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河村　有介
『アラブ権威主義国家における再分配の政治―エジプト福祉レ

ジームの変容と経路依存性（シリーズ・現代の福祉国家⑬）』
ミネルヴァ書房、2017 年

2011年にエジプト発生した民衆の大規模抗議運動（一・二五革命）は、その
発生の背景として市民の持つ経済的な不満の蓄積がしばしば指摘されている。
しかし一方で、エジプトにおいて社会保障に対する国家支出は常に一定の規
模が維持されていた。ではなぜエジプトにおける社会保障は人々の不満を解
消できなかったのだろうか。福祉レジームの変遷、という観点からこの問い

に答えたのが本書である。
本書の内容は以下のとおりである。まず序章で問題意識を述べたうえで、第1章で理論的な分析枠組み

の構築を行っている。ここではまず、これまで民主主義を念頭に構築されてきた福祉政治の分析枠組みを
権威主義体制に適用できるよう拡張し、さらに歴史的制度論の枠組みを取り入れることで長期的な制度変
化の分析を可能にしている。次に第2章と第3章でエジプトにおける福祉レジームの総体的な変遷を取り
扱っている。第2章ではイギリス保護国時代（1914 年 -1952年）、ナセル政権期（1952年 -1970年）、および
サーダート政権期（1970年 -1981年）における福祉レジームを対象に、その性格や恩恵の対象がその当時の
エジプトを取り囲む様々な政治的・経済的要因に規定されていたことを明らかにしている。一方第 3章で
はムバーラク政権期（1981年 -2011年）における福祉レジームを分析し、この時期には福祉レジームの大き
な変化が生じなかったこと、その結果として資源分配の非効率性が是正されずゆがみが助長されたことを
明らかにしている。続いて第4章・第5章では福祉レジームの中でも特に重要な制度である食料補助金制度
と公的雇用制度を取り上げ、より詳細な事例分析を行っている。最後に第6章では本書の内容を要約した
うえで、本書の課題を指摘しつつ今後のエジプトにおける福祉レジームの展望に触れて締めくくっている。

評者の考える本書の意義として、以下の2点が挙げられる。1点目は福祉レジームという社会保障制度の
観点から権威主義体制下の政治を分析している点である。エジプトを含む権威主義体制の政治を分析する
際、これまで主として注目されてきたのは議会や選挙といった政治制度であった。その一方、本書が取り
上げた社会保障制度のような政治以外の面で政府と市民との関係を規定する制度に対しては、十分に分析
が行われてきたとは言い難い。その意味で本書は、従来の研究の空隙を埋めるものだと考えられる。

2点目は、エジプト政治においてしばしば指摘されてきた人々の経済的・社会的不満や政府の政策の不
備を、福祉レジームという社会保障制度と結び付けてより長期的な視点から示した点である。エジプト政
治の文脈では、政治参加を制約する見返りに政府が市民に対して様々な便益を分配する「社会契約」という
概念がしばしば言及され、この「社会契約」がムバーラク政権期に入り破棄されたことで市民の不満が蓄積
した、と論じられてきた。本書はその議論からさらに踏み込んで、エジプトにおける福祉レジームが大き
な問題を抱えることになった経緯やその要因を詳細に分析している。

このように本研究は権威主義体制研究としてもエジプト政治研究としても興味深い議論を展開してお
り、これらの分野に関心を持つ方々には一読を強く薦めたい。

上野　祥・東京大学大学院総合文化研究科博士課程
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塩尻　和子（編著）
『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』

明石書店、2016 年

本書は、様々な変革を迎えている今日のイスラーム社会の包括的理解を目
的としたものである。16名の執筆者による全16章から成る本書には、新しい
視点や研究成果が豊富に盛り込まれている。本書の通読後、読者はイスラー
ム社会について新たな知見を得ると共に、様々な誤解や偏見がほぐされ、イ
スラーム社会への理解を深めることができるだろう。

現代のイスラーム社会が、紛争、対立、テロといった言葉と共に説明され
る時、様々な誤解や偏見が生み出される場合が多い。第Ⅰ部「宗教と紛争」と第Ⅱ部「混迷のイスラーム社
会」では、2015年のパリ同時テロ事件（第1章）、同年発生した根深いパレスチナ問題の一端であるアル・
アクサー・モスク事件（第4章）、そして2014 年にカリフ制の樹立を宣言した「イスラーム国」（第5章）が
取り上げられ、それらを報じるメディアの問題点が浮き彫りにされる共に、メディアによってつくりだれ
た誤解が解かれることになる。さらに、聖典クルアーンの詳細な分析から、ジハードの語の本来の意味や

（第2章）、イスラーム法判断の柔軟な構造（第3章）が明らかにされ、戦闘的との偏見が絶えないイスラー
ムの平和的側面が描き出される。

第Ⅲ部「現代シーア派の特徴」では、これまで着目されて来なかったシーア派の新しい側面が描き出さ
れる。具体的には、第6章では国民国家体制の中で少数派となったドゥルーズ派が外部の多数派に対し自
己表象する必要に迫られた結果、新しいドゥルーズ派論が展開されていることが明らかにされる。第 7章
では、インターネットの普及に伴い手軽にアクセスが可能となったドゥアー（祈願の祈り）について、十二
イマーム派に独自性が見られることが描き出される。そして第8章では、現代の科学技術の進展により可
能となった生殖補助医療について、一部のシーア派法学者においては現実的で柔軟な判断が行われている
ことが明らかにされる。

グローバル化時代において人々の移動も活発化する中、異なる宗教社会の共存の在り方にも関心が集
まっている。特に欧米において異なる文化と接し、時に差別や偏見と接する宗教社会に対する関心に答え
るのが第Ⅳ部「故郷を離れて」である。米国においてイスラームフォビアが反シャリーア法提出運動として
現れている現実や（第9章）、フランス・ムスリム移民の社会生活（第10章）、エジプトからカナダへ移住し
たコプト・キリスト教徒ディアスポラの実情（第11章）が詳細に描かれる。

第Ⅴ部「イスラームの将来を信じて」では、マグリブにおける女性の社会参加の進展状況（第12章）、エ
ジプト公教育が抱える格差（第13章）、エジプトとインドネシアの学校教育（第14章）、パレスチナ文化復
興運動（第15章）、そしてヨルダンのイスラーム金融（第16章）の4つの観点から、新しい問題や困難に直
面しているイスラーム社会の実態と共に、将来に向けて模索、奮闘するムスリムたちの姿が描かれる。

本書の魅力は、このように多岐にわたるテーマ・地域を通してイスラーム社会の多様性、柔軟性が描か
れていることにある。日本においては、イスラームが一面的に（しばしば暴力的なもの、時代遅れなもの
という偏見とともに）捉えられることも多い。無限の多様性を有し現代的状況に合わせて刻一刻と変化し
続けているイスラーム社会を、本書は生き生きと描き出していると言えるだろう。

池端　蕗子・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科5年一貫制博士課程
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今井　宏平
『トルコ現代史 
―オスマン帝国崩壊からエルドアンの時代まで』

中央公論新社、2017 年

本書は、近く一世紀になろうかというトルコ共和国の歴史を、初代大統領
にして「建国の父」である（ケマル・）アタテュルクの掲げた近代化の六原則
―いわゆる「ケマリズム」ないし「アタテュルク主義」の中核―を手掛か
りに、現在のエルドアン大統領（元首相）まで紐解いていく、初めての邦書で
ある。新書ゆえに細かな点は他に譲られているが、それでも歴史上のトピッ

クをただ散りばめるのではなく一本の筋道に沿ってまとめようとする試みは、本書を読み手を選ばないト
ルコ現代史理解に最適の一冊にしている。

本書は、序章・終章をのぞくと8つの章から構成されている。第1章は共和国の建国と共和人民党独裁期
を、第2章は複数政党制の導入から1970年代まで、第3章は第2章でとりあげた時期の対外政策について、
第4章・第5章は1980年クーデタから1990年代までを時のリーダーであるオザル首相／大統領を中心に、
そして第6章・第7章はエルドアン率いる公正発展党の時代を内政・外交を織り交ぜながら描いている。第
8章はトルコ・日本関係史に割かれているが、それまでの章がおおむね時系列にしたがって書かれている
ため、読み手もそれを再度なぞりながら日本との関係を整理することができるだろう。

