
情報化時代における若者ムスリムの社会統合

イスラームの〈知識〉に着目して

安達 智史＊

社会学において「知識」は，人びとに特有のリアリティを与える社会的フレ

ームを意味し，宗教はその 1つとして考えられている．従来，社会の中心的な

「知識」は，宗教的／政治的エリートにより生産され，人びとの認識や社会関

係に大きな影響を与えてきた．だが，「情報化」のもと，宗教的知識をめぐる

環境は大きな変化の中にある．情報化の進展は，人びとが既存の権威から自由

に宗教的知識を獲得し，また解釈することを可能にしている．本稿の目的は，

こうした環境変化の中で，現代イギリスの若者ムスリムがどのようにイスラー

ムの〈知識〉と関わり，社会への統合を果たしているのかを描くことにある．

データは，コベントリー市における若者ムスリムへのインタビューを通じて収

集され，主題分析により検討された．調査の中で，イスラームの〈知識〉の探

求を促す（親の世代と異なる）3つの環境が指摘された．第 1に，イスラーム

の〈知識〉をめぐるインフラの充実，第 2に，非イスラーム社会においてムス

リムとして生活すること，第 3に，ムスリムをとりまく社会的プレッシャーで

ある．このような環境の中で若者ムスリムは，より広い社会への参加のために，

〈知識〉との積極的な関わりを通じて，イスラームの再解釈／再呈示をおこな

っている．このことは，若者が自身の生きる社会的文脈への適応を容易にする

ために，宗教的インフラや情報のさらなる充実が求められていることを示して

いる．

キーワード：情報化，若者ムスリムの社会統合，イスラームの〈知識〉

主よ，わたしの知識を深めて下さい．（クルアーン，20 章 114 節）

知識の探求の道に向かう者には，アッラーが楽園への道をより容易にするで

あろう．（サヒーフ・ムスリム，2699）

言ってやるがいい．「もしあなたがたが真実なら，証拠を出して見なさい」

（クルアーン，2章 111 節）
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1 問題の所在 イスラームの〈知識〉と社会統合

社会学において宗教は，「知識（knowledge）」として理解されてきた．「知識」

とは，ある社会集団により現実として受け入れられている観念のセットを指し，人

びとの振る舞いや認識，関係を規定する社会的なフレームである．それは，宗教，

慣習，伝統，魔術，科学など多様な要素を含んでいる（MaCarthy 1996: 16）．中

でも宗教は，社会の基底的な「知識」の源として重要な位置づけが与えられてきた．

たとえば，エミール・デュルケムは，原始的な宗教的観念の追究を通じて，社会に

おける「知識」の編成原理，いわば人びとが共有するリアリティのあり方を論じた

（Durkheim 1912＝1975）．知識社会学もまた，リアリティを基礎づけるものとして，

宗教の重要性を強調している．その際，俗なる世界（ノモス）と聖なる世界（コス

モス）とが区別され，後者が，前者の危機つまりアノミーから社会を守り，その秩

序（＝人びとのリアリティ）を安定化させるという，垂直的な二元論的関係が強調

された（Berger 1967: 26-33）．重要なことは，2つの領域は制度的な結びつきを有

していたということである．マックス・ヴェーバーが「教権政」と呼んだ制度に典

型的に表れているように，多くの社会で宗教的知識は，世俗的権力を正当化し，人

びとにそれを受容させる装置として機能した（Turner 2012: 127-9）．言い換えれ

ば，宗教（的知識）は，人びとを結びつける政治的・社会的統合の要であった．

だが，「知識」としての宗教のあり方と役割は，現代まで続く近代化の過程にお

いて大きな変容を経験している．ここでは，2つの変化が重要である．第 1が，聖

なる領域（宗教）と俗なる領域（社会）の垂直的関係は，近代国家の成立にともな

い，〈私的領域／公的領域〉という水平的関係に置換されたということである．つ

まり，聖なる世界は私的領域に限定され，公的生活においてその影響は行使されな

くなった．あるいは少なくとも，一部の社会（とりわけ西欧）においては，行使さ

れるべ
・
き
・
も
・
の
・
ではなくなったのである．今や聖なる領域ではなく，それを俗なる領

域と区分する「境界」こそが，社会を支える神聖な意味を帯びるようになっている．

その結果，水平的な世俗化原理が侵されるとき，近代社会は大きな動揺にさらさ

れ，集合沸騰が生じることになる．現在，その最大の境界侵犯者として認識されて

いるのがイスラームである．ラシュディ事件，アメリカ同時多発テロ，ムハン

マド風刺画事件などの出来事や，スカーフやヴェールに表象される「神への恭順

（＝Islam）」は，イスラームが神聖な世俗化原理を侵し，それに支えられた近代社

会システムと「衝突」していることの証左としてとらえられている（De Vries and

Sullivan eds. 2006）．

こうした変化は，本稿が課題とする，イギリスにおけるムスリムの統合をめぐる

議論にとって重要な意味を有している．それは，ムスリムと関連するさまざまな社

会的事件や，人びとの不安に由来するものである．ムスリムは，イギリスでもっと

も急速に増大している宗教集団であり（2001年…155 万人／3.0％，11年…271万
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人／4.8％，データ：Census），それがイギリスや西欧社会において軋轢を生み出

