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いわゆる中東問題を打開するために，国連
が早い段階で提示したパレスチナ分割案は，
その後，紆余曲折を経て現在も障害に直面し
ている。当初の国連案は，敵性国家に包囲さ
れたイスラエルに，国土防衛をできなくさせ
るような代物だった。また同案は「パレスチ
ナ国家」を標榜したが，ユダヤ民族と違って
パレスチナ人は，過去に自律的な政府機構を
造った経験がないことを考慮していなかっ
た。またアラブ諸国を戦さに駆り立てる根強
い敵対感情の背後に，アラブ民族主義や反植
民地主義があることを配慮できなかった。
イスラエルとパレスチナという二国家を併

存させて平和を達成しよう，という考えは現
実的でなかったばかりか，冷戦の状況下では
二の次，三の次にされやすかった。しかし冷
戦も終わって，やっと微かながら平和的解決
の輪郭が見え始めたと期待する向きもある。
そうした期待を打ち砕くような学術論文が，
またしても見当違いを煽っている。
中でも平和的解決を遠ざけると思われるの

が，ジョン・ミアシャイマー教授（John
Mearsheimer）とステファン・ウォルト
（Stephen Walt）教授の論文だ。主張の要点

は，「米国の中東政策が国益に合致していな
い原因は，イスラエルの利益を優先させよう
とするユダヤロビーが，キリスト教福音派の
支援を得て暗躍しているからだ。イスラエル
にパレスチナ人との和平を促すことができな
い理由も，正にそこにある。」と論じている。
米国の有名な二大学の二人の教授が書いた

論文を世界中の反米サイトが引用し，イスラ
エルは強力なユダヤロビーを通じて，米国の
政策を中東諸国の利益に反するよう誘導して
いる，と喧伝している。アラブ・イスラーム
諸国の政治家も，彼らの政策がイスラエル寄
りでないことを吹聴しなければならず，和平
や全体利益を目指した政策を採ろうにも，米
国に協力しにくい雰囲気ができている。国益
が何であろうと，目下の状況は米国の国益に
叶わないものだ。
私の直接体験から断言するが，米国がパレ

スチナ国家の成立を拒んできたのはユダヤロ
ビーのせいだ，というミアシャイマー・ウォ
ルト両教授の指摘は正しくない。両氏は米国
の政策に及ぼすユダヤロビーの影響力を誇張
しているし，ネオコン（新保守主義者）の一
部と同じく，中東情勢を動かす米国の能力を
過大評価している。そして現実の流れでは周
縁的な関連しかない事実や擬似事実を，論旨
に合わせて寄せ集めしたに過ぎない。

初期の阻害要因

中東和平の「二国家構想」は何故失敗したか？
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中東和平の「二国家構想」は何故失敗したか？

私は1974年以降，パレスチナ解放機構
（PLO）との交渉によるパレスチナ国家建設
の取り組みに深く関わってきた。このプロセ
スは長い間膠着状態だったが，私はその理由
を，ヘンリー・キッシンジャー（米国元国務
長官）が中東からソ連排除を最優先したため
だと思っていた。そう考えたのには相当の裏
付けもあったが，この小論を最後まで読まれ
れば，私が良かれと思って取り組んだ政策が，
実はキッシンジャーの国家安全保障政策と関
係なく，問題そのものに固有の障害で頓挫し
ていたことをお分かりいただけよう。
初期の一部のシオニストが目指したパレス

チナ分割案は，第二次世界大戦後に立ち現れ
た二つの理由から失敗が運命づけられてい
た。第一に，ホロコーストを経験したユダヤ
民族は自らを守る国家を必要としたが，キリ
スト教やイスラームの国々で辛酸をなめたユ
ダヤ人を納得させられる場所は，パレスチナ
の父祖の地をおいて他にはなかった。パレス
チナには当時もユダヤ人が多数住んでいた。
イスラエルが「二国家構想」を拒否した第

