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書評

ウルドゥー語をインド・ムスリムの民族語として掲げていた。それに対抗して国民会議派が用いた
のは、サンスクリット起源の単語を織り交ぜたヒンディー語である。また、各地域には宗教に関係
なくそれぞれの地方言語が根付いており、さらに、帰属政党に関係なくエリートは英語を使用して
いた。南アジアのプリントメディアを支えるのは、共通語としての英語やヒンディー語、ウルドゥー
語の存在とともに、プリントメディアによってもたらされた情報を流通させる多言語的な社会的
ネットワークである。その実態をさらに理解するためには、プリントメディアの影響力を状況証拠
から論じるだけではなく、南アジア独特の言語社会構造を検討することが不可欠であろう。
　本書は、極性化された偏った視点を乗り越え、第三の道から分離独立を描きだすことに関してか
なり成功しているといえよう。極性化された二つの立場からの脱却を強く試みるあまり、従来の歴
史解釈自体の検討と評価は回避されているが、これは極性化された議論の影響力を避けようとする
場合にはやむをえないと言うべきかもしれない。本書で提示されている民衆的な視座を強化し、エ
リート言説の客体化と再解釈を含めて、独立前後の南アジアで民衆とエリートがどのように生きた
のかを動態的に解明することは、今後の課題の一つであろう。

参照文献

ジャラール , アーイシャ 1999（原著 1985）『パキスタン独立』（井上あえか訳）勁草書房 . 
ドミニク・ラピエール , ラリー・コリンズ 1977（原著 1975）『今夜、自由を――インド・パキスタ

ンの独立』（杉辺利英訳）早川書房 .

（須永　恵美子　京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）
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İsmail Rüsûhî Ankaravî (hazırlayanlar Semih Ceyhan, Mustafa Topatan). 2008. Mesnevî ‘nin Sırrı 

Dîbâce ve İlk 18 Beyit Şerhi. İstanbul: Hayykitap. 291 pp.　　

はじめに

　本書は、17 世紀トルコ・イスタンブルにおけるメヴレヴィー教団のシェイフ、イスマイル・ア
ンカラヴィー（İsmail Ankaravî、1631 年没）についての研究とその作品の現代トルコ語訳である。
アンカラヴィーのフルネームは、イスマイル・ブン・アフメド・リュスーヒー・バイラミー・メヴ
レヴィー・アンカラヴィー（İsmail b. Ahmed Rüsûhî el-Bayramî el-Mevlevî Ankaravî）という。彼はまた、
リュスーフ・デデ（Rüsûh Dede）やイスマイル・デデ（İsmail Dede）と呼ばれることもあった。リュスー
フは、アラビア語ルスーフ（Ar.: rusūkh）1）に由来しており、「精通していること」という意味であ
るが、この名は彼自身によってペンネームとして使われた。一方、13 世紀のペルシア詩人ルーミー

（Pr.: Jalāl al-Dīn Rūmī､ 1273 年没）の著作『マスナヴィー』に施した注釈の名声ゆえに、同時代人
からは、「素晴らしい注釈者」を意味するハズレティ・シャーリフ（Hazret-i Şârih）と呼ばれた。
　イスマイル・アンカラヴィーは 16 世紀後半にアンカラに生まれ、もともとはバイラミー教団と
ハルワティー教団に属していたが、目の病気を患い、コンヤのルーミーの墓に詣でた。その結果功
徳を得たことにより、メヴレヴィー教団の信仰に目ざめ、後年、イスタンブルのガラタ・メヴレヴィー