していると考えられている．01年には，アメリカの同時多発テロに加え，北イン

グランドにおいて，アジア系 とりわけムスリム 住民を中心とした都市暴動

が生じ，大きな被害を生み出した．05 年には，ロンドンにおいて爆破テロが実行

された．この事件は，アメリカにおけるテロのように外国人によってではなく，

「自国生まれ／育ち（home-grown）」の若者ムスリムによるものであったことから，

人びとに大きなショックを与えた．その結果，一部の政治家やメディアによって，

イスラームはイギリスの社会的統一性や世俗的秩序を脅かす思想的・人口的「爆

弾」として宣伝されている．

だが，そのようなイスラーム理解ははたして正当なものであろうか．この問題を

考えるにあたり，「知識」としての宗教のあり方をめぐる第 2の変化が重要である．

それは，宗教的知識と人びととの関わりをめぐるものである．かつて，聖なる世界

と俗なる世界との結びつきは支配層により制度化され，宗教的な知識の生産・供給

は神学的エリート ウラマー，司祭，ラビなど によりもっぱら担われていた．

宗教的知識は，聖なる言葉 アラビア語，ギリシャ語，ヘブライ語など によ

り刻み込まれており，それを理解できるのは聖職者だけであったためである

（Turner 2012: 118-9）．そのことは，末端の信徒が宗教実践にいかなる影響ももた

なかったということを意味してはいないが，彼女／彼らが独自の解釈を施すことは

期待されてはいなかった．次節で述べるように，宗教的知識は，イスラームにおい

て重要な意味を有しているが，「クルアーンの知識やその他の宗教的な領域の知識

は，学者（ulema）の管轄領域である」（Haw 1998: 60）と長らく考えられていた

のである1)．そのことは，多くの人びと，とりわけ女性のイスラームの〈知識〉か

らの排除と伝統的な権力関係への組み込みを帰結していた2)．

ところが，近年のインターネットなどのメディアの発展は，旧来の〈知識〉への

アクセスをめぐる規制から人びとを自由にし，「信仰（をめぐるコミュニケーショ

ン）の民主化」を押し進めている（Turner 2012: 130）．印刷物，テレビ，インタ

ーネットは，これまでエリート層により独占されていたイスラームの〈知識〉の獲

得やその探求・解釈を，あらゆる人びとがおこなえるようにしている（Larsson

2011）．その中で，今や個人が，論争ある問題に対して，さまざまな情報源を駆使

し，何がイスラームであり何がそうでないかを吟味し，判断を下すようになってい

る．この過程は，イスラームの「個人化」（Roy 2004: 175-200）とも言い換えられ

る．重要なことは，そのような宗教的知識の再編が，若者ムスリムの世俗社会との

関わり，つまり社会への統合のあり方に大きなインパクトを与えているということ

である．

それにもかかわらず，イギリスの若者ムスリムの社会統合をめぐる議論において，

イスラームの〈知識〉に着目した研究はこれまでほとんど存在していない3)．その

理由として，戦後のマイノリティ研究において重視されたのが，「人種」や「エス

ニシティ」というカテゴリーであり，「宗教」はマイナーな位置づけしか与えられ
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なかったことが挙げられる．1990年代には，イスラームを特有のカテゴリーとし