二の理由は，アラブ諸国に根強かった反ユダ
ヤ主義だ。教育を受け文化レベルの高いアラ
ブ人はさほどでもなかったが，反ユダヤ主義
は大衆に浸透しており，一部の指導者を突き
動かしていた。アラブの教科書には「ユダヤ
人殺害」を教唆するものがあったり，イスラ
ーム指導者が公共のラジオ放送で「ユダヤ抹
殺」を主張した。現在でも例えばイラクのマ
リキ首相（イスラーム・シーア派）は，イス
ラーム・スンニー派の自爆テロリストについ
て，ムスリムが口にする最悪の侮辱で，「豚
野郎，ユダヤ野郎」と罵ったものだ。アドル
フ・アイヒマンは裁判の中で証言し，第二次
大戦中にヒトラーから賓客扱いを受けたパレ
スチナアラブの指導者，ハッジ・アミン・エ

ルフセイニ師が，ヒトラーのユダヤ人大量殺
戮を賞賛していたと語った。パレスチナその
他の場所から募られた多くのアラブ人が，ナ
チスの戦争機械としてヒトラーに殉じた。
幸い私自身のアラブ人やムスリムとの関わ

りは，偏見に歪められることがなかった。コ
ロンビア大学修士課程でも，同僚のエジプト
人学生らと非常に友好的だった。1948年の戦
争（注；第一次中東戦争，イスラエルでは独
立戦争）に関する意見の違いは大きかったが，
彼らの中に反ユダヤ主義を見つけることはな
かった。
そうしたエジプト人の一人，アブドラ・エ

ル・エリアンは後年，国際司法裁判所の判事
に就任した人物だが，1949年に本国の外務省
から緊急帰国を促された。当時彼は，国連イ
エメン代表部を切り盛りしていた。彼が帰国
後に世界情勢にまだ暗いイエメン外交団が問
題に巻き込まれないよう，顧問役を必要とし
ていた。彼の知人の中で十分な知識を持ち信
頼できる人物，ということで私にお鉢が回っ
てきた。無報酬だったが私は引き受けること
にした。イエメン使節団長のセイフ・アルイ
スラーム・アブドルラハマン・アブドルサマ
ド・アブタレブ氏に自己紹介をした時，私は，
「イスラエルの安全を脅かす類いのことは一
切できない」と申し伝えた。同氏は「気にす
るな，君は友人だ」と応じてくれた。
私がやったことの一つは，使節団が雇って

いた，役立たずの法律事務所を切り，新たに
スカッデン社を雇い入れたことだ。当時，イ
ンディペンデント石油のリヨン・Ｒ.デービ
ス氏は，イエメンでの石油採掘権を求めてい
た。デービス氏の信用が今いちで，その言動
を監視できるほど石油に詳しくなかった私
は，その要求を断る書簡をまとめた。実際に
石油が出れば，採掘権はもっと好条件で売れ



るだろう。
イエメン南部のアデンからの爆撃事件につ

いて，イエメン外務省から同国の国連代表部
に対し，国連安全保障理事会に提起するよう
命令があった。そこでアデン総督とイエメン
外務省カイロ出張所との電信を私が精読する
ことになった。するとエジプトの問題処理が
巧みで，同国に有利な運びかたをしているこ
とが判明した。しかし英国を非難すれば交渉
は暗礁に乗り上げると考え，合意までの数カ
月間，事態を棚上げにした。それがイエメン
外務省の都合に適っていたと見え，まだ在外
公館のなかった同国が，ロンドンとワシント
ンに公使館を開設するきっかけになった。

「二国家構想」に尽力する

1974年3月に私はエルサレムで講演し，ヨ
ルダン川西岸にパレスチナ国家を創る方向
で，ＰLOと交渉するよう提案した。聴衆の
一人だったゴルダ・メイア首相（当時）は，
合法的な境界が国連案による防衛不能の境界
線だけなので，私の提案は実行できないと反
論した。私は首相を遮り，彼女の発言は国際
法上正確でないと指摘し，会場の賛同を得た。
（国際法に関する著作もあるヨルダンのハッ
サン皇太子（当時）も，1980年にお会いした
際，私の意見に賛同してくれた。）
後年，アリエル・シャロン（元イスラエル

首相）と同氏の農場で，五時間近く差しで議
論をした。あのシャロンと長い時間話すのは
容易でなかった。PLOとの交渉を通じて西
岸にパレスチナ国家を作るべきだという私の
意見や，イスラエル内のアラブ住民を困らせ
ている政策に私が不快感を持っていることを
シャロンは了解していた。しかし私がヤワな
学者先生と違うことを見極めようとしたの
か，（シャロンの）側近の大佐が私に事前聴

