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講演の概要
• 9月13日、イスラエル警察のエルサレム聖域の急襲
に関する報道の比較(Comparison of Media
Coverage between Japanese NHK’s and al-Jazeera
English) ➡聖地の宗教的現状維持をめぐって(Status
quo on religious holy sites)
• 「ユダヤ教ファンダメンタリズム」の最近の諸潮流
(Recent Trends of “Jewish Fundamentalism”)➡例外
としてのメイール・カハネあるいはカハネ主義をめ
ぐって(Debate on Rabbi Meir Kahane and Kahanism
as an exception)
• IS（イスラーム国）・パレスチナ関係の最近動向
(Recent Development of Relations between Da’ish
and Palestine)

ＮＨＫ報道①エルサレム 聖地で
治安部隊と若者ら衝突
• 2015年9月14日 0時31分ＮＨＫ
• 中東のエルサレムにあるイスラム教とユダヤ教の聖地で、
１３日、イスラエルの治安部隊とパレスチナ人の若者らが
衝突し、さらなる緊張の高まりが懸念されています。
• エルサレムの旧市街にあるイスラム教の聖地「ハラム・
アッシャリフ」は、ユダヤ教徒にとっても「神殿の丘」と呼ば
れる神聖な場所ですが、現在はイスラム教徒のみが祈り
をささげることが認められています。【誰によって？】（【 】
は引用者）
• １３日早朝、この聖地にあるモスクをイスラエルの治安部
隊が封鎖してゴム弾などを撃ち込んだのに対して、中にい
たパレスチナ人の若者らが石を投げるなどして抵抗し、衝
突に発展しました。

ＮＨＫ報道②エルサレム 聖地で
治安部隊と若者ら衝突
• イスラエルの治安部隊によりますと、モスクを封鎖したの
は爆発物を隠し持っていた疑いのあるパレスチナ人の捜
索が目的だったということです。
• この衝突でパレスチナ人数人がけがをしたということです。
• この聖地には、イスラム教徒しか聖地で祈りをささげられ
ない現状の変更を強硬に訴えるユダヤ人のグループも繰
り返し訪れており、イスラム教徒のパレスチナ人の間から
は反発が高まっていました。【イスラム教徒しか聖地で祈り
をささげられない】
• さらに１３日の日没からはユダヤ暦の新年を迎え、大勢の
ユダヤ人が聖地を訪れることが見込まれており、双方の
間でさらなる緊張の高まりが懸念されています。

Al-Jazeera Report : Clashes as Israeli
soldiers storm Al-Aqsa compound
• 13 Sep 2015 Palestinian President Mahmoud Abbas
condemns "attack" on Al-Aqsa following clashes at one of
Islam's holiest sites.
• Clashes have erupted after a number of Israeli soldiers
entered the Al-Aqsa Mosque compound in Jerusalem,
police and witnesses said.
• The presidency strongly condemns the attack by the
occupier's military and police against the Al-Aqsa Mosque
and the aggression against the faithful who were there.
• The Israeli security personnel used tear gas and stun
grenades, as they entered the compound to arrest what
they called Palestinian "stone throwers".

Witnesses from both the sides
• Omar Kiswani, the manager of Al-Aqsa Mosque, told Al Jazeera
that 80 "Jewish settlers" protected by the Israeli police, attacked
the mosque when confronted by Palestinian volunteer guards.
• A statement issued by the Israeli police said that "masked
protesters who were inside the mosque threw stones and
fireworks at police".
• A Muslim witness accused police of entering the mosque and
causing damage, saying prayer mats were partially burned.
• Clashes later continued outside the mosque complex, with
police firing tear gas and stun grenades.
• Israeli security forces closed the mosque's compound to
worshippers following the clashes that come just hours before
the start of the Jewish New Year, Rosh Hashanah.

