
1   Center for Middle Eastern and Islamic Studies, Ritsumeikan University

はじめに

今日の中東政治のなかでパレスチナ問題はかつて

ほどの「重み」を持っていないように見えます。昨

今の中東に関連した政治ニュースでは、「民主化」、

「宗派対立」、「内戦」、「イスラーム過激派」などの

方がよく報じられています。1948年以来、アラブ諸

国とイスラエルは四回にわたって戦火を交え、周辺

アラブ諸国の政治においてパレスチナ問題は重要な

イシューの一つになってきましたが、そんな日々はと

うに過ぎ去ったのかもしれません。

近年、パレスチナ問題に目が向くのは、アメリカ

のトランプ大統領が提示した「世紀のディール」が

話題に上るときくらいでしょう。広く知られているよう

に、トランプ大統領の提案は、イスラエルによるパ

レスチナ人への支配を固定化し、お墨付きを与える

内容になっています。イスラエルとアメリカのほかに、

湾岸アラブ諸国が和平案の実現に前向きな姿勢を示

しつつあるようですが、パレスチナ人の主張を全く無

視したこの提案に多くの批判の声も寄せられていま

す。一方的に「和平案」を押し進めるアメリカとイス

ラエルの態度を目の当たりにして和平プロセスの再

開や相互の和解を期待することは難しいでしょう。依

然としてパレスチナ問題の先行きは不透明なままで、

現実の政治は閉塞感に包まれています。

激動の中東政治のなかで後景化し、行き詰まりを

見せるパレスチナ問題に対して、私たちが出来ること

は何でしょうか。拙著『聖地の紛争とエルサレム問

題の諸相：イスラエルの占領・併合政策とパレスチ

ナ人』（晃洋書房、2020年）では、この問いに対

する一つのシンプルな応答として、これまでの紛争理

解を再点検し、新たな知見を積み上げていくという

地道な作業を行いました。先行きを見通しにくい混

迷の時代だからこそ、紛争の「これまで」と「いま」

を見つめ直す必要があるというわけです。

本書で私は、エルサレムという都市全体に関わる

諸課題を視野に入れつつ、特に、聖地の紛争の現

代的諸相を取り上げて、その「紛争の形」を捉え直

そうとしました。エルサレムや聖地の話題は、パレス

チナ問題のなかでもしばしば「難問」として言及され、

大きな注目を浴びてきましたが、本書は、紛争解決

に関わる具体的な政策提言を目指したわけではあり

ません。その前段階として、紛争理解のあり方を再

検討することに注力しました。もちろん、エルサレム

や聖地の将来像には私も強い関心を抱いていますし、

色々な考えも持っています。しかし、それについて直

接的に論じる以前に、やっておくべきことがまだたく

さんあるのではないかと考えました。

この小論では、まだ本書をお読みいただいていな

い「潜在的な読者」の方々を念頭に置いて、本書

の趣旨や内容の一部を紹介していきたいと思ってい

ます。それに加えて、本文中には書かれていない私

自身の問題関心や、想定していた読者などについて

も簡単に述べていきます。本稿を一読していただくこ

とで、新たに本書を手に取って下さる方や、改めて

読み返して下さる方が一人でも増えることを切に願っ

ています 1 。
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1．この本で何を論じたのか？

本書の概要について述べていく前に、まずここで、

基本的な背景に関して説明しておきたいと思います。

 
（1）本書の背景
①エルサレム問題とはなにか？
今日のエルサレム問題について考える上で決定的

に重要なのは、1967年の第三次中東戦争です。そ

れ以前の近代史からエルサレムの問題を考えること

ももちろん大切ですが、現在のことを理解する上で

1967年の戦争は絶対に看過できない起点であると

言えます。

この戦争では、ヨルダン川西岸地区（それ以前は

ヨルダン支配下）とガザ地区（それ以前はエジプト

支配下）がイスラエルの占領下に置かれました。そ

のなかでも、ヨルダン統治下のエルサレム市とその

周囲の地域（今では「東エルサレム」と総称されて

います）は、イスラエル領に併合されることになり

ました。イスラエル政府は 1948年の独立時から自

国領としてきたエルサレム西部と、この東エルサレ

ムを足し合わせて、新たにエルサレム市を作り出し、

1980年にはイスラエルの首都と規定しました（地図

1 2 、地図 2 3 を参照）。

国際法的な位置づけとして言えば、東エルサレム

もヨルダン川西岸地区と同じ被占領地の一部です。

しかし、イスラエル国内法でエルサレムの併合が進

んだことにより、両地区は、政治的実態の面で大き

く異なる境遇に置かれています。

例えば、東エルサレムに住むパレスチナ人は、イ

スラエル政府からエルサレム居住権を付与されてい

ます。彼らは、イスラエルの国政への参政権は持っ

ていませんが、パレスチナ／イスラエルにおける移

動の自由が認められているほか、一般のイスラエル

地図 1　パレスチナ ／イスラエル

地図 2　エルサレム
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市民と同様に社会保障などのサービスも受けること

