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<その他 >
1996 年 7 月 6 日、チュニジアのザイン・アル＝アービディーン・ベン・アリー元大統領の日本公式訪
問に際して、天皇、皇后両陛下にチュニジア国の事情などについてお話し申し上げるために、森本
哲郎氏と宮治一雄とともに、吹上御所に伺った。

マグリブ研究と文化人類学――女性たちとの出会いを重ねて

宮治　こんにちは、皆様。よろしくお願いいたします。宮治です。このような「知の先達たちに聞
く」という会にお招き頂いて、大変恐縮しております。最初お誘いを受けたときに、「いいですよ」
と簡単にお返事したのですが、それで後で「じゃあ、前の方たちはどんなことをお話しになったの
ですか」と申し上げましたら、どさっと資料が送られてきて、それを拝見したら、錚々たる方たち
がお話されていましたので、私でいいのかなという気はしたのですが、女性として初めてというこ
とでしたので、「じゃあ、子どもを 2人抱えて研究を続ける大変さとかを言えばいいのかしら」と
いささか冗談めいたことを電話で申し上げたりして、本日ここに来させて頂きました。
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私の生い立ち

　私は、ご縁があって北アフリカのマグリブを研究しています。今は、普段の生活の中では普通に
暮らしておりますけれども、私は最後のほうの戦中世代でして、戦争体験があります。1945 年 5
月 25 日に東京・山の手大空襲というのがありました。それで東京はほとんど焼け野原になりまし
た。そのときちょうど世田谷の上馬というところに住んでおりまして、父は軍医として戦争に行っ
ていて、祖母と母と私と弟で逃げ回りました。とにかくラジオが「敵機襲来！、敵機襲来！」と言っ
てくる。そうするとウ～ッとサイレンが鳴り響いて、少し経つと 6機とか、8機とかの編隊でB29
が飛んでくるんですね。ブウ～ンという不気味な音とともに飛んできて、バラバラバラバラと焼夷
弾を落とすわけです。それで空は真っ赤になりますし、そういうところを逃げ回るのは本当に恐ろ
しい。本当に。逃げているときに、うちの隣に小さな道があって、その先に小さな川があったので
すが、川を渡って逃げていく途中の一つ先の橋のうえから、うちから 4軒先の川沿いの二階家が
真っ赤に焼けて、ザザザッーと崩れ落ちるのが見えて、「ああ、うちも焼けているのかも…」と思っ
たことをよく覚えています。タンチ山（現存）というところが避難場所だったのですが、母が「そこ、
なんだか行きたくないわ」と言って行かなかったんです。後から、そこに集まった方たちのところ
にたくさん爆弾が落とされて、機銃掃射などで、かなりの方が亡くなったという話を聞きました。
そんな恐ろしい体験をしましたので、それがトラウマになって中学、高校くらいまで戦争の夢を見
て、目が覚めて「ああ、よかった」と。だから、いまのシリアとか、イラクとか、子どもたちがそう
いう思いをしているのだと思うと、本当に恐ろしいです。最近、身近な中東研究者を中心に、安保
法制反対の有志の会の呼びかけがあったので、私もさっそく参加して、二度とあんなことがないよ
うにと協力をし始めています（『中東と日本の針路』大月書店、業績表参照）。

アフリカへの関心

　私が北アフリカに関心を持ちましたのは、外語（東京外国語大学）のフランス語科に入ったとき
に、フランス現代史サークルというのがあったのがきっかけでした。アフリカのことは、高校（お
茶の水女子大学附属高校）のときの授業で少しは聞いていたのですが、高校の先生が中国史のご専
門だったので、アフリカの植民地化の話などあまり詳しいは事情は習いませんでした。今振り返れ
ば、そのころはちょうど、1954 年の 11 月 1 日革命が勃発したアルジェリア独立戦争の最後の段階
でした（62 年に独立）。日本は当時、60 年安保の時代で、大学に行けば「デモ行きませんか」という
時代です。私も都心のジグザグデモなどを経験しているんですが、みなさんも、東大生の樺美智子
さんが国会議事堂前のデモ隊と警官隊の衝突と混乱の中で亡くなったことなど、テレビのドキュメ
ンタリーで見たことがあるでしょう？そういう時代でした。アフリカでも、50 年代の後半から 60
年代の前半にかけて、アフリカ諸国がどんどん独立していって、そういう中で、アフリカ諸国の人
たちに連帯意識というものを持ったわけです。1960 年には 17 の国が独立してアフリカの年とよば
れています。
　こうした時代状況とは別に、私にはかなり昔からイスラーム文明への憧れというのもありまし
た。当時、高校から大学にかけて、岩波文庫からマルドリュス版（仏語）の『千一夜物語』がどんど
ん翻訳されて、いわゆる子ども向けの「アリババと 40 人の盗賊」とか、「船乗りシンドバッドの冒険」
ではない本格的な物語をとても面白く読みました。その頃「世界名作全集月報 3号（平凡社）」に三
浦朱門さんが「千夜一夜と科学小説」という題で千夜一夜の豊かな幻想の中には、二十世紀の超現
実的な小説や科学小説（SF）に共通するものがあると述べ、さらに世界各地の民話を比べて、「ここ
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にひとつの扉があったとすると、日本の民話では、鍵穴から指が出たので覗いてみると何も見えな
かったとある。中国の民話では、扉を開けると、そこには家具調度で飾られた美しい部屋がある。
ところが千夜一夜では、扉を開けるとその向こうには砂漠が広がっている」と。私は、この想像力
はすごいなと思いました。読んでいくうちに、空飛ぶ絨毯とかいろいろ出てきますけれど、どうし
てこういうものすごい想像力の世界が中東に現れたのだろうとそれが不思議で、それを知りたいと
いう思いが湧いてきました。
　文化人類学に関心を持ったきっかけは、外語の 3年の時に増谷文雄先生の「東洋思想史」という
授業に出たことからでした。増谷先生は、宗教学者・仏教学者で在家仏教会というのを主催してい
らして、後に都留文科大学の学長にもなられた方です。先生はサンスクリットを学ばれて、原典
に近い、ブッダ・ゴーダマの説いた仏教を研究しておられましたし『仏陀のことば』（角川選書 184，
1963 年）他多数の著書や著作集もありますし、『仏教とキリスト教の比較研究』（A Comparative Study 

