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小特集③

エルサレムの聖地をめぐる衝突
―「新世代」パレスチナ人による波状攻撃と強硬策求めるイスラエル市民―
2015 年 10 月 1 日以降、 パレスチナ人によるユダヤ人襲撃と、 イスラエル軍や市民による 「容
疑者」 の射殺とがエスカレートし、 12 月末までにイスラエル側 20 人、 パレスチナ側 120 人以
上が死亡した。 対立の焦点は、 エルサレム旧市街にあるイスラム教とユダヤ教の共通の聖地だ
が、 衝突が拡大した背景にはガザ封鎖やパレスチナ人への就業差別、 言論抑圧など、 パレ
スチナの若者が陥っている閉塞状況がある。 一方、 右派連立のイスラエル政府内では聖地の
「現状維持」 を容認しない強硬論も噴出しており、 パレスチナ人の抗議行動にも容赦ない姿勢
が取られている。 周辺国からは、 イスラエル人とパレスチナ人の対立の高まりが第三次インティ
ファーダ （民衆蜂起） につながるとの懸念が表明されるに至った。 本稿では、 過去１年間の
聖地をめぐる動向を概観したのち、 2015 年 10 月以降の事件の経過、 背景、 反応について整
理する。

1． 背景
エルサレム旧市街、 アルアクサ ・ モスクのあるイスラム教の聖地ハラム ・ アッシャリーフは、 ユ
ダヤ教の聖地 「神殿の丘」 にもあたる、 共通の聖地である。 1967 年のイスラエルによる占領
の際の合意に基づき、 現在聖地内で礼拝を行えるのはイスラム教徒のみとされ、 ユダヤ教徒は
丘の西側にある 「嘆きの壁」 で祈りを捧げてきた。 近年、 イスラエルの極右団体などが聖地で
祈る権利を求めて活動を活発化させており、 2014 年 10 ～ 11 月にも衝突が起こっている。 ［→
『ラーク便り』 65 号 53 ～ 54 頁参照］

2015 年に入ってからも、 7 月にユダヤ過激派による放火事件でパレスチナ人一家が死亡する
事件があり、 数千人規模の抗議行動に発展していた。 また、 ユダヤ教で新年に当たる 9 月 13
日以降にも、 アルアクサ ・ モスクでパレスチナ人とイスラエル治安部隊の衝突が起こるなど、 聖
地をめぐる緊張も高まっていた。 ［→ 『ラーク便り』 68 号 42 頁、 47 頁参照］

2． パレスチナ人による連日の襲撃事件
パレスチナ人による襲撃事件の皮切りとなったのは、 10 月 1 日の夜、 ヨルダン川西岸のパレ
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スチナ自治区ナブルス近郊で、 近くの入植地に住む 30 代のイスラエル人夫婦と 0 ～ 9 歳の
子ども 4 人が何者かの銃撃を受け、 夫婦が死亡した事件である。 犯人は捕まっておらず、 イ
スラエル当局はパレスチナ人による犯行との見方を示した （朝日 10/3）。
その後、 ヨルダン川西岸地域、 エルサレムなどで小規模の襲撃事件が連日のように発生し
た。 ユダヤ教の安息日が終わったばかりの 10 月 3 日には、 エルサレムの旧市街にあるユダ
ヤ教聖地 「嘆きの壁」 に向かうユダヤ人をパレスチナ人男性が刃物で襲い、 男性 2 名が死亡、
女性と子どもが重軽傷を負った。 この事件では過激派組織 「イスラム聖戦」 が犯行声明を出
している （朝日 10/5、 毎日 10/5）。 その後も連日のように少人数のパレスチナ人によるイスラ
エル人襲撃が起こり、 10 月 13 日には、 商業都市テルアビブなど都市部でも襲撃事件が発生
した （毎日 10/14）。 襲撃は刃物を用いた犯行が大半で、 10 月 11 日に女性が起こした自動
車による自爆テロの爆弾も、 ハマスなどによる組織的関与の痕跡のない 「低レベル」 なものと
された （毎日 10/12、 朝日 10/20）。

