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Abstract

In the Palestinian-Israeli conflict, various solutions have been proposed, including the 

one-state and two-state solutions. However, all peace negotiations have resulted in de 

facto failure. Therefore, discussions to explore alternatives have become active, and all 

possibilities are being reviewed. Previous studies have generally disregarded religious 

perspectives. To fill this knowledge gap, the current article features Islam, which is widely 

followed among Palestinians, and considers the Palestinian/Israeli conflict from an 

Islamic perspective. In particular, this article considers the current situation from the 

viewpoint of Jihad and the establishment of the Caliphate (or simply, the Islamic state). It 

also examines a solution and the path toward it. Furthermore, this article discusses the 

feasibilities of such a solution while considering its differences from existing proposals, 

the current situations of Palestine and Israel, and the international situation as a whole.

As a consequence, this paper clarifies that the existing solutions do not correspond with 

the Islamic solution, which negates the division of land; by contrast, the two-state solution 

promises it. An Islamic solution seeks to establish “equality under Islamic law,” while the 

one-state solution seeks equality under secular law. Given the anticipated backlash from 
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the current regimes of Western and Arab countries as well as the military disparity with 

Western countries, it is almost impossible to realize the Islamic solution in the near future. 

However, regardless of its feasibility, the continuation of Jihad remains an obligation for 

Muslims, which leaves the possibility of the implementation of non-violent Jihad and the 

realization of a gradual Islamic solution.

Ⅰ．はじめに

パレスチナ問題（あるいはアラブ・イスラエル紛争）とは，1948年に樹立し
たイスラエルによるパレスチナ人居住地の占領と，大量のパレスチナ難民の発生
を中心的な問題とする政治的紛争であるといえる。しかしながら，その当事者で
あるパレスチナ人の多くがイスラームあるいはキリスト教を信仰し，対するイス
ラエル人の多くがユダヤ教を信仰しているという背景や，聖地エルサレムの地位
に関する問題，またハマースやイスラエル宗教政党の影響力拡大といった背景を
受けて，パレスチナ問題における宗教的性格が強調されることもある。そのため
か，パレスチナ問題は「ユダヤ教対イスラーム」という宗教紛争であるとする安
易な誤解も存在してきた。
しかし，パレスチナ問題はいわゆる宗教対立によって発生したものではない。
その出発点となったのはあくまで，政治的な目標を掲げた主流派シオニズムを背
景とする多数のユダヤ人移民と現地住民との間に発生した領土紛争であった（も
ちろん，現在に至る過程でさらに多くの課題を孕むようになり，単なる領土紛争
とは言い切れない）。もっとも，そうであるからといってパレスチナ問題を考え
る際に宗教的要素を軽視してよいとは言えない。日本のように，一般的に世俗的
価値観が広く膾炙している社会とは異なり，ハマースやイスラエルの宗教政党の
ような主要な政治的アクターのみならず，当事地域内の一般市民の多くが何らか
の宗教への帰属を明確に意識しており，彼らの行動の一部は明らかにそうした信
仰に動機づけられているためである。したがって，紛争当事者らにとっては，パ
レスチナ問題の解決の在り方についてもその信仰が少なからず影響を与えている
と考えるのがむしろ自然である。
そのため，パレスチナ問題研究においても宗教，とりわけユダヤ教・キリスト
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教・イスラームという一神教に関する理解が不可欠となる。問題の原因，あるい
は本質それ自体が宗教に帰されるのではないとしても，問題の現状や行く末，あ
るいは解決について考える際には，宗教もまた重要な構成要素として位置付けな
ければならない。
このとき，パレスチナとイスラエルにおいて信仰されている宗教の分布を考慮
すると，ユダヤ教・キリスト教・イスラームという一神教的価値観が重要となる。
今後，これらの宗教的価値観に照らした解決の在り方についての研究が，現実的
かつ当事者の価値観にも則した持続的なオルタナティブについて検討していく上
で重要になっていくと考えられる 1）。しかしながら特にパレスチナの人口構成に
おいてムスリムが多数派であること 2），また他の宗教と比較して，イスラームは
特に政治的・社会的な側面における規定を多くもたらしていることなどを考慮す
ると，「パレスチナ問題のイスラーム的解決」というテーマの重要性はとりわけ
大きいと考えられる。この視点に立ち，以下本稿では古典イスラーム法学の観点
からパレスチナ問題の解決とはどのように描けるのかということについて検討す
る。続いて，そうした解決の在り方と既存の解決案を比較検討する中で，イスラー
ム的解決には実現可能性がどの程度あるのか，将来的にどのようなシナリオが考
え得るかということについて検討する。

Ⅱ．先行研究

1. パレスチナ問題研究におけるイスラーム
パレスチナ問題とイスラームとの関係に関する先行研究は，イスラーム主義組
織としてのハマースやパレスチナ・イスラーム・ジハード運動などの行動を記述
するものが中心である。またこれらの思想的母体であるムスリム同胞団や，関連

1）　無論，本稿の目的は特定の宗教（ここではイスラーム）における価値観を基にした解決が唯
一正当であるといった主張を行うことではない。主に 3つの一神教の視点からの検討が必要
と考えられるが，本稿ではその足掛かりとしてイスラームを扱う。

2）　PASSIAによれば，パレスチナ人の 98％以上がスンナ派イスラーム教徒（以下ムスリム），
残りの 2％がキリスト教徒（主にギリシャ正教会とラテン・カトリックで占められる）とさ
れている。PASSIA. “Society & Living Conditions.” PASSIA (Palestinian Academic Society for the 
Study of International Affairs), 2017. http://passia.org/media/filer_public/4f/6a/4f6a3890-b0b6-4109-
897d-a8eb674915ac/factsheet_society_and_living_conditions.pdf, retrieved April 20, 2020.
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するイスラーム主義運動の活動展開 3）や思想，政治参加 4）といった点にも範囲を
広げ，分析が行われている。
また，パレスチナ・ナショナリズムの歴史と展開における特定のアクター，例
えばハーッジュ・アミーン・アル＝フサイニー（Ḥājj Amīn al-Ḥusaynī，1974年没）
などの影響について，あるいは広義のイスラーム思想や汎イスラーム主義思想と
の関連について論じた研究も存在している 5）。
いずれにしてもこれらの先行研究は，主に科学的かつ地域研究的な視座から，
イスラーム主義に関連する組織の行動を記述・分析することに力点を置いている。
しかしその結果，「パレスチナ問題のイスラーム的解決」というテーマは，ほと
んどがパレスチナ地域や周辺に存在するイスラーム主義組織の行動や理念を軸に
描写されていると言える。
しかしながらイスラームとは，当然そうした地域的な組織の解釈や実践をもと
に規定されるものではない。実際にはイスラームの実践には多様性があり，こう
した多様性はイスラーム法の法源であるクルアーンとスンナに対する非常に多様
な解釈を通じて展開されている。言い換えれば，「パレスチナ問題のイスラーム
的解決」について考えるためには，これらの組織の行動，すなわちムスリムたち
の実践という，「現実のレベル」のイスラームを媒介とするのみでは不十分であり，
むしろその背後にある「教えのレベル」のイスラームに可能な限り立ち返った検

3）　al-ʿUthmānī, Bassām. “Bayna Taḥrīr Filasṭīn wa Daulah al-Islāmīya.” In al-Madkhal ilā al-Qaḍīya al-
Filasṭīnīya, edited by Jawād Al-Ḥamad. Amman: Markaz Dirāsāt as-Sharq al-Ausaţ (MESC: Middle 
East Study Center), 2004, pp. 283-293; al-Būrīnī, Ḥusnī Muḥammad. Marj Al-Zuhūr: Maḥaṭṭa fī 
Tārīkh al-Ḥaraka al-Islāmīya fī Filasṭīn. Beirut: Markaz al-Zaytūna lil-Dirāsāt wa al-Istishārāt, 2012; 
Hatina, Meir. Islam and Salvation in Palestine: The Islamic Jihad Movement. New York: Syracuse 
University Press, 2001; Bājis, Dalāl. al-Ḥaraka al-Tullābīya al-Islāmīya fī Filasṭīn: al-Kutla al-
Islāmīya Namūdhajan. Beirut: Markaz al-Zaytūna lil-Dirāsāt wa al-Istishārāt, 2012.

4）　Hroub, Khaled. Hamas: Political Thought and Practice. Washington, D.C.: Institute for Palestine 
Studies, 2000; Milton-Edwards, Beverley. “The Concept of Jihad and the Palestinian Islamic 
Movement: A Comparison of Ideas and Techniques.” British Journal of Middle Eastern Studies 19 (1), 
1992, pp. 48-53; 飯塚正人「イスラーム主義勢力と中東和平―「ハマース憲章」再考」『平成
13年度外務省委託研究 イスラエル内政に対する多角的研究』東京：国際問題研究所，2001，
pp. 111-127; 横田貴之「中東諸国におけるイスラームと民主主義―ハマース 2006 年立法評議
会選挙綱領を中心に」『国際問題』，第 556号，2006，pp. 46-54; 鈴木啓之「ハマース憲章全
訳―パレスチナ抵抗運動の一側面へのアプローチ」『アジア・アフリカ言語文化研究』，no. 
82，2011，pp. 61-93.

5）　Freas, Erik. “Hajj Amin Al-Husayni and the Haram Al-Sharif: A Pan-Islamic or Palestinian Nationalist 
Cause?” British Journal of Middle Eastern Studies 39, no. 1, April 2012, pp. 19-51; Khalidi, Rashid. 
Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness. New York: Columbia 
University Press, 2010.
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討が肝要となる。諸組織の行動を含め，多様なイスラーム実践を相対的に位置付
けてその法学的妥当性や現状に鑑みた合理性についての評価を行うためには，イ
スラーム法学の基礎的な観点から，パレスチナ問題の状況を分析し，判断基準と
して整理しておく作業が必要とされている。
このようにイスラーム法の観点からパレスチナ問題に関する議論を行った研究
も，少数ながら存在している。シオニズムやユダヤ人問題，パレスチナ問題につ
いて，イスラーム法的解釈というよりは文明論的視点で論じたもの 6）にはじまり，
紛争時の法規という視点からパレスチナ問題とエルサレム問題について論じたも
の 7）や，イスラーム国家，あるいはカリフ制再興の観点からパレスチナがその中
心地として妥当であることについて論じた研究 8），またイスラーム国家論の観点
から見た場合の二民族国家案の妥当性を検討する研究 9）などが存在する。さらに，
「法の目的論」（マカースィド・アッ＝シャリーア maqāṣid al-sharīʿa）の観点から，
パレスチナ問題の諸相について詳細な検討を行ったもの 10）も現れている。本稿も，
一方ではこれらの諸研究の流れのなかに位置づけることができる。しかしながら，
後述のようにこれらの研究には不十分な点が存在していることも否めない。

2．パレスチナ問題研究における「解決案」
他方，全く別の文脈では，パレスチナ問題の将来を考える試みとして「解決案」

6）　al-Faruqi, Ismaʼil Raji. Islam and the Problem of Israel. London: Islamic Council of Europe, 1980.
7）　ʻImāra, Muḥammad. Fī Fiqh al-Ṣirāʻ ʻalā al-Quds wa Filasṭīn. Cairo: Dār al-Shurūq, 2005. なおこの

議論は学術的な手続きに準拠した研究とは言い難く，むしろムスリムが対象の説教としての
性格が強い。

8）　ʿAbd al-Jāwād, Nāṣir, and Fattāsh, ʿAzīz Ibrāhīm. Taḥrīr Filasṭīn wa ʿAudah al-Khilāfah al-Islamīya: 
Dirāsāt Ḥadītha Istishrāfīya. Amman: Dār al-Fatḥ, 2017.

