏｽなどによる連続爆破事件がｴﾙｻﾚﾑや

ﾃﾙｱﾋﾞﾌﾞで発生、約60人の死者が出た。ｲｽﾗｴﾙの世論は動揺し、ﾍﾟﾚｽの支持率が急落、野党ﾘｸｰﾄﾞのﾈﾀﾆﾔﾌへ

の支持が急上昇した。首相に当選したﾈﾀﾆﾔﾌは、和平ﾌﾟﾛｾｽを停滞させた。99年の総選挙では和平を公約に掲

げて労働党のﾊﾞﾗク首相が誕生したが、2000年7月のｷｬﾝﾌﾟ･ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞでの交渉に失敗した。その後9月にｱﾙ･

ｱｸｻｰ･ｲﾝﾃｨﾌｧｰﾀﾞ*が発生、01年2月には強硬派のｼｬﾛﾝ首相が就任した。ｼｬﾛﾝはｼｵﾆｽﾞﾑにおいて伝統的に「ｲｽ

ﾗｴﾙの地」と考えられてきた西岸･ｶﾞｻﾞにおける領土的譲歩と引き換えに、｢国家のﾕﾀﾞﾔ性を保持｣しようとし

た。  *ｲﾝﾃｨﾌｧｰﾀﾞ：ﾊﾟﾚｽﾁﾅ･ｱﾗﾌﾞの対ｲｽﾗｴﾙ武装蜂起（1979,1984,2004-08） 

2002年、ｼｬﾛﾝは自治地域の大半を再占領し、分離壁を建設して西岸のﾊﾟﾚｽﾁﾅ人をｲｽﾗｴﾙ本土から切り離す

し一方、ｶﾞｻﾞからは撤退した。ここに、｢大ｲｽﾗｴﾙ主義｣として、領土を拡張すればするほど多くのｱﾗﾌﾞ人を抱

えることになり、ｲｽﾗｴﾙのﾕﾀﾞﾔ民族国家としての性格が希薄になるｼﾞﾚﾝﾏに一応の答えを出した。 

現政権のﾘｸｰﾄﾞ党首ﾈﾀﾆﾔﾌは安全保障などの観点から西岸とｺﾞﾗﾝ高原の放棄に反対し、西岸のﾊﾟﾚｽﾁﾅ人口が

何れﾕﾀﾞﾔ人口を上回るという｢人口学的脅威｣につき、ﾕﾀﾞﾔ人の大量入植で対処することを提唱してきている。 

 

分離壁 

分離壁：高さ約8ｍ、全長完成後700ｋｍ 

    

 

     <分離壁>  
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入植地        

遡って、1967年､第3次中東戦争後、ｲｽﾗｴﾙはﾖﾙﾀﾞﾝ西岸､ｶﾞｻﾞを占領

した後、自国領に併合し、1970年から西岸で入植活動を開始した。ｲｽﾗ

ｴﾙの政策は東ｴﾙｻﾚﾑの｢ﾕﾀﾞﾔ化政策｣と呼ばれるもので、ﾕﾀﾞﾔ人人口を極大

化する一方で、ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人人口を極小化するものである。 

多数の入植地の存在は、占領地を返還してﾊﾟﾚｽﾁﾅ人と和平を達成しよ

うとする、｢領土と和平の交換｣の实現を明らかに阻害している。 

先祖伝来の土地を奪われてきたﾊﾟﾚｽﾁﾅ人にとっては、入植地はｼｵﾆｽﾞﾑが

持つ領土拡張主義を具現化するものであり、

受入れがたいものである。 

西岸地区に建設したﾕﾀﾞﾔ人入植地は政府

承認によるものだけで120箇所、過去10

年で入植者人口は16→26万人と10万人以

上も増えている(2008/12現在､他にｴﾙｻﾚﾑ

に18万人以上)。03年に、米､露､欧州連合､

国連が提示した｢新中東和平案｣(ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ)

はｲｽﾗｴﾙ側の第1の履行義務として、全入

植活動の完全凍結を求めている。 

尚、ｶﾞｻﾞ地区の入植地は05年に全て撤

去されているが、ｲｽﾗｴﾙが占領･併合する <ｴﾙｻﾚﾑとその周辺> 

東ｴﾙｻﾚﾑ(右図参照)には18万人以上の入植者が住んでいる。 

<ﾖﾙﾀﾞﾝ川西岸(2008)>    「ｴﾙｻﾚﾑは、ｲｽﾗｴﾙ､ﾊﾟﾚｽﾁﾅの夫々がﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞと考えているわけで、何れ     

 一方がそのﾎｰﾑﾗﾝﾄﾞ全域を支配することはありえず、夫々が領有する地域は限定される。ﾊﾟﾚｽﾁﾅ側が一定の

ﾕﾀﾞﾔ人入植地の存続を認める代わりに、ｲｽﾗｴﾙ側もｲｽﾗｴﾙ国内でﾊﾟﾚｽﾁﾅ人が何らかの権利を行使することを相

互に認めることが求められる。 

ｴﾙｻﾚﾑ問題を解決するには、①ｲｽﾗｴﾙとﾊﾟﾚｽﾁﾅ人双方がｴﾙｻﾚﾑに対し、夫々の持つ民族的な願望を満足させる、

②ﾕﾀﾞﾔ教､ｷﾘｽﾄ教､ｲｽﾗﾑ教の三宗教の聖地として特殊性を維持する、③再び分断都市にしない、という3つの

条件を踏まえた上で、従来の排他的な領有権の主張や主権の行使にとらわれない新しい共存の枠組みを作る

必要がある。」（立山良司｢中東和平の行方｣） 

                

