
ユダヤ・ロビーはイスラエルを
守ることができるのか

　アメリカには連邦議会と政府に影響力をもつ、

ロビー（圧力団体）が多く存在する。その中でも

ユダヤ・ロビーは豊富な資金を持ち、イスラエル

の利益になるよう力を行使し、米国政府に働きか

ける団体である。

　私は、ユダヤ・ロビーが米国の政策に働きかけ

ていることが結果的に双方の利益になっていない

ことが問題であると考える。そんな中 2008 年に

誕生した J ストリートは、親イスラエルでありな

がらイスラエル批判もする新しい団体である。

私は J ストリートが今後のユダヤ・ロビーの在り

方を変化させていくのではないかと考え、ユダヤ・

ロビーに関して、AIPAC（アメリカ・イスラエル

公共問題委員会）と J ストリートの２つの団体に

焦点をあて、これらを比較し、親イスラエルであ

る両者の主張の違いを考察し、今後ユダヤ・ロビー

がアメリカまたはイスラエルにどういった影響を

与えるのか論じていきたい。

　第一章では、なぜアメリカがイスラエルを支持

するのか、アメリカの中東政策の歴史的展開を、

1948 年のイスラエル建国から歴史的背景を述べ

る。第二章では、ユダヤ・ロビーの誕生と、実際

にユダヤ・ロビーが米国議会に働きかけた事例を

いくつか紹介し、その中で無条件にイスラエルを

支持する右派組織 AIPAC（アメリカ・イスラエ

ル公共問題委員会）と、親イスラエルでありなが

らもイスラエル批判を行う左派組織 J ストリート

を比較し、両組織がどういった立場をとってきた

かを述べる。第三章では、第二章で述べたことを

ふまえ、今後のユダヤ・ロビーの展望を考察する。

第一章　イスラエル建国と米国の中東政策

１－１　イスラエル建国

　1948 年に建国されたイスラエルは、今や当たり

前の存在だが、実際には世界中からイスラエルと

いう国の在り方自体が問われてきた。だがイスラ

エルは世界中からの批判に応じず、表面だけで和

平と言いながら、実際は自国領土の拡大とパレス

チナ人の殺害を行ってきた。

　そんなイスラエルを支えているのが、世界で唯

一イスラエルを支持するアメリカである。超大国

アメリカの影響力は絶大で、イスラエルを非難す

る世界の流れを妨げる。このアメリカのイスラエ

ル支持の方針は、黒人大統領として平和的・協調

的外交を行うと期待された、オバマ大統領でも同

じだ。オバマ大統領は「イスラエルの自衛権を認

める」としか言わず 2008 年末にイスラエルがガ

ザ地区で行った空爆と虐殺を支持したのである。

　第一章では、世界的に批判を浴びるイスラエル

をなぜアメリカが支持するのか、アメリカの中東

政策の歴史的展開から論じていきたい。

　1948 年 5 月 14 日に建国宣言をしたイスラエル

に対して、当時の大統領トルーマンは即座にイス

ラエル建国を承認した。急逝したルーズベルト大

統領のかわりにその重責を引き継いだトルーマン

は、選挙で選ばれていないがゆえに、選挙に不安

を抱いていた。そのため、アメリカ国内のユダヤ

人の支持を求めてイスラエルを承認したのである。

（佐藤唯行 2009,p172）

　イスラエル建国当時、アメリカはイスラエルを

戦略上の資産とはみなしていなかった。新国家イ

スラエルは弱体で、攻撃を受けやすいと考えられ

ていたのである。アメリカは「イスラエルとの関

係を緊密にし過ぎると、他の中東の国々で米国の
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立場を損なう」と考えていた。トルーマン大統領