of Buddhism and Christianity）という英語の本も書かれて、ハーバードなどの米国の大学にも客員と
して招かれたりするような方でした。ところで、その授業のなかで、ブッダ・ゴータマに根を持つ
仏教という一つの文化が、北の道、南の道というふうに伝えられていくなかで、それぞれの伝えら
れた国や地域の文化の違いによって、根は同じ仏教の受容のされ方が違うということを話されまし
た。そして、黒板に大きな字で「文化変容・Acculturation」と書かれたんです。私はすごく面白いと
思いまして、授業が終わってから先生に、そういうことを勉強できる学問はありますかと聞きにいっ
たら、文化人類学がありますよと教えて下さったのです。それで文化人類学に関心をもって、卒論
は文化人類学者で『菊と刀』（The Chrysanthemum and the Sword）という日本を対象とした文化様式論
を著したルース・ベネディクト Ruth Benedictの文化様式論を取り上げて書きました。
　ちょうどその頃、東大の教養学部の教養学科に文化人類学分科というのができまして、そこに泉
靖一先生が主任教授でおられました。泉先生が外語にも非常勤で教えに来られたこともあって、よ
くご存じだった増谷先生に紹介して頂いて、学士入学の試験を受けて東大に行きました。泉先生は
もともとお父上が京城帝大に転勤されたことから京城帝大で社会学を学ばれて、済州島やオロチョ
ン族などの研究をされていたんですが、帰国後、明治大学から東大の東洋文化研究所に来られた
後に所長になられましたが、日系移民やアンデスの考古学的な研究をされていました（『インカ帝
国―沙漠と高山の文明』岩波新書、1959）。その頃は 69 年の安田講堂が焼けたりと学生運動が盛ん
で、泉先生が真摯に対応されていたとのことで、70 年に私がフランスから帰国してご挨拶に行って、
パリでの調査のことなどご報告したら、すぐ「その調査のことを、『季刊人類学』に書いて下さい」
とおっしゃって下さった一か月後の 10 月半ばに心筋梗塞でお亡くなりになりショックでした。当
時の文化人類学は米国流のやり方で、文化人類学、社会人類学とともに考古学、自然人類学の分野
の授業もとらなくちゃいけない。考古学実習もやらされまして、自然人類学では人類の進化とか骨
の研究とか。それから、有名な服部四郎先生の言語学の授業も必修でした。東大には、ウィーンで
民族学を学ばれた、石田英一郎先生がいらっしゃいましたが、ちょうどご定年でした。あと、寺田
和夫先生（アンデス考古学）、増田義郎先生（マヤ文化研究）。それから、中根千枝先生が、ロンド
ン大学やイタリアでチベット語を学ばれた後、インドのアッサム地方の母系制社会の比較調査から
帰ってこられたばかりで社会人類学を教えておられました。オーストリアでその後博士号を取られ
ることになる大林太良先生（民話や神話の伝播研究）や、曽野寿彦先生（西アジア考古学）が常勤で、
蒲生正男先生（エスキモー研究）、和歌森太郎先生（日本民俗学）、大給近達先生（アマゾンの民族誌）
も非常勤で来られました。そういういろいろな先生方の授業を聞きながら、私の研究の心構えや学

06_1知_宮治先生ver5.indd   88 2017/03/27   15:11:25



89

知の先達たちに聞く（11）――宮治美江子先生をお迎えして――

問的基礎をつくって頂いたということは、大変ありがたく思っております。
　私は当時、アルジェリアの独立派にものすごく肩入れしていましたので、泉先生に北アフリカ
の研究をしたいと申し上げたら、即座に「文献がないからおやめなさい」と言われてしまいました。
当時、東大の図書館が一度火事で燃えたことがあって、世界中から本が寄付されたことがありまし
た。でも図書館に入っている北アフリカの本といったら、そんな厚くないハードカバーの『カビリー
の集団的家の建設』La construction collective de la maison en Kabylie.（René Maunier著、80 pp., 1926年 
Paris: Institut d'ethnologie）という本くらいしかなくて（集団的というのは当時家の建設は村人や親族
の互助慣行でした）、しかたがないので、サハラ以南のアフリカの研究をすることにしました。サ
ハラ以南のアフリカについては英仏の多くの研究書があって、もちろん最初は植民地化の過程で行
政官の人たちが研究していたんですけれども、そのうちに本物の人類学者たちがいろいろな国へ
散って、研究するようになったので、東大の研究室や図書館、国会図書館にも本はたくさんありま
した。特に先輩にもアフリカ研究者たちがいて、人類学の本を文化人類学研究室では揃えてくださっ
ていて、それを読んでいるうちに、アフリカの都市の研究に関心を持つようになりました。
　皆さんもご存知のように、アフリカ諸国は、2000kmくらいピーッと直線で国境線が引かれたり、
机上で図を描くように「おれたちはこっちの部分、おまえたちはこう」というふうに、アフリカの
分割と呼ばれますが、植民地化の中で国境線が決められ、独立していきました。彼らは、決められ
た枠の中で新しい国造りをしていかないといけないわけです。そういうときに、たとえばコートジ
ボワールだったらアビジャン、ガーナだったらアクラのような大都市に人々がどんどん部族地域か
ら集まってきて、国造りをやっていくわけです。そういう部族的な背景で育てられた人たちが、新
しい都市にやってきて、どうやって都市民意識とか、あるいは国民意識を形成していくのだろう
かということに、とても関心がありました。その当時、西から東まで沢山の都市の中に任意団体、
voluntary associationと英語で言いますけれども、さまざまなグループができていた。それで、私は
この任意団体の分析が鍵を握っていると注目して「アフリカの都市化とボランタリー・アソシエー
ションズの役割」という修士論文を書きました。最初は、県人会みたいに部族同士のグループがで
きるのですが、だんだんそれが部族を越えたつながりができて、それが今度は都市民のグループに
なって、そのなかにハイソサエティのグループとか、階層分化も起こってくるんですね。なかに
は、私も後にパリで見たことのある葬式講みたいなのもあるし、頼母子講タイプのものとか、いろ
んなグループができてくる。各地の associationを R（ルーラル）型、R-U（ルーラル・アーバン）型、
U（アーバン）型に分けました。そうして研究していく中で、人々は単に漠然と都市民意識を持つの
ではなくて、むしろそういうグループへの帰属をとおして、都市民意識なり、あるいは国民意識と
いうようなものを形成していくのだということがわかってきました。（世界システム論で有名になっ
たウォーラーステイン I. Wallersteinも当時はシエラ・レオネのテムネ族のダンス集団の研究で博論
を書いたりしていました）
　東大に行って 2年目に結婚して、修士課程に進んだときに子どもが生まれました。当時、東大の
文化人類学研究室というのは、赤門のすぐ左側にある教育学部の建物の 4階にありました（学部の
文化人類学分科は、駒場の１研と呼ばれる建物の中に教員室と講義室がありました）。1階という
のが中 2階みたいで１階が半地下みたいになっていて、2階から上がれるようになっていたのです
が、そこに大きな木の「文化人類学研究室」という立派な看板が掲げられていました、そこの階段
を大きなお腹を抱えて昇っていったのは私で三人目なんです。私よりも前に二人勇敢な先輩がいた
わけです。ですから、先生たちも慣れてらして、「予定はいつですか」「じゃあ、報告、早めにしま
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しょうね」みたいな感じでやって下さいました。これは先輩たちのおかげですね。でも赤門の前に
御茶ノ水へ行くバス停があって、バスを待っていたら「このへんに産婦人科があるんですかね」な
んて聞かれたりしたこともありました。

アルジェリアへ

　北アフリカに最初に行ったのは 1968 年の 4月です。結婚した相手の一雄が東大の国際関係論の
大学院に行きましたが、アジア経済研究所に就職して、北アフリカ研究をやっていたこともあっ
てアルジェリアに行くことになりました。泉先生に「文献がないからおやめなさい」と言われた北
アフリカの勉強を 1968 年の 9 月からアルジェ大学の文学部の社会学科に籍を置いて始めました。
ユーセフ・ナシブ Yousef Nacib先生の「北アフリカの民族学」、クローディーヌ・ショレー Claudine 

Chaulet先生から「北アフリカの社会学」、ムールード・マムリMouloud Mammeri先生から「トゥア
レグの社会組織」についてなどを学びました。そこで初めて北アフリカ研究、マグリブ研究の ABC

