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「子どもの家」のワーベルセンター長。キャンプ内のほかシリア難民
が多く住む地域に支援物資を届ける活動も行っている。

　私は、レバノンのバールベックの近くのワーベルキャンプ
で生まれました。家族の故郷はハイファの近くのアリアジュ
ールという村です。1948年にイスラエルが建国された時、パ
レスチナ人が故郷を追われ難民となって、近隣諸国に逃げ
難民としての生活をしてきました。私の両親も難民となりまし
た。故郷の村からワーベルまでの176キロを両親は歩いてや
ってきました。この場所は1948年以前はフランス委任統治
時代の軍の駐屯地がありました。広さは約0.5平方キロ。キ
ャンプに移り住んだ人たちは、もともとパレスチナの北部で生
まれて育った人たちでした。
　2011年から続く内戦の結果、シリア難民たちがたくさん流
入することによって、ワーベルキャンプの人口は8,000人から
12,000人になりました。1.5倍に膨れ上がったのです。人口
が非常に増えたことによって、生活環境も社会問題も深刻に
なっています。水が足りない、失業率が高い、医療サービス
がない、貧困、子どもの遊び場もないという状況です。
　ワーベルセンターの活動を少し紹介します。「補習クラス」
はパレスチナ子どものキャンペーンと長年一緒にやっている
活動で100人の小学生が毎日参加して、アラビア語、英語、
算数を学んでいます。また様々なレクリエーションをしていま
す。国連の小学校と協力して、問題を抱えた子どもたちへのフ
ォロー、保護者とのミーティングも定期的に行っています。そ
して「給食」です。非常に生活が厳しいので、子どもたちは一
日に2食しかご飯を食べていないのです。補習クラスが始ま

る前に昼食を食べ、エネルギーをつけてから勉強します。子
どもたちにとってとても大事なことです。
　家に帰っても停電や電気がない真っ暗で狭い部屋の中で
息を潜めて暮らしているので、センターでのびのびと遊んだ
り、図工、音楽、ダンスなどのさまざまな活動をすることによ
って、子どもたちが自分を取り戻すことができます。笑顔にな
ることも、とても大事なのです。シリア難民が来てからは彼ら
への食糧や燃料の配布も実施しています。食料品や冬場の
燃料配布がその生活と生命を支えています。
　私はまたソーシャルワーカーです。ソーシャルワーカーは、
家族、地域に住んでいる家族との関係を作り、家族を支援し
ていくことです。支援プログラムを計画し、配布物資のリスト
も作り、家庭訪問をし、悩み相談にものります。
　ユグナという5歳の女の子の話をします。シリアにあるヤル
ムーク難民キャンプから逃げてきたパレスチナ人です。70年
前難民となってパレスチナからシリアに逃れ、今回シリアか
ら逃れレバノンに来た二重の難民です。父親は2013年から
行方不明です。彼女は聴力に問題があり話が十分できませ
ん。兄二人と母親と4人で「ギャザリング」と呼ばれる倉庫跡
に住んでいます。非常に暗く不衛生な場所で、約10家族が
暮らしていますが、台所とトイレは1か所だけです。部屋では
天井からの水漏れをバケツで受け止めています。壁に窓の穴
は開いていますが、ガラスがありません。家族は食糧と燃料
を受け取っていますが、医療支援も必要です。耳の治療、ろ
う学校への通学などが必要ですが、レバノンでは高額な費
用がかかり、支援が難しいです。
　私たちパレスチナ人は、このように厳しい環境で辛抱強く
暮らしています。弱音を吐くことができません。これに負けず
に生きていくことが私たちの宿命だと思っています。故郷に
いつか帰る、その実現する日まで頑張らなければならないと
思います。

パレスチナ子どものキャンペーン30年記念

シンポジウム これからを考える」の報告
「パレスチナと日本、

アジーザ・シャハディさん

パレスチナ子どものキャンペーンは、2016年に活動開始から30年を迎え、
シンポジウム「パレスチナと日本、これからを考える」を11月20日に開催しました（東京・放送大学文京学習センター）。
会場には遠方からの会員の方、長年の支援者の方など200人以上が参加されました。また、このシンポジウムには、
長年の現地パートナーの一つであるレバノンのNGO「子どもの家」からカセム・アイナ代表と
アジーザ・シャハディさんを招聘し、特にレバノンとシリアのパレスチナ難民の現状についてお話をお聞きしました。
今号のサラームでは、このシンポジウムの報告として、レバノンから来日したお二人のお話と、
パネラーとしてパレスチナ問題の現状をお話しいただいた立山良司さん、出川展恒さん、高橋和夫さんの
お話からその一部をご紹介します。