現在、トルコは、シリアやクルド、難民をめぐる諸問題や、イラン・ロシアなど周辺諸国との関連で、
今まで以上に注目を集めている。しかしその一方で、ヨーロッパと中東のはざまに位置する国として、ま
たムスリムが多数を占めながら世俗主義を標榜する国として、ある種異質で難解な存在と受け止められて
いるかもしれない。けれども、本書が一貫して描いているように、トルコを、その時々の地理的・政治的
状況において周囲を注意深く観察し、バランスをとりながら歩んできた国としてとらえることで、実はト
ルコだけではなく周辺の地域や思想についても理解を深めることができるのである。トルコをみることで
トルコから世界をみるという試みは、本書のなかでも十分に成果をあげているが、トルコが多くの問題の
結節点であり最前線であり続ける以上、本書は今後の国際・地域情勢を考える際にも有用な視点を提供し
ているといえるだろう。

本書をきっかけとして、トルコという国はもとより、トルコを彩ってきた政治の巨人たち、その背景に
流れる文化、そしてもちろん日本との関係など、読み手はさまざまな点に興味をふくらませることだろう。
ときおり挟まれる写真やコラムも、幅広く関心をかきたてるのに一役買うに違いない。こうした意味にお
いても、やはり本書は、研究者のみならずトルコや中東になじみの薄いひとたちも持つべき一冊といえる
のではないだろうか。

岩坂　将充・同志社大学高等研究教育機構准教授
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塩野﨑　信也
『〈アゼルバイジャン人〉の創出―民族意識の形成とその基層』

京都大学学術出版会、2017 年

本書は、コーカサス地方の南東部に位置するアゼルバイジャンを対象に、
「アゼルバイジャン人」という民族意識の成立過程を論じた研究書であり、著
者の博士論文が下敷きとなっている。「アゼルバイジャン」という音の響きに
魅せられて研究を始めた著者は、現在のアゼルバイジャン共和国領は元々ア
ゼルバイジャンとは呼ばれておらず、南の国境を接するイラン北西部の地域
が本来アゼルバイジャンと呼ばれていたという問題に直面した。本書では、

この問題についての謎解きが時代を追って展開される。
まず、序章では、先行研究が20世紀以降の分析に偏っており、民族意識の成立過程が明らかでないとい

う問題点が提示され、それに対し19世紀に焦点を当てるという本書の着眼点が示される。また本書では、
便宜上、現在のアゼルバイジャン共和国領に「南東コーカサス」、イラン領アゼルバイジャンに「アーザル
バーイジャーン」という呼称が与えられている。

以下、本論の内容の紹介を行う。第1章「南東コーカサス略史」では、前提としてこの地域の通史が概説
される。第2章「〈アゼルバイジャン〉とは、どこか」では、イスラーム世界の地理書やペルシア語辞典など
に見える「アゼルバイジャン」の用法の変化が扱われる。

続く第3章から第7章では、19世紀に活躍した知識人の言説の分析を通じて民族意識に関する議論が行
われる。第3章「新たな帰属意識の模索―近代歴史学の祖バキュハノフと〈東コーカサス地方〉」では、当
地での近代歴史学の祖バキュハノフは「東コーカサス」を一つのまとまりとして捉える地理認識を持ち、南
東コーカサス住民を単一の集団とは考えていなかったことが明らかにされる。第4章「近代的民族意識の萌
芽―国民文学の父アーフンドザーデと〈イラン〉との間」では、当地の国民文学の父にしてイラン民族主
義者とされるアーフンドザーデを対象に、彼の複合的な帰属意識を描き出す。第5章「変化していく「我々」
の輪郭―『種蒔く人』と民族としての〈カフカースのムスリム〉」では、19世紀後半バクーで刊行された
テュルク語の新聞『種蒔く人』の分析から、帰属意識としての「カフカース」が明確化し、民族名として「カ
フカースのムスリム」が採用されたことを示す。第6章「〈アゼルバイジャン人〉の出現―ウンスィーザー
デとティフリスの論客たち」では、19世紀後半のティフリスで刊行された出版物から、「アゼルバイジャン
語」という言語名が受容され、「アゼルバイジャン人」という認識が目覚めた過程が扱われる。第7章「祖国

〈アゼルバイジャン〉の形成―『モッラー・ネスレッディーン』誌に見る帰属意識の変化」では、20世紀
初頭の定期刊行物の分析により、「アゼルバイジャン」という民族意識が定着した結果、国家の名称として
採用されるまでの過程が扱われる。

終章「ニザーミーとハターイー―〈アゼルバイジャン人〉とは、誰か」では、アゼルバイジャン共和国
の「英雄」、詩人ニザーミーとハターイー（サファヴィー朝のシャー・イスマーイール 1世）に対する歴史観
の分析から、歴史を自らに都合よく利用する現代の民族主義が考察される。結論では、サファヴィー朝期
のシーア派化を民族形成の画期とする説には再検討が必要であることなど先行研究に対する批判や、今後
の展望が述べられている。

本書は、著者の卓越した語学力に根差した堅実な専門書でありながら、非常に読みやすく、民族意識の
形成という普遍的な問題に対する一つの事例を提示してくれる。また、章の間には 4つの補論が置かれて
おり、これらを読むことでより理解が深められる。付録の史料解説も今後の研究の発展に寄与するだろう。

大津谷　馨・京都大学大学院文学研究科博士後期課程
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私市　正年・浜中　新吾・横田　貴之（編著）
『中東・イスラーム研究概説 
―政治学・経済学・社会学・地域研究のテーマと理論』

明石書店、2017 年

従来、日本の中東研究では、地域研究的手法と呼ばれる、現地社会に長期
間生活して、社会や政治の特徴や動態を内在的に理解する研究手法が主流で
あった。そのような研究では、政治学をはじめとする社会科学の理論が参照
されることは少なかった。その一方で、社会科学研究において、長らく中東・
北アフリカ地域は例外として扱われていた。そのため、社会科学の理論的枠

組みを用いて、中東・北アフリカ地域を分析した研究は少なかった。また、この地域の事例が社会科学に
おける理論化に貢献することは稀であった。

しかし2000年代初頭より、このような日本の学界における「地域研究的な」研究と理論研究との間の溝
を埋めようとする研究が現れた。これらの研究では、社会科学の理論的枠組みを用いて、中東・北アフリ
カ地域の社会現象を説明しようとした。本書は、これまで現代中東研究において続けられてきた、地域研
究的手法と社会科学的分析手法との架橋を目指す試みの集大成だと言える。

本書は、第 I部「政治的アプローチ」、第Ⅱ部「経済的アプローチ」、第 III部「社会的アプローチ」、第 IV部
「歴史的・思想的アプローチ」、第V部「地域事情と研究課題」の五つのパートからなり、合わせて42個の章
から構成されている。各章では、その分野において必要不可欠な研究業績や今後の研究課題が簡潔にまと
められている。

このように五つのパートからなる本書は、おおまかに理論的アプローチ中心の前半部（第 I部～第 IV部）
と国ごとの事情や研究課題を扱った後半部（第V部）に分けることができる。前半部の各章では、たとえば

「イスラームとデモクラシー」や「レンティア国家論」、「社会運動理論」、「ナショナリズム論」など、それ
ぞれ一冊の書籍にまとめられるような壮大なテーマを扱っている。これらの章では、壮大なテーマがわず
か10頁前後に凝縮されている。そのため、読者には、あらかじめ中東・北アフリカ地域の政治・経済・社
会についての知識をある程度身に着けておくことをおすすめしたい。そのほうが、この地域の実例を参照
しながら読み進めることができるので、各章の情報の有用性をより実感できることだろう。また、これら
の章のなかで言及されている先行研究は、中東・北アフリカ地域を対象とした研究だけではない。それゆ
え、これらの情報は、他地域を専門とする研究者や大学院生にも役立つだろう。