1）　本稿におけるローマ字転写は、オスマン史研究の慣例に基づき、基本的に現代トルコ語式とするが、必要に応
じて、アラビア語・ペルシア語式に転写した。その際、Ar.:..., Pr.:... という形で明示した。
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ハーネ（Galata Mevlevihanesi）のシェイフとなり、弟子たちにルーミーの教えを講じて、人生を過
ごした。彼の著作は 20 あまりあるといわれているが、ルーミーの『マスナヴィー』のオスマン・
トルコ語注釈である Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûratü’l-Maârif（『精緻集成・霊知宝蔵』）と、メヴレ
ヴィー教団員の心がまえと生活について、1624 年頃に書いたアラビア語の Minhâcu’l-Fukarâ（Ar.: 

Minhāj al-Fuqarā’、『行者作法』）が特に有名である。
　本書には、ルーミーの『マスナヴィー』の序に対する注釈である Simâtü’ l-Mûkinîn（Ar.: Simāt 

al-Mūqinīn、『確証者境位』）と、上述の Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûratü’l-Maârif の序文にあたる
Fâtihu’l-Ebyât（『詩節開端』）の二著作の現代トルコ語訳が収録されている。前者 Simâtü’ l-Mûkinîn は、
1608 年に元来独立した著作としてアラビア語で書かれたもので、アンカラヴィーのアラビア語の
知識の豊富さを示している。ただし、本書の元になっているのは、この著作を Mecmûatü’l-Letâif ve 

Matmûratü’l-Maârif の冒頭に配するに際して、アラビア語版を元に著者アンカラヴィー自身がオス
マン・トルコ語に訳したものである。後者の Fâtihu’l-Ebyât は 1623 年から 1624 年の間に、オスマン・
トルコ語で書かれた。この作品は、アンカラヴィーが弟子に『マスナヴィー』の講義をしていた際、
弟子の要請に応じて、『マスナヴィー』の巻頭の 18 対句（バイト）に注釈を加えたものである。こ
の中でアンカラヴィーは、詩節に注釈を加えるだけではなく、その後に『マスナヴィー』で用いら
れている難意語についても解説を加えている。

研究史の概要

　本書の内容に触れる前に、『マスナヴィー』注釈の歴史とアンカラヴィーの知的背景について、
簡単に振り返ってみたい。第一に、『マスナヴィー』注釈の歴史について概観する。『マスナヴィー』は、
ルーミーの弟子が師の言葉をまとめた神秘主義詩の集成で、２万５千にも及ぶ対句が収録されてい
る。『マスナヴィー』は、「ペルシア語のクルアーン」とも呼ばれ、イスラーム世界に広く知られる
文学作品である。この作品は哲学的性格を持ったものであったが、ルーミーはその形而上学的世界
観を哲学の形で提示することはせず、このような詩の形で残した。ゆえに、その思想を理解するた
めに、この作品の成立以来多数の注釈が作られてきた。注釈の言語は、『マスナヴィー』が書かれ
た言語であるペルシア語の他にも、トルコ語、アラビア語、ウルドゥー語などさまざまであった。
初期の注釈者はペルシア語で注釈を書いたが、後世になると、トルコ語やウルドゥー語の注釈も広
まった。これは、当時印刷が盛んであった都市は、イスタンブル、ラクナウ（インド）であったの
で、その都市の言語で印刷物が出版されることが多かったことに起因する。トルコ語やウルドゥー
語の注釈者は、共通の初期ペルシア語注釈を参照しているため、こういった言語の多様化により注
釈の伝統に分断が生じたわけでは必ずしもない。だが、言語の多様化とともに注釈の多様化も進ん
でいったことは確かである。
　ここで、その注釈の歴史をさかのぼることとする。1320 年に、ルーミーの孫であるウル・アレ
フ・チェレビーの同時代人であるアフマド・ルーミーが、『マスナヴィー』に影響を受けて、クル
アーンの注釈を書いた［Rūmī 1975］。ペルシア語によるこの著作では、クルアーンの注釈の後に必
ず『マスナヴィー』の句が添えられており、これが『マスナヴィー』の初めての注釈であると考え
られている。トルコ語によるマスナヴィーの注釈は、すでに 15 世紀の初めには生まれたといわれ
ている。このような注釈の歴史の中で、17 世紀に最も影響力のある注釈を作成したのがアンカラ
ヴィーであった。この注釈の歴史は現在も脈々と続いており、最近では、ギョルプナルルがトルコ
語で［Gölpınarlı 1973–1974］、モハンマド・エステーラーミーがペルシア語で［Este‘lāmī 1995］注
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釈を行なっている。
　次に、アンカラヴィーの思想の知的背景について概観する。ビラール・クシュプナル［Kuşpınar 