弱音を吐かずに
人 に々寄り添う
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レバノンのNGO「子どもの家」代表。1976年に孤児のための施設と
して「子どもの家」を設立。82年のレバノン戦争以降は、孤児にとど
まらずパレスチナ難民キャンプ内で様々な活動を実施している。

現在、日本エネルギー経済研究所客員研究員。著書『ユダヤとアメリ
カ 揺れ動くイスラエル・ロビー』『イスラエルとパレスチナ』『エルサ
レム』『揺れるユダヤ人国家』など。

　1948年、レバノンではフーリー大統領とフランジーヤ外相
が「兄弟たち、よく来たよく来た」と言って、南部のティール
までパレスチナ難民を迎えに来ました。しかし68年経った
現在パレスチナ人たちの状況はどうなっているでしょうか。当
時、大統領がパレスチナ人たちのためにと選んだ15か所が
今の難民キャンプになっています。そのほとんどは１平方キ
ロにも満たない広さですが、今では人口が4倍までになって
います。またレバノン内戦時に2つのキャンプが右派民兵組
織によって破壊されました。80年代にはイスラエル軍が南部
のキャンプを完全に破壊してしまいました。これらは再建さ
れていません。
　現在、レバノンで国連のパレスチナ難民救済事業機関
（UNRWA）に正式登録している難民は49万6千人です。し
かし、その半数はレバノンには住んでいないと推定されます。
なぜなら、レバノンでの生活、あるいは置かれている立場と
いうのが大変厳しく生きていけないということで、能力がある
人たちは可能な限り海外移住をしているわけです。
　レバノンに残った難民人口の63％は難民キャンプの中に
住んでいます。残りも主にキャンプ周辺部に住んでいます。56
％が海外の親族からの送金を受けている。働いていない25
歳から45歳の男性の過半数が病気か障害を持っている。10
人に4人のパレスチナ人の子どもがドロップアウトをしている。
15歳以上の男性の9％、女性の22％が学校に今まで一度も
通ったことがない。高校に行っているのは12％。成人の20
％が非識字、文字が読めない。難民１万人に対して医師の数

　2016年9月、パレスチナで行われた最新のアンケート調
査からパレスチナ社会の現状を見てみます。「パレスチナ域
外への移民を希望するか？」に対して、「強く希望する」と「あ

が1.3人、看護師が2.8人、歯科医が0.3人という医療状況
です。国連の診療所は一日4時間しか開いていませんが、そ
の4時間で医者1人が73人を見る。5人に1人が慢性疾患を
かかえている。4人に1人が将来に対して希望を持っていな
い。そして21％が精神的な問題を抱えていて常に薬を飲んで
いる。16％が時々薬を飲んでいる、という数字が出ています。
　市民権を持っていないのがレバノンにおけるパレスチナ
難民の状況です。法律上パレスチナ人は財産、土地とか家
屋などを持つことができない。以前より改善されとはいえいま
だに36の職業に就くことが許されていません。医療専門職、
エンジニア、弁護士、タクシー運転手さえも許可されていない
のです。そんななかで2011年以降はシリアから逃げてきたパ
レスチナ人たちが難民キャンプに入ってきたわけです。
　シリアからの避難民は、レバノンにこんなにひどいパレス
チナ人差別があることに驚きました。シリアでは選挙権はな
いが、そのほかの市民権を持っている生活をしていたからで
す。シリアから逃げてきたパレスチナ人の数は減っているとい
われます。レバノンでの生活に耐えられないから、内戦があ
ってもシリアに戻った人、あるいは地中海を渡るなどして外
国に出ていった人たちがたくさんいるからです。私たちレバノ
ンのパレスチナ人は本当に忍耐強く68年間我慢をしてきまし
た。他の人たちはこんな我慢はできないのではないでしょう
か。だから、故国に戻る帰還権が、私たちにとっては本当に
大事なのだということを繰り返したいと思います。
　かつて、パレスチナの土地にはイスラム教徒、キリスト教
徒、ユダヤ教徒が共存していた経験があります。私はそこに
また同じように宗教に関わりなく皆で平和に住みたいと考え
ています。イスラエル人・パレスチナ人が共に平和な一つの国
を作ることは大きなチャレンジだと考えています。私たちは二
度と戦争や虐殺が起きることを望んでおりません。異なる民
族が人間としての尊厳を尊重しあって共に暮らす、共生をす
るということがなによりも大事なことだと考えています。すべ
ての人にとって平和な世界を一緒に作っていこうではありま
せんか。

