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    本日のスケジュール   

 

14:00 開会、趣旨説明 

 Introduction of BDS japan 

14:15 講演：ヌーラ・エラカート 

 Lecture: Nura Erakat 

15:15 講演：勝俣誠 

 Lecture: Makoto Katsumata 

15:55 休憩 

 Break time 

16:05 質疑 

 Q & A 

16:35 行動提起 

 Call for Action 

16:45 閉会 

 Closing 

※質疑の際の質問は、質問用紙にご記入

の上、休憩時間に司会にお渡し下さい。 
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《BDS japan 発足集会》 

 

 

 

あなたにもできる！イスラエル・ボイコット 

ヌーラ・エラカート：ジョージ・メイ

ソン大学准教授。弁護士。専門は国際

人権・人道法など。学術誌 Journal 

for Palestine Studies 編集委員。

Al-Shabaka（パレスチナ政策ネッ

トワーク）顧問。「対イスラエル学術

文化ボイコット・キャンペーン」助言

委員を務めるなど、BDS 運動のスポ

ークスパーソンとしても活動。著書に

Justice for Some : Law and the 

Question of Palestine (近刊)など。 

勝俣誠：明治学院大学名誉教授。専門

は開発経済学、アフリカ地域研究。白

人政権下南アフリカに対する反アパル

トヘイト運動や西サハラ解放運動の支

援等、第三世界との草の根の連帯運動

に積極的に参加。著書に『娘と話す世

界の貧困と格差ってなに？』(2016

年 )、『新・現代アフリカ入門』

(2013 年)、『アフリカは本当に貧し

いのか―西アフリカで考えたこと』

(1993 年)など。 

主催：BDS japan Email: bdsmovement.japan@gmail.com   URL : bdsjapan.wordpress.com   twitter/facebook : @BDSjapan 
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■国際法および人権という普遍原理の遵守までイスラエルに対するボイコットと資本の引き揚げ、

制裁措置を行うよう求めるパレスチナの市民社会からの呼びかけ 

 

 占領下にあるパレスチナ人たちの領土にイスラエルが建設した壁は違法であると判断した、国際司法裁判所（ ICJ）の歴

史的な勧告的意見が出されてから１年が経った。しかしイスラエルは、この ICJ の判断を完全に無視して、植民地支配のた

めの壁の建設を続けている。パレスチナ人たちの西岸地区（東エルサレムを含む）とガザ回廊、そしてシリア人たちのゴラ

ン高原がイスラエルによって占領されてから 38 年間、イスラエルはユダヤ人入植地を拡張し続けている。イスラエルは、

軍事占領した東エルサレムとゴラン高原を一方的に併合し、今や、この壁という手段によって西岸地区の広大な土地を事実

上併合しつつある。さらにイスラエルは、ガザ回廊からの再展開という計画の裏で、西岸地区での入植地の建設と拡張に向

けた準備を進めている。イスラエル国家が建設された土地の大部分は、パレスチナ人の土地所有者たちが民族浄化された場

所であった。それから 57 年が過ぎて、パレスチナ人の大多数は今も難民であり、その難民のほとんどは国籍や市民権を持

っていない。その上、国内のアラブ・パレスチナ人市民に対する人種差別主義的な体制は固定化され、今もそのままである。 

 イスラエルによる一貫した国際法違反ゆえに、 

 1948 年以降の数百もの国連決議が、イスラエルの植民地主義的かつ差別的な諸政策を違法なものとして非難し、即刻か

つ適切で実効的な救済策を求めてきたことを踏まえて、 

 また今日に至るまで、あらゆる形態の国際的な介入と平和構築は、人道的な法律に従い、基本的人権を尊重し、そしてパ

レスチナの占領とその人々に対する抑圧を終わらせるようにとイスラエルを説得する、あるいは強いることができないまま

であったことを踏まえて、 

 国際社会における良心的な人々が、ボイコットや資本の引き揚げ、制裁措置という多様な手段を用いて南アフリカのアパ

ルトヘイト体制を撤廃させようとし、その闘争に具体的に示されているように、不公正と闘うという道義的な責任を歴史的

に担い続けてきた事実ゆえに、 

 アパルトヘイト体制に対する南アフリカの人々の闘争に触発されて、さらには国際連帯と道義的決意、不公正と抑圧に抗

するレジスタンスの精神を持って、 

 我々、パレスチナの市民社会の代表たちは、世界中の良心的な人々と市民社会の諸組織に向けて、アパルトヘイト期の南

アフリカに適用されたのと同様の、広範なボイコットと資本の引き揚げの実行をイスラエルに対して行うようにと呼びかけ

る。我々は、皆さんのそれぞれの国に対して、イスラエルに対する輸出入の禁止と制裁措置を実施すべきとの圧力をかける

よう、皆さんに要請する。さらに我々は、正義と真の平和のために、この呼びかけを支援してくれるよう、良心的なイスラ

エル人たちに求める。 

 これらの非暴力的な懲罰措置は、イスラエルが、パレスチナの人々の自決権という奪われることのできない権利を承認す

るという責務を果たすまで、また以下に掲げる国際法の諸勧告に完全に従うまで、継続されることとする。 

 つまり； 

１．アラブの人々の土地に対する占領と植民地化の

一切を終わらせること、そして壁を撤去すること、 

２．イスラエル内のアラブ=パレスチナ人市民の基

本的な諸権利を、完全に平等なものとして承認する

こと、 

３．国連決議 194 号に明記されている通り、パレ

スチナ人難民たちが自らの家に帰還し、財産を取り

戻すという彼らの権利を尊重し、保護し、そして支

援すること、である。 

2005 年 7 月 9 日 

※この呼びかけには、パレスチナの人々の 3 つの

部分─つまりパレスチナ難民、占領下のパレスチナ

人そしてイスラエル国内のパレスチナ人市民─から

成る全体を代表する 170 以上のパレスチナの市民

社会組織が署名した。（翻訳：岡田剛士） パレスチナの自治区と南アフリカのバンツースタンとの比較 
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■BDS japan活動方針 

 

１．アドヴォカシー・調査研究活動 

 従来の二国家解決的枠組みを超える展望が求められているなか、安倍政権の親イスラエル政策を批判しつつ、BDS 運動の

意義を広く社会的に訴え、また、イスラエル・ロビーの反 BDS プロパガンダに対抗する。 

１）ブログ、ツイッター、フェイスブック等、インターネットによる社会啓発を行う。 

２）BDS 運動に関する学習会や講演会を開催する。 

３）BDS 運動に関する啓発ブックレットを作成する。 

４）より効果的な運動を展開するための調査研究活動を行い、成果を公表する。 

 

２．消費者ボイコット 

 国連による入植地関連企業データベース作成や日本政府による入植地ビジネスのリスク周知等の流れを活用し、また強化

していくため、入植地関連ビジネスを重点対象として具体的成果獲得を目指す。 

１）入植地産ワインを中心としたイスラエル・ワインの問題を社会的に周知し、小売店に不買の働きかけを行う。 

２）アパルトヘイト体制下で優遇されているイスラエルの農産品（スウィーティ、デーツ等）の不買を広く呼びかける 

３）イスラエル軍支援企業ストラウス社傘下のチョコレートブランド「マックスブレナー」に対する不買を広く呼びかける。 

４）極右シオニスト資本、ラスベガスサンズの日本進出を阻止するために必要な行動を行う。 

５）エルサレム・ツアー等を行っている旅行会社に対し、占領・エルサレム問題に関する啓発・働きかけを行う。 

６）入植地製品の原産地表示問題について関係官庁への働きかけを強めつつ、入植地製品禁輸の実現を目指す。 

 

