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見果てぬ夢――地球規模の人類史

後藤　明

後藤　はじめまして。後藤と申します。何人かは前から存じ上げていますが、初めての方もたくさ
んいらっしゃってお見知りおきをいただければと思います。ただし見知っていただいても、あと先
あまり長く生きているとは限らない人間であります。今日これから見果てぬ夢なのだと、夢があっ
たけれどもなかなかそれを現実のものにすることができなかったという人間の、つまらない一生を
少し回顧してみたいというので、お招きに応じてお話しさせて頂きたいと思っております。

ささやかな回顧

　若い方には、昔の話をしてもピンとこないだろうと思いますが、一番最初にささやかな回顧とい
うところから話し始めたいと思います。
　20 歳――と言いますと、私は今 72 歳、もうじき 73 歳になろうかという人間なので、52～3 年前
の話になります――、20 歳の時に私なりに挫折をしてしまった。それまで私が考えていたことが
全部ガラガラと崩れてしまった、というところから今の私が出来上がっている。それ以降、結局私
は厳密に定義しないまま西アジア史の専門家だというふうに世間では吹聴しております。西アジア
とはどこかっていうことは全然定義したことはありません。それからイスラーム世界の歴史を専門
にしているというふうに、世間に向かって私自身を位置付けていることもしばしばありますが、イ
スラーム世界とは何かっていうことも定義づけたことは一度もない人間になります。最近、羽田正
という方がイスラーム世界という概念を使って世界史を説明するのは大変まずいと、これでは世界
史理解はおかしくなってしまうから使うのをやめようということを盛んに言っております。私も彼
の言い分もある程度納得できる部分もあるのですけれども、そこまで厳密に考えなくても、使いた
いときには使っていいのではないかと言うので、『イスラーム世界の歴史』なんていうタイトルの
本も書いたりしていたわけです。イスラーム世界の歴史、ないしは西アジア史というのが私の位置
づけでありまして、ここにおられるのは歴史研究者ではない方がほとんどだと思いますけれども、
私自身は歴史研究者という自己認識をしています。私が研究を始めた頃には、ヨーロッパの歴史が
日本の歴史認識の基本になっていた、それが歴史研究の主流だったわけですけれども、そうではな
い歴史を構想し出したのが、20 歳の時からだということになります。
　20歳になる2年前、1960年という年に私は大学に入りました。もう大昔の話であります。その時分、
今の若い方は何もご存じないと思いますけれども、日本中が安保闘争ということで大騒ぎをしてお
りました。大学の授業なんか一切なくて、入学したのが 4月ですけれども、4月の最初から学生は
全部国会議事堂前に行ってデモをするという、そういう時期がありました。安保というのは安全保
障条約、それを岸内閣が改定をすると。この条約の批准を強引に国会で通過させたことに対する反
対運動が 6月まで続きました。そういう大きな闘争があって、大学の授業なんかほとんど関係のな
いときに大学に入学しまして、それ以前から多少そういうことに興味を持っていた人間ですので直
ちに学生運動のほうに突っ走りまして、結局授業なんか 1年間全然出ないで、単位もろくに取らな
かったという学生であったわけです。
　18～19 歳の頃の私の政治的な立場というのは、学生運動の中の反主流派でありました。主流派
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というのはのちにブントと称しまして、その中から様々な過激派セクトができていったわけですが、
それには対抗していた。そして共産党の傘下にあった学生組織に属していたわけであります。ただ
し共産党の傘下にはありましたけれども、共産党直轄の青年組織である民青に対しては反感を抱い
ていた。つまり当時はフロントという名で知られていた学生運動の組織の一員として、だいたい丸
2年そういう運動に参加していたわけです。私は東大だったのですけれども、駒場（教養学部）の学
生自治会の委員長をしておりまして、その時にたまたま、ソ連が核実験を行った。久しぶりの核実
験になりました。その前にアメリカがさんざんビキニ環礁で核実験をしたり、フランスがソロモン
諸島で核実験をしたり、そのために原水爆禁止運動が大いに盛り上がっていたのですけれども、そ
の後しばらく核実験をしていなかったのに、数年ぶりにソ連が核実験を行いました。それに対して
さっそく当時の自治会の委員長であった私が学生のデモを組織して、ソ連大使館に抗議に行った。
そうしましたら共産党からえらく非難されました。「ソ連の政策に反対するなんてけしからん」と
いうのが共産党の立場ですね。当時の共産党はスターリン批判の後ですから、徐々にソ連からも離
れつつあったのですけれども、完全に離れていたわけではなくて、ソ連の政策に反対するのはいわ
ば左翼ではないといったような批判であったわけです。それに対してそれはおかしいというのが私
の基本的な認識でありまして、学生運動をしていた仲間を率いて親共産党の立場を放棄するという
行動をとったわけです。私なりに成功したと思っていたら、実は仲間の半分がそのまま共産党にと
どまりまして、私は大いにがっかりしてしまった。それだけではなくて、それまで半ば信じていた
明るい未来、社会主義的な未来、あるいはもっと遠くの共産主義的な未来というものに対してかな
り深刻に疑問を持つようになった。そこから新しい私が始まったと、今は認識をしております。
　昔々の話ですのでなかなかピンとこない面があるかと思いますが、当時はそういうさまざまな形
で共産党に親しんだり離れたりいろいろな学生がいたということであります。中には過激になって
赤軍派を組織して暴力革命に走った当時の主流派も、たくさん同期の人間にはいたということにな
ります。結果として共産主義や社会主義に疑問を持った私は、文学部東洋史学科という学科に進学
することになりました。
　それにも多少背景がありまして、全く歴史学に無縁であったわけではないですね。中学時代はな
にか不思議な教師がいまして、休みになると発掘に連れて行ってくれました。縄文時代の遺跡から
弥生時代の遺跡、古墳時代の遺跡まで掘りまくっておりました。後に山形大学に勤めている時に、
考古学の専門家といろいろと付き合いまして、その当時（1950 年代）の私の中学時代の発掘記録を
いろいろと調べてもらったら、私が参加した発掘は一切記録がないことがわかったのですね。要す
るにインチキです。それなりに熱心な人だったのですけれど、当時はいい加減だった。許可なしに
発掘をして報告書も出していなかった。考えてみればのん気なものでして、なんかを拾って「これ
なんだ」と先生に見せると「それは黒曜石の矢じりだよ、君」「もらっていいか」「いいよ」っていう
