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High expectation for Egypt’s
el-Sisi administration’s efforts
in mediating ceasefire El-Sisi
sensed the danger of Hamas

ハマスの危険性を見抜いたエ
ジプト・シシ政権の停戦調停
に期待する

カイロ在住ジャーナリスト
南龍太郎

By Ryutaro Minami,
Cairo based journalist
The large-scale clashes between Israel and Hamas
in the middle of June were apparently triggered
by abduction and murder of three Israeli boys by
Hamas, Islamic extremist group in Palestine. Israel
accepted the ceasefire proposal presented by the
Egyptian government on July 14, but Hamas rejected
it. Because Hamas continued attacking Israel with
rockets, Israel invaded Gaza in the night of July
17. Israel’s aim was to destroy network of secret
underground tunnels dug from Gaza to Israel and
military bases from which rockets were launched.
In response, Hamas used local residents as “human
shields”, and victimized residents increased. As of
July 20, the number of Palestinians killed reached 370
and the number of Palestinians injured reached 2,600.
The death toll on Israeli side reached almost 10. It is
increasingly unclear how long the battle is going to
continue. July 20, Cairo
By Ryutaro Minami

6 月中旬発生した今回のイスラエル対ハマスの大規模衝
突は、パレスチナのイスラム根本主義過激派組織「ハマス」
によるイスラエル人少年３人の誘拐・殺害事件に端を発
した、と視られる。７月１４日エジプト政府が提示した
「停戦案」をイスラエルは受諾したがハマスは拒否。ハマ
スがイスラエルへのロケット弾攻撃を続行したことから、
イスラエルは７月 17 日夜ガザ地上侵攻に踏み切った。ガ
ザからイスラエルに通じる、網の目の如く張り巡らされ
た地下秘密トンネルとロケット弾発射基地の破壊が目的
だが、ハマスは住民を「人間の盾」として徹底利用した
ことから、犠牲者は増大。７月 20 日現在のパレスチナ人
死者数は 370 人、負傷者は 2,600 人に達した。イスラエ
ル側の死者は 10 人近くになる中、戦闘が今後いつまで続
くのか、全く予想がつかない状況になりつつある。

Ceasefire proposal by the Egyptian
government
The ceasefire proposal presented by Egypt on July
14 proposes that (1) Israel’s aerial bombings of Gaza
and Hamas’ rocket attacks against Israel should stop
unconditionally by 9 am, July 15, and (2) Representatives
from both sides should start consultation in Cairo within
48 hours and strive for an agreement. Besides, the
ceasefire proposal makes consideration to Hamas and
conditionally grants Hamas a permission to pass through
Rapha border control station.
Hamas officially rejected the ceasefire proposal on
July 16. The reason for the refusal appears to be Hamas’
mistrust toward the Egyptian government. The current
Egyptian government criticized former President Morsi
whose support base was the Muslim Brotherhood from

パレスチナ自治政府のアッバス議長（左）は、７月７日、カイロで、エジプトの
シシ大統領と停戦実現の方策について話し合った。
Palestinian Authority President Mahmoud Abbas(left) on July 7 met with Egyptian
President Abdel-Fattah al-Sisi in Cairo to discuss ways of reaching a ceasefire.
（www.newspakistan.pk)

エジプト政府による「停戦案」
エジプトが 14 日に提示した「停戦案」は、「①イスラ
エルによるガザ空爆と、ハマスによるイスラエル向けロ
ケット弾攻撃を 15 日午前 9 時に無条件で停止する。②
双方の代表が 48 時間以内にカイロで協議を開始し、本合
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意を目指す」となっている。加え
て「停戦案」はハマス側に配慮し、
ラファ検問所の通行許可を条件付
きで認める、という内容だった。
ハマスは 16 日に正式に停戦案
の受け入れを拒否した。ハマスの
エジプト政府に対する不信感が理
由と見られている。現エジプト政
停戦案受け入れの用意がある
府は、ハマスの母体であるイスラ
イスラエルのベンジャミン・ネ
タニヤフ首相
ム 根 本 主 義 組 織「 ム ス リ ム 同 胞
Israeli Prime Minister, Benjamin
Netanyahu, ready to accept
団」を支持基盤とするモルシ前大
the ceasefire proposal.
統領を、「アラブの春革命を乗っ
取って、治安悪化を招来させ、急激なイスラム化による
強権色を強め、経済無策により観光業停滞などを主因と
した経済悪化を招いた元凶」としてその大統領権限を剥
奪、更に同胞団の幹部らの大量逮捕に踏み切った。した
がって現エジプト政権とハマスとのパイプは皆無に近い
状態だ。そのような中で、エジプト政府は「市民の犠牲
は誰も望まない。歴史的責任と平和を求める立場から仲
介を行う」、として調停に臨んだ。しかし、ハマスが停戦
を拒否した更に重要な理由は、「戦闘の継続・強化により、
アッバス現議長を支えるファタハ以上の反イスラエル闘
争姿勢を誇示することにより、最終的に同議長を追い出
し、ヨルダン川西岸を含む全パレスチナをハマス支配下
に置きたい」という野望にあるとも見られている。