る程度希望する」の合計35％が移民をしたいと言っています。
特にガザでは、封鎖によって出域できる可能性は非常に低い
のですが、46％が移民したいと返答しています。
　さて1993年のオスロ合意から既に23年。オスロ合意は、イ
スラエルの横、ヨルダン川西岸とガザ地区にパレスチナ国家
を作って二国家が共存する「二国家解決案」です。この「二
国家解決による和平は実現するか？」に対して、もはや不可能
という意見が50％を超えています。一方で「一国家解決案」
も支持は31%にとどまっています。そして、「5年以内にイスラ
エルの隣にパレスチナ独立国家が樹立される可能性はある
と思うか？」に対しては、70％以上の人が5年以内に問題解
決はありえないと感じています。長期間にわたる閉鎖により、

カセム・アイナさん

立山良司さん 防衛大学校名誉教授

共生できる社会を

パレスチナ政治の
現状と世論
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パレスチナ社会に閉塞感が強まり、和平への期待も薄まって
いることがわかります。
　パレスチナ経済も非常に低迷をしています。ガザ地区が閉
鎖され、しかも過去8年間に3回の大きな軍事衝突があった
ことなどもあって、経済成長率は非常に低いわけです。失業
率は、西岸・ガザの平均で27％。ガザだけでは42％。しか
も若者だけの失業率は58％。つまり2人に1人以上は失業し
ているという状態です。
　ガザ経済が非常に低迷している要因は、イスラエルによる
ガザに対する封鎖です。しかも南のエジプト国境は、2014年
に現在のシーシ政権になってからどんどん締め付けが厳しく
なり、地下トンネルも今はもうほとんど閉鎖されています。イ
スラエル側からは、国連関連の物資などは入ってくるけれど
もかなり制限されている。特に2014年の戦争による被害を
受けた家屋とか、公共の建物とか道路とかの復興が遅れて
います。
　2014年9月にカイロでガザ支援のための国際会議で開か
れました。そこで、約束された総額は35億ドル。特にカター
ルは10億ドルの援助をしますと約束をしました。しかし実際
に支払われたのは全体で16億ドル。半分にもいっていない。
UAEとか、サウジアラビアとか低く、カタールも19％。口だ
けなのかという話です。パレスチナ人は、見捨てられていると
いう意識になっていると思います。
　世界でいろんな形で人道危機が発生していますから、パレ

　そもそも、「パレスチナ問題の解決」はなぜ重要なのでしょ
うか。それは、パレスチナの人々にとって死活問題であると同
時に、中東のさまざまな問題と深く結びつくこの問題が解決さ
れない限り、中東に平和と安定が訪れることはないからです。
もし、中東和平交渉が完全に崩壊し、パレスチナ問題の解決
が不可能になれば、周辺地域や世界各国を巻き込んだ形で
紛争が拡大し、誰も止められなくなる危険性が高いのです。
　アメリカのオバマ大統領は、就任当初、「中東和平の実現」
を外交の最重要課題に掲げ、2010年9月、パレスチナのアッ
バス議長とイスラエルのネタニヤフ首相をホワイトハウスに招
き、「中断した和平交渉を再開させ、1年以内に決着させる」
と公約しました。しかし、再開された交渉は、たちまち再び中
断しました。これは、イスラエル側による占領地での入植活動
に、パレスチナ側が強く反発したためです。入植活動、すな
わちユダヤ人入植地の建設・拡大は、この問題のキーワード