9）　Abu Lafi, Ahmad. “Islam and the Bi-National State.” In Palestinian-Israeli Impasse: Exploring 
Alternative Solutions to the Palestine Israel Conflict, edited by Mahdi Abdul Hadi. Jerusalem: PASSIA , 
2005. ただしこの研究ではジハード論についてはほぼ言及されていない。また主な議論はイ
スラーム国家論の表面的な概説に集中しており，パレスチナ問題に関しては詳細な検討が行
われていない。

10）al-Ṣalāḥāt, Sāmī Muḥammad. Filasṭīn: Dirasāt min Manẓūr Maqāṣid al-Sharīʿa al-Islāmīya. Beirut: 
Markaz al-Zaytūna lil-Dirāsāt wa al-Istishārāt, 2010.
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を扱った研究が複数存在している。解決案とは，二国家案 11）や一国家案 12）に代表
されるように，イスラエルとパレスチナが将来いかなる体制となるべきかを提案
するものである。主にオスロ合意が事実上の破綻を迎えた 2000年ごろから，そ
れまでの前提とされてきた二国家案に対するオルタナティブとして，一国家案を
含むいくつかの解決案が積極的に提起されるようになった。以降，どの解決案が
より合理的あるいは倫理的な解決を描いているのかについて議論が続けられてい
る。しかしながら，決定的な案はいまだ存在していない。
既存のほぼすべての案においては「世俗的」かつ「民主主義的」な国家の樹立
というアイディアが含まれているが，その際の価値の基準となっているのは政治
的・地理的な合理性や，国際法などにおいて展開された規範であるといえる。よ
り根本的な背景として位置付けられるのは，文化や言語を共通点とする「民族」
を単位とし，それらが各々の政治的な自決を実現することができる領域，すなわ
ち国民国家を持ち，これが世界を境界線によって分割して国際秩序を構築すると
いう発想である。この基本的な秩序は現代の国際社会においてはほぼ絶対的なも
のとして膾炙しており，パレスチナ問題の解決というテーマも当然，この発想に
立脚したうえで理解されている。
しかしながらイスラームにおいては，上述のような近代的ロジックとは異なる
ロジックで人間や世界を捉えてきたことが知られている。すなわち，紛争当事者
たちが広く信仰し，その価値判断の基準としている宗教的価値観は，パレスチナ

11）二国家案とは一般的に，イスラエルとパレスチナという二つの国家をそれぞれ独立に並列し
て成立させる考え方である。これを扱った研究の一例として，以下がある。Baraka, 
Mohammad. “Between the One-State and the Two-State Solution: Independence Is Not a Luxury, It Is 
a Necessity.” Al-Majdal 28, 2005; Schenker, Hillel. “Is a Two-State Solution Still Possible? 
Nothing Else Is Possible.” Palestine-Israel Journal of Politics, Economics & Culture 19, no. 1/2, 2014, 
pp. 134-44; Shikaki, Khalil. “The Future of Israel-Palestine: A One-State Reality in the Making.” 
NOREF (Norwegian Peacebuilding Resource Centre), May 14, 2012. http://www.miftah.org/Doc/
Reports/2012/futureofisraelpalestine.pdf. retrieved April 20, 2020.

12）一国家案とは，歴史的パレスチナ全域において，イスラエルのユダヤ人とパレスチナ系アラ
ブ人の双方が構成員となる単一国家を形成するという考え方である。これを扱った研究の一
例として，以下がある。Faris, Hani A., ed. The Failure of the Two-State Solution: The Prospects of 
One State in the Israel-Palestine Conflict. London: I.B. Tauris, 2013; Habib, Sama. “Too Late for Two 
States: The Benefits of Pivoting to a One-State Solution for Israel and Palestine.” Journal of 
International Affairs 69, no. 2, 2016, pp. 193-203; Karmi, Ghada. “The One-State Solution: An 
Alternative Vision for Israeli-Palestinian Peace.” Journal of Palestine Studies 40, no. 2, 2011, pp. 62-
76; Tilley, Virginia. The One-State Solution: A Breakthrough for Peace in the Israeli-Palestinian 
Deadlock. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010.
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問題の解決を語るうえではほとんど捨象されているといってよい。しかしながら，
2006年にパレスチナ評議会選挙でイスラーム主義を標榜するハマースが大勝し
たことや，アラブ諸国を対象とした大規模な世論調査結果によればパレスチナ自
治区住民の実に 89％が「シャリーア（イスラーム法）をその土地の公式の法と
することに賛成」と回答し，83％が「自国の法律がシャリーアに準拠していない
ことは悪いことである」と回答している状況 13）などを考慮すると，今後の解決案
構築においては，そうした価値観の影響を考慮しなければならないだろう。現状
主に議論されている世俗的かつ民主的な国家像は，こうした民衆の意志と少なか
らず乖離していると考えられるためである。
また，西洋の文脈で構築されてきた現代の国際秩序が，中東，とりわけアラビ
ア半島やレバント地方へと拡大していく過程は，帝国主義的な発想のもとで欧米
諸国が半ば強制的に押し付けることで実現したものであった。付け加えれば，イ
スラームの視点から改めて批判するまでもなく，パレスチナ問題を含む世界中の
民族紛争・領土紛争・未承認国家問題の例に照らせば，民族自決と国家の主権（特
に領土保全）が往々にして矛盾するという，現代の国際秩序の重大な欠陥は，す
でに明らかなのである 14）。そのため，その正当性について批判的な評価がなされ
るべきであるばかりか，そうした秩序は絶対的なものではなく，オルタナティブ
があり得ることについて，国際社会は目を向けるべきだといえよう。すなわち，
単にパレスチナ人の多くがイスラーム的な価値に立脚した解決を求めていると考
えられるため，というだけでなく，既存の価値を相対化し，現在の国際秩序の行
き詰まりを脱却していくうえでの新しい視点としても，イスラーム法に対する理
解と，その実践に寄り添った解決案構築について検討することには価値があると
考えられる。

3．イスラーム法の視点から見たパレスチナ問題の解決
現状は，上述のようなイスラーム法学的な研究と解決案研究の 2つの流れが存

13）Pew Research Center. “The Worldʾs Muslims: Religion, Politics and Society.” Pew Research Center, 
April 30, 2013. https://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-
app-a/, retrieved April 20, 2020. ただし，回答者が「シャリーアへの準拠」によって意図する内
容は個人間で大きく異なる可能性があり，またそれが必ずしもパレスチナ問題の「イスラー
ム的解決」を支持するものとは考えられないことに留意しなければならない。

14）廣瀬陽子『未承認国家と覇権なき世界』東京：NHK出版，2014，pp. 43-82.



34

在していると整理できるが，さらに指摘しておきたいのは，これらが十分に接続
されているとは言い難い点である。
特に，イスラーム法の見地からなされている研究は，イスラーム法の理念に関
する議論，言い換えれば信仰上の「べき」論に終始する傾向があり，概して政治
学的な状況や地域の物理的現実，また軍事バランスや国際政治情勢までを射程に
含めた現実的な議論になっているとは言い難い。例えばアブドゥルジャウワード
とファッターシュによる議論では，主にクルアーンとハディースの引用をもとに，
ユダヤ人の打倒やカリフ制樹立の必然性，またパレスチナがその戦闘の舞台とし
て，さらに後のカリフ制樹立にとってふさわしい土地であることを確認していく
議論となっている。一方，積極的に古典的な法学理論を引用した議論ではなく，
反対に現代的な国際政治状況を考慮した内容ともいえない。そうした現実の状況
下でいかにカリフ制ないしイスラーム国家が樹立できるのか，という現実的な議
論になっているとは言い難い。
こうした先行研究がムスリム自身によって行われていることもおそらくは原因
となり，イスラーム法への依拠やその施行，またそれらの必然性や正統性は所与
とされ，その強調に執着するあまり過度に理想主義的であるとも捉えられる。さ
らに言えば，政治的にも学術的にも主流といってよい二国家案や一国家案といっ
た世俗的解決案に関する議論とイスラーム的解決に関する議論は全く別の文脈や
方法論で展開されており，それらの近似性や相違については，いまだ十分な検討
が行われていない。
反対に，既存の政治学的な解決案研究においては，すでに述べたように，宗教
的価値を過度に捨象してしまっており，紛争当事者らの意向と少なからず乖離し
てしまっていると考えられる。（既存の解決案が目指す）人定法を施行する世俗
的かつ民主的な国家を樹立することで，仮に政治的な意味でのパレスチナ問題が
「解決」されたとしても，イスラーム法の施行を求める住民が約 9割存在する状
況を鑑みると，長期的に見た場合の社会的な歪みまでを是正することは困難と思
われる。単に世俗ナショナリストの方程式に則った問題解決が仮に達成されたと
しても，多数派となっているムスリムたちが社会に対して抱える違和感について
は先送りにされてしまうのである。
イスラーム的解決について論じる本稿は，先行研究のようにその正当性を誇張
することではなくあくまでその実現可能性についての客観的な評価を加えるため
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の試みであるが，将来的に一定程度そうした価値への寄り添いが必要となること
を示唆するものとなるだろう。
しかしながら，ここで確認しておきたいのは，本稿が「イスラーム的解決」を
一義的に決定することを目的としているわけではないということである。無論，
これはイスラーム法の性質から見て究極的には不可能である。むしろ本稿が目指
しているのは，古典的なイスラーム法学の通説を参照した場合のありうる解決に
ついて検討することである。完全に宗教的価値を捨象した世俗的な解決をもう一
方の極と捉えるなら，反対側の極を本稿によって検討することで，解決案を分析・
検討するための軸を描くことが出来ると期待される。また本稿の第二の目標は，
イスラーム的解決と世俗的解決案の近似や相違についての検討を加え，「解決」
のダイナミクスを捉える視点に宗教的価値観（本稿ではイスラームのみを扱うが）
という座標軸を加えることである。
加えて指摘しておくべきなのは，イスラームの視点からパレスチナ問題を眺め
るといっても，複数の立場が既に存在しているという点であり，ムスリム内でも
意見に相違があることについてである。一つ目の例として挙げることができるの
はサーリムなどの議論である。米イェール大で修士号を取得した後，カイロのア
ズハル大で博士号を取得したエジプト出身のムスリムであるサーリムの議論から
は，明らかに西洋的な価値観への接近（あるいは迎合）が読み取れる。彼は西洋
的視点への立脚を強調した，いわば護教論ともいえる角度から，イスラームをむ
しろ正しく実践することでこそ，アブラハムの諸宗教（ユダヤ教，キリスト教，
イスラーム）の信徒らは平和裏共存に向かっていくことができる（よってパレス
チナ問題は解決される），とする議論を行った 15）。これも，聖典からの引用に依拠
しながら議論を進めている点から，手続き上は誤りとは言えず，見方によっては
異教徒への向き合い方や寛容の精神についての有用な知見を提供している。しか
しながら，パレスチナにおけるムスリムのウンマ（イスラーム共同体）が被って
きた不正義や，侵略者あるいは入植者としてのイスラエルの性格とその是正の必