ので持って帰りました。今では考えられないことですけど、一時期私のダンボールにはたくさん土
器片や石器やら、かなり貴重なものがたまっていました。
　それと同時に、その当時先ほど言いました原水爆禁止運動があって、日本で最初に広島で世界大
会が開かれて、私の高校生の兄が、その大会に参加して、帰りに参加者が我が家に泊まっていった
りして、中学生時代から原水爆禁止運動に興味を持っていたということになります。
　高校生になりますと歴研（歴史学研究会）というサークルに入りました。というか事実上組織者
――つまり、中断していた歴研を再建したようなところがあった。歴研というのは歴代、左翼の拠
点です。社研（社会学研究会）というのと並んで、歴研は左翼の拠点です。私は別に左翼も嫌いで
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はなかったものですから、社研の連中と一生懸命マルクス読んだり『共産党宣言』読んだりしてい
ました。
　一方、60 年に最盛期を迎えますが、58～59 年ごろから安保条約改定が始まりまして、それに対
する反対運動もあって、高校生の中では反対運動の拠点の一つが私の高校（都立西高校）で、なか
でも社研と歴研とがそういうサークルだったのですね。
　同時に杉並区の区史なんていう非常にささやかなことも一生懸命やってまして、道端を歩いては、
お地蔵さまがあったり道祖神があったりすると拓本を取ってくるとか。古い家に行っては、たくさ
ん残ってる南北朝時代の板碑をみて、「お、南朝の暦が使ってある」とか、ここが北朝だとか、結構色々
と面白い、そういうことも一生懸命やっていました。なんかわけのわからない人間だったのですね。
　一方では乱読の人間でして、平凡社から当時毎月一巻ずつ出始めた中国古典文学全集を買っては
読んでいたとか、学校の図書館にたまたまあった、戦前大宅壮一などが訳した、伏字がたくさんあ
る『アラビアンナイト』の翻訳を一生懸命読んでいたり、あるいは「いっちょ挑戦してみるか」といっ
て聖書の創世記に始まる『モーゼ五書』を読んでみたり、『コーラン』を読んでみたり、……実に乱
読な人間でありました。そのことが背景にあって結局東洋史学科ということに進学することにな
るったわけです。
　進学する前後の頃から、進学して東洋史学科の学生になった頃、あるいは大学院に入って修士課
程の時代、およそ 5、6 年の間ですけれども、様々なところで様々な、今日の私につながる問題意
識も培ってきた。例えば 19 世紀のフランスの画家ミレーという人が「種を播く農夫」という有名な
絵を描いていまして――その「種を播く農夫」の姿が岩波書店のトレードマークになっていますけ
れども――、なんだこりゃ、こんな農業は世界で一番粗放じゃねえか。それが 19 世紀の話です。
籠から手でばらばらと種まいていますから、ひと籠種まいたって、秋に 5籠か 6籠にしか収穫はな
い。もうめちゃくちゃな農業です。それがいわゆる近世の農業革命の後の話です。歴史家は近世の
近代的農業が始まったなんて大騒ぎしているけども、なんのことはない、こんなふうに種をまいて
いるような農業をまだやっているのですね。これは世界で一番粗放な農業ではないか、それがヨー
ロッパなんだ、という疑問を当然のことながらもつわけです。
　当時、マルクスの『地代論』なんて言うのが一番大きな論争の種だったのですけれども、マルク
スに言わせれば土地というのは元来ただのものだと。ところが日本の農業をみれば水田を維持する
のは、大変な資本と労働の集積です。ともかく、短くても数百メートルの水をどこかからもってこ
なければいけない。そうすると、水路を必ず毎年のようにきちんと維持しなくてはいけないですよ
ね。農地というのは平らにしなければ水がみんなこぼれてしまいますから、みな平らにしなければ
いけない。毎年手を入れないとすぐに大水がきて流れてしまいます。資本と労働の集積である水田、
そこに非常に集約的な農業を行っている。そういう農業に対して、水平にしていない斜面の畑に籠
から手でばらばらと種まいてる農業なんていうのはもう話にならんと言って、当時のいろいろな分
野の同じ世代の歴史を勉強しようという人間と大いに議論したものであります。
　それから、古代のギリシア・ローマから西洋中世へつながるというのが、ランケ以来の西洋の歴
史学の本流ですが、ギリシア・ローマと中世の西欧――イギリスとかドイツとかフランスとか――
では、全然場所が違うではないか。場所が違うところを議論してどうするのだ、というのが当時の
私の意見でした。当時、東洋史、西洋史、日本史の仲間たちと大いに議論した話の一つが、古代の
ギリシア・ローマの人々は風呂に入っていたのに、中世の西欧の人は風呂に入らないというのは一
体どういうわけだろうか、ということです。そんなの当たり前なのです。西欧つまり西ヨーロッパ
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のイギリスとかフランスとかドイツのケルト人とかゲルマン人は、古代も風呂に入ってないし、中
世も、近世も入ってない。要するに風呂なんて関係のない人間なのです。それに対して、ギリシア・
ローマの後を継いだビザンツとかあるいはイスラーム世界の人々は、みんな風呂に入ってる。たと
えばイベリア半島をみれば、そこにイスラーム文明があった時代、つまりイスラーム世界の一部で
あった時代は、中世といおうが何といおうが、風呂に入っていた。ところが、イスラーム教徒を追
い出したキリスト教徒が入ってきた途端に、みんな風呂に入らなくなってしまった。それでだけの
話ですね。つまり、舞台を変えて「古代から中世へ」なんて議論はまさに幻想の歴史学だ。マルク
スは「科学的歴史学」だと言いましたが、とんでもない、あいつは単に幻想を抱いていただけなのだ。
そういうことを言いますとみんな怒ります。当時の歴史学会というのは、マルクス抜きで歴史を理
解するなんてことはとんでないことでありました。古代の奴隷制の時代から封建制があって、そし
て封建制を脱却して資本制の近世というのがある、これが世界の一番の先端をいっている歴史の舞
台なのだというマルクスの理論を真っ向から疑問にするのは、とんでもない人間であったというこ
とになります。そういう疑問を持ったために、西欧つまり西ヨーロッパでも中国でもない領域を選
んでみよう、ということになったわけです。
　たまたま東大の東洋史学科に、非常勤講師として中央大学の嶋田襄平先生が教鞭をとっていまし
た。で、たまたま教えを乞うことになった。それから外務省のアラビストであった小高正直さんも、
非常勤講師として東大で教鞭をとっておられた。両方の先生にアラビア語を習って、それで大学院
まで行ったのですが、大学院では専ら中央大学の偽学生として嶋田襄平ゼミに参加していました。
私の世代というのは、先ほど言いました西アジア史という枠組みでも、あるいはイスラーム史とい
う枠組みでも、非常に人数は少なかったわけですけど、先達はいたのですね。
　丁度私の同級生に佐藤次

