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序―現代パレスチナ文化のダイナミズム 

                              山本 薫 

 

 本報告書は、平成 22 年度から 26 年度にかけて科学研究費補助金（基盤研究 C）によっ

て実施された「現代パレスチナ文化の動態研究―生成と継承の現場から―」の研究成果を

まとめたものである。 

 この研究は現代パレスチナ文化の担い手たちの思想、実践、アイデンティティ、彼らを

取り巻く政治的・経済的・社会的環境を、作品の分析だけでなく、当事者たちへの聞き取

りや活動の現場の実地調査を通じて明らかにすることを目的として行われた。調査対象は

アーティストおよび文化・芸術の振興や教育の分野で活動する団体とし、調査地域は当初、

イスラエル領内、パレスチナ自治区、周辺アラブ諸国、欧米諸国と幅広く設定したが、次

第にヨルダン川西岸地区とレバノンに焦点が絞られていった。ヨルダン川西岸地区につい

ては近年、文化センターや NGO などの活動が極めて活発であることが調査の過程で明ら

かになり、そうした文化関係団体の役割やネットワークを掘り下げていくことにした。一

方のレバノンは、ディアスポラのパレスチナ人コミュニティの中でも特に苛酷な状況下で、

パレスチナ人の文化活動や彼らのアイデンティティの現状を調べるのに最適な場であり、

また西岸地区との比較においても興味深い事例になると考えた。 

 本書は二部構成になっており、第一部には主にレバノンでの調査を担当した研究代表者

の山本薫による論文「レバノンにおけるパレスチナ文化の現状」と、主にヨルダン川西岸

地区での調査を担当した研究協力者の田浪亜央江による論文「パレスチナにおける文化活

動の現状―ヨルダン川西岸地区における文化関係団体の役割を中心に」を収録した。第二

部の資料編には、インタビュー集とパレスチナ文化関係団体リストを収録した。インタビ

ュー集は調査期間中に集めた大量の聞き取りデータのうち、パレスチナ文化の動向や理念

の理解にとって特に示唆に富んだものを厳選した。収録順に紹介すると、ジョージ・イブ

ラヒム氏は演劇、スハイル・フーリー氏は音楽の分野で長年活躍する先駆的なアーティス

トであると同時に、それぞれが劇団・劇場と音楽院を設立し、運営している立場でもあり、

パレスチナにおける文化運動の中心的な存在といえる。スライマン・マンスール氏は、占

領下で育まれたパレスチナ美術を代表する伝説的な画家であり、歴史の体現者として、ま
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た最新の現代美術学校の設立・運営に関わっている現在の立場からも、極めて貴重な証言

者である。オマル・カッターン氏は現在、パレスチナ内外で最も大規模かつ注目を集める

文化・芸術・教育分野のプログラムを行っている A.M.カッターン財団の運営責任者であ

り、自身も映画監督・プロデューサーとしてパレスチナ映画の発展に寄与してきた。ディ

アスポラで生まれ育ち、国際的な人脈を持つオマル氏は、パレスチナ文化の世界的展開を

熟知する立場にある。また財団の創設者であるオマル氏の父、アブドル・ムフシン氏の生

涯と功績からは、しばしば海外援助頼みと批判されるパレスチナの NGO が、パレスチナ

人自身の資金と尽力によっても支えられていることがわかるだろう。一方、レバノンから

は、映画監督のハーディー・ザッカーク氏と、NGO 代表のムウタッズ・ダッジャーニー

氏のインタビューを掲載した。この二人のインタビューは、レバノンにおけるパレスチナ

人の歴史的経験や、文化・芸術の役割について、様々な角度から光を当てる貴重な証言と

なっている。 

 インタビューは主に山本が行い、スハイル・フーリー氏、スライマン・マンスール氏、

オマル・カッターン氏とのインタビューには田浪も同席した。会話はすべてアラビア語で

行われ、山本が翻訳と整理を担当した。ただし、会話内で言及される固有名詞や作品名に

ついては、インターネット等で読者が情報を確認する際の便宜のため、一般的な英語表記

を添えることとした。 

 パレスチナ文化関係団体リストについては田浪が担当した。東エルサレム、ヨルダン川

西岸地区、イスラエル領内で実際に活動している団体を訪ね歩き、資料を集めて作成した

労作である。田浪も指摘しているように、当地の文化関係団体は膨大にあり、そのすべて

を網羅することは不可能だが、代表的なものを集めたこのリストを見るだけでも、パレス

チナにおける文化活動の実態とその隆盛ぶりが分かるだろう。 

 

＊ 

 

 世界的に著名なパレスチナ出身の批評家、エドワード・W・サイードは、対談集『文化

と抵抗』の中で次のように語っている。「政治的アイデンティティがたえず脅かされてい
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る場合には、文化は消滅と忘却に抵抗して戦う手段となります。文化は抹消削除に抵抗す

る記憶形式です。この点で、文化はこの上なく重要であるとわたしは考えます」1。 

 民族の権利回復を求めるパレスチナ人たちの闘いは、欧米や日本のメディアではゲリラ

やテロといった暴力的な側面が強調されがちであるが、サイードが指摘しつづけたように、

パレスチナ人は文化や言論を通じても自分たちの存在と大義を訴えてきた。1969 年にイ

スラエルのゴルダ・メイア元首相が「パレスチナ人など存在しない」と発言したことの衝

撃は、パレスチナの多くの文化人・知識人が自身の原点として回顧するところであるが、

同様の発言はイスラエル高官らによってたびたび繰り返されてきた2。たとえば、1948 年

のイスラエル建国後も故郷ハイファに留まり、いわゆる「アラブ系イスラエル人」のひと

りとなった作家のエミール・ハビービーが、政治とジャーナリズムの世界から本格的に文

学へと向かうようになったきっかけは、「パレスチナ人が存在しているのであれば、ユダ

ヤ人国家建設後のパレスチナの地でヘブライ語文学が生まれたように、彼らを表現する文

学があるはずだ」とのイスラエル官僚の発言だった3。 

  このように、パレスチナ文化はパレスチナ人のナショナルな闘争と切り離せない関係に

あるが、パレスチナ文化の担い手たちは単にその代弁者として奉仕してきたわけではない。

むしろ、来るべき国家と社会のありようを模索し、新たなビジョンを描きだすことにこそ、

彼らの存在意義があった。また、パレスチナ人が生きる現実を描き出しつつ、既存の制度

を鋭く批判し、権威を転倒することも文化が持つ力である。この点についてもサイードは、

『文化と抵抗』の同じ箇所で次のように語っている。「文化言説には…（略）…分析する

力、権威筋からの紋切型表現を鼻であしらい、公然たる嘘を見抜いてそれを正す力があり

ます。権威への問いかけ、別の選択肢の探求もあります」。 

                                                            
1 エドワード・W・サイード、D・バーサミアン、『文化と抵抗』、ちくま学芸文庫、2008 年、220
頁。 
2 Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness, New York: 
Columbia U.P., 1997, p.147, 252. 
3 Ṣabrī Ḥāfiẓ, “Imīl Ḥabībī: Ibdā’ al-Huwīya al-Waṭanīya wa Iḥyā’ al-Dhākira al-Filasṭīnīya”, Mashārif, 
No.16, May 1997, p.44.  エミール・ハビービーについては山本薫「ハビービーのハイファ：都市の記

憶としての文学」『日本中東学会年報』No.23-2, 2008 年、171～191 頁；エミール・ハビービー

（山本薫訳）『悲楽観屋サイードの失踪にまつわる奇妙な出来事』作品社、2006 年を参照のこ

と。   
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 たしかに PLO が民族解放闘争の主体であった一時期、文化もまたその政治アジェンダ

に組み込まれていたことがあった。しかしそうした時代にあっても、PLO の主流派路線か

ら距離を置いたり、それに意義を唱えたりする芸術家や知識人は少なくなかった。だが、

文化と政治体制との関係に決定的な変化をもたらしたのは、何と言っても第一次インティ

ファーダであろう4。 

 たとえば画家のスライマン・マンスール氏は、1970 年代から 80 年代にかけての占領地

での芸術運動を振りかえり、PLO から資金援助を受け、革命を担う前衛と持ち上げられて

増長していた自分たちを大地へと引き戻してくれたのが第一次インティファーダだったと

回想しつつ、「インティファーダの芸術は、パレスチナの芸術運動の重要な転換点になっ

た」と語っている5。 

一方で、近年、国際的評価が高く、日本でも作品が上映されているエリア・スレイマン

やハーニー・アブーアサド、ラシード・マシュハラーウィといったパレスチナ人映画監督

の先駆けとなったミシェル・クレイフィは、1980 年代初頭に PLO のプロパガンダ映画と

は全く異なる独立系美術映画の路線を打ち立てた人物であるが、カンヌ映画祭で国際批評

家賞を獲得した彼の『ガリレアの婚礼』（1987 年）は、第一次インティファーダを予見

した作品となった。この映画のラストシーンでは、農民たちが通りに出て軍事占領への反

乱を起こす。そして現実に第一次インティファーダに火がついたのは、この映画の公開か

ら 6 カ月後のことであった。それを知ったクレイフィ監督は、インティファーダの民の苦

                                                            
4 スハイル・フーリー氏は本書第二部収録のインタビューで、PLO 文化局の「負の遺産」について

語っている。またスライマン・マンスール氏は 1993 年末のインタビューで、「政治課題が最優先

され、政治団体が芸術活動をも担っているのだと主張されてきた中で、プロの芸術家はこれまで常

に隅に追いやられてきた」と述べていた（岡田剛士・山本薫『1993～94 年 被占領パレスチナ／

イスラエル訪問 報告・資料集』、「豊饒な記憶―パレスチナ・インティファーダ世代の音と映像」

実行委員会、1994 年、未刊行、7 頁）。 
5 本書第二部収録の同氏へのインタビューより。またスハイル・ホーリー氏もかつてのインタビュ

ーで、「（当時の）芸術運動はインティファーダを生みだした社会情勢と切り離せないものです。

両者は互いに影響を与え合っていました」「インティファーダに先立つ様々な活動が人々の精神に

反映してインティファーダを生みだしたのであり、文化はこの点で大きな役割を果たしました」と

語っていた（岡田・山本『1993～94 年 被占領パレスチナ／イスラエル訪問 報告・資料集』、9
頁）。 
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しみを語る映画を一刻も早く作らなければならないと感じ、山形国際ドキュメンタリー映

画祭で特別賞を受賞した『石の讃美歌』（1990 年）の撮影に取りかかったのである6。 

筆者が同時代のパレスチナの文化に関心を持つようになったのは、このミシェル・クレ

イフィ監督の 4 作品の上映と、彼の『石の讃美歌』にも登場する東エルサレムの音楽グル

ープ、サーブリーンのコンサートを日本で実現しようという活動に関わったのがきっかけ

だった。1992 年 12 月に「豊饒な記憶―パレスチナ・インティファーダ世代の音と映像」

と題して行われた一連の企画は、第一次インティファーダと連動した新しいパレスチナの

文化運動が直接日本に紹介された画期的な出来事となった。 

 この出会いを機に、筆者は 1990 年代前半に数回、パレスチナを訪れ、サーブリーンの

メンバーたちが持っていたネットワークを辿って、現地のアーティストや文化団体の聞き

取り調査を行った7。その時に調査した個人や団体の多くは、インティファーダを担い、

あるいはそれに直接的に影響を受けた世代だった。20 年に及ぶイスラエルの占領下で抑

圧されてきたパレスチナ人としての自覚と誇りをインティファーダは刺激し、パレスチナ

の文化や伝統に彼らの目を開かせた。たとえばサーブリーンの場合、ロックやジャズやブ

ルースからアラブの伝統音楽と伝統楽器へと向かっていったのだが、それは単なる伝統回

帰ではなく、ルーツを継承しつつも、自らが生きる現実を映し出す新たな音楽文化、ひい

ては新たなパレスチナ人像を創造しようとする、革新的な試みだったのだ。「過去と現在、

古きものと新しきもの、東洋と西洋の音楽の調和にいかに到達するか、創造的なミュージ

シャンは、そのための試行錯誤をくりかえす…（略）…音楽は、様々な要素を途切れなく、

調和した一枚の布に織りあげる。それは新たなパレスチナ人、新たなアラブ人、あらたな

地中海人の形成に与することだ」。これは 1995 年のサーブリーンのアルバム『ヒア・カ

ム・ザ・ダブズ』のライナーノーツからの一節であり、インティファーダ世代の若者たち

                                                            
6 Michel Khleifi, “From Reality to Fiction – From Poverty to Expression”, in Hamid Dabashi, ed., Dreams of 
a Nation: On Palestinian Cinema, London & New York: Verso, 2006, pp.54-55. 
7
岡田・山本『1993～94 年 被占領パレスチナ／イスラエル訪問 報告・資料集』は、その時の成

果の一つである。 
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から圧倒的な支持を受けていた彼らが記した、インティファーダの文化的マニュフェスト

だといえるだろう8。 

 この時に調査した、パレスチナで文化・芸術に携わる人々は、ナショナルな運動や政治

状況と密接に連動しつつ、自立した創作活動を目指すと同時に、啓蒙的な活動、特に子ど

もたちへの教育活動に携わることで、コミュニティの意識を先導する社会的な役割も担っ

ていた9。1993 年のオスロ合意を受けてパレスチナ自治政府が成立してから約 20 年が経ち、

この間の政治・社会情勢の変化が彼らの活動や意識、コミュニティにおける役割などにど

う反映しているのかを知りたいというのが、今回の研究課題に取り組んだ動機のひとつで

ある。 

 この点に関して今回の現地調査で確認できたこととして、約 20 年前に筆者が出会った

アーティスト個人や文化団体がさらに成長し、パレスチナにおける文化活動の中核を担う

活躍をしていた。その時に出会った一人であるスハイル・ホーリー氏は筆者とのインタビ

ューで、過去 20 年の間にパレスチナの文化は質・量ともに飛躍的に発展したと明言して

いる。その背景としては、PA 成立後に急速に増加した海外からの援助が、文化的なイン

フラ整備や教育にも向けられたことが挙げられる。 

パレスチナの文化・芸術活動を担うグループや組織の多くは NGO として登録している。

パレスチナの NGO 研究では、海外からの援助に大幅に依存し、地元のニーズから解離し

て特権階級化しているといった否定的な評価が多いが10、今回我々が調査した先では、そ

うした海外からの援助に頼ることの問題性を認識し、地元からの寄付金集めを重視したり、

事業収入をメインにしたりといった努力をしているとの声が多く聞かれた。またこの資金

の自立性という点において、パレスチナ人実業家が創設した家族財団である A.M.カッタ

                                                            
8 サーブリーンのアルバムはこれまでに『預言者の死』、『ヒア・カム・ザ・ダブズ』、『何処へ

／Ala Fein』の 3 枚が日本で発売されている。 
9 たとえばサーブリーンの場合、自力でスタジオを建設し、後輩ミュージシャンのサポートや、子

どもへの音楽教育などに当時から取り組んでいた。現在は「サーブリーン協会」という NGO とし

て活動を続けている。本書第二部のリストも参照のこと。 
10 田村幸恵『インタビュー調査から見るパレスチナの NGO：PNGO による草の根団体活用と地方

における活動レポート』、津田塾大学国際関係研究所、2006 年；Sari Hanafi & Linda Taber, The 
Emergence of a Palestinian Globalized Elite: Donors, International Organizations and Local NGOs, 
Jerusalem: Institute of Jerusalem Studies / Muwatin, The Palestinian Institute for the Study of Democracy, 
2005. 
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ーン財団がきわめて重要な役割を果たしていることが確認できた点も、今回の調査の成果

のひとつである11。 

一方で、特に第二次インティファーダ以降の和平停滞と、イスラエルの占領体制の強化

によって、文化・芸術活動も甚大な打撃を受けた事は間違いないのだが12、むしろ打撃を

受ける度に、それを克服するための新しい運動や方法が生み出されてきたと、第一部第二

章で田浪は指摘している。 

 ただし、ガザ地区については入域が困難な状況が続き、残念ながら実地調査が出来なか

った。ガザに支部を持っている A.M.カッターン財団や、財団が運営する子どもセンター

で音楽教育を行っているエドワード・サイード・ナショナル音楽院などから得られた情報

では、ハマースがガザ地区を占拠した後も、特に活動には影響が出ていないとのことであ

った。この点については活動分野や内容によって異なる可能性もあり、それ以前にガザの

場合、イスラエルの封鎖と破壊による悪影響の方が懸念される13。 

 またガザ地区に限らず、パレスチナ全域に見られる保守的な考え方や慣行、さらには強

硬なイスラーム主義の広がりといった問題が、文化・芸術に対する人々の姿勢に影響する

ことへの懸念を耳にすることも少なくなかった14。 

                                                            
11 第一部第二章および、第二部のオマル・カッターン氏へのインタビューを参照のこと。 
12 たとえば 2002 年のイスラエル軍によるヨルダン川西岸地区の再占領の際には、数多くの公共・

民間施設が襲撃されたが、その中には NGO や文化センターも含まれ、資料やデータが持ち去られ

た。また、『カルメル』などの主要文芸誌のアーカイブも全て持ち去られたという。Laleh Khalili, 
Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics of National Commemoration, Cambridge: Cambridge U.P., 
2007, p.63. 
13 長期化する封鎖と度重なるイスラエルの攻撃によって困窮を極めるガザ地区にあっても、人々が

文化や芸術の火を絶やさずにいることには賞賛の念を禁じえない。報道やソーシャルメディアなど

からは、ラッパーや写真家、画家、作家といった若いアーティストたちの活動が、日々伝えられて

くる。また現在、アラブでもっとも注目を集める国際的な文学賞「International Prize for Arabic 
Fiction」の 2015 年度の最終候補 6 作品に、ガザ在住の作家、アーティフ・アブーサイフの『宙づ

りの生』が入ったことも、メディアの注目を集めた（http://www.arabicfiction.org/news.465.html）。

ちなみにこの小説には、ハマース政権の腐敗や人権抑圧も含め、ガザ地区に生きる人々の生が克明

に描かれている。 
14 象徴的な例として、映画『アルナの子どもたち』で国際的に知られたジェニーンの自由劇場主宰

のジュリアーノ・メール・ハミースが、2011 年に地元の青年に殺害された事件が挙げられる。背

後関係は不明だが、男女が一緒に活動するといった劇団の方針に対して脅迫が続いていたことは、

劇場スタッフから直接確認した。また、国際連帯運動の一員としてガザに滞在していたイタリア人

活動家のヴィットリオ・アリゴーニも 2011 年にアルカイダ系過激派組織に誘拐され、殺害されて
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  この研究課題に取り組もうと思ったもう一つのきっかけは、イスラエル領の町リッダ出

身のラップグループ DAM と、彼らの活動を記録したドキュメンタリー映画『Slingshot 

Hip Hop』との出会いだった。第一次インティファーダから約 20 年が過ぎた今日のパレス

チナの、特に若い世代の文化動向に関心を持っていた筆者は、偶然ある記事を読んだこと

から、パレスチナの若者たちの間に浸透しつつあるラップ音楽が持つパレスチナ文化の新

たな可能性に魅了されるようになった。そこで 2009 年 12 月、パレスチナにおけるラップ

音楽のムーブメントを捉えた映画『Slingshot Hip Hop』を撮ったパレスチナ系アメリカ人

アーティストのジャッキー・リーム・サッロームを日本に招聘し、「パレスチナ新世代の

文化とアイデンティティ」と題した講演会と映画上映会を企画したのである15。 

 この時の出会いを機に、イスラエル領内で生まれ育ったアラブ系の若者たちがパレスチ

ナ文化とどのような関係性を切り結ぼうとしているのか、またそのことが彼らのアイデン

ティティにどう影響しているのかといった問題に関心をもつようになった。加えて、

DAM の映画を撮ったジャッキー氏もそのひとりに数えられる、ディアスポラで生まれ育

ったパレスチナ系 2 世・3 世についても、彼らとパレスチナ、あるいはパレスチナ文化と

の距離感やアイデンティティの重層性について、より深く知りたいと思うようになった。 

 この報告集では DAM やジャッキー氏について直接的には触れていないが、彼らについ

てめぐらせた考察16の一端は、第一部第一章で取り上げたレバノンのパレスチナ難民キャ

ンプ出身のラップグループ、カティーバ５と、レバノンとパレスチナとの二重のアイデン

ティティを自覚する映画監督、ハーディー・ザッカーク氏について論じた部分に反映され

ている。 

                                                                                                                                                                                     
いる。その時にはガザのラップグループ、Darg Teamが、彼の死を悼む曲をユーチューブ上で発表

した（https://youtu.be/uq7J4TUpdng）。 
15 東京外国語大学「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業―中東とアジアをつなぐ新た

な地域概念・共生関係の模索」の主催で実施されたこの企画をきっかけに、映画は『自由と壁とヒ

ップホップ』という邦題で 2013 年に日本で劇場公開された。2014 年 10 月には DAM の初来日ツア

ーも実現した（http://www.cine.co.jp/slingshots_hiphop/）。 
16 DAM とジャッキー・リーム・サッローム監督についてはこれまでに以下の論考を発表した。

「アラブ革命と詩―抵抗文化としての詩、歌、ラップ」『Synodos』、2013 年 11 月 26 日

（http://synodos.jp/international/6225）；「我々を隔てることはできない―映画『スリングショッ

ト・ヒップホップ』が見せたパレスチナラップの可能性」『インパクション』175 号、2010 年。ま

た筆者とジャッキー監督との対談も参照のこと。「今は行き場のない世界でも、魂の叫びは壁を越

えていく」『Synodos』、2013 年 12 月 25 日（http://synodos.jp/international/6564）。 
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 1960 年代後半から本格化したパレスチナ解放闘争は、パレスチナ全土の解放を目指し

た難民主体の運動であったが、1993 年のオスロ合意を受けて PLO 指導部がパレスチナ自

治区に“帰還”し、そこでの国家樹立を目指すようになったことは、ディアスポラのパレ

スチナ難民や、イスラエル国籍を持つアラブ・パレスチナ人たちの疎外感や、ナショナ

ル・アイデンティティの複雑さと困難さを加速させた。そのうえ、イスラエルによる占領

体制の継続・強化と、パレスチナ人政治勢力間の内紛によって、東エルサレム、ヨルダン

川西岸地区、48 年イスラエル領とガザ地区のあいだ、あるいはさらにその内側にも有形

無形の壁が張り巡らされ、分断が進行している。 

 その一方で、近年のパレスチナ文化の動きを見ると、そうした政治や社会の分断を乗り

越えて各地のパレスチナ人を結び合わせると同時に、パレスチナ人と世界との新たな応答

の回路を切り開こうとする動きも活発化している。それぞれ暮らす場所や状況は異なって

も、パレスチナ文化の一部であるとの意識を持ち、その継承と生成のプロセスに参画しよ

うとする人々のつながりは、未来の“パレスチナ国家”がどのような形で成立することに

なろうとも、その境界をはるかに越えた広がりを持つことになるだろう。 
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第一章 レバノンにおけるパレスチナ文化の現状 

 

                 山本 薫 

1. 概観―レバノンのパレスチナ人 

2. 文化系 NGO の役割―アルジャナー（ARCPA） 

3. キャンプの若者の自己表現としてのラップ音楽―カティーバ５ 

4. パレスチナとレバノンの間で―ハーディー・ザッカーク 

 

 

1.  概観―レバノンのパレスチナ人 

 

 UNRWA のウェブサイトによれば、レバノン国内で難民登録されているパレスチナ人は

2014 年 7 月時点で約 45 万人、そのうち約 53％が 12 カ所の公認キャンプで生活している。

このほかにも 1967 年避難民や非登録難民が存在し、また海外への出稼ぎや移住者も多い

ため、実際にレバノン国内に暮らしているパレスチナ人の総数を正確に知ることは困難で

あるが、20～30 万人程度と推計される1。最近ではシリア内戦の悪化に伴い、シリアで暮

らしていたパレスチナ人がレバノンへ逃れる再難民化も起きており、2014 年 4 月の時点で

その数は 5 万人を超えている。その多くが既存のキャンプに流入し、もともと劣悪な環境

のさらなる悪化が懸念されている2。 

 レバノンのパレスチナ人が置かれている状況は、他の国々と比べて格段に厳しい。その

理由として、レバノン国内法がパレスチナ人を特殊外国人として扱い、基本的な市民権す

ら制限している上、国際機関等で認められた難民としての権利も保障してこなかったこと

                                                            
1 Jaber Suleiman, "Marginalized Community: The Case of Palestinian Refugees in Lebanon",  Development 
Research Centre on Migration, Globalisation and Poverty, University of Sussex, Falmer, Brighton, U.K., Apr. 
2006. (http://www.migrationdrc.org/publications/research_reports/JaberEdited.pdf)最終閲覧日 2015 年 3 月

25 日, pp.6-9; Human Rights Watch, “World Report 2015” (http://www.hrw.org/world-report/2015/country-
chapters/lebanon) 最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
2 http://www.unrwa.org/prs-lebanon, 最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
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が挙げられる3。これにはレバノン国家の微妙な宗派間関係や、15 年におよんだ内戦経験

が関係している。 

 レバノンにおけるパレスチナ人の歴史を概観する際、ひとつの重要な転機が 1969 年の

カイロ合意である。カイロ合意から 1982 年の PLO のレバノン撤退までの「革命の時代」、

レバノンはパレスチナ人の政治、軍事、経済、文化活動の中心地であった。 

1960 年代後半以降に活発化したパレスチナ人によるレバノン南部からイスラエル領内

に向けたゲリラ攻撃は、イスラエルからレバノン領内への報復攻撃を呼びこむこととなり、

レバノン領を拠点としたパレスチナ人の抵抗闘争を全面的に支持する勢力と、これをレバ

ノンの主権と安全への脅威とみなして懸念を示す勢力との間で、レバノン国内の政争が激

化した。この政争はまた、1943 年の独立以来続いていた、レバノンの国家アイデンティ

ティや、政治的・経済的格差といった諸問題をめぐる宗派間の亀裂と結びつき、後のレバ

ノン内戦（1975～90 年）の火種を用意することとなる4。 

PFLP によるハイジャックへの報復として、1968 年にイスラエルがベイルート国際空港

を攻撃した事件を機に生じた政治危機5を収拾するため、PLO とレバノン国軍の間で結ば

れたカイロ合意によって、PLO はレバノン国内での自治権を獲得し、レバノン領を拠点と

したイスラエルへの攻撃も容認された。その後、1970 年にヨルダンを追われた PLO 指導

部がレバノンに移ると、パレスチナ人はレバノン国内に政治的・軍事的・社会的・経済的

基盤を築き上げ、「国家の中の国家」と呼ばれるほどの存在となる。しかし 1975 年、キ

リスト教組織と PLO 支持者との衝突をきっかけに 15 年にわたるレバノン内戦が勃発、内

戦に乗じて PLO の弱体化を狙ったイスラエルによるレバノン進攻によって 1982 年に PLO

はレバノンからの撤退を迫られ、「革命の時代」は終わりを告げる6。 

                                                            
3 Jaber Suleiman, "Marginalized Community”, p.14. 
4 Samir Khalaf, Civil and Uncivil Violence in Lebanon, New York:Columbia U.P., 2002, p.213, p.286; 
Theodor Hanf, Coexistence in Wartime Lebanon: Decline of a State and Rise of a Nation, London: The 
Center for Lebanese Studies in association with I.B. Tauris, 1993, p.72,p.112; Halim Barakat, Lebanon in 
Strife: Student Preludes to the Civil War, Austin & London: University of Texas Press, 1977, pp.27-29. 
5 Samīr Qaṣīr, Ḥarb Lubnān: Min al-Shiqāq al-Waṭanī ilā al-Nizā῾ al-Iqlīmī 1975-1982, tr. by Salīm ῾Antūrī. 
(Bayrūt: Dār al-Nahār, 2007) [Originally published in French: La guerre du liban: De la dissension nationale 
au conflit regional in 1994], pp.72-74 ; Hanf, Coexistence in Wartime Lebanon, pp.164-165. 
6 Sari Hanafi & Taylor Long, “Governance, Governmentalities, and the State of Exception in the Palestinian 
Refugee Camps of Lebanon”, Journal of Refugee Studies, Vol.23, No.2, 2010, pp.137-138. カイロ合意は

1987 年にレバノン政府によって完全に破棄された。  
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この PLO の撤退によって統一されたリーダーシップを失ったレバノンのパレスチナ人

は脆弱化し、PLO が提供していた社会・教育・医療などのサービスが縮小され、雇用機会

が減ったことによっても大きな打撃を受けた。イスラエル軍に援護されたレバノン右派民

兵によるサブラ・シャティーラ難民キャンプでのパレスチナ人虐殺（1982 年）、シーア

派民兵組織アマルがベイルートや南部レバノンのパレスチナ難民キャンプを包囲・攻撃し

たキャンプ戦争（1985 年～88 年）といった悲劇の数々を経験し、1989 年のターイフ合意

を経て 1990 年に内戦は終結する7。 

しかし内戦終結後のレバノンを実質的な支配下に置いたシリアは、親シリア派のパレス

チナ人勢力を支援することでパレスチナ人の政治的統一を阻害し、それによって生じた

「権力の空白」状態に乗じて、過激なイスラ－ム主義武装勢力がキャンプに浸透していっ

たことも指摘されている8。一方で、1991 年以降、PLO とレバノン政府との間でレバノン

のパレスチナ人の市民権をめぐる話し合いが開始されたものの、前進は見られず、むしろ

この時期にパレスチナ人の就労をより厳しく制限し、不動産の取得と相続を禁じる法的措

置が取られている9。 

しかし 2005 年のハリーリー首相暗殺後にシリア軍がレバノンから撤退したことで、レ

バノン情勢に変化が生まれ、レバノン政府と PLO の話し合いが本格化した。「レバノ

ン・パレスチナ対話委員会（Lebanese-Palestinian Dialogue Committee）」という、レバノン

国内のパレスチナ難民に関わる諸問題への対応策を PLO と協議するための政府委員会が

組織され、2006 年には 1982 年以来閉鎖されていた PLO 代表事務所がベイルートに再開さ

れた10。 

                                                            
7 Jaber Suleiman, "Marginalized Community”, p.21. 
8 Sari Hanafi & Taylor Long, “Governance, Governmentalities”, pp.138-139. これに関連して 2007 年、ナ

ハル・アルバーリド難民キャンプで、キャンプに入り込んだイスラーム過激派組織とレバノン国軍

との間に戦闘が生じ、キャンプの大部分が破壊されて 2 万 7000 人以上が仮設住居、あるいはバッ

ダーウィ難民キャンプでの避難生活を強いられている。http://www.unrwa.org/where-we-
work/lebanon/camp-profiles?field=15,.最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
9 Jaber Suleiman, "Marginalized Community”, p.22; Sari Hanafi & Taylor Long, “Governance, 
Governmentalities”, p.145. 
10 2011 年からはパレスチナ大使館として機能している。http://www.palembassy-lb.net/index.php. 最終

閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
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その後、パレスチナ人の就労制限は緩和される方向にあるが11、パレスチナ人の全般的

な市民権拡大に対しては「レバノン国家はパレスチナ人をレバノン在住者として享受すべ

き権利や利益から除外しつづけるだろう」との悲観的な見方が強くある12。それは錦田氏

も指摘しているように、市民権の拡大が、パレスチナ人のレバノンへの帰化に発展するこ

とへの警戒が、レバノン社会に広く存在しているためだ13。 

レバノン内戦終結後に、内戦の記憶がレバノン社会でどのように形作られてきたかを検

討した Haugbolle は、「他者の戦争」という表現が、支配的な語りになっている現状を指

摘する。この表現には、内戦の責任をレバノン人以外のファクターに求めようとする心理

が投影されているが、その「他者」とは誰なのかについてはレバノン人の間でも異なる考

えがあるにもかかわらず、その点は不問に付すことで、曖昧な和解が図られてきた。たと

えばキリスト教勢力にとって内戦はパレスチナ人とシリア人に対抗する愛国的な闘いであ

ったと捉えられ、シーア派のアマルとヒズブッラーにとっての他者は何よりもイスラエル

であり、レバノン左派にとってはイスラエルとシリアに加え、宗派主義的なレバノンの民

兵組織も他者の範疇に入れられるという14。 

さらに Haugbolle は、内戦の実質的な責任はパレスチナ人にあるという暗黙の了解があ

るために、パレスチナ人の帰化に対する「強迫観念的な」拒絶が、内戦中に特にパレスチ

ナ人と激しく対立したキリスト教勢力だけではなく、レバノン政界全般に見受けられるの

だと指摘している15。 

しかし Suleiman は、レバノンのパレスチナ人コミュニティは帰化を求めているのでは

なく、彼らの市民権要求は国籍取得の権利を伴わないと主張する。パレスチナ難民問題が

和平プロセスから取り残されている現状を受けて、「パレスチナ難民はローカルなレバノ

ンのコンテクストの中で、市民的・社会的権利拡大を求めることを通じて、孤立や無視と

                                                            
11 レバノンのパレスチナ人の就労緩和については、錦田愛子「レバノン政治とパレスチナ人の就労

問題―2010 年の法規制緩和と帰化をめぐる議論」『中東研究』第 510 号、2010/2011, vol. III, pp.92-
100 を参照のこと。 
12 Sari Hanafi & Taylor Long, “Governance, Governmentalities”, p.156. 
13 錦田「レバノン政治とパレスチナ人の就労問題」、97 頁。  
14 Sune Haugbolle, War and Memory in Lebanon, Cambridge: Cambridge U.P., 2010, pp.13-19.  ハーディ

ー・ザッカーク氏も本書第二部収録のインタビューの中で「他者の戦争」に言及している。 
15 Sune Haugbolle, War and Memory in Lebanon, p.19. 
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折り合おうとしている。そうした権利を絶望的な状況で生き延びる戦略として受けて止め

ている」というのである16。 

パレスチナ難民問題を棚上げした 1993 年のオスロ合意は、多くの難民を失望させた。

その後の和平交渉の停滞によって難民問題の解決に光が見えない中で、レバノンのパレス

チナ人の間には「遺棄された」17という感覚が広がっている。苛酷な先の見えない状況下

で、文化や芸術はどのような意義を持ちうるのか。以下、アーティスト本人や文化団体へ

の聞き取りを中心とした調査・研究から見えてきた、レバノンにおけるパレスチナ文化の

現状と、そこから考えた事をまとめてみたい。 

 

 

2. 文化系 NGO の役割―アルジャナー（ARCPA） 

  

 レバノンの首都ベイルートは、19 世紀以降のアラブ世界の近代化の流れの中で、エジ

プトのカイロと並ぶ知的・文化的拠点として大きな役割を果たしてきた。新聞・雑誌社や

出版社、劇場などの文化施設がひしめくベイルートには、多様な要素を受け入れるリベラ

ルでコスモポリタンな環境に惹かれてアラブ世界中から知識人が集まり、新しい文学運動

や思想運動を展開したが、その中にはパレスチナ人たちも含まれていた。特に 1960 年代

から 1982 年までの「革命の時代」に、PLO という制度的な後ろ盾を得て、ベイルートは

世界各地から集まったディアスポラ・パレスチナ人の文化・芸術活動の中心地として機能

したのである。 

 たとえば作家のガッサーン・カナファーニーは 1960 年から 72 年に暗殺されるまでベイ

ルートで PFLP の機関紙『ハダフ』の編集長などを務め、詩人のマフムード・ダルウィー

シュは 1973 年から 82 年までベイルートで PLO の機関紙『シュウーン・フィラスティー

ニーヤ』の編集長などを務めながら、活発な創作活動を行っていた。風刺漫画家のナージ

ー・アルアリーも 1970 年代から 83 年にかけてレバノン紙『サフィール』などを中心に活

動、パレスチナ絵画の先駆者の一人とみなされる画家のイスマイル・シャンムートは

                                                            
16 Jaber Suleiman, "Marginalized Community”, p.27 
17 本書第二部収録のムウタッズ・ダッジャーニー氏へのインタビューより。 
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1950 年代後半からベイルートで活躍し、1965 年には PLO 内に美術部門を創設した。また

1970 年代を中心に、PLO 本部や各党派による記録映画やプロパガンダ映画も盛んに制作

されていた。しかし、1982 年のイスラエル侵攻によって映画フィルムの大半は失われ、

1965 年開設の PLO 研究所に保管されていた記録や文献は全てイスラエルに奪われた18。

PLO 撤退によって多くの研究・文化施設が失われ、パレスチナの知識人や文化人たちは新

たな亡命地へと逃れていった。 

 PLO が 1970 年代に築き上げた「パレスチナ・セクター」とも呼ばれる産業や医療・教

育その他の社会サービスが崩壊したことで、それに大きく依存していたパレスチナ人の雇

用・経済状況は大幅に悪化した。その後も内戦下での虐殺や破壊、内戦終結後の 1991 年

に起きた湾岸危機でクウェイトその他の湾岸諸国から出稼ぎのパレスチナ人が追放される

といった苦境は続き、先に述べたような市民権の制約からくるレバノン国内での就業の難

しさも加わって、レバノンのパレスチナ人の生活は UNRWA の援助に大きく依存せざる

を得ない。だが、その UNRWA も活動資金の不足に悩まされており、またそのサービス

内容への批判も根強い。そこで 1980 年代以降、重要性を増したのが NGO である19。特に

オスロ合意以降、レバノンのパレスチナ難民の状況に対する関心が高まり、数多くの

NGO が 1990 年代に創設された20。 

 レバノンのパレスチナ系 NGO の活動は、UNRWA が対象としてない就学前教育の提供

や、UNRWA の職業訓練センターに入れなかった若者を対象にした職業訓練、障害者のリ

ハビリ施設の運営など、主に既存の教育、保健衛生、医療、社会保障・文化サービスの不

足を補う救援的な内容が主流となっている。文化や芸術については、教育プログラムの中

                                                            
18 Joseph Massad, “The Weapon of Culture: Cinema in the Palestinian Liberation Struggle”, in Hamid 
Dabashi, ed., Dreams of a Naiton: On Palestinian Cinema, p.36; “al-Sīnimā”, al-Mawsū‘a al-Filasṭīnīya 
(http://www.palestinapedia.net/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7/) 最終