Israeli Police Spokesperson
• Micky Rosenfeld, a spokesman for Israeli police, said that
the Israeli police received intelligence in the morning about
the possible disturbances at Al-Aqsa Mosque that would
involve explosive devices as well as stones thrown at Jewish
visitors.
• "…[O]ur police officers entered the area, I am talking about
the Temple Mount area only, and shut the front doors of
the Al-Aqsa Mosque to prevent those riots from
overflowing onto the Temple Mount area.
• "Our police units took the situation under control from 20
to 25 minutes only using stun grenades, non-lethal
weapons only to make sure that situation remained calm."

Who triggered the clashes?
• Al Jazeera's Scott Heidler, reporting from Jerusalem, said there are
some reports that Jewish groups and Jewish activists who are not
supposed to pray in the Al-Aqsa compound got in there, and this is
what could have triggered the clashes.
• "We are hearing that the minister of agriculture, a member of a
right-wing political party here in Israel 【Uri Ariel, Jewish Home
Party】, was waiting to get into the compound this morning. If that
directly sparked what we saw, it is difficult to say," Heidler said.
• The disturbances came with tensions running high after Israeli
Defence Minister Moshe Yaalon last week banned two Muslim
groups from entering the mosque compound - Islam's third holiest
site.
• Israel seized East Jerusalem, where Al-Aqsa is located, in the Six Day
War of 1967 and later annexed it in a move not recognised by the
international community.

イスラエル国会勢力分布

オスマン朝以来の聖地の現状維持
• (Status quo in religious holy places)オスマン朝からイ
ギリス委任統治（1922‐48年）、ヨルダン統治
（1948‐67年）、さらにイスラエル（1967年～現在）ま
で、聖地エルサレムの宗教施設は現状維持を原則
として、変更を認めてこなかった。
• したがって、聖地をめぐる紛争は現状変更の要求に
よって起こっている。例えば、1921年ナビー・ムー
サー事件(Mawsim Nabi Musa)、1929年嘆きの壁事
件(Buraq)、1967年嘆きの壁前バガーリバ地区の破
壊(Magariba)、2000年第二次インティファーダの勃
発(The Second Intifada)などである。

ネタニヤーフ政権も聖地の現状変更
）なしを言明（2014年2月27日
• ベンヤーミーン・ネタニヤーフ政権のイスラエル首相府は、ア
。ル・アクサ―・モスクの統治形態には「変更がない」と述べた
• この声明は、イスラエルとヨルダンとの間でアル・アクサ―の統
治権をめぐる緊張、およびヨルダン国会下院が【2014年2月26
日】水曜日にイスラエル大使の同国からの追放を過半数で可
。決したことを背景にして発表された
قال ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتياهو ،إن شكل الوالية على المسجد •
األقصى “لم يتغير”.
جاء ذلك في بيان أصدره الديوان على خلفية التوتر بين إسرائيل واألردن حول •
الوالية على المسجد األقصى ،وتصويت مجلس النواب (الغرفة األولى للبرلمان)
األردني ،األربعاء ،باألغلبية على طرد السفير الإلسرائيلي من البالد.
ديوان نتنياهو على خلفية التوتر مع األردن :األوضاع في األقصى على حالها •
• al-Quds al-’Arabi, FEBRUARY 27
）（2014http://www.alquds.co.uk/?p=138015

与党内にもある「神殿の丘」でのユダ
ヤ教徒の礼拝の権利の根強い主張
• 【リクード選出の】国会議員・副議長であるモシェ・フェイグリンは神殿
の丘でのユダヤ人の礼拝の権利を長年訴えており、神殿の丘のワク
フ当局の合法性とその統治権を公の場で疑問視している。
• 彼は最近警察に対して、神殿の丘に関する合法的権限に関して明ら
かにするよう質問状を送り、【1967年の】六日間戦争後の政府決定で
ワクフ当局が同地の運営を続けることを認可しているとのその後の回
答に異議を申し立てている。
• MK and Deputy Knesset Speaker Moshe Feiglin, a longtime Temple
Mount prayer rights advocate, ・・・publicly questionｓ the legality of the
Wakf and its authority to administer the Temple Mount.
• He recently sent a letter to the police, asking for clarification regarding
the legal authority of the body, and subsequently challenged the reply
that a government decision taken after the Six Day War authorized the
Wakf to continue running the site.（”Feiglin to question legal authority,
legitimacy of Temple Mount Waqf”, Jerusalem Post, 9/15/2013)