て位置づけようとする努力がなされたが，それが大々的に展開されるようになった

のは，9.11 を経た，2000年代になってからである（Hopkins and Gale eds. 2009）．

この時期，一方で，多くの若者が，モスクで提供されるイスラーム解釈を，イギリ

スという新たな文脈において適応させることに困難を感じていることが報告された．

コミュニティの宗教的指導者の多くは海外の農村部出身であり，英語を満足に話せ

ず，現代イギリスに生きる若者の宗教的ニーズに応えることができない．そして，

その「空白」に，過激主義がつけ入っていることが問題視された（Lewis 2007）．

他方で，そのような宗教的知識をめぐる「危機」に対して，若者は「宗教」の「文

化」からの「分離（de-coupling）」をおこなっていることが注目された（Ryan

2012）．若者は，イスラームを，出自の文化的伝統から切り離し，個人の視点から

解釈をほどこすことにより，イギリス社会への適応を実現している．このような若

者のイスラーム理解は，近年になりようやく，その〈知識〉をめぐる環境変化と結

びつけ論じられるようになった（安達 2013a）．だが，従来の研究は，若者の社会

統合に対するイスラームの〈知識〉の重要性をたんに示唆するもの（Haw 1998），

あるいは〈知識〉の生産や受容をめぐる環境の変化と，それが若者に与える影響に

ついて大局的にとらえたものにすぎず（Lewis 2007; Jones 2012），実際に，若者の

語りの分析からその影響を考察した研究はわずかである（Bhimji 2009）．

若者は，どのようにイスラームの〈知識〉を用い，社会への参加を果たしている

のか．〈知識〉との関わりにおいて，ムスリムとして自身の世代をどのように理解

しているのか．彼女／彼らをとりまくどのような環境が，〈知識〉の探求を促して

いるのか．本稿は，インタビューを通じたケース・スタディに基づき，これらの

「知識」としての宗教をめぐる問いに答えながら，イギリスにおける若者ムスリム

の社会統合のあり方を考察することを目的としている．

2 イスラームの〈知識〉

本節では，4節以降の調査データの分析の前提として，イスラームの〈知識〉に

ついての基本的な考え方を提示する．

イスラームが，〈知識〉に特別に重要な意義を与えていることはよく知られてい

る．ここで〈知識〉と訳されるのは，アラビア語の「イルム（ilm）」である．この

用語は，イスラームの聖典であるクルアーンに 27回登場し，その派生語や類似語

を含めると 700回以上も用いられている（Akhtar 1997: 102）．クルアーンに次ぐ，

イスラームの法源・行動準則たる複数のハディース（＝預言者の言動集）において

も，〈知識〉についての独自の章が設けられている．また，宗教的権威を有するイ

スラーム法学者は，一般に「ウラマー（ulama）」と呼ばれるが，それはまさに

「知識をもつ者」を意味しているのである．

イスラームにおける〈知識〉を理解するうえで注意しなければならないことは，
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それが，通常，われわれが知識と呼ぶ観念と，射程や意義を異にしているという点

である．一般に知識とは，何ものか 神聖なものであろうが，俗的なものであろ

うが についての情報を意味している．それに対して，〈知識〉は，そうした情

報に加え，理論，行動（規範），教育などを含むより包括的な概念である（Azram

2011: 179）．それは，イスラームの〈知識〉がアッラー（の言葉）に起源を有して

いるということに由来している．〈知識〉は，クルアーンにおいて楽園に至る道を

照らす「光（nur）」として表現されているように 逆に，無知は「暗闇（jahi-

liyyah）」として描かれる ，その探求は，ムスリムが幸福へと至る条件であり，

神によって命ぜられる義務なのである（Akhtar 1997: 105）．また，「啓示」に基づ

く知のみならず，世界の法則をめぐる「理性」に基づく知（自然・社会科学など）

の探求もまた，〈知識〉が有する義務の中に含まれうる．世の中のさまざまな知識

を得ることは，神が創りし世界を理解すること，つまり神の意志を知ることだから

である．

以上のように，イスラームにおいて〈知識〉は人びとを律する規範としてシンボ

リックな意味を有しており，その探求は信仰実践の重要な一部である．ただし，1

節で述べたように，そのことは，〈知識〉へのアクセスが実際にあらゆる人びとに

開かれていたということを必ずしも意味してはいない（Turner 2012; Larsson

2011）．本稿が注目するのは，情報化を背景として，今日の若者が，より広い社会

への参加のために，イスラームの〈知識〉をどのように活用しているのかという点

である．

3 調 査 概 要

本稿の分析は，イギリスのコベントリーのフォールズヒル地区におけるケース・

スタディに基づいている．コベントリーはイングランド中西部に位置し，19 世紀

後半から工業地域として発展した中規模都市である．第 2次世界大戦後には，労働

力不足により国内外から多くの労働者を受け入れてきた．2011年の国勢調査によ

ると，白人系イギリス人およびアイルランド人を除くマイノリティ人口は総人口の

約 30％にのぼり，そのうち，半数が中国系を除いたアジア系（混血を含む）によ

り占められている．中でも，調査がおこなわれたフォールズヒル地区は，アジア系

住民が 50％を超え，ムスリム・コミュニティが根づいている．また，同地区は，

コベントリーでもっとも経済的に剝奪された地域であり，それは，インフォーマン

トの社会階層に反映されている．

調査は，2012年 12月〜13年 2月に，フォールズヒル地区にて，31名のイギリ

ス生まれの若者ムスリムを対象に実施された．2〜4名を 1組とする集団による半

構造化面接法を用いて，70〜100 分間のインタビューをおこなった．そこで，イギ

リス社会とイスラームとの関係についての意識を明らかにするため，アイデンティ

ティ，家族・結婚，教育・キャリア，差別をめぐるテーマについての質問をおこな
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った．