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民           <表4> 難民登録されている 

ｲｽﾗｴﾙの建国の当時、世界はﾅﾁｽの暴挙の後生き残ったﾕﾀﾞﾔ難民を意識    ﾊﾟﾚｽﾁﾅ人と難民ｷｬﾝﾌﾟの数   

していた。ﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民は、国連がﾊﾟﾚｽﾁﾅ分割決議を採択し、多くの国々が 

それを支持したために生じたにも拘らず、顧慮されなかった。また、難民 

達は、避難先の各ｱﾗﾌﾞ諸国政府の厳重な監視下にあって、居住できる地区 

も制限され、ｹﾞｯﾄｰのようになった。（<表4>参照、広河隆一｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ｣） 

「ｲｽﾗｴﾙ国は全住民の利益のために国土開発を促進する。ｲｽﾗｴﾙの預言者 

達が描いた自由と正義と平和の理念を基礎にして、宗教や人種或いは性別 

に関りなく、すべての住民に完全な平等を確保し、信仰､良心､言語､教育､ 
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文化の自由を保証し、．．．。｣（ｲｽﾗｴﾙ独立宣言､1948.5.14）    

つまり、独立宣言はｲｽﾗｴﾙを｢ﾕﾀﾞﾔ国家｣であると同時に、｢民主国家｣であると規定している。 

ｲｽﾗｴﾙがﾕﾀﾞﾔ国家であると規定すると、ｲｽﾗｴﾙの人口の多数派はﾕﾀﾞﾔ人が占める、非ﾕﾀﾞﾔ人の人口数は極力減

らす方向で諸施策が進められるという事となる。 

ﾊﾟﾚｽﾁﾅ難民が生まれるﾌﾟﾛｾｽはｲｽﾗｴﾙ国家が誕生するﾌﾟﾛｾｽでもあった。（臼杵｢ｲｽﾗｴﾙ｣） 

 

  * 国連慣用定義 

   難民( refugees)：1948/49年、第１次中東戦争の際難民となった｢48年難民｣を対象とする 

   避難民( displaced persons)：1967年、第3次中東戦争でｲｽﾗｴﾙに占領された西岸､ｶﾞｻﾞから追放乃至流出した 

       「67年難民」を指す。 

Ⅴ ﾕﾀﾞﾔ人について 

・ﾏﾙｸｽ 

ﾕﾀﾞﾔ人が生き残ったのは、資本の生成過程で一つの役割を果たしたからである。 

 ｷﾘｽﾄ教世界では、ﾕﾀﾞﾔ人が土地を保有し農業に従事すること､そして公的職業につくことを禁じてきた。 

そしてﾕﾀﾞﾔ人は、金融､学問､芸術､宝飾品､商業などの分野に集中することになった。ﾕﾀﾞﾔ人社会はこうし 

た分野でのｷﾞﾙﾄﾞのような役割を果たし、それらの職につくためには、ﾕﾀﾞﾔ人社会の一員になることも必要 

であった。（広河｢ﾊﾟﾚｽﾁﾅ｣） 

 

・ｻﾙﾄﾙ 

ﾕﾀﾞﾔ人とは他の人々がﾕﾀﾞﾔ人と考えている人間である。反ﾕﾀﾞﾔ主義者がﾕﾀﾞﾔ人を作り上げている。 

ﾕﾀﾞﾔ人とは、近代国家のうちに、完全に同化され得るにもかかわらず、各国家の方が同化することを望ま 

ない人間と定義する。 

｢ﾕﾀﾞﾔ人｣を創造したのはｷﾘｽﾄ教徒であるといっても決して言い過ぎではない。ﾕﾀﾞﾔ人の同化作用を突然 

停止させ、その意に反してﾕﾀﾞﾔ人に一つの機能を与えたのは他ならぬｷﾘｽﾄ教徒である。そこでﾕﾀﾞﾔ人は以 

後その機能のうちに優れた才能を示したのである。 

 もしﾕﾀﾞﾔ人が存在しなければ、反ﾕﾀﾞﾔ主義は、ﾕﾀﾞﾔ人を作り出さずには置かないだろう。 

反ﾕﾀﾞﾔ主義は、ﾕﾀﾞﾔ人の問題ではない、我々の問題である。     （J.P.ｻﾙﾄﾙ ｢ﾕﾀﾞﾔ人｣） 

 

反ﾕﾀﾞﾔ的迫害の迫害する側の主観的根拠： 

①宗教的理由－ｷﾘｽﾄの磔刑にﾕﾀﾞﾔ人が関わっていた（歴史的事实？） 

②経済的理由－非生産的な職業に閉じ込め他の全ての職業を禁じた。    （内田｢ﾕﾀﾞﾔ文化論｣） 
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