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いです。口述筆記だと1日10ページとかいくと思うのです。4000ページでも400日でいけますから、
1 年 40 日やれば 10 年でできあがる勘定です。その夢はまだありますが、今のところオスマン史と
いうのは、本来目指していた比較史の第一段階です。第一段階もまだ完成していないのに、先のこ
とをいうのはなんですが、いつか将来、日本の徳川の始まりから終わりまでの幕臣たちの経歴を分
析してそれがどう変わっていったか、それと、明治になってから勅任官の出身、経歴がどう変わっ
てくるかも見てみたい。これで一応、明治維新史の基礎的なところを、少なくとも支配エリートが
どんな人たちで、どういう組織がどういうかたちで変化を遂げていったかは、見ることができると
思うのです。中国についても、清朝の立ち上げから、1905 年に科挙制度がなくなって、1911 年に
辛亥革命ということになりますが、それまでに一定の地位に達した、だいたい総督、巡撫クラス以
上にまでに達した清朝の官人たちの分析をやっていって、それでオスマン朝・日本・清朝と 3 つ並
べるのが今のところの夢です。それからいうと、オスマン史はまだ第一段階の途中ということにな
ります。したがって、知の先達ではなくて、まだ若手研究者です。現在はまだ、第一段階について
ある程度見当がついているという段階です。
　ちなみに、トルコの雑誌については、29年間、東京大学東洋文化研究所におりまして、約350種バッ
クナンバーを揃えました。約 100 種がオスマン語です。その他約 100 種が、近代トルコ語で政治、
思想、文学運動に関係するような史料的な意味のある雑誌で、さらに約 150 種くらいはアカデミッ
ク・ジャーナルです。イスタンブル大学の先生が「一ヶ所でこれだけ雑誌を見られるところは、イ
スタンブルでも少ない、非常に便利だ」といわれたくらいです。ぜひご利用になってください。長々
とお話ししましたが、このへんで終わらせていただきます。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊質疑応答＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

司会（東長靖）　ありがとうございました。生い立ちのお話から始まりまして、8巻 4000ページの『鈴
木オスマン史』のご構想を伺ってすごいなと思ったら、これはまだ第一段階、という壮大な規模の
お話でした。あと 30 分ありますので、この機会にぜひご質問ください。

男性　お話をありがとうございました。先生がお書きになられた『オスマン帝国――イスラーム世
界における「柔らかい専制」』に関しての質問でもよろしいでしょうか。オスマン帝国の「柔らかい
専制」は、イスラームという宗教が主要なファクターになっているというお話だと思って読んだの
ですけれども、他方、帝国という制度自体がもともと多宗教・多民族を含む制度かと思いますので、
この帝国の要素というものが、どの程度「柔らかい専制」の中に含まれているかについてお教えく
ださい。

鈴木　そもそも前近代のイスラーム世界のシステムで、政治制度は、本来イスラームから出てきた
のではありません。政治制度の基礎ができたのはアッバース朝ですが、そのときに一番役に立った
のは、たぶんイラン人のイスラームへの改宗者だと思います。そもそもワズィール制度そのものに
しても、イスラームからこういうものが出てくるわけではないと思うのです。また、カリフが次第
に専制君主化したときに、自前の暴力装置を持とうとしてつくりだしたのがマムルーク制度ですけ
れど、あれも預言者ムハンマドの時代のイスラームから出てくるような制度ではないと思うのです
ね。ですから、世俗的な、権力闘争で、結局、イスラームを代表するはずのイスラームの戒律を中
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心とするイスラーム教学の専門家のウラマーは負けてしまって、役割としては教学・裁判・教育の
担い手に過ぎなくなります。
　ただ、オスマン帝国というのは、そういう形でアッバース朝以来できてきたイスラーム世界のさ
まざまな仕組みを、たぶん大セルジューク朝からルーム・セルジューク朝などをへて受け継いでき
ました。しかも、確かに権力の正統性の根拠としては、イスラームが一番大きな根拠になっていた
と思います。オスマン帝国の一番の支配組織の末端の重要なものは、カザー（イスラーム法官区）
――カドゥが管轄している法官区――です。同時に、カドゥというイスラーム法官は、裁判だけで
はなくて、民生の非常に大きな部分を担っていたのです。しかも、カドゥになるのは、ウレマー（ウ
ラマー）の資格を持った人間で、ウラマーとしての資格を持つには、アラブ圏の場合だと、仲間内
の認証で足りるというところがありますが、オスマン朝の場合はイスラーム学院すなわちメドレセ