NHKの報道の問題点
• 宗教的聖地の現状維持の原則からすれば、「イスラム教
の聖地「ハラム・アッシャリフ」は、ユダヤ教徒にとっても
「神殿の丘」と呼ばれる神聖な場所ですが、現在はイスラ
ム教徒のみが祈りをささげることが（誰から？）認められて
います」という表現はイスラエル当局の発表を伝えただけ
で妥当性を欠く。
• そもそも、伝統的な正統派ユダヤ教徒（オスマン朝以来の
住民であるスファラディームを含めて）は、神から旧神殿に
入ることを禁止されているので、少なくとも彼らは礼拝の権
利を要求してこなかった。
• 問題はむしろ19世紀以降のナショナリズムの考え方が影
響して、領土という観点から聖地の排他的独占を求めるこ
とになった。宗教シオニストの要求がその典型であった。

エルサレム旧市街Old City of Jerusalem

http://www.bu.edu/
mzank/Michael_Zank
/Jerusalem/

アル・ハラム・アッ・シャリーフ
al-Haram al-Sharif
• ユダヤ教の聖地
「嘆きの壁(＝西
壁)」はイスラーム
の聖地アル・ハラ
ム・アッ・シャリー
フ(聖域)の西にあ
る。
• ムスリムは西壁
を「ブラーク(預言
者が夜の旅の際
に乗った天馬）」）
と呼んでいる。

アル・ハラム・アッ・シャリーフ
＜岩のドーム＋アル・アクサー・モスク＞

ゲイパレードに刃物男、６人負傷 イスラエル
• 2015.07.31（ＣＮＮ）
• Repeat attacker stabs 6 at Jerusalem gay pride parade, police say.
An Orthodox Jew who stabbed marchers at a Jerusalem gay pride
parade 10 years ago launched another knife attack at the same type
of parade in the same city Thursday, stabbing and wounding six
people who were on the streets for the event, police said.
• エルサレムで３０日、ユダヤ教徒の男が性的少数者らのイベント
「ゲイプライドパレード」の参加者らに次々と襲いかかり、６人を刃
物で刺して負傷させた。容疑者として拘束されたのは、１０年前の
パレードでも同じような事件を起こした男だった。
• イスラエル警察によると、刺された６人のうち２人は重傷を負った。
逮捕されたイシャイ・シュリセル容疑者は正統派ユダヤ教徒で、２
００５年にもエルサレムでゲイプライドパレードの参加者３人を刃物
で刺して負傷させた罪で禁錮１０年を言い渡され、３週間前に出所
したばかりだった。（後略）

イスラエル ユダヤ人活動家を逮捕
パレスチナ人の住宅が放火された事件
•

イスラエル ユダヤ人活動家を逮捕 ＮＨＫ8月5日 5時03分

•

パレスチナ人の幼児が死亡した放火事件を巡ってイスラエルへの反発が強まる
なか、イスラエルの治安当局は、ユダヤ教の過激な活動に関わっていたとして男
を逮捕し、ユダヤ人の過激な活動を取り締まる姿勢を示すことで、沈静化を図る
ねらいがあるとみられます。

•

この事件は、パレスチナのヨルダン川西岸の村で、先月３１日、パレスチナ人の
住宅が放火されて１歳半の男の子が死亡したもので、イスラエル軍はユダヤ人
入植者の犯行とみて捜査を進めています。この事件のあと、ユダヤ人の入植を
進めてきたイスラエル政府に対する抗議デモがパレスチナ各地で起きています。

