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プロローグ

2006年4月9日18時30分過ぎ。三年ぶりのキブツ・カプリ。かつてのホストフ

ァミリーの戸をノックすると、すっかり大人っぽくなったナベが迎えてくれる。兵役中1の

長男ナべがすでに帰宅中で、慣れない手つきで紅茶を準備してくれると、高校三年生にな

った長女のノガも自室から出て「あらッ」と小さな歓迎をしてくれる0

今回の滞在がヱチオとoA(ェチオピア出身移住者の俗称。詳しくは第二章)の調査研

究であることを告げると、 「-え、そんなことで一ケ月も。ところでヱチオと:ムってイスラ

エルの国籍あるの?」とノガがいきなり本題をついた質問を私になげかける。エチオピア

からイスラエルに集団移送という形でアリヤー(イスラエル-のユダヤ人の移住の意。詳し

くは序章)したのが1984年。それからもアリヤーを継続しながら22年が経過し、現在約10

万人(イスラエルの総人口は2006年4月時点で約700万人)がイスラエルに住んでいながら、

国籍があるかないかそんなこともノガには素朴な疑問だ。日本ではもっぱら研究書に目を

通していただけのため、イスラエル人であればヱチオピムに国籍があることくらい誰でも

当然のこととして知っている、と疑いなく信じていたのでノガの質問は驚きと共に新鮮だ

った。

続けて「キリヤットヤムにメルカズ・クリタ-(移住者受け入れセンター)があっ

て、そこに毎日通って調査する予定なんだよ」と私が調査地や調査対象を述べたところで、

それがアリヤー直後の一時的に生活する場所で、 -プライ語を学習したり、国家樹立を祝

う式典や過ぎ越し祭など様々な記念日に参加したり、それに今では改宗が行われている、

なんてナベもノガも想像さえできない.彼らにしてみれば、ヱチオtoムは日々接すること

はない人たち、でしかない。ナベとノガにとっては、そんな日々あまり接することのない

ヱチオとoAを、日々接するわけではないが小さい頃から時々遊びに来る一人のヤパニ(日本

人)が調査する、という二重の意味での異質な感覚だったはずだ。

しばらくして、ナべとノガの母ローニーがヨガのレッスンから帰宅しそのまま会

話に参加してきた。 「でも、彼らはフアラシャムラでしょ。あんた達フアラシャムラって知

ってる?」とナべとノガに顔を向けると、 「なに?知らない」-とノガがはにかみながら笑っ

1イスラエルでは18歳になると男女共兵役の義務がある。男性三年間、女性二年間。徴兵期

間中の任務は様々で、また社会化としても重要な機能を果たす。ナベも-イフアの基地に

毎日通いながら夜間週末はOpen University^日本の放送大学に類似)で学んでいる
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て、 「ヨシヒコ、知っているでしょ説明してあげて」と私に説明役が回ってきた。

「フアラシャムラというのは、もともとはユダヤ人なんだけど、数世代前にやむ

を得ずキリスト教に改宗したとされる人たち。それでも、イスラエルに移住する権利があ

ると認められてイスラエルに来ている。 1990年代後半からアリヤーしているのは、ヱチオ

FJiと言っても実際のところフアラシュムラなんだよ」

「-え、じゃあ彼らユダヤ人じゃないの?」

「宗教的には認められてないからね2、改宗しないと、今は」

「ああ、オーソドックス(ユダヤ教正統派)ね」

宗教的規定を気にしないキブツにおいて、ノガに発せられる「オーソドックス」は一瞬異

質な音として場違いのようにあらわれてはすっと消えた。

「彼らはいろいろな問題を引き起こすからね」

ヱチオピムも、オーソドックスも、ナベ、ノガ、ローニー達には「かれら」であ

って、同じイスラエルという空間に住み、同じ国民規定のもとで同じ権利と義務があって

も3、 「わたしたち」には入らない。また、ローニー、ナべ、ノガ達にとっての「かれら」エ

チオピムは、メルカズ・クリタ-で-プライ語を学びながら、ユダヤ教正統派に基づくユ

ダヤ教信仰(ヤハドクートウ)を学びながら、イスラエル生活に向けて準備をしている。その

過程でエチオピムはどれだけイスラエル社会に近づくのか、ナベやノガにとっての「わた

したち」イスラエル人に近づくのか、いや近づけるのか、環境も価値観も異なる地イスラ

エルでどう自分の家庭を、そして新しい家を築いていくのか、また祖国エチオピアとの関

係はどうなっていくのか?それらの問いを再びじっくりとどっぷりと観察してみたい、と改

めて調査の可能性を期待しながら私の三年ぶりのイスラエルでの生活は始まった。

2　本稿でチーフラビのアマール「彼らはユダヤ人である」という一文を引用しているよう

に、ユダヤ人と認められていないわけではない。その当時は改宗の必要性のために認めら

れていないと誤解していたためにそのような発言となった。

3　ファラシュムラは例外的に改宗課程の修了まで一時的住民であっで'準国民"である。
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序章

夢一節:問題の出発点

「国民である」から「国民になる」 -

国民であることが自己のアイデンティティになるのか?イスラエルに国籍を持ち

日本に留学していた友人が日本語で「私はユダヤ人なんかじゃない、イスラエルで生まれ

ただけに過ぎないからイスラエル人なんだ」と発した言葉に大きな衝撃を受けた時の私自

身-の問いである。ユダヤ人国家に生きるのであれば、誰がなんと言おうとユダヤ人では

ないのか?それを否定することは自己の本質的なあり方を否定することにならないのか?

ユダヤ人ではなくイスラエル人と言うことはできるのか?この人はアイデンティティの崩

壊をもたらしているのではないのか?私が「日本人なんかじゃない」といったところでナ

ニジンになれというのか? 「私は日本人である」で書き出す卒業論文『柳田国男と日本人

のアイデンティティ』を書いている最中に聞いたその友人の言葉は、その後私自身とは何

かを国民とアイデンティティというキーワードで深く考えるきっかけとなった。

それから10年以上が経過して、人文社会科学でアイデンティティという言葉は批

判的に議論されるようになり私も大いに影響を受け、なぜ自分がナニジンという狭い型に

押し込まれなければいけないのか、という問い-と徐々に傾いていった。中でも、アイデ

ンティティを「賞味期限切れの用語」と評し「人間はアイデンティティなしでは生きられ

ないのか?」と『脱アイデンティティ』 (2005)で大胆な表現を用いた上野千鶴子の挑発的な

問いは、 「人間は国民でなければ生きられないのか」という私の新たな問いを招いた。また、

心理学者エリクソンの想定した「総合的で、起源にあり、統一されたアイデンティティと

いう概念」 (1996(邦訳は2001:7)に対して「(アイデンティティは)たえず変化・変形のプロセ

スの中にある」 (1996:2X2001:15)と指摘したスチュアート・ホールは、私の中の完成され

た、見えないがどこかにあるであろう普遍的なアイデンティティのイメージを、未完成で

流動的なイメージ-と変えた。そして、起源(roots)に向かう直線的なアイデンティティより

経路(routes)の中で構築される過程を重魂したポール・ギルロイは1、私の中の自発的なア

イデンティティというイメージから、様々な外的な要因との往復関係で構築されるアイデ

1　　『ブラックアトランティツク:近代性と二重構造』 (上野俊哉他訳)は2006年月曜社
から日本語翻訳本が出版された
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ンティティというイメージ-と変えた。彼ら!彼女らの指摘は「国民であるということが個

人のアイデンティティになるのか?」という10年以上前の私の疑問を、 -一国民になる-・こと

と流動的で過程の中で構築されるもの-視点を変え、アイデンティティはアイデンティフ

ケ-ションとの関係性、すなわち「同一化」 (アイデンティフケ-ション)と「同一性」 (ア

イデンティティ)との間で繰り返される構築関係-とキーワードも変えた。

このような変化や変形のプロセスを重視した同一性を巡る視点-の萌芽を、私は

イスラエルで文化人類学を学んだ2000年から2002年の期間に自覚している。私の当時の

最大の関心はエチオピアからアリヤー(イデオロギー的にユダヤ人の「帰還」の意)する、外

見も、言葉も、食生活から習慣まで全く異なる移住者をどのように同じ「私たち」だと認

識して、どのように違う「かれら」と認識しているのか、それがユダヤ人国家イスラエル

としてどう関係するのかという漠然としたものだった。そこには漠然であっても、共通す

べきものがどこかに、おそらく過去にあるという思考が基本にあった。そのままネゲブ・

ベングリオン大学(BeirGurion University of the Negev)文化人類学修士課程に入学した。

「アイデンティティ、エスニシティ、ディアスポラ(Identity, Ethnicity, Diaspora)」

2や「Memory, Myth and History: The presence and the past」と題する授業では、アリヤ

ーを2000年来の離散を終えたイスラエル-の「帰還」とみなし、イスラエルがホームであ

ると断定した視点から出発することはシオニスト的なイデオロギーに依存した視点に過ぎ

ないことを指摘された。そして、その視点から開放された、とにかく現場で何がどう行わ

れているのか、詳細にその事実をとらわれずに凝視する視点の重要性を叩き込まれた。そ

れから、過去に視点を向けるあまり見えていなかった現在進行形-と視点は変わった。イ

スラエル-移住した後もエチオピアは忘れ去られるのではなく、手紙や電話といった通信

手段や日々口にするアムバラ語やインジャラ3、また娯楽の一つでもあるエチオピアのダン

スのビデオ鑑賞など、エチオピアは常に日常生活にあることにも気がつきはじめた。そし

て、エチオピアからの移住者は現在生活するイ蒸ラエルで何を求め、何を受け入れ、何を

拒否するのか。またそれを受け入れる国家はエチオピアからやってきた彼らに何を求め、

何を受け入れ、何を拒否するのか。そのような往復関係の中でどのような安定した位置を

2　　　この授業を担当していたLevyAndre氏とWeingrodAlex教授はこの授業も一つの

基礎として『Homelands and Diasporas^ Holy Lands and Other Places』を2005年出版し
た

3　　　テフという薄茶色の小麦粉で作ったェチオピアの主食、イスラエルで日常的に食

べられるピタに置き換えて「エチオピアのピタ」とも呼ばれる
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ェチオピア出身の移住者は見出そうとしていくのか、そのような過程と変化の中で構築さ

れていくもの-と関心は移った。

西川長夫氏が『国民国家論の射程:あるいは(国民)という怪物について』 (1998

午)の中で「人はいかにして国民になるのか。このテーマはもう少し関心をもたれてもよい」

(44)と指摘をするが、本稿はそのような学びを通して得た視点からェチオピア出身の移住者

がいかにしてイスラエル国民になるのか、イスラエルを舞台としてその現在進行形の過程

を論じていくことを目標としている。

夢三節: 「同一化空間」としての国民国家

「国民になる」ことと「呼びかけ」の対象

さて、 「国民になる」という過程は、アルチュセールが『国家とイデオロギー』で

表現するところの国家から国民に対する「呼びかけ」があることを前提とする(75)cホール

のいう縫合も「呼びかけ」に対する主体の位置-の投資という双方性であり、アルチュセ

ールの「呼びかけ」が前提にある(200l:16-20)c　たとえば、日本国籍を持つ私にイスラエル

国家から「イスラエル人になれ」という呼びかけはかからず、 「イスラエル人になる」過程

と私との関係は成立しない。日本人(n日本人-Iも行政的に定義づけられた表現であることは

言うまでもない)の両親のもとに生まれた私は戸籍に入籍することによって、つまりは国家

が法制化している「市民管理システム」 (渡辺,2003)に組み込まれることによって、厳密な

言い方をすれば、暫定的に日本人になっているだけのことである。イスラエル人になると

いう過程は常に双方向的な呼応関係に基づくために、イスラエル人になれという呼びかけ

がない限りはその過程を歩むことはない。すなわち、どの国民国家も国籍法など国家の成

員である国民規定を成文化して正式な構成員とそうでない人々とを明確に線引きし、線の

内側の人々にのみ「呼びかけ」を行うのである。

アルチュセールはイデオロギー装置と支配・抑圧装置とを明確に区別するが、国民

国家はイデオロギー装置と支配・抑圧装置の形成と国民統合の装置を併せ持つ。なぜならば、

国家が目指すイデオロギーに従って国民規定の線引きが行われ、線引きの内側に入る国民

は戸籍、身分証明書、住民登録など支配・抑圧装置によって管理されるからである4。支配・

抑圧装置はイデオロギー装置に即して機能する。戸籍、身分証明書、住民登録など、国民

4　　　　日本では運転免許証や保険証でも有効であるが統一した身分証明書がない
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としての身分を証明する証明書は「お前は何者だ」という当局による身分照会[Identify:同

一化】に対して、 「このような者です」と差出して同一性[Identity]を証明する機能を果たす。

そして、その身分証明書は発行された国家の境界を越えてしまうと全く機能を果たさなく

なる。そこにはまた別のイデオロギーに基づいた、支配・抑圧装置があるからである。例

えば、日本語でしか表記されていない運転免許証はイスラエルではそれが何の証明書なの

か、そもそも証明書なのかも認めてもらえず身分証明書にならないばかりか、それで運転

すれば「無免許」運転で捕まってしまう。イスラエル警察は日本の運転免許証だけで運転

する私に「お前は何者だ」と呼びかけることができても身分照会する「市民管理システム」

と身分証明書に同一性が見出せないため、 「無免許」運転による違法と処罰できるo

このように、イデオロギー装置と支配・抑圧装置はコインの表と裏の関係であり

区別することはできない。こうした「市民管理システム」というイデオロギー装置と個体

の支配・抑圧装置をあわせもった「同定装置」が19世紀にフランスで確立したことは渡辺

公三『司法的同一性の誕生』 (2003年)によって詳しい事例と共に「(歴史人類学)の手法で」

(同書の帯)報告されている。国民国家とこれらイデオロギー装置と支配・抑圧装置、そして

「同定装置」としての「市民管理システム」確立の過程を確認するためにも、同書の報告

から簡単にまとめたい。渡辺の報告は、 「司法的同一性」が植民地支配において国民と植民

者を人種的に区別する際の装置として機能し、人種論的人類学が形成された過程における

「司法的同一性」の意味合い-と刺激的に展開するが、本稿の課題からは飛躍してしまう

のでこれ以上は踏み込まない。

国民国家と「市民管理システム」の確立

国家が国民を管理する「市民管理システム」は、 19世紀後半パリで大量の軽犯罪

者が発生し、累犯者を効率的に正確に確かめる方法の確立を求めたフランスの警察機構が、

身体計測に基づく個体識別の管理技術ベルティヨン方式を導入したことに起因する。

パリ人類学会を1859年に設立したルイ・アドルフ・ベルティヨンの息子として生

まれたアルフオンス・ベルティヨンは、大学で人類学を学び研究者を志しながら、 1878年

パリ警視庁の事務官として就職した5。就職した当時、フランス警察機構は氾濫する累犯者

5　　　　しかし、 19世紀末のフランス社会を揺るがせたドレフェス事件の唯一の物的証

拠とされた「明細書」の筆跡鑑定にあたって、最後までその筆者がドレフェスであるとい
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をデータベースの情報と照合してその特定の個人であると同定できる効率的かつ合理的な

方法の確立を必要としていた。ベルティヨン方式は、名前や顔(表情)といった個性を抹消し

て「法の対象者としての個体を、何よりもまず沈黙する身体として、可能な限り誤りを除

去した分類と検索の体系に組み込み、その体系内部の唯一の位置に固定すること」 (42)に特

徴があった。名前で管理することは偽名を名乗られれば役に立たず、表情は時間の経過と

共に変わってしまうため、当時のフランス警察機構は確実な身元の同定装置を必要として

いた。その要求に対してベルティヨンは「名前にも顔にも頼ることなく個体を個体として

同定できる」 (299)方法を提示した。

累犯者の同定を行う管理システムは、その後写真技術6、指紋方式7-、時代が経過

するにしたがって効率化、合理化はさらに進んだ。

パリ警察は社会の安全の手段として「全ての市民に合法的に要求された場合には

同一性を証明することが法によって義務付け」ることを理想としていた。 (1882年の警察内

部の報告書(渡辺39に引用)より8)

パリ警察で始まった管理者の基準から不変的なデータに基づき個体を分類して同

一性を求める「市民管理システム」は、その後日本の戸籍・旅券法をはじめ、あらゆる国

民国家での管理システムとして現在に引き継がれている。パリ警察が夢を見た国民全員に

対する身分証明書の発行と携帯の義務は1940年、占額軍ナチスドイツの権威の下で樹立さ

れたヴィシー政権下で実現した(39)c　同一性に関わるこれら一連の装置が、 19世紀末まで

の、ひいては今日に至るまでの国民国家の重要な一つの基礎構造をなし、イスラエルも例

に漏れず16歳以上になると全住民9の身分証明書の携帯と提示が1982年より義務付けられ

う主張を固執して信用を失墜した。 (同書より)

6　　　　ベルティヨン前にも技術そのものはあったが累犯者を特定する検索機能として

はおいつかなかった

7　　　　イギリス王立協会のフランシス・ゴルトンが身体計測のベルティヨン方式の統計

学的な不備と誤差の危険の大きさを指摘し、これに変わる確実な個体識別法として「指紋」

の存在に注意を喚起したことにはじまる(300)

8　　　　全文「全ての市民に合法的に要求された場合には同一性を証明することが法に

よって義務付けられていないことは残念である、こうした法は一見市民的自由の原理に反

するように見えるかもしれないが、少し考えてみればそれが社会の安全の手段であること

は認められよう。誠実な市民は、いかなる状況においても自分が何者であるかを明らかに

することを恐れることはない。自分の同一性を隠すことで利益をえるのは、ただ犯罪者の

みである」 (渡辺,2003:39)

9　　　　国民だけではなく、国籍はないが永住権を持ったものなども身分証明書の携帯
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ている(身分証明書携帯提示法(1982年)(巻末資料「身分証明書携帯提示法」参照)0

以上の点で国民国家を定義すれば、国民国家とはイデオロギーに即した国民規定

を行い、国民規定に個体が順じていることを証明する住民登録や身分証明書など「市民管

理システム」を持ち、その同定装置に即した同一性を求める「同一化空間」といえる(西

川,2001:424、西川,1995:7、渡辺,2003)。 「国民になる」その過程を論じるにあたり、 「国民

になれ」と呼びかけの対象を決定するイデオロギーに基づいたイスラエルの国民規定を確

認したい。

第三節‥イスラエルの国民規定:国　樹立宣言、帰還法と国　法

イスラェルはディアスポラのユダヤ人による「帰還」を前提に1948年建国という

極めて明確な国家としての始ま。が歴史的に確定されており、フランス革命以降ヨーロッ

パを中心に吹き荒れたナショナリズム、そしてユダヤ人のための国民国家10建国を目指した

シオニスト的なユダヤ人国家イスラエルの国家樹立宣言は、ユダヤ人に向かって強く呼び

かけながら、また同時に信条や人種の違いを超えた全ての人々にも拡大されており、暖味

で矛盾を含んだ呼びかけとなっている(Handelman, 1994:441)c

国家樹立宣言での矛盾

(ユダヤ人国家イスラエルの建国)は他の民族11が独自の主権国家を有するようにユダヤ

民族の当然の権利である

nw「コ7m口in QV 73⊃ Ilmうmrpn DS7Hラw wmon lnr⊃T MIT

nlコl⊃つ「mnコ17日⊃ lnゞy

イスラエル国家は信条、人種、性別にかかわらず全ての「国民」 12のために社会的、政治的

が義務付けられる

10　　イスラエルは建国の契機にシオニズム運動があったことを踏まえれば民族国家
とも言えるが、同一化空間として見た時には新たに国民化する装置を持つので国民国家に
含まれるoそのため、本稿では国民国家で統一する

11　アムが使われているo後ほど説明するように、国境と国籍を有する以前の歴史や
文化を共有する集合体

12　　後述するようにイスラエルには全体的な意味での国民が存在しない。ここでは権
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な平等がある(国の発展を目指し熱心に努力する)

1">n¥ yrユ,mう7⊃n 'うコrrrnTRうつう「lnユ'コnm vnコn rrm⊃T lv¥w D 'pn...うmw nna

nl⊃「711 1lコ'n ,11め,v*竺a ,n*T u?ョin rriD⊃n

国家樹立宣言で呼びかけるユダヤ人が、ヨーロッパの近代的なアシュケナジー系

ユダヤ人を想定していたことはすでに多くの研究者によって指摘されている(本稿第一章第

三節参照)。国家樹立宣言は裁判での引用ができず法的拘束性は持たないが、国家の成員が

ユダヤ人だけであってほしいといいつつ、僅かながらも「単一民族国家」ではない民主国

家となる猶予を残していることにイスラエル国家樹立宣言の特徴がある。

アリヤー!オリムとクリタ-

ディアスポラのユダヤ人の「帰還」行為は-プライ語で「上ること」を意味する

アリヤーと呼び、シオニズムの実践行為と解釈されイスラエル建国前から現在に至るまで

継続している(Encycropedia Judaica "Aliyah'.)oアリヤーする者をアリヤー(77つ'加)と同じ語

根Gtra)から派生する語オレ-rf71S))複数形でオリム(itうIp)男性単数をオレ一、女性単数はオ

ラー)と呼ぶが、一方、例えば日本人のアメリカ-の移住のような、ユダヤ人のイスラエル

-の移住以外の移住行為をハギラー、そのような移民をメハグリムと呼びアリヤーやオリ

ムと明らかに区別される。

アリヤーのイデオロギー性は、反対にイスラエルから他国-の移住を日本語で一一下

ること-'を意味するイェリダーと呼ぶことを確認すればさらに明らかとなる13.都-上がる、

さながら上京のような意味を含むアリヤーと、それに対しで-都落ち一一のイェリダーがイスラ

エルの移住行為を巡る用語として定着し日常的に使用されるが、どちらも対象をユダヤ人

に想定しアリヤーは積極的に、イェリダーは消極的にとらえられる。

アリヤーはシオニズムの実践行為で、その実行者が単数だと男性ならオレ一、女

性ならオラー、複数だとオリムであるが、アリヤーしてくるオリムを受け入れる行為はク

利と義務を伴った形式的権利を意味するため、カッコつき「国民」 -プライ語ではエズラ
ッパとCitizen

13　　　2006年レバノン戦争の時にも、自らのホームを離れ南部に非難する北部住人は、

北部から南部に移動するという動きのみならず、戦時状態のために自らの家を逃れてくる

というニュアンスを含めてヨレディムと言われた
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リタ-と呼ばれる。本稿を進めるための調査地であるアリヤー直後に滞在するメルカズ・

クリタ-は、オリムを受け入れるセンターということになる。アリヤーとクリタ-はセッ

トで捕らえられることが多く、アリヤーを受け入れることを担当する政府機関アリヤー受

け入れ省はMisrad le-Klitaht Aliyah(Ministry of Immigtants Absorption)、実際にアリヤ

ーとクリタ-を実践するユダヤ機関の中心は「アリヤー・クリタ一部門」である。

オリムを受け入れることをクリタット・オリムと言うが、アルカライ辞典

(REUBEN Alcalay,1996)ではAbsorption of immigrantsと英訳され、メルカズ・クリタ-

が英語ではAbsorption Centerと定着しているように、世界中のユダヤ人をイスラエルに

集めて同化、吸収するといったシオニズム的思想をクリタ-は含んでいる。クリタ-は、

タハリッヒ・クリタ-と過程を意味するタパリッヒを伴って使用されることが多い。事実、

オリムはイスラエル到着直後すぐに他の国民と同等の権利と義務を伴った国籍を取得する

が、 -プライ語学習や様々な祝日、記念式典-の参加、国内の旅行など実際に一人立ちす

るまでの過程を含めてクリタ-と解釈するからである。本稿ではクリタ-を受け入れ、ま

たは受け入れ過程と訳すことにする。

「帰還」と帰還法

アリヤーがポジティブな意味で使用されるのは、ディアスポラ状態に終止符を打

ち2000年前にユダヤ人が住んでいた「約束の地」 -戻ってくる行為と理解されるからであ

る。それをシュブートウと辞書的には「帰ってくること」の意で日本語では一般的に帰還

と訳される。アリヤーと帰還はイスラエル-上ること、帰還すること、とどちらも積極的

なベクトルを意味する言葉である。アリヤーがイェリダーと対に使用されることからイデ

オロギー性が含まれることが明らかなことはすでに述べた通りであるが、シュブートクも

そのイデオロギーを大いに含んでいる。

現在と2000年前というタイムラグのある行為を連続性のある同一者の行為として

「帰還」と呼ぶことは、 2000年前に生きていた見たことも会ったこともない人物と現在生

きている他でもない私に同一性があることが前提となる。帰還とは「スペースシャトル無

事帰還」など一般的には同じ人物、本稿的に言えばおなじ身分証明番号を持った他でもな

い「同一性が認められる個体」 (渡辺公三,2003)が、 A点からB点(多くは国境を越えた向こ

う側、または宇宙)-行きその後再びA点に戻ってくることを示す。帰還は生還とも置換可

能であるが、地上に生れ落ちたある同一人物が生きている間に行って帰ってくる行為であ
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る。すなわち、帰還は2000年前のユダヤ人と21世紀に生きるユダヤ人に同一性があるこ

とを前提とするイデオロギー的な用語であり、シオニズム的思想なしには成立し得ない用

語である。そのため、本稿でシュブートクの訳語として帰還を用いる時には「帰還」と括

弧をつける。

シオニズム実践行為であるアリヤーは建国から2年後の1950年に「全てのユダヤ

人はアレツ【イスラエルの地]-アリヤーする権利を有する」 14ではじまる帰還法【ホック・シ

ュブートウ]が成立したことによって合法化された(Shachar,2000:388)。

帰還法はその二年後に制定された国籍法(1952)と共にイスラエルの国民規定の役

割を果たしている。イスラエルの国籍法は英語ではNationalityが使用されているが、 -プ

ライ語では、 「ホック・エズラフート」とCitizenshipに該当するエズラフートが使われてい

る15。だれにエズラフートを与え、それによってだれを国家の構成員である国民とするかを

規定する法であって、その法律を文字通り訳せば「市民権法」となる。ただし、市民権法

では馴染みがないので本稿では国籍法で統一する。ちなみに、帰還法では「全てのユダヤ

人はアレツ-アリヤーする権利を有する」の後に、

(a)アリヤーはオレ-の査証に従うこと

T7加mtU捕,∋うy rrnn nウm (拭

(b)オレ-の査証はイスラエルに定住する意志を持つ全てのユダヤ人に与えられる16

軸rU,⊃ ypnwRうlコlm TI㌫ y,コnw rnrr V〕う1nrn nViy rnw拭(コ

と続くが、そこに国籍の文字は見えない。

帰還法は国籍法と相互補完的に機能することで、アリヤーと同時にオリムに国籍

が与えられることが規定されている。オリムは入国と同時に投票権、パスポート発行の権

利などイスラエル生まれの国民となんら変わらない完全な国籍を取得できる

14　　　　　m「K mうめ,N⊃7 ,7m,うつ

英語では、 Every Jew has the right to come to this country as an olehと"come
asanoleh一一【オレ-としてくる]という表現を使う。 -プライ語ではアリヤーする権利。

15　　　　Shachar,2000と奥山がすでにNationalityではなくエズラフートであることは

指摘していても、なぜなのかは深く分析していない。奥山は『イスラエルの政治文化とシ

チズンシップ』の中で「国籍法」を使っている。

16　　　その後で、以下のものを除くと注意書きがあるが省略する0
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(shachar,2000:390)c　国籍法によればイスラエル国籍を獲得するには1)アリヤーによる取

得、からはじまり、 2)居住による取得、 3)出生による取得、 4)帰化による取得、と四通りあ

る。 2)居住による取得は、 1980年に追加された事項で、英国委任統治時代の住民(市民を示

すエズラッ-とは区別されたトシャブ)で1948年から市民権法成立の1952年までにイスラ

エルに居住した人を対象とする。 3)は、 a)イスラエルで生まれたイスラエル国民の父又は母

の子ども、 ち)国外で生まれた、イスラエル国籍を所有する父または母の子ども、 C)両親のど

ちらかが死亡後に生まれた子どもで、その死亡した母が死亡の時点にイスラエル国民であ

る場合、 d)いままで他の市民権を所有したことがない、イスラエル生まれの子どもで、 18

歳から25歳の誕生日の間に申請し、申請時から過去連続して5年以上イスラエルに居住し

ていることが確認できた場合、となっている(以上、奥山,2002:56-7)c　最後の4)'J希化には過

去5年の内三年(1950年当時は2年)イスラエルに居住し、申請当時イスラエルに在住し、

基本的な-プライ語能力を持ち(ただし語学試験はなし)、イスラエル国籍取得と同時にそれ

以前の国籍を放棄する意志があることを表明し、以上の条件が内務省によって認められた

後で「I declare that I will be a loyal (citizen) of the State ofIsrael」と宣言する。

このように、帰還法と国籍法が示すように、 「帰還」 /アリヤーをするユダヤ人がイ

スラエル国民として歓迎されるのがイスラエルの国民規定である。帰還法は1950年、国籍

法は1952年と帰還法のほうが先に成立していることはそれを顕著に表している。

オリムと移民の違い

国民の多くが国外生まれという点ではイスラエルは移民国家であるが、アリヤー

するオリムは他の移民国家の移民と同義ではない。世界最大の移民国家と言われるカナダ、

アメリカ、オーストラリアの移民は永住権と市民権という参政権の有無で明確な線引きが

されているため国民と明確に区別される。それらの国の移民は国政選挙投票権を有しない

ので言わば「準国民」でしかない。現にその場合の移民は出身国の国籍をそのまま維持し

ているので、出身国の国民であっても実際に居住している(移住先の)国の国民ではない。一

方、イスラエルで帰還法に基づきアリヤーをするオリムは空港に降り立ったその時点で即

国籍を取得できる権利があるので、準「国民」ではなく全ての権利を満たした国民となる

(Shachar,2000)cアリヤーをして住民登録をすると自動的にイスラエル国籍が与えられ同時

に出身国の国籍が剥奪されてしまうので、イスラエル国籍を希望しない場合にはその旨宣

言をして国政選挙には参加できないが地方選挙には投票できる永住権を取得して「市民管
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理システム」′上は定住者(トシャブ・ケバ)と呼ばれる。

イスラエル中央統計局が発表した数値によれば、 2005年の統計でも一年間に

21,180人がアリヤーしており、現在イスラエルに在住するユダヤ人の約32%(2005年現在)

が国外で出生してイスラエルで国籍を獲得したオリムということになる。初代首相ベング

リオンも建国前に英国委任額パレスチナにアリヤーした第二アリヤーの一人であったよう

に、建国初期の統治者はオリムで構成されていた。つまり、イスラエルの準国民や二級市

民的な位置づけではなく国家を担う国民を構成する点に、他の移民国家とは異なるオリム

の特徴がある。

夢四節:イスラエル人とはだれか?

平等なイスラエル「国民」

さて、本稿のテーマの片方を担っているイスラエル人とは誰を示すのか?前節で

確認したようにイスラエル人とは、帰還法と国籍法により国民と認められる個人であり、

その線引きは非常に明確でその中にはユダヤ人もアラ・ブ人もその他キリスト教徒なども内

側に含む。イスラエル統計局が2006年独立58年前夜に発表した最新のイスラエルの人口

を確認すると次のようにイスラエル国民が数えられていることが分かる(巻末資料「2006年

国家樹立記念日前夜人口統計」参照) :

58年目独立記念を前にイスラエルでは人口7,026,000人を数えるようになった。

建国時806,000人(内半数が現在イスラエル在住)に比べて8.7倍となる。

5,639,000人が総人口の80% 「ユダヤ人とそれ以外」ママで、総人口の76%にあた

る5,333,000人がユダヤ人、さらに総人口の4%にあたるオリムとその一定範囲内の家族で

内務省にはユダヤ人と登録されない「その他」が306,000人。そして「アラブ人口」がイ

スラエル総人口20%にあたる1,387,000人となる。

イスラエル国民として人口に加えられた各個人は、ユダヤ人、アラブ人の如何に

かかわらずに国政選挙-の参政権のほか、失業保険などを賄う国民保険に入る権利が与え

られている。マーシャルが言う「市民的シチズンシップ」 「政治的シチズンシップ」 「社会

的シチズンシップ」など一連の国民国家の成員権に付随する権利・義務としての市民権、
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同じ色と同じフォーマットによるパスポートや住民登録17に象徴されるBrubakerが言う

「ファイルシステム」としての市民権を有しており18、これらの点においてイスラエルでは

全ての国民は平等となる。

しかし、モーリス・鈴木による「(どの国家も)共通の法律、権利、義務、経済・政

治制度などだけではなく、象徴資源・国民の言語や歴史に関する知識、国民体の儀式に馴染

み、それと同一化すること、など一で組成されたたえず進化する身体によって構造化される」

(2000:201)といった言語や歴史に関する知識を求める「象徴資源」の価値に耳を傾けた途端、

形式的な平等な権利の裏側にピッタリと張り付き姿を隠していた、ユダヤ人国家イスラエ

ルとしての姿が露骨に表れ、同時にアラブ人はきれいにイスラエルの国民の舞台からフェ

イドアウトしていってしまうのである。

イスラエル・アラブ人

イスラエル全人口の約20%を占めるアラブ人にはイスラエル国会選挙での投票が

許され、サッカー代表チーム19でもプレーすることができ20、失業保険など社会福祉を受け

る権利を有しながら、 「イスラエルの言語」 「イスラエルの歴史」と国家が求めるイスラエ

ルの「象徴資源」の共同所有者には含まれない。なお、イスラエルでは男女問わず兵役に

つくことが義務とされているが、イスラエルーアラブ人の場合は免除となり、希望者のみが

兵役につく21。

「公用語」にはアラビア語と-プライ語と二つの言語22が並列され、イスラエルー

アラブ人の男性はほぼ全員が-プライ語とアラビア語とのバイリンガルでありながら、ユ

ダヤ人で-プライ語とアラビア語とのバイリンガルは少数に過ぎないというイスラエルの

17　　　　パレスチナ人自治区のアラブ人は違う色、違うフォーマットの身分証明書によ

り明確に区別されている

18　　　From a global perspective, to be sure, citizenship is virtually universal. In this

perspective, citizenship is an international filing system, a mechanism for allocating

persons to states.(Brubaker, 1992:31)また、 My argument is therefore that "the citizen"

should be understood in the丘rst instance not as a type of person but as a position in the

set of formal relations de丘ned by democratic sovereignty.(James 1996- 174))

19　　　-プライ語では「選抜」を意味するニブ-レットが使用されナショナルにあたる
語は使用されない

20　　　Jリーグでプレーする「在日」のサッカー選手安選手は2004年のアジア選手権で

日本代表選手ではなく北朝鮮代表でプレーした

21　　ユダヤ教超正統派のユダヤ人も免除されるが、イスラエルでは国民としての義務

が特例として免除されているため批判の対象となる

22　　　ァラビア語は特定の国家の言語ではなく「ニケ国語」との表現は不適切
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現実がある。イスラエルの言語は(旧約)23聖書の言葉で、建国前にエリエゼル・ベンイェフ

ダの貢献によって復活したユダヤ人の言語-プライ語であり、支配的な言語であることは

大統領演説、首相演説等が全て-プライ語で行なわれることで確認できる。かくいう私も

イスラエルで生活し、本稿のために調査する際に使用したのはヘブライ語であり、アラビ

ア語ではない。

またイスラエルの歴史とはすなわち「ユダヤ民族史」であり、それは古代イスラ

ェル、神殿崩壊、離散、ホロコースト、国家樹立(ユダヤ民族史では再建とも)まで全て「ユ

ダヤ人」主役の歴史でそこにアラブ人が主役となる歴史はない。イスラエルの国旗、イス

ラエルの国歌はそれぞれユダヤ人の歴史に登場するダビデを思い起こさせ、エルサレムへ

「帰還」することの希望を歌った歌詞(国歌は-プライ語で希望を意味する- ・テイクバ)

である。つまり、形容詞「イスラエルの」で始まる名詞は即「ユダヤの」に置き換わり、

アラブ人が付け入る隙間さえ与えないのだ。

以上のことから一つのことが明らかとなる。 「市民的シチズンシップ」 「政治的シ

チズンシップ」 「社会的シチズンシップ」など一連の国民国家の成員権に付随する権利・義

務としての市民権、 「ファイルシステム」としての市民権を所有するイスラエルの成員とし

ての個人同士はユダヤ、アラブの区別なく平等である。しかし、国旗や国歌といった国民

国家の象徴を求め、言語、歴史といった「象徴資源」の共同所有者はユダヤ人のみであり

そこにアラブ人は含まれない。言い換えれば、イスラエル人と発した場合、成員としての

イスラエル人個人を想定する場合と、集合的要素としてのイスラエル人を想定する場合に

それぞれのイスラエル人が示す対象が前者はユダヤ人、アラブ人、その他を全て含み、後

者はユダヤ人しか示さないという大きな不一致が生じるのである。そのため、イスラエル

人という時にはほとんどの場合それはユダヤ人を想定し、アラブ人を指す場合にはイスラ

ェルーアラブ人とわざわざハイフンを付けてイスラエルの従属的なマイノリティであること

を表現する方法しかない(Foner,1997:355)。この不一致をイスラエル国民という日本語に

置き換えた場合の不具合で検証したい。

23　　　ユダヤ人にとって聖書は一つであり新旧の区別がないため
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全体的な意味での国民にあたる語の不在

『司法的同一性の誕生』 (2003)で渡辺公三氏は「ベルティヨン方式と指紋法の技術

的な展開の過程に、近代国家の個人登録と照合の体系に「国民」を「全体的かつ個別的」

に捕捉しようとするどのような不可視の力学が確かめられるのか」 (364)と研究の方向性を

表現しているように、日本語の国民とは国籍を所有する成員という個人としての意味合い

と、それら政治的に規定された成員の全体的な意味合いの両方を含む用語である。それで

は、全体と個別が一致しないイスラエル人という表現を、イスラエル国民という表現に置

き換えることはできるのだろうか。結論から言うと、少なくともその支配的な言語である

ヘブライ語には「全体的かつ個別的」な意味を含む国民にあたる単語が見当たらないのだ。

奥山氏も「「国籍」に相当する項目が「エズラフート」 (国籍)という概念で記載されるとい

うことなどを考えると、現段階でいえることは、イスラエルには、 (少なくとも-プライ語

には)一般的な意味での「国民」 (=その国籍を有している人)という概念が不在なのではない

かという疑問」 (2002:82)があると指摘している。しかし、国籍という平等な権利を所有す

るものという個別的な意味での国民は英語のcitizenにあたるエズラッパが存在する。むし

ろ問題とすべきは、全体的な意味でイスラエル人と発したときに全てイスラエルがユダヤ

に置き換わり、アラブ人はイスラエルーアラブとハイフン付きでしか表現し得ないイデオロ

ギー的な「不可視の力学」 (渡辺)であろう。

「部分的かつ全体的」なレオームnlよめ

その力学に迫る上でレオームという用語は大きなヒントとなる。レオームの辞書

的な意味はアルカライ-プライ語一英語/英語--プライ語辞典によれば「nation, people,

folk」とあるが、レオームは「市民管理システム」の中でユダヤ人を集合的に規定する項目

として機能し、また言語や歴史など「象徴資源」を含もうとする用語である。

上記で紹介したイスラエル全人口のうちユダヤ人、アラブ人と区分する際のカテ

ゴリーはレオームでの区分に基づいており、レオームの項目は身分証明書や住民登録に存

在する(巻末資料「住民登録情報変更願い」参照)。レオーム項目は隣に記載される宗教項目

とセットで扱われ、レオームがユダヤであれば宗教もユダヤの組み合わせとなる。その他、

ドゥルーズ、チェルケス、ベドウィンなどイスラエル国内のマイノリティはそれぞれ所属

先を記入できるが、レオームにイスラエル人にあたるイスラエリと記入することはできな
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い。レオームとセットとなるイスラエル人に該当するイスラエル教なるものが存在しない

だけではなく、 1972年に自分はユダヤ人ではないからレオームにイスラエル人と記入した

い、と内務大臣に求めたタムリン氏に対して、最高裁はレオーム・イスラエリというもの

は存在しないと要求を退けた経緯があり、現在もこのタムリン裁判が度々引用されている。

すなわち、レオームは「市民管理システム」では全人口の構成区分を決める部分カテゴリ

ーであって全体的な意味合いでは使用されない。

しかし、レオームはNation-State【国民国家]の-プライ語訳メディナット・レオー

ムでNationに該当し、レオームの形容詞形レウミ'nl由は、デゲル・レウミ[国旗](-プライ

語では文法的に名詞+形容詞の順)、ヒムノン・レウミ[国歌]とユダヤ人国家イスラエルの

象徴を表す言葉として使われる。日本語の国民意識、国民の歴史、国民の言語にあたる-

プライ語も全てレオームの派生語が使われ、それぞれユダヤ人の意識、ユダヤ人の歴史、

ユダヤ人の言語に置き換わる。日本語で国民は「個別的かつ全体的」な意味を持つ用語で

あるが、 -プライ語でレオームは国民の「部分的かつ全体的」な意味を持つ用語というこ

とになる。

レオームはイスラエル建国以前から住民登録(ユダヤ人のみではない全ての住民)

にて官僚的な管理システムの法制化された用語として使用されていたが

(Handelman,1994:449)、現在宗教とセットで扱われるまでの過程は、レオームにユダヤ人

と記載する基準がシオニズム的イデオロギーを優先させるべきなのか、それとも正統派ユ

ダヤ教の宗教法規ハラバーに基づくべきなのか、いわゆる「誰がユダヤ人か」問題と常に

連動しながら議論されてきた。まずは、国家樹立宣言の中でのレオームの扱いを確認した

m

TlコtUココ「n"T 1897　0コ〕TlコD「ユコIpn ^コ蝣pxnウIPl? 111拭、「p rftv mln llTn

nコnan rrnn'n 「171mね「n ,Tつ「〕mウy mDT Dyn mrrn R叩nう

l竺「拭⊃ rrai拭う

1897年テオドール-ルツェルの提唱によりユダヤ人国家を熱望したシオニズム会議が開か

れ、ユダヤ民族(アム・イェフディ)によるレオームの復活の権利が宣言された

国家樹立宣言内におけるシオニズム運動との延長線上に建国を位置づける箇所で

あるが、ここにアム・イェフディという一般的にユダヤ民族と訳される語があることに注
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目したい。 「部分的かつ全体的」な意味を持っレオームも民族と訳されることがあるので、

ここでアムとレオームの違いを明確にしたい。

アム・イェフディとレオーム

レオーム・イェフディもアム・イェフディもいずれもユダヤ民族と訳されるので

あるが、レオームとアムの基本的な違いは、レオームは「部分的かつ全体的」にイスラエ

ルという国家の額土内にいるユダヤ人を対象とするのに対して、アムはイスラエルという

国家に依存しないスピルバーグやサイモン&ガーファンクルなどのユダヤ人を対象とする

ことにある。また、ユダヤ人は日本語だとユダヤ教徒、ユダヤ民族と二つの表現に分かれ

るが、アム・イェフディは国家樹立宣言にあるように宗教的概念を否定した民族のつながり

を強調しているのでユダヤ民族が近い表現となる。

先ほど紹介した、国民意識、国民の歴史、国民の言語にあたる-プライ語には全

てレオームの派生語が使われ全て「ユダヤ人の」に変化するという解説に対して、それぞ

れ、 "イスラエルの''ユダヤ人の意識、 ''イスラエルの''ユダヤ人の歴史、 "イスラエルの"ユダ

ヤ人の言語と「イスラエルの」を付けなければ正確ではないとすればより説得的であろう。

世界中のユダヤ人の言語というものは成立しない。アメリカにいるユダヤ人の全員が-プ

ライ語を話すことはなく、 -プライ語はあくまでイスラエルのユダヤ人の言葉として理解

される。

さらに言い換えれば、 「イスラエル人になれ」という呼びかけの対象で住民登録に

登録しなければならない対象か、そうでないかの違いである。アム・イェフディがアリヤー

しレオームを復活させる地がすなわちユダヤ人国家である、とその権利を訴える-ルツェ

ルの提唱と国家樹立宣言は、レオームがイスラエルという国家の領土内においてのみ意味

を成すことを端的に表している。また、シオニズムが目指したナショナル・ホームの建設も、

原文ではバイト・レクミと「レオーム的なホーム」という言い方をしておりやはりイスラ

エルという国家の額土とレオームの関係を明確に表している。

ロ「ユm nl⊃Tウl Dyn mrrn叩.1うunnn nR In'⊃ '別拭う.i

ユダヤ民族(アム・イェフディ)によるレオーム的ホーム(ナショナルホームと訳される)の新

たな建設の権利
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アム・イェフディはイスラエル-アリヤーすることが期待される離散中のユダヤ

人を想定し、その流れは国家樹立宣言の中で一貫されている。宗教の概念を否定し、世俗

的な連帯を求めた民族的な動きであったシオニズムが呼びかけるアム・イェフディとはユ

ダヤ教徒ではなく、神を信じる信じないにかかわらずにあるユダヤ性に基づく連帯を想定

していた(そのユダヤ性が何かは建国後問題となる)。そして、その新しい何かをユダヤ人国

家で復活させるもの、ナショナル・ホームの建設-とシオニズムは動いたが、その目標が

レオーム的なものであって、レオームはシオニズム的な建国の目標となってきた。さらに、

国家樹立宣言で繰り返される権利とは国民国家の成員権に付随する権利・義務を伴う形式

的な権利というよりも、共通の言語や歴史といった「象徴資源」を作り出す(シオニズム的

には復活させる)権利であり、それはすなわちユダヤ人の言語-プライ語、離散を終えてイ

スラエルを建国するユダヤ人の歴史を共有する国民からなる国家建設の権利であった。レ

オームがそうした「象徴資源」を含んでいることは、レオームの形容詞形レウミが、デゲ

ル・レクミ[国旗]、ヒムノン・レウミ[国歌】と国民国家の象徴を表す言葉として定着している

ことで再度確認しよう。そして、そのような「象徴資源」を孝んだレオームがNation-State[国

民国家】の-プライ語訳メディナット・レオームでNationに該当しているところに、レオ

ームが持つ「部分的かつ全体的」な意味合いがあるのである。

トシャプ=住民

国家樹立宣言には、トシャブ・イスラエルというイスラエルの住人といった意味

合いの用語も使われている。トシャブは権利の有無に関係なく一定額域内に居住するもの

という意味合いがある。例えば、イスラエルのキブツはハベルと呼ばれる権利と義務を持

ち実際に運営に参加するメンバーの他に、キブツ内に居住しているが権利と義務のないト

シャブが多数居住する。キブツで生まれた子どもは、その両親がメンバーであっても本人

がメンバーになると宣言して直接投票で承認を得ない限りはハベルにならず、それまでは

トシャブであって運営する権利を持たない。現在はキプツからの若者の流出が多くハベル

になるキブツ生まれ、キブツ育ちの子どもは少ない。

2006年8月のレバノンとの戦争の際、シェルターでの避難生活を送っていた北部

住民に対してオルメルト首相は「トシャベイ・ツァフォン(トシャベイはトシャブの複数形

の接辞語、ツァフォンは北)」とメッセージを寄せているが、イスラエル北部という特定の

領域に居住するものを語るとき、権利と義務の所有が前提の国民エズラヒムでは北部め住
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民の皆様という表現に不適切のためトシャブを使った。

その儀域に居住しながら権利を持たないようなトシャブという用語が国家樹立宣

言で使用されている前後関係を確認すると、トシャブには建国前から居住するユダヤ人を

含んだイスラエルの額土内に居住する住人が想定されていることが分かる。特に次の文は

その次のエズラッ-と比較することでより明確となる。

;JTPY7ユrlコ'わi nmR・n rr加うnmn∋ mTl軸「w nコ'7n

a"pn ;;r⊃W111ウ〕 mlめr「an rnrrううy 7ipwn

tz/Din rrtD⊃n ;1蝣TTi yn ,mう7ココ'う⊃ n'口「T拭う⊃ウ「lnユ'ユ'7日l 'mコn nri⊃T }V「ltD

Tll⊃「Ill 「lコti ,rier? ,pD望a ,m

イスラエル国家は、全ての住人のために国の発展を目指し熱心に努力する

イスラエル国家は信条、人種、性別の差異にかかわらず全てのエズラヒムに社会的権利、

政治的権利の平等を有する

トシャブとは権利と義務に関係なく居住するものであるが1965年に成立した住民

登録法では全てのトシャブに住民登録を義務付けている。そこで「トシャブ(住人)イスラ

エル「国民」 (ェズラッハイスラエリ)、オレ-査証、オレ-証明書または定住者[トシャ

ブ・ケバ]として居住する者」と定義し、同時に住民登録法に該当しない住民に含まれない

「外交パスポート所有者」 「一時訪問者」 「一時通過者」も規定される。留学生やキブツ滞

在者は一時訪問者に入り住民登録の対象とはならない。

オレ-査証、オレ-証明書とはアリヤー後にまだ身分証明書が発行されていない

もので、定住者とは国籍は所有せず国政選挙の参政権がないが、労働の権利他の権利があ

り永住権所有者とも言い換えられる。イスラエル「国民」に限らず登録を義務付けること

は、住民登録が近代国民国家の中で成立した「市民管理システム」としての管理機能を考

えれば納得がいく。例えば、日本に国籍を残しながら永住権を所有することができるが、

その場合は個別的にも全体的にもイスラエル人に含まれない。

以上、イスラエル人と発する際、権利と義務を伴う成員個人「国民」と「象徴資

振」を求める全体的な対象が一致しないことを、 -プライ語で「全体的かつ個別的」な意
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味での国民に該当する単語がないことから確認してきた。 「国民」になるという過程は身分

証明書取得、パスポート取得によって目標を達成し、身分証明書、パスポートの形式やフ

ォーマットが一定であるように例外が存在せずに平等に「国民である」ことが証明される。

「イスラエル人になる」というその過程を重視する本稿は、 「国民である」ことが証明可能

な権利や義務を所有する個人としてのイスラエル人と同時に、全体的な、すなわちシオニ

ズム的なアラブ人を含まない集合体としてのイスラエル人になる過程に視線を向けている。

しかし、その全体的な集合体に入るためには権利や義務を含んだ個人としての「国民」に

なる必要があり、その「国民」になるためにはユダヤ人であることan〟orユダヤ人になる

ことが最優先であることを常に確認する往復作業が必要となる。そもそも、イスラエル人

になる最優先権を持っているユダヤ人とはどのように定義されるのか、それを次節で確認

したい。

第五節:誰がユダヤ人か?

イスラエル人とは誰かという言説的な問いはあまり耳にしないが、 「ミ・フ・イェ

フディ[誰がユダヤ人か]?」という問いはイスラエル国会、新聞などで度々取り上げられる

ように未だに決着がつかない議論であり、本稿で決着をつけようとするものではない。ど

のように定義されるのか、それを巡ってどのような議論がされているのかを簡単に整理し

たい。

「誰がユダヤ人か?」問題とは一言で言えば、ユダヤ人とはユダヤ教徒であるべ

きかそれとも非宗教的なユダヤ民族であるべきかを定義する議論である。言い換えれば、

帰還法(1950年)で呼びかけるユダヤ人とは、ユダヤ教法規ハラバーに従ってユダヤ人を母

とする子または改宗を基準とする外的【external]に規定されるべきなのか、それともシオニ

ズム的な宗教を否定した共通の歴史や伝統を所有する、言わば個人の内的な[internal]意志

に基づくべきなのかの二点に集約される(Shahar,2000:399)c

帰還法の1970年改正

そうした議論の最中で帰還法を1970年に改正し「ユダヤ人とは母がユダヤ人であ

る者、ユダヤ教徒に改宗した者、他の宗教の成員ではないこと」 (4b)と法的に定義したが、

宗教法規ハラバーに基づく血統主義的な規定及び信仰を重視する規定となったため、返っ
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て議論の熱は高まった24。 「誰がユダヤ人か?」議論の問題の所在を確認すると、この議論

がイスラエル建国や帰還法成立がきっかけなのではなく、その帰還法の該当者がだれであ

るのか、そこで帰還法が呼びかける「帰還」すべきユダヤ人はだれなのかという議論に宗

教的な規定が持ち込まれたことに起因していることは明らかである250

まず1950年に帰還法が成立したときにはユダヤ人とは誰かを定義していない。そ

れは、イスラエルにおける法制度の仕組みにも関係している。イスラエルでは、オスマン

トルコ朝時代のミレット制のなごりと、英国委任統治時代から存在するキリスト教徒、イ

スラム教徒とユダヤ人(教徒)と平等な権利を有する「国民」と数える必要性から、慣習的に

婚姻、離婚、埋葬など私的身分を決めるのは各宗教行政に任されている。イスラエルでは、

安息日も守らず日常的に全くユダヤ教法規ハラバーを守らない非宗教的なユダヤ人も、婚

姻や離婚といった住民登録上の私的身分の変更には全ての宗教行政を監督するチーフラビ

庁に出向いて手続きをおこない、儀式を行い、そこで得た証明書を内務省に届け出て登録

することではじめて住民登録上で既婚と決定され重婚を防ぐ制度がとられている26。

1953年のラビ法廷法

このようなチーフラビ庁-の権限はラビ法延法(1953年)によって「その「国民」

であろうと、住人であろうと、イスラエルにおけるユダヤ人の婚姻及び離婚に関する全て

の問題はラビ法廷の排他的裁判権の下にある。イスラエルにおけるユダヤ人の婚姻及び離

婚はト-ラー(律法)にしたがってとり行われる」と世俗的な法で確保されるようになった270

24　　　「他の宗教の成員ではないこと」はハラバーには含まれない。後で詳しく述べる

ように、 1962年にカトリックに改宗した一一ユダヤ人一一ダニエル神父がイスラエルにアリヤー

した際に国籍はイスラエル、宗教はカトリック、レオームはユダヤ人と主張したところレ

オームと宗教が一致するべきとの判断が最高裁で下されたことから追加された文言

25　　　　市川氏は「まさにこの法律が1950年に制定されてから今日まで何度かの改正を

行なっているのは、ユダヤ人の定義の問題の複雑さと難しさを表している」 (1994:180)と

Bin-Nun,A.,The Law of the State ofIsraelを引用しながら、 1950年に帰還法が成立したこ

とによってユダヤ人の定義に該当するか否かの問題が始まったとする。臼杵氏は「イスラ

エルは建国以来、何度も繰り返されてきた「だれがユダヤ人か」問題をハラバーの名のも

とで一挙に解決しようとする動きであった」とイスラエル建国が「だれがユダヤ人問題」

の契機とする(1999:96)

26　　　最近では、そのような宗教婚を避けて、キプロス島で婚姻をする市民姫を済ませ、

その証明書を持って内務省に出向いて人口登録で婚姻とされる若者のケースが多い

27　　　　ダニエル神父事件を裁いた一人シルベルグ判事はその判決の見解を述べた中で

「ラビ法定法はラビの権限を書き題するために役立ち、そしてこれは誰でも知っている秘

密であるが、このラビ法廷は非宗教的ユダヤ人の上にユダヤ教の戒律の効力を広める目的
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そのラビ法廷によって決定される婚姻、離婚といった私的身分の変更を登録する

住民登録法は1965年に成立するのであるが、人口統計をとる住民登録そのものは建国以前

から行なわれており、 1949年には住民登録令(Order丘)r the Registration of Residents

(p'kudat Mirsham Ha-Toshavim)として制度化されている.

