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はじめに
同志社大学21世紀COEプログラム「一神教の学際的研究―文明の共存と安全保障の視点から」の2006年度

2006年12月には、昨年度に引き続き、第2回「ユダヤ学会議」を開催しました。今回のテーマは「ユダヤ学

報告書をお届けいたします。本COEプログラムは2003年7月に「学際・総合・新領域」のCOEプログラムとし

の多様性―取り巻く異文脈との対話」でした。日本におけるユダヤ学関係の専門家を一堂に集め、古代・中世・

て採択され、4年目を終了しました。

近現代という歴史軸を中心に区分された三つのセッションを通じて、歴史・宗教・政治の視点を総合するという

本COEプログラムの中核拠点である同志社大学大学院神学研究科は、2005年度より
「一神教学際研究コー

本会議の試みは、日本に類例を見ないものと言えるでしょう。

ス」を新設し、前期課程5名、後期課程2名の入学定員で、学生を迎えています。さらに2007年度からは、従来

学術交流協定を結んでいる研究機関との共催国際シンポジウムは、6月のヘブライ大学・トルーマン研究セン

の3専攻を「神学専攻」に一本化し、そのもとに五つの研究コースを設置するという組織改編を行いました。一

ターの他に、12月には、シリアのダマスカスにおいて、シャイフ・アフマド・クフタロー財団との共催国際シン

神教学際研究コースは、聖書神学研究コース、歴史神学研究コース、組織神学研究コース、実戦神学研究コース

ポジウム「『新中東』の光の下のスンナ派・シーア派関係の未来』を開催しました。

と並んで、新たな位置づけがなされることになります。
神学研究科の教員体制は、2006年度は、キリスト教研究担当者10名、イスラーム研究担当者4名、ユダヤ教

特定研究プロジェクトと講演会については、ここでは省略いたしますが、本報告書にその内容を掲載しています。
講演会のなかには、日本オリエント学会との共催の公開講演会が含まれています(2006年6月、2007年3月)。

研究担当者2名が専任教員として在籍しています。イスラーム研究担当専任教員4名のうち3名はイスラーム教

研究成果の世界に向けての発信は、今年度も、国際ワークショップの報告書、ユダヤ学会議の報告書、学術誌

徒（ムスリム）です。会議やシンポジウムで数日間だけ交流を行うのではなく、三つの一神教の研究者が、日常

『一神教学際研究』を、日本語・英語・アラビア語の3カ国語で刊行いたしました。3カ国語による発信は、本

的に神学・思想研究や授業担当を共同で行う宗教研究機関は、日本だけでなく世界においてもまれな存在であ

COEプログラムの拠点である一神教学際研究センター（CISMOR）のウェブ・サイトにおいても行われています

ると言えるでしょう。
今年度は研究成果として、2冊の単行本を刊行いたしました。一つは小原克博・中田考・手島勲矢著『原理主
義から世界の動きが見える―キリスト教・イスラーム・ユダヤ教の真実と虚像』
（PHP研究所、2006年）
であり、

（http://www.cismor.jp/）。とくに、アラビア語圏であるイスラーム世界からは、アラビア語による情報の発
信が高く評価され、研究機関、研究者から本研究センターへの関心が高まり、アプローチが増えています。
本プログラムの目的を達成するためには、グローバルな学術ネットワーク形成が不可欠です。これまでに学術

もう一つは森孝一編著、同志社大学一神教学際研究センター企画『EUとイスラームの宗教伝統は共存できるか

交流協定を結んだ、ヘブライ大学人文学部（イスラエル）
、クフタロー財団・アブヌール学院（シリア）
、国際イス

―「ムハンマドの風刺画事件」の本質』
（明石書店、2007年）です。

ラーム大学啓示人文学部（マレーシア）
、王立宗教間対話研究所（ヨルダン）に加えて、2006年度には、新たにハ

研究活動の中心である部門研究は、従来の二つの部門研究に加えて、部門研究3「日本宗教から一神教への提
言」があらたにスタートしました。本プログラムの当初から、研究部門の中心は二つの部門研究です。部門研究

ートフォード・セミナリー（アメリカ）
、バークレー神学大学院連合（アメリカ）
、カイロ大学オリエンタル研究セン
ター（エジプト）
と学術交流協定を締結いたしました。

1は思想・神学的な一神教研究である
「一神教の再考と文明の共存」
、部門研究2は外交・安全保障の視点から一

つぎに教育活動についてご報告いたします。博士課程後期課程の学生を対象にした、COEリサーチアシスタ

神教世界を分析する
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」です。｢9・11｣以降の世界にとっての緊急の課題

ントとCOE奨励研究員の公募は継続しています。奨励研究員には本学以外の大学院生も含まれています。リサ

である
「一神教」
と
「一神教世界・一神教文明」を学際的に研究し、今日の世界が直面している緊急の課題である、

ーチアシスタントと奨励研究員の大学院生は毎回の部門研究会などに参加し、その分野における一流の研究者

文明の共存と平和の実現に貢献することをめざすという本COEプログラムの目的を実現するために、従来はほと

と交流することによって大きな学問的刺激を受けています。その成果は、大学院生による学術誌への研究論文

んど交わることがない、宗教についての思想・神学的および歴史的研究と外交・安全保障研究が、研究領域の境

の掲載、学会での発表となって表されています。

を超えて協働するところに、本COEプログラムの「学際・総合・新領域」
としての特徴があると言えるでしょう。

本COEの教育プログラムでは「オンサイト・エデュケーション」として、一神教世界での現地研修を行っていま

6月から7月にかけて開催いたしました「パレスチナ・イスラエル問題を考える」一連の講演会とシンポジウ

す。今年度は残念ながら、イスラエル・レバノン戦争の影響で、シリアとイスラエルの夏期研修プログラムは中

ムはつぎの通りです。ロンドンのイスラーム政治思想研究所所長のアッザーム・タミーミー博士による講演会

止せざるを得なくなりました。マレーシアの国際イスラーム大学での夏期研修プログラムは例年通り実施でき

「中東紛争の根源」、学術交流協定校であるヘブライ大学附属のトルーマン研究所との共催シンポジウム「パレ

ました。夏期研修プログラムは今年度から、神学研究科のカリキュラムのなかに組み入れられ、単位が取得でき

スチナとイスラエルの対話―この一年を回顧する」、エリ・コーヘン駐日イスラエル大使による講演会「イスラ

るようになりました。もう一つの教育活動は語学インテンシブ・コースの実施です。アラビア語、ヘブライ語それ

エル―民主主義、宗教、そしてイスラエル・日本関係について」、ファイサル・ハサン・トゥラード駐日サウジアラ

ぞれのインテンシブ・コースの他に、国際会議で使用する英語についてのインテンシブ・コースを設置しました。

ビア大使講演会「サウジアラビア王国と、中東の平和と安定への役割」(12月)。
6月には「宗教と社会」学会年次大会のなかで、当学会とCISMORの共催の二つの公開シンポジウム「一神教
としてのユダヤ教・キリスト教・イスラーム―『原理主義』から見た相互認識」と「『原理主義の実相』―中東・アメ
リカ・ＥＵ」を開催しました。
今年度の国際ワークショップは、11月に国際ワークショップ「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」を開催
しました。
「ムハンマドの風刺画」事件、トルコのEU加盟問題、EU憲法に「キリスト教の伝統」を入れるかどうか
の問題、2006年9月のローマ教皇によるイスラームについての発言など、EUのアイデンティティとイスラー
ムの宗教伝統の関係は、今日の一神教をめぐる緊急の課題であると言えるでしょう。国際ワークショップの発表

最後にCOEプログラムの研究成果の社会への還元についてご報告いたします。公開講演会や公開シンポジウ
ムの内容については、動画発信も含めて、すべてウェブ・サイトで公開しています。また、eラーニング・システ
ムを利用した授業内容の配信として、
「神学部・神学研究科オープンコース」を実施しました。
一神教学際研究センターの一般読者向けのニューズレター『CISMOR VOICE』の5号と6号を発刊しました。
5号と6号の特集は「京都」です。またウェブ上に｢ワールドウォッチ・ニュース」を動画で配信しています。この
内容はDVDに焼き直し、希望者に配信しています。
本報告書は本COEプログラムの2006年度における活動全体の報告です。昨年度に引き続き、予想以上のボ
リュームになってしましたが、本COEプログラムをご理解いただくための参考になれば幸いです。

とディスカッションは、この問題の現状と課題を理解するための、一助になると確信しています。
同志社大学一神教学際研究センター長

森
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2006年度 活動報告
２００６年

４月１８日−
７月１１日
５月６日

６月２４日

英語インテンシブ・コース（前期）

―この１年を回顧する―」

パネリスト：エヤル・ベンアリ氏（ヘブライ大学）
サイード・ザイダーニー氏（アル・クドゥス大学）
ワリード・サーレム氏（パノラマセンター・エルサレム･オフィス）
マリオ・シュナイダー氏（ヘブライ大学）

特定研究プロジェクト5 ２００６年度第１回研究会
発表者：オスマン・バカル（マレーシア国際イスラーム大学）
「Modernization and Islam in Malaysia with Special Reference to Mahathir's Islamization
Policy and Badawi's Islam Hadhari」

公開シンポジウム「パレスチナとイスラエルの対話

７月８日

公開講演会
発表者：エリ・コーヘン（在日イスラエル大使）

５月１３日

５月２０日

部門研究1 ２００６年度第１回研究会
発表者：オスマン・バカル「Interfaith Dialogue from Perspective of History of Islamic Civilization」

「イスラエル ―民主主義、宗教、そしてイスラエル・日本関係について―」

コメンテーター：手島勲矢（同志社大学）
川端隆史（外務省）

７月８日・ アラビア語インテンシブ・コース
１５日

部門研究2 ２００６年度第1回研究会

７月２２日

発表者：山口

発表者：石川

昇（防衛庁防衛研究所）
「米軍のトランスフォーメーション：アメリカの軍事戦略は変わったか」

特定研究プロジェクト3 ２００６年度第1回研究会

７月２９日

発表者：オスマン・バカル（マレーシア国際イスラーム大学）

部門研究1 ２００６年度第2回研究会
研究会テーマ「キリスト教における世俗化・近代化に対する対応」

「Islam and Science: An Alternative View of Study of Nature」
５月３０日

卓（東洋英和女学院大学）
「米国の大量破壊兵器不拡散戦略とイランの核開発問題」

コメンテーター：富田健次（同志社大学）

コメンテーター：村田晃嗣（同志社大学）
５月２３日

部門研究2 ２００６年度第2回研究会

「プロテスタント（宗教社会学）の立場から」
発表者：三宅威仁（同志社大学）
マイケル・シーゲル（南山大学）
「カトリックの立場から」

特定研究プロジェクト2 ２００６年度第1回研究会

コメンテーター：市川 裕（東京大学）
中田 考（同志社大学）

発表者：モハンマド＝カーゼム・ムーサヴィー・ボジュヌールディー（イスラーム大百科事典センター）
「シーア派国家の成立過程：中世イスラーム世界を中心に」
コメンテーター：サーデク・サッジャーディー（イスラーム大百科事典センター）
８月１日
６月４日

発表者：松永俊男（桃山学院大学）
「ダーウィニズムと自然神学」

テーマセッション1 「一神教としてのユダヤ教・キリスト教・イスラーム ―『原理主義』から見た相互認識―」

コメンテーター：小原克博（同志社大学）

発表者：手島勲夫（同志社大学） 小原克博（同志社大学） 中田

孝（同志社大学）

コメンテーター：芦名定道（京都大学）
テーマセッション2 「『原理主義』の実相
発表者：臼杵

陽（日本女子大学） 森

―中東・アメリカ・ＥＵ―」

孝一（同志社大学） 内藤正典（一橋大学）

コメンテーター：手島勲夫（同志社大学）
６月７日

ハートフォード・セミナリー（アメリカ）と学術交流協定締結

９月４−
２６日

英語インテンシブ・コース（後期）

１０月２１日

部門研究1 ２００６年度第3回研究会
研究会テーマ「ユダヤ世俗主義の原型を探る：宗教と政治の関係」
発表者：河井徳治（大阪産業大学名誉教授）
「スピノザ：西欧思想史に見る異性体 ―その神観と倫理・政治思想―」
飯島昇蔵（早稲田大学）
「Machiavelli, Spinoza and Leo Strauss ―Philosophy and Religion―」

６月１７日

―知恵文学の比較を中心として―」

公開講演会
発表者：アッザーム・タミーミー氏（イスラーム政治思想研究所〈ロンドン〉）
「中東紛争の根源」
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コメンテーター：臼杵 陽（日本女子大学）
富沢 克（同志社大学）

公開講演会
発表者：勝村弘也（神戸松蔭女子学院大学）
「古代エジプトと聖書

マレーシア夏期研修プログラム

１０月３日−
１月１６日

６月１１日・ 第2回中東学会世界大会（アンマン・ヨルダン）に参加
１６日

６月１０日

特定研究プロジェクト3 ２００６年度第2回研究会

公開シンポジウム

１０月２４日

特定研究プロジェクト2 ２００６年度第2回研究会
発表者：嶋本隆光（大阪外国語大学）
「Ｍ・モタッハリーの倫理思想」
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2006年度 活動報告
１０月２８日

１１月４日６日

部門研究2 ２００６年度第3回研究会

１２月２日

部門研究2 ２００６年度第4回研究会

研究会テーマ「『9・11』5周年とイラク戦争の現状」

研究会テーマ「アメリカ中間選挙の分析」

「アメリカ外交と中東情勢」
発表者：宮家邦彦（ＡＯＩ外交政策研究所）
河野 毅（政策研究大学院大学）
「暴力とテロリズム：東南アジアからみた米国の対テロ対策」

「米中間選挙を読む ―福音派の動きを軸に―」
発表者：会田弘継（共同通信社）
村田晃嗣（同志社大学）
「中間選挙後のブッシュ外交」

コメンテーター：内田優香（民主党）
宮坂直史（防衛大学校）
中田 考（同志社大学）

コメンテーター：中山俊宏（津田塾大学）
田原 牧（東京新聞）

CISMOR国際ワークショップ2006
「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」
４日

１２月６日 『2005年度研究成果報告書』発行
１２月９日

第1セッション 公開シンポジウム
「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」
司

会：森

講

演：ターリク・ラマダーン（ヨーロッパ・ムスリム・ネットワーク（ブリュッセル））
「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」

セッションA
「古代オリエントと聖書」

孝一（同志社大学）

司会：越後屋

コメンテーター：アダ・タガー・コヘン（同志社大学）
池田 裕（筑波大学名誉教授、中近東文化センター学術局）
セッションB

ハミット・ボザルスラン（イスラーム・イスラーム社会研究所（フランス））
「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」

「中世におけるイスラームと聖書」
司会：市川

第2セッション
考（同志社大学）

コメンテーター：中村信博（同志社女子大学）
勝村弘也（神戸松蔭女子学院大学）

発表者：ターリク・ラマダーン（ヨーロッパ・ムスリム・ネットワーク（ブリュッセル））
「ムスリムにとってのヨーロッパ」
コメンテータート：内藤正典（一橋大学）
５日

セッションC
「ユダヤ民族と近代法」

第3セッション

司会：臼杵

「ヨーロッパにとっての反ユダヤ主義」
司

会：手島勲矢（同志社大学）

コメンテーター：大塚和夫（東京外国語大学）
柴田寿子（東京大学）

コメンテーター：菅野賢治（東京都立大学）
第4セッション

１２月１１日

「ヨーロッパはなおキリスト教世界なのか？」

ハミット・ボザルスラン（イスラーム・イスラーム社会研究所（フランス））
「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」
コメンテーター：中田
６日 エクスカーション

考（同志社大学）

公開講演会
発表者：ファイサル・ハサン・トゥラード（駐日サウジアラビア王国大使）

会：小原克博（同志社大学）

発表者：リズベット・クリストファーセン（コペンハーゲン大学）
「複数の公共宗教 ―複雑に絡み合う聖・俗政治とヨーロッパの未来―」

陽（日本女子大学）

「権利と法について ―シュトラウス政治哲学の視点から―」
発表者：石崎嘉彦（摂南大学）
長尾龍一（日本大学）
「戦前期独墺公法学におけるユダヤ人 ―日本公法学との関係で―」

発表者：アブラハム・ソーテンドルプ（進歩的ユダヤ教世界連合）
「ヨーロッパにおける反ユダヤ主義 ―治癒可能な病か？―」

司

裕（東京大学）

発表者：中田 考（同志社大学）
「イスラームにおける神の言葉としての聖典の意味」
「イブン・ハズムとユダヤ教」
鎌田 繁（東京大学）

「ムスリムにとってのヨーロッパ」
会：中田

朗（同志社大学）

「列王記とメソポタミアの歴史文書」
発表者：山田重郎（筑波大学）
石川 立（同志社大学）
「イスラエルによる周辺思想の受容 ―詩編の場合―」

リズベット・クリストファーセン（コペンハーゲン大学）
「『ヨーロッパ』という自己理解へのキリスト教の貢献」
アブラハム・ソーテンドルプ（進歩的ユダヤ教世界連合）
「自己理解への葛藤」

司

第2回ＣＩＳＭＯＲユダヤ学会議「ユダヤ学の多様性：取り巻く異文脈との対話」

「中東の平和と安定とサウジアラビア王国の役割」
１２月１６日

部門研究1 ２００６年度第４回研究会
研究会テーマ「一神教と多神教：インドの《一神教》理解について」
「古代インド・イランの宗教から見た一神教」
発表者：後藤敏文（東北大学）
丸井 浩（東京大学）
「宗教伝統の権威論証とインド哲学：護教論理と寛容精神」
コメンテーター：澤井義次（天理大学）
中田
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考（同志社大学）
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2006年度 活動報告
１２月１８日

特定研究プロジェクト2 ２００６年度３回研究会
発表者：吉村慎太郎（広島大学）
「レザー・シャー独裁と国際関係

１２月２６日

―転換期イランの政治史的考察―」

国際シンポジウム「『新中東』の光の下のスンナ派・シーア派関係の未来」

２００７年

１月２７日

部門研究1､2合同研究会 ２００６年度第5回研究会（合同研究会）
研究会テーマ「イスラームの現在」
発表者：飯塚正人（東京外国語大学）
中田 考（同志社大学）

２月 ヘブライ語インテンシブ・コース
２日-３日、
８日-９日、
１３日-１４日
２月２４日

カイロ大学オリエント研究所（エジプト）と学術交流協定締結

２月２６日

特定研究プロジェクト3 ２００６年度第3回研究会

1
部門研究会
報告

発表者：八耳俊文（青山学院女子短期大学）
「近代東アジアが出会ったもう一つの西洋科学：入華プロテスタント宣教師の科学啓蒙活動」
２月２８日 『JISMOR（一神教学際研究）3』発行
３月７日

部門研究３ 2006年度第1回研究会
発表者：安藤礼二（多摩美術大学）
「大川周明と折口信夫
コメンテーター：森

３月１７日

公開講演会
発表者：吹田

３月１２日・
１９日

―明治期の宗教思想家たちと『一神教』―」

孝一（同志社大学）

浩（関西大学）
「古代エジプト人の神々」

アラビア語インテンシブ・コース

３月３１日 『CISMORユダヤ学会議』報告書第2号発行

バークレー神学大学院連合（アメリカ）と学術交流協定締結
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部門研究１

部門研究１

「一神教の再考と文明の対話」研究会

研究会報告

部門研究

1

「一神教の再考と文明の対話」研究会

「一神教の再考と文明の対話」研究会
幹事：中田 考（同志社大学 大学院神学研究科教授）
小原 克博（同志社大学 大学院神学研究科教授）

2006年度研究会
第１回

２００６年５月１３日 開催地：同志社大学 東京オフィス
オスマン・バカル
「Interfaith Dialogue from Perspective of History of Islamic Civilization」
コメンテーター：手島勲矢・川端隆史

第２回

２００６年年７月２９日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
研究会テーマ「キリスト教における世俗化・近代化に対する対応」
三宅威仁「プロテスタント（宗教社会学）の立場から」
マイケル・シーゲル「カトリックの立場から」
コメンテーター：市川 裕・中田 考

第３回

２００６年１０月２１日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
研究会テーマ「ユダヤ世俗主義の原型を探る：宗教と政治の関係」
河井徳治「スピノザ：西欧思想史に見る異性体 ―その神観と倫理・政治思想―」
飯島昇蔵「Machiavelli, Spinoza and Leo Strauss ―Philosophy and Religion―」
コメンテーター：臼杵 陽・富沢 克

第４回

２００６年１２月１６日 開催地：同志社大学 東京オフィス
研究会テーマ「一神教と多神教：インドの《一神教》理解について」
後藤敏文「古代インドイランの宗教から見た一神教」
丸井 浩「宗教伝統の権威論証とインド哲学：護教論理と寛容精神」
コメンテーター：澤井義次・中田 考

2006年度は以下の計5回の研究会を開催した。
第1回O. Bakar「Interfaith Dialogue from Perspective of History of Islamic Civiliization」で
はイスラーム発祥以来の他宗教・他文明との交流と対話の歴史を概観した。
第2回Ｍ.シーゲル・三宅威仁「キリスト教における世俗化・近代化に対する対応―カトリックの立場から」
「キ
リスト教における世俗化・近代化に対する対応―宗教社会学の立場から」ではカトリック、宗教社会学の立場
からキリスト教の世俗化・近代化に対する対応を論じた。
第3回河井徳治・飯島昇蔵「スピノザ：西欧思想史に見る異性体―その神観と倫理・政治思想―」
「Machiavelli,
Spinoza and Leo Strauss―Philosophy and Religion」では西欧思想史上のスピノザの位置、
マキャ
ベリー、
レオ・シュトラウスとの関係を論じた。
第4回後藤敏文・丸井 浩「古代インドイランの宗教から見た一神教」「宗教伝統の権威論証とインド哲学：
護教論理と寛容精神」ではゾロアスター教とインド哲学と一神教との関係を論じた。
第5回飯塚正人・中田考「イスラームの現在」ではイスラームの現在について質疑応答を行った。

参加研究者
森
孝一 同志社大学 大学院神学研究科教授
石川
立 同志社大学 大学院神学研究科教授
越後屋 朗 同志社大学 大学院神学研究科教授
手島 勲矢 同志社大学 大学院神学研究科教授
中山 善樹 同志社大学 大学院文学研究科教授
山本 雅昭 同志社大学 言語文化教育研究センター教授
バーバラ・ジクモンド
Visiting LCI Institute Scholar,
Catholic University of America

三浦 伸夫 神戸大学 国際文化学部教授
ミシェル・モール
同志社大学 言語文化教育研究センター嘱託
講師

芦名
檜垣
市川
鎌田
菅野
加藤
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定道
樹理
裕
繁
賢治
隆

京都大学 大学院文学研究科助教授
足利工業大学共通課程助教授
東京大学 大学院人文社会系研究科教授
東京大学 東洋文化研究所教授
東京都立大学 人文学部助教授

勝又 悦子 同志社大学 神学部嘱託講師
金
承哲 金城学院大学 人間科学部教授
小林 春夫 東京学芸大学 教育学部助教授
栗林 輝夫 関西学院大学 法学部教授
マイケル・シーゲル
南山大学 社会倫理研究所第一種研究所員

中村明日香
中村 信博
中沢 新一
奥田
敦
澤井 義次
塩尻 和子
東長
靖

在イラン日本大使館 専門調査員
同志社女子大学 学芸学部教授
多摩美術大学 美術学部教授
慶應義塾大学 総合政策学部教授

第５回（部門研究2と合同）
２００７年１月２７日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
研究会テーマ「イスラームの現在」
飯塚正人・中田 考

天理大学 人間学部教授
筑波大学 大学院人文社会科学研究科教授
京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究
研究科助教授

鳥巣 義文 南山大学 人文学部教授
月本 昭男 立教大学 文学部教授
綱島 郁子

千葉大学 文学部教授
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部門研究１

部門研究１

「一神教の再考と文明の対話」研究会

「一神教の再考と文明の対話」研究会

部門研究１

2006年度第1回研究会 報告

部門研究１

2006年度第2回研究会 報告

「キリスト教における世俗化・近代化に対する対応」

日

時／２００６年５月１３日（土）

会

場／ 同志社大学 東京オフィス 大セミナールーム

日

時／２００６年７月２９日（土）

発

表／ オスマン・バカル（マレーシア国際イスラーム大学啓示人文学部教授）

会

場／ 同志社大学 今出川キャンパス 寒梅館6階大会議室

発

表／三宅 威仁（同志社大学神学部助教授）

コメント／ 手島 勲矢（同志社大学大学院神学研究科教授）
川端 隆史（外務省国際情報統括官組織第二国際情報官室事務官）

マイケル・シーゲル（南山大学社会倫理研究所第一種研究所員）
コメント／ 市川

スケジュール

中田

14:00〜14:05 司会挨拶
14:05〜15:30 発表：オスマン・バカル
15:30〜15:45
15:45〜15:55
15:55〜16:05
16:05〜18:00
18:45〜20:00

裕（東京大学大学院人文社会系研究科教授）
考（同志社大学大学院神学研究科教授）

スケジュール

「Interfaith Dialogue from Perspective of History of Islamic Civilization」
休憩
コメント：手島勲矢
コメント：川端隆史
ディスカッション
懇談会

13:00〜14:00
14:00〜15:00
15:00〜15:15
15:15〜15:25
15:25〜15:35
15:35〜17:00
17:30〜19:30

発表：三宅威仁「プロテスタント（宗教社会学）の立場から」
発表：マイケル・シーゲル「カトリックの立場から
休憩
コメント：市川 裕
コメント：中田 考
ディスカッション
懇談会

研究会概要
2005年、国連のアナン事務総長より
「文明間の連合」
（“Alliance of Civilization”）
の提起があったが、
イランのハターミー大統領によって提起された「文明間対話」
、および宗教間対話は、現代世界の諸問題
解決のためにも依然として極めて重要である。
イスラーム文明は預言者ムハンマドのマディーナ移住によるその成立以来、宗教間対話の非常に豊か
な伝統をもっている。預言者自身による他宗教との対話の先例もあり、中国、スペイン、中央アジアなど
における宗教間対話の実践は、王岱與、イブン・アラービーらの著作のような大きな思想的、文化的成果
へとつながっていった。マレーシアを含めた東南アジアでは、イスラーム（特にスーフィズム）
とヒンドゥ
ー、仏教の長い交流の経験がある。
イスラームが他宗教との対話を行ってきた動機は次の六つである。(1)イスラームが最後の啓示宗教
であるとの自己理解、(2)クルアーンにある普遍的な啓示という概念、(3)クルアーンに基づく包括的な
神学、(4)「啓典の民」であるか否かを判断する必要性、(5)イスラームが「文明の借用」に積極的であった
こと、(6)イスラームの秩序における多元主義。
オスマン・バカル教授の発表に対し、手島勲矢氏からは、マイモニデスら、イスラームの統治のもとで、
亡命を余儀なくされた思想家について指摘があり、オスマン・バカル教授は、これに対して、対話が、紛
争と同時にでも進行していたことを指摘した。また、手島氏はイスラームの包括性の範囲、一神教の範
囲について質問したが、オスマン・バカル教授は、イスラームの包括性の範囲が多くの宗教を一神教とみ
なしうる、広範囲のものであることを指摘した。
川端隆史氏は、自身のマレーシアについての知見から、多民族の共存するマレーシアにおいては民
族間、宗教間において、日常の中で対話が行われていることを指摘した。
（CISMOR奨励研究員・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程
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塩崎悠輝）

研究会概要
今回の研究会は、
「キリスト教における近代化・世俗化に対する対応」を主題として、マイケル・シーゲ
ル氏がカトリックの立場から、三宅威仁氏が宗教社会学の立場からそれぞれ論じた。
シーゲル氏はカトリックにおける世俗化を論じるにあたり、まず「世俗化」という言葉が社会の様々な
相における宗教の影響力の衰退を意味するとしつつも、むしろ教会が政治的権力を握ることが世俗化で
はないかと問い、キリスト教における世俗化の議論とは、宗教と社会、政治、個人の関係のあるべき姿
への問いであるとする。
そもそも世俗化とは西洋では啓蒙主義の産物であるとされ、啓蒙期の思想家が理性を信頼し宗教を
その批判の対象とし、人間が自身と社会を改善し現世での救済を可能にすると考えたために、救済の手
段を独占していた宗教はもはや不要になると理解された。
また氏は、英語の「secularization」とその訳語としての「世俗化」にある微妙な意味の違いをそれら
の語源の違いから指摘する。
「世俗化」の「俗」の対比語が「聖」であるのに対し、
「secularization」の語
源である「saeculum」は時間に関連する語であり、その対比語は「永遠」であるとする。氏はここにキ
リスト教における世俗化の特質が表れており、中世までのキリスト教は来世での救いに重点を置いてき
たと述べる。つまり
「secularization」とは来世から現世に注意を移すことなのであり、宗教が永遠（来
世）を強調するのに対し、世俗化は現世に重きを置くことと理解されるのである。
そして氏はこのような世俗化に対し、カトリックは近代以降必ずしも否定的であったのではなく、そ
れを歓迎もしたと述べる。それはより現世での救いというものに教会が目を向ける契機と理解された
のである。そしてシーゲル氏は、この意味で世俗化を理解する時、キリスト教における世俗化とはこの
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世への教会の使命の再確認を意味するものとなると指摘した。
三宅氏は、世俗化の諸理論が1980年代以前と以降では異なるとし、まず80年代以前について述べ
る。そこで氏は、近代社会学はそれ自体が世俗化の産物であると言え、その始まりから社会における宗
教の重要性が減少するという見通しを持っていたと述べる。宗教社会学の創始者の一人であるヴェーバ
ーは人類史において合理化が進展していくとし、プロテスタンティズムは世俗内部を呪術から解放して
合理的につくりかえたとする。また初期のデュルケムは人間の連帯が類似に基づく機械的連帯から違い

キリスト教における世俗化・近代化に対する
対応 ―プロテスタント
（宗教社会学）
の立
場から―
同志社大学神学部助教授

に基づく有機的連帯に変わることで宗教の影響力は消失していくと考えた。

三宅 威仁

1960年代には近代化・産業化のもとで世俗化理論は盛んに論じられたが、氏は60年代の世俗化理
論は概ね、世俗化が近代化に必然的に伴うプロセスであり、一方向に不可逆的に進展すると理解し、そ
のような西欧の経験は普遍的なパターンであると見られていたと述べ、またこの頃の世俗化という概念

一神教学際研究センター幹事の小原先生から

ても、人間の思索はすべて、必然的に三つの理論

三つの課題を頂戴しました。
（1）1970年代以前に

段階を順次通過する」
と述べています。
「神学的段

主張された世俗化に関する理論の要点をまとめる

階」
「形而上学的段階」
「実証的段階」の三段階で

こと、
（2）70年代以後に提唱された世俗化理論の

す。神学的段階はさらに三つに区切られ、第 1 は

不可避的、不可逆的な変化という理論を廃棄し、一定の条件下で社会が辿ると思われる傾向のみの指摘

動向を指摘すること、
（3）世俗化に対するプロテス

「フェティシズム」の段階。コントは「フェティシズム」

を行ったり
（マーティン）、それまで多義的であった世俗化理論の分析レベルを明示する（ドベラーレ）な

タント陣営からの反応について論じること、という

つまり
「拝物教」
という用語を用いていますが、私

どの方法がとられている。このような状況に対し、氏は、今後どのような理論が出されるにせよ、実証

三つの課題です。その順番でお話いたします。私

が読む限りでは今では「アミニズム」
という言葉で

的研究の必要があると主張した。最後に三宅氏はウィルソンを引用しつつ、プロテスタント陣営の反応

の発表は専ら宗教社会学の分野から考察したもの

呼ばれているものではないかと思います。あらゆ

として、宗教協力、カリスマ的刷新、自発的な非構造化、合理化、折衷主義の五つの戦略がとられたと指

でして、神学・哲学・歴史学・人類学などの観点か

るものに霊・生命が宿るという考え方で、これが神

摘し、発表を締めくくった。

ら考察すると、また自ずと異なった認識が生じる

学的段階の初期の考え方として述べられていま

はずだと思います。宗教社会学の分野に限っても

す。それが多神教になり、一神教になり、そういう

厖大な文献がありまして、代表的な理論の中のご

宗教的な段階を人類が脱却して形而上学的段階

く一部をご紹介することになるかと思います。ヨー

に移る。神学的段階においても形而上学的段階

ロッパの事例を中心に話してくださいとのご依頼

においても人間は「宇宙はどこから出て来たか」

も受けましたが、私はアメリカに住んでいたことは

や「世界を動かす法則は何か」
といった大雑把な

ありますし日本の宗教も若干研究していますが、ヨ

疑問を抱くのですが、神学的段階では人格を持

ーロッパのフィールドワークは行ったことがありませ

った存在を自然界に想定し、つまり神々や星座が

んので、一次資料は持ち合わせていません。

人間に影響を与えていると考えた。それが形而上

には多義的な意味が込められていたと指摘する。
しかし60年代末には、ルックマンによる宗教の私事化の指摘など、そのような理論を修正しようと
いう試みが見られ、1970年代になるとイランのイスラーム革命をはじめ次々と政治の場における宗教
の再登場が生じたことで、世俗化理論は変更を余儀なくされた。そこで80年代以降の世俗化理論は、

（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 朝香知己）

学的段階になると、抽象的・哲学的な概念を用い

1．1980年代以前の世俗化の諸理論
70年代以前の理論をまとめてくださいと言われ
ましたが、私が見るところ80年代以前と80年代以
降で違うのではないかと思いますので、80年代以

てそうした問いに答えようとする。ところが実証的

前の世俗化に関する理論のまとめをいたします。

そういうように人類の精神の発展を考えたわけで

間が理性で経験的に確かめられるような問いと解
答を積み重ねていって真の知識に到達していく。

近代的な社会学は始まりの時から、社会におい

す。こういう考えを持っていた社会学自体が世俗

て宗教の重要性が減少していくという見通しを持

化の産物だと言えますし、社会学は啓蒙主義運動

っていました。近代的な社会学の創始者と言うと、

が最も強力に押し進められたフランスにおいてこ

オーギュスト・コント
（Auguste Comte）です。この

そ誕生し得た学問であったのだろうと思います。

人は人類の知的進歩について、
「個としても種とし
16

段階になると、大味な問いを立てることをやめ、人

コントにとって宗教の衰退は自明の事柄であっ
17
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たわけですが、
「個としても種としても」三段階の法

歴 史 を 全 体 とし て 見 た 場 合 、
「合理化」

修行の場において行うことが普通であったのに、

ことをやっている、社会の各パートが同じことをや

則をたどると言われていますように、個々人の人

が進展していくとも考えていた。
（Rationalization）

カルヴィニズムを中心とする禁欲的プロテスタティ

っている。そうした「環節型社会」から「有機型社

間も赤ちゃんから大人になるまでにこういう精神

私たちはそう考えて間違いなかろうと思います。

ズムでは世俗内部における生活態度をシステマテ

会」、高度に発達した生物を考えていただきたい

段階をたどるとコントは考えていたらしいのでして、

合理化というのもいろいろな意味がありますが、ヴ

ィックに自己審査するようなタイプの人間が生み出

のですが（デュルケムは、よく生物を例に出して議

人類の精神の進歩が人間の成長になぞらえて考

ェーバーは合理化の遠因の一つとして古代ユダヤ

され、そうして世俗内部を合理的につくりかえるよ

論を進めます）、各パートが違う働きをするからこ

えられているわけです。つまり、こうした変化を生

教の預言者の活躍に言及しています。古代ユダヤ

うになった。超世界的な神を思うあまり、この世界

そ、互いが互いの役割・機能を必要とする。機能

み出す原因としては、個人にしても人類にしても、

教の預言者は世界を超絶した神からの命令という

から呪術的な色合いをすっかり消し去って合理的

を依存しあう形で組み合わされた社会が形成され

成長を促す内在的な力があると考えていたので

形で古代イスラエル民族に倫理的な生活態度を

につくりかえてしまったという歴史のアイロニーを

るということで、機械的連帯から有機的連帯へ、

はないかと思われます。

要求した。そのことにおいて生活世界を呪術から

ヴェーバーは述べています。

環節型社会から有機型社会への変化を説いてい

ところで、実証主義的段階の人間精神として冷

解放した。まさに「呪術からの世界の解放」
という

しかも
『プロテスタンティズムの倫理と資本主義

ます。そこで道徳にしても、二つの社会では異な

徹な科学主義を考えていただくと困るのでして、

ことが、ヴェーバーにとって人類の精神的な発展の

の精神』の最後を読みますと、人々はついには世

った基盤の上に成り立っている。道徳の基盤とし

コントによれば、実証主義精神の段階こそ人々は

キーワードでした。この呪術からの世界の解放は、

俗そのものの誘惑に負けるようになって、超世界

ての宗教は基本的には環節型社会において有効

人間の
「社会性」
を最大限に発揮することができる。

禁欲的なプロテスタンティズム、特にカルヴィニズ

的な理念そのものが脱落していく、と書かれてい

で、有機型社会においてはその影響力はだんだん

この時代になって初めて人々は他者のために生

ムにおいて頂点に達すると考えられました。

ます。初期のカルヴィニストたちは神を思いながら、

消失していくと考えていたようです。
『社会分業論』

きることに自らの幸福を見いだす。実証的段階は

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精

来世を思いながら勤勉に働いたわけですが、その

から引用してみます。
「ところで、もし歴史に照らし

「愛他精神」に満ちあふれた時代でして、実証主義

神』を読みますと、資本主義の精神というエートス

結果、富が蓄積される。すると、富の誘惑に負け

て疑うべくもない真理があるとすれば、その真理

それ自体が、ある種の宗教と言い得ます。コントは

がいかに資本主義の発生に寄与したか、また資本

て現世に執着するようになる。そのこと自体が「世

とは、
『宗教が社会生活のますます小さくなってゆ

最晩年に「人類の宗教、人間の宗教」
というものを

主義の精神というエートス自体がどのようにしてプ

俗化」を押し進める一つの力であったと述べられ

く部分を包含している』ということである。最初、

提唱するまでになりました。それはあまり実らなか

ロテスタンティズムから発生してきたかということが

ているわけです。

宗教は全体にひろがっている。そこでは、社会的

ったということですが。

追跡されているわけですが、禁欲的プロテスタン

宗教社会学のもう一人の創始者であるデュルケ

なものはすべて宗教的なものである。これらの二

社会学の創始者がコントとしますと、宗教社会

トたち、特にカルヴァン主義者たちは「二重予定

ムは『社会分業論』の中で、人間の連帯の形が、

つの言葉は同じ意味の言葉である。その後、政治

学の創始者としてはマックス・ヴェーバー（ Max

説」を信じていました。来世で救いに与るか、永

かつての社会から分業の進んだ現代社会におい

的・経済的・科学的諸機能は次第に宗教的機能

とエミール・デュルケム
（Emile Durkheim）
Weber）

遠の罰を受けるかが中世末期の人々にとって大変

て変わってきたと述べています。つまり、かつての

から解放されてゆき、独立した立場をとり、漸次は

の名前が上げられるのではないかと思います。カ

な関心の的だったのですが、初期のカルヴィニス

分業が発達していなかった社会においては「機械

っきりとした世俗的特性を身につけるようになった

に関しては割愛します。
ール・マルクス
（Karl Marx）

トたちは永遠の救いに至るか、永遠の滅びに至る

的連帯」という形で人々が結びついていた。これ

のである。……（中略）……個人は、より大いに自

マックス・ヴェーバーは、歴史の流れは無数の複雑

か、予め決められているという二重予定説を信じ

は「類似による連帯」で、皆が同じ所に住んでい

主的活動の源泉となっている。要するに、宗教の

な出来事が絡み合って進んでいくものであり、単

ていました。そうすると自分が救いのグループに

る、同じものを食べている、同じものを着ている、

領域は、世俗的生活の領域と同時に、そしてこれ

一の原因や法則によって複雑な因果関係の連鎖

所属しているという確信をどうしても持ちたいわけ

同じ仕事をしている、同じ宗教を信じている、つ

と同程度には、増加していないばかりでなく、そ

の全貌を解明することはとてもできない、というふ

で、それはどこを見たらわかるか。複雑な議論が

まりは同じ人間だということで連帯ができている。

れはますます狭く縮まってゆきつつある。この退

うに考えていた人です。そこで、歴史に関して一

なされていますが、簡単に言うと、神の栄光を増

これが有機的な社会になると、異なりによる連帯、

化は、歴史の一定の時期から始まったものではな

元論的な見方をする唯物論を、つまり物質的なも

し加えるような行動を示している人々こそ、救われ

分業による連帯になる。それぞれが違う仕事をや

く、社会進化の初めから、その種々の推移は辿ら

のに対する経済活動だけが社会を構成して歴史

ているグループに所属していると考えられた。そ

っているので、他の人々の機能・働き・役割分担

れうるのである。そのようなわけで、この退化は、

を動かしていくと考えるような唯物論を批判したわ

こで二重予定説を信じたカルヴィニストたちは、私

に相互に依存せざるを得ないところから来る連

社会的発展の根本条件に関連している」
（ 講談社

けです。ヴェーバーは経済のみならず、政治や地

的な欲望を圧殺し、自らの生活の隅々に至るまで

帯、そういう形の「有機的連帯」を述べています。

。
学術文庫、上巻、280〜281ページ）

理的状況や国民性や、さまざまな文化的要素や偶

神の栄光のために合理的につくりかえるという方

「機械的連帯」によって成り立っている社会を「環

ところが、
『宗教生活の原初形態』
という晩年に

発的事件などが複雑に絡み合って歴史を押し進

向に向かった。それまで禁欲的な生活態度と言

節型社会」
と呼びます、つまり、芋虫とか珊瑚を連

書いたものでは、デュルケムはオーストラリア原住民

めていくと考えていたわけですが、しかし人類の

うと、世俗の外部において、つまり修道院のような

想していただいたらよいのですが、個々人が同じ

のトーテミズムを宗教の中で最も原初的な形態、つ
19
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まり最も単純にして遡れる限り最古の形態と見な

すぎたように思います。小原先生が言われたのは

で非人格的な、個々人の役割遂行能力・機能が

制度として宗教から独立していく過程、それが社

して、そのケーススタディを行うのですが、ここではト

1960 年代頃から提唱された世俗化の理論のこと

合理的に分節化されている「契約社会」
（ドイツ語

会分化ということですが、この社会分化の力に促

ーテム神として崇められているのが各トーテムの氏

でしょう。つまり近代化・産業化が生じたとき、そ

に変化して
でGesellschaft、英語でassociation）

されて世俗化が起こるとも言えます。
「契約社会化」

族そのものであるという結論に達しました。つまり、

の社会の変化に伴う一つの帰結として宗教が衰退

いくという考え方をウィルソンもとっていまして、デ

「社会分化」
と表現した事柄をまた別の側面から見

この本では各宗教で神として崇められているのは

していくという意味で60年代頃に盛んに論じられ

ュルケムの「機械的連帯」から
「有機的連帯」へと

ると
「合理化」の過程でもある。合理化とは科学的

それぞれの社会そのものであるということを述べて

た世俗化の理論について報告するようにと言われ

いう考えとほとんど同じです。人々の間に全人格

なものの見方が広まるだけでなく、生活のいろい

います。この本では、社会の精神的な統合のため

たのではないかと思います。60 年代に世俗化理

的な関係が結ばれているような地域共同体にお

ろな分野において機能性の重視、効率性の追求

には、社会そのものを象徴する
「聖なるもの」の集

論を提唱した中で最も有名な人はブライアン・ウィ

いてこそ、その隅々に至るまで宗教というのは構

をはじめとして理性の統制が押し進められていく。

合表象が必要だとデュルケムは述べるに至ってい

ルソン
（Bryan R. Wilson）であろうかと思います。

成力を発揮するのであって、逆に宗教が信頼に値

そういう合理化の過程としても契約社会化を見る

するのも、つまり宗教の信憑性も地域共同体によ

ことができるわけです。こうして契約社会化・社会

ます。古い宗教的な表象・象徴というものが役に
立たなくなったとしても、社会統合を達成するため

「私は世俗化という用語によって、宗教的な諸制

って支えられているとも言えます。人々は地域的

分化・合理化という力に促されて世俗化が進むと

には何かしら、社会そのものを象徴するような聖な

度や行為および宗教意識が、社会的意義を喪失

に限定された範囲内で全人格的に結びついてい

ウィルソンは述べたわけです。彼も最晩年になり

る表象が必要ではないかと。一節を引用しますと、

する過程を意味する」
（法政大学出版局、170ペー

た。それが、契約社会になると、互いの生まれも

ますと、さらに国家の役割の重要性に着目してい

「古い神々は老い、あるいは、死に、しかも、他の

ジ）
と1982年に出された『宗教の社会学』に載って

名前も性格も知っているような付き合いではなく

ました。この人は創価学会の研究をしたことでも

神々は生まれていない……（中略）……不滅の福

います（1982年はもともとのオリジナルの書物が出

なり、個々の人間に割り当てられた社会的な役割

有名で、その縁で創価大学に招かれています。創

音書はない、しかし、人類が、以後、新しい福音書

た年代です。レジュメに170ページとあるのは翻訳

に相互に依存するという形でのみ人々は結びつ

価大学のホームページに「ブライアン・ウィルソン先

を再び考え出すことはできない、と信じる理由もま

書の方のページです）
。1982年に書かれた本から

き、また役割の網の目のようなものの中に絡めとら

生の思い出」が掲載されています。そこでは世俗

たないのである。新たな信仰が表明されてくる象

引用しましたが、1960年代当時からこの定義を使

れることによって社会全体の中に組織化される。

化に対して国家が果たす役割を重視しています。

徴が何であるか、これらの象徴が過去のそれに似

っていて「これを変更する必要は今のところは認

こうして政治・経済・司法・教育・医療といったさ

ているか否か、表現の対象となっている実在にい

められない」
という断りのもとに定義を記していま

まざまな活動領域において、人々はある特定の技

古典期の理論家と変わるところはなかったのかも

っそう適合しているかどうか、こういう問題は、人間

すので、ここでご紹介しました。

術・能力を出し合うことによって、形式的で非人格

知れませんが、ウィルソンは当時のイギリスの教会

ウィルソンもデュムケムの初期の頃と同様に、単

的で契約的な役割関係を結ぶようになる。私たち

で実際に起こっていたこと、例えば「超自然的な

342〜343ページ）。デュルケムは、あらゆる社会に

に近代という時代のみならず、人類の全歴史を通

は医者に人間的な対応をしてほしいと思います

ものへの信仰が衰退している」
「礼拝出席の数が

おいて宗教が普遍的に果たすべき役割があると指

じて世俗化というものが起こっていると考えてい

が、医者の全人格をも知りたいと思うかどうか。こ

減少している」
「聖職希望者の数が減少している」

摘しています。社会統合という役割があると。しか

たフシがあるのですが、特に近代化・産業化に伴

の医者は何を食べているかといったことまで知り

といったことを、統計データを駆使して実証して着

しながら現存する宗教の制度や象徴がその役割を

って生じる世俗化に関して焦点を当ててお話しま

たいわけではありません。医者は病気を治療しま

目されました。そんなわけで、日本でもウィルソンは

果たしているとは限らない。本来、宗教が社会にお

すと、ウィルソンは「近代の世俗化は『契約社会化』

すという看板を掲げていて、その技術・能力を私

「宗教衰退論」
「宗教消失論」を論じているという

の識別能力を超える問題である」
（岩波文庫、下巻、

もっとも、こうした理論を述べただけであれば、

いて果たすべき役割・機能と、現存する宗教制度

と述べ
（societalization）の力に促されて起こる」

たちは金を出して買い取るわけで、医者と私たち

人々がいましたが、それは誤解です。ウィルソンは

との「ずれ」が発生し得るということも指摘したので

ています。この理論はフェルディナンド・テンニエ

の関係は契約関係です。互いの役割分担と契約

宗教が社会から完全に消え去るということを言い

して、こうした考え方は後にタルコット・パーソンズ

と
ス
（Ferdinand Tönnies）の「ゲマインシャフト」

的な関係を結ぶ形で社会が形成されている。

たいのではないのでして、世俗化理論は別に人間

（ Robert N.
（ Talcott Parsons ）やロバート・ベラ

「ゲゼルシャフト」の二つのタイポロジーに依存して

この契約社会化、ゲマインシャフトからゲゼルシ

の宗教性の消滅や、組織化された宗教の消滅を

Bellah）に影響を与えまして、ベラの「市民宗教」の

いまして、ゲマインシャフトとは氏族・村落などに典

ャフトへと移行する力が宗教の世俗化を生み出す

予想するものではない。60 年代の世俗化理論は

考えもここから影響を受けているのではないかと思

型的に代表されるような、対面関係を持っている

一つの要因であるとウィルソンは考えています。

単に社会システムの運営において宗教の重要性

われます。

人々、フェイス・トゥ・フェイス
（face to face）の関係

「 契 約 社 会 化 」を 言 い 換 えますと「 社 会 分 化 」

が減少していくことを指し示しているにすぎないの

を持っている人々が全人格的に結びついている

と言えるのでして、社会
（social differentiation）

です。人々の社会的な意識の中において宗教の

という課題に対し、まずコントとヴェーバーとデュル

ことを基盤としている地域共同体のことです。この

の中の政治・経済・司法・教育・医療・軍事・学問

意義・重要性が減っていること。人類のさまざまな

ケムの3人についてお話しましたが、それでは遡り

ゲマインシャフトが、社会の発展とともに、大規模

研究などさまざまな活動領域が、それぞれ別個の

資源（時間・エネルギー・技術・知能・創造力・蓄

「80年代以前の世俗化理論を要約してください」
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積された富など）に対して宗教が発揮することの

世界は人間の外部に存在する客体的な性格を獲

そこで「コスモス」
という宇宙像を人間は構築し

経済の発達、官僚制の発達、都市化といったもの

できる力が減ってきていることを指摘しているにす

得して、人間に相対するようになります。このプロ

ようとするわけです。それを聖なる形で行う。
「聖な

がすべて世俗化に働いたと考えていますが、マッ

ぎない。宗教が完全に消え去ると言っているので

セスを「客体化」
と呼んでいます。再び言葉を例に

る形でコスモスを建築すること」
こそ宗教の本質な

クス・ヴェーバーの言う合理化のプロセスも世俗化

はないのです。

とると、言葉は無数の人間が何世代にもわたって

のだとバーガーは考えています。しかし、
「聖なる」
と

を押し進めたと言っています。

ですから、ウィルソンは世俗化論を唱える一方

組み立ててきた、人間のつくったものですが、一

いうのはどういう意味でしょうか。時間がありません

ブライアン・ウィルソンとピーター・バーガーを紹

で、セクトの研究に成果を上げています。これま

旦でき上がると、ひとりひとりの人間が社会に生

ので、ここでは残念ながら、それに関しては一切触

介しましたが、60年代に世俗化を理論化した人々

での共同体全体を覆い尽くすチャーチ型の宗教

まれ落ちてくる前に社会に存在し、語彙や文法は

れないことにします。いずれにせよ、バーガーは宗

の全員をカバーすることはとてもできません。しか

はこれからパッとしないだろう。世俗化が進み、チ

個々人の外に存在している。人間は言葉を用い

教とは「聖なるコスモス化」だと言うわけです。天蓋

し、それらの理論の特徴をまとめてみます。まず、

ャーチの重要性は減少する。そんな現代社会に適

るためにはそれを学びとっていかなければならな

のように聖なる宇宙像が社会全体を覆っていると

近代化とは何か。近代化という概念には「社会分

したセクト型の宗教に興味を抱いて、セクトのタイ

い。客体化された言語を個々の人間は精神の内

いう形で、コスモスがノモスを正当化する。そうした

化」
「合理化」
「産業化」
「都市化」
といったさまざま

ポロジーや、どういう条件のもとでどういうタイプの

的意識の構造の中にとりこんでいくという作業をし

役割を宗教が担っていたのですが、しかし、聖な

な現象が含まれています。構造的・機能的に未分

セクトが発展するか、廃れていくかといったことを

ないといけない。それを「内在化」
と言います。人

る天蓋が安定的な役割を果たすことができていた

化であった社会が、政治・経済・医療・教育・芸術

研究する業績を上げたわけです。とは言え、ウィ

間と、
「意味の体系」
という意味での社会の間には、

のは前近代的な社会においてでして、これが近代

といったさまざまな制度に分化していくことが社会

ルソンは結局、そうしたセクトも近代化・産業化に

このように「外在化」
「客体化」
「内在化」
というプロ

的な社会になると揺らいできた。世俗化が生じて

分化で、宗教も以前は社会の隅々に至るまで影響

対する反作用として生じてくると考えていたよう

セスが絶えず動いています。大勢の人間が「あた

きたとバーガーは主張します。
「世俗化とは、社会と

力を誇っていたのですが、政治や経済などの他

で、ある特定のセクトが社会の隅々まで影響力を

りまえの生活世界」
として構成した意味の体系のこ

文化の諸領域が宗教の制度や象徴の支配から離

の制度から切り離されて、単なる一制度になって

及ぼすような時代が来るとは考えていなかったよ

とをバーガーは「ノモス」と呼んでいます。私たち

脱するプロセスである。……教会と国家の分離や、

しまう。合理化に関しては、単に科学的なものの

うです。

が毎日共同で生きている日常的な世界のことです。

教会領地の公的接収や、教育の教会権威からの

見方や科学技術が広まるだけでなく、社会の隅々

もう一人世俗化論を述べた代表的な人物にピ

ノモスは全くの非現実からつくりだされた小さな意

解放などの場合と同様なのである。だが、文化と

において効率性・機能性が追求されることを含め

ーター・バーガー
（Peter L. Berger）がいます。こ

味の領域にしかすぎないので（ノモスの絶対性を

象徴を論じる場合には、世俗化は一個の社会構造

て合理化と言います。すると非合理的なものは駆

の人は『聖なる天蓋』
を1967年に出版しています。

普段は疑わないのですが）、一つ間違うと「カオ

上のプロセス以上のものと考える。それは文化的

逐されていく。あるいはまた産業構造が変化する。

バーガーは宗教をどういうふうに理解しているか。

ス」、混沌というものに陥りかねない。ノモスとい

生活と観念化の総体に影響し、したがって、芸術、

都市化や人口移動といったことが起こり、伝統的

彼は現象学者のアルフレッド・シュッツ（ Alfred

う日常世界の意味の領域は、絶えず混沌に陥るか

哲学、文学の領域での宗教的内容に脱落が見ら

な宗教の基盤であった地域共同体が崩壊する。

Schutz）に学びまして、現象学的社会学のジャンル

もしれないという危険にさらされているわけで、こ

れ、……世俗化のプロセスにはある主観的な側面

ひとくちに「近代化」と言っても、このようにさまざ

に属します。社会を「複数の人間が紡ぎだした意

れに対抗するためにノモスの正しさ、あたりまえさ、

が同様に存在する。社会と文化に世俗化があるよ

まなプロセスが含まれます。そして世俗化はこうし

味の体系」ととらえています。人間はいろいろな

ノモスに信頼してよいのだということを、絶えず

うに、意識にもある種の世俗化がある。現代世界

た近代化に必然的に伴うプロセスであると考えら

個々ばらばらな事象・出来事・経験に絶えず意味

人々や自分自身に納得させる必要性がある。私

は、世界と自分の人生を宗教的な解釈の恩恵なし

れました。そこで近代的であることと宗教的である

を付与することによってそれらを秩序づけて自分

たちがその中において日々生きているノモスが信

に眺める人々をますます数多く生み出してきた」
（新

ことは反比例する。
「近代的である」ということは

たちの生きる世界を構築しています。言葉を例に

頼に足る世界だということを、どうやって納得させ

と述べています。後ほど
曜社、165 〜 166 ページ）

「世俗的である」
ということであり、
「前近代的であ

とると、人間は言語を用いて何らかの出来事を名

るか。ノモスのすばらしさを納得させるためには、

述べますが、バーガーのこの発言は、さまざまな分

る」のが「宗教的である」
と考えられた。世俗化は

指しする。
「こういうことが起こった」
と言う。それだ

いろいろな象徴を用いて最も包括的な宇宙全体

析レベルにおける世俗化という現象を一緒くたに

近代化に伴って宗教の重要性がどんどん減少す

けで、止まることのない、言語を用いて聞き取る

の秩序（これを「コスモス」
と呼びます）
を描きだし

述べた定義になっています。

る方向に不可逆的に（逆転不可能な形で）進展し

ことがなかったら流れ去ってしまうような事象の流

て、その中に私たちが普段生きている毎日の生活

世俗化を押し進める原因についてバーガーは

ていくと考えられた。また、西ヨーロッパが経験し

れを分節化・構造化し、安定と秩序をもたらしま

世界（ノモス）
もぴったり合致しているのだと示して

どう考えているか。世俗化はさまざまな要因が絡

た近代化が世界史において普遍的なパターンで

す。そのように人間が自分自身の内から意味を紡

やる。大宇宙の秩序に小宇宙のノモスが合致して

み合って生じた複雑な歴史的な過程なので、唯

あると考えられ、他の地域も遅かれ早かれ、西欧

ぎだして世界を組み立ててくプロセスを、バーガー

いると示してやると、日々生きている日常世界の正

一の原因に帰しうるような単純な現象ではないと

の経験を繰り返すに違いないと仮定されていた。

は「外在化」
と呼んでいます。一旦、生み出された

当化が図られるとバーガーは言っています。

考えています。近代科学・技術の発達、資本主義

そういう大味な「グランド・セオリー」が述べられて
23
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いました。そして、この理論に合致しないものは

ルックマンは 1967 年に『見えない宗教』を著し

に「聖なる」領域と呼ばれる
「究極的」な意味体系

片的な情報を自分に合うようにつぎはぎして、パッ

「例外」と見なされて切り捨てられました。例えば

ました。ルックマンも現象学的社会学者で、バー

があり、これが意味体系の他の部分を正当化する

チワークする、ブリコラージュする、アドリブで意味

アメリカ合衆国は最も近代化された社会ですが、

ガーと同じ立場から出発しますが、その結論は異

働きをする。これがいわゆる「宗教」であり、つま

を求めていくようになるとルックマンは言っている

同時にヨーロッパに比べるとはるかに宗教の社会

なったものです。ルックマンはそれまでの世俗化

りはバーガーの言う
「聖なるコスモス」のことです。

のだろうと説明していました。

的重要性が強い。この事実をさすがに「近代化＝

理論を「宗教＝教会」
という先入観にとらわれすぎ

聖なるコスモスを制度的に特殊化したものが教会

世俗化」論者も言いくるめないといけないわけで

ているのではないか、と批判しています。
「宗教行

型の宗教でして、社会の中における宗教の公式モ

す。そこで、単純に「急激な近代化に反対する反

為」イコール「制度化された儀礼」、
「宗教思想」イ

デルといったものです。この公式モデルが今まで

2．80年代以降の諸理論の動向
1970 年代になり、後でご紹介するカサノヴァも

動的な勢力の根強い抵抗に遭っている」とか「社

コール「制度化された教義」
という先入観にとらわ

は安定していた。つまり、教会が組織として社会

述べているように、いきなり宗教が公式の場に再

会構造上の変化と文化の変化の間にはタイムラグ

れているのではないか。制度化された伝統的な

の隅々に至るまで権能を揮うとともに、個々人の

登場する出来事が次々と生じました。1979年には

がある」とか、あるいはより巧妙な言い方で、ウィ

教会組織に目を奪われるあまり、変動する現代社

生活の隅々に至るまで規定していた。ところが、

イランにおいてイスラーム革命が起こりました。同

ルソン、バーガー、ルックマンの全員が採用してい

会における個人のありようを、教会組織から切り離

社会の構造的・機能的分化、合理化、個々人の機

じく1979 年にはニカラグアでサンディニスタ革命

ますが、
「アメリカの教会の内部そのものが世俗化

された個人の宗教的な側面を、とらえきれていな

能的な専門化（役割遂行能力の特化）などが生じ

が起こり、その他のラテンアメリカ諸国でもカトリッ

して世俗的な機関になっているためだ」
というふう

いのではないか、という批判を展開しています。

るにつれ、個々人の生活の広範な領域が、教会

ク教会が政治の場で指導的な役割を果たしまし

に「例外」が説明されました。

今までの世俗化論は教会の守備範囲の縮小過程

の提供する公式モデルによっては構造化されず、

た。ポーランドでは80年代を通じて連帯の運動が

「私的な領域」
として個々人の裁量に任されること

高まり、90年にワレサ議長が大統領に就任するの

になる。その領域の中で個々の人間はそれぞれ

ですが、ここでもカトリック教会の働きが重要でし

ルックマンもバーガーと同じように結局は「聖な

が自らの意味を探し出さなければならない。社会

た。アメリカでは80年代になりファンダメンタリズム

つまりもともと宗教の影響を色濃く受けていた政

るコスモスが宗教だ」
と言いますが、彼はより広い

構造の変化に伴って教会という形の宗教がその

が積極的に政治に関わるようになりました。このよ

治・経済・教育等々の諸制度が宗教から分離して

宗教観念を持っています。人間が生物学的性格

守備範囲・活動勢力を縮小していくということは、

うに70年代、80年代における宗教の活躍によって

独立していくプロセス、これも世俗化と呼ばれまし

を超越し、意味体系と統合することによって
「自己」

個々人が宗教的でなくなるということを決して意味

世俗化理論も変わらざるを得ませんでした。

た。また、中間組織レベルでの、伝統的な教会が

を形成するプロセス
（バーガーが「外在化」と呼ん

するものではなく、個々人は究極的な意味体系を

かつて世俗化論を主張していたピーター・バー

弱体化していって社会における影響力が縮小して

でいたのと殆ど同じことを指していると思われま

それぞれが独自に探究しないといけない。現代社

ガーが自分の考えを発展させて、1979 年に書い

いくプロセス、これも世俗化と呼ばれました。文化

す）
そのものを、ルックマンは「宗教」
と見なしてい

会においては宗教の「私事化」
（privatization）が

た『異端の時代』では、現代社会では多元化が進

のレベルにおいて宗教的なものの見方、宗教的な

ます。これは「宗教」
という概念の拡大解釈だと批

生じているのであって、制度的な観点から見ると、

む。互いに競合する数多くの宗教的選択、世俗化

象徴の重要性が失われてくことも世俗化と呼ば

判されていますが、ルックマンはいわゆる宗教と

宗教は「見えない宗教」になっているとルックマン

的選択肢に直面すると、ある特定の宗教に対して

れ、個々の人間の心の内部、意識において宗教

いうものが発生してくる人間学的基盤を指摘した

は言っています。

確固としたコミットメントをするのは困難になると述

性が減少していくのも世俗化と呼ばれました。グ

いのだと思います。いずれにせよ、人間は単なる

井門富士夫がルックマンを説明するとき、人間

「ヒト」であることから自らを引き離し、意味体系の

を舞台の上で演技する役者に見立てまして、制度

デイヴィッド・マーティンの本は翻訳されていない

また、この頃の世俗化論で言われる世俗化とい
う概念には多義的な意味が込められていました。
一つは、社会全体を見渡した場合の「社会分化」
、

ラント・セオリーにおいてはこうしたいろいろな意

24

の研究ばかりしていた。そんなことをしていてもだ
めだと言っているわけです。

べています。

味の世俗化が同時に、また不可逆的に、近代化の

中に組み込むことによって「自己」
となる。しかし、

的に特殊化された宗教が確固とした地盤を占めて

ので日本では余り注目されていないのですが、
『世

進展とともに起こると考えられていたわけです。と

個々人は意味体系を無の状態から各自でつくりだ

いた時代・社会にあっては役者がどう振る舞えば

俗化の一般理論』
を1978年に書きました。タイトル

ころが60年代末になり、早くもこうした理論を修正

すのではなく、社会の中に既にできあがっていた

よいのかを書き記した脚本ができあがっていた。

が与える印象とは異なり、グランド・セオリーを、つ

する動きが生じてきました。後で述べるデイヴィッ

「世界観」を内面化することによって「アイデンティ

それぞれの人は脚本の命じる通りに生きて死んで

まりあらゆる社会が不可避的に、不可逆的にたど

ド・マーティン
（David Martin）やアンドリュー・グ

ティ」
を形成する
（バーガーの言う
「客体化」
と
「内在

いけばよかった。制度的に特殊化された宗教が

る変化を法則定立的に述べようとするセオリーを

らは早くから世俗化論
リーリー
（Andrew Greeley）

化」のプロセス。なお、ルックマンはこの「世界観」

揺らいでいる現代では人間はそれぞれアドリブで

批判して廃棄しまして、一定のいくつかの条件の

に対して疑問を呈していましたが、まずトーマス・

や「アイデンティティ」
も
「宗教」と呼ぶことがありま

物語を組み立てていくことを要求されている。人

もとで、
それぞれの社会がたどると思われる
「傾向」

についてご紹介
ルックマン
（Thomas Luckmann）

す）
。
「世界観」には無数の意味が階層的に序列化

間はどこから来て、どこへ行くか。その間、どう生

だけを指摘する、ということを行いました。また、

します。

されているのですが、その一部あるいはその頂点

きればよいかを教えてくれる手掛かりというか、断

そうした条件として、一元論ではなく、多元的な要
25
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因を追究しました。さらに、考察の対象をキリスト

られていました。まずマクロレベル、つまり全体社

す。
（2）
と
（3）
は歴史的なオプションであって、近代

こうしたことに加えて、私は以下の諸点も考察する

教世界の諸国に限定しました。世俗化の「傾向」

会のレベルの話をしますと、政治・経済・医療・教

という時代に必然的に伴う構造的趨勢ではない

べきではないかと思います。

を促進するあるいは阻止する条件としてマーティン

育といったさまざまな制度が宗教の影響から独立

と。それどころか、カサノヴァはケーススタディを通

○人間の宗教的欲求をよりきめ細かく分析し、世

が考えたのは、まず（1）国家のその後のありようを

していくという意味がある。宗教は「聖なる天蓋」

じて、今や宗教の「脱私事化」
（deprivatization）

俗化との関係を調べる。つまり、人間の宗教的

色濃く規定する歴史的出来事は何であったか、と

ではなく、横並びの諸制度の単なる一つになって

が起こっている。宗教がどんどん公的領域の中に

欲求には多様な側面がある。
「人生の意味」
「生

いうものです。マーティンは特に宗教改革と革命と

しまう。ドベラーレはこれを「非聖化の過程として

姿を現していることを述べています。

きがい」といったものを見出したい。アイデンテ

啓蒙主義運動を重視していまして、宗教改革がそ

の世俗化」
と呼んでいます。次にメゾレベル、つま

は経済学から
ロドニー・スターク
（Rodney Stark）

ィティを確立したい。死に対応したい。共同体

の国で成功したか、失敗したか。フランス革命やア

り組織のレベルでは、教会組織の社会的影響力

の 考えを採り入 れ 、合 理 的 選 択 論（ r a t i o n a l

に帰属したい。貧・病・争といった具体的な問

メリカ独立戦争やロシア革命など、その国がどん

が減少し、教会組織の構造や機能そのものが、近

を用いて世俗化→信仰復興→宗教
choice theory）

題を解決したい。単に御利益を求める、等々。

なふうに革命を戦ったか。啓蒙主義運動と宗教が

代化された社会・文化に順応する形で変化すると

的革新が循環的に起こるプロセスを分析しました。

こうした欲求に宗教はどのように応えようとして

どんな関係であったか。多くのプロテスタント諸国

いう意味での世俗化がある。これを「宗教変動と

1980年代以降の世俗化論の特徴でもあり、また

におけるように協調的であったか、多くのカトリッ

しての世俗化」と呼んでいます。そしてミクロレベ

今後、世俗化論を構築していく上で考慮すべきこ

ク諸国におけるように敵対的であったか、といっ

ル、つまり個人のレベルで、個人の意識の中で宗

とを思いつくままレジュメに書き出してみました。

たことが近代以降の国家のありようを規定する歴

教的なものの見方の重要性が減るという意味での

○世俗化を人類史の法則として定立するようなグ

世俗化が生じたと主張することは、それ以前に

史的出来事として重視されています。その他の要

世俗化がある。礼拝やその他の宗教儀礼への参

ランド・セオリーは廃棄されるべきであり、また

きわめて宗教的な時代があったことを前提して

因として、
（2）近代化が始まった時期において、あ

加の減少や、教会組織の規範からの離脱がこれに

廃棄されている。

いるが、前近代的社会・文化はそれほど宗教的

る特定の宗教が独占状態にあったか
（monopoly）
、

含まれます。これを「衰退する宗教関与の過程と

二教支配（duopoly）か、多くの宗教が併存状態に

しての世俗化」
と言います。ドベラーレはこうした話

。
（3）外的脅威に対する宗教
あったか（pluralism）

がごちゃまぜになっているというのを整理して、か

以上のことを敷衍して述べますと、

ても、実証的な研究に裏打ちされている必要が

と国民の関係。
（4）宗教的中心からの距離。等々

つまた世俗化が必ずしも不可逆的な過程ではな

○世界の他の地域とは異なり、西ヨーロッパでは

ありまず。

を変数として組み入れ、最終的にそれぞれの社会

く、可逆的であり得るということを言った人です。

○しかし、安易に「脱世俗化論」
「宗教復興論」に
跳び付かない。

いるのか。それが現代社会においてはどのよう
に変容しているのか。
○世俗化研究を過去の実像研究と結び付ける。

であったのか。
○いずれにせよ、どのような理論を主張するにし

確かに一定の世俗化が生じたと思われるが、西

この「実証的研究の必要性」に関して興味深い

欧の動向を一つの「特殊事例」
と見なす必要が

論文がありますので、ご紹介いたします。アメリカ

ある。

では1950年代頃、教会出席率が安定して、それ以

で「社会分化」が生じた際に宗教が弱体化するか、

ホセ・カサノヴァ
（Jose Casanova）の『近代世界

その勢力を保ち続けるかを論じました。各社会に

の公共宗教』
（1994年）は持て囃されていますが、

おける歴史的出来事の結果として、宗教にどうい

彼もまずドベラーレのように世俗化諸理論を3種に

○マーティンが行ったように、さまざまな社会・文化

う
「傾向」が生じるかを指摘した画期的な著作であ

「社会分化説」または「構造的・
分類しました。
（1）

を個別事例研究として取り上げ、政治・経済・

アメリカでは40％の人々が教会に定期的に出席し

ったわけです。

機能的分化説」
と呼び得るもの、つまり
「宗教的な

科学などの諸領域において生じた出来事と宗

ている。この数字は自明であると言われてきまし

持ち時間がなくなってまいりましたので、後は名

制度や規範から世俗的領域が分化していくという

教との因果関係を丁寧に考察する。

たが、40％の出席率は何に基づくか。意識調査で

前をご紹介する程度で済ませなければなりませ

「衰退説」、つまり
「宗教的
意味での世俗化」。
（2）

○ドベラーレが指摘したように、分析レベル（マク

「あなたは先週教会に行きましたか」
と尋ねて、
「行

ん。カーレル・ドベラーレ
（Karel Dobbelaere ）は

信仰や実践が衰退していくという意味での世俗

ロ、メゾ、ミクロ）
を区別し、研究対象がどのレベ

った」
と答えたのが40％です。ところが、ハダウェ

1982年に『宗教のダイナミックス』を著し、それまで

「私事化説」、つまり
「宗教が私事化され
化」。
（3）

ルの事象であるかを絶えず自覚する。それと同

イら
（C. Kirk Hadaway、Penny Long Marler、

の世俗化理論の中でごちゃまぜになっていた分析

た周縁的領域に追いやられていくという意味での

時に、諸分析レベル間の作用の及ぼし合いも

Mark Chaves）が What the Polls don't Show:

レベルをはっきり区別し、世俗化諸理論を「非聖

（1）
世俗化」の3種です。そして、重要な主張として、

分析する。

a Closer Look at U.S. Church Attendance と

「宗教変
化（ laicization ）の過程としての世俗化」

の全体社会レベルにおける
「社会分化」
「構造的・

動としての世俗化」
「衰退する宗教関与の過程とし

機能的分化」のみが未だに妥当し得る、今でも有

グローバリゼーション、科学知識・技術の普及、

うモルモット効果ではないかと述べています。彼

ての世俗化」の3種に分類しました。さきほど引用

効な世俗化理論であって、
（ 2 ）の宗教そのものが

インターネットをはじめとする情報伝達手段の変

らは実際に教会に行って頭数を調べてみた。す

したピーター・バーガーの文章もそうでしたが、
「世

され
衰退するという考えと、
（3）の宗教が「私事化」

化）
と個別化・特殊化を目指す力（宗教的アイデ

ると出席率は大体20％くらいではないかと述べて

俗化」という言葉や理論にいくつもの意味が込め

ていくという考えは成り立たない、と述べていま

ンティティの確立）
とのせめぎ合いに着目する。

います。それは、アメリカ社会が世俗化したから

○普遍化を促す力（市場経済の拡大など経済の

後ずっと一定であると思われてきました。つまり、

いう論文を書き、40 ％の出席率は意識調査に伴
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40％から20％になったかというと、そうではなく、

導 入など。それとともにブルトマン（ R u d o l f

今まで 40 ％と思われていたのは、ずっと20 ％で

Bultmann）の非神話化論に見られるような神

はなかったか。私がアメリカにいたときの感触から

学そのものの合理化。

言っても彼らの主張は当たっているのではないか

折衷主義
（eclecticism）
：他の文化や下位文化、
（5）

と思います。このことからも実証的研究がいかに

もしくは他の社会的文脈にあるものを礼拝の要

必要かが分かります。

素として取り入れようとする試みと定義されて

キリスト教における世俗化・近代化に対する対応
――宗教社会学の立場から――

います。教会で政治活動をやるといったことや、

3．世俗化に対するプロテスタント陣営の反応
ここで私に期待されているのは、プロテスタント

ロック音楽、その他の現代芸術の要素を用い
て礼拝を行うことが例として挙げられます。

諸教会の内部にいる人々が世俗化・近代化をどう

ピーター・バーガーが『異端の時代』の中で、多

受け止め、どう反応してきたか、をプロテスタントの

元化・相対化の進む現代社会・文化において神学

立場から述べるということであろうかと思います。

の取り得るあり方として「演繹的神学」
「還元的神

しかし、私はここでも宗教社会学の立場に立ち、

学」
「帰納的神学」の 3 種を挙げています。これに

プロテスタントの人々が世俗化・近代化にどう反応

にまとめて
ついては『基督教研究』
（第56巻第2号）

したかについて宗教社会学者が教会の外側から

おきましたので、よろしければご覧ください。

三宅威仁

1. 1980年代以前の世俗化諸理論
オーギュスト・コント
（Auguste Comte, 1798−1857）
人類の知的進歩
個としても種としても
「三段階の法則」
神学的段階（拝物教＝フェティシズム＝アニミズム→多神教→一神教）→
形而上学的段階→
実証的段階
愛他精神
マックス・ヴェーバー
（Max Weber, 1864−1920）
。

見てまとめているものをご紹介しようと思います。
ウィルソンによれば、キリスト教会は五つの戦略を
とったということです。
宗教協力（ ecumenism)：それまで敵対・競合
（1）
関係にあった諸教派が、近代化の浸食に対抗
するために共同戦線を張る場合です。昨今はや

人類史――合理化

古代ユダヤ教の預言者の活躍
世界を超越した神からの命令という形で古代イスラエル民族に倫理的な態度を要求することに
おいて、生活世界を呪術的なものから解放した。
「呪術からの世界の解放」

りの宗教間対話もこれに含めてよいと思います。
カリスマ的刷新（charismatic renewal）
：形式
（2）
化した日常性の打開を狙う試みで、宗教によっ
て感情を掻き立ててもらいたいという欲求に応
えるものです。迅速さが求められ、生涯にわた
ってゆっくりと宗教的情操を育んでいくといった
ことははやりません。
自発的な非構造化（voluntary destructura（3）
：宗教が近代性に合致するように自ら進
tion ）
んで構造を変化させるもので、例えばスウェー
デンのルター派教会で女性の聖職者授任を認

『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』
（1904−05）
禁欲的プロテスタンティズム
世俗内的禁欲
神の栄光を増し加えるために世俗内部を合理的に作り変える。
世俗内部への執着。
エミール・デュルケム
（Emile Durkheim, 1858−1917）
。
『社会分業論』
（1893）
機械的連帯→有機的連帯（類似による連帯→分業による連帯）
環節型社会→有機型社会
『宗教生活の原初的形態』
（1912）
オーストラリア原住民のトーテミズム

めた。カトリックではラテン語のミサを廃止した
といったことです。オープンな聖餐式をやって
いることも含めていいのではないかと思います。
：教会運営における
（4）合理化（rationalization）
合理化。例えば経費効率の追求や科学技術の
28
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神＝社会
社会の精神的な統合のためには、社会そのものを象徴する
「聖なるもの」の集合表象が必要。
宗教が普遍的に果たすべき機能と、現存する宗教制度とのずれ
「古い神々は、老い、あるいは、死に、
しかも、他の神々は生れていない……不滅の福音書はない、
しかし、人類が、以後、新しい福音書を再び考え出すことはできない、と信じる理由もまたない」

セクト研究
（Peter L. Berger, 1929−）
。
ピーター・L・バーガー
『聖なる天蓋』
（1967年）
「聖なるコスモス化」
としての宗教

ブライアン・ウィルソン
（Bryan R. Wilson, 1926−2004）
。
「私は世俗化という用語によって、宗教的な諸制度や行為および宗教意識が、社会的意義を
喪失する過程を意味する……この定義には、すべての人々が世俗化された意識を獲得すると
いう意味合いはない……この定義はただ、社会システムが働く上で宗教が重要でなくなること
を主張しているにすぎない」
（
『宗教の社会学』1982、170ページ）

契約社会化（societalization）
ゲマインシャフト→ゲゼルシャフト
フェルディナンド・テンニエス
（Ferdinand Toennies, 1855−1936）

契約社会（Gesellschaft, association）
：人々は地域的に限定された範囲内で全人格的に
結び付くのではなく、政治・経済・司法・教育・医療といった様々な活動領域において、それぞれ
或る特定の技術や能力を出し合うことによって形式的で非人格的で契約的な役割関係を結ぶ。

社会的分化（social differentiation）
政治・経済・司法・教育・医療といった様々な活動領域がそれぞれ別個の制度として独立して
いく過程。

現象学的社会学（アルフレッド・シュッツ、Alfred Schutz）
社会を複数の人間が紡ぎ出した意味の体系と捉える。
外在化→客体化→内在化
ノモス――――カオス
コスモス
「世俗化とは、社会と文化の諸領域が宗教の制度や象徴の支配から離脱するプロセスである。
……教会と国家の分離や、教会領地の公的接収や、教育の教会権威からの解放などの場合
と同様なのである。だが、文化と象徴を論じる場合には、世俗化は一個の社会構造上のプロ
セス以上のものと考える。それは文化的生活と観念化の総体に影響し、したがって、芸術、哲
学、文学の領域での宗教的内容に脱落が見られ、……世俗化のプロセスにはある主観的な側
面が同様に存在する。社会と文化に世俗化があるように、意識にもある種の世俗化がある。現
代世界は、世界と自分の人生を宗教的な解釈の恩恵なしに眺める人々をますます数多く生み
出してきた」
（
『聖なる天蓋』165〜166ページ）

60年代に盛んに議論された世俗化論
合理化（rationalization）
あらゆる活動領域において機能性の重視をはじめとする、理性の統制が推し進められる。
超自然的なものへの信仰の衰退、礼拝出席の減少、聖職希望者の減少などを実証。
「宗教衰退論」は誤解。

"Nor does the model (of secularization) predict the disappearance of religiosity, nor
even of organized religion; it merely indicates the decline in the significance of religion in the operation of the social system, its diminished significance in social consciousness, and its reduced command over the resources (time, energy, skill, intellect, imagination, and accumulated wealth) of mankind." (Bryan Wilson,
“Secularization: The Inherited Model” in Phillip E. Hammond (ed.), The Sacred in a
Secular Age, p.14)
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近代化（社会の構造的・機能的分化、契約社会化、合理化、産業化、都市化、等々）
に必然的
に伴うプロセス。近代的であることと宗教的であることとは反比例する。一方向に不可逆的に
進展する。宗教の重要性は減少の一途を辿る。
西欧の動向（経験）
を普遍的なパターンと見る。
理論に合致しないものは例外と見なされた。
アメリカ――急激な近代化に反対する反動的勢力の根強い抵抗。
社会構造の変化と文化の変化の間にはタイム・ラグがある。
「教会そのものの内実が世俗化した」
（ウィルソン、バーガー、ルックマン）

「世俗化」概念の多義的な意味
全体社会において政治・経済・教育・医療などの諸制度が宗教から分離する過程＝宗教組織
（教会）の弱体化とその影響力の縮小＝文化における宗教的なものの見方や象徴の重要性の
喪失＝個々人の意識における宗教性の減少
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60年代末

私事化（privatization）
、
「見えない宗教」

こうした理論を修正しようとする試み
制度的に特殊化された宗教→制度的に非特殊化された形態の宗教＝個人的な宗教性。
トーマス・ルックマン
（Thomas Luckmann, 1927−）
『見えない宗教』
（1967）
宗教＝教会という先入観
宗教行為＝儀礼。宗教思想＝教理。
制度化された教会という組織形態に目を奪われる余り、変動する現代社会における個人のあ
りようを、特にその宗教的側面を捉え切れていない。
教会の守備範囲の縮小過程の研究に没頭。
有機体としての人間が生物学的性格（ヒトとしての性格）
を超越し、意味体系と統合することに
よって「自己」
を形成するプロセスそのものを
「宗教」
と見なす。
拡大解釈。しかし、宗教というものが発生してくる人間学的基盤を指摘したい。
個々人が無の状態から各自で作り出すのではなく、社会の中に出来上がった「世界観」
（世界
観とは宗教の原初的社会形態である）
を内面化することによって「アイデンティティ」
を形成する。
世界観（客体化された意味秩序）
：無数の意味が階層的に序列化されている。
その一部、或いはその頂点に、
「聖なる」領域と呼ばれる
「究極的」な意味体系があり、これが
意味体系の他の部分を正当化する働きを行う。
バーガーの言う
「聖なるコスモス」
。ルックマンも用いる。
制度的に特殊化されると、いわゆる
「宗教」
「公式モデル」
社会の構造的・機能的分化、合理化、個々人の機能的専門化（役割遂行能力の特化）
＝個人
生活の広範な領域が公式モデルによっては構造化されないまま、
「私の個人的な領域」
として
個々人の裁量に任されることになる。
個々人が宗教的であるのをやめるわけではなく、究極的な意味体系を各自が独自に探究する
ようになる。
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宗教の「私事化」
制度的宗教の縮小が宗教の衰退を意味するのではない。
ピーター・バーガー
『異端の時代』
（1979）
多元化。互いに競合する数多くの宗教的・世俗的選択肢に直面すると、或る特定の宗教に対
する確固としたコミットメントを維持するのは困難。

2. 80年以降の諸理論の動向
イランにおけるイスラム革命（1979年）
ポーランドにおける連帯（1990年、ワレサ議長が大統領に就任）
ニカラグアのサンディニスタ革命（1979年）
、その他のラテンアメリカ諸国でのカトリック教会
アメリカのファンダメンタリズム
（80年代）
デイヴィッド・マーティン
（David Martin, 1929−）
『世俗化の一般理論』
（1978）

1．グランド・セオリーを批判、廃棄
2．一定の条件の下で社会が辿ると思われる傾向を指摘
3．考察の対象をキリスト教世界の諸国に限る
4．多元的な要因追究
①国家のその後のありようを色濃く規定する歴史的出来事
宗教改革の成否
フランス革命やアメリカ独立戦争やロシア革命
啓蒙主義運動と宗教の関係、多くのプロテスタント諸国のように協調的であったか、多くのカト
リック諸国のように敵対的であったか
②近代化の開始期において、或る特定の宗教が独占状態にある
（monopoly）
か、多くの宗教
が併存している
（pluralism）
か
カトリックが全面的な独占状態にある
（スペイン、ポルトガル、フランスなど）←→多数のプロテス
タント諸教派が併存状態にある
（アメリカ）
二教支配（オランダ、ドイツなど）
国教会と非国教会（イギリス）
③外的脅威に対する宗教と国民の関係
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④宗教的中心からの距離
など
↓
社会分化が生じた際に、宗教が弱体化するか否か
カーレル・ドベラーレ
（Karel Dobbelaere, 1933−）
『宗教のダイナミックス』
（Secularization: A Multidimensional Concept, 1982）
世俗化の諸概念（理論）
の三分類
「非聖化（laicization）
の過程としての世俗化」――社会の構造的・機能的分化の一過程。
「宗教変動としての世俗化」
「衰退する宗教関与の過程としての世俗化」
分析レベルの明示
マクロ
（全体社会レベル）
、メゾ（組織レベル）
、ミクロ
（個人レベル）
可逆的な過程。
ホセ・カサノヴァ
（Jose Casanova）
『近代世界の公共宗教』
（1994）
世俗化諸理論の三分類
「宗教的な制度や規範から世俗的領域が分化していくという意味での世俗化」＝「社会的分化
説」
「構造的・機能的分化説」
「宗教的信仰や実践が衰退していくという意味での世俗化」＝「衰退説」――歴史的なオプショ
ン、西欧において歴史的趨勢であっても、近代の構造的趨勢ではない。
皇帝教皇主義の有無
「教会の公認が教会宗教の衰退である」
（43ページ）
「宗教が私事化された周縁的領域に追いやられていくという意味での世俗化」＝「私事化説」
――歴史的なオプション、構造的趨勢ではない。
脱私事化（deprivatization）
「政体や市場からの蚕食に対抗して、伝統的生活世界を守るための宗教的動員」
「二つの主要な社会システムである政体と経済は、外部の伝統的道徳規範を顧慮することなく、
それら独自の機能的な規範に従って機能している、と主張している。そうした主張に対して、或
る宗教は近代社会の公的領域に入って行き、疑問を呈し異議を唱えている」
「
『共通善』
とは個人の選択を集めた合計である、と還元するような、個人主義的な近代のリベ
ラルな諸理論に対して、
『共通善』の原則そのものを維持しようとする伝統的宗教の主張」
（289−290ページ）
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ロドニー・スターク
（Rodney Stark, 1940−）
『宗教の未来』
（1985、ウイリアム・S・ベインブリッジWilliam S. Bainbridgeと共著）
「宗教経済理論」
合理的選択論（rational choice theory）
世俗化（secularization）
→信仰復興（revival）
、セクト
→宗教的革新（religious innovation）
、カルト
“----secularization causes shifts in the sources of religion within a society, while the
” "Europe’s Receptivity to Religious
amount of religion remains relatively constant----（
Movement"）
ピーター・バーガーの転向。
特殊事例としての西欧の世俗化。
“Europe is, or seems to be, the big exception. And once one accepts the ubiquity of

religion in the modern world, one becomes interested in secularization in a new and
very intriguing way ---- secularization, not as the modern norm, but as a curious case
of deviance that requires explanation.”

今後の世俗化論→社会変動と宗教変動の理論
○グランド・セオリーの廃棄。
○西欧の動向を一つの「特殊事例」
と見なす。しかし、安易に「宗教復興理論」
「脱世俗化論」
に飛び付かない。
○分析レベル（マクロ、メゾ、ミクロ）
の自覚。
○政治・経済・科学など社会・文化の諸領域において生じた出来事と宗教との因果関係をて
いねいに考察。
○普遍化を促す力（経済のグローバリゼーション、科学的な知識・技術、インターネットをはじめ
とするコミュニケーション手段の変化）
と個別化・特殊化（アイデンティティ）
を目指す力との鬩ぎ
合い
○宗教性（religiosity）
の分析。宗教そのものの内容に着目。
○過去の実像研究。
○実証的研究の必要性

C. Kirk Hadaway, Penny Long Marler and Mark Chaves, “What the Polls don’t
Show: a Closer Look at U.S. Church Attendance” IN American Sociological Review
58.
20パーセント。
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キリスト教における世俗化・近代化に対する
対応 ―カトリックの立場から―
3. 世俗化に対するプロテスタント陣営の反応
ウィルソン
『現代宗教の変容』132ページ
宗教協力（ecumenism）
カリスマ的刷新（charismatic renewal）
自発的な非構造化（voluntary destructuration）
合理化（rationalization）
折衷主義（eclecticism）
バーガー
『異端の時代』
多元化・相対化の進む現代社会・文化において神学の取り得るあり方
① 演繹的神学
② 還元的神学
③ 帰納的神学

南山大学社会倫理研究所第一種研究所員

マイケル･シーゲル

世俗化という現象は近代から現代にかけての世

通行不可能なアルプスの冷たい雪と氷に挑

界を特徴づけるものの一つである。今回の論題は

み、1077年1月、カノッサにある公妃マティルダ

世俗化そのものではなく、キリスト教における世俗

の城下にたどり着いた。そこには、ドイツへの

化のことである。つまり、世俗化がキリスト教、そし

旅の途中にあるグレゴリウスが滞在していた。

て特にカトリック教会に何をもたらしたのか、教会が

教皇の赦免を乞いながら、三日に渡り、苦行衣

どのように影響されたのか、教会自体において世

を着て、はだしのまま、雪深い城の前庭に佇

俗化の現象がどのように現れたのかということであ

むハインリッヒの姿がそこにあった。グレゴリウ

る。糸口として、世俗化自体のことを取り上げ、社

スも、恐るべきジレンマから何とか逃れようと、

会における教会の影響がいかに衰退したかを示す

苦悩を重ねていた。彼の政治的直感は、この

二つの例を挙げることにする。その二つの例と世

落ちぶれた君主を信用してはならず、…また、

俗化の関係を後で取り上げることにするが、教会

…握っている最上の切り札を投げ出してはな

の影響力はどうであったか、そして今どうであるか、

らないと、彼の心に呼びかけていた。しかし、

この二つの例で見よう。

かれの司祭としての良心が勝ちを占め、気の
進まないまま、ハインリッヒに赦しを与えた 1）。

真冬の決闘
1077 年 1月に教会、そして特にローマ法王の力

対立は続いたし、ハインリッヒ自身は自分の持っ
ている恐怖よりは、側近および味方となっていた司

を明確に示す事件が起きた。教会と皇室の間に

教たちの恐怖感のために屈服したのである。しかし、

司教の任命権をめぐって生じていた対決の終結に

それでも、ここには、教会、そして特にローマ法王に

はならなかったが、それでもその対決における教会

絶大の力があったことを明確にする出来事がある。

の勝利を象徴する事件である。当時のローマ法王
はグレゴリウス7 世で、皇帝はハインリッヒ4 世であ
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欧州憲法とカトリック教会

る。司教の任命権をめぐる対立があって、その対立

これに対して現在の教会の影響力はどの程度

の中でハインリッヒが侮辱的な手紙をグレゴリウス

のものだろうか。2002年から2004年にかけて、ロー

に送り、グレゴリウスは怒り、ハインリッヒとその一

マ法王ヨハネ・パウロ2世を中心に、欧州憲法の作

味の司教たちの破門とハインリッヒの解任を宣告し

成に当たってヨーロッパにおけるキリスト教の伝統

た。教会の歴史家ボーケンコッターはハインリッヒの

と遺産に欧州連合が触れるようにと、教会が繰り

反応を次のように描いている。

返し依頼した 2）が、この要望に応じてもらえなかっ

絶望的状況に立たされたハインリッヒは、…

た。ヨーロッパの最大の政治的権力を握るところか

妻や幼い息子に僅かな友を連れて、ほとんど

ら、かつての影響への言及さえももらえないところま
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層ではたったの7%）
にとどまり、日曜日の礼拝
（ミサ）

を握ること自体が世俗化のきわまりだという捉え方

多い。たとえば米国のカトリック思想家ジョージ･ワ

一千年も離れた二つの例なので、比較するのは

に参加する率は 10 年間で 85% から66% に落ちた

もできるはずである。世俗化の問題の背景には宗

イゲルはイラク攻撃に対するヨーロッパの否定的立

妥当ではないかもしれないが、ローマ法王の前で

のである 。66%がミサに参列し、21%だけが重要

教と政治、宗教と社会、宗教と個人などの関係の

場や京都議定書に関してヨーロッパが米国と違う

おびえている11 世紀の皇帝のイメージと21 世紀に

な道徳的決断において教会の教えに従おうとする

あるべき姿に関する問いかけがある。もちろんその

立場をとっていることを含めて、ワイゲルの立場から

欧州憲法作成者に「我々を忘れないで」
と無能に

ということはミサに参列する人の中でも3分の2を上

問いかけに対してすべての状況に当てはまる一定

見たヨーロッパのすべての問題点をヨーロッパの世

叫ぶ教会の姿は教会の地位がいかに変わったか

回る割合は重要な道徳的決断（避妊、中絶、離婚、

の答えがあると考える理由はないが、キリスト教に

俗化に起因するものとする 11）。

を示していると言えよう。教会が一切欧州憲法の

婚前交渉を意味すると理解されていたに違いな

おける世俗化について議論することはこれらのこと

が、影響力

い）
において教会の教えに従おうとしないことを意

を議論することだと認識すべきである。

が著しく衰退していることは事実である。それは一

味する。これは教会に参加している人でさえ、かな

つの例に過ぎない。現在多くの国で、そして特に

り冷めた目で教会を見ていることを意味する。また、

先進国において、かつてもっとも重要な基準を与

アイルランドにおける教会の影響力の後退は 1996

世俗化に関する宗教家の立場は必ずしも否定の

年には「今日の世界は、ある特定の例外を除けば、

えていた聖書や信条がほとんど意識されなくなり、

年に行われた、離婚に関する国民投票によって一

一点張りでないことを念頭に置くべきである。宗教

過去のどの時代にも負けず猛烈に宗教的であり、

宗教が社会の中心から除外されるようになってい

段と明らかになった。教会の強烈な反対にもかか

者の立場からでも、いいものとして捉える場合と悪い

あるところではむしろ一層宗教的になっている。し

るのが現状である。

わらず、0.6%という僅かな差ではあったが、1937

ものとして捉える場合がある。現在のローマ法王ベ

たがって『世俗化理論』
といわれているのを主張す

年の憲法に含まれていた離婚禁止が改正され、離

ネディクト16 世は、たとえば現代世界を特徴づける

る歴史家や社会学者の一連の文献は根本的に間

（アイルランドにおける教会の
婚が解禁になった 。

世俗化が「科学および社会制度のための[宗教から

違っている」12）と論じている。しかし世俗化の意味

現代世界において、そして特に伝統的なキリスト

影響力の衰退の背後には、カトリック司祭の性犯罪

の]自立を確保しただけでなく、あまりにも多くの場合

が定かでない限り、現在起きている宗教の再台頭

教圏において、何らかの意味での世俗化が起きて

などをめぐる多数のスキャンダルが教会の信頼性に

人間の超自然的尊厳の擁護と人間の生命への尊

が世俗化の逆方向のものであるかどうかも定かで

重が放置されるにいたるまでもこの世の現実と創造

はない。1965 年に発行された「世俗都市」におい

主の関係を消し去るものとなっているのである」10）、

てハーヴィー・コックスはすでに新興宗教の台頭に

と述べ、世俗化にある程度の正当性を認めながら、

基づいたこのような「世俗化否定論」を取り上げ、

現実の世俗化を嘆くことがしばしばある。

新興宗教の台頭について「これらの現象も、現代

で教会の影響力が衰弱したことが窺える。

作成に影響がなかったわけではない

3）

教会の影響力の衰退

いることは否めない。2001年に発行されたWorld

7）

8）

9）

重要な打撃を与えていたことがある 。
）

Christian Encyclopediaによると、宗教を一切持
たない人は世界規模では、1900年に0.2%だった
のに対して、1970年には18.9%まで伸び、共産圏
の崩壊でその数が幾分か少なくなり、2000年には

A. 「世俗化」の意味の曖昧さ
一定の意味のある単語ではない

今の世界の特徴は世俗化ではなく、宗教の再台頭
であると論じられている。たとえば、1960年代に世

世俗化に関するさまざまな見方

多数の宗教が共存する国では、世俗化は政府

俗化を主唱していたピーター・L・バーガーは 2002

世界の中にある流れの速い世俗化の風潮から切り

明らかに、政治においても、社会においても、そ

が特定な宗教との関係を持たないために、宗教の

離して理解することはできない」13）と述べている。

発展途上国では増えている傾向にあるが、西洋で

して各個人の考え方や精神においても、教会の影

自由を保障するために不可欠だとされている。だ

つまりこれらの現象は世俗化を否定するものでは

はキリスト教から離れる人は平均して年間182万人

響力は著しく減少している。世俗化という言葉はそ

から、たとえばインドのキリスト教では、特定の宗教

なく、世俗化の流れの一部であると捉えている。

と現在なっており、特定の宗派に所属した人がそ

の影響力の衰退を指している。しかしその衰退が

が優遇されることがないという意味で、世俗化はと

の宗派から離れるのは222万人で、教会に積極的

何を意味するかは定かではない。
「世俗化」
という

ても重要視されている。それに、伝統的なキリスト

に参加していた人でその参加をやめるのは277 万

単語は特定の社会的現象を示しているのが確かだ

教社会においても、世俗化によって宗教が政治的

人となっている 5）。こういう統計は推定であろうが、

が、その現象の性質を明確にしていると決して言え

かかわりから解放され、したがって宗教のために新

間違いなく20世紀の動向を示している。

ない。先ほど述べたグレゴリウスとハインリッヒの対

しい道が開かれるという考えで世俗化を肯定する

1990年代の初めころまであまり世俗化の傾向を

決の例をとっても、そのような影響力（権力）
を教会

思想もある。これについて後でより詳しく述べる。

見せていなかったアイルランドでさえ、2002年に行

が失ったことは本当に世俗化と言えるだろうか。む

それと同時に、あまり明確な定義や分析がなさ

われた世論調査は「教会の道徳に関する権威へ

しろ、そのような権力をもっていたこと自体こそが世

れないままの、世俗化に対する主観的な捉え方が

の信仰の激減」
を明らかにした 6）。この世論調査に

俗化と言えるのではないだろうか。つまり、それこそ

多い。宗教団体のアイデンティティーを固めるために、

よると重要な道徳的決断において教会の教えに従

教会が世俗的なものになってしまったということで

外部の世界に貼られるレッテルとして使われること

おうとするのは 21%（ 18 歳から35 歳までの若い年

はないだろうか。宗教が社会における政治的権力

もある。また、主義主張において利用されることも

15.2%になっていた 4）。キリスト教に限って言うと、

38

世俗化とは

なお、最近「世俗化否定論」
も出ている。つまり、

B. 世俗化=secularizationか
「世俗化」は英語のsecularizationの翻訳語とし
て使われるが、両方の意味がまったく同一かどうか
は、考察する必要がある。おそらく英語のほうは少
し広い意味を持っているだろう。英語の「secular-

ization」の意味は次のように多数ある:
1.カトリックの専門用語として、宗教の管理下にあっ
たものがそこから逸脱すること。聖職者が聖職を
離れること、宗教団体のもとにあった組織や事業
が宗教団体から独立すること、教会の所有地だっ
39
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である。それは必ずしも教会離れを意味するもの

とりあえず日本語の「世俗化」
という単語には上記

ど。ここには宗教の消滅、脆弱化、相対化などの

ではない。たとえば上記のアイルランドの世論調

の2、3および4の意味が含まれていると考えても間

ニュアンスは一切ない。日本語の「世俗化」
という

査によると、アイルランドのカトリックの66%は日曜

違いはないだろう。

単語は、社会現象としての世俗化を指しているの

日にミサに参加すると答えたのに対して、重要な

この四つの意味はそれぞれ自己完結していて一

で、この狭義の、そして専門用語としてのsecular-

道徳的決定において教会の教えに従うのは21%

つの意味の世俗化が実現することによって、他の

る人生観」18）。

izationの意味を指していないと言えよう。

に過ぎないと判明した。このことは日曜日にミサに

意味の世俗化が起こりやすくなるという必然性はな

と
「Secularism」
、
現代における
「Secularization」

参加している
（したがって教会離れをしていない）

いかもしれないが、実際に近代から現代にかけて

世俗化と世俗主義をこのように区別することはどこ

ろん政教分離がその根本である。米国のカトリッ

人の3 分の2 以上が重要な道徳的決定において

の西洋社会において起きた「世俗化」には、この四

まで妥当かは難しい。社会的プロセスとそのプロセ

ク大学から発行されているカトリック辞典ではsec-

教会の教えを基準にしていないということであっ

つともが入り混じっている。たとえば、第一の意味

スに関連する思想を区別することはもちろん間違い

ularization のことを「人生の特定な場面におい

て、第三の意味での世俗化を示す例の一つであ

において、司祭職から離れる司祭がかつてと比べ

ではないが、必然的な関連性があることを見落と

て、宗教的な理念、習慣および組織に非宗教的

る。それは、信仰を持ち続けていても、かつてと

て多いし、教会の下にあった学校や病院が教会の

すべきではない。世俗化と世俗主義をこのように

なものが入れ替わる社会的、文化的プロセス」14）

違う目で教会を見ていることを意味する。道徳に

管轄から離れることも以前と比べて多い。それが、

区別することは明らかに教会にとって受け入れや

として定義しているが、これはこの意味の世俗化

関しては教会に必ず従わなければならないと思わ

2、3、4の意味における世俗化の発展と関連して進

すい部分と受け入れにくい部分を区別するためで

を主要に考えているだろう。同辞典は、広く社会

なくなっている。むしろ、自分の常識、周りの人の

んでいるように思える。それは、そのような関連性

とし、後者
ある。つまり、前者を「Secularization」

に見られる分離化のプロセスの一部として世俗化

常識、さまざまな専門家の助言など、数多くのこと

が生まれてくる特殊な時代背景および社会背景が

としているのである。言い換えれ
を「Secularism」

を位置づける。このプロセスにおいて、宗教がそ

を参考にして道徳や倫理を考えるようになってい

あったからであり、違う時代や違う文化においては

ば、世俗化の現象を社会的プロセスと思考的流行

の世俗的な役割を失うと同時に、世俗社会が宗

る。宗教に対しては、かかわりを持ち続けながら

必ずしも四つの次元の世俗化が同じような関連性

に分け、前者を受容し、後者だけを問題とする試

教的な役割を失うと論じるのである 15）。したがって

比較的に冷めた目で見ている。この動向は生活

をもって生じると限らない。近代から現代にかけて

みである。しかし実際に分離できないものを区別し

世俗社会がより世俗社会らしくなり、宗教もより宗

や社会における宗教の位置づけが格下げになる

の世俗化においてその四つともの世俗化が互いに

ていることを認識する必要がある。一般に使われ

教らしくなるという理解である。ある意味で、肯定

結果を生んでいることは言うまでもない。結局、宗

関連して生じているとすれば、現代における世俗

る意味では世俗化という単語は上記の世俗主義

も否定もしない中立的な立場であろうが、過去の

教の弱体化と相対化を意味する。そして宗教団

化を理解するためにその関連性が生じる時代の特

の意味を含むと理解すべきだろう。

教会の政治的かかわりを肯定できないと思えば、

体がその動向に対して防御的な姿勢を見せる場

殊性を見極めるのが重要であろう。

宗教の浄化のためによいものとして捉えることがで

合は、その効果はいっそう強まるだろう。

2.政治や社会が宗教の支配から独立すること。もち

(3)「霊的な次元を除外し、物質のみを重視するま
でではないが、現世および来世における神との
関係を除外し、現世における人間のみに注目す

きることは明らかであろう。そういう意味で世俗化

4.宗教や信仰を持たない人が増え、社会の主流に

C.「secularization」
と
「secularism」の区別

を
「抱きしめる」立場である。この捉え方はカトリッ

なり、宗教が次第に消滅していくこと。科学の発

カトリック教会では「secularization」
と
「secular-

ク教会には広く持たれていて、上記の教皇の引

展と工業化とともに宗教が薄れていき、最終的

ism 」、つまり、世俗化と世俗主義の区別が重視さ

西洋では、世俗化は啓蒙時代の産物として認め

用にも、ある種類の世俗化に対する懸念があって

に消滅していくと19 世紀のかなりの思想家が考

れている。世俗化は社会における一つの動向であ

られている。啓蒙時代の思想家は以前の世界を

も、
「 科学および社会制度のための自立を確保」

えていた。コント、スペンサー、マルクス、フロイト

り、プロセスである。これに対して、すでに述べたと

宗教による迷信の暗黒と見て、理性に頼ることに

する意味での世俗化を受け入れる姿勢が見られ

は著名な例である。ウェーバーも科学の発展と工

おり、教会は割合に肯定的であるか、あるいは少な

よってその暗黒から脱出できると考えた。啓蒙時代

る。しかしある程度、このプロセスも宗教と宗教以

業化によって宗教はなくなると考えていたが、ウ

くても中立的である。世俗主義は思想を指している。

は宗教改革後の宗教戦争の後に来るものであり、

外のものを対等に見るがゆえ、宗教以外のところ

ェーバーの場合、それは科学と工業化が引き起

これに対して教会は抗議の矛先を向けることがあ

ヴォルテールの思想に見られるように宗教戦争に

から基準を得ている。したがって、社会における宗

こす乏しさの一つの側面だと考えて、決して肯定

る。世俗主義はたとえば次のように表現される。

対する反発を含むものであった。またコペルニクス

教の影響力の弱体化や周辺化、また宗教の相対

するものではなかった。

(1)「人間の性質の充実を助けるものとして現世的

の思想の否定やガリレオに対する弾圧に見られる

化を必然的に意味する。

英語のSecularizationという単語は、特にカトリ

3.各個人のレベルおよび社会のレベルで、生活や

40

の受容」17）。

たところが世俗の当局によって没収されることな

ック教会の使われ方では、この四つの意味をもっ

な性質のものにしか真の価値を認めない、超自
16）

然の次元を除外する人間至上主義」 。

世俗化の過程
A. 啓蒙時代の産物

教会の権威主義に対する反発もあった。それに、
コペルニクス、ガリレオ、ニュートン、デカルトなどの

価値観において、宗教の影響が少なくなること。

「世俗化」
ている。英語のsecularizationと日本語の

(2)「人生のあらゆる場面における宗教の有効性に

影響により、人間の理性の可能性への信頼が高ま

精神や考え方のレベル、文化のレベルの世俗化

の間のもう一つの微妙な違いを後で取り挙げるが、

関する独断的否定と、現世的な原理と方法のみ

っている時代でもあった。これまで絶対的な従順
41
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を要求できた教会は、これから理性による批評の

特有な領域であった思想、哲学、道徳などに関し

形で現れたが、人間社会の発展により、何らかの

しても、その考えの処罰とか暴力による弾圧に

対象となるのである。神からの啓示、神から与えら

て教会と関係なく議論、研究、思考が進められて

形の地上での救いが可能であるという考え方が19

訴えるのが普通だったからである。その結果は、

れた知恵を持っているために学問を導く立場にあ

いた。三つ目は啓蒙時代に生まれた思想そのもの

世紀の思考を貫いている。教会が約束する来世の

教会から世俗文化を引き離し、近代カトリシズム

るという自負心を持っていた宗教および宗教家は

である。たとえばルソーの「気高い未開人」の考え

救いより身近だと思われていたとしてもおかしくは

を今日に至るまで特徴づける、戒厳令下にある

啓蒙時代以降、理性による研究と批評の対象にな

「気高い未開人」
という考え方
を例としてとろう 21）。

ない。コント、スペンサー、マルクスの思想において、

心理状態を生み出すことになった」24）。

ったのである。宗教・信仰・教会ではなく、理性が

は人間の自然な姿がよいものとし、高貴なものとし、

進歩という概念と世俗化は関連付けられていた。

導くものとなったのである。教会暦史家レーヴェニ

それをゆがめてしまうのは社会であり、文明である

人類の発展により、宗教が不要となり、なくなって

のことであり、そこで会おうとしなかったということ

ヒは「生活の仕方は、日常のひとつひとつの点に

と見るのである 。したがって、根本的に性善説で

いくということは歴史の必然的なプロセスだと理解

はその言わんとすることを理解しようとしなかった

いたるまで、信条による束縛と境界設定とから自由

ある。人間の本来の姿が高貴であるということは伝

されていた。教会は黄金時代（楽園）
が過去であ

ということである。
「戒厳令下」
と翻訳されているの

になった」
と啓蒙時代のことを描いている 19）。また、

統的なキリスト教も教えたものではある。そのため

って、それが人間の罪によって失われ、人間が再

は英語では siege mentality という表現である。

教会史の研究家ボーケンコッターは啓蒙時代につ

にルソーの考えは割合に教会によく受容されたこと

び幸せと平和が得られるのは来世のみであり、そ

つまり包囲されて攻撃されているという強迫観念の

いて次のように語っている。

は事実だが、ルソーの「気高い未開人」
という考え

のために教会が必要だと教えてきた。それに対し

ことを意味するのである。特に19世紀の後半にな

「ヨーロッパの思想界に対する最も大きな刺

には教会の教えに深く相反する側面もある。それ

て進歩の概念の推奨者は「黄金時代」は未来であ

ると、思想的脅威と同時に、イタリアの独立と統一

激は、もはやキリストの諸教会の内部から出

は悪というものがどこから生じるか、どこに起因する

り、人間の力によって築かれると考えていた。啓蒙

のための戦いによって、バチカンは軍事的にも脅威

てくることはなかった。ヨーロッパは、違う道を

かということである。教会はあくまでも悪が人間の

時代や産業革命などが発端で実際に起きていた

を受けていた。当時のローマ法王はピオ 9 世であ

歩み始めていた。ヨーロッパの多くは――そ

罪に起因し、人間の性質が善でありながら、罪に

進歩はこれらの思想に現実味を与えた。

った。ローマ法王に選ばれたときに新しい思想に

の中のいくつかは、教会から見てまったく異

よりその性質にゆがみが入り、人間はもはや自力

質のものだったが――西洋文明を支配した

では真理を悟り、救われるということはないと教え

り、まったく新しい指針の下に西洋人を生み

ていた。罪によってゆがんだ理性が真理を悟るに

出す新しい世界観の作成に忙しかった。この

対して開いた心をもっているという評判だった。し

教会は守勢に立たされた。

たがって、彼の選挙は教会の立場が否定の一点張

教会はこの発展に対して否定の一点張りだった

りでなかったことを示している。しかし、ピオ9世は

は、神の啓示と教会の権威が必要だと考えられ、

というわけではない。幾つかの考えは受容されて

極端に反動的で、教会の中では新しい思想を弾圧

運動に携わる思想家たちは、啓蒙思想家と

また罪の許しのために教会が必要とされていた。

いたし、自由化や人権の尊重への動きを教会が支

を発行した。
し、1864年に「近代主義者の謬説表」

呼ばれるが、彼らは、これまで教会の独占的

そのために教会の必要性は絶対であった。それに

持すべきだと考える人もいた。これは地域の教会

この文書は政教分離、宗教の自由、神の啓示を基

領域と思われていた学問の分野を余すところ

対して、ルソーは、人間の悪や社会における悪は個

（小教区）で働く司祭たちには広くもたれていた考

としない哲学や理性を邪悪なものとして糾弾し、教

なく扱うと同時に、人間、社会、歴史、道徳、

人に起因するより、社会に起因すると考えた。教会

えである。たとえばボーケンコッターが指摘するよう

会と世俗社会の断絶をいっそう強めた。また1910

宗教などの性質を含む、まったく違った宇宙

が教会の必要性を主張するためにつかっていた理

に、フランス革命の初めころ多くのカトリック司祭は

年にピオ 1 0 世は「モダニズムに 反 対 する誓 い 」

観を提示した。彼らが作った世界観は、国家

論をその根底から揺さぶるものであった。

と社会を教会の規制から解放し、大規模な世

人間に対してこのような肯定的考え方が普及し、

「革命とその社会的再生の約束に深く関わってい

を発表し、すべ
（The Oath against Modernism）

た」23）。南米でも独立や自由化を推し進めるカトリ

ての聖職者、司牧者、修道会の上長、そして神学

俗文化の興隆を図るものだった。彼らの原則

人間から余計の束縛（教会、信条による束縛を含

ックの司祭は多かった。しかし、司教など、地位の

校で教えるすべての教授が誓わなければならない

は、もはや聖書や教会から引き出されるので

む）
を取り除くと人間は社会を改善していける。こ

高い聖職者は貴族の階層の出身者も多くて、新し

と規定した。
「モダニズム」
とは教会の保守派が作

はなく、理性や社会経験を通して自由に到達

こには自力本願がある。それに、現世における何ら

い動きに反対し、バチカンも脅威としてみていた。

った概念で、その保守派が反対していた自由化な

したものだった」20）。

かの救いの可能性もある。その中で、アダム･スミス

だから教会が組織として動いたとき、自由化に反対

どの思想を指していた。

の思想が生まれた。経済から束縛を取り除き、人

する立場をとった。ボーケンコッターは次のように述

面が少なくとも三つあったと言えよう。すでに述べ

間の自由の取引の場である市場に任せておくと、

べている。

たように、それまで絶対的な権威を握っていた教

裕福になるという約束が与えられた。そしてそこか

「この近代性の興隆に対するカトリック教会

とし、その中心となったのは教育施設だったが、教

会が批評の対象になったこと
（もちろん、宗教改革

ら進歩という考え方も生まれた。進歩という考え方

の反応は、ほとんど防禦的で否定的なもので

育以外の人生のあらゆる面において教会は世俗社

はある程度この現実をすでに作っていた）
。
それに、

はさまざまな形で19世紀の思想に現れた。へーゲ

あった。というのも、自分たちの領域でこのよう

会と並行するカトリック社会を作ろうとした。カトリッ

今の引用でボーケンコッターが述べたように教会の

ル、マルクス、スペンサーなどにおいて多くの違った

な自由思想家と会うことは滅多になく、会ったと

ク病院で生まれ、カトリック学校で勉強し、教会で

啓蒙時代には教会の影響力に打撃を与える側
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22）

ここで「自分たちの領域」
とは自由思想家の領域

この時代（19世紀の後半と20世紀の前半）の教
会はできるだけ信徒を世間から守る体制を作ろう
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キリスト教における世俗化・近代化に対する対応
―カトリックの立場から―

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

結婚式を挙げ、場合によってカトリック系の労働組

うと、西洋におけるキリスト教の歴史だと十分に考

合に入り、またカトリックの認可を得た政党を支持

えられる。大雑把ではあるが、キリスト教と世俗世

し、病のときにカトリックの病院に入院し、死んでか

界の関係は以下の段階を経ている。

らカトリック墓地に葬られる体制を作り、言葉通り

・313年までのキリスト教はローマ帝国において

揺りかごから墓場まで信者の生活を管理しようとし

禁教として位置づけられ、迫害も受けた。その

た。教育施設、病院などは必ずしもこのような擁護

ために初期のキリスト教は世俗社会と区別さ

を目的として設立されたのではない。おそらく多く

れるのものとして発展したということである。

は純粋な慈善活動として始まったであろう。しかし

・313 年にキリスト教が解禁となり、4 世紀の終わ

ピオ9世の時代からピオ12世の時代までは組織的

りまでにローマ帝国の国教となっていた。ここで

な教会は強迫観念に支配され、
「擁護」
も重要な目

キリスト教と世俗社会の関係が一変し、政治的

的となった。仕事だけは、教会が限られた就職先

権力への教会のかかわりがここまでさかのぼる。

しか提供できなかったために、信徒の隔離ができ

・ゲルマン民族がヨーロッパを征服した後、教会

ない場となっていた。しかし、この時代の教会は一

が王室の権力の根拠を与えるなど新しいヨーロ

種の隔離を図っていたし、精神のレベルでは、一

ッパ社会に重要な役割を果たしたが、教会自

時的に隔離に近い状態を達成することができた。

体が一層世俗社会へ関わるようになり、政治的

しかしこれは世俗化に対する唯一の反応ではな

権力も握リ、一種の世俗化をこのときにも果た

かった。すでに世俗化を受容する姿勢もあったこ

したが、後の世界ではそれは腐敗として認識さ

とを述べているが、その姿勢を考察する前に、近

れている。ただし、この時代でも、政治的権力

代から現代にかけての世俗化が何を意味したかを

をどんなに握ったとしても、いわゆる「俗権」

もう少し詳しく見る必要がある。

(secular arm)と区別されるものであった。
・腐敗の産物として宗教改革と宗教戦争が生じ
た。いずれも宗教の影響力を相対的なものに

西洋
（キリスト教）
社会における
世俗化の特徴
A. 政教分離
政教分離は近代から現代にかけての世俗化の
第一歩である。宗教戦争に対する反発が背後にあ
るが、同時に教会に束縛されない世界への憧れも
あった。教会の政治的かかわりが生んだものだと
言えるだろう。現在では当たり前のものだと思われ
ているが、実際に社会が宗教から独立し、宗教以
外のものを基盤にしようとすることは人類史におい
て珍しいものである。過去のほとんどの社会は宗
教、社会体制、政治体制が全部絡み合っていた。
むしろ、それを別々のものとして考えることができる
ようになったことについては説明が必要である。こ
の区別を可能にしたのはキリスト教、より正確に言
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する効果があった。宗教戦争の解決として、王
の宗教が国民の宗教となるという方針は宗教
の格下げであり、限られた意味であるとしても
宗教を世俗的権威の下に置くものであった。
なお、14 世紀以降の経済発展および15 世紀以
降の植民地主義によって、宗教の束縛を取り払い
たいという風習が生まれていた。これらのことによ
って、啓蒙時代における世俗化の誕生の土壌がで
きていた。そして上記のように教会が世俗世界を
脅威として認識するようになり、守勢に立たされた。
この姿勢は20世紀にも継続したが、20世紀の後半
には変化が見られる。その変化に注目することによ
って、世俗化が教会にとって何を意味するか浮き
彫りにすることができる。それを述べる前に世俗化
の意味を少し違う観点から取り上げる必要がある。

B. 来世と現世の区別と世俗化の意味
「世俗化」と secularization
ここで、英語の secularization と日本語の「世
俗化」の話に戻る。確かに、互いの訳語として使わ
れるし、前に述べた一つの例外を除けば基本的に
同じ現象を指している。それに両方はあまり明確
に定義されていないという共通点もある。しかしそ
れでも微妙な違いがあるように思う。対比語、ある
いはもっと正確に言えば語源の単語の対比語を見
ればその違いが見えてくる。つまり
「世俗化」の場
合は「俗」という字が肝心だが、
「俗」の対比語は
「聖」だろう。多分、
「聖」は英語でsacredと翻訳で
というより、
「profane」
きるが、
「俗」
とは「secular」
と翻 訳した ほうが 正し い だろう。
「 俗 」、
「 聖 」、
「sacred 」
、
「profane 」のいずれもがものの性質を
いうだろう。つまり
「聖」や「sacred 」は物質世界を
超越する高貴な性質を意味すると言えるだろう。
「俗」や「profane」はその超越的な側面のないもの
や状態を指すだろう。
とはむしろ時間
それに対して、
「secularization」
に関連する言葉である。その語源は saeculum と
いう語であり、 saeculum とは「年齢、世代、時代」
25）

の意味であるが、特に宗教関係では「永遠」
という

言葉の対比語として使われてきた。つまり来世と現
世の対比に関わる単語である。したがって、日本語の
「俗」
および「世俗化」
と比べて、英語の secular 、
そして当然に secularization という単語は来世と
現世という対比に重点を置いていると言える。
そこでキリスト教における世俗化の特質が表れる
だろう。他の多くの宗教 (この点においてイスラーム
はキリスト教に近いかもしれない)と比べて、キリスト
教は来世での救いにかなりの重点を置いてきたと
言えるだろう。現世のことはまったく無視されてきた
というわけではない。たとえばキリスト教でも農夫は
雨乞いをするし、キリスト教徒も健康などのために祈
る。また、選手が試合の前に十字架を切って祈ると
いう姿はオリンピックが開催されるたびに放映され

る。これは勝利のために祈っているだろうが、それは
言うまでもなく現世的なものである。しかしこういうこ
とに重点は決して置かれていなくて、現世的なご利
益に重点を置くことはむしろ希薄な宗教心と見られ
てきた。人間が死んだときに神から審判を受けて、
その審判の結果により天国に行くか地獄に行くかが
決まり、そこで永遠の幸福を得るか、永遠の罰に苦
しむかが決まるのである。カトリック教会では煉獄の
概念もあり、それは天国に入るために十分によく生
きてこなかったが、永遠の苦しみに値するほどの悪
さを犯していない場合、一時的な罰を受けるところ
である。しかし煉獄の場合は最終的に天国に行く
のでまだ救いの領域に入る。地獄は永遠の苦しみ
を意味する。そこで死んだときの審判にすべてがか
かっている。そして来世での救いや地獄での罰は
あまりにも絶大なものであり、それと比べて現世で
の幸せやご利益はちっぽけなものである。
このキリスト教の性質は、たとえばダンテの
「神曲」
の「地獄編」やローマのシスティーナ礼拝堂に見られ
るミケランジェロの「最後の審判」の壁画にうかがうこ
とができる。最初に述べたグレゴリウスとハインリッ
ヒの対決に見られる王室に対するローマ法王の力
は結局この来世における救いへの信仰（ハインリッ
ヒ自身の信仰ではないが、
周りにいる人たちの信仰）
のためだった。どうしてローマ法王がそれだけの服
従を強いることができたかというと、破門という権能
をもっていたからである。破門された場合は来世で
の救いに与れなくなり、永遠に地獄で苦しむのだと
いう信仰が当時あった。そのような信仰がある限り、
教会は絶大な力を持つことになる。それは恐怖に
基づいた権力であった。十字軍の召集にも、十字
軍遠征に出ている間に死んだ人に、死ぬ瞬間での
免罪を約束することによって、つまり来世における救
いを約束することによって、兵士を募集することがで
きた。つまり、中世期において教会の政治的権力
の基盤となっていたのは来世に対して人々が恐怖
を抱いていたこと
（それはもちろん教会が培ってきた
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キリスト教における世俗化・近代化に対する対応
―カトリックの立場から―

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

されていると思われ、立証済みのものとみなされて

を握っていると人々が信じていたことであった。死

いた。ルソーの「気高い未開人」のような考え方に

それと同時に、ヨーロッパの社会における新しい

後の審判と来世における救いを人生の第一の目的

そって社会や文明が悪の原因だと考えれば、それ

動向（民主主義、階級性の廃絶、労働者の条件の

するまったく違う姿勢を示すものであった。教会は、

とする信仰は20世紀に入るまでは、ほとんど疑問は

を変えることによってよくなると考えるのは当たり前

改善、人権の尊重と擁護など）
をよいものとして認め

対等に、そして対話を持って、教会の外部の世界

投げかけられなかった。今も大半のキリスト教信徒

である。スミスの
「国富論」
が豊かさを約束するなど、

ることだけでなく、そのような新しい動向を促進する

と付き合う姿勢を示したのである。

が持っている信仰であろう。

現世の救いが約束されたし、19世紀・20世紀の進

ことこそが教会の使命であると論じる人もいたので

歩によってそれが実際に実現していると思われよ

ある 27）。教会の中ではそのような思想はしばしば弾

それでもその時期から教会全体において世俗社

うになった。

圧されたが、弾圧されながらも成長し、教会全体を

会や現代世界へ積極的に関わる姿勢を見せるよ

ある程度牽引することもできた。教会全体がこの世

うになった。

世俗化は現世に重みを置く
そこで英語の「 secularization 」の語源の重要
とは、結局、来
性が見えてくる。
「Secularization」

世俗化を抱きしめて

現世に関する再考

への使命を認識するようになり、
別著で示したように、

教会のかかわりが取り上げられたことは世界に対

その後、
その方針に対する反発も確かにあるが、

1965 年、アメリカの神学者ハーヴィー・コックスは

（永遠）からsaeculum
世から現世に、aeternitas

カトリックにおいては世俗化がどういう意味を持

20世紀において救いの概念そのものに変化が見ら

『世俗都市』
という本を出した。それが当時の教会

（時代、時間、すなわち現世）
に注意を移すことで

つかを把握するには中世期には来世と現世を分け

れた 28）。救いは来世のものだけでなく、現世におい

で広く読まれる本であって、米国に限らず広く影響

ある。米国のカトリック神学者ハーヴィー･コックスが

て前者を教会の領域にし、後者を俗権の領域にす

ても愛の絆を築くことによってすでに救いに与るの

力を持った本である。コックスは世俗化と都市化を

言うように「世俗化は、人間が自分の関心をあの世

る風習があったこと、そして教会がその区枠を逆に

だという理解が受け入れられるようになった。そして

関連付けて、両方をよいものとみなした。たとえば、

から、この世界、この時代(Saeculum)に転ずる時

利用して来世に対する恐怖を現世的な支配を固め

その愛の絆というのは社会的、政治的、経済的、民

都市化に伴う問題として認識される都市のアノニメ

に起こるのである」26）。つまり来世における救いの

るために存分に使ってしまったという特殊な歴史

族的な関係のすべてを含むと理解されるようになっ

ティ(回りの多くの人を知らない、多くの知人の素性

ために現世の幸せなどを犠牲にするより、現世に

背景を念頭に置く必要がある。近代から現代にか

た。つまりすべての関係において公平と正義、人間

を知らない、隣に住んでいる人の名前さえも知らな

おける改善を図ることによってこの世における救い

けての世俗化によって、現世、もしくは現世と来世

の尊厳への尊重を盛り込むことによって、換言すれ

いという現代都市の現象 )を都市の生活に不可欠

を求める
（必ずしも来世のことを否定する意味だと

の関係をどう捉えるかという問いかけが教会に突き

ば和解・平和・愛を確立させることによって、すでに

のプライバシーと自由を与えるものとして評価する 30）。

限らない）
ことである。宗教が「永遠」
（つまり来世）

つけられたと言えよう。その問いかけに教会がどう

この世の中で「神の国」の成立に貢献ができ、この

コックスにとっては教会の本当の居場所は世俗都市

を強調するのに対して世俗化は現世に重みを置

対応したか浮き彫りにするために、カトリック教会に

ように現世で始められた救い ( 神の国 )は来世にお

の中にあり、その中でその使命を見出すべきだと論

く。この背景には教会が来世における永遠の罰に

は、世俗化に対する姿勢が否定の一点張りではな

いて完成されるという理解である。

じるのである。

対する恐怖感を利用して支配を継続させてきたこ

く、世俗化を歓迎する考え方もあったことにもう少

とに対する反発があることは言うまでもない。それ

し注目する必要がある。

このような動向は19世紀の社会的カトリシズムか

少し違う形にはなるが、現世における救いを重

ら始まり、解放の神学にいたるまで発展するもので

視したものとして台頭したもう一つの動向はすでに

ある。各段階で弾圧を受けたが、それでも、その考

触れた「解放の神学」
という思想である。
「解放の神

え方が徐々に教会に普及したことは、たとえばカト

学」はグスタボ・グティエレスの「解放の神学」の出

すでにこのことに触れたことであるが、啓蒙時代

リックの社会教説がその間において明確な形を持

版に端を発しているが、その前からの動向の一つ

において世俗化の動きがはじめて台頭してからカト

つものに整えられたこと、ローマ法王の回勅を中心

の結晶である。解放の神学はキリストが本当に教

結局啓蒙時代以降の考え方は現世的な「救い」

リック教会ではそれを歓迎する考え方もあった。社

とするバチカンの重要な文献が国際問題や社会問

えた救いを来世の救いだけのものとみなさず、この

の可能性を想定していた。理性を現世に向けて、

会が教会から独立することによって、教会が政治な

題および教会の社会的かかわりを取り上げるよう

世の中で平和をつくる、正義をつくることによって

それをよりよいものにするという考え方から生まれ

どへのかかわりから解放されて、より純粋な宗教的

になったこと、教会が慈善活動を超えた、そして以

すでに救いが実現されるということを前提とし、そ

た動きは科学の発展、産業革命、技術の発展、資

存在になりうると考えられていた。以前引用した新

前の政治的かかわりとまったく違う社会的および政

の正義および平和を確立するための政治的、社会

本主義の成立と発展、民主主義の発展、自由や人

カトリック事典に出る
「宗教がその世俗的な役割を

治的かかわりを始めたということに見られる。

的、経済的かかわりを呼びかけるものである。社会

権などを重視する哲学の発展などである。20世紀

失うと同時に、世俗社会が宗教的な役割を失う」
と

このような動向がもっとも教会によって受理され

において、多数の側面で、こういう発展は裏目にも

いう言葉にそのような解釈が見られる。キリスト教

るようになったのは第二バチカン公会議において

最初のうちマルクス的社会分析を採用したというこ

出てしまったが、19 世紀および 20 世紀の大部分、

に少しずつ、宗教の自由や政教分離を、逆にキリ

である。特に、教会の歴史のすべての文献におい

とで教会では批判されたが、それでもその根本的

啓蒙時代に考えられていた理性の可能性は実現

スト教の立場から評価する風習が強くなった。

てまったく前例のない「現代世界憲章」
という第二

な考え方自体は教会で広く普及している。

に、そこまで来世の罰への恐怖を権力の基盤にし
た教会にとって、現世での救いが重視されるように
なることほど権力を脆弱化させるものはないであろ
う。
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バチカン公会議の著名な発表 29）で世界における

恐怖である）
、そして教会が来世における救いの鍵

世俗化の肯定

への取り組みのために、社会分析が必要だとされ、
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結論
世俗化という単語は、上に述べたように、一般

来世における救いはこの世における救いと別個のも

の社会もしくは社会の中の一部が宗教の影響を受

のではなく、その継続と完成であるという理解は、む

けなくなる、あるいはその影響が脆弱化するという

しろ聖書と一致する。たとえば、救いを
「天にあるも

ことを意味する。そのような意味では、この論題の

の、地にあるものすべてのものの和解」31）と定義し

「キリスト教における世俗化」の意味が理解しがた

たパウロの理解と一致するのである。となると、教会

くなる。宗教そのものにはどうして世俗化かありうる

(もしくはキリスト教徒)の使命は何よりもこの世に向

のか。しかしすでに、この論文の中で教会に「世俗

けたものであり、その目的はただ信仰の普及に努め

化」
という言葉を当てはめたのである。それは、特

ることだけでなく、この世における
「和解」( 明らかに

に中世期において教会があまりにも政治的な権力

社会問題への取り組み、差別や貧富の差の克服、

体制にはまってしまい、まるで世俗的な存在になっ

紛争の解決などを含む)を目指すものである。したが

たという腐敗を指す意味で使ったのである。

って、このような「世俗化」は聖書の信仰への復帰

「来世
しかし、世俗化(もしくはsecularization)を
から現世へと注意を移す」という意味で理解する

であり、また多くの緊急な問題を抱える現代世界に
おいては不可欠なものである。

と、
「キリスト教における世俗化」
とは意味深いもの

人間はこの世の中に生きる限り、この世の中の

になる。この世への教会の使命の再確認を意味す

ことをある程度大切にするしか道がない。現世が

るものとなるのである。

大切でないということはありえない。実際に教会が

19世紀において、コントやその他の思想家は「世

一番来世に重点をおこうとした時こそ、教会自体が

俗化」
という概念を
「進歩」
という概念と結び付けて

最も世俗化して現世的なものになったのであり、そ

いた。現世のことに注目する20世紀のカトリック神

の時こそ教会が一番腐敗した時期だった。そうい

学者は同様に世界が何らかの方向に進んでいて、

う意味で解放の神学のひらめきは重要である。宗

何らかの目的に向かっているという認識を持ってい

教とはこの世の中のためにある。

た。シャルダンの認識はこのような傾向の著名な例
である。
しかし、現在は進歩への夢の破綻が明らかにな
っている。進歩と思っていたものが温暖化やその他
の問題の原因となっていること、進歩がもっとも著し
くなっている分野の一つは巨大な無差別破壊力を
持つ兵器であること、それに世界の一部の進歩の
ため、世界の他の部分が犠牲になっていることから、
進歩を安易に信奉することの危険性が明らかにな
っている。神学においても、特定の歴史的動向を
「神の国」の実現への発展として同一視することに

「新世界カトリック
1）トマス・ボーケンコッター著、石井健吾訳、
教会史」
、エンデルレ書店1992年、125頁

2）たとえばMessage of John Paul II to the European Study
Congress on the Theme: “ Towards a European
Constitution?” 参照。
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speech
es/2002/june/documents/hf_jp-ii_spe_20020622_costituzione-europea_en.html
3）カトリック教会と欧州憲法についてCatholics For a Free
Choice - Europe, Article 52 of the European
Constitution.
http://www.seechange.org/what’s%20new/article52brie
fingreport.htm参照。

17） The dogmatic rejection of the competence of religion in any area of life and the exclusive acceptance
of secular disciplines and principles. Catholic
Encyclopedia, vol.13, p. 39.
18）A view of life that limits itself not to the material in
exclusion of the spiritual, but to the human hereand-now in exclusion to man s relation to God here
and hereafter. U.S. Bishops statement, 1947, see
Catholic Encyclopedia, vol.13, p. 36.
19）W.v.レーヴェニヒ著「教会史概論」、日本基督教団出版局、
1983年、370頁。

5）Barrett, Kurian, Johnson, World Christian
Encyclopedia, p. 5

21）これに関して、拙著の「21世紀における人類に求められる

6）Kieron Wood, Catholic Only in Name? Catholic World
News,
http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=21043
7）Kieron Wood, Catholic Only in Name?
8）Christine P. James. C é ad M í le F á ilte? Ireland
Welcomes Divorce: The 1995 Irish Divorce Referendum
and the Family (Divorce) Act of 1996. Duke Journal of
Comparative and International Law, 8. pp. 175-228,
http://www.law.duke.edu/journals/djcil/archive.html
9）Christine P. James. C é ad M í le F á ilte? Ireland
Welcomes Divorce.
10）Address of His Holiness Benedict XVI to the
Participants at the 20th International Conference
Organized by the Pontifical Council for Health
Pastoral Care on the Theme of the Human Genome.
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speec
hes/2005/november/documents/hf_ben_xvi_spe_20051
119_pastorale-salute_en.html
11）George Weigel、Their European Problem... and Ours
(The Third Annual William E. Simon Lecture),
Ethics and Public Policy Center Homepage,
http://www.eppc.org/programs/foreignpolicy/publications/programID.17,pubID.2062/pub_detail.asp

ボーケンコッター著、
「新世界カトリック教会史」
、281頁
20）
価値基準を考える」でより詳しく述べている。浜名優美・山
田望編『人間の尊厳のために』南山大学、2006 年、75103頁参照。

22）Jean Jacques Rousseau. A Discourse Upon The
Origin And The Foundation Of The Inequality
Among Mankind.
http://www.bartleby.com/34/3/2.html
ボーケンコッター著、
「新世界カトリック教会史」
、305頁
23）
ボーケンコッター著、
「新世界カトリック教会史」
、281頁
24）
『羅和辞典』研究社、1973年、551頁
25）田中秀央著、
「世俗都市」
、14頁。
26）H.コックス著、

27）教会の中のこれらの動きはたとえばPaul Misner, Social
Catholicism in Europe from the Onset of
Industrialization to the First World War (London:
Darton, Longman and Todd, 1991)が詳しく取り上げて
いる。
「福音と現代―宣教学の視点から」
、サン
28）Ｍ．シーゲル著、
パウロ、2005年、56-76頁。
「第2ヴァチカン公会議公文書全集」
、中央
29）南山大学監修、
出版社、1986年、325-399頁。
「世俗都市」
、38-49頁。
30）H.コックス著、
コロサイ1.19−20、エフェソ1.9-10
31）

12）Ronald Inglehart and Pippa Norris, Sacred and
Secular: Religion and Politics Worldwide,
Cambridge: Cambridge University Press, 2004, p. 1.
13）H.コックス著、塩月賢太郎訳「世俗都市」、新教出版社、
1968年、14頁。

のみに向けたものだということにはならない。20 世
紀において再発見された救いの概念、つまり、救い

15）Catholic Encyclopedia, vol. 13, p. 38.

救いが来世のみのものであり、教会の使命が来世

16）A form of humanism that limits true value to those
temporal qualities that contribute to man s natural
perfection, both individual and social, to the actual
exclusion of the supernatural.
(Catholic
Encyclopedia, vol., p. 36)

4）David B. Barrett, George T. Kurian, Todd M. Johnson,
World Christian Encyclopedia : A Comparative Survey
of Churches and Religions in the Modern World, New
York : Oxford University Press, 2001, p. 3

14）A social and cultural process by which nonreligious
beliefs, practices, and institutions replace religious
ones in certain spheres of life.
Catholic
Encyclopedia, Catholic University of America, vol.
13, p. 38.

二の足を踏まざるをえない。しかし、それで人間の
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はこの世の中でも未完成でありながら可能であり、
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C.「Secularization」と「Secularism」の区別

キリスト教における世俗化・近代化に対する対応
―カトリックの立場から―

1.Secularization:「人生の特定な場面において、宗教的な理念、習慣および組織に非宗教的
なもものが入れ替わる社会的、文化的プロセス(A social and cultural process by which
Ｍ．シーゲル

世俗化とは
A.「世俗化」の意味の曖昧さ
・一定の意味のある単語ではない。
・宗教者の立場からでも、いいものとして捉える場合と悪いものとして捉える場合がある。
（インドではいい
事とされている。西洋では、宗教を政治的かかわりから解放するものとして捉えられる場合もある。
）
・主観的な捉え方が多い。また、主義主張において利用されることが多い。宗教団体のアイデン
ティティーを固めるために、外部の世界に貼られるレッテルとして使われる。
・ここで取り上げるテーマはキリスト教における世俗化ということだが、西洋における世俗化という
テーマと微妙に違うかもしれないが、切り離せるものではない。
・最近、
「世俗化否定論」が出ている。つまり、今の世界の特徴は世俗化ではなく、宗教の再台頭
であると論じられる。

B. 世俗化=secularization
「世俗化」は英語のsecularizationの翻訳語として使われる。しかし、おそらく英語のほうは少し広
い意味を持っているだろう。
「secularization」の意味は次のように多数ある:
1.カトリックの専門用語として、宗教の管理下にあったものがそこから逸脱すること。聖職者が聖職
を離れること、宗教団体のもとにあった組織や事業が宗教から独立すること、教会の所有地だ
ったところが世俗の当局によって没収されることなど。ここには宗教の消滅、脆弱化、相対化な
どの含意は一切ない。日本語の「世俗化」
という単語は、社会現象としての世俗化を指している
ので、この狭義の、そして専門用語としてのsecularizationの意味を指していないだろう。
（政教分離）
。宗教の浄化のためによいものとして捉
2.政治や社会が宗教の支配から独立すること
えられるが、社会においては宗教の影響力の弱体化や宗教の相対化を意味する。
3.各個人のレベルおよび社会のレベルで、生活や価値観において、宗教の影響が少なくなること。
精神や考え方のレベル、文化のレベルの世俗化。教会離れをしなくても、生活における宗教の
位置づけが格下げになる。宗教の弱体化と相対化を意味する。
4.宗教や信仰を持たない人が増え、社会の主流になり、宗教が次第に消滅していくこと。
日本語の「世俗化」
という単語にはその2、3および4の意味が含まれているだろう。
世俗化に関するカトリック理論にはこの四つの意味のそれぞれが自己完結しているとされる。つま
り、一つの意味の世俗化が実現することによって、他の意味の世俗化が起こりやすくなる必然性
はないと言われる。近代から現代の西洋の社会にかけて起きた「世俗化」には、この四つともが
入り混じっていることは、その時代背景および社会背景によるものであり、違う状況下で一つの意
味の世俗化は他の意味の世俗化とまったく関連なしに成立することもありうる。
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nonreligious beliefs, practices, and institutions replace religious ones in certain
spheres of life) (See Catholic Encyclopedia, vol. 13, p. 38)。このプロセスにおいて、宗教が
その世俗的な役割を失うと同時に、世俗社会が宗教的な役割を失う。つまり社会における分
離化のプロセスである(See Catholic Encyclopedia, vol. 13, p. 38)。)

2.Secularism:
（1）
「人間の性質の充実を助けるものとして現世的な性質のものにしか真の価値を認めない、
超自然の次元を除外するタイプの人間至上主義(A form of humanism that limits true
value to those temporal qualities that contribute to manﾕs natural perfection,

both individual and social, to the actual exclusion of the supernatural.) (Catholic
Encyclopedia, vol., p. 36).
（2）人生のあらゆる場面における宗教の有効性に関する独断的否定と、現世的な原理と方法
のみの受容(the dogmatic rejection of the competence of religion in any area of life

and the exclusive acceptance of secular disciplines and principles. (Catholic
Encyclopedia, vol., p. 39).
（3）霊的な次元を除外し、物質のみを重視するまでではないが、現世および来世における神
との関係を除外し、現世における人間のみに注目する人生観(a view of life that limits

itself not to the material in exclusion of the spiritual, but to the human here-andnow in exclusion to man’s relation to God here and hereafter). (U.S. Bishops’
statement, 1947, see CE 36)
「Secularization」
と
「Secularism」のこの区別は明らかに教会にとって世俗化の受け入れや
す い 部 分と受 け 入 れ にくい 部 分を 区 別し、前 者を「 S e c u l a r i z a t i o n 」とし、後 者を
「Secularism」
としている。世俗化の現象を社会的プロセスと思考的流行に分け、前者を受容
し、後者だけを問題とする試みである。しかしその区別は「secularization」
という単語の一般
の使われ方に通ずるものではない。

世俗化に関する論議の展開過程
Secularizationという単語の一般の使われ方はカトリックの理論に出る「 Secularization 」と
「Secularism」の両方の意味を包含する。

A. 啓蒙時代の産物
西洋では、世俗化は啓蒙時代の産物として認められている。
1.啓蒙時代の思想家は以前の世界を宗教による迷信の暗黒と見て、理性に頼ることによってその暗黒
から逸脱できると考えた。
（宗教戦争に対する反発、ルソーの
「気高い未開人」
のインプリケーション、
）
2.科学の発展と工業化とともに宗教が薄れていき、最終的に消滅していくとかなりの思想家が考
えていた(Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Sigmund Freud、そしてちょっと
違う意味ではあるが Max Weber,)。こうして「世俗化」は進歩という概念とつながっていた。歴
史の必然的なプロセスだと理解されていた。宗教は不要になると見られていた。
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3.教会は守勢に立たされたが、20世紀に入ってから、宗教は消滅しないということが明白になり、
世俗社会と宗教の両立が可能だとされてきた。世俗化を歓迎する風習もあり、かつての宗教の
あり方に対する反省もあり、世俗化は宗教の浄化につながると見られていた
（たとえば、H.コッ
クス著「世俗都市」参照）
。世俗化に対する防護姿勢と受容姿勢が今も入り混じる傾向にある。
4.さらに、20世紀の最後の四半期における宗教の再台頭を受けて、世俗化に関する理論は誤り
だったという意見も述べられるようになった。しかしその台頭は世俗化と矛盾するものではない
という理論もある。コックスもこの問題を取り上げている。

「ユダヤ世俗主義の原型を探る：宗教と政治の関係」
日

時／２００６年１０月２１日（土）

会

場／ 同志社大学 今出川キャンパス 寒梅館6階大会議室

発

表／河井 徳治（大阪産業大学名誉教授）
飯島 昇蔵（早稲田大学政治経済学術院教授）

コメント／ 臼杵

B. 西洋(キリスト教)社会における世俗化の特徴
1. 政教分離
・近代から現代にかけての世俗化の第一歩
・人類史において珍しいものである
・初代キリスト教が社会体制から独立していたため、キリスト教が宗教と社会の区別を可能に
したという説がある。
・キリスト教がローマ帝国の国教になったことで一種の世俗化が起きた。つまり教会そのもの
が世俗的なものとなった
（腐敗を意味する）
。
・腐敗の産物として宗教改革と宗教戦争が生じた。いずれも宗教の影響力を相対的なものに
する効果があった。宗教戦争の解決として、王の宗教が国民の宗教となるという方針は宗教
の格下げであり、限られた意味であるとしても宗教を世俗権威の下に置くものであった。
・同時に、14世紀以降の経済発展および15世紀以降の植民地主義によって、宗教の束縛を
取り払いたい世界が生まれていた。
・これらのことによって、啓蒙時代における世俗化の誕生の土壌ができていた。

2006年度第3回研究会 報告

富沢

陽（日本女子大学文学部教授）
克（同志社大学法学部教授）

スケジュール

13:00〜14:00 発表：河井徳治「スピノザ：西欧思想史に見る異性体 ―その神観と倫理・政治思想―」
14:00〜15:00 発表：飯島昇蔵
15:00〜15:15
15:15〜15:25
15:25〜15:35
15:35〜17:00
17:30〜19:30

「Machiavelli, Spinoza and Leo Strauss
休憩
コメント：臼杵 陽
コメント：富沢 克
ディスカッション
懇談会

―Philosophy and Religion―」

2. 来世と現世の区別と世俗化の意味
・Secularization=世俗化といえるかどうか。
「世俗化」の対比語は「聖」
。Secularizationの語
源は“Saeculum”で、“Saeculum”の対比語は「永遠」である。
・宗教が「永遠」
（つまり来世）
を強調するのに対して世俗化は現世に重みを置く。
・この背景には教会が来世における永遠の罰に対する恐怖感を利用して支配を継続させてき
たということに対する反発がある。

3. 現世的な「救い」の可能性
・啓蒙時代の理念「理性による救い」
:
・ルソーの「気高い未開人」のインプリケーション
・資本主義の台頭に伴う価値観の変化と世俗化

4.「進歩」という概念と世俗化

結論
1. 進歩の概念は誤りである。
2. 新しく台頭している宗教は必ずしも世俗化のプロセスと矛盾するものではない。
3. 宗教には常に世俗化的な側面があった。
4. 価値観の喪失の問題、
5. 宗教の役目の再検討

研究会概要
河井氏はまず、スピノザが西欧近代において思想的伝統に組み入れられなかった思想上の異性体であ
った述べる。異性体とは、分子式は同じであるのに化学構造が異なった性質を示す化合物である。河井
氏はこの異体性という言葉をスピノザの哲学に比喩的に転用する。つまり、スピノザもデカルトやホッ
ブズと同様に、同時代の人間観や世界観を語る哲学の諸概念を用いて自らの哲学を語っているにもかか
わらず、実は当時の西欧の哲学者たちとは根本的に異質の哲学を語ろうとした哲学者であったというの
である。
それは神観において現れる。スピノザはデカルトと同様に、神が万物の起成因であり、これを実体と
いう概念を用いて語る。しかし、その神という実体の属性の一つに、精神の属性である思惟と並んで、
物体の空間的な広がりを意味する延長の本性を帰属させる。スピノザにとって神が万物の起成因である
ならば、神は思惟の始源であるとともに延長の始源であった。
また西欧思想の伝統における生命活動観においても、スピノザの異性体的な特質は現れている。元来
西欧思想の伝統として、神を形相の形相として示すことから、質料に対する形相の優位、肉体（身体）に
対する魂（精神）の優位が説かれてきた。しかしスピノザは精神と身体の統一に生命活動を見ている。
このような考え方は、神に延長の本性を帰属させることによって生まれるものであり、西欧のキリスト
教的神観とは一線を画している。
おわりに河井氏は、スピノザと宮沢賢治の親近性と異性体の問題点を指摘して発表を締めくくった。
（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程
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ここのところネオコンの影響で、その思想的源泉の一つと言われるレオ・シュトラウスに注目が集ま
るようになった。では、シュトラウスとは何者かというと、実はその点から解釈が分かれている。一般
的には、シュトラウスは哲学者であるとは見なされていない。シュトラウス自身、自分は政治哲学を研
究する学者の一人にすぎないと言っている。しかし近年、シュトラウスは哲学者であるという解釈も出

スピノザ：西欧思想史に見る異性体
―その神観と倫理・政治思想―

てきており、さらには、宗教者であるという解釈もある。はたしてシュトラウスは哲学者なのか、宗教者
なのか。

大阪産業大学名誉教授

シュトラウスは、近代の政治哲学がどこで始まったのかということを非常に問題視した。最初はホッ

河井 徳治

ブズからだと考えたが、のちにマキャベリからだったと修正している。そして、そのことを教えてくれ
たのはスピノザだったと言う。
シュトラウスは、スピノザを批判しているところもあるが、両者には重なる部分もある。シュトラウス
が何者であるかということは、俄かに答えの出る問題ではないが、その手がかりは、マキャベリやスピ
ノザとの関係でシュトラウスを考察することにあるといえよう。
（CISMOR奨励研究員・京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程

藤本龍児）

はじめに
１）
この表題の意図するところからはじめたい。

「神即自然」
という彼の言葉は、今日ではさほどの
違和感がなくとも受け入れられるが、ことによると

化学の発展に大いに寄与した異性体という概念

それは、ここ日本のような東洋でのことであって、

がある。分子式が同じでありながら、分子の結び

今日でもスピノザの思想は、西欧の思想的伝統を

つき、つまり構造の違いで異なる性質を持つ化学

引きずる議論の中では相変わらず異性体であり、

的物質のことを指すという。例えば炭素が正四面

例えばドイツでは今日でもスピノザに傾くよりもシェ

体の原子価をもつという立体構造を明らかにした

リングに向かう方を選ぶ者が多いと、言えるでは

のは、この異性体の研究によると言われる。その

あるまいか。

意図するところを比喩的に転用するならば、スピノ

３）では彼を西欧思想史の中で異性体とする特

ザは、たしかにデカルトやホッブズと同じように、

質は何か、と言う点から具体的に考えてみること

近世17世紀の新たな実証科学の手法の登場に伴

にしたい。

って西欧に生まれた人間観、世界観を語る哲学

〔まず時代背景を念頭に置いておきたい。西欧

の諸概念を用いて自らの哲学を語ってはいる。し

の17世紀と言えば、ルネッサンス、宗教改革、新世

かし、じつは当時の西欧の哲学者たちとは根本的

界の発見などの激動冷めやらぬ大変輻輳した時代

に異質の哲学を語ろうとした哲学者であったとい

であった。その中で地道な研究を続ける実証科学

うことである。つまり現代にまで及ぶ西欧近代の

の進展は、着実にその成果を挙げていくが、それ

哲学的伝統の発端において、その伝統とは一線を

はやがて古い世界観、人間観に抵触することにな

画し、ついに西欧における思想的伝統に組み入

り、わけても宗教的な世界観、人間観と対立せざ

れられなかった思想上の異性体であった、と言う

るを得なくなる。いわゆる
「新科学」new scienceに

こともできるのではないかという訳である。

没頭するものたちの基本的な態度を一言で言えば

〔但し異性体は構造の異なる双方に言えるから、 「人は欺き得ても、自然を欺く事は出来ない」
とい
伝統的な西欧思想が異性体だ、とも言える。また後

う信念に支えられていたということができる。ガリレ

で例を挙げて述べるように、異性体には相互に容

イは 1590 年には物体の落下における加速度一定

易に移り変わる現象もあり、幾何異性、回転異性、

の 法 則を発 見し、1 5 9 2 年 には 寒 暖 計を発 明 、

光学異性など、さまざま在るから、比喩として使うに

1609年に望遠鏡を作っているが、1600年にブルー

も限度があることも注意しておくことにしたい。
〕

ノが焚刑に処されたので慎重であったにもかかわ

２）彼が18世紀末のドイツの疾風怒濤時代に顧

らず1616年に宗教裁判で地動説放棄を命ぜられ、

みられるまで、長く無神論者として「死んだ犬」の

最終的には 1632 年の裁判で監禁されるに至る。

ように扱われ所以も、元はと言えばそこにある。 「それでも地球は動く」
と呟いたとされているのも、
54
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先に述べた「自然を欺く事は出来ない」
という信念

４）
しかもその上、キリスト教的神観に触発され

考える。デカルトにとっては個々の精神も物体（＝

５）
これに対してスピノザは、神に無限数の属性

たanthropomorphism(擬人観)がある。だからス

身体）
も、有限ではあるが、それぞれ思惟属性と延

をみとめるが、そこには擬人観のかけらも見られな

（ 1637 年刊。正しくは「機械学および地上運動に

ピノザの思想が西欧思想史の中での異性体であ

長属性によって識別できる実体となる。これによっ

い神観が浮かび上がってくる。

関する二つの新しい科学についての対話及び数

るというとき、極めて原理的な意味で言っている

てデカルトは目的論的創造概念に拠らず、自然観

〔彼の主著は没年まで筆を入れ続けた通称『エ

学的証明」
）
には地動説についての言及はない。デ

のであって、けっしてその異性体的特質は限られ

についての機械論的説明に背馳しない形而上学

チカ』
（1977年刊遺稿集所収）であるが、その表題

カルトもやはりガリレイの宗教裁判のことを伝え聞

た枠の範囲で調整のつくような類のものではない

的神観、人間観を打ち立てようとした訳である。

を省略せずに挙げれば『幾何学的秩序に従って

いて地動説の正しさを認めながら
『世界論』の出版

ということを念頭に置いている。〕

が在ったからであろう。従って彼の『新科学対話』

を諦めたと
『方法序説』
（ 1637 年刊）の第 6 部に述
べている。物理学的な意味での「世界論」が明確

論証されたエチカ』とある。続いて同じ表紙に五

に基づく概念であると考えられてきたから、これを

部に分かれたそれぞれのテーマが紹介されてい

永遠存在である神に用いることはできないとした

る。つまり
「第一部神について、第二部精神の本

神学者たちの反論を招くが、幾何学では無限に拡

性及び起源について、第三部感情の起源及び本

なかたちで現れるのは、やっとニュートンによる
『プ

1：神観と形而上学についてのデカルトとスピノ
ザとの考え方の相違

リンピキア』
（ 正しい表題：自然哲学の数学的諸原

１）
ギリシャ哲学の伝統からすると西欧思想の中

大した円が直線に
（クザーヌス）
、
〔スピノザの場合、

性について、第四部人間の隷属あるいは感情の

核におかれる神という概念は、ピヒトによれば、

後で述べる能産的自然が所産的自然を産出する

力について、第五部知性の能力あるいは人間の

に至ってのことであった。
理、1686年）
自然についての実証科学の進展は、当然人体

「何事にせよ、そこからして存在するか、生起する

起成因はもはや時間概念を離れることになる。原

自由について」。先に紹介したガリレイの『新科学

という人間の自然にも及ぶ。スピノザの同時代人

か、さもなければ認識される、その第一のもの」で

因と結果の関係は、知性の秩序に従えば前提と

対話』の表題と照らし合わせると、数学的、あるい

レンブラントが描いた「トゥルプ博士の解剖」
（1640

ある。ドイツ観念論ではこれを das Unbedingte

帰結という論理的関係に同じだとされる。〕
ともあ

は幾何学的と称される演繹的な論証方法によって

年）が見せる詳細な観察や、ベーコンの主治医で

（無制約者）
とした。いわゆる
「哲学者の神」である。

れデカルトにとっては、無限な多角形が円に拡張

眼前の経験的事実を起成因から説明する態度が、

デカルトが賞賛したハーヴェイの血液循環説（1628

なぜなら始源arche（ラテン語ならprincipium）へ

されるように、自 己 原 因 は「 類 推 によって p e r

自然現象から人間の感情や行動形式にまで及ん

年）が示す生理的構造の発見など、従来の人間観

の問いが哲学を生み、また始源は根拠でもあるか

analogiam 」思惟可能であるとする〔数学的には

で広がリ、究極の原因である神に遡っていること

を一新する新たな機械論的な因果的説明が、実

ら、すべての他の存在者にとって、
「第一の始源は、

円と多角形は定義が別だから、いくら無限の多角

に気づく。

験や解剖を通して様々な現象を実証的に説明す

同時に存在、生成、並びに認識の根拠」であり

形を考えても円にはならない。スピノザはこの見

彼の国家論、宗教論など社会理論に関わるテ

る原理として続々と登場してくる。もちろんこうした

、だからこの無制約者は、第一主
（Picht, S.312）

解に立つ〕
。有限から無限への道は類推の他はな

ーマについては、別に近代聖書学の嚆矢となった

人間観察が社会理論を新たにする契機となるのも

体であり、実体でなければならない。何ものもそ

かった訳だ。デカルトは無際限を通して、類推に

とされる『神学・政治論』
（ 1670 年匿名刊）、民主

一目瞭然であろう。ホッブズが『リヴァイアサン』

れなくしては在り得ず、生まれ得ず、認識され得な

よって無限者を垣間見たといえる
（ア・ポステリオ

的 国 家 論 を 打 ち 出 し た『 国 家（ 政 治 ）論 』

（ 1651 、 ラ テ ン 語 版 1668, Elementa

いからである。じつは被造物に対するスコラの神

リな神の存在証明）
。

Philosophiae: De Cive, 1642, De Homine,

概念もこの関係を踏襲していた。
「自らによって在

いずれにせよ連続的創造説は、神の意志に拠

あるが、その基本的な観点は人間本性について語

1658, De Corpore, 1655）の序説で国家を歯車や

ることa se esse 」と「他によって在ることab alio

って不断に世界を在らしめる訳で、キリスト教神学

る『エチカ』第四部に見られると言える。スピノザ

バネでできた自動機械になぞらえて人工的人間と

esse」の関係である。

の無からの創造説(creatio ex nihilo)に背馳せず、

の語り口は、幾何学的と称される方法論に拠るこ

２）
さてデカルトは、この神の存在と被造物の存

神に「意志の自由」を肯定して、人間の意志力(vis

とでもあるが、まことに素っ気ないもので、エチカ

賢明な人工の理性と意志による、つまりは公平と

在の関係を、必然的存在と可能的存在、無限者と

volendi)は有限ではあるが「ある種の神の似像に

と題しながら、そこには「かくあるべき」
とか「でな

法を有する国家の形成を訴えるのは、まさにこの

有限者の対立関係の図式で捉えて、完全性の概

して似姿」であると見た。ここにも神と人間との類

ければならぬ」という建前論ないし命法的表現は

新科学の路線を社会科学の分野で展開する糸口

念を使って両者を媒介しようとする。完全性は実

推が働いている。

見られない。冷静な人間観察に徹し、そこから人

となったと言えるであろう。

在性(realitas)と同義であり、より完全なものは実

４）デカルトの神観に付き纏う擬人観はこれだ

間の在り方を繙いていく。スピノザの言葉を引け

こうした新科学の自然や社会のさまざまな現象

在性において優勢である、と考える。そうすると神

けではない。神的一性に「同時に多くの属性の総

ば「人間の行動と衝動とを線・面および立体を研

についての機械論的な因果的説明に觝触せざる

は「最高に完全な実有」であり自己原因であり、被

体」
（『省察』第二答弁）
が含まれ、
「無限、永遠、不

究する場合と同様にして考察するであろう」
（第三

を得なかったのは、アリストテレスから受け継がれ

造物は、その本質についても存在についても有限

変、全智にして全能、神におけるものとしてみとめ

部序言）
。〕

て来た自然学の原理であり、目的論的世界観であ

かつ不完全ではあるにしても、実在性を失わず、神

られるあらゆる完全性」が神の属性ないし本性と

り、それに支えられた神学であった訳だ。

を起成因とする連続的創造によって可能になると

して枚挙される
（『方法序説』第四節）
。

呼び、和合は健康、騒乱は病気、内乱は死であり、

56

３）
もちろん起成因という概念は時間的な生起

（Tractatus Politicus, 1977年刊遺稿集所収）が

６）
さて、本題に戻ろう。デカルトにとってもそう
であるが、神は、その原因をさらに遡ることのでき
57
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ない自己原因である。スピノザはこの定義から
『エ

自然を自然化する自然、つまり能産的自然なので

排斥されて質料因と起成因に原因概念が絞られ

チカ』第一部を説き起こす。神とは何か。スピノザ

あり、森羅万象は自然化した自然、所産的自然と

た理由について少し触れてみたい。

はこれを『エチカ』の冒頭の定義群の中で定義す

なる。そうすると神は超越的でなく内在的にならざ

るのである。
〔まさにユークリッドの幾何学を思わ

るをえない。

の一偏見に由来している。その一偏見と言うのは、

アリストテレスがその『形而上学』で四原因説を

一般に人々はすべての自然物が自分たちと同じく

唱えたのは、人工物を例にしてのことであった。

目的のために働いていると想定していること、の

８）
このように所産的自然に属する人間をも含

アリストテレスに拠ると自然物であれ人工物であ

みならず人々は神自身がすべてをある一定の目的

デカルトにも通ずる当時の概念をスピノザ流に定

めた個物ないし個体に「内在する神」を、スピノザ

れ、存在する事物は形相と質料の結合体でなけ

に従って導いていると確信していること、これであ

義した後、スピノザは神を次のように定義した。

は「限りにおける神」
という表現方法で示すのであ

ればならない。
〔例として眼前にある銀皿を挙げる

る」
（畠中訳）
。

「神とは、絶対に無限なる実有 (ens absolute

る。
〔例えば、
「無限である限りでなく、人間精神の

と、その用途、つまり目的なしには銀皿を作ること

infinitum)、言い換えればおのおのが永遠・無限

本 質 を 構 成 する 限りに お ける 神 D e u s , n o n

はない。たしかに目的が原因として働いている。

悪、功績と罪過、賞賛と非難、秩序と混乱、美と

の本質を表現する無限に多くの属性から成ってい

quatenus infinitus est, set quatenus humanae

形相というのは皿という容器の本質を指す。これ

醜その他こうした種類の他のことどもに関する諸

る実体、と解する」
（畠中訳）
。

Mentis essentiam constituit 」(Eth.2, Prop.