•

こうしたなか、イスラエルの治安当局は４日までに、ユダヤ教の過激な活動に関
わっていたとして２３歳のユダヤ人の男を逮捕しました。治安当局は、この男がイ
スラエル北部でことし６月にキリスト教の有名な教会が放火された事件にも関
わったとみていますが、今回の放火事件への関与については明らかにしていま
せん。

•

この事件をきっかけに、パレスチナ人の若者たちとイスラエル軍が衝突して死者
が出るなど緊張が高まっていて、イスラエルとしては、ユダヤ人の過激な活動を
取り締まる姿勢を示すことで、沈静化を図るねらいがあるとみられます。

Graffiti outside the Dawabsha home in
Duma that reads ‘Long live the Messiah
king.’ (Times of Israel)「メシアなる王万歳」

Picture of a price tag attack in Aqraba in the West Bank,
where Israeli extremists had written
“Price tag, Jewish revenge”.「値札 ユダヤ人の復讐」

今回の事件でのユダヤ教テロの違い
• ３つの過激なメシア的分派諸組織が糾合した可
能性が強い。
• ハバド・ルバビッチ派：超正統派のうちハシディ
ズム（ユダヤ神秘主義）系でNYブルックリンに拠
点を置くメシア主義の色彩の強い一派。

• ブラツラフ派：ウクライナ・ウマンのラビ・ナフマン
を崇敬するハシディズムの一派。
• カハネ主義者：ラビ・メイール・カハネを精神的指
導者とするアラブ排斥を主張する人種主義者。

Why Jewish Terror Is Different This
Time?(Forward, August 1, 2015)
• It’s possible that none of that is relevant, and that these are merely
the latest in a series of occasional outbursts by hotheads at the
undisciplined edge of the settler community. It’s also possible that
there’s a convergence underway on the radical, messianist fringes
of the three movements. It’s been noted in recent years that the
three movements — Chabad, Bratslav and Kahanist — are all led by
dead rebbes who aren’t around to discipline their more eccentric
followers.
• There are few truer believers than those who continue faithfully
following their beloved leader even in death. And there are few
moments in history more volatile, and more vulnerable to the blind
passions of messianists, than moments when the air all around is
filled with talk of apocalypse and end times. The more the popular
mood leans toward apocalyptic hysteria, the more the messianist
true believers at the fringes will take it upon themselves to take
action and bring the end times closer.

メシアニズムと戦闘性の結合
• 『中東における宗教的急進主義と政治』に寄稿した論文「イスラエルにお
ける宗教的急進主義と政治的メシアニズム」の一節において、ラヴィツキ
－はカハネをグーシュ・エムニームとハレディームという「急進運動」の両
極を結びつけたものとしてきわめて正当に評価している（Ravitsky, 1992) 。
彼はカハネに関しては別個の研究が必要だとしながらも次のようにその
性格を述べているのである。
• すなわち、「メイ－ル・カハネの登場によって相互に対立する陣営（グ－
シュ・エムニ－ムとハレデイ－ム：引用者）の最もラディカルな部分が結合
されることになった。すなわち、一つは先鋭的なメシアニズムの部分、もう
一つはユダヤ人内部において戦闘性をもって対決する部分、である。
• カハネはメシアニズム的シオニスト陣営（宗教的シオニスト）のスタイルに
おける、自らを強要する“ユダヤ人同胞への愛”という制約から自由にな
り、同様に反シオニスト的超正統派ユダヤ教徒陣営のスタイルにおける
メシア到来の時期尚早観に由来する恐怖からも逃れることになった。そ
の過程で（両陣営が自らに課してきた）すべての制約を取り除かれていく
ことになったのである」(Ibid., p.33) 。（同上書、92-93頁）

