
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

中国とパキスタンの併合の背景には、毛沢東

政権から始まったイスラム教の「中国化」がベー

スになっている。ウィキペディアによると、毛沢東

の思想を継ぐといわれる習近平国家主席は、２０

１５年の中央統一戦線工作会議でイスラム教を

含めた各宗教が中華文化に歩み寄るように求め

た。さらに、翌年４月には「全国宗教工作会議」

が開催され、宗教の社会主義社会への適応を

積極的に指導することを表明した。また、２０１９

年には２０２２年までに講義を通じて社会主義の

価値観や法律をムスリム（イスラム教信者）に教

え、イスラム教国を「中国化」する計画を発表。

毛沢東時代に設立された中国伊斯蘭教協会

（中国イスラム教協会）は、習近平政権の意向を

受け、中国全土にその計画を伝えたという。 

イスラム教の「中国化」は、習近平政権の今に

始まった訳でなく、毛沢東らによって建国された

中華人民共和国当初から政権トップらによって

受け継がれて来ている。とくに「中国化」の色を

強く打ち出している習近平政権は２０１９年１月、

イスラム教国の「中国化」を進める５カ年計画を

進めると内外に発表した。習主席自身も「イスラ

ム教の中国化を堅持せよ」と社会主義的価値観

と融合させるよう強く求めた。 

パキスタンは最初に中国と外交関係を結んだ

国。１９４７年８月、英国から独立したばかりのパ

キスタンは、台湾に移転したばかりの中華民国

との外交関係を正式に断ち切り、代わりに中華

人民共和国との外交関係を樹立した。以来、

中・パは「鉄の関係」を保っており、ことあるごと

に内外にアピールしてきた。中国メディアが行

った「最も信頼できる国は?」というアンケート

でもパキスタンが１位に選ばれている。  

パキスタンは「一帯一路」でも重要な位置

を占めており、中国製原発を初めて輸入した

国でもある。中でも中国・パキスタン経済回廊

（中パ回廊）インフラ整備は、両国を結び付ける

上で重要なプロジェクトの１つとなった。２０１３年

に着工し、２０１５年には中パ回廊の協力体制が

両国間で合意され、開発は大きく進展した。 
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イスラム教「中国化」がベースに 

中国・パキスタン、水面下で進む併合 

【発行元】 

東京都港区芝公園３-５-８ 
機械振興会館 T-BISC（東京タワー隣） 

海外インフラ研究協会 

中国とパキスタンが併合するとロシアの諜報機関、ＦＳＢ（連邦保安庁）によって明らかにされた。当事国でない他国の諜報機関が、なぜ中・パ

併合を表に出したのか分からないが、中国がパキスタンを完全な統治下に置くとみられ、水面下で併合が進められているという。両国は１９５１

年に外交関係を樹立しているが、中国とパキスタンが併合するのは恐らく世界で初となる。社会主義国家とイスラム教国という思想も違えば、

考え方も全く異なる国家同士が併合するのは前例がないだけでなく、世界の秩序が大きく変化することを意味する。米国を筆頭とする民主主

義国家に敵対するための併合ともみられ、中国包囲網を進める米日豪印（クアッド）の対立軸になるのは間違いないようだ。 
 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9B%BD


新型コロナが武漢で発生した後、中国はパキ

スタンでのプロジェクトの多くが停止や撤退に追

い込まれる事態に直面した。しかし、プロジェクト

の正常な運営を進めるため、「中国側の関係者

を引き揚げない、パキスタン側の従業員を解雇

しない、プロジェクトの建設を停止しない」ことを

約束し、プロジェクトを進めた。感染拡大期に

は、中パ回廊プロジェクトでおよそ２万人のパキ

スタン人労働者を雇用した。その数を減らすどこ

ろか増やして、パキスタンの経済を安定的に発

展させ、国民の信頼を高める上で重要な役割を

果たした。その後、自国で開発した新型コロナワ

クチンも提供し、相思相愛の仲が続いている。

パキスタンのアリフ・アルビ大統領は、先月 

１６、１７日に中国を訪問し、１７日に習近平国

家主席と北京で会談した。双方は共同声明

を発表し、新型コロナが世界で猛威を振るう

中で先行きが危ぶまれていた「一帯一路」構

想の中国・パキスタン経済回廊プロジェクトの

協力関係強化を確認し合い、変わらぬ中国と

パキスタンの「鉄の関係」をアピールした。 

 

 

 

