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摘　　要

本稿では，宗教の地理学と政治地理学の研究動向を，宗教と政治（特に国家建設やナショナリズム
に動機付けられた領土問題や民族紛争）の関係性がどのように扱われてきたかという問題に焦点を当
てて概観する。その上で，この問題が顕著に現れているパレスチナ・イスラエル紛争に関する地理学
的研究の方向性を論じる。特に，当該紛争において宗教と政治が深く関わるユダヤ人入植地と民族宗
教派に関する先行研究を整理・検討し，以下の２つの研究課題が重要であると論じる。第１は，紛争
当事者のアイデンティティや他者との関係性を規定する，死／死者に関する語りと表象である。第２
は，紛争当事者間の境界と規範と秩序の動態的な相互作用である。本論考では，これら２つの課題に
ついて筆者が行った研究の内容と意義を論じた上で，今後の研究課題として，1967年以降の入植地
問題とそれ以前のシオニスト入植史を関連づける作業，特に宗教キブーツ運動とグーシュ・エムニー
ムとの関係性をシオニスト入植史とパレスチナ地域史の中に位置づけて再検討していく作業が必要で
あると論じる。
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This paper examines previous works on geography of religion and political geography with a special focus on 

how this research has discussed the relations between religion and politics, such as the territorial and ethnic 

conflicts motivated by state-formation and nationalism. It then proposes a new direction for geographical stud-

ies of the Palestinian-Israeli conflict, which requires studies on the relations between religion and politics. In 

particular, this paper explores previous research on Jewish settlement in the occupied territories and national- 

religious Jews, in both of which topics the interaction between politics and religion plays a significant role. 

This paper then argues that geographical research on the following two aspects requires more attention and 

investigation: the narrative and representation of death and the dead, which frame the actors’ identities and 

their relations with others; and the connections between the bordering function of religion and politics, and 

the formation and transformation of the order and norms. Based on this analysis, this paper summarizes and 

introduces this author’s previous research. In conclusion, it is argued that more research is needed to relate 

Israeli colonization after the 1967 war to the history of Zionist colonization in Palestine, especially to locate 

the link between Gush Emunim and Religious Kibbutz Movement within the context of the history of Zionist 

colonization and historical Palestine.
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I　はじめに

宗教地理学とは，松井によると，「宗教と環境

（ここでは自然環境及び社会環境を含む総体とし

て）との関わりを問う学問」である（松井, 1993: 

76–77）。近年では，環境決定論や静態的な文化景

観の研究への反省と「新しい文化地理学」の影響

から，宗教と社会の相互作用を考察する研究が増

えている。例えば，島津，大城，森，藤村，遠藤

の研究がある（島津, 1990; 大城, 1992; 森, 2001a, 

2001b; 藤村, 2005, 2010; 遠藤, 2006）。これらの研

究の主眼は，聖地の形成や変容を社会集団との関

係やその変容を通して動態的に解明することであ

る。また，場所の真正性と神聖性が，いかにして

政治的・歴史的・文化的・経済的諸関係の重層的

な接合形態の中で決定されていくか明らかにし

ていくことも重要なテーマとなっている（大城, 

1998; 森, 2001a; 藤村, 2004）。

このように，政治や経済との関連で神聖性や

聖地を考察する地理学的研究が増えている。だ

が，Matsui （2008: 318）が指摘するように，日本

の宗教地理学的研究は欧米のそれに比べて，「エ

スニシティーと宗教」と「宗教と政治」に関

するものが少ない。もちろん，小田（2005）

が論じるように，日本の研究者が欧米の研究に

追随する必要はないし，日本の地理学的研究
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指摘し，地政学的研究が封殺されれば「逆に地理

学の政治に対する感性を鈍らせていく」と警鐘を

鳴らし，批判的な政治地理学を発展させる必要性

を論じた。後者については，柴田（2007）と小

林・鳴海（2008）の間で論争があったほか，水

岡（1974），竹内（1986），高木（2009），山﨑（2001b, 

2006, 2013）らが，地政学・政治地理学が持つ政

治的含意について考察してきた。だが，日本の政

治地理学における国家やナショナリズムに関する

議論は，国家の機能・役割やそれらの社会経済構

造との関係に焦点を当てる一方，山﨑のいくつか

の論考を除き，宗教やエスニシティや民族紛争と

いった問題にまで踏み込んだものは多くない（山

﨑, 2001a, 2001c, 2006）。

上記の問題を踏まえ，本稿では，宗教の地理学

と政治地理学の研究，および中東地域のイスラエ

ル国家を含むパレスチナ地域に関する研究の動向

を，主に宗教と政治―特に国家やナショナリズム

が関わる領土問題や民族紛争―に関するものに

絞って概観し，紛争地における宗教地理学的・政

治地理学的研究の方向性を考える。しかしながら，

本稿のみでイスラエル国家を含んだパレスチナ地

域に関する膨大な研究を網羅することはできな

い。よって本稿では，パレスチナ・イスラエル紛

争の重要なアクターの１つである「民族宗教派」

（National Religious Jews; Datim Leumim）と呼ば

れるイスラエル・ユダヤ人の政治社会集団に関す

る研究を取り上げる。

本論考でこのような選択をする理由は，第１に，

日本の宗教の地理学や政治地理学では，キリスト

教とイスラームに関する研究はされてきた一方，

ユダヤ教や現代イスラエルにおける政治と宗教に

関する研究がほとんど行われてこなかったからで

ある2)。例えば，小田（2014）が作成した宗教地

の特徴は日本の地域性で説明できるかもしれ 

ない。

だが他方で，日本の宗教地理学の対象が限定さ

れるべき必然性はなく，エスニシティや政治と宗

教の関係を世界の地理を通じて考察することは重

要であろう。事実，イスラームに関する地理学的

研究が近年増えており，海外での巡礼路の研究の

重要性も指摘されている（Matsui, 2008: 316; 小田, 

2014）。また，中川（2003: 12–13）は，「国際理

解のための地理教育において，複眼的な聖地観が

必要」で，そのためにはグローバルな資本主義経

済と宗教アイデンティティの両方の側面から聖地

の意味を理解すべきであり，地域と国家のスケー

ルを超えた聖地研究が必要だと論じる。世界の多

くの地域で，ヨーロッパのキリスト教世界に起源

を持つ政教分離は常識ではなく，宗教と政治，聖

地とナショナリズム，宗教と帝国主義の歴史，あ

るいは信仰と経済的なグローバリゼーションを切

り離しては理解できない事例は数多くある。よっ

て日本でも，他の国・地域における広い意味での

政治と宗教に関する地理学的研究がより一層行わ

れることが期待されるところである1)。

もちろん，日本の地理学で上記の問題が無視さ

れてきたわけではない。例えば，政治地理学では

近年，地理学も空間と社会の一部を成す国家やナ

ショナリズムを扱うべきことが提唱され，同時に，

地理学者・地政学者がどのように主体的に帝国主

義・戦争に関与したかという問題にも関心が寄せ

られている。前者については例えば，高木（1994）

が，日本と英語圏での政治地理学の研究動向を整

理し，日本の地理学も国家の役割や機能および

国家と社会の関係性を考察すべきと論じた。ま

た，山﨑（2013: 14–15）は，日本の地理学は「伝

統的地政学」を排除することで脱政治化されたと

 1) この問題意識は，日本の地理学者が「第三世界」の問題に取り組むための方法論の検討を怠り，「第三世界」を
現代世界の問題が発現し，提起される場（「地域」）と捉えてその意味を問うこともせず，具体的地域研究と理論
との往復もしてこなかったという内藤（1989）からの批判を，日本の地理学がどれほど真摯に受け止め，学問
的発展のために努めてきたかを考える上でも，試金石になると考えられる。