1996］によれば、アンカラヴィーの知的背景は、スーフィズム、スンナ派イスラーム、神学と哲学
の３つの潮流に大きく分けられる。第一の知的背景スーフィズムに関していえば、アンカラヴィー
が最も大きな影響を受けたのは、もちろん彼がその著の注釈を書いたルーミーである。ただ、彼は
イブン・アラビー（Ar.: Ibn al-‘Arabī、1240 年没）や他のスーフィーの著作にも注釈を加えているので、
その人々の思想の影響も受けているといえる。また彼は自らの著作の中で、初期のスーフィー、ジュ
ナイド（Ar.: Junayd al-Baghādī、910 年没）やハッラージュ（Ar.: al- Ḥallāj、922 年没）、バスターミー

（Ar.: al-Basṭāmī、874 年 or 877 年没）にも頻繁に言及するので、彼らの思想の影響も見逃すわけに
はいかない。
　第二の知的背景が、スンナ派イスラームである。アンカラヴィーの生きた時代には、カドゥザー
デというシャリーアに基づく説教をする説教師と、彼の運動に従う人々（kadızadeliler）が、大き
な影響力を持っていた。アンカラヴィーは彼らに批判されたが、彼はシャリーアを軽視していたわ
けではなく、むしろシャリーアを重視する態度をとっていた。カドゥザーデとの論争は、スーフィー
の文化を受け入れるかどうかという点においてなされたのである。
　第三の知的背景は、神学や哲学である。この時代は、ウラマーが哲学などに異議を唱えていたの
にもかかわらず、哲学を重視するウラマーも存在した。アンカラヴィーもその傾向に従い、哲学の
理性的推論に基づいてこの世界を説明しようとした。しかし、彼の場合は、常にシャリーアの視点
から世界を考察する視点が顔をのぞかせる。アンカラヴィーの思想の特徴は、スーフィーとしての
神秘体験に基づきながらも、理性的な推論も忘れなかったことにある。また彼は、スンナ派・イス
ラームの理念を維持し続け、スーフィーの視点とシャリーアの視点の両方を保ち続けた。しかしな
がら、このバランスを保つことは容易ではなかった。この調停的な態度は、アンカラヴィーのすべ
ての作品、注釈に一貫してみられる態度である。

本書の内容

　それでは、ここで本書の内容を概観したい。序文に続いて、本書は大きく三部に分かれる。第一
部は、訳者2）によるアンカラヴィーの思想と本書で取り上げる２作品の研究、第二部は、訳者２名
による２著作の現代トルコ語訳、第三部は、Matbaa-i Âmire 版（1872 年）に基づいて、２著作をラ
テンアルファベット転写したものである。ただし、アラビア語・ペルシア語で記述された部分は、
アラビア文字のままとなっている。
　本書の訳者であり第一部を著したセミーフ・ジェイハンは、1973 年にイスタンブルに
生まれ、1995 年にマルマラ大学の神学部を卒業し、アンカラヴィーの Mecmûatü’l-Letâif ve 

Matmûratü’l-Maârif の研究で博士号を取得した。現在はルーミーやイブン・アラビー、オスマン帝
国のスーフィー思想について研究している人物である。彼は 2001 年にもアンカラヴィーの作品
Şerh-i Ahâdîs-i Erba‘în の研究書（翻訳を含む）［Ankaravî 2001］を出しており、現在のアンカラヴィー
研究を担う主要な人物といえる。もう一人の訳者ムスタファ・トパタンは 1980 年にコンヤに生まれ、
スーフィーの思想研究を行っている人物である。
　第一部は、第一章でアンカラヴィーの生涯とその思想、思想家としての重要性について述べ、第