建国以前の住民登録からレオームと宗教の項目は存在したが、レオームにはどん

な基準で記入すべきなのかが大きな問題となった。住民登録令では空欄でもよい選択肢が

存在したのであるが、帰還法(1950年)が成立しユダヤ人の「帰還」を呼びかけたときに住

民登録上カテゴリーとしてのユダヤ人の規定が必要となり、レオームがその機能を果たす

ことになった(Dandleman,1994:445)c

繰り返すが1950年当時帰還法にユダヤ人の定義はない。住民登録令を住民登録法

として法制度化に向けた議論の中で、そこにあるレオームという項目に記載するユダヤ人

を誰が、どのようにして定義づけするのかが常に問題となった。法制度化に向けて内務大

臣の見解を示した「住民登録ガイドライン」が議論の基準となり、その都度大きな議論と

なった。その議論の過程は、イスラエルという人工的な国家樹立によりユダヤ人の定義が

国家に委ねられ、ユダヤ人と非ユダヤ人が法的に裁かれるようになったことを嘆いたアキ

バ・オール氏が、イスラエル国家樹立とユダヤ人定義の変遷の過程を「-プライ語の国会討

議資料などを駆使し、論証」 ( 『誰がユダヤ人か』の帯)したThe UnJewish State(邦題は『誰

がユダヤ人か』 )で詳細に報告されているので、以下それを参照にまとめる。

住民登録ガイドライン

1958年3月10日シオニスト運動マハム党のメンバーである内務大臣バール・ユ

フダ氏は、もし両親がその子どもがユダヤ人であると申し立てさえしたら子どもはユダヤ

人として登録されるという内容の住民登録ガイドラインを発表し、同時に「誠意を持って

自分をユダヤ人であると申し立てるものがユダヤ人として登録されるのであってそれ以上

の証拠は要求されないものとする」 (アキバ,1984:61)と述べている。このガイドラインに法

的効力はないが、ユダヤ人とは母から生まれた子、または改宗した者とユダヤ教法規ハラ

バーに従うことを主張する宗教勢力はこのガイドラインに猛反発をした。

シオニスト派のマハム党はユダヤ人ではない女性とアリヤーをしたユダヤ人男性

との間に生まれた子どもを「国民」として登録することは住民登録という性格上宗教的規

で要求されて許可されたものである」と告白している(アキバ,1984:107)
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定を必要としない、との見解からレオームと宗教との区別が可能であると主張した。この

ガイドラインを巡る争いは国家宗教党ママNRP [National Religsiou Party]の指導者の二

人の大臣の辞任(1958年6月25日)につながったように政治論争であったが、世俗的な法に

ょってユダヤ教とユダヤ民族をそれぞれ切り離すことができるのか、だれがどのようにし

てユダヤ人の定義ができるのかという議論-と発展した。そして「誰がユダヤ人か」とい

う論争がユダヤ教と、シオニズム的な非宗教主義との間に横たわる問題として認識される

最初のできごととなった(アキバ,1984:96)。

ダニエル神父事件

その議論の最中で大きな衝撃を与えたのがダニエル神父事件であった。ダニエル

神父、本名オズワルド・ルフェイセンは1922年ポーランドで両親をユダヤ人とする家庭に

生まれたが、 1942年にカトリックに改宗した1958年にアリヤーしたダニエル氏は、宗教

はカトリックであるが、レオームはユダヤ人であると主張し、内務大臣はイスラエルでの

滞在は許可したがキリスト教徒であるという理由によりユダヤ人とはみなさなかった。ダ

ニエル神父は最高裁に申し立てて内務大臣にその決定の法的正当性を提示するか、または

ユダヤ人と認めるように要求した。

9ケ月に渡る審議の末、 1962年最高裁判所は多数決でダニエル神父をユダヤ人と

は認めない判決を下した。ダニエル神父は改宗しながらも、内面はユダヤ人であることを

放棄しなかったと陳情しているが、次のような判断によって否定された。多少長いが誰が

ユダヤ人問題かの論点を表しているので引用する。

1)裁判所は「ユダヤ人」という言葉の法的定義に言及することができなかった。なぜ

ならイスラエル国会は首尾一貫してこの定義をしていなかったからである。非宗教的

ユダヤ国家という最も基本的な法的辞句は、故意に定義されないままだったのである。

2)ユダヤ教戒律によれば、たとえ改宗していようともユダヤ人の母を持ったユダヤ人

はユダヤ人であるから、ルフェイセン(ダニエル神父の本名)はユダヤ人である。しか

し裁判所は非宗教的であるから、宗教の戒律に基づく評決をすることを拒んだのであ

る。
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3)政治的シオニズムは非宗教的ユダヤ人の運動であり、彼らはユダヤ教を正面から無

視してかかり、自分たちの非宗教的民族主義の表現として、非宗教的国家を創設した。

イスラエル創設者たちは無神論を意識したものたちであり、人はユダヤ教に従わない

でユダヤ・ナショナリティ(邦訳でレオームをナショナリティと訳している一筆者)を持

ち得るという強い確信を持っていた。ほとんどのシオニストは宗教を信じず、またほ

とんどの宗教的ユダヤ人はシオニストではなかった。

ルフェイセンはカトリック教徒であるからユダヤ・ナショナリティはない、という裁

定はユダヤ・ナショナリティというものが宗教に基づくものであることを意味し、非

宗教的な多数のシオニスト間の立場が危うくなるということをも意味するものであ

る。

㊥イスラエルは国外の多くのユダヤ人のための文化的アイデンティティの源となるも

のであるo　もしルフェイセンがカトリックの信仰にもかかわらずユダヤ人民の一員と

して宣告されたら、彼らのうちの多くの者は憂慮したり、また一部の者は激怒するで

あろう。またこのような判決は改宗を促進し、自分たちの思っているユダヤ的特質の

絶滅とみなしたりする者もあるであろう。

だから、どのような判決であったとしても、どの道相当の数のユダヤ人を怒らせ

ることとなるのである。もし裁判所が(すなわちイスラエルが)ルフェイセンをユダヤ

人として認めたら、特に国外の高齢者世代の多くの者たちは激怒するであろう。そし

て、もし彼がユダヤ人として否認されたら、特に国内の若い世代のほとんどの者たち

が激怒するであろう。この間題で困惑するのは宗教を信じないユダヤ人である。なぜ

なら宗教的見地からは、ルフェイセンはユダヤ人の母から生まれたから、カトリック

に信心していてもユダヤ人には変わりはない、ということなのであり、何の問題もな

いのである。

以上(アキバ,1984:97-98)

ダニエル神父事件のこの裁定は、ユダヤ人の宗教的意義を拒否することから始ま

ったシオニズムが、近代以降の他の国家がそうであったように「市民管理システム」でユ

ダヤ人を定義しなければならない場合に、宗教に依存してしまうイデオロギーとの矛盾を

露呈した。政治問題的意味合いを含んだ「誰がユダヤ人か」問題は、非宗教的なシオニズ
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ム運動とその目標であったユダヤ人国家のユダヤ人定義そのものが矛盾しかねない問題-

と舞展した。

ドゥルーズも独自のレオーム-(1962年)

宗教的定義がレオームの記入事項を拘束するようになったのは、ユダヤ人の定義

に限らなかった。それまでレオームではアラビ[アラブ人】と記入されていたドゥルーズが独

自の宗教行政を認められることで、レオーム欄にドゥルーズィ[ドゥルーズ人]が記入できる

ようになったのである。

イスラエルのドゥルーズは、歴史的、文化的な側面からユダヤ人社会からも、ア

ラブ人社会からも離れた独自の社会集団を保っている。その宗教はイスラエル建国以前か

ら独自の内容を持ち、他のアラブ人とは別の密教的宗教内容を持っている。宗教省は1957

年にドゥルーズを宗教コミュニティと認定し、続いて1961年にはドゥルーズの宗教指導体

制が宗教評議会として認定を受け、 1962年クネセットでドゥルーズ宗教裁判法が承認され

たことで宗教的自治を確立した。

ドゥルーズのイスラエルにおける宗教的自治の確立を受けて、 1962年頃より身分

証明書と出生証明書のレオーム欄がそれまでのアラビ[アラブ人]からドゥルーズィ[ドゥル

ーズ人]-と変更になった(以上Al-Haj,1985:123;Oppenheimer,1985:268)cこの変更がダニ

エル神父事件の判決が出た時期と同じであることは、ユダヤ人定義に留まらず宗教的規定

が住民登録に入り込んできた時期として確認しておく必要がある。

さて、ユダヤ人個人の同一性が宗教に求められるのか、それともレオームに求め

られるべきなのかが住民登録法によって問われていた1960年、元ナチス親衛隊の中佐でホ

ロコーストの責任者アドルフ・アイヒマンが逮捕され、裁判の後に1962年エルサレムで処

刑された。この事実が「誰がユダヤ人か」問題が引き起こした分裂的な状況というコンテ

クストに当てはめると、この裁判と処刑が「宗教的にユダヤ人と非ユダヤ人が二分された」

イスラエルのユダヤ人意識を強化するための共通の敵を演出する場となった、というハン

ナ・ア-レントの指摘は的を得ている(Arent,1994(1963):il)。

帰還法改正でのユダヤ人定義、住民登録法との連携
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住民登録法が成立する以前は法的拘束力のないガイドラインが何度も改訂された

が、 1960年1月1日には「人口登録の目的で次の項目に該当する者のみユダヤ人と認めら

れるものとする1)ユダヤ人の母から生まれ、他宗教に属していない場合、そして2)ユダヤ

教に正規の改宗をしたもの」 (アキバ,1984:123)というユダヤ教正統派の要求に基づいたガ

イドラインが宗教シオニスト政党のマフダル28所属の内務大臣から提出された。政治的な議

論ではユダヤ人をどのように定義するのか、内務大臣の権限によって随分と見解が異なる

ことは現在まで続いている。

そのような議論を経て1965年住民登録法が成立し、レオーム、宗教欄はそのまま

維持され、ユダヤ人を「国民」として「市民管理システム」に登録する法的制度が成立し

た。そして、 1970年3月10日に「ユダヤ人とは母がユダヤ人である者、ユダヤ教徒に改

宗した者、他の宗教の成員ではないこと」 (4b)と帰還法が改正されユダヤ人の定義が追加さ

れ、ユダヤ人が宗教的規定に従って定義されることが法的に確立された。また同法改訂で

は、 「3)住民登録法(1965年)第三条の後に以下の項目を追加すること:」と支持する項目も追

加された。その内容は次のとおり:

3A(a)この法律による通知、またはこの登録票の記入、公的な証明書においてユ

ダヤ人ではないと表示され、それらの通知、登録票、公的な証明書が登録局の

主任の見解に矛盾しない限り、また法的資格のある裁判所またはラビ法廷にお

ける判決で別の決定がされない限りにおいて、レオームまたダット【宗教]にイェ

フディ【ユダヤ人】と記入することはできない。

(b)この法の目的、また他の登録、書類においで-イェフディ"とは帰還法(1950)

の4B項と同じ意味を示す

(C)この節は施行以前に実施された登録を干渉しない

上記項目は改正以降、帰還法にも住民登録法にもそれぞれ明記されている。帰還

法と住民登録法が相互に干渉するようになり、住民登録におけるユダヤ人の定義が帰還法、

すなわちユダヤ教法規ハラバー的な定義に従うことになった。イスラエルの「市民管理シ

28　　　マフダルは、ミフラガー・ダットウ・レオームの頭文字を取ったもの。英訳は

National Religous Party日本語では民族宗教党などと訳されるが、これまで議論してきた
通りそのような日本語に置き換えるほど単純ではない
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ステム」上のユダヤ人はその本人が律法を遵守する、キッパ着用や安息日遵守などの生活

を送る、または送らないに関係なく全てがハラバーに基づいて定義され「国民」として登

録されるようになった。住民登録、身分証明におけるレオームの項目におけるユダヤ人の

記入も、ハラバーに基づき、言い換えればユダヤ教徒であることが基準とされるようにな

った。

ユダヤ教正統派

住民登録法(1965年)によれば改革派も保守派もいずれも住民登録の宗教及びレオ

ーム項目にユダヤ人と記入することができるので、いずれのユダヤ教の宗派で改宗しよう

とも国籍は得ることができる。しかし、イスラエルにおける宗教規定が一筋縄ではいかな

いのは、イスラエル国内の宗教諸機関がその監督機関のチーフラビ庁をはじめ、宗教省、

最高ラビ法廷、ラビ法廷、地方宗教評議会など正統派のラビが独占しており、私的身分に

関しては正統派による改宗のみしか認められていないことにある。現在でも、正統派以外

の改革派、保守派で改宗した場合は、アリヤーは認められても(すなわち国籍取得が認めら

れても)私的身分、ユダヤ人としての婚姻、離婚、埋葬ができない1984年エチオピアから

アリヤーしたオリム(当時はフアラシャと呼ばれた)が集団としてはユダヤ人としてアリヤ

ーが認められながら、婚姻、離婚、埋葬といった私的身分に際して改宗が求められたのは、

エチオピアユダヤ人社会の伝統的な宗教的指導者ケスをイスラエルのチーフラビ庁は宗教

的指導者と認めずに婚姻、離婚など個人の身分に関する一切の権限を与えなかったことを

意味する。

ユダヤ教徒からイスラエル「国民」 -

「誰がユダヤ人か」問題が住民登録法またその-項目レオームの記入基準を巡る

議論であったことは、住民登録法が単なる人口統計という乾いた数字の収集を目的として

いただけではなく、渡辺公三氏の報告が示唆するように近代国民国家成立の過程でイデオ

ロギーに基づきながら法的に個体を同一化する同定装置として「市民管理システム」は機

能していることを見事に表している。しかし、かつて宗教共同体だったユダヤ教徒から世

俗的な政治共同体であるユダヤ民族を目指したシオニズムというイデオロギーに基づき、

念願だったユダヤ人の領土を手に入れて国家を樹立させながら、住民登録という国民国家

が求めるもう一つの同一化の過程で、シオニズムに反する宗教的規定に基づいたユダヤ人
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定義に委ねなければならなかったことは何とも皮肉な展開である。ユダヤ人とは、個人の

内的な決定に従うのではなく、外的な決定によって「お前はユダヤ人だ」と半ば上からユ

ダヤ人であることが求められるようになったことは国家が持っ国民統制の力でもあり自ら

を束縛したことになる。

「誰がユダヤ人か」問題は1965年住民登録法成立と1970年帰還法改正で決着が

っいたわけではない。帰還法改正では、ユダヤ人を狭義に定義した第4条bの他に、次の

ような寛容な項目も追加されたことで、どのように同じユダヤ人として、同じイスラエル

人として受け入れるのかという別の問題が発生している。

第4条a

この法律に従うユダヤ人の権利、国籍法(1952年)に従うオレ-の権利、すなわち

全ての法制に従うオレ-の権利は、かつてユダヤ人であったものが本人の意思により宗教

を改宗した者を除く、ユダヤ人の子、孫、ユダヤ人の配偶者、ユダヤ人の子そして孫の配

偶者にも与えられる

-ユー-っwn ,mmisn pro ,めrfrwうw nm⊃rm nt pin ^か7rn,うw irm⊃Tn (拭).拭

1⊃^「nlうUユIT lユう,,「irrうW 7〕ユうlザフウm nlコP"IB ,「nK pnpTiう〕 ,ううn加うw nv「〕Tn l〕1 ,1952

.叩「a in「 「'bn1つTirr rvrw臼7…'苫177うJTirr加7 7⊃コうtan iう'加ユIT

この条項は当時ソ連からのオリムの多くが非ユダヤ人との婚姻関係にあった現状

に即したものであるが(Horowitz,1996:514)、 80年代にはソ連(当時)からアリヤーしたオリ

ムの内約15%がユダヤ人ではないとされ、さらにソ連崩壊により90年から10年間で約100

万人の大量のオリムがイスラエル-押し寄せたときにも、40%以上はユダヤ人ではないと言

われている。ユダヤ人国家であるはずのイスラエルがその帰還法により非ユダヤ人を多く

含むという矛盾に直面することになった。

また、帰還法改正で追加された「ユダヤ教-改宗した者」の解釈を巡ってイスラ

エルの全ての宗教行政を独占している正統派がイスラエル国外のユダヤ人の多数を占める

改革派、保守派の改宗を認めるか否かは常に問題となっている。現在のところ改革派、保
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守派で改宗しても帰還法は該当するが、 2006年11月には正統派が改革派や保守派による

改宗者のアリヤーを阻止するための切り札として帰還法のユダヤ人定義から改宗した者と

いう条項を削除する法改正案が検討されていることが報告された(- ・アレツ2006年11月

30日)。これに対して改革派や保守派のユダヤ人が多数を占めるアメリカのユダヤ人社会は

大きな反発を起こしている。改宗の解釈を巡り「誰がユダヤ人か?」問題はイスラエル国内

だけには留まらない。日本にあるユダヤ教-の改宗施設で渋谷区広尾にあるJewish

community Center(JCC)も正統派ではないので、万一改宗の条項が帰還法から削除される

と現在改宗手続き中の人が帰還法に該当せず、再び正統派の改宗手続きを行なわなければ

アリヤーも国籍取得もできないというシオニズム的イデオロギーに反した宗教規定がアリ

ヤーを束縛するという矛盾に直面する。世界中のユダヤ民族[アム・イェフディ]のアリヤー

とユダヤ人国家イスラエル樹立をシオニズム的思想の下で国家樹立宣言で呼びかけている

が、ユダヤ教正統派の解釈はその一つのユダヤ人という概念を分断している。それも、シ

オニズムの実践行為アリヤーを法制化した帰還法での規定に従ってのことである。

このように昨今の帰還法や住民登録法を巡る議論は、旧ソ連からのアリヤーのよ

うな非ユダヤ人も含めて「どのように」受け入れるのかという議論と、改宗を巡る議論の

ように「だれを」受け入れるのかの議論に集約されよう。

その中で、 1980年代以降エチオピアからアリヤーしたェチオピア出身オリムは外

見、ユダヤ性、食習慣など、彼らはユダヤ人なのだろうか?彼らをどのように受け入れれ

ばいいのか?と「だれ」と「どのように」という二つの大きな問いを投げかけることにな

った。

重さ節:エチオと.Aという言説

アシュケナジームvsミズラビーム論批判

国家樹立後のイスラエルの歴史はアリヤーとそれを受け入れるオリムの受け入れ

過程の歴史とも言い換えることができるが、日本語圏におけるオリムの受け入れ過程に関

する議論では、支配的なアシュケナジーム(ヨーロッパ出身のユダヤ人)と被支配的なミズラ

ヒ-ム(北アフリカ、アジアのイスラム諸国出身のユダヤ人)という二項対立的な視点が臼杵

陽『みえざるユダヤ人』 (1998)などで積極的に提示されてきた。確かに、今でもミズラヒ-

だから就職ができない、という声は聞かれなくはない。また、現在イスラエルでは「50年
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代の間違い」という言説が成立し、またエチオピア出身オリムの受け入れが「50年代の間

違いの繰り返し」と、 「50年代の間違い」が使われることがかなり多い29。

ミズラヒ-ムとは1950年代から60年代にかけて北アフリカやアジアのイスラム

諸国からアリヤーしたオリムで、イスラエル-到着した後ヨーロッパ出身のアシュケナジ

ームによって持ち込んだ文化や習慣を否定され、アシュケナジー化を強要された.その反

省の意味を込めて「50年代の間違い」という言説が今も残っている。しかし、アシュケナ

ジームとミズラヒ-ム間での婚姻は全く不思議ではなく、現在外見上の見分けが以前ほど

はつかなくなり、 「かつては差別があったけど、今はどの分野でもミズラヒ-ムを目にする

しうまく受け入れられた」という証言もまたよく耳にする。つまり、支配的なアシュケナ

ジームと被支配的なミズラヒ-ムという枠組みは現状理解にほとんど役に立たない。

そうした時代遅れの「アシュケナジームvsミズラヒ-ム」という枠組みをいっま

でも使い続けるよりも、ロシア語しかできない店員が(ユダヤ教の食事規定コシェルに反し

た)ベーコンを売る大型スーパーがどんどんと拡大し、そこにはロシア出身オリムに限らず

様々なイスラエル人が買い物に出かけてはベーコンを買うような状況や、そのスーパーの

入り口の警備員や清掃係の多くがエチオピア出身オリムで占められている、しかも現在ア

リヤーするフアラシュムラと呼ばれる人たちは正統派ユダヤ教法規-ラ-一に従った改宗

の課程があるので、そんな店には入ることもできない。そんな90年代以降のオリムがもた

らしたイスラエルの現在の姿をどのように描き出せばいいのか、というもっと現状に即し

た理解の努力をすべきである。

イスラエルにおける位置づけ

ユダヤ教の食事規定コシェルに反した食事を売る店で働くロシア語しかできない

店員と、その同じ空間に一年間ユダヤ教信仰(ヤハドゥ-トウ・Judaism)を勉強して改宗に合

格しなければ国籍が取得できない床掃除をするエチオピア出身オリムの間に、どんな共通

した同一性があると言うのだろうか?それは、ユダヤ人でもユダヤ教徒でもなく、同じ国

籍を持った(持つ予定)イスラエル「国民」でしかない。

その時、そこで働く店員に向かって発せられる/I,シム(文字通りはロシア人)、ヱチ

29　　　Dr.アルノン・アドルシュタインがアリヤーしたばかりのエチオピア出身オリムに

犯罪が多く見られることに対して「彼らに行なっていることは、 50年代にエドット・ミズ

ラッ-(北アフリカ・アジア出身者)に行なった間違いと全く同様である」との記事をYnet

に寄せている(2006年5月12日))
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オどoA(文字通りはエチオピア人)という言説がどのような前後関係を持って発せられるの

か耳を傾けることがその現実を措く第一歩になる、と私は新しい視点に希望を抱いている。

ルシム(旧ソ連出身者)30、ヱチオとoAといった出身国!地域ごとの呼称には「いつま

でたっても-プライ語がうまくならない固まっている/I/シム」 「近代的ではない社会から来

た人達エチオとoA」 「別の世界(オーラム・ア-ル)から来たような人達ヱチオとoA」といっ

た言説が伴う。これらイスラエルにおける出身国!地域毎の呼称とそれに付随する言説は、

2006年ベストセラーになった『世界の日本人ジョーク集』 (早坂隆,2006:中央公論新社)での

「日本人像」 (出版社PR)の措かれ方とは異なる。 『世界の-』での「日本人像」は世界からど

う見られているのか、であり多くの国で「たしかにね～」と受け入れられるものが並べて

ある。それでなければベストセラーにはならない。一方、イスラエルで聞かれる言説はイ

スラエル社会との関係性の中で構築されたものであり、イスラエルでの位置づけを言い表

しているために多くの国で「たしかに、たしかに」と受け入れられることは想定していな

い.ヱチオとoAがェチオピアにいた時には「近代的ではない」などと言われないし、まし

てや「別の世界」などとは思われない、そこは「私の世界」なのである。これらの言説が

イスラエル社会との関係性で構築されていることは、 「ヤパニム(日本人の複数系)」に辞書

的な日本人以上の意味がないことで確認できる。イスラエルに在住する日本人は在留届を

提出している人でも500人前後で中でも一時滞在者が多く、イスラエル社会との関係性を

見出すまでにはいかない。ましてや国籍を得るオリムではない。ヤパニムという辞書的な

意味で語は存在しても、それに伴う「日本人像」と言えば「日本人は空手やってる」 「日本

人ならブルースリー知っているか?」 「日本人ってソニー?」であり世界のどこに行っても

「たしかにたしかに」と納得される「像」であってもイスラエルとの関係性を表す言説で

はない。

イタリックで表すエチオとてム、ルシム

本稿でヱチオとoAをイタリックで表記しているのも、そのようなイスラエル社会

との関係性の中で構築された位置づけを描くことを目的としていることに基づいている。

これらの言説はヱチオとDA'唱身-Iが作り上げたものではなく、ヱチオとoAにとってはありが

たくない不本意な位置づけでもある。それらの言説の裏側に「近代的なイスラエル」 「(西欧

的という意味合いで)この世界にすでに入っているイスラエル」があることを読み取れば、

30　　　ゥクライナでもロシア語を母語とした旧ソ連だと自動的にルシムと呼ばれる。
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イスラエルは近代的であるべき、イスラエルは科学技術力や経済力など進化論的に他の西

欧の国々と同じ地点にあることを言い表しており、一度だ-ヱチオとoAが到達していないこと

を表しているからである。

二項対立的視点の限界

しかし、繰り返すように多様な出身国!地域で織り成すオリムで構成されるイスラ

ェル社会とは一つであるはずはなく、またヱチオとoムもエチオピア国内での出身地域、ア

リヤーの時期、正統派から見たユダヤ教法規との同一性の差異と多様である。さらに、ユ

チオとoAを受け入れるメルカズ・クリタ-(オリム受け入れセンター)では、受け入れるスタ

ッフにヱチオとoAを含むため、受け入れるヱチオとoAと受け入れられるエチオとoAという

構造が成立しないO　また、本稿の調査対象であるフアラシュムラと呼ばれるヱチオとQAは

キリスト教徒に改宗しているため、チーフラビ庁の判断によりユダヤ教信仰を忘却してい

ると判断され、アリヤー後に完全な改宗の作業が義務付けられ、改宗しないと国籍が得ら

れないという建国以来例を見ない特殊な受け入れの手続きがとられている。つまり、改宗

をしてユダヤ人(教徒)にならなければ、イスラエル人になれない過程を現在エチオピアから

アリヤーをしているフアラシュムラは経験している。このような手続きは80年代、 90年代

のエチオピア出身オリムにも課されたことがない。

ヱチオとoムという言説はエチオピムとイスラエル社会という二項対立的な関係だ

けで成立するものではない。そこで、本稿ではヱチオt-Aという言説がどのように構築さ

れたのかヱチオとoAのアリヤーの歴史を振り返りながら確認し(第二章)、ヱチオとoAを受け

入れる機関メルカズ・クリタ-でどのようなイスラエル人となることが求められているの

かを調査に基づき報告する(第四章)。調査で明らかなのは、帰還法と国籍法が示すようにユ

ダヤ人ウイスラエル人というベクトルはオリムが国籍をとる手続きとして不動であるが、メ

ルカズ・クリタ-では国籍取得という権利と義務を伴う成員となることよりも、言語や共通

の歴史や記憶といった「象徴資源」を身につけたイスラエル人となることがより求められ

ていることである。

2006年にアリヤー受け入れ省で発表された業務目標もユダヤ人になることよりも、

イスラエル人になることを強調するよう示唆している。業務目標の順番は上から-プライ

語教育の強化、イスラエル人としての同一性、その次にユダヤ人としての同一性であり、
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内容からもオリムがイスラエル人としての同一性を見出せるようスタッフが取り組むよう

求められている。それに比べると、ユダヤ人としての同一性はあっさりと箇条書きで終わ

っている。以下引用する:

4. -プライ語の強化

-プライ語はオレ一にとって、教育を受けるため、職に就くため、所属意識を感じる

ため、そしてイスラエル社会-参加する上で最も基本的な手段である。

かつてのウルパン(-プライ語学習施設)学習を改善する新しいテクノロジーやアリヤ

ー受け入れ省によるプロジェクトなど様々な方法を取り入れて言語力が上達するよ

う指導すること。

5.イスラエル人-の同一性

オリムのイスラエル人同一性強化はオリムをイスラエル-受け入れる礎である。

(業務)計画はイスラエル-の所属の意味、またイスラエル人、イスラエル生まれの子

ども、新しくアリヤーしたオリムと共通する分野について強調する必要がある。

・効果的な計画

a)イスラエルの地、光景を知る旅行

b)イスラエル文化との出会い

∂　レクチャーやセミナー

d)シオニズム歴史博物館-の訪問

・計画上強調すべき基礎

a)国家樹立の展望、 -ルツェルやシオニスト運動

ら)初期のアリヤー

C)イシューブ時代31

d)英国政府との対立

e)ヨーロッパでのユダヤ人崩壊

i)ナチドイツとの戦争そして勝利

∂　国家樹立

h)イスラエルを巡る戦争

31　　ィスラエル国家樹立前、英国委任統治時代のユダヤ人集落
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i)イスラエル国家独立の達成

j)離散民の集合体(キブーツ・ガルヨット)

6.ユダヤ人-の同一性

・ユダヤの祝日の実施と日程

・イスラエルの民32の遺産と歴史、イスラエルの民の歴史に関する知識の強化、ユダ

ヤの同一性に関する活動

・改宗に関する情報提供と広報活動

・同伴家族の改宗

墓章節:調査法

本稿はベングリオン大学の留学期間1999年7月から2003年間に行ったメルカ

ズ・クリタ-・カリシヤールとヌリットでの聞き取り調査、参与観察、そして2006年4月

に行ったメルカズ・クリタ- ・サピールでの補充調査を基本としている。ここでの調査と

は滞在中にペン、ノートそしてデジカメをカバンに入れ「調査に行こう」と自分に言い聞

かせて向かったメルカズ・クリタ-でのインタビューや参与観察だけではない。イスラエ

ル滞在そのもの、授業、議論、友人達との何気ない会話は何に焦点を当てるのか、という

調査の視点をも変えた。

また、かつて1992年から1993年にボランティアとして滞在したキブツ・カプリ

での経験や、ホストファミリー、友人たちとの会話、毎年3月から4月にかけて渡航した

96年から98年での滞在経験も、調査の基礎となる-プライ語習得やロシアからアリヤーし

たばかりの家族33とのタドタドしい-プライ語での会話や旅行といったあらゆる経験の蓄

積が本稿を思い描き、書きだすまでの大きな下地となっている。

詞査資料

本稿ではなるべく多くの声を反映するために、新聞記事や国会での議論といった

32　　　　ァム・イスラエル。国家樹立宣言では使われていない、宗教的要素を含む表現。

33　　　キブツの人々も彼らをルシムと呼び、本人たちも否定しなかったが、 2006年4

月に私がウズベキスタン航空でイスラエルへ渡航したことを告げた際、ウズベキスタン出

身であることが判明した
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活字、統計局の発表による統計資料の数値も採用している。人口統計の数値や世論調査と

いった数値による量的分析は住民登録法の成立までの議論が示すように国家のイデオロギ

ーを考えた時に大きなヒントを与えてくれることがある。人口統計が単なる頭数の確認で

はなく、国勢調査によって収集されるようにまさに国の勢いを計る数値は間接的であれ国

家のイデオロギーも表しているからである。イスラエルでは「だれがユダヤ人か」その議

論が象徴するように、だれをユダヤ人として数えるのか、という数え方の議論が存在する34。

そのため、住民登録や人口統計の資料はそうした議論を確認するためにも重要となる。

しかし、現場を措く際にやはり量的分析は質的な分析には到底かなわない(谷

川,2001 『記憶の場場』の序章6))ォ質的な分析には、詳細な記述と記録が不可欠であり、ボ

イスレコーダーやメモ帳は必須ツールとなった。例えば、次のような会話は、ほんの昼下

がりの会話に過ぎず聞き流せばだれも記憶せずにシャボン玉のようにはじけて消えてしま

う生活の一場面でしかない。しかし、ヱチオtoム、イスラエル人、ユダヤ人といった言葉

に常にセンサーをはっている私にとっては、絶対に聞き落としてはいけない貴重な資料と

なる:

ボアズの父(とずっと呼んでいる50代後半の男性)と三年ぶりに再会し、互いの近

況報告をしあう、と言っても「俺はいつもここにいるだけだ、何も変わらない」というの

で、私はヱチオとoAについての調査をしていると告げて、ダイレクトに聞いてみた。 「ヱチ

オピムどう思う?」イスラエルでは意見を問えば待ってましたとばかりに喜んで主張をし

てくれる人がいるので意見を収集するということはたやすい。それは政治的な内容でも、

個人的なことでもあまり変わらない。

「たとえばな、ノレシムは(彼自身が1歳の時に1946年にロシアからイスラエルに

アリヤーしたので、両親の姿を見て言っているかもしれない)朝晩関係なく働いてすごく努

力をする、だからイスラエルの中でもちゃんと成功しているじゃないか。でも、見てみろ、

ヱチオとoAは怠けもんだなo働かない」続けて「60年代にイエメンからも大量に移住して

きたけど彼らは大して嫌われたりしなかった、だけどヱチオとoAは嫌われるんだよな」と

一気にまくし立てた。

その後、私は明日からキリヤット・ヤムのメルカズクリタ-で調査をすると告げ

ると、

34　　　日本でも在日を「日本人」にカウントしないのは政治的なイデオロギーによる
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「キリヤット・ヤムにメルカズ・クリタがあるのか?彼らがイスラエルに来てか

ら30年以上経っているのにまだそこにいるのか?」と言うので、 「いや、メルカズにいる

のは来たばかりの人たちであって一年くらいしかいないんだよ」と説明すると、知らなか

ったという様子で「パン食べるか?」と話題を変えた。

ボア-ズの父と話をしている途中、隣のアラブ村のモニが車でゲートを通過する

ところを見つけ久しぶりに再開する。キブツの人とはチョコチョコと会っているけど、ア

ラブ村クフアル・ブルムの人たちとは会うことがないので13年ぶりだ。さすがに年取った

感じだったけど、元気そうで、そういえば車も同じスバルのまま、に一瞬見えた。ボアズ

の父も「俺達の友達だ」と言っていたけど、キブツの人間がモティとドクビ、ヤイルくら

いしか働いていない今、キブツの農園を支える労働者としてもクフアル・ブルムの人たち

は貴重な「友人」 (キブツのメンバーと友人とが-プライ語では同じ単語)だ。

(2006年4月9日のフィールドノートより:一部活字にするために読みやすく訂正、補充)

全てのフィールドノートを本文にそのまま引用することはできないが、本文との

必要性に応じて、また最大限にフィールドノートに記録された現場の声を描くことには注

意した。

現地調査に基づき「異文化」を研究する、また異なる社会-アプローチをするこ

とは今や人類学の専売特許ではない。しかし、イスラエルの人類学での学びで影響を受け

たように、本質的なものなどなく、客観的なものなどありえない。それを承知で、そもそ

も「異文化」とは存在しえるのか、存在するとしたら「異文化」の裏側にあるであろう「同

じ文化」がどこになるのか、どこに見出そうとするのか、そうした自覚をしながら、対象

との距離感や様々なものの見方に注意しながらその社会を描こうとする姿勢が文化人類学

が他の学問と一線を画す額域ではないだろうか。

例えば、イスラエルが即私にとっての「異文化」にはなりえない。それはエチオ

ピア出身オリムを調査しようとした時、 -プライ語という言語で見た場合、私と-プライ

語を母語とするイスラエル人の距離と、 -プライ語がまだままならないアリヤー直後のエ

チオピア出身オリムと-プライ語を母語とするイスラエル人との距離を比較した場合、私

の方がイスラエル人に近いという経験を何度もしている。そうした場合に、彼/女らからみ
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たとき私はイスラエル側であり、日本から来たことは無視される。

では、エチオピア出身オリムに対してどのような視点で見つめればいいのか?本

稿がエチオピア出身オリムに視線を向けて、ヱチオとoAという用語にこだわって、エチオ

ピア出身がイスラエルで安定した場所を見出そうとするその過程を措く姿勢は、これまで

のオリム受け入れ-の実績や反省の上に成り立っ現在のイスラエル文化人類学の視点に基

づいている。建国以来、国家樹立のために政策と平行しながら進められたイスラエルの社

会科学、特にオリム研究の変遷を確認しながら、本稿が2006年という現在に書かれること

の位置づけから確認したい。
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第-章　イスラエル社会科学における脱シオニズム的試み

エチオピア出身オリム研究の一人者で自身はフランスからアリヤーした

Anteby-Yeminilは「From Ethiopian Villagers to Global Villagers" Ethiopian Jews in

Israel」 (2005)の中で「我々はユダヤ移民研究をトランスナショナルな、グローバルな視点

を入れたより広いフレームワークで位置づけなおす必要がある2」 (Anteby,2005:242)とアリ

ヤー研究の視点の変更を訴え、アリヤーを約束の地-の「帰還」で、アリヤー後はメルテ

ィングポットであるイスラエル社会で同化されるといった「特異性の神話」 (Shuval and

Leshem, 1998)はすでに現状理解のためには不適切と主張する。

アリヤーを約束の地-の移住行為と理解し、イスラエルだけの特異な現象とする

理解はシオニズム的イデオロギーに支配された視点である、とする批判は現在多くの社会

科学者によって指摘されるようになった。しかし、国家樹立当初はそのイデオロギーに基

づく国家建設の一旦を担う学問としてイスラエルの社会科学は成立した。

第一節:クリタ--アシュケナジー化

国家樹立当時アラビア語的発音の否定

2006年5月3日　1992年からお世話になっているキブツ・カプリの「祖母」マ

ザールとお茶をしながら会話をしているときのこと、ふとしたことから日本語と-プライ

語にそれぞれない特徴的な音について話すことになった。マザールとはかれこれ14年くら

いの付き合いになるが、時に「サラダは日本で食べるのか」 「日本では旦那がうちの旦那み

たいに皿洗ったりするのか」 「日本はスイカは高いんでしょ、本で読んだことあるよ、イス

ラェルは捨てるほど安いけど」と私に日本代表としての証言を求める。その時も、日本語

のラ行が-プライ語のラメッド「ウ」 (Uとレ-シュ「「」 (田の中間みたいな音のために日本

語を母語とする者が-プライ語を話すときには苦労する、というもう何度目だろうかとい

1 Anteby-Yeminiに限らず文化人類学者にはアリヤーを経験している人は少なくないOか

っては、文化人類学が植民地を研究対象としたようにイスラエルの文化人類学はアシュケ

ナジームがミズラヒ-ムを研究対象とし、ミズラヒ-は自らを語るのではなく語られる対

象でしかなかったという指摘がある。しかし、現在イスラエル文化人類学会の座長のAndre

Levy氏はモロッコ出身であることを筆頭に今やミズラヒ-ムを研究対象とする学問ではな
い。

we need to resituate the study of Jewish immigrants into a broader theoretical

framework that takes into account transnational practices and global identity
constructs
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う話しをした後に、マザールが「-プライ語のアインpの音は今やアレフ拭となんら変わら

なくなってしまったけど、 (アラビア語の特徴でもある)喉から出す特徴的な音で、若いころ

はちゃんと発音できた。だけど、国ができるときに美しくないからと先生に変えるように

言われてから、喉から出すような音はしなくなって、今ではすっかり言えなくなってしま

ったけど、今から考えるともったいないことをしたと思う」と興味深い話-と展開した。

実はその時同年代のマザールの友人もそこに座っていたのだが、彼女も「私も全く同感」

と強く相槌を打った。マザールは英国委任統治時代のパレスチナで生まれ育ち、地域的な

特徴からアラビア語の影響を強く受けた-プライ語を話していた。ただ、国家樹立当時は

これらアラブ的なものが否定され「アインの音を発音できないのは残念」と反抗し、それ

に同感するなどと相槌の打てる時代ではなかった。

ミズラビームの登場

イスラエルでは国家樹立直後の40年代後半から60年代初期にかけて、北アフリ

カ、アジアのイスラム諸国からのオリムを大量に受け入れることになった。 1948年から51

年までにアリヤーをしたオリムを出身地域別に見ると、ヨーロッパ出身332,802人、アジ

ア出身237,704人、アフリカ出身93,282人とアジア・アフリカ地域出身者がヨーロッパ出

身者とほぼ同数であった。ヨーロッパ出身者にはポーランド106,414人、ルーマニア

117,950人、ブルガリア37,260人などが上位を占め、一方、アジア出身の大半はイラク

123,371人、イェメン48,315人、イラン21,910人などイスラム諸国が占めた。アフリカ出

身者はリビア30,972人、モロッコ28,263人、エジプト・スーダン16,024人が上位に名を

連ねるOちなみに、エチオピアは三年間で10人という記録が残っている(CentralBureauof

Statistic 2006b :232)。

ミズラヒ-ムは-プライ語で東を意味するミズラッパと語根を同じくし、文字通

り読めば東方から来た人々ということになる。ミズラヒ-ムは19世紀の英国委任統治時代

のパレスチナで主流だったスフアラディ系ユダヤ人がイスラム諸国出身者に対して「エド

ット・- ・ミズラハ」 【ミズラバ系諸コミュニティ]と呼んだ事に始まる(臼杵,1999c:60)。し

かし、イスラエルよりも東側を意味するのではないことは、北アフリカ出身者が含まれる

ことからも明らかである。すなわち、ミズラヒ-ムとは西洋から東洋に向けられた視点オ

リェンタルと同じく、ヨーロッパ化していない、近代化していない、遅れた、イスラム諸

so



国から来た修正を求められる人々であり、アシュケナジー化をすすめるイスラエルとの関

係性の中で定着した用語である(Eisenstadt,1967:50)3c　ちなみに、日本、中国、韓国など

はミズラッパ・ラホークという英語のFar Eastがそのまま当てられて使われるが、テルア

ビブ大学の日本語課程はミズラッパ・アシア【東アジア】学科とアジアの中の東と地理的な位

置づけでミズラッ-が使用されている。

スフアラディ-ムとの違い

ミズラヒ-ムはしばしばスフアラディ-ム(単数男性はスフアラディ、女性はスフ

ァラディットウ)とその使用に際して混乱を招く。スフアラディ系ユダヤ人とはスフアラデ

イ、つまりスペイン出身を意味し、厳密にはイベリア半島におけるレコンキスタに伴うユ

ダヤ人追放令によって離散したユダヤ人を示す。アシュケナジーとスフアラディの対立関

係は、ユダヤ教の宗教行政がアシュケナジー系チーフラビ、スフアラディ系チーフラビと

二つあり、婚姻、離婚、埋葬などの住民登録上の私的身分の手続きに際していずれかのチ

ーフラビ庁に出向かなければならないことに起因している。イスラエルでは婚姻、離婚、

埋葬などに国家が干渉せず各宗教行政が執り行うが(ラビ法定法1953年)、その制度はオス

マントルコ時代のミレット制にまで遡る。オスマントルコ朝に公認されたユダヤ教ミレッ

トはスフアラディ系チーフラビのみで、英国委任統治下に入りヨーロッパからのアリヤー

によってアシュケナジムの人口が増えたことでアシュケナジ系チーフラビは初めて設置さ

れた4。

このように、アシュケナジーとスフアラディ-の関係は宗教行政上の分類から対

立的な概念として理解されることもあるが、スフアラディをアシュケナジーとの文化的違

いを表す用語として使用する場面もある。私が留学時代に下宿していた大家は50年代にモ

ロッコからアリヤーした現在70歳近い年金生活者だが、 「俺たちスフアラディはアシュケ

3 "the common denominatorl- oriental Jews一一was not only geographical but also had a

speci丘c sociological meaning. Despite their differences, they formed a more or less

umi丘ed sociological bloc as compared with the rest of the Jewish community in Israel.'つ

また日本語圏では臼杵陽氏の『見えざるユダヤ人』第二章「見えざるユダヤ人:ミズラヒ

ームとは誰か」などがイスラエルにおけるミズラヒ-ムの位置づけについて詳しく論じて
いる

4スファラディ、アシュケナジの関係については臼杵陽「アシュケナジーム」 1999a沼野充

義編『ユダヤ学のすべて』、同氏『見えざるユダヤ人』などが詳しい

41



ナジと違って安息日もちゃんと守るし、家族のつながりも大事にする」とよく言っていた。

アシュケナジー化

国家樹立直後から押し寄せたアジア・アフリカ出身のミズラヒ-ムを受け入れた

のは、国家樹立以前にシオニズムに基づきアリヤーしてキブツやモシャブの創設、国防軍

の前身となるハガナの組練など国家の基盤を築いていたヨーロッパ出身のアシュケナジー

ムであった。そして、アシュケナジーム同様にミズラヒ-ムが西欧化、近代化してイスラ

エル人になることがオリム受け入れの政策であるとしてアシュケナジー化が奨励された

(Halper, 1985 : 1 15,Eisenstadt, 1967:47M983:23-24)c

アシュケナジー化によってミズラヒ-的なもの、アラブ的なものが否定されるな

かで、マザールが懐かしながら振り返るアラビア語に特徴的なアインの音も近代的なアシ

ュケナジー主導のイスラエル社会にはふさわしくないために訂正が計られたのである。

クール・ヒトクーフ[メルテイング・ポット]

ベングリオン初代首相はこのようなアシュケナジー化の受け入れ政策を、アメリ

カのMeltingPotと同義のクール・ヒトクーフ、さらにAbsorptionofImmigrantsCアリヤ

ー受け入れ:クリタットハアリヤー)とIngatheringofExiles(離散民の融合:ミズーグ・ハ・

ガルヨット)といったスローガンを掲げて推し進めた。様々な背景を持ったユダヤ人をイス

ラエル-集めて同一化し、イスラエルの地でレオームの復活を目的としたが、 Meltingすべ

きものはミズラヒ-ムが持ち込んだもので、Potがアシュケナジー系社会であることはベン

グリオン自らが自覚していた。すなわち一度溶かしてアシュケナジー的なものにすること

がクール・ヒトウ-フの目的であり国家樹立当初オリムの受け入れ政策の基本であった

(Tzahor,1995:63-64;Gorni,2001)cクール・ヒトウ-フを達成するためにベングリオンは兵

役と農業訓練の機能を重視したが(Gorni,200l:65)、 2006年国家樹立記念日に基地開放で-

イファ北部空軍基地を訪問した際に、同基地に勤める幹部が「ここ軍隊はベングリオンが

クール・ヒトクーフと言ったように、エチオピア出身オリムでも、アラビム【アラブ人】でも

平等になれる場所」と紹介してくれたように、軍隊はクール・ヒトウ-フの場として今でも

継承されている。その直後、私と一緒に基地に来ていたアリヤーして一年の16歳ダムラッ

シュ(今では本名を名乗ることが多い)はあと二年で徴兵-行くことになるが、実際に目の前
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で軍用機や働く兵士を見てどう思うのか聞いてみると「軍には人種差別[ギザヌートウ]がな

いからいい。早く来たい」と、クール・ヒトクーフという表現ではないが差別のない平等な

社会を兵役に求めていることがうかがえた。

"アリヤー受け入れ''仏bsorption of Immigrants)も"離散民の融合"も、どちらも世

界中のユダヤ人がイスラエルの地- 「帰還」して新たに国家を築こうとするシオニズムの

思想に基づいていたため(Cohen,1983:111)、向かうべき方向性は近代的なアシュケナジー化

であり、ミズラヒ-ムはそれまでの言語や慣習などが否定される対象となった。

アシュケナジー化とイスラエル社会科学

イスラエル社会学を築いたEisenstadt, S.Nはその著書『Absorption of

Immigrants』 (1954)の中で、そのタイトルが示すとおり政府の掲げたスローガンをそのま

ま引き継ぎ、いかにして背景の異なるミズラヒ-ムをアシュケナジー的社会であるイスラ

エルに同化できるかを論じている。同著の中でミズラヒ-ムをOriental Jewとオリエンタ

ル系ユダヤ人という表現を用いている。アイゼンシュタットが政府の方針に追随したアシ

ュケナジー化を社会学的に追求した姿勢はその後徐々にイスラエル社会科学では批判の対

象として取り上げられるようになった(Weingrod 1985:xiv;Cohen,1983:lll)5

第二飾: 「50年代の間違い」

アシュケナジー化政策に対する批判と反省

「50年代の間違い」とは北アフリカ、アジア出身のミズラヒ-ムを受け入れる受

け入れ姿勢がアシュケナジー中心社会-の同化であり、ミズラヒ-ムがイスラエル-持ち

込んだものの理解や尊重ではなく、否定され差別されたことを後になって振り返って反省

を込めて発せられる表現である。私が「ヱチオピムを調査している」と言うとかなり高い

確率で「ヱチオとoAの受け入れは50年代の間違いを繰り返している」という発言が返って

くるように、 2006年でも「50年代の間違い」の反省はその言説の定着と共に続いている。

「50年代の間違い」といった言説は、 60年代から70年代にアリヤーのペースが

落ちた頃に50年代の再検討と反省で生まれたとされる(Horowitz 1996:527)。それはまた、

5 The pioneering-socialist establishment employed these principles so as to achieve a de

facto "symbolic domination" over the mass of immigrants streaming into the country in

the late 1940s and early 1950s from Eastern Europe, the ME and NA.(Cohen,1983:111)
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ベングリオン初代首相のクール・ヒトウ-フ[メルティングポット]、アリヤー受け入れ、離

散民の融合といったオリムの受け入れ政策が夢物語であったことを認め、見直しを意味す

る言説でもあった6。

「50年代の間違い」による反省から、裕福な地域(ヨーロッパ、北米、オセアニア)

と経済的に厳しい地域(東欧、南米、南ア)をそれぞれカテゴリー化して生活補助金の金額を

別々に設定し、出身地域毎の経済的格差を解消する-■平等"政策が1960年代には行なわれた

(ibid,1996:520-521)c　オリムにはサル・クリタ-と呼ばれる生活補助金が最初の数ヶ月支払

われる他、かつては自動車購入時の免税(イスラエルは全て輸入車のためかなり高額な税金

がかかる)などの優遇が数多くあった。しかし、このカテゴリー化によって経済的に厳しい

地域に含まれたソ連(当時)からは大量のオリムがアリヤーしており、 50年代に経済的に厳

しい地域からアリヤーしながら優遇されなかったミズラヒ-ムからその"不平等"政策に対

して強い反発があった(ibid,1996:521)c

オリムは出身地域の別に関係なく様々な点で他の「国民」よりも優遇される。例

えば、 1968年に発行されたユダヤ機関アリヤーとクリタ一部作成のオリムに与えられる権

利一覧が記されたリーフレットには、出身地域の区別なく三年以内であれば私物(Personal

Belongings)を非課税で輸入する権利、またミシン、カーペット、自転車、冷蔵庫、洗濯機、

オーブンなどの家電、家財は輸入の代わりにアリヤー後に免罪でイスラエルで購入できる

権利も明記される(The Jewish Agency for Israel, 1968)。

1986年にイスラエル人と結婚してアリヤーをしたある日本人女性の報告によれば、

当時日本はアジア・アフリカのカテゴリーに入っていたために最大の援助を受けられたそ

うである(山森,2002:59)c　ちなみに現在は西欧諸国のカテゴリーに入っているため援助の等

級は下がっている。東と西はここでも概念的に扱われている。

文化的な視点では、アシュケナジームによる価値観-の同化政策に代わり、出身

地域から持ち込んだオリムの独自の言語(アクセント)、文化、価値観を表現また維持するこ

との必要性が理解されるようになり、 60年代から70年代にかけて、エスニックグループを

表すェダーという用語が定着するようになった。しかし、それはアシュケナジー的な文化

とミズラヒ-的な文化が同等であるという視点ではなく、アシュケナジーには含まれない

6 --towards the end of the 1950s or the early 1960s, there was a shift in awareness. It

began with the recognition that the Israeli state and society were in practice very

different from the ideal model about which BeirGurion had dreamed" Yechiam Witz,

1995 Political Dimensions of Holocaust memory in Israel During the 1950s- 143)
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がイスラエルにあるものとしての承認に過ぎなかった。実際、その当時ラジオ番組で聖書

の中でユダヤの祭りプリムの物語を書いた箇所メギラット・エステルのアシュケナジー形

式でを読んだ後に、 「では、今からェドット【ェダーの複数形:]のメギラットエステルを紹介

します」と言ったように、エダーはアシュケナジーの対立概念だった(uDledano,1973:342)0

あくまでも受け入れる土台と枠組みはアシュケナジームで、その内側に存在する多様なェ

スニックグループをェダーという表現で認識した。これは現在も変わっていない。

社会科学における「50年代の間違い」

「50年代の間違い」に対する反省という視点は社会科学の中でも活発に議論され

てきた(いる)7。特に、ブラックパンサーによって明らかとなった同化主義的な視点-の見

直しを、 ToledanoC'Time to Stir the Melting Pot" 1973)やSmooha(一一Black Panthers: 1972)

などは議論した。

トレダノはオリム受け入れを「スフアラディ-ム(ミズラヒ-ムと同義:筆者注)のア

シュケナジーム化(Ashkenization)」と表現し、スムーハは「"アシュケナジー"中級階級の

生活スタイルは今日イスラエルの社会において支配的である…社会一般を覆う考え方は完

全にアシュケナジー、都市生活をする小規模の中級家族、キブツメンバー、そしてサブラ8、

社会主義的社会。ミズラヒ-ム(The OrientalJew)はこのようなイスラエルのイメージを自

分に当てはめて見ることができない」 (1972:32,35)とアシュケナジー的価値観や生活スタイ

ルがイスラエルの支配的な地位を築いた一方で、ミズラヒ-ムがそのようなイスラエル社

会のイメージに同一性を見出せないことを批判的に指摘した。トレダノもスムーハもその

中でエダーのモデルはアシュケナジーに入らずに残ったもの表現している。

かつて同化主義の立場をとり1970年代以降批判の対象となったアイゼンシュタッ

トは、 1983年MSome Comments on the MEthnic一一problem in Israel一一でクリタ-の初期以後、

受け入れ側イスラエル社会が、持ち込まれる文化を否定する傾向があったことを認めるが、

これはイスラエルだけではなく、メルティングポット思想が支配的だった時代の流れであ

7　具体的に50年代を論文タイトルに用いたものには、 Wits,"Immigrationpolicyinthe

1950s-'(1995),* Halper, JefFThe Absorption of Ethiopian Immigrants: A return to the
丘鮎es一一(1985)等がある

8かって純粋なイスラエル人の象徴とされた表現。外はとげだらけだが中身は甘いというサ

ボテンの実の名前からつけられた。現在はエチオピア出身オリムがイスラエル生まれイス

ラェル人に対して使用する場合があるが、アシュケナジー的な視点でつけられたサボテン

の実を想定する国民性を表す用語としてはほぼ死語に近い
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って、メルティングポット思想はエスニックリバイバルが起こることで失敗するものだと

分析する.そのような移民国家における一般的な傾向を考えれば、イスラエルは比較的早

めにエスニックリバイバルが問題として発生したと肯定的にまとめている(Eisenstadt,

S.N., 1983:23-24)。

ブラックパンサー事件と1977年の政治的大転換

エスニシティ概念は70年代に移民現象-の注目が高まるなか、共通の文化と歴史

に関する信仰から成り立つ社会文化共同体を表す概念として米国を中心に普及した(響

田,2002:180)c後にアイゼンシュタットが指摘しているように、メルティングポット的イデ

オロギーに反発してエスニック概念が普及するのと同様、イスラエルでも同時期に同化政

策の反発としてエスニックリバイバル的な運動が起こった。

中でも1971年にミズラヒ-ムの第二世代がそれまでの社会的、経済的、文化的な

アシュケナジー化に反発した抵抗運動「ブラックパンサー」はアメリカの黒人運動組織と

名を同じくして、エルサレムのスラムで育ったミズラヒ-ム(臼杵はモロッコ系と特定)の若

者たちが該当に出てデモ活動を繰り返した(立山,1999:92;臼杵,1998:33)。また、当時アリヤ

ーしてきたソ連(当時)から押し寄せてきたオリムに多く非ユダヤ人が含まれていたにもか

かわらず、ミズラヒ-ムが経験し得なかった経済的支援が行なわれたこともミズラヒ-ム

の反発の要因となった1970年に帰還法が改正されたことによって「ユダヤ人とはユダヤ

教徒である」ことが定義されたと同時に、ユダヤ人の家族であれば非ユダヤ人であっても

アリヤーできることが法的に決まったことが合法的な非ユダヤ人の大量アリヤーをソ連か

ら招いたことになった。また、 「50年代の間違い」に対する反省から生まれた経済的に困難

な地域出身者に対する経済支援政策がヨーロッパとアジアでカテゴリー化され、旧ソ連が

困難な地に含まれるようになったという「不平等」政策もミズラヒ-ムの反発を生んだ。

ミズラビームによる抵抗運動はアシュケナジームとミズラヒ-ムの格差、対立を

自覚させイスラエル社会を巻き込んだ議論-と発展した。抵抗運動は当時の与党労働党に

聞き入れられなかったが、逆にその抗議の声を吸収したのが野党だったリクード党で1977

年には労働党から政権を奪い政権交代-とつながった。国家樹立以来与党の座についてい

たシオニズムを基礎とした労働党に代わり、大イスラエル主義を前面にナショナリズムを
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押し出したリクードに政権が変わった1977年はイスラエル現代史で大きな政治的転換点と

して認識されている。

労働党はベングリオン初代首相に象徴されるように労働シオニズムを推し進め、

同時にアシュケナジー化、近代化を目指したためにミズラヒ-ムをアシュケナジー化、近

代化することが優先され、経済的、社会的不平等を生み出したことが大きな要因となった。

「離散民の融合」後

1950年代のアシュケナジー化に対する反省は政策のみならず社会科学の研究動向

の中でも見られるようになり、離散民の融合[Mizug ha-galuyoth:Ingathering of the

exiles]に代わる、より複合的(PrularisticXWeingrod,1985)な視点、言い換えればェスニシ

ティを重視する学問的枠組みの転化が70年代以降行われた9。このような1970年代から

80年代にかけたイスラエルの社会科学の動きは、ベングリオン大学のAlex Weingrod教授

(アメリカからアリヤー)が編集した『Studies in Israeli Ethnicity-After the Ingathering!

(1985)でまとまった形として出版される。その書き出しは次のように始まる:

This book otters a retrospective view, as well as fresh anthropological and

sociological perspectives, of one of the most fascinating developments in contemporary

Israel: the emergence of ethnicity to social prominence. This was by no means an

anticipated development (ix)

同著ではイスラエルの多様なユダヤ人社会に止まらず、ドゥルーズやアラブ人な

どイスラエルのマイノリティを含んだ多様性を取り上げた点が最も注目すべき大きな変化

であった。ちなみに、アイゼンシュタットが1967年に発表した『Israeli Society』では全

425頁の内マイノリティについて触れた箇所は「第11章Non-Jewish Minority Groups in

lsrael」 17頁に留まっている。

また、 『Studies in Israeli Ethnicity: After the Ingathering^に「After the

lnga地enng¥と融合の「後」とその終蔦を強調している点は、国家樹立から50年代にか

Handelman氏は1994年に過去二十年はエスニック・プルーラリズム(ェスニック複合主

義)のイデオロギーが登場したと述べている　Handehan,1994:451
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けての同化政策を振り返りながら、エスニシティを議論できるようになった70年代から80

年代にかけてのイスラエル社会の変化を見事に表している:

Quite to the contrary, the expectations of the 1940-s and 1950-s were that Jews

then immigrating to Israel from many European and Middle Eastern countries would

rapidly shed their different cultures and re-emerge as "Israelis." This expectation was

expressed by the ideology of ''Ingathering of the Exiles," or, in Hebrew, mizug

Aa如Iuyoth. According to the government-sponsored programs and slogans of the 1950-S,

the immigrants flocking to Israel from such diverse places as Morocco, Yemen, Poland,

Hungary, Rumania, Bulgaria, Iraq, Iran would soon become assimilated within the new

society and adapt a common culture, (ix)

同著には以下のような多様なテーマによる16の論文が収められている:

(l)"Intergenerational Social Mobility and Ethnic Organization in the Jewish

population of Israel一一by Matras Judah

(2) -'The Changing Ethnic Geography of Israeli cities一一by Gonen Amiram

(3)"Horizontal Integration and Vertical Differentiation among Jewish Ethnicities

in Israel" by Peres Yochanan

(4) "Social Mobility and Ethnic Awareness- The Israeli Case" by Ben-Rafael,

Eliezer

(5)一一Ethnicity and the Family: A Q-study of Israeli Children" by Shalva Weil

(6)一一Ethnic Relations in anArab town in Israel-', by al-Haj, Majid

(7)一一Phantom Ethnicity-一一Oriental JewsM in Israeli Society by Lewis, Arnold

(8) "Ethnicity as a Negotiated Issue in the Israeli Political Order- The "Ethnic

Lists" to the delegates- assembly and the Knesset (1920-1977) by Herzog

Hanna

(9)一一Historical and Cultural Dimensions of Ethnic phenomena in israel一一by

Goldberg, Harvey E

(10) "Folk models of Habbani Ethnic Identity" by Loeb, Laurence D

(ll)一一Ethnicity, culture and adaptation among Yemenites in a Heterogeneous
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community" by Lewis, Herbert S

(12) "Iranian Ethnicity in Israel- The Performance of Identity" by Goldstein,

Judith L

(13)一一The Druze in Israel as Arabs and non-Arabs- Manipulation of categories of

identity in a non-civil state一一by Oppenheimer, Jonathan

(14)一一Aggression and Social relationships among Moroccan Immigrants" by

Shokeid Moshe

(15)一一The bene丘ts of attenuation- continuity and change in Jewish Moroccan

ethncrpsychiatry in Israel一一by Bilu, Yoram

(16) -'Dynamics of change in Jewish oriental ethnic music in Israel一一by Cohen, Elic

and Shiloah, Amnon

「離散民の融合」後のエチオピア出身オリム

社会科学がェスニシティ概念を用いた複合主義的な視点を追求していた頃、エチ

オピアからスーダン-密入国をしたフアラシャ(ベタ・イスラエル)と呼ばれるエチオピア系

ユダヤ人がスーダン政府によって弾圧をされていることを知ったイスラエル政府が、関係

国との協力のもと「人道的救出」として1984年11月21日から1985年1月5日にかけて

約7400名を集団空輸するモーセ作戦を実施した(Weinroub,1992:62)c　前述のWeingrod

Alexも同僚のPro£ Michael Ashkenaziと共著でモーセ作戦直後に実地調査を行い

『Ethiopian Immigrants in Beer Sheva』 (1984)を出版して、エチオピア出身オリムのイ

スラェルでの生活の様子を報告している。肌の色や衣服といった外見、さらにケスと呼ば

れる宗教指導者の存在などユダヤ性も全く異なるエチオピア出身オリムは、当時のイスラ

エル文化人類学者の恰好の調査対象となった。その調査に出かけたあまりの文化人類学者

の多さに「文化人類学やってるならエチオピア出身オリムの家族構成知っているか?」 「エ

チオピアから来たオリムとソーシャルワーカー、そして人類学者さ」と言ったジョークが

生まれたほどだった。

エチオピア出身オリムに関する研究の成果は翌1985年『ペアミーム』の第22号

特集「ェチオピアユダヤ人の文化と歴史」 (The central topic 。f this issue is the history and
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culture oftheJews of Ethiopia)にその一部を見ることができる。 『ペアミーム』はイスラエ

ルのミズラヒ-ム研究センターベン・ツヴィ研究所10から年二回発行されている-プライ語

で書かれた学術論文集である。ベン・ツヴィ氏は1952年から63年まで在任したイスラエ

ル二代目大統額である。同誌が1979年に創刊されているのは、 1977年のそれまでのシオ

ニスト派の労働党が下野して、リクードが政権についた政治的大転換を振り返った時に興

味深い。それまでイスラエル社会では「みえざる」 (臼杵陽,1998)存在であったミズラヒ-

ムの文化や歴史などに着目するようになった研究所であり、研究分野である。そして、そ

の『ペアミーム』に「エチオピアユダヤ人の文化と歴史」と題する特集が組まれてエチオ

ピア出身オリムの文化や歴史が明らかにされた。

1. On the Ethiopian Judeo-Christian Context of the History of the Beta Israel by

Dr. Steven Kaplan

2. The Holy places of Ethiopian Jewry by Shoshana Ben-Dor

3. Falasha, Kayla, Beta Israel? Ethnographic Observations on the Names of for

the Jews of Ethiopia by Dr. Chaim Rosen

4. Taamrat Emmanuel Forerunner of the Revival of Ethiopian Jewry by Itzhak

Greenfeld

5. Izhak Ben Zvi on the Jews of Ethiopia-from His letters by Rabbi Menahem

Waldman

6. The Schools of the Beta Israel in Ethiopia

イスラエルのオリム受け入れ政策は、アリヤーの対象とその時代に応じて変化さ

せていると言っていい。国家樹立の直後、ユダヤ人国家イスラエルをアシュケナジー化、

近代化に推し進めた時にミズラヒ-ムがアリヤーしてきた際に、彼ら!彼女らをアシュケナ

ジー化、近代化に向けて受け入れたことは、メルティングポット的な思考が当時受け入れ

られたことも時代的背景として充分関係している。その後、その反発を受けた反省から経

済力に応じた出身地域別の一一平等一政策を実施し、エスニシティ論の高まりの中でミズラヒ-

ムの持ち込んだ文化が理解されるようになり、その頃にモーセ作戦で数ヶ月の内に大人数

10　正式にはMakhon BeirZvi le-heker qehilot Yisrael ba-Mizrah: The Ben-Zvi Institute

for the Study of the Jewish communities in the East
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のそれまで見たこともないようなエチオピアからのオリムがやってきた。 「イエメン、イン

ドからのオリムをやっと受け入れたのに、まさかもっと黒いユダヤ人がいたのか」 11と衝撃

を与え、彼らはユダヤ人なのか?どのように受け入れればいいのか?というかつて経験し

たことのない困難に直面することになった(Deleve-Gandelman,1989等)

墓三節:90年代の大規模アリヤー

短期間での人口構造の急変

1990年代になるとソ連崩壊を機に大人数のロシア語を母語とする旧ソ連出身オリ

ム12が押し寄せ10年で約100万人、と人口の五人の一人を占めるようになり人口構成を大

きく変えた。また、 1991年5月24日、 25日には二日間で14310人(Weinroub,1993:62)

がエチオピアから空輸されてエチオピア出身オリムの人口がさらに急増した(ソロモン作

戟)0

これらの大規模アリヤーは様々な新しい課題をつきつけることになった。一つは

1997年の時点で旧ソ連出身オリムの内ハラハ一に準拠したユダヤ人は56.4%に過ぎないと

いう数値13が示すように、アリヤーと共に多くの非ユダヤ人を含んでいたこと。大量の非ユ

ダヤ人のアリヤーは帰還法がアリヤーの資格取得手段に代わったことを意味し、もはやユ

ダヤ人統合の保護的な役割を果たさなくなり「あなたも私も同じ帰還法でアリヤーした仲

間」という意識を生み出す機能を果たさなくなった(Horowitz,1996:527)。二つ目は、モー

セ作戦以降課題に直面していたエチオピア出身オリムの受け入れを、さらにソロモン作戦

以降で増加した現在どのように取り組むべきかといった課題が受け入れの現場から聞こえ

るようになった。三つ目には、かつてユダヤ人であったがキリスト教徒に改宗したフアラ

シュムラと呼ばれる集団がエチオピアにいることが明らかとなり、そのユダヤ性を巡って

新たな「誰がユダヤ人か」議論が沸き起こったことであった1950年代から60年代にか

ll 1983年にエチオピアからアリヤーし、現在ユダヤ機関のエチオピア系ユダヤ人クリタ一

部門の部長を努めるシュロモ・ムラ氏とのインタビュー2006年4月26日シュロモ氏の自宅。

以下、シュロモ氏とのインタビューは全て同じ時。

12主にロシア、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ及びバルト共和国(MinistryofFinance,

Absorption Data,1991:8).一般的にはロシア語を母語とするオリムをまとめてロシア出身

と呼ぶ傾向がある0

13 Somech, Alex一一Decline in Proportion of Jews among Soviet Immigrants", Ha-aretz(イ

スラェルの日刊紙),12.June.1998による報告
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けて沸き起こった「だれがユダヤ人か」問題は、ダニエル神父事件に象徴されるように個