つぎたか

高さんという――2 年前亡くなってしまいましたけども――大変な秀才
がおりまして、中央大学には花田宇

なりあき

秋さんという今でも活躍されている初期イスラーム史の、私に
とっては全くの同輩がいたということです。嶋田ゼミにはまた、アラビア語がかなりよくできてい
た中村廣治郎先生というような、私の先輩がおられました。そのほか多種多彩だったのですね。中
央大学ではそういうふうにして西アジア史あるいはイスラーム世界史のゼミがあった。当時慶応に
は前嶋信次先生がいらっしゃって、丁度ほぼ同期に湯川武さんとか岩見隆さんとかそういう方がい
らっしゃった時代ですね。それから東京外大にアラビア語科ができた時代。大阪外大はもうとっく
の昔からあったわけですけれども、東京外大にはじめてアラビア語科ができた。最初の 1回生がほ
ぼ僕と同世代という、そういう時代だったのです。そういう時代に、我々の世代がアラビア語やイ
スラーム世界史を勉強したということになる。先達はいたけれども、その数が非常に少なかった。
せいぜい数名だったのですね。そこからその教えを受けて育った我々の世代や私どもの後輩が、今
日のイスラーム世界研究の大きな流れを作っているということになります。
　私としてはたまたま嶋田先生や小高先生に出会うことができてこういう道を選んだということに
なりますけれども、問題意識からいけば、西欧でもない中国でもない領域の歴史を勉強してみたかっ
た。それに至る背景というのは、先ほど申し上げた通りのかなり大きな挫折と、それを乗り越えて
何か新しいことをしてみたいというような意欲みたいなものだったわけです。

「族」的結合

　さて、実際に東洋史学の勉強を始めて、卒業論文と修士論文を書いてみました。卒業論文は 7世
紀――日本で言えば聖徳太子の時代ぐらい――のメッカという街を取り上げました。メッカという
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のは部族ないしは氏族という血縁集団でできている社会だというのが当時の常識でありまして、こ
れに対して、血縁集団の中に実は血縁のない人間がたくさんいるということを、実証的に証明した
卒論を書いたつもりだった。修論では同じ時代のメディナ憲章と呼ばれる文書――文書そのものは
残ってないけれどもそれが伝承の形で伝わっております――を分析しました。その憲章の中に八つ
の血縁集団が明記されていますすけれども、これは現実の社会集団というよりは単なる帳簿上の集
団であるということを、実証的に証明しようとした論文であったわけです。この二つの実証的な分
析というのは今でも有効だと私は信じています。史料に基づいた実証的な研究でないと研究とは認
めないという伝統を持った東洋史という学問領域、それに合わせる形で私もしてみた、と。
　ところが結果においては、その私の卒論なり修論を読んだ東大の東洋史学科の教師の評価はえら
い低いものでありました。つまり実証研究としてはレベルが低いというのが、当時の教師の評価
だった。それは考えてみれば当たり前でありまして、なにしろ私の同僚佐藤次高さんは秀才ですか
ら山のように史料を読んで論文書きます。その佐藤さんを上回る勢いで中国史の連中はものすごい
勢いで史料を読んで、まあこれは大変な論文を書く。そういうものに比べれば私の論文はえらい手
軽なものであったわけです。したがって東洋史という枠組みの中では、評価が低いのはいわば当た
り前なのですね。私の研究は結局生涯を通しまして、東洋史学の伝統を守るという実証的な研究の
枠組みを外れないものをポチポチと出してきた。しかしそれは、それほど力を入れたわけではない
のです。まあ東洋史学科の卒業生として、そこそこ評価を得る程度で書けばいいのだというのが私
の一貫した態度で、そこからはずれるのはちょっと困ると。したがってそれなりに、東洋史の枠組
みの中での論文も少しは書いてきた。しかしそれはそれほど高く評価されるべき論文でもないのだ
と思ってきました。しかし先ほどご紹介がありました『ムハンマド伝』の翻訳をしてみると非常に
面白くて、これは結局、そういう実証的な研究の唯一の成果といっていいかと思います。
　私の卒論・修論に対する教師の評価はそれほど高くなかったわけですけれども、私なりにそれな
りの問題意識を持って論文を書いたつもりでした。書き方が悪かったのかもしれませんけれども、
私の問題意識を汲み取ってくれなかった。その問題意識は結局今日まで続いているわけです。一つ
は卒論も修論もそうですけれども、いわゆる部族とか氏族とか家族とかの「族」ですね。「族」は「個人」
を縛るしがらみで、「族」の中に埋没しなければ人間生きていけない、仮に部族から除名されてしまっ
たらもう死ぬしかない――そういうふうな理解が当時としてはごく当たり前であったわけです。私
なりに実証的に色々と読んで調べた結果、確かに「族」というのは存在しています。人間の意識を
非常に強く縛っている。しかし、「族」と言うのは、人間を縛りつけるしがらみや絆の一つに過ぎ
なくて、決して人間・個人が「族」の中に埋没していたわけではない。それをいかに実証的に説く
かということがなかなか難しい話でありまして、今日でもなかなか実証的には説けない。ところが
後でもう一回触れると思いますけれども、やたらに個人の伝記がたくさん残っています。それを一
つ一つ眺めていくと、そんな「族」にとらわれてなんていないというケースがたくさん出てくるの
です。つまり人間は確かに一人では生きられない。いろんな「えにし」をもって生きているわけです。
「族」というのはその中の一つに過ぎなくて、それ以外のいろんな「えにし」も含めてその中で人間
は生きているのだ、という風なことが、実証はできないけれども実証的なものの背景にあったもの
です。それをなかなか汲み取ってくれなかったということであります。
　当時のいろんな学問の前提というのが、国家というものがなければいけないということです。今
でも大部分の歴史家や社会思想家がそう考えています。みんな国家単位でものを考えるわけです。
国家というのは一体なにかというのは大議論でして、国家論というのが歴史学にしても社会学にし
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てもみんな大きな議論だと思います。もちろんマルクスもレーニンも国家論で問題を起こしているわ
けです。国家があって初めて文明というものの前提になっていると。国家のない文明というのは考
えられないです。ところが当時――1950 年代、1960 年代、70 年代に入ってもそうですけれども――、
国家のない社会というのはまだまだあった。もちろん歴史的に見れば、日本でも縄文時代は国家の
ない社会ですし、弥生時代も国家と言えるような大きな組織はなかった。平安時代になったって、
東北地方や北海道や沖縄では国家のない社会がずっと続いていたわけです。国家のない社会という
のは歴史的に見れば非常に広範に存在していた。歴史学にしても社会学にしても文化人類学にして
も、それを野蛮な社会とみなします。国家のない社会で人間はどういう秩序の中に生きているのか
というと、それは部族社会であって、「族」という血縁が中心になった社会をつくっている。した
がって部族社会というのは野蛮な社会であって、国家ができる前段階の社会である。それに対して
ギリシア・ローマから始まって――その前の古代オリエント、エジプトから段々始まっていくんで
すけど――、国家というものができて文明というのができる……、そういう理解がごく普通だった
わけです。国家のない野蛮な時代、部族社会。マルクスに言わせれば、ゲルマン的な社会、部族社
会とかそういうことを最初に想定して、それから国家のある（マルクスは必ずしも古代オリエント、
エジプトについてはあまり詳しくはないので）ギリシア・ローマから始まって中世ヨーロッパ、封
建制、それから資本制へ、それから共産制へ、そういう図式を描いていた。それに則らない歴史学
なんていうのはあり得ない、というのが当時の雰囲気でした。そして、国家のない野蛮な社会の典
型の一つが、当時の 7世紀あるいはそれ以前のアラブ社会というふうにみなされていた。というか、
部族社会の理解がかなり当時のアラブ社会の分析に負っていた。かなり高名な人類学者たちもそう
いうことを考えていて本に出していたのです。
　私が卒論や修論で試みたのは、そういうものに対する批判であったわけです。当時はムハンマド
の時代については、イギリスのモンゴメリー・ワットという人の本が大変評判を呼んでいました。
この人は社会学的な手法を取り入れて当時の社会を部族社会として描いてみた、そういう立派な研
究者なのですが、そのワットへの批判も当然込められていました。今日では当たり前のことですけ
れども、イスラームというのは一人ひとりの人間と唯一神との関係です。個人が問題になる宗教で
す。個人という考えがどうして部族社会から出てくるのかというと、これは一種の革命的なものだ
と。つまり脱部族、そして直接神に結びつく、そこにはじめて「個」というものがでてくる、とい
うのがワットの考え方ですけれども、それに対していやそんなことないのだよ、当時の社会がだい
たい「個」を中心にしてできているのだ。「個」がいろんな「えにし」を求めて社会を作っている。そ
の「えにし」の中の一つが「族」なり家族なりに過ぎないのだ、というのが卒論・修論の問題意識で
ありました。必ずしも当時の東大の東洋史の先生方にはわかってもらえなかったわけですけれども、
これは今日までずっと続いている私の問題意識だということになります。