１９５６年当時のパキスタンは東南アジアへの中国の拡大を牽制する目

的で結ばれた東南アジア条約機構（通称・マニラ条約）に加入し、米国と

「共同防衛協定」を締結していた。米国とともに台湾やチベット問題など中

国には反対の立場を取ってきた。６０年代に入ると中国とインドの国境紛争

を巡ってソ連はインドを支持した。米国も中国を抑制するためにパキスタン

に配慮もせず全面的にインドを支持した。パキスタンは自国の安全を第一

に考え、中国に接近。それ以来、パキスタンは中国の国連復帰を支持し、

さらに中国の国連安保理常任理事国入りのために奔走した。チベット問題

や中国とインドの国境紛争では中国を支持した。１９６５年に第２次インド、

パキスタン戦争では、インドに対抗するために一層、中国に接近した。 

１９６０年代、毛沢東の「自力更生」路線で国際的に孤立政策を取ってい

た中国にとって、パキスタンは国連やその他の国際機関で中国の主張を

しばしば代弁してくれる「世界に開かれた唯一の窓」だった。１９７９年、ソ連

によるアフガニスタン侵攻を機に、中国とパキスタンの緊密な関係がさら

に強化された。１９６３年から８０年まで中国はパキスタンに軍事援助を行

い、その総額は１５億ドルにも達したといわれる。南アジア情勢が著しく変

化した中で、中国とパキスタンの関係は敵から味方に変わり、１９６３年３

月、中・パは国境協定を公式に締結した。それと同時に、ソ連がインドへの

支援を増やした結果、インドとパキスタンの軍事バランスが崩れ、１９６５年

８月、インドとパキスタンはカシミールで戦争を起こした。中国はパキスタン

に大量の軍事物資を提供すると同時に、中印国境に兵力を増強した。中

国は軍事物資の援助だけではなく、政治と外交面でパキスタンを支持し

た。インド・パキスタン戦争は２年以上続いたが、結局、パキスタンはソ連

の支持を受けたインドにかなわなかったが、中国との鉄の関係は続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

パキスタンは中国への見返りとして、イラン、サウジアラビアなど中東イ

スラム諸国と中国との関係づくりの橋渡し役を行い、１９８８年、中国製ミサ

イルのサウジ輸出に道を開いた。パキスタンは中国にとって、「中東イスラ

ム世界に開かれた窓」の役割も果たした。８９年の天安門事件で中国が国

際的非難を浴びでいる中にあっても、｢中国支持｣を表明した。中国はこれ

に感謝し、同年１１月に李鵬首相がパキスタンを訪問し、原子力発電所の

パキスタンへの売却を発表した。中国とパキスタンの極めて安定した緊密

な関係は、「全天候型友好関係」とも呼ばれ、米国やインドに対抗する上

で、欠くことのできない柱として、パキスタンの安全保障・外交政策の中に

位置づけられている。今年は両国の国交樹立７０周年の年、これを機に両

国の併合は一気に進むかもしれない。 

 

中・パ紆余曲折の歴史でも「鉄の関係」 

 

 
画像はウィキペディアより 



 

 

世界銀行が３月２５日、「東アジア・大洋州地

域半期経済報告書：不均衡な回復」最新版を発

表した。それによると、世界経済は２０２０年後半

に跳ね返り始めたが、新型コロナ以前の水準を

上回るＶ字型の回復経路をたどったのは中国と

ベトナムだけだった。他の国々のほとんどは経済

回復は見られていない、と述べている。さらに中

国とべトナムは２０２１年に力強い成長を見込ん

でいるが、他国はスローペースの成長が予想さ

れるとしている。 

 

 

中でもパラオやフィジーなど南太平洋諸島で

は、２０２２年以降まで新型コロナ以前の経済に

戻ることは難しい、と予測している。さらに、新型

コロナの世界的流行から１年以上が経ち、東ア

ジア・大洋州地域の途上国は回復に大きなバラ

ツキが見られると指摘。上述の通りＶ字回復傾

向が進んでいるのは中国とベトナムで、経済活

動は危機以前の水準をすでに上回っている。 

その他の主要国の経済成長率は危機以前の

水準を平均約５％下回る状況が続いているとい

う。とくに深刻な打撃を受けているのは南太平洋

島嶼国で、ウイルスの封じ込めができるかどうか

政府による財政・金融面で効果的な支援を打ち

出せるかが景気動向を左右するとしている。 

昨年、島嶼国域内の貧困層減少が数十年ぶ

りに止まったものの、長引く新型コロナの影響で 

 