（マドラサ）を修了して資格を得ていないといけなくなっています。つまり官制の資格を持ってい
ます。ですから、地方行政の最末端でも、イスラーム世界で発達し、しかも、イスラーム世界内の
独自の伝統として発達してきたシャリーアとそれを担うウレマーに頼るところが大きいのです。同
時に、トップの君主の権力の正統性の根拠もイスラームに置かれています。しかも、その間をつな
ぐいろんな制度も、イスラームに直接よらないにしても、イスラーム世界で形成されてきたさまざ
まな制度が、辺境の地で独自の発展を遂げたというところがあって、そういう意味ではつながって
いると思います。イスラームだけで成り立っているわけではないですけれど。
　帝国がもともと多宗教・多民族を含むということについては、ミッレト制とよく言われますが、
16 世紀までの法令集成と年代記を見てみると、後に使われた意味でミッレトという言葉が使われ
ているのはないのです。ミッレトという語は、ネシュリーの年代記に1回だけ出てくるのです。個々
の小さい啓典の民のコミュニティを数え上げて、百いくつかのミッレトをオスマン朝が征服したと
いっているけれど、そのミッレトというのは、もともとの意味のミッラと同じで、宗教共同体とい
う意味で使っているのです。だいたいは、アフル・アル=ズィンマ（被保護民）とか、ズィンミー
というようなかたちで使われていることが多くて、ズィンミー制度が行われたのは間違いないよ
うです。そこでは、ズィンミーの処遇とムスリムとでは違うのです。要するに、アフル・アル=キ
ターブ（啓典の民）がズィンマを与えられるとズィンミーになって、一定の貢納の義務に応じ、一
定の行動制限に従っていれば、従来の信仰と場合によっては法と、そして生活慣習その他を保持で
きるというシステムがあるのは確かなのです。そういうところで、要するに多宗教、多宗派システ
ムになっている。ただ、幸か不幸か、オスマン帝国領はほとんどが旧ローマ帝国領か、すでにイス
ラーム世界に属してきた地域なのです。ムスリム以外は、アフル・アル=キターブしかいないので
す。都市に非常に少数のユダヤ教徒がいるだけで、キリスト教徒が圧倒的多数な世界にまず入った
ので、完全にズィンマ・ズィンミー・システムで包摂できるのです。その点がインドと非常に違う
わけです。帝国というのは、便宜上使っているので、オスマン人たちは 16 世紀にインパラトール
ルク（imparatorluk）という言葉を、使っていますが、ここでいうインパラトールというのは、神聖ロー
マ皇帝です。したがって、インパラトールルクといっているのは、神聖ローマ帝国皇帝が支配して
いる政治体です。だから、オスマン朝のほうがこの言葉を正確に理解しているのです。もちろん、
インパラトールルクといっても、中世以降のエンパイアです。

末野孝典　大変興味深いお話をありがとうございました。先生が比較史という見方をなさるときに
何を一番大事にお考えになっているのかという点と、歴史学を叙述するときに何を一番大切にな
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さっているのかについて教えていただきたいと思いました。