人文地理　第68巻第 2 号（2016）176

の集団」）に関する先行研究を整理し，課題を指

摘するとともに，著者のこれまでの研究を紹介し

て課題に対する研究の方向性を提示したい。最後

に，当該地域における宗教と政治に関する地理学

的研究の展望を述べる。

II　宗教と政治に関する先行研究

１　宗教の地理学

「宗教の地理学」と呼ばれる分野は一般に，文

化地理学の下位分野に位置づけられている。だが

最近は，批判地政学の立場からの研究や社会地理

学的な研究も現われており，この分野は特に英語

圏で拡大傾向にある。

Kong （2010）と Yorgason and della Dora （2009）は，

英語圏の地理学者が「宗教」に関心を持ち始めた

契機として，2001年９月に米国ニューヨークで

起きた「同時多発テロ」を挙げる。さらに，ヨーロッ

パでムスリムの移民が増加し，多様で複雑な宗教

景観が出現したことも，地理学者が宗教への関心

を高めた背景にあるという（Kong, 2010）。また，

宗教学者の小原（2010）は，1970年代後半から

の世界的な「宗教復興運動」5) が，学問上での宗

教への関心を高めたと指摘する。この「宗教復興

運動」とそれに呼応した「ポスト世俗化」の議論

は，地理学者にも少なからず影響を与えていると

考えられる。その証左として，Kong （2010）も「ポ

スト世俗化」6) の議論を紹介し，自分の立場を述

べている。これらに加え，地理学界での変化に原

因を求める論もある。例えば，Yorgason and della 

理学の文献目録では，イスラームを扱った日本の

地理学者として，片倉，寺阪，内藤などが挙げら

れる一方，ユダヤ・イスラエルに関する文献はな

い3)。現代イスラエル研究およびパレスチナ地域

研究では，大岩川が経済地理学・地域形成論の視

点から多くの業績を残したが，地理学では忘れ去

られた感が強い（大岩川, 1983）4)。第２に，イス

ラエル国家を含んだパレスチナ地域の事例は，現

代世界において，いかに宗教，政治（国家，政

体，ナショナリズム，植民地主義など），社会（階

層，エスニシティ，民族など），空間（領土，景観，

聖地など）を切り分けることが難しいか，そして

そうした複雑な連関をいかに地理学的に分析すべ

きか，多くの知見を提供する。特に，イスラエル

の民族宗教派の事例は，パレスチナ・イスラエル

紛争の最大の問題の１つである入植地問題，およ

びより広範なイスラエル国家の在り方や紛争の原

因を巡る議論とも密接に結びついており，国家・

ナショナリズム・領土と宗教・信仰の関係性を考

察する上で多くの重要な視座を提供する。

以上を踏まえ本論考では，第１に，宗教とナ

ショナリズムを扱う地理学的研究とその課題を整

理する。第２に，パレスチナ・イスラエル紛争に

関する研究動向とその課題を概観する。特に本稿

では，1967年戦争でイスラエルが新たに占領し

た諸領土でのユダヤ人の入植活動―すなわち狭義

の「入植地問題」―に関する先行研究とその課題

を整理する。第３に，「入植地問題」の中でも特

に重要な事象である民族宗教派とその入植運動

グーシュ・エムニーム（Gush Emunim;「信徒たち

 2) 小田（2014）によると，1945年から2006年までになされた日本人地理学者による宗教研究のうち，キリスト教
に関する文献数は37.5で全体の6.8％，イスラームに関する文献数は14で全体の2.5％であった。

 3) 例えば，片倉（1989, 1994），寺阪（1994, 1998），内藤（1987, 1989, 1996）。
 4) 大岩川の研究に対する肯定的な評価として，長沢（1991），熊谷（1992），臼杵（1995）がある。
 5) 宗教復興運動とは一般に，宗教を国家などの公的領域から分離して私事化する「世俗主義」に対し，人々の信仰
を強め，宗教を公的領域に（再び）関与させていこうとする運動を指す。

 6) 「ポスト世俗化」の議論とは，宗教と公的領域の分離と信仰の私事化・弱体化を特徴とした近代社会がポスト近
代へと移行する中で，信仰と宗教的実践が再登場し，宗教の公的領域への関与が強まり，社会が多元化している
という主張を巡る議論を指す。
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特定の空間が特定の社会集団によって形成される

過程を分析していった。その代表的な論考として，

Cosgrove and Jackson （1987）がある。

宗教研究の分野でも，「新しい」文化地理学の

流れを受けた Levin （1986）や Cooper （1992）

が，宗教的な制度・景観・場所・体験を社会関係

や社会構造の反映と捉え，宗教と社会の弁証法的

プロセスを分析すべきと主張した。例えば Levin  

（1986）は，環境決定論者，実証主義者，観念論

者（idealist）のいずれもが，宗教が社会的諸力

や社会関係を反映した社会的・物質的表現である

点を見逃していると批判し，宗教の制度的・社会

的形態を研究対象とすべきと論じた。だが彼自身，

構造主義や歴史唯物論の限界も認識しており，宗

教が社会に与える影響の規模や性質は歴史的に構

築された社会構造によって規定されるが，それを

明らかにするだけでは十分ではなく，宗教の内面

的な力や社会を境界づける機能をも考察する必要

があると論じた。

これらの研究成果を受けてレビュー論文を発表

した Kong （1990）は，「今世紀における宗教の地

理学」が環境決定主義という「テーゼ」と唯心論

という「アンチテーゼ」を軸に発展し，環境と宗

教の相互作用という「シンテーゼ」へと至るサイ

クルを通ってきたと表現した。そして，この「シ

ンテーゼ」の到来を「正しい方向に向かって種が

投げられた」と評価した。しかし他方で Kong は，

「新しい」文化地理学の研究がエリート層の支配

的文化に焦点を当てすぎており，大衆の従属させ

られた文化を犠牲にしているとも批判した。さら

に，「宗教の地理学」が西洋キリスト教の影響に

由来する偏向をもち，制度化・成文化された宗教

に焦点を当てすぎているので，民俗宗教，熱狂的

崇拝（カルト），神話，個々人の宗教的経験にも

注目すべきと論じた。Kong （2001）ではさらに一

Dora （2009: 629）は，宗教への関心の高まりの原

因を，近年の地理学における「感情論的転回」―

すなわち，日常生活の「表象される以上」の側

面への関心の高まり―に求める。これは，藤村

（2004）が指摘するように，1980年代中盤に登場

した「新しい文化地理学」が宗教研究に関心を向

けるようになったこととも関係しているだろう7)。

そもそも，19世紀までの長い期間，西洋キリ

スト教世界の地理学は，常に超越的存在を前提と

して対象を眺めてきた。近代啓蒙の時代になって，

地理学者は，超越的存在や「聖なるもの」と環境

を切り離して対象を分析できる，あるいはそうす

べきと考えるようになったのである［Isaac, 1965; 

Gay, 1971; Kong, 1990］。特にバークレー学派の

研究は，「宗教」を所与のものとして扱い，それ

を環境や景観といった地理的要素と明確に分離で

きるとする立場にたち，宗教集団の空間的分布と

地理的・歴史的事実を単に記述するか，文化地域

（culture regions）を定義するための基準の１つと

して利用するか，もしくは景観の物理的形態に宗

教が与える影響を考察する傾向が強かった8)。そ

のためバークレー学派の宗教研究は「唯心論的ア

プローチ」（idealist approach）と呼ばれ，多くの

批判を受けるようになった。特に，「新しい」文

化地理学の登場以降，バークレー学派は，社会関

係を含む広義の環境と宗教との相互依存関係を軽

視していると批判されたのである。

２　「新しい」文化地理学における宗教研究

「新しい」文化地理学は，カルチュラル・スタ

ディーズの影響を受けた英国の地理学者が中心と

なった一潮流である。彼らは，バークレー学派や

人文主義による研究を批判し，文化を生産関係

あるいは社会関係―例えば民族・階級・ジェン

ダー―の反映として捉えるアプローチを提唱し，

 7) Holloway and Valins （2002）も参照。
 8) バークレー学派の研究として，Isaac （1965），Buttner （1974），Curtis （1980），Laatsch and Calkins （1986）がある。
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体とアイデンティティの政治」に近いものであ