調査には，Aというコミュニティ団体の協力を得た．団体 Aは，多文化地域で

あるフォールズヒル地区のコミュニティ間の対話の促進を目的としている組織であ

り，若者を対象としたイベントもおこなっている．団体 Aが，筆者の作成した調

査への参加募集のチラシを団体のメーリング・リストを通じて配布し，参加を希望

する者あるいは集団をとりまとめ，インタビューの日程を調整するというかたちが

とられた．インタビューは，自宅でおこなわれた 1組を除き，すべて団体 Aのオ

フィスで実施された．インフォーマントは，団体 Aのボランティア，そのイベン

トに参加したことのある若者，およびその友人や配偶者によって構成されている．

参加者の年齢構成は 17〜27歳であり，女性 20名，男性 11名となっている．民

族的構成は，アジア系（バングラディシュ，パキスタン，インド）が多数を占めて

いるが，アフリカ -カリブ系，中東系も若干名いる．また，混血系も 6名おり，そ

のほとんどがアジア系とその他のエスニシティとの組み合わせである．半数が移民

第 2世代であり，もう半数が第 3世代以上である．学歴に関して，大学（在学を含

む）が 20名であり，カレッジを含めると 23名が高等教育の経験を有している．ま

た，シックス・フォームの在学者も 2名いる．残りの 6名は，中等学校あるいはシ

ックス・フォームを卒業ないし中退によって学歴を終えている．親の階層は総じて

低く，多くの家族は，マニュアル職，自営業，福祉給付によって生計を立てている．

ただ，専門職（医者，薬剤師，事務弁護士，教師など）に従事している家族（親あ

るいは兄弟姉妹）を有している者も 10名程度存在している．また，ほとんどの参

加者の家族は，スンナ派の伝統に属している4)．そのことは，彼女／彼らが，指導

者たるイマームの解釈を重視するシーア派に比べ，いくつかの法源に基づきつつも，

〈知識〉をめぐる個人による解釈により開かれている集団である可能性を示唆して

いる．

インタビュー・データはすべて録音され，文字起こしされたうえで分析がおこな

われた．その際，「主題分析」を採用した（Gomm 2004）．主題分析は，データが

有する明示的・暗示的なアイデアを明らかにし，関連するテーマやパターンを発見

するために広く採用されている手法である．また，それは，研究者の関心に基づき，

データのコード化やテーマ間のつながりを柔軟に設定することができるという利点

を有している．実際の分析は，Braun and Clarke（2006）に基づき，①データに慣

れ親しむこと→②端緒となるコードの産出→③諸テーマの探索→④諸テーマの

再検討→⑤諸テーマの定義づけと命名→⑥報告書の作成，というプロセスによっ

て実施された．

最後に，調査において留意すべき点について述べる．第 1に，サンプルについて

である．インタビューの参加者は，多文化社会における対話を志向する団体 Aを

通じて，ないし経由して集められた．そのため，インフォーマントは，多様性に対

して開かれた態度を有し，文化的葛藤を処理する能力を相対的に有している集団で

ある可能性がある．同様に，高等教育への高い参加割合は，彼女／彼らが主流社会
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への統合が比較的容易な立場にあることを示唆している．第 2に，筆者とインフォ

