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知の先達たちに聞く（8）――堀内勝先生をお迎えして――

意味を問えば文化が分かる――アラブ基層文化の追究
砂漠とラクダ・遊牧民に魅せられて　アラブ言語文化と意味論

堀内　勝

　ただいま紹介にあずかりました中部大学の堀内勝と申します。今年 70 歳になり、大学の職場の
定年になりました。3月に解放されて自由になります。
　レジュメではタイトルの下に：

とありますが、この二首は最近の心境をよんだものです。上は学問の世界に身を置く者は誰もが経
験する世界ですね。アラブ・イスラム文化、アラブ基層文化を追究する者にとっては、どの領域も
一つ極めれば、その先にそれをも含みこむさらに大きな領域が横たわっている観が致します。未だ
道半ば、奥の深さに今更ながら究めることの難しさと、己の能力の限界を感じております。用意周
到にいくら閉じた体系をつくれたところで、どこからでも別の切り口が見えてきて､ 不十分さが見
えてしまう。その繰り返し。それでもなお、一歩は進めねばならず、気を取り直して学究を続ける、
このような心境です。
　第二首は私の身体も含めた私的状況を謳ったものです。実は私は六三歳の時、大病を患い、死と
隣り合わせました。この年ぐらいで亡くなる同輩もおりますから、私も覚悟は決めました。大手術
が成功しまして、また生を与えられたのだ、と自覚と使命を意識させられました。し残したこと、
お前しかできないことをやってくれ、との啓示と受け取りました。その後は一日一日を「日に新た」
に迎え、やりかけの、またし残してきた領域をまとめてゆくのが我が余生と、弱って行く体力を心
身の内側から励ますように、気力で日々励んでいる日常です。
　さて、本日は、「知の先達たちに聞く」と言うことで、わざわざ招かれて光栄に存じております。
私が今まで手を染めて来た領域については業績一覧を見て頂ければ、分野ごとにまとめてあります、
急きょまとめたものでありますから、類別も厳密ではありません。まだ漏れているものも多くあり
ます。また領域を跨ぐものは両方に入れてありますので、ダブリもあります。〔本誌掲載版の業績
リストは過去の「知の先達たちに聞く」のフォーマットにあわせ発表年月順に改めてあり、分野毎
にはなっていない。分野は各リストの終わりの〔　〕に○数字で示してあります。〕
　私の興味の原点、学的対象は、今思えば砂漠の驚異にあったのだと思います。大学卒業後すぐに
サウディアラビアの東の砂漠の中で一年間を過ごしました。それから数年してエジプトで留学生活
を二年半送りました。エジプトの大都市カイロでも、ピラミッドのところに行けば、分かるように、
アラブ世界は大都市であっても近郊は辺り一面砂漠が広がっており、その影響は抜け難く人間生活
に及ぼしています。私自身は「アラブの基層文化を求めて」最近まではアラビア半島内部の砂漠を
フィールドとしていました。砂漠のこの訴えかける驚異と興味を、どう切り取って我が領域とする
か、砂漠と対峙して掴み取ろうとしていました。それは非常におもしろく、全く「無」に帰した
り、ある小さな発想が大規模な展開を見せたり、そういう意味で、私は自分を剥き出して砂漠に晒
し、それから浮き出て来る対象に非常に惹かれます。アラビア砂漠と言えばラクダ、大型家畜で砂
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漠に適応を見せた動物といえばラクダです。そしてこのラクダといえば、これを有効利用して砂漠
を人間のハビタット（可住地域）としたのは、ベドウィン、アラブ遊牧民ということになってきます。
だから、今回の私の話は、三題噺で「砂漠とラクダ・遊牧民に魅せられて」というタイトルになっ
ています。これらと関連して他の話も加えてゆきたいと思いますが。
　その前に方法論について少し話しておきますと、基本的には、本日の講演タイトル「意味を問え
ば文化が分かる」に現れています。また副題にも「アラブ基層文化」と「意味論」と入れておきま
した。これがどのような意味かといえば、鍵概念（キーターム）の語をいくつか探し当て、そこで
ある閉じた概念体系をつくるのです。閉じた体系を作り、そこでそれらの関係性を考えてそれに通
底していたり、背後の関連性・有契性を探る方法論です。思考法ですが、基本的には言語人類学、
文化人類学、意味論、認知論的手法です。パラダイム（語彙の分布）とタクソノミー（語彙の階層分
類）などを手掛かりにします。そしてその解明を二つの手法で行ってゆきます。ひとつはアラビア
語の構造からおこないます。この言語のもっとも特徴的な一つは、語自体に語根と派生を持ってお
り、その意味もまた語根義と派生義とから辿り得る構造を持つ言語である、ということで様々な追
究と類推の根拠を提供してくれます。もうひとつは言語・文化人類学の領域なのですが、基本的に
は意味論、認知論の領域ですから、言語分析を通してその裏にある文化を読み取るということが一
番の関心事と言うことになります。そうしたことから意味論、認知論が主体となり、それらはシニ
フィカント（意味させるもの）から、シニフィエ（意味されるもの）が主たる対象になり、その意味
では理論的な、あるいは機能・構造的なものも含みこんだ、言語学を超えはるか視野の大きい哲学
や心理学を含んだ学の総体に取り組むということになりましょう。あるもの（＝単語）から辿って
みても結構雄大なスケールで展開できるものです。
　今回は述べました通り三題噺で「砂漠とラクダ・遊牧民に魅せられて」というタイトルのもとに
話を進めます。三題噺に、他の関連する領域、および現在に至るまでの幾つかの研究領域を継ぎ足
して、雑駁ではありますが時間を取らせていただきます。ここでは図やスライドを少し用意しまし
たので、それを例としながら説明をしていきたいと思います。

砂漠と霊感

　それでは何が自分を方向づけたかを考えてみると、基本的には自分に「ビビッ」ときたもの、感
応したもの、言ってみれば一種「霊感」のようなものでした。私も最初は文学畑に進もうと思って、
結構翻訳をしたり、分析をしたりしたのですが、文才も筆力も未熟で納得がゆかず、自ら歯がゆい
思いを抱いておりました。自分が己に納得して追求したいもの、それはいったい何だといつも考え
てきました。私は砂漠に行くといつも己の体と心に感動と霊感が降るように満たしてくれるのを感
じています。ですから、7年前から行かなくなりましたけれど、その前までは毎年砂漠に行って、
何か感じるものを直接に間接に書いてきたということになります。
　つまり、私は基本的には砂漠から自分の発想を得ているということになります。では砂漠とは何
かというと、まず、「無」である。何もないということになります。無であるということは、逆に
言うと「無が全てある」ということになり、今度は「有」であることになります。無がすべて、無
の全有、そこから、砂漠へ行くと人間はむき出しになるのです。では、無から有をどう作り出すか。
その時にその人がどう知識経験を体験してきたかということがむき出しに出てきて、そこにどう展
開していくか。無間地獄の方へ行くか、最高の一神教の唯一神までそれが深まるか、それは人によっ
て全く違うわけです。
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　砂漠という無からどのように有が作り出されるのか。要するに無からどのように有が出て行くの
か。例えば、我々が一旦トンネルに入りますと、トンネルから出る時にどう出てくるのか。その明
るさはどのような種類の明るさであるのか。これが人によって全く違うわけですが、同様に砂漠と
いう無からどのようなものが出てくるか、これも人によって全く違ってきます。
　砂漠には清浄感・純粋性も魅きつけます。砂漠というところは一面では何もない非常に怖いとこ
ろです。その代わりに何か思いや信念があると、それが純化され強化され、ものすごく強い力にな
ります。そのような力というものが砂漠の中にある。そういう意味で砂漠に非常に惹かれるわけです。
　これを卑近のデジャビュの例で言いますと、「山のあなたの空遠く……」の詩の内容がそうですし、
例えば川があって、川の流れが蛇行しているとします。自分が川の蛇行のところまで行くと、その
先に何があるのかと、そのように先を辿ってゆきたくなるものです。砂漠も同じで、分解していく
と砂丘とかワジというものが出てきます。砂丘の一つ先には何があるのか。やはりそこには期待と
驚異のそれなりのものがあります。例えば、1本の木が急にあったりするのです。そうするともの
すごい違和感や驚異となり聖樹信仰と結びつくことになるわけです。乾燥している暑い世界に木が
1本ある。ワジ、涸れ川と訳しますが、要するに雨期には底が川になるが、乾燥している時には全
くむき出しの普通は道路になるところで、通路として利用されます。しかし、考えてみると、川底
というのは一番水があるところで、そういうところに一番水が残るということになり、そこにまた
木が生えてくる。木が突如あるという、そのような興味深い現象は信念や信仰と結びつく、そうし
た領域が深く砂漠の中にはあります。（業績表　⑦自然観・鉱物、および拙著『砂漠の文化』を参照）