３．文化・学術ボイコット、スポーツ・ボイコット 

 The Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)と協働し、イスラエルが強化している種々の宣

伝活動に対し、効果的な対抗行動を行う。 

１）日本のアーティスト・文化人に対し、イスラエルでの活動や、同国の政治宣伝への関与をしないよう要請する。 

２）イスラエル大使館による LGBT 解放運動への政治的関与（ピンクウォッシング）に対する対抗行動を行う。 

３）入植地チームが加盟するイスラエルサッカー協会の FIFA 規定違反を FIFA 総会で議論するよう日本サッカー協会に働き 

  かける。また、イスラエルサッカー協会のスポンサーとなっているピューマへのボイコットを呼びかける。 

４）入植地内に設立されたアリエル大学に対する国際的ボイコット運動に積極的に協力する。 

 

４．軍事・セキュリティ関連 

 ISDEF Japan 抗議運動の成果を踏まえ、今後東京オリンピック、大阪万博に向けて加速していくことが確実視されるイス

ラエルとの軍事・セキュリティ協力や武器貿易に対する効果的な対抗運動を追求する。 

１）ソフトバンクやトヨタ、日立等、日本企業によるイスラエルのセキュリティビジネスに関わる投資活動に対する監視と 

  問題提起を行う。 

２）軍事・セキュリティに関わる企業・大学によるイスラエルとの共同研究・共同事業に対する調査と批判を行う。 

３）エルビット・システムズ、HP、G4S など、イスラエルの戦争犯罪・アパルトヘイト犯罪に関与している企業の日本にお 

  けるビジネスを規制するための方策を検討する。 

４）核武装国家イスラエルの NPT 加盟と IAEA 査察受け入れ、核兵器禁止条約署名、化学兵器禁止条約批准、生物兵器禁止 

  条約署名に向けた国際的圧力強化に努める。 

 

５．ネットワークの拡大・国際交流 

 日本の市民社会および社会運動においてパレスチナ問題の重要性・切迫性が十分に認識されていない現状を鑑み、BDS 

japan に結集しつつある団体・個人のネットワークをさらに拡大していく努力を継続する。 

１）賛同団体・賛同人を増やす。 

２）関連する運動団体・活動家・研究者との連携を強化する。 

３）BDS 運動に取り組む世界各地のグループ・活動家との交流を推進する。 
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■これまでの日本におけるイスラエル・ボイコット運動の主な成果 

 

（以下、いずれも国内外の市民団体による抗議・要請のキャンペーンが行われる中で取られた対応） 

2009 年 1 月 村上春樹、エルサレム賞受賞記念講演でイスラエルのパレスチナ占領を「壁と卵」に例えて批判。 

2010 年 12 月 良品計画、4 月に発表していた「無印良品」のイスラエル出店計画の中止を発表。 

2012 年 1 月 入植地ブランド・アハバのコスメ製品の国内販売中止を代理店が発表。 

2014 年 7 月 ソーダストリーム社日本法人、表参道での期間限定店「ソーダストリーム in BC426」の出店を中止。 

      （ソーダストリーム社は 2015 年に西岸地区の工業団地からイスラエル領内ナカブ地方に工場を移転） 

2016 年 11 月 ジェトロ大阪、イスラエル大使館主催ワインセミナーへの会場提供を中止。 

2017 年 5 月 外務省、ホームページで入植地ビジネスの「金融上，風評上及び法的なリスク」および「人権侵害とされる

可能性」に関する警告を掲載。（日・イスラエル投資協定国会承認をめぐる批判の中で） 

2017 年 9 月 銀座三越、イスラエル入植地産ワインの店頭販売を中止。 

2018 年 2 月 ホンダ・イスラエルが予定していた入植地でのレース、会場変更発表を経て中止。 

2018 年 5 月 大丸東京店、ワインイベントでのイスラエル入植地ワインの取扱を中止。 

2018 年 8 月 イスラエル武器見本市 ISDEF への抗議に 300 人が結集。ソフトバンクはスポンサーから撤退。 

 

■BDS japan準備会の活動（2018年 4月～12月） 

 

3 月 9 日 BDS japan 準備会（東京）・第１回相談会、日本の全国的な BDS 運動体つくることなどで合意 

4 月 7 日・12 日 BDS 南アフリカの活動家バシーラ・スルティさんを迎えての講演会（大阪・東京） 

4 月 11 日 イスラエル入植地で活動する企業に関する国連データベースの公表を求める公開書簡をアジア 6 カ国 42 団体の

連名で国連事務総長等に送付 

5 月 13 日 BDS japan 準備会（東京）・第２回相談会、 BDS japan 準備会の発足を決定 

5 月 ブログ、ツイッター、フェイスブックを開設 

5 月 23 日 LGBT 団体とともにテルアビブ国際 LGBT 映画祭への出品を中止するよう行定勲監督に要請 

5 月 30 日 日立製作所に「エルサレム・ライトレール」拡張工事の入札への参加中止を求める要請書を 10 団体連名で送付 

8 月 29 日 メテオール・フェスティバル出演キャンセルを高田みどりさんに要請 

7 月～8 月 「川崎でのイスラエル軍事エキスポに反対する会」に協力し、ISDEF Japan 開催に反対 

9 月 18 日 「多田謠子反権力人権賞」にパレスチナ BDS 民族評議会を推薦（10 月 23 日受賞決定） 

10 月 13 日 BDS japan 準備会（東京）第３回相談会：東京、大阪でそれぞれ BDS japan 発足集会を開くことなどを決定 

11 月 6 日 「イスラエル建国 70 周年記念コンサート」緊急抗議行動（東京オペラシティコンサートホール） 

11 月 6 日 BDS japan 準備会（東京）第４回相談会：東京集会の内容・段取りを決定 

11 月 11 日 BDS japan（関西準備会）第１回相談会：大阪集会の内容等を決定 

11 月 18 日 BDS japan（関西準備会）第２回相談会：大阪集会の段取りを決定 

12 月 14 日・16 日 BDS japan 発足集会（大阪・東京） 

 

■BDS japan賛同団体 

  

・あけび書房 

・ATTAC関西グループ 

・アラブの会 

・アハリー・アラブ病院を支援する会 

・オリーブの会 

・関西共同行動 

・関西・南部アフリカネットワーク 

・研究所テオリア 

・占領に反対する芸術家たち 

・脱原発！フェミ集合 

・パレスチナと仙台を結ぶ会 

・パレスチナの平和を考える会 

・武器輸出反対ネットワーク（NAJAT） 

・フツーの LGBTをクィアする 

・ラテンアメリカ政治経済研究会 

・連連影展 FAV 

 

 （50音順、2018年 12月 11 日現在） 
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声明：イスラエル入植地で活動する企業に関する国連データベースの公表を求めます 

 

 私たち、アジア地域における署名団体は、アントニオ・グテレス国連事務総長、ザイド・アル・フセイン国連人権

高等弁務官、そして各国連加盟国に対し、国連人権理事会（HRC）決議 31/36 に従い作成されたデータベースの公表

および 1 年毎の更新を行うよう求めます。 

 2016 年 3 月、HRC は、決議 31/36 を採択し、全ての加盟国が、東エルサレムを含むパレスチナ被占領地に関して

「ビジネスと人権に関する指導原則」を履行することを要求し、高等弁務官が、「直接的間接的に入植地の建設およ

び拡大を可能とし、促進し、そこから利益を得ている」すべての企業活動のデータベースを作成することを求めまし

た。そのような企業活動は、特に、機材の供給や（セキュリティ・運輸関連を含む）諸サービス、銀行・金融関連業

務、「商業目的の自然資源、特に水と土地の使用」を含みます。これらの諸活動は、必ずしも入植地と地理的につな

がっている必要はありません。 

 2018 年 1 月 26 日、国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は、この決議に従って報告書（A/HRC/37/39）を公表

