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ヨルダン川西岸
　ガザ地区とともにパレスチナ自治区を構
成しているヨルダン川西岸は、A、B、Cの三
つに区分されている。A地区（17%）、B地区
（24%）、C地区（59%）で、特にC地区はイ
スラエルの完全な軍事占領下にある。またA、
B地区にもさまざまな制限があり、自治が実
現しているとは言い難い（下表参照）。また
拡大する隔離壁や入植地によりアクセスが
遮断され、インフラも十分できていない。

「C地区」の現状
 ●  行政権も警察権もイスラエル軍の管理下に
置かれている。

 ●  A・B地区との境界には検問所が作られて、
学校、職場、医療機関、役所、農地などへの
アクセスが大幅に制限されている。

 ●  パレスチナ人は新たな住宅地の建設や井戸
の掘削ができない。そのため水や電気の不
足が起こる。

 ●  夜間外出が禁止されている。
 ●  イスラエルの入植が盛んに行われ、150の
入植地に約40万人近い入植者が暮らして
いる。入植地建設は国際法に違反している
が、元に戻すのは難しい。

 ●  軍用地や入植地建設を目的に、農地や村の

浸食され虫喰い状態になったヨルダン川西岸。
自治区は群島化し分断されている。

国連OCHAの地図を元に作成

ヨルダン川西岸の地域区分
 A地区 B地区 C地区

面積の割合 17% 24% 59%

行政権 パレスチナ自治政府 パレスチナ自治政府 イスラエル軍

警察権 パレスチナ自治政府 イスラエル軍 イスラエル軍

特徴 人口の多い市街地 大きな村 イスラエルの入植地

占領から
50年目のパレスチナ
第一次世界大戦後に英国委任統治領になったパレスチナは、第二次世界大戦後の1947年の国連決議で
アラブ国家とユダヤ国家に分割されることになりました。翌年イスラエルの建国が宣言され、
そのままアラブ諸国との戦争になり、多くのパレスチナ難民が出ました。そして、アラブ国家ができないまま、
ヨルダン川西岸地区と東エルサレムがヨルダン領に、ガザ地区がエジプト管理下に置かれることになりました。
ちょうど50年前の1967年に第三次中東戦争が起こり、ヨルダン川西岸と東エルサレム、
およびガザ地区がイスラエルに占領されました。1993年には暫定自治合意（オスロ合意）が結ばれ、
翌年には西岸とガザに自治区ができましたが、パレスチナ国家の独立はできないままです。
軍事占領から50年たったヨルダン川西岸、東エルサレム、ガザの現状はどうなっているのか、ごく簡単ですが、まとめてみました。
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西エルサレム側

ベツレヘム

エルサレム
旧市街

東エルサレムの範囲
入植地
隔離壁（計画を含む）
1949年の停戦ライン
検問所

東エルサレム
　当会も現地事務所を置いているエルサ
レムは、城壁で囲まれた旧市街を中心に発
展したが、20世紀初頭には人口が増えて、
城壁の外に住宅が広がった。パレスチナ側
が東エルサレム、ユダヤ側が西エルサレム
と呼ばれる。

国際的な位置づけ
 ●  1947年の国連分割決議では、エルサレ
ム全体が国際管理都市とされた。

 ●  1948年の第一次中東戦争の結果、エル
サレム東側はヨルダンの統治下に置か
れた（エルサレムの西側はイスラエル領
になった）。

 ●  1967年の第三次中東戦争により、東側
もイスラエルに軍事占領され併合された。

 ●  イスラエルは東エルサレムを含めたエ
ルサレムを首都としているが、占領地の
併合は国際法違反のため、ほとんどの国
（米国や日本を含む）はエルサレムを首
都とはみなしておらず、大使館を置いて
いない。

三大宗教の聖地
 ●  エルサレム旧市街は三つの宗教の聖地
で、キリスト教徒地区、イスラム教徒地区、
アルメニア（キリスト教）地区、ユダヤ教
徒地区に分かれ、それぞれに歴史的な
建造物等が建っている。