後半部（第V部「地域事情と研究課題」）では、中東・北アフリカ地域の国ごとの先行研究や今後の研究
課題について解説されている。これらの章には、（編著者が読者として想定しているような）学部生や大学
院生だけではなく、さまざまな社会科学分野の研究者にとっても有益な情報が数多く詰め込まれている。
社会科学分野の研究者にとっては、理論やそれに基づく仮説を検証するために、事例について深く理解す
る必要があろう。これらの章では、このようなニーズに対応し、それぞれの国について理解を深めるため
に必要な文献が示されている。そのため、本書の文献情報を利用することで、効率的にその国の正確な情
報を手に入れることが可能になろう。

本書は、中東・北アフリカ地域に興味を持つ学部生や大学院生のための高度な教科書に位置づけられる。
それにとどまらず、本書は、社会科学理論やこの地域の政治・経済・社会について知識を持つ者が、常に
手元に置いて研究の際に参照すべき、研究ハンドブックとして有用な一冊である。

河村　有介・日本学術振興会特別研究員
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大川　玲子
『チャムパ王国とイスラーム 
―カンボジアにおける離散民のアイデンティティ』

平凡社、2017 年

難民や離散民として世界各地に流出したムスリムが、離散先国においても
迫害を受け難民化、離散民化する問題が注目を集める昨今、難民研究や離散
民に対する研究は重要な意味を持ってきたといえる。難民研究や離散の問題
は、シリア、アフガニスタン、南スーダン、ソマリアなどから流出した人々
を中心に注目を集めてきた。一方で、現在大きな問題となっているロヒン

ギャ・ムスリムを始めとし、日本ではあまり注目されてこなかった東南アジアのマイノリティ・ムスリム
の問題を読み解くことは、アジアのイスラーム、さらには今日のイスラーム世界を読み解く重要な問題と
いえる。本書は、現在、マイノリティ・ムスリムとして主にカンボジアで生活するチャム人に焦点をあて、
論じられたものである。チャム人とは、現在のベトナム南部の海岸沿いに存在していたチャムパ王国の末
裔であり、王国の崩壊と共に周辺国に離散した人々のことである。マレーシアやインドネシアの島嶼部に
も離散したチャム人が存在したがそのほとんどは、同化してしまった。そのため、現在ではカンボジア、
ベトナム、タイ、中国で生活するチャム人がほとんどである。

本書では、著者の現地調査も踏まえ、チャム人が離散した背景、離散した彼らのアイデンティティのあ
りか、それに加え、現在のチャム人の生活様式などを紹介している。離散先国で生き抜くためには、現地
との同化といった形に落ち着くケースも数多くみられる。その一方で、チャム人のアイデンティティの獲
得は、チャム人の模索の中から生み出されたものであった。本書では、チャム人が保持するアイデンティ
ティを5つの層に分け論じている。このアイデンティティにおける特徴は、チャム人の末裔としての意識
よりもムスリムであるという意識のほうが強いとされる。このムスリムとしての意識の強さは、チャム人
が辿ってきた歴史に大きく影響を受けている。第3章「チャム人の現代史―破壊と復興」では、1970年代
のクメール・ルージュ期に虐殺の対象となったチャム人の歴史を理解することができ、さらにイスラーム
諸国から援助を受け復興していったチャム人社会の様子を認識することができる。この復興には、チャム
人のイスラームの伝播に関係の深いマレーシアそして、クウェート、サウディアラビア、アラブ首長国連
邦（UAE）、ブルネイなどが関わったようである。ここから、ムスリムの共同体の結束力の強さを見て取る
ことができ、そして、これらの国々からの援助がチャム人アイデンティティの形成にも大きく反映されて
きたといえる。ムスリム・マイノリティとして、非ムスリム諸国で生活するチャム人のアイデンティティ
とディアスポラとしての歴史は、東南アジアの地域性にも大きく関わり、形成されてきたといえる。

本書は、チャム人のイスラームについて日本語で論じられた初めての書籍である。グローバル化によ
り、モノや人が移動する時代に、人々特にムスリムがどこに暮らし、どのように生活していくのかといっ
た重要な問題について、考えさせてくれる書籍だといえる。

桐原　翠・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科5年一貫制博士課程 
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錦田　愛子（編）
『移民／難民のシティズンシップ』

有信堂、2016 年

世界最悪の人道危機とも称されたシリア内戦では、大量の難民が発生し、
欧米メディアを中心に連日報道されたことは記憶に新しい。報道の中では「難
民」と「移民」の呼称が錯綜し、両者が区別し難い存在であるという実態を明
示していた。本書では一貫して「移民／難民」と両者が併記される。こうした
呼称の揺らぎが孕む問題性や、両者の移動先での環境を決定づけるものとし
て、本書ではシティズンシップのあり方の多様性が描かれている。様々な学

問分野からの示唆に富む論考と、対象地域を跨ぐ多彩な事例が盛り込まれた本書は、シティズンシップに
ついての多角的な視座を得ることができるものであろう。

本書は第1部から第5部まで、計10章で構成される。第1部は「シティズンシップの歴史と枠組み」と題
され、本書全体の議論の出発点して位置付けられている。第 1章では、外国人のシティズンシップの問題
が、各国憲法と人権条約によって分析される。民主国家の根幹である国民主権原理は、外国人のシティズ
ンシップを排除するものとして作用するが、近年の人権の発展がこれを認めるように変化しており、人権
条約と整合的な憲法解釈のあり方が日本の特別永住者の問題を例に議論されている。続く2章では、発展
途上国におけるシティズンシップの問題が論じられる。アフリカ諸国を例に、植民地統治と脱植民地化プ
ロセスにおいて「国民統合の現実的な基盤を欠いたまま」（56頁）性急に国家が形成されていったため、市
民概念が希薄なままであったことが指摘される。第2部「希薄な国家におけるシティズンシップの機能」で
は、第3章でアフリカの国内避難民をめぐるシティズンシップの問題が、第 4章では南スーダン独立に伴う
人々の国民意識ないしアイデンティティの問題が、いずれも臨池調査の結果とともに論じられる。前者で
は、研究蓄積のほとんどない国内避難民とシティズンシップの関係について、基礎的な研究枠組みを構想
することを目的に、双方の概念の接点が探られている。

第3部は、「新・移民国家としての湾岸アラブ諸国」としてGCC諸国の事例が並ぶ。「国民マイノリティ
国家」という移民（外国人労働者）が自国民よりも多いUAEを取り上げて、国民と移民の包摂と排除の論理
を探った第5章では、両者の「共生」のメカニズムが明らかとなる。

第4部「「再難民」とシティズンシップ」は、パレスチナとフィリピンの事例が挙げられる。2007年レバ
ノン北部のパレスチ難民キャンプで起きたイスラーム系武装組織とレバノン軍による衝突では、パレスチ
ナ難民の「再難民」化が生じた。第7章では、こうした苦難を強いられるパレスチナ難民の様子がシティズ
ンシップの欠如状態と共に論じられる。最後の第5部は、「シティズンシップの将来と展望」として、イギ
リスのテロ法制を題材にした第9章と、シティズンシップ概念を再考し総括する第10章で構成されている。

編者の指摘するように、シティズンシップの内側と外側には境界線が引かれるものであるが、これは画
一的でなく横断可能であることは（10頁）、まさに本書の豊富な事例と学問領域の異なる著者一人一人が捉
えたシティズンシップのあり方が反映されるものであろう。移民／難民の動態を理解するには、間違いな
く必携の一冊である。

佐藤　麻理絵・日本学術振興会特別研究員
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川満　直樹
『パキスタン財閥のファミリービジネス 
―後発国における工業化の発展動力』

ミネルヴァ書房、2017 年

本書は、パキスタンの建国から現在までの財閥の分析を通し、同国経済の
発展の軌跡を辿った新著である。パキスタンの財閥史研究は国際的にも貴重
であり、本書が出版されたことは、日本のパキスタン研究にとっても、現代
商業史研究の進展からも学際的なインパクトを持つ。