し、決議の条件に当てはまる疑いのある企業の予備審査を行っており、さらなる調査が必要と考えられる企業に連絡

を取っているところであることを明らかにしました。OHCHR が提供した情報によれば、特定された企業の多くはイ

スラエル、あるいは欧米諸国に所在しています。しかし、私たちは、大韓民国の 3 企業、日本の 2 企業、シンガポー

ルの 1 企業が、リストに挙げられていることに注目しています。なお、日本における第三番目の企業は、予備審査の

段階でさらなる考査の対象から除外されています。 

 いずれの企業も名前は公表されていないが、報告書は、OHCHR が関連企業の名前を提供することを「期待する」

（8 頁第 26 パラグラフ）としています。いくつかの国連加盟国が高等弁務官に対して、企業名を公表せず、データ

ベース作成の作業そのものを中断するように圧力をかけていると広く報道されています。 

 したがって、私たちは、以下の項目について要請します。 

１．予備審査で除外された企業を含め、OHCHR によって特定された企業名をただちに公表すること。 

２．OHCHR は、完全な透明性を伴うかたちで、市民社会および人権活動家との緊密な協力の下で作業を継続し、デ 

  ータベースの完成および継続的更新を確実にすること。 

３．国連事務総長と国連加盟国は必要な情報の提供を含め、上述の OHCHR の主張を全面的に支持すること。 

 

2018 年 4 月 11 日 

 

（日本） 

ATTAC関西 

アハリー・アラブ病院を支援する会 

関西共同行動 

「しないさせない！戦争協力」関西ネット 

ワーク 

占領に反対する芸術家たち 

パレスチナの平和を考える会 

パレスチナと仙台を結ぶ会 

パレスチナ勉強会・大阪 

BDS japan準備会 

武器輸出反対ネットワーク（NAJAT） 

フツーの LGBTをクィアする 

（韓国） 

ソウル人権映画祭 

パレスチナ平和連帯 

人権研究所「窓」 

反帝国主義・脱植民地主義研究（ソウル） 

アディ（アジア尊厳イニシアチブ） 

ピースモモ 

別の世界に向けた連帯 

法・人権・社会研究所 

社会進歩連帯 

国際民主連帯 

分かち合いの文化 

地球地域行動ネットワーク 

（マレーシア） 

BDSマレーシア 

マレーシア人道支援（MyCARE） 

ヴィヴァ・パレスチナ・マレーシア 

マレーシア・イスラム団体協議会（MAPIM） 

ハーモニー 

マレーシア・パレスチナ文化機構（PCOM） 

マレーシア・アル・クドゥス財団 

ムスリム専門家フォーラム 

（タイ） 

パレスチナ連帯キャンペーン（PSC）タイ 

ボイコット・資本引揚げ・制裁（BDS）運動タイ 

サイアム・テクノロジー・カレッジ・イスラミック・

センター 

（インド） 

インド・パレスチナ連帯フォーラム 

全インド平和連帯機構 

バダーイル―ゴア 

デリー・クィアフェス 

全国ダリット・クリスチャン・ウォッチ―ニューデ

リー 

居住と土地の権利ネットワーク・インド 

（パキスタン） 

パキスタン・パレスチナ財団（同組織に所属す

る市民社会を含めた全ての政治的宗教的組

織を含む） 
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公開書簡：テルアビブ国際 LGBT映画祭をボイコットしてください 

 

行定 勲 様 

 

 わたしたちは、パレスチナ／イスラエルにおける公正な平和を求め、イスラエルの広報外交政策における「ピン

クウォッシング」に反対する日本の市民の立場から、行定勲監督に、来週 5/31 から開催されるテルアビブ国際 LGBT

映画祭（TLVFest）をボイコットし、『リバーズ・エッジ』の出品を中止していただくよう求めます。 

 わたしたちは、上記映画祭のスケジュールが発表された 5/20 に、パレスチナの市民から行定監督の参加を知らさ

れ、監督に映画祭での上映中止、および文化ボイコットとしてのイスラエルでの配給辞退を検討していただくよう

訴えかけることにしました。下記に、パレスチナの市民が、映画制作者のみなさんに映画祭ボイコットを呼びかけ

ている手紙とその日本語訳をお送りしますので、ぜひご一読ください。 

 国際的な映画界での最近の出来事を付け加えますと、女優・映画監督のナタリー・ポートマンが、イスラエル軍

によるパレスチナ・ガザでの非武装市民虐殺を受けて、イスラエルのノーベル賞といわれるジェネシス賞を辞退し

たことや、カンヌ国際映画祭でガザ攻撃への抗議行動が行われたこと、映画監督のジャン・リュック・ゴダール

が、TLVFest のスポンサーにもなっている「Saison France-Israel」に参加拒否を表明していることはご存じかと思いま

す。 

 また、東京国際レズビアン＆ゲイ映画祭（東京レインボーリール）は、2013 年までイスラエル作品を何度も上映

していましたが、2014 年にわたしたちのメンバーの一人がピンクウォッシングについて注意喚起する手紙を送って

以降、イスラエル作品の上映はありません。 

 行定監督は『リバーズ・エッジ』の TLVFest への参加をもちろんご存じのことと思いますが、配給会社キノフィル

ムズがこれを進めていて監督ご自身の為し得るボイコットの範囲が契約上限られているような場合もあるかもしれ

ません。ぜひ、最大限の意思表示と交渉を行ってくださるよう、応援しています。 

ご不明な点などありましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 

映画祭が始まる 5/31 までに、行定監督のお考えを表明していただきますよう、お返事をお待ちしています。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

2018 年 5 月 23 日 

 

フツーの LGBT をクィアする 

プラカとか作るフェミと LGBT の会 

フェミニズムとレズビアン・アートの会 

BDS japan 準備会 
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株式会社日立製作所 執行役社長兼 CEO 東原敏昭 様 

国際法違反である「エルサレム・ライトレール」拡張工事の入札への参加中止を求める要請書 

 

