


はじめに

永滝　稔

　夏がやってきました。早くも夏休みが待ち遠しい私です。ここ数ヵ月は新型コロナへ
の対応でバタバタして疲れたので、ゆっくり休めれば良いのですが。
　さて、ここに『CROSS ROADS』第 5 号をお届け致します。
　本号は、『パレスチナ／イスラエル論』を刊行していただいた早尾貴紀さんにエッセ
イをご執筆いただきました。ヘイトクライムの横行は全世界的ですが、イスラエルでの
それはとりわけひどいものがあります。にもかかわらず、「どっちもどっち」的な論調
が日本では目立ちます。これに早尾さんは異議を唱え、「「イスラエル対パレスチナ」と
いう表面的構図も、その構図での「イスラエル側の圧勝」という外形もすんなり認める
つもりはない。本書では、それらを根底から覆す視点を提示した」という力強いエッセ
イを寄稿いただきました。
　また連載「コクテイル書房の日々」では狩野俊さんがアフター・コロナにおけるコク
テイル書房の大胆な挑戦について書いてくれています。この企画発想力と推進力には毎
度頭が下がります。
　そして、永滝勇の「連載　私が見た戦前の中国・台湾」は、いよいよ日中戦争の最前
線であった開封に到着するところになります。
　では皆さん、くれぐれも熱中症には気をつけて、この夏を乗り切りましょう！
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　率直に言えば、パレスチナ／イスラエルの
現実をめぐっても、その認識と表象をめぐっ
ても（報道や出版も含む）、状況は一方的に悪
くなっていくばかりで、圧倒的な完敗とさえ言
いうる。すなわち、もし仮に「ユダヤ人国家イ
スラエル」対「アラブ・パレスチナ人」という
形式的な対立関係を前提とした場合のことな
のだが、イスラエル国家の存在はますます強
大なものとなり、イスラエル国内のパレスチナ
人マイノリティ（アラブ系イスラエル人）の地
位も、軍事占領下に置かれたヨルダン川西岸
地区とガザ地区の地位も際限なく極小化され、
そして国内パレスチナ難民は完全に埒外に置
かれてしまった。
　1948 年のイスラエル建国から 70 年の節目と
なる 2018 年には、「ユダヤ国民国家法」によ
ってアラビア語が公用語から外され、占領地
西岸地区へのユダヤ人入植活動が「国益」と
規定された。さらにアメリカ合衆国は、同年に
大使館をエルサレムへ移転させ（国連・国際
社会がイスラエルの首都とは認めていない）、
翌 2019 年にはイスラエルが軍事占領するシ
リア領ゴラン高原のイスラエル併合を承認し、
ヨルダン川西岸地区のユダヤ人入植地のイス
ラエル併合計画も容認した。このイスラエル
とアメリカの横暴さを、周辺アラブ諸国も欧州
も日本も傍観するのみだ。ただただ状況は転
がり落ちるように悪化していっている。
　私の世代つまり 40 代半ばの研究者だと、
1993 年の「オスロ和平合意」の頃に大学生で
あり、それをきっかけにパレスチナ／イスラエ
ルに具体的に関心を持ったという人が多い。
歴史的和解だと世界から歓迎された同合意の
調印者らはノーベル平和賞を受賞した。もち
ろんこの時、みながバラ色の未来を思い描い
ていたわけではない。この調印の時からすで
にこれが「和平」の名に値しないある種の「罠」
であることは指摘されていた。すなわち西岸・

ガザ地区での「パレスチナ国家」建設による
二国家解決というお題目はあれど、それを達
成するための内実が一切なかった。エルサレ
ム、入植地、国境管理、難民帰還権、という
将来的なパレスチナ国家の枠の確定に関わる
全ての争点についてイスラエルが既成事実を
握ったままで、イスラエル国家だけが正当性
を世界に承認されたのだった。
　その非対称性、不正義には気づいていたも
のの、しかし 2020 年、ここまで状況が悪化す
ることまで予想できたろうか。実際の現地の
状況や国際情勢の悪化だけではない。日本の
なかで見れば、報道における関心の低下と批
判的分析の欠如、パレスチナに関わる市民活
動の停滞、そして学術・出版界での議論の不在、
こういったことも含めてだ。これについては、
一市民として、一研究者として、私自身の力
不足と責任も痛感している。
　オスロ合意以降いびつな「和平プロセス」
と呼ばれる期間があり、その名に反してパレス
チナ被占領地はイスラエルの入植活動により
ますます蝕まれてゆき、2000 年にはそれに対
するパレスチナ人たちの不満が第二次インテ
ィファーダという抗議運動の形で爆発した。
和平の破綻は必然的であり、その抗議に対す
るイスラエル側の徹底した弾圧もまた周到に
用意されていた。それから数年間、軍事侵攻
や隔離壁建設で西岸地区とガザ地区の破壊と
分断と封鎖は劇的に進められていった。ちょう
ど 2002 年から 04 年にかけてエルサレムのヘ
ブライ大学で研究員をしていた私は、大学構
内の目の前で起きた爆弾事件も含めて第二次
インティファーダとその弾圧の過程を、そして
長大な隔離壁の建設で一変する風景を、つぶ
さに目撃してきた。
　この危機的なパレスチナ情勢に対しては日
本でも注目が高まり、この時期多くの講演会
や集会が各地で開催された。私自身は「思想