ラクダとアラブ

　砂漠に適応した家畜、ラクダについて、少し述べてゆきます。私にとってのラクダ研究は、いく
つかの特異な領域を開拓してゆくことになりました。基本はアラブ文化の諸相を押し広げ、その特
異性がアラブという文化と地域研究の特色を浮かび出してくれました。それどころか、私自身文系
の人間ですが、加えて生物学、生態学とを大いに学ばせてくれました。タカおよび鷹狩に分け入っ
てゆけたのも、またアニマルフォークロア（動物民族学）として、他の動物たちの領域にも関心が
深まったのも、こうした分野を学んだ上であったから出来たのだと思っています。現在でも車が高
価で普及していない南西アジア地域や北アフリカ地域では、畜力利用と言う点ではまだ生かされて
いる地域がありますが、このような状態が続くのも時間の問題でしょう。その意味でも最初に近現
代になってラクダが新たに活路を見出した二つの分野を紹介しておきましょう。これからはスライ
ドも用いながら説明を加えてゆきます。
　まずは、ラクダ乳活用復活化です。これは非常にうれし
いニュースで、ここに持ってきていますが、ラクダミルク
を利用したチョコレートです。これは、結構大きなサイズで、
ラクダの形をしていて、中にラクダのミルクが入っていま
す。少し塩を利かせてチョコレート味とマッチさせていま
す。アブダビで製品化していまして、取引先には京都の店
も入っています。ラクダのミルクを使ったチョコレートは
世界で初めてだということらしいです。
　今はどの文化圏もミルクと言えば「牛乳」となってきてい
ますが、ラクダの乳利用はアラブ遊牧民には欠かせません
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でした。ラクダのミルクは、乳脂肪分が少なく、人間の母乳と同じです。ですからそのまま我々も
飲むことが出来ます。乳脂肪分が高いと人間が飲むと下痢を起こしていまいますが、人間の母乳と
同じですからその心配もなく、遊牧中の牧人でも通りすがりの旅人でも乞われれば搾乳して持て成
すことが出来ます。私は山羊の乳で育っていますが、山羊の乳も乳脂肪分が少ないので、熱くして
飲んでいました。山羊の乳、ラクダの乳、人間の乳、これらは乳脂肪分がせいぜい 4～ 5％なのです。
このように乳脂肪分が低いとそのまま飲めます。牛乳は乳脂肪分が 5％以上はあります。だから少
し薄めているはずです、乳牛の品種が違えばまた違ってきますが。家畜で一番乳脂肪分が低い動物
のミルク、それは馬のそれです。馬のミルクの乳脂肪分は 2％ぐらいしかありません。だから馬乳
は普通に飲めますし、発行させて馬乳酒も作ります。
　我々は「ミルク」を良く「牛乳」と訳していますが、これは
牧畜や家畜とあまり縁のなかった我々としては仕方のない
ことです。牧畜などと深く関わっているところは、それな
りの乳利用もされていたはずです。ラクダ遊牧をしている
ところでは、ミルクといえばラクダですし、ガナム（羊・山
羊）をメインとするところでは山羊のミルク利用がなされて
います。山羊のミルクからはチーズも作られて、その形か
らピラミッドとの名で親しまれていますね。写真のものも
ヤギチーズで入手できるものです。またラクダ乳の見直しは首長国はじめ湾岸諸国で進んでいます。
　先ほどラクダとヤギの乳の話しをしましたので、ついでに羊の乳についても話しておきますが、
羊の乳というのは乳脂肪分がものすごく多く、バターやチーズなどの乳製品が作られます。遊牧民
のところに行くと、毎朝羊の乳を搾って、それを大きな皮袋に入れて攪拌するわけです。牛乳もそ
うですが、ビンのようなものに入れて振るとやがて脂肪分が浮き上がってきます。これがバターで
す。そして、下の方に脱脂乳が溜まり、タンパク質が主成分となって、こちらからチーズが作られ
ます。そのような形で遊牧民のところへ行くと毎朝のミルク、そしてそのような乳製品を作ってい
ます。もちろんヨーグルト菌を入れた凝乳アイラーンも作られ、日持ちの良いミルクとして利用さ
れています。（業績表　⑫衣食住文化および「アラブ世界のラクダ乳文化」『乳利用の民族誌』参照）
　もう一つ現代にラクダ活用が見られるのは駿足性を生かしたラクダレースです。ラクダの価値、
重要性を再考させられます。まず自動車 1台の値段を思い浮かべて下さい。ラクダ 1頭は自動車以
上の価値がありました。何故かというと、ラクダは自動車の持つ機能を、馬力ならぬ駝力で全てを
持っています。走る・運ぶ・牽引する、全てラクダがその機能を果たしていました。それが、現代
では車になったわけでしょう。しかも道なき道、車の通れないところ、砂漠も踏破してゆきます。
その上、ラクダはそれ以上に、乳利用があり、毛皮利用があり、そして肉利用があります。ちなみ
に旅行記や文学作品などでは、肉も不味くはないといわれますが、それは普通に肉利用されるのは
年取って、使い物にならなくなった屠肉が出されるからです。固くて脂味もすくないものが出され
ますから、そう評価されます。しかし動物の肉のことを考えれば、年取ったものはどんな動物であっ
ても美味であるとか旨いとかは言われません。最もおいしい食べ方は時間をかけ､ 香草やスパイス
を利かせたシチューにして煮込んで柔らかくしたものです。牛肉ほどではないですけど若いのはう
まいです。矢張り成長段階にある若いラクダにはかないません。肉利用というのは、個体を殺して
しまうわけですから、マール（資産・動産）を減らすことで、若いのは避けることになり、その個
体の最後の利用方法ということになります。その意味でも、肉利用以外には、「車」としての利用、
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ミルクとしての、毛皮としての利用法はその個体が死ぬまで継続して利用できたわけです。砂漠生
活では衣食住すべてに深く係わり、精神文化の方にも及んでいます。そのようなわけで、ラクダの
「車」以上の価値が、さらにラクダの人間生活に占める割合の大きさがお分かりいただけたかと思
います。
　今でもラクダが活きているということで、競争ラクダ、競駝のことを少し詳しくスライドを用い
て述べさせて頂きます。乗用のみではない、走力を最大限に生かしたラクダ。特にオマーン種ラク
ダは駿足ラクダとして有名でした。それではいくつかのスライドを使って話しを進めます。これは
ドバイのナッドッシバーというラクダレース専用で行われている競駝です（写真 1　筆者撮影）。こ
の写真を見ると中央やや右の辺りに 4と書いた標識
があります。これは後 4km地点であることをしめし
ています。如何に長距離であるかがお分かりでしょ
う。競馬のレースは長くても、天皇賞でせいぜい
3200mです。これはまだ4kmもあることになります。
ラクダの速さと持久力がお分かりでしょう。走力で
利用できる動物はかつては馬とラクダだけでした。
ラクダと馬では、短距離では馬の方が速いです。し
かし 10km先になれば、これは分からなくなります。
20kmになるとラクダの方が勝ちになることが多くなります。増してや砂上のレースでは、もっと
はっきりするでしょう。馬でできるだけ長い距離をギャロップで走ったとしても、その距離はせい
ぜい 4kmは続かないでしょう。それを越えると速度が落ちてしまいます。
　ラクダレースは最も距離が短いものが若ラクダの 4kmです。レースのメインはオトナラクダの
10kmレースなのです。レース場は円形で、レースの中間点ははるか遠く客席からは見えません。
土埃で見えるだけです。双眼鏡を使ったりしますが、主なレース場に行きますと、ちゃんとTVが
設置されていて、中継車がずっとレースの隊列の横にいて撮影しています。このスライドのアング
ルは何台か所有者や関係者を乗せたマイクロバスが走る中、同乗させてもらい、撮ったもので先頭
に近い位置です。
　レースの折り返し点辺りまで来ますと、意図的に調教師はギャロップ（襲歩）およびキャンター
（駈歩）からトロット（速歩）に変え、ラストスパートに力を温存します。リズムとも連動しており
ます。私は歌謡やリズム観も追究しております関係上、述べておきたいことがあります。四肢動物
のどこが最初に動くか、始動部ですが、前脚ではありません。前脚は動力としてはあまり有効では
ありません。前脚は後脚の補助と方向転換に有効です。動力源は後脚に在ります。必ず後ろのどち
らかの脚で始動します。4拍子だ 2拍子だと言った時にそれも考えておかないといけません。ラク
ダは側対歩（左右の前後脚同時歩行、普通の動物は斜対歩）です。そしてアラブは右偏重の考えを
持っております。だから右後脚が一歩目と言う前提に立ちます。常

なみあし

歩 4 拍子が始まるわけです。右
後脚・右前脚・左後脚・左前脚、タン・タン・タン・タンとの一完歩で順次続くリズムが成立し
ます。トロットは「速

はやあし

歩」で長距離用の速さで前脚、後脚同時か斜対脚同時かになり、これはタン・
タンの 2拍子です。フォックス・トロットというのは右側前脚・後脚が同時に動くものです。駆け
足（ラン）は後ろ脚が同時で、次ぎに片方づつの前脚、タン・タン・タンの 3拍子と考えられており、
ランの一番早い速度がギャロップ（襲歩）ということになります。そのようなリズム観というのは、
牛やロバなどの「運ばせる動物」まである文化と、馬やラクダなどの「騎乗する、走行させる動物」

写真 1
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をもつ文化、いわば人馬一体が日常化している文化では大きく異なったリズム感があろうかと思い
ます。要するに乗用動物のリズム＝体外リズムが騎乗する人物のリズム＝体内リズムと和合、合致
することになります。体内リズムというのはそのような形で作られています。常歩などはよく観察
できます。
　次の写真（筆者撮影）ですが、これはレースのゴー
ル間近のところです。前景が緑だということは、手
入れがされており、ここが観客席・貴賓席だという
ことが分かります。外側を走っているのが関係者を
乗せたミニバスで、さらにその奥の砂漠の中に並ぶ
のが、優勝者に送られるトヨタのランドローバーで
す。ラストスパートしているラクダたち。ジョッキー
がさかんに鞭を振ります。私が調査していた頃は、
少年、それも 5～ 6 歳――7 歳が最年少資格ですから 7歳と言わなければならないそうです――
がジョッキーを務めていました。ジョッキーが小さく軽ければ、ラクダへの負担が軽くなり、長距
離ほど有利になり、速度が出せるからです。私は、ラクダレースの速度のレコードタイムはこの時
期が最後となるのではないかと、現地で調査していた頃思って、何 kmレースで何がどのぐらいの
タイムを出しているか、記録はとって置きました。というのも既にそのころから、いくつかの事件
が起きており人権団体から子供＝未成年をジョッキーにするということは虐待であると批判を浴び
ていましたから。虐待問題で子供を使うのが駄目になって、競馬のように普通の大人が乗った競争
になるだろうと思っていました。しかし、驚くことに、そうはならずに、日本製の（ジョッキー）
ロボットが使われ出して、今ではすべてのレースのジョッキーがロボットになっているようです。
平行して走る車から調教師が無線でコントロールするのです。鞭が当たると速度をもっと上げるシ
ステムになっているようです。ロボットになっては速度は出るようになるでしょう。私の調査して
いた時期の平均速度や、優勝駝の記録もすべて過去のものでしょう。ロボットは数キログラムしか
ありませんから。少年ジョッキーでしたら 20～30kg はあったわけですから。
　この図は写真 2の一部を拡大したものです。駿足ラクダのスタイ
ルを見てください。このラクダたちが調教されていることが一見で
分かります。それはお腹に贅肉が全くなく胸から後脚にかけて、反
り返っているところです。肋骨以降は鼠蹊部まで斜線を引くように
なっています。右前脚に隠れて見えませんが、ここに胸だこがあり、
体の腹部の最も低い部分になります。従って胸だこが底をなし、腹
部全体が壺のようになるのです。普通のラクダは胸だ
こから以降はたるんで膨れた形で鼠蹊部につながっ
ています。走る時は頭をきりっと上げ、瘤より上に行
くように、そして頭は平行にして風を切るような動き
を見せます。脚の動きは素早く俊敏です。普段では見
知らぬ我々が後ろから近づくと、足を微妙に地面から
放して、いつでも蹴るような仕草を見せます。
　この写真（筆者撮影）は、一区画ずつが 1レースに
参加登録しているラクダたちです。年齢と雌雄別に 写真 3