ができます。その一方、パレスチナ自治政府の IDカー

ドを持つ西岸地区の住民は、イスラエル国内への出

稼ぎやその他の海外渡航などにおいて一定の制限が

課せられており、イスラエル政府から事前に許可を

得る必要があります。

このような経緯から、エルサレムに関わる諸問題

は、被占領地の全般的な課題と共通点を持ちながら

も、別個に独立したものとして扱われるようになりま

した。エルサレムをめぐっては、イスラエルとパレス

チナ人のあいだでの帰属権争いが基底にあり、そ

のほかにも、パレスチナ住民の法的地位や、彼らと

イスラエル社会・経済の関係など、多岐にわたるイ

シューがあります。

②聖地の紛争とはなにか？
続いて、聖地の紛争という言葉について説明した

いのですが、その前に、本書で取り上げている聖地

の具体的な紹介をしておきます。

本書は、ユダヤ教とイスラームにとっての重要な聖

地であるハラム・シャリーフ／神殿の丘を

主に取り上げました（それぞれムスリム側

／ユダヤ教徒側の呼称です）。このほか、

嘆きの壁や預言者廟などのユダヤ教とイス

ラームの聖地を研究事例としました（地図

3 4 を参照）。

ハラム・シャリーフは、イスラームの預

言者ムハンマドがアッラーと諸預言者の御

前に至った奇跡「ミウラージュ」の舞台と

して知られ、マッカとマディーナに次ぐ、イ

スラーム第三の聖地と言われています。ク

ルアーンのなかにも「アクサー・モスク」

という呼称で登場しています（「夜の旅」

章 1節）。またハラム・シャリーフには、黄金に輝く

岩のドームがあり、今日でも市中の各所からその姿

を確認することができます（写真 15、写真 2 6 を参照）。

イスラームの到来よりもはるか前には、この同じ

場所にユダヤ教の神殿が建てられていました。神殿

は、建立・崩壊・再建を繰り返しましたが、最終的

には、紀元 70年頃にローマ帝国によって破壊されま

した。また旧約聖書に、一神教の祖とされる預言者

アブラハムが息子を犠牲に捧げようとした逸話があり

ますが（創世記 22章）、その舞台であるモリヤの丘

もこの場所にあたると考えられています。神殿が崩

壊した後も、神殿の丘はユダヤ教における最重要の

聖地であり続けています。それが故に、伝統的な解

釈では、ユダヤ教徒による入場が忌避されてきました。

ハラム・シャリーフ／神殿の丘は、両宗教にとって

極めて重要なシンボルの一つです。パレスチナ／イ

スラエルに居住していなくとも、ムスリムやユダヤ教

徒であれば、なんらかの形でこの聖地の名を耳にし

ていることでしょう。

ハラム・シャリーフ／神殿の丘の脇に位置する嘆

きの壁は、かつてのユダヤ神殿の遺構であるとされ

地図 3　エルサレム旧市街
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ています（写真 3 7 を参照）。神殿の西側に位置する