which Hamas emerged for “hijacking the Arab Spring
revolution, causing deterioration of public security,
strengthening authoritarianism by drastic Islamization
and deepening economic deterioration caused by poor
economic policy and stagnant tourism” and deprived him
of the presidential power. The government also arrested a
great number of people including the Muslim Brotherhood
leaders. As the result, the current Egyptian government
has almost no connection with Hamas. Nevertheless, the
Egyptian government said, “No one wants to see citizens
sacrificed. We are going to mediate based on our historical
responsibility and our desire for peace,” and started
the mediation. Even more important reason for Hamas’
refusal of ceasefire appears to be Hamas’ ambition
“to publicly demonstrate a stronger posture against
Israel than Fatah which supports Palestinian President
Mahmoud Abbas through continuation and escalation of
battles, eventually expel President Abbas and control the
entire Palestine including the West Bank of River Jordan.

Battle for liberation of Egyptian border
with Gaza
Hamas actually demands improvement of the status of
Gaza that is currently under seize, liberation of the border
line with Egypt and free travel and trade.
The current Egyptian government completely destroyed
hundreds of underground tunnels for smuggling(see
footnote) which are considered “hazardous” – tunnels
which Hamas that had a close relationship with former
Morsi government utilized to procure foods as well as
arms and ammunitions (including smuggled arms from
Libya).
Hamas smuggled not only foods and arms but also
Hamas militants to Egypt through the tunnels, liberated
pr isons where Morsi was impr isoned dur ing 2011
revolution, and engaged in activities to bring Egypt under
Muslim Brotherhood’s influence. The current Egyptian
government is well aware of this fact and destroyed all
tunnels near Rapha border control station in order to cut
off the relationship between the Muslim Brotherhood in
Egypt and Hamas. It Is suspected that Hamas rejected the
ceasefire proposal because the proposal did not include
specifics about liberation of border with Egypt.
However, President el-Sisi of Egypt, is fully aware of
the essential characteristics of Hamas and its parent
organization, the Muslim Brotherhood, and is expected to
avoid repeating the past mistake and firmly maintain his
posture to completely eliminate the presence of Hamas

ガザのエジプト境界線解放をめぐる攻防
ハマスの現実的な要求としては、四方を封鎖された状
態のガザ地区の改善、願わくはエジプトとの境界線だけ
でも解放され、自由な通行・交易が出来るようにしたい
ということが本音だ。
エジプト現政府は、モルシ前政権と蜜月にあったハマ
スが、食糧はおろか武器・弾薬類まで（リビアからも大
量の武器が密輸された）調達するのに利用した数百本の
（注）密輸用地下トンネルを「有害」として完全に破壊した。
かつてハマスはトンネルを通じ食糧・武器だけでなく、
ハマス戦闘員らをエジプトに大量に送り込み、2011 年の
革命時モルシ氏らが収監されていた牢獄を解放、エジプ
トをムスリム同胞団化するために暗躍した。このことを
よく知る現エジプト政府は、国内のムスリム同胞団とハ
マスの関係を断ち切
るため、ラファ検問
所付近のトンネル全
て を 破 壊 し て い る。
エジプトの停戦案に
は、エジプトとの境
界線解放の具体性が
ガザ地区ラファの密輸トンネル
含まれていなかった
Smuggling Tunnel, Rafah, Gaza Strip
ことがハマスが「停
（Wikimedia Commons/Marius Arnesen）
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ラファ検問所。西岸とガザのパレスチナ統
一政府が管理すれば恒常的に開放する、と
エジプト高官が発言。
Rafah Crossing. top Egyptian official said
that Egypt was willing to permanently
open the Raf ah crossing under the
condition that it would be supervised by
the national unity government of Palestine.
（Jun 5, 2014）

戦案」を拒否した現実的
理由と見られている。
し か し、 エ ジ プ ト の シ
シ 大 統 領 は、 ハ マ ス と そ
の母体であるムスリム同
胞団の本質を良く知る人
物 と し て、 過 去 の 過 ち を
二度と繰り返すことは出
来ず、ラファ検問所と周
辺から完璧にハマスを追
い出す姿勢を堅持すると
見られる。

from Rapha border control station and its vicinity.