り，Chidester and Linenthal （1995）の分類に従え

ば，聖性を階層化された権力関係を反映したもの

と捉える「状況的な聖性（situational sacred）」を

重視した視点である。

これらの提案に加え，グレゴリーの構造化理論

に基づき宗教原理主義の地域的特性を分析し，藤

村（2004, 2005, 2010）の研究にも影響を与えた 

Stump （2000）が注目に値する。藤村（2004）に

よれば，グレゴリーの構造化理論は，宗教の地理

学における人文主義地理学とマルクス主義地理学

の対立を止揚するもので，宗教を社会的構築性と

思想性の両方から同時に捉えることができるとい

う。Stump の研究はこの理論を宗教の地理学に応

用した点で評価されたのである。

だが Stump （2000）の研究は，藤村（2004）と 

Kong （2002）が指摘するように，実際には新し

い理論的知見をもたらすものではなかった。また，

「原理主義（fundamentalism）」という問題を多く

含む概念を定義せずに用い，「原理主義」の概念

を巡る宗教学，イスラーム学，中東政治学などで

の議論を参照していないという点でも理論的考察

が不十分であった。Stump は事例研究としてイス

ラエルとパレスチナの「ユダヤ教原理主義」と「イ

スラーム原理主義」を取り上げた。だが，当該地

域に関する歴史的理解が不十分なうえ，研究の土

台となる理論面の議論も足りないため，宗教と政

治がシオニズムやイスラーム主義を媒介として分

かちがたく結びついている当該地域について，「場

所」「構造」「空間」などの地理学的概念や理論か

らどのような新しい知見が得られるのかが不明確

なままであった。加えて，「イスラーム原理主義」

と「ユダヤ教原理主義」を，ユダヤ人の植民によっ

て作られたイスラエル国家の形成過程，およびそ

れを内包するパレスチナ地域史の中に体系的に位

置づけず，それぞれ別個の現象として論じるため，

当該地域においてユダヤ人とパレスチナ人の政治

的・社会的・文化的境界やアイデンティティがど

歩踏み込んで，「宗教」や「聖なる場所」を研究

者が一方的かつアプリオリに設定し，その範囲内

に留まって研究を行うことの問題性を指摘し，宗

教の地理学が進むべき方向として以下の６つを挙

げた。

（1）対象を公的に神聖とされた場所に限定せず，

様々な「宗教的な場所」を研究する。

（2）宗教をアプリオリな理論ではなく，特定の歴

史と場所に根づいたものとして扱う。

（3）多様なスケールにおける宗教の地理を考察 

する。

（4）ジェンダー・年齢等の違いで異なる宗教の地

理の意味や影響を扱う理論を構築する。

（5）社会と空間，公と私，政治と詩学（本質的理解）

の間の弁証法的関係を考察する。

（6）単一の倫理や社会正義を前提とせず，宗教的

概念と世俗的概念の間や異なる宗教の間で倫

理や正義の在り方がいかに異なるかを認識し

て考察する。

Kong のほかにも Holloway and Valins （2002）が，

日常生活における宗教と精神の影響力を明らかに

するための理論と方法論を発展させる必要性を説

いた。彼らは，研究すべきテーマとして，社会文

化的アイデンティティが空間上あるいは空間を通

じて生産・再生産される際に宗教や信仰が果たす

役割や，宗教（religiousity）とその空間上での構

築・表象が民族やジェンダーといった他のアイデ

ンティティと競合・交渉する過程，さらに，宗教

的な景観が他の言説的構築物―例えば地域アイデ

ンティティやナショナリズム―と相互作用しな

がら意味を生み出す過程を挙げた。また，Brace 

et al. （2006）は，宗教共同体を想像させて構築す

る空間的実践，テクニック，スケールの役割を解

明する研究が，宗教の地理学的研究として有益だ

と論じた。彼らの提案は，Kong （2001）が提示

した研究テーマの中でも「空間の政治」と「共同
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からナショナリズムや国民国家に取って代わった

点を強調する見方（Berlin, 1989; 市川, 2008）や，

逆にナショナリズムの歴史的・内面的源泉を前近

代の宗教の統合力や神話体系の中に求める原初主

義的な見方がある（Smith, 1998; 手島, 2006）。各

地域への理解や帝国主義・植民地主義に対する感

性を欠いたままに，大上段から「文明の衝突」を

論じるイデオロギー色の強い研究がなされたこと

もある（ハンチントン, 1998）。「ジハード対マッ

ク・ワールド」という構図で世界情勢を理解し

ようとする文献も注目を浴びてきた（バーバー, 

1997）。他方で，宗教的象徴や言説がナショナリ

ズム運動や近代国家によってナショナル・アイデ

ンティティ形成のために再発見・動員されてきた

ことを論じた研究も散見される。「宗教の地理学」

同様，1970年代頃から世界各地で発生した「宗

教的原理主義」「宗教的ナショナリズム」「宗教的

復興運動」に関する研究も多数行われている。そ

うした研究群の中でも，「宗教的原理主義」を近

代とその基盤にある規範・価値観に対する異議申

し立てと見なし，その挑戦される規範・価値観の

１つとしてナショナリズムと宗教との関係性を論

じる研究群は，宗教と政治に関する地理学的研究

が参照すべきものとして注目に値する10)。

だが，宗教的ナショナリズムもしくは宗教的原

理主義を近代的・西洋的な規範と秩序に対する異

議申し立てと見なすにしても，上述した既存の研

究は，そうした運動やそのイデオロギーや世界認

識が，当事者が生きる空間にどのように反映され，

いかなる景観や場所や境界を作り，当事者たちの

アイデンティティや行動を枠付けているかという

点に関しては多くを語らない。その理由はおそら

のように競合・相互作用し，さらに，ユダヤ人の

間あるいはパレスチナ人の間での社会階層やアイ

デンティティの同一化と差異化がどのように構

築・変容してきたかという視点も抜け落ちていた9)。

以上挙げたように，宗教，政治，社会，空間の

連関を考察するアプローチが，英語圏の宗教の地

理学では一般的になっている。だがそうした視点

を採用する上で忘れてはならないのは，「宗教」

「聖性」「宗教的な場所」「宗教共同体」といった

ものをアプリオリな概念・理論として扱わず，特

定の歴史と場所に根づいたものとして扱うととも

に，多様なスケールの文脈に位置づけ，その生成，

変容，効果を考察するということである。また，

Yorgason and della Dora （2009）が指摘するように，

最近の宗教の地理学は，固定的に境界を捉えるこ

との限界を認識し，宗教規範と認識論上の流動性・

移動性を分析することにより大きな関心を持ち始

めている。さらに，「宗教」「聖性」「宗教的な場所」

「宗教共同体」を，ナショナリズム，植民地主義，

移民，マイノリティー，ジェンダー，都市問題と

連関する流動的・複合的事象として理解し，多様

なスケールにおける秩序，およびそれを構築・正

当化する言説戦略・空間的実践・集合的アイデン

ティティと関連づけて考察することも一般化しつ

つあると言えるだろう。

３　宗教とナショナリズムに関する研究

ここまで整理した宗教の地理学における研究動

向を踏まえ，次に，地理学以外の領域で，宗教と

ナショナリズムの関係性がどのように論じられて

いるかを簡単に見ておきたい。

まず，人々の究極的関心事が近代において宗教

 9) Stump の研究に影響を受けた藤村も，国家と宗教の関連性の重要性を指摘しながらも，宗教景観における国
家・ナショナリズムとエスニシティー・宗教の関連性という問題はあまり対象としていない（藤村, 2004, 2005, 
2010）。

