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はじめに

本日の Book Launchでお話ししたいことは、

次の 4つです̶①本書の構成、②特色、③成り

立ち、④課題と展望。本の内容の紹介はごく簡単

に済ませまして、せっかくのこういう機会ですので、

本に書かれていない、ないしは、はっきり書かれ

ていないことなど、裏話的なものをお話できれば

と思います。

その裏話的なもの、というのは、今回は研究書

ではありませんので、深く内容に立ち入るよりも、

「どうしてこういう入門書を書こうとしたのか」「ど

うしてこういう内容や構成になったのか」、そして、

「それがどのように読まれて欲しいのか」といった

ことになります。

つまり、実際の中東や中東政治のことよりも、著

者の意図とか思いについての話がかなりの部分

を占めることになりますが、それも裏話を聞ける

Book Launchのメリットとして、どうかご海容下さい。

1．本書の構成

まず、この『中東政治入門』は、以下のような

構成となっています。その最大の特徴は、テーマ

別の章構成となっている点です。各章の「独裁」「紛

争」「石油」「宗教」といったキーワードは、一般

読者の関心を引きつけそうなものを選んでいます。

はじめに

第 1章  国家̶なぜ中東諸国は生まれたのか

第 2章  独裁̶なぜ民主化が進まないのか

第 3章  紛争̶なぜ戦争や内戦が起こるのか

第 4章  石油̶なぜ経済発展がうまくいかない 

のか

第 5章  宗教̶なぜ世俗化が進まないのか

終章  国際政治のなかの中東政治
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次に、各章の内容をブレークダウンしてみると、
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どの章も同じような構造になっていて、①概念の

定義と一般的傾向、②中東での実態の概観、③

中東政治学による説明の紹介という順番に節が設

けられています。

例えば、独裁の章であれば、まず、①独裁とは

何か、その定義や、世界各国における独裁の実態

を見る、次に、②その独裁が中東ではどのような

かたちや傾向をもっているのかを概観する、そして

最後に、③中東の独裁がなぜ存在するのか（存続

しているのか）について理論的に説明する、とい

うかたちとなります。

この構造は、2016 年に有斐閣さんから出した

『比較政治学の考え方』（久保慶一、高橋百合子

との共著）という本に似ています。この点は後ほ

どまたお話ししますが、今回の『中東政治入門』

の通奏低音となっているアジェンダが「固有性と

一般性の関係」「地域研究と社会科学の関係」で

すので、中東が通俗的に言われているような特殊

な地域なのか、もし特殊だとすればどこまでが特殊

（でどこまでが普遍）なのか、各章の最初の部分

でテーマとなる概念の定義や一般的傾向を述べる

ことで、議論の種をまく仕掛けとなっています。

2．本書の特色（心がけたこと）

（1）入門書として機能するか
もう少し踏み込んで内容を紹介しておきましょう。

本書の特色̶執筆時に心がけたこと̶として、ま

ず、「入門書として機能するようにつくる」という大

前提を強く意識しました。

私たち研究者は、何かを発表するときには「ど

やっ」と自分の研究成果をアピールするのです

が、今回のような入門書は本質的にそうではない

し、そうであってはならない。入門する先は著者

の研究ではなく、中東と中東政治学であることを

忘れてはならない。

そのため、本書の執筆を通して行ったことは、

あくまでも「中東政治と中東政治学の紹介」とい

うことになります。読者に「中東政治面白い」「中

東政治学スゲー、やってみたい」と思わせるのが、

本書の役目であろうと考えていました。本文中では

「理解する」という言葉が何度も出てきます。そ

れは、ここでは、特に政治現象の因果関係を説明

することを指しています。つまり、中東政治よりも、

それを「理解する」のための学知である中東政治

学の紹介に力点が置かれているわけです。

とはいえ、実際には、いきなり中東政治学とい

う学知、とりわけ学説や理論だけを紹介しても読

者にはなかなか届かないので、実態としての中東

政治を「知る」ための基本的な情報も適宜記して

あります。例えば、「そもそも中東とは」とか、「オ

スマン帝国とは」とか、「イスラームの考え方とは」

といったことにも触れています。

（2）「ソフトすぎる概説書」と「ハードすぎる専門
書」を架橋する
先ほど述べたテーマ別の章構成は、欧米の中東

政治学の教科書ではメジャーになりつつあります。

本文中でも述べたように、日本語で書かれた著作
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のほとんどは国別か時代別のかたちをとっていま