15）Salem, Omer. The Missing Peace: The Role of Religion in the Arab-Israeli Conflict. New Haven: 
Averroes Books, 2015, pp. 119-124. なお護教論とは，主に非イスラーム世界でのムスリムの印
象を良いものとしたり，当地社会での共存が容易に可能であることを示すことなどを意図し
て行われるイスラームに関する議論である。時に客観的評価とは言い難い，都合の良い議論
が展開される場合もある。極端な例としては，西洋の近代的価値観とイスラームは全く矛盾
しない，であるとか，イスラームは平和と博愛の宗教であってあらゆる暴力を完全に否定す
る，といった議論が挙げられる。



36

要については大部分を捨象している。そのうえで単にムスリム側が一方的に慈愛
にみちた意識改革を実行することでイスラエルを受け入れれば，パレスチナ問題
は解決する，といったサーリムの議論は，非現実的でユートピア論的なものとなっ
てしまっていると言わざるを得ない。
さらにいえば，こうした議論はイスラームのリアリスティックな側面（例えば
侵略戦争に対しては，武力闘争を行う場合もあることなど）に関する議論を避け
ている。これは非ムスリムのイスラーム護教論者などからは共感を得る場合もあ
るが，イスラーム法学の通説と乖離してしまっているのでは，大多数のムスリム
にとっては無益な議論となるばかりか，むしろ反感を買うことにもなりかねな
い 16）。なぜなら，イスラームは人間の内的信仰であると同時に政治的指針を示す
ものでもあり，それゆえ共同体の防衛や敵対勢力との対峙に際する行動規範など
も含めて，人間の社会的生活の隅々までを規定するためである。それゆえ政治的
にリアリスティックな側面を持つ教えであるのは当然ともいえる。そして，この
性質は政教分離を原則とした西洋的価値観に立脚する（そしてその価値が絶対的
で最良のものであると信じる）者から見れば，異質で危険なものと映る可能性が
あることもまた，当然のことといえる。そのため，上述のような西洋的価値に迎
合するユートピア的な護教論が「唯一正しいイスラーム」として流布され，非ム
スリム世界に膾炙してしまうことで，むしろ包括的で現実的ともいえるイスラー
ム解釈のほうが，暴力的で過激な「誤ったイスラーム」であるとのレッテルを貼
られてしまう危険性も孕んでいる。これらはどちらも一定程度正しく，どちらか
が全て誤っているという問題ではないが，少なくとも伝統的なウラマーによる議
論を踏まえた合意形成を経て，通説としての地位を得た見解をある程度尊重すべ
きであることは確かだろう。
むしろ，これからの時代に必要なのは，西洋が作り上げた近代的価値観という，
現代においてヘゲモニーとなっている価値の枠組みにイスラームをどう迎合させ
るかを考えるより，そうした価値はむしろ相対的なもので，絶対的なものではな
いことを理解し，さらにオルタナティブとなる価値の枠組みが存立し得ることを

16）実際，サーリムが自著の刊行に際して，イスラエルのハイファ大学で学生向けに行った講演
会においては，会場のパレスチナ系ムスリム学生から，イスラエルとの関係の「正常化（taṭbīʿ）」
を試みるものであるとして怒号を浴び，その様子が動画投稿サイトにて拡散されるという事
態に発展した。“Yale Univ. Dr. Omer Salem Heckled at U. Haifa.” Youtube.com, December 26, 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=3is93Ew3Yws, retrieved April 20, 2020.
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説くことなのではないかと考えられる。
以上を踏まえ，本稿が設ける第一の問いは，その妥当性について広く合意があ
る内容を基にした古典イスラーム法学の観点から，パレスチナ問題の解決とはど
のように描けるのか，というものである。より具体的には，はじめにスンナ派法
学における戦争論（ジハード）とその前提となるスィヤル（イスラーム国際法と
も呼ばれる），またイスラーム国家論（主にカリフ制）それぞれの通説を参照し
つつ，パレスチナ問題の解決をどのように捉えることができるのかについて検討
し，イスラーム的解決の在り方を示す。これを受けた第二の問いとして，そうし
た解決の在り方と，既存の解決案を比較検討し，さらに域内・域外の政治的状況
や物理的な制約とを照らし合わせながら，イスラーム的解決には実現可能性がど
の程度あるのか，将来的にどのようなシナリオが考え得るかということについて
検討する。

Ⅲ．ジハード，カリフ制とパレスチナ問題

1．パレスチナ問題におけるジハード
パレスチナ問題をイスラーム法学の通説という視点から見た場合，特にジハー
ドの遂行については，解釈には複数の可能性があり，一義的に決定しないことに
まず注意しなければならない。ただし，主流と思われるものは，今日においても
ハマースなどが主張するようにパレスチナにおけるムスリムのウンマが，イスラ
エルという異教徒の共同体によって侵略，占領されている状態にあるとみなすも
のである 17）。パレスチナ問題におけるジハードは一般的に，このとき発生する防
衛的闘争のことと考えられる。
このような流れに位置づけられるジハード解釈は，現在のみならず歴史的にも
主流であったと考えられる。その始まりは，1930年代に見られる。（現在の）シ
リア生まれの説教師として 1935年にパレスチナで開始された武装ジハードを指
揮し殉教したことで知られるイッズ・アッ＝ディーン・アル＝カッサーム（ʻIzz 

al-Dīn al-Qassām，1935年没）は，その対象をシオニストとイギリス人と認識し
つつジハードを呼び掛け，やがて大規模な運動へと拡大するなど広範な支持を得

17）飯塚「イスラーム主義勢力と中東和平―「ハマース憲章」再考」，p. 115.
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た 18）。また1921年に英委任統治パレスチナで大ムフティーに就任したハーッジュ・
アミーンにおいても，例えば 1941年のファトワーでジハードを布告している 19）。
このファトワーではジハードの契機は「イギリスの侵略」であると述べている。
ジハードの対象はイギリスとあるが，文章中には「ユダヤ人の侵入」に関しても
言及箇所があり，ユダヤ人がイギリスの中東における野望の尖兵として認識され
ていることがわかる 20）。いずれにしても，1930年代頃にはすでに，ユダヤ人移民
の割合がパレスチナ原住社会の意図せざる規模で急激に増加することに危惧を抱
き，またシオニスト側の民兵組織などとの衝突などが発生するようになった時点
で，パレスチナ人側はそれを事実上許したイギリスと，直接的な主体であったユ
ダヤ人に対抗するジハードを正当化し，実践に至ったという経緯はほぼ一致して
いる。
一方で，イギリスやユダヤ人の移住を侵略，あるいは攻撃とみなさない解釈も
不可能ではないと考えられる。しかしながら，19世紀末以降，パレスチナにお
いてそのような解釈を行った議論は管見の限り存在していない。例えば，先述し
たサーリムなどの議論はイスラームに依拠した極端に平和主義的な見解である
が，19世紀末から 20世紀初頭におけるイギリスやユダヤ人の活動についての検
討は行っておらず，あくまで現状（2000年代以降）を打開するための提案とし
てのイスラーム的意識改革について議論しているのみである。加えて，ジハード
についての議論もほとんど行っておらず，上述の解釈に対する論駁とはなってい
ない。よって，アプローチは異なるが，イギリスとシオニストに対するジハード
の正当性を否定するものではない。
なおそもそも，ジハードは語義としては「奮闘努力」といった意味を持つ 21）。

18）Mattar, Philip. The Mufti of Jerusalem: Al-Hajj Amin Al-Husayni and the Palestinian National 
Movement. New York: Columbia University Press, 1988, p. 67.

19）Isseroff, Ami. “Summons to a Jihad Against Britain: A Fatwa Issued by Haj Amin al-Husseini, May, 10 
1941.” Zionism-Israel Information Center, 2005. http://www.zionism-israel.com/hdoc/Mufti_
Fawa_1941.htm, retrieved April 20, 2020.

20）なおハーッジュ・アミーンは，1931年にシオニスト民兵組織と対抗して設立された青年民兵
組織アル＝ジハード・アル＝ムカッダス（聖なるジハード）の指揮を 1935年にとるようになっ
ている。また 1935年に布告したファトワーにおいては，ユダヤ人に対する土地の売買の禁
止を確認している（ここではジハードへの言及はない）。Rosen, David M. Armies of the Young: 
Child Soldiers in War and Terrorism. New Jersey: Rutgers University Press, 2005, p. 104; Abdul Hadi, 
Mahdi, ed. Documents on Palestine: Volume I (until 1947). Jerusalem: PASSIA, 2007, p. 314-316.