写真 2
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されて、首のところにスタンプが押されます。全体を見渡して､ 総数がどれぐらいか、一レースに
どのくらい参加しているかが分かると思います。少なくとも一つのレースが 40～50 頭です。それ
が 10 レースぐらいはあります。
　レース場の規模によって異なりますが、首都にあるようなレース場では、近隣諸国からの、遠く
はアラビア半島の西側やスーダン辺りからの参加もあり、盛大に行われます。メインレースにはト
ヨタなどのランドローバーが勝利駝に与えられます。10 位まで額が大きい賞金があって、参加賞
も与えられます。オマーン種ラクダの伝統保存策とも兼ね合わされ、国家的事業として湾岸諸国で
はラクダレースともども、保護と育成に努めています。こうしたレース場だけでなく、伝統的には
結婚式やハレの日には、己の誇る貴種に乗ってラクダレースを行っていたものでした。

ラクダ遊牧民

　話しをラクダ全体とアラブ遊牧民に戻します。ラクダの世界をいうときに、遊牧民の放牧形態か
らいうと、居住には水源が不可欠です。砂漠主体に考えますと、水源を起点に農民、オアシス民、
そして日帰り遊牧を行うのが羊、ヤギ、牛の民、そして何日も離れて砂漠に放牧に出かけるラクダ
の民、という分け方があります。砂漠の奥深くに入り、そこをも可住地帯としたラクダの民の意味
付けがアラブでは深く関係しています。それからオアシスの方、或いは農耕地帯、水場地帯に行く
と羊となるわけです。また、山羊は羊に比べて（繁殖力や病気への抵抗力などで）強く、（アラブで
は羊と山羊を一緒に飼います）。そして、羊と山羊は区別せずにガナム ghanamとかシャー shāhと
いう言い方をします。
　遊牧民（バダウィー、ベドウィン）の世界は、近代以前までは自立しており、都市定住民（ハダリー）
の勢力とは相対関係にあったわけです。後者がバイト・マダル（泥土・屋壁）に居住して拡大して
ゆき、人工的な統合的な文明を築き上げていく中で、遊牧民はバイト・ワバル（毛皮テント）で移
動生活を送る、基本は家畜と共に自然と生きる悠久から変わらぬ生活形態であった。都市定住民の
勢力が内乱や外敵などで弱体化すれば、頼られるのは体力や把握力、統合力に優れた遊牧世界の有
力部族であったわけです。そういう意味では、遊牧諸族も実は文明とは相補的であり、かれらの序
列もありましたし、都市との交流もあったわけです。都市郊外の市、特に家畜市は、基本的には遊
牧民の差配に在りましたし、家畜や砂漠で取れた動植物・鉱物、乳製品を持って行く代わりに、や
はり生活に欠かせない利便的な物質は入手せねばならない。機会あれば都市に出かけることになり
ます。定期市や移動市の他に、都市の常設の市など町壁の中の一角にはそうした自部族関係の溜ま
り場を持っていました。そこを拠点に双方の政情や治安、最新の出来事などの情報を交換していた
り、自部族領の旅の保護、砂漠行の必需品の助言、乗用や運搬用のラクダや馬の手当て・交換・売
買などの任に当たっていました。ラクダ一頭は、現在の自動車一台分以上の価値がありましたから、
まして走力や運搬力だけではなく、肉もミルクも利用されたわけですから、その価値も推して知る
べしでしょう。
　都市文明の階層世界と対立する形で、統合的には遊牧民世界にもヘゲモニーがあるわけです。ラ
クダ遊牧民（アフル・バイール）と羊・山羊の遊牧民（アフル・ガナム）、それからオアシス民（アフル・
ワーハ）。オアシス民を横に広げる形で定住民（ハダリー）の世界が広がっていくわけです。放牧家
畜の主体が何かによって、その序列が決まります。遊牧民でも「ラクダの民」は頂点に位置します。
ラクダ管理は大型動物であり、砂漠の中へも入って行くため、その管理能力は力強さと忍耐力を要
します。また時折はガズワ（襲撃）を敵対部族に仕掛けたりして武力も養っております。ガナム（羊・
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ヤギ）の民は、遊牧においても朝だけとか、午後だけとか半日放牧が多いし、基本的には水の渇れ
に弱く、日帰り遊牧ですし、ガナム管理は女性だけでもできるので日常的な体の鍛え方が異なりま
す。「ラクダの民」は日帰り放牧は例外的で、ジムウ（給水周期）を季節や地味に合わせて行っており、
4、5 日は放牧地で野営するというのが常態でした。従ってラクダの民が主流で、ラクダの頭数が
多い（動産・資力が多い）部族ほど強大であって、ガナムの民が主体な部族を従える序列が出来上
がりましたし、同一部族の中でもラクダを扱う氏族や家族の方がガナムの扱う連中の上位に位置づ
けられました。こうした意味でも砂漠の民と都市の民は多く拮抗関係にあり、情報として砂漠の方
が知られていないだけの話です。文明、或いは都市・定住の世界が強ければ、それが砂漠までも支
配しますし、逆に都市・定住の世界の治安が乱れていれば今度は砂漠の世界の支配が強くなってき
ます。そのような形での拮抗が近代以前までは続いていたわけです。

ラクダの諸相

　ここで伝統的な日常生活の中で、ラクダ描写の印象的な図像をいくつか紹介しておきます。一つ
はマカーマートから、もう一つは「東方の三博士」からのものです。マカーマートというのはアラ
ブの説話形式の中で中世に誕生した最も新しいジャンルですが、私はこのジャンルの二つ目を本誌
の場を借りまして翻訳しました。訳していて砂漠や遊牧民基層文化と中世都市文化生活との異同や
変遷が感応できて、比較文化論としても非常におもしろいものでした。この分野については後で述
べますが、アル・ハリーリーのマカーマートの方には挿絵
（al-Wāsiṭī作画 Bibliotheque Nationale in Paris蔵）があり、多
くの場面でラクダが登場します。そのこと自体でアラブ中
世に至ってもラクダの生活関与を伝えるものでしょう。こ
こでいくつか挿絵をあげていきます。これは有名な絵（第 18
話の中）で、きれいな鞍覆いと首に護符が吊るされたラクダ
が嬉々とした様子に描かれています。鞍は背の中央に置か
れ（これは南アラビア式の瘤の後の座り方と異なります）、
やはり実際もそうですが、ラクダも頭を高く上げ、脚を歩
行態勢に取り、尾をピチピチと振る様子は如何にも活発な
仕草を物語ります。乗り手が鞭を振り上げているので、眦

まなじり

でその動きを追っている描写はなかなか面白いと思います。
　この絵（第 44 話の中）もマカーマの挿絵としては、ラクダ
の肉利用として興味深いものです。昔は、肉にありつける、
肉を食べるというのは容易なことではなかったのです。配図
は、岩山が一つあってその向こうでラクダを屠っています。
ラクダにどう対処して屠るか、かつての伝統を映してくれて
います。一方手前では、屠肉を煮ており、左端の料理人が屈
んで竈の中を覗き込み火具合を見ており、向かい合って主人
らしき人物が煮肉料理を丼皿へ盛っています。盛った丼皿を
横の女性がお客のところへ持って行く、上下左右が時系列に配された情景です。
　犠牲獣のことですが、最初期のメッカ巡礼は、実は犠牲を連れて行ったわけです。巡礼者数が現
在とは大いに違いますし、最初期ではさらに限定されたものでしょう。巡礼月 10 日目は犠牲祭で
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すが、その時、犠牲用に聖化された徴が付けられ、連れて行かれたラクダをミナーの谷で屠るという
ことをしました。犠牲獣もバダナ badanaのような特称を持っていましたし、印付けも行われていまし
た。犠牲獣を持って行って、そこで犠牲祭までする場合、これがハッジの完遂となります。屠り方に
も定めがありました。しかし同時にウムラもできたわけです。ウムラはこの犠牲はいらないわけです。
今の巡礼者はハッジと同時にウムラはできないわけです。犠牲獣ということと巡礼を絡めて、ハッジ
とウムラとはかつては細則があって、古い伝承がこうした犠牲獣の記述からも探ることが出来ます。
これらに関しては「イスラムの犠牲祭と供犠獣」（2007 年）として論じたことがあります。
　さてもう一つはキリスト教やマギ教とも関係する
ラクダ像ですが、ご存じの東方の三博士からのもの
です。キリスト生誕 12 夜目、1月 6 日に東方のマギ
の地から三博士がラクダに乗ってキリストを祝福す
るエピ・ファニー（顕現祭、公現祭）のカード絵（筆
者蔵）です。ラクダが夜旅、天文、占星術ともから
んだ文化を展開します。
　道中の「三博士の旅」は古くから西洋画のモティーフになっています。左側に導きの星がありま
す。余談ですが、クリスマスツリーの一番上の星は、この導きの星です、だからクリスマスツリー
の一番上に星がないとクリスマスツリーにはなりません。この三博士達がどこから目指したかとい
うと、マギ教の地イラン・イラク、あの辺りから星に導かれてベツレヘムにイエスを訪ねていきま
した。この絵はその道中の場面で、やはりラクダが出てきます。これは、角度を変えると反射する
ところが違う絵になるものです（レンチキュラー画像）。私が大学の出たての頃、サウジのホバル
で素晴らしいカードだと思い購入して、いまでも書斎に置いて見飽きないどころか、何かを得よう
とマギのように見詰めているものです。
　こちらも東方の三博士の同じ場面のカード絵です。構図
的にも素晴らしいものです。三博士の持ち物、キリストへ
の捧げもの、それは乳香と没薬、それから黄金です。それ
ぞれ意味があり、乳香は宗教儀礼で焚くところから宗教を
あらわします。つまり預言者であるということです。没薬
というのはアラビア語でムッル murr「苦い」という意味です。
これが日本語のミイラの原語なのです。ミイラは外来語で
元来の日本語ではありません。つまり死者が死後にも腐ら
ないように防腐剤として使う。だから没薬の象徴は医者、
医学です。それから黄金はもちろん富者、富、権力・支配
者を表します。そして、三博士という象徴でキリストのと
ころを訪れます。幼時のキリストは何を選んだのか、基本
的には乳香を選んだとされています。選ぶとは触るか触ら
ないということと関係します。イスラムとの関連では、似
たものとして例のマッス（mass　蝕霊）ともいえましょう。ある種のバラカの概念と結びつきます。
中東一帯ではアラブに限らず砂漠越えの長旅にはラクダは必要不可欠のものであったことがお分か
りでしょう。
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香文化・乳香