ため、ユダヤ教徒は「西壁」と呼び習わしています。

日本でもユダヤ教徒が熱心に祈りを捧げる光景がよ

く知られているので、嘆きの壁はユダヤ教の聖地と

いうイメージが強いですが、イスラームにもゆかりの

深い場所です。預言者ムハンマドは、先に言及した

ミウラージュに先立ち、一夜にしてマッカからエルサ

レムまで飛翔したと言われています（この奇跡はアラ

ビア語で「イスラー」と呼ばれます）。その際に預言

者が跨がったとされる天馬ブラークはこの嘆きの壁

に繋がれたと考えられているため、ムスリムは、ここ

を「ブラーク壁」と呼んで尊んでいます。

一神教の故地と呼ばれるパレスチナには、この

ように、一つの空間に複数の宗教的な伝統が折り

重なる事例が数多く見られます。ハラム・シャリー

フ／神殿の丘や嘆きの壁はその代表格であると言

えるでしょう。

前置きが長くなってしまいましたが、ここから聖地

の紛争という言葉の説明に入っていきます。「聖地」

と「紛争」という二つの言葉が並んでいる場合、お

そらく多くの方々が第一にイメージするのは、聖地が

持つ宗教的・民族的なシンボル性やそれに基づく政

治的な動員の側面などではないでしょうか。この点

に注目した場合は、聖地に関わる教義や聖地の聖性

などに関心が集まり、そうした物語がどのように政治

の局面に作用しているのかといった点が議論されま

す。このような側面は、いわば典型的な聖地の紛争

であり、これまで多くの研究が蓄積されています。

本書でも、このような聖地のシンボル性に関わる

紛争を分析のなかに含んでいます。しかし、本書の

なかでより重点的に取り上げたのは、これまで見逃

されがちだった聖地の紛争のローカルな実態です。

例えば、聖地管理のあり方や信仰実践の権利をめぐ

るイスラエル政府とパレスチナ人やヨルダン政府の

対立などがあります。聖地の管理や利用に関わる権

利の問題は、聖地が生み出す信徒の往来に依存し

た商店街の命運とも結びついているので、エルサレ

ムのパレスチナ社会に直接影響する課題になってい

ます。こうした紛争の次元においては、実際の聖地

という場所が紛争の舞台として重要な意味を持ってき

ます。

本書のなかでは、典型的な紛争の形を「聖地をめ

ぐる紛争」と呼び、よりローカルな側面を「聖地に

おける紛争」と名づけました。極端に言えば、前者

は、聖地が人々の感情を喚起する象徴として道具化

写真 1　岩のドーム

写真 2　ハラム・シャリーフのムスリム
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され、それがもはや実際の争点にはなっていない状

況も含んでいます。それに対して後者は、聖地という

場それ自体が争点になり続けている状況としてイメー

ジしています。

もちろん両者は完全に区別できないことが多いの

で、「聖地の紛争」という言葉を用いて、これらの

両面を包含させています。曖昧に捉えられやすい聖

地の紛争をいくつかの側面に切り分けたこと、そして

特に後者の面を意識的に取り上げたことは、本書の

一つの特徴だと考えています。

（2）本書で問いたかったこと
聖地は、パレスチナ問題の萌芽期とも言うべき英

国委任統治期（1920年～ 48年）以来、様々な形

で紛争における焦点となってきました。1967年の第

三次中東戦争は、エルサレム問題の現代的形成と

ともに聖地の紛争が深刻な政治課題になっていく契

機でした。1993年のオスロ合意以降には、和平プ

ロセスの開始に伴って、領有権争いが前面化し、聖

地をめぐる権限論争の激化が見られました。さらに、

2000年代の聖地は、イスラエル当局による介入の

常態化など、それまでには

考えられなかったような変

化を経験しています。

本書では、聖地の紛争

がその長い歴史のなかで

辿ってきた紆余曲折を示

し、その上で、今日におけ

る紛争の複雑な諸相を解

明しようと試みました。つま

り、聖地の紛争は、どのよ

うな要因により、いかなる

経路を辿ってきたのか、そ

して今日ではそこにどのような争点が存在しているの

かといった問いに答えようとしたわけです。特に、本

書では、1990年代や 2000年代の現代的な展開を

分析の中心に据えて、紛争の起源よりも、その後の

変容の動態を明らかにすることに力点を置きました。

このような問いに答える作業を踏まえて、本書の

最後では、紛争の長期化が聖地やエルサレムの問

題に何をもたらしてきたのかという点についても検討

しました。

この点では、紛争が長引くにつれて、対立の質的

な変化や新たな争点の浮上などが見られたことが重

要な意味を持っています。簡単に言えば、聖地の紛

争が常に動態的な変化を経験してきたために、将来

的な和平交渉の場で協議し対応するべき論点はます

ます積もり重なっているのです。そもそも紛争が長期

化してきたことの背景に和解の困難さがあったわけ

ですが、未解決のままに聖地の紛争が温存され続け

ることで、さらに紛争の終結が遠のいていくという相

乗的な問題が起こりつつあります。

一般的には、実り多き和平交渉のために、エルサ

レムに関わる協議は最終段階まで延期すべきである

と考えられてきました。この考え方も一理ありますが、

写真 3　嘆きの壁
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そうした「先送り」の発想では、聖地の紛争の現代

