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ユダヤ人／教徒の言説としての
−序論的考察1

﹁地中海﹂

臼

杵

陽

的な準備作業と位置づけてみたい︒したがって︑巻末に

示した文献目録は本論の議論に必要な文献に限定されて

いることをあらかじめ断っておきたい︒なお︑このテー

はじめに

︵1︶
本論はスファラディームおよぴミズラヒーム研究と現

マに関する北アフリカ・ユダヤ人研究のビブリオグラフ

1

代ユダヤ教研究との接点において新たな地平を模索して

く︑筆者の現在の関心の大まかなありようを示すための

学的な手法を用いた厳密な意味での研究史の整理ではな

になろう︒しかしながら︑本論は歴史資料に基づく歴史

の﹁地中海﹂というディスクールにおいて検討すること

眼がある︒その際︑その動向をユダヤ人／教徒にとって

けて活動したフランスのユダヤ人教育組織﹁万国イスラ

は﹁地中海﹂を舞台に前世紀後半から今世紀はじめにか

テクトでの再考を促す議論を紹介し︑次いで皿において

方の急速な変容をイスラーム的あるいはアラブ的なコン

ームおよぴミズラヒーム研究に関する最近の関心のあり

以上の目的に鑑み︑本論の皿においてはスファラディ

ィーとしては︵ま邑二8ω︶を参照されたい︒

研究ノート的な議論になるかとは思うが︑これまでの研

エル人同盟︵アリアンス︶﹂の歴史的意義に焦点を当て

いるイスラエルでの新しい研究動向を検討することに主

究の到達点を学問的塗言説の問題として簡単に整理して

てみたい︒最後にwにおいては︑ユダヤ教徒／人の移民

︵2︶

その問題点を示し︑今後の方向性を検討するための序論
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に新しい﹁地中海﹂の構想との関連で捉えてみたい︒