Problems of Hamas
Hamas is an Islamist political party in Palestine and
was established by Ahmad Yasin in December, 1987 on
the foundation of the Palestine branch of the Muslim
Brotherhood as a parent organization. The Muslim
Brotherhood aims at “establishment of an Islamic nation
governed by Sharia, not by a secular law’” and Hamas
also seeks for an Islamic nation and place importance on
sharia.
In reality, Hamas was established as an organization
for armed struggles for the Brotherhood’s Palestine
branch. Therefore, it is not inclined to restrain use of force
and actually carried out many terrorist attacks including
suicide bombings in the past. It has been pointed out
that Hamas came to control Gaza using threat of force
although elections were held. The United States and Israel
both designate Hamas as a terrorist organization.
The recent clashes revealed terrorist characteristics of
Hamas. First, Hamas leaders escaped quickly and went
underground leaving local residents behind. Second, they
deliberately deployed rocket artilleries densely populated
areas near residential houses, schools and hospitals.
These facts about the clashes do not indicate a posture to
protect residents in Gaza. They rather indicate terrorist
characteristics to use and sacrifice residents as “human
shields” without hesitation.

ハマスの問題点
ハマスは、イスラム主義を掲げるパレスチナの政党で、
1987 年 12 月アフマド・ヤシーンによって、ムスリム同
胞団のパレスチナ支部を母体として創設された。母体で
あるムスリム同胞団は「世俗法ではなく、イスラム法に
よって統治されるイスラム国家の確立」を目標としてお
り、ハマスが目指す国家もイスラム国家で、イスラム法
に固執する。
しかし実態は、同胞団パレスチナ支部の武装闘争部門
として結成された。したがって武力使用に何ら抵抗感は
なく、自爆を含むテロを過去多用してきた。現在のガザ
も選挙によるとはいえ武力を背景により支配したと指摘
される。従って、米国やイスラエルはハマスをテロ組織
と指定している。
今回の衝突を通じ、ハマスのテロ体質が浮き彫りにさ
れたことだ。その第１は、ハマス幹部は衝突発生と同時に、
住民を置いたまま真っ先に姿をくらまし、地下に潜伏し
たことだ。
第２は、ロケット砲を、民家や学校、病院、人口密集
地に意図的に設置していたことだ。
これらの事実は衝突からガザ住民を護る姿勢を感じ取
ることはできない。住民を「人間の盾」として利用し犠
牲を何とも思わない「テロ体質」と受け取らざるを得ない。

Expansion of Islamic extremists
The international society hopes that Hamas agrees
to engage in ceasefire negotiations. In response to Israel
which advocates right to self-defense, the United States
only urges restraint on Israel’s military actions. Egypt
hopes that Hamas agrees to its proposal and engage in the
negotiations. President Abbas would not desire additional
sacrifice of residents in Gaza.
Hamas probably does not desire to be identified with
the international terrorist groups Al Qaeda, Taliban,
Boko Haram, Islamic State which recently declared
establishment of a nation, or Al Shahab in Somalia. It has
been reported that Islamic State of Iraq and Syria (Islamic
State) threatened Christians in Mosul, second largest city
in Iraq, to convert, pay poll tax or evacuate from Mosul
and implied to kill those who do not choose one of those
options, saying, “Those who remain will have no choice
but to face swards.” Establishment of a nation through
an anachronistic strategy reminiscent of motto “sword or

イスラム過激派の拡がり
国際社会はハマスが停戦交渉に応じる事を望んでいる。
自衛権を主張するイスラエルに対してアメリカもその軍
事行動に対し限定を促すのみであり、エジプトは差し出
した交渉のテーブルにハマスがつくことを希望し、アッバ
ス議長もこれ以上のガザ住民の犠牲を願わないであろう。
ハマスも国際テロ組織アルカイダやタリバン、ボコ・
ハラム、最近国家樹立を宣言した「イスラム国」、ソマリ
アのアルシャハブ等と同一視されることを望まないので
はなかろうか。
（シリア ･ イラク）「イスラム国」については、イラク
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第２の都市モスルのキリスト教徒に対し、改宗するか、
人頭税を支払うか、モスルから出て行かなければ「残さ
れるものは剣しかない」として “ 殺害 ” を示唆した、と伝
えられた。「剣かコーランか」を想起させる時代錯誤的戦
略による国家樹立はイスラム社会に分裂と内戦をもたら
すのみとみなされる。

Koran” only brings division and internal struggles within
the Islamic society.