本書で取り上げられているパキスタンの財閥とその傘下企業は、ハビーブ
銀行など同国を代表する大企業であると同時に、オルパースの牛乳（ダーウード財閥）やタバコのフィリッ
プモリス、マクドナルド（ラークサン財閥）、など、日常生活の中に浸透する身近な存在であり、それが故
に全体像をつかむのは難しい。合弁パートナとしてのハビーブ財閥とトヨタ、アトラス財閥とホンダ、ビ
ボージー財閥のニッサンやいすゞなど、日本の自動車製造業とも関連の深い分野である。さらに、アーダ
ムジー財閥やハビーブ財閥など、教育や福祉面で地域にも貢献しており、まさに同国の歴史や文化を担っ
てきた存在である。非常に大きく、そしてパキスタンの経済を牛耳るこれらの財閥も、基本的には南アジ
ア式のファミリービジネスの延長線上にあることを本研究は示している。

本書では、まずパキスタンの経済と財閥の歴史的変遷を追っている。1940年代から1950年代にかけて、
英領インド側から新生国家にやってきた財閥によって紡績や輸送業、金融業などの社会インフラが整えら
れていった。建国企業と呼ばれるこれらの財閥には、ハビーブやダーウードが含まれる。次いでアイユー
ブ大統領の1960年代にはパキスタンの経済成長も目覚ましく、自動車産業へ進出するビボージーやアト
ラスなどが登場した。さらに、もっとも新しいグループとして、1980年代に台頭したラークサン財閥など
は、消費財やサービス業を扱っている。

次いでケーススタディとして、ハビーブ（ハビーブ家）、アーダムジー（アーダムジー家）、ダーウード
（ダーウード家）、アトラス（シラーズィー家）、ビボージー（ハタック家）、ラークサン（ラーカーニー
家）という6つの財閥が取り上げられた。各企業の年次報告書などから、傘下企業の構成や、財閥を支配す
る一族の家と役員就任状況、株式所有割合を明らかにしている。さらに、パキスタン財閥の特徴をまとめ
た上で、ファミリービジネスの継承とその課題について考察している。

評者が注目したのは後継者の人材育成である。初期の財閥の立役者たちには、無学でいわゆる丁稚奉公
からのし上がってきたものも少なくない。それが、財閥の未来を担う3世の間では、アメリカを中心とし
た海外の高等教育機関に進学することが一般的になっているそうである。例えば、アトラス財閥の創始者
の息子たちは、ハーバード大学のMBAやイェール大学など全員海外の大学を卒業しており、ラークサン財
閥のラーカーニー家では、カリフォルニア大学バークレー校やペンシルバニア大学ウォートン・スクール、
スタンフォード大学など、高学歴の経営陣が名を連ねている。ハビーブ財閥は子息にスイスで高等教育を
得させた後、スイス・ユニオンバンクでの職歴を積ませている。このように、現在の財閥の新世代におい
ては、高学歴志向でかつ国際的なビジネス感覚を持つ経営者が増えている。筆者が指摘するように、一族
やコミュニティを重視する従来型の縁故主義から実力主義へ、国際的感覚を身につけた新世代がどのよう
に財閥を変えていくのか、その動向が注目される。

須永　恵美子・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科特任助教
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カーター・V・フィンドリー（著）・小松　久男（監訳）・佐々木　紳（訳）
『テュルクの歴史 
―古代から近現代まで』（世界歴史叢書）

明石書店、2017 年

近年テュルクをめぐる出版が相次いでいる。2016年8月に、同じく明石書店
は「エリア・スタディーズ」シリーズから『テュルクを知るための61章』（小松
久男編著）が出版されたことが記憶に新しい。同書を基本編とするならば、本
書はその応用編と呼ぶに相応しいものである。建築にたとえるならば、前書
で紹介・解説された、テュルクをめぐる様々な「資材」や「パーツ」の特徴や

来歴をふまえて、それらを用いて実際に「家を建ててみましょう」というのが本書である。
本書は、オスマン史研究者として高名なカーター・V・フィンドリー（1941～）によって書かれ、2005年

にオックスフォード大学出版局から刊行されたThe Turks in World Historyの日本語訳である。私は、大学の
講義で中央アジア史を教える立場にあるが、テュルク化は、その歴史展開を説明する際に避けて通ること
のできない重要なエッセンスである。にもかかわらず、恥を承知で言えば、テュルクについては、「とらえ
どころがない」という印象をかねがね懐いてきた。だが、本書を読めば、その「とらえどころのなさ」こそ
がテュルクの特徴であるということがわかる。本書は、古代から現代に至るテュルクの歴史を、「アジア横
断バス」、隊商そして絨毯のイメージを交えながら、その統一性と多様性を見事に解き明かしてくれる。第
1章「前イスラーム期のテュルクとその先駆者たち」では、スキタイ、匈奴ならびに突厥を事例に、テュル
ク諸民族の基層的な政治文化や信仰が跡づけられる。著者によれば、テュルクの歴史における大きな転機
はふたつあり、そのひとつがイスラームの受容である。第2章「イスラームと帝国―セルジューク朝から
モンゴル帝国まで」は、テュルクおよびモンゴルによるイスラーム世界への参入について解説する。第3章

「ティムールから「火薬の時代」までのイスラーム帝国」は、15世紀から19世紀初頭までをあつかい、オス
マン朝、サファヴィー朝およびムガル朝など、アジアのほぼ全域において自生的な帝国建設が相次いだ様
相を描きだす。さて、テュルクの歴史におけるふたつ目の転機は近代への参入である。第 4章「近代世界の

なかのテュルク―改革と帝国主義」は、19世紀における帝国主義との遭遇とそれに対するテュルクたち
の対応を概観する。続いて、第5章「テュルクとモダニティ―共和主義者と共産主義者」においては、ソ
連領中央アジアとトルコ共和国を中心に、20世紀において、よりグローバル化する近代における両者の状
況を検討している。

本書はテュルク民族史の概説書ではない。明確な方法意識に基づいた、野心的かつ高度な研究書であ
る。それゆえ、テュルクに不慣れな読者は、まず『テュルクを知るための 61章』でウォーミングアップさ
れることをおすすめしたい。さらに言えば、本書のテーマはテュルク民族史それ自体ではない。邦題には
反映されていないが、原題から一目瞭然なようにテュルクを通して世界史を構想する点に本書の真骨頂が
ある。言い換えれば、本書はテュルク民族史家によるグローバルヒストリーへの挑戦の一書である。こう
した、言わば「方法としてのテュルク」というスタンスから学ぶ点は多い。

秋山　徹・早稲田大学イスラーム地域研究機構次席研究員
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秋山　徹
『遊牧英雄とロシア帝国―あるクルグズ首領の軌跡』

東京大学出版会、2016 年

本書は、19世紀半ばから20世紀初頭におけるロシア帝国による中央アジア
統治プロセスと地域社会の変容を、一人のクルグズ首領、シャブダン・ジャ
ンタイ（1839年 -1912年）という人物を中心に描いたものである。本書の魅力
は、植民地行政文書、定期刊行物、旅行記や民族誌、クルグズ自身によって
書かれた歴史書や系譜書、シャブダンの子孫が所蔵する史料と、性質の異な
る史料を用いる点であり、このことは、読者に当時の社会状況を様々な角度

から捉えることを可能にしてくれる。なかでも、ロシア帝国の統治体制が確立されていくに伴い、マナプ
（クルグズ首領に与えられた称号）の権威の源が揺らぎ、変化する様を具体的に描く点は、評者にとって非
常に興味深い。

本書の舞台であるセミレチエ地方周辺（現在のカザフスタン南東部とクルグズスタン北部周辺）では、ロ
シア帝国の侵攻が本格化する前夜の19世紀半ば以前は、クルグズやカザフ諸部族による放牧地を巡る「襲
撃・掠奪」が頻発していた。戦いの中で強力な軍事指導力を発揮し、民衆を駆り立てた者がマナプとして
首領の座についた。マナプの中でも、特に勇敢な者には「バートゥル」の尊称が与えられた。シャブダンは
この時代に「襲撃・掠奪」を通し、クルグズ諸部族の中で台頭し、バートゥルの尊称を獲得した人物である