的な展開に対応しきれないと言えるでしょう。本書の

なかではこのような紛争の長期化による課題を具体

的なレベルで描出しています。

（3）本書の分析の特色
本書が扱う聖地の紛争やエルサレム問題に関して

は膨大な研究蓄積があります。そのなかで、本書は

どのような新規性を持つのでしょうか。私が本書を仕

上げていくなかで最も苦労したのはこの点を明確に

示すことでした。その詳細については、本書の序章

をご覧いただきたいのですが、約めて言えば、本書

の特色として次の二点を挙げることができます。

①「非宗教的」な聖地の紛争
第一に、本書では、聖地の紛争の歴史的な展開

や今日的な様相を、「非宗教的」な要因・要素と連

関させて捉えようとしています。

これは、まず分析における地理的な対象として、

聖地という限られた宗教空間だけでなく、エルサレ

ムの都市社会を射程に含んでいるということです。ま

た、分析のなかで取り上げる内容の面で言えば、宗

教的（民族的）な意識のあり方だけでなく、聖地に

関わる（一種の不動産のような形での）領有権・管

理権問題や、都市における社会的・経済的生活と聖

地との結びつきなどにも注目しています。先ほど（1）

の後半で説明したこととも重なりますが、本書では、

聖地の紛争に関する一般的なイメージを覆して、聖

地における紛争の多様な実相やそこに作用する諸力

の動態を幅広く把握しようとしました。

ここで、この点に関連した本書の議論の一幕をご

紹介しておきたいと思います。

イスラエル政府は、2000年代に入ってから、ユダ

ヤ教徒の安全の保障や聖地アクセスの平等性の担

保を名目として、ハラム・シャリーフ／神殿の丘に訪

れるムスリムの数を制限してきました。この背景には、

イスラエル国内で神殿の丘に特別な関心を寄せるユ

ダヤ教徒の「テンプル系運動」が台頭してきたとい

う事情があります。

このようなムスリムの信仰実践に関わるイスラエル

の政策の意味をより深く理解するためには、ハラム・

シャリーフがムスリムのあいだでどのような位置づけ

を得てきたのかという点をおさえておく必要がありま

す。英国委任統治期のパレスチナ人による手記など

を読んでいくと、ハラム・シャリーフは、礼拝のため

の空間でありながら、コミュニティセンターや子供の

遊び場の役割も持っていたと記されています。この

ような「公共空間」としての聖地の側面は、今日で

も認識されています。例えば、エルサレムの宗教指

導者らは、エルサレム旧市街に家屋や商店が密集し、

広場や公園が不足していることに触れ、そうした「窮

屈な」状況のなかで、聖地は地域住民にとって「安

らぎの空間」（アラビア語では「ムタナッファス」と

呼ばれています）になっていると述べています（写

真 48 を参照）。

イスラエル政府が東エルサレムに住むパレスチナ

人への監視を強め、抑圧的な政策を実行していく今

日においては、気軽に人々が集まることのできる空

間として、ハラム・シャリーフの日常生活における価

値がますます再評価されつつあります。ムスリムが信

仰実践以外の形で聖地を活用していること（例えば、

子供が球技をして遊ぶことなど）に対しては、先に

述べたテンプル系運動から「聖地の風紀を乱す行為」

として非難されることもありますが、そうした批判に

反論する形で、聖地の多様な利用のあり方は「聖地

防衛」の一策としても捉えられています。テンプル系

運動やその支持者を中心に、ハラム・シャリーフ／

神殿の丘へ入場するユダヤ教徒の数はかつてに比べ
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急増している状況があるので、彼らに対抗するため