エルヘのユダヤ人移民が意味する文明論的な意義をとく

の波︑とくに北アフリカからパレスチナあるいはイスラ

ている点に特徴があるといえよう︒

で位置づけ直すという方向性︵共存・共生関係︶を示し

教徒をアラブ的あるいはイスラーム的な文化環境のなか

アラブ的あるいはスラーム的な諸要因を導入された現

う議論を持ち出すまでもなく︑前二者から後者への問題

代ユダヤ研究におけるクーン的なバラダイムの転換とい

近年におけるスファラディームおよびミズラヒiムに

関心の移行は︑イスラエルの研究者の方法論を規定して

ミズラヒーム研究動向の変化

関する歴史学的あるいは社会学・人類学的な研究の関心

きたシオニズム．イデオロギーが立ち至ったある種の閉

u

のあり方は急速な変容を遂げている︒筆者はこの変容に

塞状況から生じた帰結だということは指摘しておく必要

すなわち︑中東イスラーム世界からイスラエル建国後大

があろう︒その背景を若干説明すると次のようになろう︒

関して北アフリカ・ユダヤ人研究の研究史を論じた拙論
で議論したこと・があった︵⊂竃算冨竃︶︒その論旨は︑
︵茗︶

中東イスラーム世界のユダヤ教徒／人に関する研究は

両昌o晶＞﹃きω︶﹂の問題設定に移行しているものであっ

いう問題設定から﹁アラブの間のユダヤ教徒︵宕毫ω

スラームの下でのユダヤ教徒︵言峯ω⁝宗二ω冒目︶﹂と

のイデオロギーのもとで政策学として強力に押し進めら

ら六〇年代にかけて﹁離散民の融合︵⁝S轟Oq與巨壱片︶﹂

に基づいた社会学的・人類学的な研究が一九五〇年代か

ル社会に﹁吸収︵邑旨︶﹂させるかという国家的な要請

量に移民してきたユダヤ人新移民をいかにしてイスラエ

た︵OOす①自俸⊂αO＜篶o戸冨oo㊤一〇〇︒oo−㊤︶︒すなわち︑前

れた︒しかし︑新移民は出身地域からイスラエルに持ち

﹁アラブとユダヤ人︵＞冨σ彗匝旨ミω︶﹂あるいは﹁イ

二者においてはユダヤ人あるいはユダヤ教徒がイスラー

込んだ文化的伝統を容易に払拭することができないまま︑

関係︶︑あるいは対立的な存在︵支配−被非支配関係︶

として自ら抑圧していた︒しかし﹁離散民の融合﹂とい

むしろ出身地の文化を後進的あるいは粗野で野蛮なもの

ムあるいはアラブに対して相対的に自立した存在︵並立

としてア・プリオリに措定されているが︑後者はユダヤ
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性を前提として︑現在の人類学者の業績にも十分に匹敵

リビアにおけるイスラエル人研究者の参与観察の不可能

第二世代の若者が担うたエスニヅク・リバイバルという

するトリポリのユダヤ教徒コミュニティに関する歴史記

う目的のために実施された強引な同化政策の破綻が移民

社会現象の顕在化によってとくに都市部において徐々に

述をヘブライ語で残したラピ・モルデハイ．ハ．コーヘ

向に活路を見い出す場合もある︵Ωo5σ雪oq二竃ω︶︒

る﹄の原典を丹念に検討することで︑歴史人類学的な方

ン︵一八五六−一九二九年︶の著書﹃モルデハイは語

明かとなったのが一九七〇年代以降であった︒それはイ
スラエルの政治文化を建国以来規定してきた︑支配的な

世俗イデオロギーとしてのアシュケナジー的なシオニズ
ムの空洞化からもたらされたのである︒

的イスラーム﹂の遺産︵マラブート︶︵冒鼻①一冒昌一

ブ︶の地域性﹂︑あるいはアイケルマン的な﹁モロッコ

／教徒であり︑もっと限定的には﹁モロッコ︵マグリ

ような議論の中心となるのは北アフリカ出身のユダヤ人

して改めて間題にされ始めたのである︒もちろん︑その

ーム的遺産﹂がユダヤ教的文化の再解釈の潮流を媒介と

レベルでの﹁アラブ性︵苧き完鶉︶﹂あるいは﹁イスラ

ラブ世界出身のユダヤ人あるいはユダヤ教徒の文化的な

ともかさなったため︑中東イスラーム世界︑とりわけア

ブ・イスラエル紛争の対立構造の変容という国際的条件

ヤ人﹂の間の﹁エスニシティ﹂という問題設定であり︑

模索から生まれてきた視角がイスラエルにおける﹁ユダ

処すぺきなのかを真剣に悩むことになった︒そのような

として理解すべきなのか︑あるいは﹁異文化﹂として対

境とは明らかに異なる場所で生きてきた人々を﹁他者﹂

るほど︑自らの属するアシュケナジー引欧米的な文化環

ルドワークを実施するなかで︑真撃な研究者であれぱあ

れたユダヤ人﹁同胞﹂の諸コミニ＝アィにおいてフィー

ダヤ人﹂の調査者としてイスラエル社会に新たに形成さ

の研究者がアシュケナジーム出身でありた︶は同じ﹁ユ

エルのアシュケナジー系研究者︵イスラエルのほとんど

このような状況の変化の背景としてあるのは︑イスラ

冨ま︶への関心の高まりと換言すぺきなのかもしれない︒

同じ﹁ユダヤ人﹂であっても﹁イスラーム的﹂あるいは

．他方で一九七九年のエジプトとの和平に始まるアラ

同時に︑イスラエルの人類学者ゴールドバーグのように︑
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場合もある︶な文化環境のなかでそれぞれの地域の歴史