研究の展開

　さてその修論を経まして、私は、東京の駒込にあります東洋文庫に研究生という立場で 1年いて、
2年目からユネスコ東アジア文化研究センターという付属機関の研究員として一応ささやかながら
給与をもらう立場になって、以後、今日に至っているわけです。くどいようですが私は、西アジア
の歴史を勉強しようと自分を位置付けていたわけですけれども、奇しくもユネスコでは「東アジア」
文化研究センターに所属してしまった。ここでやった仕事というのはいろいろありまして、東洋文
庫が親組織ですから、東洋文庫で当時集めていたアラビア語の本の目録を日本で初めてアラビア文
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字のタイプライターを使って出版してみる、なんてこともしたのです。それから 2回ぐらい、東洋
文庫のアラビア語の蔵書を補充するために、エジプトやシリアに本を買い出しに行った。買い出し
に行ったら、当然のことながら買ってきた本を整理して文庫の中に収蔵するから、その時にそれな
りにきちんと目録を作る。また当時、ユネスコ東アジア文化研究センターは、パリのユネスコの本
部のプロジェクトとして、いろんな国の貴重な古典のマイクロフィルムを作るという作業をしてお
りまして、その中でインドのペルシア語やアラビア語の写本のマイクロフィルムを大量に受け入れ
たのですが、それの目録を作るなんて仕事もしていました。
　しかし主要な仕事はといえば、東アジア文化研究センターが行う 3～4 本の研究プロジェクト
――まあ科研費みたいなものです――の下働きをしていた。文化人類学の中根千枝さん（元東大教
授）のプロジェクトであったり、社会学者のプロジェクトであったり、政治学者のプロジェクトで
あったり、アジア研究のプロジェクト、教育問題のプロジェクトであったり、様々なプロジェクト
の下働きや国際会議の下働きをしました。研究プロジェクト自体は、親分の先生――当時の若手の
教授クラスの人が中心になっていたのですけれども、参加者はだいたい僕よりもちょっと先輩か同
じくらいの人たちが参加していたので、いろんな人間と知り合いになることができました。
　それから東洋文庫に事務局をおいて、「野尻湖クリルタイ」というのも毎年夏に行っておりまし
たが、それの事務局もずっと担当していました。これも毎年、一回 50～60 人が集まって酒を飲み
ながら大いに議論するという会です。毎回そこの事務局で、大いにいろんな分野の人間と付き合っ
ていた。それから一回だけ、影絵芝居というちょっと私としては余技ですけど、そういうことにも
関わりました。東洋文庫にいました永田雄三さん（元東京外国語大学・明治大学教授）がたまたま
トルコに留学しておりましたので、彼の世話になりながらメティン・アントという実に面白いイス
タンブール大学の先生と付き合うことができまして。日本で小さなシンポジウムをしまして、それ
のプロシーディングを私の責任で編集してみたりなんていう、そういうことまで面白おかしくやっ
ておりました。10 年近くここで仕事をしていたのですけれど、その間に先ほど言いましたように、
東洋史学という枠組みで枠組みに合うような実証的な研究成果も多少発表していました。しかし専
らこういう実に楽しいことが多くて、そちらのほうに夢中になっていましたね。「野尻湖クリルタイ」
は「若手研究者の会」なんて称していたのですけれども、だいたい当時の 40～50 代で、「なんであ
れが若手なんだ」と 20 代の大学院生さん方が大いに怒っていたのですね。では純粋若手の会を作
ろう、というので「アジア文化研究会」というのを何人かの仲間と組織しまして、東洋文庫で事務
局を引き受けました。全国いろいろな人とお付き合いができるというそんな楽しい時代を過ごして
おりました。
　それから山形大学に行きまして、山形大学で初めて教育ということにも参加してみたのです。と
ころがその間、東洋文庫と山形大学の時代ずっと通しまして、東京外大のAA研で二十年以上続
いた大きな中東関係のプロジェクト、「イスラーム化と近代化」がありました。板垣雄三さん（元東
京大学教授）が中心で始めて、後半は板垣さんが東大に移ってAA研（東京外国語大学アジア ･ア
フリカ言語文化研究所）に新しく来た三木亘

わたる

さんが中心になってずっと進めていたプロジェクトで
すけど。板垣さんの問題意識は、「近代はイスラームとともに始まった」と言うものですね。中世ヨー
ロッパを経て近代なんていうのがあるのではないのだ。イスラームがだいたい近代なのだ。近代の
ありとあらゆる要素はイスラームが最初から示している、というのが板垣さんの主張であります。
それに沿った形で、1年に数回、20～30 人集まって、いろいろな研究発表をして議論をするという
プロジェクト、そこにだいたい毎回参加させていただいて、山形大学に移ってからもちゃんとここ
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で旅費を出してくれていたから、常に参加できていたという大変恵まれた立場におりました。後半、
三木亘さんの時代になりますとこのプロジェクトで海外調査も始まりまして、家島彦一さん（元東
京外国語大学教授）とかが大変立派な研究をするようになっていくわけであります。ほぼ同時期に
三笠宮殿下が中心になって作った中近東文化センターに川