E. Sivan & M.Friedman,eds, Religious Radicalism
and Politics in the Middle East, SUNY,1990
• With the appearance of Meir Kahane, however, the most
radical aspects of the opposing camps have been
combined: a militant confrontation within the Jewish
ranks, on the one hand, and a sharp messianism, on the
other. Kahane has managed to free himself if the
restrictions imposed by “love for one‘s fellow Jews,” in
the style of the messianic Zionist camp, as well as from
the fear connected with premature redemption, in the
style of the anti-Zionist ultra-Orthodox camp. And in the
process, all constraints have been removed.’(E. Ravitzky,
“Religious Radicalism and Political Messianism in Israel,
p.33)

ラビ・メイール・カハネ
• メイール・カハネはニューヨーク生まれのイス
ラエルラビで、過激なシオニスト政治指導者。
彼の思想は現代の戦闘的ユダヤ極右政治組
織に直接・間接に影響を与えてきた。彼は正
統派ユダヤ教徒ラビの資格を持っており、カ
ハ党選出のイスラエル国会議員（1984-88年）
でもあった。
• Meir David Kahane (1932 – 1990) was a New
York born Israeli rabbi, radical Zionist political
figure, teacher and writer, whose work became
either the direct or indirect foundation of most
modern Jewish militant and far right-wing
political groups. He was an ordained
Orthodox rabbi and later served as a member
of the Israeli Knesset.

メイール・カハネの思想
と同胞殺害の論理
• カハネは西洋文化に同化したユダヤ人（「ヘブラ
イ語をしゃべるゴイ－ム」）を「ヘレニズム主義
者」と呼んで蔑み、「アラビア語をしゃべるゴイ－
ム」（つまり、アラブ）とともに、真のユダヤ人に
とっての死に至るまで闘争を続けなければなら
ない自らに敵対する対象と設定していた。
• とりわけ「真のユダヤ人」と「ヘレニズム主義者」
（つまり、世俗主義者としての西欧文化に同化し
たユダヤ人）の間にこそ真の闘争があるとする。
（臼杵陽『原理主義』岩波書店、１９９９年、９３頁）

Kahane’s Enemy as "Hellenists"
• Kahane often pejoratively called other Jewish
coreligionists as "Hellenists" (a reference to Jews
who assimilated into Greek culture, lost their
Jewish faith, identity and even language after
Judea's occupation by Alexander the Great).
• “Hellenists” who speak Hebrew, that is, secular
Jews, are considered to be Kahane’s enemy,
even though they are coreligionists, as well as
"Hellenists" who speak Arabic as goyim(nonJews), that is, Arabs.
• It is his divine duty to fight against such
"Hellenists."

カハネ研究の問題点
Kahane as an Exception
• 「カハネ現象」ないしは「カハネ主義」に対して学問的に正
面から取り組んだ研究はきわめて少なかった。それもその
はずで、やはり研究者にしても、ホロコ－ストを経験した
「ユダヤ民族」の悲劇的な歴史に照らすと、「疑似ファシズ
ム運動」の性格をもち、アラブなどのゴイ－ム（非ユダヤ
人）の暴力的追放を主唱し、社会的ダ－ウィニズムを信奉
する人種主義的な政治運動が、たとえニューヨークという
ディアスポラの地であってもユダヤ人のなかから生まれ、
そしてイスラエル内でもそれなりの大衆的な支持を受ける
ことなど決してあってはならない「悪夢」【例外】であると考
える傾向がある。それがゆえに「カハネ現象」は研究対象
としては事実上忌避されることになったのであろう（同上書、
９５頁）。

ユダヤ教諸派

UltraOrthodox
Judaism

Religious Zionists

ユダヤ教の二つの「ファンダメンタリズム」
• ユダヤ教ファンダメンタリズムJewish Fundamentalismを代
表するものとして、ほとんどの研究者によって認められて
いる二つのグル－プにその焦点があてられている。すなわ
ち、その二つとはハレディ－ムHaredimとグ－シュ・エムニ
－ムGush Emnimである（ただし、Islamic Fundamentalism
同様に、Jewish Fundamentalismの概念の妥当性を認めな
い研究者もいる）。
• 通常、ユダヤ教ファンダメンタリズムといった場合は、ハレ
ディ－ムHaredim（「敬虔なpious」を意味するヘブライ語で、
ウルトラ・オ－ソドックスUltra-Orthodox Jewsあるいは超正
統派ユダヤ教徒）、およびグーシュ・エムニーム（「信者の
ブロック」を意味するヘブライ語名をもつ、宗教的シオニス
トReligious Zionistsが結集したゆるやかに入植者の政治的
宗教運動）が研究者の間ではその研究対象として設定さ
れているといえるのである。