人の資格問題であったが、フアラシュムラに関する議論は集団の身分とユダヤ人としての

同一性が論点となった点で50年代とは異なる(Horowitz, 1996:514)。

このような短期間による人口構成の変化に伴い、中央統計局は「1995年以降内務

省でユダヤ人と登録されない多数の非ユダヤ人のアリヤーに伴い、統計上の個体数推定(ウ

ムダン・ウフルシン)一覧での宗教と人口グループの定義を変更」 (Central Bureau of

statistic,2000:2-1)すると発表し、それまで宗教グループ毎のユダヤ、イスラム、キリスト

教、ドゥルーズ(仏教などそれ以外も含む)といった分類だけだったものが、 1)宗教【Religion-

ダット】、 2)人口グループ[Population group:クブツァットウフルシャ」の二通りの区分

-と人口統計の発表方法が変わった(巻末資料「1995年人口統計の区分変化」参照)0

90年代の大規模アリヤーがもたらしたもう一つの大きな影響は、 「ルシムがマフィ

アを持ち込んだ」 「売春婦が増えた」など社会犯罪-の影響に対する嫌悪感に近いネガティ

ブな姿勢をイスラエル社会に与えたことであった(Leshem, 1994:180)。ネガティブな姿勢

は、エチオピア出身オリムから採取した献血をHⅣ感染防止、衛生上の理由から全て破棄し

ていたことがマゲンダビッド・アドム(ダビデの赤盾:日本の赤十字に相当)によって報告さ

れた時に露骨に表れた。エチオピア出身オリムは「人種差別」 「人権侵害」として政府に激

しく抗議した。国民国家論、民族論、ナショナリズム論にとって、まさに血液の破棄とい

う事件はそのルーツや連続性の断絶を表し関心を呼ぶ事件となった140

直接受け入れ【クリタ-・イェシラー】

90年代の大規模アリヤーは、政府のオリム受け入れ政策の転換も引き起こした。

旧ソ連出身のオリムは国家に代わって地方自治体、地域(メホ-メ)やキブツなどが直接オリ

ムを受け入れる「直接受け入れ[クリタ-・イェシラー]」の方針がとられた。これにより、

クリタ-の責任と予算配分は各自治体に任せられるようになった。私が92年にキブツに滞

在した際にも、キブツ内にプレハブが10棟設置され、旧ソ連からアリヤーしたばかりの家

族10世帯ほど生活していた。彼らはキブツだけでではなく地域のオリム受け入れ部署のサ

ポートを受けて、当時アリヤーした周辺地域に住む他の旧ソ連出身オリムを対象としたキ

ブツの外にあるウルパン(オリムのための短期-プライ語集中学習施設)-通ってヘブライ

14血液破棄に関する論述は、 Seeman Don, "One People, One blood"(1997)が詳しい
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語を学び、時にキブツ内で労働をした。約半年のウルパンが終了し、アパートを購入、ま

たはキブツ外にアパートを見つけるとキブツを離れ、仕事を見つけ生活を開始した。中に

はキブツにそのまま留まり、直接投票により承認を受けてメンバーとなった者もいる。

対エチオピア出身オリム優遇政策

また、エチオピア出身オリムに対する政策は1992年7月にリクード党から労働党

へ政権が変わると大きく転換。中心部にも住めるように格安価格でアパートを購入し好条

件でローンを借りられる制度が整備されるなど、それまでのオリムにはなかった待遇政策

が用意された1970年代当時ソ連出身オリム-の補助金が上げられたことにはミズラヒ-

ムから強い反発があったが、エチオピア出身オリムに対する優遇措置に対してはエチオピ

アとの経済的格差が社会的に認知されていたので一切反対がなかった(Horowitz,

1996:521)。エチオピア出身オリムに対しては住宅購入補助をはじめとした経済的支援の他、

ェチオピア出身オリムだけのメルカズ・クリタ-[受け入れセンタ」を設置し15、ウルパン

での教育内容や期間、メルカズ・クリタ-での滞在期間等全て他のオリムと異なる受け入

れ過程が整備された。エチオピア出身オリムは空港に降り立った瞬間からイスラエル国内

のメルカズ・クリタ--、時にはユダヤ機関が貸し切った空室の多いホテル-直接移送さ

れ、そこでアパートを購入してひとり立ちするまでの約一年をユダヤ機関が計画するプロ

グラムに基づき生活することが求められた。

メルカズ・クリタ- :エリート層を受け入れる機関からの変化

メルカズ・クリタ-は1960年代設立当初、アカデマイムと呼ばれる欧米出身の研

究者および特殊技術を持つ学識経験のあるオリムを受け入れた。住居及び職業が見つかる

までの最高6ケ月間、日常生活に必要な-プライ語(時にその分野に沿った専門的な内容を

含む)を集中的に勉強しながら滞在できる施設として機能した(Horowitz,1977:288)cメルカ

ズ・クリタ-を運営するユダヤ機関が1968年に発行したリーフレット「Therightsofthe

Oleh」によると、メルカズ入居の権利があるのは出身国で技術職、専門職としての経歴の

あるもの、またすでに商用としてアリヤーしてきた者など、イスラエルで職に就く約束の

15　91年ソロモン作戦によるエチオピム急増の際には、バンガローによる臨時の一大居住

区がイスラエル北部アッコ-近郊にできた。そこで働いていたスタッフの多くが現在メル

カズ・クリタ-で働いている。
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ある者か、可能性が高い者と明記されている(The JewishAgency for Israel,1968)。

1977年のHorowitzの報告で取り上げられたあるメルカズの例を見ると、入居者

はアメリカ、南アメリカ、ソ連(当時)、及びフランス出身の研究者や技術者であって、その

ほとんどがェチオピア出身オリムかルシムで埋まっている現在のメルカズ・クリタ-とは

随分顔ぶれが異なる。また、大方が大卒以上でその出身国ではエリートとして活躍し、メ

ルカズ・クリタ-のスタッフよりも彼/女らオリムの方が専門的知識に長けていることが珍

しくなかった1970年代にはそのような専門的知識をもった有能な人材に少しでも早くイ

スラエル社会で活躍してもらうため、労務省の職員が積極的にメルカズ・クリタ-へ足を

運んで直接オリムと面会を行い職場を提供した。

そのようなェリート層のために設立されたメルカズ・クリタ-は、入居者減少に

伴い徐々にアカデマイムという入居資格の制限を廃止し、イエメン、グルジアなど経済的

に困難な国から来たオリムを多く受け入れる施設-と様子を変えた。70年代から80年代は、

それらの国から来たオリムがイスラエルでの生活に慣れるための数ヶ月間、 -プライ語を

勉強しながら入居する中心的な機関として機能するようになった(Leshem 1994:164)Cその

後90年代になると直接受け入れ【クリタ-・イェシラー]が推奨された一方で、旧ソ連からア

リヤーした若者や科学者、アーティストなどを受け入れる場としてメルカズ・クリタ-が

一時機能し、エチオピア出身オリムに関しては全員が必ず通過する場所となり現在に至る

(Horowitz 1996:528)O

メルカズ・クリタ-とユダヤ機関

2006年現在、イスラエルにあるメルカズ・クリタ-はアリヤー受け入れ省、教育省、

建設省などが複雑に関与するが直接の運営はユダヤ機関[Jewish Agency for Israel]に全て

任されている(メルカズ・クリタ-の位置については巻末資料「メルカズ・クリタ-の位置」

参照)。ユダヤ機関は建国以前の英国統治時代にパレスチナにあったシオニストユダヤ人に

よる自治的な準政府的機関として機能していた。メルカズ・クリタ-で働くスタッフはウル

パン(オリムのための短期-プライ語集中学習施設)の教員と改宗の課程のためのユダヤ教

信仰の教員(改宗の課程に含まれる宗教儀礼などを教える教員、詳しくは第四章)を除いて全

てユダヤ機関の職員であり、給与もユダヤ機関から支払われる　2006年4月に訪れたイス

ラェル北部キリヤット・ヤム市にあるメルカズ・クリタ-・サピールの館長ルティによれ

ば「運営は全てユダヤ機関に任されている。建国前ユダヤ機関は政府のような役割を果た
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していて、現在もアリヤー受け入れ省との連携で進めているが給料、スタッフの編成、ク

リタ-の過程など全てユダヤ機関が決める。受け入れ省は給料、交通費などの予算を拠出

して、ユダヤ機関がそれを活用して政府の方針に従った受け入れを実施する"back to back"

の関係」である。

イスラエルでオリムの受け入れに携わる機関は他にもJOINT、 NACOEJ(North

American Conference on Ethiopian Jewry)などあげられるが、いずれも寄付金で運営され

る民間団体だ　NACOEJは指定して支払われる寄付を資金としながら初等教育から高等教

育まで学校教育におけるエチオピア出身オリム-の奨学金制度や放課後のプログラムなど

を支援している。 JOINTはオリム受け入れのために支払われる寄付のうちユダヤ機関が受

け取る7割の残り3割を資金としているが、活動の対象は授業についていけない子ども達

などを支援しておりエチオピア出身オリムに限らない。メルカズ・クリタ-では身分証明書

の発行から、 -プライ語習得、定住アパートの購入などイスラエルで生活を始めるための

準備をかなり集中して行なうのに対して、これらの団体はメルカズ・クリタ-を出て実際に

イスラエル社会で生活するようになった過程で生じる困難や問題を、課題毎にサポートし

ている点で目的も業務内容も異なる。またJOINTで働くあるスタッフによれば業務ペース

もかなりのんびりとしており、メルカズ・クリタ-と異なる。

ユダヤ機関は建国前からシオニズムの実践行為であるアリヤーとそれを受け入れ

る受け入れを実際に担当し、公的機関と同等の役割と位置づけがされてきた。現在も、エ

チオピアに限らずに世界中からのアリヤーとその受け入れを実践する運営母体はユダヤ機

関であり、政府が決定するオリムの受け入れ政策をメルカズ・クリタ-で実践している。

メルカズ・クリタ-は現在イスラエル全体で34箇所あり、そのうちェチオピア出

身オリムのみを受け入れるメルカズは19箇所となっている(2006年4月時点)。エチオピア

出身オリムは「近代的ではない社会から来たために」イスラエル社会での社会的、文化的

変化、また他のオリムとも共に生活ができないために、滞在期間はじめ、受け入れの行程

が他のオリムとは区別されエチオピア出身オリムだけを受け入れるメルカズ・クリタ-が

設置されている。

アリヤー、ユニークな現象の見直し

イスラエルの社会科学は90年代以降アリヤーを特異な現象と理解してきた姿勢を
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批判するようになった。アリヤーを「約束の地-の帰還」といった従来の視点で理解しよ

うとしても、 90年代以降実際に起こっているアリヤーを理解できないと指摘する社会科学

者が表れるようになった。また、アリヤーをすれば出身国との関係が全て断絶するのでは

なく、 「母国」訪問などは継続するのでありそのつながりを考慮することの必要性も問われ

るようになった(Shuval and Leshem,1998:14など)0

このようなイスラエル社会科学の流れは、それまで描かれる立場でしかなかった

植民地出身者や移民達が、自らの声で描くようになったポストコロニアリズム、ディアス

ポラといった社会科学の新たな潮流を連想させる。

ディアスポラはユダヤ人の離散を示す大文字のDiasporaから「生まれた場所、あ

るいはvv-ツー.としての期限の場所から切り離され、にもかかわらずその場所との距離、隔

たりの中にあって尚、その起源との文化的、倫理的、宗教的、、、結びつきを強く持った連

帯のあり方、 ")レート■■(経路)を通した共同性のネットワークを作り出していること」 (上

野,1999:7)というユダヤ人に限らないdiasporaという一般的な概念でとらえられるように

なった。

社会科学におけるディアスポラ論

William Safranが雑誌『Diaspora』創刊号で発表した-'Diasporas in Modern

Societies: Myths of Homeland and Return‖(1991)で1948年にイスラエルが再(ママ)国家

樹立したことで、ユダヤ人にとって実際に「帰還」すべき場所は存在するか否か、ユダヤ

人にとってイスラエルのみが祖国となるのか、または国家樹立によってディアスポラ状態

にピリオドを打つことができるのか?と鋭く問いかける(1991:84)C　この論文は現在もイス

ラェルの社会科学でディアスポラ概念を論じる際に見落とせない基礎文献の一つに挙げら

れる。

Safranは同論文の冒頭で、ディアスポラ的状況にある社会を六つの項目で定義づ

けるが16、そこには、悲劇的な離散というイメージが伴う。日本のカルチュラルスタディー

16(!トっのオリジナルな「中心」から少なくとも二つの「周縁的」場所-離散した(2)その
原初的な祖国についての記憶や思い、あるいは神話を維持している(3)ホスト国によって完

全には受け入れられない-そして受け入れられることができない-と信じている(㊨時が満
ちたならば最終的に帰り着く場所として祖国を認識している(5)この祖国の維持や回復に関
わっている(6)その集団の意識や結束が祖国との継続する関係によって「決定的に定義され
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ズと呼ばれる分野では積極的にディアスポラ概念について議論されるが、そこにも悲劇的

な離散というネガティブなイメージがついてまわる。

それに対して、ロビン・コ--ンによるディアスポラの肯定的な取り上げ方は、

エスニシティ論に変わってマイノリティ、また国家間を移動する人々の分析概念としてデ

ィアスポラの概念をとらえている(Levy,1997:282)。 Soysalもディアスポラは新しいコンセ

プトではないが、昨今グローバルな規模で拡散する移民に関する膨大な移民研究の額域で

は「分析カテゴリー」としてよく使用されているとディアスポラの概念を捉えている(Soysal,

2000:2)17,

このように、ディアスポラには悲劇的でネガティブなイメージとその現状を肯定

的に捕らえる分析概念という二つのイメージがある。また、アプローチの方法から見ると

safranのようなアプローチはマイノリティ社会をディアスポラ状態と捕らえ、 Robin

CohenやSoysalはマイノリティ社会とその複雑で流動的な同一性を理解するための枠組み

としてディアスポラの有効性を提案する(WeingrodandLevy,2005:7)。ロビン・コ--ンの

次の箇所は、その分析概念としてのディアスポラの有効性を端的に表している。

マイノリティや移民が彼らの祖国に対してのみ忠誠心を示すという仮定は、今で

は通用しなくなってきている。ナショナリズムや国際移民、エスニック関係の研究者は、

国家を超えるこうした複雑なアイデンティティを理解するためには新たな概念のもとに地

図を書き直し、ケーススタディをやり直さなくてはならない。このとき、 「ディアスポラ」

という古くから使われてきた概念がその枠組みを提供してくれるだろう。この言葉にはし

ばしば悲劇的な離散というイメージが伴うが、解釈を広げて公益、帝国、労働、文化とい

った修飾語句を付け加えれば、移民の祖国と彼らの現在の仕事の場であり定住の場である

社会との間に、しばしば肯定的な関係があることについて、より具体的に理解できるであ

ろう。 (1997:3)(邦訳は2001)

る」 (1991:83-84)

17 「Diaspora is not a new concept. Lately, it has found much usage as an analytical

category in the vast immigration literature on the global dispersion of migrant

populations 」
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エスニシティからディアスポラ-

1985年「離散民の融合」からエスニシティ論-とイスラエル社会科学が移行した

ことを告げた『Studies in Israeli Ethnicity'-After the Ingathering^の編者Weingrodは、

2005年同僚のLevyと共に『Homeland and Diaspora』 (2005年)を編集している。ちなみ

に、 Weingrodはアメリカ、 Levyはモロッコからアリヤーし、それぞれイスラエル文化人

類学会の座長を経験している。その序章の中で「This book can be seen as a logical

continuation of-'ethnicity" theme」 (xi)と、同著にエスニシティ論との論理上の継練性があ

ることを最初に述べている。

ホームを離れ、離散の地でマイノリティ社会を形成し、いずれはホームに帰還し

たいと願うディアスポラ。ユダヤ人のディアスポラ、アルメニア人のディアスポラに代表

されるそのような分断されたルーツ-の繋がりを求めるディアスポラ社会を古典的に扱う

ことに批判し、 Weingrod and Levyはそれと全く異なる「Today's "new'- diasporas」を提

唱する(ibid,4)。すなわち、一一Home and away一一,一一here and there一㌧一一homeland and diaspora-I

といった-イブリッド、バイナリティ、二つまたはそれ以上の空間との関係性に移住行為、

移民、そしてアリヤー、オリムを位置づける姿勢である(祖id,4)。このような新しい分析概

念としてのディアスポラ論は批判も含めて現在のイスラエル社会科学の大きな潮流となっ

ている。その流れは同著に収められた論文のタイトルからも読み取れよう。この章の始め

に紹介したAnteby-Yeminiの「From Ethiopian Villagers to Global Villagers: Ethiopian

Jews in Israel」も同著に収められている(分かる範囲内で所収論文の初出年も併記する):

1. The place Which is Diaspora-　Citizenship, Religion, and Gender in the Making

of Chaordic Transnationalism by Pnina Werbner (2002)

2. New Homeland丘)r an Old Diaspora by Susan Pattie

3. A Community That is Both a Center and a Diaspora- Jews in Late Twentieth

Century Morocco by Andre Levy (2001)

4. Rethinking the Palestinians Abroad as a Diaspora- The Relationships Between

the Diaspora and the Palestinian territories by Sari Hana丘(2003)

5. Transmission and Transformation: The Palestinian Second Generation and the

Commemoration of the Homeland by Etrat ben-zeev
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6. Diasporization, Globalization, and Cosmopolitan Discourse by Jonathan

Friedman

7. Commemoration and National Identity: Memorial Ceremonies in Israeli Schools

byAvner Ben-Amos and liana Bet-El (1999)

8. Shi氏ing Boundaries: Palestinian Woman Citizens of Israel in Peace

Organizations by Hanna Herzog

9. From Ethiopian Villagers to Global Villagers- Ethiopian Jews in Israel by Lisa

Anteby -Ye mini

10. Ethnicity and Diaspora- The case of the Cambodians by Ida Simon-Barouh

ll. Defrancophonisme in Israel" Bizertine Jews, Tunisian Jews by Efrat

RoseirLapidot

12. Visit, Separation, and Deconstructing Nostalgia^ Russian Students Travel to

Their Old Home by Edna LomskyFeder and Tamar Rapoport (2000)

13. Claiming the Pain, Making a change: The African Hebrew Israelite

Community's Alternative to the Black Diaspora by Fran Markowitz

また、同著には収められていないが10代でアリヤーした自らの経験に基づいて論

じたLomskyFeder and Rapoportは「Homecoming, Immigration and the National

Ethos: Russian-Jewish Homecomers reading zionism」 (2001)で、イスラエル-の「帰郷」

(Homecoming)でディアスポラ状態が終蔦するのではなく、出身地であるロシアとのつなが

りは維持され、ロシアから持ち込んだ世界観、ライフスタイル、社会経済に対する関心故

に、ホームであるはずのイスラエルでアウトサイダーとして見られると主張する

(Lomsky-Feder and Rapoport,2001^2)cそして、 Clifford(1997)が主張するような-箇所で

普遍的なホームという捕らえ方は不適切であり、そもそもホームは不安定であり、二つま

たはそれ以上の空間との往復関係にあることを指摘している。

エスニシティ論批判としてのディアスポラ論

二つのホームの間で揺れ動くオリムの経験は2000年に始まったわけではない。ア

リヤーをしてイスラエルで新たな生活をすることで、母国を懐かしく振り返ったり、イス

ラエルが「帰還」すべきホームとは感じられないことはアリヤーの歴史の中に常にあった。
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かつてのホーム-の「帰還」とナショナルホームの建設というシオニズムのイデオロギー

は理想であっても、実際には二つまたはそれ以上のホームを行ったり来たりしながら時に

はイスラエル、国家樹立直後であればアシュケナジー化が求められた中で居場所を見出せ

ない経験はすでにあった。

それはミズラヒ-ムが起こした抗議行動「ブラックパンサー」や社会科学におけ

るエスニシティ論-とつながっている。エスニシティ論の潮流を象徴する『Studies in

Israeli Ethnicity'-After the Ingath威喝』 (1985)に収められたGoldstein 「Iranian Ethnicity

inIsrael- The Performance ofIdentity」では、イスラエルとイランとの間で揺れ動くイス

ラエルで育ったイラン出身の少女の言葉が生々しく表現されている18 :

"I'm between two worlds, and it gets worse, not better. I-ve disappointed my

family by not marring and continuing my education. They linked me better ten years

ago. On the other hand, I like a household in which the father is一一king一一and there is

respect for the parents. And outside I am affected by discrimination and by the negative

traits associated with Persians. I do not want to marry a Persian and I do not want to

marry an Ashkenazi." (Goldstein, 1985-253)

Goldsteinは、イランのエスニシティとは過去(我々のイランでの位置づけはどうで

あったのか?)と現在(シオニズムのなかで我々はどこに位置づけられるのか)の一致点

(Identity)にあると二つのホームの往復関係を示唆している。そして最後に、 「イスラエルの

エスニシティ論者が「復興された」特別(アシュケナジー的ではない一筆者注)な慣習にみら

れる継続性にのみエスニシティの存在を求めているが、ディアスポラでユダヤ人、イスラ

エルでイスラエル人である(英語でbe)手段を模索するところにエスニシティはある。その意

味で、非エスニックもエスニシティの基本的な作業に含まれるべきである」

(Goldstein,1985:253)19と当時のエスニシティ論が中心的から周辺に視線を向けた矛先に見

出したものをェスニックと規定するアシュケナジー中心の一方的なアプローチであったこ

18フィールドワークは1975年から1980年にかけてイスラエルのイラン出身コミュニティ
で実施された

9　Analysts of Israeli ethnicity have been looking for continuity in the wrong places-

continuity is not located in particular customs which are --revived一一, but in the search for

what is means to be a Jew in the Diaspora and an Israeli in Israel. In this sense,

non-ethnics too are involved in the basic business of ethnicity
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とを鋭く批判している。

『Homeland and Diaspora』 (2005)がその一ページで「a logical continuation of

'ethnicity" theme」 (Weingrod and Levy,xi)と、エスニシティ論の延長線上に位置づけてい

るのは、エスニシティ論が結局はアシュケナジー中心的な一方向的、オリエンタリズム的

な視線であったことの批判の上にあることを意味している。一一Home and away", "here and

there川, "homeland and diaspora'-と揺れ動く、往復作業の中で構築されていく複合的なホ

ームを模索する視点は、イスラエルが「帰還」すべき唯一のホームであるとしたシオニズ

ム的な視点-の批判でもある。

現在のイスラエル社会科学、とりわけ文化人類学はこの新しいディアスポラ論を

主要なテーマに抱えている　2006年6月に開催されたイスラエル文化人類学会年会の主要

テーマは『あちらに所属すること/いること:関係構築と断絶の民族誌批判』であり、人類

学の方法論にまで迫っている。植民地時代に植民者を植民者と規定し一方的に民族誌を措

いた古典的な人類学の批判は今に始まったことではないが、民族誌を書くという行為に人

類学者自身の調査地での立ちどころ、また調査地にはいないという立ちどころを考慮にす

べき指摘は本稿を書き進める上でも充分に影響を与えている。

ディアスポラ論でエチオピア出身オリムを措く

本稿もこのようなイスラエルの社会科学の流れの中に位置づける。国家樹立直後

でもなく、80年代でもなく、2006年に書くという行為は、アシュケナジー中心的同化主義、

その批判としてのエスニシティ、またその批判としてのディアスポラ論と変化してきた視

点の影響を多く受けている。オリムが過去と現在、ユダヤ人とイスラエル人の間を往復し

ているという視点は確かに社会科学がシオニズムというイデオロギーから脱するためにも

重要であろう。では、オリムを受け入れるイスラエル社会は、そうした揺れにどこまで寛

容でいられるのだろうか。国民国家であることの同一化の力はその揺れをどう理解し、ど

う対処していくのか。その問いを追求するために、ルシム、ヱチオとoAといった言説を見

直すことが大きなヒントとなる.ノレシムと発する時も、ヱチオとoAと発する時も、どちら

もイスラエル社会で何かしらの非同一性を表わすことに違いがないのだが、何を基準とし
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て同一化されていないのかはルシムと発した時と、ヱチオピムと発した時にははっきりと

異なるのだ。

わたしが初めてイスラエル人に会うと決まって「短期間でよく-プライ語を身に

つけた。そう考えるとロシアから来た連中はもう10年くらいたっているのに全くうまくな

らない」とノレシムと比較をされる。こうした表現を多く聞くようになり、わたしの-プラ

イ語よりも、ロシアから来た連中が全く-プライ語を身につけないことを私に言いたいの

ではないかと察するようになった。 「短期間でよく」ではじまったら、その後はもう聞かな

くても私が先に言えるようになったほどだo　そして、ルシムはイスラエルの中で同一性を

認められていないのだな、と経験的に理解していた。

ところが、である。この度補充調査にでかけ、その訪問が明確に調査であったた

めにイスラエルにいる理由がヱチオと:ムの調査であることを告げると「彼らは大変だよな、

こういう近代的な生活をしてないから職も見つからないし。そう考えるとルシムの連中は

近代的な社会から来たからな、職を見つけて随分と貢献して、うまくいっているよ」、とノレ

シムに同一性を見出している発言を聞くようになりそれまでの理解が覆されたのだ。

このようなノL,シムとヱチオとoムの言説の違いから学べることは、同一性は複数あ

り、それぞれ同一性の基準には同一しようとする同一化の力があり、それぞれの同一化の

力や内容によって同一性の度合いは測られる、ということである.ノレシムは言語という国

家(国民)が共有したい「象徴資源」 -の到達度からすると同一性が認められないが、近代的

なイスラエル-の同一化ということでは充分同一性が認められているのである。一方、ヱ

チオピムは、近代的なイスラエル-の同一性が認められずその意味で「かわいそう」であ

ったり、 「別の世界からやってきた」と認識される。そのように考えると、イスラエルは国

家樹立当時そうであったように、現在も近代的、西欧的であることに国家としての同一性

を見出したいことは変わっていない.次節では、ヱチオピムという言説を解きほぐすこと

によって、近代的、西欧的であろうとするイスラエルの同一化の力を見出していきたい。
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第二章　工発オとoA、イスラエルにおける近代性の物差し

べタ・イスラエルとプアラシュムラ

ヱヂオピふとはエチオピア出身オリムを受け入れたイスラエル社会が命名したエ

チオピアから来たオリムの総称であって、ヱヂオだてAfT自身一一がそう呼んだわけではない。論

文や新聞記事などで使われるのはエチオピア・ユダヤ人(イェフデイ・エチオピア)、エチオ

ピア出身オリム(オリム・ミ・エチオピア)、エチオピア・コミュニティ(ケヒラー・エチオ

ピット)である。アリヤーの時期によって分類すると80年代であればフアラシャ(土地なし

を意味する蔑称なので現在は使われない)、べタ・イスラエル(フアラシャが蔑称のため彼ら

自身が好んで使用する呼称)、また最近はフアラシュムラとなる。しかし、カフェや友人と

の会話、ジョークなどで定着している表現はヱチオピ込が一般的であり、プロローグでも

紹介したように、その辺を歩いている若者に「ベタ・イスラエル」と言ったところで「イ

スラエルの家」 ?と文字通りの意味は分かってもらえてもそれがヱチオとoAを指している

とは到底思えず、 「フアラシュムラ」と「フアラシャ」を区別してどちらがどのような意味

か説明できる人はあまりいない。

ヱチオピふと一枚岩のように語られるが、それほど単純ではない。イスラエルで

の受け入れ過程だけで見ても、 80年代から90年代初期にかけてアリヤーしたべタ・イスラ

エルと90年代以降のフアラシュムラでは全く内容が異なる。最大の違いは、現在アリヤー

してくるフアラシュムラは、チーフラビ庁からユダヤ性に関する疑いを払拭するために完

全な改宗の課程が義務付けられていることであり、改宗の課程を終えないと国籍が取得で

きないことである。そのことはイスラエルで一般的にはあまり知られていない。

では、そもそもエチオピアとイスラエルとの繋がり、すなわちユダヤ的な同一性

はどこに見出されているのか1973年にスフアラディ系チーフラビがフアラシャ(当時はそ

う呼ばれていた)がユダヤ人であると承認したとき、ユダヤ的な同一性は歴史的に求められ

ているので、ここで簡単にエチオピアの歴史に見られるユダヤ的な同一性を振り返るとす

る。
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夢二節:エチオピアとイスラエルの歴史的同一性　__

『Kebra NagastC王たちの栄光)』

エチオピアの聖書に見られるアラム語の単語、エチオピアに残るエルサレムの神

殿から移された契約の箱アークが安置してある信仰、そうしたユダヤ的要素は今でも多く

エチオピアに見られるが起源は未だ明らかにされていない。しかし、エチオピアで広く親

しまれている叙事詩『Kebra Nagast(王たちの栄光)』には、ユダヤ教とエチオピアの強い

つながりを読み取ることができる1270年に王朝を築いたセム語族の王Yekunno Amlak

は、自らの血統をアクスム王朝、さらにはソロモン王の一系であると主張。その時代に編

纂された『Kebra Nagast』 (14世紀頃に現在の形に編集)には、シバの女王とソロモン王の

間に生まれたメネリクがソロモンからェチオピアの王に正式に命ぜられたという伝説が記

載されている。その真偽は別にしても『KebraNagast』はエチオピア社会にとって大きな

影響を持ち、 1931年7月にエチオピアで制定された成文憲法にもエチオピアの国王系譜が

モーセにまで遡ることができ、当時のハイレ・セレシェ一世はメネリクから数えて237代

目であると明記された(岡倉,1999:30)。そのほか、エチオピアのキリスト教会は日曜日の他

に土曜日も安息日とする慣習や、食事規定、ユダヤ教的な祭紀階級という旧約聖書的、ユ

ダヤ的な生活様式を確認すれば、 『Kebra Nagast』の内容はエチオピアとイスラエルの歴史

的同一性を求める上で重要な起点となる(村岡,1982:291)C

エチオピアのユダヤ人はエチオピアでフアラシャ[Falasha]と呼ばれたが、その語

源は16世紀キリスト教に改宗せずに、エチオピアの相続制度bala-gultに基づくristとい

う土地の相続権が与えられない「土地無し」を意味するFalasiに見ることができる

(Kaplan,1992:67-8)。文化的にユダヤ的要素を示す言葉としてフアラシャは定着し、 1528

年にエルサレムのAbraham Ben Eliezer Haleviによって書かれた-プライ語の手紙でも

「Falasa is astrongkingdomofJews」との記録があるoフアラシャはその後もキリスト

教エチオピア社会で定住の地を持たず、手工業、鍛冶などに従事しながら主にゴンダール

地方で生活を送った。 19世紀に入り、イギリスの伝道師がェチオピアに足を踏み入れて以

降ファラシャがェチオピア国外のユダヤ人社会から注目を浴びるようになった。

1830年にSamuel GobatとKuglerが伝道師としてエチオピアに到着し、非キリ

スト教者-の伝道活動を大々的に行ったが、頑なに改宗に応じない'Falasha Christians"

の存在が大きな課題となった。聖書の配布、買収などの方法で改宗を促したものの受け入
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れられず、 『The London society for promoting Christianity among the Jews』の報告書に

も、ユダヤ教に基づく信仰ゆえ改宗が困難であったことが記録されている。フアラシャの

中には改宗から逃れるためにエチオピア北部から紅海を経由してエルサレム-向けて三回

の脱出を試みたグループがあったとの記録も残っている(Kaplan 1992:135)C　また、わずか

に残る統計資料によれば、改宗に応じたのは約0.1%という数字も当時の伝道の難しさを物

語っている。

キリスト教徒-の改宗運動の中で登場してきたェチオピアのユダヤ人-の関心は、

そのユダヤ人性の真偽を問う議論と共にヨーロッパのユダヤ人の間で高まった1864年に

はハンガリーのユダヤ人コミュニティの精神的指導者Azriel Hildeshimerが中世の

Radpaz、 Luzzatoの資料、及び伝道者たちの記録を引用してそのユダヤ性を認めると、フ

アラシャに対する積極的な動きはさらに活発になった。特に、トルコ出身の教師Joseph

HalevyはAlliance Israelite Universelleの派遣で1867年後期にエチオピアに足を運び、

直接その社会に入り込みながら詳細な調査を実施し、 Allianceに彼らをユダヤ人として認

めることができるとの報告を送っている(Kaplan,1992:141)。その後、 Halevyの弟子の

Jacques Faitlovitchが1904年にエチオピアに到着。ヨーロッパのユダヤ人社会にはすでに

見られなくなったユダヤ人の起源を持ち続ける人々として捉え、それをユダヤ人社会との

文脈で位置づけるため、イスラエル-移住させる試みをしたが実現には至らなかった

(Kaplan,1992:155)c　イスラエル-の「帰還」が実現するのはイスラエル建国後、本格的に

は1980年代以降まで待たなければいけない。

ベタ・イスラエルの宗教法規ハラハ-との同一性

フアラシャの存在は19世紀末には欧州でも知られていたが、彼らがハラハ一に適

応したユダヤ人であり、帰還法に基づいてアリヤーできることが認められたのは1973年で

あった。それ以前は建国から20年で300名ほどの小規模なアリヤーは記録されているが帰

還法は該当されなかった1960年代にはユダヤ機関をはじめイスラエル政府、ヨーロッパ

各国の政府がェチオピアにオフィスを開き、 -プライ語、ユダヤ教などの教育プログラム

や保健サービスが提供されていた。

イスラエルはユダヤ教正統派によって全ての宗教行政が独占され、チーフラビ庁

がそれを監督している。　フアラシャは1973年にスフアラディ系チーフラビOvadia

65



yoseph(イラク出身)が1864年ハンガリーのユダヤ人コミュニティの精神的指導者Azriel

Hildeshimerと同様に中世のRadpazの資料、及び伝道者たちの記録を引用してユダヤ教法

規-ラ--も基づくユダヤ人として認めた。翌74年にアシュケナジー系チーフラビShlomo

Gorenもノ、ラバーに基づくユダヤ人として認めている。その中でOvadiaYosephは「我々

は彼らを一刻も早くイスラエル-アリヤーさせ、ト-ラーの精神を教育し、我々の聖なる

地を再建する一員に含めなければならない」と強く勧めるように、ハラバーに基づくユダ

ヤ人の承認はアリヤーを合法化することであった。その背景には、エチオピアとその周辺

諸国における政治状況の悪化によりフアラシャが危険にさらされたことと大きく関係して

いる。

二つの大規模移送作戦

特に、 1970年代はデルグ独裁政権の下でエチオピアの政治経済状況が悪化してい

たため、ベギンイスラエル首相(当時)は自らデルグ首相にフアラシャのイスラエル-の出国

を促した。そして1977年、武器などの軍需製品をイスラエルから運び、その帰路にフアラ

シャをアジスアベバからテルアビブ-移送するという合意のもとで121人のフアラシャが

イスラエルに到着した。軍需製品との取引は内外の批判を浴びその後のアリヤーはしばら

く凍結状態になったが、 1979年にスーダンがティグリ方面から逃れてくる難民に国境を開

き、スーダンからヨーロッパの国を経由してイスラエル-抜ける行路が開けたことで、再

びアリヤーが行われるようになった。

1980年には3000人のフアラシャを含む100万人近いエチオピア人がスーダンの

難民キャンプに押しかけた。これに対してデルグ政権は暴力、投獄とその権力によってス

ーダン-の難民流出を抑えようとしたが、 1983年にはフアラシャの難民キャンプ-の流出

が加速。急激な人口増加に伴う衛生面の問題から、伝染病が広がり84年にかけて3000'

5000人が死亡したとも報告されている(Teshome G.,1993:60-62)c

事体を重く見たイスラエル政府は、アメリカ、スイス、ベルギーなどの仲介と協

力を経て1984年11月21日モーセ作戦と呼ばれる史上最大規模の移送作戦を実施した。

1985年1月6日までの一カ月半でボーイング707型機がスーダンの首都ハルツームとテル

アビブを欧州経由で35回に渡って往復した。そして、その三カ月後には米軍とCIAによっ

て新たに800人から900人が移送されたヨシュア作戦が実施された。ベングリオン大学の

二人の人類学者Prof. Alex WeingrodとProf. Michael Ashkenaziの報告書『Ethiopian
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Immigrants in Beer Sheva』 (1984)でも、ベェルシェバに初めてエチオピアのオリムを迎

えたのは1980年代との報告があるように、モーセ作戦は「イエメン、インドからのオリム

をやっと受け入れたのに、まさかもっと黒いユダヤ人がいたのか」 1という衝撃をイスラエ

ル社会に与えた。

1980年代エチオピアから到着して以降、それまでのオリムでは経験し得なかった、

社会背景が異なる故の数多くの困難にイスラエル社会は遭遇した。メルカズ・クリタ一に

ある家具の使い方、トイレの使い方、市場での買い物の仕方、銀行の使い方、 -プライ語

を学ぶ前には机に座って勉強する方法、鉛筆の握り方、とそれまでのオリムの受け入れで

は経験し得ない困難に直面した。また、外見の全く異なる彼らが果たして同じユダヤ人な

のか、同じ生活習慣を守っているのか、といった関心が文化人類学者をはじめとした研究

者のみならず、イスラエル社会で高まった(Ashkenazi and Weinglod 1984:3-4)。 (第一章

第二節)0

べタ・イスラエルに求められた改宗

べタ・イスラエル[フアラシャ]2はスフアラディ、アシュケナジ双方のチーフラビ

によって「ユダヤ人である」というお墨付きがあったにもかかわらず、イスラエルで初め

て改宗が求められたオリムとしても知られている。ユダヤ人だからアリヤーした、それな

のにユダヤ教徒-改宗が求められた最大の理由は、フアラシャ(チーフラビの発言そのまま)

という集団としてのユダヤ性は認められたものの、宗教行政が全て正統派独占のチーフラ

ビ庁に委ねられているイスラエルにおいては、婚姻、離婚、埋葬といった私的身分の変更

の際には宗教法規ハラバーの見解に従わなければならないという宗教法制度の問題があっ

た(Kaplan,1988:363) 3Cベタ・イスラエルの改宗問題を事例として、ユダヤ人概念が宗教汰

上と市民法上の二通りの方法があり、前者が後者を強く拘束していることは「移民の私的

身分とイスラエルの宗教法体系」 (1994)で市川裕氏が丁寧な説明している。

1983年にエチオピアからスーダン-徒歩で脱出し、その後アリヤーしたシュロモ・ムラ

氏とのインタビュー2006年4月26日。シュロモ氏は現在ユダヤ機関のエチオピア出身オ

リム受け入れ担当局長

2　アリヤー後にフアラシャは蔑称であると、彼ら自身がべタ・イスラエルを使い始めた。

3　この点で、臼杵氏による「フアラシャを管轄するはずであったスフアラディ系首席ラビ

が、フアラシャをユダヤ教徒とは認めなかった」 (2002:251)のは正しくない。正しくは、ユ

ダヤ教徒とは認めた、しかし宗教行政上、婚姻、離婚、埋葬といった私的身分の変更につ

いては正統派に従うことを求めた。
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アリヤー以前、エチオピアで正当な結婚か否か判断を求める場合には、ケス[qess]

と呼ばれるエチオピアにおけるユダヤ教司祭とシュマギロツチ【shmagiloch]と呼ばれる長

老に依頼するのが慣例だった。結婚する者はケス及びシュマギロツチに個人的に出向いて

証明を受けるもので、住民登録上の変更の必要性がなかった。そもそも住民登録がなかっ

た。それが、アリヤーして住民登録されるようになると、名前が記載されるだけではなく、

私的身分の変更を公的に管理されるようになり、その監督がチーフラビ庁の管轄下に置か

れた。正統派が宗教行政を牛耳っているイスラエルでは改革派、保守派に排他的であるの

と同様、ケスの宗教的権限は認められなかった。正統派で牛耳られる(近代的な)住民登録

の私的身分の管理によって、ケスやシュマギロツチの承認はイスラエルで意味をなさなく

なった。

チーフラビ庁はすでに1970年から80年代にアリヤーをしたべタ・イスラエルの婚

姻に際し、休浴とユダヤ教法規ハラバーを受け入れる宣誓、 (男性に対しては)象徴的な割礼

による改宗を要求した。それまで、他のオリムには課されなかったこのような改宗が課さ

れたことでべタ・イスラエルは強く反発し1985年9月には政府に対する大規模なデモ-と

つながった。 3週間に及ぶ交渉の結果、イスラエルで婚姻を希望する場合は、ケス及びシュ

マギロツチによる身分照会書を持って、最寄の内務省に申し出ることで合意して結婚のた

めの改宗要求は取り消されたが、住民登録で私的身分が管理されることには変わりなかっ

た。

1980年後半エチオピアからイスラエル-の移送経路は一旦閉ざされるが、 1991

年のソロモン作戦では、二日間で約15,000人がアジス・アベバからイスラエル-移送され

た。これらの作戦でエチオピアに残ったベタ・イスラエルすべてがアリヤーした、とも言わ

れた。しかし、ユダヤ人と認識されない(また、本人たちが認識しなかった)約3万人とも言

われるフアラシュムラの存在が発見された。

フアラシュムラ(Falash Mura)とはエチオピアにおける土地なしを意味するユダ

ヤ人-の呼称(蔑称)フアラシャと、変更を意味するムラ4からなるが、本来はユダヤ人であ

るが数世代前にキリスト教にやむを得ず改宗した、と主張する者の総称である。 1880年代

後半に彼らが自発的にそう呼び始めたとされているが、証拠となる文書などは残っていな

4　-プライ語はハアマラー: convertで宗教や権利を変更、転換するので、あるものをAか
らBに変更すること、両替することを意味する動詞とは区別される
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い。また、歴史的に同じ時期に実施されたロンドン伝道師による改宗作業で改宗したのか

どうかも定かではない(Friedman, 1999:71)。

夢二節:フアラシュムラのユダヤ教信仰同一性を巡る議論

1997年から現在に至るまでエチオピアからアリヤーするのはフアラシュムラであ

り、私が調査の対象としたのもフアラシュムラである(巻末資料「査証別エチオピア出身オ

リム人口統計」 521参照).

べタ・イスラエルとフアラシュムラに対するチーフラビ庁のユダヤ教宗教法規バ

ラ---の同一性に関する見解はいずれも「エチオピア・ユダヤ人をまざれもないユダヤ

人として認め」 (市川1994:173)、 「フアラシュムラは完全なるユダヤ人」 5と認めている点

では同じである。しかし、フアラシュムラは「歴史的にユダヤ教信仰(ヤハドクートウ)を忘

れてしまった人たち」と懐疑的な視線を含んでいるために、 「ユダヤ教信仰を取り戻すため

に」完全改宗を義務付ける必要性を説き、そのために帰還法ではなく入国法による「アリ

ヤー」が実施が政府決定されている点で大きく異なる(2003年2月26日)。フアラシュムラ

の存在はべタ・イスラエルの間では「改宗者」と呼ばれてその存在が認識されており

(Horowitz, 1996:514)、イスラエル政府も1991年のシュロモ作戦においてフアラシュムラ

の存在は確認されていたものの、チーフラビ庁はユダヤ教法規ハラバー上の同一性を確認

できないとの判断から帰還法が該当せず同作戦での移送は実施されなかった。

国会におけるフアラシュムラの手続きに関する議論

フアラシュムラのアリヤーの手段を巡ってはイスラエルの国会で1991年6月13

日に初めて首相府で議論されて以降、ユダヤ教法規バラハ一による同一性、帰還法による

同一性などと照らしあわしながら長期にわたり議論された。 1992年9月ヤイ-ル・ツェバ

ンアリヤー受け入れ相関連閣僚委員会はアジスアベバに残された一部のフアラシュムラに

関しては、家族の連帯を優先して人道的理由によりイスラエル-移住することを許可した。

ベタ・イスラエルと広義の意味で親族関係に含まれるフアラシュムラがいたのでその解決

策となった。

5アマールチーフラビの発言。 2003年6月19日での国会委員会で信書より(クネセットプ
ロトコル)
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1993年フアラシュムラに関する閣僚委員会がフアラシュムラのアリヤーの権利を

個人ではなく集団として扱うことを決め、入国法(1952年)6で手続きを進める基準を設定し

た。

その後しばらく議論が続き、 2003年2月16日に現在のアリヤーにつながる政府

合意がなされた。合意内容は入国法(1952年)により5Rのカテゴリーで「帰還」をし、アリ

ヤー後に正式にユダヤ教信仰を取り戻すことが求められた(Mi-Ami:2005)cそこに改宗とい

う文字は存在しない。第四章で明らかにするように、実質国籍を取得し「国民」となるに

は改宗が義務でありながらユダヤ教信仰-の回帰という表現以外どこにもない。最終的に

は入国法でイスラエル-アリヤーするというこれまでのアリヤーでは見られなかった法的

な妥協が見出された。

この決定を受けて、はっきりと明文化されないものの実際にはフアラシュムラの

受け入れ過程に改宗が組み込まれ、移住後一年間のユダヤ教信仰の学習と改宗の課程が義

務付けられるようになった。フアラシュムラは帰還法でのアリヤーではないので入国と同

時に国籍が与えられず、改宗の課程を修了しない限りイスラエル国籍を取得できず参政権

も与えられないO　フアラシュムラは改宗の課程が修了する約-年間はイスラエルの正式な

「国民」にはなりきれないトシャブ・アルイという一次滞在者の身分である。 1980年代当初

求められた改宗は婚姻のための、つまり私的身分を決定するための要求であり国籍取得と

は関係がなかった。しかし、現在フアラシュムラに求められる改宗の課程は国籍取得と直

結しており、ベタ・イスラエルが経験した象徴的な割礼、集団ミクベなどの短期的な改宗要

求とは大きく異なり受験勉強合宿のような厳しい過程/課程が求められている。

以上のように、受け入れ政策、ユダヤ教法規ハラバーに基づく同一性、改宗の課

程のいずれを見てもべタ・イスラエルとフアラシュムラの間には大きな差異が存在する。フ

アラシュムラが『KebraNagast』などベタ・イスラエルの歴史をどれだけ共有しているのか

は確認がされていない。ベタ・イスラエルとフアラシュムラという区別の仕方はイスラエ

6　同法第-章第一節「イスラエル国民ではない者は、オレ-査証またはこの法に従った査

証に基づき入国する」と明記するように、帰還法に該当しない者の入国を規定する法律で

1952年成立; 1974、 2003,2004,2005年にそれぞれ改正。入国法では(1)一時滞在5日以内、

(2)訪問三ヶ月以内(旅行者はこれに含まれる)、 (3)三年以内の一時滞在【アルイ】、 (4)永住、 (5)

一時訪問があるが、いわゆるビザのカテゴリーの基準とされるもので、外国人労働者、留

学生、観光客などの入国を規定する法律。フアラシュムラは(3)アルイが適応された。
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ルの受け入れ過程における一方的な区別に過ぎないからだ。ヱヂオとoA唱身"の関係はより

複雑である。

赤と黒エチオピアでの肌の色の優越関係

エルサレムのエチオピア系キリスト教徒7を調査してより多角的にイスラエルにお

けるエチオピア出身オリムの位置づけを論じているHagar Solomon氏(-プライ大学)は、

「Repeating of Racial recognition」 (1999a)で「(ェチオとoAが)"黒い人[クシム]'-と呼ばれ

ることはイスラエルに来てはじめてであった」 (128)ことを、エチオピアでの赤と黒という

肌の色の優越的な関係から指摘している。 Salamon氏によれば、エチオピアでは支配的な

赤と従属的な黒と明確に肌の色が区別され、 1980年代から1990年にかけてアリヤーした

べタ・イスラエルはエチオピアではChewa(赤い人)と呼ばれており、奴隷であるBarya(黒人)

の雇用人であったO　そうした識別を配慮せずにイスラエルでは「ヱチオピムは黒」と一色

でしか肌の色が認識されないのは人種論的視点であり、ヱチオと:ムという呼称と同様にイ

スラエル社会が与えた-'ありがたくない-'一方的な視点として批判的に論じている。

べタ・イスラエルからフアラシュムラ-の批判的視線

べタ・イスラエルとフアラシュムラの差異はヱチオピムl-同士一一でも非常に明確に線

引きがあり、 2006年4月に実施したメルカズ・クリタ-・サピールでの補充調査の初日、

1980年代にアリヤーをして現在メルカズ・サピールで働く女性アビバは私が自己紹介をし

た直後に「あのね、」と語ってくれた:

(過ぎ越し祭の晩餐のテーブル表をハサミで切りながら)子ども達はすぐに馴染ん

じゃうし問題ないよ、だけど問題は大人。国から国-移動するわけだから、言葉が一番

の問題。それにさ、今のオリム8はかつてと違う。私達の頃はエチオピアでは何でもあ

った、ただ競争という概念がなかった。競争、住む場所とか仕事とか、全て自分で勝ち

取っていくことが大変だった。それを初めてイスラエルで経験した私達の頃には大変だ

った。だから、与えられることに感謝したものよ。ただ、今は来る前から要求すること

7 Salamon, 1999b-'The Hyena People-　Ethiopian Jews in Christian Ethiopian一一

8　第四章で確認するように、メルカズ・クリタ-内ではスタッフにもエチオピア出身者が

いるため、エチオピアからアリヤーしたばかりのメルカズ・クリタ-の住人をオリムと呼ん
でいる
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ばかりが頭にあって、私達の頃とは違う。今はもらうのが当然となっている、私達とは

違う。私たちのころは、エルサレム、エルサレムただそれだけを目指してきた、それだ

けで十分だった。なのに、今のオリムたちは、別にどこだっていいのよ。

と、あからさまに今のオリム、すなわちフアラシュムラに対して批判的なっぶや

きを漏らした。 「別にどこだっていいのよ」とはアリヤーの根本を否定するような発言だ。

このような80年代にアリヤーしたべタ・イスラエルから新参者のフアラシュムラに向けら

れる批判的な声は調査中に何度も遭遇する。またメルカズのスタッフが「べタ・イスラエル

ぽワアラシュムラとは結婚しないほうがいい一一とフアラシュムラに対して批判的な態度で

接していると私たちは聞いたことがある」と話すように、目には見えないが明確な一線が

区切られている(そうである)0

このように、ヱチオどムと一言でカテゴリー化される集団も、肌の色、アリヤー

の時期、イスラエルという国-の思いと様々な見えない差異がある。いや、肌の色による

違いは目には見えているはずであるが、その差異が認識されていない、認識せずに一つの

カテゴリーに押し込んでおけばそれ以上受け入れる側にとっては必要ないのである。

第三節:感覚的周縁と地理的周縁

エチオピア=タイ=日本?あるタクシー運転手との会話

私がある日イスラエルでタクシーに乗ったときのこと。

イスラエルではタクシーに乗ると運転手からあれこれと話しかけられる。これも

サービス、とばかりに運転手は楽しく話しかけてくるのだ。乗客はこのサービスを受ける

べく後部座席ではなく助手席に座るのが常である。日本の習慣で後部座席に座ろうとして

も、 「何で前に座らない?」と運転手から半分寂しげに要求されるので、必然的に助手席に

座ることになる。すなわちイスラエルでは運転手の一一助手一一になることがタクシーに乗る際の

務めである。助手席に腰を下ろし5分もすると、奥さんの仕事が何か、息子が兵役に行っ

ていて、長女が海外を旅行中で年中心配だ、といった運転手の人間ドラマの登場人物がそ

れぞれの個性も含めてほぼ把握できるようになる。その最中に家族から携帯に電話がかか

ってきて「ほら、家内だ」と登場人物自ら出演すると、助手になることはそれほどの苦痛

でもなく、時に本当にいいサービスを受けたような気分になることもある。そして、運転
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手の人間ドラマに"助手"の登場が求められることもしばしばある。

その時もまずは基本的なところから「どこの出身だ?」と私に聞いてきた。私は

その手の質問には聞き飽きていたし、会話を楽しむためにも「どこだと思う?」といつも

反射的に聞き返していた。 「日本から」といったところで、 「日本人も中国人も俺たちには

見分けがつかない。見分けがつくとしたら、中国人のほうが目が釣りあがっていて、日本

人はつりあがってないということくらいだ。ところでお前はどっちだ?」などと切り替え

され、その後フォローするように「でも日本か、ソニーも日本だろ、ブルースリーも(この

手の混乱はあまりに多いのでいちいち修正はしてられない)。この車も日本製でいいぞ、頑

丈で。あなた達の国はすごいな」と技術を賞賛されるのが落ちだ。 「あんた達」と言われて

も私にウォークマンや車を作る能力もなければ、そんな趣味もなく、知人や親戚にそんな

企業で働くものさえいなくて、私自身と「あなた達」のギャップに一瞬ためらう。返って

そんなふうに押し付けられる日本のイメージに馴染めない居心地の悪さを感じることのほ

うが多いので「どこだと思う?」と質問を返したほうが会話の幅を広げてくれる楽しみが

あるのだ。

そのときもこの作戦がうまくいった。 「どこだと思う?」という私の質問に対して、

「そうだな、タイとか、エチオピアとか、あっちのほうか?」 「エチオピア?」思わず目が

覚めた。その運転手にとっては「エチオピアもタイも、ほらあっちはみんな同じようなも

んだ」というのだ。 「だって」と言い始めたところで終わらない、 「まあ、そういうあっち

の方なんだろ?」私は自分の肌の色を見直して「日本だけど」と自信なく言った。

エチオピアもタイも、 「あっち」の場所としてその運転手には同じだった。地理的

に離れたタイと同一視するのはさすがに極端だとしても、エチオピアが「あちら」の一つ

と認識されていることに関しては、イスラエル国内でのヱチオピムを巡る言説を拾ってい

く限り決して間違っていない。ちなみに、私はイスラエルにいると随分きれいに日に焼け

ているのでタイや中国から来た労働者と間違われたり、実際に中国人に話しかけられたり

することもしばしばあった。タイ人も中国人も建築現場や道路工事現場、またキブツやモ

シャブでの労働者として90年代以降やってきたイスラエルの基盤整備を支える重要な人材

である。経済と生活基盤をささえると言っても過言ではない外国人労働者と、エチオピア

出身オリムが同じ「あっち」に含まれたことは、ヱヂオピムのイスラエルにおける位置づ

けを端的に言い表しているようでタクシーを降りた後も頭の中にこびりついて離れなかっ

た。
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イスラエルでは、空港に降り立てば空港内を巡回する警備員、携帯電話取り扱い

の店に座る女性、空港から乗る電車の中での兵役帰りの男性とヱチ矛とoAを目にしないこ

とはない。街を歩けば、白い布を肩からあおり、色鮮やかなワンピースに身を包み袋一杯

の買い物袋を重そうに歩く年配の女性や、額に十字の刺青を入れて髪の毛を覆う女性、真

夏の暑い日に毛糸の帽子をかぶり、スーツやジャケットで市場を歩く年配の男性、スーパ

ーやショッピングセンターの入り口に常駐する肌の色が「黒い」警備員、ダボダボのTシ

ャツにダボダボのズボン、足元はナイキの運動靴とヒップホップ系のファッションに身を

包む10代中頃の少年が街を歩く。ヱチオピムの彼ら/彼女らは、イスラエルを時々訪れる者

には目に飛び込んでくる.エチオピムはそこにいるのだ.