 私達は、中東における公正な平和を願う市民として、貴社が、パレスチナ西岸地区で拡張工事が予定されている

「エルサレム・ライトレール」（以下、JLR）の入札参加企業に含まれていることを知り、深く困惑しています。 

 国際法違反であるイスラエル入植地を結ぶ JLR は、パレスチナ人からの土地収奪や移動の自由への侵害を促進する

プロジェクトとして、国際的な批判を浴びてきました。イスラエル入植地の違法性は、2004 年の国際司法裁判所の

勧告意見において明確にされています。 

 2012 年には、パレスチナの人権状況に関する国連特別報告者が、イスラエル入植地の建設と維持に寄与する全て

の企業活動の中止を求め、そうした企業活動の一例として、フランス企業ヴェオリア社による JLR への投資を含め

た、パレスチナ被占領地における諸活動を指摘しました。 

 国際的なボイコット運動に直面し、200 億ドル以上とも言われる損失を出したヴェオリア社は、2015 年に JLR を

含めたイスラエルにおけるすべての事業から撤退しました。 

 こうした動きを受け、日本の外務省は 2017 年 7 月にホームページ上で、入植地ビジネスのリスクについて、「東

エルサレムを含むヨルダン川西岸におけるイスラエルの入植活動は国際法違反とされているため、それら地域に関

わる経済活動（例えば、経済・金融活動、役務の提供、不動産の購入等）を行う場合は、金融上、風評上及び法的

なリスクがあり得る他、そうした活動への関与が、人権侵害とされる可能性があり得ることについて、十分留意す

る必要がある」との警告を掲載しています。 

 すでに、2014 年にイスラエルの平和団体「Who Profits from the Occupation」によって、日立製の重機がイスラエル

軍によってパレスチナ人の家屋破壊に用いられていることが指摘されており、それに対し、貴社は、「『ビジネス

と人権に関する指導原則』の実行を通じて、人権尊重の責任を果たす」としている「日立グループ人権方針」に基

づき、「将来において同様の事例が起きる可能性を減らすよう最大限の努力を継続する」と回答しています。 

 しかしながら、現在も日立製の重機は家屋破壊の現場で使用されており、こうした状況に対して貴社がどのよう

な「最大限の努力」をされてきたのかも全く明らかではありません。その上に、今回、JLR の入札への参加をすると

いうことは、上記の回答の誠実さが問われる事態であると言わなければなりません。 

 現在、イスラエルは、トランプ政権による極端な親イスラエル政策の下で、ますます入植地建設のペースを加速

し、入植地の併合に向けた動きを強めています。国際法違反であるイスラエルの入植活動をこれ以上放置すれば、

中東地域における平和の実現は不可能となり、パレスチナ被占領地における人道的危機は制御不可能なレベルに深

刻化しかねないという国際社会の懸念は現実になりつつあります。 

 この間、安倍政権は、一方で「二国家解決」にもとづく和平への努力を唱えつつ、他方で、イスラエルとの関係

強化を促進し、日本企業に対しても様々な働きかけを強めています。しかしながら、この二つの方針は根本的に相

矛盾するものであり、イスラエルの入植政策がもたらす深刻な法的・経済的・政治的な影響への十分な理解を踏ま

えない極めて場当たり的な政策であることに注意しなければなりません。日本の企業は、その時々の政府の方針に

追従・忖度することなく、国連の諸決議やパレスチナの危機的現状を的確に把握した上で、長期的な視野に立って

自らの企業活動に関する人権デュー・ディリジェンスの実施を進めるべきです。 

以上の認識にもとづき、私達は、日立製作所が、国際法および自ら定めた人権方針を尊重し、「エルサレム・ライ

トレール」の入札への参加を直ちに中止することを求めます。また、日立製作所の重機がパレスチナ被占領地にお

ける家屋破壊に使われ続けていることに対して、より明確な態度表明を公的に行うなど、具体的な防止措置を取る

ことを求めます。 

2018 年 5 月 30 日 

BDS japan 準備会／アハリー・アラブ病院を支援する会／占領に反対する芸術家たち／パレスチナと仙台を結ぶ会 

パレスチナの平和を考える会／パレスチナ勉強会・大阪／広島中東ネットワーク有志／武器輸出反対ネットワーク 

フツーの LGBT をクィアする／北海道パレスチナ医療奉仕団 
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メテオール・フェスティバル出演中止を求める公開書簡（2018年 8月 29日付） 

 

高田みどり様 

 

 突然のお便りをお許しください。私たちは、パレスチナで続く民族浄化を憂い、同地におけるイスラエルの占

領・アパルトヘイト政策の終結をもとめて活動している市民です。 

 高田さんが、来月にテルアビブで予定されているメテオール・フェスティバルに参加される予定ということを、

公正な平和のために活動しているパレスチナとイスラエルの友人たちから聞きました。私たちは、このイベントへ

の不参加をアーティストらに呼び掛けているパレスチナとイスラエルの双方の市民の声に賛同し、出演をキャンセ

ルされることを要請させていただきます。 

 高田さんは、世界各国で活動をされているので、イスラエルで演奏をするということが、他の国での公演活動と

は異なる政治的意味を持つということをある程度ご理解されているのではないかと思います。この間、イスラエル

は、3 月末からガザで続くデモに対する攻撃で、170 人以上の非武装のパレスチナ人を殺害しています。イスラエル

の問題はパレスチナ被占領地だけにとどまりません。先月イスラエル国会が可決した「ユダヤ人国家法」は、多数

派の民族集団にのみ民族自決権を認め、イスラエルの公用語からアラビア語を外すなど、イスラエルの市民権を有

する先住パレスチナ人に対する差別を強化するアパルトヘイト法です。こうした問題が先鋭化する中で、冒頭のイ

ベントへの不参加が、パレスチナ・イスラエルの双方の市民から切望されているのです。 

 1970～80 年代にかけて多くのミュージシャンが南アフリカでの公演をボイコットすることで人種隔離政策撤廃に

貢献しました。彼らは、アパルトヘイト体制下の南アフリカで公演活動を行うことが、黒人の文化活動を弾圧する

差別政策への加担となることに気づき、それを拒否したのです。同様の行動が今イスラエルに対して求められてい

ます。 

 最近でもロードやシャキーラ、ローリン・ヒル、ブライアン・イーノなど、多くのミュージシャンがパレスチナ

の人びとの呼びかけに応え、イスラエルでの公演をキャンセルしたり、楽曲の使用を断っています。高田さんが参

加されようとしているメテオール・フェスティバルでもすでに 8 名のアーティストがキャンセルを表明しました。 

 今月 9 日にイスラエルのミサイル攻撃による破壊されたガザのサイード・ミシャール文化センターのニダール・

イッサ代表は、「これは、音楽や文化、ダンスまで含めたパレスチナ人のアイデンティティ総体に対する戦争行為

だ」と述べています。メテオール・フェスティバルの開催中も、パレスチナの人びとはこのような攻撃を受け続け

ているということをどうか想起していただければと思います。 

 インド出身の映画監督ミーラー・ナーイルは、イスラエルでの映画祭に招待された際、次のように答えました。

「占領が終結したときに私はイスラエルへ行きましょう。特定の宗教を他の宗教よりも優遇することをやめたとき

にイスラエルに行きましょう。アパルトヘイト政策が廃絶されたときにイスラエルにいきましょう」。 

 抑圧されている人々の声を尊重し、彼女と同様の対応をされることを私たちは心から望んでいます。 

 

BDS japan 準備会 
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■年表：日本・イスラエル関係の深化 

 