が原因として働かなくては皿を作らない。つまり

偏見」の原因ともなっている、と言う。誤った道徳

『エチカ』第一部はすべてこの定義の解題にある

11, Corol.)というような表現がそれである。スピノ

皿とは何かを知っていなければならぬ。またその

的見解、誤った精神論は誤った形而上学に基づ

と言っても構わない。ここに彼の神観のエッセンス

ザが、デカルトのように神を完全者としてではなく、

皿の材料つまり質料が伴わなければアイデアのま

いており、それらは廃棄されるべきものというより、

が盛られているのである。神はものの存在と本質

無限者として捉えるのも、じつはこの内在論を可

まで現実の皿にはならぬ。銀という素材も銀皿の

改鋳されるべきものとみなしたのである。主著が

という点はデカルトの狙
の起成因となる
（定理 25 ）

能にする理由がそこにあるからに他ならない。い

原因として働いている。両者を結び合わせるのは

いでもあったが、神は意志の自由で作用しない
（定

わゆる有限に内在する無限という、無限のパラド

素材の加工である。この加工作業が起成因となる。

理32の系1）
となれば、デカルトの場合のように人間

ックスがそれである。
『エチカ』第一部の冒頭の有

これはあくまで人工物の例であるから、銀皿の用

の〈意志の自由〉を、この定義から導き出すこと

限性に関する定義は、無限性を排除しない巧み

途（目的）
を知り、皿の形を知った上で、材料を整

１）
しかしスピノザの神である能産的自然から森

はできなかったであろう。そればかりではない。

な表現になっている。〕

えて加工するのは人間である。〕
ところが自然物に

羅万象を包括する所産的自然への産出展開は必

ついては、人間はその形相を与えることもできな

然的であり、偶然性の入り込む余地はなく、ライプ

ければ、その存在の目的も知らない訳だ。

ニッツのように可能的世界の中から最善を選んで

せる。〕自己原因、有限性、実体、属性、様態と、

３）
もしこの偏見があるとすれば、それが「善と

『エチカ』
とされる所以である。

3：自由と必然

７）
ここでスピノザは、西欧の思想史の伝統には

「限りにおける神」の意味するところは後で述べ

まったく見出せない独自の構造をその神観に与え

るとして、この内在化は思惟と延長という属性の

る。実体という概念は存在者の存在性を指し、そ

みならず、無限に多くの他の属性にも及び、また

だから新科学の当事者たちは、自然の事物に

実現するという予定調和的創造がある訳でもな

の存在を認識させるものが、その存在者の本質的

自然には当然思惟活動も含まれるから、自然を思

ついてはその存在の目的や形相を知ることを断念

い。スピノザの神は「盲目的」で没意図的な必然性

な特徴、つまり属性である。その神という実体の

惟の主体ないし主観の対象化したもの、つまり客

し、現象を構成する要素つまりは質料因の分析を

の下に所産的自然を服させているのではないか。

属性の一つに、精神の属性である思惟と並んで、

観として扱う訳にはいかないことになる。

通して現象の変化の原因つまりは起成因の究明に

そもそもスピノザにとって自由はどのように考えら

デカルトでは物体の空間的な広がりを意味する延

９）
こうして西欧思想に付き纏う主観と客観の分

終始することになった。自由落下する物体の運動

れるのか、またどのようにしてそうした必然性の下

長、その本性を延長の源泉として帰属させた訳で

裂、換言すれば絶対的な主体としての神と自然や

には、落下させる目的が物体に原因として働いて

で人間の精神の働きや行動原理が導き出せると

ある。神が万物の起成因であるからには、神は思

人間との分裂をスピノザは回避しようとする。スピ

いる訳ではなく、加速度一定という起成因が働い

言うのか、という疑問が当然生ずる。

惟の始源であるとともに延長の始源でもあるとせ

ノザにとって神は真に始源たりうるものでなけれ

ているにすぎない、ということになる。

ざるをえない、とスピノザは考える。超越的で異質

ばならなかった。それ以外のものを神とする訳に

２）
ところがそれでも人工物による類推を自然界

なものに因果の関係は成立せず、従って神は起成

はいかないと考えた。これを徹底すれば、神が一

の被造物にあてはめて、造物主の意図ないし目的

「自己の本性の必然性のみによって存在し・自

因たり得ないと、スピノザは考える。そうすると神

切の統一を自らの内に確立する絶対に無限な実

を想定する発想は、人間観や社会観の場面では

己自身のみによって行動に決定されるものは自由

と自然の区別がなくなる。創造者と被造物の関係

体である、ということになる。

抜きがたく付き纏う。ホッブズのように人工技術を

であると言われる」
。

は別の論理に拠らねばならないことになる。
しかし注意したいのは、スピノザが「神即自然」
というとき、目の前の自然の森羅万象が神である、
というのではなく、神は森羅万象の始源、つまり
58

「ここに私が指摘しようとするすべての偏見は次

2：新科学的手法の拡張
１）ガリレイに新科学と呼ばれた自然学の領域
で、アリストテレスが批判され、目的因や形相因が

２）スピノザは自由を『エチカ』第一部冒頭の神
の定義に続いて第7番目に定義している。

神的技術の模倣として捉える見方をも含めて、そ

３）
このようなものは神以外には存在しないはず

れが言える。スピノザは、こうした擬人観にももち

である。ところが先に挙げたように『エチカ』第五

ろん批判の矛先を向け、
『エチカ』第一部を締め括

部は「人間の自由について」と題され、それは知

る
「付録」の中で次のように述べている。

性の能力を能動的に発揮することと同義とされる。
59

スピノザ：西欧思想史に見る異性体
―その神観と倫理・政治思想―

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

自由の反対概念は強制であり隷属であるが、それ

「自分が自分であること」であって「自分の存在」
を

が去るのは熱がなくなり身体を動かす器官が壊れ

然権を基礎に自然法を定める独自の観点は、コナ

は人間が怒りや憎しみや名誉欲といった受動感

意味しない。
〔
「我執」
とも言えるが、スピノザでは「こ

るため」であり、それはちょうど「時計やその他の

トゥスが社会理論においても社会形成の始源であ

情に支配された状態であるから、人間の自由は神

の世に在り続ける」
ことだけを意味しない。我執を

機械が壊れて運動の原理が活動を停止した状態」

ることから生まれている。

の自由が部分的に実現することで成り立つと言う

捨てれば一切皆空という訳ではない。永遠の相の

ことができる。スピノザはいく度も人間存在は「自

下でも個体の本質は在り続けるからである。
〕

２）
しかし、コナトゥスは無機物にも通ずる概念で

の心身二元論は、心身の実体的合一をアポリアと

あるから、ここから自然の保存法則一般(lex)は導く

然の一部 pars Naturae 」にすぎないと繰り返す

２）個々の無機物は自らの運動量を保つ努力を

して含みながら、アリストテレスの精神ないし魂に

となる自然法を導くには
ことができても、法規（jus）

が、このことは他の所産的自然とともに「自然の共

続け、有機体は生態系の中で個体としての統一を

よる肉体の統一を切り離し、生命活動を身体の側

一種の転義(per traanslationem)が必要だ、と考

通の秩序」に組み込まれた存在であることを意味

保つ努力を続けるが、個々の人間は精神と肉体の

に組み入れた。
〔現代の医学的死生観もこれを継

えるのが常識であろう。ホッブズはこの見解に従っ

すると同時に、形而上学的には「限りにおける神」

統一体であるから、その統一体に固執するものと

承していると言えるだろう。
〕

ている
〔ホッブズでも自然法は自然法則とは異なり

というかたちで、所産的自然に内在する神的能力

考えてよい。その努力の仕方にはそれぞれの生き

６）
ライプニッツは機械論を批判して目的因と起

命法のかたちをとっている〕
。自然法は、自然の法

（知性）の担い手として人間存在を捉える視点にも

方の違いが現れるから、その統一体としての人間

成因の両立を唱えて、有機体の統一としての生命

則とは〈類を異にする〉掟や訓戒として、自然権の

なっている、と言うべきであろう。
〔必然性につい

の十全な在り方への固執が、倫理的な原理を導

活動を、再び形相の側に取り戻し、単子論（モナ

根拠とは別に、
「支配の構造から導かれる。

て言えば、環境の中で生きる人間に環境が許さな

き出すことになる。

ドロジー）
を展開した。生命的統一は再び観念の

３）
スピノザからすると、法は本来コナトゥスとな

い生き方の自由は在り得ないことからも分かるよ

神が起成因として、一切の自然の活動を生み出

側に移る。カントは『判断力批判』においてこの流

る自己保存原理(lex)を基礎にして、人間本性の必

うに、自然の一部でしかない人間に自然の共通の

す始源であるように、コナトゥスは、それぞれの人間

れを継承し、あくまで統制的な原理としてではある

然性から導かれ、歴史や生活環境の違いに応じ

秩序に背く在り方は不可能である。その意味で自

の生き方、生命活動の始源となる概念なのである。

が、自然を目的論的に見る余地を与えて、ヘーゲ

て、相互承認に基づくところの行動原理であり規

３）
そうするとスピノザの場合神は生命そのもの、

ル、フィヒテ、そしてシェリングへと展開するドイツ観

則、つまりは諸法規(jures)となる。だから、このよ

念論の路線を敷いた訳である。

うに自然権となるコナトゥスを、自然状態における

然の共通の秩序は必然である。〕
４）
「永遠の相の下」での自己把握は、自然の共

「神は生命である」
と言っても間違いではない。そ

通の秩序とは別の「知性の秩序」
〔＝永遠の相の

うでなければスピノザにおいて神の内在論を語る

下における始源からの認識〕において可能になる。

ことはできないだろう。

７）精神と身体の統一に生命活動を見るスピノ

法則と看做す考え方は、これまた異性的で特異な

ザの立場は、ひっきょう西欧思想の伝統から見れ

見方であり、スピノザの社会理論を正しく見極める

〔そしてこの可能性を開く自由は人間にある。〕では

では、西欧思想の伝統の中で生命活動はどの

ば、異性体に止まったことになる。スピノザの立場

ことを妨げている一つの要因ではなかろうか。自

スピノザの哲学は主知主義に加えられるのかと言

ように捉えられてきたか。ここでもやはりスピノザ

に立つためには、以上に述べた通り、神に、その

然状態から社会状態へと移行し国家を形成する

えば、必ずしもそうではない。スピノザは、じつは

思想の異性体的特質が現れる。

属性として延長の本性を帰さねばならないであろ

根拠も、精神と肉体の統一体としての人間の生命

う。神即自然とせねばなるまい。それは西欧が主

活動の十全な在り方を、人々が欲するからに他な

個々の人間存在の思想、感情、行動様式などを目

４）
アリストテレスが具体的な個物（第一実体）
を

的論的にではなく起成因から把握する形而上学

形相と質料の結合体として捉えたことは既に述べ

流として培ってきたキリスト教的神観からすれば、

らない。支配の原理は自由の原理なくして成り立

的原理を、内在論的に確立している。それがなけ

た。神は形相の形相というかたちで示されるから、

不可能であったのではあるまいか。

たないのである。

れば、感情と状況に支配されて右往左往する人

詳しい議論は省略したいが、すでにその段階で質

間存在の実情の分析には至りえないないからであ

料に対する形相の優位が見られる。質料は形相

5：自然法則と法規

おわりに

る。それがコナトゥス論である。

によって統一され、維持されるからである。人間

１）社会哲学の場面では、先のコナトゥスは、

〔スピノザは西欧思想史の中での異性体ではな

存在について言えば、肉体に対する魂ないし精

『国家論』の冒頭の各章でスピノザが詳説するよう

いかということで、今回話題の提供をさせて頂いた

神の優位であるが、これは、機械論的な自然観に

に、自然権ということになる。もし自然権を個々人

が、おわりに二つのことを追加して申し上げたい。
〕

従って、起成因から自然を説明することを旨とした

の生命活動の努力と解することが許されるなら、

はずのデカルトにおいても、揺るがなかった。

社会契約に際して、ホッブズのように自然権を譲渡

平和学的、脳科学的、生態学的観点からのアプロ

５）デカルトは、人間に精神が存在しなければ、

したり制限したりする発想といささか異なる視点

ーチがある。それらはスピノザの思想の再評価とな

有に固執する」努力を重ねることで存在している。

肉体は動物と同じ自動機械にすぎないと考えた。

に、スピノザの社会理論では立たざるを得ないこ

りうるか。アントニオ・R・ダマシオの Looking for

この努力、つまり力が個物の現実的本質である、

生命活動は精神の原理と区別された身体の原理、

とが明らかである。スピノザが提唱する社会契約

Spinoza, 2003、邦訳『感じる脳』などの脳科学的

とスピノザは考える。この「自己の有」というのは

つまり機械的原理に属する。
「ひとが死ぬとき精神

論に立脚しない社会共同体形成への考察と、自

アプローチや、個の多様性を前提にした生態学的

4：個物に内在する神
１）所産的自然に含められるすべての個物ない
し個体は、人間もそうであるが、自然の一部にすぎ
ないから、それぞれの環境の中で絶えず「自己の

60

（『情念論』第1部5、6節）である、と言う。デカルト

スピノザ思想の現代的な意義を顧みるならば、
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スピノザ：西欧思想史に見る異性体
―その神観と倫理・政治思想―

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

社会理論など多岐に亘る関心が見られる。それら

子レンジで母乳や血液を温めたりすれば危険だと

の中から一つ。

いうことになる、と。〕

１）現在宮沢賢治イーハトーブ館の館長をしてお
られる詩人の原子朗さんがこの3月31付けの東京

スピノザという西欧思想史の中の異性体を摂取

新聞夕刊に「インドの賢治」
と題する文章を公にさ

して、果たしてわれわれの栄養になるのかどうか。

れ、その末尾でこんな言葉を述べておられる。

いずれにせよ、神観の相違が極めて大きな意味

「自然をいきなり神格化しているかのように読ま
れかねない賢治、ないしアジアの思想はまだその

CISMOR研究会、Oct.21,2006

スピノザ：西欧思想史に見る異性体
―その神観と倫理・政治思想―

を持つことは間違いなく、一神教研究センターのご
活躍を期待してやまない。

河井 徳治

ままでは恐らく欧米人のすべてには通じない。思
想史で言えば17 世紀の、さまざまに曲解されてき
た汎神論のスピノザ（私は外国で賢治を学ぶひと
たちにスピノザ必読を勧める）以降、いま、ようや
く絶対人間中心主義から西欧は解放されつつあ
る。真の賢治理解はこれからなのだと、よく解って
くれるインドでも私は叫んでいる。
」
２）
もう一つは異性体がそもそもどんな問題を孕
むのかという点についても触れておきたい。
〔インターネットにこんな報告が在った。
光学異性体、つまり鏡に映した本体と全く同じ
左右反対（鏡面体）の分子が存在する。その光学
的特性の違いで二つをＤ型とＬ型とに分類する。
Ｄ型とＬ型とは構造式は全く同じだが、鏡で反射
させた物のように左右が正反対になる。Ｄ型とＬ
型の物理的特性は全く同じだが、化学的特性や生
物活性は異なる。例を挙げると、自然界のアミノ
酸は全てＬ型であり、ブドウ糖は全てＤ型である。
当然私たち生物の必要なタンパク質は、筋肉・細
胞膜などの構造タンパク質も含めて全てＬ型アミ
ノ酸で合成される。生体がエネルギーとして利用
するブドウ糖は全てＤ型になる。もしもＤ型アミノ
酸とＬ型ブドウ糖を食事として摂取しても、私たち

参考資料：拙著『スピノザ哲学論攷―自然の生命的統一につ
いてー』
（創文社、1994）他。

はじめに
１）
この表題の意図：化学の発展に大いに寄与した異性体という概念がある。分子式が同じで
ありながら、分子の結びつき、つまり構造の違いで異なる性質を持つ化学的物質のことを指すと
いう。例えば炭素が正四面体の原子価をもつという立体構造を明らかにしたのは、この異性体の
研究によると言われる。その意図するところを比喩的に転用するならば、スピノザは、たしかにデカ
ルトやホッブズと同じように、近世１
７世紀の新たな実証科学の手法の登場に伴って西欧に生まれ
た人間観、世界観を語る哲学の諸概念を用いて自らの哲学を語ってはいる。しかし、じつは当時
の西欧の哲学者たちとは根本的に異質の哲学を語ろうとした哲学者であったということである。
つまり現代にまで及ぶ西欧近代の哲学的伝統の発端において、その伝統とは一線を画し、つい
に西欧における思想的伝統に組み入れられなかった思想上の異性体であった、と言うこともでき
るのではないかという訳である。
２）彼が１８世紀末のドイツの疾風怒濤時代に顧みられるまで、長く無神論者として「死んだ犬」
のように扱われ所以も、元はと言えばそこにある。
「神即自然」
という彼の言葉は、今日ではさほど
の違和感がなくとも受け入れられるが、ことによるとそれは、ここ日本のような東洋でのことであっ
て、今日でもスピノザの思想は、西欧の思想的伝統を引きずる議論の中では相変わらず異性体で
あり、例えばドイツでは今日でもスピノザに傾くよりもシェリングに向かう方を選ぶ者が多いと、言え
るではあるまいか。
３）
スピノザを異性体にする時代背景
ガリレイ:１５９０年には物体の落下における加速度一定の法則を発見／１５９２年には寒暖計の発
明、１６０９年に望遠鏡の作成／１６００年にブルーノの焚刑／『新科学対話』
（１６３７年刊。正しくは
「機械学および地上運動に関する二つの新しい科学についての対話及び数学的証明」
）
「人は欺き得ても、自然を欺く事は出来ない」
デカルト
『世界論』の出版を諦める
『方法序説』
（１６３７年刊）の第６部／ニュートンによる
『プリン
ピキア』
（自然哲学の数学的諸原理、
１
６
８
６年）
。
レンブラント
「トゥルプ博士の解剖」
（１
６
４
０年）／ハーヴェイの血液循環説（１
６
２
８年）
ホッブズの『リヴァイアサン』
（１
６
５
１年、ラテン語版１
６
６
８年刊）序説
４）anthropomorphism(擬人観)について

は利用できない。云々。
また、電子レンジ（マイクロ波加熱）では原子、
分子、細胞が一秒間に何億回もその局性を反転
したり回転したりする摩擦により加熱することによ
り、このような激しい破壊力に耐える有機細胞は
存在せず、構造異性体ができてしまう、という。電
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１：神観と形而上学についてのスピノザとデカルトとの考え方の相違
１）
神という概念：
「何事にせよ、そこからして存在するか、生起するか、さもなければ認識される、
その第一のもの」
。ドイツ観念論ではdas Unbedingte
（無制約者）
。いわゆる
「哲学者の神」
。始
源arche
（ラテン語ならprincipium）への問いが哲学を生み、また始源は根拠、すべての他の存
在者にとって「第一の始源は，同時に存在、生成，並びに認識の根拠」であり
（ Georg Picht,
、この無制約者は、第一主体であり，実体でなければならない。何ものも
Hier und Jetzt, S.312）
それなくしては在り得ず、生まれ得ず，認識され得ないからである。じつは被造物に対するスコラ
の神概念もこの関係を踏襲。つまり
「自らによって在ることa se esse 」
と
「他によって在ることab
alio esse」の関係。
２）
デカルトは、この神の存在と被造物の存在の関係を、必然的存在と可能的存在、無限者と
有限者の対立関係の図式で捉えて、完全性の概念を使って両者を媒介しようとする。完全性は
実在性(realitas)と同義。より完全なものは実在性において優勢である。神は「最高に完全な実
有」であり自己原因であり、被造物は、その本質についても存在についても有限かつ不完全では
あるにしても、実在性を失わず、神を起成因とする連続的創造によって可能になると考える。デカ
ルトにとっては個々の精神も物体（＝身体）
も、有限ではあるが、それぞれ思惟属性と延長属性に
よって見分けられる実体。これによって目的論的創造概念に拠らず、自然観についての機械論的
説明に背馳しない形而上学的神観，人間観を打ち立てようとした。
３）起成因という概念は時間的な生起に基づく概念。これを永遠存在である神に用いることは
できないとした神学者の反論（アルノー）
。幾何学では無限に拡大した円が直線に
（クザーヌス）
、
無限な多角形が円に拡張されるように、自己原因は「類推によってper analogiam」思惟可能で
あるとする。有限から無限への道は類推による他はなかった。デカルトは無際限を通して無限者
を垣間見た
（ア・ポステリオリな神の存在証明）
。いずれにせよ連続的創造説はキリスト教神学の
無からの創造説(creatio ex nihilo)に背馳せず、神に「意志の自由」
を肯定。人間の意志力(vis
volendi)は有限ではあるが「ある種の神の似像にして似姿」であると見た。
４）
デカルトの神観に付き纏うもう一つの擬人観：神的一性に「同時に多くの属性の総体」
（
『省
察』第二答弁）
が含まれ、
「無限、永遠、不変、全智にして全能、神におけるものとしてみとめられる
あらゆる完全性」が神の属性ないし本性として枚挙される
（
『方法序説』第四節）
。
５）
これに対してスピノザは、神に無限数の属性をみとめるが、そこには擬人観のかけらも見られ
ない神観が浮かび上がってくる。
主著『エチカ』
（１
９
７
７年刊遺稿集所収）
『幾何学的秩序に従って論証されたエチカ』
。
「第一部神に
ついて／第二部精神の本性及び起源について／第三部感情の起源及び本性について／第四部
人間の隷属あるいは感情の力について／第五部知性の能力あるいは人間の自由について」
。
彼の国家論、宗教論など社会理論に関わるテーマについて：近代聖書学の嚆矢となったとされ
る
『神学・政治論』
（１
６
７
０年匿名刊）
、民主的国家論を打ち出した『国家（政治）論』
（１
９
７
７年刊遺稿
集所収）
スピノザの言葉：
「人間の行動と衝動とを線・面および立体を研究する場合と同様にして考察
するであろう」
（第三部序言）
。
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６）
デカルトにとってもそうであるが，神は、その原因をさらに遡ることのできない自己原因である。
スピノザはこの定義から
『エチカ』第一部を説き起こす。神とは何か。スピノザはこれを『エチカ』の
冒頭の定義群の中で定義する。自己原因、有限性、実体、属性、様態と、デカルトにも通ずる当
時の概念をスピノザ流に定義した後、スピノザは、神を次のように定義した。
「神とは，絶対に無限なる実有(ens absolute infinitum)、言い換えればおのおのが永遠・無
限の本質を表現する無限に多くの属性から成っている実体、と解する」
（畠中訳）
。
『エチカ』第一部はすべてこの定義の解題にあると言っても構わない。神はものの存在と本質
の起成因となる
（定理２５）
という点は、デカルトの狙いでもあったが、神は意志の自由で作用しな
い（定理３２の系１）
となれば、デカルトの場合のように、人間の＜意志の自由〉を導き出すことは
できなかったであろう。そればかりではない。
７）
ここでスピノザは，西欧の思想史の伝統にはまったく見出せない独自の構造をその神観に
与える。実体という概念は存在者の存在性を指し、その存在を認識させるものが，その存在者の
本質的な特徴，つまり属性である。その神という実体の属性の一つに、精神の属性である思惟と
並んで、デカルトでは物体の空間的な広がりを意味する延長の本性を、延長の源泉として帰属さ
せた。
神が万物の起成因であるからには、神は、思惟の始源であるとともに延長の始源でもあるとせ
ざるをえない。超越的で異質なものには因果の関係は成立せず，従って神は起成因たり得ないと、
スピノザは考える。そうすると神と自然の区別がなくなる。しかし注意したいのは、スピノザが「神即
自然」
というとき、目の前の自然の森羅万象が神である、というのではなく、神は森羅万象の始源、
つまり自然を自然化する自然，つまり能産的自然なのであり、森羅万象は自然化した自然、所産
的自然であり、神は超越的でなく内在的であるということになる。
８）
このように所産的自然に属する個物に、もちろん人間一人一人にも、
「内在する神」
を、スピノ
ザは「限りにおける神」
という表現方法で示すのである。スピノザが神を、デカルトのように完全者
としてではなく、無限者として捉えるのも、じつはこの内在論を可能にする理由がそこにあるから。
いわゆる有限に内在する無限という無限のパラドックスがそれである。
その意味するところは後で述べるとして、この内在化は思惟と延長という属性のみならず，無限
に多くの他の属性にも及び、またその自然には当然思惟活動も含まれるから、自然を思惟の主体
ないし主観の対象化したもの，つまり客観として扱う訳にはいかないことになる。
９）
こうして西欧思想に付き纏う主観と客観の分裂、換言すれば絶対的な主体としての神と自
然や人間との分裂をスピノザは回避しようとする。スピノザにとって神は真に始源たりうるものでな
ければならなかった。それ以外のものを神とする訳にはいかないと考えた。これを徹底すれば、
神が一切の統一を自らの内に確立する絶対に無限な実体である、ということになる。
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２：新科学的手法の拡張
１）
ガリレイに新科学と呼ばれた自然学の領域で、アリストテレスが批判され、目的因や形相因が
排斥されて質料因と起成因に原因概念が絞られた理由について。
アリストテレスの四原因説：人間は自然物についてはその形相を与えることもできなければ，そ
の存在の目的も知らない訳だ。だから新科学の当事者たちは、自然の事物についてはその存在
の目的や形相を知ることを断念し、現象を構成する要素つまりは質料因の分析を通して現象の変
化の原因つまりは起成因の究明に終始することになった。自由落下する物体の運動には落下さ
せる目的が物体に働いている訳ではなく、加速度一定という起成因が働いているにすぎない、と
いうことになる。
２）
ところがそれでも人工物による類推を自然界の被造物にあてはめて、造物主の意図ないし目
的を想定する発想は、人間観や社会観の場面では抜きがたく付き纏う。ホッブズのように人工技
術を神的技術の模倣として捉える見方をも含めて，それが言える。スピノザは、こうした擬人観にも
もちろん批判の矛先を向け、
『エチカ』第一部を締め括る
「付録」の中で次のように述べている。
「ここに私が指摘しようとするすべての偏見は次の一偏見に由来している。その一偏見と言うの
は，
一般に人々はすべての自然物が自分たちと同じく目的のために働いていると想定していること、
のみならず人々は神自身がすべてをある一定の目的に従って導いていると確信していること、これ
である」
（畠中訳）
。
３）
もしこの偏見があるとすれば、それが「善と悪，功績と罪過、賞賛と非難，秩序と混乱，美と
醜その他こうした種類の他のことどもに関する諸偏見」の原因ともなっている，と言う。誤った道徳
的見解，誤った精神論は誤った形而上学に基づいており、それらは廃棄されるべきものというより，
改鋳されるべきものとみなしたのである。主著が『エチカ』
とされる所以である。

３：自由と必然
１）
しかしスピノザの神である能産的自然から森羅万象を包括する所産的自然への産出展開は
必然的であり，偶然性の入り込む余地はなく、ライプニッツのように可能的世界の中から最善を選
んで実現するという予定調和的創造がある訳でもない。スピノザの神は「盲目的」で没意図的な必
然性の下に所産的自然を服させているのではないか。そもそもスピノザにとって自由はどのように
考えられるのか、またどのようにしてそうした必然性の下で人間の精神の働きや行動原理が導き出
せると言うのか。
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４）
「永遠の相の下」での自己把握は、自然の共通の秩序とは別の「知性の秩序」において可
能になる。ではスピノザの哲学は主知主義に加えられるのかと言えば、必ずしもそうではない。ス
ピノザは、じつは個々の人間存在の思想、感情、行動様式などについて、目的論的にではなく起
成因から把握する形而上学的原理を、内在論的に確立している。それがなければ、感情と状況
に支配されて右往左往する人間存在の実情の分析には至りえないないからである。それがコナト
ゥス論である。

４：個物に内在する神
１）所産的自然に含められるすべての個物ないし個体は、人間もそうであるが、自然の一部に
すぎないから、それぞれの環境の中で絶えず「自己の有に固執する」努力を重ねることで存在し
ている。この努力、つまり力が、個物の現実的本質。この「自己の有」
というのは「自分が自分で
あること」であって「自分の存在」
を意味しない。
２）個々の無機物は自らの運動量を保つ努力を続け、有機体は生態系の中で個体としての統
一を保つ努力を続けるが、個々の人間は精神と肉体の統一体であるから，その統一体に固執す
るものと考えてよい。その努力の仕方にはそれぞれの生き方の違いが現れるから、その統一体と
しての人間の十全な在り方への固執が、倫理的な原理を導き出すことになる。神が起成因として、
一切の自然の活動を生み出す始源であるように、コナトゥスは、それぞれの人間の生き方、生命
活動の始源となる概念なのである。
３）
そうするとスピノザの場合神は生命そのもの、
「神は生命である」
と言っても間違いではない。
そうでなければスピノザにおいて神の内在論を語ることはできない。
では、西欧思想の伝統の中で生命活動はどのように捉えられてきたか。ここでもやはりスピノザ
思想の異性体的特質が現れる。
４）
アリストテレスが具体的な個物（第一実体）
を形相と質料の結合体として捉えた。神は形相
の形相というかたちで示されるから、すでにその段階で質料に対する形相の優位が見られる。人
間存在について言えば、肉体に対する精神の優位であるが、これは、機械論的な自然観に従っ
て、起成因から自然を説明することを旨としたはずのデカルトにおいても、揺るがなかった。

２）
スピノザは自由を
『エチカ』第一部冒頭の神の定義に続いて第７番目に定義している。
「自己の本性の必然性のみによって存在し・自己自身のみによって行動に決定されるものは自
由であると言われる」
。

５）
デカルトは、人間に精神が存在しなければ、肉体は動物と同じ自動機械にすぎないと考え
た。生命活動は精神の原理と区別された身体の原理，つまり機械的原理に属する。
「ひとが死ぬ
とき精神が去るのは熱がなくなり身体を動かす器官が壊れるため」であり、それはちょうど
「時計や
その他の機械が壊れて運動の原理が活動を停止した状態」
（
『情念論』第１部５、６節）である、と
言う。デカルトの心身二元論は、アリストテレスの精神ないし魂による肉体の統一を切り離した結
果、生命活動を身体の側に組み入れた。

３）
このようなものは神以外には存在しない。ところが先に挙げたように『エチカ』第五部は「人
間の自由について」
と題され、それは知性の能力を能動的に発揮することと同義とされる。自由
の反対概念は強制であり隷属であるが、それは人間が怒りや憎しみや名誉欲といった受動感情
に支配された状態であるから、人間の自由は神の自由が部分的に実現することで成り立つと言う
ことができる。スピノザは幾度も人間存在は「自然の一部pars Naturae」にすぎないと繰り返す
が、このことは他の所産的自然とともに「自然の共通の秩序」に組み込まれた存在であることを意
味すると同時に、形而上学的には「限りにおける神」
というかたちで、所産的自然に内在する神的
能力（知性）
の担い手として人間存在を捉える視点にもなっている。

６）
ライプニッツは機械論を批判して目的因と起成因の両立を唱えて、有機体の統一としての生
命活動を、再び形相の側に取り戻し、単子論（モナドロジー）
を展開した。カントは『判断力批判』
においてこの流れを継承し、あくまで統制的な原理としてではあるが、自然を目的論的に見る余地
を与えて、ヘーゲル、フィヒテ，そしてシェリングへと展開するドイツ観念論の路線を敷いた訳である。
７）精神と身体の統一に生命活動を見るスピノザの立場は、ひっきょう西欧思想の伝統から見
れば、異性体に止まったことになる。スピノザの立場に立つためには、以上に述べた通り、神に、
その属性として延長の本性を帰さねばならないであろう。神即自然とせねばなるまい。それは西
欧が主流として培ってきたキリスト教的神観からすれば，不可能であったのではあるまいか。
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Machiavelli, Spinoza and Leo Strauss
―Philosophy and Religion―
５：自然法則と法規
１）社会哲学の場面では，先のコナトゥスは、
『国家論』の冒頭の各章でスピノザが詳説するよう
に、自然権ということになる。もし自然権を個々人の生命活動の努力と解することが許されるなら、
社会契約に際して，ホッブズのように自然権を譲渡したり制限したりする発想といささか異なる視点
に、スピノザの社会理論では立たざるを得ないことが明らかである。スピノザが提唱する社会契約
論に立脚しない社会共同体形成への考察と、自然権を基礎に自然法を定める独自の観点は、コ
ナトゥスが社会理論においても社会形成の始源であることから生まれている。
２）
しかし、コナトゥスは無機物にも通ずる概念であるから、ここから自然の保存法則一般(lex)は
導くことができても、法規（jus）
となる自然法を導くには一種の転義(per traanslationem)が必要
だ、と考えるのが常識。ホッブズはこの見解に従っている。自然法は、自然の法則とは類を異にす
る掟や訓戒として、自然権の根拠とは別に支配の構造から導かれる。
３）
スピノザからすると，法は本来コナトゥスとなる自己保存原理(lex)を基礎にして，人間本性の
必然性から導かれ、歴史や生活環境の違いに応じて、相互承認に基づくところの行動原理であり
規則，つまりは諸法規(jures)となる。だから、このように自然権となるコナトゥスを、自然状態にお
ける法則と看做す考え方は，これまた異性的で特異な見方であり，スピノザの社会理論を正しく見
極めることを妨げている一つの要因ではなかろうか。自然状態から社会状態へと移行し国家を形
成する根拠も、精神と肉体の統一体としての人間の生命活動の十全な在り方を、人々が欲するか
らに他ならない。支配の原理は自由の原理なくして成り立たないのである。

おわりに
１）現在、宮沢賢治イーハトーブ館館長で詩人の原子朗氏の言葉
２）異性体がそもそもどんな問題を孕むのかという点について
参考資料：拙著『スピノザ哲学論攷―自然の生命的統一についてー』
（創文社、1994）他。

早稲田大学政治経済学術院教授

飯島 昇藏

1.はじめに
早稲田大学の飯島です。今日はこのような席に

次に、立命館大学で開催された「アメリカ研究」

お招きにあずかりまして、たいへん光栄に存じます

に呼ばれました。そのときはアメリカの現代哲学、

と同時に、非常に困っているというか、びくびくして

政治理論の領域で非常に有名なウィリアム・Ｅ・コノ

いるというのが本音です。

リーという人が「プルーラリズムとリラティヴィズム

5月ごろだったと思いますけれども、手島先生か

というテーマで報告
(Pluralism and Relativism)」

ら電話がかかってきて「こういうCOEの、一神教の

されまして、そのコメンテーターを頼まれました。
（ウ

学際研究で話してください」
というお招きがあったと

ィリアム・Ｅ・コノリーは、その後『プルーラリズム』
と

きに、
「セキュラリズム、世俗主義に関連して話して

いう本を出版しましたけれども、その第2章でレオ・

もらえれば一番いいのですが、まあ、何でもいいか

シュトラウスを目の敵にして批判をしています。
）1）プ

ら話していただければ幸いです」
と言われましたの

ルーラリズムはrelativismとは違うのだという議論

で、お引き受けしました。

から始めて、それら二つを混同しているシュトラウス

なぜ私が呼ばれたかというと、これは明らかにレ

の思想はよくないと、非常に怒った言い方で批判

オ・シュトラウス関係で呼ばれたのだろうと思いま

していました。私はそれに対してちょっとコメントを

す。手島先生がのちほど来られたときに詳しく説明

しました 2）。

してくださると思うのですが、レオ・シュトラウスが、日

68

のですが…。

もう一つ呼ばれたのは、2年前[2004年12月]に、

本ではこれまでそれほどたいした思想家とは思わ

その当時はまだヘーゲル学会になっていませんで

れていなかったかもしれないのに、なぜ、日本で急

したから、全国規模のヘーゲル研究会だったので

に注目され始めたかというと、アメリカ合衆国におけ

すけれども、そこへ呼ばれました。お茶の水大学で

るいわゆるネオコンがらみの関連が一つあることは

「ヘーゲルとレオ・シュトラウス」
というシンポジウムが

確かなのです。私が静かにシュトラウスについて勉

あったのです。私は非常に驚きました。なぜかとい

強したいなと思っていたら、ここ3年間ぐらいで4回

うと、みなさんにお配りしました私のそのときの報告

ほど、シュトラウスに関して話をしてくれというお招き

書のなかでも少し指摘しましたけれども、
「ヘーゲル

を受けました。

とレオ・シュトラウス」
というシンポジウムの企画自体

第1回目は広島大学平和科学研究センターの篠

が、かなり驚きだったわけです。たとえば、
「ヘーゲ

田英朗先生からお誘いを受けまして、現代アメリカ

ルとカント」
とか、
「ヘーゲルとスピノザ」
とか、
「ヘーゲ

の外交政策とレオ・シュトラウスの関係について話

ルとプラトン」
とか、そういう種類のシンポジウムなら

してくれと言われました。そのときも、あまり実質

ばわかるけれども、なぜ「ヘーゲルとレオ・シュトラウ

的なことは何も話せなくて大変申しわけなかった

ス」なのかと。要するに、人寄せパンダとしてシュト
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ラウスが使われたのかどうかその辺の事情はよく知

告書では、私は最初の節で「シュトラウスは哲学者

を大まじめにphilosopher simply、哲学者それ自

りませんけれども、そういうところで話をしろという

か？」
というクエスチョンマークを付けているわけで

身というか、哲学者そのもの、philosopher as

という言葉から始まるという事実が、本書 [Der

す。ヘーゲルは哲学者だと言ったとしても、みんな

suchとして捉えているわけです 。このようなマキ

Mann Moses und die monotheistische Religion

そのシンポジウムには、私以外に、札幌大学から

納得するわけです。日本の高校生でも、ヘーゲルは

ァヴェリ評価は、はっきり言って、世界中の学界の

を指す＝引用者] の否定的・破壊的性格を象徴し

高田純先生、摂南大学から石崎嘉彦先生が報告

哲学者であることはあたりまえと。しかし、シュトラウ

常識ではない。そういう常識とは違うことを言う人

ていると指摘している。しかし、筆者の観るところで

者として出席されまして、お二人ともまじめに「シュト

スは哲学者か否かとなると、そもそもシュトラウスっ

は嫌われます。

は、これは純粋に知的関心から生じたフロイトの仮

ラウスとヘーゲルの関係」について話されました。私

ということになります。
て誰（Leo Strauss? Who?）

はその「ヘーゲルとレオ・シュトラウス」
というシンポジ

お誘いがありました。

一応私は、シュトラウスは哲学者であろうという立

説が、このような副作用をもったことにつき、一言弁

そうすると、さきのシンポジウムの企画はわれわれ

場から[ 二年前の ] 報告をおこなったのですけれど

明したもので、本書の本来的動機が『否定的・破壊

ウムで、
「マキァヴェリと近代」
というテーマで話をしま

の常識に反することになります。しかしヘーゲルとレ

も、今回この報告をするにあたって、日本の研究者

的』であると解すべきではない。フロイトは、自分の

して、ヘーゲルに関しては、ほとんど実質的には何も

オ・シュトラウスとを並べたからには、少なくともこの

がシュトラウスについて書いたものを少し読んでみ

仮説に惚れ込んだのである。ここにもシュトラウスの

話していないわけです。ヘーゲルに関して言ってい

ようなシンポジウムを企画した人たちは二人のあい

ましたら、たまたま面白いものがありました。東京大

態度、究知心の独自性を否定する反科学主義が

ることといえば、ヘーゲルがジステム(System)として

だに何か共通点があると想定したに相違ないのだ

学の教授であった長尾龍一先生が信山社という出

表われている」
。

の学を強調したこと――体系的でないものは学で

ろうという問題提起を私はしたわけです。

版社から著作集を出されていまして、そのなかに

シュトラウスの態度は反科学主義的であるという

はない、学はすべからく体系でなければならない―

私はこのように「シュトラウスは哲学者か？」
と問う

―ということを言っていると、その点をちょっと匂わし

たときに、シュトラウスという人はいろいろな評価のさ

その最後のほうに、三つぐらい纏めてレオ・シュトラ

ている程度だけなのです。この報告書 3）は、そのと

れ方はしていますけれども、一般的には哲学者とし

ウス関連の論文が載っていまして、
「シュトラウスのフ

「シュトラウスはフロイトに哲学的基礎がないとい

きに話したものをもとにはしていますけれども、あとで

てはみなされてもいませんでしたし、自分自身からも

ロイト論」
というものは、その三本の論文のなかの

う。しかしこれは、宗教と哲学を混同しているので

書き直したものです。河井先生は今日きちんとした

哲学者とは言わずに、一人の政治思想の、あるい

一つであります。

はないか。哲学は『知の愛』であり、認識にタブー

ペーパーを書いてきてくださったのですけれども、私

は政治哲学の歴史のa scholarだと自己限定し、単

それをちょっと読んでいましたら、長尾先生は非

を課し、宗教現象の歴史的・心理学的研究を宗教

は今回も、やはり文章を書いてこなかったので、レジ

なる学者に過ぎないと言ってきた事実を念頭におい

常に偉いなと思いました。シュトラウスのことを数カ

の権威によって圧殺しようとするシュトラウスが『哲

ュメだけになってしまいました。何を言おうとしている

ていました。しかし近年では、事情は少し違ってき

月のあいだに集中的に勉強されていくつもの論文

学』
を云々することは『片腹痛い』
というべきである。

かというと、
ここでの報告をあとで記録に残すときに、

ていまして、たしかに哲学の歴史の研究をしている

を書かれて、私はすごいなと思ったのです。ただ

シュトラウスは弱き一人のユダヤ系知識人に過ぎ

今日の報告とすごく変わってしまう可能性があるの

けれども、シュトラウス自身が一人の哲学者であると

し、おそらく長尾先生はやはりホッブズの優れた研

ない。それは学問にとって幸せなことである。彼が

で、そのことはあらかじめ断っておいたほうがいいだ

いう解釈もかなり出てきているわけです。

究者であられて、シュトラウスについてはすでに昔

中世の異端審問官のような権力をもったら、少なく

から、特にシュトラウスのホッブズ論については深く

とも彼の『目のかたき』であるユダヤ教を離れたユダ

研究されていたと思うのですけれども。

ヤ系知識人たちは、焚殺刑を免れないであろう」5）。

ろうと思ったわけです。

シュトラウスが哲学者かどうかはひとまずおいて、

『争う神々』
というタイトルを付けた著作があります。

それで、今日が4番目です。報告の題名を変更さ

他方においてマキァヴェリについてはどうでしょう

せていただきました。“Machiavelli, Spinoza and

か。シュトラウスがマキァヴェリをどういうふうに捉え

Leo Strauss ―Philosophy and Religion―”と

ているかというと、マキァヴェリについては、これは

すなわちシュトラウスは哲学者ではないということを

いうことで少し話してみたいと思います。

みんながよく知っていると、とりあえず答えます。す

はっきりと言われておりまして、
「シュトラウスのフロイ

なわち、マキァヴェリについては「悪の教師」
という

ト論」
という論文の最後の箇所での結論は、宗教

古くからの理解や、現実主義的な政論家とか、政

者シュトラウスと非宗教者フロイトの対立を浮き彫り

教者か？

治理論家、イタリアの愛国主義思想家、あるいは近

にした講演、つまりシュトラウスが1958年におこなっ

本日のレジュメの最初のところでは、
「シュトラウス

代政治学の始祖と言われている人だと一般には言

た“Freud, Moses and Monotheism”という講演

は哲学者か？それとも、シュトラウスは宗教者か？」

われている事実にシュトラウスは言及しています。さ

の内容を読むと、宗教者シュトラウスが、非宗教者

という問題を標題として掲げました。なぜこんな標

らにはMachiavellianismという英語の言葉さえ作

フロイトをいろいろと批判しているけれども、それは

題を掲げたかというと、先ほど少しお話しました「ヘ

られた事実にも特別に注目しています。

まったくナンセンスだという結論なのです。最後の

2. シュトラウスは哲学者か？ シュトラウスは宗

ーゲルとレオ・シュトラウス」
というシンポジウムの報
70

4）

「シュトラウスは、フロイトのモーセ論が
『否定する』

ところがシュトラウス自身の本心は、マキァヴェリ

長尾龍一先生は、シュトラウスを宗教者である、

部分を少し読ませていただきます。

ことです。引用を続けますと、

このように、長尾先生ははっきりと述べられてい
るわけです。この長尾先生のスタンスは、私には、
ある意味でうらやましい限りでありまして、シュトラウ
スという人が、もし宗教者であるというふうに割り切
れるならば、それはまたそれで、シュトラウスを理解
するうえで非常に便利であろうと思うのです。ところ
が私みたいに、優柔不断に、ここで言うと
「弱き」何
とか、態度がなかなかはっきりと煮え切らない立場
の人間にとっては、シュトラウスは宗教者であるとい
うふうには読み切れないところがありまして、うらや
ましさというのは、そこにあるわけです。
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これを今日の枕として、はたして「シュトラウスは哲

裏に浮かべているのである。この結果として、かれ

「序言」は同
「講演」は 1962 年の 2月でありますが、
（宣伝になりますけれども、つい最
じ年の8月です。

学者か？それとも、シュトラウスは宗教者か？」
という

らの大部分は、倫理学を書くかわりに風刺を書き、

問題の答えになるかどうかはわかりませんけれど

実際に適用される国家学を思念するかわりに、キ

2番目の根拠は、マキァヴェリの弟子ということに

も、お話を少しずつ進めていきたいと思います。

マイラとしか見られぬような国家学を、あるいは、ユ

直接関係するわけではないのですけれども、スピ

ニシヤ出版、2006年]という翻訳本を出版したので

ートピアとかまたは詩人たちの、あの黄金時代―そ

ノザの政治思想との関連、あるいは、同志社大学

すが、その第9章に、このprefaceの邦訳があります

のような時代には、たしかに、国家学は少しも必要

のユダヤ教の研究に少しは関係するかもしれませ

ので是非読んでいただければと思います。
）

ではなかった―とかにおいてのみ構成されうるよう

んが、
「政治的シオニズム」についてのシュトラウスの

それから第三に、1932 年の Das Testament

な国家学を思念したのであった。
」

見解です。そのすべてではなく、スピノザがらみの

Spinozas というドイツ語の論文は、シュトラウスが、

関係です。

たしかロックフェラー財団から奨学金を得てフランス

3. Spinoza as a disciple of Machiavelli
（１）ユートピア批判
次 に 、今 日 の 報 告 の テーマ に 掲 げ ました
“Machiavelli, Spinoza and Leo Strauss”につい

シュトラウスは、近代の政治哲学がどこで始まっ

て一言述べたいと思います。その出発点として、スピ

たのかということを非常に問題視しました。シュトラ

ノザがマキァヴェリのdiscipleであるというレオ・シュト

ウスには有名な問題群があります。B・コンスタンが、

ラウスの解釈、なぜシュトラウスがそんなことを言うの

古代人の自由と現代人の自由とを比較しているの

かを簡単にご紹介することから始めたいと思います。

は有名ですけれども、それに因んだかどうかはわ

シュトラウスがスピノザをマキァヴェリの弟子とみ

かりませんが、
「古代人と近代人の論争」という問

なすときに、いくつか根拠はあるのですけれども、

（２）政治的シオニズム

この政治的シオニズムを唱道した人たちには、何

近シュトラウスの『リベラリズム

古代と近代』[ナカ

のパリへ移る前に、ドイツのベルリンのユダヤ教の

人かの有名な人たちがいますけれども、シュトラウス

研究所で研究した成果を纏めた論文であります。

は、レオン・ピンスカーという人よりも、もっと早く政治

この Das Testament Spinozas という論文のな

的シオニズムの諸原理をスケッチした人間で、偉大

かでも、スピノザと政治的シオニズムの関連につい

（よきユダ
な人間ではあったけれども、a good Jew

てシュトラウスは述べています。いったいスピノザの

題、それが一つです。あるいは、
「 Jerusalemと

ヤ人）
ではなかった人間が存在した。それはスピノ

どういう発言・思想が政治的シオニズムとの関連で

一番大きな根拠はいわゆるユートピア批判の共有

とか、
「哲学と詩の対立」
とか、いく
Athenaの対立」

ザであったということを言っているわけです。

シュトラウスによってこれら三つの箇所で共通して

です。政治思想、政治哲学の歴史における有名な

つかの問題群があるわけです。

ユートピア思想といえば、もちろんプラトンから始ま

さて、シュトラウスは古代と近代の対立に注目す

るわけです。それに対して、マキァヴェリという哲学

るわけですが、近代政治哲学はいったいどこから

者は明らかに現実主義者でありまして、特に『君主
論』の第15章が有名です。
スピノザの場合はどうでしょうか。
『国家論』
という
表題でも日本では訳出されていますが、レジュメに
はスピノザの『政治論』第１章のユートピア批判の日

出発したかという問いを立てたときに、
『ホッブズの
政治学』
という書物においては、シュトラウスはホッ
ブズを近代政治哲学の嚆矢とみなしたわけです。
さきほどの河井先生の発表にもありましたけれども、
ホッブズは「自然法」
と
「自然権」
とを明確に区別し

本語訳と、第10章から、ただラテン語の文章だけを

た最初の思想家であって、シュトラウスはホッブズを

引っ張ってきました。第10章においてははっきりと

伝統的自然法思想とは逆に「自然権」＝権利から

はマキァヴェリの名前は出ていませんけれども、フ

「自然法」＝義務を導いていった近代的思想家とし

ィレンツェ人（フローレンス人）
という言葉が挙がって

て評価したわけです 6）。

いまして、
『ティトゥス・リウィウスの最初の十巻につい

しかし本当は、近代哲学はマキァヴェリから始ま

ての論考（Discorsi Sopra La Prima Deca Di

ったのだ、そのことを教えてくれたのはスピノザであ

』の第3巻の第1章が、スピノザによって
Tito Livio）

った、と後年シュトラウスは自己修正をおこないまし

言及されています。

た。スピノザが教えてくれたのが、まさにこのユート

レジュメに引用しましたのは、
『政治論』の第1 章
であります。
は、あるがままの人
「・・・かれら
（＝Philosophi）
間ではなく、そうあってほしいと思うような人間を脳

ピア批判です。
『君主論』の第15章の重要性をシュ
トラウスに教えたのは、スピノザであったということ
を言っております 7）。それで、スピノザがマキァヴェ
リの弟子であるとみなすことのできる一つの根拠
を、シュトラウスはここにみているのではないかとい
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うことです。

これは私が今回はじめて気がついたのですけ
れども、いままで公刊されたシュトラウスのものでは、
少なくとも3カ所でスピノザの『神学・政治論』第3章
の末尾に言及して、シュトラウスはスピノザが政治的
シオニズムに関連があるということを言っています。
それらはどこかというと、レジュメの下のほうに三つ
引用符を付けてそれらの典拠を示しておきました。
第一に、 Why We Remain Jews: Can Jewish

言及されているかというと
『神学・政治論』第3章末
尾の、つぎのような思想です。引用します。
「否、かれらの宗教の基礎がかれらの精神を軟
弱にしてしまわなければ、わたくしはつぎのことをま
ったく信じるであろう、すなわち、かれらはいつか機
会さえ与えられれば――人間的事柄は極めて変化
しやすいものであるから――かれらの国家を再び建
てるであろうし、神はかれらを再度選ぶであろう。
」

Faith and History Still Speak to Us? は1962
年の2月にシュトラウスがシカゴでおこなった「講演」
です。

シュトラウスはこのような個所を引用しております。こ
「戦間期
れについては、私は10年くらい前の論文で、

第二に、Preface to the English Translation,

のレオ・シュトラウス」
というものについて書いて、若干

『スピ
in Spinoza's Critique of Religion。これは、

これにも触れたことはあるのですけれども 8）、今日は、

ノザの宗教批判』の英語版に対する
「序言」です。

そのときとは少し違ったことを言いたいわけです。

これにも
「講演」での発言と同じようなことが書か

政治的シオニズムとスピノザの関係はマキァヴェ

れています。両者が厳密に同じかどうかは、詳しく

リとは直接関連がないとはさきほど申しあげたこと

調べてみなければいけないのですけれども。ただ

ですけれども、それをいま、すぐここで修正します。

し、スピノザこそが政治的シオニズムの原理的な最

というのは何かというと、
「かれらの宗教の基礎が

初の提唱者であったというシュトラウスの解釈はま

かれらの精神を軟弱にしてしまわなければ」
という

ったく同じであります。
「講演」がなされた時期と
「序

スピノザの発言に何が読み取れるかということに関

言」が執筆された時期がほとんど同じころでして、

係する問題です。これはやはり、われわれにマキァ
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ヴェリを思い出させるわけです。
これはみなさんがご存じだと思いますけれども、
マキァヴェリが15-16 世紀イタリアにあって何を嘆い

迫害を恐れたわけでしょうけれども、公刊されなか

族からの解放とを願い、それを叫び、少なくともイタ

を愛国主義という言葉で単純に特徴づけることに

ったので、かれは破門されることはなかった。

リア人に対するイタリア人愛国者として叫んだので

9）

は反対しています。
）

ちなみに、セバスティアン・デ・グラッツィアに『地

した。しかしながら、シュトラウスによれば、スピノザ

たかというと、イタリアが蛮族の足下に蹂躙されてい

同じような質問をスピノザに向けてわれわれは

獄のマキアヴェッリ』
という本があって、その伝記的

は、こういう預言者的な発言――｢選民｣に関する

て、イスパニアとか、ドイツとか、フランスとからの外国

問うことができます。すなわち、スピノザは、この

記述を読みますと、マキァヴェリはミサにはほとんど

――を、ユダヤ人としてユダヤ人のために、あるい

勢力の侵入に悩まされていて、国内は不統一であ

『神学・政治論』第 3 章末尾の文章（シュトラウスが

出席しなかったようですが、臨終の床では修道僧

はユダヤ民族としてのユダヤ民族のために表明し

り、教会勢力が強くてしかしイタリアを統一するほど

「スピノザの遺言書」
と呼んでいる文章）
を、マキァ

を呼んでいます 11）。このことを、ちょっと覚えておい

ているのかというと、そうではない。すなわち、かれ

には強くなくて、こういう分裂状態にあった。そして精

ヴェリと同じような精神で、つまり同胞であるユダヤ

てもらいたいのです。ミサには、ほとんど出席しな

はユダヤ国家の再建を実際に願ったり、要求して

神的には、キリスト教という一神教が古代イタリアが

民族に対する愛から語っているのかどうかという問

かったが臨終の間際には修道僧を呼んだという事

いるのではなく、みずからの哲学的中立的な立場

もっていた宗教に取って代わってしまって以来、イタ

題があります。その問題に対する解答を得るため

実です。普段はミサに出席していなかったこの男

の高みから、ただ議論しているにすぎない (nur

リアの人びとが世俗的な事柄に関心を示さずに、

には、しかしながら、われわれはどこにその手がか

が、臨終の床では修道僧をなぜ呼んだのか。自分

diskutiert) のであると、シュトラウスは 1932 年の

来世での幸せを願うようになってしまった。そういう

りを求めたらよいのでしょうか。

のために呼んだのであろうか、何かほかの理由な

Das Testament Spinozas”という論文で述べて

ことが、いまイタリアが不幸のどん底にある元凶であ

この問題に関しましては、レジュメの2ページ目を

のかはちょっとわかりません。しかし、ひとつだけは

るということを言っているわけです。ここがスピノザと

開いていただきたいわけです。話が飛んで申しわ

っきりしていることは、結局マキァヴェリも少なくとも

ところですでに論及したように、スピノザはユダ

マキァヴェリの重要な共通点であります。すなわち、

けないのですけれども、
「スピノザの破門の特異性」

形式的にはキリスト教徒として死んだということにな

ヤ教の基礎がユダヤ民族の精神を軟弱にした、す

宗教が民族の精神を柔弱にすることに対する弾劾

に触れたいと思います。今年は、スピノザがアムス

ります。正真正銘の本物のキリスト教徒として死ん

なわち柔弱にし、いわば女性化したと非難している

です。マキァヴェリにあってキリスト教がローマ人の美

テルダムのユダヤ教世界から追放されて、ちょうど

だのか否かは、とりあえず重要な問題ではなく、臨

わけですが、シュトラウスはスピノザのこの非難ある

徳を腐敗させたことに責任があるように、スピノザに

350年の記念の年にあたります。そこで、これは哲

終のときにはキリスト教徒として死んだということ、

いは判断そのものの妥当性ないしは一面性を問題

あってユダヤ教がユダヤ人国家の再生を不可能と

学つまり理性の立場に立つ人びとにとってはお祝

形式的なことが重要なのです。

視しています。スピノザを論駁すべくシュトラウスが

させることに責任があるのである。このような宗教批

いすべき年だということになります。

いるのです 12）。

スピノザの場合はまったく違うのです。これがス

挙げる証拠は、まさに長尾龍一氏が言及した「中世

シュトラウスはスピノザの破門という事実にも特別

ピノザはニュートラルなのか、スピノザはユダヤ教に

の異端審問官」の権力行使、弾圧、焚刹刑の犠牲

の注意をはらいました。そして『スピノザの遺言書』

対してだけ敵対していたのかどうかという問題があ

者たちに、そのような極端な苦難を耐え忍ぶことの

Das Testament Spinozas”という論文のなかで

りますが、少なくともいまここでは、ユダヤ教に対し

できる力を与えたものこそユダヤ教であったという

しかしわれわれはつぎに直ちに、マキァヴェリの

は、その特異性をつぎの事実に求めています。すな

てだけではなくて、キリスト教に対しても、その点で

事実です。そしてシュトラウスは問います。スピノザ

キリスト教批判とスピノザのユダヤ教批判とはその

わちスピノザは、ユダヤ教徒に留まらなかっただけで

は、すべての宗教に対してもニュートラルであった

はこの事実を忘却してしまったのかと。答えは否で

精神においてはたして本当に同一かどうかというこ

なく、――このレジュメには引用しなかったのですけ

と、シュトラウスに従いながら、暫定的に結論してお

す。それではなぜ、スピノザはユダヤ教こそユダヤ

とを考えてみなければならないと思います。すなわ

れども――そしてキリスト教徒にも転向しなかった。

きたいと思います。特にユダヤ教に対してニュート

民族の国家の再建にとっての障害であるとして弾

ち、二人の宗教批判はそれぞれの同胞に対する愛

シュトラウスにとってはまさにここがポイントなのです。

ラルであるということは、ユダヤ教の人たちにとって

劾したのでしょうか。シュトラウスによれば、マキァヴ

に発したのか、それとも憎しみに発したのか、それ

スピノザとは対蹠的に、デカルトも、ホッブズも、ライ

は、スピノザを崇めてよいのか、スピノザをユダヤの

ェリを師と仰ぐスピノザは、国家を創設し維持する

伝統、ユダヤの民族のなかで優れたユダヤ人とし

ために必要とされる力、すなわち社会がそれなし

てa good Jewとして崇めるべきかどうかということ

には存続しえない命令する力は、そのような苦難を

にとっては大問題になるようです。

忍従するために必要とされる力とは同一ではない

判においても、スピノザはマキァヴェリの弟子である
と言いうるかもしれません。

（３）ユダヤ民族に対する中立性

とも、それら以外の何か別のものに発したのか。

10）

プニッツも、キリスト教徒であり続けた 。

イタリアの統一と解放とに対するマキァヴェリの

そこで、ついでにマキァヴェリについても調べてみ

訴えはイタリア人への愛に発したことにはほとんど

ました。マキァヴェリはどうだったかというと、マキァヴ

疑いを差し挟むことはできないでしょう。マキァヴェ

ェリは、かれが生きていたときにかれの名前で発表

リは『君主論』の最後の第26 章を、蛮族からイタリ
アを解放すべく君主に旗を立てて戦うように、旗幟
を鮮明にしさえすれば、勇気あるイタリア人たちが
馳せ参じるであろうという勧説で締めくくっていま
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す。
（もっとも、シュトラウスはマキァヴェリの政治哲学

それでもとの箇所に帰ってきますと、さきほど読

という見解を抱いていたというものである。シュトラ

したのは『戦術論』だけだったということもあってか、

んだこの文章「かれらの国家を再び建てるであろう

ウスにあって、この点でもスピノザはマキァヴェリの

マキァヴェリは教会から破門されることはなかった。

し」
という言葉は、マキァヴェリの精神とは異なった

弟子であったのである。13）

『君主論』
という有名な作品は、ある一定のサークル
内で読まれていたとしても、いわゆるpersecution、

精神で述べられたのです。さきほども指摘しました
ように、マキァヴェリはイタリアの統一とイタリアの蛮

（４）政治その他への宗教の影響
次に進みたいのですが、宗教の
「政治、その他へ
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の影響」
ということであります。ここからちょっと話が飛

self-esteemをimpairすることがあるというシュトラ

教として、たとえばキリスト教があって、その宗教が人

か、それを踏襲したローマのルクレティウスなどは、

びます。いまも大学院の演習で、レオ・シュトラウスの

ウスの示唆は、おそらくスピノザの思想にも共通す

びとをこの世の栄光から来世の栄光へと目を向けさ

地震とか、津波とか、火山の爆発とか、そういう天

『ソクラテスとアリストファネス』(Socrates and

る点があるのではないか。伝統的な神（がみ）の観

せたという、宗教に対する批判があるわけです。

変地異をすべて、神が人間に対する罰として人び

Aristophanes)という書物を読んでいますが、あると

念は、人間のself-esteemに対してネガティブな影

ころに次のような一節が書かれています。これはアリ

響を及ぼしたのではないかと。

ストファネスの喜劇的作品
『騎士たち』
（The Knights）
についてのシュトラウスのコメントであります。

Could suicide be the consequence of the
belief in gods as beings necessarily inimical to
man? For regardless of whether gods are the
work of man’s fear or of his love of beauty–of
his longing for never-aging and never-perishing thinking beings of indescribable
splendor–they impair man’s self-esteem.”

14）

とは考える傾向があるが、そのような傾向は人間の

ませんが、
日本のあるところではイラク戦争がらみで、

無知に起因するのであり、本当は恐れる神など存

私はこういう類のシュトラウスの文章に何度もぶ

特にアメリカ合衆国のキリスト教ファンダメンタリズム

在しないという思想を展開したが、そのような宗教

つかったことがありますが、いつもよくわからない。

の政治的活動の関係などで、宗教がやはり悪いの

批判の伝統のなかにシュトラウスはスピノザの宗教

シュトラウスは宗教者か、哲学者か、どちらかという

だという批判があります。宗教は人びとを結び付け

批判も位置づけていたわけです。

答えがなかなか出ないことに関係するのですけれ

るのではなくて、人びとをdissociateする、分断す

スピノザの宗教批判は合理的な根拠に基づい

ども、この文章はさきほども申し上げましたようにア

る一因であうという批判です。宗教のそういう政治

て、オーソドックスに対する、すなわち啓示信仰に

リストファネスの『騎士たち』
という作品を解釈して、

的な悪い影響という立場から、その宗教批判をや

対する“rationalist attack”あるいは“secularist

その『騎士たち』にだけ関連したinterpretationな

る。マキァヴェリの場合は、人びとを非政治的にす

attack”として成功したと一般には主張されている

のか、それともシュトラウス自身の思想が何ぶんか

るということで批判しますし、他方において、宗教

けれども 16）、よく吟味すると、やはりそうではないの

は反映されているのかどうかというところが、いつも

戦争の時代などにはこの宗教があまりにも政治（世

ではないか。そうではなくて、スピノザが宗教の批

わからないところであります。

俗）
にコミットし過ぎると、too politicalである、ある

判に成功したと言われたときに、その多くは科学的

いは非常に他者に対して不寛容であるとか、そうい

な議論に基づくというよりも、むしろ聖書のなかに

うかたちでの批判がなされるわけです。

あらわれるさまざまな矛盾とか、いろいろな文言を

「ここの研究会は一神教についての研究会であ

ところで『スピノザの宗教批判』
という本を今回じ

るから多神教の世界は関係ない。全然異質なこと

っくりと読んでくる時間がなかったのですが、私の

を、おまえはここでしゃべっている」
と言われてしまえ

記憶が正しければ、スピノザによる宗教批判は科

2番目の宗教に対する批判は、アヴェロエス的伝

あげつらって、その滑稽さをridiculeしたりすること

ばそれまでなのですけれども、この自殺の問題と神

学的な装いのもとにおこなわれているが、シュトラウ

統と言っていると思いますけれども、宗教は理性的

によって、非常に真摯な宗教心に溢れる敬虔な人

がみの存在との関係をどう考えるかが問題なので

スによると、さまざまな宗教批判があるけれども、最

な教えと対立することを教えているということで、そ

びとを聖書に対する関心から逸らすというところで、

す。日本ではこのごろ、たくさん自殺している人がい

終的にはスピノザの宗教批判は、伝統的な宗教批

の学問、科学、知性、そういうものの展開にとって

非常に大きな成功を収めたのではないかというこ

て、社会問題化しています。その原因は、経済的な

判の範囲では、ギリシアのエピクロスに始まるエピ

ネガティブなことをしてきたという批判です。

とをシュトラウスは『スピノザの宗教批判』のなかで

理由だというふうに言われていることが多いという印

クロス主義の立場からの批判のなかに位置づけら

象がありますが、私としては、シュトラウスには何でも

れる、と主張していたと思います。

しかし、そのようなマキァヴェリ的政治的批判や
アヴェロエス立場からの知性主義的批判としてでは

言っているわけです。

（５）合理的（理性的）道徳とその問題点

かんでも重要な問題を神学問題に関連づけて、何

それで、これはマキァヴェリ的かどうかというのは

なく、スピノザの宗教批判は基本的にはエピクロス

らかの答えを求める癖があるのかもしれないと思え

一つの大きな問題になります。マキァヴェリの立場

的立場からの批判のひとつであるという解釈を、シ

てなりません。自殺が、こういう神がみへの信仰に

とエピクロスの立場がどうなのかというのは、少し

ュトラウス自身は『スピノザの宗教批判』
という書物

河井先生の議論を、さらにもっとお話を、お聞き

対する、gods necessarily inimical to manという、

吟味をしなければいけないのですけれども、シュト

のなかで展開しています。15）そのときに何が問題か

することができるならば、rational moralityについ

そういう神がみへの信仰に対する帰結であるのか

ラウスは17世紀に流布していた伝統的な宗教批判

というと、ここで宗教が批判されなければならない

て詳しくお話ししてもらえるのではないかと思いまし

否かという問題設定の是非がまず問われなければ

の 傾 向 を『 ス ピ ノ ザ の 宗 教 批 判 』( D i e

理由は、人びとの心の平安が神の存在によって掻

た。rational moralityというもので多くの人びと

ならないのかもしれません。しかし、上述の疑問文

Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner

き乱されるということです。神に対する恐怖――自

がやっていけるのかどうか、生きていけるのかどう

はギリシアの神がみに関してのみ発せられた疑問で

Bibelwissenschaft)という書物のなかでは基本的

分が本当に正しい人間かどうかということを絶えず

かという問題と、rational morality ではない

あると片付けてしまってよいのでしょうか。

には三つの類型に分けています。

吟味しなければならないので人びとは心の平安を

moralityはいったいどういうものがあるのかという

一つは政治的な批判です。典型的にはマキァヴ

確実には手に入れることはできない――処罰する

問題があります。rational morality ではない道徳

ェリにみられるわけです。さきほどから言っています

神が問題なのであって、こういう処罰する神の存在

はたくさんあるのかもしれませんが、ここでのシンポ

いくつかの理由があるのだろうけれども、しかしそう

ように、マキァヴェリによれば、宗教には健全な宗教

が信じられており、われわれはなぜ神を恐れるか

ジウムとの関連で考えるならば、divine morality、

したものの存在が、人間の self-esteem 、man ’ s

と問題のある宗教の二種類がある。問題のある宗

といったら、たとえば古代のギリシアのエピクロスと

神（がみ）
によって啓示された教えにもとづくmoral-

神がみとなっていますけれども、なぜわれわれ
がそもそも神の存在を信ずるのかといったときに、
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こんにち、地球上のあらゆる場所であるとは思い

最後の一つ前の「rational moralityとその問題
点」に話を移したいと思います。
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ityとの対立がある。対立というか区別は少なくとも

moralityとrational moralityのあいだには少なく

あるだろうと思います。

もそのような大きな違いが一つあるわけです。

divine moralityの側にも重大な区別、あるいは

君主たちに対するアドバイザーであると言われます

ュトラウスは、この Divine revelation にもとづく

が、プラトンの営みと本質的にどこが違うのでしょう

moralityを非常に高く評価しているのか、それとも、

か。そして、スピノザがその時代のオランダの政治と
深くかかわっていたことは周知の事実です。

対立さえあるといえるでしょう。一神教と多神教の

（Persecution and the Art of Writing）のなかの

額面（＝文言）
どおりには高く評価していないので

区別もありますが、いわゆる一神教と呼ばれる諸

第4章に、“The Law of Reason in the Kuzari”と

はないか、どっちなのかは簡単には決められない

宗教の道徳の内部でも区別や異同についても議

いう論文が収められています。ハレヴィ
（ Yehuda

性質の問題だと思われます。そこのところが私には

「この株は、絶対上がる」
と株屋さんが言ってきたと

論しうるでしょうし、極端なことをいえば、神がみの

という人の Kuzariという書物のなかで使
Halevi ）

非常に気になっております点ですので、今日はその

します。断る方法は、おまえはそんなに知っているの

数だけ人間に対してさまざまな生き方が、道徳的教

用されているThe Law of Reasonとはいったい何

点について何かみなさんのほうからご指導がいた

だったら、どうしてその株を買わないんだ、自分で買

えが、示されているといえるのかもしれません。

を意味しているかということをシュトラウスが分析し

だければ、少しでも何かを聞いて東京に帰りたい

えばいいじゃないかと、われわれは答えたいと思う

た論文ですけれども、このようなことを述べている

と思っております。

わけです。そんなに絶対にその株が上がるというの

ところでこの関連でのスピノザのユニークな点は、
スピノザが、キリスト教とユダヤ教という一神教の学際
的研究あるいは少なくともその比較研究を実行し、近
代の世俗社会の道徳的礎を理論的に築いた点であ
るかもしれません。スピノザによれば、キリスト教とユ
ダヤ教の教えのなかには共通部分がある。その共通
部分は、rational moralityだと。少なくとも、それは
シュトラウスの解釈したものです。そこからいったいど
のような重大な帰結が生ずるかといえば、それはす
でに触れたように世俗化の一つのあらわれである

rational moralityであると思うわけです。それはま
た、本日の報告の最後の4番目のテーマの“Strauss

as a modern philosopher king?”というところでと
りあげる問題にも関係していきます。
ここで私は、そのrational moralityというものと、
シュトラウスがあるところでnatural moralityと言っ
ているものが同じかどうか、ちょっとわからないわけ
です。natureというものがよくわからないのですが、

だったら、インサイダー取引ではないのだけれども、

箇所があります。

He [Halevi] accepts, at least within these

突然、
株の話をして申しわけないのですけれども、

4. Strauss as a modern philosopher king?

わかっていれば、あなたがやればいいだろうと。

最 後 の テ ー マ は “ Strauss as a modern

そこで、たとえばホッブズにせよ、いろいろな政

philosopher king？”です。この最後のクエスチョン

治哲学者たちがいろいろな政治的処方箋を書いて

going so far with the philosophers, does he

マークを付けてください。この疑問符をつけないと

いるわけですが、書くということは知っているのだ

discover the fundamental weakness of the

大問題になります。つまり、疑問符なしに言い切っ

から書くわけですが、知行合一、理論と実践を統

philosophic position and the deepest reason

てしまうとたいへんなことになりますので。

一すべきであるという単純な、非常に荒っぽい議

limits, what may be called the philosophers'
view of the Natural Law. But preciesely by

why philosophy is so enourmously dangerous.

a philosopher king 、あるいは philosopher

論からしても、哲学者が自分の理論や知識が実践

For if the philosophers are right in their

kingsとかphilosopher queensという考えは、もち

に移されることを夢見ることは、ごく自然なことであ

appraisal of natural morality, of morality not

ろんプラトンの『国家』のなかで、いわゆる
「哲人王」

ろうと思われます。プラトン自身は、自分も若いころ

based on Divine revelation, natural morality

の思想が出ていることに関係します。つい最近、生

に政治家になろうとしたけれども、いろいろな理由

is, strictly speaking, no morality at all: it is

まれはヨーロッパのどこだったかちょっと忘れました

からそれは断念して哲学の道に入って、政治哲学

hardly distinguishable from the morality

けれども、あるオーストラリアの大学で教鞭をとる英

については、あのような政治的理想を書いたとされ

essential to the preservation of a gang of rob-

語をしゃべる人から、何人かの人たちと一緒に本を

ています。

bers.”

書かないかと言われたことがありますが、そのとき

それでは、マキァヴェリも、ホッブズも、スピノザも

modern philosopher kingsというテーマで近代政

ルソーもヘーゲルも・・・と考えていったときに、シュ

治思想史が書けるのではないかという提案をうけま

トラウス自身の場合はどうなのかが当然疑問になり

した。なかなか面白い提案なのですけれども、結局、

ます。シュトラウスについての研究が1990年代にか

17）

Divine revelationにもとづかない道徳――それ

人間的自然、human natureといったときに、もちろ

を哲学者たちは非常に評価したけれども、それは

ん、人間の本質は理性であるという言い方はできる

厳密に言えばmoralityではないのであり、そういう

「英語圏の出版社があまり乗り気でないから、やめ

なり出たわけです。最初に私が言及しました長尾

とは思うわけですけれども、人間のnatureは理性

natural moralityは、盗賊団のpreservationにと

よう」みたいな話になってしまったのは残念です。

龍一先生は、そういう研究が非常に出てきたという

的な部分だけではないわけでありまして、プラトンの

っても本質であるところのmoralityとほとんど区別

心理学によれば、そのreasonの部分、理性的な部

がつかないものになってしまう。

philosopher kingsといったら、私はそれまでプ

ことを自分の本のなかでも書いています。長尾先

ラトンの専売特許だと思っていたのですけれども、

生はそれにのっとって研究を進めていまして、私は

同じところにこういう表現もあります。 Moral

少し考えてみたら、政治哲学者たちのやってきたこ

今日それらの研究書のうちのいくつかを持ってきま

気概的な部分と、それからdesire 、欲望的な部分

man as such is the potential believer.”道徳的

とは、もしかしたら、みんなこういう野望というか、欲

した。ここにLeo Strauss and Judaismという本

が、つまり少なくとも三つの部分あると。そういうわけ

人間としての道徳的人間は、potential believerと

望を多かれ少なかれもっていたのではないかとい

がありまして、その副題はJerusalem and Athens

で、naturalなものはrationalなものよりも、そういう

いうふうに、ハレヴィ解釈に仮託してシュトラウスは

うふうに考えるようになりました。マキァヴェリはアド

Critically Revisitedという本です。編者はDavid

ふうにより広く複雑なものかもしれない。natural

述べているのです。

（新しい）
バイザーである。(new) princesに対する、

Novakという人が編集したものなのですけれども、

分と、それからspritednessというかangerというか、
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ここも評価が分かれると思うのです。すなわちシ
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そこに“Athens and Jerusalem: The Legacy of

nature, and those truths would endure as

philosopher king? ”というのは、あまりにも大胆な

まとまりのないままではありますが、たくさん問題が

Leo Strauss ”という題 で、ハドリー・アーケス

long as that nature would endure. That is to

仮説でありますので、クエスチョンマークを三つぐら

あって、そのうちのいくつかを自分なりに考えてみよ

(Hadley Arkes)という人が面白いエピソードを紹

say, what connected the Christians and Jews

い書いておいたほうが良いということがあります。

うという契機を与えてくださいましたことに対して、

介しております。４頁のあたりに、このようなことが書

in that room was the religion of reason, or

かれています。

'rational morality'.”

ある若い学生が、シカゴ大学のシュトラウスのク
ラスに初めて入った。このときにびっくりしたことは、
カトリックのpriestたちがいた。なぜかれらがそこに
いたのか。シュトラウスがカトリック的な教えに対す
る、変な悪いことを言っていることを咎めようとして、
そこにいたのかというと、そうではないのです。少
し長く引用させてください。

すけれども、ただ、今回ここに招かれましたので、

非常に感謝しております。
どうもご清聴、ありがとうございました。

このような長い引用をして何を言いたいかといい
ますと、私はセキュラリズムということをさきほど口
走ったのですけれども、それは手島先生から、
「そ
れに関連して話してくれ」
と、ちょっと言われていた
からですが、スピノザの聖書批判からの一つの帰
結として、スピノザにおいてrational moralityとい
うものが新約キリスト教と旧約ユダヤ教の共通項と

“Surely, one of the most striking attributes,

してあるということを言ったわけです。しかしシカゴ

evident at once to the young student who

大学におけるこの光景について、この論文の著者

entered a class of Strauss's for the first time,

は、“ That is to say, what connected the

was the presence of a contingent of Catholic

Christians and Jews in that room was the

priests. They were not there as detached

religion of reason, or “rational morality” ”とは

observers trying to scout the opposition. They

っきり言っております。

were sitting at his feet, along with the rest of

シュトラウスという人が、ある教室のなかで非常に

us, and there was, in the room, the most

献身的なカトリックのpriestたちと、非常に有能な

intense concentration, and in the most pro-

若いユダヤ人の学生たちの前で講義をしている姿

nounced reverence. Harry Jaffa has written

です。私はふとそれを a modern philosopher

that Strauss's distinct mission was to restore

kingというのかなと思ったので、そういうふうに

both reason and revelation against the ten-

[Strauss as a modern philosoper king?]言った

dency of modern science to deny them both.

のですけれども・・・。そのような光景は、シュトラウ

Both strands were unmistakably present in

スが“Das Testament Spinozas”という論文のな

those classrooms: the interest in reason and

かでニーチェの顰に倣って「よきヨーロッパ人」
と呼

in revelation. It was evident that the thing

んだスピノザが、17世紀にニュートラルな立場に立

that connected everyone in that room----from

って、彼のところにやって来る人びと――キリスト教

the Catholic priests to the young Jewish stu-

徒であるとユダヤ教徒であると無神論者あるとに関

dents----was the interest in standing against

係なく――交流したというその姿と、私には、ときど

the world----contra mundum----standing

き重なるわけです。

1）William E. Connolly, Pluralism (Duke University
Press, 2005). 本書の第2章で展開されているコノリーによる
シュトラウス批判は、シュトラウスの著作のなかでも
『リベラリズ
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しかとりあげておらず、しかもその第 3 章、
すなわちEric A. Havelock, The Liberal Temper in
Greek Politics (Yale University Press, 1957)に関するシ
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る点は、注目に値する。
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ヴェリ解釈」
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5）長尾龍一「シュトラウスのフロイト論」
、282-283頁。
1998年）

against the current culture, with its variants

シュトラウスは、もちろんスピノザを厳しく批判して

of moral relativism. What connected everyone

いるところはあるのですけれども、私には、ときどき

6）Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes: Its
Basis and Its Genesis, trans. by Elsa M. Sinclair
(University of Chicago Press, 1952). 添谷育志、谷喬夫、
。
飯島昇藏訳『ホッブズの政治学』
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was the interest in what might be called 'nat-

シュトラウスはスピノザと精神が似ているのではな
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ural law': the conviction that there were

いかと思われるところがあるのです。

8）飯島昇藏｢戦間期のレオ・シュトラウス――『政治的なものと

indeed moral truths, grounded in human
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今日の私の話はまとまりはまったくなかったので

この最後のところの“ Strauss as a modern

の出会い』｣飯島昇藏編『両戦間期の政治思想』
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1998年）

9）Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli.
10）Leo Strauss, “Das Testament Spinozas,” Gesammelte
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（II）(法政大学出版局、1995年、1996年)。
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（I）
12）Leo Strauss, “Das Testament Spinozas,” pp. 420-422.
13）Leo Strauss, “Das Testament Spinozas,” p. 420.
14）Leo Strauss, Socrates and Aristophanes (The
University of Chicago Press, 1966), pp. 82-83.
シュトラウスの分類は、おのおのの宗教批判の内容（教説）
15）
よりもその動機に焦点を当てている点に特徴がある。かれ
がスピノザも含む17世紀の宗教批判のひとつの大きな流れ
をHedonismusと定義せずに、むしろEpikureertumと定
義するのは、その宗教批判の動機を「単なる快楽ではなく、
確実な快楽」
を確保しようとする傾向に見ているからである。

Leo Strauss, Die Religionskritik Spinozas, in
Gesammelte Schriften Band 1, pp. 65-82.
16）Leo Strauss, “How to Study Spinoza's TheologicoPolitical Treatise, ” in his Persecution and the Art of
Writing (The Free Press, 1952; reprint , The
University of Chicago Press, 1980), p. 142.
17）Leo Strauss, “The Law of Reason in the Kuzari,” in
his Persecution and the Art of Writing, p. 140.
18）Hadley Arkes, “Athens and Jerusalem: The Legacy of
Leo Strauss,” in David Novak (ed.), Leo Strauss and
Judaism: Jerusalem and Athens Critically Revisited
(Rowman and Littlefield, 1996), p. 4.
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2006年10月21日 同志社大学

Machiavelli, Spinoza and Leo Strauss---Philosophy and Religion
飯島昇蔵（早稲田大学・政治経済学術院）

１．シュトラウスは哲学者か？ シュトラウスは宗教者か？
“Freud on Moses and Monotheism” (1958)
「宗教者シュトラウスと非宗教者フロイトの対立を浮き彫りにした講演」
（長尾龍一）

２．Spinoza as a disciple of Machiavelli
（１）ユートピア批判

『政治論』第１章
『政治論』第１
０章

スピノザに対する評価の変遷

Verdammung (Bannspruch der Amsterdamer Gemeinde)
Rettung (Mendelssohn)
Heiligsprechung (Heine, Hess)
Neutralitaet
● 政治、その他への宗教の影響
“Could suicide be the consequence of the belief in gods as beings necessarily
inimical to man? For regardless of whether gods are the work of man’s fear or
of his love of beauty–of his longing for never-aging and never-perishing thinking beings of indescribable splendor–they impair man’s self-esteem.” (Socrates

and Aristophanes, The Knights, pp. 83-84.)
vs.『君主論』第１５章
acutissimus Florentinus Disc. I. lib. 3 in Tit. Livium
ユートピア批判

「・・・かれら(Philosophi)は、あるがままの人間ではなく、そうあってほしいと思うような人
間を脳裏に浮かべているのである。この結果として、かれらの大部分は、倫理学を書くかわ
りに諷刺を書き、実際に適用されうる国家学を思念するかわりに、キマイラとしか見られぬよ
うな国家学を、あるいは、ユートピアとかまたは詩人たちのあの黄金時代――そのような時代
には、たしかに、国家学は少しも必要ではなかった――とかにおいてのみ構成されうるよう
な国家学を思念したのであった」
。

Die Religionskritik Spinozas als Grundlage seiner Bibelwissenschaft (1930)
３．スピノザの破門の特異性
cf. Machiavelli, Hobbes, Descartes, Leibniz
“Spinoza ist nicht Jude geblieben, waehrend Descartes, Hoobbes und Leibniz
Christen geblieben sind.”

（２）政治的シオニズム

『神学政治論』第３章末尾

(3) hedonismの立場からの宗教批判

（３箇所）

キリスト教とMachiavelli vs. ユダヤ教とSpinoza (vs. ユダヤ教とStrauss)

「否、彼らの宗教の基礎が彼らの精神を軟弱にしてしまわなければ、わたくしはつぎのことをま
ったく信じるであろう、すなわち、かれらはいつか機会さえ与えられれば――人間的事柄はきわめ
て変化しやすいものであるから――かれらの国家を再び建てるであろうし、神はかれらを再度選
ぶであろう」
。
「政治的シオニズムの諸原理をスケッチした人間――偉大な人間ではあったが、善きユダヤ人
ではなかった――が存在した。それはスピノザであった。
」

rational morality とその問題点
cf. natural morality
“the necessity of the connection between morality and revelation”
４．Strauss as a modern philosopher king

選民
“Why We Remain Jews: Can Jewish Faith and History Still Speak to Us?” (1962 Feb.)
“Preface to the English Translation,” in Spinoza’s Critique of Religion (1962 Aug.)
“Das Testament Spinozas” (1932)
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となったゾロアスター教では、部族や信条を守る武器として支配権という政治力学が重視され、次第に
攻撃的性格を強めてゆくが、それは西方イランへの進出の過程で不可避であったと思われ、また、印欧語

部門研究１

2006年度第4回研究会 報告

族の拡大の歴史の中で繰り返し起きたことと軌を一にしている。世界史を紐解くと、そこには一言語（語
派またはその下位の部族）による支配拡大、覇権奪取が散見される。世界史は印欧語族の拡張主義によ
って動いてきたと言っても過言ではない。しかし、そのような拡張の歴史の中に、アリストテレスに代表

「一神教と多神教：インドの《一神教》理解について」

されるような「普遍的理性」の拡張もあったことに思いを致す必要がある。

日

時／２００６年１２月１６日（土）

会

場／ 同志社大学 東京オフィス 大セミナールーム

特に宗教的権威をも論理的討究の地平へと持ち込もうとした＜ヴェーダ聖典の権威論証〉の議論を取り上

発

表／後藤 敏文（東北大学大学院文学研究科教授）

げた。具体的には、相対立する二系統の哲学伝統（ミーマーンサーとニヤーヤ）の権威論証の議論を対比

丸井

浩（東京大学大学院人文社会系研究科教授）

コメント／ 澤井 義次（天理大学人間学部教授）
中田

考（同志社大学大学院神学研究科教授）

させながら分析した上で、同議論は宗教的ドグマの擁護に終始する護教主義一辺倒では決してなく、むし
ろその脱ドグマ的論理へと押し広げようとする主知主義の営みが、他宗教の権威論証の可能性をも引き寄
せる結果となり、すぐれて論争的な性格を帯びているにせよ、それなりに宗教間対話の道筋を開くインド的
思惟の一事例と見なしうるのではないか、という方向性を示唆した。以上が丸井氏の発表趣旨の中核であ
るが、より詳しくまとめるならば、最初に西洋の哲学概念とは少なからず異なる
「インド哲学」の特質を、
「ダ
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丸井氏は、一般的に神秘主義的・実践的傾向が強いと見られるインド哲学の主知主義的側面を掘り下げ、

ルシャナ」
という概念の掘り下げを中心に説明した。ダルシャナとは特定の世界観、伝統的思想体系であり、
発表：後藤敏文「古代インドイランの宗教から見た一神教」
休憩
丸井 浩「宗教伝統の権威論証とインド哲学：護教論理と寛容精神」
休憩
コメント：澤井義次
コメント：中田 考
ディスカッション
懇談会

かつ思想体系の骨子にあたる根本テキストに適宜、後代の解釈が付加されてゆく学知の伝統の総体を意
味する。そうした伝統知は師から弟子へと伝授すべきものと理解され、その意味で党派的性格を有してい
たが、同時にそこでは他の党派に伝達、納得させるための超党派的な反省知・論理的思考も重視された。
とりわけそれは、仏教論理学者によってバラモン批判が展開されて以降
（6‐7世紀頃）
、知識の源泉、判断
根拠、正しい認識とその獲得手段を意味する
「プラマーナ」を巡って哲学的議論がダルシャナ間、異宗教間
に活発になされたところに見られる。各ダルシャナ間の相違はあるものの、重要なプラマーナとして
「知覚」
（認識論）
、
「推理」
（論理学）
、信頼すべき言葉、教示を意味する
「シャブダ」の三つが挙げられる。しかしとり
わけ、シャブダを独立したプラマーナとして認めうるのかという議論は、哲学
（論理）
と宗教がせめぎ合う議

研究会概要
『リグヴェーダ』とゾロアスター教は同時代の隣接舞台に存在しており、言語的にも共通の源から発し
ている。後藤氏は今回の研究発表で、インドイラン共通時代に焦点を当て、印欧語族拡大の歴史と、
「一
神教」を語る上で無視することのできないゾロアスター教が有する壮大な背景の一端を紹介した。氏は
まず『リグヴェーダ』の「天と大地の歌」の中に多数例示されている語彙や観念の歴史的背景に着目しつ
つ、比較言語学の見地から印欧語の言語的、概念的な広がりを辿った。次いでインドイラン共通時代に見
られる「DevaたちとAsuraたち」という神々の二重構造に注目する。そこには従来型の神々である
「Devaたち」の他に、印欧語祖語に起源を辿ることのできない「Asuraたち」という社会制度の神々を見
出すことができる。その神々をめぐる神話中に見られる末子相続からは、これまで印欧語族には全くな
いと言われてきた母権社会がインドイランに出現し、変革をもたらしたことが知られる。また、ギンブタ
スの所謂クルガン文化の拡大からは、紀元前4500年頃、それまで女性中心の平和な自然状態にあった
ヨーロッパに、
ドナウ下流域から突如防塞都市が出現し広がってゆく過程が跡づけられる。マリア・ギン
ブタスによると、この防塞都市の出現は、攻撃的な印欧語族が西へ拡大したことに起因する。これらの
ことから、印欧語族が東西に拡大し、その過程で母権的社会と遭遇したことが推測される。東に進出し
たインドイラン語派の人々の社会には、そこから逆に影響を受けた痕跡が認められる。また氏はゾロア
スター教の主神「アフラマズダー」の「マズダー」を理性と解釈し、そこにゾロアスター教の特性が見られ
る可能性を指摘する。常に善悪を判断し、悪を排除する思考によって規定される性格である。インドの
『リグヴェーダ』にも、自らの世界観の優先を謳う宣言は数多く見られる。善悪二元論、信仰告白的要素

論としてプラマーナ論においても特異な位置を占めていた。シャブダにはヴェーダを始めとする聖典が含
まれるからである。それ故に、シャブダに関するプラマーナ論は、バラモン系正統派においてはヴェーダ聖
典の権威論証の問題と関係して議論された。氏は、ニヤーヤとミーマーンサーの両ダルシャナの論争を取
り上げた。両ダルシャナともヴェーダ聖典の権威、プラマーナとしての妥当性を認めたが、ニヤーヤはそれ
を
「他律的」な権威だと考える。つまり、ヴェーダ聖典の権威は決して自明ではなく、それを語る者の資質に
よって成り立つのであり、とりわけ話者の知覚
（覚知、神秘的直感も含みうる）
に依存するものである、とす
る。一方で、ミーマーンサーにおいてはヴェーダ聖典の権威はそれ自体で保証される。ヴェーダ聖典もシ
ャブダである限り、その妥当性は話者の資質に掛かっているとするニヤーヤに対し、それでは知覚などのプ
ラマーナは最終的に何によって基礎付けられているのかという反論をミーマーンサーは展開した。このよ
うなミーマーンサーの理論は、仏典とヴェーダの権威を巡る宗教間対立を孕んだ仏教との論争に刺激を受
けて発達した面が大きいと思われる。そこでは両者ともお互いの聖典の権威を否定しあったために深刻な
対立を生んだのだが、そのことでこの議論はバラモンの思想内部の護教論的議論に留まることなく、他宗
教との間の哲学的論争の性格を持つに至る。また、この論争は宗教的立場を異にする宗教的対立を越え、
宗教
（聖典）
一般の権威問題にまで射程を広げている。つまり、全ての宗教
（聖典）
に権威を認めるのかどう
かという問題が視野に入ってくるのである。この点に関しては、9世紀に活躍したニヤーヤ学者ジャヤン
タ・バッタの論が興味深い。彼は『ニヤーヤ・マンジャリー』の中で、一定の制限を設けながらも他宗教の正
当性を認める寛容主義的主張を展開しているのである。氏は、ヴェーダ聖典の権威論証を巡る護教論理と
寛容精神の相克を今日の宗教観対話に接続し、
考察上の示唆とすることはできないものかと模索している。
（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 上原 潔）

や極度の個人主義の根底には、印欧語族の攻撃的拡張主義と関係する要素があるように思われる。国教

84

85

部門研究１

古代インドイランの宗教から見た一神教

「一神教の再考と文明の対話」研究会

ました。巨大予算を投じて、古今東西の宗教文献

済学者の堺屋太一です。それを読んでいますと、

を網羅し、新しい学術的な訳を何百冊という叢書

遊牧民の原理がだいたい良く解るわけです。堺屋

で出版する計画です。まず原典の翻訳から始まっ

太一の連載に出てくるモンゴルの経済の理屈です

て、研究のシリーズ、原典出版も出す予定で、具体

ね。これはほとんど、それよりも2000年以上前、イ

的な計画はほぼ固まっています。その第1巻が『リ

ンドイラン語派にしても3000 年程前、インド・ヨーロ

東北大学大学院文学研究科教授

グヴェーダ』でなければならないということで、実は

ッパ語族の基となりますとさらにその2000年ほど前

後藤 敏文

私が疲れ果てているのはそれでして。急に言われ

でしょうか、印欧語族がやってきたことと全く同じこ

まして来年の 4月末までに第一巻の原稿を出すべ

とをやっている部分があります。略奪が彼らにとっ

く今翻訳に取り組んでいるところです。

ても、正当な経済行為だということ、大家長クラス

古代インドイランの宗教から見た一神教

私たちの分野についてお話をする機会が普段少

てしまいます。私は原典を読むだけなのですけれ

ないものですから、良い機会を与えて戴いて嬉しく

ども、原典やその意味がどのように紹介されている

やはり、ドイツの出版社は、よくわかっているわけ

の者だけが「人権」に当たるものをもって見られる

思っております。ただし、どんなふうに話をしたらよい

かを調べてみますと、私たち文献学・言語学の専

です。今手を打っておかないとドイツの文化圏が…

部族社会の存在などです。そのことを今解りやす

のか迷っているのも事実です。今、皆様に3枚組の

門家の理解と懸け離れていることに驚くこと多々あ

という危機意識と、今求められていること、将来性

く、きれい事ではなく話しても良いのではないかと

プリントをお配りしましたが、これを基にどうにか話を

るのです。適切な例が出てきませんが、ゾロアスタ

を見込んでの企画と思われます。
これにはもちろん、

思います。

組み立てられたらと思って、出てまいりました。

ー教における重要概念が全く違って紹介されてい

日本の各宗教文献、
風土記や天理教の教典なども、

ることがあります。ゾロアスター教聖典『アヴェスタ』

すべてドイツ語に訳されて収められます。誰が担当

いたことがございますが、これもそのホームページか

てくれているのですが、今回の話題に関連する報

の研究が一応の安定段階に到達していない、また

するのか覚えておりませんが。もちろん『聖書』
も全

ら、ただし、訂正される前の原稿ですが、読むこと

告などもPDFで見られるようになっておりますので、

は、知見が共有財産となるまでに成熟していない

部訳し直されます。我々はそう言う時代に生きてい

ができますので、もし興味がおありの方はこちらか

また、あとで触れることに致します。

現在の状態では、ゾロアスター教が納得のいく形

るということです。

ら見ていただけましたら幸いです。今日、三つほど

そこに挙げたホームページは学生さんたちが作っ

今日私がお話することの背景には、どうしても
「イ

で議論に入ってこないのはしかたがないかと思っ

つまり、宗教という切り口と、
「インド・ヨーロッパ

ンド・ヨーロッパ語族」
という問題があります。それ

ております。
『アヴェスタ』の原典そのものの研究と

語族」
という問題、今日、私はその両方から何らか

について時間を割くことはできませんけれども、今

その後のゾロアスター教の発展史、教義とを総合

の紹介ができたらと思っています。

日動いている
「世界史」や、昨今の「アメリカ」の姿

的に理解するまでに研究が至っておりません。今

勢を理解するためには、インド・ヨーロッパ語族の拡

問題にしている話題に重要な点は、あくまでも教祖

大の歴史から目を背けるわけには参りません。それ

ゾロアスター
（ザラトゥシュトラ）
とその教団成立の問

と同時に、一神教の三本柱、キリスト教、ユダヤ教、

題にあると思います。

イスラーム、実はその背景、または、その脇にゾロア
スター教の存在があり、歴史的にも、空間的にも、

あることをいくらか紹介し、大きな役割を果たした

ゾロアスター教はそれらの宗教の真っ直中に位置

可能性、方向性だけでも指摘できたらと思います。

していたわけです。インド・ヨーロッパ語族の拡大移

それが一点です。

動の歴史の中から現れたゾロアスター教の問題を

もう一つ。
「 宗教」
という切り口が、今後の世界理

抜きにして語られている現状に、私は違和感を持

解に重要になってくるという見通しです。今後の世界

っています。しかし、同時に、それは現状では語り

ということは、要するに経済の中でと言い換えても良

にくい分野であると理解もしています。

いでしょう。ちょっとだけお話ししたいと思います。

今回お話をするというので、この方面のことを私

86

今日はそういう面を少しだけお示しして、背景に

既にご存じかもしれませんが、ドイツのインゼル、

なりに準備したいと思っておりましたが充分に時間

ズーアカンプなどの大出版社は、事実上一つの会

が取れず、お配りする資料として使えるようなもの

社になっています。それら出版グループが共同で

がないかと探してみるのですが、すぐに行き詰まっ

新たに世界諸宗教出版社という出版社を立ち上げ

私自身、そういうことに焦点を当てて雑文を書

抜刷、コピーも持ってまいりました。

1.『リグヴェーダ』の「天と大地の歌」

「インド・ヨーロッパ語族」
とは何かいうことになる

まず、その辺りの事情について解りやすい例とし

と非常におおごとになってしまいますが、私が日本

て、
『リグヴェーダ』の「天と大地の歌」の一つを私の

人だということで、日本にいることが有利に働いて

翻訳で紹介したいと思います。これは『リグヴェーダ』

話しやすいところがあると思います。インド・ヨーロッ

の比較的新しいところに収められています。文献学

パ語族の一員であったら、なかなか話しにくい点も

者というのは困ったもので、これは新しいとか、これ

あるでしょう。誰でもお気づきのことと思いますが、

は古いとか、文献の層で分ける癖があります。しか

ヨーロッパ史というのはきれいごとが並んでいるわ

し、現実に古い要素が新しいテキストに蘇って出て

けで、現実に起こった虐殺や闘争、収奪の歴史と

くることはよくありまして、これは新しいといわれる歌

いうのは、それほど語られないように思います。教

ですが、古い思想を見事に伝えている点があります。

室でもそれほど教えないと思います。もっとも、子

読んで解釈していくとこれだけで１時間半かかってし

どもに教えると夜中に眠れないということがあるの

まいますので、主な要素を少しだけ拾い集めてみま

かもしれません。しかし、本当はそれが現実でした。

しょう。讃歌自体は難しい歌です。どういうふうに難

今『日本経済新聞』で、――大変優れた方だと思い

しいかといいますと、
「天と大地の歌」
といいながら、

ますが、小説家としてというよりも、誰でしたか、前

実際にはそれを創った神を讃えます。同時に、その

に大臣をやっていた――「世界を創った男 チンギ

天と大地の子である太陽とを讃えていて、それらの

ス・ハン」
という小説の連載をしております、あの経

関係が構造としてよく見えてきません。
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この中に古い要素が見られます。例えば、順番

ド語 fáith、と同じ古い -i-語幹の活用をします。つ

「両祭礼の場」
と直しました。この単語は非常に古

「天理」
と訳したのは「リタ」
（ま
に行きますと2行目、

まり、基に古い単語があって、その語意を担う部分

い祭礼用の語彙に遡ります。基の意味は既にイン

ápas- になりますと「仕事」の意味になります。その
ápas- の方はラテン語のopusとまったく同じ単語で

たは「ルタ」
）
という語で、普通「天則」
と訳されてい

はすっかり置き換えられてしまったのに、もとの語が

ドでも忘れられつつあったようで、
『リグヴェーダ』の

。opera「仕
す（印欧祖語 *h3 épes- または *h1ópes-）

ます。天の法則。私は「天理」
と訳した方がよいと

もっていた活用タイプ自体を残している不思議な現

詩人たちにも古語であったらしく、女神の一種と考

事、努め、尽力」はこれから作られた女性名詞、ラ

思っています。天の理法です。これは「ぴったり嵌

象の一例です。私はもともと印欧語比較言語学が

えていた節があります。ギリシャでも名詞にだけ痕

テン語のoper±rµ「働く、儀式を執り行う」
、ドイツ語

っている」
を意味する動詞から作られた形容詞で、

専門ですので、どうしてもそちらのほうに話が行って

跡のように残る語で、それが即ちテオス
「神」です。

のüben「行う、実行する、練習する」は、これから作

動形容詞をそのままアクセント移動なしに使ってい

しまいます。目に見えないところに古い遺産が隠さ

私たちの研究というのは成果が一般に普及するま

られた名詞起源の動詞です。そういうわけで、ここ

る、その意味でも注目に値する語です。これが『リ

れている例として興味深いと思います。

でに何十年も懸かりますので、まだ一般の概説書

にも古めの、
『リグヴェーダ』以降にはあまり使われ

に載るところまで至っておりませんが、この語源に

ない単語が出てきます。イラン側ではこの単語は

は疑う余地はないでしょう。ラテン語 f≥stus「祭礼

複合語の中に残るだけです。因みに、
「作る、する、

、 f≥riae「祭日」
、f±num「寺院」
の」
、f≥stum「祭礼」

が普
為す」
という動詞としては、インドでは、kar/k3

もこの語彙グループに遡ります。今日英語でfestと

通で、今日まで用いられます。その名詞形が「業」

いうのはラテン語からの借用語に遡りますが、その

と訳されるkárman-（カルマ）です。イラン語諸方言

元にある、その時に祭礼をやるだけではなくて、英

でも事情は同じですが、
『アヴェスタ』では「する、行

語でフェアfair、ドイツ語のメッセMesseが意味する

う、行動する」意味の代表的動詞には、英語の to

ように、市が立ち、人々が集まるという、どうも、そう

work、ドイツ語wirkenに完全に対応する別の語彙

いう時の用語であったと思われます。ところが、各

が用いられます。そこに割と重要な問題が隠され

言語、国家、民族が受け継いでいった伝統という

ている可能性もあります。

グヴェーダ』の最高原理といえるものです。川が下

tá-) に従っているもので、
へ流れるのは、このリタ (3
海に水が注いでも海があふれないのは、リタのお
かげです。それは宇宙法則で、解っている人には
解る。その能力はマーヤー (m±y1-) と呼ばれ能力
に連なりますが、あとで触れるかもしれません。こ
れは大事な要素です。

という単語はもちろんラ
それから、3 行目の「神」
テン語のデウス
「神」に当たる単語です。ラテン語
を引く場合は時代によって形が異なるので困りま
すが、dµus、deus、古ラテン語でdeiuosです。基の

5ó-で、ラテ
形がそこに挙げておきましたように *de4
ン語特有の複雑な音韻変化の、時代的変化その
他の可能性から異なる形が導かれるためです。意

「見る人」
ですが、
次に見者、カヴィ(kávi-)。これは

味は
「天に存する」
という形容詞です。
『リグヴェーダ』

古い語彙で、動詞としてはもう殆ど使われなくなっ

には「天に属する敷き草」
とか、
「天に属する戦車」

ています。何を見るのかというと、僕らもものは見

など、依然「天にいる、天にある」
という形容詞とし

ているわけで、そういう意味ではなく、具体的には

ての使用が見られます。ラテン語とインドアーリヤ語

『リグヴェーダ』の詩の言葉を見る人ということにな

では、この語を「神」
という意味で用います。勿論

ります。より正確には、ものの真実が見え、それに

ほかの言語にもあります
（古アイルランド語、北欧語、

霊力の籠もった詩のことばという形式を与えること

リトアニア語など）
。順序が逆になりましたが、
「天に

ができる者、というべきでしょうか。しかも、
「がたが

存する」
というこの形容詞は、もともと、
「天」
という

た震える」
、
「荒れ狂う」
という語もこの人たちについ

語からある形容詞派生法によって作られたもので

くわけです。それには、もちろん階級や部族のいろ
いろな問題が入ってきますが、それ以前にあった、
原初の時代の祭式用語だったらしい。もう既に、各
言語で痕跡のようになっています。その単語がここ
に使われています。

それから、
「大きな名声」
、
「高い支配権」
。これは
何らかの表現で各言語に残っていると思われます。
「大きな名声」はギリシャ語に全く同じ表現がありま
す。マヒ シュラヴァス(máhi śrávas) は、ギリシャ語の
に一音ごとに完全に対応
メガ クレオス
（méga kléos）
しております。
「高い支配権」のほうは、ちょっと探し

て用いられますので、誤解に注意しながら敢えて

す。その「天」
という語が1行目にあります。インドの

それから次に行くと、
「大胆」
ということ。これが

言えば、一種のシャマニズム的な興奮状態で「もの

ことばではdyáus、ギリシャ語のズデウス、後の発音

優れた美徳でありました。若い男女で、しかも、着

という単語は各言語で、割と置き換えられることが

を見る」人と言えると思います。そのような興奮状

でゼウス Zeús と同起源の語です。快晴時の昼に

飾っていて、大胆で美しいわけですね。それがこ

多いという事情もあります。
「高い」
という言い方が面

態で、そうした言葉を見ることのできる人たちのこと

見える輝く覆いのことのようです。
「父なる天」
という

の人たちの求めるものであって、目立ってはいけな

白いのです。この単語だけでも現代にまで連なる興

をカヴィと呼んでいます。

表現はインド・ヨーロッパ祖語に遡り、リグヴェーダ

いというような観念ではありません。その「大胆」
と

味深い話題になりますが、今日は省きます。

のdyáus pit1、ギリシャ語のZeús [...] pat2rなどがそ

いう単語は英語のto dareと全く同じ語源に遡りま

まで使われますが
（アヴェスタkauui-、現代ペルシャ

れです。ラテン語のIuppiterはIuの部分がdyáusに、

すので、そのことからも、非常に古い要素を保って

、その背景には、インドイラン共通時代の、部
語kei）

piterの部分が「父」に当たり、-pp- は呼びかけの時

いると言えるでしょう。

が部族を率い
族長と祭官（一種のmedicine man）

の強調による形と考えられています。

この語はイランでは「王、諸侯」
という意味で今日

ていた社会のあり方があります。さらに、アヴェスタに
見られるこの語の活用は古い形式を保っていて、ラ
「見者、予言者、
（後に）
テン語のワーテース
（u±t≥s）
詩人」
、ケルト語で同じ意味の、例えば古アイルラン
88

のは、これとは違った、組織された祭式になってい

てみたのですが、見つかりませんでした。
「支配権」

「力」
、特に「肉体
次にオージャス (ójas-) ですが、
の力」
を意味すると考えられます。これに当たるラ
テン語から作られた「肉体の力を備えた人」がロー

次に「仕事のできる」のところに飛びましょう。
「仕

それから、次にすぐディシャナーという単語が出

事のできる」
、これはアパス (apás-)という単語です

てきます。私はこれまで「斎の場」
と訳してきました

が、アクセント位置が変わり、ギリシャ語を知ってい

が、この資料を用意しているときに気づきまして、

る方 はよく同じ 現 象をご 存じだと思 います が、

マの初代皇帝アウグストゥスaugus-tó- です。
肉体の力、名声、支配力、拡張、大胆、美しい、
そういう徳目がここに並んでいるという、それが興味
深いところです。この世界観は揺らぐことなく、ヨー
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ロッパでずっと受け継がれていくように思われま

たものと判断されます。第二次大戦時、アメリカ空

うと思われます。

す。インドでは、仏教が起こる頃から変質していくの

後にそういう大きな変化が起きますが、仏教が

軍は麻黄のアルカロイドであるエフェドリンの化学合

その人たちがどのような神々の世界を持っていた

ではないかと見ています。例えば、挨拶の仕方も

興起する時代くらいまでは、非常に厳しい部族社

成に成功しており、これを用いています。ドイツのイ

か。実は、このことの中に、後の一神教理解の、
「一

変ります。ヴェーダ期の挨拶は、両手をこう前に広

会の闘争的な時代が続いてまいります。紹介しま

ンド学者から聞いた話ですが、ドイツ空軍では戦闘

神教」自体の意味するところは別に考える必要があ

げてかざす。これが敬意の表し方（後に「南無」
と

した『リグヴェーダ』の「天と大地の歌」には、そうし

機に乗り込む時、眠気と恐怖を払うのに蜜酒を与

るでしょうが、一神教を理解していく上でも大事な出

訳されるナマス námas-）で、各言語に、ギリシャに

たあり方の基にある諸要素がよく現れていると思い

えられたそうです。第二次大戦の空軍は、喩えてみ

発点があると思いまして、次にその話をいたします。

もローマの文献にも同じ表現が、ただし、別の単語

ます。この歌は新しい層に属するといわれますが、

れば、最新のドーピング技術を持つインドイラン語派

を用いて出て参ります。イランの『アヴェスタ』は、ゾ

紀元前1200年ごろにリグヴェーダ編集は基本的に

対、古いアルコール飲料を用いていたインド・ヨーロ

ロアスターの一番初めのことば、
『ガーサー』の28の

2. デーヴァたちとアスラたち:

は終わっておりますので、それにいくらか先立つ頃

ッパ祖語段階の人々の戦いと言えるでしょうか。麻

「両手を開き展げ、敬意を表わしつつ、私
1ですが、

の歌だろうということになります。その頃の詩人が

黄の使用がどこからインドイラン共通時代の人々に

は君たちに助けを乞う」
という詩で始まります。
『リ

昔の伝承を真似て、
「ものを見る」
ことができる人た

もたらされたのか、という問題については、現在進

グヴェーダ』のそれに対応する単語が用いられてい

ちがいたとされる往古の精神に自分を移しかえて、

展中の考古学的発見から、状況証拠がかなり絞り

インドイラン共通時代の神々の世界
そこで次に「 Asura たち」
とDeva たちについて
見てみます。
「 Asura たち」にカギ括弧が付いてい
る理由を初めにお断りしておきます。
「Asuraたち」

ます。
「君たちに」
というのはアフラ・マズダーとそれ

歌いなぞっているものと思われます。

込まれつつあるところです。少しだけ後で触れます。

という表現は『リグヴェーダ』にある形で、実際には

また、第二次大戦におけるエフェドリンと戦後日本

特別な限定内容を持つものではなく、私たちが使

の不幸な薬物は別の話しということに。

わせてもらう時に特別な意味を込めて用いる訳で

に属する者たちです。

それからもう一つ。結論的に言いまして、インドで

また、相手に頭を下げるという、いわば卑屈な

も、イランでも、詩人たちにとっては、エフェドラ
（麻

態度は許されないようです。例えば、紀元前650年

黄）のアルカロイドであるエフェドリンの摂取が、詩を

前後の文献ですが、子どもがある部族にいられな

つくる時に役割を果たしていたようです。要するに

くなった場合、よその部族へ行って養ってもらえと

ドーピングをして、興奮状態で、がたがた震えなが

あります。そのときに「私を養え」
と言えと書かれて

ら
「見た」言葉を集めたものということになっていま

います。そう言ったら、必ず受け入れて養わなけれ

す。この興奮状態を得るために用いられたのが、

ばいけないと。その時に、
「自分は養われる価値が

つまり、ソーマであり、イラン語のハオマです。

ある」
とか、回りくどい言い方をした者はその場でた

一般の概説書等には、ソーマが何の植物か解ら

たき出せと書いてあります。つまり、堂々としている

ないとか、ベニテングダケという説があるとか、いろ

ことが要求される、何といいますか、勇気が試され

いろ書いてありますが、専門の研究者でソーマが

る社会のようです。

麻黄であることを疑った人は殆どいないと思いま

仏教になりますと、お辞儀をしたり、地面に身を

す。専門研究ではそうしたことは議論されないもの

投じてひれ伏すなどの敬意の表し方が出てきます

です。概説などで、いざ触れなければならないとな

ね。また、おもらいさんの格好をする。それが合掌

ると苦労することになり、像が歪むことが起こります。

（アンジャリ）です。今は合掌はこんなふうに両手を

エフェドラであると、まあ、最近はそういうところに落

合わせますが、もとは両掌を上に向けて前に出し、

ち着いているとは思いますが、ときどき奇矯な本が

その内側の端を合わせて、こうやって捧げる格好

出ますと、また、それが何年間か生き延びるという

です。それはヴェーダの祭式にも出てまいります。

不毛な現象が起こります。

両掌をくぼませた部分に水を注いだりします。何か
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意味であった可能性を逆に教えてくれます。

余談を一つ。ソーマ、イランのハオマはインドイラ

をもらう格好をすることになります。それに対して、

ン共通時代にどこからかもたらされたものと推定さ

元来の両手を拡げて背筋を伸ばす姿勢は仏教で

れます。インド・ヨーロッパ語族本来の興奮剤は蜜

は別のところに残ります。
「施無畏印」
といいますが。

酒であったらしく、ソーマを「蜜」
とか「蜜酒」
と呼ぶ

武器を持っていませんよということを示すのが元の

ことがあるのは古い呼称が残り、ソーマに重ねられ

さて、その『リグヴェーダ』
は勿論インドのインダス川

す。
『アヴェスタ』でásura- に当たる単語はahura-で

上流域で編集されたものですが、リグヴェーダに歌

すが、殆どアフラ・マズダーのことになります。まだ

われる舞台の中心はむしろインド進出以前の地域

「
（地上の）主人」の意味で『リグヴェーダ』にも
『アヴ

のようです。インドの地名も出てきますし、インドで作

ェスタ』にも用例は残ってはいます。私たちはインド

られたことが明らかな歌がありますが、理念的基準、

イラン共通時代に想定される、社会制度の神格化

彼らが本当の生活をしていたと想定している舞台は

である一連の神々を、他にふさわしい呼称がない

草原、乾燥した草原で、平らな土地へ急峻な山が

ので、
「アスラたち」
と呼ぶことにしております。ただ、

突然出てくるという情景ですので、だいたいアフガ

これを純粋のインド学者に言いますと、
「おかしい」

ニスタンのどこか高原地帯であろうと考えられます。

という反応が出てくることがあります。その点をお断

その時代というのはイラン側にゾロアスターが現

りしておきます。

れる時代に先行し、しかもゾロアスター自身がはじ

インドイラン共通時代には、この二つのグループか

めに布教した地域に重なるか、少なくとも近接しま

ら神々の世界が成り立っていたようです。
「神々」は

す。しかも
『リグヴェーダ』の言語は、ゾロアスター自

全てデーヴァと呼ばれますからアスラたちもデーヴァ

身のことばを含むと考えられる
『ガーサー』の言語と

の一員ですが、狭い意味でのデーヴァは、先ほど触

非常に近い特色をもっています。インドイラン語派

れました「天に存する」昔からの神さまです。自然神

全体を見渡しても、特別な活用タイプや音韻変化

とか、英雄神、機能神のグループです。
『リグヴェーダ』

を共有する要素が見られますので、
『リグヴェーダ』

の世界では色々な概念を
「神」
として表象する傾向

の詩人たちがいた環境と、ゾロアスターが出てくる

があります。色々なものが「神」
というチャンネルを経

母胎となった環境とは、非常に近い関係にあった

ないと機能しません。その理由は祭官階級の働き

と判断されます。アフガニスタンのどこか、あるいは、

に求められます。祭官階級は自分たちが社会の中

アフガニスタンからトルクメニスタン、イランの東北部

で占めている役割を独占し、おそらくそのために文

にかけてのあたり、その辺りでの出来事であったろ

字を採用しませんでした。
「文書」
といっても書き留め
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られたものではありませんが、祭官階級が文書の全

と重ね合わされますが、外人部隊を通じて西の方

に見立てて飲む儀礼が想像されます。ヨーロッパま

題をクリアする必要に迫られた、そうでないと生き

てを取り仕切っていました。それ故に「神」
という姿

に伝わり、ヨーロッパのミスラ教ができます。ミスラ

で広がったミスラ教の基には、イラン系の傭兵の存

延びることができなかった、そういう状況下で、外

を通さないと機能しない世界を我々は見ているのだ

教 に つ い て は 、最 近 で は メル ケル バ ッ ハ

在があります。

圧から借りた観念を神々として表象し伝えているの

と思います。ですから、各種の概念、要素が神にさ

（Merkelbach）の本が出て以来、1冊で大体資料が

アリャマンは、アヴェスタでは「教団」
というような

れています。そうしたものの中、古くからの、あるいは

全部見られるようになりました。収められている図

意味で現れはしますが、殆ど役割を果たしていま

普通の「神々」はデーヴァです。その他に、インドイラ

版も良く、たいへん重要な本です。メルケルバッハ

せん。

ン共通時代に、インド・ヨーロッパ祖語段階には遡れ

はマインツのギリシャ語学者です。最初のほうに『リ

バガは重要な単語で、
「神」
という一般名詞にな

の「バクトリア=マルギアナ考古複合」ではなかろう

ない新しい神々が出てきます。

グヴェーダ』のミトラやイランのミスラに関する紹介が

り、今日も使われます。ロシア語にも、ボグ (bog7)

か、というのが最近の話題です。実は、11月の半ば

それらはすべて社会制度の神々です。その古い

書かれていますので、そちらもご覧ください。どうし

「神」
という語がありますが、この語です。おそらくイ

にゴヌールというところで国際会議がありまして、そ

姿は、だいたい『リグヴェーダ』に残っている姿に当

て西方に伝わったのかということについて、彼が的

ンドイラン共通時代に何か大きな変革があり、その

のために独裁者といわれるニヤゾフ大統領（ 12月

たると私は推測しています。その理由は、後に申し

確に指摘しているかどうかは知りませんが、結論と

余波が近く、おそらくウラルの草原地帯の北側にい

26日に逝去とのこと）はわざわざ大変立派なホール

上げるつもりです。

しては明らかで、外人部隊の存在です。

たスラヴ語派にまで広がったものと思われます。バ

を建て、世界中から学者を呼んだそうです。私は

ガだけでも、そういういろいろな問題が出てきます。

入れてもらえませんで、フィルムを観て、本当に残念

その強力な遭遇相手とは。それが最近、発掘そ
の他で重要な関心事になっているトルクメニスタン

資料の2ページの初めに挙げてありますが、ヴァ

ペルシャ戦争というのは、ギリシャ側のイラン系傭

ルゥナ（ V a r u ra ）、ミトラ（ M i t r a ）、アリャマン

兵対ペルシャ側のイラン諸部族の兵士、現実には

インドにもその余韻なかったかというと、これは非常

でした。ますます重要になりつつありますが、おそ

.
、バガ
（Bhaga）
、アンシャ（Amsa）
、それ
（Aryaman）

両陣営に同じイラン系の人々がいて戦っている部分

に面白い問題に繋がる可能性があります。もとは

らくこれでしょう。大規模な城塞都市が出てきてい

から、6番目は自由に使えるようになっていて、空い

があるわけですね。イラン系の外人部隊にはそれ程

「配分」
という意味の普通名詞で、略奪行、戦闘、

ます。紀元前、既に3000年ぐらいのところまで遡り

に決まっており
ております。最後はダクシャ
（Dak≠a）

伝統があるわけで、ローマの傭兵には、特にサカ族、

に基づいて配分す
交易などの成果を契約（mitrá-）

ました。どこまで前史が辿れるものかまだ解りませ

ます。このほかに 8 人目の、これもインドイラン共通

ギリシャ語でスキュタイと呼ばれる、サカ族の傭兵が

る、その配分を保証する神です。

というアカデミ
ん。発掘はサリアニディ
（Sarianidi）

時代に遡る神話がありました。非常に美しく、慰め

多く、また一番強いわけです。これはイラン語派の

となる
「人類と死の起源」のお話です。人は死と合

人々に限らない古代社会の現実であったと思われ

体することによって、原初の完全な姿に戻るという

ます。あるいは、インド・ヨーロッパ語族の伝統であっ

そういう神々があって、しかも、これらの神々は一

神話ですが、今日は触れません。

（紀
た可能性もあります。古代エジプトのラムセス3世

人の母から生まれたものとされています。その母は

インド・ヨーロッパ語族のインドイラン語派の人たち

この七つの神さまは神という姿を取っています

の軍勢と押し寄せた「海の民」
との海
元前12世紀）

「無拘束、自由」
という名
アディティ (áditi-) という、

の居城だというのです。そんなことは考えられませ

が、実際には守らなければならない社会制度の掟

戦の様子がMedinet Habu神殿に描かれています

前の女です。母から彼らが生まれますが、この母

ん。移動する遊牧略奪民族であり、物質文化を軽

です。特に、筆頭に位置する
「王権」の神格化であ

が、両軍に「海の民」出身の兵士がいることが髪型

は誰から生まれたかというと、自分の産んだ末子ダ

蔑していた人々に、あんな頑強な都市があったら、

るヴァルゥナがアスラ
「主」
と呼ばれることから、
「ア

服装などから確認できます。
「海の民」の由来は不明

クシャからとされます。ダクシャは職業能力をいう語

厄介で生活できないでしょう。彼らはむしろ平原を

スラとその他の者たち」
という意味で「アスラたち」

ですがインド・ヨーロッパ語族に属する人々が中核に

です。卵と鶏のような誕生の円環が述べられます

閉ざす、土地を囲い込む人々を敵視しています。フ

とよばれるものと解されます。普通は「アディティの

なっているものと推測されます。

が、完結した円環は永遠を保証するという観念に

ィンランドのパルポラ (Parpola) が、ある程度サリ

外人部隊で出稼ぎをしている人たちとヨーロッパ

重きがあるようです。いずれにせよ、末子相続の表

アニディと協同しているようです。

の荒くれ者とが、一緒に兄弟仁義の儀礼をするの

現が見られます。今日まで、インド・ヨーロッパ語族

似たような事態は、実は黒海の沿岸で、紀元前

イランではどうなったかということは、その下と

がミスラ教の地下寺院と考えられるのではないでし

には全くないと言われてきた母権社会が『リグヴェ

4500年ぐらいに起きています。それがマリヤ・ギン

2.5.とに書いておきました。複雑な経緯を除外して

ょうか。地下の岩屋は、ミスラ教の岩絵に描かれて

ーダ』にはっきり出ています。しかも、母神アディティ

の発掘した一連の「クル
ブタス
（Marija Gimbutas）

出発点と終着点だけを見ますと、おそらくイランで

いる夜の太陽が沈んだ岩屋を想起させます。日本

に当たるものをも含めて、インドイラン共通時代に遡

ガン文化」です。それによりますと、ドニエプルの中

は、ヴァルゥナがアフラマズダーに改作される。ミト

の天の岩戸を思わせるところがあります。それを模

らせることができそうです。

流域に馬に乗った人たちが突然現れる。乗馬によ

ラ、
「契約」
という普通名詞ですが、イラン語形はミ

したようなところで結社の杯を回す。オリオン座を

つまり、インドイラン共通時代に何か相当に大き

って、東西 2000 キロほどの土地を放牧することが

スラ (Mi6ra) です。子音の前では、閉鎖音の閉鎖

描いたものでしょうか、ミスラ神が空で牛を殺してい

な変革があった。現地の文化と遭遇して、その新

可能になったということです。その人たちが紀元前

が弱まり、摩擦音に変わるものです。これは太陽神

る図象が正面にあります。ワインをそれから滴る血

たに出会った文化が相当に強力で、制度的な問

4500年くらいにドナウの下流域に達します。ドナウ

と総称されます。これについて
息子たち」
（1dity±s）
はすぐ後で述べます。

92

だと私は思っています。

ーの学者が一手に取り仕切っています。広大な土

〈アディティとその息子たち〉

地で、ブルドーザーで発掘するのだそうです。サリ
アニディ自身の見解は無理だと思います。つまり、
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河口というのは、テレビで見ただけですが広大な

ティーの風習を示す墓があることを指摘しています。

から知られます。そうでないと、国が守れなかった

オェッティンガーはアムダリヤー、つまり、オクソス

湿潤地帯で、どうもインド・ヨーロッパ語族の祖先が

サティーとは、ヒンドゥー社会に見られるとされる、夫

わけです。メソポタミアでは、協定に従って国が守

川のことで、氾濫と河道の変更を謂うものとする論

暮らせるようなところではないようです。そこをどう

が死ぬと殉死させられる夫人のことです。）楼蘭の

られてきた。このことは、おそらくカスピ海の東側に

文を書きましたが、私は、ギリシャの方まで広がっ

いう経緯によってか、彼らは越えたわけです。ドナ

墓からは多量の麻黄が出ています。
『リグヴェーダ』

も当てはまった、あるいは、当てはまる時代があっ

ているアプロディテーのような、豊穣の女神の崇拝

ウの下流に届けば、もうブリテン島までヨーロッパ

や『アヴェスタ』には知られない小麦の栽培もなされ

たものと思われます。それをインドイラン語派の

があったのではないかという気がします。
具体的に、

中に一気に道が拓かれます。このことは歴史が繰

ていたようです。これらの地域にもインド・ヨーロッ

人々は神々という姿で取り入れた。ゾロアスターは、

ある河川を指してこれがその豊穣の女神の姿であ

り返し証明しているとおりです。当時もすぐにブリ

パ語族、具体的にはインドイラン語派の人々
（可能

さらに、そのなかの筆頭である、王権、主権の神格

る、と同一化されたことはあり得ます、何か女神崇

テン島まで文化が波及しますが、それをギンブタス

性としてはトカラ語派の人々も）
が進出した可能性

化である神を改作して、
理性の神に持っていったと。

拝があって、ギンブタスの言うヨーロッパの昔の土偶

は印欧語族の拡大の波と解釈しました。

が考えられます。もう少し後になりますと、サカ族を

こういう筋書きを考えております。

などに表される豊かな女の人を尊んだ、あの平和

それまでのヨーロッパには、女性中心の平和な、
城塞を必要としない自然な村落の状態があったの

アンドロノボ文化というものが、より東に寄った方に

だと。そこに突然、ドナウの下流に防塞都市が出

出てまいります。

な一種母系的な社会に通じる要素なのではない

〈
『アヴェスタ』の女神〉

かと思ってしまいます。ただ、その平和な社会にも、

先ほど
『リグヴェーダ』の母神アディティのことを申

相当厳しい社会制度があったことになります。要す

てくると彼女は指摘します。なぜそのようなものが

印欧語族はギンブタスが見たように西に拡大して

しましたが、
『アヴェスタ』には女神、アルドウィ・スー

るに、自由の女神です。自由の女神からこれらの

必要であったかというと、野蛮なインド・ヨーロッパ

いるだけではなく、実は東にも拡大していて、実は

ラー・アナーヒター (Ar8duuµ Sπr± An±hit±) が出て

社会制度が生まれた。よくヨーロッパの伝統では、

語族という連中が暴力をもって拡大していったから

その東に拡大した人たちが、宗教の歴史に果たし

まいります。これについて言及するのを忘れており

これらの神々は「縛る神」
と呼ばれます。どこに基

だと、ギンブタスは見たわけです。

た役割も、現代社会を理解するために重要である

ました。ゾロアスター教の神殿といいますと、アフラ

がある表現か知りません。縛る神々が、縛られてい

地中海では、城塞都市は紀元前 3000 年ぐらい

ように思います。つまり、ゾロアスター教とその背景

マズダーの祭火と、もう一つ隣に、アルドウィ・スーラ

ない女神から生まれている。つまり、法さえ守れば、

の段階から知られていると思いますが、やはり、イ

にあるものを理解することが、後の宗教の組織化を

ー・アナーヒターという女神の祭火壇の二つを備え

その中では君は自由だという、そのことが自覚され

ンド・ヨーロッパ語族の進出、または、その余波から

理解することに繋がりはしないかと思います。ゾロ

ていることが普通です。この女神の名前は3語から

ていた厳然たる事情があるといわれています。お

身を護る必要を考えるのが一番簡単な答えと思わ

アスター教は一神教と呼ばれる諸宗教にある種の

成っていますが、Ar8duuµ は「促進助長する、豊に

そらく正しいでしょう。

れます。今日ご出席の皆さんがよくご存じなのは、

厳しい組織化を与えてしまったと思うのですが、
「し

と解されます。
する」
、Sπr±は「勇敢な、膨れ上がる」

まった」
というのは、私の素朴な個人的な態度です

An±hit±という語は、今まで「汚れのない」と解され

を守ればその中で君は自由であるという観念自体

のでお聞き逃し下さい。

てきました。私はそうでなく、
「結びつけられていな

はインド・ヨーロッパ語族の各語派の社会に見られ

話が大分広がってしまいましたが、インドイランの

い、縛られていない」意味の形容詞であるというこ

ます。そういう意味での自由を100 パーセント持っ

神々がもともとの英雄神、天や地の神さま、自然神

とを、資料2.3.に挙げた論文の中で僅か一頁程で

ている者が部族の完全な成員ということになりま

たちと、それから社会制度の神々との二重構造に

す が 書きました。その 後 すぐにオェッティンガー

す。ただしインド・ヨーロッパ語族に属する部族社会

なっていて、これがインドとイランの出発点というこ

がそれを利用し、ケレンス
（Kellens）
（Oettinger）

ではあくまで男、それも家長だけが問題になりまし

とです。そして、何故二重構造になったのかという

というコレージュ・ド・フランスの教授で現在アヴェス

（ただし、敵
た。その一人一人がアリ (arí-) であり

と、どうも印欧語族本来のものではなく、ユーラシア

タの専門家としては最もポピュラーな学者と思われ

対関係にある部族の成員も同じ語で呼ばれる）
、ア

の遊牧民は契約によって生き延びていかなければ

ますが、彼もこの説を採用した上で、さらに論文を

リヤ (aryá-) というのは部族に属するという形容詞

ならない契約社会ですから、何か強大な文化圏と

書いてくれましたから、ほぼ定説と言ってよいでし

と思われます。インドに入った人たちは、その部族

遭遇した時に、それを受け入れたものと考えられま

ょう。要するに、アディティとアナーヒターは、ほとん

の慣習法を身に付けているという意味で、さらにも

す。ヒッタイト語の発見も、王国の中央資料館、アル

ど同一の意味を持つ語彙です。しかし、両方とも

う一段、アーリヤ (1rya-) という形容詞をつくりまし

ヒーフ
（アーカイブ）
が発掘されたからです。資料館

違った語形で作っている。インドイラン語派の諸言

た。インドにもアリヤという単語がありますが、
「部族

とは何であったのかというと、契約文書を保存する

語は共通の起源から出ていますから、違った作り

の成員に属する」
を意味すると思われます。この語

ためのもので、契約文書は何10年か毎に書き直し

方をしているということにはそれなりの理由がある

±n±m）
と
の男性複数所有格がアリヤーナーム
（*ar4

てコピーを作り各地に保管していたことが資料自身

わけです。私は借用翻訳語だと解釈しています。

いう語で、新アヴェスタ語にも、古ペルシャ語にも

「海の民」だと思います。
「海の民」
もこうした一連の
問題に繋がります。あとでそのことにも、少し触れ
ると思います。
ギンブタスは西側しか見ていませんが、これを東
側に当てはめますと、インドイラン語派の人々が順番
にどこかから出てきているわけです。そのインドイラン
語派の人々が東に進出した跡というのは、おそらく、
母権社会との遭遇といった、このような事柄から間
接的に確かめられるのではないかと思います。
信憑性がなくなるといけないので、空想は控えた
方がよいのでしょうけれども、ロマンをさらに掻き立
てれば、最近NHKで紹介されました、楼蘭の謎の
美女、かの地にも当時、平和で母権的な世界があ
ったように思われます。女性の単独埋葬はインド・
ヨーロッパ語族には考え難いでしょう。
（ギンブタスは
ドニエプル中下流域に、紀元前 4000 年前後のサ
94
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母神は他の文化に起源を持つとしても、ルール
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出てまいります。このアリヤーナームの中世ペルシ

「天理に適って
いう語 ˚rtá- から作られた形容詞で、

きところにきちんと完全に備わっている状態、
さらに、

たちである
「マヌの子孫」は、デーヴァたちのグルー

ャ語形が、アリヤの「ヤ」によってウムラウトを起こし

a-)といいま
いること」の意に解されます。アシャ (a9

病気になったら直すとか、そういう方向に思えるの

プと契約を結んでいて、地上での生産を常に天界

まして、エーラーナーン (≥r±n±n)となります。そのエ

す。アシャは、アルタ (*árta-)からの音韻変化です。

ですが。ドイツ語でハイルなど (Heil、heilig) と訳す

に送り届けることになります。それに対して、よその

ーラーナーンの現代イラン語形がイーラーン (µr±n)と

この位置にアクセントがないとこの形になりません。

ことが多いのですが、案外本来の意味としては近

部族を守る神々がいて、彼らはアスラとよばれ、悪

いう形ですから、イーラーンというのは「アリア人た

(3)「望まれるべき支配権」。要するに、望ましい支

いのかもしれません。

い神々になってゆきます。

ちの国」
という意味です。

配権ですが、わざわざ動詞の派生形を使ってあり

そういう部族、慣習法とか、社会制度の神、そう
したものがはっきりと概念規定される過程に異文化
との遭遇があったということになるでしょうか。部族
の成員であるとはどういうことか、さらに、血族関係
がどの程度重要であったかなどの問題が、しかも
歴史的展開の中で浮かび上がってきますが、全く
将来の課題です。

〈
「神聖な不死の者たち」
〉
『アヴェスタ』には「神聖な不死の者たち」
という、

96

アスラたちの持つ「恐ろしさ」
ということについて

ますので。クシャッスラ( xa6ra-) はインド語にも対

「讃えられるべき」
という形容詞です。これは私ども

一つ挙げておきます。最初に引いた『リグヴェーダ』

応がある
「支配権」です。(4)「神聖な正しい思考の

の「ヴェーダ」ではお馴染みの語彙のグループに属

の「天と大地の歌」の第 3 詩節に「かの車を御し、

備え」
。この辺り愚直訳で申しわけありません。
「神

とな
します。そのまま置き換えるとヤジュヤ
（*yajya-）

浄化手段をもつ両親の息子太陽は、賢者として万

聖なる心の準備」でしょうか。しかし、
「心」ではなく

るはずですがこの語は無く、代わりに、ヤジュニア

物を清める、不思議な力を用いて」
とありますが、

あくまで「思考、考え、思い」です。(5)「 全きこと、

「讃えられるべき、祭式にふさわしい」が
（yajñíya-）

この「 不 思 議 な 力 」に 当 たる単 語 が マーヤー

五体満足であること」
。これはある意味残酷な思想

大凡対応するでしょうか。インドでは「祭式、儀礼」 （m±y1-）です。ここではプラスの価値で用いられて

ではありますが、全部そろっていることです。(6)「不

という方向に重点が移ってゆきます。
『アヴェスタ』

いますが、だんだん価値が下がり、
「魔術、欺瞞」の

死であること」
。その具体的中身はわかりません。

には「言葉で神を讃える」
という基の意味がより強

方向が強調されます。後には哲学文献などで現象

以上が挙げられています。

く残ります。

世界を「幻影、ファントム」であるという意味でこの

と訳さ
スプンタ (sp8rta-) という単語が「神聖な」

聖霊のような七つの存在があります。いろいろな解

れるのですが、これにあたる単語はインドにはあり

釈がありまして、アフラマズダー自身のアスペクトだと

ませんし、インドで「神聖な」
という感じの概念には

いわれることが多いようです。この観点はユダヤ教

あまり出合わないように思います。仏典で「聖」
と

を見る時にも一つの視点となるかと思いますが。

訳される語は前に出てきた「アーリヤ」で、本来「一

唯一神といってもそれで全て片付くわけではな

人前の人にふさわしい、上位三階級の成員に該当

く、それぞれ必要な役割を担う存在があります。そ

する」位の意味の形容詞から出発しているように思

れらは「神聖なる不死の者たち」
という形で数え上

われます。従って、この「神聖な」
という単語が出て

とはっきり述べら
げられます。不思議なことに、
「7」

くるところで、ゾロアスターは一つ大きな跳躍をして

れていながら、七つ挙げられることは比較的少なく、

いる気がいたします。スプンタという単語は、他の

古いきちんとした列挙では6です。これには、インド

言語にはあまり残っていませんが、ロシア語の『聖

の「アディティの息子たち」が7 人と呼ばれながら固

書』の翻訳に用いられる語に対応があります。古代

定されているのは6だけであるという事情が思い合

教会スラブ語ではシュベント
（veñas, vqtú）です。

わされます。ことによると、ゾロアスター教は『リグヴ

これはまったく同一の語形に遡ります。多分「神聖

ェーダ』に見られるような組織をインドイラン共通時

な」
という単語の元になる要素は印欧祖語にあっ

代から受け継いでいて、それを完全に置き換えた

たのでしょう。いずれにしてもスプンタ (sp8rta-) と

のではないか、という可能性が思い浮かびますが

いう語にはゾロアスター、ゾロアスター教の特別な

どうでしょうか。少なくとも全く証明はできません。

性格が反映しているように思われます。

その 7 の徳目のうちの、はっきりと出てくるのは、

というギリシャ語は、
ちなみに、ハギオス
（hágios）

それならば「神聖」
とはどういう意味かというと、

、良い
（またはせいぜい：善い）
(1)「よい考え、思考」

私には解りません。言うまでもなく、これは突き詰

考えで、
「正しい」ではありません。(2)「最善の真

める必要のある問題です。今のところ、幸をもたら

理」
、
「真理」は初めの方で述べたインドの「天理」
と

すということが一つ、それからあるべきものがあるべ

語を用います。
『リグヴェーダ』
の本来的な文脈では、

〈インドの道、イランの道〉

マーヤーは「計算能力」を意味します。例えば、建

さて、それではインドとイランとで、神々の二重構

物を建てるとき、特別能力のある人が計算して、予

造がどのように展開していったかを見ます。資料で

め解って建てる。普段掘っ立て小屋を建てる時に

は2.5.に当たります。それぞれ別の道を辿りました。

は予定調和的に建てられるでしょう。臨時の建物

インド側では、新しい社会制度の神々、アスラた

ですから。しかし大きなものになりますと、測り設計

ちを怖い神々と感じ、昔からの気楽な神々、デーヴ

しなければなりません。その測り計算する技術は

ァたちを選びます。インドの地に入れば一種袋の

一部の頭の良い人たち、計算能力のある人たちに

中のような環境で、農耕に適し、おそらく原住民は

独占されていて、アーリヤの人々一般はそれをよそ

素朴で、暮らしやすく、契約、制度といった面倒な

よそしく感じて恐れ、その結果マーヤーという単語

ことは嫌いだったのではないでしょうか。昔からの

の価値が下がっていったものと思われます。マー

気楽な神々を贔屓にして、デーヴァが「神々」の意

ヤーは、アスラたちに属する概念といえるでしょう。

味になり、アスラたちは怖い神となって、仏教の阿

イラン側では、デーヴァのほうが悪い神、ダエー

修羅へと連なります。ヴェーダの散文文献（紀元前

ワ (da≥uua-) というのがアヴェスタ語形ですが、神

800年頃から）では、既に「神々の敵」という意味で

の名に値しない悪い神々、正しくない人々を助長

用いられています。

する神々、事実上「悪魔」になります。インドのアス

「神々の敵」
というのは、やはり神々で、神話の

ラに当たる
「アフラ」の方は、アフラマズダーという

中では最初は尊敬されているのですが、アーリヤ

唯一神になります。文献には「アフラ」の変化が跡

の人々の守護神デーヴァたちに負けてしまいます。

づけられます。
「ガーサー」はゾロアスター自身の言

つまり、
自分たちの部族ではない、
自分たちの契約、

葉と、私は簡単にそう考えて支障ないと思います。

自分たちの精神世界に属さない、異部族たちの守

印刷して30ページぐらいになるでしょうか。ゾロアス

護神たちという意味合いになります。地上の人間

ター自身の言葉ではなかったら、どう考えてもあん
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なに複雑な言い方はしないだろうと思われます。

うことになります。そういうヒステリックと言えるほど

その『ガーサー』の中で、彼はその主神を
「マズダー」

厳格な宗教ですので、
「マズダー」の語の中身にも

年代は、ゾロアスター教徒の伝承ではダリウス王

の宗教においてだとしても、その淵源はインドイラン

と、先ず呼びます。そして、
「アフラ」
と付け加えます。

個人の理性的判断、決意という要素があってもお

の何年前と計算して、紀元前6世紀というのが中心

共通時代にあるのではないかと思いまして、資料の

普通はその間に別の単語が入ります。しかも、マズ

かしくないと思われます。

ですが、その言語からは紀元前 6 世紀とは到底考

3.に挙げてみました。殆ど飛ばさなければならなく
なりましたが。

これがはっきり自覚され、教説になるのはイラン

ダーというのは女性名詞で、普通は「知恵」などと

個人主義ということだけに限れば、ヴェーダにも

えられません。
『リグヴェーダ』より一段古い言語段

訳されます。ゾロアスター
（ザラトゥシュトラ）
はこれを

意外な側面があります。実はこの個人主義が「業」

階を示します。そう言うと単に反論に遭うだけに終

という本があ
『ハドーフト・ナスク』
（Hawext Nask）

主格単数ならば -sという語尾を付して男性名詞と

と
「輪廻」の出発点ともなっています。そんな個人

わりそうですので書きたくはありませんが、紀元前

りまして、この中に死後の記述、正しい行いをした

して用います。いわばドイツ語で die Weisheit とい

主義があったのかという、驚くような宣言が祭式で

1200年を下らない頃と思っています。普通このよ

人と悪い行いをした人が死んだらどうなるか、とい

うところをわざわざ人格化してder “Weisheit”と言

なされます。親子の縁というものは、はっきり無視

うな見解に立つ人は遠慮して「紀元前 1000 年以

う記述があります。

うようなものです。ドイツ語でこう言うと、ドイツ語圏

というか否定されます。個人主義は印欧語族の拡

前」
という言い方をして済ませるようです。例えば、

の人は嫌な顔をしますが。そこで、誤解のないよう

張の秘密とどこかで絡んでいるように思われます。

ハーヴァードのヴィッツェル (Witzel) はそう言いま

れと同時に「宗教的な配慮」
というもの、ダエーナー

「主人、主」の語を
に、der Herr、the lordに当たる

ゾロアスター教では信仰告白という概念がはっ

す。私は文法の専門家ですので、その見地からす

(da≥n±)、サンスクリット語でいえば、ディヒャー、ディ

付け加えます。ところが、教徒たちが作った新アヴ

きり出てきます。既にゾロアスター自身の言葉「ガー

るともう少し古いと考えたいのですが、これは片付

ヒャーナ「思慮、静慮、禅」に近い語ですが、それ

ェスタ語の文献になりますと、アフラ、マズダーと順

「選択」
という単語
サー」の中にフラワシ
（frauua9i-）

かない問題です。学者というのは一般的に批判的

が15歳の美しい娘の姿で、彼の「魂」
（ウルワン）の

番が変わり、しかも、続けて呼ばれるようになりま

で出ております。サンスクリットに訳せば、*pravárti-

であろうとすると
「新しい」
という指標に注目する傾

前に現れる。どんなに美しいかという形容詞が並

す。つまり、
「主たるマズダー」です。ゾロアスター自

に当たるところです。この概念は、後には精霊にな

向がありまして、
『リグヴェーダ』にしても紀元前 800

びます。女性であるのはこの名詞が女性名詞だか

身は「知恵の神」
、それは「主という意味での知恵

り、天使と同じような姿で飛行したりしますが、もと

年とか、もっと新しく言う人もいます。あくまで、リグ

らです。
「おまえは誰だ」
と尋ねると、
「私は君の魂、

だ」
と言っているのを、
「主たる知恵」
と信者は言い

は「信仰告白」
という意味です。

ヴェーダを専門的に研究しているのではない学者

君の良い思考、ダエーナーです」
と答えます。
「もと

たちの中には、ということですが。

もと私は愛らしかったけれど、君のおかげで、より

換えます。さらに新しい層、また、ダリウスの碑文な
どになりますと、
「アフラマズダー」
と一語になってし
まい、しかも、神の名のように変ってゆきます。

〈ゾロアスター〉
では、ゾロアスターはいつ頃の人かというと、決定

三日目が過ぎた夜明けに南風が吹いてきて、そ

ゾロアスター教を教徒たち自身は「マズダヤスナ」

愛らしくなりました」
と言います。その他省略します。

教と呼びます。マズダヤスナの「マズダ」はマズダー、

月の世界、
魂はそれから4歩で、すなわち星の世界、
太陽の世界、それからもう1歩で無始の光、始めが

余談ですが、私は「マズダー」
という単語は、
「理

の
できない問題です。ザラトゥシュトゥラ
（Zara6utra）

「知恵」
と普通解される主神の名、
「ヤスナ」は先ほ

性」なのではないかと思っています。マズダーの「マ

名前は、ザラット
「歳をとった」
とウシゥトラ
「ラクダ」の

ど触れましたギリシャ語ハギオス
「聖者」のハグまで

、古イラン
ズ」
という部分はインドのマナス
（mánas-）

複合語です。
「歳をとった」
ということは必ずしも悪い

の部分に当たる動詞語根から作られた名詞、イン

、ギリシャ語ménos、ラテン語の
語マナフ
（manah-）

意味ではなく、私は、その人が飼うとラクダが長生き

という内容で
ドのヤジュニャ
「祭式」に完全に一致する語です。 「おまえは誰だ。どうやって来たのか」

0

Menervaのmener の部分にも含まれる語の弱い形

するという意味に解しています。学者のなかには、

に当たり

良い名をつけると悪魔に狙われるので悪い名前を

「マズダーを讃える」
と言う形容詞です。

ない光の世界に達します。
その世界に達すると、今度は尋問を受けます。
す。するとアフラマズダーがその問いを遮って、
「彼
に質問するな」
とやめさせます。
「追放のある危険な

「考えること、思考」
、頭にある思考作用のことで

つけたものだとか、ザラットというのは「黄金」の意味

す。ダーは英語のto doのdo、ドイツ語tunと同起源

で、
「黄金のラクダ」の意味だとする人もあります。伝

こんな解説ばかりしておりますうちに、与えられた

の動詞語根をそのまま名詞として用いたもので、フ

統的な解釈「歳をとったラクダを持つ人」で良いと思

時間が迫ってしまいました。私はインドイラン共通時

ランス語の faire「 創る」なども同じこの語根 * d eh 1

います。これにギリシャ語の似た音の語を当てて、

代から考える必要があると思います。一神教その他

「骨と意識の分離に通ずる道を歩んできた彼に

「定め置く、取り決める」に遡ります。つまり
「思考を

ゾロ
「黄金」のアステル「星」で、
「金星さん」
というふ

を考える時に、どうしても直面しなければならない事

問うてはならない」
、これはいろいろ違ったふうに訳

うに音写されたわけです。

柄として
「終末論」の問題がありますが、はっきり出る

という
されていますけれども、最近、ピラス
（Piras）

のはイラン側です。
「終末論」
といっても、中身はいろ

人が原典とイタリア語訳を出しまして、テキストが容

h

定める、意を決する」
という意味が想定されますの
で、
「理性」に近い意味が基にあった可能性があり、

98

する地域と思われます。

イランのどの部族の出身かも決定できませんが、

〈インドイランの宗教と死後の道〉

道、骨と意識の分離に通ずる道を歩んできた彼に
問うてはならない。彼に春のバターを与えろ」
とア
フラマズダーは言います。

それはまたゾロアスター教の性格にも合うように思

宗教改革を起こした土地は、やはり先ほど出てき

いろな違った意味で言われる部分があると思いま

易くチェックできるようになりました。骨と意識が分

われます。ゾロアスター教徒は常に善悪を判断して、

ましたアフガニスタンの山岳地帯、乃至、トルクメニ

す。要するに「裁きの日が来る」
という意味で考えた

離するということは、魂が独自の旅をしていくという

例えば悪い動物を見たら殺さないと自分が罪を負

スタン、イラン、アフガニスタンの国境地帯を中心と

いと思います。最終的に世界が終わって…。

ことになります。この問題をどのように解釈し解決
99
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してゆくかについて、インドとイランとでは違った道

蓄えられ準備されています。より古い時代には、自

トの橋」cinuuat∑ p8r8tuという語はゾロアスター自

タ』では、
『ヴィーデーヴダート』
という書に、チヌワン

を辿ります。大切なのは、自分の良い行為の成果、

分の名を答えると、例えば「後藤敏文です」
というと、

身の「ガーサー」に既に3 度用いられています。チヌ

トの橋を護る2匹の犬が言及されています。インド

徳目とは死後に再会するのであって、現世の自分

自分の生前に為した善い行為と布施の効力が後藤

というのは「償う」
という意味の動詞
ワトー
（cinuuat∑）

の『リグヴェーダ』における
「ヤマの2匹の犬」は、一

の身体の中に良い行為、良い思い、良いことばの

家の始祖ないしは祖先全体の共有財産として召し

の現在分詞チヌワント
（cinuuart-）の単数所有格形

方は四ツ目の斑の犬、要するに、眉のところに黒い

効力・成果が蓄えられ、それを地上で使う、という

上げられる、という観念があり、それに対する対策が

で、ギリシャ語にも確かめられる現在語幹の形成法

斑点がある犬、一方は赤茶色の犬と、より細かく述

わけではないということです。死んだ後になって使

講じられました。この問題の解明には、阪本（後藤）

から判 断して、この 意 味 以 外にはありえません。

べられています。おそらく当時流行した猟犬のタイ

える天界に蓄えられた貯金だという観念が出発点

純子が優れた業績を挙げています。

1987年に出版されました私の研究書の中で明確に

プと思われます。ギリシャのケルペロスなどとも、ど

すぐ後のブリハッド・アーラニャカ・ウパニシャッド

の語源辞
されており、マイルホーファー
（Mayrhofer）

こかで繋がっているのではないでしょうか。もともと

これはインド側にも生き残っておりまして、資料

had-∞raryaka-Upani≠ad）、第二のバージョンに
（B3

典もこれを採っておりますが、アヴェスタ研究者の間

印欧語族の文化財に属していたものか、どこかから

にインドにおける二つのヴァージョンを紹介しておき

なりますと、
「アートマン」は死ぬときに身体から出て

では未だに一般の見解とはなっていないようです。

広まった二次的なものか解りませんが。文化的な

ました。

行く方で、天界に蓄えられて待っているのは、より

なども
「積み重ねる人」
などとして
ケレンス
（Kellens）

ものはすぐに広がりますので。いずれにしても、そ

細かく挙げられるようになりまして、知識あるいは技

おり、大変消耗であります。
「 橋」にある単語は英語

のヤマの犬がいます。

（Jaiminµya-Br±hmara）の説では、自己（アートマン）

能と行為と。この「行為」が後に仏典で「業」
と訳さ

、北欧語のフィヨルド
（fjord）
などと
のフォード
（ford）

ずっと上の右側に円周があり、中に人と牛たちと

が、息子と天界とに二重に再生します。これは一

れるものです。行為の総体が貯めてあるということ

同一起源の語で、ラテン語、ケルト語にも対応語が

がに描かれていますが、ここが魂の終着点というこ

種の折衷案で、正統説とは言えません。伝統的な

になります。それらと合体して天上で暮らし、天井

「剃
あります。インドでも、仏典 (Suttanip±ta 674) に

とのようです。
『ガーサー』にある
「牛の魂」
を思わせ

「息子のなかに生まれ変わる」
という説を何とか救

での寿命が尽きると再び地上へ再生するということ

刀の刃を流れにもつ歩み難い」死者の渡る川が言

るところがあります。肉体が下に落ち、魂だけが上

おうとしたものです。インドやイランに見られる
「自己

になります。
（この辺りの事情はヴェーダ文献にでは

及され、カタ・ウパニシャッド (Kaªha-Upani≠ad III 14)

に上がっていく情景と解釈されているようです。

の存在と死後の旅路」の理論を突き詰めてゆきま

なく、後の仏典の中にタイムカプセルのように保存

に「研ぎすまされた剃刀の刃は渡り難い」
と述べら

橋を渡っている人をご覧ください。夫婦と3人の

すと、個人と親との関係は偶発的なものということ

されています。天人五衰、人間五十年などがそれ

れ、また、これらより遅れて成立したウパニシャッドに

子どもたちです。この墓の図には商人Wirkak（史

になり、あくまで個人の存在だけが問題になります。

に当たります。
）

は「不死の最高の橋」(ŚvetU VI 19)、
「不死の
（不死

君）の一代記が描かれており、吉田さんの解読に

出てまいります語彙をチェックしながら考えてみ

に至る）橋」(Murd. U II 2、5) が現れるなど、ヴェーダ

よると、夫婦は仲がよくて、奥さんは何カ月後かに

ますと、インドイラン共通時代の段階では、3.2.に書

文献の中で磨き上げられることなく残った思想の中

亡くなっていますので、夫婦が同時に橋を渡ること

「実在」
という、まったく
きましたように、アス
（ásu-）

に、インドイラン共通時代に遡る観念が生き続けて

はありえるかも知れません。しかし、息子3人も一緒

いたことが偲ばれます。因みに、このインドの「橋」
は

に渡るということは、魂が天界かどこかで待ってい

跳び石を配置した
（
「散らした」
）
ダム形式の渡し場で、

て、裁きの日が来る、という条件があって成り立つ

になっています。

先 に 挙 げ た ジャイミニ ー ヤ・ブラーフマ ナ

この延長上に「業」
とか「輪廻」の理論が展開する
わけですが、今日はこれには立ち入りません。
要するに、個人は親と関係なく、ずっと生き続け
ているのです。その個人が死ぬと、息（プラーナ、

pr± ra- ) が出て行きます。その「息」が神々の前で
「この人は生前これだけ良いことをしました、これだ
け悪いことをしました」
と報告します。すると、今度は
「季節たち」がやって来て尋問します。謎かけ問答
です。その謎かけ問答をクリアしますと、太陽に到
達します。太陽に至ると
「君は誰か」
と問われます。
「誰か」
と問われたときに、
「 私は後藤敏文です」
と
答えますと、
「そうか。おまえのアートマンはこれだよ」
と言って返してくれる。その返してもらったアートマン
の力で天界で暮らし、再び地上に戻る道、つまり輪
廻の道へと戻るということになりますが、この過程は
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抽象的な観念が死後、存続し続ける。アスがヤマ

(Yama) という人間の第1号、閻魔さまですが、彼
の2匹の犬に食われずに通過できると、天界で、自
分が地上生活でそれまでに貯めてきた行い（正確
には、考えること、話すこと、行うこと）
の成果・効力
と合体して、次の世、あるいはイランの場合には裁
きの時まで、良い暮らしを享受しながら待つことが
できる。インドの場合には、天界で良い暮らしをし
た後、再び地上に戻って来る。良い行為が貯めて
あれば、良い生まれへと戻って来ることができる。
このように展開してゆきます。