21）小杉泰『イスラーム帝国のジハード』東京：講談社，2006，pp. 72-73.
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現代を代表するシリア人イスラーム法学者のズハイリー（Wahba al-Zuḥaylī，
2015年没）は，四大法学派の古典的議論を踏襲しつつ，スンナ派において通底
するジハードの法規を議論しており 22），中田もこの議論を参照しながら次のよう
にジハードについてまとめている 23）。まず，ジハードの法学上の定義は「不信仰
者との戦い，その撃退のために生命，財産，言論を捧げること」である。またジ
ハードは連帯義務と規定されており，ウンマの成員の誰かが義務を達成すれば他
は免除される（ファルド・アル＝キファーヤ）。またジハードが義務となる条件
には，ムスリムであること，成人，正気，自由（奴隷ではない），男性，健康，
戦費を自己充当できること，といった 7つの条件があるとされる。他にも詳細な
規定があるが，中でも終戦に関する規定が重要であり，これについては後述する。
なおシャーフィイー学派などにおいては，倫理学的文脈での個人の内面的努力
を指す「大ジハード」と，法学上の武器を取って戦う「小ジハード」との分類に
ついても詳しい議論を行っている 24）。ここでいう小ジハード，すなわち武器を伴
うジハードについては，さらに防衛的ジハードか拡大的ジハードかに分類がなさ
れる場合がある。ただしこれはイスラーム法上の分類というより，ムスリムの共
同体が行ってきた戦争を歴史学的に振り返って行う分類であり，いずれにせよジ
ハード自体の定義については上記のようなものとなることに変わりはない。敢え
て防衛的・拡大的という分類を通じて考えるならば，イスラーム共同体が外部か
らの積極的な侵略を受けた際に個人の義務（ファルド・アル＝アイン）として半
ば自動的に開始されるのが郷土防衛のジハードである。対して拡大的ジハードの
場合は，在位中のカリフによる宣戦が前提となる。現代においては事実上カリフ
が不在であり，拡大的ジハードの宣告はありえないことになる。
イスラーム主義組織の多くが欧米でテロ組織として認定され，一方的に交渉対
象から除外されている背景から，彼らの行動は時代錯誤的な宗教的差別感情に起
因する暴力であるといった誤解もあるが，上述の視点からみれば，これはあくま
で不当な侵略行為に対する自然な防衛反応ということになる。こうした認識は，

22）al-Zuḥaylī, Wahba. Āthār al-Ḥarb: Dirāsa Fiqhīya Muqārana. Damascus: Dār al-Fikr, 1962, pp. 45-48.
23）中田考「「イスラーム世界」とジハード―ジハードの理念とその類型」湯川武編『イスラーム

国家の理念と現実』東京：栄光教育文化研究所，1995，pp. 208-213.
24）al-Zuḥaylī. Āthār al-Ḥarb: Dirāsa Fiqhīya Muqārana, p. 47. ジハードの大小の分類に関しては，

スーフィズムにおいても議論がなされている。大塚和夫ほか編『岩波イスラーム辞典』東京：
岩波書店，2002，pp. 439-440.
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ガザ地区を拠点とするハマースなどのイスラーム主義組織とも共通している 25）。
付け加えれば，これは西洋的な文脈における抵抗権の概念とも大方矛盾しないと
いえるだろう。
またユダヤ教徒は「啓典の民」，すなわち同じ神の啓示を授かった民としてみ
なされる。スンナ派の通説では，四大法学派の祖によっても議論され，マーワル
ディー（ʻAlī ibn Muḥammad al-Māwardī, 1058年没）などの時代にはすでに包括的
にまとめられた議論に則って，彼らはズィンミー（庇護民）として人頭税（ジズ
ヤ）と地租（ハラージュ）の支払いを課される代わりにムスリムの庇護下に置か
れるのが望ましいとされる 26）。ユダヤ教の聖典に関してはクルアーンに度々言及
があるように，同じ唯一神の啓示として一定の敬意が払われており，オスマン帝
国期やそれ以前の時代においては，特に 3つの一神教の信徒はイスラームの統治
下にある中東地域で概して平和裏に共存してきた。つまり，反セム主義（あるい
は反ユダヤ主義）はイスラームの教義に起因するという考えは必ずしも正確では
なく，「ユダヤ人」であること自体は暴力や差別の原因にはならない。なおファー
ルーキー（Ismā‘īl Rājī al-Fārūqī, 1986年没）など比較宗教学に通じる論者はシオ
ニズムを宗教的概念として，あるいは代替宗教として捉えており 27），現代のイス
ラエルを構成するのはユダヤ教徒というよりむしろシオニストであると認識して
いる。こうしたユダヤ教とシオニズムの分別は，現在のパレスチナ人ムスリム社
会においても広く共有された見解であるといえる。しかしユダヤ教徒であるかシ
オニストであるか，どちらとして定義するかにかかわらず，それが大部分を構成
するイスラエルという異教徒のウンマが，ムスリムのウンマに対する侵略を行っ
ているという認識は大方共通している。

2．スィヤルの中のパレスチナ
上述のようなジハードについて考える際の基準となるのは，8世紀ごろのハナ
フィー派の法学者であるシャイバーニー（Abū ʻAbd Allāh Muḥammad ibn al-Ḥasan 

al-Shaybānī, 805年没）の業績などに代表されるイスラーム法における国際関係分

25）飯塚「イスラーム主義勢力と中東和平―「ハマース憲章」再考」，pp. 111-127.
26）アル＝マーワルディー『統治の諸規則』湯川武訳，東京：慶應義塾大学出版会，2006，pp. 

345-379.
27）al-Faruqi. Islam and the Problem of Israel, pp. 47-52.
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野の法規（スィヤル siyar）である。イスラームにおいては地縁や血縁ではなく，
人間の宗教的帰属を基準として世界を二分して捉え，イスラーム法が適用される
領域をダール・アル＝イスラーム（イスラームの家），そうではない領域をダール・
アル＝ハルブ（戦争の家）と捉える。この二分法は，成立初期にはイスラームが
不信仰者と永久に戦い続けることを示唆する原則とも解釈されたが，やがて
シャーフィイー学派などではこの二分法にダール・アッ＝スルフ（和平の家），
すなわち和平関係が結ばれた関係が加えられることが唱えられた 28）。クルアーン
上の明文規定として，「和平（silm）」に関する言及が存在しており 29），こうした
規定に基づく和平がパレスチナの状況に適用される可能性がある。ダール・アッ
＝スルフについて直接的には言及していないシャイバーニーの『スィヤル』にお
いても，非ムスリムとの和平条約に関する条項はすでに検討されている 30）。パレ
スチナの場合はイスラエルが侵略行為を行っていると解され，よってジハードの
正当化が可能であることに関して，このことは影響を及ぼすものではないが，そ
の後の状況判断と最終的な終着点の解釈については，意見が分かれると考えられ
る。
なお，ハマースなどはその憲章 31）でも述べているようにパレスチナの地をワク

フ（寄進財）32）として認識し，よってこれに対する一片の妥協も許すべきではな
いとしている。しかしそもそも防衛的ジハードが開始されるにあたっては，ムス
リムの共同体が侵略を受けているという事実以外の必要条件があるわけではな
い。可能な限り多くのムスリムの動員を狙う効果は期待できると思われるが，本
来はそれとは関係なくムスリムの共同体が支配的であった土地に対する侵略とい
う意味において，ジハードは正当化されるといえる。
ダール・アル＝イスラームのより詳しい定義としては，ズハイリーは「イスラー
ムの権威下にあり，イスラームの法規を採用し，その宗教的儀礼を執行するビラー

28）al-Zuḥaylī. Āthār al-Ḥarb: Dirāsa Fiqhīya Muqārana, pp. 196-197.
29）Q4: 90, 8: 61など。
30）シャイバーニー『イスラーム国際法―シャイバーニーのスィヤル』マジード・ハッドゥーリー

原訳，眞田芳憲訳，東京：中央大学出版部，2013，pp. 181-201.
31）“Mīthāq Ḥaraka al-Muqāwama al-Islāmīya (Ḥamās).” Aljazeera.net, n.d.. https://www.aljazeera.net/

specialfiles/pages/0b4f24e4-7c14-4f50-a831-ea2b6e73217d, retrieved April 20, 2020.
32）ワクフ（waqf）はアラビア語で「停止」の意味を持つ。これは，ワクフに設定された財産の

所有権（売買・分割・譲渡の行使を含む）の移動が永久に停止され，財から得られる収益の
使い方が予め設定されたものに固定されることに由来する。大塚ほか編『岩波イスラーム辞
典』，pp. 1076-1078.
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ド（bilād）」であるとした 33）。他にもカルアジー（Muḥammad Rawwās Qalʻajī，
2014年没）の『イスラーム法学者語彙辞典』においてもほぼ同様に，「ムスリム
が支配し，イスラームの諸規範によって安寧に統治されているビラード」と定義
されている 34）。ビラードは「都市」とも「地方」とも理解されるバラド（balad）
の複数形で，近代以降の文脈での領域を持つ「国家」よりも緩やかな概念である。
また，パレスチナ問題研究者であり，二民族国家案についてイスラーム法の観点
から考察したアブー・ラーフィーは，現代の文脈に沿って，ダール・アル＝イス
ラームの構成するものとして，あえて後述するカリフ制ではなくその上位概念と
しての「イスラーム国家（Islamic state）」という語を用い，これを「イスラーム
的なガバナンス構築に沿った概念，規範，裁定によって成り立つ，政治的・行政
的なエンティティ」と定義している 35）。また現代の中東諸国の多くは「イスラー
ム諸国」とも呼ばれはするものの「シャリーアが統治するイスラーム的な体制」
とは呼べない，世襲の王政や西洋的な人定法を持つ共和制といった体制を採用し
ている。しかしながらズハイリーは，四大法学派の合意事項を踏まえつつ，「今
日のパレスチナや先晩のアルジェリアなどの例も，ダール・アル＝イスラームと
みなされ，全ムスリムが内部からその浄化に努めなければならない」と述べ，さ
らに「異邦人による（土地の）占拠は，たとえ時間が経過しても，その返還のた
めの戦闘の義務をムスリムから免除するものではない」としている 36）。
パレスチナの場合は，オスマン帝国の崩壊によってカリフ制が潰え，その後イ
ギリスの委任統治下に置かれ，やがて中東戦争を経てイスラエルに占領されるこ
ととなった。先述のように，イギリス委任統治時代にはすでに，カッサームらが
中心となった対シオニスト・対英ジハードに代表されるような防衛的ジハードが
開始されている。このとき開始されたジハードは，カッサーム自身が現在のシリ
アの出身者でありながらパレスチナにおいて展開したことにも象徴されるよう
に，汎イスラーム主義的な性格があったが，やがてナショナリスティックな性格
を強く帯びた所謂「パレスチナ解放闘争」のひとつの源流として理解されるよう
になった。この解放闘争は，その主体のほとんどがムスリムである以上，現在で

33）al-Zuḥaylī. Āthār al-Ḥarb: Dirāsa Fiqhīya Muqārana, p. 192.
34）Qalʻajī, Muḥammad. Muʻjam Lugha al-Fuqahā’. Beirut: Dār al-Nafāʾis, 1988, p. 205.
35）Abu Lafi. “Islam and the Bi-National State,” p. 290. しかしながらアブー・ラーフィーの議論におい
て前提となっているのは，明らかに古典法学派の解釈の流れを汲んだカリフ制となっている。

36）al-Zuḥaylī. Āthār al-Ḥarb: Dirāsa Fiqhīya Muqārana, p. 192.
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もあくまでジハードとして継続中であるとみなすこともできる。しなしながらこ
れは当事者のムスリムが主観的にそれをジハードと認識するかどうかにも左右さ
れる。いずれにせよ，パレスチナ人がジハードの実施を正当化する要素は十分に
存在していると考えられる。

3．ジハードの終結と手法
マーワルディーは，ジハードの終結には第一に「敵がイスラームに改宗する」，
第二に「敵は多神教徒のままであるが，戦闘に勝利する」，第三に「敵が休戦と
講話のために金銭を支払う」，第四に「敵が安全保障と休戦を求めてくる」の 4