取をした。
その大佐から肯定的な報告を受けていた

が，シャロンは完全に納得してはいなかった。
会談初めの一時間は口角泡を飛ばすやり合い
になった。しかし彼が投げたある質問に私が
答えた時，彼の顔にやっと大きな微笑みが溢
れ，両手を突き上げて同意を示した。その瞬
間からそのアリエル・シャロンと腹蔵ない会
話をすることができた。
エジプトが第一次兵力引き離しで違反をし

た時，あまり大っぴらに不満を漏らさないよ
う（シャロンの表現によれば）「キッシンジ
ャーが命令した」ことに彼は憤慨していた。
（全能のユダヤロビーは何処にいたのか。）シ
ャロンはまた，アラブ側が和平に応じると思
えなかったと述懐した。彼に言わせれば，自
分の目標は「大イスラエル」実現ではなく，
イスラエルの安全保障であって，そのためな
らシナイ半島やゴラン高原の放棄も厭わなか
った。パレスチナ人はすでにヨルダンという
国を保有していた。（ヨルダンは，英国がか
つて同盟し，サウド家に敗北した部族に贈る
ために英国によって分割されるまで，国際連
盟の信託統治下にあった。）しかしシャロン
は，イスラエルがヨルダン川で敵勢力を阻止
できる限り，西岸地域を包括的な和平調停に
加える案に柔軟な態度だった。
シャロンは，将来アラブ諸国がイスラエル

を戦場で負かす可能性にも言及した。それは
イスラエルの終わりの日だが，シャロンの目
の色が黒いうち，ユダヤ民族が世界のどこで
迫害されようと，救済能力のあるユダヤ国家
として安全保障に尽力するだろう。
彼との会談前に，私はイスラエル体制側の

かなりの人達に対して，PLO支配下のヨル
ダン川西岸にパレスチナ国家を実現させる方
向で交渉すべきだと，かねての主張を実は売
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り込んでいた。その目的で，サダト大統領に
近い米国人教授シェリフ・バッシオニ氏と共
同で，「和平計画」を著し出版した。その直
前には，ラビン首相の使者が我が家に朝の七
時頃現れて，「和平計画」を発表しないよう
要請してきた。もちろん私は出版に踏み切っ
た。（私とラビンは良い関係にあったが，
PLOと和平交渉が可能なことを，当時のラ
ビンに説得できなかった。）
だが事態はすでに悪化していた。何故か。

この時期，私はモスクワを訪れた。ソ連を代
表する中東専門家エブゲニ・プリマコフが，
国際理論に関する私の講演にやってきて面会
を求め，米国がソ連を中東から追い出そうと
しない限り，ソ連政府は私達の「和平計画」
に応じられると語った。しかし既述したよう
に，中東からソ連の影響を排除することこそ，
キッシンジャーが有無を言わさず実施しよう
としていた外交政策だ。キッシンジャーの計
略を私なりに忖度すれば，ソ連排除のシナリ
オを台無しにしないよう，サダトに掛ける圧
力を手加減しながら，イスラエル・エジプト
和平を実現していくことだった。その手順は
キッシンジャーにとって読み込み済みのもの
だった。包括的和平を進めれば予測不可能な
事態が発生し，サダトに必要以上の圧迫をか
け，兵力引き離し完了前にソ連から狙い目に
されるかも知れない。私は別の展開に期待を
かけていた。だが米国外交を担っていたのは，
私やユダヤロビーではなく，キッシンジャー
その人だった。
パレスチナ側との和平が動き出す前，エジ

プトをソ連から引き離すためにイスラエルは
大半の持ち駒を放棄させられた。私の和平計
画を売り込めたはずの体制側の多くが離れて
いった。イスラエルの持ち駒があまりない状
態では，アラブ諸国がパレスチナ人に和平圧

力を掛けることはないと読んだからだ。キッ
シンジャーの第一手には，賛成も（私のよう
に）反対もあるが，キッシンジャーは（ユダ
ヤロビーに強要されて）イスラエルの国益を
米国の利益に優先させなかったことは確か
だ。