 

島嶼国域内では推定３２００万人が貧困（１日５.５

０ドルの貧困ライン）から抜け出すことができなか 

った。さらにロックダウンによって不平等が拡大

し、社会的サービスとデジタル技術へのアクセス

にも格差が広がった。一部の国では、とくに貧し

い下位４０％の世帯の子どもは、上位２０％の世

帯の子どもと比べ、学習する可能性が２０％低か

った。女性は以前よりも暴力にさらされることが増

えている。新型コロナ感染症の危機で、家庭内

暴力が深刻化したと答えた人の割合は、ラオス

で２５％、インドネシアで８３％にも上った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また同報告書は、米国の景気刺激策が今年

の東アジア・太平洋地域諸国の成長を平均で

１％ポイント押し上げ、回復までの期間を平均で

約３カ月短縮する可能性があるとしている。た

だ、ワクチン接種の実施の遅れを挙げており、

一部の国では成長率が１％ポイント押し下げら

れる可能性を指摘している。 

 

 

 

同報告書はまた、ワクチンの現在の在庫と配

分から試算すると、先進国は今年末までに国民

の８０％以上に接種を終えることになるが、途上

国ではわずか約５５％にしか接種できないだろう

と警告している。 

東アジア・大洋州地域の多くの国では、給付

金が所得の損失を埋めるには足りず、景気刺激

策も需要の落ち込みを完全に補填するには至ら

ないばかりか、公的債務が平均で対ＧＤＰ比７％

ポイント増えた。にもかかわらず公共投資が回復

の取り組みの主軸になっていないと指摘する。し

かも域内全体の景気刺激策で、「環境に配慮し

た」施策よりも「環境への配慮が足りない」活動の

方が多く、温暖化防止に役立つものは平均でわ

ずか４分の１にとどまっているという。 

同報告書は、新型コロナ感染症を封じ込める

ために、ワクチンの生産と承認、配分について、

国際社会の協力を呼びかけている。「一部の国

の政府による景気刺激策が十分でない傾向が

ある中、財政協調を進めれば全体的なインパク

トを拡大させることができるはずだ」（世銀）と述

べている。さらに「温室効果ガス排出の削減にお

ける協調とは別に、国際的な支援があれば、途

上国に踏み込んだ気候変動対策の支えになる

だろう」と示唆している。

東アジア・太洋州で不均衡な回復 

V字回復は中国とベトナム 

世

銀 

 
先進国８０％以上 途上国５５％ 

ワクチン接種に格差 

 働く子どもたち。貧困から抜け出せないアジア子どもたちは少なくない。 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35272
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35272


 

 

 

オリエンタルコンサルタンツグローバル（幹事会社）、日本工営、アルメックＶＰＩ、長

大の４社で構成するＪＶが、フィリピンのセブ島とマクタン島の海峡をまたぐ４番目の橋

梁建設事業となる「新マクタン橋建設事業準備調査及び詳細設計調査」業務を、この

ほど受注したことが分かった。建設専門紙などが伝えた。 

この事業は、新マクタン橋のほか、セブ島側に新たに臨海道路を建設するフィリピン

の一大プロジェクトで、２０２０年６月にＪＩＣＡとフィリピン政府は約１２００億円の円借款貸

付契約に調印。その準備調査として今回の業務がＪＩＣＡから公示され、４社ＪＶが特定

された。ＪＶ契約金額は約２４億円（予備費・税込み）となる。 

事業では、架橋地に隣接するマクタン島内にある空港や海峡部航路によるさまざま

な制約で橋梁形式が限定される中、最大支間長２１０ｍ強となる鋼箱桁橋（片側２車

線）を選定し、新設されることになった。セブ・マクタン島間における交通需要の増加へ

の対応と、セブ市街地における交通渋滞の緩和を図るのが目的だ。 

ＪＶ幹事を務めるＯＣグローバルが橋梁全体の線形、沿岸道路の橋梁、土工部などの詳細設計を担当する。長大は海峡部を中心とした橋梁部の詳

細設計、日本工営は水の流れなどの自然条件、アルメックＶＰＩは需要予測や経済分析などを、それぞれ担当する。完成すると箱桁橋では日本での実

績を超え、東アジアで最大級の長大箱桁橋梁となる。総事業費は約１７００億円、うち７割の約１１９２億を限度に円借款で調達する。ＳＴＥＰが適用され、

調達条件は日本タイド。建設工事の入札は２０２２年後半を見通している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィリピン新マクタン橋建設、詳細設計２４億円で受注 
ＯＣグローバル・日本工営・アルメック・長大ＪＶ 