10) 代表的なものとして，Marty and Appleby （1991），ケペル（1992），Juergensmeyer,（1993），臼杵（1999）がある．
特に近現代の「ユダヤ教原理主義」に焦点を当てたものとして，Lustick （1988），Silberstein （1993），臼杵（1999）
がある。



人文地理　第68巻第 2 号（2016）180

III　パレスチナ・イスラエル紛争と 

入植地問題に関する研究

１　イスラエル人による地理学的研究

次に，イスラエル人地理学者とパレスチナ人地

理学者が，イスラエルを含む歴史的パレスチナで

の宗教と政治と空間（もしくは環境や場所）を巡

る問題をどのように扱ってきたか見ていきたい。

まず，イスラエル人による地理学的研究につい

ては，イスラエル人地理学者による学術論文や

学術書を網羅するリストを出版した Krakover and 

Gradus （2000）や，イスラエル地理学の研究に関

するいくつかのレビュー論文（Waterman, 1985, 

2008; Amiran, 1991; Bar-Gal, 1999; Schnell, 2004）

が詳しい。これらのレビューを見る限り，イスラ

エル人地理学者は，シオニストが建設した入植村

に関する研究や文化景観とナショナリズムと集合

的記憶の関係性に関する研究11) は多数行ってき

たが，宗教（ユダヤ教）とナショナリズム（シオ

ニズム）とパレスチナ・イスラエル紛争との関係

性を直接の対象とする研究は少ない。この不足に

は，イスラエル地理学の学史上の特徴が関係して

いると思われる。すなわち，Waterman （2008）

によると，これまでのイスラエル地理学の主な研

究分野は，①19世紀後半から20世紀前半のシオ

ニスト史を重視する歴史地理学，②人口拡散と開

発都市を重視する都市研究，③各種ユダヤ人入植

村，アラブ人村落，ベドウィン集落の変化を考察

する農業入植村研究，④隔離，不平等，貧困，社

会運動などの問題を扱う社会地理学，⑤経済産業

地理学であった。他方，宗教や政治を扱う分野で

ある文化地理学や政治地理学の研究は1980年代

になってようやく増えてきたのである。この研究

動向にはまた，ユダヤ教が宗教学やユダヤ学の専

門分野で地理学者の仕事でないと認識されてきた

ことや，地理学者は国家建設事業に貢献すべきで，

く，これら既存の宗教とナショナリズムに関する

研究では，歴史研究，言説研究，文献研究が多数

を占め，宗教とナショナリズムの関係性をフィー

ルドワークによって景観や境界などの地理的様相

の分析から明らかにしていく研究が少ないためで

あると考えられる。そうした研究の多くはまた，

「地域」を国家や民族主義の領域と同一視する傾

向があるため，その地域がいかに歴史的に形成さ

れ，それがどのような地理的特徴をその内部に生

み出しているかという点を分析する視点を欠いた

ものも少なくない。

そうした研究状況において注目に値するのが，

国家やナショナリズムの地理的様相や空間性に強

い関心を持つ政治地理学である。言うまでもなく，

ナショナリズムや国家は政治地理学者の主要な関

心事であり，彼らの研究はナショナリズムや国家

について多くの重要かつ新しい視角を提供してき

た。英語圏では例えば，Herb and Kaplan （1999），

Peckham （2000），White （2000），Paasi （2015）が

ある。また最近では，批判的地政学の代表的研究

者である Ó Tuathail （2000）が，政治地理学にお

ける先駆的な議論を展開し，地政学的伝統と宗教

伝統の混合に見られる権力／知の秩序を脱構築す

る「宗教の批判的地政学」を提唱した。この提案

に関連する研究として，米国のエヴァンゲリカ

ル・クリスチャンを分析する論集が刊行されてお

り（Dittmer and Sturm, 2010），北アイルランド

における宗教とナショナリズムの関係性を考察し

た研究も行われている（Livingstone et al., 1998; 

Graham, 1998）。これらの研究を概観するだけでも，

地域や場所や境界といった地理的視角と領土や民

族を想像させる言説や表象が，宗教とナショナリ

ズムを論じる上で重要であることは明らかである。

11) 例えば，Azaryahu （1995, 1998），Shamir （1996），Foote and Azaryahu （2007）。
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政治地理学者 Newman （1985）が占領地での入植

という政治問題への関心から，グーシュ・エムニー

ムと西岸でのイスラエルの入植政策に関する先駆

的研究を行った12)。さらに最近では，イスラエル

人地理学者の間で宗教と空間，宗教とナショナリ

ズム，もしくは聖地と民族紛争に関する研究が増

加傾向にある。例えば，19世紀におけるキリスト

教徒の聖地巡礼を扱った Kark （1993）や，シオ

ニストによってエルサレムが「聖地」と見なされ

るようになった歴史的経緯を論じた Katz （1995a）

の他，聖書とタルムードにおける土地の共同利

用に関する記述を考察した Grossman （1997），パ

レスチナにおけるユダヤ教聖地の分析を行った 

Collins-Kreiner （1999），ユダヤ教言説と領土の関

係性を地理学的に論じることで宗教シオニスト

言説の正当化を試みた Shilhav （2001），19世紀か

ら20世紀初頭に登場したパレスチナへの巡礼観

光を分析した Bar and Cohen-Hattab （2003），パレ

スチナ人のアイデンティティおよび集合的記憶

とモスクを巡る政治闘争の関係性を分析した Luz 

（2008），イスラエルの排外主義・民族差別的な

政策と植民地主義がイスラエル人とパレスチナ人

の「宗教的急進主義（religious radicalism）」を生

み出していると論じた Yiftachel and Roded （2010）

がある。また，パレスチナ・イスラエル紛争にお

ける聖地の意味や位置づけを論じる論文集も刊行

されている（Breger et al., 2010）。このようにイ

スラエル地理学でも，宗教と政治と空間の関係性

を直接に扱う研究が増えている。にもかかわらず，

筆者のように西岸の民族宗教派入植者が形成する

文化，景観，境界の様相を，フィールドワークと

入植者への聞き取りから考察し，それを周囲のパ

レスチナ人との関係を含めたパレスチナ・イスラ

そのためには政策に応用できる研究をすべきであ

るという志向が強かったという学史的特徴も関係

していると考えられる（Waterman, 2008; Bar-Gal, 

1999; Schnell, 2004）。

もちろんその例外もある。例えば，歴史地理学

者 Katz （1995b, 2003, 2010）は，グーシュ・エム

ニームの源流の一つである宗教キブーツ運動とそ

の入植地に関する研究を行ってきた。宗教キブー

ツ運動のイデオロギー的目標がパレスチナでの入

植地建設と宗教的生活の統合にあったため，彼の

研究でも宗教的実践と入植活動とシオニスト機構

の政策が結び付けられて考察されている。彼はシ

オニスト入植史の中に宗教キブーツ運動を位置づ

け，宗教とナショナリズムと領土（もしくは土地）

と経済構造の関わり合いを実証的に考察する優れ

た研究を行ってきた。だが他方で彼の研究は，宗

教キブーツの特殊性を強調することに力点を置い

ているため，キブーツ全体がシオニスト入植史お

よびパレスチナ地域史において持ってきた政治経

済的な役割やインパクトと，宗教キブーツのそれ

を分離して捉えようとする傾向がある。また，イ

スラエル人の入植史研究によく見られるパレスチ

ナ人不在の研究で，先住のパレスチナ人との土地・

領土・正統性を巡る争いというシオニスト入植史

と不可分の要素が後景に退いている点も，パレス

チナ地域における宗教とナショナリズムと領土と

いうテーマからすれば不十分であろう。さらに彼

自身は，そうした初期の宗教シオニストの入植地

が持っていたパレスチナ地域内での政治的役割や

経済的位置づけを，本稿の主眼である西岸の民族

宗教派の入植活動と関連づける研究も行ってい 

ない。

しかしながら，そうしたイスラエル地理学でも，

12) より保守的なシオニスト的立場から，同じく政治地理学者である Grossman （1983）や Efrat （2006）が，西岸・
ガザの地理と入植地に関する研究を行っている．だが，彼らの研究は，イスラエル地理学で盛んな入植村研究の
延長線上にあって，国家・軍の政策に貢献しようという応用科学的・政策志向的関心が強い。そのため，宗教と
ナショナリズムと占領地の空間がいかに結びつけられて入植活動が実践・正当化されているかという問題を直接
の対象としておらず，パレスチナ人も不在の研究となっている。
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ることが少なくない。だが，パレスチナ人研究者

