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髙岡　豊・白谷　望・溝渕　正季（編著）
『中東・イスラーム世界の歴史・宗教・政治 
―多様なアプローチが織りなす地域研究の現在』

明石書店、2018 年

本書は、上智大学で長年教鞭をとられてきた私市正年氏に薫陶を受けた若
手研究者を中心に執筆された論文集である。編者および私市氏を含む14名の
執筆陣によって書かれた本書には、中東・イスラーム世界の歴史から現在の
政治社会的動向までを扱った多様な論考が収められている。執筆者は主に30
代から40代前半の研究者であるが、編者らを含めてその多くは、学会はもと

より、一般向けの講演会やメディアなどでも大いに活躍している。今後の我が国における研究の中核を担
うであろう研究者の論考が多数収められているため、日本の中東・イスラーム研究の最前線を知りたい読
者には、是否とも手にとっていただきたい一冊である。

本書は、4部から構成されている。第Ⅰ部「記述資料と新たな視点」には、マグリブの歴史についての4
つの論考が収められている。各論考が対象とする時代や地域は異なっているが、そのこと自体が、上智大
学が日本のマグリブ歴史研究の重要拠点としての地位を確立していることを示していると言えるだろう。
第Ⅱ部「逆なでに読むナショナリズム形成史」は、第Ⅰ部と比べた場合に、歴史的背景を踏まえながらも、
より現代との関係を意識した3つの論考が収められている。それぞれの論考は、ナショナリズムという
テーマで結ばれつつも、扱われる地域が、アルジェリアのようなマグリブ諸国だけでなく、エジプト、ア
フガニスタンと広がりを見せている。第Ⅲ部「いまを映す研究課題」には、トルコやエジプトにおける現代
政治分析に加えて、アメリカにおけるスーフィズムの展開、さらにはタイにおけるマレー系ムスリムをめ
ぐる紛争問題のような、非イスラーム圏までをも含む多様な論考が収められている。第Ⅳ部「地域の将来
とイスラーム主義の実相」には、イスラーム主義に焦点をあてた3つの論考が収められている。イスラーム
主義運動の実態や、それを分析するための枠組み、またイスラーム主義がいかなる条件下において過激化
するのかなどが論じられている。

周知のように、上智大学は人間文化研究機構（NIHU）による共同研究プロジェクト―「イスラーム地域
研究」（第1期2006～2010年度、第2期2011～2015年度）、「現代中東地域研究」（2016年～現在）―の重
要拠点の一角として、日本の中東・イスラーム研究の発展を下支えしてきた。この上智大学拠点のプロジェ
クトリーダーを長年務めてこられた私市氏が、学術分野で果たしてきた役割の大きさについては改めて言
及する必要もなかろうが、本書から分かるのは、私市氏がその間にどれだけ多くの若手研究者の育成に力
を尽くされてきたのかということである。上智大学拠点が強みとするマグリブ研究を核としながらも、他
の中東諸国や、さらには非イスラーム圏までを射程に収めた本書が、日本における中東・イスラーム研究
の一層の発展に貢献するものになることを評者は信じて疑わない。

千葉　悠志・公立小松大学国際文化交流学部准教授
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小松　久男
『近代中央アジアの群像 
―革命の世代の軌跡（世界史リブレット人 80）』

山川出版社、2018 年

「革命の世代」―過激な言い回しだ。奇しくも本紹介子は1979年イラン
革命の年に生まれ、その後、天安門事件、ソ連解体、アラブの春といった世界の

「革命」を遠い世界の事件として「経験」してきたが、革命の当事者となったこ
とはかつてない。本書は、そうした革命に縁遠い人間にも、革命世代の時代感
覚や戦慄、緊張感、喜び、悲しみを存分に伝えてくれる秀作である。舞台は