著者エッセイ　『パレスチナ／イスラエル論』

圧勝するシオニズムへの「躓きの石」として
―『パレスチナ／イスラエル論』刊行にあたって―

早尾貴紀
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史」を専門とする研究者ではあったが、現地
からさまざまな発信を行ない、2004 年の帰国
後も会合やメディアで発言する機会は多かっ
た。また破綻していく二国家解決の和平プロ
セスを、シオニズム運動史や反シオニズムの
ユダヤ思想史の文脈から掘り返す研究を重ね、
2008 年に『ユダヤとイスラエルのあいだ』（青
土社）という書籍にまとめた。蜂起と弾圧と
いう緊迫感を背負った本であった。今回の『パ
レスチナ／イスラエル論』はその後の約 10 年
間の思索をあらためて整理したものと言える。
　この 10 年はパレスチナ／イスラエルにとっ
てどんな時期であったか。それはパレスチナ
側からすれば、欺瞞だったオスロ和平体制と
の決別であり（オスロ合意を認めないハマース
の台頭と自治政府の分裂が象徴的）、イスラエ
ル側からすれば、「和平を望まないパレスチナ
人」への勝手な失望である。たんなる合意の
終わりではない。権力も財力も兵器もない被
占領者が「これは和平ではない、占領の強化だ」
と蜂起し、逆にすべてを持つ占領者の側が「和
平を拒否してきたのはお前らだ、もう容赦なく
力づくで全部奪うよ」と開き直ったということ
だ。本書には、こうした非対称的な暴力が露
骨になった 10 年間が反映されている。

　日本国内を見ると、さらにこの 10 年は東日
本大震災の時期に重なる。すなわち、世界に
見開かれていた多くの市民の目が余力を失い
内向化し、パレスチナ／イスラエルに関わる市
民活動も例外なく停滞してしまった。震災直
後の政権交代でネオリベ化（貧困化）と右傾
化が進んだこともまたこの流れを押し進めてい
るだろう。さらには日本の大学にもネオリベ化
が波及し、人文系の学部まで狭い業績主義へ
と傾いていく中で、アカデミズムの側が批判力
や発信力を失いつつあることも否めない。結果、
いま巷の書店に出回るイスラエル本で目につく
のは、ハイテク国家イスラエルとのビジネスを
推奨するものばかりとなってしまった。本書は、
そうした学界・出版界に投じたごく小さな一石
である。波紋も大きくはないだろう。
　だが、「イスラエル対パレスチナ」という表
面的構図も、その構図での「イスラエル側の
圧勝」という外形もすんなり認めるつもりはな
い。本書では、それらを根底から覆す視点を
提示した。どんな占領にも植民地主義にも単
純な勝利での完結はない。勝利の幻想は長期
的に見れば必ず足元から崩れるのが歴史の反
覆だ。著者としては本書が思想史的にその「躓
きの石」になることを願っている。