複雑な米国のイスラエル政策

イスラエルの至上の課題は国の生存と平和
だ。1948年の戦争を除けば，米政府は最後の
ところでイスラエルの生存を支えてきた。し
かしトルーマン（米国元大統領）がイスラエ
ルの国連加盟を支持したことでさえ，イスラ
エルがチェコスロバキアから武器調達するこ
とをソ連が支持してくれたことにはかなわな
い。この調達のおかげで，イスラエル軍は戦
争に勝てる実力を持つことになった。それ以
降，イスラエルに対する米国の影響力は強み
になった。
実際に冷戦下の相当に長い期間，イスラエ

ルは米国戦略の重要な財産だった。米国の軍
幹部や政治家がイスラエルの軍事的優位を支
持した理由は，アラブの冒険主義を抑える狙
いとともに，この戦略的メリットがあった。
これにイスラエルへの一般的な親近感を加味
すれば，ユダヤロビーがしばしばクリーンヒ
ットを飛ばすのは無理もない。ユダヤロビー
の意向が通ると大概のエリート達は，（ミア
シャイマー・ウォルト両教授と違って）それ
こそ米国の国益に叶うと思ってきた。しかし
米国の別の利害が立ち現れてはイスラエルの
和平達成を阻んできた。世間が言う「絶大な
ユダヤロビーの力」も，その流れに抗しきれ
なかった。
例えば1948年の戦争でも，イスラエル国民

は米政府の石油利害に裏切られた。万一米国
頼みでいたら，イスラエルは生存に必須な武
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器を決して調達できなかったに違いない。し
かも戦勝の後，イスラエルは和平への手懸か
りを全く得られないまま戦果を放棄しなけれ
ばならなかった。
イスラエルと仏・英は1956年にエジプトを

攻撃したが（注；第二次中東戦争またはスエ
ズ動乱），仏・英の正当性は曖昧だった。し
かしイスラエルは，1959年にエジプトで私も
確認したように，当時のナセル（エジプト元
大統領）がイスラエル壊滅を決意しているこ
とを知っていた。だから1948年戦争に失われ
たものを，英・仏の応援で回復できる機会だ
ったはずだ。この時にアイゼンハワー（米国
元大統領）が取った行動に賛否はあるが，彼
によってその機会は失なわれた。
1967年（注；第三次中東戦争，六日戦争）

の場合は，もっと顕著だ。ナセルは（注；紅
海とアカバ湾をつなぐ）チラン海峡を封鎖し，
軍隊をイスラエル国境付近まで動かした。脅
威は迫っていた。イスラエルはヨルダンの対
イラク防衛を助けていたが，ヨルダンが参戦
しない限り，同国と事を構える意思はないと
伝えていた。ヨルダンは必勝戦略を錬った。
仮にヨルダンが不参戦でイスラエルが敗北す
ればヨルダンは孤立する。ヨルダンが参戦し
イスラエルが勝利すれば，イスラエルは依然
としてヨルダンをイラクから守るだろう。し
かもヨルダン国内の治安を脅かしていた西岸
地域の重荷を降ろせる。（ヨルダンはすでに
PLO機関を国外追放していた。）
ヨム・キップル戦争（注；1973年の第四次

中東戦争のこと，オイルショックの引き金に
なった）では，当初，イスラエル軍は重大な
悩みを抱えていた。米国からの物資供給が迅
速に行われるのか，消極的な米国務省に，国
防長官と幕僚長達が追加供与を訴えていた。
統幕会議のメンバーである将軍が長々と電話

で説明してくれたように，結局，幕僚長達の
意向は叶ったが，この議論がホワイトハウス
に届くまで，米政府の二大部門が葛藤する過
程で，ユダヤロビーは何の役割も演じられな
かった。もしミアシャイマー・ウォルト両教
授が電話会談でも暴露していれば，ユダヤロ
ビーの影響を示唆できた。それが決定前のこ
となら，私はその電話会談こそ統幕会議を動
かしたと論じることもできただろう。しかし
私はその立場を採らなかった。
イスラエルに後退を迫る政策は1973年の戦