閲覧日 2015 年 3 月 25 日; Laleh Khalili, Heroes and Martyrs of Palestine: The Politics of National 
Commemoration, Cambridge: Cambridge U.P., 2007, p.62. 
19 Jaber Suleiman, “Palestinians in Lebanon and the Role of Non-governmental Organizations”, Journal of 
Refugee Studies, Vol. 10, No. 3, 1997, pp.399-401.  Suleimanによれば、レバノンのパレスチナ人コミュ

ニティで活動する NGO は大きく分けてパレスチナ系 NGO と国際 NGO の二つあるが、パレスチナ

人はレバノン国内での団体設立の権利を認められていないため、「パレスチナ系 NGO」 といって

も登録上の運営主体はレバノン人であることになっており、実質的な活動はパレスチナ人が担って

いるという。 
20 Ajial Center, “Palestinian Non-Government Organizations in Lebanon”, Palestinian Refugee Research Net, 
November 5th, 2001 (http://prrn.mcgill.ca/research/papers/ajial.htm#list) 最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
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に取り入れられてはいても、それに特化した NGO は数少ない。また、パレスチナ系 NGO

は海外ドナーへの依存度が高い一方で、大半のドナー団体は文化にプライオリティを置い

ていないという21。 

この点、文化系 NGO の活動が非常に盛んなパレスチナ自治区の状況と大いに異なって

おり、近年ではパレスチナ自治区に拠点を置く NGO が、レバノンの難民キャンプでアウ

トリーチ・プログラムを実施したり、レバノン国内のパレスチナ系文化団体やパレスチナ

人アーティストを対象とした助成を行ったりしていることが我々の調査でも確認された22。

特に、A.M. カッターン財団による助成プログラム「絆（Silat）」は、レバノン国内にパ

レスチナ系の文化的な機関やネットワークが不足しているという現状を踏まえ、国内およ

び国外との連携を通じてレバノンのパレスチナ人の孤立状態を緩和することを目指した重

要な取り組みであると評価できる。 

 文化・芸術分野を専門とするパレスチナ系 NGO として最も注目される活動を行ってい

る団体に、アルジャナー（Al-Jana / Arab Resource Center for Popular Arts）がある。1990 年、

エルサレム出身のムウタッズ・ダッジャーニー氏によってベイルートに創設されたアルジ

ャナーは、主にパレスチナ難民キャンプの子どもたちや青少年を対象に、レバノンのパレ

スチナ人コミュニティの歴史的経験やフォークロアを収集し記録する「喚起する記憶」と、

アートやメディアの技法を学び、自分たちの直面している問題や自分自身の意見を表現す

る「能動的学習と創造的表現」という二つのプログラムを中心に、実に多彩な活動に取り

組んでいる。パレスチナ人だけでなく、レバノン人や海外のアーティストや研究者とも協

力して、多数のパンフレットや書籍、教材、映画や音楽の DVD などを刊行し、海外での

展覧会も行ってきた。また、レバノン国内の「周辺化されたコミュニティ」の子どもや若

                                                            
21 Jaber Suleiman “Palestinians in Lebanon and the Role of Non-governmental Organizations”, pp.402-405. 
また Ajial Center, “Palestinian Non-Government Organizations in Lebanon”は、パレスチナ難民キャンプ

での NGO の活動を調査した結果、若者向けの文化やスポーツ関連の事業が不足していると指摘し

ている。  
22 エドワード・サイード・ナショナル音楽院（ http://ncm.birzeit.edu/en/outreach-program） とアルカマ

ンジャーティ（http://www.alkamandjati.com/en/actions/lebanon/） はレバノンの難民キャンプなどで音

楽教育を行っており、A.M.カッターン財団はレバノンのパレスチナ系文化団体とアーティストを対

象とした助成プログラムを行っている（ http://www.qattanfoundation.org/en/selatlinks-through-arts） 最

終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
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者のために活動する 80 の NGO や図書館を結ぶネットワークを構築し、彼らの活動をサポ

ートするための情報提供や指導者のトレーニングも行っている23。 

 ムウタッズ氏はインタビューで「私たちのコミュニティは周囲との間を壁で区切られて

います。レバノン人、パレスチナ人、シリア人など、様々なコミュニティで活動する団体

のネットワークを使って、私たちはこの壁を越えたつながりを作りたいと思っています」

24と語っており、前節の後半部に記したようなレバノンのパレスチナ人が置かれている孤

立状態の解消というのが、アルジャナーの大きな目標になっていると言えるだろう。 

 前節でも指摘したように、レバノンのパレスチナ人コミュニティはレバノン社会の中で

孤立しているだけでなく、オスロ合意によってパレスチナ人の意思決定中枢からも切り捨

てられたと感じている。さらに 1982 年の PLO の撤退後、シリアの介入やイスラーム過激

主義の浸透などによって、内部的な統一も妨げられてきた。こうした内部分裂は文化人や

知識人の関係にも影を落としており、レバノンにおけるパレスチナ文化復興のために、党

派主義を超えた文化人や知識人の連盟が必要だとの主張も出てきている25。 

 アルジャナーの活動の二つの柱のうち、「喚起する記憶」プログラムでは、ナクバの体

験や、ナクバ以前のパレスチナでの生活や民話、民謡などを難民第 1 世代のお年寄りから

第 3 世代の子どもたちが聞き取り、記録する活動を通じて、祖国パレスチナとのつながり

を結び直すことが目指されている。また、内戦下でのパレスチナ難民、特に女性たちが、

幾度も破壊の対象となったコミュニティをその都度再興し、維持してきた、その記憶を継

承する活動は、レバノンという場とパレスチナ人との歴史的なつながりを再確認するとと

もに、そこで闘い、生き延びてきた、自らのコミュニティへの誇りを育むことにつながる

だろう。もう一つの「能動的学習と創造的表現」プログラムでは、自分自身が今、現に直

面しているコミュニティ内外の様々な問題について、子どもたち自らが調べ、考え、アー

トを通じて表現することによって、能動的で批判的な思考を持った個としての人格を形成

するとともに、コミュニティへの帰属意識を育むことができる。さらに、そうして出来た

                                                            
23 アルジャナーの理念と活動についての詳細は、本書第二部収録のムウタッズ氏へのインタビュー

と、アルジャナーのウェブサイト（ http://al-jana.org/） を参照のこと。  
24 本書第二部収録のムウタッズ氏へのインタビューより。  
25 Aḥmad al-Ḥājji, “al-Mashhad al-Thaqāfī al-Filasṭīnī fī Lubnan”, Majalla al-‘Awda (http://alawda-
mag.com/Default.asp?ContentID=2383&menuID=19) 最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。 
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作品を外部に向けて発表することで、レバノン人社会、あるいはさらにその外部の世界と

のつながりを広げていくことができるだろう。 

 こうした文化・芸術プログラムは、ナショナル・アイデンティティの形成や継承と深く

結びついているが、ムウタッズ氏もインタビューで強調しているように、非エリートの民

衆、特に女性のオーラル・ヒストリーを重視し、それを子どもたちが主体的かつ創造的に

学ぶことを奨励するアルジャナーの活動は、公的な民族教育とは全く次元の異なる、まさ

しく NGO ならではの取り組みと言えるだろう26。 

 

 

3. キャンプの若者の自己表現としてのラップ音楽―カティーバ５ 

 

前節で紹介したアルジャナーの建物には、「ユース・メディアセンター」として音楽ス

タジオや映画の編集スタジオなどが設けられており、そこで若者たちが作成した DVD も

販売されている。その中に、レバノン各地の難民キャンプの若者たちが作ったラップ音楽

のビデオクリップ集があった。ラップ音楽は近年、アラブ世界の若者たちの自己表現の手

段として定着してきており、筆者もアラビア語ラップを研究テーマのひとつとして注目し

てきた27。 

1990 年代の中頃からアラブポップスの一部に取り入れられるようになっていたラップ

は近年、アラブ世界における抵抗文化の柱の一つになっている。この動きは単なる米文化

の模倣ではなく、アラブ世界に伝統的に根付いてきた詩の文化を背景にしており、文化の

                                                            
26 パレスチナ人のナショナルな言説の変遷を研究した Laleh Khalili によれば、「革命の時代」の

PLO は 1948 年以前のパレスチナ人の生活や、ナクバの経験を記録することには関心を示さなかっ

たという。そうした記録は、あったとしても都市のエリートの回想録が中心であり、そのためアル

ジャナーが難民キャンプでオーラル・ヒストリーの収集を始めた際、年配者たちから「政治党派や

そのリーダーたちがあなた方より前に関心を示すべきだったのに」と声をかけられたと紹介してい

る。また、オーラル・ヒストリーに公的な関心が低かった理由として、名望家による地元民への裏

切りや、パレスチナ人内通者の存在といった、不都合な事実が明かされることを懸念し、そうした

下からの歴史ではなく、解放戦士たちの英雄的な物語こそがナショナルな歴史の基盤となることを

望んだからだと分析している。Laleh Khalili, Heroes and Martyrs of Palestine, pp.61-62 
27 山本薫「アラブ革命と詩―抵抗文化としての詩、歌、ラップ」『Synodos』、2013 年 11 月 26 日

（http://synodos.jp/international/6225）最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日；「我々を隔てることはできない

―映画『スリングショット・ヒップホップ』が見せたパレスチナラップの可能性」『インパクショ

ン』175 号、2010 年。 
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グローバル化の波を受けながらも、それをローカルな脈絡で雑種化していく、したたかな

“グローカリゼーション”の一例としても非常に興味深い。 

 ラップ音楽の存在が注目された一つの大きなきっかけは、いわゆる「アラブの春」であ

る。2011 年にチュニジアから始まり、エジプトその他のアラブ諸国に広がった反政府デ

モの中心には、変化を求める若者たちがいた。抗議行動への参加を呼び掛ける彼らの訴え

には、従来とは異なる新鮮な手法や表現が数多く見られたが、その一つがラップ音楽だっ

た。 

チュニジアでは 2010 年 12 月に、エル・ジェネラルのステージネームで知られるラッパ

ーが、当時のベン・アリー大統領を痛烈に批判する『大統領』をネット上で発表した直後

に反政府デモが始まり、彼のラップは革命に火をつけた一曲として知られるようになった。

エジプトでは、このエル・ジェネラルに刺激を受けたラーミー・ドンジュアンが、反政府

デモが始まる数日前、やはりユーチューブ上で『反政府』を発表、デモが拡大する中でこ

の曲はじわじわとネット上で広がり、後にエジプト革命を代表する一曲と言われるように

なる。 

いずれも地方都市の若者が、自分の感情や考えを世界に知らせるための表現と伝達の手

段として、ラップを選んでいる。こうした政治的メッセージとしてのラップを、最低限の

機材を使い、ネットを利用してゲリラ的に発表する手法は、リビアやシリアやモロッコな

どにも広がり、逮捕者も多く出た。アラブ諸国は若年層の割合が高く、たとえばエジプト

の場合、30 歳以下の若者が人口の 6 割強を占める。だが彼らが政治や経済に主体的に参加

する道は抑圧的な政権のもとできわめて限られ、若者の多くは社会の中に居場所を見つけ

られないという不満を抱いてきた。文化やアートにしても同様で、若い世代が自由に表現

活動をし、それを多くの人に知ってもらう道は、きわめて限られていた。アラブの春は、

そうした若い世代が水面下で育んでいた創造性を発揮する絶好の機会をもたらした。その

主要な舞台はインターネットと街頭であり、ラップやグラフィティといった、従来はマイ

ナーだった若者文化が、革命を機にメインストリームに躍り出たのである。 

特にパレスチナではアラビア語の政治的ラップが盛んで、多くのグループが存在するほ

か、各地の文化センターなどでワークショップが開かれるなど、青少年向けの教育プログ
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ラムとしても定着しつつある28。このムーブメントのきっかけをつくったのが、イスラエ

ル領の町リッダ出身のパレスチナ人ラップグループ、DAM だ。1948 年のイスラエル建国

に伴い、地元のアラブ住民のおよそ 6 割が故郷を追われ、難民となったが、この時にイス

ラエル領となった土地に留まり、後にイスラエル国籍を取得したアラブ人が存在した。そ

うしたアラブ系イスラエル市民が、いまではイスラエル人口全体の約 2 割を占めている。

ユダヤ系市民との厳然たる格差や差別的政策に苦しむ一方で、自治区やディアスポラのパ

レスチナ同胞とも微妙な関係にあり、周辺諸国のアラブ人からの無理解にもしばしば晒さ

れる板挟みの宙づり状態は、彼らのアイデンティティや世界観に独特の陰影を与えている。 

そんなアラブ系の一人である DAM のリーダー、ターメルは「オレたちは 1948 年パレ

スチナ人」だと言い切る。アラブ系イスラエル市民の中でもパレスチナ人としてのアイデ

ンティティを明言する人々は、自らを「内側のパレスチナ人」、あるいは「1948 年にイ

スラエルに占領された土地に住む」という意味を込めて「1948 年パレスチナ人」と呼ぶ。

さらにターメルは自分たちが暮らすリッダ市のアラブ人地区を「ゲットー」と呼び、そこ

に閉じ込められるように暮らす自分たちの劣悪な生活環境や差別、貧困、失業、犯罪、暴

力、麻薬といった様々な問題を、米国のゲットーに暮らす黒人のそれに重ねている。ギャ

ングスタと呼ばれる過激で攻撃的なスタイルで知られた２パックなど、米国のラップミュ

ージシャンたちのリリックやミュージックビデオに描かれる黒人ゲットーは、自分たちが

暮らすリッダそのままに見えたというターメルたちにとって、ラップは単なる借り物の表

現ではなかったのだ。 

アラブの伝統音楽の要素を取り込み、アラブの詩人たちからの影響や引用に溢れた彼ら

のアラビア語ラップは、かつての抵抗詩人や抵抗歌の役割を引き継ぐ表現様式として、イ

スラエル領内だけでなく、ヨルダン川西岸地区やガザ地区のパレスチナ同胞の心も掴み、

彼らに続くラップグループが次々に生まれている。そして今回、レバノンのパレスチナ難

                                                            
28 筆者が 2013 年の日本劇場公開のきっかけを作ったドキュメンタリー映画、『自由と壁とヒップ

ホップ』（ジャッキー・リーム・サッローム監督作品、2008 年。株式会社シグロより DVD 発売）

には、そうしたパレスチナにおけるラップ音楽の現状が活写されている。山本「我々を隔てること

はできない―映画『スリングショット・ヒップホップ』が見せたパレスチナラップの可能性」も参

照のこと。  
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民キャンプでもラップが若者の自己表現の手段として広まっていることが、アルジャナー

のプログラムにラップが取り入れられていることからも確認できた。 

一方、レバノンのパレスチナ人ラップグループとしては、DAM とほぼ同時期に活動を

始めたカティーバ５（Katiba Khamseh）の名がかねてから知られており、国内外のメディ

アでもしばしば取り上げられてきた29。筆者は 2014 年 2 月に、ベイルートでこのグループ

の主要メンバーにインタビューすることができた。 

 「ウスルーブ」と名乗る写真の男性はカティー

バ５のメンバーで、プロデューサーも務める。

1985 年にベイルートのブルジュ・バラージネ難民

キャンプで生まれ、PFLP の活動家だった父を 1986

年のキャンプ戦争で失っている。UNRWA が運営

する学校で知り合ったキャンプの友人たちとカテ

ィーバ５を結成し、2001 年頃に活動を開始した。

パブリック・エナミーなど、米のヒップホップを

良く聞いていたが、アラビア語ラップとしてはバ

ルティーといったチュニジアのラッパーに大きく影響を受けた。ちなみに DAM を知った

のは、カティーバ５の活動を始めた後だという。 

 レバノンは音楽産業が盛んで、ベイルートの中心部にはディスコやクラブが多数存在し、

最新のクラブミュージックやラップも受容されているが、カティーバ５のライブ活動はほ

ぼキャンプの中に限られ、キャンプの住民に向けられてきた。例えば『キャンプへようこ

そ』の一節、「足元を水が流れてる／溢れるのを止めてくれ／若い奴らは溺れている／失

業と無為の中に」30からも分かるように、彼らの曲は苛酷な難民キャンプに生きる若者た

ちの現実を表現したもので、政治的・社会的な怒りと皮肉に溢れている。また彼らは曲の

                                                            
29 例えば Rasmus Bogeskov Larsen, ”In Lebanon Refugee Camp, “Hip-hop Is a School””, The Electronic 
Intifada, 15 January 2010  ( http://electronicintifada.net/content/lebanon-refugee-camp-hip-hop-school/8626 ) 
最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。このほか、カティーバ５を対象とした研究論文も出ている。たとえ

ば、Nicolas Puig, ““Welcome to the Camps”: The Emergence of Palestinian Rap in Lebanon, a New Social 
and Political Song”, in Mohammad Ali Khalidi ed., Manifestations of Identity: The Lived Reality of 
Palestinian Refugees in Lebanon, Beirut: Institute for Palestine Studies, 2010. 
30 Nicolas Puig, ““Welcome to the Camps””, p.113. 
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中で、キャンプで活動する UNRWA や NGO を痛烈に批判しており、筆者とのインタビュ

ーでもウスルーブは、外国からの金銭的支援を受けている地元 NGO も含め、「彼らは腐

敗と物乞い精神をキャンプにもたらしただけ」だと語っていた。 

 彼らのライブ活動が主にキャンプ内に限られてきたことは、彼らがレバノン社会の中で

周辺化された存在であることを示している。しかし同時に彼らは別の形で独自のネットワ

ークを築いてもいた。たとえばシリア内戦を逃れてレバノンには現在、100 万人を超える

難民が押し寄せており、前節で紹介したムウタッズ氏の表現を借りれば、そうしたシリア

難民もまたレバノン社会の中の「周辺化されたコミュニティ」のひとつを形成しているわ

けだが、ウスルーブはそうしたシリア難民の若者たちの音楽活動をサポートしていた。ま

た、レバノン国外のミュージシャンたちともネットを通じた交流があり、たとえばガザ地

区のラッパーに楽曲を提供するといったことも行っていた。こうしたインターネットを介

した国際的なコラボレーションの例は、特に楽器を必要としないラップ音楽においては非

常に盛んであり、また先ほどアラブの春におけるラップ音楽の役割に触れた際にも述べた

が、メインストリームの音楽市場に参入できない若いラッパーたちにとって、インターネ

ット上で曲を発表するのは一般的になっている。またそうして社会に向けて広く発信され

ることによって、ラップの持つメッセージ性が強く発揮されることにもつながっているの

である。 

 

 

［カティーバ５の最新アルバムの一つ。キャンプの住民たちを主人公にしたラップ音楽劇という独

創的なスタイルの作品］ 
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筆者がウスルーブを訪ねたのは、ブルジュ・バラージネに隣接するハーラト・フレイク

地区のスタジオだった。元はピクルスの製造場だったというビルの地下階を自分たちで改

装し、楽器や機材を買い集めて作った彼らの城だ。ここで彼らは数枚のアルバムを制作し、

また他のミュージシャンに楽曲を提供したり、録音したりもしてきた。家族や友人などか

らの精神的な応援はあったものの、音楽活動への具体的なサポートを受ける環境にはなか

ったという彼らにとって、このスタジオを作り上げるには大変な苦労があったことだろう。 

だが筆者がこのスタジオを訪ねた時、すでにウスルーブ以外のカティーバ５のメンバー

はヨーロッパに移住した後だった。ウスルーブ自身はキャンプ戦争によって身元を証明す

る書類を全て失っていたために手続きが遅れ、まだレバノンに残っていたのである。「向

こうでも差別はあるだろう」と尋ねた筆者に対しウスルーブは、「数年いれば市民として

同化できるのでレバノンよりもまし」「レバノンではトラブルはなんでもパレスチナ人や

シリア人が持ち込んだことにされる」と答えた。 

 前節で紹介したアルジャナーのムウタッズ氏も、筆者とのインタビューで「今や若者に

とって唯一の夢は移住です」と語っていたが、ラップ音楽という自己表現のツールを持ち、

それを通じた支持と共感のネットワークをキャンプの内外で築いてきたカティーバ５のメ

ンバーたちですら、海外移住に希望を見出すしかないという、レバノンの若いパレスチナ

難民世代の追い詰められた現状をあらためて認識させられた。一方で、カティーバ５のメ

ンバーは移住先でもネットを介したコラボレーションによって音楽の制作と発表を続けて

いる。「俺たちが語るのは難民キャンプについてだ」「他の連中はパレスチナについて語
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る。オリーブの樹だの畑だの…俺たちはパレスチナについて語らない」31と語っていた彼

らが、新しい環境の中で今後何を表現し、音楽を通じてパレスチナや世界とどんなつなが

りを作っていこうとするのか、今後も期待を持って見ていきたい。 

 

 

4. パレスチナとレバノンの間で―ハーディー・ザッカーク 

 

 カティーバ５の事例からは、レバノンのパレスチナ人コミュニティの間からアーティス

トが育ち、自立した活動を続けることが難しい現状が見て取れた。メディアでは時折、そ

うしたアーティストが取り上げられることがあり、先に紹介した A.M.カッターン財団の

助成リストにも、詩集や小説の出版、写真展の開催といった若いアーティストの活動が含

まれてはいるものの、レバノン国内外で広く認知されている、かつてのナージー・アルア

リーのようなパレスチナ系のアーティストや作家などは、現在ほとんど見当たらない。 

そんな中で現在、レバノンを拠点に活躍しているパレスチナ系アーティストとして真っ

先に名が挙げられる一人に、映画監督のメイ・マスリー（Mai Masri）がいるだろう。パ

レスチナ人の父とアメリカ人の母の許、1959 年にアンマンで生まれてベイルートで育っ

たメイ・マスリーは、アメリカの大学で映画を学んだ後、1981 年にベイルートに戻って

以来、ベイルートを拠点にドキュメンタリー映画を制作してきた32。レバノンとパレスチ

ナ西岸地区の難民キャンプの子どもたちの交流を描いた彼女の『夢と恐怖のはざまで』

(2001 年)は、日本のアースビジョン第十回地球環境映像祭で最優秀賞を受賞している。彼

女は夫であるレバノン人映画監督ジャン・シャムウーン（Jean Chamoun）と共同で多くの

映画を制作しており、パレスチナとレバノン、双方のコミュニティを横断的に描くことが

できるアーティストとして知られている。 

                                                            
31 Nicolas Puig, “”Welcome to the Camps”: The Emergence of Palestinian Rap in Lebanon, a New Social and 
Political Song”, p.112. 
32 “Mai Masri Palestinian Filmmaker”, Palestine Family Net  (http://www.palestine-
family.net/index.php?nav=3-83&cid=90&did=743&pageflip=2) 最終閲覧日 2015 年 3 月 25 日。また最近

では、レバノンのアイン・ヘルウェ難民キャンプ出身の両親の許、ドバイで生まれ育ち、後にヨー

ロッパに渡ったマハディ・フレイフェル（ Mahdi Fleifel） が、毎年キャンプに里帰りするたびに撮り

ためた映像を基に作成したドキュメンタリー『我々のものではない世界』が、2013 年の山形国際ド

キュメンタリー映画祭で大賞を受賞している。  
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パレスチナ人としてのアイデンティティを強く自覚しつつ、レバノン社会の中で活躍す

るアーティストという点で、メイ・マスリーに続く世代の映画監督に、ハーディー・ザッ

カークがいる。筆者は彼が自作の『Refugees for Life』（2006 年）の上映と講演のために、

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の招きで 2009 年に来日した際に知り合

ったのであるが、その時に彼がエジプト映画界の名匠、タウフィーク・サーレフのドキュ

メンタリーを撮ったことがあると話してくれたことで、より強く関心を持つようになった。

パレスチナ難民たちの苛酷な生を描き、邦訳もあるガッサーン・カナファーニーの小説

『太陽の男たち』を原作とした映画を 1972 年に撮ったことで知られるタウフィーク・サ

ーレフ監督について調査中だった筆者は、ハーディー氏の情報提供に多いに助けられると

同時に、国籍上は「レバノン人」である 1974 年生まれの若いハーディー氏が、パレスチ

ナ文化に強い関心と共感を抱いている点に興味を惹かれたのである。 

2011 年 9 月にベイルートで再会した際に行った同氏へのインタビューは、非常に示唆に

富むものとなった33。ハーディー・ザッカーク氏の父親は 1948 年にレバノンに逃れてきた

パレスチナ難民の一人ではあるが、難民キャンプで暮らした経験はなく、ベイルート市内

で商業を営み、1953 年にはレバノン国籍を取得している。キリスト教徒優位の宗派主義

体制を取っていたレバノンでは、イスラーム教徒が多数を占めるパレスチナ人の流入は宗

派バランスを崩すとして警戒された一方で、少数派のキリスト教徒パレスチナ人は、比較

的レバノン社会に受け入れられやすく、レバノン国籍が認められるケースも少なくなかっ

た34。しかも父親は 1958 年にレバノン人女性と結婚したことで、仕事関係と家族関係の双

方を通じて、レバノン社会に溶け込んでいったという。出自の上ではレバノン人とはいえ、

母親の国籍が結婚当時、ベネズエラ国籍であったというのは、海外移民、特に南北アメリ

カへの移民経験者が多いレバノンの実情を映し出していて興味深い。また、パレスチナ難

民としてレバノンに来て間もない父親との結婚によって母親がレバノン国籍を得たという

皮肉な逸話は、ナショナリティとナショナル・アイデンティティとの関係を考える上でも

示唆的だ。 

                                                            
33 以下の記述は本書第二部に収録の同氏へのインタビューに基づく。ハーディー・ザッカーク氏の

仕事については、公式ウェブサイト（ http://www.hadyzaccak.com/） に詳しい。  
34 Samīr Qaṣīr, Ḥarb Lubnān,  p.62 
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ハーディー氏が生まれてまもなくレバノン内戦が勃発すると、父方のパレスチナ人の親

族のほとんどはカナダに移住し、パレスチナ人と対立するキリスト教勢力が支配的な地域

で育ったというハーディー氏は、むしろそのことによって自身の中のパレスチナ人として

のルーツを強く意識するようになった。そこには、レバノン社会のパレスチナ人に対する

否定的な見方への反発が大きく働いていたという。「特に私が生まれ育った環境において、

内戦の責任は全面的にパレスチナ人にあるとの見方が広がっていました。パレスチナ人が

悪で、その反対側が善という見方への疑問から、レバノン内戦について調べ始め、それが

必然的にパレスチナについて学ぶことにつながりました。父にも色々と質問するようにな

り、父の記憶からも学びました」とハーディー氏は筆者とのインタビューで語っている。 

本論第 1 節で筆者は、「他者の戦争」という言説が内戦終結後のレバノン社会に広がっ

ている点に触れたが、ハーディー氏もインタビューの中で同じ言葉を使い、「レバノン人

の中には内戦を『他者の戦争』と呼ぶ人がいますが、これも間違いです」と語る一方で、

「パレスチナ人を単なる犠牲者として見るのではなく、内戦に突入した過ちや責任がある

立場としても見ることができる」という、自身の「二重の」あるいは「中間的な」アイデ

ンティティの重要性を指摘していた。このようにパレスチナ人でもありレバノン人でもあ

るという立ち位置は、特に内戦下では直接的な危害を被るという恐怖を伴うものであった

が、そうした恐怖心から彼を解き放って自分自身との和解を可能にし、さらには自分自身

と周囲との間の対話を可能にしたのが映画という媒体だった。 

レバノン南部のパレスチナ難民キャンプおよび UNRWA に公認されていない難民居住

区に住むパレスチナ人たちの暮らしを描いた映画『Refugees for Life』は、彼の亡き父親に

捧げられている。レバノン社会の中で生まれ育ったハーディー氏にとって、パレスチナと

自分とをつなぐものは父親の存在であり、記憶であった。その父を 2005 年に亡くしたこ

とで、再びパレスチナを失ったように感じた彼は、父のルーツと記憶を継承しなければな

らないと思うようになる。映画『Refugees for Life』の撮影は、ハーディー氏に自身のルー

ツを強く意識させたと同時に、パレスチナ難民の苦境に対する一人の人間としての深い共

感を抱かせたという。 

さらにハーディー氏は、父をはじめとするパレスチナ人たちの経験や記憶を継承しつつ

自らが新たに作り出した作品を、レバノン社会に向けて発信し、議論を通じた理解を喚起
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していくという、困難で、時に激しい反発を受けることもある作業に強い使命感を持って

取り組んでいる。また、インタビューからは、パレスチナとレバノンの「二重の」あるい

は「中間的」アイデンティティを持つ者として、他の社会で暮らすパレスチナ人たちとレ

バノン人との間の橋渡しの役割も果たし得るという自覚も強く感じられた。 

ハーディー・ザッカーク氏の事例からは、映画を含む文化や芸術には、パレスチナ人の

内部にも、またパレスチナ人と外部との間にも存在する無数の亀裂を乗り越えるつながり

を作る力があるという可能性が感じられた。そうしたつながりを幾重にも広げていくこと

で、現代パレスチナ文化は豊かさと人間的な価値をさらに増していくことができるだろう。 
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第二章 パレスチナにおける文化活動の現状 

― ヨルダン川西岸地区における文化関係団体の役割を中心に 

 

                              田浪 亜央江 

1. はじめに 

2. 2011～2015 年度調査におけるパレスチナ文化関係団体概観 

 2-1. 文化活動の広がりと発展 

 2-2. 文化活動の進展の背景 

3. パレスチナの文化活動：いくつかの共通課題 

 3-1. 収集・保存・修復 

 3-2. ボランタリズムと援助への姿勢 

 3-3. パレスチナを表現する 

 3-4. 社会に貢献する文化 

4. おわりに 

参考文献 

 

 

1. はじめに 

 

 1947 年 11 月の国連総会におけるパレスチナ分割決議以降、パレスチナは内戦状態とな

り、ユダヤ軍によるパレスチナ住民の追い出しが開始された。1948 年 5 月のイスラエル建

国宣言とそれに伴うパレスチナ戦争（第一次中東戦争）をはさみ、1949 年末までにおよ

そ 100 万人のパレスチナ人が追放された。パレスチナ社会の大分は崩壊し、パレスチナに

それまで存在していたアラブ文化ナショナリズム [Abu-Ghazaleh 1972] に根を持つさまざ

まな文化活動も解体状態となった。 

 この大災厄（ナクバ）からおよそ 20 年が過ぎ、1967 年の六月戦争（第三次中東戦争）

によって、イスラエル領に組み込まれていなかったヨルダン川西岸地区とガザ地区がイス

ラエルの占領下に入った。この新たな敗北と喪失を経験したパレスチナ人たちは、その直
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後から、パレスチナ解放機構（PLO）を中心としたさまざまな抵抗運動を開始する。パレ

スチナ文化の復興も、そこでの大きな課題となった。文化活動を通じて育てられ鍛えられ

たパレスチナ・アイデンティティは、抵抗運動にとって不可欠な土壌と考えられたためで

ある。 

 ある場合には武装を伴った直接行動や、諸外国との折衝のなかでパレスチナの大義への

支持とりつけをはかる外交活動とは異なり、文化活動は PLO 傘下のものに集約できるわ

けではなく社会のさまざまな場で生み出されており、その担い手も多様である。「パレス

チナ文化」の定義や範囲、そもそも文化とは何かといった大きな問題もまた関わってこよ

う。また現在ではこうした 70 年～80 年代の PLO を中心とした文化運動の空気は、少なく

とも被占領地ではほとんど残っていない。一定以上の年齢で文化に関わる人間たちは、自

分たちが政治でなく文化・芸術を選び、アートという手段で社会と関わろうとしているこ

とに自覚的である。しかしそれは文化が非政治的であるということを意味するのではなく、

文化は同時に政治であり、自分たちが行なっているのは文化による抵抗、あるいは文化に

よる闘争なのだ、という言葉は頻繁に耳にされる。この言葉を単にスローガンのように飲

み込むのではなく、彼らの具体的な文化実践を知り、彼らの芸術表現を享受し味わうなか

で具体的に実感することが、パレスチナの現代文化を理解することにつながるだろう。 

 本稿は、2011 年 2 月から 2015 年 2 月まで、筆者が 5 回にわたって行なったパレスチナ

での文化活動の実態調査1をもとに、パレスチナ文化の継承とあらたな創造が現在どのよ

うなかたちで行なわれているのかについての概要報告を目的としている（文化関係団体の

調査はイスラエル領内でも行なわれたが、全体として西岸地区が中心であったこと、およ

び記述上の射程限定の必要から、現地調査に関する記述は原則としてヨルダン川西岸地区

についてのものとする）。この調査では、パレスチナ文化の定義や分類から出発するので

はなく、文化活動の現場を訪ね文化活動の担い手から背景や問題意識を聞き取ることを通

じ、人々のいかなる期待や願望を背負っているのかを浮かび上がらせ、パレスチナにおい

て文化がどのような社会的な役割を果たしているのかを考察してみたい。 

                                                            
1 それぞれの現地調査の期間は以下の通りである。2011 年 2 月 6 日～19 日、2012 年 2 月 4 日～27 日、

2013 年 2 月 19 日～3 月 4 日、2014 年 3 月 9 日～17 日、2015 年 2 月 2 日～13 日。また 2012 年 9 月

12 日～17 日および 2013 年 9 月 3 日～21 日にも現地調査を行なった。 
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 なお、当初は「文化関係団体」ではなく「文化関係 NGO」という用語を使うことを考

えていたが、二つの理由でやめることにした。一つは、とくに日本では NGO が援助に関

わる非営利組織という意味で使われることが多く、また NGO に対するイメージや NGO

自身による発信の表現形態がしばしば固定的で、NGO 用語と呼ぶべき独特の語彙が存在

している（アドボカシー、ガバナンス、ミッション etc.）。したがってこうしたイメージ

や語彙に相応しい NGO とそれ以外の NGO という二項分類が生じてしまい、パレスチナ

の文化活動を記述するさいの足枷となりうると考えた。二つ目の理由は、とりわけオスロ

合意後に新たに設定された援助枠組みとそれに伴う NGO の急増を受け、パレスチナの

NGO に関する調査研究も増大しているためだ。本稿ではオスロ合意以前からの活動との

関連性を重視していることもあり、NGO という語によって生じるであろう時期や問題設

定に対する一定のイメージとの齟齬を避けたいと考えた次第である。 

 

 

2. 2011-2015 年調査におけるパレスチナ文化関係団体概観 

 

 2-1. 文化活動の広がりと発展 

 

パレスチナのフォークロア研究の第一人者であるシャリーフ・カナーアナは、前述したよ

うな 70 年代初頭以降の文化復興の動きをナクバ以前の西欧のオリエンタリストによる研

究時期からの発展形態としてとらえ、「パレスチナ・フォークロア運動」の第 4 期として

いる[ 2011 كناعنة]。そしてこの運動を「パレスチナ民族解放運動」と強く連携したもので

あると捉えつつ、両者は別々にではなくパレスチナ人アイデンティティの意識化と民族的

意識の高まりという共通の土壌から生まれたものだとしている。その上で 1994 年にパレ

スチナ自治政府が作られて以降から現在までを、第 5 期として区別している。 

 本研究では現在のパレスチナにおける文化活動を「フォークロア運動」という観点だけ

でとらえることはしていないが、本稿でもパレスチナの「現在」とは特に断りのない限り、

パレスチナ自治政府の登場以降を指している。そして 70 年代初頭以降自治政府の成立ま

での時期の文化活動に関しては、「フォークロア運動」という言葉によっても、ある程度
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カバーできると考える。であるならば逆に、70 年代初頭から約 20 年間の文化的な活動の