3． 襲撃犯の犯人像
一連の襲撃事件は、 ほとんどが組織的な背景のない 「一匹狼 （ローンウルフ） 型」 の犯人
によるもので、 ソーシャルメディアで共鳴した若者たちが、 刃物による 「波状攻撃」 を仕掛け
ているとの分析が有力だ。 イスラエル当局が 11 月に発表した襲撃事件の 「容疑者」 85 人中、
8 割に当たる 67 人以上が 10 ～ 20 代の若者だった。 これには 10 代以下が少なくとも 30 人
含まれるという。 パレスチナ政策調査研究センターによる世論調査では、 イスラエルとパレスチ
ナの 「2 国家共存」 の支持率は、 1993 年のオスロ合意以降初めて過半数を割り込み、 とりわ
け 18 ～ 22 歳の間では 39％と最も低い。 武装闘争の支持率は、 全体で 57％、 18 ～ 22 歳
の間では 67％に上った。 別の統計によると、 ヨルダン川西岸地域でオスロ合意以降に生まれ
た若者世代 （15 ～ 29 歳） の失業率は 3 割弱と、 全世代平均の約 18％を大幅に上回り、 東
エルサレムでも住民の約 75％が貧困ラインを下回る暮らしだという。 専門家は、 大学や大学
院を出ても職を得られず、 結婚もできない閉塞状態にある若者たちが、 ソーシャルメディア上
に出回る生々しい暴力映像に曝され、 過激化していると分析。 メディア関係者も、 説明や分
析が付されない生映像は、 「既にある自分の政治的な考えをより固めるために」 消化され、 そ
の積み重ねが極端なイメージを固める 「心理的なバリアー」 になっていくと警告する （毎日
10/27、 10/28）。
一方、フェイスブックで 5 万 7 千人のフォロワーを持つ東エルサレム在住のカメラマンは、「ネッ
ト上での扇動的な書き込み」 を取り締まる 2014 年夏以降の治安当局の動きが、 ネット上での
発言さえ許されないとの 「怒り」 を生んだと分析し、 これが襲撃事件の 「なぜ、 いま」 を説明
するとした。 1 年余りの間に東エルサレムやヨルダン川西岸で暴力を肯定する書き込みをした
若者ら 900 人近くが逮捕され、 ハマスなどの組織的な武装闘争との連携を疑われたという。 25
歳未満の若年人口は、 パレスチナの全人口の半数を占める。 これらの世代は、 2 度のインティ
ファーダ （1987 ～ 1993 年、2000 ～ 2005 年） とその挫折を知らない 「新世代」 でもある （毎
日 10/30）。
パレスチナ自治政府のアッバス議長は 10 月 6 日、 「イスラエルとの武力衝突に展開するこ
とは望まない」 と表明した （赤旗 10/8）。 しかし、 パレスチナ政策調査研究センターによると、
アッバス議長に対する支持率は、 2014 年 6 月の 50％から、 2015 年 9 月の 38％にまで低下し、
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約 65％は議長辞任を求めると回答している。 ガザ地区を実効支配する原理主義組織ハマス
についても、 全体の 6 割が 2014 年夏の戦闘を評価しないとしており、 求心力の低下が指摘
されている （毎日 10/28、 10/30）。

4． 治安維持求めるイスラエル市民
10 月 3 日のエルサレム襲撃事件を受け、 イスラエル当局は 10 月 4 日、 エルサレム旧市街
へのパレスチナ人入域を 2 日間禁止すると発表。 また、 ネタニヤフ首相は、 「パレスチナの
テロと死ぬまで戦う」 と宣言し、 容疑者の自宅破壊を指示するなど、 犯人への 「懲罰強化」
を打ち出した （東京 10/5、 朝日 10/6）。 投石などで抗議行動を行うパレスチナ人のデモ隊
に対する銃器の使用基準も緩和され、 イスラエル治安部隊はデモ隊に実弾 ・ ゴム弾を発砲し
た。 10 月 4、 5 日には、 ヨルダン川西岸地区で 18 歳、 13 歳の青少年が相次いで射殺され、
国内外のメディアが大きく取り上げた。 国連のゼイド人権高等弁務官は 10 月 8 日、 イスラエ
ル側が過剰な武力を行使しているとして懸念を表明した。 10 月 18 日までに確認された死者 ・
負傷者は、イスラエル側でそれぞれ 8 人と 70 人であるのに対し、パレスチナ側では 44 人、1,800
人に上った （朝日 10/6、 日経 ・ 夕 10/9、 日経 10/19、 毎日 10/20）。
市民の間では、 護身用の催涙スプレーが完売し、 銃所持も広がりつつある。 10 月時点の
銃保有者は 15 万人程度だが、 政府は 10 月 14 日に規制緩和を決定した。 12 月ごろには銃
保有者が急増する見込みで、 銃の売り上げは、 従来の 5 倍近いという。 10 月 8 日には、 エ
ルサレム市長が銃保有者に携行を呼びかけ始めており、 10 月後半までに市民による 「自己
防衛」 でパレスチナ人の 「容疑者」 少なくとも 2 人が射殺された （毎日 10/25）。
治安部隊や市民による「容疑者」射殺には、左派紙『ハーレツ』や人権団体が「シュート・トゥ・
キル （即時射殺）」 方針、 「街路での処刑」 などと批判している （毎日 10/25、 赤旗 12/10）。
10 月 24 日には、テルアビブで約 300 人が「ユダヤ人とアラブ人は共存を」と書かれたプラカー
ドなどを掲げ、 パレスチナ紛争の平和的な解決を求めるデモを行った （赤旗 10/26）。
5． ネタニヤフ首相の 「ホロコースト」 発言
強硬策の傍ら、 事態の沈静化を図るネタニヤフ首相は、 新たなユダヤ人入植地建設の凍結、
ハラム ・ アッシャリーフでのユダヤ人の礼拝禁止の堅持などを発表した。 しかし、 世論調査で
は 7 割以上が 「首相の危機管理に満足していない」 と答え、 ユダヤ人入植者団体が首相公
邸前で弱腰を批判するデモを行うなど、 強硬な治安対策を求める世論の圧力は強い。 ネタニ
ヤフ首相率いる右派リクードは、 極右 ・ 宗教右派政党などとの連立政権を組んでおり、 閣内
には東エルサレム全体の封鎖要求や、 ハラム ・ アッシャリーフでのユダヤ人礼拝禁止の見直
し論もあるという （毎日 10/10、 10/12、 10/15、 東京 10/26、 毎日 10/31）。
このような中、 ネタニヤフ首相は、 第二次世界大戦中のナチス・ドイツによるホロコースト （ユ
ダヤ人大量虐殺） が、 パレスチナ人のムフティ （イスラム教の指導者） の進言によるものだと
発言した。 首相は 10 月 20 日にユダヤ人団体の会合で講演し、 1941 年、 ユダヤ人追放を
考えていたヒトラーに対し、ムフティが「追放しても全員パレスチナに戻ってくる」「焼いてしまえ」
と発言したことがナチス ・ ドイツによる虐殺の方針につながったと主張した。 この発言に対して
は、 ドイツ政府が 「歴史認識を変えるつもりはない」 と表明したほか、 イスラエル国内の歴史
学者らが新聞やラジオなどで根拠がないなどと反論した。 パレスチナ自治政府のアッバス議
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長は、 「歴史をゆがめ反パレスチナに利用している」 と発言を非難した。 ネタニヤフ首相は
21 日、 「ヒトラーを免罪する意図はなかった」 としたものの、 「ヒトラーを促した宗教指導者
の役割も無視することはできない」 と改めて主張した （産経 10/23、 赤旗 10/23）。