（第1章）。
勇敢な軍事指導者としてのマナプ像は、1868年にロシア帝国の直轄統治が開始されると徐々に揺らいで

いった。統治機構改革によって諸部族の活動領域が限定されたこと、治安維持の側面から「襲撃・掠奪」行
為が取締の対象になったことが背景にある。マナプたちは、「襲撃・掠奪」によって自らの権威を示すこ
とが困難になっていった（第2章）。権威の源の揺らぎに直面したマナプたちの中には、現地人の登用が多
かった郷や民衆法廷などの植民地統治制度の末端に入り込み、現地住民を掌握し続けようとする者もいた。
他方、実業家への転身を図るマナプたちもいた。彼らは、軍事力にかわり経済力を示すことで存在感を高
めようとしたのである（第4章）。

しかし、同時期のシャブダンの動向に目を向けると軍事指導者としてのマナプ像も維持されていたこと
がわかる。彼は意識的に伝統的遊牧民指導者らしさ―英雄叙事詩の作成、気前の良さ、慣習法に基づき裁
判を行う民衆判事として―に自らを沿わせることで、マナプ＝バートゥルであり続けた（第4章）。また、
彼は20世紀初頭にハッジを行っている。ハッジ帰還後の彼には「バートゥル・ハーッジー」という尊称が
与えられた。シャブダンは、自らをイスラーム世界に位置づけることで、揺らぐマナプ＝バートゥルの権
威を補強しようとしたと考えられる（第6章）。

シャブダンの死後、軍事指導者としてのマナプ像は決定的に揺らぐこととなる。彼の威光や特権が息子
たちに継承されることはなく、息子の一人はロシア帝国に反旗を翻した。シャブダンの後継者として目さ
れたのが、ロシア式教育を受けたマナプ層出身の「教育エリート」であったことも、軍事指導者としてのマ
ナプ像の揺らぎと衰退を象徴するものだったといえよう（第7章）。

本書は、丁寧な史料読解と考察を積み重ね、遊牧英雄として生きたシャブダンを等身大の存在として読
者に伝える。中央アジアに関心がある人だけでなく、ミクロヒストリーの手法に関心を持つ人にもおすす
めしたい一冊である。

宗野　ふもと・北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター非常勤研究員
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青山　弘之
『シリア情勢―終わらない人道危機』

岩波書店、2017 年

本書は、2011年春に起こったデモとこれを鎮圧しようとする治安当局との衝
突を端緒として戦争状態に突入し、1,000万人以上と言われる難民（国内避難民
含む）を生みながら、現在に至る「シリア情勢」の背景や推移について説明した
ものである。
「シリア情勢」とは何であろうか― 2010年末以降に中東・北アフリカの共和

制アラブ諸国に広がった民主化要求運動「アラブの春」の一角か、勇気ある市民
の行動によって独裁政権が凋落に向かう革命か、「テロ」の恐怖の幕開けか、イラン・サウジアラビア・ト
ルコなどによる中東地域の覇権をめぐる争いか、アメリカ・ロシアによる大国間のパワー・ゲームか、そ
れとも「今世紀最大の人道危機」か。人によってどの面を強調するかの違いはあるだろうが、こうした様々
な面を持った複雑なシリアの現況を、筆者曰く「冷静、ないしは冷淡に」「具体的に、網羅的に記述するこ
と」には、並々ならぬ労力を要すると想像できる。

なかでも本書がとくに注力していると感じられるのが、「シリア情勢」がどのような表現を通じて認識さ
れ、これに対してどう説明を試みるかという作業である。代表的な例が、「シリア情勢」をシリア政府とシ
リア国民との戦いとして伝える「内戦」、政府が悪でこれと戦う勢力を正義として伝える「「独裁」対「民主
化」」、一部の武装組織を唯一の希望のごとく伝える「穏健な反体制派」といったものである。こうした表現
や見方は、時間や場所、また立場を限って用いる場合はさておき、「シリア情勢」全体に当てはめようとす
れば、筆者が言うところの「勧善懲悪と予定調和に基づく「アラブの春」の通俗的解釈」に過ぎないものと
なるだろう。

こうした問題意識を背景に、本書では「独裁者」と言われるB・アサド大統領はどのような人物か、「人道
危機」と言われる国内の被害実態はいかなるものか、「反体制派」と呼ばれる人々は誰か、「地獄のなかの希
望」と称された「ホワイト・ヘルメット」はどのような活動をしているか、そしてサウジアラビアやトルコ、
またアメリカやロシアは「シリア情勢」をめぐってそれぞれどのような意図を持ち、どう行動したのかなど
について解説される。ただし、この解説によって山頂の「ガス」が晴れるように、読者が直ちに「シリア情
勢」の全体像を捉えることができるとは思えない。なぜなら先述したように、「シリア情勢」に関して単純
明快な一発回答を与えようとする風潮こそ、本書が解決に挑む問題だからである。

最後に、シリアの現代史を扱った書籍としての本書の位置づけについても触れておきたい。シリアの現
代史を扱った研究書はエジプトやトルコのものに比べ少なく、英語ではH. Batau、P. Seale、R. Hinnebusch
のものをはじめ幾つかの定番が挙げられるが、日本語でこれに相当する書籍として挙げられるのは末近浩
太『現代シリアの国家変容とイスラーム』（ナカニシヤ出版、2005年）や髙岡豊『現代シリアの部族と政治・
社会』（三元社、2011年）程度ではないか。本書は現代史としてはB・アサド大統領の統治を紹介するに留ま
るが、それでもかような学問状況下、気軽に手に取れ、かつ一定の専門性が期待できる書籍としての希少
価値を有していると思われる。

高尾　賢一郎・日本学術振興会特別研究員
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吉田　悦章
『グローバル・イスラーム金融論』

ナカニシヤ出版、2017 年

イスラーム金融は、21世紀に入って急成長を遂げ、国際金融システムの一
角を担うまでになっている。急成長をもたらした要因の1つは市場競争力を重
視した画期的な金融商品の開発である。例えば、スクーク（イスラーム型証
券）は、大規模プロジェクトへの巨額の資金調達を可能し、イスラーム金融の
量的拡大に大きく貢献した。また、コモディティ・ムラーバハ（イスラーム型
金銭貸借）は、金融機関の流動性管理を容易にし、システムとしてのイスラー

ム金融の安定性が飛躍的に向上している。
しかし、こうした新しい金融商品が、諸手を挙げて歓迎されたわけではない。こうした金融商品が従

来型金融の手法とあまりにも似通っていて、もはや偽イスラーム金融ではないかという批判が多くのイス
ラーム法学者や経済学者から相次いで寄せられ、イスラーム金融の存在意義をめぐる一大論争に発展した
のである。この論争からは、イスラーム金融の将来ビジョンについて様々な建設的なアイデアが生まれた。
中でも、マイクロファイナンスや福祉分野への投資によって貧困・格差といった資本主義の弊害を正すこ
とに主眼を置いたオルタナティブとしてのイスラーム金融の可能性に注目が集まるようになった。

これに対して、イスラーム金融業界の実務家からの論争への反応は、必ずしも芳しいものではなかっ
た。多くの反応は、現行のグローバル資本主義の一選択肢に成り下がっているイスラーム金融の現状を追
認するものであり、そこには新しい経済パラダイムの構築をめざすというイスラーム金融登場時の大志は
ほとんど面影を残していない。そのような中、イスラーム金融の現状に対する批判を正面から受け止め、
より積極的かつ現実的なイスラーム金融の将来像を描こうと試みた書物が、豊富な実務経験を持った研究
者によって著された。それが本書である。

本書の特徴は、イスラーム金融がグローバル資本主義のどのような構造の中に置かれているのかを常に
意識している点である。イスラーム金融の理論研究は、ともするとイスラーム経済しか存在していないと
いう現実離れしたモデルを無意識に前提としがちである。それとは対照的に、本書は、イスラーム金融が
従来型金融と常に競合関係にあるという現実が繰り返し喚起され、それにもとづいて既存研究のモデルの
批判的検討が行われており、よりリアリティのある考察になっている。だからこそ、「相対的ムダーラバ・
コンセンサス」（第4章、140頁）という既存のイスラーム金融研究の定説を乗り越える新しい理論が本書に
よって提唱され、「多種多様なイスラーム金融取引により構成される『イスラーム金融システム』であれば
現実味を帯びてくる」（第4章、158頁）という一見、平凡なイスラーム金融の将来像の提起にも強い説得力
が帯びるのである。

本書は、世界各地に広がるイスラーム金融の実態と地域的多様性についても、現地事情の紹介にとどま
らない豊富な金融実務の経験者ならではの切り口から鋭い考察と分類が行われている。それによって読者
は、各国の取り組みが、グローバルなイスラーム金融の大きな潮流の中で、どのように位置づけることが
できるかを明快に理解することができる。研究史的な関心だけでなく、イスラーム金融の現在とこれから
をビビッドに知りたい読者にもぜひ一読を薦めたい一冊である。

長岡　慎介・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科准教授
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Dale F. Eickelman and Rogaia Mustafa Abusharaf eds. 
Higher Education Investment in the Arab States of the Gulf: 
Strategies for Excellence and Diversity

Berlin: Gerlach Press, 2017.

