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前近代の中華王朝のもとで、イスラームにある種の抑制が利いていたことは、否定できないだろう。しかし
その抑制は、現代国家に特有の「宗教」管理のようなものでなかったとして、どのようなものであったと理
解すべきか。また、その抑制をかわす上で、前近代中国ムスリムは、イスラームと中国伝統思想の調和以外
に、何か別の方法を採り得なかったのだろうか。奈良氏の如上の議論は、この種の問題にあらためて向き合
う糸口を提供しているように思われる。
　また、本書の四章や結論における、「回族」概念、回族・漢族関係の変遷に関する議論も、大変興味深い。
すなわち、かつて回族は「回族＝ムスリム」との観念のもと族内婚を選好し漢族との境界を比較的強固に
保っていた。しかし「漢化した回族」と「敬虔なムスリム」が分化する現在、後者を自認する回族は漢族を潜
在的ムスリムと見なし、両者の境界は曖昧になったという。「外国人ムスリム」から「中国のムスリム」、そ
して「回族」への転換という歴史的プロセスを継いで、回族は今なお新たな政治的・社会的状況に即した自
己改造を不断に行い続けているとの指摘には、はっとさせられる。
　ただし、「回族＝ムスリム」の観念（「回族」であれば無条件に「ムスリム」であるとする観念）や族内婚選
好を示すものとして挙げられている事例については、検討の余地があるかもしれない。まず、「回族＝ムス
リム」観念の抽出は、奈良氏が、回族の人々からしばしば「お前は回族か漢族か」「日本に回族がいるか」と
問われたことや、あるモスクで「ここは回族の場所だ」と言われた経験にもとづいている（76 頁）。しかし、
これらの事例では、「回族」の語が、単にムスリムを意味する言葉として用いられていた可能性も考えられ
る。とすれば、必ずしもその言葉づかいが「回族＝ムスリム」観念の存在を証明するわけではないように思
われる。
　また、回族の族内婚選好に関しては、回族のリン・バオという人物が、息子と漢族女性ナ・チンの結婚に
反対したという事例（262‒263 頁）が紹介されている。ナ・チンがイスラームに改宗したにもかかわらず、回
族でないことで結婚に反対したというのである。だが、リン・バオは、むしろナ・チンの親族が非ムスリム
のままでいることを問題視していた可能性も考えられる。奈良氏自身、回族が漢族女性との結婚を躊躇する
理由として、親族の改宗問題を挙げている（134‒135 頁）からである。
　最後に若干の疑問を呈したが、本書は全体として、丹念なフィールドワークの確かな成果である豊富な事
例にもとづき、堅実な議論を行っている。加えて、世俗国家・中国に生きるムスリム・マイノリティの「イス
ラーム復興」の実態という非常に大きなテーマを扱っており、議論は示唆に富んでいる。中国ムスリム研究
者にとってのみならず、「イスラーム復興」に関心のある読者にとっても、玩味すべき一冊といえるだろう。

（中西　竜也　京都大学人文科学研究所准教授）

須永恵美子『現代パキスタンの形成と変容――イスラーム復興とウルドゥー語文化』ナカニシヤ出版　2014
年　iii+215 頁

本書の概要
　本書は序章および 1～7 章で構成されており、1～3 章が第一部「パキスタンの成立」、4、5 章が第二部
「出版とイスラーム復興」、6、7 章が第三部「マウドゥーディーの思想と著作」となっている。表題やこう
いった構成を一瞥して想像がつくように、本書はパキスタンという国の性格を、イスラーム（復興）と強く
結びついたウルドゥー語出版活動の発展を通じて考察しようとする試みであり、イスラームと結びついたウ
ルドゥー語出版活動の代表例としてマウドゥーディーのタフスィールが検討されている。以下、本書の概要
を章ごとに見て行きたい。
　序章「現代パキスタンとイスラーム」では簡単に本書の主題、目的、問題意識、対象、方法論、構成が概
観される。
　1章「パキスタン研究のための方法論的諸問題」では、主にパキスタンの憲法を手掛かりに、パキスタン