本稿はエチオピア出身オリムのイスラエルでの受け入れの過程に着目し、エチオ

ピアからアリヤーするとすぐに送られるメルカズ・クリタ-での調査に多く基づいている

が、そのメルカズ・クリタ-がどこにあったのか、どこに送られるのかを確認したい。

メルカズ・クリタ-の位置

メルカズ・クリタ-はエチオピア出身オリムを専用とするものとロシアを中心と

したそれ以外の国や地域出身のオリムが入居するものと大きく二種類ある。

ベェルシェバ市のメルカズ・クリタ-

留学先のベングリオン大学はイスラエル南部のベェルシェバ市にある。テルアビ

ブやキブツ・カプリに住むイスラエル人の友人からは「せいぜい予備役9でたまに行く場所」

「野蛮人の住む場所」 「(イスラエル最南端の常夏のリゾート地)ェ-ラット-行く時に通過

する場所」 「貧しい人々が住む治安の悪い地区10があることを知っている」などと形容され、

テルアビブから1時間ほどひたすら両脇に砂漠を見ながら車を走らせてようやく見えてく

9　男性は18歳から三年間の兵役を終えた後も、年35日ほどの予備役-45歳までいかな

ければならない

10　べェルシェバのダレット地区は低所得者層が多く、また犯罪も多いことで知られている。

ベングリオン大学ではダレット地区のアパートに無料で居住し、その代わりに地域の子ど

もたちとスポーツや音楽など自分の得意分野を使って放課後の課外活動をサポートするプ
ログラムがある
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る人口約16万人の市。ネゲブ法という高い住宅補助融資や特別減税など優遇政策(ネゲブ法

は2003年夏に廃止)で新しい住民誘致を行なった結果、エチオピア出身オリムをはじめ、

インド出身オリムや経済的にあまり裕福ではないオリムが多く集まる街並みとなっている。

そんなべェルシェバに二箇所エチオピア出身オリム専用のメルカズ・クリタ-が

あったが(2006年に確認したところ位置が変わっている)、いずれも大学から自転車で5分

ほどの距離に位置しながら、その場所は日常生活を忘れるほどの感覚的な遠さをいっも感

じていた。

ヌリット

最初に向かったメルカズ・クリタ・ヌリットウ(以下、ヌリットウ)は街の北部に位

置し、周りは木々や植物が生えない薄い黄色の土がそのまま肌を露出している砂漠に面し

ていた。柵に囲まれた敷地内には、キャンプ場のバンガローのような赤茶けた屋根の簡素

な平屋の建物がいくつも並び、右手の奥には洗濯物が干されたプレハブとその周りを駆け

回る子ども達がいっも目に入った。そしてエチオピア出身オリムのメルカズ・クリタ-は、

ヌリットクに限らずに全てのメルカズ・クリタ-でそうだったのだが、独特のニオイがある。

生活空間と事務空間が同じ空間に混在している違和感とそのニオイによって、別世界の空

間に入り込んだような、自分の立ちどころを見失うような感覚がいっもあった。

カリシヤール

もうー箇所のメルカズ・クリタ・カリシヤール(以下、カリシヤー>v)はギメル地区と

呼ばれる低所得者層が多い地区に位置していた。カリシヤールというのはそこにある通り

の名前。道路には峡が舞い上がり、所々に見えるごみ箱にはノラ猫が頭を突っ込んでは物

色し、辺りは残飯がちらかり雑然としているのが目に付き、低い塀から伺えるコンクリー

トで囲まれた家の中では、半そでと短パンの子どもが、あまり大切にされているとは思え

ない犬と遊び、絞りきれていない多くの洗濯物が、水をポタポタとさせながら干されてい

る、ギメル地区を歩く時の光景はそんなだった。そこにカリシヤールはあった。

カリシヤールは2000年12月のフアラシュムラのアリヤーに伴って開設した新し

いメルカズ・クリタ-で、 8階建てのエレベーター付マンションに住宅兼オフィス、ウルパ

ン(オリムのための短期-プライ語集中学習施設)になっている部屋が70ほどあり、当時200
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人ほどが入居していた。本来この建物はベングリオン大学の学生寮として建設されたが、

その立地条件からなのか(距離は申し分ないのに)希望する学生が少なく、結局ユダヤ機関が

借り上げてメルカズ・クリタ一にしてしまった。私がはじめてカリシヤールに訪れたのは、

開設して二カ月後だった。

ちょうどその頃、久しぶりに会った大学の友だちと話をした時、その友人(ロシア

出身で当時まだ3年くらい)が「え、あのカリシヤールに行ったの?私最近アパートを探し

ていて、めぼしいのがあったからタクシーで見に行ったの。そうしたら、いきなり真っ白

の布に身を包んだヱチオとこムのばあちゃんたちが一杯いるところに行って、え?ここに住

むの、え?って面食らっちゃって、そしたらタクシーの運ちゃんが、あここじやないって

言うから安心したんだけど、一瞬別世界に行っちゃったかと思ったわよ」と間違ってカリ

シヤールに迷い込んだ時のエピソードを話してくれた。大学のキャンパスからほんの5分

くらいの場所にあるにもかかわらず、カリシヤールはそんな別世界を感じさせる場所にあ

った。

キリヤット・ヤム市のサピール

2006年4月に実施した補充調査はハイフアの北部キリヤット・ヤム市のメルカズ・

クリタ-・サピール(以下、サピール)でおこなった。キリヤットヤムは隣りにキリヤット・

モツキン、キリヤット・アタなどキリヤットで始まる町が集まり、キリヤットの複数形で

「カラヨット」と呼ばれる地域に入る。カラヨットも経済的にはあまり裕福な人々が住む

地域ではなく、ある朝サピールに出かけようとする私を見かけた友人が途中まで送ってあ

げるけどどこまで行くんだ?と車を止めた時に「キリヤット・ヤムに」と言うと、 「わざわ

ざキリヤット・ヤムまで何しに行くんだ?」と苦い顔をされたことでキリヤット・ヤムの位

置づけを感じ取ったことがあった。

ベェルシェバの二箇所のメルカズ・クリタ-は大学のすぐ近くだったので、探さな

くともそこにあったのであるが、サピールは友人に紹介してもらった。補充調査の実施を

決断した2006年2月に数名のイスラエル人の友人に「コ=チオとoAの人類学調査のため調査

できるメルカズ・クリタ-を探している。もし友人、知人になにかツテがあったら紹介して

欲しい」という内容のメールを送信した。イスラエルではこの人と人のネットワークに入

ると情報交換や物々交換(オークション的な売買関係も含む)が効率的になり、さらにMixi

ではないが友だちの友だちはすなわち友だちという暗黙の了解があるのかないのか、携帯
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電話番号も本人の了承なく教えてもらえる。そのため、まずは一人で悩まずは聞いてみる、

見つかればラッキー、見つからなければそれはその時という風潮があるので、メルカズ・ク

リタ-を探す時にも知り合いがいないかメールで聞いてみた。

すると、テルアビブ郊外に住む友人の一人から「私が思うに、ヱチオピムのメル

カズ・クリタ-は(国内の)中心部にはないはず」という意外な、また興味深い一言を含む返

信が届いた。ヱチオピムが中心部にいない、と私の関心事項にヒットするコメントに根拠

のない期待と希望の光を感じつつ、 「いやいや、ロッドとエルサレムにもあるし、イスラエ

ルは小さいから調査できるなら基本的にどこでもいいよ」と返信していい知らせをひたす

ら待った。すると、 「私の妹が建築家なんだけど、数年前キリヤット・ヤムにあるメルカズ・

クリタ-・サピールの修復プロジェクトにかかわったことを思い出したよ、そこならあて

があるから何とかなるかも」と期待以上のメールが届いた。私は調査ができればどこでも

行く覚悟だったので、そこで何とかならないかつめてもらった。その日からキリヤット・ヤ

ムにあるサピールでの調査の許可申請に至るまでその友人に全て進めてもらった。

メルカズ・クリタ-はユダヤ機関が運営する準政府機関である。そのため、日本

から、しかもヱチオピムを調査したいという極めて稀な依頼、すなわち私の依頼、に許可

が降りるまでの手続きはまさに官僚的でもあり多くの時間を要した。まずは友人に修復プ

ロジェクトの担当者からあたりをつけてもらい、すでにその担当から外れたということで

北部のメルカズ・クリタ-を取り仕切るプニナに連絡し、そこからサピールの館長ルティ

-と順番にクリアー、というところまでその友人に全て進めてもらい、アリヤー受け入れ

省の調査担当者に直接電話で話をして何をしたいのか、自分は何者なのかを説明すれば終

了、という段取りまでついて初めて私に連絡があった。私はイスラエル人ではないので、

私が何者なのか同一性を証明する書類を持ち得ないので直接電話をして話をするという手

段しかなかった。

アリヤー受け入れ省で外部調査者を担当する職員に電話すると、 「ヱチオとoAのど

んなことを調べたいのか」 「どこにどう発表または出版するのか」 「メディアには出すのか」

等と聞かれ「以前99年から2002年にかけてもベェルシェバで調査をした経験があって、

その補充がしたい。だから全く初めてというわけではない。 (ェチオピア出身オリムを対象

とする文化人類学者でユダヤ機関のスタッフに研修や指導をしている)マルカ・シャブタイ

先生も知っているし、今回も会う予定がある」ととにかく怪しくないこととを分かっても

らうために初めてではないこと、そしてちゃんとした先生も知っていることを強調し、 「初
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めてではないなら、ヱチオピムがどんな社会かというのは分かっているわね.いろいろと

微妙なこともあるし、とにかく特別な社会だから、がんばって」とアドバイスを受けたの

ち「あとはサピールの担当者と直接連絡を取りなさいね」と調査をすることが許された。

以上、私が足を運んだ三箇所のメルカズ・クリタ-は、地理的にも感覚的にも中心

から離れた、日常からは離れた別世界とまで言われる場所に位置していた。このような位

置づけはヱチオピ滋を巡る言説にも反映されている。ヱチオとこムという言説には「近代的

ではない」という上からの一方的な視線が込められているが、実際にエチオピア出身オリ

ム向けのウルパン(-プライ語の短期集中学習施設)で1999年導入された新しいプログラム

の内容や、メルカズ・クリタ-でスタッフから修正が求められるヱチ矛とてムの「問題」から

見てみたい。

第四飾: 「JEチオピAは近代社会出身ではないから」

80年代に初めて経験した困難

通常ウルパンにはロシア語、英語、スペイン語などを母語とするオリムが一つの

教室で机を並べるので、全ての授業が-プライ語だけの直説法で行なわれる。私が-プラ

イ語を習った時にも大半はロシア語を母語とする旧ソ連出身者であったが、その他にブラ

ジル、アメリカ、フランス、コロンビアと出身国は様々であり唯一の共通語は-プライ語

だった。しかし、そこにエチオピア出身者は一人もいなかった。エチオピア出身オリムは

エチオピア出身オリムだけのウルパンで学習しているのでそのような「コスモポリタンな

空間」 (当時の先生の表現)には入ってこなかった。

80年代にエチオピアからのオリムをイスラエルが初めて受け入れた時、はじめは

他のオリムと同様に同じ教室で、同じ内容で授業を行なった。しかし、エチオピア出身オ

リムの93%がアンアルファベティム【文字の読みor/and書きができない人]11で、近代社会で

の生活経験もなく、世界観、行動規範、考え方も大きく異なり、そうした社会的、文化的

背景の違いが-プライ語教育の障害となっていると教育省成人教育局長は判断してエチオ

ピア出身オリムだけの特別なプログラムを作った(Deleve-Gandelman,1989:125)。そして、

11文字の読み書きができない人の意。インタビューでも、日常の会話でもウルパン内、ま

たメルカズでエゴたオとoAの識字率の話題になる際には、文字の読み書きができない人をア

ンアルファベティムとの表現が一般的に使われている
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通常5ケ月の授業期間も、 8ケ月、さらには10ケ月-と延長された　2006年4月の調査

時点では毎日5時間を五日間、一週間で計25時間を10ケ月学ぶコースがエチオピア出身

オリムのウルパン期間となっている。一方、エチオピア出身オリム以外のウルパン期間は

現在も5ケ月で、その後すぐに仕事を見つけてメルカズクリタ-を出て「一人立ち」をす

る。

低い識字率が示すように、エチオピア出身オリムの多くはエチオピアで教育経験

のないことが多く、そのためまずは椅子に座って机で鉛筆を握って勉強するという行為か

ら教えなければならない。それまでのオリム-の教育では経験しえなかったそのような問

題に直面する教師達の中には、カルチャーショックを受けて教壇に立てなくなるものがい

たほどである(ibid:125)c　現在は経験を積んだ教師たちがェチオピア出身オリムのために効

果的な-プライ語教育を工夫し、絵を使ったり、写真を使った工夫がされている。ベッド

という単語一つを教える際も、ベッドで寝た経験のないエチオピア出身オリムに対して言

語的説明だけでは不十分であるが、ベッドの絵を使えばうまく伝わると教師たちは口をそ

ろえる。また、時間の概念がないとよく言われるエチオピア出身オリムに対しては、まず

-プライ語での数字を教える前に数字の書き方、カレンダーの見方、読み方の授業も行な

われる。

エチオピア出身オリム以外のオリムを対象にしたウルパンで採用した学習方法を、

エチオピア出身オリムのクラスで取り入れる試みも行われた。しかし、DolvergLilachは「エ

チオピア出身オリム向けウルパンでのリスニングセンター開設」 (1990)で、ウルパン・エツ

イオンで1987年に導入したリスニングセンターをェチオピア出身オリム向けのウルパンで

も導入したところ、 「多くのエチオピア出身オリムは、アンアルファべティムであり、彼ら

の「世界観」 [イェダ・オーラム:英語に直訳するとWorldKnowledge]12が狭く、テープレコ

ーダーのような近代技術【テクロノギヤ・モデルニットーModernTechnology]を用いた機械製

品を使用した経験もない」ために、 「巻き戻して繰り返し聞くという操作そのものが分から

なかった。機械の操作の説明が理解できず、機器の説明のために多くの時間を費やした」

(Dolverg,1990:69)と、未経験な"近代技術"が授業の妨げになったと報告している。

エチオピア出身オリムに対する授業運営は慣れたものの、 「イスラエルで生活する

12　この語はヱチオと:ム向け-プライ語教育の一つのキーワードでよく使われるが、一般的

な用法ではなくこの単語を日常的に使っても理解されない
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上で最低限の基本ツールを与える」 13という目標は達成されないでいた。そうした効果的な

教育方法を模索する中で大掛かりな教育システムの改革が求められ、 1999年教育省成人教

育局によってエチオピア出身オリムのための新しい-プライ語教育プログラムが発表され

た(Chatzarot Josef,1999)。私がベェル・シェバのカリシヤールを訪れたのが2001年1月

で、前年12月に同館が開館した時にこの新しいプログラムを導入したばかりだった。

新プログラム: 「アムハラ語教師」の登場

新しいプログラム内容を詳細に記した教員のためのガイドブックは、

「これまで長年にわたり多様な国や地域から来た人々-の-プライ語教育を成功

裏に進めてきたが、一転、エチオピア出身オリム-の教育については困難と直面してきた」

(Chatzarot Josef, 1999:4)

という文章で始まる。続けて立ちはだかる困難の要因として

1)ウルパン教員たちのエチオピア文化に対する無理解

2)ェチオピア出身オリムがイスラエル社会で体験するカルチャーショック

3)大半のエチオピア出身オリムが抱える教育経験の欠如

の三点をあげた。そして、これらの困難を軽減し効果的な-プライ語教育を実現

するため、アリヤーしてすでに数年が経ち-プライ語を習得した「そのエスニックグルー

プ出身者」 (すなわちェチオピア出身オリム。 -プライ語ではエダーが使われる)を-プライ

語教師として招き、アムハラ語を通して-プライ語、イスラエルという国、その文化、そ

して「世界観」 [WorldKnowledge】を身につけることが目標とされた。教室に座るエチオピ

ア出身オリムと同じエスニックグループから来たエチオピア出身者からェチオピアの文化、

文化的特徴、世界観を教えてもらえば-プライ語授業の改善につながると大きく期待され

た。文化と言語を介すれば他者が理解できるという思考そのものが近代的な産物であるが、

本稿では踏み込まないこととする。

13ベェルシェバ市のエチオとoA向けウルパン担当長ミリアムが職員会議や日常の教員との
会話で常に口にしていた表現
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「アムバラ語ネイティブ教師」 14と呼ばれるエチオピア出身のベテランの教師は、

「-プライ語ネイティブ教師」15が受け持つクラスを週1日担当するようになった。例えば、

カリシヤールで教えていた「アム-ラ語教師」シバンは、日曜日は初級クラス、月曜日は

中級クラス、火曜日は60歳以上の人達からなるアンアルファベティムのクラス、水曜日は

エチオピアでの学校教育を受けたことのある生徒で構成される最上級クラス、木曜日はべ

エルシェバでもうひとつのウルパン・ヌリイツトの中級クラス、と毎日違う教室で教えて

いた。シバンの主な目的は、 「ベテラン教師」ノガが説明しきれなかった単語をアムバラ語

で説明すること、また一週間で習った単語や文法を使って練習問題とロールプレイをする

ことの二点であった。つまり、 「アムバラ語教師」は「ベテラン教師」の補佐的な役割を果

たした。

「記憶」を伝える「アムハラ語教師」

それまで教室でのコミュニケーションが困難だった「ベテラン教師」たちにとっ

て、 「アムハラ語教師」たちのサポートは効果的だった。ベッドの使い方を絵だけではなく、

アム-ラ語でエチオピアでの寝る様子と比較して説明できるようになったり、うまく伝わ

らない単語をアムハラ語で説明することができるようになったからだ0

例えば、私が2001年の戦没者記念日に授業を観察した日のこと。 20年以上にわ

たって多くのオリムに-プライ語を教えている「ベテラン教師」のタリ(彼女は旧ソ連出身)

は、記念日(ヨム・ジカロン)という単語から、リズコール(記憶する、記念する、思い出す)

という新しい単語を教えようとした。

実は、このリズコールは「記憶する:committo memory」と「思い出す:torecall」

の両方を意味するので私もこの単語を覚えるのはかなり戸惑った経験がある。さらに、記

念日ヨム・ジカロンのジカロンは英語ではcommemorationに該当するのでより集合的な記

憶となるので、初めて耳にした時には何とも収まりきらないムズムズ感が残った。そのム

14　べェルシェバのエチオピア出身オリム専用ウルパンの担当長ミリアムの表現でガイド

ブックには「そのエスニックグループ出身の教員」とある。エチオピア出身オリムのなか

でも1970年代後半からモーセ作戦前にアリヤーしたのはティグリ語を母語とし、モーセ作

戦前後ゴンダール地方周辺からスーダン-越境してイスラエル-アリヤーしたのがアムバ

ラ語を母語としている。人口比ではエチオピア出身オリム間ではアムハラ語が主流。以下、

「アムバラ語教師」

15　同じくミリアムの表現だが、ガイドブックには「ベテラン教師」と表記されている。ベ

テランといっても、実際には30代の経験の浅い教師
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ズムズ感は、 「記憶する」ことと「思い出す」ことが記憶-入れ込む、記憶から引き出すと

いう方向性が違う行為にもかかわらずに一つの単語に収まっていることと、さらにその個

人的かつ内面的な行為が集合的に扱われて記念日-つながる、という論理的な繋がりが見

えなかったからだ。しかし、イスラエルの記念日を観察し、記念日とはそこに参列する者

が個人的に思い出す事件や歴史を共に記念するのではなく、個人的に思い出す事件や歴史

ではなくても新たに記憶するという場であることを理解するにつれて、 「記憶する、思い出

す、記念日」という三つがつながりスッキリするようになった。例えば、毎年行なわれる

ホロコースト記念日は、実際にホロコーストを個人的に経験したサハイパーが参列し、ま

た犠牲者やサハイパーの第二第三世代がその親族を思い出すのであるが、そこにはモロッ

コ出身者やェチオピア出身者といったホロコーストの歴史とは直接関係のないイスラエル

人がその同じ時間、空間に参列する。そうした思い出す必要のない参列者たちは、毎年同

じ記念日と式典を反復することで、新たに記憶する。デジタル用語はより明解だ「メモリ

に書き込む」。ピェ-ル・ノラの言葉を借りればホロコースト記念日は「記憶の場」として

イスラエルで機能し、世界中から集まってくる様々な歴史や社会的な背景を持ったオリム

が共通の歴史、記憶を新たに「記憶する場」、 「記憶に書き込む」場となっている。つまり、

「記憶する」 「思い出す」といった行為は決して個人的な、内面的な行為なのではなく、 「記

憶の場」を繰り返し経験することによって限りなく集合的に取り込まれていく行為なので

ある。デジタル用語はまた明解だ「人のものをコピーして自分のメモリに書き込む」。リズ

コールとヨム・ジカロンの間にはそんな興味深い関係があるのだが詳しくは第四章に委ね

るとして、再びエチオピア出身オリムの教室に戻る。

ヨム・-ジカロンという単語を生徒はすでに知っていても、リズコールがうまく

伝わらなかった。教師のタリは人差し指を頭に向けたり、 「昨日」 「今日」などの単語を交

えても、依然教室の中ではポカンとした表情の顔ばかり。たまりかねたタリは、隣の教室

で教えていた「アムバラ語教師」にリズコールをアム-ラ語でなんと言うのか聞きに行っ

た。教室に戻りそのアムハラ語を伝えると、生徒達が「あ～」と何かがストンと落ちたよ

うなすっきりした表情に一瞬で変わった。果たしてその時のアムバラ語が「思い出す」で

あったのか「記憶する」であったのかは分からないが、アムハラ語での単語一つがそうし

た教室内の雰囲気を一気に積極的なものに変えるということをその時だけではなく、教室

で一緒に机を並べた中でその後何度も経験することになったO

ある日、エチオピア出身オリム-の効果的な-プライ語の教育方法を議論する職
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員会議に出席した時、 「ヱチ才とoAは結婚の際に7世代遡ってお互いがユダヤ人であること

を証明しなければいけない。記憶力がいいのだ。だから文字が書けたり読めなくてもエチ

オピアでは生活ができた」という興味深い発言に遭遇したことがある。その理解がどれだ

けエチオピア出身オリム-の-プライ語教育に役に立ったのかは検証ができていないが、

-プライ語教育のためにはエチオピアの文化を理解しなければならない、と招かれた「ア

ムハラ語教師」が理解するべきエチオピアの文化として記憶をキーワードにしたことは試

行錯誤で始まった新しいプログラムの-こまとして紹介しておきたい。

「伝統的社会エチオピアと近代的社会イスラエル」

1999年に発表された新しいプログラムでは、架け橋としての「アムバラ語教師」

に象徴されるようにエチオピアの文化を理解することで、 -プライ語教育を成功させるこ

とを目標とした。プログラム内容を記載したガイドブックには、 -プライ語の横にアムハ

ラ語での発音記号が併記されたり、アム-ラ語の特徴と比較して分かりにくい点が特記さ

れたりしている。例えば、 -プライ語には「エツェル」という「○○のところ」にあたる

単語があるが、 「アムバラ語には相当する単語がないので、生徒(文字通り生徒という単語が

使用されている)に単語エツェルを使った練習をさせるように」とある。ただ、例文がなぜ

か「その赤ちゃんはおばあさんのところにいる」とある。バブシカ(祖母)が全ての権限を握

っていると言われるロシア出身オリム社会では適切であろうが、 10代の若い母親たちも背

中に赤ちゃんを背負っているエチオピア出身オリム社会では不適切、に私には見える。

授業ではイスラエルでの生活について、 how toから価値観まで、自らの経験を交

えて「アムバラ語教師」がアム-ラ語を通して教えることも求められた。

1985年にアリヤーした男性アムバラ語教師のウリのある日の授業では、買い物の

場面で使う「いくらですか?」 「○○がほしい」といった-プライ語の表現を教えた後で、

イスラエルでの買い物の方法についてアムバラ語で説明をした:

べェルシェバには市場と大型スーパーがあるが、市場のほうが比較的安いので、

ヱチオピムだけではなく、アリヤーしたばかりのオリムや、最近増えている中国やタイか

らの外国人労働者が多く利用している。市場は値段が安いだけではなく、おまけがついた

り、交渉をすれば少し値段が下がったりする。だけど、スーパーの値段は固定されている
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ので、そこでは多くの場合交渉のしょうがない

(授業後にウリからその内容を改めて教えてもらって)

エチオピア出身オリムの多くは値段が安いために市場に行くが、イスラエルには

市場だけではなくてスーパーもあるということをウリは伝えたかったと私に話してくれた。

こうした、イスラエルでの生活や価値観について学ぶことはエチオピア出身オリ

ム向けに限らずにウルパンの役割として求められている。 「アムバラ語教師」を初めて招い

てアムハラ語を通して、エチオピア出身オリム「同士」でイスラエルについて学ぶ際には

どうすればいいのか。ガイドブックではそうしたウルパンの社会化としての役割からイス

ラエル社会とはどんな社会であるのかエチオピア社会との比較で学べるようにと指導して

おり、そこに比較表がある(巻末資料「伝統的社会エチオピアと近代的社会イスラエル」参照)0

この比較表の下には「※この表は話し合いのためのごく基本的なたたき台であり、

教師が広く活用することを歓迎する」と注意書きがある。

近代的と訳した箇所は-プライ語でマアラビであり文字通りは「西側」であるが、

文字通り「東側」を意味するミズラヒ-が地理的な東ではないことと同様、マアラブも地

理的な西ではなく近代や西欧といった意味合いで使われているので近代的と訳した。また、

西欧的であると地理的な意味合いが強く、マアラビと発言した直後に「まあ近代的という

ことね」と訂正されたり、実際に近代的と西欧的という表現が一つの会話の中で同義に入

れ替わって使われるので、用語上近代的で統一しても支障がない。

イスラエルが近代的でエチオピアが伝統的(時にダイレクトに原始的)という対比

は単に、そういう違いがあってもいい、という対比ではない。イスラエルにアリヤーした

のであるからイスラエルと同じように近代的であるべきだという「修正」が求められるこ

とを意味する。実際にエチオピアで宗教的な権威があったケスはその権威が全く認められ

ずに組織が機能しなくなった。中でも、エチオとoAがイスラエルで修正すべき「問題」と

して今でも課題に挙がるのが、子ども-の接し方、親の子に対する保護者の自覚である。

この表に従えば、エチオピアでは親戚が同じ村に居住し大家族であった、しかしイスラエ

ルでは核家族が独立して生活をしているので親が見なければならない、ということになる。

また、エチオピアでは年長者に対して尊敬の念を表すが、イスラエルでは平等、すなわち
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子どもも年長者と同じくらい大事にしなければならないということになる。メルカズ・ク

リタ-の秘書をしていた女性は、 「ヱチオとoAの両親は子どもに対する関心が低くて困る、

ほら、服を見ても分かるでしょ、子どもは汚いままで、年配の人たちがスーツなんか着て

いる、イスラエルとは逆なのよ」と3歳の一児の母親である彼女はヱチオとoAの両親が子

ども-の関心が低いことをことあるごとに私にボヤいた。振り返ってみると、キブツや街

中でよく目にする学校帰りや旅行帰りの子どもをぎゅ一つと抱きしめる光景も、子どもが

親のもとに駆け寄る光景もエチオピア出身オリムが居住するメルカズ・クリタ-では目に

したことがない。

第五節:求められる保護者としての自覚

年長者-の尊敬と子ども-の愛情欠如

2001年2月に「アム-ラ語教師」シバンとインタビューをした席で、ウルパンの

授業では(-プライ語だけではなく)イスラエルの教育では全て子ども中心に家族の生活が

展開していること、エチオピアではまず年長者だけどここでは子どもの教育を真剣に考え

なければいけないことも教えていると語ってくれた。彼女は続けて自分が16歳でアリヤー

をし、すぐにプニミヤー16で生活を始めた時の体験を話してくれた:

私はいっもエチオピアでそうだったように、目上の人を直視することができなく

て、教員と話をする時にはいっもこう手を目の上にかざしながらうつむき加減で話

をしていた。そしたらある日、私が精神的に病んでいると思って精神科医が部屋に

送られてきてショックだったことを覚えている。私は誤解があると説明をしたけど

理解されずにつらい思いをした。そういう経験をしたのは私だけじゃないし、そう

いう身についていることってすぐには変えられない。だから、今教室で教える時に

は、そういう自分の体験があったことを思い出しながら、それでもイスラエルで生

活していくためには意識を変えないとだめだということを伝えている0

シバンが語るように、子ども-の関心が低いことの「問題」はエチオピアでは年

16　青少年のオリムが両親の居住するメルカズ・クリタ-から離れ、エチオピアだけではな

く、ロシアやその他いろいろな国からアリヤーしたオリムたちと-プライ語、ユダヤの伝

統を中心に学ぶ寄宿舎で、オリム受け入れ施設の一つ。
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長者を敬うことにつながり、近代社会イスラエルの「平等主義」に合わせて子どもを平等、

それ以上に注意を払うためには年長者-敬う気持ちが否定されかねないので単に子どもに

愛情を注げばいいだけの単純な話ではないoまた、これはきちんと検証できてないが、エ

チオピアでは女性よりも男性が社会的権威、家庭的権威を持っと言われており、若い女性

が教壇に立ち、年長者に向かって何かを教えるという教室内の「平等主義」事態が年長者

に受け入れられないのではないかという疑問が社会学や教育学の研究者からは指摘がある。

子ども-の愛情の欠如は、このように様々な場面や他の「問題」と関連して表れてくる。

季節感の認識

2001年10月雨季に入った後にカリシヤールを訪問した時のこと。玄関をくぐり、

一階のホールの壁を見ると「冬がきた」と書かれたポスターを目にした(巻末資料「冬が来

た」参照)0

私にはどう見ても梅雨の6月しかイメージできないこの絵も、雨が降るのは冬か

ら春先にかけた雨季に限られているイスラエルでは正真正銘の冬を表す。エチオピア出身

オリムにイスラエルでは季節があることを自覚してもらうというものだが、そこには季節

に適した衣服を身につけることの必要性、またそのように教育することの必要性を親たち

に自覚してもらうこともメッセージとして含まれている(ソーシャルワーカーや文化担当

読)oヱチオ」-Aは夏でもセーターを着たり、冬なのにTシャツを着たり季節の概念がない、

とは調査をしていると必ず耳にするヱチオと急の「問題」であり、季節感の欠如という「問

題」は、ここでも親の子どもに対する関心の低さという「問題」につながっている。

汚れた服を着たまま遊ぶ子どもの横で、襟を正したシャツにジャケットを羽織り、

帽子をかぶった老人が何をするのでもなくそこに立ちすくんでいたり、その背後を背中に

赤ちゃんを背負ったどうみても10代にしか見えない若い母親が忙しそうに洗濯物を運びな

がら通り過ぎたりする光景をメルカズ・クリタ-・カリシヤールではよく目にした。

ワークショップでの試み

子ども-の関心を高く持ってもらおうとする試みはウルパンだけではなく、メル

カズ・クリタ-で働くソーシャルワーカーによっても積極的に取り上げられる。メルカズ・

クリタ-・カリシヤールでは、子ども-の意識を少しでも高くしようと、まず母親たちを

集めてワークショップを開いた。例えばある日のワークショップでは、女性の体の仕組み
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を取り上げ、排卵周期や出産で影響する体の変化など、妊娠、出産に関する生理的な視点

での説明がされた。ワークショップを担当したソーシャルワーカーのエイナットは「ヱチ

オピムは生んだかと思えばすぐに妊娠するし、どうも自覚がない。それに産んでも産みっ

ぱなしみたいなところがあって。まずは、どのようにして妊娠するのか、どんな周期なの

かそうした体のしくみの基礎的なことを教えることで、子どもに対する考え方を少しでも

変えて欲しいと期待している」と語った。また「これは私の考えだけれども」と前置きを

した上で、 「エチオピアでは子どもは労働力で、多ければ多いほどいいと見なされているら

しい。原始的な社会だったらそれでもいいけど、イスラエルでは他の近代社会と同じよう

に子ども一人一人を人間としてきちんと愛情かけて育てるし、教育にはお金をかける」必

要があるので子育てということにもっと意識的に取り組んで欲しいと語った。メルカズ・ク

リタ-で働くソーシャルワーカー達は上ヱチオピムが少しでもイスラエルの社会で一人立

ちできるようにケアすること」 (後で登場するメルカズ・クリタ-・サピールで盛んに聞いた

言葉)を仕事にしているが、子どもに対する保護者の意識はその中でも最も大きな課題にな

っていると言ってもいい。

メルカズ・クリタ-・サピールの初日でも

補充調査のために2006年4月にメルカズ・クリタ-サピール-初めて訪問したと

き、ソーシャルワーカーを務めるニッイは、簡単な挨拶と私の調査の目的を聞いた後に「具

体的な例から話しましょう、そこから特徴が見えてくるからo　まずヱヂオピ滋にはサカナ

-[危険]という考え方が全く違うのよ、と始めた:

子ども達が遊んでいるところに、大人がいないことが多く、怪我したり、

危ない状況にあってもほとんど関心がないのよね。 (ジャングルジムのようなところ)

高いところに小さい子が上っていても、だれも注意しないし、大人は家でブナ17、イ

ンジャラ18を作っていて、まったく心配しない。子どもの世話をしなかったために怪

我をするということが、親にとって恥だということがないのよ。

17　ェチオピアに見られるコーヒーを飲む集まりでエチオピア出身オリムの間でよく見られる
慣習

18　テフという小麦のようなもので作った主食の薄いパンのようなもの
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と話をしていた時、

ほらほら外見てごらん、女の子があそこに上っているでしょ、でもだれ

も大人がいない。ああいうのが信じられないのよ

と外を指差す。外の庭にある木でできた大きなジャングルジムのような遊具に4

歳くらいだろうか、女の子が一人で上っていた。ソーシャルワーカーが語るメルカズで取

り組む第一の具体例がエチオピア出身オリムの子ども-の無関心であることは調査をする

経験上驚くことではない。しかし、その直後に開かれた集会でこの「問題」がちょうどあ

る具体的な事件としてスタッフの間で話題となっていたことが分かった。

その前の週末に、夜の10時頃サピールの外にある大きなゴミ箱(大人が3人くら

い入れる大きなもので、定期的に直接トラックに運ばれて廃棄場に破棄される)に4歳くら

いの女の子が遊んでいるうちに落ちてしまい、だれも気がつかなかった。偶然ごみを捨て

に行った人が見つけたからよかったものの、見つけていなかったら大変なことになってい

たという事件が起こったからだ。その件について、集会に集まった父親、母親達に対して

最初にニッイが「ここメルカズ・クリタ-を出たらだれも面倒見てくれないんだから、ス

タッフはメルカズ・クリタ一にしかいないんだから、両親が子どもの面倒を見なければダメ

なのよ」と小学校の学校の先生のように迫力満点で話をした。

その後サピール館長のルティが通訳を挟みながら、先週子どもが怪我をして三日

ほど入院をしたことも引き合いに出し、両親が子どもの保護をすることの重要性を強調し

た。そして「新しい家では今のようにスタッフがいるわけではないから、ちゃんと親が子

どもの面倒を見ないといけない。自分の子どもじやなくても、高いところに上っていて危

険だと思ったらちゃんと注意しなければいけない、分かった?」と両親達に向かって問い

かけた。 「分かった?こういう風にメルカズ・クリタ-でも、新しい家でも母親、父親がち

ゃんと子どもの面倒を見ないといけないんだよ」と繰り返した。 「新しい家」とは、具体的

には各自が購入して引っ越す先のアパートだけではなく、メルカズ・クリタ-を出た後に直

面するイスラエル社会そのものであることを意味していた(とその後ルティは話してくれ

た)0

エチオピア出身オリムは、実際「新しい家」のイスラエル社会に直面する前にメ

88



ルカズ・クリタ-でエチオピアでよしとされていたことがイスラエルでは否定され、修正す

ることが求められていることを充分実感する。そうした、修正すべき点について具体的に

どう思っているか直接聞けたことがない。私が-プライ語で質問すれば「両親は子どもを

保護するべき」という回答が返ってくるであろう。実際問題、イスラエルでは両親が見な

かったら誰が見るのか、ということを考えればその答えはあまりにはっきりしている。そ

れに、 「両親は子どもを保護するべき」という表現は-プライ語で成立しているのであって、

-プライ語で質問をした時点でもう答えが決まっているのだ。そうした得られた回答が表

面的でしかないのは、 「両親は子どもを保護する」だけの話ではなく、年長者-の尊敬の念、

季節感の認識などそれまで「問題」とされなかったことが「問題」とされ修正が求められ

ることに複雑に絡まっている。その複雑さは、彼らにとってイスラエルでの習得が強く求

められている-プライ語では聞き出せない、言語が持ってしまう力を私は現場で経験して

いる。

しかし、ウルパンの教員やメルカズのスタッフは、こうした複雑な問題を「近代

的ではないから」という一言で片付けようとしてしまう。それはイスラエルが近代的であ

ろうとするがために持ち出す物差しであって、エチオピア出身オリムが絶対的に近代的で

ないわけではない。ただ、 「マイノリティの位置にある-あらざるをえない-人々にとってア

イデンティティ(同一性一筆者注)をめぐる問題はまた、マジョリティ側の土俵、圧倒的に「他

者」の支配している舞台でなされるほかない、という側面が抜きがたく存在している」 (価

見,1999:10)ように、エヂオとoA"自身"もまた近代性を計る物差しが抜きがたく存在してい

る。

第六節:ヱ釆オとQAにとってのエチオピア

エチオピア出身オリムがイスラエルからエチオピアを懐かしさを込めて振り返る

視点-行く前に、まずは、メルカズ・クリタ-において日々エチオピアを感じるものについ

て触れてみたい。

ビデオとカセットを売りに来る男

どのメルカズ・クリタ-の入り口にも、エチオピアの音楽とダンスを収録したビ

デオ、 DⅥ)、エチオピアの音楽が録音されたカセットを売る男(女性は見たことがない)は出

没する。売っているのはすでに何年も前にアリヤーをしている男で-プライ語で話しかけ
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るとすんなりと応えてくれる。 「お前、エチオピアの音楽聞くのか?」 「これすごいぞ」と

DVDを差し出される。

エチオピア出身オリムに「エチオピアの文化って何?」と聞くと大抵音楽と肩で踊

るダンスという答えが返ってくる19。エチオピアの音楽はイスラエルのラジオ、テレビで耳

にするそれとはリズムもテンポも、使っている楽器も大きく異なる。さらに、その音楽に

合わせて全身をまっすぐにし、手を腰にあて、肩だけを前後に巧みに動かすその特殊な踊

りは、イスラエルではエチオピア出身オリムの結婚式をはじめ、パーティーでは欠かせな

い。ウルパンが主催したプリムパーティーでは、イスラエルのラジオや街中でよく耳にし

たいわゆるポップミュージックが大音量で流れてもだれも反応せず、壁伝いに並べられた

椅子に座ったまま、蹄り場に設けられたスペースに誰一人として近づかなかった。それが、

エチオピアの音楽に変わったとたん、 19歳くらいの若い女性が立ち上がり肩を揺らしなが

ら中央部に歩み寄ると、そのほかにも女性が数名、また男性数名が肩を揺らしながら中央

部に集まりだし、躍らずに座っている人たちも、中央に視線を向けて甲高い声と舌を使っ

た掛け声と拍手とで踊りに集中しその場が一気に盛り上がり、高揚した雰囲気に包まれたO

それまで威勢のよかったイベント企画会社から派遣されてきたイスラエル人の司会者は隅

に座って静かにそれを眺め、すっかり主役が入れ替わってしまった。その数日後ボーイフ

レンドがェチオピア出身のクラスメートにその時目にした光景を伝えると「エチオピムの

結婚式でも同じで、 MTV音楽には全く反応がないんだけど、エチオピアの音楽が始まると

一気に皆が参加できるようになるんだ」と話してくれた。

ディスコで折ると言えばステップ、つい足に集中するのだがエチオピア出身オリ

ムのダンスは肩がポイントになる。それがなぜなのか、その分析はまた別の機会において

おいて、ここではメルカズ・クリタ-でそのダンスを鑑賞するという娯楽について触れたい。

エチオピアのダンスのビデオをメルカズ・クリタ-でその住人達と一緒に見る機

会が何度かあった。その部屋の住人である25歳の女性テイクラと彼女の父、そして彼女の

友人の計3名が集まって、ビデオが始まると「これ、エチオピアの音楽」 「これ、エチオピ

アの文化」と片言の英語で私に説明してくれた。テレビ画面に見えるのは、そろいの衣装

に身を包み、洗練された肩の踊りを複数の男女が公民館の舞台のような場所で披露してい

192002年滞在時にベストヒットでラジオで一日に何度も耳にしたほどの音楽はエチオピア

の音楽をモチーフにしたもので、今やイスラエルでもメジャーの地位を確立しつつある
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る踊りだった。ビデオの中にいる参加者は舌を鳴らしたり、拍手をしたりしている。確か

にその動きは以前私が見たものよりも巧みかつ複雑で思わず歓声を上げたくなるほどだっ

た。速いテンポにも全員が揃って肩を小刻みに揺らす場面があると、その部屋全体にも「お

～」という感嘆の声が漏れ、私も思わず後に続いた。公民館が終わると今度は屋外劇場と

見られる別の場所で、また別のグループによる蹄りがはじまった。そうしていくつかのパ

ーティーが収まったビデオを1時間はど一緒に鑑賞した。

もっと近代的なェチオピア

メルカズ・クリタ一に出かけて、オリムと話をする時、決まった質問としてエチオ

ピアのどこから来たのか聞くと、首都のアジスアベバか北部の都市ゴンダールの二つの大

きな都市に分かれる。いずれも「テルアビブよりも大きいよ」 「全然比べ物にならないくら

い」 「あっちのほうがもっと都会だよ」とイスラエルよりも大きいことが強調される。ベェ

ルシェバは夏は40℃を越えるほど非常に暑いのだが一歩歩けば汗が沸く東京と違って湿度

が低く過ごしやすい、、、というのは私の感覚であって、エチオピア出身オリムにしてみれ

ば「ェチオピアはもっとカラッとしているから暑く感じない、ここは不快だよ、ベ夕べタ

する」そうである。

ある時一緒にスーパーに買い物に行ったときなど、少なくとも私が知っているさ

いたま市のスーパーよりも大きなメガ級のスーパーに入るや否や「ェチオピアではもっと

スーパーが大きいよ、それに野菜もこんなもんじゃない、野菜はもっと種類があるし、も

つと新鮮なんだよ」とアジスアベバでのスーパーのほうがもっと大きいことを私に訴えて

きた。新鮮な(と少なくとも私には見える)トマトやジャガイモが山積みになり、袋にドンド

ン入れて1kg入れても50円、 60円位で買えるあそこの買い物は、袋に小分けされてしま

い一個で50円、60円だとトマトソースも作ってられない今の生活からは憧れでもあるのだ

が、彼にとってはアジスアベバのスーパーには負けるというのである0

こうした発言は全て別の場所、別の人物から聞いた言葉である20。私はテルアビブ

は行ったことがあるが残念ながらアジスアベバもゴンダールも行ったことがない。しかし、

20　2006年4月。メルカズ・クリタ-・サピールのソーシャルワーカープニナは「来たばか

りのオリムにエチオピアでのことについて話をして、というと、だいたい村の話をする。

イスラエルに来る前は長年キャンプ生活だったからアジスとかゴンダールとか思い出した

くないのかもね」というソーシャルワーカーとしての経験を語ってくれたが今後の参考に
したい
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こっちがでかいぞ合戦は私がェチオピア-行けば決着がつくものでもないであろう。だれ

にとっても、過去を振り返った時に「ふるさと」というものは懐かしいものであって、美

化されていく。しかし、上記の発言をした彼らは(男性のみ)実はアジスアベバやゴンダール

の出身と言いながらアリヤーのために数年待機していたのであって、その前には「電気も

ない、車もなく、農業だけに従事していた」とイスラエルで想像されるエチオピアの農村

に住んでいた。そこからイスラエル-アリヤーするためにアジスアベバやゴンダールまで

出て行き、そこでユダヤ機関と内務省の資格審査を受けてアリヤーできる日を待つのであ

る0　-時滞在場所でしかなかったアジスアベバやゴンダールがアリヤーをした後に出身地

になり、しかもイスラエルよりも都市で択適であることを強調しながら、エチオピアの都

会出身と自らを位置づけるのは、近代的なイスラエルと近代的ではないエチオピアという

物差しによって、出身の村とアジスアベバを見比べて、さらにアジスアベバとテルアビブ

を見比べて、 「実はアジスアベバのほうがでっかい」という近代的ではないと位置づけられ

ることの反発的な表現と言えよう(Appadurai,1996: 「The Production ofLocality」 )0

新聞と電気

補充調査ではディアスポラ論を意識していたので、ホームというテーマを掲げダ

イレクトに「何が恋しいのか」という質問を高校生が集まる場所で聞いてみる機会があっ

た。すると、第一の答えが「新聞」だというのには私も、それを後で私から聞いた文化担

当のスタッフも驚いた.ヱチオピムは識字率が低いというメルカズ・クリタ-のスタッフの

間での常識を大きく覆す発言だった。すぐに「なぜ」と聞かないわけにはいかなかった。 「情

報よ、情報が一杯載っている」 「-プライ語の新聞にも随分情報があるじゃない?」 21 「全然

ダメ、そんなんじゃないの、こう何ていうか、そうストーリーがあるのよ、物語が」 「-ェ

～、でもさ、それインターネットでは見れないの?」 「見れるのかもしれないけど、やっぱ

り紙で見たいわ、ちゃんとこう読みたいの」私の中のヱヂオとoA像が目の前の女の子が話

す一言一言で崩れ落ちていった。

そして、そこに集まっている他の高校生達にも聞いてみると「ナイトライフ、こ

こには何にもない、だけどエチオピアでは踊りに行くんだ、夜遅くまで、それがいいんだ

よ」と少年が行った。それにはそこにいた周りの高校生も大きく納得した。なっかしのエ

チオピアムードは一気に高まった。 「エチオピアはいい、エチオピアはいい」という言葉が

21 -プライ語新聞の特に週末版などどう考えたって読みきれない程分厚い
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何度も繰り返された。そして「イスラエルは停電もあるし、まるでロシアだ」とまで言い

出す者までいた。それにも周りからは同意の声が聞こえた。その彼は「日本には警察に調

書が残されるのか?」とまで聞いてくる「ああ、だって記録だからそういうのは」 「イスラ

エルにも調書がある、よくない、エチオピアにはなかった、エチオピアには調書なんかな

いからその後分からないのに」と言うのだ。どうやらその直前に警察に連れて行かれて悔

しい思いをしたのだろう、深くは追求できなかった。ただ、私の勝手な深読みなのだが、

現在の身分証明書がパリ警察での再犯防止のために完成された同定装置の延長線上にある

ことを振り返ると、彼がイスラエルとェチオピアのよさを見比べていく中で、調書がある

かないかを持ち出したのは、かなり深読みだと分かっていてもやはりここで書きとめてお

きたい22。

ヱチオとこムと呼びかけるユダヤ人国家イスラエル

このように、近代性という物差しはヱチオピム"自身一一も与えられたものであるが抜

きがたく存在し、中央から一番遠いところ-追いやられていることをその近代性の物差し

で計ろうとする。

ヱチオピムはイスラエルが近代的であろうとする故に差し出す物差しで一方的に

突きつけたものであっても、 -プライ語を学び、究極的には「アシュケナジーと結婚して

どんどん世代を超えて肌の色が混ざって」 23入り混じり、国家が求めている近代的で、黒よ

りも少しでも白のイスラエル人になることを期待する「呼びかけ」でもある。そのため、 「ア

ムハラ語教師」は-プライ語教育の効率化のために"招かれ"、補佐的な役割を担う。同じ「ア

ムバラ語」を通した橋渡し的存在となり、近代的なイスラエル-招きいれる補佐的な役割

を担わされる。そして「アムバラ語教師」はその「呼びかけ」を好意的に受け入れ、イス

ラエルで生きていくための近代性をいかに身につけるのかを教えようと努力する。

つまり、ヱチオピムという呼称は一方的ではあるが突き放した呼称ではないO　そ

れはイスラエル人になるには「近代的になれ」という招きの声であり、近代的なイスラエ

ル人に同一化する内包的な力をすでに含んでいる。

もしも、近代性の物差しをイスラエルーアラブ人に与えた場合、テープレコーダー

22近代性がェチオピアを見る視線にも繋がっているという論点は、 Anteby-Yemini(2005)
にもあるがそれは調査の後で分かったことである

23ユダヤ機関エチオピア出身オリム受け入れ担当局長シュロモ・ムラ氏とのインタビュー

で2006年4月26日。シュロモ氏は1983年に16歳でエチオピアからアリヤー
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は使いこなせるし、 -プライ語とのバイリンガルは多いし、季節感の認識もあるし、充分

にイスラエル人に取り込まれるはずである。しかし、イスラエルーアラブ人をアラビ込と呼

んだ時点でイスラエル人には取り込まれなくなってしまう。全体的な意味でのイスラエル

人と呼んだときにイスラエルーアラブ人はすっと消えてしまうように、全体的な意味でのイ

スラエル人に同一化する内包的な力には含まれないからだ。 「近代的になれ」という呼びか

けには含まれるが、 「ユダヤ人になれ」というユダヤ人国家イスラエルが呼びかけるもう一

つの声はイスラエルーアラブ人には向けられないからである。

では「ユダヤ人になれ」というはっきりした呼びかけと共に全体的なイスラエル

人に同一化しようとする内包的な力はどこにあるのか。ここで、ユダヤ人とイスラエル人

を交互に置換可能な「部分的かつ全体的」なレオームという用畠がどのように定着したの

か、部分的を全体的にする「不可視の力」 (渡辺,2003)はどこにあるのか一度確認する必要

があるであろう。
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第三章　だれがレオームを必要とするか?

アイデンティティという無批判に一人歩きする用語をアイデンティフケ-ション

という同一化の視点から見直すことを主張したスチュアート・ホール「だれがアイデンテ

ィティを必要とするか」 (Who needs identity?:1996邦訳は2001)c　本章では、従来日本語

圏で民族や国民などと訳されてきた、 Nation-State【国民国家】の-プライ語訳メディナッ

ト・レオームでNationに該当するレオームを見直すことを目的としている。レオームは住

民登録という「市民管理システム」で定着したカテゴリーであるが、ユダヤ人を取り込み

ながら「部分的かつ全体的」な用語として定着するまでの過程を確認したい。

ネイションとは何か、国民とは何かが未だその議論の結論を見出せない中におい

て、レオームをネイションまた国民と置き換えるだけではレオームを議論したことにはな

らないからである1。

夢一節:日本語圏でのレオームを巡る議論

民族、ネイション頼み

レオームは従来日本語圏では国民、民族、またネイションなどの訳語があてられ

てきたが、そのいずれもレオームという項目の住民登録上の役割や機能については踏み込

んでいない。臼杵陽氏はユダヤ民族を-プライ語でどのように表現するか、との問いから、

レオーム、またnationの定義を『アルカライ編-プライ語!英語辞典』 (本論でも参照した

辞典REUBEN Alcalay,1996)を使って分析した。そして、レオームとは「より新しい単語

である「ネーション」に相当する語として使用されることが多く」 (2004:236) 「近代的な民

族集団」 (ibid : 243)であると説明する。

しかし、そもそも民族とは何か、ネイションとは何かといった問いは今でも決着

はつかず、レオームとは何かを議論する際に民族や、ネイションの訳語頼みではレオーム

とは何かを議論したことにはならない2。レオームを日本語に置き換えることの限界につい

1　　　臼杵陽氏は『みえざるユダヤ人』 (1998)や「現代ディアスポラの諸問題:ユダヤ
人とイスラエル人の相克」 (2004)でレオームが孝む複雑性について民族やネイションの用

語を駆使して議論している
2　　　　「「ネイション」と呼べるような、ある国家の中で政治・文化的に優越した支配
的地位を占めており、人口的にも1000万人のオーダーを超えるような大集団と、人口数千
人から数万人の、政治・文化的にも国家の中で周辺化された小集団の両方を、 「民族」と総
称してよいのかという問題である。ネイション(国民、民族)、民族集団、エトニ、部族とい

った用語をめぐる問題はまことにやっかいであり、混乱している」 (栗本英牡2004:259)、 「た
とえば、国民、民族、主権、人権、文明、文化、伝統、アイデンティティなどが今では疑
わしいものとして疑惑の目で眺められるようになった。たとえば「民族」ひとつをとって
みても、民族を同一の血統=出自、共通の言語、宗教、伝統、文化など、文化的な諸特性に

よって規定するいわゆる客観的な定義が成り立たないことは誰の目にも明らかだろう(中
略)民族と言う概念をよりどころにして国民や国民国家を論じることは困難になる」 (西川・
松宮, 1995:ロ)
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ては、臼杵氏も別の箇所で「(レオームを巡る)このような英訳のやり方では論争(イェホシ

ュア・シャマース論争のこと)の争点が決して見えてこないのも事実なのである(むろん、日

本語に移しかえる場合も言わずもがなである)」 (1998:179)と指摘しているが、では何なの

か?という直球勝負は避けている。

民族と国民の両方

臼杵氏の他に日本語圏でレオームを取り上げた論文を探ってみると、市川氏が「各

自の民族的出自(レオーム)」 (1994:159)と言ったり、奥山氏は「ある人は英語でのnationality

であると言い、ある人はpeopleに近い概念だと言い、ある人は英語には翻訳できないとい

い」他の言語には翻訳し得ない単語と言いながら(2002:82)、注釈の中で「これは翻訳が難

しい-プライ語だが、 「民族性」という概念に近いといえる」 (ibid:91)と暫定的な訳語をあ

てている。また、民族、国民の術縛に締め付けられながらも、 1998年10月に都立大学(当

時)で行われた『シンポジウム: 「国民国家論」 ・ 「国民の物語」を考える』 (司会:小谷狂之、

源川真希)ではこのレオームの「扱いにくさ」 (上点)をうまく表現した議論が交わされてい

る。このシンポジウムでは、長沼宗昭氏が「ユダヤ人という存在と国民国家」と題する発

表を行った後に質疑応答が交わされ、その中で板垣雄三氏がレオームについて発言してい

る。レオームに至るまでの小谷氏の質問から以下引用する:

司会(小谷) :長沼さんにうかがいたいことは、要するに現在のイスラエルという国家は、国

民を語りたくないわけですね。日本みたいに国家が民衆を国民として統治する、なんてこ

とは本当はしたくない。それは国民の中に含めたくない存在がたくさんいるからなわけで

す。したがって日本の研究状況のような、国家がいかに国民を統合するか、といったたぐ

いの枠では語れない社会・国家のあり方をしている。だいたい現代のイスラエル国家には

「国民」という概念なりタームが存在しているのですか?

長沼:難しいんですが、、、 「イスラエル国の住民」 (トシャベイ・イスラエル:筆者追加(-ブ

挿入))という言い方はしています。独立宣言は「住民」という言葉を使っています。何語で

考えるか、ということも厄介なんですが、なかなか明確に我々が意識するような「国民」

と言えるかどうか、怪しいと思っています。

小谷:板垣さん、その-んどうでしょう。

板垣雄三: 「レオーム」という単語は確かにそうだと思います。同時にそれは「民族」とい

う言葉一・日本語と対照させるといろいろ厄介なことになるが、民族と国民と両方を含

みうる、そういうイメージの広がりがあると思う。一般的な次元では

(以上、東京都立大学人文学会1999:75-76)c
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国家が民衆を国民として統治しないのであれば、イスラエルではどのようにして

国民を統治しようとしているのか小谷氏には逆に質問をしてみたいところである。それは

さておき、 「そもそもイスラエルに国民という概念なりタームが存在しているのか」という

問い、そして「イスラエル国の住民」が「我々が意識するような「国民」と言えるかどう

か、怪しい」 3と長沼氏が一息おいた後で、板垣氏がレオームを取り上げて「民族とも国民

とも言えるようなイメージ」と回答する流れは、臼杵氏、奥山氏が指摘するレオームの暖

昧さ、 Nation-StateのNationにレオームが該当し、そもそもNationの訳語が民族なのか国

民なのかという暖昧さと同じくして、 「部分的かつ全体的」な意味を持つレオームを言い表

しているといえよう。

夢二節: 「市民管理システム」としてのレオーム

住民登録上の区分

日本語で対応した単語を探すと暖味な厄介者という顔とは裏腹に、序章で確認し

たようにレオームは身分証明書や住民登録の-項目という事務的で例外のない回答を求め

る項目という顔を持つ。氏名や生年月日と並んでレオームと書かれた四角の枠がそこにあ

る。 「お前のレオームは何だ?」との呼びかけに対して身分証明書や住民登録のレオームと

照らし合わせて「はい、私のレオームはooです」とはっきりと応えられる文字が記入され

ている。その時に、 「国民のような、民族のような」などと暖味なことを言っていたら「市

民管理システム」としては失格である。 「市民管理システム」はデジタル的な効率性を求め

る。

その四角の枠にイェフディ【ユダヤ人]と書くべきか、アラビ[アラブ人]と書くべき

か、またはそれ以外を書くべきか、その枠を埋めるデータは内務省が作成したレオームに

記入可能な約130項目の一覧に記載されている4。レオームは、目の前にいる個人をその一

覧のデータに照らし合わせながら同一性を見出すための項目である。 「お前は何者だ」とい

う呼びかけの回答として求めるのはユダヤ人かアラブ人か、またはそれ以外かを見分ける

部分カテゴリーである。つまり、同一性は「お前は何者だ」と呼びかけるものにとって必

3　　　現在のところの仮定でしかないが、国家樹立宣言での住民はユダヤ人のみならず、

アラブ人その他多様な住人に向けられている。権利と義務を伴った市民の語エズラッパも

使われており、これはトシャブ(住民)が身につけていくという前後関係がある。

4　　　　ベドウィンやドゥルーズはイスラエル中央統計局による人口統計上は「アラブ」

に含まれても、宗教的、文化的、生活習慣的に他のイスラムとは異なるためにレオームで

は「ベドウイ」 「ドゥルーズィ」と明確に区別されている。大学に通っていたベドウィンの

友人にダイレクトにベドウィンとは何なのかと何度聞いても、オレ- ・ハイム【生活習慣上

タルブートウ【文化】等といった記号的な単語が返ってくるだけで、納得できるような回答は

今だ得られていない、のだが、納得したいというその願望は同一性を見出す住民登録上の

レオームに求められる機能「お前はだれか」という呼びかけを真似ているだけなのかもし

れない。
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要であり、呼びかけられるものにとっては必要ではない。エチオピア出身オリムはユダヤ

人に含まれるが、イスラエルーアラブ人はユダヤ人に含まれず、アラブ人に含まれる。その

時点で、イスラエル・アラブ人はユダヤ人の外側に追いやられる「不可視の力」 (渡辺,2003)

があるのは容易に察しがつく。

ユダヤ人の外的規定

序章でまとめたレオームが住民登録の-項目として定着した流れを確認しておく

と、住民登録は建国前から住民(と当時の-プライ語を見ると表記されている)のデータを収

集する目的で存在しており、その項目の一つにレオームは当時からあった。国家樹立後1949

年には住民登録令として制度化したが、そこではレオームには空欄も認められており、は

っきりした定義づけはなかった。ところが1950年帰還法が成立しユダヤ人の「帰還」が合

法化されたことで、 「帰還」するユダヤ人を住民登録に記録する必要性が生じた。 「帰還」

する資格のあるユダヤ人を法的に同一化する必要性が生じた。そこで、住民登録のレオー

ムと書かれた四角の枠には有資格者が記入されるようになった5。しかし、その有資格者、

だれが帰還法に該当するのかが問題となった。 1950年に帰還法が成立した時には、全ての

ユダヤ人、とは言っているが、その定義付けがされていない。そこで、ユダヤ人とはユダ

ヤ人の母から生まれたもの、またはユダヤ教に改宗した者であると主張する宗教勢力と、

ユダヤ人とは宗教的規定に束縛されない言語や歴史や伝統を共有する集団であるとするシ

オニスト勢力との間で意見が分かれ、どのようにユダヤ人を定義するのか、すなわちどの

ようにしてイスラエルではユダヤ人を同一化するのか、どのような基準で住民登録にユダ

ヤ人と記入するのかが大問題となった。

住民登録法として完全に法制化されるのは1965年であるが、法制化されるまでの

間その住民登録のレオームの記入基準、ユダヤ人の同一化の仕方を巡って法的拘束力のな

いガイドラインが内務大臣によって何度も提出され、それをたたき台に議論が繰り返され

た。ガイドラインの内容は内務大臣が宗教勢力なのか非宗教的なシオニストなのかによっ

て大きく二つに分かれた。ユダヤ人を宗教的に同一化すべきか、非宗教的に同一化すべき

かが、住民登録のレオームの記入基準を巡って議論された。

1958年3月10日シオニスト運動マハム党のメンバーである内務大臣バール・ユ

フダ氏が提出したガイドラインでは、もし両親がその子どもがユダヤ人であると申し立て

さえしたら子どもはユダヤ人として登録されるとの見解を示し、同時に「誠意を持って自

分をユダヤ人であると申し立てるものがユダヤ人として登録されるのであってそれ以上の

証拠は要求されないものとする」 (アキバ,1984:61)と述べ、ユダヤ人を非宗教的に同一化す

る方針が示された。

5　　　　この段階については、前後関係からほぼ確信があるが最終的な確認は第一資料で

の確認が求められる。いずれにしても、レオームが帰還法と住民登録に連動したのは確か

である。
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その後、 1960年1月1日には宗教シオニスト政党のマフダル6のメンバーである

内務大臣が「住民登録の目的で次の項目に該当する者のみユダヤ人と認められるものとす

る」とユダヤ人と記入できるガイドラインを提出し、その中で1)ユダヤ人の母から生まれ、

他宗教に属していない場合、そして2)ユダヤ教に正規の改宗をしたもの(アキバ,1984:123)

というユダヤ教法規-ラバーの定義に基づいてユダヤ人を同一化する方針を示した。 1958

年にはユダヤ人の家庭に生まれながらカトリックに改宗したダニエル神父のレオームをど

うするのかという議論がすでにされている最中でのことである。このガイドラインは母親

がユダヤ人ではないイスラエル生まれ、イスラエル育ちの子どもはレオームでユダヤ人と

は記入されないことを意味した。

レオームは住民登録にある四角の枠(巻末資料「住民登録情報変更願い」参照)でデ

ジタル的な効率性を求め、ユダヤ人と記入する基準を明確にすることは不可欠であった。

すなわち、ユダヤ人を同一化するのは「市民管理システム」の性質上必要不可欠であり、

ユダヤ人を定義しなければならなかった。このとき、ユダヤ人とは誰か、そもそもそのよ

うな書かれた定義付けなどなかったため、定義付けは法的に求められなければなかった。

シャリット裁判:住民登録法と帰還法改正のはざま

ユダヤ人のシャリットと非ユダヤ人の妻との間に生まれた子ども達は、 「モーゼに

対する誓いをしたわけではなかったものの、ユダヤ人とイスラエル-の愛情をもち、この

精神の中で育てられたのである」 (告訴文,アキバ,1984:147記載)から、レオームにユダヤ人

と記入できるよう申請した。ところが、シャリットが子ども達の住民登録のために内務省

の窓口に提出したところ、窓口の担当係員は1960年1月1日付けのガイドライン、すなわ

ちユダヤ人の母から生まれたものとする基準に含まれないとしてレオームにユダヤ人と記

入することを拒否した。後ほどこの担当係官は、父親ユダヤ人、母親ユダヤ人と書くしか

ないとの注記メモを送っている。

自身も海軍司令官としてユダヤ人とイスラエルに愛着を持ってきたシャリットは

内務省に申し立てたが内務省では受理されず(内務大臣がハラバー重視のマフダルであれば

無理もないであろう)、その後最高裁判所に議論の場が持ち込まれた。

1970年1月23日に行なわれた裁判では5対4という僅差でありながら、担当係

官は父親シャリットの申し出どおりに従うべきであり、レオームにユダヤ人と記入するこ

とを許可する判決が下された。裁判官の一人ズスマン氏は「住民登録法の成立は個人の自

己規定を決める権利を侵害することを意図としていない」 「個人のレオームの同一性は限定

6　　　　マフダルは、ミフラガー・ダットウ・レオームの頭文字を取ったもの。英訳は

National Religous Party日本語では民族宗教党、国民宗教党などと訳されるが、これまで
議論してきた通りレオームの一定の適切な訳語は見つからないので、通称マフダルで統一
する
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された自己規定に対して与えられており、客観的な要因のみによって依存」 (シャリット

58/68)しないため、レオームに関する決定事項は各個人の誠意ある(Bona丘de)判断のみが基

準となる見解を支持したことになった。誠意ある判断を基準とする見解は、当時のユダヤ

教法規ハラ-一に基づくレオームのガイドラインが現状には即していないとの最高裁の判

断を表したものとなった。

しかし、申請者の自己申告だけに任されることになると、レオームの収集がつか

ず「市民管理システム」の便宜上定義が必要という判断から、法制化した定義付けが求め

られ直後の1970年3月10日に帰還法が改正された。 「4.b　この法でいうユダヤ人とは、

ユダヤ人の母親から産まれたもの、ユダヤ教に改宗したもの、他の宗教成員ではないこと」

とする条項が加えられたことで最高裁判断は覆され、シャリットの子ども達は法的に内包

しようとするユダヤ人の定義から外れ、法的にレオームにユダヤ人と記載されなくなった。

同一性の断絶

帰還法の1970年改正によってそれまでの住民登録と帰還法におけるレオームを巡

るユダヤ人定義「だれがユダヤ人か」問題は、 -まず法的に決着がついた。それは、 「お前

は何者だ」とユダヤ人に問いかける際に、何を基準としてその目の前の個体をユダヤ人と

して同一化するのかクリアーになったことを意味する。それにより担当係官がどこのだれ

であれ、一定の基準に従ってユダヤ人かユダヤ人ではないか合理的に振り分けすることが

できるようになった。住民登録法が同定装置として完成したのである。担当係官はその目

の前の個体の個性や内面までは問わない、ただ基準に従って「同一化した個体」 (渡

辺,2003:395)-と振り分ければいいのである。

その四角い枠におさまらないと判断され、内面的な愛着が満たされなかったとき、

別の表現を用いれば、内的な同一性との不一致を感じたとしてもそれを修正する場所はど

こにもない。その意味でシャリット氏にとっては悲劇だった。帰還法が成立する前シャリ

ット裁判を担当した裁判官の一人ズスマン氏は「住民登録法の成立は個人の自己規定を決

める権利を侵害することを意図としていない」 「個人のレオームの同一性は限定された自己

規定に対して与えられており、客観的な要因のみによって依存しない」 (シャリット58/68)

と自己規定(同一性)は個人の自由な判断、すなわち誠意ある判断に従えばよいということに

なっているが、一方で法的には規定できないことを同時に述べているO　シャリット裁判と

その後の帰還法改定から明らかとなるレオームに含まれている「不可視の力」とは、定義

付けすることでどこでもだれでも効率的にユダヤ人を同一化するシステムである。またシ

ャリット氏の裁判のように同一化が断絶された場合にはすでに法的に固定されているため

修正を望んでもその場所を与えないという力である。そこに取り込むか排出するかいずれ

かしか選択肢がなくなってしまうのである。
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タムリン裁判:レオームが「存在証明」

ラフアエル・タムリンは1949年にユーゴスラビアからアリヤーをした際、住民登

録でレオームはユダヤ人で、宗教は「宗教なし」と記録された。これらの記録は、タムリ

ン本人がレオームを「エスニックグループ7-の所属意識と同一性に基づく感情」と理解し

てユダヤ人と回答し、宗教は「実際の信仰、精神的創造物」を有するのが最低条件であり

「神格も、神性もその他精神的な悪魔」も信じないなら宗教がないとの判断を告げたとこ

ろ、それに基づき窓口の担当官が記載した。タムリンがレオームに感情を求めていること

は覚えておきたい。レオームは住民登録に-項目として存在していたが、その記入基準に

関する議論がされる以前の、 「宗教なし」のユダヤ人でも許された時代である(タムリン判決

630!70)c

ところが、 1970年3月20日の帰還法改正でユダヤ人が定義づけられ、住民登録

のユダヤ人登録も帰還法に従うようになり、レオームに宗教的な意味づけが入り込むよう

になった。帰還法改正では帰還法と住民登録法が互いに干渉しあうことも追加されている

(巻末資料「帰還法」 -プライ語及び英語)0

3)住民登録法(1965年)第三条の後に以下の項目を追加すること:

3A(a)この法律による通知、またはこの登録票の記入、公的な証明書においてユダ

ヤ人ではないと表示され、それらの通知、登録票、公的な証明書が登録局の主任の見解に

矛盾しない限り、また法的資格のある裁判所またはラビ法廷における判決で別の決定がさ

れない限りにおいて、レオームまたダット【宗教】にイェフディ[ユダヤ人]と記入することは

できない

(b)この法の目的、また他の登録、書類においてユダヤ人とは帰還法(1950)の4⊃

項と同じ意味を示す

(C)この節は施行以前に実施された登録を干渉しない

この追加項目はそのまま住民登録法にも追加され(巻末資料「住民登録法」参照)、

帰還法と住民登録法の同期がとられるようになった。この追加項3A(∂によれば事前の登録

は干渉しないので、タムリンの記載はそのままでもよいことになる。しかし、タムリンは

その時海外にいた。この1970年の「人種的、宗教的」 (タムリンの表現)なレオームのユダ

ヤ人定義は知らなかったのだ。そして、イスラエル-帰国して法によって「人種的、宗教

的」にユダヤ人-の所属[ヒシュタヤフート:belonging】が決定付けられてしまったことを聞

7　　　　この用語をタムリンがどのように使用したのか、国家樹立直後の文献資料を調
べもう少し深い洞察が必要であるが、イスラエルで50年代、 60年代に使われていたェスニ
ックグループと訳されるエダー、すなわちアシュケナジー以外のミズラヒ-ムの出身国、

地域ごとの集団に対する呼称とは異なる。エダーはユダヤ人社会の、さらにミズラヒ-ム
の内部の分類であるが、タムリンは主観的感情に基づく所属先という捕らえ方をしている
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き、レオームも、宗教も新しく規定されてしまい、もはや自分が所属する先ではないと判

断した。

シャリットの子どもたちは外的に同一性が断絶させられたが、タムリンは取り込

もうとする同一化の中に入りたくないと拒否した。そして、その入りたくない感情を表す

場としてレオームに求めた。

タムリンは、同年4月18日に住民登録局-請願書を提出し、住民登録票と身分証

明においてレオームをユダヤ人からイスラエル人-変更し、宗教をそのまま「宗教なし」

にするよう請求したがレオームを変更する基準がないとして請求は却下された。その後、

同年9月22日テルアビブ地方裁判所に同じく「レオーム・イスラエル-の帰属」 [belonging

toIsraeliLeom】を認めるよう訴えたが、退けられたために舞台は1972年1月20日最高裁

判所に移された。

最高裁判決では、 「レオーム・イスラエル-の帰属」とは「主観的感情」 (Subjective

feeling)であり、彼自身をイスラエル人と規定する権利は彼自身にあり、結局は「誠意ある

判断」に従うべき、とシャリット裁判の判例を引用して判断された。

裁判官は、ある特定の人物の主観的感情は、 「自己規定」 (ハグダラーアツミット:

self definition)の意味を成さない名もなきレオームによって決定されることが無意味であ

るとする単純で明快な見解を示した。

(以上、タムリン裁判最高裁判決文より:民事上告630!70)

さらに重要なのは、タムリン裁判は、それが単に彼一人の「主観的感情」ではな

いことである。この最高裁判決の前文に高等裁判所での判決の要点を引用している;

彼のようにレオームの存在をそのように(イスラエル人という自己規定の場とし

て)理解している人が他にも大勢いるため、ある個人がイスラエル人と(主観的に)思ってい

ることを法に求めている問題とは理解しないこと

(以上、タムリン裁判最高裁判決文より:民事上告630!70)

タムリンにとってレオームは「主観的感情」 (Subjective feeling)を証明してもらう

「存在証明」 (石川准:1992)となった。

レオームは国家樹立宣言に述べられているように、レオームの復活、レオームの

家を作ることが目的であった。いわば国家のためのものであった。そして、住民登録の一

項日であることが表しているように、それは「市民管理システム」上の都合に過ぎなかっ

た。それがその国家の手元を離れて個人の「存在証明」となるところにレオームの力があ

る。

これは、レオームだけではない。 「市民管理システム」上の-項目に個人の存在を

証明するよう求めたり、感情が沸いたりするのは日本の戸籍においても見ることができる。
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戸籍に求める「存在証明」

2006年12月24日『毎日新聞』の社会面に『戸籍なく2歳に:父親「娘は自分の

子」』との見出しで父親が「わが子は自分の戸籍に」と訴える内容の記事がある(2006年12

月24日毎日新聞掲載、記者工藤哲)o戸籍に登録されないことが保育園や学校-行けない、

また保険が適用されないなど権利としての市民権が与えられないということも確かに深刻

だoここで注目しなければならないのは、 「自分の娘を一時的にでも他人の戸籍に入れるこ

とは納得がいかないし、前夫とはかかわりを持ちたくない」と父親が証言するように、戸

籍は単に国家の都合による「市民管理システム」の域を超えて、そこに名前が記載されて

いるだけで他人とのかかわりと思わせる「不可視の力」があることである。そして、そこ

に記載されているという事実だけで感情の額域にまで入り込み、もはや紙一枚のことでは

ない不快や怒りという感情を生み出す。

そして、偶然にも同じ日の『毎日新聞』オピニオン欄「発言席」に寄せられた記

事で「国は、 「日本人の証し」を求める彼らの願いに、早急に応える必要がある」とフィリ

ピン残留2世の国籍取得を日本財団会長・笹川陽平氏が訴えている( 『比残留2世に日本国

籍を』)o 「深いしわが刻まれた顔は日本人そのものだった」という「残留2世」に「日本人

の証し」として戸籍取得が認められるよう訴えている。 「日本人の証し」は「日本人そのも

の」の顔よりも戸籍、その延長線上にある国籍に求められるのである。このとき、国籍が

「在日」を国民から排除するイデオロギー性を率んでいることは無視され、 「日本国籍」が

人道的な意味-とするりと変わっている。ここで「在日」が国籍から外されるイデオロギ

ーを確認しておかなければならないであろう。

かたや個人の「存在証明」としてレオームが一人立ちしながら、国家においては

行政上の都合や政治的議論の課題であることは変わりなかった。

第三節:人口統計とレオーム

90年以降旧ソ連から押し寄せたオリムに多数の非ユダヤ人を含み、レオームにユ

ダヤ人と記入できないオリムが急増したことで、中央統計局発表の人口統計では、 「1995

年以降内務省でユダヤ人と登録されない多数の非ユダヤ人のアリヤーに伴い、統計上の個

体数推定(ウムダン・ウフルシン)一覧での宗教と人口グループの定義を変更」 (Central

Bureau of Statistic,2000:2-1)し、それまで宗教グループ毎のユダヤ、イスラム、キリスト

教、ドゥルーズ(仏教、ヒンズー教などもドゥルーズに含まれた)といった分類だけだったも

のが、 1)宗教【ダット^Religion]、 2)人口グループ【クブツァット・ウフルシヤー‥Population

group]の二通りの区分方法を始めるようになった。宗教は、ユダヤ、イスラムの他、キリ

スト教はアラブ人のキリスト教徒、それ以外のキリスト教徒、キリスト教徒合計、ドゥル

ーズ、それ以外と細かく区分されるようになった。一方、人口グループ[クブツァット・ウフ
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ルシヤー-Population group]とは「ユダヤ人とそれ以外」 【イェフディム・ベア-リム](ユダ

ヤ人、アリヤーした非ユダヤ人家族、アラブ人でないキリスト教徒、宗教区分のないもの",

ということは日本人でも宗教欄を空欄にしておくとユダヤ人にカウントされる!)と「アラブ

人口」 【ウフルシヤー・アラビット^ArabPopulation】に区分されている(巻末資料「「1995年

人口統計の区分変化」参照」。

ユダヤ人国家であるのにこのままの上昇傾向ではユダヤ人がアラブ人より少なく

なりマイノリティに陥る危機を議論する際のいわゆるイスラエルの人口問題とは、後者の

「人口グループ」の数値に基づいている。 『Statistical Abstract of Israel [年間統計]』発

表の人口統計では、 「人口グループ」は「ユダヤ人とそれ以外」 「アラブ人口」の二区分だ

けだが、定期的に発行されるプレスリリースなどでは、その内ユダヤ人が何人かが明記さ

れる。例えば、 2006年の独立記念日前夜に発表された人口統計のプレスリリースの内容は

次のようであった(巻末資料「2006年国家樹立前夜人口統計」参照) :

58回目独立記念を前にイスラエルでは人口7,026,000人を数えるようになった。

建国時806,000人(内半数が現在イスラエル在住)に比べて8.7倍となる。

5,639,000人が総人口の80% 「ユダヤ人とそれ以外」 (太字:ママ)で、総人口の76%

にあたる5,333,000人がユダヤ人(太字:ママ)、さらに総人口の4%にあたる(太字ここから)

オリムとその一定範囲内の家族で内務省にはユダヤ人と登録されない「その他」 (太字:マ

マ)が306,000人。そして「アラブ人口」 (太字:ママ)がイスラエル総人口20%にあたる

1,387,000人となる。

中央統計局発表の人口統計は「内務省ではユダヤ人と記入されない」と内務省の

数え方とは違うことを明記している。これまで確認してきたようにユダヤ人であるかどう

かは帰還法で定義され、それに基づき住民登録に管理されるのであるが住民登録の提出先

は統計局ではなく内務省である。住民登録を運営管理するのは内務省であり、どのように

カテゴリー毎に振り分けられるのか、それは統計局ではなく内務省に委ねられる。統計局

は、 (おそらく)内務省から提出される数字をまとめて報告するだけであり、統計局にはどう

数えるのかの権限はない。しかし、その数字をどう報告するのか、例えば、建国時の8.7倍

であるとか、ユダヤ人とそれ以外が総人口の80%であるとか、そうしたまさに乾いた数字

を「国勢」にするのは内務省ではなく、イスラエルでは統計局となっている。

第四節:レオームを巡る昨今の政治的議論

宗教勢力と非宗教勢力の政治的争い

90年代以降の大規模アリヤーにともない非ユダヤ人の増加という人口構成の変化
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にあって、レオームを巡る宗教勢力と非宗教勢力の議論はその時の政権を構成する政党や

内務大臣の出身政党によって左右される政治性を帯びた議論に陥っている。イスラエルの

宗教行政は国家の干渉を受けないことと、ユダヤ教の宗教行政は全て正統派で独占されて

いるという特徴を持つが、 1998年1月その既成事実であるユダヤ教正統派による宗教行政

の独占が法制化されそうな動きの中で、ネタニヤフ首相(当時)はネェマン法務大臣(当時)を

委員長とする「再改宗」問題を検討するための委員会を設置した8。

帰還法70年改正でユダヤ教に改宗することでユダヤ人になれることが法制化され

たが、どの宗派に従うべきかは名言がない。しかし、イスラエルにおいてチーフラビ、チ

ーフラビ庁、ラビ法廷など全ての宗教行政が正統派によって独占されているという事実か

ら、アリヤーは認めても改革派、保守派によって改宗したユダヤ人を宗教行政ではユダヤ

人とは認めないという議論は後を絶たない(最も最近では2006年11月)。ネェマン委員会の

目的は、その正統派独占の既成事実が法制化されることで排他的な宗教行政に偏り、それ

がアメリカをはじめとしたイスラエル国外のユダヤ人の多数を占める改革派や保守派が

「法的に正統なユダヤ人とは認められ」なくなる事態を防ぐためであった。

ネェマン委員会は、改宗準備のために受ける研修コースを提供するための、正統

派、改革派、そして保守派ラビから構成される共同研修機関を設立すること、そして、正

統派ラビ法廷によって再改宗のための儀式を実施すること、の二点を勧告した1998年2

月クネセットはチーフラビ庁の猛反発を押し切ってネェマン委員会勧告を賛成多数で可決、

勧告に基づく実施作業委員会を設置した。しかし、実施されていない。

非宗教政党のレオーム見解

1999年には最高裁で改革派、保守派で改宗した場合に住民登録上の宗教欄もレオ

ームもユダヤ人と記入する判決が出されたが、当時シャス党の国会議員はその判決に従う

ことを拒否2000年1月には左派系メレツ党のアムノン・ルビンシュタイン国会議員から、

レオームにイスラエリ[イスラエル人]というタムリンと同様の要求を追加する法案が提

出されてさらに議論は複雑化を増した。同法案では、イスラエル「国民」であることを最

初に明記し、続けてハイフンでユダヤ人であれば「イスラエリ・イェフディ」、アラブ人であ

れば「イスラエリ・アラビ」と記入する方法が提案された。しかし、国会では過半数に達せ

ずに法案は破棄された。

レオームの記載を巡る議論の中で妥協案として出されたのが、住民登録など他の

公的証明書ではレオームを残すが、身分証明書のレオームは削除する法案で-イム・ラモン

内務大臣(反宗教のシヌイ党)によって受理され、国会でもほぼ多数可決との見通しで議論さ

れていた。しかし、 2000年9月24日シャス党(ミズラヒ-ムが結集した非シオニスト宗教

政党)の猛烈な反対、また情勢の悪化、内閣の分裂に伴い議論中止が余儀なくされ現在に至

8　　　　ネェマン委員会に関する報告は多くを臼杵陽「イスラエルにおける宗教、国家、

そして政治」 (1999b)を参考にした
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る9。

レオーム欄削除法案に関して、 2002年2月20日に高等裁判所が内務省に対して

改革派、保守派の改宗者も住民登録、身分証明書でユダヤ人と認めるよう判断を示す動き

もあったが、いずれにしても2006年現在身分証明書のレオームは残っている　2006年1

月にエチオピアからアリヤーしたばかりのフアラシュムラが受け取った身分証明書はレオ

ーム欄はあるものの、そこは空欄となっていた10。

レオーム:空欄、 「認証中」 「※※※※※※※」

身分証明書からのレオーム削除法案に関する議論は凍結したままであるが、一時

的に空欄となったり、 「認証中: [べ・ブディカ」」とあったり、中には「※※※※※※※」

というものまである。レオームは正統派の宗教行政独占を阻止する政治的な議論になり、

正統派独占に対して国外の改革派ユダヤ人の多くを抱えるアメリカとの外交問題に発展し

たり11、すっかり政治的な舞台だけで議論された。

しかし、レオームを受け取る個人にとっては「存在証明」の場であったために、 「存

在証明」が「認証中」だったり、空欄だったり、 「※※※※※※※」だったりしたら同一性

が見出されずに問題を起こすことになった。

第五節: 「存在証明」に求められる歴史や意義

2004年9月27日。ユダヤ人と記入されていたリオラ・ゴールドマン氏の身分証

明書12のレオームが、身分証明書を再発行したところ「※※※※※※※」となったことにシ

ョックを受け、内務大臣に申し立てをしても拒否されたために最高裁に提訴した裁判が行

なわれた(6539/03)c

ゴールドマン氏の訴えは次の通りである:

世界最古の宗教の一つユダヤ教、長年の歴史を持つアム・イェフディ13、反ユダヤ

主義、虐殺を乗り越えて復活と建国といったユダヤ人国家イスラエルの特徴を考えれば、

9　　　　この削除法案に対してアラブ系国会議員の意見はレオームをめぐる議論を反映

している。イスラエルのアラブ人でクネセット議員Azmi Beshara氏はFaslAl-Maqalのコ

ラムの中で、イスラエル・ユダヤ人間(Jewish-Israeli)の議論であってアラブ人には関係な

く、個人の同一性の問題は民主国家の議論の枠で定められるものではないと発言している。

一方、 Muhammad BarakeはAl-Sinnaraで根本解決にはならないと前置きをしながら、出

自や宗教に関係なく市民権の平等化につながれば、と期待を寄せた

10　　　　ェチオピムは改宗を義務付けられているので改宗すればおそらくレオーム欄に

イェフディと記載されるであろうがまだ確認できていない
ll

1
2
　
務
1
3

臼杵氏(1999b)はネェマン委員会をむしろこの文脈に持ち込もうとしている。

身分証明書は住民登録に従って記載されレオームがある。携帯は1982年から義

国家に依存しない連帯としてのユダヤ人
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「内務大臣及び憲法司法委員会の承認による変更(レオーム欄削除・筆者注)は間違っており、

好ましくなく、適正ではないことは明らかであり、イスラエルの基本的な意義に矛盾して

いるとの結論に到達している。従って、政治的関心との矛盾によりイスラエルにおけるレ

オーム・イェフディの立場(地位)と身分証明書からレオームを削除することは不適切であり

非合法な決定である。

また

身分証明書は単に国家による公的な書類としての意味だけではなく、所有者の情

報を含むものである。結局のところ、この書類を通して全てのユダヤ人は(または、この国

の国民(ェズラッパ)となる他のレオーム) 「結束したユダヤ人」を声高らかに宣言できるの

である

それゆえに

身分証明書からのレオーム項目削除を指導した内務大臣はユダヤ人国家のユダヤ

人の同一性(ゼフート)を傷つけることになる

とレオーム項目削除撤回を訴えた。

それに対して法廷の判断は、住民登録は法制化される以前の住民登録令(1949年)

の頃から、住民に関する人口情報収集が目的であり、レオーム、宗教などの項目の役割は

統計資料を収集するためであるとしたプンク・シュルズィンガル判決を現在も有効との判

断を示した(10)e　また、身分証明書は、身分を照会(ズィフ-イ)するために発行されている

ものでレオームもその-項目に過ぎないことを強調した.身分証明書は同一性(ゼフートウ)

を証明する目的ではないことを繰り返し述べながら、裁判官がこの国の宗教、レオーム、

また「だれがユダヤ人か」を巡る困難を解決する機関ではないことを最後に述べて訴えを

退けた。

レオームの記入基準を巡っては、 「誰がユダヤ人か」問題でも触れたように政治的

争いの部分が多いのでこの訴えの内容についてはゴールドマン氏が政治的に、また宗教的

にどのような立場に立つのかをきちんと検証しなければならないであろう。しかし、その

内容の正確さはさておいても、 「結束したユダヤ人」という全体的な集合性は歴史や宗教に

求められていることは注意したい。 「存在証明」で証明したいのは目に見えない「結束した

ユダヤ人」であり、共有しているであろう歴史、宗教である。

これは国家樹立宣言で望んでいたレオームの復活ではないか。国家のための「市
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民管理システム」のための-項目が、共有する歴史や宗教に基づいて個人の「存在証明」

となった。レオームが個人にとっての「存在証明」として必要になったことは、レオーム

が記載された身分証明書が、正式にはテウダットズィフ-イ(身分照会)Identi五cation card

でありながらテクダット・ゼフートウ((自己)同一性証明書^Identity cardと何の違和感もな

く呼ばれていることにも表れていよう。

第六節:身分証明書:ポケットに入るイデオロギー

1982年になるとイスラエルでは16歳以上の住民全員に身分証明書を発行し、携

帯が義務付けられるようになった(巻末資料「身分証明書携帯提示法」参照)。携帯すること

と提示されたことが法制化されたことで、 「お前は何者か」という呼びかけに対して「はい

こういうものです」とすぐに提示する効率的なシステムが完成した。記入項目は住民登録

を基準としたため、そのままイデオロギー性が事務所から各個人のポケット-と移行した

ことを意味する。そこにレオームの項目もあった。

単なるカードから意味ある対象物-

補充調査のためにメルカズ・クリタ-サピール-初めて足を運んだ2006年4月9

日、調査は象徴的にも「イスラエル-の第一歩である身分証明書」 (館長ルティ)がオリムに

渡される小規模な式典[テケス蝣Ceremony]にはじまった。館長であるルティに挨拶すること

くらいしか考えていなかった私は、今から身分証明書を渡す式典がある、と思いがけない

調査の機会が与えられたことで、それを聞いた瞬間抑えられないほどの興奮を覚えた。

身分証明書とレオームとの関係はすでにその時大きな関心の一つであった.一つ

にはベングリオン大学修士二年目に受講した「力(権力)14、社会、人類学」の-回目の授業

で、担当講師タニヤが参加者15名ほど一人一人に「あなたはどこにパワーを見るか、どん

なパワーを気にするのか」と問いかけた後、最後に「誰も答えなかったけれども、みんな

が常に携帯しているもの、テウダット・ゼフート(身分証明書)にも大きなパワーがあるのよ」

と言った時点から、あんなカード一枚にどんなパワーがあるというのかという身分証明書

を携帯したことのない故の単純な疑問が頭に残った。そして、身分証明書を携帯すること

が義務であることの意味、記入されている項目、そしてその項目が持つ意味などに関心を

持っようになった。

二度目の機会は、 -プライ大学教授でトルーマン研究所所長エヤル・ベンアリと市

谷のカフェで会い、身分証明書の力について深く考えたいと相談をした時15、身分証明書は

一般的にテウダット・ゼフート(同一性カード:アイデンティティ・カード)と呼ばれている

が、正式名称はテウダット・ズィフ-イ((身分)同一化カード:アイデンティフィケーション・

14　　　　-プライ語でも英語同様powerの一言
15　　　　その時、二週間前にその関心を与えてくれたタニヤは病気のため急死したこと

を告げられた(巻末資料)
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カード)であって、本来は自己の同一性を証明するためのカードではないということを聞い

たことだった。いわば、身分証明書は「おまえは何者か」という支配権力の「呼びかけ」、

すなわちズィフ-イ(同一化・身分照会)に対して、 「はい、私はそのものです」と応じるた

めに持たされているのだということに初めて気づかされた。その時に身分証明書を携帯す

ることが義務であるということの意味と、身分証明書に権力やイデオロギーが含まれてい

る、といったタニヤの言葉が初めて納得できた。身分証明書は市民管理システムの都合で

携帯が義務付けられてはいるが、私自身のために手渡されているのではない、そのことに

初めて気づかされた。渡辺氏の主張を引用すれば、国家が求めた合理化と効率化が生んだ

管理システムに過ぎないものが、なぜ"アイデンティティ"というポジティブな感情を掻き立

てるのか、その不思議なメカニズムが身分証明書をアイデンティティカード[同一性カー

ド]と呼んでしまうことに表れる、と気がづくと小さなカードにしか見えなかった身分証

明書がみるみる魅力的な対象物-と変わっていった16。

こうした二度の経験から、身分証明書は単なるポケットに入っているカードでは

なく、知的興奮を刺激する意味のあるものに変わっていた。身分証明書授与の式典はルテ

ィにとっては事務的なっまらないことで、わざわざ日本からェチオピムのことを知りたい

とやってきた人に見せても、役に立たない、というある種の申し訳なさ覚悟の提案であっ

たようだが、私にとってはまたとない偶然であり逃してはならない機会であった。

喜びの証し、身分証明書

ルティは集会の最初に「今日集まってもらった理由は、小さな式典【テケス]です。

この間アリヤーした人たちにテウダット・ゼフート(俗称の自己同一性を証明するカードと

ルティは呼び、テウダット・ズィウ-イとは呼ばなかった)が届きましたので、それを後で

配ります」と単なる集会ではなく式典や儀式といった意味のある集まりとして位置づけて

いた。実際のテケスでは配布するなどとその動作を表すだけの表現では不適切な、むしろ.I

授与・・と呼ぶに相応しいスタッフと喜びを分かち合う時間であったことは次の写真を見ての

通りである。 (巻末資料「身分証明書授与の式典」参照)

身分証明書を配布する前、ルーティは「今は過ぎ越し祭のまえですが、その前に

プレゼントです。この身分証明書はイスラエル-の第一歩です。例えば路上で"誰ですが'

16　　　そう考えると日本には運転免許証やパスポートくらいしか存在しないにもかか
わらず、身分証明書という日本語はかなり的を得た言葉として定着している。日本ではア
イデンティティという単語がある種かっこよく使われる反面、国民背番号制導入に関して

は、国家の都合による個人の管理でプライバシーや人権に反するという真っ当な議論が存
在する。しかし、もし戦後直後に全ての国民に対して身分証明書が発行され現在も身分証
明書の携帯が義務付けられていれば、そのような真っ当な議論は存在しないかもしれない。
ではその時、身分証明書ではなく自己証明書と呼ばれていたであろうか。
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と聞かれたときにこれを見せればここに全て記入されています」 「この身分証明書を待って

いたので大変うれしいです」と述べた後に一人一人に手渡された.寮母のイラナには「ほ

ら、カメラあるでしょ、写真とって」 「手に掲げるからそれを撮って」と言ってくれるので

写真に収めることにしたが、スタッフからは「おめでとう、がんばって」と言われた後握

手をして嬉しそうに受け取っていた(巻末資料「身分証明書授与の式典」参照)。最後は身

分証明書を手にして、掲げて写真を撮った。全て配布が終わった後、ゴンダールから16,000

人イスラエル-送り込み、一年前に本人もアリヤーしたと言うラッタが挨拶し、その挨拶

が終わった後で解散した。ミーティングがあった部屋を出ると、男性数名が身分証明書を

互いに見せ合っている。その横を通りがかったガイドのオーラに身分証明書をもらうのっ

てどんな気分?感激?と聞く。彼女は1983年に11歳で家族とアリヤーしている。 「もちろ

んよ、もし外国にいたと思えば大切だと思うでしょ、実際に国籍を手にするまで一、二ケ

月かかるし。そりゃ～興奮するわよ」と経験を含めて私の知らない身分証明書を手にする

ことの喜びを教えてくれた。

その日にもらった人も皆喜んでいる。しかし、身分証明書授与の式典の際にルテ

ィは表現の仕方こそ柔らかかったものの、 「お前は誰だ」 「はい私はこういうものです」と

いう同定装置であることをはっきり言っていた。 「これであなた達を同一化しますよ」とち

ゃんと宣言しているのだが、 「イスラエル社会-の第一歩」として喜ばしき授与としての意

味合いのほうが勝っているようである。

そんな身分証明を受け取ることの喜びの様子はエチオピア出身オリムだけではな

い。アリヤーを実践しているユダヤ機関のホームページのトップページにも喜びいっぱい

の顔は掲載されていた。 (巻末資料「身分証明書を受け取り喜ぶ少女達」 )

私のメルカズ・クリタ-・サピールでの補充調査は「イスラエル社会-の第一歩」

を手渡す儀式という象徴的な一日で始まった。彼らがまさに同一化空間イスラエル-入ろ

うとするその瞬間に立ち会ったことになる。では、そのメルカズ・クリタ-ではどんなこと

が行われているのか、どのようにユダヤ人として、イスラエル人として同一化しようとす

るのかそれをいよいよ見てみたい。

第七節:メルカズ・クリタ- ・サピールまでの道のり

メルカズ・クリタ-の内部に入る前に、メルカズ・クリタ-・サピールのより広範

囲な地域的位置づけを、補充調査期間中に滞在したキブツ・カプリからの道のりで案内した

い。同一化空間であっても、日常生活は全てが同一化されているわけではない。その乱雑

な、整備されていない空間こそが日常であるので、その同一化が見えない乱雑さを味わい

ながら、メルカズ・クリタ-・サピール-と向かっていきたい。本稿で論じてきたイスラ

エルの多様性、イスラエル・アラブ人の位置づけなども少はし感じ取っていただけると思う:
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4月12日

キブツ・カプリの入り口近くを過ぎるとざわめきが聞こえた0 92年最初にボランティ

アでカプリに来たときに与えられた部屋があった、当時ば'ゲットー"と呼ばれていたプレハブが

並ぶ区域だ。キブツボランティアがいなくなった今は、タイからやってきた労働者が住んでいる。

そのタイ人たちがセパタクローをしていた歓声がちょうど聞こえたのだ。競技場もネットもしっ

かり整備されていて、タイ人たちにとってお決まりの楽しみのようだ。かつてアレックス17やイ

ラン18と汗を流した空間バナナフィールドはタイ人の労働者なしには成り立たなくなっている。

一緒に苗を植えたニルも、くわを担ぐ仕草とともに「一緒にバナナで働いたっけな」と懐かしむ

が今は近くの工場で働く。

かつて集団農場と言われたキブツの農場の労働の中核を担っているタイ人、しかしキ

ブツの生活からはこうして離れた場所で、食事も自分たちで調理をしながらまったく別の生活空

間を作って生活している。そんな彼らを横に見ながらキブツのゲートを通過する。ゲートの門番

部屋には、ボアズの父と近くのアラブ村に住むアラブ人の老人が座っている。過ぎ越しの晩餐に

入る前でもあるので一言「ハグ・サメヤハ(祝日の際に言う、おめでとう)」をつげに行く。座っ

ていたアラブ人らしき男性は、その靴からアラブ人とわかる。それともドゥルーズか。その彼が

「イスラエル人か?」と私に聞いてくる(ェズラッハと「国民」の意味で)。見かけと言語とのギ

ャップを確認したかったのだろうか、 「いや、日本から」と種明かしをすると、納得してくれる。

「暗くならないうちに早めに車捕まえた方がいいぞ。祝日に入ったら車の量が減るから」という

アドバイスとともにゲートを出て、カプリ交差点に向かう。

そこからヒッチハイクか乗り合いタクシーで5km先のナ-リヤまで向かうのだが、過

ぎ越しの晩餐に向けて家族で埋まった車が何台も通り過ぎる。アラブ人村からの車も一目見ては

通り過ぎていく、タクシーも通過せずカプリ交差点で10分くらい希望を抱きながら待ち続けた。

しばらく長期戦か、と思ったときに赤い車が止まる。若者三人が乗っている車で「どこまで?」

「ナハリヤ」 「乗りな」ドアを開けて乗り込み、バックミラー越しに見えた運転手の顔を見て「お

お、久しぶり、でかくなったな」 「時は過ぎてるから」と感激しながら言葉を交わす。 92年にい

たころ最初に部屋に遊びに来た子ども達の一人だったと思うけど、カプリに来るたびに人懐っこ

く近寄ってきた男の子が、兵役を終えて今はカプリで金稼ぎのために働いているという。 「どこ

行くんだ?」 「キリヤットヤム」苦虫をつぶしたような顔で「そこに何があるんだ?」 「メルカ

ズ・クリタ-」 「ふ～ん」 (キリヤットヤムってそんな感じなのか)久しぶりに再開したナダブに

ナバリヤまで送ってもらい、その後いつも通りのタクシーを待つ。休日なので待つのは覚悟した

が、大して待たずに一台バンがやってくる。

17　　　アメリカにいるユダヤ人で92年19歳だった彼は国防軍に入隊するためにキプツに滞

在していた

18　　　両親がイスラエル人でオーストラリアで教育を受けた同じ年齢の友人で、アレックス
と同じく92年に国防軍に入隊するためにキブツに滞在していた
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車が9人いっぱいになるまで待っている時、左にもう一台の車が横につけて運転手と

アラビア語で何か話をしている。ハイフア以北の乗り合いタクシー運転手はかなりアラブ人が多

い。二言三言言葉を交わし、最後は笑いあって横につけた車は後ろに下がる。この車が出発した

ら同じように客を待つ、それまでの一休みをするのだろう。ちょろちょろと乗り込んできたけど

しばらく時間がかかりそうなので、アリエルに電話をする。アリエルは父親の両親家族と過ぎ越

しの晩餐を過ごすらしい。アリエルは、99年にウルパンで一緒に-プライ語を勉強した仲間で、

イスラエルで見られる男丸出しの男性と違って、ちょっと筋が細く音楽の趣味もあって、つたな

い-プライ語でもよく話をしていた近い友人。アリエルは父親はイスラエル人で本人もイスラエ

ルで生まれているが生後数ヶ月でフランスに移住し、 1999年に25歳を過ぎて文字通り帰還し

ている。そのため、正確にはオレ-ではないのだがウルパンでは同じ教室だった。現在はIT会

社に勤めながらラホポットに住んでいるが、今回の訪問では両親と国内旅行をしているから会え

そうもない。

アリエルと話をしていると、ロシア系の女性、アラブ系の男性などが乗り込み9人い

っぱいになるのでいざ出発。昼間ほどの車の量はない。過ぎ越しの晩餐にむけて徐々に準備に入

っているのか。ちょうど大晦日になると、何となく外が静かになる感じとにている。タクシーや

バスに乗るとよくラジオが流れている。ここもガルガラッツが流れる。ニュースを30分に一度.

流すことと、ポップミュージックがあるので、視聴率は高い。全て-プライ語だがアラブ人運転

手が運転するこの車にも流れている。

軽快に飛ばして南に向かう。交差点には各所花束が売られている。アッコ一に近づく

と、少年が「ドライバー、橋の下で止まってくれる?」と告げる。乗り合いタクシーは基本的な

停留所は決まっているものの、自分で運転手に告げれば交通違反をしない範囲でどこでも止めて

もらえる。

タクシーはアッコ-のアラブ人街を通過し、新市街を通ってまた-イフア-のメイン

道路に入っていくが、アラブ人街も祝日ムードで店などは閉まっている。旧市街はきっと関係な

いのだろうけど、この辺はユダヤの祭りでも店が閉まる。アパートにはついこの間の国会総選挙

の名残だろう、アラビア語で書かれたアラブ党の選挙キャンペーンの横断幕が垂れ下がる。

20分くらい乗ってキリヨンでタクシーを降り、キリヤット・ヤム行きのタクシーを待

つがどうももう動いてないらしい。反対車線にもハイフアから来るタクシーは見えない。乗り合

いではない普通のタクシーが一台「乗るか?」としつこく言ってくるけど、まだ7時までには

時間があるのでかたくなに拒否。イスラエルの祖母マザールにはどこで過ぎ越しの晩餐を過ごす

のかきちんと知らせてなかったのと、携帯を手にしたので電話をする0 「あんたどこにいるの、

連絡ないから心配したわよ」どこでもおばあちゃんは一緒だO 「まあ明日帰ってきたら家によっ

てよ、今日パンを買っておいたから」と言ってくれる。それは助かった!過ぎ越し祭に入るとパ
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ンが手に入らなくなるのだが事前に買い込むのを忘れてどうしようかと思っていた。過ぎ越し祭

期間中クラッカーのようなマツァー以外は小麦製品を口にするのは禁じられているので、パン屋

もパンは売らない。今日の昼間それに気づき、昼ごろナハリヤのスーパー、パン屋を駆けずり回

ったけど時すでに遅く、一週間はパンなしだと覚悟していたので、マザールの一言は天使の一声

に聞こえた。マツァーはクラッカーのようなもので、最初の一日はものめずらしくていいのだが、

その単調な味にすぐに飽きてしまうし、食べるとずっしりとおなかにたまって気持ちも悪い。マ

ザールには感謝の言葉を繰り返しながら、今夜遅くてもタクシーで帰ることを告げ電話を切る。

メルカズ・クリタ一に向かうにはまだ早いので大学院時代の仲間タリにも電話する。タ

リは2000年人類学修士課程に入学した同級生5人のうちの一人。もう一人、サフアというベド

ウィン女性がいて、タリの大親友。彼女にもぜひ会いたいと思い、タリに次回べエルシェバに行

ったときにサフアと一緒に会おうと提案をする. 「私はベエルシェバにいる旦那の両親家族と過

ぎ越し祭をするんだけどヨシは?」 「ヱチオとoAのところに今から行くところ」と答えると、 「そ

れは絶対特別な経験だね、楽しんで」と送り出されるように電話を切る。薄暗くなりかけてきて

ので、今頃ならもうメルカズに向かういい時間、と乗り合いタクシーはあきらめて普通のタクシ

ーに乗ることにする。

タクシーを止めて「キリヤット・ヤムのメルカズ・クリタ-まで」と告げる。 「ああ、

ヱチオとoAのだね」 「メーターにする?」 「はい」イスラエルのタクシー運転手は普通(というの

も勝手な解釈だが)ガンガンとおしゃべりが多いが、彼は物静かで、メーター使うかどうかも聞

いてくれるし、ちょっと空気が違うoせっかくなら「何ヱチオピムのところに行く?おい、ちょ

っと耳かせ」とェチオピア出身オリムの受け入れ政策について演説を始める威勢のいい運転手を

捕まえて、過ぎ越しの晩餐前のジャブを食らっておきたいところだったが、彼は柔らかに「あそ

こはヱチオビムのところだね」と行き先の確認だけでそれ以上は語らなかった0 -プライ語をあ

まりしゃべりたがらない感じがしたので、 「過ぎ越しの晩餐は家で?」と伺うと「もちろん」。

「私はモスクワ出身でね、 15年前にアリヤーした」とロシア出身であることが予感的

中した。 「僕は三年ぶりに来ているんだけどどう?何か変わったことは?」と彼に聞くと「何も

変わってない、むしろ悪くなるくらい。日本にアリヤーしなかったのが悔やまれる」と私の方を

見てニヤニヤした。そうこうしているうちに目の前にメルカズ・クリタ-・サピールが見えてく

る。ゲートの外には多くのサピールの住人が集まっていて、その目の前に車止めて降りるのは何

となく梼曙して、ちょっと先に止めてもらう。表示されている料金は20.8シケル。 「20シケル

でいいよ」と運転手。 21シケル渡すと、 「祝日だから20でいいよ」と-シケル私の手に返すの

で20シケルだけ払って車を降りる。最後まで柔らかな物腰のタクシー運ちゃん。念のため帰り

にタクシーがなかったら電話で呼べるように名刺をもらうと、-プライ語とロシア語で書いてあ

る。この辺りはロシア人が多いからだろうな。

降り立って、そこにはゲートに囲まれたメルカズ・クリタ-・サピールがあった(巻末

資料「メルカズ・クリタ-・サピール入口」 「メルカズ・クリクー・サピール外観」 )
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第四章　メルカズ・クリタ-での生活:過程と課程

メルカズ・クリタ-で生活するオリムに求められる目標は主に二つに集約できる。

一つは、メルカズ・クリタ-を出た後にアパートで生活するイスラエルでの「一人立ち」に

向けた準備、そしてもう一つは、国籍取得のための改宗の課程を修了することである。

真の一人立ちはメルカズクリタ-を出てアパートでの生活が始まってから、とス

タッフは口をそろえるように前者は始まりに向けて進み、一方後者はラビ法延での改宗合

格と国籍取得という終わりに向けて進む。

これら二つの過程と課程を経験するのはエチオピアからアリヤーするフアラシュ

ムラに限られており、エチオピア出身でも80年代から90年代にアリヤーしたべタ・イスラ

ェルは経験していないし、ロシアやその他の国!地域出身のオリムには全く該当しない。

本章は2006年4月7日から5月4日に補充調査を実施したイスラエル北部のキリ

ヤット・ヤム市メルカズ・クリタ- ・サピール(以下サピール)での参与観察を軸に展開して

いる。 1999年から2002年にかけて実施したべェルシェバ市メルカズ・クリタ-・ヌリット

クとメルカズ・クリタ-・カリシヤールで得た資料を使用する場合にはその旨注記する。

第-節:初めての家

オリムとスタッフ

メルカズ・クリタ-はアリヤーしてきたオリムを受け入れることを目的とした機

関であり、アリヤーしたばかりのオリムまたは居住者(ダヤリム)と、それを受け入れるスタ

ッフまたは労働者(オブディム)という対比関係に基づいた呼称が存在する。この呼称はエチ

オピア出身オリム専用であろうが、それ以外の国や地域出身であろうが関係ない。サピー

ルのように、エチオピア出身オリム専用のメルカズ・クリタ-のスタッフの中には80年代

から90年代にかけてエチオピアからアリヤーしたべタ・イスラエルも含まれるが、居住者

とスタッフにいるエチオピア出身オリムもあわせて「私たちヱチオとoA」 「彼らヱチオとoA」

という時には言語(アムバラ語)や食事(それから、無意識的に肌の色)などを共有しているこ

とを表す場面に限られている。そのため、本章でオリムという時にはこれまで議論してき

たような一般的にイスラエル-アリヤーするオリムの総称としてではなく、サピールに居

住している過去1年半以内にエチオピアからアリヤーしたフアラシュムラを指している。

イスラエルのユダヤ人人口の30%以上は国外出身なので、厳密には約30%は少な
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くともオレ-(オリムの男性単数)かオラー(女性単数)ということになるが、実際には30年前

にアリヤーした人にオレ-とは言わず本人も「私もかつてはオレ-だった」と過去形でい

うだけで今やオレ-とは認識されない。一方、サピールの居住者のようにアリヤーして1

年半位だと明らかにオレ-と言われるし、かといってメルカズ・クリタ-を出てアパートで

一人立ちしたらオレ-と言われないわけではない。では一体いっからオレ-と認識されな

くなるのか、というのは私の大きな関心の一つであるがまだ回答を得ていない。一般的に

はそのような暖昧さがあることを確認し、本章ではサピールに居住するフアラシュムラに

対して限定して使用することを確認したい。

ヱチオピムという言説がヱチオピム"自身"にとってはありがたくない意味合いを

含んでいることは第二章で明らかにしたが、メルカズ・クリタ-の中でヱチオとoAといった

表現を耳にすることは上記のような言語(アムハラ語)や食事(それから、無意識的に肌の色)

などの共有を表す場合に限られている。それは、ヱチオピムという言説がヱチオピムを目

の前にして語られるのではなく、多くの場合にその場にいないときに発せられていること

にも関係する。メルカズ・クリタ一にはそこにエチオピア出身オリムがいるので、ヱチオピ

ムという単純なカテゴリー化は行なわれない。しかしながら、それでもメルカズ・クリタ-

の中でカテゴリー化したヱチオピムと発せられる場面に遭遇した時には、それはこれまで

通りイタリックでその異質感を本文中でも残した。なお、現在エチオピアからアリヤーす

るのはフアラシュムラであるが、メルカズ・クリタ-ではフアラシュムラであるかないか、

すなわち改宗をしなければ国籍を得られない立場であるか否かは関係なく受け入れ業務が

されるので、 「彼らフアラシュムラ」という呼称も国籍に関する事務手続きについて語る他

はあまり耳にしない。

スタッフの構成

サピールのスタッフは多くをイスラエル生まれ、その他にロシア出身、ブルガリ

ア出身、エチオピア出身で構成されているが、 1999年の-プライ語教育で招かれた「アム

バラ語教師」がそうであったように、エチオピア出身のスタッフはサポート的位置づけに

いる(巻末資料: 「スタッフ組級図」参照。出典はユダヤ機関作成プレゼン資料)0

スタッフ組織はメルカズ・クリタ-を運営しているユダヤ機関が決定しているの

で現在エチオピアからアリヤーするオリムを受け入れるイスラエル中のメルカズ・クリタ

-が同じ組織図に従っているOそれぞれの仕事分担は以下本文中に紹介するが、まず確認
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したいのはスタッフの多くが女性であるということ。エチオピア出身のスタッフには男性

も含まれるが、この傾向はウルパンにおいても同様で基本的に-プライ語教員は女性で構

成され、男性は時々「アム-ラ語教師」に見るという構成であった。サピールでは館長も

女性であった。

さて、エチオピアからイスラエルの空港に到着するとすぐにいずれかのメルカズ・

グリターに送られてイスラエルでの生活が始まるのであるが、それを受け入れるスタッフ

は「初めての家」 (バイト・リショーン)であるメルカズ・クリタ-でくつろげるようにアリヤ

ーの前から準備を始める。

エチオピアからイスラエル-

アジスアベバ、ゴンダールでアリヤーを待機しているフアラシュムラは現在も多

く1、それぞれの都市に事務所を構えるユダヤ機関と内務省の決定に従い集団でイスラエル

-移送される。内務省職員がェチオピア-行っているのは、言うまでもなく彼らがユダヤ

人であるかどうかを審査するためである。ラビ庁もエチオピアにいると言われているが常

駐なのか逐次なのかは不明である。

現在、フアラシュムラを除いて集団移送という形でのアリヤーは存在せず、また

入国法でアリヤーをする特異な例はフアラシュムラ以外に見られない。エチオピアの支所

に駐在するユダヤ機関と内務省の職員が、イスラエル国内19箇所(2006年4月時点:巻末資

料「メルカズ・クリタ-の位置」参照)に点在するメルカズクリタ-の空室状況と照らし合

わせながらアリヤーを決定し、順番に移送する。移送の際は家族単位となるが、兄弟姉妹、

両親や叔父や叔母(ェチオピアでは家族の範囲が夫婦とその子どもからなる核家族に限らな

い)がエチオピアに残らざるを得ないケースも少なくなく、度々家族離散の状態となり問題

が発生する。

実際に受け入れるメルカズ・クリタ-の現場では、約一週間前にエルサレムのユ

ダヤ機関から送られる新しく到着するリスト(核家族毎)に従い、ガイド、サポーター2達が

空室を掃除した後で人数分のベッド、コップ、シーツ、椅子、食器など全てを配置し「こ

1999年に発表されたエフラット報告では27,596人。ただし数字は一向に減少

せず正確には不明

2　　　　ソムホ-ト:女性サポーターを意味するソメ-ツトの複数形。男性形はソメッ-

であるがサポーターの仕事は女性のためソメッ-またはその複数形ソムヒムと呼ばれるこ

とはない
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こに来てよかったと思ってもらえるように、まるでホテルに到着した時のような感覚を持

ってもらうために」 (オーラ)3受け入れの準備を整える。

サピールではオリムがメルカズ・クリタ一に到着した直後はお金もないので最低

限の食べ物も用意しておく。かつてはスタッフがケータリングを頼んでいたが、誰も知ら

ない味でおいしくないので食べないことが分かり、 「私たち、同じエダー(ェチオピア出身者

のグループの意。詳しくは第一章)の一員として、私たちが気に入られると分かるものを用

意するようになった」 (オーラ)と言うように、エチオピア出身のスタッフは、こんな味の橋

渡しの役割も果たす。アリヤーが行われる日はガイドまたはスタッフの誰か一人が空港ま

でバスで迎えに行くが、サピールで2006年2月に新しいグループを受け入れた際は男性ガ

イドのパイル(84年にエチオピアからスーダン-徒歩でその後モーセ作戦によってアリヤ

ー)が迎えにいった。空港では内務省、アリヤー受け入れ省の職員、看護士がそれぞれ待機

しており、到着と同時に身分証明書番号が発行され(証明書は約3ケ月後発行)、その後バス

でメルカズ・クリタ-まで移送されて諸手続きが始まる。

メルカズ・クリタ-の初日

到着したらまずメルカズ・クリタ一にあるホールに集まってもらい、到着したメ

ルカズ・クリタ-の名前や位置を地図で紹介した後、電気の使い方、ガスの使い方、水の

使い方、それにドアに鍵をかけるというところまで、 「とにかく住む家の使い方の基本全て、

何から何まで教え」 (オーラ)、その後でそれぞれの部屋に入居してイスラエルでの生活が始

まる。オーラは1983年にアリヤーをしたが、その時の記憶を振り返りながら「私は11歳

だったけど、一週間誰も私たちのことを見に来てくれなかったことをよく覚えている.水

曜日について次の水曜日までだれも見に来てくれなかった、このまま終わるんじゃないか

と不安に思ったあの時のことは忘れられない」と現在「何から何まで教え」る受け入れ態

勢がどれだけ特別なのかを語ってくれた。

翌日は、ビトクーアハ・レウミ【NationalInsurance】、身分証明書のための写真撮

影4、健康診断、学校の入学手続き5、銀行口座開設、ウルパン【オリムのための短期-ブラ

3　　　　実際に準備を担当するガイドの一人オーラとのインタビュー2006年5月1日で

の発言、以下(オーラ)と注記のあるものは全て同じ

4　　　　身分証明書番号だけが空港到着時に発行され、身分証明書の授与はそれから約3

力月後

かつて小学校の選択肢はあったが、現在は「改宗」のために世俗的な学校にはい
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イ詩集中学習施設]の登録と開始、改宗の課程であるユダヤ教信仰の学習の登録と開始、基

礎生活補助支援金[ドゥメイ・キューム]6の受額、とメルカズでの生活はあわただしく始ま

る。

メルカズ・クリタ-の一日

メルカズ・クリタ-での生活はあわただしい。日曜日から木曜日の毎日朝8時半か

ら13時まで-プライ語を勉強し、授業が終わったらすぐに保育園に子どもを迎えに行き、

夕方は女性が16時から18時、男性が18時から20時それぞれ二時間ユダヤ教信仰を勉強

する7という、合宿のような生活はその日から定住アパートを購入して引越しの日まで少な

くとも一年間は続く。

サピールは2006年4月30日時点で64世帯307人が居住し、 2004年9月から

2006年1月の間にアリヤーした時期毎に9つのグループに分けることができ、 -プライ語

力も改宗の課程の進行具合もその到着時期によってまちまちである。多くは一世帯5人か

ら6人で構成されるが、一つのアパートは多くても三部屋なのでリビングに子ども用のベ

ッドを置くなどして工夫をするしかなく、各部屋を訪問しても子どもが普段寝ているベッ

トがソファー代わりになる。メルカズ・クリタ-を出て定住アパート-引越しをする時期

は自発性に任されているが、 -プライ語学習と改宗の課程を修了するまでには最低一年間

は必要で、時には二年近く滞在する。

第二飾: 「公的な家」

母のようなスタッフ

メルカズ・クリタ-のスタッフの間ではそこがオリムにとっての初めての家レ1イ

ト・リショーン]であることが何度も強調される。

スタッフのほとんどは女性で、サピールで男性のスタッフと言えば、建物管理(日

けず全て宗教的な学校に通わせないといけない
6　　　　通常オリムにはサル・クリタ-と呼ばれる生活補助金が家族毎に支給されるが、
ファラシュムラは多額の住宅購入補助金を受け取るために、サル・クリタ-ではなく生活に

必要な必要最低限金額のドゥメイ・キューム[ドゥメイは手当てなど小額の金銭・キューム
は生存、存在の意]
7　　　　女性がこの時間に学ぶように設定されているのは、夕食の準備と子どもの世話
ができるようにとの配慮
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本ではボイラーのおじさんというところか)を担当するモーリスとエチオピア出身で男性ガ

イドのハイルの二人だけ。例えば病人が出た時にタクシーを手配したり、病院に連絡した

り、日ごろの健康状態や、家族の状態などを面倒見るのは寮母[ェム・バイト】、サポーター

もソムホットと女性形複数名詞と、女性しかそれらの職に就かないことが前提となってい

る。メルカズ・クリタ-は女性中心の家ということになる。それは、オリム達がソーシャル

ワーカー達を時に「母のようだ」などと呼ぶところにも表れる。エチオピアからのアリヤ

ーを長年受け入れた経験を持っソーシャルワーカーのプニーナは「私たちのことを、確か

に母とか呼ぶけど、よく考えるとそれはある問題があって、うまく対処した時なんかにお

礼を込めて言う感じかもしれないわね」と振り返りながら語る。

一方、スタッフたちもどこか母のような視線でオリムに接する。メルカズ・クリタ

-の目標は?と聞けば「彼らがイスラエル社会で一人立ちできるように後ろ盾をすること」

とはかなり多く聞く表現だ。そしてすぐに「でも、私達の仕事は大きなパラドックスがあ

って、彼らにとって見ればアリヤーしていきなりここで生活するわけだから、少しでもく

つろげる場を提供したいけど8、でもあまりに居心地がよくなってしまってここに腰をすえ

て定住アパート-の引越しができなくなるのも困るのよ」と、まるで可愛い娘が家にいる

のはうれしい反面、嫁にいかなくなるのは心配、という親の心境のような言葉が続く。

公の空間にある個人の家

スタッフがどれだけ家のようだと言ってもメルカズ・クリタ-は職場であって家

ではない。現に、メルカズ・クリタ一には8時から20時の間しかスタッフがいない。週末

や祝日も当番のスタッフが一名日中の時間いるだけである。それに、オリムにとって寮母、

トレーナー、サポーターがいる部屋は事務所であって決して家にはならない。オリムにと

って家はあくまで自分で鍵を閉めることのできる自分の部屋である。その中であれば、イ

ンジャラ(通称エチオピアのピタパン:巻末資料「インジャラ」参照)を食べてもいいし、ブナ

(コーヒーを飲む娯楽:巻末資料「ブナ」参照)をしてもいい、エチオピアのダンスDVDを鑑

賞してもいい、そここそが自分の家なのだ。

そこ-、ズカズカと寮母やトレーナー、サポーターが入ってくることがある。そ

の訪問は当然「母」が来たとは受け取られない。サピールは三つの棟が一つの玄関でつな

がる建物の構造だが、それぞれ各棟約20世帯毎に一人のトレーナーが担当者となり、ソ-

8　　　マルギシュ・バ・バイト【Feelathome】が実際の表現
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シャルワーカーや他のトレーナー、サポーターが二人で(必ず一人はアムバラ語通訳、二人

ともアムバラ語母語の場合もある)定期的にオリムの部屋を訪問して様子を伺っている。ガ

スがきちんと使えるようになったか(簡単な試験制度を設けている)、水道はちゃんと使える

のか、夫婦の間でトラブルはないのか、子どもの教育、その他何か困っていることはない

か聞きにいく。それを家族毎のファイルに記録する。ファイルには名前9やアリヤーの日付、

誕生日10、ガスが使えるようになったかどうか等、設定した進行具合が一目で把握できる。

寮母は特定の棟の担当はせず、それら3棟の状況を総合的に管理する0 「ほら、こうやって

すぐに家族がどんな状況にいるのかが分かるのよ」と調査日の最後の最後にファイルを手

にしながら寮母のイレナは私にシステムの効率性を見せてくれた。部屋に入る場合には必

ず事前にアポをとるべきとの決め事があるが、ほとんどそれは実行できていないという。

オリムにとっては自分の部屋なのであるが、スタッフにとってはそこは仕事場だからだ。

サピールの館長ルティに初めて会ったときに、今回の調査のテーマが「ホーム」

であることを伝えている時、その事務所にゾロゾロとオリムが入ってくる様子を指差して

「ほら、見てよ、ここはホームみたいなものだと思ってるのよ、好きなときに部屋に入っ

てきて、なんでも好きなことを依頼するのよ」と全く逆の立場から逆のことを言っていた

が、やはりスタッフにとってメルカズ・クリタ-はホームではありえず、職場でしかない。

何でも屋のガイド

スタッフの仕事分担はスタッフ同士ではクリアーに仕切られているが、オリムに

とってはほとんど意識されていない。調査中もガイドのオラとパイルの事務所にはいつも

列ができていた。 「全てわたし、彼らは仕事分担を理解していないから、言葉の分かる私た

ちに全てまかされる」 (オーラ)と言っているように、メルカズ・クリタ-ではアムハラ語を

母語とするスタッフが引っ張りだこだ。寮母の事務所に一人で来るオリムはいつも決まっ

た一人で、あそこが痛いとか、ここが痛いであって、細かい相談や、銀行口座の話、病院

9　　　　今では本名だが、かつては、ダビッドやイツイツクなどアリヤーと同時に一方的
に名前を与えられた。現在、メルカズ・クリタ-・サピールのスタッフであるオーラ、アビ
バなどもおそらくイスラエルで与えられた名前である
10　　　ェチオピアでは誕生日の概念がなくアリヤー毎に皆同じ誕生日であった。現在も

ないものが多い。エチオピアでは住民登録がない(そうなので)ので、誕生日を管理する必要
性がないのかもしれない。文化担当ルティの話では、誕生日会は好評なのでサピールでは
いつも家族向けにいろいろと企画をしているが、その後は自分達でやるようになるそうだ。
まさに「創られた伝統」である。
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-のアポ取りなどは全てオラとパイルの事務所に押し流される。

オーラと-イルの仕事はここに記載でききれないほど多彩であるが、後で紹介す

るように定住アパート購入手続き-のサポートは中でも大きな比重を占めていると言って

もいい。特に、エチオピアの村から直接アリヤーした人は銀行とは何かを知らないし、お

そらく村人にとって銀行はポケットであったかもしれない。そんな彼らにアリヤーしてす

ぐに住宅購入補助金マシュカンタが支払われる.それこそポケットには入りきれない多額-

の金額を受け取るのであるが、受け取るとはいっても現金ではなく数字だけが出たり入っ

たりする仕組みはそれまでのお金という概念からは全くかけ離れてしまって理解しにくい

し、それがお金だとは信じがたい(そうだ)。それに、要所要所で求められる書類上の名前、

番号の欄の区別がつかなかったり、一つ一つの書類を確認したり提出したり、銀行の窓口

に行ったり、とても一人ではできずに全ての行程でガイドのオーラとパイルの出番が求め

られる。

警備員

イスラエルではスーパー、大学キャンパス、レストランといたるところ入り口に

は警備員が座っている。そこでかばんを開けて、ハンディータイプの金属探知器でサッと

体を撫でで匡しくないことが彼の任務として証明されるとようやく建物、敷地の中に入れ

る　2006年4月に訪問した時に友人のモシェとスーパーに向かっていた時も入り口にエチ

オピア出身と分かる警備員が目に入り、モシェが「警備の仕事はすっかりヱチオピムにな

っちまったよ」 「確かに警備の仕事は男だけじゃなくて女もヱチオピムで占められているの

が目に付くようになった」とモシェに返答していると、 「シャローム、にいちやんどこから

来た?」とその警備員が私たちを止めた。 「シャローム、ベイト・アヒムだ」というと「オ

ッケイ」と通してくれた。 「俺はアラブっぽい顔しているから止めるんだ。そんで-プライ

語の誹りを聞くんだよ、アラブっぽい誹りがないか」と言うとおり、モシェはトルコ系(両

親がトルコ出身)なのでアラブっぽい、日本の社会ニュースで言うところの中東系の顔をし

ている。

イスラエルを歩くとそんな風に今や警備員といえばェチオピア出身者が随分と占

めるようになったことが目に付くのだが、メルカズ・クリタ一にも必ず警備員がいる。そし

て、彼らは民間の警備会社の派遣ではなく、ユダヤ機関の職員として働く。そのため、ス

タッフリストにも一員として含まれている(巻末資料「スタッフ組識図」 )。 2006年4月は4
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名の警備員がいた。そのうち二人が80年代、 90年代にエチオピアから、他二人が90年代

にロシアからアリヤーしたという90年代の大規模アリヤーをそのまま反映したような構成

だった。メルカズ・クリタ一には日中大勢の人々がやってくる。医者、メンテナンス業者、

不動産業者、 -プライ語を学ぶためだけにやってくるロシア出身のオリム、そして私のよ

うな調査者11。しかし、大抵は顔見知りの訪問者がほとんどなので、スーパーなどのように

かばんを開けることも金属探知器でのチェックもない。ちなみに私が初めて訪問した時に

は、まずパスポートを見せて、館長のルティとアポがあることを告げて、パスポート番号

と名前、入館時間を記入した後にかばんを見せて彼の任務上怪しくないと認められた後で

パスポートを彼に預けてそのまま彼がオフィスに誘導してくれた。二日目以降は顔パスと

なった。

さて、彼らの任務は時々やってくる全く見たこともない部外者をチェックするこ

とよりも、日々の訪問者の確認、それにメルカズクリタ-の玄関をあけたり閉めたりする

ことにある。メルカズ・クリタ-の入り口の鍵は彼らが持っているからだ。メルカズ・クリ

タ-が決してだれかの私的な家ではなく「公的な家」であることを象徴している。メルカ

ズ・クリタ-は夜11時から朝6時まで鍵かかかる。つまり門限があるのだ。メルカズ・クリ

タ一に住むオリムが友だちや親戚を週末呼びたい、という時には事前に警備員に伝えてお

かなければならない。自分の家であればどうぞどうぞ、の一言でいいのだが、メルカズ・ク

リタ-は自分の家ではないので自由には泊められないのだ(巻末資料「訪問者規定」参照)0

このように、メルカズ・クリタ-は居心地のいいものにしたいと願いながらもそこ

はスタッフにとっては職場であり、公的な空間でしかない。玄関は閉められてしまうし、

家族毎にファイルで管理される。その公的な空間としてのメルカズ・クリタ-の機能と目的

はどこにあるのか、新たに共通の歴史や記憶を書き込む場として見てみたい。

第三飾:新たに書き込まれる記憶

補充調査を実施したこの時期は「イスラエルの一員となるには必要不可欠」 (メル

カズのスタッフでの複数回答)を理解するためには欠かせないと言っていい記念日が続く。

11　　　私は調査者との自覚であるが、オリムの一部からはしばらくスタッフの一員だと

思われていた。子ども達からは「ほら、中国人」と呼ばれていたし、どのように見られて

いたのかは未だに定かではない。
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3000年以上前に奴隷だったユダヤ人がェジプトを脱出したことを記念するユダヤ三大祭の

一つ過ぎ越し祭[ペサハ・Passover]、ホロコーストの惨劇を二度と繰り返さないと誓うホロ

コースト記念日【正式にはホロコーストとその犠牲者及び英雄を記念する日^Holocaust

Martyrs'and Heroes'Remembrance Day-mi氾ユl ,lKlめ11「〕,Tnロl']、周辺諸国/地域との戦

争で命を落としたイスラエル国防軍兵士を追憶する戦没者記念日[正式には、独立戦争及び

イスラエル国防軍の戦没者記念日・Memorial Day for those fallen in the war of

Independence and the Israel Defense Force-触rw m〕rm ,うbTlう,うう⊃5 11「〕蝣・TH Div[1963

年法制化:巻末資料参照)そして1948年の国家樹立を祝うイスラエル国家樹立記念日[正式に

は、独立記念日^Independence Day: )[nl拭nEy or1949年法制化:巻末資料参照)、と過去から

現在に向けて一気にイスラエルの歴史を振り返る記念日がこの一ケ月に集中する12。言うま

でもなく、それらは全てユダヤ人の歴史である。それぞれの記念日には全国ネットでテレ

ビ中継される政府主催の式典はもちろん、地方自治体、メルカズ・クリタ一、学校、キブ

ツなど公的機関、コミュニティで同じ時刻に記念式典が行われる。これらの式典を通して

「イスラエルの一員となるには必要不可欠」 (メルカズのスタッフでの複数回答)な単一の時

間感覚【Homogeneous sense of time](アンダーソン)が演出され、ヱチオとoAにその単一の

時間感覚を共有することが求められる。

この記念日続きの時期は季節的には春先にあたり、世界中から家族が帰って来た

りまた最近では連休を利用して国外旅行に出かけたり、まるでゴールデンウイーク、お盆、

正月が一度にやって来るような雰囲気となる.メルカズ・クリタ-でも子どもたちが式典

の出し物のための準備、飾りつけ、式典とあわただしくなる　2006年は4月12日から5

月　3　日がその期間となり、サピールでも式典、課外授業などが行なわれた。式典そのもの

も興味深いのであるが、イスラエルが出エジプト、離散そして戦没者の犠牲、国家樹立に

至るまでの「シオニズム的なユダヤ民族史」 13が、これらの記念日の連続シリーズを通して

どう記録され、どう再利用され、誤用され、そしてどのようにエチオピアからアリヤーし

たばかりのオリム達の記憶と化していくのか、その過程に公的な家がどう機能するのかに

私の関心はあった(ピェ-ル,200l:28)c

12　　　　全ての記念日はユダヤ暦に基づくために西暦上は毎年日程がずれるが2006年は

4月中旬から5月初旬にあたった

13　　　　臼杵,2004:231、同氏も議論するシオニズムとディアスポラの否定(Shelilat

ha-galut)についてはPiterberg,1996:129がほぼ同じ見解を示している
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1)過ぎ越し祭

過ぎ越し祭は古代エジプトで奴隷の民であったユダヤ人がエジプトを脱してカナ

ンの地に向かったことを記念する祝日で、ユダヤ三大祭の一つ。教育機関は二週間近く休

みとなり、街中では過ぎ越し祭セールが開催され賑やかな日々が続く。他の祝日同様日時

はユダヤ暦で決まっているために西暦では毎年日時が変わるが、雨季から夏季-の花が咲

き誇る短い春に収まるので春を告げる祭りともとらえられる。ペサバでは初日のイブ14にラ

イラ・セデルと呼ばれる出エジプトの物語を朗読したり、歌ったりのハガダーと呼ばれる

式次第に従った晩餐が家庭で行なわれる(ライラ・セデルは以下過ぎ越しの晩餐、または晩

餐)o普段はイスラエル国内、国外に離れて暮らす家族もその時ばかりは一堂に会して同じ

ひと時を共有したり、近しい友人家族と合同で行なったり、キブツではダイニングホール

でメンバー、住人(トシャブ)が集まって盛大に行なったり15形式は様々であるが過ぎ越し祭

の晩餐の時間を共有する。ハガダーは完全にその通りに従うとかなり長時間を要するが、

よほど宗教的に敬度でなければ簡易なもの、さらに簡易なキブツでの形式などバージョン

は様々である。豪勢な食事を目の前に長いハガダーを読むのはまるで罰を受けているよう

で、家庭によっては父親が「まあこの箇所は重要じゃないから飛ばしちやおう」 16と現実的

に柔軟に対応する。

サピールでは、アリヤー間もなく初めてイスラエルで過ぎ越しの晩餐を経験する

グループと、昨年に続いてメルカズ・クリタ-で過ごすグループとに分かれて過ぎ越しの晩

餐は行なわれた。初めて経験するグループは実際の晩餐の二日前の日中にリハーサルを実

施した。過ぎ越しの晩餐をリハーサル、ヱチオとoムがイスラエルで初めて、といずれも十

分にニュースバリューを満たしたできごとは翌日写真人で『Jerusalem Post』 (イスラエル

最大の英字日刊紙)に掲載された。晩餐は全てハガダーに従うために、事前に全体の流れが

分からなければ一体何が行なわれているのかが全くわからないので本番前に一度っかんで

おいてもらおう、との文化担当ルティの配慮で行われた(巻末資料「晩餐のリハーサル」参

照)0

14　　　　ユダヤ暦の祝日は夕方から始まるので、カレンダー上はその前夜が第一日目と

なる

15　　　　　最近ではキブツの晩餐を経験してみよう!と家庭では味わえない雰囲気を売り

にして部外者の参加を募るキブツもある。一方、 「毎年マンネリで食べ物もおいしくないか

ら自宅で友人と」というキブツのメンバー、住人もいる

16　　　　　2006年4月9日モシェ宅でエチオt-Aの晩餐はさぞ興味深いであろうとの話

題から始まった彼の家庭でのセデルの様子
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私はイスラエルで過ぎ越し祭を二回目に過ごすグループに参加することになった

が、食事が来ないという事件が発生したために(詳しくは次節参照)始まったのがすでに21

時と異例の遅さで、そのために子ども達はグズっき、泣いたり喧嘩をしたりで大騒ぎのま

ま行なわれた。これまで参加したことのあるキブツでの晩餐でも同様に小さな子どもを含

めて大勢がホールに集まり、就学前から小学校低学年までの子どもたちがクラス毎に掃っ

たり、歌を歌ったり、また声に自信のあるメンバーは独唱したり、詩の朗読をしたり、そ

れら出し物の度に拍手が響き、親たちは子どもたちの晴れ姿をしっかり収めようとカメラ

を持って舞台に駆け寄ったり、祝賀ムードがあった。そんな賑やかな晩餐を経験していた

ことと、友人たちから「ヱチオピムだったらきっと歌あり折りありの特別な晩餐のはずだ、

羨ましい」と言われながら大きな期待を膨らませながら参加したために、目の前の乾いた

雰囲気とのギャップはあまりに大きすぎた。

一言でいえば、参加するようサピールのスタッフから言われているので参加して

いる、子どもたちもグズッているしできるならば各自で行いたい、という雰囲気が会場を

覆っていた、、、ように感じられた。家庭であれば一家の主が執り行うところ、その日はま

だ30代前半と若く白いシャツを着た男性(以下、白シャツの男)が執り行っていた。晩餐が

開始してすぐに、高校生の男子5名だけが集まったテーブルにしばらく座っていたが白シ

ャツの男性の声が小さく、晩餐を取り仕切っているという威厳にも乏しく、何が行なわれ

ているのかが分からない、と感じるのは私だけではないようで祈祷の場面でも口を開く人

は見られず、全部で4回の乾杯も揃わなかった。

ワインを飲む場面では「ワインを飲むときは、こうして飲むんだ」と、ダラ～つ

と体を横にして肘をついて飲む姿を同席していた高校生男子が見せてくれた。そんな格好

でワインを飲むのははじめてみたので最初は高校生が私をからかっているのか、と真剣に

聞いていなかったが、確かに一番前に座る白シャツの男も同じ格好をしているので目を疑

う。キブツの晩餐では見たことがなかったが、正統派ユダヤ教の教えでこのような格好で

飲むことが正しいとされており、確かにその日配られたハガダーにもその格好でワインを

飲むイラストが挿絵になっていた。

そのハガダーの表紙には、モーセ作戦が実施された時のものだろうか、随分古い

が飛行機のタラップをヱチオとoAが降りてくる写真と、エチオピアでマツァ(ペサハ期間中

に食べる種無しパン)を焼く写真が使われていた。その写真を見て同席していた高校生が「エ

チオピアではこうやってマツァは焼いていたんだ」と指差した。表紙をめくるとそこには
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-プライ語とアムバラ語が併記されていた。

セデルでは何度も歌を歌う場面があるが、サピールでは保育園や小学校に通う子

どもたちは学校ですでに知っている歌がありそこだけは元気に声を出し、親たちは知らな

いという様子でただ眺めていた。その姿がヱチオとoAであれば特別なセデルのはず、との

期待と想像からはあまりにかけ離れていて返って印象に強く残った。

盛り上がる場面もなく、子どもたちの泣き声やざわめきが続く中で、帽子をかぶ

りジャケットを着た70歳は超えているであろう深くしわを刻みゆったりとした動きで男性

が立ち上がり挨拶をすると、一同その男性の話に耳を傾けるようにその時は静かになった.