「グローバル化により変動する社会で活躍できる人材をいかに育成するか」と
いうことは、世界各国で重要な課題である。そこで重視されるものは「知識」で
あり、社会の発展を導く知識は、主に欧米諸国の高等教育機関で生み出されてき
た。途上国でも社会を発展させるために教育制度が整備される中で、高等教育部
門では一般的にこうした欧米諸国の取り組みが参考にされている。

このような動きを背景に、本書はGCC諸国における高等教育の展開を、欧米諸国との関わりから描写し
たものである。ただしイスラームやジェンダー、ジャーナリズム、医療、自然科学といった、ローカルな
価値観との衝突や調整の可能性を内包するテーマを多く扱っていることが本書の特徴である。本書で浮き
彫りになっているのは、知識基盤経済や労働市場の発展を志向する教育改革の中で、単に欧米諸国の教育
モデルを受容するのではなく、ローカルな伝統や価値観とすり合わせながら徐々に高等教育部門が変容す
る過渡期の状況であり、まさに時宜を得た一冊といえる。

第1章「先導する大学の構築：アラビア半島」（Dale F. Eickelman）では、GCC諸国における、男女混合ク
ラスや批判的思考といった欧米諸国の伝統を取り入れる大学を紹介している。第2章「サウジアラビアと
イランにおける高等教育の欧米・イスラームモデル」（桜井啓子）では、イスラームを堅持しつつ欧米型の
大学モデルを取り入れている両国の取り組みを比較検討している。第3章「サウジアラビアにおける高等教
育と女性の変容する熱意」（辻上奈美江）では、高等教育部門を拡大し、労働市場の発展を志向した教育改
革の中で、高等教育に参加する女性の労働や結婚に関する意識を調査した結果を報告している。そして第
4章「海外分校を「機能」させること：ジョージタウン大学外交政策学部カタール校」（Daniel C. Stoll）では、
当該分校の取り組みを紹介しつつ、米国の大学理念やモデルを異なる社会環境に移植することの困難さを
述べている。

第5章「ジャーナリズムとスカラシップ：人はカタールでどのように学ぶのか」（Mary L. Dedinsky）では、
ノースウェスタン大学カタール校ジャーナリズム専攻の事例から、大学教育を通して実践的技能を得なが
らも、カタールでは社会環境や法規により活動の機会が制限される状況を述べている。第6章「知識外交と
しての教育：カタール高等教育のソフトパワーの可能性」（Alieu Manjang）では、カタール大学が留学生を
呼び込み国際化を進める一方で、カタール人と留学生の限定的な関わりから、知識外交における大学の役
割の限界と、将来的な発展の可能性を指摘している。

第7章「国家の健康：GCC諸国における公衆衛生・高等教育の発展と構造」（Muhammad H. Zaman and 
Katie Clifford）では、医療従事者を外国人に依存し、公衆衛生の概念が発達していない中で、大学や国際機
関が公衆衛生の研究を進めつつある状況を記している。第8章「GCC諸国における科学・工学教育：挑戦と
変容」（Afreen Siddiqi, Laura Diaz Anadon and Venkatesh Narayanamurti）では、政府が自然科学分野の研究へ
の投資を進める中で、今後も自然科学を重視する社会的意識が醸成される必要性を指摘している。最後に、
第9章「あとがき：GCC諸国の知識経済における国家と社会の対話」（Rogaia Mustafa Abusharaf）では、本書
の内容を踏まえ、今後も発展する「知識経済」をどのように理解するのか、国家と社会の対話が求められる
ことを述べて本書を締め括っている。

中島　悠介・大阪大谷大学教育学部講師
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Alexandra W. Dunietz
The Cosmic Perils of Qadi H

3

usayn Maybudī in Fifteen-Century Iran
Leiden and Boston: Brill, 2016.

近年、ポスト・モンゴル期（13-15世紀）の西アジア・イスラーム史研究にお
いて、「宗派的曖昧性 confessional ambiguity」という分析概念が当時の信仰・
社会の理解に不可欠なものとなっている。宗派的曖昧性とは、御家の人々や
シーア派（十二イマーム派）の奉じるイマームたちへの崇敬が、スンナ派信仰
を持つ人々の間でも広まった現象を指す。本書はそうした研究状況をふまえ
た上で、15世紀ヤズドの思想家・シャーフィイー派裁判官フサイン・マイブ
ディー（1504 年没）の生涯と思想に焦点を当てた研究である。

序章では、マイブディーが活躍した背景となった15世紀の文化・社会を概観する。15世紀は西アジア各
地で神秘主義思想、オカルト学問などに根ざす様々な宗教意識が発展した時代であった。マイブディーは
それらの思想・学問に深い関心を示しつつ、ヤズドや他の政治的な中心都市の政治家や学者、神秘主義者
らと交友関係を築いていった。

第2章では、マイブディーの故郷ヤズドの、ティムール朝、カラコユンル朝、アクコユンル朝支配下
での政治状況を概観し、彼の家系や学び、若年期の活動を論じる。ヤズドの有力家系に生まれたマイブ
ディーは、当時西アジアで広く評判を得ていた文法学者ダヴァーニーに師事した。このことは高名な学者
の弟子としての評判に繋がるとともに、哲学に関心を持つマイブディーに大きな影響を与えた。

第3章では、『アリー詩集注釈』からマイブディーの思想を考察する。1485年に完成した同書は、多彩な
内容を持つ「序文 favātih

3

」と注釈自体からなる。序文では哲学と神秘主義の比較やアリーとその後のイマー
ムたちの生涯など多様な主題について解説される。マイブディーはそこで、アリーらイマームは預言者
の神秘主義的な卓越性を継承した人物であると位置づける。注釈部分では、歴史上の出来事の解説やクル
アーンなどからの引用、自身の詩の挿入などによって、1700対句に及ぶ詩集の注釈を行う。

第4章では、別の著作である『書簡集Munshaʼāt』に基づき、裁判官となったマイブディーの交友関係を
明らかにする。中央・地方ともに政争の絶えなかった状況において、マイブディーはアクコユンル朝の中
心地タブリーズやティムール朝の中心地ヘラートの有力政治家や学者たちと書簡を交わしつつ、自身の地
位の安定を図っていた。

第5章はマイブディーの晩年を扱う。サファヴィー朝成立後、アクコユンル朝の残党がヤズドで起こし
た反乱に加担したマイブディーは、敗北後に捕えられて処刑された。

終章にあたる第六章では、マイブディーの裁判官、神秘主義思想家、詩人などの諸側面を、当時の地方
エリートが持っていた複雑性を示すものとして位置づける。

以上、各章ごとに本書の内容を概観してきた。マイブディーの思想の独自性は、彼がアリーやイマーム
らを崇敬していただけでなく、彼らの卓越性を独自の神秘主義思想の中に位置づけたという点にあった。
それを丹念に考察した本書は、15世紀イランの宗教・思想状況の多層性・複雑性を解明するための重要な
事例研究であると言える。一方、スンナ派の間でもアリーを特別視する伝統はマイブディー以前から脈々
と存在していた。こうした伝統と『アリー詩集註釈』の関係ついては、今後更なる検討・分析が求められる
であろう。

水上　遼・東京大学大学院人文社会系研究科博士課程／日本学術振興会特別研究員
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Hatsuki Aishima 
Public Culture and Islam in Modern Egypt:  
Media, Intellectuals, and Society 

London: I. B. Tauris, 2016. 