対象や範囲を概観しておくことで、現在その内実がいかに「フォークロア運動」という言

葉ではカバーしきれないものへと拡大・進展したのか、把握することが出来るだろう。 

 例えば 1968 年に PLO によってアラビア語で刊行された『パレスチナ大衆芸術』（ ن نوالف

في فلسطن ةالشعبي ／英語タイトル The Folklore of Palestine）、およびその 12 年後に刊行されて

いる小冊子『パレスチナ民族芸術』（Palestine National Art／الفن الشعبي الفلسطني）2のなかで扱

われている項目を抜き出すと、アラブ音楽、舞踊、民俗歌謡、伝承、民俗衣装、祝祭、手

工芸（紡糸、機織り、染布、刺繍、ガラス工芸、真珠やオリーブなどの細工、銀工芸、陶

芸など）となる。さらに今回の調査をふまえ、この時期から演劇活動やフォークロアの収

集、研究、展示などが、ナクバを経て復興していたことを追加できる。また社会活動団体、

慈善団体というカテゴリーに含まれることが多いが、この時期すでに女性団体の活動も盛

んだった（ハカワーティー劇場、サナーベル劇場、家族支援協会、アラブ女性組合）。 

 現在については、本調査で訪問した文化活動団体の活動領域を参考にするが、まずこの

調査で対象とした文化活動団体の選択基準が問われるだろう。例えば法的な意味での文化

系 NGO にこだわるのであれば、2000 年に制定された NGO 法（正式名称「慈善団体・地

域社会組織に関する法」3）に基づいて登録され、パレスチナ文化省の管轄下に登録され

ている団体に限定する、という考え方もある4。しかしリストには実質的な活動を行なっ

ていない団体も相当数あることが伺われる一方、慈善団体あるいは青少年団体として登録

されていながら文化活動にも力を入れている団体は入ってこない。むしろ本来の目的や運

営上の形式にこだわりなく、現在何らかのかたちで文化的な活動を行なっている団体に積

極的に注目すべきだと考えた。したがって NGO の場合でも監督省庁は教育省、青年スポ

ーツ省、社会問題省など多岐にわたっているほか、NGO にカテゴライズされない団体も

含まれている。 

                                                            
2 ちなみにナショナル・アートとフォークロアでは印象がだいぶ異なるが、アラビア語では前者が

national と art とのそれぞれ複数形、後者が単数形、というだけの違いである。 
3 ここではパレスチナ市民がもつ、自由に社会的文化的専門的科学的活動を行う権利に基づき、7
人以上の人間によって合意された、公共的な目的をもつ非営利組織と定義されている。 
4 文化省所轄として登録されている NGO は 226、青少年体育省所轄が 230（2012 年 2 月現在）。 
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 よく知られている既知の団体以外で、パレスチナにおける「文化活動団体」の 初の足

がかりとして参考にしたのは、月刊の英字誌『This Week in Palestine』のなかに掲載され

ている「Cultural Centers」のリストである5（同誌については後述）。諸事情で訪問が難し

い団体も数多かったため、一つの団体を訪ねたさいに協力団体の名前を挙げてもらったり、

訪問すべき団体として紹介してもらうなどした。また、同誌に掲載されていない町やキャ

ンプ内で活動する団体に関しては、役場やコミュニティセンターを訪問して問い合わせた。

この場合に必ず用いた言葉は、サカーファ（الثقافة 文化）、「フヌーン」または単数形のフ

ァンヌ（ الفن, الفنون   芸術／アート）、トゥラース（التراث 伝承／遺産）である6。こうして訪

問した団体が行なっている活動をまず分野ごとに挙げると、おおむね以下のようになる

（資料編の「パレスチナの文化関係団体概要」を併せて参照のこと）。 

 

・音楽活動（音楽教育、演奏、音楽制作、スタジオ運営） 

・映画（上映、製作指導） 

・演劇（演劇製作、上演、劇場運営、演劇教育） 

・舞踊（調査・収集、指導、公演） 

・フォークロア（歌謡、口承芸能）の収集、記録、研究 

・サーカス（訓練、公演） 

・現代美術の教育、発表、イベント開催 

・刺繍や織物の製作、展示、販売 

・陶器などの工芸品・古道具・伝統衣装の保存・展示 

・石鹸工房の運営 

                                                            
5 実際には存在が知られているものの掲載されていない団体が数多いことはいずれ分かってきたが、

少なくとも組織形態（NGO 登録をしているかいないか）にかかわらず、団体側から寄せられた情

報に基づいて掲載されている。ただし英語誌であり、パレスチナを訪問している外国人の需要を想

定した上での掲載基準となっている。 
6トゥラースはドイツ語起源のフォークロアとほぼ同じ意味であり、名の知られぬ庶民が残したも

のである一方、フヌーン／ファンヌは芸術という才能・能力・技術に限定される。しかし上述のよ

うに、フヌーンに「シャアビー（popular/national）」がつけばフォークロアの意味で用いられ、そ

れはトゥラースとほぼ同義になる。サカーファは日本語と同様ひじょうに広義で用いられ、いわゆ

るアートよりもスポーツやメディア教育などの活動がメインの団体も、この言葉によってカバーさ

れる。 
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・古い建物や景観の修復・調査 

・歴史的建造物を利用した展覧会・講演会などのイベント開催 

 

 一見して明らかな特徴としては、まず「パレスチナ・サーカス・スクール」が行なって

いるサーカス教育や「パレスチナ国際美術アカデミー」が行なっている現代美術教育など、

それまでのパレスチナには存在しなかった新分野での活動がはじまっていることが挙げら

れる。ただしこのように各分野を列記しただけでは見えにくいケースのほうが多く、例え

ば演劇で言えば、ブラジルの演出家ボアールによって提唱された「被抑圧者の演劇」をア

シュタール劇場が実践し始めるなど7、既存の分野のなかからも、新たな試みが次々と登

場している。 

 次に子どもへの教育という側面である。上記項目でも音楽教育や映画の製作指導を挙げ

ているが、それ以外の多くの領域で子どもへのコミュニティ・ベースの教育が優先的な活

動となっている。また上では特に項目として挙げていないが、スポーツやスカウト、PC、

メディア製作、読書、ライティング、科学、英語、自己表現やコミュニケーションなど、

学校システムにおける教育と重なる分野において、学校とは異なる方法や、学校にはない

施設を供給することで、その補完機能を担っている場合もある。 

 そしてメディアによる活動内容の発信の増大である。端的にインターネットの発展によ

るところも大きいが、助成を受けることにより、DVD や出版物を通じ、成果が公開され

る機会も増えている。また、『This Week in Palestine』のように、パレスチナの文化に関

するエッセーやアーティスト、文化に関わる団体についての情報発信を専門的に行なうメ

ディアが登場したことも、特筆すべきことである。 

 さらにネットワーキングの進展である。各団体の活動内容が多様化するなかで、一団体

では実現の難しい企画を、複数の団体との協力のもとで行なうことが増えている。また、

文化団体はどうしてもラーマッラーなど都市に集中するため、遠隔地に教師を派遣したり、

そこで公演を行なうなど、多くの団体によってアウトリーチ活動が意識的に行なわれるよ

                                                            
7 「被抑圧者の演劇」概念は、演劇を通して社会のあり方を変えるための方法論で、参加や討論が

演劇のなかに取り入れられたり、そうしたプロセスを経て演劇が作られる。アシュタールでは

1997 年からこの試みが始まり、現在では「被抑圧者の演劇フェスティバル」を行なうまでになっ

ている。 
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うになっている。これは一つの団体だけで出来ることではなく、 低限地元での受け入れ

団体が必要であり、団体間の協力体制が重要である。この協力には、ある団体が別の団体

に事業を委託する、という経済関係も含まれる。また、民間の助成団体である「A.M.カッ

ターン財団」は、単に助成を行うだけでなく、他団体やアーティストへの活動助成を通じ

て文化活動を作り出しているほか、団体間のネットワーキングもおこなっている。 

 以上 4 点を踏まえれば、現在のパレスチナの文化活動が「フォークロア運動」では捉え

きらないこと、またこの 20 年間で、規模と内容の両面で、全体としてすさまじい発展を

遂げたことがある程度了解できるはずだ。 

 

 2-2. 文化活動の進展の背景 

 

 こうした活動の進展を支えているのが、さまざまな援助・助成であり、1990 年代の時

点で対パレスチナ支援を行なっている海外のドナーは約 130 あるとされる。またオスロ和

平プロセスのなかでは民主化や市民社会形成、「良い統治」といったアジェンダをもった

新しいプロジェクトが促進されてきており[Hanafi and Tabar 2005] 、それはイスラエルの占

領を終結させるというよりは、占領をふまえた地域全体の安定という先進国を中心とした

国際社会の要請につながっていると考えられる。上記の文化的発展もこうした動きのなか

で起きているといえるだろうし、特に上述のコミュニティ・ベースでの教育分野の発展は、

援助のなかでの優先的なプログラムとなっている [Hanafi 1999] 。しかし本研究の趣旨は、

こうした大きな背景のなかで進行するプロジェクトのなかにパレスチナ人たちが否応なく

書き込まれ、その結果として彼らがなかば受動的に文化的な発展を得たという描き方をす

ることにはなく、こうした全体状況の中にあって、パレスチナ人たちがいかに自発的・主

体的な試みを行なっているのかという点にこそ注目するものである。したがってここでは、

パレスチナ人自身による開発支援基金の登場に関してのみ触れておきたい。 

 80 年代、おもに国外のパレスチナ人実業家・知識人たちの経済力やネットワークの向

上と、政治的にはさらに厳しさが深まってゆくという要因が重なって、ワクフやザカート

を基盤にしたイスラーム系の財団以外では初のパレスチナ人自前の財団「タアーウヌ財団

（Welfare Association）」が設立された。これを後押しした出来事は、1982 年に PLO がレ
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バノンから撤退を強いられたことであり、レバノンとパレスチナ被占領地での難民支援が

火急の問題として意識されたためだった [Ibrahim 2009] 。 

 さらに 1993 年、文化活動に助成を行なうパレスチナ系の民間財団、「A.M.カッターン

財団」が誕生した。設立者のアブドル・ムフシン・カッターン氏はクウェイトで財を成し

たヤーファ生まれのパレスチナ人で、当初「タアーウヌ財団」の設立にも関わっていたが、

教育と文化に特化した団体を作ろうと決めたのである（第二部のオマル・カッターン氏へ

のインタビューも参照のこと）。「タアーウヌ財団」が多くのパレスチナ人実業家や知識

人ら多数の援助によって作られ、そのために公的性格をより強く持ち、助成分野も幅広い

のに比べると、「A.M.カッターン財団」はカッターン氏個人の慈善委託金をもとに活動を

行なっているため、文化・教育に限った分野のなかで独自のプログラムを作っていること

が大きな特徴である。つまり単に助成を行なうことだけではなく、助成を通して新たな文

化創造に積極的に寄与しようとしているという意味で、現在のパレスチナの文化活動にお

ける「A.M.カッターン財団」の存在感はひじょうに大きい。また、「A.M.カッターン財

団」よりさらに新しく、知名度は低いが、このように個人や一族の出資で作られた財団と

して、2001 年に設立され、エルサレムの教育と福祉にターゲットをしぼった「ファイサ

ル・フセイニー財団」、2012 年にスイスで登録された、ヤーファ出身のタマリー家によ

る「タマリー財団」などがある。 

 すなわち実業家や知識人といった、パレスチナ社会のエリートたちが、被占領地やキャ

ンプの困難な状況に対して積極的に支援の手を差し伸べ、それが相互作用のように広がり、

パレスチナ社会を下支えしているのである。パレスチナ社会に対しては、海外の援助に頼

ってばかりの「援助漬け」という批判がつねに付きまとうが、文化に関する限り、資金獲

得手段は少なくとも多様化しているのである。 

 1987 年に始まったインティファーダでは、ストライキが続き学校が閉鎖された環境の

なかで草の根の相互扶助組織が急成長し、なかでも女性たちのイニシアティブには注目す

べきものがある8。文化面では、それまでの伝統的なアラブ音楽に新たな道を拓いたサー

ブリーンの音楽活動や、のちにエドワード・サイード・ナショナル音楽院として知られる

                                                            
8 例えば 1965 年に設立された「家族支援協会」は、孤児の経済支援、職業訓練を通じた女性の経済

支援などで、インティファーダ期には目覚しい活動を行なった。 
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ナショナル音楽院の設立を準備する動き、パレスチナの家屋の修復活動を社会的・芸術

的・経済的な活動へと広げるリワークの活動の胎動など、現在まで続く重要な活動が、こ

の時期に始まっている。つまり逆説的にも、パレスチナ社会のひじょうに困難な時期にこ

そ、新しい方法や運動が考え出されて生み出され、物理的に遂行の不可能な状況のなかで

もそれはあたためられ続け、次の段階でかたちをなしてきたのである。 

 近年の例でも同じことが言える。2002 年のイスラエル軍の西岸地区再侵攻のなかでジ

ェニーン難民キャンプが包囲され、多数の死者を出しただけでなく生き残った人々にも深

い傷を残したが、そのときの支援活動の経験を基盤に、同キャンプでは「カイ・ラーナン

サー（忘れないために）センター」が女性たちのイニシアティブによって作られ運営され

ている。また、2011 年に 10 名の学生とともに開校されたラーマッラーの「パレスチナ国

際美術アカデミー」も、西岸再侵攻のさなかの鬱屈した社会状況の中で、「何か新しいこ

とをやりたい」との思いから考え出されたものだった9。一時よりは状況はましになった

とは言え、検問所や迂回路を通って遠隔地に出かけ、ダブケの公演を行なうというアウト

リーチ活動が意識的になされるようになったのも、分離壁建設による社会的分断への抵抗

のためだった10。 

 現在のパレスチナの文化活動の活況は、このように繰り返される困難状況のなかで生み

出され、試行錯誤を繰り返した経験の蓄積の結果であり、それはまさに現在、他の地域や

新しい世代に影響を与えながら、協力と競合を繰り返しつつ日々続いているのである。 

 

 

3. パレスチナの文化活動：いくつかの共通課題 

 

 以下の記述では、文化関係団体の訪問や関係者からのインタビューを通じて浮かび上が

った、多くの団体に共通する課題や、共通のケースの中での相違などについて取り上げ、

それを通じて現在のパレスチナにおける文化活動の全体像に少しでも近づくことを目指す。

                                                            
9 2013 年 3 月 2 日の筆者によるハーリド・ホーラーニー氏（「パレスチナ国際美術アカデミー」ア

ートダイレクター）へのインタビュー。 
10 2011 年 2 月 9 日の筆者によるシャラフ・ザイド氏（ポピュラー・アート・センタースタッフ）へ

のインタビュー。 
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ケーススタディとして二、三の団体のみに絞って記述する方法も検討したが、ここでは今

後の研究のなかであらためてそれぞれに深めるべきテーマの発掘と論点の提示を行なうこ

ととし、テーマごとにいくつかの団体を横断するかたちで取り上げることとする。 

 

 3-1. 収集・保存・修復 

  

 「失われた過去」の記憶の回復の手段としてフォークロアを収集し、有形の文化遺産を

収集し博物館を作ることは、あらゆる文化復興運動の 初のステップである。この収集と

保存がパレスチナで 1970 年代に急速に進展したのは、1967 年の六月戦争による占領のな

かで、パレスチナの文化遺産が大規模かつ一気に破壊されたことの衝撃を抜きにしては語

れない。「〈パレスチナ人の覚醒〉が 70 年代に起きたのは、残された地域の遺産や歴史

的建造物、記念碑、遺跡、日用品や芸術品の残骸を守ろうとしてのことだった」[Ju’beh 

2009]。 

 占領されたエルサレム旧市街マグリブ地区の家屋やモスクは破壊されて「嘆きの壁」へ

のアクセスを広げるために更地にされ、東エルサレムのパレスチナ考古学博物館（ロック

フェラー博物館）は接収され、イスラエル当局の管理下に入れられた。それに対抗するよ

うに、ベツレヘムの「アラブ女性組合」は 1972 年に小規模ながら民俗博物館を設立し、

ビーレの「家族支援協会」は、1977 年に出来た新しい建物内に博物館を作った。また、

のちにイブラーヒーム・ムバーウィーとともにパレスチナの口承文学を『Speak, Bird, 

Speak Again』として刊行するシャリーフ・カナーアナは 1975 年にアメリカでの学究生活

を切り上げてパレスチナに戻り、ビールゼイト大学で教鞭をとりはじめた。同じ年、ビー

ルゼイト大学には考古学研究センターが設立されている。 

 ところがパレスチナ人たちの文化遺産の収集と保存は、博物館の開設、あるいはフォー

クロアの記録・調査の刊行に留まらなかった。70 年代末に設立された舞踊グループ「エ

ル・フヌーン」（以下、「フヌーン」）は、ダブケという身体表現をとおしてそれを行な

った、といえる。ダブケとは足で大地を叩きつけるようにするステップに特徴のあるダン

スで、先頭のリードに従いながら、数人から数十人が輪をなして踊るものだ。もともとは
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［「フヌーン」の設立メンバーたち。真ん中

がムハンマド・ヤアクーブ氏。すでにみな引

退し、彼らの子ども世代がダブケを行なって

いる］ 

農民の余興として、あるいは結婚式など喜ばしい機会に踊られてきたものであり、パレス

チナだけでなくシャーム（大シリア）地方の各地に存在している。 

 民族解放運動、あるいはフォークロア運動に火のついた 1970 年代は、同時にパレスチ

ナ各地でダブケのグループが新たに生まれていた時代でもある。ナクバによって失われた

パレスチナの農耕社会の伝統を残し、力強く大地を踏みしめ跳躍する明るさに満ちたその

踊りは、文化復興を通じパレスチナのアイデンティティを自覚するという社会的ムードに

とって、たいへん相応しいものだと受け止められたのである。「フヌーン」はこの時期に

設立され、現在でも活動を続けるダブケ・グループとして、その実績やレベルの高さを一

貫して評価されてきた存在である。 

 1979 年の結成から 3 年間、「フヌーン」

のメンバーたちは練習に努めると同時に、

パレスチナ各地の結婚式などに出かけ、歌

謡やダブケのステップを収集したという。

その中から特に 4 つの村でのフィールド・

リサーチをもとに作り上げたのが、 初の

作品「ラウハート・フォークロリーヤ（フ

ォークロアの光景）」11だった。1982 年、

ビールゼイトでの「ポピュラーダンス・フ

ェスティバル」ではこれが高く評価され、

優秀賞を得た。 

 「フヌーン」の設立者の一人、ムハンマド・ヤアクーブ氏12は、初期の作品について、

収集したフォークロアを作品のなかに結晶させることで、「あの村のダブケ、この村のダ

ブケといったようなものではなく」、一つの作品が「パレスチナ人の生活のパノラマ、ま

たはモザイク作品」であるような「完全な芸術的作品を生み出す」ことを目指したのだ、

                                                            
11 「ラウハート・フォークロリーヤ」については動画記録が残っていないため、インタビューおよ

び [Kaschl 2003] [Huleileh 2011]を参考とした。「フヌーン」のそれ以降の作品の記述については、

「フヌーン」の厚意で動画を視聴した上でインタビューを行なった。 
12 1963 年生まれ。つまり「フヌーン」結成時は 16 歳の高校生であった。声の良さを評価され、

「フヌーン」ではダンサーであると同時に、歌手の役割も務めていた。引退後の現在も、「フヌー

ン」の地方公演などでは歌手として参加している。 
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と述べている13。つまり彼らのダブケは、各地でのフォークロアの収集活動の成果だった

のであり、彼らがダブケを踊ることは、言わば生きた博物館として、その収集品を芸術的

なかたちをとりながら、生身の身体を使って観客に提示することだったのである。 

 しかし 3 作目の「ミシュアル」（1986）の製作のころから、このまま同じことは続けら

れないと感じるようになった、とムハンマド氏は言う。「我々の役割は博物館ではない。

我々はアーティストだ。民俗博物館は家族支援協会なんかにもあって、それはその役目を

果たしている。舞台芸術のアーティストには、別の使命がある。フォークロアをある側か

ら別の側へと発展させながら伝えることだ」。博物館に展示しておくだけでは、展示品が

「別の側へと発展」することはないが、人間の身体が媒介するさいにはそれが起こる。し

かしそうした展開を可能にしたのは、逆説的だがフォークロアの収集を自覚的に行い、そ

れを身体で表現するというプロセスをもったがゆえではないだろうか。結果、「ミシュア

ル」はパレスチナ人の記憶をもとに作られた物語をベースとして、音楽と踊りが展開する

構成をとった。第一次世界大戦中のトルコ軍の徴兵から逃れたものの捕らえられた若者が、

英国の裏切りを知り、闘うことを決意するという物語である。現在「フヌーン」はダブ

ケ・グループとは名乗っておらず、彼らの舞踊はダブケを基にしながらもさまざまな新し

い要素を取り入れ、しかし観客には「フォークロアの雰囲気を味わわせるもの」14となっ

ている。 

 身体を媒介に、無形のフォークロアを表現した「フヌーン」のダブケが自ずからその枠

を抜け出したのに対し、では有形物はつねに博物館のなかで変わらずに鎮座しているだけ

なのだろうか？ 冷たく大きな石の塊である建築物を修復するというプロセスを通じ、単

にモノとして保存されるのではない有形物の可能性を伝えるのは、「フヌーン」が拠点を

置く「ポピュラー・アート・センター」から程近い場所に活動拠点をもつ「リワーク」で

ある。 

 建築士やエンジニアをスタッフとして擁するリワークの活動の規模は壮大で、その中心

的な活動の一つは、パレスチナ各地の古い歴史的建造物を修復することだ。2001 年から

                                                            
13 2012 年 9 月 17 日、筆者によるインタビューより。 
14 2012 年 9 月 16 日、「フヌーン」のダンサー、ライラー・ブハーリーさんへの筆者によるインタ

ビューより。 
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［リワークによってリノベートされた

音楽センター］

10 年かけて実施されたプロジェクトでは、パレスチナ各地にある歴史的建造物 65 棟のリ

ノベーションが行なわれた。 

 このプロジェクトによる歴史的建造物修復の特長として挙げられるのはまず、古い建物

を当時のままに再現するのではなく、ゲストハウスやコミュニティセンター、NGO 事務

所など、現代の生活のなかでコミュニティ・ベースで生かされ使われる空間に変えている

という点だ。リワークの元共同代表ナズミー・ジュウバはこれを「文化遺産とコミュニテ

ィの結婚」と呼び、このアイディアの画期性を記している[Ju’beh 2009]。またこのプロジ

ェクトは「保存を通じた労働機会創出」という名称で呼ばれており、建物の保存・修復を

通じて建築労働者、タイル職人、塗装業者などの就労機会を作り出してもいるのである。

「我々は文化遺産を単なる過去の出来事の証しや鑑賞対象としては見ないし、単にナショ

ナルまたはローカルなアイデンティティの要素とも考えない。文化遺産はまた、経済の一

部門であり、経済機会でもあるのだ。特に資源も、十分な農業も産業もないパレスチナの

ような国では」[Ju’beh 前掲書]。 

 また博物館の展示品とは異なり、修復された建造物は、周囲の環境に影響を与え景観を

作り出す。建造物の修復を通じ、パレスチナの歴史的景観は、現在のパレスチナ社会のニ

ーズのなかで再生し、生き続けるのである。リワークでは子どもたちを村に集め、古い家

屋を彼らの絵で美しく飾り、古い家屋の美しさや回復可能性を見い出すといったイベント

も行なっている。うち捨てられた廃屋は、現代の人間

の力で蘇らせることが可能であり、歴史や記憶も同様

である。リワークが行なっているのはこのように、古

い過去の再現や追憶ではなく、古い文化遺産を通じた、

現代の我々の工夫・創意への呼びかけなのである。 
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3-2 . ボランタリズムと援助への姿勢 

 

 前項で取り上げたリワークによる歴史建造物修復事業が、莫大な費用を要することは想

像に難くない。一例として、現在のラーマッラー市ツーリスト・インフォメーション・セ

ンターの建物の修復には約 5 万ドル、同じくラーマッラーの「アルカマンジャーティ音楽

センター」の修復には約 8 万ドルのコストを要している[Bshara 2011]。リワークは AFESD

（アラブ経済社会開発基金）、パレスチナ銀行、EU、フォード財団、OPEC 国際開発基金

などから助成を受け、こうした事業を行なっている。 

 そのなかで注目したいのは、このプロジェクトの受益者負担に関するリワークの次のよ

うな考え方である。「文化遺産に対するいかなるコミットメントもなく、我々の仕事がド

ナーからコミュニティへの無償の贈り物となることのないよう、我々は 大限の努力を払

った」[Ju’beh 前掲書]。町や村は、所有する歴史的建造物を無償で提供し、 低でも 10 パ

ーセントのコスト負担するほか、積極的にこのプロジェクトに関わるようリワークは働き

かけを行なっているのである。 

 援助に関して、日本を含め援助する側の姿勢や援助の中身は別途問われるべきだが、こ

こでは援助の受け手としてのパレスチナの文化活動関係者の姿勢を取り上げたい。文化活

動に関する限り、誰に強いられたのでもなく何よりも自分にとって「好きなこと」として

通常は出発しており、そこには多かれ少なかれ、報酬とは無関係に働くというボランタリ

ズムが存在する。仮に現実には難しくともそれを本来のあり方とする意識は健在で、自治

体に一部のコスト負担やコミットメントを求めるリワークの姿勢はその一例である。 

 このボランタリズムに関して、上述の舞踊グループ「フヌーン」内部ではかつて大変な

議論が起こり、報酬を受け取りながらプロフェッショナルとして演じるダンサー集団にな

るべきだ、と主張するメンバーが退団していった時期もあるという。現在「フヌーン」の

ウェブサイトには、次のような説明が出ている。「独立した非営利組織であり、事実上完

全にボランティア・ベースである。従ってメンバーは何よりもグループのビジョンに基づ

いて活動している。このことはグループの管理運営コストをひじょうに低く抑えているだ

けでなく、このグループへの帰属意識および当事者意識を強めている。この決意、および

芸術的な質の高さやオーセンティックなパレスチナのビジョンに対する熱烈なコミットメ
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ントによって、『フヌーン』は現在の指導的地位をかちえている」15。筆者がインタビュ

ーによって確認したところ、ダンサーたちは時には帰宅が深夜になりうる地方公演や、数

日間の海外公演にも完全に無報酬で参加している。事務局長かつダンス・トレーナーであ

るハーリド・カターメシュ氏は唯一固定給を受け取っており、彼一人では背負いきれない

事務運営のサポートを行なうメンバー（ダンサー）が、若干のアルバイト料を得ている。

財政面に関する「フヌーン」の考え方としては、基本的に一切援助は一切受けず、チケッ

トや DVD の売り上げだけで自立したい。現に人件費と管理運営費はそれでまかなってお

り、新しい作品を制作するさいに要する費用のみ海外のドナーから資金提供を受ける、た

だし政府系の支援は一切受けない、とのことだった。 

 相当のチケット収入が見込めるというのはこの場合、公演が成り立つ分野であることと、

ダブケそのものの人気の高さに加え、「フヌーン」の認知度の高さという条件が揃っての

ものだが、このように民間基金の援助は受けても「政府系ドナーの援助は受けない」とい

う言葉はしばしば耳にする。他方、援助団体の性質を問わず、どんな場合でも援助は不

信・拒否の対象だとする立場を聞くのはまれで、筆者の記録の範囲では、フリーの若手映

像ジャーナリスト R 氏から聞いたことが一度あるだけである。東エルサレムに住む彼は、

オスロ合意後にエルサレムの状況が悪化したこと（被占領地の他の地域へのアクセスが難

しくなり、東エルサレムの孤立を招いている）を踏まえ、オスロ和平プロセスを作り出し

た国際社会への批判意識から、援助はパレスチナ社会にとって一切役に立たない、と断言

した。突きつめれば援助の問題というよりもオスロ和平プロセスの問題ということになる

が、とにかく彼は、「援助は第二の占領なのだ」と切り捨てるように言う。 

 団体の場合は、その規模や組織の性格上援助を必要としない、または助成金を申請する

ための情報にアクセスできない、助成申請をしたことがあるが採用されなかった、という

ケースを除き、援助への明確な批判意識を聞いたのは、今回の調査ではカルキリヤの「文

化人フォーラム」のスタッフ、ソヘイブ・マンスール氏の口からが唯一のものだった。 

 周知の通りカルキリヤは、周囲を分離壁に囲まれ、厳しい生活環境を余儀なくされてい

る。「文化人フォーラム」は壁の建設が始まった 2004 年に、カルキリヤで 初の文化活

動を行なうカルキリヤ 初の団体として設立されたという。「左翼の政治力は弱まり、カ

                                                            
15 http://www.el-funoun.org/（2012 年 7 月 16 日アクセス） 
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ルキリヤは自治政府の関心からも周縁化されている。そのなかでカルキリヤの文化を照ら

し出す必要があると考えた。カルキリヤには文化遺産と歴史があるのだから」16。はじめ

の 2 年間はソヘイブ氏を含め 6 人の設立メンバーが毎月 50 ドルを出し続け、活動の基盤

を作った。メンバーはみなボランティアで、一切の報酬を受けていない。ソヘイブ氏自身

は教育省に勤め、ほぼ毎日事務所に来て 17 時から 22 時まで働いている、という。設立メ

ンバーの年齢は 40 代半ばから 50 代で、学校の校長、判事、アーティストと、収入はとも

かく社会的に安定しコミュニティのなかで発言力のある地位をもっていることが分かる。

ベルギーの「壁に反対するアーティスト」をパートナーとしてサマーキャンプを実施して

いるが、「彼らはアーティストで貧しいから、協力して一緒に活動をしているだけだ」

（つまり金銭的な援助は受けていない）、と述べた。筆者が「でもパレスチナには、海外

の援助を受けて文化的な活動をしている団体はたくさんありますよ」と水を向けると、

「政治的な意図をもった援助だ」と断言する（この時に、「A.M.カッターン財団」のよう

なパレスチナの援助団体について尋ねなかったことは悔やまれる）17。  

 一方で「政府系の援助」を受ける団体として特記しておきたいのは、ヘブロンに 2012

年にオープンした「韓国パレスチナセンター」である18。3 万平方メートルの敷地をもち、

ロの字型 3 階建ての巨大な建物の中には、劇場、多目的ルーム、体育館、ジム、会議室、

音楽室、映画編集室、コンピュータールーム、プラネタリウム、ゲストハウスなど、およ

そ考え付く限りの設備が詰まったような感のある施設だ。グラフィックデザインや会計知

識、映像編集などを学べるコースが組まれ、音楽教育プログラムにはエドワード・サイー

ド・ナショナル音楽院から講師が派遣されている。豪華さや規模に限って言うのなら、本

調査でこの施設がもっとも筆者を驚かせるものだった。 

                                                            
16 2012 年 2 月 22 日の筆者によるインタビューより。 
17 ハナフィーとタバルは 1970 年代から 80 年代、パレスチナでは民族運動の一環として、ボランタ

リズムはひじょうに顕著だったが、現在ではほぼ消滅していると述べ、現在ボランタリーな仕事を

通じて社会的なネットワークを作っているのはイスラーム系の NGO と難民キャンプのなかの組織

だと述べている [Hanafi and Tabar 2005] 。ハナフィーの著作では、パレスチナ社会に新たに登場し

た専門性の高いプロジェクトを行える NGO 関係者を、高学歴で安定的な地位をもつ「グローバ

ル・エリート」というプロフェッショナルな〈層〉として捉えている。ボランタリズムの「崩壊」

は、この文脈からも考えるべきテーマであろう。 
18 ドナーである KOICA 側の支援分野のカテゴリーでは「文化」は存在せず、本事業は「教育」分

野に分類されている。 
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 しかし担当者の説明は、いわゆる「ハコモノ批判」を容易には寄せ付けなかった。ヘブ

ロンには子どもを対象とした教育センターはあっても（成人も裨益者に含む）コミュニテ

ィセンターは存在しなかったことから、この施設はヘブロン唯一のコミュニティセンター

としてヘブロン市がプロポーザルを作成し、採用されたものであること。つまり地元のニ

ーズに適ったものであること。韓国側とヘブロン市のあいだで 2 年間にわたって意見交換

や調整がなされ、パレスチナから韓国に、韓国からパレスチナに 5 人ずつ派遣され、施設

のマネジメントについての研修が行なわれたこと。筆者が援助関係者ではない気安さもあ

ったのだろうか、担当者から「韓国の支援に比べると日本の支援は小規模だし、何よりも

地元のニーズを考えておらず一方的だ」と言われた。筆者が「確かにこの施設と比べると、

ラーマッラーの〈文化宮殿〉19はただ劇場という建物を作っただけのように感じますね」

と言って半ば同調を示すと、彼はさらに、「日本の援助関係者に、韓国から援助のやり方

を学んでもらいたい」と付け加えたのである20。 

 ドナーの立場からの援助のあり方や、まして韓国と日本の援助のあり方の比較などは、

本稿の論点ではない。ここで指摘したいのは、この担当者の主張の中身の当否ではなく、

援助を受ける人間としての主体性や自己主張の存在ということである。ドナーと受け手の

直接のあいだでのやり取りではないものの、これはドナーの側に分類される国から来た人

間に対する、「我々は援助なら何でも黙って受け取るわけではない」というメッセージで

あろう。援助を長年受けてきた経験に基づき、「必要な援助のあり方に対して、援助を受

ける側が主張するのは当然である」という矜持が、ここで示されているように思える。 

 「豪華な施設」ということで負けてはいないのは、同じくヘブロンでやはり政府系の援

助を受ける「パレスチナの子どもの家」である。もともとヘブロン出身の実業家たちの支

援によって作られ、1996 年から 2011 年までは古くて手狭な施設で運営されていたが、

2008 年に USAID（アメリカ合衆国国際開発庁）の助成が決まり、2011 年には新たにヘブ

ロン郊外の大きな建物に移転した21。 

                                                            
19 第二部のリストを参照のこと。 
20 2012 年 2 月 15 日訪問時のインタビューより。 
21 320 席の劇場とロボットの製作を学ぶ実験室、映像製作を学べるメディアセンターなどがあり、

音楽（韓国パレスチナセンターと同様、エドワード・サイード・ナショナル音楽院から講師が派遣



科学研究費補助金研究成果報告書 

現代パレスチナ文化の動態研究－生成と継承の現場から 

 

 
 

- 48 - 
 

 USAID の援助を受けたことでの変化や問題はないかと事務局長に尋ねたところ、それ

以前は 6 人の事務スタッフを雇っていたが、USAID の基準に合わせて 4 人に減らさざるを

えなかったが、業務は倍増したとのことだった。施設は立派だが人件費は足りないことが

悩みのようで、コンピューターのトレーナーをしているマリヤムさんは、訪問時はスタッ

フとして給与を受けているとのことだったが、2 年間の支援プログラムが終了し、次のプ

ログラムまで期間が空く場合は、その間ボランティアとして働くのだという22。「それで

もここの仕事はやりがいがあるから、（無償で働くことは）問題ない」と言う。ここでも

個人のボランタリズムが存在するわけだが、上述の「フヌーン」および「文化人フォーラ

ム」とは、同じ「無償の労働」であっても質は異なる。前者の場合はボランタリズムが

「芸術的な質の高さ」を支えている、という意識の上に成り立っており、後者の場合は、

厳しくとも一応は経済的に自立した大人の選択であり、双方とも援助を受けないことを主

体的に選んだ結果の無償労働である。一方「パレスチナ子どもの家」は 2 年ごとの援助プ

ログラムのスキームに従属しており、この場合はマリヤムさんが未婚で親元で暮らしてい

るからこそ可能な働き方だといえる。ここでも問題は援助を受ける側というよりも、援助

を行なう側にこそある。 

  

 3-3. パレスチナを表現する 

 

 上述した「A.M.カッターン財団」の事業なかで、目下筆者が注目するのは PAN（パレ

スチナ・パフォーミングアート・ネットワーク）である。これは音楽（アルカマンジャー

ティ、エドワード・サイード・ナショナル音楽院、マニフィカート学院）、演劇（ハーラ

劇場、アシュタール劇場、自由劇場、アイヤーム劇場、Yes 劇場）、舞踊（「フヌーン」、

ポピュラー・アート・センター）、サーカス（パレスチナ・サーカス・スクール）そして

                                                                                                                                                                                     
される）やダブケのコースもある。約 1500 人が登録しており、すべてのコースは無料で参加でき

るとのことである。 
22 2015 年 2 月 15 日の訪問時の聞き取り。このセンターへの 初の訪問は 2012 年 2 月 22 日で、こ

の時は古い建物も確認した。 
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教育省、という 12 の団体からなり、SIDA（スウェーデン国際開発協力庁）から助成を受

けて「A.M.カッターン財団」がコーディネートを行なうネットワークである23。 

 「A.M.カッターン財団」の文化芸術プログラムのダイレクターであるマフムード・アブ

ー・ハッシャーシュ氏に「なぜパフォーミングアートなのか」と尋ねたところ、「パレス

チナではパフォーミングアートは比較的新しい分野であり、これまで注目されてこなかっ

たから」という、いわば当たり前の返事が返ってきた24。インタビュー当時は結成直後だ

ったこともあり、何をするかはこれからだとのことであったが、ともかく異分野でのパフ

ォーミングアートを組み合わせ何か新しい作品を作り出したい、そしてよりよい環境でパ

フォーミングアートを学べるような環境なり制度なりを作り出す方向性であるとのことで

あった。 

 筆者自身、この 5 年間の調査のなかで、もっとも注目したのはダンス、演劇といったパ

フォーミングアートである。インタビュー中心の調査ということもあり、作り手が不在で

も作品だけ鑑賞することが可能な造形芸術と比べ、身体そのものが表現手段であり、いわ

ば作品と一体化している身体と話をする、ということが端的に面白いのである。しかし

PAN のことを知り、〈パレスチナで〉パフォーミングアートに注目することの意味を意

識せざるを得なくなった。 

 サーカスはパレスチナでは新しい分野であり、認知度も低い。2012 年 2 月 23 日、筆者

がラーマッラーで初めて「パレスチナ・サーカス・スクール」の公演を観たのは偶然のこ

とであり、後に A.M.カッターン財団が PAN の中に同スクールを加えていることに気がつ

いた。筆者はその夜、（やや不本意ながら）パレスチナに根を持たない周縁的なものに付

き合う、という意識を持ってアルカサバ劇場に向かったのを記憶しているが、公演を観て、

その意識は大きく変えられたのである。 

 その後、サーカス・スクールの共同設立者ジェシカ・デブリーガー氏25と、サーカス学

校の初期の卒業生のナーイフさんの話を聞く機会があった。ナーイフさんは卒業後さらに

                                                            
23 2012 年からの 5 年プログラムで、SIDA は初年度に約 180 万ドルを拠出。 
24 2013 年 9 月に筆者が行なったインタビュー。 
25 ベルギー出身で、南米滞在、ソーシャルワーカー、多文化マネジメントの MA 取得などを経て、