争の際にも採られた。シナイ半島に包囲した
エジプト軍と休戦をまとめたイスラエルのヤ
リブ将軍は，キッシンジャーから，それを反
故にするよう命じられた。その取引をするの
は自分だ，とキッシンジャーはヤリブ将軍に
申し渡し，実際に取りまとめた。ある意味で
キッシンジャーは従来の米国の外交姿勢を変
え，イスラエル・エジプト間の和平路線を前
進させたが，ヤリブ将軍に示したような強引
さは，おそらく役に立ったのだろう。

イスラエル，西岸，そしてパレスチナ国家

イスラエルがヨルダン川西岸を押さえたの
は，イスラエルやユダヤロビーが渇望したか
らではなく，ヨルダンが西岸から撤退し，再
び領有する意思を示さなかったからだ。イス
ラエルはヨルダンが西岸支配することを望ん
でいたが，武装パレスチナ勢力を抑制するヨ
ルダン軍隊はもはや展開していなかったか
ら，領土拡張を主張する宗教勢力は別にして
も，イスラエルに選択の余地はなかった。
とは言え，イスラエルの西岸支配が現下の

紛争を招いたのではない。バレスチナ国家を
造るために米国の圧力が不可欠だったわけで
もない。1967年または1973年にPLOがイス
ラエルの労働党政権に二国家構想を打診して
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いれば，交渉が成立したかも知れない。理由
や是非はともあれアラファトには，そうした
イニシアチブを内密または仲介を立てて企て
る意思も能力もなかった。
1980年と81年にも私は和平交渉を進めよう

と，当時，レバノンの首都ベイルートの西側
にあったPLO本部を二度訪れた。現在イラ
クにいる報道陣の危険な状況とは比較になら
ないが，私は当時六十歳を目前にし同行者も
なかった。西ベイルートまで乗せてくれたド
ルーズ教徒の運転手は繰り返し，PLO本部
に行かないよう忠告してくれた。目的地まで
四分の一マイルの所に運んでくれたが，その
先は狙撃の危険があった。私は「黒い九月」
のアジト近くも通過した。運転手は，私の意
図を知っている連中が私を殺しにかかる，と
脅かした。
私はベイルートのPLO責任者，マフムー

ド・ラバディと良好な関係を築いた。私の目
的は条件交渉でなく，非公式の出会いの場を
数多く設けることだった。二度目に訪れた時，
ラバディはアラファトと私を会わせなかった
理由を，こう説明した。「アラファトの語る
ことは，何一つ，あなたの気にいらないだろ
う。」
私はシモン・ペレス（現イスラエル大統領）

に，心臓外科医で，パリPLO事務所の責任
者だったイッサム・サルタウィに会うよう説
得した。ペレスは初め，会談の成果を疑問視
し，会うのを避けていた。二年後，スペイン
で開かれた社会主義者の会議の場で二人は会
談した。その翌日，サルタウィはアブ・ニダ
ール一味に暗殺された。巷間，アラファトは
サルタウィの警備を解除したと囁かれた。真
偽のほどは不明だが，報復しなかったことで，
噂は暗に証明された。
アラファトがオスロ合意を受けいれなかっ

たことに難癖を付けるつもりはない。私も彼
の立場にいれば，「二国家構想」の枠内だと
しても修正を要求したはずだ。オスロ合意が
言及するイスラエルの安全保障と，パレスチ
ナ国家の一貫性と実効力が両立できるかどう
かは，以下でも触れるが，パレスチナ側の頑
なさのせいで大いに疑問だ。
アラファトが元々，「二国家構想」を受容

する意思がないのなら，一番妥当な戦術は拒
否戦線とインティファダ（住民蜂起）だ。そ
れが現実だったから，アラファトが「二国家
構想」を飲む気があったのか首を傾けざるを
得ない。そうだとすれば，今では認めざるを
得ないが，1974年当時，私は考え違いをして
いたことになる。私が努力した和平交渉は，
仮にキッシンジャーが同調してくれたとして
も不首尾に終わっていただろう。アラファト
が「二国家構想」を拒否したせいか，キッシ
ンジャーが別の方向に走っていたせいか，ど
ちらにせよ，パレスチナの憂うべき状況はイ
スラエルやユダヤロビーの方針に起因したも
のではなかった。