ーマントの関係性をめぐるものである．イギリス人でもムスリムでもない筆者は，

インタビューにおいて，多くのインフォーマントにとって「他者」として相対して

いた．そのことは，「ラポール」と関わる問題，すなわち調査目的やデータ利用へ

のインフォーマントの警戒を生じさせる可能性が存在した．それに対して，団体

Aによるコーディネート，インフォームド・コンセントの徹底，希望者への成果

物送付の約束により不安を解消することを試みた．それでもなお，異邦人によるイ

ンタビューという形式がもたらす効果をめぐる問題は残りうる．ただ，付言するな

らば，参加者たちの語りは理路整然としており，質問へのいくつかの回答は半ば様

式化されていた．このことは，インタビューのプロセスが，ある意味で，彼女／彼

らが普段，他者（ムスリム／非ムスリムの友人や同僚，家族など）に向けておこな

っている，アイデンティティや信仰をめぐる自己呈示を再現するものであったこと

を示唆している．第 3に，調査法についてである．集団面接法を採用したのは，筆

者が男性であることから，文化的理由ゆえに接近が困難であると考えられるムスリ

ム女性へのアクセスを容易にするためであった．その手法を活かすため，テーマに

ついての共通の意見や態度を引き出すことに主眼を置く一方で，細かな意見の違い

やその違いを生み出す個人的背景については十分な情報を得ることはできなかった．

以上の点は，この事例・分析が，イギリスの若者ムスリムをどの程度代表している

のかをめぐり議論の余地を残すものとなっている5)．

以下，イギリスの若者ムスリムの〈知識〉と社会統合との関係（づけ）について

明らかにする．その際，それぞれの節で，彼女／彼らを取り巻く「環境の変化（の

理解）」に着目し，若者がどのようにイスラームの〈知識〉と関わり，また利用し

ているのかについて説明する．

4 〈知識〉と情報化

現代の若者とイスラームの〈知識〉との関わりについて考えるとき，先行研究で

取り扱われている，〈文化／宗教〉の区別への言及は不可欠である．この区別は，

抑圧的な慣行を「文化」として同定し，それに対して，「宗教」としてのイスラー

ムをより解放的なものとして対置させる事態を指している（Ryan 2012; 安達

2013a）．

私は，それ〔＝女性の権利を抑圧する慣習〕は，宗教というよりも文化と関

係していると思う．……それは，私たちがやってきた場所と関係する，より文

化的なものだと思う．それは，女性に完全な権利を認めるものではないの．

（ムズナ，女性，混血）（〔 〕は筆者が補ったもの，以下同．）

ここでムズナは，イスラームにおける女性の権利の抑圧という広く共有されている
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言説を，文化的問題として提示することで，そうしたステレオタイプからイスラー

ムを守り，宗教への同一化を正当化しているのである．〈文化／宗教〉の区別は，

ほぼすべてのインフォーマントが共有する，信仰をめぐる基本的な見方である．

では，〈文化／宗教〉の区別は何に基づいているのだろうか．多くのインフォー

マントは，それをイスラームの〈知識〉に求めている．彼女／彼らは，親の世代と

比較し，若者世代が「より知識をもつ」（リーナ，女性，アジア系）ようになって

いる点を強調している．「私たちは，従う必要のある本当のルールとは何か，ある

いは，それが本当にイスラームの観点から真性なものなのかを知っている」（キラ

ット，女性，アジア系）．言い換えれば，イスラームについての「強い基礎」（ジナ

ット，女性，アジア系）をもっているというのである．

では，〈知識〉をめぐり，親あるいは祖父の世代と若者世代との間にはどのよう

な違いがあると考えられているのだろうか．この点について，ムズナは次のように

述べている．

古い世代はこんなふうに言っているわ．「私たちが子どもの頃，学ぶ機会が

なかった．だから知識がなかった」，って．昔の人は，教育を受けるお金をも

っていなかったの．祖父母や両親の多くは読み書きができなかった．なぜなら，

彼女／彼らは教育を受けておらず，それは宗教においても同様の状態にあった

から．（ムズナ，女性，混血）

アジア系ムスリム移民の多くの家族は，出自の国で貧しい家庭や地域に暮らしてい

た．そこでは宗教的インフラは十分に発展しておらず，生活や信仰は，宗教ではな

く，伝統によって支配されている（Haw 1998: 60）．そうした環境にあって，「〔出

自の国における〕村には，宗教的な人や学者はあまりいなかったから，教えられた

ことや聞いたことを信じるしかなかった．多くの人は，クルアーンが読めなかっ

た」（ムズナ，女性，混血）のである．

「クルアーンが読めなかった」という点は重要である．というのも，（アラビア語

で書かれた）クルアーンは，すべての〈知識〉の源泉であり，その探求のためにつ

ねに参照されるべきテクストだからである．親や祖父の世代は，出自の国において

イスラームの〈知識〉を探求するための十分な条件を有していなかったのである

（Turner 2012）．古い世代にとって，イスラームはもっぱら「口承」により支えら

れた文化的な伝統に基づいていた．そのことは，信仰をめぐり次のような態度を帰

結する．

古い世代は，より口承的であったと思う．誰かがそれをやっている．じゃあ，

私たちも同じようにしなくては，というように．それを実際に探求したり，知

識を得たり，それがどこから来ているのかを吟味したりするよりもね．（アイ

マル，女性，アジア系）
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アイマルの発言に見られるように，多くのインフォーマントは，伝統的なイスラー