新マクタン橋完成イメージ図 

  
 

 

カンボジのアシハヌークビル港湾公社はシハヌークビル港の新コンテナターミナル整備計画の第１バース 

建設プロジェクトについて、年内に工事入札を公示する見通しだ。従来は２０２０年内に入札を目指していた 

が、新型コロナの影響で大幅に手続きが遅れた。同公社は同港の運営を担当しているが、カンボジア政府 

が７割超の筆頭株主で、ほかに上組が約１３％、阪神国際港湾が２.５％を出資する。同港はカンボジアの唯 

一の大水深港で、大型船やコンテナ船による貨物のほぼ全量を取り扱っている。既存のコンテナターミナル 

は本土側に立地し、延長が４００㍍、水深が１１.５㍍で貨物取扱能力は７０万ＴＥＵ。しかし、２０１９年の実績は 

６３.３ＴＥＵに達し、需要が逼迫している。このため同港湾公社は、沖合に新コンテナターミナル整備を進め 

ている。第１バース建設プロジェクトは、延長が３５０㍍、岸壁水深が１４.５㍍、面積が１７.５㍍、コンテナ貨物取 

扱能力が４５万ＴＵＥで計画。アクセス道路整備、航路・泊地の浚渫、管理棟などの建設、ガントリークレーン 

などの荷役機械の調達も行う。総事業費は約２８０億円を限度に円借款で資金調達する。   

カンボジア・シハヌークビル港拡張、年内に入札公示へ 

シハヌークビル港 

https://www.kensetsunews.com/PB5001H/wp-content/uploads/2021/03/20210310_170130_89700.jpg


 

 

外務省は３月２７日（現地時間同日）、インド・

ニューデリーで同国に総額３７４４億４０００万円を

限度とする円借款９件に関する書簡の交換を行

ったと発表した。円借款の最大の案件は「デリ

ー・ムンバイ間産業大動脈構想の実現に向けた

貨物専用鉄道への融資」（貨物専用鉄道建設計

画フェーズ１・第４期」の１３００億円。同事業は、イ

ンド政府がグジャラート州アーメダバード都市圏

で地下鉄２路線（南北線・東西線）を建設するた

めに同政府に融資する。２０２４年（事業完成２年

後）には南北線の移動時間が約７０分のところ約

４０分に短縮、東西線も約９８分のところ約４２分

に。都市圏の交通混雑が緩和されるだけでな

く、環境汚染も減少させる。 

次いで円借款の規模が大きいのは、「ムンバ

イ湾横断道路建設計画（第２期）」の６６９億９００

万円。マハラシュトラ州ムンバイ都市圏で半島側

のムンバイ中心部からムンバイ湾を挟んだ対岸

のナビムンバイ地域を接続する海上道路を建設

するもの。２０２４年（事業完了２年後）には、対象

区間の旅客数は新たに年間約４６００万人を見込

み、所要時間は最寄りの迂回路経由による約６１

分（２０１５年実績値）から約１６分に短縮される。

都市開発が計画されているナビムンバイなどへ

の連結性向上期待がかかる。 

次いで規模が大きいのは「マディヤ・プラデシ

ュ州地方給水計画」の５５４億７４００万円。インド

政府がマディヤ・プラデシュ州北西部３県で上水 

 

 

道設備を整備するための融資で、２０３０年（事業

完成２年後）には、整備される上水道設備の１日

当たりの平均給水量は９６.６３４㎥（東地区）、９２.

２９６㎥（西地区）となる見込みで、安心・安全な

上水道サービスの実現を図るのが目的だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に「ムンバイメトロ三号線建設計画（第３