スチナ自治政府に対する国際支援も相対的に減って、自治
政府の財政赤字が拡大している。結果、パレスチナ政府は
非常に行き詰まり、アッバス大統領に対する不信感が拡大を
しています。最新の調査によると「アッバス大統領は辞任すべ
きだ」という人が61％、「アッバスの業績に満足していない」
が59％。アッバス大統領は1935年生まれの81歳で、彼がこ
れからも大統領を続けられると思いませんし、すでに10年以
上選挙もやっていない。正当性も非常に失われているわけで
す。後継者として名前が挙がっている4人のうち1人はイスラ
エルの獄中にあり、残りの3人はみな治安機関の現か元のト
ップで、パレスチナ政治が治安機関に牛耳られている。パレ
スチナは市民的な自由が限られている政治構造だと言える
かもしれません。
　2007年にハマースが実力行使によってガザ政権を握って
しまい、それ以降、西岸とガザ地区は、政治的にも分断状
態になっています。ファタハとハマースとの間で和解協議を
繰り返してきたのですが、今の所、解決の見通しはついてい
ません。地方選挙をやろうという話もあるのですが、双方か
けひきに終始しています。結局、西岸とガザの人の行き来も
非常に困難になっていて、政治的な一体性もこのままではま
すます失われるということです。最後に、1月にトランプ政権
が発足しますが、パレスチナ問題にプラスのインパクトがある
かというと、全く期待をしていません。

（11月20日 文責：パレスチナ子どものキャンペーン）

です。現在、ヨルダン川西岸地区には120以上、占領地であ
る東エルサレムには10以上のユダヤ人入植地があります。パ
レスチナ側は、「占領地に入植地を建設するのは国際法違反
であり、入植地拡大が進めば、将来、パレスチナ国家となる
はずの領土が失われてしまう」と主張しています。
　ネタニヤフ政権が入植活動をやめようとしないため、アッバ
ス議長は交渉再開に応じず、いわゆる「国際化戦略」をとり
ました。2011年9月、国連に、「パレスチナ国家」の加盟申請
を行いました。しかし、アメリカが安全保障理事会で拒否権
を行使し失敗すると、2012年11月、国連総会に国家承認を
求めました。国連総会の採決には拒否権がなく、圧倒的多数
でパレスチナに 「オブザーバー国家」の地位が認められまし
た。日本やヨーロッパ諸国の多くも賛成票を投じました。こ
れに対し、ネタニヤフ政権は、さらなる入植地拡大という形
で対抗しました。東エルサレムとヨルダン川西岸地区で新た
に3000戸の入植住宅を建設する計画を承認したのです。国
連本部には、パレスチナの「国旗」が掲げられましたが、領
土も主権も確保されない「名ばかりの国家」にすぎません。そ
れどころか、イスラエルによる入植活動が進んで、さらに多く
の領土を失う結果になっています。
　これまで世界135か国が、「パレスチナ国家」を承認してい
ます。2014年には、スウェーデン政府がパレスチナ国家を承
認し、イギリス、スペイン、フランス、デンマーク、ポルトガ

エルサレム、カイロ両支局長などを経て、2006年から現職。

出川展恒さん NHK解説委員

瀕死のパレスチナ
和平と国際社会
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ル、アイルランドでは、議会が政府に対し、パレスチナ国家
の承認を求める決議を採択しました。ヨーロッパ議会も、パ
レスチナ国家の承認と、「2国家共存」による解決を支持する
決議を賛成多数で可決しました。同年12月、アッバス議長
はアラブ連盟と連携して、国連安保理に対し、12か月間の期
限を設けて「パレスチナ国家」の承認を求める決議案を提出
しました。イスラエルが2017年末までに、1967年の「第3次
中東戦争」で占領したすべての土地から撤退するよう求める
内容です。しかし、賛成票の数は決議採択に届きませんでし
た。2015年1月には、国際刑事裁判所（ICC）など、20の国
際機関への加盟申請を行い、国際刑事裁判所への加盟は認
められました。
　こうした動きに並行して、「BDS運動」があります。これは、
入植地で経済活動を行うイスラエルや外国企業に対する不
買運動、投資引き上げ、経済制裁などを総称する抗議運動
で、2005年にパレスチナのNGOが始めました。ここ数年、
ヨーロッパ諸国で急速に拡大・浸透しています。