にも、礼拝以外の形で、聖地において長い時間を過

ごすことに意識が向けられつつあります（例えば、イ

スラーム学習サークルなど）。

このような、聖地という空間でローカルに展開され

る紛争の実相は、「聖地をめぐる紛争」だけに注目し

ていると見逃されてしまうでしょう。ここから、聖地の

紛争が聖俗両面の問題領域に跨がって展開されてい

る様子がお分かりいただけると思います。

②パレスチナ人の認識と行動
第二に、本書では、これまで看過されがちだった

パレスチナ人の視点を重点的にすくい上げ、紛争の

なかの見えざる一面に光を当てました。

本書に登場するパレスチナ人には、エルサレム

在住者だけでなく、イスラエル市民や被占領地の

住民も含まれています。それぞれ境遇は異なります

が、広い意味で、イスラエル政府による占領や併合

の政策に晒され、劣位に置かれてきました。本書では、

彼らが、そうした苦境にあってもなお、聖地とエルサ

レムヘの歴史的な権利にこだわる姿や、理想と現実

が乖離し続けるなかで葛藤する様子などを描き出そう

としました。意外に思われるかもしれませんが、パレ

スチナ人を主役に据えた研究は十分に蓄積されてお

らず、均整を欠いた紛争理解も散見されます。本書

では、パレスチナ人の認識と実践における内実を一

次資料に基づいて解明し、いびつな形で理解されて

きた紛争像の再構成を目指しました。

この点に関連して、ここでは、聖地の現状維持原

則（ステイタス・クオ原則）に関する対立の事例を

取り上げたいと思います。

イスラエル政府は、1967年にエルサレム東部を

併合した際、ハラム・シャリーフ／神殿の丘を完全

にその主権下に置くことはしませんでした（その背景

には外交的な配慮などがあったと言われています）。

そこで、イスラエル政府はヨルダン政府傘下のイス

ラーム組織とのあいだで、聖地の管理や利用に関

する非公式の合意を結びました。これがステイタス・

クオ原則の骨子となっているものです。礼拝の権利

はムスリムのみに認められ、聖地管理全般は、ある

程度イスラーム組織の手に委ねられることになりまし

た。ユダヤ教徒には一般の観光客と同様のアクセス

写真 4　礼拝後のムスリムたちの様子
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権だけが認められ、イスラエル当局は、治安維持の

領域のみで聖地管理に携わることになっていました。

2000年代以降にいくつかの点で変化が見られます

が、大枠ではこのステイタス・クオ原則が今日まで

守られています。

このステイタス・クオ原則の体制は、全体として見

れば、イスラエル政府とヨルダン政府傘下のイスラー

ム組織の共同管理という形を取っていました。イスラ

エル政府や政策研究者の多くは、1990年代に至る

まで聖地の情勢がこの体制のもとで概ね安定してい

たと評価し、その後も常に立ち戻るべき基準点として

「1967年」を位置づけてきました。イスラエル政府

は、他宗教に寛容な国家という自己表象を行う際に、

イスラエル支配下のハラム・シャリーフ／神殿の丘で

「宗教共存」が達成されていると主張することもあり

ます。

では、パレスチナ人のムスリムはこのステイタス・

クオ原則に対してどのような立場を取っていたので

しょうか。まず、先述のイスラーム組織をはじめ、多

くのパレスチナ人は、日々の聖地管理においてイス

ラエル側の公的機関とも一定の関係を持ち、陰に陽

に「協力関係」を構築してきました。このことを公言

することはそれほどありませんが、声明文書のなか

でもイスラエル警察との協力によって、過激なユダヤ

団体による聖地の蹂躙を未然に防いだことなどが記

録されています。

その一方、パレスチナ人たちは、折に触れて、イ

スラエル政府の統治は不当な占領支配であると強く

批判し、イスラエルの省庁や裁判所が聖地管理に対

して口出しをすることには明確に反対の意志を表明し

てきました。先ほど触れたように、彼らは、イスラエ

ル警察とのあいだに協力関係があることは否定して

いませんが、その聖地内での活動は最小限に留めら

れるべきであるという立場を取っていました。

こうした局面ではイスラエルによる占領以前にムス

リム主体が独占的に聖地管理を行ってきたという「原

状」が意識されていて、1967年以前の状態が議論

の立脚点になっています。イスラエル政府が部分的

であっても聖地管理に介入し始めた 1967年のステ

イタス・クオ原則は、あくまでも次善策として位置づ

けられていたということになります。この点で、1967

年以降の聖地管理の体制を理想のモデルとして捉え

るイスラエル政府や政策研究者の評価とは根本的な

理解の齟齬が確認されます。

ステイタス・クオ原則に関連するパレスチナ人の

立場や理解のあり方を読み解く上では、彼らの権利

認識と実際の行動を連続的に捉えて、そこにある「屈

折」までを視野に収める必要があります。それは、

正確な紛争理解を支えるだけでなく、持続可能な聖

地管理のあり方を構想していく上でも必須であると言

えるでしょう。

 