鈴木　比較史というときは、何に関心をもつかで、まったく違ってくると思うのです。私の場合は、
一つが大航海時代を境にした西欧と非西欧の力関係の逆転と、もう一つがそういう状況の中で、ど
ういうかたちでそれに対する反応・反撃が始まったかということに興味があります。そこで、その
際、一番、西洋の衝撃として痛切に感ぜられたのは軍事力の差とそれを支えるシステムです。そう
なると、支配のための組織をどうしていくかということ、特に支配の組織のうちの暴力装置をどう
するか、それから、それを支えるために全般的な支配の組織の改革が必要になる、という見通しが
あるのです。ただ、世界の情勢が変わって、オスマン朝の場合は異教徒たちの土地で、今までそれ
ほど取るに足らないものと思っていたものを学ばないといけないと思い始めるときには、世界秩序
のイメージが変わってくるということがあって、それもやはり大事だと思うのです。ただ、別の観
点からいけば、いろんな違った観点からの比較史はありうると思うのです。
　それから歴史叙述なのですが、私はふたつ惹かれるものがあって、一つは生き生きとした描写、
もう一つは一般通則のようなものです。前者で名前を挙げたいのは、ホイジンガの『中世の秋』です。
これはまだオランダ語からの直訳がなくて、ドイツ語からの重訳しかない頃、大学に入ったときに
読みました。あの人はネーデルランド文芸学出身ですから、いわば国文学出身です。ただ、歴史に
転換したくて、ハーレム市の市史の編纂をやらないかという話を大学時代の歴史学の先生が持って
きてくれて、それをやって歴史家になって、フロニンゲン大学の教授からライデン大学の教授に
なった人だけれども、文学作品を使って心性の分析をやっているのです。しかも、文章に艶がある
のです。後者について、歴史をやる私にとって非常に大きな印象を与えたものの第一は、国際政治
学風の同時代史、トゥキュディデスの『ヒストリアイ』です。それも大学 1 年のときに久保先生の
訳が岩波文庫から出始めて、あれをずっと読んでいたのです。ちょうどベトナム戦争進行中だった
ので、まさに眼前の事態が二千数百年前のギリシャ世界で起こっているという印象を持ったのです。
あの場合は、ある世界が 2 つの勢力に分かれているときに周辺で代理戦争が始まって、お互いが対
角線外交を始め、それで世界大戦に至るという話ですから、一種の国際関係論なのです。後者の第
二は、イブン・ハルドゥーンの『歴史序説』です。あの頃は田村実造先生と藤本勝次先生の、アジ
研から出た 2 巻本の訳が出ていた時代で――森本公誠先生の訳はずっとあとになって出されたので
すが――、あの翻訳を買って読んでいました。あの場合は、イスタンブルやカイロのような巨大都
市ではなくて、マグリブの中小都市なのでそうなるのでしょうが、辺境の団結心の強い民が一方に
あって、都市の繁栄に引きつけられて、都市の王朝を乗っ取って、王朝を立てると、指導者の能力
も 3 代でつまらないものになるし、団結力も 3 代たつうちに弱まって、そうするとまた富に引きつ
けられて田舎の民がこれを乗っ取るという循環史だと思うのですが、あれは非常に興味があります。
　生き生きした叙述と一般通則のようなもののどちらに重点をおくか。これは個々人の関心の問題
だと思います。

今松泰　二つ質問させてください。一つ目は、下層ウレマーの民衆への影響力についてです。オス
マン朝で、ウレマーは上位イルミイエに入っていく者と、地方のどこかのモスクとかで説教をして
いるような者に階層分解していきますよね。タリーカ（スーフィー教団）のテッケが、いろんな民
衆を動員する一種の社会的な紐帯であるということはこれまでも強調されてきたのですが、他方、
17 世紀、たとえばカドゥザーデ運動などをみていると、メフメト・カドゥザーデが説教師として
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名声を博していたというような記述がありますので、モスクにおける説教というのも、じつはすご
く重要だったのだろうなと思っています。でも、上の方は記録に残るのですけれど、下の方はまっ
たく記録に残っていないのです。先生は、そういうことについて、何か見込みがおありでしょうか。
二つ目の質問は、アシュアリー学派とハナフィー＝マートゥリーディー学派との関係についてで
す。ハナフィー＝マートゥリーディー神学の人たちはアシュアリー学派の学者（編集部注：ジュル
ジャーニー）が書いた『神学諸段階注釈』（Sharḥ al-mawāqif fī ʻilm al-kalām）を読んでいたというんで
すね。それに批判があって、のちに読まれなくなくなったとキャーティブ・チェレビーが書いてい
ます。一応、ハナフィー＝マートゥリーディーの体制であるところで、アシュアリー学派の書物を
テキストとして使っている人たちは、実際どのようにして自分たちを自己認識していたのだろうと
いうことについて、お考えがあればお聞かせください。