Expectation for ceasefire negotiations
through mediation by Egypt
There seems to be no exit for struggles between Israel
and Hamas. Arab League is expected to play a role in
mediation, but it is very difficult for the League to come to
a unified view on this due to discord between Qatar that
is pro-Hamas and Egypt and Saudi Arabia that are antiHamas, anti-Muslim Brotherhood.
President Obama, who has sided with the Muslim
Brotherhood in the past, is under pressure to shift to a
realistic foreign policy based on recognition of essential
characteristics and danger of the Brotherhood and Hamas.
President Erdogan of Turkey appears to have an intent to
criticize President el-Sisi and lead ceasefire negotiations
favorable to Palestine. However, it is more urgent for him
to make efforts to stop civil wars in Iraq.
In the current Middle East situation, it is desirable that
the president of Egypt who gained insight into essence
and danger of Hamas through battles and historically
built a good relationship with Israel makes mediation
efforts beyond the limitation of Arab League.
The current situation demands the United States,
the United Nations and European countries to evaluate
Egypt under new president and support President el-Sisi’s
ceasefire mediation.
July 20, 2014

エジプト仲介の停戦調停に期待する
現 在、 イ ス ラ
ヨルダン川
エルとハマスの
西岸地区
テルアビブ
闘争に出口は見
ガザ市
え て い な い。 仲
エルサレム
介役の一端を担
うべきアラブ連
ガザ地区
盟 は 現 在、 ハ マ
ス支持のカター
イスラエル
ル と 反 ハ マ ス・
ラファ
反ムスリム同胞
エジプト
ラファ検問所
団のエジプトや
サウジアラビア
ガザ地区の地図
が対立関係にあ
り、統一見解を出すことは至難の業だ。
過去ムスリム同胞団に肩入れしてきたオバマ大統領も、
同胞団とハマスの本質と危険性を認識した現実外交に転
換する必要に迫られている。また、エルドアン・トルコ
首相は、シシ大統領を批判しパレスチナ側に立った停戦
交渉を主導しようとの意図が伺われるが、イラク内戦を
食い止める努力のほうが喫緊の課題ではなかろうか。
このような中東情勢のなかで、ハマスの本質と危険性
を戦いの中で見抜き、イスラエルとも歴史的に良好な関
係を築いてきたエジプト大統領による仲介が、アラブ連
盟の限界を超えてなされることが好ましと言える。
米国も国連も欧州諸国も、新大統領下のエジプトを評
価し、シシ大統領の停戦仲介を支持せざるを得ない状況
になってきたと言えるのではなかろうか。（7 月 20 日記）

Footnote:
Underground tunnels for smuggling
The Egyptian military which deprived then-President
Morsi of his power destroyed 343 underground tunnels
for smuggling dug between Egypt and Gaza in the
autonomous areas of thePalestinian by August 23. They
destroyed additional 52 tunnels on August 24. As Israel
continues to seal the border between Gaza and Israel,
tunnels for smuggling have been considered as a life line
for Gaza. The interim government decided to destroy
tunnels to prevent flow of arms and extremists from Gaza
to Sinai Peninsula. The Egyptian authority closed down
Rapha border control station which is a front entrance to
Egypt. The restriction on passage through Rapha border
control station was relaxed as the security situation in
Egypt improved.

（注）密輸用地下トンネル
昨年モルシ大統領の権限を剥奪したエジプト軍は 2013
年 8 月 23 日までに、エジプトとパレスチナ自治区ガザ間
の地下に掘られた密輸用トンネル 343 本を破壊した。24
日にはさらに 52 本を破壊した。ガザ地区とイスラエルと
の境界はイスラエルによる封鎖が続く中ガザにとってエ
ジプトからの密輸トンネルは経済の生命線ともされてい
たが、暫定政府はガザ地区からの武器や過激派のシナイ
への流入を警戒しての断行であった。エジプトへの「表
玄関」に当たるラファ検問所もエジプト当局により閉鎖
された。その後エジプト国内の治安回復に従いラファ検
問所の通行は緩和された。
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