2．どのようにこの本に行き着いたのか？

本書の大まかな趣旨については前節までである程

度伝わったのではないかと思います。ここから先は、

本書のなかには書かれていない、いわば「舞台裏」

について述べていきます。他の書籍では「あとがき」

に書かれているような内容にあたるでしょう。すでに

本書をお読みいただいた方も、本節以降の内容を踏

まえて、さらに理解を深めていただけると幸いです。

（1）本書の基礎にある問題関心
本書は、広い意味で、二つの問題関心に立脚して

します。それぞれは、先に取り上げた本書の特色に

対応しています。
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ひとつは、「宗教的なもの」とその「外部」にある

ものの結びつきです。わざわざカギ括弧を付してい

るのは、これらを分かつ普遍的な基準が存在するわ

けではないからですが、ここでは、多くの人が慣れ

親しんでいる西洋近代的な聖俗の区分に沿って話を

進めていきます。

この点での私の関心は、例えば「信仰と社会貢献」

や、「宗教都市・門前町」、「イスラーム政治」といっ

た聖俗混合的な現象です。「混合」と一言でまとめる

にはあまりに雑多なものが含まれていますし、宗教と

その外部の関わり方はそれぞれ異なりますが、いず

れも、「宗教は心の問題である」という前提から外れ

ている点で共通点を持つと思います。なぜ自分がこ

うしたテーマに関心を持つのかをはっきりと言語化す

るには至っていませんが、一般には関連しないと思

われているような二つの事象が交差する様子に、ど

うしても心惹かれるというのが偽らざる心境です。

エルサレムや聖地のことを扱う場合に、宗教とい

う要素をどう位置づけるのかという問題は避けて通

れません。分析の前面に出ていなくとも、研究者自

身が宗教的なバックグランドを強く意識していること

はありますし、逆に、全く宗教を排して論じるという

スタンスも見られます。私の場合は、聖俗の混合現

象に関心が向いているので、この二者択一の枠組み

には収まっていないように思います。聖地の紛争を、

教義や聖性の物語にも着目しながら、領有権や社会

生活などといった非宗教的な事柄と関係づけて捉え

るというスタイルは、このような個人的な問題関心に

も起因していると考えています。

もう一つの関心は、抑圧的な政治環境におけ

る「弱者」の生き方や考え方です。ここで言う弱者

は、“marginalized people”といった意味です。例

えば、CANZUSと総称されることもある入植国家（カ

ナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ）

の先住民問題や、広い意味での国民国家の「歪み」、

そしてそれが生み出してしまう周縁者のことに関心を

持っています。これは、先に挙げた、宗教的なもの

とその外部の結びつきに比べれば、いくぶん理解さ

れやすいテーマでしょう。

この問題関心は、パレスチナ問題と直接的に繋

がっていますが、本書での分析に関連して重要だと

思うのは、弱者の「生き方や考え方」に注目すると

いうことです。ここで言う「生き方」は、抑圧的な政

治環境で政治的・社会的・経済的・文化的な生活

を営んでいる現実そのもののことを指しています。「考

え方」は、「生き方」の諸相の背後にあるわけです

が、両者は必ずしも直線的に結びついているわけで

はなく、現実の生活のあり方に接続していないような

意識もあるのではないかと考えています。つまり、簡

素化して言えば、理想と現実のギャップが存在すると

いうことです。

考えてみれば当たり前のことですが、弱者が採用

する生き方を彼らの願望の帰結としてそのまま読み取

ることはできないでしょう。しかし、このことはしばし

ば学術的な分析のなかで忘れられているように感じ

ます。逆に、弱者の日常的な選択や生活の次元を全

く無視して、歴史的な権利や理想的な光景に関する

彼らの認識だけを取り出して議論してみても不十分な

理解しか生み出されないでしょう。本書の特色のな

かで、パレスチナ人の抱える葛藤までを描写したい

と述べましたが、これは、言い方を変えれば、生き

方と考え方の次元を連続的に捉えることを意味してい

ます。そうしたトータルな視点を持つことで見えてく

るような、一筋縄ではいかない彼らの実相に、自分

の関心が向いているように思います。

ややわかりにくい話になったかもしれませんが、本
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書のなかには記されていない、広い意味での私の問