6． 国際社会での発言、 国際社会の反応
10 月 22 日、 ケリー米国務長官がネタニヤフ首相とベルリンで会談し、 「扇動や暴力を止
めねばならない」 と述べたが、ネタニヤフ首相は、「イスラム組織やアッバス議長も攻撃を煽っ
ている」 と反論した （読売 10/23）。 アッバス議長は 9 月 30 日に、 国連総会での一般討
論演説で、 イスラエルが入植地の拡大やガザ地区の封鎖などを行ってオスロ合意に違反し
続けるなら、 パレスチナ側も合意に拘束されないとの発言を行っており、 これが一連の襲撃
のきっかけを生んだとの見方もある （赤旗 10/9）。
10 月 21 日には、 ユネスコ （本部パリ） の執行委員会がエルサレム旧市街の聖地の管理
に関してイスラエルを批判する決議を採択した。 決議は、 アルアクサ ・ モスクへのイスラム
教徒の立ち入りや礼拝を 「不法に制限している」 として、 イスラエルを名指しで批判する内
容。 執行委員会メンバーの 58 ヶ国のうち 26 ヶ国が賛成、 米国など 6 ヶ国が反対に投票し、
残る 26 ヶ国は棄権した。 決議案はアラブ諸国が起草したもので、 草案にはユダヤ教の聖
地である 「嘆きの壁」 をアルアクサ ・ モスクの 「不可分な一部」 とする文言も盛り込まれて
いたが、 決議段階で削除された。 イスラエル外務省は決議案採択が 「火に油を注ぐ」 とし
て反発を表明した （産経 10/23、 朝日 ・ 夕 10/24）。
エルサレム南方のベツレヘムには、 世界遺産の聖誕教会など、 キリストゆかりの聖地が
あるが、 衝突は、 クリスマスにこれらキリスト教聖地を訪れる観光客の足にも影響した。 旧
市街では 12 月 23 日にも刃物を持ったパレスチナ人がイスラエル人を襲撃する事件があ
り、 治安当局が警戒を強めていたが、 ベツレヘムの商工会議所によると、 地元ホテルの利
用客は例年の 4 割程度だという。 パレスチナ自治政府の経済省は、 衝突拡大による経済
的損失を 13 億ドル （約 1,560 億円）、 うち 1 割が観光業の受ける影響との試算を発表した。
衝突による負傷者は 11 月 20 日までに約 7 千人に上り、 その後も襲撃 ・ 鎮圧による死者と
負傷者は増え続けた （毎日 11/20、 12/25）。
［文責 ： 光成歩］
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