通りの条件があるとし，これが達成されるまでは戦いを継続することが義務であ
ると述べている 37）。無論，詳細については複数の条件が加わる。またマーワル
ディーは『統治の諸規則』においてはダール・アッ＝スルフの語は用いておらず，
またイスラーム側が敗戦したままジハードが終わるという状況は想定していない。
このような前提で，パレスチナ問題の状況を考えると，ダール・アル＝ハルブ
を構成し侵略行為を行うイスラエルがイスラームの統治を受け入れダール・アル
＝イスラーム化し，その構成員であるイスラエル人がイスラームに改宗するか，
ズィンミーとなるか（休戦後に金銭を支払う場合），捕虜や奴隷となる（異教徒の
まま併合の場合）までジハードは終了しないと考えられる。共通するのは，イス
ラーム国家樹立とイスラエルの主権の廃止（国家として存続したとしても，ジズ
ヤとハラージュの支払い義務が課される）という点である。すなわち，イスラエ
ルが完全にイスラーム国家の主権下に置かれるか，あるいは高度な自治を保ちつ
つイスラーム国家の主権下（理念的には神またはイスラーム法の主権下）に置か
れるという関係性によって解決すると考えられる。マーワルディーに則るならば，
休戦（和平）は考慮されるものの，それはあくまでジハードの途上の暫定的措置
であり，軍事的か平和的かにかかわらず，ジハードは継続されると考えられる。
『スィヤル』を著したシャイバーニーによれば，ダール・アル＝ハルブの住民
たちとの平和条約について，敵方があまりに強大であり，講和したほうがムスリ
ムにとって望ましいと判断される場合に限り，特定の年月においてジズヤを支払
わないという条件でも和平締結が可能になるとの解釈を展開している 38）。すなわ

37）アル＝マーワルディー『統治の諸規則』，pp. 114-120.
38）シャイバーニー『イスラーム国際法―シャイバーニーのスィヤル』，pp. 194-195.
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ち，あくまでそれは暫定的和平（休戦）とみなされている。
これに近似して，シャーフィイー学派などが後に主張したダール・アッ＝スル
フの理論まで拡張して考えた場合にも，二国家案によるイスラエルとパレスチナ
の並立が可能と考えられる。なおこれについては，最高 10年間の暫定的な休戦
協定という形で和平を結ぶことが可能であるとの見解が主流である 39）。この立場
で考えると，イスラエルとパレスチナの両国が同等の主権を確立した状態を紛争
の終結と捉えることも可能になると思われるが，これは恒久的和平というより，
南北朝鮮のような休戦状態に近似する状態と考えられる。
なおハッドゥーリー（Majīd Khaddūrī, 2007年没）によればダール・アッ＝ス

ルフという第三区分はシャーフィイー学派以外の法学派，特にハナフィー派にお
いては否定されている。ハナフィー派では和平条約の締結は否定しないが，和平
の後に租税（ハラージュ）を支払えば，これはダール・アル＝イスラームとみな
されると主張した 40）。またダール・アッ＝スルフの理論においても基本的にはム
スリム側が譲歩することで休戦協定を結んでいる状態が想定されており，非ムス
リム側がジズヤを支払うことによって維持される。
共通点としては，いずれの場合もムスリム側が敗戦した結果の妥協策として恒
久的和平を締結するというシナリオは古典法学理論においては想定されておら
ず，暫定的休戦であっても，一度開始されたジハードは究極的には戦闘において
勝利に至るまで棄却されることはなく，その後ムスリム側の譲歩の結果として和
平が考慮されていたと考えられる。これにかかわる詳細な規定については解釈に
流動性があることに留意しなければならない。

4．ジハードの手段とマカースィド・アッ＝シャリーア
なお，そもそもジハードの概念自体が広範なものであり，ジハードの手法につ
いても詳細な明文規定が存在しないことは注目に値する。防衛的ジハードの場合，
基本的には軍事力を伴う（武器を持っての）戦いと解されることが一般的で（当
然，その対抗勢力として軍事力を伴った侵略行為が想定される場合），次いで財産，
そして言論を用いた戦いも行われる。ズハイリーは四大法学派における合意事項

39）ハッドゥーリー，マジード「原訳者による序説」シャイバーニー『イスラーム国際法―シャ
イバーニーのスィヤル』，p. 49.

40）Ibid.
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をまとめつつ，ジハードを「不信仰者との戦い，あるいは彼らからの防衛のため
に生命，財産，言論を捧げること」と定義している 41）。
ハマースやパレスチナ・イスラーム・ジハード運動など，現在の国際政治的に
は「イスラーム過激派」などと表現されるような組織は，とりわけ物理的な武力
を伴うジハードを主に実践していることで共通しており，その意味で急進的であ
るといえる。だが手法についての一義的な原則が聖典上に存在しない以上，武力
によるジハードがイスラーム法上唯一正当なジハードであるということにはなら
ない。そうしたジハードの他にも，「イスラエルに対する抵抗運動」を，財産や
言論によるジハードとして捉えれば，後述するサラーハートが議論するように，
一定程度正当化することが可能になる。そもそもそのハマースですら，創設期に
起草された憲章においては，自らを単に武装抵抗運動としてのみならず社会互助
組織として明確に位置づけており，武力以外にも教育や家計の維持，さらには文
芸活動に至るまでが重要なジハードの要素であるとし 42），そうした運動は「シオ
ニストの侵略に対するジハードの一環」であると明記している 43）。さらに言えば，
ハマースはその前身であるムジャンマア運動においても，占領者に対する具体的
な抵抗運動より精神的側面に比重を置いていたし，両運動の創始者のアフマド・
ヤースィーン（Aḥmad Ismāʻīl Ḥasan Yāsīn, 2004年没）はイスラームにおける教
育（タルビヤ）と宣教（ダアワ）の理論に特に強く立脚していたことも指摘され
ている 44）。
これらに鑑みれば，例えば教育への注力や社会福祉の強化によってパレスチナ
社会の堅牢性を高めること，パレスチナの地に留まり続けることそれ自体，また
国際的なメディア戦略やロビーイング活動，イスラエルに対するボイコット運動
（BDS）45）といったものもジハードの一環として捉えられると考えられる。
このようにジハードの手法には幅広い解釈が可能と考えられるが，この点につ

41）al-Zuḥaylī, Wahba. Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh (Juzʾ 6). Damascus: Dār al-Fikr, 1974, p. 414.
42）鈴木「ハマース憲章全訳―パレスチナ抵抗運動の一側面へのアプローチ」，pp. 78-82.
43）Ibid., pp. 73-74.
44）Milton-Edwards. “The Concept of Jihad and the Palestinian Islamic Movement: A Comparison of Ideas 

and Techniques,” pp. 48-49.
45）Boycott, Divestment, Sanctionsの略称で，「ボイコット，投資引き上げ，制裁」を意味し，2005

年に活動を開始した。「自由，正義，平等」の実現を掲げ，現在の主要な目的は，イスラエ
ルに対して国際法や人権に関する普遍的原則を遵守させることとしている。主にヨーロッパ
を中心に拡大し，イスラエル系，パレスチナ系以外のヨーロッパ市民をも巻き込む運動となっ
ている。
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いて検討する際の有用な知見として，サラーハートはマカースィド・アッ＝シャ
リーアの観点から議論を行っている。一般的に，イスラームにおける法規の背後
には何らかの意図があるのが必然であり，それを理解せずにただ盲目的に実践し
たのでは本来のシャリーアの目的が達成されない可能性があるばかりか，本来の
意図から離れた実践が「正しいもの」とされていく危険性もある。そこで「何の
ためにこの法は存在するのか」ということを理論化したものが，マカースィド・
アッ＝シャリーアの議論である 46）。
マカースィド・アッ＝シャリーアは，日本語では「シャリーアの意図」として
理解され，3つのレベルで構成されることが知られてきた。すなわち，必須事項（ダ
ルーリーヤート），必要事項（ハージーヤート），改善事項（タフスィーニーヤー
ト）である。中でも必須事項は，優先の順に，宗教，生命，理性，子孫，財産と
いう 5項目であるとされる。すなわちシャリーアは，これらの 5つの必須事項の
存在それ自体に関しても，それらを腐敗や喪失から保護したり，継続拡張するこ
とに関しても十分な規則をもたらしていると理解される 47）。ジハードやカリフ制
の通説もまた，これらの事項を防衛するためのものとして展開されたということ
になる。
中でもサラーハートは，以下のように，「5つの必須事項の防衛」をパレスチ
ナ問題において実践することはどういうことか，ということについて詳細な議論
を行った。これにより，ムスリムとしてパレスチナ問題にどう向き合うべきかが
より明確になり，いかなる形でのジハードが法学上正当化可能かということにつ
いての有用な知見を提供している。
彼の議論に倣ってまとめれば，まず最優先となる宗教の保持というマクスィド

（目的，マカースィドの単数形）のための具体的実践とは，イスラーム第三の聖
地であるアル＝アクサー・モスクの保守管理と防衛を行うこと，そしてこうした
紛争におけるイスラーム的意識の重要性を広めること，宗教の保持のためにジ
ハードを継続すること，パレスチナにおけるイスラーム的諸潮流を戦いの先陣と
して援助すること，ダアワのために寛容かつ柔和な態度で非ムスリムの他者と接

46）柏原良英「シャリーア（イスラーム法）の意図（マカースィド）」『シャリーア研究』，no. 13, 
2016, p. 49.