題関心は上述の二方面に向かっていると考えていま

す。どちらも簡単に済ませられるようなテーマではな

く、色々な拡がりの可能性を秘めていると思います

ので、今後も心に留めておくことになるでしょう。

私の考えでは、この二つの関心のあり方は、突き

詰めていくと別々の学問領域に帰着します。要する

に、二つの問題関心は、意味的な結びつきや関連

性を持っているわけではなく、部分的にしか重ならな

いものです。本書では、「聖地の紛争とエルサレム

問題の諸相」を論じるなかで、これらの関心を交差

させているつもりですが、いずれか一方の軸に絞っ

て一本の筋が通ったストーリーを構成することもでき

たと思います。

しかし、私はあえて両方を盛り込んだ形で一冊に

まとめようと思いました。そこで目指していたのは、

色々な角度から楽しんでもらえるような「贅沢な一冊」

に仕上げることです。もちろん、見方によっては、ま

とまりを欠いた「欲張りすぎた一冊」とも捉えられか

ねないと思っています。しかし、聖地の紛争やエル

サレム問題の理解を前進させる上でも、複数の観点

を組み合わせた叙述が必要だったと考えています。

また、私にとって初めての単著であるということも

あり、編集作業の過程で、「自分にしか書けない本

を書きたい」という気持ちが芽生えていました。そ

の結果、自分の関心のすべてを投入した一冊に仕上

げて、自分自身を投影するのも良いではないかと思

うに至りました。「若気の過ち」だったかもしれませ

んし、実際に少し後悔したこともありましたが、それ

なりにユニークな著作に仕上がったという自負も抱い

ています。

（2）問題意識に至る道
ここれまで申し上げてきた事柄は、学部生時代か

らずっと抱いてきたような問題関心というわけでは

ありません。広い意味で言った場合の「フィールド」

での気づきに触発されて、なかば偶然に「発見」さ

れた自分自身の関心だったと思います。

研究対象となる場に足を踏み入れ、現地の人々と

様々な形で対話し、現地で生み出された資料を浴び

るように読んだ経験は、たとえそのままの形で活か

されていなくても、本書の発想の基礎になっています。

本書の特色として挙げていた第一の点の基になって

いるのは、エルサレムで聖地やその周囲に身を置き、

パレスチナ人の生活を見つめるなかで、ふと思い浮

かんだことです。第二の点も、現地でインタビューを

行ったり、新聞資料や声明文書集に触れたりするな

かで、はたと気がついたことがきっかけになっていま

す。地域研究に携わる方々のあいだでは「あるある」

の経験かもしれません。本書にとって、このフィール

ド体験はかけがえのないものです。

一般的に、地域研究の本と言えば、長期のフィー

ルドワークを行い、そこで得られた知見を豊かに盛

り込んだ民族誌というイメージが根強いと思います。

あるいは、膨大な一次資料を読み込んで新たな事実

発見や認識の転換に貢献する歴史研究や思想研究

が想起されるかもしれません。本書は、これらのい

ずれにも腑分けされず、どちらの面でも中途半端で

しょう。それでも自分自身が本書を地域研究の本だ

と感じるのは、徹底して発想の基本をフィールドに置

いたからです。研究対象地にどれほど長く滞在した

のか、対象地の資料にどれほどたくさん触れたのか

といった観点ではなく、フィールドから議論を汲み上

げるという思考の様式こそが地域研究という学問の

根本にあるのではないかと私は思っています。このこ
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と自体は、これまでも地域研究の基礎として再三言

及されてきたのかもしれませんが、本書を仕上げる過

程でそれを自分なりに体感することができたのは幸

運だったと思っています。

 