的︑イエメン的︑イラク的︑等々として問題を設定する

﹁アラブ的﹂︵さらにもっと地域性を強調して︑モロッコ

く現象に示されているように︑近年イスラエルでは宗教

なイスラエル人が様々な形態の正統派の信仰に移うてい

ラエル人の比率がたとえ減少しているとしても︑世俗的

られる︒﹁自己をダッティー︵宗教的︶と規定するイス

が顕在化している︒中東のユダヤ教的文化を表現するこ

において培われた独自のユダヤ的文化を体現するエスニ
ックな集団して位置づけ直さねばならないという反省に

ニズム・イデオロギーが前提としてきた世俗ナショナリ

ユダヤ人をエスニシティとして捉える視角からはシオ

エル人のほとんどが中東出身の家系であるからであり︑

グラフィックな根拠がある︒つまり︑そのようなイスラ

︵超正統派︶が強まってくるという二者の現象にはデモ

とが重要になってくることと︑ウルトラオーソドックス

スト的な﹁ユダヤ民族﹂のア・プリオリな措定はもはや

ウルトラオーソドックスの高い出生率は海外からの移民

基づく議論なのである︵ω目oo罫L㊤o︒↓︶︒

自明なものとしてはありえず︑アシュケナジー的なシオ

服するような研究も見られるようになったのである︒エ

の出身者がほとんどいない中東系ユダヤ人が殊更に目立

な反宗教イデオロギーが存在する︵欧米のような︶社会

によっても支えられてきたからである︒さらに︑戦闘的

リック・ホブスボーム的な﹁創造された伝統﹂としての

つのは国家をユダヤ教と同一化する一般的な傾向を強め

ニズムの文化的ヘゲモニーを相対化あるいは積極的に克

イスラエルの﹁国家神話﹂あるいは﹁国家儀礼﹂の創出︑

ているからでもある﹂︵ΩO巨悪晶L㊤OOメO■N墨︶という

タブーであうたアラブ的あるいはイスラーム的なユダヤ
︵4︶
教文化を重視する視点から理解されるのである︒

ダヤ性の多様性の文脈で正当化され︑政治的な文脈では

人類学的な議論も︑エスニシティがユダヤ教あるいはユ

さらにはペネディクト・アンダーソン的な﹁想像の共同
体﹂として﹁イスラエル国民﹂の意識を強化するための

﹁ユダヤ民族史観﹂自体の創出過程を研究対象とする研
究すらも現れているのである︵⁝言員ε旨︶︒

他方で︑ユダヤ教あるいはユダヤ性︵く筆旨二旨3−
示昌︶の多様性の追求という側面からも新たな展開が見
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オスマン的﹁地中海﹂とアリアンスの