2）　本稿では主として Semih Ceyhan（第 1 訳者）による研究の部分を取り上げて論じる。その意味では Ceyhan は著
者であるが、アンカラヴィーとの混同を避けるために、本稿ではあえて「訳者」という表記で統一した。
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二章と第三章では、本作品の解説を行っている。第一部の第一章で訳者が述べるアンカラヴィーの
重要性は、以下の３点にある。
　第一点は、アンカラヴィーの『マスナヴィー』注釈は、当時の社会において、メヴレヴィー教団
員以外にもよく読まれたため、当時のトルコ社会の中で、スーフィーの思想についての関心を呼び
起こす要因となった点である。
　第二点は、アンカラヴィーが、当時考えられていたのとは違った形で、ルーミーの知の系譜を提
示したという点である。ルーミーに影響を与えた放浪の修業者シャムセ・タブリーズや、ルーミー
の父バハッーウッディン・ワラドは、クブラヴィー教団の祖で著名なスーフィーであるナジュムッ
ディーン・クブラー（Ar.: Najm al-Dīn Kubrā、1220 年没）や、アブー・ハーミド・ガザーリーの弟
であるアフマド・ガザーリー（Ar.: Aḥmad al-Ghazālī、1126 年没）の影響を受けていたと推測され
ている。実際、メヴレヴィー教団のスィルスィラ（師弟関係の系譜）は、ガザーリーとクブラーに
つらなるものである。しかし、アンカラヴィーは、ルーミー自身の思想は、イブン・アラビーとクー
ナウィー（Ar.: Ṣadr al-Dīn al-Qūnawī、1274 年没）の知の系譜に属すると述べる。
　第三点は、アンカラヴィーがルーミーの著作を、サナーイー（Pr.: Sanā’ī、1134 年没）やアッター
ル（Pr.: ‘Aṭṭār、1221 年没）などから脈々と続く神秘主義詩の伝統と、イブン・アラビーなどの哲
学的な思想の結節点として示した点である。アンカラヴィーによれば『マスナヴィー』は、ペルシ
アの神秘主義詩人サナーイーとアッタールにより始められたマスナヴィー形式のスーフィー詩の集
大成でもあった。しかし同時に、アンカラヴィーの重要性は、本書に訳出されたような作品を通し
て、ルーミーの思想を、イブン・アラビー学派の概念を用いて、存在と存在階悌についての本質的
な次元から明らかにしたことにもある。アンカラヴィーの作品は、ルーミーとイブン・アラビーの
存在論のつながりを示す証拠となったのである。
　続く第一部第二章は、本書に訳出された作品の 1 作目、アンカラヴィーによる『マスナヴィー』
序文注釈 Simâtü’ l-Mûkinîn に対する訳者解説である。訳者によれば、アンカラヴィーは『マスナ
ヴィー』全６巻の序文への注釈において、『マスナヴィー』を、人間が神の世界に向かい旅をして、
その魂が救済されることによって罪や悲しみから救われる過程を描いた最も優れた著作であると考
えている。
　また、アンカラヴィーは、この原著『マスナヴィー』の意味を、時を経てバラバラになってしまっ
た預言者たちの知を、ルーミーがひとつのスーフィーの知としてまとめたことであると考えた。
　この章では、魂が人間の知であるシャリーアを経て、修行者の道であるタリーカに進み、神の知
であるハキーカへとたどり着いた段階で、愛するものと愛されるものが合一する、至福の経験を得
ると信じるアンカラヴィーの思想が、訳者の手によって明らかにされている。アンカラヴィーによ
れば、これこそルーミーが『マスナヴィー』を通して述べようとしているスーフィーの知なのであ