を学んだわけです。アルジェリアにいたときには、対仏出稼ぎ問題に関心を持ちました。『エル・
ムジャヒード』El-Moudjahidという FLN党の機関紙のような新聞がありますが、その中でもたび
たび取り上げられていた問題です。フランスへ行く出稼ぎ労働者の多くは、アマジグ系の先住民の
集住するカビリー地方出身です。パリでは出稼ぎ労働者のことをよく「アラブ」というのですが、7
割がカビリー出身者と言われるほどです。カビリー地方は、首都アルジェからはカビリー地方ティ
ジウズ県の中心地のティジ－ウズの町まで東へ 105kmです。北アフリカの地理を考えると、南に
はサハラ砂漠がありますね。その間に、モロッコはリフ山地、それから前アトラス、中アトラス、
高アトラスと 3つの山脈がある。アルジェリアの場合は、地中海側のテル・アトラスと、サハラ側
のサハラ・アトラスという 2本の支脈があるんですが、このテル・アトラスの一部のジュルジュ
ラ山脈にある山岳地帯大カビリーと、東側の平野と海岸地帯をまとめた地域を小カビリーと言いま
す。出稼ぎの調査をする出発点は、アルジェ
リアには貧しいところは一杯あるのに、な
ぜカビール人が多いかということと、もう
1 つは、ジャン－ジャック・ラジェル Jean-

Jacques Ragerとか、ピエール・ブルデュー
Pierre Bourdieuなどのフランスの社会学者に
よる（私が最近翻訳した、ジェルメーヌ・ティ
ヨン Germaine Tilillonの『イトコたちの共和
国』でも書かれているように）、父（男）集団
の結束の強さがカビール型の出稼ぎを支え
ているという仮説があり、それにも興味を
もちました。結局カビリーでは、1969 年の
夏に予備調査をして、後でお話しするよう
に 1974‒75 年に本格的調査をしています。
　また、カビリーの人たちがアマジグ系の先住民族だという事ももちろん人類学者としてはとても
魅力的に思いました。アマジグ系の人々は、ベルベル人とも言われますが、北アフリカの 10 ケ国
以上に遡って、紀元前数千年前から暮して来た民族です。彼らをどう呼ぶべきかについては、私も
文化人類学会の第 42 回研究大会（2007 年）で、『民族の名前は誰がきめるのか？』という分科会を

カビリー、1969 年の最初の予備調査の時のもの
左のウィザ（今は歯医者さん）の背中の帽子を被っ
た男の子は私の 3歳半の息子
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代表者になって色々な先住民族、エスキモーやブッシュマンと呼ばれていた人たちなどの研究者た
ちを組織し、そこでは「アマジグか、ベルベルか――民族名称・呼称の政治性をめぐって」という報
告をしました。ベルベルというのはもともと、バルバロスというギリシャ語からきている、何か訳
のわからない言葉を話す野蛮人というような意味があり、蔑称なのです。アマジグ語はタマジグト
Tamazight というのですが、これはアルジェリアでは国語のひとつになっていますし、最近モロッ
コについで公用語にもなっています。モロッコには王立アマジグ研究所というのもありますし、カ
ビリー地方の中心地のティジ－ウズ大学の文学部にはアマジグ語学科がもう 30 年以上前からあり
ます。国際先住民年というのが 1993 年にありましたが、その時に、世界先住民族会議がありまして、
それに向けて、世界アマジグ会議というものを作っているのです。モロッコでは大体 4割以上――
半分近いという説もあるんですが――、アルジェリアでは 2割、チュニジアでは 1～2％がアマジ
グ系だと言われています。
　現在、モロッコでは、アマジグ語は義務教育化されていますし、アルジェリアでも初等教育でア
マジグ語教育がティジ－ウズ県（旧大カビリー県）などで始まっています。ただ、モロッコの場合
には、アマジグはシルハ、リフに並ぶ 3つの大きな言語集団の一つの名前で、アマジグという呼称
で代表させるのはどうかという考えもあったようですが、一番人口規模の大きいグループのシルハ
の人類学者で、文化庁で働いていたアリ・アマハーン Ali Amahanという友人も「アマジグで全くか
まわない」と言っています。でも、どういうわけか日本では、ベルベルという呼称が研究者間でさ
え、今だに使われています。先ほども触れたように、ベルベルとか、バルバロスというのは彼らに
とっても私たちにとっても外国語なのに、なぜ日本人がヨーロッバ人に追随してベルベルと言わな
くちゃいけないのか。ベルベルなんて蔑称で呼ばれたくないというモロッコ人の論文もあります。
ですから、私は、「ベルベル人」ではなくて、「アマジグ人」の方が、アルジェリアの憲法などでも
正式名称になっていますから良いと思います。カビリー地方は独立直後の文化革命の中でアラビア
語化推進運動が進み、アマジグ語での出版を禁止されたり、弾圧されてきましたので、アマジグ運
動が大変盛んです。現地で、私はそういう話をいっぱい聞かされました。

パリでの勉強とアルジェリア人移民の家族の調査

　その後、フランスに 1969 年の 9月の初めに引っ越して、ソルボンヌ大学（現パリ第一大学）の高
等研究院で勉強しました。東大の大学院の英文の修了証書と成績証明書とフランス語の研究調査計
画書を持って行って修論で学んだ「黒アフリカの都市社会学」のポール・メルシエ Paul Mercier教授
に指導をお願いして推薦状を書いて頂き、高等研究院の審議委員会の審査も通って、正規の院生に
なりました。高等研究院では、ジョルジュ・バランディエ George Balandierという有名な黒アフリ
カ社会学の先生と地理学のジル・ソテー Gill Sautter先生の合同ゼミの授業も受けました。メルシ
エ先生は、ダホメ王国の研究で国家博士論文を書かれ、セネガルの首都ダカールの都市集落の社会
学的研究もされていました。
　パリでは「アルジェリア人移住労働者家族の適応と社会的ネットワーク」（論文参照）の調査をし
ました。彼らは、パリの 20 区、19 区、18 区、13 区、11 区などに沢山住んでいます。パリにヨー
ロッパ・アルジェリア人友好協会 AAE（独立運動のときに「北アフリカの星」として独立運動を支援
をし、独立後フランスで政治団体としては存続できないので改名したときく）というのがあります
が、各区にある領事事務をやる大使館の出先オフィスの責任者を紹介して頂きました。彼らと一緒
に 2～3 家族訪問して、アポイントを取ってから後 1人で行って話を聞きその家族から知り合いを
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紹介してもらいというようにして、5つの区で 50 家族の調査をしました。カビール型の出稼ぎは
前述のように、男子の短期の季節的な出稼ぎで、そして出稼ぎ先では適応的である。そこで葬式講
のような互助組織をつくっている。パリで調べたときにはアルジェリアの町の出身者以外は皆そう
いう葬式講を作っていました。T村の場合は、まさに典型的カビリー型の出稼ぎで、家族は連れて
行かないですから、1969 年当時は 5家族しかいなくて。当時いるほかの家族は大体、空爆で村が
焼かれたから逃げてきたということでした。いま T村出身者は（1973 年にアルジェリアからの移民
をフランス側がストップし、すでにいる移民の家族の渡航だけ認められて）300 家族位いるそうで
すが、内輪もめで 1978 年にやめた葬式講をまた 80 年代に始めたようですけれども。葬式は母村で
みんな土葬ですから、当時の労働者の給料が 800～900 フランのときに、体重によって違うけれど
も、遺体を飛行機で送るのに 4000 フラン位かかるというのです。ですから、とても労働者たちは、
各自では送れないわけです。今はずいぶん変わってきて、パリにもイスラームの墓地もありますの
で、そこに埋葬する人もいます。当時の T村の葬式講責任者（地下鉄のリヨン駅の近くでカフェの
経営者）から名簿を見せてもらったら、T村の会員がいくつかのアドゥルム adhrum（住区）、ハルバ
xarubaという、氏族、系族に分かれて、それがいちばん下にアハム axxamという拡大家族がある
という分節的な構造そのままに名簿が書かれているので感心しました。（名簿は勿論、筆写させて
もらいました）。
　そのときにお世話になったヨーロッパ・アルジェリア人友好協会の総裁は当時はまだお若かった、
アブデル＝クリム・ゲライエブ Abdel-Krim Geraiebという方だったんですけれど、その後、例のイ
ランのアメリカ大使館の人質事件があったときのアルジェリアの駐イラン大使として、イランとア
メリカの仲介役をされたそうです。パリでは、夏の 50 日間息子を林間学校に預け、パリの美術学
校に近い、夏にいないモロッコ人女子学生の寮に泊めて貰いました。調査が一応終わって、メルシ
エ先生にご挨拶にいったら、調査が上手くいっているから、もう一年間、せめて半年滞在を延せな
いかと云って頂きましたが、進級試験も通っていたのですが、夫が先に帰国していたので、4歳の
息子と二人で残ることは、経済的にも無理で、残念ながら諦めました。