究者による政治的な含意をもつ言説に関して筆者はかつ

て批判的に論評を加えたことがあるので本論では改めて

くり返さないが︵臼杵︑一九九五︶︑とくにこの傾向は

イスラェルにおける近代エジプトのユダヤ人研究に引き

﹁地中海﹂

継がれていることだけは指摘しておきたい︵ω訂昌ヌ

ー竃べ︶︒他方︑ユダヤ人諸コミニ＝アィに関連して﹁地

ヤ民族史﹂の主要な離散︵ディアスポラuガルート︶の

ト的な性格を帯びざるを得なかうた︒というのも﹁ユダ

ト・ユダヤ人慈善団体に関して︑フヲンス的な﹁帝国意

筆者は一八六〇年にバリに設立されたこの非シオニス

おいては﹁アリアンス﹂と表記︶の一連の研究がある︒

ル人同盟︵■．＞⁝昌Oこω冒警註C邑く雪器＝①︶﹂︵以下に

中海﹂的な文脈を強調する議論としては﹁万国イスラエ

舞台が地中海であったことからも明︒らかであった︒地中

脈で簡単に議論したことがあったが︵臼杵︑一九九四

識﹂︵杉本︑一九九五︶に基づく﹁文明化の使命﹂の文

b︶︑その際︑﹁地中海﹂的な文脈はほとんど考慮しなか

海は第二神殿崩壊以来︑﹁ユダヤ民族﹂のディアスポラ

族史﹂の第二の悲劇と位置づけられる一四九二年のイベ

った︒しかしながら︑リンガ・フランカとしてのフラン

ス語が流通するフランス的な﹁地中海﹂世界においてス

ところで︑イスラーム・アラブ文明のもつ寛容性に対

力な磁力によって相当歪曲されたものになる︒というの

当然ながら︑そのイメージもフランス帝国主義文化の強

きたユダヤ教徒諸コミュニティを位置づけるとなると︑

ファラディー的あるいはミズラヒー的な空間を形成して

ン︵ooま貝竃彗−o︒①︶をはじめとするイスラエルの研

する対抗概念として﹁地中海社会﹂を提起するゴイテイ

位置づけられることになる︒

ファラディー的﹁地中海﹂をめぐる画期的な事件として

ユダヤ教徒／人のディアスポラとして語られる時は︑ス

リア半島からの追放︵ゲルーシュ︶がスファラディー系

の悲劇が展開される舞台でもあった︒さらに﹁ユダヤ民

﹁場﹂の問題として必然的に地中海的ないしはレヴァン

スラエルと呼ばれる地域が東地中海沿岸に位置する

ユダヤ教徒−人にとって﹁地中海﹂はいかなる文明史

皿

的な意味をもったのか︒パレスチナあるいはエレツ．イ
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した時の困惑と不快さが西洋のユダヤ人の言説︑後には

連帯意識と同時に

るようになった︒悲惨なユダヤ人に対して感じる純粋な

ティの指導部にとっては

同信者に直面

ユダヤ的東方問題〃を形成す

も︑﹁東洋のユダヤ教徒たちは西洋のユダヤ人コミュニ

﹁富巨g論文︵5ω巨g冨o︒↓︶など︶︒

いることは見逃すべきではなかろう︵特に前掲書所収の

ティの﹁近代化﹂に貢献したもたらした点にも起因して

スヘの眼差しはそれが地中海沿岸のユダヤ人諸コミュニ

げていった歴史的事実に由来している︒また︑アリアン

してシリア︵さらにはイラク・イラン︶まで空間的に広

しかし同時に注意を要するのは︑アリアンスのネヅト

異様な︵⁝8E亭︶

アリァンスの言説を満たすことになる﹂︵丙O号ぼ亮一
−篭ωら・㊤︶からであり︑西洋のユダヤ人の側のアンビ

ワーク拡大の範囲は基本的には﹁地中海﹂における﹁東

方︵オリエント︶﹂︑すなわち︑北アフリカを含む旧オス

ヴァレントな感情がフランス的﹁帝国意識﹂を媒介とし
て﹁東洋﹂の同胞へのサイード的な意味でのオリエンタ

会文化的状況へのその影響﹄︵ωg峯嘗N〜鼻眈し竃蜆︶が

海のユダヤ人コ︑ミュニティにおける﹁アリアンス﹂と社

遣産研究のための国際会議の報告書＝九世紀末の地中

に行われた第二回スファルディー系・東洋系ユダヤ人的

ドとして使用した先駆的研究成果としては︑一九八五年

アリアンスに関して﹁地中海﹂という用語をキーワ．ー

しては︑自らイスタンブルのセファルディー出身であり︑

けるアリアンスの教育活動に熱い視線を注いだ研究者と

東方問題の焦点となったパルカン半島やアナトリアにお

おいて積極的に位置づけられる語りなのである︒とくに

すなわち︑あくまでオスマン的なハイブリヅドな文脈に

な﹁地中海﹂とは︑東方閻題的なアプローチの裏面から︑

え直されたスファラディー的な︑あるいはミズラヒー的

マン帝国領であった点である︒才スマン帝国の側から捉

ある︒ここでの﹁地中海﹂への関心は︑フヲンスの東方

シュヴァルツフックスの前掲書にも寄稿しているスタン

リスト的見方へと回収されることになるからである︒

問題への政策論的アプローチを議論の前提として︑アリ

フォード大学で教鞭をとるアロン・ロドリーグ︵カO宇一−

管9−竃㊤L畠9冨竃Lo8︶が注目されるが︑彼は次の

アンスがその教育組織のネットワークをモロッコをはじ

めとする北アフリカからパルカン半島︑アナトリア︑そ
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ヤ教徒諸コミュニティはオスマン的レヴァントを構成す