晩餐中は声が小さかっただけではなく、 -プライ語の祈祷が多かったことに比べれば、長

老によるアムバラ語の挨拶は一人一人の耳に入っていくようでもあった。この長老はサピ

ールでは最年長で「エチオピアでは年長者を敬う」 (あらゆる場面で耳にする言説)ために晩

餐の最後に代表して簡単な挨拶をしたのである。

年長者を敬うヱチオとoAの間ではシュマギロチと呼ばれる長老が地域のアドバイ

ザー的役割を果たし、サピールのソーシャルワーカーも「家庭の問題や、家族同士の問題

などで私たちには解決できないようなことでもシュマギロチが介入することで解決できる

ことがある」と私に話す。シュマギロチの存在とその役割については80年代ヱチオとoAが

イスラエルに登場した直後に、宗教的指導者ケスと並んでイスラエルには見られないエチ

オピア社会の特徴として随分と研究され、現在もエチオピアの社会組織をイスラエルと比

較する際に必ず取り上げられる(第二章四節参照)0

ユダヤ教信仰17の教員

晩餐が終わりサピールまでの道のりを、晩餐を執り行った白シャツの男と二人で

歩いた。彼はアリヤーをしてまだ8年、サピールに住む男性たちに改宗の課程のためのユ

ダヤ教法規の内容や祝日の執り行い方などを教えるユダヤ教信仰の教員【モレ- ・レ・ヤハ

ドゥ-トウ】であると自己紹介してきた。ユダヤ教信仰の教員とは宗教的指導者ではなく、

教員免許と同じく高等教育機関で単位を取得することで教育省から得られる正統派ユダヤ

教の信仰、具体的には食事規定、安息日、過ぎ越し祭などの「正統な」手続きを改修"希望

17　　　ヤハドクートク,Judaismaヤハドクートクを学ぶ、ヤハドゥ-トクの教員という

表現にピッタリくる訳語を模索した結果、ユダヤ主義でもユダヤ教でもあてはまらず、学

ぶ内容、教員の任務を考えると儀式の形式、律法の内容、ユダヤ教法規ハラバーのルール

であるので本稿では全てユダヤ教信仰で落ち着かせることとしている。
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者"に教える資格がある者を指すoユダヤ教信仰の教員の任務は改宗の課程の一部かつ最大

を占める毎日夕方行なわれるユダヤ教信仰の授業を教えることであり、 -プライ語を教え

るウルパンの教員のような職業である。

「なぜ改宗をしなければいけないんですか?」ズバリ単刀直入に聞いてみると「改

宗は義務ではない、個人の意志【ラツオン】がなければいけない」と何かをつまんだような手

を胸に向け、微笑みながら私に説明した。政府決定によりフアラシュムラは改宗しないと

国籍が得られないと理解していた私にはどうも納得ができずに、しつこく「それでも改宗

しないといけないと決められているんじゃ」と食い下がると「彼らは忘れてしまった、忘

れたから思い出さなければいけない、かつては知っていたんだ。重要なのは全てにおいて

ユダヤ人18になることなんだ」 「知識だけつめこんじゃいけない、頭で学ぶような、そうい

う改宗では意味がない」と今度はつまんだような手を耳の上辺りに突きつけ、また微笑み

ながら私に語った。帰還法での改宗の位置づけに最大の関心がある私は、もう一歩「改宗

しなければ国籍がないのでは」と言うと「私たちの任務はユダヤ教信仰を教えてラビ法廷

に推薦をするまで、あとはラビ庁が決めること」とそれまで知らなかったユダヤ教信仰の

教員とラビ、ラビ庁、ラビ法廷との明確な任務の違いを教えてくれた。改宗はラビが全て

行なうと思い込んでいたが、信仰の手続きに関する知識を教えるのは教育省で資格を得る

教員で、審査をするラビ法廷とは明確にその任務が分担されている。

晩餐は全く期待はずれであったが、改宗の課程におけるユダヤ教信仰の教員とい

う存在そしてラビ法廷との役割分担、またそもそも晩餐の盛り上がらない雰囲気は白シャ

ツの男性に儀式を執り行う主としての威厳が見られなかったからだった。しかし、その理

由は、彼がどれだけ否定していても、白シャツの男は知識としての信仰を教えているユダ

ヤ教信仰の教師であったからなのだ、と思うと全てが納得できてすっきりとした気分で帰

路に着いた。

ミムナ

過ぎ越し祭期間中の一週間は小麦製品を口にしてはいけない。というのは敬度な

信仰を重んじる少数派であるが、スーパーからもパン屋からもパン、それにビールなど小

麦製品が市場から姿を消すので、アラブ村のスーパーやレストランに行かない限り実際に

18　　　改宗に関してよく聞く言葉。伝統的、歴史的、だけではなく宗教的に全ての面で
ユダヤ人にならなければならないという宗教派の視点。
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小麦製品を手に入れるのも口に入れるのも困難となる。メルカズ・クリタ-ではオリム全員

が改宗の課程にあるためにユダヤ法規-ラ--を厳重に守らなければならず、エチオピア

のピタパンと呼ばれるテフでできたインジャラも食べられない。過ぎ越し祭が明けた翌日

の朝はやっとパンが食べられるというある種の開放感をいっも感じるが、サピールで見た

過ぎ越し祭明けの朝の光景は、やっとインジャラが食べれる、という開放感を伴った20キ

ロくらいの大きな麻袋に入ったテフをいくつもカートで部屋に運ぶ男性達の姿であった。

さて、過ぎ越し祭明けの朝はミムナと呼ばれるお祭りがモロッコ出身オリムを中

心に盛大に行われる。ミムナはWeingrodが「60年代中頃にイスラエルにおいて文化的な

多元的共存が「危険」とみなされなくなった時にエスニックなフェスティバルが盛んにな

ってきた(Weingrod 1979:61)」と分析するエスニックなフェスティバルの代表であり、年を

追うごとにイスラエルにおいて認知度も祭りの規模も上昇している。 2006年ミムナ当日朝

7時の全国ラジオニュースは「おはようございます、そしてミムナおめでとうございます」

との掛け声で始まり、ペレス元首相も「今日はイスラエル人全員がマロカイム(モロッコ出

身オリムの-プライ語)」とコメントして、今や「危険」という雰囲気どころか全国に祝福

ムードを与えるお祭りとなっている。しかし、過ぎ越し祭のようにミムナでは何を食べる

のか、何をするのかが知られているわけではない。

メルカズ・クリタ- ・サピールの職員でモロッコ出身者(両親がモロッコ出身で本

人はイスラエル生まれだが、自身ぼ-私はマロカイ(モロッコ人)-■と自称)のタリがスタッフの

皆に「ほんとうのミムナを見せたい」から集まって欲しい、と10時に館長ルティのオフィ

スに集合となった。テーブルには小麦に突き刺さった豆や、蜂蜜たっぷりの揚げ菓子など

が並び、彼女が一つ一つ食べ物を指しながら「白と甘さをふんだんに使って、豊穣と幸福

がたくさん訪れることを祈るのがミムナの祭りなの、これ指でつけるのが本当なのよ」と

前日の両親の家での模様もあわせてミムナについて説明する。誰かが、 「何て言うんだっけ、

なんか言うでしょミムナの時に幸せにとかそういう意味で」と聞くと「Tarbachwatas-ad」

(アラビア語)ね、と教えてくれる。参加した他のスタッフは「この食べ物って何ていうの?」

「この食べ物の意味は?」とタリに何度も質問をするように、過ぎ越し祭の食べ物と違って

馴染みがなく初めて目にするのは私だけではない(巻末資料「ミムナの様子」参照)0
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2)ヨム・ショアー【ホロコースト記念日】

イスラエルでホロコーストの日が設定されたのは1951年である1943年の過ぎ

越し祭にワルシャワゲットーでユダヤ人が蜂起したことを記念して、過ぎ越し祭終了5　日

後、国家樹立記念の一週間前となるニサン月27日(2006年は4月25日)に設定された。し

かし、記念日として設定されたもののそれから数年間は現在ほど大規模な式典は実施され

なかった。特に1950年代はホロコーストサハイパーに対して「どうして逃げなかったのか」

「あなたが生き残ったのはなにか不道徳なことをしたからだろうか」といった言葉を向け

ることがあったり、また手助けできなかった罪悪感といった複雑な感情がイスラエル社会

にあったり、またサハイパー自身がホロコーストの事実について語ろうとしなかったこと

もあり、ホロコーストを理解する社会的また政治的な合意がなされてなかった(津

田,2005:79)。

しかし、 1959年に「ホロコーストと英雄達の日の法」 [HolocaustandHeroismDay

law]が成立し、また1961年にアイヒマン裁判がエルサレムで実施されたことにより、ホロ

コーストはイスラエルのユダヤ人の歴史の中心的テーマ-と変遷していった

(Weitz,1995:129;臼杵,2004:249,Ben-Amos and Bet-El,2005:174)。 1950年代後半から60

年代にかけてユダヤ人定義を巡る「誰がユダヤ人か」問題があったことも忘れてはならな

い。すなわち、イスラエルにおけるホロコーストの位置づけが、公的なホロコーストの日

と位置づけを変えてユダヤ人の歴史の中心的テーマ-と変化した経緯そのものが、記憶が

国家によって記録され、式典を通して記念され、決して忘れてはならない歴史的過去とし

て継承されるようになったプロセスと言える。そして、 1963年には教育省より学校に対し

てホロコースト記念式典の実施とホロコーストをテーマとした授業の実施が求められるよ

うになり現在の形式が成立した(Ben-Amos and Bet-El,2005:174)(巻末資料「ホロコースト

の目前の街の看板」参照)0

「記憶せよ」はイスラエルでホロコーストを語る際のキーワードとなる。エルサ

レムにあるホロコースト記念館ヤッドバシェムのあらゆる掲示や、毎年行われるホロコー

ストの日の式典でのメッセージや看板には「記憶せよ」という言葉が繰り返し使われる。

実際にホロコーストから60年以上が経過した現在、ホロコースト記念日の内容や参加者を
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見れば、実際のサハイパー19自身がホロコーストの記憶を振り返るだけではなく、いやその

ことよりもむしろ、サハイパーの第二世代、孫などの若い世代さらにヱチオピムなど実際

にはホロコーストを経験していない世代やオリムが、新たに記憶を書き込む「記憶の場」 (ピ

エール・ノラ)としての意味合いのほうが強い。

サピールでのホロコースト式典「ろっぴやくまん」

2006年のホロコーストの目は4月25日。当日10時にイスラエル国内でサイレン

が鳴り響き、学校や会社、歩いている人はもちろん電車や車も一時停止して黙祷をするこ

とで始まる。ちなみに、ホロコーストとは無関係のアラブ人にこのサイレンは迷惑なので

点在するアラブ人村にはサイレンが流されない。そのため国内一斉放送の音響システムが

整備されていないのだが、まさに全体的な意味での国民にあたる-プライ語が存在しない

ことを表している。このことは、 2006年夏のヒズボラとの戦争の際にイスラエル北部のア

ラブ村で警報が鳴り響かずに犠牲者が出たときに初めて認知されて問題となった。

さて、その日は集合時間が早かったこともあり、サピールの館長ルティと　7時半

に待ち合わせて車に乗せてもらった。ついでに車に乗せてもらうことをイスラエルでぼ-ト

ランプする"というが、最近アリヤーするフアラシュムラが優遇されていることに対して80

年代90年代にアリヤーをしたベタ・イスラエルが皮肉って言うときにも「彼らはトランピ

スト(ヒッチハイカー)」と言う20。

私はルティにトランプしてもらいサピールに向かう道中、ホロコースト記念館の

あるロバメイ・ハゲタオットの前を通ると式典準備がすでに行なわれている様子で大型の

バスやら車やらが混雑していた。その様子を見てホロコースト記念日であることを私から

話題にあげようとすると「私はホロコーストサハイパーの第三世代なんだ」とルティが話

し始め、 「祖母と祖父は全て行方不明のままでね、だから私はルーツ[ショレシュ]が切れて

いる感覚があるんだ」とホロコーストが身近であることを打ち明けてくれる。そうしたル

ティ自身の身近な感覚に対して、 「記憶の場」いわばその記念日のうさんくささのようなも

19　　　「各種収容所を生き残った人は言うまでもなく、ゲットーを生き延びた者、森林

でパルチザン活動などをしながら隠れていたもの、あるいは、民家に匿われたり、納屋な

ど場所を転々と移動して逃げていた者、あるいは、キリスト教徒になりすましながら生活

し難を逃れた者、さらには地下組織に加わって反ナチ抵抗運動をして生き延びた者など」 (津

田,2005:71))

20　　　2006年4月26日マルカ・シャブタイとの会話で
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のばかりに関心を寄せていた私は返答の言葉を探しても見つからず、沈黙のままサピール

に到着した。

サピールでのホロコースト式典は10時にラジオで流れるサイレンをそのまま音響

システムに流すところから開始された。主催したのはウルパンなので(オリムのための短期

-プライ語集中学習施設)ユダヤ機関ではなく教育省の管轄となり、 -プライ語の教員、オ

リムのほか-プライ語だけを勉強しに来ている近くに住むロシア出身オリムも含めて総勢

約200名がメルカズのホールに集まった。 (巻末資料「サピールでのホロコースト式典」参

照)

式典では常にシシヤー・ミリオン【ろっぴやくまん】という想像もできない数字が何

度も繰り返されながらホロコーストは語られる。ホロコーストの悲惨さを語るメッセージ

を朗読していた女性が100でもない、 200でもない、と数字を読み上げ最後にシェシュ・

ミリオン[ろっぴやくまん】の命と口にした瞬間、そこに同席していた私も普段活字で見る

「600万」という三桁だけの数字ではなく、 「ろっぴやくまん」というその数が想像を絶す

ることであることを実感した。

参加した教師達は涙を流したり、沈痛な面持ちをしたりとホロコーストの悲惨さ

を反勿している。そのような姿は「記憶の場」にいることを意識した私にとっては、自ら

が経験していないホロコーストの歴史を式典に参加することで個人の記憶として新たに刻

み、それがユダヤ人の歴史として共有されていく過程のサンプルのように明白に映った。

一方アリヤーして間もないオリムは授業の一環としてその場に参加しているので

あって、初めて経験する場に出席すること-の感情的な距離感があった。しかし、数日た

ってその場に出席していたオリムの一人ダイカンマン氏とホロコーストの式典に参加した

ことについて話を聞くと「シシヤーミリオン[ろっぴやくまん]、カシェ-[っらい]、ロー・

ト-ブ[よくない】」とまだ馴染んでいない-プライ語を並べて語り、真っ先に口から飛び出

した"シシヤーミリオン【ろっぴやくまん】"という数字に「記憶の場」としてのホロコースト

記念日の機能を読み取った。

ホロコーストはイスラエルの一部

ホロコースト記念日の夜、テレビでは『BeautifulLife』 『シンドラーのリスト』な

どホロコースト関連の映画が上映されるのが常であるが、その日は『戦場のピアニスト』
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が放映されていた。すでに日本にいたときに映画館で見た映画であったが、イスラエルで

ホロコーストの日に見ると、現在のこの瞬間と私の身近にいる人たちと映画の中が線で結

ばれているような日本では感じ得なかった不思議な感覚を得た。その横でホストマザーで

あるローニーとサピールでの式典で感じたことなど話をした時、彼女は「ホロコーストに

ついて、ヱチオとoAにはどうしているの?興味あるんだけど」と私に聞いてきた。ホール

で式典があって、キャンドルをともしたり、詩を朗読したりしながらホロコーストを学ぶ

んだ、と報告すると彼女は「そうね、ホロコーストが分からなければね、イスラエル社会

の一部　トレック]になるんだったら」と語った。

サピールでの観察で明らかだったのは、ホロコーストがユダヤ人の歴史として語

られる式典は、ホロコーストを理解すること、経験することが「イスラエル社会の一部」

となること、言い換えればイスラエル社会の一員になるためにはホロコーストの記憶を経

験することが求められていることは明らかだった。

オリムはホロコーストを経験していない。ルティのようにルーツが断絶されてい

るような身近な感覚もない。しかし、 「記憶せよ」と記念式典-の出席が求められる。ホロ

コーストはユダヤ人にとって辛いことであり、二度とそれを繰り返してはならない、その

メッセージが式典-出席するという行為で新たな個人の記憶として書き込まれていく。記

憶する、という行為は何かを引き出すのではなく、書き込むという行為として意味を成す。

その時に、式典に参加すること、その場にいること、そして「ろっぴやくまん」という音

や数字ではない意味づけられた言説が書き込みの際のペンであり、データであり、力とな

る。

ホロコースト記念の前後(といっても過ぎ越し祭、国家樹立記念とあるので忙しい

狭間)にはサピールの子ども達が放課後トレナ-やスタッフ達と共に作成したホロコースト

を紹介するコーナーがサピールを入ってすぐの場所に設置される6,000,000やJudeの星、

「記憶せよ」とあり、その横にイスラエルの国旗が掲げられる(巻末資料「ホロコーストを

紹介するコーナー」参照)。そこを拝むわけでも、その前で式典をするわけでもないのだが、

子ども達がスタッフや地域からやってくる高校生達と共に作る、そして否が応でも目にす

る場に置く、そしてそれを他のオリムが目にする。記憶を書き込む努力はそれが「イスラ

エルの一員となるには必要不可欠」であり、言い換えればイスラエルで一人立ちするため

には欠かせないため、メルカズ・クリタ-では積極的に、むしろ人道的な後ろ盾として行

われる。
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この一連の「記憶の場」に私が出席することは求められない。私にはホロコース

トの歴史を新たな記憶として書き込むことが求められない、 「あなた達にはヒロシマがある

じゃないか」と言われるがそれは違う。日本の一員になるためにはヒロシマは必要ではな

い。それに、私がイスラエル社会の一部になることは求められていない。

3)戦没者記念日から国家樹立記念:宗教派小学校での式典参加

2006年戦没者記念日の朝

5月1日夕方から2日にかけては戦没者記念日となり1948年の国家樹立宣言直後

の戦争以降犠牲となった国防軍兵士を追悼する式典が首相他国家指導者の出席する墓地-

ルツェルの丘をはじめ地方自治体、キブツなどで開催される。テレビでは遺族が在りし日

の夫、父親、兄弟、息子の思い出話に豊富な映像を交えた番組が一日中放映される。

その日の朝は滞在していたキブツ・カプリのバス停でヒッチハイクの車を待って

いると、カプリに住む老夫婦ボクシーとハナが拾ってくれる。ボクシーとハナは80歳近く

になっているだろうか、ホロコーストの生存者であることは間接的に知っているものの直

接そのことについて話をしたことはない。今回の滞在ではその日まで彼らの姿を見ること

はできなかったのでどうしているか、もうこの世にはいないのではないかと思っていた矢

先だったので嬉しかった。ナバリヤまでのほんの5キロはどの道中を走る車中からは、道

路の両サイドにはイスラエルの国旗がたなびいているのが見える。三年ぶりにこの光景を

見たが明らかに旗の数が三年前よりも増えている。戦没者記念日前から国家樹立記念日に

かけてあちこちに国旗が掲揚されたり、路上で子ども達が車につける国旗を売る光景は私

が最初に見た93年から変わらない、ただ数が明らかに増えた。と、その時、運転していた

ボクシーが「(国)旗が多いのは好きじやない、やりすぎだ」と一言。私の感じていた違和感

を代弁してもらい「ええ、確かに」と告げるとちょうど降車の場所に到着となり、そのま

ま一人で乗り合いタクシーに乗り換えてサピールに向かった。

国立宗教小学校と改宗の課程

2006年5月2日サピールに住む子ども達が通うミツペ国立宗教小学校21で行われ

21　　　参考までに、イスラエル中央統計局が発表した中等教育学校別生徒数では、 -
プライ教育を受ける(イスラエルでは母語により大きく-プライ語、アラブ語二つの教育課
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た戦没者記念式典に参加した。サピールの子ども達はキリヤット・ヤム市を含め周辺の市

にある六ヶ所の小学校に散在する。サピールの館長ルティは私の滞在中だけでも何度もキ

リヤット・ヤム市長-面談に行っていたが、帰って来る度に「ヱチオピムはいらない、そ

の姿勢は変わらず全然協力する気がない、学校のレベルが下がるから嫌なのよ」と嘆き、

ある時は「金髪美人だったら歓迎するのにさ」とあからさまに直面している人種的差別を

代弁した。

キリヤット・ヤム市は一校数名ずっ二校のみエチオピア出身オリム22の受け入れを

認めているがサピールに居住する就学児童数には全く足りない。そのため、サピールはキ

リヤット・ヤム市周辺の自治体にも受け入れを依頼して何とかまかなっている。受け入れ

小学校が不足している問題は、フアラシュムラに対して改宗の課程が義務付けられるよう

になってから(ユダヤ教信仰の教師が言うように確かに公式には義務ではないが実質義務)

特に深刻となった。 「以前は小学校の選択肢があったが、今や改宗のために世俗派の普通学

校には行けずプニミヤー23まで全て宗教派のところにいかなければならない」と各小学校と

サピールの連絡係である文化担当のルティは話した。宗教派の学校は普通学校と必須科目

は同じであるが、聖書の授業や祈祷の時間などが追加されているために改宗の課程にある

フアラシュムラは必然的に国立宗教学校-の入学が求められる。

川非イスラエル的一一空間:初の宗教小学校-

サピールの朝は賑やかに始まる。毎朝小学生を乗せた大型バスが朝7時サピール

を出発して六箇所の小学校を点々と回りながら子どもたちをおろしていく。バスには毎朝

当番で父兄の一人が乗車して子ども達のマナーを注意する。 「当番は毎日変わるんだけど、

自分の当番が来るという概念がないからそれを身につけるまで時間がかかるのよ」とガイ

ドのオーラが言うように、スタッフは当番表を作成し次の当番には「明日当番だからバス

に乗ってね」と促すことを忘れない。 「ヱチオとoAは自分の子どもにも他人の子どもにも注

意するという習慣がなくてそこからまず教えないといけない」とソーシャルワーカーのニ

程に分かれる)計329,920人のうち約17.6%の58,137人が国立宗教学校に通う。他普通国

立学校は233,246人(約70.7%)、私立学校が38,537人(約11.7%)(2000年発表)

22　　　学校にとってフアラシュムラかどうかは関係ない。エチオピア出身であるかどう

かが問題なのだ。

23　　　　中高生のオリムが-プライ語のほか全ての教科を共に学ぶ寄宿舎。プニミヤー

は高校生だけの寮の様でもあり、ヱチオと:ムに限らないのでメルカズ・クリタ-とは異なる。
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ツイは子どもの保護者という考え方が欠けていることを、このバス当番のことを例にして

も説明した。乗車した父兄は最後の小学校で降車し教室の一番後ろに座って-日子ども達

と一緒に過ごす。下校時は朝とは逆順で各学校によって子ども達を集めながらサピールに

帰る。これがサピールから通う小学生の登下校である。

さて、 2006年5月2日。大型バスが出発した後7時15分に文化担当ルティの車

でサピールを出発して宗教小学校ミツペに向かう。まず頭に帽子をかぶり長袖ロングスカ

ートの宗教派女性の校長に挨拶すると、 「祈祷の時間だけど見る?」と二階の北部一番奥の

部屋にシナゴーグに案内される。シナゴーグに向かう途中で過ぎ去る教室を覗くと女子児

童も長袖にロングスカートで体がすっぽり覆われているのに、ある種の違和感、カルチャ

ーショックを受ける。年齢をかまわずタンクトップやキャミソール、 -そ出しなど肌の露

出の激しい一一イスラエル人女性-■24という私の持っているイメージとは対極に、肌を覆う帽子、

衣服がまさに十人十色の光景を目にして新鮮って言うべきか異様と言うべきか適当な言葉

が見つからないまま校舎を歩く。壁にかかった子どもたちが描いた女性の絵も全てロング

スカートを履いている。廊下の壁には国家樹立記念のためにイスラエル国旗に使われる水

色の模造紙、画用紙で作られた掲示が多く、画用紙で作った文字が「独立58周年」 「ユダ

ヤ人のアリヤーのための国になりますように」といったフレーズを作り出している。シナ

ゴーグでは4年生から6年生100名弱程の男子児童だけが集まって祈りの文句を大きな声

で口にし、頭にはキッパが乗せられている。全員が目を開けて前を向いて元気に祈祷の文

句を発する姿からは、クラス毎に開かれていた「朝の会」で朝の歌を歌った私の小学生時

代を想いだす。祈祷の時間は4年生から6年生が7時35分、 1年生から3年生が7時50

分それぞれ男女に分かれて始める。祈祷の時間が終わった後に、日本の学校で言う日直の

児童が朝の会をクラス毎に行う。

そのミツペ学校に通うサピールから通う児童達は-プライ語はもちろん、歴史や

ヤハドクートクなど授業内容が異なるために祈祷も朝の会も全て別の教室で行うが、エチ

オピア出身でもすでに数年前にアリヤーをした子ども達は別クラスではなく各学年毎に通

常通り一緒に学んでいる。シナゴーグを出て階段を上り西の方に歩いていくと端の教室に4

年生と5年生の合同クラスがあり、男子5人、女子6人とサピールですでに見慣れた顔が

24　　　　2006年9月に国会議長が女性国会職員に対してタンクトップやキャミソール
などの着用を禁止。ドレスコードがないと言っていいイスラエルで異例の規制がされた
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並び、横には軍服を来た女性アビガイが教師として教室に立っていた0

兵役としての教師

イスラエルでは高校を卒業すると男性は約三年、女性は約二年徴兵につくことが

義務付けられている。徴兵期間中は戦場に行くだけではなく、アビガイのようにオリムの

受け入れ過程などいわゆる軍事とは関係のない任務に就く場合も少なくない。アビガイは

サピールからミツペに通う小学生のクラスを担当しており、授業が終わればそのまま放課

後サピールを訪問して文化担当ルティやトレーナー、また徴兵前に一年間ボランティアと

してヱチオとoA(この場合彼らは明らかにそう言う)の受け入れの体験を希望する10代の若

者達と共に、工作(ホロコーストを紹介するコーナーなども)をしたり遊んだりと放課後活動

を担当する。軍服のズボンではなく長いスカートをはき、休み時間に時々聖書を読んでい

る姿は、律法や信仰に関心がなく軍服でも脚線美を意識してきちんとズボンをはきこなし、

電車やデパートの中であろうと人目をはばかることなくボーイフレンドと腕を組んで歩い

たり、抱擁をしたりする世俗的な女性と全く対照的だ。

戦没者記念式典を前にアビガイは1948年イスラエル国家樹立と1967年六日戦争

などイスラエル建国にかかわる歴史の授業を行った。その授業は私がキブツ滞在中や大学

院時代とそれまでイスラエルの友人たちとの会話で感じ取った歴史観とは随分異なってい

ることに驚いた。特に、 「1967年に'-私たちの額域一一[ハ・シェタハ・シェラヌ]を全て手に入

れることができた」など戦争や被害よりもイデオロギー的に必要とする額土が与えられた

という意味合いが強調されたことには嫌悪感に近い違和感を感じた。あまりの違和感にキ

ブツ・カプリに帰宅後ホストマザーであるローニーにその話をすると「宗教学校は行った

ことないけど、 -えそんなこと言っているの、嫌ね～」と「私たちの額域」という表現に

露骨に嫌悪感を表した。その直後、ローニーからカプリの高校でも戦没者記念式典が行わ

れ高校生自らが入隊という人生の劇的な展開や、最初は手にするのも怖かった武器が身近

なもの-と見方が変わってしまうことなどをテーマに独自の演劇を上演したことを教えて

くれた。その横ではローニーの夫ハマリヤオはイスラエルーアラブ人の友人と電話中で、三

歳半の娘が前回のハイキングで大喜びだったのでどこか他に川や池など水のあるところ-

連れて行きたいがどこかお勧めの場所はないか?という相談を受けていた(巻末資料「ミツ

ベ宗教小学校内」参照)0
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追悼から祝福-

アビガイの"歴史''の授業が終わり、ルティと-階下の2年生と3年生のクラスに入

ると、イスラエルの国旗が印刷された画用紙を切り取り思い思いに色を塗ったり、紙を切

って貼ったりと工作をしているところだった。壁を見ればユダヤ暦で書かれた月の名前の

一覧や、安息日の祈祷の仕方、ろうそくの点灯の仕方などキドゥ-シュの方法一覧が写真

で説明されているなど宗教学校であることを象徴する掲示ばかりが目に付いた。教室の後

方に立っていた歴史教師ヨナタンに自己紹介と私の調査の目的を話すと「ほら見てごらん、

まず彼らはせっかくこの国に来ているというのに子どもたち同士では-プライ語で話そう

としないんだ」と初対面の私に対していきなり愚痴っぽく吐き出したのが強烈に残ってし

まい、返答の言葉を捜しているうちに彼は別の教員と話を始め吐き出された言葉だけが居

心地悪くその場に残った。戦没者記念式典が始まる時間が近づき、出来上がった子どもは

自由時間となり果物を食べたり、ピタパンを食べたり、中には机の下に顔をうずめてビニ

ール袋に入れてきたインジャラを食べている子までいた。教室の一番後ろを見れば身分証

明書授与式で挨拶をしたその日のバス当番ラタが座っていた。彼は初めて会ったときにエ

チオピアから16,000人アリヤーさせたプロジェクトの責任者であったことを真っ先に語っ

てくれたのであるが、そんな彼が小学校で一日何をするでもなく過ごさなければならない、

というのはどんな心境だろうかと思わず目が止まってしまった。

教室を出て中庭に出ると白地のシャツを着た児童たちが校舎の真ん中にある広場

に集まってくる。が、よく見るとサピールから通う子ども達は赤だったりグレーだったり

白地のシャツを身につけていない。前日の夕方サピールで式典を行ったときに保護者に対

して「明日は必ず子どもたちに白地のシャツを着せて登校させるように」と言っていたが

忘れてしまったのだろうか。文化のルティが「白いシャツはどうしたの?」と聞いても「忘

れた」と一言返ってくるだけでそれ以上は続かなかった。舞台付近には小学校5年生の児

童たちが集まり、担任の先生がマイクで席に着くように促す。校長先生は学校で行われる

式典は各学年が順番に担当し、ユダヤの新年(西暦では毎年9月頃)では小学校一年生が担当

したので今回は五年生の担当と説明してくれる。特に過ぎ越し祭など長期で学校休みが多

い合間を縫っての練習なので高学年でないと無理なのだそうだ。全校生徒と保護者総勢200

名ほどが集まり席についたところ、五年生の担任の先生の司会で式典ははじまった。

哀愁漂うBGMが流れ、舞台の児童によって半旗が掲げられ、校長の挨拶、学校付
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ラビの挨拶(普通校にはいない)が終わると、毎年戦没者記念に流れるお決まりの曲にあわせ

て五年生の児童が踊りを披露したり、歌を歌ったり詩の朗読をしたり、静かで時にさびし

げな曲が流れる中で坦々と進んだ。カレンダー的な暦ではその日の夜から翌日にかけて国

家樹立を祝う記念日-急転し街中でも花火が上がったり、若者たちはパブに飲みに出かけ

たりと一気に祝福ムード-突入するのだが、小学校は翌日休日で登校日ではないために同

じ式典の中で戦没者記念という暗いムードから独立記念の祝賀ムード-と　BGMも舞台の

振り付けも全て急転する。

しばらく続いていた静かな曲調の歌が流れ終わると、ファンファーレが鳴り響き

舞台では「エッグロール【春巻]」 「クスクス[北アフリカの家庭料理]」などイスラエルでも認

知されている世界中の食品名を書いた画用紙を頭上に掲げた児童たちが次々に舞台に上が

っていき「ほらほら、インジャラもあるわよ」とルティが発見してサピールの子どもたち

に教えると「あれあれ」と指をさしている子どもたち。その横で私は「スシ」をあること

を見つけて、ちょっと嬉しい気分に。手品で鳩が飛び出す前のようにドラムが徐々にボリ

ュームを上げながらリズムをあげていき最後にシンバルがバーツンと響いた瞬間、舞台の

五年生全員が「アニ・イスラエリ![私はイスラエル人!]」と大声で叫ぶと、私の横に座ってい

たサピールから通う児童の一人が「ガム・アニ!【俺も!]」と反射的に反応した。インジャラも

スシもイスラエル人の中に入っていた。

BGMがテンポいい曲に変わり、会場内はざわめき手拍子なども始まるなか、それ

まで座っていた児童たちが舞台の方-向かい歩いている。舞台に集まった各クラスの代表

一人一人が舞台に上がりマイクで「テロがなく平安な国になりますように」 「貧しい人たち

がいなくなりますように」などと希望を伝え、メッセージが終わるたびにそのクラスが歓

声をあげて式典も終盤にむかった。サピールから通うクラスを代表して5年生のヨシも舞

台に上がると、私の横にいた文化担当のルティとその隣に座っていたサピールから通う子

どもたちが歓声をあげた(内容は歓声でよく聞き取れず)。そして最後に各クラスの代表が国

旗を持って輪を作り踊る場面でボルテージは最高潮に達しそのまま式典は終了し解散帰宅

となった。帰宅途中「ねえ、中国語で名前書いて」などと鉛筆と紙を持った子どもたちに

せがまれるなかを抜け出しでルティと車でサピールに戻った(以上は、巻末資料「ミツペ宗

教小学校戦没者/国家樹立式典」参照)O
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学校での記念式典

これら学校での記念式典はイスラエル建国前19世紀後半のユダヤ人学校で始まっ

たとされている。当時はイシューブと呼ばれる集落毎にユダヤ人社会が存在したが、シオ

ニズム運動が離散状態から新たな国家を担うユダヤ人形成を目指す中でNational Fund

Teachers- Association(1927年シオニストの学校教育導入を目的として設立)が中心となり

過ぎ越し祭やユダヤの新年など主にユダヤ祝日の他、 1920年3月3日にTel-Haiにおける

戦闘で戦死したトウルンベルドールとその戦士をたたえるテル・ハイの日を新たな記念日

として導入して学校で実施したこともあった1948年国家樹立後はTeachers'Association

から教育文化省とユダヤ民族基金(Jewish National Fund)-と主催機関が移行し、初めて国

家樹立を記念する日に教育文化省は各学校に対して戦闘に倒れた兵士-の追悼も忘れない

ように指導するなどより中央中心的で統一的な内容となった(Ben-Amos and

Bet-El,2005: i72)c

現在のような戦没者記念日から国家樹立記念日-の流れができたのは建国後の

1951年である。建国直後設定されたメモリアルデーはその後国家樹立記念日と統合される

が、 1951年に樹立記念日の前日に戦没者記念日が設定されたことで、イスラエルでは追悼

と勝利の記憶が一つに統合された.樹立記念日は祝日で学校は休日となるため戦没者-の

追悼と国家樹立の祝福を戦没者記念の式典内で実施する現在の形式が確立された経緯があ

る(Ben-Amos and Bet-El, 173)c

過ぎ越し祭から国家樹立記念まで連続する記念日の数々をオリムはイスラエルで

初めて経験する。特に国家樹立記念直前には放課後に国旗を作ったり、飾ったり、また祝

福を表現するダンスなど、まさに新しく経験することが身体化される過程が露骨過ぎるほ

ど求められている(巻末資料「記念日期間中の放課後の様子」参照)0

イスラエルで生きていく限りこれらの歴史を知ることは不可欠、とスタッフは何

度も記念日の度に口にしていたように全ての記念日に関する式典は、オリムの受け入れ過

程で重要な役割としてスタッフはとらえる。ホロコースト記念の式典がそうであったよう

に、記念日に関する式典ではエチオとoAとルシムという区別は一切見られない。 「記憶の場」

としてのメルカズでの式典の役割を語るには、その場に参加するオリムがそれらの式典を

どのように新しい経験として取り込んでいくのかという参加する者の視点が本稿では不足
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しているが、それはアムバラ語の習得を必要とする今後の大きな課題である。

第四節:全てにおいてユダヤ人劉こなる:改宗の課程

1)明言しないが義務

サピールのスタッフに「メルカズ・クリタ-の役割、目標は何だと思いますか?」

という直球質問を投げかけると「オリムが一人立ちできるように後押しすること」と模範

的な回答が多く返ってくる。首相府とオリム受入省がまとめた改宗に関するパンフレット

(Prime Minister O伍ce and Ministry ofAliyah and Klitah,2004)でも、改宗は「とても重

要な決断レ、バラタ- ・ハシュバー・メオッド]」と改宗をする本人の意志に基づく選択と決

断の自由が与えられていることが繰り返し強調されている。本稿でも使用しているユダヤ

機関が作成したエチオピア出身オリムの受け入れ過程についてまとめたプレゼンテーショ

ンでは、フォーマルな教育課程として保育園、ウルパン、学校教育が並ぶが、その横にフ

ォーマルではない教育課程として改宗が挙げられている26。

2003年2月16日の政府決定によってフアラシュムラは帰還法ではなく入国法で

アリヤーする手続きがとられ、正統派ユダヤ教の宗教法規ハラバーに基づいてユダヤ教信

仰を約-年間勉強した後、ラビ法廷のもとで試験と儀式を終えるまでの改宗の課程を全て

修了しない限り国籍が取得できない現実がある。

2003年の政府決定の際にアマールチーフラビがシャロン首相(当時)に宛てた書簡

(クネセットプロトコルより)の中で「フアラシュムラは完全なるユダヤ人である。ユダヤ教

法規によれば、改宗したがユダヤ人と認められるもの(フアラシュムラの場合がそれに該当

する)で、ユダヤ教信仰に回帰することを希望する場合は、ユダヤ教法規に従ってユダヤ教

信仰に回帰する必要がある。 ((中略))彼ら(フアラシュムラ)をイスラエル-アリヤーさせた

後にあらゆる疑念を払拭するために完全なる改宗手続きが必要である」 (チーフラビ庁事務

25　　　　イェフディ・レ・コール・ダバル、歴史、記憶だけではなくユダヤ教徒に基づい

たユダヤ人こそがユダヤ人との意

26　　　　その他にはセミナーや講義、文化活動、イスラエルの伝統
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次官のオデッド・バニル氏が2003年6月16日に開かれたイスラエル国会のアリヤー/クリ

タ-及びディアスポラ問題検討委員会で発言の際に朗読:クネセットプロトコル#23,2003)

とフアラシュムラのギュ-ルを勧告している。アマールチーフラビの勧告で繰り返し強調

される「フアラシュムラは完全なるユダヤ人である」とする断定と、ユダヤ教法規定に従

って「ユダヤ教信仰に回帰することを希望する場合は、ユダヤ教法規に準拠したユダヤ教

法規に回帰する必要がある」とする解釈は、いずれも政府やユダヤ機関のアリヤーや受け

入れ政策とは全く別のユダヤ教正統派の解釈のみに依拠している。しかし、 「ユダヤ教信仰

に回帰」の手続きがフアラシュムラのアリヤーとその後の受け入れという世俗的な手続き

に組み込まれた。

改宗の課程を修了し、国籍が発行されるまでフアラシュムラは「一時的住民」 [ト

シャブ・アライ]の立場であり、従来またエチオピア以外の国からアリヤーしたオリムがイ

スラエル到着と同時に国籍を与えられるアリヤーと帰還の原則からすれば全く異例の手続

きとなる。

実際に改宗の課程を担当するユダヤ教信仰の教員やラビは改宗が義務であること

を否定する。過ぎ越しの晩餐の帰り道に白シャツの男でユダヤ教信仰の教員に改宗をしな

ければならないことをどう思うのか、と質問をした時にまず最初に「改宗は全然義務では

ない。内面からの意思(ラツオン)に従って改宗しなければ意味がない。紙の上だけの勉強で

内面に届かないのであれば全然意味がないし、そのような改宗やユダヤ教信仰こそ望んで

いない」と義務ではないことを強調した。この見解はイスラエルにおけるユダヤ教に関す

る全ての権限を持つチーフラビ庁をはじめとした全てのユダヤ教機関、ラビ達にも共通し

ており、そもそも宗教的観点から見れば義務で改宗するという考え方が存在せず、改宗は

個人の意思に基づくべきである、とまっとうな説明によって改宗が義務であることは宗教

的立場から否定される。

改宗の課程の大半を占めるユダヤ教信仰の学習はサピールを含めメルカズ・クリ

タ-で実施されるが、メルカズ・クリタ-の目標には含まれていない。改宗のことについ

てさらに突っ込んだ話を聞こうとサピールの館長ルティに聞くと「誰も言わないけど、ど

こにも書いてないけど、改宗は義務、それは確かに現実。でもそれは私たちの仕事とは関

係がない」と改宗とメルカズ・クリタ-の任務とは一線を画していることを明確にする。
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空港に降り立っ前から人数に合わせて室内の準備や食器の準備をするオーラは「政府が決

めること、内務省が決めることは彼らが決めるのであって、私たちは彼らを受け入れるた

めに働くだけ」と自らの仕事の目標を-ツキリとさせ、イスラエル北部のソーシャルワー

カーのとりまとめを行うプニナは「改宗のことは微妙な問題だから彼らには直接聞けない。

でも私たちのオリム受け入れの任務と目標は改宗しなければいけないかどうかという宗教

的な問題とは関係なくイスラエルで一人立ちできるよう、最低限の生活ができるように後

押しするだけ」と宗教的判断や国籍のあるなしにかかわらずにこれまで通りしっかり受け

入れられるように働くことを強調する。

改宗の課程がメルカズ・クリタ一にとってどのような意味を持っているのか、こ

のように表面的な観察やインタビューだけでは把握しきれなかった。しかし、過ぎ越し祭

の晩餐当日の事件で証言が聞こえた。

2) 「改宗のためにいるようなもの」

ユダヤ教法規-ラバーによれば、太陽が沈み-レの日[バグ】に入った後に労働を行

うことは禁忌事項であり、車を運転することも調理をすることも許されない。毎週金曜日

にやってくる安息日も同様に労働は禁忌事項なのでイスラエルでは公共の交通機関(イスラ

エルのエルアル航空の飛行も含む)の運行や商店の営業はご法度とされている(最近は現実

思考で世俗的な街テルアビブをはじめ営業している商店や飲食店は随分増えたが)。ユダヤ

三大祭りの一つ過ぎ越し祭では特に食事規定も過ぎ越し祭に限定した一年に-回しか使わ

れない厳しい過ぎ越し祭専用食事規定があり、それに準拠しないものはハメック(直訳は「発

酵したもの」の意)と呼ばれて信仰を重んじる者は口にしない。主食も所定の資格を持った

者が所定の調理方法で調理したマツァーというクラッカーのような種無しパンを除く全て

の小麦製品が不浄の食べ物[-メツウ】となり、目に触れることも禁忌となるためスーパーの

小麦製品売り場には白いビニールシートがかけられパン屋からはパンが消える(巻末資料

「ペサハ期間中のスーパー」参照)。イスラエルの多数を信仰や律法とは無関係の生活を送

る世俗的な人々は過ぎ越し祭に入る前にパンを買い込んで冷凍庫に保存したり、ビールを

まとめ買いして保管するなどして食べ物に不自由する一週間を乗り切るO別にそれをだれ

かが取り締まるわけでもない。過ぎ越し祭期間中にスーパー-行き、もしそこで子どもが

「ヤダヤダどうしてもクッキーが食べたい～」などと泣き喚いた時にはこっそりとビニー

ルに手を入れて店員に「この通り、子どもが、、、」といえば店員は売ってくれる。信仰を重
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んじずに生活をする人々にとってはユダヤ教法規ハラバーは全くと言っていいほど関係の

ないことなのであるが、ハラバーを守って生活している信仰深い人々にとっては生活その

ものの重要な規定である。特に、国籍獲得のために改宗の課程にあるフアラシュムラにと

っては様々な規定、中でも過ぎ越し祭の食事規定を守ることは国籍の有無に直結する死活

問題となる。

2006年4月12日のセデルの当日に事件は起きた。黄昏時となり、空はオレンジ

がかり、もうすぐ祝日に入ろうとするそのとき、晩餐用の料理を運んでいた車がパンクし

て立ち往生しているという連絡が当番のオーラの携帯に入ってきた。晩餐が始まるまでに

時間はなく、オーラをはじめとしてスタッフたちは「今日はご飯なしだわ」と大騒ぎにな

り、その騒ぎを聞いてオリムたちもザワザワとしはじめ、一体どうなるんだという雰囲気

が漂い始めた。そんな空気の変化を感じて何が起こったのだろうか?と私は待機していた

部屋を出ようとすると「エレベーターが動かなくなった～」と誰かからの報告が入り「ま

るで今日は映画だわ」とオーラがその部屋に嘆きながら入ってきた。

部屋に入ってくるなりオーラの口からは「オリムにとっては改宗[ギュ-ル]が

一番大切、 -プライ語よりも何よりも、そのためにここにいるようなものなのよ」とポロ

リとこぼれた。 「日が沈む前に全部テーブルの上にセッティングしないといけないのに」と

その時にエチオピア出身と分かる外見で-プライ語が流暢な女性がオーラに怒りつけるよ

うな口調で入ってきた。ユダヤ教信仰の教師であるその女性イレナは「どういうこと! 」 「ち

ゃんとこういうことがないように6時半には準備してもらえるようにしておいたのよ。私

達はそうお願いしておいたのよ」とオーラに一方的に口激をして、オーラは「車がパンク

したからしょうがないでしょ」と説明するがイレナは納得でききれない様子のまま部屋を

出て行く。イレナが部屋を出た後、もう言いたいことは言わせておけばという仕草でオー

ラが私の方を向くと、ちょうどそこに入ってきた寮母のイラナも「彼女をなだめておけば

いいのよ」と言いながらオーラとあれこれと策を考える。結局は「車がパンクしているな

らしょうがない」という現状を納得することに落ち着くしかなかったのだがそれまでの攻

防はユダヤ教信仰教師のヒステリックな対応に、ハラハ-とは無関係な生活をするサピー

ルのスタッフオーラとイラナが電話連絡はきちんとした、こちらのミスとは関係ないとい

うことを何度も説明することの繰り返しだった。

イレナは納得いかない様子で再び部屋に入ってきて「子ども達がお腹を空かせて
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いるんだけど、どうするのよ、 -メツウを晩餐で食べさせる気?」とガンガン言ってくる。

イレナにはイスラエルにアリヤーして15年という貫禄が、言わなければいけないことはし

っかり言うわ、言いたいことはしっかり言うわ、という強さからメラメラと伝わってきた。

サピールの他のスタッフは信仰を重んじる人たちではないから、きっと家に帰ればハメッ

クでも何でも食べる人たちだろう、イレナはサピールの中で孤軍奮闘していた。それから

約一時間後すっかり暗くなってから、着ている服や顔形、髪の毛、また-プライ語に聞き

取れるロシア誹りから明らかにロシア出身オリムと分かるTシャツとズボンの作業着姿の

男女二人が、何事もなかったかのようにと食事を運び込み、ようやくようやく晩餐の準備

が始まった。オーラは「やっと来たけど、運転手はのんびりしていて、何が問題なんだ、

しょうがないじゃないかって全然あせった様子が見られないのよ。全くイスラエル人のこ

ういうのって理解できる?」といきなり私に同意が求められた。

謙虚で誠実なェチオピムと横柄なイスラエル人

「イスラエル人のこういうのって」というのは、イスラエル人は無礼、イスラエ

ル人は横柄27というよく聞きなれたイスラエル人の自己表現であって、これはイスラエル人

同士も使うしよく耳にする表現だ。ある日サピールのゲートの外で車に乗ったエチオピア

出身の若いに-ちゃんが、私の隣に立っていた同じくエチオピア出身の男性に向かって一

瞬突進の素振りを見せて目の前でブレーキをかけたとき、 「おい、見たか、全く、こいつイ

スラエル人だよな～まったく」と車を蹴っ飛ばしていたシーンなど、例を挙げようと思っ

たら枚挙に暇がない。

一方、ヱチオとoAの語られ方の中に「エチオとoAは物静かで謙虚」 「ヱチオとoAは

誠実」という全く逆の言説がある。私がヱチオとoAの調査をしていると言うと、 「彼らは謙

虚でしょ、イスラエル人と違って」 「昔は誠実で謙虚という印象があったけど、最近の犯罪

の話を聞くとイスラエルに来てからあれちゃっているのかもね」という誠実さ、謙虚さを

基準としてエチオとoAを語る表現が返ってくる。物静か、謙虚、誠実その対極にある無礼、

横柄という対比がイスラエル人とヱチオとoAの間にあることを充分想定しながらオーラが

私に求めたのは、そんな物差しだったら私はイスラエル人に含まれないけど、ねえイスラ

エル人にもヱチオピムにも含まれないあんたどう思う?という同意なのだ.ここで「うん、

27　　　　フツパーイスラエリット、イスラエル人の横柄さ、またはイスラエル人は横柄
という表現がいたるところにある
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オーラ、君もイスラエル人だよ」なんて言うのは全く褒め言葉にはならないのだ。 「ほんと、

まったくだよ」と同意するのが期待通りの答えになる。

ただ、この表現はヱチオとoムとイスラエル人が排他的に交差しないことを言って

いるのではない。横柄も無礼も誠実も謙虚も、互いにそう言い合っているのではなく、エ

チオとoムという言説がそうであるようにイスラエルにおける関係性の中でヱチオピムが与

えられた表現だからだ。ヱチオとニム"自身"がヱチオとこムとはあまり言わないように、ヱチオ

・A'自身"がヱチオとoAは誠実だとか謙虚だとか言ったのを耳にしたことがないO

海外旅行から帰ってくると「ニューヨークを歩いていても、 50m位先からでもイ

スラエル入ってのは分かるんだよな～、こうしぐさで。なんていうのかな、声は大きいし、

身振りも回りの目なんか気にしちやいないし、目立っんだよ」という話を初めて聞いた時

には、すごく鋭い視点じやないか、と感心したことがあった。しかし、かなりの頻度でそ

れを耳にするようになると、どうもその視点を確認するのもイスラエル人の海外旅行に含

まれているのではないかと思わざるをえなくなってきた。エチオピアに20年ぶりに「帰国」

28した友人と話をした時には「エチオピアのある村でカフェに座っているときだったんだけ

ど、小さな村だよ町じゃなくて、でもそこで反対側に何か声がでかくてやけに目障りだな、

という雰囲気の男がいたんだけど、イスラエル入ってすぐピどっと来たよ」と彼が嬉しそ

うに言っている姿を見ると、自分は横柄でも無礼でもないけど、そういうネイティブの視

点を持っている、それが分かるイスラエル人なんだと言っているようで、横柄も無礼も誠

実も謙虚もすべて同じ直線上にあるのだということを学ばせてくれた0

晩餐の夜に食事が来ない時に孤軍奮闘していたのはイレナであって、実際に改宗

の課程にある、国籍をとるために日々奮闘しているオリムたちは怒鳴り込むわけでもなく、

現状を受け止めなければならないといった様子で冷静に待ち続けていたのが強く印象的だ

った。イレナがそこまで神経を尖らせるのは、まず15年というイスラエルでの生活で身に

つけた、言うことは言うという生きるすべであることも一つであろうが、そうさせるもう

一つの大きな理由に改宗の課程はイレナの一任ではなく、最終的にはラビ法廷という国家

の干渉を受けない別の機関に委ねられていることがあげられる。一年間ユダヤ教信仰を学

んだ後にラビ法廷に出向いて最終手続きが行われ、ダメだったら再挑戦しなければならな

28　　　　彼にとってはイスラエルもエチオピアもホームで、でも生活しているのはイスラ

エルという表現は明確にされていた。
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い。予備校の先生がとにかくどこかの大学に合格してもらわなければ困る、という同じ立

場にユダヤ教信仰の教師は立たされている。大学受験であれば不合格でも「まあ、別の人

生があるさ」 「また一年この予備校でがんばれ」と激励できるが、改宗は国籍取得に直結す

るのでそんな簡単ではない。国籍取得できなければメルカズ・クリタ-を出て一人立ちす

ることさえできないからだ。しかも、改宗が国籍に直結しているにもかかわらず、ラビ法

廷は世俗的な国籍とは関係ない、また国家には干渉されずに独自の宗教的基準があるので

事態はより複雑である。

3)ユダヤ教信仰学習合宿とラビ庁の目

整備された課程

改宗の課程はタハリッヒ・ギュ-ル(ギュ-ルのプロセス)と呼ばれるように、プロ

セスであり数段階からなる。そして、最終的に改宗が承認されれば終了する終わりの明確

なプロセスである。改宗の課程はユダヤ教信仰の学習とその後ラビ法延に出向いて承認を

得る二つの段階があるが、最も時間を必要とするのはユダヤ教信仰の教師から学ぶユダヤ

教信仰の学習で約10ケ月で約500時間29とされている。

ユダヤ教信仰の知識、ユダヤ教信仰のルーツ、ユダヤ民族の歴史は学習時間が明

確に設定され、その後試験があるという課程が表すように学んで身につけるもの(頭にいれ

るもの)である。サピールに滞在するオリム達は日中は-プライ語の授業が毎日あるために、

ユダヤ教信仰の授業は夕方、男女別々に行われており30、イレナは女性担当の教員であった。

改宗のためのユダヤ教信仰の担当教員は教育省管轄の下で所定の単位を取得して教員資格

を持って教員となる。ちなみに、ウルパンの教員も教育省の管轄下に入るが教員資格を求

める規定はなく、実際に教えるのにふさわしいと現場の責任者に認められればそのまま教

員になれる。実際「アムハラ語教師」として招かれたエチオピア出身オリムはだれも教員

資格は持っていなかった。つまり、ユダヤ教信仰の教員は初等教育、中等教育の教員と同

様の課程を修了すればよく、その課程にはラビ法廷やチーフラビ庁は関与しない。

29　　　　　ウルパンでの調査でも、二箇所とも第一回目のインタビューでは大学の単位計
算と同様に期間と学習時間が最初に説明された。改宗についてのパンフレット(17)にも、ラ
ビ法廷の概要(HP)にもその旨記載されているように、課程となる学習時間は明確である。