乱暴なくらい縮めて表現されています。要するに、こ

イランのゾロアスター教には裁きの橋に当たる
「チ

のヴァージョンでは「アートマン」
というものが天界に

ヌワントの橋」
という概念が出てまいります。
「チヌワン

「フォード」
に中味としてはおおよそ対応するかと思い
ます。
アヴェスタの「償う人の橋」が描かれたものが比
較的近年意外な場所から複数見つかっております。

ことです。要するに、
「裁きの日」
という終末論が前
提とされているわけです。これはどこまで遡れる観
念でしょうか。ゾロアスター自身の言葉の中にも、そ
のように解釈できる箇所があります。

資料の右側に挙げておきました。中国の西安から

例えば、単語が短すぎて明解とはゆきませんが、

出ました紀元後6世紀のソグド人商人の墓だそうで

熱せられた鉄が一種の神判として語られます。
「鉄」

す。最近京大教授に転じました吉田豊さんが、この

と言いましたが、鉄をも銅をも意味しうる未分化の

墓のソグド語碑文の解読を担当したそうです。紀元

「かね」
（インド：アヤス áyas- 、アヴェスタ：アヤヒ

後6世紀ですから、ゾロアスターの時代から比べる

aiiah-）
という方が正確です。これがどうも
「ハルマ

と1500年以上は後のものです。

ゲドン」のように解せそうです。ゾロアスター自身、

ヤマの犬が描かれているのが解るでしょうか。
『アヴェス
右の端の方に2匹 (2頭) の犬があります。

どれだけ自覚を込めていたかは別として、後にはっ
きりと宗教の中身として構築されていきます。ゾロ
101
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アスター自身のことばの中に少なくとも萌芽が見出

コースィアの僧団は、日本で言えば、南都の僧に喩

そのような環境下では、宗教、生活信条が神経

人々の拡張主義抜きには語れないように思われま

されると言えるでしょう。

えられるでしょう。これに対して西イランの僧団は京

質かつ攻撃的な性格を帯びるのは理解できます。

す。
「普遍的」
という定規もその動きの中で磨かれ

都の僧団に喩えられます。
「ペルシャ」
というのはイ

また、この「攻撃的」
という性格は、インド・ヨーロッパ

ました。私たちはその中で、どうやって生きていくの

にも、かなりのものがあると言えてしまいます。輪廻

ラン諸方言の中、西南方言を代表するパールサ族

語族の拡大の歴史を貫く性格でもあり、さらにまた、

かということになります。アメリカとユダヤ「民族」が

でも何でも、後に構築される概念の基は『リグヴェ

「脇から生まれた
（P±rça、インドの p±rśva- に対応、

拡大の過程で強まっていったものと思われます。

手を繋ぎますと、そういうのはないのでしょうけれど

ただし、このような見方をすると、
『リグヴェーダ』

ーダ』にあるかと問えば、それは殆ど見出されます。

者」の意。歴史にはファールス地方から登場する）

見出されるとしても、後の展開があって初めて萌芽

のことで、西北方言を代表するのが「メディア」
（マ

として確認されるわけです。つまり、後に終末論が

『アヴェスタ』の言語は東南方言
ーダ M±da ）です。

最初に起こったのが、先ほどのマリヤ・ギンブタス

重要な概念として意味を与えられ、組み立てられ

に分類されます。東北方言には中央アジア出土資

の指摘した「クルガン文化」時代。紀元前4500年頃

て行く、と考えられます。

料などから知られるサカ族
（Saka、インドのŚakaに当

を中心とした黒海に注ぐ大河川、特にドナウへの進

私個人としては、印欧語族の中の最も尊敬すべ

たります。ギリシャではスキュタイSkythai とよばれ

出です。その少し後で、ウラルの草原地帯からカス

き人の一人であるアリストテレスの普遍的理性によ

ました）
、ソグド族の言語などが属します。ゾロアス

ピ 海 の 東 側 に 入ったインドイラン語 派 の 進 出 、

って、
（手島先生にとってはスピノザになるかと思い

インドという、西北に口が開いているとしても、カ

ター自身はメディアの出身であったとする伝承があ

BMAC(Bactria-Margiana Archaeological

ますが、そうなると
「ヨーロッパ文化」
と言い換える

ーブル峠と海に護られた、いわば袋の中の世界と

り、
「オクソスの秘宝」にもメディアの習俗が見られる

Complex)との遭遇が考えられます。2番目がギリシ

必要が生じます）
、そのようなDNAを拡散してもら

異なり、イラン世界は「世界」の中に曝され、ゾロア

など、ゾロアスター教にメディア人たちが果たした役

、第4
ャ諸部族の地中海への進出、第3が「海の民」

いたいと思います。普遍的定規というものは、悲し

スター教も戦って生き延びていったわけです。おそ

割には古くかつ深いものがありそうです。

にアレキサンダーの遠征、5 ゴート族、6 フランク王国、

いかな、衝突と軋轢の中で磨かれ、貫徹してゆくも
のなのかもしれません。

〈ゾロアスター教と政治〉
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も、非常に難しい局面になってきます。中国とアメ

3.インド・ヨーロッパ語族の拡張

リカとの間の問題に、今、人々が多分に緊張を覚
えることの裏にも、そうした背景に対する恐怖感が
あると思うのは行き過ぎでしょうか。

らく、ある段階でアケメネス朝の役割が大きかった

ダリウス大王は、自分のエジプト遠征中に反乱

7 アンゲル族、ザクセン族、ユート族のブリテン島へ

ものと思われます。資料にアケメネス朝の諸王の年

を起こされないよう、自分の弟を殺してから出かけ

の移住、8大航海時代からメイフラワー号まで、次は

代を挙げておきました。もちろんアケメネス自身の年

ます。にもかかわらず、エジプトに行っている間に、

ブッシュでしょうか。冗談で済むことを祈ります。

代はもっと遡ります。キュロス (Kuru, Cyros) のお

その弟が国を乗っ取ります。つまり弟を名乗る偽

祖父さんの方が紀元前 639 年、その頃から拡大し

者です。それを知ったダリウスはすぐに制圧に乗り

順番に一つの言語がその当時の「世界」の覇権を

動きというのは、実は『リグヴェーダ』にも見られまし

てゆきます。アケメネス朝は、学者の中にはこれま

出さず、東のゾロアスター教の中心地に討伐隊を

取ろうとしてきた歴史があります。ヒッタイト、ギリシ

て、資料右の5.に少しだけ書いておきました。

た否定する人がありますが、どう考えても、ゾロアス

派遣します。つまり、東のアラコースィアを押さえる

ャ、サンスクリット、それから、ラテン語によるローマ

例えば、
「インドラは旅行く者の、
［旅支度の］解か

ター教を国教にしています。それが重要な点です。

ことが、絶対に必要であったわけです。

帝国の時代、それから、ゲルマン語派の諸部族の

れた者の王（本来はヴァルゥナ）
である。角のない、

拡張が起きて、フランク族のカール大帝の時代が来

そして角のある
［獣］の
（本来はルドラ）
、ヴァジュラを

そういうインド・ヨーロッパ語族の拡張。それから、

4.一神教
最後に一言だけ申し上げますが、一神教への

その時代には、西方のシーラーズ（イシュタッフル

ゾロアスター教の重要項目の中には「神聖なる不

と東方のアラコースィア
（Araxosia、カンダハ
Staxr）

死の者たち」の項で見ましたように、
「支配権」が挙

ます。ラテン系のことばは新大陸を目指しました。

腕にする彼は。彼こそが、また、王として諸々の境

ル付近）
に『アヴェスタ』
を学ぶ専門学校が置かれ

げられます。ゾロアスター教は生活方法そのものを

その後は英語の時代が来て、次にゴルバチョフが

界を統治する。車の外周が諸々の輻を
［包み込む］

ていたようです。僧の集団には、これに対応してメ

変える
「新しい生活」の運動でした。遊牧略奪生活

出なければ未だ「世界」をものにしていないスラヴ

ように、それら
［全て］
を包み込む」
とあります。これ

（三）博士」
）
ディアの僧（マグMagu、聖書の所謂「

を捨てて、定住牧畜生活を守るというものです。そ

語派、ロシアの時代だったかもしれないというとこ

が旧約聖書でしたら、唯一神の宣言のような重要

たちとアラコースィアの僧団があったようです。私は

れを遊牧略奪民に取り囲まれた環境で達成しまし

ろまで来たわけです。言語の支配というのが相当

な文になっていたのでしょうか。複雑な書かれ方を

ホフマン先生から習ったのですが、ペルセポリスの

た。その背景にバクトリア・マルギアナの城塞都市

大きな要素となっていました。今、その最終段階に

しています。はっきり言えば、
「インドラはヴァルゥナ

浮き彫りに見られる僧（文官）
と武官の僧帽（頭巾）

を営んだ定住農耕牧畜民の子孫たちとの遭遇が

入っていると見ることもできます。

だ。インドラはルドラだ」
と書いてあります。インドラ

と袴とから出身地が解り、その配列から勢力構造

あったかどうかは解りません。ゾロアスター教徒は

部族闘争の大きな戦い、要するに部族の DNA

が解ります。アラコースィアは、ゾロアスターが宗教

自分たちの生活信条を貫徹し、さらに西方のメソポ

というか、種の戦いというよりも亜種の段階での戦

を創ってから南下し、はじめに拠点を置いた土地

タミアを含む地域に拡大したわけです。インドなら

いを人間はずっとしてきているのではないかと感じ

一神教への動きというのを、少しそこに纏めてみ

で、
『アヴェスタ』の編集に関わる土地であることが、

いざ知らず、徳の力によって非武装中立とはいか

るところがあります。その過程で世界史が動き出し

ました。アメンヘテプ 4 世、紀元前 14 世紀ですね。

独特の方言形の混入などから推定されます。アラ

なかったと思います。

た。
「世界史」の存在はインド・ヨーロッパ語族の

これが一段古いようです。それから、ゾロアスター

が唯一神だという宣言です。この動きは貫徹しま
せんでした。
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(Zara6utra) の年代は不明とせざるを得ません。遠

ツェルの講演レジュメから一部転載させてもらいま

『リグヴェーダ』の編
慮して、紀元前1000年より前、

したが、現代まで繋がっているのではないか、とい

に近い時代と言っておきます。
集（紀元前1200 頃）

うところが私の乱暴な印象です。この経緯の中で

リグヴェーダについては少しだけ触れました。それ

は、私の全く知らないユダヤ教については、考察

から、ユダヤ教について私はよく知らずに紀元前

から除外しました。

2000 年紀の終わり近くかと思っていたのですが、
バビロン捕囚解放後と一般には言われているそう
です。そうなりますと、紀元前6世紀と言うことにな
るのでしょうか。やはり、ユダヤ教の神観史が重要
な跳躍の鍵になるのではないかと推測します。
このように一神教への動きは起きたけれども成
功せず、波が動いた紀元前2000年紀の終わりころ
の、その最終段階で、一番東の端、そこで当時の
「世界」が終わるという場所で、ゾロアスターが貫徹
した。それが後の世界に大きな意味を持ち、ヴィッ

東京 2006.12.16

古代インドイランの宗教から見た一神教

普段はこのようなことをまとめて考えることはなく、
『リグヴェーダ』
を訳したり、
『アヴェスタ』
を読んだり、

後藤 敏文
(gotop@sal.tohoku.ac.jp, cf. http://www.sal.tohoku.ac.jp/indology/）

文法をやっているのが私の生活ですので、その辺
は割り引いてお聞き下されば幸いです。今日は少
し海の中から出てまいりまして、大きく息をして、少
し息を吐きすぎたかもしれませんが、何か役に立
つことがあれば、あるいは私自身が教えて戴いて、
息を吸わせて戴ければと思います。
「一神教」その
ものについて、私の考えることについては質疑の中
で表明できたらと思います。以上です。

1. R.gveda I 160 「天と大地の歌」に見られる印欧語的要素
1. まさにかの天と大地とは あらゆるものに幸となり、
天理（3
を保持するものである。
tá-）に従い 空界の見者（kávi-）
生まれ良き神 1） である 両祭礼の場 2） の間を進み行く
清浄な神 太陽は 秩序 (dhármam
. -) に則って。

2. 幅広い広がりをもち 偉大な力をもち 涸れることのない
父と母とは 万物 (bhúvan±ni：生ずるものたち) を護っている。
（男）女のごとく 最も大胆 3） である。
両界 (ródasµ) は 驚嘆すべき
をもって 着せかけたのだから。
父が それに （もろもろのよき）姿（rπpá-）
3. かの 車を御し 浄化手段をもつ、両親の息子は
賢者として万物（bhúvan±ni）を清める、不思議な力(m±y1
-) を用いて。
斑の乳牛と よき精液もつ種牛を
彼は 毎日 搾って 彼の白い乳（マタハ：白液、乳。太陽光線のこと？）
を搾る。

4. この 仕事のできる 4） 神々の中で 最も仕事のできる者である、
あらゆるものに幸と (viśváśam
. bhuva-) 両界 (ródasµ) を 生み創った、
すぐれた精神力の発揮によって 両界を 測り分けた(創造した) [神は]
朽ちることのない支柱たちとともに

讃えられている。

5. そのような両者は、歌い迎えられながら、偉大なる 天と大地よ、
大きな名声5）を、高い支配権を、我々に 置き定めるがよい。
それによって

我々は もろもろの境界（領域）
の上に 至る所で拡がりたいので、

称えられるべき ［肉体の］力 6）を 我々のもとに 送り集めよ。
1）devá- = lat. deus/d_us、alat. deiuos「神」< *de4
5ó-「天に属する」。*d4
e5-「天」から派生:
dyáus pit1 = Zt
yu...ibpas, Iuppiter etc.
2）dhis. án. e < *d 1h1s -ene-h2- ~ 6tóu「神」< *d 1h1s-ós-、 lat. f±num「寺院」< *fasno- < *d 1h1s-nó-、
f≥stus「祭礼の」、 f≥stum「祭礼」< *d 1eh1s-to-、 f≥riae「祭日」< f≥siae < *d 1eh1s-4
eh2-. *d 1eh1s「祭
、 東北大学出版会2006、 p.
る、祭礼をする」(?)。(dhis. án. ±-: cf. 西村直子『放牧と敷き草刈り』
245f.)
1
3）sudh´3
.s ªama-、dh´3
.s「かかる勇気を奮い起こす」< *d ers、cf. 6fshjk、got. ga-dars、英to dare
4）apás- ~ápas-「仕事」= lat. opus < *h3 épes-、cf. ドイツ語 üben
5）máhi śrávas = cxvb lzx
jk
6）ójas- ~ lat. augustus < *h2 éugs-to-
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2. 「Asuraたち」
とDevaたち: インドイラン共通時代の神々の世界
2.1. デーヴァdevá- (イラン da≥uua-、→ 2.5.)： 古来の自然神、英雄神、機能神。Indra、Aśvin
(N±satya)、Rudra、Agni、天、地、太陽、曙、密酒 (mádhu-)； ― 権限賦与、工作、出産、胎
児成形ﾉ。インドイラン共通時代になってから： Soma = Haoma (麻黄Ephedraの絞り汁)。

2.2. ヴェーダ（特にリグヴェーダ）における7人の「アディティ(Aditi) の息子（∞ditya）たち」
.
1. Varun.a (王権)、2. Mitra (契約)、3. Aryamar(部族慣習法)、4. Bhaga (分配)、5. Amśa ([個
（Indra、Savitar、Marutたちなどが状況に応じて入る）
、7.
人の] 取り分)、6. 一種のジョーカー
（ 人類の始祖 M±rt±rΩa「 死んだ卵から生まれた者」〜 Gay∑
Daks.a ( 個々の職業能力 ) 。
Mar8tanが8番目。）
Cf. BRERETON The R.gvedic ∞dityas（1981）196ff.、 GOT∂ Vasis.ªha und Varun.a (Indoarisch、Iranisch
（北條記念論集『イン
und die Indogermanistik、 2000、 147–161) 159ff.、後藤敏文「人類と死の起源」
ド学諸思想とその周延』
、2005、415–432) 424。社会制度の神格化：祭官階級が「文書」
（ことば）
を専
ら管理していたという社会のあり方（GOT∂ 159）
。

イラン Varura ヴァルゥナ→ Ahura Mazd± 、Mitraミトラ=Mi6ra（太陽神、ミスラ教へ）、
i

、Bhagaバガ→Baga「神」
（ロシア語でも）
Aryamar= A riiaman「教団」

3.1.自分の生前の蓄えと死後天界で合体
イラン

思慮」
Hawext Nask II 9: 正義の者が死ぬと、死後三夜目が過ぎた夜明けに、da≥n±「（宗教的）
「君は良い（善
が15才の極めて美しい娘の姿で彼の魂（uruuan-）の前に南風とともに現れる：
によって、良い
い）思考によって、良いことばによって、良い行いによって
（cf. 身口意の三業）
（宗教的）思慮によって、
［もともと］愛らしい私を一層愛らしく……… した」
。→ 魂は4歩で
（善思
［星］の世界、善語［月］の世界、善行［太陽］の世界を経て）無始の光に達する。先人の一人が
どうしてここへ来れたのかを問う → アフラマズダーが遮る：彼に尋ねてはいけない。追放のあ
る危険な道、骨と意識の分離に通ずる道を歩んできた彼に問うてはならない。春のバターを
与えよ。云々。
［骨と意識の分離→ 輪廻の基盤］
］
（正しくない者の場合には、無始の暗闇、毒。
）
［エリアーデ『世界宗教史』I §111参照。
インド

･ Jaiminµya-Br±hman.a I 19.50 (B.C. 650前後か): 自己 (±tmán-) は息子と天界とに再生する。

、就中
「罪からの自由」〜アヴェスタの女神 An±hit±「縛られていない、自
2.3. áditi-「無拘束、自由」

後者は毎晩毎朝のミルクの献供による。死ぬと息 (pr±n.á-) が出て行く。神々に善悪の行為の

由な」
：GOT∂ Vasis.ªha und Varura 160f.、更にOETTINGER Die Bennenungsmotiv der iranischen
Göttin An±hit± (mit einer Bemerkung zu vedisch Aditi) (Müchener Studien zur Sprachwissenschaft 61、
2001、 163−167)、KELLENS Le probléme avec An±hit± (Orientalia Suecana 51−52、 2002−
2003、317−326)。

総量を報告。季節たちが尋問: 閏月による輪廻の秘密を答える。これにより通過。→太陽に至

→

→

Loan translation?：どこから? 母権社会との遭遇 BMAC? Ar8duuµ Sπr± An±hit±「助長
、イラン側には残存ないし再浮上する環境があった。
促進する、勇敢な、不羈の[女]」
2.4. アヴェスタの「神聖な不死の者たち」Am89
a Sp8rta：7者と述べられる。しかし、列挙されて
いるのは6、7、または8など。代表的なものは：
1.よき思考 (vohu- manah-)、2.最善の真理 (a.a- vahita-)、3.望まれるべき支配権 (xa6ra（五体満足であること）
vairiia-)、4.神聖なる正しい思考の備え (sp8rta- ±rmaiti-)、5.全きこと
(hauruuat±t-)、6.不死たること (am8r 8tat±t-)。
2.5. インド ásura-「主、家父長」= イラン ahura-。元来Varun.a (*｢覆って主宰する者｣?) に当た
「アスラたち」＝ヴァルナとその他の社会制度神たち。
る神のEpithet と想像される。
とは
インド ásura- → 恐ろしい神々 (cf. 1. I 160、3 m±y1-)、マヌの子孫（インドアーリヤ人）
別の人間たちを守護する神々、神々の敵 → 阿修羅。 devá-「天に存する(種族)、神々」
のまま。
→

– utra による改革、Mazdayasna 教） ahura- → Mazd±- (...) Ahura- ‘‘‘der
イラン
（ Zara0
→

’’Weisheit、der Herr’→Ahura- Mazd±- ‘Herr Weisheit’→Ahuramazd±-「アフラマズダー」。
(Weisheit? Meinungsbestimmung、 also Vernunft?)。 da≥uua- ダエーワ：神の名に値しない
悪い神々、悪魔［正しくない人々を助長する神々］
。
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3. インドイラン共通時代の死後の観念

る。
［君は誰か］
と問われる。答えると、生前晩朝の儀礼によって天界に届けられ蓄積されてい
た ±tmán- が返却され、地上への再生の道へ。
「ka∆ ‘who’」
と答える。→ブラフマンの世界へ。
･ B3
had-∞ran.yaka-Upanis.ad (B.C. 600頃か): 死ぬとき出て行くものは［アートマン±tmán-−気息

( 生気、 pr± rá - ) −感覚諸機能（これらがアートマンに連結することにより識別能力・認識
vijñ1na- が生ずる）］→ 天界で知識技能 (vidy1-) と行為 (kármar- ｢業｣) と合体、これらによ
り天界での長い生活を享受（普通の祖霊はガンダルヴァとなる）→ 地上へ再生するときには
（道を知る能力→ 般若波羅密）
。
｢前世までの洞察力｣(pπrvá- prajñ1-) が後についている

3.2. 共通時代の「自己」: ásu- = ahu-「実在」。Yama = Y8ma (Yima) の二匹の犬（cf. ケルペロ
。
「魂」
「気息」
「アートマン」は後
スの犬?:印欧祖語時代?、後から優秀な猟犬が普及した?）
の発展とも考えられる
（→ 上の Jaiminµya-Br±hman.a の「気息」がB3had-∞raryaka-Upanis.ad
の「アートマン」(これも原義は「息」
、= Atem、*行き交う者) に当たることに注目）
。
「橋」
イ
ン
ド
天界、
不死への橋
（石を置いた飛び石の橋、
）
。仏典や、
中期のウパニ
3.3.
:
sétuシャッドでは「剃刀の刃」
（正しくない者は渡れない）
に言及される。

- ｢渡す｣、
イラン cinuuart-「償う者」の橋（p8r8tu-、cf. ford、Furt、fjord :: tµrthá-、par i/p3
tar i/t-3｢渡る｣）
「裁判官」
）の概念は「終末論」の
3.4. イランでの天界での魂のあり方と裁きの橋（さらに「裁き」
存在から整合的に理解される。このことは同時に → 一神教的性格。
（終末論はインドイラ
ン的死後の観念の延長上にある。インドはこれを「輪廻」への道を探ることによって回避し
）
［詰め方、構成する方向の差。
］
た? ここにもAhura と Devaとの違い。
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この場合の「終末論」
とは: 世界の終わり、総決算が来るということ。そこへ向かって見る場合
には、時間は直線的に捉えられる。後のインドで顕在化してくる
「ユガ期」の思想では、この「直線」

5. Rgveda に見られる「唯一の神」

˚
「インドラは旅行く者の、
［旅支度の］解かれた者の王（本来はヴァルゥナ）である。角のない、そ

が繰り返しの円環の中に位置づけられ、円環の方が意識・重視される。)［→ 預言に道を開く
（_

して角のある
［獣］の
（本来はルドラ）
、ヴァジュラを腕にする彼は。彼こそが、また、王として諸々の

インドにおける完結した円環は永遠を保証するという観念）
］

境界を統治する。車の外周が諸々の輻を
［包み込む］
ように、それら
［全て］
を包み込む」I 32、15

4. 善悪二元論と一神教
sp8rta- mańyu-「神聖な精神、意志 (*思考を形作ろうとする[もの、 m.])」:: aora- mańyu-「悪
い精神」
。
「神聖」
ということばの意味如何。*ḱ5en-to-、aksl. veñas、vqtú ‘sacred’。インドには現
。
れなかった
［ただし → cf. 1. I 160、4 -śam-］
善悪二元論 ＋ 排他的拡張主義（排他：ただし共通の法観念以外を排他、契約を重んじそれ
を最大限有利に使おうと努力する）＜ インド・ヨーロッパ語族の拡大主義（経済）
、

1. Kugan からDonau越え、東のBMAC域へ、2. ギリシャ諸部族の地中海への進出、3. 海の
民、4. Alexander、 5. ゴート族、6. フランク王国、7. Angel-Sachen-Juten、 8. 大航海時代と

May Flower ::
普遍の拡大: Aristoteles、三段論法、普遍理性を明解に示す活動
守り→支配権の必要性、アケメネス朝の果たした役割？
（Cyros ca. 639、 Cyros the Great 559−
、
−
、
−
、
529 Darius the Great 521 486 Xerxes I 486 465 cf. Herodotus 490/480−424?、Thukydides
460−396?）
政治（統治）的ideology 的性格?（日本の受容的排除主義に見られる択一主義 [ : 只管打座、
）
専修念仏、南無阿弥陀仏、南無妙法蓮華経] は統治的と断言できない。
現世と全能者

(12に「唯一の神は」)
「 唯一の神」
を求める思弁のインド的形式。
X 巻の各種創造讃歌も唯一の創造者を歌う点で、
（を満足させる）
Hiraryagarbha（金の胎児）の歌 X 121「どの神に我々は供物をもって分かち与える
べきだろうか」
。― 続く散文文献
（“br±hman.a”）
の時代にはプラジャーパティPraj±pati
（繁殖［子孫、生
物たち］
の主）
が中心に。ヒンドゥー教ではヴィシュヌ、シヴァ
（ルドラ）
、
（ブラフマー）
。Hiraryagarbhaの
にもあり。ヒンドゥー教のヴィシュヌ、シヴァ崇拝とは？
歌に同表現多い。Viśvakarmar
アメンヘテプ4世
B.C. 1352−1336
（アテン神の図像はŚatapatha-Br±hmara−B3
had-∞raryaka-Upanis.ad［B.C. 650前後中心？］に
語られる光線の通路の理論に似る）

Zara6utra
RVの編集に近い時代
ユダヤ教? バビロン捕囚解放

?
B.C.1200頃
B.C. 538

個人の力では無理。部族社会。部族の成員の一致した支持が必要。外圧？ 切実な選択？）
（
「世界」の果てで貫徹。強固な支配権の必要。
）

6. メモ 雑思雑録
多くの神々があった／ありうる中で「唯一の神」
という意味での「一神教」
［拝一神教］

〈裁きの橋 後6 C前半、西安出土、ソグド人商人史君 (Wirkak) 墓石槨
（吉田豊氏に論文あり）
〉

その唯一神の側の世界とそれ以外：悪い神々、悪魔、彼らの支える種族
選択、信仰告白 (アヴェスタ frauua9
i) 、 cf. śraddh1- 〜 cr≥d∑

From BAI 15 (August 、 2005) Judith A.
Lerner: Shorter Notices “ Les Sogdiens en
Chine – Nouvelles d é couvertes historiques 、
archélogiques et linguistiques ” and Two
Recently Discovered Sogdian Tombs in Xi’an.
pdf file
<http://www. bulletinasiainstitute.org/m0.htm>
家族が揃っている： 終末論を前提。←→ 輪廻
（親子の間を説明できない個人主義）

一神教環境下に生まれた者の入信
唯一の神が全てを創造し管理しているという意味での「一神教」は理念的軸として、ないしは、
信者内部の閉じた世界内でのみ考えられるのでは (?)［唯一神教］
神の側から見て正しい者 :: 悪い者、 正しい者たち :: 悪い者たち
人の側から見て正しい神 :: 悪い神

正しい神々 :: 悪い神々

Goethe の「確信」→ 宇宙原理としてのブラフマンbráhman. 「多神教」は単なる消極的無神論（正確には: 積極的に唯一神を認めることがない論）の一種と
も。真の無神論者はAntichristのみ。
一神教環境中の消極的・受身的信者が多い
（共感を持っている ←→ 不満である）
。それ以外
の環境下の諸々の段階に配される普通人との相違点も検証する必要。
［世俗化］
と世界地図。世界史をもたらした人々とその信仰的背景。
年表（歴史軸: 多様な → 世界史へ）
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メモ 「オリエンタリズム」
は厳密な文献研究を積み重ねてきた学問研究をイデオロギーとして切り
捨てるという意味では原理主義 (ネオヒンドゥイズムなど) と同じ世界観、価値判断に立っている。
今日の原理主義、保守主義、民族主義は動き出した世界史の中に自らをより優位に位置づけるた
めの、部族社会時代を引きずった部族のDNAの叫び、抵抗と見なすことができる。例、欧州共同体
と民族紛争、｢ケルト｣、縄文、考古学
（＋グラフィック志向）
。
「普遍」
さえも道具。←→ユダヤ民族。
理念と現実とを一致させねばならないという強迫観念（誤った口語運動のような）
。

M. Witzel 2005年2月仙台におけるシンポジウム資料から抜粋
《Eliade、 Kuiperを先駆とする新年祭のイデオロギー
（: 年末10日間における秩序の逆転に
［ア
スラ−デーヴァ］の本質を見る）部分を削除｡》《

》は後藤による補い。

善と悪、そして、個人の決定
もしイランに起こった経過の方が何となく解りやすく聞こえるならば、それには十分理由がある。
ゾロアスターの図式は、バビロン補囚以後の後期ユダヤ教とキリスト教とにとって、重要なものにな
り、今日まで深く根付いてきたのである。
（政治においてさえそうである。レーガンの「悪の帝国」
とブ
ッシュの「ならず者」
、
「悪の枢軸」
、これらは神学であって現実政治ではない。
）
ヘブライの聖書には、実際に、創造について2つの内容がある。一つは神々
（Elohim）
が世界
を創ったとするもので、別の一つは、唯一神Yahweが世界を創り、悪の勢力と対峙しているとす
るものである。Elohimは「主、神」の複数形である。このように聞くと、ヘブライ語聖書を批判的に

:: 最後の審判

:: 信じない者たちには永遠の地獄（の火）
:: 144000人が助かる

公式の新約聖書の最終巻、紀元100年あたりにパトモス島でヨハネによって作られた『黙示録』
は 多くのイラン的 なイメージを 含 んで いる（ h t t p : / / w w w . s a c r e d - t e x t . c o m / b i b / k j v /
「多くのプロテスタントの教派は「歓喜（The Rapture）
」
と呼ばれる呼ば
rev001.htm#001参照）。
れる出来事が来ることを信じており、そのときには、信者達は文字通りに、彼らがたまたま居合わ
せた場所から引き抜かれ、天国へと運ばれる。
」 『黙示録』は（アメリカの）
キリスト教原理主義者
たちとG. Bush 2世（また、T. Blairとという人もあるかもしれない）のおかげでよく知られている。
」が今やって来つつあると信じている。ここにも、イランの宗教が果たした
彼らは「歓喜（Rapture）
重要な影響、
「東と西」について、よく検討しなければならない理由がある。
イランの宗教の政治的影響
ゾロアスターの思想は、遅くともダリウスとクセルクセスの時代以降（B.C.519−）
、ペルシャの領
域に影響力を持っていた。彼らの正確な信仰内容は知られていないが、クセルクセスがダイヴァ
「善と悪」の概念
daiva信徒を迫害したことに関しては明らかである。これが、多分、我々が見る、
に対するエジプト人の運動のような、よ
に基づいた最初の宗教的迫害である。
（太陽信仰（Aton）
り以前のものは宗教的かつ政治的なものであった。つまり、古い僧侶グループ（Amum）
が新しい

読むわけではない読者は、
（今もって）
どこかとまどいを感じるであろう。普通、
「複数の神格が一つ

宗教に対抗したのである）
。
『ヴィーデーヴダート』に詳しく述べられている、ゾロアスター教僧侶の振

になっている」
という解釈や、尊敬の複数などとして、問題を避けて説明される。

る舞い方と処罰は、ムッラフMullahたちとタリバンTalibanの態度を想起させる。

これは重要なことであるが、多くのキリスト教の概念は、古いゾロアスター教のテキストに見られ

このことは、またしても、
（コンスタンティヌス帝からまっすぐに続く）
ローマ時代とキリスト教徒の歴

–uÓstra) は紀元前１０００年頃に
る同じものによって、古く遡らせることができる。ゾロアスター (Zara0

史に起こることに、多いに符合する。
「異教徒」迫害、ミスラ教、マニ教徒、アリウス派、十字軍、宗

生き、多分、アフガニスタン、イラン、トルクメニスタン三国の地域に住んでいた。彼のテキストと伝

教反革命、異端諮問、魔女狩り、など。

統の中に次のようにある：
・ゾロアスターが善と悪の対立構造を
「創り上げ」
た
（aνΡa- :: druj-）; 悪に敵対する信者個人の決定
ゾロアスター教
キリスト教
・アフラ・マズダー vs ダエーワたち
:: 神 vs 悪魔、悪霊
・神聖な精神
（意志）vs 悪い精神
（意志）
:: 聖霊 vs 悪魔
天国の概念にも注目すべきである：アヴェスタ語pairi-da≥za-「壁で囲われた庭」
［古ペルシャ語para-daida-「壁の
外側」
］
後のアヴェスタ
（それでもキリスト教以前）
には：
・救済者
（SaoÓSiiaút）
が未来のいつか、なんらかの純血な生まれ方で、東方の湖から出現する
《Z は自分をs「力づけることになる者?」
と言っている》
:: キリスト、救世主。
・「預言者」
たちの役割
:: 預言者たちとイエス
・信者のFrauua.i「信仰告白、選択」
《概念自体はaav. YHに》 :: 守護天使
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・世界の終末における最後の審判
（ガーサーに既にある：《熱した鉄》
）
・狭いcinuuaút-《償う者》の橋を渡る：
・悪い者たちは溶融した金属の中に落ちるであろう
・一定数の人だけが助かる

イランの影響はキリスト教における二元論（マニ教から改宗したアウグスティヌス、354−430依る
ところが大きい）
に力を与え、引き続き政治の場に形を変えて現れ（マルクス主義など）
、そして驚
くべきことに、今日、ブッシュの「我々と共にない者は敵だ」
、ならず者（悪者）
だという発言にまで、
反映している。
これら正体のはっきりしないイランの諸宗教が、ヨーロッパ
（とそれを越えた地域）
にとって、それ
ほど重要になりえた、ということは奇妙かもしれない。東方では、
（マニ教の）布教活動が中央アジ
にあった。イランは、要するに、エジプト/メソポタミア、中国、そして
アや中国の領域（17世紀まで）
インドという偉大な古代文明の間に位置し、しばしばそれらの間をつなぐ架け橋となった。
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丸井

れますが、やがて西洋の学者とインドの学者（多くは

「インド哲学」
という概念ともっと真正面からぶつか

イギリス留学を経験したはず）
が双方から、インドの

らなくてはいけないはずなのですが、実際にはこ

伝統的な学問を
「哲学」
として再発見・再解釈する

の根本問題を批判的に掘り下げることもないまま、

動きが顕著となっていったようです。
（そしてイギリス

慣例的に用いられている
「インド哲学」の呼称を概

植民地化の動きが強まっていきますと、西洋文明に

して鵜呑みにしたまま、細部の専門的な研究に没

対抗してインド精神の優位性を強調しようとするナシ

頭してしまう傾向が強かったことは否めません。

ョナリスティックな傾向も顕著になっていきます。
）

こうしたインド哲学研究の現況に対して、私自身

そうした流れの中で、西洋哲学の諸概念・用語に

学界の場で公的な議論の対象として意識的に取り

も反省しまして、ごく最近ではありますが「インド哲

対応する
「インド哲学」の諸概念・用語の対応付けと

本来でしたら私に代わって、該博な知識あふれ

上げることもないまま、やりすごしていたことに大き

学」
、特に我が国で「六派哲学」
と呼び慣わしてい

いうこともなされてまいりますが、そもそもphilosophy

る後藤先生に引き続きこのまま、古代インド、イラン

な責任を感じます。ですから本日、このようなCIS-

る、六つのインド哲学体系（六ダルシャナ）
の伝統を

に対応するインドの言葉
（サンスクリット語、ないしそこ

の宗教について興味深いお話を聞かせて戴くほう

「一神教の再考と文明の対話」
）
MOR（部門研究１

束ねた概念の由来と歴史的展開について再考す

から派生した近代インド諸語）
は何かという議論も起

がよろしいと思うのですけれども、このたび畏友の

の研究会にお招き戴き、いわゆる一神教として括

る企てを始めました。ただ、私の研究はまだ関連

こってきたわけです。結論的に申しますと、philoso-

手島先生からご依頼を賜りましたものですから、ど

られるキリスト教、ユダヤ教、そしてイスラーム教を

する先行研究の見直しが主であり、原典資料の分

phyに対応するサンスクリット語として最も一般的に取

こまでまとまりのあるお話ができるか自信はありま

研究なさっている皆様の前で、日頃読んでいる中世

析にもとづく文献実証的な成果は、ごく断片的な段

」
り上げられるようになったのが「ダルシャナ
（darśana）

せんが、表題に掲げましたようなタイトルで多少なり

インドのサンスクリット哲学文献が、
「宗教間対話」

階にとどまっております。したがってここでは、西洋

です。この
「ダルシャナ」
という語は「見る」
を意味する

「寛容」
「包括主義」
といった問題と具体的にどのよ

哲学とインド哲学の双方に深い知識をもち、インド

動詞語根から派生した名詞で、
「見ること」
「まのあた

私自身はこれまで特に「一神教」について専門

うな関連を持ちうるのか、その方向性だけでも見定

の哲学・宗教の伝統とヨーロッパ近代の相互交渉

りすること」
などという一般的な意味のほか、
「見解」

的な研究を発表した経験はありませんでしたので、

めるための第一歩として、このような機会に巡り会

を、膨大な一次資料、二次資料を渉猟しつつ、設

「世界観」
「思想体系」
などをも意味する多義語です。

このたびの研究会でのお話を準備するにあたって、

いましたことを感謝しております。

定された幾つかのテーマごとに論じた、Ｗ．ハルプ

時に
「ダルシャナ・シャーストラ
（darśana-ś±stra）
（
」ダル

はじめに

とも専門的なお話をさせて戴きます。

とりあえず「寛容主義」あるいはそれと概念的に関

ただ残念ながら配布資料を十分にご用意するこ

ファスの名著『インドとヨーロッパ』
（資料1ページ目参

シャナの学）
という用語がphilosophyの訳語として

連の近い「包括主義」
をウェブ検索にかけてみまし

とができませんでした。本論の途中で切れておりま

照）
に依拠して、まず「インド哲学」
（Indian philos-

当てられることもあるようです。

た。するとすぐに小原先生の素敵なホームページに

す。残りの部分は口頭でご説明させて戴きますこ

という呼称・概念の始まりを見てゆきたいと
ophy）

出会いました。やはりキリスト教研究者の世界では、

とを、はじめにおゆるし戴きたいと思います。

思います。資料2ページ目、ⅠA１をご覧ください。

「宗教多元主義」
とか「宗教間対話」
といったアクチ
ュアルな問題に対して、非常にリスポンスが早く、し
かも今の時代を生きる人々にむけて、生の言葉で
語りかけようとする情熱を、そのホームページを拝見
して強く感じました。
他方、我が身を振り返りますと、専門領域であ
るインド哲学の研究と教育の現場においてサンスク
リットの哲学文献を読むことに必死になってしまっ
ていて
（満足のゆく翻訳が非常に少ない現状にお
いては、致し方ない面もあるのですが）
、インドの哲
学伝統を読み解くことが、この現代の宗教間対話
や宗教間の対立の問題に、どのような貢献をなし
うるのか、そのような課題をインド哲学・仏教学の
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浩

同感です。本来インド哲学研究者にとって、この

本日のお話の前提としまして、
「＜インド哲学〉と

「フィロソフィー」と「ダルシャナ」―西洋文明
との対峙とナショナリズムの台頭

主知主義」から御説明したいと思います。お手元の

西洋のフィロソフィー
（philosophy）
に対応するよ

（なお以下、
「インド哲学」
と
資料2ページ目からです。

うなインド思想固有の概念がはたして存在するのだ

いう時には、
インドのイスラーム思想などは含まれず、

ろうか。このような問題意識が浮上したのは19世紀

むしろ
「ヒンドゥー哲学」
と呼ぶべき内容に限定され

中頃になってからのことでした。

「インド哲学」という概念について

ています。
）

なぜ19 世紀中頃なのかと申しますと、まず1835

まず「インド哲学」
という呼称・概念についてで

年に英語がインドの高等教育における言語として導

す。
「哲学」
とか「宗教」
という概念自体がおそらく考

入され、ついで1854年以後、英語を使用言語とす

え直さなくてはならない大問題でありましょう。先ほ

る 大 学 の 設 立 が 始 ま り 、そ こ で 哲 学 科

ど手島先生が、哲学と宗教の問題を切り離す方向

が立ち上がることに
（Department of Philosophy）

ではなくて、もっと両者の深い関わりを見直さなけ

なりました。当初はもっぱら西洋のフィロソフィーが研

ればならない、というお話をされましたが、まったく

究され、イギリス人学者が教鞭をとっていたと思わ

ともあれ西洋のphilosophyがインドの大学で教
育・研究の対象となりはじめた 19 世紀中頃になっ
てから、インドの知識人の間にphilosophyという言
葉が次第に定着するようになり、インドに philoso-

phyは存在するのか、存在するとすれば何が philosophyに相当する言葉か、といった議論が始まっ
たのもその頃からです。
したがって1828年、カルカッタにブラフマ協会（ブ
ラフマ・サマージ）
を設立し、ヒンドゥー教の近代化に
邁進した「近代インドの父」
、ラーム・モーハン・ローイ
（Rammohan Roy, 1774-1833 ）の時代にはまだ

philosophyはインド知識人社会において重要な言
葉になっておりませんが、他方、19 世紀末の1893
年、シカゴで開催された万国宗教者会議で華々し
くデビューし、その後ラーマクリシュナ・ミッションを設
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立したヴィヴェーカーナンダ
（ Vivekananda, 1863-

だ疑問の余地が大いにあります（このあたりの事情

たとえばニヤーヤ・ダルシャナにおいては、学祖

モンは自分たちの知識を独占するためにヴェーダ

に代表される、ナショナリスティックなネオ・ヒン
1902）

は、前述のハルプファスの『インドとヨーロッパ』第

アクシャパーダが著したとされる根本テキスト
『ニヤ

聖典を書物として書き残さなかったということがあ

ドゥーイストの時代（ 1877 年に英領インド帝国が成

15章、第16章に詳しく論じられている）。少なくとも

ーヤ・スートラ』(300年前後)があり、この根本テキス

りましたが、哲学文献も基本的に同様だったのか

立し、西洋文明に対抗してインドの伝統的精神世界

「ダルシャナ」
という語が単独で、宗教的真理体現

トに対して注釈『ニヤーヤ・バーシュヤ』
（ 4-5 世紀）

もしれません。また古来言い伝わる格言（スバーシ

の優位性を訴えるインド知識人の活動が顕著となる

をめざした知的探究方法一般を意味するような用

が書かれ、次にその注釈に重ねる形で『ニヤー

タなどと呼ばれる）
に、大切な教え、知識は暗唱し

時代）
になると、インドの伝統思想を西洋のphiloso-

例を、近代以前のインド哲学文献に見出すことは

が著され、さらに
ヤ・ヴァールッティカ』
（6世紀後半）

て自分の頭の中に叩き込まないと、本当の知識と

と対
phy（ないし広くは科学技術を含む西洋文明）

困難と思われます。しかし今はそうした専門的な点

重ねて再び『ニヤーヤ・ヴァールッティカ・タートパリ

して吸収できず、いざという時に役に立たないとい

峙させ、さらにはreligionの概念も持ち込んで、イン

には深く立ち入りません。

が続く、という具合に一連
ヤティーカー』
（9-10世紀）

う趣旨の言葉がありますが、そうした考え方も口伝

の注釈群が現存し、大きな解釈の変遷を見てとる

重視の伝統と関係していると思われます。今日でも

ことができますが、その際にも根本テキストの字句

そうした伝統はある程度生きており、偉い先生ほど

は最大限に生かし、文言自体はなるべく変えない

本を所蔵しないようです。

ドの哲学、すなわち
「ダルシャナ」
は、西洋のphilos-

ophyのように「理論のための理論」にとどまるのでは
なく、
「
（真理を）見る」
という意味の「ダルシャナ」
とい
う言葉に端的に示されているように、最終的に真理
をまのあたりにし、真・善を体得することを目指して
おり、哲学
（論理）
と宗教の調和を志向する点で、西
（さらには西洋の物質文明）
を凌駕
洋のphilosophy
する、といったインド礼賛への傾斜が高まっていくこ
とになります。こうした歴史的事情はむしろ澤井先
生がたいへんお詳しいと思うのですけれども、さき
ほど言及したヴィヴェーカーナンダは実に雄弁な思想
家であり、例えば哲学と宗教の関係について語っ
た彼の次の言葉は有名です。

Riligion without philosophy runs into
superstition; phylosophy without religion
becomes dry atheism.
また彼は次のようにも述べています、――「知的
と
「
（知的に
理解」
（intellectual understanding）
理解した内容の）実践的体現」
（practical realizaとの間には大きな隔たりがあるが、インド
tion of it）
の伝統哲学では「知的理解」にとどまらず、その「実
践的体現」を目指している――と。こうした彼の発
言は、植民地下にあるインドの人々を鼓舞激励した
ばかりでなく、近代日本の知識人にもインパクトを与
え、欧米世界にも波紋を広げてゆくことになります。
ただし、はたしてこのダルシャナという言葉・概念
が、西洋のphilosophyに対応しうる、ないし対峙し
うるような重要な概念として実際、インドの思想界
において機能してきたのかというと、それははなは
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固有の思想体系・世界観としての「○○ダル
シャナ」―西洋哲学との違い
ともあれ、一般に「哲学」
と訳してもそれほど問
題がないと思われる
「ダルシャナ」の用法としては、
特定の
（伝統的な）
「思想体系」
「世界観」
を意味す
る
「○○ダルシャナ」
という固有名詞（複合名詞）
が
あります。その具体例として資料A2に二つ挙げて
おきました。まず「バウッダ・ダルシャナ」ですが、
「バウッダ」
というのは「仏教徒」ないし「ブッダに由
来する
（もの）」を意味し、全体としては「仏教徒の
思想体系」
というほどの意味で、これを仏教哲学と
訳すことが可能です。また「ニヤーヤ・ダルシャナ」
も
「ニヤーヤ哲学」
と訳せます。
ではこうした固有の思想体系・世界観としての
「○○ダルシャナ」は、西洋の哲学と比較してどうで
あるかというと、そこにはやはり大きな違いが認め
られることは事実です（特に西洋近現代哲学と比
較して）
。
第一に、
「○○ダルシャナ」にはそれぞれ創始者、
学祖が立てられています。そしてその学祖に帰せら

でおくという基本姿勢は貫かれていますが、それで

こうした教育システムのもとで人が学問を学ぼう

もなお現存する根本テキストのありようから見て、お

とするならば、今日のように図書館に行って好きな

そらくは一時期に一人の思想家によって書き上げ

本を手にとって勉強するなり、インターネットで検索

られたものではなく、一定の編纂過程を経て、よう

して情報を獲得するといったことはもとより不可能

やく確定したテキストであることが予想されます。

であり、しかるべき先生のもとに弟子入りして、一か

いずれにせよ、すべてのダルシャナという学問の
伝統に学祖を立てるということの背景には、身分社
会を前提とするヒンドゥー世界において人が生まれ

ったわけです。
もっとも根本テキスト自体は簡潔な字句の集成

を問われるのと同様に、学知にも素性が問われ、

ですから、そこにある程度の解説（注釈）
が加わっ

素性の怪しげな知識には信頼がおけない、という

た程度であれば、すべてを暗記することはさほど困

考え方が根底にあるように思われます。

難ではなかったでしょうが、注釈に注釈を重ねて膨

第二の特徴としては、ダルシャナの教説にはそれ

大な注釈群が形成されてしまうと、もはやすべてを

というものが立てられ、一般
ぞれ目的（prayojana）

一人の人の記憶に収めておくことは不可能となり、

には解脱という宗教的な目的を立てるかたちにな

少なくともある程度のエッセンス
（たとえば根本テキ

っていることが挙げられます。
（ただし解脱を目的と

ストや基本注釈の部分）
は筆写して、メモランダムと

して掲げる箇所は後世、根本テキストに付加された

して残さざるを得なくなったと思われます。

部分であって、元来は宗教色が薄かった可能性の
高いダルシャナも存在する。
）

れた形の根本的テキスト
（『○○スートラ』
と呼ばれ
る）
が存在します（ただし散逸してしまっているケー

ら直々に知識を伝授してもらう以外に方法はなか

師直伝の教え―口伝と師資相承

スもあります）
。こうした学問の創始者ははたして歴

そして第三に注目すべきは、こうしたダルシャナ

史的に実在した人物そのものかというと問題があり

の伝統を支えている教育システムとして、先生から

ます。また学祖が著した作品として伝承されている

弟子への口頭を基本とする学知の個人教授の連

根本テキストは、明らかに後代の手が加えられた形

）
があるという点で
綿たる伝統（漢語で「師資相 承」

跡があります。そして根本テキストが伝承されてゆく

す。筆写された本（印刷本が流布するようになる以

なかで、その新たな意味を見出す営みとしての注

前は写本）
によらない口頭伝承ですから、暗記を頼

釈の歴史、解釈史が連綿と続いてゆきます。

りにします。先ほど後藤先生のお話のなかに、バラ

し

し そうじょう

しかしともかく勉強は、師のもとへ行って、まずテ
キストのベースになる部分を暗記させられるわけで
す。しかし暗記で終わってしまうのかというと決して
そうではありません。先生が弟子にある程度の知識
を注ぎ込みますと、このあとディスカッションが始まる
というのが伝統的な教授方法のようです。はたして
弟子が自分の言っていることを充分に理解している
のかどうかを試すために質疑応答が行われます。こ
の質疑応答こそが、師から弟子へと学知が伝承さ
れ、発展してゆくプロセスの本質をなす部分です。
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インド留学の経験―インドの伝統的学風と
の出会い
今から20年ほど前に2年間、インド留学をいたし
ました。インドの西の玄関口ムンバイ
（ボンベイ）
から
（プーナ）
160キロほど内陸に入ったところにプネー
という都市があり、そのプーナ大学のサンスクリット
高等研究科（CASS）
の教授Ｖ．Ｎ．ジャー先生に師
事してインド論理学（ニヤーヤ学）
を学びましたが、
当研究科は近代的教育システムに則っていますの
で、
日本の大学と同じように一律の時間割のもとで、
多数の学生（もっともサンスクリットを勉強する学生
の数は当時もすでに少数になっていましたが）
を前
に先生が教室で授業を行い、学生はノートをとると
いう、ごく一般の授業風景でしたが、それでもなお
学生からの質問があれば、それをジャー先生は歓
迎している風情で、楽しそうに分かりやすく説明し
ていました。ちなみにジャー先生自身は近代教育
システムでの勉強とともに、インドの伝統的な学者
（
「パンディット」
と呼ばれ、今ではもう非常に数が少
ない）
からも沢山教わった経験があったようです。
私自身もわずか数ヶ月の間ですが、インド土着の
サンスクリット文法学をパンディットから教えていただ
いた経験があります。最初は先生からただ一方的
に教わるので精一杯でしたが、
最後のほうになると、
自分なりに不可解と思われる問題点が浮上したの
で、ある文法規則について率直に質問したことがあ
ります。質疑応答の内容はもう覚えていませんが、
ただ先生がとても嬉しそうに質問を受け止めてくだ
さって、確かにあなたの疑問はもっともだと前置き
をしてくださってから、私の疑問が解消するように実
に丁寧に答えていただいたことは、よく覚えていま
す。暗記からスタートして後に、こうした1対1の親密
な対話、討論を長い期間に渉って継続してゆけば、
確かに情報・データの伝達量という側面から見れ
ば、まことに能率の悪い学習方法でしょうが、古来
の知識の伝承の隠された深い意味を読み解く知
性の力を鍛え、その鍛錬を通じて自らの思考の基
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礎体力を強化するのには最適の方法ではないかと

ハ ル プ ファスは Tradition and reflection:

りません。にもかかわらず、その六つがひとつのグ

思われます。

Explorations in Indian thought（資料1ページ目

ループをなすものとして意識されるようになったの

参照）
を著していますが、そこで彼はインドの思惟

は、ずっと後代のことだったわけです。

伝統重視と論理重視のせめぎ合いとしての
ダルシャナ史の展開
ともかくこうした連綿たる学知伝承のラインにあっ
て、学び取る知識はゼロからの知識ではありませ
ん。すでに過去の人々の思索の積み重ねを経て
形を整え、あるいは形をかえた知識のありかたを学
び取っていくのです。
そのような意味では、資料A2(3)の矢印のところ
に記しましたように、こうしたインドの学知の伝承に

方法の特質として、traditonとreflectionの相互補

バラモンと反（非）バラモン
（バラモンの側からは

完的関係を具体的なテキスト資料に即して詳しく論

「ナースティカ
（異端者）
」
と呼ばれます）
のダルシャナ

じています。言うまでもなく、ここではtraditionが

間の対立は、5-6世紀頃からは次第に顕著となって

「教証」
、reflectionが「理証」に対応する言葉とし

ゆくように思われます。非バラモンの側を代表する

て打ち出されています。
こうして伝統重視と論理重視の二側面が絡み合

念の一切を否定したチャールヴァーカ
（どこまで歴

う
「○○ダルシャナ」の展開は、ある意味で宗教的

史的に実在したグループなのかは不明ですが、他

側面と哲学的側面が絡み合った、すぐれてインド

のダルシャナ文献に宗教・道徳否定論者として頻

的思惟の所産と言えるかもしれません。

繁に批判されています）
を筆頭にして、バラモンが

は、
「宗教的」あるいは「神学的」側面と呼んだらよ
総じてあると言えるのではないか。そしてこのような

「六ダルシャナ」と「六派哲学」―バラモン系
と反バラモン系のダルシャナ群

伝承ラインが異なる複数のダルシャナが立ち並ぶな

ところでこのような固有名詞としての「○○ダル

かでは、それぞれ他のダルシャナの伝承ラインとの

シャナ」が一定数束ねられて、集合名詞的に「六ダ

関係において、
「党派的」
とも言うべき側面が出てく

ルシャナ」
とか「全ダルシャナ」
とか呼ぶ伝統が、あ

るのは自然なことです。
「○○ダルシャナ」
を近現代

る時から強くなっていったようです。特にバラモン

の研究者はしばしば「○○学派」
と訳します。確か

系の
（つまり仏教やジャイナ教やチャールヴァーカを

に原語的には「学派」に相当する一般的なサンスク

排除している）
「六ダルシャナ」は、日本では東京大

リット語の表現は見あたらないのであり、訳語とし

学で最初のインド哲学講座の教授を務めた木村泰

ても概念としても問題ある対応付けなのですが、ま

賢博士が、その「六ダルシャナ」――具体的には資

ったく根拠のない誤解の産物とは言い切れない面

「ニヤーヤ」
「ヴァイシ
料3ページ目にありますように、

があるのです。

ェーシカ」
「サーンキヤ」
「ヨーガ」
「ミーマーンサー」お

いのか、教条主義的、護教的、伝統追認的側面が

しかしこのような学問伝統の党派性、閉鎖性と

よび「ヴェーダーンタ」――を、
「六派哲学」
という訳

相並んでもう一つ非常に重要な側面があることを

という概説書を
語をあてて『印度六派哲学』
（1915）

忘れてはなりません。すなわち、伝統知を絶えず

書いて以来、日本のインド哲学研究者に定着する

バージョンアップしてゆこうとする超党派的反省知、

ようになりました。

ないし論理的思考の重視です。仏教でも
「教証」

こうしたバラモン系のダルシャナ六つを束ねた

（「経証」
ともいう）
と
「理証」
という二種の論証方法

「六ダルシャナ」
という呼称・概念の成立がどれほど

が伝統的に見られます。前者は、権威があると認

古いのか、はっきりしたことは分かりませんが、おそ

められているテキストのある箇所を引用して、自らの

らく10世紀以前に遡ることはなさそうです。現在知

主張や判断の正当性を訴えるための根拠とする発

られている一番古い用例でも14世紀頃です。その

想法であり、そうした伝統の権威の傘に入るのでは

「六ダルシャナ」
を構成する一つ一つのダルシャナ

なく、むしろ理屈の上で十分に納得のゆく理由を

の成立はずっと古く、明らかに紀元前に遡るものも

たてて証明しようとする手続きが「理証」です。

あり、遅くともグプタ朝期には六つのダルシャナす

『インドとヨーロッパ』
という大著を公刊して後に

のは、唯物論的快楽主義を標榜し、宗教・道徳理

最高権威として仰ぐヴェーダ聖典の宗教（バラモン
教）
を批判した別の宗教グループである仏教とジャ
イナ教が加わって全部で三つですが、特に鋭い論
理をもって対立したのは仏教でした。しかし13世紀
初頭に仏教はインドに拠点（寺院）
を失うこととなり、
一方、イスラーム勢力のめざましい台頭を前に、バ
ラモン側が自分たちの思想界をまとめようという意
識が強くなったと思われます。ただし「六つ」にまと
める背景には、こうしたインドの思想界の大きな変
化があったと思われるほかに、実は、この「六ダル
シャナ」の組み合わせよりも、もっと成立の古い別
の「六ダルシャナ」の括り方があって、恐らくそれに
ならって作り出した概念ではないかという視点も無
視できません。
古いタイプ
（もっとも古い用例は7世紀頃までは遡
れる）
の「六ダルシャナ」にも幾つか異なる類型が見
られますが、全体としての大きな特徴はバラモン系
と非バラモン系が混在していることです。つまり大き
な宗教的対立関係をはらんでいるにもかかわらず、
ひとつのグループを形成すると見なされていたこと
を示す「六ダルシャナ」
という括りの概念が存在して
いたのですから、宗教間対立を越えた何らかの論
理・論争の議論空間が存在したと考えられます。

べてが古典的体系を確立していたことは間違いあ
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こうして宗教的なるものもまた主知主義の枠に収

ーナを立てるかは、各ダルシャナによってさまざまで

以上、
「インド哲学」
という概念に関連して、いく

族・宗教・思想がうごめくインドを、何とか一つにま

めるための概念装置として機能したと考えられるの

あり、また同じ名称のプラマーナであっても、その定

つかの側面から若干、詳しくご説明しましたが、こ

とめあげようとする習合原理としても古来、重要な

が、
「プラマーナ」
という概念です。
「プラマーナ」
とは

義がダルシャナ間でしばしば大きな違いがありま

れを踏まえて次に「インド哲学の主知主義的傾向」

役割を担ってきましたが、西洋文明が流入して以降

何か。この問題は各ダルシャナの思想体系・教義

」
と
す。例えば最初に「プラティアクシャ
（pratyaks.a）

の問題に入っていきたいと思います。配付資料の3

は、こうした一元論思想、帰一思想はさらなる包括

体系の違いと密接に関わっていて、プラマーナの

いうものが挙げられていますけれども、その内容は

ページ目です。

性を帯び、西洋の思想・文化もインドの伝統的な思

概念内容もダルシャナごとに重要な違いが生まれ

感覚知にとどまるのか、あるいは知覚判断までも含

インドに対しては一般に神秘的なイメージが強く

想とうまく折り合いをつけながら、一つの調和した

てゆきますが、一般的に言えば、
「知識の源泉」
「判

むのか、というのはダルシャナ間で相違します。

まとわりついているようです。インドの宗教・哲学思

全体へとまとめあげようとする際の重要な指導原理

断・主張の根拠」
「正しい認識をもたらす手段」
、な

想についても、ガンジスのほとりで瞑想する長髪の

となりました。勿論、そこでは多分にインド中心主

いし時に「正しい認識［作用］
」
を意味します。

ヒンドゥー行者であるとか、アクロバティックなポーズ

義、手前味噌的なバイアスがかかり、西洋の物質

「プラマーナ」は、ニヤーヤ・ダルシャナという学

アクシャ」
（眼ないし感覚器官一般を意味する
「アク

のヨーガであるとか、理屈・言葉よりも論理を越えた

重視の文明や、あるいは理論一辺倒に傾斜した
（と

問の16の検討事項の最初に出てくる、ニヤーヤ学

シャ」
という語が含まれています）であり、一般に

神秘の世界を体現することをめざす神秘思想のイ

彼らが主張するところの）哲学は、人生の最終目的

の根幹をなす概念でありますが、しかしある時期か

「知覚」
と訳されますが、概念・判断作用を伴うか

メージが先行していると思われます。インド哲学思

に至る前の段階に有効性を持つものとして、インド

らはニヤーヤばかりでなく、他のダルシャナにもこの

否かで大きな論争になりました。仏教ではこの概

想の中でも最も影響力が強かったのはヴェーダーン

の精神文化に従属する形で取り込まれるという発

概念の重要性は大きく波及して、とりわけ仏教徒の

念・判 断 作 用 に 相 当 する 心 の 働 きを「 分 別 」

タ哲学であると一般に言われますが
（これを
「哲学」

想が顕著であったことも事実ですが、それでも西洋

論理家たち
（ディグナーガ480-540とダルマキールテ

と呼び、感覚データそのものにこの分別
（vikalpa）

と呼ぶべきかどうかは微妙な点がありますし、また

の学者、そして日本の学者も、こうした神秘的、直

がバラモン思想に対する
ィ600-660 は特に有名）

の働きが加わって「これは牛だ」などと言葉で表現

インド思想史上、ヴェーダーンタが最も有力だったと

観知的性格の強い壮大な包括思想としてのヴェー

鋭い批判を向けた５世紀末以降は、超党派的な哲

され、ものを分け隔て認識する段階（有分別知）
が

いう評価自体も近代になってから作り上げられた

ダーンタに大きな関心を寄せてきました。

学論争の中核的役割を担う重要概念へと昇格して

生まれるけれども、この言語表現との結びつき持

いったようです。プラマーナ論を軸とした哲学的議

つに至った認識段階はもはや知覚ではないと考

論・論争が超党派的に活発となり、各ダルシャナは

え、心が作り出すイメージを実在する対象に押し被

それぞれ伝統的思想体系の枠組みと適合し、かつ

せる分別作用を離れた、ありのままに対象を感知

同時代の「思想界」の動向にも即応したプラマーナ

するのが知覚であると主張しました。

はその点には触れません。
）
、このヴェーダーンタとい
うのは、多数のウパニシャッド文献（一般に「梵我一
如」の思想を説くと言われてはいますが実際には
種々雑多な思想内容が混在しています）
を統一的
に解釈し、理論的に首尾一貫した思想体系をそこ
から読み取ることに学的使命がある学問伝統であ
り、万物は唯一の実在（世界原理としてのブラフマ
ンでもあり、かつすべての個体を貫く真の自己とし
てのアートマンでもある）
を根拠・本質とするという、
日常論理を超えた神秘的知の高みを志向した神秘
思想の色合いが濃厚です。先に述べたラーム・モ
ーハン・ローイもヴィヴェーカーナンダも、ヴェーダーン
タ思想、なかでも徹底的な不二一元論を説いたシ
を祖師とするアドヴァイタ・ヴェーダ
ャンカラ
（8世紀）
ーンタ
（ヴェーダーンタ不二一元論派）の影響を強く
受けています。
多様なるもの一切はただ一つの実在から説明さ

主知主義的傾向
しかしながら、これと並んでインド思想において
は、知というものを非常に重視する傾向があること
も忘れてはなりません。
勿論、その場合の「知」の性格は非常に幅が広
く、高度な論理性、合理性、理論的整合性を追求
する分析知もあれば、日常的な論理、概念、分析
的思考を超え、一切をひとつとして洞察しようとす
る神秘的色彩の濃い知もあり、分け隔てのこだわ
りを離れ、空を志向する仏教のプラジュニャー＝智
慧もそのようなタイプの知でしょうが、後者のような
神秘知をめざす思想家たちもまた概して論理的な
知の営みを完全に無視し、すべてを実践、あるい
は信仰にゆだねるという態度ではなく、日常的な概

「プラマーナ」という概念

りますとお分かりになりますように、何種類のプラマ

と帰るというこの考え方は、実に多様な言語・民

一種の神話ではないかという疑いもありますが、今
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れ、多様なものは全部その一つから始まり、一つへ

インドの哲学的思索の二つの潮流―神秘主
義と合理主義

それに対してニヤーヤの側は、眼前の対象をた

ナ論」
を以前は「
（インドの）知識論（[Indian] theo-

だ感知しているにすぎない段階（無分別知覚）
ばか

ry of knowledge）」ないし「インド論理学（Indian

りでなく、感覚の対象を言葉で表現する段階をも

と一般に訳していましたが、最近ではウィー
Logic）」

含めて「知覚」
と呼ぶべきであり
（有分別知覚）
、
「こ

ンを一大センターとして仏教のプラマーナ論が盛ん

れは牛だ」
という認識も、眼前の対象である
「これ」

に研究されるようになり、彼らは仏教徒の論理家た

に牛一般に共通する
「牛性」
と呼ぶべき種の特質

ちの伝統ラインを「仏教認識論・論理学派（ die

が内属している実在のありようを、眼の働きを通じ

erkenntnistheoretisch-logische Schule des

て対象どおりに知覚した結果にほかならない、とし

と呼んでいます。
Buddismus）」

ました。こうして仏教とニヤーヤが知覚をめぐって、
表象主義ないし観念論と実在論の間の認識論論

念的思考の限界を論理的に説明しつくそうとする
傾向が、少なくとも知識人の世界では認められると

ではプラマーナというのは具体的にどのようなも

インドの精神的風土であると思われます。

が特に重要です。一つはたった今触れた「プラティ

論を構築してゆきました。なおこのような「プラマー

「知覚」と概念・判断作用―仏教とニヤーヤ
の対立

いってよいと思われます。非常に知にこだわるのが

ともあれ、一般的には以下の三つのプラマーナ

のを意味するのでしょうか。
をご覧にな
資料3ページB2「プラマーナの種類」

争のような熾烈な議論を戦わせたことは有名です。

「アヌマーナ」
（推理・推論）―真理に到達す
るための論理
それから2番目のプラマーナは、推理ないし推論
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に相当する
「アヌマーナ」
（anum±na）です。たとえば

てそこに新たな意味を開き加えて絶えずバージョン

だ」
と答えれば、知覚というプラマーナがその場合

眼前の山から立ち上る煙を見て、この煙の存在を

アップすることによって伝統知を継承してゆくという

の根拠として持ち出されており、
「なぜならそのよう

手掛かり
（
「証印」
「理由」
）
として、その同じ山に目に

党派的な側面に対して、同時代的に他派との論争

な結論が推理によって導けるからだ」
と答えるなら、

いても、その二つの道筋の間で微妙に揺れている

見えないが火が存在することを推理する場合がこ

をくりひろげて、互いに自分たちの議論を相手に納

アヌマーナというプラマーナに基づいていることに

ことが、最近の研究によって徐々に明らかになりつ

れにあたります。これをいわゆるアリストテレスの論

得させてゆくための超党派的論理を追求してゆくと

なる。それに対して「そのように信頼すべき人が述

つあるようです。私は仏教論理学の専門家ではな

理学における三段論法に対応する、間接推理の一

いう側面が表裏一体の関係にあるということです。

べているからだ」あるいは「そのように聖典に書い

いので、どこまで最近の研究成果を正しく理解でき

インド論理学の展開は、このような特質が見事に

てあるからだ」
と言えば、シャブダというプラマーナが

ているかどうかは自信がありませんが、先ほど言及

ただしこのようなアヌマーナ
（推理・推論）
に関す

現れている典型的な事例と見ることができます。論

判断の根拠、知の源泉として持ち出されていること

した二人の仏教論理学者の中でディグナーガの方

る議論において、インド論理学の特質を示す注意

理形式一般の部分に関しては基本的に、すぐれて

になります。

は、宗教間対話を可能にするような超党派的、普

すべき点が二つあります。

超党派的な普遍的妥当性を追求するわけですけれ

種と理解することも可能です。

一つは、前提（「この山に煙がある」）から結論

ども、しかしどうしてある特定の論理形式を追求する

（
「この山に火がある」
）へと導く論理的筋道の形式

のかという根底には、例えば仏教で言えばすべては

（「およそ煙のあるところにはすべて火がある」
とい

無常なるもの、刹那的存在であるという基本テーゼ

う煙と火との必然的随伴関係＝遍充の確定がそこ

をうまく説明できるような推理形式へと向かい、他

に関わる最重要の概念）の妥当性のみを問題とす

方、ニヤーヤでは神の存在証明が可能となるような

る単なる形式論理の議論にとどまるのではなく、導

推理形式の確立を求めた、という具合です。

き出される結論が正しい判断とならなければならな

また宗教聖典の権威論証という問題も、このア

いというプラマーナ論全体の理論的要請がある、と

ヌマーナの議論や、プラマーナとしての妥当性（知

いうこと。

識の真偽問題に相当する）
をめぐる議論と重要な

そしてもう一つの注意すべき点ですが、推理の
妥当性がインドの論理家にとって最大の関心事と
なっている真の理由は、眼前の山に火が存在する
というような日常レベルでの推理ではなく、むしろ
神の存在証明とか来世を含む業の問題、あるいは

論と密接に絡みます。

遍的な論理・論証の枠組み構築が主要な関心事

宗教聖典は独立したプラマーナ
（知の源泉）
であり、仏教特有の教説（ドグマ）
を論証するため
たりうるか
聖典を含むシャブダを独立のプラマーナの一つと
して承認するか否か。あるいは聖典ははたしてプラ
マーナとしての妥当性を持つと言えるのか。さらには
聖典の権威は知覚や推理といった日常的なプラマ
ーナの妥当性の問題とどのように関わっているの
か。これらはインド哲学において大論争となりました。
という
なお「プラマーナとしての妥当性」
（pr±m±rya）
概念は、知覚の場合であれば知覚による認識が正
しいことを意味し、推理であれば推理の妥当性を
指しますが、特に聖典というシャブダの場合は聖典

「シャブダ」というプラマーナ
重要なプラマーナとして三番目に掲げた「シャブ

仏教論理学（プラマーナ論）の歴史的展開にお

の正統性、権威を意味しています。
知覚や推理とは別にシャブダを独立のプラマー

の論理形式の整備にはあまり関心が強くなかった

と思われますが、他方、時代が下りダルマキール
ティになると、護教的な側面が出てきて、ブッダの言
葉というのは、やはり少し特別な存在として見なさ
れるようになり、シャブダをアヌマーナというプラマー
ナの中に納め込んだディグナーガの知識論の体系
は微妙な揺れを呈してくるようです。
以上、インドの哲学伝統の一大特質である主知
主義的傾向を典型的に示し、かつ哲学的議論と宗
教上の関心事が複雑に交錯した、プラマーナをめ
ぐる議論を概観しましたが、三番目のプラマーナで
あるシャブダの議論こそが、まさに本日の主題であ
る
「宗教伝統の権威論証」に関わっております。し

という語は、元来「音声」ないし「言葉」
ダ」
（śabda）

ナとして認めるか否か。これは特に仏教論理学派

を意味しますが、プラマーナの一種として立てられ

とバラモンの哲学者との間で大論争になりました。

るシャブダは、もっと限定的な意味での言葉であり、

インド思想における哲学と宗教の交錯関係を具体

「信頼すべき言葉」
、特に聖典の教示を指します。

的に掘り下げてゆく上で、このあたりの議論は非常

（ 基 本 の 意 味 を 残 し つ つ 、s p r a c h l i c h e

に重要になるでしょう。シャブダをプラマーナ論から

Mitteilungとドイツ語で訳される場合もあります。）

排除すれば、あるいは知覚や推理・推論の中に従

このシャブダに関係する問題は、資料3ページ目

属させることができるならば、ある意味で論理的に

バラモン系の正統的なダルシャナにとって、最も

はすっきりした知識論の体系ができあがるはずで

重要な、あるいは唯一絶対のシャブダはヴェーダ聖

そもそもプラマーナというのは、論証のコンテキス

す。しかしそうなれば、宗教的な伝統、権威、ある

典であり、ヴェーダ聖典の権威論証の問題は彼ら

トにおいては、相手に自分の主張あるいは自派の

いは学知の伝統の権威を、知識論の中に組み込

のプラマーナ論において重要課題となりました。資

主張を、納得させるための根拠となるもので、
「私は

んで、超党派的、脱ドグマ的（ないし「間ドグマ的」

料 4 ページ目の「Ⅱ. ヴェーダ聖典の権威論証」をご

先ほどインド的思惟の特質として、二つの側面が

しかじかであると考える、主張する」
と言った場合

というべき部分もあると思われますが）
にそれらの

覧下さい。

相互補完的に絡み合っている点を強調しました。

に、なぜそのように言えるのかと相手に問われて、

問題を論ずる道が絶たれることになります。重要な

聖典の権威論証といった宗教上の重要問題を論
理的に討究し、かつダルシャナの伝統的教説を強
化する護教的論証の発達を促すような推論形式を
目指した、という点にあることです。
狭い意味でインド論理学という場合はアヌマーナ
論を指しますが、インドの論理学は、特定の伝統的
世界観や教説体系を離れた純粋の論理、論理的
な筋道を追求する学問として独立することはありま
せんでした。

インド論理学と護教精神

すなわち、伝統的な学知・教義の体系をベースとし
120

関係がありますが、むしろこれは次のシャブダの議

仏教論理学の場合

のB3をご覧下さい。

「なぜなら私たちはそのように目で確認しているから

分かれ道です。

たがってこれからがいよいよ本論になるわけです
が、その前提となるお話に多くの時間をすでに費
やしてしまいましたので、少し駆け足で先に話を進
めてまいりたいと思います。

ヴェーダ聖典の権威論証を考える

ただしその議論でダルシャナの理論家たちが主
要な関心事とするところは、さきほど後藤先生がお
121
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部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

話になったようなヴェーダ聖典の個々の具体的な

あり、時にはブッダという姿をとることもあるというも

何某か寄与しうるに違いない哲学的議論や概念が

全知全能な人間は存在しえないから、したがってブ

記述内容ではありません。バラモン系のダルシャナ

ので、仏教もまたすっぽりとヴィシュヌ教の中に組み

数多くあるはずであり、それをもっと広く紹介するこ

ッダの言葉、仏典は権威がない、といった議論が展

の中で最もヴェーダ聖典と関係が深いのはミーマー

込まれてしまうのです。

とが、私たちインド哲学研究者の重大な責務だと

開しています。自分たちが信奉する宗教聖典の権

痛感致しました。

威を、他宗教の人々にむけて、単なる物別れの議

ンサーと呼ばれる学統ですけれども、ミーマーンサ

次に頭をかすめたのが、冒頭でも触れました「包

ーの学者にとっても、ヴェーダ全体の文言の逐一を

括主義」
ないし
「寛容精神」
という言葉でした。今日、

忠実に解釈することが主題ではありません。彼らは

インターネット上ではウィキペディア
（Wikipedia）い

聖典解釈の論理体系をいわばメタレベルで追求し

う大変便利な百科全書がございますので、早速、

ましたが、法律解釈でいうならば、ミーマーンサーが

包括主義を意味する英単語であるinclusivismを

問題としたのかは個々の条文解釈ではなくて、ある

引きますと、最初にinclusivismの概念内容が記さ

一定の望ましい条文内容（ヴェーダ聖典の場合はミ

としてキリスト教、ユダヤ
れ、次に各論（Contents）

ーマーンサーが作り上げた祭式形而上学がそれに

教、イスラームの包括主義の説明が続き、その後に

あたる）
を引き出すのに都合のよい条文解釈のル

の包括主義が記されてい
ヒンドゥー教（Hinduism）

ール及びメタルールのシステム構築を目指したと言

ます。これは役に立ちそうだと期待してその箇所を

えるでしょう。ですから確かにある程度解釈の雛形

開いて愕然としました。そこに記されていたのは

となるヴェーダの規定文を重視しますが、その解釈

『リグ・ヴェーダ』からしばしば一元論思想を表明す

方法は恐らく伝統的なヴェーダ学者が行ってきたも

る代表的な箇所として頻繁に引用される
「ただ一

のとは、しばしば大きく異なるものだったと思われ

つのものを、霊感豊かな詩人たちは様々な名で呼

ます。そしてヴェーダ聖典の権威論証ともなれば、

ぶ」
（I.164.46）
という文句を挙げた後に、先ほどの

すぐれて論理性の強い議論となり、この部分こそ

ヴィシュヌ神のアヴァターラに一言触れ、あとは『バ

がミーマーンサーという学問の中でも、他のダルシャ

ガヴァッド・ギーター』から、ヴィシュヌを最高神とする

ナと超党派的な論争を繰りひろげた箇所です。

習合思想が盛り込まれた三箇所（Ⅳ11, Ⅶ21-21,

多言語・多宗教と習合思想・包括主義―イ
ンド的なもの
余談になりますが、このCISMORの研究会で一
神教にかかわるインド哲学のお話をして下さいと手
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Ⅸ23）
を紹介しているのみで、それ以外は一切説明
がないのです。
これは遺憾、と即座に思いました。

インド哲学研究現場からの発信の必要性

島先生からご依頼を受けて、私の頭にまず浮かん

インドの哲学的思惟は古来、多種多様な要素を

だのは、インドの習合思想、特にヴィシュヌ神の化

如何にしてひとつの統一ある全体にまとめ上げれ

身という考え方でした。実に多種多様な宗教がう

ばよいかという問題に、膨大なエネルギーを注い

ごめくインドでは、異宗教を排除するというよりも、

できたのであり、ウパニシャッド思想も、またその統

自らの宗教の中に他の宗教を取り込もうとする傾

一的解釈を目指したヴェーダーンタという学問も、さ

向が強く、習合の考え方が発達しました。特に有

らにはその延長としてネオ・ヒンドゥーイストたちの論

名な習合理論がヴィシュヌ神の化身（アヴァターラ）

調にしても、あるいは仏教やジャイナ教思想にして

という概念です。すなわち悪がはびこる時代がお

も、
「自」
と
「他」の対立を如何にして止揚すればよ

とずれると、そのたびにヴィシュヌの神は、その時代

いかを、それぞれの思想的立場から解決しようとし

状況にふさわしい姿かたちをとって、この世界を救

てきたと言えるでしょう。したがって、どれほどそこに

済しようとするというのです。ある時は魚に、ある時

自己の教義を中心とする、手前味噌的な包括精神

は亀に、ある時は勇士ラーマとして、という具合で

が根を下ろしているにせよ、今日の宗教間対話に

宗教聖典の権威論証：宗教ドグマと論理的
普遍性のせめぎ合い
実は、先ほど話し始めて中断してしまいました
「ヴェーダ聖典の権威論証」
というトピックも、この包
括主義と非常に関わりの深い議論が数多く含まれ
ています。つまりバラモンの思想界の内部におい
ては、プラマーナの一つに数えられたシャブダとして
最も重要なものはヴェーダ聖典であって、仏教聖典
やジャイナ教聖典は「信頼すべき言葉」であるシャ
ブダには含めることができない。その限りでは、宗

論としてではなく、あくまでも論理的な説得力をもっ
て説明しようとすれば、そこではドグマへの追従で
はすまされない、宗教の相違を超えたメタレベルの
論理を構築しなければなりませんが、クマーリラはこ
れ対して、ヴェーダ聖典は永遠なる真理の言葉であ
り、何者かによって作り上げられた著作ではなく、ま
たヴェーダに限らずプラマーナは総じて本来、妥当
なものであって、敢えてその信憑性を論証する必要
はない（
「自律的真知論」
）
、という二点を理論的な
基盤として設定したと思われます。

教間の壁が立ちはだかって、哲学的な議論を交わ

「ヴェーダ聖典の権威は論理的に証明され
す余地がないかの印象を得るかもしれませんが、 る」
（ニヤーヤの立場）
しかし実情はそうではありません。ヴェーダ聖典こ

こうしたミーマーンサーのヴェーダ聖典の権威論

そがプラマーナとしての妥当性をもつシャブダであ

証に対して、同じくバラモン思想界の側にあってヴ

って、仏典やジャイナ教聖典は権威がないというこ

ェーダ聖典を権威として認める結論部分に関して

とを、ダルシャナの理論家たちは論理を駆使して真

は同じでありながら、権威論証の中味がまったく異

正面から取り組んだのです。

なる理論を打ち出したのがニヤーヤです。特にニ

「ヴェーダ聖典の権威は自明である」
（ミーマ
ーンサーの立場）
ヴェーダを絶対的権威として標榜し、宗教思想的
立場として非常に保守的なミーマーンサーにおいて
も例外ではありませんでした。むしろ現存する文献
から知りうるところでは、ヴェーダ聖典の権威論証の
最もまとまった強固な理論を真っ先に構築したの
は、クマーリラ
（ダルマキールティと同時代）
というミー
マーンサー学者でした。彼が著した非常に難解なテ
キスト
『シュローカ・ヴァールッティカ』
（ 複雑な哲学的
議論をすべて韻律の制約をうけた韻文で書き上げ
た作品）
の第2章はヴェーダ聖典の権威論証に当て
られ、恐らく最大の論争相手としては仏教を想定し、
ブッダを含むどれほど偉大とされる聖者であっても、
人間としての欠点をまぬがれることはできず、およそ

ヤーヤが展開してきた詳細な権威論証に関する一
連の議論を盛り込んだテキストとして、ジャヤンタ・
バッタ
（Jayanta Bhaªªa, 9世紀末カシミールで活躍）
の『ニヤーヤ・マンジャリー』
（論理の花束）
は非常に
重要です。同書には権威論証をめぐってニヤーヤ
の理論を展開するのみでなく、ミーマーンサーの理
論（主としてクマーリラの主張が取り上げられてい
る模様）
との詳細な論争が収録され、さらに興味深
いことには、すべての宗教聖典の権威を承認すべ
きだという注目すべき見解が付論として紹介されて
いる。この見解に対してジャヤンタ自らは明確な態
度決定を示さないものの、ただその見解を支える論
拠に対して若干の付帯条件が加わった補正案を
提示して、
「ヴェーダ聖典権威論証」の節をジャヤン
タは結んでいます。
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部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

ニヤーヤのシャブダ論の特質

リベラルな立場をとっていました。

明されることになります。
（全知全能なる神が存在す

配付資料のⅡ A1 〜 2において、ヴェーダ聖典権

ところが時代が進むとともにニヤーヤの学問伝

に知の真偽の検証という二つのレベルに渉って理論

ること、そしてその神がヴェーダの著者であることを

威論証におけるニヤーヤとミーマーンサーの対立点

統において
（他のバラモン系のダルシャナにも同様

的に説明しようとする哲学上
（神学上）
の議論の違い

証明する手続きそれ自体が、ヴェーダの権威論証

を若干まとめておきました。

の傾向が見られるようですが）
、こうしたリベラリズ

となって現れることになりました。このような議論は後

の大きな枠組みの一部を構成しています。
）

A1 はニヤーヤの立場です。ニヤーヤの知識論

ムは後退してゆき、バラモン中心、ヴェーダ中心の

という名称のもとに括
代、
「真知論」
（pr±m±ryav±da）

なお「信頼すべき方」は先ほどご説明しましたよ

（プラマーナ論）
というのは、宗教的問題や形而上

色合いを強めてゆくとともに、神観念の重要度が増

られるようになり、さまざまなダルシャナが固有の思想

うに、教示内容についてあらかじめ当人が正しく知

学的問題を扱う場合でも、日常的論理というものを

してゆく傾向が見られます。そしてシャブダの議論

的立場からさまざまな理論を展開するようになります

っていなければなりませんが、宗教聖典の教示内

非常に重視しており、日常的な認識・論理を説明す

の中心はヴェーダ聖典の権威問題へと収斂してゆ

が、ここではまずニヤーヤの見解を整理した上で、引

容はしばしば日常的なレベルを超え、通常の人間

る理論・議論の延長として、聖典の権威論証の問

き、上述のジャヤンタの時代までには、ヴェーダ聖

き続いてミーマーンサーの理論をご紹介し、両者の論

では認識しえない永遠の魂や、死後の世界などに

題を位置づける傾向が顕著です。ヴェーダ聖典の

典は神の言葉であるという考え方がニヤーヤの中

点の違いを浮き彫りにしたいと思います。

及んでいるわけですから、この場合の「信頼すべき

教示も、知覚や推理と相並ぶかたちでプラマーナ

に確立しました。

ニヤーヤは、プラマーナとしての妥当性及び非妥

方」はそれらの超感覚的な事柄を知りうるプラマー

として立てられたシャブダの一種と考えます。です

（思想史的展開という概念をインド思想は持ち合

当性（知の真及び偽）
は「他律的に」
（parata∆）確立

ナ、超人的な直感知（一切をまのあたりに感知する

からヴェーダという特別な聖典であるはずのものも、

わせませんので、古い解釈から新しい解釈へと変

すると主張します。これは具体的にどのような意味

「ヨーガ行者の知覚」あるいは神の完全無欠の知）

このニヤーヤの学者から見ると、それは様々な信

遷してゆく軌跡、ならびにその変遷の時代的意義

かといえば、今ある認識・判断が正しいか否かを確

頼できる言葉の一類型として相対化されます。

は、現存するテキスト群には明示されておらず、現

定するためには、当該の認識・判断の「外」にしか

以上のように、ニヤーヤの知識論は日常的な認

代の研究者の手で慎重に再構成しなければなりま

るべき根拠を求めなければならず、例えば眼前に

識のレベルを基本として組み立てられ、宗教聖典

テキスト
『ニヤーヤ・スートラ』において、
「シャブダと

せん。これは決して容易な作業ではありませんが、

水を見た
（と思った）場合、その水の認識が正しい

といえども、知覚や推理、あるいは日常的な言語伝

は信頼すべき方の教えである」
という定義がなされ

しかし恐らくヴェーダ聖典の著者である
「信頼すべ

（実在する対象に一致している）
かどうかは、その後

達と、理論的枠組み上は同列に扱われ、聖典の教

ています。そして「信頼すべき方」
とはいかなる人の

き方」
とは、初期ニヤーヤの段階ではまだ神に同

に「水」に向かって行動を起こし、実際に飲んで飢

示も言葉である以上、日常の言葉と同様に、語り手

ことか、その点については現存最古の注釈書以来、

定されてはいなかったと思われます。
）

えを乾かすなどの「効果的作用」
を得るなどして、は

が信頼のおける方であり、その方が当該の事柄を

もう少し具体的に述べましょう。ニヤーヤの根本

を備えていることが前提となります。

次のように説明されます。つまり
「信頼すべき方」
と

注目すべき第二の点は、シャブダすなわち
「信頼

じめて「水の認識」が正しかったことが事後的に検

自ら正しく認識していることが前提となって、はじめ

は、何らかの真理・事実を正しく認識し、それをあ

すべき言葉」
を
「信頼すべき方の教え」
とパラフレー

証できるのだ、ということです。ちなみにニヤーヤは

てその教示が信頼のおけるものであることが保証さ

りのままに他者に伝えようという意図のもとで、正

ズするということは、言葉には話し手、書き手があ

すべての認識・判断について事後的な検証が必

れる、という結論を導くのですが、結局、宗教的権

しく言葉で伝達する能力を備えた方である、と。

って、その方が信頼のおける方でなければならな

要であると主張していたわけではなく、時には事前

威の源泉は、超人的な知覚、ひいてはすべてをお

い、ということになります。一見至極あたりまえのこ

に認識の真が確かめられるケースもあると考えてい

見通しの神の全知へと求める形となっていきます。

とを述べているように思われますが、実はすでに

ますが、ともかく一般に認識・判断の真偽は自明で

多少言及したところですが、あとでご紹介するミー

はない、認識は本来、真でも偽でもない、という立

マーンサーの見解では、ヴェーダには書き手が存在

場をとるのがニヤーヤの他律説です。

聖典の著者問題と聖典の権威論証―「信頼
すべき方」とは
ここで特に注目したい点は二つあります。まず第
一には、この「信頼すべき方」についてですが、初
期ニヤーヤの段階では、必ずしも特別な聖者・賢

せず、ヴェーダの言葉そのものが有史以来ずっと存
在しており、なすべき事柄（宗教的務め＝ダルマ）

（4〜5頁）
をご覧下さい。ミーマ
す。配付資料ⅡのA2
理の言葉であって、神をも含めて背後に著者は存在

ジ、教示、聖典であれ、その妥当性・権威は決して

せず、その聖典としての権威は論証を待つまでもなく

自明ではなく、その語り手、作者が信頼すべき方

自明である、と主張しました。しかしこのようないかにも

であることに依拠して、他律的に決定されるとニヤ

ドグマティックな主張を、ミーマーンサーの学者はただ

ーヤは考えるのです。そしてヴェーダ聖典の場合は、

単にお題目のように唱えていたわけでは決してありませ

そしてこの立場の違いは、シャブダがプラマーナと

その作者が全知全能の神であるから、そのことを根

ん。そうではなく、ヴェーダ聖典の権威が自明であると

しての妥当性を持っているか否か、言い換えると聖

拠としてはじめてヴェーダの信憑性が論理的に証

いう主張が、別の立場に立つ人々
（当初は特に仏教

の見解とは明確に一線を画した立場が「信頼すべ

れるわけでなく、ムレーチャ
（ mleccha ）すなわち

き方の教え」
という定義によって打ち出されたこと
になります。

者）であっても、そのような特質をすべて備えてい

情報」すなわちシャブダと見なしうる、という非常に

ヴェーダ聖典の権威論証への適用
シャブダにも適応され、いかなる言葉によるメッセー

ンスクリットを話すコミュニティーに属する人)に限ら

り、その人の当該の言明は「信頼すべき方の教え、

これに対してミーマーンサーの議論は大きく異なりま
ーンサーによると、ヴェーダは始まりのない永遠なる真

を人に対して教示し続けていると考えられおり、こ

れば、当該の事柄に関しては「信頼すべき方」であ

ミーマーンサーの自律的真知論（クマーリラ
［派］の見解）

この他律説の立場は、プラマーナの一つである

者である必要はなく、また由緒あるアーリアの人(サ

「野蛮人」
（ 上記のコミュニティーには属さない余所
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典が権威を持つか否かを、知の真偽の源泉ならび

ニヤーヤの「他律的真知論」
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徒が念頭にあったと思われますが、後代にはニヤーヤ

続け、
「白い貝殻だ」
という訂正知は起こりません。

しさのこと）
は、二つの例外的ケースを除いて、原則

（全てを知り尽くした人間なぞ存在しない、とい

が主要な論争相手となって登場します）
に対しても理

あるいは、経験上確かめられないような事象（宗教

的に自明であると見なしてよいとされます。ここで

う人間観を支える根拠としては、ものごとは経験で

屈の上で十分に説得力をもつように、知識論全体の

的な事柄が概してそうなのですが）
について嘘八

二つの例外的ケースとは、後で訂正知が生ずる場

きる範囲の事柄で可能な限り説明すべきであり、

枠組みを巧みに構築しようとする企てが、とりわけ先

百の言葉をだれかが言ったとしても、それが嘘だと

合と、原因の中の瑕疵が認められる場合とですが、

経験を越えた事柄を理論的に想定することは必要

述したクマーリラにおいて顕著に見られます。

確かめようがない以上、訂正知は原理的に起こり

ヴェーダ聖典の場合は著者が存在せず永遠の言

最小限に止めるべきだという現実主義の原則が働

えないことになります。こういう場合はどう説明すれ

葉なので、そもそも
「原因」
（著者）
がないから
「原因

いています。すなわち、現在の私たちが経験でき

によると、ヴェーダ聖典に限らず凡そすべての知識

ばよいのか、という問題が生じますが、これに対し

の中の瑕疵」の存在はありえない。しかも人知の及

る範囲で言えば、すべてを知り尽くしている人間な

根拠（プラマーナ）
は本来、プラマーナとしての妥当

ては、
「原因の中の瑕疵」
という概念が持ち出され

ぶ範囲を超えた非日常的な宗教的義務（ダルマ）
に

ぞ見たことがないのだから、他の説明がまったくあ

性を備えており、その妥当性は特に検証するまで

ます。つまり
「黄色い貝殻だ」
という誤知に関しては

関わる教示なので、生涯を通じて訂正知が生ずる

り得ないという事態でない限りは、すべてを知り尽

もなく自明である、という知識論を提唱します。具

「原因」
（の一つ）である視覚器官に異常をきたして

余地はない。したがってヴェーダ聖典は信頼すべき

くした人間の存在を敢えて想定するには及ばない、

体的にいえば、眼前にある対象を「銀だ」
と知覚し

いることが、医学上の知識として知りえるので、
「原

ものだ、――と結論するのです。

という考え方が働いています。
）

た場合、その知覚（プラマーナの一つ）の信憑性は

因の中の瑕疵」を根拠として当該の知は誤りであ

疑う必要性はなく、そのまま真知として受けとめて

ると他律的に確定することが可能になります。

一切を知る人（一切知者）
は存在しない（ミ
ーマーンサーの人間観）

他律的真知論がはらむ難題―無限遡及

すなわちミーマーンサー
（厳密にはクマーリラ
［派］
）

よいと考えるのです。推理の場合も同様であり、さ

言葉の虚偽性は人間（話し手、書き手）
の欠
陥に由来する
（他律的誤知論）

ただしここで一つ問題が残ります。人間の中には

である、だからその言葉は絶対に正しい、というニ

非常に卓越した能力をもつ人がいて、厳しい修行や

ヤーヤの他律的真知論に立脚したヴェーダ聖典権

一方、嘘をついた場合はどうかというと、その場

覚りを経て、宗教的な真理の認識に到達しうる聖者

威論証に対しては、ミーマーンサーはどのように立

合の「原因」は嘘をついた人になりますが、その人

がいるはずだという主張をどう考えればよいか、とい

ち向かったのでしょうか。これに関するミーマーンサ

はいかにも嘘をつきそうな人であることが他の事例

う問題です。もしそのような特別の人間の存在を認

ー側の主張は幾筋の問題へと波及してゆくのです

から判明していれば、問題となる言葉の「原因」、

めるならば、そのような方の教えを収めた宗教聖典

が、ニヤーヤにとって最も痛烈な打撃となった批判

貝殻がきらきら輝いているのを見誤って「銀だ」
と錯

すなわち話し手（書き手）の中に「瑕疵」があると確

の権威も同時に認めなくてはならなくなります。否、

は恐らく次のような議論です。つまり、ニヤーヤの

覚する場合もありえますので、その可能性を含めた

認されることとなり、やはりその人の言葉は、内容

それどころか、ヴェーダ聖典の無誤謬性を保証する

他律的真知説に従えば、ある認識・判断Aの正しさ

上での説明をしなければなりません。その点につ

的には直接確かめられなくても信頼がおけない、

論拠の一つである、訂正知が生じ得ないという点も

を検証するためには別の認識・判断Ｂが必要とな

いては、次のように答えます。――確かに時に人

つまりシャブダとはならない、と結論付けることが可

危うくなります。超人的な認識能力を備えた人なら、

り、しかしその認識・判断Bの正しさは更に別の認

は見誤ることがある。しかしそういう場合は、後で

能になります。このようにミーマーンサー
（クマーリラ

来世のことや魂などの問題についても正しい知見

識・判断 Cによって検証されなければならず、この

「これは銀ではなく、貝だ」
という訂正知が起こるの

派）では、プラマーナとしての妥当性（知覚の真知

を得ることが可能となり、その方がヴェーダ聖典の教

連鎖は無限に遡及してゆくという解決困難な論理

で問題ない。誤知であることは事後的に判明する

性、推理・推論の妥当性、言葉の信憑性、聖典の

示の内容に異を唱えた場合にはどうなのか、という

上の誤謬へと追い込まれることになります。実際、

が、そのような訂正知が後で生じない限り、知は原

権威など）
に関しては自律的に確定している
（本来

難題が課せられることになるからです。

後代のニヤーヤになると
（具体的には9〜10世紀の

則として正しいと認めるべきだ――と。このようなミ

妥当であり、妥当であることは自明である）
という

そこでミーマーンサーはこのような問題を回避する

ヴァーチャスパティ・ミシュラ）
、一定の種類の認識・

ーマーンサーの立場は「自律的真知論」
と呼ばれ、 「自律的真知論」
を、非妥当性（錯覚であること、推

ために、凡そ完全無欠な人間などこの世には存在

判断に関してはその正しさ・妥当性は自律的に保

ニヤーヤの「他律的真知論」
と対置されます。

理上の誤謬、偽りの言葉であることなど）
に関して

しない、したがってどれほど優れた人でも何らかの

証されていると認めざるを得ないようになります。

は「他律的誤知論」
を唱えています。

過ちがまとわりついており、その教えもまた絶対に信

このようにミーマーンサーは、ヴェーダ聖典の権威

頼のおけるシャブダとはならない、という主張を貫き

（プラマーナとしての妥当性）
については論証を要

ます。すでに述べましたように、クマーリラは特に仏

せず自明であるという、ある意味では宗教的ドグマ

教の権威、ブッダの教えの集成としての仏典の信憑

を振りかざす姿勢を全面に打ち出していますが、し

性を打ち砕くことに大きな精力を傾けましたが、以上

かしこの主張を孤立させずに、日常論理が通用す

のような真知論は仏教の権威を否定するのに有力

る知識論一般との整合性を可能な限り追求し、凡

な理論的根拠を与えることになりました。

そすべての認識・判断の正しさ
（プラマーナとしての

らには聖典の教示もそのまま正しいと受け入れれ
ばよい、と言います。

錯誤知の扱い(1)―訂正知の発生によって
誤知の存在が事後的に知られる場合
ただし先ほどの銀の知覚の場合でも、実際には

錯誤知の扱い(2)―認識の発生原因中の瑕
疵を発見する場合
しかしまた別のケースも念頭に入れなければな

126

それでは全てを知り尽くした神がヴェーダの著者

ヴェーダ聖典の権威を否定する根拠がない
そしてこのような知識論の立場は、ヴェーダ聖典

りません。つまり黄疸症状が出ると実際には白い

の無誤謬性の弁証に巧に結びついているのです。

貝殻も
「黄色い貝殻だ」
と見誤ってしまいますが、

つまりミーマーンサーによれば、プラマーナとしての

この場合は黄疸症状が続く限り貝殻は黄色に見え

妥当性（日常的な認識レベルでは認識・判断の正
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妥当性）
は原則として自明であり、自律的に保証さ

作を中国語に訳出した年代が中国に残っていれ

程の内容として理解しても大過ないと思われます

信奉している宗教伝統・教団をも含意しているとの

れていると考えざるをえないという説を、実に強靱

ば、その著作の年代の下限が設定できます。ただ

が、その後、仏教などとのプラマーナをめぐる論争

解釈も可能）
をバラモンの立場から見てヴェーダの

な論理をもって打ち立てようとしているのです。い

し活躍年代はある程度分かっても、生涯年代が確

が激化してゆく中で、次第に知識論（プラマーナ論）

教示に近いか否かで三種に分類します。

わばバラモンの宗教（ヴェーダの宗教）の権威は自

定されることはめったにないようです。例えばすで

に関する議論がニヤーヤの中で膨張してゆくように

四種の身分階層（カースト）
と四つの人生段階

明であり、論理的に否定することは不可能だと証

に言及した仏教論理学者のディグナーガとダルマキ

なります。ヴェーダ聖典の権威論証もプラマーナ論

（学生期・家長期・隠居期・終末期）
を軸として「な

明しようとしているかのようです。

ールティの年代は、それぞれ480〜540年と600〜

の中の一問題として扱われるようになった事情は、

すべき務め
（ダルマ）
」
を規定した「法典」
（最も有名

660年とされていますが、二人とも60年の生涯にな

すでに述べた通りです。しかしジャヤンタが理解す

なのが『マヌ法典』）
などは、最もヴェーダに近い聖

っているのは、ウィーンが産んだ偉大なインド哲学・

るニヤーヤ学の存在意義はこれとも趣を異にしま

典と見なされ、またヒンドゥー教（バラモン教とヒンド

仏 教 論 理 学 研 究 者フラウヴァル ナー 教 授（ E .

す。彼によるとニヤーヤ学の最大の使命は、バラモ

ゥー教の峻別は困難ですが、後者はヴェーダの宗

Frauwallner, 1898-1974）が、主要なインド仏教

ンを軸とする古来のヒンドゥー社会・文化伝統の礎

教＝バラモン教の延長上にありつつ、土着的、非

の論理思想家の年代を設定するにあたって、特段

たるべきヴェーダ聖典の権威を理論的に擁護、弁

アーリア的、大衆的要素をダイナミックに吸収して展

の支障がない限りは生涯を60 年にする、という学

証することにあります。ジャヤンタにとっては、ヴェー

開したものと理解しうる）の二大潮流をなすシヴァ

的取り決めを1961年に発表した論文で提唱して以

ダの権威論証がプラマーナ論の一部を構成してい

教系とヴィシュヌ教系のそれぞれの聖典は、ヴェー

来、今日もなおそれが学界で受け入れられている

るというよりも、むしろプラマーナ論がヴェーダの権

ダの教えに概ね一致した「ヴェーダに反しない」宗

からにほかなりません。

威論証のためにあるというべきものです。

教伝統を形成しているものとして分類されます。そ

『ニヤーヤ・マンジャリー
（論理の花束）
』
と著
者ジャヤンタ・バッタ
話が行きつ戻りつの蛇行状態になってしまって
恐縮です。そろそろまとめの方向へと向かうために、
先ほど触れました『ニヤーヤ・マンジャリー』
とのその
著者ジャヤンタ・バッタの話へと戻りたいと思いま
す。同書は私自身が読み親しんでいるテキストの
一つであり、かつヴェーダの権威論証を話題にする
ときにジャヤンタの作品は、どうしても言及しなけれ
ばならないからです。配布資料5頁目ⅡCからⅢに
かけてをご覧下さい。
（ただし資料は遺憾ながら完
結しておりません。
）

ジャヤンタはニヤーヤの作品を三つ書いたようで
すが、代表作は『ニヤーヤ・マンジャリー』
（ 論理の

ジャヤンタ・バッタという人は、カシミール王室と

花束）
です。ニヤーヤという学問は厳密な概念規定

関わりのあるバラモン家出身のニヤーヤ学者でし

のもとに、何事も徹底的に論理・論証をきわめてゆ

た。彼 の 曾 祖 父 がカシミール 王ムクターピーダ

くことで問題を解決しようとする傾向が非常に強く

(Mukt±pµΩa, 即位733〜769)の大臣を務め、またジ

（
「ニヤーヤ」
という言葉自体、
「理屈」
「論理」などを

ャヤンタ自身も同様にカシミール王シャンカラ・ヴァ

意味します）
、ニヤーヤの作品はややもすると理屈

.

したがってプラマーナ論の中でも最も多くの紙面

してここまでの聖典は、ヴェーダの権威を論証する

を割いているのはシャブダに関する議論あり、しかも

理屈と同じ理屈によってその権威を論証しうる、と

その議論は最終的にヴェーダ聖典の権威論証に収

ジャヤンタは主張します。しかし仏教聖典や、脱輪

斂した形になっています。
『ニヤーヤ・マンジャリー』全

廻促進教とも言うべき
「サンサーラ・モーチャカ」
（輪

12章のうち、前半にあたる第6章までがプラマーナ論

廻の苦しみからの解放を目的とした殺害を推奨し

ですが、ニヤーヤが認
（第 1 章冒頭に若干の序論）

たとされる教団）の聖典などは、明らかに「ヴェーダ

（知覚・推理・類比的同定・シ
める4 種のプラマーナ

に反する」宗教伝統を形成しているとして、およそそ

ャブダ）
に関する議論の中で、実に3分の2相当の部

れらの権威は容認し得ないとジャヤンタは結論付

がシャブダに当てられています。
分
（第3〜6章）

けます。

ルマン
（Śankaravarman, 即位883〜902）の大臣を

一辺倒で取っつきにくい印象を与えますが、ジャヤ

務めています。よく知られているようにインド人は歴

ンタは学識豊かで諧謔に富む粋人であり、煩瑣な

史意識が薄く、古代・中世インドにはヒンドゥーの手

哲学論争も彼の手にかかると臨場感あふれる論争

『ニヤーヤ・マンジャリー』におけるヴェーダ
の権威論証とその周辺

になる史書はほとんど存在しませんが、唯一の例

劇へと変貌します。実際、彼はニヤーヤの三部作

いま特に注目したいのは、第 4 章の中の一節で

外とも言うべき作品が12世紀半ばにカルハナが著

のほか、異宗教の学者が登場して論戦を交わす哲

す。すなわち、ヴェーダが信頼すべきシャブダである

したカシミールの王統史『ラージャ・タランギニー』で

学的戯曲『アーガマ・ダンバラ』
も著した名文筆家で

ことを、その作者が一切知者たる神という
「信頼す

す。この王統史に名を連ねる王とジャヤンタとの関

す。また若いときにはパーニニ文典（
『アシュターデ

べき方」であるから、という論理的根拠にもとづい

わりが大きな手がかりとなって、彼の活躍年代は9

ィヤーイー』
）
の注釈家として知られていたようです。

て「他律的に」証明する――というヴェーダの権威

世紀末〜10世紀初頭であることがほぼ確実になっ
ています。
ちなみにインドの思想家で比較的年代が確定し
ているのは一般に仏教の学僧ですが、これは多く
の場合、中国やチベットといった外国に相応の資
料的手がかりが存在するからです。例えばある著
128

ジャヤンタの著作活動

ジャヤンタのニヤーヤ観の特徴と
『ニヤーヤ・
マンジャリー』の作品構成
アクシャパーダが開いたとされるニヤーヤ学の元
来の趣意は、論理・論証の道を究めて人間存在や
世界についての真実を知り解脱に至る――という

論証を軸としたニヤーヤの主張が一段落した後に、
このような理屈は他の宗教聖典の権威を証明する
ことにもなるのか否か、という問をジャヤンタが立て
ます。そしてその後、
「他の宗教聖典」
（
「宗教聖典」

ここまでが一つのセクションとして区切ることが可
能であり、恐らくジャヤンタ自身が主張ないし容認
している見解はここまでと思われます。ジャヤンタ
が仏教に対してきわめて批判的であることは、
『ニ
ヤーヤ・マンジャリー』の数多くの箇所に見られると
ころであり、また先ほど触れた哲学的戯曲『アーガ
マ・ダンバラ』においても、当時の仏教徒を痛烈に
揶揄する場面などが見られます。
「ヴェーダに反す
る」異端の宗教の代表格として、
「サンサーラ・モー
チャカ」のような如何にも怪しげな宗教と合い並べ
た形で仏教を取り上げるほど、ジャヤンタは仏教を
非常に邪な宗教と見ています。

と訳した原語は「アーガマ」ですが、古来伝承され
てきた教え
（をまとめた聖典）の意から、その教えを
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「すべての宗教聖典は正しい」
という主張
（1）
：
すべての宗教聖典は著者が信頼すべき方だ
から正しい

これに対しては、それぞれの宗教聖典が信頼す

え方がこの第二のグループには取り入れられ、どう

らの教説は妥当ではない、ということになります。

べき方の教えである以上、どれが正しくてどれが間

して仏典の作者であるブッダ（その箇所ではブッダ

第三グループの主張では、ヴェーダがいわば全知

違っているとは言えないという漠然とした原則論で

のことをわざわざ「シュッドーダナ王（浄飯王）の子」

全能にして万物の根源たる神に相当する存在とな

ところが『ニヤーヤ・マンジャリー』ではこのセクシ

対抗したり、相互矛盾に関して、そもそも4種に分か

と呼んで、生身の人間であることを強調している、

っていると考えるならば、第二と第三のグループは

ョンの直後に、
「ある人々は、すべての宗教聖典

れ数多くの学派間の違いを孕んだヴェーダ聖典の

と九州大学助教授片岡啓氏が誠に当を得た指摘

一神教的色合いが強いと言えます。他方、第一グ

（「アーガマ」
、宗教伝統）
は権威がある
（正しい）
と

内部にも見られることであるし、また一見矛盾して

をしています）
が神でありえようか、という疑問に対

ループは、すべての宗教伝統をただ一人の神が創

主張する」
という刺激的な言葉で始まる興味深い

いるように見えても実際には重大な違いはあまり存

しては、それはヴィシュヌ神が世界を救済するため

始したとも、同一の根本テキストに発しているとも見

一節が続いています。しかもジャヤンタはこの見解

在しないとか、あるいは、どの宗教も苦から究極的

に纏った肉体上の姿にすぎない、と答えています。

なしているわけではありませんので、
「宗教多元主

をことさら否定することはなく、ただこの一節の末尾

に解放される解脱を目標とする点と、その目標であ

で、ある一定の条件を設定しなければ、闇雲にす

る解脱に至るための手だてとして何らかの意味で

べての宗教聖典は正しいとは言い切れない旨を付

の正しい知を立てる点において一致しており、ただ

言するにとどまっています。

衣食住にわたる実践面や宗教上の行為内容の点

すべての宗教聖典は正しいという主張について

で各宗教固有の特徴が現れてはいるけれども、こ

多少具体的に述べますと、その主張の担い手はジ

うした相違は併存していて一向に構わない。確か

ャヤンタによれば三つのグループに分かれ、それぞ

にシヴァ教の一派が髑髏の器で水を飲むのを他宗

れ違う根拠を挙げてすべての宗教伝統の妥当性

派の人たちが見れば大きな違和感を覚えるであろ

を訴えています。

うが、そのような違和感はその宗教の伝統に慣れ

第一のグループは、まずどの宗教伝統の聖典に

親しんでいないのが原因であって、決してその宗教

おいても、それを信奉する人々には疑いの余地の

が間違っていることの根拠とはなりえない、などと

ない真理の確信が生まれているのであり、また経

いう理屈が次々と示されてゆきます。

験を越えた形而上学的レベルの事柄は別として、
日常的な経験世界の事柄に関しては、どの宗教聖
典の妥当性も概ね経験知によって確認されるの
で、ニヤーヤがヴェーダの権威論証に用いている論
法は、ヴェーダに限らずすべての宗教聖典に適応
しうるのであり、すべての宗教聖典に関してそれぞ
れ「信頼すべき方」
としての作者（＝開祖）
が論理上
想定可能であるから、その教えの集成である聖典
は権威がある、という結論が帰結するはずだ、と主
張するのです。
すべての宗教伝統を等しく容認しようとする際に
直面する困難の一つは、教義や修行・実践内容が

れます。
）
他方、第三のグループは、すべての聖典はヴェ
ーダにもとづいているので正しいと主張します。

万教同根観と一神教的要素
この
「ヴェーダにもとづいているので」
というのは、
ミーマーンサーの学者が「マヌ法典」などの古伝書
（スムリティ）系統の宗教文献を権威づける際に依
拠する理由付けですが、この第三のグループが論
ずるところによれば、この理由付けはすべての宗教
聖典の正しさを証明する根拠ともなる、というので

〈研究〉
はまことに当を得ています
（配布資料1頁目、

1の論文、p.337）。
（ただし後述する
『アーガマ・ダンバラ』おいて老
練なニヤーヤ学者が語る包括主義的宗教観に含
み込まれた第一グループの主張では、多様な宗教
聖典それぞれの著者として別人の信頼すべき方が
想定されるけれども、彼らは皆、同じ神を瞑想する
ことによって特別な知恵と力を獲得したのだと考え
られており、この第一グループの主張でも一神教
的色彩を帯びていることを付言します。
）

「万教同根」の考え方に根ざしています。第二グル
ープでは「同根」
とは同一の著者たる神のことであ

このようにジャヤンタは、すべての宗教伝統ない

主張
（3）
：すべての宗教聖典はヴェーダにもと
づいているから正しい

り、第三グループでは、一切の宗教がヴェーダとい

し宗教聖典は正しいという見解をかなり詳しく紹介

う同一の根から発するというのです。同一の根か

した後に、次のようなもっともな疑問の声を投げか

第二のグループは、同一の神がすべての宗教聖

らどうして多様な宗教聖典が展開するのかという問

けます。

典の作者だから、という根拠を示します。では同じ

に対して、第二グループは受け口たる衆生の側の

神が書いた聖典でありながら、どうして教示内容が

多様性を思い計る神の恩寵によると考え、第三グ

異なるのかという疑問に対しては、生きとし生ける

ループではヴェーダそれ自体に内包された夥しい

ものたちの意向や能力がおのおの異なるのを熟知

多様性（
「散逸したヴェーダ」の存在も想定されてい

している神は、これこれのタイプの人々にはこれこ

る）
に起因すると見なしています。

れの教えが適合するという具合に、受け口の違い

永遠の魂の存在を否定し、宗教的権威を徹底

うような部分があるため、Aという宗教が正しいと

ちなみにこの説明方法は、ブッダが教えを受ける相

の主張も、ヴェーダ
（の付属文献であるウパニシャッ

すれば、それと矛盾したことを説くBという宗教は

手（
「機」
）の性質・能力に応じて教える内容を変え

ド）の中で批判される見解として登場しているから、

る
「対機説法」の考え方などをベースにして多様な

「ヴェーダにもとづいている」
ということになります。

仏典の意味付け、ランク付けを行おうとする仏教の

ただしこの事例は例外であり、
「ヴェーダにもとづい

考え方とよく似ています。またヴィシュヌの化身の考

ている」けれどもヴェーダで否認されているので、彼

か、という問題です。

傾向に傾いている」
というＡ．ヴェツラー教授の観測

主張
（2）
：すべての宗教聖典は、神が著者だ
から正しい

的に罵倒した快楽主義者（チャールヴァーカ）たち

間違っているという論理的帰結に陥るのではない

義（ただし原語はOffenbarungspluralismus）の

す。このグループの主張は第二のグループと同様

に合わせて違う聖典を作った、と説明するのです。

宗教間で相互に大きく異なり、しばしば相矛盾しあ
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（このグループはヴィシュヌ教系ではないかと思わ

邪宗排除のための理論修正

「 『いやしかし、すべての宗教聖典が妥当である
こることが以上の理由から論証されてしまうな
らば、私だって今日、何らかの聖典を作り上げ
たとすると、如何ほどか日数か経てばそれが権
威を持つことになってしまうだろう。その聖典に
関しても上述のような
（聖典の権威を立証する）
理屈を述べ立てることは難しくないからであ
る。
（
』
『 』の部分は韻文。下記も同様。
）
（あるいは自分で書かなくとも）何でも良いか
ら古びた本（写本）
に書かれたものをだれか狡
賢い輩が引っ張り出してきて、
『これは偉大なる
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聖典なり』
と宣言すれば、そのテキストに対しても

しジャイナ教団などは弾圧しなかった、――という、

立て役として用意された作り話であって、歴史的な

ねない状況でした。この苦境を救うべく急遽リリー

同じく信頼すべき著者を想定すればよいことに

恐らく歴史的事実を何らかの意味で反映した興味

事実を記録していると見る必要は全くありません

フとして招かれたのが老練なニヤーヤ学者ダイル

なる。あるいは何らかのヴェーダの言明を、その

深い記述を添えています。

が、ただ当時王室に仕えていた一人のバラモン知

ヤ・ラーシ
（
「堅忍不抜さの溢れた人」の意）
でした。

聖典の根拠として述べればよいことになる。
」
この疑問をジャヤンタは真摯に受け止め、ただ
闇雲にどんな宗教聖典でも正しいと言えるわけで
はなく、次のような付加条件をも満たさなければな
らいないが、今指摘を受けたケースのような場合は
この付加条件を満たさないので権威を認める道理

シャンカラ・ヴァルマン王によるニーラーンバラ・ヴ

識人が、どのような目で仏教やジャイナ教などの「異

ラタ教団弾圧の話は、すでに触れたジャヤンタの

端の」宗教を眺めていたのか、その心の内側を垣

哲学的戯曲『アーガマ・ダンバラ』にも出てきます。

間見るのには大変興味深い記述です。

この戯曲はごく最近、英訳・注付きの校訂テキスト
〈参考文献〉2(2) ）
、
が出版され（配布資料1 頁目、
近づきやすくなりました。英訳のタイトルは Much

『アーガマ・ダンバラ』は全４幕ですが、最終の第

シャンカラ・ヴァルマン王の宗教統制策と
宗教界の混乱

4幕は、ほとんどこのダイルヤ・ラーシの独壇場です。
まず彼はヴェーダの権威を保持しようとする正統バ

さてともかくも、ニーラーンバラ・ヴラタのような公

ラモン側の言い分も、ヴィシュヌ教系聖典の権威を

序良俗を乱す怪しげな宗教教団をいつまでも放置

論証しようとする側の言い分も共に十分に理解し

することはできないということで、ついにシャンカラ・

たことを一同に告げた上で、これから自分が行うス

ヴァルマン王は彼らを追放するという弾圧政策を打

ピーチに対しては、どうか異議を差し挟まず最後ま

ち出します。するとこれがきっかけとなって、大衆に

でご静聴賜りたいと聴衆に告げます。そしていよい

定着したヒンドゥー教の二大潮流であるシヴァ教系

よ彼の大演説が始まります。最初は、ヴェーダの権

前例のない、新奇な）のように

戯曲のあらまし―サンカルシャナの異宗教視
察と仏教批判

およびヴィシュヌ教系諸宗派の中には、このままで

威は論証をまたずして自ずと確立しているという、

は思われず、(4)（新宗教を起こして一儲けし

ごく簡単に戯曲のアウトラインを述べますと、前半

はいずれ宗教弾圧の手が自分たちのところにも及

ミーマーンサーの自律的真知論が紹介されます。そ

てやろう、などという）飽くなき邪な欲望などが

はサンカルシャナという名の新進気鋭のミーマーンサ

びかねないという不安が広がり、宗教界に大きな

して次にその理論に対する批判と論争を通じて、

根本にあるのではなく、(5)人々がそれに対し

ー学者が、
（バラモンから見て）異端の宗教の寺院を

混乱が生じてしまうのです。ここからが後半部に相

ヴェーダ聖典はシャブダの一種であり、信頼すべき

て嫌悪の情を抱かない、そのような宗教聖典

訪問するなどして教義論争を挑み、相手方の思想

当します。

方の言明だから妥当な情報・知識源であることが

のみが正しいとここで認められているのであ

家を論破してしまうというストーリーです。最初に仏

って、およそ遊女を斡旋して暴利をむさぼる女

教の僧院を訪問し、次にはジャイナ教寺院へ、とい

必死になって多宗教共存の道を図るための調停理

明にし、さらにその「信頼すべき方」であるヴェーダ

将の忠告 (kuTTinImata．カシミール王ジャ

う具合です。彼が踏み込んだ仏教寺院があたかも

論の整備と対話を試みるのですが、若いミーマー

の作者とは、世界の創造、存続そして破壊をなす

の大臣を務めたダー
ヤピーダ
（在位 779-813）

天国（極楽）
のような理想郷であり、僧侶たちが豊満

ンサー学者にとってはいささか手にあまる難題だっ

神と同一であることを論証します。しかしダイルヤ・

モーダラ・グプタが書いた同名の戯曲を意識

な美しい女性たちの給仕をうけて美味しいご馳走

たのでしょう。また彼が修めたミーマーンサーという

ラーシの演説はそこに留まらず、ヴェーダの権威論

していることは確か)のようなものが、権威があ

を食べ、果実ジュースと称して果実酒を飲んでいる

学問は、ヴェーダの宗教伝統を保持するための聖

証に用いられる論理は、ニヤーヤの議論にせよミ

るとは認められない。
』
」

風景が、皮肉たっぷりに描写されています。

典解釈体系を確立することに大きな関心事があり、

ーマーンサーの議論にせよ、他の宗教聖典にも等

その後、サンカルシャナはジャイナ教の僧院へと

異宗教への寛容的態度は弱かったこともあって、結

しく当てはまることを強調し、
「すべての宗教聖典

足を踏み入れますが、そこでも厳しい苦行で知ら

果的にはヴェーダの伝統を固守しようとする正統バ

は正しい」
という主張へと大きく傾斜してゆきます。

れるジャイナ僧の堕落ぶりを露呈するコミカルな情

ラモンの側と大衆化の進んだヴィシュヌ教系の一派

そしてこの弁説の末尾には、すべての宗教聖典が

はない、――という趣旨の答弁をしています。
「 『このような批判は当たらない。(1)文句なく世
間に周知の宗教聖典であり、また (2)この世

ado about religionで、これはシェークスピアの喜
（
『空騒ぎ』
）
をもじった
劇Much ado about nothing
ものと思われます。英訳タイトルにしたがえば『宗教
騒動』
といったところでしょうか。

間で多くの知識人によって受容されており、

(3)今日流布し始めた聖典であっても奇異なも
の
（ apUrva

シャンカラ・ヴァルマン王による宗教弾圧と
『アーガマ・ダンバラ』
そしてジャヤンタはこの後に、男女が裸身のまま
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ダイルヤ・ラーシの大演説 ―
「すべての宗教聖典は正しい」

こうした混乱状態を収めようとサンカルシャナは、

証明出来る、というニヤーヤの他律的真知論を鮮

景が描かれます。さらには何かのお祭りにちなんで、

との間の宗教間対立を調停することができないま

正しいとすると、いかがわしい教えまで宗教的務め

一枚の青い布をまとい、いかにも怪しげな振る舞

宗派を問わず托鉢行者（物乞いとして描かれてい

ま板挟み状態に陥ります。彼自身は生粋のバラモ

（ダルマ）
として正統化されてしまい、由緒ある宗教

いをしている
「ニーラーンバラ・ヴラタ」
（ Nµl±mbar-

ますが）
に広くご馳走が振舞われる場面が出てき

ンの生まれですから、ヴェーダ聖典が全てと考える

伝統は崩壊してしまわないかという懸念が表明さ

avrata 青い布をまとうことをモットーとする、というほ

ますが、その中に先ほどのニーラーンバラ・ヴラタの

バラモンたちの手前、バラモンとしての面子を保た

れ、その懸念に答える形で、こうした弁証論理の拡

どの意味）
といういかがわしい新興宗教団体を取

集団も紛れ込んでいました。

なければなりませんが、他方、彼が仕えているシャ

大適用も自ずと一定の制限がかかり、古来の宗教

り上げ、時のカシミール王であるシャンカラ・ヴァル

こうした仏教教団やジャイナ教教団に対する手

ンカラ・ヴァルマン王の后は正に問題となっている

道徳を覆すような結果にはならないことを付言して

マン様は宗教の本質をお見通しであり、
「これは奇

厳しい記述、揶揄的描写は、笑劇という作品形式

ヴィシュヌ教系の一派の信者でしたから、彼らの宗

います。ダイルヤ・ラーシの弁説は満場の賞賛を勝

異だ」
と判断して、この宗教団体を弾圧したが、しか

の中で、バラモン哲学を浮き上がらせるための引き

教の権威を保たなければ大きな政治問題になりか

ち取り、その場を支配していた異宗教間の緊張は
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氷結して、めでたく大団円を迎えることになります。
（そもそもサンスクリットの戯曲に悲劇はなく、すべ
てハッピーエンドですが。
）

『ニヤーヤ・マンジャリー』
と共通する議論
ヴェーダの権威論証から、すべての宗教聖典の
正しさを認める主張、そしてその主張に一定の歯止
めをかけるコメントに至るまで、ダイルヤ・ラーシの演
説内容は前述した『ニヤーヤ・マンジャリー』の該当
箇所とよく対応しています。すでに述べましたよう
に、シャンカラ・ヴァルマン王によるニーラーンバラ・
ヴラタ教団追放の話は、
『ニヤーヤ・マンジャリー』
と
『アーガマ・ダンバラ』の両方に登場します。まったく
架空の出来事というよりも何らかの歴史的事実を
反映しているのではないかと思われます。そしてこ
の宗教弾圧を機に宗教界が混乱し、異宗教間の
対立が顕在化するという状況が生まれたところで、
それを沈静化するために、ある一定の条件をクリア
ーしていれば基本的にすべての宗教聖典は正しい
という調停的な主張が宣言される、というストーリー
もまた、必ずしも
『アーガマ・ダンバラ』
という戯曲を
仕立て上げるためにジャヤンタがひねり出した全く
の作り話とは言い切れない側面がありそうです。
一般に『ニヤーヤ・マンジャリー』は、他のダルシャナ
文献と比較して、先行する数々の作品や思想家の
見解を豊富に、しかも忠実に紹介する情報源とし

た態度表明とは言い難いものがあります。例えば

し思想集団の或る中心的な観念が、自分自身

ト者として、またヨーロッパ知識人として）の情念が

その言明のもとで仏教（聖典）
はなぜ正しいのかと

が所属するその種の集団の何らかの中心的な

表に出る形になったと言えるように思われます。

言えば、(1)世界の創造・維持・破壊を司る唯一神

観念と同一であると説明することである。大抵

寛容精神と切り離された「包括主義」を全面に

がブッダの姿をとって地上に現れたのであり、ブッ

の場合、
『自分たちのものと同一なものとして説

掲げた、ハッカーのいささかラディカルなインド的思

ダの教えは即ち神の教えだから、その教えを集成

明される余所のものは、何らかの意味で、自分

惟に対する批判的理解については、インド思想文

した仏典は正しいとか、(2)ブッダは神そのものでは

たちのものに下位の要素として組み入れられる

化への共鳴的態度をもつ西洋のインド思想研究者

ないが、神をひたすら瞑想で思念することによって、

べきものだ、あるいは自分たちのものよりも下位

からは行き過ぎた解釈であるとして強い反発を招

特別の知恵・力を授かったので、その教えは権威

に置かれるべきものだ』
という主張が、明示的

き、また学問的客観性を保持しようとするインド学

があるとか、あるいは(3)ヴェーダの教示にもとづい

に、あるいは暗黙の前提として、包括主義には

者、文献学者からは距離をおいてクールに受けと

ているからだ、という理屈なのです。そして『ニヤー

含まれている。さらにまた、よそのものが自分た

められた面もあったようです。

ヤ・マンジャリー』に見出される
「すべての宗教聖典

ちのものと同一であるということを証明しようと

は正しい」
という主張とこのダイルヤ・ラーシの言明

企てられることはまずない。
」

とは内容的にほぼ同じものと見てよいように思わ
れますので、この場合も含めてジャヤンタが報告す
は正しい」
という言明を、単純に宗教的寛容精神

献のみならず仏教文献にまで射程を伸ばして、
「包

に手厳しい観測（何でも自分たちの尺度、観点か

の表れと見ることはできません。むしろ、ある一定

括主義」というインド的思惟形式（ die indische

ら勝手に取り込んでしまおうとする態度）
は強い包

の宗教が他の宗教を自分流的に取り込もうとする

を執拗に追い求め、しかもその研究の
Denkform）

括性を持った熱狂的なヒンドゥー教運動や近代以

方向は次第にヒンドゥー思想批判へと傾斜してゆ

降のインド礼賛型ヒンドゥー思想に向けられるもの

き、従来、インド的な宗教的寛容精神の表れとして

であって、本日ご紹介したジャヤンタの議論などに

み（神や聖典が「宗教の枠組み」
と呼びうるかどう

高く評価されてきた言葉や思想的特徴の大半は、

対しては、むしろ例外的に寛容精神が顕著な事例

かは別として）の中に組み込んで、いわば手前味

実際には寛容精神とは似ても似つかない（自己中

として扱われています。

噌的というか、我田引水的というか、多分に自己

心的な）包括主義であり、このような現象はインド文

都合的な形で受け入れようとする態度は、本日の

化圏特有のものである、と断ずるまでに至りました。

れておきたかった点があります。私自身、自分の考

お話の最初に話題に致しました「包括主義」にほ

Ｗ．ハルプファスはハッカーを深く敬愛していました

えがどこまでまとまっているのか怪しいところもある

かなりません。

が、同時にこうしたハッカーの極端なまでのヒンドゥ

のですが、何とか明確な言葉にして皆様にお伝え

ー思想批判へとシフトしてゆく研究の軌跡（特に晩

できるように努力します。

「包括主義」の側面が強いと言えます。
このように他の宗教を、自分の側の宗教の枠組

主義なるものを大きく取り上げた西洋のインド学者

の三種の見解を含み入れたダイルヤ・ラーシの演

という方がいました。
としてＰ．ハッカー
（1913-1979）

説もまた何らかの歴史的事実と関わりがあると思わ

ハッカーは包括主義とインド的思惟について次のよ

れるからです。

うに遺稿論文で述べています。――

そのままの形で尊重しようとする寛容精神に溢れ
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結びにかえて

正しい」
という見解三種が言及されている以上、そ

の宗教聖典は正しい」
という言明は、他の宗教を

の切り口から単純に裁断することは不当であり、ま
た彼の主張もさまざな側面を孕み一様ではなく、特

インド的思惟を特徴づける一大特質として包括

ともあれダイルヤ・ラーシが語るところの「すべて

Ｐ．ハッカーの何十年にも渉る数々の業績をひとつ

ハッカーは多種多様なヒンドゥーの宗教・哲学文

「別の人々」
）曰くという形で「すべての宗教聖典は

寛容精神と包括主義

Wien 1983, p.12）

解く卓越した知性を備えた偉大なインド学者である

る、あるいはジャヤンタが語る
「すべての宗教聖典

ての価値が非常に高い作品として評価されており、
そのような作品に「ある人々」
（ないし「他の人々」

（Inklusivismus: Eine indische Denkform,

いずれにせよ、膨大なテキスト群を正確に読み

は、インドの宗教 、
「包括主義
（Inklusivismus）
特に インドの宗教哲学 と我々が呼んでいる
領域に属す資料を記述するのに、私が用いて
いる概念の一つである。包括主義とは以下の

年、強くなりました）
を、きわめて冷静に分析してい

ただ本日のお話を結びにあたって、どうしても触

第一には、ハッカーに顕著な形で顕れている、

ます。彼のハッカー分析を頼りにして私なりの理解

インド的包括主義に対する西洋インド学者の否定

もまじえて評しますと、ハッカーにとって包括主義な

的態度（嫌悪感すら認められます）
については、そ

るものは、研究対象を文献学的あるいは歴史学的

の背景として何らかの意味での西洋中心主義的尺

な意味で「記述する」上での客観的な概念にとど

度や、歴史的時代状況による制約、あるいは
（近代）

まらず、同時に、彼自身、キリスト教信者として
（プ

キリスト教的理解の色づけなどが関与している可能

ロテスタントからカトリックに改宗しています）
、ヒンド

性があるのではないかといった掘り下げを行い、

ゥー教思想を宗教間対話の重要な相手として見て

異文化交流（
「インドとヨーロッパ」の思想的対話）の

おり、そうした個人的な思い入れ（コミットメント）
が

一文脈中の相関的事象（出会い）
として相対化する

強かったために、学術成果の中に人として
（キリス

試みをなすことが必要だと思われます。

ことをいう。つまり、或る余所の宗教集団ない
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しかしこのことは相対化する私たち自身の視点

正しい」の主張の根底をなす一神教的傾向は、宗

が全くバイアスのない普遍的、客観的正当性をもつ

教的差違を取り払ったひとつの普遍宗教を志向し

ことを意味するわけではないことも十分に意識され

ているのではないように思われます。むしろ宗教的

なければならないと考えます。むしろ包括主義とし

差違を保持しつつ、差違のある余所の宗教に対し

て括られるインド的思惟方法に対して、では私たち

て敵対的関係で臨むことを回避し、宗教間対立を

日本人はどのように受け止めるのか、私自身はど

解消するための調停的論理がそこで繰り広げられ

のような受け止め方が可能であるかという、主体性

ようとしているのではないでしょうか。

を打ち出した姿勢を明らかにすることも重要ではな
いかと思います。

2006年12月16日・同志社大学東京オフィス

「宗教伝統の権威論証とインド哲学：護教論理と寛容精神」
丸井

今日ほど多文化、多宗教共生の道が地球規模で
切実に求められている時代はないかもしれません。

その意味で例えば私の思いつきを述べさせて戴

インド的思惟方法を特色付けるといわれる包括主

くならば、外来のもの、余所のものを、自己流に自

義の積極的な意義を、インド礼賛的スローガンとして

分の引き出しへと収め入れようとする包括精神は、

でなく、冷静にそして私たちが歩んできた文化と歴

その「外来のもの」
、
「余所のもの」に属す「当事者」

史の土壌を確かめつつ、見つめ直す必要があるの

から見れば余計なお世話であり、そのような取り込

ではないか。その言葉を最後の締めくくりとさせて

みの動きに対しては拒否反応を示すのが自然と思

戴きます。ご静聴どうもありがとうございました。

浩（東京大学大学院人文社会系研究科・教授）
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「宗教はひとつである」
「真理はひ
とつである」
と唱えている傾向が多分にあるのでは
ないか。しかもそのようなローカルな普遍主義、包
括主義モデルが複数あって、せめぎあっているのが
インドの風土ではないか。
『アーガマ・ダンバラ』第4 幕でダイルヤ・ラーシが
「すべての宗教聖典は正しい」
と謳いあげた大演
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volume of Prof. V.N. Jha), Kolkata, pp.388-400.

Ⅰ．
「インド哲学」と主知主義
Ａ．
「インド哲学」という概念について
Ａ１．
「インド哲学」
（Indian philosophy）
という名称・概念の始まり
「 philosophy に対応するインド思想固有の概念はあるか？」
→１
９世紀中頃以降、浮上した問題意識

つつも、しかし聴衆一同にむかって、各宗教は伝統
的にそれぞれ別々の道筋に分かれた形で確立し
ているのであるから、お互いに混交し合い、無用
な混乱を招くことが決してないように十分に注意す
るよう念を押しています。
ダイルヤ・ラーシが唱える
「すべての宗教聖典は
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(1) 西洋哲学（ヨーロッパ哲学）の紹介・研究・教育
1835年 インド高等教育における言語として英語が導入
1854年 English-mediumの大学設立開始
Department of Philosophy (基本的に西洋哲学)
として再発見、再解釈、そしてインド礼賛
(2) インドの伝統的学問が「哲学」
西洋哲学の諸概念・用語に対応する
「インド哲学」の諸概念・用語
darśanaダルシャナ（darśana-ś±straダルシャナ・シャーストラ）= philosophy
○Rammohan Roy (1774-1833)「近代インドの父」
ベンガルの富裕なバラモンの家出身
ペルシア語・アラビア語学習 → イスラームの影響
1804-14 東インド会社勤務 英語習得 蓄財
1815 カルカッタで宗教・社会改革運動を開始
まだ philosophy は重要な語になっていない。
後に盛んになる philosophyとreligionの関係にも注目していない。
○Vivekananda (1863-1902) ラーマクリシュナミッションの設立
“There is a long way between intellectual understanding and the practical

realization of it
religionの三部分、三レベル ①philosophy ②mythology ③ritual
“Religion without philosophy runs into superstition; philosophy without religion becomes dry atheism.
Ａ２．特定の「
（伝統的）思想体系」
「世界観」
としての「○○ダルシャナ」→「○○哲学」

ex.「バウッダ・ダルシャナ」→「仏教（徒の）哲学」
「ニヤーヤ・ダルシャナ」→「ニヤーヤ哲学」
（学知の 素性 ・根本）
の伝承と注釈史（意味を開く営みの連続）
(1) 創始者 ・根本テキスト
ex. アクシャパーダ作『ニヤーヤ・スートラ』
(2) 目的（一般には「解脱」）
(3) 先生から弟子への学知（ベースとなる伝統知と論理的反省）の伝授
⇒・
「宗教的」(神学的)側面、教条主義的・伝統追認的側面、党派的側面
・伝統知をヴァージョンアップしてゆく超党派的な反省知・論理的思考の重視
「教証」
（経証）
と
「理証」
、Tradition and reflection
Ａ３．
「○○ダルシャナ」のグルーピング：
「六ダルシャナ」
と
「全ダルシャナ」
「六ダルシャナ」
（＝「六派哲学」
）
（バラモンの立場からみた、正統派の学統）
「ニヤーヤ」
、
「ヴァイシェーシカ」
、
「サーンキヤ」
、
「ヨーガ」
、
「ミーマーンサー」
「ヴェーダーンタ」
別の「六ダルシャナ」には仏教、ジャイナ教、チャールヴァーカ説が含まれている。
六つにまとめる傾向が強い。
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Ｂ．主知主義的傾向（ただし「知」の意味合いはさまざま）
Ｂ１．
「プラマーナ」
（pram±ra）
をめぐる理論・議論⇒「プラマーナ論」
（知識論）
●「プラマーナ」
：知識の源泉、判断の根拠、正しい認識の獲得手段、正しい認識
仏教論理学者 ディグナーガ
（480-540）
、ダルマキールティ
（600-660）以降、
「プラマーナ論」
を軸とした哲学的議論・論争が超党派的に活発となり、各ダルシャナはそれぞれ伝統的思想
体系の枠組みと適合し、かつ同時代の「思想界」の動向にも即応した「認識論的・論理学的
理論」
を構築してゆく。
Ｂ２．プラマーナの種類
何種類のプラマーナを立てるかは、各ダルシャナによってさまざまであり、また呼称は同一
でも
（特に「プラティアクシャ pratyak≠a」＝感覚（知）
、知覚（知）
、知覚判断）
、各ダルシャナ間
で概念内容が大きくことなることもあるが、一般的には以下の三つが重要なプラマーナ。
●知覚（感覚）pratyaks.a：概念・判断作用（仏教では「分別(vikalpa)」
）
を伴うか否かで大きな論
争。また通常の知覚に加えてヨーガ行者の知覚を求めるダルシャナも多い。
●推理(推論) anum±na：６−７世紀までには間接推理（三段方式）
に対する推理（推論）形式が
確立。
「音声は無常である」 （主張；結論）
「
（音声は）作られたものだから
（所作性ゆえに）
」
（理由、
（結論を）証（明する）印；小前提）
「およそ作られたものはすべて無常なものである。例えば瓶のごとし。
」
（実例を踏まえた論拠；大前提）
神の存在証明、業の問題、聖典の権威論証といった宗教上の重要問題を論理的に討究し、か
つダルシャナの伝統的教説を強化するための護教的論証の発達を促がた。
●シャブダ＝信頼すべき言葉・教示（特に聖典）śabda( ś±stra, ±gama) 、言葉による伝達

( sprachliche Mitteilung )
Ｂ３．聖典の権威とプラマーナ
(1) 聖典を含むシャブダを独立のプラマーナの一つとして承認すべきか否か、あるいは聖典の権
威（プラマーナとしての妥当性）
は、知覚や推理といった日常的なプラマーナの妥当性の問
題とどのように関わっているのか、などは大論争となった。
（インド思想における哲学（論理的
思考）
と宗教（伝統的教説の権威）の交錯関係の具体的なあり方を、文献上から辿るべき重
要課題）
シャブダはヴ
(2) バラモン系の 正統的な ダルシャナにとっては、最も重要な（あるいは唯一の）
ェーダ聖典であり、ヴェーダ聖典の権威論証の問題も、プラマーナ論の中の重要課題となっ
た。
（ただしその議論で問題となるのは、個々の具体的なヴェーダ聖典の内容ではなく、むし
ろバラモンの宗教的伝統・共同体のアンデンティティーを保つ象徴としての存在を、他の反
（非）
ヴェーダ系の異端派に対抗する形でその権威を裏付ける理屈、議論を構築しようとし
ている。
）
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Ⅱ．ヴェーダ聖典の権威論証（Vedapr±m±rya-v±da）
Ａ．ニヤーヤとミーマーンサーの対立
双方ともヴェーダ聖典の権威を認める点で立場は一致。ただ論証方法が大きく異なる。
Ａ１．ニヤーヤのプラマーナ論
(1)日常的論理とヴェーダの権威
・日常的な認識・論理を説明する理論・議論の延長として、聖典の権威論証の問題を位置づ
ける傾向が顕著。ヴェーダ聖典の教示も、知覚や推理と相い並ぶ形でプラマーナとして立て
られたシャブダの１種と考える。
・シャブダは「信頼すべき方の教え」であると定義付け、初期の段階では「信頼すべき方」は、
何らかの真理・事実を正しく認識し、それをありのままに他者に伝えようという意図のもとで、
正しく言葉で伝達する能力を備えた人であれば、必ずしも特に聖者でも由緒ある アーリヤ
の人 である必要はなく、 野蛮人（mleccha）
でも
「信頼すべき方」
と見なされる場合もありう
る、というリベラルな立場をとっていた。
・ただ次第にシャブダ論の関心は、ヴェーダ聖典の権威の問題へと傾斜してゆく傾向があり、ジ
ャヤンタ・バッタ
（９世紀末。下記参照）の頃までには、ヴェーダ聖典は神の言葉であるという
考え方が、ニヤーヤの中に確立していた。
(2) ヴェーダ聖典の権威は 他律的（他律的真知論＋他律的偽知論）
・プラマーナとしての妥当性（知覚の真、推理の妥当性、聖典の権威）
は、 他律的に 論証さ
れるのであって、決して自明ではない。
・ヴェーダ聖典もプラマーナであるから、その妥当性は、他律的に定まる。すなわち、いかなる
言葉によるメッセージ、教示・聖典であれ、その妥当性は自明ではなく、その話し手・作者が
信頼すべき人であることに依拠しているとする。逆にもし話者が信頼すべき方でなければ、
その話者の言葉はシャブダとして認定しえない。
・プラマーナとしての非妥当性（錯覚であること、推理上の誤謬、いかがわしい聖典など）
も、ま
た話者が何らかの瑕疵を持っていることに基づいているとする。
・シャブダの権威・正当性が、話者・作者の信頼性如何にかかっているという考え方のもとでは、
超感覚的な事柄を知りうる他の特殊なプラマーナ、特にヨーガ行者の知覚を認めることとなる。
Ａ２．ミーマーンサーのヴェーダ権威論証
(1) 始まりのない、永遠のヴェーダ
(2) ヴェーダの権威は自明であり、論証を要しない。
(3) 何であれプラマーナ（知覚、推理、言葉、ヴェーダの教令など）はすべて、論証をまつこと
なく、元来、真・妥当なるものである。
（自律的真知論）
(4) ただし、一定の原因から生ずるプラマーナについては、その原因に瑕疵(doSa)がある場
合に限っては、本来の妥当性が失われる。日常的な認識レベルで言えば、
「銀だ」
という
知覚認識は、それを否定する
「
（これは）銀ではない、貝だ」
という訂正知が生ずるか、そ
の知覚認識の原因に瑕疵が見出された場合にのみ、誤った知覚認識であることが判明
するのであって
（他律的偽知論）
、そうでない限り、原則としてすべての認識は正しいと判
断してよい、とされる。
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Ｂ．ミーマーンサーと仏教との論争
ミーマーンサーは仏教の聖典（仏典、ブッダの言葉）の権威を認めず、仏教の側はミーマーン
サーが絶対の権威として仰ぐヴェーダ聖典の権威を認めないため、
両者の対立はきわめて深刻。
（７世紀中頃のクマーリラとダルマキールティの対立）
（ヴェーダ聖典の権威論証は、バラモンの思想界内部の護教的議論にとどまることなく、宗教
的立場を異にする宗教的な対立を越えて、宗教聖典一般の権威問題にまで広がった、超党派
的哲学論争の性格を持つようになる。
）
ミーマーンサーのヴェーダ聖典権威論証のもっとも強固で体系的な理論はクマーリラによって
打ちたてられた
（
『シュローカ・ヴァールッティカ』教令章）
。

Ｃ．ジャヤンタ・バッタ Jayanta Bhaªªa
ニヤーヤによるヴェーダ聖典の権威論証の豊富な議論を収めた重要なテキストは、カシミール
で9世紀後半に活躍した詩人かつ哲学者（ニヤーヤ学者）
であるジャヤンタの『ニヤーヤ・マンジ
ャリー』
という作品である。

Ⅲ．ジャヤンタに見る聖典権威論証：すべての宗教
（聖典）
に権威を認めるか？
Ａ．ジャヤンタ（Ｊ）について
・カシミール王室との関わり密なバラモン家（
『アタルヴァ・ヴェーダ』系）出身。
・カシミールのシャンカラ・ヴァルマン王の大臣（mantrin）
を務めた。
・9世紀末に活躍。
・ニヤーヤ作品の三部作を書いたと思われるが、現存するのは二作品のみで、主著は『ニヤー
ヤ・マンジャリー』
。
・学識豊かな粋人であり、パーニニ文典の注釈書も書いたが散逸。
・詩人（劇作家）
でもあり、異色の哲学的戯曲『アーガマ・ダンバラ』
も著した。

Ｂ．
『ニヤーヤ・マンジャリー』
（ＮＭ）について
・ニヤーヤの根本的テキスト
『ニヤーヤ・スートラ』の注釈的性格を部分的に持つが、独立的作
品の性格も強い。
・12章から構成されているが、前半6章はすべてプラマーナ論であり、中でもシャブダ論が非常
に大きな位置を占めている
（第３〜６章がすべてシャブダ論）
。
・Ｊはニヤーヤという学問のミッションを、ヴェーダ聖典の権威論証の論理を確立することにある
と捉えている
（ＮＭの序論）
。シャブダ論の中心も、ヴェーダ聖典の権威論証を軸としていると
言える。
・Ｊのシャブダ論は、ミーマーンサー、特にクマーリラ
（派）
の影響を強く受け、かつミーマーンサー
との論争が大きなテーマとなっている。
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部門研究１・２合同研究会

Ｃ．ＮＭのシャブダ論構成とヴェーダ聖典の権威論証
１．プラマーナとしてのシャブダの定義（根本テキストの定義解釈）
２．独立のプラマーナとしてのシャブダの存在を認めない見解の提示と論破
・推理の一種にすぎないという見解とその批判
・そもそもシャブダはプラマーナとしての妥当性を持たない見解（唯物論的快楽主義的チャー
ルヴァーカ）
とその批判
「互いに矛盾しあう、数多くの聖典が存在するが、その中でどれかが神が著したものであり、
どれかはそうでないと我々は思わない。
またヴェーダにはいろいろな瑕疵がある。すなわち、矛盾、繰り返し、虚言である。
」
３．プラマーナの妥当性をめぐる議論（pram±rya-v±da）
プラマーナとしての妥当性をもつとはいかなることか、妥当性をもたないとはいかなることか
という一般的な枠組みの議論の中に、シャブダ、特にヴェーダのプラマーナとしての妥当性
（権威）
の問題を位置づけるために、この議論が展開される。
(1) 論敵であるミーマーンサーの自律的真知論（他律的偽知論）の主張
(2) ミーマーンサー説の論破とニヤーヤの他律的真知論（他律的偽知論）の主張
４．他律的真知論をヴェーダの権威論証に適用する問題（ミーマーンサーとの論争）
〈備考〉研究会当日配布したのは5ページまで。6ページ目は、Ｃの節が完結しておらず、またその後もレ
ジュメは続くはずだったが、時間切れで、あとの部分は、すべて口頭でお話した。

2006年度第5回研究会 報告

「イスラームの現在」
日

時／２００７年１月２７日（土）

会

場／ 同志社大学 今出川キャンパス 寧静館5階会議室

発

表／中田

考（同志社大学大学院神学研究科教授）

飯塚 正人（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教授）

スケジュール

13:00〜14:00
14:00〜15:00
15:00〜15:15
15:15〜17:30
18:00〜20:00

発表：中田 考
発表：飯塚正人
休憩
ディスカッション
懇談会

研究会概要
当COEプログラムの学際・複合性の更なる進展を目的として、今回はこれまでの研究会に共通した議
論対象である「イスラームの現在」をテーマに、部門研究会を合同で行なった。
事前に参加者から発表者への質問を募り、中田、飯塚両氏の発表はそれらの回答を中心に行なわれた。
質問はまずイスラーム世界における宗教と政治との関係が中心となった。例えばイスラーム国家におけ
る民主化基調の高まり、シャリーア（イスラーム法）
と議会の持つ立法権との関係、パブリシティとプライ
バシーとの区別、またウラマー（イスラーム学者）などの「宗教家」の担い得る政治的役割、そしてイスラ
ームの理想的政治体制についての質問などである。次いでマレーシアにおけるムスリムとキリスト教徒
の関係、ローマ教皇のイスラーム理解、望ましいアメリカの中東外交といった、イスラーム世界（ムスリ
ム）
と非イスラーム世界（非ムスリム）
との対話促進の可能性についての質問が集まった。
中田氏は、イスラーム世界といったものは基本的には無く、イスラーム的な形をとるにせよそれは西
欧の世界・政治制度に覆われているということを、回答の前提とした。つまりイスラームとその世界が孕
むと見なされる問題の多くは西欧とその制度との邂逅によってイスラーム世界に現れたものであり、例
えば上述の民主化という問いに対しては、自由民主主義という概念から自然権を保護するという機能を
抽出し、シャリーアによる統治というイスラーム制度内のそれに相当するものに置き換える形で回答が
なされた。中田氏の回答は、あるべきイスラームの形、その思想によって展開される「イスラーム研究」
としてのものであったと言える。
続く飯塚氏はイスラーム世界の抱える問題の大半がイスラームと関係するものではないという点で中
田氏と前提を同じくするが、その議論・分析対象をムスリムとし、彼らが必ずしもイスラームの十分な反
映者ではないという現実
（実際のムスリムはシャリーアに従って生きているとは限らず、人間である以上、
様々な欲望や思惑にも突き動かされて行動している、つまり
「あるべきイスラーム」という観点からすれ
ば「不真面目な」ムスリムが多いという現実）を理解することが重要だとする。従って飯塚氏はフィールド
におけるインタビュー調査を手掛かりに分析する自身の回答を「ムスリム研究」と位置づけた。飯塚氏は
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寄せられた質問を「イスラム原理主義」
（イスラーム主義）
、ムスリムと非ムスリム、シャリーアの運用と民
主化・議会制民主主義、進化論とイスラーム思想の四つに分類し、ムスリム或いはイスラーム諸国が主張
する「イスラーム」とその立場というものは時に錦の御旗であり、
「イスラーム」を掲げ、それを否定しない

イスラームの現在

ことが当該社会においてどのような働きを促すのかという視点を通した回答がなされた。
議論では現在のイスラーム諸国の政治制度についての具体的な事実確認の後、それらについての公的
な場での議論の幅や、可能な政治体制のバリエーションについて、西欧の場合との違いが議論された。

同志社大学大学院神学研究科教授

またアカデミズムにおける進化論への見解、或いはマレーシアやイランといった特定地域の政治体制の

中田

問題などについて、活発な情報交換がなされた。今回の合同研究会は単に「イスラームの現在」について

考

の見識を参加者が養うに留まらず、今後引き続いてそれについて議論する際の更なる共通認識、相互理
解を得る上で非常に有益なものだったと言える。

ただいま、ご紹介に預かりました中田です。
私の議論は、部門研究１の先生方、部門２の先生

（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

高尾賢一郎）

方、もうみなさまおなじみで、もう食傷気味だと思いま
すので、ほんとうに簡単にすませたいと思います。
一応１時間、お時間をいただいておりますが、み

行かせていただきたいと思います。
「今日、世界の諸宗教は「対立」から
「対話」
1番。
へという方向性にあります。ところが、イスラームの
現状は、むしろ原理主義的な趨勢にあるように思

なさんにはあらかじめ回答もお配りしておりますの

います。そうした状況において、近代西欧との調和、

で、私のほうは、私に対するディスカッションも含め

あるいは、他宗教との対話などの動きが、イスラー

て、できれば１時間で終わらせて、残りの時間は、

ム世界において大きな流れになっていく可能性は

わざわざ遠方から来ていただきました飯塚先生と

ないのでしょうか」
。

のディスカッションにできるだけ時間を割きたいと思
っております。
では、いきなりですが、始めさせていただきます。

これはまず、現状認識としては違うと思います。
対話の方向にあるというのは、事実として違うと思い
ます。対話を進めているのは、それぞれの宗教のな

「イスラームの現在」
ということで今日はお話をす

かの「対話屋さん」
という感じの人々です。そういう

るわけですが、第1に、基本的に現代において、特

人たちがやっているだけであって、だいたい、私もイ

に政治の部分はそうですけれども、イスラームとい

スラーム研究者であると同時に、ムスリムとしても、ム

うのはほとんどないということから、まず認識として

スリム協会というところに、いまかかわっております

持っていただきたいと思っております。

ので、その手のものによく出るわけです。出るという

われわれ現代に生きている者として、基本的には

か、話を聞くわけですが、だいたい出てくる人間が

植民地時代以降、西欧の世界制度、政治制度が

みな同じなのです。組織する団体は違っても、出て

全世界を覆っているわけですので、イスラームの国

くる人間は、ほぼみな同じです。それはイスラームだ

なんていうのはありませんし、イスラームの世界も基

けではなくてどの宗教も同じで、ごく一部の人間が

本的にはないということであって、イスラームの世界

やっているだけというのが現実かと思います。実際

にたくさんの問題もあるわけですけれども、それは基

の信徒のレベルで言うと、そういう宗教対話というの

本的には現代の抱える問題であって、これは西欧の

はほとんど進んでいないと思います。

抱える問題であるというのが基本的な認識です。

144

それでは、具体的な話、質問に対する回答から

ただ、これは、あくまでも宗教対話という話です。

もちろん、イスラーム世界においては、それがイス

特にイスラームの場合は、ただの対話だったら日常

ラーム的な形をとって現れるわけですけれども、そ

的にやっているわけです。中東というのは、諸宗教

れは本質的にはすべて西欧の問題であると考えて

がすべて混在している社会です。隣同士が異教徒

おります。

というのはいくらでもある話ですから、普通に話を
145
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しているわけです。そのなかで千何百年やってい

内容をはっきりさせるのであれば、
「制限選挙寡

ての「人間の」全ての個体を含むわけではないと

シャーフィイー派、マーリキー派、ハンバリー派です。

ますから、特に宗教の対話をしてもしかたがないと

頭制」
というのが、私は一番いい言い方だというふ

いうことです。ですから、全部、すべて制限選挙、

この四つの法学派の法学、祖の意見から基本的

いうことはわかっていますので、そういう話はしない

うに思っています。これ以上長くなると、一語と、

私が制限選挙寡頭制と言っているのはその意味で

には出てはいけないという原則が成立しますので、

ということです。

名称として長くなり過ぎますので、これぐらいが簡

す。すべてです。人間ではないわけです。人間で

西欧的な意味において自由があったというのは、

潔で必要充分だと思います。

はなくて、特定の人間のなかの個体が選挙権を持

まったくとんでもない間違いです。そうではないの

つ。それが制限選挙寡頭制なわけですけれども、

です。あくまでもその四つのなかから選べるという、

そのなかで資格です。

その程度の話になるわけです。

ですから、宗教対話というのも、世界の趨勢だ
というのは、まったく事実問題として違っていると思
います。
「1990 年代以降、イスラーム世界で民主化
2番。
基調が高まりつつあり、それに伴い、イスラーム復
興勢力による政党活動も広がりを見せています。

ある程度、それで有意味に言い換えるとすれば、ま
ず一つには、イスラームが民意であるという議論が
大ざっぱに言えば、二つあります。
一つは、イスラームと民主化は矛盾しないのだと。

どういう者を資格とするのか。年齢とかが多い

刑罰のほうにいきますと、だいたい世紀によって、

わけですけれども、それから国籍です。国籍が多

もちろん適応は違ってくるわけですけれども、基本

いわけですけれども、シャリーアの奉仕に施行、奉

的には「イスラーム刑法」の領域というのは、これは

政治的なイスラーム復興主義とは、シャリーア態勢

というのは、民衆がみんなイスラームを求めている

仕するような議会が成立するためには、そういう資

もうだいたい「イスラーム法」が確立する10世紀から

の確率と定義づけられる場合が多いですが、議会

から。だから、民主主義はイスラームなんだという、

格を定めればいいというか、そういうふうにすれば

13世紀ぐらいのあいだに確立するんですけれども、

制民主主義とシャリーア体制の関係について、最

この議論がけっこうあります。

そういうふうになるというのです。

そこから現在に至るまで、その学派地域の違いに

それから、もう一つは、民主化と言った場合に普

これがいまイランがやっていることです。これは

よらず、何が刑法で裁かれるのかというのは、これ

通に意味されているのは、自由民主主義なわけで

最高指導者も大統領も、すべて選挙の選挙人の資

はいま言った 4 学派の微妙な相違はありますけれ

す。自由民主主義なわけであって、何でも民主で

格、あるいは非選挙人の資格で国家の体制を認め

ども、まったく違いはありません。
「イスラーム法」の

高まりつつあるというのが、かなり不正確ではない

あればいいというわけではないと。そうではなくて、

るとか、で、国家の体制自体がイスラーム体制なわ

なかで刑法の領域が決められている。ただし、これ

かという気がします。たしかにそういう側面がなくは

自由というのが入ると。自由というのは結局のとこ

けですから、そういうのを入れるとそういうふうにな

も刑法の領域が、われわれの刑法とは、そもそも公

ないのですが、むしろ、最近、フランシス・フクヤマ

ろ、自然法というか、自然権というか、そういうもの

ると、そういう議論になってくるわけです。

私の領域が全然違うのです。

さんという人の『アメリカの終わり』
という本が出まし

ですので、その民意というか、議会が立法で決め

「歴史的なイスラーム国家において、シャリー
4番。

たけども、その中でも民主化論、ハンチントンです。

られることのうえに、さらにそれを規制する規範に

ア体制とは、どのような権力分立関係だったのか。

家が介入するようなレベルの話というのは決まって

『文明の衝突』で非常に有名になりましたけれども、

なる立場です。これが自由民主主義なわけです。

小杉泰教授によれば、ウラマーの自由な法解釈に

いますので、世論の影響というものはありません。

近のスンナ派イスラーム思想界では、どのような議
論があるのかご紹介いただけませんでしょうか」
。

1990年代以降、イスラーム世界で民主化基調が

ともかく、イスラームにおいてはこうであって、国

それ以前に彼は政治学者だったわけで、
『第三の

その部分がイスラームにおいては、シャリーアで

ついて「思想の市場」が存在し、民が自身の利益や

「そして、現代では刑法罰の管轄範囲やそ
5番。

波』
なんていう民主化の理論の発表もしていたので

あるというのです。シャリーアというのはもともと人

納得に基づいて指示するウラマーを選べ、ある種の

の決定根拠については、どのような議論があるの

すが、それがやっぱり誤りだった。

権を守るものであって、というような議論です。バリ

「民主的」
な法解釈のコンセンサス醸成機能があった

エーションもありますけども、まとめてしまえば、この

ということですが、他方で、国家は刑法罰について

これは、
「イスラーム法」上の根拠の議論はほと

二つに尽きるというふうに、私は思っております。

は強制力を発揮しているわけで、国家が刑法罰に

んどありません。これはイスラーム法学というか、イ

たしかに1990年代までを見ると、民主化が進ん
だように見えたのですが、そのあと、あきらかに逆

でしょうか」
。

行しているのです。1990年代に民主化の方向へ進

私自身はまだ(2)のほうが説得的だと思っていま

ついてどのような規定、解釈、運用を行うかはどの

スラーム学のほうでは常識ですけれども、現代にお

んでいたと見えていた国も、すべて失敗していると

すので、無理に民主化論をお話しないといけない

ように決められていたのでしょうか。そこにはどの程

いて「イスラーム法」
というのは、
「家族法」の一部に

いうことを、フランシス・フクヤマさんも言っています。

ときには、この話をするようにしております。

度の「世論」の影響の余地があり得るのでしょうか」
。

しか残っていないというのがイスラーム法学の、こ

「議会制民主主義は立法権が議会にあると
3番。

まず、第1にウラマーの自由な法解釈についての

れはべつにムスリムだけではなくて、西欧のオリエ

いうことですが、議会制民主主義のシャリーア体制

「思想の市場」
という、この自由をどういうふうに定

ンタリストも含めて学者のコンセンサスです。いまイ

それはともかくとして、民主化という議論も、私が

が可能なのか、あるとすれば、ウラマー／イスラーム

義するかにもよるわけですけども、自由があったの

スラーム世界で、
「イスラーム法」
と言われているもの

いつも言っている話なので、あまりもう繰り返したく

知識人と議会、主権者としての国民との関係はど

かというと、西欧的な意味で非常に疑問です。中

が残っているのは「家族法」
、要するに結婚と離婚

ないのですが、内容がないので、あまりこういう議

のようなものなのか」
。

世のイスラームにおいては、細かい法哲学的な議

の一部だけであると言われています。私はそれす

論は別にして、少なくともスンナ派の世界において

らもないと考えています。

おそらくそれが、むしろ現実に近いというかたちが
いたします。

論はイスラーム世界だけではなくて、してもしかたが
ないと思います。
146

ともかく
「民主化論」
というのは不毛なのですが、

まず議会制民主主義というものはすべて、いか
なる国家でも議会の選挙権も被選挙権も生物とし

は四つの法学派というのがありまして、
ハナフィー派、

ともかくそういう話なので、
「イスラーム法」はそも
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そも存在しないわけですから、刑法罰に関しては