すので、その点で本書は少し毛色が違うものと言

えます。しかし、その分、血湧き肉躍るエピソード

が含まれていない、言ってみれば、冷淡な本に見

えるかもしれません。

本としては、歴史的に論じたものや、現地取材

をもとにした報告のようなものの方が売れるでしょ

うし、実際に本当に良い本がたくさん出されてい

ます。誤解を招かないように述べておくと、本書

では歴史や現地取材の本を批判しているわけでは

ありません。これは、あくまでも、日本における中

東地域研究、あるいは中東をめぐる言説空間での

機能や役割の違いの話題です。

そこで、本書の機能や役割として想定していた

のは、「あとがき」にも書きましたように、「ソフト

すぎる概説書」と「ハードすぎる専門書」のあい

だに橋（ブリッジ）を架ける、というものです。こ

のあいだには結構な溝がある。

学生が中東に関心を持ってくれるのは、やはり

大きな事件があったときや、ロマンや臨場感が溢

れる本や映画、ドキュメンタリーなどに触れたとき

です。そうしたときに、中東のことが「もっと知り

たい」「理解したい」、あるいは、「自ら直接中東

の人びとの役に立ちたい」と思っても、何から手

をつけてよいか、なかなかわからない。

もちろん、重厚な研究をまとめた本はたくさんあ

りますが、値段も敷居も高いですし、学術的な知

見や周辺分野の勉強が必要となります。かといっ

て、実際に現地に行こうと思っても、金銭面や言

語面、治安面でも難しい。こうして、意気消沈して

しまう。

つまり、ここで問題となっているのは、どちらか

と言えば、「中東へのアクセス」よりも「中東を勉

強することへのアクセス」が良くないことです。中

東で起こっていることを伝える報道や本、映像作

品に触れて、心が揺れ動かされたり、疑問や関

心、あるいは悲しみや怒りが沸き起こり、中東

との接点を持ちたいという熱い心が芽生えること

は、学生に限らず、一般の人々でも経験し得るこ

とではないかと思います。私自身、大学で教え始

めて 15 年が経ちましたが、「ソフトすぎる概説書」

と「ハードすぎる専門書」のあいだに橋（ブリッ

ジ）が架かっていなくて渡れない、あるいは苦労

する学生の姿を何度か見てきました。本書は、そ

うした熱い心に少しでも応えることができればと考

え、企画・執筆されました。

そのための工夫の 1つとして、新書のフォーマッ

トにもかかわらず、本文中に逐一引用文献が記さ

れており、ページ数まで入れました。「売れ線」に

なるための血湧き肉躍るエピソードがない代わり

に、引用文献やページ数がたくさん入っている本

を刊行して下さった筑摩書房さんには、本当に感

謝の気持ちしかありません。加えて、英語の中東

政治学のテキストがネット書店でも軒並み数千円

するなかで、日本語のテキストを比較的安価でつ

くることができたことについても、本当に感謝して

います。担当編集者の筑摩書房の河内卓さんに、

あらためて御礼申し上げます。
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3．本書の成り立ち

（1）地域研究と社会科学
さて、ここまで「本書の構成」と「本書の特色」、

言うなれば、「現在」をお話させていただきました

が、ここからは「本書の成り立ち」ということで、「過

去」について触れたいと思います。　

「あとがき」に書きましたが、「こんな本があれ

ばいいな」と思ったのは、私が英国の大学院で中

東政治学を勉強していた頃のこと、今から 20 年

ほど前のことでした。その後、日本に戻り、京大

のアジア・アフリカ地域研究研究科（ASAFAS）

に進学したのですが、そこで英国で勉強したこと

との違いを意識するようになりました。具体的には、

地域研究と社会科学の違いであり、中東政治を研

究する上でのそれぞれの強みと弱みについて考え

るようになりました。

このことを最初に文字化したのは、京大の地域

研究統合情報センター（当時）の公募研究「現代

中東における国家運営メカニズムの実証的研究と

地域間比較」、通称「メカ研」という伝説のプロジェ

クトでして、私と同世代の中東政治研究者のフォー

ラムとして組織されたものでした。2007 年度には、

そのささやかな成果の 1つとして『中東政治学リー

ディングガイド』という冊子を刊行し、そこに地域

研究と社会科学の関係について問題提起的に書き

記しました。

以来、地域研究か、社会科学か、みたいな議

論はあちこちでしてきたのですが、この辺でもうや

めようかと思っています。というのも、その議論が、

中東理解のための新たな枠組みを生み出す創造

的な営みと言うよりは、非生産的なポジショントー

クに堕すことがしばしばあるからです。こうした議

論は、ときとしてポジショントークを強化・再生産

してしまう面があることを（あらためて）認識しま

