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アブデヌール・ビダールにおけるライシテとイスラーム

伊達　聖伸（上智大学）

はじめに―「移民」の「哲学」という問いを少しずらして
「移民」を（フランス）「哲学」の問題として扱うには、移民やその関連テーマ（他者、差別、歓待、

暴力、共生など）について哲学的考察を深めたり、移民に出自を持つ哲学者に注目して論じたりす

るのが、ひとまずは標準的であろう。ところで、筆者はフランス哲学プロパーの人間でも、移民研

究を専門としているわけでもなく、宗教学の立場からライシテ研究に従事してきた。そのような観

点から、今日のフランス社会と特にムスリム系移民の共生の困難と可能性について考えるべく、本

稿ではアブデヌール・ビダール（1971～）というムスリム系哲学者のライシテ観について論じたい。

ところで、実は「アブデヌール」という名前が与える印象に反して、彼は移民や移民の子弟では
0 0

ない
0 0

。母親がイスラームに改宗していた関係で、生まれながらのムスリムとして育った特異な経歴

を持つ彼のプロフィールは、「フランス人」「ムスリム」「移民」の関係を立ち止まって考える手が

かりになる。今日のフランスにおいて、「統合が必要な移民」として想定されているのは、ヨーロ

ッパ近隣諸国からのいわゆる「西洋的」な移民ではなく、もっぱら「ムスリム系」移民およびその

2世、3世であると言ってよいだろう。ところで、「移民2世」や「移民3世」は公式的には存在しな

いカテゴリーである。フランスに暮らす移民の子どもは「フランス人」として生まれ育ち、フラン

ス市民となるための教育と社会化の対象になるのであって、最初からフランス社会に「統合」され

るルートに乗るはずである。ところが、「移民」に出自を持つ者たちには、しばしば「移民」のカ

テゴリーがつきまとい、「統合」されているのに「統合」が必要と言われる。

アブデヌール・ビダールは、ムスリムとしてこのようなフランス社会の矛盾を生きてきた。社会

の視線が、彼をいわば移民に出自を持つエスニック・マイノリティに仕立てあげたこともある。「私

は完璧なフランス人と認めてほしかったのだが、名前を告げると、出自やら信仰やらを訊かれた。

奇妙なことに、私の白いはずの肌が、尋ねる者の目には色がついていくのだった」（SI : 48）。

ビダールの考察の対象の中心は、「移民」よりも「イスラーム」にあるが、もちろん移民につい

て論じていないわけではない。というより、「フランス人」がしばしば「ムスリム」と「移民」を

混同し、現代フランス社会が「ムスリム系移民」の「統合」を課題としている以上、ライシテとイ

スラームをめぐる彼の議論は必然的に移民の問題にもつながる。

ビダールは、哲学アグレジェで、イスラームの批判哲学を専門とし、2000年代から論文や著作

を世に送り出しているが、近年において特に注目を集めたのは、2014年に「イスラム国」の誕生

が宣言されたことを受け、「イスラーム世界への公開書簡」（Lettre ouverte au monde musulman）を『マ

リアンヌ』に発表（同年10月13日付）したことだろう。2015年1月の「シャルリ・エブド事件」

後もネット上で大きな反響を呼び、加筆訂正を施した書籍版が同年3月に刊行されている。この手
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紙は、イスラーム世界に向かって呼びかける次のような文章からはじまる。

