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序　論

　人は、必ず死を迎える。そしてのこされた人々は、その人の死を忘れないよう記憶しようとする。そ

れが人間の性なのである。とりわけ、人が不条理に大量に亡くなった場合、人々の死は社会で記憶され

る。「なぜあの人が死ななければならなかったのか。」つい理由を問いたくなる死に対して、いわば社会

が死の意味を付与するわけである。

　筆者はテヘランに訪れた際、大きな衝撃を受けた。街中に殉教者を─すなわち「死」を─彷彿させる

表象が、当たり前に存在していたからである。そしてふと疑問に思った。「イランでは、殉教者の死に

どのような意味付けがされているのだろう？」

　近年、イラン・イラク戦争や殉教者の記憶に関する議論は活発化している。戦争の勃発から40年が経

過し、次世代にどう語り継ぐかが問題視されているからである。その立場は、大きく二つに分けること

ができる。一方は戦争を振り返る際に、殉教者が称えられてばかりいることに疑問を投げかける立場（１）

で、もう一方は、戦争や殉教者の描かれ方が多様化していると主張する立場（２）だ。前者は表象が「画

一的」であることに注目するのに対し、後者は表象の「多様性」を指摘する。本論文の対象である戦争

博物館は、前者の立場のみから論じられてきた（３）。しかし、筆者は三点の違和感を覚えた。一つ目は

博物館が一方的にイデオロギーを発信することを前提としている点、二つ目は博物館が現場の展示品の

みから考察されている点、三つ目はイランの戦争の記憶を論じる際に、一つの博物館の事例ばかりが取

り上げられている点だ。

　以上を踏まえ、本論文では「イランの戦争博物館は、殉教者を画一的に称えるだけの空間なのか？」

を問いとし、イランの戦争博物館に展示される殉教者の表象を分析した。このように問うていくことで、

戦争博物館で「殉教者」の死にどのような意味づけが行われているのかを考察し、戦争博物館において

死を記憶することの問題を論じることを目的とした。

　なお本論文では、「戦争にまつわる展示をする博物館」を総称して「戦争博物館」と呼んだ。戦争博

物館には、軍にまつわる展示を行う軍事博物館、殉教者の遺品を展示する殉教者博物館、そして反戦を

唱え平和を希求する平和博物館を含む。

第１章　シーア派イランにおける殉教者

　第１章では、シーア派を国教とするイランで「殉教者」がどのような存在とされてきたのかを捉える

ために、殉教者の定義と「カルバラーの悲劇」およびイラン・イラク戦争の経緯を確認した。

　初期イスラームの頃には、自発的に戦地に赴き死を遂げた人だけでなく、予期せぬ死を迎えた人も含

め、神の意志を信じたまま死んだすべての人が殉教者と呼ばれていた。しかし次第に殉教者の条件は変

「殉教者」の死の記憶
── 現代イラン・イスラーム共和国の戦争博物館に着目して ──
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化し、現在のイランの法令は、殉教者を「国やイスラームのために主に戦いにおいて命を捧げた人」と