かわとこ

床睦夫さんという方が研究員として赴任
して、そこでプロジェクトが始まりました。毎年一回、数日間にわたって一種の合宿みたいな形で
研究会を開きまして、そこにも毎回招待されまして出ていた。したがって東洋史という枠組みの中
での研究にプラスして、まったく毛色の変わった「近代はイスラームとともに始まった」とか、そ
ういった新しい知的枠組みを検証する研究会にずっと参加できたということになります。
　そういうところで私が発表したなかに、いくつか印刷物になっているものがあります。卒論・修
論からやっていた「族」という問題は、もちろん何回もそういうところで発表したわけです。「族」
というのはもちろん人間を縛る枠組みの一つですけれども、決して人間は縛られっぱなしじゃない。
いわば「族」という絆を断ち切って、そこから出ていく人間なんかたくさんいるのだということで
すね。そうすると「族」以外に一人ひとりの「個」を絡めている「えにし」とは一体何かということを
常に問題にしますが、これは実証的になかなかできないですね。つまり実証からはちょっと外れて
しまいます。実は、一人ひとりの個人に関する同時代の情報は数千名にわたってあります。もっとも、
大した情報ではない、どれだけ当てになるかといわれるとちょっと困ります、まあ当てにならない
かもしれないですね、眉唾物が多い。史学研究というのは、史料の情報の質がどうなのかというこ
とを常に問題にしなくてはいけない。史料の質を問いながら実証しなくてはいけないという学問な
ものですから、無数の情報があってもなかなか実証研究にはならないのです。しかし、無数にある
個人の情報を丹念の見ていくと、「族」という「えにし」を平気で切り捨てる人物がいくらでもでて
くる。たとえば商売で隣町に行ってそこの娘と仲良くなって子供を生ませてしまうとか、そんな例
はいくらでもあるのですね。女の人がメッカにやってきて適当に男をみつけて結婚するとか、そん
なこともいくらでもあるのですね。当時の男も女もやたらに結婚しては離婚している。だいたい個
人の情報の中で必ず必要な情報は、父親は誰か、母親は誰か。男の場合ですとどういう息子や娘が
いるか、その息子や娘の母親は誰か、そういう情報なのですね。息子や娘の母親ですから世間で言
えば妻になるわけですけれども、それが一人なんていう人間はほとんどいない。だいたい複数いる。
女の人の伝記もたくさん――男ほどはないですけれどもそれなりに――ありますが、女の人の情
報も同じでありまして、父親は誰か、母親は誰か、それからどのような息子や娘がいるか、息子や
娘の父親は誰かというのが基本情報になるのです。父親も大概一人ではない、複数いるのです。一
人の女の人に一時期に複数の夫がいたということではないと思いますけれども、生涯を通してみれ
ば複数の夫がいて、複数の夫から複数の娘、息子を得ていたというのがごく普通だと考えられる。
結婚による「えにし」というのは大変強い。当然、妻あるいは元妻にとっての親族との付き合いと
いうのが大変重要になる。そうすると元妻の、あるいは母親の親族の集団のリーダーになっていく
ケースもしばしばある。それから当時のアラビアの住民は、後でもお話ししますが、みんな必ず商
売をする人間になります。商売を通じた縁もあるのです。巡礼と商売を組み合わせた点でうまく成
功したのがメッカの住民だというふうに、私は議論を展開していきました。どれだけ当てになるか
わからない史料に基づいた議論ですから、なかなか実証研究というわけにはいかないのですけれど
も、議論としては人類学者、社会学者、歴史学者、いろんな人に対して少しものを言ってみたつも
りでした。
　そのほかにもいくつか新しく主張したことがあります。一つは「自由都市メッカ」。自由都市と
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いうのはもちろんまさに歴史学の中心的課題の一つでありまして、専ら中世ドイツをイメージして、
都市は封建領主から自由であったという議論ですね。市民権をもった「市民」という考え方を中心
に、市民が都市の自治を担っていた。そこから民主主義というものが始まっていく、歴史の中で一
番大事なのが自由都市で、中世の自由都市から近世の民主主義の時代へと展開していく。アジアに
は自由都市なんて一つもないのだ、というのが西洋史の議論。それに対して日本史が、いやいや実
は日本社会も結構自治都市があったのだよ、とつまんない議論を展開するのですね。そんなことで
はないだろう。市民権なんてものを設定すること自体が不自由都市だというのが私の議論です。特
定の人間にしか自治権を与えない、市民権のない人間にとってこんなバカなことがあるかと。結局、
民主主義も同じでありまして、特定の人間だけに市民権を与えるというのは、要するに政治制度と
しては駄目ではないのかというのが当時の私の――今でもそう考えていますね――考えでした。民
主主義というのは必ずしも立派な政治制度ではないと。私がメッカを自由都市というのは、そうい
う意味の自由ではないのです。要するに出入りが自由だと。メッカからトコトコと出て行って、他
の場所に行って女の人と仲良くなってしばらくどこかで生活していたって何の問題もない。また嫌
になったら帰ってくればいいのだ。メッカにいろんな人間がやってきてメッカの娘と仲良くなって
メッカに居ついてしまっても、またこれは平気なのだ。そこにもちろん、なにがしか儀礼はあるし、
なにがしかの許可があるわけですけれども、原則は自由なのです。そういう出入りが自由な空間が、
都市なのだ。そういう出入りを市民権とかなんかで制限してしまうこと自体が自由ではないのだ、
というふうに議論を西洋史の連中にぶつけていくのです。都市というのは誰も来なくなれば潰れて
しまう、都市なんていうのはいくらでもできて潰れるものと、そのような議論を展開しておりました。
　もう一つは、今

こんにち

日まで常に私が言っていることですけれども、「一神教革命」というのがあった
のだと。「西洋」という概念を当時から私は作り始めていました。これは梅棹忠夫という民博の館
長だった人が、東洋と西洋というのがあって中洋というものがある――真ん中の洋ですね――、そ
ういう議論を盛んに展開していたのです。西アジアなんかは中洋に当たるのだ、西洋と東洋だけで
世界ができているわけではない、中洋というのがあるのだ、というのが梅棹さんの議論ですけども、
そんなものはないのだというのが私の持論なのです。東洋と西洋に加えて、もしあるとすれば南洋
があるのだろう。ここで西洋と言っているのは、西欧ではないのです。西欧というのは要するに西
洋の辺境にすぎない。西洋の中心はあくまでも西アジア。東洋の中心は中国南部。東洋と西洋があっ
て、真ん中に南洋という歴史世界を設定してもいいだろう、場合によって設定してもいいかもしれ
ないけど、僕はあまり詳しくはないし、そこを勉強しだすと頭がこんがらがっちゃうからやめてお
こうと。西アジアというのは、先ほど定義しないで私は使うといいましたけれど、当然のことなが
らエジプトも、今のバルカン半島の一部も、当然ギリシアも含むわけです。そういうのが西洋の中
核部分である。今