アルジェリアでの出稼ぎ村の本格的調査

　1974 年から 75 年にかけてカビリー地方で初めての本格的な調査を行いました。東京外国語大学
アジア・アフリカ言語文化研究所の三木亘教授が代表の「アジア・アフリカのイスラム化と近代化の
研究調査」の科研費の調査グループに一雄と共に入れて頂きました。そのときは、ムールード・マ
ムリ先生が所長の CRAPE人類学・先史学・民族学研究所を通して、調査許可も 3日間の大祭のお休
みを入れても 5日で頂くことができました。
　実際には、半年間、8歳半の息子と 2歳半の娘を私の実家で預かって貰いました（私の父は小児
科医で、両親や妹に本当に感謝しました）。当時は「女が一人前に科研費をもらうなんて生意気だ、
云々」などあれこれ言われたのですが、そのような状況の中でプロジェクトに加えていただいた三
木先生にはとても感謝しています。いろいろ考えてみると、そういう男女差別がありましたが、そ
れにもかかわらず、引き立てて下さる先生方や先輩方がいらしたので、私はなんとかここまで研究
を続けてこられたのだとつくづく思います。そのプロジェクトでは、モロッコとかエジプト、シリ
ア、レバノン、イランも訪問することができました。
　私が調査した T村（昔は名前を出すとすぐ個人名が特定されてしまうのでそういってましたが）
もう 40 年以上たっているので、ティジ－ヒベル Tizi-Hibel村は、ムールード・フェラウンMouloud 
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Feraounという 1962 年に暗殺された、アル
ジェリアの国民的作家の出生村で、ナシブ先
生の 1969 年 3 月の調査実習で他の 2つの村
とともに訪れたことがありました。その夏に
短期の予備調査したときには、村外れに白姉
会というバチカン系のミッションの治療院と
女子のための小さな小学校と家事学校があ
り、そこに泊めてもらったのですが、村に行っ
た日の夜に、夫がアルジェで父親が亡くなっ
たという電報を貰って、フランス人の友人と
迎えに来てアルジェにいったん帰り数日して
戻りました。その後アフリカ文化祭の取材で
来られた川田順造夫妻を村に案内しながら息
子を連れてきて置いて行ってしまいましたの
で、途中から子連れ調査になってしまいまし
た。
　ところで 1974 年に行ったら、文化革命の
中で、白姉会の建物は、イスラーム学院になっ
ていました。そこで村の中のどこかに泊めて
もらえないかと思って、ムールード・フェラ
ウンの娘のファジアさんがアルジェ大学で社
会学を教えておられたので、相談しに行った
んですね。そうしたら、彼女が「村は 1つの
家族みたいなものだから、ちょっと泊まるのは難しいかも」。つまり 1週間とか 2週間じゃなくて、
数か月は長いですから、それはちょっと難しいだろうということを言われました。ただ、「自分の
家を休憩場所に使うなら、使って下さってかまわないから」と言って下さいました。そこで、さき
ほど出てきたヨーロッパ・アルジェリア人友好協会のパリ地区の責任者の I. ゲンデス嬢（後に国会
議員になった）に相談したとき、アルジェリアに行ったら海岸沿いのジルート・ユーセフ通りにあ
る FLN（民族解放戦線）党の本部の移民課に行くといいと言われていました。実際にそこの課長さ
んに会いに行ったら、私が調査をする村のある、ティジ－ウズ Tizi-Ouzou県（Wilaya）ティジ－ウ
ズ郡（Daira）の中のコミューン（Beldiya）、ベニ・ドゥアラ Beni-Douara市の、市長さんにぱっと電話
して下さって、「あなたの部屋が決まったから」とか言って下さいました。そこは、市役所の中に
ある助産院で働いている助産婦さんとお手伝いさんたちの宿舎で、一部屋専用の部屋を頂いたので、
彼女たちと一緒に暮らすことになりました。（大変だったのは、部屋が入り口脇の部屋で、毎晩お
産のたびに夜中に扉をドンドン叩く音で起こされることで、お産の見学もさせてもらいました。）
　村の社会構造は、前に述べた父系や男系の分節部族組織そのままで、カビリー地方のアート・ア
イシ部族連合タクビルト taqbilt（ベニ・アイシの名前は、イブン＝ハルドゥーンの『ベルベルの歴
史』の中に名だたる部族の一つとして出てきます。）を構成する一支部族アート・マフムド部族アー
ルシュを構成する 9つの集落タダルトの一つで、村は 3つのアドゥルム（住区）にわかれていました。
全部で 240 世帯で約 1500 人の人口でした。そのアドゥルムの一つアート・ハマディ Ath Hamadi、

現在の村の写真

1974 年の村の墓地と小広場
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を調査することになりましたが、それはま
た 4つの氏族ハルバからなりそれがまた幾つ
かの系族と小系族に分かれ、それが最終的に
幾つかの拡大家族アハムにわかれて、81 世
帯でした。81 世帯のうち農業（イチジクと
オリーブ、少々のオオムギと小麦）だけで生
活しているのは、１世帯のみで、中には公務
員など勤め人もいましたが、多くは技術者や
日雇い労働者で、世帯主が出稼ぎ人は 13 世
帯でしたが、ほとんどの家族がパリの移民
に親族を持っていました。実際の調査のと
き、小学校の校長先生が、同じアート・ハマ
ディの親族の女性ファリザ（当時中学の英語
の教師）を紹介してくれました。彼女には本
当にお世話になりました。村長さんからも村
の歴史や出稼ぎの歴史など（フランスへの出
稼ぎの最初は、パリのエッフェル塔が建った
1889 年の万博の 2 年前に人集めが来て建設
労働者として渡ったのが最初ということでし
た）、いろいろなことを教えてもらいました。
　村や地域の統計資料については市役所にい
たので、助役さんに頼んで、いろいろと見
せてもらいましたが、カビリーについては、
1891 年にフランスの植民政府が、もちろん
人頭税を取るために、家族調査をしているので訊いたら、近くにある原本（拡大家族の系譜調査表）
を取り寄せて写させてもらいました。この調査のときに、調査家族（といっても父系の血縁者だけ
で、奥さんは実家の名簿に載っています）の各々に、家族名を付けました。T村では、C, D, E, Fで
始まる名前、例えば Chenane, Choukran, Dedan, Dehamousなど、隣村のアグニ・アルースでは、G, H, 