首尾一貫しないカーター政策

ミアシャイマー・ウォルト両教授と同じ
く，ジミー・カーター（米国元大統領）もユ
ダヤロビーを悪者呼ばわりしていた。「和平
計画」を一緒に策定したシェリフ・バッシオ
ニと違い，私は「計画」がキャンプデービッ
ド合意に寄与したと主張したことはないし，
実際，私は同合意に反対だった。ベギン（元
イスラエル首相）の断固とした態度の前にカ
ーターは挫けた。カーターは，ベギンやシャ
ミール（元イスラエル首相）が喉から手が出
る数十億ドルのお金を動かせるのに，彼らが
広範囲の入植活動を正当化する交渉に奔走す
るのを黙認し，和平の途を一層難しくした。
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カーターは善人だが弱い人間だ。強硬派のア
リエル・シャロンだが，ユダヤロビーを使っ
てもキッシンジャーに対抗できないことを知
っていた。ベギンもユダヤロビーに依存して
おらず，交渉を始めた時点でカーターの力量
を見抜いていた。
キッシンジャーが担当していたら，たとえ

ユダヤロビーが総掛かりでも，ベギンが後日
実行した西岸政策を阻止していたに違いな
い。そのキッシンジャーでさえベギンに，西
岸でのパレスチナ国家建設を承伏させられな
かった。ベギンとシャミールは諜報によって，
PLOがイスラエルの存在を容認することは
ないと確信し，防衛能力拡充を決意していた。
また彼らの支持者には信仰に根ざした拡張主
義者が多く，彼ら自身も「大イスラエル」を
堅く信じていた。
仮にアラファトに「二国家構想」を押しつ

けられたとしても，ベギンにパレスチナ人と
交渉させるのは全く非生産的だった。ユダヤ
ロビーが蚊帳の外に置かれていても，カータ
ーが提案した在韓米軍縮小を撤回させた米議
会勢力は，冷戦の文脈でカーターを困惑させ
ていただろう。また米議会がカーターを支持
したとしても，ベギンは政治的圧力をはねつ
けたはずだ。
このように事態は，ミアシャイマー・ウォ

ルト両教授が単純な図式化したものより遙か
に複雑だ。広範囲な注釈を付けてはいるが，
この問題に関する両氏の理解は，イラクとの
戦争策動を支持したブッシュ政権周辺の知識
人連中と同じ程度に子供っぽい。
一例を挙げよう。ヨルダン皇太子と会談し

た際に，和平協議に向けた会合に触れると皇
太子の肩が強ばるのに気づいた。そこで，
PLOが参加に同意しない限りヨルダンを招
くことはない，と告げると，皇太子は途端に

安堵の表情を見せた。西岸地域を巡る一切の
決定に，ヨルダンは関与したくなかったのだ。
これと関連して，西岸地域を一巡した際のエ
ピソードを紹介しよう。「火付け役」として
知られるパレスチナ人市長を訪ねた時だ。市
長と取り巻き連中が，お定まりの反イスラエ
ルの毒舌を展開した後，市長夫人と二人だけ
になった。彼女は市長の生命を案じ，彼を和
平計画に巻き込まないでほしいと嘆願したの
だ。

前途多難な「二国家構想」

西岸地域にできた統一パレスチナが，国内
での反イスラエル武装活動を抑制する意思も
能力もないとすれば，イスラエルはそんな国
を許容できない。現在のPLOは以前より正
直な指導体制にあるが，武力活動を監督する
実力や技量は高くない。
原則論として，ライス米国務長官が和平条

件を協議しようとしているのは妥当なこと
だ。具体的条件が見えない限り，合意に導く
ことはできないからだ。しかし実際問題とし
ては，政府内部の意思統一の難しさを度外視
しても，イスラエルが具体的な条件交渉を拒
否しているのは正解だ。
北アイルランドと対比させる向きもある

が，それは間違いだ。アイルランド共和国の
支援を受けた英国軍は圧倒的で，英国は北ア
イルランドの過激勢力を制圧していた。
PLOは，イスラエル軍の「占領地」撤退を
明記しない協定には首を縦に振らないし，西
側諸国もそれに同調するだろう。
パレスチナ領内で過激勢力を制圧する方策