こんにち

日の言葉で言えば西アジアと東地中海世界が西洋の本場であって、西洋のはずれ
――周辺部分がいわゆる西欧になると。こういう歴史の理解を当時からするようになって、今

こんにち

日に
及んでおります。その意味での西洋で何が一番大きな歴史的変化の画期であったかと言ったら、2
～3世紀にキリスト教が普及したことだ。ここで完全に古代文明を抹殺してしまったということで
す。エジプトでいえば 3～4世紀ぐらいまではまだルクソールの神殿があって神官団がいたのです。
もちろんギリシア・ローマの時代でしてエジプトのインテリは全部ギリシア語でものを読み書きし
ていた時代ですけれども、しかしルクソールの神官はまだまだ古代のヒエログリフを読み書きでき
たのです。もちろんヒエログリフ以外の民衆文字とか神官文字もまだ読み書きしていたのです。し
たがって 3世紀ぐらいのヒエログリフもまだ今のエジプトの観光地に行けば残っているわけです。

07_1知_後藤先生ver4紹介本文.indd   164 2015/05/25   11:45:47



165

知の先達たちに聞く（9）――後藤明先生をお迎えして――

そういうものが全部消えたのが 4～5 世紀、キリスト教の普及です。アテナイのアクロポリスが神
殿ではなくて単なる遺跡になってしまったのも、キリスト教の普及の結果です。要するに全面的に
変わったわけです。それまでの古代、人間は神々とともに生活していた。よくユダヤ教もキリスト
教もイスラームも含む宗教を一神教というふうに大きく括りますけれども、一神教に対して私は、
多神教という言葉はこの時代からなるべく使わないようにしまして、多神信仰と呼ぶようにしてい
ます。信仰の対象はなんでもいいわけですね、神様。例えばインドに行ってシヴァ神を祀った神殿
があって、そこの信者をシヴァ教の信者と呼ぼうなんていう提案がありますけれども、冗談ではな
いというわけですね。そこに行く信者はシヴァ教の神殿にいけばシヴァ神を拝んでいる、隣の神殿
に行けば違う神様を拝んでる。日本の場合も、八幡様に行けば八幡様を拝む、こっちにいけば弁天
様を拝む。要するに何でもいいのです。何でもいいのが多神信仰ですね。それが世界の人間の宗教
の本質だろうと思っています。新聞紙でテルテル坊主をつくったっていいのです。それで拝んで、
明日天気にならなかったら、ちょんと首を切ってしまえばいいのです。多神信仰は非常に幅広い概
念。そういう信仰が世界に普遍的にあった。そういう中にギリシアもあったし、ローマもあったし、
エジプトもあった。エジプトは何とか教、なんて言うのではなくて、いろいろな神様がいて当たり
前なのです。いろいろな神様をみんなで拝んでいるわけです。ギリシアも同じでして、アクロポリ
スにはいろいろな神様がいます。それはもうエジプト由来の神様もいればシリア由来の神様も、ギ
リシアの神々は寄せ集めなのです。もちろん最盛期のローマ帝国の首都ローマにもいろいろな神様
がいまして、シリアの神様からエジプトの神様から全部神殿に祭ってあります。そういう状態を一
掃したのがキリスト教の普及でした。もちろんそれ以前からユダヤ教徒はかなり幅広く世界に散っ
ていたわけですけれども、どこにいっても少数派。ところがキリスト教がローマ帝国の権力を奪っ
てしまったのです。途端にその権力を背景にして古代文明の神々を抹消して歩いた、抹殺して歩い
た、みんな殺してしまったのです。そこに一番大きな時代の変化というのがあるのだろう。精神的
な変化があるのだろう。西欧は西洋ではなくて、西洋の中核からかなりはずれていますから、一神
教革命の枠が少しずつ数百年かけて及んでいった地域だということになっていく。それ以外に突然
7世紀にイスラームがでてきて、キリスト教が及ばなかった今のイラン高原とか中央アジアあるい
はインドの西北部まで、ばあっと古代文明を抹消してしまった。だからイスラームというのはキリ
スト教の延長にあるのだと。したがって板垣雄三的な理解で言えば、イスラームから近代が始まる
わけですが、そうではなくて、一神教革命から近代は始まっているのだというのが、私が板垣さん
に散々しゃべったことだけど彼が全然納得しなかった論点であります。そんなことをずっと議論し
て、その議論が今日まで続いているということになる。
　同時にこの時期、私が山形大学に移って以降になりますけれども、国立中東研究所をつくろうと
いう動きが始まりました。1972～73 年のオイルショック以降のいろいろな政治の動きに絡んだ動
きなのです。ともかく福田内閣の時代、昔々の話で皆さん福田内閣なんて知らないと思いますけれ
ども、田中角栄という人が総理大臣であった後、福田赳夫という人が 2年間総理大臣になって、そ
の時に福田内閣総理大臣を担いで国立中東研究所をつくろうという動きが始まりました。かなりう
まいところまでいったのではないかなと思うのです。中心になった人が梅棹忠夫という人でありま
して、そこに板垣雄三さんがブレーンとして加わって、直前までできるのではないかと僕は思って
いました。設立する動きに私ももろに絡みまして、まだ私は 40 代のなかばぐらいの歳でしたけれ
ども、いろいろな人と協力して新しい研究所ができるのだと期待していたのです。結果においては、
後から振り返ってみればいろいろな難点がありました。なんと言っても教授になるべき人材がえら
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い数が少ない時代でして、教授陣がいない。ですから所長を誰にするかということも大問題になり
まして、結局当然のことながらそういう動きに関しては常に陰に陽に反対する動きが出てきまして、
あっさり潰れてしまったということになります。2年間頑張って結局無駄だったなというのが、そ
の直後の私の気分だったのです。ともかく急速に研究員何十人というレベルの研究所をつくるのは
無理だということになりまして、もうちょっと我々の仲間の足腰を強くしようじゃないかというの
が、梅棹さんや板垣さんの考えにありまして、それで「日本中東学会」というものを設立しようと
いうことになったのですね。泥縄式といえば泥縄式です。これまで「中東学会」というのはなかっ
たわけです。「日本オリエント学会」というのがありまして、私ももちろん会員であったわけです
けれども、これは古代オリエント学、エジプト学のほうがむしろ中心で、イスラーム時代の学問と
いうのはいわば脇役でありまして、ましてや現代の中東に関する研究はほとんど取り上げられてい
ない、関心の外にあるという、そういう学会でありました。それではなくて中東を正面から扱う学
問というものが、いくつか当時いろいろなところで芽生えていまして、そういう連合体学会を作ろ
うではないかということになりました。私個人にとってみれば、中東という地域を正面から扱って
いく地域研究という枠組みを、その時初めて知ったのですね。というのも、「国立中東研究所」を
つくろうという動きの準備にいろいろと関わっている間に、地域研究という枠について知らざるを
えなくなってしまう。中東研究所は地域研究の研究所だというのは最初からの位置づけであったわ
けです。それまで中東地域研究なんて考え方自体がほとんど誰も言ってなかった時代ですね。でも
オイルショックの後、日本社会全体としてアラブ社会ないしは中東社会を知らなければ日本の存立
が危ないのだということになりまして、中東研究というものを盛大にしようと資金を出そうという
ことになってきて、その受け皿として「中東学会」はなければいけないということになっていきま
す。「中東学会」設立、その後の話も続けていきますと、民博（民族学博物館）の松原（正毅）さんと
か（東京外国語大学）AA研の上岡（弘二）さんとか東大の佐藤さんとか慶応の湯川武さんとか、そ
ういう人たちが中堅どころと言いますか実働部隊で、私もそこに一枚加わって頑張ってみたと、そ
んな過去もあります。