19世紀後半から20世紀前半の中央アジア。日本では明治維新から大正を経て、昭和初期にあたる。この時
期、中央アジアは、ロシア帝国による統治からロシア革命を経て、ソヴィエト政権の確立という激動の時代
を経験していた。19世紀末から20世紀初頭の中央アジア現地ムスリムの中には、自社会の後進性と停滞を
強く自覚し、自民族に「覚醒」を促す若き知識人層が成長しつつあった。当初、彼らは、帝政ロシア統治体
制を前提とした、その枠内での教育改革運動を標榜していたのだが、1917年に起こったロシア革命をきっ
かけとして革命の渦に身を投じていった、まさに革命世代であった。ロシア革命を経て成立したソヴィエ
ト体制の中でも彼らは奮闘するが、その多くはスターリン時代の粛清の嵐の中で命を落としていった。

本書の大きな特徴は、この激動の時代の先頭に立った、革命世代の四人の知識人―ウズベク人、マフ
ムードホジャ・ベフブーディー（1874-1919）、ウズベク人、フィトラト（1886-1938）、バシクルト（バシキー
ル）人、ゼキ・ヴァリドフ（トガン）（1890-1970）、カザフ人、トゥラル・ルスクロフ（1894-1938）―の生
涯に光を当てていることである。つまり、本書は、具体的な個人に焦点を当て、そこから時代を読み解く
手法を採用しているわけであるが、すでに著者はフィトラトに焦点を当てた『革命の中央アジア―ある
ジャディードの肖像』（東京大学出版会、1996年）で同様の手法を採用している。本書の新しさは、当初の
フィトラトに、その後の研究を踏まえ、新たに三人の知識人を加えた、四人の人物の軌跡が織りなす「群
像」の描出を試みた点にある。この手法が功を奏し、本書はこの時代の中央アジアの革命世代がたどった
運命を、より広くかつバランスよく把握することに成功している。

本書の魅力はそれだけではない。著者の確かな歴史的想像力に裏打ちされた臨場感あふれる活き活きと
した叙述は、読者を歴史の現場にいざなう。紙幅の都合上引用することはできないが、首都ペトログラー
ドで二月革命の開始を目の当たりにしたヴァリドフの様子を描いた箇所（本書51頁）は、本書に散りばめ
られたそうした記述の中でも秀逸であり、歴史の現場の緊張感と興奮が現代にも蘇ってくるようであり、
本紹介子も手に汗を握って読んだ。

中央アジアと聞くと、耳慣れない、舌を噛みそうな固有名詞（人名、地名、専門用語など）が頻出する
ため、潜在的に興味を抱いていてもハードルが高く、取っつきにくいと思われる方も多くおられることと
思う。しかし、ご安心を。本書には各ページに大変丁寧な用語解説が付されるとともに、登場人物の写真
や地図が豊富に掲載されている。さらに、巻末には本書に登場する上述四名の主人公たちの足跡をまとめ
た年表も付されており、入門者でも安心して読み進めることができる。日本における中央アジア地域研究
の先駆者にして牽引者でもある著者ならではの一般読者への心遣いが見て取れる。なお、本書をきかっけ
に中央アジア史に開眼されたという方には、同じく本著者ほか編の『中央ユーラシア史研究入門』（山川出
版社、2018年）を手に取ってみることをおすすめしたい。最後に、本紹介子のような駆け出しの研究者か
らのたっての希望として、『革命の中央アジア』以降の研究にもとづいた本格的モノグラフの刊行を著者に
期待しつつ、拙文の結びとしたい。 秋山　徹・早稲田大学イスラーム地域研究機構主任研究員
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Altug Yalcintas (ed.)
Creativity and Humour in Occupy Movements:  
Intellectual Disobedience in Turkey and Beyond

London: Palgrave Macmillan, 2015.

本書は2013年6月にトルコのイスタンブルで発生した「ゲズィ運動」におけ
る多様な表現や、トルコの政治文化にもたらした変化に注目した研究である。

本書の構成は次の通りである。編者アルトゥー・ヤルチュンタシュによる
「プレリュード：オキュパイ・トルコ」と題した序から始まり、第1章「トル
コにおける知的不服従」（ヤルチュンタシュ）、第2章「嫌みが持つ政治的潜在