Information

『パレスチナ／イスラエル論』

早尾貴紀　著

四六判、ハードカバー
340 ページ
定価（本体 2,600 円＋税）
ISBN978-4-908672-37-8
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　酒場を閉めて 2 ケ月近く経つ（6 月 1 日現
在）。幸いにも古書店も営んでいるので仕事
は毎日あり、だれることはない。それどころ
か、朝、昼、晩と三食を家族そろって家で、
10 時には寝て 6 時には目を覚ます。息子と
は朝食前に室内運動と散歩をし、夕食あとに
は角落ちで将棋を二番。なんともゆったりと
した日々を送っている。
　もちろん店の家賃や光熱費もかかり、お金
の不安はある。東京都の休業協力金も、政府
が支給するという持続化補助金も、申請はし
たが未だに振込みはない。しかし、遠出もせ
ず、装う気分にもならないので、出費は少な
い。この 2 ケ月で私が買ったのは、猫に与え
る鳥の胸肉と、自分に与える赤ワインくらい
のものだ。
　高円寺から出たのはただ一度、歴史家・大
門正克先生のご自宅に本を買いに伺った時だ
け。自転車で 30 分かけて行ったのが、なん
とも楽しい時間だった。日常に満足していた
はずなのだが、かすかに残っている春の風を
受け自転車を漕ぐと、見知らぬ街並みが次々
と現れる。風が、身体にまとわりついた滓を、
いちまいいちまい剥いで行くような解放感。
これぞ自由！この小さな旅を楽しむ核にある
好奇心こそが、コロナウイルスを拡散させた
原動力なのだとしたら、ウイルスとの戦いは
人の持つ業と向き合うというものなのかもし
れない。
　こんな時こそ商店会の出番と、協力金など
の申請に戸惑っている近所のお店の手助けを
し、手に負えない案件には、知り合いの中小
企業診断士を紹介している。助成金の書類仕
事をしていたのが、こんな時に役にたつとは。
　助け合いと言えば、クラウドファンディン
グが盛り上がりを見せていると聞く。全国に
ある小さな映画館を守るための「ミニシアタ
ー・エイド」は国内史上最高額およそ 3 億 3

千万円を集めた。参加した映画館には 320 万
円が配られたという。そのほか、全国の書店
が対象の「ブック・エイド」や登山客が激減
し存続が危ぶまれている「山小屋支援プロジ
ェクト」など、様々なクラウドファンディン
グが注目され、そしてお金が集まっている。
　営業が出来ず、支出ばかりのこんな時に、
お金をいただけるのはありがたいこと間違い
ない。間違いないからこそ盛り上がっている
のだろうが、私はこれに手放しに賛同できな
いでいる。もっと恒久的な協力はできないも
のかと思い、こんな計画を進めている。

【高円寺ちいさな缶詰工場設立計画】

・高円寺という街で作る缶詰
　高円寺という街の中に、小さな缶詰工場を
つくる。当店のキッチンを大幅に改装し、店
の中に製造設備を設置し工場とする。小さい
ながらも設備は本格的。もちろん保健所の許
可をとり、高度な衛生環境で製造。工場とい
う固いイメージではなく、オープンキッチン
のようにし、製造過程をお客様に見てもらう。

・杉並の農家と協力し食品ロスを防ぐ
　JA 中央の協力で、杉並区の農家で作られ
た野菜を使った様々な缶詰をつくる。形がち
ょっと悪かったり、沢山出来すぎてしまった
り、売れ残ってしまった野菜を、廃棄される
前に缶詰に。

・高円寺のお店と提携した缶詰
　高円寺という魅力的な街には素敵な個人店
がたくさんある。そんな店と提携して「高円
寺缶詰」をシリーズで発売。コロナで困って
いる飲食店はもちろん、銭湯やライブハウス、
出版社（もちろん有志舎さんです）など高円
寺文化の缶詰を出す。豆本の入った缶詰など

連載　Book エッセイ　高円寺・コクテイル書房の日々③

高円寺ちいさな工場設立計画

狩野　俊
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はどうだろうか。

・高円寺のお店の売り上げアップを缶詰で
　今後もコロナの影響で多くの飲食店の売り
上げに影響があると思われる。テイクアウト
も頭打ちの感がある。缶詰やレトルトを製
造委託しても、ロットが多く（最低 1000 ～
2000 個）また金額もそれなりにし、採算ベ
ースに乗せるのは難しいのが現状（実際にや
ってみての感想）。高円寺小さな缶詰工場で
は、最低ロットは 50 個から、加工料金はお
友達価格で引き受ける。この缶詰をネットで
販売することで、提携したお店の売り上げを
確保。

・街でつくり、街で貯める
　東日本大震災やコロナ騒動の初期、スーパ
ーの棚から保存食品がなくなった。コロナが
収束した後でも、新しいウイルスの襲来の可
能性も指摘され、またいつ地震がくるかわか
らない。いざという時に備えるために、今後
は都市でも加工食品などを製造し、備蓄して
おくのが安全なのではないか。

　資金的には、缶詰を除菌する高圧窯が 200
万円、缶詰に蓋をする巻締機が 60 万円、そ
の他厨房機器が 30 万円ほど。改装は出来る
だけ自分たちでやりお金はかけないようにす
るが、ガスや水道などどうしても業者にお願
いするのを含めて 150 万円ほどを見込んでい
る。総計で 440 万円ほど。助成金とクラウド
ファンディング、そして借り入れの三本立て
で資金調達をする予定だ。高円寺小さな工場
設立計画で検索していただければ、今後の経
過がわかるページに飛ぶ。小さな工場を作る
という、大きな夢に賛同していただける方、
是非ご協力をお願いします。