のこうした傾向は，おそらく彼らの歴史認識や問

題意識だけに起因するのではない。離散のパレス

チナ人がイスラエル軍によって管理された国境を

越えてイスラエル領や占領地に入ることは難しく，

占領下に暮らすパレスチナ人も入植地への立ち入

りを原則禁じられているという，政治的事情をも

反映していると考えられるからである。

当該地域ではイスラエル・ユダヤ人とパレスチ

ナ人の力の不均衡と不平等が存在し，それが自／

他，強者／弱者，加害者／被害者という二項対立

構図を強めている。よって，この状況を踏まえな

がら，筆者のようにユダヤ人入植者の言説を明ら

かにしつつ，それがどのような形で占領地の空間

に反映され，自／他の境界のダイナミズムを構成

しているか考察することは，パレスチナ・イスラ

エル紛争およびシオニスト入植史を重層的に理解

していく上で重要なことであろう。以上を踏まえ

て次節では，1967年戦争以降の狭義の「入植地

問題」に関する研究について検討を加えたい。

IV　ユダヤ人入植地と民族宗教派

１　パレスチナ被占領地におけるユダヤ人入植地

イスラエルは1967年戦争（第三次中東戦争，６

日間戦争，６月戦争）の結果，ゴラン高原，シ

ナイ半島，ヨルダン川西岸地区（以下，「西岸」），

ガザ地区（以下，「ガザ」）を軍事占領した（第１

図）。それ以降イスラエルは，アラブ諸国と国際

社会の反対にもかかわらずゴラン高原と東エルサ

レムの併合を一方的に宣言し，西岸の土地の約

60％を接収し，占領地内の各地にユダヤ人の入植

地を建設した。現在，西岸だけで120前後の入植

地と120を超える「前哨地」14) と呼ばれる小規模

な入植地が存在する。2010年時点で，東エルサレ

エル紛争の文脈に位置づける研究の蓄積はまだそ

れほど多いとは言えない。

２　パレスチナ人による地理学的研究

他方，パレスチナ人地理学者による宗教と政

治と空間（または領土や土地）の関係性をその

地理的様相から考察する研究は，アラビア語で

の研究動向まで網羅できなかったため本稿では暫

定的なことしか言うことができない。だが，ヨー

ロッパの学問的言説を通じたイスラーム世界の支

配を「心象地理」という概念を使って論じ，英語

圏や日本の批判的地理学にも多大な影響を与え

たサイード（1993）をはじめ，パレスチナ問題

とパレスチナ・イスラエル紛争が本質的に領土と

地理的創造力を巡る現象であるため，パレスチナ

人研究者や反植民地主義の視点からパレスチナ研

究を行う外国人研究者の間では地理的視角が自然

に採用されてきたと言える13)。最近では，Breger 

et al., （2010）に掲載されたイスラエル国籍のパ

レスチナ人の研究が，聖地を巡る紛争や集合的記

憶を扱っている（Khamaisi, 2010; Sindawi, 2010; 

Yazbak, 2010）。また Masalha （2007）は，パレス

チナ地域を研究対象としてきた聖書考古学・聖

書地理学の政治性を指摘し，帝国主義・シオニ

ズムとの関連性を考察した。加えて，1967年以

降のイスラエルによる占領と入植を扱った研究

も，パレスチナ人の地理学者や政治学者によって

行われてきた（Abu-Lughod and Abu-Laban, 1974; 

Abu Kishk, 1981; Abu-Lughod, 1982; Falah, 2003; 

Hanafi, 2012）。

だがしかしこれら1967年以降の占領と入植を

扱った研究群は，イスラエル史全体を一貫した「入

植地問題」と扱う傾向が強い。そのため，1967

年前後における政治的・経済的・社会的変化や，

各入植地間の差異や歴史的背景の違いが見逃され

13) パレスチナ人による批判的地理学の歴史については，Falah and Abu-Zahra （2014）が詳しい。また日本では，板
垣（1969, 1992）や臼杵（1997）が，地理的視角を持つパレスチナ研究として，地域概念の認識論上の問題を論
じている。
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第１図　歴史的パレスチナ全図
Figure 1.  Map of Historical Palestine

出典：著者作成
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てきた。さらに，占領地をイスラエル領に正式に

編入することを目指し，強引な入植を続け，和平

プロセスを妨害し，パレスチナ人の「移送」を喧

伝する民族宗教派ユダヤ人の活動およびそれへの

対応は，入植地問題における最大の課題の１つで

あり，まさに宗教と政治と領土問題の接点に位置

する問題となっている。

ムに約20万人，それ以外の西岸の各所に約31万人，

ゴラン高原に主に２万人弱のユダヤ人が住む（第 

１表）。

日本や国際社会でも，この問題は「入植地問題」

と呼ばれ，国際法に違反する活動，パレスチナ人

の権利を侵害する行為，あるいは二国家解決案に

基づく和平実現を困難にするものとして注目され

第１表　入植者人口の推移（1972年～2010年）
Table 1.  Settler population growth: 1972–2010

年 西岸地区 ガザ地区 東エルサレム ゴラン高原 総計（人）

1972 1,182 700 8,649 77 10,608

1983 22,800 900 76,095 6,800 106,595

1985 44,100 1,900 103,900 8,700 158,700

1989 69,800 3,000 117,100 10,000 199,900

1990 78,600 3,300 135,000 10,600 227,500

1991 90,300 3,800 137,300 11,600 243,000

1992 101,100 4,300 141,000 12,000 258,400

1993 111,600 4,800 152,800 12,600 281,800

1995 133,200 5,300 157,300 13,400 309,200

1996 142,700 5,600 160,400 13,800 322,500

1997 154,400 5,700 161,416 14,300 335,816

1998 163,300 6,100 165,967 14,900 350,267

1999 177,411 6,337 170,123 15,313 369,184

2000 192,976 6,678 172,250 15,955 387,859

2002 214,722 7,277 175,617 16,503 414,119

2003 224,669 7,556 178,601 16,791 427,617

2004 234,487 7,826 181,587 17,265 441,828

2005 258,988 0 184,057 17,793 460,838

2006 268,400 0 186,857 18,105 473,362

2007 276,462 0 189,708 18,692 484,862

2008 295,380 0 193,091 19,083 507,554

2009 299,440 0 191,960 19,248 510,648

2010 314,132 0 198,629 19,797 534,224

出典：http://fmep.org/resource/comprehensive-settlement-population-1972-2010/‘Comprehensive Settlement Population 
1972–2010’（2016年3月28日閲覧）をもとに作成

注）「西岸地区」は東エルサレムの入植者数を除いた数。

14) 英語では「アウトポスト」（outpost），ヘブライ語では「キャラバン」（caravan）や「ヒトナハルート」（hitnaḥalut）
と呼ぶのが一般的である。
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語では手島（2006）がある。手島以外は，イス