ベルギーのサーカス団メンバーとともにレバノンでサマーキャンプのオルガナイズを行なう。パレ

スチナでサーカスの活動を開始しようとしていた 2006 年、現在の伴侶で俳優のシャーディー・ズ
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カナダでサーカスを学び、現在ではトレーナーをしているという。「サーカスをする前、

私はとても恥ずかしがり屋で、人とあまり話をしませんでした。サーカスで、自分を外に

開くことができるようになり、自分自身を信頼できるようになりました。それ以前の自分

は、計画というものを持たずにただ何となく暮らしていました。でも今は、この 3 年、4

年のあいだに自分が何をするべきか、何をしたいか、ということを考えるようになりまし

た」。 

 俳優やダブケのダンサーたちにインタビューをするなかでも、「自己信頼」はしばしば

登場する言葉である。そこで筆者は「でもサーカスは、パレスチナの文化やアイデンティ

ティといったこととは関係がないのでは？」という質問をしてみた。すると彼の答えはこ

のようなものであった。「確かにサーカスはダブケのように、パレスチナの文化遺産を使

ったり、伝統的な衣装を着たりはしません。でも、サーカスは私だけでなく他の 150 人の

メンバーを大きく変えたんです。そのことを通じて、サーカスはこの社会の文化の一部に

なったんです」。直接的な文化的シンボルを使うことだけが文化の実践ではない、という

意味であろうし、パレスチナの「文化を作る」ということの意味について、若いナーイフ

さんがひじょうにシンプルな言葉でこのように深い考察を示したことに、筆者は内心深く

感嘆した。それからさらに彼は言った。「サーカスにはすべてがある。メッセージがある

し、文化があり、演劇があり、ダンスがあり、ストーリーがあり、探求がある。演劇を観

ても、そこにあるのは演劇だけですよね？でもサーカスにはすべてがあるんです」。 

 言葉を入れ替えて、別の人に「なぜ演劇（ダブケ）なのか？」と聞けば、同じような答

えが返ってくるかもしれない。「演劇（ダブケ）にはすべてのものがある」。それは個々

のストーリーや音楽や視覚表現などを超えて、自分の身体を晒す、ということに関わるだ

ろう。身体の使い方は分野や個性によってさまざまでありそれぞれの限界をもつが、一つ

の身体にとって可能な範囲で、その身体の「すべて」を観客にさらす。一定の様式のもと

に自分の身体のすべてを晒すことは、その人間のアイデンティティの提示でもある。 

 ダブケのダンサーとのインタビューの中では、アイデンティティに関わる言葉がよく出

てくる。アグサンさんは、「フヌーン」の創設メンバーのムハンマド・アター氏が「フヌ

                                                                                                                                                                                     
モッロド氏に出会い、ともにサーカス・スクールを設立する。シャーディー氏のほうはアシュター

ル劇場での演技講師時代にノルウェーから来たサーカスのワークショップに参加し、その後一年イ

スラエルのサーカス団で芸術監督を務めた経歴をもつ。 
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ーン」から分かれて創設したグループ「ウィシャーフ」のメンバーである。親戚にダブケ

をしている人が何人かいて、姉も兄もしていたことから、ダブケを始めたのは、自然なこ

とだった、という。大学を卒業し仕事をしながらダブケを続けている理由について尋ねる

と、二つある、一つは好きであり趣味だから、そしてもう一つは、「闘いの一種」だから

である、との答えであった。「アイデンティティとパレスチナの遺産を守り、世界に対し

てそれを提示する、それは闘いの一種です」。「…パレスチナのダブケがレバノンやほか

の地域のダブケと違うのは、つねに抵抗というテーマがあるからです。闘い、力強さ、忍

耐、挑戦。ウィシャーフが使うダブケの曲の歌詞には、占領に対して挑戦する意志が必ず

含まれています」26。 

 ラーマッラーでナクバ以前からコミュニティ活動を行なう「サリーヤト・ラーマッラー」

はもともとスカウトのグループとして組織されたが、1960 年代初頭に舞踊グループも作

った。ここでダブケを踊るシャザーさんは、はじめスカウト団に入り、それからダブケを

始めた。現在「サリーヤト・ラーマッラー」にはモダンダンスのコースもあり、彼女は一

時期それもやってみたが、 終的にダブケに戻ったのだそうだ。「モダンダンスも好きだ

けれども、踊っているときにダブケと同じような喜びは感じられなかった。ダブケを踊っ

ているときのほうが、充足感があります」。ダブケの跳躍、そして音楽が好きだという。

「特に海外で公演するときには、これが私たちのダブケ、私たちの音楽なんだ、って観客

に伝えることが出来ます。闘争をする必要はなくて、パレスチナの名前を背負ったダブケ

を踊ること自体が抵抗です」と言う27。 

「フヌーン」のダンサー、ライラーさんは、父親が PLO の役人であるためクウェイト

で生まれ、チュニジアとシリアで育った。90 年代後半に初めてパレスチナに帰還したと

きは、カルチャー・ショックを覚えたという。オープンな家庭で育ったため、パレスチナ

では何にでも許されていることと禁じられていることの区別があると感じ、イスラエル兵

の存在や占領のために荒れ放題の光景もなじみのないものだった。「それでもあちこちパ

レスチナの美しい場所を旅行したりして、少しずつこれが私の故郷だと思うようになった

                                                            
26 2013 年 3 月 4 日の筆者によるインタビュー。なおこうした歌詞は伝統的なダブケのものではない

が、「ウィシャーフ」のダブケも「フヌーン」と同様、現代的な様式やテーマをさまざまなかたち

で取り入れている。 
27 2013 年 3 月 4 日の筆者によるインタビュー。 
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［「フヌーン」の練習風景（「ポピュラー・

アート・センター」にて）］ 

んですが、…でもダブケをするようになって、自分の内部から、私はパレスチナ人だ、私

はパレスチナの人間なんだ、と感じるようになったんです」。「踊っているときに全身で

パレスチナを感じる。自分はパレスチナ人なんだ、という喜びを表現するんです」28。 

 

三人の言葉は、表現は異なるがそれぞれに重なり合っている。抵抗せざるを得ない状況

への憤りや苛立ちではなく、ダブケを通じて抵抗を表現できることを通じ、強い自己肯定

感を得ていることが分かる。そしてダブケがパレスチナ人であることの誇りと喜びを確認

させ、同時に表現となって身体を跳躍させる。むろんパレスチナの現実のなかではさまざ

まなフラストレーションを感じることは多いはずだが、そうした日常を生きる人々が、こ

のような充足感、喜び、自己肯定感をもち、それを社会の隅々にまで広げ、世界に向けて

アピールしようと努力しているのだ。サーカスの場合も同様だが、自分の感情や思いをそ

の人間にとってふさわしい方法で表現する手段さえあれば、一人の人間を大きく変える、

ということが事実として伝わってくるのである。 

 

 3-4. 社会に貢献する文化 

 

 日本ではパフォーミングアートが屋外に出ることは限られた機会でしかないが、パレス

チナの場合、屋外での活動は特別なことではない。実際に屋外で上演されることは多いが、

それに限らずダンサーや俳優が村やキャンプに出かけてゆく機会も多い、という意味であ

る。すでに何度か言及している「アウトリーチ」活動だ。 

                                                            
28 2012 年 9 月 16 日のインタビューより。 
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［ファッワール・キャンプで、同年代の子どもが演じ

る「小さな大人」の上演に集まった子どもたち］ 

 遠隔の村で公演する、あるいは希望者に舞踊や演奏を教えるということだけでなく、ヘ

ブロンの「Yes 劇場」29が行なっているプログラムの一つは、まったく演技経験のないキ

ャンプの子どもと一緒にゼロから芝居を作り、それを同世代の同じキャンプの子どもたち

に見せるというものである。 

 2013 年 9 月、ヘブロンのファッワール・キャンプで小学校 5 年から中学 3 年までの子ど

も 9 人が、3 ヶ月間の準備期間を経て「キバール・シガール（小さな大人）」という芝居

を上演した。俳優で子どもたちのトレーナーでもあるラーイド氏が脚本を書いたが、子ど

もたちの個性や性格に応じ、プロットの変更が行なわれた。母親は亡くなっており、家に

は威張り散らした父親がいて、6 人の娘たち（うち一人は聾）は町でものを売って働いて

いる、という設定だ。父親がいなくなると、娘たちは突然音楽を大音響で鳴らし、騒ぎ出

す。子どもたちにとっての自由の希求がテーマとして織り込まれていることは明らかだろ

う。 

 ラーイド氏からは、そもそも当

初、ヘブロンという保守的な町で

演劇をすることに困難があったこ

と、時間をかけて劇団の存在を認

知してもらい、コミュニティのな

かで活動をする俳優として信頼し

てもらうようになった、という話

を聞いた。ラーイド氏にとって、

このプログラムは、大人と子ども、

世俗的でオープンな演劇人と「保

守的」な社会、町で暮らす人間と

キャンプの人間、という何重もの

                                                            
29 2007 年設立。ヘブロンを拠点に、生徒や教師向けの演劇ワークショップの開催、コミュニティ内

部の問題や矛盾に焦点をあてた芝居を上演するほか、キャンプの小・中学校の子どもたちを一定期

間トレーニングして芝居を作り、キャンプのなかで上演するプログラムなどを実施している。 
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文化ギャップを乗り越えなくてはならない作業でもあることが分かる。この活動に限らず、

アウトリーチ活動とは、パレスチナのアーティスト自身が、普段自分が属しているのとは

異なる、別の文化と出会う機会でもあるのだ。 

 パレスチナの文化活動はこのようにパレスチナ社会全体と有機的なつながりを持ってお

り、政治情勢やそれに連動した社会状況、社会の需要や期待、反応のなかで試行錯誤しつ

つ発展している。パレスチナのなかでは、それはいわば極めて当然なこととして行なわれ

ているため、かえって着目点とされにくい。例えば現代の日本でアートと言えば、著名な

アーティストの作品や活動がまず連想されるであろうし、社会とアートのつながりに関し

ては、それがわざわざアピールされたり強調されたりする必要がある状況と比べれば、双

方の状況の違いは明らかだろう。 

 またこれは文化活動関係者に限らないだろうが、自分の働きがパレスチナ社会に貢献す

るものであることを願い、将来はそのような仕事を選びたいと口にする若い人たちの声を

頻繁に耳にする。パレスチナでは、社会貢献という言葉に日本社会で聞くような「そらぞ

らしさ」がない。というよりも、なされていることは客観的に見れば質の高い社会貢献で

あっても、わざわざそのような説明は不要であり、当然のことのようになされるのである。 

 『This Week in Palestine』は、パレスチナのホテルやレストラン、外国政府機関の事務

所などに置かれている無料の英語雑誌だ。1960 年生まれのサニー・メオ氏はアメリカ合

衆国でコンピューター技術を学んだ後にパレスチナに帰国し、1985 年にパソコン・ソフ

ト会社「ターボ・コンピューター」を設立した。当時存在していたワードプロセッサーに

不満を感じた彼は、アラビア語が使える多言語のワープロソフトやプリンターを開発して

成功を収め、その後はデザインに主力をおくようになった。1998 年、友人のアイディア

にヒントを得て刊行したのが『This Week in Palestine』である。以来、イスラエル軍の西

岸再侵攻があった 2002 年に一回だけ刊行出来なかったことがあったのを除いては、毎月

休むことなく刊行されているという30。毎号ともひじょうに充実しており、「パレスチナ

の音楽状況 過去と現在」というように、歴史的な幅をもった解説風のエッセーがあり、

                                                            
30 2015 年 2 月 9 日のインタビューより。また、2014 年 6 月にはイスラエル軍によってコンピュータ

ーを押収されるということもあったが、刊行は滞りなく行なったという。本誌にはつねに「次号予

告」どころか３号先までの内容予告が載っており、つねに先を見越した豊富な企画があることも伺

える。 
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［『フィラスティーン・ア

ッシャバーブ（若者のパレ

スチナ）』表紙］ 

「今月のアーティスト」「今月の本」といったパレスチナの文化に関する 新情報がある。

広告でさえ、パレスチナに関心をもつ外国人には貴重な情報源だ。常連の書き手もいるが

毎号何か必ず新しい情報、新しい動きを感じさせ、パレスチナの文化やそれを担う人材の

層の厚さを実感させる。  

 これだけの充実した内容の雑誌が無料でパレスチナ中に配布されていることに感嘆する

が、刊行のための援助は一切受けていないし、受けたくないという。ただし外国政府機関

の事務所には複数部を送り、購読料を受け取っている。原稿料や写真の使用料は支払って

いないが、そこは自分たちも利益度外視でやっていることだから理解を得ている、という。

自分たちがやっていることはビジネスではなく情熱なのだ、とサニー氏は言う。 

 そして 2006 年からは「ジール出版局」を立ち上げ『フィラスティーン・アッシャバー

ブ（若者のパレスチナ）』というアラビア語の雑誌も刊行している。こちらの読者対象は

外国人ではないので、短編や詩、エッセー、絵や写真など、主に作品そのものが掲載され

ている。誌面構成の違いから、『This Week in Palestine』以上に写真やグラフィックが多

用され、そのクオリティーはひじょうに高い。 

 これらはむろんソフトウェア・ビジネスでの成功や、長

年蓄積した技術や環境を持っているからこそ可能になった

活動である。パレスチナの文化の力は、サニー氏のように

直接文化に関わってきたわけではない技術者や実業家によ

っても支えられているということがよく分かる。その多く

は一時パレスチナから離れ、高等教育を受け実業界で蓄積

し、それをもっと広いかたちでパレスチナ社会に貢献しよ

うと考える人々であり、彼らは自己犠牲的なあり方によっ

てではなく、自分の特性や条件を 大限に生かしながら活

動し、そのことを通じて自分自身の世界をさらに広げてい

る。前述の「A.M.カッターン財団」の場合、設立者のカ

ッターン氏の財力や事業の規模はずば抜けているものの、

彼が決して例外的な存在というわけではなく、こうしたパ

レスチナ社会の土壌の中から登場していることが分かる。 
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4. おわりに 

 

 今回の調査期間中、ガザへの訪問を強く追及することはしなかった。そのため本文でも

ガザについてはまったく触れることが出来なかったが、第二部のインタビューにもあるよ

うに、「A.M.カッターン財団」はガザでの教育プログラムにも取り組んでいる。また、

「アイヤーム劇場」31はエルサレムに事務所を置きつつ、現在の活動の中心をガザに置き、

子どもを対象に上演とワークショップを続けている。 

 社会全体としては、ガザとのコミュニケーションが途絶え、情報も入りにくい状況下で、

関心も薄らいでいるように見える。ガザとの分断だけでなく、西岸のなかでの分断状況も

時間の経過とともにそれが既成事実化している。生活圏が狭まったまま 10 年以上を過ご

し、それ以外の事情に疎くなり、いわばパレスチナ人自身が今のパレスチナのことを知ら

ない、という状況が生まれている。 

 だからこそ文化・芸術活動がパレスチナ社会で果たしている役割は大きい。文化は抵抗

だ、と彼らがいう時、それは何もパレスチナのシンボルを用いる、あるいは分離壁やイス

ラエル兵を批判するといった直接的な表現のかたちによって抵抗への意思を示す、という

ことを指しているのではない。占領による支配の方法がますます巧みになるなかで、社会

のあり方や人々の意識を変え、新しい方法を生み出し続ける営み全体が抵抗の文化であり、

芸術や文化を通じてそれを日々作り出し発展させてゆこうとしているのがアーティストや

彼らを支える人々である。彼らはそのようなかたちでイスラエルの占領に抵抗を示すだけ

でなく、パレスチナ人とパレスチナ社会の主体的な生き方やあり方を妨げてゆく国際社会

の思惑を敏感に感じ取り、それに対して自分たち自身の力で豊かな文化のありようを示す

ことで、おのずから私たちに答えを示そうとしているのではないだろうか。 

 

 

  

                                                            
31 1994 年に活動を開始。英語の団体名は Theatre Day Production だが、アラビア語名称は直訳すれば

「演劇の日々」となる。Yes 劇場同様、上演だけでなく子どもたち自身が演技をするためのプログ

ラムも行なっており、演劇が日常生活のなかに根づくことを期待しているという。Yes 劇場はもと

もと、アイヤーム劇場がヘブロンでの活動を終えたさい、ヘブロンで活動を続けるメンバーが新た

に設立したもの。 
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1. ジョージ・イブラヒム 

（アルカサバ劇団、ラーマッラー） 

2. スハイル・フーリー 

（エドワード・サイード・ナショナル音楽院、東エルサレム） 

3. スライマン・マンスール 

（パレスチナ国際美術アカデミー、ラーマッラー） 

4. オマル・カッターン 

（A.M.カッターン財団、ロンドン） 

5. ハーディー・ザッカーク 

（映画監督、ベイルート） 

6. ムウタッズ・ダッジャーニー 

（アルジャナー、ベイルート） 
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1. ジョージ・イブラヒム（アルカサバ劇団、ラーマッラー） 

 

2011 年 2 月 10 日＠川崎市アートセンター 

 

人物紹介： 

ジョージ・イブラヒム（George Ibrahim）：1945 年生まれ。

1970 年に東エルサレムで結成されたパレスチナを代表する

劇団、アルカサバ・シアター（Al-Kasaba Theatre）の総監

督として国内外で多くの舞台の作・演出を行い、俳優として

も活躍。『アライブ・フロム・パレスチナ－占領下の物語－』

（2004、2011 年）、『壁・占領下の物語 II』（2006 年）の公

演で来日。2014 年 11 月には、日本の演劇人との共作による

『羅生門｜藪の中』の東京公演も行った。2000 年にラーマ

ッラーに開設した劇場兼映画館（Al-Kasaba Theatre and Cinematheque）は、パレスチ

ナにおける舞台芸術の中心地となっている。 

 

山本： 

私はオスロ合意直後の 1993 年冬に、当時東エルサレムにあったアルカサバ劇場で、

ジョージさんにインタビューをしたことがあります。その時には、パレスチナ自治政府

（PA）の誕生を目前に控え、芸術・文化活動の独立性とプロフェッショナリズムを守

るために、芸術家たちの連帯が必要であるとして、アルカサバ・シアターやサナービル

劇団、音楽グループのサーブリーン、画家のスライマン・マンスール氏らで「PASKA」

というプロの芸術家たちの連合体を立ち上げた、というお話をうかがいました。そこで

今回は、実際に PA が成立して約 20 年が経つ中で、文化と政治の関係にどのような変

化があったかを中心にお話を伺いたいと思います。 

 まず、アルカサバ・シアターのウェブサイトを見ますと、文化 NGO としてパレスチ

ナ内務省および文化省に登録されているとの説明があり、登録書の写しも掲載されてい

ます。こういった手続きは、各団体に義務付けられているのですか？ 

 

ジョージ： 

 義務付けられています。どこで、誰が、何をしている団体なのか、登録する必要があ

ります。そうした登録は世界中どこでも行われていることです。 

 

山本： 



科学研究費補助金研究成果報告書 
現代パレスチナ文化の動態研究－生成と継承の現場から 

 
 
- 62 - 
 

 同様の手続きは PA 設立以前にも、イスラエルあるいはヨルダンが行っていたのです

か？ 

 

ジョージ： 

 そうです。同様の手続きです。ただ、文化行政に理解のある同じパレスチナ人が手続

きするようになったわけですから、認可が簡単に出るようになりました。以前はもっと

細かく審査されましたし、時には認可が出ないこともありました。今では、文化はパレ

スチナの生活基盤の一部であり、発展させる必要があるとの方向性を、PA は打ち出し

ています。 

 

山本： 

 それによって、あなた方の活動はより容易になったのでしょうか？ 

 

ジョージ： 

 そうです。他にも多くの文化団体が誕生しました。 

 

山本： 

 文化省は助成をするのですか？ 

 

ジョージ： 

 いえ、文化省は精神的な支援だけで、金銭的な支援はしません。文化省の予算はほと

んどありませんし、PA には戦略的な文化政策がありません。あったとしても、劇団や

文化団体への金銭的支援は物理的に難しい。私は PA の関係者や政治家との間に強いパ

イプがありますが、それを通じて感じるところでは、彼らにはその意思はあっても能力

がありません。 

 アルカサバ・シアターではこれまでに、映画祭や演劇祭の開催といった特定の事業に

対し、わずかな助成を PA から引き出せたこともありますが、EU や企業などからの支

援に主に頼ってきました。日常的な活動については、助成はほとんど受けていません。

個別の演目について、領事館や財団などの助成を申請することはありますが、取れたり

取れなかったりといったところです。助成が取れるかどうかで活動内容が左右されると

いうのは我々が抱えている問題で、海外の文化団体には「年間予算もなしに活動してい

るのか」と呆れられます。 

 こうした事情は、私たちの活動内容を制限しています。実際には私たちにはより多く

の活動ができるだけの能力がありますが、それを実現するだけの資金がありません。そ

れでも私たちの劇場では、国際演劇祭と国際映画祭を毎年開催していますし、毎日 4 本
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の映画上映を行っています。また、国内外から音楽や演劇のグループを迎えて、公演を

開催しています。加えて、私たち自身の劇団の公演を国内外で行っています。国際的な

演劇祭だけでなく、日本で行っているような単独公演もあります。 

 さらに私たちは 近、ドイツの Folkwang University of the Arts と合同で、パレスチナ

初となるドラマ・アカデミーを開設しました。現在、20 人の学生が演技を学んでおり、

来年（2012 年）には初の卒業生を送り出します。 

  

山本： 

 PA の成立後、海外とのコンタクトがより容易になったという側面はありませんか？ 

 

ジョージ： 

海外とのコンタクトについては変化ありません。PA ができる前から私たちは個人の

レベルで海外との関係を築いてきました。海外に出る機会があるたびに関係を広げてき

たのです。私たちは世界中の演劇祭に数多く参加し、多くの賞を受けてきました。たと

えば『アライブ・フロム・パレスチナ－占領下の物語－』がカイロとチュニジアの国際

演劇祭で受賞した時には、すぐにアメリカやイギリス、ベルギー、ドイツなどから公演

のオファーが届きました。このようにいい仕事をすれば、活躍の場が広がるのです。パ

レスチナから来ました、というだけでは関係は続きません。私たちは PA を通じてでは

なく、個人的な、また芸術を通じた関係を築き、優れたパレスチナのアーティストとし

ての地位を獲得してきたのです。 

 

山本： 

 そうすると、PA 以前と以後とで、状況の変化はあまり感じられないということでし

ょうか？ 

 

ジョージ： 

 いいえ、状況はとても変わりました。PA 以前、芸術活動を直接管轄していたのはイ

スラエルの占領当局でした。数多くの圧力がかかりましたし、作品はイスラエルの検閲

を受けました。現在は一切、検閲を受けません。 

 

山本： 

 PA は検閲を行ってないのですか？ 他のアラブ諸国では検閲があるのが普通ですが。 

 

ジョージ： 

 そう、パレスチナには占領はあっても警察国家はありません（笑）。芸術作品は検閲
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されないということは、パレスチナ憲法（基本法）に定められています。たとえば、ワ

タン・ア・ワタルという風刺コメディーのグループなどは、アッバース大統領の面前で

物まねをしたり、批判したりしています。私たちは他者や自己の批判に関して鷹揚です。 

 

山本： 

 PA からの圧力や干渉は感じないということですか？ 

 

ジョージ： 

 PA からの圧力や干渉はありません。ただし、パレスチナの社会通念上、性的な表現

や宗教への過激な批判などについて、自己検閲している面はあります。この点は少しず

つ変えていきたいと思っています。まだ道半ばではありますが（笑）。芸術というもの

は一般に、性や宗教についての既成概念から自由にならなければ、自由な思想に至れま

せん。芸術家は性、宗教、そして政治という三つのしがらみから解き放たれる時、舞台

の上で開放的になり、観客に自らを曝すことができるようになる。舞台の上で自由に語

れるようになるのです。しかし、パレスチナではこの段階に至るまでに、まだ時間が必

要です。 

 

山本： 

 そうすると、PA 成立以降、パレスチナの文化活動は発展したと思われますか？ 

 

ジョージ： 

 前進したと思います。文化的な開放がありました。たしかに占領は続いていますが、

統治の中心ではなく、周辺に移りました。かつては私たちの生活のあらゆるところに占

領があったわけですが、現在では検問所や、私たちをとりかこむ枠を通じて、占領は存

在しています。外部に出たい時には許可証を取らなければいけないし、食料も水も燃料

も、全ての物資を私たちは占領を経由して買っています。我々は分離壁によって囲い込

まれてはいますが、かつて私たちの内部にいたイスラエル軍は周辺に移りました。 

 

山本： 

 つまり、囲い込まれてはいるけれども、その内部では息ができる、というわけですか？ 

 

ジョージ： 

 そうですね。 

 

山本： 
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 一方で、パレスチナ文化を取り巻く状況について、PA 成立以降、マイナスの面はあ

りませんか？ 

 

ジョージ： 

 そう、マイナスの面もたくさんあります。パレスチナ人は元来、知的で教養ある人々

なのですが、占領の継続によって、社会生活が保守的になりました。この保守性が、芸

術にも影を落としています。PA のメンバーには、かつてレバノンやエジプト、あるい

はアメリカやヨーロッパなど、様々な国に暮らし、それぞれの文化に影響を受けて戻っ

てきた人たちがいます。元々パレスチナには他のアラブ諸国に比べてアーティストや文

学者や知識人が多かったのですが、海外からパレスチナに戻ってきた人たちは、それぞ

れが暮らしていた社会から異なる価値観をもたらしました。しかし全体としては保守的

だという共通点があります。 

 また相次ぐ占領と、私たちが置かれている苛酷な生活は、宗教的なカウンター・リア

クションを引き起こし、極端に信心深いパレスチナ人たちを多数生み出しました。その

ために、宗教の理念が文化の理念を凌駕する事態が起きています。思考が狭まり、宗教

のことしか考えられなくなる。ここに危険性があります。他者や世界への開かれた姿勢

が失われ、宗教生活や宗教教育だけに集中し、閉じこもるようになってしまう。イスラ

ームでもキリスト教でもユダヤ教でも仏教でも、いかなる宗教であっても、古い昔の教

義だけに集中して、現代の世界と関わりをもとうとしなければ、開かれた知性にはなり

えません。 

 PA 成立後にパレスチナ文化を取り巻く状況に変化があったかという質問に立ちかえ

れば、もちろん変化はありました。当初、開明的な PA のメンバーたちは文化的な開放

を奨励し、文化センターを建てるなど、占領によって破壊されたパレスチナ文化の修復

を図りましたが、一部しか実現していません。その理由は、PA 自体がいまだに占領下

にあり、財政的に欧米など外国からの援助に依存しているためです。財政的な依存は、

支援国の言いなりになる危険性も生みます。 

それでも少なくとも人々は「独立」の一端を感じるようになりました。今では何か問

題が起きても、イスラエルではなくパレスチナの機関があります。たとえば、イスラエ

ルの軍事法廷にかわって、パレスチナの裁判所ができました。省庁にしても警察にして

も同様です。さらに、演劇や映画に行こうという人も増えました。治安が改善して、夜

の外出もできるようになりました。芸術や文化に関わろうという人も増えましたし、文

化的な組織も増えました。政治だけでなく、社会的な側面から、パレスチナ問題を描こ

うとする作品が出てきました。パレスチナの文化状況に変化が生じたのです。たとえば

以前なら、海外公演をして戻ってきたグループが、イスラエル占領当局によって処罰さ

れることもありました。また、PA 成立以降、パレスチナ人アーティストが海外に進出
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しやすくなり、認知が広まりました。制約はありますが、PA は文化を奨励しています。 

 

山本： 

 しかし、ガザでは状況が異なるのではないですか。 

 

ジョージ： 

 ガザ地区は宗教勢力に支配されていますから、状況は異なります。宗教の名のもとに、

社会的な後進性がもたらされることにつながっています。彼らもインターネットやらフ

ェイスブックやらグーグルやらといったテクノロジーを利用してはいますが、それは宗

教思想のためであって、前進ではなく後退をもたらします。ガザ地区の状況は本当に問

題です。 

 

山本： 

 ところで、ラーマッラーには 2004 年に文化宮殿（Ramallah Cultural Palace）というホ

ールが日本の資金援助によって建てられましたが、これについてはどうお考えですか？ 

 

ジョージ： 

 日本の資金で建てられたホールで、ラーマッラー市役所がさまざまなイベントに使用

しています。ただ、日本はお金を出しただけで、現場の作業を監督していなかったのだ

と思います。現場の監督を担当したのは UNDP でしたが、普通の建設業者に作業をさ

せたために建物に数々の問題が起き、修復や修繕のための費用が生じています。ホール

の建設自体は素晴らしいアイデアだったのですが、たとえば、建材が粗悪だったために

舞台の床板が数年で剥がれてしまったりして、現在、修復作業が行われているところで

す。またこのホールは貸し出し用で、専属の劇団やアーティストがいるわけではありま

せん。 

 

山本： 

 アルカサバ・シアターの場合には、専用の劇場をお持ちですよね。 

 

ジョージ： 

 我々の劇場は、理解の深い技術者たちが手掛けた、芸術に必要な設備を備えたもので、

しかも小さい劇場ではありません。二つのホールがあり、ひとつは 370 席、もう一つも

300 席近くあります。教室やカフェテリア、ギャラリーや資料室など、全てが揃ってい

ます。 
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山本： 

 日本政府もあなた方の劇場に助成してくれれば、もっと役だったかもしれませんね。

今日はありがとうございました。 
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2. スハイル・フーリー 

（エドワード・サイード・ナショナル音楽院、東エルサレム） 

 

2013 年 2 月 23 日＠エドワード・サイード・ナショナル音楽院 

 

人物紹介： 

スハイル・フーリー（Suhail Khoury）：1963 年生まれ。ポ

ピュラー・アート・センター、パレスチナ文化省を経て、エ

ドワード・サイード・ナショナル音楽院（The Edward Said 

National Conservatory of Music）のジェネラル・ディレクタ

ー。パレスチナにおける音楽の教育と実践の環境整備に尽力

するかたわら、作曲家・演奏家としても活躍。エドワード・

サイード・ナショナル音楽院は 1990 年に創設された音楽学

校で、2004 年に理事会メンバーでもあった故エドワード・

サイードにちなんで現在の名称となる。本部のある東エルサレムのほか、ラーマッラー、

ベツレヘム、ナブルス、ガザに支部があり、児童からプロを目指すレベルまで、西洋音

楽とアラブ音楽の双方を指導、また各地の難民キャンプなどでのワークショップも行う。

パレスチナ・ナショナル・オーケストラを筆頭に、複数のオーケストラを擁し、音楽フ

ェスティバルやコンサート、コンペティションなども開催する、パレスチナにおける音

楽活動の中心的組織。 

 

山本： 

私が 初にスハイルさんにお会いしたのは 1993 年ですが、その当時はポピュラー・

アート・センターにおられて、今では毎年恒例となったパレスチナ国際フェスティバル

の実現に尽力されていらっしゃいました。ポピュラー・アート・センターは音楽とダン

スの教育と公演、特にパレスチナの民族舞踏ダブケの公演で世界的に知られていますが、

1987 年という、第一次インティファーダが始まった年に創設されており、インティフ

ァーダと当時の芸術運動との連動をまさに体現する団体だというお話でした。つまり、

スハイルさん自身の芸術的な出発点は、インティファーダだと言えると思います。パレ

スチナ自治政府（PA）発足後の 1995 年に再訪した時には文化省におられて、その後、

現在のエドワード・サイード・ナショナル音楽院の責任者になられたわけです。オスロ

合意から PA 成立を経てのこの 20 年の間にパレスチナの文化状況に起きた変化の只中

におられたスハイルさんは、パレスチナ文化の現状をどうご覧になっていますか？ 

 

スハイル： 
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パレスチナの文化、特に音楽の状況は、急速に発展しています。質的に大きな変化が

ありました。20 年前には音楽学校も、今ほど複数の音楽のグループも、公演のための

様々な施設も、存在していませんでした。現在、我々は「音楽の革命」を目の当たりに

しています。今では 2000 人の男女の学生が音楽を学んでいます。このエドワード・サ

イード・ナショナル音楽院には東エルサレム、ラーマッラー、ベツレヘム、ナブルス、

ガザに 5 つの支部があり、それ以外にも各地でアウトリーチ・プログラムを実施してい

ます。こうした活動によって、人々の音楽への見方にも質的な変化がありました。 

 これらは政府ではなく、民間の組織によってもたらされたものです。文化省は「寝た

きりの病人」のようなものです。何もしない。一方、NGO やアーティストたちの活動

は、大きく隆盛しました。音楽だけではありません。映画や美術は目覚ましく発展しま

した。舞台芸術については若干、後退した感がありますが、他の面では前進がありまし

た。重要なことは、人々が教育の意義を認識したことです。以前は、才能があるかどう

かというだけでしたが、今では教育に関心を持つ人が増えています。この音楽院以外に

も数カ所の音楽学校がありますし、美術については美術アカデミー（International 

Academy of Art, Palestine）が 2006 年に出来ています。アルカサバ・シアターが運営して

いるドラマ・アカデミーもあります。芸術を真剣に学ぶことへの関心が生まれました。

このことは、アマチュアだけでなく、プロフェッショナルなレベルでの結果を生むこと

につながっています。 

 1980 年代には、プロを目指すレベルの学生は私くらいでしたが、2000 年代には 30～

50 人に増えました。作曲など創造面ではまだまだかもしれません。しかし今では、パ

レスチナ・ナショナル・オーケストラがあり、ユース・オーケストラがあり、他にも音

楽院で結成した楽団がいくつもあります。アラブ音楽の楽団もいくつもできました。民

謡への関心は低下したかもしれませんが、正統的なアラブ音楽への関心は高まっていま

す。 

 このように、「文化の革命」が起きており、それを音楽が牽引していると思います。 

 

山本： 

 スハイルさんはアメリカの大学で音楽を学ばれましたが、それ以前にはどのような音

楽教育を受けていたのですか？ 

 

スハイル： 

 この音楽院の初代学院長でもあるアミーン・ナーセルさんに習っていました。アミー

ンさんはドイツで音楽を学び、1970 年の「黒い九月」事件の後、ヨルダンの首都アン

マンからパレスチナに戻り、個人で音楽学校を開いたのです。ほとんどの学生がピアノ

を学んでいて、私一人がクラリネットを学んでいました。 
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山本： 

 「音楽の革命」「文化の革命」が起きているとのお話でしたが、そうした文化・芸術

活動は、パレスチナの社会や政治経済にどのような影響を与えるとお考えですか？ 

 

スハイル： 

 「誇り」の感覚を育てることが重要だと思っています。この「誇り」は、社会の成立

と発展にとって欠かせないものです。オリンピックに出場しても、私たちはいつも 下

位です。でも、オーケストラを持つということは、容易なことではありません。80 人

もの団員が集団で正確な演奏をするためには、何千時間もの真剣な練習が求められる。

こうした今までにないレベルの仕事を通じて、誇りや自尊心を得ることができるのです。

敗北感や無力感は、暴力的な方法での自己表現につながります。暴力を受けた人は、暴

力でやり返してしまう。でも私は、人間的で文明的な自己表現があると知っています。 

ですから、こうした「誇り」の感覚は、直接的な影響はないかもしれませんが、長期

的には大きな影響があると思います。私はいつもそうした長い先を見据えた仕事をして

きました。たとえば私が文化省にいる時に、この音楽院の構想を提案しても、「今の状

況でコンサートなんか開けないだろう」と言われました。私は「コンサートをすること

が目的なんじゃない。今すぐに成果を出そうとは思っていない。長い目で見て欲しい」

と答えました。水が少しずつ溜まっていくのを待つようなものです。短期間では成果は

見えません。20 年経って、ようやく目に見える成果が出てきました。これは重要なこ

とです。私は人間に投資してきたのです。バイオリンを習得するのに 15 年費やしたと

して、何も失うものはありません。高い技能を身につけることができるのです。そうし

た人間が集団となることによって、社会に変化が生まれると考えています。 

また、コンサートやイベントを活発に行う活動的な社会では、経済面でも違いが出る

はずです。これは後援を依頼するために銀行や企業を訪れる際、私たちがいつも言って

いることなのですが、あなた方は投資をしているのであって、その利潤は後になって返

ってくるのだと。活動的な社会になれば、様々なプロジェクトが動き、経済も活性化す

る。ラーマッラーで起きているようなそうしたサイクルを、他の地域にも広げたいと考

えています。ただ働いて家に帰るだけではない、活き活きとした社会が必要です。 

 