期）」の３９９億２８００万円。インド政府がマハラシ

ュトラ州の州都ムンバイ都市圏で総延長約３４ｋ

ｍの大量交通輸送システムを建設するために

融資される。２０２３年（事業完成２年後）には建

設されるムンバイメトロ３号線の列車運行数は７６

７本、乗客輸送量は１日当たり１３８０万人となる

見込みだ。また、都市環境問題改善のための下

水道設備の整備への融資で「ナグプール市ナグ

川汚染緩和計画」の２９０億８２００万円。インド政

府がマハラシュトラ州ナグプール市を流れるナ

グ川流域及び同河川の支流（ピリ川など）域で、

下水道施設、公衆衛生施設などを整備する。２０

３０年（事業完成２年後）には対象地域の下水道

普及率は１００％となる見込みだ。 

このほか「北東州道路網連結性改善計画（フ

ェーズ４）」に１４９億２６００万円。インド政府がイン

ド北東部地域のトリプラ州カイラシャハールから

コワイまでを結ぶ国道の改良（総延長約８０ｋｍ）

とコワイのバイパス（総延長約５ｋｍ）を新設する

ために融資する。２０２６年（事業完成２年後）に

は対象区間の平均移動時間が約２０５分のところ

約１０３分の半分となり、年間の交通量・旅客数・

貨物量は増加が見込まれ、地域経済が促進さ

れる。また、「アーメダバード・メトロ計画（第２期）」

に１３９億６７００万円。インド政府がグジャラート州

アーメダバード都市圏で地下鉄２路線（南北線・

東西線）を建設するために融資する。２０２４年

（事業完成２年後）には南北線に係る移動時間

は約７０分のところ約４０分に。東西線の移動時

間も約９８分が約４２分に短縮される見込み。 

このほか、「グジャラート州生態系再生計画」

に１３７億５７００万円。インド政府がグジャラート州

でマングローブ林や防風林の造成、草地、森

林、湿地の再生、人間と動物の軋轢管理体制の

強化や実施体制強化を図るために融資する。沿

岸地域に新たに１万２，２００ｈａに植林するほか、

塩害など農業被害を抑えるのに拠出される。さら

に「メガラヤ州における住民参加型森林管理及

び生計改善計画」に１０３億９，７００万円。インド

政府がメガラヤ州での森林管理や州政府関係

機関の組織体制強化に融資する。新たに２万２,

５００ｈａに植林されるなど同地域の森林の質の

向上が見込まれるほか、同州の森林生態系の

改善に期待されるとしている。

 

外務省 インド政府に総額３７４４億円 

巨額が投資されるデリー・ムンバイ間貨物専用鉄道事業（JICAより） 



 
 
 

イスラエルはアラブか !? 
先日、中東研究センターのセミナー聴講時、ある講師が面白い表現をしていた。表題にもある「中東三国志」だ。中近東を考える上では、三つの地域

に分けて考えると分かりやすいというのだ。その三地域とは、アラブとイランとトルコである。歴史的に、この地域の覇権を交代で握っている。一例だが、

トルコはオスマン帝国時代に中東のほとんどの地域を従え、トプカプ宮殿には、メッカのカーバ神殿の扉の一部や予言者モハメッドの遺品が展示されて

いる。 

 

ここで興味深いのは、イスラエルがアラブに含まれていることだ。2020 年 9 月以降、UAE、バーレーン、スーダン、モロッコが、イスラエルとの国交正

常化に合意した。今回はイスラエルを中心にこの三国史を考えてみたいと思う。 

ところで、ユダヤ人の定義は微妙だ。極端な例だが、手塚治虫の『アドルフに告ぐ』（もちろん漫画ですが） 

の設定では、ヒトラーにユダヤ人の血が流れている、のだ。筆者もイスラエルは 2 回訪れたことがあるが、そ 

の時の印象はアラブとよく似ているな、というものだった。例えば、右の写真だ。Apple の故ジョブズ氏は父親 

がシリア人だが、何となく、イスラエルのネタニヤフ首相と似ているのだ。 

文化面でもそうだ。イスラエルの公用語であるヘブライ語はアラビア語と同様にセム語派に属す。アルファ 

ベットは違うものの、どちらも右から左に書くし、短母音は表記しない。文法構造も基本的には同じとのこと。似 

ている単語も多く、挨拶にしても、アラビア語なら「サラーム」、ヘブライ語なら「シャローム」となる。加えて、イス 

ラエル人口の 21%はアラブ人だ。非ユダヤ系排斥運動の高まりによって 2018 年 7 月 19 日に「特別な地位」に 

格下げされるまで、アラビア語はイスラエルの公用語の一つだった。 

 