ラエル人の思想史やユダヤ学の研究者である。

まず Shweid は，近代においてユダヤ思想やユ

ダヤ教が直面した課題や世俗主義と正統派ユダヤ

教の関係性に関する多くの著書を出しており，そ

の１つで宗教シオニズムのイデオローグやラビ

の思想を考察した（Shweid, 1990）。Luz （1988）

は，1882–1904年をシオニズム形成期として設定

し，その期間に東欧ユダヤ人社会で顕在化した宗

教的伝統とナショナリズムの対立の根源を考察し

た。これに対し，Shwartz （2009）は，宗教シオ

ニズムが19世紀あるいはそれ以前に始まったと

いう見解を否定し，シオニズム運動の世俗主義的

傾向に抵抗するユダヤ教指導者たちが主導した

1902年のミズラヒ運動の創設こそが，宗教的なラ

ビ世界が近代的な制度政治に参加した初めであり，

そこにおいてユダヤ教における真の革命としての

宗教シオニズムが確立したと主張した。Shwartz 

（2009）はまた，宗教シオニストは，宗教とナショ

ナリティを統合した神学を示すことで新しい宗教

的ユダヤ人の創出を目指した人々であると定義し，

その神学を考察した。また，Sagi and Shwartz 

（2003）は，現代における宗教シオニズムの思想

や課題を考察した論集の編者として，宗教シオニ

ズムが近代に対応する中で，独自のイデオロギー

と神学を生み出してきた過程とその社会的背景を

論じた。Ravitzky （1996）は，シオニズムとユダ

ヤ教の関係の中でも特に，シオニズムが伝統的メ

シア主義に与えた影響とそこから生じたユダヤ教

徒内での神学対立について詳細に考察した。手島

（2006）は主に Ravitzky （1996）の議論を参照し

ながらも，宗教シオニストのイデオロギー的説明

をあたかも客観的歴史であるかのように取り上げ，

本質主義的・超歴史的にシオニズムをユダヤ史に

位置づける手法を主張した。

上記いずれの研究も，民族宗教派およびグー

シュ・エムニームの思想的源流である宗教シオニ

ズムについて多くの基本情報を提供する。だが，

民族宗教派はシオニズム運動に初期から参加

し，1967年以降には入植活動を主導する立場に

なり，イスラエル政府・軍から多大な支持と支援

を受けてきた。よって，シオニズム史と入植史の

中で，1967年以前からの民族宗教派とシオニズム

運動とパレスチナ・イスラエル紛争の関係性を考

察していくことが必要不可欠である。しかし他方

で，1967年以降に民族宗教派が先導した入植活動

ほど，シオニズム史，現代イスラエル史，パレス

チナ地域史において宗教と政治が接近し，それに

よってパレスチナ人の人権侵害や抑圧が正当化さ

れたことはなかった。また彼らは，占領地でシオ

ニズムと領土拡張主義とメシア主義を融合した独

自の規範を醸成し，パレスチナ・イスラエル関係

において大きな影響力を持ってきた。彼らは，世

俗シオニズムや超正統派の規範に取って代わる包

括的なイデオロギーを掲げ，ユダヤ教，シオニズ

ム，イスラエル国家の意味と将来像を再定義する

ことを試みてきた点で，イスラエル・パレスチナ

紛争で無視できないアクターとなっている。よっ

て，紛争地における宗教と政治に関する地理学的

研究の事例として，民族宗教派入植者のイデオロ

ギー，政治文化，アイデンティティを地理的側面

から検討することは，多くの重要な視座を与えて

くれると考えられる。

よって以下では，民族宗教派とそこから派生し

た入植運動グーシュ・エムニームに関する先行研

究を取り上げ，地理学的視点からこの問題にいか

なる接近が可能であり，かつ必要とされているか

を検討する。

２　民族宗教派に関する先行研究

まず，民族宗教派のイデオロギーや政治活動に

ついては多くの研究がある。民族宗教派は別名「宗

教シオニスト」とも呼ばれるが，この潮流の基盤

となる思想や神学に関する主な研究として，Luz 

（1988），Shweid （1990），Ravitzky （1996），Sagi 

and Shwartz （2003），Shwartz （2009）の他，日本
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アラブ感情の高まりを，イスラエルにおける非民

主的な「先鋭的右派（Radical Right）」登場のプ

ロセスの一環と捉え，その特徴と起源およびイス

ラエルの政治文化・制度に対するインパクトを考

察した。日本では池田（1989）が，イスラエル

内政で存在感を増す超国家主義勢力のグーシュ・

エムニームとユダヤ教の伝統主義を標榜する超正

統派（ハレディーム）の政治論理を「宗教的先鋭

主義」という用語を用いて論じた。また，イスラー

ム主義およびイスラエルの宗教右派を考察した臼

杵（1999: 61–111）は，主に Sprinzak （1991）の

議論に依拠し，「ユダヤ教原理主義」研究におい

てグーシュ・エムニームの研究が無数にある一方，

より過激な反アラブ的言動を展開して多くの支持

を集めたユダヤ教指導者メイル・カハネに関する

研究が欠如していることを指摘した。

上記いずれの研究も，Kong （2001）が提唱し

たアプローチ，すなわち政治的かつ宗教的な現象

―ここでは宗教シオニズムないしはユダヤ教原理

主義の入植活動―を特定の歴史と場所に根づいた

ものとして扱い，信仰とそれ以外のアイデンティ

ティの間の競合や交渉のプロセスと捉える視点は

持っている。だが，本論で概観した「宗教の地理

学」で提唱された他のアプローチ，すなわち対象

を多様なスケールから多角的に考察したり，社会

と空間，公と私の間での弁証法的関係を考察した

り，社会文化的アイデンティティが空間上あるい

は空間を通じて生産・再生産される際に宗教や信

仰が果たす役割に着目したり，宗教的な景観が他

の言説的構築物と相互作用しながら意味を生み出

す過程を分析したりする手法は取られていない。

よって，民族宗教派もしくはユダヤ教原理主義の

研究において上記の地理学的方法論を採用するこ

とで，これまで欠けていた新たな視角から本テー

マに接近することができると考えられるのである。

これらの研究は，伝統的なユダヤ人社会が近代や

ナショナリズムと接触した際にどのような課題が

生まれ，思想的・神学的にどのように対処してき

たかという点に主な関心があるため，それを植民

によって形成されたイスラエル国家の性質や社会

経済構造と関連付けたり，ユダヤ人移民と先住の

アラブ人の関係性を特徴とするパレスチナ地域史

の中に位置づけたりする地理的・物質的視点を欠

く。その点，イスラエル国内での宗教政党の支持

基盤の地域的差異とその社会的背景，および政治

的権力の源泉を包括的に考察した Schiff （1977）

は秀逸であるが，1977年に出版された文献のため，

1967年以降の占領地は分析対象として明示され

ておらず，グーシュ・エムニームやそれに連なる

ユダヤ人入植者の政治権力やイデオロギーの物質

的基盤やその変容についても論じていない。

３　グーシュ・エムニームに関する先行研究

他方，グーシュ・エムニームの思想やそれに連

なる入植者の政治活動を対象とした研究も無数

に存在する。主なものとして，Newman （1985），

Lustick （1988），池田（1989），Sprinzak （1991），

臼杵（1999），Zertal and Elder （2007），Taub （2007），

Feige （2009）がある。

Newman （1985）は，グーシュ・エムニームと

イスラエル政府の入植政策に関する先駆的研究を

行った。だが彼の研究は，占領と入植という現象

がすでに政治地理的現象であるためか，一般的な

政治分析・社会分析に留まっており，特に入植地

や入植者の地理的側面を重視しているわけではな

い。一方，国際政治学者の Lustick （1988）は「ユ

ダヤ教原理主義」の概念を用いてグーシュ・エム

ニームの政治行動を考察し，Taub （2007）はグー

シュ・エムニームが標榜する「贖いのシオニズム」

と労働党やリクードの「国家シオニズム」を対置

して考察した。また，政治学者 Sprinzak （1991）は，

1984年以降のイスラエルにおける宗教原理主義

と過激なナショナリズムの興隆および攻撃的な反
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の入植の正統性を高めるため，「民族郷土」と「我