山本： 

この音楽院の設立は、スハイルさんたちの発案によるものなのですか？ 

 

スハイル： 

音楽院の発案は 1990 年に、私の先生であるアミーン・ナーセルさんと私を含めた 5
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人の音楽家が集まって生まれました。開設されたのは 1993 年、PA ができる前のことで

す。開設当初は今のようなビジョンがあったわけではなく、ラーマッラーに一つの学校

を作ったというだけのことでした。1994 年に私は文化省で働くことになり、ヨルダン

川西岸地区とガザ地区、さらにはイスラエル領内のナザレも含めて、パレスチナの主要

都市すべてに支部を作る「ナショナル音楽院」としての構想を省に提案しましたが、真

剣には受け止められませんでした。でも、私たちは真剣だったのです。そして今、その

構想は実現しつつあります。 

 

山本： 

音楽院はビールゼイト大学の理事会の傘下に入っているそうですが、あなた方から大

学側に音楽院のアイデアを提起したのですか？ 

 

スハイル： 

その通りです。音楽院の設立を準備していた 1990 年から 93 年にかけては、まだ第一

インティファーダの時期で、自分たちだけでは設置の登録が法的に出来なかったので、

ビールゼイト大学に提案をして、その傘下のプロジェクトにしてもらいました。ビール

ゼイト大学の側でも音楽教育に関心を持っていましたが、当初はいきなり大学レベルか

ら始めるのではなく、子供向けの音楽学校としてスタートしました。その後、第二次イ

ンファーダなどひじょうに困難な時期もありましたが、音楽院は活動を継続し、今では

大学レベルの教育を行えるようになりました。音楽院の活動が成熟してきたところで、

私たちはプロの養成やアラブ音楽の教育というプログラムに乗り出したのです。 

 

山本： 

先ほどスハイルさんは、PA の文化省について「寝たきり状態」と表現なさいました

が、芸術の重要性についての認識が足りないということでしょうか。何が問題なのです

か？ 

 

スハイル： 

芸術の重要性の問題ではないのです。一つには、パレスチナ解放機構（PLO）の拠点

がベイルートにあった時代から引き継がれてきた、歴史的な問題があります。PLO は芸

術家を文化局の職員に登用するのを常としてきましたが、芸術家が役所で働くのにふさ

わしいとは限りません。文化行政に通じた人間が、芸術家が活躍できる機会を整えると

いうのが筋のはずです。芸術家でも行政能力にたけた人はいますが、それはほんの一部

です。ところが PLO は、芸術家たちを文化局で雇用し、創作活動をさせ、年金を支給

してきました。そして、PA ができると、そうした芸術家たちが一緒に帰還して、文化
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省の役人になったのです。 

 私は熱意をもって文化省に入りましたが、そこに何のアイデアもビジョンも見出せま

せんでした。しかもそれが慣例となってしまい、誰も変えようとしなかったのです。こ

うした雇用の仕方は、「意図せぬ汚職」の一例だと思います。意図して横領するわけで

はありませんけれども、働かない人間が年金を支給されているのですから。文化省の予

算はたしか年間 2200 万シェケル［6～7 億円］くらいだったと思いますが、民間の芸術

団体であればこの額で素晴らしい活動ができますよ。 

あまりに非合理的なので、私は 9 カ月で文化省を辞めました。私は音楽・ダンス局の

局長でしたが、局長が計画を立案し、芸術部に提出し、それが文化大臣の元に上がり、

閣議を経て、議会で予算が審議されて承認される、といったようなシステムは存在しま

せんでした。どこかのグループが大臣に話を持ち込み、大臣はアラファトに話をつけて、

アラファトが OK を出すなんて、おかしいですよ。 

 

山本： 

表現や意見の自由についてはどうでしょう。 

 

スハイル： 

それについては問題ありません。歴史的に私たちは、イスラエルに逮捕されようが、

自由に意見を表明してきました。PA のメンバーの大半はそうして闘ってきた人たちで

すから、その点は変わりようがありません。 

 ただ、ガザについては現在、多少の問題があります。それでも、ガザには私たちの音

楽院も支部を持っていますが、うまくやっています。男女の場所を分けるなど、いくつ

かの注文がついたことはありますが。 

一度、ビールゼイト大学のシャリーフ・カナーアナ教授のフォークロアに関する著書

が発禁になり、問題になったことがありました。収録されている民話の中に受け入れが

たい表現があるというのです。イスラーム主義者にとって「受け入れがたい」というこ

とです。でも、こうした問題は限定的です。 

 

山本： 

 検閲についてはどうですか？ 

 

スハイル： 

 検閲はありません。たまに演劇の上演が禁じられたというような話はありますが。 

 

山本： 
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 あなた方がガザで活動するに際して、ハマース政府から協力を得ているのでしょうか。

音楽院のガザ支部を開設する時の認可はハマース政府から得たのですか？ 

 

スハイル： 

 協力はありませんが、拒否されたり禁じられたりしたこともありません。たとえばコ

ンサートを開く際には許可が必要ですが、ちゃんと出してくれます。 

 ガザ支部については、私たちは A.M.カッターン財団と共にプロジェクトを開始しま

した。A.M.カッターン財団はガザに子どものためのセンターを開設しており、そのセン

ターの活動として始まりましたので、禁じられることはありませんでした。ヨルダン川

西岸地区における、ビールゼイト大学との関係と同じです。すでに認可を持っている団

体なので、もう一度認可を取る必要はなかったわけです。 

 2 年前にトゥールカレムである劇団が上演を拒否されて、問題になったことありまし

たが、文化省は私たちと一緒に働きかけてくれました。つまり、検閲は文化省が行って

いるわけではなく、ある方面からの指示があったりした場合に、特にイスラームの影響

が強い地区などで、起こりえるということです。 

それでも、ヘブロンやガザ地区のような、ひじょうに保守的な地区でも、私たちの活

動は受け入れられています。私たちがやっているのは音楽ですから。たとえば、ウンム・

クルスーム［注：アラブ歌謡の大スターであったエジプト人女性歌手］の曲を禁止する

人などいるでしょうか？ 性的なニュアンスのあるものなどは問題になるかもしれま

せんが、私たちがやっているのは良質で真剣な音楽ですから、攻撃されることはありえ

ません。 

 

田浪： 

 この音楽院の予算はどうなっているのでしょう？ 学費が 30 パーセント、とうかが

ったのですが。 

 

スハイル： 

 今ではもっと少ないです。たとえばガザ支部は無償です。ナブルス支部では学費は半

額にしています。しかも正規の学費はそもそも経費の半額にすぎません。ヘブロンなど

でのアウトリーチもほぼ無償です。このため、生徒の学費に依存する割合は減っており、

もっと高めたいと思っています。他には、パレスチナ内の個人の寄付が重要で、特に今

年はこの寄付金集めに重点を置いています。次にパレスチナやアラブ諸国の機関や企業、

その後に国際機関からの寄付が続きますが、その依存度は減らしていきたいと思ってい

ます。音楽院は一回きりではない、継続的な事業ですから。国際的な機関は、直接的に

ではありませんが、政治的な関わりをしてくることもありますので、そこから脱却した
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いと思っています。 

 

田浪： 

 寄付や助成を受け入れるにあたっての条件はありますか？ 

 

スハイル： 

 我々が条件を課されることはありません。我々の側が設けている条件はあります。た

とえば、アメリカ政府からの助成は受けません。もちろん、個人やパレスチナとの連帯

を目的にした団体などからの資金は問題ありませんが、アメリカ政府からは受け取りま

せん。はっきりと政治的な条件が課されるからです。 

 助成を出す側と受ける側の理念が一致する場合は問題ありませんが、たとえば私に

「助成を出すからアメリカのポップスを勉強しろ」と言われても、私にはその意思があ

りません。ヨーロッパ諸国の場合たとえば、ヨーロッパに向かう移民の数を減らす目的

で、第三世界における開発援助をする場合があります。私はその考え方に賛成なので、

受け入れられます。一方、アメリカの援助の場合、パレスチナとイスラエルの協力関係

や共生の醸成を目的にしていることが多い。私は現段階において、それは危険だと思っ

ています。私はイスラエルから解放されたいのであって、共生したいのではありません。

まず解放されて、そのあとに話し合うことです。あたかも占領など存在しないかのよう

に両民族の共生を語るのは、イスラエルの意向に沿った方向性です。占領が存在してい

る以上、私はそうした話を受け入れることはできません。 

 ところで、日本からの支援でラーマッラーに文化宮殿が建てられたことは、大きな貢

献でした。それまでは何かの公演があったとしても、100 人規模の小さなホールしかな

かったのが、700 人規模の立派な施設ができたことで、多くの人々が観に行こうと思う

ようになりました。また、私が文化省にいた同時、たくさんの楽器も寄贈されました。 

 

山本： 

もちろん、そうしたハード面での支援も大切ですが、日本もノルウェーなどのヨーロッ

パ諸国のように、制作などのソフト面においても、もっと文化や教育に関心を向けてほ

しいと思います。今日はありがとうございました。 
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3. スライマン・マンスール（パレスチナ国際美術アカデミー、ラーマッラー） 

 

2013 年 2 月 28 日＠パレスチナ国際美術アカデミー 

 

人物紹介： 

スライマン・マンスール（Sliman Mansour）：1947 年生まれ。

油絵や泥を使った造形作品で高い評価を受けているパレスチ

ナを代表する美術家。パレスチナの抵抗精神を象徴的に表現し

たポスターで一般にも広く知られている。パレスチナ美術家同

盟の創設者のひとりで、1986 年から 90 年まで代表を務める。

1994 年に東エルサレムに開設されたワースィティー・アート

センターの創設者のひとりでもあり、現在は、ラーマッラーの

パレスチナ国際美術アカデミー（International Academy of Art, 

Palestine）の理事。パレスチナ国際美術アカデミーは、ノル

ウェーの画家 Henrik Placht の働きかけにより、2006 年にノルウェー外務省の資金援助

で設立された。オスロ・ナショナル美術アカデミーのカリキュラムにならった現代美術

の高等教育機関である。 

 

山本： 

 スライマンさんはパレスチナ美術の草分け的な存在でいらっしゃるわけですが、1967

年から 70 年まで、イスラエルのベツァルエル美術デザイン学院で学んでおられますね。

その当時は今よりもさらに状況は厳しかったのではないでしょうか？ 

 

スライマン： 

 私は 1967 年にイスラエルの美術大学に入学しましたが、当時の状況は私たちにとっ

て今よりも楽でした。というのも、イスラエルとパレスチナの関係性が明確だったから

です。彼らは占領者する側、私たちは占領されている側であり、その双方が、占領は２

～３年で終わるものと考えていました。今のように占領が固定化するとは思わず、一時

的な訪問くらいに考えていたのです。その後、イスラエル側の考え方が変わり、この土

地は自分たちのものだと思うようになりました。しかし当時、特に美術大学の学生たち

は、リベラルで開明的でしたし、今よりも楽でした。 

 

山本： 

 美術大学はパレスチナ人学生を簡単に受け入れたのですか？ 
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スライマン： 

 そうです。特に、東エルサレムがイスラエルに併合されたために、統合をアピールす

るため、東エルサレムのパレスチナ人学生を美術大学に迎え入れるという政治的な意図

が働いたのです。私は占領下のパレスチナ人学生の 初の一人でした。ほかに、一人か

二人、イスラエル領内のアラブ人学生もいました。 

 しかし正直、私は大学で多くを学びませんでした。大学は抽象美術が中心で、私には

あまり役に立ちませんでした。しかし学生たちとはよく政治的な議論をしました。ある

時、大学の図書館で火事があり、私に疑いの目が向けられたことがありました。結局、

電気系統の事故だったことがわかったのですが、こうした小さな事件は、私に「自分は

この社会の一員ではない」という感覚を抱かせるに十分なものでした。 

 

山本： 

 すると、美術大学はあなたの作品にはあまり影響を与えなかったのでしょうか？ 

 

スライマン： 

 与えませんでしたね。私は学生時代から政治の要素が入った作品を描いていましたが、

教授は他の学生の作品にはコメントしても、私の作品には何も言わず、ただ「続けなさ

い」というだけでした。絵画の基本的なテクニックについては、多少学んだと思います

けれども。 

 私は大学に入る以前から、避難民や難民キャンプなど、政治の要素が入った絵を描い

ていました。1967 年の戦争以前にも、個展を開いています。当時私はアメリカに留学

しようとしていて、アメリカ大使館の文化担当官が、個展を開きたいのなら場所を提供

すると言ってくれたのです。いくつかの絵を展示しましたが、全て政治的なテーマでし

た。私は絵を描き始めた当初から、政治的な方向性を持っていたのだと思います。 

 芸術は何かについて語るものです。私はメッセージ性のない抽象は好きになれません

でした。パレスチナ人にとってのメッセージとは何かといえば、やはりパレスチナ問題

です。それが私たちの生きている状況ですから。 

 

山本： 

 しかし、スライマンさんの作品を見ていると、抽象へと作風が変化した時期があった

ように思えるのですが。 

 

スライマン： 

 時期によります。例えば私が泥（mud）を使った作品を作り始めた時期には、少し抽

象的な方向に向かいました。しかし、泥という材料は、大地から採られたものです。私
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は当初、泥を使いさえすれば、それで十分、政治的なメッセージになると考えていまし

た。 

 

山本： 

 つまり、泥という材料を使うこと自体が、スライマンさんと大地［注：アラビア語で

『アルド』。土地、国を意味する］との関係性の表現だということですね？ 

 

スライマン： 

 そうです。泥を使うことが政治的メッセージなのです。その後、色々なフォルムを模

索し始めましたが、 初から抽象を目指していたわけではないのです。 

 

山本： 

 話を 1970 年代に戻して、パレスチナ美術家同盟やギャラリー79 など、当時の活動に

ついてお話しいただけますか？ 

 

スライマン： 

 美術家というのは個人で活動するのが常なので、占領地の美術家たちを結集させるの

は容易ではありませんでした。しかし私は元々、集団作業が好きで、私と特にナビール・

アナーニー［注：1943 年生まれの美術家。スライマン氏と共にパレスチナの芸術運動

の組織に貢献。アカデミーの理事］の存在は、美術家を組織して同盟を結成するのに大

きく貢献したと思います。 

 1975 年のパレスチナ美術家同盟の結成には、政治的な目的がありました。労働組合

や教職員組合のように、美術家にも組合が必要だという考えが生まれたのには、PLO か

らの示唆もありました。命令ということではなく、そうしたらいいんじゃないか、とい

うような示唆がありました。私たちも、占領下で身を守るために、それは良いアイデア

だと考えました。例えば、同盟が出来た当初、二人の美術家が投獄されていましたし、

展覧会の開催もできませんでした。同盟の存在は、投獄されている美術家の存在に光を

当て、美術家が共同で作業することの助けになりました。 

 美術家を組織することに加えて、様々な政治問題について、美術家の意見を他の組織

の意見に付け加えることも必要でした。政治問題が議論される集まりで、美術家たちの

代表として意見を表明する組織が必要だと考えたのです。 

 

山本： 

 つまり、パレスチナ社会の形成においても、占領との闘いにおいても、パレスチナの

美術家たちの役割が重要であると考えておられたわけですね。 
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 イスラエル占領当局の側からは、同盟の活動に対して圧力や妨害などはあったのでし

ょうか？ 

 

スライマン： 

 同盟の結成当時、メンバーの中には、イスラエルから組合設立の許可を取得した方が

いいという者と、必要ないという者がいて、数名が許可を申請したのですが、しばらく

して結成は認められないという回答が来ました。それで、許可が取れようが取れまいが

関係なく、活動を始めることにして、エルサレムで団体展の準備を始めました。資金が

なかったため、エンジニア組合から援助を受けました。その後、展覧会はラーマッラー

やナブルス、ナザレ、ガザと巡回し、多くの観衆が訪れました。ナブルスでは市役所の

建物が会場となり、長蛇の列ができました。パレスチナ美術の展覧会を見るのは初めて

だったからです。 

 その後、電気も来ていないような難民キャンプや村にも巡回し、さらに多くの家庭に

まで行きわたるようにと、絵をポスターにしたのです。私たちがポスターの印刷をはじ

めると、多くの人々が関心を示し、ポスターを買って家に飾りました。私たちは関心の

的となり、たくさんの連絡が来るようになりました。イスラエル側も私たちが重大なこ

とをしていると気付き、ポスターを没収しはじめました。またその頃、私たちのギャラ

リー79［注：ヨルダン川西岸地区に 初に開かれたギャラリー。イスラエル占領当局に

よって閉鎖された後も、芸術家たちの交流の場として知られた。PA 成立後に文化省の

ビジュアル・アート部局の建物となり、現在はパレスチナ国際美術アカデミーの建物に

なっている］にもイスラエル軍がやって来て、絵を没収し、ギャラリーを閉鎖したので

す。 

 当時は、政治的な絵だという理由で、私にしてもナビールにしても、作品が没収され

ることはしょっちゅうでした。私たちはそれを逆手にとり、作品が没収されたと新聞に

書いてもらって、名を売ろうとしたりしたものです。芸術家の投獄もありました。私も

数回、投獄されています。ギャラリーが閉鎖された後、私とナビールとイサーム［注：

イサーム・バドル。スライマン氏やナビール・アナーニーと共にパレスチナ美術家同盟

を創設、ギャラリー79 の創業者でもあった美術家］は警察署に呼ばれ、「なぜ政治的な

絵ばかり描くのか」と言われました。そして、パレスチナの旗を禁じるイスラエルの法

律を持ち出し、赤、緑、黒、白の４色で絵を描くことを禁じると命じられました。また、

イギリス委任統治期の法律を根拠に、展覧会をするには検閲を通らないといけないとも

命じられました。 

 赤、緑、黒、白の４色を禁じられたことに反発して、パレスチナの画家たちはこぞっ

てこの 4 色を使うようになりました。新聞もこの問題を取り上げましたし、イスラエル

の美術家たちの中からも、私たちに連帯する必要性を感じる人たちが出てきました。
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1980 年か 81 年頃、そうしたイスラエルの美術家たちの一団がラーマッラーを訪問し、

いい関係を築きました。その後、私たちと彼らとで、占領終結を訴えた合同展を開催し

ました。その後も 20 回から 25 回ほど合同展を開き、関係は第二次インティファーダが

激しくなった 2004 年頃まで続きました。 

 

山本： 

第二次インティファーダの時の方が、第一次インティファーダの時よりも、状況は厳

しかったわけですね。 

 

スライマン： 

 第一次インティファーダは民衆の革命でしたが、第二次インティファーダはより暴力

的でした。また、第一次インティファーダは新しい文化を作りました。パレスチナ文化

に影響を与えたのです。たとえば私たちが泥や、土着の素材を使い始めたのは、第一次

インティファーダの影響です。音楽や文学にも変化が起きました。第二次インティファ

ーダは文化面ではパレスチナ社会に影響をあまり与えませんでした。民衆から沸き起こ

ったのではなく、ある種、作られた運動だったということです。 

 

山本： 

 スライマンさんのポスターは世界中で知られ、日本にいる私たちもしばしば目にして

きました。あなたの書かれたポスターが人々の胸に響いたのはなぜだと思われますか？ 

 

スライマン： 

 パレスチナ美術というものを、人々が渇望していたからではないでしょうか。それ以

前にも、PLO にいたイスマイル・シャンムート［注：1930 年リッダ生まれのパレスチ

ナ人画家。1948 年に難民となり、ガザ地区のハーンユーニス難民キャンプに逃れる。

50 年代にカイロやローマで美術を学んだ後、ベイルートに拠点を移し、1965 年に PLO

に参加して美術部門を創設した］など、海外にはパレスチナ美術がありましたが、ここ

占領地にはありませんでした。また、シャンムートらの作品はナクバの体験を描いてい

ましたが、私たちはアイデンティティやエルサレム、大地といったテーマを描いており、

それが人々を惹きつけたのだと思います。海外のパレスチナ美術は、他のアラブ諸国の

美術に大きく影響を受けており、また審美的で、政治的メッセージはあまり明確ではあ

りませんでした。私たちの作品はより直接的で、しかも美しさも備えていた。そこが人々

に受け入れられた点だったと思います。 

 私の作品は一見シンプルですが、その奥には様々な意味合いが込められています。た

だ、私はもともと農民で、シンプルな人間です。ナビールたちもみな、似たようなタイ
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プで、直接的な表現を好んでいました。また私たちは、マルクス主義や社会主義リアリ

ズムに影響を受けており、ディエゴ・リベラなどの作品や本に傾倒していましたから、

シンプルに政治的なメッセージを表現する傾向があったのです。 

 

田浪： 

 その当時、あなた方と PLO との関係はどうでしたか？ 

 

スライマン： 

 1970～80 年代ですか？ 大変良好でした。パレスチナ美術家同盟は PLO から資金援

助も受けていました。事務所の賃貸料や通信費や広告費など、たいした金額ではありま

せんでしたが、私たちの活動に注目していました。ベイルートに招待されて、アラファ

トやアブー・ジハードに会ったこともあります。その後、PLO の機関誌に私たちの絵を

掲載したいと頼まれるなど、いい協力関係にあると感じていました。 

 ただ、そこには良い面と悪い面があります。ジョージ・ハバシュやアラファトにも簡

単に会えるなんて、自分は大物だと勘違いするようになりました（笑）。これは芸術家

にとってはよくない。芸術家というのはもっとシンプルであるべきです。第一次インフ

ァーダは、私たちを大地へと引き戻してくれました。子どもや年寄り、女性たちが立ち

あがってインティファーダを起こしたのであって、私たちが革命を指導したのではあり

ません。その時になって、私たちは芸術家に過ぎないのであって、その影響力は限られ

ているのだと思い知りました。またそのことによって政治的な増長から解放され、「偉

大な革命家」から普通の人間に戻った私たちは、泥や革などを使った実験を始めたので

す。インティファーダはパレスチナ芸術全体に、今に至るまで、重要な影響を与えてい

ます。私は、インティファーダの芸術は、パレスチナの芸術運動の重要な転換点になっ

たと思います。 

 ただ、その後、問題が起きました。オスロ合意です。オスロ合意は私たちの方向性に、

芸術的にも政治的大きな影響を及ぼしました。私たちは仕事上の指針や目的を失ってし

まいました。和平があるのか、ないのか、分からなくなってしまったのです。 

 

山本： 

 スライマンさん個人としては、オスロ合意に賛成でしたか、反対でしたか？ 

 

スライマン： 

 私はアラファトを信頼していました。オスロ合意は一時的な段階で、その後、独立国

家が持てるものと思っていたのですが、引き延ばされ続けています。芸術家にはビジョ

ンや目標が必要ですが、それが失われてしまいました。 
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 オスロ合意の後、テクノロジーの革新が起き、インターネットの普及によって世界と

つながれるようになりました。この影響は、思想的にも技術的にも大きいものでした。

写真やビデオ、インスタレーションといった技法が芸術家の間に広がり、私はそうした

環境の中で、迷子になったような気分です。政治的にも、思想的にも、方向性が失われ

ています。アラブの芸術家も、世界的な芸術家として活躍するには、欧米で認められな

ければいけないと感じています。そのためには、欧米のギャラリーや美術館で展覧会を

開かなければいけない。欧米の望むような仕事をしなければならない。パレスチナ美術

はある時から、どこへ向かったらいいのか、何がしたいのか、迷子になってしまいまし

た。 

 

山本： 

 このパレスチナ国際美術アカデミーは現代美術を専門とする教育機関ですが、ここの

学生たちが制作しているような新しいスタイルの美術作品については、どう評価してお

られますか？ 

 

スライマン： 

 私にはよく理解できません。しかし、技法的には優れた芸術になりえる可能性がある

と思います。しかし肝心なのは思想です。私が懸念しているのは、若い人たちには十分

な政治文化が身についていないという点です。しかし、若い芸術家たちにも優れたとこ

ろがあると思っています。理解できないのは私が間違っているからでしょう（笑）。で

も、私は現代美術に反対ではありませんよ。ちょっと腰が引けているところはあります

が、反対ではありません。今の時代のスタイルであり、テクニックであることは理解し

ています。 

  



科学研究費補助金研究成果報告書 
現代パレスチナ文化の動態研究－生成と継承の現場から 

 
 
- 82 - 
 

4. オマル・カッターン（A.M.カッターン財団、ロンドン） 

 

2014 年 3 月 4 日＠モザイク・ルームズ 

 

人物紹介： 

オマル・カッターン（Omar al-Qattan）：1964 年生まれ。

映画監督・プロデューサー、A.M.カッターン財団理事長。

ベイルート生まれ。ベルギーの INSAS で映画を学び、そ

の時の師であったパレスチナを代表する映画監督ミシェ

ル・クレイフィと共に 1992 年にロンドンで映画会社を設

立、クレイフィ監督作品のプロデュースを多数手がける。

その一方、父アブドル・ムフシン・カッターン氏が 1993

年に創設し総裁を務める A.M.カッターン財団の運営に参加。A.M.カッターン財団は

1998 年以来、教育・文化の分野で活発な活動をパレスチナ全土で展開。ガザでの「子

どものためのカッターン・センター（Qattan Center for the Child）」の運営、学校教育

の発展と教師のスキル向上を目指した「教育調査・発展のためのカッターン・センター

（Qattan Centre for Educational Research and Development）」、若手アーティストや作

家を対象としたコンクールの主催といった独自プロジェクトの運営に加え、アーティス

ト個人や文化団体への助成や奨学金の提供を行う「文化・芸術プログラム（Culture and 

Arts Programme）」を活動の３つの柱とする。レバノンのパレスチナ難民キャンプでの

教育・文化活動支援や、アラブ・パレスチナ文化の展示・イベントスペースとしてモザ

イク・ルームズ（The Mosaic Rooms）をロンドンに開設するなど、活動範囲をさらに

拡大しつつある。 

 

山本： 

オマルさんの父、アブドル・ムフシン・カッターン氏はなぜ教育と文化を活動対象に

した財団を作ったのでしょうか。 

 

オマル： 

1929年にヤーファに生まれ、48 年のナクバで難民となった父は、1951 年にベイルー

ト・アメリカン大学を卒業すると教師となってクウェイトに行きました。当時、経済成

長の途上にあったクウェイトでは教員が求められており、特にパレスチナ人教員が数多

く働いていたのです。同じ頃、母方の祖父もクウェイトの教育省で高い地位にあり、レ

バノンの大学を卒業した母も教師でした。教師としてスタートした父は教育の重要性、

特に難民が人生を切り開くためには教育が重要であると、強く認識していました。母の
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家族はひじょうに教養の高い一家でしたが、父の方は庶民の出で、父方の祖父は読み書

きもできませんでした。 

 父は数年後にクウェイト政府の電気・水道省の局長となりましたが、役所の仕事に嫌

気がさし、自分の会社を設立しました。クウェイトはちょうど建設ブームに沸いており、

1970 年代の後半にはかなりの成功をおさめるようになっていました。弟たちや妹たち

の教育も終え、余裕のできた父は、教育と文化に着目するようになりました。その時点

ではまだはっきりしたビジョンがあったわけではありませんが、困難に直面した人間が

それを乗り越えるには、教育と文化が必要だと考えたのです。 初は単純だったその発

想が、次第に結実していきました。 

教育環境が良いとの理由で私たちの家族は長いことベイルートに住んでいました。私

はベイルート生まれです。その後、1975 年にレバノン内戦が始まったためにクウェイ

トに戻り、1990 年に湾岸戦争が起きたことで三たび、国を追われました。この湾岸シ

ョックの後、父はビジネスよりも慈善事業に重心を移しました。父はずっと、パレスチ

ナ人を支援する団体を作りたいと考えていました。実際、父はパレスチナ研究所［注：

The Institute for Palestine Studies は 1963 年にベイルートに創設された独立研究機関］や

タアーウヌ財団［注：Welfare Association は 1983 年にパレスチナ人実業家とエドワード・

サイードら知識人が創設したパレスチナ 大級の援助団体］などの創設メンバーでした

が、教育と文化に特化した団体を作ろうと決めたのです。 

父はビジネスマンで、いわゆる知識人ではありませんでしたが、洞察力にたけた人で

した。彼は、なぜアラブ世界は広大で天然資源も歴史も能力も才能も備えているのに危

機に次ぐ危機に遭遇しつづけるのか、なぜ自己破壊に傾くのか、その理由を考えた時に、

きっと人間の考え方や物事への対処の仕方、対人関係など、文化的な理由があるためだ

と考えたのです。この単純な思いつきが数年を経て、財団のプロジェクトに発展しまし

た。 

1998 年のことですが、まだ第二次インティファーダは始まっておらず、また私は多

くの映画の仕事を通じてパレスチナの状況を熟知するようになっていましたから、父の

単純なアイデアを形にし、全力を注ぐべき時期がきたと考えました。真っ先に対象とし

て考えたのが、成長過程の子どもたちです。自分自身や他者との関わり方や考え方を変

えるには、早い段階での取り組みが必要です。そのため、幼い子供たちと も関わりを

持つ学校の教師たちを対象にした「教育調査・発展のためのカッターン・センター

（Qattan Centre for Educational Research and Development）」と、子どもたち自身を対象に

したガザの「子どものためのカッターン・センター（Qattan Center for the Child）」を始

めました。また、アラブ諸国やパレスチナにおいて、十分なケアを受けず、失業に苦し

む若者たちのために、文化・芸術プログラム（Culture and Arts Programme）を始めまし

た。 
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この 10 数年の間に、私たちは多くの分野で変化を起こして来たと言えます。確かに、

それまでにも文化の分野で個人的な努力は存在しました。たとえば、映画監督のミシェ

ル・クレイフィはその たる例でしょう。しかし、この 10 数年の間に音楽や美術、演

劇など、それまでにないほど多くの分野で、パレスチナ人アーティストが活躍するよう

になりました。もちろん私たちだけの成果ではなく、多くの人々の尽力があってのこと

ですが、私たちはマンパワーに投資し、活動の場を与えてきたのです。 

また私たちは、文化的アイデンティティを、その多様性は認めつつも、政治的な分裂

の影響から守ることに貢献してきました。私たちは政治的な線引きを認めません。文化

や言語、自由は、政治的な線引きを超越しています。私たちにとって「パレスチナ」は、

ラーマッラーだけを意味するのではなく、それよりも大きい、人間的な意味を持つもの

です。特に私たちパレスチナ人の半数は、パレスチナの外にいるのですから。また私た

ちは教育の質に貢献してきましたし、これからもまだやることがあると考えています。

また経済開発や国際交流にも貢献してきました。またここのモザイク・ルームズも、西

洋における も重要な文化都市ロンドンにおいて、アラブ文化の存在を知らしめる重要

な役割を果たしていると思います。もちろん、文化や教育の影響はすぐに出るわけでは

なく、積み重ねですが、成果の一端は出ています。また、教員を対象にした事業におい

ては、教育省の官僚主義や権威主義を飛び越えて、教員たちと直接つながるようにして

います。困難にもかかわらず私たちはそれに成功し、また教育省に私たちの民主主義的

でフラットな取り組みの重要性を説得することにも成功しました。 

もちろん私たちの財団一つ、家族一つだけで、現在の困難な状況を変えることは難し

いですが。アラブ世界の各地で内戦や混乱が広まっており、パレスチナ問題は公正な解

決からは程遠く、イスラエルでは右派が台頭しています。私は今の状況を強く懸念して

います。 

 

山本： 

パレスチナではハマースとファタハが分裂しています。ガザ地区での財団の活動には

影響ありませんか？ 

 

オマル： 

私たちのガザ地区での活動は大変うまくいっています。私たちを失うことは、得策で

はないと思われているのだと思います。毎日 500 人もの子どもたちが私たちのセンター

を利用しており、私たちは大衆的な幅広い基盤に支えられているので、介入はマイナス

の影響をもたらすでしょう。しかも私たちの活動の対象は子どもです。もっと上の青少

年を対象にしていたら、男女の同席などの問題が生じてくるでしょうけれども、今のと

ころは嫌がらせを受けるようなことは全くありません。反対に、どことでも良い関係を
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築けるよう、努力しています。もちろん、妥協できない一線から引きさがることはしま

せん。たとえば私たちはガザの子どもセンター内に音楽学校を開設し、その運営をエド

ワード・サイード・ナショナル音楽院にゆだねています。それに今ガザでは、飲み水や

食糧、ガソリンなど、センターよりも大きな悩み事で手いっぱいでしょうから。 

 一方、学校の教員たちとのプロジェクトは、ガザ地区での弱点になっています。協力

してくれる人材を見つけることが難しいのです。たいへん残念なことに、ハマースとフ

ァタハとの抗争が、教育の政治化を招いてしまいました。ハマースはもちろん、ファタ

ハの側も、教育現場を支配するために、自派の側の教員を任命しようとするのです。こ

れはガザの教育にマイナスの影響を及ぼすことでしょう。それでも、教員たちに直接働

きかけるという私たちのやり方によって、省や党派との関係に左右されず、教育現場と

のより民主的でフラットな話し合いが可能になると考えています。ただ今のところ、嫌

がらせを受けた事は一度もありません。 

 パレスチナ自治政府（PA）にしても同様です。たしかに 初のひと月ほどは、PA は

私たちを歓迎していないようでしたが、その後、こちらが真剣であることをすぐに理解

してくれました。また、この点において父はとても重要なことをしたと思うのですが、

彼はパレスチナで財団が活動を始めた際に、自分はパレスチナでビジネスはしない、と

言ったのです。なぜなら自分は国に利益を与えるために戻ったのであって、国から利益

を得るためではない、と。中には、国は投資を必要としているのだから、父の考えは間

違っていると言う高官らもいました。問題は、商業的な投資をすると、PA との関係に

左右され、介入を招くことになりかねないという点です。 

私たちは単に施設があり、職員を置いているだけではありません。活動の受益者は一

般の人々であり、広範囲な活動基盤に支えられています。また私たちには強力な国際的

プレゼンスがありますから、妨害すれば、その代償を払うことになります。他方、イス

ラエルからの妨害はありました。たとえば私は 2004 年と 2006 年の二回、長期にわたっ

て入国を拒否されました。イスラエルの占領は相変わらず厳しいですが、今のところは

そんなに大きな妨害は受けていません。 

 

田浪： 

アブドル・ムフシンさんは、政治の世界にも入ろうとしていたことがあると聞いたの

ですが？ 

 

オマル： 

それは 1960 年代の話です。1969 年にはパレスチナ民族評議会（PNC）の議長も一期

務めましたが、PLO 内のあらゆる党派と対立して辞任しました。党派ごとにバラバラだ

った軍事組織を統一し、選出された指導部に従うパレスチナ国民軍を作ろうとして反対
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され、また資金源も統一して民族基金を作ろうとして反対されたのです。しかし、イラ

クのクウェイト侵攻までは、PNC のメンバーでした。アラファトがサッダーム・フセ

インを支持したことに抗議して、辞任したのです。 

 現在、父は、ラーマッラーに新しく設立されたマサーラート政策調査・戦略研究パレ

スチナセンター（The Palestinian Center for Policy Research & Strategic Studies - Masarat）

の活動に、個人として熱心に関わっています。すでにかなりの高齢で、体調もあまりよ

くないのですが。 

 

田浪： 

ご兄弟は？ 

 

オマル： 

アメリカで歴史学の大学教授をしている姉と、パレスチナの若者にスポーツを奨励す

る協会を始めた兄、スクール・カウンセラーをしている下の姉がおり、二人の姉は財団

の理事会メンバーです。兄と妹はロンドンに住んでいます。私は 2004 年から父の設立

したクウェイトの建設会社［Al-Hani Construction & Trading Co.］の経営に参加するよう

になり、普段はクウェイトで会社の業務に就いています。 

 

田浪： 

財団の活動範囲はパレスチナだけですか？ 

 

オマル： 

パレスチナのほかに、ここロンドンでの活動があり、またレバノンにもコーディネー

ターを置いて、「絆（Silat）」という、難民キャンプでの活動を支援するプロジェクトを

行っていますが、こちらはあまり活発ではありません。そのほかのアラブ諸国やアメリ

カなどにも活動を広げたいとは思いますが、私たちの能力には限りがありますから、身

の丈に合った活動をしています。 

ただ少なくとも私たちは、アラブ世界におけるほかの多くの取り組みにとって、いい

見本になっていると思います。私たちが文化・芸術の分野で活動を始めた当初、他に同

様の活動を行っているところはありませんでしたが、今では政府や民間からいくつもの

取り組みが出てきています。また、家族財団という独立した非営利団体の形態の実例も

示しましたし、教育の質向上を目指すプロジェクトにおいても、私たちは先駆的でした。

他のアラブ諸国で実質的な活動をしていなくても、私たちが見本を示し、また他のアラ

ブの仲間たちと関係を築いてきたことは、とても重要だと思っています。将来、政治情
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勢が変化し、たとえばパレスチナと他のアラブ諸国、あるいはアラブ諸国間で国境がも

っと開放されれば、多くの可能性が開けると思います。 

 

田浪： 

現在、映画の方の活動はどうされていますか？ 

 