内心を暴き出そうといって、それが西欧における異

特に「イスラーム法」
も関係ないので、その話に踏み

端審問なのです。

れだけしかありません。

「しかし現代では、
「国家」
という偶像崇拝の浸透

これ以外のことというのは決まっていません。服

込んでしまうと、国家はイスラームではないという話

そういったものはイスラームにはまったくないわけ

により、もはやそうした歯止めも利かなくなりつつあ

装の何をするのか。服装規定にのっとっていない

になってしまいますので、そういう話はしないのが

です。隠していれば、それはほっておくという意味で、

るように思えます」
というので、国家が人間の心を

人間に対して何をするのかというのは決まっていま

基本です。

そういうものがあります。ですから、内心には介入し

コントロールするという、これは非常に現代的な考

せんので、どうしてもいいわけです。

ない。少なくとも口先で神の存在と預言者のムハン

え方です。

そうでないところ、
例えばサウジアラビアのような、

「現在のイラクの混乱の背後に、先進国の
8 番。

一応「イスラーム法」
を守っているという建て前を取

マドの預言者性を認めていて、表面的にイスラーム

そもそも、もともとイスラームには国家という考え

るところでは、カリフとその国の支配下ということで、

の教えを守っていればそれでいいと。それ以外のこ

方自体がないわけですから、コントロールするもの

れはアフガンでも他の地域でも見られることです。

なんとなく同一視するという議論が中心になります。

とは神に任せるというのがイスラームの考え方です

も何もなかったわけですけれども、いまでは教育と

このような外部からの意図的な陽動作戦に乗らな

ので、そういう意味での存在です。外と内という。

かいうもので、国家が人々の心を縛っていくと。そ

いで、ムスリム同士で結束ができるようになるため

イスラームではカリフというか、
「ウリルアムル」
と

利害関係による
「分断政策」があると思います。こ

呼ばれる為政者、責任を持つ者に付けられている

それからプライベートな部分。例えば、うちの中

のなかでイスラームの教えを強制すること、
「イスラー

の「宗教家の役割」は可能でしょうか。外部の力が

のもあるから、国の法律に従わないといけないとい

でお酒を飲んでいると。これはうちの中でお酒を

ム法」
を適用することも、そういう文脈のなかで語ら

大きすぎるという理由はあっても、あまりにも安易に

う議論になってきます。

飲んでいることがわかっても、権力者はうちに入っ

れる。そういう枠組みのなかで語られる。

ムスリム同士がいがみ合い殺し合う光景は、イスラ

「この問題は、イスラームにおける公私の区
6番。

てはいけないとか、そういう意味でのプライバシー

そうすると、子どものときから、先生がそういう教

ームとの交流や対話にとってマイナスにしかならな

分という観点から、議論のご紹介などしていただけ

に対する尊重というのがあるわけです。ただし、そ

えを強制するというようなかたちで、しかも、社会の

いと、悲しく思います。また一般のムスリムの犠牲

ればと思います」
。

れはやはり西欧的な公私の区分とはだいぶ違うも

中のいろんなところで秘密警察的なものがそういう

者の多さも黙視できない事態です。外部からの攻

のです。

ものを監視するというかたちになって、非常にイス

撃をやめ、イスラームに対する無知や偏見を是正す

これは公私の区分がだいぶ違ってくるので、ま
ず、大ざっぱのところで、西欧的な意味での公私の

イスラームでは、神が隠しておいたものは隠して

ラームと違うものになりつつあるような気がします。

ることも重要ですが、イスラーム内部でも平和的な

区分はありません。ただし、やはり西欧的な意味の

おくという強固な理念があります。これはおそらく宗

ただ、それもイスラームの問題ではなくて、あくま

解決を目指すために、
「イスラームの宗教家」に宗教

公私ではないのですが、いろんな区分があります。

教としてのイスラームの、ほかの宗教とは非常に違

でも現代の国家というものの成立したあとの物神

的かつ政治的な努力をして欲しいと願うのは、私

例えば、内心と行為という区分。これも意外にイ

うところだと思います。だいたいどの宗教でも、同

崇拝の問題だと考えております。

だけではないと思います」
。

スラームにおいては、はっきりとしてあります。内心は

等のレベルで言っていることは似たようなものが多

「例えば、現代のイスラーム国家を名乗る国
7番。

まず、イスラームに宗教家がいるかという話、これ

神しか知り得ないのですが、内心の問題には権力

いわけです。いいことをしなさいとか、他人に親切

とそうでない国では、女性の社会空間での服装規

自体が大きなテーマなわけですけども、勘違いで

は介入しないという、
これはもう鉄則です。ですから、

にしなさいとか、そういうことを言っているんですけ

範や行動規範が異なりますが、それを刑罰対象と

す。結論として言うと、少なくともスンナ派には宗教

イスラームには、キリスト教の世界のような異端審問

ども、おそらく汚いものは隠しておきましょうという、

するかしないかは、社会に非常に大きな違いをも

家というのはいないのではないかと思います。

とか魔女狩りのようなものはなかったわけです。

この考え方は、おそらくイスラームに特徴的なような

たらすと思いますが、異なる見解がそれぞれどうい

答えですが、
「イスラームに敵対する権力に命が

気がします。

う根拠と論拠によっているのかを含めてご紹介い

けで抵抗したイラン・イラクのシーア派の「宗教家」

ただけますでしょうか」
。

たちと違い」
。シーア派はやはり宗教家、あるいは

これはイスラームにおいて宗教に対する迫害が
なかったとか、自由があったという意味では全然な

これはほかの宗教だと、真実は明らかにするの

いんですね。そういう意味で言っているのではあり

がいいというのが多いと思いますが、イスラームはそ

まず根本的なところで、服装規定というのが「イ

聖職者と言えるような階層があると私も思います

ません。そうではなくて、中世の異端審問とか魔女

うではありません。隠しておいたものは隠しておきま

スラーム法」上、ハッド刑という法定刑の対象では

し、イスラーム学者のあいだでも、そういう意見はか

狩りというのは、隠している内心を暴こうというもの

しょうという理念が非常に強くあります。それがもち

なく裁量刑の対象です。

なり強いと思います。

なのです。特に異端審問の場合はそうなのです。

ろん、マイナスにはたらくことも非常に多くて、権力者

つまり、
「イスラーム法」上決まっている、国家が

シーア派の宗教家たちと違い、スンナ派の宗教

に対しても不正を暴けないとかという話にもなってい

介入する、しかも決まったかたちで介入するものと

家たちは権力の「茶坊主」
「御用学者」
として、ある

インなのですが、スペインがなぜそうなったかという

きます。いいと言っているわけではないのですが、

いうのは非常に限られていまして、学派によって若

いは公務員としてしかみなされていませんので、残

と、あそこには隠れムスリムとか、隠れユダヤ教徒

イスラームにはそういう考え方があって、ともかく表に

干違いますけど、まず窃盗です。窃盗と強盗と姦

念ながらそういった「実存的決断」において影響力

がたくさんいたわけです。その隠れユダヤ教徒や

汚いものは出さないということがあります。それなん

通と、姦通をしたという誣告（ぶこく）
、姦通誣告と、

を持つという命がけの戦いをやっているときに、や

隠れムスリムを暴き出すために、隠しているもの、

かも公私の区分と重なりませんけども、共通する部

それから背教と内乱と飲酒です。基本的には、こ

めろと言ってやめるというような影響力はほとんど

異端審問とか、一番ひどく吹き荒れたのはスペ
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持っていません。

なわけです。それは剣かコーランかというのは間違

こういう問題は、人間が平等であるという幻想か

「文明間の対話や諸宗教間対話に関してキ
9番。

「ローマ教皇ベネディクト16世のレーゲンス
10番。

リスト教関係者の話をうかがったが、政府高官が出

ブルク大学での講義発言に対するムスリム側の反

席する公の場と教会側が設ける草の根の対話の

応について、非公式の聞き取りを行ったところ、イン

イスラームでは信仰を強制するというのは、ばか

うことで、ムスリムと非ムスリムは対等ではないとい

場とでは、出席者や話のレベルなどが違い、一部

ド系カトリックの秘書や研究員からは、
「文脈全体か

ばかしいのでやらないというのです。ただし、先ほ

うことです。べつに対等でなくても全くかまわない

で相互理解が進んでいる面が見られるものの、具

らあの発言を理解すべきなのに、ムスリムは過剰反

ども言いましたけれども、イスラームは内心の問題

わけです。何でそういうことを求めるのかというと、

体的な事項（マレー語聖書で使われている用語の

応をしている」
「マレーシアでもキリスト教側は対応が

には立ち入りませんので、現世の利益を求めて勝

違うものですから別に扱うという。私も別に扱って

禁止問題、マレー語で書かれたキリスト教新聞や

大変だった」
とのことであった。日本の大学では、教

手に入ってくる人間に対して、お前は、それは現世

ほしいと思います。ムスリムですから、非ムスリムと

冊子に対する当局の対応など）の全面解決には至

皇のイスラーム理解を批判する言説が散見される。

利益で入ったんだろうと言って詮索することもしな

平等に扱ってほしいとはまったく思いません。

っていない模様である。これは、私の調査によれ

また、ヨーロッパやアメリカなどいわゆる
「強い側」
「批

いということなのです。

ば1980年代から繰り返し発生している問題で、最

判しても 報復 しない
（であろう）側」
を批判し、ムス

近では 2006 年 10月の当局からのカトリック新聞宛

リムを擁護する論法が通用し易い。しかしながら、

するようなことはしませんので、そもそも事実認識と

けれども、他人のことはどうだっていいわけです。

て警告書がある。ムスリムとクリスチャンの平和共

現実に個々のムスリム地域を観察すれば、非ムスリ

して間違っていますし、文脈からいってちゃんと理

自分がべつにイスラームでも、キリスト教でも、仏教

存を模索する過程で、マレー語とキリスト教の関係

ム人口の割合によって、事情はもう少し複雑になる。

解すると、あれは反イスラーム的発言というか、イス

でも、何でもいいんですが、仏教徒であれば、正し

は、緊張をはらむ微妙な問題であるが、解決に向

この件について、コメントをうかがいたい」
。

ラーム批判でしかないということなのです。

い仏教徒として生きられることを望めばいいわけ

っていて、剣かコーランか税金か、が正しいのです。

ら自由になって、平等などというものを求める
「ルサ

そういう話です。

ンチマン」
を克服する以外に解決はありませんとい

ともかく、イスラームでは力によって信仰を強制

なぜそういうことを思うのかというのは、それが
問題だと思います。要するに、あとでも出てきます

ベネディクト16世の講義発言ですけれども、あれ

ただし教皇がイスラームを批判するのはあたりま

で、キリスト教徒であれば正しいキリスト教徒として

が文脈全体から発言を理解すると、明らかにイスラ

えといえば、あたりまえなわけです。イスラームは素

生きられることを望めばいいわけで、べつにほかの

簡単に言うと、ムスリムの宣教を中止して、マレー

ームに対する敵意なわけです。というのは、森先生

晴らしいと思っていれば、教皇なんかやっていない

人間と対等であることを望むことは、何の必要もな

シアのイスラーム化の妨害をやめることというだけ

がこの質問のホームページの中で的確な分析をさ

で、ムスリムになるはずですから、あたりまえな話な

いと思っています。

で、非常に簡単な話です。

れていますけれども、全体を見ると、なぜあそこで

ので、そんなことをわざわざ取り上げて批判するこ

なぜ問題になるのかというと、特にカトリックです

ムハンマドの宗教がというような話になっていくの

と自体がばかばかしいと。

けども、カトリックの聖書の翻訳の問題が、もちろん

かというのは、もちろんそれ自体が誤解に基づいて

こういうこと自体が出てくるのは、実はなぜかと

したとみなすべきなのか、また、いつの日かいわゆ

あたりまえですけれども、聖書の翻訳というのは、

いるわけですけど、それは別として、文脈自体のな

いうと、宗教はお互い理解しなければいけないとい

る世俗化ないしは脱イスラーム化への揺り戻しが起

宣教のためにやっているわけですので、それが特

かからあそこで出てくる必要は全然ないわけです。

う言説が西欧によって広まったおかげで、最初から

こる可能性はあるのだろうか、先生方のご意見をお

にインドネシアで、イスラームからの改宗者が増えた

先ほども言いましたけれども、特にカトリックであ

言っていますけども、イスラーム世界の現代の問題

願いしたい」
。

と。それが問題になっているという話ですから、そ

れば、カトリックの側で、あの問題というのは理性と

のほとんどは、イスラームによるのではなくて、西欧化

私自身は、イスラーム化というのは、もし終わると

れをまずやめる。

信仰の問題で、力による強制によって宗教を押し

によるということもその一つです。あれはイスラームの

すれば、統一カリフ国家ができた時点で終わると

もう一つは、マレーシアの場合は、特殊なマレー

つけてもしかたがないという議論であって、これは

問題ではなくて、西欧思想が広まったおかげで、ム

思っています。が、私自身は極めて懐疑的で、たぶ

シア的な問題として、マレーシアは一応、インドネシ

実は、カトリックがずいぶんやっていたことでもあり

スリム側からああいうばかばかしい反応が出てきて、

んそういうものはできないのではないかと思ってい

アとは違ってイスラームは国教であるという国なの

ます。それはフィリピンのなかでもやっていることで

非常に私も不愉快な思いをしています。

ます。できないままに最後の審判になるのではな

ですが、そのなかで、特に先ほども言った、イスラー

すし、中世のスペインなんかでもやっていることで

ムの刑法の問題です。法定刑があるクルアーンと

すから、むしろ、そういう話をすればいいわけであ

「ムスリムと非ムスリムは対等ではない」
と述べてい

ハディースです。定めのある法定刑を施行するとい

って、あそこで、特にイスラームの場合は、逆にそう

た。ムスリムにとってはそれでよいのかもしれない

う動きに、クリスチャンがことごとく反対をするわけ

ではなくて、イスラームは、イスラームの秩序を強制

が、マレーシアの非ムスリムに聞いてみると、
「私達

「フランシス・フクヤマは近刊の『アメリカの
13番。

です。クリスチャンに限りませんけども、非ムスリム

するわけです。イスラームは強制しないというのは

を対等に扱ってほしい」
と言っている。このような

終わり』で、
「中東の人びとは民主化を求めている」

たちがです。それが非常にイスラーム化を妨害して

まったく嘘なわけです。武力を使って強制をするの

齟齬は、非ムスリムにイスラームのより正確な理解

と述べているが、これについて、どのようにお考え

いますので、そういうことをやめると疑いが晴れると

ですが、それは信仰ではなくて、イスラームの秩序

を求めていく以外、解消方法はないのだろうか」
。

でしょうか？ムスリムとその社会にとっての「民主化」

けて、キリスト教側としてはどのように対処したらよ
いのか、ご意見をうかがいたい」
。

150

いうことだと思います。

「マレーシアのある大学のムスリム教官は、
11番。

「いわゆるイスラーム復興の現象は、世界
12番。
的にいつ頃まで続き、どのような状態をもって完了

いかと思っていますけれども、イスラームでは最後
の審判がいつかは人間にはわからないというふう
に言われていますので、あくまでも憶測です。
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ことであるというのです。これがイスラーム世界全域

「一般的に言えば、堕落した不正な独裁者から

の考え方だったわけですが、ところがイラク戦争の

解放されるのが「民主化」です。そのレベルでは

おかげで、民主化よりもともかく治安だという議論

これは、第1にまず、イスラーム世界のイスラーム

には、直接には政治にかかわらないと。彼の仕事

「民主化」への反対はムスリム大衆の間に殆どあり

がいま、イスラーム世界の民衆のあいだでも広まり

化。要するにカリフ国家の成立です。それを邪魔

は神官として大嘗祭をやったりすることが仕事だっ

つつあります。

しないことと。これは最近、ブッシュさんもカリフ国

たわけです。

ませんでしたが」
。
これは、実はむしろ19世紀の終わりから20世紀

このイラク戦争以降、まさに民主化が、そういっ

の対外関与とは何か」
。

家というのが、どうもあるということに気がついて、

天皇も、もちろん一応「明治憲法」下では、軍隊
の統制権なんかも持っていましたけれども、基本的

それに対して、イランの最高指導者の場合は、律

の初めごろに、西欧の思想が始めてイスラームに、

た意味での独裁者から解放されるのが民主化だと

それが敵なんだという議論をやっていますから、あ

法学者として政治のすべてを監督するという、そう

政治思想が入ってきたときに、一番の問題というか、

いう、そのレベルの民主化というのは、正統性を失

あいうことをやめるのが先決です。

いう意味でもう少し実際に政治にかかわる部分が

そこで焦点になったのは、イスティブダード、つまり

いつつあるというのが現在の状況です。

第 2 に、自由平等などと口にし、幻想を振りまく

多い。
「支配階層」
という点から見れば、現在のイラ

「イスラーム世界にとっての「理想的な政治
14番。

人、私はそんなのはないと思っていますけど、そう

ンでは、宗教家階層が軍部や財閥の上に位置して

制です。19 世紀の終わりから20 世紀に対しては、

体制」について教えてください。もし、それを実現す

いうことを言うのだとすれば、世界中のすべての移

いますという意味で、このウラマー層というのが、実

憲政を取るのか、暴政というか、専制を取るのかと

ることは困難であるとすれば、
「最善」ではなく、
「次

民を平等に受け入れてくれる、これが一番いいと

は非常に行政のレベルでもお役所のなかにもいま

いう、そういうかたちで問題提起がされたのです。

善」の求められるべき政治体制とは、どのようなも

思います。そうすると、イスラーム世界のなかでイス

す。あるいは、かなりの国ではウラマーが大使を務

のになるのでしょうか」
。

ラームのカリフ国家を成立するときに、不安を持っ

めています。外務省とか、そういった省庁の重要な

これもスンナ派の議論ですけども、スンナ派の議

ている人間はみんなアメリカに行けばいいわけで

ポストもウラマーが押さえています。そういう意味に

立憲制によって政権するのはいいというのです。こ

論で言えば「最善は単一のカリフがウンマ全体の

す。西欧的な価値観で生きたい人間はアメリカへ

おいて、隅々にまでウラマーが実際に権力層に入

れが最初の反動だったわけです。

指導者となるカリフ国家」です。シーア派の議論で

行けばいい。全員受け入れてくれると、どちらにと

っているのです。

ところが、だんだんと理解が進んでくると、立憲

言えば、これは隠れイマームという、もう1200年ぐら

っても非常にいい。平和な世界になると私は思い

制というものは、実は「イスラーム法」
を廃止するよ

いどこかに隠れて、本来イスラーム世界の指導者と

ます。

うなものであるというような理解となってきて、そこ

なるべきイマームが姿を現す。その人間が統治する

で、むしろ専制の問題というのは消えてしまって、も

のが理想的な政治体制です。スンナ派のほうは、

ともと悪いということ自体は合意があったのです

そういう考え方を用いませんので、カリフということ

これは非常に簡単な話で、イスラエルがすべての

けども、これまでの研究会で、イランは基本的には王

が、焦点がマシュルーテ、立憲制とは何かというと

です。カリフがウンマ全体の指導者となるカリフ国

パレスチナ難民の帰還権を認め、奪った財産をす

制の国というのは専制でもあるのだけれども、独裁

ころに移って、それが人間の主権を認めるものであ

家ができるのが、最善の体制です。これは一国だ

べて返還さえすれば、こんにちでも可能でしょうとい

ではないという話をしましたけれども、イランはかなり

って、人間が何でもやっていいという話になってい

けでというのはあり得ません。そうではなくて、世界

うことで、それももちろん認めることはあるわけです。

半分、半分的なところがありまして、外から見ると、イ

って、そこで神の主権の問題か人間の主権の問題

全体に単一のカリフ国家が存在するというのが最

「イスラームでは宗教指導者が伝統を媒介
17番。

ランというのはウラマーが治めていますから、伝統的

かという話にずれていって、専制の問題がイスラー

善の国家です。

にして統治するので、独裁ではないとの由うかがっ

に見えるかもしれませんけども、イランは革命を経験

たが、戦前日本の天皇制統治（政治体制）
とシステ

した国です。むしろ、ホメイニーの政治はオピニズム

ムとの顕著な相違は何か」
。

だったわけで、そういう意味においては、むしろサダ

「専制」だったのです。専制か、マシュルーテ、立憲

そのなかで、基本的には、イスティブダード
（専制）
は悪いというのです。専制は悪くて、それに対して、

ムの議論のなかから消えていったのです。大ざっ
ぱに言えば、そういう議論なわけです。

次善というのは、特定の体制ではないです。次
善の体制というのはありません。ないので、そうな

「イランの現体制がイスラエルの生存権を
16番。
認めることはないか」
。

これは、
まず戦前の天皇制との違いは、
「為政者」

そういうことは、戦前の日本において、神道家がそ
ういうことをやっていなかったです。まったくないわけ
です。そういう意味において、まったく違っています。
ただし、イラン、ここではイランだけ取り上げました

そういうなかで、イスラームと民主主義は反するな

ると、理論的に次善の体制というのを特定してみて

んていう議論が出てきたわけですけれども、これも

もしかたないので、これはもう場当たり的に、状況

という支配層のレベルで見た場合と、宗教社会学

持っています。イランは、そういう二つの側面がある

あくまでも理論レベルの話です。大衆レベルでは、

主義的に、自分と自分の家族が、少なくともアッラ

的には、神道の神官が「祭司」であるのに対し、イ

のです。イスラームの伝統、
「イスラーム法」によって

ともかく民主化というのは専制に対するものだと。

ーの命令に従って生きることが放任される体制で

スラームのウラマーは「律法学者」
という、宗教社会

規制されている部分と、大衆革命によって権力を握

それに対しては問題がないというかたちで、誰も反

あれば、何でもかまわないということになって、現代

学の分類としてかなり違うわけです。神道の場合

ったのはパブレベルで、大衆の名前において独裁

対しないわけです。

の自由民主主義体制というのはそれに近いという

は神官、祭司です。イスラームのウラマーは律法学

ができる部分と、その両方の側面を持っているとい

ふうに理解されれば、それが求められることになる

者です。ですので、最高神官ですけど、
「大祭司」

う点で、ちょっと特殊な例になります。

と思います。

たる天皇は政治には直接かかわらなかったと。

民主化というのは、要するに、いま、ここにある専
制支配をやめさせているものであると。それはいい
152

「イスラーム社会にとって望ましいアメリカ
15 番。

とは、欧米の「民主化」
と何が違うのでしょうか？」
。

ム・フセインの体制に近い、独裁体制に近い要素を

「イスラーム歴史研究に長い歴史があるこ
18番。
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とは承知していますが、近代になって、西欧では自

識人には、このタイプがけっこういます。ですけれ

然史の方向に大きな関心がよせられ、聖書が生ま

ども、基本的にはキリスト教に比べると、その程度

れる以前について調べるようになりました。クルア

の議論は非常に少ないと思います。比較の問題で

ーン以前の歴史について、宗教的なムスリムはとも

すから、もちろんクルアーンと書くとかあるのですが、

かく、世俗的なアラブ人またはムスリムはどのように

非常に少ないというふうに思っていました。よくも悪

接するのでしょうか。進化論は現代科学の重要な

くも、そのへんの問題意識は非常に薄いというふ

基礎ですが、このことが西欧文明を宗教的な要素

うに思います。

と自然科学に基づく世俗的な要素に分けることに

以上、非常に早口で、駆け足で言いました。サ

なりましたが、同じプロセスを通らざるを得ないと考

ミール先生からも実は質問があったんですけれど

えているようなムスリムの思想家がいるのなら、その

も、これは、むしろイスラームに対する西欧の反応

人々について教えてください」
。

とかいう話ですので、私よりも、むしろ村田先生、

これは、クルアーンを読んでいただくとわかると

その他の西欧・アメリカの研究者の方から、のちの

いうか、クルアーンと聖書を読み比べていただくと

ディスカッションのなかで、お答えいただきたいと思

わかるんですけども、特に歴史の部分です。歴史

っております。

の部分に関しては、クルアーンの歴史の部分、例え
ばモーゼの話とか、アブラハムの話とか、ヨセフの

一応、以上で私のほうの答えを終わらせていた

２
０
０
６年度 第５回 部門１、部門２合同研究会（２
０
０
７年１月２
７日実施）

「イスラームの現在」中田先生回答一覧

1

他宗教との対話などの動きが、イスラーム世界において、大きな流れになっていく可能性はないのでしょうか。

という事実認識として誤りかと思います。対話を進めているのは、それ
Ａ対話の方向にある
ぞれの宗教の中の「対話屋さん」
とでも言うべき一握りだけで、その種の集まりがあれば、
会議の名前は違っても出てくるメンバーはいつも同じというのが実情のように思います。それ
はイスラームでも事情は変わりません。

2

えなければなりません）
。

史性が薄いというか神話的、神話的というのは、具

イスラーム世界での不毛な議論をある程度有意味に言い換えるなら、
（１）
イスラームが民意
である、というタイプと、
（２）
イスラームを、律法の上に立つ「自然法＝自然権＝人権」
と同
定するタイプです。
（私自身はまだしも
（２）
がましな説明だと思っています）
。

体的な個々のものがなく、ほんとうに類型化されて
いる、という意味です。預言者の物語というのはほ

3

しての「人間」の全ての個体
Ａ現存するいかなる国家の議会の選挙権も被選挙権も生物と
を含むわけではなく、制限選挙です。資格を適当に制限すれば、シャリーアの施行に奉

預言者の個性がほとんどありません。

仕するような議会が成立する、と考えるのが、可能とする立場でしょう。

例えば、歴史に関しても、どの人間が何年生きた
と矛盾するような年代設定がそもそもないので、そ
ういう意味においてもあまり問題にならないのです
が、あまり興味を持ってないというのが基本だと思
います。宇宙論もそうですが、宇宙論や進化論な
ど、抽象的な仮説のレベルのものに関してはそうい

Ｑ議会制民主主義は立法権が議会にあるということですが、議会制民主主義のシャリーア体制が可
能なのか、あるとすれば、ウラマー／イスラーム知識人と議会、主権者としての国民との関係はどの
ようなものなのか。

で尽きてしまうような話であって、具体性、個々の

とか、そういう話は一切書いてありません。進化論

年代以降、イスラーム世界で民主化基調が高まりつつあり、それに伴い、イスラーム復興勢力に

などという無内容な概念を弄ぶ議論はイスラーム世界の内外を問わず全て
Ａ「民主主義」
不毛で論ずるに足りません（意味のある議論がしたければ「制限選挙寡頭制」
と呼びか

とことで言ってしまうと、われわれの考えるのは歴

るということを説いたという、ほとんどそのひとこと

1990
Ｑよる政党活動も広がり
をみせています。政治的なイスラーム復興主義とは、シャリーア体制の確立
（ある

いはシャリーアの導入）
と定義づけられる場合が多いですが、議会制民主主義とシャリーア体制の関係につ
いて、最近のスンナ派イスラーム思想界では、どのような議論があるのかご紹介いただけませんでしょうか。

だきたいと思います。

話とか、たくさん出てくるんですけども、これはもうひ

んとうに類型化されていて、すべて神は唯一であ

世界の諸宗教は「対立」から
「対話」へという方向性にあります。ところが、イスラームの現状は、
Ｑ今日、
むしろ原理主義的な趨勢にあるように思います。そうした状況において、近代西欧との調和、あるいは、

4

シャリーア体制とは、どのような権力分立関係だったのか。小杉
Ｑ歴史的なイスラーム国家において、
泰教授によれば、ウラマーの自由な法解釈について「思想の市場」が存在し、民が自身の利益や納
得に基づいて支持するウラマーを選べ、ある種の「民主的」な法解釈のコンセンサス醸成機能があったと
いうことですが、他方で、国家は刑法罰については強制力を発揮しているわけで、国家が刑法罰について
どのような規定、解釈、運用を行うかはどのように決められていたのでしょうか。そこにはどの程度の「世論」
の影響の余地があり得るのでしょうか。
（歴史の話で申し訳ありません。
）

時代と地域によって違います。
「イスラーム刑法」の領域は我々が「刑法」
と考えるものの
Ａ領域と必ずしも重なり
ませんが、いずれにしても刑法罰の適用については、イスラーム法
に規定されており、世論の影響の余地はありません。

うかたちもある、で終わってしまって、いちいちあん
まり考えないというのが普通です。
ただし、すべての科学理論はクルアーンに含ま
れているとか、そういう議論が僕よりも展開する人
もいます。これは研究者ではないです。理系の知
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5

そして、現代では刑法罰の管轄範囲やその決定根拠については、どのような議論があるのでしょうか。
Ｑ（歴史的にどのよ
うな議論や議論の変化があるのでしょうか）

イスラームにおける公私の区分（権力が個人の裁量の自由にどこまで介入する権利が
Ｑこの問題は、
あるのか）
という観点から、議論のご紹介などしていただければと思います。

言を理解すべきなのに、ムスリムは過剰反応をしている」
「マレーシアでもキリスト教側は対応が大変だった」
とのことであった。
日本の大学では、教皇のイスラーム理解を批判する言説が散見される。また、ヨーロッパやアメリカなどいわ
ゆる
「強い側」
「批判しても 報復 しない
（であろう）
側」
を批判し、ムスリムを擁護する論法が通用し易い。しか
しながら、現実に個々のムスリム地域を観察すれば、非ムスリム人口の割合によって、事情はもう少し複雑
になる。この件について、コメントをうかがいたい。

イスラームには公私の区分はありません。但し、内心は神しか知りえないので、内心へは、
Ａ権力の有無にかかわらず誰も介入しない
（あくまで内心であり表現されたものはもはや内

非イスラーム教徒がイスラームを批判するのは当然で、いちいち相手にする価値は
Ａ本来、
ありません。こういう反応が生まれること自体、他宗教へ理解など、という幻想を振りまい

Ａイスラーム法上の根拠の議論は無いか、支配者をカリフと読み替える議論です。
6

心ではありません）
、アッラーが隠されたものは隠しておく、という理念は強固に存在しました。
しかし現代では、
「国家」
という偶像崇拝の浸透により、もはやそうした歯止めも利かなくなりつ
つあるように思えます。

7

例えば、現代のイスラーム国家を名乗る国と、そうでない国では、女性の社会空間での服装規範（義
Ｑ務）
や行動規範（制限）
が異なりますが、それを刑罰対象とするかしないかは、社会に非常に大きな違
いをもたらすと思いますが、異なる見解がそれぞれどういう根拠と論拠によっているのかを含めてご紹介い
ただけますでしょうか。

服装規定は、イスラーム法上、ハッド刑（法定刑）
の対象ではなく、裁量刑（タァズィール刑）
Ａの対象ですので、
対応は司法・行政の裁量に任されます。

8

ラクの混乱の背後に、先進国の利害関係による
「分断政策」があると思います。これはアフガ
Ｑ現在のイ
ンでも他の地域でも見られることです。このような外部からの意図的な陽動作戦に乗らないで、ムスリ
ム同士で結束ができるようになるための「宗教家の役割」
は可能でしょうか。外部の力が大きすぎるという理
由はあっても、あまりにも安易にムスリム同士がいがみ合い殺し合う光景は、イスラームとの交流や対話にと
ってマイナスにしかならないと、悲しく思います。また一般のムスリムの犠牲者の多さも黙視できない事態です。
外部からの攻撃をやめ、イスラームに対する無知や偏見を是正することも重要ですが、イスラーム内部でも平
和的な解決を目指すために「イスラームの宗教家」に、宗教的かつ政治的な努力をして欲しいと願うのは、私
だけではないと思います。

イスラームに敵対する権力に命がけで抵抗したイラン・イラクのシーア派の
「宗教家」
たちと違
い、スンナ派の
「宗教家」
たちは権力の
「茶坊主」
「御用学者」
としてみなされていませんので、
残念ながらそういった
「実存的決断」
において影響力を持つということはほとんどありません。

Ａ

9

ィクト１
６世のレーゲンスブルク大学での講義発言に対するムスリム側の反応につい
10 Ｑローマ教皇ベネデ
て、非公式の聞き取りを行ったところ、インド系カトリックの秘書や研究員からは、
「文脈全体からあの発

文明間の対話や諸宗教間の対話に関して、キリスト教関係者の話をうかがったが、政府高官が出席する
公の場と教会側が設ける草の根の対話の場とでは、出席者や話のレベルなどが違い、一部で相互理
解が進んでいる面が見られるものの、具体的な事項
（マレー語聖書で使われている用語の禁止問題、マレー語
で書かれたキリスト教新聞や冊子に対する当局の対応など）
の全面解決には至っていない模様である。
これは、私の調査によれば１
９
８
０年代から繰り返し発生している問題で、最近では２
０
０
６年１
０月の当局からのカト
リック新聞宛て警告書がある。ムスリムとクリスチャンの平和共存を模索する過程で、マレー語とキリスト教の
関係は、緊張をはらむ微妙な問題であるが、解決に向けて、キリスト教側としてはどのように対処したらよいのか、
ご意見をうかがいたい。

Ｑ

Ａムスリムへの宣教を中止し、マレーシアのイスラーム化の妨害をやめることでしょう。

てきた西欧の価値観によるムスリム社会の汚染の兆候です。
マレーシアのある大学のムスリム教官は、
「ムスリムと非ムスリムは対等ではない」
と述べていた。ム

11 Ｑスリムにとってはそれでよいのかもしれないが、マレーシアの非ムスリムに聞いてみると、
「私達を対等
に扱ってほしい」
と言っている。このような齟齬は、非ムスリムにイスラームのより正確な理解を求めていく
以外、解消方法はないのだろうか。

人間が平等であるという幻想から自由になり、平等などというもの求める
「ルサンチマン
Ａ（怨恨、
嫉妬）
」
を克服する以外に解決はありません。
いわゆるイスラ−ム復興の現象は、世界的に、いつ頃まで続き、どのような状態をもって完了したと

12 Ｑみなすべきなのか、また、いつの日かいわゆる世俗化ないしは脱イスラーム化への揺り戻しが起こる
可能性はあるのだろうか、先生方のご意見をお願いしたい。

リフ国家ができた時点です。私自身は極めて懐疑的で、カリフ国家が再興される
Ａ統一カ
ことなく最後の審判を迎えることになる可能性が高いと思っています。アッラーフのみが
ご存知です。
・フクヤマは近刊の『アメリカの終わり』
（会田弘継訳）
で、
「中東の人びとは民主化を求めて
13 Ｑフランシス
いる」
と述べているが、これについて、どのようにお考えでしょうか？ イスラーム教徒とその社会にと
っての「民主化」
とは、欧米の「民主化」
と何が違うのでしょうか？

堕落した不正な独裁者から解放されるのが「民主化」です。そのレベ
Ａ一般的に言えば、
ルでは「民主化」への反対はムスリム大衆の間に殆どありませんでしたが、アメリカのイラ
クでの愚行のせいで、治安の維持のため独裁も必要、との議論が、大衆の間ですら、広まり
つつあるように思われます。
スラーム世界にとっての
「理想的な政治体制」
について教えてください。もし、それを実現することは困難で
14 Ｑイ
あるとすれば、
「最善」
ではなく、
「次善」
の求められるべき政治体制とは、どのようなものになるのでしょうか。

フがウンマ全体の指導者となるカリフ国家であり、次善は特定の体制
Ａ最善は単一のカリ
ではなく、少なくとも自分と自分の家族がアッラーの命令に従って生きることが放任され
る体制であれば、何でも構わない、といったところでしょう。

15 Ｑイスラーム社会にとって望ましいアメリカの対外関与とは何か。
スラーム世界のイスラーム化を妨害しないこと、第二に自由平等などと口にし、
Ａ第一にイ
幻想を振り撒いている以上、全ての移民を平等に全て受け入れることでしょう。西欧の
価値観に汚染されたムスリムたちをアメリカが全部引き取ってくれればお互いにとって幸せで
すから。
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16 Ｑイランの現体制がイスラエルの生存権を認めることはないか。

東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所助教授

飯塚 正人

スラエルが全てのパレスチナ難民の帰還権を認め、奪った財産を全て返還さえすれば
Ａイ今日にでも可能でし
ょう。
スラームでは宗教指導者が伝統を媒介にして統治するので、独裁ではないとの由うかがったが、戦前
17 Ｑイ
日本の天皇制統治システムとの顕著な相違は何か。

戦前の天皇制との違いは、
「為政者」に関しては、宗教社会学的には、神道の神官が「祭
司」であるのに対し、イスラームのウラマーは「律法学者」であるため、最高神官「大祭司」
たる天皇は政治に直接かかわらなかったのに対して、イランの最高指導者は「律法学者」
とし
て、政治の全てを監督する点にあります。
「支配階層」
、という点から見れば、現在のイランでは、
「宗教家（ウラマー）
」階層が、軍部や財閥の上に位置していますが、戦前の日本においては、
宗教家（神道の神官）
がそういう地位を占めていませんでした。

Ａ

スラームの歴史研究に長い歴史があることは承知していますが、近代になって、西欧では自然史の方
18 Ｑイ
向に大きな関心がよせられ聖書が生まれる以前について調べるようになりました。クルアーン以前の歴
史について、宗教的なムスリムはともかく、世俗的なアラブ人またはムスリムはどのように接するのでしょうか。
進化論は現代科学の重要な基礎ですが、このことが西欧文明を宗教的な要素と自然科学に基づく世俗的
な要素に分けることになりましたが、同じプロセスを通らざるを得ないと考えているようなムスリムの思想家が
いるのなら、その人々について教えてください。

理論的には、クルアーンの中に、ユダヤ人が豚や猿に変えられた、という記述があるので、
Ａ猿が人間に変わるのもありだ、
ということになります。しかし一般に進化論に限らず、宇宙
論なども、ムスリム科学者の多くは、仮説にいちいち頭を悩ませることはしないようです。
勿論、全ての科学理論はクルアーンに含まれている、などという護教論を展開する人たちも
「研究者」ではない「理系知識人」の間には結構いますが。

ご紹介にあずかりました飯塚です。今日は中田

こは言語文化研究を掲げておりますけれども、実

先生とご一緒させていただくということで、ちょっと

際には主として言語学と人類学と歴史学の三つの

感慨深いものがあります。

ディシプリンの研究者がいるところです。私は一応

実は私は東京大学文学部のイスラム学科という

思想史（歴史学）
を名乗ってこの研究所に採っても

ところの1期生なのですが、1期生というのがあと二

らったわけですが、この就職を通して、私を取り巻

人おりまして、そのうちの一人が中田先生、もう一人

く環境はイスラームよりはムスリムの研究、つまりフ

がいま京都大学の大学院に奉職しております。

ィールド調査で生身のムスリムの研究をする人類学

自己紹介を兼ねて、今日のお話に直接関わる形
で最初に一言だけ申し上げますと、自分も昔はこ

そうした環境変化の影響もあるのでしょう。昔は

ういうことをやっていたなあと、さきほど中田先生の

イスラーム研究をしていた私も、いまではむしろムス

お話をうかがっていてしみじみ思いました。ちょっ

リム研究へと移行したように思います。加えて、最

とした感慨にふけったというのはそういうことです。

近はどこの大学でも同じだと思いますが、いろいろ

同じ感慨は、自分の後輩であるイスラム学科の大

学内・所内の雑事が多くて、なかなか原典資料を

学院生の話などを聞いているときにも抱くことがあ

読んでいる暇がありません。そこで、原典資料に基

るのですが。

づくイスラーム研究は中田先生のような学究肌の方

言い換えれば、今日これから私がお話しさせて

にお任せして、私はムスリム研究に逃げる
（笑）
とで

いただこうと思うのは、イスラームの話ではございま

も申しましょうか、とりあえず現地調査に行って、本

せん。むしろムスリムの話をさせていただこうと思

人たちから何かインタビューを取ることができればい

っております。いま中田先生にいろいろとご説明い

ろいろやれることもある、といったような考えを抱く

ただきましたけれども、中田先生のお話というのは

に至ったのも事実です。

基本的にはイスラームという宗教のあり方というか、

そんなわけで、事前に頂戴したご質問に対する

イスラーム思想――思想ということばが適当かどう

私の回答は、中田先生と若干答え方が変わってくる

かわかりませんが――から見るとどうか、というお話

こともあろうかと思います。ただ、先ほどの「公私の

で、私も20年くらい前はそういうことを研究しており

別」に関するご質問のように、質問の内容自体が

ました。東大文学部のイスラム学というのはそうい

「イスラームでは」
というものであれば、それはムスリ

うことを研究するところです。
ただ、たったいまご紹介にあずかりましたように、
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者なんかが多いところに変わりました。

ムの話ではなくてイスラームの話になりますので、中
田先生のご回答と同じになることも多々あるでしょう。

私はそのあと東京外国語大学のアジア・アフリカ言

さて本題に入ります。とりあえず配布資料の冒頭

語文化研究所というところに奉職いたしました。こ

で、いま申しあげたこととも関係のある問題提起を
159
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しておきました。
「文明の共存と安全保障」にとって、

論から言ってしまうと、文明の共存と安全保障につい

論文を出して大きな反響を得たせいで、ハンチント

ていろいろ学んだ結果、まずそのことに気づいてし

問題はイスラームなのか？ムスリムなのか？

て考えるときに、イスラームのことを知る必要はあまりな

ンはいろいろなところに招かれ、対話などをして、そ

まった。そのうえ、ムスリムが反米に傾く本当の理由

いのではないか、というのが私の実感です。

れまで詳しくなかったことまでずいぶん勉強してし

まで理解してしまった。単行本『文明の衝突』では、

「文明の共存と安全保障の視点から」
というのが、
この「一神教の学際的研究」のサブタイトルですね。

むしろムスリムのことがわかれば十分だろうと私自

まったように思います。結果として、論文が単行本

西欧の「偽善、ダブルスタンダード」へのムスリムの反

これについて考えるとき、問題はイスラームなのか、

身は考えているわけですが、これに関連して、今日

になったときには、彼は結構中東やイスラームの専

感や、米国への不信が反米の理由として鋭く指摘

ムスリムなのか？

お配りした資料の最後に非常に短い『文明の衝突』

門家のようになってしまっていた。そして価値観対

されています。つまり、問題がイスラームではなく、ム

つまり、イスラームというものがムスリムの生活にあ

再考』
という、2年くらい前に書いた拙稿を付けてお

立というのが実は非常に論証の難しい話であるこ

スリムの国際状況認識にあることは、この本一冊読

る程度影響を与えているとしても、だからと言って、

きました。言うまでもなく、ハンチントンのあの有名な

と、また「衝突」の理由が別にあることを自覚するに

むだけでも十分理解できる話でしょう。

イスラームが問題なんだという前提に立って議論して

本の中身を分析したエッセイです。実は私はハンチ

至ったのではないかと思われます。

いいのかどうか？そういう問題の立て方自体が果た

ントンに全然批判的ではなくて、これはなかなか面

実際、この本を端から端までいくら注意深く読ん

イスラームなのかということに関連して、もう一つだけ

して妥当なのかどうか？そこから疑ってかからないと

白い本だなと思って最初から読んでいて、
「 何か書

でみても、イスラームと西洋文明の価値観がどのよ

別の事例をお話ししたいと思います。実は私、去年

いけないんじゃないか。これが今日最初に、個別の

いてくれ」
と言われたので書いたものですけれども。

うに対立するのかということは一切書かれておりま

の9月に国際会議でセルビアに行ってきました。そこ

ご質問にお答えする前に、私が申し上げておきたい

極端なことを言うと、私自身はこの
『文明の衝突』

せん。具体例もなしに、ただ｢対立する」
と断じられ

でまず、コソヴォの現状をセルビアの防衛研究所か

ことです。実際、私自身は問題はイスラームではな

さえ注意深く読めば、それで問題がどこにあるのか、

ているだけなのです。アメリカ文明とアジア文明、

どこかの人がリポートしたのを聞いたのですが、コソ

くて、ムスリムなんだろうと思っているわけですが。

おおむねわかってしまうのではないかと思っていま

つまり中国との価値観対立、基本的な文化的相違

ヴォのムスリムがいまどういうふうに生きているかとい

す。あとでゆっくり拙稿をお読みいただければあり

点がかなり具体的に語られているのとは対照的に。

うと、メーンストリートが「ビル・クリントン通り」
という名

イスラームとムスリムとの関係は非常に複雑で、
よく申しあげることですけれども、9･11同時多発テ

がたいのですが、ハンチントンの『文明の衝突』に

その代わり、イスラームと西洋文明の価値観対立

前で、自由の女神まで建っているわけです。ここで

ロの後、ムスリムがアメリカに対してああいうテロを

おける最大の主張は、
「冷戦後の世界では、国はし

について何が語られているかというと、ハンチント

はムスリムの対米感情は極めて良好と見ていいで

やったというので、イスラームの本がどんどん売れま

だいにその利益を文明によって定義するようにな

ンが引いているのは人々の主観的な自己認識、本

しょう。さらにベオグラードで唯一のモスクに行って、

した。おかげさまで私もずいぶん儲けさせていた

って、自分たちと似ている、あるいは共通の文化を

人たちが言っていることばということになります。た

いろいろ話を聞いてきたのですが、彼らの話による

だきましたが
（笑）
。ところが、そうやってイスラームに

持った国とは協力したり同盟を結んだりするが、文

とえば「西洋の価値観や制度を賞賛する発言をす

と、実は先年セルビア人の酔っぱらいに火を付けら

関する本を読まれた方々の感想は「いやあ、読ん

化の異なる国々とはしばしば紛争を起こす」
という

るムスリムはまずいない」
とか、
「ムスリムは自分たち

れたらしい。ちょうどその前日コソヴォでセルビア正

だけど、どうしてあのテロが起こったのか全然わか

点にあります。つまり、文化が似ている国同士がブ

の文化と西洋文化に基本的なちがいがあると見る

教会が七つぐらい、アルバニア人ムスリムによって放

らなかった」
というものだったわけです。

ロック化をしていく。その一方で、文化の異なる国

ことでは一致している」
とか。こうした言い方がある

火されたことへの報復ではないかというのですが、

けれども、それは私に言わせればあたりまえのこ

とは紛争を起こしている。この「事実」
を指摘するこ

だけで、実際にどこが違うのかということは、
『文明

とにかく酔っぱらいに火を付けられた。実際、火事

とであって、ムスリムがテロを起こした理由がイスラー

とこそ、ハンチントンの『文明の衝突』の基本と見て

の衝突』にはまったく書かれていません。ムスリム

の痕も生々しく残っていました。
「セルビア人が火を

ムにあると考える根拠は、本当はどこにもないので

いいでしょう。実際、この基本線はハンチントンが

にしても西洋側にしてもお互いの価値観が違うと思

付けると酔っぱらいで済むけど、俺たちがやるとテロ

す。ムスリムがイスラームに従って生きているというの

FOREIGN AFFAIRSに書いた論文から、その後

っている、それだけの話であって、本当に価値観が

リストって言われるんだよね」
とモスクにいたムスリム

はある種の思い込みであって、イスラームに従って生

内容を拡充して出版した単行本に至るまでまった

違うかどうかはまったくわからないわけです。

たちは嘆いていましたけれども。

きているムスリムがたくさんいるのももちろん事実で

く揺らいでいません。

現実問題として考えると、イスラームとたとえば西

ただ面白いのはここから先の展開です。モスク

けれども注目すべきことに、
「衝突」が起きる理由

洋文明――「西洋文明」
というのもかなりあいまいな

を焼かれてしまったベオグラードのムスリムは再建

ます。そうである以上、イスラームの勉強をしたのに、

に関するハンチントンの説明は、
『文明の衝突』が

言い方ではありますけれども――の価値観がどう違

支援を求めて、イスラーム諸国30カ国くらいの大使

ムスリムの起こす対米テロの理由がわからないとい

本となって出版されたときには、ひどく歯切れの悪

うかということは、たとえば論文や本に書こうと思っ

館を回ったらしい。
「とにかくモスクを建て直したい。

うことがあったって、不思議でもなんでもありません。

いものになってしまっています。彼は最初に論文を

ても、まず書き得ない話なのではないかと思います。

附設されている学校も建て直したい。何か寄付し

安全保障を脅かす行動、文明の共存を脅かすよ

出したとき、文明が衝突する理由にまで踏み込ん

無理に書いたとしても、
「そんなことないよ」
という反

てくれないか」
と30カ国回って、もらえたのは中古

うな行動をとる一部のムスリムがイスラームに従って行

で、それはそれぞれの価値観が対立するせいだと

証が必ず出て来てしまって、おおかたの同意を得る

のパソコン一つだけだった。ところがアメリカ大使館

動しているかといえば、そうとは限らない。ですから結

書いてしまった。ところがFOREIGN AFFAIRSに

のは非常に難しい。ハンチントンはイスラームについ

に行ったら、
「それはかわいそうだ」
と言って、新品

すけれども、従っていないムスリムだってたくさんい
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前置きが長くなり過ぎてもいけませんが、問題が
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のパソコン50台を即日くれたというんですね。そん

そのうえで、いただいたご質問にお答えするにあた

に一般人の間では明らかに一定の調和がある。中

こうしたケースはエジプト固有のものでは全然なく

なわけで、ベオグラードのムスリムに言わせれば

って、私は質問を四つに分けました。
「イスラム原理主

田先生の言い方では「西洋に毒された」
ということ

て、基本的に政教分離論なんていうのは、たいて

義
（イスラーム主義）
」
にかかわる問題、アメリカとの関

になるのでしょうが・・・ですから考えようによって

いの国でむしろ禁止されているわけです。

イスラームと欧米の価値観対立がムスリムにとっ

係や反米の理由などまで含めた
「ムスリムと非ムスリ

は、近代西欧との調和はすでに大きな流れになっ

つまり、
「イスラム原理主義」
とふつう呼ばれてい

て問題なのであれば、こういう事態は起こり得ませ

ム」
。それから
「シャリーア
（イスラーム法）
の運用と民主

ていると言えるかもしれない。一方、他宗教との対

る運動と各国政府の違いは、実は自己評価の違

ん。むろんイスラームに基づいて、ムスリムが一枚岩

化・議会制民主主義」
。最後に
「進化論とイスラーム

話ということになると話は多少違うかと思います。

いに過ぎません。政府は「もう、うちは十分にイスラ

的な行動をとるケースはあります。しかしムスリムが

思想」
。この最後のご質問は、ほかのものと少し次元

一枚岩にならない問題については、逆にイスラーム

が違うように思いましたので一つ別にしてあります。以

のことはあまり考慮しなくていいでしょう。現実のム

下、これらをざっと見ていきたいと思います。

「頼りになるのはアメリカだけだ」
と。

ーム国家だ」
と主張する。一方、イスラーム主義の

「対立から対話へという方向性」にあるかどうかは、

方は「まだまだ不十分で、政府が言っていることは

むしろ私が今日お集まりのご専門の先生方におうか

詭弁だ」
と批判する。ではどっちが正しいかと言う

スリムはアメリカが必ずしも一枚岩でないのと同様

まず「イスラム原理主義」
という枠でまとめさせてい

がいしたい論点です。ベネディクト16 世がローマ教

と、これは完全に自己評価の問題です。
「イスラーム

に、一枚岩ではありません。素人が「アメリカは何と

ただいた二つのご質問の一つ目は、今日、世界の諸

皇になって、ヨハネ・パウロ2世の対話路線から明確

国家」の建設という目標は両者に共有されている。

かだ」などと言うと、専門家から
「そのアメリカってい

宗教が
「対立」
から
「対話」へという方向性にあるなか

な路線変更が見られるといった報道も一部にはあ

その結果、例えば公立学校の宗教教育、イスラーム

うのはいったいどこだ、誰のことだ」
とよく批判を受

で、
「他宗教との対話などの動きが、イスラーム世界に

る。ですから、ローマ・カトリックそのものも変わり始

という授業で何を教えているかと言うと、まさに「イ

けますけれども、同じことはムスリムにも言えるわけ

おいて大きな流れになっていく可能性は」
ないのかと

めているのかどうか、というあたりについて、むしろ後

スラームは政教一致だ」
と教えているわけです、子

です。
「ムスリムが反米なのは、イスラームが欧米の

いうもの。もう一つは「イスラーム復興の現象は、世界

でおうかがいできればありがたいと思っております。

どもたちに。ですから、子どもたちがふつうにまじめ

価値観と対立するからだ」などと言われれば、セル

的にいつ頃まで続き、どのような状態をもって完了し

次に綱島先生のご質問ですが、どのような状態

に宗教の授業を受けると何が起こるかというと、イ

ビアのムスリムから猛反論が届くでしょうし、専門研

たとみなすべきなのか」
「揺り戻しが起こる可能性は

をもってイスラーム復興が完了したとみなすべきな

スラームは政教一致だと思う大人、イスラーム主義

究者も
「そのイスラーム／ムスリムというのはいった

あるのだろうか」
というものです。研究者は「イスラーム

のかについては、中田先生のご回答、統一カリフ

者ができる。したがって、
「世界的にいつ頃まで続

いどこのイスラーム／ムスリムなんだ」
と批判的な問

主義」
ということばを使いますけれども、まずはこの二

国家ということでよろしいかと思います。一方、中

くのか」
と問われれば、こういう状態が続く限り続く

いかけをすることになります。

つのご質問にお答えしたいと思います。

田先生がお答えになっていないポイントがあります

でしょうというのが、私の回答になります。

ね。世界的にいつ頃までイスラーム復興は続くのか。

以上、中田先生がイスラーム思想の観点から立

澤井義次先生のご質問のうち、
「他宗教との対

派なお話を先になさいましたので、ムスリムのことし

話」につきましては、中田先生があらかじめ回答さ

これははっきり言ってわかりません。不明です。た

るつもりがありませんので、先にちょっとだけ補足的に

かお話ししないなどと宣言すると、何となく期待外

れた内容に先ほど付け加えられた点、つまり中東

だ、私自身は簡単には終わらないと思っています。

喋らせていただきました。あとは、
「イスラム原理主義」

れの感もあるかと思いまして、なぜムスリムの話が

では日常的に諸宗派間の対話が行われているとい

なぜなら、基本的には大半のムスリム国でイスラー

そのものの話をざっと見ていきたいと思います。

重要かということを最初にちょっとお話しさせてい

ったことも含めて、異議ありません。実は、諸宗派

ム主義は国是だからです。

ただきました。つまり自己弁護なのですが、それは

間の対話は年中やっているじゃないかという話を

一般に非常に大きな誤解があって、政府が政教

とおりです。澤井先生のご質問のなかに、イスラー

同時に、頂戴したご質問全体に対する感想の反映

私自身もしようと思ってきたのですが、中田先生に

分離を目指す一方で、イスラーム運動は「イスラーム

ムが「原理主義的趨勢にある」
と書かれていました

でもあります。ご質問全体を拝見して、やはり総じ

先を越されてしまいました。ただ、結局のところこの

国家」
を目指している、だから対立するのだ、と思わ

が、
「イスラム原理主義」
イコール
「イスラーム主義」
で、

てムスリムの現実をイスラーム思想の反映と見る認

問題は、宗教間の対話の主体を誰と考えるかによ

れていますが、本当の対立点は思想ではありませ

イスラーム主義が通常こういうものを目指しているの

識が前提となっている印象を受けました。

って話が変わってくるのだろうと思います。

ん。イデオロギーとしては政府もイスラーム運動も両

だとしたら、対話の促進にとって何が問題になるの

それから、このご質問には少し次元の違う話が

方ともイスラーム主義なのです。トルコのような稀な

か、実は私にはよくわかりません。

称「イスラーム国家」
も含め、今日
「イスラーム世界」

混ざっている気がします。例えば近代西欧との調和

例外を除けば、実は大半の国はイスラーム主義を

と言われるような地域の、特に政治体制などという

という論点。これは文化面のことを聞かれている

国是としています。

ものは、ほとんどイスラーム思想を反映してはおりま

のか、政治面のことを聞かれているのかよくわから

例えばエジプト。
「イスラム原理主義」の過激派と

1924 年にトルコで廃止されたカリフ制の再興です。

せん。ご質問にお答えする次元は中田先生と違っ

ないのですが、文化面であれば、現実にイスラーム

戦っているという、そこだけが伝えられがちですが、

カリフ制が再興されれば、先ほどから話に出ている統

てくると思いますが、このあたりのことだけは私も最

世界は 150 年以上近代西欧の文化にさらされてき

現実のエジプトで政教分離を主張する本が出れ

一カリフ国家ができる。ウンマ
（イスラーム共同体）
が

初に強調させていただきたいと思っております。

ていますので、先ほど中田先生がおっしゃったよう

ば、国が発禁にして著者を捕まえて牢獄に入れる。

復興する。これだけだったら別に、ほかと対話しない

先ほど中田先生もおっしゃいましたけれども、自
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話がちょっと前に戻りますが、世界の諸宗教が

いまお話ししたあたりは、今日あまり詳しくお話しす

まずイスラーム主義の目指すものですが、以下の

イスラーム主義の一つ目の目標は、古典的なイスラ
ーム法が支配するイスラーム国家の建設。二つ目は、
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という話には全然ならないわけです。近代西欧の問

イスラーム主義者ができる」
と申し上げましたけれど

っかけは1967年の第三次中東戦争におけるアラブ

あたりがイスラームやムスリムについて喋るときの辛

題も基本的には絡んでこない。そんなわけで、
「原理

も、
「イスラーム主義者」イコール再定義された意味

諸国の大敗。よく言われることです。

いところです。いちいち註釈をつけないと、予期し

主義」
イコール「イスラーム主義」であれば、実は原理

での「原理主義」者とは限りません。
「大部分のムス

もちろん昔からまじめなムスリムもいたわけです

ない誤解を生んでしまう。そんなわけで註釈をつけ

主義的な趨勢になってもあまり問題はない。

リムは近代西欧と調和しておらず、他宗教との対話

が、中東のムスリムの話を聞いていてわかるのは、

ますと、この「天罰」
という理解が当時のムスリムの

このように整理してみると、おそらく澤井先生の書

を拒否しているのか」
と言えば、先ほど中田先生も

昔は酒を飲んでいた人間も結構いたという事実で

間で有力になったのは、基本的にはエジプトのナ

かれている
「原理主義」
というのはイスラーム主義と

おっしゃいましたけれども、中東では日常的に諸宗

す。最近は本当に酒を飲む人間が少なくなった、

セル大統領の責任逃れによるものだったと思いま

は違う意味なのでしょう。つまり、もうみなさまよくご

派間の対話がありますから答はノーです。実際、み

なんていうことも含めて、イスラーム復興が一般に浸

す。あくまで私自身の印象ですが。

存じのＵＳ科学アカデミー研究プロジェクトなんかが

なさんが中東なりイスラーム世界なりに行かれると、

透していく。そのきっかけになったのは、こういう問

第三次中東戦争で負けたエジプトのナセル大統

立てているファンダメンタリズム概念の再定義。現代

それこそ何だかんだといろいろ対話を吹っかけられ

いでした。
「イスラームの方がユダヤ教より優れてい

領は、当然戦争に負けた責任を追及される。敗戦

フランスの思 想 家たちなんかもやっていますが、

ることだってよくあるわけです。

るはずなのに、なぜユダヤ教の国イスラエルにアラ

責任が追及されるなかで、彼の昔からの盟友だった

ブは惨敗してしまったのか。
」

軍司令官は自殺に追い込まれたりもするわけです。

1970 年代後半以降のグローバルな現象に共通の

「原理主義」者の名に価するような少数の人た

特徴を拾って、それをファンダメンタリズムと呼んでみ

ちは別かもしれませんけれども、むしろ一般のムス

イスラームは基本的にユダヤ教、キリスト教の誤

ようという、こういう定義であれば、原理主義的趨勢

リムは対話が大好きで、
「イスラームと仏教はどう違

りを正す宗教として現れました。ですから、もともと

実は政府は責任逃れができるわけですね。ムスリ

が問題になる局面も理解できようかと思います。

うんだ？」
とか、簡単には答えられないようなことを

神のメッセージを間違って伝えているユダヤ教より

ムが世俗化してイスラーム法を捨てたがための「天

たとえば「自己の絶対化、強い排他性」
とか、
「討

聞いてきて、私たちを困らせるのがふつうです。で

も、イスラームの方がご褒美が多いはずだというの

罰」で負けたんだから俺のせいじゃない、と言い逃

論を拒否または回避する傾向」
とか。原理主義をこ

すから、対話というのもいろいろ次元があるんだろ

がムスリムにとっては大前提なわけです。

れできる。だから政府自身が大々的に「天罰」キャ

ういうふうに定義すれば話はわかります。自己を絶対

うと思います。

ンペーンを行った。

化して強い排他性を持って、討論を拒否または回避

つまり問題は、
「対話」に向かう諸宗教の主体と

するような趨勢になっているのだとすれば、確かに対

していったい誰が想定されているのかということで

かえって、それはなぜかと問われれば、答は当然、

おそらく、今日
「イスラーム世界」
と呼ばれている国々

話なんかできません。ただ、ここでちょっと気をつけた

しょう。それが宗教指導者（ウラマー）であれば、先

自分たちムスリムが世俗化してイスラーム法を捨て

のなかでイスラームが置かれている地位について考

いのは、もともとファンダメンタリズムを再定義しようとい

ほど中田先生がおっしゃったように「対話屋さん」
と

たがために神の怒りを買ってしまった結果、つまり

える上で、一番示唆的な例だと思っています。基本

う試みが出てきた背景には、こうした傾向がべつにイ

いうのがいて、それなりにやっているということにな

「天罰」
ということになる。こんな場所で申し上げる

的にみんながイスラームに従って生きているわけで

スラームに限った話ではなくて、1970年代後半以降

るかもしれません。一方、再定義された意味での

のは釈迦に説法ですが、これは古代イスラエルの

はない。イスラームの教えに細かいところまで全部従

のグローバルな現象であるという認識があったという

「原理主義」者はやらない。一般ムスリムは通常、

宗教からイスラームが受け継いだ思想です。宗教

っているわけではない。したがって、すべてがイスラ

ことです。つまり、イスラームだけではなく、ユダヤ教で

宗教の主体、対話の主体とは考えられない。要す

共同体については神の命令に従っているかどうか

ームで決まっているわけではない。ただ、少なくとも

もキリスト教でもヒンドゥー教でも、それから日本でも同

るに、ここでもまたムスリムは一枚岩ではないにも

に応じて現世で賞罰が下される。だから、戦争に

公的な議論の場においてはイスラームそのものが間

じような現象があるのではないかという認識がファン

かかわらず、簡単に「原理主義的な趨勢にある」

負ければ当然「天罰」
という解釈が出てくる。では

違っていると主張したり、イスラームそのものを否定

「天罰」
を受けないためにはどうすればいいか？神

することはできない。現代政治におけるイスラームの

ダメンタリズム再定義の動機となっている。ですから、 「他宗教との対話などの動きが、イスラーム世界に

徒に負けてしまった。イスラーム信仰の基本に立ち

余談になりますが、私自身はこのあたりの展開が

イスラームが
「原理主義的趨勢にある」
としても、じゃあ

おいて、大きな流れになっていく可能性は」
と聞か

の命令であるイスラーム法を国法にして、それに服

他の宗教はどうなんだ、ということが本来同時に問わ

れても、回答は一つではないわけで、このご質問

従する国を作ればいいわけですね。ここからイスラ

イスラーム思想に基づいて発された「イスラーム

れなくてはならないでしょう。

への回答は主体を誰と考えるかに応じて変わらざ

ーム復興が始まった。ふつう、イスラーム復興のきっ

の方がユダヤ教より優れているはずなのに、なぜ

るを得ないと思います。

かけはこんなふうに説明されています。

ユダヤ教徒の国イスラエルにアラブは惨敗してしま

このほかにも、このご質問にお答えするにあたっ
ては、
もう一つ大きな問題を指摘せざるを得ません。
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しかし、この大前提に反してムスリムはユダヤ教

ところがここで、
「天罰だ」
という話が出てくると、

さて、ここで話は綱島先生のご質問に戻ります。

ただ、こういうことだけ申し上げると、1967 年、

位置はだいたいこんなところでしょう。

ったのか？」
という問いはばかげている、ばかげた

それは再定義された意味で「原理主義」
を理解す

「イスラーム復興の現象は、世界的に、いつ頃まで

いまからわずか 40 年前の段階でムスリムはまだそ

問いに対する
「天罰」
という答もまたばかげている、

るとしても、その場合、果たして「原理主義」者はム

続き・・・」というご質問にきちんとお答えするため

んなことを真剣に信じていたのか、やはり理解に

と内心では思っても、正直にそう発言すれば「おま

スリムの多数派なのかという疑問です。先ほど
「子

に、まずは 1970 年代半ば以降、イスラーム復興現

苦しむ人たちだという話になりかねませんので、ま

えはイスラームの教えを否定するつもりか」
という社

どもたちがふつうにまじめに宗教の授業を受けると

象が顕在化した理由について考えてみましょう。き

たここでも註釈をつけないといけません。実はこの

会的非難にさらされる。だから言えない、言わない。
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こうした問いや答を誰も否定できないままに、結果

起こったことが再び起こらないとは言えません。揺

要するに問題は「テロリスト」
ということばのアラビ

としてメディアや論壇に流れる声は「天罰」説一色

り戻しの可能性があるかと問われれば、私の答え

ア語訳です。例えば、日本人でイラクで人質になっ

になってしまう。

は「ある」
ということになります。

てそのまま処刑されてしまった香田証生さんが、誘

外交・政治・メディアなどで使われる
「過激派」
と

のが私の正直な印象なわけです。

私自身はよく
「錦の御旗」なんて言い方もします

さて、以上が最初のお二人のご質問に対する私

拐されて自衛隊の撤退を要求されたとき、小泉首相

いうことばは、どうやら少数のムスリム・テロリスト、

けれども、
「イスラーム世界」
というのは、イスラームそ

なりの回答ですが、実は今日こちらにお招きいただ

はこんなふうに言いました。
「テロリストは絶対に許せ

武装闘争推進派（容認派）
を意味する一方で、
「穏

のものを否定する言説が公的には認められない社

いて、ただ単に、頂戴したご質問にお答えするだけ

ない」
。この「テロリスト」
は、アラビア語ではイルハー

健派」
というのはムスリムの多数を占めると思われ

会と考えることができるでしょう。現代イスラーム世

で帰るのもいかがなものかと思いましたので、ここ

ブirhabと訳されます。では、イルハーブというのは

ている武装闘争否定派、平和主義者を意味してい

界の政治その他の局面でイスラームというものを評

から先はご質問を少し離れて、あらかじめ準備して

どういう奴かと言うと、同じムスリムでも思想が違え

るらしい。けれどもムスリムの言う
「過激派」や「テロ

価するときには、この点を出発点にしないと何もわ

きたムスリムの「穏健派」
「過激派」
という用語をめ

ば殺してしまうような奴。それがイルハーブです。つ

リスト」の意味はこれとは違います。

からないと私自身は思っています。

ぐる、ムスリムと非ムスリムの間のギャップについて

まり小泉さんが「テロリストはけしからん」
と言うと、ア

お話しさせていただこうと思います。これは「一神

ルジャジーラ・テレビは「イルハーブはけしからん」
と

スンナ派イスラーム教学の最高峰であるアズハルの

説が結果的に大きな声となったことから、1970 年

教の学際的研究」のテーマの一つである安全保障

訳す。そして視聴者みんなが「そうだ。そうだ。けし

総長タンターウィー師の発言が引かれていて、ブッシ

代にはイスラーム世界の多くの国々で政教一致が

に関わる話題でもあるでしょう。

からん」
と言う。それで「テロリストはムスリムにも憎ま

ュ大統領としてはちゃんとイスラームのトップもこうい

れている」
と外部の人間は思い込むわけです。

うふうにテロを否定しているんだと言いたかったん

さて、いずれにしても敗戦原因イコール「天罰」

国是となりました。1973年の第四次中東戦争では

166

ているけれども、実は全然会話になっていないという

ご存知のとおり、現在進行中の「テロとの戦い」

実際、国連におけるブッシュ大統領の演説でも、

報道用語も劇的に変化します。それまでイスラエル

におけるアメリカ、ヨーロッパ、さらに日本政府の基本

ところが、では現実にイラクで米軍と戦っている

との闘いは「反帝国主義闘争」
という左翼のことば

方針は、ムスリム穏健派を支援して一般ムスリムの

連中のことをアラブやムスリムの人たちがイルハー

「テロリスト」
というのは、先ほど申しあげたように、

で語られてきたわけですが、これが「ジハード」
とい

過激派への流入を抑えるというものです。ただ、この

ブと呼ぶかと言うと、そうではない。われわれがテ

同じムスリムでも思想が違えば殺してしまうような奴

うイスラーム的な用語に変わり、戦争は異教徒の侵

「過激派」
「 穏健派」
という区別は、
「テロとの戦い」

ロリストと呼ぶものを、彼らはテロリストと呼ぶ代わ

という意味であって、対米テロリストがここに入るか

略者に対するムスリムの闘いとして位置づけられる

について考えるときには実はほとんど意味をなしま

りに、ムジャーヒディーンmujahidinと呼ぶ。ジハー

どうかはわかりません。おそらく米軍を狙う
「テロリ

ようになりました。こうした状況ですから、イスラーム

せん。言い換えれば、この点について、イスラームの

ド戦士。これは要するに、異教徒の侵略者に命が

スト」はタンターウィー師の言う
「テロリスト」には入ら

復興は簡単には終わりません。最初の方で結論だ

宗教指導者やムスリム一般と、日本を含む西洋との

けで抵抗しているヒーローという意味であって、全

ないというのが、まっとうな解釈だろうと思います。

け申し上げましたように、
「世界的にいつ頃まで続

間には会話が成立していない。今日最初に、安全

然否定的なニュアンスはありません。

くのか」
と問われれば、こういう状態が続く限り続く

保障について考えるためにイスラームのことをあまり

実は9･11の直後にも私はこの話をよくしていたの

ズムは禁止である。過激派はイスラームから逸脱して

でしょうというのが、私の回答になります。

知る必要はないと申し上げましたけれども、これから

ですけれども、ここ数年、やっぱりこの話は「なんとか

いる」
というものなのですが、同時に「ただし、防衛

次に綱島先生のもう一つのご質問「いつの日か

お話しするムスリムと欧米の「過激派」
「 穏健派」の

の一つ覚え」
と言われても繰り返し続けないといけな

のためのジハード
（対異教徒テロ）
はムスリムの義務

いわゆる世俗化ないしは脱イスラーム化への揺り

意味の違いを理解するためにはイスラーム思想の知

いと確信するようになりました。きっかけはそれこそ、

「侵略軍」
だ」
とも述べていて、2003年3月にはイラク

戻しが起こる可能性はあるのだろうか」ですが、こ

識が必要です。稀な例外だと思いますが。

香田証生さんをアンマンでイラク行きバスの発着所ま

に対する防衛ジハードを公式に呼びかけているから

で送って行ったというタクシー運転手のことばです。

です。これだけ見ても、彼の言う
「テロリズム」
「過激

でしょうけれども、タンターウィー師が非難している

というのも、タンターウィー師の公的立場は「テロリ

れについては、私と中田先生の意見は違うかもし

実際、この「過激派」
「穏健派」
という語の意味が

れません。神の命令であるイスラーム法と言っても

ムスリムと非ムスリムとでまったく異なっているため

彼がNHKその他からたくさんのインタビューを受けて

派」が、少なくとも通常、日本の報道や政治・外交で

しょせんは人間のやることだと私は思っています。

に、アメリカの推進する
「テロとの戦い」
はグローバル

答えていたこと。それは「彼らムジャーヒディーンにとっ

使われている意味と違うことは明らかでしょう。

実際、1967年の段階でムスリムの間には自分たち

な戦いにはなっていません。しかし、アメリカはその

て外国人の人質は重要な戦術上の手段だ」
というこ

武装した異教徒が「イスラームの地」であるイラク

が世俗化してイスラーム法を捨てたという共通認識

ことに気づいていないように思えます。ムスリムの言

とでした。つまり、ヨルダンで働いているふつうのタク

に入って来た場合、ムスリム成人男子は義務として

がありました。19 世紀からずっと基本的にはイスラ

う
「テロリスト」
とアメリカの考える
「テロリスト」は意味

シー運転手はあの拉致・殺害犯のことをテロリストと

武器を持って、これと戦わなければいけない。この

ーム法をどんどんやめる方向、西洋の実定法を取

が違うのに、ことば自体は同じだからです。実は「テ

は呼ばない。ですから、ここでは会話が成立している

防衛ジハードの呼びかけはいまだに撤回されてい

り入 れる方 向 で やってきた 過 去 があるわけで、

ロリスト」
ということばは日本語でも英語でもきちんと

ように見えて、まったく成立していない。
「過激派」
「穏

ませんので、現実にはいまもスンニー派宗教指導

1960年代以前は世俗化ないし脱イスラーム化が進

定義されないままにみんなが使っているので、こうし

健派」
とか「テロリスト」
とかいうことばについては、ム

者のトップがイラクにいる異教徒軍へのテロを推奨

んでいたとも言えます。そして当然ながら、過去に

た誤解が生まれやすい側面もあるのですが。

スリムと非ムスリムがお互いわかった気になって話し

している形になっています。
167

部門研究１

イスラームの現在

「一神教の再考と文明の対話」研究会

テロリストであってシーア派ではないのに、イランや

しょうか」
。これに対するお答は、基本的に中田先

も、ほとんどは引用とか、昔私が書いたものを貼り

言ってみれば、この点がタンターウィー師の一部ア

シリアと対話をしたってスンナ派のテロは収まらな

生のご回答と同じです。
「実存的な決断」
というふう

付けただけのものです。実は今日、ゆっくりいろい

ル・カーイダとは違うところで、
「敵に対する抵抗は

いだろうに、なぜサウジの過激ワッハーブ派に目を

に中田先生がおっしゃっていることに関しては、
「宗

ろと説明させていただく時間はないだろうと思いま

歓迎されるが、イラク人同士や女性、子ども、老人

向けないのか。

教家」は影響力を持たないでしょう。

したので、あとでお読みいただいて参考になれば、

ではイラク人同士、ムスリム同士のテロはどうか。

を巻き込むのであれば、それは抵抗ではなく、不

むろん過激ワッハーブ派がサウジから来ると言っ

ただ、宗教家がまったく影響力を持たないかと

信仰である」
という形で、ムスリム同士が殺し合って

ても、サウジ政府がけしかけているわけではありま

いうとそうでもありません。一般ムスリムに対しては

はいけないと言っている。

せん。むしろサウジ政府は、21世紀に入ってシーア

影響力があります。そういう例は多々見られますが、

綱島先生のご質問です。教皇発言については、中

ただ逆に言うと、 自称アル・カーイダ との違い

派も人間だ、ムスリムだと公式に認めるに至ってい

アズハル総長がこう言ったからというので、一般ム

田先生のおっしゃったように、そしてまた私もよく申

は、
「イラク人同士や女性、子ども、老人を巻き込む

ます。ですが、一般人のなかには政府とは異なる

スリムが素直にそれを信じて従うというようなことは

し上げることなのですけれども、別にイスラームが

こと」
を可とするか不可とするか。それにもう一つ、

考えを持つ人もいる。これが問題なわけです。

よく見られるわけです。ただ、現実にいがみ合って

正しいと思う人はムスリムになってしまうのだから、

殺し合っているムスリムに影響力があるかというと、

ムスリムにならない人にとってイスラームが邪教なの

スンナ派の場合は非常に難しいでしょう。

はあたりまえではないか、取り立てて驚くことでもな

侵略されている土地以外でのジハードを認めるか

話を本題に戻しましょう。ムスリムの考える
「穏健

どうか。つまり、侵略されている場所はイラクなのに

派」
というのは、反政府武装闘争は行わない。ただ

アメリカでジハードをやってもいいかどうかという、こ

し、
「イスラームの地」への侵略者に対する防衛ジハ

の考え方の違いだけのように思います。実はこの

ードは義務と考えるような人たちです。

まず最初は、ベネディクト16世の発言に関連した

い、と。これが回答の一部になります。

ムの結束のために働く意思があるのかどうか自体、

ただ、このご質問はいくつかのポイントで非常に

つまりムスリムの場合、
「過激派」
と
「穏健派」の

大いに疑問です。2006年の夏にヒズブッラーが対

面白いと思いました。
「ムスリムは過剰反応している」

分類基準は、反政府テロを肯定するか否定するか

イスラエル戦争をしましたが、当初スンナ派宗教界

「文脈全体からあの発言を理解すべきなのに」
とい

ですから、ムスリム穏健派を支援しても、対米テ

であって、武装闘争を容認するかどうかではありま

の大勢は、ヒズブッラーはシーア派だからよくないと

ったインド系カトリックからの批判そのものが誤って

ロが否定されるわけではありません。せいぜいアメ

せん。もっとも、侵略への抵抗者を「テロリスト」
「過

いう理由で支援をしませんでした。

いるという指摘が、先ほど中田先生から森先生の論

リカ本国でのテロが少なくなる程度の効果しかな

激派」
と呼ぶべきかどうかは、ムスリムに限らず日本

こうした姿勢がその後に変わったのはなぜかと

考を引用なさる形でありましたけれども、あれが過剰

いでしょう。ブッシュ大統領を含め、アメリカのふつ

などでも簡単には解決できない問題でしょう。例え

言うと、人口の 90 ％をスンナ派が占めるエジプト

反応に見えるというのは、私は大半の日本人にとっ

うの人が問題にしている
「テロ」
を、必ずしもタンタ

ばアメリカはレバノンのヒズブッラーをテロ組織に指

で、一般民衆が「いくらヒズブッラーがシーア派だ

ても同じだろうと思うんです。何かこうした小さなこと

ーウィー師は否定しない。

定していますけれども、日本の外務省なんかはそれ

って言ったって、イスラエルと戦っているんだから

に対して一つ一つ過剰反応をするムスリム。特に預

ほど単純にはことを処理できていない感じです。

支援すべきだろう」
と主張したこと、ヒズブッラーが

言者ムハンマドの風刺画のときなんかは焼き討ちま

思想が違ったら同じムスリムでも殺してしまうような

外務省のホームページを見ると、ヒズブッラーのこと

爆発的な人気を持ってしまったせいで、スンナ派

でしまう。明らかに過剰反応だという感覚は日本人

奴のことです。これとは別に、過激ワッハーブ派とい

はテロリストとは書かれていなくて、イスラエルに対

の宗教界も動かざるを得なくなったことが大きかっ

一般にあるでしょう。というのも、あのベネディクト16

うのがサウジアラビアにおります。この人たちはシー

する
「抵抗勢力」
と書いてあります。これはやはり、

たわけです。

世の発言は、ムスリム以外の人間から見れば単発

ア派を背教者だと決めつけてテロを仕掛ける。シー

レバノンとの国交もあるので、内閣に閣僚を送り込

つまり、お互いにいがみ合わないで、共通の敵

の、偶発的な発言だったからだろうと思います。現

ア派はムスリムではないと考えているわけですね。

んでいるヒズブッラーのことをテロリストと書いてしま

イスラエルと戦おうと言っているのはむしろふつう

実には「イスラームは暴力的だ」
とか「イスラームはテ

ちょっと余談になりますが、イラクでスンナ派が

うと外交問題になりかねないという配慮によるとこ

のムスリムの方であって、宗教界ではいま、スンナ

ロリズムだ」
とかいった発言が、例えばアメリカのエ

暴れている。シーア派を襲っている。あれはやはり、

ろが大きいのでしょうが・・・ここに明らかなように、

派とシーア派の対立、特にスンナ派のシーア派に

バンジェリカルなんかの宗教指導者などからも以前

サウジから入ってきた過激ワッハーブ派が中心なん

実は外交・政治・メディアなんかでも、アル・カーイダ

対する警戒感が猛烈に高まっている。そんなわけ

にいくつか出ていたりする。そうした発言は日本で

だろうと研究者の多くは考えています。

以外の組織をテロリストと呼ぶかどうかは、結構悩

で、スンナ派の宗教家の場合はムスリムの結束を

はほとんど報道されませんが、ムスリムの側はみん

ましいところなんだろうと思います。

訴える気がそもそもないようにも思えます。

ながこういう話を知っているわけです。

二つの点を除けば、タンターウィー師とビン・ラーディ
ンの言っていることはほとんど変わらない。

繰り返しになりますが、
ムスリムの言う
「過激派」
は、

ところが、ご存知のように、アメリカの例のイラク
研究グループのレポートでも、イラクを安定させるた
めにはイランやシリアと対話すべきだということしか

168

それにはっきり言ってしまうと、
「宗教家」にムスリ

という意図で貼り付けておきました。

以上、頂戴したご質問を離れた話を少しさせてい
ただきましたが、ここからは再びご質問に戻ります。

時間も押してまいりましたので、先に進ませてい
ただきます。

私は昨年の夏、セルビアに行く前は、カナダ各
地のムスリム団体のところに1週間ぐらい調査に行

書かれていない。これが本当に私には不思議なの

塩尻先生からのご質問「ムスリム同士で結束が

次の話題は「ムスリムと非ムスリム」です。この点

っていました。6月にトロントで、まったくカナダから

です。いまイラクでいちばん問題なのはスンナ派の

できるようになるための『宗教家の役割』は可能で

についてはたくさんの配布資料がありますけれど

出たことのない、アル・カーイダとも無関係なムスリ
169
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ム十数名が反政府テロをやろうとしたのが発覚し

に顕在化する。そのあと反帝国主義闘争がジハー

ン・ラーディンの呼びかけが実はムスリムの間に深く

ラクの占領を問題にすることはあっても、スペインを

て、これは面白いと思って調査に行って、そこで本

ドと呼び変えられたりすることによって、実はジハー

浸透し続けているわけです。言ってみれば、これが

問題にしてマドリッドでテロをやり続けるようなこと

当に思ったのですけれども、ムスリムはどこにいて

ド思想という、これまたほとんどみんなが忘れてい

最大の問題と言いますか、過剰反応やテロの原因

は考えられないわけです。ムスリムはスペインを800

もイスラームを攻撃するような発言や中東情勢に注

た、あるいはあまり真剣に考えなくなっていた思想

になっている。ですから
「イスラーム社会にとって望

年も支配したにもかかわらず、事実上切り捨ててい

目している。
日本人なんかから見れば中東は遠いし、

が復活していく。ジハード思想が復活すると、ムスリ

ましいアメリカの対外関与とは何か」
という村田先生

る。ですから、パレスチナをアンダルシア化する形

イスラーム批判なんていうのも遠いわけですけれど

ムの同胞意識が強化される。なぜかと言うと、ジハ

のご質問に対する私の答も、ムスリムたちが絶望的

で、イランがイスラエルの生存権を認める可能性は

も、ムスリムはみんな、こういう話を知っています。

ードがある、ジハードをやっているというふうに、独

危機の中にある、攻撃されていると考えないで済む

論理的・イスラーム法的にはあり得ます。

ですから、このローマ教皇の発言というのは、実

立闘争その他の紛争を全部ジハードとして位置付

ような関与の仕方が望ましい、というものになります。

は多くのムスリムにとっては、もうこれまでもずっとこ

ける方向になっていきますから、結果として、それま

ちょっと抽象的な回答ですけれども。

うした発言が聞こえて来てはいたんだけれども、

ではそんなところにムスリムがいるなんてふつうの人

もっとも、9･11以降というのは結局、アメリカもロ

させてください。実はこの間、ハマースの国外幹部

「教皇よ、おまえもか」
というふうに受け取られた。

たちは知らなかったボスニアとかチェチェンとか、そ

シアもイギリスも中国もみんながみんな自分が被害

に聞いて非常に面白かったのですけれども、要す

その結果、
過去を知らない日本人なんかにとっては、

んなところまで注目されるようになって、同じムスリ

者だと考えるような時代になってしまいました。ムス

るに、ハマースがイスラーム運動である限りイスラエ

過剰反応と見られるような激しい反応が生まれた

ムが攻撃されているという報道がどんどん増えてい

リムだけではなく、みんながみんな、自分が被害者

ルの存在を認めることはできない。しかしながら、

わけです。言ってしまえば、攻撃されているという

く。で、同胞意識が強化されて、しまいには「ムスリ

だと考えるようになったこと。実はこのへんが21世

de factoとしてイスラエルの存在を認めることはでき

意識が過剰反応を生んでいる。

ム同胞が攻撃されている」
という意識がイスラーム

紀の国際関係、安全保障を考えるうえで本当は非

る。これでいきたいということで、いまハマース内部

ついでに申し上げますと、
「日本の大学では、教

への関心まで高める結果になる。そういう形で、イ

常に大きな問題なのだろうという気もします。

で検討しているらしい。

皇のイスラーム理解を批判する言説が散見される。

スラーム復興がムスリム同胞意識を高めていって、

また、ヨーロッパやアメリカなどいわゆる
「強い側」

ハマースが何を考えているかということだけお話し

一方で、過剰反応ではない冷静な反応？もあり

つまり、まさにイスラエルがそこにde factoとして存

それがまたイスラーム復興となって戻ってくるといっ

ます。ムハンマドの風刺画に対抗して「ホロコースト

在しているがために、パレスチナ人は難民になって

「批判しても 報復 しない（であろう）側」
を批判し、

たような循環になっているのではないか。もっと言

を題材にした風刺漫画のコンテストを行う」
としたイ

いるのだから、イスラエルが存在することを事実とし

ムスリムを擁護する論法が通用し易い」
というご意

ってしまうと、例えば空港でムスリムはテロリスト扱

ラン紙『ハムシャハリ』の記事を時事通信が流した

て認めるのはやぶさかではないと。もちろん生存権

見。これについては私、ああなるほど、そう言う捉

いされることが多いわけですが、こうした扱いがま

のを配布資料には引いておきました。これを冷静

という話になると、それはまた違うけれども、現実に

え方もあるんだなと素直に思いました。中東イスラ

たムスリムの「差別されている」
という意識を強化す

な反応と見るべきかどうかについては、意見が分

そこに存在している以上、それと交渉する形でこの

ーム研究者はほとんどこういう感覚を持ち合わせ

る。まわりがムスリムと決めつけることによって、ム

かれるところでしょうが。

問題を打開したいということを、数ヶ月前にハマース

ていなくて、ムスリムに報復される可能性なんて考

スリム意識が強くなって、イスラームへの関心まで高

えもしないので、このご意見は今後参考にさせてい

まるというようなこともあるかもしれません。

村田先生からのもう一つのご質問「イランの現体
制がイスラエルの生存権を認めることはないのか」
。

の海外幹部は言っていました。ですから、今後はこ
のあたりの工夫が表に出て来るかもしれません。

配布資料には、こうしたムスリムの意識、
「やられ

これについては中田先生が先にさらっとお答えに

それから、ちょっと別の話になりますが、マレーシ

次は村田先生の「イスラーム社会にとって望まし

ている」
という意識に言及している、いくつかの本の

なってしまいましたので、こちらはもう少し何か言わ

アについて。これは駆け足でいきたいと思います。

いアメリカの対外関与とは何か」
というご質問とサミ

該当箇所を引いておきました。例えばイギリスのジャ

ないといけないかと思って、昔ハマースについて書

綱島先生のご質問の最初の１行が実は非常に重

ール先生の「アメリカのいまのやり方というのが

ーナリストであるジェイソン・バークは「世界では善と

いたものを配布資料の2ページにわたって引いてお

要で、
「ムスリムとクリスチャンの平和共存を模索す

moderateなMuslim UlamaのTolerance（寛容）

悪の普遍的な戦いが進行している。イスラームと、そ

きました。

る過程で」
と書いていらっしゃいますが、結論から

に影響しているか」
というご質問。

の教えである善行と正義を実践するムスリムたちが

かいつまんでお話ししますが、ムスリムが支配し

言いますと、マレーシアの場合はムスリムとクリスチ

私は、少なくともTolerance にはあまり影響して

絶望的危機の中にあると考える、かれらの中心的な

たことのある土地がすべて無条件に「イスラームの

ャンの平和共存を模索した結果がムスリムとクリス

いないのではないかと思います。ただ、そのあとの

思想はいつも現実によって立証されている」
と書い

家」
と見なされ続けるわけではありません。例えば

チャンの不平等なのだろうと思います。ムスリムとク

と
ご質問にある
「fundamentalistを助けているか」

ています。そのあとにはまた、イスラーム世界のどこ

アンダルシア。いまさらスペインを取り返そうという人

リスチャンの平和共存をこれから模索するのではな

いう点については、確かに助けている部分がある

に行っても、ビン・ラーディンに対する支持の方が優

間はどこにもいない。いやほんの少しはいるかもし

くて、平和共存が容易ではないことを確認した上

のではないかと思う。つまり、先ほどちょっと触れ

勢だとも書いている。つまり、
「われわれは攻撃され

れませんが、それが大きな潮流になることはない。

で、マレー人の方を上に置く政策を取ったのがマ

ましたように、イスラーム復興というのが 1970 年代

ている。だから何とかしなければいけない」
というビ

要するにイスラーム主義者の大勢がパレスチナやイ

レーシアだと言ってもいいでしょう。したがって、こ

ただこうと思います。

170

あとはちょっとイランとは別の話題ですが、現在
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れを一般的なイスラームの話として議論するのはあ

かに存在する。イラクなんかも米軍が撤退したら、

刑にはいくらでも存在しましたし、宮廷の中で飲酒し

代」
において刑法罰の決定根拠は何かと言えば、そ

まり適当ではないかもしれません。

内戦よりはマシだというので、もう一度独裁というこ

ているなんてこともよくあったわけですが、宮廷の中

れはこの証言の一番最後で語られているように、

ご質問の 1 はマレー語とキリスト教の関係。3 は

とになるかもしれない。先ほど中田先生のおっしゃ

で酒を飲んだからといって、それをむち打ち刑にな

「人民議会で決定した法」
ということになります。そこ

「対等に扱ってほしい」
という話ですが、そういう事

ったことですが、民主化が内戦を招くとしたら、民

んかしていたわけがない。現実のムスリムの歴史は

だけ見れば、世界の他の国々と何も変わりません。

主化と内戦のどちらを選ぶべきなのか。

必ずしもシャリーアに従ってきたわけではありません。

情ですので、ご提案のように「非ムスリムにイスラー
ムのより正確な理解を求め」ても齟齬は解消され

実はマレーシアの例は、ある意味いまから35 年

澤江先生のご質問は「国家が刑法罰についてど

ん読んでみてください。この証言内容は、イランとか

ない、無駄だろうと思います。これは、中田先生の

前、イラクに先駆けてこの問題に一つの答を出した

のような規定、解釈、運用を行うかはどのように決

サウジではなく、現にいま与党になっていない国の

「平等なんて幻想は捨てましょう」
というご回答とは

ものと見ることができるのかもしれません。結果的

められていたのでしょうか。そこにはどの程度の「世

イスラーム主義者が刑法罰についてどんな議論を

に平和共存していくためには、平等ではやっていけ

論」の影響の余地があり得るのでしょうか」
というも

やっているかという点で興味深い例だと思います。

マレーシアはやはりかなり特殊なケースです。何

ないという答。これが正しい選択肢なのかどうか私

のですが、前段の答えが
「勝手気ままに決めていた」

簡単に言いますと、現行法はいわゆる
「売春」
を

しろマレーシアというのは
「マレー」
シアでありまして、

には簡単に結論は出せませんので、これ以上申し

ということになると、そこでの「世論」の影響につい

売春罪と見なすために、女性だけが罰されます。

基本的に国名自体「マレー人の国」ですし、憲法

あげませんが。

て考えるときも話はひどく複雑になってきます。だい

しかしこの犯罪はイスラーム法に照らせば姦通罪

ちょっと次元の違う答ですが。

160 条のマレー人の定義には、三つ目に「ムスリム

あっという間に 1 時間近く経ってしまいましたの

たい「世論」形成の主体は誰なのでしょう？それがウ

で、姦夫・姦婦、男も女も両方が罪になる。イスマ

であること」
という話が入っている。さらに憲法10条

で、あと少し専門的な話を「シャリーアの運用と民

ラマーで、
「世論」の中身が「イスラーム法をきちんと

ーイール師はこれを現行法に反映させるべきだと主

では
「敏感問題
（マレー語の地位、マレー人の特権、

主化・議会制民主主義」
という枠でまとめて、一つ

やれ」
ということだとすれば、
「世論」の影響する余地

張しているわけですが、だからといってイスラーム法

国王の地位）の討論はこれを禁じる」
ということまで

お話ししたいと思います。

は大いにあった、という回答になります。一方、
「世

の固定刑として定められている石打刑、つまり首ま

定められています。実はこうした規定はマレーシア

澤江史子さんからいただいている
「歴史的なイス

論」
がウラマー以外の一般人の考えということであれ

で土に埋めて石を投げて処刑するという、そういう

が成立した時点ですでに定められていたわけです

ラーム国家において・・・」
シャリーア体制とはどのよ

ば、影響する余地はほとんどない。これは、こんな

ことを主張しているわけではありません。なぜイス

が、すぐに徹底施行されたわけではありません。

うな権力分立関係だったか、というご質問ですね。

ふうにしかお答えできない質問かと思います。

ラーム法で石打刑と決まっているのに、そう主張し

1965年5月13日までは、人口のほぼ半々を占めて

これはあくまでウラマーと政治権力の関係史につ

それから、
「現代における刑法罰の範囲」
という次

ないのか。これは思想として、やはりこういう刑罰は

いた華人とマレー人がお互いに不満を持ってい

いての通説で、本当かどうか、私は専門外なので

の話題ですが、これもイスラーム思想上の話であれ

7世紀のアラブの民に適合した罰であって、いまは

た。華人の方はこういう規定があること自体に不満

よくわかりませんが、シャリーア体制・歴史的な体制

ば中田先生のお答で十分だと思います。特に
「イス

時代が違う、法の精神だけ生かすべきだという考

だったし、マレー人の方は経済的に華人が優位に

では、司法と行政は住み分けられていたというの

ラームにおける公私の区分」については、完全に思

え方なのかもしれません。

立っていることに不満を抱いていたわけです。で、

が通説です。司法はウラマーがやる。行政はカリフ

想の話ですので、私が付け加えることは何もありま

もう一つ別の理由も考えられます。エジプトでイ

結局この両者の不満がぶつかって1969年5月13日

なり政府がやる。

せん。実は私は文明間の対話というか、理解のた

スラーム運動が平和裏に選挙なんかで政権を奪取

めには、比較思想の努力も大事だと思っているので

しようと思ったら、必ず政権側から
「おまえたちはサ

事件というのが起こる。死傷者まで出る。そこでマ
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ただこの証言はちょっと面白いので、あとで皆さ

一方、ご質問の最後、
「
『世論』の影響の余地」
に

レーシア政府は、
国民が平和共存していくためには、

ついては、あったともなかったとも言えません。なに

すが、さすがにこの「イスラームにおける公私の区分」

ウジやイランのような国をつくりたいのか」
と批判さ

むしろこの憲法の条項を徹底して、ムスリムが優位、

せ「世論」
が何を指すのかはっきりしませんので・・・

という観点から比較思想をやれ、と言われても手に

れるわけです。これに対して、イスラーム運動側は

クリスチャン・華人系は対等ではないという形にす

実は歴史的には国家・行政がシャリーアの刑法罰規

余ります。勘弁していただくよりほかないでしょう。

たいてい「サウジやイランのような国を作りたいわ

ることで、対立の芽を摘むことにした。平和共存の

定を無視する例は珍しくありませんでした。つまり

次に澤江先生の同じご質問にある
「刑法罰の管

けではない」
と反論します。そうでないと支持者を

道として不平等を選んだということだと思います。 「歴史的なイスラーム国家において」
という話になる

轄範囲やその決定根拠」についての議論ですが、

減らしますから。ところが、姦通したら死刑というの

ですから、これはかなり特殊な例です。

と、イスラームではなくムスリムの話になりますので、

もし現代ムスリム諸国における議論を知りたいとい

はサウジやイランのイメージで、できれば触れたくな

ただ、もう皆さんお気づきだと思いますが、これ

ムスリムがイスラーム法をきちんとやってきたかどうか

うことでしたら、配布資料に貼り付けておいた拙稿

い。そんなわけで、公的な場では石打刑のことは

は実は現在のイラクの問題とかなりよく似ているの

が問題になるわけです。ムスリムのなかには、われ

が参考になるかと思います。これは Salah Abu

あえて言わないようにしているのかもしれません。

です。つまり全部を平等にして、いわゆる
「民主国

われはイスラーム法をきちんとやってきたと主張する

Isma ilというムスリム同胞団系のエジプトのウラマ

次のご質問「現代のイスラーム国家を名乗る国と

家」にしたら、結果として内戦とか大混乱にしか陥

人もいますけれども、現実の歴史は当然理想とは

ーが、サダト大統領暗殺事件の法廷に立ったときの

そうでない国では、女性の社会空間での服装規範

らないような国や地域がどうやらこの地球上には確

違う。規定にない処刑というのが、独裁者のやる処

証言を私が以前に訳したものです。要するに、
「現

や行動規範が異なりますが・・・」
という、このご質
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問は、実はちょっと質問の前提となっている認識そ

勧められる、ある意味国際的に広く興味を持たれて

ここでは代表としてエジプトを取り上げます。

配布資料には服装規定の話も参考までに書い

いるテーマです。実際には、日本人は天皇制の研究

イスラーム世界における政治と法の現状を考える

ておきました。
「キリスト教は精神と肉体、理性と本

が山のようにあって、とても難しいテーマだとわかっ

場合、まず最初に確認しておかなければいけない

というので、例えばトルコを考えた場合、服装違反が

能を本質的に対立するものと見ています」なんて

ているので、こうした研究テーマにはふつう取り組み

のは、シャリーア
（イスラーム法）
は成文化されていな

刑罰対象となっていない理由は、イスラームとあまり関

昔かなり大胆に書いてしまった部分は削除してお

ませんが。いずれにせよ、このご質問に対する回答

いために、そのまま国法にすることはできないとい

係がないように思えるからです。むしろトルコの歴史の

けばよかった、と実は今日新幹線のなかで反省しき

は中田先生にお任せしたいと思います。

う事実です。先ほど中田先生からお話があったよ

なかでは、共和国ができたあと、逆にヴェールを禁止

りだったのですが・・・そう簡単にこんなこと言えな

それから森孝一先生の「イスラーム世界にとって

うに、特に裁量刑などは、明文があってそれを適用

するようなことがあったような気もするのですが。

いぞ、というご指摘は、あとで懇親会のときにでも

の理想的な政治体制」についてのご質問。先に中

するわけではなく、判例に従ってやっていくわけで

いただければありがたいと思います。

田先生からお答がありましたけれども、中田先生は

すから、国法にしようとすればまず明文化しなくて

次は「イスラーム政治思想と現実」
というタイトル

このご質問にある
「イスラーム世界にとって」の意味

はならない。文面が確定している
『クルアーン』だっ

裁量刑なので時と場所によって異なるということで

で、ご質問を三つほどまとめて並べさせていただき

を、
「まじめなムスリムにとって」
というふうに取って

てそのまま法律になるわけはありません。イスラーム

しかありません。
「イスラーム国家を名乗る国」で規定

ました。先ほど中田先生は「民主主義というのはこ

おられたように思います。あるいは、イスラーム政治

主義者はよく
「
『クルアーン』がわれわれの憲法だ」

がないこともありますね。例えば、先ほど申しあげた

とばとして意味がない」
とおっしゃいましたが、私の

思想にとって理想的な政治体制についてお答えに

とか言いますが、法律の専門家から見れば、こん

ようにエジプトは自称「イスラーム国家」ですが、べつ

場合、思想的に意味があるかどうかを問う姿勢は、

なったと言うべきでしょうか。もちろん、森先生がそ

なばかげた話はないわけです。法律というのは基

に社会空間での服装規範（義務）や行動規範（制

イスラーム研究からムスリム研究に変わった時点で

ういう意味でご質問なさった可能性もあるかと思い

本的に第1章第1条何とかといった形になるべきも

限）
がトルコに比べて有意に厳しいわけではありま

半分捨ててしまっています。思想的に意味がなくて

ますが、もしそうではなくて、いま現実に存在してい

のなのに、
『クルアーン』はそんなふうにはなってい

せんし、服装が何とかだからといって刑罰の対象に

も、現実にそれで世の中が動いているのであれば、

るイスラーム世界のムスリムにとっての理想的な政

ない。ですから、
『クルアーン』がそのまま憲法にな

もなりません。ご質問の前提は「イスラーム国家を名

そのことはお話ししようという立場ですので、中田

治体制という趣旨ならば、答は必ずしも統一カリフ

るわけがない。ではどうすればいいか。

乗る国と、そうでない国で異なる」
。そして、
「刑罰対

先生とはちょっと違う形の話をさせていただきます。

国家ではないだろうと思います。答は「ない」
という

シャリーアと近代的な議会制の両立を図ろうとし

象とするかしないかの影響が大きい」
ということです

「議会制民主主義は立法権が議会にあるという

のが正直なところではないでしょうか。中田先生が

て、生まれた例がイランとエジプトの三権関係です。

が、必ずしもそんなふうにきれいに分けられる話で

ことですが、議会制民主主義のシャリーア体制が

次善とおっしゃった選択肢と重なる内容ですが、

エジプト型はイスラーム世界の圧倒的多数を占めま

はないだろうと思います。ここでもやはり、シャリーア

可能なのか、あるとすれば、ウラマー／イスラーム知

例えば独裁でないとか、デマゴーグの政治に陥ら

すが、まずはイランの三権関係を見てみましょう。

と、現実にいま存在しているムスリム国家の法体制

識人と議会、主権者としての国民との関係はどの

ないような民主主義的体制とか。
「民主主義」
とい

イランの場合、
「国法はすべてシャリーア」が建て前

との間に密接な関係があるという誤解が全体として

ようなものなのか」
という澤江先生のご質問につい

う言い方をすると、またいろいろ問題があるとは思

ですが、現実には国民の選挙で選ばれた議会が

見受けられるように思いますが。

ては、イスラームでは人間に主権はなくて神に主権

いますけれども。

立法府となっています。そこで審議したものを、上

のものに問題があるような気がします。
というのは、まず「イスラーム国家を名乗らない国」

「イスラーム国家を名乗る国」の場合も、イスラーム
法的な回答はもう中田先生のおっしゃったとおりで、

先ほど中田先生がおっしゃらなかったことで言え

がある、立法権は神にしかないという思想と、でも

さて、ここまではまとめてご質問にお答えして来

ば、これが刑法罰にあたるのかどうかわかりませんけ

そのこと自体は議会制民主主義とシャリーア体制の

ましたけれども、ここでまとめた三つのご質問に直

護評議会というのは基本的にウラマーの集まりで、

れども、一般にイスラーム主義者たちは、われわれが

間に予想されるほど深刻な対立をもたらすもので

接お答えする以上に重要かつ有意義なことは、現

議会が決めた法案を見てイスラーム法に反すると

日本語で「勧善懲悪」
と訳している思想を強く支持し

はない、ということを指摘した拙稿を、配布資料に

状を確認しておくことではないかと思います。そこ

判断すれば却下します。このやり方で行けば、現

ています。アラビア語では「よいことを勧め、悪いこと

引用しておきましたので、それをご覧いただければ

で、現状がどうなっているかを、
「主要国の三権関

実には国会が採択した法律、つまり非法学者のム

を禁じる」
というのですが、イスラーム的によいことは

と思います。

係図」
という資料にしてお配りしておきました。

スリムが話し合って決めた法律のうち、ウラマーに

位に位置する憲法擁護評議会に回す。この憲法擁

次の村田先生のご質問に関しては、
「独裁ではな

みなさんご存知のとおり、イランとサウジアラビア

力行使を伴ってでもやめさせるという考え方があって、

い」
と以前に主張されたらしい中田先生のご趣旨や

はいわゆる
「イスラム原理主義」国家です。一方、ト

言い換えれば、国会が採択した法律がシャリーア

これに則って女性がちゃらちゃらした服装で歩いてい

論拠が私にはわかりませんので、ご質問の趣旨もよ

ルコは「世俗主義」が国是で、基本的に西洋型の

に反さないかどうかチェックする、反していなければ

ると、それは悪いことだからと、無理やりやめさせるわ

く理解できません。もっとも、たとえばカリフ制と天

三権分立を尊重している。ですから、トルコ政治の

それもシャリーアだと認めることで、議会制民主主義

けです。サウジには勧善懲悪委員会、ふつう風紀警

皇制の比較というのは、日本人研究者がアメリカや

三権関係図にはシャリーアの登場する余地はありま

とシャリーアを両立させようとしているのがイランで

察なんて呼ばれているものがありますが、これなどは

カナダに留学すると博士論文のテーマとして先生に

せん。問題はほかの自称「イスラーム国家」ですが、

す。これはかなり劇的な思想転換でありまして、通常

無理やりやらせ、悪いことは無理やりやめさせる。実
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そうした立場で活動しています。

却下されなかったものがイランの国法になる。
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シャリーアの規定というのは、法学者が『クルアーン』

シャリーアはほぼ無関係です。人民議会が決めた

い。でも戦争でもっとたくさんのイラク人が死んだ。

かと言うと、
『ポケモン』の話のなかにダーウィン進化

その他の法源から引き出してくることになっていま

法律がシャリーアと合致しているかどうか、チェック

だからイラク戦争は間違いだったと主張する人もい

論をほうふつとさせるものがあるのがいけない、とい

す。ところが、そうではなくて、非法学者のムスリムが

する場所もない。

ますが、人の死んだ数だけが善悪判断の基準でも

うのが当時の説明です。なぜダーウィン進化論がい

話し合って決めた法律、全然『クルアーン』
なんかと

エジプトの三権体制では一応、司法のなかに最

ないでしょう。逆に民主化のためなら、多くの人命が

けないかと言うと、
『クルアーン』では一応アダムが最

関係なく決めた法律でも、それがシャリーアに反して

高ムフティー
（エジプト共和国のイスラーム法最高判

失われても構わないと言うこともできない。ですから

初の人間で神が創った、という話になっていて、イス

いなければシャリーアと見なすことによって、議会制

断者）
が組み込まれていますが、ムフティーは死刑判

中東の人々が民主化を求めているとしても、アメリカ

ラームの場合には『クルアーン』が神のことばそのも

を正当化する。実はこの方法はすでに20世紀初頭

決および裁判所が迷ったときにのみ判断を要請さ

の介入、外部の介入による民主化が推進されるべ

のですから、それが間違っているということになると、

のイラン立憲革命で採用されていて、1979 年の革

れる軽い位置づけであるだけでなく、その判断に法

きかどうかは、簡単には答が出ない問題だといまだ

イスラームの根幹を否定することになりかねない。

命で生まれたイラン・イスラーム体制より歴史ははる

的拘束力もありません。しかしこの最高ムフティーを

に考えております。

かに古いのです。スンナ派ではこれより早く、19 世

立法府の上に持ってくれば、エジプト型の三権体制

紀半ばにチュニスのハイルッディーンという人がこの

は実はイランと同じ形になります。ムフティーに自立

とは、欧米の『民主化』
と何が違うのでしょうか」
と

的となった。ダーウィン進化論の拒否はその典型で

方法を考案しているようですが。

性を与えれば、イランとエジプトその他の国々の体

いうご質問。

ある。生命が数十億年前ある種の偶然によって生

の教えに反する議論は認めないという議論が一般

一方、サウジの場合は三権のあり方がまったく違

制はほとんど同じになりますので、基本的な発想と

基本的には変わらないと思います。ほとんど変わ

まれ、進化を重ねてヒトまで来たとする理論は、
「神

っています。
「国法はすべてシャリーア」が建て前で

しては、おそらくイラン型とエジプト型は同じもの、今

らないけれども、イスラーム思想の側から見た場合、

がアダムを創造した」
という
『クルアーン』の教えと真

ある点はイランと変わりませんが、そもそも立法府が

後もしぶとく生き残っていく形態だろうと思います。

いくつか問題があるということについては、拙稿を配

っ向から対立する。このため、イスラーム世界の多

布資料に貼り付けておきました。これもあとでお読

くの国々では、今日でもダーウィン進化論の教育、

みいただいて、参考にしていただければと思います。

研究が許されていない」
という昔書いた拙稿を貼

存在しません。国王の勅令がシャリーア扱いになる

話を森先生のご質問の「中東の民主化」に戻し

と考えられているために、政治が滞ることはありま

ましょう。まずフランシス・フクヤマが「
『中東の人び

せんが、イスラームというものを離れてこの体制を見

とは民主化を求めている』
と述べているが、これに

た場合には、誰が見ても国王独裁に見える。そう

ついてはどのようにお考えでしょうか」
。

最後に「進化論とイスラーム思想」に関わるご質

り付けておきました。

問ですが、このご質問への回答は実は中田先生に

ただ、中田先生が指摘なさったように、ムスリム

私は1980 年代の終わりからずっと、中東の人び

全面的にお願いするつもりでおりました。しかし中

科学者の側の反応は、そんなことは気にしないと

先週日曜の『サンデー・プロジェクト』でもこのあた

とは民主化を求めていると言い続け、書き続けて来

田先生もお答えにならなかった箇所が結構たくさん

いうことだろうと思います。気にしないで科学研究

りのことを特集していました。イランの方がサウジよ

ました。ただし、先ほどマレーシアの話の絡みで申

あるように思います。最終的なご質問「同じプロセ

をどんどん進めていく。
「もっとも、多くの国々では

りははるかに民主的だろう、と。それなのにサウジ

し上げましたように、イラクのようなリスクは必ずあり

スを通らざるを得ないと考えているようなムスリムの

進化論そのものを禁じながらも、ピテカントロプス以

のことは言わないのは、アメリカのダブルスタンダー

ますので、民主化を求める中東の人びとへの対応

思想家がいるのなら、その人びとについて教えてく

降のヒトの形態的変化や、進化論に基づく動物分

ドではないかという指摘もあったわけですが、そう

をどうすべきか、は簡単には答えられません。いまの

ださい」に対するお答はあったと思いますが、
『クル

類図などを教科書に載せています」
と拙稿で述べ

いう話になるのは、実はこのあたりの状況に起因し

イラクについて言えば、
「 民主化より治安の回復が

アーン』のなかにユダヤ教徒がブタやサルに変わっ

ているのは、そうしたことの一例です。サウジなん

ているわけです。

大事だ」
と考えているイラク人もたくさんいるでしょう。

た例があるから、サルが人間になってもおかしくな

かではそういうものも一切存在しませんけれども、

とは言っても、イラン型、サウジ型の三権関係を

実際、そんなこともあって、いまだに私はイラク戦争

いという中田先生のご説明はイスラーム宗教界の

他の国々では進化論は禁じる一方、動物分類図は

採用している国はそれぞれ 1カ国しかありません。

に関しては、そんなに簡単に
「あれはやってはいけな

大勢とは違うように思います。

教科書に載せておくという、そんな形でイスラーム

その他の国々の大半はエジプト型に属します。こ

い戦争だった」
と言い切れなくて悩み続けておりま

では、この最後のご質問に対する私の答はどう

思想と近代科学の矛盾を結果的にすり抜けてい

のタイプの国々は「イスラーム国家」
を標榜している

す。大量破壊兵器がなかったことは中東イスラーム

かと言いますと、そういう思想家もいるかもしれな

る。先ほど申し上げましたように、こういう問題を公

ものの、実際の三権関係は非イスラーム世界の

研究者にとって全然意外ではなかった。むしろみん

いけれども、そうした思想表明自体がはっきり言っ

的に思想家として語ることはできませんけれども、

国々と大差ない。
「イスラーム国家」
を自称していま

な最初から、ないだろうと思っていた。アル・カーイダ

てタブーだということです。たとえそういう思想家が

科学の場面では触れずに済ますようにしている。

すから、憲法に「シャリーアは立法の主な源泉であ

との関係もないと思っていた。しかし、フセインの政

いたとしても、思想家はそれをご指摘のような形で

そういう話かと思います。

る」
といったような条項を持っていますが、現実に

権をあのまま放っておいてよかったのか。これにつ

表明することはできません。

は先ほど中田先生がおっしゃったように、相続法、

いてはいろいろな議論があります。フセインの政権が

現実にはご存知のとおり、例えば湾岸諸国では

婚姻法、家族法などの稀な例外を除いて、国政と

あのまま続いていたら、これだけ殺されたかもしれな

数年前に『ポケモン』が輸入禁止になりました。なぜ

いう体制です。

176

続いて「ムスリムとその社会にとっての『民主化』

というわけで、配布資料には「明白にイスラーム

すみません。結果的に１時間 20 分も喋ってしま
いました。長くなって恐縮です。ご清聴どうもありが
とうございました。
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「一神教の学際的研究――文明の共存と安全保障の視点から――」第5回部門1･2合同研究会（2007.1.27）

イスラームの現在
飯塚正人（東京外国語大学ＡＡ研）

c）「ファンダメンタリズム」概念の再定義
（ＵＳ科学アカデミー研究プロジェクトや現代フランスの思想家たちによる提言）
〜元の意味にとらわれず、1970年代後半以降のグローバルな現象に共通の特徴を拾う試み
①宗教の政治化、政治の宗教化＝宗教の周縁化に対する反抗
②「浄化」
という発想、自己の絶対化、強い排他性
③討論を拒否または回避する傾向〜「唯一の解決」の主張・強制

0.「文明の共存と安全保障」にとって、問題はイスラームなのか？ムスリムなのか？
⇒ 拙稿『文明の衝突』再考（添付資料）
を参照

1．
「イスラム原理主義」
（イスラーム主義）
― 澤井 義次先生 ―

今日、世界の諸宗教は
「対立」
から
「対話」へという方向性にあります。ところが、イスラームの現状は、
むしろ原理主義的な趨勢にあるように思います。そうした状況において、近代西欧との調和、あるい
は、他宗教との対話などの動きが、イスラーム世界において、大きな流れになっていく可能性は。
― 綱島 郁子先生 ―

いわゆるイスラ−ム復興の現象は、世界的に、いつ頃まで続き、どのような状態をもって完了し
たとみなすべきなのか、また、いつの日かいわゆる世俗化ないしは脱イスラーム化への揺り戻し
が起こる可能性はあるのだろうか。
として、何が問題なのか？
a）イスラーム主義の目指すもの–→イスラームが「原理主義的趨勢にある」
①古典的なイスラーム法（の精神を反映した法？）
が支配する
「イスラーム国家」の建設
②1924年にトルコで廃止されたカリフ制の再興 ⇒ ウンマ
（イスラーム共同体）
の復興へ
【参考】
イスラーム主義者とは、早いところでは一九世紀後半から開始された西洋主導の「近
代化」
（多くの地域では「植民地化」
という形をとった）の流れを十分に意識し、それからの影
響をさまざまな形で被りながら、それでもあえてイスラームをみずからの「政治的」
イデオロギー
として選択し、それに基づく改革運動を行おうとする人びとをさす。
（大塚和夫『イスラーム主義
とは何か』岩波新書、2004年、p.11）

b）1970年代半ば以降イスラーム復興現象が顕在化した理由
きっかけ 1967年 第三次中東戦争におけるアラブ諸国の大敗
–→

イスラームの方がユダヤ教より優れているはずなのに、なぜユダヤ教徒の国
イスラエルにアラブは惨敗してしまったのか？
答 自分たちムスリムが世俗化してイスラーム法を捨てたがために、神の怒りを買
ってしまった結果（つまり
「天罰」
）
–→ 多くのムスリムが自己批判、反省へ（イスラーム法を国法として復活すべし！）
1970年代 多くの国の政権が「イスラーム政府」を自称〜政府による宗教の利用
（民衆の間に広まったイスラーム復興の気運を受けて、イスラーム法に従う
「イスラ
ーム国家」
「イスラーム社会」
を建設・維持することが国是に）
【参考】報道用語のイスラーム化：
「反帝国主義闘争」が「ジハード」に変わる
―→ 政治をイスラームの文脈で語ることが一般化、政教分離否定
※つまり、現在のイスラーム復興は「世俗化ないしは脱イスラーム化」への反省から高揚した
（＝1960年代以前は「世俗化ないしは脱イスラーム化」だった）
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問い

しかし、
「原理主義」者はムスリムの多数派なのか？大部分のムスリムは近代西欧と調和してお
らず、他宗教との対話を拒否しているのか？
（＝「対話」に向かう諸宗教の主体とは誰か？）
（宗教指導者）
、
「原理主義」者、一般ムスリムの違い
cf.） ウラマー

d）ムスリムの穏健派と過激派――用語の意味するものをめぐって
1）外交・政治・メディアなどにおける穏健派・過激派の意味
（1）過激派〜少数のムスリム・テロリスト、武装闘争推進派（容認派？）
（2）穏健派〜多数の武装闘争否定派、平和主義者？
※分類の基準は「テロ」
を行うか、行わないか
（肯定するか、否定するか）

"the Sheikh of Al-Azhar University, the world's oldest Islamic institution of higher learning,
declared that terrorism is a disease, and that Islam prohibits killing innocent civilians."
（2001.11.国連におけるブッシュ米大統領演説）

2）中東イスラーム研究者の考える穏健派・過激派（現地のムスリムによる分類法を反映）
（1）過激派〜少数の反政府武装闘争派。イスラーム法を施行しない為政者を背教者と決
めつけ、
「背教者＝死刑」の法規定に基づいて暗殺やクーデタを試みる。もと
もとは独裁政権による弾圧に対応する過程で生まれた
（1966 Sayyid Qutb
処刑）
。なお、これとは別に、シーア派を背教者と決め付けてテロを仕掛ける
過激ワッハーブ派が存在（→ 3）現代における宗教家の立場と役割に関連）
（2）穏健派〜多数派。原則としてムスリム同胞の殺害を違法と見るため、反政府武装闘争
は行わない。ただし、
「イスラームの地」への 侵略者（イスラエルや米国など）
に対するジハードは義務と考える。ムスリム同胞団、ハマース、9.11以前の？
ウサーマ・ビンラーディンなど
※分類の基準は反政府テロ
（＝ムスリム同胞へのテロ）
を肯定するか、否定するか。逆に言うと、
反米テロや反イスラエル・テロは穏健派と過激派の分類基準にはなり得ないと考えられている。

3）現代における宗教家の立場と役割
― 塩尻 和子先生 ―

外部からの意図的な陽動作戦に乗らないで、ムスリム同士で結束ができるようになるための「宗
教家の役割」は可能でしょうか。
※宗教家の影響力
〜一般ムスリムに影響力があっても、現実にいがみ合い殺しあうムスリムに影響力があるかど
うかは別問題＆2006年夏ヒズブッラーの対イスラエル戦争をめぐるスンナ派宗教界の姿勢
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☆穏健派の宗教指導者アズハル総長タンターウィー師の立場
・
「テロリズム
（irhab）
」は禁止。
「過激派」はイスラームから逸脱。
・ただし、防衛のためのジハード
（対異教徒テロ）
はムスリムの義務
⇒ 2003年3月 イラク侵略軍への防衛ジハード呼びかけへ
× irhabin
（対同胞テロ） ○mujahidin
（対異教徒侵略者テロ）
・
「敵に対する抵抗は歓迎されるが、イラク人同士や女性、子供、老人を巻き込むのであれ
ば、それは抵抗ではなく、不信仰である」
（2005）
・
「イスラームでは人々を守り、ムスリムの名誉を守るためのジハードだけが合法である。無辜
の民への脅迫や攻撃のために用いられるべきではない」
（2006.9）
※つまり、 自称アルカーイダ との違いは、
「イラク人同士や女性、子供、老人を巻き込む」
ことを
可とするか不可とするか、また侵略されている土地以外でのジハード
（グローバル・ジハード）
を可とするか不可とするかのみ（ビンラーディンも
「防衛」
しか言わないのは同じ）

2．ムスリムと非ムスリム〜過剰反応と反米の理由
a）ムスリムへのイスラームフォビア意識の浸透
― 綱島 郁子先生 ―

ローマ教皇ベネディクト１６世のレーゲンスブルク大学での講義発言に対するムスリム側の反応に
ついて、非公式の聞き取りを行ったところ、インド系カトリックの秘書や研究員からは、
「文脈全
体からあの発言を理解すべきなのに、ムスリムは過剰反応をしている」
「マレーシアでもキリスト
教側は対応が大変だった」
とのことであった。
日本の大学では、教皇のイスラーム理解を批判する言説が散見される。また、ヨーロッパやアメ
リカなどいわゆる
「強い側」
「批判しても 報復 しない
（であろう）側」
を批判し、ムスリムを擁護す
る論法が通用し易い。しかしながら、現実に個々のムスリム地域を観察すれば、非ムスリム人口
の割合によって、事情はもう少し複雑になる。この件について、コメントをうかがいたい。
― 村田 晃嗣先生―

イスラーム社会にとって望ましいアメリカの対外関与とは何か
― Samir Nouh先生 ―

Does the policy of American present administration affect the Tolerance of the moderate
Muslim Ulama (Religious scholars and leaders) as well as ordinary people in Muslim countries?, does this policy help fundamentalists in Muslim countries at present? How do you
explain spreading of Islamic Literature in present, comparing 15 years ago for example in
Muslim countries when there is book fair, the Islamic books are best sellers, In Radio and TV
Islamic programs, in culture centers and clubs Islamic topics are mainly discussed etc.?
※「ムスリム同胞が攻撃されている」
という意識がイスラームへの関心まで高める結果に？
「多くの若者にとって、テロリストへの道は自宅のテレビから始まる。ボスニア、チェチェン、カシミ
ール、パレスチナ。若者たちはテレビ画面に映し出された光景を見て、イスラム教徒が世界各地で
追い詰められ、虐殺されていると確信する。宗教的熱情に駆られた彼らは、地元のモスクやインタ
ーネット上でイスラム防衛の誓いを立てる。そのなかにはNGO
（非政府組織）への寄付を募る者も
いるが、飛行機代を工面してペシャワルへ向かう者もいた」
（
『ニューズウィーク』
日本版2001年９月26日号、
クリストファー・ディッキー中東総局長）
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「戦争屋の西側がイスラム世界を辱め、分裂させ、支配しようとしている、という知覚は、相対的貧
困や政府による抑圧と同じように、ムスリムの暴力の根本的な原因なのである。過激派たちは、か
れらの社会、文化、宗教、生活様式が生き残るための、最後の戦いをしていると信じている。かれ
らは、十字軍は決して終わっておらず、自分たちは自らを守るための絶望的戦争をいま戦っているの
だ、と信じているのだ。かれらは、西側の私たちもそうであるように、自衛行動なら、他の状況では認
められないような、あらゆる戦術の使用も正当化されると理解している。われわれもそう考えているよ
うに、生命と社会そして文化を守るために戦っているのだと、かれらは信じているのだ」
（ジェイソン・バーク『アルカイダ――ビンラディンと国際テロ・ネットワーク』講談社、2004年、p.429）
「世界では善と悪の普遍的戦いが進行している、イスラムと、その教えである善行と正義を実践する
ムスリムたちが絶望的危機の中にあると考える、かれらの中心的な思想はいつも現実によって立証さ
れている…ビンラディンの目的が、ムスリムの過激化と決起にあるならば、反テロ戦争に携わる者の目的
は、それを阻止することにある。イスラム世界やその外の大衆紙、中東のモスクで行われる金曜日の
説教をざっと見てみれば、またダマスカス、カブール、カラチ、カイロ、カサブランカ、いやロンドンでもニュ
ーヨークでも、スーク、喫茶店、ケバブレストランで二、三時間過ごしてみれば、どちら側の努力が成功し
ているかをはっきり知ることができる。ビンラディンが優勢なのだ」
（同上書pp.407〜408）
【参考：カイロ7日時事】
イラン紙ハムシャハリは7日、
「表現の自由の限界を試す」ため、ホロコ
ースト
（ナチス・ドイツによるユダヤ人虐殺）
を題材にした風刺漫画のコンテストを行うと発表した。
ロイター通信が伝えた。イスラム教の預言者ムハンマドの風刺漫画が欧州紙に掲載された問
題で、各紙が表現の自由を理由に掲載を正当化していることへの当て付けだ。優秀な12作
品の作者にはそれぞれ約1万7000円の賞金を出すという。
（時事通信）- 2006年2月8日

b）「イスラームの家」は絶対に手放せないか？
― 村田 晃嗣先生―

イランの現体制がイスラエルの生存権を認めることはないか。
「これに対し、防衛ジハードはカリフの在不在に関係なく、すべての成人ムスリム男子の義務と
される。武装した異教徒が「イスラームの家」に現れた場合、すべての成人男子は侵略者を撃退
すべく、生命・財産・言論などを捧げて抵抗しなくてはならない。もっとも、ムスリムが支配したこと
のある土地がすべて、無条件に「イスラームの家」
と見なされ続けるわけではない。たとえばアンダ
ルシア
（イスラーム・スペイン）の場合、ムスリムの支配は711年から1492年まで、およそ800年にも
及んだが、今日スペインを「侵略者」
と見て防衛ジハードを企てる者などどこにもいないのである。
言い換えれば、古典的なイスラーム法学のジハード理論において、どれほど長い期間ムスリムがそ
の地を支配したかは必ずしも重要ではない。現に「イスラームの家」から除外されたアンダルシアと
いう先例がある以上、論理的にはパレスチナもまた、
「イスラームの家」であり続けるという保証はな
いのである。にもかかわらず、今日なおパレスチナが「イスラームの家」
と見なされ、そこでの「防衛
ジハード」が成人ムスリム男子個々の義務と説かれる根拠はいったいどこにあるのか。
大半のイスラーム主義運動はこうした問いには答えていない。彼らにとって、パレスチナが「イス
ラームの家」であることは自明の理であり、問いそのものが無意味と考えられているからである。し
たがって、この問題に自覚的に取り組んでいる
「ハマース憲章」第11条はかなり例外的な文書と言
っていいだろう。イスラエルの占領が長引いた場合、なし崩し的にパレスチナの「アンダルシア化」
が進むことを警戒せざるを得ない紛争当事者としての立場がなせる業なのか（注４）
、そこでは以
下のような主張が展開されている。
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ハマースの戦略：パレスチナはイスラームのワクフ
（訳注：寄進）地である：
第11条：
ハマースは、復活の日に至るまでのあらゆる世代のムスリムにとって、パレスチナの地がイスラー
ムのワクフ地であると信じる。その土地あるいはその一部を諦めたり手放したりすることは間違い
である。アラブの一国であろうと、アラブ諸国全体であろうと、王であろうと大統領であろうと、諸王
の全員であろうと大統領全部であろうと、パレスチナであれアラブであれ何らかの機構あるいは諸
機構の全部であろうと、そういうことはできない。というのも、復活の日に至るまでのあらゆる世代
のムスリムにとって、パレスチナの地はイスラームのワクフ地だからである。いったい誰が、復活の日
に至るまでのあらゆるイスラームの世代を正しく代表できるのか？
これがイスラーム法におけるパレスチナの土地についての規定であり、ムスリムが武力によって
征服したあらゆる土地に関する規定と同じである。ムスリムは征服時にその土地を、復活の日に至
るまでのあらゆる世代のムスリムにとってのワクフ地とした。
こうした規定が生まれた経緯は、以下のとおりである。イスラーム諸軍の司令官たちはシャーム
（訳注：大シリア）
とイラクの征服を成し遂げた後、征服した土地について協議すべくムスリムたち
のカリフであったウマル・イブン・ハッターブに使者を送った。
「征服地は兵士たちに分け与えるべ
きか、地主のもとに残すべきか、あるいは？」そしてムスリムたちのカリフであるウマル・イブン・ハッ
ターブと神の使徒――彼に神の祝福と平安あれ――の教友たちが協議と議論を重ねたすえ、以
下の決定が下されたのである。土地は地主の手に残し、地主は土地とそこにある資源を利用す
ることができる。ただし土地の管理、土地そのものは、復活の日に至るまでのあらゆる世代のムス
リムのワクフ地とする。地主が所有するのは用益権のみである、と。このワクフは天と地が存在す
る限り存在し続ける。パレスチナについて、このイスラーム法に反するいかなる振る舞いも誤りで
あり、論駁されるべきものである。
（'Azzam, pp.123-124）
要するに、パレスチナは「復活の日に至るまでのあらゆる世代のムスリムのワクフ地」なのだから、
土地の一片たりとも他者に譲渡することはできず、誰にも譲渡する権限はないというのが、今日ま
で変わらぬハマースの主張である。これはかなり明確な宗教信条の吐露であり、この条項だけ読
めば、ハマースが和平に向けて妥協する余地など皆無と考えざるを得ないだろう。
」
（飯塚正人「イ
スラーム主義勢力と中東和平――「ハマース憲章」再考」平成13年度外務省委託研究報告書『イ
スラエル内政に関する多角的研究』
，日本国際問題研究所，2002年）
⇒ イスラエルの生存をde factとして認める？？？〜現在検討中らしいハマースの戦略

c）マレーシア
― 綱島 郁子先生 ―

１．ムスリムとクリスチャンの平和共存を模索する過程で、マレー語とキリスト教の関係は、緊張をは
らむ微妙な問題であるが、解決に向けて、キリスト教側としてはどのように対処したらよいのか。
３．マレーシアの非ムスリムに聞いてみると、
「私達を対等に扱ってほしい」
と言っている。このよ
うな齟齬は、非ムスリムにイスラームのより正確な理解を求めていく以外、解消方法はない
のだろうか。
※マレーシア連邦＝
「マレー」
シアの特殊性
※マレー人の定義＝①流暢なマレー語を話すこと、②日常的にマレーの習慣
（adat）
に従うこと、③
ムスリムであること
（憲法160条）
※
「敏感問題
（マレー語の地位、マレー人の特権、国王の地位）
の討論はこれを禁じる」
（同10条）
※1969年5月13日事件の影響
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３．シャリーアの運用と民主化・議会制民主主義
a）ウラマーと政治権力の関係史通説〜司法と行政の住み分け？
― 澤江 史子様 ―

歴史的なイスラーム国家において、国家は刑法罰については強制力を発揮しているわけで、国家
が刑法罰についてどのような規定、解釈、運用を行うかはどのように決められていたのでしょうか。
そこにはどの程度の「世論」の影響の余地があり得るのでしょうか。
アッバース朝中期（９〜11世紀）
：
「体制内野党」型社会集団としてのウラマー層が成立
cf.） アブー・ハニーファ、イブン・ハンバルの受難（アッバース朝の弾圧・迫害）
最良の統治者はウラマーの門前に立つ者。最悪のウラマーは統治者の門前に立つ者
《司法と行政は分化していくが、政府が再審法廷を通じて司法介入する伝統も生まれる》
‐→しかし、やがてウラマーと政府の間にある種の協力関係が成立
・ウラマー側の事情〜シャリーアを施行するためには統治者の力が不可欠
・統治者側の事情〜ウラマーを敵に回して、イスラーム的正統性を失いたくない
‐→オスマン帝国（1299〜1922）
などにおけるウラマーの官僚化へ
※ただし、統治者がシャリーアの刑法罰規定を無視する例は珍しくない
（規定にない処刑が存在）
⇒ムスリムの自己主張と現実の歴史は当然ながら異なる。現実のムスリムの歴史は必ずしもシ
ャリーアに従ってきたわけではない
（再度、問題はムスリムなのか、イスラームなのか）

b）現代における刑法罰の管轄範囲、その決定根拠
― 澤江 史子様 ―

現代では刑法罰の管轄範囲やその決定根拠については、どのような議論があるのでしょうか。
（歴史的にどのような議論や議論の変化があるのでしょうか）
この問題は、イスラームにおける公私の区分（権力が個人の裁量の自由にどこまで介入する権
利があるのか）
という観点から、議論のご紹介などしていただければと思います。
「ある日、私が同胞のためにギーザの警察署に行ったところ、驚いたことに、床におよそ30人ほ
どの女性が座っていました。この情景は私の関心をひきましたので、私は「この人たちの罪は何な
のか」
と尋ねたのです。すると、その部屋の室長は「売春婦」
と答えました。私は、それでは彼女た
ちを買った男はどこにいるのかと尋ねました。これは、姦夫と姦婦の間でしか成立しない罪です
から。すると彼は私にこう答えたのです。我々の考えでは、姦夫は、その男がこの女と姦通し代金
を与えたことの証人に過ぎません。女は、姦通したのではなく、代金を受け取ったがために訴追
されているのですと……姦夫であるということ
（それを認めるということは〔姦通の〕証拠を持って
いるということですが）
が女性に対する証人ということになってしまい、男が姦通をしたことにはお
咎めなしなのです。私が神のために怒ると、彼は言いました。我々は、あなた方が人民議会で決
定した法を実現しているだけだと……」
（Salah Abu Ismaﾔil, Shahada, 1986）
― 澤江 史子様 ―

例えば、現代のイスラーム国家を名乗る国と、そうでない国では、女性の社会空間での服装規
範（義務）や行動規範（制限）
が異なりますが、それを刑罰対象とするかしないかは、社会に非
常に大きな違いをもたらすと思いますが、異なる見解がそれぞれどういう根拠と論拠によってい
るのかを含めてご紹介いただけますでしょうか。
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※総じて、シャリーアと現実のムスリム国家の法体制の間に密接な関係があるという、
（私に言わ
せれば）
「誤解」があるように思いますが……
〈コーランに見られる服装規定〉
「それから女の信仰者にも言っておやり、慎み深く目を下げて、陰部は大事に守っておき、外部
に出ている部分はしかたがないが、そのほかの美しいところは人に見せぬよう。胸には蔽いをか
ぶせるよう」
（Ｑ24：31）
「預言者よ、あなたの妻、娘たちまた信者の女たちにも、彼女らにジルバーブをまとうよう告げな
さい。それで認められ易く、悩まされなくて済むであろう」
（Ｑ33：59）
【参考】
女性隔離とヴェールの背景＝女性の魅力に対するムスリム男性の恐怖？
「男は女の魅力に抗しきれない。男女が同じ場を共有すれば、男は間違いなく女の魅力に負
け、社会規範・宗教規範をおろそかにする」
という確信
「キリスト教は精神と肉体、理性と本能を本質的に対立するものと見ています。ここから、性欲
など
「動物的」本能は精神力で克服すべしと説く、一種の禁欲主義が生まれてくるわけです。とこ
ろが、イスラームはこうした二元論を採りません。イスラームは性欲など人間本能の持つ「動物的な」
パワーを積極的に評価します。欲望がなければ人間何かに必死に取り組むこともない、と考える
からです。セックスが気持ちいい、ということは「神がセックスを気持ちいいものとして創った」
とい
うことですが、その最大の目的は人間に天国の素晴らしさを教えることにあると言われています。
天国に行けばこんな快感が永久に続く。それを知れば人間は全力をあげて神の道に励むだろう。
慈悲深きアッラーはただ神に従えと命ずるだけでなく、人間が従いやすいように天国という報酬の
素晴らしさを教えて下さったのでした。
さて、セックスが神の道に励む原動力となる以上、イスラームがこれを推奨するのは当然です。
しかし、一方でイスラームは性欲と繁殖を深く結びつけて理解してもいます。同性愛と自慰が否定
される一方、健康な男女は皆早く結婚すべしと説かれるのもこのためです。また、イスラームは性
欲のパワーが破滅的な方向に向かうのを極度に恐れます。いくらセックスの快感が天国に通じる
とはいっても、朝から晩までとっかえひっかえセックスばかりしていたのでは、神の道の追求がおろ
そかにならざるを得ません。イスラームは性欲のパワーを認めているだけに、その破壊的側面にも
ひどく敏感なのです。
性欲の赴くままにふるまえば、社会は必ず混乱する。性欲を満たしつつ、なお公序良俗を守る
方法はないものか。これに対するムスリムの回答は、男女を空間的に分けてしまうことでした。悪
名高き女性隔離の誕生です。もちろんこの慣習の背後には、性欲の際限なきパワーに対する激し
い恐怖があります。ここでは、異性に接するかぎり性欲はコントロール不能と考えられているので
す。
」
（飯塚正人『イスラーム世界がよくわかるQ&A100』
、亜紀書房、1998年所収）
ｃ）
イスラーム政治思想と現実
― 澤江 史子様 ―

議会制民主主義とシャリーア体制の関係について、最近のスンナ派イスラーム思想界では、どの
ような議論があるのかご紹介いただけませんでしょうか。議会制民主主義は立法権が議会にあ
るということですが、議会制民主主義のシャリーア体制が可能なのか、あるとすれば、ウラマ
ー／イスラーム知識人と議会、主権者としての国民との関係はどのようなものなのか。
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― 村田 晃嗣先生―

イスラームでは宗教指導者が伝統を媒介にして統治するので、独裁ではないとの由うかがった
が、戦前日本の天皇制統治システムとの顕著な相違は何か。
― 森 孝一先生 ―

イスラーム世界にとっての「理想的な政治体制」について教えてください。もし、それを実現する
ことは困難であるとすれば、
「最善」ではなく、
「次善」の求められるべき政治体制とは、どのよう
なものになるのでしょうか。
【現状】
シャリーアは成文化されていないので、そのまま国法にはできない
①イラン〜国法はすべてシャリーア、がタテマエ
but 現実には国会が採択した法律がシャリーアに反さないかチェック
（非法学者のムスリムが話し合って決めた法律でもシャリーアと見なす）
※この方法は1905年のイラン立憲革命で採用されているが、スンナ派では19世紀半ばにチュ
ニスのハイルッディーンが考案済み
②サウディアラビア〜国法はすべてシャリーア、がタテマエ
but イランと違って立法府自体存在せず。勅令がシャリーア扱いに
③エジプト型（圧倒的多数）
〜憲法に「シャリーアは立法の主な源泉」的条項あり
but 現実には、相続法・婚姻法を除き、国政とシャリーアはほぼ無関係

d）中東の民主化〜イスラーム思想との関連
― 森 孝一先生 ―

フランシス・フクヤマは近刊の『アメリカの終わり』
（会田弘継訳）
で、
「中東の人びとは民主化を求
めている」
と述べているが、これについて、どのようにお考えでしょうか？ イスラーム教徒とその
社会にとっての「民主化」
とは、欧米の「民主化」
と何が違うのでしょうか？
「まず原則からいうと、イスラームは「国民主権」
を認めません。イスラームにおいて主権者、立法
者は神のみとされ、人間にできることはただ神の命令（イスラーム法）
を解釈・実行することだけだ，
と言われます。多くのイスラーム主義者が「民主主義」に反対するのもこのためです。しかし、これ
はあくまで言葉の上の問題に過ぎません。現実問題としてイスラーム法は外交・軍事・行政など政
治の大半を規定しておらず、人間の自由裁量に委ねているからです。今日ではこれを裁量するの
は議会（シューラー）
と見る説が有力で、この点で民主主義との間に矛盾はありません。
シューラー
（合議）
はもともとアラブの伝統で、預言者ムハンマドも衆知を結集する場として尊重し
ていました。しかし、イスラーム国家が王朝化・専制化するにつれて省みられなくなり、このことが
イスラーム世界を停滞させた原因だと多くのイスラーム主義者が批判しています。意外かもしれま
せんが、彼らは議会制の支持者なのです。ただ、日本と異なるのは、いくつかの刑罰規定や相続
法など、人間による変更が不可とされる分野があることです。これらの法規はコーランに明記され
ており、議会による修正はいっさい許されない、との見方が支配的です。実際、イスラーム主義者
の多くもこの立場を取っています。もっとも、これは量にすれば法全体の五％以下に過ぎないとも
言われています。
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次に言論の自由ですが、イスラームが禁止する思想信条は実はほんのわずかです。もっとも強
硬な言論統制論者であるイスラーム主義者ですら、政教分離論、イスラームそのものを否定する議
論以外は否定しません。イスラーム史はここ一〇〇年、
「解釈の革新」
ともいうべき時代に入ってお
り、イスラーム法の「中身」について是非を論じる作業は日常的に行われているのです。
イスラームと民主主義の関係を考える場合、もうひとつ重要なのは参政権の問題です。伝統的
な理解では、イスラーム法の解釈はイスラーム教徒（ムスリム）
にしか許されていません。したがって
イスラーム法が国家の法となれば、非ムスリムは参政権を失うことになります。これは極めて重大
な欠陥と思われるため、今日では非ムスリムの参政権を認める思想的な工夫が探られています。
以上述べたように、イスラームと民主主義の関係は一筋縄ではいきません。回答は、両者の相
違点を重大な対立と見るか、わずかな違いと見るかにもよるでしょう。
最後にひとつ、日本人が気づきにくい問題を指摘しておきます。それは、イスラームと民主主義
の対立を説くこと自体、現状では民主化推進の障害になるという事実です。イスラーム諸国の大半
は一種の独裁政権であり、自由な政治活動を認めていません。イスラーム主義者はそこで民主化
を求める運動を進めています。イスラーム勢力の伸張が民主主義を危うくするというのは、防戦一
方の政権側がよく持ち出す議論です。そしてアルジェリアの例でも明らかなように、欧米先進国は
この考えを支持し、民主化圧殺を容認してきました。イスラーム主義者から見れば、どこにも存在し
ない民主主義を自分たちが破壊するという非難は濡れ衣でしかありません。イスラームと民主主義
の矛盾をあげつらう前に現場の状況をよく見てほしい、というのが彼らの正直な気持ちでしょう。
問題設定自体がはらむ不公平というものも考えてみるべきではないでしょうか。
」
（飯塚正人『イスラ
ーム世界がよくわかるQ&A100』所収）

イスラームの現在

も終わりもない。人類が生まれようが滅びようが、この世は永遠に続いていく。これが近代科学の
時間観念です。最後の審判の日、現世が終わって来世がやってくると説くイスラーム思想との対立
は明らかでしょう。このため、一九世紀のムスリムにとって、近代科学を学ぶべきかどうかは大きな
悩みの種となりました。
けれども、近代科学を拒否していたのでは、いつまでたってもムスリムが欧米に追いつくことは
できません。やがて「理性と啓示、科学とイスラームは矛盾しない」
と説く一群の思想家たちが現
れ、彼らの努力の甲斐あって、二〇世紀半ばには科学の進歩を肯定するムスリムが多数派となり
ました。もっとも、先に述べたとおり、こうした思想改革はイスラームと近代科学の根本的対立を解
消するものではなく、対立を棚上げしたまま科学技術の成果だけを取り入れる試みだったと言え
ます。この結果、近代科学の「真理」でも、明白にイスラームの教えに反する議論は認めないとい
う態度が一般的となりました。ダーウィン進化論の拒否はその典型です。生命が数十億年前ある
種の偶然によって生まれ、進化を重ねてヒトまで来たとする理論は、
「神がアダムを創造した」
とい
うコーランの教えと真っ向から対立します。このため、イスラーム世界の多くの国々では、今日でも
ダーウィン進化論の教育・研究が許されていません
（もっとも、多くの国々では進化論そのものを禁
じながらも、ピテカントロプス以降のヒトの形態的変化や、進化論に基づく動物分類図などを教科
書に載せています）
。
」
（飯塚正人『イスラーム世界がよくわかるQ&A100』所収）

４．進化論とイスラーム思想
― 手島 勲矢先生 ―

近代になって、西欧では自然史の方向に大きな関心がよせられ聖書が生まれる以前について
調べるようになりました。クルアン以前の歴史について、宗教的なムスリムはともかく、世俗的な
アラブ人またはムスリムはどのように接するのでしょうか。進化論は現代科学の重要な基礎です
が、このことが西欧文明を宗教的な要素と自然科学に基づく世俗的な要素に分けることになり
ましたが、同じプロセスを通らざるを得ないと考えているようなムスリムの思想家がいるのなら、
その人々について教えてください。
「今日では、イスラーム教徒（ムスリム）の大半が科学の進歩に条件つきで賛成しています。神が
創造した宇宙を分析することは神の本質を知る道であり、科学技術の発展こそ神の意志と考える。
けれども、イスラームの信仰や倫理を害するような科学の成果は絶対に認めない。これが現在、イ
スラーム世界の主流をなす立場と言っていいでしょう。
こうした態度をムスリムが取るようになった背景には、近代科学とイスラームの根本的対立を棚
上げして、科学を受け入れてきた歴史があります。西欧近代科学はイスラーム文明の学習から始
まりましたが、両者が一九世紀に「再会」
した時、すでに近代科学とイスラームの間には否定しがた
い世界観の対立が生じていました。何より、近代科学はイスラーム信仰の根本とも言うべき
「世界
の創造と終末」や「来世」
といった概念を認めてはいなかったのです。この世界（現世）
には始まり
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会
幹事：森 孝一（同志社大学 大学院神学研究科教授、拠点リーダー）
村田 晃嗣（同志社大学 大学院法学研究科教授）

アメリカのグローバル戦略を軍事・外交の観点から考察しつつ、それと一神教文明間の対話・共存の可能性
を追求する――こうした客観的な考察と規範的な模索の組み合わせが、
この部門研究２の一貫したテーマで
ある。
本年度も、
アメリカのイラク政策の再検討や、巨大なムスリム人口を抱える東南アジア（特にインドネシア）
でのアメリカのテロ対策、
さらには、米中間選挙における宗教勢力の影響や中間選挙後のブッシュ政権の行方
など、多角的な観点からアメリカのグローバル戦略を検討した。

2006年度研究会
第１回

２００６年５月２０日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
山口 昇「米軍のトランスフォーメーション：アメリカの軍事戦略は変わったか」
コメンテーター：村田晃嗣

第２回

２００６年年６月２５日 開催地：同志社大学 東京オフィス
石川 卓「米国の大量破壊兵器不拡散戦略とイランの核開発問題」
コメンテーター：富田健次

第３回

２００６年１０月２８日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
研究会テーマ「『9・11』5周年とイラク戦争の現状」
宮家邦彦「アメリカ外交と中東情勢」
河野 毅「暴力とテロリズム：東南アジアからみた米国の対テロ対策」
コメンテーター：内田優香・宮坂直史・中田 考

第４回

２００６年１２月２日 開催地：東京・大手町サンスカイルーム
研究会テーマ「アメリカ中間選挙の分析」
会田弘継「米中間選挙を読む ―福音派の動きを軸に―」
村田晃嗣「中間選挙後のブッシュ外交」
コメンテーター：中山俊宏・田原 牧

さらに、本年度後半からは、部門研究１との更なる融合にも努力し、規範的な課題の追求に一層の努力を図
ってきた。研究者のみならず、実務家やジャーナリストの参加も求めて研究会の運営に当たっているのが、大
きな特徴でもある。

参加研究者
中田
考
小原 克博
細谷 正宏
四戸 潤也
富田 健次
臼杵
陽
田原
牧
松永 泰行
会田 弘継
伊奈 久喜
石川
卓
北澤 義之
李 愛俐娥
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同志社大学 大学院神学研究科教授
同志社大学 大学院神学研究科教授
同志社大学 大学院アメリカ研究科教授
同志社大学 大学院神学研究科教授
同志社大学 大学院神学研究科教授
日本女子大学 文学部教授
東京新聞 特別報道部記者
同志社大学 客員フェロー

見市
建 在シンガポール日本国大使館 専門調査員
宮坂 直史 防衛大学校 国際関係学科助教授
村山 裕三 同志社大学 ビジネス研究科教授
中村
覚 神戸大学 国際文化学部助教授
中西
寛 京都大学 大学院法学研究科教授
中山 俊宏 津田塾大学 学芸学部助教授
小川
忠 国際交流基金 日米センター事務局事務局長
エルモスタファ・レズラズィ
アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京代表

共同通信社 編集委員室編集委員
日本経済新聞 論説委員
東洋英和女学院大学 国際社会学部助教授
京都産業大学 外国語学部教授
京都外国語大学 非常勤講師

第５回（部門研究1と合同）
２００７年１月２７日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
研究会テーマ「イスラームの現在」
中田 考・飯塚正人

アフターブ・セット
慶応義塾大学 グローバルセキュリティ研究所教授

内田
山口

優香 民主党 国際局主査
昇 陸上自衛隊 研究本部研究本部長（陸将）
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ガイドラインについていえば、97年に見直されたままで、今では少々サビついていると言わざるをえ
ない。これについては賛否両論があるが、周辺事態についてもさることながら、災害救援や復興支援に

部門研究2

2006年度第1回研究会 報告

ついても計画を進めたらよいのではないか。どれから手をつけたらいいのかということは、今、決めな
ければいけないことだと思われる。
（CISMOR奨励研究員・京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程

日

時／２００６年５月２０日（土）

会

場／ 同志社大学 今出川キャンパス 寒梅館6階会議室

発

表／ 山口

藤本龍児）

昇（防衛庁防衛研究所副所長（陸将補））

コメント／ 村田 晃嗣（同志社大学大学院法学研究科教授）
スケジュール

14:00〜15:00
15:00〜15:15
15:15〜15:35
15:35〜17:30
18:00〜20:00

発表：山口 昇「米軍のトランスフォーメーション：アメリカの軍事戦略は変わったか」
休憩
コメント：村田晃嗣
ディスカッション
懇談会

研究会概要
2006年2月、4年ごとに提出を義務づけられているQDRという報告がアメリカで出された。日本で
いえば「防衛計画大綱」と
「中期防衛力整備計画」を合わせたものである。
そこに流れている一貫したテーマは「継続する変革」ということであった。変革にゴールはない、とい
うことである。そして、テロとの戦いを「長い戦い」と規定した。これは、
「戦争が泥沼化するだろう」とい
う意味ではなく、
「戦略をもって長い戦いを勝ち抜くぞ」という意識を表しているといえよう。また、そう
した戦いのために、これまでと違って「国内外のパートナーとの協力」を重視するようになってきている。
今回のQDRでは、
「四つの課題と重点分野」ということが示されていた。これは、アメリカがいまだに
冷戦時代における「伝統型」の兵力整備から脱却しておらず、現在の「非正規型」
「破滅型」
「混乱型」といっ
た危機に対応できていない、ということを問題としたものである。
「国防の変革」は以前から取り組まれていたが、ブッシュ政権が成立してからは、ラムズフェルド国防長
官によって見直しが進められている。特に陸軍では、日系人初の陸軍大将であるシンセキ氏が参謀長と
なり、指揮統制組織のモジュール化などに着手した。
「米軍再編」についての基本的な考え方は「地球規模での態勢の見直し」ということである。例えば、一
方で冷戦型の兵力を本土に帰還させ、他方で柔軟かつ迅速に展開できる兵力を世界中の戦略地点に配
備する、というように「今後10年間で、より機敏で柔軟な軍を展開する」としている。こうした米軍再編の
背景には、冷戦時代のように「在欧米軍であれば欧州を、太平洋軍は太平洋を守っていればよい」という
時代は終わった、という認識がある。
今年2月の「2+2共同声明」でも、日米同盟における共通の戦略目標には、地球規模のものと地域レベ
ルのものがある、ということが強調されていた。例えば、地球規模では「テロの防止・根絶」であり、地域
レベルでは「朝鮮半島の平和的な統一を支持する」といったことである。そして5月に、在日米軍の再編
に関する具体的なロードマップが合意された。今年のうちから様々なことが始まって、例えば、沖縄の人
口密集地にある米軍の施設はほぼ全て返還されることになり、また厚木にある空母航空団は岩国に移さ
れることになる。
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ある」
ということを繰り返し言っております。

ですが、中国だけは51行書いている。中国を名指し
で書いた後、こういう戦略的な岐路にある国々の行

が持っているもうひとつの特色というのは、今ある米軍

く方向をうまく誘導していく、シェイプしていかないとい

というのは冷戦が終わって10年たつにもかかわらず、

けない。逆らおうとするものを諦めさせ
（dissuade）
な

冷戦型の兵力整備から脱却しきっていないという認

ければいけない。そのほとんどが明らかに中国を念

識に立っています。左から右に烈度、intensity、右

頭においています。それが50行くらい続きます。つま

に行けば行くほどマグニチュードが大きい。下から上に

り戦略的岐路に立つ国々に対する記述の部分では

出口を持ち、戦略を持って戦い抜くから頑張るぞとい

伝統的な形から非伝統的なものになる。伝統的なも

ほとんどが中国に対するものであると言えます。

う覚悟を迫ったという意識が見られます。

のは通常戦力による紛争でありまして、たとえば50年

山口

話を絞って報告させていただきたいと思います。2月

が10行、ラテンアメリカ9行、インド10行、ロシア20行

。QDR
「06QDRにおける四つの課題と重点分野」

防衛庁防衛研究所副所長（陸将補）

米軍の戦略が結構、動いております。今日は若干、

ーストラリア、韓国、その他の国家との同盟がベースで

昇

冒頭で米国の軍事的優位を相殺しかねない混乱

初旬にQDRという4年ごとに掲出を義務づけられてい

同時に
「国内外のパートナーとの協力」
を大事にし

代の朝鮮戦争、1991年の湾岸戦争、アフガン戦争、

を引き起こすという意味で「潜在的能力が一番高い

る報告の2006年版、06QDRが出されています。日本

ています。QDRは国防省の文章ですが、国防省、

イラク戦争など通常戦力によって通常戦力を叩くとい

のは中国である」
とは言っているのですが、アメリカと

で言うと防衛計画の大綱、どのように防衛力を整備

米軍だけではできない――という極めて謙虚なもの

うようなところが「伝統型」であります。上に行くと
「非

しての究極的な目標はあくまで中国が引き続き経済

する、どういう政策をとっていくかということと、中期防

の言い方をしています。アメリカの新聞の中には、謙

正規型」
、イレギュラーな形でテロな、非正規型の手段

的なパートナーであるとともに
「責任ある利害関係者

（中期防衛力整備計画）
、次の5年間でどういう規模

遜さを表していると論評したものもあります。国防省、

による脅威。これはゲリラ、ベトナム戦のような非伝統

」
、ゼーリックが言った
（responsible stakeholder）

で、どれくらいの予算でやっていくか。この二つをミック

米軍だけではできない。パートナーは誰か。国内で言

的な脅威ということです。右の上の象限が「破滅型」

スしたような政策文書ですが、それが2月初旬に出ま

いますとFBI、CIA、国防省だけではない官庁、アメ

で、大量破壊兵器を用いたテロ、破滅的なマグニチュ

その他、96 年以来毎年 10 ％ずつ国防費を増加

した。かなり新機軸がありましたので、そのあたりを重

リカのNGO、NPOを含んだパートナーがある。さらに

ードを持って今までと違った形の危険というものが顕

している、何のためにやっているか、あるいはどういう

点にしてご報告をさせていただきたいと思います。

同盟国、友好国の軍、同盟国の機関、友好国にも

在化する。右側の
「混乱型」
、destructive、アメリカの

ものを持っているか、ということが表から見ると全くわ

06QDRでは、トランスフォーメーション――すなわち

同様のものがある。さらにもっと国家の復興を支援し

優位性を相殺するような技術・手段を用いた競争相

からない、秘密主義だということを述べております。こ

国防の変革――が続いているというのが全体を通じ

ているイラク、アフガニスタン、復興の支援される側の

手。今持っている通常兵器、核兵器とは違うカテゴリ

こで感じますのはresponsible stakeholderになっ

たテーマになっています。
「トランスフォーメーションは旅

イラクならイラク人、アフガニスタンならアフガニスタンの

ーで、たとえばサイバーのような世界で、そこだけ抜け

てほしい、それがアメリカの基本的な政策であり、こ

であってゴールではない」――いつまでも続くのだと

人たちもパートナーとして、その人たちと協力しないと

ば今までのパワーのバランスを引っ繰り返すようなこと

れからもあり続けるということです。中国に対して一種

いうことがＱＤＲのテーマになっています。その中にい

やっていけないということを比較的謙虚に言っている

も考えているようです。同時に今の兵力体系の形の

の楽観的な希望的観測、希望が存在するのと同時

ろいろなサブテーマが入っています。第一がテロとの

ところが一つの特徴です。ブッシュ政権の1期を思い

まま気がつかないうちにアメリカの優位が相殺されてい

に、アメリカの優位を引っ繰り返すような逆の存在に

戦い、イラクやアフガニスタンで現実に起きていること、

「有志連合」
という
出してみますと、9･11の前後から

るというケースも考えているようです。アメリカの認識とし

なりうる、それをhedgeしなければならないという両極

、長い戦いという
これから起きることを、
「Long War」

言葉がありました。アメリカは道路のこちら側に立って

ては、現在の能力は
「伝統型」
にあり、未だに
「非正規

端、その真ん中くらいに、とにかく中国がアメリカに対

「非対
認識で表現しています。しかもLong Warは、

いる。同盟友好国、その他の国々に「どちら側に立

型」
「破滅型」
「混乱型」
に的確に対応できるような体

して敵対的な方向に向かうのだけは諦めさせよう、

称の敵」
に対するものだと言っています。これを言い

つかはっきりしろ」
というものの言い方、
「やる気がある

制になっていない、したがって重点を右上の方に上げ

dissuadeしようという三つの流れが、ここの流れの中

換えますと、ベトナム戦争のような泥沼の中に入って

ものはついてこい」
という一種、傲慢なものの言い方

ていこうということです。

だけでも感じられます。ワシントンに行きますと、まさに

いくというニュアンスさえ、与えかねない表現ですが、

をしていたように感じたのですが、今度は「皆さんの

もう一つの特徴は、中国に対する関心が強く表現

そういう3種類、あるいは2種類の彼らの言葉で言う

あえて
「長い戦いを勝ち抜くぞ」
という覚悟を示したと

助けがないとできません」
という言い方になっていま

されているということです。QDRの一つのチャプター

（ パンダを抱く人）
」
と
「 dragon
と
「 panda hugger

いう点に特色があります。それとこの文章を見まして、

す。たとえば国防省以外の関係省庁、同盟国のパ

が戦力的岐路に立つ国々、地域をどうシェイプしてい

（ドラゴン殺し）
」
がワシントンの政策決定者の
slayer

アメリカ政府の文書としては、きわめて穏当、謙虚な

ートナーとの協力が必須と言っていますが、ヨーロッパ

くかということがテーマになっています。そこには中東、

中には混在しているということをよく聞くわけです。こ

表現が一杯入っております。比較的静かなトーンで

の同盟国、オーストラリア、日本、韓国に何度もメンシ

中央アジア、ラテンアメリカ、インド、ロシア、中国という

れはアメリカの中で一種のコンセンサスがないことの現

国民に対して
「長い戦い」――ベトナムの泥沼から抜

ョンをするという、これまでのQDRの報告には見られ

六つの地域と国に言及しているわけですが、何行書

れなのかもしれないなと私は感じたわけであります。

け出せなかったという意味ではなく――ちゃんとした

ない形であります。太平洋地域においては「日本、オ

かれているか数えてみると、中東が16行、中央アジア

言葉をここで繰り返しております。

「米国における
『国防の変革』
」
。今回のQDRはブ
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ッシュ政権二期目のトランスフォーメーションの方向に