近代以降、大衆教育の拡大とメディアの多様化にともなって、多くのムス
リム社会で、宗教的知識を取り巻く環境は大きく変容した。宗教的知識は、
特定の学術コミュニティの内部で伝授されるものから、非専門家である大衆
向けに調節され、伝達され、消費されるものへと変容し、知識の担い手自体
も多様化している。

そうした問題意識のもと、本書は、エジプト社会、特に教育を受けた中産
階級の人びとにとって、「宗教的な学問を修めたすぐれた学者（アーリム）」という社会的承認はどのように、
何を以て形成されるのか、知識人であることは何を意味するのかを、パリへの留学経験を持ち、後にアズ
ハル総長を務めたウラマーであるアブドゥルハリーム・マフムード（1910-78）の事例から考察した人類学
的研究である。彼の存命の弟子や家族だけでなく、様々な教育的バックグラウンドを持つエジプト人の語
りに焦点をあて、宗教的知識の伝達と消費、ウラマーの社会的評価の形成に関する民俗誌的記述を行って
いる。

本書は、第1章で、近代以降の宗教教育と知の体系の変容、第 2章でアブドゥルハリームの生涯につい
て記述する。続く4つの章で、テクストとマスメディアのそれぞれを通じた知の伝達によって、知識を伝
授する側と受容する側の間でどのような関係が構築されるのかを、多様なアラビア語資料を活用して示し
ている。第3章では、アブドゥルハリームが著述活動を通じて、近代以降軽視されてきたスーフィズムを、
イスラームの伝統に属する真正な知識として位置づけなおし、非ウラマー層である大衆の間に新たな読者
層を開拓したことが論じられている。第4章は、伝記ドラマにみるアブドゥルハリームとスーフィズムの
表象と、彼に関するイメージの再生産について考察している。第 5章は、アブドゥルハリームがラジオ放
送の講義で示したパフォーマンスに焦点をあて、メディアと聴衆に応じて自らの学識を表現する技術の存
在を示している。第6章は、教育を受けたエジプト人が、特定の学者や出版物を評価する際に用いる言語
表現に着目し、知識を評価する体系そのものに、エジプト社会の独自性が現れることを明らかにしている。

書評者にとって特に興味深かったのが、第6章「信頼に足る学者であること」で、アラビア語の言語表現
をふまえて著者が論じているように、多くのエジプト人にとって、宗教的知識を受容する際に、知識を表
現する「様式」が、時に「内容」以上に意味を持つことである。西洋の研究者が、創造性と結びつけて論じ
ることの多い「イジュティハード」という概念も、法の専門家でない大衆にとっては異なる含意を持ち、伝
承に立脚することの方が創造性よりも高く評価されうると著者は指摘する。特定のウラマーや知識人に対
する評価が、知識を受容する大衆、ウラマー層に属さない現地の知的エリート、外部の研究者の間で食い
違う現象も、上記の指摘を通じて理解できるだろう。彼らに対して用いられる評価軸や、彼らをどう呼ぶ
かという名付けの問題自体が文化的な構築物であることを、本書はユニークな事例を通じて示している。
エジプトのみならず、ムスリム社会における知識や教育をとりまく環境について考える際に、重要な着眼
点を示してくれる研究である。

黒田　彩加 ・日本学術振興会特別研究員
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ām-e Edārī-Mālī va Nehādīne-shodan-e Nokhostīn-majles-e 
Shūrā-ye Mellī

Tokyo: The Toyo Bunko, 2015.

本書は、イラン最初の近代議会である第一期国民議会（1906年10月 -1908
年6月）について、その設立の経緯から運営、組織構成に至るまで論じた研究
書である。ガージャール朝の専制支配を打倒し、憲法の制定と議会の開設に
成功した立憲革命（1905年 -1911年）は、イラン近代史における重要な画期と
して知られている。さらにこの革命は、民衆の参加によって達成された点で、

西アジアにおける立憲運動の先駆けでもあった。今日に至るまでこの立憲革命については、近代化やナ
ショナリズム、民主化、ジェンダーやマイノリティ、政治への宗教勢力の関与という多様な側面から、研
究が蓄積されている。しかしながらその一方で、この革命によって開設された国民議会（Majles-e Shūrā-ye 
Mellī）それ自体に関する研究は、あまり活発とは言えない。国民議会とはどのような組織であり、そこに
提出された政治案件はいかなる手順を経て処理されていたのか、未だ解明されていない問題は多いと言え
よう。

上記の問題を考える上で、本書『第一期国民議会における管理・財務組織と制度化（Nez
3

ām︲e Edārī︲Mālī 
va Nehādīne︲shodan︲e Nokhostīn︲majles︲e Shūrā︲ye Mellī）』は嚆矢となる研究である。著者のアリー・タタリー
氏は、イスラーム自由大学で博士号を取得した後、現在はイラン・イスラーム議会図書館の文書室長を勤
めている。本書は、タタリー氏の博士論文を加筆、修正したものであり、東洋文庫現代イスラーム研究班
の活動の一環として、同文庫とイラン・イスラーム議会図書館との協定に基づいて出版された。

本書の構成は、2章5節から成っている。第1章「イランにおける立法議会制度の形成（Shekl︲gīrī︲ye Nehād︲e 
Majles︲e Qānūn︲goz_ ārī dar Īrān）」では、イランにおいて議会の開設が決定し、関連する法令が制定された経
緯を扱う。まず第1節「第一議会：イランにおけるはじめての議会政治の経験（Majles︲e Avval： Nokhostīn︲
tajrebe︲ye H

3

okūmat︲e Pārlemānī dar Īrān）」では、国民議会開設に至るイランの政治状況について論じる。次
に第2節「諸規則と国内の問題（Nez

3

ām︲nāmehā va Omūr︲e Dākhelī）」では、選挙規則と議会内規の制定に言
及するとともに、議会の開催地がバハーレスターン宮殿に選定された過程について述べる。

そして第2部「議会の組織・管理体制と管理・財務機構（Sākhtār︲e Tashkīlātī︲Modīrīyatī va Sāzemān︲e Edārī 
va Mālī︲ye Majles）」では、議会開会後に直面した様々な問題と、議会内に設置された各組織や委員会につい
て考察する。まず第1節「管理機構（Sāzemān︲e Edārī）」では、地方選出議員の到着の遅れや財政難、議事の
混乱を取り上げるとともに、議会の印刷所やその出版物、孤児院など議会附属組織の活動について論じる。
そして、第一議会において設置された8つの常設委員会と5つの特別委員会について、それらの職掌と所属
する議員、そこでの活動を、第2節「議会の諸委員会（Komīsyonhā︲ye Majles）」で分析する。最後に第3節「財
務管理と予算（Edāre︲ye Mālī va Būdje）」では、議会の直面した財政難と、議員や議会職員の俸給・年金の支
払い問題について言及する。

本書は、議会における法案の審議やその制定といった成果を述べるとともに、財政難など当時の議会が
直面した問題を詳細に分析しており、立憲革命史を専門とする読者にとって必読の書である。さらに、本
書が取り上げた第一期国民議会の開催期は、オスマン帝国において青年トルコ革命が勃発し、第二次立憲
制が開始される直前にあたる。西アジアにおける立憲運動の連鎖や各国におけるその実態を研究する読者
にも、ぜひ本書の一読をお勧めしたい。