力：市民の鬱憤にみる皮肉」（セチル・デレン・ファン・ヘット・ホフ）、第3章「ヴァナキュラーなユート
ピア：ゲズィ公園とバユンドゥル通りにおけるユーモアとしての擬態的パフォーマンス」（ウトク・バラバ
ン）、第4章「ゲズィ運動とLGBT権利運動：動きにおける関係性」（アイシェ・デニズ・ウナン）、第5章「『ほ
んの一握りの略奪者ども！』：夏の騒擾における英国・トルコ政府の言説に関する比較分析」（ボラン・アリ・
メルジャン、エルハン・オズシェケル）、そして最後は「エピローグ：喜びとは抵抗の笑いだ」（ヤルチュン
タシュ）でしめくくられる。

第1章で著者はゲズィ運動で見られた様々な抗議活動の表現方法を詳細に検討している。運動の進展を
SNSでの呼びかけの変化や各種メディアの動きとともにまとめ、その後発表されたゲズィ運動に関する映
像作品や研究などを整理している。ゲズィ運動はいわゆる「白いトルコ人」によるプチブルの運動にすぎな
い、という批判に対しては、「創造的階級に属する個人」による運動だったとの反論を試み、同運動を新た
な階級分析枠組で捉える必要性を説いている。

第2章では、ゲズィ運動に見られた皮肉やユーモアある表現と政治的異議申し立ての関わりが、トルコ
の風刺文化の伝統や国際的影響を交えて解説され、無力感からくる政治へのアパシーが蔓延する現代のト
ルコにおいて、ユーモアある風刺が人々を連帯へと導いた、と結論付けられている。最後に言及される
エーコの『薔薇の名前』が示唆的である。

第3章でバラバンは、2010年4月にアンカラ中心部で発生したタバコ公社民営化に抗議するデモとゲ
ズィ運動について、ルフェーヴルの空間論を引きながら比較分析を行っている。著者によれば、二つの運
動に共通する舞台立てによって「ヴァナキュラーなユートピア」が創造されたという。

第4章は、ゲズィ運動自体を理論的に分析する他の章と異なり、LGBTの権利という個別の主張を持った
運動主体がゲズィ運動との関わりの中でどのような影響を受けたのかを考察している。ウナンは、警察の
暴力的な鎮圧に抗して始まったゲズィ運動における様々な運動主体との協働が、LGBT権利運動の可視化に
つながったと述べる。

第5章では、保守政権下における政治的不安定分子の表象に関する比較分析を、イギリスとトルコを例
にとって行っている。いずれの国家でも、保守政権が帝国的で覇権的な空想的自国イメージを国民に流布
する中で、対抗的な政治運動に対し「ならず者」「マージナル」等、ごく少数で不道徳な人々というスティ
グマを与える表象を行ったと指摘している。

2018年11月16日、ゲズィ運動を支援した大学教授らがクーデタ未遂の疑いで逮捕されたというニュース
が入った。現在のトルコ検察にかかれば市民的不服従はクーデタとなるのだ。そのような暴力的な現実に
対して、果たしてユーモアは何を為しうるのか。現在に対応可能な創造的連帯が必要とされている。本書
は、ゲズィ運動とその後のトルコにおける社会・政治運動について新たな分析枠組を提供するとともに、
分断が進む現代世界に抗するための新しい連帯へのヒントを提示してくれるのではないだろうか。

宇野　陽子・津田塾大学国際関係研究所研究員／東京大学東洋文化研究所特任研究員
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Muhammad Qasim Zaman
Islam in Pakistan: A History

Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2018.

パキスタンは今やインドネシアに次ぐ世界第2位のムスリム人口を抱えるに
至っている。本書は1947年のパキスタン建国以降におけるイスラームと政治・
社会との相互連関についての議論を中心としながらも、英領期の19世紀中期
以降の南アジアにおける様々なイスラーム潮流の歴史的背景をも包括的に理
解することができる内容となっている。