2011 年 3 月 イスラエル軍医療部隊、岩手県南三陸町に展開。 

2011 年 9 月 イスラエル・エコビジネス・フォーラム開催（大阪・東京）。イスラエル企業 16 社が参加。 

2011 年 9 月 入植地産農産物の輸出を長年手がけてきたアグレスコ社倒産。資産整理の裁判に際し、日本の切花輸入会

社クラシック社（東京）が取引継続を表明。ビッケル社が資産の大半を買収。 

2011 年 10 月 マタン・ヴィルナイ民間防衛相来日。 

2011 年 11 月 武器輸出三原則の緩和。 

2012 年 2 月 大阪商工会議所、イスラエル産業貿易労働省と「共同宣言」締結。 

2012 年 2 月 イスラエル・テクノロジー・デー2012（東京）。 「イスラエルのテクニオン大学と連携する富士通研究所

の佐々木繁常務取締役が両国の関係強化のアイデアを示した」（月刊ニューメディア、2012 年 4 月号）。 

2012 年 2 月 バラク国防相来日。 

2012 年 4 月 神風防衛大臣政務官、イスラエル訪問、バラク国防相を表敬訪問。 

2012 年 5 月 玄葉外相、イスラエル訪問。ネタニヤフ首相と防衛協力について意見交換。 

2012 年 6 月 山谷えり子参議院議員、イスラエルの軍需企業ＩＡＩを見学。 

2012 年 7 月 イスラエル・セキュリティ・イン・ジャパン 2012 開催（東京）。 

2012 年 8 月 横浜市、テルアビブ‐ヤッフォ市との間で交流協力に関する共同宣言。 

2013 年 3 月 イスラエルに輸出される次期主力戦闘機 F35 の共同製造を武器輸出三原則の例外扱いとする閣議決定。 

2013 年 10 月 「東京国際航空宇宙産業展 2013」「テロ対策特殊装備展 2013」「危機管理産業展 2013」にイスラエルの

軍需・セキュリティ企業 20 社余りが参加。 

2013 年 12 月 6 日 特定秘密保護法成立（自民党インテリジェンス・秘密保全等検討プロジェクトチームに親イスラエル

議員である山谷えり子や中山泰秀が参加）。 

2013 年 12 月 9 日 イスラエル・セミナー（大阪）。 

2014 年 2 月 25 日-3 月 1 日 経団連ミッション 20 名イスラエル訪問（1993 年、99 年に続く 3 回目）。 

2014 年 5 月 11-15 日 ネタニヤフ首相来日。12 日、首脳会談、日本・イスラエル共同声明発表。 

2014 年 6 月 イスラエル宇宙庁長官が初来日。 

2014 年 7 月 5-9 日 茂木経産相、イスラエル／パレスチナ訪問。日本・イスラエル・ビジネスフォーラム開催（エルサ

レム）、日本から 27 社 50 人が参加。R&D 覚書署名。 

2014 年 7 月 19-26 日 岸副外相、イスラエル等、中東歴訪。 

2014 年 7 月 31 日 サムライインキュベート、テルアビブにコワーキングスペースを開設。 

2014 年 10 月 ヤアコブ・ペリー科学技術相来日、下村博文文科相と会談。 

2014 年 11 月 イスラエルの経済ミッション訪日。 

2014 年 11 月 17 日 第１回日・イスラエル・サイバー協議開催（東京）。 

2015 年 1 月 18-20 日 安倍首相、イスラエル訪問。 

2015 年 6 月 24 日 「Technion, Kyoto セミナー」開催。 

2015 年 11 月 16 日 「日本－イスラエル ビジネス交流フォーラム in 関西」開催（大阪）。 

2016 年 1 月 26-27 日 テルアビブで開催された「Cybertech 2016」に日本パビリオンが設けられ日本企業 6 社参加。 

2016 年 9 月 7 日 第 5 回「平和と繁栄の回廊」構想四者閣僚級協議開催（ジェリコ）。 

2017 年 2 月 1 日 日・イスラエル投資協定締結。 

2017 年 10 月 26 日 イスラエル国カッツ運輸・道路安全大臣、石井大臣との間で交通分野における協力覚書を締結。 

2017 年 11 月 27 日 イスラエル・関西ビジネスフォーラム（大阪）。 

2017 年 11 月 29 日 第１回日・イスラエルイノベーションネットワーク（JIIN）総会開催（東京）。 

2018 年 4 月 29 日 「平和と繁栄の回廊」構想第 6 回四者閣僚級会合の開催（ヨルダン）。 

2018 年 5 月 2 日 安倍首相、イスラエル訪問、ネタニヤフ首相と会談。拡大首脳会談には主要日本企業 8 社が参加。 

2018 年 8 月 29-30 日 川崎市とどろきアリーナで ISDEF Japan 開催。 

2018 年 10 月 9 日 第 1 回日本・イスラエル外務・防衛当局間協議開催。   
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■国連における入植地ビジネス規制の動き 

 

2012 年 10 月 25 日、パレスチナ被占領地の人権状況に関する国連特別報告者リチャード・フォークが、キャタピラー、

ヴェオリア、G4S、アハヴァ、ヴォルヴォ、エルビット・システムズ、ヒューレット・パッカード等 14 社に対するボイ

コットを市民社会に対して勧告する報告書（A/67/379）を国連総会に提出 

 

【第 99 パラグラフ】特別報告者は、市民社会が、本報告書で取り上げられた企業に対し、彼らが国際法およびグローバ

ル・コンパクト等の諸基準に合致した政策および行動を取るようになるまで、各国の文脈に応じてボイコット・資本引き

揚げ・制裁を積極的に主導し、追求することを要請する。 

 

2013 年 1 月 30 日、国連人権理事会のイスラエル入植地に関する調査団、全入植地の撤退と入植地ビジネスの終結を要請

する報告書（「A/HRC/22/63」）を公表。 

 

【第 96 パラグラフ】 調査団によって集められた情報によれば、企業活動は直接的・間接的に入植地の建設と拡大によ

って可能とされ、推進され、そこから利益を得ている。前述したパレスチナ人労働者の権利侵害に加え、特定の人権侵害

が懸念される多くの企業活動や関連事例を調査団は特定した。それらは次の諸点を含む。 

○入植地と「壁」、それらの付随施設の建設および拡大を促進する機器や材料の供給 

○入植地と「壁」、入植地に直結した検問所に対する監視・認証装置の供給 

○家屋・財産の破壊、農地・温室・オリーブ畑・収穫物の破壊に用いられる機器の供給 

○入植地で操業している企業へのセキュリティサービスや機器、材料の供給 

○交通機関を含め、入植地の維持・存続を支えるサービスや事業の提供 

○住宅や事業展開のためのローンを含め、入植地およびその活動の発展・拡大・維持を支援する銀行や金融活動 

○営利目的による自然資源――とりわけ、水と土地――の利用 

○パレスチナの村々への汚染物質や排水、廃棄物の投棄・移送 

○パレスチナ人の金融市場・経済市場に対する拘束、また、移動制限や、行政的・法的な諸制限によるものを含めた、パ

レスチナ企業を不利にする諸実践 

○入植地の発展・拡大・維持を目的とした、入植者が完全に、あるいは部分的に所有する企業による利益や再投資の活用 

【第 117 パラグラフ】 民間企業は、自らの活動が人権に与える影響を評価し、国際法、並びに、「企業と人権に関す

る指導原則」に従い、パレスチナ人民の人権に悪影響を与えないようにするために必要とされるあらゆる手段――入植地

から得られる企業利益を終結させることを含む――を講じなければならない。調査団はすべての国連加盟国に対し、入植

地内、あるいは入植地に関係する形で活動を行っている企業が各々の国有・国営企業を含め、自分の領土内にあり、およ

び／または、その司法権が及ぶ範囲内にあるときには、これらの企業が活動全体を通じて人権を尊重することを確保する

ために、適切な措置を講じるよう要請する。調査団は、人権理事会の「企業と人権に関する作業部会」がこの問題に取り

組むことを勧告する。 

 

2013 年 3 月 22 日、国連人権理事会が上記調査団報告書の内容を支持するフォローアップ決議（A/HRC/RES/22/29）を採

択（賛成 45、反対 1、棄権 1）。理事国として日本政府も賛成票。 

 

【第 1 項】 「東エルサレムを含む被占領パレスチナ領におけるパレスチナ人民の市民的・政治的・経済的・社会的・

文化的権利に対してイスラエル入植地が及ぼす影響について調査するための独立国際真相調査団報告」を歓迎し、そこに

含まれる行動要請の履行を各々のマンデートに従って実行し、確保することを国連機関を含む全ての関係者に対して求め

る。 

 

2014 年 3 月 28 日、国連人権理事会がイスラエル入植地に関する決議（「A/HRC/RES/25/28」）を採択（賛成 46、反対 0、

棄権 1）。理事国として日本政府も賛成票。 
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【第 11 項】全ての国に、・・・ 