という国の概要が説明される。とくにパキスタンの各州（およびムハージルやカシミールといった特殊な集
団・地域）の特徴と各州内の言語的多様性について丁寧な説明が施されている（なお「Kashmīr」について、
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著者は「カシュミール」というカタカナ表記を採用しているが、本稿ではカシミール渓谷における発音およ
びウルドゥー語・ヒンディー語の綴りに近い「カシミール」を採用する）。本章で焦点となるのは、パキスタ
ンがイスラームを国教、主権者を神アッラーとし、国家の元首である大統領をムスリムに限定している一
方、実際の国家運営は世俗的な国民国家と三権分立の枠組みに立脚しているという、パキスタンという国の
アイデンティティーにおける揺れである。著者はこの揺れの問題を、国家というマクロな視点のみからパキ
スタンをとらえようとする従来の方法論がもたらした弊害ととらえ、ミクロな視点からのアプローチを提
唱する。「メディア文化の整備、技術やコンテンツの発展を通じて、ひとつの接触領域が形成されることに
よって、パキスタンという実像が人々のなかに現われ、それが国という形になっていく。この動きにこそ、
パキスタンを捉える重要な視座が含まれている。（p. 25）」こうした方法論的問題意識を背景に、続く 2章以
下では、この「動き」の実像解明が目指される。
　2章「現代南アジアにおける宗教と言語文化」では、パキスタンにおけるウルドゥー語の歴史が概観され
る。扱う内容は、南アジアにおけるウルドゥー語の歴史的な生成過程、ウルドゥー語が 19 世紀以降「イス
ラミック・ランゲージ」として南アジアにおけるムスリム・アイデンティティーのシンボルとなっていった
事情、ウルドゥー語を共通語と規定する独立後パキスタン政府の言語政策とバングラデシュ独立におけるそ
の挫折などである（西パキスタンのパンジャーブ人とムハージル〔印パ分離独立の際のインドからの移民で、
その多くは旧統一インドにおけるムスリム・エリート層〕を中心に構成されているパキスタン政府が、ウル
ドゥー語をベンガル語圏の東パキスタンに押し付けたことは、東パキスタンの分離独立運動の大きな引き金
となった）。1971 年のバングラデシュ独立は、国内のムスリムが文化的差異を理由に分離独立した事件であ
ることから、一般的にはパキスタンの国民統合理念としての「二民族論」（パキスタンはムスリム国家として
ヒンドゥー教徒のインドから分離独立した）を弱めたと認識されているが、著者は必ずしもそうではなく、
バングラデシュ独立はかえって「ウルドゥー語とイスラームを共通項として認識するパキスタン自画像を強
化した契機」（pp. 38–39）であったと見る。パキスタンは州ごとに異なる言語を持ち、各州内でもさらなる言
語的多様性を有しているわけだが、「東パキスタン独立後は、学校教育やメディアを通じてより積極的にウ
ルドゥー語をパキスタン国内に普及することが可能となり、社会における共通の言語としての共有度が高
まったと言える。それが、一方では地方諸言語による言語運動の収束にもつながっていた」（p. 39）、そして
「ウルドゥー語こそが、パキスタンをイスラーム的にし、南アジアにおけるイスラーム国家としてのパキス
タンに正統性を与えている」（p. 40）というのが、パキスタンにおけるウルドゥー語について概観した本章の
結論である。
　3章「歴史言説にみる「パキスタン」」では、パキスタンの教育制度の概観を踏まえたうえで、パキスタン
の公立学校用教科書にみられる歴史言説が分析される。分析対象はパンジャーブ州もしくはスィンド州で
使用された 1～ 10 年生用のウルドゥー語、社会科、パキスタン学の教科書計 33 冊であり、「パキスタンで
2009 年までに発行されている教科書は教育省による検閲を経ており、国の公式見解とみなすことができる」
（p. 42）という認識がその背景にある。つまり、本章は教科書言説の分析を通じて、パキスタン（政府）の歴