親愛なるイスラーム世界よ、私はおまえの遠い子どもの一人で、おまえを外から、そして遠く

から眺めている。現在おまえの多くの子どもが暮らすこのフランスという国から眺めている。

小さいころからタサウウフ（スーフィズム）と西洋思想によって養われた哲学者の厳しい目で

見ている。つまり、バルザフ〔コーランにある言葉で、二つの世界を隔てる「障壁」「あいだ」

などの意味〕の立場から、東
オリエント

洋と西洋の二つの海の狭間からおまえを見ている（LOMM : 5）。

ビダールの目には、イスラーム世界が「悲惨と苦悩の状態にある」のが見える。それはムスリ

ムとしての彼を「悲しませる」が、哲学者として彼は「厳しい」判断を下す。イスラーム世界こ

そが「イスラム国」を名乗る「怪物」を産み出したというのが、彼の診断である。「なぜこの怪物

はお前の顔を奪ったのだろうか。なぜこの卑劣な怪物は他ならぬおまえの顔を選んだのだろうか。

〔……〕今日おまえの顔を奪っているこの悪の根は、おまえ自身のなかに
0 0 0 0 0 0 0 0 0

あるものだ。怪物はおま

え自身の腹のなかから出てきたのだ。癌はおまえ自身の体のなかにある」（LOMM : 7-8）。

ここでビダールは、イスラームにすべての罪をなすりつける西洋人として振る舞っているわけで

はない。「私がおまえを厳しく批判するのは、「西洋の」哲学者だからではなく、おまえの息子の一

人だからである」（LOMM : 16）。西洋の知識人はしばしば重要な点を見落としていると彼は指摘す

る。「彼らの大部分は―善悪や生死についての―宗教の力というものを忘れている〔……〕。彼

らは非常に世俗化した社会に暮らしているので、もはや宗教が人間の文明を推進する中核的な力た

りえることを思い出すことができない」のだ。

ムスリム系フランス人として、ビダールはイスラーム世界にも西洋にも批判的な眼差しを向ける。

以下ではまず、おもに彼の半生を振り返った自伝的著作『セルフ・イスラーム』をもとに、フラン

スとイスラームのあいだに引き裂かれつつ、それを調停しようと試みてきた彼が、2つの世界をど

のように表象し、そのなかで自分をどのように位置づけているのかを見ておこう。

次に、2つの世界を調停するためにビダールが行なっている提案を検討する。彼は、近代西洋の

「宗教からの脱出」というマルセル・ゴーシェに由来する概念の「脱西洋化」を提唱している。一方、

彼はライシテをたんなる教会と国家の分離を規定した法律であることを超えて、実存的なスピリチ

ュアリティであるととらえ、このようなライシテの構築は、フランスにとってもイスラームにとっ

ても望ましいと論じている。これらの内容と関連について論じ、彼としてはどうすればライシテと

イスラームは共存できると考えているのかを示したい。

最後に、ビダールの議論がフランスにおけるイスラーム研究のなかで、またフランス内外の言論

のなかでどのような位置を占めているのかを検討する。それを通して、ライシテとイスラームを共

存させることの困難と希望という両義性について考えたい。



― 45 ―

アブデヌール・ビダールにおけるライシテとイスラーム（伊達）

１．フランスとイスラームのはざまで
1-1.生い立ちと複数のイスラーム
アブデヌール・ビダールは、1971年にクレルモン＝フェランで生まれた。幼少期の彼に特に大

きな影響を与えたのは、母親、母方の祖父、そして養父だろう。彼自身は実の父親を知らないよう

である（La Croix, 27 avril 2015）。

母親は、ル・ピュイ＝アン＝ヴレ（オーヴェルニュ地方）出身の医者で、カトリックからイスラ

ームに改宗した。「平和」と「不可視性」によって特徴づけられるイスラームを信仰し、自分には

フランス社会と調和して生きる手段を与えてくれたという。「私はほかの子どもたちと同じような

服装をして、学校ではとてもよく勉強した」（SI : 54）。

母方の祖父は大きなワイン畑を所有しており、アブデヌール少年は水曜の午後と週末をもっぱら

彼のもとで過ごした。無神論の共産主義者を自任し、娘―アブデヌールの母親―が改宗してい

たため、孫がムスリムということは知っていたはずだが、イスラームの話題はタブーだったという。

ただ、無神論者とは言っても、大地に根差したオーヴェルニュの農民として、むしろ深いスピリチ

ュアリティを宿した無自覚の神秘家だったとアブデヌールは評している。

養父は母親の再婚相手で、アブデヌールは長いあいだ彼を実の父親だと思っていた。モロッコの

ベルベル人で、没政治的だが超保守的で原理主義的と言われるタブリーグ運動に関与していた。母

親のイスラームが「慎ましやか」であったのに対し、養父のイスラームは「これ見よがし」で対照

的だった。当時のタブリーグは、「移民の迷える子羊たちを「真のイスラーム」に「連れ戻す」こ

と」、「彼らがヨーロッパに到着してから多かれ少なかれ打ち捨ててきたイスラームの規則的で厳格

な実践へと誘うこと」を目指していた（SI : 54-55）。アブデヌール少年は、養父に連れられて布教

の旅をしたこともある。

クレルモン＝フェランには、ミナレットもコーラン学校もなく、イスラームは自分の心のなかに、

心のなかだけにあったとアブデヌール・ビダールは回想している。だからといってイスラームから