(b)東エルサレムを含む被占領パレスチナ領に関して、ビジネスと人権に関する指導原則を実施すること、同指導原則お

よび関連する国際法並びに基準において期待される行為基準に従い、自国が所有するかあるいは自国により管理されるも

のを含む、自国領域および／または自国の管轄権の下に本拠地がある企業に奨励するための適切な措置を講じること、そ

して、パレスチナ人に対する甚だしい人権侵害を犯すかあるいは寄与することを慎むこと、 

(c)個人と企業に対し、経済・金融活動や入植地におけるサービス提供、土地・建物の購入を含む、入植地に関わる活動

に関わることに伴う、金融上及び風評上のリスク、法的なリスク、加えて個人に対する権利侵害の可能性についての情報

を提供することを求める。 

【第 12 項】国連機関を含む全ての関係者に対し、「東エルサレムを含む被占領パレスチナ領におけるパレスチナ人民の

市民的政治的経済的社会的文化的権利に対してイスラエル入植地が及ぼす影響について調査するための独立国際真相調査

団報告」に含まれ、人権理事会によって決議 22/29 を通じて承認された行動要請の履行を各々のマンデートに従って実行

し、確保することを求める。 

 

2016 年 3 月 24 日、国連人権理事会がイスラエル入植地に関する決議（「A/HRC/RES/31/36」）を採択（賛成 32、反対 0、

棄権 15）。 

 

【第 12 項】全ての政府に対し、・・・(c)イスラエル入植地における／に利益を与える金融取引や投資、購入、物資調達、

融資、サービス提供、その他の経済活動・金融活動を含めた入植地関連活動に関わることの金融上、風評上および法律上

のリスク――甚大な人権侵害や、個人の諸権利の侵害に企業が関与することになる可能性を含む――について、個人およ

び企業に指針を提供すること、企業と人権に関する指導原則の履行のための国別行動計画の作成に際し、企業に対してこ

れらのリスクを周知すること、そして、東エルサレムを含めた被占領パレスチナ領において企業活動を行うことの高いリ

スクについて、政府の政策、立法、規則、執行手段が効果的に対処することを確実にすることを求める。 

【第 17 項】国連人権高等弁務官に対し、・・・前述の報告書第 96 項に詳述された活動に関与している全企業のデータ

ベースを作成し、毎年更新し、そのデータを国連理事会第 34 回会期に報告書の形式で提出することを求める。 

 

■地図： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          （広河隆一『パレスチナ 新版』（岩波書店）より）   
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 ■関連地図  ■パレスチナの領域と人口 

 

 第１次大戦後、英委任統治領パレス

チナとされた地域が歴史的パレスチナ

とみなされている。九州より一回り小

さい程度の面積。1980 年代後半以降、

二国共存解決への国際的コンセンサス

の中では、第三次中東戦争で占領され

たヨルダン川西岸地区とガザ地区を合

わせてパレスチナと呼ぶことが多い。 

 パレスチナ人人口は、西岸地区に約

300 万人、ガザ地区に約 200 万人。西

岸地区のイスラエル入植者人口は約 75

万人（東エルサレム住人を含む）。イ

スラエル領内に暮らすパレスチナ人は

約 200 万人。パレスチナ／イスラエル

の外に暮らす離散パレスチナ人の人口

は約 600 万人。パレスチナ人口はおよ

そ 1300 万人となる。 

 

■イスラエルの領域と人口 

 

 イスラエルは建国以来自らの国境を

明確に定めない政策をとっている。

1967 年の占領地のうち、ゴラン高原と

東エルサレムについては併合を宣言し

ているが、国際的には承認されていな

い。ガザ地区および東エルサレムを除

く西岸地区については、（占領地では

なく）管理地区と呼び、帰属をあいま

いにしたままユダヤ人入植地拡大の既

成事実を積み重ねてきた。一般的に

は、歴史的パレスチナのうち、西岸・

ガザを除いた地域をイスラエル領だと

みなすことが多いが、その境界はあく

まで休戦ラインであって、国境ではな

い。 

 人口は 870 万人（内、パレスチナ系

市民が約 200 万人）。また、ユダヤ系

市民の約 1 割は東エルサレムを含む西

岸地区に住む入植者である。 

 

（以上、Palestinian Central Bureau of 

Statistics (PCBS) お よ び The Central 

Bureau of Statistics）等の 2017 年現在の

情報による。 
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■用語解説 

 

◆シオニズム 19 世紀後半にヨーロッパで始まったユダ

ヤ国家建設を目指すユダヤ民族主義運動。シオンとはソロ

モン神殿があったエルサレムの丘の名。1896 年テオドー

ル・ヘルツルが『ユダヤ人国家』を出版、翌年に第１回シ

オニスト会議が開催され、政治運動として本格化。1948

年のイスラエル建国の後は国家イデオロギーの支柱となる。  

 

◆英国の三枚舌外交 第一次世界大戦中、英国は戦後処

理の方策について、協商国、アラブ、シオニストとそれぞ

れ内容の矛盾する 3 つの条約や約束を結んだ。 

フセイン・マクマホン往復書簡 1915 年、英国からメッ

カの知事フセインに宛てて、戦後東アラブ地方にアラブの

独立王国を作るとの約束を与えた一連の書簡。 

サイクス・ピコ協定 1916 年、協商国側の英国、フラン

ス、ロシアでオスマン･トルコの領土・利権をどのように

分け合うかを取り決めた秘密協定。 

バルフォア宣言 1917 年、パレスチナにおけるユダヤ人

のナシュナル･ホーム設立を支持する約束をバルフォア英

外相が英シオニスト連盟会長ロスチャイルド卿に与えた｡ 

 

◆国連パレスチナ分割決議 ユダヤ人入植者と先住アラ

ブ人の対立が深まる中、英国はパレスチナ委任統治の継続

を断念し、国際連合に解決を委ねた。1947 年 11 月に可決

された国連総会決議 181 号は、当時パレスチナの約 6%の

土地しか所有していなかったユダヤ人に約 55%の土地を与

えるという、アラブ側に受け入れられない内容だった。こ

の決議を根拠として 1948 年 5 月 15 日にイスラエルは建

国を宣言、アラブ諸国との間に第１次中東戦争が勃発した。 

 

◆パレスチナ難民と国連総会決議 194 第１次中東戦争で

イスラエルは歴史的パレスチナの 75％を占領、当時のパ

レスチナ人口の 7 割とも言われる約 80 万人を故郷から追

放した。1948 年 12 月に国連総会は難民の帰還の権利と、

帰還しない難民への補償を認める決議 194 を可決。イス

ラエルは難民の帰還を拒否し続けている。現在、パレスチ

ナ難民人口は UNRWA に登録されているだけで約 550 万人。 

 

◆国連安保理決議 242、338 1967 年、73 年にそれぞれ採

択された。決議 242 号は第三次中東戦争の戦後処理に関

するもので、占領地からのイスラエル軍の撤退と中東のす

べての国家の生存権の承認を義務づけている。パレスチナ

人の自決権への言及はない。決議 338 号は第四次中東戦

争の戦後処理に関するもので決議 242 号の内容を踏襲し

ている。 

◆PLO（パレスチナ解放機構） 1964 年にエジプトのナセ

ル大統領の支援のもとに結成された。パレスチナ人を代表

する機関として、国会にあたる PNC（パレスチナ国民議会）

と内閣にあたる執行委員会をもつ。第 3 次中東戦争後、

パレスチナ難民を主体とするファタハが主導権を握る。 

 