お店紹介

古本屋の仕事は、本を売ることでもありますが、本を買うことも、とても大事な
ことです。本は読者を得ることで、再び生き返ります。どうぞ当店に本をお売り
下さい。売値が安い本は、「交換本」として「まちのほんだな」にならべ、お持
ちいただいた本と交換にてお持ち帰りいただけるようにしています。
詳しくはホームページで。　http://koenji-cocktail.info/
コクテイル書房　電話：03-3310-8130 　メール：cocktailbooks@live.jp
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　徐州駅のホームで乗り換え列車を待ってい
た私たち一家だが、ようやく列車の扉が開い
たので周りの中国人と一緒に客車に乗り込ん
だ。今度の列車はもう日本人も中国人も一緒
の客車だ。いつの間にか夜の帳が下りて外は
真っ暗であったが、すぐに窓の遮光幕も下ろ
され薄暗い車内灯だけが人々を照らした。明
らかに日本人と分かる私たちは小さくなって
いた。
　とその時、周りにいた中国人が一斉に私た
ちから目をそらし他所の方を向いたり、ザワ
ザワとしはじめた。ふと気がつくと、私たち
の横に、カーキ色の軍服を着た日本軍の将校
が立っていた。戦闘帽のあご紐を掛けて軍刀
を下げ、腰には拳銃を納めた皮のケース、子
供の目にも凛々しさを感じさせる姿だった。
　「日本の方ですね。どちらまで行かれるの
でありますか」。その若い将校は周りに聞こ
えぬように小声で父に問いかけたが、父は思
わず立ち上がって、「ハイ！開封の華北電電
公司に着任のため赴任の途中であります」と
軍隊口調で答えていた。若い将校はニッコリ
と笑って「そうですか。それはよかった。
我々の部隊も開封への転任の途次にありま
す。もしよろしければ、前方の車両にお移り
下さい。座席も準備させます」。キビキビと
した態度に安心した私たちは、その将校の先
導で前方の車両へと移る事が出来た。移った
先の車両はカーキ色の軍服で埋まっていた。
しかも、物々しい雰囲気で全員が戦闘帽のあ
ご紐をかけ、鉄兜を背中に歩兵銃を手にして
座っている。その将校は、私たちがこの車両
に乗り込むのを別の車両から見ていて、連結
扉を通って連れ出しにきてくれたのだった。
座席に案内してくれた彼は、私たちが座るの
を見届けると軽く敬礼をして前方の機関車の

ある扉のほうへ去っていった。すると、通路
を隔てて座っていたヒゲ面の兵隊（のちに曹
長だと知った）が「僕、キャラメルあげよう」
と軍服のポケットからグリコの箱を取り出す
と、私の頭を大きな手で撫でながら手渡して
くれた。「偉いなあ、こんなちいちゃな子が
最前線の開封に行くんだ。貴様らっ、フンド
シ締めて掛らんといかんぞっ」。周りの兵隊
は一斉に「はっ」と答えると車内にはまたピ
イーンと張り詰めた空気が漂い、時折兵隊が
身に着けた金具の触れ合う音が聞こえるだけ
の静けさになる。不思議なもので周りに日本
兵が大勢いるというだけで、今までとは違う
安心感があり、父も母もホッとしていたよう
だった。
　列車は途中、駅でもないところに何回か停
まり、歩哨の兵隊が列車を乗り降りしていた
が（それが線路を爆破されていないかどうか
を確認していたのだと知ったのは開封に着い
たあとだった）、私たちはいつの間にかトロ
トロと寝入ってしまった。しばらくして、周
りでガチャガチャと金具の触れ合う音がする
ので目を覚ましたが、それが分ったのか、ヒ
ゲ面の曹長が、「間もなく開封に着きます。
停車場は城外ですから非常に危険です。我々
が城内まで護衛しますので、中隊の後ろから
遅れないようについてきて下さい」と父に向
かって言うと、そこにいる兵隊達に短い号令
をかけ、先頭に立って出口に進んでいった。
　列車が止まり、開封駅のホームに降り立つ
と周囲は真っ暗、兵隊が隊列を整え、いっせ
いに背を低くして早足で進み出し、その靴音
の後を追うようにして私たちも緊張しながら
小走りに改札を抜けていった。

連載　私が見た戦前の中国・台湾⑤

日本軍兵士たちと出遭う

永滝　勇