隔絶していることになるだろうか。クレルモン＝フェランは溶岩からできた黒い石で有名だが、メ

ッカにあるのも黒い石ではないかと彼は問う（SI : 21）。

一方、クレルモン＝フェランには古い教会を転用したモスクがあり、金曜日の午後はそこで多く

の時間を過ごしたという。当時はアラビア語がまるで理解できなかったが（アラビア語を学ぶのは

のちにパリに上京してから）、それでもよく出かけて行った。

説教の意味だけでなく、多くのことが当時の私にはわからなかったが、それでも毎週末のこの

時間が私は好きで、移民第一世代の静かで揺るぎない信仰が、共通の儀礼という源泉に渇きを

癒しに来るのだった。〔……〕このように人が集まる時間と場所が、第一世代の労働者たちに

何を意味していたのかを理解しなければならない。それは、移民という困難な経験から失われ

ていた彼らの尊厳を表明する唯一の機会だったのかもしれない。聖なる場所の内部で、彼らは

失われた国の断片を再び見出していた（SI : 22-23）。
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対照的な母親のイスラームと父親のイスラーム。自分の内面的なイスラームと移民たちの礼拝の

様子。このように複数のイスラームのあり方を見て育ったビダールは、他方でフランス人の世界と

ムスリムの世界が「隣り合っているのに互いにコミュニケーションを取らない」ことも理解してい

く。「私の祖父はけっしてイスラームについて語らなかった。ムスリムはムスリム同士で固まって

いた。そして私はあいだにいた」（SI : 30）。

1-2.アイデンティティの危機と「セルフ・イスラーム」
2つの世界のはざまで、自分は何者なのか、自分の居場所はどこにあるのかという問いが幾度と

なく彼に去来する。

ムスリムにとっても、生粋のフランス人にとっても、私は生ける謎だった。アラブ人らしいと

ころがまるでないのに、どうしてアブデヌールという名前なのか、どちらも理解できていなか

った。アブデヌールという名前だと答えると、アラビア語で話しかけてきた年配のモロッコ人

がいた。すぐに私が何も理解していないのを見て取ると、彼のほうもわけがわからなくなった。

「いったいおまえはアラブ人なのか、違うのか」。フランス人も、私はアラブではないが母親が

改宗者だから生まれたときからムスリムだと説明すると、ありえないと理解できない様子だっ

た（SI : 38）。

いちいち説明してもわかってもらえなさそうな場合には、ミドルネームのピエールと答えてや

り過ごしたこともある。食事に出てきた豚肉をそのまま食べてしまったこともある。「長いあいだ、

私はフランス社会にけっして自分の居場所を見つけられないだろうという確信を抱いたまま、乗り

越えることができずにいた」（SI : 53-54）。

ビダールは高等師範学校に入学するが、地方出身のムスリムである彼は、同世代の若きエリート

たちに違和感と引け目を覚える。「私が東
オリエント

洋について思索をめぐらせているあいだに、彼らは西洋

を読んでしまっていた」。「私のスピリチュアルな教養は何の役にも立つまいということがわかっ

た」（SI : 92）。パリに適応できず、幻滅した彼は、西洋に対する「怒り」に燃え、「差異を認めよ

うとしない西洋」、優越感に浸った傲慢な西洋に反旗を翻す。「私は深く否定され、拒絶され、侮

辱されていると感じていた。そこで私は暴力的な反応に出た」（SI : 113）。高等師範学校をやめ、

東
オリエント

洋にスピリチュアルな指導者を探し求めに出かけたのである。

このように、近代西洋に反旗を翻しながらイスラームへと向かったビダールだが、そちらでも問

題にぶつかる。彼の個人主義的なイスラーム観が「スーフィズムのスピリチュアルな集団に拒絶さ

れた」のである。この失望は、彼の「批判精神、自由への欲望、そして独立不羈のフランス的な性

格」を目覚めさせる（SI : 154）。

この2度の挫折から、彼は「西洋の知恵も、東
オリエント

洋の知恵も、自分を養うことはできない」こと、

そして現代が「特別に悲劇的な時代」であることを理解した。「かつて人間の生活に意味を与える

ことができていたものが何ひとつ使えない」からだ。「私が自分の人生に意味を与えることができ



― 47 ―

アブデヌール・ビダールにおけるライシテとイスラーム（伊達）

るのは、私が自分自身のなかに見出すもの―外に頼れるものは何もない―、自分自身のやり方

で孤独のうちに再建することができるものを出発点にするよりほかない」（SI : 173-174）。

ビダールにとって、イスラームとは自明な伝統ではなく、「恒久的な作業場」または「思想の実

験室」（SI : 96）である。それは批判精神に支えられ、自由を希求するものである。

自由
0 0

であり続けることのできるプラティカンに、私はほとんど出会ったことがない。大部分

は「公式の」イスラームにしたがっている。〔……〕「各人にとっての
0 0 0 0 0 0 0

方向があって、各人はそ

の方向を向く」のであり、「おまえたちがどこにいようと、アッラーはおまえたちすべてとと
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