るのではないかと、アメリカの中で相当危機感が高ま

そうこうしている間に、ブッシュ政権になり、ラムズ

思ったそうです。コソボのようなところに行きますと橋

ついて述べていますが、実はトランスフォーメーションは

りまして、たとえば海兵隊の特殊武器防護チームが

フェルドが入ってくるわけです。ブッシュは大統領選

が渡れない、つまり、ヨーロッパの片田舎のインフラに

ブッシュ政権が始まる前から相当きつく言われていま

議会の前の公園でデモンストレーションをやって、それ

挙の時から軍の改革をやらないといけないと主張し

は合わず、持っていけない。戦車を遠くに移動させる

して、特に97年にも二つ前のQDRが出ています。97

を上院議会の議員がしっかり見る。なるほどというこ

ておりまして、就任した途端にラムズフェルドに「トラ

時は、鉄道に積むかトレーラーに積んで輸送して、戦

年のＱＤＲは議会から義務づけられて国防省が出し

ともあったわけであります。

ンスフォーメーションをやれ」
ということをラムズフェル

場に到着してから自走させます。足回りが複雑にでき

ドに言います。当時、私はワシントンにおりましたが、

ているので、長距離を自走するとアッという間に不具

ているわけですが、97年の場合は議会が有識者懇

そういうことを背景に98 年、99 年、日本で言いま

談会、外部の懇談会をつくってQDRを評価するよう

すと災害派遣のような形で、軍隊が州政府以下を支

日本の制度と違うなと思うのは、ラムズフェルドは大

合が出てくる訳ですが、コソボのような地域には戦車

なこともやりなさいと。そ れ は「 国 防 委 員 会

援するための枠組みが、いくつかつくられています。

臣ではなくてsecretaryなんです。例えば日本の大

を載せたトレーラーが通れるような道路がないので

」
というものでありまして、
（National Defense Panel）

これも不思議な話ですが、アメリカの連邦軍は国内

蔵省のような、役所の長たる大臣ではない。大統領

できないということになりま
す。つまり展開（deploy）

これ が 報 告 書を出しています。9 7 年 で す が、

の治安、国内での法執行にかかわることではほとん

の secretary であって、そのオフィスが Office of

す。そこで、
「陸軍を変革するぞ」
と号令をかけ、
「何日

Transforming Defense。トランスフォーメーションが

ど手が出せないような仕組みになっています。南北

Secretary of Defenseです。ラムズフェルドが来ま

以内にどれくらいの規模で」
という具体的な目標を設

主要な政策提言の中に出てきたのは97年のNDPの

戦争が1865 年に終わり、その後、南部の統治を北

して数カ月の間、secretary の下にいる次官補を

けて陸軍の編制を変えようとしました。

報告が初めてではないかと思います。そこで提言し

軍・連邦軍がやる。その時、北軍の軍人が南部で結

assistant secretaryと言いますが、それをハンドピ

「陸軍モジュール化の概念（師団基準から旅団戦

ていることは、今やっていることの萌芽でありまして、

構きついことをやっている。19世紀後半、南部民主

ックして連れてくる。次官補たちの部下となるべきキ

闘団基準の編成へ）
」
。一言で言いますと
「モジュー

（非対称的）
な敵、テロリストとか、な
「asymmetrical

党系の議員から提案が出まして、ポッシ・コミテータ

ャリア
（職業官僚）
の人たちは存在するんですが、ラ

ル化」
。陸軍の単位で師団があります。division。ナ

らず者国家が大量破壊兵器の拡散をすることに対し

ス・アクト
（警防団法）
が成立しまして、その中で「合衆

ムズフェルドはその人たちには全く仕事を頼まない。

ポレオンが考えついた単位でありまして、どこの国の

て対応できる恰好になっていないじゃないか」
とNDP

国の陸海軍は州で犯人の追跡にかかわってはいけ

つまり自分が選んだassistant secretaryたちが入

軍隊も師団が一つの戦略単位です。unitです。人

は提言しています。同時にNDPは「本土が危ない。

ない」
、連邦軍がそういうことをやってはいけないと規

るまでは、
「私には今、部下がいない」
と言うのを何

数では日本の師団は7,000〜9,000人と小振りです

たとえばミサイル、テロリズムによって本土が危ない。

定されました。他方、アメリカには州兵制度がありまし

回か聞きました。何万人もが勤務するペンダコンに

が、大きいところは2万人くらい。1〜2万人の単位で

本土をしっかり守る体制をつくらないといけない」
と強

て、アメリカ軍全体からいくと一種の予備役ですが、

いながら
「私には今、部下がいない。アシスタントが

す。一言で言うと師団は鍋釜から戦闘をやる人まで

く提言しています。因みにこの報告をしたＮＤＰは超

形の上は州知事の管轄にあります。極端な言い方を

いない」
ということで、政府の外、退役した軍人とか

すべてを一つにパックしたものだとお考えください。師

党派ですが、たとえばブッシュ政権に国務省副長官

しますと、州兵は州知事の持ち物ですから、南部で

実業界にいる人など、政府の外から有識者を集め

団であればどこでも独立してインフラがないところに行

で入ったアーミテージもこのメンバーの一人です。

言えば州兵は南軍です。連邦兵は北軍である。北

て20数個のパネルをつくって、改革のための検討、

っても戦闘ができる。あらゆる機能を持っていることに

NDPの報告でいろんなことが提言され、ブッシュ

軍が州以下のことに手を出せないような仕組みをつ

たとえば核戦略とかの見直しをやります。

なります。指揮統制・通信機能から実際に戦闘をす

政権になる前の1998年、1999年、2000年と、実は

くったわけです。したがって、災害救援の形でテロの

その結果を逐次、出してきたのがブッシュ政権の第

るのは戦車の旅団／連隊といった規模の部隊にな

いろんな手が打たれています。私は99年、ワシントン

後、軍隊が入る時、アメリカの連邦軍はhesitant、腰

1期目だと思います。一方、それとは別に陸海空軍そ

りますが、戦闘しようとすると、それに対して砲兵が

に武官で赴任したのですが、その頃、
「 Homeland

が引けた恰好になっています。その付近を一部例外

れぞれがこのままではいけないと90年代を通じて感

fire powerでサポートする。工兵がエンジニアリング

Defense」が全く新しい言葉のように語られていまし

的な日本の言葉で言いますと
「省庁間協力」
、自衛

じた上で改革をはじめています。特に、陸軍は1999

でサポートする。さらに弾を運ぶ、食事をつくるという

たが、私は、強い違和感をおぼえました。自衛隊に

隊が厚生労働省の依頼を受けてC130とかC1の輸

年の夏、シンセキさんという日系の陸軍大将、初めて

機能すべているわけですが、それを全部一つのパッ

入って数十年になりますが、本土防衛だけを考えて

送機を飛ばして硫黄島に遺骨収拾団を運んだのは、

の日系人としての陸軍大将になられた方が参謀長に

ケージにしたものが今までは師団だったわけです。そ

きた人間からすると、アメリカ人が全く新しいことであ

厚生労働省、つまり政府の違う機関から依頼された

なって直ちに着手したのが「陸軍の変革」でした。シ

れをシンセキ大将は指揮統制のモジュールと戦闘す

るかのようにHomeland Defenseと言うのを聞くと、

ことを防衛庁がやっているという省庁間協力の枠組

ンセキ大将は日系人ですが、アジアでの経験が全く

るモジュールをばらばらにしようとしました。かりに、私

「お前たちは今頃、何を言っているんだ」
という気がし

みですが、その枠組みに似たことしかできない仕掛け

ありません。ほとんどがヨーロッパでアメリカ陸軍のキ

が従来の師団長だとすれば、3人連隊長あるいは旅

たわけです。それが始まったのは98年、99年、思い

になっています。その枠組みを使いまして、FEMA

ャリアパスの一番いいところを来た人で、ベルリンの

団長がいる。そのサポート部隊もいる。それがいつも

に軍隊が常にサポートでき
起こしていただくと、テポドンが飛んだのもこの頃です。 （連邦緊急事態管理庁）

壁が崩壊した時も、ヨーロッパの司令部で現地を見

私の部下であって、一緒に訓練して全体的に機能す

オウムのサリン事件もこの頃です。オウムのサリンの

るようなアドバイスチームを送れる体制を、90 年代末

ている。ボスニアの介入の時は司令官でしたが、そ

る。ただし、実際に師団を丸ごと、つまり1万何千人

事件の後、アメリカに対してサリンのようなアタックがあ

につくったということがありました。

の時「アメリカ軍の戦車は重すぎる」
とシンセキ大将は

をまとめて運用するケースは稀になってきています。
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今、イラクには、何万人の規模の米軍がいますが、ほ

Global Posture Reviewとしてアナウンスされて以

五つ目が面白く感じたのですが、大統領が出して

一つ目は同盟国との関係、同盟国でない国とのパ

とんどが旅団単位でばらばらに動かされています。そ

来、日米間の協議もこのコンテクストで行われてき

いるfact sheetの中に、アメリカの軍人が本土に滞在

ートナーシップ。二つ目に不確実性に対応する柔軟

ういうことを考えると、むしろ新しい体制は私が師団

たとわけです。この構想の大きなイメージは、2004

する期間を増して移動の回数を減少する。それによ

性。私は三つ目が結構大きいと思います。前方にい

長だとすると師団長と幕僚と指揮通信、コミュニケー

年8月の大統領声明に出ています。
「アメリカは今後

って家庭の安定を図るということが述べられていま

る部隊の前方展開の体制がBoth Regional and

ションをやる人たちだけが単位でいる。これまで部下

10年間で、より機敏でかつ柔軟な軍の展開体制に

す。さらに具体的に、軍人の移動の頻度を減らし、配

Global Presenceをもたらすのだと。たとえば在欧米

であった連隊長は私と全く関係がなくなり、連隊は連

変換する」
ということで、五つの項目を全般構想とし

偶者の転職の回数も減らす。それによって家庭の安

軍で言うと、欧州に部隊がおりますが、それは欧州

隊で、それぞれミニ師団のような形で、ある程度独立

て述べています。第１に冷戦型の戦力を本土に移

定を図ると言っております。これは、米軍にとって深

のためだけではなくて中東、中央アジアのためでもあ

した機能を持ってあちらこちらに展開する。私の他に

管する一方、柔軟かつ迅速な展開可能な能力を

刻な問題でありまして、アフガン、イラクと展開し続け

るという意味であります。これは半年前のバージョン

も師団長が何人かいる。3 人いたとして、その人に3

世界中の戦略的地点に配置する。冷戦型の兵力

てオーバーストレッチなものですから、たとえばイラクで

では、Focus within and across regionsという書

人ずつ連隊長がいるとすると、9 人の連隊長がいる

というのはヨーロッパにあった戦車を主体とする部

1年勤務した兵隊が本土に帰還したとたんに離婚す

き方をしています。言い方を変えますと太平洋軍、欧

わけですが、それを三つの単位として扱わないで、指

隊とか、そういうものはもはや前方に展開していて

る、あるいは展開している間に家庭が崩壊する例が

州軍という地域を持った軍がいて、司令官の隷下に

揮モジュールとして3人の師団長と指揮をできる機能

も意味がないので本土に帰還させる。一方でシン

非常に多い。相当深刻にとらえております。それを防

10万人の部隊がいるわけですが、太平洋軍の令下

がある。9人の連隊長がまたいる。あるミッションが、あ

セキ大将が考えたようなモジュール化旅団をローテ

止するためにいろんな手だてをしています。実は自衛

にあるからといって太平洋だけで活動するわけでは

る時、二個連隊必要だとしたら師団長は「君、やりな

ーションでヨーロッパにおいておく。

隊でも同じことをやっています。イラクに行く人は相当

ないということです。特に欧州軍の場合は強烈であ

さい」
と。連隊長はあの連隊とこの連隊を使う。その

二つ目には21世紀の技術を活用する。大型で高

ハイテンションで行きます。行っている間も緊張してい

りまして、2003 年〜2004 年にかけて欧州軍の高官

組み合わせはわからないというふうにお考えいただけ

速の輸送機、高速輸送船の出現によって、迅速な展

ます。今でこそある程度安定していますが、初期の頃

が戦略に関していろいろと発言していますが、
「欧州

ればいいと思います。これをやることによって、一個

開が可能になり、必ずしも前方に置く必要はない。も

は緊張を強いられて危ないという、普段とは全く違う

軍の焦点はもはや欧州ではない」
とはっきり言ってい

連隊だけ使いたいという時、師団丸々持っていかな

う一点、インフォメーション・テクノロジーによって世界中

テンションの中で生活して帰ってくる。そうすると元の

ます。東にシフトして、東ヨーロッパ、さらには中東、中

くてもいいということであります。モジュールにしていこ

にいる部隊が全部ネットワーク化されました。いざとい

部隊に帰っても、元の部隊で行かなかった人と行っ

央アジアが関心の中心であるとはっきり言っています。

うという考え方です。

う時には、ネットワークを通じて指揮し、統制すること

た人との間にテンションの差ができてくる。ましてや家

自分が担当する地域ではなく、他の司令官のテリト

Unit of Employment、これが指揮する側のモ

によって個々の部隊がいわばアメーバのように動い

族にそのまま帰しますと、行った本人は
「やってきたぞ。

リーに関心の中心があるということを言うほどまでに、

ジュールですが、これとUnit of Action、つまり実

て、必要なところに必要な戦力を集中させる。これの

仕事をして帰ってきた。苦労してきた」
と思っているか

地域的な意味合いと地球規模のグローバルな意味

際に戦闘、あるいは行動するモジュールに分けて、

対極にあるのが従来の軍隊の動員・展開の要領、

もしれませんが、家族はその間、ずっと心配している

合いが重なってきたということだろうと思います。

ばらばらに持とうという考え方です。日米の再編協

つまり、まずどこか一カ所に兵力を集めて、師団やそ

わけです。そのギャップは大きいということで、米軍も

「日米同盟の変革と再編
（アジア太平洋地域にお

議が始まった時、座間に第1軍団が来るという話で

の上の軍団の形に整えた上で、並べてから進軍する

そうですが、クールダウンの期間を設けるようにしてい

ける米軍再編）
」
。具体的に太平洋地域でどういう記

持ちきりになりましたが、第 1 軍団の司令部は指揮

というやり方です。そうではなく、世界中のあちこちに

ます。イラクから自衛隊員が帰る時には、クウェートで

述をしているか見てみます。一つは、太平洋に追加

統制モジュールにあたります。人数で言うと1,000人

いる部隊が三々五々集まってきて必要なところにい

何の用事もない4〜5日を過ごさせて、軍隊、小隊と

的な空母機動部隊を前方配置する、もう一つは西太

くらい、指揮官と幕僚と指揮をするための通信シス

つのまにか集中されるという形になろうかと思います。

いう小さな単位で相互のカウンセリングをやります。思

平洋に高度な打撃能力――攻撃型潜水艦
（SSN）

テムを持った部隊になります。座間に司令部が来

三つ目は対象とするのが、ならず者国家、テロとい

いの丈を言えと。クールダウンしてから部隊に戻って

とか爆撃機、UAV、無人の飛行機などを配置する。

からもいきなりリリーフするのではなく、国内での出来

ここで西太平洋と太平洋とに書き分けてありますが、

ますと、座間の司令部がミッションを担当する場合
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う今までとは違う敵であること。

には、ハワイや西海岸にいるUnit of Action、戦闘

四つ目に、今後10年間で在外米軍施設数百カ所

事をしっかりブリーフィングした後に家庭に帰すという

西太平洋はグアムのことです。太平洋は具体的には

モジュールをいくつか隷下に入れて活動するという

を閉める。6〜7万人の米軍人と約10万人の米軍家

ことをしています。そういうことも含めて米軍の一種の

ハワイを母港にする空母を一隻増やすことが最近決

形になるわけであります。

族を本土に帰還させる。先般、日米間の協議でも沖

健全さを保つことが結構、深刻な問題になっているこ

まっていますが、この文書が出された時にはハワイを

「米軍再編の基本的考え方（地球規模での米軍

縄の海兵隊員を最終的に8,000人をグアムに移転さ

との証左だろうと思います。

母港にするのか、グアムを母港にするのか決まってい

」
。
の態勢見直し
（Global Posture Review：ＧＰＲ）

せると。そういうものを含めて、6〜 7 万人のほとんど

「米軍再編の基本的考え方（ブッシュ大統領声明

なかったと思います。西太平洋はグアムだけではな

トランスフォーメーションの一つの切り口が米軍の世

は欧州からの帰還になりますが、相当在外の兵力を

」
。どういう考え方で米軍の展開体制を変
（04年8月）

いんですが、実はこの後に
「北東アジアでは、これこ

界規模での再編ということです。2003 年 11月、

減らすということであります。

えるかということで参考になるのが次の5 項目です。

れについて同盟国と協議中である」
という表現があり
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ますので「西太平洋に配置する」
と断定的に書いて

みると中にほとんどアメリカのプレゼンスがありません。

進まなかったのですが、2004 年秋頃から協議が加

空母に載せている飛行機は港に停泊している状態

あるということは、アメリカの領土内であって協議を必

実際何か起きれば、欧州軍、太平洋軍の隷下にあ

「共通の戦略目標に関
速されまして2005年2月19日、

からでは発艦できません。短い飛行甲板を使うわけ

要としないところだと考えることができます。そうすれ

る部隊を不安定な弧の中に持っていくということにな

「日米両国が負うべき任
する合意」
。2005 年 10月、

ですから、空母が風に向かって20ノットくらいで走っ

ば、グアムということになりますが、実際その後具体的

だとすれば、
りました。冷戦間の行動が静的
（static）

務・役割・能力、その分担に関する合意」
と在日米軍

ているところで初めて離発着が可能になります。飛行

なプログラムでグアムが強化されることになりました。

な態勢に変化させるべきである
より動的
（dynamic）

をどうリストラクチャーするか、リアラインメントするかと

機を何十機も積んだまま港に入ってしまうと、テロリス

ということが言われてきたわけです。

いうところに主な合意が得られて、2006年3月までに

トに一発やられれば全部がおしゃかになる、というこ

中央アジア、東南アジアには訓練の機会、アクセス
のための拠点施設をカザフスタン、ウズベキスタンのス

2003年11月中旬にラムズフェルドが日本に来た

最終的な報告をすると。若干後ろにずれ込みまして5

とでその前に近傍の飛行場に着陸させる。次に空

タン国家との関係とかシンガポールの港の使用協定

ことがあります。厚木基地、普天間の基地を見て

月1日、ワンセットで行われた2+2中間報告、防衛外

母が出航するまでの間、陸上基地でちゃんと訓練を

「こんなの早く直さないと、いつ爆発するかしれな

務の閣僚級のミーティングで「日米同盟：未来のため

続けてスキルレベルを保って空母が出ていく時に戻

北東アジアでは軍のプレゼンス及び指揮機構を

い。すぐやれ」
と言って帰ったわけですが、日本に

の変革と再編」
、何年までに何をやるということを在

っていくというやり方をするわけですが、空母が横須

再編する。在日米軍、在韓米軍を再編する。これ

来る前にグアムに寄りましたが、アメリカ本土からグ

日米軍のリアラインメントのロードマップを具体的に示

賀に入る時に降りるところが厚木になります。横須賀

に関して「同盟国と協議中である」
という表現をして

アムに飛んでくる飛行機の中で記者会見がありまし

したものが合意されたわけであります。

から出航するときにはちゃんとしたスキルを持ったパイ

おります。

た。そこで日本人の記者が「米軍の再編はどうなり

「在日米軍主要部隊の再編」
。これによりますと今

ロットが厚木から出ていくわけですが、そのためには

ますか？」
と質問します。ラムズフェルドは「お前は

年からいろんなことが始まりまして、2014年をめどにほ

厚木にいる間に訓練しないといけない。特に夜間、

「米軍の抑止力を維持する地元に対する偏った負担

グローバルな話を聞いているのか、リージョナルな

とんどのことが片づきます。2014 年には、沖縄では

真っ暗いところで空母の200メートルくらいの甲板に

は軽減しましょう」
というセットバージョンですが、これ

話か？」
と問い返し、記者が「北東アジアのことで

普天間の移転が完成して嘉手納以南の海兵隊、沖

着艦するのが大変でして、十数メートルのところに数

を言うたびにアメリカ人は嫌な顔をします。私も言うの

す」
と言うと
「北東アジア、地域なんてことは忘れて、

縄の中での人口密集地にある米軍の施設はほぼす

本あるワイヤーのどれかにarresting gearをかけない

は嫌なんですが、負担とはなんだと。強いて言うと、

グローバルに考えなさい」
と言っています。何のた

べて返還されることになるわけです。何がどう動くか

と着艦できない。ジェット機が降りてきて、普通の飛

米軍のpostureを維持する上で、負担を軽減するの

めに再編をやるか。グローバルな視点から、どこで

はすでにいろんなところで出ていますので、簡単にご

行場ですと惰性がなくなって1キロも走れば止まるわ

が目的ではなくて、むしろsustainableな駐留の体制

何かあるかわからない、いつ何が起きても不思議

紹介します。まず横田基地に米第5空軍／在日米軍

けですが、それが空母ではそういうわけにいかない

が必要なわけでして、そういう意味で言うと、厚木の

でない世の中なので、世界中のどこの地点にも手

の司令部がありますが、そこに航空自衛隊の航空総

ので後ろにarresting gearというフックを持っていて、

周りで戦闘機が飛ぶとか、沖縄でも普天間の住宅

がパッと打てるように、より多くのlarger number

隊、防空を担任する航空自衛隊の主力部隊の司令

その下に空母の甲板にあるロープをガッと引っかけて

の密集地の間で、つい最近も事故を起こしています

of access、より多くのアクセスポイントを持つ。より

部が移駐し、第5空軍／在日米軍司令部と併設され

止まる。もしロープを引っかけ損なったときには直ちに

が、そういうところで飛んでいるというのは時限爆弾を

柔軟な体制に移るのだと記者に対して言っていま

ることになります。現在、横田の飛行場にある管制部

wave off、やり直しをしないといけない。引っかけ損

抱えているようなものですから、そういうものはきっちり

す。まさにこのことを言っているのではないかと思

隊が東京の北部の空域の管制の責任をほぼ全面

なったといっていると間に合わなくてそのままポチャン

と整備しましょうということだろうと私は思っています。

います。因みに「不安定の弧」
という表現は死語に

的に持っています。私もヘリコプター乗りですが、計

と海の中に落ちてしまうので、実際には降りてきて地

「地
なっています。今年出されたQDRではそもそも

器飛行で飛んでいきますと、大島を通って横須賀の

面に着くぞという時にはフルパワーにします。横で聞

この背景にある考え方、both regional and global

域を特定できない」
という論理ですので「不安定の

三浦半島に入る横田の空域になり、山手線の上空

いているとわかりますが、接地する寸前にグォーッとい

ということを申し上げました。冷戦の間はソ連を中心

弧」のような特定の地域にフォーカスすることはあり

は違うのですが、東京の西半分から北の大宮に抜

う音になって、ギアに引っかかって止まる。その訓練

にした共産圏を、ヨーロッパとアジア・太平洋、時々中

ません。ただし、この地域における米軍のプレゼン

ける間は横田の管制官の管制を受けます。できるだ

を厚木でやるわけです。エンジンを絞って降りてくる

東で封じ込めるために、その場で対応しておけばい

スが小さいという事実に変わりはなく、そういう意味

けこの空域を帰してほしいと思っていますが、これに

最後にグォーッとやって、あるところにポンとつけてまた

いということでした。つまり在欧米軍は欧州を守って

でここに対するアクセスが必要だということに変化

関する協議も進んでおりまして、一部の空域に関して

上がっていく訓練を繰り返してやらないと、空母が出

いればよかったわけです。太平洋軍も太平洋を守っ

はないのだろうと思います。

は管制責任が日本側に移管されます。

る時に、ちゃんとした練度を保てない事情があります。

などが念頭にあるかと思います。

日本は2004 年の防衛計画にも書いていますが、

「米軍再編の背景：米軍前方展開態勢の変革」
。

ていればよかったわけです。この事情冷戦終焉後大
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「日米同盟の変革と再編：日米間の協議の経緯」
。

もう一つ大きいのが、厚木にあります空母航空

それを厚木のような住宅密集地でやっているのは耐

「不安定
きく変わります。2001年のQDRに出てきた

2 0 0 3 年 11 月、ラムズフェルドが 訪日した直 後に

団を岩国に移す計画です。空母航空団は普段は

えられない。いつ何があっても不思議ではないという

の弧」
、朝鮮半島から中東まで帯状の地帯は、危険

「Global Posture Review」が公表されます。その

空母の上に載っていますが、空母が入港する際はそ

ことで移設したいということであります。

なことが起きそうな地帯であるのと同時に、よく見て

後、日本側の政治的な事情もあり、協議がなかなか

の前に空母から離艦して近傍の飛行場に行きます。

モジュール化された司令部であるUEx、第1軍団
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米軍のトランスフォーメーション：
アメリカの軍事戦略は変わったか

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

という名前になろうかと思いますが、これが座間に

実際には三つのことを言っています。一つは「中国

15項目について、今後協力を強化すべき分野の例

「日米同盟のトランスフォーメーション：90年代におけ

来ます。現在陸上自衛隊は、中央即応集団という

が地域及び世界において責任ある、かつ建設的な

として挙げています。
「防空」
「弾道ミサイル防衛」か

る同盟再定義との比較」
。今回の同盟の変革、再編

新しい司令部を編成する準備をしています。すで

役割を果たすことを歓迎する。かつ中国との協力関

「テロ対策」
、6番目
「捜
ら始まっていますが、4番目

を90年代半ばに同盟再定義をやったことと比較して

にある空挺団（落下傘部隊）
、ヘリコプター団、特殊

係をアメリカと日本が発展させていく」
という覚悟です。

「人道救援活動」
、9番目
「復
索・救難活動」
、8番目

みました。90年代半ばの再定義では、クリントン大統

作戦群、そういう機動性の高い部隊は、新しい中

（4年毎の防衛見直
今年2月に米国が発表したQDR

「PKO」
といった点を見ます
興支援活動」
、10番目

領と橋本首相が96年4月17日に
「日米安保共同宣言」

央即応集団の下におかれます。また、PKOなどの

し）
とほとんど同じラインで、責任ある利害共有者

と、今まで自衛隊が主に扱ってきたところと違う分

を発表しています。その中で「防衛協力のための指

野が多くあります。

針を見直せ」
ということがありまして、97 年 9月まで作

としての中国を歓迎す
国際活動のために、国際協力訓練教育隊をつくり、 （responsible stakeholder）

PKOの訓練とか計画作業などを行う予定ですが、
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るということです。

「安全保障協力分野と関連する事態」
。表の横

業して指針を見直しました。この「指針」で「周辺事

この訓練隊も中央即応集団の下におかれます。本

二つ目が「台湾」
。三つ目が「中国が軍事分野に

軸には「我が国の防衛」
「周辺事態」
「国際協力活

態、たとえば朝鮮半島有事のようなケースでどういう

年度末に一旦朝霞でこの司令部を編成した後、座

おける透明性を高めるように促す」
。これもQDRで

動」
という場面をおいて、そこの中で当てはまりそう

協力をするかについて計画検討」ということが謳わ

間に移転する予定です。

同じような表現があります。実はこの三つ目が一番

なものに◎、○をつけています。本当に軍事的、

れ、計画作業も開始されました。同時に周辺事態関

（第Ⅲ海兵遠征軍）
という大き
沖縄には、ⅢMEF

意地悪な点です。最近は中国も表立って言うように

pure militaryなoperation、我が国の防衛の場面

連法などの法制を整備して、
「指針」の実効性を確保

な部隊の司令部があるのですが、その司令部と司令

なりましたが、すごく旧式化した恥ずかしいような武

において防空をするものは赤系の色で、そうではな

するための努力を進めました。また、これに併行して

官の旗本部隊8,000人くらいがグアムに移転すること

器は人に見せたくないわけです。私も若い頃、アメ

く人道救援活動を津波のようなケースは軍事的と

という合意が
沖縄の問題が別途検討され、
「SACO」

になります。

リカ軍に見せたくないものが一杯ありました。日米共

いうより普通の軍隊では非軍事的なことだというこ

できたわけです。

「同盟の変革：共通戦略目標2+2共同声明：05年

同訓練の初期の話ですが、当時自衛隊は、87ミリ

とで色分けしています。

。この再編の協議では沖縄、厚木、座間の問
2月」

ロケット発射筒という装備を持っていました。朝鮮戦

題が目を引いておりまして、日米両国がどのようなこと

争の時に使ったバズーカ砲です。持ち歩く時には、

とか今まで我々は訓練もしてきました。アメリカと一緒

力構成・基地の問題が合意された訳です。また、本

を共通の戦略目標としたのかといった点や、日本とア

真ん中から二つに分かれたものをパックにして紐で

に計画作業も進めてきました。足らないところもあろう

年5月1日、兵力構成の部分のロードマップが書かれ

メリカがどういう任務分担、役割分担をしようとしてい

背負うようになっていました。それを見たアメリカ兵

かとは思いますが、それなりにしっかりやってきた分

ができあがっ
て、実行計画
（implementation plan）

るのかという点はあまり注目されませんでした。ここに

が「すごいのを持っているな」
「軽くていい」
などと言

野です。一方、津波のケース、復興支援、核拡散対

たわけです。次に疑問になるのは、首脳レベルでの

大事なことがあります。共通の戦略目標は地球規模

うわけです。米軍は、こんなものは役に立たないと

象交渉とかの場面での軍事的ではない分野での協

合意です。小泉首相は6月末、アメリカに行くことが決

のもの、地域的なものと縷々述べております。たとえ

してとっくにお払い箱にしていた訳です。軍人は、そ

力は、実際にはスマトラやイラクで、米軍や他の国の

まっていますが、その際に、96 年の共同宣言のよう

ば地球規模では「テロ防止根絶」
が書かれています。

ういうものを他国の軍人に見られるのは嫌なはずで

軍隊と協力しながらやってきましたが、予め計画して

な首脳レベルでの合意が公にされる可能性はありま

地域的なことでは「朝鮮半島の平和的な統一を支

す。中国の人民解放軍には見せたくないものがいっ

プランを持って準備し、何か起こった時にはパッとや

「指針」
を見直しましたが、これを修
す。また、97年に

持する」
と。中国に関連する記述は 3 点ありますが、

ぱいあると思いますので、それを見せろというのは、

るという体制にはありませんでした。実際、スマトラ沖

正する必要があるかもしれません。10年を経て若干

これが中国の関心、反発を引きました。
「台湾海峡を

厭味なことです。一方、どこの国だって見せたくない

地震の時は他の国に比べると若干出遅れた。たま

錆びているところありますから、見直さないといけない

めぐる問題の対話を通じた平和的解決を促す」
とい

ものはあります。軍事的に機微でレベルが高いとこ

たま海上自衛隊の護衛艦がインド洋から帰ってくる途

のかという意見もありますが、政府の中にも賛否両論

うことを日米が公式に言ったということで相当反発し

ろもあるかもしれませんが、恥ずかしくて見せたくな

上に近傍におりましたので、すぐに救援活動ができま

がある模様です。同時に、引き続き計画作業を進め

ています、これについては中国人だって平和的に解

いものはあります。解放軍の人たちには、
「
『透明で

したが、その後、ヘリコプターや医療部隊を持ってい

ていくことは極めて重要です。周辺事態の計画の詰

決したいと思っていると思うので、引っかかるようなこ

あること』
と
『透明に見える』
こととは違うから、せめて

くのは、1、2週間早くできたかもしれないというタイミ

めもさることながら、先程申し上げた復興支援や災害

とではないだろうと言い続けています。それを言うと

透明に見えるように頑張ってください」
と肩を叩くよう

ングでした。去年11月、パキスタンで地震があった時、

救援のような平時ミッションに関する計画作業をやっ

中国は「日米が公式に言及したことはかつてない」
と

にしていますが
（笑）
、ここはいつまでも言い続けるこ

ヘリコプターを持っていって救援活動をやっています

たらいいのではないかと思います。日本もアメリカも

いいますが、事実に反しております。たとえば、沖縄

とかできる一番厭味なポイントです。

が、スマトラ沖の地震の後、マニュアルを整備してお

work forceは限られていますので、どれから先に手

「島嶼防衛」
「ミサイル防衛」
「機雷掃海、海上阻止」

2005年10月の中間報告では、首脳レベルではな
く、防衛外務の閣僚レベルで、戦略、作戦運用、兵

返還の頃には日米が共同で「台湾海峡の問題は重

「安全保障協力上向上すべき分野（ 2+2 中間報

けばもっと気のきいたものを持っていけたのではない

をつけるかということが、今、決めなければいけない

大だ」
ということを何回も言っているわけでありまして、

告）
」
。昨年10月末に出た中間報告の中で日米両国

かと思います。そういうことを考えると今から真面目に

ことではないかと思います。以上でご報告を終わら

何も新しいことではありません。

の「任務・役割・能力」
を明らかにしています。特に

やらないといけないことかなと思っています。

せていただきます。
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米国の大量破壊兵器不拡散戦略と
イランの核開発問題

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

部門研究2

米国の大量破壊兵器不拡散戦略と
イランの核開発問題

2006年度第2回研究会 報告

日

時／２００６年７月２２日（土）

会

場／ 同志社大学 東京オフィス 大セミナールーム

発

表／石川

東洋英和女学院大学国際社会学部助教授

石川

卓

卓（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授）

コメント／ 富田 健次（同志社大学神学研究科教授）

90年代の不拡散戦略
スケジュール

13:00〜14:00
14:00〜14:10
14:10〜14:20
14:20〜17:00
17:30〜19:30

発表：石川 卓「米国の大量破壊兵器不拡散戦略とイランの核開発問題」
コメント：富田健次
休憩
ディスカッション
懇談会

冷戦終結後、米国は大量破壊兵器の拡散に対

別的な性格を持っており、ある種の強制・強要の枠

する脅威感、懸念を強め、当時のブッシュ政権、続

組みであることは間違いないわけですが、
「持てる

くクリントン政権と、さまざまな施策を打ち出してき

者」の中の最大の大国であるアメリカが明確に軍事

ました。主要なことが表 1と2 にまとめてあります。

力をその背景に据えることによって、さらに強制・強

特徴としては、クリントン政権期から顕著になります

要的な性格を強化したのです。これは確かに差別

」
という概念
が、
「拡散対抗（counterproliferation）

性を強めることではありますが、アメリカとしては実

が打ち出され、それまで不拡散、拡散防止という

効性を高めるためにやってきたわけです。

形でしたが、すでに拡散は進んでいるという前提

研究会概要
90年代のアメリカの不拡散戦略の特徴は、大量破壊兵器（WMD）の拡散が進行中という前提の下、場

で、これに対処するということが重視されるようにな

ブッシュ政権によるエスカレーション

合によっては軍事的手段を使ってでも、これに対処するという
「拡散対抗」を打ち出したことであった。他

った。その拡散対抗の一環として、
「ミサイル防衛」

方で、多国間枠組みの強化によって拡散の違法性をより明確化し、軍事的手段の正当性確保にも努めた。

に代表される軍事的手段が、かなり重視されるよう

そうすることで、不拡散体制の強制的な性格を強化し、不拡散戦略の実効性を高めてきたのである。

スカレートさせてきました。ブッシュ政権は、しばしば

になってきたというのが 90 年代の一貫した特徴で

クリントン政権との違いが強調されますが、90年代

あったと言えます。

からの方向性の延長線上で、これに拍車をかけて

現ブッシュ政権は、そうした90年代以来の不拡散戦略の傾向をエスカレートさせてきた。特に9･11
事件以降は、
「ならず者国家」を媒介としたテロ組織とWMDとのつながりを強調し、不拡散戦略の強制
的な性格をさらに強化してきた。
その到達点でもあったイラク戦争は、不拡散という規範を逸脱する者に対してはある程度の威嚇効果

一方で多国間枠組みもさまざまな形で強化され
ていきます。NPT の無期限延長、CTBT の採択、

そうした傾向を、現在のＧ・Ｗ・ブッシュ政権はエ

きました。そこには連続性というものを確認できる
ように思います。

をもったと言えよう。しかし同時に、武力を背景とした不拡散政策には限界がある、ということをアメリ

IAEAの査察システムが強化されるというようなこと

ブッシュ政権は、発足直後から軍事的手段を強

カに認識させることにもなった。国際社会においても、アメリカのやり方に対しては根強い不満があり、

が進められますが、一方で拡散対抗という概念が

調し、既存の趨勢に拍車をかけてきたわけですが、

現在では、より多国間枠組みを重視せざるをえなくなっている。また、イラク戦争後には、テロ組織など、

出てきたこと、それが政策として追求されことによ

非国家レベルにおける拡散を「ならず者国家」脅威とは区別し、これにより注意を向けるようになった、

9･11が就任1年目に起こり、以降、不拡散という分

って、多国間枠組みと軍事的手段が明確に結び付

野においては、さらに強制・強要的な性格を強化

けられることになりました。つまり、多国間枠組みに

する動きが強まっていったと考えられます。テロ対

おいて拡散というものの「違法性」
を明確化し、こ

策面では 9 ･ 11 以後、事の性質上、多国間枠組み

れを顕在化させ、場合によってはそれを軍事力行

を利用する度合いが増したと思いますが、WMD

ている。しかし、最終手段としての武力行使の可能性が低下している現状では、北朝鮮の核問題と同様、

使でもって阻止するということの「正当性」
を確保す

の不拡散に関しては、
「単独行動主義」
と呼ばれる

イランの核開発問題が長期化することも、ある程度はやむをえない。その意味では、現実主義への傾斜

る、そして他方では、場合によっては軍事力を使う

ような行動がより際立つようになりました。
「対テロ」

の是非は容易には判断できないとも言える。また、それは限定的なものにすぎず、イランの反応や北朝

ということを背景に多国間枠組みの効果を最大化

ということで国際社会が、従前以上に結束を強め

鮮核問題の動向次第で反転する可能性も十分にあるものと考えられる。

させるというような特徴、傾向が顕著に見られたと

たことが、9 ･ 11 以後の一時的な特徴でしたが、そ

言えます。その結果、WMD 不拡散体制の強要的

れを利用して単独行動主義をエスカレートさせたと

な性格が強化されてきたわけです。不拡散体制は

ころもあったように思います。2000年頃までに米ロ

とも言えよう。
その結果、アメリカの政策は、現実主義への傾斜を示すようになっている。イランの核開発問題へのブ
ッシュ政権の対応にも、それは示されている。イランとの直接交渉の回避、濃縮・再処理をイランに認め
ないという姿勢は一貫しているが、EUやロシアによるイランとの交渉を従前以上に支持するようになっ

（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程
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関係はかなり悪化していましたが、その要因の一つ

拡散に関しても、多国間枠組みに対する一定の再

不拡散戦略の限界を認識せざるをえなくなった背景

れます。要するに、ソフト・パワーというものを伴わ

「対テロ」
と
はミサイル防衛でした。それが9･11後、

評価が見られました。よくブッシュ政権については

には、
「不拡散体制の正当性の低下」があったと考

ないと、パワーを行使するコストはそれだけ高くな

いう名分が、ロシアにとってはチェチェン問題との

「アラカルト・マルティラテラリズム」などと言われま

えられます。アメリカは90年代以降、不拡散体制の

ってしまう、そして、コストが高いために、より実行が

関係で好都合であるということもあり、アメリカに歩

すが、これは、言うまでもないことですが、有用だ

実効性を高めるために軍事力行使も厭わないとい

難しくなるということが、不拡散戦略においても顕

みよることになった。揉めに揉めていたミサイル防

と見なされる手段、動きやすいと見なされる枠組

う姿勢でやってきたわけですが、半ば当然の帰結

著に見られるようになってきていると言えます。

衛についても、アメリカがABM制限条約を脱退し、

みに関しては、これを重用する側面が見られたとい

として、それに対する反発とか、嫌悪感がだんだん

そうであるとすれば、2002 年を通してイラクという

しかもそれに対するロシアの反発は小さかったとい

うことだと思います。

と露呈してくる。具体的にイラクに対してどう対応す

特定国を想定して、やたらと強調されてきた先制攻撃

るのかということになると、総論では「核を持たせた

オプション、つまりは「ブッシュ・ドクトリン」
と、先制攻撃

くない」
、つまり不拡散を支持しながら、そのために

の脅しを背景とする不拡散戦略の限界というものが

う結果になったというところがあったと思います。
いずれにせよ、従前からの強制・強要の側面を
増す傾向にさらに拍車をかけ、その際、テロ組織と

イラク戦争は、強要・強制的な性格を増してきた

武力を行使するかということになると、皆、不拡散だ

見えてきたということなろうかと思います。ブッシュ・ドク

WMDのつながり、特に「ならず者国家」を媒介とす

不拡散戦略の一つの到達点だったと申し上げまし

けで物事を考えているわけではないですが、なかな

トリンの実効性と、威嚇としての有用性がイラク戦争

るつながりを強調したことが特徴して挙げられます。

たが、それは二つの異なる効果をもたらしたと考え

か意見が合わない。そして、実際に武力を行使する

後、だんだんと低下していき、その低下が、より深刻

9･11によってテロに対する脅威感が強まったわけで

られます。一つは一定の不拡散効果で、規範逸脱

場合には反発が起こる。アメリカがそういう方向に持

なものとして認識されていったと言えるでしょう。それ

すが、厭味な言い方をすれば、テロと言えば何でも

行為に関してはこういうこともありうるということをま

ってきたことの半ば当然の帰結として、
「不拡散体制」

は、多国間枠組みというものを重視せざるをえないと

正当化できるというところがあったと思います。たと

ざまざと見せつけるという意味で、ある種の威嚇効

に対する支持が低下してきたわけです。

いう形で表れてきているように思います。

えば、ミサイル防衛の推進も、WMD 不拡散または

果をもたらしたと言えます。イラク戦争は、リビアの

不拡散体制の実効性を向上させる必要性は国

無論、多国間枠組みと言ってもいろいろな性格

拡散対抗ということでは意味のあることでしょうが、

大量破壊兵器及びミサイルの開発放棄に一定のイ

際社会でも広く認められています。これを総論とし

のものがあって、
「これは国際社会が望む多国間枠

しばしばテロという脅威で正当化されてきました。し

ンパクトを与えたと言えます。他方で、イラク戦争は、

て話している限りは、決して反対する国はありませ

組みではなく、アメリカが好む有志連合にすぎない」

かし、テロ対策としては、ミサイル防衛に意味がある

強制的な武装解除の実践と言ってもいいと思いま

ん。ただアメリカのようなやり方に対しては根強い

などと言われることもありますが、イラク戦争後は、

のか、冷静に考えると怪しいというように、かなりむ

すが、これを最終手段とする不拡散政策の限界を

不満があって、
それが大きくなってきている。これは、

かなりの程度、諸国家と協力・協調して不拡散の

りやりテロ組織とWMD 不拡散との間に、ならず者

示す、アメリカがそれを認識する大きな契機にもな

昨年5月のNPT の再検討会議が、ほとんど実質的

強 化を図るという傾 向 が 顕 著 になっています。

国家を媒介させることによって、一定の政策を正当

ったと思います。つまり、武力行使後のことも含め、

成果なく終わったことにも示されています。そして、

「拡散安全保障イニシアティブ」
2003年5月のPSI、

化する側面もあったように思います。

そのコストの大きさを認識する重要な契機になった

支持が低下しているということは、いかなる政策に

は、出てきた当時は、イラク戦争の延長線上にある、

200１年末のアフガン攻撃後、焦点はイラクにな

と考えられるわけです。拡散阻止のための武力と

もコストがかかるわけですが、コストについても当

つまり船を見つけたら皆ですぐに武力を行使する

ります。その後、さまざまな不拡散・拡散対抗に関

いうのは、言うのは簡単ですが、実際にはどれだ

然、これを広く共有することができないということを

のではないかと、極端に言えば、そのような枠組み

する政策文書が出されるわけですが、ほとんどは

けコストがかかることであるかということを味わうこ

意味します。バーデン・シェアリングが難しくなるわ

ではないのかという懸念もありましたが、今日では

イラクを第一義的に念頭においたものであったと言

とになった。少なくともイラク戦争のような攻撃をし

けです。その難しさは、安保理決議をめぐる国際社

もっと地道な活動として展開されています。そこに

えます。2003 年 3月からのイラク戦争は、ある意味

た場合には、相当大規模な軍隊の駐留が後に必

会の分裂が、イラク戦争前から、かなり顕著になっ

は一定の駆け引きもあったのでしょうが、2003年9

で、ブッシュ政権がエスカレートさせてきた趨勢の到

要になることが示されたわけです。実際、10 万人

ていたわけですが、その後のイラクの戦後復興政

月の拡散阻止原則宣言によって既存の国際法を

達点だったと考えられます。不拡散規範を強制・強

に減らす予定があると言われていますが、未だに

策や、北朝鮮・イラン問題をめぐって安保理決議一

尊重して行う活動であると規定され、滅多やたらと

要するために強化してきた軍事態勢を活用した、

13万人という大規模な形で米軍のイラク駐留が長

つ簡単には採択できないということにも示されてい

公海上で軍事行動を行うものではないということが

一方的武装解除の実践という側面が、イラク戦争

期化しています。そのため、北朝鮮問題、イラン問

ます。その過程で改めてバーデン・シェアリングの

確認されています。アメリカは当初、
「海洋法を変え

にはあったということです。イラク戦争は多面的な

題がどんなに悪化しようが、そう簡単には手を出せ

難しさが認識されたと言えます。安保理決議も採択

る」
とまで言っていましたが、それもやはり難しいわ

戦争で「なぜ起こったのかわからない」
とも言われ

ない。武力行使を検討する際にも、おそらくイラク

できない状態で、仮に武力を行使したところで、結

けで、かなり地道な活動になっているのです。コ

ますが、そういう側面があったことは否定しがたい

戦争前とはコスト計算が違ってきていると考えられ

果的には、膨大なコストを広く負担してもらえないと

ア・グループの数も多少増えていますが、
「組織で

と言えるでしょう。

るわけです。

いう状況が生じてしまう。それはイラク戦争で示さ

はない」
というのがアメリカの決まり文句で
「加盟国」

れ、その後も何かにつけて確認されてきたと考えら

ではなく
「協力国」
という言い方をしていますが、そ

一方では、9 ･ 11 以後、テロに関してもWMD 不
204
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れも含めると60 〜 70カ国にまで増えている。かな

支援しないこと」
、また「非国家主体自身が、そうし

合は厳しい取り締まりが徹底されておらず、各国の

イラク戦争以後、低下している。その中で、2004年

り多くの国が関与する協調的な枠組みになってい

た活動に従事することや、その支援を禁じる国内

政府任せになっているところがあったわけです。そ

2月、それ以前からもいろいろあったわけですが、パ

るということが言えるのではないかと思います。

法を整備し、拡散を防止する国内管理を確立する

こを強化することが、かなり重点的に進められたと

キスタンのカーンのネットワークが露呈し、WMD拡

次に、イラク戦争後の不拡散政策の変化を示す

ために必要な措置を採用・実施すること」
を義務付

言えるでしょう。つまり非国家主体への拡散、これ

散への非国家主体の密接な関与が、より強く懸念

重要な動きとして上げられるのが、2004年4月のブ

けています。1540 に関しては、これを履行するた

を介した拡散への対抗・防止を強化することに重

されるに至ったわけです。そのような状況の中で、

ッシュ提案、
「 7 項目提案」です。これはいろいろな

めの委員会もでき、適宜加盟国から報告を受ける

点がおかれたのです。

テロとならず者国家をむりやり結びつけて、先制攻

分析が可能だと思いますが、その後の「国連安保

ことになっています。このように各国家が非国家レ

さらに今年に入って、
「QDR 」や「NSS 」の2006

撃の脅しを振りかざしても、あまり意味がないとい

理決議 1540 」
とのつながりを考えると、非国家主

ベルにおける拡散というものを違法化し、取り締ま

年版が出されました。これを読むとイランが強調さ

うことが、より強く認識されることになっていったと

体・テロ組織への拡散、そして、それを媒介とする

りを強化していくということが、一応、国連加盟国

れていて、あたかも2002年、あらゆる文書がイラク

考えられます。少なくともWMD 不拡散戦略として

拡散を、いかに防ぐかということに強調点をおいて

に対する義務として課されたわけです。大きな意

を強調したのと似ているようにも見えますが、全体

は、ならず者国家への拡散とテロ組織への拡散、

いたと言えるでしょう。国家主体による、これを媒

味を持つ決議であったと思います。

として明らかに武力行使、先制攻撃ドクトリンが後

その拡散における国家の関与とテロ組織の関与と

その後アメリカは、
「グローバル脅威削減イニシア

退していると言えます。NSＳ2006 については、あ

をより厳密に区別し、それぞれにふさわしい対応

かなり非国家主体の方に注目している。日本では7

」
を打ち出します。旧ソ連からの核流
ティブ（GTRI）

るアメリカの有名な国際政治学者が「ブッシュ政権

が必要になっている。もちろんアメリカもそれだけで

項目提案の中では4番目の「濃縮・再処理を特定国

出に対してアメリカは90年代はじめから
「CTR」
、
「協

はもはや新保守主義ではない。現実政権である」

やってきたわけではないのですが、決して両者を

に制限する」
という提案が、日本の核燃料サイクル

調的脅威削減」プログラムで対応してきましたが、

とまで評するような変化をしていますし、QDRにつ

一まとめにして先制攻撃の脅しをかけるだけでは足

の確立がこれにより妨げられるのではないかとい

GTRＩは濃縮・再処理を規制しようとする動きと関

いてもかなりのトーンダウンが見られます。

りない、より地道な政策の実施が必要であるとい

う懸念もあって注目されました。2003 年10月には、

係しています。ロシアから何らかの形で外に出てい

これは、そもそもさほど難しい話ではなく、先制

う認識が強まっていった。それがWMD拡散の「違

IAEA事務局長エルバラダイの「濃縮・再処理を多

った高濃縮ウランや使用済み燃料、さらに時間が

行動であればともかく、先制攻撃の威嚇はテロ組

法化」
「犯罪化」
、国内実施の強化を重視する姿勢

国間枠組みで行う」
という提案があり、その後、議

かかると言われていますが、アメリカから出ていっ

織など非国家主体に対してまず意味を持たないと

となって、特にイラク戦争後に顕著に表れてきたと

論されてきているわけですが、そのこともあって、ブ

た使用済み燃料を回収するということです。これは

いうことが背景にあったと言えます。ブッシュ政権は

言えるのではないかと思います。

ッシュ提案についても4番目が取り沙汰された印象

どこまでできるかわかりませんが、それによって軍

テロの脅威をブッシュ･ドクトリンの根拠として強調し

がありますが、1、2番目がかなり重要だったのでは

事転用やテロに活用される可能性を、さらに低めよ

てきましたが、これが「先制攻撃」
ドクリトンであると

と言っているのは、強制・強要の側面を強化する

ないかと思います。PSIに関しても、国家間の枠組

うというものです。アメリカ起源のものも重要でしょ

すれば、国家主体、ならず者国家を対象したもの

という方向性自体が変わったとは考えていないか

みとしてやっていくのはもちろんですが、これに実効

うが、明らかに重点はロシアから出ていったものの

であって、これを抑止する一つの方法になりうるこ

らです。武力行使という最終手段が容易には使え

性を持たせるために各国に国内法の整備を促して

回収・安全確保にあると思います。

とは理解できるわけですが、テロ組織に対してはさ

ない中で、ある種の微修正、あくまでも大きな趨勢

2005年7月の「核物質防護条約」の改正は、クリ

ほど効果のある抑止戦略になるとは到底思えない

の中での変調が起きたと思われるのです。

国内法的な意味での違法化を図り、非国家主体レ

ントン政権の時から提案されていたことですが、こ

わけです。ある種の矛盾というものを「ならず者国

ベルでの拡散を防ぐという意図があるわけです。

れまで国際輸送に限られていた防護の対象を国

家」
とテロ組織とを密接に結びつけることによって、

2004年4月の国連安保理決議1540は、ブッシュ

内に拡大するというものです。やはり国内で、主に

覆い隠してきた部分があったのだと思います。なら

そうしたある種の限界というものが見えてきた中

提案の 2 番目に「 WMD 不拡散決議を早急に採択

非国家主体による略奪やテロへの活用を防ごうと

ず者国家を抑止する戦略なのに、それを正当化す

で、長期化してきたのがイランの核開発問題であり、

し」
とありますが、まさにこれが実現されたものです。

いうわけです。アメリカはこの条約改正を主導し、

るためにテロ行為を強調する、その結果、ならず者

北朝鮮の問題であると言えます。イラン問題の経緯

この決議では、
「 WMD 及び運搬手段の拡散が国

各国に調印・批准を促してきました。

国家もテロも抑止できているような印象を与えると

に関しては年表に付してあります。今回の問題は

イラク戦争後の不拡散政策の強調点を簡単にま

いうのがブッシュ・ドクトリンの一つの特徴で、かつ

2002年8月の国民抵抗評議会、反体制組織のリー

「犯罪化」
、これを
とめると、WMD拡散の「違法化」

そこに弱点があった。その弱点を補うために「なら

クから浮上してきた問題が、一時的に状況がよくな

国内法的な意味で徹底していく。従来のNPT体制

「テロ」
というものを意図的に関
ず者国家」
「WMD」

ることはあったものの、結局、今日まで続いている

そのことを明記した上で、
「 WMD および運搬手

では、国家間での一定の行為は禁止されていたわ

連づけてきたというところあったと言えます。

ということだろうと思います。一時的に状況がよくな

段の開発・取得・使用などを企てる非国家主体を

けですが、国内で行われる、個人間で行われる場

介とする拡散について言っていることもありますが、

「違法化」
、
いくというのは、WMD拡散の「犯罪化」

際平和と安全に対する脅威である」
ことを確認し、
とい
「安保理が国連憲章第 7 章のもとで行動する」
うことを前文で明記しています。
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しかし先制攻撃オプションの可能性は、そもそも
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イランの核開発問題

ったのは、2003 年 10月、2004 年 11月、特に 2004
207

米国の大量破壊兵器不拡散戦略と
イランの核開発問題

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

年11月のパリ合意はかなり重要な進展と考えられ

です。
「難しい」
「危険だ」
という反対論、慎重論も

援もエスカレートするという懸念も見られます。また

ようにも見受けられます。年表にもある通り、2005

ていたわけですが、それが2005年夏から再びおか

当然に出てくるわけです。

核保有が、テロ支援、ハマス支援もそうですが、人

年3月頃から、以前は批判することも多かったEU3

しくなって、ある種の季節風のようなもの、つまり夏

一時、イスラエルによる武力行使の可能性が報

権問題、非民主的な体制に関して、アメリカが口を

による対イラン交渉への支持を明確に打ち出すよ

に悪くなって秋に合意するというパターンになるの

道のレベルでは取りざたされました。今年春くらい

出すことをより困難にするという可能性も、一部で

うになり、EU3、ロシアが一定のアメを提示すること

かと思っていましたら、昨年はまとまらず、今日まで

に顕著でしたが、ここ何カ月かパレスチナとの関係

は懸念されているようです。

も認めるようになってきているところがあります。今

至っているという状況かと思います。

がきわめて悪化し、またレバノンに対する本格的な

同時に、核開発の脅威性を増大させているもの

武力行使事態になってしまいましたので、イスラエ

が運搬手段の強化で、イランはミサイル戦力を漸進

依然として間接的にはありますが、イラン問題の外

フランス、イギリスの交渉に主に委ねる、最近はロシ

ルによる対イラン武力行使の可能性はほぼ消滅し

的に強化してきています。ミサイルの開発、シャハブ

交的解決に向けた取り組みに対する関与の度合

アの説得にある程度依存する、またIAEAの査察調

ていると言っていい。イスラエルで政権交代があっ

3号、4号と呼ばれるものが、かなり深刻な懸念材料

いを増していることは間違いないと言えるでしょう。

査に委ねるということで、イランとの直接交渉を回避

た時も、報道は加熱しましたが、首相は相当ネガテ

になってきている。特にイスラエルがイランのミサイル

これは武力行使オプションの可能性、有用性が

してきました。濃縮・再処理をイランに対しては一切

ィブな姿勢でしたので、もともと可能性がどれだけ

の射程に入った、入りつつあるとすれば、イラスラル

ともに低下したことを背景として、強硬姿勢をとるだ

認めないということについては、アメリカは一貫した

あったかわからないのですが、ますますその可能

にとってイランの核保有は、より容認しがたいものに

けでは意味がない、逆効果になるということを認識

立場をとってきています。また武力行使オプションで

性は低くなっている。そうなるとアメリカ、イスラエル

なる。資料にあるように、シャハブ3号でイスラエルは

してきているということではないかと思います。非

すが、一応、外交交渉による解決を優先しながら、

いずれかによる最終手段の可能性がかなり低下し

射程内に入ってしまうわけですが、これをさらに伸ば

軍事的な制裁ですら、原油価格が高騰している中

他方でブッシュ政権は武力行使オプションを放棄し

た状況の中で、交渉を強いられている、その是非

すとトルコも一部入ってくる。4号については、イラン

で、さらに実行しにくくなっているということも一つの

ない旨を、たびたび表明してきました。客観的に見

はともかく、そういう状況にあると言えるのではない

は量産可能だといっていますが、いろいろわからな

背景になっているでしょうし、強硬姿勢一辺倒では、

れば、それが難しい状況にあることは間違いないわ

かと思います。

いところがあるようです。いずれにせよ、イラスラエル

イラク、アフガンでのテロ支援、ハマス支援を却って

アメリカはこれに対して基本的には EU3 、ドイツ、
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年になって特に6カ国外相会議、
6カ国会議の形で、

けですが、国内には根強い「武力行使支持論」
も存

そもそもアメリカの懸念は何か。言うまでもないこ

は射程内に入っている可能性が高いですから、余

エスカレートさせるのではないかという認識も出て

在しており、たとえば「低威力核兵器というものをミ

とですが、イランに対するアメリカの懸念は大きく核

計に核保有は許しがたい。弾頭には生物・化学兵

きているように思います。

サイルに搭載して使うオプションがイランには有用で

開発、テロ支援、ハマス支援を分けて論じる向きが

器も考えられるわけですが、イランは NPTとともに、

ある」
という議論まで出てくる。かなり強硬な武力行

強いようです。人権問題、非民主的体制ということ

「化学兵器禁止条約」
「生物兵器禁
CWC、BWC、

ズムに傾いてきている。それはアメリカの戦略の手

使支持論も存在している。それだけアメリカ国内に

もよく言われるようです。核開発については、これ

止条約」
に加盟しており、CWCに加盟した時には施

詰まりを反映していると思います。イランがこれに付

苛立ちが強いということなのだろうと思います。一方

はアメリカだけではないと思いますが、誰も単なる

設をかなり開放し、査察を受けていたりと、持ってい

け込んでいるとすれば、アメリカの現実主義化は必

で、反対論も根強くあるわけです。

平和利用だと思っていない。いくらイランがそう言

ないのではないかとも言われています。アメリカは

ずしも賢明ではないということになるかもしれませ

武力行使の支持論には、バリエーションがありま

っても、信じない。核兵器開発であることは前提に

「イランは生物・化学兵器を開発している、保有して

ん。他方、イランにとってはアメリカの姿勢はまだま

すが、限定的な武力行使、つまりイラク戦争のよう

なっているように思います。少なくともアメリカはそう

いる」
と強く主張していますが、一方で最近、アメリカ

だ強硬すぎて、
「これでは譲歩などできない」
という

に政権転覆をめざして大規模な武力行使をするの

思っているので、一貫して「濃縮・再処理は不可」

自身がイラクの大量破壊兵器開発がなかったという

可能性もあります。しかし今日、安保理で制裁決議

ではなく、外科手術的爆撃、核施設・関連施設を

となる。濃縮・再処理は、本来きちんと届け出て

こともあって、情報能力の見直しを進め、その過程

が採択される可能性が高くなってきているにもかか

爆撃するというような限定的な武力行使支持論が

IAEA の査察を受けながらやるのであれば、NPT

でイランに対する情報能力が実は低いことを、政府

「包括的見返り案」
わらず、イランが6月に提示された

一般的です。ただ、かつてイスラエルがイラクのオ

加盟国の権利なわけです。イランもそう言っていま

が認めるようになってきているところもあります。生

を拒否し続けることがあれば、アメリカ国内では「ま

シラク炉を爆撃したことがありますが、それはイラ

す。北朝鮮の場合と若干似ているところがあります

物・化学兵器については何とも言えませんが、地域

だ譲歩が足りない」
という認識よりも、
「より厳しい

ン・イラク戦争中に1カ所を爆撃したということです

が、本来認められているものもやめさせようという交

的な戦力バランスとの関係でも核保有は容認しがた

姿勢が必要だ」
という方向にいくのではないかと思

が、それに比べるとイランの場合、主な核施設だけ

渉ですから、大変なことになるのは当然と言えば当

いと言えるでしょう。

います。そうした意味で、そもそもアメリカの現実主

でもかなり散っており、そう簡単には爆撃できない。

然なのです。しかし、濃縮・再処理を自前でやらせ

また、イラン革命後の国交断絶という歴史的経

義化は限定的なものにすぎず、まだ確立された方

地下施設も多いといった、北朝鮮にも似たような話

てしまえば、平和利用に限定され続ける可能性は

緯もあって、アメリカはイラン問題に対して強硬な姿

向性でも何でもない。イランの対応次第では反転

がありますが、爆撃しても完全には破壊できない。

低下します。そうした状況でイランが核保有をすれ

勢を取り続けてきたと言っていいと思いますが、こ

する可能性はまだ十分にある状況なのではないか

だから低威力核兵器みたいな話まで出てくるわけ

ば、地域の安定を阻害する、テロ支援、ハマス支

の 1 年くらい、若干、その姿勢が変化してきている

と思います。

是非はともかくとして、ある種の現実主義・リアリ
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しかし一部では「アメリカの現実主義化」
と評さ

ここで、
「拡散問題をめぐる国際政治学」
というも

れながらも、必ずしも不拡散に寄与しないかもしれ

のに言及したいと思います。拡散についても、拡散

ない政策が、このところ話題になっていまして、しか

ペシミズムとか拡散プラグマティズム、拡散デターミ

とになるでしょう。やはり、経済制裁がそう容易にな
ることはないように思います。

WMD不拡散戦略は、そうしたより大きな外交・
安全保障戦略の一環であるわけですから、WMD

またブッシュ政権は米印協力の正当化事由の一

不拡散体制の正当性がある程度低下するというコ

もこれはイラン問題にも深い関係を持っています。

つとして、インドが不拡散に協力的であったことを挙

ストが出るのはやむをえないという判断もできると

ニズムといった議論がありまして、そうした中で拡散

それが「米印原子力協力」の問題です。これは、昨

げています。これは、インドに民生用の原子力技術

思います。したがって、米印協力がイラン問題にプ

ネットワークというものについて、ある種の理論的な

年7月、今年3月の米印首脳会議で原子力協力を米

を与えるという原子力協力が危険ではないというこ

ラスの影響を及ぼすと楽観するのは難しいとして

研究が出てきています。そこでは、5 大国、NSG

印協力の一環として行っていくことを確認したもの

との根拠にはなるでしょうが、不拡散体制をより一

も、単純に負の影響しかないと論じることも賢明で

（原子力供給国グループ）
、つまり主に先進国及び

です。NPT非加盟国に対する原子力協力というの

層強化できるという根拠にはならないように思えま

はないと思います。もしイランが主に国威発揚とか

一部の旧社会主義国ですが、これが第一層と言わ

は前代未聞で、アメリカ国内法の改正、原子力供

す。拡散ネットワークが星型で、そのハブがパキス

大国としての地位を確保するという動機から核開発

れ、従来、不拡散はここから技術が漏れないように

給グループの承認、ルール改正も必要になってくる。

タンであるとすれば、不拡散体制に取り込むことで、

を進めているのであれば、インドを例外的に核保有

するということだったわけですが、これが近年、発

一時アメリカ国内法の改正も難しいのではないか

体制全体を強化できる可能性が高いのは、そうす

国として容認する米印協力の負の影響は、より大

展途上国世界、第二層の中での拡散、second-

と言われましたが、今はかなり改正が現実味を帯

べきなのは、インドではなく、米印協力との関係で、

きくなると論理的に言えるわけですが、イランの動

tierでの拡散に変化してきているということが指摘

びてきている。NSG は 5月には一旦、議論を先延

かなり露骨に差別的な扱いを受けることになった

機が「安全保障」にあるのだとすれば、必ずしもそ

されています。ならず者国家とか非国家主体など

ばしにしましたが、こちらも多分、認めることになる

パキスタンであると論理的にはなるはずなのです。

の限りではないということになるわけです。

第二層における拡散ネットワークが形成されてしま

だろうと思います。

しかし、パキスタンはこれまで拡散を促してきたの

イランの動機については、いろいろ意見が分か

っている。そうだとすれば、すでに持っているもの

米印協力にはさまざまな実益もあります。インドの

だから、協力できないとアメリカから言われたわけ

れるところですし、この問題がどちらに転ぶかはわ

から出させないという従来の不拡散の枠組みでは

石油消費がどんどん増大してくる。原子力開発への

です。だからといって、反発したパキスタンが拡散

かりません。ただ、単純な議論は禁物なのだろうと

十分に対処できないという議論が出てきたわけで

協力によってその石油消費を抑制することは、高騰

に走るとは考えがたいのですが、
より明らかなのは、

いうことだけは申し述べておきたいと思います。

す。この議論は、デターミニズム、つまり
「拡散は不

する石油価格を抑えることにつながる。安全保障面

米印協力が核不拡散体制を強化することよりも、そ

可避である」
という話になりやすいのですが、同じ

では、米印関係の強化が中国に対する牽制になる

れが新たな二重基準を核不拡散体制に持ち込む

ネットワークでもネットワークの形によって拡散防止

という見方もあります。不拡散の面でも、インドとイラ

ことになるということだと思います。ただし二重基準

の容易さは異なるという議論も出てきました。ネット

ンの石油をめぐる関係は深く、インドの対イラン石油

だから悪いと言うつもりはありません。米印協力は

ワークの類型を考えてみますと、輪、星、徒党とい

依存度を低下させ、イラン問題でインドに共同歩調

外交・安全保障戦略の一環として見た場合、リスク

う形が考えられる。星型ネットワークの場合、真ん

を促せるというような実益があると考えられていま

やコストもあるわけですが、それなりに賢明な政策

中にある、どの国ともつながっているハブが重要で

す。
イランは大量の精製石油をインドに依存している。

だと評価することは可能だと思います。

あって、ここに集中して対処すれば決して拡散を防

イランがインドから精製石油を輸入しているわけで

げないわけではないという議論です。そして、現実

す。そのため、アメリカとしてはインドを味方につけれ

の拡散ネットワークはかなりの程度、パキスタンをハ

ば、石油との関係で難しいと言われる対イラン経済

ブとする星型であると論じられています。イラク戦

制裁を発動しやすくなるとも言われるわけです。し

争後の不拡散戦略は移転阻止、拡散の違法化な

かしインド・イラン関係の相互依存性を踏まえますと、

ど、いかにしてネットワークを遮断するかということ

短・中期的には米印原子力協力によって対イラン制

に、こうした議論を意識しているかどうは別として、

裁が容易になる度合いは、さほど大きくないのでは

力点をおいてきた。十分か、不十分かという問題

ないかと思われます。協力に合意できたからといっ

はありますが、イラク戦争後の変化は、既存の不拡

て、すぐに原子力発電ができるわけではなく、インド

散体制の限界を踏まえて、その改善・強化にある程

にとってはこれまで通りイランからの石油は重要で

度寄与する方向で進められてきていると評価でき

す。他から輸入できても、イランの石油輸出が止ま

るのだろうと思います。

れば、それは国際経済に大きなインパクトを与えるこ
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「米国のグローバル戦略と一神教世界」研究会

2006年7月22日

米国の大量破壊兵器不拡散戦略とイランの核開発問題

・拡散対抗（counterproliferation）→ ミサイル防衛に象徴される軍事的手段の偏重
・多国間枠組みによる
「違法性」の明確化 ＝ 軍事力行使の「正当性」の確保
⇒ 不拡散体制の強制・強要的な性格を強化

石川 卓（東洋英和女学院大学）

２．Ｇ・Ｗ・ブッシュ政権によるエスカレーション
表３．Ｇ・Ｗ・ブッシュ政権期の主な動き

１．冷戦終結後の米国のＷＭＤ不拡散戦略

01年5月

(1) 脅威認識の変化
・
「ならず者国家」
（rogue state）脅威論 ← 湾岸戦争、北朝鮮核危機
・旧ソ連からの「核流出」
（nuclear leakage）
の懸念

(2) 不拡散政策・不拡散レジームの変容

01年7月

表１．ブッシュ
（父）
政権期の主な動き

01年9月

91年1月

戦略防衛構想（SDI）
を限定的攻撃に対するグローバル防衛（GPALS）
に縮小

91年5月

米政府、化学兵器禁止条約（CWC）早期妥結の意向表明

91年11月

ソ連核脅威削減（ナン＝ルーガー）法成立

92年4月

原子力供給国グループ（NSG）
ロンドン・ガイドライン改訂 1）

92年7月

ミサイル技術管理レジーム
（MTCR）
ガイドライン改訂に合意

→

→

93年1月署名

協調的脅威削減（CTR）計画に発展

表２．クリントン政権期の主な動き
93年5月
93年9月

CTBT発効促進会議ボイコット

01年12月

ABM条約脱退通告 9） → 際限なきMD開発を可能に

02年1月

ミサイル防衛政策の再編
・弾道ミサイル防衛機構（BMDO）
からミサイル防衛庁（MDA）への格上げ
・早期配備開始および漸進的拡大を前提とした「ブロック・アプローチ」
を前面に 10）

02年1月

「核態勢見直し」
（NPR）11）
・攻撃力・防御力・柔軟な防衛インフラから成る
「新トライアド」
を提唱 12）
・WMDを保有した「ならず者国家」およびテロ組織の脅威を強調

02年1月

「悪の枢軸」演説（2002年1月）13）

93年12月

拡散対抗イニシアチブ（CPI）2）

02年6月

93年12月

IAEA「93＋2計画」始動

02年9月

94年1月

ジュネーブ軍縮会議（CD）
で包括的核実験禁止条約（CTBT）交渉開始
クリントンは96年9月までの交渉妥結を提案 4） → 96年9月国連総会で採択

「米国の国家安全保障戦略」 → 先制攻撃ドクトリンを成文化
・①プロアクティブな拡散対抗、②拡散防止強化、③効果的な結果管理

02年12月

「大量破壊兵器に対抗するための国家戦略」16） 【資料参照】

3）

→

「追加議定書」
97年9月

ブッシュのウェストポイント演説 14） →

先制攻撃ドクトリン

15）

94年9月

生物兵器禁止条約（BWC）検証議定書作成で合意
クリントンが提案 → 議会圧力により次第に消極化

02年12月

国家安全保障大統領指令23号（NSPD-23） → MD配備決定
・Block 04では多層防衛能力を実証するための限定的配備と開発を並行

94年10月

米朝枠組み合意

03年1月

MTCRガイドライン改訂
・テロ組織への移転阻止策強化

95年4〜5月 核不拡散条約（NPT）再検討・延長会議 → 米国主導で無期限延長を決定
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BWC検証議定書調印拒否 ← 米国の安全保障・商業的利益を害する恐れ
「4年期国防見直し」
（QDR）8）
・WMD拡散の脅威、テロ組織へのWMD拡散の脅威を強調
・特定の脅威主体を想定しない「能力ベース･アプローチ」
を提示

01年11月

弾道ミサイル防衛（BMD）計画の再編＝戦域ミサイル防衛（TMD）
イニシアチブ
『ボトムアップ・リビュー』発表 → 「新たな危険」の筆頭にWMD拡散
クリントン国連総会演説 → カットオフ条約交渉開始など不拡散体制強化を提案

ブッシュ国防大学演説 6）
・国民を人質として攻撃力をつき合わせた抑止態勢、相互確証破壊（MAD）
を脱し、攻
撃力と防御力の組み合わせによる新しい抑止態勢の構築を提唱（新戦略枠組み）
・戦域・本土を区別しないミサイル防衛（MD）
の積極的推進、大規模展開を主張
・対露・同盟国協議、ブースト段階迎撃（BPI）
の強調など、一定の対外的配慮 7）

97年4月

化学兵器禁止条約（CWC）発効
クリントン政権は共和党指導部とも協力し、97年4月に批准を確保

98年8月

米軍がスーダンの「化学兵器工場」
とアフガニスタンの「テロ訓練施設」
を空爆

98年12月

米英軍がイラクを空爆

その他

・本土ミサイル防衛（NMD）への漸進的積極化 → 「3＋3計画」
（96年〜）5）
・CTRの拡充 → G8グローバル・パートナーシップ（G8GP、2002年〜）
・核物質防護条約の見直し開始を提唱
・弾道ミサイルの拡散に立ち向かうための国際行動規範（ICOC）交渉開始
→ 2002年11月、ハーグ行動規範（HCOC）
として採択

03年3月〜

→

03年9月、キャッチ・オール規制の追加

イラク戦争

とWMD不拡散での「単独行動主義」への傾斜
・9・11以降のテロ対策面での「多国間協調」
「対テロ」での国際社会の結束を利用した「単独行動主義」 ex. ABM条約脱退
・従前からの強制・強要の側面を強化するという傾向にさらに拍車
テロ組織とWMDの繋がり、特にならず者国家を媒介とした繋がりをより強く意識
・
「到達点」
としてのイラク戦争
不拡散規範を強制・強要するための軍事態勢を活用した一方的武装解除の実践
・多国間枠組みの有用性に対する再評価
手段としての多国間協調
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３．イラク戦争後の変調
(1) イラク戦争の両義的な影響
・不拡散効果 → リビアのWMD・ミサイル開発放棄決定（03年12月）
・強制的な武装解除という不拡散政策もしくは拡散対抗政策の限界
武力行使後のコストの大きさ ex. 米軍の大規模なイラク駐留の長期化
不拡散体制の正当性低下 ＝ 米国の実効性偏重のなかば当然の帰結 → 負担共有が困難に
⇒ 先制攻撃オプションの実効性・有用性低下 → 多国間枠組みのさらなる重視

(2) イラク戦争後の不拡散政策
・
「拡散安全保障イニシアチブ」
（PSI）発表〔2003年5月〕
WMD・ミサイルの移転阻止を目的とする有志連合的な枠組み、急速に発展・拡大
第4回会合で「拡散阻止原則宣言」
を採択〔03年9月〕17）
18）
・ブッシュの7項目提案〔2004年2月〕
①移転・輸送の取り締まりから、拡散を進めるネットワークの拠点を閉鎖し、物資を押収・凍結するなど、
法執行の分野におけるより直接的な行動へとPSIを強化・拡大する。
②安保理によるWMD不拡散決議を早急に採択し、WMD拡散を
「犯罪化」
し、輸出管理を厳格化し、
国境内の関連物質の保護を強化するよう、各国に国内法の整備・強化を促す。
③旧ソ連諸国を対象とするG8グローバル・パートナーシップを強化し、対象をイラクやリビアなど他
の国にも拡大する。他の諸国の協力も要請。
④濃縮・再処理の放棄を燃料供給の条件にし、NSG40カ国は、フル・スケールで稼動中の濃縮・再
処理施設をすでに保有している国以外に濃縮・再処理技術を輸出しない

19）

。

⑤2005年末までに、IAEAの追加議定書調印を、平和的利用に必要な機材・機器の輸入条件にする。
⑥保障措置と検証問題に特化した特別委員会を、IAEA理事会の下に設置する。
⑦不拡散義務に違反した国、その調査を受けている国のIAEA理事会における権限を停止する。

・国連安保理決議1540号〔2004年4月〕20）
WMDおよび運搬手段の拡散が、国際平和と安全に対する脅威であることを確認
「国連憲章第7章の下で行動する」
ことを明記
①WMD・運搬手段の開発・取得・使用などを企てる非国家主体を支援しないこと、
②非国家主体がそうした活動に従事することや、その支援を禁じる国内法を整備し、拡散を
防止する国内管理を確立するために必要な措置を採用・実施すること、などを決定
・グローバル脅威削減イニシアチブ（GTRI）
〔2004年5月〕
05年末までにロシア起源のHEU
を回収・安全確保
10年までにロシア／ソ連起源の使用済燃料
今後10年内に米国起源の使用済燃料
・核物質防護条約改正〔2005年7月〕
対象を国際輸送から国内にも拡大、米国は各国に調印・批准を促す
⇒ WMD拡散の「違法化」
「犯罪化」
「国内実施」の側面を補完 21）
NPT体制に欠けていたとされる

｝
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・
『4年期国防見直し』
（2006 QDR）
〔2006年2月〕22）
北朝鮮とともにイランの核開発に対する懸念を強調
・
『米国の国家安全保障戦略』
（2006 NSS）
〔2006年3月〕23）
イランを核拡散に関する最大の脅威として強調
⇒ 先制攻撃ドクトリンの後退がより明確に

４．イランの核開発問題と米国
(1) イラン問題の経緯 【資料参照】
・2002年8月以降継続
改善（03年10月、04年11月）
は常に一時的
・米国は、基本的にEU3の交渉、ロシアの説得、IAEAの査察に対応を委ね、直接交渉を回避
濃縮・再処理は認めないという立場を維持
・武力行使オプション
ブッシュ政権は武力行使オプションを放棄しないことを繰り返し表明
国内には根強い支持論も存在 ex. 低威力核兵器搭載ICBMによる抑止の支持論 24）
イラク戦争型ではなく限定的武力行使支持論が多い
一時、イスラエルによる武力行使の可能性も盛んに論じられたが、可能性はほぼ消滅？
⇒ 最終手段の可能性が低下した中での交渉

(2) 米国の懸念
・イランに対する懸念
①核開発、②テロ支援（イラク、アフガン）
、③ハマス支援、④人権問題・非民主的体制
・核開発の問題点
平和利用ではないという前提 → 濃縮・再処理も不可
核兵器保有は地域の安定を阻害する、テロ支援・ハマス支援などもエスカレート
（？）
・運搬手段の強化
ミサイル戦力の強化 → 核保有の軍事的な意義を倍増 【資料参照】
イランの主要なミサイル
ミサイル

M-11
（中国のCSS-7）

シャハブ1号
（スカッドBの改良型）

シャハブ2号
（スカッドCの改良型）

シャハブ3号
（ノドンの改良型）

シャハブ3号
（シャハブ3号の改良型）

X-55巡航ミサイル

保有量

射程

積載量

CEP 25）

30-50

280km

800kg

600m

200-300

450km

985kg

450m

100-150

500km

700kg

50m

25-100

1300km

700kg

190m

？

2000km

1000kg

?

12？

3000km

150m

備考
中国から購入したといわれる

98 年 7月以降実験を断続的に実施。05
年には固体燃料型の実験に成功と発表

04年の実験成功後、量産可能と発表
ウクライナから購入したといわれる

出典：Kenneth Katzman, “Iran: U.S. Concerns and Policy Responses,” CRS Report for Congress, June 21,
2006, pp.18-20; Andrew Feickert, “Iran’s Ballistic Missile Capabilities,” CRS Report for Congress,
August 23, 2004, pp.1-5 などを参考に作成。
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(3) 米国の現実主義化？

星型の核拡散ネットワーク

・米国の間接的関与の拡大
2005年3月以降、EU3の交渉への支持をより明確に示し、一定の「アメ」の提示も認める
という形で、間接的ながら外交的解決に向けた関与の度合いを拡大
「6カ国協議」
・強硬姿勢の逆効果を認識？
武力行使オプションの可能性・有用性低下
非軍事的制裁のコスト ← 原油価格の高騰を背景
強硬姿勢一辺倒では、テロ支援・ハマス支援をエスカレートさせる？
・つけこまれているのか、まだ強硬すぎるのか？
「現実主義化」の是非と今後を左右

北朝鮮
1997-02

イラン
1987-95

シリア

パキスタン
Mid-1990s

リビア
1997-01

1990
イラク

結
(1) 拡散ネットワーク
・5大国・NSG諸国（第1層）
からの拡散から、第2層（second-tier）
での拡散へ 26）
「ならず者国家」や非国家主体など第2層における拡散ネットワークの形成
従来の不拡散体制では拡散阻止は困難？
・ネットワークの諸類型 27）
星型ネットワークにおける
「ハブ」への集中
・イラク戦争後の不拡散戦略
移転阻止・拡散の違法化などにより、ネットワークの遮断に力点
拡散ネットワークの類型

(2) 逆行する米印原子力協力？
・2005年7月、06年3月の首脳会議で原子力協力の推進を確認
米国内法の改正、NSGの承認を必要とする
様々な実益を優先する
「現実主義」的な外交だとしても、
「不拡散政策」
として妥当か？
・イラン問題への影響
新たな「二重基準」による負の影響？
イランの核開発の動機によっても左右され得る

1）NSGは、1974年のインドの核実験を契機に、米ソを含む原子力技術保有国により形成された輸出管理の
枠組みで、78年の「ロンドン・ガイドライン」
（INFCIRC/254）
は、輸出管理の対象などを規定したもの。92年
の改訂により、IAEAとの包括的保障協定の締結が原子力関連資機材の供給条件とされ、汎用資機材・技
術の輸出管理に関するガイドライン・パート2
（INFCIRC/254/Part2）
も合意された。
2）CPIは、WMDおよびミサイルの拡散を所与の事実として、これに対処すべく、不拡散政策の強化、攻撃・
積極的防御・消極的防御能力・WMD環境での戦闘管理能力の強化を進めるというもの。
3）93+2計画は、加盟国から提供される情報の質・量の拡充を図るなど保障措置を強化するとともに、非核兵

輪

星

徒党

器国の要請もあり効率化を図るものであり、クリントン政権の積極的な支援を受けながら進められた。現行
の保障措置協定の枠内での強化をめざした第1部と、IAEAに新たな権限を付与することをめざした第2部
とに分かれ、第1部は1996年から実施に移され、第2部では1997年に現行の保障措置協定に対する
「モデ
ル追加議定書」
（INFCIRC/540）
が採択された。

4）1996年9月は、米国議会が設定した核実験モラトリアムの期限であった。
「3＋3計画」
は、3年間研究開発を進めた後、配備の是非を判断し、配備を決定した場合、その後3年間で
5）
配備を進めるというもの。クリントン政権は、NMDの早期配備を求める議会の共和党勢力に対する一種の妥
協策として打ち出したが、結局、2000年9月、クリントンは配備決定を次期政権に委ねることを発表した。
6）“Remarks by the President to Students and Faculty at National Defense University,” May 1,
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資料
2001.
を迎撃できないため、ロシアや中国
7）BPIは、露中の大陸内部から発射される大陸間弾道ミサイル（ICBM）
の理解が得られやすいと考えられている。但し、BPIは技術的にはより先進的なシステムであり、実際には
終末（ターミナル）段階、飛翔中間（ミッドコース）段階で迎撃するシステムの配備計画が先行している。

8）The Department of Defense, Quadrennial Defense Review Report, September 30, 2001.
9）ABM条約は、1972年に米ソが締結した条約で、戦略核ミサイルを迎撃する弾道弾迎撃ミサイル（ABM）の
配備を大幅に制限したものである。長い間、米ソ／米露間の戦略的安定の礎石と位置づけられるとともに、
ミサイル防衛反対派にとって重要な拠り所となってきた。

大量破壊兵器に対抗するための国家戦略 1）
①拡散対抗
(a) 移転阻止
(b) 抑止（核使用示唆）
②拡散防止強化
(a) 積極的な不拡散外交
(b) 多国間制度の強化

10）ブロック・アプローチとは、兵器開発において最終的な到達目標を設定し、それを配備開始要件とするの

核兵器

NPT全加盟国によるIAEA追加議定書批准などIAEA強化、
カットオフ条約、NSGおよびザンガー委員会強化

BC兵器

CWCの組織的強化、BWCの建設的・現実的な強化、
オーストラリア・グループ（AG）の強化

ではなく、一定の能力が備わった時点で配備を始め、同時に改良を進めていくというものである。

11）“Nuclear Posture Review [Excerpts]”
[http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm]. なお、これは、核先制使用の可能
性が批判的論じられるきっかけとなった、2002年3月にリークされたものである。
「旧」
トライアドは、ICBM、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）
、戦略爆撃機という戦略核戦力の三本柱を
12）
意味する。

13）“President Delivers State of the Union Address,” January 29, 2002.
14）“President Bush Delivers Graduation Speech at West Point,” June 1, 2002.
15）The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, p.15.
16）National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, December 2002.
「拡散安全保障イニシアティブ（PSI）阻止原則宣言（仮抄訳）
」2003年9月。
17）
18）“Remarks by the President on Weapons of Mass Destruction Proliferation,” February 11, 2004.
19）但し、これは2004年5月末のNSG会合で撤回された。
20）Press Release SC/8076, April 28, 2004
[http://www.un.org/News/Press/docs/2004/sc8076.doc.htm].
『国際問題』第547
21）浅田正彦「安保理決議1540と国際立法―大量破壊兵器テロの新しい脅威をめぐって」
号、2005年10月、37-39頁。ここでは、
「国内実施」は、
「締約国が条約によって禁止・制限されている行為
を、自国内の私人に対して禁止・制限する」
ことを含むとされている。

(c) 防衛と軽減（先制措置も含む）

ミサイル

「弾道ミサイルの拡散に立ち向かうためのハーグ行動規範」
MTCR強化、
（HCOC）遵守の確保

(c) CTR
(d) 核物質管理
(e) 米国の輸出管理
③大量破壊兵器使用時の
「結果管理」

(f) 制裁措置

以上の3つの柱を統合するため、次の4つの政策を最優先で実施する。
①WMD、運搬手段および関連技術に関する情報収集・分析
②進化する脅威への対処能力を向上するための研究開発
③二国間・多国間協力
④敵対国家やテロリストを標的にした戦略
1）National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, December 2002.

22）Quadrennial Defense Review Report, February 6, 2006, p.32.
23）The National Security Strategy of the United States of America, March 2006, p.20.
（ mini-nuke option ）
といわれる。Jason Zaborski, “ Deterring a
24）これは、小規模核兵器オプション
Nuclear Iran,” The Washington Quarterly, Vol.28, No.3, Summer 2005, pp.153-167.
25）半数必中半径。2分の1の確立でミサイルが着弾する範囲の半径。ミサイルの命中精度を示す。
26）Chaim Braun and Christopher F. Chyba, “Proliferation Rings: New Challenges to the Nuclear
Nonproliferation Regime,” International Security, Vol.29, No.2, Fall 2004, pp.5-49.
）
27 Alexander H. Montgomery, “Ringing in Proliferation: How to Dismantle and Atomic Bomb
Network,” International Security, Vol.30, No.2, Fall 2005, pp.153-187.

イランの核開発問題：主要事項年表 2）
1958年

IAEA加盟

1960年代末

原子力活動開始、米国・西独が協力

1970年

NPT加盟、74年にはIAEAと保障措置協定締結

1976年〜
1995年

ロシアと原子力協定調印
（ブシェール1号炉の完成・始動、ウラン燃料の供給）

2002年8月

反体制組織イラン国民抵抗評議会
（NCRI）
が、アラク付近の重水製造施設、ナタ
ンズ付近の核燃料製造施設
（後にウラン濃縮施設と判明）
の建設を暴露

2002年9月
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西独の協力を得て、ブシェール原発1号炉・2号炉を建設（革命で中止）
（イ･イ戦争中にイラクは複数回にわたりブシェール施設を爆撃）

核燃料サイクル確立のために新施設を建設中であることをIAEAに通告
（エルバラダイのイラン訪問は、10月、12月と連続してイランの要請で延期に）

2002年12月

米国政府が、アラク・ナタンズの施設を衛星で確認したことを認める

2003年1月

ハタミ大統領がヤズド郊外でウラン採掘を開始したこと、ウラン転換・濃縮を含む
核燃料サイクルの確立を進めることを発表
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2003年2月

エルバラダイがイランを訪問。イラン側がナタンズ、アラクの施設についてIAEAに説明

2003年6月6日

エルバラダイがIAEA理事会に報告書提出。91年に天然ウランを輸入したこと、そ
れを利用した活動を実施してきたこと、それを保管・処理した施設など、保障措置協
定に反する未申告の核関連活動・施設の存在を指摘

2003年6月19日

2004年6月18日 エルバラダイの報告を受け、IAEA理事会が、イランの非協力を非難し、すべての

未解決の問題を解決するため必要なすべての措置を緊急にとることなどを求める
決議を採択。六フッ化ウランの生成停止、重水減速炉建設の再考などを要請
2004年6月23日

イランが理事会決議を非難し、6月29日に遠心分離機の建設を開始する旨を
書簡でIAEAに通告

2004年7〜8月

IAEAの封印を一部解除し、遠心分離機の建設、相当規模のウラン転換を開始。

IEAE理事会が懸念を表明。保障措置協定違反とは明言せず、イランにIAEAへ
の協力、追加議定書の早期・無条件締結、ナタンズのパイロット濃縮プラントに核物
質を導入しないことなどを要求。環境サンプリングを拒否された
「カライ電器工場」
に
強い関心を示す

ハタミ大統領が濃縮はイランの権利であり、平和利用目的であることを保証するなど
と発言。EU3との交渉では、核関連の汎用技術へのアクセス、対イラン輸出管理
の緩和などイランの要求をEU3側が拒否

2003年6月25日

濃縮プラントに核物質を導入

2003年8月

エルバラダイがIAEA理事会に報告書提出。ナタンズの施設から微量の高濃縮ウ
ランが検出されたこと
（イランは輸入した遠心分離機に付着していたと主張）
、環境
サンプリングが認められたカライ電器工場が大きく改造されていたことなどを発表

2004年9月1日

エルバラダイがIAEA理事会に報告書提出。検出された微量の高濃縮ウランは
輸入されたものであると暫定的に結論。以降、ハタミ大統領らイラン政府首脳
による核活動継続発言が相次ぐ。

2003年9月

IAEA 理事会が、10月末までにすべての不備を是正しIAEAと協力すること、

2004年10月

イラン議会で濃縮活動の再開を政府に義務づける法案を可決
（31日）
。EU3との
交渉でもイランは平和利用の権利を主張する姿勢を継続。イランと交渉したロシア
は核技術協力再開を示唆。中国は、米国の安保理付託案に反対の意を表明

英仏独（EU3）
との共同声明で、イランがIAEAへの全面協力、追加議定書調
印、濃縮・再処理活動の全面停止（26日に「暫定的」な停止であり、必要な時
はいつでも再開すると声明）
を表明

2004年
11月14日

EU3との交渉でイランはウラン濃縮関連活動の停止に合意（パリ合意）。長期
的取り決めに向けた交渉開始に合意（12月13日に交渉開始）

2004年

IAEA理事会がパリ合意の重要性を強調し、その違反が国連安保理付託に繋

エルバラダイがIAEA理事会に報告書提出。20年にわたる様々な保障措置協
定違反を指摘

11月29日

がる可能性を示唆する決議を採択

2005年2月21日

エルバラダイが独『シュピーゲル』誌にイランは2、3年で核兵器を製造できる能力
を持つと発言

2005年2月21日

ハドレー米大統領補佐官がEU3とイランの合意を促す措置（ex. WTO加盟への
反対取下げ）
を米国が考慮中と発言

2005年2月27日

ロシアがイランとの核技術協力に合意したことを発表。ブシェールに建設中の軽水
炉用燃料を供給し、使用済み燃料をロシアに戻すことで合意
（ただし、使用済み
燃料を戻せるまでに2年もしくは5年程度かかると言われる）

追加議定書を即時・無条件に署名すること、ウラン濃縮関連・再処理活動を停
止することを求める決議を全会一致で採択
2003年
10月21日
2003年
11月10日
11月26日

IAEA理事会が、過去の保障措置協定違反に強い遺憾の意を表明する決議を採
択。EU3との合意遵守を要請。米国が主張した国連安保理付託は合意されず

2003年12月

イランが追加議定書に調印（発効には議会の批准が必要）

2004年2月4日

パキスタンのカーン博士がそのネットワークを通じイランに遠心分離機技術を
提供したことを告白

2004年2月24日

エルバラダイがIAEA理事会に報告書提出。イランによる非協力、新たな未申
告活動を指摘

2005年3月

2004年3月12日

イランのIAEA代表が、IAEA査察受入れの延期を発表。後にハタミ大統領が、
IAEA理事会決議（翌日採択）への抗議であったと説明。

ライス米国務長官がEU3とイランの合意を促すため、イランのWTO加盟への反
対を取下げる意向を表明。米国が初めてEU3との交渉に支持を表明

2005年4〜5月

2004年3月13日

IAEA理事会が、イランの協力を不十分とする決議を採択。濃縮・再処理停止

EU3との交渉が長引く中、イランは、交渉・妥協を望むが、完全停止と長期停止は
容認できないとして、濃縮活動の再開を示唆。イラン議会は政府に濃縮再開を促
す法案を可決

2005年5月26日

WTOがイランの加盟交渉開始を承認

2005年5月30日

イランの国連大使が、NPT再検討会議の失敗の責任は90％米国にあると非難し、
イランの濃縮活動はIAEAの監視下で合法的に行われていると主張。翌日、ブッ
シュ大統領はEU3との交渉進展を認めつつ、濃縮に関して一切妥協しない意向
を改めて表明

2003年

の継続・延長を要請
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2004年3月28日

アガザデ副大統領がウラン転換施設での生成試験開始を発表。IAEAは10月
合意違反ではないと説明

2004年4月6日

エルバラダイがイランと懸念を解消するための「共同行動計画」に合意

2004年4月29日

イランがウラン転換施設での生成開始をIAEAに通告。後日IAEAは濃縮に該
当する可能性を指摘

2004年5月18日

イランがウラン転換施設での生成開始を10月合意に反さないと主張

2005年6月5日

EU3がより詳細な妥協案を提示する8月まで濃縮活動を凍結することに合意

2004年5月21日

追加議定書に基づく冒頭申告をIAEAに提出（議定書は未批准のまま）

2005年6月24日

アフマディネジャドが次期大統領に選出。翌々日、イランの国家的権利であると
して核計画支持を表明
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2005年6月29日

ブッシュ大統領がWMD不拡散を理由に北朝鮮・イラン・シリアに本拠を置く
8組織の資産凍結を命令

2006年4月28日

アフマディネジャド大統領が、国連安保理議長声明に応じない意向を表明。
「イラン
はすでに核保有国であり核技術獲得は国民の要求である」
と発言

2005年8月5日

EU3が長期的取り決めに関する提案を提示。平和利用の支援と引き換えに、濃
縮関連活動の完全停止、NPTを脱退しないこと、アラクの重水炉解体、抜き打ち

2006年5月10日

濃縮停止を義務づける安保理決議案（制裁はなし）
を巡り、EU3+米露中6カ国
が合意できず、
「見返り案」が浮上

査察の受入れを要求。濃縮を禁止していることを理由に、イランは即時却下

2006年6月2日

EU3+米露中6カ国が、包括的見返り案に合意

2005年8月6日

アフマディネジャド大統領就任。8日には、交渉の継続、政権の確立後に新提案
を示す意向を表明

2006年6月6日

2005年8月8日

イスファハンの施設のIAEA封印を解除し、転換開始

EUのソラナ代表が、包括見返り案をイランに提示。一部報道では、濃縮停止の
見返りとして、(1)新たな原発の建設支援、(2)5年分の核燃料保管施設建設、(3)
領土保全の保証、(4)欧米の航空機の購入許可などが列挙されているとされた

2005年8月11日

IAEA特別理事会が、深刻な懸念を表明し、濃縮関連活動完全停止の再実施な

2006年6月21日

アフマディネジャド大統領が、包括的見返り案に8月22日までに回答する意向を表明

どを求める決議を採択

2006年7月12日

包括的見返り案に回答がないことから、EU3+米露中6カ国外相会議で、濃縮
停止を義務づける決議採択をめざし、中断中の安保理協議を再開することに合
意。イランが拒否すれば、外交・経済など非軍事的な制裁を含む決議案の採
択をめざすことも強調

2006年7月13日

常任理事国5カ国が、包括的見返り案を理事国に配布

2006年7月18日

英米仏が、制裁も視野に入れた濃縮停止を義務づける安保理決議案を中露に提示

2005年9月18日

アフマディネジャド、国連で演説。平和利用であること、核燃料サイクルへのアクセ
スは奪うことのできない権利であること、NPTに関する差別的な慣行を停止すべ
きことなどを強調

2005年9月24日

。中露は
IAEA理事会で、イランのNPT違反を決議（賛成21、反対1、棄権12）
投票に反対した後、棄権。エルバラダイは、11月の理事会以前の国連安保理付
託はないと説明。決議に賛成したインドのシン首相は、特定国と提携したわけで
はないと弁明

2005年9月26日

イランはすべての自発的・暫定的な協力を停止するとして、決議の修正を要求。モ
ッタキ外相は、米国を非難。29日には議会が追加議定書を無効にする法案を可
決。IAEAの査察下で転換を継続

2005年

EU3の支持を得て、ロシアが、イランのウラン濃縮を行う施設をロシア内につく

11月10日

る案を提示。米国もこれを支持するが、イランは明確な拒絶をせずイラン内で
の濃縮を主張。

2005年

IAEA理事会は、EU3との交渉再開に向け各国が外交努力中であることに配慮

11月24日

し、決議採択を回避。イラン議会が、国連安保理付託の場合、査察を拒絶する
法案を決議

2006年1月3日

イランが研究目的のウラン濃縮関連活動再開をIAEAに通告。10日、ナタンズの
施設などでIAEA査察官立会いの下、封印を解除

2006年

EU3が安保理付託の方針を固め、IAEA特別理事会の開催を要請。EU3＋
米露中の6カ国で決議案の協議を進める

1月12日〜
2006年2月4日

。中露も賛
IAEA特別理事会で国連安保理付託を決議（賛成27、反対3、棄権5）
成。常任理事国5カ国は、実質協議は3月6日に始まるIAEA理事会まで持ち越す
ことで合意。イランは、包括的保障措置協定の基づく査察以外の査察受入れを停
止。6日、安保理への正式付託
（報告）

2006年3月8日

IAEA理事会、イランを説得できないまま閉幕。協議の舞台は安保理へ。エル
バラダイが、3年にわたる調査でもイランの核活動の内容を確認できなかったと
する報告書を国連安保理に提出

2006年3月29日
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国連安保理議長声明。30日以内の濃縮停止を求める

2）Paul Kerr, “The Iran Nuclear Crisis: A Chronology,” from the web site of Arms Control Association
[http://www.armscontrol.org/country/iran/iranchronology.asp]; ﾒNuclear Chronology,ﾓ Iran Profile, from the web
site of Nuclear Threat Initiative [http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/1825_4968.html]; Kenneth Katzman,
“Iran: U.S. Concerns and Policy Responses,” CRS Report for Congress, April 6, 2006; Sharon Squassoni, “Iran’s
Nuclear Program: Recent Developments,” CRS Report for Congress, April 12, 2006 などを参考に作成。

包括的見返り案要旨（見返り部分）3）
核分野

▽核エネルギー平和利用の権利の再確認と、その開発計画への協力
▽最先端技術を用いた国際合弁事業による新軽水炉建設の支援
▽使用済み核燃料と放射性廃棄物の取り扱いについての協力
▽核エネルギーの包括的な研究・開発の協力。放射性同位体製品や医療、農
業への適用に向けた研究炉の提供を含む
▽法的拘束力のある重層的な核燃料の保証

政治・経済分野

▽地域安全保障問題に関する対話と協力促進に向けた新たな会議の支援
▽国際貿易機関（WTO）
を含む国際的機構へのイランの組み込みを支援し、
国際経済参入を推進。イランへの直接投資やイランの貿易増加のための枠
組みを構築
▽民間航空協力。米国と欧州からの民間航空機禁輸解除を含む
▽欧州各国などとの長期的なエネルギー協力の構築
▽電気通信の構造基盤の近代化や先進的なインターネット設備の支援
▽ハイテク分野での協力
▽農業発展への支援

3）『毎日新聞』2006年7月15日、朝刊。
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部門研究2

2006年度第3回研究会 報告

「『9・11』5周年とイラク戦争の現状」

イランのミサイル射程範囲

日

時／２００６年１０月２８日（土）

会

場／ 同志社大学 今出川キャンパス 扶桑館2階マルチメディアルーム1

発

表／ 宮家 邦彦（AOI外交政策研究所代表）
河野

毅（政策研究大学院大学助教授）

コメント／ 内田 優香（民主党政策調査会副主査）
宮坂 直史（防衛大学校国際関係学科助教授）
中田

考（同志社大学大学院神学研究科教授）

スケジュール

出典：Andrew Feickert, “Missile Survey: Ballistic and Cruise Missiles of Foreign
Countries,” CRS Report for Congress, March 5, 2004, p.6.

13:00〜14:00
14:00〜15:00
15:00〜15:15
15:15〜15:25
15:25〜15:35
15:35〜15:45
15:45〜17:30
18:00〜20:00

発表：宮家邦彦「アメリカ外交と中東情勢」
発表：河野 毅「暴力とテロリズム：東南アジアからみた米国の対テロ対策」
休憩
コメント：内田優香
コメント：宮坂直史
コメント：中田 考
ディスカッション
懇談会

イランの主要な核関連施設

研究会概要
今回の研究会では、宮家邦彦氏と河野毅氏による報告とそれに基づく活発な議論が行われた。
宮家氏は、米国の外交と中東情勢について報告した。はじめに、ネオコンの検討を端緒に冷戦期以降
の米国の外交政策を概観した。その上で氏は、現在の政策を小さな政府で理想を目指す矛盾したものと
特徴付けた。続いて米国の中東政策が検討された。氏によるとそれは現在、イスラエルの安全保障と石
油の確保という従来の目的に、テロとの戦いと中東の民主化という新たな目的が加わったために停滞して
いるという。次いでイラン、イラク、
レバノンを中心とする最新の中東情勢が詳細に分析された。そこから、
中東の錯綜した状況とその解決の困難さとともに、現在の中東情勢を理解する際に米国とイランの対立
軸を押さえる必要性を指摘した。最後に氏は、米国外交の今後について、ネオコンと言われる人々が政
治的力を落とす一方で、ネオコン的な考え方はテロとの戦いがイスラームとの戦いに転化されることで
状況に応じて残ると予測した。そしてそれは、米国にとり決して楽観できるものではないと結んだ。
河野氏は、米国の対テロ政策が東南アジアにおいていかに解釈されているか、その実態について主に
出典：“Iran Special Collection,” Center for Nonproliferation Studies

[http://cns. miis.edu/research/iran/images/mapbig.gif].

反米感情との関係から報告した。氏はまず米国の対テロ戦争が、限られた情報と冷戦と類似の構造に特
徴付けられるとした。その上で、9･11後の東南アジア各国における外交と内政の現状を、インドネシア、
マレーシア、フィリピンの事例を通して明らかにした。続いて氏は、東南アジアのムスリム一般が持つ反
米感情に視点を移しその分析を行った。それは大きく、(1）歴史に由来する反植民地主義的な感情、(2）
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グローバル化に取り残された現状への閉塞感、(3）国連を無視した力の論理に基づく中東政策に対する
怒り、(4）社会腐敗と結びついた米国文化への嫌悪から構成されるという。更に氏は、こうした反米感情
が、(1）米国の政治的影響力拡大のための手段、(2）弱いものいじめ、(3）イスラームへの戦争、(4）既存

アメリカ外交と中東情勢

の国家への挑戦という東南アジアにおける対テロ戦争のイメージ形成に密接に関係していることを明ら
かにした。最後に、現在の対テロ政策が維持されるならば、米国のみならず同国と同盟関係にある日本
も東南アジアにおける信用を落とす危険性を指摘した。
（CISMOR奨励研究員・総合研究大学院大学文化科学研究科博士後期課程

AOI外交政策研究所代表

小河 久志）

宮家 邦彦

宮家でございます。
実は今日僕、とても後悔しているんです。村田先

じゃあ彼らが「コンサバティブ」かというと、本当

生が何カ月か前に「ちょっと京都で喋ってほしい」
と

のアメリカの保守主義者は、あんな人たちではない

言うので、
また京都に行けるぞ、
と喜んでおりました。

訳であります。その意味で、私はこの言葉を使うの

ところが、昨日資料をよく見たら
「研究会」
と書いて

は嫌いなのですが、使わないとちょっとご説明が

ある。
「出る人は」
と聞いたら、一般の人々ではなく

できないので、一応最初にお断りをいたしました。

みんな学者の先生たちということが判って、これは

続いて「ネオコン」
と言われる人たちの傾向につ

まずいと。と言っても、もう手遅れでありますので、

いて一言。よく言われることですが、彼らは敵国や

何があっても今日のために準備してきたことをお話

外国の「行動」
よりも、その「国内の状況」
を重視し、

しいたします。

アメリカの力を倫理的目的のために使う、必要なら

いずれにしましても、私がこれから喋ることは、

先制攻撃、政体変更も辞さない、こういう発想の持

安倍政権や昭恵夫人とはまったく関係ない話です。

ち主たちであります。私がいま関心を持っているの

と言ってオフレコにしてくださいとはもう言えそうにな

は、この「ネオコン」現象が一時的現象なのか、長

いので、オンレコでぎりぎりの話をさせていただき

期的傾向なのかということでございます。

ましょう。

私はアメリカの戦後政治の中で保守合同が 2 回

私は学者でもないし、どちらかというと現場主義

あったと思っています。1 回目はレーガンの時代で

の人間です。今日は私が過去十何年間に感じてき

ありまして、その時には、反共保守があり、排外主

たことをお話したいと思います。

義保守があり、宗教保守があり、家庭の価値、もし

まず、僕が一番嫌いな言葉、
「ネオコン」です。
「ネオコン」
という言葉はよく吟味されずに使われて
いるケースが多いので、そのお話からしましょう。
「ネオコンとは何か」
。私はいつも、彼らは「ネオ」
でもなければ、
「コン」でもないと言っております。ネ

226

もない。

くは倫理的価値を重んじる保守のグループなど
様々な保守グループがレーガンの下で合同したと
私は理解しています。勿論その最大の理由は、冷
戦が続いていて核戦争の恐怖があったからだと思
います。これが第一次保守合同です。

オコンとは、私の友人も含め、その多くはワシントン

レーガンの時代が終わり、ソ連が崩壊いたしま

に長く住む元民主党系、全員が民主党系ではない

す。続いて先代のブッシュ大統領の時代になるの

ですが、一種の理想主義者の強硬派集団だと私

ですが、私はこの頃丁度ワシントンにいました。村

は思っています。これは一つの定義でしかないの

田先生もおられたので、よく判って頂けると思うの

ですが、要するに、彼らは80年代からずっとワシン

ですが、この頃からレーガン保守合同の結束にひ

トンにいる人たちで、私にとっては「ネオ」でも何で

びが入ってくる。というか、徐々にばらばらになって
227

部門研究２

アメリカ外交と中東情勢

「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

いくと感じました。それまで反共でやって来たのに、

自分の信念に関係なくそういうオプションを取らざ

迷走したという感じを持っております。それがクリン

スラエルの車輪の直径をぎゅっと抑え、アラブ側の

ソ連がなくなってしまったわけですから。これが

るを得なくなっている側面もあるのだと思っていま

トンの時代であります。

車輪の直径を大きくした結果、ちょっと前に進んだ

1992年ごろまでの状況だと考えております。

す。更に詳しくご説明しましょう。

のです。ところがその後はまた、従来の形に戻って

その後 8 年間の民主党政権を経てブッシュ現大

冷戦時代の最大のポイントは、やはり核戦争の

したように、
「ネオコン」
という、民主党的なやり方に

統領の時代になります。私は現政権は第二次保守

恐怖でした。核戦争の恐怖があるということは、そ

飽き足らず、80年代に共和党に入党した理想主義

最近では、このいびつな両輪に新たに理想主義

合同だと思っています。この第二次保守合同の特

う簡単にやりたいことをできないわけで、どうしても

者たちが、今や宗教保守勢力の支持を受け、彼ら

の軸が入ってくる。
「中東を民主化するんだ」
、
「政体

徴は、ソ連がなくなって反共保守的要素が減り、代

現実的な外交政策を取らざるを得ない。それを現

の抱く理想を断固として実現しようとする。そして、

を変更するんだ」
、こんな勇ましいことを言う人たち

わりに宗教保守が相対的に強くなったことです。ま

実主義と呼ぶのでしょう。キッシンジャーがその代

チェイニーとかラムズフェルドとか、およそネオコンと

が出てきて、テロとの戦いや、中東民主構想といっ

た、第一次合同の際は非常に小さかったネオコ

表だということでしょう。けれども、彼が提唱したか

は肌合いの違う、背景の違う人たちが、その流れ

た具体的政策を作っていく。こうして米国の中東政

ン・グループがここで大きくなっていきます。20年前

ら、彼が政権に入ったから現実主義外交になった

に乗っていったということだと思います。

策はもう完全ににっちもさっちも先に進まないように

に次官補、次官クラスだった彼らは、この第二次保

のではなくて、むしろニクソンが時代の要請に基づ

守合同でもっと出世いたしました。私は現政権は、

きそういう人を望んだのだと思います。

ネオコン的な考え方を持つ人々を宗教保守勢力が

また、冷戦を戦うためにはどうしても大きな政府、

ただ残念なことは、ソ連の崩壊後は米軍を縮小
してしまったものですから、イラクやアフガンで戦争

しまいまして、再び堂々巡りが続いています。

なってしまったのだと思っております。
続いて米国の対湾岸政策についてお話します。

をするとなれば、現有勢力で戦うしかないわけで

1978年までの湾岸地域は、北にソ連があり、イラン

支持するという思想的基盤の上に、共和党の保守

大きな軍隊が必要でした。この問題、共和党の本

すね。本来ならば30万、40万の軍隊が必要だった

にはシャーがいて、サウジは安泰、トルコもしかり。

本流的政治家たちが乗って出来上がっているのだ

来の考え方からすれば、小さな政府、小さな軍隊

はずですけれども、それを10数万、最大でも20万

当時の問題児はイラクとシリアで、エジプトも若干

と思っております。

であるべきですが、そうはならない。私はこれが冷

以下の数字で戦った。これはまったく矛盾としか言

騒いでいた程度でした。少なくともペルシャ湾、ア

戦時代の特徴だったと思っています。

いようがないわけで、そのひずみがいま出てきてい

ラビア湾の周辺は比較的安定していたと思います。

こうしてネオコンはやりたいことをやった訳です。
ところが、ブッシュ大統領第2期目から現在に至る状

次に、先ほどもご説明したようにソ連が崩壊しま

況は、
「ポストネオコンの模索」の始まりとでも言える

すと、もう米軍は小さくするんだと、小さな政府をつ

アメリカ外交一般の話をあまりすると、馬脚を露

ーがいなくなる。これにより湾岸地域の力のバラン

ものではないかと思います。要するに、第二次保

くるんだという動きが進みました。1990 年にイラク

わすというか、墓穴を掘りますので、このくらいで中

スは大きく変わってしまったわけであります。一番

守合同が若干揺らいできて、ゆるんできて、これか

がクエートを侵攻した際に何十万という兵隊を使え

東の話に移りましょう。

頼りだったイランがイスラーム共和国になる。当時、

らどうなっていくのかなというのが、私の現状認識

たのは、今となっては夢また夢の話であります。

でございます。

1991年当時から、湾岸戦争が終わったら米軍は急

るというふうに私は思っております。

ところが、1978-79年にイランで革命が起きシャ

1979年、1980年ごろ何が起きたかよく考えましょう。
アメリカの中東外交には二つの車輪があります。

ソ連から見れば、インド洋まで出るのはもうあと少し

激に縮小するということは誰もが、少なくとも米軍の

一つはイスラエルの安全保障、もう一つが石油の確

です。アフガンを取れば後はもうパキスタンの南部

じかと思いますけれど、理想と現実が交錯する国

関係者はみんな知っていました。みんな退役して、

保です。後者はアラブ諸国との友好ということにな

さえ押さえればインド洋に出られます。こうしてイラ

です。北部でファウンディング・ファーザーズが、キリ

英雄も何もかもが皆民間に行ったわけです。

る訳ですが、残念なことに、ほとんどの場合、この

ンの混乱に乗じてソ連が動いた結果がアフガン侵

アメリカという国は、一部の方は私よりもよくご存

スト教原理主義的な国を作ろうとした時に、南部で

こうして小さな政府ができました。また、この時代

二つの車輪の直径が大きく違う。イスラエルの車輪

攻でございます。1979年の12月末だったと思いま

は植民地がまだあったということですから、そのアメ

はソ連がなくなったことによって一極主義（ユニラ

の直径は常に大きく、原油の方は小さい。だから両

す。私もエジプトで、これはイランの動きをよく見て

リカの外交政策というのをきれいに説明するのは

テラリズム）
が芽生えてきた時期でもあったのだろう

輪で前へ進んでいるような気がするんですけれど、

いるな、たいしたもんだなと感心しておりました。

本当は無理だと思うのです。

と思っています。
これは先代ブッシュの時代ですね。

実は堂々巡りをして、360度回転して元へ帰ってき

もう一つの動きはイランが革命化、弱体化してい

ソ連との冷戦が終わった1991年から1994年ごろ、

て、全く前へは進まない。これがアメリカの中東政

る際に、この地域での覇権を目指した動きです。

ンだ、ウィルソニアンだと、マトリックスをつくればこ

これからアメリカは何をするのかということが、アメリ

策の私なりのイメージでございます。

1980年のサダム・フセインのイラクによる対イラン攻

れらの現象を説明できないことはないのですが…。

カの国内でもいろいろな議論されていました。私自

では、これがいつもだめなのかと言うと、必ずし

実際にその政策をつくっている人たちの立場から

身もワシントンでこの議論を横で聞いましたが、米

もそうではない。例えば、湾岸戦争の直後、ベーカ

すると、必ずしも彼らが元々ウィルソニアン的であっ

国に戦略らしい戦略がなくなってしまったという印

ー国務長官の時代ですけれども、中東和平会議と

たか、ジャクソニアン的であったかということはあま

象を持ちました。一種のレッテル張りで申し訳ない

いうものをやりました。

り意味がなくて、実は現実的な政治環境によって

のですが、この時代は「リベラル国際主義」が相当

これは村田先生のご専門ですけど、ジャクソニア
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いまはどういう時代かと言うと、先ほどもご説明

あの時はアメリカがイスラエルに圧力をかけてイ

撃です。9月22日は忘れもしない、私はクウェートを
旅行中だったのでよく覚えています。
その結果、80年代になりますと、米国はこのイラ
ンとイラクを如何に安定させるか悩むわけです。結
果は私が二重宥和政策（デュアル・アピーズメント）
229
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と勝手に呼んでいる政策です。例えば、イランで人

な話です。去年の夏あたりからイランに対する疑惑

を見直してイスラーム革命を強化しようとしたのが改

るだろうと思います。ではアメリカは何をしたらいい

質が取られたためイラン側と取引しようとして失敗

が高まります。今年の1月にはイラン大統領が「核研

革派だったわけです。

かですが、これが悩ましいところであります。

したのがイランコントラ事件でありました。また、イラ

究は続ける、後戻りしない」
と言い始めたころから、

ン・イラク戦争後半にはイランが優勢となったため、

更に 状 況 がおかしくなってまいりました。2月の

インフレ率が非常に高い。毎年100万の若者が労

恐れずに言いますと、彼は戦前の日本の革新官僚、

今度は逆に対イラク支援をやったりするわけです。

IAEAの決議で安保理に付託をする。安保理はと

働市場に入ってくるのに仕事はない。こういった状

もしくは青年将校のような人だと思っています。地

実際に1983、1984年ころ、すでにアメリカのヘリコ

りあえず議長声明を出す。これが今年の前半の動

況をどうやって直すかということでございます。残

方で生まれ農民として育ち田舎にいたイランの若

プターをイラクが買うという動きが出てきて、それが

きであります。

念ながら改革派にはその力がなかったため、国民

者が成人する頃、イスラーム革命が起きた。その若

の信頼を失います。そのような状況で出てきたの

者が都に行ってみたら、驚くなかれ、既存の宗教

がアフマディーネジャード大統領なのです。

勢力も政治家も、みんな堕落、腐敗している。イス

実際に対イラン戦争に使われました。しかし、この

80年代の宥和政策は見事に失敗しました。

えばイランの革命防衛隊は「こんなに立派なミサイ

イランの新大統領について一言。あえて誤解を

続いて 90 年代。クリントンの時代は二重封じ込

ルができたぞ」
とか、
「新型の水中ミサイルができた

これは私個人の意見であって、イランがそう考え

め政策（デュアル・アピーズメント）でした。イラン、イ

ぞ」
と宣伝する。それに対してアメリカは「そんなこ

ているという確証はないのですが、私がもしイランの

ラクどちらをアピーズしてもだめだ。だから両方とも

とを言うなら核攻撃するぞ」
という話をメディアにリ

指導者であればどう考えるだろうか。恐らくイランの

封じ込めるんだということでした。

ークする。でもどちらも大した話ではありません。単

強硬派は「インドもパキスタンも核兵器を作ったけど、

らが貧困を打破し社会正義を実現するためにナシ

なるジャブの応酬でして、本気でやるとは思ってお

結局認められたじゃないか、持ったじゃないか。サッ

ョナリズムを利用して対外的な冒険主義をやるとい

りません。

ダームには核がなかったから戦争になったけれど、

う、どこかで聞いたことのある話が、形を変えてイラ

イラクについて言えば、クウェートを侵攻した際に
戦争をして、安保理決議による厳しい制裁を課す。

ラーム革命で目指した社会正義はどこへ行ったの
かということですね。
私はこの点を非常に心配いたしております。彼

イランの場合戦争はできませんから、アメリカの国

イランは 4月にナタンズの施設で濃縮ウランの製

北朝鮮は核を持っているから攻撃されなかったの

ンで起きている可能性があるというのが、私の仮説

内法で対イラン制裁をおこなった。この二重封じ込

造を始め、いまの段階では、安保理常任理事国と

だ。だったら核は持った方が良い。作ってしまった

でございます。もちろんこの仮説は外れてくれるの

め政策ですが、イラン、イラクのような産油国に制

ドイツで対イラン制裁決議案を協議中、イラン側は

方が勝ちでしょう。どうせ世界は認めざるを得ない。

が一番いいのですが…。

裁を課しても成功するはずはありません。彼らには

相変わらず同じ反応をしている状況です。

アメリカはいまイラクで忙しい、ロシア、中国は何とで

今は不敬罪という言葉はないので言いたいこと

もなるし、欧州もちょろいもんだ、今天はイランに味

を言わせていただきますが、ある意味でハメネイ最

方している」
と考えているかもしれない。

高指導者は「昭和天皇」で、ホメイニは「明治天皇」

石油収入という強力な武器があります。結局この
政策も失敗いたします。

イランについては、国内状況をまず理解しなけれ
ばなりません。1997年、ちょうど私が中東二課長だ

そうなると、要するにアピーズしてもだめ。コンテ

ったころですが、ハータミー大統領が当選します。こ

今は交渉をできるだけ続ければいい。交渉で成

なのです。
「イスラーム革命」維新で新しい体制をつ

インしてもだめ。何をやってもだめ。それじゃあ臭い

の人は改革派で、もしかしたらイランを変えるかもし

果が上がれば良いし、だめだったら交渉のための

くりました。ところが実際には、いろんな人がいろん

匂いは元から絶たなければだめだということで、民

れないと思って、私も大いに期待をいたしました。

交渉を続けばいいんだ。続く限り核の開発はでき

な試みをしたけれどもどうしてもうまくいかない。そ

主化するんだ、体制を変更するんだ、となっていく。

当時は改革派が優勢でした。更に2000年の選

る。こんな発想で考えている可能性があります。イ

こに青年将校が社会正義を掲げて登場してくる。

このような発想はネオコンの人たちだけではなく、

挙では国会でも改革派が増えまして、何となくこの

ランの指導者が全員こう考えていると思っていただ

ハメネイは国内政治のバランスの上に乗っているの

他の多くの人々が持っていたフラストでした。この

時期にイランが本当に変わるんじゃないかと期待

いては困りますが、一部にこういう考えを真剣に抱

で、決められないのです。下手に決めたらこの血

政策、
初めは一見うまく行きそうな感じがしましたが、

し、みんな必死で考えて様々な働きかけを試みた

いている人たちがいると私は思っています。

の気の多い人たちにいつ寝首をかかれるかもわか

今は違います。私は米国が墓穴を掘ったとまでは

時期でもございました。

言いませんが、非常に危険な状況に入りつつある
ような気がしてならないわけであります。
続いてイランの情勢を見ていきましょう。これま
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これに対してイランは、常に力で反発します。例

石油収入は確かにある程度ありますが、失業率、

安保理制裁決議について言えば、たいした効果

りませんし、場合によってはアメリカとの関係が目茶

ところが、最近では改革派の流れはほとんど消

のあるものはできないでしょう。最終的な武力行使

目茶になりかねないということで、彼らは非常に悩

え失せ、国会も政府もほとんどが強硬派に取って代

は勿論、効果的内容を含む制裁決議ができる可能

んでおると思います。

わられました。何故こんなことが起きたのでしょうか。

性は低いと思っています。EU 連合では実際に金

アフマディーネジャード大統領自身には、核問題

での経緯はみなさんご存じだと思いますが、簡単

2005年のイランをご説明します。今も恐らく同じ

融制裁の一部が自主的に動き始めており、ある程

の最終的な決断をする権限はないと思います。あ

におさらいします。2002年に秘密の核開発計画が

だと思いますが、もともとイラン・イスラーム共和制で

度の効果はあるかもしれませんが、有志連合の制

くまでもハメネイがどのように動くかにかかっている

ばれてしまい、その後イギリス、フランス、ドイツが交

は統制経済をやっていた。国営企業を使ってばら

裁にも限界があります。イランを攻撃をしても何の

と思いますけれども、今の状況を見る限りでは、な

渉をしてイランと合意に達する。ところが、実際には

まき政策をやっていたわけです。ところが、そのよ

成果もないでしょうし、世界中のシーア派が騒ぐだ

かなか大胆な妥協はできないような気がします。こ

イランはその合意を守らない。どこかで聞いたよう

うな政策が行き詰まるのはあたりまえの話で、これ

けです。対イラン武力攻撃は恐らく無謀なことにな

れが私の一番の懸念でございます。
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続いて焦点となっているイランの核施設でありま

体制の自由民主党だと思っております。いろんな

法令ができないと外国投資は来ません。イラク側

けましょう。でも、ちょっと待ってください。給料はい

すが、最も有名なのがナタンズです。インターネット

派閥があって纏まらない。ごちゃごちゃはしている

は 12月までにできると言っていますけれど、どうで

。ほう。い
くらですか。
「給料は月1千ドルあげます」

の公開資料で取ったものは解像度が低いのでちょ

のだが、党を割ったら彼らの利益は一斉に失われ

しょうか。うまくいくでしょうか。これは非常に大事

ま月70ドルだから、1千ドルあれば私の一族郎党は

っと見にくいですけれども、このナタンズの施設を

る。現在のイラクの政治家たちの多くは元亡命者

なポイントだと思っています。

何とか食えるぞ。でも、まだまだ油断できません。

写した衛星写真を見ると一部濃い黒の影が見えま

でイラク国内の政治的基盤はまだ弱い、彼らがこ

最後に指摘したいことは、イラク国民の多くが

その次の私の質問は、
「それではボディーガード

す。普通のところはそんなに影がないのですが、一

のシステムを壊せば、彼ら自身の政治生命も終わる

「引き続き潮目を見ている」
ということです。ここで

は何人いるのでしょうか」です。
「あ、ボディーガード

部では四角形の非常に黒い帯があり、そこに囲ま

のです。その意味で、自民党的なコップの中の嵐

イラクのことをこんなに単純化していいのかどうか

はありません」
。ボディーガードゼロで月1千ドルであ

れた部分には多くの点が見えます。私は衛星写真

はあっても、国自体が割れるかどうかという点につ

わかりませんけれども、私がもしイラク人であるとし

れば私は「残念ですが、またぜひお声をかけて下

解析の専門家ではないですけれども、誰が考えて

いては、私はあまり悲観しておりません。

たら、どういう人生を送ったかという話をして、この

さい。今回はちょっと申しわけないのですが」
と言

もこれはカスケードでしょうね。そして四辺が厚く黒

実際に、シーア派、クルド、スンナ派に割り当てら

いということは、ずっと深く掘られているということ

れた閣僚のポストの数は国会の議席に非常にうま

でしょうね。ということは、ものすごく深い地下にこ

って断る。

例えば、仮に私が 1953 年に生まれ、バグダッド

なぜなら、次官になった 2 週間後には必ず暗殺

く合ったものです。ひと昔前の自民党であれば、

大学を優秀な成績で卒業したとしましょう。理科系

されるだろうからです。その次の日に今度は昔の内

の施設がつくられていた。これは1年半ぐらい前に

竹下さんが一番得意だった派閥均衡の内閣ができ

だったら皆石油省に行くのですが、私は文科系で

務省の仲間から連絡がある。彼らはみんな抵抗勢

撮影された写真でございます。

ているのです。その意味で、彼らの政治的手法は

すから内務省に行く。内務省に行っても、私はサッ

力となり、毎日華々しく活動している人たちです。

それが今年の2月の写真を見ると、この部分はも

稚拙だというわけでは必ずしもないのです。この国

ダーム嫌いですから、バース党には入りません。た

「今度、何とか県の何とか村の警察署をみんなで

う埋まってしまいました。深く作った施設の上部は

を三つの地域に分割したら大混乱に陥ることは間

だ内務省でもバース党員が幅を利かせていますか

襲うんだけども、おまえは出向したことがあっただろ

きれいに整地されて、真っ平らになっているという

違いありません。

ら、彼らとは仲良くして、何となくとんとん拍子で出

う。見取り図をくれないか。昔のよしみで・・・」
、こ

世をする。

う聞かれます。
「いや、そんなことを言われても私は、

ことです。

今後の見通しですが、まず悲しい現実は、アメリ

ここをどうやって攻撃をするのでしょうか。核兵

カが即時撤退すれば、本当の意味で内戦になると

戦争の前にようやくある局の幹部になって、これ

抵抗勢力の方々とはお付き合いできません」
と一

器でも簡単には壊せないかもしれないというのが

思います。これはもう、みなさん異論はないと思い

から局長になれるかと思っていた矢先に、アメリカ

応断ります。しかし、先方が「そうか。でも1枚500ド

実体だと私は思っています。

ます。じゃあ駐留を続ければいいかというと、駐留

がイラクを攻撃する。サダム・フセインの取り巻きは

ル払うぞ」
と言った途端、
「どうぞ、差し上げます」
と

するかぎりテロは続きます。

全部いなくなる。
「やった、さあ、これで私は次官だ」

私は言うでしょう。

湾岸のシーア派についてお話します。ちなみに
私はシーア派がすべて悪いと言っている訳ではあ

先ほど申しあげたように、今米国は小さな政府

と思っていたら、同僚から
「あいつはバース党のイ

なぜ500ドルで手を打つか、それはカネが欲しい

りません。さて実際に湾岸地域の人口分布を見ま

志向ですから、米軍は絶対的な兵力不足です。さ

ヌだった」
と告げ口され、私は失脚いたします。仕

からです。一族郎党を守るためです。また、今のイ

すと、シーア派がイランで総人口の8割、バハレーン

らにはイラク国内の治安部隊自身も、相当いい加

方がないので、田舎に帰って傘貼りでもやりながら、

ラクの警察には私を逮捕する能力はありません。

は 7 割ぐらいです。勿論レバノンにも、イラクにもい

減なものです。

月70ドルぐらいでひもじい生活をするわけです。な

暗殺されることもありません。現在のイラク人庶民

る。ここで何が言いたいのかと言うと、イランが本

三つ目に指摘できますのは、そうは言っても2003

ぜか。それはサダム・フセインに擦寄ったのも、いま

の生活の発想はここにあると思っています。だから

気でアメリカにけんかを売ろうと思ったら、いろいろ

年の戦争直後に比べたら、徐々にですが政府はで

田舎に帰ったのも、すべて私が守らなければなら

米軍は難なくバグダッドまで行けたのです。

手があるということをちょっとお知らせしたかったの

きあがりつつあり、そしてそのなかで一応、曲がりな

ない人たちを守るためだからです。私の妻であり、

です。それでは、あと20分ほど時間がありますので、

りにも民主的なシステムで選ばれた政治エリートが

子であり、両親であり、一族郎党を外敵から守るた

のが間違いだったという人がいます。これは大嘘

イラクとレバノンの話を簡単にいたしましょう。

育ちつつある。これは間違いありません。

めにイラク人はこの数千年間ずっと生きてきました。

で、イラクのことを知らない人の意見です。イラクの

彼らにとっては、
ある日サダム・フセインがやって来て、

兵隊はアメリカが攻めてきたら、サッダームなんか守

そして去り、代わりに米軍が来ただけなのです。

るつもりはないのです。だからみんな自宅に帰った

まずイラクでありますが、国内の政治プロセスは

したがって現在イラクは、今後この政治エリート

一応2006年の5月までは何とか、騙し騙し進んでき

たちの知恵が勝るか、それとも現実が先に自壊作

たのであります。当時はまだアメリカも最後の元気

業を始めるのかの瀬戸際に近づいているのだと

が出ていたころであります。しかしながら、その後は

思います。

だめでした。
私は現在のイラク政府は、簡単にいえば、55 年
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「潮目」のご説明をします。

浪人中の私にある日、大統領府もしくは首相府か

CPAが、もしくは米国がイラクの軍隊を解体した

のです。なぜならば自宅には、自分が守らなけれ

ら電話があります。
「内務次官のポストが空いてい

ばいけない一族郎党がいるからです。と言うことは、

もう一つ大事なことは、
「石油ガス法」等の重要

るんだけどやりませんか」
。内務次官といえば、公

米軍が入ってきた時点で、イラクの軍隊は蒸発した

法案がまだ出来ていないことです。このような重要

邸連絡調整官よりは良いかもしれない。じゃあ、受

のです。解体される遥か前に。
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それとまったく同じことが、いまも実は起きてい

失敗と同じように、兵力を充分に使えなかった、も

これに関連して
「徹夜マージャン」
の話をしましょう。

しくは使わなかった、もしくは兵力の投入のタイミン

徹夜マージャンというのは、皆さんの中でもやったこ

ラブには人一倍の愛着があるつもりですが、それ

グを間違えまして、ヒズボラに勝てなかったんです。

とのない人が殆どかもしれませんので、若干説明が

なのか損なのかだけを考える。そしていまはまだ

にしてもアラブ側が1947年から１回も正しい政治判

ヒズボラに勝てないということはヒズボラの勝ちで

必要かもしれません。マージャンというゲームは実は

「損」なのです。少なくとも多くのイラク人は怖いの

断をしなかったということも、これまた厳粛なる事実

す。ここで第1ラウンドが終わり、10月１日にとりあえ

何回もやるんです。4 人でやるんですが、必ず一人

ですよね。情けないというか、もっと早く手を打っ

ずイスラエルが南部レバノンから撤退をしたという

か二人が勝って、一人か二人が負けるのです。場

ていれば、こんなに深い傷を負わなくても良かった

状況であります。

合によっては一人が大負けをするわけです。

ます。今あの弱いイラク政府に協力することが、本

私はアラビア語の専門家の端くれですから、ア

当に私にとって、そして私の一族郎党にとって、得

です。だから新政府に完全には乗り切れない。
こうした状態がもう2年も続いています。果たして
強い政府ができるかどうか、私にはわかりません。し

のにというのが私の印象であります。

最後に、いまの中東情勢をどうやって見ていくか

大負けをした人は勝ちたいです。夜中の 2 時に

かし、最大の障害はイラク人庶民の生活態度だと

イスラエルは今も西岸地域にどんどん入植地を

をお話します。第一はやはりアメリカとイランとの対

なって大負けする人は、
「もう１回やろう」
と言う。今

思っています。それが悪いと申しあげているのでは

増やしております。これがいいか悪いか私には言

立軸をしっかり押さえるべきだと思います。大胆な

度やったら勝てると思うから、
「もう１回やろう」
と必

ありません。彼らの人生のなか優先順位を考えた場

えませんけれども、実際にイスラエルは入植地を守

言い方で、学問的な裏付けはないのかもしれませ

ず言うわけです。勝った方は「もう2時だから早く帰

合に、いま起きていることは、実はイラク庶民の非常

る形で壁をつくっていくのです。まだ全部できてい

んけれど、アメリカのリーダーは1978年から米・イラ

ろう」
と思います。勝ち逃げです。しかし一人でもう

に合理的な選択であるということであります。

るわけではありませんが、1967 年のグリーンライン

ン冷戦が28年続いていると思っているのではない

と
るさい人がいて、
「もう1回やろう。もう1回やろう」

からはるかに西岸に入った地域で壁を作り、西岸

でしょうか。また、イラクについて言えば、1991年の

言うと、しようがないからずるずると徹夜マージャン

地域を完全に遮断しようとしているのです。

戦争以来、15年間の米・イラク戦争に今回ようやく

になるわけです。

さて、最後にあと7分ありますので、パレスチナの
話を簡単にいたします。
まずパレスチナ問題の起源ですが、みなさんご

1947年、67年、73年などの段階でアラブ側が政

終止符を打ったということでしょう。したがって、米

今のレバノンもこれと全く同じです。第一ラウンド

存じだと思いますが、簡単に触れます。1947年に

治的妥協をすべきだったかどうかは難しい判断です

国の優先順位は当然のことながらイランになってい

ではヒズボナが勝っていますから、ヒズボラはこれ

国連の分割決議ができたころは、アラブ側はパレス

が、残念ながら実際のパレスチナの為政者、リーダ

く。そしてイランに圧力をかけようと努力するわけで

で止めたいんです。やめて少し静かにしていたい

チナの領土のけっこういいところが割り当てられて

ーたちがやってきたことは、典型的なアラブの腐敗

すが、アメリカのやり方は次第に行き詰まっていく。

のですが、イスラエルは本当はもう一回やりたいは

いたのです。この 1947 年の段階で政治的妥協が

した政治でありました。それに対する反発がハマス

これに対しイランは、あるときはレバノン、あるとき

ずです。やりたいんだけれど、やる大義名分もない

できれば、実はパレスチナの半分は、パレスチナ国

の台頭を生んだわけですけれども、アラブ側がこう

はイラク、あるときはナタンズと、手を変え品を変え

し、やってもまた失敗するかもしれない。国内では

家としてアラブの手に落ちたはずであります。

した腐敗を続ける限り、いつまでたってもイスラエル

攻勢に出ているのだと思います。イランは強気のま

オルマート首相の評判が非常に悪いですから、簡

にやられてしまう。非常に悲しい話でございます。

まもう少し進むでしょう。勿論、米国の中間選挙の

単にはできないという状況でありますが、決してレ

ところが、当然イスラエルは独立を目指し、1949
年には戦争が始まり、周辺アラブ諸国はこれに介

さて、最後にレバノンの話をちょっとだけいたし

影響も当然あるでしょう。これはイラクだけではなく

バノンは、これで終わったわけではないと思ってお

入します。この戦争後の休戦協定の結果、パレス

ます。今年の夏、特に 7月を中心におこなわれた、

て、イランの問題、北朝鮮の問題も全部含めて、一

ります、残念ながら。

チナ側は更に領土を取られてしまい、結局西岸と

イスラエルに対するパレスチナ人とレバノンのヒズ

定の影響があると思います。

ガザが残った。これがいまの原型でございます。

ボラ攻撃は、やはり核疑惑を巡るイランとアメリカの

更にアラブには冷たい言い方ですが、ヨルダン
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領されてしまうのです。

対立と密接な関係があると考えるべきなのでしょう。

次にレバノンですが、先ほど申しあげたように、

イラクでは回復しない治安が問題で、イランの影
響力も増えております。しかし、実際にはイラク人は

第１ラウンドはヒズボラが勝ったのです。じゃあこれ

イラン人が嫌いだと思います。シーア派かどうかと

を含むアラブ諸国はパレスチナ人を本気で支援な

これはイランからすれば、
「アメリカさんよ、あまり

で終わりかというと、そうではない。新聞等では

いうのはそれほど大きな要因ではありません。もし

んか全然していないんです。その証拠に1950年に

調子に乗らないでください。あなたが中東に大事な

米・イランの代理戦争かと報じられていますが、代

シーア派同士の絆の方が、イラク、イラン、アラブ、

はヨルダンが西岸地区を併合いたします。その後

権益を沢山持っていることを私たちはみんな知っ

理戦争というのは、少なくとも民法上は「自己に変

ペルシャの民族的絆よりも強いのであれば、1982

1967年にはその西岸を六日戦争で全部取られてし

ているんですよ。その気になれば私たちは米国の

わって他人が自己の戦争行為をする」わけですね。

年にとっくにイラクはイランに併合されていたと思い

まうわけです。シナイ半島も取られてしまうし、ガザ

権益を脅かすことだってできるんですよ」
というメッ

しかし、レバノン、ヒズボラ、イスラエルはそれぞれ

ます。それが起きなかったということは、やはりイラ

も、さらにはゴラン高原まで取られてしまう。

セージだと私は思います。

アメリカの代理、もしくはイランの代理だけではなく

クの南部のシーア派が決して全員親イランではな
いということであります。

1980年のエジプト・イスラエル平和条約で、よう

イスラエルはヒズボラの攻撃の裏にイランがいる

て、自分たちの生存そのものを賭けて戦っていま

やくシナイ半島は返ってまいりますけれども、2000

ことを十分承知した上で、準備を整えてヒズボラを

すので、あまり代理戦争という言い方はすべきでは

年以降は、ビズボラの拠点がある南レバノンまで占

やっつけに行ったのですが、イラクでのアメリカの

ないと思います。

最後、安保理であります。ロシアと中国はとにかく、
アメリカさんのお手並み拝見ということでしょう。今月
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日本は議長国でありますので、どういうかたちでイラン

策のなかで引き続き残っていく可能性が非常に高

とアメリカの間で役割を果たしていくのかわかりませ

いと思っています。

んが、それは日本政府が考えることであります。

ですから、ネオコンの人々はこれから消え去るか
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むしろ私は米国の中東政策の方が気になりま

も知れないけれども、ネオコン的な考え方というも

す。最初に申しあげた通り、アメリカ国内で、ネオコ

のは必ずどこかに残る。そしてそれが、先ほど申し

ン的な人、ネオコンと言われるような人々が、これ

あげたように、ジャクソンニアンやリベラルインターナ

からも従来のような政治的な力を発揮できるとは思

ショナルといったレッテル張りとは違う形で、現実の

っていません。彼らの中にはもう賞味期限が切れ

状況に応じて、どこかに残っていく可能性が非常に

た人が相当多いと思います。

高いと思っています。その意味では、アメリカ外交

今日はアメリカという国がというよりも、アメリカが

horror of 9 ･ 11, we've learned a great deal

政策の将来はバラ色ではなく、決して楽観視でき

やっている対テロ戦争がどういう風に見られている

about the enemy. We have learned that they

る状況にはないと思います。

のか、特に東南アジアから見た対テロ戦争を整理

are evil”。ここでまた、悪であるというのが出てきます。

しかし、国際政治の世界で戦略的なレベルでア
メリカに挑戦できる国がなくなった現在、私はやっ
ぱり宗教的な感覚というものが、アメリカの外交政

政策研究大学院大学助教授

河野

してお話させていただいてご批判いただきたいと
いうのが私の役目ではないかと思います。

どんな人たちのことを悪と言っているのかという
と、“a global network of extremists who are

まず、ブッシュ大統領のロジック
「対テロ戦争のロ

driven by a perverted vision of Islam”。ここで

ジック」ですが、私は最初ブッシュ大統領の“ War

イスラームがぽんと入って来て、これは“ a totali-

on Terror”という言葉を聞いたときに、ああアメリカ

tarian ideology that hates freedom”。自由を嫌

らしいなと思いました。“ War on Drug ”だとか

いであるという、全体主義的なイデオロギーである

“War on Guns”とかですね、ほんとうにこういうフ

というふうに始めるわけです。

レーズが政治に使われるのがアメリカだなと思った

この悪たちにどんな人がいたのかという名前も

ら、日本語の翻訳を見たら
「戦争」
になっていました。

出てきて、“Khalid Sheik Mohammed”と出てき

アメリカはあまりそういう気持ちで言っていたのでは

ます。そして、“One of the strongest weapons in

ないんじゃないかという印象が最初はあったので

our arsenal, ” アメリカの武器というのは、“ the

すが、その後の経過を見ると、ほんとうに戦争にな

power of freedom ”で、ここから“ This struggle

ってしまって、戦うんだ、徹底的に戦うんだというこ

has been called a clash of civilizations”という

とが、2001年からどんどん続いています。

ふうに言われているというが、“ In truth, it is a

今年は9･11連続テロ事件の5年目ということなの

struggle for civilization.”と繋げます。これは文

で、さてブッシュ大統領が何を言うかなと、期待をし

明の対決だと言うけれど、正しい文明のために俺

て見ておりましたら、9 ･ 11 の夜に、“ The Fifth

たちは戦っているというふうに言います。ただ重要

Anniversary of September Eleven”と題してスピ

な問題は、どれだけ戦えばいいのか、そして戦争

ーチをしました(The President’s Address to the

はやはり終わらせなければいけませんから、今後

Nation, September 11, 2006)。みなさんもお読

どうなるのかというところに来ると、ブッシュ大統領

みになっていると思いますけれども、リフレッシュと

は、“ We are now in the early hours of this

いうことで、ここで紹介します。

struggle between tyranny and freedom.”。

ちょっと飛ばしていきますけれども、“ Today, we
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毅

これで“tyranny”。専制主義だという言葉が出

are safer, but we are not yet safe”から始まって、

て来て、これは実は、ウサーマ・ビン・ラーディンが言

“On 9･11, our nation saw the face of evil”。もう

っていることとそっくりで、ウサーマ・ビン・ラーディン

悪がわれわれの敵であると始めます。“ Since the

と決めつけて
も彼の戦いは「tyrannyとの戦いだ」
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いるわけです。そして、この戦いは、ブッシュ大統領

Quarterlyのエディターがアメリカのワシントンにいる

世界中に影響を及ぼしている。では、東南アジア

って、多数派は多数派なりに落ち着くのですが、少

にとっては“early hours”、始まったばかりです。で

政策の中心になる人々、例えばFBIのスポークスマ

ではいったいどうなってしまったのかということで、

数派は少数派で「俺たちはマイノリティだ」
というわ

はいつこの戦争は終わるのでしょうか。

（米国連邦捜査局）
のカウンター・テロリ
ンとか、FBI

説明させていただきたいと思います。東南アジア

けで、将来不安だというところもある一方、それを

それで、彼は何かいい例がないかと探し、フラン

ズム・ナショナル・セキュリティ・ブランチのヘッドと

は東南アジアで、それなりの自分たちの生活があ

利用して特別な扱いをしてもらうとか、いろんな立

クリン・ルーズベルト大統領を出します。“ When

か、上院議員、下院議員に、
「スンナ派とシーア派

りますので、やはり東南アジアなりに解釈をしてい

場が出てきます。

Franklin Roosevelt vowed to defeat two ene-

の違いを知っていますか」
と聞いた記事があります

るようです。

mies across two oceans, he could not have

ので、紹介します。

foreseen D-Day and Iwo Jima. But he would

レーシア、フィリピンはアメリカをどう見ているかにつ

そのなかで、FBI の安全保障担当官にスンナ派

いっぱいおりまして、このような時代のせいでムスリ

とシーア派の違いを聞きました。答えは、“Yes sure.

ムというのは、いろんな意味でターゲットになってい

ルーズベルトで足りないからトルーマン大統領が出

It's right to know the difference. It's impor-

ますので、東南アジアはやはり、見てしっかり理解

外交的な側面というと、圧倒的多数派であるムスリ

てきます。“ When Harry Truman promised

tant to know who your targets are.”というふう

しておくべきがあるのではないかと思います。

ムの感情に配慮しなければいけなかった外交だっ

American support for free peoples resisting

に前置きして、“ The basics goes back to their

また、日本に近いというとこで、中国が台頭して

たと思います。その結果、テロ対策がちょっと遅れ

Soviet aggression, he could not have foreseen

beliefs and who they are following, and the

いるなかで、東南アジアと仲よくしておくというのは、

てしまった。9･11当時はメガワティ大統領でしたが、

the rise of the Berlin Wall - but he would not

conflicts between the Sunnis and the Shia

日本にとっても非常に重要なことですから、これま

メガワティ大統領は、9･11が起こる以前から訪米の

have been surprised to see it brought down.”

and the difference between who they are fol-

で以上に東南アジアと仲よくしなければいけない

予定がすでに入っておりまして、アメリカに公式訪問

この対テロ戦争は、50年間続いてもぜんぜん不思議

lowing.”と意味不明の答えなので、もう1回聞き直

と思います。安部さんが11月のベトナム訪問と、12

で行くということで思っていたところが、ああいう事

はないというふうに、ブッシュ大統領は言っています。

すわけです。で、イランとヒズボラはスンナとシーア

月のフィリピンの訪問で何を言うかよく知りませんけ

件が起きてしまった。

では、この戦争というのは、どういうふうにやられ

のどちらですか、と聞いたら、
「スンナ」
という答えが

れども、日本にとっては重要な地域ですということ

て いるかということで す が、最 近 の The New

返ってきた。これは間違い。じゃあアル・カーイダは

だけは最初に申しあげておきたいと。

という雑誌
Yorker（Issue of September 11, 2006）

と聞いたら、スンナという。これは当たっていた。

not have been surprised at the outcome.”