定義している。時代を経るにつれ、殉教者の定義が狭義になってきたのだ。

　こうした変化の背景には、「カルバラーの悲劇」とイラン・イラク戦争があった。680年にカルバラー

の地で、十二イマーム派第３代イマームのホセインが非業の死を遂げた。ホセインの一族郎党、ウマイ

ヤ朝のヤズィードによって、無残に殺されたのである。この出来事をシーア派はカルバラーの悲劇と呼

び、ホセインは「殉教者たちの長」として称えられている。彼の死後、シーア派は毎年哀悼行事を行い

思いを馳せているのである。

　カルバラーの悲劇は「カルバラー・パラダイム（４）」という枠組みの元となり、現代イランを理解す

るうえで重要な考え方となっている。1980年に勃発したイラン・イラク戦争においては、イラクの大統

領サッダーム・フセインをヤズィードになぞらえ、戦死者を「殉教者」と呼ぶことで多くの若者たちを

戦争に動員させた。およそ16万～22万もの兵士や民間人が命を捧げ、「殉教者」となったと言われている。

第２章　殉教者の記憶の保存

　第２章では、社会で記憶するという営みを理解するため、「集合的記憶」の概念を整理した。これを

踏まえ、記憶を保存する存在としての博物館がどのようなものであるのかを確認するため、定義や歴史

を捉えた。

　社会的な記憶のことを、アルヴァックスは「集合的記憶」と名付けた。アルヴァックスの考えに基づ

くと、人の記憶を想起させる外的要因が、壁画・映画・博物館の展示といった表象となるわけである。

　そもそも、博物館の社会的役割は時代により異なっていた。元は富裕層のコレクションを陳列する空

間で、次第に国家のメッセージを発信する空間へと変貌していったが、現在の博物館はICOM曰く、「教

育」「娯楽」更に「記憶」「議論」の場であろうとしている。ICOMに積極的に参加するイランには615

館が開館しており、年々その数は増加している。中でもとりわけ増加が著しいのが戦争博物館なのだ。

第３章　イランの戦争博物館

　第３章では、イランの戦争博物館の全貌を掴んだのち、筆者が現地調査で訪問したテヘランの戦争博

物館４館の運営主体と博物館展示の事例を分析した。運営主体に関しては各組織のホームページや法令

を、展示に関しては展示品やパンフレットを資料とした。

〈殉教者博物館〉

運営主体：殉教者・献身者財団

事例１：殉教者博物館

　1980年、テヘラン市中央のシャヒード・ターレガーニー駅付近に開館。多様な殉教者が強く称えられ

ているが、称え方には偏りがあり、「有名な殉教者」や殉教者の「学歴」、「信仰心」、「勇敢な死」といっ

た要素が強調されている。殉教者を称えることで、市街にもかかわらず、神聖な空間となっている。同

時に、展示は遺族が社会的な地位を確立し、保障を得るための「証拠」としても機能している。
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事例２：チーザル殉教者博物館

　1997年、テヘラン北部の住宅街に位置するチーザル墓地に付随して設立。殉教者博物館と同様に殉教

者を称えつつ、遺族の証拠展示の場として機能している。しかし、殉教者の扱いに大きな違いがある。

チーザル博物館では、殉教者が「等しく」扱われており、遺品や芸術作品を展示することで、弔われた

殉教者の一人ひとりの「信仰心」や「勇敢な死」が称えられ、記憶されている。

〈軍事博物館〉

運営主体：聖なる防衛遺産保護・価値普及財団

事例３：イスラーム革命と聖なる防衛博物館

　2012年、テヘラン北部のシャヒード・ハッガーニー駅付近に開館。殉教者は「勝利の物語」の一部と

され称えられているが、称えられているのは、「集合としての殉教者」の数・民族的多様性・社会属性

の多様性・役割の多様性や、有名な軍人・芸術家・記者といった「個人の殉教者」である。ただし、博

物館は殉教者を称えているだけではない。博物館の提唱する目的は「過去」を記憶することだが、実際

には、「現在」そして「未来」のイランのありたい姿、「平和の希求」が主張されている。つまり、聖な

る防衛博物館は、殉教者を称賛する過去重視のメッセージを一方的に発信する場ではなく、多くの人々

に過去の殉教者の勇姿を伝え、現在のイランの平和を希求する姿勢を知ってもらうための「エンターテ

インメント」施設であろうとしている。

〈平和博物館〉

運営主体：化学兵器被害者支援協会

事例４：テヘラン平和博物館

　2011年、テヘラン市南部のシャフレ公園内に開館。平和博物館では「殉教者」という呼称が用いられ

ておらず、その称賛も行われていない。「殉教者」であるかどうかは脇に置き、化学兵器の被害を受け

たすべての人に焦点を当て、イラン・イラク戦争や世界中の様々な「犠牲」を説明し、こうした悲劇を

二度と繰り返してはいけないと、「平和」を強く訴える。

結　論

　事例分析の結果、「イランの戦争博物館は、殉教者を画一的に称えるだけの空間ではない」ことが判

明した。殉教者博物館は、多様な殉教者を称える場でありながら、遺族にとっての「証拠展示」の場で

もある。軍事博物館は、若者や外国人観光客といった来館者を強く意識しており、殉教者を称えるプロ

パガンダ施設ではなく「エンターテインメント施設」であろうとしている。同時に、イランが平和を志

向する国であることを主張している。平和博物館は、戦争で亡くなった人を「殉教者」と呼称していな

い。

　これらの傾向をまとめると、イランの戦争博物館では「殉教者」の意味付けに二種類の方向性がある

と言える。一つは、過去の殉教者を称えることでイスラーム革命の「プロパガンダ」を行う方向、もう

一つは殉教者の存在を強調せず「平和志向」を主張する方向だ【図１】。前者は保守的なプロパガンダ

組織によって、後者は革命防衛隊やバスィージによって主導されることが多いが、映画や音楽に関して

は、作品ごとにどちらか一方の手法がとられる。しかしイランの戦争博物館の場合は、二者択一ではな



792

い。博物館其々おいて「殉教者を称える度合い」と「平和志向の度合い」が異なるのだ。

　博物館は社会的な存在であるため、時代によりその様子を異にする。イラン・イスラーム共和国の戦

争博物館が今後どのような存在となっていくのか。本論文が注目した戦争博物館は、小さな着眼点では

あるものの、イランという国の在り方を論じる際の重要な視点であると言えよう。

注
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出典：筆者が作成。

図１　イランの戦争博物館の傾向分布図
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　北アフリカの西端に位置するモロッコは1912年から1956年までフランスとスペインによる保護領統治