尚、一時間は-授業45分で計算
30　　　　2000年から2002年に調査をしたベェルシェバのメルカズ・カリシヤール、メル
カズ・ヌリイツトでも同様に午前中は-プライ語、ユダヤ教信仰の授業は夕方行われてい
た
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サピールではウルパンの教室でユダヤ教信仰の学習が行われていたが、その教室

の内部での調査はまだ実施できていない。 「一体あの中で何が行われているのか全くわから

ない」とはエチオピア出身オリムの受け入れ過程に関する研究の第一人者でユダヤ機関や

政府の受入政策に関するアドバイザーでもあるマルカ・シャブタイ氏の言葉だが(2006年4

月26日のインタビュー)、ユダヤ教信仰の学習とは具体的に何が、どのように行われている

のかまだ誰にも知られていない。

ラビ庁の目

サピールでの展示物の観察やオリムの言動から伺い知れるユダヤ教信仰の学習と

は、それが学習時間と試験という明確な課程であるように、祈祷の方法、祝日の過ごし方、

食事規定の内容、その守り方など実践的な手法を学ぶことが求められている。学習時間、

試験に向かう緊張感などさながら受験合宿のようでもある2000年メルカズ・カリシヤール

で初めてウルパンの見学をした時には、一人一人が必ずしっかりとメズザ(聖句が書かれた

紙を入れた縦長の容器で玄関の他部屋の入り口にもかけられている)を触わり、だれかがう

っかりと忘れてしまったときには「あ、忘れた!」と慌てて触りに行きそれを見ていた教

室にいた友人たちが笑いながら「おいおい、大変だぞ」といった場面があった。

改宗の課程の間ラビ庁(ラバヌートウ)からメルカズ・クリタ一に抜き打ちの訪問が

あるので、彼らはいっもその日を気にしている。どれだけ勉強しても、ラビ庁の係官から

これは違う、これではユダヤ人とは認められないと言われれば全て水の泡になってしまう

からだ。そのことはメルカズ・クリタ-のスタッフにとってどれだけ意識的なのかは分から

ないが、エルサレムのユダヤ機関の職員にとっては常に懸念事項の一つである　2006年4

月に滞在中にエチオピアからアリヤーして二年ほどのイスラエル中央部の町に住むある家

族で、父親と母親が無理心中し中学生以下5名の子どもだけが残されるという事件が起こ

った。その子どもたちには、現在アリヤーの資格を得るためにエチオピアに待機中の21歳

になる姉がいることが判明し、子どもたちの母親代わりとしてユダヤ機関が彼女をイスラ

エル- 「移送」させる手続きをとった。その担当をしていたユダヤ機関エチオピア出身オ

リム受け入れ担当局長のシュロモ・ムラ氏は、その妹が空港に到着する当日あるメディア

と電話越しに「それは感動的なのは再会のところ」と伝えた後「でも彼らはとにかくラビ

庁を怖がっているから、それだけは」と言うのを忘れなかった。姉を人道的理由により「移

送」させるのはユダヤ機関、内務省であるが、彼女がユダヤ教法規ハラバー上のユダヤ人
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であるかどうか、つまり国籍に繋がる手続きについてはラビ庁が独自に行うからだ。

サピールでもオリムたちが建物に入る時には列を作ってでもしっかりとメズザに

触っている様子は、初心者のような、どうも身につききれていないぎこちない姿だった。

また、サピールには建物に入ってすぐに、キッパやメノラーなどユダヤ教信仰の基礎的な

道具と思える品々がその名前と共に展示したガラスケースがあった(巻末資料「ガラスケー

ス」参照)。ユダヤ教信仰を基礎から学ぶ学習塾のような雰囲気を醸し出すガラスケースの

中身は、過ぎ越し祭の期間は過ぎ越し祭に関連するものに変更になった。

過ぎ越し祭の期間中行なわれた野外パーティーで、そこに来ていた高校生の男性

が踊りながらも手にはプラハ-(祈りの言葉)の一覧が書かれたガイドブックを握っていた。

音楽にあわせて踊りながらも「覚えるのが大変なんだ」と時々本を開いては覚えていた。

べェルシェバのメルカズ・クリタ- ・カリシヤールに行ったときにも私を囲った高校生の男

性たちが「これがツイツイツト、これはキッパ、、、」と一つ一つ身につけていたものを教え

てくれ、途中で「それはツイツイツトじゃなくてあれだろあれ」と突込みが入ると「あ、

そうそう」と訂正しあう様子などは受験生を思い出した。

食事規定

ユダヤ教信仰の学習ではカシュルート【ユダヤ教による食事規定】の内容も学ぶ。

2001年10月、メルカズ・クリタ-・カリシヤールに居住していたカサウ(アリヤー後10ケ

月位だったが-プライ語が随分上達して会話ができるようになっていた)と安息日に入る金

曜日の昼にスーパーに行ったときにそのことが分かった31。カサウはワイン売り場で一本一

本ラベルの裏側を見ながら、 「ここにキドゥ-シュと書いてあるか?」と私に聞いてくる。

恥ずかしながら、私はそれまでキドゥ-シュとは何なのか知らなかった。それまでのイス

ラエルの生活でキドゥ-シュという単語の必然性がなかった。カサウの様子と選んでいる

ワインの様子から、時々口にする甘ったるいワインのことで、安息日に入る儀式カバラッ

トシャバットで使うワインであることが分かった。キブツや多くのバラ-一には従わない

家庭ではキドゥ-シュのワインを飲む習慣はない(ワインというよりも甘く味付けたジュー

スのような浅い味なので)。そのラベルの裏には確かにキドゥ-シュと読める「mrp」の-

31　　　現在の政府決定は2003年だがすでに1999年頃からフアラシュムラがアリヤー

後に改宗の課程を必須とする過程は行われていた。
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プライ語の文字を確認したので、 「うん、確かにキドゥ-シュと書いてある」とカサウに告

げると安心してそのボトルをかごの中に入れていた。そのスーパーを出てすぐ向かいにあ

るロシア語が並び、豚肉も売っているスーパーは肉もチーズもおいしいのだが、カサウと

入り口までいきドアに「この店は食事規定外」という文字を見ると「絶対ダメ、入らない」

と全く予想もしていなかった拒否反応に思わず驚いてしまい帰宅することにした。

4)ラビ法廷

改宗の課程の最終段階はラビ法廷32での試験、承認である。改宗のためのラビ法廷

がチーフラビ庁改宗担当局によって設置されたのは1995年。ラビ法廷の「改宗の監査機関」

の説明によれば、その対象はエチオピア、旧ソ連出身のオリムであって、ゼフート(同一性)

の問題を解決するために設けられたとしているが33何の同一性かは名言がない。改宗のため

のラビ法廷が設置された1995年は、多くの非ユダヤ人を含んだ大規模アリヤー1990年代

を意味する。ラビ法廷はチーフラビ庁によって認可を受けておりユダヤ法規に準拠してい

るかどうかの監査を含め、改宗の最終的な決定権が託されている　2004年に組線上は改宗

のための法廷が一般的なラビ法廷の一部から首相府に設置された改宗部門の一部-と変更

になったが(そのため本章で参照しているパンフレットの編集元に首相府が含まれる)、改宗

監査機関がラビ法廷であることは変わらず現在に至る。

ラビ法廷では一年間ユダヤ教信仰の学習を終えた改宗候補者を受け入れて試験や

割礼、ミクベでの洗礼などの儀式を行う。ユダヤ教信仰の教員は500時間の課程を終ると

ころまで責任があり、その課程が修了するとラビ法廷に対して推薦書のようなものを手渡

す(と聞いたが確認とれず)。その後は全て改宗の最終段階は宗教的な判断だけをするラビ法

廷のみに任される。

ラビ法延での試験は家族毎に部屋に入りラビとの口頭試問となる。その試験内容

32　　　　法廷といっても裁判所があるわけではなく、ラビが個人で出向いたり、個人の

部屋であったりする。サピールのオリムはハイフアのラビ法廷-いく

33　　　　同じパンフレットに記されているある統計によれば、ここ数年の平均で改宗を

するのは4000-4500人/年でその内95%がイスラエル「国民」 (ェズラッパ)または国籍有資

格者(すなわち入国法でアリヤーをしているヱチオとoA)となっている。その中でも過半数以

上の60%を占めるのがェチオピア出身オリムで、 20%が旧ソ連出身、 20%がその他の国出

身者となっている。この数値が示すように改宗の課程はエチオピア出身オリムが対象とな

っていることは明らかであり、他のオリムには課されない特異なクリタ-の過程であると

いうことができる
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まではまだ明らかにされていない。サピールの館長ルティはフアラシュムラは家族単位で

ラビ法延に行くが、どういうわけだかその中の一人は不合格となってくる、と嘆いていた

が一回では合格しない(させない)傾向があるようだ。その非寛容な姿勢が現実国籍取得に繋

がっているところで問題となる。

2006年4月27日、イスラエルの日刊紙ハ・アレツの一面に「宗教法廷、世俗機

関での改宗を認めず」と題する記事が写真っきで掲載された。その記事によれば、安息日

を守らないプニミヤで生活する改宗の課程をまだ終えていないフアラシュムラに対して、

ラビ法廷が改宗は認められないと拒否した。ラビ法廷は、チーフラビのシュロモアマール

が「彼らが完全なるユダヤ人であることは疑いない」と上記見解を繰り返し述べながらも、

「ユダヤ教信仰-回帰」する過程は不可避であることを付け加えたコメントを載せた。改

宗副担当長によれば「改宗を希望するものが、このような最低限の生活様式(安息日)を守ろ

こと)ができない機関に滞在してはならない」のであるが、改宗が課せられているオリムに

とっては「私たちは改宗しないと国籍が得られない」わけでありどうすればいいのか、と

いうメッセージが紹介されていた。

ラビ法廷がこのようにユダヤ教法規に基づき独自の権限を持てるのは、イスラエ

ルでは個人の身分を国家不干渉の下で宗教法廷が決定する権限を持っていることに基づく

(ラビ法廷法1953年)。そのために、改宗の課程が排他的で「宗教勢力の生産工場のようで

民主国家に相応しくない」 34とどれだけ批判されても、独立した機関として宗教的見解に基

づき判断を下せる決定権を持つ。

5)改宗課程修了後

改宗の課程が義務であることはどこに明言されなくとも実質義務であるのと同様、

「全てにおいてユダヤ人」 「ユダヤ教信仰-の回帰」という宗教的見解を述べてもその課程

が国籍取得の手段であり、国籍取得で終わりであることは周知の事実である。チーフラビ

庁もはっきり「改宗の課程が修了した後のことまでは知らない」 (クネセット・プロトコル

#23,2003)と言い切っている。改宗の課程を終えて国籍を取得し、メルカズ・クリタ-を「一

人立ち」してアパートで生活を始めれば、そこにラビ庁の目はないし、キッパを頭からは

34　　　クネセット議員マリナ・ソロドゥキン氏の2003年6月16日に開かれたクネセッ

トのアリヤー!クリタ-及びディアスポラ問題検討委員会での発言:イスラエル国会プロト
コノl補23,2003
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ずし、ロングスカートから脚線美を強調するパンツに履き替えようがそれは個人の自由だ。

事実、アリヤーから数年が経過したオリムがそうしたユダヤ教法規ハラバーに従わない格

好をしていることは珍しくない。改宗も建前上は個人の自由と決断で行なわれることにな

っているのだから、改宗後だけその自由と決断が奪われるのも確かに辻複があわない。

つまり、改宗の課程は一度修了すればそれで終わりなのだ。合格してすぐに受験

勉強に戻るのは稀なのと同様、改宗に合格して国籍を取得したら目的達成で後戻りはしな

い。食事規定に従わないからと国籍を剥奪されることはないように、ユダヤ教法規ハラハ

一に従わないことは国籍を剥奪することにはつながらない。ちなみに、イスラエルの国籍

は抜くのが大変だ(Shachar,2000:422)35

第五節:元帥-ト遡

フアラシュムラはアリヤーをして-年以内には分譲アパートを購入して引越しを

する。アリヤー後約三ヶ月で身分証明書と住宅ローン受額資格を手にすると、マシュカン

タと呼ばれる住宅ローンが国土建設省から融資される資格を手にする。フアラシュムラに

限っては住宅費用全額を支払う必要はなく、住宅ローンといっても大部分はマアナックと

呼ばれる返済不要の補助金でカバーされるので他のイスラエル「国民」からすれば「あり

えない格安価格」 (不動産業)でアパートを手に入れることになる。サピールのスタッフの間

では購入する住宅をディユール・ケバ【定住アパート]と呼ぶが、一時的な滞在地メルカズ・

クリタ-を出て「自立した生活」を始める上での定まった「新しい家」であることを表し

ている。この定住アパートを購入するまでの過程は、住宅を所有した経験も、契約書も交

わした経験もない多くのエチオピア出身オリムとってはそれこそ-大決心となる。

住宅購入支援金のランク

モーセ作戦前の1983年にアリヤーをし、現在サピールのガイドとしてオリムの住

35　　　This legal rule of membership may in practice have a negative effect on Israeli

citizens who wish to sever their ties with the country...Even if an Israeli national

renounces his or her citizenship and the minister of the interior consents to the

renunciatiomas is o洗en the case when the person emigrates from Israel), the loss of

citizenship does not release a person from duties and responsibilities created before the

loss of citizenship, hence a former Israeli citizen might still be obliged to serve in the

Israeli military(This duty can be activated only when the person sets foot in Israel).)

36　　　ディユール・ケバ。ケバはPermanentの意
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宅購入のサポートを努めるオーラは「私たちの頃はこんな優遇はなかった」と証言するよ

うに、住宅購入を促す政府の援助は1992年に政権が変わり、エチオピア出身オリムに対す

る優遇政策開始以降の新しい政策だ(Horowitz, 1996:521)C補助金による優遇政策は、経済

的支援に留まらず「イスラエル国内にヱチオと:ムが満遍なく点在すること」 37も目的として

いる。 80年代、 90年代は経済的理由でベェルシェバ、キリヤット・マラヒなど家賃の安い

経済的に低い地域に流入し、さらに両親とその子どもから成る核家族だけではなくオジ、

オバなどの親戚を含んだ大家族を家族として近隣に居住するために、イスラエル各地に「ヱ

チオビムゲットー」 38を作り出したO　その反省から、 1993年にエチオピア出身オリムを中

央に居住させる奨励政策が実施され、現在ではテルアビブなど中心地域を含めて全国にエ

チオピア出身オリムが分散するよう都市毎に住宅購入支援金のランク付けを設定している

(Horowitz, 1996:524)(巻末資料「住宅補助金ランク/金額」参照)0

(25歳以下で両親と共にアリヤーをすると両親の子ども扱いとなるために住宅購

入支援金は受けられない。エチオピア出身オリムの中には10代で結婚し子どもを生んでい

るケースが少なくないが、両親と共にアリヤーすると本人は親でありながら、子どもにカ

ウントされてしまうことが問題となる)

表のように、住宅購入支援金は都市によって高い地域と低い地域にランク付けさ

れている。例えば、 2005年の表によればテルアビブやラマット・ガンなど都市圏は補助金

が高い都市にランクされ、ナタニヤやアシュドッドなどェチオピア出身オリムが総人口に

占める割合が高いとされている地域は低い都市にランクされている(ナタニヤは2006年で

廃止139　オリムは補助金が高く家賃が低く、さらに親戚と近隣で住める場所を探す。ただ、

補助金が高くてもテルアビブや・ラマット・ガンは家賃が高いために現実的に購入できな

い。一方、ナタニヤには先にアリヤーをした親戚が住んでいる場合が多く住宅購入場所と

して希望者は多いが、これ以上のエチオピア出身オリム人口増加を望まない政府、ユダヤ

機関が補助金を低く設定しているために実際の支払い金額が高くなるために足踏みせざる

37　　　　ユダヤ機関エチオピア出身オリム受け入れ担当局長シュロモとのインタビュー

で2006年4月26日

38　　　　マルカ・シャブタイ氏はエチオピア出身オリム居住区を「ゲタオット:ゲット

ーの複数系」と呼ばれているといった2006年4月26日)
39
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を得ない40。

この表による住宅購入支援金のシステムは次の通り。例えば、五人までの家族(千

ども三人まで)がナタニヤにアパートを探す場合、住宅購入支援金はランクCとなるので

193,000シケル(約579万円;30円!シケルで換算)まで融資を受けられる。ただし、その内

125,800シケル(約370万円)はマアナックと呼ばれて返済不要なので実質返済が必要なのは

38,400シケル(約110万円)。それを28年間年率4%で返していくことになる。以上は融資

の返済。

実際に住宅購入をする際に分譲費用が193,000シケル(約579万円)でおさまること

はなく、仮に住宅が300,000シケル(約900万円)とすれば、融資額193,000シケル(約579

万円)との差額107,000シケル(約320万円)も返済必要金額となる。融資の返済と住宅費用

の差額が住宅購入費となるが、この場合で計算すると合計145,400シケル(約436万円)で住

宅が購入できることになる。フアラシュムラでなければ返済不要の融資は受けられないの

で、まさに破格の値段だ。ただし、この住宅補助が支払われるために、通常オリムに毎月

支払われるサル・クリタ-と呼ばれる補助金はフアラシュムラには支払われない。フアラ

シュムラには、サル・クリタ-の代わりにドゥメイ・キュームと呼ばれる基礎生活補助支

援金が家族構成に応じて支払われている。

さて、そんな住宅購入支援金のシステムの中で2006年4月サピールを訪問した際

に聞いた中で人気の高い都市は中心部リション・レツイオンやホロン、ペタハ・テイクバ

で補助金ランクはどちらもAと高く家賃も比較的安い地域で、すでに先にアリヤーした家

族の一員(といっても核家族ではなく、兄弟姉妹、オジ、オバまたはイトコだったりする)

が住んでいる地域からそれほど遠くないために優先順位は高い。 「どの辺に住みたい?」と

聞けば上記三つ都市名が常に返ってきた。補助金ランク付けはユダヤ機関によって提案さ

れるが、ユダヤ機関エチオピア出身オリム受け入れ担当局長シュロモは「もうナタニヤに

はヱチオとoAが十分すぎるくらいいる、だから閉鎖した」 (2006年4月26日インタビュー)

と発言していたように、人口調整に補助金のランク付けが機能している。

ナタニヤのような補助金が支払われない街は現在ベェルシェバ、キリヤット・マ

40　　　　ナタニヤはその典型例で1999年のランク付けではランクAで補助金が高かっ

たのが、 2005年発表の一覧にはランクCに下がって現在はもはや補助金はない.
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ラヒ、ロッドなどがあり、ベェルシェバは2001年時点で一覧にも含まれていない。キリヤ

ツト・マラヒ、ロッドはそれぞれ2001年にはランクB、 Cであったのが2005年にはラン

ク一覧から削除されている。これらの都市はいずれも人口比率が高く、少年犯罪や薬物事

件などが多発する地域として強いマイナスイメージで知られている。そのような街の治安

維持とイメージのためにエチオピア出身オリム人口の調整に補助金のランクが使われるの

である。

住宅購入にかかわる複数の機関

住宅購入はオリムと不動産業者間の直接交渉によるため、ユダヤ機関やメルカ

ズ・クリタ-のスタッフが住宅斡旋することはない。サピールを例にあげれば、ガイドの

オーラとパイルが住宅購入に関係するアリヤー受け入れ省、国土省、銀行などの複数機関

の窓口となり住宅購入支援金がきちんと支払われるように手続きを進めるなど住宅購入の

ための補佐的な役割を一通り担う。

まず、身分証明書が発行されると、国土省から有資格証明書(テクダット・ザカウ

-ト)も発行されて住宅購入の手続きが始められる。国土省は身分証明書とアリヤーの日付

からメルカズ・クリタ-在住の融資を受けられるオリムであることを確認する。現在フア

ラシュムラに支払われる上記リストによる住宅購入支援金は、イスラエルに住むエチオピ

ア出身オリム全員を対象とするのではなくまだアリヤーしたばかり(表では三年以内)のメ

ルカズクリタ一に住むオリムのみが該当する。サピールで担当しているオーラも優遇対象

には入らないが、国土省はその有資格者とそれ以外のエチオピア出身オリムを識別して証

明書を発行する。身分証明書が発行され、有資格証明書が発行された後でそれらの書類を

手にして銀行に行き融資を受けるための口座を開き、具体的に住宅を探し始めることがで

きる。気に入った住宅が見つかり不動産業者と契約書が交わされる際には本人が署名する

前に契約書内容に不正な箇所がないか確認して問題が見つからなければ署名を許可し、契

約書に住宅所有者と購入者の署名が記入された後、それをアリヤー受け入れ省に送る。ア

リヤー受け入れ省はその契約書を確認し、融資金を銀行経由で支払われることを許可する。

オーラとパイルはこれらの事務手続きを全て行う。その他に、購入を予定している地域周

辺にスーパー、学校などがあることを確認するようにアドバイスをしたり、どんな点を注

意してみればいいのか等オリムの保護者代わりの役割も果たす。複数家族が同じ街にアパ

ートを探している場合には、街の雰囲気をつかむために車で案内をすることもあるという。
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定住アパートの探し方

どんなアパートを探すのか?アパートを探しているダガン(約一年前にアリヤーし

た30歳前半の男性。二児の父)は、 1)階段が大変なので最上階ではないこと(ェレベーター

付アパートは予算を超えるため)、 2)泥棒が入るから一階41ではないことなどをあげた.

ダガンに物件を紹介していた不動産業を営むビアリック(旧ソ連から20年以上前

にアリヤーし現在アッコに在住)はホロンの物件について話をしながら、 「ヱチオとOAは細か

すぎる。ちょっとした塗料の傷も壁のヒビといって断っちゃうし、最上階はダメ、一階も

ダメ。ホロンの物件は一階といったって、鉄格子があって庭に窓が開けているわけじゃな

いんだから二階と同じなのに」と言っても、ダガンは「一階はダメ」と譲らない。ビアリ

ックが「それならヤッフォにもあるぞ、子ども二人だから二部屋あればいいよな」と新し

い物件の紹介をすると、

「うちはお父さんもいるから、できれば近くにもう一軒欲しい。でもヤッフォ

は、、、」

「なんだヤッフォは嫌なのか?」

「アラブ人がいる」

「イスラエルにアラブ人がいないところなんていないんだぞ、そんなこと言った

らどこにも住めんぞ」と言うと私の方を向いて、

「あいっらはラビ42にそう教えられているんだ、困ったもんだよ、ヤッフォなんて

今や結構いいのにさ」と私に漏らした。

「じゃあホロンの方見てみるか?」とビアリックが言うと

「うん」

「じゃあ、来週の日曜日、ウルパンが終わったあとの12時半に迎えに来るから」

(さすがメルカズ・クリタ-での生活スケジュールをちゃんと把握している)

「そん時に奥さんも連れて来いよ」とダガンに確認をすると。

「それだけは絶対ダメ」とそれまでよりさらに語調を強めて否定した。

「ほら出たよ(と私を向いて)ヱチオとoAはこっちがサービスで物件まで車で連れ

41　　　　イスラエルではイギリス同様日本の一階が地上階で日本で言う二階が一階な
のだが、本稿では混乱を招かないために日本で馴染みのある数え方にあわせる

42　　　　正確にはラビではなくて改宗の課程でユダヤ教信仰を教える教員。ただ、改宗

手続きのための授業なのでラビが教えていると誤解されていることは理解できる
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て行くって言うのに絶対かみさん同伴しないんだよ、そんで旦那が一人で行って、 「気に入

りました」なんて言うからすっかりその気になってるから、次回確認までになんてかみさ

んを連れて行くと「家内が気に入らないもんで」ということが何度あったことか、わっか

んないよ、行くだけで大変なんだから一回にして欲しいよ、まあいい来週の日曜日12時半、

入り口で待っているから」とその場はひとまず収まった。

ダガンのようにアリヤーして一年で会話ができるエチオピア出身オリムはなかな

かいない。言語がままならず、土地勘などもないままに国土省、アリヤー受け入れ省、ユ

ダヤ機関、銀行、不動産屋という複数の機関、事務所、窓口と直面しながら新天地での一

人立ちした生活を始めるプロセスはかなりの勇気とエネルギーが求められることは想像に

難くない。初めて目にする大金、見たことのない多くの数字の並び、経験したことのない

長期ローン、住宅所有という世界の最貧国の一つエチオピアでは経験し得なかった初めて

の経験はそのまま家族が直面する大きな決断を求める。

ヘブライ語学習が修了し、改宗の課程が修了し、アパート購入契約が終わればい

っでもメルカズ・クリタ-から引越していいよいよ「一人立ちした生活」 -と向かう。ア

リヤーから自立した生活までの期間は完全に個人の判断と決断に任されているが、事務手

続き上不可欠な-プライ語学習と、改宗の課程が修了するまでには最低でも一年は必要と

なる。親代わりとなるスタッフは、ガイドや寮母などを中心に親が子どもを送り出すよう

にメルカズ・クリタ-からアパートまでの引越しもしっかりサポートする。

一人立ち:自立した生活-

「居心地のいい空間を作ることを目指すが、あまり居心地がよくて居座ってしま

っては困る」と親のような心境を語るスタッフは、オリムがアパート-引越していく過程

を喜ばしき出発として歓迎する。ガイドや寮母は引越し先まで出向いて子どもの学校移転

手続き、最寄の支店での銀行口座開設、登録住所変更手続き、そして郵便物の転送手続き

と何から何まで、メルカズ・クリタ-から定住アパート-の移行手続きが行われているこ

とを確認する。まるで親、いや郵便の転送手続き、銀行口座の変更までする親がいるだろ

うか。口座を開き忘れてお金が振り込まれないことになったり、子どもが転校できなかっ

たり、メルカズ・クリタ-では起こらなかった問題が発生しないよう「とにかくすべて問題

が起こらないように」 (オーラ)事務手続きをする。親というよりも、引越し後に問題が起こ
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ってその都度また近くはない引越し先に出向く時間と手間を考えると、引越し前にしっか

り仕事を終えておく、親の愛情というよりも仕事の効率性と理解した方がいいのかもしれ

ない。引越し当日は、ガイドまたはだれかスタッフが引越し先まで同行し問題がないか確

謬すると、オリムのメルカズ・クリタ-での生活は修了し、 「新しい家」での生活がはじま

る。スタッフはまた新たなオリムを受け入れて、ガスの使い方、家の鍵を閉めること、、、

と「また0から始めなければなくちゃ、その繰り返しが私たちの仕事」 (館長ルティ)と受け

入れの過程は続く。

第六節:イスラエルでの「一人立ち」

メルカズ・クリタ-:同一化空間

スタッフにとってのメルカズ・クリタ-の任務は、イスラエルで一人立ちできる知

識、能力、所属意識を少しでも持ってもらうことであり、それがフアラシュムラであろう

がなかろうが、エチオピア出身であろうがなかろうが、もう少し極端なことを言えばユダ

ヤ人であろうがなかろうが関係はない。それは「政治的なこと」 「政府と内務省が決めるこ

と」 (オーラ)であり、彼女たち(と少しの彼ら)の任務でもなければ関心もない。メルカズ・

クリタ-の任務と政治性についてスタッフははっきり切り離す。

スタッフ達は確かに献身的に仕事をし、そしてオリムにとっての「初めての家」

として少しでもくつろげる環境作りを目指す。しかし、その家は「公的な家」であって、

母親や父親にはなりきれない。 「公的な家」の管理人が目指す一人立ちは、死なずに食べて

元気に生きてくれさえいればいいという親の視線ではなく、イスラエル社会で生きていく

上で必要な国家-の所属意識、言語、歴史、記憶といった「象徴資源」の共有、イスラエ

ルで求められる近代性の取得、それらを身につけた上での「一人立ち」であって、親から

離れていくことではない。むしろ、メルカズ・クリタ-で言われる「一人立ち」は、立っ

て一人で歩いていけ、ではなく、一人でこっちに歩いてこい、という受け入れの激励、一

種の「呼びかけ」だ。

その受け入れ過程は、空港で身分証明書番号を発行し、身分証明書用写真の顔写

真を撮影し、健康診断をして公共の衛生維持に脅威ではないか確認し、エチオピアでの家

族構成とは異なるイスラエルで受け入れられる家族単位での部屋-と取り込んでいく。こ

の一連の「市民管理システム」に登録される過程は、一本の杖さえあればそこに腰をかけ
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たり、歩いたり、犬を追い払って過ごし、水道も使ったことがなく車も知らずに夕方には

子どもと水を汲みにいく生活をしていたある一人の男性が(これも与えられた勝手な視点で

しかないのだが)、イスラエルに到着するやまずエチオピア出身として振り分けられ、誕生

日が与えられ43、番号が与えられ、決まったフォーマットに基づいて登録され「同一化した

個体」 (渡辺,2003:395)-と変えられる。

80年代はこの登録の段階で聞きなれない名前に対応しきれずに内務省の職員が氏

名を与えて、その与えられた名前でエチオピア出身オリム達は生きざるを得なくなった。

そのような露骨な削除と同化は今ではなくなり、80年代90年代に一度は名前を失ったエチ

オピア出身オリム達が「自分を取り戻すために」 44本名で名乗るようになる傾向も見られる

ようになった45。しかし、名前は変えられなくても、一定のフォーマットの中で住民登録さ

れ個体が同一化されることには変わらない。住民登録は優しい顔をしていながら国家のイ

デオロギーが込められた、優れたイデオロギー装置、抑圧装置だからだ。そして、 「お前は

何者だ」という呼びかけに「はい私はこういうものです」という同一性を確認する身分証

明書を配布する。そこには番号、顔写真、名前というかつてパリ警察が夢見た効率化され

た管理方法が完成されている。

そして、同一化された個体に対して、価値観、言語、歴史、記憶といった「象徴

資源」を共有することを「必要不可欠」と半ば強制し、そして初めて経験する歴史や記憶

は新たに記憶として書き込む。同一化された個体は、同一の「象徴資源」を共有しながら、

国家につなぎとめていく。この過程はメルカズ・クリタ一、特に記念日シリーズの続く過ぎ

越し祭から国家樹立記念にかけては露骨だ。

これらの過程に個性や差異は求められない。エチオピアから到着してすぐに10万

人いるエチオピア出身オリム社会で生活し-プライ語を身に付けずに生きぬくことはでき

る。しかし、それでは困るのだ.それでよければ、ルシムは何年たっても-プライ語がう

まくならない、という言説は成立しないし、ミツペ宗教小学校の"歴史"の教師が「彼らはこ

の国に来ているというのに-プライ語を話さない」と愚痴をこぼさない。

43　　　　多くのエチオピア出身オリムにはない

44　　　「アムハラ語教師」で85年アリヤーしたウリの証言。彼はカサウだった。イン

タビュー当時からカサウに変え始めていたが、私にはウリと紹介した0 -プライ語を教え

る教室ではカサクと呼ばれ、教員達からはウリと呼ばれていた。

45　　　現在、小学校に通う子ども達は学校でダビデ、ヨツシイなどユダヤ的な名前を与

えられ使い分けているので、何度か会わないと顔と名前が一致しない(一致させなければな

らないのは私の都合なのだが)
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イスラエル社会での同一化

エチオピア出身オリム-の補助金による優遇政策が、経済的支援に留まらず「イ

スラエル国内にヱチオとOAが満遍なく点在すること」 46であるのは同一化空間としての使命

であり目標であり、その意味で補助金の表による「ランク付け」という方法はれっきとし

た同定装置である。そして、エチオピアから1983年に16歳でアリヤーし、現在ユダヤ機

関エチオピア出身オリム担当局長としてその政策ランク付けを作成し、受け入れの政策を

指揮するシュロモ・ムラ氏が「アシュケナジーと結婚してどんどん世代を超えて肌の色が

混ざっていけば」と語るように、究極は肌の色さえも同一化することが求められる。それ

も黒-の同一化ではなく、より白-近づく同一化だ。近代、植民地といったすでに使い回

しされた言葉がそこには露骨に見える。

改宗の課程「一人立ち」 -の許可証

改宗の課程を修了することが、同一化空間イスラエル-参加するための手段であ

る。それは単に国籍取得だけではなく、共有した歴史や過去を身につけていくこと、新た

にメモリを書き込んでいくことだと首相府改宗組織部とアリヤー受け入れ省改宗部(改宗修

了の最終権限はチーフラビ庁)が作成した小冊子『イスラエルでの改宗:その歴史的、実践的、

法的内容について』で明確に述べている。

あなた方の目の前にある改宗はイスラエルの民47、その兄弟/姉妹達の共通の歴史

-参加することの旅路である。すなわちあなた方は新たな未来だけではなく、新しい過去

を形成するのである48

序章に明記されたこの文は、同じページで丁寧に囲いをつけて目立っように繰り

46　　　ユダヤ機関エチオピア出身オリム受け入れ担当局長シュロモとのインタビュー

で2006年4月26日

47　　　　完全に裏づけがされたわけではないが、アムイスラエルは宗教的視点から見た

時のユダヤ人の本質を示す表現。アムイェフディは独立宣言に象徴されるように宗教的概

念を抜いたシオニズム的視点に基づいたユダヤ民族であり、改宗がイスラエル社会-参加

する入り口であることを主張するこの小冊子では世俗的なユダヤ民族ではないより本質的

なイスラエルの民という表現を使用したと思われる)

48　　　Prime Minister Office and Ministry ofAliyah and Klitah,2004:3)
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返されている。

この文は本章で見てきたサピールで観察されるメルカズ・クリタ-でのオリム受

け入れの過程をうまく代弁している。改宗、フアラシュムラにとっての国籍取得は、その

あとの「旅路」 -の許可証のようなものに過ぎないのだ。一度改宗の課程さえ修了し歩み

出せば、あとは新しい未来が待っている。旅路を歩み出したら振り返る必要はない。しか

し、その先に見える「新しい未来」とは記憶の書き込みという「新しい過去」を形成する

ことが求められており、 「共通の歴史」を共有するように同一化を目指した歩むべき路が決

まった「旅路」なのである。

改宗の課程を修了し国籍を取得するのは、同一化空間イスラエル社会-参加する

「旅路」の始まりであって、それこそが「真の一人立ち」 -の出発点なのだ。もう一度2006

年度のアリヤー受け入れ省の業務目標を確認しておこう。 「オリムのイスラエル人同一性強

化はオリムをイスラエル-受け入れる礎である」。改宗すること、全てにおいてユダヤ人に

なることはイスラエル人同一性-向かう手段に過ぎないのだO

4. -プライ語の強化

-プライ語はオレ一にとって、教育を受けるため、職に就くため、所属意識を感じる

ため、そしてイスラエル社会-参加する上で最も基本的な手段である。

かつてのウルパン(-プライ語学習施設)学習を改善する新しいテクノロジーやアリヤ

ー受け入れ省によるプロジェクトなど様々な方法を取り入れて言語力が上達するよ

う指導すること。

5イスラエル人-の同一性

オリムのイスラエル人同一性強化はオリムをイスラエル-受け入れる礎である。

(業務)計画はイスラエル-の所属の意味、またイスラエル人、イスラエル生まれの子

ども、新しくアリヤーしたオリムと共通する分野について強調する必要がある。

・効果的な計画

a)イスラエルの地、光景を知る旅行

b)イスラエル文化との出会い

C)レクチャーやセミナー

d)シオニズム歴史博物館-の訪問

160



・計画上強調すべき基礎

a)国家樹立の展望、 -ルツェルやシオニスト運動

b)初期のアリヤー

∂　イシューブ時代49

d)英国政府との対立

e)　ヨーロッパでのユダヤ人崩壊

の　ナチドイツとの戦争そして勝利

∂　国家樹立

h)イスラエルを巡る戦争

)　イスラエル国家独立の達成

j)離散民の集合体(キブーツ・ガルヨット)

6.ユダヤ人-の同一性

・ユダヤの祝日の実施と日程

・イスラエルの民50の遺産と歴史、イスラエルの民の歴史に関する知識の強化、ユダ

ヤの同一性に関する活動

・改宗に関する情報提供と広報活動

・同伴家族の改宗

イスラエル国家樹立前、英国委任統治時代のユダヤ人集落

アム・イスラエル。国家樹立宣言では使われていない、宗教的要素を含む表現。

161



結論　同一化空間で生きる

メルカズ・クリタ-は極めてイデオロギーに満ちた同一化空間である。センターを

意味するメルカズと、同化に近い受け入れを意味するクリタ-からなるその機関の名前が

表すように、アリヤーしてきたオリムをイスラエルで効率的に一斉に「一人立ち」するた

めに-箇所に集め、言語、歴史といった「象徴資源」を共有するように与え1、記念日に出

席させることで記憶の書き込みを行う。さらに、本稿では描けなかったが、エルサレム、

ベングリオンの墓地、ディアスポラ博物館を訪問しながらイスラエルの光景や土地にも同

一化する。フアラシュムラに対する改宗の課程の是非を巡って、国会委員会の議論で宗教

派勢力に対して「まるで宗教家の製造工場」と呼んだように、メルカズ・クリタ-は「イ

スラエル人の製造工場」それも近代化、アシュケナジー化、 「全てにおいてユダヤ人」にな

るためのユダヤ教徒化、と現在も「50年代の間違い」を繰り返している同化工場にすぎな

いという解釈が真っ当に成立する。

しかし、である。

この解釈は結局は同一化を目指す国家の論理に沿っているに過ぎない。この解釈

は、メルカズ・クリタ一にいる同一化を求められているオリムの視点が抜け落ちているか

らだ。国籍取得のために合宿のような改宗の課程に励み、 -プライ語を身につけようと勉

強し、記念日シリーズに出席し、子どもの成功を願って価値観の修正を受け入れ、改宗が

修了すればあめを投げあって祝福し、身分証明書を喜びながら受け取ったあのオリム達の

姿をその解釈でどう位置づければいいのか。 「50年代の間違いの繰り返し」という言説は、

そうしたオリムの姿を見なかったことにしなければ成立しない。

スタッフや首相府・アリヤー受け入れ省にとって国籍は「共通の歴史-参加」し、

「新しい過去を形成」するような所属意識や感情を伴うことは当然である。しかし、オリ

ム達にとっては国籍は参加するための権利であって、所属意識や感情とは完全に切り離さ

れているo国籍が参加の権利であることはスタッフも首相府・アリヤー受け入れ省も認め

1

く使われる
ヘブライ語を与えるnllう、という表現は-プライ語授業が行われるウルパンでよ
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ているが、その後イスラエルに取り込もうとするスタッフや政府と、その枠にはおさまろ

うとしないオリムでは方向性に大きな違いがあるo

今やイスラエルに10万人以上のエチオピア出身オリムが生活する中、音楽、食事、

それにアム-ラ語といったェチオピアとの感情的な接点を維持することが充分可能であり、

イスラエルにだけ所属意識を求め一直線に同一化されるような動きは幻想でしかない。メ

ルカズ・クリタ一にもエチオピア出身のアムバラ語で話ができるスタッフがいるので身近

にエチオピアを感じられる。

イスラエルが絶対的なホームであるとしたいのは、シオニズム的な願望、または

その他のイデオロギー的な願望であって、オリムにとっては今いるイスラエルだけではな

く、エチオピアもまたホームなのだ。オリムはイスラエルにいながらにして感情的、また

身体的にエチオピアとかかわり、複数のホームをダイナミックに行ったり来たりする中で

安定した同一性を見出そうとしている。その中で、改宗であろうと、言語の習得であろう

と、価値観の修正であろうとイスラエルで生活を始めるにあたって実際問題必要、有利な

権利であれば手にいれようとするのは当然だと理解した方がより現実的ではないか。そし

て、実際問題必要な権利を見極める際に、イデオロギーや感情、所属意識といった同一化

の側が望んでいるようなものは神話であることをあっさり見破っている。

改宗の課程の途中でラビ法廷が独占しているために滞る手続きや、それに伴う国

籍取得手続きの遅延に対して「これではイスラエルで最低の国籍さえも与えられない」と

基本的な権利の欠如を訴えるが、 「新しい過去の形成」ができない、 「全てにおいてユダヤ

人」になれないなどと訴える者はいない。

新たに記憶を書き込む場である記念日やその式典に出席するオリムがどのように

それを受け入れているのか。実は今回の補充調査で大きな壁に直面した。アム-ラ語から

始めなければならないのかもしれない。なぜならば、 -プライ語でインタビューをして返

ってくる「シシヤーミリオン(600万)、カシェ(っらい)、ロート-ブ(よくない)」という言葉

は、記憶を書き込む側の願望を前提とした成果であって、それがどのように受け止められ

ているのか彼ら自身の受け止め方を表しているわけではない。私が-プライ語で質問をし

た時点で、すでにその言語が回答を聞きだしている可能性があるからだ。シシヤーミリオ

ンにはカシェ-やロート-ブが続くという力が込められている。そういった支配的な言語

がイデオロギー的であることの調査法の限界は乗り越えなければならない今後の大きな課
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題である。記憶の書き込み、という表現も記憶を書き込む側、書き込みたい側の願望であ

って、そこに出席するオリムにすれば立て続けに続くイベントの一つくらいの位置づけな

のかもしれない、がこれは全く想像の範噂である。

改宗の課程を終えたオリムは国籍という権利を手に入れると、同一化空間に取り

込もうとする国家やスタッフの意図に反して、自由に空間を移動しながら同一性を見出そ

うとする。国民であることは神話であると知り、そこに所属意識などを求めることが想像

でしかないことを見抜いている。身分証明書に所属意識など求めずに、自由-の許可書と

して空高く掲げる。

しかし、いみじくもスタッフが言うように、真の意味での「一人立ち」とはその

後に試される。メルカズ・クリタ-を出て「新しい家」で生活をし、 -プライ語がやがて私

の言語になり、一人で立っていると実感した時。スタッフの目標であっだ'他と同じ" 「一人

立ち」を実感した時にどれだけその神話性を見抜けるであろうか。 "他と同じ" 「一人立ち」

をしてもそれが神話であることを見抜く力を持ち続けること、それが同一化空間で生きる

時代に求められている真の意味での「一人立ち」ではないだろうか。
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エピローグ

2006年5月4日タシュケント。補充調査を終えてイスラエルを出た後、帰りのタ

シュケント空港では4時間の待ち時間、というのに待合室もなく床に荷物を置いてべった

りとただ搭乗時間が来るのを待った。生まれた場所、育った場所、学んだ場所でもなく、

今の私にとってのホームは妻と娘との小さな家族。断たれた一ケ月を少しでも早く取り戻

したい、そんな焦る気持ちとの間にできた隙間の時間だった。

2006年に売れたアンジェラ・アキの『Home』の歌詞に思わず眼を奪われた。 「Home

isCalling」。ホームが「心の中で今でもやさしく響いている」。そして「HomeiscallingJ

「あなたを呼んでいる」。 「いつの日にか帰らん」 「忘れがたき」 『ふるさと』とは対照的に、

そこにはホームとわたしとの対話関係が歌われている。そうだ、ホームとはそうした対話

関係、往復関係にあるはずだ。 「過去と今のあいだのとばりをそっと開いてみると/空の割れ

目から雫れる光が巡る時代を指していた」ディアスポラ論などというお堅い言葉よりも、

すがすがしく言い表している歌詞が新鮮だった。

待ち時間の間、それまでキブツ・カプリの■-ロシアの家族一一と呼んでいたヤコブとバ

リヤに今回ウズベキスタン経由で帰ると言ったところ、 「うわ～懐かしい、タシュケントに

10年いてそこから私たちアリヤーしたのよ」と大きな発見があったことを思い出す1992

年の夏に初めてカプリに滞在した時に、互いにったない-プライ語ながらも会話が成立し、

いつもカプリ訪問時には必ず足を運ぶ仲だ。あの時はプレハブだった家もキブツの中の立

派な家-移り、あの時ちょうど今の私と同じ位の年齢だったヤコブとバリヤは直接承認投

票を経てキブツのメンバーになった。

「バリヤの方が俺よりも反対票が多かったんだワッ-ツ-」と二人とも自分が何

票獲得したのかしっかり記憶しながら、 「キブツはいいよ、人はいいし私たちにはあってい

る」と行く度に馴染んでいる。当時一番先に-プライ語を身につけた5歳だった三女も高

校を卒業してウェイターのバイトで忙しく過ごしながら、兵役が始まる夏を待っていたo

長女はイスラエル屈指の美術大学-、次女はキブツ内で仕事を見つけ、ヤコブは他のキブ

ツで「悪くない給料」で生計を立て、バリヤはキブツ内の会計の任務に就いている。彼ら

は90年代以降政府が実施した「直接受け入れ」のため、アリヤーしてすぐにキブツ・カプ

リで生活を始めてこれまで14年。文字通り一員となり、家族の中の会話は完全に-プライ

語に、夫婦の会話もロシア語誹りはあっても少なくとも私の前では-プライ語に、見てい
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るニュースも-プライ語になった。 5歳の娘に笑われながら夫婦で勉強していた姿を思い出

すと何とも感慨深いものがある。ヤコブは93年のいっの日か突然「ヤコブになったから」

と名前を変え、長女もその後ミハルになった。みんな、イスラエル人になっている。家の

中にユダヤ教信仰に関するようなものはなく、なんだって食べる。この一一ロシアの家族一一がユ

ダヤ教法規のハラバーに準拠する　56.4%に含まれているのかいないのか、実はこれまで一

度も聞いたことはない。しかし、そこで言うユダヤ人であるかないかということはユダヤ

教徒であるかないかということであって、アリヤーの受け入れの姿勢には関係がない。 「と

にかく私たちがアリヤーした頃はみんな親身になって自分のことのように心配してくれ

た」のは、彼らがユダヤ人だったことを意味しない。

そんなことを考えていると、横には荷物広げて床に座っているイスラエルから来

た若者5人が目に入った。兵役を終えたばかりに見える男性4人と女性1人。まだ20代前

半だ。イスラエルでは兵役を終えると数ヶ月、中には一年以上、兵役での断たれた時間を

取り戻し次なる人生に向けて、休息のような助走のような旅に出る。インド、ネパールは

その中でもメジャーな休息地で、ネパールに行くと-プライ語で「イスラエル人には割引」

と書いてあるそうだ。ニューヨークのユダヤ人に向けていないのは確かだ。あくまでも(兵

役を終えた)イスラエル人向けにあえて-プライ語で書かれている。

そうした旅行から帰ってきた後の武勇伝、自慢話、ホームシック話は聞いたこと

があっても、今から旅に出かけるという場面に遭遇するのは初めてだったので、荷物を移

動して話しかけることにした。まだ2時間近くあるのだ。予想通り兵役を終えてこれから

インド-行くというのでみんな浮き足立っている。 「ねえちゃんがサンドイッチ作ってくれ

たんだけど食う?」と差し出されるので一つもらうo　それで、聞いてみた「軍にヱチオピ

ムいた?」

「俺は技師の部隊だったからロシアからのはいたけど、エチオピアから来たのは

いなかったな」といいながら、 「でも彼らは誠実で、そういうの好きだよ。だけどある葬式

に出た時にそこに来ていたエチオピアの家族を見たんだけど、俺には理解できない社会だ

なって感じたよ」といろいろと話を始めてくれた。

「軍には確かにクールヒトクーフ(Melting Pot)があると思うけど、でも人種蔑視(ギザヌー

トウ)もある、これは否定できないよ。まあイスラエルはいろいろそういうバラガン(めちゃ

くちゃ、未整理な、の意)がある社会だからさ」

「それに、ヱチオピムの受け入れがうまくいっているかどうかって聞かれたら、そりゃう
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まくいってない受け入れだろうな」。

横のヒゲの男が「俺が覚えているのは、ヱチオとDムは話をするときに目を見ないってこと

かな、知っている?彼らは目を直視しないんだよ」 「そうそう」と周りからも相槌が入る。

「そんで、よく聞くのはエチオピアでは家の中で男性が力を持っていたんだけど、イスラ

エルに来て女性が仕事をするようになって、ダンナよりも-プライ語もうまくなって、社

会進出しちゃうと夫婦の関係が悪くなっちゃうみたいだって」

タシュケントの空港でヱチオピムをここまで聞くとは想像もしなかったO　いや、ヱチオピ

ムという言説が彼らを目の前にせず第三者が語る中にこそあると思えば、純粋なヱチオピ

ムが語られる場であったのかもしれないO

それまで一言も話していなかった女性が「彼らってフアラシュムラって言うの?

え?じゃあユダヤ人じゃないの?」。私ははじめた、 「フアラシュムラって言うのは、元々

はユダヤ人だったんだけど、、、」とその時チェックインが始まるアナウンスが入った。彼女

にとってはフアラシュムラはユダヤ人なんだろうか、きちんとした回答を得られないまま、

私は置き去りにするしかなかった。

誰もいなかった目の前のカウンターが準備に入ると、そこにあるタシュケントでも、そこ

にはいない一一ロシアの家族一一、ヱチオt-Aでも、すぐ目の前にいる兵役を終えて旅に出る若者

でもなく、そのカウンターの向こうに見えるホームに視線が向いた、

「Home is callingJ 「あなたを呼んでいる」
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あとがき

やっとおわった～。博士論文書くぞ!と夫婦で誓ってあっという間の一年、多くのことを犠

しながら猛進した一年だったO

私は長年学生をした経験があるが、振り返ってもこの一年の集中度に勝る一年はどこにも

たらない。 「そのうちいつか」という思いと、学生であるという安心からか、全く覚悟がなかった

と思う。調査に出かければいわゆる刺激はいくらでも転がっているわけで、それを学問や論文

ラものに展開させるまでのエネルギーも、そしてやはり覚悟がなかったのだと思う。

働きながらここまでできたのは、新しいスタートのために一度しっかり終わらせる、この先の

に踏ん張る、という呼吸が夫婦で常に合っていたことに尽きる。呼吸が乱れていたら途中で簡

あきらめることはできた。一緒にいれば幸せで満たされる家族との時間があればあるほど、そ

間を犠牲にすることは時に正しくないことのようにも感じるからだ。 「一人じゃないんだよ」という

Lと、今ではないこの先-、と常に引っ張ってもらえたことで何とかここまで来れた。ありがとう。

それにしても、最後がつらかった。その中でご指導いただいた先生方には心からお礼を申

げたい。社会人で研究することのつらさは、議論する相手がいないということ。時間のやりくり

亡くなる分、広く発展させる可能性は随分と限られていると思う.そうした議論したい、という希

かなえるために忙しい時間を割いてくださった方々には本当に感謝したい。

鈴木佳秀先生には、新潟大学修士課程在学中から常に勇気を与えていただきましてあり

だざいます。一度アカデミックの道を離れる時にも、そして今回覚悟をしなおして挑戦する時

召談いただき、 「覚悟と決意でやりきるしかありませんよ」という励ましのお言葉も頂きここまでく

二ができました、ありがとうございます。

よし、これで終われる。そして始められる。今日まで応援してくださった皆様、ありがとうござ

す。そして、いつも「この先を楽しみにしよう」といい続けてくれたかみさん、たまに「寝てない? 」

活越しで心配してくれた娘に、これで一緒に歩みだせることの喜びとともに、ありがとう。

2007年1月11日

樋口義彦



参考文献

Al-Haj Majid　1985　Ethnic Relations in an Arab Town in Israel in MStudyin Israeli

ethnici秒-'After the ingathering′′ edit by Alex Weingrod Gordon and Breach Science

Publishers, London.

Anteby-Yemini, Lissa　　　2005　　From Ethiopian Villagers to Global Villagers - Ethiopian

Jews in Israel. in Levy Andre and Weingrod Alex eds. Homelands and D.由sporas-'Holy

Lands and Other Places, Stanford University Press

Appadurai, Adun 1996　　Modernity at Large-Cultural Dimensions of Globalizaion,

Minneapolis ^ University of Minnesota Press

Arent, Hanna　1994(1963)　　Eichmann in Jerusalem-'A Report on the Banality of

Evil Penguin Books

Ashkenazi Michael and Weingrod Alex　　1984　　Ethipian Immigrants in Beer戯e帽I

An Anthropological Study of the Absorption Process (Booklet)

Ben-Amos Avner and Bet-El liana　2005　　Commemoration and National

Identity^Memorial Ceremonies in Israeli Schools in Levy Andre and Weingrod Alex eds.

Homelands and Diasporas 'Holy Lands and Other Places, Stanford University

Press

Ben-Zvi Institute for Study of Jewish Communities in the East 1985　『Pe'Amim』Studies

in the Cultural Heritage of Oriental Jewry(The central topic of this issue is the history and

culture of the Jews of EthiopiaXHebrew)

Central Bureau of Statistic 2000　StatisticalAbstract ofIsrael

Central Bureau of Statistics 2005　StatisticalAbstract ofIsrael

Central Bureau of Statistic　2006b StatisticalAbstract ofIsrael

http V/www. cbs. gov.il

No.51

No.56

Chatzarot Josef edit.　1999　　Ulpan Program for Ethiopian Olim for Adult Education

1



Program, Ministry of Education, Culture and Sports, Jerusalem (Not published)

Clifford, James　1997　　Diaspora In Routes^!ゝavel and Translation in Late Twenties

Century, ed. J Clifford, pp.244-77. Cambridge. Mass, and London^ Harvard University Press

Cohen Eric.　1983　　Ethnicity and Legitimation in Contemporary Israel in Jerusalem

Quarterly 24:2 1-34

Deleve-Gandelman, Tsilli 1989　　Ulpan is not Berlitz in Social Science Information

Vol.28No.l

Dolverg Lilach 1990　　　Establishment of listining Center in Ulpan for Ethiopian

Immigrants in Basok Idan eds. HedUlpan by Adult Education Bureau, Ministry of

Education and Culture,Autumn Vol.60:pp68-84 (Hebrew)

Eisenstadt, S.N 1954　　TheAbsorption ofImmigrants. London

Eisenstadt, S.N. 1983　　Some Comments on the一一Ethnic" problem in Israel in Israel

Social

Eisenstadt, S.N. 1967　Israeli Society- Publication Series in the History of Zionism and

the Yishuv, The Institute of Contemporary Jewry, The Hebrew University of Jerusalem.

Weidenfeld and Nicolson

Friedman, Daniel 1999　　The case of the Falas Mura, in Tudor Par丘tt and Emanuela

Trevisan semi edit. The Beta Israel in Ethiopia and Israel: The studies on Ethiopian Jews

Curzon Pres

Gilroy Paul　　1994　　The Black Atlantic-　Modernity and Double consciousness,

London* V<∋rso

Goldstein, Judith L　　　1985　Iranian Ethnicity in Israel: The Performance of

Identity" in -'Study in Israeli ethnicity'After the ingathering- edit by Alex Weingrod Gordon

and Breach Science Publishers, London.

Gorni, Yosef.　2001　The "Melting Pot''in Zionist Thought, Israel Studies 6.3, Fall

ll



Hall,Stuart, and P.Du Gay. 1996　　Questions of Cultural Identity. London: Sage

(邦訳は宇波彰監訳『カルチュラル・アイデンティティの諸問題』大村書店2001)

Halper, Jeff　　1985　The Absorption of Ethiopian Immigrants: A return to the fifties

in Israel Social Science Research, Vol.3(l-2) pp112- 139

Handelman Don 1994　　Contradictions between Citizenship and Nationality: Their

consequences for Ethnicity and Inequality in Israel in International Journal of Politics,

Culture and Society" Vo1 7, No. 3, p.441-p459

Holowitz,Ruth Tamar　1977　Immigrants in Transition: The Israeli Absorption

Center in International Migration 15(㊨

Horowitz, Tamar 1996　Value-Oriented Parameters in Migration Policies in the 1990s:

The Israeli Experience, in International Migration 34(4) :5 13・537

Kaplan, Steven 1992　The Beta Israel(Falasha) in Ethiopia 'From earliset times to the

twentieth centuryNew York University Press,New York and London

Leshem Elazar and Shuval Judish T. eds.　　　1998　Immigration to Israel

Sociological Perspective, Volume VIII Studies of Israeli Society. Transaction Publisher.

Leshem, Elazar 1994　--The Israeli Public-s attitudes toward the new immigrants of the

1990s in Social Security, 3, p164-188"

LevyAndre　　1997　Diasporas through Anthropological Lenses: Contexts of

Postmodernity in Pattie, Susan P, Faith in History- Armenians Rebuilding Community.

Washington and London^ Smithsonian Institution Press

LevyAndre and WeingrodAlex eds. 2005　Homelands and Diasporas- Holy Lands and

Other Places, Stanford University Press

Lomsky-Feder Edna and Rapoport Tamar　2001　Homecoming, Immigration and the

National Ethos: Russian-Jewish Homecomers reading Zionism in Anthropological

111



Quarterly, January Vol.74 Number 1

Ministry of Finance, 1991 Absorption Data

Mi-Ami Naami　2005　　To accelerate Aliyah of Falashmura Principle Background for

committee on Aliyah, Kilitah, and diaspora Knesset Research Information Center (Hebrew)

Oppenheimer Jonathan 1985　The Druze in Israel as Arabs and Non-Arabs:

Manipulation of Categories of identity in a Non-Civil state in "Study in Israeli ethnicity-

A触the ingathering- edit by Alex Weingrod Gordon and Breach Science Publishers,

London.

piterberg, Gabriel　　　1996　"Domestic Orientalism'-　The Representation of

`Oriental'Jews in Zionist!Israeli Historiography," British Journal of Middle Eastern Studies,

Vol.23 (2), 125-145

Prime Minister O臨ce and Ministry ofAliyah and Klitah　　　2004　　Giyur in Israel In

the tradition, the practice and the legal issues (Hebrew)

REUBEN Alcalay 1 996　　The Complete Hebrew-English Dictionaてy

MISKAL-Publishing and Distribution Ltd. Tel-Aviv

Safran William　1991　Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return.

in Diaspora l(l)-"83-99

Salamon, Hagar 1999a Repeating of Racial recognition in Alexander Tamar edit.

Jerusalem Research: Jewish Folklore, Hebrew University (Hebrew) pp l25-pp l46

Salamon, Hagar 1999b The Hyena People'Ethiopian Jews in Christian Ethiopian

University of California Press

Seeman, Don　1997　One people, One blood.: Religious Conversion, Public Health, and

the Immigration as Social Experience for Ethiopian Jews Ph.D. Thesis submitted to

Harvard University

1V



ShacharAyelet　2000　--Citizenship and membership in the Israeli polityM in From

migrants to citizens '蝣membe軸in a cha癖world edit by T. Alexander Aleinikoff,

Douglas Klusmeyer. Carnegie Endowment for International Peace Washington, D.C.

pp.386-433

Smooha Sammy 1972　　Black Panthers: The Ethnic Dilemma, in Society, Vol. 9:121-134,

Israel: Pluralism and Conflict

Somech,Alex　1998　　Decline in Proportion of Jews among Soviet Immigrants,

Ha'aretz(イスラエルの日刊紙12.June

Soysal Yasemin Nuhoglu 2000　　Citizenship and identity- living in diasporas in post-war

Europe? in Ethnic and Racial Studies Volume 23 Number 1 January ppl- 15

TeshomeG.Wagaw1993ForOurSoul'
-Ethiopian。JewsinlsraeAJewishFolklore

andanthropologyseries,WayneStateUniversityPress.Detroit,Michigan

The JewishAgency for Israel　　　1968　　The rights of the Oleh: Laws, directives and

facilities concerning olim and temporary residents Aliyah and Absorption Department (Not

published)

Toledano, Henry 1973　　Time to Stir the Melting Pot, in Curtis and Chertoff eds. Israel:

Structure and change. New Brunswick: Transaction Books.

Tzahor,Zeev　　1995　　Ben-Gurion-s Mythopoeticsin Robert Wistrich and David Ohana

eds.

WeingrodAlexeds1985StudyinIsraeliethnicity'
-Aftertheingathering

GordonandBreachSciencePublishers,London.