が家」という意識と言説を構築し，政治的に表象

してきたかを考察する重要な研究を行った。彼は

さらに，イスラエル人社会で正当性を獲得する

ために，彼らがどのように自身を国家・民族レベ

ルの文脈に位置づけて構築しようとしているかを

も分析した。Feige は，イスラエルの集合的記憶

とアイデンティティ構築に関する研究が，イスラ

エルに最大の影響を与える記憶の場が西岸に存在

することを軽視し，西岸の扱いを巡るイスラエル

国内の対立は，記憶とアイデンティティの問題を

中心に展開してきた点を無視していると批判した。

特に，民族宗教派入植者に関する研究に対する彼

の重要な貢献は，占領地で殺された入植者の死が

どのように記念・記憶され，空間上で表象され，

集合的アイデンティティの生産・再生産の装置と

して機能してきたかという点に着目した点である。

同様に，民族宗教派の入植運動がイスラエル社

会に与えたインパクトを考察した Zertal and Elder 

（2009）も，死／死者の表象と記念が，占領地の

宗教的かつ民族主義的な入植者にとって重要な意

味を持っていると論じた。そして，民族宗教派入

植者が，殺された仲間や親族を記念・顕彰するモ

ニュメントや入植地を建設し，それによって自ら

のイデオロギーと入植活動を正当化し，それを継

続・発展させる戦略を取っていることを明らかに

した。これは，イスラエルの占領と入植活動によっ

て喚起された「紛争」状況が，集合的記憶やアイ

デンティティに働きかける景観の作用を介し，当

事者たちの宗教的・民族的アイデンティティを強

めつつ，他者のさらなる排除と暴力につながって

いく典型例である。そしてこのテーマは，Kong 

（2001）や Holloway and Valins （2002）が宗教地理

学の方向性として示した視点や方法論と合致する

とともに，シオニズムの暴力というテーマに接近

していく上でも重要である。

V　地理学的視点を導入した研究

１　死者の記念と境界の変容への関心

このような理論上の課題について考える際に参

考になるのが，Weizman （2007），Zertal and Elder 

（2007），Feige （2009）の研究である。これらの

研究は Weizman （2007）を除き，1967年戦争以降

の狭義の「入植地問題」のみを問題視する研究群

に分類されるもので，それが抱える分析上の限界

と政治性は克服される必要がある。にもかかわら

ず，これらの研究は，地理や空間に着目すること

でパレスチナ・イスラエル紛争と民族宗教派入植

者について多くの視座が得られることを示してお

り，本稿で言及するに値すると思われる。

まず Weizman （2007）は，西岸とガザの空間に

照射された権力構造や政治闘争を動態的かつ包括

的に分析した。特に，イスラエル政府・軍がイデ

オロギー的・戦略的目標を実現するため，占領

地の空間と建造環境を利用・改変し，その過程

で占領地が明確な物理的・法的・政治的形態を

もたない「空虚な聖地（Hollow Land）」となって

いることが示された15)。筆者の関心との関係では，

Weizman （2007）は，イスラエルが法律を濫用し

ながら西岸を相互に重複・接近しながら垂直に分

断された２つの民族空間に分割していった過程を

論じ，入植地の空間・社会設計の背後にある軍事

性が入植者のアイデンティティに与える影響や，

入植者が政治的に不可視化されたパレスチナ人を

どのように一方的に意味づけているかを考察した。

だがこの考察は，建築学的視点から占領地の空間

構造・権力構造を包括的に検討した著書の一部に

過ぎず，民族宗教派入植者の内的ロジックや空間

との関わりを聞き取りや一次文献から詳細に明ら

かにしたものではない。

他方，Feige （2009）は，いかにしてグーシュ・

エムニームに連なる民族宗教派入植者が，西岸で

15) 今野（2011b）も参照。
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ことで，民族宗教派の政治思想や信仰，その入植

活動，パレスチナ人に対する暴力の関係性をより

一層明らかにできると考えられるのである。

この点に加えて，紛争地における宗教と政治の

結びつきを地理的側面から考察する上で，宗教の

境界化という機能も忘れるべきではない。民族宗

教派入植者が近年，入植活動に対する政治的障害

を認識し始め，それに伴い，世俗派のイスラエル

人に自らの活動とイデオロギーの正統性を認めさ

せるために彼らの「心の中に入植」する試みを行っ

ていると指摘されている（Feige, 2009）。これは，

パレスチナ地域における政治状況や紛争当事者の

アイデンティティや信仰の変化が，個々の宗教共

同体の境界を変化させる例として，筆者の関心で

ある紛争地における宗教とナショナリズムと空間

の関係というテーマに新たな視座を与える。さら

にこのテーマは，Levine （1986）が提唱した「宗

教の社会的有界性」を考察する手法や，「地域」

を文化的・歴史的・制度的に確立された特定の領

域として概念化し，その構築・再生産・変容を歴

史的に考察する Paasi （1991）のアプローチ，さ

らに物質・社会・言説・象徴といった多様な諸相

とスケールにおいて「境界」が構築・消滅・変

容する歴史的過程を考察すべきと説いた Newman 

and Paasi （1998）の提案にもつながる重要な視点

である。国際政治学の分野でも，秩序と規範と

境界化の関係性が着目されている（Albert et al., 

2001）。Feige は，この重要なテーマに注目した

点では評価されるが，民族宗教派のこの新しい戦

略が占領地や入植地の空間に実際にどのような影

響をもたらし，民族宗教派と世俗派の境界や入植

者とパレスチナ人の間の境界をどのように変化さ

せているかまでは論じておらず，この観点からの

研究の深化が必要とされている。

以上の観点から，パレスチナとイスラエルにお

ける宗教と政治に関する地理学的研究で必要とさ

れる作業は，第１に，ユダヤ人の死が民族宗教派

によってどのように語られ，空間上で表象され，

しかし，Zertal and Elder （2007）は，民族宗教

派入植者によって構築された記念と顕彰の文化景

観を西岸の入植地特有のものであるかのように

扱う点で不十分である。その点，Feige （2009）

は，イスラエル建国直後から戦死者の記念と顕彰

が「公的宗教」の地位に高められ，イスラエル社

会のエートスを作り上げてきたと論じ，その文脈

に民族宗教派入植者の死／死者の記念と顕彰を位

置づける。これもまた，先住のアラブ人と入植す

るユダヤ人の相互作用というパレスチナ・イスラ

エル紛争の起源を分析の中心に据えていない点で

不完全ではあるが，シオニスト入植史とイスラエ

ル国家形成史の中に民族宗教派を位置づけて考察

する点では，Zertal and Elder （2007）よりも歴史的・

地理的に広範なパースペクティブを持っていると

言えるだろう。

にもかかわらず，Feige （2009）と Zertal and 

Elder （2007）のいずれも，「記憶の場所」や地理

的表象に関する分析が文化論・イデオロギー論の

枠を超えず，どのような物理的な形を取って死／

死者の記憶が景観上で表象され，そこに建設者の

意図や死者に関するナラティブがどのように反映

されているのかといった点についての考察は十

分ではない。その点，文化地理学者の Azaryahu 

（1995, 1998）と Shamir （1996）の研究が，個別

具体的で歴史的考察にも基づいており参考になる。

しかしながら，Azaryahu は西岸の民族宗教派に

関する考察は行っておらず，Shamir も「戦死者

の記念と集合的記憶」の通史の一部として1967年

戦争の事例を扱ってはいるが，占領地とそこに入

植した民族宗教派は考察の対象としていない。さ

らにより大きな問題として，彼らはイスラエルと

パレスチナを分離した社会・地理として捉え，国

家のための「英雄的犠牲」という民族主義的・国

家中心的な実践がパレスチナ人に対する差別や抑

圧にどのようにつながっているのかという視点を

欠く。よって，この観点をも考慮して占領地の民

族宗教派による死／死者の記念と顕彰を考察する
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経緯や当事者の語りには，死／死者というテーマ