下に置かれていた。本論文は、保護領期後期の1940年代から1950年代に展開したモロッコ独立運動の指

導者の一人であるアッラール・アル＝ファースィー（‘Allāl al-Fāsī, 1910-1974）というモロッコ人政治

家の国外滞在中、特にエジプト亡命中に行われた言論活動に着目し、アラブ世界西方を指す「マグリブ」

という地域概念を鍵に、モロッコ国外で思考し発信された彼の地域観や国家観を探る試みである。本論

文はこれを通して、独立運動と共に形成されたモロッコのナショナリズムのあり方を国際的な視座から

再考することを目的としている。本論文は序章、第１章「先行研究の整理」、第２章「時代背景とファー

スィーの活動」、第３章「ファースィーの『マグリブ』観」、結論から構成される。以下、本論文の構成

に沿って要点をまとめる。

　序章では、問題の所在、研究方法と着眼点を示した。本論文は、従来のモロッコ近現代史研究におい

て、モロッコ独立運動を一国の枠組み内で理解する歴史観と、モロッコの特殊性を強調するナショナリ

ズムの語りが深く結びついてきたことに対する問題意識から出発した。そのような歴史観のもとでは、

国外拠点における運動が果たした歴史的意義が見逃される傾向にあった。ただ近年では、モロッコ人運

動家たちの国際的な宣伝活動とネットワークに着目した研究が登場し、カイロ、パリ、ニューヨークと

いった拠点における活動の実態について明らかにされつつある。これを踏まえ本論文は、国際的な文脈

の中で展開した独立運動の過程で形成されるナショナリズムもまた、一国的な「ナショナルな」ナショ

ナリズムに留まらない国際的なものだったのではないか、という視点から、国内的な事情のみならず他

国・他地域との関わりに即して当時のナショナリズムのあり方を再検討することを大きな研究課題とし

た。

　そのような研究の一端として、本論文はモロッコ独立運動の主要な指導者の一人である、アッラー

ル・アル＝ファースィーという人物の活動と思想に着目した。これまでの一国史的な枠組みの中では、

特別な関心が払われることは少なかったが、ファースィーは独立運動の重要な時期のほとんどを、流刑

や亡命という形でモロッコ国外で過ごしている。特に、カイロを中心として活動し、モロッコの独立問

題を働きかけていたことは、モロッコ人の国際的なナショナリズムを考える上で重要であるように思わ

れる。それでは、ファースィーのカイロ滞在期に思考され、発信された「ナショナルな」意識のあり方

はどのようなものだったのか？

　具体的には、カイロ滞在期に出版されたファースィーのアラビア語著作のうち、『アラブ・マグリブ

における独立運動（al-Ḥarakāt al-istiqlālīya fī al-Maghrib al-‘Arabī）』（1948年）、『自省（al-Naqd 

al-dhātī）』（1952年）、『マシュリクにおけるマグリブの講演（Ḥadīth al-Maghrib fī al-Mashriq）』（1956年）

モロッコ独立運動の歴史から見るナショナリズムの国際性：
イスティクラール党指導者アッラール・アル＝ファースィーの

「マグリブ」思想に着目して

渡　邊　文　佳
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を取り上げ、これらの読解を通して彼の言葉に立ち現れるナショナルな意識を探る。その際に着目した