Weinroub, Yehud 1992　　The 。Jewish Agenのr andAi蜘h- An Update the Jewish Agency for

Israel Press Division O伍ce of Spokesman

Weinroub, Yehud 1993　　The 。Jewish Agency andA,如h- An Update the Jewish Agency for

Ⅴ



Israel Press Division O伍ce of Spokesman

Witz Yechiam　1995 Political Dimensions of Holocaust memory in Israel During the

1950s, in Robert Wistrich and David Ohana eds. The Shaping of israeli Identity

London-Frank cass pp 129-145

アキバ・オール(広河隆一・幸松菊子訳　　　1984　　『誰がユダヤ人か』　　　話の特集(

原題はThe unJewish State)

アドルシュタイン・アルノン　　　　2006　　「過ちの繰り返し」　　　Ynetニュース(5月

12日)(Hebrew)

アルチュセール(西川長夫訳　　　　1975　　『国家とイデオロギー』　福村出版

クネセットプロトコル「アリヤー!クリタ-及びディアスポラ問題検討委員会」 2003年6月19

日10時より12時「議題:エチオピア出身オリムの改宗について」 (Hebrew)

コ--ン・ロビン角谷多佳子訳(駒井洋監　　2001　『グローバルディアスポラ』

明石書店

テッサ・モーリス=鈴木(大川正彦訳) 2000　『辺境から眺める:アイヌが経験する近代』

三陽社

ピェ-ル・ノラ編(谷川稔訳) 2001 『記憶の場:フランス国民意識の文化=社会史』岩波書店(全三

巻

マーシャルT.H./ポットモアT.,　1993　『シチズンシップと社会階級』法律文化社

石川准1992　　『アイデンティティ・ゲームー存在証明の社会学』　　新評論

市川裕1994　「移民の私的身分とイスラエルの宗教法体系-エチオピア・ユダヤ人の事例

を通して」池田明史編『イスラエル国家の諸問題』アジア経済研究所

上野千鶴子　　　2005　　『脱アイデンティティ』到草書房

LW



上野俊哉1999　『ディアスポラの思考』　筑摩書房

臼杵陽　1998　　『見えざるユダヤ人:イスラエルの東洋』平凡社選書

臼杵陽1999a　　「アシュケナジーム」沼野充義編　『ユダヤ学のすべて』　　新書館

臼杵陽　1999b　「イスラエルにおける宗教、国家、そして政治- 「誰がユダヤ人か」問題とそ

の法制化をめぐって-」 『国際政治』第121号「宗教と国際政治」 pp95-107

臼杵陽1999c　「ミズラビーム」沼野充義編　　　『ユダヤ学のすべて』　　新書館

臼杵陽　2002　「シオニズムからイスラエル建国-」手島勲矢編『わかるユダヤ学』日本実

業出版社

臼杵陽　2004　「現代ディアスポラの諸問題ユダヤ人とイスラエル人の相克」『民族の二十

世紀:二〇世紀における諸民族文化の伝統と変容』

奥山英知2002 『イスラエルの政治文化とシチズンシップ』東信堂

岡倉登志1999　　『ェチオピアの歴史』明石書店

轡田竜蔵2002　「レイシズム/エスニシティ」　　　妻尚中編『ポストコロニアリズム』

作品者(思想読本【4]

工藤哲　2006　「戸籍なく2歳に:父親「娘は自分の子」 『毎日新聞』　東京版(31)12月24

日

栗本英世2004　「スーダンとエチオピアにおける民族の二〇世紀」 『民族の二十世紀:二〇世

紀における諸民族文化の伝統と変容』

酒井直樹他編　1996　『ナショナリティの脱構築』　　　柏書房(パルマケイア叢書5)

笹川陽平2006　「比残留2世に日本国籍を」 (発言席) 『毎日新聞』　東京版(5)(12月24日)

津田愛子2005　『夜の記憶:日本人が聴いたホロコースト生還者の証言』創元社

Vll



立山良司1999　『揺れるユダヤ人国家:ポストシオニズム』　文垂春秋出版

谷川稔1999　『国民国家とナショナリズム』　　山川出版社(世界史リブレット35)

東京都立大学人文学会編　1999　　シンポジウム: 「国民国家論」 ・ 「国民の物語」を考える　討

論　『人文学報』第296号　歴史学編第27号佐々木隆爾教授記念論文集

長沼宗昭1999　「ユダヤ人という存在と国民国家」 『人文学報』第296号　歴史学編第27号

佐々木隆爾教授記念論文集　東京都立大学人文学部

西川長夫1998　『国民国家論の射程-あるいは(国民)という怪物について』　　柏書房

西川長夫・松宮秀治編　　1995　『幕末明治期の国民国家形成と文化変容』　新曜社

早坂隆　2006　『世界の日本人ジョーク集』　　　中央公論新社

細見和之1999　『アイデンティティ/他者性』　　　岩波書店(思考のフロンティア)

村岡崇光1982　「エチオピア教会」 ;前島信次他編『オリエント講座3　渦巻く諸宗教』学生

社

山森みか2002　『非日常の国イスラエルの日常生活』新教出版

渡辺公三2003　『司法的同一性の誕生』　人文書院

判決文

ビニヤミン　シャリットvs内務大臣、登録局事務員、 -イフア市　　　　最高裁判決文

58!68:1970年1月23日(Hebrew)

ラフアエル　タムリン　vs　イスラエル国　最高裁判決文:民事上告630/70 :1972年1月20

日(Hebrew)

リオラ・ゴールドマン　vs内務省、アブラハム・ポラズ内務大臣　最高裁判決文

(6539!03):2004年9月27日(Hebrew)

Ⅵ11



藩三献協米漆



資料1国家樹立宣言1948年

7HIW>?V J]1Nnゴwi n11⊃n

,rrコm「n imai m苫Ip氾'Tirm nsn印加「野'-ア「氾

m⊃「n 'ロココ「望1 ra ^n⊃うas n*raaip "n・>…コ,minm jvmn

.,n苫ユn D,「ら耶「らQ n拭lうlつめlめtU,「im臼蝣"EHユ拭-ううっl a"BI拭う

nlE「拭うココEl,ユInK nう「サw firm nl⊃コl苫「拭a tiith □yn rfaintp rnK1?

・urnln nM⊃ln⊃ wmうi l苫「拭う⊃wl? nnwim nV'snoう7n拭うi /ptits

Uttftti間玩

mmうl ⊃lめ「17う⊃⊃ロ'Tirrn i「nn nr ^i-nom 「lロDM 「WP 「lm

,臼'如加i ,truam n竺「め1コw n*n「nxn m「17コl ・,叩Twnロmう1犯

,ロ'「sn n>「ら⊃ 1ココ,nl「ユm Elnらp rrm jwm mv「即日ran日中9m

,1m的p lユ231 m知「mW ,imコ「rrnpwむうv D"5*?即やimラ71コWサ1叩m

nl犯望めItUヨユ拭tUlユI r「2m 'コUlnうつうnarpn n⊃「コ拭'コZ3

.rpn⊃うm

lim rmnカmnK'「Pラwユl'耶O「ユ叩.i 0ココra (1897) r-ユ「n nユ甘コ

naipnうmrm m?n m⊃T知T'「⊃m ,知「n 「171拭n imrrn nコHサR

H F自iRMiB園

ロ7コnコmplK1 1917 「⊃氾lココーコロl,n 「lううコm.1即ココ「⊃in it mコT

□9,i 1'コ野'「lロDM訂「叩う,訓約-1,コ叩1n mvnコ叩ユ「即,ロ'Dl拭うn 「コn D37m

.'131如壷ユn拭arma叩かnrrn Dpn nl⊃Tbl触「野,-rr岬かTirrn

B'ユ巾,D m的Ip「⊃ln m ,11「nRn lDTコ軸「野'ロ的p n竹inmtz? n拭W71

・TimmpR n''氾11「n氾口「⊃nn n的軸コ野・ma hit⊃in ,nsn「'氾DTim

,ラ拭「野'-r「氾rpTirrnロコ'7m mvn T-う37 m拙Esm rl竹Inn 「01nn

mrm aめp'コォn mrrラ⊃お力ran 「yp m nrrn「うnmn 「tu拭

.臼"・asn nn9m 「va rrn⊃T-rmtz? nai拭加7nm

nl竺「拭mm ,nsi「'氾uv和'竺氾n rnonサn加'ユtU潤軸n rr「和

めl ,ロコ⊃Di rrsnコa svnpうつ叩知,触「r-r「めり,∋Mf7 1う7n拭うnl「nK

.臼w rrrciBコロ'「w-うjQsn m「Ti ,TIコ⊃ ''めE)m⊃T n拭mコnう1PD9

pユKZ3うIP加拭伽n拭ア「氾'「コyココl甘''間「n nwamかI3?n nan触コ

巾"n oiコl ,'耳拭ユn pp「n mm⊃ 7ユコ。1加「 niTn m「mm mown

n'「コTDォD臼'ZD27H U3 irWFXラnl⊃m n拭lラロコP 'nanうD.i 1m和コ1

.nnm拭an mai拭17

m''nnn mめnn rmm枕的mrnxn mEyカコ・p 1947 「コmiココ29-コ

'コEnn nRD TT氾n n「富的;軸「野'-r「氾imrr打7日mpn

ylT出口h ot苫n口'tU「7ユn D^y訂うココ的竺氾m由軸「野'-ア「拭

uK aつ関りTirrn uvn m⊃Tコimmxnn maisn加IT m「⊃口.口的口,Tn

m搾油mmココ'K mrra

nlp「コ78157日371 ayう⊃⊃ nmうTirrn dot加n'pユm Inl⊃T mT

IrtttttUiH矧m闇it]蘭自Ri

'「コ野,1コl野nnユ'苫コ,口vn n竺mn '「コn lコ拭,lユロコ⊃nコ「⊃'め

,触「vn-Y「約g 'り'「コn oiユねn dtサo uvコJVコrxn nsrunrn

n的nn 7101うsn nmutrnm n*mun lユnl⊃r npin⊃l



国家樹立宣=E

n叩n知nKTコDTI⊃n lユ拭Tmmmn maixn n「SS7

.触「tP'和叩a K 71 3拭「野,-ア「氾rrorr nユ'7ft

-1 m野Bllウ「l拭,.1う軸,耶ユね.1即D m「n ^nnW era叩13抗

日'「nom臼'「rn3訂mユ1由ウwx n叩.1うTsn ,1948・>拭氾15 jf野n 「n拭

mnan raman HDD那・)"p-知氾P'nW npiめEl打T7ココユnnR加

TTユ・na n苫yln⊃ Dpn n苫snoうmn - 1948 「コl叩「氾1-日「nW拭う

mnm Rうゥnan nK m「nl ,DS/n n?nコサ,nうw smrコn 70iai ,rrコnT

.1加「ttp DWつ拭「J7Tl 「WK jimrrn nコnanうtL.

;nl巾ユrlユ画I nmrrn tpつうめnmm Knnう拭「W* KPTO

う3? nnnmn mn ;,TコpInうつmlめア「和mrr的v Dp野R

D T?n ;う拭「野日和3うw nコ1m 「l癖ロlbpm 7竺n ,nrTサnn rnno㌣

;1'8i vn ,mう7コn 'うコrrmTXうっう「lnユ'コIBI THコn rrm⊃T }V¥W

ma「pnn加「1awn ;mコ「Tll 「xrn llめ,叩翌日,那 野那n n'氾n

Jかユ如野rrmmPyうココ23拭ユrrnm ;mmnうつうE/ EP野npn

.rmm拭an mm鴇R

m'苫ユm rrnoian ny :加y門地うm⊃lZ川口nう拭「BP flコ'7日

「コDコ1ココ29 DVD Tn苫yn n由l加n nawユn⊃ m7m拙n mm那うU

.nmal?野コ触「ttrサーr「拭うp nウカ⊃n nrm的naprfr iv∋m 1 947

1nコココmTn dめT imうirnmxnn mai癖Z3'拭「lP lユ拭

.uma nnら・WO 「lnH拭「野'nユHa nsウコ細Inユ'7日

m l】軸n⊃「yコn ,nm"i-n叩nn 「1m mーrpmIP 「コR

Blう那加「lnめりmW, nユHBコpIn ,コrvn wsnココう- Elり野7耶

「lD'うsn rmWI nR触Tlln「tk tic w nコnan l''】ココ印加571D<!'?>1

.nwコpm dlユam ,rrm*701Z3ラココTTがRn口ml望3

nlコ⊃tpn mコ蝣・innうカn⊃lt〕 nlコ⊃Wl 【コV7tp v wwmn lユ拭

'「コyn ayn ny mm mnn :加y叩In'めロわび的TjTl ,1Train

叩・ra叩nK氾叩知己1「n如ココln軸「r nユ'7日.「苫「氾'拙笠間

.1う1⊃ 11⊃Tin n「Tan n的'Pう

コ'コ8 7⊃加カnl苫l9mうココTirm mm知日'那1j? 1コ拭

n紺ユ.1知n加7ユTT n⊃「ynコlコ'alう71むめi rココm ,t軸ココwォa

:?拭「W nYiKf? nnTTn nら'RU

lユサt nzwinコiranm iユコカ拭「野'「l笠コ即日つコ「lna

mam nユ'蝣ran n望snaコ馴犯,it nr「コカp miyう

,mpコ「v ,nm mm ,コ'コ拭-ウn 「'm jrfrm nm的P

.1948蝣・xaコ】4 ,n'-tUn 「''拭-R

ll'「lユー1コ717

po翌, ,閉コ111ユ「,択id ,im巾i nn ,1,,ロtUユ「ユr'「9 ,rう「コIn軸,'コー1コpnv ,21ロココ'⊃7「Z3 ,「1301拭う拭'ユ7

コ「n ,1n⊃加「 ,'7「l h「n ,ユ'ロヨn「l n「T ,「ココIP-「か1 「'和,1'「コmn軸,THHIユ「ユDmコ拭「''7 ,日'1ココ'「ユ

'コ富,「,ユmm ,llDr,拭a nfm ,拭,「かコ,1,,日間巾717 「'拙,1巾「,氾Pn苫'コ「n /サw氾l⊃ iTT370 ,拭コn⊃画p

,11地坪nR「ユ拭,細p rTp,触,,ユ7佃p nwa氾'ラ門1「潤,叩ユうつ苫・m ,123野'9 1n⊃ロコウanコ'コ「n ,加

nura R「,9野T7野B jIYlrロ,野「lココ,ロココ「ロtF IT0-1コ,「コげっ7rn ,rIDS「う「コ,Tar m ,u*7,ココm D⊃軸

.pin「野



帰還抵(1950)

1950 -蝣>-'wi¥ -mawn pin *

m⊃TH.1

,71うめ

mu?拭.2

油1野

.潤「拭nlうめ,拭⊃r蝣'-nnlう⊃

勅31れ「野拭'うう37乃Tin n軸叫の

,う拭「tP'コpPnpカlユl苫「 n枕F'ココ野mmう⊃ウ1m'間うly mU拭(3)

ア1n

-ォ7j?コtoaw a軸.i 「W n⊃lコロ8

1拭p-n.Tr?臼3?mユユう3719 (1 )

.ココHD叩T7氾l拭「lコ'm nl拭'「コ1⊃めうlラ3? (2)

rmsn.3　紺「 ,nコDPnmうIm「 n間'コn l拭1⊃ 「n由lう拭「野ウ拭コW71・T (拭)

Fか　　　　　　　　　　　　　　.row rmsmうコPう,軸「町'コ171m

め拭,nう137 nTBH1 1n約mユfnrp (a) 2叩氾己'野「l∋an dtlDn (コ)

l拭「コ'「nK Tll叩加rfrnaうユ「う「lコ,En nlR'「コ1⊃DnうE]7拭コWR" K?

.加rttr"?

臼'コtznn.4

日、7うり1

75lコw 'Tin'う⊃i ,nr p*m加l叩n nうTinユううr「癖カypりrimラコ

ア「拭ユ

'め.1うvvn l'7⊃ lコ^7 ,7T「nめ1,コi m pin ^ i野n nうTinコヨう1,コ

.ntpin

pl竺'3.5 mlユロうココimpi) 1ynnう,KtU「 mi ,nT j?1n pl苫'コ知nユIBB n軸n 「W

rtTipni　　.1 8う,ユ"B7 EP,ユ'叩うn7iy mnym ;加p nl「野拭7Tlめ1⊃l lp「苫'カ

「コ的'「コ7叩nn nsr即,(1950ウl,コ5) ->"um nam '⊃ nvコnロコココbnpm *

.189加,(27.5.50) *'野n namゴ　nra 48 pn ra苫ロコ"180「らnコ

桑1954 - 7--'耶T ,(VP叫) D"O'即PⅦ

2叩叩!*n.1　　　　　　[i]1950 - --那,�"コwn pinウ(3) 2叩氾

(=)　耶'「n拭叩'ロ引-rmpユ拭1コrmpユn mp氾,(2)叩日印IOコ(1 )

;"l拭"カ的

:lT叩D叩mrn (2) npo∋ '「n拭(2)



帰還法(19 5㊥

・"「l⊃・xn m加m l⊃0*7 VftsTl中軸「コpう氾(3)"

ロ'ら'm llpn.2 .-'D'泊n 「w" ki⊃''■口)T?yn 「ff" Dip氾,pinウ5叩氾1 2叩氾

5-12

;(1954ロDlユ1氾23) r^野nユ氾7"⊃ Dl'コnロコココうユPnユ*

.88 fw ,7''wn ,192 n"氾1BO「9m 「ユDn '「コ,ti pinn w富乃

・159加,^n,51 n"D 【1]

TlBD蝣m.1

拭4 D"19IPロ

コ4-i

lココn-m⊃TH

rmsum

面ifti面

会1970 -うーf即,(2 -的1Vn) niユtF叩1円

:拭1コ'4叩D '「n拭,[i]1950 - '一一wri mコtU叩171コ

'め勅的wnn⊃tm nr pinらう'nrp加nm⊃Tn (拭).拭4

-ゴ'"wn ,mn「T和Pln

臥 rrapia ,「RK pip*nうコ,め勅的p nn⊃m l⊃1 ,[2】 1952

,'71n'池7コカ1 75ウ

拭'望1カ;*TliT知7ココ知日う,加ユIT lカi mrp加m lカ

「*am mn*1 nw □7拭

.11竺「a im

l叩叩D 'めれlコT np訂コIm⊃aw ^inl a附m野m l* (コ)

l拭DTI⊃ 1TIJ7コ,M

。r聞ititii師　　団回MS屈

ix nr pinコカIy l拭TirrコカD'yiコPn El'mTmロ'ユ'on (ユ)

叩ipTlコl拭1'らお

'∋b nl⊃T nl⊃T氾inw蝣・サ*?!'ロユ蝣frirr ,(拭) 1叩叩0コ「1BN*コ

.(ォ) 1叩ォPJ70

,「''ユnコ町l拭rpTiiT口癖竹1ユ野'n - Tiが,nt pin l'コカ.コ4

m 1ユ「コ'拭mnl

.Mn「n拭

押>n.2 1'ユめrmpn"拭1コ'l引氾,1950 - "'一一pn ,mコm pinう5叩ロコ



帰還法( 1950)

5叩日　　加mtUm pin叩inn niv¥ 「w*拭mmraコ4-i KA n*∋?sq

.一一nDココR

DU「叩叩P'n.3 :拭1コ3 H^o 「n拭,[3j 1965 - n''⊃wn l'Dlう⊃1XH DW「叩lnつ

叩ll?⊃1抑

1965 -が⊃cm

nl⊃DD-一　　癖m門lmK irm拭lmめ,ううTliTつ。7靖DtUr,,ぬOO -拭3

nrtr「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mW'「 lR nr pirl

m7m　　　うコ,">7irp iコ'悶1訂,⊃臼,拭「n n,「lコ,E rmsm i抗日mmtU rnK

l「nOユlわ71p

Tp9加「rsn nmう口'「mid rmsm口l拭己l野,「n ,nsmnn

う⊃ l拭,野那n nw「n

Jl'コl拭mm n'コ加vnn富.i 1"TH-pO氾mn拭mPユ約71!7

.「aoia lつ7

- -蝣mrr" ,門7 nni7n i抗日w「ラ⊃1 HT pi叩コめ(コ)

plロラコ4叩氾wratfaョ

.1950 - '"野n ,mコU.i

-'.inrnnユヨhWpユw nw>「n yi「か7⊃ m叩Dコ1* (ユ)

laO「19 「ユDn '「コti pmn ivatn ;(1970 0「氾10) V加'ユnv,ユnロココうユPm *

.36加,う'一瞥n ,866 n"氾

・174加,で'u?n n"o ;159加/・"um n"o [1]

.146 'ny ,⊃f"wn n"o [21

.270 一ay ,n"⊃vm n"o [3]
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Law of Return 5710-1950

Right ofaliyah**　1. Every Jew has the right to come to this country as an

oleh**.

Oleh's visa　　　　2. (a) Aliyah shall be by oleh's visa.

(b) An oleh's visa shaH be granted to every Jew who has

expressed his desire to settle in Israel, unless the Minister

of Immigration is satisfied that the applicant

(1) is engaged in an activity directed against the Jewish

people; or

(2) is 一ikely to endanger public health or the security of the

State.

Olehs certificate　3. (a) A Jew who has come to lsraei and subsequentto his

arrival has expressed his desire to settle in Israel may, while

still in Israel, receive an oleh's certificate.

Residents and

(b) The restrictions specified in section 2(b) shall apply also

to the grant of an oleh's cer鮒cate, but a person shall not be

帽garded as endangering public health on account of an

il一ness contracted after his arrival in Israel.

4

4. Every Jew who has immigrated into this country before

persons born in this the coming into force of this Law, and every Jew who was

country born in this country, whether before or after the coming into

force of this Law, shall be deemed to be a person who has

come to this country as an oleh under this Law.

Implemen ta tion

and糟gulations

5. The Minister of Immigration is charged with the

implementation of this Law and may make regulations as to

any matter陀Iating to such implementation and a一so as to

the grant of oleh's visas and oleh's cer鮒cates to minors up

to the age of 18 years.

DA VID BEN-GURION

Prime Minister
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MOSHE SHAPI尺A

Minister of Immigration

YOSEF SPRINZAK

Acting President of the State

Chairman of the Knesset

Passed by the Knesset on the 20th Tammuz, 5710 (5th July, 1950) and published in Sefer

Ha-Chukkim No. 51 of the 21stTammuz, 5710 (5th July. 1950), p. 159; the Bill and an

Explanatory Note we帽published in Hatza-ot Chok No. 48 of the 12th Tammuz, 5710 (27th Jun戦

1950), p. 189.

Translator's Note: Aliyah means immigration of Jews, and oleh (plura一: olim) means a Jew

immigrating, into Israel.

Law of Return (Amendment 5714-1 954)"

Amendment of

section 2(b)

Amendment of

sections 2

and 5

MOSHE SHARETT

Prime Minister

1. In section 2 (b) of the Law of Return, 5710-1950** -

(1) the full stop at the end of paragraph (2) shall be replaced

by a semi-colon, and the word "or" shall be inserted

thereafter ;

(2) the fo一lowing paragraph shall be inserted after paragraph

(2):

I-(3) is a person with a crimina一 past, 一ikely to endanger

public we一fare.".

2. In sections 2 and 5 of the Law, the words事the Minister of

Immigration" shall be replaced by the words "the Minister of

the Interior".
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YOSEF SERLIN

Minister of Health

Acting Minister of the Interior

YI TZCHAK BEN-ZVI

President of the State

Passed by the Knesset on the 24th Av, 5714 (23rd August, 1954) and published in Sefer

Ha-Chukkim No. 163 of the 3rd Elul, 5714 (1stSeptember, 1954) p. 174; the BH and an

Explanatory Note were published in Hatza'ot Chok No. 192 of 5714, p- 88.

Sefer Ha-Chukkim No. 51 of5710, p. 159, LSI vol. IV, 114.

Law of Return (Amendment N°. 2) 5730-1970'

Addition of sections 1. In the Law of Return, 571 0-1950**, the fo一lowing sections

4A

and 4B

shall be inserted after section 4:

"Rights of members of family

4A, (a) The rights of a Jew under this Law and the rights of

an oleh under the Nationality Law, 5712-1 952***, as well as

the rights of an oleh under any other enactment, are also

vested in a child and a grandchild ofa Jew, the spouse of a

Jew, the spouse ofa child ofa Jew and the spouse ofa

grandchild of a Jew, except for a person who has been a

Jew and has voluntarily changed his religion.

(b) It shall be immaterial whether or not a Jew by whose

right a right under subsection (a) is c一aimed is still alive and

whether or not he has immigrated to Israel.

(c) The restrictions and conditions prescribed in respect of a

Jew or an oleh by or under this Law or by the enactments

referred to in subsection (a) shall also apply to a person who
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c一aims a right under subsection (a).

Definmon

Amendment of

section 5

4B. For the purposes of this Law, -'Jew" means a person

who was born of a Jewish mother or has become converted

to Judaism and who is not a member of another religion."

2. In section 5 0f the Law of Return, 5710-1950, the

following shal一 be added at the end: "Regu一ations for the

purposes of sections 4A and 4B require the approval of the

Constitution, Legislation and Juridical Committee of the

Kn esset ∴

Amendment ofthe　3. In the Population Registry Law, 5725-1965****, the

Population Registry following section shall be inserted鯛er section 3:
t

Law, 5725-1965

Power of registration and definition

(a) A person shall not be registered as a Jew by ethnic

affiliation or religion if a notification under this Law or

another entry in the Registry or a pub一ic document indicates

that he is not a Jew, so long as the said notification, entry or

document has not been controverted to the satisfaction of

the Chief Registration Officer or so long as declaratory

judgment of a competent court or tribunal has not otherwise

determined.

(b) For the pu叩oses of this Law and of any registration or

document thereunder, Jew has the same meaning as in

section 4B of the Law of Return, 5710-1 950.

(c) This section shal一 not derogate from a registration

effected before its conning into force.".

GOLDA MEIR

Prime Minister

Acting Minister of the Interior
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SHNEUR ZALMAN SHAZAR

President of the State

* Passed by the Knesset on 2nd Adar Bet, 5730 (10th March, 1970) and published in Sefer

Ha-Chukkim No. 586 0f the llth Adar Bet, 5730 (19th March, 1970), p. 34; the Bill and an

Explanatory Note were published in Hatza'ot Chok No. 866 of 5730, p. 36.

Sefer Ha-Chukkim of5710 p. 159 - LSI vol. IV, p. 114; Sefer Ha-Chukkim No. 5714, p. 174 -

LSI vol. VH, P- 144.

Sefer Ha-Chukkim of5712, p- 146 ; LSI vol. VI, p. 50.

Sefer Ha-Chukkim of 5725, p. 270 ; LSI vol. XIX, p. 288.



住民登録法(1965)

1965 - fi"3g幻,1>W51抑turn粒?1h

H2B尼3dfi回

紳⊃¥wl :印判拍1nm mユ¥!ns.1
-mplnユ(瑚

甲的,- -N ,勅-7-抑--5-y-mwN蝣>軸一納2<「w nilN⊃如W?ユnxmw ">」 - "2wvnn
.氾p-rww?

ら那ユ桝〕12MO JWユUln3 -叫巾HIU-叩In⊃ N- InH DⅧロユIU-nコーh-v m pin l功(33
.,D畑an yサn-i一つ17 ,9知1鞘*rip*>ユー-めIMコm-r&wr? 11叩「

印税知o> tnn>ユ明細川那n w roam一切相知DT-ユUITわTn"つ川1叩DT"叩fWIN「nn (a)
.ユWln lM>N¥y t)拭「Vl

ロIUヽ-in n?191 1⊃WlPn.2

:ロnユー>vw知ユmvbロ,脚m w>氾n tpvrifin vcmv* ptntolKn ow1m糾

5 cponpn mm>m ^¥ri」>n Dvm ,nn」>¥yサn ow (1)

? on-nn jvuow (2)

i TIGipoi m加1'1脚(3)
iPnn紳

; olめn　(5)

;mn(6)

; C|Dt?N 、N Wlrユ,*>w) ,pm) -unユゴロn (7)

i mn-iユo¥y (8)

i I)コ*>m oirrt* ^inti ,on^n r¥mW t9)

;MMpW-叩⊃y加,jmimw--一m-N　(103

nvサn　(1 1)

j ^Knvp^ ntpi⊃n T'rKn　(123

Ml叩Dl1-DN⊃ユUl軸rr>m-iwpiNJin　(13)

.mn1--13OB lttwni* y:ip" nユーWHl如W「ユUユ明* m

Tnl祝カrvtaロWiサn.3

)ma mユ1⊃加1121カtvhi lvp n叩n噛toj- n-n抑bj l⊃川OO JT>班叩n抑53 IロWlmロ1び「n

.2叩t」 (13) TV f9M (4) i3> (l) m岬tr>m o->vnlaon ol¥ynn

own :叩>n) m†m t3秒-I Jtt⊃nv.h3

n7脚1k ovinmvy 「n氷口1W,「 l鞘叩Pln嘘nynnロMrrnN一別かかIITTO O*T祝日叩つめE咽
lw-nro巾DmoNn n*n抑n in ownn ,nimnn ^rnDlめ・ny知,n1m37N州∩ ヽ⊃ I)瑚no mly>x

・pol叩7-押ユー-W-,ユ知日mn叫,叩D9ユれ*inN yip- 7-y加k >wniti ownn-Tp軸
. 1950-サ'Wi ,nlユUn P-nb ^4叩ロユー-サ¥yoD - 〃>-nrp" tv-Tl抑-HローU,l知n叩叩め担コ

.irtサn】1 '〕」fr 7¥Wユvy own脚-1かて⊃ n叩Pユpx &コ

a3aoivy-「叩p2 A

.m pin mNl-n *>」」 o¥jnサn tnn功ow>1-叩-W的own一叩9 nW口1泊TnW

Ei]弧KTI・I・ire>l H

tnvr>1 1t319 yγnnb rcnn.5

1nめユW¥Tb 7T>TI O叫nユWKt> ^拭yirt> in^>ココOY>サOT>口,鵬叩n ow>i-r>p如ymめユ叩ユUl巾コ

ユ仰S tvn l鞘t)ココ〕 13州.2叩0嘘伽oivmn >¥n軸〔y*nn ,iwin!7 n>nwロWD一加wl *)SXm3
.日Tl知ownn ^vna知ny¶n Domoo> ,n叩yO ,かmlnめy」> ^xivo iPKvy y>氾1叩叩1jvkttot⊃

*?H-¥W>ユn*pt> ty nyTln.6

如mnm叩知ioサ^ji n抑nn j ona^ m脚1-rI DW1-叩95 roサ>n加U,ユn卯紺rrr^y iWln

nnn叩nユny1-H OH - nr>ヒn!?fl>pW 那-・m Nsnn ,*n加γ仰叩か1叩1加nynm 12V tenon
・細⊃n >w o>ユan iron -サ仰氾In叩氾一岬- tB,rnN口和19日かn知mvr>「n >tn」> n納加mmnn

(oサ¥yn : 11P叫-U,ユn-a知mn-Tl ・7

柵1ユnripaう嘘m叩叩Wl n-3-rt> itsomw >--" 48叩ivwn如U,ユ抑t,軸Wnn

nnr一▲さJ′ltl Jnl-f*



住民登録法{1 96 5}

1ユ¥y itnon yS *>祝iflKH >T知蝣vonm nvTlnn ;own *ppJfr - miユP 11>V「 VlTつめt)州,1940 ,ayn

か仰n j m>tf」>n imユn⊃1⊃ n>n m >*p?y一和1叩氾1 ,mlnTnユ7 m vip¥y粕l「Tl叩知,nrt?」>n sva「欄
.nvユ⊃n知t33泊n rrnn 11UT桝ユ,nuPnユ1yユp*>w onnN o->¥nal lO2m知t)1¥ynrlつ甘1Q Tl祝うlうつ51

*nv¥yyf irnユn.8

叩D ,叩TX IVln pm lN >*m>3 1tllD ,1711V-7Pユ,I)軸n-rpユTI131三卜7-1 6 0>」IW l}コ妙,"*rtnロ''

xpv-tうつ知1N O>¥LM知,ココ1-}わ知oinl i巾n-n}ユ1 , 1965-n"⊃¥yn ,ni31yX3知mp)STT Plnユ1mymサ23

/nnサ117コP711lユ増

*>S¥vK.9

ロm"> mw 71n ,olWll-T>pfr Tit?癖ユ"n rmiwrfr lmvin如1ユn P1pmV mNお,ユ11V NSEユV印151

.plユ>nn知iJlTや1つ)yユ1JllW1ユW ny>T>うつHfr cpylr>n pipnn知DIVT「n ^v19知mmn

bラn jwゴロ　.1 0

・jrtユ?Dl ow m叩n】かね71 PTn >"ito y¥p^如pln> 21?押*flfrカn im>ヨn知Tly¶n mwxm rtevp

.^bnn ^vロ1り11TT叩19 llユyi rmユw n>r>T>ねt31伊1-7甲虫11vm¥ ,1958-n"叩n jCnnei

l「め->pnユmt?  . 1 1

.巾)知日lW*nn *>x>19知nyllTl D1ヽ口↑Wlラu lm own-vpsb llt)由n^n x「め-^inユ竹↑ 15竹1∋Uユwm

llめ-llm 7)7>VS　.i 2
71n Own -i>p由T⊃知wrlTl llt)め,o>ユWln onw /i-llTn l}ユユ,1ユ111ユtpaw rt「め-11nユ「OJttWユWISI

.mn?9n iユ1 Uri? vTl:=ユ廿日1mn tn> oTwvv

llDTH A 3

7かn知t)1wnn >¥na知rサmn Olつuwl知71m)1Wn-r>p王か*nゥめ:rサn yiめ-11flユーか1伊NWユーvnn

.11め-^inユTbt知yID>氷如lユon pin klm nlDTめnnDOtJKn tin口1U11n *ppめ抑2107171

11Nn ra>1　. 1 4

I)竹> TIN Dユ)1ton milnn ; ow>vnp.めTつねpTll llめ-11nユvpn¥yn? nつて「XT) riN Kxvn -pユユユW「n

.1脚ロ}Nヨl>nりWVpT)

「ユ7ユJttttun nwin wnn priラTitian rrtrmユ(O"町nip瑚mmv「 T)t>1y9知t)7⊃nvn smvロ　. 1 5

nupju iotサ11」P¥y tPttlQォ)1173ユ,n>知「n>on yovyyn pnvn ,わ1van al>o trr> 14 71n olW}1-17P95

: llfclvan Tt>祝l i 「コu pユ1〕Tl ↑ln115日ヽWmTTl

) 1956-vv¥im ,mown pin ><」 o¥y w>^p i蛇口W mTnユ,り即lj叩(1)

? (own】 vwx>ユnl VNW〕n jmpaめ1DW13v y>NWユ　【2I

j (mサn) n>3TTrl nivn mips *ft navy「jvy r¥i mm 【3)

5 1952-ユ">¥yn ,mmlKn pmめmmlNn知11m1 ik mml棚n C4J
. Cnnユ】　【52

mnn脚llf>7>pt?2知口叩n抑Jn叩D　.16
)1〕)U nユwv nv^nn lN DIN >t) Ol¥!サ*inつ¥nsユm>w知DTDSttn nwnn *m l>7-JY>ユl氷v?Dvyn-n>ユIT柏

・13加pnynユnw>*> 1⊃i i >wnnロIU)17)-T>Vォb lTItカnnn pn抑1Hfi-JPユw O9¥yon-rpユ11W> ,*11DN⊃

・5111X3-∫lr¥T)%nl l}Ul「>wmyn ^1即H

口)?1コ相知pTlrfr rnln　. 1 7

w wllTl口1W11-Tやめ「wt&州n :rサnユWIn知。1^virp¥riJn l6-I 15ロー叩。ユTIONつめ即lj叩brl

t)ユーyioer> - mォjw >*s5? inユInめ由知tPD unwn>氾1N V叩1mvnユn>n DHl iり1> w>m知TITPIj叩Tl
.orfrvy oltrnn *>tna >1】>vy yy> ny¶TI

nvnn rcnn& nl-inv>　　互S

.「HMJT)幻氷「ins rmwtn ovrサnn thn >t知m pis >」サ>ypサォpyt?めnjmn jitoid {瑚

如y71n m叩n mlnn mn-lユnmttifno9m知1ユ111ユ知o^vna ni vy-W 7?抑嘘nyTln rvpxm ft)
AT¥137XJHT¥n

EJ2SHfisS巨識nw^rarafr

-jiilfE両1 iwr> mim.19

211T7日氷<|N ,7iT|*r>t7Kaユサn tvtw 「fサN O*TN 7Dm ′ユPl虫->」> iwln it>」vy >DD Ul115 3XUI Dlw>-¥-vpら

invn lN nyvp b3 1? y¥vめ(1) - mrnnn yvvv由nylapn nJrtpnn rrayvy i氷18甲yv nlつね11ロ9

沖}知rtf>i^ 1nODユ1N WPユrr>n o枕rtnl ,nv*nnn ntm↑叩D lヽ知vy of「n叩「めDTyユ1コmnlW「ユW

q′"%nc J.′¥n m′t



住民登録法< 1965)

.it>m> *rm?o lN mr>T>州押DZq知T19うyユ1Nユim mnsn nめ【2)

.nnpn jmpaユnmymWm l即11ユつ3 m1抑'Snly iyユ19日>」j>j>t?a (vovyn :1ip>n) rmユT7.柁1 9

IJJtt^lBU画　　四Ri・^ivaサ河田団

仰リ罰1>糾ユ1 ,ロ1vmn r>psb n131TIU押「lユ>2 iTTl抑増加ロォnサmlvwv ow「⊃TIユUln知日1即「 D19 (吋

.14 -DJ 5日oiswn >めmoa⊃v nsmrl T9知- n祝l⊃

n>n l 9勺ypo *>」>ラ17311)l⊃Qt? ^f3D¥y >「nw /tカユny71n ^a知日1Ut1-¥riJs oi¥sn> oi¥jn「TI T>pS WpユTI3日)

11脚⊃ T¥Vヽ地相>抑ユゴロn TユわtカtN ; rr>」)知t)柑-」> :ntr> ,rm⊃ユTl】>k mmnmy n>3拍1}ユt) 71t)> 15

.llim v19n知rmyon rr>11ユ>s mwfr榊ロWIDユW 「rサN olVllb nTJi℡ユmmnn t¥iw oN細沢

1ポ15 0>」m?rpfJntサ3ユ¥) 7」t?」 *3 fyロォnサユUln知日1伊1-tnaユ11ユW (V*⊃VWl :11p>n) oサipU D1U11.ユ19

ロW「*>"> ytn知ヽ1ユ叩ロうl紺5>i3>¥yn知rroon n>「lユ)盟 m1抑7)S¥H ITP lユ>snw 17勺w嘘romn >」> *& iN 16
.Tユ)ユniサilms ^ 01

めk owim olUll 1Pln?め,23 1Wユ1n nl9ォpyOユ11nZi⊃ jm<fr t>ユm押り町: 1甲m) own w>n ,t19
.叩3 TT>71めtnvy>「n¥y iYP3Jサn ip11113 Tm抑増加巾N t?fY>mJ QW「TIUユWlnn r¥vp2?

如"】Un ,I"⊃¥yn olP)瑚wr>nn awin r>pz nnlH的y t31Ul「.nl9

1がW)叩ui in ltmmv w own〕めt)1U>1ユnnTI VIQ知)lpV IH OI凸 13 1WN「Tl ownrl-vps n⊃1ユ(咽
11ユU ln細目nDl1m ,拭1n ">K¥y「 ,nサ「ia>2 nn抑)湘13W「Dユり「hn ol¥yv-fc m">nt?ユtoun祇日加1コつZl

¥nan t¥h ow*p - 1>JllT*O K>ユnbi i>jmyo ywvrb nl〕DTln ll知orrサno甘i3n¥y ↑D bカ1TT)I 1ユITI TIH

めTl)¶:r>2 rm抑つ9知nUy〕甘口IU71¥y TCtai D1WIT] T)H ipTfc IN tf>加n5 1n ¥nan >1】W 7¥H Mi

.019 1311h ty nroon imll)ヨTm抑19 5yめN m l叩一叩D )め1pirnめi vbvr>め,T7ユ叩I

rtJDt>nユめN ㈹ 1叩一叩℡ユ11日N⊃ >¥y>on oW}171-7>pJI T¥W>め>vy>Nnユson lx rvrn ,olめn >ユカ白き

知1TWpア> 1m⊃vy nnawo *⊃}コカV39VJDn-ir>.ユ知-tfnnsn l¥>l-pV2 ~>Q知1H ,1vh vwmn vnanvy m

QIHT) 1yn Nヨtn ¥013>V」>-OlnJlユ¥y nrサ」)vyサ>r>ユめo」)¥yK>n-n>カWユ1n nwpユn i叩mTl ownn-PP9

.ユwn rr>rr> 11知t7nサ:nB xmxrw・>ロうつ^ ,rmサn jyt.ユTWpユユ11ユrun ¥yユ1n k>t) j p?k t>n^nQ vnanw

知uyD ln#v>o oW15 ,1⊃ mVめォprrr 7113 T)tO OH ,*>HV「 blWllノ叩9 1n wmT) ownn-Tpa ft)

nyユU知yvcnplサnimnユvmrt> inivy iカユi ,(n) ivjp-^yoユ11サNn in i?y ,1叩rfr iN ITn】め,ユUln

.U>XP

「hk own-oia知ォpvy>Nnユ3mn知t)1wn bカnrDnwn pisnロWIDユ(VOVWl : 1ipm) room?祝11つ当・119

・nvvnユyユP〕U

yIQ*>N口IV71  .20

mpユw owユ1 /p当サN」知o*」サ⊃ ^aiNam min° 1>2サ他m Pln tめTm抑うつユ1 1⊃Wlm lDWl}) ,竹y>mH

ー11サ>Nf1 13!ユlB

(VユWl : 11P>瑚onユ1蝣v jik*軸ロコorpfs知Tかown.N2G

DUlnユIDW「ウ,1996-vo町n ,打かつmm別t3コDn llU)対ロ11ユ1V T)HW⊃b xpyxyon pln T如13 1511ユ(瑚

・13ユon>1ユpn olwnn ↑t319

押ユー>r>知13 Vlrt> tv r>m enWn nlll)ロ1U11n >コカn }w nl叩m lNlln ylipb mm o>コ∋n 「廿日)
.ttswan

TPl】a twktw⊃ユNn ovy　　詛21

1的awo mユ知yr-pv.即的y lN ,*mN⊃ oNniユHn rwTin >a知owtサrr>ua nv;めTb1ユ¥y *T7>知lTユHりU
・ 7サt71D ln-jp.ユ

nnwコnw<n¥y⊃ユNn DW　.22

柁?n ,ni^n dv *o」サ知QV 300 7131ユl畑11 。Tめdni¥m nrpnw n¥yめt)W 7b>知llユN⊃ DTHりUlmめ

.蝣jama y>i-r¥->ユ1N ttfMO-TI>ユ知1i>i-pvo *>*?y

19it? rmw lip>n　.23
mJl>ユU Tm抑)ココin o¥mサユ廿nu 「sno-noown ialv-nwO llp>T)知nl11vb wv「 wtn awn-T>pfl

.mplnlヨラ

5E玩Ll ni iWIfttJ玩i膣

ねサQ¥yJl:1叩m)mmmi抑)ユ狩川31 .24

拍ユiカ州mNvn Tl⊃¥y 16 1> iめかめ; mm ml抑)ユpb 3*>n nつり16 1ラ1めDU知「伊ユHxnmユUln

【▲「rvrサT*サ/ォ]GMlココT



住民登録法(1 965)

1柑}Nユ1N , 1 962-ユ"⊃仰,mp<n「Dl鍬Tn押oavyftn Jinwコn Plrfc 80やyDユ1州wxvn⊃ 1ユ}ゴ】 nmt>nユ

,">WK「nロ1V31n-*pp9

C?"vT¥:1叩叫mmml抑知TT)⊃ln　.25
ロ?。191 TITO⊃TT知D3¥yサ1 Pln ,叩1nn m3n rwwユcroon *iw yユp>v tnwnn >¥na r¥H !?>⊃xi mm-Ji¶抑

紗jTinln一m1抑ユInl amユH知jnnln-ml抑ユiTl lDW-p> tPiinn nlm> PIDH⊃ 1imwi ¥氾P)叩ロ>2tn〕
叩yx>n r¥めt33m n3叫U mヽnsn¥y twh知Tm抑o ^in ,rm)mn知ユ知t31bxn 7Q帥n¶抑)カi t3日糾

.1yユゴn-ny>ユt;ユ1h rmynn知ユ知1*p-nサ>Tinユonn}s) mmn-ilTl抑., 那

C?サvyn :11P叫J11m mT附加19Pln JiDipn　.26

nppめ1 1Tl如nrわ,1mT妙anylDIJlml-rim抑知1spn ji」>iPJi n祝川ユPJlユy叫カ>N¥y-サtr>jamW
)め1糾,tn*iwユ知tカn w nnl抑知InN当1n *rvlO >」fc o>}1t>b w ,^7⊃ rvn⊃ TnWb判り「 htlTn ,1叩3l

.Ttttt⊃n知t39WDI Pln ,叩1nn myl叩知1Wlwv nnK lnユn

nlm'ml抑ユt31U71「10>N　21

.8ウコうTnU叩知1坤311TW TMp5¥ユ1K pmユ¥y mom^知めh mm-rm抑ユ1ユT DW「nめ

mm rnl抑ラisro nl⊃ロ甘　.28

1N ,01抄1 -vnaユ?l)和知)V2りめ1^ rml祝押班w mnl-Tm抑byユD明1廿->K¥yi own-Tpfj糾

.nn抑Tl知ユmt 11⊃】⊃ 「nnn ur>N 21¥y Ol知nnU⊃ 1k ,nfjpJi vps i鞘nめユm n¶抑nWコ

,1173め¥y np^nn ln nat?1n ,11p*>n ,*>vw nユnUy〕w ,nlm-rm抑ユ51」T>¥3 23N ,"¥1ユt? olw>"t-*ppD n>nロコ

fnpnan ioカTy 1r> T¥nll nユ:め氷1Tl t柁W「

幻ttサf> ft坤tjn戸佃

JIFT>　.29

.tn¥y>iTl lD nTゴDJl lH pn抑l⊃1日WIDユ11ユカtn¥y>カリユ1氾Tlp-p bユp? >NVn OTN )コ糾

.trcnm oivn71 1⊃TO b⊃知lコyD1 1DU知ny叩)ユ坤?脚i mMうつ臼コ

-f¥D19知1 0¥mサ.ユt的Win d*tk知1m>b pi和知Tly叩)ユ坤判りn 127a v& miNカ1> ¥y>vyりTN b〕

.nl坪nユ1yユp*>w onntt D1y)「

rrvvm ni>b nrrom　.30

.mt>-T)TWT)ラユiカヽNU「 ,ounoユt31Ul州m ^hiwユ「知vy m (fo)

ok ,ovnm olwin irtnl加mM?」サーmlm w txv>sm抑)ユPj l枇U1 1m l?コy n11祝カ1ラvw >サ03
.?mwユnsrpN mつoan in n*P7D

A2AOYnKnyr>y　.31

: O*ppJjnかD l11カ1 15nラO>D119炒めN ll功0->nln9 1>rr>め1ユw o>⊃mt)ロm mnロT7

; 7カ1D^oon i¥yn¥y >サ121日1泊mvy川

i Tカl⊃サDt?n *i抑W >D 12( 11nuユn -サ¥y u)

i ll>3日N拍unめ^avyfcn >pl>n (3)

iTカ1⊃>サon up班iw m l税mvHwan知幼⊃n叩9mTl純

i O7TOJfr *frJmol抑)油9 1}ユ妙Tカ1⊃>Dt?n >m y>7-rpユ1N D州ローry>ユW >n i5)

.1カ1⊃->ot?n ovyllTW m lN l>州w>りVl「 (6)

11m?N知州yvp　.32

0サwvn wv「<n ,1960-7''Un ,Dl竹ウ11m↑N Plnt> 27甲vv mmlnD yl「カnD 31 7v 29 0^jJロコ1判

1muユロ)ユIPコTl D?切細めN伽nめDnnNn I)ユ11P1 1mn知M< yplNn知,>{x3NK3知mnn>押ユTlラ

n桝rr reinllTHTY)H W*VV ">ユ1知t)7め1H ,PKllP>ユーロUl「? *i¥y」>め1nvomf nl桝11n lJl?口つ3sn ivy 5 fpyo

.lDlnk> H¥n nt>2 y>uWlカーiwlD OH VTIV7t> ,pNIW>i-ownユ1T>p」3DかDb 1う

giTKET:i

:JIHKnユV「iDND -un ,n!?KK>nnN n¥iw^サmnl Jm抑ユ>^iawwv　33

i押pin-^ni?ユmox& 「n拭OTめn)na pi>n lN l知mnln-rnl抑ntt 「t?c {l)

jjnm-nn抑ユ131Ul1 1}Tつめv pnn w勺>tnn lPfl f押W 81

.moo p!?n lN nlm-ml抑7ヽltn -pawn　　<3)

欄サv m rwyw mm irnyn叩ln了　　34

lr¥f¥f¥ti　′lヽn t*¥オ1



住民登録法(1965)

TIPlnnm⊃ n'⊃1Tlめ叩7つめvy npno *)祇nfjtnn l^p蝣>t¥ ,wd lユTlWy)り「nめ1知mT71-Trn抑pnnjsn
・ロ">win n¥y¥y noNn - 1ユn ,27-0111ユnn>n

わサmyn : -j叩m) nljw m17二秒　　35

nv叩UロTZl lN ,llNIUl〕 - ロu一l l〕>N¥y trrかわ,32 <¥>yvユ11mZlつ,Dr>9n iw mKilTl知1】⊃71 71>W >サ(N)

olユU Ul知1VHn - 「lユ>x-~rzly N1n DIt - 1m ,11Hlw>>ロ1Wl「ユ17>p951 7かめ1) n明17 nlHr¥T¥ )T)1鞘

.り蝣>isrm nWw itwo - 11ユ増・7ユ1y lユユ?杖醐n anl

towm nvl知「vHD - 1pT ,拍ztロ3inn nwyvy m白き

沖w nrr>n伽H⊃ innロTH知mnI-nn抑l>1nTlhran (l)

i O}ユl⊃j OPN¥y pVTl)ユny71n lN Tnt?」 ,nyn> m pln p3め"JtJQ f2)

; 19 <vw>」i:7りWn-T>p3 T)W>1竹lTT⊃ NjwユーVV (3)

y叩ユw -wnoユ1⊃ nUyめi ,(N)28 yyv ><」 1如nlmn-mwi it? n>ゴnrb own-Tlp9叩知り17ユ(4)

,nw>11ユ7カ

.24叩ロ}<」 innl mlvn bユ)Pめ(5)

- un ,17-1 1 1-13, 9 ,5-7ロ>叩0mめmvicb y>m vtnw n>mn ,7カyユPユU Tyl02 ,*10日めw ID伽

.mvb 100 tサp in trサylユV ltサKO

.(1 955-1〃DWl ,(><1n Jll1-ay) 1>YOIV >*>! 11p*>如plnユ151叫　.36

州*W x>†声19

1Tユ糾W tPQlwn vymn　　31

1H lTユHW mWSi-Vp⊃9ユ1h urn?-一甲】9ユPU1m tr>別w>i w*nn iユ7ユm坤n lipnrti *>氷のり)ユBn 「W

.r>n13VV3 yJV!mラ「ユu yユ11Tl BカJ11コmm 「¥JIJJMHラ⊃⊃ 1T¥VT¥ 11DN⊃ wrrn 7113b i lTOW3

押mpn jmn知tpT>pJmコ巾即　.38

.m pln >」>? 7>pうn ysカ刑1知311か岬D 511的Tyyorb l当コ,^Kvyi Dl〕amW

nrT>ttJn mrb olU>1 11妙ユnl〕押　.39

州叩rサnltv ,im>vォn JllTt> ownラV513H b⊃ユTn)PET lppnvb ,jiiKnan "w no⊃t?nユ,ウNW1日つコ3TI "W (N)

-1ユ7ユ

j rrm>」) 1N TYVO 31J)llvb tptwon　(1 )

i nlTO」)fll mvhT) >t>p泊知omlヨ　(21

; Trv>*>」n rrr>!? :nl¶抑知1mu t3)

1細川l>ゴγ11NDユ1H Y>t?>19アユl廿1コ甘口ウユWITI知mrv mユ15 ,m*V>U」)I mi>>知1nmD tlW>1紬

.(1949 *1ユDOf)t7ユ23) oサ¥wi in!?KユDl'⊃ t31> tjj ^mvrb

Da upjip 5h「W>2 0>X3W"I TW-^7⊃ m v叩-}ラ⊃ユwvwv jirwasn mro iユTl (瑚l叩-甲vo >& m坪51日)

.yinvnn 「¥> nKDt?nユna i〕f?m>口?ラ竹n細川y>vS oivyn iユ7ユjmpn ;mlユnnn ivy nmvra

t))pT 11TサW　.40

.1WTOl l?NWv >i^カ「】wmltサN *>サ!ユy319 uw nl Pln 195 01U}1

11DJJ　,41

り11T l) n氷1ユ1ユim rrpサユ,1*1叩D IN piコ,m PlruronlTl臼1 >pO O7N->コユ)ユ117 llvsb ^税Ul D?ユ9n 「W

.yri? 73 bK「¥y>¥y nvmめ1-ユnl)DN WX>.ユt3め

(1940 ,oyn nlN}1ユJinpfnカ1叫　.42
in¥y>ユ　.4 3

.Tl知ユー1949-tt"vyji ,o>ユUlnn ovy「n rrnpf*

か'町.・ 1呼>nn胡m m*nln　.44

P?n m pm加1叩ji rt?>nno mm ,1949-0サ¥wi ,o>ユ明nTlロvn」 irnpa噛加nn¥y tpユ明nn aw>「糾
.Tll pin >」fc o¥y「nn p

ovna pln >由t'np t1949-vサw¥ tty>ユり1nn ovno mips ヽ」fr own知nユ1ユrtmt )一丁うつ:n*olnユ臼)

.rwnnvn mrw n⊃11⊃ VH D祝,1 965-71サ5VS) llDl)31NTl

*nrsN mw的つi mm-ml脚, 1 948-n''wl ,(tPユW¥S¥ Bl¥yn) orpn-row-ro甲n嘘1刑即耶x-vpユ9細

川71抑⊃ omN int ,1940 ,日W mW¥ユrmp」> 1N , 1949-tt>'¥yn ,o>ユUITrn OvyiQ rmpa >め1ユ押】W

・叫-I ′′_:_.・___ l__1C_ -_ :i /.._J_.fc__ y i j=i__ /__: i___▲ Lrl【iコ1「[∃ r/ tT tg/j Tォ'



住民登録法(1965)
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身分証明書携帯提示法(198:
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身分証明書携帯提示法(1982
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2006年国家樹立記念日前夜人口統計
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「1995年人口統計の区分変化」

nnoiウ31X 31ylユPI Jlて.コ1nnユl D'3UI "9う,"jjrn!j"ユft"Ofi⊃IXn

THE POPULATION IN ISRAEL, BY SELECTED YEARS, REUGION AND POPULATION GROUP

rbOusand s,P叩 ulati。n at end of yea r naりn q ioユ押。I*I31N ,D功 X

rv'oito iN

Popufatio

nYlユF

n group

Religion

(IJVid -io

n"Oiり⊃IX

ivm y

Arab

E)-Tin1

3)D事"inxi

Jew s and

others(3)

湖I'O *凸1

711

Religion

D'TITT

D ruze

C hristians(2) ffl on sn

ローm om Dm n1

nn sD

□rユ11川,

D'-0fl3

Dlユ「ユ∫

?Dn -io

Total

population unciass桁ed non A rab

C hristians

A rab

C hristians

M oslem s Jew s G rand

total(1)

1,004.9 4 ,607ー4

156 .0 716.7 872.7 (4 )8 X 11 948

14.5 34.0 111.5 1,013 .9 1,173.9 1948

15.0 36.0 116 .l l,203.0 1,370 .1 1950

15.5 39.0 118.9 1,4 04 .4 1,577.8 1951

26.3 51.3 174 .9 1,981.7 2,234 .2 (5)1961

37.8 73.8 360.6 2 ,752 .7 3,225 .0 (5)1972

68.0 95.9 542 .2 3 ,4 12 .5 4 ,118.6 (5)1983

66.0 92.2 19.1 10 1.4 120.6 811.2 4 ,522.3 5,6 12 .3 (5)199 5

1 037.7 4,72 0.2 84.0 94 .5 20.1 103.3 123.4 83 9.9 4 ,616 .1 5,757.9 1996

1,069.4 4 ,830-5 107.7 96.7 21.3 104.8 126.1 867.9 ー701.6 5,900、0 1997

り 05.4 4】936 .0 128.7 99.0 22-1 106.6 128.7 899.8 4 ,785.1 6,04 1.4 1998

1,143.9 5,065 .2 169.2 101.2 23.2 108.6 131.8 934 .1 4 ,872 .8 6,209.1 1999

1,188.7 5,180 .6 201.5 103.8 23.7 111,4 135.1 970.0 4 ,955.4 6,369.3 (6)2000

1,227.5 5ー28 1.3 230.9 106.3 25.4 113.1 138.5 1ー004.6 ー025.0 6,508 .8 2001

1,263.9 5,367 .2 246.9 108.5 26.1 114一3 14 0.4 1,0 38ー 5 ,094 .2 6,63 1.1 2002

1,301.6 5ー446 .8 254.6 110- 26.7 115.7 14 2.4 1,072.5 5,165.4 6,748.4 2003

1,340.2 5 ,529.3 264.6 113 .0 27.1 117.3 14 4.3 1,107 .4 5 ,237.6 6,869.5 2004

Notes:

1. Population estimates do not include the foreign population residing in

Israel. This population is estimated at the end of 2004, at

approximately! 88,000 people (some stay in Israel for a period of less than a

year.

2, Until 1 994, the Christians also included persons not class的ed by religion

in the Ministry of Interior.

3. The "Jews and otheぜpopulation includes Jews, non-Arab Christians

and those not class弼ed by religion, since 1 995 and over.

Date of population registration.

5. Census year.

6. Tota一 population and Arab popul誠on since 2000 also includes

Lebanese residents not dassi飴d by religion by the Ministry of Interior

(2,500 residents at the end of 2004),

:nmln
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「伝統的社会エチオピアと近代的社会イスラエル」

近代的社会イスラエル 伝銃的社会エチオピア

多くの住民は都市で生活 多くの住民は村で生活

核家族が独立し、大家族ではない 親戚が同じ村に居住.

異なる職業に就き、多くは給与で生活を賄う 他人に頼ることなく、独自の家計を営む

ケス、シユマギロツチ(長老)が婚姻を取り持

つ権利を持つ

個人主義 :家族内の境界がはっきりとしてい 教育は相互責任のもとに行われる

る 問題に遭遇した際には集団的に解決する

生活の中心はシナゴーグではない シナゴーグを中心に生活を営む

平等主義 年長者に対して尊敬の念をあらわす

子どもが中心 年長者が中心0 子どもは両親を手伝うことが

学習及び子どもの教育に重点をおく 求められる0 勉強の代わりに、小さい頃から

家計を支える仕事に従事する

間違いは生じる、生活のリズムは早く、変化 あせることなく、落ち着き耐える

はよく起こる

直接的衷現 文化 ●会話ともに間接的

感情表現を表す 謙虚な姿勢



「冬が来た」
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「身分証明書を受け取り喜ぶ少女達」

Jewish. Agency Websiteより



「メルカズ・クリタ-サピール入口j

と

rメルカズ・クリタ-サピール外観j
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訪問者規定



「晩餐のリハーサル」



ミムナ

左上から''モロッコ出身"のタリ、その右、説明するタリ、

下はミムナ''体醇'のメルカズ。クリタ-のスタッフ









rミツペ宗教小学校内」



「ミツペ宗教小学校戦没者/国家樹立式典」



「ペサハ期間中のスーパ∵」



「ガラスケース」
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アリヤー 日付 よりニ年以内 のオリム 家族

2005年

マシユ力ンタ合計
マアナック

返済 不要分

II
i
ー 貸付金療
! 2時 間で年率4%

i

i
,

一一...一一.▼ー-㌔
ランク A

27 46 00

i
i

子 どもなし家族 235 20 0 3 9,4 00
子 ども3人まで 337,0 00 霊 ,60,00 3 … 霊 宝003
子 ども4人以上 399,4 00

iI

19 6,80 0

i,̀
i

34 ,60 0

ランク B

子どもなし家族 231,4 0 0
子 ども3人まで

子 ども4 人以上

289,0 0 034 6,600

i

25 4,40 0

3 12 ,00 0

34 ,60 0

34 ,60 0

ランクc … !

子 どもなし家族 164,20 0 12 5漉oo 圭 38 ,40 0
子ども3 人まで 193,0 0 0 15 4,60 0 3 8 ,40 0
子ども4人 以上 250 ,60 0

,

2 12,200 I 3 8 ,40 0

i董i

1 1 1,4 00

>-I..i一 33,60 0

I
その他 有 資格者 ～
オ リム の家族 145,0 00

単身 97,0 0 0 8 7,400 9 ,60 0

i I ,
>f-i

単位はシケル …

i
i

i i
I -

i

その他有資格 & 25ji E
～

上が該 当、アリヤ- した息子 の両親、独 身など …
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アリヤー日付より三年目のオリム家族
2005年

I -l
.～i 貸付金魚
…2時 間で年率4%

iマシユ力ンタ合計i 品 盗

J ,

ランク A

子 どもな し家 族

Ii

2 60 ,2 00 22 2,800 3 7,40 0

子 ども3人ま で 3 2 2,6 00 28 5,200 3 7,40 0

子 ども4 人 以 上 3 85 ,0 00 3 47 ,600 3 7,40 0

ランク B

子 どもなし家族 2 17,0 00

274 ,6 00

ー8 5,3 00

24 2,900

3 1,70 0

子 ども3人ま で 3 1,70 0

子 ども4 人 以 上 3 3 2,2 00 30 0,50 0 3 1 ,70 0

ランクc

ー15 ,20 0

14 4,0 0 0

20 1,600

3 4 ,60 0

3 4 ,60 0

3 4 ,60 0

子 どもなし家 族 14 9,800
子 とも3人まで

子 ども4人 以 上

18 7,6 00

23 6,2 00

II∫
I

1 1 一,40 0

I

【i
3 3 ,60 0

9 ,6 00
i
I

i等 豊 欝 14 5,0 00

単 身 97,0 0 0

I

8 7 ,40 0
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>i 】ーT 、l 単位 はシケル f
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その他有資格者 は25歳 J2
I

上が該 当、アリヤ- した息子 の両親、独身など !
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I ⊥ 199 9年き⊇卓二覧 j
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音
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集落
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ランク … 集落 ランク … 集落 ラン
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マシュカンタ合計

ランク　Å
子どもなし家族
子ども3人まで

子ども4人以上

ランク　B

子どもなし家族
子ども3人まで
子ども4人以上

ランクc

子どもなし家族
子ども3人まで
子ども4人以上

!

---　　　　十-一一----

その他有資格者
オリムの家族

286,000

351 ,000

41 6,000

マアナック
返済不要分

貸付金貴
28年間で年率4%

241 ,000

301 ,000

361 ,000

0　0　00　0　00　0　0
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1 71 ,000

201 ,000

261.000

1 51 ,000

101 ,000

131 ,000

161,000

1 21,000

1 1 6,000

91 ,000

位はシケル

その他有資格者は25歳以上が該当、アリヤーした息子の両親、独身など
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