　三博士で乳香の話が出たところで、続いて香の話しを少
しさせて下さい。香煙として宗教の清浄観、聖化には欠か
せないものです。実は今日せっかくですから皆さんに嗅い
で、聞いて頂きたいと思って持参しました。香文化もまた
アラブ・イスラム世界では日常生活に身近に観られますし、
ハレの場、信仰の場にも欠かせない必需品です。香料はア
ラブ世界を代表する交易品でありましたし、アラビア半島
南部にはその最高級品の乳香を産出しておりました。サバ
（シバ）の女王伝説、幸福なるアラビア（イエメン）などと結
びついております。今日は実際に私が調査して採ってきた
乳香を持ってきて、この場で先ほどから焚いていますが、
良い香りがしてきました。これが乳香の香りです。これか
ら回しますので、出来るだけ吸い込んで下さい。アラブで
は、女の人は長い髪の毛や襟足などに香の煙を焚きこめま
す。男はガラビーヤといってスカート状になっていますが、裾から中に入れると煙が出て焚きしめ
られます。また髭や髪、ターバンなどにも煙を入れます。そうしてから次の人に渡します。そのよ
うに「香回し」の儀礼があります、何かの寄り合い、集まりの最後に行うアラブの風習です。
　香の嗅ぎ方（聞き方）アラブ式では香炉の燠の上に直接くべ、黒煙が上がった後に香炉を回すわ
けですが、日本にも香道がありますね。この京都なんかは盛んなわけですが、今日は日本式でやり
ます。このように左手で香炉を持ちまして右手で覆うようにして鼻に近づけて嗅ぎ（聞くと言う）､
一旦鼻を外して、新たな空気に換えて再度嗅ぐわけです。アラブ香道はまさに吸って呼吸器官の中
に入れ、そして着衣にも焚き染める。その香材の主流は宗教の香りとなる乳香ですから、香煙とさ
れ辺りを清浄感に満たすだけではなく、呼吸器系統に効能があります。ですから風邪気味の人は出
来るだけ吸って下さい。乳香は呼吸器系には最高に薬効がある物と有難がれ、贈答品にも用いられ
ます。ご存じのように、乳香はヒンズー教からイスラム教、キリスト教、ユダヤ教まで全ての寺院
で、すなわちインド以西に行くと、宗教的香りはこの乳香の匂いがその代表となっています。最も
偽物も出回っていますが。
　これは私が撮った乳香の木の写真です。木の周りの荒涼
とした風景も見て下さい。このような生育地に行くと、寂
寥感と荒涼感に打たれ、圧倒されます。まさにアダムとイ
ヴの楽園追放後の原風景の再現もかくやと思わされます。
原風景に己が立たされていると憶えてきます。乳香という
植物は、喬木になるものと灌木のように横に広がるものと
があるようですが、ソコトラ島などに行くと喬木になって
いて、高級品は得れません。アラビア半島南部の山地ではこのような感じで、灌木状に横に広がっ
ています。もちろん半島南部の乳香が最高級品でランクがあがります。
　乳香はモンスーン地帯と地中海気候が合わさるところにしかできません。どういう意味かという
と、年に 2回降雨がないと生育しないということです。地中海気候は冬型の雨です。モンスーンは、
――我が国もがそうですが、6月が梅雨のように――夏型の雨です。この二つが重なるところにし
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か乳香はできません。
　乳香はフランク・インセンス＝フランキンセンス（frankincense）が呼称です。このフランク・イ
ンセンス（franc incense）、フランクはピュアという意味で「混じりけのない、純粋な」と、そして
インセンスは「香、香料」の意味ですから、「混じりけなき香」その認識・評価のされ方がお分か
りでしょう。
　アラビア語でもミルク labanと同じ語源でルバーン lubānと言っています。乳白色の色です。最
近では改良が進んで青色がかった乳白色のものも出回っております。高価なせいか、エジプトなど
ではよく安価な偽乳香を見せつけられます。またそれを回し香炉に入れて香煙を吹き上げながら、
横町の商店街の店々を次々に入って燻蒸して駄賃を稼ぐ「香回し屋」をみかけます。偽乳香はミス
ティーカと言う名前だったと思いますが、パレスチナなどでも産します。それほどに香り文化を尊
ぶわけです。
　乳香は松ヤニと同じですから、基本的には樹脂の一種で
す。樹脂を多く含む乳香樹の幹に傷をつけると、そこから
ヤニがでてきます。ヤニの多く出るところでは、多くは根
元近くですが、樹脂が乳首状になり更にあふれた液は垂れ
下がるわけです。何故、乳香と呼ぶかというと、乳のよう
な白い樹脂が垂れ下がって乳首の形になることから由来し
ます。乳香は乾燥させないと香り高くはなりません。松ヤ
ニでご存じだと思いますが、乳香はそのまま採ったもので
はくっつき合って団子状の塊になってしまいます。採取後きちんと乾燥させて、形を整えて商品化
されます。デーツの干し場同様、岩場や洞穴の日蔭に専用の干し場が設けられています。
　春先には花が咲きます。乳香の花は梅にそっくりです。
しかし、梅は良い匂いがしますが乳香の花は匂いません。
また、桜にも似ているところがあります。桜には樹皮に皮
目ができますが、乳香にも同じものができ、それがめくれ
て大きくなっていきます。これだけの香りの代表の香木で、
梅の花にも似ているのに花に薫りがないというのは不思議
なことだと思いました。もう一つの驚異は樹影でも分かる
ように乾燥に強い樹なのに、その種にはよくある棘だらけ
だと思いきや「棘がない」ことでした。
　この写真は私の最高作品の一つです。どういう場面かと
いうと、前に写っている木が乳香です。その乳香樹のとこ
ろからワジ（涸れ川）の土手として下に落ち込んでいます、
30 メートルはあるでしょう。その底がワジの川床です。雨
期になるとここは水流になります。崖状になった土手の斜
面にある乳香の木です。
　この写真にはさらなる感動があります。写真の川床の対岸
がいわば向こう岸です。灌木が見える辺りが土手上になりま
す。それからはるか先を見て下さい。地平線上に一見は松が
枝を横に広げているようにみえます。あの樹もこの辺りに僅
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かみられる竜血樹、ドラゴン・ブラッド・ツリーなのです。竜血樹は乳香と同じように傷つけると
汁が出てきて、その赤い樹脂が出て来ることから「竜血樹」と言われます。この樹はソコトラ島な
どに多く見かけられます。その部分を拡大していますが、よく見て下さい、実はこのドラゴン・ブ
ラッド・ツリーの下に 2頭、離れて 1頭ラクダが写っています。1頭はドラゴン・ブラッド・ツリー
の葉っぱを食べています。首を伸ばしているところが分かります。このショットは私の砂漠郷愁に
かられ、発想が新たにされる傑作のひとつだと思っています。

アラブ馬

　先ほどラクダの乗用の話しの中でも若干出てきましたが、アラブ馬の話しも少ししておきます。
アラブと言えば、ラクダの次に馬ということになるでしょう。馬は水の渇れには弱く、胃も反芻は
しませんから大量の給水・給餌を必要とします。しかしこうした馬属にあって、アラブ馬は相対的
ではありますが、少食で水を余り要求しない長所を持っています。砂漠の遊牧民が最も欲しがる対
象であり、所有して己のステータスシンボルとするものです。多くは所有権を親族などに分散して、
一人の一存では簡単には譲り渡すこと出来ないような制度も作り上げています。
　要するにラクダほどではないが、アラブ馬には他の馬族とは異なり、粗食で耐久力がある点が共
通しましょう。あの美形と速力もまた他の馬とは大いに異なりましょう。アラブ馬ももともと世界
的に知られていたわけですが、近現代にさらに有名にしたのが、サラブレッドの基幹種であったこ
とです。一番血統や性質を次代に伝える種としても知られています。アラブは砂漠の中でも馬を飼っ
ていました。馬が何で養われていたかといえば、水の乏しい時期には、わざわざ乳用ラクダ（labūn）
を付けてその対策に当たるほどです。水代わりにラクダのミルクを飲ませていたほどに、名誉や地
位と絡んで保持したいものだったわけでした。専用の乳ラクダを用意して、それを頼りに馬も飼っ
ていた。このようにアラブ馬も結構水への渇れには強かったのですが、砂漠中の水の対応もされて
いました。戦争になると――伝統的な戦争ですが――ラクダや馬がどのような使われ方をしたかと
言えば、まずはラクダに乗って馬を牽いて行くのです。いざ戦争――戦争は ghazwa襲撃とは違い
ます、襲撃は不意打ちですが、戦争のときは yawmという言葉を使います。準備万端整えた「一日」
という意味ですね。yawmを使って言い表しますが、その時は部族戦争なので完全な戦いになりま
す。戦いのときには、ぎりぎりのところまではラクダに乗って行って、それから馬に乗り換え、馬
で戦います。馬の優秀なところは、アラブの倫理観からして面白い点かなと思いますが――実は逃
げ足が速くなければならないということで、これがアラブ馬の一番の決め手とされます。「逃げ足
速き馬」、そのような馬が一番良いのだという言い方をします。臨戦態勢になり、ぎりぎりまでラ
クダで行って、馬に乗り換え、敵と戦う。負け戦だなと思ったらその場を逃げる。逃げ帰って、途
中からまたラクダに乗り換えて、馬を引いて自部族の領地に逃げ帰る。このような馬とラクダ、実
戦のやり方は、理想とはずいぶん異なります。
　アラブ馬は見ていてほれぼれする姿です。きびきびした四肢や胴体の動き、顔や耳、尾などの体
の諸部分が機敏に動くこと。アラブ馬の体形の特徴として、多くの馬相として把握されています。
馬相は善悪さまざまに特徴として捉えられ把握されており、額の星、脚蹄の白徴・足白など調べた
ことがあります、またアル・ハマザーニーは『マカーマート』の第 29 話の中で「アラブ馬讃歌　
馬の観方 54 相」を述べています。現地ではヒラール（三日月＝凹み、窪み）があるかが問われます。
ヒラールには 3か所が見られねばなりません。まず第一に額です。日本馬も含めて多くの馬種は羊
頭――羊の頭の格好（額から鼻先の稜線）が凸に隆起した形になっています。一方、アラブ馬の額
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は逆で（側面から見ると）三日月型に凹んだ形、これを鮫型と言っています。美観はこの額の稜線
からもアラブ系か否かの違いが分かります。それから、顔の両脇がヒラールになります。顔を正面
から観ますと、両頬が引っ込んで三日月型、くさび形になり、これもヒラールとなって品位、高貴
さを湛えているとされます。さらに、背骨の鞍部。鞍をあてるところですから、鞍を外して見なけ
ればわかりませんが、その鞍当の部分は見事にくぼんでヒラールとなっており、鞍を載せてくださ
いと言わんばかりです。そういう三箇所にヒラールの特徴があります。それからもう一つ、美的に
素晴らしいのは、ポニーテールの形です。尾付けがピンとあがった形になります。日本の馬の尾付
けは低く腰の中途から尾が出ています。しかしアラブ馬はそうではなく尻に並行して一番高いとこ
ろに尾付けがあって、尾が跳ね上がるように優美になります。女性の長髪を一つに束ねて上で結ん
だポニーテールのように、それももっと上に振りますから、それは優美闊達にみえます。
　こちらの写真もアラブ馬です。（Prince Mohamed Aly