もに
0 0

歩く」と『コーラン』は言っている（2：148）。換言すれば、ムスリム各人のスピリチュ

アルな責任は自分の道、自分の
0 0 0

イスラーム―それを私はセルフ・イスラーム
0 0 0 0 0 0 0 0 0

と名づける―、

個人のイスラームを見つけることにある。それはつまり、各人がイスラームに、そしてそれを

超えてムスリム文化につながる固有のやり方を見つけることである（SI : 8〔強調原文〕）。

この「セルフ・イスラーム」が連帯を築く相手はどのような人びとだろうか。「私の共同体は、

ムスリムのウンマというよりも、この地上に生きている善良な人びとの総体で、それはムスリムか

否か、信者か無神論者にかかわらない。私はいつでも、粗野で視野の狭いムスリムとよりは、心あ

る無神論者と一緒にいて、人間らしい交わりをしたいと思うだろう」（SI : 103）。ビダールは、批

判を受けつけないイスラームを批判することで、ムスリムか否か、信者か否かを問わない連帯のあ

り方、批判精神と自由による異なる人びととの共生を思い描いている。それがフランスにおいて

可能だろうか。いや、フランスにおいてこそ可能なのではないか。「西洋」を自任するフランスは

「東
オリエント

洋」を外部化しがちだが、双方が出会う場でもある。

２．宗教からの脱出と来るべきスピリチュアリティ
2-1.「宗教からの脱出」の「脱西洋化」
西洋と東

オリエント

洋を調停するには、西洋において開始され、世界全体を巻き込み、そして現在行き詰っ

ている「宗教からの脱出」の趨勢を見極める必要があるとビダールは考える。

宗教からの脱出は続いている。宗教的なものの回帰はまやかしにすぎない。見た目は何事も変

えてはいない。宗教的なものが維持され、失われた土地を再び包囲しているのがどこであれ、

宗教的なものの回帰という幻想に身を委ねてはならないし、宗教的なものが人間の条件を構成

する「永遠の」要素であるなどと信じてはならない（CSR : 7）。

世界70億人の人口のうち「55億人が信者である」現状において、かかる主張は奇妙に響くかも

しれない。だが、いかなる場所でも「宗教」は「宗教の時代」においてそうであったような位置を

占めていない。そしてこの変化は「不可逆的」だとビダールは言う。

西洋では、創造の力を持った自律的な人間が15世紀に登場した。こうして宗教からの脱出を開
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始した近代西洋は、全人類を牽引していくほどの力を発揮したが、袋小路に突き当たり、私たちは

現在、引き返すことも、期待できる将来像を描くこともできない。

「西洋は疲労困憊し、東
オリエント

洋は無言を貫いている。西洋はインスピレーションを完全に喪失した。

東
オリエント

洋は現状に直面して完全に受動的なままだ」。その東
オリエント

洋では、一見「宗教的伝統の権力」が維持

されているが、背後では不可逆的な現象が進行している（CSR : 24）。洋の東西を問わず、「聖」の

観念が危機にある。人間を聖なるものにしようとして挫折した西洋では聖が「解体」しており、イ

スラームにおいては「硬直化」している。どちらにも、スピリチュアルな人間形成をするためのも

のが見当たらない（Poizat, 2007 : 244）。

ビダールによれば、現在起こっているのは、宗教からの脱出の終焉ではなく、宗教からの脱出の

第2段階である。私たちは宗教的なものを厄介払いできずにいるが、それは西洋近代が把握し損ね

た「宗教的なものの機能」が残っているからで、その「非宗教的な等価物」を構成することが今日

の課題である。宗教が人間に何をもたらしてきたのかについて、西洋近代とはまったく別の理解を

すること。「宗教からの脱出」を「脱西洋化」することで、それが完遂されるはずだというのがビ

ダールの見通しである（CSR : 25）。

マックス・ウェーバーは、「存在の魔術的（magique）要素の喪失」による「世界の脱魔術化」

（désenchantement du monde）について語った。ビダールによれば、これが近代西洋モデルの宗教

からの脱出である。ビダールは、一方で魔術（magique）への回帰を、他方で「脱魔術化＝幻滅」

（désenchantement）を避け、生をいっそう魅惑的なものにする（enchanter）ことを提案する（CSR : 