オマル： 

私はブリュッセルで映画を学びました。映画監督のミシェル・クレイフィはその時の

私の先生です。私は彼の『ガリレアの婚礼』の撮影に研修生として参加し、友人になり

ました。私が 初の映画『空白の夢』（Dreams & Silence、1991 年）を撮った時、彼がプ

ロデュースをしてくれて、その後私は彼の『三つの宝石の物語』（Tale of the Three Jewels、

1995 年）と、『禁じられた結婚』（Forbidden Marriage in the Holy Land）をプロデュース

しました。しかし 2000 年か 2001 年頃から、財団の活動と会社の経営に専念するように

なり、2009 年には再び彼の『ズィンディーク』（Zindeeq）をプロデュースしましたけれ

ども、残念なことに、時間がありません。後悔することもあります。ちょうど明日、ミ

シェルが訪ねてくることになっているのですが、何かまた一緒に仕事ができればいいな

とは思っています。 

率直に言って、オスロ合意以降の映画界の状況に、私たちはたいへん失望しました。

映画は、私たちが望んでいたような役割を失ってしまったと感じたのです。今日、ハー

ニー・アブーアサドの『オマル』（Omar）やエリア・スレイマンの映画が人気を呼んで

いますが、こうした展開は、映画が持つ重要性や力を減少させたと思います。ハーニー・

アブーアサドやエリア・スレイマンの方向性は、例えばミシェル・クレイフィの映画が

備えていた凝集性や複雑さ、ディディールや力強さ、政治性を失い、劣化していると思

います。より単純で、娯楽的で、パレスチナ問題の持つ人間性を失っています。彼らは

ハリウッド映画へのオブセッションに捉われていると思います。私たちは反対に、ハリ

ウッド映画と闘おうとしていました。ハイ・アートからキッチュへと時代が変化したの

でしょう。今後また変わっていくかもしれませんが。 

映画や芸術はパレスチナを解放することはできません。我々は謙虚にその事実を受け

止めねばなりません。ハリウッドでパレスチナの名声が上がったからといって、現実は

変わりません。闘いが本当に厳しかった 20 年前には「占領」に言及することすらでき

なかったのが、ほとんどの土地を奪われてしまった今では、簡単に占領を口にできます。

パレスチナについて語ることそのものに、意味はなくなりました。今重要なのは、ナシ

ョナル・アイデンティティそのものよりも、私たちの物事の捉え方を見直すこと、尊厳

のある生や権利を誰でも享受できるようにすることです。もちろんこんなことを言えば、

狭量な奴だと思われるでしょう。パレスチナ映画がうけているんだから、喜べ、と。け
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れども、何に喜べと言うのでしょう。人々が飢えている時に、これが勝利と言えるかど

うか、私にはわかりません。それに私は人を不快にさせる部分がない映画は、疑ってか

かることにしています。誰もが良いと言う映画は、どこかに問題がありますよ。 

 

山本： 

あなたやあなたのお父さんは、オスロ合意に反対の立場だったのですか？ 

 

オマル： 

留保すべき点が大いにありました。欠けている部分があまりに多く、ゴールが見えな

い計画でしたから。それに、ラビンもそれ以降も、シオニスト側が和平プロセスを始め

たのは、それを出来る限り引き延ばして、その間に土地を奪って入植地を増やすという

戦略だったのだと思います。アラブ側にはそれを防ぐ力がないのを見越して。端的に言

ってイスラエル経済は、戦争の上に成り立っています。和平になったら経済が成り立ち

ません。ロシアからの移民を受け入れ、IT テクノロジーを発展させたとはいえ、2000

年に IT 市場が暴落した際、イスラエル経済は大きな打撃を受けました。その後イスラ

エル経済は、軍事テクノロジーを中心に再建されました。カナダ人作家のナオミ・クラ

インの言葉を借りれば、イスラエルは混乱を作り出すことで利益を得ているのです。で

すから私は、極右勢力がイスラエルのビジネスや軍や諜報機関に浸透していることに驚

きません。彼らは和解の計画を持ち合わせておらず、「ユダヤ人国家」を唱えて、アラ

ブ人やパレスチナ人を一掃しようとしています。 

 1999 年のことですが、私の父が初めてパレスチナに帰還した際、アラファトに昼食

に招かれ、私も同行しました。その時、アラブ人の町や村の内部に入植地がこれほど増

えている中で、どうやって二国家を存立させるつもりなのかと尋ねたところ、彼は「大

丈夫、解決できるさ」と答えました。もちろん、彼らの中には利益を得た者もいますし、

政治的にナイーブで、イスラエルを理解していない、シオニズム運動の本質を理解して

いない者がいました。 

 残念ですが、懸念を抱いた人間は正しかったと思います。今ではアラブ諸国の政治文

化もイスラエル的になっています。人種主義的で宗派主義的な国家の論理がレバノン、

シリア、湾岸地域、イラクなどに広がっています。代替となる計画がなければ、内戦状

態が続くでしょう。もしイスラエルに、また私たちにも、勇気と明確なビジョンがあれ

ば、今が公正な真の和平によって事態を救う 後のチャンスだとわかるはずです。それ

はすなわち法律と、出自に関わりない平等な権利とに基づいた国家を作ることを意味し

ます。そうすることでアラブ諸国は孤立から脱却できますし、そうした連帯を実現すれ

ば、イスラエル側も経済的により一層の利益を得ることができると確信しています。ま

た、アラブ諸国も宗派的なイデオロギー性から解放されると思います。しかしそうはな
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らないでしょう。むしろパレスチナ人をパレスチナから追い出そうとする、民族浄化の

段階が待ち受けているのではないかと、危惧しています 

 

山本： 

二民族一国家構想についてはどうお考えですか？ 

 

オマル： 

不可能です。実現すべきだとは思いますが、無理でしょう。パレスチナ側にはその用

意があると思いますが、イスラエルのユダヤ人の大半は受け入れないでしょう。問題は

彼らが力を持っている点です。ボイコット運動は彼らを弱体化させるでしょうが、十分

ではありません。ただし、彼らの意思を超えた環境が生まれれば別でしょうが。たとえ

ば第一次インファーダはイスラエル経済を疲弊させました。たしかにロシアからの移民

はイスラエル経済を好転させましたが、2000 年には IT 株式市場が暴落し、やはり影響

を与えました。そうした世界的な危機に影響を受ければ、もしかしたらイスラエルの後

退もあり得るかもしれません。 

しかしイスラエルは、自らの度重なる嘘を信じているように見えます。そのナルシシ

ズムや、独りよがりの語りには驚かされます。『The Gatekeepers』というイスラエル映

画を見ましたか？ イスラエルの国内諜報機関シンベトを描いたドキュメンタリーで

すが、一人のパレスチナ人も登場しません。パレスチナ人について語っているにもかか

わらず、一人のパレスチナ人もインタビューを受けていないのです。また自分たちが加

害者であるかもしれないと、疑うこともありません。ラビンが和平の英雄だと PR し、

ハマースを悪者にしていますが、そもそも刑務所内でハマースを育てたのはイスラエル

の諜報機関なのに。正直、私はひじょうに悲観的です。それでもできることを続けてい

くしかありません。たとえば私は今、パレスチナ博物館［注：The Palestinian Museum

は、タアーウヌ財団がラーマッラー郊外に建設中の博物館。2016 年開館予定］のプロ

ジェクト責任者としても、尽力しています。日本の博物館とも協力関係が築ければ大変

うれしいです。 
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5. ハーディー・ザッカーク（映画監督、ベイルート） 

 

2011 年 9 月 3 日＠コスタカフェ、ハムラー 

 

人物紹介：ハーディー・ザッカーク（Hady Zaccak）。1974 年、

ベイルート生まれのドキュメンタリー映画監督。レバノンのサ

ン・ジョセフ大学で映画論を学び、レバノンの近現代史やパレ

スチナ問題などをテーマに 20 本以上のドキュメンタリーを監

督、多くの賞を受けている。レバノン映画史に関する著作もあ

り、サン・ジョセフ大学で映画論の講師を務める。レバノンの

パレスチナ難民が置かれた苦境を描いた『Refugees for Life』

(2006 年)の上映と講演のため、東京外国語大学アジア・アフリ

カ言語文化研究所の招聘で 2009 年に来日。 

 

山本： 

ハーディーさんはお父さんがパレスチナ難民なのですね？ 

 

ハーディー： 

そうです。私の父は 1948 年のナクバによってレバノンに逃れてきた、およそ 10 万人

のパレスチナ難民の一人です。父はヤーファの出身でした。ヤーファの親戚の多くが国

を出てレバノンに逃れました。父は前年の 1947 年にレバノンを訪ねたことがあり、大

変気に入りました。それで、避難先としてレバノンを思いついたのだそうです。父たち

は 初、海から逃げようとしたのですが、それをやめてレバノンに向かいました。レバ

ノンについたのは 1948 年 4 月のことでした［注：ヤーファの陥落は 48 年 5 月］。 

 父は商業をしていたので、ベイルートに事務所を開き、レバノン社会にどんどん溶け

込んでいきました。商売というのは人と接触する協同作業ですから。それで、1958 年

にレバノン人の母と結婚したのです。パレスチナ人や親戚の間で結婚するのがあたりま

えだった中で、家族の中でレバノン人女性と結婚したのは父が初めてでした。こうして

父は、仕事関係においても家族関係においても、レバノン社会に溶け込んでいきました。 

その後かなり経って、1974 年に私が生まれました［注：上に兄と姉が一人ずついる］。

そして翌 75 年にレバノン内戦が始まったため、家族の多くがカナダとオーストラリア

に再び移住し、レバノンに残ったのは父を含め、少数でした。そのため私はレバノン的

な環境で育ちました。父の家族との関係は主に子ども時代のものです。80 年代に 後

の移住の波があって、カナダに行ってしまいましたから。ですから私は母の家族との関

わりの方が大きかったのですが、そのことは、パレスチナというテーマが私の中で大き
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な比重を占めることを妨げませんでした。誰に教えられたわけでもなく、私の血の中に

はパレスチナというテーマが流れているかのように生まれついたのです。 

 

山本： 

あなたの中のパレスチナ人としての意識を目覚めさせた、なにか特定の出来事はあり

ますか？ 

 

ハーディー： 

1987年の第一次インティファーダは私の意識に大きな影響を及ぼしました。しかし、

私の子ども時代にパレスチナ人に向けられていたイメージへの反発も、大きく関係して

いると思います。特に私が生まれ育った環境において、内戦の責任は全面的にパレスチ

ナ人にあるとの見方が広がっていました。パレスチナ人が悪で、その反対側が善という

見方への疑問から、レバノン内戦について調べ始め、それが必然的にパレスチナについ

て学ぶことにつながりました。父にも色々と質問するようになり、父の記憶からも学び

ました。さらに私にはアラブ民族への帰属意識もありました。アラブ民族主義こそが、

私のレバノン性とパレスチナ性とを統合し、私が生きているこの世界の一員であると感

じさせてくれるものだと考えていたのです。レバノン人だ、パレスチナ人だ、ムスリム

だ、クリスチャンだと、人間を分け隔てる社会の中で、アラブ人としてのアイデンティ

ティは安心感を与えてくれるものでした。 

 

山本： 

育ったのはどの地区ですか？ 

 

ハーディー： 

 カスルワーンです。内戦が始まると、カスルワーンはキリスト教徒の支配地域になり

ました。父の事務所は西ベイルートの混住地区にあり、仕事のパートナーはムスリムで

した。父はレバノン人やムスリムとも関わり、アラブ人としての意識を強く持っていま

した。一方、母の側も、1950 年代にパレスチナ人と結婚するという、重要な一歩を踏

み出したと思います。 

 二人の結婚は二重の問題を孕んでいました。母の家族はマロン派で、父の家族はギリ

シア正教でした。キリスト教徒同士とはいえ、異なる宗派間の結婚は難しかったうえに、

レバノン人とパレスチナ人という違いがあったわけですから。しかし母は勇敢でした。

父と恋に落ちて、結婚すると決意したのです。家族内におけるレバノンとパレスチナの

調和的な関係は、私にプラスの大きな影響を与えました。 

 その後、映画を始めた私は、歴史に興味を持ちました。私の映画の大きなテーマの一



科学研究費補助金研究成果報告書 
現代パレスチナ文化の動態研究－生成と継承の現場から 

 
 
- 92 - 
 

つは、記憶です。映画は記憶を残し、あるいは蘇らせるメディアです。私の初期の映画

『1000＆1000 Nights』（1999 年）は、パレスチナ問題を千夜一夜物語の枠組みに取り入

れた作品で、魔法のランプをイスラエル兵に奪われたアラジンがランプを取り返そうす

る物語です。その過程で、アリババやシンドバードと出会いますが、ランプを取り戻す

ことはできません［注：『1000＆1000 Nights』は、シャハラザードがシャハリヤール王

にアラジンの物語を語って聞かせる形で、パレスチナの歴史を描いた短編映画。ランプ、

すなわち祖国を奪われたアラジンはパレスチナ人、アリババは湾岸産油国、シンドバー

ドはアメリカを象徴］。この映画は、父の記憶に対する私の誠実さやルーツとの結びつ

きから生まれた取り組みでした。 

 

山本： 

 すると、あなたが映画人として踏み出した 初のテーマがパレスチナ問題だったわけ

ですか？ 

 

ハーディー： 

 いいえ、 初の仕事はレバノンの映画史でした。レバノンで映画を作るにあたって、

過去の経験に学ぶ必要があると考えたからです。それで、レバノン映画の歴史について

の本を書き、またその体験からインスピレーションを得た短編映画を制作した後すぐに、

パレスチナ問題、広くはアラブ・イスラエル紛争というテーマに取りかかったのです。 

 

山本： 

 すると、ハーディーさんはパレスチナ難民キャンプとは大きくことなる環境で育った

わけですね。レバノンでは多くのパレスチナ難民がキャンプ内に封じ込められているよ

うな状況にあるわけですが。 

 

ハーディー： 

 はい。パレスチナ難民の多くはいまだにキャンプで暮らしており、その多くが農村部

の出身です。一方、都市部の出身者の多くはラース・ベイルート地区など、ベイルート

市内に居住し、その経済的繁栄にも貢献しました。そうした階層格差も存在したと思い

ます。私の家族は難民キャンプで暮らしたことはなく、たしかに家や土地を失いました

が、ここで新しい生活をまた築くことができましたし、レバノン国籍も取得できました。 

父は 1953 年にレバノン国籍を取得しました。一方、母は父と結婚した時、ベネズエ

ラ国籍でしたので、父が母にレバノン国籍を与えたのです。パレスチナ難民にレバノン

国籍を与えられたなんで、面白いですよね（笑）。 

2005 年に父が亡くなったことも、私に大きな影響を与えました。彼の存在は、土地
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や記憶の存在が継続していることを意味していましたから。父を失ったことで、私は再

び私の土地を失ったように感じたのです。それで私は映画『Refugees for Life』を撮りま

した。それは、難民キャンプの家族たちに代表される私のルーツに立ち戻るためであり、

私はこの映画を亡き父に捧げました。また、2004 年にはヤーセル・アラファトも亡く

なりました。政治的な意見の違いはともあれ、彼はパレスチナ人の象徴であり、父でし

た。その二カ月後に父が亡くなったことで、私は多くの父たちが死につつあるのだと感

じ、ルーツに立ち戻り、それを継承しなければならないと考えたのです。 

 

山本： 

 難民キャンプのパレスチナ人とは大きく異なる環境で育ったあなたは『Refugees for 

Life』の撮影中、彼らとのつながりを感じましたか、それとも隔たりをより強く感じま

したか？ 

 

ハーディー： 

 自分のアイデンティティの二重性が、とても役立ったと思います。私がパレスチナ人

であることによって、私は彼らの内部にまっすぐ入っていくことができました。ひじょ

うに親密な近しい関係性が持てました。またそれはアイデンティティのつながりだけで

はなく、人間的な関わりでした。なぜならパレスチナ問題は、人間性の問題だからです。

彼らの抱える困難を通じて、私は人間性の重要な部分を見ていたのです。人間があのよ

うな環境で暮らすなどということは、どの国においても許されません。たとえ私が世界

の果てから来た人間だったとしても、パレスチナ人のルーツを持っていなかったとして

も、一人の人間として、「自分もパレスチナ人である」と感じたと思います。 

特に、私が撮影したのは正規の難民キャンプではない居住区でした。居住区の環境は

キャンプ以上に劣悪です。苛酷な経験でしたが、私はそこの人々と共に暮らし、深く共

感するようになりました。 

 一方、レバノン社会では、難民キャンプに行くというのは危険な冒険と受け取られま

す。キャンプの人間は武装していて、危険だと思われているからです。 

 

山本： 

 あなたは普段、レバノン人の間で暮らしており、友人の多くもレバノン人だと思うの

ですが、あなたのパレスチナ人としてのルーツは彼らとの個人的な関係に影響しません

か？ 

 

ハーディー： 

 内戦中は、より困難だったと思います。内戦中、私はパレスチナ人にひじょうに敵対
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的な環境の中で暮らしていました。内戦は全てパレスチナ人のせいだと考える人々に、

自分のルーツを語ることは難しいことでした。レバノンでは知り合った相手に出身地や

名前を尋ねることは、宗派を知ろうとすることでもあります。私や父の名前からは宗派

はわかりませんが、恐怖心はありました。私たちが暮らしていた地区では、危害を加え

られる恐れがあったからです。 

 しかし成長するにつれ、そうした恐怖心から解放されていきました。一つには、内戦

が遠い話になっていったため、もう一つには、自分自身との和解が可能になったからで

す。特に、映画を通じて自分の心の奥に閉じ込めていたものを発散させ、表現すること

ができたことで、どんどん自己が解放されていったと思います。映画という媒体を通じ

て、友人たちにもむしろ自分の方からこのテーマを投げかけ、彼らの視点を変えようと

できるようになりました。私にとって映画は自己を解放する表現媒体です。また、政党

に所属したり政治活動をしたりする代わりとなる、政治的媒体でもあります。 

 

山本： 

 アイデンティティの二重性は、あなたの作品に深みを与えていると思います。 

 

ハーディー： 

 私には双方の立場を理解することができますから。私は 1999年から 2000年にかけて、

カナダに移住した親戚を訪ねたのですが、その時に彼らと自分との違いを感じました。

私には二重のアイデンティティがあるのに対し、彼らはよりパレスチナ的でした。一方

で若い世代はカナダ人としてのアイデンティティを強く持っていました。私はレバノン

人であり、パレスチナ人であるという中間的な存在であると感じました。この点におい

ても、パレスチナ人でありながらレバノン社会に入り込み、レバノン女性と結婚した父

の影響を強く受けていると思います。 

 

山本： 

 あなたは、広い意味で、自分もパレスチナ文化の一部に属していると感じますか？ 

 

ハーディー： 

 はい、広い意味で。『1000＆1000 Nights』の撮影時にベルギーに行った際、ミシェル・

クレイフィ監督に親しくしていただき、ずいぶんと助けていただきました。人間として、

映画人として、またパレスチナ人として、私たちには共通する課題があり、非常に近し

さを覚えました。広い意味で、私も同じ文化の一部であると感じました。 

 また、2001 年にインディペンデント・アラブ映画祭がカタールで開催された際、初

めてパレスチナ自治区とイスラエル領内から、パレスチナ人監督たちが招待されました。
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ラーエド・アンドゥーニーやニザール・ハサンといったパレスチナの監督たちと知り合

えたことで、パレスチナのルーツとつながったように感じました。 

 またその時、レバノン人がパレスチナ人に対して敵対的な先入観を抱いているのと同

じように、パレスチナの監督たちの中にもレバノン人に対する敵対的な先入観があるこ

とに気付きました。私はその両者の中間に身を置いて、白か黒かという二項対立的では

ない見方ができます。パレスチナ人を単なる犠牲者として見るのではなく、内戦に突入

した過ちや責任がある立場としても見ることができるということは、とても重要なこと

だと思います。また同時に、レバノン人の中には内戦を「他者の戦争」と呼ぶ人がいま

すが、これも間違いです。 

 

山本： 

 世界で起きていることや歴史に対しても、二項対立的ではない見方ができるわけです

ね。 

 

ハーディー： 

 そうです。二項対立的ではない見方は私の批判的な視線を育て、「真実」と呼ばれる

ものを常に疑うという探求につながりました。「真実」とは常なる探求の対象です。一

方で私が『Refugees for Life』を発表した際、登場人物に同情的すぎるとの批判を受けた

ことも否定しません。悲惨な状況にある人たちを描くに際しては、批判的なアプローチ

はふさわしくないと思いました。知識人の立場から、悲惨な状況を上から見下すように

描くのではなく、彼らと同じ目線で描かなければいけないと思いました。 

 

山本： 

 すると、ご自身の仕事によって、パレスチナ文化の発展に貢献できるという意識もお

持ちなのでしょうか？ 

 

ハーディー： 

 レバノン人でありパレスチナ人であるという私の存在を通じて、貢献は可能だと思っ

ています。 

 

山本： 

 あなたのようなパレスチナの出自を持つ他のレバノン人のアーティストや著名人は

ご存じですか？ 

 

ハーディー： 
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 先ほどお話したような恐怖心があるため、そうした出自を知るのは容易ではありませ

ん。話したがりませんし、否定されることもありますから。 

一例として挙げられるのは、父親がパレスチナ人で母親がシリア人のジャーナリスト、

サミール・カスィール。彼の場合は 3 重のアイデンティティだったわけですが、レバノ

ンの政変において重要な役割を果たし、レバノンの象徴的な存在となりました。また、

パレスチナ出身でレバノン人と結婚した映画監督のメイ・マスリーも、レバノンとパレ

スチナとの結びつきの象徴的存在です。 

  

山本： 

 今のレバノンには「パレスチナ人コミュニティ」の存在が希薄なように思えます。 

 

ハーディー： 

 1982 年まではもっとはっきりと存在していたのだろうと思いますが、レバノン人左

派勢力の退潮とも相まって、レバノンのパレスチナ社会はバラバラになっていったのだ

と思います。『Refugees for Life』を発表した時に、私自身そのことに気付きました。こ

の映画の上映会を通じて、レバノンやパレスチナの人権団体や NGO、レバノン・パレ

スチナ対話委員会［注：Lebanese-Palestinian Dialogue Committee。2005 年に創設された、

レバノン国内のパレスチナ難民に関わる諸問題への対応策を PLO と協議するための政

府委員会］など、様々な組織の間にある分裂に気付きました。宗派主義に囚われている

人々もいました。他者に対する無知、他者に対する責任の押しつけ、他者を知ろうとす

る意識の低さは、とても危険です。映画をめぐる議論も、容易にレバノンとパレスチナ

の間の激しい対立に移行してしまいます。ある種の人種差別すら見受けられます。たと

えば私の映画に対して、レバノン人の間にも貧困問題はあるのに、という批判がありま

した。これは貧困問題ではなく、もっと大きな問題なのだと私は反論しましたけれども。

大学での授業でも同じで、この問題に対する敵意や、知ろうとしない姿勢などが存在し

ます。アラブ映画史を学んでいる者でも、パレスチナの歴史について無知であったりし

ます。私はパレスチナ映画をたくさん授業で使うことで、パレスチナ問題を身近に感じ

られるように試みています。たとえばエリア・スレイマンの映画を見て、笑うことで、

ニュースでは知りえない事実を、しかも芸術的な方法を通じて、知ることができます。 

 

山本： 

あなたはレバノンにおける歴史教育への関心を映画『A History Lesson』（2009 年）で

描いていますが、パレスチナの歴史やパレスチナ問題もレバノンの歴史の一部であるべ

きだと考えておられるのでしょうか？ 
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ハーディー： 

 これはとてもいい質問です。問題は、レバノンの歴史が 1943 年の独立のところで止

まっていることです。教科書にはナクバの章がありますが、今では教えられていません。

パレスチナの歴史は教えられなくなってしまっているのです。 
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6. ムウタッズ・ダッジャーニー（アルジャナー、ベイルート） 

 

2014 年 2 月 27 日＠アルジャナー、ベイルート 

 

人物紹介： 

ムウタッズ・ダッジャーニー（Mo’ataz al-Dajani）：レバノン

の NGO、アルジャナー（Arab Resource Center for Popular Arts 

/ Al-Jana）の創設者・代表。1990 年にベイルートで創設され

たアルジャナーは、主にパレスチナ難民キャンプの子どもや青

少年を対象に、アートを通じた自己表現や、コミュニティの歴

史やフォークロアの学びと記録に関わる、様々な文化・芸術・

教育プログラムに取り組んでいる。 

 

 

山本： 

 ご自身とこのセンターの活動についてお話しいただけますか？ 

 

ムウタッズ： 

 私はエルサレムの出身で、1971 年にレバノンに来ました。レバノンの高校と大学で

学んだあと、カイロとアメリカに留学し、1989 年にレバノンに戻ってこのセンターを

創設しました。専門は、芸術と芸術教育、それに歴史です。特にオーラル・ヒストリー

と、口承文化に関心がありました。 

 ここは、パレスチナの記憶を収集することを中心とした情報センターで、子どもと若

者を対象にしています。センターの理念は、「周辺化されたコミュニティ」と呼ばれて

いる私たちのコミュニティは、実は豊かなコミュニティであるとの信念に基づいていま

す。大きな挑戦と向き合ってきたことから得た経験があり、それに学び、記録し、また

それを表現することには大きな意義があるからです。 

レバノンのパレスチナ人コミュニティは、分断と新たなディアスポラと忘却の巨大な

圧力にさらされています。72 の業種への就労を禁じられ、経済的に大きな苦境に置か

れ、閉ざされたゲットーで周辺化され、不動産所有も禁じられてきました。そのような

苦境にあって、子どもや若者たちが自身のコミュニティの経験から学び、伝統や歴史に

ついて批判的に調べ、創造的な手法でそうした経験や歴史、また自分自身の関心事を表

現することはとても重要であり、それこそがこのセンターの目指しているところです。 

 センターでは、パレスチナの歴史的、文化的経験を記録する「喚起する記憶」と、「能

動的学習と創造的表現」という二つのプログラムを中心に行っています。また私たちは、
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レバノン国内の周辺化されたコミュニティの子どもや若者のために活動する 80 ものレ

バノンおよびパレスチナ系 NGO のネットワークを構築しており、その活動をサポート

するための情報センターの役割を果たしています。さらに私たちは、周辺化された子ど

もや青年たちによる活動成果を教育・文化教材に転じることにも関心を持っており、子

どもから子どもへ、若者から若者へと成果を役立てるために、出版に取り組んでいます。

また、文化や記憶、社会活動に関するフォーラムも開催しています。 

 それぞれの活動について、実例をご紹介しましょう。 初に、子どもたちによる記憶

についての活動について説明します。1998 年は、ナクバの 50 周年でした。そこで、難

民 3 世の子どもたちが 1 世の難民たちに質問する形で証言を集め、それを記録した 140

時間分のテープを、専門家チームが二年間かけて、CD と証言集にまとめました。証言

集の冊子には書き込みができるようになっており、難民経験についての批判的な学びと

創造的な表現を刺激する教材として用いることができるようになっています。 

これらの証言は、公的なナショナル・ヒストリーでは触れられてこなかった諸問題を

扱っています。ナショナル・ヒストリーは残念なことに、エリートの歴史であり、ヒロ

イズムを強調するか、あるいは哀れな民としてパレスチナ人を描くかのどちらであって、

人々の真の暮らしを語っていません。ここには、公的な歴史が隠そうとしたり、無視し

ようとしてきた問題が取り上げられています。 

ここに収められている証言の一つは、革命の闘士たちに殺された土地のブローカーに

ついて語っています。農民たちが家畜や貴金属を売って土地を守る武器を買っていた時、

不在地主たちは誰に渡るかも知らずに土地の権利をブローカーに売り、それをブローカ

ーはシオニストに売ったために殺されました。この証言を通じて、1948 年当時シオニ

ストが所有していた土地はパレスチナの 6％に過ぎなかったといった事実を知ることが

できます。 

こうした証言は、子どもたち自身がスクリプトを用意し、長期にわたる調査を通じて

集めたもので、彼らはそこから学んだことに刺激を受けて、演劇や絵画、作文、映画、

アニメーションなどの創作に取り組みます。 

これは『故郷よ、なぜ私たちを捨てたの？』という冊子ですが、このタイトルは付属

の CD に収められている民謡の一節からとったものです。『故郷よ、なぜ私たちを捨て

たの？』という一節には、自分たちが国を去ったのではなく、国が私たちから去ってい

ったのだという、人々の衝撃が表現されています。ここには兄と妹の物語が綴られてお

り、 後の部分に、この教材の使い方が示されています。つまり、子どもたちがここか

ら批判的な学習をどう発展させたらいいか、また、感じた事を芸術的な手法を使ってど

う表現したらいいかの事例が示されているのです。たとえば私たちは真実を追体験させ

るために演劇という手法を多用しています。また子どもたち自身が問題を調べ、解決策

を発見し、自身がジャーナリストや歴史家の役割と果たすように仕向けるのです。 
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［証言集『故郷よ、なぜ私たちを捨

てたの？』の冊子と付属 CD］ 

 

 

 

 

 

 

 

［冊子の 後には、「ウンム・ハリ

ールが伝えた民謡から何を感じた

かを話し合おう」「証言の一場面を

演じてみよう」「民謡から感じた事

を絵に描いてみよう」「ほかの民謡

についても調べてみよう」といった

課題が提起されている］ 

 

 

 

次に紹介するのは、スコットランドの美術家ジーン・フレール（Jane Frere）と協力し

たプロジェクト『魂の帰還』です。これは人々が紐で空中に宙づりになっているという、

あるパレスチナ人女性の夢に触発されたインスタレーション作品です。私たちはキャン

プの若者たちにトレーニングをほどこして、紙で形作って蝋に浸した像を作らせました。

キャンプの若者たちはお年寄りにインタビューをして、1948 年のナクバの記憶を聞き

とり、それぞれが聞きとった人物の経験をこの像で表現したのです。たとえばウンム・

イブラヒムという女性が 6 人の子どもを産んだという話を聞いた場合、6 人の子どもを

連れた姿の人形を作るわけです。3700 の物語を集め、3700 の像を作り、紐に吊り下げ

て、それらが宙づりのまま移動していく様を表現しました。 

ジーンはこの作品をレバノンとパレスチナで展示しました。レバノンでの展示を我々

が『魂の帰還』と名付けたのはなぜかというと、レバノンで展示された後、エジンバラ・

アート・フェスティバルでの展示を経て、 終的にパレスチナで展示することで、魂の
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帰還が果たされることになるからです。展示では、インタビューのビデオ画像や、像の

作成風景などを映すモニターも設置されました。 

 

 

 

 

［『魂の帰還』で使われた紙人形］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番 近のプロジェクトは、レバノンのパレスチナ人女性の経験に関するものです。

私たちは、難民が自分たちを犠牲者ではなく、サバイバーであると感じることが重要だ

と思っているため、その闘いの経験に光を当てました。レバノンのパレスチナ難民は、

4～5 回の移住を経験してきました。そのたびにどうやって生活を建てなおしてきたの

か、コミュニティがバラバラにならず、アイデンティティを保持できたのか、まさに奇

跡的です。そして女性はその実現に 大の役割を果たして来ました。そのため私たちは

近年、女性の記憶を重視しているのです。 

たとえば『女たちの王国―アイン・ヘルウェ』は、1982～84 年半ばにかけて、イス

ラエルがレバノンに侵攻した際のサイダのパレスチナ人女性たちの記憶を題材とした

映画です。1982 年に侵攻してきたイスラエル軍は、アイン・ヘルウェ難民キャンプで

大の抵抗を受け、キャンプを完全に破壊しました。そして、16 歳以上の男性を 2 年

半にわたってアンサール収容所その他の収容所に拘禁しました。そして女性たちと子ど

もたちが、カターイブ包囲下の破壊されたキャンプに残されたのです。2 年半後に男た

ちがキャンプに戻ると、女たちがキャンプを再建し、運営していました。しかも、子ど

もも女性もイスラエル軍に対して激しい軍事抵抗運動も行っていました。私たちのセン

ターでは女性委員会を結成し、2 年を費やして、当時様々な役割を果たした女性たちに

インタビューを行い、撮影しました。その後、パレスチナ人女性監督（Dahna Abourahme）

が映画作品に仕上げ、国際的な賞も受けました［注：アルジャジーラ・国際ドキュメン

タリー映画フェスティバルで 2011 年に審査員賞を受賞］。 

記憶に関するプロジェクトと並ぶもう一つのプロジェクトは、「能動的学習と創造的
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表現」です。ナクバ 50 周年だった 1998 年、「パレスチナ人の古い世代は死に、若い世

代は忘却する」というイスラエルのベングリオン元首相の発言に着想を得て、私たちは

子どもの家（Beit Atfal Assumoud）、ナジュダ（Association Najdeh）、アルマルア・アル

ヘイリーヤ（Women’s Humanitarian Organization）という三つの団体に所属する 10 歳以

下の難民第 3 世代の子どもたちを集め、4 年にわたるプロジェクトを開始しました。こ

れは、子どもたち自身がフォトジャーナリスト、アーティスト、作家、映画監督となっ

て作品を作るという活動で、制作された 3 本の映画のうち 2 本は国際的な賞を取りまし

た。この活動全体の記録は英語とアラビア語で出版され、その後、スペイン語やドイツ

語やイタリア語にも翻訳されました。また、展覧会が世界中で開催されました。その後

子どもたちは映画フェスティバルを企画し、世界初の子どもによる子どものための映画

祭が 2 年ごとに開かれるようになりました。日本の映画が上映されたこともあります。

子どもたち自身が準備に当たり、300 本の映画から上映作品 100 本を選定し、運営にあ

たります。また、映像や音声がどうやって作られるのかといったことを学ぶコーナーも

あります。また、映画の一部はレバノン国内の他の場所でも巡回上映されます。 

ナクバの 60 周年は、ナハル・アルバーリド難民キャンプで起きた悲劇と重なりまし

た［注：2007 年 5 月から 9 月にかけて、レバノン北部のナハル・アルバーリド難民キ

ャンプに陣取った武装勢力とレバノン国軍との間で激しい戦闘が行われ、キャンプの大

半が破壊されて、多数の避難民が生じた］。そこで私たちはナハル・アルバーリドの子

どもたちと共に、戦闘が始まった 初の週から 2 年半後にキャンプへの帰還が始まるま

でを記録した映画や本を作り、展覧会を世界各地で行いました。 

またこのセンターには、ユース・メディアセンターが備えられており、若者たちがそ

こで映画を作製したり、ヒップホップを録音したりすることができます。また『デジタ

ル・ストーリーズ』という映画プロジェクトでは、若者たちにとって重要で身近な経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ユース・メディアセンターの録音作業室］ 
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に基づき、写真や持ち物を使って映画を作ります。たとえば『魔法のジュース絞り器』

という、ナハル・アルバーリド出身の少女が作った作品では、思い出の品を探しに破壊

された自宅に戻った彼女が、がれきの中から唯一見つけたのがオレンジの絞り器だった

という経験を映画にしました。 

 

山本： 

 これほど多様で広範囲の活動をなさっているとは驚きました。しかも極めて創造的で、

子どもたち自身が主体的に関わることで、多面的な意義がある活動内容になっています。

基本的なことをお聞きしますが、このセンターの活動の参加者や受益者は、パレスチナ

難民キャンプの子どもたちということでよろしいのでしょうか？ 

 

ムウタッズ： 

 パレスチナ難民が中心ですが、それだけには限りません。私たちはシリア人やイラク

人、クルド人など、レバノンの周辺化されたコミュニティ全般を活動範囲としており、

また私たちのネットワークに登録しているレバノン中の団体と大いに協力し合ってい

ます。 近ではシリア難民の子どもたち向けの活動を行っていますし、また同時に、彼

らのコミュニティ内の指導者へのトレーニングも行っています。 

 

山本： 

 UNRWA とは協力関係にありますか？ 

 

ムウタッズ： 

 はい。ただし、UNRWA の壁は長く、厚く、我々の声に耳を傾けてくれません。入植

地のようなものです（笑）。 

 

山本： 

 レバノンの知識人たちとの関係はいかがですか？ 

 

ムウタッズ： 

 良好です。たとえば映画のトレーニングのために今、二人のレバノン人女性がセンタ

ーに来てくれています。また私たちは劇団を二つ持っているのですが、その指導も全て

レバノン人に頼んでいます。多くのレバノン人映画監督からも協力を得ています。 

 

山本： 

 「周辺化されたコミュニティ」という問題に対するレバノン社会の全般的な姿勢をど
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うごらんになっていますか？ 

 

ムウタッズ： 

 私たちはレバノンを目指して避難してきた立場であり、社会の様々な方面とつながる

ことができるよう努力しています。私たちのコミュニティは周囲との間を壁で区切られ

ています。レバノン人、パレスチナ人、シリア人など、様々なコミュニティで活動する

団体のネットワークを使って、私たちはこの壁を越えたつながりを作りたいと思ってい

ます。 

 

山本： 

 アルジャナーの他にも文化・芸術を中心とした活動をしている団体はありますか？ 

 

ムウタッズ： 

 芸術プログラムを行っている組織や団体はありますが、芸術をベースにした活動を、

しかも周辺化されたコミュニティを対象に行っている団体はたいへん少ないです。 

 