本書の全体は7章から構成されているが、以下で各章の概要について述べ
る。第1章では英領期のムスリムたちの活動と同時期に形成された様々な組織の活動、さらには「パキス
タン運動」について、その全体像を把握する内容となっている。第2章ではパキスタン成立以降から2000
年代に至るまでの政治史全体を通じてイスラーム近代主義がどのように機能してきたのかという点につい
て、時代区分をしつつ時系列に論じている。第3章ではパキスタンにおけるウラマーに焦点が当てられる。
著者は従来ウラマーたちが近代的議会・政治制度に対して抵抗してきたと見なされがちであるが、近代的
制度の中で自らの立ち位置を確保しつつ、歴代政権との密接な関係を維持し続けてきたことについて言及
している。加えて、パキスタン国内におけるマドラサ改革やその設立数の増加状況について論じられてい
る。第4章ではイスラームにおける「主権は神のみに帰属する」という理論の起源と、パキスタンにおいて
最も影響力を有するに至ったマウドゥーディーによる理論の概念化がなぜそれほどの存在感持つに至った
のかについて議論を行なっている。第5章ではパキスタンにおける少数派「ムスリム」であるアフマディー
ヤとシーア派について、各々の立場をめぐる論争について焦点を当てている。第6章では、一般大衆のみ
ならず宗教や政治指導者層においても絶大な影響力を有するスーフィズムが、パキスタンにおいて様々な
批判や改革などを経てどのように存続してきたのかという点に着目して論じられている。最後の第7章で
は2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件以降における宗教・政治的暴力の拡大と、パキスタン・ター
リバーン運動の出現を典型例とするイスラーム主義を掲げる武装組織の活動が扱われている。具体的には
イスラームと国家、あるいは暴力の正当化という点について、カシミール紛争や印パ戦争、さらにはアフ
ガニスタンにおける対ソ戦争といった、パキスタン成立以降に生じた主要な戦争や争いを時系列的に扱い、
時代ごとの状況について論じている。

このように、本書で扱われているテーマは極めて多様であり、パキスタンのイスラームに関わる政治・
社会・ウラマーなど多様な項目の全体像を理解するための概説書として位置付けることもできる。しかし、
文書資料も含めた一次資料の分析に基づく極めて専門的知見も組み込まれており、パキスタンにおけるイ
スラームと政治・宗教をめぐる社会動態について深く理解することができる好著であると言えよう。

登利谷　正人・上智大学グローバル・スタディーズ研究科特別研究員
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Doris Behrens-Abouseif
Practising Diplomacy in the Mamluk Sultanate:  
Gifts and Material Culture in the Medieval Islamic World

London: I. B. Tauris, 2014.

本書はマムルーク朝（1250～1517年）と関係諸国との間で交換された贈答品
の分析を通じ、「物質文化」と外交及び付随する諸慣行との関係性の解明を目
指した、新たな試みである。著者ベーレンス＝アブーセイフは、マムルーク
朝期の宗教建築及びクラフトマンシップを専門とする、中世イスラーム建築
史・美術史の大家である。

本書は全三部から成る。第一部は「贈答品の文化」と題し、贈答品の有する意味や交換をめぐる儀礼的
慣習が論じられる。マムルーク朝における外交の諸慣行は、古代オリエントやギリシアに遡及する伝統か
ら多くを継承しており、贈答品の目録作成や価値の記録など、地中海からオリエント世界にかけて共通す
る儀礼や慣習も確認される。他方、マムルークの騎士文化を反映した武具や装飾性の高い馬具の贈与など、
独自の慣習も発展した。

第二部「地政学的文脈における贈答品」は、交換された贈答品を地域別に概観する内容である。具体的
には、紅海・インド洋世界、アフリカ、黒海・アナトリア・イラン・中央アジア、ヨーロッパという地域
分類に基づき、各国・地域との間で交換された贈答品にみえる普遍性、そして地域的特性が詳細に提示さ
れる。

第三部「贈答品」においては、贈答品の入手・生産過程に関する分析が中心を占める。バラエティに富
んだ贈答品は、国家の領土や商圏の拡大を示す指標でもあった。マムルーク朝領内で生産された贈答向け
の奢侈品、とりわけ織物の生産体制とその変遷に関する分析は、著者独自の知見に基づく先端的研究で 
ある。