著 Breeding of Pure Bred Arab Horses, Cairo, 1936 p. 2）
この写真の額の所と尾の付け根を見ると先ほど話し
た特徴が良く出ていることが分かります。尾毛が多
く、その動きがあまり伝わってきませんが、巻上げ
るような仕草を入れればもっとアラブ馬の感じは出
せるのですが。それでも右の前肢を上げ、筋肉の張
りが随所に見られ、活発さがよく伝わってきます。
　この絵は乗っている人物も重要です。おそらく最
後の宦官の写真だと思います。ムハンマド・アリー時代の宦官、宦官長です。家畜の去勢管理術を
人間に応用したのが宦官ですから、アラブ世界では奇習というわけではありませんでした。宦官と
いうのはやはり全体印象はあったようです。ヒゲ類は生えず少し太り気味で、やはり小便臭いそう
です。普通は睾丸を落とされます、袋を糸で締めてしばらくすると落ちるようです。宦官は男であっ
てはいけないのですが、宦官の定義は難しいものです。陰茎の方を落とすのか睾丸の方を落とすの
か、その問題もあるようです。ともかくこれはムハンマド・アリー王朝の宦官の最後の姿です。宦
官にされるということは、白人奴隷の場合も黒人奴隷の場合もあると思うのですが、明らかに奴隷
です。しかしこの人物はアラブ馬に乗っているので身分が高い者であるはずです。アラブ馬に関し
て、いずれは全体的に纏めてみようと思っています。（業績表　⑩アラブ馬　参照）

狩猟　狩りと遊牧民とサルーキー

　私の研究領域の多くは、この絵の中に集約されています。
これに加えて夜のシーンにして星々が描かれており（自然と
天文・基層文化）、さらにベドウィンが口を開けて何か唱え
ていたら（口頭伝承、歌謡）、私がやって来た領域のほとん
どが描きこまれたことになります。まず、情景は、砂漠で
す。砂漠のただ中にあって、ラクダに遊牧民が乗っています。
乗用ラクダであっても、狩りに用いられることから俊足ラ
クダでしょう。腹部のひき締まり方でもそれは分かります。
左手に鷹を据え、下に犬を従える。貴種のラクダに乗り、
鷹を手に据え、狩猟犬を従える。アラブっ子遊牧民の理想
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像なのです。これらを個々の事例として研究してきました。
　アラブ遊牧民は遊牧をこととしていただけではありません。狩猟も重要な生活領域を占めていま
した。砂漠には様々な動物がいますから、それらを獲物として生計の一部ともしていました。その
ためには弓矢や槍だけではなく、走力のあるラクダや馬、さらには鷹も用いましたし、犬も狩猟用
に訓育していました。鷹のことは鷹狩とともに後で触れます。狩猟犬のことですが、この砂漠種の
犬はペットとして今では日本でも結構人気があります。気品があって、すごく優美ですから。（イス
ラームでは）犬は豚に次いで軽蔑されていますが、この犬は遊牧民にあって別格です。サルーキー
salūqīと言いますが、犬の種では最速を誇り、砂漠の狩猟ではウサギやガゼルを狩ります。サルーキー
には 2種類あります。1種類がこの絵に描かれたものです。耳と尾に毛がない種類で、アラブ種で
す。耳と尾に房毛がある方をアラブはペルシャ種と言い、こちらが世界のペットとなっている方で
す。サルーキーは、狩猟に使われているし、詩にもたくさん詠われています。サルーキーについて
は遊牧民を追う中で私も関心を持ちまして、と言うよりも魅かれまして、いくつか言及したエッセ
イがあります。この犬が走る姿はすごい絵になります。今ドッグレースで一番早いのはグレイハウ
ンドですが、この犬も数ある犬のなかでは最速の種なのです。古代エジプトからずっと続く古種で
す。グレイハウンドに譲ってしまいましたがそれまではこのサルーキーがドッグレースの世界記録
を持っていました。今でもアラブではドッグレースは行われています。首長国でも行われているので、
ドバイなどで動物園に行くとサルーキーが飼われていて、そこで調教風景は観られます。アル＝ア
インというところがありますが、そこにはドッグレース場などがあり、サルーキーのレースが行わ
れています。
　これは随分古い絵ですが（Roger Upton著Arab Falconry, 

Canada, 2002 見開き頁）、遊牧民達は狩りが終わった
後、必ずこういう形で砂漠の一角、砂のうえで座を
組んで、狩りのこと、鷹のこと、サルーキーのこと
などを色々と話をして、反省と次への予定を立てま
す。横にいるのはサルーキーです。白褐色のぶち色
体色をして正面を見据えております。そして鷹がい
て、後ろにはラクダの脚が控えて見えます。砂の上
ではどこに座を採ろうが何の不浄感を彼らは持ちま
せん。砂漠が清浄であるとする観念のよりどころの一つは、土と砂との観念の相違に拠ります。砂
は清浄で、土は不浄です。土に縛られるのが農民です。そして砂と土が宗教性でも分けられている。
砂の上では何も敷かずに礼拝できますし、水の代わりに沐浴タヤッムムも出来ますが、土ではこれ
は許されません。ここにもまた、砂漠の持つ意味があります。
アラブの詩の領域の中にタルディッヤ（狩猟詩）がありますが、このサルーキーを叙したものもあ
り、幾つかは訳出しています。（業績表　⑧動物観、⑪鳥・タカ・狩猟を参照）

鷹および鷹狩り

　先ほど犬を使っての狩りの話しで少し言いましたが、アラブでは半島の両岸沿いに渡り鳥の春秋
の渡りの時期に、集中して鷹狩りを行います。勿論調教はその前に済ませておきます。鷹狩には隼
の類を使います。まず、鷹狩に用いるタカ類の相違を一言しておきますと、大鷹と隼とが用いられ
ます。この両者の違いを簡単に述べておきますと、日本の狩猟で使うタカは大鷹が主です。大鷹と
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いうのは隼に比してどう猛です。そして、あまりスピードは出せませんので、上空からは襲うとい
うことは少なく、多くは翼と尾翼を巧みに用いて、左右に機敏に動いて獲物を襲います。言うなら
ば森林種です。日本の鷹狩りは短時間に終わってしまいますが、大物取り、例えば鶴を鷹で捕らえ
る場合なども、すぐ近くまで筵などで隠したり、船で覆いをしたりとかというカモフラージュをし
た形で近づき、至近距離で獲物に向かわせます。余程好位置でないと、捕獲シーンなどは見られま
せん。
　アラブ世界では、スピードを誇る隼の狩りが主体です。上げ鷹と言って、空に上げます。空に上
げて、采を振って指示をします。采配です。武将が采を振るというのも、これから出ています。わ
が国では上げ鷹猟は主流とはなりませんでしたが、このハヤブサを使っての上げ鷹猟の用語が残っ
ていることになります。采を振ってあっちへ行け、こっちへ行けと指示をして、獲物を見つけたら
襲わせるわけですが、見ていても雄大なスケールで展開されます。上空に上げるのも、ほとんど見
えない程、100 メートルもの高さまで上げることもあります。上げて、それから鷹匠の指示、采配
に従わせます。その術は十字軍以降西洋が学んだほど素晴らしいものでした。
　ここに二種の隼の絵を見せます（Mark Allen 著　Falconry in Arabia, 

London, 1980, pp. 55, 12）。同じ隼でもサクル（saqrセーカー隼、アラビア語
が西洋語になり sakerとなった）と言う種類の隼です。現今の湾岸諸国では
この隼が一番好まれます。セーカー隼は、次ぎに映るペルグリン――日本
にいる隼――と比べると速度では落ちますが、性格的に粘りがあり執拗に
獲物を追い掛けていきます。それがこのサクルの特徴です。これのすごい
ところは、自分の体よりもはるかに大きな鳥、例えばフバーラー（野雁の一
種）などとも上空は勿論、地上でも対峙してもやっつけてしまうところです。
　このサクルに関連して、歴史とも関連する「サクル・クライシュ」のこ
とを述べておきましょう。後ウマイヤ朝を起こしたアブドゥッラフマーン
１世（788 年没）はサクル・クライシュ（クライシュの鷹）と畏敬されていま
す。アブドゥッラフマーンは、ウマイヤ朝が滅ぼされた 650 年、アッバー
ス朝軍の追手を逃れてシリアからエジプト、それからモロッコまで逃げ延
び、モロッコからスペインまで渡っています。スペインはまだウマイヤ朝
の影響力が強いところでしたから、友軍を募りアッバース朝軍を打ち破り、
そこで「後ウマイヤ朝」を打ち立てました。このアブドゥッラフマーンの
逃避行と王朝の再興の話は虚実ないまぜて立志伝として一躍名が知れ亘り
広まりました。サクル・クライシュ＝「クライシュの鷹」と呼ばれ、アッ
バース朝側からも畏敬をもってそう呼ばれたわけです。アブドゥラフマー
ンは（シリアからの逃亡中に）貴婦人のスカートの中に隠れたりするなど周
囲の人々の協力も得て、その執念深さはサクルのようだとして英雄伝となって、これは小説にもな
り、何人の作家も筆を執ったほどです。それほどに執着して、己の初志を貫徹する、その執拗さこ
そサクルの性格の一つであり、同時にアラブの特性の一つでもあると言うことが分かります。
　もう一つの図像、これが隼で普通言われるシャーヒーン（shāhīnペルグリン種）です。目の下に
ハヤブサ髭と言って特徴的な黒斑が長く垂れます。これは日本にもいますし、世界的に広く分布し
ています。アラブ鷹匠はこちらの隼も用いますがサクルへの偏愛は否定できません。速度はこの隼
の方が速いですが、あっさりしている面があり、長くは追わず、また地上戦なども行いません。