山本： 

 ご存じの通り、パレスチナ自治区、特にヨルダン川西岸地区には現在、文化・芸術分

野で活動する団体が極めて多く、インフレ状態にあるとすら言えるかもしれません。レ

バノンのパレスチナ難民が置かれている、ある意味でより厳しい状況を考えれば、文化

や芸術は後回しにされがちだと思います。そんな中で、このセンターのように文化・芸

術活動を重視する団体があることに驚かされるのですが、あなたが言うところの「周辺

化されたコミュニティ」において文化や芸術にはどのような重要性があるとお考えです

か？ 

 

ムウタッズ： 

 パレスチナ自治区について言えば、ドナーのアジェンダに左右されている部分があり

ます。また、レバノンのパレスチナ人コミュニティにおいて文化や芸術が後回しにされ

がちというのはその通りで、そのために私たちも資金の獲得がたいへん難しいのです。 

 文化・芸術の重要性についてですが、シリア難民やナハル・アルバーリド事件後のパ

レスチナ難民のような、困難な状況に置かれた人間に対応するには、社会的自己という

側面への支援が大変重要です。子どもたちにアートを経験させることは、カタルシス効

果をもたらし、心理的サポートを可能にします。たとえばナハル・アルバーリド難民キ

ャンプの住民がバッダーウィー難民キャンプに避難してきたことによって、遊び場やサ

ークルや学校が失われ、双方の住民間、特に子どもたちの間にトラブルが起きました。
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そこで私たちは子どもたち同士を親しくさせるために、ピエロのチームを作らせて、他

の子どもたちに向けたショーをさせたのです。このピエロのチームについての映画も作

られて、国際的な賞を受けました。このように、社会的自己のサポートは大変重要です。 

もう一つには、アイデンティティの面での重要性があります。残念ながら、若者たち

のアイデンティティをケアする組織や団体が欠けているために、過激なイスラーム主義

勢力が、難民キャンプの子どもたちのアイデンティティに影響を与え始めています。た

とえば子どもに出身地を尋ねると、「シャティーラ・キャンプのムスリムだ」と答えま

す。なぜ「パレスチナ人」と答えないのかと尋ねると、「レバノンではムスリムと言っ

た方が、パレスチナ人と言うよりもいいからだ」と答えるのです。祖国について何を知

っているかと尋ねれば、「何も知らない」と答えます。学校でも放課後も、宗教につい

てばかり学んで、歴史は学ばないと言うのです。UNRWA の学校ではレバノンの教科書

が使われており、パレスチナの歴史は 2 ページ分しか教えられていません。パレスチナ

のアイデンティティや歴史は、UNRWA では意図的に外されているのです。例えば

UNRWA では平和教育として、ホロコーストについては教えるのに、ナクバについては

教えていません。一体だれが、何の目的でこのようなカリキュラムにしているのでしょ

うか。 

ですから、私たちの「能動的学習と創造的表現」が重要なのは、このプログラムを通

じて子どもたちが学ぶことを好きになり、分析力を育み、自由に表現する能力を得られ

る点です。こういったことが学校で教えられていれば、能動的で知的で、知を愛する世

代が生まれたはずなのです。ところが実際には、知を好まず、識字能力にも欠けるよう

な世代が生み出されています。私たちは教材を開発し、子どもたち自身が学びを楽しめ

るようにしています。こうした活動は決してマージナルではなく、基礎的な活動です。

そして教育と学びのプロセスに、私たちはアートを活用しているのです。 

  

山本：基本的な質問ですが、レバノンではパレスチナ人のための私立学校の設立は認

められていないのでしょうか？ 

 

ムウタッズ： 

エリート教育のための私学はあっても、周辺化された子どもたちのための、進歩的な

カリキュラムを備えた私立学校はありません。幼児教育においては、ガッサーン・カナ

ファーニー財団が難民キャンプに開設した先駆的な試みがあります。彼らの幼稚園はひ

じょうに進歩的でしたが、イスラーム主義者の影響を受けた住民たちからの圧力にさら

されています。彼らは遊びではなく、イスラーム系の幼稚園のように机に座らせて、小

学校入学準備のための勉強を受けさせるべきだというのです。1982 年の PLO のレバノ

ンからの追放とオスロ合意の後、パレスチナの計画と夢が失われた中で、保守的な勢力
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の影響が強まっています。特にオスロ合意はレバノンのパレスチナ人に祖国帰還の夢を

失わせ、パレスチナ人の統一されたアジェンダをばらばらにしました。レバノンのパレ

スチナ人は遺棄されたのです。 

 

山本： 

オスロ合意の後、パレスチナに帰還する夢が持てない状況下で、パレスチナ人として

の記憶やアイデンティティの意義も変わってきたのではないかと思います。特に若い世

代には、パレスチナ人意識を保ったからといってそれが何になるのか、といった気持も

あるのではないでしょうか。 

 

ムウタッズ： 

私たちは強い逆流に放り込まれてきました。何の権威も、保護も、国家統一の計画も

なく、未来もなく、放りだされたのです。今や若者にとって唯一の夢は移住です。私た

ちはこの問題についても映画を作っています。『ここでも、あそこでもなく（Neither here 

nor there）』という映画は、私の監修のもと、二つの若者たちのグループによって撮影さ

れました。一つはレバノンの難民キャンプで暮らす若者たちで、彼らが海外移住を試み

た若者を撮影しました。移住先で逮捕されたり、ブローカーにだまされたり、海に放り

出されたりして戻ってきた若者たちにインタビューしたのです。一人の青年は、「家族

が貴金属を売って旅費を工面してくれたが、自分は逮捕されて帰国した。そして今、再

び移住するために、家族から金をもらおうとしている。ここで自殺するか、気が狂うか、

移住するか、それしか選択肢はない」と語ります。もう一つのグループはドイツにいる

若者達です。そのうちのひとりは、「家族には本当のことは言えないが、自分はドイツ

では失敗者で、密輸に手を染めている」と語り、別の青年は、「自分はここの人間でも、

あっちの人間でもない。どちらでもよそ者だ」と語ります。この二つのグループの若者

たちが撮影したフィルムを一つにまとめたのがこの映画です。この映画の目的は、移住

しか夢がない若者たちに、その問題点を知ってもらい、準備をしてもらいたいという点

にあります。一日中、水タバコをふかして無為に過ごす代わりに、外国語を学び、コン

ピューターを学び、手に職をつけ、何かをできる能力を身につけて欲しい。だまされた

り、密輸に手を染めたりしないよう、技能や語学や知識を学んでほしいのです。 

他にも学校教育には多くの問題があります。また、以前は様々な国や PLO が奨学金

を出していましたが、今はおそらく 10 分の 1 程度に減っており、大学に行く機会が失

われています。 

PLO の目的は、パレスチナ民衆ではなく、パレスチナ自治政府の存続そのものになっ

てしまいました。パレスチナ問題の命運は、自治政府の命運次第となり、その自治政府

の命運は、ドナー国に握られています。援助が止まれば一巻の終わりです。ですから自
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治政府は生き残るために、パレスチナ民衆の名において、妥協を繰り返しているのです。

イスラエルと入植地を守ることが、アメリカの要求です。 

私たちは絶望と泥沼のなかで活動を続けています。家族はバラバラになり、若者は出

ていき、老人は捨てられ、それぞれ自分で自分のことをなんとかするしかありません。 

 

山本： 

 それでも、例えばこのセンターに若者たちが集まって、活動したり、手伝いをしたり

している姿には、希望を見出すことができますね。 

 

ムウタッズ： 

 多くの成功体験が生まれていることは、とても重要です。センターの活動を通じて学

んだ若者たちが、カメラマンやディレクターとしてメディア業界で働いていますし、

DJ になった女子もいますよ。ローズマリー・サーイグ［注：レバノンのパレスチナ難

民コミュニティのオーラル・ヒストリーで知られる歴史家］が 10 年前に言った見事な

表現があるのですが、彼女は「パレスチナ人のイメージは、石を投げる若者から、撮影

する若者へと変わるだろう」と言ったことがあります。メディアはパレスチナ人に大き

な表現の自由を与えたと思います。 
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Ⅱ.パレスチナ文化関係団体リスト 
 

 

 

 

Ⅰ．被占領地（東エルサレムおよびヨルダン川西岸地区） 

 1. 東エルサレム 

 2. ベツレヘム／ベツレヘム周辺 

 3. ヘブロン 

 4. ラーマッラー／ビーレ／ビールゼイト 

 5. ナーブルス／ナーブルス周辺 

 6. ジェニーン 

Ⅱ．イスラエル領内 

 1. 北部（ナザレ／ハイファ） 

 2. 中／南部（テルアビブ／リッダ／ネゲブ） 
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［リスト化にあたって］ 

2011-2015 に訪問した文化関係団体について、下記の項目ごとにリスト化した。数十名の専門スタッ

フを擁し複合的な機能を有する一大センターから一人で開いている工房的なものまで、規模も運営方

式もさまざまであるが、ここではそうした分類とは無関係に一つの団体として扱っている。また、数

は少ないが「企業」や「学校」に分類される団体も、営利追求を理念とせず広く文化に関わっている

ものはここに含めた。名の通った組織だが訪問がかなわずここに挙げられなかったものも数多く、逆

に活動規模の極めて小さな団体や現在は休眠状態の団体であっても、パレスチナにおける文化活動の

何らかの状況を反映していると判断できるケースは挙げている。 

【URL】※団体の基本情報がアップされている、いわゆるホームページ。フェイスブックやブログな

ど、短期的な情報発信のみを目的としているサイトは記載していない。 

【設立年】 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】※事務所の固定電話、公開されているメールアドレスのみ。携帯電話

番号など、個人情報を含むものは記載してしない。 

【施設規模・活動媒体など】※事務所の規模やスタッフの数など客観的な情報を記したが、活動分野

によっても違いがあり、必ずしも活動の規模や程度を反映するものではない。 

【主な活動・目的】【資金獲得手段】【メモ】※公開を前提とした聞き取りから得た内容、およびウェ

ブサイトや年次報告、パンフレットなどにおける記載事項を記し、個人情報の取り扱いに配慮した。 
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［2012 年にオープンした 

エルサレムの新校舎］ 

［2011 年当時の仮校舎で。レッスンは一対一で行なわれる］ 

 

Ⅰ．被占領地（東エルサレムおよびヨルダン川西岸地区） 

 

 

1. 東エルサレム 

 

 

エドワード・サイード・ナショナル音楽院 The Edward Said National Conservatory of Music 

 معھد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى

 

【URL】http://ncm.birzeit.edu 

【設立年】1993 年 

【代表者など】Suhail Khūrī（事務局長） 

【電話番号・メールアドレス】02-6271711 

info@ncm.birzeit.edu 

【施設規模・活動媒体など】教員 60 名、職員

35 名。生徒 750 名。エルサレム以外に 4 つの

分校（ラーマッラー、ベツレヘム、ナブルス、

ガザ）。近くヘブロンでも開校の見通し。7 つのコミュニティセンターをもつ。シリア、レ

バノン、ヨルダン、エジプトにもプロジェクトをもつ（例えばレバンノンの難民キャンプ

では約 50 名が登録）。 

【主な活動・目的】パレスチナにおける音楽教育、上質な音楽の普及。音楽学校の運営が

メインの事業だが、いつくかのオーケストラをもつ。特に 2011 年に設立されたパレスチナ・

ナショナル・オーケストラは、パレスチナ出身の演奏家たちによって構成された、パレス

チナ初のプロフェッショナルなオーケストラである。他に芸術と教育的な価値を併せ持っ

た CD や音楽教本の製作や、パレスチナ音楽コンテ

ストの主催なども行なっている。 

【資金獲得手段】3 割弱は学費から。残りは寄付、

SIDA など海外の組織からの支援。 

【メモ】5 名のパレスチナ人音楽家によって 1990

年からパレスチナの音楽状況に関する調査が行な

われ、ビールゼイト大学の評議委員会傘下に入るか
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［サーブリーンのサイード・ムラード氏］ 

たちで設立された。2004 年に現在の名称に変更。 

 音楽学校には 5 歳以上からの幼年コース、音楽の才能を磨き伸ばすためのレギュラー・

コース、音楽を楽しむためのアマチュア・コースがある。レギュラー・コースは 1 対 1 で

のレッスンとなっている。遠隔地でのアウトリーチ・プログラムが重視されており、現地

の団体とパートナーを組み、指導者を派遣している。このアウトリーチ・プログラムは学

費を取らず無料で行なわれている。 

 

 

サーブリーン協会 Sabreen Association for Artistic Development جمعية صابرين للتنمية الموسيقية 

 

【URL】http://www.sabreen.org/ 

【設立年】1980 年 

【代表者など】Sa’īd Murād 

【電話番号・メールアドレス】02-5321393 

sabreen@sabreen.org 

【施設規模・活動媒体など】東エルサレ

ムにオフィス兼スタジオを持つ。 

【主な活動・目的】パレスチナにおいて

パレスチナの状況を反映させる現代音楽

を発展させることを目的として設立。パ

レスチナでのさまざまなジャンルの音

楽団体・グループの活動支援（CD や DVD のプロデュース、楽曲提供、レーベルの提供、

スタジオの貸し出し）、音楽グループ「サーブリーン」の活動。 

【資金獲得手段】いくつかのプロジェクトには外部資金の助成を得るが、プロデュースや

楽曲提供からの報酬が基本。 

【メモ】1992 年に日本の市民グループのイニシアティブによって来日を果たし、それまで

PLO 傘下の活動との接点しかなかったといってよい日本社会に、パレスチナの新しい世代

の音楽を生き生きと伝えた音楽グループである。当時ボーカルだったカミリア・ジュブラ

ーン氏はフランスへと出国し、以来活動の形態を大きく変えたが、現在でもサーブリーン

名義での新作を発表している。かつては教育省などの協力のもと、音楽とのさまざまな関

係のありかたを探るプログラムを作り、子どもの社会教育にも取り組んでいた。 
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［スノーバル劇場のパンフレット］ 

［ハカワーティー劇場と、劇場芸術監督のアハマ

ド・バーシャー氏］ 

サナーベル劇場 Sanabel Culture and Arts Theatre مسرح سنابل للثقافة والفنون 

【URL】http://sanabel.8k.com  

【設立年】1984 年 

【代表者など】Ahmad Abu Sal’ūm 

【電話番号・メールアドレス】02-6714338 sanabeltheatre@yahoo.com 

【施設規模・活動媒体など】固定給を支払っている 6 人の俳優が所属。その他フリーラン

スの俳優が出演。 

【主な活動・目的】子ども向けの芝居の上演。エ

ルサレムが西岸と切り離されユダヤ化が進むシル

ワーンでの地域に根ざした文化活動。 

【資金獲得手段】チケット販売。外部団体からの

支援はごく一部とのこと。 

【メモ】長い歴史をもつ劇団である。東エルサレ

ムの占領により、イスラエル内務省に登録を済ま

せイスラエル文化省の管轄下に入っているが、予

算はまったく付いていないとのこと。通常の上演

演目は子ども向けの芝居で、表現形態としては前

衛・実験的なものではないが、社会への批判意識

を底流にもつ。代表のアフマド氏自身が脚本や演

出を手がける情熱的な演劇人である。 

 

ハワカーティー: パレスチナ・ナショナル劇場 

Palestinian National Theatre- Al Hakawati  المسرح الوطني الفلسطيني – الحكواتي  

 

【URL】http://www.pnt-pal.org/ 

【設立年】1977 年（ハカワーティー劇団）

1984 年（劇場） 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-6276293 

info@pnt-pal.org 

【施設規模・活動媒体など】東エルサレム 

【主な活動・目的】演劇の創作、公演。劇場

ではパレスチナ全土のさまざまな劇団の公
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  ［刺繍センター。新たなデザインの 

   開拓などにも熱心である］ 

演が行なわれる。パレスチナ演劇フェスティバル、人形劇フェスティバルなども主催。 

【資金獲得手段】おもに海外 NGO からの助成。 

【メモ】ハカワーティーとは語り部、ストーリーテラーの意味で、喫茶店などで大衆に昔

話を聞かせる伝統的な芸能。1984 年に劇場が出来たときの名称は「ヌズハ・ハカワーティ

ー（語りの娯楽）劇場」だった。1970 年代はパレスチナでさまざまな劇団が誕生したが、

現在同じ名前で残っている代表的劇団は上記サナーベルとハカワーティーだけだろう。東

エルサレム占領以降はイスラエル文化省の管轄となっている。2013 年 7 月、イスラエル政

府は同劇場が「オスロ合意に違反してパレスチナ自治政府から資金を得ている」との理由

で、予定されていた「子ども人形劇フェスティバル」の中止を命令。多くのパフォーマー

が人形を使うなどして工夫を凝らした抗議アピールを行なった。 

 

 

ウジュード（存在） Wujoud : Cultural Center and Museum  وجود: مركز ومتحف األسرة المقدسية 

 

【URL】http://www.wujoud.ps/ 

【設立年】2009 年 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】旧市街のジ

ャッファ門から入って少し入った場所に

ある石造りの 2 階建ての建物。一階がミ

ュージアム、2 階が展示や会合スペース。 

【主な活動・目的】文化・芸術を通じて

聖地におけるパレスチナ人の存在を示す。 

【資金獲得手段】アラブ正教会が運営。 

【メモ】2009 年にギリシャ正教会エルサレム総主教庁が築 650 年の建造物をアラブ正教会

に寄付したのを受け、それをリノベートし文化センターとした。運営主体のアラブ正教会

は旧市街の近隣地域でほかに医療センター、および刺繍製作と販売を行なう「メリア・ア

ート・トレーニングセンター」、コーヒーハウス「ビント・エル＝バラド」を運営している。

ほとんど女性による運営で、これらのセンターの運営による女性のエンパワーメントを目

標に掲げている。 
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［代表のマハ氏］ 

2. ベツレヘム／ベツレヘム周辺     

  

                                     

パレスチナ遺産センター Palestinian heritage Center مركز التراث الفلسطيني  

 

【URL】www.palestinianheritagecenter.com 

【設立年】1991 年 

【代表者など】Maha Caha 

【電話番号・メールアドレス】02-274-2381 

【施設規模・活動媒体など】200 平方メートルほどの手工芸品展示施設（地元では土産物の

ショップとして認知されている様子）。常勤職員 1 名が 10 時～18 時まで訪問者対応。他に

刺繍講習会をするための施設をもつ。 

【主な活動・目的】パレスチナの文化遺産保存・文化

活動の促進、パレスチナの小道具、衣装の収集、刺繍

作品の買い取りをし、女性に現金獲得機会を与える、

刺繍講習会の実施、刺繍作品をはじめとする手工芸品

の販売。 

【資金獲得手段】すべて代表のマハ氏の個人資産によ

る。 

【メモ】マハ氏の個人資産による運営という性格上、

年次レポートなどは存在しない。刺繍講習会も不定期。

マハ氏の両親はインテリで資産家であったため（収入

を得るために刺繍をする必要はなく）、地元の女性の

多くの女性のように母親から刺繍を習ったわけでは

ないという。第一次インティファーダ期に女性たちが

各キャンプで刺繍などを教え合う状況に触発され、父

親から教わった「文化の重要性」について確信をもつ

ようになったとのこと。 

 

文化遺産保存センター  Centre for Cultural Heritage Preservation مركز حفظ التراث الثقافي 

 

【URL】http://www.cchp.ps/ 

【設立年】2001 年 
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［民俗博物館］（当組合ウェブサイトの写真を使用）

［当センターのパンフレットより］ 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-2766244 

【施設規模・活動媒体など】有償スタッフ 20 名 

【主な活動・目的】歴史的建造物の修復を通じた

ベツレヘム地区の景観の保護が主要なミッショ

ン。そのための、調査、一般への啓蒙活動、出版

なども行なっている。またベツレヘム大学、ロン

ドン大学、ヨエンスー・フィンランド大学との提

携で、観光・巡礼分野での修士取得のための研修

の協力を行なっている。 

【資金獲得手段】USAID、ユネスコ、世界銀行、

フォード財団、各国政府（オーストラリア、オーストリア、英国、フィンランド、イタリ

ア、ノルウェー、ポルトガル、スペイン、スウェーデン）からの支援 

【メモ】西暦 2000 年のミレニアムに向け、かつて設立された「ベツレヘム 2000 プロジェ

クト局」を引き継ぎ、文化遺産保護活動を行う団体として自治政府より委任された団体。

ベツレヘム地区で文化的景観に関する活動を行なう唯一の団体である。 

 

 

アラブ女性組合 Bethlehem Arab Women’s Union جمعية اإلتحاد النسائي العربي - بيت لحم 

 

【URL】http://www.bethawu.org/ 

【設立年】組合としての発足は 1947 年。刺繍センターは 1968 年。民俗博物館は 1972 年。 

【代表者など】Virginia Canawati 

【電話番号・メールアドレス】02-2742589 info@bethawu.org 

【施設規模・活動媒体など】地階が博

物館（「バイトナー・タルハミー」 بيتنا

2、（التلحمي 階が刺繍センターで、刺繍

の展示・販売をしている。13 人のボラ

ンティアの委員からなる執行委員会と

80 人からなる委員会がある。 

【主な活動・目的】刺繍に代表される

手工芸の支援、パレスチナ人のフォー

クロアの保護、女性や子どもへの支援。
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年に一度、文化イベントの開催。 

【資金獲得手段】 

【メモ】伝統ある組合だが、常駐しているのはショップの店番で、活動についての広報機

能としては不十分な印象を受けた。民俗博物館「バイトナー・タルハミー」は地元ではよ

く知られ、長年親しまれてきた存在である。 

 

 

アルタース・フォークロアセンター Artas Folklore Center مركز أرطاس للفلكلور 

［アルタース村］ 

 

【URL】 

【設立年】1993 年 

【代表者など】Mūsa Sanad（故人、設立者） 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】高校の理科・数学教員でフォークロア研究者でもあったムー

サー・サナドが中心となって立ち上げ、教員や専門職にある 9 人が設立メンバーとなった。

古い村の家屋風の自前の独立したオフィスをもつ。 

【主な活動・目的】アルタース村にある遺跡・遺構などを案内するツアー。ゲストハウス

の運営。レタス祭りの主催。ダブケ、刺繍など伝統文化の継承。メンバー個人によるフォ

ークロアの研究。 

【資金獲得手段】 

【メモ】ベツレヘム地区でパレスチナ自治政府に文化センターとして登録した最初のセン

ター。アルタース村には豊富な遺跡・遺構が残り、ヨーロッパの研究者が居住するなど、

フォークロア研究の土壌がもともとあった。ムーサー氏の自宅を外国人グループの宿泊施

設として開放、妻のモナ氏らが刺繍を教え、販売もするなどさまざまな活動を行なってい

た。10 年前に同氏が死去ののち、次男のファーディ氏が形式的に引き継いでいるものの、

センターの活動は半ば開店休業状態になっている。ただし設立メンバー同士のつながりは

強く、ダブケグループの活動は続いているという。レタス祭りは 2014 年には行なわれなか

ったが、2015 年に 21 回目として行われる予定。 
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［代表のサラーフ氏］ 

難民センター Lajee Center مركز الجئون［アーイダ難民キャンプ］ 

 

【URL】http://www.lajee.org/ 

【設立年】2000 年 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-2750789 

【施設規模・活動媒体など】地元のボランティアの手によって建てられた 300 ㎡ 2 階建て

の建物。 

【主な活動・目的】パレスチナの次世代

である子どもたちを育てる文化センター。

PC センター、ラジオプロジェクト、映画

プロジェクト、雑誌『サウトナー（われ

らの声）』への参画。ダブケの舞踊団もあ

る。 

【資金獲得手段】雑誌「サウトナー」は

イギリス・ベルギーなど 4 カ国で計 1 万

部販売。センターの建物は雑誌の売り上

げによって購入したとのこと。他に海外

NGO からの支援で、海外の政府からの支

援は拒否するとのこと。 

【メモ】コミュニティに寄与する意思をもつ 11 人の若者によって設立された。センターの

施設は貧弱だが、ラジオやウェブサイト、雑誌などのメディアを通じた活動は注目に値す

る。夏期は海外からのボランティアの参加も多いとの由。事務局長をしているサラーフ氏

は 1972 年生まれで、7 回投獄歴がある。ボストン大学で博士号を取り、米国の大学で心理

学を教えている兄（弟）がおり、彼もいずれ戻って地元に貢献したい意向とのこと。 

 

 

イブダア文化センター Ibdaa Cultural Center مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل الثقافي الدولي

［ドヘイシャ難民キャンプ］ 

 

【URL】http://www.ibdaa48.org/  

【設立年】1994 年 

【代表者など】 
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［3階にあるカフェテリア。社交場として 

 利用されている］ 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】キャンプの入り口付近に 3 階建ての独立した大きな建物をも

つ。図書館（1000 冊）、ホール、カフェ、ワークショップ用の部屋など多数。サッカー場、

卓球などの施設。外部ボランティアの宿泊用に 10 部屋。35 人の職員のほか、25 人以上が

ボランティアとして働いている。 

【主な活動・目的】キャンプ内の青少年の文化・教育・スポーツ振興。登録者 50 人に本を

貸し出すブックプロジェクト、弱視者にメガネを付与するメガネ・プロジェクト、イタリ

アの「国境なき写真家たち」と協力するメディア・プロジェクト。 

【資金獲得手段】MADRE（米国）、フォード財団など。 

【メモ】こうした施設としてはドヘイシャで最

初に作られ、最大規模のもの。国際的にもよく

知られている。現在ドヘイシャ内にはこうした

NGO 組織が 15 あり、ナクバの日などでは共同

でイベントを行うという。訪問時はあまり利用

者のいない時間だったため普段の賑わいは味

わえなかったが、説明をしてくれた若者は、12

歳のときに、キャンプの中で唯一サッカーが出

来る場所としてこのセンターを知ったとのこ

とだった。以来このセンターの活動とともに成

長し、現在自分がボランティアとして働くのも

ごく当然のことだという。 
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3. ヘブロン  

 

 

パレスチナの子どもの家 The Palestinian Child’s Home Club نادي بيت الطفل الفلسطيني 

 

【URL】http://www.ydrc.ps/ 

【設立年】1996 年 

【代表者など】Omar Dahmanis  

【電話番号・メールアドレス】022224545  info@ydrc.ps  

【施設規模・活動媒体など】当初はヘブロンの中心地に近い場所で平屋の建物をもってい

たが、2011 年に郊外に大規模な施設を建設。

320 席の劇場、ロボテクス専用工房、メデ

ィアセンター、外国人ボランティアや遠方

からのゲストが宿泊するホステル（40 床）。

フルタイムの職員 4 名、7 人のインストラ

クター。プログラムには計約 1500 人が参

加。 

【主な活動・目的】青少年のスポーツ・文

化振興、語学（英語・ヘブライ語）、コンピ

ューター教育。 

【資金獲得手段】ヘブロンの篤志家の支援で設立されたが、2008 年に USAID の支援が決

定。 

【メモ】監督省庁は文化省ではなく、青少年・スポーツ省。1996 年から 2011 年までの小

さな施設での活動から急に大規模となり、大きなチャレンジになっているという。2012 年

訪問時は移転中で落ち着かない印象があったが、2015 年に再訪すると、活動は順調に続い

ている様子であった。 

 

 

子どもの幸福センター Children Happiness Center مركز إسعاد الطفولة 

 

【URL】 

【設立年】1999 年 
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［パソコンルーム］ 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-2299545 children_hc@yahoo.com 

【施設規模・活動媒体など】400 席の劇場、インターネット施設、図書室。スタッフ 12 人、

ボランティアの学生約 25 名。 

【主な活動・目的】環境の劣悪な公立の学校施設の補完。図書室には授業の一環でとして

学校から子どもが訪れる。「夢工房」「小さな記者」といった独自のプログラムの実施。 

【資金獲得手段】NGO ではなく、ヘブロン市

の「スポーツ・文化活動課」が管轄。地元の 

NGO との連携の上でプログラムが運営される

が、予算は市から。 

【メモ】お役所の施設臭がせず、スタッフの意

識の高さを感じさせる。「タアーウヌ財団」が

同時期に同じ性格の施設をジェニーン、ラーマ

ッラーでも設立したため、「子どもの幸福セン

ター」との名前がついた施設がこれらの町にも

ある。ヘブロンは保守的な町のため、女の子が

町のインターネット・カフェを利用できる環境

にはなく、このセンターの施設は重要なのだとスタッフの女性は強調していた。 

 

 

韓国パレスチナセンター Korea Palestine Center المركز الكوري الفلسطيني 

 

【URL】 

【設立年】2012 年 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-228-8331 

【施設規模・活動媒体など】劇場、多目的室、

ジム、会議室、音楽室、コンピューター室、映

画編集用のメディアルーム、ゲストハウスなど。

3 階建てロの字型の巨大総合施設（3 万㎡）。今

後プラネタリウムと屋上レストランが作られ

る予定。 

【主な活動・目的】 
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［演劇「訪問」の稽古風景］ 

【資金獲得手段】KOICA（韓国国際協力団）の全面支援で作られ、建設費用として韓国側

が 650 万ドル拠出した。ヘブロン市が希望する施設に関してプロポーザルを提出し、採用

されたとの由。現在の運営費はヘブロン市がもっているが、不十分だという。 

【メモ】計画当時のヘブロン市長ハーリド・ウサイリーの文化プロジェクトの一環として

実現された。ひじょうに豪華で至れり尽くせりの施設だが、プランニングの段階からヘブ

ロン側の希望を出し、それに添ったものであるとの説明を受けた。パレスチナから韓国に 5

人が派遣され、韓国からも 5 人が来て施設のマネジメントについてトレーニング中とのこ

と。スタッフはまだ 6 人だが、会計士やグラフィックデザイナーなど専門職 30 人ほどにな

る予定（2012 年現在）。 

 

 

Yes 劇場 Yes Theater مسرح نعم 

 

【URL】http://www.yestheatre.org  

【設立年】2007 年 

【代表者など】Yazid Zahdah 

【電話番号・メールアドレス】02-229-1559 

info@yestheatre.org 

【施設規模・活動媒体など】独立事務所およ

び別の場所に劇場を持つ。管理部門のスタッ

フが 4 名、演劇部門が 4 名。演劇部門のスタ

ッフが芝居の演出やトレーナー、俳優を兼ね

るほか、俳優は演目ごとに外部からの参加があ

る。 

【主な活動・目的】コミュニティ内部の問題や矛盾に焦点をあてた子ども対象の芝居を上

演する plays 4 kids プログラム、キャンプの小学校で希望した子どもたちを一定期間トレ

ーニングし、子ども自らがプロットを考案しながら上演する kids 4 kids プログラムなど。

生徒や教師向けの演劇ワークショップの開催、一般の観客対象の芝居上演も行なっている。 

【資金獲得手段】ウェブサイトにはパレスチナ教育省、UNRWA、ウォーチャイルド（オラ

ンダ）、A.M.カッターン財団など 13 の団体が「友だち」として掲載されているが、詳細は

不明。 

【メモ】すでにシアター・デー・プロダクション（ヘブロンおよびガザ）での活動経験を

もっていたメンバーによって設立される。（広島に拠点を置く日本の NGO、ピース・ビル

ダーズが現地駐在スタッフを派遣し、共同プロジェクトを行なっている。 
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［タアーウヌ財団のロゴ。タアーウヌによっ

て作られた建物の入り口や、タアーウヌの助

成の付いた企画のポスターなどに使われる］

4. ラーマッラー／ビーレ／ビールゼイト 

 

 

タアーウヌ財団 Welfare Association مؤسسة التعاون［ラーマッラー］ 

 

【URL】http://www.welfareassociation.org 

【設立年】1983 年 

【代表者など】Tafeeda Jarbawi（事務局長） 

【電話番号・メールアドレス】02-627-2127  

welfare@jwelfare.org（エルサレム） 

【施設規模・活動媒体など】予算規模としては

パレスチナ最大の NGO。専門スタッフは約 100

人。ファイサル・アラミーを議長とし、44 人か

らなる評議委員会があり、メンバーには A.M.カ

ッターン財団のアブドル・ムフシン・カッター

ン氏も含まれる。エルサレムに本部があり、ラ

ーマッラー、ガザ、ベイルート、アンマン、ジュネーブ、ロンドンにもオフィスがある。 

【主な活動・目的】パレスチナ被占領地、およびイスラエル領内とレバノンのパレスチナ

社会への支援。持続可能な発展、パレスチナの文化とアイデンティティの涵養、パレスチ

ナの文化遺産の再生のため、自治体や各地の組織を支援。特に若者向けのプロジェクトに

力を入れる。 

【資金獲得手段】寄付による 5000 万ドルの基金を運用（はじめに 10 万ドル以上を寄付し、

3 万ドルの年会費を支払う「創設会員」など、寄付金額に応じ 6 区分から成る会員制度があ

る）。世界銀行などの国際機関やアラブ開発銀行、AFESD（アラブ経済社会開発基金）、フ

ォード財団、オーストリア、カナダ、イタリア、スイス政府などからも融資を受け運用し

ている。 

【メモ】パレスチナ人実業家や知識人らによって 1983 年に設立されて以来、パレスチナの

さまざまな文化・教育活動を支援する中核的な存在となってきた。中立保持のためスイス

で事業体登録がされている。 
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［ロンドンのモザイク・ルームズ］ 

A.M.カッターン財団 A.M.QATTAN Foundation مؤسسة عبد المحسن القطان［ラーマッラー］ 

 

【URL】http://www.qattanfoundation.org 

【設立年】1993 年 

【代表者など】Abdul Mohsen Al-Qattan（創設者、評議委員会議長） 

【電話番号・メールアドレス】02-296-0544 

【施設規模・活動媒体など】ロンドンとパレスチ

ナ（ラーマッラー、ガザ）にオフィスをもち、総

計 55 人（2013 年）の職員を抱える。ロンドンの

モザイク・ルームズはアラブの現代アートの展覧

会、レクチャーなどの企画を常時行なっている。 

【主な活動・目的】ガザの子ども、パレスチナ（お

よびアラブ世界）のアートに関わる個人・団体、

パレスチナ各地（イスラエル領内含む）の教員へ

の支援。団体に対してはプログラムごとに応募、

選考の手順を経て助成を決定するほか、財団が独

自のプログラムのもとに団体に働きかけを行なう。

「ヤング・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」な

ど、個人のアーティストやライターの発掘、顕彰

を行い、作品集や本の刊行も行なって世に出して

いる。 

【資金獲得手段】68 パーセントがカッターン氏の

慈善委託金（2011 年度）。他に外部資金調達、投資および運用、モザイク・ルームズ運営に

よる収入など。 

【メモ】「タアーウヌ財団」と並び、現在パレスチナ系の財団としては最大手のものに成長

している。創設者のアブドル・ムフシン・カッターン氏は 1929 年ヤーファに生まれ、クウ

ェイトで建設会社を興して富をなした立志伝中の人物。彼は「タアーウヌ財団」の創設に

も関わっている。2011 年、彼は自分の財産の 4 分の 1 を財団に委託するとの遺言状を作成。

5 名の評議委員はすべてカッターン家のメンバーからなる。 

 

 

アシュタール劇場 Ashtar Theatre مسرح عشتار［ラーマッラー］ 

 

【URL】http://www.ashtar-theatre.org 
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［アシュタールが主催する「被抑圧者の演劇

フェスティバル」のパンフレット］ 

【設立年】1991 年 

【代表者など】Edward Muallem, Iman Aoun（設立者） 

【電話番号・メールアドレス】02-298-0037  info@ashtar-theatre.org 

【施設規模・活動媒体など】施設内部に劇

場とトレーニングホールを持ち、8 人の専従

スタッフを抱える。 

【主な活動・目的】対話を通じた演劇製作、

上演。社会批判や被抑圧者の表現手段とし

ての演劇という視点を重視し、国外のグル

ープとのコラボレーションに力を入れてい

る。 

【資金獲得手段】主なドナー：ユニセフ、

ローザルクセンブルク基金（ドイツ）、SIDA

（スウェーデン）、Anna Lindth 基金、

IM/SOIR（スウェーデン）、国連開発計画、

タアーウヌ財団（パレスチナ）、A.M.カッタ

ーン財団、ブリティッシュ・カウンセル、

Emerezian est.（エルサレムの出版局）（2013 年） 

【メモ】パレスチナで初の演劇トレーニングプログラムを開始した先駆的存在。「A.M.カッ

ターン財団」主催の「パレスチナ・パフォーミングアート・ネットワーク(PAN)」の構成団

体。なお、アシュタールとはバビロニアの愛の女神イシュタルのアラビア語名。 

 

 

アルカサバ劇場 Al-Kasaba Theatre and Cinematheque مسرح وسينماتك القصبة  

 

【URL】http://www.alkasaba.org/  

【設立年】1970 年（アルカサバ劇場としては 1989 年から） 

【代表者など】George Ibrahim（総監督） 

【電話番号・メールアドレス】 02-296-5292  

info@kasaba.org 

【施設規模・活動媒体など】ラーマッラーの中

心地に 370 席のホールとそれよりやや小さいホ

ールの二つをもつ。 
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【主な活動・目的】パレスチナにおける文化芸術の普及と、演劇を通じてパレスチナとア