が国連によるパレスチナ分割案を支持し、イスラ

エルを承認したのは戦略上の必然性からではなく、

純粋にユダヤ人の苦難に同情したためである。

１－２　冷戦期と冷戦後でのアメリカの中東政策

に対する変化

　冷戦期においてアメリカは 3 つの目標を追い求

めた。①ソ連の影響力の排除、②石油の確保、③

イスラエルの安全保障である。しかしこれらは往々

にして相互排他的な政策目標であった。石油を確

保するためにはアラブ産油国との友好関係の維持

が必要であるのに、アラブ諸国と対立するイスラ

エルへの肩入れがそれを困難にしたからだ。アメ

リカはエジプトやシリアへの武器輸出には消極的

であった。それがイスラエルに向けて使われるこ

とを懸念したからである。

　そうした間隙をついて、ソ連は兵器の供給国と

してアラブ諸国への接近に成功した。これは、イ

スラエル支援とソ連の影響力が齟齬をきたした例

である。イスラエルの安全保障の肩入れが、アメ

リカの 2 つの外交目標を阻害した例は多い。( 高

橋和夫 2001,p187)

　60 年代になると、ソ連によるエジプト、シリア、

イラクへの援助が増えていることに照らし、イス

ラエルはさらに支援に値するとアメリカは結論づ

けた。他方、イスラエルの指導者たちは、自分た

ちの同盟国としての潜在的価値を強調した。イス

ラエルが第 3 次中東戦争で勝利をあげ、軍事機能

の高さを如実に示すと、その主張は高まった。「戦

略上の資産」というイスラエルのイメージは 70

年代に根を張り、80 年代半ばに信条となった。

　中東における米国の手先として仕えることで、

イスラエルは「米国が中東という重要地域へソ連

が膨張してくることを封じ込める」のを手助けし

た。イスラエルはソ連の能力、ソ連配下の国々、

広くは中東全般についての情報を米国に提供した。

米国はイスラエルの訓練施設を使用できる権利か

ら、恩恵を受けた。またイスラエルが開発した高

度な技術からも、さらにテロ対策とその他の安全

保障問題に関して、イスラエルの専門家と相談す

ることからも恩恵を受けたのである。

　先に述べたことにより、冷戦期は米国にとって

イスラエルは「戦略上の資産」であった。しかし

ながらその価値は、冷戦が終結した時点で負債と

なっていくのである。冷戦が終結するとイスラエ

ルの戦略的価値の低下は容易に目につくようにな

り、1991 年の湾岸戦争ではイスラエルが米国に

とって戦略的お荷物となりつつある証拠を提供す

ることとなった。( 高橋和夫 2001,p196 〜 p200)

　湾岸戦争時、米国と同盟諸国は 40 万人を超え

るクウェート解放軍を編成した。しかし、解放軍

は脆弱な対イラク連合がぶち壊しなることを避け

るために、イスラエルの基地を使うことはできな

かった。また、イスラエル国防軍の参加を認める

こともできなかったのである。

　それどころか、サダム・フセインはイスラエル

の反撃を引き出せばこの連合は潰れると考えて、

ミサイルをイスラエルに打ち込んだ。このとき米

国はイスラエルを守り、イスラエルを参戦させな

いようにすべく、パトリオット・ミサイルなどの

資源を割かなければならなかったのである。イス

ラエルに責任はないが、これによってイスラエル

がどの程度まで資産ではなく負債になっていたの

かがわかる。

　一方、イスラエル側はどうであったか。湾岸戦

争の最大の勝利者はイスラエルだという土井敏邦

によると、「しかし湾岸戦争は、イスラエルにとっ

て、願ってもない結果をもたらした。イスラエル

が中東での覇権を維持し続ける上で最大の障害で

あり脅威であったイラクの軍事力を、ミサイル攻

撃の犠牲者を除いては、ほとんど自国の犠牲は払

わずに、アメリカ軍など多国籍軍の軍事力で取り

除くことができた。また、イラクのミサイル攻撃

に報復せずに耐えることによって、アメリカ政府

や EC 諸国などから莫大な経済援助を手に入れる

ことができた（土井敏邦 1993	p216）。」という。

　そればかりではなく、とりわけインティファー

ダ（民衆隆起）¹ の勃発以来、自由と自決権を求

める占領地のパレスチナ人を武力で抑えようとす

る“抑圧者”としてのイスラエルのイメージを、

度重なる攻撃に耐え化学兵器の脅威に脅える“悲

劇の民”“被害者”のイメージへとすり替えること

に成功したという。
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ユダヤ・ロビーはイスラエルを守ることができるのか