ム理解を，教義への反省的な関わりを欠く，受動的なものとしてとらえている

（Bhimji 2009）．

それに対して，すべてのインフォーマントは，現代のイギリスに暮らす若者ムス

リムは〈知識〉の探求に恵まれた環境にあると考えている．「私はより多くのこと

を学べる機会をもっていると考えるわ．なぜなら，たくさんのことがここにはある

から」（ナシーダ，女性，アジア系）．「ここ」とはイギリスを指し，「たくさんのこ

と」とは，イスラームの〈知識〉を増進させるための施設や資源を意味している．

この発言は，彼女／彼らが，イギリスを多文化社会として定義し，宗教的自由に対

して十分な配慮がなされている点を評価していることと関連している（安達

2013a: 49）．

同様に，インターネットの普及は，若者の〈知識〉の増進にとって決定的な役割

を果たしている．彼女／彼らは，オンラインでいつでもイスラームのサイトにアク

セスし，さまざまな方法で〈知識〉を得ることができる．

僕にとって，インターネットはとても重要なんだ．実際，僕はそれを間違い

なく毎日使っている．それはとても役立つものだと思う．……たとえば，

YouTube は，イスラームの実践の仕方やムスリムとして相応しくなる方法を

知るためにとても有益なんだ．インターネットにアクセスできなかったり，そ

んなに速くなかった時代には，〔イスラームについて〕知ったり学んだりする

ことは困難だった．（カリーム，男性，アジア系）

インフォーマントの多くはインターネットに日常的にアクセスしており，それは

〈知識〉の探求のために積極的に用いられている．その活用方法は，クルアーンや

ハディースの関心のある箇所を検索したり，イスラーム学者の Q&Aコーナーをの

ぞいたり，好みの学者の教えを YouTube などを通じて学習するなど多岐にわたっ

ている．その中で，現代の若者が抱える問題 たとえば，教育や家族関係など

に関連するイスラームの〈知識〉を，海外の著名な学者からより若い「ネイテ

ィブ（＝アメリカ人，イギリス人）」の伝道師まで，信頼を置くさまざまな情報源

から，もっぱら慣れ親しんでいる英語で入手している．

こうしたインターネットによる〈知識〉の獲得は，信仰をめぐる「個人化」を押

し進めるものである（Roy 2004）．

情報化時代を生きる者として，若者は自分自身で探求をおこなう傾向にある．

その〔＝イスラームの〕すべての情報にアクセスし，自身の選択をおこなう．

それを自由におこなうことができるんだ．（ムサイード，男性，アジア系）

現代社会において情報へのアクセスは，もはや誰にも監視されず，またそのコスト
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は低い．したがって，若者は，インターネットを通じて〈知識〉をいつでも選
・
択
・
的
・

に
・
獲得し，その独自の理解を深めることができる．そして，ときにその〈知識〉

を用いていくつかの慣習を拒否し，イギリス社会へのムスリムとしての参加の可能

性を広げている．

だが，他方で，多くのインフォーマントは〈知識〉の探求の際，インターネット

への過度な依存に注意を払っている．

僕は，〔インターネットには良い点と悪い点の〕両方が存在すると思う．

……インターネットにおける悪い点というとき，それは，学者だとか，知識人

（sheikh）だとかを自称する多くの人がいることを意味しているんだ．彼らは

そう自称するために，とても長い髭をたくわえ，それらしい見た目をしている．

ただそれだけなんだ．そして，多くの人の道を誤らせている．（バラク，男性，

アフリカ系）

彼女／彼らは，インターネットを〈知識〉の探求のための有用な資源として認めつ

つも，一部のサイトが誤った情報を流し，時に過激主義へと人びとを誘うことを警

戒している（Lewis 2007）．それに対して，ほぼすべてのインフォーマントは，イ

ンターネットに加えて，クルアーン，専門書，家族，コミュニティ，モスクのイマ

ーム，友人からの助言といったさまざまな資源を用い，イスラームの〈知識〉をい

わば「三角測量」の要領で吟味し，判断をおこなっている．この点は，情報化がた

んにインターネットに限定されず，より広い「宗教的インフラ」を含んでいること

を示している．〈知識〉の複数の資源へのアクセスは，偏った教義解釈に基づく

「過激主義化」のリスクを低減するものである．

5 〈知識〉とライフスタイルの交渉

若者の〈知識〉に対する態度はまた，社会的環境やプレッシャーの影響を受けて

いる．それは，「イスラーム社会においてムスリムであること」と「非イスラーム

社会においてムスリムであること」との差異と関係している．

もしイスラームの国にいたら，人はある意味で怠け者になるわ．自身の宗教

について，つまり，感じることや教えられたことに対してどのように考えるか

について，本当に学ぶ必要があるとは思わないから．（ハフサ，女性，アフリ

カ系）

親や祖父の世代が暮らしていたイスラーム社会では，ムスリムであることは自明の

理であり，その教えや生活についてあらためて顧みる必要はない，つまり反省の契

機を欠いている．それに対して，非イスラーム社会に生きる若者ムスリムは，異な
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る社会・価値システムや新しいテクノロジーを前提とする世界で，再帰的に自身の