が見当たらない限り，イスラエルとパレスチ
ナ国家それぞれの必要条件を両立させるのは
難しい。この問題に善処する策はなく，ある
のは悪の術策だけだ。その中で悪の要素が一
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番少ない手法として提案したいのは，和平協
議の前にイスラエルとパレスチナ自治政府の
代表が，大要，次のような声明を出すのだ。
すなわち，以下の条件が満たされない限り交
渉は成立できない。パレスチナ側は不可分の
領土を確保し，経済・政治の将来を制御でき
ること，そして一貫性のある統治体制の下で
暴力を鎮圧する。イスラエル側は，パレスチ
ナ領土がイスラエルを敵視する部外組織や国
家，あるいは反イスラエル活動に従事する武
装集団に利用されない保証が必要だ。
どんな合意でも，イスラエルと西岸地域の

双方で何らかの暴力的な反発があるはずだ。
イスラエルは多少のテロ行為があっても，国
内の過激派を制圧できる。だがパレスチナ国
家には，同じ能力を有する治安インフラがな
い。そこで敢えて提案したいのは，イスラエ
ル・パレスチナ合同の警察力を保持し，両国
内の武装過激勢力に共同で対処し，政府機関
以外の集団が蓄蔵する武器類を没収する。ま
た逮捕者の収監を短縮するには双方の合意を
必要とする。この提案にはしかるべき反対意
見もあろうが，悪のオプションとして良い方
だと思う。
ただ，そうした合意には圧倒的多数の賛同

が必要だ。そうでないと実効性を確保するに
足るだけの正当性を持てない。ガザ地区でも
相当の賛同が得られれば，ハマスにも参加の
機会を与えるべきだ。
イランの核爆弾は別として，イスラエルの

対外的な安全保障は和平の成り行きに左右さ
れやすい。イスラエルが防衛不全に陥らない
よう，バレスチナ領土は当然，非武装化され
なければならず，それはヨルダン・イスラエ
ルの相互防衛同盟の枠組みで実現される。
イスラエルが諸々の敵に直面している事実

は疑う余地がない。イラン大統領が2007年9

月，国連に出席した折り，ある宗教団体から
招かれた。その会合で参加者の一人が，仮に
イスラエルと米国がイラン攻撃を放棄した
ら，イランはイスラエル攻撃をしないと言明
できるか問い質した。大統領は回答をはぐら
かしたが，如何にも核武装を狙うと見られる
国の首脳らしい。またイランで「穏健派」と
されるラフサンジャニ元大統領は，アルゼン
チンで1994年に起きたユダヤ人団体へのテロ
攻撃に関し同国で起訴された人物だが，かつ
てこう言った，「たった一発の原爆でイスラ
エルを滅ぼせる。」
イスラエルの国内治安も非常に難しい問題

だ。ハマスが提起している「十年間の休戦」
は，経験則から察するに，イスラエル国内を
混乱に陥れるだけの軍事力を，シリアとイラ
ンの積極的支援を得て築くために費やされる
だけだ。PLOのM.バルグーティと，ハマス
の穏健派幹部の一人が刑務所から書簡を発出
し，「二国家構想」による和平と，「占領地以
外」での武力行動の終息を訴えたことがある。
彼らのアピールには，難民の帰還，というイ
スラエルが到底受諾できない条件も含まれて
いたが，パレスチナで総スカンを食らい撤回
を余儀なくさせられた。
難民は戦争，中でも負け戦の産物だ。イン

ドとパキスタンには数千万人の難民が残って
いる。ドイツが東半分を失った時，西側のド
イツは一千万人から一千五百万人の難民を抱
え込んだ。アラブ五カ国とパレスチナは「イ
スラエル撲滅」を掲げた1948年の戦争で敗北
したが，その際，百万人以上のユダヤ人がア
ラブ諸国を離れて，イスラエルに難民となっ
た。
まともな心の持ち主なら，1948年以降，難

民達が置かれてきた絶望や，ガザと西岸の惨
状に心を痛めないはずはない。しかし多くの
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場合その原因は，アラブ諸国が長年イスラエ
ルとの和平を一顧だにせず，難民の吸収・同
化を拒否し，パレスチナ人がテロ攻撃を放棄
しなかったからだ。さもなければ，ずっと以
前にパレスチナ人は自らの運命を託すに足る
国家を獲得していたはずだ。
イスラエルは故国を死守して闘ってきたか