47）Ibid., 49-63.
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すること，といったものが挙げられる 48）。
次に生命の保持という目的のための具体的実践とは，己自身と財産，そして殉
教することによってアッラーのためにジハードを行うこと，和平によってか戦争
によってかにかかわらず囚人を解放すること，個々人を組織化し，訓練し，統率
を強化すること，パレスチナ人同士の殺し合いを禁じること，あらゆる局面やレ
ベルにおいてムスリムの集団を保護すること，シオニズムと植民地主義の計画に
対抗するべく自己犠牲と殉教と警戒の精神を広めること，社会に犯罪が蔓延しな
いよう努めることであるとまとめられる 49）。
さらに理性の保持という目的をパレスチナ問題において実践することとは，パ
レスチナの地を奪還する途上において，平和的な方策，あるいは和平合意のみが
その手法だとする論法を拒否すること（つまり時には武力も伴うということ），
占領者に立ち向かうムジャーヒド（ジハードを行う者）の指揮において，シュー
ラー（協議）といった組織的行動を強化すること，シオニストという敵に対抗し
て，あらゆる手法でウンマの警戒態勢を構築すること，シオニストに対抗すべく
軍事的・戦術的技術を発展させること，シオニストの妨害計画に対抗しつつ教育
に注力すること，敵勢力とその戦略とロジックを熟知するための専門的研究所を
創始すること，イスラーム的解放という事業における情報戦略への関心を高める
こと，イスラーム的，またアラビア語的アイデンティティを強化し，敵対ウンマ
の模倣を避けること，悪徳・腐敗・不貞・残虐行為の宣伝につながるようなもの
を禁じること，といったことになる 50）。
加えて子孫の保持という目的をパレスチナ問題において実践することとは，子
供を多くもうけること，パレスチナからの集団的追放や土地の売却を拒否するこ
と，非倫理的な撃退行為やアラブ社会における汚職に対抗すること，難民問題を
帰化あるいは補償によって解決するという戦略を拒否すること，人口動態におい
て内側からシオニズムを妨害すること，アラブ住民がパレスチナの地に存在する
ことを支援すること，占領に対抗し，断固として忍耐することで社会的に連帯す
ること，などにまとめられる 51）。

48）al-Ṣalāḥāt. Filasṭīn: Dirasāt min Manẓūr Maqāṣid al-Sharīʿa al-Islāmīya, pp. 73-124.
49）Ibid., pp. 127-177.
50）Ibid., pp. 181-228.
51）Ibid., pp. 283-331.
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最後に，財産の保持という目的をパレスチナ問題において実践することとは，
財産によるジハードを行うこと，経済面でシオニストを疲弊させること，水資源
を保護すること，ムスリムたちの財産を公共の利益のもとに管理すること，ボイ
コット運動を推進すること，投資や寄付を拡大すること，そうした財産を浪費し
ないこと，といったことであるとした 52）。
マカースィド・アッ＝シャリーアの観点から整理することは，「現実のムスリ
ムらによる実践」から一旦離れ，イスラームの本来の教えや意図という視点に可
能な限り接近し，その立場から問題について考えるという試みでもある。イスラー
ム主義組織の実践を再評価するための軸を設け，同時にパレスチナ問題に対する
真にイスラーム的な向き合い方について考えるには，有用な知見を提供している
といえる。
また，サラーハートの研究においては，ナショナリスティックなパレスチナ解
放闘争と，イスラーム的な解放闘争が手法面で少なからず重なり合っていること
も示されているといえる。加えて抵抗の手法については，武器による直接的対峙
を想定しつつも，パレスチナ社会の堅牢性強化や，ボイコットなどの手法も重視
していることがわかる。ここで重要なのは，そうした戦略がイスラーム法の観点
からも正当なものと考えられる点である。このような抵抗はジハードの一環とし
て捉えることができるが，これが一般的に欧米の視点から見た「テロリズム」に
相当するものとは言い難い。当然，一部の組織がより直接的・急進的で，特定の
立場から見て過激ともいえる行動をとっているのは事実であり，イスラエルとの
関係性の中で評価するならば，それもひとつの解釈の在り方であることは否定で
きないが，サラーハートの議論にみられるような抵抗の在り方もまた，可能かつ
正当な解釈なのである。

5．イスラーム国家とカリフ制
ジハードによるパレスチナ解放が実現したとすると，その後のプロセスはいか
なるものとなるべきか，という点について，ファールーキーは，パレスチナ問題
のイスラーム的解決は「イスラーム国家」の樹立によって達成されるとし，中東
諸国を解体したうえで，西洋的な民族国家を模倣するのではなく，それらの人口

52）Ibid., pp. 231-279.
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を単一の体制下に組み込むべきであることを提唱した。そうしたイスラーム国家
は全ての国境と個別的な防衛機構を廃止し，全体を包括する単一の防衛・外交機
構を持つべきであると述べている。そして中東のムスリムたちがこれを実現して
初めて，（ユダヤ人口を包摂し庇護下に置くことによって）イスラエル問題を解
決する準備ができるとまとめた。しかし，その具体的な体制の在り方については
触れていない 53）。では，ジハードの末に見えてくるイスラーム国家の在り方とは
いかなるものだろうか。
イスラーム国家といった場合に通常想起される政体とはカリフ制であり，法学
者の間では例外はあるもののカリフ制の宗教的必要性について合意に達してい
る 54）。中田も，現代イスラーム法学において最も権威のある著作を引用しつつ，
カリフ制樹立の義務は現在に至っても古典期から変わらず（通説という以上に）
定説としての地位を保っており，イジュマーウ（合意）が成立していることを確
認している 55）。ここでは古典的議論に則りパレスチナ問題とカリフ制について整
理していくが，カリフ制の語の上位概念として「イスラーム国家」の語が用いら
れる場合もあり，その解釈は一義的にカリフ制に決定するものではないことに留
意しなければならない。
イスラーム国家の代表的な形態であるカリフ制は一般的に，西暦 632年の預言
者ムハンマドの没後，アブー・バクル（Abū Bakr al-Ṣiddīq ʻAbd Allāh ibn Abī 

Quḥāfa, 634年没）が教友とのイジュティハード（法発見の努力）の末，彼の 

「代理人」すなわちカリフを名乗って当時のイスラーム共同体の首長となったこ
と，またその時の政治体制に由来する 56）。法学者らは，その後 4代のカリフ治世（正
統カリフ時代）を正統な体制としてモデル化し，理論化するに至った 57）。
カリフ制の長であるカリフは，イスラーム共同体の代表者であり，宗教的な最

53）al-Faruqi. Islam and the Problem of Israel, pp. 112-114.
54）クレシー，ナイーム「カリフの統治・カリフなき統治―ウンマにとってのカリフ制の意味」

湯川武編『イスラーム国家の理念と現実』東京：栄光教育文化研究所，1995，p. 76.
55）中田考『カリフ制再興 ―未完のプロジェクト，その歴史・理念・未来』東京：書肆心水，

2015, pp. 89-91.
56）なお，スンナ派においては 2代目正統カリフであるウマルが「アミール・アル＝ムウミニー

ン（信徒たちの長）」を名乗ったことから，後の諸イスラーム王朝においてもカリフ職の称
号としてこれが用いられた。史料においては多くの場合カリフを指してこの称号と「イマー
ム」の語が多く用いられているが，基本的にはこれら 3語は同義である。 大塚ほか編『岩
波イスラーム辞典』，p. 66.

57）大塚ほか編『岩波イスラーム辞典』，p. 291.
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高権威者となる。しかしながら，君主制や王政といった権威主義的な体制とカリ
フ制が異なるのは，前者は（多くが世襲的な）君主が主権を持つ「人の支配」で
あって，超法規的権限の行使がしばしばみられるのに対し，後者は主権がシャリー
アにある「法の支配」であり，理念の上ではカリフ自身も他の共同体を構成する
ムスリムと同様，イスラーム法の法規に従属しなければならない点である。また
カリフは神の預言者であるムハンマドの代行者であっても，神の代行者ではない。
イスラーム法の独断的解釈を行うといった権限もなく，これはウラマーやウンマ
の合意（イジュマーウ）に依拠して行われなければならないとされる。そのカリ
フの任務には，マーワルディーの議論に則れば，イスラームを改変や逸脱から守
ること，争いの裁定を行うこと，ダール・アル＝イスラームの防衛，刑罰の施行，
防衛の準備，（拡大的）ジハードの宣告，戦利品と喜捨の管理，国事の監督といっ
たものが挙げられている 58）。
またカリフは，理念上はウンマ全体における唯一の元首となる。この根拠とし
ては，アブー・ダーウードなどが伝えた，「3人が旅をするなら自分たちのうち
の 1人を指導者に選びなさい」というハディースが引用される 59）。選任にあたっ
ては 7つの条件があるともされる。しかし，統治領域が拡大するにつれ，その実
効支配には現実的な困難も生じた。そのためカリフ位の下位には事実上の地方政
府の首長としてワズィールやアミール，スルターンといった地位が設けられた，
あるいは事実上容認されてきた時代もある 60）。
ただしカリフ制は一体性をその原則とし，アミールやスルターンの権限は基本
的にカリフからの委任を受けるという体をとっており，最高権威の所在は明確で
ある。そのためアブー・ラーフィーは，パレスチナ問題においても度々議論され
るような，主権の所在や権限が分散あるいは競合する連邦制や連合制といった体
制とは相いれないと指摘している 61）。また，イスラーム的統治においては全ての
構成員や人種を平等に扱う。そのため通説では非ムスリムであってもこの国家に
おいてはムスリムとほぼ同等の権利と同時に義務を負うことになり，反対に，い

58）アル＝マーワルディー『統治の諸規則』，pp. 31-33.
59）中田『カリフ制再興―未完のプロジェクト，その歴史・理念・未来』，p. 78.
60） マーワルディーはこのうち特にワズィール職とアミール職に関する詳細な議論を行っている。

アル＝マーワルディー『統治の諸規則』，pp. 45-77.
61）Abu Lafi. “Islam and the Bi-National State,” pp. 292-293.
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かなる個人に対しても，宗教や人種にかかわらず特権を与えない 62）。理念的なイ
スラーム的統治においてはこのように，少数派の居住地域を植民地化するのでも
なく，地方が中央を益するための資源と化すこともない。物理的距離や人種の多
様性にかかわらず，ウンマは文字通り運命共同体とみなされる。そして，権威の
所在，政治システム，シャリーアの施行において，地域的差異が存在することは
ない。その勢力圏においては，モノや金に加え，人間の移動も自由となる。カリ
フ制においてはこの一体性と自由度の高さが肝要となる 63）。
しかし，クルアーンには政治体制としてのカリフ制について直接的な言及は行
われていない。そのためここでいうところの伝統的カリフ制のみがイスラーム法
において唯一合法とみなすべきかどうかについては慎重な議論が要される。また，
体制運営の詳細についても，更なる議論が要される。先述のようにカリフ制の樹
立はスンナ派の合意事項とされているが，それは現代のウラマーによるイジュ
ティハードの試みによって，カリフ制とは異なるイスラーム国家体制の構想を阻
害するものではない。とはいえ，新たなイスラーム的体制について議論されると
しても，上述のカリフ制がその理念的基礎となり，一部が再構成されたものとな
る可能性が高い。なおこのように，通説となったカリフ制以外のイスラーム的体
制が構築される可能性にも留意する必要があるため，本稿では度々「イスラーム
国家」の語をあえて用いるが，以下では主に主流意見であるカリフ制の場合につ
いて議論していく。

6．カリフ制樹立のプロセス
イスラーム国家に関するより詳細な政治制度論的分析は本稿ではこれ以上詳述
しない。ジハードの成否については，後述もするように現状は非常に困難である
と言わざるを得ないが，ここからはその後のプロセスについて検討するために，
パレスチナ人の解放闘争がジハードによって一定の成功を収めたと仮定する。こ
こまでの議論をもとに簡素にまとめれば，ジハードの結果イスラエルが歴史的パ
レスチナにおける主権を放棄し，イスラエル人はダール・アル＝イスラームとし
てのパレスチナから退去するか，ズィンミーとしてユダヤ教の信仰を維持したま
まムスリムの統治の庇護下に入る，あるいはイスラームに改宗するという選択が