史認識と自国像の一般形を探り出すことを主眼としている。歴史言説のなかでも、著者がとくに着目する
テーマは①イスラーム王朝史、②イギリス植民地支配と独立運動、③カシミール問題とバングラデシュ独
立、④諸民族・諸宗教の平等の４つである。①をめぐる分析では、イギリス植民期以前の南アジア史をパキ
スタンの教科書がどう扱っているかが検討されており、著者はまとめて、これらの教科書では概してイス
ラーム化以降のムスリム諸王朝の歴史が強調される傾向にあり、これらの諸王朝の下で活躍したスーフィー
や思想家が高く評価され、逆にヒンドゥー諸王朝についての言及はみられないと述べている。著者は明確に
言明していないが、ここでの著者の分析と引用テキストからは、パキスタンの教科書が場合によっては古代
史も扱っていること、インドで「インド・セキュラリズムの元祖」として持ち上げられることの多いムガル
朝第 3代皇帝アクバルにもそれなりの評価が与えられていること、クルアーンを中心とする正統的イスラー
ムだけでなく、パキスタン各地の聖者廟に祀られ庶民の尊崇を受けるスーフィーたちにも高い評価が与えら
れていること等が読み取れる。②については、これらの教科書にサイイド・アフマド・ハーンをはじめとす
るイスラーム改革主義者やパキスタン運動の指導者たち、とくにイクバールとジンナーについての記述が目
立ち、逆にガーンディーやネルー、アブル・カラーム・アーザードといったインド側の独立運動指導者たち



326

イスラーム世界研究　第 10 巻（2017 年 3 月）

についての言及がほとんどないことが述べられている。③については、印パ間の係争地カシミールがパキス
タンの一部であるという記述が多いこと、1971 年の第 3次印パ戦争や 1999 年のカルギル紛争についてはこ
れに参加したパキスタン兵士の武勇伝を載せていること（著者は述べていないが、こういった武勇伝を載せ
ることによって敗戦の事実への言及を回避しているということだろうか）、バングラデシュについては、言
及がみられないわけではないが少ないこと等が述べられている。④については、パキスタンにおいて諸宗
教・諸民族・諸地域が平等であることが示されると同時に、パキスタンが「イスラームの国」であることが強
調されていること、イスラーム内部の差異や葛藤への言及はないこと、他のイスラーム諸国との連帯が重視
される反面、インドのムスリムやバングラデシュに関する踏み込んだ記述は見られないこと（「独立闘争時
代の目標であった、南アジア単位での〔評者注――ムスリムの〕連帯はすでに断念されていると推察される
（p. 80）」）等が述べられている。著者は本章をまとめて、「以上の分析を通しみえてきたのは、アラビア半島
から続くムスリムとしての自覚、ムガル朝の継承者としての誇り、19 世紀から栄えたイスラーム復興思想
という歴史認識である」（p. 81）と単純化しているが、評者はむしろ、本章は豊富なテキスト引用を通じて、
パキスタンにおける歴史認識・自国像の細かいニュアンスや多様性を日本人らしく丁寧に描き出しているよ
うに感じた。
　4章「南アジアにおける出版文化の史的展開」は、南アジアおよびパキスタンにおける出版メディアの歴
史的発展について概観している。著者は「これまでの研究では、コンテンツが議論の中心となってきており、
出版業界自体がどのようにして発展し、ムスリム社会のなかに取り込まれてきたのかを指摘する研究は少な
い」（p. 87）との問題意識から、本章ではメディアのソフト面（コンテンツ）ではなくハード面（出版業の形態
と発展）を主に扱っている。詳述は避けるが、東インド会社による南アジア初の印刷所開設（1761 年、マド
ラス）に始まり、19 世紀初頭から 20 世紀初頭にかけて南アジアの民間印刷・出版業の中心がラクナウーか
らラーホールへ徐々に移動した過程、独立後パキスタンのラーホールやカラーチーにおける出版業の状況や
両都市の「ウルドゥー・バザール」（パキスタンにおける出版物の6割以上を占めるウルドゥー語書籍の出版・