ら，1938年にチェコスロバキアが英仏の圧力
に屈して，ドイツ系住民が多いけれども防衛
可能だったズデーテン地方を割譲するといっ
た類の過ちを犯さなかった。イスラエルが消
滅するとしたら闘いの果てのことだ。そうし
た事情も勘案できない米国の圧力にイスラエ
ルは譲歩しないし，すべきではない。国の安
全保障と矛盾しない和平協定だけを受諾すれ
ばいいのだ。
反面で最近の情報から判断すれば，イスラ

エルはパレスチナ側の要求を満足させる用意
がないようだ。既存の入植地を強化したかと
思うと，新規の入植地を解体してみたり，そ
の真意を疑わせるばかりだ。バラク将軍は既
存の入植地について，入植者が補償と引き替
えの退去に同意しない限り，入植地を解体し
ないと言明した。だが，まとまった領土を有
するパレスチナ国家を造るには，シナイ半島
でもそうだったが，現存する幾つかの入植地
を解体するしかないはずだ。
私が次の米国大統領選挙後の国務長官だっ

たら，まず中東を訪れて，「美辞麗句を言い
合うのは止めにしよう！」と声を挙げたい。
双方で憤慨する者が出てこようが，動かしが
たい現実を直視すべきだ。イスラエルは，自
国の破壊を目的にした軍事力が，パレスチナ
国境の向こう側で拡張されていく事態を想定
して和平に応じることはできない。パレスチ
ナ側では，人間としての尊厳性を保障された
生き様が確保されなければ，平和は持続しな

い。オスロ合意の条件は不十分なのだ。パレ
スチナの領土は不可分で，領内の往来は自由
でなければならない。
イスラエルの懸念は，現存する入植地を解

体すれば，レバノンやガザからイスラエル軍
が撤退したのと同様に，弱みを見せたと受け
取られかねない。その心配は当然だが，それ
に飲み込まれてもいけない。ハマスは交渉ま
でに十年間必要だと主張しているが，それよ
りは，パレスチナに国家の体裁を着々と整え
つつ，和平協定による正式承認まで十年間の
猶予を与える，もしパレスチナ側が違反した
ら，イスラエルが再び干渉し制圧する権利を
保留されるほうがいい。
原則的に私は，宗教に囚われない世俗的国

家像を支持したい。歴史的経緯からユダヤ国
家が必要だったが，イスラエル国内のアラブ
人やムスリムには不都合だろう。しかしアラ
ブ圏でもアラブ連盟があるようにアラブ民族
主義は浸透しており，ユダヤ・キリスト教徒
や非アラブ人への待遇が平等とは言えない。
民族にこだわった状況が膠着せず，究極的に
はアラブ・ユダヤ・イスラーム国家といった
観念そのものが国際社会から払拭されること
を期待したい。
しかし，その時は未だ尚早だ。それまで平

和を醸成していくには，お互いを尊重するこ
とが必要だ。そして「ユダヤ国家撲滅」を掲
げるイランの聖職者や，ハマス，ヒズボラな
ど武力に走る連中を抑制すべきだ。それは究
極的ではないが，この時代の正義に適うもの
だ。
米国のユダヤ人社会は往々にして，特定の

イスラエル政権を応援するのに血道を上げ
る。聡明なユダヤ人達は，その辺の事情を弁
えている。米国のアラブ・イスラーム社会は，
ミアシャイマー・ウォルト両教授が喧伝する
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ような分離主義的イデオロギーに留意すべき
だ。それはロシア帝国で捏造された「シオン
賢者の議定書」の役割を，無意識のうちに果
たすだろう。つまりイスラエル・パレスチナ
の両社会のつながりを炎上させ，望ましい結
果に向かう僅かのチャンスまでも消失させる
だけだ。双方の賢明な人々は，中東で分別を
持つ人達と共に汗を流して，私が絶望的な思
いで懸念している途轍もなく悲劇的な幕切れ
を，何とか回避するよう尽力してほしいもの
だ。
（PWPA-USA発行，International Journal on
World Peace，2008年3月号より整理して掲
載）
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