イスラムの都市性

　その次に私が取り組みましたのが、山形大学から東京大学東洋文化研究所に移ると同時に、板垣
先生を中心として始まったプロジェクト「イスラームの都市性」でした。そういうプロジェクトに
最初から関わったわけですけれども、研究所の教授としては文学部のイスラム学科の大学院のレベ
ルの授業を担当したのです。それから駒場の地域文化研究でも大学院の授業を担当するようになっ
て、それぞれ面白い学生と付き合えるようになったのですけれども、その中でも相変わらず私は「族」
とか「えにし」とか「一神教革命」とかそんなことばかりしゃべっていまして、学生の評判は良くな
かったのではないかと思います。しかし中心的な作業は、その「イスラームの都市性」のプロジェ
クトの遂行にありました。もちろん板垣さんはその前から、近代化はイスラームと同時に始まる、
世界がイスラーム化していった過程が近代化の過程なのだということを、ずっとテーマに論説活動
を続けていた人であります。イスラーム化とか近代化のもう一つのキー概念が都市化とか都市性で
あるというのが板垣さんの提案なのですね。ともかくイスラームが展開していった地域なり時代と
いうのは、都市性が豊かにあった地域なり時代になるのだと。中世ヨーロッパ以外、たとえばアジ
アなどに都市らしい都市はないのだと、だいたいそういう常識で日本の政治学なり社会学なり経済
学なりの学問はできていますね、そんなの嘘だというわけですね。イスラーム化とともに世界の都
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市化は始まっていくのだ、というのが板垣さんの自説なのです。非常に興味深いのですけれども、
そういうものに金を出そうと文部省が言い出したことにもびっくり仰天いたしました。ともかく金
を出してくれた。時代が少しづつ変わっていったわけです。西欧を中心とした学問だけではもう駄
目だという認識が、少しづつ日本社会に出てきたわけですね。私はそれに参加したときに最初から、
実はムハンマドの時代あるいはそれ以前のアラビア社会というのは、都市性の豊かな空間だったの
だよということを主張し始めた。前からそういうことを言っていたのですけれども、それを私のキー
ワードにしてこのプロジェクトに参加したわけです。つまりメッカにしてもメディナにしても都市
なのだと。メッカというのは食い物すらどこからか買ってこなければいけない、何も生産できない。
ある意味での都市国家で輸入しなければ生きていけない、そういう社会。これが都市でなくて何だっ
ていうのだ。部族社会だ氏族社会だなんてくだらない議論はいいのだ。ともかくすべて金、金、金、
商品、商品で動いていく社会なのだ。他方メディナというのは完全な農村であります。大きな集落
なんかない。住民はみんな農民であります。ところが農民全員、商人なのです。自給自足のための
農業なんてしてない。みんな売るための農業をしているのです。商品作物の生産者なのです。私の
理解では遊牧民はみんな商品生産者だ。牧畜というのは商品を生産するための生業なのです。肉も
売るし皮も売るし、何でも売ってしまうのです。家畜そのものを家畜市場でいかに高く売れるかを
常に考えている。金、金、金の世界、それがイスラームの勃興する以前からのアラビアの世界。あ
るいはアラビアに限らずアラビアを中心としてみればその周辺のいわゆる古代オリエントからエジ
プトの世界。そういう世界なのだと。したがって板垣さんの言うようにイスラームから都市性が興
るのではなくて、それ以前から都市性が広がっていて、都市的な社会にイスラームが進展していっ
たのだと。こういう議論を私が展開していきました。それはもちろん、昨今西洋中心史観ではない
新しい歴史観をつくろうということが、もう 20～30 年前から盛んに声高に言われていたわけです
が、私は西洋中心史観などというのではなくて、西欧しか知らない歴史認識だと言ったのです。あ
と何も知らない、中国の歴史も知らなければ日本の歴史も知らない。そういう人たちが歴史を論じ
ている。そういう人たちの歴史認識で経済学とか社会学とか政治学ができている。そこに日本人は、
少し中国史を考慮に入れている。あとは何も知らない、知ろうともしないのです。そういうものに
対してそんなことではいかんですよというのが、ある意味で「イスラーム都市性」のプロジェクト
の一番大きな問題意識だった。したがって何とかいろいろなことを考える時の参照軸として、比較
の参照軸として、西洋史と中国史以外に、もうちょっと違う歴史も考慮しなさいよ、それの一つの
大きな目玉がイスラーム世界の歴史ですよと、そういう問題提起であったわけです。それを一つの
問題提起として大いに私も強調して、ありとあらゆる人にそういうことを説いて回ったわけです。
そこからみれば西欧史なんていうのは辺境の歴史だなんてことを盛んに西欧史の連中にいっていた
のです。反発もありましたし、半分まあないねなんて言って認める人もないわけでもなかったわけ
です。
　そういう中で、西欧史――つまり西ヨーロッパの歴史――と中国史という、いかにもいい加減
な地域史――これも悪口を言いだすときりがないのですけれども――、そこにイスラームを加え
ただけだと、やっぱり歴史にならんだろう。そこで、この頃から地球規模の人類史というのは一体
どういうものだと考え出したのです。地球上に今 70 億人いますけれども、私がこういうこと言い
出した時代は 50 億人の時代でした。地球上に 50 億人の人間がいた。千年前、今から千年ほど前は
だいたい数億人しか人間はいなかった。7～8 億人というふうに現在推定している人が多いわけで
すけれども、そこから 50 億人に増えてしまった。私が生きている時代、私は 1941 年生まれですけ
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れども 1941 年の世界人口はだいたい 20 億人弱、千年前からこの時代までで倍以上になってるので
す。現在そこから 70 億人になっている。地球規模で人間が爆発している時代を私は生きてきたわ
けです。ただし、それ以前に、当然人類が地球規模で生きていたのです。それをきちんと位置付け
てみるという姿勢が必要なのではないか。たまたま私は放送大学で客員教授として「イスラーム世
界史」という講座を担当しておりました。そこでは教科書を作らなければいけないんです。もちろ
ん中心はイスラーム世界史になったのですけれども、一応地球規模の人類史の中でイスラーム世界
史をどう位置づけたらいいかということを考慮しながら書いたつもりであります（編集部注：後藤
明『イスラーム世界史』放送大学振興会、1997 年）。一体、そのためには地球規模の人類史をどうやっ
たらできるだろうかと。最近ここ 10 年くらいですね、もうちょっと前くらいからかな、アメリカ
で何人かが地球規模の人類史を考えて立派な本を出すようになってきました。なかなか読んでみる
と面白いですね。必ずしも視野が狭くない。しかし所詮一人の人間がやるわけですから、中国史と
か、特に北アジア史ですとか、イスラーム史に関しては非常に弱い。弱いのですけれども一応視野
に収めて一生懸命頑張って書いてくれている。それから私の多少の知り合いでありますけれどもマ
イケル・クックという初期のイスラームの歴史を専門にしている研究者がいるのですけれども、そ
の人もどういうわけか地球規模の人類史を最近本に出したのです。読んでみるとなかなか面白い本
であります。同じようなことを考える人間が、この時代から少しずつアメリカに現れていた。当時
僕は知らなかった。先ほどちょっと紹介しました三木亘さんもそんなことを考えていた人間の一人
であります。いろんな刺激を受けながら、私もそれなりに一所懸命イスラーム世界の歴史を参照軸
にしなければいけないよと声高に叫びながら、一方ではそれをも超える地球規模の世界史というこ
とを考えておりました。
　そうこうするうちに「国立地域研究所」をつくろうという動きが始まりました。これは「国立中東
研究所」をつくろうという動きの再出発であったわけです。それがあるとき突然、いや中東だけと
いうよりはむしろ世界全体を相手にする地域研究をつくろうではないかというふうに話が変わって
しまって、私もびっくり仰天したのです。どうしてそこに変わったか、これもまた複雑怪奇な動き
が後からみえてくるのですけれども、最初はびっくり仰天しました。しかしいずれにせよ「国立地
域研究所」をつくろうという動きが急速に動き出しました。先ほど言いました民博の松原さんとか
AA研の上岡さんとか慶応の湯川さんとか私などが実働部隊になりまして、どんどんプロジェクト
を進めて、これもうできるのではないかなと密かに思ったのですね。ただ土壇場で駄目になって
しまいました。結局民博の中に「地域研究企画交流センター」という研究員十名ちょっとの小さな
センター――私に言わせれば小さなセンター――ができたにとどまってしまったのですけれども。
しかしこのセンターは立派に活動していました。私は当然のことながらそこに最初から関わってい
たわけですけれども、そのうちにそれも潰されてしまいましてなくなってしまいました（編集部注：
現在は、その機能を継承発展した地域研究統合情報センターが京都大学で活動している）。その代
わりにできたのが、佐藤次高さんを中心とする「イスラーム地域研究」のプロジェクトであります。
結局、私が 40 歳の頃「国立中東研究所」をつくろうという動きが始まってずっと流れてきて、最終
的に今日は、佐藤さん――亡くなってしまいましたけども――を代表者としていた「イスラーム地
域研究」に結びついている。本日この会も、その流れの中にあるということになります。