る。第二章にはこの他に、アンカラヴィーが注釈に使用した『マスナヴィー』のテキストの一部が
偽作であったか否かに関する論争も収録されており、研究史的にも見逃せない章となっている。
　第一部の第三章は、本書に訳出されたアンカラヴィーの作品の２作目、18 対句の注釈
Fâtihu’l-Ebyât に対する訳者の解説である。第一節では、メヴレヴィー教団にとって神聖な数とさ
れる 18 という数字と、イスラーム思想の中での 18 という数字からなる宇宙論の類似性が指摘され
る。イスラーム世界では、クルアーンにより７天と７つの大地の存在が指摘され、その上に神の玉座、
神の足台が存在し、神が存在すると考えられていたが、10 世紀になり９天球が存在すると考えられ、
さらには 10 天球の存在が主張されることもあった。ここで指摘されるのは、上から順に完全理性、
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完全霊魂、９天球（Atlas 天、恒星天、火星、土星、木星、水星、金星、太陽、月）、４元素（火、
空気、水、土）、３性（鉱物性、植物性、動物性）の 18 要素から構成される宇宙論との類似である。
　第二節では、18 という数の他にも、アンカラヴィーはルーミーの用いる術語に象徴的な意味を
見出しており、ルーミーの複数の著作を参照したことが訳者によって示される。訳者は、言葉には
辞書的な意味、シャリーアにおける意味、タリーカにおける意味、ハキーカにおける意味の４つが
あり、アンカラヴィーは後者３つの観点から、ルーミーの作品に注釈を加えていると述べる。
　第三節は、第二節の議論を受け、アンカラヴィーの用いた 100 の術語と、アンカラヴィーの存在
理解が論じられる。訳者は、アンカラヴィーが Minhâcu’l-Fukarâ の中で言及した、メヴレヴィー教
団員が学ぶべき道について解説する。アンカラヴィーによれば、スーフィーの旅は大きく分けて２
つある。第一は外的な知を求める旅であり、スーフィーは、そこで数々の預言者の知と、シャリー
アに基づいた知を学び、ムスリムとして行動すべき模範を学ぶ。第二は内的な知を求める精神の旅
であり、それは、スーフィーが内的成長をとげるために、精神の階梯を登っていく道である。訳者
は、Minhâcu’l-Fukarâ の中の存在理解は、本書の２作品の中でも生かされ、多くの共通点が見られ
ると述べる。
　第四節以降は、『マスナヴィー』冒頭対句（葦笛の詩）の、各対句ごとの解説となっている。訳
者によれば、アンカラヴィーは『マスナヴィー』の冒頭におかれたルーミーの葦笛の詩を、イブ
ン・アラビーの存在一性論に由来する「完全人間」の理論から理解しようとしている。「完全人間」
は、霊的合一を達成した人間の理想像を指し、絶対者と被造世界との間の結節点という重要な役割
を担っており、その存在なくしては、世界は存在しないとまで考えられる存在である。存在一性論
においては、神の本質の世界から、名と属性の世界、そして被造世界へと、絶対者があいついで顕
現していく過程を考えるが、この過程の最後に位置するのが完全人間である。訳者によれば、アン
カラヴィーは、葦の原から切り取られて悲しい音色を響かせる葦笛を完全人間にたとえ、神への愛
にみたされた魂の象徴と考えた。アンカラヴィーは、魂が修行の過程で、葦笛の状態に到るまでに
あるたくさんのベールをはがしていくのが、スーフィーの内的な知を求める精神の旅であると考え
ているのである。
　以上第一部の解説を経て、本書は、第二部のアンカラヴィーの２作品の現代トルコ語訳、第三部
のオスマン・トルコ語によるアンカラヴィーの原文の転写という順に構成されている。