I、反対隣の村では、Aと Bで始まる名前ばかりで驚きました。村の人たちはフランス名と呼んで
いました。昔からどこの系族の、誰某と呼んでいたのです。それは全部父系拡大家族アハムで、だ
から奥さんの名前は載っていないのです。奥さんは実家の方に書かれている。年齢も、小さい子た
ちはわかるから、5歳とか 8歳とか書いてあるけれども、上のほうになると 60 歳とか、50 歳、40
歳とか、アバウトな年齢が書いてありました。それがあったので、そこから 74 年、75 年に調査し
たときまでの系譜を全部、訊いて書きました。240 世帯のうちの 81 世帯、一つのアドゥルムとい
う住区を調査したのですが、そこでは、普通中東では父系のイトコ婚＝オジの娘との結婚というの
がとても盛んといわれていますが、同村の結婚が 8割くらい、ハルバの中の氏族内婚が 5割くらい
というふうに、内婚的な傾向が強いんですけれど、81 世帯の世帯主夫婦の中ではたった 2組だけ
がイトコ婚。意外に少ないのです。
　その後、1981 年に、再度カビリー地方で調査をしようと思って、再調査の許可願いを出しまし
た。そのときは私はすでに 90 ページくらいの報告書をフランス語で書いたり、論文（« Émigration 

ほぼ 40 年後の 3人、2014 年、右からファリザ、私、
ファリザの母親、ファリザの妹の家で

1974 年の右からファリザ、私、ファリザの母親
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et Société : Le Processus des Changements Strucruraux d’un Village Kabyle » Senri Ethnological Studies 1, 

Senri Osaka, 1978）も書いて送っていたので、高等教育省の許可は頂きましたが、国家警察の許可
が下りなかったのです。それは前年、1980 年に起きた「タフスト・イマジーゲン Tafsut Imazighen」、
つまり「アマジグの春」という騒動が関係していました。1980 年の春にムールード・マムリ先生は、
ティジ－ウズというカビリー地方の中心地にあるティジ－ウズ大学でアマジグの古い詩の講演をさ
れる予定でした。アマジグは文字を持たないんじゃなくて、ティフィナグ Tifnagという文字がトゥ
アレグ族の中に残っていたのを彼らが今使っています。だから、以前その文字を知らない人たちは
文字をもたない民族だったので、アラビア語で書いたり、フランス植民地になってからはアルファ
ベットで書いたりしている。マムリ先生は口頭で伝えられた古い詩を収集・研究していらして、そ
の話をなさる予定でした。1981年の夏にマムリ先生のエル・ビアールのご自宅で直接伺った話では、
アルジェから 105kmくらい先にあるティジ－ウズには、1～2時間で着くんですが、途中で車を止
められて、憲兵が、「どうも今日は騒ぎが起こるかもしれないので、すみませんが、今日のご講演
は中止してもらえませんでしょうか」と言われたというのです。高圧的に止めたわけではなくて。
頼まれてまでもやるほどのことはないというふうにご本人は思われて、やったとしても、その後み
んなで太鼓を叩いて歌をうたって終わるだろうけれど、まあ、無理にやることもないかと思って帰
られたんだそうです。そうしたら 3000 人位集まっていたティジ－ウズ大学の学生たちが、アマジ
グ文化に対する抑圧だといって騒いで、大学にバリケードを作って封鎖したんです。さらに、ティ
ジ－ウズ県の労働者たちが、ゼネラルストライキをして、住民たちの支援もあり、それで軍隊が出
てバリケードを開いた。公の報告では 5人の負傷者ですけれど、実際には亡くなった方も 30 人以
上いたとかで、とにかくかなりの騒ぎだったらしいんですね。私はその事件のときにはチュニスに
いましたが、一年以上経ったから大丈夫かと思ったのですが。マムリ先生は「1～2 週間行ってく
るのだったら平気だよ」とおっしゃるので村に行きましたら、みんながそういうふうに弾圧された
ことへの不満を口々に言うので、これでは許可は下りないなと納得しました。
　村の人たちの写真をいくつかお見せしましょう。これが、
ファリザと私とファリザの母親で、ファリザは、私が村の
調査をしたときのインフォーマントというか、手伝ってく
れた当時、もういまは退職していますけれど、中学の英語
の先生でした。2005 年に 14 年ぶりでテロが大分収まって
きたので行ったのですけれど。昨年には彼女の家に泊めて
もらって、村のアート・ハマディの家々を見て回り、2軒
でお茶をご馳走になり、夜は彼女の家で 81 世帯のその後
の様子をきくことができました。この写真は、2人の息子
が父親の後を継いで自動車修理店をやっていて。2012 年の
独立 50 周年のときも行って、これはお母さん。私よりひ
とつ上。これが彼女のご主人で、74 年に行ったときですけ
れど、96 年にテロで殺された。最初は要人、古くからの
友人の高等教育大臣、や研究所長たちなどが殺されていた
のが、だんだんこういう市民も殺されて、だから、すごい
ショックでしたね。これが最初の調査のときの写真で、こ
れが彼なんですよね。これがファリザで、お母さんと。こ

息子二人（右から 4人目と 5人目）、
一番右は娘とファリザ、上は 2階が次
男家族、3階は長男夫婦、4階にファ
リザと娘が住むかなり広い家
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のとき婚約していて、96 年に殺された。しかも彼のお父
さんは戦争のときに、T村のちょっと上のところにアグニ・
アルースという小村があるんですけれど、そこが焼き払
われてフランス軍によって山岳ゲリラ部隊マキザールに
対する監視塔が建てられてた。彼のお父さんも、マキザー
ルに入っていて、村人たちみんなが見ている前で公開処
刑で銃殺されたと聞きました。そうして彼のほうは今度
は、イスラム軍事集団のテロの犠牲になってというので、
ずいぶん悲惨な話です。
　これは、マリカ・ドムラン。私が 1969 年に初めて行っ
たときに彼女が 10 歳。この写真は 1974 年に行った時の
家族との写真、前列右の彼女の隣はお祖母さん、二人の
後ろは母親。彼女はすごく歌が上手で、いまはフランス
に住んでいるらしいんですけれども、フランスでコンサー
トをやったりして、有名になりました。国際先住民年の
ときに NHKの依頼で、「北アフリカの先住民でどこかい
いところ、ありませんかね」と相談されて、
それでカビリー地方なら知っている人がい
るといって、彼女を紹介しました。そうし
たら、彼女（そのときはもう歌手として名前
を知られていましたから）が自分の村の実家
に、夫や子供たちと一緒に連れていったり、
年寄の女性たちから古い民謡を教えて貰う
ところなどを見せたり。もう 1人、すごく
有名な男性歌手でアイト・メンゲラートとい
う人がいて、英雄みたいな人だから会うと
いいと推薦しました、そうしたら、彼の村
にも行って、彼が村の枯れた泉を再興する
話などやその頃、イスラミストによるとされるカビリーの山火事が頻発していたのに出会ってその
様子を撮ったり、「民族の心を歌に託して」という、とても良い番組を作ってくれました（夏でとて
も暑くて大変だったといっていましたが）。日本で観てすぐ NHKのディレクターにすごく良かっ
たと電話をしましたが、番組局長賞を貰ったと後で年賀状を貰いました。最後のシーンでカビリー
の夕焼けの美しい山々と村々に彼女の歌が響いて。村人たちがみんなすごく歌が好きで何かという
とすぐ歌います。他にもイディールとかカビールの有名な歌手たちがいるんですが、大体みなシン
ガーソング・ライターです。マリカはおばあさんたちに古くから伝わっている歌を教えてもらって
記録する仕事を続けているようでした。長くティジ－ウズの病院の看護師として働き、74 年にア
ルジェの郊外のフランツ・ファノン精神病院で、研修生として働いていた頃にも会いに行きました。