サクル

シャーヒーン
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　 こ の 絵（Christian Antoine 著　Falconry And 

Art, New York, 1987, p. 227）には鷹の調教風景
が描かれています。驚くことに一羽のみの調
教ではありません。馬に乗り、実戦さながら
に鷹を操っている場面です。この絵には鷹が
3羽いるのが分かりますか。まず、頭に 1羽
います。鷹の爪というのはものすごく鋭く、
捕まれると肉を割いて骨に食い込んでしま
います。そこで、その防護にターバンの下に
クッション状の防具をあてがい、その上に止
まらせるように訓練します。この図は頭の上
に置かれて既に馬で走らせていますから、調
教済みなのでしょう。2羽目はグローブを付
けた右手に据えております。さて技術の高み
を見せるのは、頭上に向かって紐が伸びてい
ますが、3羽目が紐につながれて上に飛行し
ております。このように連携をつけて調教し
て、最終的には何羽かのサクルを連動させて
鷹狩りをしていたことです。このような例は
他の世界では恐らくなく、アラブの鷹狩の技術の高度さを伝えるものです。アラブに行っても今で
はこうした高度な技術は見られません。この絵が残っているのは、19 世紀の植民地、あるいは植
民地前の時代、要するにまだアラブが王国や君主たちに、そのような経済力・余裕があった時の高
度の鷹狩り伝統が残っているものを現地を訪れた欧人画家が絵にしたものです。
　右の絵画（同上書　p. 233）は 19 世紀アル
ジェリアあたりを舞台にした西洋人の描いた
鷹狩りの図です。上に述べたアラブの鷹狩の
術の高さの一つを如実に伝えています。大物
の獲物に対して、1羽が追うだけでなく、何
羽か追っているはずです。中央やや左の天空
にあるのが獲物で、その上のサクルの一羽が
襲おうとしています。そして 2羽目がすぐ左
から襲おうと向かって行っています。このよ
うな形でどれかが先行し、次がどういう形で
襲うのかの調教までを仕込んでいることが分
かります。地上に目をやれば、中央の対岸にいる人物が采を振ってこっちから追えと指示している
のが追えます。
　中世のアラブの鷹術は最高の域に達し、十字軍との文化交流でアラブの先進性を示す一つの証左
が示されています。第 6次十字軍を主導したのはシチリアのフリードリッヒ 2世です。彼はイスラ
ム文明の豊かさや先進性を知っていますし、尊敬していたわけです。彼は十字軍を起こしましたが、
ほとんど戦争はしていません。時間をかけた交渉で和平を結び、イエルサレム奪回を果たして、シ
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チリアに凱旋するわけです。その折アラブの熟練した鷹匠を二人連れて帰り、彼らから全てを学ん
でラテン語での最初の鷹狩りの教本を出しました。それが西洋の鷹狩り術の最初の教本となります。
　だから十字軍の裏の世界というのは、結構、戦争ばかりしていたわけではありません。休戦の時
には何をしていたのかというと、交易を行ったり、お互いの先進的技術を学び取ろうとしていたわ
けです。鷹狩りもそうした一つで、西欧にはない技術や技法をアラブから学んでいたことになりま
す。十字軍時代のシリアの君子イブン・ムンキズの回想録には時々このような記述があります。「誰
某侯が道に迷ってどこかに行ってしまって捕らわれてしまった。」そのような記述の中身は大体こ
のようなことをやっていたのです。鷹狩りで良くあることですが、獲物を追ってどこか分からなく、
自国領土を超えて、敵対勢力側に捕まってしまった事を伝えています。そのような話しは十字軍時
代にはよくあることでした。その背景にはこのような鷹狩のエピソードが絡んだりしています。（業
績表　『鷹の書』、⑧動物観、⑪鳥・タカ・狩猟を参照）

世相・風俗を読む　文化の切り取り方

　私はアラブの基層文化を探ると言う視点から、上に述べたような、砂漠・自然観、遊牧民・民族観、
ラクダ・家畜動物観およびその周辺を生涯のテーマとしてきました。同時に文学も含めた思考法や
風俗習慣も一つの軸として探ってきました。特に食の領域では、味の素の「食のフォーラム」のメ
ンバーになり、発表もしましたし、その機関誌 VESTAにアラブの特色ある食領域を書かせてもら
いました。以下で述べる『マカーマート』もまたさまざまなアラブイスラム世界の伝統文化を伝え
てくれる説話集なのですが、ともかくアラビア語能力と地域の文化の諸相を把握せねば訳せるもの
ではないと、少しずつは取り掛かってはいたのですが。文学的素養も十分ではなく、文才の育成と
筆力をつけるために遅らせていたのです。晩年になって追い立てられるように訳業に励みました。
ハリーリ－の方は幸い平凡社の東洋文庫で 3巻本として出版してくれました。それでも挿絵なり図
表なりは一話に一枚と限定され、あの豊かの挿絵を生かすに十分ではありませんでした。どんな形
であれ、原典訳があることにより、その挿絵からその時代の社会風俗が読み取れるはずです。これ
からの研究者の資料とされれば、と期待いたします。
　その後マカーマ文学の創始者ハマザーニーの最初の作品『マカーマート』も訳出を進める中で、
小杉先生に「イスラーム世界研究」に分冊の形で載せて頂けないかと伺いを立てたところ、快諾し
て頂き、現在進行形で終盤に差し掛かっております。世相を反映するということでは大衆庶民を描
いた『千一夜物語』と共通しましょうが、『マカーマート』の方は知識層・インテリ・中上流階層
を中心とした社会が対象であり、また筋の展開がサジュウ（押韻散文）の語りであり。盛り上げが
詩でなされるところから、聴衆もそれに共振する社会層に受け入れられた世相特徴がありましょう。
　さてそうしたハリーリーの『マカーマート』の挿絵から、いくつか当時の印象的なもの選んでア
ラブ・イスラム社会の風俗を紹介しておきましょう。ハリーリーが死んだのは、1122 年です。そ
れから 1世紀後には、アラブ・イスラム世界で絵画が許容され、急速に図像や絵画が生まれ出てき
ます。恐らくセルジューク朝以降、異民族支配を通じて世俗化が広がったことも一因でしょう。こ
うした世相を反映して、幸いにもアル・ハリーリーの『マカーマ－ト』の注釈書が多く書かれる中で、
挿絵が入る写本も何点か世に出て、現存することになったわけです。この挿絵類は13世紀の絵です。
画家も分かっています。ワーシティーYaḥyā ibn Maḥmūd al-Wāsiṭīといい13世紀初めにイラクのワー
シトに生まれたというバグダードの画家です。アラブ・イスラム世界の絵画史上においても最初期
の画家の一人とされ、当時の風情習俗を良く残してくれました。
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　これはマドラサでの教育のシーンです（46 話　平凡社版、
Ⅲ 271 参照）。日本でいうと寺子屋に当たります。片膝を立
てて床上に座る生徒たち。一人が立ち上がって先生の質問
に、両手のしぐさも交えて答えている。生徒たちは手に黒
板ラウハ（石版）を持ち、書きつけようとしている。皆この
ようにラウハを持って文字を書いては消し勉強したわけで
す。このラウハ黒板（石版）は、名称もまた形態もそのままで、
今でもマグリブの方に行けばありますし、サハラを越えた
イスラム地帯では今でも使っています。
　右側の高座にいる二人は、主人公の教師（＝右側）と語り手
（＝左側）です。主人公が持っているのは教鞭です。遠近法が
ないので語り手と主人公が近くに見え、教鞭が語り手に刺さっ
ているように見えますが、語り手は奥にいる設定になります。
　さらに興味深いのは、クラスルームの上にある器具です。
これは一種のクーラー、ミルワハ（mirwaḥa）です。「吊り団扇」なのです。持っている人が紐を放
すとさーっと離れていき風を生み、また引くと風が生まれます。団扇の下方に穴が開いていて風通
しの良い工夫がされています。このミルワハのすごいところは、最初に湿らせることによってより
涼しい風を起こすと同時に重くして風を強くすることです。それから更にアラブ的なのは、奥ゆか
しくも、これに香を付しまぶすことです。こうすることにより、爽やかな快い香りの風が起こされ
ていることです。湿り気と香りを含んだミルワハを引っ張っては放す。一人の少年給仕がこのミル
ワハ係りになっている。古き良き黄金時代の学び舎の点描です。
　この絵もアル・ハリーリーの 43 話の挿絵で深読みすると
色々と読み取れ、民俗資料として興味深いものです。オア
シスの情景。真ん中の白い部分は池で、池の周りは村のモ
スクと隣り合うスークとなっている情景です。村のスーク
は常設でアーケードになり、六つのアーチが見えます。そ
れぞれが店になっており、商い人、買い物客、家畜、屋根
にも売り物の鶏、右端には糸を紡いでいる。スークの手前
は傾斜がありヤギが上り下りをしており、下って水流が池
に流れて降りている。そのほかにも色々な情景が読みとれ
ます。この挿絵のマカーマのシーンは下部がその内容にあ
たります。ラクダに騎乗するのが主人公と語り手で村人に
問いかけます。知識教養を売って食べていけるか。物語を
語って食べていけるか。そのような現実的な問題と学問的
な問題が議論されるところです。
　これは酒場のシーン（第 12 話の挿絵）ですが、酒場のシー
ンがあるなんて奇異と思われるでしょう。イスラムの規制が緩む時代になると結構オモテにも登場
します。当時の酒場の情景が知れておもしろいシーンが再現されています。絵の上、二階部分で飲
んでいます。中央やや左の二階へ手渡している酒壺がアンフォラです。運ぶ時に重力が上にあるか
ら、重くても簡単に運べます。右端は酒壺が並んでいます。このように斜めに傾けても大丈夫な
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ように作られており、船ででも何でも運べるわけです。酒
壺を階段を使わずに楽をして上の者に渡しています。下で
は主人公が酒を嗜んでいます。飲んでいる時には必ずハン
カチを持つのも向こうのエチケットです。中央に主人公が
いて、その左に語り手が立って詰問をしています。その左
に楽士がウードを奏でています。　右端の方は、ぶどう酒
作りの様が描かれています。奴隷の女の子が紐につかまっ
てブドウを踏みつぶし、ブドウ液を作っているところです。
横の職人は液を濾して精しているのでしょう。
　次は野営のシーン（第 4話の挿絵）です。キャラバンサラ
イはある程度研究されているようですが、まだ野営の研究
のようなことをやっている人はいないでしょう。この絵か
らも色々なことが分かります。テントですが、遊牧民の横
長のテントとは異なり、簡便な布製、フェルト製のが観て
取れます。左上のテントでは、大きなラクダ荷入れの道具
の中に入りこんで会話を楽しんでいます。ラクダに振り分
けにして載せる荷籠をはずして、休息の際は家具にも使っ
ているところです。これはできるだけ物質の携帯を抑えて、
一つの物を多目的に用いる、省物質化とも通ずるものとも
いえるでしょうか。革袋などはみなそうですが、土器などと比べると器の省物質性がでています。
これも基本的には遊牧民の発想に通ずるものです。右の上では薪で煮炊きをしています。下段では
ラクダたちが配され、左端では何頭かの給餌囲いから首を伸ばしてラクダが餌を啄んでいます。こ
のシーンは野営地でテント内で話している対話が、漏れ聞こえてくる件のところでしょう。上段の
テントの外で横になっている人物、または中段右手のテント内で腕枕をしている人物がその会話に
耳を澄ましている語り手の設定でしょう。親子の対話であって、世渡りについて、親がこういう時
はどうすると聞くと、子が答える。それでは駄目だ、それは世間を知らないことだと答えて、この
世間知らずの息子に対していろいろ諭し教える段のところです。
　これは隊商宿キャラバンサライの場（第 29 話の挿絵）です
が、このシーンも興味深いものです。隊商宿は地階が家畜
収容と倉庫で二階が旅人の部屋の構造となっています。こ
の絵では三階の陸屋根通路が中央に、左手の隅には部屋が
設けられているのが見られます。隊商宿というのは一区画
で、孤立しています。砂漠の中に建てられた場合、防護も
兼ねた小さな砦のような作りになります。それ自体が一つ
の閉じた構造になっています。そうするとこの閉じられた
空間で催し物があり、そこでこのマカーマのように一稼ぎ
ができるということになります。このシーンは、これも珍
しい情景を捉えています。婚約の宴を張り隊商宿の客のみか、そこの従業員まですべてを招待しま
す。麻薬を使ってみんなを酔わせて持ち物を奪い去ろうとしているところです。左が花婿に成りす
ました息子で中央が主人公、正体なく眠りこけている招かれたお客達です。二階の部屋からも、身
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に着けた貴重品も持ち物を全部奪って、去っていくところです。隊商宿の特性が浮き出ているシー
ンと言えましょう。
　これは奴隷市のシーンです（第 34 話の挿絵より）。下にい
るのが奴隷です。このような形で、マムルーク（白人奴隷）
もいればアブド（黒人奴隷）も店頭で検査され、値踏みされ
るわけです。上に一枚羽織るだけで、体が調べられるよう、
覆いの下は男女共丸裸です。
　ここは下段左端の主人公（覆面をした人）が自分の子供を
連れてきて、奴隷を買いに来ていた下段右端の語り手に売
りつけます。後でこれは奴隷じゃないとされる設定ですが。
イスラーム法では奴隷でないものを売り買いすることは禁
じられており、いくらで買った場合も戻さなければいけま
せん。ところがこの人物（主人公）は逐電してしまいます。
　また、この絵には、上段に奴隷商や金銀の値段を秤なども見られ、貴重な資料情報だと思います。
ハリーリーの『マカーマート』の挿絵の入っている写本はワーシティーの物に限りません。現存す
るもので5、6点はあります。私の時代は利用できても白黒で細部までは分析できませんでした。元々
は色彩画。これからはいろいろな技術を用いて、より鮮明に観察できるはずです。アラブ美術、芸
術、それに伝統的風俗習慣を読み解くことができるでしょう。（業績表　⑫衣食住、⑬技能・芸術、
⑭風俗・習慣などを参照）