レジュメ2 の「ムスリムの置かれた立場」ですが、

いてお話をさせていただきます。
インドネシアというのは、どういう反応をしたか。

当時のアメリカの大使がぜひ行ってほしい、一番
ムスリムが多い国として、ちゃんとブッシュ大統領と
握手をしてほしい。そのかわりお土産はあげます、

にジョージ・パッカーというこの戦争をカバーしてい

次にテリー・エベレット下院議員で下院情報委員

東南アジアにはムスリムが意外とたくさんいるという

というふうに説得するとメガワティ大統領は予定通

るジャーナリストがインタビューをされている記事が

会の副委員長という要職に就く議員に同様の質問

ことでございます。東南アジアの一番大国インドネ

り公式訪問をし、9 ･ 11 のテロを強く非難する声明

あります。彼の言い分は、この戦争が戦われてい

をしました。彼の答えは、“One’s in one location,

シアにはもう1 億8 千万人程度のムスリムがいます。

を出しました。

る状況というのは“No unwelcome information

another’s in another location. No, to be hon-

マレーシアではムスリムはほぼ多数派。フィリピンは

だが、だからと言って、何をするわけでもなかっ

reaches the president, that it is generally

est with you, I don’t know. I thought it was

圧倒的小数派で、そのあと各国でムスリムは圧倒

た。とにかく
「非難します。非難します」
ということを、

stopped at his door by people from the Vice-

differences in their religion, different families

的少数派ですが居住しています。

あちこちで言い続けました。一方、メガワティ大統領

President’s office or by his immediate staff.

or something.” 次はジョーアン・デイビス下院議員

ただ、少数派でありながら、例えばフィリピンの

には、イスラーム系の政党から出た副大統領がいま

It's something I hear over and over again.”で

（米国中央情報部）の仕事を監督する立場
で CIA

430万人というのは非常に大きな数で、同様にタイ

して、ハムザ・ハズという副大統領でしたが、この副

す。何を言っても、ブッシュ大統領のところへ不愉

にある人です。質問されたら、“Do I？ You know, I

の 300 万人というのは非常に大きな数です。特に

大統領はすかさず、この9･11テロというのは、アメ

快な情報は行かないわけです。それも副大統領の

should. It's a difference in their fundamental

地域的に集まって生活している地域があり、都市

リカのこれまでの罪の洗浄である、やっとこれまで

オフィスが止めている。イラクがめちゃくちゃになろ

religious beliefs. The Sunnis are more radical

部以外では地域に集中して生活しています。地政

のアメリカの罪が帳消しになる、と発言して、これが

うがそんな情報は大統領のもとへ行かない。もうた

than the Shia. Or vice versa. But I think it’s

学上、例えばマラッカ海峡へ行くときに、ムスリムの

新聞にも出て、非常に多くの世論がそれに賛成し

いへんな状況です。

the Sunnis who ’ re more radical than the

反米感情が暴力的になってくると非常に困ります。

てしまっていたという事態があります。

では、ブッシュ大統領だけ無知なのかというと、

Shia.”と答えたそうです。アメリカが無茶苦茶に見え

そういう意味で、戦略的にも見ておかなければい

そうでも無いようです。最近のNew York Timesの、

てきます。大統領には情報が届かないし、この大統

けない地域が非常に多々あります。

日本でヘラルドに出ていましたけど(October 17,

領は対テロ戦争は冷戦と同じ構造だと思っている。

2006) 、ジェフ・ステインというCongressional
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東南アジアに実は、ムスリム
（イスラーム教徒）
が

次に、9 ･ 11 事件以降 5 年たってインドネシア、マ

こういうマインドセットで戦争をしているアメリカが、

圧倒的多数派で少数派であるというところは、ム
スリムにとり心理的に影響を及ぼす部分が相当あ

メガワティ大統領は訪米をし、アメリカから大きな
お土産をもらって、5 億 5 千万ドルの経済支援を約
束されました。9月19日にそのお土産をもらったので
すけれども、軍事的な話という形では出てこなくて、
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経済支援という大きなパッケージでした。訪米の際

策という名目があるので見て見ぬふりをしているの

いうのを利用して、国家の一体性を強化しようとす

んわかってきまして、どうもこのグループというのは、

には、メディアにもたくさん出て、ブッシュ大統領は

でしょう。

る方向があったとお話しました。ただ、テロリズム対

属人的でありますけれども、インドネシアの過激派の

大喜びで笑っているのですけれど、メガワティ大統

内政的には、インドネシアにとって 9 ･ 11というの

策を誰が主導するかで、軍と警察のあいだで棲み

メンバーであるジャマ・イスラミアのメンバーと何度も

領はちょっと不安な顔をしている写真もありました。

はいろんな意味でいいチャンスでもあったわけで

分けができておりませんで、その決着はまだついて

会っていたらしい、と当局は見ました。実際、ジャ

そのあと、ブッシュ大統領はインドネシアを訪問を

す。これは強い国家への再生を企むいいチャンス

いません。

マ・イスラミアの人たちに聞いてみると、この息子を

計画するのですが、ジャマ・イスラミアのテロがいっ

であったという意味です。9･11のおかげで「テロ」

次にマレーシアですが、9 ･ 11 が起こってから外

ぱ いあったので、なかなか 訪 問 できなかった。

という言葉が非常にインドネシアでもポピュラーにな

交的には、やはり多数派のムスリムに配慮しつつ、

2003年にやっと、インドネシアを訪問するのですけ

りまして、誰でも
「テロリスト」
とかと呼べば、何でも

イスラームということには言及せずに、犯罪対策とし

そういう理由で、マレーシアのマハティール首相は

れども、ジャカルタでは宿泊するのは危険でとんで

できるという風潮になってきました。この風潮の結

てテロ対策をどんどんやって行きました。マレーシ

いかにこの野党のPASというのがだめかというキャ

もないということでバリ島に行きました。

果一番被害を被ったのが、GAMと呼ばれるアチェ

アが強力にテロ対策ができた理由というのは、
「治

ンペーンを張り、議会選挙で圧勝します。そういう意

ところが、バリ島には4 時間いただけで、着陸し

の反乱軍でした。GAMが9･11のあと、インドネシア

安維持法」がまだあるということで、
「治安維持法」

味では、マレーシアの与党にとっては9･11は追い風

てすぐに海岸へ行って、そこで1億5千700万ドルの

陸軍の広報官に、GAMはテロリストである。あちこ

のおかげでマレーシアは政府に反対する勢力をこ

で、ありがたい9･11だったということだと思います。

教育支援のスピーチをしました。そのなかで、イスラ

ちで爆弾事件を起こしている。教会の爆弾事件を

れまで何度も簡単に拘束してきました。マレーシア

ーム学校の改革が必要だと発言してしまい、インド

起こしたのはGAM だ、と言われ、これを国民は支

は、半分は警察国家なわけです。

ネシア国民には非常に不評でした。支援額の1億5

持したのですが、あとで事件を調べてみたら実は

マレーシア人みたいな顔をして、レストランでラマダ

いいます。このフィリピンは9･11事件を機会に米国

千700万ドルも、USAIDジャカルタオフィスに送金さ

ジャマ・イスラミアのメンバーが主犯だったということ

ーン中に日中食事をしていますとIDチェックに来る人

と一体化してしまった。アロヨ大統領は9･11テロを

れたのですが、イスラーム学校改革としては使い道

もありました。

もいますし、半分警察国家のマレーシアでは、報道

強く非難し、国際的テロ対策への全面協力を即座

規制も非常に厳しくて、治安当局の内部で何が起

に表明しました。例えば、アメリカ軍がフィリピン領

こっているかというのが、私もよくわかりません。

域上空を通過してもいい、アメリカの海軍、空軍、

がありません。今では、1億5千700万ドルのイスラ

「テロリズム」
とか「テロリスト」
という言葉が、どん

ーム学校改革という、
「イスラーム」
という言葉すらも

どん一人歩きして行く。インドネシアという国が、地

すでになくなってしまっていて、
「一般教育支援」
と

方分権や地方の反乱でばらばらになっていたとき

いう名前で姿を変えています。私の友人にアジア

っていましたのでこれは確かなことだと思います。

フィリピンですけれども、フィリピンにも南部のミン
ナダオ島に、430万人の少数派がムスリムがいっぱ

9･11当時はマハティール首相なんですけども、9･

陸軍が軍事施設をもし利用したかったら、好きにや

に、
これは国家再生のいい機会であるということで、

11テロをものすごく非難しました。でもアメリカによ

ってください、と表明しました。この当時はイラク攻

財団ジャカルタ事務所の所長がいるのですが、彼

とにかく政府に反対する人たちはテロリストだとい

るアフガニスタン攻撃というのは否定する。
「あれは

撃が想定されているというのはあまりわかっていな

から、この金額の使い方を教えて、と聞かれたこと

う言い訳をしながら軍事攻勢をどんどんかけてい

ちょっとおかしい」
というふうに言います。米国と距

かったんですけど、アフガニスタンに部隊を派遣す

もありますし、彼自身もインドネシアの NGOなどあ

く。そういう名目で予算をどんどん取っていくという

離を置いたスタンスは、国内的には非常に受けが

るのでしたら、フィリピンの陸軍も一緒に行きましょ

ちこちに頼んでいるそうです。非常に大きな金額な

ことは、日本にも共通するところがある気がします。

いい。米国の経済支援というのは、マレーシアは受

うという意思表明をしています。

のでなかなか使い切れません。

インドネシアの一番東側のパプア州というのがあり

け取っておりませんので、そういう意味では、米国

では、米国の軍事援助についてですが、
「警察

ますけれど、そこの独立を目指して戦う人たちもテ

の支援に頼るインドネシアと非常に違う国です。

支援」
という名目で USAIDは法の規定があってそ

ロリストと呼ばれるようになってしまって、その人た

内政的にはマハティール首相というか与党にとっ

ーム系過激派一掃作戦を開始します。ミンダナオ島

れができません。ですからアメリカのFBI管轄の司

ちに対しては、何をしてもいいということが少しずつ

ては、これはまた政治的に素晴らしい機会で、野

の過激派一掃作戦にアドバイザーとしてアメリカ軍

法省が直接、インドネシアの警察の捜査能力の向

起こってきました。

という政党
党の汎マレーシア・イスラーム党（ PAS ）

が参加していきます。

の追い落としに利用します。この機会をつかんで、

アメリカ軍はこれはいい機会だということで、フィ
リピン政府の要請に応えたというかたちで、イスラ

上等々をするということを警察支援として、していま

みなさんご承知のように、いまアチェでは和平交渉

す。この支援の多くはテロ対策という目的で、資金

がある程度進んでうまくいっているのですが、それは

イスラームの教義を前面に出している野党をやっつ

すけれども、2003年にペンタゴンのペーパーがリー

を法務省のほうから出して、対テロ特殊部隊という

べつに9･11があって、陸軍が軍事攻勢をかけて何百

けてしまおうとし、これが大成功を納めます。

クされて、それによると、実はアドバイザーだけでは

のをインドネシアの警察と軍の精鋭部隊を一緒にし

人と殺した結果ではまったくなくて、ちょうど2004 年

一つは、汎マレーシア・イスラーム党の精神的指

て訓練しています。この特殊部隊というのは、誘拐

12月末に津波があったからで、津波がなかったらたぶ

導者の息子が、過激派のリーダーとして逮捕されて

や拷問など法律で禁止された手法も使うという問

んいまも、どんぱちをやっていたと思います。

しまっていました。この指導者の息子が所属してい

アメリカ政府は、同時にミンダナオ和平を支援し

た過激派のグループの実体が、9･11事件後どんど

ていきます。ミンダナオはいま、和平のちょうど瀬戸

題のある組織ですが、米国をはじめ各国はテロ対
240

知っています、マレーシアでよく会っていました、と言

内政的な側面で、このテロリスト、対テロリズムと

アドバイザーとして参加しているという名目なんで

なくて、実戦も参加していましたということが報道さ
れました。
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際です。もうすぐ日本の専門家もミンダナオ島に入

戦線はまず、9･11のすぐあとに何を言ったかという

リズムというか、新植民地主義の一つのかたちなん

な政権で、とても誇りには思えないというジレンマ

りますけれども、アメリカはもう9･11以降、ミンダナオ

と、
「ウサーマ・ビン・ラーディンと私たちは関係あり

だ」主張すると、感化されて出てきます。一般国民

があることです。

の支援にどんどん予算を増やして行きまして、ミンダ

ません」
と発言しました。やはりこの問題というのは、

の間で、非常にポピュラーな意見になっていきます。

イスラーム過激派に会って、理想とする国はどこ

ナオ島の経済開発のために、2005年予算だけで5

マイノリティであるムスリムにとっては、非常に風当

したがって、パレスチナ人による自爆などの暴力は、

ですか、と聞いたことがあるのですが、彼は一時悩

千600万ドル出しています。これはフィリピンで支援

たりが強い問題になると考えたのでしょうか。ウサ

パレスチナ人にとっては解放への戦いですので、

んでしまって、私が「サウジアラビアか」
と聞くと、
「う

している米国援助全体額の6割に達しておりまして、

ーマ・ビン・ラーディンとは、とにかく距離を置きます。

絶対にテロとは言えない。インドネシアのムスリムに

うん。ちょっとあれは王政でひどいし」
と答えました。

ミンダナオというのは、アメリカにとって非常にプラ

距離を置くことで、生き残りをしようというジェスチャ

とっても同様の解釈です。もしパレスチナの誰かが

彼は問い詰められると、
「ターリバーンかな」
と言い、

オリティが高いというのがわかります。

ーが見られました。

自爆をやったというと、
「あれはテロだ」
ということは

いまないターリバーンを「あれが理想かな」
と迷って

では、フィリピンは内政的には何をしたかというこ

さて、以上申しあげましたように、三つの国で外

ムスリムは言いません。同様にインドネシアで自爆

いました。基本的にはムスリム全体の共同体である

とですけれども、ミンダナオ紛争の解決へ追い風だ

交的な側面と内政的な側面というのがあって、や

テロがあったときに、反米の御旗を掲げれば、反植

ウンマを統一できないのが現実です。そういう非常

（イスラーム諸
と考えました。9･11事件の結果、OIC

はり東南アジア各国それぞれ、使えるところは使う、

民地主義の心理と重なって、同情してしまう。逆に

に大きな挫折感があって、もう行き場がない閉塞感

国会議）以外の国際社会の関与の道が開かれまし

使えないところは使わないという、わかりやすい反

言えば、米国と同調するというのは政治家やリーダ

がある。われわれはどうしたらいいんだろうと。フィ

た。9･11事件前までは、ムスリム国というのですか、

応をしてきたと思います。

ーにとって格好の悪いことなのです。

リピンやタイではマイノリティであるし、ムスリムとして

OICのメンバーの国が、このミンダナオ紛争の問題に

一方9･11のあと、アフガニスタンとイラクに対して

二つ目は、
「ムスリム的グローバル化ギャップ」
と

模範とするモデル国家は現代にはないし、9･11事

関与していたので、フィリピン政府としても、フィリピン

戦争をしてしまったアメリカに対するムスリムの感情

いうのがあると思います。二つ指摘したいと思いま

件がきっかけで、ムスリムは差別されているというこ

政府対ムスリムOICという対立のかたちで、難しい

というのはどうなのかというと、レジュメにも閉塞感

す。一つはやはり、アメリカ主導の資本主義の強力

とです。

舵取りを迫られていたわけです。そこで、米国がミン

と書きましたけれども、なかなか複雑なものがあっ

な進展に、乗り遅れてしまったという感情がありま

ダナオ和平に乗り出してきたということを見て焦るマ

て、ここで説明するには大きなチャレンジなんです

して、特にマイノリティの人たちというのは、グローバ

これは一般に広くほんとうによく知られていること

レーシアは、仲介に強く乗り出してきました。いまま

けれども、ちょっと努力してみます。

ル化の結果、生活が豊かになっているとは思えな

で、国連を無視していろんなことをやっている米国

い。例えばタイとフィリピンのムスリムは、自国の国

の中東政策には目に余るものがあります。イラク戦

民経済にも乗り遅れてしまっている。

争は決定的に汚点になってしまったのですけれど

三つ目は、
「アメリカの中東政策への怒り」です。

では OICがやっていたのですけれど、現在ではマ

一つ目はやはり、東南アジアには、
「反植民地主

レーシア政府としてミンダナオの問題にいろいろ仲介

義の誘惑」
というのが常にありまして、反植民地主

をして、有る程度の成功を収めています。

義であればどこか引かれるものが心のなかにある

私のよく知っているフィリピン・ムスリムの大学院

しかしながらミンダナオ紛争の根本的解決という

のです。反植民地主義とは外国の介入を嫌うとい

生がいますけれども、彼はマニラではほんと仕事

のは簡単にはできません。なぜかと申しますと、ミ

う意味ですが、反植民地主義というと、みんな、そ

がないのです。仕事を得るときに
「あなたの宗教は」

ンダナオの問題は土地問題ですから、土地問題を

うだ。そのとおりだ。われわれは植民地主義を脱

と履歴書に必ず書いてありますから、そこに「イスラ

すか、
「みんなでコンセンサスを取って何かしましょ

簡単に会議で決着させますよというのは、歴史上、

して、戦ってやっと解放されて独立した国なんだ、

ーム」
と書くと仕事がない。それはもう、一つのマイ

うというよりも、武器を持っている人が強いんです」

植民地主義時代か独裁主義でしかできなかったこ

というふうに思ってしまう。そういう大義名分がある

ノリティとしての、非常に不幸な部分だと思うんです

ということを、東南アジアのムスリムの人たちに見

とですので、いまのフィリピンでは簡単にはできま

とやはり、東南アジアのムスリムたちは賛成せざる

けれども、どんどん時代が変わっていって、グロー

せてしまったということだと思います。

せん。ましては外国が解決できる問題ではないと

を得ないということです。東南アジアの多くの国で

バル化も含めて、金融が発達し、お金持ちはお金

四つ目は、
「セサミ・ストリートでなくブリトニー」
と

思います。

は、反植民地主義というのは建国の基礎でありま

持ちになっていくということになっていって、それに

書きましたが、ムスリムがアメリカ文化を退廃の象徴

軍事的には、アロヨ大統領にとって9･11というの

すし、特に政治家やエリート、イスラームのリーダー

乗り遅れてしまったという現実がある。そのグロー

として考えているという問題を指摘しています。セ

は、過激派であるアブ・サヤフ・グループという危険

も含めてこれを主張することで愛国者を気取るわ

バル化のリーダーがアメリカだったということです。

サミ・ストリートは、ムスリムにも受け入れられやすい

なグループの一掃作戦に使えるいい機会でした。

けです。外国がわれわれの国に介入しているのは

「ムスリム的グローバル化ギャップ」の二つ目の点

アメリカの一つの文化ということで、去年ライス国務

フィリピンの海兵隊と陸軍をミンダナオに送って、一

許せないというのは、もう揺るがすことはできない

は、模範となるムスリム諸国というか、理想的な繁

長官が、ジャカルタを訪問したときに、
「セサミ・ストリ

掃作戦をいまもやっています。ミンダナオ紛争の問

大義名分であるということです。

栄したイスラーム国家というのが実はなくて、では中

ート・プログラムというのをやりましょう。アメリカのい

も、以前にも国連の決議を無視しており、米国の信
用を落としてしまっている。
これは別の言葉で言うと、力の論理というんで

題で、一番勢力が強い反政府軍であるモロ・イスラ

この反植民地主義の心理は、大国アメリカが何

東の国々というのはどんな国かというと、実はふた

い文化の一つのシンボルとして、セサミ・ストリートを

ーム解放戦線ですけれども、モロ・イスラーム解放

かをしようとすると、
「あれはアメリカのネオコロニア

を開けると、アメリカに支援された強権的で独裁的

通じて、英語をみなさんに学んでいただきたい。イ
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スラーム学校で英語教育の一つの支援のキーワー

ジアに基地をつくりたいために、対テロ戦争を始め

たちの主張を認めてもらいたいという方向にいまま

ク戦争が正しかったということになるとブッシュ大統

ドになればいい」
ということで、セサミ・ストリート・プ

た、というものです。対テロ戦争は、東南アジアに基

で向かっていたにもかかわらず、対テロ戦争のお

領は言いたいのでしょうが、そんなことに同意するよ

ログラムを始めました。

地を戻すいい機会だということで、現在ミンダナオに

かげで民主的な方法が尊重されないという危惧が

うな意見というのは、もちろん過激派内ではないし、

入ってきているのではないかとかいう陰謀説です。

強くあります。

さらに穏健なムスリムのあいだでもないし、このギャ

一般のムスリムから見ると、アメリカの文化という

そういうのがもう一般的に雑誌とかに出る。そういう

このような対テロ戦争の行き過ぎを危惧するリベ

批判されるのはやはりブリトニー・スピアーズなど、

一つの土壌があります。それがアメリカの対テロ戦争

ラルな知識人も、マレーシアにもいます。9 ･ 11 前ま

女性の肌が露出したイメージです。そのブリトニー

のイメージの一つで、それは非常に反植民地主義の

では、やっとマレーシアもの少しずつ雪解けというか、

のイメージが米国文化で、その結果、米国化イコー

誘惑とつながっている部分だと思います。

政治の自由化が進んだかと期待していた知識人も

まま突っ走ってもらって、東南アジアもさらに、過激

にアメリカはだいじょうぶなのかなと心配します。
あと二年ブッシュ大統領の任期があります。この

ル社会道徳の不在、米国化イコールグローバル化、

反米感情のなかのムスリム的グローバル化ギャッ

多くなってきたのですが、この対テロ戦争のおかげ

派が反米になるというのは明確ですが、普通の人

そして米国化イコール社会の退廃という理屈です。

プなんですけども、これは弱い者いじめの論理につ

で、平気で「治安維持法」適用がどんどんできるよう

たちもどんどんアメリカに対する信用を落としていく

同性愛を合法化したり、麻薬を合法化する動きが

ながっています。これは少々左翼的思想と関係があ

になってしまったと嘆くようになってしまいました。民

方向に向かっていくのではないかというふうになる

あったりと、これは主にヨーロッパの事例なんです

る部分なんですけども、グローバル化の結果、強い

主化の後退と言うのですか、そういうことを言ってい

のではないかと心配します。

けども、不完全な人間が法律をつくると、こういうひ

国による弱い国の経済的支配が起こっているので

る人たちもいます。そういう意味では、対テロ戦争と

そうなってきますとアメリカの同盟国である日本

どいことが起こってしまうと考えるイスラームのリーダ

はないかということで、強くない自分たちはグローバ

いうのは非常に迷惑なものです。これまで申しあげ

も、もし日米同盟だけに固執するとしたら、だんだん

ー達がいます。彼らに言わせると、こういう社会の

ル化に乗り遅れてますます弱くなっていると感じて

た四つの対テロ戦争の解釈というか、理解の仕方

クエスチョンマークが日本に投げかけられてきます。

退廃が合法化されるアメリカを将来待っているのは

います。その結果、一般感情として閉塞感が非常に

というのはこれまで説明した国々の他にもムスリムの

ウサーマ・ビン・ラーディン自身がいう議論と同じで、

地獄なんですよ、というわけです。その退廃する文

強いのです。従属理論の再来みたいなところがある

いる東南アジアではあると思います。

原爆をアメリカに落とされた日本が、なぜアメリカと

化の先端を走るのがアメリカですので、反米感情と

のですが、この部分は、反グローバル運動をするＮ

いうのはこの辺にもあると思います。

ＧＯの活動家達と共通しているところです。

では、東南アジアにとってのテロ対策は、彼らの
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ップの広さというのは恐ろしい気がします。ほんとう

のは本当は好きな部分もあるのでしょうけど、一番

(4)の最後の「対テロ戦争は既存国家への挑戦」

イメージのなかではどう捉えられているのでしょう

ですが、これは9･11以降少しずつ出てきて、2003

か。どうも反米という一般感情と、つながる部分が

年イラク以降だんだん出てきた、どうもインテリのあ

いくつも出てくると思います。ムスリムの目に見える

いだでの議論の一つです。これは反米感情という

対テロ戦争というのは、やはりアメリカの政治的影

ものには、あまり関係がないんですけれども、言わ

響力の拡大の一環として見られている感じがしま

んとするところは、対テロ戦争を続ければ続けるほ

す。彼らに言わせれば、対テロ戦争というのは、ア

ど、やっと民主化したインドネシアの民主化プロセ

メリカが自国の政治的な、特に戦略的な影響力を

スのスピードが落ちてしまう、もしかすると止まってし

拡大するために続けているんだということです。特

まうと心配する理屈です。

にフィリピンやインドネシアには、陰謀説と言われる

なぜかと言うと、対テロ戦争では、特殊部隊が

理屈がまだ公に語られます。陰謀説によると、ユダ

活動して盗聴などをどんどんしますし、なかには対

ヤ人が 9 ･ 11 事件を起こしたというのは、これはほ

テロという名目ではプライバシーなど侵害されても

んとうにポピュラーに、いまだに語られることで、19

いいような風潮もあります。インドネシアやフィリピン

人の飛行機に乗った人たちが、ほんとうにウサー

では、弁護士団体等がこれを非常に強く言ってい

マ・ビン・ラーディンに言われてやったとは思ってい

て、軍や警察にちょっと力を与えすぎてしまった、

ない人たちも非常に多いと思います。

と心配しています。この点はアメリカのリベラルな知

フィリピンではこういう話もあります。アメリカという

識人と同様の考えです。特にタイやフィリピンのムス

のは、スービック基地から追い出されたので、東南ア

リム・マイノリティにとっては、民主的な方法で自分

冒頭に申しあげた、ブッシュ大統領の対テロ戦争
のイメージのギャップというのは非常に大きくて、50

一緒に対テロ戦争をやっているのという間違った
論理が横行するという危機感が感じられました。

年たったらブッシュ大統領がやったこと、例えばイラ

245

暴力とテロリズム：
東南アジアからみた米国の対テロ対策

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

同志社大学

一神教学際研究センター ２
０
０
６年１
０月２
８日
（土）

「暴力とテロリズム：東南アジアからみた米国の対テロ政策」
河野 毅（政策研究大学院大学）

１．ブッシュ大統領の「対テロ戦争」

（３）
フィリピン
（３．１）外交的側面
米国と一体化
（３．２）内政的側面
ミンダナオ問題解決へ追い風（OIC以外の国際社会の関与へ道を開く、焦るマレーシア）
、
だが、根本的問題は未解決

４．反米という一般ムスリム感情と閉塞感
２．東南アジアのムスリムのおかれた立場

（１）反植民地主義の誘惑

東南アジアのイスラム教徒人口
総人口

イスラム教徒人口

多数派か少数派か

インドネシア

２億１
０
０
０万

１億８
０
０
０万

マレーシア

２
３
０
０万

１
４
０
０万

フィリピン

７
６
０
０万

４
３
０万

圧倒的少数派

タイ

６
１
０
０万

３
０
０万

圧倒的少数派

ミャンマー

４
９
０
０万

１
７
０万

圧倒的少数派

カンボジア

１
１
７
０万

７
０万

圧倒的少数派

シンガポール

４
０
０万

６
０万

圧倒的少数派

ブルネイ

３
５万

３
０万

圧倒的多数派

圧倒的多数派

（２）ムスリム的グローバル化ギャップ
（３）米国の中東政策への怒り

ほぼ多数派

３．
「９．
１
１」から５年
（１）インドネシア

（４）
セサミストリートでなくブリタニー

５．東南アジアにとって米国の対テロ政策とはなにか
（１）
「対テロ戦争」はイスラムへの戦争
（２）
「対テロ戦争」は弱い者いじめ
（３）
「対テロ戦争」は米国の影響力拡大の理由付け
（４）
「対テロ戦争」は既存国家への挑戦

（１．１）外交的側面
圧倒的多数派のムスリムの感情に配慮、テロ対策遅れる
（弱い国家）
（１．２）内政的側面
強い国家への再生を企む
（軍と警察の競合と対立）
、だが、再生は遅い

（２）マレーシア
（２．１）外交的側面
多数派ムスリム感情に配慮、テロ対策は急速（治安維持法と強い国家）
（２．２）内政的側面
さらに強力な国家建設へ邁進するが与党内部で分裂へ
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部門研究２

部門研究２

「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

を相当程度埋め得たと言える。また、価値問題への取り組みに際して、民主党とリベラル福音派が共に
行動したということは特筆に値する。従来、福音派は価値問題として専ら中絶や同性婚の問題に焦点を

部門研究2

2006年度第4回研究会 報告

あててきたが、そこではそれらの問題を超えて、環境問題や地球温暖化問題(Great Warming)、貧困問
題などが取り上げられている。つまり、保守派や福音派の中にも様々な価値観の問題が出てきており、
一概に保守的と決め付けることのできない多様的傾向を見せはじめているのである。

「アメリカ中間選挙の分析」

村田氏は中間選挙の結果が今後のブッシュ外交に与える影響について考察した。今回の中間選挙は民

日

時／２００６年１２月２日（土）

主党の大勝に終わったが、大統領は外交・安全保障問題に関して絶対の権限を有しているために、この大

会

場／東京 大手町サンスカイルーム Ｄ会議室

勝が直ちにブッシュ外交の大幅修正につながることはない。むしろ大統領と議会多数派が政党を異にす

発

表／ 会田弘継（共同通信社編集委員室編集委員）

る「分割政府」では、かつてクリントン政権時に起こったような両すくみの膠着状態となる恐れもある。

村田晃嗣（同志社大学大学院法学研究科教授）
コメント／ 中山俊宏（津田塾大学学芸学部助教授）
田原 牧（東京新聞特報部記者）

にも責任が生じてくる。2年後に大統領選を控える今、民主党には「ブッシュ以外なら何でも」という
「批
判のための批判」を超えた建設的な代案が求められている。また、このような情勢の中で、民主‐共和の
反目を越えて両党の穏健派が融合し、勢力を伸ばし始めているとの論もある。ブッシュ政権にとって死
活問題となっているイラク問題に対する解決案は様々であるが、その中でブッシュ政権、民主党の両者

スケジュール

13:00〜14:00
14:00〜14:10
14:10〜15:10
15:10〜15:25
15:25〜15:35
15:35〜15:45
15:45〜17:30
18:00〜20:00

今後、民主党はイラク問題を巡って政権への批判を強めるであろうが、議会での優位を得た民主党の側

が注目しているのが「イラク研究グループ」と、その事実上の中心人物であり
「トラブル・シューター」とし
発表：会田弘継「米中間選挙を読む ―福音派の動きを軸に―」
休憩
発表：村田晃嗣「中間選挙後のブッシュ外交」
休憩
コメント：中山俊宏
コメント：田原 牧
ディスカッション
懇談会

て名高いジェームズ・ベーカーである。超「リアリスト」である彼は、おそらくイラクの民主化を優先する
のではなく、イランやシリアなど関係諸国との外交上の対話を進めることでイラク問題の漸次的解決を
図るだろう。しかし、イラクに対し強硬路線を採った「ネオコン」から「穏健」へというこの道行では根本
的な解決は望めない。そればかりか、テロリストなどの非国家主体が大量破壊兵器を獲得し使用する危
険性が高まるなか、既存の国際法や国際機関が機能しなくなりつつあるという事態、またそのような情
勢においていかに安全保障を担保するのかといった焦眉の問題が覆い隠される危険すらある。これでは
短期的な利益をもたらしても長期的な利益とはなりえない。確かに手段やニュアンスに関してこれまで
のブッシュ外交には粗暴な点が多々あったが、そのことで彼らが提起した問いや目的までもが否定され
て良いのだろうかと村田氏は指摘する。以上の中間選挙がもたらす影響は、北朝鮮問題という点では日

研究会概要
本研究会では米中間選挙（2006年11月9日）に関して、会田弘継、村田晃嗣の両氏による研究発表
がなされた。
会田氏は出口調査等の資料を用いながら選挙結果を読み解いた。共和党に対し下院で28議席少なか
った民主党は、今回の中間選挙では30議席以上の差をつけて大勝し、上院も過半数を制した。また、知

本に不利に働く。拉致問題を含む人権侵害についてブッシュ政権は関心を高めつつあるが、北朝鮮問題
は外交上の「優先順位」としては低く、また北朝鮮のミサイルが日本には届くがアメリカには未だ届かな
いという事態から日米の目標の乖離が生まれる恐れがある。日本政府としては、今後イラク問題につい
て尽力することで、アメリカの東アジアの安全保障問題を有利に導くことも重要になってくるだろう。
（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 上原 潔）

事選においても民主党は躍進を遂げた。このような選挙結果をもたらした要因として、イラク戦争やブ
ッシュ政権に対する国民の不満が高まるなか、民主党が無党派層や中道層の支持を得たことが挙げられ
る。会田氏はこのことを、保守的な傾向の民主党議員の大幅な議席数の増加や、カトリック、ヒスパニッ
ク、女性票の推移を具体的な数値を示して詳らかにした。今回の選挙ではシュワルツネッガー知事（共
和党穏健派）、スノウ上院議員（同）などの善戦という例外があるとはいえ、民主党中道派（保守派）が躍
進し、共和党穏健派（進歩派）が後退した。人工妊娠中絶反対や銃規制反対などの保守的見解を持つブ
ルードッグ派議員の躍進に顕著なように、民主党は「左」から中庸へと右シフトし、
「価値values」の問題
で共和党が右に寄りすぎて空けた真空を埋めることで選挙に大勝したのである。大統領選以降、民主党
は価値問題に対して様々な努力を重ねてきた。例えば、Faith Working Groupによる信仰問題の見直
し、候補者の教会ラジオへの積極的な出演、若手議員のオバマの基調演説(Call To Renewal)、
FaithfulDemocrats.comの立ち上げなどである。全人口の25%を占めるエヴァンジェリカルの票の
推移は、04年に比べ民主の微増、共和の微減であり判断は困難であるが、頻繁に礼拝に出席している
人々が民主党に投票していることなどからも分かるように、民主党は今回の選挙でいわゆるGod Gap
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米中間選挙を読む
―福音派の動きを軸に―

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

米中間選挙を読む
―福音派の動きを軸に―

環境問題は大切だ。貧困の問題は大切だ。そうじ

当選したのを覚えていますけれども、アメリカに社会

ゃないか」
。そういう議論を盛んにやっていました。

党の議員がいるんだと、社民ですけれども、びっくり

民主党を支持する宗教者の人たちも、
「だったら、

したことを覚えています。ほとんど民主党と一緒に

何で僕らと一緒に仕事ができないんだ」
。そういう

活動していますが、彼が今度上院議員になった。

議論を、かなり真剣にやっていました。
共同通信社編集委員室編集委員

今日持ってこようと思ったのですが、そのときシ

ンさんが、一応民主党の候補にならずに独立系と

会田 弘継

ジックさんから１冊本をもらって、当時NAEが考えて

して出たけれども勝った。この二人は民主党と行

いた「これからわれわれはこういうことをやりたい」

動を共にするということで、実質的な数として49議

ということが、かなり大きな本になっていたのです

席対51議席というのが、われわれの数え方になっ

けれども、僕はものの整理が悪いもので、今朝探し

ています。

ご紹介をいただいた会田です。
ということで、
今日は、
「2006年中間選挙を読む」

残っています。
つまり、ここで僕は、あまり宗教右派という言葉

たのですが見つかりませんでした。

お手元に資料がありますけれども、選挙が終わっ

を使わないで、福音派とか、そういう言葉を使うよ

た直後に僕が簡単にまとめたもので、若干この画

うにしますが、右とか左とかは簡単に言いにくいの

そういう動きがありました。今回の選挙に何かつ

面とは違いますが、パワーポイントに即し説明して

ではないかという気がしないでもないわけです。歴

ながってきたのではないかという気もします。今度

いきます。

史をさかのぼれば奴隷解放の始まりだとか、さまざ

の選挙には確かにそういう面があります。

今回の選挙では上院は100議席のうちの3分の

1 、33 議席が改選になった。このへんはだいたい
教科書に書かれているようなことです。
知事選においても民主党は善戦した。書いてな

今回の中間選挙が終わって、二つくらい思い出し

まなアメリカの歴史の局面で、宗教者たちが果たし

大きく選挙の結果からいきますけれども、簡単に

くて申しわけありませんが、下のほうが今回の知事

たことがありまして、ああ、ここに来たのかなあと。一

てきた役割、特にエバンジェリカルの人たちが果た

言って、ジャーナリスティックにお話しますが、見出し

選挙の結果で、36の州で選挙がおこなわれた。実

つは、2004 年の選挙が終わったあと、ワシントンに

してきた役割というのは、簡単に右とか左とかで割

としては、民主党が大勝したのだということになりま

際に改選は40州近くあったと思うのですが、そのう

行かれた方はご存知かもしれませんが、デュポン・サ

り切れないものではないかという気が、ジャーナリ

す。ここにあるように、選挙前の議席。直前の段階

ち4州ぐらいは、全然対立候補が出なくて、実質的

ークルのそばに、デモクラティック・ウイメンズ・クラブ、

ストとしてするわけです。

で辞めた人もいましたから、下院には435の議席が

には36州で行われた。結果として選挙前は、全体

女性民主党員クラブという古いビルがあります。そ

もう一つは、それからしばらくたって、一つの会

あるのですけれども、230対202と28議席の差があ

50州を取ると、共和党28州、民主党22州だったの

こに、全国から民主党の女性のリーダーたちが集ま

合が朝早く開かれました。あまり人気のない会合だ

った。上が 2002 年で、その下が今度の選挙の結

が、まったく逆転した。22州対28州。知事選でも民

って会合がありました。どんな話をするのかなとの

ったのですが、のぞきに行って見ました。いわゆる

果ですが、
（ 11月）19日現在の AP 通信の最終収集

主党が勝利を収めたということです。

ぞきに行きましたら、デビット・ブローダーさんという、

保守派のエバンジェリカルの人たちのリーダーと、そ

で、まだ数議席、6か7議席残っていると思いました

れからどちらかというとリベラルなエバンジェリカル

が、199議席対233議席。

『ワシントン・ポスト』の古参の政治記者が話をして
いました。
「みなさん、ここで選挙に負けて、カナダにでも移

の宗教者の人たち、数人がシンポジウムで議論を
していました。

オハイオ州が共和党ということで決着がついたよ
うですから、もしかしたら共和党が200議席になった
のかもしれませんが、30 議席以上の差をつけて民

さらには、ここには書いてありませんけれども、こ
れからの選挙に重要な意味を持つ州議会におけ
る選挙でも、民主党はかなり躍進をしていると伝え
られています。
州議会の選挙がなぜ大切かというと、いわゆる

住したいと思う人がいるかもしれないけれども、早

まだ覚えているのですけれども、僕から見て右

まってはいけない。あなたたちが嫌なのは、きっと

側にレフティストが座っていた。向こうから見ると自

主党が勝った。つまり、28 議席あったのですから、

選挙区の区割りを彼らが決めていく。そのときに、自

宗教勢力でしょう。でも、考えてごらんなさい。宗教

分たちが左翼。それから反対側に、こっちから見て

そこから30 議席以上の差をつけるというところに来

分たちの党に有利な区割りをすることができるとい

勢力って、あなたたちと昔一緒に仕事したじゃない

左のほうに、いわゆる宗教右派と呼ばれる人たち

たわけで、大きな勝利ということになるわけです。

うことで、州の議会を牛耳ることは、大変大切だと。

ですか」
。60年代の公民権運動のころの話をして、

が座っていた。

その様子は、右側の図で見てもらえばわかりま
すけれども、内側のほうが旧議席で、外側のほうが

そういうことで、上下両院、知事選ともに、民主
党は大きく躍進をしたというのが、この表です。

「南部の黒人の教会の人たちと一緒に、エバンジェ

そのうちの一人が、ナショナル･アソシエーション・

リカルの人たちと一緒に、公民権運動をやったじ

、僕は取りあえず全
オブ・エバンジェリカル（NAE ）

新議席。これは、選挙が終わってすぐの段階で、

ゃないですか。一緒にいろいろなことができるじゃ

米福音派協会と訳していますけれども、そのNAE

共同通信が新聞社用に配布した表ですが、上院

ピュー
（リサーチ・センター）の非公式な集計ですけ

ないですか。民主党の議員も教会の言葉を使って

の副会長のシジックさんという方がいて、
「僕らが気

でも実質的に、共和党49議席対民主党51議席。

れども、AP 通信などのさまざまな集計結果を元に

しゃべっていたじゃないですか」
。

にしていることは、中絶問題と同性愛結婚だけでは

そういう訴えかけをしていたのが、極めて印象に
250

それから、ご存じのようにユダヤ系のリーバーマ

ない。あなたたちと同じ心配事を持っているんだ。

実は独立系の社会党のサンダースさん。僕が初
めてワシントンに行ったとき、サンダースさんが始めて

投票総数はどのくらいだったかというと、これは、

して、およそ7千420万人。これは、中間選挙として
は、前回よりは数字がよく、投票率も38％くらいで、
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中間選挙としてはかなりよかった。しかし、大統領

で、また健闘しているのかな…。大統領選で州別で

らいの人を対象に、世論調査機関とメディアが一

っていると思うという人は、もう2割くらいしかいない。

選に比べれば、大変悪いのですけれども、これは

見ると、このへんがみんな真っ赤になっているわけ

緒になって、出口調査をおこなう。それでおおよそ

これから多分、村田先生からお話があると思います

また後ほど見ます。

ですが、いわゆる進歩派が多いといわれる西海岸

アメリカの傾向をつかむということです。

けれども、それが今の外交をめぐるさまざまな論議に

そのうち 5 2 ％を民 主 党 が 取った。共 和 党 が

や北東部、ボストンやマサチューセッツ州、メイン州

僕らも、これを温度計のようにしているのですけ

なってきている。ラムズフェルド国防長官の解任に

46％。これは、選挙前にほとんど十日おきぐらいに、

があるところだけでなく、民主党は、今回の下院選

れども、一つ注意しなければいけないのは、質問

つながった。ブッシュ大統領が、選挙が終わってす

いろんなメディアや世論調査機関が一緒になって

では、いろいろなところで少し頑張っているかなと。

の仕方によって、さまざまな答えが出てくる。世論

ぐにラムズフェルドを解任したのは、まさにこういう選

「あなたは、今日投票したら、どちらの党を支持しま

赤が大きく見えますけれども、赤が多いところは

調査の罠というのがあるのだろうと思いますが、一

挙結果で国民の声をきちっと読んだからです。

すか」
という世論調査をやっていましたが、だいた

人口が少ないところです。これはまた、そういう表

概に素直に信じていいかどうかは、少しクエスショ

結果については、いろいろなことを言う人がいま

い事前に出ていた、その数字とおおよそ合致して

がありますけれども、それで見ると、人口的には、

ンマークを付けながらも、大きくアメリカの動きを読

した。直後の段階では、出口調査でみんなが最大

いると、僕は思います。これが、選挙結果です。

民主党と共和党が、得票数では 52 ％対 46 ％のよ

むということです。

の問題にしたのは、コラプション、政治の腐敗ではな

先ほどの投票率の話ですけれども、これは投票

今回の選挙は、出口調査結果を読むと、ここで

いか。確かに数字は大きかったのですけれども、そ

率の変遷を簡単に見てみます。一番下が今回の選

これは郡別で、選挙区とはちょっと違うのですけ

は赤で書きましたけれども、イラク戦争とブッシュ大

れはたまたま選挙至近の時に、そういう問題がニュ

挙で、非公式ですけれども、7千422万6千人と出て

れども、このあいだの大統領選で、どこを民主党が

統領に対する信任投票だったのだけれども、
「大統

ーズメディアに取り上げられたから、それが答えやす

います。その上を見ると、これはこのあいだの2004

取り、どこを共和党が取ったかと。赤のところが大

領には不信任」
、
「イラク戦争は困る」
という結果が、

い項目だったのではないかという気がします。実は

年の大統領選となるわけですが、数が全然違うとい

変多いと。だいたい似たような所で民主党が頑張

国民の声として出てきた。

政権自身が、何が問題かということを、こういう世論

うことがおわかりかと思います。このときは61 ％くら

っているなという感じがあるかもしれませんけれど

左側の上のほうの、この丸いグラフですけれど

調査、あるいは自分たちの世論調査ではっきりつか

いの投票率だったと記憶します。ただ、前回2002年

も、だいたいその感じがつかめるのではないかと

も、
「イラク戦争についてどう思いますか」
。
「もうとて

んだ。それが、ラムズフェルドを直ちに解任するとい

の中間選挙に比べると今回は上がっている。今回

思って、これを持ってきました。

も嫌だ。ストロング・ディスアプルーバル」
という人が

うところにいったということになると思います。

はあまり投票に来ないのではないか、特にエバンジ

上院議員というのは、各州2 人ずつということに

「なんだか嫌だ」という人が 16 ％。併せて
41 ％。

さらに出口調査の結果を見てみると、今度の選

ェリカルの人たち、あるいは若者が来ないのではな

なっているわけですが、上院選の結果を見ると、青

57 ％の人がイラク戦争には賛成できないと言って

挙では、イラク戦争とブッシュ大統領・政権への不

いか、というような予想も若干出ていたと思います。

のところは、民主党が2人とも取っている。赤のとこ

いるわけです。

信任というか、そういうところが見えたわけです。

エバンジェリカンが来ないというのは、事前にスキ

ろは共和党が2人とも取っている。それから、紫の

ャンダルが起きて、もう投票に行くのが嫌になるので

ところは痛み分けということです。

今回は、大統領選ではないのですけれども、
「あ

今度は投票行動で見ると、どういうことだったの

なたがブッシュ政権について思う感じは、どれが近

か。真ん中に赤で書いてありますけれども、インデ

はないかと。つまり、テッド・ハガードという、先ほど

これからお話ししますけれども、昔、50年前だっ

いですか。どういう気持ちを持っていますか」
と聞

ペンダンツと呼ばれる無党派層、あるいは「私はど

挙げたNAEという団体のトップの人に、議会でフォ

たら、南部というのは完全に民主党しかいなかった

（怒っている）
。30％が「怒っ
くと、31％がアングリィ

ちらの党でもない。別のところいる」
と、あるいは、

ーリーさんという議員がやったのと同じような同性愛

わけです。いま指しているこの部分というのは、テ

てはいないけれども満足できない、不満だ」
と。こ

自分の政治的な志向・思想、あるいは政治的なオ

のセックス・スキャンダルみたいなのが出てきて、福

キサス州まで含めて、昔は真っ青だったわけです

れを合わせると59％。つまり、ブッシュ大統領、ブッ

リエンテーションは中道だという人たちを民主党が

音派は投票に来ないのでないかと言われていたの

けれども、いまは真っ赤になっているという状況で

シュ政権が嫌だ、困るという人が59％。イラク戦争

しっかりつかんだ。

ですけれども、そうではなくて、エバンジェリカルも、

す。メイン州あたりで頑張っている共和党員は、リ

は困る、嫌だという人が57％いた。

特に若者の投票が多かったというのが、いま出てい

ベラルな共和党員。この話も後ほどします。

これは、何を意味するかというと、大ざっぱな言

さらに、ここには出ていませんけれども、イラク戦

い方になるかもしれませんけれども、アメリカの選挙

アメリカでは出口調査というのがおこなわれるわ

争で米国が安全になっていないと答えた人は59％

というのは、シュレジンガーの言葉ですが、そのとき

選挙結果を地図で見ると、これはみなさんがよく

けです。全米各地で何万といわれる、ポーリング･

いた。ブッシュ大統領は、
「テロとの戦いはうまくい

のバイタルセンター、アメリカの最も中心的な部分を

見慣れた地図です。これは確か選挙区別ですが、

ステーション
（投票所）
から出て来た人たちに、
「あな

っている。アメリカは、あそこで戦うことによって安

誰がつかむかで動くのだろうと思います。

まさにここ何年か言われているように、ブルーのとこ

たは、今日どういう投票行動を取りましたか。いま、

全になっているのだ」
と言っているが、国民は 6 割

ろが民主党、赤が共和党です。ただ、若干面白い

どう思いますか」
。出口調査の質問表を持ってきま

近くの人たち、
「そうは思いません」
と回答した。

かなと思うのは、南部のほうに、少しずつ民主党が

したけれども、何十というたくさんの項目を聞きます。

「アメリカはイラクで、この戦争に勝っていると思う

過ぎてしまった。内部でもさまざまな議論が起きて

また進出しているのかな、それから中西部のあたり

最近は毎回およそ一緒ですけれども、1万3千人く

か」
という点で、10月あたりの世論調査を見ると、勝

いますけれども、共和党は自分たちのベース、基礎

るところの分析です。以上は、投票率の話です。

252

うに、人口別で見ると地図の形は違います。

今回は、そのバイタルセンターを民主党がうまく
つかんだ。共和党は、知らないあいだに右へ寄り
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票に当たる部分を、これまでの選挙では大切に、

この三つで躍進した。カトリックで躍進、女性で躍進、

が、今年の民主党支持のヒスパニック。左側はパ

大切にしてきた。そのために、さまざまな志向が、国

ヒスパニックで躍進。もしかしたらヒスパニックとカトリ

ーセンテージです。ちょっと見にくいグラフですけれ

民の意識よりもちょっと右側にずれてしまった。そ

ックはかなり重なっている部分があると思います。

ども、そういう結果が出ています。

こでぽっかり空いた真ん中の部分を、民主党が若

民主党は、もともと女性に強いのですけれども、

みなさんに、例のネオコンはユダヤ人で、ユダヤ
人は共和党の味方ではないかという誤解があるか
もしれないけれども、表を見る限りユダヤ人は伝統

口のだいたい4 分の1という、大変大きな数になっ

今回はさらに女性票を伸ばしている。共和党は、さ

的に、相も変わらず、圧倒的に民主党に票を投じ

ています。これも後ほどやりますけれども、これは

らに女性票を減らしている。ヒスパニックは、こうい

ています。今回はユダヤ人の88％が民主党に票を

DLCと呼ばれる中道民主党が勝ったときも、そうい

宗派別に、それぞれの郡で、マジョリティではなくて、

うふうに民主党がかなり頑張って取っているという

投じている。前回よりもずっと多いし、2002年の選

う雰囲気があったのですけれども、今回も似たよう

どの宗派の人がいちばん大きい数を占めているか

ふうになるわけです。

挙や2000年の選挙のときに比べて、ずっと多いと

に、共和党が右に寄り過ぎたところにぽこっと入っ

というのを見た図です。当然のことながら、カトリッ

さらに、女性のなかでは、いろいろな分類がいく

て取るという、そういう現象が起きたのではないか

クは全米の人口の26％、4分の1いるわけです。い

つかありますけれども、子どもを持つ女性たちが、前

という気がします。これは、ちょっと議論をしていた

ま人口3億人ですから、7千万人以上です。僕がワ

回選挙ではセキュリティママとか言われ、
「テロが起

それから、いわゆる白人のプロテスタント。これは

だきたいなと思います。

シントンにいたときは7千万人弱でしたけれども。

きると恐い」
ということで、共和党に入れる人が多か

白人エバンジェリカルのベースになる元の部分です

この青い部分は、カトリックです。それから赤い

ったのです。前回は、結婚している子持ちの女性の

けれども、この白人プロテスタントがアメリカの中核的

共和党41％投票した。これは、1982年以来、共和

部分は、パブテストです。これもいろいろに分類し

59％が共和党に入れていたのですけれども、今回

な票の層の一つであるわけですから、それはどうい

党にとっては最低の数字になってしまった。この表

たものを、後ほど見ますけれども、アメリカでカトリッ

は、それが51％にまで下がっている。つまり、ブッシ

うふうになっているのかというと、依然として共和党

は『ニューヨークタイムズ』に出たことがあるので、見

クが多数派を占めている郡というのは、これほど多

ュ大統領の「安全なアメリカ」
というのが続いていな

を支 持 する人が 多 い。今 回 の 選 挙 では 6 2 ％ 。

たことがあると思いますけれども、1982年からずっ

くなっているということです。民主党はカトリックの

くて、票を下げてしまっている。ここには出ていませ

36 ％が民主党。白人プロテスタントというかたちで

といろいろなものをグラフにとっています。

55％。下に書いたのは、前回の大統領選のときで

んが、そういう出口調査結果が出ています。

分類されると、共和党は依然強いという状況です。

干右に動くことによって、ぼこっと取った。
これは、クリントン時代にも、1992 年の選挙で

無党派層、インデペンダントは、民主党に 59 ％、

無党派層は、1982年の場合51％が民主党だっ
たわけですけれども、今回はさらに59％という数字

47％。共和党は、前回52％を取っていたのに、今

民主党という状況は全然変わっていない。

これは、先ほどのカトリックの分布ですけれども、
ちょっと見にくいかもしれませんが、カトリックが多

グラフのほうは、ちょっと見にくいかもしれません

変遷を見ると、こういうふうになっています。左側が

いところ。これは郡別ですけれども、青が濃いとこ

けれども、左側が2006年民主党。左が女性、真ん

1982年で、レーガン大統領の最初の中間選挙のと

ろは50％以上。確かに、こっちのヒスパニックがど

それから、いわゆるモデレーツというか、自分は穏

中がヒスパニック、そして右側がカトリック。その右側

きです。上が民主党。青が民主党、赤は共和党。

んどん移住してきそうなところは、大変カトリックの

健だとか、中道だと思っている人たち。民主党は、

は2006年共和党。左から女性、ヒスパニック、カトリ

1 9 8 2 年は 6 3 ％取っていた。しかし、前回の

数が増えている。それから、伝統的にアイルランド

そう思っている人たちの60 ％。共和党は 38 ％しか

ック。右の二つは、同じ順番で2004年。右から2番

2004年の選挙では共和党のほうが51％。1994年

系とかが多い北東部。それから中西部のこのあた

取れなかった。前回の大統領選挙では、大統領選

目が民主党、それから2004 年の共和党。だからい

も共和党のほう。これは例の有名な、ギングリッチ

りにも、けっこう見える。

挙の数字ですが、民主党の54％が中道層、共和党

ずれも2004年は近接していたということです。かな

の共和党が 50 数議席を一挙に取って、上下両院

しかし、南部のほうにいくと、50％を越えるところ

は45％と、もっともっと接近していたわけです。

り近接していたのです。それから、共和党は、カトリ

をひっくり返した、議会を支配したときですけれど

は、ほとんどありません。薄青いところが 25 ％から

ここのところですが、これは下院議員選で取った

ック票をかなり取り込んでいた。これは、ブッシュ大

も、そのとき53 ％取っている。去年の大統領選の

50 ％。その下が 10 ％から25 ％という表です。これ

ので、ちょっと数字が違いますが、大統領選だとこ

統領が力を入れてずっとやってきたところですから。

年も51％と、似たような票を取っているのですが、

が、色の濃いところが、だいたいアメリカにおけるカト

れになります。下院議員選のみで取っている数字と

しかし、今回の選挙では、共和党がヒスパニッ

今回はぐっと下げてしまった。カトリックは再び民

リックの多いところだろうという分類です。アメリカの
カトリックの地図を頭に入れるために持ってきました。

41％と極めてひどい数字ということです。

回は44％しか取れなかったということです。

これから若干宗教に重点をおいて話をするとい

いうことになります。ユダヤ票は、圧倒的にずっと

うことになるのですが、カトリック票の過去 25 年の

になっているということです。共和党にとっては、

いうのもあるのですが、
それだと52％対40数％です。

ク票を大きく失ったのは、移民問題。大統領は一

主党のほうに、かなり戻っている。これは何なのか、

もっともっと接近していたということです。

括して不法移民たちに滞在の許可をしようというの

またこのあと考えていきます。

今度は、出口調査結果をさらに見てみましょう。そ
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自分はカトリックと思っている人は、アメリカの人

ち込んでいる。

に対して、議会共和党は「いや、そんなのは駄目だ」

こういう動きがあって、今回民主党が歴史的にも

では、福音派は今回どういうふうに動いたのか、と
いうことです。白人プロテスタントの中の、さらにエバン

うすると民主党は、どこで躍進したかというと、カトリッ

と、かなりナティビスト的な態度をとって、ヒスパニッ

頑張っているという状況になっています。ブッシュ大

ジェリカル。このエバンジェリカルの定義については、

ク票、女性票、ヒスパニック票。これは、選挙のすぐ

クに大変不評だった。それが選挙の結果にもろに

統領が、このとき以来ずっと力を入れてきた、カトリ

世論調査でどう定義しているかというのは、だいたい

後に解説で、いろいろな人が言っていますけれども、

出てしまったということだと思います。この青いの

ック票ならびにヒスパニック票というのは、かなり落

学術的に定義されているのと同じだと思います。
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世論調査会社ギャラップの定義の仕方というの
があって、ギャラップ社の福音派の定義というのは、

ただ、もう一つのメルクマールとして、2004 年の

パーソナル・コンバージョンと書いてあるのですが、

選挙当日は別として、その事前を見る限りですが。

に、いくつかの特色を挙げましたけれども、現職は

福音派の歴史は別として考えれば、今日ではパ

すべて勝った。現職がいるところでは今回は安泰。

大統領選と比べるとどうか。大統領選の票の投じ

ブテストが福音派の中核と見られているわけです。

現職を嫌ったのではないか、ワシントンを嫌ったの

生まれ変わり、ボーン・アゲインの経験がある。それ

方で比較すると、共和党、つまりブッシュに入れた

これは、パブテストの分布です。アメリカの宗教状

でないかというけれども、民主党を見る限りは、現

からキリストを救世主として受け入れる。そして、そ

エバンジェリカル78 ％、ケリーに入れたのが21 ％。

況をみると、先ほど言ったように、宗派と言ってい

職はみんな勝っている。べつに民主党の現職は嫌

れによってのみ永遠の命を得ることができる。それ

それと比べると共和党はかなり、8％くらい落として

いのかどうか、カトリックか4分の1を占めていて、も

われていない。

から聖書のプライマシー、聖書が第一義である。あ

いる。民主党は、それに匹敵する7％上げている。

う7 千万人を超えているのではないかと思います。

るいは聖書を字義どおりに読む。信仰を広めるこ

そうだとすれば、これはかなり大きい数字だと、こ

それぐらいいるのですが。

とが自分にとって大切なことだ。だいたいこの5 点

ちらで見ると大きい数字だという見方もできます。

デノミネーションで何が大きいかというと、一つの

それからオープン･シート。オープン･シートとは、
たまたま議員が辞める、あるいは死んでしまったと
かで、そこは新人同士で戦う。そこでも開票直後は、

くらいにイエスと答える人を福音派とギャラップは分

最終的に、選挙の結果だけの数字で見ると、最

団体としては南部パブテスト会議ということになるわ

オープン･シートは全部勝ったのではないかと言わ

類しているのですが、ほかもおおよそ似たような分

後に共和党がかなり動員をかけていますから、そ

けです。それからさらにパブテストのほかの団体も

れたくらいまで、民主党が圧勝した。

類をしていると思います。

こで動いた人がいる。もうちょっと、しばらく前を見

ある。一つのデノミネーションの単位で数えていくと、

福音派の数は、あなたはプロテスタントで、そうい

てみようというのが、ここにあげたものです。赤がホ

パブテストがいちばん大きい。あと、メソジストとか

ゲリマンダーリング。先ほど言いましたように、選挙区

う分類に入りますという人の数は、アメリカの全人口

ワイト・エバンジェリカル・プロテスタント。上のほうが

プレスビテリアンとか、いろいろありますけれども、

の区割りで自分に有利に持っていくのをゲリマンダ

の、これもやはり25％とかいう数が出ていますけれ

そうですね。下のほうは、普通のすべての成人、

パブテストが大きい数を占めている。南部にこれだ

ーすると言うわけです。共和党が州議会を押さえて

ども、俗に8千万人くらいいるのではないか。今回投

オール・アダルツとなっています。

け集中している。

いるあいだは、たくさんゲリマンダーリングをやった。

次に、またややこしい言葉を使いましたけれども、

票した人は、7千万人くらいですから、またそれの何

選挙の直前の10月くらいとか、2006年の7月くら

いちばん色の濃いところが、パブテストが50％以

有名な例は、テキサス州あたりでも、ゲリマンダ

分の一かになるのですけれども、ブッシュ大統領の

いだとか、共和党を支持しますという人は54％くら

上いる郡です。テキサスあたりにかなり多いし、深

ーリングの投票になってくると、自分たちが負けるの

大統領選のときは得票の40％ぐらいが福音派の票

いまで下がってきているということです。2004年の

南部にかなり多い。赤いところは 25 ％から50 ％。

がわかっているから、民主党の議員が「区割りの投

だったと。大変大きな票のブロックを形成している。

12月の段階では74％あったのが、ここまで落ちてき

さらに茶色いところは10％から25％。南部に集中

票はもう嫌だ」
と言って、議会を成立させないため

ている。このあと一所懸命動員をかけた。

している。住民の半分がパブテストというところは

に、議員が大挙して「亡命」
というか、メキシコに逃

南部に多いということです。

げてしまって大騒動になったりするくらい、共和党

今回、白人福音派の票を出口調査で見ると、共
和党にとっては微減、民主党にとっては微増という

今度、下の表は、
「あなたは、ブッシュを支持しま

表現が当たるのだろうなと思います。下が数字で

すか」
と、ホワイト・エバンジェリカル・プロテスタント

これは、先ほど見たのと同じように、青いところが

す。左側が世論調査の傾向で、後で説明しますけ

に聞いた。これは取っている時期が違いますけれ

カトリック。赤いところが、パブテストが多い所。緑が

ど、当日の選挙の結果でみると、2006年の下院選

ども、2005年の正月には72％あったのが、今度の

メソジストですか。茶色っぽいのがルーテル派です。

では共和党に入れたという人が、ホワイト・エバン

選挙の直前には57％に来ているということで、やっ

こういう分類地図が持つ意味は、いろいろ利用の

ジェリカルの 70 ％、民主党に入れたという人が

ぱりエバンジェリカルは逃げたのではないか。最後

仕方もあると思うのですが、カトリックがこんなにすご

さらに 50 議席以上上回ったのではないか、という

28％。ああ、民主党はだめだなと。でも、前回の下

に動員をかけられて、かなり入れた。あるいはそう

いんだぞというので、僕にくれたのは、実はマイケル・

推測を報道しているところもあります。よくゲリマンダ

院選の数字と比べると、共和党に入れたエバンジ

いうことが言えるかもしれない。そのへんはこれか

ノバックという、ネオコンサーバティブの論客です。彼

ーリングを乗り越えて勝ったと。

ェリカル74％、民主党25％。共和党は4％落として

ら、いろいろな分析が出てくるかもしれません。

はカトリックです。カトリックの共和党員です。僕らの

いる。民主党は4％上げている。
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なかなか判断しにくい。

が州議会を抑えているところでは、激しいゲリマン
ダーリングをやったわけです。
その区割りで共和党が有利になっていなけれ
ば、今回民主党は20何議席を上回ったのですが、

ここからがちょっと問題になるところですけれども、

そういうことで、ピューの調査では、ピューという

言葉で言うスピンというか、
「カトリックが強いのがわか

民主党は、決してリベラルだから勝ったのではない

『ニューヨークタイムズ』の直後の記事では、はっ

のは宗教系の問題をよく世論調査してくれている調

ったな、お前」
と言われている気がするのですが。こ

と。先ほど言ったように、真ん中に寄ったんだという

きり動いたという判断はできないというような記事

査団体ですが、10月半ば共和党支持57％ぐらい。

れは、別にマジョリティではなくて、プルラリティで、住

か、どうも中道保守派が、民主党の中で躍進してい

になっていたように記憶しています。ただ、福音派

それからこれは、
『ニューズウィーク』の調査で、10月

民の中では、宗派としてはいちばん数が多いわけで

ると。その典型的な例は、ペンシルベニア州でケー

票で民主党が勝ったのだという見方もあり、クリス

下 旬 民 主 党 支 持は、エ バンジェリカル のなかに

すから当たり前です。ただ、参考までに。

シーという上院議員が出てきていますけれども、彼

チャン・サイエンス・モニターなんかがそうだったの

31％あった。もしかしたらば福音派は、かなり民主

かもしれませんが、いろいろな評価が出ています。

党に動いたのかもしれないという感じはあります。

いまの問題も含めて、民主党の勝利の内側とは

は中絶反対、銃砲規制反対。まさにブッシュと一緒

何なのかを、もう少し考えてみようと思います。ここ

です。
「妊娠中絶はいけない。それからガン・コントロ
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ールなんてするんじゃない。銃は持っていいじゃな

れます。これは選挙直後の段階で、28議席を獲得

その問題を若干考えますけれども、もともと民主

いか」
という主張。彼のお父さんは、確か同じ主張

では、共和党には何が起きたか。一般に選挙が

した、勝ったといわれたときに、これを分類してみ

党というのは、南部を抱え込んで強力な政党にな

をしていて、1990年代の民主党大会で発言を拒否

終わってすぐは、共和党は穏健派が。共和党の穏

ると、北東部で10議席、中西部で10議席、南部５

ったというか、いわゆるソリッド･サウス、堅固なる南

されたりしたこともありますが、このケーシーさんは中

健派というのは、共和党の中でも、ブッシュのように、

議席、西部３議席。特に北東部でがんと。これは

部、いろんな翻訳がありますけれども、保守的な南

絶反対、銃砲規制反対でちゃんと勝っている。

あるいは南部の議員のように、強いことを言わずに、

元々自分たちの地盤ですが。それから南部。それ

部を抱え込むことによって、長く多数党を続けてき

から北東部や西部、中西部。このへんでかなり勝

た民主党が、およそこの半世紀で共和党と入れ替

っているということです。そういう状況が見られる。

わったというのが、アメリカの政治の大きな動きで

それから、これはモンタナ州でしたか、上院議員

「まあ、妊娠中絶は認めてもいいじゃないか。銃砲規

選で共和党を破ったテスター。これも新聞によく出

制はしてもいいじゃないか」
。そういうような人たち。

てくるで、今日写真を持って来ればよかったのです

典型的にはアイオワ州の下院議員のリーチさん。僕

それから、南部でも若干の躍進が見られる。南

が、
見るからに海兵隊のおじさんみたいな感じです。

が昔取材したころによく、本当にいい意味で、長い

部は共和党の牙城ですが、これもちょっと後でお

1950 年に南部11 州の選出議員をみます。それ

頭を角刈りのようにしている。彼も銃砲規制反対、

間下院の、今は国際関係委員会というのですか、そ

話しますけれども、南部の、例えばバージニア州で

から、2000年と比べてみます。なぜ11州というかと

中絶反対。そういう主張をして、民主党議員として

こで活躍して、大変立派な議員です。彼など、穏健

はウェッブさんというかなり保守的な、レーガン政権

いうと、コンフェデラシー、南軍として戦った11州で

勝っている。

派であるがために負けてしまった。そういう例が下院

の海軍長官をやっていた人が上院選で勝っている

す。1950 年には上院22 人全員が民主党です。当

では目立つ。共和党は、どうも穏健派が後退したの

わけです。彼みたいな人を支持する、バージニア

時は下院の区割りが若干違って、435 議席のうち

ではないかという説が、いまでも言われています。

州あたりの穏健な民主党員。そういう人たちが、例

105 人が南部にあったわけですが、下院 105 人中

えばテネシー州など、南部の北寄りの地域にだん

103人が民主党。つまり南部というのは、議員は完

だん出てきている。

全に民主党しかいない。民主党以外ない。

よく言われるのですけれども、民主党は何が成
功したか。議員を立てるときに、上院はシューマー、

あるわけです。

下院はイマニュエルという、選挙対策の中心にな

ただ、これはどうなのか。僕もよくわからないこと

った人がいたのですが、彼らは、伝統的な民主党

がある。それはなぜなのかというと、別な例がある

の利権団体、インタレスト･グループである女性団体

からです。シュワルツネッガーがなぜ勝ったか。例え

それはなぜかというと、南部にどんどん人口移動

だとか、プロチョイス
（妊娠中絶容認）
の団体だとか、

ばステムセルの問題、つまり、受精卵を使って、新

しているわけです。実際、北部から人が移っているわ

幹部になる人がいます。院内総務をやっていた時、

そういうところに媚びない。勝てる候補を立てる。

しい遺伝子工学で薬や医療法の開発をすることは

けで、南部にも、若干そういう民主党的な、リベラル

差別発言があると、辞めさせられた人です。彼は、

つまり、利権団体に反対されても、勝つ候補を立て

生命倫理にもとるという意見が保守派には強い。

な発想を持っている人たちが、人口動態的にはこれ

自分が子どものころに身の回りで共和党員なんて

るという方針でやった。

それについてもシュワルツェネッガーの場合は、州

から増えてくるのではないか。産業もどんどん移行し

一度も見たことがなかったと。共和党なんて、どこ

勝つ候補は、どういう候補かというと、こういう保

の産業を考えて積極的な姿勢を取っている。中絶

ています。そういう傾向があるのかもしれない。

か別のところにいる。それくらいに共和党はないに

守的な意見を言える人たち。堂々と、ある意味で

に対しても極めて柔軟な姿勢を取っている。シュワ

マベリック
（一匹オオカミ）のような。今回の選挙は、

ルツェネッガーのように、政治的、思想的に穏健派

今回の選挙の一つの特徴は、下院で民主党が少

ところが、2000 年でみると、上院では22 人中13

全般でいうと、インデペンデントな政治家だとか、マ

になった人が勝っている。

数。いまは民主党が南部で少数党なわけです。昔

人が共和党。つまり南部で共和党は多数派になっ

は南部で多数党は民主党だったのですけれども、

ている。下院でみると、120議席でやっぱり多数派。

ベリックな政治家が勝ったという評価をする人がい
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たちが躍進した。

それから、スノーさんという共和党上院議員の例

民主党の勝利について、南部問題を考えますと、

トレント・ロットという、ミシシッピ州選出で上院の

等しい状況があったということです。

ます。それは、共和、民主を通じてです。つまり、

は、メイン州。先ほどの地図では右上のほうに州の

南部で少数党の民主党が議会で多数党になって

つまり南部は、
「民主党の南部」
から
「共和党の南部」

人の意見に左右されない、自分の意見を持ってい

上院議員ですけれども、彼女など、大変穏健なリ

しまった。つまり、南部で勝てないところが多数党

に完全に入れ替わった。共和党は南部政党、南部

る。そういう人たちが勝っている。民主党はそうい

ベラル・リパブリカンです。リンカーン・チェイフィだと

になれた。

を基盤にする政党になってきたということです。

う候補を立てて勝った。

か、リベラル・リパブリカンで負けた人もいますけれ

南部での少数党が、多数党になれたのは、これ

若干、話が元に戻りますけれども、大統領が言

それから、ブルードッグ派。これは南部の下院議

ども、彼女は72％の票を得て勝っている。さまざま

もどこかのマスコミの報道によるのですが、83 期、

ったとおり、大変コンペティティブ、接戦が多かった。

員のグループの名前ですけれども、いまは全般的

な例があって一概には言えないけれども、共和党

つまり1953 年・1954 年のアイゼンハワーの時代に

接戦とは何かというと、獲得票が55％未満で下院

にブルードッグというのは、中絶反対、銃砲規制反

は穏健派が後退したのではないかと、アメリカでよ

共和党が南部で少数党だったのが、多数党になれ

選で勝った人というのは、今回 65 人。かなり激し

対。ガン・コントロール反対、持っていていいじゃな

く言われている状況があります。このあたりは、細

た。そのとき以来ではないかと言われています。

い接戦の末だった。前回は、そういうかたちで勝っ

いかという発想を持った議員たちのグループがあ

かい状況をご存じの方がいたら、どう分析するか。

南部で少数だけれども民主党は勝てる。南部がな

た人は32人しかいなかった。今回の状況を若干補

るわけですが、そういう人たちが、おおよそ30数人

民主党は、地域的にはどこで躍進したか。簡単

くても勝てるのではないかという状況も若干見られ

足するためです。

勝ったのではないか。つまり、民主党はそういう人

に言うと、あらゆる地域で躍進したというふうに見ら

た。しかし、南部に攻め込んでもいる。

肝心な宗教票の問題に戻って、民主党は、いわ
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ゆるゴッド・ギャップと言うのがある。共和党は神様

カトリック・アライアンス・フォー・ザ・コモングッド。コ

はどうしてかというと、誰か福音派の教会の人が言っ

の味方の党だ。自分たちは宗教がないから、ゴッド

コール・トゥー・リニューアルというのは、このジム・

モングッドというのは、宗教と政治の問題で、今回

たのですけれども、青年層がそういったことを求めて

レスな党だと言われる。
「君たちは信仰がない。セ

ウォリスがつくっている団体です。ジム・ウォリスさん

一つのキーワードになりました。そういう動きが起き

いる。貧困問題、アフリカ問題に取り組まなければだ

キュラーだ」
。ゴッド・ギャップというものがあったわ

というのは、
『ソジャナーズ』いう雑誌を出しています

た。それからこういうサイトもできた。フェイスフル・

めだ。自分たちはアボーションだけでいいのか。自分

けですけれども、今回それを縮めたのか縮めなか

けれども。この新しいリベラルな福音派の団体、そ

デモクラッツ・コム。そういうところを通して、あらゆ

たちは、ゲイ・マリッジ反対だけでいいのか。そういう

ったのか。確かに表で見る限り縮めています。ゴッ

こでオバマが今年の夏にいって行ったスピーチのテ

るメディアを通して、あるいは、そうした人々に訴え

声がでているという。共和党が負けたことに対して

ド・ギャップは縮めた。

キストを読むと、おそらくみなさん感動します。

かけることによって、民主党はゴッド・ギャップを意

「すごく残念だ」と言っている福音派もいますけれど

なぜ縮めることができたのか。それは、いま言っ

リベラルな人が、どういう風に福音派の人に訴

識的に埋めた。それが成功したように見える。

も、でも福音派のアジェンダが動いて行けばいいんだ

たように、中絶問題などでも保守的な人が立った。

えていくか。彼自身の人生体験を踏まえながら、自

依然として大きな状況は変わらないけれども、こ

そういう問題で、真ん中に寄った。共和党的な発

分は一種のボーン・アゲイン経験があるけれども、そ

こには変化が見られる。2004年と2006年。チャー

では、住民投票は何だったのか。田原さんがお

想に寄って行った。

れはちょっと違うかたちの経験だと説明した。ふと、

チ・アテンダンスで比べてみましたけれども、1週間

書きになったのだろうと思いますが、森先生から東

でも、個々に議員を立てる以外に、具体的にど

自分がやることは何かに気付いていく。オバマは

に1回以上行くという人。REPと書いてあるのが共

京新聞の記事を送っていただいた。これが示して

ういう努力をしたか。民主党下院では、フェイス・ワ

大変な人気になっていますけれども、そのときのキ

和党です。共和党は若干1％ですけれども、小さい

いるのは何か。確かに住民投票を見ると、依然と

ーキング・グループというのをつくりました。これは

ーノート・スピーチはいまでも評判になっているだろ

けれども差が見える。

して福音派の人たちが中心になって、同性婚の禁

何というのでしょう、信仰作業グループというので

うと思いますが、大変いいスピーチです。

ウィークリィになると、もっと差が見える。必ず1週

と語っている人もいます。そういう動きがある。

止を今回は七つの州で、州の「憲法」
を変えるとい

オバマさんというのは、ご存じのように唯一の黒

間に 1 回行きますよという人の中で、この表を見る

うようなかたちで やっています。しかしこれ は、

人の上院議員で、次の大統領候補にも目されてい

と、今回は 53 ％が共和党、46 ％がデモクラツ。前

2004年のときは10州か11州だったと思います。確

だから、こういう問題に対応するために頑張らなき

ます。お父さんがケニアから来た人で、お母さんが

回に比べると、民主党は41％から46％にまで上げ

かに今回もそうした動きが見えているわけですけれ

ゃいけない。選挙対策としてワーキング・グループ

白人で、ハワイで生まれ育った。お父さんは子ども

ている。共和党は57 ％から53 ％まで下げている。

ども、数から見ると若干少ない。それからアリゾナ

をつくって頑張ろう」
。下院民主党はそういうことを

たちを捨ててケニアに帰ってしまった。そういう中

頻繁に教会に行く人のあいだで、民主党は善戦し

州のようなところでは、それを拒否している。すで

一生懸命やった。

で彼自身は努力をして、ハーバードを出ている。い

ているということが、このチャーチ・アテンダンスによ

にできたものを否定している。

選挙に当たっては、このフェイス・ワーキング･グ

ま上院議員になっているという、アメリカン・ドリーム

る出口調査でもわかります。

ループを軸として、たくさんの候補が、チャーチ･ラ

を地で行くような人ですが、オバマがエバンジェリ

ジオというか、アメリカには、キリスト教系ラジオ局が

カルのところに行って語っている。これは一種の民

さっきのシジックさんのように、福音派もアジェンダ

というと大げさですけれども、人々のものの考え方

たくさんあるのですが、そういうところに積極的に出

主党としてのエバンジェリカルとに付き合い方を示

を広げていった。これがうまくぶつかった。

のかたちを考えると面白いと思います。アリゾナ州

て話をした。そういうことが、かなり効いたのではな

しているのではないか。

しょうか。
とにかく「
、われわれは、信仰問題について弱い。

いかと、僕は思います。

それからもう一つは、グレート・ウォーミングという

一方、民主党が一所懸命やっただけではなくて、

アメリカを考えるとき、やはり地域ごと、州ごとの
人たちが持っている思想的なかたちというか、思想

どういうことが起きているかというと、今年の10月

のような西部、そういうところで民主党が勝ったりし

15日ぐらいだったと思いますが、福音派のリーダー、

ているのですけれども、どういう理由で勝つか。彼

もう一つは、先ほど言ったように、エバンジェリカ

言葉が出てきましたけれども、何を言っているかとい

これはバプテスト会議や福音派協会という、いわゆ

らはやはりリバタリアン的な思想、一人で生きてい

ルの中にも、リベラルな人たちがたくさんいる。その

うと、地球温暖化問題にエバンジェリカルが取り組

る共和党系の人たち、保守派と呼ばれる人たちも

く、政府にものを言わせない、という思想が強い。

人たちは、
「自分たちの問題はアボーションとゲイ・

みだした。そこにクリスチャン・コアリッションだとか、

含めて、たくさん集まってブッシュ大統領に対して、ダ

あるいは、自分のことは自分で決めていく。ゴール

マリッジだけではない。エバンジェリカルのやること

さっき言ったNAE、全米福音派協会などが行動ア

ルフールというのはスーダンの問題ですが、多国籍

ドウォーターは保守派だったと言いますか、彼はや

は、例えば環境問題だとか、貧困の問題、絞首刑

ピールを出したりしている。そういうことをやろうじゃ

軍・平和維持部隊を派遣してくれという要請を、保

はりリバタリアン
（自由至上主義）
です。

をやらなくてどうするんだ」
と考えている。

ないかという動きが出てきている。それはさっき言っ

守、リベラルの両方の福音派が一致してやった。

いちばん有名なのは、ジム・ウォリスさんという、
『ゴッド・ポリティクス』
という本をつい2、3年前に出
した人がいますけれども、彼は今回一所懸命活動
したと思います。新聞を読んでいると、あちこちに
260

彼の活動らしきものが出てくる。

そういう発想を持った人たちも保守派の中にい

たように、シジックさんなどが、もう2年前に、僕にそう

それからクリスチャン・コアリッションのデュエル・ハ

いうことを一所懸命言っていました。
「僕らもそういう

ンターという人は、
「自分は死刑反対だ。貧困問題を

こんなのは個人の判断ではないかと考える。そうい

ことをやりたい。僕らにとって重要な問題だ」
と。

きちっと闘わなければいけない。最低賃金を上げろ、

う思想がどこかにあるではないか。西へ行けば行く

改定しなさい」
という要求を公然と言っている。これ

ほど強くなるのではないかという気が若干します。

それから、カトリックも、
リベラルな動きをしている。

る。彼らはそういう発想で、こういう同性婚に対して、
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それからES 細胞問題については、ミズーリー州
で大変な、知事選、上院選などを含めて、大きな要

いま保守派の団体で、きわめて有力なフォーカ

因になったわけです。シュワルツェネッガーなども保

ス・ファミリーというところの副会長が、今度の選挙

守派であるにもかかわらず、受精卵を使うことに対

について、これは、なかなかそうだな、僕と同じこと

して賛成しているわけです。

を考えているなと思ったのですけれども、前回の

特にミズーリー州の場合は、ダンフォースと呼ば

選挙では価値観の問題が大きかった。ブッシュは

れる共和党の元上院議員、神父だった彼が「これ

それで勝ったのだと言われていますけれども、今

は推進するべきだ」
と。これも大きかったと思うと。

回の共和党は、そこのところで何か真空、バキュー

彼をエバンジェリカルと呼ぶかどうか、そういう共和

ムをつくった。それは何を言っているのかというと、

党の元神父が、そういうことを言う。

選挙前に福音派教会のテッド・ハガードだとか、あ

この問題も実は生命の問題なんだと。つまり、重

るいは下院議員のフォーリーという人のセックス・ス

たい病気で苦しんでいる人たちを、
どうやって救うか。

キャンダルが出たりしたわけですけれども、そういう

やはり新しい医学の知識が必要だ。そのように考え

かたちで、倫理問題できわめて不利に立たされた。

ると、これも逆にエバンジェリカルにとっても、生命の

しかし、共和党側はもう少し深みのある概念を

問題として受け入れられやすい妥協点がどこかにあ

説いていけなかったのではないのか。そういうとこ

る。そういう動きなのではないかと思います。

ろに民主党は、ぽこっとじょうずに入ってきた。そう

だからこれも、否決するところもあれば、そうでな

いう感じがあるということです。

く合法化していくところもある。さまざまな動きが見

最低賃金だとか、いま民主党がこれからやろうと

える。オレゴン州などでも、妊娠中絶に親の同意

しているＥＳ細胞の問題だとか、そういう問題に必

は不要だとか。

ずしもエバンジェリカルは反対しているわけではな

いろんな動きがありますけれども、
確かに全体に、

くて、そういう新しいアジェンダが、宗教右派と呼ば

まだ保守的な傾向は強いけれども、地域性などを

れる人たちのあいだから出てきているという動きが

見ながら考えないと、よくわからないところがあって、

見えたのではないかと。

そういう深みがある動きが出てきているのではない
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かと思う気がします。

さあこれがどうなるか。僕もよくわかりません。
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中間選挙後のブッシュ外交

同志社大学大学院法学研究科教授

村田 晃嗣

詳細なお話をうかがったあとですけれども、私は
ブッシュ外交ということで、外交にフォーカスをしな
がらお話を申しあげたいと思います。

私も、まったくこれには同意ですけれども。
この五つの指標で考えたときに、ブッシュ政権の

ご案内のように、今回の中間選挙では共和党が

支持率というのが、一時 30 ％台に落ち込んで、選

負けて、上下両院とも民主党が勝ったわけですけ

挙の直近の世論調査ではだいたい40 ％か、41 ％

れども、今のお話を聞いていると、内政的に新しい

だったと思いますけれども、支持率が非常に低い

宗教団体との連携を図ったりして、民主党が組織的

ということですから、2期目の中間選挙であるという

にかなり強くなってきたというふうに見ることもできる

ことに併せて、大統領の低いサポーティング・レート

わけです。しかし、政策論で見ると必ずしも、今回

というのは当然、共和党の敗北を予感させるもの

の選挙結果は民主党が積極的に新しい政策を打

であったわけです。

ち出して勝ったというよりは、共和党が負けたという
方が正確ではないかなという気がするわけです。

それから戦争ということですけれども、対外戦争
が与党にプラスにはたらくのか、マイナスにはたらく

これもみなさんよくご承知のとおり、政権の 2 期

のか。これは一概には言えません。戦争がうまくい

目の中間選挙で与党が負けるというのは、ある意

っていれば、あるいはその戦争の危機が高まって

味では歴史の習いであります。そういう意味では、

いるというときであれば、ラリー・アラウンド・ザ・フラ

今回共和党が負けたことは、それほど驚きではな

ッグですから、与党に有利になるけれども、不人気

いわけですけれども、負け幅については、やっぱ

な戦争、あるいは戦争が長期化しているというよう

り瞠目すべき点があっただろうと思うのです。

な状況であれば当然、与党に不利にはたらくわけ

先だって同志社大学にお越しいただき、アメリカ研

でして、今回はそういう意味で、イラク戦争を長期

究所に来ていただいたビル・ハイニッシュさんという国

化するイラクの混迷というのが、明らかに不利には

務省の情報担当の方が、今マンスフィールド・フェロー

たらいたと。

というので、外務省に1年間来ておられます。
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状況と、五つのポイントを挙げておられるわけです。

それから、スキャンダルという点で言えば、これも

昔 AKP で同志社に 1 年おられた方ですけれど

先ほど来のお話にありましたように、フォーリー前下

も、そのハイニッシュさんのご報告を、私は当日い

院議員のセクシュアル・スキャンダルというのです

なかったのですが、細谷先生がいただいたドラフト

か、これが非常に大きい意味を持っている。

を拝見しますと、ハイニッシュさんは、この中間選挙

それから内政面でも、先ほどお話しがありました

を考えるに当たって五つのポイントがあって、一つ

ように、same sex marriageの問題ですとか、ES

は、大統領の支持率と、2番目は、そのときのアメリ

細胞の問題ですとかいうふうに、世論が大きく割れ

カの経済状況、それから、戦争、スキャンダル、内政

ていたと。
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唯一、経済が表面的には好調であるというので、
五つの指標のなかで、与党が負けるというふうに予

うふうには、とても考えられないということであります。

められるようになってきた。
しかも、ブッシュ政権が残り2年で、もうレームダッ

ほどお話しがございましたけれども、民主党のなか
で穏健派の勢力が増しているということであります。

しかし、同時にアメリカの連邦議会は、これも釈

ということになりますと、ブッシュ大
ク
（lame duck）

には、ご承知のとお
下院のスピーカー
（Speaker）

経済も好調というふうに言っても、中間層にとっ

迦に説法ですけれども、日本の国会よりもはるかに

統領という、言うならば「共通の敵」
を失うわけであ

りナンシー・ペロシが就任することになっていますけ

ては、かなり厳しい状況が続いているということで、

強いわけであって、下院は予算の先議権を持って

って、今度は、民主党は「共通の敵」
を失ったのち

れども、ペロシはいままで下院の民主党院内総務

負けたこと自体は、そういう観点から考えても、驚く

おりますし、上院は高級官僚の任命の承認権、条

に、
「共通の利益」
というものを見いださなければ、

であったわけで、彼女が下院議長に昇格するに当

に当たらなかったわけですけれども、負け幅が非

約の締結の承認権を持っておりますから、ここで両

党の求心力というのが維持できないであろうという

たって、後任の院内総務の人事で、ペロシは党内

常に大きかったということがあると思うのです。

すくみの状況というのが、残り2 年間続くのではな

ふうに思うわけです。

のリベラル派のジョン・マーサという下院議員を応

想されるところは、五つのうち四つであったと。

そういう意味で、1994 年にニュート・ギングリッチ

いかということであります。

「共通の敵」を失って求心力を失うというのは、

援したわけであります。

が「アメリカとの契約」
というのを掲げて上下両院で

外交問題についてですけれども、これは、ほと

ある意味では、冷戦終結後の西側同盟にも似てい

ところが実際には、下院議員団の選挙では、ペ

共和党が多数を制して以来、2000年にはブッシュ氏

んどイラク問題一色であると言っていいと思うので

て、今回の選挙の故に、民主党は本当にこれから

ロシの推すジョン・マーサではなくて、ステニー・ホ

が大統領選挙で勝って、最高裁の保守化が進んで

す。イラク問題は外交問題であると同時に、これは

試練のときを迎えているということになるのだろうと

イヤーという院内幹事が、次の院内総務に選ばれ

いくわけですから、立法、行政、司法という順番で、

内政問題であるということです。民主党優位の議

思います。

るということになったわけです。

共和党が3権で優越を占めて、共和党有利の時代

会は、大統領のイラク政策というのを、急速かつ大

が続いてきたわけですけれども、その最も重要な一

幅に変更させることはもちろんできない。

それから、民主党が議会を取ったということで、今

これもみなさんご承知かと思いますが、院内総

後の政治の膠着、停滞というものを、共和党が民主

務の下に院内幹事がいるわけでして、今ペロシが

しかし、政権への批判を強めて、この問題で大

党の抵抗、反対によって、ブッシュ政権の政策が進ま

院内総務で、その下にホイヤーがいるわけです。し

したがいまして、クリントン時代と同じようなディヴ

統領を一層強く拘束していくということになる。ブッ

ずに混乱が続いているというふうに、民主党多数派

たがって、ペロシが下院議長になりますから、順当

ァイディド・ガバメント
（divided government）の時

シュ政権は、したがって、ますます内向きにならざる

に、議会で多数を占める民主党に、ある種責任転嫁

に言えば、院内幹事であるホイヤーが院内総務に

代に再び入ったということであります。ブッシュ政権

をえないのであろうというふうに思うのです。

をする口実のようなものが出てくる可能性もある。

昇格するのがあたりまえだったわけですけれども、

角が今回崩れたということになるわけであります。

は、今までも支持率が低かったわけですけれども、

ただし、攻勢に転じた民主党の側にも、たいへ

それは民主党が、どういう風にこれから議会運

ペロシはそれを飛ばして、マーサというリベラル派を

議会の多数を失って、さらに苦しい状況になった。

ん大きな問題があるということであります。議会で

営をしていくかということに、非常にかかっているわ

院内総務にしようとして、結局これに失敗をしたと

このディヴァイディド・ガバメントということですけ

野党であり少数派であるうちは、民主党は言うなら

けですけれども、先に申しあげたギングリッチの共

いうことであります。

れども、クリントンの時代には、ギングリッチが非常

ば、
「批判のための批判」
を繰り返していればよか

和党下院が多数を占めたときに、非常に敵対的な

に対決的な姿勢を取ったこともあって、ディヴァイデ

ったわけです。

姿勢を取った。

ィド・ガバメントというのが、むしろ民主主義の危機

ブッシュ政権が登場したときにしばしば、All but

今申しあげたように、マーサ下院議員は民主党
のなかでもリベラル派として知られておりまして、イ

それに対してクリントン大統領は、フェデラリスト

ラク問題では即時撤退を唱える急進派であります。

「クリントン以外なら何でも」
というので、
Clinton 、

（Federalist）でマディスンたちが主張した、要する

そういう人物を次期下院議長が推したのだけれど

ブッシュ政権がクリントン前政権の政策を強く否定

に「多数による専制」
という問題、議会の多数派が

も、結局民主党のなかの穏健派のホイヤーが順番ど

領も議会になって、ディヴァイディド・ガバメントの状

するという、そういうところから出発したということが、

専制をおこなう危険ということを声高に語って、ギ

おり院内総務になったということで、ペロシにとっては、

況が解消されると、今度は議会も行政府も共和党

よく言われるわけですけれども、その例えを借りる

ングリッチの非妥協的で強硬な姿勢というものが

ペロシ執行部が始まるに先だっての一敗地でありま

であるというのが、むしろこれが民主主義の危機だ

ならば、これまでの民主党というのは、
「ブッシュ以

政治の低迷を招いているのだ、というイメージを広

したし、民主党のなかでの穏健派の巻き返しという

というふうに言われて、常に民主主義の危機が叫

外なら何でも」All but Bush、ABBであったという

めることに、かなり成功した。

現象が、すでに見られたということであります。

ばれてきたわけですけれども、再びクリントン時代

ふうにいっていいのだと思うのです。

だというふうにしばしば言われた。
ところが、今度は共和党が議会を取って、大統

と同じような状況に戻る。
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権の外交政策は大幅、かつ急速に変更されるとい

ところが、議会で多数を制して、さらに2008年

それを一部の政治学者は、
「クリントンによるマデ

共和党のほうでも、今の話では、
「穏健派が退潮

ィスンの発見」
というふうに言う人もいますけれども、

した？」
とクエスチョンが付いていたわけですけれど

ただし、もちろん、こと外交に関する限りは、外交

の大統領選挙がもう確実に視野に入ってきており

議会で多数を取ったが故に民主党の責任は重くな

も、私はここでは必ずしもそうは思っていません。

安全保障問題では、大統領がプロガティブ
（prerog-

ますから、民主党としては「批判のための批判」
を

り、そして、試練のときを迎えているということであ

今おっしゃったようなシュワルツェネッガーのような

といいますか、大権を持っておりますから、今
ative）

繰り返しているだけでは求心力を失う。積極的で、

ります。

例がありますし、それから大統領候補でもここに来

回の中間選挙の共和党の敗北によって、ブッシュ政

現実的で、建設的な代案というものが民主党に求

それから、共和党と民主党のなかでも、これも先

て、ジョン・マケインや、あるいはジュリアーニ前ニュ
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それから、これも先ほど会田さんのご報告でお

それぞれについて、私はそんなに現実性がある

私の短いペーパーのなかでも紹介しておりますよう

名前が挙がった、民主党次期大統領候補の有力

とは思えませんけれども、そういう案を唱えている

に、最近の『ニュー・リパブリック』
という雑誌の11月

マケインを共和党は穏健派と呼ぶことには、かな

者の一人である黒人のオバマ上院議員は、レビン

人もいる。

13日号に、ライアン・リッザという人がベーカーについ

り留保がいりますけれども、ジュリアーニは穏健派

ほど急速ではないにしても、やはり緩やかな兵力

と言っていいのでしょうね。というので、共和党の

の削減というのを唱えているというわけです。

ーヨーク市長のような人が、具体的にこの選挙に手
を挙げつつある状況になっています。

ての興味深い記事を書いていますけれども。

ても、それからポラックの言うように、首都周辺に集

ベーカーは、父のブッシュの古くからのテキサス州

それ以外にやはり民主党の有力者のジョー・バイ

中する案にしても、あるいは3分割案にしても、ある

時代からの友人であり、88年の大統領選挙の選挙

デンですけれども、この人も民主党多数派の次の

いは撤退論にしても、いまの現行のブッシュ政権の

参謀を務めました。ブッシュはこのときレーガンに負

上院で、上院の外交委員長に就任することが決ま

イラク政策から言えば、これはかなり大幅な軌道修

けますけれども、そののちにはレーガン政権で財務

ラムズフェルド国防長官が、イラク問題の責任を取

っておりますけれども、ジョー・バイデン上院議員は、

正を意味しているわけです。

長官、
それからブッシュ政権が誕生すると国務長官、

るかたちで事実上解任をされたというので、アメリカ

イラクをシーアとスンナ、それからクルドの3分割をし

のメディアのなかでは、これも先ほど会田さんの表

て、そのうえに、ノミナルな連邦政府を乗せるという3

すでに出ていますけれども、いまブッシュ政権が期

再選の苦しくなったブッシュを助けるために選挙対

で非常にビジュアルに見せていただきましたけれど

分割案を常々提唱をしているところであります。

待し、そしてまた民主党も注目をしているのが、バイ

策の本部長を再び務め、そして最近では一番記憶

「イラ
パーティザン
（ bipartisan ）で進められている

に新しいのは、2000 年の大統領選挙で、フロリダ

ク・スタディ・グループ」
というグループであります。

の集票問題で大混乱が起きたときに、共和党の法

なかでは極端に保守的でない人たちが、大統領候
補のトラックに乗りつつあるということであります。
それから、これもまたあとで申しあげますように、

こうしたなかで、これも会田さんのお話のなかで、

大統領主席補佐官、
そしてブッシュ政権の末期には、

も、共和党の「赤」
と民主党の「青」のあいだで、両

さらに、民主党系の安全保障専門家でローレン

方が融合するようなかたちで「緑」の部分が増えて

ス・コーブという人がいます。カーター政権の時代

きたと。厳密に言うと、赤と青を足すと紫なのです

に国防省の高官を務めた。軍事問題、特にミリタ

12月10日ですか、上旬にはこの「イラク研究グル

けれども、
「緑」
というふうに表現するメディアもあっ

リーのマネジメントの専門家、戦略というよりは、ミ

ープ」の報告が、大統領に提出をされるということ

ったというわけであって、今年76歳になる老人は、

て、
「緑」の部分が拡大してきたと言う人たちもいる

リタリー・アドミニストレイション
（military adminis-

でして、これはバイパーティザンでありまして、ジェー

過去 20 年間にわたってブッシュ一家を支え続けて

ということであります。

の専門ですけれども、
ローレンス・コーブは、
tration）

ムズ・ベーカー元国務長官、それから民主党の元下

きた人物であるということであります。

さて残り2年になったブッシュ政権にとっては、イ

イラクに駐留している米軍を、イラクの周辺諸国に

院議員であったリー・ハミルトンという外交専門家、

ラク問題の閉塞状況をどう打開するかというのが、

再配置をして、イラク国内の治安はイラク当局に委

たいへんなベテランでありますが、この二人がコー

に見られておりますし、実際それは日本語でも翻訳

死活的な課題になっているわけですけれども、こ

ねて、アメリカ軍はイラクでの大規模なテロ行動で

と
チェア
（Co-chair）で「イラク・スタディ・グループ」

が出ているところの、彼の最初の回顧録というのは、

れについての処方箋はまちまちであります。

あるとか、大きな紛争が起こったときに、周辺に配

いうのをつくっているわけです。

『シャト
最近2冊目の回顧録を書いたらしいですね。

律顧問としてフロリダに乗り込んで問題解決にあた

ベーカーというのは極め付きのリアリストというふう

ル外交

激動の四年』
という本を読めば、彼のリア

置している米軍が直ちに、そのときだけイラクに介

他にも例えば民主党系であれば、ウィリアム・ペリ

イラクへの増派、米軍の増派というのを主張してい

入して、実際の沈静化にあたると、そういう対応を

ー元国防長官であるとか、最高裁の判事を務めた

るということであります。それに対して、民主党上院

取るべきだというふうに言っているわけです。

サンドラ・オコナーのような人も入っているわけです。

これはちょっと余談なのですけれども、このリッ

その間にアメリカ政府は、イランだとか、シリアだ

それから、ラムズフェルドの解任に伴って、今度

ザという人によれば、今回この「イラク・スタディ・グ

とかいう関係諸国との対話を進めて、国際外交を

国防長官に就任が予定をされているロバート・ゲイ

ループ」
を率いて、表舞台にもう1回登場してきたベ

カール・レビンというのは、いま私の本をご紹介

進めると。言うならば、
「再配置を伴ったイラク封じ

ツも、このアポイントメントを受けるまでは、
「イラク・

ーカーにとっては、シニア・ステイツマンというレピュ

いただきましたけれども、80年代の日米関係などを

込め」
というようなものを、このローレンス・コーブと

スタディ・グループ」のメンバーであったわけです。

を確立して歴史に名をとど
テーション
（reputation）

勉強した人間にとっては非常に懐かしい名前であ

いう人は唱えているわけです。

例えば、
今申しあげたジョン・マケイン上院議員は、

議員のカール・レビンは、段階的な米軍の削減論
であります。
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そのコープが言うように、外に再配置する案にし

まさに、この顔ぶれから見てもわかるように、共

リストぶりというのはよくわかるところであります。

めたいと。

りまして、日米貿易摩擦が華やかなりし頃に、日本

ブルッキングス研究所の中東専門家であるケネ

和党・民主党の重鎮たちであって、両党のプラグマ

ベーカーというのは、今申しあげたように、トラブ

は安保ただ乗りであるというので、対日批判の急先

ス・ポラックという人、この人は逆にイラクに展開し

ティストといいますか、穏健派が顔をそろえていると

ル・シューターとか、あるいはどちらかといいますと、

鋒であった人物が、このカール・レビンでありますけ

ている米軍をすべてバグダッド周辺だけに集中をし

いうことであります。ここに来て穏健派の復権とい

非常に巧みなポーク・バレルといいますか、利益の

れども、カール・レビンが今度は、多数派を取った

て、首都の治安をまず回復をして、治安の回復した

うのが、感じ取られるわけです。

分配をやるしたたかな政治家というイメージが持た

上院、民主党で、上院の軍事委員長に就任するこ

首都周辺地域を言うならば、イラクのモデルケース

ジェームズ・ベーカーであります。今年76歳になり

れていて、フロリダでの集票の混乱の収拾にあた

とになっており、彼は段階的削減論を唱えているわ

にして他の地域に提示するという、そういう案を提

ます。これまでもトラブル・シューターとして、しばしば

った元国務長官というので終わるのは嫌だと。キ

けであります。

示しているわけです。

活躍をしてきた人であります。ベーカーについては、

ッシンジャーのようなシニア・ステイツマンとして歴史
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に名をとどめたいという、彼自身の強いインセンティ

ャーナル』に、アメリカン・エンタープライズ・インスティ

を使用し、いままた
ェポンズ（chemical weapons）

まり、手段やニュアンスに重大な瑕疵があったから

があるということであります。
ブ（incentive）

テュートのマイケル・ルービンと言う人が書いていた

核兵器の開発を手掛けている。シリアが、途方も

と言って、ネオコンや、あるいはこれまでのブッシュ

繰り返しますが、今のブッシュ政権にとって外交

記事であります。私はルービンという人を知りませ

ない独裁体制であることは言うまでもない。そのイ

外交が提起してきた問題、あるいは問題意識、ある

問題というのは、もうイラク問題に尽きるわけです

んけれども、
「Rumsfeld and the realist」
という論

ランやシリアの指導者とラムズフェルドが握手した

いは目的までが誤りであったと断定することができ

が、このイラク問題でベーカーが登場してきて、影の

文でして、持ってくればよかったのですけれども、

ように、もう一度握手することをアメリカ外交に求め

るのだろうか。私は正しいと言っているのではない

国務長官というふうに彼を呼ぶ人もいるわけです。

これは、私はなかなか興味深く読みました。

るのか、それがリアリストの正しい解決方法なのか、

ですよ。問題提起として申しあげているのです。誤

というのがルービンの問いであります。

りであったと断定することができるのだろうか。

実際すでにベーカーは、シリア、イラク、ヨルダン、ト

このルービンが言うには、今度国防長官を解任

ルコ、サウジアラビアといった関連諸国を頻繁に行

されたラムズフェルドというのは、1983年の暮れに、

つまり、アメリカ外交に、いま一度の偽善を求め

例えばテロリストのような非国家主体が、大量破

き来して、外交交渉を背後で進めてきています。

当時のレーガン大統領の中東特使としてバグダッド

ることがリアリストの解決の策なのかというふうに、

壊兵器を獲得し、使用する可能性が高まった今日、

を訪れているわけです。

ルービンは問うわけです。

既存の「国際法」や、既存の国際機関では、安全保

この「イラク研究グループ」
もしばしば、リー・ハミ
ルトンとのコーチェアですが、事実上「ベーカー委員
会」
というふうに言われています。
この答申は今月に出るので、まだ内容について
は、つまびらかではありませんけれども、想定され

そういう解決の仕方というのは、短期的な利益

とにこやかに握手をしている映像というのが残って

をもたらしても、長期的な展望をもたらさないので

だから、既存の「国際法」
を無視していいという

いて、これはマイケル・ムーア監督の映画の『華氏

はないか。かつてのラムズフェルドとサダムの握手

わけではないけれども、既存の「国際法」や国際機

911』のなかでも使われておりました。

を批判しながら、今度はベーカーの外交努力に期

関の枠組みだけでは、十全な対処ができないので

障を十全に担保できなくなっているのではないかと。

るところでは、アメリカの力の限界というものと、内

といいま
アメリカ外交のヒポクラシー
（hypocrisy）

待するというのは、明らかに、いわゆるリベラルとい

はないかという問い掛けに対して、実は誰もまだ答

政上の拘束というのを強く意識して、イランやシリア

すか、あるいはダブル・スタンダード
（double stan-

いますか、進歩派は一貫性を欠いているというふ

えていないのではないか。

など関係諸国との外交上の対話を進めて、イラク

dard ）の象徴として、かつて、にこやかに握手した

うに、ルービンは批判をしているわけであります。

問題をより広い文脈のなかで、緩やかに解決して

相手を、同じ人物が今度は国防長官として専制で

たしかに、1期目のブッシュ政権は、ネオコンの論

ていなくても、閉鎖的で強権的な国家がその開発

いこうということになるのだろうと思います。

あると、悪の枢軸であるというので、それをたたくと

調と部分的に共鳴し、あるいはしばしばそれを利

に着手する危険性であるとか、あるいはその危険性

そういう意味で、いわゆる
「ネオコン」
とは異なっ

いうわけですから、アメリカ外交のまさにヒポクラシ

用しながら、軍事力を過信してユニラテラル（ uni-

を外交の武器に用いる可能性に、国際社会がどの

て、ベーカーにとっては、イラクの民主化というのは

ーであるというふうに、しばしばこの映像は用いら

lateral）な言動に走る傾向があったというふうに思

ように有効に対応できるのかと。この問いについ

必ずしも最優先の課題ではない。中間選挙で民主

れてきたわけです。

います。とりわけその言動のなかでも言説ですね、

ても、実は答えが出ていないのではないか。

それから、例え一時的に大量破壊兵器を保持し

党が勝ったことによってブッシュ政権は苦しくなって

1983年12月の段階で言うならば、今回再び表舞

おりますから、イラク政策をめぐってベーカーの大統

台に登場してきたジェームズ・ベーカーは、当時はレ

領に対する影響力は拡大していると見られている

ーガン政権の大統領主席補佐官でありましたし、そ

それから、目下のところ、
「ネオコン」の影響は相

しあげたような危険性の低減に貢献するという可

わけであります。

れからラムズフェルドの後任として国防長官に使命

当程度に退潮し、ブッシュ外交自身が深刻な反省

能性があるのではないかと。この問い掛けについ

をされたロバート・ゲイツは、当時は CIA の副長官

と隘路に直面をしているというわけです。そういう、

ても、必ずしも答えは出ていないのではないか。

であったわけです。

このイラク情勢が逼迫するなかで、
「ネオコン」やブ

こういう問い掛けについて、その問いに対するブ

ッシュ外交に批判的、さらには断罪的な言説が勢

ッシュ政権の答えや手法が誤っていたからと言っ

いを得ているわけであります。

て、問い掛けが重要ではないということには、これ

そういうふうに考えますと、ここ数年来というか、
もっと長くでしょうか、アメリカの内政と外交はたい
へんな混乱をし、分裂をしてきたわけですけれども、

もしも、ベーカーたち、いわゆるリアリストが、シリ

が与えた負のイメージとい
ディスコース
（discourse）
うものは、たいへん大きかったと思います。

さらには、民主主義の拡大というものが、それぞ
れの社会の開放性とチェック機能を高めて、いま申

国内で穏健派の勢力が拡大し、そしてイラク問題

アであるとか、イランとの外交的対話を進めて、より

でベーカーのようなリアリストが前面に出てくるとい

広い地域的な文脈でイラクの問題を解決しようと

手段であるとか、ニュアンスという点で、
「ネオコ

うのは、ある意味でよい兆しだと言うこともできる。

するのであれば、これはいわゆる、そういう外交的

ン」やこれまでのブッシュ外交が多くの過ちを犯し

ここには書いていませんけれども、例えば国際

な解決は正しい道を歩んでいて、ラムズフェルドの

てきたことは、私は事実であろうと思います。私自

政治のダイメンジョン
（dimension）で、国際政治の

いままでの強硬な路線は誤りであったのかと。

身、外交にとって、目的と並んで手段とニュアンスと

局面で圧倒的に大きな力を持ったアメリカの単独

いうのが重要であるということは、常々主張してき

主義というのは危険である。

しかしながら、イラク問題、さらにはブッシュ外交
が抱える根本的な問題の解決には、やはりほど遠
いということなのだと思います。
この点で私、最近読みましたので興味深かった
のは、やはり11月13日付の『ウォール・ストリート・ジ
270

そのときに、ラムズフェルド特使がフセイン大統領

これは念のために言いますが、私が言ったのでは
なくて、ルービンが言ったのですよ。ということです。
イランはかつて、イラン・イラク戦争でケミカル・ウ

たところであります。
けれども、
「逆は真ならず」なのではないかと。つ

はまったくならないのではないかと思うのです。

だから、アメリカを国際機関の枠組みのなかであ
るとか、国際協調の枠組みのなかで、アメリカの単
271
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打倒するのだと。国内において、一人の人物や、

は、私はそれ自体は否定しませんけれども、そうい

一つの政党や、一つの機関に大きな力が集中する

ルー・ビリーバー
（true believer）
といいますか、自

ブッシュ政権自身が、自らが提起した問いに答えるこ

う考え方というのは、一つの、一国に大きな力が

というのは危険であって、そういう戦争体制を打倒

分が正しいと思っている独裁者。サウジの王さまた

となく終わろうとしているという感がするのです。

集中することについての危険性ということを前提に

するのだというふうにブッシュは言っている。

ちは、必ずしも自分が正しいと思っていないと思う

そのなかで一つ、これもその原稿には書いてい

のですが、間違っているとも思っていないかもしれ

ませんけれども、なるほどと思わせる議論として、

ないけれども、正しいとも思っていない。

外交問題評議会の会長のリチャード・ハースが、
『フ

しているわけです。

とすれば、国内における力の集中を危険だと考

はないか。イラク情勢の混迷のなかで、残念ながら、

国際政治においてアメリカが途方もなく大きな力

えるブッシュ政権が、なぜ国際政治におけるアメリカ

を持っていて、それをチェックされずにアメリカは行

の力の集中について、それほど楽観的でいられる

しかし、自分が正しいと思っている独裁者のほ

ォーリン・アフェアーズ』
、
『論座』の今月号に翻訳が

使することは危険である。だから、アメリカを国際機

のかというふうに、同じ批判は裏返せば、ブッシュ

うが、実は歴史のなかではしばしば、たちが悪くて、

載っておりますけれども、
「新しい中東」
という論文

関であるとか、あるいは国際的な規範の網の目のな

政権にもそのまま当てはまるということなのだと思

ヒットラーはその典型でありましょう。

を書いております。

かでからみ取って、より協調的な行動、多国間主義

うのです。

本人のインテンションが主観的に、サブジェクティ

リチャード・ハースはご承知のとおり、ブッシュ政

に見て、真偽を追究しようとしてい
ブ（subjective）

権の1 期目の国務省のポリシー・プランニング・スタ

の問
理の問題と同時に、インテンション
（intention）

るから許されるのだという問題でも必ずしもない。

、政策企画室の室長
ッフ
（Policy Planning Staff）

私は、それは間違っていないと思いますけれど

題がはたらいていて、ネオコンの人たちはそう論ずる

というので、この問題は、リベラルの側も、それから

でありました。いわゆる共和党の穏健派に属する

も、とすれば国際政治のダイメンジョンで、突出した

と思うのだけれども、単に力が集中しているというこ

ブッシュ政権のような立場を取る側の、両方とも実

人でありましょうけれども、この論文の内容を詳しく

力を拘束しなければならないと考えている国際協

とだけが危険なのではなくて、その集中した力を持

は矛盾を抱えた問題なのではないかという気がす

ご紹介することはいたしませんが、ハースはこのな

調主義者、いわわるリベラルが、国内における突出

っている人物や組織が邪悪であるか否かということ

るわけであります。

かで、全体として中東情勢は非常に悲観的なので

した力、つまり独裁に対して、なぜ目をつぶってい

が問題だということになるのだと思うのです。

にいざなわないといけないという議論がしばしばさ
れるわけです。

ところが、おそらくこの問題は、力の集中という物

さて繰り返しますけれども、私はいわゆるネオコ

すけれども、アメリカが避けるべき間違いとして二つ

アメリカは、グッド・インテンションを持っているの

ンでありますとか、それからこれまでのブッシュ外交

の点を指摘していて、一つはこのイラクを中心とし

ようとする人たちが、
国内政治における力の集中に、

だから、集中した力を持っていても、アメリカはデモ

の手段の選択、表現方法には、さまざまな粗暴な

た、それからイランもそうですけれども、中東の混乱

どうして対処しようとしないのかと。

クラシーとヒューマン・ライツ
（Human Rights）の促

点があったというふうに思います。

にアメリカの軍事力で効果的に対処できると考える

られるのか。国際政治における力の集中を緩和し

ブッシュ外交のダブル・スタンダードや偽善を批判

進をするのだから危険ではないのだと。

しかし、その手段や表現に対する避難の渦のな

のは誤りであると指摘しているわけです。

することは、これは極めて容易であります。民主党

ところが、キム・ジョンイルや、フセイン、あるいはカ

かで、彼らが提起してきた問題そのものが、ついに

先に言いますと2点目は、民主化というものにあ

を進めようというけれども、ではサウジはどうなって

ストロのような人が国内で力を持つというのは、彼

答えられることなく、歴史の渦のなかに水没してし

まり大きな期待をかけるべきではないと。この二つ

いるのだ、ダブル・スタンダードじゃないかということ

らは、グッド・インテンションに基づいた党首をやろ

まうということになれば、いったいわれわれはあれ

について誤ってはいけないということを、ハースは

は当然可能であります。

うとしていないのだから、それは危険なのだという

だけの犠牲を払って、イラク戦争というのは何だっ

言っているのです。

話に、今度なるのだと思いますけれども。

たのか、われわれはそこから何を学ぶのか、という

しかしながら、国際政治でアメリカの力を拘束し

いまの中東の情勢について、軍事力に過信して
はいけないというのは、これはあらためて言うまで

ようとする人たちが、各国に残された途方もない独

これもまた、はなはだ議論の余地のあるところで

裁に対して目をつぶるとするならば、これまた非常

あって、いま世界中にいる独裁者や、専制的な権力

ブッシュ外交を批判する倫者たちは、しばしば非

もないことであって、例えばイランが今後核開発を

に悪質なダブル・スタンダードと言わざるをえない。

を握っている人たちの相当の部分は、たしかにグッ

常に自省的、セルフ・リフレクティング（self-reflect-

進めるにしても、そのイランの核開発施設に対する

ド・インテンションなど持っていないと思うのです。

ing）で、思索的な装いを凝らしますけれども、実は

というのは、ほとんど実際のと
plaintiveなアタック）
ころ効果を持たないだろうと。

国際政治において力の集中を排除しようとする

ことになるのだと思うのです。

人たちが、国内において力の集中に目をつぶると

サウジの王族が、世界をよくしようとか、自分たち

彼らも、ブッシュ外交自身は答えられていないけれ

いうのは、ダブル・スタンダードであるということも言

の国をよくしようとか、そんな気持ちはさらさら持っ

ども、ブッシュ外交が提起した非常に困難な問題に

ですから、この点については、この中東問題に

えるのではなかろうかということであります。

ていないと思うのです。

対して、それに批判する人たちも実は、それに対す

ついて、軍事的な解決というのが有効でないとい

る回答というのを怠っているのではないかという気

うのは、もう多くの人が指摘しているわけですけれ

が私にはするわけです。

ども、
『ミリタリー・バランス』
という本を出している

他方でしかし、この議論は裏返して論ずれば、

272

あるいはグッド・インテンションといいますか、トゥ

独主義を抑えないといけないという考え方というの

そういう意味で、多くの国内の独裁者たちが、グ

ブッシュ政権に対しても批判的に用いることができ

ッド・インテンションを持っていないことは事実だと思

るわけです。ブッシュ政権は戦争を打倒するのだと

いますけれども、しかし、グッド・インテンションを持っ

「中東に民主化などは非現実だ」
というリアリスト

IISS（ International Institute for Strategic

を
言っているわけです。オートクラシー
（autocracy）

た独裁者というのが、やっぱり充分危険なのです。

の考え方は、一時的な問題の回避にすぎないので

という、国際的な
Studies、国際戦略問題研究所）
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安全保障の団体ですけれども、9月にジュネーブで

その際に彼が言っているのは、民主化というも

そこの臨時総会に、室の予算で行かせていただい

のを急速に進めようとしても、民主化というのは何

て、そのときのキーノート・スピーチがサー・マイケ

十年もかかるプロセスなので、まず大事なことは、

ル・ハワード
（Sir Michael Howard）
だったのです。
イギリスを代表するといいますか、世界を代表す
です
るミリタリー・ヒストリアン
（military historian）

ども、北朝鮮のことは実際、本当によくわからない

努めることが必要であると言っているわけです。

わけです。これは7月のミサイルの発射のころから、

これも単に民主化ということを、いまハースさんが

もっと前からかもしれませんが、テレビや新聞にど

中東、イランであるとか、イラクであるとか、経済的

指摘されたようなことというのは、私は民主化を推

れほど多くの朝鮮専門家と称する人たちが登場し

な発展のチャンスというものを積極的に与えるとい

進するという目的自体は間違っていないと思うけれ

て、彼らの予測がことごとく外れたということです。

う、そういう努力をしないといけないと。

ども、ただ単に中東に民主化を進めるのだと言うだ

これは言ってみたら、アメリカの政治とか、フランス

けれども、そのサー・マイケル・ハワードも、いま中東

それから、長期的に言うならば、中東における教

けでは、これも粗暴な議論であって、中東における

の政治とか、日本の政治とかを分析するのとは訳が

で起こっていることを戦争と呼ぶのは間違いだとい

育の推進といいますか、質の高い教育、若者に対

教育状況や、それから経済的な機会の拡大と合わ

違って、やっぱり北朝鮮の動きというのは、煎じ詰め

うふうに指摘をしていました。

する教育の機会を与えるという努力を、西側がもっ

せて、西側の主要国の石油依存を是正するという

て言うならば、たった一人の人間が最終的に何を考

と積極的にやる必要があるということを、ハーツが

ようなことも含めて、長期的な関与という姿勢を取ら

えているかという、当てものゲームのようなところがあ

言っているのです。

ないといけないのではないかということであります。

りますから、なかなか難しいということなのでしょう。

というのは戦争というのは、相手が明確であっ
て、そして期間が決まっているといいますか、決ま
っているというとおかしいですけれども、終わる見

その点については、今日の毎日新聞の「主張・提

ここから先はあまり、この研究会とは関係ないの

いずれにしても、平壌はブッシュ政権との話し合

込みのあるものが戦争であって、この相手が不透明

言」
というところで、中間選挙後のアメリカのイラク政

かもしれませんけれども、中間選挙後のブッシュ外

いによる解決というのには、見切りを付けたという

で終わる見込みが、展望が開けないというようなも

策はどうなるというので、私も今日お話ししたことと同

交ということですから、この北朝鮮の問題について

ふうに考えていいのではないかと思うのです。むし

のを戦争と呼ぶのは間違いで、厳密に言えば、マ

じようなことを勝手に書いているのですけれども、あ

も、若干お話を申しあげたいと思います。

ろ、2008年に発足する新しい政権との仕切り直し

イケル・ハワードは、これはウォーフェアー
（Warfare）

との二人が、アメリカ人のカート・キャンドルと、フラン

中間選挙でのブッシュの敗北を、共和党の敗北

と呼ぶよりは、
コンフロンテーション
（Confrontation）

スのオリビエ・ロアという、この人はフランスの社会科

を予想するかのように、安倍首相が訪中・訪韓をさ

他方、ブッシュ政権にしてみれば、北朝鮮を核保

というふうに言うべきことであるというふうに指摘を

学高等学院の教授ですが、ロアさんも今後のアメリ

れたあいだに、北朝鮮は核実験を断行したわけで

有国として承認することは、もちろんできませんし、

しておりました。

カのイラク政策として、一つの可能性としては、短期

あります。

いわゆる金融制裁を全面的に解除することも、これ

に期待を掛けているということなのだと思うのです。

ハワードは、
「じゃあ何で、コンフロンテーションと

に撤退してしまうという可能性、もう一つは、10年を

北朝鮮が、なぜこの時期に核実験をやったのか

いう言葉を使われないんだ」
と言ったら、新聞のヘ

越える長期の覚悟で、アメリカがイラクに駐留すると

ということについては、いろんな意見があって、い

この点についても、いまもう私自身、いわゆる金

ッドラインにしては単語が長すぎるから、というのは

いう可能性で、その中間の、3、4年の駐留というの

わゆる金融制裁が相当効いてきているというような

融制裁というふうに申しあげましたけれども、日本の

冗談ですが。

では、事態の改善はまったくもたらさらないだろうと。

意見もあるし、それから７月のミサイル発射実験をや

メディアは「金融制裁」
と表現を使っていますし、ア

いずれにしても彼も、いま中東で起こっているこ

10年以上の本格的な駐留ということを考えるなら

ったのだけれども、北朝鮮にとってはまことにお気

メリカやイギリスのメディアも
「ファイナンシャル・サン

とに対して、アメリカは間違った手段で応えようとし

ば、そのときにイラク人の教育というところから取り掛

の毒なことに、せっかく7発もミサイルを撃った直後

クションズ」
という言葉を使っていますけれども、ア

ている、それがウォーフェアーという表現につながっ

からなければ問題の解決にならないだろうと。
しかし、

に、ヒズボラとイスラエルでレバノン紛争が激化しま

メリカ政府はこれを「ロー・エンフォースメント」
、
「法

ているのだということですが、ハースもその軍事力

おそらくアメリカが長期の駐留という道を選ばないだ

したから、世界の注目はレバノンにいってしまって、

の執行」
と呼んでいるわけです。

に過信してはいけない。

ろうというのが、ロアさんの意見でありますけれども、

みんな北朝鮮のことを忘れてしまったと。

それからもう一つは、その民主化のプロセスにあ

ハースも同じようなことを言っているということです。

したがって、ミサイルを撃ってもだめだったから、

はもちろんできないわけであります。

つまり、北朝鮮がやっていることは、偽ドル札の
製造であるとか、あるいは麻薬の密売であるとか、

それから2番目に、アメリカへ生かさないといけな

次の過激な手段を執らなければならないというよう

偽たばこ、偽のマルボロのほうがうまいらしいです

ハースに話を戻しますと、その二つの誤りを犯さ

というのは、アメリ
いオプチュニティ
（opportunity）

なことも、もちろんあるでしょうし、それからブッシュ

けれども、不純物がないので、あっちのほうがうま

ないようにしたうえで、アメリカが今度はチャンスを生

カの中東に対する石油依存度を下げるという努力

政権が中間選挙で負けることを見越して、もうブッシ

いのだそうですが、というので、そういう不法行為

かさないといけないということを言っていて、やはり

であります。

ュ政権のあいだは、もちろん交渉は不可能であると

に対して、それを阻止する措置を執ることは何も制

まり期待をしてはいけないという指摘なのです。
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の導入を促すような政策を取ることで、需要削減に

おそらく出てくるであろう
「イラク研究グループ」の答

アメリカ国内における石油の消費というのを減らし

いうので、交渉不可能性の前提に立って、核保有

裁ではなくて、法を適正に執行しているだけなので

申と同じようなことだろうと思いますけれども、イラン

て、中東のエネルギー資源へのアメリカの依存度を減

国としてのステータスの確立に進んだと、いろんな

あって、こんなものはサンクションズとは呼ばないと

やシリア、さらにはトルコなど関係諸国を含めた、外

らしていく必要があり、ほかの領域での減税と合わせ

ことが言えるのだと思うのです。

いうのがアメリカの立場であります。私はこの点で、

交的な外交努力というのを、ここですべきであると。

たかたちで、ガソリンの増税をおこなって、代替資源

こういうと、おしかりを受けるかもしれませんけれ

アメリカ政府が言っていることは基本的に正しいと
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2回目の核実験をやらせない。そして、核関連物資

このポストに、先ほど前半部分でお話ししたよう

実にできているわけです。つまり、アメリにとっては

先月の中旬に私、ワシントンに久しぶりに行く機

の輸出入を規制すると、それが精いっぱいのこと

に、イラク問題でジェームズ・ベーカー元国防長官が

当面、北朝鮮の核もミサイルも脅威がないのです。

会があったのですけれども、そこでゴードン・フレイ

である。それができれば、残り2 年のブッシュ政権

登場してきたように、この北朝鮮問題の政策調整官

ところが日本にとっては、北のミサイルはすでに

クさん――この人はマンスフィールド財団というとこ

にとっては御の字であろうと思うのです。

に、例えばコリン・パウエル前国務長官のような超

日本列島を射程に収めていますし、国内でプルト

大物が起用されるのであれば、これは日本にとって

ニウムの増産は封じ込められながらも、核関連物

かなりいい兆しだと思います。

質でプルトニウムの増産はできるわけですから、ア

思います。

ろの事務局長ですけれども、ワシントンで数少ない

いわゆる金融制裁を解除しようと思っても、むし

朝鮮専門家の一人です――が、ブッシュ政権の北

ろ民主党の人権派とか、リベラル派のほうが、北朝

朝鮮政策というのは「三つのＰ」に象徴されるとい

鮮がおこなっている脱法行為とか、人権侵害に対

うふうに言っている。これもなかなか興味深かった

しかしながら、現実考えられるのは、おそらくブッ

メリカにとってはまったく脅威ではなくて、日本にと

しては敏感ですから、借りに行政府がそう思っても、

シュ大統領は、現在六者協議を実務レベルで担当

っては深刻な脅威という、実はこれは日米同盟にと

ので、ご紹介しているのですけれども、一つは、プ

そう簡単にはできないという状況になっていると思

しているクリストファー・ヒル東アジア太平洋担当の

って、かなり深刻な事態がいま生じつつあるという

ライオリティー
（priority）のＰ、2番目は、ペシミズム

うのです。

国務次官補を、この北朝鮮担当の政策調整官に任

ことになるのだろうと思うのです。

（ pessimism ）のＰ、そして 3 番目が、ポリティックス
のＰであります。
（politics）

命するのではないかと見られているわけです。

そうしたなかで、日本のなかでは、一部で核武装

ブッシュさんが初めて会われて、そのときにブッシュ大

そうしますと、要するにブッシュ政権はこの問題

論の議論も出てきているわけですけれども、こんな

つまり、最初のプライオリティーということに対して

統領が安倍首相に対して、わざわざ横田めぐみさん

を、次官補で出るに委ねるということです。それは、

ことを言っていると時間がないのですが、ごく簡単

言うならば、イラク問題、そしてイラン問題に悩むブ

のことに言及されて、
「心が痛む」
というふうに言われ

この政権の、この問題に対する関心度の低さとい

にだけ私、核武装論についての意見を述べさせて

ッシュ政権にとって、北朝鮮問題のプライオリティー

ましたけれども、もちろん大統領自身が横田さんの

うものを、おそらく証明することになるだろうというこ

いただくと、まず中川さんや麻生さんがおっしゃって

は非常に低いということであります。

お母さんとお会いになって、この問題に個人的シン

とであります。

いることは、全体が間違っていると思うのです。

悲観論ということで言いますと、ブッシュ政権の

を持っておられるということもあ
パシー
（sympathy）

それから、より深刻なのは「悲観論」のＰでありま

核武装についての議論さえできないような状況

なかで、交渉に当たっているクリストファー・ヒルを

るでしょうが、この北朝鮮の問題で拉致のような人

して、残り2年となったブッシュ政権が、北朝鮮問題

はおかしいと、忌憚のない議論というのはすべきだ

含めて、六者協議を通じて北朝鮮が、究極的に核

権問題をクローズアップするというのは、議会が核

の根本的解決はないのだと、制裁と六者協議を併

というふうにおっしゃっているわけですけれども、い

放棄に至るなどと信じているものは誰もいない。そ

やミサイルの問題に関心が低いだけに、北の人権

用しながら、とにかく時間稼ぎをして、第2の核実験

ままで核武装について議論がなかったという前提

ういう意味で極めてペシミスティック
（pessimistic）

侵害ということを政権としては強調することで議会の

と大量破壊兵器の拡散さえ阻止する、いわゆる
「封

は、私は間違っていると思うのです。いままでも議

であると。

協力を得るという、そういう国内的な文脈というのも、

じ込め」ができれば、それでいいんだと思っている

論はあったのです。

当然あったのだろうというふうに思うわけです。

とすれば、これは日本にとっては、かなり深刻な事

それから、ワシントンにとっては、ここで言うワシ
ントンというのは、むしろホワイトハウス周辺ではな
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このあいだのAPEC の首脳会談で、安倍さんと

この拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害の…

ということでしょうけれ
くて、コングレス
（ congress ）

（テープ反転）
…状況によって、この関心というのは、

ども、コングレスにとっては、北朝鮮問題というのは、
核やミサイルの開発と並んで、あるいはそれ以上に、

態と言わざるをえません。

だいたい日本がNPTに加盟するときに、さんざん
議論はやっておりますし、それから、ご記憶の方は

といいますのは、
「封じ込め」ができて、核関連

ご記憶かと思いますが、清水幾太郎のような、かつ

上がったり低くなったりする、非常に流動的なもの

物資が中東やテロリストの手に渡らない状況が維

て 60 年安保の指導した左派の社会学者は、80 年

であるということなのです。

持できたにしても、北の国内では核関連施設は稼

代には日本の国家たれというので核武装論を唱え

働し続けているわけでして、プルトニウムは増産を

ましたし、いまでも
『諸君！』や『正論』
という総合雑

続けているわけです。

誌を見れば、毎月のように核武装論を唱えている

いま申しあげたような北がおこなっているイリーガル

その次の「優先順位」のＰですけれども、このア

なアクティビティーズ（activities）であると
（illegal）

メリカにとって北朝鮮問題の優先順位が低いとい

か、北朝鮮での人権侵害というのが、多くの議員

うことは、やっぱり日本にとってかなり深刻な問題

の関心を引くところであると。

である。

しかも、このあいだの7月のミサイル実験でテポド
ンは失敗して、
やっぱり長距離のは失敗だったから、

学者はいっぱいいるのです。
というので、核武装の議論すらしてこなかったと

安全保障上の問題は、それほどコングレスの関

議会の要求を受けてブッシュ政権は近く、北朝

北朝鮮のミサイル技術というのは、たいしたことが

いうのは明らかに間違っているのです。議論は、さ

心を引かない。そういう意味で、ポリティクス
（poli-

鮮政策の担当の政策調整官というのを設置するこ

ないんだという話にはならないのでして、テポドンは

んざんなされたというべきなのです。むしろ、彼らの

tics）の争点が違うということなのです。

とになっています。これはクリントン政権の末期に

失敗だったというのは、むしろ日本にとっては深刻

議論がしょぼいから、発展せずにみんな終わっただ

そういうふうに考えると、ブッシュ政権ができるこ

ウィリアム・ペリー元国防長官が北朝鮮担当の政策

な事態なのです。

けであって、議論を封じ込められてきたのではない

とというのは、表面上は六者協議の枠組みを使っ

コーディネーターになったわけで、それと同じような

て、中国の影響力を借りながら、とにかく北朝鮮に

ポストをいまつくれと言われているわけです。

つまり、アメリカに届く長距離のミサイルはできて

ということ。彼らの前提がまず間違っていると思う。

いないけれども、日本を射程に収めるミサイルは確

あるいは、そうではなくて、政府や自民党のレベ
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ルで、公式にそういうことを検討したことがないじゃ

て、ブッシュ政権の残り2年で、できる限りアジアの安

うのは、おそらくゲイツはラムズフェルドよりもっとうまく

です。国勢レベルにおいて、安保と自衛隊を認め

ないかという議論であれば、私はこれも間違ってい

全保障問題に、ワシントンが関心とエネルギーを割

といいますか、ロー・プロファイル
（low profile）
で、軍

ている民主党が、安保や自衛隊の正当性そのもの

ると思います。私が知っている限りでも、防衛庁は

ける状況というのを現出する必要があると思います。

部との信頼の構築というのをやるでしょうし、それから

を否認する候補者を沖縄県知事選挙で支持する

1990 年代の半ばに、日本の核武装の可能性につ

そういう意味では、小池百合子さんが、実際どれ

ゲイツという人物を考えるうえで、もう一つ重要なこと

というのは、これは率直に言って有権者を愚弄す

いて、専門家で山口さんはその一員だったと思い

だけ中東問題に通用しておられるかどうかわかりま

は、国務長官のコンドリーザ・ライスが、お父さんのブ

るものであると言わざるをえないと思いますし。

ますけれども検討しておられますし、それからもっ

せんけれども、しかし、いわゆる中東専門家という

ッシュ政権のときに、国家安全保障会議
（NSC）
のロ

それから糸数さんという候補者も、安保や自衛

とさかのぼれば、中曽根防衛庁長官のときに、中

のを売りにしている小池百合子さんを、国家安全保

シア東亜問題のシニアディレクターであったときに、ゲ

隊という国の外交安全保障の根本問題について、

曽根さんは日米安全保障条約を廃棄すれば日本は

障問題の担当の首相補佐官にしたというのは、対

イツも政権にいたわけでして、そういう意味で、ライス

自分と見識の違う政党から、選挙に勝つためなら

どれぐらいの核兵器を持たないといけないのかと

米メッセージとしては、私はそれなりの効果を持っ

とゲイツの関係というのは非常にいいわけです。

支持を受けるという候補者の識見というものを大い

いうのを、防衛事務方に検討を命じているわけで

たことだろうと思います。

す。だから、官僚機構のなかでも検討したことは、
もちろんあるわけです。

クスのイランの原油開発問題で、もしアメリカが対イ

に疑うわけでありますが。こういう人が当選しなか

国務省と国防省の関係の改善というのも、この人事

ったというので、最悪の事態は回避できたというこ

に込められた意図であろうというふうに思います。

とです。これは、まったくの私見ですけれども。

それを公式に、外務省や防衛庁や内閣や、ある

ラン経済制裁をかけるような状況になったら非常に

このラムズフェルドが去ったのちに、海兵隊をはじ

いずれにしましても、小泉総理のときに日米関係

いは自民党のなかに検討部会か何かをつくって、公

苦しい状況にあったわけですけれども、幸か不幸

めとする軍部が、在日米軍の再編問題で、批判の

は黄金時代を迎えたと、しばしば言われてきたわ

式に検討して議論をすべきだというのが、中川さん

か日本の割り当てというか、シェアが大幅に削減を

攻勢に転じる可能性というのも充分あったわけで

けです。実際、小泉氏は9･11の同時多発テロであ

や麻生さんのご趣旨だとすれば、私はおよそ信じら

されてしまいましたから、以前ほどの苦しい立場に

す。これからも、可能性としてあるわけですけれども。

るとか、あるいはイラク戦争に際して、いろいろ迅速

れないほど愚かだと言わざるをえないと思うのです。

は置かれなくなっているということなのです。

その意味で、今般の沖縄県知事選挙で、保守系

に対米協力の姿勢を示してきたわけです。

そういう検討グループを公式に立ち上げて、公

この問題もこの研究会でそれほど直接関係ない

の仲井真さんが僅差、34万票対31万票、僅差であ

しかし、後継者の安倍さんにとっては、ブッシュ

式の検討の結果、日本は核武装できませんという

かもしれませんけれども、在日米軍の再編の問題

りますけれども、僅差とはいえ保守系の仲井真さ

政権が中間選挙の敗北によって、ますます内向き

答えになったら、それが日本の核抑止をどれだけ損

であります。沖縄の海兵隊の海外移転をはじめと

んが当選をしたというのは、日米同盟関係を考える

になって、しかも北朝鮮情勢が日本にとってより切

ねるかということです。

する、米軍の再編に最も熱心だったのがラムズフェ

うえでは、最悪の事態は何とか回避できたという感

迫した情勢になったこんにち、小泉さんほど安倍さ

ルド国防長官であるわけです。

じがするわけです。

んは、日本の対米協力というのを、ワシントンに高い

そんなことは公式に明らかにしないほうが、よほ
どいいので、もし賢明であればリークすればいい

そのラムズフェルド国防長官がペンタゴンを去る

糸数さんについては、何と言いますか、今般の

のです。政府高官はとか、あるいは自民党の有力

ことになっているわけでして、彼のこれまでの非常

在日米軍の再編についても、もちろん反対のお立

者は、北朝鮮情勢を受けて核武装の可能性につ

に強力で、かつ強引な手法というものには、軍部

場ですし、私もテレビで一度ご一緒したことがあり

そういう意味で、日本外交の付加価値をどう付け

いても必要だと考えているとか何か、アメリカの政

のなかから批判の声が巻き上がっていた。

ますが、糸数さんはそもそも日米安全保障関係をお

るのかというのが、安倍さんに問われていることだ

認めにならないし、自衛隊の正当性もお認めになら

と思いますし、小泉さんと同じように、迅速で果断

ないという立場の方なのです。

な決断をしないといけないと同時に、小泉さんより

治家がよくやるようにリークすればいい。

実際、中間選挙の数日前に、
『アーミー・タイムズ』

値段で売ることができなくなっているということにな
ると思うのです。

日本の政治家というのは、国内政治ではあれほ

をはじめとする軍関係の新聞が、一斉にラムズフェ

どナスティーな権力闘争が演じられるくせに、国際

ルド国防長官の辞任を求める声を挙げていたわけ

もちろん、わが国は成熟した民主主義社会です

もはるかに、ていねいな有権者に対する説明責任

政治については極めてナイーブにしかものごとが考

でして。軍部のなかでのラムズフェルド批判という

から、日米安全保障同盟を認めない、自衛隊の正

であるとか、政策の調整とかいうことが求められて

えられない。もっと国際政治でも、どろどろやれば

のは、非常に根深い問題であったわけです。

当性を認めないというお立場も、もちろん、そういう

いて、安倍さんに求められているものは非常にハー

お立場はあり得るわけです。そういうお立場の方を

ドルが高いということであります。

いいと思うのですけれども、ああいう建前論しか言

今回、ラムズフェルドが解任されたというのは、
これまでのイラク問題を仕切り直すということと同

支持されるというのも、私は考えが違うけれども、あ

それはともかくといたしまして、アメリカが北朝鮮問

時に、こじれにこじれた国防長官と軍部との関係

っていいことだと思いますけれども。

題に関心と努力を充分傾注できない状況であると

の立て直しという意味も、当然持っているというこ

するならば、日本としてはイラク問題、あるいはイラン

とであります。

えないというのは残念なところであります。

問題で、より能動的にアメリカに協力することによっ
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それから、イラン問題についても、日本はインペッ

つまり、軍部と国防長官の関係の改善と同時に、

そういう意味で、ロバート・ゲイツが起用されたとい

といったメモがなくなりました。いったんここで終
わらせていただきます。

私は無経験極まりないのが小沢民主党だと思い
ます。小沢民主党は、国勢のレベルにおいては、
日米安保支持、自衛隊の正当性は認めているわけ
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中間選挙後のブッシュ外交
村田 晃嗣（同志社大学法学部教授）
去る１１月９日の米中間選挙で、ジョージ・W・ブッシュ大統領の与党・共和党は大敗を喫した。野
党・民主党は下院を大差で制し、上院でも僅差で多数をえた。
もとより、政権２期目の中間選挙では、与党が敗北するのはある種の歴史の習いである。また、
ブッシュ政権の支持率低迷やイラク戦争への批判の高まりを考えれば、共和党の敗北は「想定の範
囲」
ではあった。だが、
２
０近くの議席差で下院の多数を奪われ、上院でまで一敗地にまみれるとは、
政権与党には、やや「想定外」であったろう。なにしろ、バージニアのような保守的な州でも、次期大
統領の有力候補の一人と目される現職の共和党上院議員が議席を失ったのである。こうして、
１９９
４年にニュート・ギングリッチ率いる共和党が「アメリカとの契約」
を掲げて上下両院を制して以来の、
共和党優位の議会の時代は終焉し、民主党のビル・クリントン政権時代と同様に、大統領と議会多
数派が政党を異にする
「分割政府」
（ディヴァイディド・ガバメント）
に戻ったわけである。
この新事態がアメリカの政治と外交にどのような影響をもたらすのか、そして、日米関係にとって
どのような意味を帯びるのかを、以下考察するとしよう。
まず、アメリカの政局である。
アメリカ合衆国大統領の権限は強い。とりわけ、外交・安全保障問題での大統領の権限は絶大
である。中間選挙での民主党の勝利が、直ちにブッシュ外交の大幅修正を導くとは思えない。だ
が同時に、連邦議会の権限も強い。下院は予算の先議権を握っているし，上院は閣僚を含む高
級官僚の人事承認権と条約の承認権を有している。アメリカの行政府と立法府の関係は、強い行
政府と強い議会という関係である。テキサス州知事時代には民主党との協調に努めたというブッ
シュ大統領だが、
「分割政府」の下での最悪の事態は、両すくみの膠着状態である。すでに、わ
れわれはそれをクリントン時代に経験している。
とりわけ、イラク問題は外交問題であると同時に内政問題である。民主党優位の議会は大統領の
イラク政策を急速かつ大幅に変更させることはできないにしても、政権への批判を強め、この問題をめ
ぐって大統領を一層強く拘束するであろう。当然、ブッシュ政権はより内向きにならざるをえない。
だが、攻勢の民主党にも深刻な問題がある。野党であり議会でも少数派の間は、
「批判のため
の批判」
を繰り返していればよかった。クリントン前政権の路線を強く否定したために、ブッシュ政
権の姿勢はしばしば、
「クリントン以外なら何でも」(All but Clinton: ABC)と呼ばれた。これに倣
えば、根強い反ブッシュ感情に頼って、これまでの民主党は「ブッシュ以外なら何でも」(All but
Bush: ABB)であったことになる。しかし、議会で多数を制し、２年後の大統領選挙が視野に入っ
てきた今、民主党には積極的・現実的・建設的な代案が求められる。ところが、ブッシュ大統領と
いう
「共通の敵」が弱体化すると、民主党には「共通の利益」が見出しにくくなっている。
「反ブッシ
ュ」以外に、今の民主党を束ねる強力な要因や組織力が欠けるのである。これは冷戦終焉後の
西側同盟にも似ている。その勝利の故に、民主党は試練の時を迎えている。
そうした中で、共和党と民主党との厳しい反目を超える動きも、出てきている。両党の中で、穏
健派の勢力が増大しつつあることである。民主党多数の議会で、下院議長にはナンシー・ペロシ
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院内総務が就任することになっている。史上初の女性下院議長の誕生である。これに際して、ペ
ロシは下院で党を代表する党院内総務の後任に、党内リベラル派のジョン・マーサ議員を応援し
た。マーサ議員はイラクからの米軍即時撤退を提唱している。だが、民主党の下院議員団は、ペ
ロシの押すマーサではなく、ステニー・ホイヤー院内幹事(院内総務に次ぐ地位)を次期院内総務
に選んだ。穏健派の巻き返しであった。
ペロシは下院議長に就任してから最初の１００時間で、最低賃金の引き上げなど様々な立法を
行うと、すこぶる野心的に約束したが、お膝元の党内人事でまず躓いたことになる。多数派の民
主党が混乱すれば、諸政策がうまくいかなかったのは民主党の反対や混乱のせいだと、向こう年
間の政治責任を民主党に押し付けて、共和党は２
０
０
８年の大統領選挙を戦おうとするであろう。
他方、共和党でも、これまでブッシュ政権を支えてきた保守派が退潮しつつある。すでに、イラク
政策での強硬派たるドナルド・ラムズフェルド国防長官も、事実上更迭された。ラムズフェルドはディ
ック・チェイニ―副大統領と並んで、イラク問題で民主党はもとより共和党穏健派の批判の的であ
った。次期大統領選挙にも、ジョン・マケイン上院議員やジュリアーニ前ニューヨーク市長のような穏
健派が、名乗りを上げつつある。
「分裂するアメリカ」や「二つのアメリカ」が語られて久しいが、ここに
来て、共和党の「赤」
と民主党の「青」
が融合して、
「緑」
が拡大しつつある、と論じる向きもある。
残り２年となったブッシュ政権にとって、イラク問題の閉塞を打開することが、死活的な課題である。
イラク問題解決の処方箋は様々である。
例えば、民主党の有力者ジョー・バイデン上院議員は、イラクをシーア派とスンニ派、クルド人の
間で三分割する案を提唱している。また、民主党系の安全保障専門家ローレンス・コーブは、米軍
をイラク周辺諸国に移動させ、イラク国内の治安維持はイラク当局に委ねて、米軍はイラクでの大
規模テロ活動にだけ即時に対応できる態勢をとるべきだ、と論じている。その間、米政府は、イラ
ンやシリアとの対話を含めて、国際的な外交を展開することになる。いわば「再配置と封じ込め」
政策である。さらに、ブルッキングス研究所の中東専門家ケネス・ポラックは、米軍をバグッダッド周
辺に集中して首都の治安を回復し、イラクの他の地域のモデルにすべきだと唱えている。
いずれも、現在の政策からの大きな軌道修正を意味する。
こうした中で、ブッシュ政権が期待を託し、民主党も注目しているのが、超党派の大物外交専門
家による
「イラク研究グループ」である。ジョージ・H・ブッシュ政権で国務長官を務めた共和党のジ
ェームズ・ベーカーと民主党の元下院議員リー・ハミルトンが、共同議長を務めている。先にラムズ
フェルド国防長官の後任に指名されたロバート・ゲイツも、メンバーの一人であった。とはいえ、事
実上の中心人物はベーカーである。
齢７６歳のこの「トラブル・シューター」が、再び歴史の帳から登場してきた。父ブッシュの１９８８年
大統領選挙の選挙対策本部長、財務長官、国務長官、統領主席補佐官、そして子息ブッシュの２
０００年大統領選挙でのフロリダの集票の混乱をめぐる共和党の法律顧問として、この老人がいく
たびブッシュ一家を支えてきたことか。ベーカーはきわめつけの「リアリスト」である。それは彼の最
初の回顧録『シャトル外交 激動の四年』(新潮文庫)を一読すれば、明らかである。
今やブッシュ政権にとって、外交問題とはイラク問題に尽きる。そのイラク問題の打開を託され
たベーカーを、
「影の国務長官」
と呼ぶ者もある。ベーカーはヘンリー・キッシンジャーに匹敵するよう
な真のシニア・ステイツマンとして自らの経歴を全うすべく、シリア、イラク、ヨルダン、トルコ、サウジ
アラビアと関係諸国を飛び回ってきた。往年のシャトル外交さながらである
（ベーカーの活躍につい
ては、
『ニュー・リパブリック』誌１
１月１
３日号のライアン・リッザの論考を参照）
。
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「ベーカー委員会」
とも呼ばれる
「イラク研究グループ」の答申内容は、まだ明らかではない。だ
が、
「リアリスト」ベーカーの策は、アメリカの力の限界と内政上の拘束を強く意識しながら、イランや
シリアなど関係諸国との外交上の対話を進めて、イラク問題を漸進的に解決しようとするものであ
ろう。いわゆる
「ネオコン」
とは異なり、ベーカーにとって、イラクの民主化は最優先課題ではない。
中間選挙での民主党の勝利により、イラク政策をめぐって大統領へのベーカーの影響力は拡大し
ている、とリッザは言う。
ここ数年のアメリカの内政と外交の混乱を考えると、国内での「緑」の拡大やイラク問題でのベ
ーカーの活躍は、瑞兆といえよう。
しかし、イラク問題、さらにはブッシュ外交の根本的な解決には、程遠い。
「リアリスト」の復権に、例えば、アメリカン・エンタープライズ・インスティテュートのマイケル・ルービ
ンは、懐疑的な眼差しを向けている『ウ
( ォール・ストリート・ジャーナル』紙１１月１３日の記事「ラムズフ
ェルドとリアリスト」
を参照)。
国防長官を今般解任されたラムズフェルドは、１９８３年１２月にロナルド・レーガン政権の中東特使
としてバグダッドを訪れ、独裁者サダム・フセイン大統領とにこやかに握手を交わした。この様子は
ビデオ録画されており、マイケル・ムーア監督の映画『華氏９１１』でも、アメリカ外交の偽善として取
り上げられている。１９８３年当時、ベーカーは大統領主席補佐官であり、次期国防長官に指名され
たゲイツは中央情報局(CIA)の副長官であった。
今またシリアやイランと対話を進めようとするベーカーら
「リアリスト」
は「正しい」道を歩んでおり、ラ
ムズフェルドの強硬路線は「誤り」であったのか。イランはかつてのイラン・イラク戦争で化学兵器を
使用したし、今では核開発に余念がない。シリアの独裁体制は目を覆うばかりの状況である。その
イランやシリアとの外交的対話を進めるというのは、ラムズフェルドがかつてサダムと握手したように、
もう一度アメリカ外交に
「偽善」
を求めるものではないか。
「リアリスト」
は短期的な利益をもたらしても、
長期的な展望を提供できない、かつてのラムズフェルドとサダムの握手を批判しながら、ベーカーの
外交努力に期待する進歩派には一貫性がない、とルービンの批判はまことに手厳しい。
これでは、まるで「ネオコン」の主張だと、眉を顰められる向きもあろう。
確かに、一期目のブッシュ政権は「ネオコン」の論調と共鳴し、それを利用しながら、軍事力を過
信して単独主義的言動に走る傾向があった
（とりわけ、その言説が与えた負のイメージは大きい）
。
そして、目下のところ、
「ネオコン」の影響力は退けられ、ブッシュ外交は深刻な反省を迫られている。
当然、
「ネオコン」やブッシュ外交に批判的、さらには断罪的な言説が勢いをえている。手段やニュ
アンスの点で、
「ネオコン」やこれまでのブッシュ外交が、多くの過ちを犯したことは事実であろう。
筆者自身、外交にとって、目的と同様に手段やニュアンスが重要であると主張してきた。
けれども、
「逆は真ならず」である。その目的やニュアンスに重大な瑕疵があったからとて、
「ネオ
コン」やこれまでのブッシュ外交が提起してきた目的まで誤りであったと断定できようか。テロリスト
のような非国家主体が大量破壊壁兵器を獲得し使用する可能性が高まった今日、既存の国際法
や国際機関では、安全保障を十全に担保できないのではないか。たとえ一時的に大量破壊兵器
を保持しておらずとも、閉鎖的で強権的な国家がその開発に着手する危険性や、その危険性を外
交の武器に用いる可能性に、国際社会はどのように効果的に対応できるのか。さらには、民主主
義の拡大はそれぞれの社会の開放性とチェック機能を高め、前記のような危険性の低減に貢献
するのではないか。こうした問いは、一笑に付され閑却されてよいものであろうか。
繰り返すが、筆者は「ネオコン」やこれまでのブッシュ外交の手段選択、そして表現方法には、
粗暴な点が多々あったと思う。しかし、それに対する非難の渦の中に、彼らの問題提起までが巻
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き込まれて水没するのでは、われわれは同じ過ちを将来繰り返すのではないかと危惧する。ブッ
シュ外交を批判する論者たちは、しばしば自省的で思索的な装いをこらしているが、実は真に困
難な問いかけへの自省や思索を回避しているのではないか。
「中東に民主化など非現実的だ」
と
いう
「リアリスト」の姿勢も、実は一時的な問題回避にすぎないのではないか。イラク情勢の混迷
の中で、残念ながら、ブッシュ政権自体が自らの提起した問題に答えることなく幕を閉じそうである。
さて、日本にとってより切実な北朝鮮問題である。
中間選挙でのブッシュ共和党の敗北を予測するかのように、そして、安倍晋三首相の訪中・訪
韓に狙いを合わせたかのように、北朝鮮は核実験という暴挙を断行した。この真意についての分
析は別稿に譲るが、平壌はブッシュ政権との話し合いに見切りをつけた感が強い。２
０
０
８年に発足
するアメリカの新政権の、大幅な政策変更に期待するところであろう。
他方のブッシュ政権も、北朝鮮を核保有国として承認することもできなければ、いわゆる金融制
裁を全面的に解除することもできない。日本のメディアは（そして欧米のメディアも）
「金融制裁」
（フ
ァイナンシャル・サンクションズ）
という表現を用いているが、正確を欠く。アメリカ政府はこれを「法
の執行」
（ロー・エンフォースメント）
と呼んでいる。偽造紙幣や偽造タバコ、麻薬密売への対抗手段
なのだから、
「制裁」ではないというわけである。
筆者は去る１
１月中旬に、久しぶりにワシントンを訪れる機会があった。
そこで出合った旧知の朝鮮専門家ゴードン・フレイク
（マンスフィールド財団事務局長）
によると、
ブッシュ政権の対北朝鮮政策は「三つのP」に特徴づけられる。
「優先順位」
（プライオリティー）
と
「悲
観論」(ペシミズム)、そして「政治」
（ポリティックス）
である。まず、イラク問題、次いでイラン問題に悩
むブッシュ政権にとって、北朝鮮問題の優先順位は低い。次に、六者協議を通じて北朝鮮が究極
的な核放棄に至ると、ワシントンは考えていない。つまり、悲観的なのである。そして、ワシントンに
とって、北朝鮮問題では、核やミサイルの開発と並んで(時にはそれ以上に)、北朝鮮の脱法行為
や人権侵害が政治的な争点になる。
とすれば、ブッシュ政権は、表面上は六者協議の枠組みを維持して、中国の影響力を借りなが
ら北のさらなる核実験を阻止し、核関連物資の輸出入を規制することで、精一杯ということになる。
(ブッシュ政権にそのつもりはあるまいが)北と妥協しようにも、北の脱法行為や人権侵害が共和党
保守派のみならず民主党の人権派までを刺激して、
「金融制裁」の大幅解除などできる状況には
ない。先のAPEC首脳会議での日米首脳会談で、ブッシュ大統領が安倍首相に対して、横田めぐ
みさんに言及し「心が痛む」
と述べたことは、日本への配慮であると同時に、議会多数派となった
民主党内の人権派への秋波でもある。ペロシ女史も人権派として鳴らしている。
拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害への関心の高まりといった、
「政治」のPは好ましいが、それ
以外では、ブッシュ政権の対北朝鮮政策は、日本に深刻な問題をつきつけている。
まず「優先順位」のPである。議会はブッシュ政権に北朝鮮政策調整官を設置するよう求めてお
り、ブッシュ政権もこれに応じる姿勢である。これはクリントン政権末期にウィリアム・ペリー元国防
長官が担当したポストである。イラク問題でベーカー元国務長官に注目が集まっているように、コリ
ン・パウエル前国務長官のような大物がこのポストに起用されれば、吉兆である。だが、目下北朝
鮮問題の実務責任者であるクリストファー・ヒル国務次官補(東アジア太平洋問題担当)のような官
僚がこの任に就くとすれば、やはり、ブッシュ政権にとって北朝鮮問題の優先順位が低いことの、
明瞭な証しになろう。
次に、
「悲観論」のPである。残り２年となったブッシュ政権を悲観論が覆っているとすれば、制
裁と六者協議の併用で時間稼ぎしながら、北による第二の核実験と大量破壊兵器の拡大を阻止
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

研究会報告

部門研究
するという
「封じ込め」が、精一杯であろう。北のミサイルは、まだアメリカ本土には届かない。アメリ
カにとって大量破壊兵器の拡散こそ、悪夢である。しかし、北朝鮮はすでに日本を射程に収める
ミサイルを多数開発・配備している。
「封じ込め」下でも、北が着々と核関連物資の増産に当たれ
ば、日本にとっては深刻な脅威である。北朝鮮問題をめぐって、日米の目標が乖離し、パーセプシ
ョン・ギャップが広がる可能性がある。これは同盟の危機である。
この同盟の危機を回避するためには、アメリカによる拡大抑止(核の傘)の信憑性を高める努力
をしなければならない。この期に核武装論を弄ぶのは、賢明ではない。日本側から拡大抑止への
不信を表明し、北はもとより中国の核軍拡に口実を与えることになる。もとより、言論の自由が保
障された日本のことである。評論家や学者の議論は自由だが、責任ある政治家がこれをまじめに
論じるのは、外交的・政治的センスに欠けはすまいか。なにしろ、安倍内閣は「価値外交」
を提唱
している。さして現実性も効用もありそうにない核武装論で、非核の選択を保持してきた日本外交
の価値を損ねるようでは、没歴史的な核の唯物論である。しかも、政府が公に核武装の可能性を
検討して、その結果「やはりもてませんでした」では、それこそ抑止力を傷つけよう。
アメリカが北朝鮮問題に関心と努力を傾注できるように、日本はイラク問題でより能動的な協力
をする必要がある。中東問題に精通した小池百合子女史を国家安全保障問題担当の首相補佐
官に起用したことは、安倍首相のそうした意図の現れであろう。
日米関係には、もう一つの棘がある。在日米軍の再編問題である。
沖縄に駐留する海兵隊の海外移転をはじめとする、米軍再編に最も熱心だったのは、ラムズフ
ェルド国防長官である。そのラムズフェルドがペンタゴンを去る。実は、彼の強力かつ強引な手法
に、軍部には怨嗟の声が渦巻いていた。ラムズフェルド解任には、イラク問題の仕切りなおしと並
んで、軍部との関係改善という意図も込められている。後任のゲイツは軍部との関係再建に努め
ようし、在日米軍問題にはさして関心もあるまい。
ラムズフェルドが去ったのち、海兵隊をはじめとする軍部が、在日米軍再編で批判攻勢に転じる可
能性もあった。その意味で、去る沖縄県知事選挙で、保守系の仲井間弘多氏が当選したことは、日
本にとって幸運であった。革新系の糸数慶子女史は、在日米軍再編はもとより、日米安保体制や自
衛隊の正当性にも否定的な立場だったからである。もちろん、そうした立場もあってよいが、日米安保
や自衛隊を認める民主党が、地方選挙とはいえ、こうした候補者を推薦したことの無定見には、驚くほ
かない。この上は、沖縄をはじめとする在日米軍の再編を遅滞なく実施することが重要である。
小泉純一郎前首相の下で、日米関係は黄金時代を迎えた、としばしば称せられた。確かに、小
泉氏は９．１１同時多発テロに際して迅速にテロ対策特別措置法を成立させ、イラク戦争ではブッ
シュ政権を毅然として支持した上、イラク復興支援特別措置法に基づいて自衛隊をサマワに派遣
した。小泉氏は有事の政治家であり、迅速かつ毅然たる決断を得意とした。だが、牛脳海綿状症
(BSE)問題や在日米軍再編問題など、日米関係でも政権後半の政策では、十分な説明責任と緻
密な調整をほとんど放棄してきた。
安倍首相には、小泉氏同様の迅速かつ毅然たる決断と同時に、十分な説明責任と緻密な調
整の労を果たしてもらわねばならない。なにしろ、中間選挙後、盟友ブッシュ大統領はますます内
向きにならざるをえない。しかも、テロやイラク問題のように、日本の安全保障にとって重要だが間
接的な問題で、小泉氏が対米協力姿勢をワシントンに「高く売る」
ことに成功したのに比して、北朝
鮮の核実験を受けて、日本は今やより直接的な脅威に向き合っており、安倍首相はその前任者ほ
ど対米協力をワシントンに｢高く売る｣ことができないからである。
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「日本宗教から一神教への提言」研究会
幹事：小原 克博（同志社大学 大学院神学研究科教授）
中田 考（同志社大学 大学院神学研究科教授）

今年度新設された部門研究３では、多神教的要素を多分に含み持つ日本宗教から、一神教がどのように理
解されているのか、何を、
どのような方法によって提言できるのかを、研究していく。また、近代において日本
の文化・宗教・歴史に対し一神教がどのような影響を与え、内在化されていったかについての歴史的考察も行
う。そうすることによって、一神教が単に日本の外部にある他者として存在してきたのではなく、受容と拒絶と
いうプロセスを通じて内在化されてきた側面を持つことを明らかにしていく。それはまた日本宗教の自己規
定に密接に関わる課題となるはずである。
このような目的を果たすために、仏教や日本宗教史を専門とする研究者を共同研究員に委嘱し、今年度、研
究体制の基盤を整え、第1回研究会を実施した。

参加研究者
安藤 礼二 多摩美術大学 美術学部助教授
川瀬 貴也 京都府立大学 文学部准教授
三宅 威仁 同志社大学 大学院神学研究科助教授
岡村 康夫 山口大学 教育学部教授
マルティン・レップ

ポール・スワンソン
南山宗教文化研究所 所長

高田
徳永

信良 龍谷大学 文学部教授
道雄 京都女子大学 文学部教授

龍谷大学 文学部教授

2006年度研究会
第１回

２００７年３月７日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
安藤礼二「大川周明と折口信夫 ―明治期の宗教思想家たちと『一神教』―」
コメンテーター：森 孝一
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改革運動を担った大きな流れと合流していく。志望大学を急遽国学院大学に変更した折口信夫は、この
無染のもとで同居し、多くの影響を受ける。このように藤無染との影響関係の中で、後に仏教改革運動

部門研究3

2006年度第1回研究会 報告

と結びついていく折口の思考の理解がより明らかになることが指摘された。
最後に安藤氏は、一神教をいかに昇華するかという明治期の思想家たちの運動の中から近代日本思想
が形成されてきたという側面を指摘し、発表を締めくくった。

日

時／２００７年３月７日（水）

会

場／ 同志社大学 今出川キャンパス 扶桑館2階 マルチメディアルーム1

発

表／ 安藤 礼二（多摩美術大学美術学部助教授）

コメント／ 森

（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

森山

徹）

孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）

スケジュール

14:00〜14:20
14:20〜15:20
15:20〜15:30
15:30〜15:40
15:40〜17:00
17:30〜19:30

部門研究３の趣旨説明と共同研究員の自己紹介
発表：安藤礼二「大川周明と折口信夫 ―明治期の宗教思想家たちと『一神教』―」
休憩
コメント：森 孝一
ディスカッション
懇談会

研究会概要
初めに安藤氏は、明治維新以降の知識人がなんらかのかたちで「一神教」を自らの問題にしてきたとい
うことを指摘する。その問題の仕方とは、一神教対多神教という構図ではなく、一神教とどのように向か
い合っていくのか、一神教をどのように自らの内に吸収し昇華するのかというものであった。そのような
問題への接近の仕方の中で、明治期に多くの知的巨人たちが生まれた。そしてこの「一神教」の問題が最
も顕在化したのが第二次世界大戦、
「大東亜戦争」であった。安藤氏は、この「大東亜戦争」の思想を考え
るときに次の三つの軸を考えることが必要であると言う。一つ目は西田幾多郎を中心とした京都学派、
二つ目は大川周明が組織した東亜経済局（
「満鉄東亜経済調査局」
）
、三つ目は折口信夫に代表される民俗
学研究である。この三者はいずれも自らの思想の起源を明治末年の宗教改革運動に持っており、井筒俊
彦などにも多大な影響を残した。今回の発表は、大川周明と折口信夫に焦点を当てたものであった。
日本で初めて主体的にイスラームに取り組んだと見なされている大川周明は、東京帝国大学でインド
哲学を研究するが、マックス・ミュラーの影響から次第にイスラーム神秘主義へ引かれていく。彼はイス
ラームのスーフィズムの中に諸宗教の融合の契機を看取する。具体的には、スーフィズムにおいてキリス
ト教とイスラームの共通性を強調し、このスーフィズムこそがキリスト教とイスラームが互いに出会い、
知り、助け合う最良の基盤であると主張した。後に大川はキリスト教ユニテリアンの流れを組む「道会」
に入会し、ユニテリアンから神智学的な心霊主義までの影響関係も指摘された。
折口信夫は、藤無染との影響関係の中で語られた。藤無染は浄土真宗本願寺派の僧侶であり、仏教の
他の宗派や海外知識にも秀でていた。無染の残した書籍や論文は少ないが、そこにはいずれも仏教とキ
リスト教の同一起源についての主張が展開されている。この無染の思想の背景には、
「仏教者スウェーデ
ンボルグ」という著書を書き、アメリカでは初めての仏教雑誌『仏光』の発行者でもあったフィランジ・ダ
ーサ（ハーマン・カール・ヴェッターリング）
、キリスト教の起源として秘境的仏教解釈を推し進めたアー
サー・リリーなどが挙げられる。このような影響の下で、無染の思想は鈴木大拙の著書で有名になった
「霊性」という言葉の起源とも結びつきながら、スウェーデンボルグ神学と仏教の融合という明治期仏教
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院の書記官長を辞任しまして沖縄に旅に出ます、

大川周明と折口信夫
―明治の思想家たちと
「一神教」―
多摩美術大学美術学部助教授

安藤 礼二

そこで民俗学的な大きな刺激を受けて、それととも

もう一つ個人的なことを述べさせていただきます

に国際連盟の委任統治委員に任命されます。これ

と、私がこういうテーマに興味を持ったのは、中田

は民間人であることが任命の条件でしたので、それ

考先生も御本のなかでお書きになっておりますけ

で柳田國男の名前が挙がったのです。それを引き

れども、やはりイランのイスラーム革命とソ連のアフ

受け、そしてジュネーブに行きます。

ガニスタン侵攻が踵を接して、ほとんど同時期に起

そのときに柳田國男は外務省に、激動するパレス

こった1979 年から1980 年代にかけての衝撃が大

チナ情勢をこの眼で見てみたいと出張願いを出す

きかったのです。当時、私はまだ何もわからない十

安藤でございます。今日はこのような場所にお招

立構造というのは分かりやすく口当たりの良いスロ

のです。国際連盟の委任統治委員会ではまさにそ

代の子どもでしたけれども、どうしてこの場所、イラ

きいただき、ほんとうにありがとうございます。みな

ーガンではありますが、実はそれほど確かな基盤を

のとき、シオニズムの運動の盛り上がりと、勃興期の

ンとアフガニスタンがこれほど大きな問題になるの

さまのご紹介をお聞きしながら、私が漠然と思って

持っていないのではないか、もっと言ってしまえば、

パレスチナ問題が主要な議題であった。日本の太

だろうかという素朴な疑問を持ったのです。

おりました興味の方向性をみなさんそれぞれが明

一つの虚構ではないかとさえ思っております。

平洋諸地域における植民地問題など一顧だにされ

確に、なおかつ深く、研究なさっているのだなと、あ
らためて感銘を受けました。

そもそも私が興味を持った思想家たち、特に折口
信夫、西田幾多郎、鈴木大拙、など明治期の思想

そして、その問題の起源、その問題の根っこはど

なかった。世界情勢の中心にあるパレスチナ問題、

こにあるのだろうかという疑問を追いかけてゆきま

柳田國男はその光景を目にしようとするわけです。

すと、それがちょうど1940年代の日本に直結すると

それに較べますと、私のほうは、ほんとうに広く

家たちというのは、やはりみな、これは例外なくと言っ

そしてそれから柳田國男は一神教、特にユダヤ

浅くというかたちになってしまいます。ですので、今

てもいいと思うのですけれども、一神教的なるものへ

教に関する書物を猛然と読み始めるのです。柳田

1940年代に日本語で書かれ、研究されていた文献

日発表するテーマにつきましても、みなさまからいろ

の興味を持っているのです。そのような一神教的な

國男の日記のなかに、どういう本を読んだのかとい

を読んでみますと、まさにこの場所、イランとアフガ

いろなご意見をいただければ非常にうれしく、また

るものへの興味を、どうのようにして自分なりに解釈し

う書名が記されていますので、それを逐一追って

ニスタンが重要な問題なのだということが主張され

ありがたいと思っております。

ていくのか。その手段が例えば折口信夫でしたら民

行くことが可能です。その一神教、特にユダヤ教の

ておりました。そこで大きく納得できたのです。

俗学でありますし、西田幾多郎でしたら哲学ですし、

問題について読書を深めていった柳田國男は、そ

なるほど、要するに世界の構造というのは変わ

術学科に所属しているのですが、同時に同大学に

鈴木大拙でしたら宗教学である、というように特異な

のあと初めて、みなさん一度はお聞きになったこと

っていないじゃないかと。終戦、つまりは第二次世

設立された芸術人類学研究所という、中沢新一氏

個性となっていったのではないか。一神教的なるも

がおありになると思うのですが、常民（ common

界大戦の終結ということで、すべてがリセットされた

が所長を務めている研究所の所員でもあります。

のという大きな刺激を受けながら、自分たちがそれと

という言葉、そういった概念を初めて自身
people）

というのは、もう幻想にすぎないのだと。要するに

そこで折口信夫の研究を中心にして、日本思想史

どう向き合っていくのか。それが日本の知の巨人と呼

が構築した民俗学という学問の中心にある問題と

われわれはここ100 年間、同じ問題を考え続けて

の組み替えと言いますか、日本の思想家たちが近

ばれる人間たちの営為をかたちづくっていったので

して正面切って主張するようになるのです。このあ

いるのだと。その問題というのは、日本の哲学をか

代という時代に対してどういう取り組みをし、そこに

はないか、切実にそう思っております。

たりの事情は岩本由輝さんがはじめて明らかにし、

たちづくった人たち、明治期の知の巨人たち、彼ら

同時に精力的に新資料の発掘・紹介をなさってお

が真剣に考えていたことを、われわれもまた100年

ります（
『もう一つの遠野物語』刀水書房）
。

間考え続けていたのだと。そこに断絶というものは

私は、昨年度から多摩美術大学美術学部の芸

いう事 実 が自分 なりに 了 解されてきたので す。

どういう可能性を持っていたのかということをもう一

このような人たちの思索の起源というのが、やは

度自分なりに研究してみたいと思っております。お

り明治維新によってさまざまな文物が日本列島に流

そらくそれは日本だけに限らず、広く同時代の世界

入してきたころにあり、そのときに一番意識的な人

ですから、柳田國男という人を考えるにあたって

に開かれた問いかけになるのではないかと、いま

が一番過激な実験をしていたのではないか。われ

も、そこに一神教的なるもの、特にユダヤ、エルサ

はまだ漠然としておりますが、強く感じています。

われはひょっとしたら、彼らからすると、非常に保守

レムについての思考というものが不可欠になってく

自分の驚きの起源を探ることから、近代そのもの

的になっているのではないか。現在そういう事実を

るのです。固有の宗教こそが民族という概念を創

を再検討してみたい。それが私の探求の始まりで

痛感しています。

り出すのだ。そういう事態に直面し、そこから柳田

あり、現在までのところ、そのすべてであります。で

先ほどもお話に出ましたが、まさにこの研究会の
趣旨のとおり、一神教対多神教ということが最近多
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ではないかと思っております。