◆インティファーダ（民衆蜂起） 1987 年 12 月、ガザ地

区のイスラエル検問所で軍の戦車輸送車輌がパレスチナ人

の車列に突っ込んだ事件を口火に自然発生的なデモが起こ

り、被占領地全体に広がった。オスロ合意で沈静化するが、

2000 年 9 月のシャロン・リクード党党首によるハラム・

シャリーフ訪問を契機に第 2 次インティファーダが勃発。 

 

◆オスロ合意 1993 年はじめよりノルウェーの仲介によ

り PLO とイスラエルの間で秘密交渉がオスロで行われ、9

月にワシントンで｢暫定自治に関する諸原則の宣言｣が調印

された。イスラエルと PLO は相互承認するが、パレスチ

ナ人の自決権や難民問題、エルサレム問題等の重要案件に

ついては全て先送りされている。94 年のガザ・エリコ先

行自治協定によって、パレスチナ暫定自治が始まった。 

 

◆イスラエル入植地 19 世紀後半からシオニズム運動の

下でパレスチナに設立されたユダヤ人入植地は、イスラエ

ル建国に際して、重要な戦略的拠点となった。イスラエル

入植地という場合、第３次中東戦争以降、パレスチナ被占

領地に建設されたものを指す。ガザの入植地は 2005 年に

撤退している。軍事占領地における入植地建設はジュネー

ブ第 4 条約等により明確な国際法違反とされている。 

 

◆パレスチナ暫定自治区 オスロ合意にもとづいて被占

領地に設立されたパレスチナ自治政府の管轄地区。治安管

理権と行政権が与えられる A 地区と、行政権のみが与え

られている B 地区に区分けされ、被占領地全体の約４割

を占める。イスラエル入植地とその間を結ぶバイパス道路

によって自治区は 200 以上の飛び地に寸断されている。 

 

◆分離壁（アパルトヘイト・ウォール） 2002 年より、

イスラエルが西岸地区で建設開始。グリーンライン

（1949 年休戦ライン）から西岸側に大きく食い込む形で

建設されている。高さは最大約 8ｍ、長さは 720km に達

する予定。多くの農地や水源がパレスチナの村から切り離

され、また、他の地域から分断され、孤立する村がいくつ

も出現する。  
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■パレスチナ問題関連年表 

 

1914 

1915 

1916 

1917 

1919 

1920 

1922 

1929 

1933 

1936 

1939 

1947 

1948 

 

 

1956 

1964 

1967 

 

1969 

1970 

1973 

1974 

1975 

1976 

 

1977 

1978 

1980 

1982 

 

 

1983 

1987 

1988 

1990 

1991 

 

1993 

1994 

 

 

1995 

 

第一次世界大戦勃発（～1918） 

フセイン・マクマホン往復書簡（～1916） 

5月、サイクス・ピコ協定 

11月、バルフォア宣言 

1月、第 1回パレスチナ・アラブ会議開催 

4月、サンレモ会議 

12月、パレスチナ・ヨルダン・イラクの英委任統治及びシリア・レバノンの仏委任統治開始 

8月、エルサレムの「西の壁」でユダヤ人とパレスチナ人が衝突 

3月、ドイツでナチスが政権を掌握、パレスチナへのユダヤ人の大量移住始まる 

4月、パレスチナ大蜂起（～39）。英委任統治政府及びユダヤ人入植者に対してパレスチナ・アラブ人が蜂起 

9月、第二次世界大戦勃発（～45） 

11月、国連パレスチナ分割決議案採択   

4月、デイル・ヤーシン村の虐殺 

5月、イスラエル建国宣言、第一次中東戦争勃発 

12月、パレスチナ難民の帰還権を認めた国連総会決議 194採択 

10月、第二次中東戦争（スエズ動乱）。カフル・カセム村虐殺事件   

5月、エルサレムで第１回パレスチナ民族評議会（PNC）開催、PLO（パレスチナ解放機構）創設 

6月、第三次中東戦争。イスラエル、東エルサレムを併合 

11月、占領地からイスラエル軍の撤退を求める安保理決議 242採択 

2月、PLO議長にヤセル・アラファトを選出 

9月、ヨルダン内戦（黒い９月、～27日）。PLO、ヨルダン撤退、ベイルートへ 

10 月、第４次中東戦争。安保理決議 338採択 

11月、PLOに国連オブザーバー資格付与 

4月、レバノン内戦勃発 

3月、ガリラヤ地方の土地収用に抗議するゼネストで、6人のパレスチナ人が殺される 

8月、レバノンのタル・ザータル難民キャンプで 4000人のパレスチナ人が殺される 

6月、イスラエルにベギンを首相とするリクード政権成立   

9月、イスラエルとエジプトの平和条約締結を決めたキャンプ・デービッド合意成立。翌 1月国交樹立 

7月、イスラエル、エルサレム基本法を制定し、東エルサレムの併合を宣言 

6月、イスラエル軍、レバノンに侵攻。PLO、ベイルートから退去   

9月、アラブ首脳会議、「フェズ提案」採択。67年占領地からの完全撤退を条件にした一括和平案 

9月 16・17日、ベイルートのサブラ・シャティーラ難民キャンプ虐殺事件   

4月、駐レバノン大使館、自爆攻撃で 63人の死者、10月には米・仏軍本部が自爆攻撃で 300人の死者 

12月、インティファーダ開始 

11月、PNCアルジェ大会でパレスチナ独立国家宣言 

8月、イラク、クウェート侵攻 

1月、湾岸戦争（～2月） 

10月、マドリード中東和平会議、PLOの参加認められず 

9月、ワシントンでパレスチナ暫定自治に関する諸原則宣言（オスロ合意）調印 

2月、ヘブロン虐殺（29人のパレスチナ人が死亡） 

5月、ガザ・エリコ先行自治協定（カイロ協定） 

10月、イスラエル・ヨルダン平和条約締結 

9月、パレスチナ暫定自治拡大協定（タバ合意） 

11月、ラビン首相、極右ユダヤ人青年に暗殺される 
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1996 

 

 

1997 

1998 

1999 

2000 

 

 

2001 

2002 

 

 

 

2003 

 

2004 

 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

2008 

 

2010 

2012 

 