Two Kinds of “Jewish Fundametalists”
(1) Ultra-Orthodox
• 1)Ultra-orthodox or Haredi Jews adhere to the interpretation
and application of the laws and ethics of the Torah as legislated
in the Talmudic traditions.
• Shas Party (lit. Sephardi guards of the Torah) represents the
interests of Haredi Sephardic and Mizrahi or Oriental Jews,
founded in 1984 under the leadership of Rabbi Ovadia Yosef, a
former Israeli Sephardi chief rabbi, who remained its spiritual
leader until his death in October 2013.
• United Torah Judaism, formed in 1992, is an alliance of two
small Ashkenazi Ultra-Orthodox parties, Degel HaTorah and
Agudat Israel.

Two Kinds of “Jewish Fundamentalists”
(2) Religious Zionists
• 2)Religious Zionists
• Religious Zionists or Dati Leumi "National Religious" have an
extreme ideology that combines Zionism and Jewish religious
faith. Religious Jews believe that the Land of Israel was
promised to the ancient Israelites by God and the right of the
Jews to the land is Religious Jews believe that "Eretz Yisrael"
(the Land of Israel) was promised to the ancient Israelites by
God and the right of the Jews to the land.
• The National Religious Party (Mafdal), representing the
religious Zionist movement , was formed in 1956 and
dissolved in 2008. Increasingly associated with Israeli settlers,
they formed a political alliance with the strongly right-wing
National Union and then joined the new Jewish Home
party(Beyit Yehudi) led by Naftali Bennett, Minister of the
Economy.

ISIS threatens Hamas – but move could bring
Israel & Palestine closer to fight common enemy
• 1 Jul, 2015,Reuter
• Islamic State has issued a stark warning to the Palestinian group Hamas
that the Gaza Strip could be next on their list of territories they want to
conquer. The jihadist organization has accused Hamas of not enforcing
Islamic law stringently enough.
• "We will uproot the state of the Jews (Israel) and you and Fatah, and all
of the secularists are nothing and you will be overrun by our creeping
multitudes," said a masked Islamic State member, Reuters reported.
• "The rule of Sharia (Islamic law) will be implemented in Gaza, in spite
of you. We swear that what is happening in the Levant today, and in
particular the Yarmouk camp, will happen in Gaza," he said.
• ISIS fighters overran much of the Yarmouk Palestinian refugee camp in
April in Damascus, establishing a foothold in the Syrian capital for the
first time. Palestinian and Syrian officials have vowed to retake
Yarmouk, a built-up area that housed 160,000 Palestinians and Syrians
before the civil war.

7月19日、ガザ市の5カ所で車爆破Car bombs
target Hamas, Islamic Jihad armed wings in Gaza

•

•
•

•

•

There were no immediate claims of
responsibility, but initial suspicions pointed
to an Islamic State-affiliated group in the
Gaza Strip.
Islamic State logos were seen scrawled on
the street across from one of the cars, the
Palestinian Ma’an News Agency reported.
On Saturday, an Islamic State group in the
Sinai Peninsula carried out an attack on
Egyptian military forces, killing five, in the
latest assault on security forces in the restive
region.
Sunday’s incident was the latest in the
ongoing war of attrition between Hamas
and radical Salafist groups in the Gaza Strip,
who have tried to undermine the Islamist
group’s power.
(Times of Israel, July 19, 2015)
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アンサール・バイト・アル・マクディス
（ＡＢＭ：エルサレムの支援者）
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