　上記に述べたことから、冷戦期には米国・イス

ラエルの双方が恩恵を受けていたが、冷戦終結に

よってその様相に変化が生じたことがわかる。冷

戦後、もはやお荷物となったイスラエルを、なぜ

米国が支持し続けるのか、第二章では、ユダヤ・

ロビーの誕生と、彼らがイスラエルを守るために

行う、ロビー活動を例にあげ論じていく。

第二章　AIPAC と J ストリート

２－１　アメリカとイスラエルの強固な関係を目

指す AIPAC

　アメリカの首都ワシントンには、連邦議会と

大統領政府に影響力を行使する様々な圧力団体

がいる。その中で「最強のユダヤ・ロビー」と

形容されているのが、アメリカ・イスラエル公共

問 題 委 員 会 (The	American	Israel	Public	Affairs	

Committee:	AIPAC) である。1954 年に設立された

AIPAC は基金 1 億 4000 万ドル、300 人の専従職

員と 10 万人の会員活動家を擁する。

　この団体の任務は、第一に、「イスラエルの安

全を保障するのがすなわちアメリカの国益にかな

う」と米国民全体に向かって広報・宣伝活動を行

うことである。　第二に、米・イスラエルの友好

関係を保つために必要な法を制定するよう、連

邦議会に対し働きかけることである。（佐藤唯行

2009,p24）

（１）AWACS（空中警戒管制）機売却阻止キャン

ペーン

　連邦議会に働きかけた事例として 1981 年に取

り組んだ AWACS（空中警戒管制）機 ² 売却阻止

キャンペーンがある。ユダヤ・ロビーの仕事の中

で最も重要なものが、米製ハイテク兵器のアラブ

諸国への売却阻止であったため、AIPAC はこの

キャンペーンに全力を注いだのである。

　事の始まりは、米製の AWACS 機をサウジア

ラビアが購入しようとした一件であった。AIPAC

の認識ではサウジアラビアはイスラエルの「潜在

敵」であり、アメリカの「本当の友」ではなかっ

たため、イスラエルの安全保障を脅かしかねない

危険行為とみなしたのである。

　アメリカの場合、行政部が下した外国への武器

売却決定は、上下両院が共に不承認の場合にのみ

阻止できる仕組みとなっている。そこで AIPAC

は会員たちに地元議員事務所に大量の売却反対を

求める電報、手紙を送らせた。と同時に米国民の

支持を得るため、資金を投入し「AWACS 機売却

阻止」を広く国民に訴える意見広告を新聞紙上に

繰り返し掲載した。

　努力の甲斐あって、1981 年 10 月に「ロサンゼ

ルス・タイムズ」紙が実施した世論調査によると、

調査対象の 3 分の 2 が売却に反対していたのであ

る。

　AIPAC が 行 っ た キ ャ ン ペ ー ン が 実 を 結 び、

1981 年 10 月 14 日、下院で 301 対 111 の大差で

売却反対の票決を下すことになった。ロナルド・

レーガン大統領は「アメリカの繁栄に大切な数

十億ドルもの石油を供給するアラブの親米大国に

対して、たった 5 機の飛行機を売却できない大統

領など一体どこにいようか」と絶句したという。

　結果的に、上院での票決は賛成 52、反対 48 と

いう大接戦となり、11 ヶ月にわたるこのキャン

ペーンで AIPAC は敗れはしたが、多くの議員た

ちを見方にひきいれ、米国大統領ロナルド・レー

ガンを窮地に陥れた。この時 AIPAC の意向に逆

らい、大統領に従った上院議員チャールズ・パー

シーは後の選挙で落選したのである。

（２）議員追い落としキャンペーン

　AIPAC が成功したのには 4 つの秘訣を備えた

ことによる。①議員が必要とする情報の提供者と

なる、②資金集め、③政治的踏み絵と草の根レベ

ルの働きかけ、④議員追い落としキャンペーン、

である。このうち、議員追い落としキャンペーン

で最も有名な事例が、すでに述べた上院議員チャー

ルズ・パーシーである。

　1984 年に落選に追い込まれたチャールズ・パー

シーは当時、全米で 4 番目にユダヤ人口の多い、

イリノイ州から選出された共和党穏健派の政治家

で、ユダヤ人有権者のあいだでも人気の高い上院

議員であった。

　しかし、1975 年、パーシーが中東視察から帰国

した後、ユダヤ人社会との友好関係にひびが入り
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始めたのである。彼が「イスラエルは PLO との