すべてが遠心的な力として機能しているのである︒ユダ

地位についても内部的には多様であり︑それらの諸要因

なく︑階級︑身分︑および宗教的なヒエラルキー内での

異なった背景や起源をもつコミニニアィであるばかりで

長の一つはその著しい多様性である︒ユダヤ教徒たちは

地中海におけるユダヤ教徒の生活のもっとも魅力的な特

﹁オスマン支配の数世紀問にわたるバルカンおよぴ東

海﹂を位置づけた前述のシャミールの研究とロドリーグ

はイスラーム的なるものに対抗する言説として﹁地中

は︑エジプトのユダヤ人＝ミュニティをアラブ的あるい

テム自体の有効性に収赦されることになる︒その意味で

むしろイスラームを迂回してオスマン朝の国家統治シス

したがって︑オスマン的という多様性を強調する言説は

墨︶という理解から彼のスタンスが明らかになりてくる︒

リムよりも下位に位置づけられる﹂︵勾aユOq罵L竈Oら︑

は寛容に扱われるが︑しかし社会的および法的にはムス

おり︑﹁ズィンマのもとではユダヤ教徒とキリズト教徒

るモザ！クの統合的な一部分であるが︑しかしかれら自

の関心は交差することになる︒すなわち︑﹁エジブトの

ようにオスマン的な﹁地中海﹂について語っている︒

身がモザイクそのもののイメージによって暗示される異

はスファラディームが優勢である︒したがって︑宗教︑

コミュニティはその異種混合性にもかかわず︑基本的に

味ではこれらのユダヤ教徒たちは骨の髄までオスマン的

社会︑および家族の生活においてはその成員は︑地中海

−西はスペインから東はオスマン帝国まで−のユダヤ人

グが﹁地中海﹂的性格を﹁オスマン的﹂と特徴づけるの

﹁地中海﹂の性格をオスマン的な多様性︵ヘテロジェ︒

に対して︑シャミールは﹁地中海﹂を﹁スファラディー

している﹂︵ω巨冒ヌ冨o︒メPぎく︶と述べて︑ロドリー

ば︑イスラーム的な多様性であることを通常は含意する

諸コミニ＝アィと共通する伝統と価値のシステムを共有

ことになろう︒だが︑ロドリーグはオスマン的 イスラ

的﹂という言説において読み解こうとしているのである︒

二ーイティ︶のなかで位置づけることは﹁最後のイスラ

ーム的と等式で結ぶことに対しては一定の留保をつけて

ーム帝国としてのオスマン帝国﹂という歴史理解に従え

なのである﹂︵宛O亀昼目①L㊤竃一P艮︶︒

種混合性︵訂箒；oq彗警︸︶を映し出している︒その意
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開化﹂に導くことをその教育目的にしつつ︑公式の方針