晩年

　そうこうするうちに私も歳を取りましたから、定年後に移った東洋大学の史学科では一所懸命久
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しぶりに教育に当たりました。学部教育を担当しなかった十数年間を経て、また学部教育を担当し
てみますと結構楽しい。それからやっぱりそういう大きなプロジェクトの責任者から外れましたか
ら、まだ「イスラーム地域研究」にはもちろん参加していましたけれども、読書をする夢が叶いま
した。いろいろな本を読んで、世界の歴史、地球規模の人類史というものを求めたのです。読むべ
きものは山のようにある。山のようにあってなかなか読み切れない。そのうちに時間が過ぎていっ
て定年ということになりました。定年になった途端に病気が山のように押し寄せてきました。今や
人工透析を受けなければいけないという、そういう身になってしまいました。第 1級身体障害者と
いうのです。大変なことであります。完全に隠居することにいたしました。したがってついに地球
規模の人類史を一冊の本で、数百ページの本で書いてみたいという夢は見果てぬまま死ぬだろうと
いうふうに予測しております。
　以上で雑多な話をいたしましたけども、実証研究としては私の代わりに佐藤次高さんが立派な研
究をしてくれました。彼に譲りまして大した仕事はしなかったわけです。しかしいろいろなことで、
いろいろな議論は展開させていただいたつもりであります。以上でつたない話を終わります。どう
もご清聴ありがとうございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊質疑応答＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

清水　後藤先生、ありがとうございました。久しぶりに後藤節をたっぷり堪能させていただきまし
た。考えてみると、私もこうやって後藤先生のプロフィールというのを最初から最後まで聞かせて
いただいたのは初めてで、特に学生運動時代の話からというのは、いろいろああそうだったのか、
とつながるところがありました。そういったものはイスラーム研究、それから自由都市メッカのよ
うな、ああいう議論につながっていくのだなという風に、非常に興味深く聞かせて頂きました。た
だ今日ご参加の若いみなさん方、後藤先生はいつもこういうふうに後藤節で、自分は何のかんのと
謙遜しておっしゃいますけれども、そんなことは全然ないので、後藤先生の話を鵜呑みにしないよ
うにお願いいたします。
　さて、それでは質問に移りたいのですけれども、まずは私から質問させていただきます。今日の
お話では、最初にマルクス主義に傾倒されていたところから展開されたのですけれども、マルクス
主義というのはヨーロッパ中心史観であるだけでなく、日本の歴史学に対しては時代区分論という
ものを導入したという点で非常に大きな影響があったと思うのです。それに対して、後藤先生や佐
藤先生に育てられた私たちイスラーム史の研究者は、最初からイスラームでは時代区分なんかしな
いよというところから始まったわけです。でも、まだ私たちの世代にも時代区分をやる人はたくさ
んいて、歴史学というのは時代区分論なのだというふうに公言する人もまだ同世代にいくらでもい
るわけです。このあたりが、ある意味イスラーム史研究の大きな特徴かと思いますけれども、後藤
先生をはじめ、先生方は、かなり意図的に戦略としてそういうものを選んでいるというふうに考え
てよろしいんでしょうか。
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