徳永　佳晃・東京大学大学院総合文化研究科博士課程



書籍紹介　149

ジャック・ル＝ゴフ（著）・菅沼　潤（訳）
『時代区分は本当に必要か？―連続性と不連続性を考察する』

藤原書店、2016 年

本書は、「ルネサンス」という人為的な分析概念の位相を明らかにすること
で、より大きな歴史学の問題、すなわち「時代区分」というアポリアにどのよ
うに迫るべきかを考察する試論である。章構成や叙述方法は体系的というより
むしろ網羅的であるため、ここであえて紹介することはしない。

著者のジャック・ル＝ゴフ氏がアナール派の第三世代に属することは、改め
て確認するまでもないだろう。ここでは、氏が「長期持続」（longue durée）の

なかに「中世」という時代をいかに位置づけるかに関心があることを指摘しておこう。本書を貫くのは、「中
世」と「ルネサンス」の関係性の考察を通じて「連続、転換といった、時代区分を考える際のさまざまなア
プローチについて再考」を加える姿勢である（8頁）。本書は「時代区分が西洋の知識と社会的・知的実践と
に何をもたらしたのかを示すこと」を目的とし、「ヨーロッパで採用された時代区分に話をとどめる」とし
ながらも（17頁）、その射程はひろく歴史学一般にまで拡張されている。換言すれば、本書は著者が専門と
してきた「中世」「ルネサンス」を題材として時代を区切る意義を示す試論であり、著者の輝かしい研究成
果に裏打ちされた歴史学方法論への挑戦でもあるとも言える。

まず著者は、西洋の歴史のなかで時代を区切る営為がどのようになされてきたのかを概観する。その上
で、歴史が教育課程に組み込まれてゆく過程を確認し、「中世」という時代が否定的意味をともなって定義
されてきたこと、それに対立する（乗り越えられるべき）時代として「ルネサンス」がジュール・ミシュレ

（1798-1874 年）により発明され今日まで受け継がれていることを確認する。そしてそうした時代区分法を
問い直す視点として、「長い中世」という概念を提唱し、その「長期持続」のなかに「ルネサンス」を位置づ
けることを試みる。そこには、「歴史の断絶」を強調する従来の時代区分論への反省と、「時代の連続性」に
着目することで「新しさや向上の意識」を内包する「中世」を積極的に評価しようとする姿勢が見て取れる。
このように時代に付与される意味は観察者により大きく異なるが、これは「時代区分」が「人間が時間に対
して働きかける行為」であり、「中立ではないという事実」によっている（12頁）。

著者は結論として、「時代区分」は歴史家にとって不可欠の道具であるとした上で、それを柔軟に用いる
ことが肝要であると言う。特定の出来事をターニング・ポイントとして時代を区切る行為は客観的ではあ
り得ず、そこにはその行為主体が生きる社会の価値体系や歴史観が反映されている。本書の主眼は、そう
した時代区分の「主観性」を認識した上で時代を区切る意義を考察することに置かれている。

著者の関心は、「歴史のグローバル化」（ここではグローバル・ヒストリーの隆盛を指すと思われる）にも
向けられている。グローバル化の波に合わせて「歴史のグローバル化」が進みつつあるが、それは時代区分
をさまたげるものではない（186頁）。「長期持続」と「時代区分」を結びつけることで、従来の歴史家が特
定の時代に与えてきた意味と価値が明らかになり、時代区分の体系を更新することができるのである。近
年時代区分の問い直しが行われているが、その対象は西洋がつくりだし押しつけた「時代区分」であり、時
代区分そのものは依然として歴史家が特定の時代に付与した意味を示す参照枠として有用だと言える。

本書は、確たる時代区分を持たないイスラム史家に新たな視座を提供してくれる。大陸を越えて広がり
を見せたイスラムの歴史を考える際には横のつながりが重視されがちであるが、「ムハンマドから現在ま
で」を系統的に理解するためにはどうしても時代区分の問題が関わってくることになる。イスラム史にお
いて何が持続し何が断絶したか、そして再生・回帰すべき対象として何が観念されたかを見究める方法と
して、時代区分を用いるのは一つの有効なアプローチなのかもしれない。
 久保　亮輔・一橋大学大学院 経済学研究科 博士課程
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家島　彦一
『イブン・バットゥータと境域への旅 
―『大旅行記』をめぐる新研究』

名古屋大学出版会、2017 年

イブン・バットゥータ（1304-68/69）は、ベルベル系ムスリムの旅行家であり、
14世紀前半に約30年かけて東は中国・東南アジア、南はインド、北は内陸ア
ジア・ブルガール、西はマグリブ・アンダルス、サハラ・スーダン地域まで当
時のイスラーム世界のほぼ全域を訪れたことで知られる。サハラへの旅からの
帰還後、マリーン朝スルタン、アブー・イナーン・ファーリスの命を受けた文

学者イブン・ジュザイイがイブン・バットゥータの語る内容を聞き取って『諸都市の新奇さと旅の驚異に関
する観察者への贈物』（日本では『三大陸周遊記』、『大旅行記』等の呼称がある）の題名で旅の記録を整理・
編纂した。本書は、1996年から2002年にかけて『大旅行記』の日本語への完訳および刊行を果たした著者
が、『大旅行記』の持つ問題点を再点検・整理し、新たに発見した史料や研究の成果を加える目的で執筆さ
れたものである。

本書は三部から構成されており、章立てに従って内容を紹介すると、第 I部「イブン・バットゥータ研究
のために」は、イブン・バットゥータの生い立ち・旅程、旅の目的といった基本的事項の概観、著者がこ
れまでアラブ諸国や西ヨーロッパの図書館・史料館・博物館・モスク等で調査を行ってきた諸写本の紹介
と分析、『大旅行記』の史料的価値と真偽性に関する先行研究の整理、マグリブ・アンダルス地方で記録さ
れた他の「メッカ巡礼記」との比較からなる。第 II部「海の境域への旅－イブン・バットゥータの見たイン
ド洋海域世界」では、インド洋海域世界に新たに出現した変化・変質について分析し、従来軽視されがち
であった海域を陸域同様重要な歴史展開の場とみなし、海域を一つの世界、共通の交流の舞台の場として
捉え、地域社会や国家という枠組みを離れて、相互の関係性の在り方を探ることで見方の多様性が立ち現
れる可能性をさぐった。また、港市の支配者がどのような政治的・経済的な動機と目的をもってイスラー
ム化を進めたのかスムトラ・パサイ王国、マルディヴ諸島、クルワー王国等の具体例を挙げて分析が加え
られている。第 III部「陸の境域への旅－ユーラシアとサハラ・スーダーン」では、13・14世紀にイスラーム・
ネットワーク拡大の最前線であったトルコ・アナトリア、ドナウ・デルタ地域、ヴォルガ川中流域に成立
したブルガール王国の政治・経済・文化に関するイブン・バットゥータの記述と、インド洋海域世界の状
況との比較と相互連関が試みられた。そして、ヒンドゥークシュ越えルートとサハラ砂漠越えというイブ
ン・バットゥータの利用した旅のルートを辿ることによりイスラーム世界と非イスラーム世界を結ぶ新た
な陸上交通ルートが拡大していく状況が示された。

本書は、これまでの著者のイブン・バットゥータに関する研究成果が盛り込まれた労作であると同時に、
単なるまとめにとどまらず、著者自身や後進である若い研究者に対する覚書、示唆が随所に込められてい
るのが特徴である。イブン・バットゥータの旅を可能にしたのは、13世紀半ばから14世紀半ばまでの国際
交易ネットワーク、人の移動、情報の国際化が進展する状況であった。『大旅行記』には訪れた先の政治・
社会・文化・人々の生活等が生き生きと描写される一方、読者の関心を引くような驚異譚・新奇譚のよう
な物語的叙述も多く、文学性にも富んでいる。これらのイブン・バットゥータや『大旅行記』の重要性や魅
力にもかかわらず、研究関心は同時代のマルコ・ポーロと比較しても低いのが現状である。著者の指摘す
るところでは、一部の現実離れした旅程や奇談と史実との整合性、写本の問題、イスラーム世界の境域機
能についての分析の深化などの課題は存在するが、本書をきっかけとして、イブン・バットゥータ研究が
より発展していくことが期待される。 杉本　悠子・早稲田大学大学院文学研究科研究生


