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宗派対立と多様化するムスリムの信仰心： 
東アラブにおけるトランスナショナルな文化的力とローカリティをめぐるポリティクス 

 

講師：Augustus Richard Norton （ボストン大学） 
要旨： 
二世代前までは多くの研究者が、ムスリム社会を含む近代社会において、宗教は必然的に周縁的現象になると考え

ていた。世俗化が進むと少なくともその時点では信じられていたためだが、しかし世俗化の流れは大分前に衰退した。

その代わりにこの数十年で顕著になってきたのは、ムスリムの間での信仰心の高まりと、イスラーム・アイデンティ

ティの客体化である。すなわち、ムスリムの宗教職や宗教実践は劇的に増加し、宗教をトランスローカルかつ抽象的

な用語で捉える傾向も増大した。湾岸諸国、エジプト、ヨルダン、レバノン、シリア、イラク、「パレスティナ」とい

った東アラブ諸国のムスリム社会だけでなく、ムスリム社会全体が、増大し多様化する信仰心の存在を示している。 
 政治的なボーダーを超えて流入する「ナショナルな考え方」や国家「内部」で白熱し多様化する議論の相互作用や

借用により、複雑なローカルな場が生み出され、そのなかで「イルティザーム」（献身）や「タクワ」（信仰心）とい

った用語をめぐる議論が展開された。特に都市部では、信仰心、ライフスタイルの実践、イスラーム文明やイスラー

ム主義者の説明としばしば区別がつかないような政治的意見の「ブリコラージュ」が生み出されている。 
 このような変化の多くは、アメリカ対イランの対立と直に結び付けて捉えられがちなスンナ派対シーア派の対立と

いう偽の構図によって覆い隠されている。宗派間の対立は、特にイランやレバノンにおいては無視できないほど大き

いが、それはスンナ派の支配者たちが、宗派内における意見の対立から目をそらさせたり、宗派間の対話を促進させ

ないために、シーア派の脅威を悪用し流布してきたためである。たとえばバーレーンでは、改革の提案があると、支

配者たちはしばしば「イランの陰謀」だと主張する。 
 本セミナーでは、宗派分極化の時代において多様化するムスリムの信仰心、及び、トランスローカルな変化の基

盤にあるいくつかのパターンについて考察することにしたい。 
 
講師紹介： 
ボストン大学人類学教授並びに国際関係学教授、オックスフォード大学中東政治学客員教授。約 30 年にわたる中東諸国

での調査を経て、現在は中東の宗派間関係、改革派ムスリム思想、権威主義国家における反体制派の戦略に関する調査・研

究を行っている。著書に Hezbollah: A Short History (2007)、Amal and the Shi’a: Struggle for the Soul of Lebanon (1987)、
編著に Civil Society in the Middle East (1995)など多数。 

 
日時：2010 年３月 1１日（木） 15：00 ～ 17：00 
会場：大阪大学医学部銀杏会館（吹田キャンパス） 銀杏会館 会議室 B （参加無料） 
 
 
大阪大学医学部銀杏会館への 
交通アクセスは 
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access
/suita.html をご参照ください。 
 
お問い合わせ先： 
大阪大学大学院人間科学研究科 
人類学研究室 
e-mail: 
globalra@hus.osaka-u.ac.jp 
電話： 
06-6879-8085 / 06-6875-5111 
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A mere two generations ago, it was common for scholars to presume that religion would inevitably become a 

marginal phenomenon in modernizing societies, including Muslim societies. The swelling tide was secularization, or so it 

was thought, but that tide ebbed long ago. Instead, recent decades have revealed rising waves of piety among Muslims, as 

well as a notable increase in the objectification of Islam identity. In other words, the profession and practice of religion by 

Muslims and the tendency of believers to think about religion in trans-local, abstract terms has dramatically grown. Muslim 

societies, not least in the Arab East (the Arab Gulf, Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, Iraq and “Palestine” demonstrably), 

reveal a plurality of pieties.  

The interplay and borrowing of “ideas with passports” that transcend political borders, as well as the intensity and 

variety of “internal” debates, help produce complex local settings in which the terms of reference for “iltizam” 

(commitment) and “taqwa’ ” (piety) are contested. Especially in urban settings, the result is a “bricolage” of pieties, 

life-style practices, and political opinions that easily confound grand theories of Islamic civilization or global Islamism.  

Not all together surprisingly, many of these developments are masked from view by the smoke-screen of Sunni-Shi’i 

rivalry, which is often directly connected to the dueling of the United States and Iran. Inter-sectarian rivalries are not to be 

lightly dismissed, notably in Iraq and Lebanon, but there is no question that Sunni rulers(and external powers) have 

exploited and encouraged the Shi’i threat in order to divert and dampen dissent and weaken inter-sectarian dialogue. In 

Bahrain, for instance, the suggestion of reform is often derided by the rulers as “Iranian-backed.”  

This lecture aspires to offer glimpses of the underlying patterns of trans-local change, as well as weigh the 

implications of divergent Muslim pieties at a time of sectarian polarization. 

 