28-29）。「宗教への回帰」でも「世界の脱魔術化」でもない「宗教（的なもの）からの脱出」。こ

れはスピリチュアリティによる新たな生の再構成と相関的である。

ここで、「宗教」「宗教的なもの」「スピリチュアリティ」という用語の関係について指摘してお

こう。なかには、「宗教」と区別して「宗教的なもの」と「スピリチュアリティ」を近い意味で用

いる論者もいるが、ビダールの場合は明らかに「宗教」と「宗教的なもの」が互換可能で、「スピ

リチュアリティ」はそれとは違う意味合いを帯びている。

以上の点を確認したうえで、ビダールが提唱する「宗教からの脱出」と、この言葉を概念化した

マルセル・ゴーシェの議論の違いを押さえておこう。

第1に、ゴーシェは「宗教からの脱出」を基本的に西洋の文脈のみで考えており、この概念を「脱

西洋化」する意識は希薄である。一方、ビダールの提案の核心は、まさにこの概念を脱西洋化しよ

うとすることにある。

第2に、ゴーシェが描き出す「宗教からの脱出」の過程は、ニュアンスに富み、（西洋でも）し

ばしば「宗教的なものの再構成」が起きることが強調されている（Gauchet, 1998＝2010）。一方、

ビダールが理解する「西洋モデルの宗教からの脱出」は、やや単線的で、いわゆる近代化にともな

う宗教の衰退としての「世俗化」とあまり変わらない。

第3に、ゴーシェは「宗教からの脱出」は西洋で続いており、人間がいまや完全に人間のものと

なった結果、人間自身にとって謎になったと見ているが、その診断から規範的な処方箋を導くこと

は自制している。一方、ビダールは近代西洋が宗教を破壊し代替物を作らなかったことを問題視し、
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代替案を規範的に模索している。このことは、おそらくゴーシェの関心が、宗教（的なもの）の政

治史を描くことで民主主義の軌跡をたどる政治哲学にあるのに対し、ビダールには実存的なスピリ

チュアリティを再構成することに大きな関心があることに関係している。

2-2.批判精神とライシテのスピリチュアリティ、フランスのムスリムという好機
「宗教からの脱出」の「脱西洋化」を提唱するビダールにしてみれば、ライシテもまた近現代の

西洋（とりわけフランス）以外には存在しないものではない。それ（少なくともその契機）は他の

時代や地域にも見られうる。

実際、彼はライシテの問題は近代から切り離すことができ、古代ギリシアの哲学者たちの態度に

ライシテ概念の起源を見出すことができると述べている。「私にとってライシテとは、近代におい

て政治的な概念になるよりも前からあるもので、それは何よりもまず、自分自身の信仰や偏見に対

して距離を設けるある主体性の状態である」。そして、「ライシテの存在論的な本質は、この「判断

中止」（suspension du jugement）という懐疑的な態度のうちにある」と指摘する。ある意味で、近

代西洋はこのような態度を政治体制に翻訳したものだとビダールは言う。ただし、ライシテを「真

実、正義、美などについて、意識が―自発的であれ、文化的に規定されているからであれ――信

じたり、判断したりするものに距離を設ける―意識そのものが持つ―能力」ととらえるならば、

それは近代にもフランスにも西洋にも限定されない。そこには、人間の本性と結びついた普遍的な

ものがある（Poizat, 2007 : 240）。

ビダールは、このように意識的に設けられる批判的な距離の感覚としてのライシテに、スピリチ

ュアルな実存主義的な射程をも持たせようとする。「1905年12月9日の教会と国家の分離の原則は、

私は人が通常考えているよりもずっと深く、ずっと広大な概念であると思っている」と彼は述べて

いる。「私にとってライックであることとは〔……〕スピリチュアルな自律性の段階に至った人間

の状態のことだ。すなわち、個人主義化の過程を遠くまで押し進めることによって、自分の実存に

存在と行動の力を与え、私たちに共通する個人性に付随する存在の条件を超越し、死という先見的

に乗り越え不可能な地平さえ超越できるようになることである」（Le Débat, n°185, mai-août 2015 : 

104-106）。

このようなスピリチュアルなライシテの構築に、フランスのムスリムは参画することができると

ビダールは主張する。それは、厳格な宗教として凝り固まっているイスラームを変革すると同時

に、行き詰まっているフランス社会を立て直すことができるだろう。「フランスはイスラームにと

って好機であり、イスラームはフランスにとって好機である」。この方向での共生を模索すること

は、シャルリ・エブド襲撃事件以後、いっそう切実さを増している。「私たちの社会の和解は、ム

スリムとともになされるものである。しからずんば和解はあるまい」（PPF : 53-54）。

たしかに、フランスとムスリムの共生は困難に見えるかもしれない。ビダールもそれは百も承知

である。しかし「フランスのムスリムは、フランスにおいて実際に権利の平等を享受していること

も言っておかなければならない。彼らはいまも差別に苦しんでいるが、全面的な差別の状況には程

遠い。フランスには移民の子どもたちが大勢いる。最近やってきた者も、昔からいる者もいる。彼
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らは学位を持ち、教職に就いたり、中小企業の社長だったり、職人、弁護士、医者、アーティスト