ないのだということを、非常な実感を持って感じる
ことができました。

く言われていますけれども、私は、この対立は偽の

例えば柳田國男の話が出ましたけれども、実は

國男は常民という概念を取り出してきているので

すから、それはきわめて偏った近代の理解なのか

ものではないかと思っております。そのような対立は

柳田國男というのは、おそらく日本で初めてパレス

す。そういった観点からだけでも、一神教的なるも

もしれません。しかしその成果を今日、みなさまに

歴史的にも、また現在の情勢においても、決して存

チナに行こうとした、つまりパレスチナ問題にコミッ

のと日本的なるもの、その両者は、特にこの近代以

このように報告することでもう一度、その個人的な

在していないのではないか、と。そのような大きな対

トしようとした最初の日本人なのです。ちょうど貴族

降、密接という以上に、ほとんど切り離せないもの

思いを一つの歴史認識として鍛え直せて行けたら
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まざまな宗教が入り組んでいる地域と対話を重ね

的、政治的な研究だけではなく、アジアの民族学的

めてまとめられた世界史の哲学、そこにこそ間違い

それでは発表に入らせていただきます。まず最

ながら、そこからどういうかたちで新しい哲学、新し

な研究と結び付いています。彼ら、満鉄東亜経済調

なく井筒氏の思想の起源があるのです。

も基本的な認識として、繰り返し強調させていただ

い歴史を考えていくか。そのような動向が、まさに

査局に所属しながらアジアの諸地域を具体的にフィ

そしてこの「世界史の哲学」が具体的なかたちを

きますが、明治維新以降、列島の知識人というの

戦局の拡大と必然的に同調（シンクロ）
してしまった

ールドワークした人々の営為はようやく研究の端緒に

持つために、重要なシリーズがあった。それが戦争の

は何らかのかたちで一神教というものを自らの問題

ために、悲劇が起こります。つまり、私がここで述

着いたばかりで、まだ全貌が掴めておりません。ただ

末期、1944 年に弘文堂書房から刊行された『世界

にしてきました。これは例えば内村鑑三ですとか、

べようとしている思想的な運動を一言でまとめてし

そこから、現代日本の文化人類学、エスノロジー研究

史講座』
というものなのです。これは予告された全巻

そういったキリスト者に限らないと思います。例え

まえば、大東亜共栄圏の哲学、すなわち大東亜共

の基礎が築かれたことは間違いないと思います。

を刊行することはできなかったのですが、それだけで

ば文学者であり、それから思想家であり、さらには

栄圏という概念に哲学的基盤をどう与えるかという

彼らが書いたものを受容するごく一般の読者に至

主題にすべての問題が収斂してしまいます。

と思っております。

も大変に興味深いものです。京都大学の西田幾多

う人を取りあげますが、折口信夫に代表される、い

郎、田辺元は直接関係しておりませんが、その直弟
子、愛弟子たちが中心になってまとめた講座です。

るまで、知的な領域に関心を抱いたさまざまな階層

これは私以前の世代ですと、ほとんどタブーの問

わゆるフォークロア(folklore) 、民俗学研究があげ

の人々、そういった人たちは一神教というものを問

題だったのです。私はその大東亜共栄圏構想につ

られます。これも先ほど触れました柳田國男などと

刊行されたのは、
『世界史の理論』
『日本世界史』

題にせざるを得なかったのです。逆に言うと、一神

いて、それがいいとか悪いとか、そういった道徳的

ともに、そもそも日本人の心性、エスノ(ethno)とい

『東亜世界史』
『西亜世界史』
『ヨーロッパ世界史
（二）
』

教的なことを問題にしなかった人、一神教的なもの

な判断は下せません。戦争に正義も悪もないと思

うものをもう一回考え直そうという機会というのは、

『西亜世界史』
というのは、
という5 冊です。なかでも

との軋轢を体験しなかった人というのは、表現者

います。それは時代の条件です。ですから、もちろ

内発的なものではなくて、やはり当時の世界情勢

要するに西アジアの世界史なのですが、このなかで

として、もうほとんど歴史にその名を残していないと

んそれが正しいことだったなどという強弁も通用しな

と密接に関係している。世界のなかで日本を問い

井筒氏がイスラーム関係の論考を一手に引き受けて、

思います。近代という時代のなかで、一神教を問

いと思います。加害者の責任として、当時のことを

直すこと、そこからフォークロアという学問が生まれ

この当時まだ30 歳になるかならないかだと思います

題にして、それと格闘して自分なりの答えを出した

直視しなければならないと思います。そしてそこには

てきております。

けれども、
「イスラム思想史」
「マホメット」
「アラビア科

人間だけが、いまあらためてテキストその他が読み

最悪の蛮行とともに、それだけには還元できないな

以上の三つです。西田幾多郎が導いた京都学

返されるような、そういった人間として残っているの

にかがあった。その時期に明らかに、いままでの日

派の哲学、大川周明の組織したアジアの人類学的

この「イスラム思想史」のなかで、すでに井筒氏

ではないかと思います。

本の思想のなかで初めて世界ということを対象にし

な研究、折口信夫に代表される列島フォークロア

はイスラーム神秘主義思想の中核にあるスーフィズ

先ほども私自身の体験のところで少し述べまし

ながら、哲学、歴史、そういった人文諸科学を再編

の研究。この三つの大きな潮流が一つの大きいま

ムのことを大きく取りあげております。後に『イスラー

たけれども、そういった一神教なるものと日本との

成しようとした動きがあった、そしてそこから現代にも

とまりをもって、
「世界史の哲学」
というかたちに結

ム思想史』
という大著になる、現在は中公文庫で

関係といったものがあらためて浮上してきたのが、

通用する学問、思想の体系が生じてきているという

晶していったのです。ヨーロッパやアメリカが主導す

読むことができる広範なイスラームの歴史がありま

1980 年代以降のイラン、アフガニスタンを中心とし

事実があると思います。それをできるだけ冷静に抽

る旧い秩序に基づいた世界ではない、新しい世界

すけれども、そのなかでスーフィズムについて書か

た地域についての関心、そこで行われている戦闘

出していかなければならない、と思うのです。

史の段階を迎えた新世界を、アジアを中心として、

れたことというのは、実はこの大戦末期のこの『西

そして日本が盟主になって導いてゆく、というもので

亜世界史』のなかで、すでにほとんど十全なかたち

す。まさに大東亜共栄圏の思想版です。

で書かれてしまっているのです。

を通してだったと思います。

その時、どのようなことが為されようとしていたのか。

学・技術」
という三つの論考を書いているのです。

しかし、日本でその地域のことが問題になったの

ぎりぎりの思考能力を振り絞って、それぞれ自分なり

は、それが初めてではないのです。イスラーム、さら

の思想を残そうとしてきた人たち、そういった人たちが

にはイスラームと西欧との紛争地域について関心

さまざまな領域を大きく超えて一つに集まってきた。

たものではなかった。そこには紛れもなく、現代に

くに進出した時に生み落とされた神秘主義思想を、

が浮上してきたのは1980年代が初めてではなくて、

戦時下に結集した。そこに脱領域の知性が生まれよ

直結する可能性も生まれてきていた。象徴的な名

東西の宗教思想をつなぐ鍵として見出す契機が、

それ以前に明らかにそういう問題が浮上してきたと

うとしていた、そういった思想の特徴的なものを三つ

前を一人挙げさせてもらえば、井筒俊彦氏の起源

この時期にあったわけです。この世界史講座の

きがあった。それはいつかと申しますと、太平洋戦

挙げるとすれば、こういうことになると思います。

がまさにここにあるのです。岩波文庫の『コーラン』 『西亜世界史』のなかに書かれた「イスラム思想史」

しかし、それは単純な皇国史観のように硬直し

つまりスーフィズムという一神教がアジアの奥深

争勃発前後、です。そのときに帝国日本の最大の

まず西田幾多郎の思想。これは鈴木大拙も含め

の翻訳者として、また日本のイスラームの神秘思想

にどういうことが書かれているか、ちょっと引用させ

問題として、やはりイスラーム圏とどういうふうなかた

てもかまいません。つまり、西田幾多郎、鈴木大拙に

研究などで、現代の混迷する状況のなかで名前が

ていただきます。

ちで対話をし、どういうかたちで最大の同盟を結べ

指導された京都学派の哲学者たち。それから、本日

出ないことがない井筒俊彦氏。その井筒氏が真に

特にスーフィズムのなかで、井筒さんが最晩年ま

るか、そういった問題が大きく浮上しています。

主題的に取り扱いたいと思っております大川周明と

オリジナルな思想家になった起源というのはどこに

で取り組むことになるイラン生まれのスーフィーの巨

大川が組織した満鉄東亜経済調査局。これは経済

あるのかと考えたときに、この大東亜戦争末期に初

人、バヤジード・バスターミのことがすでにここで主

イスラーム圏と対話、しかも中央アジアの他のさ
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そしてもう一人、私は代表者として折口信夫とい
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題的に取りあげられています。そして、超越する神

仏教改革運動にきわめて主体的に取り組み、そこ

つまり大乗仏教というのは、仏説、仏陀が直接

にいかに近づくことができるか、その手段としてスー

井筒氏がこのような自らの哲学のかたちを確立

から自らの思索を鍛え上げ、独自の哲学に到達した

語ったものではない。大乗非仏説論というものがこ

フィズムというものの研究が特権的な価値をもって

できた起源の場所、それは、このような世界規模の

二人だったのです。ですから、この明治末年の仏教

の時期から主張されるようになってきた。それを担

いるとされているのです。この観点は、井筒氏が生

戦争を条件として、哲学的、民俗学的、人類学的

改革運動、そこから大きな影響を受けた大川周明と

ったのが、まさに明治維新が可能にした各仏教教

涯保ち続けたものです。引用します。

研究が一つに重なり合ったところだと思います。で

折口信夫、その起源を追っていくことによって、例え

団のエリートたちだったわけです。明治維新が起こ

「スーフィーの神秘的体験に於いてのみ、絶対的

は、井筒氏は神秘主義思想を中核とした自らの思

ば西田幾太郎、鈴木大拙と言われている日本独自

って、内外から近代化を迫られた各教団は、サンス

に超越的なる神はそのまま内在的となるのである。

想をまったくゼロから作っていったのかというと、そ

の思想家と言われているような人たちの起源も明確

クリット文献学の本場であるドイツですとか、そうい

元来、神と人との間には越え難き無限の空隙があ

ういうことではないと思います。井筒氏がこの『西

に見えてくるのではないかと思います。

ったところに、教団のエリートを次々と留学させて

るが、その空隙は此の体験に於いて無となる。し

亜世界史』
をもって出発した、スーフィズム的な内面

そして、大川周明、折口信夫というのは、ほとんど

いきます。そうしますと、直接そのサンスクリットの原

かし無限の空隙を消滅せしめることは相対者たる

性、それから預言者性、翻訳可能性、この三つの

同時期に生まれているのです。明治20 年代、1880

典研究などに触れますと、大乗仏教というのは仏

人間の為し得るところではない。人はただ絶対者

点は井筒さんがここで取りかかるよりもさらに早く、

年代末に生まれた人です。明治20年代に生まれた

陀が語ったことではない、そのあとにつくられたも

の側からの働きかけを待つのみである。スーフィー

大川周明という人が実に二十代の初めにつかまえ

人、例えばほかには北一輝や石原莞爾という、この

のだと、そういうあたりまえの結論を持って、そうした

が日夜を分かたず勤め励む難病苦行の全ては、此

ていたことです。そしてさらに預言者性、神の言葉

後アジア主義を徹底的に、また極限まで拡張してい

エリートたちが帰国してくるのです。

の神の光を心に迎へるための準備に他ならない。

を聞く、それが宗教の起源にあるということを抽出

く人たちが、みな、ほぼ同じ年に生まれています。

そして念願果されて、目も眩むばかりの光明が突如

してきたのは折口信夫という民俗学者なのです。

そうした大乗非仏説論や近代的な宗教学の観点

明治20年というのはどういう年だったのかという

からすれば、旧態然とした仏教各教団の方針には我

として心の壁を破つて流れ込む時、彼の自己意識

ですから、井筒氏に至る一つの大きい系譜を考え

と、つまり明治維新が1867年に起こりまして、そこ

慢できなくなってくる。そしてそのような見解を当時勃

は跡かたもなく消えて、無限に遠い神は無限に近

たときに、その直接の起源というのは、戦争期、まさ

からちょうど20年経って、さまざまな諸制度が固まり

興してきたさまざまな雑誌などに発表してゆく。しかし

くなるのである。この時、見る者と見られるものと

に第二次世界大戦期にある。しかしその淵源となる

かけたときなのです。そういった時期に、それぞれ

当の教団にとっては、それは決して許してはならない

の区別は消滅し、在るものはただ神のみとなる。
」

流れは、さらにそれ以前、非常に著名な、しかしまっ

極端なものがようやく見えるようになってきた。例え

ことだった。結果として、彼らは破門されて教団を出

これが、井筒俊彦氏が戦時下につかんだスーフ

たく交点を持っていなかったと思われている二人の

ば仏教を考えてみますと、この時に初めて、日本を

なければならなくなってくる。そういった明治の仏教

ィズムの骨格です。これが「イスラム思想史」の中心

人間の営為が重ね合わされるところを考えなければ

特化しない視点、漢訳仏典の研究だけではない視

界を揺るがす大きな問題が生じてきていた。

課題になります。そして「マホメット」
というのは、ム

ならない。その一つが大川周明であり、もう一つが折

点から仏教を捉え直した人たちが、大学という制度

ハンマドの伝記です。これは戦後、アテネ文庫から

口信夫という人である。一人は右翼のイデオローグと

のなかで教えることが可能になってきたのです。

出る『マホメット』の原形です。そして「アラビア科

なり、一人は特異な国文学者となった。これまで彼

学・技術」
というのは、これはほんとうに短いもので

らの間にはまったく共通点がないと思われていた。

まさにその時に、大川周明と折口信夫は生まれて
きて、青春を送ったわけです。つまり、文献学的で緻

どういうことかと言いますと、それまではとにかく建

密な研究に基づいた宗教研究というものを、近代日

前上は、仏教の経典というのは大乗仏典までをも含

本が生み落とした第一世代がようやく教え始めたころ

しかしそうではないのです。第二次世界大戦で

めてすべて釈迦が語ったものだとされていた
（大乗仏

に、大川や折口は宗教学を志したわけです。そうしま

一つの頂点を迎える思想の潮流。その遠い原因と

説論）
。しかし、大乗仏教の経典というのは、すべて

すと、必然的に彼らは、非常に大きな振幅を経験し

井筒氏はここでシーア派的な環境から生まれた

なった二人には、直接的・間接的にある共通の経

釈迦が語ったことなのだということは建前にすぎない

なければいけなかったのです。特に財力があったの

神秘主義思想スーフィズム、そういったものに代表さ

験があった。それが明治期の宗教改革運動だった

のです。例えば経典の文献学的な実証を少しでもし

が、京都の東本願寺と西本願寺の二つの本願寺で

れる西亜、西のアジアに展開されたもう一つのイス

のです。

てみれば、釈迦が生きた時代と大乗仏典が作られた

すので、その一番のエリートたちが最新の知識を身

すが、イスラームというのは翻訳によって可能性を
伸ばしてきたのだと、そういうことを書いています。
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すべて、この3点を中心に展開されています。

ラーム、その内面的な宗教の可能性に取り組もうと

しかもこの明治末年にクライマックスを迎える宗

時代では500年の差があるのはあたりまえなのです。

に付けて戻ってくる。そうしてその最新の知識を披露

しています。それから預言者という存在に対する興

教改革運動は、仏教とキリスト教を中心にして、そ

仏陀が語ったのが例えば紀元前 5 世紀だとしま

すると、それが教団の逆鱗に触れて教団の方針と相

味、そして翻訳という行為のなかで、宗教というのは

の仏教とキリスト教双方の改革運動、さらには仏教

すと、大乗仏教ができあがってくるのがそこから500

容れなくなってしまう。そうすると彼らは教団以外に活

どのようなかたちで発展してゆくのか。精神性、預言

とキリスト教を一つにまとめ合わせるような、そうい

年ぐらい後からだ、と。そういった事実は、ほんとう

躍の場を探さなくてはいけなくなってくる。

者、そして翻訳可能性という三つの大きな柱を、こ

うような意図までを持っていた運動です。

に初歩の文献学的なことをマスターしていれば、ご

そういった経緯で、例えばある一部の人々は大

く当然の理論なのですけれども、明治期の仏教界

学に職を得ます。もうひとかたまりの人たちは、自

では、実はまだこれが許されなかったのです。

分たちで雑誌をつくって、自らが信じる新しい仏教

の段階で自分の研究の中心としてとらえているので

実は西田幾太郎、鈴木大拙という京都学派の哲

す。井筒俊彦氏の膨大なイスラーム関係の著作は

学をリードした二人もまた、その明治末年に起こった
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というものを考えなくてはいけないと、そういった運

それではなぜ大川が、イスラームという一神教の

な、ほとんどが東西両本願寺のエリートです。しか

訳されているのは、この明治40年の翻訳だけなの

動を起こします。これが新仏教運動というものです。

極に興味を持ったのか。それを理解するためには、

も最先端の文献学的な素養を積んだ人々が、相次

です。ということは、南條文雄ですとか高楠順次郎

そのときに最大の助け船を出したのが、実はキリス

大川の十代、さらには二十代前半に遡って考える必

いでこの東京帝国大学のインド哲学に集結してい

ですとか、そういった大川の師匠にあたる人たち、

ト教に属する人々でした。

要があります。その段階でのちの大川の思想という

たわけです。そのなかに大川は飛び込んでいった

最初にヨーロッパの文化に触れた人々が、あえて日

特に新仏教運動は、宗教を自由に検討していく

のが決定されています。大川は1886年生まれです。

わけです。名前を挙げますと、南條文雄、高楠順

本語にこう
「注」を選んで訳すという環境のなかで

ことを自分たちの最大のテーマにしていましたので、

そして明治40年に熊本の第五高等学校を卒業しま

次郎、そして前田慧雲という人々です。そのような

初めて、大川などがイスラーム研究を志すようにな

そこに共感し救いの手を差し伸べたのがキリスト

す。そしてそこにも一人、大川や折口の分身とも言

なかで大川の青春というのが形成されていきます。

っていくわけです。

教のユニテリアンの人々でした
（ユニテリアンの態

える運命的な人物がおりました。大川の同級生、赤

ですから、大川周明は何もないところから生まれた

ですから、大川はすでに学生のときから、イスラ

度に大きな影響を受けて新仏教運動がなった、と

松智城です。この人はやはり初期のイスラーム研究

のではなくて、社会と密接に連動した学問的、また

ームのスーフィズムに関する興味というものを持って

も言えます）
。そうした仏教とキリスト教の人々が相

者であり、そのイスラーム研究から朝鮮のシャーマニ

実践的な領域、そのようなところから大川の個性が

いまし、実際それを自分の言葉にしています。です

互に支え合って、この明治末年、特に折口や大川

ズム、さらには満州のシャーマニズムという、そういっ

かたちになってきたのです。

から井筒俊彦氏が 1944 年にスーフィズムについて

がちょうど自分の学問に一つのかたちを与えようと

た研究に進んでいきます。しかも柳田が主宰した

このあたりの事情に関しては私が以前に執筆し

書く30 年近く前に、日本の意識的な思想家たちは

するときに、仏教の改革運動とキリスト教の一派で

『民族』
という雑誌でほとんど中心的な役割を担っ

た論考の一節を引かして下さい
（
「大東亜共栄圏の

スーフィズムについての一つの可能性を見出すこと

あり宗教の自由検討を大きな眼目としたユニテリア

ています。この赤松智城とさらに松村武雄、この人

哲学

ン教会が結び付いて、宗教原論を考えよう、宗教

は神話学者です。この人も後に柳田、折口と非常

。
水書房、2006年）

の本質とは何か、つまり仏教でもキリスト教でもな

に密接な関係を取り結びます。そういった二人と大

「明治末年、まだ東京帝国大学の学生だった大

みます。もちろん、当時の学問的な限界があります

くて、宗教の本質とは何かというのを考えていこう

川周明は同級生だったわけです。そしていろいろな

川は、高楠順次郎とその師であるマックス・ミュラー

から、いろいろ正確でないところもあるのですけれ

という運動が起こっていたのです。大川や折口が

ことを語り合ったという証言を残しております。

の探求をもとにインド哲学の真髄から、一気にイス

ども、特にスーフィズムで東西の宗教をつなぎたい

ができたわけです。
大川が大学に在学中に書いた文章を引用して

18歳から20歳を迎えるときにそういう運動がピーク

それが時代というものなのでしょう。そこに大川

ラーム神秘主義の根源、
「人と神との神秘的合一」

という、そういった意図というのは明確にうかがえ

に達します。そういったなかで、大川や折口という

周明がいて、赤松智城がいて、松村武雄がいた。

（大川自身の言葉）へと飛び込んでいくのである。

る部分があるのです。それをちょっと読んでみます。

のは、自分なりの宗教的なるものは何かということ

イスラームに主体的に取り組む人間、それからイス

明治40年――というのは、大川が東京帝国大学に

を考え始めました。

ラームから東北アジアのシャーマニズムの研究に移

入学した年です――、高楠の兄弟子で、おなじくマ

「吾等は既に極めて無秩序ながらもスウフィズムの

ですから、大川も折口も、自分で意識的にキリス

っていく人間、さらには世界の比較神話学を志した

ックス・ミュラーに師事した南條文雄が翻訳したミュ

大略を述べたり。スウフィズムは殆ど基督教と云ふを

ト教を発見したというよりも、そもそも自分たちが育

人間。後にそういうふうに成長する人間が一つの

ラーの『比較宗教学』
（正式には『宗教学入門』
）の

妨げず。少くとも、プラトー及新プラトー哲学を基礎と

ってきた環境において、またその過程で、キリスト教

高校に集まるという時代だったのです。

第一章には、モンゴルの遊牧民に起源をもち、アシ

せる精神的基督教と同一の信仰を有す。スウフィズ

二十代初めの大川自身の書いた文章です。

が身近だったのです。そうして、そのキリスト教と仏

そして大川はこの高校を卒業したあと、東京帝国

ョーカ王以来二千年ぶりにインドに統一をもたらせ

ム信者自身は決してこの断定を拒まざる可し。彼等

教というのは、相互に手を携えながら宗教的なるも

大学の文科大学というところに入学して、宗教学を

たムガル帝国皇帝アクバルの宗教政策の詳細が描

は常に耶蘇を至高のオーソリティーと呼び、新約の言

のの根源を探求しようとしていった。それがおそら

専攻します。ここが決定的な場所であったろうと思

かれている。敬虔なムスリムである皇帝は、その師

語を自在に使用し、旧約の神話を借用す。若し今日

く彼らの思想の起源になります。

います。大川周明や折口信夫を育んだ環境という

である卓越したスーフィーの助言によって、イスラー

に於いて而く相敵視する基督教と回々教
（殊に前者

まずはそういった生涯の軌跡が一番わかりやすい

のは、この東京帝国大学に集まった人々、しかもイ

ムとヒンドゥーを結び合わせ、さらに諸宗教の導師

が后者に対する態度は偏狭且つ厳酷を極むる雖）

のは大川周明です。大川周明というのは、東京裁判

ンド哲学から広く宗教学を研究した第一世代の

(ユダヤ教、キリスト教、ゾロアスター教、仏教など)

とが他日手を握るの時ありとせば、スウフィズムこそ両

で東条英機の頭をたたいたことで有名になってしま

人々、おそらく彼らによって決定されていったのだろ

を宮廷に集め、そこで宗教に関する自由討論を為

者相会し相知り相助くる最良なる共通の地盤たる可

いましたが、それだけではなく、これは井筒俊彦氏の

うと思います。

させ、諸宗教の融合を謀ったのである。
」

し。
（主としてマクスミュラーに拠る）
」
、と。

東京帝国大学文科大学宗教学専攻、それも特

このくだりは南條文雄が訳したマックス・ミュラー

大川がこれを書いているのは明治43年、明治の

ームに取り組んだ人、そして満鉄の力を使いながら、

にインド哲学（そして仏教哲学）
にどういう教師たち

の『比較宗教学』だけに、その「注」
として書きつけ

末年なのです。このときにすでにこのようなビジョン

当時手に入れられるだけの原典資料を徹底的に集

がいたかというと、この時期、まさに勃興期のこの

られているのです。マックス・ミュラーの『比較宗教

を持っていたわけです。

めた人、そういったような評価ができると思います。

学科を支えた人というのは、先ほどお話ししたよう

学』はこのあと何回も出るのですけれども、注まで

言葉ですけれども、日本人で初めて主体的にイスラ
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そしてこの記事をどこに書いているのかというと
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ころで、折口信夫や鈴木大拙、西田幾多郎と大川

でのところ、折口信夫とキリスト教という主題は、世

の根本拍子が急迫するからの、律動なのである。

そして明治 43 年に國學院大學国文学科を卒業

周明のイスラーム研究というのがつながってきます。

界大戦を契機としたものであるという見解が主流に

神憑りの際の動作を、
正気で居てもくり返す所から、

します。この時点で、すでに藤無染はこの世を去

大川はこれを
『道』
という雑誌に書いているのです。

なっております。しかし私が折口自身のテキスト、さ

舞踊は生まれてくる。
」

っています。ですからほんとうに一瞬の出会い、そ

この『道』
というのはどういう雑誌かというと、松村

らには若き折口と密接な関係を持っていたとおぼ

このヴィジョンが折口学の核心です。これまでは

してそれ故またかけがえのない出会いであったと思

介石という特異なキリスト教徒によって創刊された

しい人物について調査した結果、どうも折口も大

沖縄のフィールドワークや民俗学的な旅の経験が折

われます。そういった藤無染からの影響は、折口に

雑誌です。ユニテリアンを経て、自分なりの理解に

川と同様、すでに十代の頃からキリスト教に関して

口学を可能にしたのではないかと言われておりま

とって実は計り知れないものがあったのではない

基づいたキリスト教によって新たな教会、日本教会

は主体的な興味を持って、自分の思索のなかにそ

したが、それ以前に折口は大川周明が影響を受け

か。しかしながら折口は、この人の名前を自分で書

という宗教団体をつくった人です。大川もこの日本

れを取り組もうとしていたと思われるのです。そう

たような比較宗教学的な素養を間違いなく持つこ

いた年譜、
「自撰年譜」のなかに一回だけ書き入れ

教会に入会しています。

いう事実がわかってきました。

とができました。

ただけで、あとは完全な沈黙を守ってしまいました。

ただ松村介石というのは、やはりキリスト教だけで

そういったことを頭に入れておきながら、例えば「折

折口にそのような学問の輪郭を教えた人物は、

それ以外の書き物のなかで一切触れていません。

は自分に納得できなかったのでしょう。その日本教会

口学」
とさえ称される折口信夫独自の民俗学、その

大川たちのグループのきわめて近くにいたのです。

では藤無染とは、一体どのような人物で、何をや

という新たな組織のかたちに再
を、
「道会(どうかい)」

最も重要なテーゼを聞いてみてください。そうすると、

そこから折口学が生まれてきたのです。ですから

った
（やろうとした）人間なのか。おそらく彼は折口に

編します。日本教会の時点から
『道』
という機関誌を

それはまず憑依の民俗学、しかもアジア諸地域の民

非常に日本的と言われている民俗学という学問は、

はじめてキリスト教の重要性を教えた人物だったの

出しているのですけれども、大川がスーフィズムについ

族事例に基づいたシャーマニズムをベースにして形づ

柳田と同様に折口の場合も、実は比較宗教という

です。しかも仏教改革運動のいちばん過激な部分

ての記事を書いたのは、そういう雑誌だったのです。

くられていることがわかります。しかもそれだけではな

複数の視点を持つことができてはじめて誕生する

に触れながら……。無染には範となる人物がいまし

この
「道会」
というのは、先ほども説明しましたけれ

く、そこには明らかに神の言葉を預かる者、一神教に

ことができたのです。土俗的な部分をフィールドワ

た。それが鈴木大拙です。大拙が自らを鍛え上げ

ども、キリスト教のユニテリアンの流れをくんで、その

固有の
「預言者」
という存在が透かし見られているこ

ークしていくこと。それと同時に世界宗教の視点か

ていった環境、アメリカから仏教を考える視点。無染

なかには当時の最新の仏教学として常識でもありま

ともまた確実に理解できると思います。つまり折口は、

らそれを逆照射すること。そういった二つの視点。

が憧れていたのもそういった場所です。そして仏教

した神智学ですとかオカルティズム、心霊主義、そう

自分の民俗学的な探求の中心でアジアのシャーマニ

さらにそれらをも相対化する複数の視点。それが

とキリスト教は相矛盾するどころか、そこには深い共

いったようなものをすべて取り込みながら発展してい

ズムと、一神教的な預言者の構造つなごうとしている

民俗学という学問成立の条件だったわけです。

通性があるのではないのか、その二つの教えは一

った会です。ここに大川はコミットしていきます。大川

のです。しかもそれが同時に、詩人の誕生であり、国

折口信夫がどういう青春を送って、何をそこで学

つの同じ起源を持っているのではないか、そういっ

周明が日本の皇室に興味を持ったのも、この会で松

文学の発生であるとしている。そこに折口信夫の真

ぶことができたのか。次はそれを明確にしてゆきた

たやや危うい見解を、ちょうど折口と一緒に暮らして

村介石が日本の皇室についての本を書かなければ

の独創性があり、明治期最後の思想家としての悪戦

いと思います。

いたときに一冊の本にまとめた人なのです。

ならなくなったときに大川にアルバイトを頼んだことが

苦闘があったのだと思います。

直接のきっかけだったのです。それを契機として大川
は右翼的な心性にも親近感を持つようになります。
このキリスト教、ユニテリアン教会、さらには非常
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何度も繰り返して恐縮ですが、折口は大川周明

ですから、折口信夫の生涯の軌跡、それから鈴

折口学のテーゼが一番はじめにかたちになった

とほぼ同年に生まれています。ですから、折口の青

木大拙の生涯の軌跡というのは、本人同士がまっ

『国文学の発生』
（ 第一稿）から一節を引用させて

春と大川の青春というのはほとんど重なり合ってく

たく会うことなく、しかしこの時点で劇的に交錯しま

るのです。折口は明治38年、國學院大學に入学し

す。そこに西田哲学の起源も隣接しています。鈴木

いただきます。

にオカルティックな心霊主義、そういったようなもの

「一人称式に発想する叙事詩は、神の独り言で

ます。このときに実は一人で暮らしたのではなくて

大拙の宗教学、折口信夫の民俗学、そして西田幾

が当時の仏教改革運動と密接に結び付いておりま

ある。神、人に憑つて、自身の来歴を述べ、種族

「新仏教家」藤無染という人と同居します。この藤無

多郎の哲学、さらには大川周明のアジア主義、そう

す。実はその交点にこそ、大川とほぼ同年代に生

の歴史・土地の由緒などを陳べる。皆、巫覡の恍

染という人がキーパーソンなのです。この藤無染が

した流れがすべて明治末年においてクロスする。

まれた折口信夫という人の起源があります。

惚時の空想には過ぎない。併し、種族の意向の上

まさに先ほど説明いたしました仏教改革運動を担っ

当時、鈴木大拙がアメリカから精力的に報告を

折口信夫という人は柳田國男の大きな影響を受

に立つての空想である。而も種族の記憶の下積み

た人物でした。大変精力的な、しかし結果として歴

送っていたのが『新仏教』
という雑誌です。折口は

け、柳田とともに民俗学という学問分野を確立した

が、突 然 復 活 する事もあつたことは、勿 論 であ

史の闇に埋もれてしまった、現在ではまったく無名

藤無染のことを、
「自撰年譜」のなかで「新仏教徒」

と言われております。さらに折口は第二次世界大

る。／其等の「本縁」
を語る文章は、無論巫覡の口

の人物。折口はそういった人物と十代のころから一

と名指しています。仏教改革運動というかたちで鈴

戦の最中からキリスト教に大変興味を抱きます。戦

を衝いて出る口語文である。そして其口は十分な

緒に暮らすような
（そのためにはそれ以前からの密

木大拙などとバックグラウンドと共用しながら、折口

後には神道をキリスト教のようなかたちで立て直す

律文要素が加つて居た。全体、狂乱時・変態時の

接な交渉が存在しなければ不可能でしょう）
、そうし

はさらにそこに日本神道、それから古典文学の素養

ことを考えていたとさえ推測されています。現在ま

心理の表現は、左右相称を保ちながら進む。生活

た早熟でまた情熱的な人間だったのです。

を積み重ねることによって、折口学という独自の学
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を築いていったのだと考えることができます。
鈴木大拙のアメリカからの過激な提言が『新仏教』

が絶たれてしまうことになります。

この高輪仏教大学というのは、二年しか存続で

そしてこの諸思想の交点というのは日本だけにと

きませんでした。西本願寺が龍谷大学の東京版を

どまらないと思うのです。そこからさらに視点を広げ

という雑誌を賑わしました。つまり
『新仏教』
という雑

極左の革命運動は大逆事件によって潰え去りま

つくったのです。その校長を務めていたのが、大川

ていくことが可能なのではないかと考えております。

誌は、そのようなものを許容する、当時としては最も革

す。さらにこの後、極右の革命運動も2･26事件で潰

周明に東京帝国大学で大変深い印象を残した前

というのは、同時期、やはりアメリカでも諸思想の

新的な雑誌だったわけです。極左勢力とも密接な関

えてしまう。要するに、左であれ、右であれ、日本の

田慧雲という人です。大変モダンで、しかも最新の

混淆、東洋的なるものと西洋的なるものの出会い

わりを持っています。社会主義者たちの社会改革運

社会を変革しようとした運動、過激な宗教色のもとで

知識を獲得した人々が集う、首都に建てられた仏

があり、そこから大変ユニークな、アメリカ独自の哲

動と同調しようとさえするのです。さらには神のもとで

社会をその根底から変えようとした運動というのは、

教教育の基地。しかしそこで教育され、流通する

学が生まれてくるのです。それはアメリカに初めて

の平等が保証される共同体を目指したキリスト教の

二回取りつぶされてしまうのです。その二回の失敗し

新知識というのは、逆に考えれば、教団の求める

仏教の雑誌が生まれてくるという時代でもありまし

改革派などとも。キリスト教や原初の仏教教団が目

た革命、それが明治 20 年代に生まれてきた一群の

ものと齟齬してくるのは当たり前です。その齟齬が

た。例えばウィリアム・ジェームズやチャールズ・サン

指した平等社会、それは現在、社会主義運動が目

人々の起源となり、その活動の中心になっていったよ

最大になった時、あの著名な大谷光瑞が西本願寺

ダース・パースという名前をお聞きになったことがあ

指しているところの平等社会とどこかで共通するのだ

うに思われます。大川周明、石原莞爾、北一輝、折

門主につきます。

ると思いますが、彼らの思想、現在ではプラグマテ

と。だから極楽浄土としての社会主義的な共同体、

口信夫といった面々の活動を思い返してみて下さい。

大谷光瑞というのは非常に改革的な人でありな

ィズムのもとで総称される思想が形づくられてきた

社会主義的な社会を、仏教やキリスト教を基にして

十代の折口と共に暮らしていた藤無染という人

がら、やはり教団のトップですから、教団に歯向か

のも、ユニテリアン的な環境があったと同時に、エ

築き上げるのだと。仏教、キリスト教、社会主義、そう

を追いかけていくと、当時の仏教改革運動がいっ

う新知識への傾斜というものを断固として拒否しよ

マニュエル・スウェーデンボルグというキリスト教神

いった改革運動がここに集約されてきます。

たいどういうものだったのかという、一つのケースス

うとするのです。そしてこの光瑞の強い意向で、高

秘主義者、その濃厚な影響を受けたものだったの

そういったなかで、折口も大川も自分の思考を

タディになります。これも以前に書いた論文（「「霊

輪仏教大学は開校されてわずか2年でこの地上か

です。日本に帰国した大拙がまず初めに手がけた

鍛え上げていきます。この『新仏教』
を中心とした運

性」の起源と折口信夫の霊魂観」
『古代文学46』古

ら消滅します。

ものがスウェーデンボルグの代表作『天界と地獄』

動こそ、近代日本が生み落とした最もユニークな宗

代文学会、2007年）の引用になってしまいますが、

教＝社会運動だと思います。しかしながらこの運動

読ませていただきます。

そういった流れのなかで、教団に歯向かって新
しい仏教理念をつくろうとした人々が、教団に対抗

の翻訳であったことは偶然ではないのです。日本
とアメリカの近代は相互に響き合うのです。

は明治の末年、その運動が最高潮に盛り上がると

「無染は、浄土真宗本願寺派（西本願寺）
に属す

して激しい反対運動を繰り広げていきます。そうし

ウィリアム・ジェームズとヘンリー・ジェームズの父親

同時に潰え去ってしまいます。大逆事件によって…

る僧侶であり、教団が海外知識の吸収と普及を目

た精力的な活動家の一人がこの藤無染だったの

はスウェーデンボルグ主義者でした。そして記号論

…。大逆事件の関係者は皆、
『新仏教』
と深い関わ

指して設立した文学寮（普通教校から改称）
を卒業

です。西本願寺に属する僧侶としては最も厳しい

で有名なチャールズ・サンダース・パースは、スウェー

りを持っていました。堺利彦が、大逆事件で逮捕

後、佐賀の第五仏教中学で英語教師をしていたが

立場に立ってしまったと言えます。十代の折口は、

デンボルグ的な天界の光景を、もう一度数学的な宇

された被告全員にこの『新仏教』
を差し入れたほど

辞職して上京、高輪仏教大学もしくは高輪第一仏

その運動のすぐそばにいたわけです。だからこそ

宙論として読み替えようとしていました。そうしたアメ

の関係です。しかもこの大逆事件には何人かの仏

教中学の関係者のもとで翻訳その他の仕事に従

比較宗教的な視線、それから伝統的な宗教教団に

リカの流れが実はダイレクトに日本の仏教改革運動

教者が参加しておりました。これを契機として仏教

事していたと推定される。落第により一年遅れて中

ありがちな硬直した宗教思想に反するような視点、

の人々とつながるのです。実は鈴木大拙というのは、

各教団はより反動性を強め、宗教の領域から過激

学を卒業した折口は地元に決められていた志望大

そういったものを折口は若い時から実践的に身に

そのなかの一人、その一つの中心だったのです。

な政治色を一掃してしまいます。

学を急遽変更して國學院大學に入学、無染のもと

付けることができたわけです。

そのことによって、明治末年にはようやくかたち
を整えようとしていた仏教改革運動の芽が、ここで
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教とキリスト教）
と社会改革（社会主義）の結びつき

で「同居」
をはじめる。無染の名前は折口の「自撰
年譜」にのみ登場する。

そしてもう一人、鈴木大拙ほどではないのです

藤無染の『二聖の福音』は大川周明も大きな感

が、その流れを間違いなく担っていた、そして無染

化を受けた前田慧雲が校閲しています。そしてさら

のように現在ではまったく名前が失われてしまった

すべて摘み取られてしまったのです。特にこの大

無染は、現在まで確認された限り、一冊の編訳

に藤無染が『二聖の福音』を出した出版社、新公

人物がおります。大原嘉吉といって、これもまた明

逆事件によって壊滅的な影響を被ったのが「無我

書『二聖の福音』( 二人の聖人の福音 )と一編の論

論社というのですけれども、この新公論社の社主

治期の仏教改革運動の重要な受け皿であった天

苑」
という、まさに仏教とキリスト教の平等主義をそ

考
「外国学者の観たる仏教と基督教」
を残している。

である桜井義肇という人は、平井金三を通じてユ

台宗の近辺にいた人物です。そうした流れを折口

のままコミューンとして生きようとした、そういう運動

いずれも、仏教とキリスト教の同一起源を説いたも

ニテリアン、さらには大川が青春を捧げた「道会」に

信夫は藤無染を通じて確実に吸収していた。無染

でした。河上肇などがここから生まれています。そ

ので、仏教改革運動の流れをくむとともに、そこに

非常に近い位置にいました。折口と大川は、こうし

が自らの理想としていたのは、臨済宗の伝統のな

の無我苑から大逆事件に関係した仏教者が出てし

は濃厚に神秘主義的、神智学的な知見がちりばめ

て当人同士が知らない間に太い一本の線でつな

かから生まれてきた鈴木大拙と、天台宗の伝統の

まいました。ここで一瞬だけ実現した宗教改革（仏

られていた。
」

がれるわけです。

なかから生まれてきた大原嘉吉の二人なのです。
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それは大拙の説いた著名な「霊性」
という言葉の

に論考を載せています。大拙自身もその雑誌に論

教の神秘主義的解釈でもある
（井筒俊彦氏のスーフ

、シ
す。その若き指導者たちが明治26年（1893年）

起源とも結び付き、さらにはスウェーデンボルグ神学

考を書きます。そうした柔軟かつ革新的な雑誌に

ィズム理解を思い返して下さい）
、独創的な哲学理

カゴで開催された万国宗教会議で一堂に会するこ

と仏教の融合という明治期仏教改革運動を担った

集結し、さらにはそれぞれが各教団を代表するよう

念を生み出すことが可能になったわけです。

とによって、近代日本仏教というのは間違いなく一

大きな流れと合流します。

になる若手の仏教者たち、すなわちアメリカからの

つの転機を迎えたわけです。天台宗の芦津実全、

実は明治期の仏教改革運動のきっかけとなった

知識をそれほど偏見なく自らの裡に受け入れられ

のは、最初に述べたような大乗仏典は仏陀の直接

た改革派の宗教思想家たち、そういった人々が一

「スウェーデンボルグを通して
「霊性」
という言葉とス

龍、そして臨済宗の釈宗演、この 4 人です。そして

説いた教えではないという
「大乗非仏説論」だけで

堂に会したものがシカゴの万国宗教博なのです。

ピリチュアルという概念を重ね合わせ、それをはじめ

芦津の雑誌には大拙の師匠たちが書き、さらには

読ませていただきます。

真言宗の土宜法龍、浄土真宗本願寺派の八淵蟠

は十分ではないのです。当時、そうした迷信を打

そして明治初期の、その天台宗の雑誌をはじめ

て日本語として表現したのは、繰り返すようであるが

スウェーデンボルグ的なものを翻訳した大原がい

破し仏教という教えの本質を科学的に解明すると

とする先進的な仏教雑誌で最も積極的に紹介され

鈴木大拙ではない。おそらく若き大拙も読んでいた

る。真言宗の土宜法龍のもとには柳田國男に大き

同時に、その試みと表裏一体となるかたちで、さま

ていたのが、ジェームズやパースなどを生み出してき

であろう一冊の書物が存在する。そこにすべてが書

な影響を与えた、民俗学のもう一人の巨人である

ざまに枝分かれし分裂したままの仏教の教えを一

た当時のアメリカのスウェーデンボルグ主義的な仏教

かれていたのである。その書物は、原題を
『仏教者

南方熊楠がいる。そして最後の釈宗演は直接、鈴

つに統一しようという大きな運動がありました。

理解だったのです。大拙はそうした環境から生まれ

スウェーデンボルグ』
（Swedenborg the Buddhist）

木大拙をアメリカに呼んだ張本人である……。

その統一運動を直接担うことを期待されていた

てきました。そして後に大拙は、精神と身体に区別

といい、日本ではフィランジ・ダーサ
（Philangi Dasa）

のが、臨済宗と天台宗の人々だったのです。例え

を持たない霊性という概念を主張します。それはス

著、大原嘉吉訳――この大原嘉吉というのが天台

治20年代にあるわけです。そうしたことを考え合わせ

ば仏教に統一をもたらせるときに、天台宗というの

ピリチュアルな領域に生まれるのだ、と。ここで中世

宗に関係を持った人です――『端派仏教学』――こ

てみますと、現在ではまったく別個に考えられている

が唯一の可能性を持っているわけです。どういうこ

からの伝統を持つ「霊性」
という術語にスピリチュア

れが刊行されたのが明治20年代なのです――とし

哲学、宗教、そして憑依やシャーマニズムの問題、さ

とかというと、天台宗というのは三つの教えを平等

ルという概念の翻訳後としての役割が重ね合わせ

て出版された、800ページ近い大著である。著者の

らには東西の神秘主義思想、それらの総合を求める

に、それぞれの間に価値判断を下さないで教えま

られます。しかし、この霊性にスピリチュアルという意

ダーサは、本 名 ハーマン・カール・ヴェッターリング

運動がまず明治維新から明治20年代までに大きく起

す。一つは密教、一つは禅、そして一つは浄土で

味を読み込み、スピリチュアルを霊性と翻訳したの

というスウ
（Herman Carl Vetterling, 1849-1931）

こり、その衝撃を自分なりに受け止め、そこから独自

す。この三つの教えを分け隔てなく学ぶことができ

は、大拙がはじめてではなく、実はその天台宗の雑

ェーデン人で、アメリカに渡りスウェーデンボルグ神学

の結論を出すことによってそれぞれ哲学者、文学者、

るのは天台宗だけなのです。例えば真言宗ですと

誌によった人たちだったわけです。

を学び、さらにはそこにブラヴァツキーの神智学やアン

そして宗教学者というかたちで自立してきたと考える
ことが可能なのではないかと思います。

こういった一つの大きな歴史の流れの起源が明

密教が最上の教えになります。そして鎌倉仏教で

霊性という言葉は中世から近世にかけての神仏

ナ・キングスフォードの秘教的キリスト教
（古代エジプト

すと、それぞれの宗派に属する教えが最上の教え

習合という風潮のなかで、まさに神道と仏教をつなぐ

の失われた叡智からキリスト教の教義を再解釈した

ですから、日本思想と一神教的なるものの関係

になってしまいます。唯一、天台宗だけが日本の仏

キータームとして、臨済の伝統のなかで800年間にわ

もの）
を組み込み、最終的には仏教という太古の教

というのは密接であるどころか、独自の日本思想と

教思想の可能性をすべてそのなかに包み込むこと

たって使われてきたキータームでした。それをあえてス

えこそがそれらすべての学を綜合するものであるとし

言われているものの起源には、間違いなく一神教

を可能にする教えなのです。

ピリチュアリティという非常に内面的、そしてキリスト教

て、自ら仏教徒を名乗った人物である。特筆されな

的なものが確固として存在しているのです。それを

それゆえ天台宗の側でも、近代における仏教の

に固有の概念と結び付けたのがこの時代なのです。

ければならないのは、このダーサこそがアメリカではじ

どのように昇華していったのか。おそらくそういうか

新たな可能性を求めることに対してはきわめて積

繰り返しますが、その翻訳をはじめて行ったのは

めての仏教雑誌『仏光』(Buddhist Ray, 1888-

たちで考えていかないと、近代日本思想というのは

極的だったようです。それが分かるのが、明治期に

大拙ではありません。逆にそういったスピリチュアリ

1894)の精力的な発行者でもあったことである。明治

読み解けないのではないかと思います。日本思想

生まれた天台宗の雑誌です。
『四明餘霞』
といって、

ティという概念と霊性という言葉を結び付けられるよ

維新によって突然世界に開かれ、外からの刺激と知

があって、キリスト教の影響を受けたのではなくて、

大正大学に全巻揃っています。そこにはいままで

うな、そういう宗教的な伝統、さらには急進的な運動

識に飢えていたダーサと同世代の、列島の仏教各派

まず一神教的なものがあり、その刺激から、いかに

は考えられなかったような、例えばオカルティックな

のなかから鈴木大拙という個性が生まれてきたわけ

の若き指導者たちは、
『仏光』
が刊行されたのと同じ

自分が影響を受けて、それをいかに自分なりに昇

ものですとか、当時のアメリカで勃興していたスウェ

です。その影響はたとえば西田幾多郎にとって絶大

明治 20 年代はじめからダーサとコンタクトをとり、自ら

華していったのか。そこで初めて近代日本思想とい

ーデンボルグ主義などですとか、そうしたものがそ

なものがありました。西田幾多郎は大拙という個性

雑誌を主宰し、
『仏光』掲載記事の翻訳（翻案）
を

うのが可能になってきたのだと思います。

のままダイレクトに紹介されています。

と交流を重ねることによって、絶対矛盾的自己同一

次々と載せていった。
」

実は二十代初めの鈴木大拙が学んだ師匠たち、
今北洪川や釈宗演などもすべてこの天台宗の雑誌
300

また先ほどの論考の引用で恐縮ですけれども、

という、一見すると禅の影響を濃厚に受けたかのよ

こうした地点から、近代日本においてキリスト教

うな概念ですが、冷静に考えてみるときわめて一神

の改革運動と連動した仏教の改革運動が始まりま

繰り返しが多く、
拙い発表で申し訳ございません。
以上で私の報告を終わりにさせていただきたいと思
います。長時間のご静聴、ありがとうございました。
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大川周明と折口信夫――明治の宗教思想家たちと
「一神教」
安藤 礼二

１明治の宗教思想家たちと
「一神教」
明治維新以降、列島の知識人はなんらかのかたちで「一神教」
を自らの問題にしてきた。
その「一神教」の問題が最も顕在化するのは第二次世界大戦、
「大東亜戦争」である。
「大東亜戦争」の思想を考える時には次の３つの軸を考えることが必要である。
西田幾多郎（1870-1945）
を中心とした京都学派。
大川周明（1886-1957）
が組織した東亜経済局（
「満鉄東亜経済調査局」
）
。
折口信夫（1887-1953）
に代表される民俗学研究。
この三者の思想が交錯するところから井筒俊彦（1914-1993）
の思索が可能になった。
弘文堂書房による
「世界史講座」の刊行、
『西亜世界史』への執筆（
「イスラム思想史」
「マホメッ
ト」
「アラビア科学・技術」
）
またこの三者はいずれも自らの思想の起源を明治末年の宗教改革運動（仏教とキリスト教を中
心に両者の融合さえ図られた）
に持っている。
特に大川周明と折口信夫の起源は重なり合う。

２大川周明の軌跡
明治40年（1907）
、第五高等学校卒業、同級に赤松智城（宗教学）
と松村武雄（神話学）
。
同年、東京帝国大学文科大学入学、宗教学を専攻、南條文雄、高楠順次郎、前田慧雲などに
師事しインド哲学を専攻（卒論は「龍樹研究序説」
、明治44年卒業）
。
……明治の末年、まだ東京帝国大学の学生だった大川は､高楠順次郎とその師であるマック
ス・ミュラーの探求をもとに、インド哲学の真髄から、一気にイスラーム神秘主義の根源、
「人と神と
の神秘的合一」
（大川自身の言葉）
、へと飛び込んでゆくのである。明治四十年、高楠の兄弟子
で、おなじくマックス・ミュラーに師事した南條文雄が翻訳したミュラーの『比較宗教学』
（正式には
『宗教学入門』
）の第一章には、モンゴルの遊牧民に起源をもち、アショーカ王以来二千年ぶりにイ
ンドに統一をもたらせたムガル帝国皇帝アクバルの宗教政策の詳細が描かれている。敬虔なムス
リムである皇帝は、その師である卓越したスーフィーの助言によって、イスラームとヒンドゥーを結び
合わせ､さらに諸宗教の導師（ユダヤ教、キリスト教、ゾロアスター教、仏教など）
を宮廷に集め、そ
こで宗教に関する自由討論を為させ､諸宗教の融合を謀ったのである。そこには文字通り、東洋
と西洋を一元的に結び合わせる思考の地平が開かれていた。イスラーム､特にスーフィズムによる
アジア諸宗教の統一。大川の最も初期のイスラームに関する論考の末尾は、次のように記されて
いる。
「吾等は既に極めて無秩序ながらもスウフィズムの大略を述べたり。スウフィズムは殆ど基督
教と云ふを妨げず。少くとも、プラトー及新プラトー哲学を基礎とせる精神的基督教と同一の信仰
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を有す。スウフィズム信者自身は決してこの断定を拒まざる可し。彼等は常に耶蘇を至高のオーソ
リティーと呼び､新約の言語を自在に使用し、旧約の神話を借用す。若し今日に於いて而く相敵視
する基督教と回々教（殊に前者が后者に対する態度は偏狭且つ厳酷を極むる雖）
とが他日手を
握るの時ありとせば、スウフィズムこそ両者相会し相知り相助くる最良なる共通の地盤たる可し。
（主としてマクスミュラーに拠る）
」
（
『道』第二五号、明治四三年五月、
『大川周明関係文書』所収）
。
……安藤「大東亜共栄圏の哲学 大川周明と井筒俊彦」
（
『アソシエ17』2006）
と改める。大川は大
明治43年、松村介石の日本教会に入会、以降、日本教会は名称を「道会」
学在学中より機関誌『道』の編集に従事。
「道会」はキリスト教ユニテリアンの流れを組み、その中に神智学的な心霊主義をも取り込んで
いる。このユニテリアンから神智学という流れは、同時期仏教改革運動に取り組んでいた折口信
夫の「同居人」藤無染の生涯・思想とシンクロする。

３ 折口信夫の軌跡
明治38年（1905）
、國學院大學入学、藤無染（1878-1909）
と同居。
明治43年（1910）
、國學院大学国文科卒業、卒業論文は「言語情調論」
。
折口にとって藤無染の影響は計り知れない。
『死者の書』のモデルはほぼ間違いなく無染であ
る。また無染の生涯を通して折口的思考は仏教改革運動と結びつく。その仏教改革運動の流れ
の中から西田幾多郎、鈴木大拙が生まれてきたのである。
……無染は、浄土真宗本願寺派の僧侶で、教団が海外知識の吸収と普及を目指して設立した
文学寮
（普通教校から改称）
を卒業、佐賀の第五仏教中学で英語教師をしていたが辞職して上京、
高輪仏教大学もしくは高輪第一仏教中学の関係者のもとで翻訳その他の仕事に従事していたと
推定される。落第により一年遅れて中学を卒業した折口は地元に決められていた志望大学を急
遽変更して國學院大學に入学、無染のもとで「同居」
をはじめる。無染の名前は、折口の「自撰年
譜」にのみ登場する。
無染は、現在まで確認された限り、一冊の編訳書『二聖の福音』
と一編の論考「外国学者の観
たる仏教と基督教」
を残している。いずれも、仏教とキリスト教の同一起源を説いたもので､仏教
改革運動の流れをくむとともにそこには濃厚に神秘主義的、
「神智学」的な知見が散りばめられて
いた。……
無染の『二聖の福音』は大川も大きな感化を受けた前田慧雲が校閲している。
またその出版社（新公論社）
の社主である桜井義肇は、平井金三（1859-1916）
を通じてユニテ
リアンおよび「道会」の非常に近い位置にいる。
おそらく無染が自らの理想としていたのは臨済宗の伝統の中から生まれてきた鈴木大拙（1870と天台宗の伝統の中から生まれてきた大原嘉吉（1901年没）
である。それは「霊性」
という
1966）
言葉の起源とも結びつき、さらにはスウェーデンボルグ神学と仏教の融合という明治期仏教改革運
動を担った大きな流れと合流する。
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……しかしながら、スウェーデンボルグを通して、
「霊性」
という言葉とスピリチュアルという概念を
重ね合わせ、それをはじめて日本語として表現したのは、繰り返すようであるが鈴木大拙ではない。
おそらく若き大拙も読んでいたであろう一冊の書物が存在する。そこにすべてが書かれていたの
である。その書物は、原題を
「仏教者スウェーデンボルグ」Swedenborg the Buddistといい、日本
ではフィランジ・ダーサ
（Philangi Dasa）著、大原嘉吉訳『瑞派仏教学』
（明治二十六年＝一八九
三）
として出版された、八百頁近い大著である。著者のダーサは、本名ハーマン・カール・ヴェッター
リング
（Herman Carl Vetterling,1849-1931）
というスウェーデン人で、アメリカに渡りスウェーデ
ンボルグ神学を学び、さらにはそこにブラヴァツキーの神智学やアンナ・キングズフォードの秘教的
キリスト教（古代エジプトの失われた叡智からキリスト教の教義を再解釈しようとしたもの）
を組み
込み、最終的には仏教という太古の教えこそがそれらすべての学を綜合するものであるとして、自
ら
「仏教徒」
を名乗った人物である。特筆されなければならないことは、このダーサこそが、アメリカ
ではじめての仏教雑誌『仏光』
（Buddhist Ray,1888-1894）の精力的な発行者でもあったことで
ある。明治維新によって突然世界に開かれ、外からの刺激と知識に飢えていたダーサと同世代の、
列島の仏教各派の若き指導者たちは、
『仏光』が刊行されたのと同じ明治二十年代はじめから、
相次いでダーサとコンタクトをとり、また自らも雑誌を主宰し、
『仏光』掲載記事の翻訳（翻案）
を次々
と載せていったのである。そこに「霊性」の起源がある。そして、その若き指導者たちが、明治二十
六年（一八九三）
にシカゴで開催された万国宗教会議で一堂に会することによって、近代日本仏教
は間違いなく一つの大きな転機を迎えた。彼らとは、天台宗の芦津実全（一八五〇−一九二一）
、
真言宗（古義）の土宜法龍（一八五四−一九二三）
、浄土真宗（本願寺派）の八淵蟠龍（一八四
八−一九二六）
、そして臨済宗の釈宗演（一八五九−一九一九）
の四人である。……
……たとえば、
『二聖の福音』の参考文献の筆頭にあげられたのが、大拙と大原がともに訳
出したポール・ケーラスの『仏陀の福音』であるし、そこでケーラスと並んで注記されている二冊の
書物の著者アーサー・リリーは、
『瑞派仏教学』のなかにも援用されているアンナ･キングズフォード
の教えに近く、キリスト教の起源として秘教的仏教解釈を推し進めた人物であった。そして「外国
学者の観たる仏教と基督教」には、スバドラの『仏教問答』のなかの問題の一節が大きく取りあげ
られている……
安藤「
「霊性」の起源と折口信夫の霊魂論」
（
『古代文学』46号、2007予定）
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特定研究
プロジェクト3

幹事：富田 健次（同志社大学 大学院神学研究科教授）

報告

米国に代表される現代西欧の諸価値観とイスラームの価値観との間の緊張と軋轢を考察する上で､看過し
得ない存在であり､あるいはその代表的存在とも言えるイラン･イスラーム体制に焦点を置き､その西欧･米国
への見方が宗教的､文化的、あるいは歴史的にいかなる形態や属性と構造を持つのか､その分析党考察のた
めの基礎的知識を重層的に蓄積する作業を行い､現代西欧や米国からの視点と有機的に繋ぐことを目指す。

報告

「一神教世界における科学と近代化」
幹事：三浦 伸夫（神戸大学 国際文化学部教授）

参加研究者

いわゆる近代科学は西欧近代という一神教世界に生じ、その導入によって非西欧諸国が近代化を成し遂げ
ていったことは周知の事実である。ところでそれがキリスト教世界で成立展開した際にはさまざまな神学上の
問題が生じていた。またイスラーム諸国などへの近代科学の伝播受容の際にもさまざまな軋轢問題が生じた。
本プロジェクトでは、それらをさまざまな歴史的具体例を通じて分析し、
このキリスト教的思想背景をもつ近代
科学が一神教世界の近代化にどのような役割を果たしたのかを考察していく。そうすることによって、今日イ
スラーム世界など一神教世界において生じている科学と宗教との問題への解決の方向性を探ることができ
よう。とりわけ進化論の成立、受容、展開は一神教の本質にかかわる本プロジェクトの重要な論点となる。

中田
考 同志社大学 大学院神学研究科教授
松永 泰行 同志社大学 研究開発推進機構客員フェロー
サミール・ヌーハ

参加研究者

同志社大学 大学院神学研究科教授

加賀谷 寛
中村明日香
嶋本 隆光
吉村慎太郎

大阪外国語大学 名誉教授

小原

克博 同志社大学 大学院神学研究科教授

在イラン日本国大使館 専門調査員
大阪外国語大学 日本語日本文化教育センター教授
広島大学 大学院総合科学研究科助教授

2006年度研究会
第１回

２００６年５月３０日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
モハンマド＝カーゼム・ムーサヴィー・ボジュヌールディー
「シーア派国家の成立過程：中世イスラーム世界を中心に」
コメンテーター：サーデク・サッジャーディー

２００６年５月２３日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
オスマン・バカル
「Islam and Science: An Alternative View of Study of Nature」
コメンテーター：三浦伸夫

第２回

２００６年８月１日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
松永俊男「ダーウィニズムと自然神学」
コメンテーター：小原克博

第２回

２００６年１０月２４日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
嶋本隆光「Ｍ・モタッハリーの倫理思想」

第３回

第３回

２００６年１２月１８日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
吉村慎太郎「レザー・シャー独裁と国際関係 ―転換期イランの政治史的考察―」

２００７年２月２６日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
八耳俊文「近代東アジアが出会ったもう一つの西洋科学：
入華プロテスタント宣教師の科学啓蒙活動」
コメンテーター：本井康博

2006年度研究会
第１回
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「一神教世界における科学と近代化」研究会

2006年度第1回研究会 報告

特定研究プロジェクト3

2006年度第2回研究会 報告

日

時／２００６年５月２３日（火）13：00〜15：00

日

会

場／同志社大学 今出川キャンパス 扶桑館2階マルチメディアルーム1

会場／同志社大学 今出川キャンパス 扶桑館2階マルチメディアルーム1

発

表／オスマン・バカル（マレーシア国際イスラーム大学啓示人文学部教授）

発

「Islam and Science: An Alternative View of Study of Nature」

時／２００６年８月１日（火）15：00〜18：00

表／松永 俊男（桃山学院大学社会学部教授）
「ダーウィニズムと自然神学」

コメント／三浦 伸夫（神戸大学国際文化学部教授）

コメント／小原 克博（同志社大学大学院神学研究科教授）

研究会概要

研究会概要

イスラーム科学は、近代科学とは多くの特徴を共有しながらも、なお別の精神と性質を持つ別の科学
である。イスラーム科学は、17世紀にいたるまでその優秀さにおいて他の追随を許さぬものであり、そ
の後の停滞の時期を経て、今あらためて再興されつつある。

第2回「一神教における科学と近代化」研究会は、桃山学院大学の松永俊男教授をお迎えして、
「ダーウ
ィニズムと自然神学」という題名で19世紀英国自然神学についての講演を行っていただいた。
先生の講演は、まず自然神学の定義から始まった。そして、自然界のどこに神の偉大さを見るかとい

イスラームは西洋で近代科学が興る前から、合理性、実証主義など「近代的」といっていい特質を備え

う観点から、
「自然界の秩序正しさに神の力を見る立場」
、
「
『自然の斉一性』に神の力を見る立場」
、
「自然

ていた。同時に、古典的なイスラーム科学は、
「宗教的かつ霊的」特質を備えており、クルアーンとハディ

界に見られる巧みな構造（デザイン）に神の力を見る立場」の三つの立場があることを指摘され、英国自

ースから導き出された「イスラームの諸原則」にもとづいていた。様々なイスラームの諸原則は、
「タウヒ

然神学の主流はこのうちの三つめの立場をとることであると述べられた。続いて、英国自然神学の系譜

ード（唯一性の思想）
」によって貫かれており、イスラーム科学の究極の目的は、宇宙の唯一性を明らかに

をたどることとなり、ボイル『形相と質の起源』
、ベーコン『学問の進歩』
、レイ『創造のみ業に示された神

し、神の唯一性を讃えることであった。

の英知』
、デラム『自然神学』
、ペイリー『自然神学』といった自然神学の代表的著作とその内容ついて言及

イスラームにおいて、知識とは、まず、神からの啓示こそもっとも確実な知識とされ、すべての知識の
基礎にして目的とされる。人間は、様々な知識を求めることが奨められるが、人間にとって有用な知識で
あるかどうか、神の啓示から導き出されたイスラーム法によって判断される。

された。その後、キリスト教信仰を保証する科学の入門書として歓迎され、空前の売れ行きを示した「ブ
リッジウォーター論集」まで話題を広げ、英国における自然神学の発展の全体を俯瞰した。
また、地球の年齢に関連して聖書の『創世記』に書かれたことと、揺籃期にあった地質学における研究

たとえば、イスラーム科学の宇宙観の中では、人間は「ミクロ・コスモス」であり、宇宙のすべての要素

者であるバックランドやライエルの主張との関連についても述べられた。そして、英国国教会派の会派に

を内包している。人間は神の創造物の中でももっとも優れたものであり、他のものから進化したという

よって科学についての考え方が異なり、会派によっては科学の発展に大いに寄与したことを指摘された。

考えは受け入れられない。

さらに、ダーウィンが進化論の着想を得た時期やその内容について紹介された後に、主著である『種の

現代、イスラーム科学は、
「知のイスラーム化」のプロセスを通して、再興の緒にある。

起源』と自然神学との関連を述べられた。さらに、ダーウィン自身の宗教観をも論ぜられ、最後にはダー

これに対して、三浦伸夫氏からコメントがあった。

ウィンがキリスト教を捨てたことにも言及された。

・
「イスラーム科学」という語が適切かどうか、古典的イスラーム科学には、ノン・ムスリム科学者の貢献
もあったのではないか？

最後にキングズリ、グレー及びテンプルの主張を通して『種の起源』がどのように受容されていったか
の説明が加えられた。

↑これに対してオスマン教授は、ノン・ムスリム科学者のイスラームの宇宙観を共有していた、そもそも
イスラーム的であるとは、普遍的ということである、と答えた。

まとめとして、ダーウィンの進化論は英国自然神学の伝統の中から生まれ、その体裁や内容も自然神
学書としてのものであったと主張された。

・ クルアーンにおける「自然」という語の登場頻度は少ないのではないか？

先生の講演の後、ダーウィンの宗教観、キリスト教を捨てた経緯や「ブリッジウォーター論集」について

↑これに対してオスマン教授は、
「自然」
という語自体は少ないが、自然についての言及は多い、と答えた。
・ムスリム一般がイスラーム化された知識を身につけるということは可能か？

等の質疑応答が活発に行われ、18時に集会は終了した。
（神戸大学大学院総合人間科学研究科博士後期課程

野村恒彦）

↑これに対してオスマン教授は、
「知のイスラーム化」はすでにムスリム社会に広く受け入れられており、
タウヒードの原則にのっとった科学の体系を普及させることは可能である、と答えた。
（CISMOR奨励研究員・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程
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っております。19 世紀の話をする時には、まずベー

よって神が地球上にどういう世界をつくろうとしたか

コンの『 学 問 の 進 歩 』
（ The Advancement of

理解しようと考えて、いろんなカタログづくりに集中

Learning）から始めればいいわけでして、この中で

するんですね。それを受け継ぐのがスウェーデンの

神の言葉を記した書物、聖書と、神のみ業を記した

リンネになるわけです。自然神学書としては John

書物、これは「自然」のことを意味するわけですが、

Rayを受け継いでいったのが、William Derham

この両方を対比して双方において進歩するように努

です。18世紀にはデラムの書物の方が広く読まれ

めるべきであるといっています。この言葉が17世紀

ています。こっちの方がはるかに読みやすいんで

の自然神学の立場をうたったものとして最初に引用

す。整然と書かれていまして。これも復刻版が出て

こういう目次の形で講演の内容を考えておりま

いますが、第 4 版まではペイリー流の今言った自然

されるものです。この部分はこのままダーウィンが『種

簡単に手に入れられます。各国本に翻訳されてス

す。ダーウィンの進化論とその影響を自然神学の軸

神学の内容だったのが、第5版ではガラッと内容が

の起源』の冒頭に掲げている言葉でもあります。

ウェーデン語にも翻訳され、スウェーデン語のデラム

で強引にまとめてみようという試みです。元にして

一変してしまって、現代の神学で言うところの自然神

17世紀に自然神学を普及することに努めた一人

いるのは1996年に出した書物で、大体はここに書

学の内容に変わっています。イギリスでもnatural

が 科 学 革 命 の 担 い 手 の 一 人 であった R o b e r t

かれているものを中心にまとめていますが、その後

theology の一般的な使い方が、このあたりで変わ

Boyleでして、その粒子哲学を説いた著書『形相と

に勉強したことも若干入っています。この本を刊行

ってきていることを反映しているのだろうと思います。

質の起源』
（The Origin of Forms and Qualities）

William Paleyの『自然神学』が科学者たちの共通

したときにもいわれたことですが、現在の『神学辞

これからお話していく中で使う自然神学はOED

の中でこういう言葉を言っている。
「懐中時計や置

のテキストとして使われていくことになります。ペイリ

典』に書かれていることと、当時、
「自然神学」
とい

の定義、
『百科辞典』の第4版で言っているところの

き時計と同様に、この偉大なオートマトンである宇

ーはダーウィンと同じクライスツ・カレッジに入学してイ

う言葉で使われていた意味が全く違っているとい

自然神学であるということを、まずお断りしておきま

宙を作っている物質は放置したままにしておいたの

ングランド教会の聖職者になります。整然としてわか

うことがあります。最初にその確認からしておきたい

す。自然界の事実の、どこに神の偉大さをみるのか

では、最初は決して精巧なエンジンにはならない」
。

りやすい教科書を書くということで尊重された人で、

と思います。

は時代によって変わってきているわけです。ニュー

いろんな書物の中でボイルはこういうことを説いて

この三つの教科書はいずれもオックスフォードやケ

と自然神
神学は啓示神学（revealed theology）

トンの時代、科学革命の初期の17世紀くらいです

いましたし、近年の研究では、こういう自然神学が

ンブリッジの基本的な教科書になっていたもので

に分かれて、自然神学は理
学（natural theology）

と、自然法則によって天体の動きがきちんとしてい

王立協会に結集して科学革命を担った科学者た

す。出版の順番はこういう順ですが、本来は逆の順

性に基づく神学であるということは入門書にも書か

るところに神の偉大さを見るという立場が主流だっ

ちの活動を支える基本的な思想になっていたと言

で読んでいってほしいと
『自然神学』の冒頭にペイリ

れていることですが、理性に基づく神学は具体的

たのですが、だんだんそれがあたりまえになってき

われております。

ー自身が書いています。
『自然神学』
を読んで神の

に何を意味しているのか、時代状況によって違って

ますと、18 世紀くらいから重点が生物の世界に移

もう一つ注目しておきたいのは、すでにこの段階

偉大さを理解し、
『キリスト教証験論』でキリスト教の

きていると思います。当時は自然界の研究に基づ

っていって、生物が巧みにつくられているところに

で時計との比喩が出ていることです。時計との比

正しさを理解し、その上で自分たちの行動原理を確

く、現代用語で言えば「自然科学の成果に基づい

神の偉大さを見るというように変化してきます。本日、

喩というと、後世ではペイリーの使った比喩として

立するという順序なんだけれども、執筆がこの順序

て神を論証すること」
を自然神学と呼んでいたと言

中心として見る19 世紀ですと、自然界に見られる

有名ですが、実はボイルも明確に述べていますし、

になったとペイリー自身が述べております。

ってい いだろうと思 います。Oxford English

巧みな構造（デザイン）
に神の力を見るという、デザ

もっと時代をたどれば、ローマ時代のキケロの著作

さてペイリーの『自然神学』
、これは非常によく読

Dictionaryでもnatural theologyについては「自

イン論、the argument from designがイギリス自

の中にすでに出てきている古典的な比喩です。キ

まれたわけで、いろんな版が出ております。図版は

然界の事実から推論されることを基礎にした神学

然神学の主流になっていたと言ってもいいと思い

ケロの場合は水時計ですが、ローマ時代からの比

ありません。いろんな版が出ていても内容は同じ

である」
と定義しているわけです。現在の『神学辞

ます。最近、デザイン論がアメリカで復活してきて、

喩がペイリーにも引き継がれているわけです。

です。これもレイ、デラムと続く、イギリス自然神学の

典』で出てくる定義とは違っているわけです。

intelligent designというのが進化論を批判する一

自然神学の立場をまとめたものとして有名なの

伝統に基づくのですが、デラムの本以上に明快で

もう一つ、Chambers's Information for the

つの根拠になってきているわけですが、これはまさ

は、John Ray の『創造のみ業に示された神の英

整然としています。まさに教科書として適切なもの

People。これは、後で出てくる1844年の匿名の進

に19世紀的な自然神学の復活であると言っていい

知』
（ The Wisdom of God Manifested in the

になっています。19世紀の科学者たち、特にイギリ

化論書『痕跡』の著者チェンバーズが主として編集し

だろうと思います。

Works of Creation）です。復刻版も出ていますが、

スの科学者たちは、宗派を問わず、これをもとにし

の自然神学書を読んで心酔した一人がスウェーデ
ンのリンネになるわけです。
しかし 1 9 世 紀 に 入りますと、何といっても

ている民衆向けの『百科辞典』です。この辞典の

さて19世紀の自然神学ですが、いきなり19世紀

それまでの自然神学書の集大成となった書物にな

ており、共通の土台になっていたわけです。ダーウ

100項目のうちの一つにnatural theologyが入って

に始まったわけではなく、イギリスでは長い伝統を持

ります。彼はすべての自然界の目録をつくることに

ィンもケンブリッジの学生の時にはあまり勉強しな
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かった学生ですが、ペイリーの『自然神学』だけは

当時、すでに図書館が普及していますので、そこ

ものだということは常識になっていますが、18 世紀

くなって、直腸の形がそのまま残っています。何と

暗唱するほど熟読したと言っております。内容のほ

で買い取られて広く読まれたものです。

の間は必ずしもそうではなかった。これが確立して

いってもすごいのが、この図です。手彩色したもの

とんどは生物、それも動物の世界にみられるデザ

こうした自然神学をもとにした当時のイギリスの科

いくのは19世紀になってからです。そういう面でもイ

です。縦にしたいところですが、斜めにして横に並

インの見事さを記述している書物です。植物や地

学研究を担っていたのはどういう階層なのか。宗教

ギリスの地質学者たちの功績は大きかったわけで

べています。古い地層からだんだん新しい地層に

質学、天文学も入っていますが、ほとんどの部分は

的にはどういう人たちなのか。中心はイングランド教

す。最下層の地層には化石がない。時代が進むに

なっていくことを斜めで表現しています。しだいに

動物学を材料にしています。冒頭に有名な時計の

会 の人たちで すが、当 時 のイングランド教 会は、

つれてだんだん複雑な化石が出現してくるというの

現在に近い化石が出てくると表現している。しかし

比喩が出てきまして、
「道を歩いていて石ころにぶ

High Church、Low Church、Broad Churchの

は当時のイギリスの地質学者たちによって確立され

決して進化論にならない。なぜ化石が変化してくる

つかっても、特に気にすることはないだろうけど、時

三つの派閥があった。その中でもBroad Church、

てきたことです。現在の地質学の基礎は彼らによっ

か。
「神が生物を滅ぼしてはつくり、滅ぼしてはつく

計を拾ったらどうだろうか。誰でもこれは誰か職人

ある意味では一番まともな、理性と寛容を重視する

て築かれたということです。イギリスの地質学の祖と

り、絶滅と創造が何回も繰り返されてきた結果な

がつくったと思うだろう。しかし自然界を見てごらん

グループに分類される人たちが実質的に当時の科

も言われるのが、William Buckland。彼はオック

んだ」
と説いております。ここまでくれば、すぐ進化

なさい。時計どころではない。こんなすばらしい自

学研究を推進していたわけです。科学の中心にな

スフォードを卒業して、オックスフォードで教員になる

論じゃないかとなるんですが、ペイリー流の自然神

然をつくったのは誰なんだ。神である」
という論法

っていたのはBroad Churchのgentlemanたちで、

一方で、イングランド教会の聖職者でもありました。

学は決して進化論になることはないわけで、ダーウ

ですね。それが冒頭に出てきます。
「ペイリーの時

その多くは単なるgentlemanではなく、イングランド

当時、オックスフォードもケンブリッジも完全にイングラ

ィンより一世代前の学者たちが猛烈に進化論に反

計の比喩」
として有名なんですが、実はローマ時代

教会の聖職者でもあったわけです。彼らは科学研

ンド教会のための大学ですから、教員たちは教師

対することになるわけです。ただ一つ言えることは

から延々と続いてきている比喩です。ペイリーの本

究がキリスト教信仰を高めると主張しておりました。

であると同時に聖職者でもあったわけです。バック

『創世記』の言葉をそのまま信じる立場、
「特殊創造

が広く読まれたのでペイリーの比喩として有名にな

19 世紀の段階ではイギリスの科学は専門化してお

ランドもその一人です。聖職者としてはウェストミンス

説」
と日本では翻訳されていますが、それは全く否

ったものです。

りませんのでした。すでにフランスでは18世紀の間

ター寺院の首席司祭になるんですが、これは当時、

定されているということです。
「あんなのばかげてい

ペイリー的な自然神学をもとにした科学の入門

に科学が専門領域として確立してきますし、ドイツで

まだ終身職だったものですから1849年に痴呆状態

る」
と繰り返しています。

書として、当時、空前の売れ行きを示したのが、

も科学を職業とする人たちが出現してくるわけです

となった後もあと7年間、その職に止まって最後を終

バックランドは一方で聖職者ですから聖書は正

The Bridgewater Treatises 、ブリッジウォーター

が、イギリスではそういう動きが否定されている時代

えた人です。このバックランドの絵。まさにgentle-

しいということは認めないといけない。
『創世記』
と

論集というものです。
『創造のみ業に示された神の

です。gentlemanたちの生き甲斐として科学研究

manです。シルクハットを被って、ずた袋の中にハン

地質学の成果とを彼らはどう妥協させていたのか。

力と英知と善についてのブリッジウォーター論集』
と

が推進されていた。科学研究が職業として確立す

マーとかその他の研究道具を持って山野を歩いて、

バックランドは、
『創世記』冒頭の「はじめに神が天

いうもので、これがブリッジウォーター伯爵の遺言に

るのは、イギリスでは19世紀末になります。ダーウィン

取った標本もずた袋の中に入れていたようです。

地を創造された」
というところに、実はほとんどの歴

よって刊行されます。こういうテーマを取り上げて

も、そういう意味ではgentleman scientistの典型

ほしいということは伯爵自身の遺言にもありまして、

であったと言っていいわけです。gentlemanが支え

の一つ『地質学と鉱物学。自然神学との関連にお

一言の中に全部入っていると主張しています。なに

全8巻のものが出版されるわけです。テーマは最初

ていたイギリスの科学の典型が地質学でして、18世

ける考察』は地質学の入門書ですが、当時の地質

か釈然としないんですが、事実上、こういう解釈に

から決まっていて、あと誰を執筆者にするか。主と

紀の間はドイツやフランスの地質学か先行している

学の到達点を丁寧に解説している本で、広く読ま

よって、地球がいくら長いと言おうと、絶滅と創造

して当時のロンドン王立協会の会長、カンタベリー

のですが、19世紀も1830年代以降になると地質学

れたものです。
『ブリッジウォーター論集』の中で質

が繰り変えされていると言おうと、少しも
『創世記』

大主教、それとロンドン主教が選定することになっ

の中心がイギリスに移ってまいります。

の高さという意味ではこれが一番高いのではない

に違反しないんだというわけです。我々の感覚だ

かと評価されているものです。化石の証拠から、だ

と、これは無理な解釈だと思うんですが、当時はこ

たんですが、事実上、ロンドン王立協会会長が選

史が含まれており、地質学で扱うような問題はこの

定しております。ほとんどはイングランド教会関係者

現在だと分子遺伝学に相当するのが当時は地質

んだん、より複雑な生物が出現していることを立証

ういう理解でもって地質学者たちは「我々がやって

ですが、最初の精神論はスコットランド教会のチャ

学だったわけです。こうした最先端の科学を担って

して、地球の歴史はとてつもなく長いものだと言っ

いることは聖書に反しない」
として研究を進めてい

ーマズですね。あとはロンドンの科学者です。ペイ

いたのがイギリスの地質学者です。しかもその地質

ています。彼もペイリー自然神学の信奉者ですか

ったわけです。イングランド教会の派閥で言うと、

リー流の自然神学書ですが、内容は当時の最新の

学者の多くはイングランド教会のBroad Churchの

ら、
「これはすべて神の力によるのだ」
ということが

Low Churchの立場から言うと、これはとんでもな

知識を専門家たちがやさしく解説しているというこ

聖職者たちであった。彼らを支えていた思想がペ

繰り返し述べられています。

い話で、バックランドはキリスト教の敵として猛烈に

とで、安心して誰でもが読める科学入門書としてあ

イリーの自然神学だったということになります。

らゆる階層が読んだ。労働者たちは買えませんが、
312

当時の学問としては地質学が最先端の学問で、

バックランドの代表作、
『ブリッジウォーター論集』

現在では化石というのは生物の遺骸が変化した

この本の第 2 巻をお見せしますが、いろんな化
石の図が出てきます。糞石、腸の化石の外側がな

攻撃されています。当時の新聞や雑誌を見れば。
後のダーウィン進化論に対する反発以上のすさまじ
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い 敵 意 で、バックランドたちの 地 質 学 は L o w

ウィンの進化論は大幅に違うということになります。

Churchから攻撃されていたわけです。今のアメリ

ったんですが、ペイリー的なデザイン論である限りは、

で出したからです。この本は必ずしも生物進化論

もう一つ、風変わりな説を唱えたのが、Charles

進化論が生まれる余地はないわけです。神は一つ

ではなく、すべてのものが発達の法則という、同じ

カで行われているような「創造論者」
と
「進化論者」

Lyellです。現在の科学史の本には依然としてライ

ひとつデザインしてつくっているわけですから。そこ

法則のもとにあるんだと説いています。チェンバーズ

の戦いの源流をたどりますと、バックランド的な地

エルが科学的地質学の創立者であると書かれてい

から進化論は生まれてくるはずはない。大学時代に

は生物の進化を含めて、あらゆるものの進歩を

質学と当時のLow Churchの人たちとの戦いにま

ますが、ライエルの説いていた地球の歴史はこうい

不勉強だったダーウィンもペイリーだけは勉強し、彼

developmentと呼んでいます。スペンサーの場合

でもどるだろうと思います。

う形です。地球は基本的に変化していないという

の先生たちもペイリー流の自然神学の信奉者です

は生物だけではなくすべてのものの進歩をevolu-

こういうバックランドたちの研究によって当時の

ことなんです。同じような生物が地球上にはずっと

から、そのままではダーウィンが進化論に到達するこ

tionと呼んでいたわけですが、そういう意味ではチ

地質学の常識としては「地球の時間はべらぼうに

存在してきた。確かに以前、生存していた恐竜が

とはありえなかったと言っていいと思います。

ェンバーズがdevelopmentと呼んだものを、スペン

長い。その中で環境は比較的安定しているが、安

今はいないが、いずれまた復活してくると述べ、地

ではイギリスで進化論が生まれてくる背景は何

定している環境に神様は最も適した生物を創造し

球に一方向的な歴史があるという定説を真っ向か

だったのか。同じく自然界の中に神の偉大さを見る

ている。ある段階で神様は生物を絶滅して、環境

ら否定しているのが、実はライエルの主張だったわ

ということでもUnity of Plan、
「プランの一致」
、自

『痕跡』の冒頭に出てくるのは今流に言えば宇宙

を変えて新たな生物をつくる、新たな環境に適応

けです。一般的にはライエルが科学的地質学を樹

然界に統一したものが見られるという、そういうとこ

の進化でして、最後に出てくるのは人間社会の進

した生物をつくる。これが繰り返されてきている。

立したと言われてきましたが、1980年代にイギリス

ろに神の偉大さを見ようという立場がありまして、こ

化で、あらゆるものが進化しているというわけです。

最後に人類が誕生した」
という見解になっています。

の地質学史の専門家たちによって訂正されている

れはイギリスでは主流派にならないんですが、フラ

この中で最も注目されたのが途中で入ってくる生物

1830 年頃までにこういう見解が定説になってきて

んです。しかしそのことが、なかなか普及しない。ラ

ンスではジョフロア = サンチレールがその立場での

の進化論です。基礎にしているのはバックランドた

いるわけです。なぜ神はこういう絶滅、創造を繰り

イエルの有名な『地質学原理』
（ Principles of

生物学を主張して、デザイン論に近いキュヴィエと

ちの化石の変化ですが、その他にも生物の発生の

返してきているのか。当時は地球環境が一方方向

Geology）で彼は何を言いたかったか。ライエルは

対立しています。ドイツでも観念論的な動物学が発

比較など、当時の動物学、植物学の成果を取り込

に変化してきたということが定説になっていまして、

バックランドの弟子でしたから、もともとはバックラン

達し、プランを重視する立場がありました。イギリス

んでいます。彼は研究者ではないんですが、ジャー

最初は灼熱の地球だったのが、だんだん冷えてき

ド的な地質学を信じていました。ところがラマルク

でもドイツやフランスの動物学に影響を受けた人た

ナリストとして、いろんな本を読んでいますから，都

て、最後に人類が住むのにちょうどいい環境にな

の『動物哲学』
をフランス語で読んで、バックランド

ち、具体的にはスコットランドからドイツやフランスに

合のいいものを持ってきて絶滅と創造ではなくて、

った。環境が変化することに応じて絶滅と創造が

的な立場はやがては進化論に結びつくのだという

留学した若手の医学者たちがプランの一致論の影

実は変化してきたのだと言っているわけです。ただ

繰り返されてきたと理解されていたわけです。バッ

ことに気づいた。進化論は人間の尊厳をないがし

響を受け、その中から進化論の信奉者も出てくるこ

ラマルクの進化論やダーウィンの進化論と違って、

クランドたちの説は、
「天変地異説」は「激変説」
とも

ろにする説であるという立場から、進化論の前提に

とになります。

生物が生きていくになぜ都合よくできているかとい

言われますが、これが定説になっていました。

なる地球の歴史観を否定するようになる。以降、彼

その代表として有名なのが、Robert Edmund

うことに無関心なんです。発達の法則のもとにある

は進化論否定、地球には歴史があるということを否

Grantというスコットランド出身の動物学者です。ス

のだというところに議論を集中させている書物で

を文字通りに解釈する。他にもいくつかの立場が

定することに全力を傾けていくことになります。しか

コットランドの若手医学者の活動に影響を受けた

す。1844年に、この本が出るんですが、この時まで

出てきております。ここに示す図は、ボーラーという

し現在でもライエルが科学的地質学の創立者であ

一人がエジンバラの出版業者で現在まで続くチェ

にダーウィン自身は初期の進化論をほぼ完成させ、

人の図をもとに私がつくったものですが、横軸が時

り、ダーウィンの進化論もライエルを読んだおかげで

ンバーズ 社を つくったチェンバーズ 兄 弟 の 弟 、

すでに書物一冊になるくらいのものを執筆し終わ

間で縦軸が大雑把にみた生物の水準です。

生まれたという見解がまだまだ広まっていると思わ

Robert Chambersです。彼はジャーナリストです

っている段階です。匿名の書『痕跡』がイギリス中

れます。実際にバックランドの図一つ見るだけでも、

が、当時の活気あるエジンバラでいろんなことを勉

で大騒動になるわけですが、その騒動を横目に見

示すボーラーの図です。ラマルクは、生物は無生物

バックランドの地質学が聖書に束縛された地質学

強 し 、執 筆 者 として も 大 活 躍 して い ま す 。

ながらその後の15 年間、彼は黙々として進化論の

からいつの時代も生じてくる。最もレベルの低い生

だなんていう解釈が間違いであることが、いっぺん

Chambers's Information for the People、民衆

研究を続けていくことになります。

物は無生物から生じて、それが時間がたつにつれ

にわかるんですけど、二次文献だけで理解してい

向けの『百科辞典』
も主としてRobert Chambers

元へ戻って、ダーウィン自身は進化論を確立する

てどんどん進歩してくる。現在、生物の世界で一番

るから依然としてライエル神話は根強く残っている

が編集して、彼自身も書いている項目がかなりある

上で当然、どこかでデザイン論ではない、プランの

高い段階にいるのはヒトですから、ヒトは地球上に

ということです。

わけです。チェンバーズが1844年に刊行した『創造

一致論の影響を受けていると考えるほかないんで

『創世記』
ただ一方ではLow Churchの人たちが

この図はフランスのJ. B. Lamarckの進化論を
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サーはもう少し学術的にevolutionと呼んだと理解
してもいいと思います。

いる生物の中で最も古く誕生した生物だという理

こうしたペイリー流の自然神学を基礎とした生物

の自然 史 の 痕 跡 』(Vestiges of the Natural

すが、それはRichard Owenだと見られるようにな

解です。これがラマルクの進化論です。これとダー

研究、地質研究が当時のイギリスにおける正統派だ

History of Creation)に著者名がないのは、匿名

っています。後にオーエンとダーウィンは仲が悪くな
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って、オーエンはダーウィンの悪口を言い続けるの

練になるようです。当時は遺体の保存状況はもっと

『自然神学』
だったと自伝に書いています。自伝の中

論、それを受け継いだチェンバーズの進化論も枝

ですが、ダーウィンがビーグル号航海から帰ってきた

ひどかったわけで相当大変だったらしい。人体解剖

で私が気に入っている言葉の一つが「大学の授業

分かれではないんです。それぞれ別個の原始的生

頃は二人は仲がよかったことがわかっています。書

をやらせるということだけでもエジンバラ大学は医学

は全く役に立たない」
という言葉です。学生にも、昔

物から現在に至る生物が生まれてきたという理解

簡集から確認できます。ダーウィンとオーエンは頻繁

教育を本格的にやっていた大学です。

からこう言われているけれども大学はどんどん増え

なんです。初めて共通の祖先から枝分かれ的に生

ていくのはなぜなんだろうといっています。

物が出現してきたんだという考え方が、この段階で

に行き来しています。この当時のオーエンはどうい
う立場だったか。王立外科医師会の教授になり、

の次男坊、三男坊の行く道の一つがイングランド教

ダーウィンは、ケンブリッジ大学の教授の中では

出てきたのだと言っていいのではないか。そういう

一般向けの講演をしないといけない義務がありま

会の牧師になることなので、ケンブリッジにでも行

植物学の教授ヘンズローのところに入り浸りになっ

意味では人類史上、稀にみる画期的なアイディアが

す。1937年、比較解剖学の歴史を講演のテーマと

って田舎の牧師にでもなるかということで、ケンブ

ています。ヘンズローもイングランド教会の聖職者

生まれた瞬間が記録されているものではないか。

しました。ここで彼はデザイン論とプランの一致論

リッジ大学に入学します。1831年に卒業。学位は

でペイリーの信奉者です。ビーグル号航海のきっか

こんなことを考えた人は多分、今までいなかったの

を総合した新しい比較解剖学を樹立しようとしたわ

バチェラー・オブ・アーツ。日本の辞典では文学士

けをつくってくれたのもヘンズロー教授です。地質

だろうと思います。ダーウィンだけがこういうふうに考

けです。こういう表現もオーエンの手紙の中に出て

ですが、文学部を出たわけではありません。当時

学の初歩はセジウィックというケンブリッジの地質学

えた。生物を枝分かれ的に配列できるという考え

きます。
「二つの立場を総合するのが私の目的なん

のケンブリッジ大学には専門教育のための学部と

の先生に手ずから教わる。セジウィックがウェールズ

方はドイツにもありましたし、ラマルクにもあるんです

だ」
と。意識的にこの二つの立場を統一しようとす

いう組織は存在せず、学生はカレッジを中心とした

に地質調査に行く時にダーウィンの家に泊まるんで

が、それは生物か変化してきた道筋なんだと誰も考

る。そういう中で、現在まで形態学で使われる
「相

教養教育を受けて卒業します。バチェラー・オブ・

す。ビーグル号航海に行く直前です。セジウィックと

えなかったわけです。ダーウィンは、これを生物が

同」
とか「相似」の概念が打ち立てられていきます。

アーツは、学芸学士、あるいは教養学士と訳しても

いう当時の第一級の地質学者に地質学の初歩を

変化してきた道筋なんだと理解して、こういう図を考

こういう時期にダーウィンはオーエンと実に親密に

いいと思います。

教わることになります。セジウィックもペイリーの信奉

えたわけです。

者の一人でした。

彼は 1844 年、整然とした形で進化論をまとめて

行き来していた。ダーウィンが「プランの一致論」
と

ダーウィンについて、日本の辞典、百科辞典では

いう生物の見方に接したのは、オーエンの影響に

皆、神学部卒とか書いていますが、これは明治の

ダーウィンが進化論を着想するのはビーグル号航

よるものであろうということになります。残念ながら

頃にクライスツ・カレッジを誤訳したことに由来してい

海、それもガラパゴス諸島でいろんな生物を見た

「natural selection」
段階で「artificial selection」

直接に示す資料はなく状況証拠になりますが、他

ます。日本でだけ、ダーウィンはケンブリッジの神学部

のがきっかけなんだということが多くの本に書かれ

という言葉が出てきます。これを対比していきます。

の影響は考えられないのです。

を出たとなっています。そんなことは外国の文献に

ています。テレビ番組でもそういう説明になるんで

artificial selectionは品種改良であって、これは人

Charles Darwinは、生涯働くことのない典型的

は一つも出てきません。明らかに誤訳です。教養教

すが、それは明らかに間違いです。進化の可能性

間にとって好都合な形質をもった個体を選んでい

なgentleman scientistでした。ダーウィンが後半

育だけで牧師になるためにはどうするか。当時は簡

を考えるようになったのは1837年3月だと、ダーウィ

く。同じ両親からでもいろんな形質を持った子ども

生を送ったロンドン郊外のダウンハウスは、現在で

単に神学士の称号がもらえますので、バチェラー・オ

ン本人が自ら言っているわけでして、これはダーウ

が生まれてくる。その中から人間が好都合なものを

も残っています。現在はダーウィン博物館となって、

ブ・アーツの後で、神学の専門的な勉強をしなくて

ィンの残したノート類でも確認されております。間違

選んでいく。それが品種改良である。自然界はどう

ほぼ当時の形がそのまま残されております。

もgentleman層の子弟であれば牧師にはなれたわ

いないわけです。この前後にダーウィンはオーエン

か。
「 神が選ぶんだ」
と言うわけです。しばしば自然

けです。ダーウィン家の家系を調べると、ダーウィン家

と密接な関係を持っていました。

選択、selectionという言葉は人為的な表現であっ

ダーウィンの祖父のエラスマス・ダーウィンは、有名
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医学校を退学してどうするか。gentleman 階層

います。まだまだ自然神学色が強いものです。この

スライドで提示しているのはＢノートと言われてい

て、誰かが何かを選ぶというニュアンスになってしま

Charles Darwinが牧師になる道に進むのも、ごく

るノートの36 ページ。ダーウィンのノート類の中で一

う。間違った表現ではないかという批判が出るんで

自然な選択肢の一つであったろうと思います。

番有名な場面だろうと思います。日にちは特定でき

すが、もともとダーウィンの理論はまさにそういうもの

な医学者でした。父のロバート・ダーウィンも町医者

の 伝 統 の 中 に は 牧 師 が 何 人もい ま す の で、

として成功して財産を築きました。チャールズ・ダーウ
ィンも同じ道に進むため、エジンバラ大学医学部に
行きます。当時、エジンバラはケンブリッジやオックス

学生時代、ダーウィンは勉強嫌いで遊ぶのが大好

ませんが、時期としては1837年後半です。Ｂノート

だったんですね。神が選ぶ。まさにselectionだった。

フォードよりはるかにマシな医学教育をしていたとこ

きな学生でした。成績もそれほど目立っていない。

「I think」
として、
は1837年7月から書かれています。

人間が選ぶものに対して「神が選ぶ」
ことで生物が

ろですので、まともな医者になるならエジンバラ大学

好きだったのが鉄砲を担いで鳥を撃ちにいくことで、

共通の祖先から生物がだんだん枝分かれして変化

変化してきたというのが初期の進化論です。

に行くという流れがありました。ところがチャールズ・

取った鳥をたくさんぶら下げて帰ってくる。晩年には

してきたという図を描いています。おそらく人類の

ダーウィンは解剖実習に耐えられずに退学してしまい

「あんなに無駄に鳥を殺して」
と後悔していますが、

歴史上、枝分かれ的進化が最初に思いつかれた

原稿がそのまま残っていまして、今では活字になっ

ます。現在でも医学部に入った学生たちには人体

当時は夢中になってやっていた。勉強嫌いのダーウ

瞬間が描かれているのではないかと私は言ってい

たものを見ることができます。しかし当時は発表し

解剖が義務づけられていて、学生たちの最初の試

ィンもただ一つ夢中になって読んだのがペイリーの

ます。それまでの進化論、ラマルクから始まる進化

ません。奥さんに、
「私にもしも何かあったら、これ

1844 年、そういう形での進化論が完成します。
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を発表してください」
と言い残しますが、長生きした

が、神を意味している
「BEING」
という言葉が使わ

な変異が優先的に受け継がれていって進化の方

ので発表されずに終わったんです。その後、膨大

と述べています。
れて、
「BEINGが選択する」

向性が生まれてくる、ということになります。こうした

彼はペイリーの『自然神学』
を若い頃に熟読しており

な書物を書きはじめたところにウォレスの手紙が来

ダーウィンの考え方はその後の15 年間の間に変

骨子の部分だけは現在の生物学にも受け継がれ

ます。大学卒業後は当時のgentlemanの行く道の

『種の
て、1858年7月に、リンネ学会で発表。翌年、

化していきまして、環境が一定でも種は徐々に変化

てきていると言っていいだろうと思います。こういう

一つであった牧師になることに抵抗はなかったわけ

起源』初版を出すという経過をたどってまいります。

していくと考え方が変わっていきます。環境が一定

考え方が生物学の中で定説となるのは 1940 年代

です。彼の先生たちも皆、ペイリーの信奉者でした。

でも、個体のバリエーションが常にある。そこに選択

です。メンデル遺伝学が定着して「集団遺伝学」が

1844年の進化理論はデザイン論的な色彩が極めて

現在まで使われています。しかしダーウィンが使っ

作用が働いて徐々に種は変化していくという見方に

確立し、生物集団がメンデル遺伝学をもとにして理

濃厚な進化論だったわけですが、
『種の起源』の段

ていた意味と、現在の進化学者が使う意味は、大

変わっていくわけです。selection自身は直接神が

解されていくことになって、ようやく自然選択説が科

階になりますと
「自然選択は神が直接手を下すので

分変わってきています。ダーウィン本人にとっても、

行うわけではなく
「神の設定した自然法則」
という考

学的仮説として理解できるようになったと言ってい

はなく、神の設定した自然法則である」
という形にな

その中身が変化しています。ダーウィン以前、ダーウ

え方に変化していきます。しばしば、ダーウィンの自

いだろうと思います。それ以前の進化要因論としは

りまして、宗教色はかなり後退していきます。しかし

ィン的な selectionという言葉は使いませんが、

然選択説は連続説で、連続説はライエルの連続説

獲得形質遺伝説とか定向進化説といったものが唱

冒頭の引用文は、
「 私のこの本は自然神学書です

natural selectionのような考え方は一般的にあり

に由来するという説明がなされますが、それは『種

えられていたんですが、この頃になってやっと自然

よ」
と宣言しているようなものです。当時の読者だっ

ました。同じ両親からでも時々違う子どもが生まれ

の起源』の段階で言えることです。ダーウィンの1844

選択説が定説になっていきました。

たら
『ブリッジウォーター論集』は読んでいて、それが

てくるというのは観察していればわかることです。

年以前の進化論は、まさに跳躍進化なんです。もと

『種の起源』のタイトルページの向かい側に初版

どんなものかは承知の読者たちですから、
『種の起

それなのに種は不変に保たれている。それはなぜ

もとは跳躍的な進化であって『種の起源』の段階に

本では二つの引用文があります。冒頭の引用文は、

源』の冒頭にヒューエルの言葉を掲げることでダーウ

なのか。通常の形質とは違う変異体は環境に合わ

なって連続的な進化に変わってきているわけです。

ヒューエルの『ブリッジウォーター論集第 3 巻』物理

ィンは何が言いたかったかは十分承知していたは

学の部門からのものです。ヒューエルはケンブリッ

ずです。ただダーウィン自身の宗教は初版出版後、

natural selection はダーウィンの造語ですが、

ないので、子孫を残さない。まともな個体だけは生

『種の起源』は初版から第 6 版まで出されます。

存して子どもを残していく。そのおかげで種は一定

『種の起源』の生物学的な意義を言えば、branch-

ジのBroad Churchのボスで当時の科学界の大ボ

次第に変化していき、最終的にはキリスト教信仰を

に保たれていると理解されていました。過剰繁殖

ing evolutionを確立したこと。これは何と言っても

スです。彼が論集に書いている言葉をそのまま引

捨ててしまいます。しかし『種の起源』自体は、最後

のため一部の個体しか残らないという考え方はダ

大きな功績です。
『種の起源』の功績としてあまり重

用しています。
「しかし物質世界について少なくとも

まで自然神学の体裁を残しています。

ーウィン以前、むしろ生物学の世界では常識的な

視されないんですが、ダーウィンが最初に言って、

次のことまではいえる。すなわち、さまざまな出来事

考え方であったわけです。

今や生物学の常識となっているので、この点に注

は、個々の事例ごとに発揮される神の力の個別の

Low Churchの人たちが猛然と反対することはもち

目すべきだろうと思います。

干渉によるものではなく、一般的な諸法則の設定

ろんですが、タテマエ通りに自然神学書として歓迎

ダーウィンのnatural selectionと言うと、すぐマル

この『種の起源』はどう受け止められていったか。

サスの人口論と結びつけられますが、実はマルサス

natural selectionという進化要因論は、なかな

によってもたらされる、と考えることができる」
。これ

した人たちも少なからずいたわけです。その一人

の人口論自体も生物学の常識を人間の社会に適

か学問の世界で認められないんですが、少なくとも

を冒頭に掲げているわけです。その後、ベーコン

がCharles Kingsleyという人で、この人もいろん

応したと言ってもいいものであったわけです。ダーウ

生物の進化の要因について科学的な議論をする道

の言葉を引用しています。第二版以降では、この

なことをやっているビクトリア時代の人です。ダーウ

ィンの自然選択説は種を一定に保つ力を、種を変

筋を開いたものだと言っていいだろうと思います。

間にバトラーの『宗教の類比』からの引用を付け加

ィンとの関係ではいち早く
『種の起源』
を支持した

化させる力と読み替えたものだったと言えます。通

branching evolutionは速やかに受容されていきま

えております。

人です。natural historyの研究者でその関係の

常は神の摂理によって種は変化しない。ところが環

す。そうは言っても実際にはその後のいろんな社会

結論の部分では、こういう言葉が出てきます。ほ

本も書いていました。ダーウィンとは直接の知り合

境はだんだん変化する。一定の環境であれば種は

進化論、宗教進化論、生物学の進化論の中でも

とんど最後のところに近いのですが、
「世界の過

いではないが、ダーウィンは『種の起源』の初版を進

変化しないが、環境が変化すると神は環境に応じ

branching自体よりは、原始的な状態からより進歩

去・現在の生息者の産出と絶滅は第二原因によっ

呈しています。キングズリーはダーウィン宛の礼状の

た新しい生物をつくるためにmutationを多発させ

した状態への直線的な進化という考え方をむしろ

てもたらされてきたのである」
。いちいち神の直接

中で、
「いちいち神が手を下さなくても自己発達す

る。個体変異がたくさん出てくる。その中で新たな

助長していてくという形にはなっていきます。

の手ではなく、第二原因、神の設定した法則で生

る力を生物に与えた。神の前提した法則で生物は

自然選択説の骨子を整理すれば、一つは「進化

物の世界がつくられてきたのだと考えても、神の力

変化してきたと言っても構わない」
と述べています。

せ、新しい環境に適応した種をつくっていくという、

の素材は偶発的に無方向な遺伝変異である」
。現

を低めることにならないんだということを言っている

この言葉を『種の起源』第二版に、
「ある高名な聖

まさにnatural selectionであったわけです。1844

在の言葉で言えば mutation である。それが基礎

わけです。これはこのまま最後の版まで変化はあ

職者がこう言っています」
として追加しています。初

年の原稿に「 God 」
という言葉は出てこないんです

である。それと環境とのかかわりの中で、より有利

りません。

版と第二版は間がありませんので、ほとんど変化

環境に最も適応した個体を神が選んで種を変化さ
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ダーウィンと自然神学の関係を振り返ってみれば、
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はないのに、キングズリーの手紙を挿入しているの

フレットにします。実はダーウィンの要請です。出版

です。こういう言葉をダーウィンは大歓迎していたこ

費用もダーウィンが負担してイギリスでも出版します。

とがわかります。

特定研究プロジェクト3

『種の起源』の第3版にはこのパンフレットの宣伝も

2006年度第3回研究会 報告

キングズリーはマイナーな小説家でもあります。日

載っています。この書評のもとの題名は「『種の起

本で翻訳されているのは『水の子』
（ The Water

源』について」
というだけですが、ダーウィンの要請

日

時／２００７年２月２６日（月）13：00〜15：30

Babies）。岩波の少年文庫に阿部知二さんの翻訳

でこういうタイトルをつけて出版されたものです。

会

場／同志社大学 今出川キャンパス 扶桑館2階マルチメディアルーム1

発

表／八耳 俊文（青山学院女子短期大学教養学科教授）

で入っています。子ども向けの本です。面白いの

ダーウィンは当初、
『種の起源』
を自然神学書とし

は当時の進化論争があちこちに出てくる。今読む

て理解してほしかったわけです。それが果たして見

とへんですが、当時の際どい論争に言及している

せ掛けだけだったのかというと、多分、そうではな

部分があります。あちこちに進化論に関連した話が

いだろうというのが私の主張です。ダーウィンのこれ

出てきます。煙突掃除でこき使われていた少年が

までの経過を見てくれば、1859年の段階ではダー

自殺して水に飛び込む。女神に救われて水の中で

ウィンも本気で「自分の進化論は自然神学の一つ

成長していく。生物が新しく生まれ変わる場所に女

なんだ」
と理解していたし、そういうふうに受容され

本研究発表において八耳俊文氏は、入華プロテスタント宣教師の科学啓蒙活動と近代日本における

神が少年を連れていく。女神は何もしないのに、

ることを希望していたのだろうと思います。それが

西洋科学の受容の関係に焦点を当てることで、宗教と結びついた科学という19世紀科学史が持つ一位

古い生物がそこに入っていくと新しい生物に生ま

第3版まで、こういう行動を引き起こしていたのだと

相を浮き彫りにした。

れ変わっていく。これは種が変化していくことを意

思います。ただその後、ダーウィンの考え方が変化

味しています。女神は少年から、
「あなたは何もしな

して、そういうことにこだわらなくなっていきます。

「近代東アジアが出会ったもう一つの西洋科学：
入華プロテスタント宣教師の科学啓蒙活動」
コメント／本井 康博（同志社大学神学部教授）
研究会概要

一般的に、近代日本が出会った西洋科学は19世紀科学の先駆的相貌を持っていた科学だと理解され
ている。明治期に造られた「科学」という訳語は「分科・百科の学」の意味に由来するとも言われる。
その見解に従えば、当時輸入された西洋科学は専門分化が進んだ今日的意味での科学であったことに

いんですか」
と聞かれる。女神は「私自身が仕事

もともとダーウィンは、自然神学の中で彼自身の

なる。しかしながら、幕末から明治初期に、藩校・郷校で最も使用された自然科学の教科書は『博物

をするわけではないのです。私はここに座って、生

進化論を打ち立てていった。
『種の起源』出版当初

新編』であったし、明治5年には『博物新編訳解』、『博物新編補遺』が小学教則、理学輪講と博物の

物が自ら変化するのを見守っているのです」
と答え

は、ダーウィンの希望する形、すなわち自然神学書

教科書として指定されている。この書は宗教的動機から著されたものであり、自然科学を紹介する一

る。これは明らかに、ダーウィンの進化論を意識し

として受け入れる動きもあった。
『種の起源』
を理解

ている言葉だと言って間違いないと思います。

する上では自然神学との関係を無視できないと考

その後、キングズリーは「これからの自然神学」
と
いう講演をし、こういう言葉を残しています。
「我々

えています。
ご静聴ありがとうございました。

方で、その背後にキリスト教的な神概念や自然観を顕著に読み取ることができる構成となっている。
『博物新編』は入華宣教師ベンジャミン・ホブソンが1855年に上海で編んだものである。当時の入
華プロテスタント宣教師は主たる目的である直接伝道の他に、教育、医療、出版などの周辺事業も展
開した。出版事業については、数学、物理学、医学といった西洋の書物が、多数漢文に翻訳されてい
る。入華宣教師の中には、宣教という元来の目的から徐々に離れ、個別諸科学に打ち込むようになる

は、自然科学についてはダーウィン氏のいうことを

ものや、中国文化に興味を示すようになるものなど、様々なタイプが見受けられるが、ホブソンのよ

全面的に受け入れるべきであろう。しかし我々は、

うに宣教的意図、宗教的動機を持って自然科学の書物を出版するものも少なからず存在した。例えば、

我々の自然神学を維持すべきなのである」
。逆に
言えばダーウィンの進化論と自然神学は矛盾するこ
とはないんだと言っているわけです。

神の偉業を理解するために書かれたヨハネス・マルチネットの著作『自然についての問答』を『格物
窮理問答』に漢訳したロンドン会宣教師ウィリアム・ミュアヘッドなどもそのうちの一人である。
これらの漢訳洋学書は商業ベースではなく、1800年前後に設立された英米の宗教冊子協会や組織
的あるいは個人的財政支援に支えられていたために、多くの部数が発刊可能であった。大量に生産さ

この当時、ダーウィンが自説を自然神学として理

れたこれらの出版物の一部は、来日宣教師の宣教手段に用いられることとなる。キリシタン禁制下で

解してもらうことを歓迎していたことの一つの証拠

直接伝道を禁じられていたために、外見上は西洋科学を伝えているが、その内実はキリスト教思想を

が、アメリカの植物学者 Asa Grayとの関係です。

説いている漢訳洋学書が宣教の媒体となったのである。和刻許可を得る際に、幕府の検閲によって宗

グレーはアメリカでダーウィンを広めることの先頭に
立った人ですが、
『種の起源』の書評を3回にわた

教的字句を削除されることもあったが、『博物新編』のように、比較的明瞭な形でキリスト教思想を伝
える書物が広く日本国内に流通する場合もあった。
このように、「西洋から日本へ」という単線的関係だけでなく、中国を介した日本と西洋の関係に着

って発表しています。これを『自然神学と矛盾しな

目するならば、近代東アジアが出会った西洋科学は、単に専門分化への傾向性を持つ科学に留まらな

い自然選択』(Natural selection not inconsistent

かったということが分かる。そして、この事実は19世紀科学史のもうひとつの相である、宗教と結び

with natural theology)という題名で一冊のパン

ついた科学の広がりを改めて認識させるのである。
（CISMORリサーチアシスタント・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 上原 潔）
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―伝統と現代への対応―」

2006年度第1回研究会 報告

幹事：中田 孝（同志社大学 大学院神学研究科教授）
2006年度はマレーシア国際イスラーム大学のオスマン・バカル教授による研究会「Modernization and
Islam in Malaysia with Special Reference to Mahathir's Islamization Policy and Badawi's
Islam Hadhari」を開催した。
オスマン・バカル教授の発表においては、1957年のマレーシア独立から第四代首相マハティールにいた
るまでの各政権におけるイスラームに関連した政策についての説明がなされ、そのうえで、現在の第五代アブ
ドゥッラー・バダウィ政権においてとられているイスラーム・ハドハリ
（Islam Hadhari、Civilizational Islam、
文明的イスラーム）についての説明がなされた。イスラーム・ハドハリが提唱され、現在マス・メディアや教育、
セミナーなどで普及されるにいたるまでのプロセスの内幕には与党と野党のパワー・バランスの問題、
イスラ
ーム政策を強調することによりムスリム・マレー人有権者の支持を得ることの必要、
といった背景がある。

参加研究者
四戸 潤弥 同志社大学 大学院神学研究科教授
下村佳州紀 元・在シリア日本国大使館 専門調査員

日

時／２００６年５月６日（土）14：00〜17：00

会

場／同志社大学 今出川キャンパス 扶桑館2階マルチメディアルーム1

発

表／オスマン・バカル（マレーシア国際イスラーム大学啓示人文学部教授）
「Modernization and Islam in Malaysia with Special Reference to
Mahathir's Islamization Policy and Badawi's Islam Hadhari」

コメント／川端 隆史（外務省国際情報統括官組織第二国際情報官室事務官）
大木 博文（マラヤ大学博士後期課程）

研究会概要
オスマン・バカル教授の発表においては、まず、1957年のマレーシア独立から第四代首相マハティー
ルにいたるまでの各政権におけるイスラームに関連した政策についての説明がなされ、そのうえで、現
在の第五代アブドゥッラー・バダウィ政権においてとられているイスラーム・ハドハリ
（Islam Hadhari、
Civilizational Islam、文明的イスラーム)についての説明がなされた。
イスラームが国家の唯一の公式な宗教であるマレーシアでは、マハティール政権にいたるまでの各政

2006年度研究会

権においては、イスラームは行政において一定の重要性を持つ要素であり、布教や福利厚生、外交の面
において、イスラームの価値観を反映した様々な施策がとられてきた。1969年の人種暴動後の戒厳令

第１回

２００６年５月６日 開催地：同志社大学 今出川キャンパス
オスマン・バカル「Modernization and Islam in Malaysia with Special
Reference to Mahathir's Islamization Policy and Badawi's Islam Hadhari」
コメンテーター：川端 隆史
大木博文

を受けて成立した第二代アブドゥル・ラザク政権においては、ムスリム・マレー人優遇のための開発政策
とイスラーム政策が連結されて同時に進行した。マハティール政権においては、
「イスラマイゼーション
政策」としてより重要な位置を占めるようになり、教育、金融、行政などにおいて、よりイスラームを反映
した施策がとられるようになっていった。
その後2003年に登場したアブドゥッラー・バダウィ政権において、イスラーム政策の指針とされたの
が、イスラーム・ハドハリである。神への信仰、公正な政府、バランスのとれた包括的な経済成長、マイノ
リティーや女性の権利保護、といったイスラーム・ハドハリの十大原則がアブドゥッラー・バダウィ首相に
よって示されている。
オスマン・バカル教授は、イスラーム・ハドハリが提唱され、現在マス・メディアや教育、セミナーなど
で普及されるにいたるまでのプロセスの内幕や実態についても解説した。そこには、与党と野党のパワ
ー・バランスの問題、イスラーム政策を強調することによりムスリム・マレー人有権者の支持を得ること
の必要、といった背景がある。
コメンテーターの川端隆史氏からは、イスラーム・ハドハリの原則や指針が、あまりにも一般的で、具
体性に欠けており、行政の現場で具体的な影響がどれだけあるか疑問であるとの指摘がなされた。
大木博文氏からは、多民族国家であるマレーシアにおいては、イスラーム政策の強調は非ムスリムか
ら反発を招きかねないこと、逆に非ムスリムに配慮しすぎれば、ムスリム有権者が離反していく、との指
摘があった。
（同志社大学大学院神学研究科教授
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Assmannはエジプトの「死者の書」にはエジプトの倫理観念が現われているが、
自分の
無実が証明されて初めて死者の国に入ることが出来るという思想と類似するものが古代

古代エジプトと聖書

イスラエルの「聖所入場の儀礼」にも見受けられる、宗教（祭儀）と倫理との結合は古代イ

―知恵文学の比較を中心として―

スラエルの預言者の思想に典型的であるが、その観念は古代エジプトから来たと考えられ
ると主張する。
これらを受けて勝村氏は、従来想定されてきた以上に倫理思想を含めたエジプト思想の

日

時：
２００６年６月１０日（土） 14：00−16：00

会

場：同志社大学 今出川キャンパス 神学館礼拝堂

発

表：勝村 弘也（神戸松蔭女子学院大学文学部教授）

司

会：越後屋 朗（同志社大学大学院神学研究科教授）

主

催：一神教学際研究センター、日本オリエント学会

中心的な部分がイスラエルの宗教と深い関係を持っているのではないか、
これまで旧約聖
書はメソポタミアとの関連で語られるのが主であったが、再考の契機が来ているのではな
いか、
と結ばれた。
(同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

北村

徹）

プログラム
講演要旨
勝村氏は本講演で、古代エジプトと古代イスラエルの文化や旧約聖書（ヘブライ語聖書、
以下略）との関係に関する従来の認識を改める時期が来ていることを主張された。近年、

1．挨拶：上岡弘二（日本オリエント学会会長）
2．講演：勝村弘也「古代エジプトと聖書 ―知恵文学の比較を中心として―」
3．質疑応答
4．挨拶：越後屋 朗

エジプトは世界的に注目されているが、それに伴って古代エジプトが人民を抑圧する専制
君主的国家であったという理解に再検討が求められつつある。
氏は、
このような認識の変化は旧約聖書の研究にも波及し、例えば従来、古代エジプトの
根本にはその社会システムを支える永遠不変の宇宙的秩序観があり、それは歴史や倫理
性を 重 んじる旧 約 の 世 界とは 対 照を な すも の だと認 識され てきた が 、近 年 、J a n
Assmannというエジプト学者が、古代エジプト社会においても倫理は重要な要素であっ
たと主張していることを紹介された。
聖書には反エジプト的な思想が随所に認められるが、全体が反エジプト的であるとは言
えず、むしろエジプトからの強い影響が存在したからこそ、反エジプト的な言動が記された
のであろう、聖書にはエジプトの文化を参照することによって初めて理解が可能になると
考えられる個所が散見される、
と述べられた。
また、ヤハウェ宗教に典型的とされる神観念も古代エジプトのテキストに見出される、エ
ジプトの新王国の知恵文学の中には「神の計画・命の主」を意味する「ネチェル」という表
現 が 現 わ れ るが 、そこに 含 意 され る神 観 念 は 一 種 の 超 越 神 で あり、こ のことから
Assmannがエジプトに唯一神教が存在したと主張している、
と述べられた。以下は氏によ
るAssmannの主張の紹介である。
Assmannは、古代エジプト人の倫理感覚が過去の出来事の記憶との連続性にその基
礎を持つこと、その記憶が個人的なものではなく社会的なものであったことを主張する。
社会的連帯について現代人が平等的、水平的な人間関係から考えるのに対して、古代エジ
プトでは、上下関係、垂直関係が社会秩序において重要であったことを主張する。
従来、エジプトの女神マアトは、古代エジプトの宇宙的秩序観に関わるものと理解されて
きたが、Assmannは社会秩序、社会正義を意味するものであり、それが神学化され、女神
化されたものだと主張する。
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クラウス・コッホ
（Klaus Koch）
という人がいます。

制国家は宇宙国家である。宇宙的な秩序というもの

同志社の野本先生が昔、留学された時に、講義を

に基づいて、それを根本的な観念として専制国家が

聴かれた先生の一人ではないかと思います。この

建てられ維持された」
。そこには「社会倫理のようなも

コッホが1993年に676ページにも及ぶ分厚い古代

のは未発達だった」
という認識がありました。旧約の

エジプトの宗教に関する書物を書きました
（Klaus

世界とは、どこが違うのか。聖書の預言者の世界、

Koch，Geschichte der Aegyptischen Religion，

古典ギリシャの哲学者の世界と、どう違うか。これが

Kohlhammer, 1993）
。さすがコッホ先生、偉いな

主要な問題でした。私の学生時代には、
「社会変革

と思ったんですが、いつのまにエジプト学を勉強し

の思想」
と
「秩序維持的思想」
というのが、対照的に

物が売れるのかなと思いましたが、結構、売れてい

たのでしょう。旧約学者は昔からアッシリア学、つ

語られていたわけですが、
まさに古代エジプト社会は、

るようです。雄松堂から出た『古代エジプトの栄光』

まりメソポタミアとかシリアの方の系統の学問をい

秩序維持的な社会の典型というわけでした。あの学

た。
「古代エジプトと聖書」です。聖書と言いまして

という本ですが。朝倉書店や東京書籍からも図版

っしょに研究します。楔形文字で書かれた文書群

生運動が盛んであった頃、
「お前は秩序派だからけし

も新約の話には入ることができないのではないか

入りの値段のはるエジプト関係の書物がどんどん

との比較研究が主流ですが、ドイツの学者の中に

からん」
とか「変革の時代に秩序維持的な言動はよ

と思います。旧約の中に「知恵文学」
と言われてい

出ております。さらにヒエログリフに関してもインター

旧約学とエジプト学をセットにした人たちが登場し

くない」
というようなことばが学生から語られました。ち

る分野があります。この分野は、特にエジプト文明

ネットで検索するとどんどん出てきます。日本語でも

ていることに興味を持ったわけです。

ょうど、そういう時代と照応するように、
「ファラオの君

との係わりが深いとされていますので、ここを中心

ヒエログリフの入門書はたくさんありますが、これは

たまたま10数年前、ドイツのマールブルクに、私の

臨するエジプトには、秩序維持的で、いつまでも変化

にお話しするつもりです。新約にも知恵文学的な

日本だけではなく、世界的な現象ではないかと思

勤めております神戸松蔭からの在外研究でしばらく

しない社会システムを構築し維持してゆくような秩序

傾向をもつ箇所はたくさんありまして、旧約とつなが

われます。

いた時のことです。町の本屋さんに入りまして、エジ

観念があった」
。それは何によって基礎付けられるか

このような現象は、古代エジプト文明への評価

プト学関係の面白そうなものがないかと見ていた

というと、
「永久不変の宇宙的な秩序が社会を基礎

が、私が学生だった頃と比べると大きく変わってい

時、ヤン・アスマン
（Jan Assmann）
という人の書物

づけたのだ」
とされていました。それに対して旧約の

近年、一種のエジプト・ブームとでも言うべき現

ることと関係があります。一昔前ですと、古代エジ

を手にしました。このアスマンの書きました『マアト』

世界というのは、どこまでも歴史が大事だと。預言者

象が起こっています。一口に古代エジプトと言いま

プトというのは専制君主の支配する奴隷制国家だ

については、講演の後半部分で詳しく紹介したいと

宗教については「倫理的唯一神教」
という言葉がご

しても、古王国時代のピラミッドが建てられた時代、

ということで、巨大な権力を持った一人のファラオ

思います。このエジプト学者は日本でも全く知られて

ざいますが、社会正義を掲げた預言者たちが古代

あるいはそれ以前の時代から始まりまして、コプト

が人民を抑圧しているようなシステムが考えられて

いないわけではありません。関西大学の吹田先生

イスラエル社会には登場してきた。もちろん預言者と

語で書かれた「ナグハマディ文書」の時代にまで及

いました。しかし、よくよく考えてみますと、そんなひ

が一冊翻訳を出しておられますが、彼の思想、中心

いうのは、さっきの言い方では「社会変革的な思想

んでいます。この3000年以上にも及ぶ歴史の各時

どい暴政、圧政が行われていた社会が、何千年に

的な研究に関しては、まだ十分日本では紹介されて

家」
です。これが旧約の中心だとしますと、これとはか

代に関して、それぞれ近年マスメディアが好んで取

もわたって続くものだろうか。それはそれで簡単に

いないのではないかと思います。アスマンの『マアト』

なり異質な秩序観念がエジプトにはあったと考えら

り上げてきたような話題があるのが特徴です。私

は壊れないような強固な社会システムがあったので

という書物を読みまして、大いに感銘を受けました。

れるわけです。

は旧約が専門でありますから、エジプト学の研究書

はないかと、一応想像することができます。ピラミッ

マアトは女神の名前としてよく知られています。頭の

を本格的に読む機会は少ないのですが、大学の

ドにしてもあんな巨大な建築物が、ただただこき使

ところにフェザーをつけている女神です。
「死者の書」

いうことをアスマンが言っています。
「古代エジプト

講義で古代エジプトのことを話す関係で、せめて日

われるだけの奴隷の労働によって出来たとは、ちょ

にも出てきます。女神イシスは玉座を頭の上に乗せ

にはちゃんとした社会倫理があった。個人の倫理

本語の文献だけでも揃えようと何年か前から買い

っと考えられない。命令するだけの少数のエリート

ていますが、マアトはフェザー、羽根を頭の上に乗せ

的な生き方を問うような思想があった」
と述べてい

始めたのですが、あまりの量の多さについてゆけな

と無知な多数の建築労働者によって、あんな偉大

ています。従来、マアトには、世界秩序、宇宙的な秩

るわけです。そういう話をしようと思って、今日、ここ

くなりました。一般読者の関心がこれほど高いのか

な仕事が完成するものかどうか、疑ってみるだけの

序の意味が根本にあるものとして理解されてきました。

にいるわけであります。

と驚いています。これは、ある意味ですばらしいこ

十分な根拠がありそうです。

私が学生の頃、日本語で古代エジプト思想に関する

古代エジプトと聖書
―知恵文学の比較を中心として―
神戸松蔭女子学院文学部教授

勝村 弘也

はじめに
今日は大きなテーマを掲げさせていただきまし

っているわけですが、そこの話にまでは及ばない
でしょう。

そういう古代エジプト文明全体への評価と関連

ものがいくつか紹介されましたが、フランクフォートなど

エジプト探検隊が記録した資料から図版を抜粋し

して、私が書物の世界で知っているのはドイツ語圏

が書きました
『哲学以前』
という書物が代表的なもの

て解説したものが出ました。数万円もするこんな書

が中心ですが、たとえばハンブルクの旧約学者で

でした。これによると、
「 古代エジプトのファラオの専

とではないかと思います。大分前にナポレオンの

328

ところが、こういう考え方は、ちょっとおかしいと

聖書においてエジプトはどのように
見られているか
さて聖書においてエジプトはどのように見られて
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いるのか。これはお読みになった方があるかと思い

すが――、古代エジプトの教訓文学である
「アメン

ますと、たくさん「反エジプト」的な発言が見られま

印象を持ちます。しかし当時の政治状況を踏まえて

ますが、マックス・ウェーバー
（Max Weber）
という有

エムオペト(Amen-em-opet)の教訓」
と旧約の中の

す。イザヤ書19章には「エジプトの神々の世界にヤ

イザヤ書をよく読んでいきますと、預言者イザヤが

名な宗教社会学者の著作の中に『古代ユダヤ教』 「箴言」のある箇所、23章を中心とする、そのまとま
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ハウェ神が現れると、エジプトの神々が震え上がる」 「反エジプト」的な発言をした理由はよくわかるので

があります。内田芳明先生の訳で翻訳が出ていま

った部分が逐語的に対応していることを見つけた。

「預言者の
とあります。イザヤ書20章にはいわゆる

す。というのは前8世紀〜6世紀くらい、アッシリアと

す。マックス・ウェーバーのこの本には「出エジプト

1924 年以降、数人の学者が比較研究を行いまし

象徴行為」に関する物語が書かれています。預言

かバビロニアが強かった時代を見ますと、エジプト

の物語こそが旧約の中心だ」
と述べている箇所が

た。その結果、箴言の格言と古代エジプトの格言

者イザヤはほとんど裸同然で町を歩き回った。象

は強力な王国を形成していない。出エジプトの出来

あります。出エジプトの出来事が中心だということ

がほとんどパラレルな関係にあることが指摘されま

徴行為というのは預言者が言葉を語るだけではな

事が本当にあったかどうかはともかくとして、モーセ時

と関連して、ウェーバーの預言者宗教に対する理解

した。その後も、箴言を中心とする旧約の知恵文

くて、一種のデモンストレーション、あるいはパフォー

代が終わった紀元前 1200 年くらいから以降エジプ

があるわけですが。
「全体として見た場合に、古代

学の中に、エジプト起源と思われるような教訓が出

マンスをするために目立ってへんな恰好をしてみた

トは政治的に大した力を持っていません。アッシリ

ユダヤ教は反エジプト的である。エジプト的な社会

てくることが、しばしば指摘されたわけです。しかし

りすることを言うわけですが、イザヤは裸で町を歩

ア、バビロニアの方がよほど力を持っている時代で

秩序、社会システムに対するアンチテーゼが聖書の

それはそれとして、
「アメンエムオペトの教訓」に関し

き回った。これは「お前たちがエジプトを信頼した

す。しかし地理的にはエジプトはうんと近いわけで

思想の中心にある」
というのがウェーバーの考え方

て言いますと、このテクスト自身、成立年代がはっ

から、こういうふうに、後になって恥をさらすことにな

す。ユダ王国の歴代の王がエジプトに頼ろうとした

だと思うんです。
「出エジプト」
という出来事をどう理

きりしない。この写本自身は紀元前6世紀頃のもの

る」
という警告です。当時のエジプトはエチオピア

理由は理解出来ないことはない。そうするとこういう

解するかは、ここでは論じることができませんが、こ

と推定され、決して古くない。旧約の「箴言」の方

人の王朝だったわけですが、このイザヤ書20章の

議論が出てきます。なるほど預言者たちは反エジプ

れに関しては色々な見方が可能です。聖書に書い

がエジプトの知恵文学に影響を与えたのではない

前後、正確には18章あたりから、エジプトに頼って

ト的な発言をしているのだが、当時の世の中の大勢

てあるような事柄が歴史的な事件だったのかどう

か、ということまで言われたのです。これはありえな

外交政策を誤るとアッシリアの王に攻められて国が

としてはエジプトに頼っていた。我々は「エジプトに

か。歴史的出来事であったとすると、どの程度そう

いことだと思いますが。このような説は、両者の並

滅びると警告しています。北東には強力なアッシリ

頼るのがいけない」
という発言のところだけを聖書の

なのか。旧約に書いてあるままとは考えられないの

行関係を重大なことだと思わなかった結果ではな

ア帝国があり、何回もシリア、パレスチナを狙って侵

テクストとして読む、それも神への信仰がないからエ

で、どの程度が史実なのかが問題になります。ある

いかと思います。ところが箴言と
「アメンエムオペト

入してくるわけです。すでにこの頃、北王国のイス

ジプトに頼るのだ、と言った神学的解釈をも加えて

いは全く政治的なストーリーであって、歴史性はほ

の教訓」の平行関係だけではなくて、類似した並行

ラエルは滅んでおりまして、ユダ王国は孤立してい

読むわけですが、実際には当時のユダの社会では

とんどないと考えるのか。これに関連して、モーセ

現象が、そこかしこで指摘されるようになるわけで

ました。イザヤ書 20 章の出来事があったのは、紀

そっちの方の意見の方が圧倒的に少なかった。そ

は架空の虚構の人物なのかという議論もあります

す。

元前713年〜711年頃のことです。722年に北王国

れが一つのポイントになります。

が、このような問題は置いておきまして、とにかく出

次に別の角度から問題を考えてみます。聖書に

は滅びました。その後 10 年くらいしてからです。時

イザヤ書を読んでいきますと、イザヤの思想の

エジプトの物語が、エジプト的な政治のあり方、社

おいてエジプトからの影響、特に政治的影響が、ど

のユダの王ヒゼキアは、反アッシリア反乱の首謀者

中心にある
「メシア思想」
をどう見るかが当然問題

会のシステムを批判している文学であることは間違

のように見られ、語られているかです。たとえば預

となるべく、周辺の弱小国家を集めて軍事同盟を

になります。クリスマスの時によく読まれるイザヤ書

いないと思います。ファラオの圧政から逃れるため

言者の「ホセア書」
「イザヤ書」
「エレミヤ書」の中か

結びます。それだけでは足りないから、エジプトと

9章、11章などが関連箇所です。9章は「一人のみ

に、イスラエルの民がエジプトから脱出し、別の社

ら反エジプト的な発言を探し出しますと、いくらで

いう大国をあてにするわけです。その時のイザヤの

どり子が生まれた」
という有名な箇所。11章はエッ

会システムをつくるためにモーセをリーダーとする

も見つけることができます。たとえばホセア書。エ

象徴行為です。
「エジプトに頼っているとロクなこと

サイの切り株から新しい芽が出るという、これまた

人々が、別の律法を基礎として社会をつくっていく。

ジプトだけのことを問題にしているわけではないの

が起こらない」
と言っているのです。

有名な箇所です。正義と平和を実現する王がどん

そういう意味での反エジプト的な思想を持つ文学

「エフライム
（イスラ
ですが、7章11節にこうあります。

「わざわ
別のところを見ます。イザヤ書31章1節に

が「モーセ五書」の中心になっていることは否定で

エル）
は鳩のように愚かで思慮がない。エジプトを

いだ。助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは

熊のような獣と赤ちゃんが一緒にいるような平和な

きないと思います。

呼び求め、アッシリアに行く」
。紀元前8世紀中頃の

馬に頼り、数多きゆえに戦車に、甚だ強力なゆえに

状態が出現するという、ファンタジーを語るのが 11

しかしそれでは全体として旧約が本当に「反エ

北王国イスラエルの外交政策をホセアが批判して

騎兵隊に、より頼む」
、とあります。馬とか戦車、騎

章です。これらは、メシア預言としてよく知られてい

ジプト的」
と言い切れるのかどうか。これには疑問

いる言葉であります。ある時にはエジプトに頼り、あ

兵隊、つまりエジプトの軍事力をあてにして、エジプ

ます。ハンス・ヴィルドベルガー
（Hans Wildberger）

があります。1924 年、エジプト学者のＡ・エルマン

る時にはアッシリアに頼る。ご都合主義で節操が

トに助けを求めるのは愚かだ。そういうことが災いを

というスイスの旧約学者が、
『イザヤ書注解』
として

(Erman)が―― 同時にＨ・グレスマン(Gressmann)

ないということでしょう。これだけ見ますと、特にエ

招くという発言です。これを時代状況とかを飛ばし

は質量ともに最大のものを書きました。その注解書

という旧約学者もほとんど同時に見つけたわけで

ジプトだけが問題ではありませんが、イザヤ書を見

て読みますと、預言者はエジプトが大嫌いだという

を見ますと、イザヤのメシア思想の特徴をエジプト

なにすばらしいか。これを語るのにライオンや狼、
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的なものとして捉えています。そこにはエジプト的な

ガーの「エジプト的な王の理念をイザヤに認める」

本当にソロモン時代に官僚制度が急にできたのか

に助言する賢者がいたことも確かです。公式の王

神王イデオロギーが見られる。メシア、王が何らか

というのが、理解出来ず、偏った見方ではないか

どうかは疑問視する向きがあります。しかし少なくと

国の記録が残され、預言者の政治的な発言も書き

の意味で神の子であるとされて、
権威づけをされる。

と思ってきたのです。しかし、よくよく考えてみます

もユダ王国の歴史の中の後半部分、紀元前8世紀

留められて巻物にされたわけですから、このような

としてあつかっ
詩篇の第2篇などにも王を「神の子」

と、ヴィルドベルガーの解釈の方が正しいのではな

の終わりくらいからは官僚制度が存在していたこと

ことが可能になるためには何らかの教育機関が存

ている箇所があります（詳しくは、拙著『詩篇注解』

いかと思うようになったわけです。なぜそんなふう

が確認されます。この時代以降の聖書の記述に、

在していなければなりません。ところで教育には教

111頁以下を参照。詩篇45篇、72篇、110篇なども

に考えるようになったかをこれからお話します。

はっきりと書記が出てくるのです。前7世紀から6世

材が必要です。官僚の教育には、エジプトではい

紀の預言者エレミヤの物語では書記がきわめて重

わゆる知恵文学が用いられましたから、イスラエル

要な役割を演じています。エレミヤを迫害したのも

でも同じような文学が教材として使われていたの

です。旧約学者の中には、イザヤ書9章、11章はイ

古代イスラエルがエジプト文化の強い影響
下にあったのは当然である

国家のエリートであった書記でしたが、彼を保護し

ではないかと考えられるわけです。そこで「箴言」

ザヤ本人が書いたのではないという人もいるので

少なくとも聖書時代以前のイスラエルの諸部族

助けたのもやはり書記でした。8世紀の預言者イザ

が問題になります。

すが、ここは一応、預言者イザヤの語った言葉で

が定住したカナンの地が、エジプトの強い政治的、

ヤについては、彼がいったい何者だったのかよく

あって、彼の思想の重要な部分だろうと私は思い

文化的影響のもとにあったことは否定することがで

わからないですが、相当な身分の知識人であって

成立年代の異なる、比較的新しいものから王国時

ます。そこにエジプト的な王に関する考え方という

きません。これは考古学者の掘り出した遺物が証

宮廷に出入りしていたことは間違いありません。時

代のものまで（あるいは「部族の知恵」
を問題にす

か、王の理念が見いだされるわけです。しかしもち

明しています。パレスチナからエジプト的な遺物が

の王たちと1対1で語り合っているからです。このイ

る学者もいる）が含まれていますが、箴言 10 章以

ろんイコールではないにしても、強い思想的な影響

どんどん出てくるのです。統一王朝時代、つまりダ

ザヤの周辺にも優秀な官僚がいたとしても不思議

下の箴言の中心的な部分の格言が、ユダ王国で

が考えられると、ヴィルドベルガーは実に細かい論

ビデによる王国の成立のすぐ後ですが、そのダビ

ではありません。現代の研究者が「イザヤの弟子

の官僚教育に用いられた教材である可能性が高

証を通して主張しています。

デを継承したソロモン王の物語を読みますと、エジ

たち」
と呼んでいるのは、官僚だった可能性があり

いとされています。官僚教育に用いられた教材の

プトとの交流が盛んであったことが語られていま

ます。実はイザヤ書という書物は、きわめて文学的

中にエジプトのものとそっくりなものが入り込んでい

テクストにおいては、彼は「反エジプト」的な発言を

す。ソロモンはエジプトのパロの娘を王妃にした。

な格調の高い立派なヘブライ語で書かれた書物で

たとしても何ら不思議ではありません。私は、ゲル

するわけですけれども、彼の思想の奥深くには古

他にも妃はいましたが、パロの娘だけは特別な御

あり、イザヤ自身もイザヤのことばを伝承し、編集

ハルト・フォン・ラート
（G.von Rad）著の『イスラエル

代オリエント世界に脈々と流れているような王権に

殿に住んでいたという話が「列王紀」に出てきます。

した「弟子たち」
も高い教養を身につけた人々であ

を訳しま
の知恵』
（日本基督教団出版局、1988年）

対する理念がある。正義を実現する王、平和の君

ソロモン時代は例外的だとして片付けることも出来

ったとしか考えられません。列王記のような歴史書

したが、フォン・ラートの立場は「周辺のオリエント諸

としての王という理念がどこから来ているかを考え

そうですが、どうでしょうか。聖書を文字通り読みま

に王国時代の記録が保存されていることも書記が

国からの思想的、文学的影響を認めながらも、イス

ると、実は敵視しているはずのエジプト的な「神の

すと反エジプト的な発言が多いのですが、地理的

いた間接的証拠になります。このように官僚制度が

ラエルの知恵者たちが、ヤハウェ宗教の立場から

子」である王という考え方とどこかでつながってい

に見るとエジプトはアッシリア、バビロニアよりはる

制度として、王国時代のいつ頃に確立したかはわ

どのように外国の知恵文学を変容し、再解釈した

るのではないかというのです。預言者の中でも北

かに近い。イスラエル諸部族がカナンの地に入っ

かりませんが、官僚がいたことは確かなのです。

のか」
というところに重点をおいています。このよう

王国の預言者ホセアの場合は、王政そのものを否

てきて定住するという聖書の物語、それが史実か

これが制度として機能するためには官僚、書記

な思想史の捉え方には、十分な理由を認めること

定的に見るわけですが、イザヤの場合、原理的に

どうかはともかく、この土地自身が、聖書時代より

を養成する教育が行われていなければいけませ

が出来ます。神学者のフォン・ラートの場合、エジプ

王政を否定しているという考え方はありません。彼

前はエジプトだった。
「聖地」などと言いますが、そ

ん。古代のユダ王国に制度としての「学校」が存在

トを含む周辺諸国の知恵文学と旧約の知恵文学

はいわゆるシオニズムの創始者の一人ですが、彼

の基盤にはエジプト的な文化があったのです。

したのか。官僚の養成が実際にはどのようにして行

は、本質的にどう違うのか。文学的借用関係や思

同様の傾向をもつとされる）
。そういうつながりをイ
ザヤのメシア思想の中にも認めることができるわけ

預言者イザヤの生きていた時代の政治的なコン
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「箴言」
にはいろいろな格言が集められています。

にとって問題なのは、エルサレムのダビデ家の王で

それからユダ王国には官僚制度が存在したらし

われていたのか。これに関しては、諸説紛々の状

想的なつながりがあるとしても、どう違うのか。この

す。
「ダビデ家の中からイスラエルに君臨する理想

いのですが、いつ頃、官僚制が成立したのかはわ

態です。実にいろんなことを言う人がおります。こ

ように問う時には、イスラエルの賢者たちは、ヤハ

的な君主が出現する」
と言っているわけですから、

かりません。聖書によるとソロモンの時代に官僚制

れは学校があったという直接的な証拠がないから

ウェ信仰とのかかわりの中で、思想的、文化的に

そういう意味ではエジプト的でも何でもないわけで

度はできあがっていたわけで、ソロモンがエジプト

です。間接的証拠ならいくらでもあります。けっこう

違う伝統の上に立っていたので、周辺諸国の知恵

すが、しかし彼が理想としている王の観念が、エジ

式の官僚制国家を導入したのだと言うことになりま

多くの人々がアルファベットを使って読み書きが出

を解釈し直して、ヤハウェ宗教の立場に合うように

プト的な王に対する観念と、どこかでつながってい

す。
「それがだめだ。これは人民を奴隷化するだけ

来たと考える学者もいます。王の側近には書記が

変容したと答えることが出来ます。フォン・ラートはそ

るのではないか。私は、若い時はこのヴィルドベル

だ」
と聖書は、また批判しているわけです。ところが

いたことは確かです。軍事顧問や外交に関して王

のような観点から箴言を見ていくわけです。
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す。古代イスラエルの周辺諸国、エジプト、フェニキ

てあって、パピルスの裏側にエロチックな詩が書い

草を食む羚羊」のモチーフを示す前1190年頃のフ

プトとユダ王国の文化的つながりを強調するような

ア、シリア、パレスチナ、地中海諸国、メソポタミア、

てあるようなものがいくつか出土しています。おそら

ァイヤンス製の皿を映写した）
。

研究は、どんどん出てきます。エジプトからの文化

ペルシャから出てきた図像を
「カタログ」化して旧約

く官僚、というか宮廷詩人が書いたものと考えられ

この古代エジプトの工芸品を見ますと、首を突

的影響というものは、やはりずっと続いていると考

研究に材料を提供することが20 世紀はじめからご

ます。このような恋愛詩に関心のある現代の詩人

っ込んで動物が植物を食べている。この植物は睡

えた方がいいのではないか。ソロモン時代だけ例

ざいました。聖書を教えるどこの大学の図書館にも

が、解読して翻訳したものが出版されているのです。

蓮なのです。睡蓮と羚羊や鹿の組み合わせです

外的というわけには行かないのです。王国成立以

フーゴー・グレスマンによる図録が入っていると思い

私は英語への翻訳も手にしました。

が、現実にこんなふうに動物が食べているかどうか

前から、もともとベースのところにエジプト文化があ

ます。この旧約に関連する各地の図像を集めた書

これと関連してエジプトに限らず、周辺諸国の図

ではなくて、エジプトの工芸の世界ではこういうモ

ったわけですし、このようなエジプト文化からの脱

物 は 1 9 2 7 年 に 出 版 され て い ま す（ H u g o

像との関連が考えられているのです。いくつか例を

チーフがよく出てくることにKeelは注目するわけで

出の物語が出エジプト物語であるとは考えられな

Gressmann, Altorientalische Bilder zum Alten

示したいと思います。雅歌 2 章 1 節にヘブライ語の

す。ショーシャナーという言葉は、ソロモンの建てた

いか。蛇足かも知れませんが、モーセという人自身

Testament, Berlin und Leipzig, 1927）
。

ショーシャナーという植物が出てきます。このショー

神殿の柱頭に出てくるように工芸用語だということ

ところがフォン・ラートが亡くなってから後も、エジ

が、エジプト人の名前だということで、心理学者の

近年、Othmar Keel
（オトマー・ケール）
、彼はカ

シャナーは古くは「ユリ」
という言葉で訳されていま

になります。音楽とも関係しています（詩篇 45 篇 1

フロイトが悩んだ話はご存知だと思います。これと

トリックの旧約学者ですが、彼がたくさんの図像を

した。ユリはキリスト教美術の中では、聖母マリア

節、60篇1節参照）
。このように芸術と関係している

類似したエジプト的なものに対する一種のアンビヴ

集めて比較研究をやりました。まず「詩篇」に関す

と関連づけられたりしました。なぜユリがマリア様

用語だとKeelは考えた。そして睡蓮をモチーフとす

ァレントな感情が旧約にはあると思います。

る図像研究が発表されました。次に「雅歌」に関す

の象徴なのか。これは雅歌2章1節が根拠になって

る図像を集めて見ていくことによって、謎の植物、

エジプトからの文化的影響がずっと続いていた

る 研 究 を 行 い まし た (Othmar Keel, Das

いるのです。この植物は何か花弁をたくさん持って

ショーシャナーが実は睡蓮ではないかと考えたわけ

からこそ
「反エジプト」的な発言が目立っているのか

Hohelied: Zürcher Bibelkommentare AT 18,

いる植物であることは間違いないと思います。同じ

です。古代エジプト語でも睡蓮のことをシェシェンと

もしれません。これは我々の国の文化について考

1986, 19922 ; Othmar Keel, Deine Blicke sind

植物はソロモンの建てた神殿の柱頭にも出てくる

言っています（正確な母音は不明）
。これがヘブラ

える場合と似たところがあります。国学者の本居宣

Tauben, SBS 114/115, Stuttgart, 1984)。その

ように列王紀には書かれています。ふつうここには

イ語のショーシャナーだとするとうまく説明出来ます。

長とかが日本文化の独自性を主張するために、中

中で、イスラエル周辺諸国の図像が、雅歌テクスト

「ユリの花」
という訳語があるわけです。しかし雅歌

言語学的に見ましても睡蓮とつながる。図像学的

国からの文化的な影響に関して殊更否定的な態

の解釈にきわめて説得力のある仕方で用いられま

があるところ
には唇と関連している発言（5章13節）

に見ても睡蓮とつながるということで、これは睡蓮

度をとって、日本古来の伝統について語りました。

した。こういうことを考えたのは、ケールだけではな

から、学者の中には
「この花はユリでは具合が悪い、

ではないか。キリスト教の幼稚園には「ユリの花幼

しかし『古事記』や『日本書紀』
あるいは『源氏物語』

くて、いろんな人がやっているわけです。雅歌の世

赤い花でないといけない。アネモネではないか」
と

稚園」などというのがありますが、そうすると
「睡蓮

が中国からの思想の影響を受けていないなんてこ

界をどう見るかについては、基本的には恋愛詩集

言う者がいます。そこで、植物学者が出てきてパレ

幼稚園」に変えないといけないのかも知れません。

とはまったく言えないわけです。中国からの影響を

だと思います。この文学を古代エジプトの恋愛文

スチナにはどんなユリの花か生えているか、アネモ

「百合学院」
を
「睡蓮学院」に変えるわけには行かな

強く受けた時代に、まさに日本的な文学、後の日本

学、エロチックな文学といった方が適切かもしれま

ネだったらどうなるのかという議論が行われるようと

いでしょう。あくまで「睡蓮」は有力な一つの学説で

の文化的伝統の中心となるような文学が生み出さ

せんが、それと比較する研究が図像学的研究とは

なりました。ところが雅歌を読んでいきますと、この

す。聖書の訳語には長い伝統がありますから、花

れたのです。エジプト文化と聖書は、これとよく似

別にどんどん出てきました。これは文学的なテクス

ような発想では解決できないところがあるのです。

の名前だからと言って学者が簡単には決められな

た関係にあるのではないかと思うのです。ユダヤ

トの比較です。古代エジプトの恋愛詩に関しては、

「ショーシャナーの間で草を食んでいる方」
という表

教の立場、旧約の預言者の立場から
「反エジプト」

日本語では私の知る限り、2 種類の翻訳が出てい

現が2 章16 節、6 章3 節に出てきます。ショーシャナ

「君の目は鳩」
とい
雅歌4章1節には直訳しますと

的な発言がどんどん出てくるというのは、逆に基本

ます(リーセ・マニケ著／酒井伝六訳『古代エジプト

ーは、私の翻訳では「睡蓮」ですから、
「睡蓮の間

う言葉があります。いろいろな翻訳を見ていただく

的なところで「強くエジプトからの影響を受けてい

の性』
（ 法政大学出版）、ポリス・デ・ラケヴィルツ

で草を食んでいる方」
と訳します。これは、男性の

とたいていは
「君の目は鳩のようだ」
となっています。

るからだ」
と言うことができるのではないか。

著／谷口勇訳
『古代エジプト恋愛詩集』
（而立書房）

比喩です。睡蓮の間で御馳走である草を食べてい

岩波書店からの翻訳で雅歌を担当しましたが、そ

をも参照。古代エジプトの恋愛詩集。それを読め

る動物に男性の恋人をたとえているわけです。そ

のまま
「君の目は鳩」
と直訳しています。これはどう

ばすぐわかるように、雅歌の世界に近いと思われ

の植物の生えているところに、動物が首を突っ込

いう意味か。
「君の目は鳩」
というのはどういう意味

これまで述べてきたのとは、違う観点からエジプ

るものが古代エジプトに先に存在していたのです。

んで食事をしないといけない。それでどうなるのか。

か分かりませんでした。
「あなたの目は鳩の目のよう

ト文化と旧約との関連を指摘する研究があります。

このような恋愛詩は、いったいだれが書いたので

アネモネでもユリでもよさそうですが、図像の例を

だ」
と解釈したくなります。しかし、鳩の目はあまり可

特に興味深いのは、いわゆる
「図像学的研究」で

しょう。パピルス写本の表側には別の物語が書い

示しましょう
（講演では、エジプト出土「睡蓮の間で

愛くないですね。彼女に「あなたの目は鳩の目のよ

雅歌の図像学的研究
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うだ」
と言ったら、叱られるのじゃないでしょうか。 「彼の唇は睡蓮」
というところは、ユリだったら具合

ーです。
「宰相プタハホテプの教訓」が、どの程度ま

「目が鳩のような形をしている」でしょうか。どんな形

が悪い。唇は赤くないといけないからアネモネでな

問題を、もう少し説明したいと思います。聖書の箴

で時代を遡れるかは議論されていますが、相当に

の目でしょうね。鳩サブレのクッキーのような形でし

いかという意見もありました。ケールは「彼の唇は

言23章1節ではテーブルマナーのことを言っていま

古いもののようです。
「アメンエムオペトの教訓」の場

ょうか。わからない。
「君の目の鳩」がどういう意味

睡蓮」
というのは口づけのことを問題にしているの

す。
「お前が支配者とともに食事をするために座す

合、箴言テクストよりも後の時代の写本が残ってい

が、わからなくて、皆、困っていたわけです。本文

だ、と考えました。古代エジプトの図像を見ますと

時には、お前の前にあるものを、よくわきまえよ。お

るだけだとしても、このような教訓がエジプトの古い

が少し違っているのではと考えたくなります。しか

睡蓮の匂いをかいでいるところがあります。次に問

前の喉に、ナイフを当てよ。もしもお前が食欲の持

知恵文学から来ていることは否定できません。

し、これもオトマール・ケールは「そのままでよい」
と

題なのは、
「軟膏の塔」
という表現です。
（ここで図

ち主ならば。彼の差し出す珍味に欲望を抱くな。

言います。目というのは聖書ヘブライ語ではアインで

像を映写する。
）
これは『死者の書』に出ている図像

それは偽りの食物だ」
。これとよく似た教訓が古代

お前の分別によって、そのようなことをやめよ。お

す。アインは「輝くもの」です。
「じっと見つめるもの」

ですが、何かが頭に乗っかっている。これは帽子

エジプトにもあるわけです。宮廷のテーブルマナー

前の視線をそれに投げかけると、もうそれはない。

「視線」
という意味もあります。箴言の中に「お酒が

ではない。軟膏の塔なんです。宴会の場面にも出

です。私がこういうことになるとはちょっと考えられ

それは必ずや翼をつけて、鷲のように天に飛んで

こっちをじっと見ている」
という箇所があります（箴

てきます（エジプト、テーベ「ナクトの墓の壁画」
より、

ないことですが、例えば文化勲章をもらって陛下と

行く」
。富は翼を持っていて、すぐにあっちに行って

。人間が酒を見るのでなくて、酒がこ
言23章31節）

。女性が何かを頭の上に乗せている。
前1400年頃）

いう名前のつく人と一緒に食事をする時、そこにあ

しまう。これは今、話題のホリエモンとか、村上さん

っちを視るのです。酒飲みは酒を見るといけませ

ここからいい匂いのするものが垂れてくる。エジプ

るものをパクパク食べてはいかんと。見るだけで。

の場合だけではなく、
「富は翼をつけてあっちの方

んね。酒がこっちを見つめるでしょう。注がれたワ

トには一種の匂いの文化があるわけです。宴席に

「お前の前にあるものを、よくわきまえて、喉にナイフ

に飛んでいってしまう」のです。私の財布もそうで

インの入った杯を見ると、
「こっちをじっと見て飲み

つく人たちが軟膏を頭上に乗せ、これが垂れてき

を当てよ」
。これは比喩ですね。
「がつがつ食べて

すね。さっき講演料をいただきましたが、西宮まで

なさい」
とワインが視線を送るのです。こういう表現

て体中にいい匂いが広がっていく。最初直訳して

はいけない」
というわけです。
「それは偽りの食物だ」

に帰るまでに十三あたりで電車を降りたら誘惑が

があるのです。アインには泉という意味もあります。

みて「軟膏の塔」
とは何のことかわからなかったの

と。偉い人といっしょに食事をする場合、出された

一杯でございまして、翼をつけて鷲のように飛んで

「君の目は鳩」の「目」
というのは実は「視線」のこと

ですが、ここは「軟膏の塔」のように「彼の頬のとこ

ものが「嘘」
というのは、なんのことでしょう。
「珍味」

いってしまいますね。
「いとしの諭吉」
という歌があ

を言う。
「鳩」はあっちからこっちに飛んでいくメッセ

ろは素敵な香りがする」
と女性が男性を褒めてい

には毒が入っているというような意味ではないでし

りますが、諭吉さんとはすぐにお別れです。あった

ンジャーのことを言っているのです。昔から伝書鳩

る、と解釈すると意味がとれます。
「香料の花壇の

ょう。食事への招待には、悪巧みが含まれている

と思って財布をみたらもうないと。このユーモラスな

がおりますね。ここでKeelは、図像を持ち出します

ようだ」
というのともつながるわけです。
「彼の唇は

ことがあるという意味でしょうか。それを食べたた

富に関する表現ですが、
「アメンエムオペトの教訓」

（古代シリアの円筒印章。前1750年頃のものを映

睡蓮の香りのようだ」
ともつながっていくわけです。

めによくない目に会うことは十分考えられます。この

にも似たものがあります。そこを見ますと
「お前の心

写）
。これはエジプトの例ではありませんが。男女

古代からエジプトには、パレスチナもそうだと思いま

ような教訓のルーツはエジプトで、こことの並行関

を富の追求に向けるな。過剰を求めてあくせくする

が椅子に腰掛けて、互いに見つめ合いながらお酒

すが、現代のアロマテラピーのような匂いの文化が

係が「アメンエムオペトの教訓」だけにあるのではな

な。強奪によって富がお前にもたらされても、お前

を飲んで乾杯している。男の方から女の方へ鳩が

あるんですね。暑い国ですから。ヨーロッパの学者

くて、もっと古い「宰相プタハホテプの教訓」にもあ

のもとでは一夜も過ごさない。夜が明けると、お前

ピューッと飛んでますね。
「君の目は鳩」なんです。

たちは雅歌の世界を視覚、ただ視覚的に解釈しよ

るということが、その後、わかってきました。
「宰相プ

の家にそれはない。その場所を見ると、それはもう

このような図像はいっぱいあるのです。女神が裸

うとして失敗したと思いますが、こういう匂いの文

タハホテプの教訓」の並行箇所ではこうなっていま

ない。それは鵞鳥のような翼を生じて、天に飛んで

になって視線を送っている。ここにも鳩の絵が描い

化の中で比喩が成立していると考えると、ずいぶん

す。
「お前よりも偉大な人の食卓の席に客として座

行く」
。エジプトでは鵞鳥のような翼を生じて天に

てある。これは彼女のところから鳩が飛んでくるの

読み方が変わってくるわけでございます。ケールの

すものの一人となるならば、彼がお前に与えるもの、

飛んで行く。箴言を書いた人は、鵞鳥どころではな

ではなく、彼女の目からメッセージが送られるという

場合、雅歌の中にエジプト的なものか相当強く入

お前の鼻の前におくものをとれ。お前の前にあるも

く鷲のように天に飛んでいくと言いました。こんな

意味だというわけです。

っていると、文学の方と図像の方から攻めましたが、

のに注目せよ。多くの視線で彼を打つな」
とありま

表現に並行関係がないとは絶対に言えないわけ

古代エジプトの恋愛詩と雅歌の世界のつながりは

す。偉い人から食事に呼ばれました。御馳走が並

で、エジプトから旧約の世界に入ってきたことは間

否定することができないと思われます。

んでいます。
それらをキョロキョロ見てはいけないと。

違いないと思います。

こういうふうにケールはアッシリアとかエジプトの
ものに限らず図像を用いまして雅歌を見ていくんで

「富を得ようとあくせくするな。
次に箴言23章4節。

すが、特にエジプトの図像の世界と雅歌の世界は

私などホテルの立食パーティなどでは、
「どれがおい

こういうふうにして見ていきますと、他にもいろい

近い。他にもあります。5章13節、男性を女性が褒

しそうか」などとキョロキョロ見ますが、このような態

ろあります。
「アメンエムオペトの教訓」
との関係で、

度は下品で、よくないと。お前の前に置かれたもの

Ａ・エルマンやＨ・グレスマンが発見した並行関係

だけを食べなさいと。これは宮廷人のテーブルマナ

だけを問題にしましたが、次は箴言 16 章を取り上

箴言２
２章１
７節以下と
「アメンエムオペトの教
めているところです。
「彼の頬は、香料の花壇のよう
訓」との関係
で、軟膏の塔。彼の唇は睡蓮、没薬の液を滴らす」
。
ここで最初の方で少し問題にしました箴言22章
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げます。これは思想的にみてかなり神学的なテクス