天文と歳時

　時間が少なくなりましたので、天文と歳時については簡単に話すことにします。基層文化として
アラブ世界では、特に砂漠地域では欠かせない領域です。砂漠地帯で夜を過ごすこと、あるいは砂
漠の夜旅、最近では車でしょうが、その折の上空への目眩く星月夜は誰しも感動するのではないで
しょうか。誰でも夜間の星空にはすごい経験をするのだろうに、と思いますが。私自身としまして
は、砂漠行、砂漠調査を通して、シロート的に星空に興味を抱き、星座や星について、またそれま
で遊牧民が話したり、口ずさんでいたことが少しずつ分かるようになり、それも歳時に絡めてさま
ざまな口碑や諺、言い回しを話題にしていることに気づいたりして、彼らの太陽暦が星の暦である
ことを知るに至り、遅まきながらアラブ基層文化・遊牧民研究の最後として、星と歳時について探
ることにしました。
　砂漠で寝る、このことに関して、上と関連付けてその体験で驚異となったものには二つあります。
見上げる空、満天の星々、銀河も見えます。ものすごい星のきらめき、まさに星が降るような、そ
してさまざまに語りかけて来るような、そして何か啓示を受けているような。そしてもう一つはテ
ントの中でもこれは続くことで、パノラマそのものが展開されることです。乾燥していると毛製の
テントはその縦糸も横糸も縮こまって空間を作ってくれ、星空を透かすように結構映してくれてい
るのです。月光もまた同じで結構な明るさを提供してくれています。テント地は湿り気を持つと膨
張してその隙間を埋めてくれます。テント生活の利便性を垣間見た瞬間でした。
　またアラブならではの星のことも特筆しておかねばならないでしょう。もちろん北極星は北を
指して方向を教えていますが、アラブに行くと指南星、南を指す星があります。それはスハイル
（Suhayl）と言います。カノプスのことです。今は冬の三角形のシリウスがよく見えますが、シリウ
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スのずっと南の方にスハイル＝カノプスがあります。これは恒星では全天で第 2位の明るさを持つ
星です。スハイルが現れる時は、秋の到来を告げる時です。星にはそれぞれ色々な意味づけがあっ
て、歳時と結びついています。
　さて右の図はアラブ・イスラム世界の 12 宮図です。我々
は 12 星座については誕生月との関連しか知識として持ちま
せんが、アラブ遊牧民は獣帯・黄道 12 宮を生活の歳時とし
て、12 か月として時の刻みに利用しています。今は 2月な
ので太陽は水瓶座の中にあって、水瓶座自体は夜間には見
えません。従って 2月の夜空のにぎわしているのが半年後
の 8月星座獅子座を中心に雄牛、オリオン、双子、蟹、と
続く 12 宮の星座たちです。そのような形で 12 宮と 12 か月
の対応が作られています。（地軸の傾きで現在は少しずれて
おり、春分点は一つ前の星座、魚座に来ています。）図の外
円が 12 宮図で、真上が牡羊座、真下が天秤座に配され（春分・
秋分の分点）、見慣れた西欧のものとそれぞれの宮の星座図
が違うのがお分かりでしょう。内円は惑星図で、惑星は 12
宮いずれかと親和関係にあり、守護星として働きかけます。伝統的には 7惑星ですので 6つが中円
に、その年の守護惑星が中心円に描かれています。擬人化された土星像です。描かれたその年の前
後は「土星」の年であったことが分かります。
　遊牧民のカレンダー、星の暦には一か月をさらに分割した「13 日」分割、いわば「旬」や「週」
の概念があります。これを「月の宿」マナージル・カマル manāzil al-qamarと言っています。全体
は「月の 28 宿」と言うことになります。黄道上の 12 宮星座をさらに細分して、1宿（manzil）を 13
日としています。それが一宿づつを形成して 1年の周期になっていますし、また「何夜月」の１か
月の、いわば「週」や「旬」の時標となっており、これに基づく歳時が覚えやすい言い回しとして
伝わっていたのです。
　この図はカード絵にもなっているアラブ・イスラ
ム世界の一年の天球図です（トルコ・イスラム芸術
博物館蔵 Zubdet ut Tevarih 1583 年頃著より）。1 年
365 日、および 1か月の星辰の動きを円で描く天球
図。中心から 4層に分かれており、第 1層は惑星で
あり中心部を占める。第 2層は獣帯・黄道 12 宮であ
ります。第 3層は一か月の月の満ち欠けの推移を示
す。第4層はその月を宿とする月の宿・28星宿である。
第 1層の惑星円では、7惑星それぞれ彩色された独
立円をそれぞれ持つ。周期の短い水星から最長の土
星まで。中心は淡い青に彩られて天空を表す。次の
第１輪は濃い青で表され、その中に月が擬人化され
鏡を持つ。次の第 2輪は灰色で彩られ水星が座り、紙と筆を執り書記の態。第 3輪は第 1輪より更
に濃い目の青で彩られ、赤い衣の金星が楽器を持っている。次の第 4輪は黄色で、太陽が日輪を顔
に支える態。次の第 5輪は薄赤色で、そこに武器を持つ戦士として火星が描かれる。次の第 6輪は
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赤で彩られ、そこには貴人として木星が描かれる。最後の第 7輪は緑色で、その中に修行者の態の
土星である。その外の黒枠の外側の青い円は獣帯・12 宮図である。12 に仕切る白線の中には各宮
の名称が赤文字で記される。星座図で注目されるのは、第 3宮双子座、第 6宮乙女座、第 7宮天秤
座、第 11 宮水瓶座の図像である。次の細い外枠は薄桃色で黄色い仕切り線で仕切られて、明確で
はないが丸い金色で星々が描かれている。同じ地の色を用いたその外枠の更に細い帯には、赤文字
で 1夜目から 28 夜目までが書き込まれている。そしてその外側が月の満ち欠けの 28 相を順次描い
ている。各月の相の両脇には判別できないが何か書き込まれている。そして最終の外円が 28 の星
宿を図像化したもので、人・獣・キメラなど奇想天外な図像が展開されている。
　天界は見上げるだけで我々の狭量な考えを雄大にしてくれます。月星が実生活の伝統に生きてい
るベドウィンの間ではもっと気宇壮大に捉えられて、桁外れな人物が輩出しても不思議ではない環
境を作っています。（業績表　⑮天文・時空・歳時を参照）