アイデンティティを構築することを余儀なくされている．ジャミーラは，そうした

若者の欲求を次のように述べている．

10 代のように，私はつねに問うているわ．「なぜ私はこれをしなくてはなら

ないの．そして，なぜそれをしてはならないの」，というように．人は知りた

いの，実際に何が文化の一部であり，何が宗教の一部なのかを．（ジャミーラ，

女性，混血）

こうした欲求は，西欧社会に生まれ育ち，その他のイギリス人と文化や価値を共有

する若者たちの切実な要求なのである．

イスラームの〈知識〉は，とりわけ女性のインフォーマントが一部の保守的な家

族と自身のキャリア形成をめぐり交渉する際，あるいは世間の偏見からイスラーム

を防衛する際に活用されている．

預言者は，中国に行けとさえ言ったわ．行って学べ，と．……もし女の子が

大学に行き，勉強したいのなら，行かせるべきだわ．だって，私たちの預言者

は，外に出て，学べと言ったから．なぜなら，日々，知識を増やすべきだから．

（キズマ，女性，アジア系）

キズマは，あるハディースに記されている「中国」をめぐる発言を引用しながら，

女性が外に出て多くのことを経験することは，イスラームにおいて禁じられている

どころか，逆に推奨されていると述べている．この発言は，2節で述べたように，

イスラームにおける〈知識〉の探求についての伝統に基づいている．彼女たちは，

イスラームに則ることにより，ムスリム女性が社会に出てキャリアを積むことに何

ら問題がないと主張しているのである．

自らを鼓舞し，自律や社会参加を促すために，女性のインフォーマントによって

しばしば言及されるのが「ハディーシャ」である．ハディーシャは，預言者ムハン

マドの最初の配偶者であり，また彼からイスラームの教義を受けた最初の人物でも

ある．重要なことは，彼女はムハンマドよりも年上で，彼の雇用主であったという

点である．女性インフォーマントの多くは，ハディーシャを「自律」というイ
・
ス
・
ラ
・

ー
・
ム
・
の
・
価
・
値
・
を体現する者として積極的に参照している．

預言者の妻ハディーシャは，彼〔＝ムハンマド〕に結婚を申し込んだの．な

ぜって，彼は，彼女のために働いていたから．彼女はその働く姿や性格を見て，

彼を好きになり，それから第 3者を立てて彼に結婚を申し込んだの．（バナン，

女性，混血）
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実際，彼〔＝ムハンマド〕は，彼女が信頼し，本当に尊敬する雇われ人だっ

たわ．だから彼女は，私たちのロール・モデルとして見習わなければならない

人なの．彼女はビジネス・ウーマンだったけれど，慎み深かった．彼女は，彼

よりも稼ぎがよかったけれど，夫に対して気を配り，尊敬していたわ．（キラ

ット，女性，アジア系）

ハディーシャについての〈知識〉は，ジェンダー関係や役割をめぐり家族と交渉を

おこない，キャリア形成や社会参加を正当化するために活用されている．イスラー

ムにおける理想的女性（＝ロール・モデル）としてハディーシャを提示することで，

彼女たちは自律の重要性を強調し，教育や労働市場への参与をめぐり家族やコミュ

ニティと交渉をおこなうのである．このような〈知識〉が，4節で触れた〈文化／

宗教〉の区別が有する機能を基礎づけている．

6 〈知識〉の伝達

今日の若者ムスリムが〈知識〉を積極的に参照するようになっているいま 1つの

理由が，彼女／彼らに向けられている偏見や社会への統合をめぐるある種の嫌疑に

ある．1節で述べたように，今日，社会の成員としての資格・資質をめぐり，ムス

リムに対して多くの疑念を投げかけられている．はたしてイスラームは，西欧の世

俗化された社会システムや，自律や寛容といった民主主義的価値と両立することが

できるのか，というように．こうした日々の問いかけやプレッシャーが，若者たち

にイスラームの〈知識〉の探求を促している．

若い世代はより早く，それ〔＝信仰について考えること〕をしなくてはなら

ないのだと思う．メディアや人びとがムスリムに抱く否定的な認識のために，

若者は示さなければならない．そのような認識を否定することが求められてい

る．だから，正しい見地から，イスラームについて提示するんだ．〔イスラー

ムへの否定的な認識が〕そんなふうに若者を，よりよいムスリムであり，より

よい人間であることを追い求めるよう促している．（ディヤーリ，男性，アジ

ア系）

だが，こうした状況は必ずしも若者にとって心地のよいことではない．それは，

社会統合の正否をめぐる挙証責任が，ムスリムに一方的に課されていることを意味

するからである．いく人かのインフォーマントは，そうした状況に対して不満を述

べている．「私はときどき，ムスリムであることにより，誰かに判断されていると

感じるわ．……それはつらいことね」（ノーラ，女性，アジア系），「僕はいつも質

問される．……イスラームと関係のあることについて話さなくてはならないんだ」

（ムドゥード，男性，アジア系）．
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その一方で，インフォーマントの多くは，こうした日常的な問いかけに対して感