3．誰を浮かべてこの本を書いたのか？

最後に、私が本書を書くにあたって、どのような

読者を想定していたのかということについて述べてお

きたいと思います。言うまでもなく、以下の内容は著

者として私が勝手に期待をかけているに過ぎないも

のです。

第一に想定していた読者は、やはり中東・イス

ラーム研究に携わる研究者の方々です。エルサレム

が、中東地域やイスラーム世界のなかで極めて重要

な位置を占めているというのは、現地の人々が常套

句のように口にすることでしょう。実際に、政治の舞

台で話題に上ることもあるかと思います。その一方

で、現代のエルサレムや聖地に関わる問題を正面か

ら扱った日本語の著作はほとんど出されていません

でした。本書は、博士論文を基にした研究書なので、

専門的で細かい事柄を論じているところも多いです

が、脚注を含め、各章の随所でエルサレムや聖地に

関する基本的な事項についても触れています。現地

の情勢に合わせて適宜参照していただくという活用

法もありうると思っています。

次に本書の執筆時に想定していた読者は、より広

域な人文社会科学の研究者です。前節で本書の基

となる私の問題関心について触れましたが、そこで

あえて「自分語り」をしたのは、エルサレムや聖地

そのものに関心がない方々でも、基底にある問題関

心が共通していれば、本書の記述からなんらかの示

唆を得ていただける可能性があると思ったからです。

私自身も、個別具体的なテーマを扱った「マニアッ

ク」な著作から研究上の示唆を得た経験が多々あり

ました。そうした場合には、研究対象の国や時代が

異なっていても、広い意味での問題関心を共有して

いたのだと思います。自分自身の経験の「返礼」と

して、本書が、多様な研究領域の方々に刺激を与え

るものになれば、著者としてこれ以上ない喜びを感

じます。

加えて、本書の読者として意識していたのは、パ

レスチナ／イスラエルに関わる実務関係の方々です。

短期間ではありますが、エルサレムに滞在してきた経

験のなかで、研究関係者以外にこれほど多くの方々

が現地社会と関わりを持っておられるのかと驚かされ

ました。NGOや報道関係の方は、日本と現地を行

き来されている場合もありますが、エルサレムに拠点

を置いて、実際にそこで生活なさっているケースも多

いと思います。それぞれの職務のなかで、日本を拠

点とした研究者である私には分からないような事柄

を等身大で経験されているので、私も色々な話を聞

いて勉強させていただきました。

他方で、現地社会との関わりのなかでスナップ

ショットのように見聞きされることの背後にある、歴

史的文脈や全体像といったものについては、対象地

域から離れている方が見えやすいこともあると思いま

す。私が日本で生活する地域研究者としてできること

は、「いま、現場で起こっていること」を理解する副

読本になりうるものを作ることではないかと考えまし

た。そうした目的もあって、本書に登場する人物や

場所、事項などについては、なるべく詳細な解説を

付けるよう心がけました。

ここで申し上げたようなことは、すべて私の勝手な

願望ですので、読者の皆様に押しつけるわけにはい

きません。ですが、本書の背後にある著者の想いと

して受け取っていただければ嬉しいです。
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結びにかえて

以上で、本書の趣旨やその背景にあるもの、執筆

時に想定していた読者などについて述べてきました。

本書の「舞台裏」についてもそれなりの分量を費や

したのは、せっかくの機会なので、本のなかに書い

ていないこともお伝えしておきたかったからです。

このレポートは、一義的には、「潜在的な読者」

の方々に本書の存在を広報することを目指してい

ました。ですが、もう一つ私が心がけていたのは、

これから研究成果を本として出版しようとする若手

研究者や大学院生に対して、一つの「体験談」を

示すことでした。体験談と言っても、私が共有した

かったのは、執筆過程での苦労話などではなく（山

ほどありますが）、本書を仕上げるなかで何を考え

ていたのかということです。私も学会などのたび

に、出版経験のある先輩方を捕まえては色々な話

を伺ってアドバイスを貰ってきました。そうした助

けがなければ途中で挫けてしまっていたかもしれ

ません。このささやかな小論もどこかで誰かの支

えになることがあれば嬉しいです。
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政治：『解決困難な紛争』における交渉の政治的意味」『国
際政治』189 号、2017 年 10 月。「現代パレスチナの聖
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1　本稿は、2020年 6月 11日に立命館大学中

東・イスラーム研究センター（Center for Middle 

Eastern and Islamic Studies, CMEIS）の主催で

行われた Book Launchを基にしています。新型コ

ロナ・ウイルスの感染拡大を受けて、ウェブ上での

開催となりましたが、当日は 50名近くの参加があり、

昨今なかなかお目にかかれない方々と議論を交わす

ことができました。ご参加いただいた皆様と、この

貴重な機会を作って下さったCMEISセンター長の末

近浩太先生、ならびに運営関係者の皆様に改めて

御礼申し上げます。

2　https://www.un.org/Depts/Cartographic/

map/profile/israel.pdfを基に筆者作成。

3　 h t t p : / / p a s s i a . o r g / m e d i a / f i l e r _

publ ic/30/0c/300ccda6-21df-4e2e-bf06-

1c59c2699366/pdfresizercom-pdf-crop_56.pdf を

基に筆者作成。

4　http://www.passia.org/media/filer_public/94/

b0/94b0bad2-2f18-462e-9f96-0dc75ebf2cdb/

settlement_activity_in_the_old_city_2.pdfを基に

筆者作成。

5　筆者撮影（2019年 2月）。

6　筆者撮影（2015年 10月）。

7　筆者撮影（2016年 10月）。

8　筆者撮影（2018年 2月）。