本書の意義とアンカラヴィー研究の課題

　さてここで、アンカラヴィーの研究史の中での本書の意義について考えることとしたい。第一の
意義は、本書が、これまでほとんど研究されてこなかったアンカラヴィーの２作品に光を当てて
いることである。本書の中の Fâtihu’l-Ebyât については、アテシュが言及しているが［Ateş 1953］、
Simâtü’ l-Mûkinîn については、これまでほとんど言及されることはなかった。さらに、研究史全体
からみても、アンカラヴィーとスフラワルディーの思想関係を明らかにした書［Kuşpınar 1996］の
存在がありながらも、アンカラヴィーとイブン・アラビーの思想関係を明らかにすることはほとん
どなされてこなかった。したがって、本書はその観点からみても、アンカラヴィー研究を充実させ
ることに重要な役割を果たしている。
　第二の意義は、アンカラヴィーの思想に関する点である。アンカラヴィーは、『マスナヴィー』
注釈である Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûratü’l-Maârif に関する議論の中で、ギョルプナルルやアテ
シュなどに、ルーミー自身の考えを十分に考察していないと批判されている。アンカラヴィーに
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よるスフラワルディーの著作 Hayākil al-Nūr に対するオスマン・トルコ語注釈 Izâhu’l-Hikem につい
ての解説を行ったクシュプナルも、同様の批判を展開する。本書に収められた作品のひとつである
Fâtihu’l-Ebyât 中の術語の解説も、アンカラヴィーの解説はスーフィーの知に基づくものではある
が、必ずしもルーミー自身の文脈の中では生きないとアテシュに批判されている。クシュプナルは
Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûratü’l-Maârif と Izâhu’l-Hikem の両注釈とも、注釈を加えられる本文の思
想を解説するというよりは、むしろアンカラヴィーが自らの歴史的背景や文脈に照らして、その思
想をとらえ直した書であると述べている。では、アンカラヴィー自身の思想とはどのようなものだ
ろうか。これまで、その思想を詳細に解説した研究書はほとんどみられなかった。しかし本書では、
イブン・アラビーやルーミーの思想を注の形で表記しており、読者は、アンカラヴィーの原文とほ
ぼ等しい量の解説を読みすすめるにつれて、アンカラヴィーの思想と彼が影響を受けた人物の思想
を混同せずに理解し、アンカラヴィーの思想を構成できるよう工夫がなされている。
　なお、ここで、本書の議論に欠けている点を１点指摘しておく。本書は、これまでほとんど研究
されなかったアンカラヴィーの２作品を訳出し、光を当てることには成功しているが、作品の研究
書として読むにはいささかものたりない。作品の研究書としては、アンカラヴィーの『マスナヴィー』
注釈 Mecmûatü’l-Letâif ve Matmûratü’l-Maârif と本書に取り上げられた２作品の思想の異同、他の同
時代人による注釈との比較など、さらに一歩踏み込んだ議論が必要であったと思われる。
　最後に、本書の意義を含め、今後のイスマイル・アンカラヴィー研究の課題を述べることとしたい。
第一に、アンカラヴィー研究はその絶対量の少なさから、依然として哲学的、教理的研究のレベル
にとどまっており、メヴレヴィー教団のシェイフの一人の思想としての側面から考察したものは少
なく、このような方面からの研究を増やすことが望まれる。この方面の研究が進むためには、まず
個々の作品の研究が積み重ねられ、アンカラヴィー思想の全体像が示されるレベルにまで到達しな
ければならないだろう。
　第二に、アンカラヴィーの思想を他のスーフィーの思想と区別することである。前述のように、
アンカラヴィーの思想はほとんどが他の思想家の著作に対する注釈という形式をとるので、ルー
ミーやイブン・アラビー、スフラワルディーなどの、彼が影響を受け、注釈を加えた人物の思想と
まじりあっている状態である。本書のように、それぞれの論文の個々の句がどの知の系譜に基づい
て書かれたのかを明らかにすることにより、他の人物の影響を受けながらも形成されたアンカラ
ヴィー本人の思想が明らかになり、その後のメヴレヴィー教団の思想家の研究にもつながることと
なる。
　 ま た こ れ に 加 え、 他 の ス ー フ ィ ー 文 献 と の 関 係 に お い て は、 ア ン カ ラ ヴ ィ ー の 著 作
Minhâcu’l-Fukarâ を研究することが重要である。この書は、スーフィーが従うべき模範や作法を述
べた書である。スーフィーの作法論は、初期スーフィズム文献の中にも存在し、中期スーフィズム
とされる 12 世紀半ば以降においては、スーフィーの修行道が確立される中で大きな役割を果たし
た。アンカラヴィーの作法論の文献は、17 世紀トルコのメヴレヴィー教団の修行道を、他のスー
フィーの修行道の中に位置づけることのできる、重要な文献である。
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（園中　曜子　京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）
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Kai Hafez ed. 2008. Arab Media: Power and Weakness. New York: The Continuum International 