チュニスのメディナでの調査

　1969 年夏に初めてチュニスに 2週間行きました。当時のチュニスは静かな美しい町で、「今度長

マリカ・ドムラン（前列右）の家で、1974 年
後ろに白い甕は穀物などを入れる

1974 年の写真、ファリザの母親とファリ
ザと1996年にテロで亡くなった夫のアリ
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い滞在ができるのだったらチュニジアにしようね」と夫が言って
いたのですが、再び 1980 年 4 月から、2年半滞在する機会がやっ
てきました。さきほど申し上げたように、カビリー地方の再調
査の許可がでないので、チュニス大の経済社会研究所 CERESの
アブデル－カデール・ズガール Abdel-Kadel Zgal先生がパート
ナーになって下さり、客員研究員として、受け入れて頂き、チュ
ニスのメディナの都市化と家族の調査をすることにしました。
行く半年前から、日本でチュニス方言のアラビア語をチュニジ
ア人の学生に週 2回ずつ教えてもらったり、向こうに行ってか
らチュニス大のブルギバ言語学院の夏季講座で正則語を勉強し
たり、その後は学院の女性教授に家で一年半、正則語と方言を
学んだりと一生懸命勉強しました。チュニス方言で簡単な会話
や質問はもちろんできるようになったのですが、すべての質問
をアラビア語で詳細に訊いたりすることは難しいので、12 ペー
ジ 147 項目のチュニス方言の質問票を研究所の女性の研修生に
手伝ってもらって作り、研究所の 3人のアラビア語のタイピス
トが、2 時間位で打って下さって、作りま
した。1981 年の夏には 82 家族、1994 年の
夏には 105 家族と、沢山の家を 1 人で回る
のはとても無理なので、複雑な話になると
ちょっと解らないということもあったりし
たので、チュニス大の都市社会学のフレッ
ジ・スタンブーリ Fredj Stanbouli先生にお願
いして学生 3人を紹介して頂いて、3分の 1
位は1人で行ったり、誰かと一緒に行ったり、
彼女たちだけで回って貰ったりして、私の
調査を助けてもらいました。調査をしてい
て分かったのですが、1人で行くときと、2人で行くときと、彼女たちだけで行くときと、向こう
の人たちの反応が違うんですね。それが結構面白くて。私はやっぱりアジア人ですから、例の大き
なドアノッカーをコツコツと叩くと、「シュクーン、誰？」と聞かれて。それでチュニス方言のア
ラビア語で、「日本から来た宮治美江子といいまして。お話聞かせていただけませんか」というこ
とをしゃべると、細くドアが開いて、私の顔をみて、一応高等教育省の調査許可証も見せて説明す
ると「どうぞどうぞ」といって招き入れて下さって。むこうもアジア人女性に関心があるのでしょ
うか。私は一度も断られたことはないのですが、学生は、勿論許可証のコピーは持たせましたが、
何回か断られたとか言っていたりしました。2回の調査（1981，その後に 1994 年）とも、夏のしか
も猛暑のラマダーン中ですが、たいていのお宅は私はムスリマじゃないからとジュースやお菓子を
勧めて下さったりして申し訳ない思いでした。もちろんこちらもちょっとしたお礼は持っていった
のですが。2時間ぐらいかかる話に忍耐強く付き合って頂いてまったく感謝のほかはなかったです
ね。親しくなった家族からは結婚式によばれたりしました。また学生から近所の噂を聞いたりもし
ました。

ジャッルーリ家の門　メディナ
の典型的な門

ジャッルーリ家のご当主と息子さん、1981 年
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　調査を始めるときにいわれたのは、「メディナなどには生粋のディナっ子なんて、ほとんどいな
いよ。みんな移住者ばっかり」ということでした。エッケルト Eckertが 1968 と 1970 年に調査をし
ていて、メディナの移住構造というのを報告しています。ですから、メディナに行っても、もとも
との本当のベルディというか、チュニスっ子には会えないだろうと言われたんです。でも結局、最
初の調査のときには、26％がもともとのメディナの人たちだったんです。すばらしい宮殿に住んで
いる方もいました。でもやっぱり、移住者が多いですね。チュニジアの南からのタタウィーンとか、
オアシス地帯からの移住者が多い印象がありましたけれども、1994 年に国際交流基金のフェロー
シップを頂いて再調査をしたら、全県から来ていることがわかりました（チュニス生まれの世帯主
は、19％）。南から多いとかいうのはありますけれど、全部の県から来ているというのは驚きでした。
このあたりの調査のことは、「チュニジアの都市化と最近のメディナの社会文化変容」（1983 年）、「メ
ディナの人類学」（1984 年）という論文を書いていますので、詳しくはそちらをお読み頂ければと思
います。

サハラ以南のアフリカを見る

　1990 年には、東京家政大学の同僚たちとモロッコ、フェズとマラケシュで服飾文化の調査をし
て、その次の年 1991 年夏には、米山俊直先生の科研の海外学術調査、京都大学「アフリカ・イスラー
ムにおける都市―農村関係の動態比較」（代表：米山俊直）に加えて頂き、初めてサハラ以南のタン
ザニア、ケニア、ザイール、マリに行きました。でも、そのときに結構、危ない話をたくさん聞き
ました。タンザニアでは、首都ダル・エッサラーム大学に 8年も滞在してスワヒリ文学を研究して
いた木村さんという方がずっと女子学生寮にいたのが、教職員寮に移ってくれと言われて、移った
途端に拳銃強盗にあったという話を聞いたり、ケニアについては、ナイロビのスラム街で調査して
いた文化人類学者の松田素二さんに電話で「ナイロビはどう？」と聞くと、「うん、今は危険ですね。
日本人の 3人に 2人がやられていますね」と言うんですね。その次にザイールについて、AA研の