和平交渉の機会を逸している」と発言したからだ。

さらにパーシーは 78 年にイスラエルの敵サウジ

アラビアへの F15 戦闘機売却を支持し、81 年に

は先ほど述べたように、AWACS 機の売却決議を

推進する上でも中心的役割を果たした。イスラエ

ルの国益よりも米軍需産業の利益を重視したので

ある。サウジアラビアへの AWACS 機の売却は総

額 85 億ドルに達するビッグビジネスであった。

　このような反イスラエル的姿勢をとり始めた

パーシーに対して、AIPAC は 84 年の議員選で彼

を落選させるべく刺客候補を擁立し、「反パーシー

キャンペーン」を展開した。この結果、パーシー

はわずか 8 万 9000 票の差で落選したのである。

　この一件は、AIPAC が掲げる政策目標に異を

唱える勇気を議員たちから失わせた。つまり、現

職の大物議員でさえ、AIPAC の機嫌をそこなう

と落選の憂き目にあうことをまのあたりにして、

他の議員たちはふるえあがったのである。これを

指して「パーシー現象」という。

２－２　イスラエルとパレスチナの二国家共存を

目指す J ストリート

　J ストリートは 2008 年 4 月に発足したばかりの

新しいロビー団体である。J ストリートの特徴は

イスラエル支持をうたいながらも、イスラエルの

政策に批判的な点である。

　たとえば J ストリートは 2008 年末にイスラエ

ルが開始したガザ地区への軍事攻撃に対し、イス

ラエルに批判的な立場をとった。イスラエル軍に

よるガザへの空爆が始まった直後、J ストリート

はイスラエルの自衛権を認める一方で、「一部の住

民による過激な行動を理由に、それ以前からおお

いに苦しんでいる 150 万人のガザ住民を処罰する

権利はない」との声明を発表した。

　J ストリートが求めているのはアメリカの積極

的関与による中東和平の実現であり、具体的に

はパレスチナ国家の樹立による二国家解決案によ

る問題の収拾である。言葉を変えるならばオバ

マ政権の中東政策の支持である。J ストリートは

自らを「親イスラエル、親和平 (Pro-Israel,	Pro-

peace)」と位置づけ、その活動の意義をインターネッ

ト上のホームページで次のように述べている。（立

山良司 2015,p110）

「ユダヤ的かつ民主的な価値へのコミットメント

に基づき、J ストリートは米国における親イス

ラエルの意味を再定義している。我々は二国家

解決案への広範な支持を獲得することによって、

イスラエルをめぐる米国の政治動向を変えつつ

ある。そうすることがイスラエルおよび米国の

利益になるからだ。親イスラエルとはイスラエ

ル政府のすべての政策を支持することを意味し

ない。このことを実証することで、我々はイス

ラエル国民とイスラエルに対する支持を拡大し

てきた」

　これまでアメリカのユダヤ人組織の大半は、イ

スラエル政府が、どのような政策を採ろうが、無

条件で支持してきた。ところが J ストリートは、

イスラエルの政策を公然と批判しつつ、しかもイ

スラエル支持を強調している。この団体の新しさ

である。

　J ストリート創設について、創設者であり会長

のジェレミ・ベンアミは「米国ユダヤ社会の多数

派はあまりにも長い間、沈黙しすぎていた。この

ため彼ら多数派の政治的な意見は、ユダヤ社会全

体を代表していると主張する右派の声にかき消さ

れていた」と述べている。

　さらにワシントン DC の東西の通りはアルファ

ベット順に A から W までの名称がつけられてい

るのに J だけがない点に言及し、「私が米国ユダヤ

社会の『情熱的な穏健派』と呼ぶ人々の声は、（J

通りがないことと同様に）ワシントンで無視され

てきた。だから私たちは J ストリートを創設した」

と、創設の動機と名称の由来を説明している。

　現在、イスラエルのユダヤ性と民主制は崩れつ

つある。J ストリートによると、アメリカの積極

的関与による中東和平の実現が、イスラエルのユ

ダヤ性と民主制を守る唯一の政策である。この背

景にあるのがパレスチナにおける人口動態だ。

　歴史的なパレスチナ、つまりイスラエルと占領

地であるガザ地区とヨルダン川西岸を含めた地域

では、すでにユダヤ人は少数派となっている。具
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ユダヤ・ロビーはイスラエルを守ることができるのか