このような神様は、パスカル流に言えば「哲学者

て人間ははじめて本当の人間になった。それまでは

にするのがエジプトの文明だ」
と。モラルが主として

トですが、そこにもかなりのエジプト文学との並行

の神」です。知恵文学の背後に見え隠れする神、

知識のあり方、倫理のあり方が曖昧模糊としていた。

時間のどっちの方向に向いているのかを言っていま

関係が認められます。箴言16章9節は、いかにもヤ

ネチェルは何かの礼拝の中で崇拝されるような神

しかし人が自覚的な意味での人間になるための倫

す。もう一つ重要なのは、我々が社会的連帯を考え

ハウェ宗教らしい言葉です。
「人の心は、その道を

ではないけれども、人間の行動、倫理の背後に存

理思想がこの時代に確立したのだ」
と述べています。

る場合、まず平等な人間、ひとりひとりの人格を考

考え出すが、その歩みを導くのは、ヤハウェである」
。

在している神です。これを「一者」
と言ってしまって

アスマンはこのような話から始めています。次にフリー

えて、横のつながりの中で連帯を考える。そこが崩

「心」
「心臓」
というのはエジプトでもそうですし、旧

もよいのかもしれない。
「唯一神」
と言ってしまうと

ドリッヒ・ニーチェの思想に進みます。ここまで読んで、

れると社会秩序が維持できなくなると考えます。古

約でもそうですが、感情の座ではなく、思考、理性

問題があるかも知れませんが、そういう神が存在し

私はこれはいったい何の本なのかと少し面食らいま

代エジプト人の場合の連帯は、
「垂直的連帯である」

の場です。現代風に言い換えると
「ひとは頭で自分

ていると考えられているわけです。何年か前にアス

した。さて、ニーチェは『道徳の系譜』
という本の中で

と言っています。つまり上下関係です。階層社会で

の生き方を考えるけれども、実際に私の歩みを導

マン先生が関西大学に講演に来られました。オリ

「現在の人間の倫理的行動は、将来起こることとの

すから社会の上に立っている人たちが、上に立って

くのは神様だ」
という発言です。いかにもイスラエル

エント学会主催の講演会でした。アスマン先生は

関係で決まる。これが現代人の考え方だ」
と述べて

いることの責任を果たすことによって、下にいる者た

的で、ヤハウェ宗教による独自の思想が表現され

「エジプトに唯一神教があった」
と言われるわけで

います。実際、資本主義の社会ではそうなんでしょう

ちの秩序が保たれると。
「社会的連帯」
とアスマンが

ていると思いたくなりますが、よく似た言葉は、古

す。この会の後で質問しまして、
「知恵文学でネチ

ね。現在、日本では銀行にお金を預けてもあまり利

表現する時、横のつながりよりも、縦のつながりのこ

代エジプトにもあるのです。
「アメンエムオペトの教訓」

ェルと言っている神のことですか？」
と聞きましたら、

息がつかないことが問題ですが、資本主義社会で

とを言っているわけです。

と神のなさ
19・16-17には「人々の語る言葉（思想）

「そうだ」
と答えられましたから間違いないと思いま

ここで「オアシス男の嘆き」
という文学作品を取

ることは別である」
。22・5-8には「まことにお前は神

す。アスマン先生が「唯一神教がエジプトにあった」

を買うと値段が上がってくるわけでしょう。いや、そう

り上げます。日本語では「雄弁な農夫の物語」
「雄

の計画（セヘル・ネチェル）
を知らない。だからお前

という場合、この神は知恵文学の中で語られてい

ならないといけません。株式会社は株の値段が上が

弁なオアシス男」などと呼ばれてきたもので、筑摩

は明日の故に泣くことはない。神の御腕の中に腰

る神とつながっていることになります。

るように株主に対して責任を負うわけでしょう。つまり

書房から出ている
『世界文学大系1

古代オリエン

を下ろせ。お前の沈黙が彼ら
（敵）
を没落させるで

次に「知恵的とされる語彙に関する比較研究」に

将来に対して責任を負っているわけですね。大学に

ト集』の中にもこの物語の翻訳が入っています。し

あろう」
とあります。
「アニの教訓」では「人の計画は

触れる予定でしたが、時間の関係で省略します。

学生が入ってきますが、
「うちの大学に来たら学生は

かしアスマンが取り上げたテクストは、日本語訳が

成功しない。命の主の計画は全く別のものなのだ

今、述べました箴言16章の解釈が、Nili Schupak

こうこうなりますよ」
と言います。教育も、現在とその学

出たものとは違う写本に基づいていますので、この

から」
と語ります。人間が思うことと神の計画は違

のエジプト語とヘブライ語の比較研究に依っている

生が出ていく将来の時との関係の中で、大学として

部分は日本語の翻訳にはありません。お手元の私

っている。計画という言葉はヘブライ語ではエイツ

ことだけ、申しておきます（Nili Schupak, Where

の教育の責任と義務が考えられています。このように

の訳をご覧になってください。

ァーという語で、助言、計画、意図と訳すことがで

can Wisdom be found?, 1993）
。

エジプトの新王国時代の知恵文学の中には「神の
計画」セヘル・ネチェルという表現が出てきます。

「現在の社会では、人は未来に対して投資する。未
来に対する約束を履行することが道徳律の根本をな

きますが、
これに相当するエジプト語はセヘルです。
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はお金を預けたら利息がつくことになっています。株

アスマンの「マアト」研究が提起した問題
ヤン・アスマンは『マアト』
という書物の中で、哲学

「怠慢な者には、昨日がない。

している」
とニーチェが言っています。私の読み方が、

マアトに耳を閉ざす者には、友がない。

間違っていなければ、ニーチェはだいたいそんなこと

貪欲な者には、祭りがない。
」

を言っているのです。

エジプト学者が注目したのはこのネチェル「神」
とい

者カール・ヤスパースが提唱している枢軸時代という

う言い方です。
「神の計画」
、
「命の主」
というような

考え方を批判しています
（Jan Assmann, Ma at,

ところがアスマンが言うのには、
「 古代エジプト人

表現に注目するのです。一般にエジプトは多神教

C.H.Beck, 19952 ）
。古代イスラエルに預言者が現

の場合は、
その時間のベクトルが反対を向いている。

l0499は、1899年ラメッセウム領内の第13王朝時代

の国だと考えられますが、ネチェルは、あれこれの

れた時代と、中国やインドに哲人たちが現れた時代、

将来に対してではなく、むしろ過去に行ったことに対

の或る墓で発見されました。この墓の主は、医者、

何とかの神様ではないんですね。神の計画という

古代ギリシャに哲学者たち、ソフィストが現れた時代

して人間の責任を問う。つまり、過去の出来事との

魔術師でした。この面白い物語は、何種類かのパ

時の「神」はいったい何なのでしょうか。どのような

が歴史的に並行していることにヤスパースは注目しま

関係の中で倫理を考えるのだ」
と。エジプト文化の

ピルスに記され残っていますが、全体の話の筋は日

方なのでしょうか。この神様は、一種の超越神とし

した。この時代には、共通の社会的文化的条件が

特徴は、モニュメント、記念碑を建てることです。昔

本語のもので読むことができます。あるオアシスから

か言いようがないわけです。世界を統べ治めてい

出現し、その結果、世界や人間に関する根源的な思

あったことを忘れずに記憶する、これが大切です。

やってきた男がロバに荷物を積んで、ある人の畑を

る神、命の根源を支えている神です。このようなネ

想を語る人々が登場することになったのです。このよ

これに関連して、ここで問題になる
「過去に対する記

通り過ぎようとします。ところがそこの畑の持ち主が

チェルという表現が、知恵文学の中に出てくるので

うな時代を、歴史の軸となる枢軸時代として把握す

憶は、個人の問題なのではなく、社会的追憶なの

いやがらせをして、いろんな難癖をつけて通してくれ

ございます。

るのです。ヤスパースは、
「この枢軸の時代を経験し

だ」
ということを言っています。
「 社会的追憶を大事

ない。ロバの積み荷の商品を運ぼうとするが、言い

この文章が、書いてある写本Berliner Papyrus
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がかりをつけて商品を奪い取ってしまうわけです。

ったことに関して、人々が不幸にあったことに関し

このような話がユーモラスに書いてあります。このオ

て役人が責任をとらない、これが問題です。私は

「マアトに耳を閉ざす者には、友がない」
。これ

ろな古代エジプトの文献に出てくる倫理的な教え

アシス男は「謀略によって自分の商品を奪い取られ

11年前、地震に会いました。被災地では今もずい

は人をよく理解するということですね。人の言うこ

を取り出して、古代エジプトにおいては何が問題で

た」
と言って、すぐに近くの官吏のところに訴え出て

ぶんひどい目にあっている人がいるんですが、
「何

と、特に正義を踏みにじられた人の言う事を理解

あったのかを考察しました。

いくわけです。レンシという名の官吏が登場してきま

とかしてくれ」
と役所に行くと、
「十何年も前のことだ。

する。マアトに耳を開くことです。エジプトの場合、

アスマンの研究で旧約研究に大きな影響を与え

す。このレンシの前でこの男が熱弁をふるうわけで

済んだことだ」
と。これが役人の不作為じゃないで

垂直的連帯が問題ですから、平等な人間同士の

たのは、
「応報（Vergeltung）
」に関する問題です。

す。いろいろと理屈を言いまして「自分はこんなふう

すか。被災地では「復興」
ということばで、何でも処

聞く、聞かないではなく、社会的な役割の枠の中

先にも言及した旧約学者のクラウス・コッホが、大分

にして荷物をとられてしまった。何とかしてくれ」
と。

理されてしまいましたが、これは要するに、時間の

で聞いて理解することが大切です。
「オアシス男の

昔に「応報」思想に関して爆弾発言をしました。
「旧

その男の弁論があまりも雄弁であるので、レンシは

方向が未来の方を向いた発想です。時間の方向

嘆き」では、裁判官とか訴えを聞いている役人とか

約の中に応報思想があるかのどうか」で大議論を

パロのところに使いをやって
「とても弁のたつ男が来

が後ろを向いたことを言うと、役所は無視する。ま

がしっかり聞かないといけないというわけです。裁

起こしたわけです。その中で「箴言」に出てくるよう

ました。王様、どうしましょう」
と聴きます。すると王様

あ、そういう問題がここにはあるのです。オアシス男

判官が訴えを聞くとか、社会の上位にいる人たち

な「過去にこういうことがあったから、こういう結果

はこう言うのです。
「その男の言った言葉を書記に

が問題にしている忘却は、本当は目の前にいる役

が下にいる人たちの訴えを聞くことが最も大事なこ

になる」
という、人間の行為と、その結果のつなが

書き取らせよ。どんどん書き取らせよ。彼の家族の

人だけの問題ではない。
「忘却」はそこにいる役人

とです。エジプトの教訓文学では、王が王子に教

りに関して説いている格言を、コッホは「いわゆる

生活の面倒は、裏で手を回して生活に困らないよう

が忘れているかどうかではなくて、
「社会的忘却」な

えるもっとも大切な徳目に「人の言うことを聞くこと」

応報ではない」
と主張したのです。ちょっとややこ

にしておくから、その男を放してはいけない。いつま

のだとアスマンは言います。社会的に過去にあった

があります。人の言うことを聞けというのは、ただ取

しい議論ですので、ごく簡単に説明します。
「応報」

でも喋らせ続けて記録せよ」
と。いつまでたっても問

ことを忘れることは、
それは社会的な連帯のきずな、

り巻きの言うことを聞いただけではだめです。社会

というのなら、人間の行為の善し悪しを判断するた

題を解決してくれないものですから、積み荷を奪わ

チェーンを破壊してしまう。そうすると騒動が起こる

の最下層にいる人たちの意見を聞け。
「石臼を転

めの規範というものがなければならない。このよう

れたオアシス男はますます雄弁になり、
「社会正義と

と言う考え方です。日本の首相も、例えば戦争のよ

がしている女の言うことを聞け」
と。石臼を転がして

な規範に従って神様が人間の行為を判定し、よい

はいったい何であるか。こんな問題を解決してくれ

うな「昨日のこと」
をよくお忘れになります、そういう

いる女性というのは社会の最下層にいる人間で

行いにはその報いとしてのよい結果が与えられ、悪

ないのは社会が乱れているからだ」
と言うわけです。

ことですね。昨日のことではなくて、明日のことばか

す。朝から晩まで石臼を転がしている粉引き女の

い行いにはその報いとしての罰が下るというのなら

その中で先に掲げました
「マアト」
に反する三つの罪

り考える。これはエジプト的に言えば怠慢でござい

言うことを聞かないといけないと言う。聞いて、理

「応報」であろう。しかし、そんなことは箴言では問

を言うわけです。

ます。
「怠慢な者には、昨日はない」
。怠慢だから昨

解することが大事だと。これは旧約の「箴言」の中

日のことはすっかり忘れられる。この格言は「責任

にも繰り返し出てくるテーマであります。

ここでは「マアト」は宇宙的な秩序ではなくて、

と言っているのです。アスマンはその他にもいろい

題になっていないと言うのです。箴言の格言では、
「人間の行為と、その成り行きとの連関」のようなも

明らかに社会秩序、社会正義を根底から支えてい

のある立場の者が、過去の不義や不正に対して適

るような秩序、正義のことを「マアト」
と呼んでいる

切に処理しないと、共犯者になるぞ」
と言っていま

貪欲な者という言い方は、意訳ですが、直訳する

よると
「応報」ではなくて、
「行為-帰趨連関」
と名付

ことがわかります。次のようなものがマアトに反する

す。そういう意味で、エジプト人は社会的な記憶を

と
「心が貪欲になっている者」
、
「心臓が貪欲になっ

けるべきものだと言うのです。そして、それが「宇宙

と。まず「怠慢な者には、昨日がない」
。不法な行

非常に大事にしたわけです。

ている者」
となります。そのような人には祭りはない。

的な自然法則のようなものとして、そのようなことが

エジプト語でヘレウ・ネフェル「美しい日」が「祭り」

起こるのだ」
と箴言の世界では説かれている。こう

為で損害を被ったオアシスからやってきた男は、役
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「よい行いは、昨日の場所に戻ってくる」であります。

これを肯定的格言で言うと、
「よい行いは、昨日

次の格言は「貪欲な者には、祭りがない」です。

のは確かに説かれています。しかしそれはコッホに

人に訴えて、
「何としてくれ」
と言っているんですが、

の場所に戻ってくる」
となります。私も学生と約束し

です。素敵な美しい祭りです。祭りの日には皆、仲

いうよいことをすると、こういうよい結果になる。逆

役人は昨日の出来事、過去の出来事を忘れてしま

たこととかを忘れることがありますが、こうなるとひ

良くするわけで、金持ちは貧しい者に食べ物や飲

にこういう悪い事をするとこういう悪い結果になる。

う。そんなことは、なかったことにしようと。それが

どく叱られますね。講義の内容は覚えてくれない

み物を提供しなければいけない。社会的上位に立

このような一種の世界秩序のようなものが存在して

怠慢な者なんですね。アスマンは「今日と過去との

のに、成績に関する約束なんか学生はばっちり覚

つものは手を開いて貧しい者に喜びを分かち合う

いて、このような秩序を世界の背後で保障している

関係の中で倫理を考える。その連続性が人間の生

えていて「先生、前にこう言ったじゃないか」
となり

心を持たないといけない。貪欲な者で心を閉ざし

のが神様だということになります。これがコッホの主

活にとって一番大事な事柄であり、社会秩序の維

ます。昨日の場所に教師はいつでも戻らないとい

ている者、その人には祭りはやってこないのです。

張するところのヘブライ的な思考方法だと言うわけ

持にとって大事だ」
という考え方がエジプト的だと

けない。学期の始めに言ったことは、学期の終わ

貪欲が共同体を破壊する。祭りの時があるからこ

です。このような主張は、聖書の世界とは異質の

言います。現代風に言うと、過去の事件に関する

りに戻らないと
「先生、これだけ勉強したら単位や

そ日常があるとエジプト人は考える。ハレの日とケの

一種の運命論であるとして大きな反対意見を呼び

役人の不作為を攻撃しているわけです。過去にあ

ると言ったのに、くれないのか」
と叱られますね。

人の時の秩序を、貪欲という悪徳が破壊してしまう

起こしましたが、簡単には解決出来ない問題を含
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んでいる事は確かです。
これとよく似た種類の問題が、古代エジプトの
マアト
（正義・真理・秩序）
に関する理解についても

エジプトにおいてそうであるのなら、イスラエルにおい

い」
ということを言ったらおしまいで、無事に復活が

それに満ちるもの、世界と、その中に住む者とはヤ

てコッホが主張したような意味での「行為-帰趨連

許可されるだけではないのか？そう考えたくもなりま

ハウェのものである。まことに、彼は海の上にその

関」
が考えられていたとは思えません。

す。しかし、アスマンはそうじゃないと言うのです。

基礎を据えられた。潮の上にかたく築かれた。ヤ

こういう告白の中にエジプト人の伝統的な倫理観

ハウェの山に登るのは誰か。その聖なる場所に立

が見事に表されていると見るわけです。柩の中に

つのは誰か。手が清く、心が純粋で、わが魂をむ

起こりました。従来、エジプト学では、マアトが宇宙
的な秩序、宇宙論的にとらえられる世界秩序であ

「死者の書」と旧約聖書

ると考えられ、それが女神のマアトとして表象され

今述べたこととの関係で最後に「死者の書」
を取

高価なパピルスの巻物に書かれた死者の書を入

なしいものに挙げない人。悪巧みのために誓わな

たのだとされてきたからです。マアトがこのような宇

り上げます。この有名な「死者の書」
というのは、

れる人は身分の高い人ですが、死んだらオシリス

い人。彼はヤハウェから祝福を受け、彼を助ける神

宙論的にとらえられる世界秩序なのかどうかをアス

我々がふつうに考える文学作品とはかなり違ったも

神の前へ出て申し開きをするのです。マアトの審

から義を受ける。これこそ彼をたずね求め、ヤコブ

マンは問題にしました。彼は、古い時代からひとつ

のです。中王国時代以降、死者のミイラが納められ

理を受けるわけです。その時にオシリス神の前で、

の神のみ顔を探し求める者たちである」
とあります。

ひとつ文献を確かめて得た結論は、以下のようで

る棺桶の中に死者の復活を願う呪文が記されるよ

ファラオの前に仕えた宮廷官吏が「私は、どこどこ

そこから有名な「門よ、汝らの頭を挙げよ、とこしえ

した。
「マアトの支配」
、つまり真理である正義が世

うになります。これがコフィンテクストです。新王国時

の国との戦いで、このような成果をあげました。だ

の扉よ、挙がれ」
という讃美歌に入っている文言が

界を支配するかどうかは、いわば「社会状態」にお

代になってくると、柩の中に「死者の書」
と学者が名

から死者の国で復活させてください」
とか「私は宮

出てきます。これは「聖所入場の儀礼」
と言われて

いて決まるのであり、マアトが宇宙を支配するよう

付けているパピルスの巻物に記された呪文集を入

廷で何十年も勤め、陛下からこのようなお褒めのこ

いるもので、聖域に入る、神域に入る時、正確には

にと最初から世界が定められているというのではな

れるようになりました。古代エジプトの呪文集には、

とばをいただきました」
とは言わないということです。

エルサレムの神殿のどこの場所かわかりませんが、

い。マアトが、神話論的に基礎付けられて働くとい

古いものをなくしてしまわずに、古い呪文も新しい呪

一切ここには個人の業績であるとかはない。官吏

聖域と言われている場所に入る時に、このような

ったような非人格的な社会秩序、非人格的に定め

文も皆、入れますから、ごちゃまぜに入っているよう

であれば誇ってよいような業務の内容とか功績、フ

問答が、祭司と巡礼者との間で行われたらしいの

られている運命のようなものかどうかと言うと、そう

な感じです。この「死者の書」の中で特に有名なの

ァラオの前で立てた手柄は一切関係なく、誰も人

です。そこに誰が入れるか、一種の資格審査が行

ではない。あくまでエジプトの思想のマアトの根源

と言われている部分です。
が 125 章の「否定告白」

であれば守るべき事柄だけが述べ立てられるわけ

われて、巡礼は、その時に「手が清く、心が純粋で、

にあるのは「人間の社会生活における責任ある行

死者は、は「マアトの二重広間」において42の神々

です。アスマンはこのことに注目しました。

私の魂をむなしいものにあげない（つまり偶像礼拝

為が正義を打ち立てていく」
という考え方だという

の前で次のような告白文を唱えるのです。

のです。このような正義や秩序の観念がエジプト的

をしない）
。悪巧みのために誓わない」
と告白した

境界に死者は今、立っています。言い換えると、俗

のです。後の時代に、これが発展したと思われる

に神学化される中で女神化されるわけで、最初か

「わたしは、不正を行なったことはない」

なる世界から聖なる世界に入ろうとしているので

詩篇 15 篇では、問答に対する巡礼の答えの部分

ら宇宙的な秩序としてマアトが考えられたのではな

「わたしは、掠奪をしたことはない」

す。古代エジプトでは聖俗の区別ははっきりしてい

が、
「全く歩む者、義を行なう者、その心のうちで真

く、長い時の中で「社会の正義とは何か、社会秩

「わたしは、貪欲だったことはない」

たわけですが、こちら側からあちら側へ、オシリス神

実を語る者。彼はその舌を持って歩かない
（つまり、

序とは何か、真理とは何か」
を問うエジプトの智者

「わたしは、何も横領したことはない」

のいる死者の国に入る時には、このような告白をし

あることないことを言って回らない）
。彼は隣人に

たちの思想的営みの中で、女神マアトに関する観

「わたしは、他人を殺害したことはない」

て無実が証明されないと死者の世界に入ることは

悪をなさない。彼は中傷を、隣人に対して挙げな

念が形成されたのだというのです。そのような仕方

「わたしは、不正な桝を使ったことはない」

できないと考えられていたのです。

い」
となっており、さらに

で、
「マアトとは何か」
ということが自覚化されたとい

「わたしは、まがったことをしたことはない」

うのです。

「わたしは、神のものを横領したことはない」

え方がなかったかが問題になります。旧約の世界

古代イスラエルにおいて、神域、聖域に入る時に問

「わたしは、嘘をついたことはない」

には死者の復活の思想はありませんから、一見ど

答が行われ、
「こういう人だけこちらへ入れますよ」

る」
ことが説かれたのですが、このような行為と結果

「わたしは、食物を盗んだことはない」

こにも並行関係はないように思われます。しかし、

という時、日常の倫理的な事柄が問題になってい

の連関は、すくなくともエジプトでは、マアトが支配し

「わたしは、他人を罵ったことはない」

俗なる領域から聖なる領域に入る時に何が問題で

るわけでございます。我々も神社に行く時、鳥居を

ている世界、つまり
「社会状態」で起こるのであって、

「わたしは、攻撃的だったことはない」

あったかを問題にしますと、並行するものが見つか

くぐって神域に入るときにある儀礼をすることにな

「わたしは、神の家畜を殺したことはない」

るのです。旧約の詩篇15篇、24篇、エゼキエル書

っています。手を洗って口をすすいだりするわけで

「自
18 章などから、こちらからあちらに行く時には、

す。清めの儀礼をやる。しかし、神社ではこちらか

分はこうこうこういう者です」
と宣言してから入る習

らあちらに入る時、倫理は問題になりません。日本

慣があったことが分かります。詩篇24篇には「地と、

の伝統的な宗教観念では聖域に入る時に身を清

エジプトでもイスラエルでも
「行為者に行為が返

「自動的に」起こるように定められているのではない。
「応報」は非人格的な世界秩序に根拠を持つので
はなく、あくまで文明社会における人々の相互行為
によって基礎づけられることになります。すでに古代
342

こちらが生者の世界、あちらが死者の世界という

死者が神々の前でこのような長い告白をする。
これは単なる呪文なんだ、だから
「何々をしていな

ところで古代イスラエルにおいても同じような考

「利息をとって金貸しをしない」
ともなっています。
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めるという感覚はあるわけですが、これが日常の倫

るのではないかと考えられます。従来、旧約学、聖

理的行為と結びついているわけではありません。

書学はメソポタミアの文明との関連を中心に研究

しかし古代イスラエルにおいては宗教、祭儀と倫

されてきまして、古代エジプトの文化、思想、宗教

理の結合が見られることは言うまでもありません。

と旧約とのつながりはあまり考えられてこなかった

預言者たちは「常日頃、悪いことをしていて、犠牲

のではないか思われますが、現在ではそこのつな

を捧げに来ても無効だ」
と言ったわけです。そのよ

がりを考え直す時期に来ていると言うのが私の見

うな思想のルーツになる古い考え方、こちらからあ

解です。このような問題提起をした人物としてヤ

ちらに入る時、死者のことだけに限らず、日常的な

ン・アスマンというドイツの優れたエジプト学者がい

空間から聖なる空間に入る時、倫理的な事柄が問

るわけです。なおアスマン先生と一度話をしました

われるという観念自身はどこから来たのかというと、

が、私が昔、ハイデルベルクで神学を学んだことを

古代エジプトから来たらしいというわけです。

言いますと、彼は「有名なギュンター・ボルンカムの

いろいろと述べてきましたが、まだこれから解明

一家と子供の時からずっと親しい付き合いがある」

日本オリエント学会、CISMOR共催

古代エジプトと聖書――知恵文学の比較を中心として
勝村 弘也（神戸松蔭女子学院大学）

１．はじめに
近年、わが国において一種のエジプト・ブームとでも言うべき現象が起こっている。このことは古
代エジプト関係の大量の出版物によって確認される。古代エジプト文明への高い関心は、我が
国だけの特殊な現象ではない。エジプト文明の再評価に関連して、欧米ではエジプト学の研究成
果が従来とは違った形で確実に旧約研究に影響を与えている。

されるべき問題は多くあるのではないかと思いま

とおっしゃっていました。ボルンカムは、イエスやパ

す。エジプトの宗教、文化を見た場合――思想の

ウロの研究で非常に有名な新約学者です。そうい

２．聖書においてエジプトはどのように見られているか

中心になっていること、倫理思想という面を含めて

うルーツを持っている先生がアスマン先生だという

ですが――、それが古代イスラエルと、我々が想像

ことを最後に申し上げておきたいと思います。ご静

していた以上に、深いところでつながりを持ってい

聴ありがとうございました。

従来、聖書、特に旧約は全体として「反エジプト的」な書物であると考えられてきた。例えば、マ
ックス・ヴェーバー著『古代ユダヤ教』は、出エジプトを決定的な歴史的出来事であるとして旧約の
中心に置く。また、旧約の代表的な預言者のことばから
「反エジプト的」な発言を探すのは容易で
ある
（例えばイザヤ書１８−１９章、３０−３１章など）
。しかしながら、列王記のソロモン王に関する記
述には、エジプトとの政治的文化的交流を評価する見方も存在している。出エジプト物語におい
ては、エジプトが経済的には豊かであっても、パロが人民を抑圧する
「奴隷の国」であるとしてマイ
ナスに評価されていることは確かである。預言者の発言は、前８ﾑ６世紀の世界情勢を冷静に見れ
ば十分に理解出来るものであって、原理的な意味で「反エジプト的」
とすることは出来ない。

３．古代イスラエルはエジプト文化の強い影響下にあった
少なくとも
「聖書時代」以前にカナンの地が、エジプトの強い政治的文化的影響下に置かれて
いたことは否定出来ない。王国成立後もソロモンに関する物語が示しているようにエジプトとの交
流は盛んであった。官僚制度がユダ王国において確立されたのは、いつ頃なのか。また官僚の
養成に不可欠と思われる
「学校」が王国時代に存在したのか。これらについて確実なことは言え
ない。しかし、王国の記録は書記の存在なしには考えられないし、書記の養成には何らかの教育
機関が存在し、その教育にエジプト的な知恵の伝統が関係したのは当然であろう。旧約に対する
エジプト文化の影響に関しては、近年さまざまな角度からの考察が試みられている。以下にこのよ
うな研究の成果を簡単に紹介したい。
（１）図像学的研究
エジプトに限らず、イスラエルの周辺世界の図像に関する研究が、旧約研究に豊富な材料を提
供している。２
０世紀の初めに宗教史学派のグレスマンが作った「カタログ」が長く使われてきたが、
近年のOthmar Keelの研究はこれをはるかに凌駕している。
特に各地の図像やエジプトの恋愛詩を参照したケールの雅歌解釈は、画期的な業績と言える。
なお、拙訳の雅歌（岩波書店刊行の『旧約聖書XIII』所収）
は、ケールの研究を強く反映している。
（２）箴言２２章１７節以下と「アメンエムオペトの教訓」との関係
１
９
２
４年にエジプト学者のA・エルマンが両者のほとんど逐語的な対応関係を指摘した。従来は、
「アメンエムオペトの教訓」の成立年代を確定出来ないことから、エジプトの知恵が聖書の箴言に
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影響を与えたとは断定出来ないとされてきた
（筑摩世界文学大系１
『古代オリエント集』の該当箇
所を参照）
。しかしながら、箴言中の格言には、この箇所に限らずエジプトの教訓文学との並行が
指摘される箇所が他にもあるし
（例えば箴言１６章１節以下）
、箴言２３章１−３節の場合は「アメンエ
ムオペトの教訓」だけではなく
「宰相プタハホテプの教訓」にも類似した箇所が認められる。やはり
エジプトの知恵文学が箴言に影響を与えたと考えるのが妥当であろう。拙訳の「箴言」
（岩波書店
刊行の『旧約聖書XII』所収）
は、このような立場をとっている。なお、エジプトの知恵文学が、
「神
（ネチェル）
」について語っていることは注目に値する
（パスカル流に言えば「哲学者の神」
）
。
（３）知恵的とされる語彙に関する研究
Nili Schupak, Where can Wisdom be found? (1993)は、エジプト語とヘブライ語の知恵的
語彙を比較した研究であって高く評価される。エジプトの格言は、箴言に強い影響を与えている
ことが確認される。
（４）ヤン・アスマンの「マアト」研究が提起した問題
エジプト学者J・アスマンによる
「マアト」研究は、古代エジプトの官僚たちの思考世界を驚くべ
き仕方で解明した。Jan Assmann, Ma’ at, C.H.Beck (19952).エジプト古王国の崩壊は、あら
ゆる領域におけるマアト
（秩序、正義、真理）の支配に関する問題を顕在化させることになった。
中王国時代の文学は、マアトが支配しているとはどういうことなのか、ひとがマアトに適った行動を
とる、あるいはとらないとはどのようなことなのかを論じる。

（５）「死者の書」と旧約聖書
「死者の書」の中で最も有名なのが、第125章の〈否定告白〉の場面である。
「私は、不正を行なったことはない」
「私は、掠奪をしたことはない」
「私は、貪欲だったことはない」
「私は、何も横領したことはない」
「私は、他人を殺害したことはない」
「私は、不正な桝を使ったこ
とはない」
「私は、まがったことをしたことはない」
「私は、神のものを横領したことはない」
「私は、
嘘をついたことはない」
「私は、食物を盗んだことはない」
「私は、他人を罵ったことはない」
「私は、
攻撃的だったことはない」
「私は、神の家畜を殺したことはない」などなどと、死者は42の神々の前
で長い告白を唱える。このようなマアトの審理において重要なのは、官僚の「業績」のようなもの
ではない。
このような告白は、古代イスラエルにおいて聖域に入る時に唱えられたとされる告白と比較する
ことが出来る
（詩篇１
５篇、
２
４篇参照）
。
宗教（祭儀）
と倫理との強い結合は、イスラエルの預言者によって突然主張されるようになった
のではない。はるかに昔の古代エジプトの呪文（此岸から彼岸に入るときに唱えられる呪文）
には、
すでに宗教と倫理の結合が見られるのである。

※「オアシスの男の嘆き」におけるマアト論：
写本Berliner Papyrus l0499 は、1899年ラメッセウム領内の第13王朝時代の或る墓で発見
された。この墓の主は、医者、魔術師であった。物語は、謀略によって積み荷を奪われたオアシ
スの男が、宮廷人のレンシに訴える場面が中心になっている．弁論の中で男は〈マアトに適った行
動〉の反対像を雄弁に描き出す。アスマンは古代エジプトに特徴的な「相互連帯的正義（iustitia
connectiva）
」の概念を、以下の〈マアトに反する３つの罪〉を典拠にして説明している。
a ) 怠慢な者には、昨日がない。
b ) マアトに耳を閉ざす者には、友がない。
c ) 貪欲な者には、祭りがない。
a) 怠慢な者は、今日と結びついている昨日のことを忘れている。訴えを聞かない役人の不作為は、
現実の連続性を破壊する。
「責任ある立場にいる者が、不義・不正に対して適切に対処しないな
ら共犯者になる」
との主張がそこにはある。エジプト人は、社会的記憶を大切にした。
「よい行いは、
昨日の場所に戻ってくる」
とも言われる。
b) 交流的連帯・互恵性としてのマアト：社会的な役割分担の枠のなかで＜聞いて理解する＞とい
う義務を果たすか否かが問われている。
c) ここでは「心臓」が問題になっている。連帯への意欲の逆が「貪欲」である。これは、人格、共
同体、時を破壊する。
アスマンの研究は、クラウス・コッホが提起した旧約の「応報（Vergeltung）
」に関する議論に決
定的な意味をもった。エジプトでも
「行為者に行為が返る」
ことが説かれる。このような行為と結果
の連関は、マアトが支配している世界（つまり
「社会状態」
）
で起こる。古代エジプトにおいては、応
報は非人格的な世界秩序に根拠を持つのではなく、文明社会における人々の相互行為によって
基礎づけられる。
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中東紛争の根源

ナ人全ての代表たりえなくなっている。パレスチナ人はエルサレムを奪回し、難民が帰還
できるようにせねばならない。2005年、選挙で選出されたハマスこそ、PLOに代わって、
真にパレスチナ人を代表するようになりつつある。ハマスは、(1)ヨルダン川西岸地区とガ
ザ地区からのイスラエル占領軍の撤退、(2)ヨルダン川西岸地区とガザ地区に違法に設置
されたユダヤ人入植地の撤去、(3)イスラエルの監獄にいる全てのパレスチナ人の解放、
と
引き換えにフドナ（アラビア語で 休戦 ）をイスラエルに対して提案する。休戦のモデルと

日

時：
２００６年６月１７日（土） 14：00−16：00

会

場：同志社大学 今出川キャンパス 神学館礼拝堂

発

表：アッザーム・タミーミー（イスラーム政治思想研究所（ロンドン）所長）

司

会：森

主

催：一神教学際研究センター、同志社大学神学部・神学研究科

孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）

して、北アイルランドや南アフリカのケースが参考となるであろう。
ハマスは、パレスチナの人々が初めて自由に選出した代表である。ハマスは、パレスチ
ナの人々の尊厳と帰還の権利、植民地主義からの解放を目ざしつづける。汚職に満ちたフ
ァタハ、PLOとは対照的に、ハマスはクリーンで透明性があり、説明責任を果たす行政サー
ビスを行ってきた。ハマスの主張はイスラームに則ったものである。ハマスは、今後混乱を
収拾し、独立した司法を確立して、法の統治と法の前の平等の原則を確立する。また、
アラ
ブおよびムスリムに対して欧米の恫喝に屈しないように求める。ハマスはイスラエルの監

講演要旨
ユダヤ人は19世紀後半以来、ロシアやヨーロッパ各地で抑圧・迫害を受け、1933年の
ヒトラー政権成立から1945年の第二次世界大戦終結までは、ナチスによる大迫害に遭っ

獄にいるパレスチナ人9000人が解放されることを最優先で要求する。ハマスは、パレス
チナ人のための治安機関を再建する。今後、ハマスは困難な状況を克服し、その政治目標
を実現していく。
(CISMOR奨励研究員･同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 塩崎 悠輝）

た。19世紀後半から始まったシオニズム運動はユダヤ人のパレスチナへの移住を推し進
め、1944年から1947年にかけてはイルグンなどのユダヤ人武装勢力による武力行使を
含めた様々な手段を駆使し、パレスチナの信託統治を行っていたイギリスをパレスチナか

プログラム

らの撤退に追い込んだ。1948年5月14日にはイスラエル建国が宣言され、ユダヤ人国家

1．挨拶：森 孝一
2．講演：アッザーム・タミーミー「中東紛争の根源」
3．質疑応答

が確立された。1948年のイスラエル建国の時にパレスチナを追われたパレスチナ人（84
万6000人）であり、1967年の第三次中東戦争においては、
ヨルダン川西岸地区、
ガザ地
区なども占領され、
より多くのパレスチナ人が住み慣れた土地を追われた。彼らは父祖の
地にもどることを求めつづけてきた。また、
イスラエル統治下に残ったパレスチナ人も困
難な生活をつづけ、1987年には「インティファーダ」とよばれる抵抗運動が始まった。そ
の後、PLO（パレスチナ解放機構）はイスラエルを承認し、1995年、
イスラエルとのあい
だにオスロ合意を締結した。これにより、
ヨルダン川西岸地区とガザ地区におけるパレスチ
ナ自治政府の部分的自治が実現したが、PLOとイスラエルのあいだで交渉が妥結せず、パ
レスチナ独立国家樹立には至らなかった。
2000年、
アリエル・シャロンのアル・アクサ・モスク訪問強行を境に、第二次インティファ
ーダが勃発し、
シャロンの首相就任に至り、パレスチナ-イスラエルの衝突はいよいよ激しく
なり、
「ロード・マップ」と呼ばれたパレスチナ独立国家樹立のためのプランは実現から遠
のいていった。イスラエル軍によるパレスチナ自治区への侵攻およびアハマド・ヤシン師な
どハマス指導者らの暗殺が相次ぐようになった。そうした中、2002年にはジェニンでの虐
殺が起き、2004年にはPLOのアラファト議長が死去した。シャロン政権がパレスチナ側
に対してとった政策は、
イスラエル側とパレスチナ側の接触を制限する分離壁の建設、
ガ
ザ地区からの一方的な撤退、などである。
パレスチナ人は犠牲者なのであって、犯罪者ではない。イスラエルはパレスチナ人を抑
圧している。この状況下で、
イスラエルに妥協し、腐敗し、内紛に終始するPLOは、パレスチ

348

349

公開講演会

公開講演会

公開講演会

イスラエル
―民主主義、宗教、
そしてイスラエル・日本関係について―

とめた。特に安息日、食事、婚姻、教育の4点について触れている。しかし、戒律を守りなが
らも現実的便宜を図る傾向も広がりつつある。婚姻は、ユダヤ教、
イスラーム、キリスト教な
ど宗教の違いは問わないものの、宗教的儀式を経ないで弁護士や裁判官の前で署名、宣
誓するだけの結婚は認められない。ユダヤ教、キリスト教、
イスラームなど異なる宗教同士
で結婚する場合は、男女のどちらかが改宗して二人とも同じ宗教になる必要がある。そこ
で今、キプロスへ行って弁護士の前で宣誓するだけの結婚をしてイスラエルに帰国すると

日

時：
２００６年７月８日（土） 14：00−16：00

会

場：同志社大学 今出川キャンパス 神学館礼拝堂

発

表：エリ･コーヘン（駐日イスラエル大使）

司

会：森 孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）

主

催：一神教学際研究センター、同志社大学法学部

いう方法が流行している。しかし、その場合も子供はどちらにするのか、
という問題が残る。
宗教政党が固執したので、
イスラエルの航空会社である「エルアル航空」は土曜日は飛行
機を運航しない。それでエルアルの飛行機を貸して「サンド」という別会社を設立し、曜日
に関係なく関西空港にも乗り入れができるようになった。日本とイスラエルに関してはまた、
小泉首相が今週イスラエルを訪問される。また今年11月に「サンド」航空で日本の
VIP100人をイスラエルにお招きしたい。今後両国関係は飛躍的に緊密化するだろう。
2006-2007年は両国観光年で、交流を一層拡大したい。

講演要旨
イスラエルは1948年に建国の宣言を行なったが、
建国の唯一最大の理由は2000年間、
国家を持たず世界に分散してきたユダヤ人が平和に暮らす場所を持つということだった。
建国宣言のほかに憲法はないが、ユダヤ国家であると同時に民主主義国家である。
ユダヤ教の伝統を重んじながら、
かつ自由と平等を尊重する近代民主主義を並行させる
ことは、問題や矛盾をはらんでいるともいえるが、実際のところ解決は容易である。という

大使はこの後、来場者の質問に答えて中東紛争について語り「わが国は建国後58年間、
平和を求めてきた。強いられた戦争を戦ってきたのである。9月にもわれわれは大きな妥
協をした。ガザからイスラエル人1万人を移住させ、村もシナゴーグも解体し、土地をパレ
スチナ側に渡した」
「ただし、ユダヤの伝統では個人個人が神を表すと考える。だから、兵
士や市民が誘拐されれば、
全力をあげて救出するのが道義であり非難されることではない」
などの見解を述べた。
(同志社大学大学院アメリカ研究科博士後期課程

のも、
イスラエル国民であれば、完全な宗教の自由があるからである。国民の宗教分布は

田倉 文雄）

87％がユダヤ教徒、17%がムスリム、残り2％はキリスト教、
ドルーズ、
チェルケス、バハー
イー、
モルモン教徒などで占めている。しかし、
どの宗教の信仰、儀式とも尊重され、ユダヤ

プログラム

教への改宗を説得するとか、
まして強要するなどということはあり得ない。もちろん、ユダ

1．挨拶：森 孝一
2．講演：
「イスラエル ―民主主義、宗教、そしてイスラエル・日本関係について―」
3．質疑応答

ヤ教の信仰にも程度の違いがあるが、国民の50%強は、必ずしも聖書が説く法にこだわら
ず、民主主義的な生活習慣を基本にしながら、必要な場合はユダヤ的伝統を守ろうとして
いる。
歴史的に見ると、1948年、
アラブ諸国との戦争が勃発、49年に休戦したが、その際イス
ラエル国内にアラブ人約30万人が残る状態となった。それらの人々には完全に市民権が
与えられている。ただ、市民権を欲しない人には強制しない。イスラエルの法律では男性
は18〜21歳の3年間、女性は2年間、兵役義務がある。アラブ人が市民権を得て、その結
果兵役に就けば戦争相手国にいる兄弟姉妹と対決しなければならないかもしれない。そう
いうデリケートな問題があるからである。
去年、
日本を訪れた一人のパレスチナ系イスラエル人の例をお話したい。彼は5年間、
ア
ラファト議長のアシスタント兼アドバイザーを務め、その後5年間、
イスラエルの国会議員
にもなった。イスラエルという国を裏切らない限り、
自分の信じるもののために戦うのは自
由である。実際には、国内でも複雑で理解し難いと思われた問題ではあったが、同時にイス
ラエルがいかに民主的な国家であるかを示していると思う。
1947年、
デビッド･ベングリオン氏ら建国に携わった指導的な人々が建国後の困難を予
想して、国家、宗教、民主主義をどう妥協させるか、今日まで影響を及ぼす重要な書簡をま
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中東の平和と安定とサウジアラビア王国の役割

出来る。このような状況の下、
サウジアラビアはイランに対し開かれた対話を求め続けてお
り、
またレバノン、
イラクに関しては壊滅的な社会経済的基盤に対する経済的援助ならびに
人道援助を行っている。しかしそれら国の問題解決は当該国自体が実現すべきものであり、
サウジアラビアはそれに至るための控えめな支援者に過ぎないと認識している。
しかし氏は、
これらの問題を考える際、全てを分離して考えることはよい方法ではないと
指摘する。必要なのは全体を見据えた包括的な戦略であり、それゆえに問題の根源に遡っ

日

時：
２００６年１２月１１日（土） 15：00−17：00

会

場：同志社大学 今出川キャンパス 神学館礼拝堂

発

表：ファイサル・ハサン・トゥラード（駐日サウジアラビア王国大使）

司

会：四戸 潤弥（同志社大学大学院神学研究科教授）

主

催：一神教学際研究センター、同志社大学神学部・神学研究科

て始めることである。そしてその根源にある問題とは、パレスチナ-イスラエル紛争なので
ある。氏は、
イスラエルのパレスチナ占領が国際法違反であり、
この紛争は二つの民族間
だけの問題なのでなく、国際社会の安定の障害となっているとする。そして世界各地でテ
ロリスト達がこの紛争を自分達のテロ行為の正当化に利用しているのである。
それゆえ持続可能な解決へ向けてパレスチナとイスラエルを動かしていくことが、指導
的国家の重要な責務なのである。これまでもこの紛争解決に向けて、様々な提案、決議が
なされてきたが、その実現のための誠実で公平な履行や強制的執行はなされなかった。

講演要旨
ファイサル・ハサン・トゥラード駐日サウジアラビア王国大使は、
「中東の平和と安定とサ
ウジアラビア王国の役割」と題し、現在の中東問題に対するサウジアラビアの基本的な考
え方を中心に講演された。
まず氏は講演を始めるにあたり、サウジアラビア王国の簡潔な紹介と、2005年に国交

対立する当事者達が交渉のテーブルにつき、外交交渉のもとで公正な和平案は導出され
るものである。そしてこの交渉過程に信頼が成立する時のみ、履行における信頼が可能に
なるのである。そのような解決への動きが生まれる時、
自らの暴力の正当化にこの紛争を
利用しようとする者達も姿を消すだろうと述べ、氏は講演を締めくくった。
(CISMORリサーチアシスタント･同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

朝香 知己）

樹立50周年を迎え、
とりわけ経済関係において密接な関係を有してきた日本との関係に
ついて述べた後、以下の様に語った。
サウジアラビアは建国以来その外交政策において、世界平和と安定を促進すること、ア
ラブとイスラーム世界の大義を守ること、そして国際法規範と国際協定を遵守することを
基本姿勢とする。それゆえサウジアラビアは、国際政治においては国連創設に、地域政治に

プログラム
1．挨拶：森 孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）
2．講演：ファイサル・ハサン・トゥラード「中東の平和と安定とサウジアラビア王国の役割」
3．質疑応答

おいてはアラブ連盟創設やアラビア湾岸諸国協力会議（GCC）創設に参画した国の一つ
として、国際社会の平和と安全保障を維持するために様々な支援を行ってきたのである。
サウジアラビアはあらゆるテロ行為に反対を表明するが、それはサウジアラビアの宗教で
あるイスラームがそれを禁じていることに由来する。そしてこの姿勢は9･11以前から堅
持されており、それ以降もテロに対する戦いを完全に支援する立場を取っている。
そして、サウジアラビアは中東地域の紛争が交渉そして国際法の参照によって解決され
るべきであり、侵略や暴力では解決されるべきではないと考え、中東地域の全ての国が関
連する国連決議を十分に履行することが、同地域の全ての国々の国益を最大限に実現す
ることにつながると信じる。アブドッラー国王は文明間の衝突という考え方を非難し、それ
に代わる文明間の建設的、平和的共存を唱導し、国家間、民族間の関係が真の対話の関係
に移行する必要性を強調している。そしてそこでは相手に対する敬意と尊重が求められる
のである。
また富める国は途上国へ支援することは義務であるとし、サウジアラビアは過去30年
間に70カ国以上の途上国支援を行ってきた。そのような世界への貢献の一つとして中東
地域への貢献もまたなされている。現在、中東地域は危険な局面に直面していると言え、
とりわけレバノン情勢とイランの核開発、そしてイラクにおける困難な状況を挙げることが
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避していたのではないか、神の表象の無原則さにはそのような背景があるのではないか、
ということがうかがえる。
古代エジプトにおける多神教から一神教への変遷に関する研究動向としては、例えば古
代エジプトの社会的危機への対応が、多神教から一神教への変遷を生み出したとする説が
挙げられた。これは新王国時代の一神教である「アマルナ」におけるイクナトン王の中央
集権体制の事例に当てはめて考えることができる。この場合、一神教というのは多神教と

日

時：
２００７年３月１７日（土） 14：00−16：00

会

場：同志社大学 今出川キャンパス 神学館礼拝堂

発

表：吹田

浩（関西大学文学部教授）

司

会：中田

孝（同志社大学大学院神学研究科教授）

主

催：一神教学際研究センター、日本オリエント学会

講演要旨
今回の講演会は日本オリエント学会との共催で行なわれた。発表者はまず、関西大学で
行なわれている、資料収集と文献読解が中心となるエジプト研究の紹介を行なった。古代

対立する体系ではなく、多神教的世界における、大きな社会的危機に対応する為の緊急措
置としての機能なのである。
(CISMORリサーチアシスタント･同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

高尾 賢一郎）

プログラム
1．挨拶：前田 徹（日本オリエント学会理事、早稲田大学文学部教授）
2．講演：吹田 浩「古代エジプト人の神々」
3．コメント：中田 考（同志社大学大学院神学研究科教授）
4．質疑応答
5．挨拶：中田 考

エジプトの歴史は紀元前三千年頃から始まり、独特な多神教の世界観を持っていた。それ
は一神教と必ずしも対立するわけではない、実に柔軟なエジプト人の信仰であったと発表
者は述べる。
発表者によると、古代エジプト宗教の文献研究はその資料が断片的であり、暗示的であ
ることから、多大な困難がつきまとう。資料には儀式や来世の一場面が描かれているもの
の、その宗教全体の体系は表されていない。例えば有名なラムセス１世の死についての描
写を見てみても、せいぜいアヌビスやホルスといった神の名前がそこに記されている程度
で、その前後の文脈を表してはいないのである。
しかしそれによって神々のリストアップを行なうことはできる。そしてその作業の中で、
古代エジプトの神々が実に多様な名前と、我々の理解を超えるような姿を持っていること
が分かる。例えば「ハラ」、
「ハロ」、
「ハル」という多くの呼称を持つホルスや、頭が昆虫で
あるケプリが挙げられる。そこからうかがえる古代エジプト人の神々の特徴は、それぞれの
神が持つ表現方法の多様さ、その姿の無原則さである。
そしてそのことは逆に、そうした多くの神々は古代エジプト人にとって実のところ神では
なかったのではないか、
という疑問を与えもする。そしてこの柔軟で多様な神々の表象が、
エジプト的一神教への発展という視座への可能性と繋がっているのではないかと発表者
は投げかける。例えば、宗教文書には先述したように神々の名前というものが明記されて
いる。しかし時々、神々の固有名詞とともに一つの尊称が併記されている。例えば発表者
が調査しているイドゥートの墓で見られる「大いなる神」という表現がまさにそうであるが、
他の神々や王の名が明記されている以上、
このような曖昧で不特定な表現で何者かを指
そうとしていることには違和感がある。実証は難しいだろうが、
これはその姿や名が隠され
ている一なる神、真の神を指しているのではないか、
という。そうであるなら、
このことから
古代エジプト人が神々に特定の姿を与えることや、特定の表現や呼称で確定することを忌
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関西大学文学部教授

吹田

浩

がエジプトの宗教について触れるのは、かなりの

教、インドの多神教、いずれも大きく異なった特色、

冒険になります。この点、お話の前にお断りしてお

あるいは個性というのを持っております。

いたほうがよいように思っております。

今日は、エジプトの多神教の独特な世界の一部

エジプトの宗教は宗教資料に偏っており、歴史家

をご紹介できればと思っております。何とも不思議

を苦しめます。さらに、たくさん残っている宗教資料

な、そして柔軟な神々、そして世界観を見ることが

もずいぶん異質なものでして、われわれを苦しめま

できます。

す。断片的であり、しかも暗示的です。何らかの儀

また、ここでは一神教という言葉も使いますけれ

式の一場面、来世の一場面の描写、来世への旅

関西大学の吹田でございます。

地味です。考古学ではなくて、文化史を中心にして

ども、この言葉は一般に信じられているような多神

の一場面などが中心です。エジプトの宗教には体

本日はお足をお運びいただきまして、ありがとうご

おこなってきました。一般的に、考古学というのは

教と対立するものではなくて、実は多神教とともに

系性がないという言い方がしばしばされております。

ざいます。本日は「古代エジプト人の神々」
というタ

たいへんインパクトがありまして、これはどの分野で

共存するということもお話ししたいと思っておりま

やっと、エジプトの神々についてのお話に入りた

イトルでお話をさせていただきます。

もそうです。日本でもそうですし、インドでも中国で

す。どちらも、みなさんにとっては違和感があるかも

も、ヨーロッパでもそうなのですけれども、何かを見

しれません。しばらくご辛抱をお願いいたします。

ここでは、しばしば見られます「古代エジプトの
神々」
というタイトルにはいたしませんでした。似て

つけますと、たいへん大きな反響を得るわけです。

はいるのですけれども、
「古代エジプト人の神々」
。

ところが、関西大学では、もっと地味な文献中心、

すなわち
「人」
という言葉を入れております。
「古代

文献を読むという道を進んできました。

また、ここでエジプト学の特有な側面をあらかじ
め少し述べさせていただきます。
エジプト学は当然ですけれども、古代エジプトを

いと思います。
みなさんは、古代エジプトの神々、あるいは、も
う少し広く宗教についてどのようなものを思い浮か
べておられるでしょうか。おそらく、こういう形のもの
を思い浮かべておられるのではないかと思います。

エジプトの神々」
と
「古代エジプト人の神々」
という

ただし、2003 年から関西大学でも、エジプトで

研究の対象にしております。そこで、ややもすれば

これはエジプトの新王国時代、第19王朝のラム

タイトルで私が区別しようといたしましたのは、現代

文化財の修復のための調査を始めております。こ

エジプト学者はエジプトのことだけを考えており、近

セス1世という王の墓に描かれているものです。中

の研究者、あるいは広く現在のわれわれが素朴に

れは発掘ではありません。発掘のようなことも一部

隣の地域や異なった時代の研究の成果を取り入

央に亡くなった王、ラムセス1 世がおりまして、右手

考えている古代エジプトの神々についてではなく

いたしますけれども、あくまでも文化財の修復とい

れることなく特殊なエジプト像をつくってしまうこと

にはミイラづくりの神、アヌビスがおりまして、左手に

て、当時の古代エジプト人が見ていた神々につい

うことで2003年から始めております。今日も少しご

があります。古代エジプト文明が既に滅びてしまっ

は王家の神であるホルスという神がおります。

てお話をしたいと考えたからです。
「古代エジプトの

紹介できるのではないかと思っております。

た。しかも2000年も前に滅びてしまったために、た

アヌビス神、この右手にいる神ですが、当然ミイ

とえ間違ったこと、おかしなことを言いましても、誰

ラにかかわるという意味で、死後にかかわる神で

も苦情は言ってこないわけです。

す。ホルス神はエジプトの国を支配している王の守

神々」
と
「古代エジプト人の神々」はこういう意味合
いで分けております。
お話を始めます前に、少し関西大学のエジプト

はじめに、関西大学のエジプト研究を簡単に紹
介させていただきました。本日のお話に戻りたく思
います。

エジプトについて多くの書物が出ております。専

護神です。あるいはもっと言えば、亡き王の跡を継

古代エジプトは、紀元前3000年ごろから歴史が

門家として首をかしげるものも多くあります。これは

始まります。その後、ほぼ3千年の歴史があります。

エジプトへの関心が高いということだろうと思いま

これがホルス神ですが、頭にエジプトの王がか

今日はエジプト人が考えていた神々について、その

す。ただ、私自身の勉強不足から、今日、同じよう

ぶる冠をかぶっております。この冠を二重冠という

生がおられました。現在もご健在でございます。アメ

長い期間を念頭においてお話ししたいと思います。

に首をかしげるようなお話をしてしまうのを恐れて

言い方をしています。エジプトは、ナイルの上流部

リカのシカゴ大学でエジプト学を勉強されまして、関

この長い期間に継続的にあてはまるエジプトの

おります。勇気をふりしぼってお話をさせていただ

分である上エジプトと下流部分である下エジプトの

こうと思っております。

二つの国からなっております。エジプトの王はこれ

学についてお時間をいただいたほうがよいかもし
れません。
関西大学には、私の前任者に加藤一朗という先

西大学に昭和31年、1956年に着任されております。 「神」の基本的な意味合いと、3千年の歴史のなか
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今日は神々や宗教について扱いますけれども、

いだ若き王と言うこともできます。

ら二つの国の支配者であるために、それぞれの地

私がそのあとを受けまして着任しましたのが平成 4

で、ちょっとキリスト教、ユダヤ教、イスラームとは違

年、1992年になります。いまから15年前ということに

うのですが、ある意味の一神教へと変化していっ

宗教をテーマとして扱うことはたいへん難しいもの

域を意味する冠の両方をかぶっているわけです。

なります。現在は平成 19 年、2007 年ですから、加

た姿をお話ししたく思っております。

があります。個々人の考え方が大きく異なっており、

白い冠が上エジプトの王の冠であり、赤い冠が下
エジプト王の冠になります。

藤先生が着任されてから50 年を超える期間、実は

言うまでもなく、古代エジプトはその歴史を通じ

万人が納得できる結論を出すということは事実上

関西大学でエジプト学の研究をしてきたわけです。

て、初めから最後まで多神教の世界でした。多神

できないという事情があります。ましてや、聖書学や

関西大学のエジプト学研究というのはたいへん

教というのは、実はたいへん多様でありまして、古

イスラーム神学の研究の蓄積の高さに比較して、私

この場面は前後の関係がわかりませんけれども、
亡くなった王が生命の世界、ホルス、それから死後の
357
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なみに、参考までに申しあげますと、多くのエジプ

よく使われまして、いまもエジプトの展覧会がありま

どういう計略をもってか知らぬが、

象形文字も書かれていますが、読んでみまして

トの犬は狂犬病を持っておりますので、もし行かれ

すと、土産物屋で必ず売っております。エジプトに

エジプトから天上へねじ込まれたイビス鳥や、猿

もがっかりするだけです。何かありがたいことでも

ましても、くれぐれも安易に手を出されないようにご

行きましても、よく売られているものです。

や雄ヤギや

書いてあるのかなと思うのですが、ラムセス1 世の

注意ください。

世界、アヌビスの中間にいることをあらわしています。

このような多様な姿を許容するエジプトの宗教

そのほか、もっともっと笑止千万な者どもは言う

名前、メン・ペフティ・ラー。そして、ラムセスという名

そして、こちらはバステトという神です。ライオン

は、姿が変わっているというだけではなくて、同じ神

前。
「オシリスのもとで正しき者」
というタイトル、その

の姿をしており、攻撃的な性格を持つとされていま

を表現する際に、あるときには完全に人間の姿で表

程度のものしか書かれておりません。こちらにも何

す。次は、シューという神ですが、大気の神です。

現することもあります。しかし、頭だけを動物で表現

か書いてありますが、ホルス神と書いてあるのみで

宇宙のなかに生まれた世界、その空間をあらわし

するときもあります。あるいは、さらに、完全に動物、

すけれども、この発言をしている人物は神々の世界

す。こちらは、アヌビス神と書いてあるのみです。懸

ています。宇宙の混沌があり、そこにぽかんと空間

昆虫であらわすこともあります。エジプトの神々はい

にふさわしくない者が神々の世界に入り込んでい

命になって読みましても、役に立つ情報がなかなか

が生まれる。そこがわれわれの世界です。その空

ろんな姿があるだけではなくて、同じ神に関しても、

ると批判しておりまして、その矛先をエジプトの動物

手に入らないので、エジプトの勉強はいらいらする

間の神ということになります。

その姿を統一するということをしないわけです。

の姿をした神々に向けているわけです。

も汚らわしいわい。
これは『神々の議会』
という作品の一部なので

続いて、ハラクティという神、あるいはハロエルス

このような、不思議で無原則とも思える神々がエ

ここでは二つのことが言えます。ギリシアやローマ

次いで、エジプトの宗教についての書物を見て

という神、あるいはハルポクラテという神がおりま

ジプトの神殿での壁画、あるいは王や民間人の墓

の古代世界では、イシス神をはじめとして、多くのエ

みますと、だいたいこういう神々のリストというのが

す。ここで言う
「ハラ」
「ハロ」
「ハル」
というのはホル

の壁画、あるいは『死者の書』などの宗教文書にあ

ジプトの神々が受け入れられ、人気があったという

出てくるかと思います。

ス神のことです。ホルス神は王の守護神であり、王

ふれています。そして、われわれは、こういうものを

こと。しかし、そのような状態を冷静に考えるならば、

1 番目にいるのはアメン・ラー神。これは都テーベ

のことを指すこともありました。このホルス神のいく

見ますと、はじめは違和感を持つのですが、そのう

エジプトの神々は理解できない、神々にふさわしい

の神であるアメンが太陽の神ラーと結びついたもの

つかの特徴をとらえまして、このように異なった名前

ち、すぐに慣れてしまいまして、エジプトというのは

ものではないという疑いの目を向けられていたとい

で、古代エジプトで最も有力な神でした。そして、次

で呼ばれる場合もあります。

神秘の国であると思ってしまう。そして、それ以上の

うことだろうと思います。不思議なものに対する関心

疑問を持たなくなってしまうわけです。

や人気、そして疑いというのが同時にありました。不

ことがあります。

にはアヌキスという女性の神が出ております。この神

たいへん紛らわしいのですが、ここにハルサフェ

はあまり知られておりませんが、エジプトでも一番南

スという神がおります。こちらも
「ハル」
というのがつ

ここで、少し皮肉を出してみたいと思います。こ

思議なものは、単純にその不思議さから信じられて

にアスワンという場所があるのですが、そこの女神の

いているのですが、この「ハル」はホルス神ではあ

ういう神々に対して少し述べている人間がおりま

いたかもしれませんし、あるいは、何か不思議な、見

ようです。そして、次にはアヌビス。これは先ほども出

りません。

す。ルキアノスという人物です。紀元後2世紀、ロー

てくれ以上の隠された秘密があるかもしれない、そ

てまいりました。死者をミイラにする神であり、古代

ご覧のように、男の神々、女の神々がさまざまな

マ帝国の時代のギリシア人なのですけれども、彼

ういうふうに思われていたかもしれません。しかし、

エジプトで最もよく見られる神です。犬の姿をしてい

装飾をしております。また、犬や鷹の頭をした神、

は風刺作家としてたいへん有名ですが、エジプト

いずれにいたしましても、当のエジプト人が考えてい

るのは、おそらく墓場に犬が徘徊していたところから、

羊の頭をした神がおります。ネクベト女神は禿鷲の

の神々について次のように述べております。少し読

た神々とは異なっていた可能性があります。

葬祭に関連づけられたのではないかと思います。日

頭をしております。おそらく、みなさま方の多くはエ

んでみます。

本ではすっかり野良犬というのを見なくなりました

ジプトの神々というと、こういうものを思い浮かべら

が、いまでもエジプトに行きますと、たくさんの犬が

れるのではないでしょうか。

現在のわれわれも同じ気がいたします。不思議
なところに関心を持つ。変わっていると思って関心

おい、おまえはな、

を持つか、あるいは、まったくばかげているとして相

犬面でリネン製の着物のエジプト人め。

手にしないかというようなことではないでしょうか。

ているのですが、頭には昆虫をつけている神です。

おまえはいったい誰かね、たいした紳士め。

ひょっとすると、そのような不思議でおかしなものの

カラという場所で調査をしております。これは昔の

これをケプリといいます。この昆虫は甲虫のフンコ

わんわんと吠えながら

なかに、実は隠されている真実があるかもしれない

墓場ですけれども、そこでは毎朝、えさをねだって

ロガシなのですが、復活のシンボルとしてエジプト

どうして神の資格があるというのだ。

と考えられる方もおられるかもしれません。今日は

何頭かの犬がやってきます。古代の墓場でも、お

ではたいへんよく使われます。いままで出てきまし

――これは先ほど見ましたアヌビス神のことを指

こういった見方を踏まえて、古代エジプト人は神を

参りの人をあてにして犬が棲み着いていたのでは

たような動物の頭をしている神は、まだ多少理解で

しているのだろうと思います――

どのように見ていたのかというのを少し見てみた

ないでしょうか。そこでは、いまでは観光客、昔で

きないわけではないのですが、昆虫の頭をつけて

いったいどういうつもりで

い、冒険をしてみたいと思っております。

したらお参りの人がえさを与えており、そこからミイ

いるとなると、もはやわれわれの理解を超えてしま

このまだらのメンフィス産の牝牛が崇められ、

ラづくりの神になったのではないかと思います。ち

うことになります。この昆虫は復活のシンボルとして

神託を下し、預言者を持っているのだ。

飼い主もいない状態で自由に生きております。
あとで少しお話をいたしますけれども、私はサッ
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さらには、こういう神もおります。人間の身体をし

古代エジプト人にとって、基本的に「神」
とはどう
いうものであったのでしょうか。神というのは、エジ
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プト語の文字では、ここに出ているような形で描か

の神殿を正面から見たものです。これは、エジプト

かにそびえ立っているわけです。これはたいへんな

す。これは新しいものです。決して古くはありませ

れています。

の典型的な神殿です。新王国時代以降、エジプト

驚きです。ピラミッドというのは、建造の過程で石材

ん。最近、エジプトは人口がどんどん増えておりま

これは布を巻いた棒です。この棒は、神殿のよ

の神殿はこういう形式を持っています。手前には塔

を船で運んできます。ですから、ピラミッドは、かつて

すので、あちこちで大きな町を開発しています。ピ

うな神聖な場所に置かれていたものです。風が吹

門があります。ここには王が描かれており、王が敵

水があって、運河があって、船が通れるところにあるわ

ラミッドがてっきり砂漠のなかにあるのかと思った

けば旗がぱたぱたと動くことによって、そこに神がい

を打ち倒しています。このへんには打ち倒された

けです。砂漠のまんなかには決してありません。

ら、手前がもう町ですし、もともと砂漠であったとこ

ると体験されたことが最も基本的な意味合いであっ

敵がいます。こういうモチーフが描かれるのが通常

みなさまのなかにもエジプトに行かれる、あるい

たと一般的にエジプト学者は信じております。もちろ

です。神殿は、混沌の世界に浮かぶ聖なる空間で

は行かれた方がおられると思いますけれども、年

早とちりの関連で、少し脱線をいたしました。

ん、エジプト人は風によって動いたのではなくて、そ

す。宇宙が始まったときには混沌がありました。こ

間にして、だいたい 6 万人から7 万人の日本人がエ

さて、エジプトの「神」の基本的な意味合いにつ

こに神がいるから動いたと考えたはずです。もしこ

れは何もないけれどもすべてがあるという混沌であ

ジプトを旅行していると言われております。ちなみ

いては先ほど少しお話しいたしました。これも少し

のように考えれば、エジプト人が本来、神に何か固

ったのですが、そのなかに浮かぶ神聖な場所が神

に、京都の伏見稲荷神社では、初詣に来られる方

それるのですが、では日本語ではどうなのかなと、

定した姿、ライオンであるとかワニであるとか、そうい

殿になります。外界から悪事がやってくるかもしれ

が250万人ぐらいというふうに聞いたことがあります

素人ながら手元の辞書を引いてみました。

った固定した姿や形態を考えていたのではないと

ません。ですから、この塔門で悪いものを防ぐとい

ので、これを比較すると何ともなのですけれども。

いうふうに思えてきます。あるいは、人間の胴体に動

う意味があって、塔門がこういう形になり、そして敵

しかし、エジプトの知名度というのも高いものがあ

「神」
と書きます。この漢字の左の部分、ここのこと

物の頭だけをつけているものもいます。それは、何

を打ち倒すデザインが描かれていたはずです。

ります。誰でもエジプトについて知っている、ある

なのですが、神が降臨する座、場所があって、ここ

いはピラミッドについて知っているとつい思ってし

にいけにえを捧げて、その血がこういうふうに滴っ

かがそこにいるという感覚が神であり、それを姿にあ

そして、旗がこの塔門に備えつけられています。

ろも大きな町ができているわけです。

スクリーンに赤字で出していますが、漢字では

らわそうとすると、あるときには人間の姿であらわし、

おそらく、この旗は単なる装飾ではなくて、神の現

まうわけですが、ところが、ピラミッドがこのような町

ているというのが本来の意味のようです。これだけ

あるときには人間に動物の頭をつけた姿であらわ

在、神がそこにいるということを示しているのでは

なかにあるとはなかなか思われていないようです。

で神を意味するようですね。さらに、この右のほう

し、場合によっては動物そのものの姿であらわした

ないかと思います。単に旗が風で動いているので

これは高度1万4千フィートとありますから、4千メ

ですが、この字は稲光のさまをあらわしているとい

ということも納得できるように思います。

はなくて、神がそこに現れている。そういうことを意

ートルぐらいのところから撮ったものです。ちょっと写

うことのようです。ですから、本来日本語でわれわ

味しているのでしょう。

りが悪いかもしれません。ここにあるのがクフ王のピ

れが使っている神というのは、雷の神、あるいは天
の神、そういう意味であったはずです。

神々の姿というのは、古代エジプト人にとって表
現上の工夫であり、決してこだわりがあるものであ

エジプトの神々を現代人の目から見て、その姿や

ラミッドで、高さが150メートルぐらいです。これが一

ったとは思えません。ラー神がこういう姿でなけれ

形態がおかしいと言うのはやさしいのですが、それ

番高いものです。次にあるのがカフラー王のピラミッ

ばならない、オシリス神がこうでなければならない、

では古代エジプト人が感じていた神々を知ること

ド。ほぼ同じぐらいの高さですが、多少低いですね。

るでしょうか。これは漢字である、だから日本の神で

セベク神がこういう姿でなければならないというこ

はできないでしょう。どうもエジプト人は神々の姿に

そして、メンカウラー王のピラミッド。これは小さい。

はなくて中国のものであろうとか、あるいは、日本に

だわりはなかったように思われます。そこに何かが

こだわらないようだと、われわれは思い始めるわけ

60メートルぐらいですが、ここに並んでおります。

は日本の表現もあるだろうとか、いろいろな意見も

いる、そこに神がいる。そのときに感じられる力が

です。われわれはどうも早とちりをしているのでは

ライオンの攻撃をする力であったり、墓場で感じら

ないか。エジプトの神殿で儀式をしている場面、葬

増水のときには水が来ていた、あるいは運河をつ

れる死の力であったり、あるいは植物が持っている

祭の場面、そういうのを見て、そこに表現されてい

くって船がやってきていました。ですから、このあた

再生する力であったりしたわけです。その特性によ

るのが神々だと思ってしまっているのではないかと

りに船着き場があり、そこから石材を運んで、いま

素人の私がこれ以上深入りをするつもりはありませ

ってライオン、犬、あるいは、緑色の肌で神を描くこ

思い始めるわけです。

のピラミッドをつくったわけです。ここ、ピラミッドの

ん。ただ、こういう言い方はできるかと思っていま

横に実はゴルフ場があります。

す。エジプト語の「神」の表記はエジプトの歴史3千

とがあるのですが、そのような形態、あるいは特色
がシンボルとして使われていたように感じます。
このような旗の性格は、エジプトがその歴史の
初めの段階、すなわち文字が使われ始めた初期
の段階だけではなく、高度な社会を形成してからも
忘れられることなく使われていきます。
エドフという場所があるのですが、これはエドフ
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さて、これは何でしょう。ギザの三大ピラミッドを

そして、昔はこのあたりまで水が来ておりました。

このようなことを今日、われわれは意識してい

あろうかと思うのですけれども、現実にわれわれは
「神」
として、この字を使っているわけです。
神の定義を集めれば、際限なく集まりますから、

上空から見たところです。先ほど、早とちりをしてい

そして、さらに、もし行かれましたら、多くの人は、

年をとおして、先ほど見ていただきました旗を完全

るのではないかという話をしたのですが、早とちり

どのへんでしょうか、
このあたりに連れてこられます。

なかたちで表意文字として使い続けています。そ

の関連で、ちょっと脱線をいたします。

ピラミッド三つを写真に収めるのにいいポイントだ

のため、古代エジプト人はその本来の神の意味、

そうでして、だいたいここへ連れてこられて、記念写

われわれは漢字で神の意味を既に忘れています

のですね。エジプトからテーマをとった映画があるの

真を撮ることになるのですが、ふと横を見ますと、

けれども、神殿にあって旗がぱたぱたとするところ

ですけれども、そうしますと、ピラミッドは砂漠のまんな

ここに大きなニュータウンがいま開発されておりま

に神が現れるという本来の意味を3千年間、ずっと

ときどき映画を観ておりますと、ピラミッドが出てくる
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持ち続けることができた。こういう言い方ができる

「神」の意味合い、そして、驚くほど柔軟な側面を見

神の話もそのなかに入れたいと思っております。

に進化していきます。私はピラミッドのいずれも好

私どもは、イドゥートのマスタバというものを調査

きなのですけれども、このピラミッドもなかなか味が

しております。紀元前2360年ごろにさかのぼります

ありまして、いいものです。みなさんも、機会があり

いま見ていただいていますのは、
「ナルメル王の

から、4千年以上の昔のものになります。このサッカ

ましたら、ぜひ一度ご覧になっていただきたく思い

パレット」
と言われるものです。エジプトが二つの国

ラという場所なのですが、ギザに隣接した地域で

ます。その際、イドゥートのマスタバにもぜひお越し

本来の神の意味を意識し続けたということがエ

からなると先ほど申しあげましたけれども、これは二

して、古代エジプト時代の3千年にわたって使われ

ください。中には入れないのですが、周辺には見

ジプトの神々の特色をつくっているということは、も

つの国が統一されたことを記念したパレットだと言

た最大の墓域、墓場になります。

ることができるマスタバも多くありますので、時間を

う一度あとで触れたいと思っています。

われています。紀元前3000年ごろのお話になりま

ギザというのは三大ピラミッドがあってたいへん

これは、象形文字で書かれたワニの神、ソベク

す。ここに首の長い動物が2匹、首をからませてお

有名なのですが、実は考古学者とか文化財をやっ

これも少しわかりにくいかもしれません。これが

です。力強さを体現しているのでしょう。ただし、こ

りますけれども、これはエジプトの二つの国、上エ

ている人間にとっては、それほど重要ではありませ

ランドマークの階段ピラミッドになります。われわれ

れはそれほど単純ではなく、あとでもう一度説明し

ジプトと下エジプトが統一されたということを意味し

ん。重要ではあるのですが、実は、それほど遺跡

が調査をしているイドゥートのマスタバというのは、

たいと思います。

ております。

の数が多くないのですね。ギザのピラミッドがあっ

ここになります。エジプトに行かれましたら、ここに

のではないかと思っています。
この点で、象形文字を起源に持ちながらも、本
来の意味合いをほとんど意識しなくなった日本語、
あるいは漢字と違うところだろうと思っています。

ながら、最終的にはエジプト的な一神教へ発展して
いく、その流れを見ていきたいと思っています。

かける価値はあろうかと思います。

その右手にあるのが、神の決定詞です。決定詞

さらに、それだけではありません。ここにいる王

て、あとは、それほど多くない。ところが、その横に

道がありまして、観光バスで走ってきます、そしてこ

が何であるのかというのはここではお話しできませ

ですが、これは上エジプト王の冠をかぶって、そし

あるサッカラというのは、先ほど言いましたように、3

こに駐車場があります。ここで降りまして、みなさん

んけれども、何らかの神の名前のうしろにつく記号

て敵を打ち倒しております。そして、こちらには同じ

千年間使われましたから、遺跡の数がたいへん多

はここを通って、ここに入って階段ピラミッドの写真

でして、その単語は神であるということをあらわして

王が下エジプト王の冠をかぶっております。そして、

い。考古学者、文化財の人間にとっては、実はサ

を撮られます。そして、次にはここへ回ってきて、実

います。先ほどのソベクという神でも、ソベクという

この王は敵の首をはねて、それを検分しているわ

ッカラのほうがたいへん興味深いわけです。

はダハシュールのピラミッドというのがこちらに見え

発音を書く、そのあとで、これが神であるということ

けです。これは、戦争に勝利して二つの国を統一

を示すために、この文字をつけるわけです。

した記念のパレットだと言われております。

ちょっと自慢もしたいと思います。このサッカラの
中心でわれわれは活動しています。遺跡群の中心

ますので、これを撮られる。その足元で関西大学
が調査をしているということになります。

さらに、ここに鷹がおりますけれども、これがホル

で活動しておりまして、場所がいいということ、それ

さらに、サッカラではこのあたりに、別のピラミッド

だけではいかなる言語でも文章は書けません。古

ス神です。
人間の姿に鷹の頭をしていてもいいのが、

から、いま申しあげましたように、紀元前2360年ご

があります。あるいはマスタバがありまして、サッカラ

代エジプト語でも、表意文字だけではなくて、発音

ここでは完全に鷹の姿であらわされています。この

ろという古王国のものを扱っています。日本の調査

に来られますと、この地域とこの地域の二つを見

記号をたくさん用いて、そして補助的に決定詞、表

ホルス神は、ここにパピルスがついたものをロープで

団もいくつかエジプトに行っているのですが、こう

ていただくことになります。

意文字を使っております。いずれにいたしましても、

引っ張っていますが、一般的にこれは下エジプトを

いう古王国のものを扱っているのは実は関西大学

この神の決定詞は、神がいかなるものであっても、

意味していると言われています。下エジプトというの

だけです。

人間の姿でも表現されるということを前提にした用

は沼地ですので、こういうパピルスがいっぱい生え

このうしろに見えておりますのは、このサッカラの

さい。閉まっておりますけれども。ただ、こちらの二

法だろうと思います。

ているのですね。ですから、下エジプトを王の守護

ランドマークである階段ピラミッドです。そして、この

つは開いております。このへんはオープンで自由に

こちらは太陽神、ラーです。太陽を頭につけた

神ホルスがつかまえた、つまり征服したということを

手前にあるのがイドゥートのマスタバです。マスタバ

見ることはできますし、こちらの端っこのほうには、

人間の姿で表現されています。太陽の属性、ある

意味している。そして、このパピルスというのは象形

というのは、こういう形をした墓のことを言っており

あまり観光客の方は来られないのですが、いくつ

いはその力を表現したものでしょう。この神は太陽

文字で千をあらわしますから、ここは記憶が正しけ

ます。このマスタバの地下の埋葬室の修復を現在、

か開いた墓がありまして、なかなか興味深いもので

そのものであらわされてもかまいません。右手のほ

ればたしか6本ありますので、上エジプト王はその守

進めているわけです。残念なことに、このマスタバ

す。サッカラはエジプト最大の墓域ですから、2 、3

うはホルス神、これは完全に鷹の姿で表現されて

護神とともに下エジプトを征服し、そして6 千人を捕

は10年ほど前までは公開されて見ていただけたの

日でも時間を過ごすことができます。ツアーで行き

います。天空を自由に飛び、獲物を狩る姿は支配

虜にしたというふうに解釈をされています。これがエ

ですが、いまは閉鎖されておりまして見ていただく

ますと、なかなか自由がきかないのですけれども、

者にふさわしいものでした。

ジプトでも一番古い資料になります。ここにはホルス

ことはできません。

ぜひお越しになっていただきたいと思います。

エジプト語は象形文字を使いますが、表意文字

さて、いろいろ見てまいりましたけれども、ここから
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神は鷹として表現されております。

これはもう少し拡大したものです。これが調査を
している場所ですね。何でしたら、ぜひお越しくだ

ここに高さ60メートルほどの階段ピラミッドがあり

そのとき、ちょっとチップを出さないといけないと

はエジプトの歴史を古いところから新しいところに追

ここで、私が現在エジプトで行っております調査

ます。これがエジプトで最初のピラミッドでして、そ

思います。エジプトへ行きますと、チップの話がい

いながら、いままで見てきました基本的なエジプトの

の話、
文化財の修復の話を少しさせていただきます。

の後、試行錯誤を経ましてギザのピラミッドという形

つも悩ませてくれるのですが、本来高い入場料を
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払っておりますから、チップを払う理由はないので

エジプトでも、新王国時代になると神々の姿を描く

りを使っているというのがわれわれのミッションの特

まず、オシリスがいます。アヌビスがいます。とい

すけれども、その高いお金が彼ら門番のポケットに

のですけれども、この古い時期では食べ物の絵を

色になっています。ときどき新聞に載せていただい

うことは、この大いなる神というのは、それに相当

入らないものですから、通常、そういうところに行き

描きます。これが当時のデザインになっています。

ておりますので、場合によったら見ていただけるか

する別の神なのでしょうか。そして、これを飛ばして

もしれません。こういうこともやっていますというこ

王というのがいます。王というのも問題はありませ

とでご紹介申しあげました。

ん。王はエジプトでは神であり、そして、家臣の面

ますと、日本円で言うと５円とか10円ぐらいですが、

4千年間、太陽の光が当たっておりませんから、

チップを渡すことになります。かなり高い入場料を

絵はたいへん美しい。当時の色が残っているわけ

出すので、おかしな話なのですけれども。エジプト

です。ただし、正面から見るとたいへんきれいなの

でチップの与え方がわかるまでには、ずいぶん時

ですが、ちょっと斜めから見る大変なことになって

いままでのお話は地下の埋葬室についてでし

見ますから、王のもとで尊崇される者という肩書き

間がかかります。私自身、いまだにチップの与え方

います。石灰岩といいましても、本当に岩と言える

た。先ほど言いましたように地下13メートルのとこ

も問題がありません。では、この大いなる神という

のコツがなかなかわからないわけです。

のかどうか怪しいような、もろいものでして、塗って

ろに、この埋葬室があります。一方、地表部分には

のは、いったい誰なのだろうか、そういうふうに思う

あるプラスターというのはこういうふうに波打って、

部屋がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅとあります。ここにたいへん

わけです。もし王であれば、ちゃんと書くべきでしょ

なります。ビルの3階ぐらいの高さから三つはしごを

いま剥落しつつあるわけです。これは、あと何十年

美しいレリーフが残されていますが、特に奥の部屋

う。あるいは、ほかの神であっても、こういう名前を

つないで、そのまま降りていくことになっています。

かもすれば完全に落ちてしまうだろうと思います。

が当然大事であって、その西側が大事ですから、

隠す必要など本来はどこにもないわけです。これ

年に数回、お祭りのときには親族がやってきて、お

がわからないわけです。うがって言えば、この「大

祭りをおこなっていたのだろうと思います。

いなる神」
というのは、特定の何らかの神ではなく

これが、調査をしている地下埋葬室の入り口に

「神」の話もしておかないといけません。

倒を見る。生きているあいだも死んでからも面倒を

最初は怖かったのですが、いまでは慣れまして、す

そこで、いま関西大学はエジプトと共同でこの壁

いすいと上り降りすることができます。ここが 13メ

画を救おうということで、剥ぎ取って修復する作業

ートルぐらい、どこから計算するかによるのですが、

をしております。本来は、文化財というのは現地で

レリーフはこういうふうに描いています。ここにい

ビルの 3 階ぐらいの高さから下へ降りていくことに

修復し、勝手に剥ぎ取ったりしない。それがあると

るのがイドゥート、女性ですね。ハスの花を手にも

なります。埋葬室の中に入りますと、だいたい 4メ

ころで、そのまま修復するというのが原則です。

って、おしゃれな服装をし、髪をまとめています。舟

このような事例というのはイドゥートだけではなく

て、名前のない、隠れた一なる神、あるいは真の神
と考えたくもなってくるわけです。

ートル半ぐらい、そして 10メートルちょっとぐらいの

こういう場合どうするかといいますと、この浮い

の上に立っていて、緑豊かな沼地の鳥とか魚を見

て、実は多くの墓で見ることができます。
「大いなる

広さになっています。天井にはクラックが走ってい

ているところ、これはこのまま浮いていると落ちます

ています。そして、そのうしろにはいろんな役人が

神」
というのはあちこちで使うのですけど、その神が

まして、落盤する危険がありまして、古代エジプト人

ので、浮いているところにプラスチックを入れます。

控えています。

誰なのか実はわからないわけです。またしても、エ

自身がこういう柱をつくっております。ただし、1 本

これはどこの文化財でもやっている、ごくごく普通

ここで、神の関係でお話をしたいのは、ここに書

ジプトでは神というのは姿もよくわからない、どうも

の石でつくればよかったのですが、こういうブロッ

の方法です。透明のプラスチックをアセトンとかトル

いてあるものです。大きくしたのがこれです。いまふ

名前とかもよくわからない、どこかに隠れているの

クでつくっておりますから、いまでは崩壊してしまっ

エンとかいう有機溶剤を中に入れて溶かして、そし

うの発音をしますと、
「イマクート・ケル・ウシル」
、
「イマ

ではないかというような雰囲気が、あちらこちらです

ております。

て、それを注射器に入れて、このあいだに溶けたプ

クート・ケル・インプウ」
、
「イマクート・ケル・ネチェル・

るわけです。

ここに当初入りましたときには、当然盗掘をされ

ラスチックを入れるわけです。アセトンとトルエンが

アー」
、
「イマクート・ケル・ネスウ」
と書いてあります。

ていまして、ミイラのリネンが散乱しておりました。そ

飛んでしまうと、ここで固まってしまう。これが、普通

この部分なのですが、左から右へ読んでいきま

のあと、われわれは清掃をしまして、壷であるとか

どこでも、世界中でおこなわれている修復方法で

す。
「オシリスのもとで尊崇される者」
、
「アヌビスのも

中王国になりますと、変身の呪文というのがたく

土器であるとか、いくつか見つけております。これ

して、できるならそれが一番いいのです。

とで尊崇される者」
、
「大いなる神のもとで尊崇され

さん使われるようになります。新王国になってもよ

ただ、ここでは母岩がぼろぼろで、それができな

る者」
、
「王のもとで尊崇される者」
、こういうふうに

く使われます。博物館、あるいは展覧会へ行かれ

どういう絵があるのかといいますと、石灰岩の壁

いと考えましたので、われわれはやむを得ず、これ

書かれています。
「尊崇される者」
、これはイドゥート

ますと、死者を納める棺というのがたくさん出てくる

にプラスターを塗りまして、その上に絵を描いており

を剥ぎ取るということを現在やっております。このま

についているタイトルなのですが、死者につけられ

のですが、その棺に書かれている呪文、あるいは

ます。これは牛です。牛の肉は一番のごちそうにな

までは剥ぎ取れませんので、絵の表面に和紙を張

るごく普通のタイトルでして、べつに深い意味はあ

新王国時代になってきますと
『死者の書』
、そこにた

りますので、牛の肉を描いている。あるいは、ビー

ります。レーヨン紙でもけっこうです。あるいはコット

りません。死者を神々のもとで称えているというこ

くさん書かれています。いろんな呪文があるのです

ル瓶。
これは蜂蜜とかワインとか言われていますが、

ンでもけっこうです。要するに何かを張って絵の表

とになります。

が、そのなかで人気のあった呪文が変身の呪文な

そのたぐい。あるいはパンのたぐい。これもパンで

面を固めてしまってから、うしろからナイフで剥がし

すね。これは、ウリとかスイカと言われています。こ
ういった食べ物の絵をただただ並べております。

は清掃をしたあとの写真になります。
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いまのは古王国の例でした。次に、中王国のお
話をいたします。

ここで、オシリス、アヌビス、大いなる神、王という並

のです。これは、死者がこれを唱えることができれ

取っていくということをしております。固めるときに、

べ方に関心を持ちます。ここで言う
「大いなる神」
とい

ば、自由にあらゆるものに変身できるということを言

日本の技術である、ふのりという、海藻の一種のの

う表現は、いったい誰を指しているのでしょうか。

っています。
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少し気をつけないといけないのは、これは仏教

もっとも、ここでお話ししている神々のことに関し

挙げておきたいと思います。ゆっくり読んでおきま

ソベク神というのは、単にワニとしての力が強い

で言う転生とは関係ありません。エジプトの変身は

て言いますと、こちらのほうに関心を持ちます。
「トト

す。
『コフィン・テキスト』
といいまして、棺に書かれて

というのを体現しているのではなくて、宇宙の根源

自由に変身し、いつでも別のものにまた変身し直

神に変身すること」
。トトというのは知恵の神です。

いる呪文ですけれども、それの285章です。ソベク

のエネルギー、知識を持っている神であるわけです。

すことができます。仏教のように、あるものに生まれ

ですから、これに変身するのはいいでしょう。
「ホル

というワニの神への変身です。

ですから、そういう神に変身したいというのはわから

変わったら、生まれ変わったものとして一生を遂げ

ス神に変身すること」
。ハトホル、これはホルスのお

なければならないという理由はありません。気に入

母さんですが、
「ハトホルに変身すること」
。あるい

ったら別のものに変身し、また、別のものに変身す

はネヘブカウ、これは魔法使いですが、
「魔法使い

わたしは沼地の柱であり、島々を横切る者であり、

る、それが可能であるわけです。

の神に変身すること」
。あるいは、マート、これは正

顔つきの鋭い者であり、岸辺を横切る者である

義の女神ですが、
「正義の神に変身すること」
。こう

――ワニのことですから、これでいいでしょう――

いったものがたくさん出てくるわけです。

わたしは性交するときも食べる者である

に描かれているものになります。
『アム・ドゥアト』
とい

――貪欲で、何でも食べるということです――

う名前の文書になります。王がここにおります。船

いっぱいあるのですが、いくつか出してみました。
「鷹に変身すること」
。これはタイトルなのですが、
これはいいでしょう。死んだあと自由に空を飛べる、

ちょっと考えると、何か変だなというふうに思って

ないわけではありません。先ほど言いましたように、
「うねった水路の主への変身」

わからないものもたくさんあるのですけれども。
さらに、新王国時代のお話を少しさせていただ
きます。
これは、ルクソールの王家の谷にある、王の墓

こういうものに変身してもいいだろうと思います。次

くるわけです。エジプトが神秘の国だと思ってしまい

わたしは大いなる者を食べ、わたしは彼のうろこ

に乗りまして、西の世界に入って、地下を12時間か

に、
「ガチョウに変身すること」
。こういう呪文もあり

ますと、
それほど違和感を持たないのですけれども、

を食べて生きる

けて通りまして、そして12時間目に東の地平線に出

ます。ちょっと頭を抱えてくるのですが、ガチョウ。

人間が神になると言っているわけです。これは憑依、

――大いなる者というのは、沼地の底に住んでい

てきて復活する、そういうモチーフです。太陽神が

ガチョウといいますと、エジプトでは供物ですから、

憑霊、とりつきという言葉がありまして、人間の中に

る魚のことを指します。それを食べて生きている―

おります。いろんな神々が船を引っ張っております。

ガチョウに変身したのはいいのだけど、捕まって首

神が入ってくるというような発想が日本でも、あるい

―

亡くなった王は、これにあやかって太陽神の船に

を切られて、肉になって食べられてしまうのではな

はよその国でも、あちこちにあるだろうと思うのです

そして、彼の知っていることで彼を力を得ていた

乗って、太陽神と同じように毎日西へ沈んで、毎日

いか、そういう気もしまして、ちょっと怪しいなと思い

が、人間が神になると言っているのです。それもトト

ものによって生きる

死ぬのですが、毎日東で復活する。そういう復活の

始めるわけです。あるいは、そのほかに「ヘリオポ

神とかホルス神とか、第1級の神になるというのはた

わたしは水中にいる大いなる者たちを食べて

仕方をしようという意味で描かれているわけです。

リスの案内係に変身すること」
というのもあります。

いへん不思議でして、人間が神になるという発想は、

生きる

ヘリオポリスは太陽神ラーの町ですから、太陽神ラ

それほど多くの国にはないのだろうという気がしま

川の中にいる大いなる生きものたちはわたしを

シリス神の墓です。両わきに鳥がしがみついてお

ーの案内係、何か一つの役職でしょう。これに変

す。男性が女性の神になる、マート女神になるとい

恐れる

りますが、これはオシリスの妹、イシスとネフィティス

身する。これはわからないでもない。あるいは、
「ラ

うことも違和感なく述べられています。

わたしを守れ

です。オシリスの墓がここにあって、そこで死んでい

わたしに気遣え、水の中にいるケドゥの魚たちよ

るわけです。そして、ここに復活のシンボルである昆

う感じがしますけれども、
「人が望むすべての神、

わたしを敬え、川の中にいるケドゥの魚たちよ

虫がおりまして、太陽神の船を引っ張っているわけ

わからないのは、
「下エジプトの大麦に変身する

あらゆる神に変身すること」
、そういうふうにも言わ

わたしは飛び跳ねる者であり、水の主であり、わ

です。これが一番大事な場面ですね。太陽神ラー

こと」
、あるいは「空気に変身すること」
。これはみ

れております。このへんの節操のなさというのがエ

たしはソベク神、

が死者の神の塚に入り込んで、死者の神オシリス

なさん、どうでしょう。みなさん、変身したいと思わ

ジプトの大きな特色です。体系性がないとか、そう

うねった水路の主である

を復活させるという場面です。これは、王だけが使

れるでしょうか。これはわからないですね。下エジ

いうことをよく言われるわけです。

ー・アトム神の書記に変身すること」
、こういうのもあ
ります。まあ、いいでしょう。

プトの大麦に特殊な意味があるのかもしれません。

さらに、このへんがエジプトもここまで来たかとい

ここにちょっとしたものがあるのですが、これはオ

うことができた最高の神学です。

エジプトの神というのは、既に見てきましたよう

ここで何を言っているのかといいますと、先ほど

ちなみに、これは復活の場面ですので、この下

空気にそんな特殊な意味があるのでしょうか。私は

に、姿とか形態というのにはあまりこだわりません

言いましたように、沼地の底には宇宙の始まり、混

にあるのは第 5 時ですから、下界の一番底に近い

勉強しておりますけれども、まだまだ勉強不足でし

でした。さらに、その神格があいまいです。王だけ

沌がいまだに残っている、あるいは、そのエネルギ

ところなのですけれども、ここの穴に落ち込んでし

て、わからないことだらけです。これも謎です。少し

ではなくて、普通の人間との境目も、たやすく乗り

ーがいまだに残っている。ですから、沼地の底に

まうと、そのまま際限なく底へ落ち込んでしまって、

ずつ勉強していきまして、また機会がありましたら、

越えられていくわけです。その程度があまりにも甚

住んでいる、ここで言うケドゥの魚たちというのは、

永久に復活できない。この部分では、それを防い

実はこんな素晴らしい意味があるというお話ができ

だしいという気がいたします。普通の人間が神に

そういうエネルギーをいまだに持っているわけです

でいるわけです。ですから、復活と永遠の破滅と

ればいいのですけれども、いまのところ首をかしげ

なると言っているのです。

ね。それをソベク神が食べることによって、エネル

いうのは紙一重であるわけです。

ているわけです。
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こういう変身の呪文の具体的な例を一つだけ

ギーあるいは知恵を奪い取るというわけです。

ここはたいへん暗いですから、これは炎ですね。
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そして、最後12時間目に飛んでしまいますが、太

いうふうに、神々をいともたやすく結びつけていく

くて権力を1カ所に集中しなければ乗り切れない

入って来られないようにしているわけです。こういう

陽神ラーがやってきて、これは復活のシンボルです

わけです。姿にはこだわりません。あるいは、神々

ものであったわけです。ワイマールの議員たちは、

ものが出てくるのですが、ここで面白いのは、ここ

が、東の地平線で復活しようという場面ということ

も結びつけることに違和感がありません。ラーを軸

権限を持っておりますから神々なのですが、彼らは

に出てくる神々です。

になります。

にして神々、多神教というのは崩れてしまうのでは

役に立たない、無力であるわけです。その代わり

ないかと思うわけです。

に総統が権力を掌握しないと乗り切れなかったわ

頭に炎をつけています。そして、扉がついており、

これは、先ほど言いましたように、神をあらわすシ

『アム・ドゥアト』では、壁画や彫像に見られない

ンボルです。ここにあるのは、上エジプト王の冠と下

独特な姿や名前の神が多く現れます。王だけに許

あるいは、さらにプタハ、ソカル、オシリスという

エジプト王の冠をかぶっていますから、おそらく亡く

されていた文書として、当時最高の思想が表現さ

神々を結びつける、こういう場合もあります。面白い

なった王たちだろうと思いますが、先ほど言いました

れていたはずです。実際にこの文書では、知識あ

ことに、この神を呼ぶ場合に「彼らが」
と呼ぶ場合

彼の考え方では、一神教というのは多神教と対

ように、エジプト人は神の本来の意味、姿は大事で

るいは秘密という言葉がたいへん強調されていま

と
「彼が」
と呼ぶ場合があります。プタハ、ソカル、オ

立いたしません。一神教というのは、多神教にお

はなくて、そこにいるという意識をずっと失わなかっ

して、例えばセシェムという言葉があるのですが、こ

シリスが一柱の神として合体しているのですね。そ

ける危機の度合いを示す尺度ということになりま

たという言い方をしましたが、新王国時代にも同じよ

れは日本語で言うと、依り代のようなものでしょう。

の神を指す場合に、エジプト人は「彼らが」
と言う

す。多神教のなかで危機が起これば、それは一神

うに、まだ意識され続けているわけです。

神は真の姿はわからないのであって、何らかの像、

場合と
「彼が」
と表現する場合とがあるわけです。

教の様相を持ってくるわけです。素朴な意味で言

絵にとりつくのだと、そういう表現がこの『アム・ドゥ

このへんも、エジプト人がいったいどういうふうに

うと、われわれの人生のなかで失敗があれば、な

アト』の書のなかでも何回も使われています。

考えていたのか。単数形で考えていたのか、複数

ぜなのか、どこに原因があるのか、どうすればいい

形で考えていたのかわからないわけです。

のかということを考えるわけですね。そういうことを

ついでですから、もう少しこの下界の様子を見
ておきましょう。すべてを見るわけにはいきません
ので、第6時のほうを見ておきましょう。
先ほどの第5時で太陽神ラーがオシリスと合体し

エジプト人は神々に特定の姿を与えません。仮
の表現しかしません。それさえ嫌がって、神の文字、

以上、エジプトの神々、宗教、世界観の節操が

ました。それによって、下界に生命が復活してきま

あるいは支配者の文字で表現しようとします。ここ

ないとも言える柔軟さを見てきました。これからは、

した。これがそうです。ここに死者がいるのですが、

では、太陽神はアメン・ラーと呼ばれていますけれ

エジプトでも一貫性のある説明を求めてくるように

頭に復活のシンボルである昆虫ケプリがいますか

ども、羊の頭に太陽を乗せています。ここですね。

なります。

ら、これは、いま復活しつつあるということです。太

本当に姿にはこだわらないところがあります。

けです。乗り切れたのかどうか知りませんけれども、
発想としてはそういうところに来るわけです。

アスマン先生はおっしゃっておられまして、たいへ
ん面白い発想だろうと思います。
エジプトでは、新王国第18王朝の時期に帝国主
義、あるいは拡張主義というのが進められまして、

ドイツにアスマンという先生がおられまして、たい

エジプトの領土がどんどん増えていきました。しか

へん業績多い先生です。私はとても追いつかない

し、この第18王朝の終わりごろには帝国の拡張は

神々の混交の話、シンクレティズムの問題になりま

のですけれども、大きな影響を受けました。そのア

止まります。そして、そこで矛盾が噴き出てくるわけ

いすに座っているように見えるのですが、いすは描

す。エジプトでは、よく神々を結びつけます。既に

スマンという先生は、おおよそですが、簡単に言え

です。つまり、社会に危機が起こってくるわけです

かれていません。この人たちは、いま復活して、身

見ましたように、アメン・ラー、
ミン・ラー、ソベク・ラー、

ばこういうことを言っております。社会に危機が起こ

ね。その危機に対応して一神を求める神学が一気

体を伸ばしつつあるわけです。第5時で太陽神ラー

こういった神々をいろいろ組み合わせていきます。

りますと、それを乗り切るために事態を説明して責

におもてに噴き出てくるわけです。それが、世界で

がオシリスと合体して、下界に生命が戻ってきまし

これも、少し考えると変なのですね。うがって考

任を負う者、つまり多神教ではなく、一なる神を求

初めてと言われるアマルナの一神教であろうかと

た。この人たちは死んでいたのですが、いま復活

えれば、ラーを軸にして、ラーとアメンがひっついて

めて一貫性のある神学をつくり出していこうとする。

思います。

しつつある。そういうことをあらわしているわけです。

いる。あるいは、ラーとミンがひっついている。ある

陽神ラーが船に乗って進んできています。
そして、ここにいる人たち、わかりますでしょうか。

さらに、もう一つ話をしておきたいと思います。

少し話が飛びまして違和感を持たれるかもしれ

ただし、このアマルナというのはイクナトン王とい

いは、ラーとソベクがひっついているとするならば、

ませんが、実はドイツのナチス台頭前後のことをア

うのが始めているのですが、彼はたいへん個性の

ですが、支配者という意味です。ここも、やはり姿

このラーを軸にして、ソベク、ミン、アメンというのが

スマンという先生は念頭に置いています。
あるいは、

強い王でして、権力を1カ所に集中するというだけ

を描かない。文字によって、これも王、あるいは神

みんなひっついてしまっているのですね。となると、

念頭に置いている業績をお使いなのです。

ではなくて、彼の個性を発揮し、変わった神をつく

だと思うのですけれども、それを表現しております。

はたして多神教なのだろうか、一神教なのではな

エジプト人は形態、姿にはこだわらない。そういう

いのかという発想も出てくるわけです。

そして、さらにここですが、これも象形文字なの
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ワイマール共和国というのはみなさんご存じだろ

り出します。アテンという神のみを認めて、他の

うと思います。古代史の話が近代史になってしまう

神々を弾圧する極めて強権的な政策をおこないま

性格がここにもよく出ているかと思います。ちなみ

そして、このような混交は性差も乗り越えてしま

のですが、極めて民主的な国家であったというの

した。そのとき、社会の矛盾が問題なのですから、

に、下にちょっと出ていますが、これはナイフです

います。オシリスは男の神ですが、ネイトは女性の

はご存じだろうと思います。しかし、この民主的な

抵抗勢力であるアメン神官団をやっつければいい

ね。敵が攻めてきたときの防衛のためのナイフを出

神です。ミンは男性ですが、ムートは女性の神。ホ

国家というのは、世界恐慌が起こったときに対応で

わけで、やっつけるために別の神を引っ張ってくれ

しています。

ルスは男性ですが、ソティスは女性の神です。こう

きませんでした。そのときの危機は、民主的ではな

ばいいわけですが、彼は極めて個性的にも、どの
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こういう形のものが、
「アマルナ」の反動として出

実はこういう姿が大事なのではなくて、まさに超越

神です。そして、そこから光を放射して、植物、家畜、

てきています。そして、一なるものを求めていく発想

した神を表現するために、いろんな姿を合わせて

このアテンというのは、太陽そのものです。普通

人間を養うというものです。東から登り、西へ沈ん

というのは、アスマン先生の言葉で言うと、汎神論

いるわけです。一なる超越した神を表現する方法

の神ではありません。普通の神を出してくればいい

でいく、そして生命を養う。これを「自然哲学」
とい

的超越神学といったものにまとまっていきます。

として、こういった表現がなされてくるようになって

のに、自然物を出してきたのは彼の個性です。これ

う言い方をしております。

神でもいいにもかかわらずアテンという神をひっぱ

こにいるのが、口をきかない自然物としてのアテン

り出してきました。

は「自然哲学」
と呼ばれています。アテン神は口を

権力を1カ所に集中させたいという動きに乗って

ききません。太陽として光で万物を養う。したがっ

いるのですけれども、こういう変わった神を出した

て、人間の悩みには無関心である、そういう神をひ

のは彼の個性でして、彼が死ぬと同時に、この改

っぱり出してきたわけです。

革は消えていくことになります。この「アマルナ」宗

その雰囲気をつかんでいただくために、少し読
ませていただきます。

教というのは彼が死んだあと、すぐに消えていくわ

汝、生けるアテン、生命を始める者よ

アメン、ラー、プタハである。彼らに比すべき者は
いない。
アメンとしてその名前を隠す者（単数形）
は、その
姿によってラーであり、その肉体はプタハである。

は受け継がれていくわけです。
「アマルナ」宗教の失敗のあと、エジプト学者が

時間が迫ってきていますので、そろそろ終わりの
ほうへ入りたいと思います。
末期時代、新王国から個人的な信仰心というの
が出てきた時代から最後のほうになってきますと、
エジプト的な一神教のようなものが出てきます。そ
れをいくつか紹介したいと思います。

ここでは、たしかに神々を認めているのですけ

『アメン・エム・オペトの教え』
、これはかなり有名

れども、認めたうえで、実はそのうしろに隠れている

なものです。われわれが最初に見てきたような、い

神がいるのだということを述べています。

ろんな姿をしている神、儀式をしている神、そうい

「個人の信仰心」
と言う時代がやってきます。先ほ

はじめに、3とはすべての神々のことであると言

夜明け、汝が地平線に上るとき、

どのように口をきかない、人間の悩みに関心のな

っています。エジプト語、いまのアラビア語もそうで

昼、汝がアテンとして輝くとき

い神ではなくて、個人の悩みに答えてくれる神とい

すが、数というのは 1 があって、2 がある。目とか耳

明日を恐れて過ごすな

汝、暗闇を追い払い、その光を与える

うのが前面に出てきます。

とか足とか、そんなものですが、1 があって、2 があ

夜明けには明日はいかなるものに似るか

って、複数形は3です。ですから、3というのは複数

明日がいかなるものかは人々はわからず

・・・・・

――光を放射するということです――

370

三とは、すべての神々のことである。

けですが、
しかし、一度社会に危機が起こっている、
誰かが責任を負わなければならない、そういう発想

汝、アテン神は天の地平線にうるわしく現れる

きます。

ったものとは違う神がここに出てきております。

・・・・・

汝はアメン神、沈黙する者の主

という意味ですが、3とはすべての神々のことです。

神は常に成功したまえり

女のうちに種子をつくり出す者

不幸な者の叫び声にやってくる者である

そして、アメン、ラー、プタハである。彼らに比すべき

人は常に失敗する

汝、男のうちに精液をつくり、その胎内に子を養い

わたしが困難にあるときに汝に呼びかけるならば

者はいない、と言っています。

――わからないでもありません――

その嘆きを鎮むるものをもて彼を慰むる者

汝はやってきて、わたしを救ってくれる

――太陽の光を放射して、そして、それによってわ

汝は弱き者に意気を与える

隠れているという意味があるのですが、アメンとして

我、悪しきことなしと言ってはならぬ

れわれを生かせるわけです――

汝はとらわれし者を救う

その名を隠す者、つまり単数形の者が呼ばれてい

争いを求めてはならぬ

・・・・・

わたしのもとにやってきてください

ます。そして彼は、自然界での姿においてはラーで

悪しきことも神に属するものにして

汝のつくりしこと何と多いことか

おお、ラー・ホルアクティ神よ

あり、そして肉体、これは神殿における肉体という意

神の指もて封印される

それら、人の目より隠されてあり、

汝がわたしの面倒を見るために汝はことをおこ

味ですが、プタハと呼ばれています。アメンという一

おお、他に比類するものなき唯一の神よ

なうものであり

なる隠れた者は、宇宙ではラーとして現れ、神殿で

このへんはどういうふうに解釈していいのかわか

汝、思いのままに世界を創造せり

汝以外に行動する者はいない

はプタハとして現れ、そして彼（ら）
はすべての神々を

りませんけれども、人間は無力である。人間にとっ

汝、ただ一人となりしときに

多くの罪のゆえにわたしを罰しないでください

包含していると言っているのです。つまり、一なる者

ていいこと、悪いことという判断は人間がしている

人、家畜、野獣ことごとく

わたしが自身でことをわかっておらず

を求めていくのだけれども、多なる者も認める、そう

判断であって、神の目から見たら、人間の理性とい

地にありて足もて歩むものすべて

感覚のない男だからです

いった形でエジプトの宗教は進んでいくわけです。

うのは無力なのであって、神の目から見たら、悪い

空高くあり、翼もて飛ぶものすべてを

わたしのもとに来てください

さらに末期時代になりますと、こういったベス神

ことでさえ、それも善なのだという発想なのかもし

次が面白いのですが、アメンというのは、もともと

人々の語る言葉と神のなしたまうことは別である

汝、幾百万もの人を守り、幾十万もの人を救う

という神が表現されます。これはちょっと変てこな

れません。もし、そういう発想であるとするならば、

アテン神が世界をつくったと言っています。

者よ

神です。グロテスクな神なのですけれども、
「七つ

これはたいへん高度な発想のような気がいたしま

絵に描かれたものが、こういうものになります。こ

汝、呼びかけてくる者の保護者よ

の頭を持つベス神」
という言い方をするのですが、

す。おわかりいただけるでしょうか。人間の目から見
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て悪いこと、いいことという判断はするなと。人間

目の前にいろんな神の彫像があるかもしれない

は被造物、つくられたものであって、神の目から見

けれども、そういうものが神ではありません。水とか

たらすべて善なのだと、そういう発想であるのかも

風とか、その背後に隠れた神がいて、その神がそ

しれません。

れらを操作している。護符とか呪文も、その背後に
隠れた神がいて操作している。隠された技がある

神の御手に成功はなし

のだ、ということですね。

されど神の前に失敗もなし
人、成功を求めて神に向くが

神は光を闇とともに発生させ

瞬時に成功も失われる

そのなかにすべての被造物がある
――やはり、万物をつくったのは一なる神なの

これも同じです。神の御手に成功はなしという

ですね――

ことはありえません。神は成功するものなのです。

彼は大地を発生させ

しかし、先ほど言いましたように、もし人間の理性

幾百万のものを生み出し、飲み込み

が無力であって、人間の目から見て善であるとか悪

そして生み出す

とかいうようなことを考えれば、世の中には悪事が
いっぱいあるわけですね。不正があり、殺人が起
こり、戦争がある。ということは、神の手に成功は
ないのです。しかし、そういう事柄は、人間の理性

一なる神としてすべてのものを生み出していると
いうことになります。

シンポジウム
ワークショップ

このパピルスが書かれたのは紀元後1世紀です。

から見たら悪であろうが、神から見れば善なのだと

そういう意味では、面白い時代だと思います。キリ

いう発想なのかもしれません。もしそうであるとする

スト教との関係であるとか、たいへん似ているとこ

ならば、これはたいへん高度な神学であろうと思い

ろも多いことで、今後、私自身は少し勉強してみた

ます。ただ、このあたりについて、私はもっと勉強を

いと思っております。

していきたいと思っております。

4

いままで見てきましたが、エジプトのあいまいな

それから、最後の資料でございますが、
『インシ

神という観念は、社会の危機のなかで比較的容易

ンガー・パピルス』
というのがあります。紀元後1世紀

に一神教の道具になりえるのではないかと思って

ごろのものです。エジプトにはなかなか体系的な神

おります。

学というのがないのですけれども、おもしろいタイト

今日はエジプトの神々の柔軟な性格、形態、姿

ルがついています。
「神の偉大さを知り、それをあな

へのこだわりのなさを見てきました。この考えは、エ

たの心に置くための道」
と書いてあります。

ジプトの歴史の初めから最後まで維持されたように
思います。しかし、社会に危機が起こると、多神教

なぜ太陽と月は天を行くのか

と矛盾しないかたちで、万物の根源として一なる者

水、火、風はどこから来て、どこへ行くのか、

を考えるようになりました。ひょっとしたら、みなさまが

護符や呪文は誰のおかげで薬となるのか

思い浮かべておられたエジプトの神々と違ったかも

神の隠されたわざ

しれませんが、また、私自身が勉強不足からおかし

彼はそれを日々、地上でそれを知らしめる

なことを言っているのかもしれませんが、エジプトの
宗教の一つの見方としてお示ししたつもりです。
ご清聴ありがとうございました。
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公開テーマセッション

第2回中東学会世界大会参加報告

公開テーマセッション
日
会
共

第2回中東学会世界大会 参加報告

時／２００６年６月４日（土） 9:30-17:00
場／同志社大学 今出川キャンパス 至誠館22番教室
催／「宗教と社会」学会、一神教学際研究センター

プログラム
テーマ
セッション1

9:30〜12:00

「日本における現在の学術研究の中での中東研究」
開催期間：
２００６年６月１１日ー１６日

司

「一神教としてのユダヤ教・キリスト教・イスラーム
―『原理主義』から見た相互認識―」
司

会：森

孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）

発

表：手島 勲矢（同志社大学大学院神学研究科教授）

「ユダヤ学の立場から：
『近代』に対峙する『歴史学』」
小原 克博（同志社大学大学院神学研究科教授）

「キリスト教の立場から」
中田

考（同志社大学大学院神学研究科教授）

「一神教としてのユダヤ教・キリスト教・イスラーム
―『原理主義』から見た相互認識―」

開催場所：アンマン（ヨルダン）

会：サミール・ヌーハ（同志社大学教授）

パネリスト：サミール・ヌーハ（同志社大学教授）

「日本におけるアラブのイスラーム文化：同志社大学を例として」
菅瀬晶子（総合研究大学院大学上級研究員）

「日本のキリスト教」
中村明日香（COE研究指導員）

「日本におけるイラン研究」
ダニシマズ・イディリス（京都大学大学院博士後期課程）

「日本におけるスーフィズム研究の現状」
コメンテーター：
酒井啓子（東京外国語大学教授）
Mazen Al Mutabbaqani（キング・サウド大学教授）

コメント：芦名 定道（京都大学大学院文学研究科助教授）

テーマ
セッション2

13:30〜17:00

「『原理主義』の実相 ―中東・アメリカ・EU―」
司

会：小原 克博（同志社大学大学院神学研究科教授）

発

表：臼杵

陽（日本女子大学文学部教授）

「中東における『原理主義』の実相
―イスラームとユダヤ教における問題性をめぐって―」
森

孝一（同志社大学大学院神学研究科教授）

「アメリカの『キリスト教原理主義』―その歴史と実相―」
内藤 正典（一橋大学大学院社会学研究科教授）

「EUにおける『原理主義』の実相」
コメント：田原

牧（東京新聞特報部記者）

手島 勲矢（同志社大学大学院神学研究科教授）

日本を出発する前に参加者で2回打合せを行い、大会規定に則り、各人の発表タイトルと発表時間について
話し合った。アンマン到着後も、パネルを成功させるよう対策を練り、再度練習をした。
二つ目の発表は、様々な理由から日本のキリスト教についての発表のみとなったが、素晴らしい発表であり、
多くの研究者の注目を集めた。私はこの研究が当初予定の「日本のキリスト教：中東のキリスト教との比較の
視点から」として完成することを望んでいる。
「日本におけるイラン研究」は優れた発表であった。将来の可能性に関する言及は、多くのイラン研究者に
様々な考え方を提示した。
４番目の「日本におけるスーフィズム研究」では、発表者は将来イスラームのスーフィズムと日本の禅の比較
研究について論文を書くことを約束した。将来的にこの研究者が研究を続けるよう、一神教学際研究センタ
ー（CISMOR）は依頼する可能性がある。
コメンテーターは、酒井啓子教授（東京外国語大学）とMazen Al Mutabbaqani教授（キング・サウド大
学）に依頼した。聴衆からの質問のいくつかは、佐藤次高教授（東京大学）と三浦徹教授（お茶の水大学）に答
えていただいた。
アルファイ
また、
日本人研究者等の他のパネルにも参加する機会があり、CISMORと神学部のパンフレット、
サル誌（アラビア語の雑誌）に掲載されたCISMORと神学部に関する記事のコピーを配布することができた。
この大会に参加していた日本人研究者でさえも、神学部でのアラビア語のイスラーム研究やCISMORの活
動についてほとんど知らないことは明白だったので、今後への提言として、
日本の大学や研究所と連絡を取り
合い、個人レベルではなく、公的なレベルで、情報交換することを希望する。
(同志社大学大学院神学研究科教授 サミール・ヌーハ）
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トルーマン研究所との共催シンポジウム

CISMOR国際ワークショップ2006

一神教学際研究センター
トルーマン平和研究所

共催シンポジウム

「パレスチナとイスラエルの対話
日
会

―この一年を回顧する―」

時／２００６年６月２４日（土） 9:30-17:30
場／同志社大学 今出川キャンパス 寒梅館ハーディーホール
新島会館 本館2階大ホール

9:30〜12:00

「ヨーロッパ」という自己理解と一神教
日
会

時／２００６年１１月４日（土）
・５日（日）
場／同志社大学 今出川キャンパス 明徳館1番教室
新島会館

プログラム

プログラム
公開
シンポジウム

CISMOR国際ワークショップ 2006

「パレスチナとイスラエルの対話
会
司

―この一年を回顧する―」

場：同志社大学今出川キャンパス 寒梅館ハーディーホール
会：小原 克博（同志社大学）

9:30〜9:35
9:35〜11:15

挨拶：小原 克博
講

11月4日（土）
第1セッション

「『ヨーロッパ』という自己理解と一神教」

（公開シンポジウム）

会
司

場：同志社大学今出川キャンパス 明徳館1番教室
会：森 孝一（同志社大学 一神教学際研究センター長）

10:00〜12:00

講

演：ターリク・ラマダーン（ヨーロッパ・ムスリム・ネットワーク（ブリュッセル））

演（各25分）

リズベット・クリストファーセン（コペンハーゲン大学）

1. サイード・ザイダーニー（アル・クドス大学）

アブラハム・ソーテンドルプ（進歩的ユダヤ教世界連合）

2. エヤル・ベン‐アリ（ヘブライ大学）

ハミット・ボザルスラン（イスラーム・イスラーム社会研究所（フランス））

3. ワリード・サーレム（パノラマセンター・エルサレムオフィス）

ディスカッション

4. マリオ・シュナイダー（ヘブライ大学）

11:15〜11:35 コメント：岡

真理（京都大学）

田原

牧（東京新聞）

11:35〜12:00 ディスカッション

第2セッション
（非公開）

14:30〜17:30
研究者による
セッション
（非公開）

14:30〜17:30

会
司

2. エヤル・ベン‐アリ（ヘブライ大学）

“Israel, Security and the Prospects for Solutions: A Look Back to and From
the Disengagement from Gaza”

場：新島会館
会：中田 考（同志社大学）

発 表 者：ターリク・ラマダーン（ヨーロッパ・ムスリム・ネットワーク（ブリュッセル））

ディスカッション

18:00-20:00 レセプション 会場：新島会館

14:30〜14:35 挨拶：アダ・タガー・コヘン
14:35〜15:55 発表（各20分）
1. サイード・ザイダーニー（アル・クドス大学）

会
司

コメンテーター：内藤 正典（一橋大学）

場：新島会館 本館2階大ホール
会：アダ・タガー・コヘン（同志社大学）

“The Singularity of the Palestine-Israel Conflict and the Need for Creative
Solutions”

「ムスリムにとってのヨーロッパ」

11月5日（日）
第3セッション
（非公開）

9:30〜12:30

3. ワリード・サーレム（パノラマセンター・エルサレムオフィス）

「ヨーロッパにとっての反ユダヤ主義」
会
司

場：新島会館
会：手島 勲矢（同志社大学）

発表者：アブラハム・ソーテンドルプ（進歩的ユダヤ教世界連合）
コメンテーター：菅野 賢治（東京都立大学）

“A Suggested Strategy towards Palestinian Statehood in the New Context”
4. マリオ・シュナイダー（ヘブライ大学）

“Why is Peace between Israelis and Palestinians Elusive: Remarks from
the Israeli Side”

15:55〜16:15 コメント：臼杵 陽（日本女子大学）
16:15〜16:25 休憩
16:25〜17:30 ディスカッション

第4セッション
（非公開）

14:30〜17:30

「ヨーロッパはなおキリスト教世界なのか？」
会
司

場：新島会館
会：小原 克博（同志社大学）

発 表 者：リズベット・クリストファーセン（コペンハーゲン大学）
ハミット・ボザルスラン（イスラーム・イスラーム社会研究所（フランス）
コメンテーター：中田

考（同志社大学）

ディスカッション
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第2回CISMORユダヤ学会議

学術交流協定機関との共催シンポジウム

第2回CISMORユダヤ学会議
「ユダヤ学の多様性：取り巻く異文脈との対話」
“Various Aspects in Jewish Studies: Surrounding Cultures and Dialogues”
日 時／２００６年１２月９日（土） 10:00-18:15

会 場／新島会館

※発表・ディスカッションの内容は、第2回CISMORユダヤ学会議報告書（2007年3月発行）に掲載。

プログラム
セッション
A

10:00〜12:15

学術交流協定機関との共催シンポジウム
「『新中東』の光の下のスンナ派・シーア派関係の未来」
日時／２００６年１２月２６日（火） 10:00-18:15
会場／シャイフ・アフマド・クフタロー財団（ダマスカス・シリア）
共催／シャイフ・アフマド・クフタロー財団、一神教学際研究センター

2006年12月26日クフタロー財団でとの共催で行われた国際シンポジウム「『新中東』の光の下のスン

「古代オリエントと聖書」
司会：越後屋

ナ派・シーア派関係の未来」は、
クフタロー財団総裁Dr.サラー・フッディーン・クフタロー、一神教学際研究セ

朗（同志社大学大学院神学研究科）

10:00〜10:05 オープニング：手島 勲矢（同志社大学大学院神学研究科）
10:05〜10:35 山田 重郎（筑波大学人文社会学科研究科）
「列王記とメソポタミアの歴史文書」
10:35〜11:05 石川 立（同志社大学大学院神学研究科）
「イスラエルによる周辺思想の受容 ―詩編の場合―」
〜
11:05 11:25 コメント：アダ・タガー・コヘン（同志社大学大学院神学研究科）
池田

ンター幹事中田考の他、
スンナ派代表としてアフマド・ラージフ師（シリア）、
アブドンナースィル・ジブリー師（レ
バノン）、
シーア派からアリー・ハーズィン師（レバノン）、
アブドラー・ニザーム師（シリア）が参加した。
このシンポジウムはシリアの日刊紙『ティシュリーン』紙にも写真入りで掲載されただけでなく、
クウェイトの
『アル＝ラアイ』紙にも取材され、
また2時間にわたってその全セッションが衛星放送「ジャジーラ」でもアラブ
各国で放映されるなど、
シリアのみならずアラブ世界で大きな反響があった。
（同志社大学大学院神学研究科教授

中田

考）

裕（筑波大学名誉教授・中近東文化センター）

11:25〜12:15 ディスカッション
12:15〜13:30 昼食
セッション
B

13:30〜15:30

「中世におけるイスラームと聖書」
司会：市川

裕（東京大学大学院人文社会系研究科）

13:30〜14:00 中田 考（同志社大学大学院神学研究科）
「イスラームにおける神の言葉としての聖典の意味」
14:00〜14:30 鎌田 繁（東京大学東洋文化研究所）
「イブン・ハズムとユダヤ教」
14:30〜14:50 コメント：中村 信博（同志社女子大学学芸学部）
勝村 弘也（神戸松蔭女子学院大学文学部）

14:50〜15:30

ディスカッション

15:30〜15:45 休憩
セッション
C

15:45〜18:15

「ユダヤ民族と近代法」
司会：臼杵

陽（日本女子大学文学部）

15:45〜16:15 石崎 嘉彦（摂南大学外国語学部）
「権利と法について ―シュトラウス政治哲学の視点から―」
16:15〜16:45 長尾 龍一（日本大学法学部・東京大学名誉教授）
「戦前期独墺公法学におけるユダヤ人 ―日本公法学との関係で―」
16:45〜17:05 コメント：大塚 和夫（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所）
柴田 寿子（東京大学大学院総合文化研究科）

17:05〜18:10 ディスカッション（山本 雅昭、菅野 賢治、高木 久夫、後藤 正英 各コメント5分）
18:10〜18:15 閉会の言葉：森 孝一（同志社大学大学院神学研究科）
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２００６年度

語学インテンシブ・コース

マレーシア夏期研修プログラム
９月４日-９月２６日
2006年9月に一神教学際研究センター（CISMOR）が行ったマレーシア研修は、同志社
大学博士後期課程学生の調査・研究向上を目的としており、具体的にはマレーシアにおける
実地調査および現地研究機関での発表を通して、調査・研究の向上が図られた。

CISMORでは、文明間対話の担い手となるスペシャリストの養成を目的とする教育プロセ
スの一環として、語学インテンシブ・コースを設けている。
英語に関しては、国際学会や国際ワークショップなどで通用するレベルの実力を養成するこ

実地調査は、
クアラ・ルンプールを拠点にシンガポールおよび半島北部トレンガヌ、
クランタ

とを目的としている。また、アラビア語とヘブライ語についてもインテンシブ・コースは、両言

ン、
ケダ、ペナンなどにおいて行われた。調査はマレーシアにおけるイスラームと国家の関係、

語の徹底学習が目的である。2006年度に実施したインテンシブ・コースは以下の通りである。

国家におけるウラマー（イスラーム法学者）の役割、などであり、
イスラーム発展庁、各州イス
ラーム宗教局などの行政関係者、マレーシア・イスラーム党指導者たちからの聞き取り調査
および行政、
政党等の機関における資料収集が主な内容であった。他に、
国際イスラーム大学、

1．英語インテンシブ・コース
受講人数：5人
開講期間：毎週火曜日の5講時
春学期／２００６年４月１８日〜２００６年７月１１日
秋学期／２００６年１０月３日〜２００７年１月１６日
場
所：同志社大学今出川キャンパス 神学館2階 大学院演習室2
講
師：トニー・シックラ（ベルリッツ）

マレーシア国民大学、マレーシア科学大学、在シンガポール日本大使館などの現地研究者お
よびフィールド・ワーク中の日本人研究者らとのレクチャーおよび情報交換があった。また、宗
教学校やイスラーム金融実務担当者への訪問も行われた。およそ3週間という短い期間と過
密なスケジュールではあったが、得られた資料は、今後の研究に極めて有用なものであった
といえる。
これら調査・研究の成果は、マレーシア国際イスラーム大学の国際イスラーム思想・文明研
究所（ISTAC）の研究会「ISTACフォーラム」において『マレーシアにおけるイスラームと国
家（Islam and State in Malaysia）』と題されて英語で発表された。国際イスラーム思

2．アラビア語インテンシブ・コース
●

想・文明研究所は、東南アジアにおけるイスラーム思想研究の主要研究機関である。発表に
ついて、研究所の教授陣および学生、在マレーシア日本人研究者らと極めて活発な議論を行
うことができた。それに、今後の研究のために非常に有用なアドバイスを得ることができた。
総体的に今年度のマレーシア研修はかぎられた期間に調査と発表を同時進行することに
よって、目に見える研究の向上を達成する、
という目標を持つものであったが、東アジアおよ
び太平洋地域イスラーム宣教評議会（RISEAP）をはじめとするマレーシア現地の政府、教育、
政党等の諸機関の協力により、着実な成果をあげることができたと思う。
（CISMOR奨励研究員・同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 塩崎悠輝）

主な訪問先：
マレーシア・イスラーム党、マレーシア・イスラーム理解研究所、マレーシア国際イスラー
ム大学、
トレンガヌ州イスラーム宗教局、州立宗教学校マクタブ・マフムード、ケダー州イ
スラーム宗教評議会、マレーシア・仏教・キリスト教・ヒンドゥー教、
シーク教協議評議会
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●

前期
受講人数：14人
日
時：２００６年７月８日、
１５日
場
所：同志社大学今出川キャンパス 寧静館 N404教室
講
師：ハーネム・アハマド・アブドルファッターハ（大阪外国語大学大学院博士課程終了）
後期
受講人数：3人
日
時：２００７年３月１２日、
１９日
場
所：同志社大学今出川キャンパス 扶桑館１階 CISMOR会議室
講
師：ラフィーフ・アズオビー（大阪大学大学院修士課程）

3．ヘブライ語インテンシブ・コース
受講人数：13人
日
時：２００７年２月２ー３日、
８ー９日、
１３ー１４日
場
所：同志社大学今出川キャンパス 扶桑館2階 マルチメディアルーム1
講
師：ドロン・コヘン（同志社大学神学研究科博士後期課程）
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新聞記事

（2006年度の主要なもの）
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385

新聞記事

新聞記事

中外新聞（２００６年3月２４日 ）
普遍主義か個別主義か
京都新聞（２００６年4月２４日 ）
教育基本法の改正

毎日新聞（２００６年3月5日 ）
一神教研究の意味

386

京都新聞（２００６年6月２０日 ）
「郷土」と愛国心

朝日新聞（２００６年5月３０日 ）
6月4日講演会

387

新聞記事

新聞記事

朝日新聞（２００６年6月２０日 ）
国際社会の『宗教間対話』糸口探る

読売新聞（２００６年8月２４日 ）
急進派と穏健派 実効ある対話を
朝日新聞（２００６年6月３０日 ）
思考停止、多様性無視の危険指摘

朝日新聞（２００６年１０月２４日 ）
一神教から探るヨーロッパの課題

京都新聞（２００６年8月１２日 ）
A級戦犯

毎日新聞（２００６年6月２４日 ）
関係改善に対話重要

388

京都新聞（２００６年8月３０日 ）
安価な平和と高価な平和

389

執筆者一覧

事業推進担当者

２００６年度

執筆者一覧

事業推進担当者一覧
氏 名

所

属

氏 名

所

属

専門分野

同志社大学大学院神学研究科教授

アメリカ宗教史

小原 克博（幹事）

同志社大学大学院神学研究科教授

キリスト教思想

東北大学

石川

立

同志社大学大学院神学研究科教授

新約聖書学

飯島昇蔵 IIJIMA Shozo

早稲田大学

越後屋 朗

同志社大学大学院神学研究科教授

ヘブライ語聖書学

飯塚正人 IIZUKA Masato

東京外国語大学

中田

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム政治思想

石川 卓 ISHIKAWA Taku

東洋英和女学院大学

四戸 潤弥

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム法

勝村弘也 KATSUMURA Hiroya

神戸松蔭女子学院大学

富田 健次

同志社大学大学院神学研究科教授

現代イラン研究

河井徳治 KAWAI Tokuji

大阪産業大学名誉教授

アダ・タガー・コヘン

同志社大学大学院神学研究科助教授

ユダヤ教研究

河野 毅 KONO Takeshi

政策研究大学院大学

サミール・ヌーハ

同志社大学大学院神学研究科教授

比較文化研究

丸井 浩 MARUI Hiroshi

東京大学

手島 勲矢

同志社大学大学院神学研究科教授

聖書学・ユダヤ思想

松永俊男 MATSUNAGA Toshio

桃山学院大学

中山 善樹

同志社大学大学院文学研究科
(哲学および哲学史専攻)教授

西洋古代中世哲学

宮家邦彦 MIYAKE Kunihiko

AOI外交政策研究所
村田 晃嗣（幹事）

同志社大学大学院法学研究科(政治学専攻)教授

国際関係論

三宅威仁 MIYAKE Takehito

同志社大学
山本 雅昭

同志社大学言語文化教育研究センター教授

ユダヤ文学

村田晃嗣 MURATA Koji

同志社大学
細谷 正宏
同志社大学

同志社大学大学院アメリカ研究科
(アメリカ研究専攻)教授

安全保障論

中田 考 NAKATA Ko
マイケル・シーゲル

南山大学

会田弘継 AIDA Hirotsugu

共同通信社

森

安藤礼二 ANDO Reiji

多摩美術大学

後藤敏文 GOTO Toshifumi

SEIGEL Michael

吹田 浩 SUITA Hiroshi

関西大学

山口 昇 YAMAGUCHI Noboru

陸上自衛隊研究本部
※所属・役職は２００７年3月末現在 アルファベット順

孝一（センター長）

考（幹事）

バーバラ・ブラウン・ジクムンド 研究開発推進機構客員フェロー
アメリカ宗教史
（Visiting LCI Institute Scholar, Catholic University of America）
陽

研究開発推進機構客員フェロー
（日本女子大学文学部教授）

パレスチナ／イスラエルを
中心とする中東地域研究

三浦 伸夫

研究開発推進機構客員フェロー
（神戸大学国際文化学部教授）

科学史

田原

牧

研究開発推進機構客員フェロー
（東京新聞特報部記者）

中東地域研究

松永 泰行

研究開発推進機構客員フェロー

臼杵

現代イスラーム政治論

ミシェル・モール

研究開発推進機構客員フェロー
（同志社大学言語文化教育研究センター嘱託講師）

近世近代宗教思想史

オスマン・バカル

イスラーム科学史・
研究開発推進機構客員フェロー
（マレーシア国際イスラーム大学啓示人文学部教授） 宗教間対話
※所属・役職は２００７年3月末現在
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事業推進担当者
研究業績

事業推進担当者
研究業績

事業推進担当者研究業績（2006年4月〜2007年3月）
＊各事業推進担当者の業績のうち、
「一神教の学際的研究」に関するものを掲載。

氏 名
森 孝一

業 績

氏 名
石川 立

（編著）

『EUとイスラームの宗教伝統は共存できるか ―「ムハンマドの風刺画事件」の本質―』
（Can EU

（「日本における一神教共存の試み」、
『ベン・アリ大統領講座

諸文明・諸宗教間対話シンポジウム

りの風景

中田 考

―創世記とマタイ福音書をひらいて―』、キリスト新聞社、2006年11月、37-59頁。

（共著）

「イスラームと原理主義 ―歪められた実像」、小原克博・中田考・手島勲矢『原理主義から世界の動
きが見える ―キリスト教・イスラーム・ユダヤ教の真実と虚像―』
（Looking at the World from the

Fundamentalism: Truth and False of Christianity, Islam and Judaism）、PHP研究所、2006年10月、163216頁。

（論文）

「預言者を待ちながら ―9.11とポストブッシュをめぐって―」
（Waiting for the Prophet: On the 9.11

「幻想の自由と偶像破壊の神話

and the Post-Bush）、
『正論＠アリエス』
（講談社ウェブ雑誌）
（http://moura.jp/scoop-e/seigen/downloads/index.html）、2006年5月25日号、1-48頁。
［依頼原稿］

―イスラーム法学からのアプローチ」、森孝一編著『EUとイスラー

ムの宗教伝統は共存できるか ―「ムハンマドの風刺画』事件の本質―」
（Can EU Co-exist with the

Islamic Religious Traditions: The Essence of the “Muhammad Cartoon”）、明石書店（明石ライブラリー
103）、2007年1月、278-310頁。

「恐怖のなかにあるアメリカに期待すること」
（What I Expect for the United States Which has been in

the Terror）、
『学際』No. 19 (2006年11月30日発行)、6-13頁。
［依頼原稿］

（論文）

「幻想の自由と偶像破壊の神話」、
『現代思想』、2006年6月 vol.34-6、168-187頁

「アメリカの世界政策とその宗教的次元」
（Global Strategy of the United States and It’s Religious Di-

四戸 潤弥

（共著）

「アラビア湾岸諸国

「『宗教国家』アメリカの実相」
（Real Image of the United States as ‘Religious Nation’）
（「フォーラム」

―対話の前提となるイスラームとの共存の承認―」、森孝一編著『EUとイスラ

ームの宗教伝統は共存できるか ―『ムハンマド風刺画』事件の本質―』
（Can EU Co-exist with the

地球学の世紀 112）、
『WEDGE』、vol.19、No.2（February 2007)、58-59頁。
［依頼原稿］

Islamic Religious Traditions: The Essence of the “Muhammad Cartoon”）、明石書店（明石ライブラリー
103）、2007年1月、170-194頁。

（共著）

「ヴァチカン／世界教会協議会

（共著）

「第二章 エデンの園 ―創世記二章四節-三章二四節」、石川立・中村信博・越後屋朗編『聖書の語

ル・マナール大学出版、2006年6月、189-193頁。）
［依頼原稿］

小原 克博

―創世記とマタ

スト新聞社、2006年11月、87-115頁。

「アブラハム宗教の対話―寛容と和平に向けて」、2004年12月8日−9日（於チュニス）』、
チュニス・エ

mension）、
『軍縮地球市民』
（明治大学軍縮平和研究所）、No. 7 (Winter, 2007)、20-25頁。
［依頼原稿］

語りの風景

イ福音書をひらいて―』
（“Bible – Scenery of Narration (opening the book of Genesis and Matthew)” ）、キリ

越後屋 朗

“The Trial of Coexistence of the Religions of Abraham in Japan,” La Chaire Ben Ali Pour Le Dialogue des
Civilizations et des Religions, /Dialogue des Religions d’Abraham pour la Trolérance et la Paix, Actes du
Colloque Organisé a Tunis du 8 au 10 Decembre 2004, Universié de Tunis El Manar, 2006, pp. 189-193.

（共著）

「大洪水」
（“The Great Flood”）、石川立、中村信博、越後屋朗編『聖書

Co-exist with the Islamic Religious Traditions: The Essence of the “Muhammad Cartoon”）、明石書店（明
石ライブラリー 103）、2007年1月、382頁。"
（共著）

業 績

―ムスリムとの対話推進に向けての課題―」
（Vatican and World
（論文）

Council of Churches: Issues in the dialogue with Muslim）、森孝一編著『EUとイスラームの宗教伝統は
共存できるか ―「ムハンマドの風刺画」事件の本質―』
（Can EU Co-exist with the Islamic Religious
Traditions: The Essence of the “Muhammad Cartoon”）、明石書店（明石ライブラリー 103）、2007年1
月、258-264頁。
「第三章 キリスト教と原理主義 ―変遷する原理の過去と未来」
（Ch.3 Christianity and Fundamental-

ism: Past and Future of the Shifting Fundamentals）、小原克博・中田考・手島勲矢『原理主義から世界の動
きが見える ―キリスト教・イスラーム・ユダヤ教の真実と虚像―』
（Looking at the World from the Fun-

紀要論文 2006 H18「クルアーンにおけるイスラームの意味
対話の可能性について―」、2006年、
シャリーア研究

―クルアーンに内在する他宗教との

第三号（拓殖大学海外事情研究所シャリーア

センター）、1-16頁。

富田 健次

（論文）

「イスラーム統治と民主制

―交差と乖離―」､『一神教学際研究』
（Journal of the Interdisciplinary

Study of Monotheistic Religions) vol.3、2007年3月、1-17頁。

damentalism: Truth and False of Christianity, Islam and Judaism）、PHP研究所、2006年10月、17-40頁。
宗教学文献事典､項目執筆「イスラーム統治論・大ジハード論」(出版予定、06年9月30日原稿提出)。
「『宗教と科学』に見る近代化の諸相

―進化論を中心にして―」
（Aspects of Modernism in “Religion

［依頼原稿］

and Science”: Focusing on Evolution Theory）、金城学院大学キリスト教文化研究所編『宗教・科学・い
のち ―新しい対話の道を求めて―』
（Religion, Science, and Life: In Search for a New Dialogue）、新
教出版社、2006年7月、124-147頁。
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事業推進担当者
研究業績

事業推進担当者
研究業績

氏 名
アダ・タガー・コヘン
Ada Taggar-Cohen

業 績

氏 名
臼杵 陽

（単著）

Hittite Priesthood (Texte der Hethiter 26), Winter Verlag, Heidelberg, Feb. 2006.

tine/Israel Conflict)、羽田功編『民族の表象 ―歴史・メディア・国家―』、慶應義塾大学出版会、2006年
11月、275-302頁。

“The NIN.DINGIR in the Hittite Kingdom: A Mesopotamian priestly office in Hatti?,” AoF 33, 2 (2006), pp.
313-327.

“Jewish National Communist Movement in Iraq: A Case of Anti-Zionist League in 1946”, Mediterranean
World, no. XVIII, The Mediterranean Studies Group, Hitotsubashi University, April 2006, pp..211-225.

“Reflections of Hittite and Emar Practices in the Sinaitic Traditions of Moses,” Shenaton (Annual for Bible
and Ancient Near Eastern studies, Magness Press , Hebrew University, Jerusalem), 15 (2006), pp. 99114. [Hebrew]

「『歴史の教訓』の虚しさ ―アメリカがもたらした新世界無秩序―」(Unlearned Lesson from History:

American New World Dis-order）、
『世界』第744号、岩浪書店、2006年8月号、128-135頁。

（共著）
サミール・ヌーハ
Samir Abdel Hamid I. Nouh 「エジプト ―政府・国民を挙げての平和的抗議運動」、森孝一編著『EUとイスラームの宗教伝統は

「現代イスラエルの政治と宗教 ―『誰がユダヤ人か？』をめぐる諸問題―(Politics and Religion in Is-

rael: A Perspective on the “Who is a Jew?” Question）」、
『東洋学術研究』第45巻第1号、東洋哲学研究
所、2006年6月、206-228頁。

共存できるか ―「ムハンマドの風刺画」事件の本質―』
（Can EU Co-exist with the Islamic Religious

Traditions: The Essence of the “Muhammad Cartoon”）、明石書店（明石ライブラリー 103）、2007年1
月、135-169頁。

「同時代的現象としてのイスラモフォビアと反セミティズム 預言者ムハンマド諷刺画問題を考え
る」(Islamophobia and Anti-Semitism as Contemporary Phenomena: Rethinking Debate on the Prophet

Muhammad cartoon)、
『現代思想』第34巻第6号、青土社、2006年5月、127-135頁。

（著書）

「ユダヤ教と原理主義：シオニズムの源流を求めて」、小原克博・中田考・手島勲矢『原理主義から世

―回教圏研究所を中心として―」(Studies on “Muslim Question”
before World War II: Revisiting the Institute of Islamic World)、
『岩波講座 「帝国」日本の学知 東洋学
の磁場』第3巻、2006年5月、215-251頁。

「戦前日本の『回教徒問題』研究

界の動きが見える ―キリスト教・イスラーム・ユダヤ教の真実と虚像―』
（Looking at the World from

the Fundamentalism: Truth and False of Christianity, Islam and Judaism）、PHP研究所、2006年10月、第5
章、218-284頁。

三浦 伸夫

（論文）

「スピノザのマイモニデス批判

『数学史の研究』京都大学数理解析研究所講究
The Role of the Elements in the Practica geometriae)、
録1513、2006年8月、1-13頁。[依頼原稿]

（論文）

「ブッシュ外交と国連｣、国際安全保障学会編『国際安全保障』34巻2号、2006年9月、35-49頁。[依頼原稿]
「レーガン政権の安全保障政策

田原 牧

invaded Lebanon）、月刊「世界」、2006年9月1日、20-24。[依頼原稿]

―対ソ姿勢と政策プロセス―」、
『同志社法学』58巻4号（316号）、

「柔軟性のハマスと秘密主義のヒズブッラー」
（Characteristics of Hamas and Hizballah~Flexibility and

Secrecy）、季刊「アラブ」、2006年9月20日、11-13頁。[依頼原稿]

―小泉＝ブッシュ時代の遺産と課題―」、
日本国際問題研究所編『国際問題』、

2007年1・2月号（558号）、17-24頁。[依頼原稿]

細谷 正宏

「イスラーム圏と日本の交流変遷史」
（History of changes over the relation between Umma and Japan）、季刊「軍縮／地球市民」、2007年1月15日、30-34頁。[依頼原稿]

（論文）

「""逆コース""に関する一考察

（論文）

「中東に再び戦火〜イスラエル、
レバノンに侵攻」
（Outbreak of a war again in the Middle-East~Israel

2006年9月、
１-26頁。[依頼原稿]
「日米関係の新展開

（論文）

「フィボナッチとユークリッド ―『幾何学の実際』における『原論』の役割―」(Fibonacci and Euclid –

―中世ユダヤの《比喩》解釈との係わりで―」、
『スピノザーナ』第7

号、2006年、47-76頁。

村田 晃嗣

（論文）

「パレスチナ／イスラエル紛争における「敵」イメージの形成」(The Image Shaping of Enemy in Pales-

（論文）

手島 勲矢

業 績

―読売新聞""逆コース""シリーズを中心に」、
『同志社アメリカ研究』

（同志社大学アメリカ研究所）別冊17「アメリカニズムの多角的研究」
（研究成果報告、査読なし）、

2007年3月、35-51頁。

バーバラ・ジクムンド （論文）
Barbara B..Zikumund
“Gender Matters: How Second Wave Feminism Shaped and Reshaped American Religion,” Faith in
America: Changes, Challenges ad a New Spirituality, Charles Lippy, editor. New York: Praeger, 2006.

松永 泰行

（共著）

「『テロ』と『対テロ』戦争による相互破壊にどう対処するか」
（The Mutually Destructive Dynamisms of

the Wars of and on Terror）、青木一能編『グローバリゼーションの危機管理論』
（Managing Globalization Risks）、芦書房、2006年6月、315-343頁。
「現代の中東における宗教復興」
（Religious Resurgences in the Contemporary Middle East）、
「中東地
域と紛争」
（The Conflicts in the Middle East）、
「現代の中東と国際関係」
（The Middle East International
Relations）、青木一能・松永泰行・六辻彰二『21世紀の中東・アフリカ世界 ―混迷する地域の過去・
現在・未来―』
（The Middle East and Africa in the Twenty-First Century）、芦書房、2006年10月、81-146
頁（一部のコラムを除く）。
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事業推進担当者
研究業績

部門研究１
共同研究員一覧

氏 名

業 績

２００６年度

部門研究１「一神教の再考と文明の対話」研究会
松永 泰行

氏 名

「イランの核問題と保守派政権」
（The Iranian Nuclear Issue and the Ahmadinejad Government）、
『国際
問題』No. 553、2006年7月、42-49頁。[依頼論文]

属

専門分野

京都大学大学院文学研究科助教授

キリスト教学

檜垣 樹理

足利工業大学共通課程助教授

フランス宗教思想文学
・宗教間対話

市川

裕

東京大学大学院人文社会系研究科教授

宗教史学・ユダヤ教

鎌田

繁

東京大学東洋文化研究所教授

イスラーム思想

the “Muhammad Cartoon”）、明石書店（明石ライブラリー 103）、2007年1月、16-64頁。

菅野 賢治

東京都立大学人文学部助教授

フランス文学
・反ユダヤ主義史

“Imagining Indian Zen: To-rei’s Commentary on the Ta-mo-to-lo ch’ an ching and the Rediscovery of Early
Meditation Techniques during the Tokugawa”（インドの禅の想像 東嶺の『達磨多羅禪經説通考疏』と
江戸時代における初期瞑想法の再発見）In Zen Classics, edited by Steven Heine and Dale S. Wright.
Oxford and New York: Oxford University Press, 2006, pp. 215-246.

加藤

千葉大学文学部教授

新約聖書学

勝又 悦子

同志社大学神学部嘱託講師

ユダヤ学

金

金城学院大学人間科学部教授

組織神学・宗教間対話

Lebanese Crises）、
『中東研究』第493号、2006年8月、42-50頁。[依頼原稿]
（論文）

「風刺画問題の背景を探る」、森 孝一編『EUとイスラームの宗教伝統は共存できるか ―「ムハン
マドの風刺画」事件の本質―』
（Can EU Co-exist with the Islamic Religious Traditions: The Essence of

オスマン・バカル

所

芦名 定道

「ブッシュ政権の対イラン姿勢とイランの核問題、中東情勢」
（The U.S. Iran Policy and the Nuclear and

ミシェル・モール

共同研究員一覧

（論文）

隆

承哲

“Murakami Sensho-: In Search of the Fundamental Unity of Buddhism”（村上専精とその仏教統一の探
究）, The Eastern Buddhist, Vol. 37 No. 1-2, 2005, pp. 77-105. [レフリー付き]

小林 春夫

東京学芸大学教育学部教授

イスラーム哲学

「平塚らいてうが見た近代の宗教とその評価」、
『近代仏教』12号、2006年2月、20-38頁。[レフリー付き]

栗林 輝夫

関西学院大学法学部教授

組織神学

（単著）

中村明日香

在イラン日本国大使館専門調査員

イラン地域研究

中村 信博

同志社女子大学学芸学部教授

宗教学・旧約聖書学

中沢 新一

多摩美術大学美術学部教授

宗教学

奥田

慶応義塾大学総合政策学部教授

イスラーム法

澤井 義次

天理大学人間学部教授

宗教学・インド学

塩尻 和子

筑波大学大学院人文社会科学研究科教授

イスラーム思想

マイケル・シーゲル

南山大学社会倫理研究所第一種研究所員

東長

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教授

宣教学・キリスト教社会倫理
・平和研究
ユダヤ思想・イスラーム思想
・スーフィズム

The History and Philosophy of Islamic Science, trans. (Persian), Misbahi (Mashhad, Iran: 1385 sh/2006)
Classification of Knowledge in Islam (Kuala Lumpur: ISTAC, 2006), a reprint
（共著）

‘Islam and the Malay Civilizational Identity: Tension and Harmony between Ethnicity and Religiosity’ Donohue, John J. and Esposito, John L., eds., Islam in Transition: Muslim Perspectives (New York: Oxford
University Press, 2007), pp. 480-487.
‘Islam, Ethnicity, Pluralism and Democracy: Malaysia’s Unique Experience’ Khan, M. A. Muqtedar, ed., Islamic Democratic Discourse: Theory, Debates, and Philosophical Perspectives (Lanham, MD: Lexington
Books, 2006), pp. 63-83
‘Dialogues of Civilizations after 9/11 with Specific Reference to the West-Islam Cultural Divide: Promises
and Obstacles” 2005 Civilization and Peace (Seoul: P & P, 2007)
‘Malaysian Islam in the Twenty-first Century: The Promise of a New Democratic Transformation?’ Esposito, J. L., ed., Twenty-first Century Asian Islam (New York: Oxford University Press), in press
‘Islam and the Future of Inter-religious Peace in Asia’ Imtiyaz, Yusuf, ed., Role of Religious and Philosophical Traditions in Promoting World Peace: Asian Perspectives (Singapore: Konrad Adenauer Foundation,
2007)

敦

靖

鳥巣 義文

南山大学人文学部教授

組織神学

月本 昭男

立教大学文学部教授

ヘブライ語聖書学

綱島 郁子

マレーシア地域研究
※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

（論文）

The Qur’an on Interfaith and Inter-Civilization Dialogue: Interpreting a Divine Message for Twenty-first
Century Humanity (Kuala Lumpur: ISUGU and IIITM, 2006)”

396
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部門研究２
共同研究員一覧

部門研究３共同研究員一覧
特定研究プロジェクト共同研究員一覧

２００６年度

２００６年度

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会 共同研究員一覧

部門研究３
「日本宗教から一神教への提言」研究会 共同研究員一覧

氏 名

所

属

専門分野

氏 名

所

属

専門分野

会田 弘継

共同通信社編集委員室編集委員

米国政治・思想

安藤 礼二

多摩美術大学美術学部助教授

文芸批評家

伊奈 久喜

日本経済新聞論説委員

国際関係・外交政策

川瀬 貴也

京都府立大学文学部准教授

日韓近代宗教史

石川

東洋英和女学院大学国際社会学部助教授

国際政治学・安全保障論

三宅 威仁

同志社大学大学院神学研究科助教授

宗教社会学・宗教哲学

北澤 義之

京都産業大学外国語学部教授

国際関係・中東地域研究

岡村 康夫

山口大学教育学部教授

宗教学

李 愛俐娥

京都外国語大学非常勤講師

中央アジアの少数民族問題

マルティン・レップ

龍谷大学文学部教授

宗教学

見市

在シンガポール日本国大使館専門調査員

政治学・インドネシア

ポール・スワンソン

南山宗教文化研究所所長

仏教学・宗教学

宮坂 直史

防衛大学校国際関係学科助教授

国際政治学

高田 信良

龍谷大学文学部教授

宗教学・宗教哲学、
（仏教・真
宗における）宗教の教学

村山 裕三

同志社大学ビジネス研究科教授

経済安全保障

徳永 道雄

京都女子大学文学部教授

仏教学・真宗学

中村

覚

神戸大学国際文化学部助教授

国際政治・サウジアラビア

中西

寛

京都大学大学院法学研究科教授

国際政治学

中山 俊宏

日本国際問題研究所主任研究員

アメリカ政治・外交

２００６年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧

小川

国際交流基金企画部企画課長

国際文化交流政策・
現代アジア文化

特定研究プロジェクト1「ヨーロッパにおける宗教政策の研究」

卓

建

忠

エルモスタファ・レズラーズィ アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京代表

国際政治・国際問題

アフターブ・セット

慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所所長

国際関係論

内田 優香

民主党国際局主査

山口

陸上自衛隊研究本部 研究本部長（陸将）

昇

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

氏 名

所

属

専門分野
ユダヤ教の視点から見た
日本のキリスト教
フランス宗教思想文学・
宗教間対話

ドロン・コヘン

同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

米国の対中東政策

檜垣 樹理

足利工業大学共通課程助教授

安全保障問題

石川

立

同志社大学大学院神学研究科教授

新約聖書学

小原 克博

同志社大学大学院神学研究科教授

キリスト教思想

水谷

同志社大学大学院神学研究科教授

組織神学

ミシェル･モール

同志社大学言語文化教育研究センター嘱託講師

近世近代宗教思想史

山本 雅昭

同志社大学言語文化教育研究センター教授

ユダヤ文学

横田

同志社大学大学院神学研究科博士後期課程

聖書学

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

誠

徹

※所属・役職は2006年3月末現在 アルファベット順
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399

特定研究プロジェクト
共同研究員一覧

特定研究プロジェクト共同研究員一覧
学術交流提携一覧・２
０
０
５年度来訪者記録

２００６年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧

２００６年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧

特定研究プロジェクト2「イラン・イスラーム体制における西欧理解」

特定研究プロジェクト5「イスラームにおける他宗教との共存―伝統と現代への対応」

氏 名

所

属

専門分野

氏 名

加賀谷 寛

大阪外国語大学名誉教授

現代イラン研究

中田

松永 泰行

同志社大学研究開発推進機構客員フェロー

現代イスラーム政治論

中村明日香

在イラン日本国大使館専門調査員

イラン地域研究

中田

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム政治思想

サミール・ヌーハ

同志社大学大学院神学研究科教授

比較文化研究

嶋本 隆光

大阪外国語大学日本語日本文化教育センター教授

イスラーム思想

富田 健次

同志社大学大学院神学研究科教授

現代イラン研究

吉村慎太郎

広島大学大学院総合科学研究科助教授

イラン現代史・
中東国際関係

考

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

２００６年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧

所

考

属

専門分野

小原 克博

同志社大学大学院神学研究科教授

キリスト教思想

三浦 伸夫

神戸大学国際文化学部教授

科学史

属

専門分野

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム政治思想

下村佳州紀

元・在シリア日本国大使館専門調査員

中東地域研究・イスラーム学

四戸 潤弥

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム法

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

２００６年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧
特定研究プロジェクト6「ヨーロッパの史的展開とイスラーム」
氏 名

所

属

専門分野

ダニシマズ・イディリス

イスラーム神秘主義思想
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士後期課程
（スーフィズム）

今松

泰

同志社大学神学部嘱託講師

オスマン帝国史

中田

考

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム政治思想

現代トルコ政治・
イスラーム地域研究
文化人類学・
総合研究大学院大学葉山高等研究センター上級研究員
西アジア地域研究

澤江 史子

特定研究プロジェクト3「一神教における科学と近代化」
氏 名

所

国立民族学博物館外来研究員

菅瀬 晶子

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

学術交流提携一覧

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

提携年月日
2006年 6月

提携先
7日

ハートフォード・セミナリー（アメリカ）

２００６年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧
特定研究プロジェクト4「中東の教科書における非イスラーム宗教のイメージとその意味」
氏 名
中田

考

サミール・ヌーハ

所

属

専門分野

同志社大学大学院神学研究科教授

イスラーム政治思想

同志社大学大学院神学研究科教授

比較文化研究

エルモスタファ・レズラーズィー アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京・代表

国際政治・国際問題

※所属・役職は2007年3月末現在 アルファベット順

2007年 2月 24日

カイロ大学オリエント研究所（エジプト）

2007年 3月 31日

バークレー神学大学院連合（アメリカ）

2006年度来訪者記録
日 付
２００６年

氏 名

所属機関

4月 5日

レインハード・ノイデッカー教授

ローマ教皇庁立聖書研究所

9月 25日

モフセン・マーンデガーリー副編集長

ファールス通信

ファルマン・アブダビ
10月 30日
２００７年
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ムハンマド・カリファ・ハサン・アフマド副学長

国際イスラーム大学

1月 19日

ニック・カーター校長

アンドーバー・ニュートン神学校

2月 22日

マスフード・ダーヘル教授

レバノン大学歴史学科
401
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