食習慣でもユダヤ教徒とイスラム教徒には似たものがある。有名な豚肉の禁止だが、これは両教徒とも同様だ。理由は旧約聖書・レビ記である。その

11 章によると、汚れていて食べられないものとして、37 の動物の名称が挙げられているのだ。代表例だが、豚は反芻しないので不可（ラクダ、タヌキ、ウ

サギは、ひずめが分かれていないので不可）。水中のものは、ひれと、うろこのあるものは OK だが、それがないものは不可なのでイカやタコはダメ。面白

いのはイナゴだ。羽があって四つの足で歩くものはダメだが、地の上をはねるから食べても良い、というのだ。もっとも、酒については、イスラム教徒は不

可だが、ユダヤ教徒は大丈夫である。 

寄 稿 阿井やすみ 
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断食についてはイスラム教徒のラマダンは日本でも知られているが、ユダヤ教徒にもある。ラマダンのように 1 ケ月まとめてではなく、年に 6 回に分

け、合計約 30 日ある。うち 4 回は 1 日の断食だが、日没から次の日没まで丸一日断食が行われ、その間は食べ物の匂いをかいだり、薬を飲んだり、

歯を磨くことさえも禁止される。 

ユダヤ人とアラブ人は見分けがつかない、と前述したが、ここである映画を紹介したい。2012 年のフランス映画『もうひとりの息子』（監督 Lorraine 

Levy）だ。日本でも 2013 年に公開され、東京国際映画祭ではグランプリと監督賞を受賞している。 

日本の公式サイトには以下のように書かれている。 

「テルアビブに暮らすフランス系イスラエル人の家族。ある日、18 歳になった息子が兵役検査を受ける。そして残酷にも、その結果が証明したのは、

息子が実の子ではないという信じ難い事実。18 年前、湾岸戦争の混乱の中、出生時の病院で別の赤ん坊と取り違えられていたのだ。やがてその事実

が相手側の家族に伝えられ、２つの家族は、それが“壁”で隔てられたイスラエルとパレスチナの子の取り違えだったと知る……」 

新生児の取違えは、古今東西を問わず現実に起こっているし、小説・映画・アニメの重要テーマの一つでもある。この映画はフィクションだが、敵対す

るイスラエルとパレスチナが舞台であることが特徴だ。イスラエル側の父親はイスラエル軍の大佐という設定で、パレスチナ側の家族も、裕福ではないも

のの、取り違えられた息子は勉強家で、フランスの大学の医学部へ入学予定である。 

ここで強調したいのは、取り違えられて 18 年間、その事実に誰も気が付かなかったことだ。2 人は見るだけでは「人種」の違いがなかったのだ。映画

の中盤、街を歩く 2 人が、ガラスに映る自分達の姿を見るシーンがある。その時、1 人はこう言う。「アブラハムの 2 人の子、イサクとイシュマエルのよう

だ」。これには深い意味がある。聖書の創世記によると、アラブ人とユダヤ人の祖先は同じ預言者アブラハムなのだ。それもあって、2020 年 8 月 13 日

にアラブ首長国連邦とイスラエルの間で締結された外交合意はアブラハム合意と呼ばれた。 

ただ、非寛容なシーンもあった。間違えられてユダヤ人家庭で育った息子は、ラビ（ユダヤ教の指導者）に自分はユダヤ人なのか質問したのだ。その

回答は、「お前はユダヤ人ではない。ユダヤ教は単なる信仰ではなく、“生まれ”が重要だ。だが、パレスチナで育った息子の方は母親がユダヤ人だか

ら、生まれながらにしてユダヤ人だ」というものだった。18 年信じ切っていたことが崩れ落ちてしまったのだ。 

 

トランプ前大統領は、2018 年 5 月、在イスラエル大使館を商都テルアビブからエルサレムに移した。更に、2019 年 3 月には、ゴラン高原の主権はイ

スラエルにあるとの見解を表明した。ゴラン高原は、元々シリア領だったのだが、1967 年の第 3 次中東戦争以降、イスラエルが占領している。国連安

全保障理事会でも「イスラエルの併合は国際法に対して無効である」旨を採択し、同地がイスラエルによって不当に併合されたシリア領であるという見

解が固定化している。大統領選挙後の 2020 年 11 月には、ポンペオ国務長官が歴代の国務長官で初めて同地を訪れた。バイデン大統領になってどう

変わるかは不透明だが、一度開けてしまったパンドラの箱は少なくとも元には戻らないだろう。ではどのような道があるのだろうか。 

前述の映画では、これまでのアイデンティティがひっくり返された二人だったが、結局、もとの家族を選び、そしてエールを呼びかけることで終わる。

「僕は君の人生を歩めたかもしれない。でも、僕は思う。歩み始めたこの人生を、君のためにも成功してみせる。僕の人生を歩む君も同じだ。必ず成功し

ろよ。」このような明日を期待する私はやはり甘いのだろうか。 
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