のが、この時期の著作に頻繁に登場する「マグリブ」、また「アラブ・マグリブ」という言葉である。「マ

グリブ」とはアラビア語で西方アラブ地域を指す言葉であり、ファースィーは著作中で特にモロッコ、

アルジェリア、チュニジアの三国を表す言葉として多用している。カイロ滞在中の活動の中で、マグリ

ブという地域、またモロッコについて、その存在感や役割、特徴、歴史や文化についてどのような認識

をしていたのだろうか。

　第１章では先行研究の整理を行った。その際、ナショナリズム研究一般と、モロッコのナショナリズ

ムをめぐる諸研究に分けて整理した。ナショナリズム研究では、理論研究史を概観したのち、ナショナ

リズムの国際的なあり方に視野を広げる必要性を、『想像の共同体』以降の B・アンダーソンの研究を

参考にまとめた。一方、モロッコのナショナリズムをめぐる諸研究については、欧米出身歴史学者とモ

ロッコ出身歴史学者のナショナリズムの起源をめぐる古典的論争と、それらの歴史学者がナショナリズ

ム運動を単線的な勝利の歴史の物語として描いてきたことに批判的な近年の政治学の潮流、そして最近

はモロッコ人のナショナリズム運動の国際的なネットワークに着目した研究が登場していることを概観

した。また、視点はやや異なるが、脱植民地化をめぐる国際政治の研究でもモロッコの事例が注目され

ていることや、1960年代から現在までのモロッコの政治・社会状況の変化を反映した研究の多様化の傾

向があることについても紹介し、全体としてはモロッコのナショナリズムが多方向から再考されている

ことを確認した。これらの潮流を踏まえて本論文は、ナショナリストの勝者・英雄像の固定化を危惧す

るとともに、ネットワーク研究では看過されがちな、ナショナリスト個々人の主観的・主体的な思考を、

国際的文脈の中で見直す必要性を指摘した。

　第２章においては、時代背景をモロッコ保護領化の経緯から振り返り、保護領期モロッコの政治的状

況をパリやカイロにおけるモロッコ人運動家の活動も交えながら描いた。それとともに、ファースィー

の経歴について、フェズで伝統的教育を受け、1930年代からは政党を結成しフランスの保護領政策に対

する抗議運動を率いるなど政治活動を本格化させ、９年間国外に流刑されたことや、1940年代からは独

立を掲げるイスティクラール党の指導者の一人となり、1947年からはカイロを拠点に世界各地を回って

モロッコ独立問題を宣伝していたことを含めて概観した。また、イスラーム改革主義思想家、モロッコ

政治家としてのファースィーのこれまでの研究上の位置づけを若干の研究から確認し、本論文は、国外

における活動と思想形成に注目するという意味で、従来のファースィー像の見直しというレベルでの貢

献もあることを補足した。

　第３章においては、「マグリブ」という地域概念に着目しながらファースィーの著作物の読解を行った。

その結果、次のことが明らかになった。

　まず、『アラブ・マグリブにおける独立運動』（1948）からは、マグリブ人の自由への愛、防衛の精神

という特徴、侵略者を取り込み築き上げられたマグリブの一体性、マグリブ人はローマ、ラテンの文明

ではなく、アラブ、イスラームの文明を選び、文明に貢献してきたことを特にマグリブの特徴として見

出していることが分かった。また、ファースィーはそのような過去の解釈を引き合いに出し、マグリブ

諸国はアラブ連盟への加入を認められるべきであるという主張を繰り返していることも明らかになった。

しかし、そのような主張の中に、過去においても現在においてもマグリブは独自性を保ちつつもアラブ

における居場所を探しているという、周縁性の葛藤を表現していた。一方、モロッコについては、アル

ジェリアとチュニジアと区別し、特別にアラブ世界との文化的・政治的紐帯を強調するなど、マグリブ
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の代表格とするような捉え方も垣間見えた。

　次に、『自省』（1952）第二章からは、ファースィーの考える「ワタン」概念とは、「土地」と「精神

性のモデル」の一致の上に成り立つ概念であることが分かり、その「ワタン」の理想をマグリブは体現

してきたと主張していることが分かった。また、マグリブの中でもモロッコは、大西洋に由来する精神

的深さを有するゆえに、特別であり、マグリブの中でも独立を保ってきたという独特な考え方が判明し

た。

　最後に、『マシュリクにおけるマグリブの講演』（1956）に収められたダマスカスの講演では、マグリ

ブはそもそもアラブであり東の一部であるという旨の発言が繰り返され、マグリブをマシュリク寄りに

見せる語り口が特徴的であることが分かった。

　結論においては、以上の結果をまとめるとともに、ファースィーの言葉から見える「ナショナルな」

意識について考察を加えた。ファースィーはイスティクラール党の代表、またモロッコの代弁者であり

ながら、マグリブ地域全体を雄弁に語るマグリブの代弁者でもあった。モロッコについて単独で認識す

るのではなく、マグリブという地域概念を挟むことによって、アラブ世界におけるモロッコの存在意義

と同時に、マグリブの中でのモロッコの特殊性を際立たせていたと考えられる。

　このようにして本論文は、これまで一国内の歴史的事情から顧みられることの多かったモロッコ人の

ナショナルな意識が、実際には他国・他地域の複層的な関係の中でも形成されていたことを、ファー

スィーの「マグリブ」に関する思想を通して、断片的にではあれ、明らかにすることができた。また、

本論文を通して、ナショナリズムの国際性を考える際、単純に「一国のナショナリズム」と「漠然とし

た国際的世界」の関わりを想定するのではなくて、一国に重なり合う地域、さらにその地域に包括され

るサブ地域の果たす役割を重視する必要性が浮かび上がってきた。ただ、ファースィー一人の資料の部

分的読解から言えることには限界がある。本論文の最後には、今後の研究課題として、モロッコ人ナショ

ナリストたちの欧米諸語を含む多言語での言論活動や、様々な相手に対する発信戦略におけるナショナ

リズムの主張の解明があることを述べた。加えて、モロッコの国際的なナショナリズムのあり方に関す

る研究は、地域的周縁部に位置する国のナショナリズム思想・運動がどのように国際秩序に対峙したの

かを理解する上での事例としても今後の研究意義が大きいことを提案した。