ジャルッリー家の客間 ナハジ・グニーン通り（富裕層が多い）。
右に折れるとアンダルス通りがある。
ジャッルーリの門が左側に見える。

06_1知_宮治先生ver5.indd   98 2017/03/27   15:11:31



99

知の先達たちに聞く（11）――宮治美江子先生をお迎えして――

梶茂樹さんに訊いたら、最近友だちから手紙が来たけれど、ザイールは今すごく危ないらしいと。
JICAの人が 50 人くらいに囲まれて鞄を奪われたりしたなどと聞いたとのことで、じゃあキンシャ
サの空港に降りて様子を見て、そこから引き返すか、ホテルまで行って引き返すか、現地に行って
から考えようと思ったら、飛行機を降りた人は私を含めて 3人。だからいかに危険なところかとい
う感じ。大使館の書記の方が迎えに来てくださって、「どうですか」というと「いまは不気味に静か
です」と言うんですね。最初はヒルトンに 2日泊まったんですけれど、ヒルトンは 1泊 250 ドルで
あまりに高いので、街中のほうの、富山大学の赤坂賢さんに紹介されたグランドホテルに移って、
それで東アフリカ有数という市場に行ったんですけれども、ワニのぶつ切りとかサルの燻製とか
売っているということで、これは見なきゃと思ってホテル付きの運転手さんに連れて行ってもらっ
て、「怖いから一緒に歩いてくれない？」というと、「とんでもない、10 分も車を置いておいたら盗
まれちゃう。マダムは、ここからこういって回ってくれば大丈夫だから」と言われて行ったりしま
した。キンシャサの街の広い通りも、私にとっては、修士の頃は一生懸命文献で読んでいたところ
だったので、ここがボランタリー・アソシエーションが盛んな場所などと思いながら歩きました。
大使館の一等書記官の方が食事に呼んでくださって、私が「ここは私の憧れの夢の地です」と言っ
たら、モロッコから来られた参事官が「我々にとっては悪夢の地です」ですって（笑）。その後、マ
リでもトゥアレグがらみの内紛があった直後で、内紛後の国民会議がちょうど泊まった（ここも同
名の）グランドホテルで開かれました。本当は、マリの憧れのトンブクトゥに行きたかったんです。
でも、フランス人の若い夫婦が誘拐されたから絶対に行っちゃダメというので、近くのニジェール
川のクリコッロという船着き場でトンブクトゥという小さな客船を見て帰ってきました。マリから
モロッコに移って、モロッコのフェズで「女性文化の変容と女性労働の調査」をして、1か月半後に
フランスに行きました。ホテルに着いて、携帯ラジオをつけたら、ザイールでいま内戦が始まった
と。私が歩いた大通りで 2000 人が衝突して 200 人が亡くなって、ベルギー領でしたからベルギー
から 800 人、フランスから 600 人の落下傘部隊が続々と到着しているというニュースが流れてきま
した。ああ、私はすごくラッキーだったと思いました。そういう時代でした。

アメリカへ、そして再びアルジェリア

　2000 年から 2002 年まで 2年間、オレゴン州の州都のセーラムというところに行きました。ここ
に東京国際大学のアメリカ校 TIUAがあります。アメリカ校が提携しているのは、ウィラメット
大学というリベラルアーツの大学で、ミシシッピー以西では一番古いそうです（私の滞在中に創立
160 年の式典がありました）。リベラルアーツとしての大学としては一応全米で 50 位以内に入る大
学とされています、滞在資格はそこの客員教授。学生たちは 1年ずつで、その長い遠足に付いてい
くようなものですけれど。でもその留学システムは、全学部（今では、商・経・国際・人間社会・言語
の 5学部）から 100 人位の学生を募って、2月の初めに 2年の期末テストを終えてから行き、4か
月の春学期は、集中的に TIUAのアメリカ人の先生と小人数グループで、英語を徹底的に教えられ
ます。その後の 6週間の夏学期は、ウィラメットの先生が社会学、心理学、文化人類学、経済学、
アメリカの歴史・地理などを比較的優しい教科書で教えて下さり、単位が置換できます。秋学期の
一学期間は、トッフル・スコアの成績が良ければ、ウィラメットの正規の好きな科目が選べます。
成績が思わしくない学生も、スポーツや演劇、絵画、その他の実技科目を学ぶことができます。学
生たちはアメリカに来たときから、TIUAの寮も含めてウィラメットの 11 の寮に散って、アメリ
カ学生と食堂も一緒ですから、この段階的な勉強も含めてとても良いシステムです。
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　私は週一回の TIUAの All Student Meetingと文化人類学を教えるのが義務ですから、楽なようで
すが、いろいろな問題を起こす学生も出てくるので、日本の本校とのやり取りや親御さんや勿論ウィ
ラメットとの話し合いなど、とても大変でした。
　さらに 1セメスター、ウィラメット大学のレトリックのデヴィッド・ダグラス David Douglass先
生と、TIUAの言語学のグレゴリー・ウェイン Gregory Wayne先生と 3人で「Symbol and Myth: Rites 

of Passage in Japan and the United States」という講義を一年近く前から準備してやりました。通過儀
礼の比較研究で、誕生、結婚、死という 3つの通過儀礼についての比較研究で、ゲストスピーカー
を呼んだり、お産婆さんとか、教会の牧師を呼んだり、それぞれ学生たちが調べて報告する。学生
は日米大体半々で 13 人、なかなかおもしろい授業になりました。ちょうど大学から一時間のポー
トランドの本屋で Rites of Passage（バン・ジュネップ Arnold Van Genepp著『通過儀礼』）という有名
な本の英訳本をみつけました。手ごろな分量で（日本語訳も 2種類ある）、これが教科書になるか
らいいと思ってデヴィッドとグレゴリーに提案したら賛成してくれました。この授業はすごく評判
がよくて、まだ続いているよと、3年前に会ったグレゴリーが言っていました。でも、セメスター
制の大変さを全然知らなかったので、半年ならいいかと思ったのが間違いのもとで、１回１時間の
授業が週 3回・40 回あったのです。むこうの先生が大変なのは、ブラックボードというのを、ネッ
トで授業を取る学生だけに開いていて、ゼミの学生たちはブラックボードに授業以外にどんどん質
問してきて、それを先生が答えます。40 回となると、私もかなり教えなくちゃならなくて、英語
はそんなにも自信がないので、ちゃんとペーパーを作って、グレゴリーに見て貰ってやりましたけ
れど。セメスター制は少なくとも週 2回やる方と、3回と、4回やる方といます。大変貴重な体験
になりました。
　その後、2005 年にアルジェリアに行きました、本当は半年間のサバティカルで海外調査にも行
けたのです。今から 10 年以上若いですから、随分いろいろなことができたと思うのですが、ちょ
うどその年くらい前から夫が病気になりまして、最初の 3年近くはほぼ寝たきりに近かったので、
一人で置いていくわけにもいかないので行きませんでした。このときに外語の AA研に日本人初の
フェローとして在籍させていただきました。

女性とイスラーム世界の将来

　私が専任教員になったのは1986年です、その前、30代半ば位から、「あそこならお世話できるけど」
と言って下さった先生方もいらしたんです
が、皆、関西とかちょうど地方の国立大学
に文化人類学の講座ができはじめたころで、
やっぱり家庭を二つに割る決心がつかなくて
就職が遅れてしまいました。1988 年にファ
ティマ・メルニーシ Fâtima Mernîsîさんが国
際交流基金の招聘で来日しました。在モロッ
コ日本大使館から彼女の 2週間の滞在のオー
ガナイズをしてくれと頼まれて、それ以来彼
女と親しくなりました。翌年彼女は、第三世
界から 5人の女性の国連大学の評議員に選ば
れて再度来日しました。メルニーシさんは、

ファティマ、メルニーシの家で、
中央はアーイシャ・ベラルビ
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知の先達たちに聞く（11）――宮治美江子先生をお迎えして――

日本で『ハーレムの少女ファティマ』（ラトクリフ川政祥子訳、1998 年）と『イスラームと民主主義』
（私市正年・ラトクリフ川政祥子訳、2000 年）という翻訳がありますけれど、彼女は北アフリカきっ
てのフェミニストと言われています。昨年 23 年ぶりにモロッコに行ったときに、彼女の家に呼ば
れて 2回くらい行きましたが、若い人たちに尊敬され頼りにされているようでした。彼女と低所
得者層の住む地域を散歩したりもしました。彼女の他に彼女の家に、アーイシャ・ベラルビ Aîcha 