総括

　今日の話には『クルアーン』を中心とした宗教文化・思想関係、詩や散文などの文学関係、語り
や歌いなどの口頭伝承・歌謡文化関係などの領域は話が出来ませんでした。業績表を参考にして頂
ければと思います。
　雑駁ではありましたが、本日は私のこれまで学んできたことについて、意図的に写真や絵で例を
挙げる形で説明してきました。まとめとして申し上げたいことは、我々研究者は一定領域の資料集
めと理論化だけではなくて、いつも何等かの己自身との相対化を行うことが大事であること。それ
は先人や先行研究も比較参考になりましょうが、もっと自分に引きつけた等身大で対象を観る感覚
を養い、活かさなければならないということです。感動なり疑問なりがあったら、なぜそう感性或
いは理性を揺さぶったのだろうかを問い質すことだと思います。何か自分で感触をえるものを見出
したならば、それをどういう形で活かせるか、それが問題になると思います。たとえ一回では研究
領域の俎上に上らなくても、同様な体験を繰り返してゆけば、なんらかの突破口は見つかってくる
はずです。私はそれを「閉じた体系を作る」という言い方をしております。下の表は今までの己の
研究領域を、改めて自己流に急いでまとめたものです。まとめ切ってはおりませんし、不十分なも
のではありますが、拙い一研究者の指標であったとご理解ください。

1　精神文化 宗教人類学、比較宗教学、一神教論、
イスラム教・キリスト教・ユダヤ教、諸聖典、
クルアーン、霊性（天使、サタン、ジン）、
キラーア（読誦）、アザーン、
聴覚論（宗教音楽）、　詩歌論、歌謡論、
天の信仰（三神）、指極信仰（北辰、スハイル、妙見）
遊牧民精神

2　技術文化 言語人類学、比較言語学、意味論、記号論
セム系言語、アラビア語、文体論
口頭伝承論、リズム論（韻律論）
天文学、占星術、星座、周期性の指標
遊牧民技術（省物質性、軽便化、異化、自然・動物依存）
水とは　砂の代用　清浄性（土との相違、礼拝の場、沐浴）
生態学、分類学

3　生活文化 自然人類学、自然、動植物、砂漠、
エスノサイエンス、諺、なぞなぞ
民族動物学、家畜、ラクダ、馬、犬、
狩猟文化、鷹狩り、猛禽類、狩猟犬
遊牧民文化、移動・定住、放牧、給水
衣食住、毛皮利用、テント、乳・食文化、香文化（乳香）
歳時記　12 宮・28 宿
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4　地域研究 比較文化論、イスラム世界、
西アジア・北アフリカ地域、
アラブ・イスラム世界、アラビア半島、
砂漠・乾燥・暑熱気候地帯　ハビタット（棲息圏）

　私は基本的には文学、人類学と言語学を研究領域としてやってきました。上の表は文化人類学的
理論の分け方に沿ったものです。「精神文化」と「技術文化」と「生活文化」という分け方に仕上
げたものです。しかしこのジャンル分けの内容は、他の人類学の学者とは随分違うはずです。言語
学とその先の学問が想定されていますので。
　ジャンル分けの 2に言語関連が入っていますが、言語というのは私の領域では技術の世界です。
言語学そのものが研究対象ではなく、それを手段として主に用いることも出来る、ということです。
そこには「意味領域」「認識論」が深く関与します。語形態の分野ではなく、意味内容の世界に行
くと、言語から離れていきます。言葉というのは、形態 シニフィアン（意味させる、それを表す音）
と意味内容 シニフィエ（音によって意味させられるもの）の方と二つが合わさって「語」になりま
す。だから、後者のシニフィエ、意味の追究をしていく場合、これは言語（学）の領域を超越して
ゆきます。「意味・認識の追究」の結果、言語学以外にどれほどの他分野が広がることでしょう。「意
味・認識の世界」というのは、言語の世界であり、博物学であり、分類学であり、哲学でもあるわ
けです。閉じられた世界を作って行くと、独善は許されませんから、比較や相対化、客観化をせね
ばなりません。「閉じられた世界」を作ると、それにはみ出る要素、それと対立する対象、類似の対
象などと、必然的に領域拡大を要求されます。時間軸では歴史を中心に、空間軸では地理的広がり
に。砂漠の研究では自然を中心とした人文地理学を、ラクダの研究では生態学・自然人類学を、タ
カの研究では世界の放鷹史や鳥類学、遊牧民の研究では居住生活形態を中心に民族学・文化人類学
など。一例ですが時間が無くても、無知な領域であっても、それなりの本や資料を納得のゆく限り
に知識及び経験として得る。もっともそんな理想的な完璧さを実現できるわけではありませんが。
　地域研究というのは 4にあげていますが、地域の固有性、独自性、文化の特色、異文化との異同
を通時的、共時的に考える上で重要な領域です。そして地域研究で重要なことは、その地域の根っ
この部分を押さえた上で、研究対象に入ること、それは同時でも良いのですが。そうしないと現地
調査の研究でよく見るのですが、現象的で表層的にしか捕まえられない、あるいは全く意識にも入っ
ていないような論が見当たります。私の場合、まだ未開拓であったからこそ、追究出来たのかも知
れませんが、アラブとは、アラブ地域とは、と考えた時まずの浮かぶのは、砂漠であり、ラクダで
あり、遊牧民ベドウィンであったわけで、これに関しては皆さんも漠然とそう思われるのではない
でしょうか。それでサウジにも砂に埋もれた砂漠体験をして、次第に確信に変容して、研究の具体
化に入ったわけです。
　砂漠へ出かけて、またアラブの古層・基層文化を調査して、自分なりに分かったことがあります。
砂漠に行って何が分かるか、何かを見て何が分かるか、そこにはその対象と対峙できる何かを持っ
ていないと出来ません。それは理性的理論でも良いでしょうし、感性的直観でも良いでしょう。自
分の頼るべき内なる基本が何か無い限りそれは出てきません。宗教や詩歌、自然風物など、なにか
自分に特化したものが、そうした時に役立つものです。それがないと、単に現地調査をして、それ
をまとめ、研究分析した労作であっても、現象面を切り取ったに過ぎないことになります。過去か
ら学ぶ、伝統を踏まえる、歴史を重視する、こうした視点に立てば、現状の事態の分析が一層深く
出来ましょう。あれは元はああいうことだと、流行の深層の不易の部分が透けて見えてくることで
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しょう。基層の部分と現代の表層の部分がはっきり分別して見えることが多いということです。ア
ラブ地域ならば、イスラム文化と言うならば、特色を地誌、歴史、宗教、文化を把握したうえで、
それぞれに特徴があり、その特徴をある程度認識した上で、自分なりの閉じられた体系を作って、
ものにしてゆく、産み出してゆく、そういうことが必要なのではないでしょうか。
　現代の中東問題を考えても地域研究の重要性は増しているものと思われます。グローバル化が進
行する今こそ我々に随分必要ではないのかと思います。その地域固有の文化や価値体系、思考法が
あるわけで、なにかの事態が発生すると、それを国際政治学や国際関係学などで横関係に分析され
てしまう。世界全体が欧米の思考法、キリスト教に基づいた文化の否応無しの受容に至っています。
各地域ならではの文化の底流、基本、固有の文化価値や民意のどれ程を踏まえたものなのか、大い
に疑問とするところです。場違いかも知れませんが、私なりの結論を言っておきますと、イスラー
ム教はそれをベースに固有の文明を築きました。宗教が現実を律している故に、信心する者を例え
ば、六信五行の実践などで安心立命にしていたわけです。現象面では深層は把握できていないはず
です。流行に流されて不易を消し去ってはなりません。知識が経験が生かされなくては社会は維持
されません。衆愚的ソーシャルメディアが入り込んで盛んになる中で、物質的自己充足を求める風
潮が若者を中心に増えてきました。宗教が求める、個人よりも社会のサラーム（安寧）のことを思
いやりそのイスラーム（実践）を重んじた信仰共同体が揺らいでいます。魂の救済こそが貧しくて
も自己や社会の安穏を導くものだと信じています。外からは文明の衝突としてイスラム世界が標的
になり、独裁だ、貧困だの理由で崩壊させようとしています。イスラム叩き、アラブ諸国の騒乱、
これには周辺国に問題を起こさせ、目を転じさせる一方、国内ではパレスチナ人の人権を無視して
いるイスラエルの関与がどれ程か、ユダヤ系組織がどれだけ米欧やソーシャルメディア操作と関与
しているか、私なりに疑っておりますが。
　まだ色々言いたいことはありますが、時間が超過しておりますので、これぐらいにしておきたい
と思います。ありがとうございました。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊質疑応答＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

（今松）京都大学イスラーム地域研究センターの今松です。今日はお話ありがとうございました。
お話を伺って、一つ一つの細かいことに対して何を知っているかというのが如何に大事かというこ
とがよく分かる講演だったと思います。
　私も色々と昔のものを読むのですが、読んでいて分からないということがあります。分からない
にも色々な分からなさがあって、構文が分からないとか何を言っているのか分からないとかもあり
ますが、どうしようもないと思うのが、例えば一つ一つのものであるとか、あるいは生きているも
の、習慣も含めてでしょうが、そうしたものが出てきた時にお手上げ状態ということが良くありま
す。先生は色々なことをご存じで、そういうことを解明するために一つ一つやってこられたと思う
のですが、そういう際の苦労や、どうすべきかというようなことで考えられたことがあればお聞か
せ願いたいと思います。

（堀内）研究を続ける中で、色々と分からないことが出てくるのは、まったく私も同じです。対処
法ですが、経験からしまして、二つ考えられます。
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