贈答品の構成には地域性が反映される部分もあるが（エジプト産のバルサム油、テリアカ等）、マムルー
ク朝においては「トゥハフ」と呼ばれるレアリティの高い物品が重要な位置づけにあった。そのため、贈答
品の「再利用」が宮廷間で慣習的に行なわれていたという。他国からの贈答品を「横流し」することにネガ
ティブな意味合いはなく、複数の君主の手を経ることで、トゥハフに新たな価値が付与された。また著者
によれば、輸入品の贈呈も一般的であり、希少な商品を遠方から入手したという事実は、統治者の世界的
ネットワークの誇示に繋がった。返礼に際しては、常に同等の価値の物品が贈られるわけではなく、あえ
て価値を減じた返礼品を選定し、差額を利益とすることで、スルターンの優越性が示された。

著者は冒頭において「本作はマムルーク朝の外交的贈答品を概観する研究であり、外交の全側面を語る
ものではない」と謙虚に述べる。だが国家間の贈答品の交換からみえるのは、国益の確保という外交戦略
にとどまらない。当該時代、地域において重要性や希少性を有すると社会的に認知された「モノ」のやり取
りは、経済の動向、生産や移動に関する技術の発展と移転、そしてそれらを希求する人々の価値観や美意
識をも示唆するのである。史料的制約を受けながらも「物質文化」研究の可能性を追求した本書は、マム
ルーク朝研究者のみならず、幅広い読者の関心を大いに刺激するだろう。

太田（塚田）　絵里奈・東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所ジュニアフェロー
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帯谷　知可（編著）
『ウズベキスタンを知るための 60 章』

明石書店、2018 年

本書で取り上げられているウズベキスタンは1991年8月31日に独立し、短
い期間で様々な分野が発展しつつある若い国である。独立するまでウズベキ
スタンはモンゴルの征服、ティムール朝、三ハン国の摩擦、ロシア帝国の征
服、ソ連体制などを経験してきた。このような歴史の中でウズベキスタンは
文化・社会・経済的にも大きく変化した。たとえば、ロシア帝国はトルキス
タンを征服してから、様々な形で近代化を導入した。ロシアは郵便局、鉄道、

工場、電灯、銀行、商館、裁判所、公証所、電信などをもたらした。また、第二次世界大戦にはウズベキ
スタンから大勢の兵士が送られ、戦後、国に戻ってきた者は非常に少なかった。当時、大勢の日本人がウ
ズベキスタンに抑留され、様々な仕事に使役された。日本人抑留者が関与した強制労働の中で最も有名な
のはナヴァイー劇場とベカバード運河建設である。上記のように様々な問題に直面してきたウズベキスタ
ンの社会、文化、歴史、経済、国際関係について詳しく描いているのが本書である。

本書は六部から構成されており、第Ⅰ部「大地と人々」では、ウズベキスタンの自然、気候、民族と環
境問題について述べられている。特にアラル海の縮小が取り上げられている（第5章）。次の第Ⅱ部「歴史」
では、アレクサンドロス大王の時代（第6章）から、ソ連が解体しウズベキスタンが独立する（第15章）ま
での時期が描かれている。また「ソ連の記憶」（第17章）において、ウズベキスタンに大きな損害をもたら
した過激派（ワッハービー）について詳しく述べられているのは興味深い。第Ⅲ部「暮らしと社会」では、
家族文化をはじめ、農村、バザール、食文化、ファッション、宗教などが取り上げられている。第23章

「ウズベキスタンのイスラーム―悠久の伝統と現代」では、イスラーム教の歴史、つまりアラブ・イスラー
ム軍の中央アジア征服に貢献した将軍クタイバがブハラを征服したときから、ペレストロイカ以降のイス
ラーム復興までの流れが分かりやすく説明されている。さらに、独立後のウズベキスタンのイスラーム

（第25章）、聖者廟（第26章）と女性のイスラーム・ヴェール（第28章）の歴史と現状、独立以降の教育の
事情（第29章）なども検討されている。第Ⅳ部「文化・芸術」では、ウズベク語の説明をはじめ、文学、演
劇、映画、伝統的なスポーツ「クラッシュ」と砂漠のアヴァンギャルド美術に至るまで取り上げられてい
る。第Ⅴ部「政治・経済・国際関係」では、独立ウズベキスタンの最初の大統領とその政権（第44章）につ
いて詳細に描かれている。さらに、経済市場のウズベク・モデルの現状（第46章）の分析も行われている。
また、同部ではウズベキスタンの政治、外交、国際関係なども取り上げられている。最後の第Ⅵ部「日本
とのかかわり」では、ウズベキスタンと日本の外交（第52章）、国際関係（第53章）も簡潔にまとめられて
いる。ウズベキスタンにおける日本人抑留者と彼らが眠っている日本人墓地（第54章）も論じられている。
ウズベキスタンにおける日本語教育（第55章）も検討されている。最後に、両国のスポーツ・学術交流、
そしてウズベキスタンの仏教遺跡（第58章）の分析も行われていて興味深い。