鈴木　まず、一つ目のご質問に関連して、スーフィーとウレマーの関係ですが、下層のウレマーか
らカザスケル――軍人の法官ですね――のレベルまで、ナクシュバンディー教団と両属してるのが
ずいぶんいるでしょう。そのことは、彼らが昇進しているところをみると問題にならないようです。
オスマン朝の場合は最高級に近いウレマーたちにも同じことが言えます。ですから、思弁的な形の
神秘主義には、しばしば両属していた面があると思うのです。それと、カイセリのような地方につ
いて言うと、メドレセで相当実力のある人が教授になって講義をしていると、お弟子さんができて
きて、歴代、かなり重要な地域のウレマー系の職になっている例があるのです。ただ、さらにその
下のレベルの村々では、イマームがどんな人でどういう活動をしていたかということについては、
何かトラブルが起こって、法廷文書に出てくるくらいにならないと難しいんじゃないでしょうかね。
　ヴァーイズ（説教師）については、むしろ大きい都市のほうが影響をもつのではないか。地方の
場合どうですかね。オスマン朝というのは日記がほとんど伝わっていなくて、地方史が弱いじゃな
いですか。だから、わからないことが多いのですよね。地方史といえば、エディルネとかではあり
ましたよね。エデルィネ史は 3 点くらいですかね。オスマン朝時代に書かれたものがあるが、ちゃ
んとしたテキストは出ていないのです。それから、ブルサについてのが 3 つ、4 つあります。ただ、
エディルネ、ブルサはイスタンブルと並んで三都なので、ほかとは違うかもしれないのです。ヴァー
イズは 17 世紀、カドゥザーデ運動の主体になりますから、おもしろいですね。しかし、やはり史
料的には難しそうです。
　それから、二つ目のご質問で、神学の教科書について、かなりかち合うものを読ませていたのは
どうなっているかというのは、私はそちらにはあまり関心がないということもありますけれども、
まとまった研究はないと思いますし、少なくとも古い時代には、そういうことに違和感を持たない
人が多いかもしれないと思うのですね。だって、スルタンにしても、前近代の末期になっても、た
とえばセリム 3 世の場合は、確実にメブレヴィー教団に属しているのです。一番近しいのが詩人の
シェイフ・ガーリブと音楽家として名高いデデ・イスマイルなのです。あの人については日記が残っ
ているからわかるけれども、週に 2 日も 3 日も音楽の会を開いているのです。ですから、なんとい
うか、一種、辺境の自由さというのはあるのじゃないですかね。特にメフメット 2 世の場合ははっ
きりしていますね。辺境の自由さは。あれはムガル帝国だったら、アクバル大帝に比定できるかと
思うのです。オウラングゼーブは実際には厳格なイスラームに傾いてしまいましたが、いわば物わ
かりのいいオウラングゼーブが、スレイマンなのかもしれないです。その辺はぜひご研究になって
ください。
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司会　では最後に、研究をしていこうという若い人たちに、一言何かございましたら。

鈴木　「テーマは狭く、視野は広く」ということが大事だと思います。卒論を書こうという方の場
合は、2 年くらいで卒論を書かないといけないではないですか。しかも、語学能力が高い方もいる
かもしれませんが、一般的にいえばそうたくさんは読めないのです。そうすると、自分の興味のあ
るテーマの核心に近いところで、扱えるくらいの量の史料を扱うのが大切だと思うのです。非常に
大きな夢はあるかもしれませんけれど、その夢を追うとやけどをするので。ただ、扱うときにそれ
だけではなく、学説的には広くまわりをあさって、「これはうちの国じゃないから」と言わないで、
アルジェリアをやっている人もモロッコやチュニジアのことも見ておくと違うと思うのですね。言
語能力が 5 倍あれば、時間が 5 倍あるのと同じです。時間と言語能力の積がやれる実力ですから。
ですから、自分の言語能力を考えて、コンパクトで、オリジナルの成果が出せそうで、少なくとも
自分の視角からは、今まで扱われていない史料を見つけるのが、非常に重要だと思うのです。
　卒論というのは「職人候補」になれるかどうか試すもので、修士は「職人資格」なのですよね。一
人前の職人として親方に雇ってもらえるかどうかということです。いまは雇ってもらうのではなく
て、博士課程に入りますけれど、博士論文が書けそうにない人を博士課程に入れてしまうと、お互
い困るわけでしょう。4 年か 5 年、やったあとで「やっぱりダメだ」ということになると、日本の場
合はリターンマッチが難しいから大変なのです。ですから、修論までは、材料を作法に従って扱って、
結論が出せて、その結論を人がわかるかたちで表現できるかどうかが、問題なのです。本当にやり
たい、大きいことを始めるのは、博士課程に入ってからというのが、安全です。私の場合も博士論
文を出すまでに 7 年かかっているのですが、その分、相当時間もかけられるし、外国に行く時間も
できます。本当に大きい問題をいつも意識していれば、視野はいつも広く保てるのです。そうだけ
れど卒論と修士論文は、コンパクトにまとめる方法と、材料をきちんと扱える技術と、それから注
の付け方といった技術的なものも完全に身につけることが大事です。言ってみれば、お客さんに出
せる料理がつくれるようになるということですね、寿司職人にしても、てんぷら揚げ職人にしても。
これができるようになるのが修士課程だと思います。博士課程に入ってから、オリジナルの、マイ
ステルになるための本格的なことを始めるのが安全だろうと思います。あとは言葉ですよね。自分
の専門についてのことは、対象になる言語で、読めて、しゃべれて、書けるという 3 つができるの
が大変重要だと思います。

司会　貴重なお話、ありがとうございました。
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