Belarbiも来てくれて会いましたが、彼女には 1989 年に初めて会いました。1990 年に厚生大臣に
なりインタビューもしました。いくつかの国際機関でモロッコ大使をやったりして、大変活躍し
ています。彼女は、1980 年代に、中級職の女性公務員の家事・育児と仕事の両立がいかに難しいか
についての大変面白い調査をやってますし、『男女平等と同権―未完の歴史』Egalité - Parité histoire 

inachevée（2012）を昨年会ったときに貰いました。メルニーシは『女たちの語るモロッコ』Le Maroc 

raconté par ses femmes（1986）という本を出していて、『現代思想』のイスラーム特集（1989）でその
一部が翻訳されています。その中で彼女は、男たちは、お金のある男が女性を養って食べさせてい
くから、お金のある男が妻を娶る権利があるのだといっているけれど、女たちは昔から、自分たち
の食べる分くらいは皆自分で働いてきた。自分たちはお金があるから男たちと一緒になるわけでは
なくて、そういう意味では、貧しい男たちにも十分女性たちに愛される権利があると女性たちはいっ
ていると書いています。この前会ったときには、『Collapse of Masculinity男性性の崩壊』という本を
もうじき出すということを言っていました。題名の意味は訊きそびれましたが、今、IT時代で私
もパソコンを使ってお話をしていますでしょう。IT産業では女性は十分活躍できる。そういう意
味で、こういう ITの世界になってきたら、マスキュリニティというのがあまり意味をもたなくな
るというようなことを主張しているらしいです。昨年 11 月 30 日にメルニーシが亡くなったことは
衝撃でした。仏紙ル・モンドは、2頁の特集記事を載せ、「アラブの美しい星が消えた」と悼んでい
ます（私も『季刊アラブ』の 2016 年の春号に追悼記事を書きました）。長年の念願かなって昨年もア
ルジェリアに行ってアルジェリア一のフェミニストといわれる社会学者でアルジェ大学応用経済研
究所教授のファトゥマ・ウセディック Fatma Oussedikとも仲良くなりました。1981 年にアルジェ
に行ったときに 1983 年の家族法制定に向けて盛んに男女平等を求めて活動していた女性研究者た
ちに絶対彼女に会うべきだといわれたのですが、彼女はチュニスの女性会議に行って、行き違いで
会えませんでした。
　そんなことでやってきましたけれども、マグリブの女性たちは、ある意味で日本の女性たちより
もずっと社会参加が進んでいますね。アルジェリアの場合には、女性教員は大学教員の 3割、モロッ
コとチュニジアでは 4割（日本では、努力目標が 25％）、それから弁護士、判事、検事の 3割は女
性です。議員も、チュニジアでは 2007 年で 27％くらい。地方議会の方が比率はすくないですが、
今度革命後、新しくできたチュニジア議会ではイスラーム政党ナハダが第一党で、少し変わって減っ
たようですが、日本よりは多いです。とくに公務員にはすごくいっぱい女性がいて、局長、部長ク
ラスに女性が多いんです。1980 年から 82 年にチュニジアに行っていたときに、JICAの所長さん
が「お役所には女性のお偉いさんが多い」といっておられました。私がモロッコで女性労働のこと
をやったときも、首都ラバトの労働省の局長にお会いしましたが女性でした。女性たちがすごく活
躍していて、なぜだろうと思ったわけです。ふつうアラブ・ムスリム世界というのは、1970 年代
くらいまでは、第三世界でもいちばん女性の教育も低いし、就業率も低いし、とにかく「陰に隠れ
た女性」というようなイメージがありましたが、それが 80 年代位から、どんどん女性の社会進出
が進んで。さきほど、大学を出たら働くのは当然と言ったのですが、一つは独立後、アルジェリア
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でもどこでも、国家予算の 4分の 1は教育にかけて、若い人たちの教育に努力している。国の中枢
を握っていたフランス人が引き上げた中で人材不足でもあった。だから大学を出た女性は即戦力と
して期待されたという事もあると思います。最初は、小学校までは義務化されたかなと思うくらい
女子も行くのですが、中等教育になるとガタンと就学率が低くなっていました。
　でも、それもいまは、むしろ中等教育では女子のほうが多いくらいになっています。大学でも、
医学部などは半分以上女性といわれていて、チュニジアでは国家フェミニズムといわれた時代も
ありました。ただ、その国家フェミニズムは、一方でイスラーム主義者のナフダ党などを抑圧し
て、国外に党首が亡命したり、それから労働組合も強かったんですが、それも他の左翼と共に弾圧
しという、それをかわす意味で女性を重用したところもあったのだろうと思います。でもそれだけ
じゃなくて、女性たちも頑張ったと思いますね。そういう意味で、今度の革命でも、女性が最初の
段階から参加して、ジャスミン革命なんていわれていますけれども、私は使ったことはないのです
が、チュニジア人は「あれはサボテン革命だ」と言っていますし。女性たちが、ガンヌーシーとい
うナフダ党の党首がロンドンの亡命から帰ってくるその日にあわせてデモをチュニスの中心街で組
織しました。一橋大の地中海研究会とチュニジアの CERESのジョイントセミナーでお会いしたり、
今所属する科研のプロジェクト（「変革期のイスラーム社会における新たな課題と役割に関する調
査・研究」代表塩尻和子）で招いたり、交流のあるムニーラ・ラマディ・シャプトーMounira-Ramadi 

Chapoutotさんという、マムルーク研究をしているチュニス大学の名誉教授の方がいるのですが、
彼女がデモで先頭に立ってチュニジア国旗を体に纏って拳を振り上げているところが、『シカゴ・
トリビューン』の表紙になったというので、「あなた、そんなことして大丈夫？」と聞いたら、「私
たちは、とにかく言論の自由が保障されたことが、革命の一番良いことだから大丈夫よ」と言って
いたんです。でも、昨年日本に来たときには「すごく怖い」と言っていて。自分の知っているだけ
でも 24、5 人が、学部長とか、学長とか、そういうポストにある人たちが防弾チョッキを着ている
というんです。ですから、状況は厳しいようです。例のバルドー博物館での襲撃で日本人も殺され
てしまいましたし。チュニジアは観光立国だったのに。それでも、頑張ってエジプトみたいになら
ないように、なんとかやっていこうとしている、ですから私はそこに光を見て応援したいと思って
いますけれど。
　（但し、2015 年にチュニジアの 4団体がノーベル平和賞を受賞して、16 年 7 月に日本の笹川平和
財団に招かれて講演会があったときに、「とにかく治安の維持には国民が努力しているから、日本
の皆さんは是非観光に来てください。それによってチュニジアも勇気づけられる。」と話していま
した。確かに観光事業が、衰退して失業者が増え、不法難民などや、ISに参加する青年たちが増
えたりしているのは、困ります。）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊質疑応答＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

司会　宮治先生、どうもありがとうございました。文化人類学研究室が赤門のそばにあったなんて
ことは全然知りませんでしたし、ずっと駒場にあったものと思っていましたので。本当に広がりの
あるお話を頂戴しまして、私は男性ですので、女性として、小さい子どもを育てながらということで、
それを切り開いていらっしゃったというところが、とてもすごいなと思って感銘を受けてうかがい
ました。ありがとうございます。うちも若い女性研究者がたくさんいますので、今日はたぶんすご
く励みになったと思います。本当にありがとうございました。20分少々ありますので、どなたでも、
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