2014 

2016 

2017 

2018 

1月、パレスチナ暫定自治区で総選挙、アラファトが自治政府大統領に当選 

4月、イスラエルがレバノンの国連キャンプ爆撃（カナ虐殺） 

9月、イスラエル、エルサレム聖地の地下トンネル工事を強行、抗議のパレスチナ人に無差別発砲 

3月、イスラエル、ハール・ホマ入植地建設着工を強行→和平交渉中断 

1月、ヘブロンからのイスラエル軍撤退合意（ヘブロン合意） 

9月、シャルム・エル・シェイク覚書（修正ワイ・リバー合意）調印 

5月、イスラエル軍、レバノン撤退終了 

7月、キャンプデービッドで三首脳による和平交渉（25日決裂） 

9月、リクード党党首シャロンがエルサレムの聖地を強行訪問、第二次インティファーダ勃発 

9月、アメリカの世界貿易センタービルとペンタゴンにハイジャックされた旅客機が追突 

3月、イスラエル軍、西岸自治区ラマッラーを制圧（～15日）。95年 12月末の自治実施以来初 

3月、アラブ首脳会議、サウジのアブドラ皇太子による和平案をもとに「ベイルート宣言」採択 

4月、イスラエル軍、ジェニンの難民キャンプを攻撃。50人以上が死亡（ジェニンの虐殺） 

6月、イスラエル、ヨルダン川西岸に隔離壁建設着工 

3月、米英によるイラク攻撃開始 

4月、米大統領、新中東和平案「ロードマップ」を発表 

3月、イスラエル軍、ハマス指導者ヤシン師を暗殺 

7月、国際司法裁判所、隔離壁を違法とし、建設中止と即時撤去、補償を勧告 

11月、アラファト大統領、死去 

7月、パレスチナの 170以上の市民組織が連名でBDS（ボイコット・資本引き揚げ・制裁）の呼びかけ 

8月、ガザから全入植者が撤収 

1月、パレスチナ評議会選挙でハマス圧勝 

7月、イスラエル、ヒズボラによる同軍兵士 2人拉致を理由に、レバノン南部に侵攻 

6月、ハマスがガザ地区掌握。イスラエルによるガザ封鎖の強化 

2月、イスラエル軍、ガザ地区に大規模侵攻。110名以上死亡 

12月、イスラエル軍、ガザ地区で「キャスト・レッド」作戦開始。3週間で 1400人以上のガザ住民が犠牲 

5月、イスラエル軍、ガザ支援船を襲撃、9名のトルコ人NGOスタッフを殺害 

11月、国連総会、パレスチナのオブザーバー国家資格を承認 

11月、「守りの柱」作戦開始。1週間でガザ住民 170人の犠牲 

7-8月、イスラエル軍、ガザ地区で「守りの境界」作戦。51日間でガザ住民 2200人以上の犠牲 

12月、国連安保理、イスラエルの入植政策を批判する決議を採択。米国は棄権 

12月、米トランプ大統領、エルサレムをイスラエルの首都と認定 

3月、ガザ地区で「帰還大行進」が始まる 

 

■２０１８年：世界で起きたＢＤＳ、１８の成功例ハイライト 

 2018 年 12 月 3 日 パレスチナ BDS 民族評議会（https://bdsmovement.net/news/18-highlights-bds-impact-2018） 

 

 ここに BDS 運動が直接的・間接的に影響を与えた、2018 年の 18 の成功例を挙げます。みなさんの協力のおかげで、パ

レスチナ人の権利のための BDS 運動が大きく躍進したことを祝いたいと思います。イスラエルの犯罪とアパルトヘイト

政策を明るみに出し、それを終わらせるために圧力をかけていきたいと思います。 

 

〇Airbnb は、パレスチナ人から奪った土地に建設されている違法イスラエル入植地から利益をあげることを中止する決定

を下した。この件は、パレスチナ人の権利のための BDS 運動や人権団体とも提携している、＃StolenHomes（盗まれた

家々）という連盟がキャンペーンを牽引してきた。 
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〇イルハン・オマル(Ilhan Omar)とラシーダ・トレイブ(Rashida Tlaib)は、アメリカ連邦議会の議員として初めて、公に BDS

支持を表明した歴史的な人物となった。初のパレスチナ系アメリカ人女性議員として選出されたトレイブはまた、米国

のイスラエルへの軍事援助の削減を支持すると表明した。 

〇世界各地からの呼びかけが実り、リオネル・メッシがキャプテンを務めるアルゼンチンのサッカー代表団は、イスラエ

ルとの公開試合をキャンセルした。 

〇世界各地の何千人ものファンや活動家が、パレスチナのピケットラインを尊重するよう促した結果、アメリカ人有名歌

手、ラナ・デル・レイは、イスラエルのメテオール・フェスティバルから撤退した 19 名のアーティストのうちの一人

となった。他にも今年、イスラエルでのコンサートをキャンセルしたトップアーティストには、シャキーラ（コロンビ

ア）やロード（ニュージーランド）が含まれる。また、100 人以上の DJ やエレクトロニック音楽のアーティストも、

＃DJsForPalestine（パレスチナのための DJ たち）のハッシュタグの元、イスラエルの文化ボイコットに参加した。 

〇チリの国会が、パレスチナ人から奪われた土地に建つイスラエルの違法入植地からの製品輸入禁止を、圧倒的多数の賛

成で可決した。 

〇1000 万人以上を代表するインド女性運動の主要各団体が、BDS 運動への支持を表明し、パレスチナ人のこどもの囚人

全員の釈放を求めた。 

〇アムネスティ・インターナショナルは、イスラエルへの武器輸出禁止を呼びかけた。米国と EU のイスラエルとの武器

取引を非難し、パレスチナ人の人権侵害を「著しく助長している」責任があると述べた。 

〇英国労働党は最近の投票で、イスラエルへの武器売却を凍結することを可決した。アイルランドでは、国務大臣と 50

人の国会議員がイスラエルへの軍事援助を中止するよう呼びかけた。これに先立ち、アイルランドの首都ダブリンは、

ヨーロッパの首都として初めて、パレスチナ人の権利を求める BDS を支持することを決定した。スコットランドでは、

ファルカーク（Falkirk）年金基金がイスラエル最大のハポアリム銀行からの投資引き上げを行い、パレスチナ人の権利

を侵害するイスラエルと共犯である会社への投資引き上げを行った、英国で初めての地方年金基金となった。 

〇パレスチナ人の権利を求めるスペインとポルトガルの国会議員たちが、イスラエルの戦争犯罪と人種差別的な「ユダヤ

人国家法」を批判した。また、イタリアのいくつかの都市とスペインが、イスラエルへの武器輸出禁止を呼びかけた。 

〇The Movement for Black Lives（黒人の命のための運動）がパレスチナ人との連帯を示す力強い声明を発表し、年間 380

億ドルに上る米国のイスラエルに対する軍事援助を停止するよう呼びかけた。ノーサンプトン市とバーモント州は、予

定されていたイスラエル軍による米国の警察訓練とイスラエルへの視察旅行をキャンセルした。 

〇社会的公正を求める 40 の国際ユダヤ人団体が、パレスチナ人の権利のための BDS 運動は「反ユダヤ主義とすべての形

態の人種差別、および偏見との闘い」に貢献するものだとの認識を示した。また、イスラエルの政策を批判する声を鎮

静化しようとする試みも非難した。 

〇2018 年のノーベル化学賞受賞者であるジョージ・P・スミス教授は、BDS 運動と米国のイスラエルへの軍事援助を削減

することに支持を表明した。 

〇130 以上のパレスチナのスポーツクラブの要請により、アディダスはイスラエル・サッカー協会（IFA）のスポンサー

を降りた。IFA にはパレスチナ人から奪った土地の上に建てられている違法入植地を拠点にしたサッカーチームが含ま

れている。 

〇チュニジアとアラブ諸国の貿易組合と人権活動家は、イスラエルの Zim という船会社のチュニジアへのルートを停止

することに成功した。 

〇50 万人以上の学生を代表するカナダ学生連盟は、年次総会において投票を行い、BDS 運動を支持することを可決した。 

〇パレスチナ連帯活動家による BDS キャンペーンの後、リーズ大学は英国で初めて、イスラエルとの武器貿易を行う企

業から投資を引き上げた大学となった。同大学はイスラエルと軍装備品貿易を行う企業の持ち株 120 万ドル以上を処分

した。 

〇クエーカー教徒たちは、英国で初めて「イスラエルの軍事占領から利益をあげている企業には投資しない」と宣言した

教会となった。最近、米国のいくつかの教会も、イスラエルによるパレスチナ人の人権侵害に加担しているイスラエル

企業や国際企業からの投資引き上げを決定している。 

〇南アフリカの国会議員で、ネルソン・マンデラの孫であるンコシ・ズウェリヴェリレ・マンデラ（Nkosi Zwelivelile 

Mandela）は、BDS がイスラエルのアパルトヘイトを終わらせるのに重要な役目を担っているとの認識を示した。 

 