した。

つまり、研究者自身が「何者か」ということに

こだわりすぎる。自分は、あるいは、他者である

彼／彼女は社会科学者だから、地域研究者だか

ら、といった物言いが頻繁に見られる。そして、そ

うしたポジショントークは、スタティック（静態的）

な属性を振りかざす不健全な言説空間と部分的に

重なることで、アカデミアの創造性をさらに損なっ

てしまっているように感じています。

例えば、右／左だから、ムスリム／非ムスリム

だから、現地経験が長い／短いから、どこどこの

大学院を出ているから、といった研究者の属性を

説明変数とした硬直化した語りが̶残念ながら̶

ありますが、そうした語りの（内容よりも）作法

が、研究者間の健全な議論や関係をスポイルして

いる面があるかと思います（ただし、同じようなこ

とは、中東地域研究だけでなく、他の学問分野や

領域、例えば、中国研究などでも散見されている

ように思います）。

（2）地域を「理解する」こと、地域の政治現象を
「理解する」こと
いずれにしても、私自身は、中東のことに興味

関心があり、その理解のために学問をやっている
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というだけであり、それを地域研究と呼ぶか、そ

れとも、社会科学と呼ぶか、最近はあまり気にし

ないことにしています。

そもそも、地域研究は、もともと学際的な学問

領域であり、研究対象となる地域の実情に肉迫す

ることを目指しながらも、①現地調査、②現地語、

そして、③理論の 3つから遂行されるものとするコ

ンセンサスがあるはずです。そこでは、その地域が

「地域固有の論理」のみでできているという考え

はない。逆に言えば、その地域に「一般性」や「普

遍性」があることは自明であるため、ことさらに強

調しなくてもよい、というのが大前提であったよう

に思います。特にディシプリンから地域研究に入っ

た研究者̶おそらく私より上の世代になるでしょう

が̶にとって、それは当たり前のことであり、だか

らこそ、「地域固有の論理」の析出を目指しながら、

「一般性」「普遍性」の部分はことさらに言及しな

かった（しなくてもよかった）。つまり、「固有性」

の話をしていても「一般性」や「普遍性」の存在

は自明であったということです。

ところが、地域研究が制度化されて、地域研究

から地域研究に入る機会が増えるにつれて、その

ことがやや意識されにくくなったのかもしれません。

こうした状況は、地域研究は「地域固有の論理」

を析出する研究分野なので理論やディシプリンは

不要であるといった主張や、さらには、研究対象

となる地域が「地域固有の論理」だけでできてい

るかのような本質主義的・オリエンタリズム的な語

りがはびこる原因になりかねない。

例えば、「中東における紛争」を考えるときに、

紛争という人類に普遍的な現象を分析するための

理論があることを飛び越して、いきなり宗派や部

族といった中東に固有だと想定される要素に着目

してしまう。あるいは、「イスラーム世界の女性が

抱える問題」について語るときに、ジェンダー論の

理論を飛び越して、いきなりイスラーム法の解釈を

めぐる議論をしてしまう。

既に存在する、そして、主に中東の外側（つまり、

欧米諸国）で誕生・発展してきた理論とは違った視

点や切り口が大事なのは言うまでもありません。こ

うした地域の実情に肉迫しようとする研究には、新

たな知見をどんどん提供することができるという大き

な意義があります。しかし、「地域固有の論理」だ

けに終始してしまえば、結果的に地域の表象を歪め

ることになり、地域の実情に肉迫するという地域研

究の本来の意義を損ねることもあります。

今回の『中東政治入門』は、読み方によっては、

政治学や比較政治学といった社会科学の本に見え

るかもしれません。しかし、私自身は、理論を取

り入れながら中東の政治現象（の因果関係）を「理

解する」ための営為は、その地域自体を「理解す

る（肉迫する）」ことを目指す地域研究と齟齬はな

いもの、いや、むしろ、その不可分の一部であろ

うと考えています。

4．課題と展望（期待）

（１）課題
これまで「現在」「過去」と来ましたので、最後に

「未来」についてお話しします。「課題と展望」です。

今回の本がこんなかたちで読まれて欲しい、といっ

た著者としての私の希望についてでもあります。

まず、どんな本も完全無欠にはなり得ず、必ず

残された課題があります。本書については、次の

３つがあります。

第１に、記述の正確性です。今回の本はかなり

幅広いテーマと地域（国）、時代を扱っています

ので、それぞれの専門の方から見た場合には記述
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の甘いところや問題があるところがあるかもしれま