本書は、ウズベキスタンの歴史と現代を理解するために日本語で論じられている最も読みやすい書籍だ
といえる。各トピックに関連するコラムが随所に散りばめれているのも本書の魅力のひとつである。本書
は研究者だけではなく、ウズベキスタンに興味のある一般の方々にも是非お勧めしたい一冊である。

ジャスル・ヒクマトラエフ　タシュケント国立東洋学大学日本語講座専任講師
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Nükhet Varlık (ed.)
Plague and Contagion in the Islamic Mediterranean 

Kalamazoo and Bradford: Arc Humanities Press, 2017.

本書は、14世紀から20世紀の、エジプトやバルカンを含むオスマン帝国に
おける疫病を扱った論集である。11本の論考は三部に分けられている。第一部

「歴史学方法論と史料再考」には3つの論文が収められ、Miri Shefer-Mossensohn
は欧語の研究史をまとめる。オスマン帝国疫病史研究の潮流と展開をその背景
を含めて分析し、また展望として生物考古学を取り入れるなど、文字史料以外
の積極的な活用を提唱する。John J. Curryは、17世紀の「預言者の医学」の在り

方や、スーフィズムの疫病流行との関わりを論じ、宗教法学書や聖者伝など、疫病史にとって新たな史料
の開拓に挑む。Nükhet Varlıkはヨーロッパ人によって “Oriental Plague” が創造され、前近代における流行に
もその属性が付与されていったことを指摘する。

第二部「文脈の中での病気」には4つの論文が収められている。Sam Whiteは、16世紀末にオスマン帝
国を襲った牛疫と、18世紀に西欧で流行した牛疫の環境・気候・社会的な背景の類似性を明らかにする。
Alan Mikhailは、1827年のエジプトでの獣医学校開校から、1849年に閉鎖するまでの展開を追い、もともと
地域住民のローカルな知識に基づいていた人間と動物の関係性が、客観科学によって再構成されようとし
たと主張する。Günhan Börekçiは、アフメト1世（r. 1603-17）の若齢での即位と天然痘による王朝断絶の最
初の危機が（1640年代という一般の理解に反して）17世紀初頭にあったとする。Özgen Felekは14から16世
紀のオスマン帝国において、てんかんがどのような病として認知されていたかを、医学書や聖者伝、旅行
記などから多角的に探る。

第三部「疫病への反応」に収められた4論文では、Yaron Ayalonは「愛着理論」という社会心理学の概念
を援用し、ムスリムは宿命論ゆえに疫病流行時に避難行動を取らなかったという、疫病への反応の違い
を宗教に求める見方を否定する。Edna Bonhommeは1791年のカイロでのペスト流行における、エリート
と大衆それぞれの埋葬地と死の記憶を検討する。Andrew Robartsは、バルカンにおける疫病による離散と
新たな居住パターン、疫病への伝統的な対応、そして多目的施設としての検疫所という3点を検討する。
Gülden SarıyıldızとOya Dağlar Macarは、インドからの巡礼者によるコレラ伝播対策として作られた紅海の
カラマン島検疫所の設立とその後の展開を、国際情勢を踏まえて検討する。