だったりする。要するに、職業生活に成功している。それはフランスのシステムのおかげであり、

また被害者としての泣き言の代わりに、立ちはだかる障害を前に根気強く一意専心した当人の努力

の賜物である」（PPF : 29）。

ここでビダール自身が「移民」と「ムスリム」を互換性のある言葉として用いている点も興味深

いが、それ以上に注目しておくべきは、フランスにおいてムスリム系移民の平等が達成されている

面も大いにあることを、彼が強調している点だろう。

「「フランス流」のライシテは、今日ではあまりにしばしばこき下ろされているが、このおかげで

私はイスラームとの関係を自由なやり方で育むことができた」。共和国とイスラームは両立不可能

という言説は、一方では極右、他方ではイスラーム原理主義者が仕掛けた罠である。ビダールは言

う。「人は信者であると同時にライックであることができる。イスラームとライシテはともに協力

し合って自由でスピリチュアルな意識を産み出すことができる」（PPF : 30）。

３．ビダールの議論が占める位置
3-1.スーフィズムと批判的イスラーム研究―マシニョンとアルクーンの系譜
西洋とイスラームの出会いの場としてのフランスは「巨大な思想家たち」を輩出してきたと言っ

てビダールは、ルネ・ゲノン、ルイ・マシニョン、アンリ・コルバン、ジャック・ベルク、ムハン

マド・アルクーンなど、スーフィズムの実践者や批判的なイスラーム研究に従事した学者たちの名

前を挙げている（LOMM : 50）。

エドワード・サイードが『オリエンタリズム』で描き出したように、近代西洋は基本的にはイス

ラームを野蛮で狂信的な劣った宗教と見なしてきたが、そのなかでもスーフィズムは例外的に高く

評価されてきた。ビダールも、この「内面的なイスラーム」を高く評価する伝統に連なる。

ビダールによれば、スーフィーの道とは、「スピリチュアリティを掘り下げることで、その目的

はもはやアラーに服従すること（イスラーム）ではなく、アラーという名の背後に隠れているもの

を知ること（マアリファ）である」。「多くのムスリムはこのイスラームの「秘教的」な側面を知ら

ない」が、「スーフィーたちは、アラーが彼らの自我になる
0 0 0 0 0 0 0 0

まで、祈り、瞑想し、彼らの目的に恒

久的に集中できる状態を探し求める」（強調原文）。神は人間のなかで変貌を遂げ、人間の形を取る。

ビダールは「モーセ、イエス、ムハンマドの一神教」はすべて「受肉の知恵」を説いたとまで言う。

マシニョンはカトリックの思想家として受肉や神人合一の発想のあるイスラーム神秘主義を研究し

たが、ビダールはムスリムとしてスーフィズムへの共感を隠さない。そして、「神を知ろうとする

野望のために、スーフィーたちはどの時代もイスラームの公式の権威から批判され、しばしば迫害

されてきた」という認識を示している（SI : 129-132）。「法のイスラーム」「公式のイスラーム」に

対して「内面のイスラーム」「スーフィズム」を擁護する姿勢が窺える。

もっとも、スーフィズムに近づき挫折した経験のあるビダールは、これを手放しで称揚するわ

けではない。「スーフィズムは近現代の革命を完遂していない。いまだに中世に生きている」。人

格的に優れたスーフィーもいるが、「スーフィズムも他のイスラーム運動と同じくらい暴力的であ
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る」。政治的・軍事的な暴力ではないが、「自我に深い敵対意識を向ける」道徳的な暴力である（SI 