アリアンスは現地のユダヤ教徒をフランス的な﹁文明

て﹁宗教的マイノリティ﹂となり︑﹁ミッレトからマイ

ルコのユダヤ人＝ミュニティは﹁トルコ化﹂政策によっ

織とみなされるようになったためであった︒例えば︑ト

第一次世界大戦後︑英仏委任統治下に入った東アラブあ

としてはかれらが暮らすそれぞれの地域において形成さ

な方向性を強く指向していた︒にもかかわらず︑フラン

るいは仏植民地支配のもとに入ったマグリブにおいては

ノリティヘ﹂の転化を経験することになウた︒もちろん︑

ス啓蒙主義の伝統に基づく合理主義的な教育カリキェラ

それぞれの事情は地域︒ことに異なっていたといえる︒

れつつあった国民国家あるいはその社会への同化主義的

ムのゆえに︑皮肉にもそれぞれの国民国家あるいはその

た︒他方︑﹁啓典の民﹂ユダヤ教徒にとって相対的には

ろムスリムとの差異化を強めていったという逆説があう

ムとしてのシオニズムの成長の温床となっていき︑むし

による〃再生 のためのプログラムが様々の諸側面から

んでいる︒すなわち︑﹁地域的な諸条件が︑アリアンス

で自著﹃フランスのユダヤ人︑トルコのユダヤ人﹄を結

動を教育の側面から追ったロドリーグは次のような一節

オスマン帝国からトルコ共和国に至るアリアンスの活

寛容な生活環境を提供したはずの﹁地中海﹂的1−オスマ

成功したか︑あるいは︑失敗したかを規定した︒にもか

社会への同化とは対極に位置するユダヤ人ナショナリズ

ン的な異種混合を常態とする﹁小宇宙﹂は︑地域によっ

かわらず︑アリアンスがもたらした変化や西洋化に向け

起こした様々な反応によって︑アリアンスの活動はムス

てずれがあるものの︑基本的には青年トルコ革命から第

うのも︑青年トルコ革命以降の﹁トルコ化﹂の強化︑そ

リム諸国のほとんどのユダヤ教徒諸コミュニティの生活

ての強力な誘因によって︑あるいは︑アリアンスが引き

してオスマン帝国の崩壊後にはトルコ共和国をはじめと

における中心舞台となって︑一九世紀および二〇世紀の

一次世界大戦に至る時期に徐々に瓦解していった︒とい

してアラブ地域での国民国家体制の成立によって︑アリ

西洋のユダヤ人と東洋のユダヤ人との間の避遁のパラメ

ーターとなった﹂︵内OO﹃碕＝①し竈ρ勺﹂富︶︒

アンスは現地諸政府への恭順の姿勢を表明していたにも

かかわらず︑結局はフランス帝国主義を代弁する外国組
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いてはオスマン的﹁地中海﹂の言説はもちろん背後に退