　次期大統領に決まったトランプさんの周辺の反イスラム的
な発言が気にかかります。イスラム教徒を全て登録する、と
まで言っています。実はアメリカのイスラム教徒の人口に関し
ては、正確な統計はありません。いろいろな研究所などの統
計によると300万人から800万の間と言われます。イスラム教
徒が潜在的にテロリストなら、みな登録させよういう議論は、
第二次大戦中に日系人をみな強制収容所に放り込んだのと
同じ発想です。そんなことをやっていいなら、次はユダヤ教
徒、次は黒人、次は仏教徒じゃないか、と反対する人たちが
たくさんいます。リベラルなユダヤ教徒たちもトランプに反対
しています。ぞっとすることを言う人もいるけれども、それに
対抗する力も声も聞こえているのが、今のアメリカの救いかな
と思います。
　今回の大統領選挙を見ていて、アメリカの世論も変わって
きたと思います。民主党で最後まで残ったバーニー・サンダ
ースの発言に注目しました。ユダヤ系の方ですが、ヒラリー・
クリントンとの公開討論会でのパレスチナ問題に関する質問
に対して、「イスラエルにはテロに対して反撃する権利はある
けれど、ガザに対してはやりすぎだろう。あんなに多くの人を
殺したり、傷つけたりするのはやりすぎだろう。私だけでなく
世界がそう思っている」と答えました。また「敬意と尊厳をも

　一方、ネタニヤフ首相は、2015年3月、総選挙の直前に、
「私の政権が続く限り、パレスチナ国家はつくらせない」と
公約しました。その結果誕生した連立政権は、「イスラエル
史上、最もタカ派の極右政権」とも言われています。
　こうした現状にどう向き合えば良いのでしょうか。「2国家
共存」という和平の大目標を復活させ、新たな和平交渉の枠
組みをつくることが必要です。その間、入植活動は全面的に
停止させなければなりません。もし、「2国家共存」をあきらめ
てしまえば、パレスチナの人々は、永遠に国を持てないまま、
イスラエルの占領の下に置かれるか、「2級市民」として隷属
的な扱いを受けるかのいずれかです。とにかく、双方の市民
レベルで信頼醸成を図り、和平と共存を支持する世論を育
ててゆかなければなりません。ところが最近、世界のメディ
アは、パレスチナ問題をあまり伝えなくなり、パレスチナに関
する記事は激減しています。われわれ報道に携わる者は、パ
レスチナ問題の重要性と最新情勢を読者や視聴者に粘り強
く伝えていかなければならないと強く感じています。

（11月20日 文責：パレスチナ子どものキャンペーン）

ってパレスチナ人を扱わない限り、イスラエルにとっても究極
的な和平はありえない」というひどく当たり前のことを言った
んです。こうしたごく当たり前のことを、アメリカの大統領選
挙の過程で有力候補者が言うというのは、それまでありませ
んでした。今回の選挙で最も重要な場面だったと思います。
1970年代1980年代アメリカに住んでいた私には感慨深いも
のがありました。
　またサンダースは民主党の選挙綱領に、イスラエルがパレ
スチナ人の土地を「占領している」という言葉を入れようとし
ました。クリントン派に最後は押し戻されて、今回は占領とい
う言葉は入らませんでした。それでも、ここまで議論されたと
いうのは大きな事件だったと思っています。
　民主党綱領に占領という言葉をいれようとして頑張った一
人にキース・エリソンがいます。この人はアメリカの連邦議会
最初のイスラム教徒です。連邦下院議員に当選し就任した際
に、三代大統領ジェファーソンの蔵書だったコーランの英訳
本に手を置いて宣誓した人です。その選挙区はミネソタ州第
5区です。私が2008年にエリソンにインタビューしたときに
は、これからアメリカは変わるんだ、黒人の大統領が出るかも
しれない、仏教徒の大統領だって、イスラム教徒の大統領だ
ってありえるという話をしてくれました。エリソンは、今アメリ
カでもっとも注目されている政治家の一人です。そのキース・
エリソンが民主党の全国委員長に立候補しました。黒人のイ
スラム教徒がそのポストを狙う、そんな時代が来たということ
なんです。結果はわからないですけれど、キース・エリソンが
勝てるかもしれないという時代がアメリカに来ている。民主党
は大きく変わろうとしている。短期でいうと楽観する材料は何
も見えないですが、長期でみるとアメリカは変わりつつあると
思います。暗い話題が多い中で少し勇気の出るお話をしまし
た。　　　　　（11月20日 文責：パレスチナ子どものキャンペーン）

著書『なるほどそうだったのか!! パレスチナとイスラエル』『アメリカ
とパレスチナ問題／アフガニスタンの影で』など多数。
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