Publishing Group. iv+277 pp.

　本書は、現在のアラブ・メディアを対象とした論文集である。序章に加え、「メディアの効果」「メ
ディアのオーディエンス」など、７つの主題で計 15 の論文が掲載されている。内容は大きく３つ
に分けられる。第１に、主にアラブ・メディアの先行研究を批判的に考察し、今後の研究における
方向性を示したもの。第２に、アラブ・メディアに関する具体的な事例を通時的・共時的に考察し
たもの。第３に、マス・コミュニケーション研究における「議題の設定機能」など、具体的な分析
枠組みを用いて、今後のアラブ・メディア研究の争点となる問題を論じたものである。本書に収め
られたいずれの論文も、今後のアラブ・メディア研究の動向を知るうえで必読の内容となっている。
　1990 年代初頭に、アラブ諸国に衛星放送が登場すると、マス・メディアによる近代化・民主化
をテーマに、多くの研究がおこなわれた。大部分が権威主義政権の支配に属するアラブ諸国は「後
進国」であり、特に民主化されるべき地域とされてきた。衛星放送という新たなメディアの登場も、
多くの場合、社会改革のための啓蒙機関とみなされ、近代化・民主化に果たす効果の大きさが常に
問題とされてきた。
　しかし、1960 年から 1970 年代にかけての欧米のマス・コミュニケーション研究が、メディアが
与える効果から、メディア自体の存在様式へと目を向けたのと同様に、アラブ・メディア研究にお
いても、次第にメディア自体に着目した研究や、メディアと社会・文化をめぐる研究がおこなわれ
るようになった。1999 年にアイケルマンとアンダーソンを編者として上梓された論文集［Eickelman 

and Anderson ed.1999］では、出版された当時の研究動向を先取して、メディアと文化の関係を言及
した論文がいくつか収められている。また、2001 年にハーフェズを編者として上梓された論文集

［Hafez ed.2001］でも、研究のトレンドを反映した、「メディア・コントロールと所有」「マス・メディ
アと発展」「マス・メディアと文化」の３つのテーマが設けられ、メディアと社会・文化をめぐる
問題についての考察がおこなわれている。
　こうした傾向は、本書にいたってますます顕著になっている。本書では、メディアの「効果」「オー
ディエンス」「コンテンツ」「倫理」「経済」「法と政策」「文化」の７つのテーマが設けられ、これ
まで主だったメディアの「効果」が全体の一部として扱われる一方、メディアの内的な側面への着
目や、社会的・文化的な側面が強調されている。また、1990 年代以降のアラブ・メディア研究では、
変化が著しい衛星放送にのみ議論が偏りがちであったが、本書では、地上波放送や映画などの視覚
メディア全般、およびプリント・メディアも含めた包括的な議論が展開されている。