ラブ、世界とのコミュニケーションの機会を広げ、相互理解を深めることを目指す。アル

カサバ劇団はパレスチナ各地および海外での公演を行なっており、ホールはさまざまな団

体に貸し出され、演劇だけでなく各種のイベントに利用されている。 

【資金獲得手段】運営資金はチケットの売り上げによる。外部資金獲得専門のスタッフが

おり、作品の製作ごとに主にヨーロッパの NGO からの助成を受けている。 

【メモ】劇場総監督のジョージ・イブラヒム氏はもともと俳優で、ナクバ後のパレスチナ

演劇運動の第一世代にあたり、現在は彼から演劇を指導された第二世代が演劇界の指導的

立場に立つようになっている。ドラマ・アカデミーは三年間の専門教育機関で、卒業する

と学士号を得られる。現在ラーマッラー北部（ビールゼイトとジフナの中間地点）に専用

の校舎を建設する計画が進んでいる。 

 

 

ハリール・サカーキーニー文化センター Khalil Sakakini Cultural Center 

 ［ラーマッラー］ مركز خليل السكاكيني الثقافي

 

【URL】http://www.sakakini.org 

【設立年】1996 年 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-2987374 

【施設規模・活動媒体など】センターの建物と

庭園は 1947～51 年にラーマッラーの市長だっ

たハリール・サカーキーニーの旧邸宅。職員は

6 名。 

【主な活動・目的】文学の夕べ、映画上映、庭

園での音楽演奏企画など、ビジュアルアートや

音楽、文学、パレスチナのアイデンティティに関わる企画の主催。スペースを利用した外

部団体との共同企画（オープンスタジオ）。遠隔地でのアウトリーチ美術教育プロジェクト。 

【資金獲得手段】建物はパレスチナ文化省が所有し、センターに無償貸与。他のプロジェ

クト実施予算に関しては未確認。 

【メモ】2011 年訪問時の事務局長は 50 歳代に見えるアベド氏であったが、2013 年には 31

歳のララ氏に交代していた。ララ氏はジャルジャ（UAE）のビエンナーレでキュレーター

として 6 年間働いていたという経歴をもっており、若くても優秀な人間が公募で採用され

ている状況がうかがえる（2014 年に確認したところでは、さらに別の若い女性に代わった
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［自作について説明する学生］ 

とのこと）。 

 

パレスチナ国際美術アカデミー International Academy of Art Palestine 

 األكاديمية الدولية للفنون فلسطين 

 

【URL】http://www.artacademy.ps  

【設立年】2006 年 

【代表者など】Mohammed Shaheen 

【電話番号・メールアドレス】02-296-7601 director@artacademy.ps 

【施設規模・活動媒体など】ラーマッラーとビーレの境界地域に独立した建物をもつ。生

徒は一学年 10 人。 

【主な活動・目的】現代アートの 4 年間の専門教育。一般に開かれたプロジェクトや展覧

会の開催なども行なう。 

【資金獲得手段】ノルウェー外務省、オ

スロ国立芸術アカデミー 

【メモ】2006 年から準備が始まり、開校

したのは 2011 年である。理事の一人、ス

ライマン・マンスール氏はパレスチナを

代表する画家の一人。これまで何度も大

規模な国際的イベントを開催しているが、

2011 年、オランダの Van Abbe 美術館から

ピカソの「女の半身像」を借り受けたの

を期に開催されたイベント「ピカソ・イ

ン・パレスタイン」は特に注目された。 

 

 

文化宮殿 Ramallah Cultural Palace قصر رام هللا الثقافي［ラーマッラー］ 

 

【URL】 

【設立年】2004 年 

【代表者など】Fātin Farhāt 

【電話番号・メールアドレス】 
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［インティファーダを歌によって振り返るイベント「石は唄

う」（2013 年 9 月 17 日）の際には展示スペースがインティフ

ァーダ・ギャラリーとなった。こうした使い方もされている］

【施設規模・活動媒体など】736 席のホール、会議場、展示スペースなど。 

【主な活動・目的】ラーマッラー郊外にある劇場ホール。比較的大規模なコンサートや演

劇などはここで上演されることが多い。 

【資金獲得手段】 

【メモ】建設費約 500 万ドルとされ、パレスチナ自治

政府と国連開発計画（UNDP）および日本との 5 ヵ年

計画によって建設。文化宮殿前の道は「日本通り」と

名づけられている。現在はラーマッラー市が管理・運

営している。2011 年 2 月当時、オープン後初めての改

修工事中だった。事務局長のファーティン氏はラーマ

ッラー市役所の担当局長で、元ハリール・サカーキー

ニー文化センターのダイレクター。 

 

 

ターボ・デザイン Turbo Design 

 

【URL】http://thisweekinpalestine.com/ 

【設立年】1985 年（ソフトウェア会社としての立ち上げ）

1998 年（This Week in Palestine 誌の刊行） 

【代表者など】Sani Meo 

【電話番号・メールアドレス】 

02-2951262  info@turbo-design.com 

【施設規模・活動媒体など】ラーマッラーの中心地にオフ

ィスをもつ。会社自体の規模はそれほど大きいわけではな

く、フルタイムで働いているのはサニー氏含め 2 名で、パ

ートのスタッフが 5 人いる。 

【主な活動・目的】本業はソフトウェアの企業だが、1998

年からパレスチナの文化活動を英語で紹介するフリーペ

ーパー『This Week in Palestine』誌を刊行している。2006
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年には別会社「ジール出版局」を立ち上げ、アラビア語のフリーペーパー『若者のパレス

チナ』はじめ、いくつかのアラビア語の雑誌も刊行するようになっている。 

【資金獲得手段】助成を受ける考えはない。 

【メモ】『This Week in Palestine』誌は 1 万部を刷り、パレスチナのおよそ 400 箇所に配布し

ているとのこと。2015 年 1 月、世界メディアサミットに招へいされ、「途上国におけるニュ

ースチーム」部門で優秀賞を得ている。 

 

サリーヤト・ラーマッラー Sareyyet Ramallah, First Ramallah Group سرية رام هللا األولى 

［ラーマッラー］ 

 

【URL】http://www.sareyyet.ps/ 

【設立年】1930 年 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】体育館とスポ

ーツ競技場、大きな伝統建築物風の建物、

プール、社交場のような利用のされ方もし

ている公園などを持ち、地域コミュニティ

センターのような外観。フルタイムのスタ

ッフが 9 名、パートタイムが 1 名。 

【主な活動・目的】コミュニティベースで

のスポーツや文化活動を通じたパレスチナの若者の育成。主な活動分野はスカウト、スポ

ーツチーム、ダンス。ダンスはダブケとモダンダンスに分かれる。 

【資金獲得手段】 

【メモ】委任統治時代の 1930 年、スカウトのグループとして設立された。サリーヤト・ラ

ーマッラーとは「ラーマッラー団｣の意味で、正式名称は「第一ラーマッラー団」、つまり

ラーマッラーのスカウトの第一団。ナクバ後、1960 年に活動を再開した。 

 

ザフラーンの家 Dar Zahran مبنى  دار  زھران التراثي ［ラーマッラー］ 

 

【URL】http://www.darzahran.org/ （2015 年 3 月現在構築中） 

【設立年】2012 年  
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［縫製技術の教育とともに、製品として出

荷し流通させるシステムをもっている。近

年安価な製品が輸入され、売り上げはダウ

ンしているとのこと］ 

【代表者など】Zahran Jaghab  

【電話番号・メールアドレス】02-2963470  

【施設規模・活動媒体など】施設はラーマッ

ラーの旧市街の道路に面した、ザフラーン家

の旧宅を改修したもの。ザフラーン家のメン

バーでもあるザフラーン氏一人で運営。 

【主な活動・目的】ザフラーン家の古い写真

などを展示するギャラリーの役割が中心。他

にパレスチナのアーティストの作品やパレス

チナ各地から集めた工芸品・特産物を展示・

販売。文化的なイベントを行なうこともある。 

【資金獲得手段】NGO ではなく、外部資金は得ていない。販売品の売り上げで一定の収入

はある。 

【メモ】30 台半ばのザフラーン氏が 10 年ほどあたためて来た構想を実現したもの。2000

年代に入り、市当局が旧市街の再開発を開始し、古い建物が壊されるようになったことで

危機感を覚えたことが大きな動機であったという。 

 

 

家族支援協会 Inash Al-Usra جمعية إنعاش األسرة［ビーレ］ 

 

【URL】http://www.inash.org/ 

【設立年】1965 年 

【代表者など】Farīda Ārif 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】乳児から預

かる保育園、専門学校、単科大学、寄宿

舎、ミュージアム、資料室、「パレスチナ

文化遺産と社会」研究センター、職業訓

練所、里子のコーディネート機関、刺繍

製品の販売店などを持つ一大センター。 
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【主な活動・目的】職業訓練を通じて女性が経済力をつけるための支援など、女性のエン

パワーメント。孤児や政治囚の家族など、社会的困窮者への支援。 

【資金獲得手段】 

【メモ】被占領地の文化 NGO としては最大規模で、もっとも長い歴史を持つものの一つ。

スタッフ、学生、利用者はほぼすべて女性。「パレスチナ文化遺産と社会」研究センターは、

雑誌『文化遺産と社会』を刊行している。老舗的な存在であり、他の NGO に対し、非公式

の認定証なども発行している（2015 年 1 月の安倍首相のパレスチナ訪問に同行した昭恵氏

の訪問先の一つになったことも、この協会の公的な認知度の高さを傍証するものだろう）。

なお、設立者の故サミーハ・ハリール氏は、かつて 1996 年のパレスチナ自治政府大統領選

で、故ヤーセル・アラファートの唯一の対抗馬となった人物。 

 

 

リワーク Riwaq رواق［ビーレ］ 

 

【URL】http://www.riwaq.org/ 

【設立年】1991 年 

【代表者など】Suad Amiry（創設者） 

【電話番号・メールアドレス】02-240-6887 

riwaq@palnet.com 

【施設規模・活動媒体など】ビーレに独立

オフィスを持つ。建築士やエンジニアを含

む 20 人近くのスタッフを擁する。 

【主な活動・目的】パレスチナの建造物の

修復、リノベーションを通じたパレスチナ

の歴史的景観の再生、集団的記憶の回復。

村の歴史や記憶の再生に関わるイベントの

主催、教育活動、調査活動。パレスチナの 50 の町村の復興を目指したビエンナーレの開催。 

【資金獲得手段】主なドナー：AFESD（アラブ経済社会開発基金）、パレスチナ銀行、EU、

フォード財団、OPEC 国際開発基金、ドイツ共和国代表部、プリンス・クラウス基金（オラ

ンダ）、タマリー財団（パレスチナ系、本部スイス）スウェーデン政府、ユネスコ、ワロン・

ブリュッセル基金（ベルギー）、ワロン文化遺産協会（ベルギー） 

【メモ】リワークは「回廊」の意。この分野ではパレスチナを代表する NGO。各地の旧市

街などでは、しばしばリワークのプロジェクトでの修復を行なったことを示すプレートが

目に入る。創設者のスアード・アーミリー氏は著名な建築家で作家でもある。 
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［作品「ハイファ・ベイルート・そして…」 

  （2003）より］ 

エル・フヌーン・ダンスグループ El-Funoun Palestinian Popular Dance Troupe 

 ［ビーレ］فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية 

 

【URL】http://www.el-funoun.org  

【設立年】1979 年 

【代表者など】Khaled Qatamesh（事務局長、ダンス指導者） 

【電話番号・メールアドレス】02-240-2853 

【施設規模・活動媒体など】ポピュラー・アート・センターのなかに本部オフィスとスタ

ジオを持つ。フルタイムの専従スタッフ一名、パートタイムでトレーナーや事務スタッフ

が常時数人いる。 

【主な活動・目的】メンバーであるダンサーたちを対象とするダブケの練習、ダブケ以外

のダンスのワークショップ。集団でのディスカッションをベースとしたダブケの製作、パ

レスチナ国内および海外での公演、DVD 製作販売。 

【資金獲得手段】主なドナー：EU、SIDA

（スウェーデン） 

【メモ】パレスチナでもっとも有名なダ

ブケのグループと言える（当グループと

しては「ダブケ」とはしておらず、パレ

スチナの大衆舞踊芸術としている）。集団

でのディスカッションをベースとしたパ

フォーマンスの製作に特徴があり、伝統

的なダブケにさまざまな新しい要素を付

け加えた新作を１～２年に一度発表して

きた。とくに近年は楽曲の CD 製作に力

を入れている。レベルの高さも評価され

ているが、ダンサーはボランティアとし

て活動している。サブグループとして 9 歳から 18 歳までを対象とした「バラーイム」をも

つ。 

 

 

ウィシャーフ Wishah Popular Dance Troupe فرقة وشاح للرقص الشعبي［ビーレ］ 

 

【URL】 
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［ウィシャーフの練習風景］ 

【設立年】2004 年 

【代表者など】Muhammad Abū ‘Atā 

【電話番号・メールアドレス】02-240-6113  info@wishahtroupe.org 

【施設規模・活動媒体など】ポピュラ

ー・アート・センターの一室をオフィ

スとして借りている。練習場は公共施

設やサリーヤト・ラーマッラーのスタ

ジオを借りるなどしている。 

【主な活動・目的】ダブケの製作、発

表。海外公演も行なっている。 

【資金獲得手段】 

【メモ】エル・フヌーンの創立メンバ

ーでもあったムハンマド氏が、路線の

違いからエル・フヌーンを離れ、新し

いダブケ・グループとして創設。集団

的なダブケ製作ではなく、意見を取り入れながらもムハンマド氏が最終的な決定権をもつ。 

 

 

ポピュラー・アート・センター Popular Art Center مركز الفن الشعبي［ビーレ］ 

 

【URL】 http://www.popularartcentre.org 

【設立年】1987 年 

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】02-240-3891  info@popularartcentre.org 

【施設規模・活動媒体など】映画上映用の小劇場、コミュニティスペース、ダンス練習用

スタジオ、フォークロアアーカイブ室。 

【主な活動・目的】パレスチナ社会における芸術・文化の新興。市民の活動を通じてパレ

スチナのナショナルな歴史や現実に根ざした活動を行なうグループを育成する。上記「エ

ル・フヌーン」の拠点となっているが、スタジオはエル・フヌーンだけでなく、さまざま

な舞踊グループが練習に利用している。 

【資金獲得手段】 

【メモ】エル・フヌーンの拠点であり、舞踊に関する活動のイメージが強いが、小ぶりな

がら本格的な上映スペースがあり、学校の補完施設にもなっている。 
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［同スクールの年次報告書表紙］ 

パレスチナ・サーカス・スクール Palestine Circus School مدرسة سيرك فلسطين［ビールゼイト］ 

 

【URL】http://www.palcircus.ps 

【設立年】2006 年  

【代表者など】Shadi Zmorrod  

【 電 話 番 号 ・ メ ー ル ア ド レ ス 】 02-281-2000 

info@palcircus.ps 

【施設規模・活動媒体など】ビールゼイトにトレー

ニングセンターとオフィスを持つ。 

【主な活動・目的】パレスチナの青少年へのサーカ

スの訓練を通じて、パレスチナにおける新しいアー

トのかたちを普及する。肉体の潜在能力を引き出し、

社会において建設的な役割を担えるように促す。ビ

ールゼイトにある事務所兼トレーニングセンターで

の訓練のほか、ジェニーンの自由劇場やヘブロン市

の施設を利用してアウトリーチ・トレーニングを行

なっている。 

【資金獲得手段】A.M.カッターン財団（パレスチナ）、アーファーク（アラブ文化基金、本

部はベイルート）、および SIDA（スウェーデン）、drodos（スイス）、カリタス・フランスな

ど、ヨーロッパの基金をドナーとする。 

【メモ】代表のシャーディー・ズモッロド氏はアシュタール劇場で演劇指導を長く勤めた

経歴をもつ。またそのパートナー、ジェシカ・デブリーガー氏はベルギー出身で、ソーシ

ャルワーカーの経歴をもつ。アラブ地域では「国境なき道化師」など、国外のサーカス団

の活動の実績があり、そうした異文化交流のなかからパレスチナでのサーカス・グループ

の設立に実を結んだ経緯は興味深い。 

 

ローザナー協会 The Rozana Association جمعية الروزنا［ビールゼイト］ 

 

【URL】http://www.rozana.ps 

【設立年】2007 年 

【代表者など】  

【電話番号・メールアドレス】  

【施設規模・活動媒体など】ビールゼイト旧市街の中心部にオフィスを持つ。スタッフは 5
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名。 

【主な活動・目的】ビールゼイトはじめ周辺の村の

古い家屋や町並みの修復、持続可能な町づくりのプ

ランニング。ツアーコーディネートや文化イベント

の主催を通じた啓蒙活動も行なう。 

【資金獲得手段】EU、世界銀行、UNESCO、国連開

発計画などの国際機関、ブラジル、トルコなど外国

政府、アメリカ合衆国領事館、ギリシャ領事館、A.M.

カッターン財団、パレスチナの企業（パレスチナ・

テレビ、パレスチナ・モータース、パレスチナ銀行、

Coolnet、ワタニーヤ・モバイル）など、これまでの

支援元として挙がっている団体は 35 に渡る。 

【メモ】専門家やビールゼイト市担当者、国外のビ

ールゼイト出身者などからなるボードをもつ。ビー

ルゼイトでは誰でも知る存在。 

 

 

科学と技術の家 The Science and Technology House بيت العلوم والتكنولوجيا［ビールゼイト］ 

 

【URL】http://www.alnayzak.org 

【設立年】2003 年（al-Nayzak） 

【代表者など】Aref Al-Husseini（al-Nayzak 設立者）  

【電話番号・メールアドレス】02-298-5885 info@alnayzak.org 

【施設規模・活動媒体など】ビールゼイト

の旧市街の中にある古い建造物が修復され

たもので、間口は小さいが意外に大規模な

施設。電気通信コーナー、化学薬品コーナ

ー、物理学コーナーなどに分かれ、それぞ

れ見学者が自分で体験して仕組みを理解で

きるような工夫がされている。展示スペー

スやレクチャーホールなどがある。 

【主な活動・目的】NGO「al-Nayzak」は科

学分野における新しい教育文化をパレスチ

ナに育て、パレスチナの経済機会の増進、

パレスチナの生活の向上に資することを目的に設立された。「科学と技術の家」の設立は
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al-Nayzak の活動の一つで、科学技術教育を目に見えるかたちで分かりやすく普及させるこ

とを目的とする。 

【資金獲得手段】「科学と技術の家」は al-Nayzak のファンドによって設立。al-Nayzak 自体

は、ドナーとして UNRWA、UNESCO、UNDP、UNICEF、はじめ 27 団体の名を HP に挙げ

ている。また、「科学と技術の家」の電気通信コーナーはパレスチナの携帯電話会社ジャッ

ワール、化学薬品コーナーは「ビールゼイト製薬」の独占スポンサー制度によって設置さ

れている。 

【メモ】al-Nayzak はエンジニアのアーリフ・アルフセイニー氏によって設立されたもの。

才能をもった子どもを発掘するプログラムから若手研究者・起業家養成のプログラムまで

を持っている。「科学と技術の家」は al-Nayzak の活動の広報拠点という役割も果たしてい

るだろう。先進国の科学ミュージアムの規模には比すべくもないが、施設は新しく、スタ

ッフも熱心で、パレスチナどころかアラブ世界の中でもきわめて画期的な施設との印象を

受ける。採光の工夫もされた建物は、同じビールゼイトにあるローザナー協会によって修

復されたもの。 

 

 

パレスチナ・ライティング・ワークショップ Palestine Writing Workshop ورشة فلسطين للكتابة

［ビールゼイト］ 

 

【URL】http://palestineworkshop.org/ 

【設立年】2009 年 

【代表者など】Morgan Cooper 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】ビ

ールゼイトの共同ビルの一フ

ロアー。常駐のスタッフが一人

いる。 

【主な活動・目的】ラーマッラ

ーのカフェや書店などでの読

書会の主催。海外の作家を数週

間～数ヶ月招へい。事務所にミ

ニライブラリーをもち、希望者

に開放（子ども対象）。 

【資金獲得手段】 
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【メモ】ビールゼイト大の前英文学教員で、パレスチナ人と結婚している米国人の Morgan 

Cooper 氏が開設。スタッフは彼女の元学生。 
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［代表のガーダ氏（同センターの HP 掲載の写真

を使用）］ 

5. ナーブルス／ナーブルス周辺 

 

 

ハッワー・センター Hawwa’ Society Centre for Culture and Art  جمعية المركز الحواء للثقافة والفنون  

 

【URL】http://www.hawwa.org 

【設立年】1994 年（認可正式許可 1997 年） 

【代表者など】Ghada Abdul-Hadi 

【 電 話 番 号 ・ メ ー ル ア ド レ ス 】

hawwa@hawwa.org 

【施設規模・活動媒体など】ダブケ練習と観

客向けのホール、サロン、オフィス。ダブケ

舞踏団はトレイナー1 名、歌手 7 名、ダンサ

ー20 名、楽器演奏者 5 名。 

【主な活動・目的】ダブケ舞踏団（フルカト・

カナアーン、2007 年設立）、チャリティー・

パン屋プロジェクト 

【資金獲得手段】外部資金獲得担当者が存在。

1～2 年のプロジェクト単位で複数の支援を

受けることもあるが、2011 年 2 月現在は受けていないとのこと。 

【メモ】ガーダ氏はひじょうに活動的な女性で、地元の名士的存在である。聞き取りに応

じてくれたアクラム・アブー・アッワード氏は、以前はバラータキャンプ内の「マルケズ・

ヤーファ」でやはりコーディネーターとして働いていたとのこと。英語・仏語が堪能。NGO

の専門スタッフの雇用形態として、1 年～3 年程度の契約によるものが多く、あちこちの団

体を渡り歩くというパターンが多い。 

 

 

文化遺産エンリッチセンター Cultural Heritage Enrich Centre  مركز إحياء وتنمية التراث الثقافي 

 

【URL】 

【設立年】1997 年 

【代表者など】Nāser ‘Arafāt 
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［同協会のボランティアスタッフの一人］

【電話番号・メールアドレス】02-2372863 

【施設規模・活動媒体など】スタッフは代

表のナーセルとその妻。ナーブルスの旧市

街の中に、「アラファート石鹸工房」をリ

ノベートして利用しているセンターがあ

る。 

【主な活動・目的】ナーブルスの歴史的景

観保護、石鹸工房、子どもに本の読み聞か

せるワークショップ 

【資金獲得手段】シェイフ・アムル・アラ

ファート基金により運営される。 

【メモ】シェイフ・アムル・アラファート基金は、アムル・アラファートの二人の娘、サ

バア・アラファート氏とアファーフ・アラファート氏の意志により設立された。代表のナ

ーセル・アラファート氏は建築家で、2012 年に著書『ナーブルス、諸文明の都市』を上梓

している。 

 

 

ナハル・ウージャー文化協会  جمعية نھر العوجا الثقافية ［バラータ難民キャンプ］ 

 

【URL】 

【設立年】2005 年 

【代表者など】ファヒーム・ハッシャーシュ

（2 年ごとの選挙で代表を選出） 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】英語教育や刺繍

のクラスなど、ボランティア教員が確保でき

たときに開く。以前ホープ・プロジェクト経

由でフランス人のグループが来てフランス語

教室を開いたことがあった。 

【主な活動・目的】バラータキャンプの南東

地区には文化関連団体が全く存在しないため、

自分たちで作ろうと発意。 

【資金獲得手段】142 人のメンバーが毎月 5 ヨルダン・ディナール支払う。外部からの資金
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［インタビューに答えてくれた 

ソヘイブ・マンスール氏］ 

獲得はなし。ファヒーム氏はナーブルスの小学校教員。建物は賃貸で年間 1560JD。 

【メモ】援助等は受けていないが、助成プログラムへのアクセスがない状態のようだ。環

境の不十分さを嘆いてはいたが、自分たちで自腹を切り、身の丈に合った活動をしている

様子は素晴らしいと感じた。 

 

文化人フォーラム Cultural Forum Society of Qalqilya  منتدى المثقفين في قلقيلية［カルキリヤ］   

 

【URL】 

【設立年】2004 年 

【代表者など】Khalid Jabr（事務局長） 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】活動を支える 29

人の委員が存在。9 人のボードメンバー。選挙

で事務局長を選出。 

【主な活動・目的】壁建設によって僻地とな

ったカルキリヤにおける文化活動、英語教室

の開催。 

【資金獲得手段】6 人の有志によって設立され、それぞれ毎月 50 ドルずつ拠出。話を聞い

たソハイブ氏は、海外の援助によって資金を得る NGO のあり方にひじょうに批判的。教育

省の仕事のあとにここにやってきてボランティアとして働いているとのこと。英語教師に

は賃金を支払っている。 

【メモ】海外の NGO や文化団体がカルキリヤでイベントを行なうさいの受け入れ団体にな

ることも多い。 
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［公開演劇に集まった子どもたち。収拾がつ

かないほどの賑わいで、左側に小さく、大声

で叫びながら誘導しようとするジュリアー

ノ氏が写っている］ 

6. ジェニーン 

 

 

自由劇場 Freedom Theatre مسرح الحرية 

 

【URL】http://www.thefreedomtheatre.org/ 

【設立年】2006 年 

【代表者など】Adnan Naghnaghiye（ローカル・

ダイレクター） 

【電話番号・メールアドレス】04-2503345 

【施設規模・活動媒体など】総収入 452,911 US

ドル 総支出 379,901 US ドル（2008 年度年次レ

ポートより）、スタッフ約 20 人。 

【主な活動・目的】演劇を通した子どものエン

パワーメント、演劇を通した自己表現、トラウ

マのケア。俳優を志す若者には本格的な演技教

育を行ないながら作品制作をしている一方、キ

ャンプの子どもたちに無料で演劇を公開してい

る。 

【資金獲得手段】欧米の基金・組織からの支援、個人の寄付。チケットはひじょうに低価

格で無料の上演も多いため、販売収入はほとんどないとのこと。 

【メモ】日本でもよく知られる映画監督・俳優の故ジュリアーノ・メール・ハミースによ

って設立された有名な劇場。2011 年 4 月に彼が殺害された後も、センターの活動は活発に

続いている。「演劇というものを観たことがない」キャンプに生まれ育った子どもたちにも

本格的な演劇を観てもらう、という志向性をもち、演劇の内容は先駆的・実験的方法が駆

使されている。 

 

 

カイ・ラーナンサー協会 Women’s Not to Forget Society  جمعية كي ال ننسى النسوية 

 

【URL】http://nottoforget.org 

【設立年】2002 年 
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【代表者など】Farha Abū al-Hījā  

【電話番号】04-2430198 

【施設規模・活動媒体など】ジェニーン難

民キャンプのなかにある平屋建ての建物

をオフィスとし、いくつかの教室やワーク

ショップを行うスペースがある。 

【主な活動・目的】2002 年のジェニーン包

囲の最中とその直後、衣料や食料の配布、

こどもたちに文具やイードの贈り物の配

布などを開始。女性や子どもを支え、難民

状態のルーツについて学び、アイデンティ

ティの涵養を行う。刺繍のクラス、障害者とのコミュニケーションや意思表示に関するワ

ークショップなど。 

【資金獲得手段】ウェブサイトで寄付は募っているが、他は不明。ボランティアベースで

運営されている。 

【メモ】約 10 人は選挙で選ばれた公式ボランティアでみな女性。毎日 10：00 過ぎから 13：

30 までセンターにいる。無償だが、金銭だけではない便宜は受けているとのことで、この

センターでの活動が大きな精神的支えになっている様子が理解できる。代表のファルハ氏

はテレビ局に勤務しながら頻繁に事務所を訪れている。 
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［2013 年までナザレで活動をしていたアラ

ブ文化協会（2階部分）］ 

Ⅱ．イスラエル領内 

 

 

1. 北部（ナザレ／ハイファ） 

 

 

アラブ文化協会 The Arab Cultural Association جمعية الثقافة العربية［ハイファ］ 

 

【URL】 

http://www.arabcultural-a.org/new/ 

【設立年】1998 年（NGO としての発足年） 

【代表者など】Iyad Barghūthī 

【電話番号・メールアドレス】04-6082352 

aca1998@gmail.com 

【施設規模・活動媒体など】 

【主な活動・目的】アラビア語、アラブの

アート、文学に関する諸活動。ハイファ移

転後は、ハイファをイスラエルのアラブの文

化センターととらえ、その文化発展のための

指導的役割をこの地で担うとする。 

【資金獲得手段】詳細不明だが、ナザレのオフィス時代、家賃はタアーウヌ財団から助成

を得ている。 

【メモ】2007 年から 2013 年まではナザレに拠点をもち、政治家アズミー・ビシャーラの姉

であり「イスラエルのアラブ女性初の歯科医」であったラウダ・ビシャーラ氏が事務局長

だった。同氏の死後、ナザレの事務所は閉鎖となり、2014 年にハイファで新事務所が開設

されたがこちらは未訪問である。 
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［事務局長のマフムード・ムスタフ

ァー氏］ 

アラビア語アカデミー The Arabic Language Academy 

 ［ハイファ］مجمع اللغة العربية / האקדמיה ללשון הערבית

 

【URL】http://www.arabicac.com/ 

【設立年】2007 年  

【代表者など】Mahmoud Mustafa 

【電話番号・メールアドレス】04-8622070 

majma1@bezeqint.net  

【施設規模・活動媒体など】ハイファ下町の中心地ハ

ダール地区に大きな独立の建物をもつ。 

【主な活動・目的】アラビア語に関する研究、研究成

果の刊行。各地での講演会やワークショップを通じた

アラビア語に関する啓蒙活動。年に一度、アラビア語

研究ジャーナル『マジャッラ』を刊行。 

【資金獲得手段】予算規模は未確認だが、2007 年に国

会で成立した「アラビア語の高等機関に関する法」に

基づいて設立されており、イスラエル教育省から予算

が配分される。 

【メモ】初等教育からヘブライ語の取得が義務付けられアラビア語で高等教育を受ける機

会のないイスラエルのアラブ人にとって、アラビア語はアイデンティティ保持の面だけで

なく、実際上の大きな課題となっている。長年開設が要請されてきたアラビア語アカデミ

ーの成果を評価するのは今後になるが、設置自体が画期的な出来事であるのは間違いない。 

 

 

民主女性運動事務所 حركة النساء الديمقراطيات ［ナザレ］ 

 

【URL】http://www.mdwii.com/ 

【設立年】1948 年  

【代表者など】Samīra Khūrī 

【電話番号・メールアドレス】04-6559019 

【施設規模・活動媒体など】ナザレに平屋の本部事務所（共産党本部からは近いが別）。ア

ッカ、ラムレ、コフル・ヤースィーフ、ハイファにも支部がある。 
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［同書店の紹介チラシ］ 

【主な活動・目的】女性の権利保護、世界女性連盟へ

の代表派遣、子どもの権利条約の普及、国際女性デー

への参加。女性の権利や文化に関する雑誌の不定期刊

行。女性のためのホットラインの開設。妊婦への教育

や男女平等に関する啓蒙活動。 

【資金獲得手段】 

【メモ】共産党系の団体。代表のサミーラ氏はじめス

タッフは党員だが、活動は独立しているとの説明。例

えば 1967 年の占領開始時は、党が被占領地に入る前

に女性たち同士の関係を開始したとのこと。共産党が

ユダヤ人党員をもつのと同様、ユダヤ人女性との協働

を重視してきた。サミーラ氏は 1929 年生まれで、歴

史の生き証人としても今や貴重な存在である。 

 

 

キターボン Kitaabon كتابن ［ナザレ］ 

 

【URL】 

【設立年】2014 年 

【代表者など】Muhammad ‘Atīya 

【電話番号・メールアドレス】04-680-0055 

【施設規模・活動媒体など】 

【主な活動・目的】カフェが併設された書店。2 階で 2

週間ごとに、写真展などの展示。 

【資金獲得手段】開店資金として銀行から 20 万米ドル

以上借りたとのこと。 

【メモ】訪問時、開店から半年ということもあり、書籍

の数は多くないが、一般の書店とは明らかに異なる店構

え、打ち出し方である。近隣はこの 5 年近く、新しいタ

イプのゲストハウスの開設ラッシュが続いているが、そ

うした施設とネットワークをもち、チラシを置いている。

店長のムハンマド氏はテクニオンで学び、テルアビブで

働いていたが、2 年までにナザレに戻ってきた。テルア

ビブでつねに「欠けているもの」を感じていたという。実家のあるナザレに戻ったものの、

［代表のサミーラ・ホーリー氏］ 
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［高校生の前でナクバの経験を語るアミーン氏］ 

文化がなく、人々の興味がビジネスにしか集まらない状況を再認識し、アラブ文化の拠点

を作ることにしたとの由。 

 

 

サッフーリヤ文化遺産協会 جمعية تراث صفورية ［ナザレ］ 

 

【URL】 

【設立年】1993年  

【代表者など】Amīn Muhammad Alī 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】 

【主な活動・目的】ナクバによって破壊され住民が追放されたサッフーリヤ（現ツィッポ

リ）の地誌、元の住民、文化財等々に関する調査、サッフーリヤへの自由な訪問に関する

ロビー活動、文化財の保管。 

【資金獲得手段】 

【メモ】代表のアミーン氏（1935 年生ま

れ）が自宅と同じ建物内に、パレスチナ

の村々から収集した古道具などを保管

するスペースを持っているが、個人管理

であり、一般の自由なアクセスは不可能。

兄に詩人のターハー・ムハンマド・アリ

ー（故人）を持つアミーン氏は、ナザレ

のスーク内に小さな店を構えている。

2007 年から団体名としては「文化遺産と

サッフーリヤへの帰還協会（ جمعية التراث

という名称に変更にな「（والعودة إلى صفورية

っている。2015 年、ナザレ市内の高校生

がクラブ活動の一環で、アミーン氏の語

りとサッフーリヤ訪問をビデオ撮影するということが行なわれるのに合わせてアミーン氏

宅を訪問した。現在日常的な活動は行なわれておらず、広報なども全くされていないに等

しいものの、人の紹介などを介し、こうした機会は存在している。 
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［共同ビル内の、ゾフロートのオフィス入口］ 

2. 中／南部（テルアビブ／リッダ／ネゲブ） 

 

 

ゾフロート Zochrot   ذاكرات / זוכרות ［テルアビブ］ 

 

【URL】http://zochrot.org/ 

【設立年】2002 年  

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】 

【施設規模・活動媒体など】テルアビブの共

同ビルにオフィスと展示フロア。アラブ人お

よびユダヤ人スタッフ 6 名。 

【主な活動・目的】ナクバに関する教育教材

の開発・提供、ナクバで破壊された村へのツ

アー、ヘブライ語化されたアラビア語地名回

復のキャンペーン。関連テーマでのイベント

やセミナーの開催など。 

【資金獲得手段】ホームページではローザルクセンブルク基金や Oxfam など 10 を越える団

体の名前をドナーとして挙げている。 

【メモ】ゾフロートとは記憶するとの意。このヘブライ語の名前で知られているためユダ

ヤ系の団体というイメージが強いが、スタッフはユダヤ人とアラブ人が対等なパートナー

シップによって活動しているほか、アラブ系の NGO とも密接な協力関係を持っている。イ

ンタビューに応じてくれたスタッフのエイタン氏は、かつてはいわゆるシオニスト左派と

して平和活動を行なっていたが、2000 年 10 月の「10 月事件」（イスラエル国内のアラブ人

が占領地のパレスチナ人と呼応して起こしたデモに対し、イスラエル警察が発砲し、13 人

が虐殺された事件）をきっかけに、シオニズムではだめだと考えるようになったという。 

 

 

スィドレ協会  جمعية سدرة ［ネゲブ・ラキヤ村］ 

 

【URL】http://www.lakiya.org 

【設立年】1998 年  
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［羊織の作業工程を説明するスタッフの女性］

【代表者など】 

【電話番号・メールアドレス】08-6519883 

【施設規模・活動媒体など】スタッフ 14 名。姉妹団体である「ラキヤ・ネゲブ織物プロジ

ェクト」は、ラキヤ村内に、毛織の作業工程を見せ商品を販売するビジターセンターを持

つ。同プロジェクトはイスラエル国内やエルサレムにいくつかの取扱店をもつ。 

【主な活動・目的】ベドウィンコミュニティ

における女性の諸権利の実現のための支援。

識字教育を含む女性の学習グループの運営。

「ラキヤ・ネゲブ織物プロジェクト」（1991

年設立）と協力し、女性の経済状況向上のた

めの毛織・刺繍プロジェクトの実施。技術教

育や機械・材料の供与、商品の販路開拓。女

性が声を上げるためのメディア活動の一環と

して、女性問題を扱う「スィドレ」誌を刊行。 

【資金獲得手段】150 米ドルのメンバーシッ

プなど、ウェブサイトで寄付を募っている。

「スィドレ」誌はタアーウヌ財団などからの

助成を受ける。 

【メモ】ネゲブで活動をする団体は近年増えてきたが、このグループは女性がイニシアテ

ィブを取り、ひじょうに目覚しい成果を挙げている。「観光」と「刺繍製品販売」というビ

ジネスと、女性たちが力とつけていきながらベドウィン社会内部を変えてゆこうとする意

欲的な試みが相乗効果をあげている。 
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