販売に特化した商業区域）の特徴などが概観され、出版業を取り巻く要素として、各種文学賞の設立状況、
図書館の整備状況、ラジオと新聞の状況、各種統計調査に見るパキスタン読者の諸傾向、ウルドゥー語以外
の言語の出版状況などについても言及している。コンテンツについての言及が一切ないわけではなく、翻訳
書とイスラーム復興関連書については、コンテンツの概要を含むその出版状況が簡単に述べられている。
　5章「イスラーム復興とクルアーン解釈書の出版」では、南アジアおよびパキスタンにおけるイスラーム
の歴史を簡単に通観したうえで、南アジアで執筆された代表的なタフスィール（クルアーンの注釈書）の概要
をまとめている。著者がとくに注目するのは、南アジアにおいてタフスィールが何語で書かれたかという点
であり、ウルドゥー語で書かれたものが圧倒的に多いというのがその結論である。著者は、南アジアにおい
てはウルドゥー語とイスラームが不可分に結びついているという事情が、南アジアにおけるタフスィールの
ウルドゥー語による執筆・出版という現象の中に端的に表れていることを確認して本章を締めくくっている。
　6章「思想家・政治家・著述家としてのマウドゥーディー」では、20 世紀のいわゆるイスラミストを代表
する存在の一人であるサイイド・アブル・アアラー・マウドゥーディー（1903–79, アウランガーバード生ま
れ、印パ分離独立後パキスタンに移住）の生涯と著作を概観している。
　7章「マウドゥーディー著『クルアーンの理解』」では、マウドゥーディーが著したタフスィールである
『クルアーンの理解』（Tafhīm al-Qur’ān）の成立の経緯や執筆の意図について述べた後、同書のテキストを引
用しながら、その叙述形式や訳語の選び方など、主にその形態面での特徴を分析している。

若干の問題点
　筆者はウルドゥー語の専門家でも、パキスタンの専門家でもなく、本書の評者として相応しいとは言い難
い。その点を確認したうえで、本書が抱えていると思われる問題点について以下、管見を述べてみたい。
　まず、本書の全体的な方向性と結論にやや違和感が残る点を指摘しておきたい。『現代パキスタンの形成
と変容』というタイトルからもわかるように、本書は第一にパキスタンという国のより正確な肖像を描く
ことを目指しており、「イスラーム復興とウルドゥー語文化」という副題から想像がつく通り、第二にウル
ドゥー語という言語の肖像画をも（こちらは暗に）狙っている。しかし、評者の考えでは、本書はパキスタ
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ンおよびウルドゥー語の現実の半分（重要な半分であるとはいえ）しか描いていない。本書における著者の
結論は、「結論」にある次の文章

本書が示したように、パキスタンを地域研究の方法論によって動態的に捉えるならば、パキスタンと
はイスラームの他にも、南アジアのムスリムとしての歴史と、それを語るウルドゥー語という 3つの
要素が重なり合って初めて補足可能になる。本書では、これらの 3つが人々によって共有されている
社会にこそ、パキスタンが体現されることを論じてきた。（p. 172）

に端的に示され、かつ上記の概要からもわかる通り、「イスラミック・ランゲージ」としてのウルドゥー
語こそが南アジアおよびパキスタンのムスリム文化を象徴・体現しているというものである。この「ウル
ドゥー語・ムスリム（イスラーム）・パキスタン」複合体としてのパキスタン（のナショナリズム）という考え
方は、ちょうどパンディ［Pandey 1990］が指摘した「ヒンディー語・ヒンドゥー教徒（ヒンドゥー教）・イン
ド」（Hindi, Hindu, Hindustan）複合体としてのインド・ナショナリズムに呼応しているわけだが、20 世紀初頭
の南アジアに登場し印パ分離の背景ともなったこの言語・宗教・領土複合体ナショナリズムは、当然ながら
マイノリティーの権利を軽視するマジョリティーのナショナリズムであり、インドではその民主主義にとっ