体的な数字でみると、540 万のユダヤ人と 560 万

のパレスチナ人である。さらに出生率でみると、

パレスチナ人はユダヤ人を上回っている。ユダヤ

色は日々薄まっているのだ。

　そしてイスラエルのユダヤ性が薄まっていくの

と同時に、その民主制も腐食しつつある。イスラ

エルはヨルダン川西岸の占領とガザの封鎖によっ

て、自らの民主主義的な価値を失いつつあるのだ。

	　「イスラエルがリベラルな民主制を維持し、し

かもユダヤ性を維持したければ、占領地を切り離

すしかない。そして、そこにパレスチナ国家を樹

立するしかない。その新国家とイスラエルが平和

裏に共存する。それが民主制とユダヤ性を維持す

る唯一の方法である。占領を続けパレスチナ人の

人権を蹂躙し続けるイスラエルは、ユダヤ人が夢

見てきたリベラルな民主国家ではない。常にテロ

と戦争の影に怯え、臨戦態勢にある国家では、民

主主義的なリベラルな価値は窒息してしまう。こ

うした発想が J ストリートの主張の背景にある（髙

橋和夫 2009）」という。

２－３　イラン核開発に対するJストリートの見解

　イランの核開発問題に対し J ストリートがとっ

ている立場は、AIPAC に代表される米国ユダヤ

社会主流派の立場とは異なっている。AIPAC は、

イスラエルによる対イラン軍事攻撃という選択肢

を支持し、さらにイランへの追加制裁を実現する

よう米議会に強く働きかけている。

　一方、J ストリートは軍事攻撃と追加制裁には

反対の立場をとり、そうした立場を繰り返し表明

している。またイランで 2013 年 8 月に改革派と

されるハサン・ロウハーニーが大統領に就任した

際、131 人の米議会議員が新大統領の就任を機に

核問題に対する外交的努力を続けるべきだとの書

簡をオバマ大統領に出した。米議会がこの書簡を

出した背景には、J ストリートによるロビー活動

があったと報じられている。

　このような J ストリートの取り組みは、米国ユ

ダヤ社会の主流派、特に保守派を苛立たせている

という。例えば、米国シオニスト機構は 2013 年 4

月、ホームページに「イスラエルに敵対する側に

立つ J ストリート」という長文の文書を掲載した。

その最後は「本レポートが示しているように、J

ストリートはイスラエルを支持する者よりも、む

しろイスラエルに敵対的な者、特に反イスラエル

的なアラブ人やイスラーム教徒と緊密に提携して

いる」と結んでいる。（立山良司 2015,p111）

　J ストリートは 6 項目の基本原則を掲げている

が、その中のひとつ、「イスラエルに関する活発な

議論は、米国ユダヤ社会とイスラエルにとって有

益である」としている。J ストリートに対する批

判や議論は、皮肉にも J ストリートが主張する「イ

スラエルに関する活発な議論」を実現したのであ

る。それどころか数年、かつてタブーとされたイ

スラエルの政策についての議論や批判が米国ユダ

ヤ社会内で公然と行われ、さらに主流派のユダヤ

団体の間でも立場の違いが表面化しつつある。

第三章　ユダヤ・ロビーが、今後アメリカおよび
イスラエルに与える影響

　つい最近まで、イスラエルやユダヤ・ロビーの

批判を行うことはタブー視されてきた。少しでも

批判すれば、反ユダヤ主義的あるいは自己嫌悪的

なユダヤ人と非難されるからだ。

　しかしここ数年で、米国の外交政策に対するユ

ダヤ・ロビーの影響を語ることは、たとえ主要な

メディアであってもタブーではなくなってきてい

る。2014年2月3日付『ニューヨーク・タイムズ』は、

「最強のロビー団体」と形容される AIPAC の強い

ロビー活動にもかかわらず、米議会がホワイトハ