が生じたことは説明するまでもなかろう︒つまり︑分断

ヤの宿命的対決﹂という二分法︶を強いる﹁民族紛争﹂

ディァなどにおける俗称コ一〇〇〇年来のアラブとユダ

ブ・イスラエル紛争という新たなディコトミー︵マスメ

いてしまっている︒にもかかわらず︑あえて本論の文脈

された﹁地中海﹂の固定化が確実に進行したのである︒

ロドリーグによるトルコのユダヤ人に関する議論にお

で深読みすれば︑フランスのユダヤ人とトルコのユダヤ

ルイスの場合︑オスマン的な共存への追想的言説を軸に

して︑この共存の終焉後の記述はディコトミー的言説の

ざま﹂にある﹁地中海﹂における両岸の相互関係の歴史
を追うことによって︑結果的に西洋と東洋の避遁の場と

罠にからめとられることになった︒つまり︑﹃イスラー

人とを媒介するアリアンスの活動を︑西洋と東洋の﹁は

しての両義性を帯びたスファラディー的Hオスマン的

ムのユダヤ教徒﹄の記述においてはナーセル・エジプト

統計学上の著しい変容をもたらしたことはいうまでもな

アラブ・イスラエル紛争は地中海世界におけるの人口

なるからである︵臼杵︑一九九四a︶︒

大統領が反ユダヤ主義者として一方的に描かれることに

﹁地中海﹂から︑分断された﹁地中海﹂として新たに位
置づけ直す作業にも一脈通じることになるのである︒

オスマン的あるいはスファラディー的
﹁地中海﹂の終焉と分断

い︒つまり︑一九四八年のアラブ諸国とイスラエルとの

が︑地中海の東岸に﹁ユダヤ人国家﹂が誕生したことに

った﹂︵5三ωL竃戸O﹂旨︶と文明論的に位置づけた

くことのできない長い一章であった︒それもいまや終わ

教・イスラームの共生は⁝⁝ユダヤ史における豊かで欠

ルという認識上の同一化が行われた︒つまり︑このよう

た上で︑ユダヤ教徒Hユダヤ人1ーシオニストー−イスラエ

びキリスト教徒にとっての﹁他者﹂として位置づけられ

味方﹂の二分法的な対立軸に沿って︑まずムスリムおよ

アラブ世界に居住するユダヤ教徒は︑この紛争の﹁敵−

戦争︵いわゆる﹁第一次中東戦争﹂︶の突入によって︑

よって︑東方問題のモザイク的状況の強制から︑アラ

ム世界からイスラエルヘのユダヤ人の移民を﹁ユダヤ

バーナード・ルイスはイスラエル建国に伴うイスラー

w
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九三︶︒それは皿で述べた﹁離散民の融合﹂をシオニス

な認識に基づく﹁アイデンティティの政治学﹂の差異化

ーイスラエル人はその差異性を問われることなく︑一括

トがイスラエルという場において達成するための前提条

ったという意味では画期的な事件であった︵臼杵︑一九

して﹁他者﹂として﹁アラブ性﹂からは排除の対象とさ

件となる人的資源を確保するという意味では不可欠であ

ルヘ向かうアリヤーという求心的な方向への逆流が起こ

れた︒つまり︑この力学は﹁他者﹂と位置づけられた

り︑そのような大量のユダヤ人移民︵アリヤー︶はホロ

の力学においては︑ユダヤ教徒／ユダヤ人／シオニスト

人々の﹁追放﹂の前提を提供することになうたのである︒

コースト後に広がったユダヤ人への国際的な同情のなか

たな﹁地中海﹂での﹁交通の自由﹂を求める動きが顕在

歴史の不可逆性の鉄則からは不可能であるにしても︑新

現在︑分断された﹁地中海﹂から﹁原状への復帰﹂は

に伴う代償も大きかった︒

で実現されたのである︒しかし︑このユダヤ人移民の波

もちろん︑その際︑ユダヤ人の移民のための秘密組織と

してユダヤ機関に設置されたモサド・べートがアラブ諸
国におけるユダヤ人排斥状況を政策的に大いに利用して︑

アラブ諸国からイスラエルヘのユダヤ人﹁救出﹂作戦を
︵5︶

中東イスラーム世界からイスラエルヘのユダヤ人移民

実施したのである︒

の現象は︑地中海を舞台にした広義の人口移動ではある

エルとPLOとの間の﹁和平﹂がモメンタムになうて可

化している︒もちろん︑この動きは一九九三年のイスラ

が︑ユダヤ民族としての自己完結的な﹁物語﹂を提供し

三の民族的悲劇としてのホロコーストに続いて︑それま

イベリア半島追放による第二次ディアスポプ︑そして第

崩壊後の最初の民族的悲劇としての第一次ディアスポラ︑

も︑ユダヤ人には新しい﹁地中海﹂として積極的な意義

が墓参︑観光︑ビジネス︑あるいは永住のためであって

スラ．エルの間の﹁交通﹂も徐々に開かれつつある︒それ

ルはいうまでもなく︑モロッコあるいはチュニジアとイ

能になったことはいうまでもない︒エジプト・イスラエ

での離散という遠心的な方向あるいはその離散の固定化

が見出されている︒

てきた﹁ユダヤ民族史﹂の言説においては︑第二神殿の

が支配的だった状況から︑パレスチナあるいはイスラエ
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故アルバート・ホーラー二ーがコレージュ．ド．フラ
ンスでのジャック・ベルクの退官最終講義を紹介してい