ての危険性や偏狭さがたえず議論の的となる BJP／RSSの「ヒンドゥー・ナショナリズム」の源流として知
られている。パキスタンにおけるイスラームとウルドゥー語の複合体としてのナショナリズムは、一般にイ
ンドにおけるその姉妹版ほど悪名高くないとはいえ、歴史的には東パキスタンにおける抑圧とバングラデ
シュ独立を招いたわけであり、なにより本書におけるパキスタン政府の言語政策等についての解説が雄弁に
示す通り、これはパキスタン「政府」の公式ナショナリズムであり続けてきた。本書はこのパキスタン政府
の公式イデオロギーに暗に含まれたイスラーム諸思潮が官民の出版活動を通じてパキスタン社会に浸透して
行く過程を描いたという意味では「ミクロ」な方法論を持っているわけだが、扱っているのはあくまでも政
府の公式イデオロギー／マジョリティー側のイスラーム諸思潮のみであり、パキスタンにおける草の根の現
実をすくい切れていないという意味で、パキスタンの現実の半分しか描いていないと評者は考える。以下、
この点について、ウルドゥー語の性格とパキスタン社会の状況の二点に分けてもう少し論じてみたい。
　著者は序章で「パキスタン国内外のウルドゥー語出版研究は、これまでジャーナリズム研究者などを輩出
しながらも、詩や小説といった文学研究に比重が置かれてきた。本書では、文学に限らずウルドゥー語がよ
り幅広く表出される出版物一般を取り扱うことで、パキスタンとウルドゥー語出版の相関性を明らかにす
る」（pp. 3–4）と述べている。ウルドゥー語出版物の研究がこれまで文学に偏っていたのは事実であり（本邦
でもその傾向があるように思われる）、その意味でマウドゥーディーのタフスィールに代表されるイスラー
ム復興関係のウルドゥー語出版物について概観する本書の登場は画期的であり、学界への大変貴重な貢献と
なっている。しかし、このことはウルドゥー語が持つ文学言語・雅語としての側面を無視して良いというこ
とにはつながらないだろう。評者はパキスタンを訪れたことがなく、インドでの経験しか語れないので恐縮
なのだが、インドでもウルドゥー語という言語は（本書で解説されている独立前の状況をそのまま受け継ぐ
かたちで）政治的にはムスリムおよびイスラームと結びつけて考えられており、現在もインドで政治的にウ
ルドゥー語の保護を訴えるのは主に、女性の権利などについては概して「保守的な」ムスリム宗教諸団体で
ある。にもかかわらず、日常的なレベルでは、ヒンドゥー教徒やスィク教徒のとくに女性たちの間で、ウル
ドゥー語は今も比較的高い人気を誇っている。むろん「ムスリムの」ウルドゥー語を唾棄するような女性も
大勢いるのだが、例えば評者がウルドゥー語のナスタリーク文字を読めると聞いて「ステキね、うらやまし
いわ」という反応を示すインド人女性も少なくない。以上は統計などに裏打ちされた見解ではなく申し訳な
いのだが、ウルドゥー語が少なくともインドの中産階級の間で現在も「ハイソでエレガントな」雅語として
機能していることはほぼ間違いないように思う。ウルドゥー文学を代表する詩人ガーリブの詩をヒンディー
語のデーヴァナーガリー文字で記した詩集もコンスタントに売れている。また、本書ではパキスタンにおけ
るラジオと新聞に言及している一方、南アジアにおける最大の娯楽であり、庶民にとってのウルドゥー語文
化を体現する存在となっている映画への言及がなぜか抜け落ちている点も気になる。インドのヒンディー映
画（ボリウッド）の世界では、ウルドゥー詩人たちがその挿入歌の作詞業を席巻していた 1950～60 年代ほど
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ではないにせよ、現在もウルドゥー語を使用した映画が数多く作られており、伝え聞く限り、そうしたイン
ド映画はパキスタン庶民のお茶の間で今も根強い人気を保っている。ウルドゥー語が文学や映画で重宝され
るということは、要するにこの言語が恋愛感情という非常に世俗的な感情を語ることに長けた言語であると
いうことであり、この言語のこの側面はパキスタンの人々にとっても大きな意味を持っているはずである。