62）Ibid., p. 292.
63）Ibid., p. 293.
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なされ，それに伴ってイスラーム国家樹立のプロセスへ移行することとなると考
えられる。あるいは暫定的な和平により二国家案が樹立し，ムスリム側において
のみイスラーム国家が建設されていくことになる。
通説となっているカリフ制を樹立する場合，これは当然パレスチナに限定され
た問題ではなくなってくる。イスラーム法は一般的に属地法ではなく属人法であ
り，シャリーアの法規は地球上の全ムスリムに適用される。つまり，理念的には
地球上の全ムスリムにとってひとつのカリフ制しか樹立しえない。故にこれは全
ムスリム，また全てのムスリム多数派の諸国の問題でもある。特にカリフ選任な
どに関しては当然パレスチナ内部のみで完結するものではなく，全てのムスリム
の共同体におけるウラマーらを中心とした協議と合意形成を経て，慎重に実行に
移すことが望ましい 64）。
上述のように，属地的なものではなく属人的な法に基づくカリフ制は，すなわ
ち，地球上のどこかに一定の領域支配を持つことをもって成立する（と客観的に
判断される）というより，ムスリムが存在する限り，その心のうちに主体的に存
在する体制ないし概念であるともいえる 65）。しかしながら現実的にはムスリムが
多数派となっている国がそれを構成する基本単位となり，こうした諸国の体制が
何らかの変化を起こさない限りは現実のカリフ制国家は存在しえないだろう。そ
のため，周辺アラブ諸国において現行の体制が解体されるか一定程度変容し，単
一のカリフ制国家へと移行するプロセスが想定される。なお歴史的にみて，イス
ラーム圏においてはアッバース朝期などにみられるように，宗教的権威としての
カリフに加え，そのカリフから実効支配を行う委任を受けたスルターンやワ
ズィール，アミールといった職位が存在してきた。ここから考えると，ムスリム
多数派諸国の政治機構の長である大統領や首長，君主といった職位それ自体は，
新たに現れるカリフ制において唯一のカリフから実効支配の委任を受けたスル
ターン，ワズィール，アミールという形で，ある程度存続する可能性はある（当
然，そうした政治機構や法体系がイスラーム法と矛盾しないことが前提である）。
現代の文脈に沿って考えると，この移行期には，ヨーロッパにおける EUの状
態に近似した状態がまず築かれることとなるだろう。シェンゲン協定による移動
の自由化，またユーロによる貨幣の統一といったものは，カリフ制においても同

64）ʿAbd al-Jawād and Fattāsh. Taḥrīr Filasṭīn wa ʿAuda al-Khilāfa al-Islāmīya, p. 188.
65）中田『カリフ制再興』，pp. 166-167.
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様に目指され，カリフ制では最終的に国境線が撤廃され，各国の主権も廃され，
一元化する。なお EUではさらに欧州理事会議長という最高役職を設けているも
のの，その権限は象徴的なもので，主権自体は参加する諸国にある。カリフ制で
はこの主権がシャリーアに移り，その施行における最高権威者をカリフが務める。
既存の各地の政治的指導者はカリフの委任を受けて実効支配を担うことになるだ
ろうが，それぞれの支配の構造がイスラーム法に則ったものに修正される必要が
ある（世襲君主の廃止，西洋的な人定法の見直しなど）。
こうして考えると，カリフ制樹立はパレスチナにおいてのみ完遂するものでは
なく，世界的な大事業となる。これに対比すれば，例えばハマースなどの性質も
相対的によりナショナリスティックなものとして理解できる。ハマースはその憲
章からわかるように，世界中の全ムスリムを包括するカリフ制を打ち立てると
いった展望を持っているとはいえず，そのジハード理解は対イスラエル闘争に限
定されているとの指摘もある 66）。むしろハマースの行動の根底にあるのはパレス
チナ民族としての独立や自決の概念であり，そうした西洋的な価値観の枠組みに
も一定程度立脚した運動となっているとわかる。
一方のカリフ制の樹立は，多くの権威主義的国家（特に指導層）にとっては大
きな痛みを伴いかねないプロセスとなり，イスラーム法学における通説ともいえ
る理念とはいえ，現実のムスリム社会における実践は困難を伴うと思われる。西
洋的な技術や制度を用いた体制運営が浸透した多くの現代アラブ諸国では，ムス
リム自身であってもこうした抜本的変化を受容できるかどうかに大きな疑問が残
る。

66）ミルトン－エドワーズによれば，ハマースによる憲章，リーフレット，書籍やその他の一般
的媒体においては，ジハードの最終的な終着点は「パレスチナをイスラエルの占領から解放
すること」に限定されており，最終的なムスリム諸国におけるカリフ制の再興については一
切言及していない。 Milton-Edwards. “The Concept of Jihad and the Palestinian Islamic Movement: 
A Comparison of Ideas and Techniques,” p. 50. またクヌードセンによれば，パレスチナ・イスラー
ム・ジハード運動はその理念においてカリフ制再興を目標に見定めているが，ハマースはジ
ハードを対イスラエル闘争に限定している。 Knudsen, Are. “Crescent and Sword: The Hamas 
Enigma.” Third World Quarterly 26 (8), 2005, p. 1379. またハマースの創始者アフマド・ヤー
スィーンに対するインタビューにおいては，彼は「最善の展望とは，キリスト教徒，ユダヤ
教徒，ムスリムが平等な権利を持つパレスチナが実現すること」と述べ，それが「イスラー
ム国家である必要はないのか」と問われると，「その問いは民主的手続きに委ねる」と回答し，
カリフ制ないしイスラーム国家の樹立については明言していない。 Rantisi, Abd al–Aziz, 
Sheikh Ahmed Yassin, Ismail Abu Shanab, and Mahmoud Al–Zahar. “Interviews from Gaza: What 
Hamas Wants.” Middle East Policy 9 (4), 2002, p.106-107.
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また，シリアとイラクの政変における支配の空隙に現れたイスラーム国（IS）
などの例も，カリフ制の樹立を宣言はしたが，その統治の手法にはイスラーム法
に準拠しているとは言い切れない側面があり，結果として多くのムスリムの支持
を得ることはなかった。同時に，体制維持を優先するアラブ諸国や，本質的に異
なる価値観に立脚し，これを脅威と認識している西欧諸国の攻勢を受けて，その
実効支配は潰えつつある。そうした中でパレスチナに目を向けると，そこでは紛
争がまさに継続中であり，体制転換が流動的に行われる可能性を秘めた地域であ
るとも捉えられる。そのためもしカリフ制再興を現実に平和的に実行に移すと考
えるならば，内政と体制運営が比較的安定している諸国よりも，イラクなどと並
んでパレスチナが，そうした抜本的転換の起点となりうると考えることはできる。

Ⅳ．諸解決案とイスラーム

ジハードの実践やイスラーム国家の実現といった事柄は，上述してきたように
単に内面的な信仰生活に限定されるものではなく，政治的方針や具体的な政策，
戦略にも直結する。これまでパレスチナ問題の諸解決案は西洋的な紛争解決の方
法論の範疇で語られてきたが，ここでイスラーム的解決の視点から既存の解決案
との相違について，また前者の実現可能性について，ここまでの議論をまとめつ
つ考察を加えたい。

1．二国家案とイスラーム
政治的に主流となっている二国家案は，「土地と平和の交換」という原則のも
とに成り立っている。すなわち一定の領土の譲歩と引き換えに和平を達成すると
いう考え方である。2つに分割された領土において，イスラエル人とパレスチナ
人がそれぞれに民族自決を達成するという発想である。具体的には，1993年に
一旦成立したオスロ合意や，2003年に提示された「平和のためのロードマップ」
などに代表される。こうした提案においては，1967年の第三次中東戦争におい
てイスラエルに軍事的に占領されたヨルダン川西岸地区ならびにガザ地区のう
ち，一部あるいは全土がパレスチナ国家樹立のために委譲され，さらにパレスチ
ナ内外に存在する難民が帰還する，あるいは補償を受けることが示唆されている
が，双方が求める領土配分やイスラエル入植地，また難民の処遇などにおいて深
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刻な齟齬が発生しており，実現には至っていない。
上述していきたようなイスラーム的原則に鑑みれば，ダール・アル＝イスラー
ムの一部が侵略を受けたと捉えられる状況下で，和平のためとはいえ一部地域を
恒久的に放棄することは，拒否される可能性が高い。イスラーム法学上も和平条
約の締結の可能性はあるが，あくまで暫定的な措置であり，先述のようにムスリ
ム側が敗北した状態でかつての支配地域を一部放棄し，つまり戦闘に敗北した状
態で相手方の譲歩により和平を結ぶという状況は古典期には想定されていなかっ
た。
つまり不正な侵略と略奪に対してはジハードを継続して抵抗するのが義務であ
ると考える立場から見れば，二国家案はそうした義務を一部放棄するものに等し
いと考えられる。その例としてハマースなどの「過激派」とも目される組織はこ
の考え方を直接的にその行動原理としていると見られ，とりわけ歴史的パレスチ
ナについてはワクフとみなすことでその重要性を強調し，解放を目指してきた。
ただし，古典期に想定されていたプロセスとは異なっても，ダール・アッ＝ス
ルフの理論に沿って和平が実現する可能性は否定できないことには留意すべきで
ある。
また，先述の暫定的な和平の可能性を踏まえ，二国家案を段階的に容認すると
いうシナリオも視野に入れれば，「一旦は二国家案を実現する」という選択肢も
考慮できる。すなわち短期的戦略として，現在のパレスチナ自治区を中心とする
カリフ制国家をまず樹立し，その後の長期的戦略として，平和的手段によってか
武力によってかのいずれかによって，イスラエルの解体と歴史的パレスチナ全土
の解放を目指すというシナリオである。最終的な解放の後には，ユダヤ教徒はカ
リフ制国家内部のズィンミーとして，ムスリムの庇護下に置かれることが想定さ
れる。
しかしながら，それ以前に二国家案はその実行が疑問視されていることも考慮
しなければならない。その最大の障害は，ヨルダン川西岸地区におよそ 80万人
の人口を抱えるイスラエル入植地の問題であり，これが虫食い状に存在し，壁で
囲まれ，小島の群れと化したパレスチナ自治区においては領土的一体性を確保で
きず，従来的な二国家案を実現するというシナリオがいかに困難であるかについ
てはすでに多くの議論がなされており，上述の合意や提案は事実上の失敗に終
わってきた。
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さらにその結果生まれようという国家がカリフ制によって運営されるともなれ
ば，その困難はなおさら大きなものとなるだろう。またイスラエルや国際社会，
そしてアラブ諸国までもが，カリフ制国家の樹立を簡単に容認するとは当然考え
にくい。特にアラブ諸国にとって，カリフ制の樹立は各国内イスラーム主義組織
や個人にとって大きな衝撃をもたらすものであり，そのうちの少なくない数が共
鳴してカリフ制への参加・併合を求めることも予想される。これが翻って既存の
アラブ諸国の体制の安定性あるいは正統性にとって大きな脅威とみなされる可能
性も高い。また仮にムスリム社会の多くがそれを望んだとしても，ハマースが
2006年の選挙で大勝した後のように，対抗勢力（パレスチナにおいては世俗ナ
ショナリスト陣営）やこの動きをテロとみなす外国などの主体の介入によって，
武力で弾圧される可能性もある。