るが︑ベルクはその結びで﹁新しいアンダルシア﹂の創

造の可能性を信じていると述べたという︵匡o昌彗一
冨旨ら・冨㊤︶︒つまり︑ラテン的北方とアラブ的南方が

統一された巨大なエンティティとしての﹁地中海﹂世界
なのである︒筆者にはこの﹁新しいアンダルシア﹂には
︵6︶

東地中海が取り込まれていないように思われる︒﹁新し
いアンダルシア﹂に﹁新しいレヴァント﹂が統合されて

初めて新しい﹁地中海﹂の復活がなされるであろう︒翻
って皿で指摘したスファラディームおよび︑ミズラヒーム

研究の新しい潮流がさらに太い流れとなり︑﹁新しいア
ンダルシア﹂あるいは﹁新しいレヴァント﹂の両構想と
も合流しでユダヤ人／教徒にとっても新たな﹁地中海﹂
の形成に繋がることになるのかもしれない︒

法についてはわが国でもかなりの理解が得られてきたと認

三︑一九九四︶を参照されたい︒なお︑筆者はこれまで

識している︒ミズラヒームに関しては拙論︵臼杵︑一九九

﹁セファラディーム﹂と表記していたが︑本論において以

降は﹁スファラディーム﹂という表記をとることにしたい︒

アクセントがくることがなく︑実際には耳で聞いても語頭

これは現代ヘブライ語においては﹁語頭のシェヴァ﹂には

の音︵O︶はむしろ﹁ス﹂に近いからである︒この表記の

ことを謝して記しておきたい︒

仕方については市川裕氏︵東京大学︶の議論に依うている

理的あるいは生態的な実体としての地中海を問題にするの

︵2︶本論で﹁地中海﹂とカソコをふす場合には︑それは地

あてることを意図している︒したがoて︑言説としての

ではなく︑特定の言説空間を構成する﹁地中海﹂に焦点を

﹁地中海﹂に対して︑地理的あるいは生態的実体としての

地中海はカッコなしで使用される︒

﹁中東イスラーム世界﹂という地域概念を本論では主

に使用するが︑スファラディームおよびミズラヒームの出

︵3︶

人類学者の間では﹁中東のユダヤ人︵；匿一Φ冒ωざ；

身地域を示す表現としてはイスラエルを中心とする欧米の

史学者の一部では﹁イスラームの地のユダヤ教徒︵言妻ω

旨彗︸︶﹂という用語法が一般的である︒また︑欧米の歴

スファラディーム︵スペイン系ユダヤ人︶および︑・︑ズ

ラヒーム︵東洋系ユダヤ人︶という用語について筆者はこ

を使用するが︑これはかれらの地中海世界における社会的

る︒なお︑本論においては﹁ユダヤ教徒−人﹂という表現

○二ωすヨざ一彗ま︶﹂という用語もしぱしぱ使用されてい

︵1︶

れまで何度か議論したことがある︒アシュケナジーム︑セ

ファラディームおよぴミズラヒームというユダヤ人の三集
団の併記の必要姓を強調してきた筆者としては︑この用語
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存在形態の多様性をこの表現で意図したからである︒
︵4︶ そのような傾向を代表する研究者としては︑ドイツ系

のユダヤ教正統派の家庭に生まれたシュロモー・デシェ
ンニアルアヴィヴ大学教授とアメリカ系のユダヤ教保守派
の家庭に生まれたハーヴェイ・ゴールドバーグ・エレルサ
レム・ヘブライ大学教授がいる︒両者ともユダヤ教信仰の

文化的多様性を研究の軸にしてミズラヒーム研究を進めて
いる︒

延のためイスラエルによるユダヤ人﹁救出﹂の必要性を生

︵5︶ ちなみに︑アラブ諸国における﹁反ユダヤ主義﹂の蔓

じたことを強調する立場からの歴史記述としてはラスキエ
ールの研究が典型的である︵−窒巨員お貫；違︶︒
︵6︶ ユダヤ人にとoての新しい﹁レヴァント﹂に関する議

卜軸吻旨旨軋メま喧畠雨︑畠きミー臼︷︸ミー

論としては拙論︵臼杵︑一九九五︶およぴそこで引用され
た文献を参照されたい︒
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