以上のようにウルドゥー語は、ムスリムやパキスタンに限定されない、インド亜大陸北部で広く流通してい
る雅語としての性格も持っているのであり、この側面を無視したウルドゥー語の肖像は片手落ちであるよう
に思われる。
　次に、パキスタン社会の現況に思いをはせると、今年（2017 年）1 月に宗教的寛容などリベラルな思想を
掲げる活動家 5名が失踪した（誘拐された）際、パキスタンのソーシャルメディア上では同情どころか、彼
らが犯したとされる「イスラームへの冒瀆」（blasphemy）への非難が巻き起こったニュースがまず思い浮か
ぶ。本書の言語をめぐる関心に引きつけて言えば、5名の失踪者のうち最も注目されたのは活発なブログ活
動で知られる人物であり、ブログの言語は英語だった。こうした状況は、やはり「イスラームへの冒瀆」罪
により死刑を宣告されたキリスト教徒の女性を擁護したサルマーン・ターシール（当時パンジャーブ州知事）
が 2011 年 1 月に暗殺され、その暗殺犯が死刑に処せられた 2016 年 2 月には、イスラーム諸勢力により暗殺
犯のほうがヒーローとして祀り上げられた一連の事件に象徴的に表れているわけだが、パキスタンの言語状
況に即して言えば、リベラルな考え方を持つ知識層が主に英語メディアに依拠しているのに対し、イスラー
ム諸勢力の地盤となっているパキスタン大衆はウルドゥー語メディアに依拠しているという構図が永らく
存在し、両者の間の溝は年々深まる傾向にある。本書の端々にみられるところの、パキスタンでは「イスラ
ミック・ランゲージ」としてのウルドゥー語が出版活動の拡大を通じてパキスタン社会におけるコンセンサ
スを形成していったという仮説は、上に述べたパキスタンの現況を鑑みるに、控えめに言ってもこの国の現
実の半分しか反映していない。世俗主義とイスラームの間で揺れるパキスタンのアイデンティティーの問
題が、ミクロな視点からのアプローチによって解消されるのではないかという著者の着眼点は大変独創的
で、将来さらに探求する余地があるのかもしれないが、今のところ残念ながら、パキスタンのアイデンティ
ティーにおけるこの揺れの問題は解消されるどころか深まるばかりなのであり、本書が提出するところの、
イスラームとウルドゥー語の下に比較的まとまりを見せる国というパキスタンの肖像画は読者に誤解を与え
かねない（ここでは本書刊行後の事例に多く言及したが、パキスタンにおけるこうした状況はここ数年に始
まることではない）。なお、本書が扱っているのはパキスタンにおける「政府の公式イデオロギー／マジョ
リティー側のイスラーム諸思潮」のみではないかと評者は上で述べたが、本書でオーバーラップすることの
多い「政府の公式イデオロギー」と「マジョリティー側のイスラーム諸思潮」は実際には微妙にずれていると
思われる点を付け加えておきたい。
　次に、本書におけるマウドゥーディーについての記述をめぐる疑問点をいくつか記しておきたい。まず、
本書ではいわゆるイスラミストとしてのマウドゥーディーの性格について一切言及がない点が気になる。マ
ウドゥーディーが 20 世紀「イスラーム原理主義」の親玉として危険視されることが多いのは、彼が「ハーキ
ミーヤ」概念のもとに西欧型国家における主権の考え方とイスラームを接合し、国家の主権が神アッラーの
みに存する「イスラーム国家」（Islamic state）の理論を提唱したためであるが、これらの点について本書では
全く言及がない。評者もマウドゥーディーのことを 20 世紀のムスリム世界を代表する重要な思想家・著述
家の一人と考えており、彼を「原理主義者」として切り捨て断罪する動きには反対の立場だが、彼がなぜ危
険視されるに至ったのかの経緯はしっかり押さえておく必要があると考える。また、本書では 4～5章のイ
スラーム復興についての記述の中になぜかデーオバンド派をはじめとする 19～20 世紀の南アジア／パキス
タンにおけるウラマー勢力への言及がほとんどなく、このため、ウラマー勢力と一線を画すことによりアイ