せん。ご指摘 ･ご批判いただければ幸いです。

第２に、取り上げた議論や著作の偏りです。こ

の点については、一応ポリシーがありまして、入

門書としての性格上、すぐに古くなってしまう可能

性のある最新の議論や著作よりも、既に確立され

ているものを重点的に選んで記述してあります。

第３に、表象の問題です。私自身、ポストモダ

ニズムやポストコロニアリズムの影響を強く受けて

きましたので、こうした本の存在自体やその語り

方がどのような知＝権力を持ち得るのか、常に気

になってきました。そんななか、結果論ではありま

すが、中東をネガティヴに表象してしまっている可

能性は否定できません。政治現象を各章のテーマ

として構成した結果、独裁、内戦、経済発展の失

敗などネガティヴな話題ばかりになってしまったと

いうことです。

地域研究が地域それ自体を研究対象とするのに

対して、社会科学としての政治学は基本的に政治

という現象（政治現象）を取り上げます。そのた

め、どちらかといえばネガティヴなこと（政治現象

でなければ、政治問題と呼ばれるもの）がテーマ

になりやすい。本書で採用したテーマ別章構成に

は、こうした問題がつきまといます。

「地域研究は地域に寄りすぎてポジティヴなこ

とを書きすぎる」̶こういった批判が、まれに政治

学の側から出されます。その一方で、社会科学は、

「現象（問題）の因果関係を解明しその解決のた

めの見通しをつける」という目的論から自由でな

い面があるため、どうしてもネガティヴなことばか

り取り上げてしまう、という傾向があるのかもしれ

ません。

つまり、地域の表象がポジティヴ／ネガティヴに

分かれるのは、その研究者が研究対象としている

地域とどのくらいの距離感を意識しているのか（そ

の地域が好きか嫌いか）という問題だけでなく、

そもそも地域研究と社会科学の学問としての性格

の違いが影響している̶本書を執筆しながら、あ

らためて考えさせられた点です。

いずれにしても、こうした課題を抱えることで、

本書の執筆は当初の想像よりもはるかに重たい作

業となりました。しかし、こういう入門書が「存在

する現実」と「存在しない現実」を比較したときに、

前者の方がよいはずだと信じ、なんとか書き終え

ることができました。本書の刊行が、今後、欧米

のようにいろいろな入門書が出されるきっかけとな

れば嬉しく思います。

（2）展望
こうした課題を残しつつも、その上で今後を展望

するとすれば、やはり入門書としての本書の刊行、

広くは『比較政治学の考え方』（有斐閣、2016年）、

『イスラーム主義：もう一つの近代を構想する』（岩

波新書、2018 年）と併せた入門書 3 部作の刊行

を通して、中東政治学、さらには、中東地域研究

をこれまで以上に盛り上げていきたいという思い

があります。

そして、中東地域研究を盛り上げていくために

は、一定の体系性を持った体制をつくっていかなく
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てはならないと考えています。というのも、卓越し