 ●  80年代以降、イスラム教徒地区ではユダ
ヤ人入植者による土地や建物の買収が
進んでいる。

共有地などの土地接収が頻繁に行われ
ている。

隔離壁
 ●  隔離壁（イスラエルは安全壁と呼ぶ。フェ
ンス状のものも含む）が1967年の境界
線よりも内側に作られ、地区内を分断し
ている。

 ●  建設予定も合わせると全長は712kmに
およぶ（新幹線の東京－岡山間がおよそ
730km）。

 ●  ヨルダン川西岸に暮らすパレスチナ人が
隔離壁の外側に出るためには、イスラエ
ル軍の許可が必要。

 ●  パレスチナのナンバープレートを付けた

他にも
 ●  イスラエルの都市と入植地を結ぶ高速
道路が作られ、入植者は自由に往来が
できるが、パレスチナ人の多くは使えない。

車両はイスラエルや東エルサレムに通じ
る検問所は通れない（イスラエルのナン
バープレートの車両はヨルダン川西岸へ
の往来が可能）。

 ●  2004年に国際司法裁判所が隔離壁の
建設は違法である勧告を出している。

隔離壁 村から道路への出口を阻む巨石。C地区にあるため住民は
撤去できない

国連OCHAの地図を元に作成

東エルサレムおよび周辺地域に広がる入植地と隔離壁。
東エルサレムはヨルダン川西岸から隔離された。

第一次世界大戦後に英国委任統治領になったパレスチナは、第二次世界大戦後の1947年の国連決議で
アラブ国家とユダヤ国家に分割されることになりました。翌年イスラエルの建国が宣言され、
そのままアラブ諸国との戦争になり、多くのパレスチナ難民が出ました。そして、アラブ国家ができないまま、
ヨルダン川西岸地区と東エルサレムがヨルダン領に、ガザ地区がエジプト管理下に置かれることになりました。
ちょうど50年前の1967年に第三次中東戦争が起こり、ヨルダン川西岸と東エルサレム、
およびガザ地区がイスラエルに占領されました。1993年には暫定自治合意（オスロ合意）が結ばれ、
翌年には西岸とガザに自治区ができましたが、パレスチナ国家の独立はできないままです。
軍事占領から50年たったヨルダン川西岸、東エルサレム、ガザの現状はどうなっているのか、ごく簡単ですが、まとめてみました。
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ガザ

 ●  旧市街周辺ではパレスチナ人居住地域
への入植活動が進んでいる。

隔離壁と入植地による分断と包囲
 ●  ヨルダン川西岸のパレスチナ人は、それ
まで自由に往来できていた東エルサレム
に行くことが出来なくなった。

 ●  旧市街を取り囲むようにしてパレスチナ
人の居住区が広がっているが、その一部
は隔離壁で分断され、市の中心部への
アクセスが非常に悪くなっている。

 ●  70年代以降、東エルサレムへの入植地
建設が積極的に行われ、現在では20万
人以上のユダヤ人が東エルサレムに住
んでいる。

 ●  隔離壁は入植地を西側に取り込むよう
な形で広がっており、入植地は拡大して
いる。

生活の困難さ
 ●  エルサレム市（イスラエル行政）に支払う
税金が非常に高い一方で、ユダヤ人の
住む西エルサレムに比べて住民サービ
スは少ない。

 ●  ごみ収集などの住民サービスが劣悪な
ためスラム化した地域も多く、住民の不

 ●  1948年に人口の数倍以上の大量の難
民が流入して生活環境が悪化。「ガザゲ
ットー」と呼ばれるようになった。

 ●  70年代・80年代には多くの男性がイス
ラエルへ出稼ぎに出た。しかしイスラエル
での宿泊を許されず、ガザでは毎晩夜9
時以降に外出禁止令が出されていたた

め、毎朝4時にガザを出て夜ガザに戻る
という過酷さだった。

 ●  1987年、イスラエルへの抗議運動「イン
ティファーダ」はガザから始った。ガザで
のイスラエル軍の弾圧は特に過酷だっ
た。

 ●  オスロ合意後、1994年にはガザにパレス
チナ自治政府が置かれ空港も作られた
が、ガザの広大な土地がユダヤ人入植

地のままで、また幹線道路に検問所が作
られたため、狭いガザの移動に半日以上
かかるのが普通だった。その後空港は破
壊され、自治政府の機能は西岸のラマッ
ラーに移った。

 ●  2005年にガザからイスラエル軍と入植
地が撤退した。

 ●  2006年のパレスチナ国会選挙でハマス
が勝利すると、イスラエルはガザを完全
な封鎖状態に置き、人や物の出入りが大
きく制限されるようになった。ガザは海
に面しているが、漁船も沖合6海里まで
しか出ることができない。

 ●  ガザ住民は、ヨルダン川西岸の大学や
医療機関へのアクセスが閉ざされ、家族
を訪問することもできなくなっている。ま
たエジプト国境も封鎖され、外界から途
絶した状況に置かれている。

 ●  2008–2009年、2012年、2014年とイ
スラエル軍の大侵攻でガザは壊滅的な
打撃を受け、電気や水道などのインフラ、
医療機関、住宅の復興が進んでいない。

満が増大している。
 ●  パレスチナ人の住宅建設や増築の許可
がほとんど下りない。

 ●    無許可で建設した民家の取り壊しが頻
繁に起きている。

 ●  東エルサレムの居住権を持つパレスチナ
人は、ヨルダン川西岸とは違った身分証
明書を持っているが、パレスチナ人という
だけで露骨に差別されることも多く、特
に若い男性は警察の監視対象になって
いる。

エルサレム旧市街の
外側のアラブの村

国連の食糧支援に押し寄せる人たち

西岸とエルサレムの間のカランディア検問所。渋滞
相手の屋台が並ぶ