気鋭の研究者たちの論考を一冊にまとめた本書は、近年大きな発展を遂げているオスマン帝国疫病史
研究の現況の試金石とも言うべき成果である。全体として「新奇な」「学際的な」論考が揃い、多様な方法
論やオスマン史の大きな文脈への位置づけが意識されている。その意味では、疫病史を専門としないオス
マン史研究者にこそ読まれるべき成果である。一方、日ごろオスマン帝国疫病史研究をフォローしている
読者にとっては、物足りない部分もある。その魅力的な見出しの反面、実証性などに不満の残る論文もい
くつか見られるほか、既刊論考と同様の内容のものもあり、評者もいくつかの既読論考を再読する羽目に
なった。また、統一感のある論集ではなく、全体の結論やまとめも存在しない。編者も認めるように、共
通目的はなく、オスマン帝国における疫病に関する多様な主題を集め、研究の進展につなげたいというこ
とらしい。こうした編集方針には異論もあるだろうが、これといった通史も存在しないオスマン帝国疫病
史研究の進展度を鑑みれば、この点はやむない側面もあるだろう。

とはいえ、先述のようにオスマン帝国における疫病史は、近年新たな展開を見せつつある領域である。
新たな方法論や史料に意欲的に取り組む論考が揃う本書を読むことで、オスマン帝国疫病史研究の現状や
方向性を知る一助になるに違いない。 鈴木　真吾・慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程
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Ali Mozaffari
Forming National Identity in Iran: The Idea of Homeland Derived 
from Ancient Persian and Islamic Imaginations of Place

London and New York: I. B. Tauris, 2014.

「ペルシアか、イスラームか。」対立しているようで深く結びついているこれ
らの二つの概念は、とりわけ近現代イランを語る上で議論の対象となること
が多い。そのような中、両概念によってイラン人のナショナル・アイデンティ
ティが形成されるという立場をとる著者は、「場所」の重要性に着目している。
彼は、ナショナル・アイデンティティは何もないところからは生まれないた

め、その形成にはある過程が必要だと述べる。その過程においては、「場所」そのものが特有のイメージを
持つという前提のもと、その場所のイメージを「アイデンティティの物語」として語ることで、「集合的イ
メージ」が生まれ、ナショナル・アイデンティティが形成されるという。この考えに基づいて、本書は場
所のイメージと実際の語られ方に焦点を当てながらイラン人のナショナル・アイデンティティの形成と変
化を論じている。

本書は二つの部と八つの章で構成される。大枠としては、第Ⅰ部でイラン人の場所のイメージのパター
ンを、第Ⅱ部でそれらがイランの博物館でどのように表現されているのかの事例研究を示すことで議論が
展開される。第1章は導入部として第Ⅰ部の前に置かれ、本論の軸となる「場所」「アイデンティティの物
語」「集合的イメージ」といった概念の整理や、1979年のイラン・イスラーム革命前後の国内状況の説明を
行っている。続く第Ⅰ部では、イラン人の共通認識となっている二つの場所のイメージとして、イスラー
ム到来以前に建設されたペルセポリス（第2章）、イスラームの到来を経てシーア派の普及で広まりをみせ
たモハッラムの儀式（第3章）が例示されている。これらのイメージは全く別物ではあるものの、イラン人
のアイデンティティは双方の影響を受けており、これらの事象を相反するものと見做すことは出来ないと
いう指摘 （第4章）は、第Ⅰ部から第Ⅱ部へと移るための重要な橋渡しの役割を担っている。第Ⅱ部の事例
研究の対象は、イラン国立博物館である。当博物館は1937年に古代イラン博物館という名称で開館して以
来、古代とイスラーム時代の展示を行ってきた。しかし、度重なる変遷を経て、96年にイスラーム時代の
展示部分が独立し、現在は古代とイスラーム時代の二館をイラン国立博物館と総称している。著者はこう
した博物館の変化に注目し、古代イラン博物館はパフラヴィー朝の “Imperial Dream” を語る場として機能
していたことを、建築・構成・アイコン・キュレーターナラティブの分析から明らかにしている（第5章）。
一方で、革命後に設立されたイスラーム時代の博物館からは、“Spiritual Dream” を重要視する姿勢と、イス
ラーム主義的なアイデンティティ形成への試みを読み解いている（第6章）。以上を踏まえて著者は、博物
館が語る場所のイメージの変化に応じて伝えられる祖国の概念も変動するため、イラン人のナショナル・
アイデンティティは時代によって可変的であると主張している（第7章）。そして総括部の第8章で、場所
とナショナル・アイデンティティの関係性を改めて強調した上で、祖国は集合的イメージによって形成さ
れた場所だと言うことができると結論付けている。