た分析センスや自己プロデュース力を持った研究

者が突然変異的に生まれたりすることがあります

が、それだけでは、学問領域としての中東地域研

究を持続可能なものになりません。

中東地域研究が持続可能な発展をするためには

何が必要なのか。それは、継続的な後進の育成

に他ならない。

今ここでこんなことを語っているのは、私自身が

そういう年齢や立場になってきただけでなく、中東

地域研究が「ポスト拠点形成事業時代」とも呼ぶ

べき、新たな時代に入りつつあるように見えるから

です。少しマニアックなアカデミア内部の話題とな

りますが、過去 30 年以上にわたって文科省や日

本学術振興会、人間文化研究機構などが推進して

きた拠点形成事業が、少なくとも以前よりはトーン

ダウンを余儀なくされています。拠点形成事業と

は、日本国内の複数の大学・研究機関に中東・イ

スラーム研究のための教育研究拠点を築くスキー

ムのことです。1 

トーンダウンの背景には、日本という国自体が

縮小フェイズに入っていること、特に国の財政が厳

しくなっている問題がありますが、昨今の理系重

視の風潮、世論の「内向き化」、さらには、これ

らに伴う若手中堅研究者を取り巻く厳しい環境の

拡大̶業績至上主義が喧伝され、自分の身や組

織を守ることに精一杯となり、後進の育成のため

の力がなくなっていく状況̶などがあるのだと思い

ます。

こうしたなか、研究者はどうするか。1つの考え

方は、縮小を続ける限られたパイを個人間で取り

合うという地獄絵図を受け入れることでしょう。あ

るいは、別の考え方としては、「もう一度あの時代

を」と拠点形成事業を推し進めることもあり得るで

しょうが、おそらく現実的ではないですし、そもそ

も時代は変わっている。一部の大学 ･ 研究機関に

物理的な拠点を築きそこに資源を集中させるとい

うのはやや時代錯誤的なような気もしますし、さら

にいえば、コロナ時代において物理的な拠点とい

う考え方や仕組みの意義をどれくらい示せるのか

という問題もある。　

（3）期待
だとすると、中東地域研究を盛り上げていくた

めの 1つの方法は、「拠点なき体制」をつくってい

くことで、中東地域研究に携わる人々のリプロダ

クションを促進していくというものではないか。実

は中東地域研究を専門にする教員を擁する大学の

数は全国に増えています。その 1つ 1つは拠点と

呼べるような資源はなくとも、各大学での営みを

ネットワーク化することで、「拠点なき体制」として

運用していくことはできないでしょうか。

喩えるならば、私たちがよく知るところですと、

アル＝カーイダです。「カーイダ」というのはアラ

ビア語で拠点という意味ですが、実質的には拠点

は存在せず、ネットワーク状に活動を展開している。

アナロジー（喩え）としては悪趣味ですし、私た

ちが断じてアル＝カーイダなどではないことは言

うまでもありませんが、そのアル＝カーイダですら
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20 年以上前からそうやっているのであれば、そし

て、そのことを私たちが専門家としてよく知ってい

るのであれば、どのように機能し得るかも知ってい

るはずです。

今回の『中東政治入門』。入門書の刊行とい

うかたちだけみれば、非常に古典的なことをやっ

ていることになります。しかし、私としては、本書

が、中東地域研究を盛り上げていくための「拠点

なき体制」を築くための「知のインフラ」のささや

かな一部となることを期待しています。ネットワー

ク状の活動を推し進めるための共通の認識や学知、

プラットフォームがつくられていけば、嬉しく思い

ます。

ここで述べていることは、バブリーな言い方を

すれば、「パイの縮小」ではなく「パイの拡大」を

目指すということになりますが、結局のところ、研

究教育予算もポストの数も、結局のところ学問と

してどれくらい盛り上がっているか、言い換えれ

ば、どのくらいの数の人や学生がそれに関心を持

ち、その研究の道に進みたいと思うかにかかって

います。需要が増えれば供給のアップにつながり

ます。

というわけで、今回の『中東政治入門』は、先

ほど触れた岩波新書『イスラーム主義』も同じくそ

うでしたが、「引き算の美学」ではなく「足し算の

美学」を基調としています。つまり、方法、手法、

ディシプリンなどを異にする研究者たちが、縮小す

るパイを取り合うのではなく、パイ自体を拡大させ

るべく対話したり協働したりすることを呼びかける

スタンスの本となっていると思います。『イスラーム

主義』では「イスラーム研究」と「中東研究」、『中

東政治入門』では「地域研究」と「社会科学」

の足し算の可能性を説いたつもりです。

本書の刊行が、中東政治学、中東地域研究に携

わる人たちが増えることに少しでもつながれば、私

としては望外の喜びです。

1　文部省重点領域研究「イスラームの都市性」

（1988～ 91年、東京大学東洋文化研究所、代表：

板垣雄三）、文部省新プログラム方式による創生的

基礎研究「現代イスラーム世界の動態的研究」（通称

「イスラーム地域研究」第 1期、1997～ 2002年、

代表：佐藤次高）、大学共同利用機関法人・人間文

化研究機構「NIHUプログラム・イスラーム地域研究」

（通称「イスラーム地域研究」第 2期、2006～ 15年、

代表：佐藤次高）、大学共同利用機関法人・人間文

化研究機構「現代中東地域研究ネットワーク（2016

年～）」。

（本稿は、2020年 10月 1日に開催された CMEIS 

Book Launch「『中東政治入門』を語る」の反訳を

一部修正したものです。）
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