2．一国家案とイスラーム
対して一国家案は，二国家案に比べれば，イスラーム的理念との親和性が高い
と考えられる。少なくとも従来的な一国家案とイスラーム国家案は，共通して歴
史的パレスチナ全土を統一することを目指すものだからである。
しかし，アブー・ラーフィーなども議論しているように，実際には両者は大き
く相違するものとなる 67）。従来的な一国家案の主流な考え方とは，イスラエル人
とパレスチナ人の市民的権利の平等を実現し（当然，占領は終結する），境界線
を廃し，歴史的パレスチナ全土を領土とする単一の民主主義国家を樹立して両民
族の共存を図るというものである。その上で現れる政治体制は西洋的な制度を備
えた体制となり，法整備においては世俗的な人定法の施行が予想される。
対して，イスラーム的な一国家案においては，歴史的パレスチナのみならずム
スリムのウンマ全体を巻き込むイスラーム国家が樹立され，住民はシャリーアの
法治下に置かれる（ユダヤ教徒やキリスト教徒は庇護民となる）。後者も，理念
としては全市民が法の下に平等となることを目指し，「シャリーアの下での信教
の自由」が一定程度保証されることが知られている。しかし西洋諸国の立場から
みれば，シャリーアの優越，そしてムスリムの優越を認め，異教徒がそれに従属
するという，時代錯誤的なものとして映る可能性は否めない。西洋では当然の価

67）Abu Lafi. “Islam and the Bi-National State,” pp. 297-298.
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値となっている信教の自由などの観点からも，この構図が「国際社会」に受け入
れられる可能性は低い。西欧諸国は国家の秩序形態の相対性を事実上拒絶し，自
らの価値観の範疇に収まらない現象については，古くは啓蒙思想，あるいはマニ
フェスト・デスティニーの名のもと，「正しい戦争」や「対テロ戦争」として武
力介入を辞さなかった。20～ 21世紀の中東分割や軍事介入の歴史を振り返るま
でもなく，この困難さは明らかであろう。
同時に，イスラエル社会がいずれの一国家案も容認することは困難であること
も考慮しなければならない（なお当然，何らかの手法で強制するというシナリオ
も，軍事的・経済的なパワーバランスを考慮するとほぼ不可能とみられる）。と
いうのも，イスラエル社会において一国家案とは，シオニズム（ユダヤ版ナショ
ナリズムともみなされる）の根幹を否定しかねない存在論的な脅威として認識さ
れているからである。
歴史的パレスチナにおける民族別人口比を見ると，現在ほぼ同数となっている
が，主に出生率の差や移民状況から 2020年までにはこれが逆転し，パレスチナ
人が多数派になるとの予想がある 68）。すなわち，この人口比の逆転はイスラエル
が「ユダヤ人国家」であるというシオニズムの根源的目標に対する脅威なのであ
る。単一国家が仮にカリフ制ではなく，西洋的な文脈での世俗的で民主的なもの
であったとしても，これが樹立された場合，人口で勝るパレスチナ人によって国
家運営が民主的に乗っ取られる可能性があることから，イスラエルでは一国家案
に対する否定的な見解が目立つ（反対に，パレスチナ人が子孫繁栄と同地に存在
し続けることにこだわる背景のひとつには，この人口転覆という長期的戦略があ
る）。
まして，そんな一国家案の実態がイスラームの支配ともなれば，反発はなおさ
ら強力なものとなるだろう。そもそも，イスラエルや国際社会に対してイスラー
ム国家体制の利点や合理性を説き，理解を求めることは困難を極める（対象がム
スリムであっても，反発が起こる可能性さえ予想される）。その結果，ムスリム
側の一部が武力で強制するしかないという発想に至れば，圧倒的な軍事力差に
よって返り討ちにあい，現状と変わらない一方的支配が完成することになる。

68）PCBS. “Palestinians at the End of 2015.” PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics), December 
30, 2015. http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1566&mid=31
71&wversion=Staging, retrieved April 20, 2020.
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3．オルタナティブ
まとめれば，二国家案も一国家案も含め，既存の解決案は，イスラーム的な解
決の論理とは大方一致しない。同時に，通説といえる解釈を通じたイスラーム的
解決案を近い将来のうちに実現することは，現状を考慮するとほぼ不可能である
といえる。
とりわけ短期的には，これまで述べてきたように，イスラエルの圧倒的な軍事
力や経済力，またアメリカの後ろ盾を根拠とする国際政治上のパワー，また国際
政治の秩序そのものが西洋的価値観のヘゲモニーの上に成り立っていることを考
慮すると，武力によるジハードの成功と，そうしたヘゲモニーに直接挑戦するこ
ととなるイスラーム国家の樹立が実現するとは考えにくい。単にムスリム側が軍
事的にも政治的にも弱小であることに加え，イスラエルやその同盟諸国に弾圧や
占領の口実を与えてしまうことで，泥沼化から抜け出せなくなる可能性が高く，
さらにこれらのイスラーム的理念は西洋に対して本質的に敵対的な脅威であると
の固定的認識からますます抜け出せなくなるだろう。そうなれば，安易な「テロ
組織認定」によって，対話は拒絶され，その先には武力による弾圧が待つのみで
ある。
また，アラブ諸国がパレスチナに同情的であったとしても，これらの諸国は概
して内政に大きな問題を抱えていること，さらにカリフ制が自国の支配の正統性
ないしその存在そのものにとっての脅威となることから，パレスチナの大義，あ
るいはイスラーム国家という大義のもとに軍事的・政治的余力を動員できる状況
ではないとみられる。この状況で武力によるジハードに固執すれば，現在の国際
社会において，「ジハードとは異教徒を無差別に殺害しようとする危険な思想で
ある」などといった短絡的な主張が固定化される可能性もあり，その背後にある
パレスチナ人やアラブ人が被ってきた不条理が捨象されていくという現状に一層
の拍車をかけることにもなろう。
一方，ボイコット運動といった非暴力的なジハードであっても，現在は草の根
レベルを超えておらず，外交レベルでの影響力を持つには至っていないと評価せ
ざるを得ない。とはいえ上記の武力によるジハードの状況を鑑みると，どれだけ
の歳月を要するかは不明瞭であるにしても，現実的にはこのような非暴力的ない
し平和的な手法にシフトしつつ，イスラエル側の横暴を際立たせ，国際社会の同
情を可能な限り拡大していくという方法のほうが相対的に効果を期待できると思
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われる。ただし当然，これは武力ジハードと比して非常に緩やかかつ漸次的な変
化を求めていく方法でもあるため，最低でも数十年という相対的に長いタイムス
パンを想定しておく必要があると考えられる。
また，暴力的・非暴力的にかかわらず，イスラエルに対するあらゆる抵抗・批
判は「反セム主義認定」（これはテロ組織認定のロジックにも類似する）によっ
て短絡的に邪悪視され，こうした運動のアクターは交渉の主体から除外されるこ
ともしばしば起こる。国際的なメディア戦略やロビーイングにおいて圧倒的影響
力を持つシオニスト陣営のこの手法に立ち向かうためには，国際社会に対して紛
争の構図の正しい理解を求めながら，イスラエルに一切の口実を与えないような
抵抗の手法を講じるしかないが，それがいかに困難であるかは改めて指摘するま
でもない。
同時に，パレスチナ問題の現実については関心がない一部諸国の商業・工業・
軍事セクターは，実利的戦略のもとでイスラエルを友好的パートナーとみなし，
その不当な占領や抑圧を制度化する一助となっていることも忘れてはならない。
今後のジハードの成否については，こうした構造的な視点で検討する必要がある。
もちろん，ジハードの実践は，それが成功しそうかどうかにかかわらずムスリ
ムにとっての義務であり続ける。しかし上記をまとめれば，暴力的，非暴力的な
ものにかかわらず，パレスチナ人側がジハードを一定の成功へと導こうとするう
えで，現在の状況は非常に困難なものとなっていると言わざるをえない。

Ⅴ . おわりに：長期的シナリオ

ここまで議論してきたように，パレスチナ問題のイスラーム的解決とは，端的
に言えば，ジハードとイスラーム国家（その通説，あるいは定説としてのカリフ
制）の樹立の 2点によって構成され，この発想は既存の二国家案や一国家案とは
大きく異なる。そしてこうしたイスラーム的解決は，現状のパレスチナ・イスラ
エルの状況，また国際情勢を鑑みると，少なくとも十数年や数十年という短期間
において成功する可能性は高いとは言い難い。
しかしながら，多くの先行研究が既に示し，また本稿でもその端緒に触れてき
たように，ジハードの本来の理念は，誤解されてきたよりも普遍的な正当性を持
ち，イスラーム国家の在り方，あるいはカリフ制もまた，時代錯誤的なものとは
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言いきれず，独自の合理性や利点を持つことを認識する必要がある。
またそれらの具体的な手法や体制運営の細部については多様な解釈が可能であ
り，現代の国際秩序と正面から対立しない形で解決策を構築していく可能性も残
されている。その過程では，イジュティハードを通じたジハード論・国家論の刷
新や再構築の可能性も重要である。この方向性こそ，本稿が検討した古典的なイ
スラーム的解決の在り方と，現実の様々な要請との間の橋渡しとなる可能性を秘
めているのであり，実現可能性の高いオルタナティブの構築にとって重要な視点
になると考えられる。しかしながら，かつてのイスラーム復興，あるいは刷新運
動の歴史に鑑みるに，短くとも数十年，もしくは百数十年から数百年という長い
スパンを想定しておく必要があると思われる。
本稿が論じてきた解決の在り方は，幅広い解釈の可能性がある「イスラーム的
解決」の中でも，なるべく古典的な通説的解釈に則って検討したひとつの結果で
ある。序論で取り上げた世論調査結果からだけでは，多くがイスラーム法の支配
を望んでいるとはいえ，それぞれが意図する実体まではつかむことができず，各
人が具体的にどのような内容の「イスラーム的解決」を望んでいるかということ
については，大きな差異が存在し得ることに留意しなければならない。しかしな
がら，本稿の試みによって，そのような多様な解釈を全体の中に位置づけて捉え
ていくためのひとつの基準を設けることには寄与できたと考える。また本稿が
扱ったようなイスラーム的発想は，一定の合理性や正当性を持ち，今後のオルタ
ナティブ構築において重要な示唆となり得ると考えられる。

 （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後期博士課程）
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