建築学・地理学を専門とする著者は、場所に着目してナショナル・アイデンティティを論じることで読
者に新たな視座を提供している。さらに彼は、ここで強調されているアイデンティティの形成過程が、他
の国家やより小さな集団のアイデンティティを考える際にも応用できると述べているが、これは注目に値
する指摘だろう。この示唆に富んだ一冊を、イランに限らず、様々な共同体や個人のアイデンティティに
関心を持つ人々にも薦めたい。

宮本　佳美・早稲田大学大学院文学研究科修士課程
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Mohammed Moussa
Politics of the Islamic Tradition:  
The Thought of Muhammad al-Ghazali

Abingdon: Routledge, 2016.

現代イスラームの出発点は、しばしば、19世紀以降の近代との遭遇にある
といわれてきた。西洋列強による脅威と、その技術的・文化的な影響のもと
で、イスラームの再解釈が始まり、伝統的イスラーム理解と近代的なそれと
の相克が生じたというのである。こうした語りに対して、現代イスラームが
辿ってきた道のりを、より立体的に描き出そうとしたのが、ムハンマド・ムー

サー著『イスラーム的伝統の政治学―ムハンマド・ガザーリーの思想』である。本書では、現代エジプト
の知識人、ムハンマド・ガザーリー（Muh

3

ammad al-Ghazālī, 1917-96）の著述を軸に、そこにあらわれる「刷
新（tajdīd）」が、いかに過去のイスラーム思想の継承や修正、発展によるものとして捉えうるかが丹念に検
証されている。

ガザーリーはアズハル出身のウラマーであり、かつ1940年代から50年代のはじめには、ムスリム同胞
団の中心人物として活躍した。著者はガザーリーを、「ムスリム世界の政治的・宗教的構図が根本的に描
き変えられる中で、その立役者となった非常に重要な人物」と評している（序章）。一方、前近代の思想や
運動を主な研究対象としてきた欧米のイスラーム研究や中東研究においては、現代の知識人であるガザー
リーにはほとんど注意が向けられてこなかった（第2章）。現代イスラームがもっぱら西洋近代との関わり
から語られてきた背景には、研究対象の偏りと現代の事例研究の不足があることが示唆されている。

本書の中でも強調されている通り、ガザーリーの著述の中には―おそらく、その経歴からは想像がつ
かないほどに―柔軟なイスラーム理解のあり方が見出される。それは時に、異文化の思想や価値観、概
念の摂取や援用であり、時代や社会状況に応じた形での解釈や主張の変更である。本書を読む前に筆者が
知った例として、以下のようなものがあった。ガザーリーは1950年代の著作の中で、女性の社会進出につ
いて極めて否定的な見解を示していた。ところがその数十年後、1980年代の著作の中では、クルアーンや
ハディースの再解釈とともに、世界各地に優れた女性指導者が存在してきたという状況に言及しつつ、イ
スラームにおいては女性が社会で主導的地位に就くことに問題はないと断言した。この変化はなぜ、どこ
から来たのかというのが筆者にとっての疑問であった。

本書によると、ガザーリーのイスラーム理解の基層には「神与の倫理的規範とは何か」という問いがあ
る。その答えを導き出すためには、クルアーンやハディースといった聖なるテクストを参照するのととも
に、その解釈が必要になる。そして解釈とは、それを行う人々の経験と密接に結びついたものである。イ
スラームの理解は、過去からのつながりの中で常に「刷新」されてきたものであり、今後もされ続けていく
ものである。そして、こうした着想や方法論は、ガザーリーがアズハルをはじめ複数の場で接してきた、
過去のイスラームの思想や運動に連なるものであり、イスラーム的伝統と呼びうるものの一部であった、
というのが本書の主張である（第3章～第6章）。

著者は現代のイスラームを「過去の動的な継続」と呼ぶ（結論）。過去には「西洋近代との遭遇」も含まれ
るが、それだけではない。本書は、今後発展していくであろう、イスラームの現代研究に多くの示唆を与
える一冊である。

後藤　絵美・東京大学日本・アジアに関する教育研究ネットワーク特任准教授