に限定されない，より広範な民族宗教派内での規

範的な変化と新しい政治的な動きが反映されてい

るという，先行研究では看過されていた重要な事

実も指摘した（今野, 2011c）。

３本目の論文では，上述の２本の論考を経て新

たに浮かび上がってきた疑問，すなわち，「民族

宗教派の中での新しい規範や価値の登場が西岸の

世俗的なユダヤ人入植者やパレスチナ人との境界

の在り方にどのような影響を与えているのか」と

いう疑問に答えるため，世俗派の入植地に民族宗

教派が移住して混住するようになった入植地―

「混住入植地」と呼ばれる―を対象に調査を行っ

た（今野, 2015a）。特に筆者は，この問いの根源

には，イスラエル国家，世俗シオニスト，民族宗

教派の間での法・規範・価値観の競合・対立・調

和という問題が関係していると考えた。そのため，

「混住入植地」における民族宗教派住民と世俗派

住民との関係性を分析するだけに留まらず，その

入植地が置かれた外部環境やイスラエル国家との

関係性，さらに入植地内部の社会経済構造を包括

的に考察し，それをパレスチナ人と入植者との間

に存在する境界と関連づけて検討した。その結果，

「混住入植地」の試みは，筆者が当初考えていた

のとは異なり，実際は必ずしもイデオロギーや規

範の問い直しを伴うものではなく，むしろそれを

補強・強化・推進する手段として民族宗教派に見

なされており，パレスチナ人とイスラエル人入植

者の間の差別的・植民地主義的関係の変化をもた

らすものでもないことを示した。それにもかかわ

らず，そうした試みがイスラエル社会の「正統な

領域」に参入する契機となるがゆえに，西岸丘陵

地帯で日々パレスチナ人に暴力を行使し，耕地や

財産を破壊する教条主義的な入植者以上に，入植

地問題およびパレスチナ・イスラエル紛争に長期

的なインパクトを与える可能性があると結論づ

けた16)。この研究の独自性は，これまでの入植地

研究と民族宗教派研究で対象とされてこなかっ

それが彼らのイデオロギーやアイデンティティや

暴力とどのような関係にあるのかを考察すること

である。それを踏まえた第２の作業は，こうして

形成・維持されてきたイデオロギーやアイデン

ティティが作り出す境界が，客観的な政治状況の

変化や規範の変化に伴い，どのように変容し，パ

レスチナ／イスラエルの政治地理のダイナミズム

を形作っているかを考察することである。

２　表象と境界の動態性に着目した研究

筆者は，上記の理論的・方法論的考察に基づき

３本の論文をこれまでに刊行した（今野, 2011a, 

2011c, 2015a）。１本目では，詳細なフィールドワー

クに基づき，民族宗教派入植者が，仲間や親族の

死を「活動的メシア主義」というイデオロギーと

結びつけて語り，そうしたナラティブを記念碑建

設などの空間的実践を通じて景観上に表象し，そ

の結びつきによって死／死者と「活動的メシア主

義」を同時に正当化している様相を明らかにした

（今野, 2011a）。２本目の論文では，上述した民族

宗教派入植者の死と「贖いのシオニズム」の間に

作られた結びつきが「記念碑入植地」の建設につ

ながっている一方，アラブ人やパレスチナ人に対

する一方的な敵対心と偏狭な歴史観・紛争観を強

め，それを正当化する機能をも果たしているこ

とを明らかにした（今野, 2011c）。これらの研究

は，前節で概観した Weizman （2007），Zertal and 

Elder （2007），Feige （2009）の研究成果を，フィー

ルドワークによって収集した個別事例を詳細に検

討することによって深化させたものである。また，

民族宗教派のアイデンティティや死／死者に関す

る表象やナラティブがどのように彼らの対パレス

チナ人観と関連しているかを明らかにした点でも

独自性を持つ。加えて，隣人や親族の死が「活動

的メシア主義」や神に対する信仰を弱め，西岸丘

陵部からその周辺部やイスラエル領内へと逆流す

る移動の流れをもたらすケースも少ないながら存

在している。しかし，そうした逆流するケースの
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まった19世紀後半に見出すか，あるいはそれ以前

からの西洋帝国主義に見出すかという枠組みの選

択は，それぞれに異なる理論や歴史認識を反映し

ており，そうした違いを持つ研究を互いに関連付

けながら，違いを乗り越えていく研究が必要とさ

れているからである。

特に，民族宗教派に対する関心においては，

1930年代にパレスチナで活動を開始した宗教キ

ブーツ運動という宗教シオニストの入植運動を，

1967年以降の占領地でのグーシュ・エムニームの

入植活動と関連付ける作業が必要とされる。Katz

（1995b, 2003, 2010）など宗教キブーツ運動に関

する研究は，当該運動の特殊性を強調するあまり，

それがシオニスト諸機関の支援を受けながら，協

同入植村の全国組織の中で活動したという点を軽

視する傾向がある。そのため，歴史的パレスチナ

という地域の中でシオニスト諸機関と入植村の全

国組織が果たした政治的・経済的役割や，それが

アラブ人農民層を含めた当該地域の社会経済に与

えたインパクトに関する考察が不十分である。彼

はまた，1967年以降に登場したグーシュ・エム

ニームと宗教キブーツ運動の関連性も論じてい 

ない。

それに対し，Aran （1986）は，1967年以前の宗

教シオニズムと1967年以降に登場したグーシュ・

エムニームの思想的繋がりを考察し，グーシュ・

エムニームが宗教キブーツ運動に対する革命・反

抗であったと論じた。だが彼の考察もシオニズム

運動史の中に留まっており，宗教シオニストの

入植地が，シオニズム運動とのちにはイスラエル

国家によっていかなる政治的・経済的な意味づけ

を与えられ，国家建設運動の中でいかなる役割を

果たしてきたかという点を無視している。特に，

1967年戦争直後にイスラエル国家・軍の支援の

もとで西岸のヨルダン渓谷に入植した宗教キブー

ツ運動と，1970年代から西岸中部に入植を開始

た「混住入植地」に着目してその政治的・思想的

背景や入植地内部の実態を明らかにするとともに，

一般的に考えられているよりもユダヤ人入植地と

いう現象は多様かつ動態的で，世俗入植者と宗教

派入植者の関係性も複雑かつ重層的な様相を持っ

ており，それを理解せずに入植地問題を理解する

ことはできないことを示した点であった。

VI　おわりに

本稿では，日本および英語圏における「宗教の

地理学」と政治地理学の研究動向を，紛争地にお

ける宗教と政治というテーマに沿って概観し，こ

のテーマについていまだ十分な研究が行われてい

ないことを示した。その上で，宗教・ナショナリ

ズム・空間の連関に関する地理学的研究の蓄積が

まだ少ない中東のイスラエル，ヨルダン川西岸地

区，ガザ地区を含む歴史的パレスチナに焦点を当

てた。その中でも，宗教と政治と領土問題が絡み

合う事例として，占領地で活動する民族宗教派と

その入植運動グーシュ・エムニームに着目し，そ

れらに関する先行研究を整理して検討を加えた。

その結果，研究課題として，民族宗教派のイデオ

ロギーやアイデンティティがどのように死／死者

の表象と記念を通じて形成・再生産され，パレス

チナ人に対する差別・不平等を作り出す境界を形

作り，そうした境界が政治状況の変化の中でいか

に揺れ動いているかという点が重要であることを

示した。そして，筆者が上記の研究課題に基づき

これまでに発表した論文の内容を紹介した。

これらの研究動向を踏まえた今後の課題は，筆

者がこれまで検討してきた1967年以降の「入植

地問題」と，それ以前のシオニスト入植史とパ

レスチナ地域史を関連づける作業である。なぜな

ら，「入植地問題」の起点を1967年戦争に見出すか，

1948年戦争に見出すか，シオニストの入植が始

16) 今野（2015b）も参照。
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