ウスの意向を優先し、イランに対する追加制裁法

案を成立させなかったことを取り上げ、「AIPAC

はホワイトハウスとの関係で手詰まり状態にある」

と報じるほどである。

　このような開かれた議論を可能にしたのが、第

二章で述べた J ストリート発足の結果である。J

ストリート発足当初は年間予算 150 万ドル程度で

あった。しかし発足から 5 年後の 2013 年には、

イスラエル政府関係者が J ストリートを米国政治

で主要なプレーヤーであり無視できないと評する

までに至っている。実際、J ストリートの活動は

近年、多くのニュースで取り上げられるようにな

り、まさに無視できない存在になっている。
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　発足からわずか数年で急成長した J ストリート

は、今後も成長を続け、AIPAC に並ぶロビー団

体となるはずだ。J ストリートが掲げるように、「イ

スラエルに関する活発な議論」をすることで、J

ストリートは今まで以上に在米ユダヤ人の関心を

集め、さらには世界からも注目される存在になる

であろう。

　そして、今やハイテク国家としての地位を不

動のものとしたイスラエルは、2010 年 9 月に悲

願だった経済協力開発機構（OECD）加盟を果た

し、名実ともに先進国の仲間入りをした。2011

年の一人あたりの GDP は 3 万 1200 ドルとこの

10 年で 1 万ドル以上も増加している。（立山良司

2012,p214）

　イスラエルの経済は、その歴史と同様に、非常

にユニークかつ世界に例をみない発展を遂げてき

た。その背後には、米国からの膨大な経済援助が

ある。イスラエルは米国からの経済援助なしには

存続不可能な国家だ。

　そのようなイスラエルにとっても、J ストリー

トの出現は大きいと考える。既存のユダヤ・ロビー

はイスラエルを無条件に支持してきた。このこと

が、多くの在米ユダヤ人のイスラエル離れを加速

させたことは想像に難くない。髙橋和夫（2009,p27）

のことばを借りれば「イスラエルを愛するのであ

れば、イスラエルを批判すべきである。真の愛は、

時には厳しさを伴うべきである。」だ。

　J ストリートの存在がなければ、近年取りざた

されている、イランに対する核開発合意も今回の

ような結果にはならなかったであろう。この歴史

的合意は、米国にとって、長年にわたり対立して

きたイランが核兵器を手にするという、最悪の事

態をひとまず阻止することができた。しかも、そ

の実現への道筋が武力ではなく話し合いによって

拓かれたという意義は大きい。これは J ストリー

トの活躍ゆえである。

　米国対イランの関係修復の中で、J ストリート

が目指すアメリカの積極的関与による中東和平が

実現することを願う。そしてその実現が、イスラ

エルが対イラン軍事攻撃と、イランへの追加制裁

を支持したことで、中東でさらに孤立状態になる

ことを防げているように思う。そしてこの J スト

リートの活躍が、いずれイスラエルの国益にも繋

がるであろう。

註
１	インティファーダ（民衆隆起）：1987 年末、イスラエル占領地

でパレスチナ人が一斉に投石などでの抗議行動を開始し、これ
を第 1 次インティファーダと呼ぶ。第 1 次インティファーダに
おいては投石などの手段が主流であったため「石の革命」とも
いわれる。

２　AWACS（空中警戒管制）機：同機は 17 万 5000 平方マイル以
内を飛行中の飛行物体をすべて捕捉し、針路を探知できる最新
鋭のハイテク兵器であった。
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