: 148-152）。スーフィズムにセクト的な閉鎖性があることの告発である。スーフィズムには「平和

で開かれたスピリチュアリティ」という「幻想」があるが、それを打破して「批判精神」に裏打ち

された「西洋モデル」を開発する必要があるとビダールは言う。

批判的なイスラーム研究の面でビダールが大きな知的遺産を負っていると認めているのが、ムハ

ンマド・アルクーンである。アルクーンは、フーコーのエピステーメーの観点をイスラームの歴史

研究に導入し、この宗教的・文化的体系を歴史のなかの構築物と見なして批判的に検討する「応用

イスラーム学」を唱えた歴史学者で、1200ページに及ぶ『フランスにおけるイスラームとムスリ

ムの歴史』（2006年）の編者である。

ビダールによれば、アルクーンは歴史学者としてイスラームが新たな忠誠と新たな未来を想い描

くことができるようにイスラームの過去を再考した。だが、どの方向にイスラームを再建したらよ

いかについて、具体的な提言は行なわなかった。ビダールは哲学者として、アルクーンが垣間見た

「イスラーム以後」を建設的に構想することを考えている。それは、スピリチュアルな生活に対し

てドグマ的な宗教制度の覇権によって特徴づけられている「公式のイスラーム」以後の展望である。

（Bidar, 2011 : 153-154）。

アルクーンは、ムハンマドの死後の指導者たちが政治権力を正統化する関心を持つなかで『コー

ラン』が編纂されたという歴史的条件を強調している。イスラームを信奉する者も批判する者も、

『コーラン』は神の言葉を直接書き留めたものという前提を共有しているが、そこには「歴史的経

緯」の忘却と「本質」なるもの「神話化」がある。ビダールはアルクーンに倣って、そのような「起

源」に「本当のイスラーム」を求めようとする神学的なアプローチから脱け出し、「現在から出発

する」ことによって構築される「私たちの時代のためのイスラーム」の重要性を強調している（Ibid. 

: 164）。

3-2.理性的共和主義（キンツラー）とイスラームの権利要求（ラマダン）のあいだ
このようにイスラームの信仰を現代西洋世界の価値観と和解させようとするビダールの立場は、

ライシテを理性のみに基づかせようとする主張とどのように折り合うのだろうか。

カトリーヌ・キンツラーは、合理主義の立場を堅持する哲学者で、批判的理性のみに基づくライ

シテを支持し、あらゆる形態の「共同体主義」に反対している。一方、ビダールは、ムスリムの思

想家としてスピリチュアリティの意義を強調する。両者の立場は一見大きくかけ離れているが、ビ

ダールにおけるスピリチュアリティへの渇望は、共同体主義的なものではなく、個人主義的な自由

の要請との和解に基づいている。その点では、両者の立場は意外にも近づく。

キンツラーの議論の特徴のひとつは、寛容とライシテを区別することにある。ライシテはたんな

る寛容以上のもので、あるがままの人びとの共生ではなく、共和国の学校での教育を通してフラン

ス市民の共生を目指すものである。ビダールは、その区別は多くのムスリムにとってわかりにくい

と指摘する。多くのムスリムは寛容の体制を望んでおり、なぜそこから一歩踏み出して　ライシテ

の体制になるのかがわからず、ライシテを宗教的なものの拒絶と理解してしまう。けれどもビダー
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ル自身は、ライシテとはたんなる良心の自由の保障を超えて、自分自身の信仰に対して個人が設け