デンティティーを確立したマウドゥーディーらイスラミストの性格描写もやや輪郭がぼやけたものになって
いるのではないかと考えられる。
　最後に指摘しておく必要があるのは、本書中にマウドゥーディーと彼の宗教政党ジャマーアテ・イスラー
ミーについての明らかに誤った記述が一箇所あることである。1970 年代末から 1980 年代にかけてのズィ
ヤー・ウル・ハク政権についての次の記述である。
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このように、ズィヤーのイスラーム化政策は、政府主導の体系的な、そして全国的なイスラーム化の
動きであった。これは、権力の名のもとに強制力を伴って実施されたため、宗教界を含め、各地で多
くの反発を生み反動が起こった。イスラーム復興運動の中心的な役割を果たしてきたマウドゥーディー
や、ジャマーアテ・イスラーミーをはじめとするイスラーム諸勢力は、ズィヤー政権のイスラーム化
政策に対して警鐘を鳴らしてきた。（p. 114）

事実は全く逆で、最晩年のマウドゥーディー個人およびジャマーアテ・イスラーミーが、軍事クーデターに
より民主的に選ばれた政府を転覆し、民主的に選ばれた首相であるブットーを死刑に処し、恣意的なイス
ラーム化政策を推し進めたズィヤー政権の誕生および初期の政権運営に加担した事実はよく知られている
［Nasr 1994: 188-196; 山根 2011: 86］。クーデターを通じて誕生した軍事政権が恣意的に「権力の名のもとに強
制力を伴って実施」したイスラーム化政策に加担したという事実は、マウドゥーディーの思想がもともと持
つところの、国家の主権が神にあるとしたら実際の政権運営は誰が行うのかという部分をめぐる恣意性・危
険性があながち理論上にとどまらず実際的な問題であることを露呈している。20 世紀ムスリム世界が生ん
だ重要な思想家であるマウドゥーディーについての数少ない邦文献の一冊である本書が、マウドゥーディー
の思想が持つ危険性への言及を避け、その危険性が表面化した事件については誤った記述を行っていること
は残念である。
　以上、問題があると思われる諸点について述べてきたが、本書はウルドゥー語によるイスラーム関係文献
（とくにタフスィール）とその歴史的な出版状況についてのパイオニア的な書物であり、そこに含まれる知
見は今後の我が国におけるウルドゥー語、南アジアにおけるイスラーム、およびパキスタンをめぐる研究の
礎となるものである。著者のさらなる学究の成果を期待しつつ筆をおきたい。
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服部美奈『ムスリマを育てる――インドネシアの女子教育』（イスラームを知る　20）山川出版社　2015 年
　106 頁

　「ムスリマを育てる」というトピックは、イスラームと教育、イスラームとジェンダーをいう二つの大き
な研究分野にまたがる、イスラーム研究・ムスリム社会研究において非常に重要なテーマである。しかしな
がら、これら二つの領域における研究の急速な発展に比して、ムスリマがどのように育つのか、という問い
に関する研究は驚くほど少ない。
　このように指摘すると、「イスラーム教徒の女性の教育」に関する研究は多いのではないか、と思われる
であろうが、「イスラーム教徒の女性の教育」というテーマと、「ムスリマを育てる」というテーマは、似て
非なる関心に基づくものである。前者のテーマは、イスラーム教徒という属性を持つ女性に対し、いかに教
育、より具体的には近代的学校教育の機会を保障するか、という問題関心である。アフガニスタン復興支
援や、マララ・ユスフザイ氏のノーベル賞受賞といった日本でも注目された出来事を背景として、イスラー
ム教徒の女性がいわゆる日本人の思いうかべるような「教育」をうける機会を制限されているという問題は、
多くの研究や報道を通じて一般の人々にも伝えられるようになっている。
　これに対して「ムスリマを育てる」というテーマは、イスラーム教徒の女性が、どのようにしてイスラー