ることのできる思想の自由をも含意すると述べている（Poizat, 2007 : 245, 248）。

ビダールは、このような観点から、公立校でのヴェールの着用を禁止する2004年の法律に賛成

している。彼によれば、ヴェールは「非常に強いシンボル」であり、それを共和国の学校の門のと

ころで置くことは重要である。「イスラームの文化においては、文化的・共同体的所属に対して距

離を設ける態度は、悲劇的に欠けている」が、共和国の「学校は、ライックな意識、つまり自由な

意識を「作り出す」場所である」（Poizat, 2007 :250）。なおもビダールは言う。多くのムスリムは

『コーラン』や預言者に対する最も厳格な敬意を求めるので、皮肉を言う余地さえない。「ムスリ

ムはとても大きな問題を抱えていると思う。彼らには最も基本的な批判意識が欠けている」。批判

意識の方向に一歩を踏み出さないかぎり、イスラームは懐古主義から脱け出せまい。（Poizat, 2007 

:250）。しかるに、共和国の学校こそは、自分自身に対して批判的な距離を設ける特権的な機会を

提供するものであり、それはフランスのイスラームにとって設けられた好機である。このような主

張は、キンツラーの立場と大きく食い違うことはない。

一方、両者の違いがよく現われるのは、道徳を何に基づかせるかという問いである。キンツラー

は、道徳を理性の原則のみに基づかせることが重要だと考えており、内在主義の立場を堅持する。

これに対してビダールは、スピリチュアリティを基盤として道徳を再建する必要があると主張する。

彼は、現在の道徳教育には高次元のものが欠けており、時代に適合したイスラームは機能不全に陥

った西洋近代を刷新するスピリチュアリティの源泉たりうると考えている。合理主義の地平に留ま

りながらスピリチュアリティをも評価することが重要という立場である。

ビダールは、フランスのライシテの体制においてこそ、イスラームのスピリチュアリティを開発

することができると主張する。これは、ヨーロッパにおけるイスラームの展開を主張するタリク・

ラマダンの立場とどのような関係にあるのだろうか。

ビダールは、ラマダンの周りに集まるムスリムたちは、信教の自由という民主主義の原則の名に

おいて、さらなる承認を求めようとすると指摘している。「ラマダンにとっては、イスラームはあ

るがままの状態で保持することができなければならない。イスラームはひとつの宗教、すなわち触

れてはならない教義と法であり続けなければならない」。ビダールは、ラマダンのような立場の者

を、（グルとウラマーをつなげて）「グラマー」と呼んでいる。「彼らは伝統を解釈する排他的な権

利を自分たちのものにしている」（SI：196）。

ビダールによれば、ラマダンは「伝統のイスラーム」が「永遠のイスラーム」という考えの持ち

主であり、「生活の各行動について善と悪を前もって固定的に決めているイスラーム」がグローバ

ルに展開することを期待している（SI：197）。ビダールにしてみれば、それはイスラームにおけ

る改革の芽を摘むことである。「ヨーロッパのムスリムの一部は、民主主義の原則―表現の権利、

差異の平等な承認への権利、礼拝の自由―を民主主義そのものに反対するために用い、民主主義

にとって容認できないものを容認させようとしている」（SI：197）。

ビダールは言う。彼らは権利や自由の名において、表向きは寛容や対話を唱えるが、裏では女性

にヴェールを被せてイスラームのみが唯一の真実だと考えている。ラマダンのようなイスラームの
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論客は、保守的で不寛容なイスラームを隠蔽しながら、ムスリムたちに伝統的なイスラームこそが

解決だと信じ込ませている。要するに、ラマダンはイスラームが認められるべきだと主張するが、

ビダールはイスラームが変化すべきだと論じている。

おわりに―共生の困難と可能性
本稿ではアブデヌール・ビダールの思想の背景と内容と位置づけについて検討してきた。彼のプ

ロジェクトは、脱ドクマ化と再スピリチュアル化を通して、ライシテとイスラームの共生をはかる

ものとまとめられる。これはどこまでその支持を広げることができるだろうか。

ビダールは、教育省と高等統合評議会のライシテの文書を作成し（2012年）、ライシテ監視機構

のメンバーになる（2013年）傍ら、フランス・キュルチュールの番組「イスラームの文化」の司

会（2015～ 16年）や『エスプリ』の編集委員を務めるなど、一定の影響力を持つムスリム系知識

人である。彼自身は、ムスリムであるか否かを問わず、ある程度は自分の主張が受け入れられてい

る感覚を持っているようである。一方、イスラームが変化しうること、しなければならないことを

拒否する者も、ムスリムであるか否かを問わずいることも重々承知している。

このような共生の可能性と困難を前にして、何が課題なのだろうか。ビダールは「私たち全員が

統合を必要としている」ことを認識する必要があると言う。「私たちの価値―人間の尊厳、自由、

平等、博愛、連帯、ライシテ、混交性（mixité）―は、私たちの社会全体がもう一度学ぶ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

必要が

あるもので、一部のラディカルなムスリムたちだけに向かって注意喚起すべきものではない」（PPF 

: 42、強調原文）。統合は移民だけの問題ではないことを、最後に確認しておこう。
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アブデヌール・ビダールにおけるライシテとイスラーム（伊達）

L’articulation de la laïcité et de l’islam selon Abdennour Bidar 

Kiyonobu DATE (Université Sophia)

Afi n de repenser le problème du vivre ensemble en France, lié souvent aux immigrés musulmans, cet 

article se propose d’exposer le point de vue d’Abdennour Bidar. À partir de sa double culture française et 

musulmane, ce dernier se montre critique vis-à-vis de l’Occident mais aussi à l’égard du monde musulman. 

Nous allons d’abord reconstituer le parcours de Bidar pour comprendre comment il en est arrivé à concilier 

ses deux univers d’appartenance. Nous allons ensuite tenter de saisir ce qu’il entend par une spiritualité laïque 

à la lumière de sa proposition de désoccidentaliser le thème de la sortie de la religion cher à Marcel Gauchet. 

Nous allons enfi n tenter de situer la perspective de Bidar par rapport aux orientalistes et islamologues français 

(Louis Massignon, Mohammed Arkoun), mais aussi à une philosophe républicaine (Catherine Kintzler) et à 

un prédicateur musulman dit radical (Tariq Ramadan).