情的に反応することはない．むしろ，人びとの疑問に答え，イスラームについての

正しい〈知識〉を伝達・普及させることは，彼女／彼らにとって「義務」であり，

またそのような機会を得ることを「望ましい」と感じている．

私は喜んでそうするわ．もし誰かが私の宗教について誤解しているのなら，

それを正すことがプレッシャーだとは思わない．そうすることが私の義務だと

思うの．（ハフサ，女性，アフリカ系）

ムスリムじゃない友達をもつことはときにはよいことだ．だって，彼女／彼

らを教育するために努力することができるから．（ザイヤ，男性，混血）

こうした態度は，若者を取り巻く偏見や問題が，〈知識〉の欠如に起因している

ととらえられていることと関連している．

私はイスラームについての誤解がどのようなものであるかをはっきりさせる

ために，話し合うことが大切だと思う．とてもたくさんの人が，イスラームに

ついて多くの誤解をしているから．（キラット，女性，アジア系）

2節で論じたように，イスラームにおいて，誤
・
っ
・
た
・
知識をもつということは，道徳

的な意味でも誤
・
り
・
であり，誤

・
っ
・
た
・
帰結をもたらしうる．したがって，周囲にいる人

びとの間違った認識を訂正するために正しい〈知識〉を伝えることも，ムスリムと

しての「道徳的義務」とみなされている．彼女／彼らは，友人や同僚から日常的に

イスラームについての疑問を投げかけられ，ときに「馬鹿な質問」を受けている．

たとえば，「なぜあなたはベッドシートを被っているの」（アイマル，女性，アジア

系），といったようにである．それに対して，インフォーマントの多くは感情的に

反応せず，むしろ喜んで答えようとしている．なぜなら，それらは，ムスリムでは

ない友人や同僚にとって「心からの疑問」（キズマ，女性，アジア系）であり，「た

だ知識をもっていない」（アイマル，女性，アジア系）ためになされるものだから

である．このような日常的に課される問いかけが，インフォーマントにイスラーム

の〈知識〉の探求を促す 1つの動因となっている．

インフォーマントの多くは，周囲の人びとの誤った認識や疑問を寛大な態度で迎

える一方で，マス・メディアに対して強い不満を抱いている．それは，マス・メデ

ィアによる報道が，二重の意味で「不公正」なものだと感じているからである．つ

まり，彼女／彼らの不満は，マス・メディアがイスラームについて誤った情報を流

すとともに，そしうした公的な議論の場からムスリムが排除されていることに向け

られている．
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イスラームに関する映像を公開する人たちが必ずいる．それは，正しい知識

をもっていない，ムスリムではない者たち（others）なんだ．彼女／彼らは，

とても攻撃的な内容を公開している．そうだろ．人はこんな風に言うしかない．

「それは真実じゃない．〔イスラームは〕そのようなものじゃないんだ」って．

（ムドゥード，男性，アジア系）

ムドゥードの発言は，メディアによって垂れ流されているイスラームの誤った情報

や表象と，それに対して，自身，何もできないことへの憤りを表している．

ムスリムの境遇に対して理性的な対応ができないという無力感は，とりわけ，ア

フガニスタン戦争やイラク戦争と関わる政治的問題に対して表明されている．「人

は希望を失っている．それは，戦うことができない戦争なんだ」（アフィク，男性，

アラブ系），というようにである．インフォーマントの中で誰 1 人として，個人あ

るいはイスラームの見地からテロ行為を正当化する者はいなかった．だが，ムスリ

ム諸国への戦争が，一部の若者ムスリムを過激主義へと導く危険があると認識され

ている．

それは負け戦のようなものだろ．実際，それを変えることはできないよね．

そのことが，いくぶんねじ曲がった心をもつ人たち〔＝テロリスト〕を生み出

す原因なんだ．彼らは外へ出て，宗教の名において馬鹿なことをおこなってい

る．それによって事態はよりいっそう悪くなっている．でも，人は，それ〔＝

変わらない現実〕を受け入れなければならないことを究極的には知っている．

あなたがそれを嫌いでも．僕は受け入れるだろうけど，それ以外にいったい何

ができるんだ．（ムサイード，男性，アジア系）

ムサイードは，これらの戦争において〈知識〉に基づいた理性的な対話や説得の道

が閉ざされている事態を，自身半ば諦めをもって受容しているが，もしその状況を

受容できないとき，いく人かの若者が暴力的な手段を正当化する過激主義に傾倒し

うるということを示唆している．

7 結 論

本稿は，社会学における「知識」の理解を踏まえ，ムスリムをとりまく社会的情

勢や情報化の中で，いかに若者がイスラームを定義し，それを社会への統合へと結

実させているのかを分析するものであった．そこで，インフォーマントが，イスラ

ームの〈知識〉を活用することで，ムスリムとしてイギリス社会に参与する方途を

見出していることを明らかにした．彼女／彼らは，情報化，非イスラーム社会，ム

スリム・コミュニティへの偏見といった社会的文脈の中で，〈知識〉の探求を動機

づけられ，またそれを通じて，アイデンティティの分裂を回避し，主流社会への参
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入を試みているのである．

本稿は 1つのケース・スタディでありながら，イギリスの若者ムスリムの社会統

合をめぐる研究に重要な貢献をおこなうものである．若者ムスリムは，多様なレベ

ルにおいていまだに差別を経験しつつも，近年，教育・労働・アイデンティティの

観点から主流社会への統合を実現しつつある．とりわけ教育の場面において，過去

15 年の間，ムスリムの成績は著しく上昇しており，今や白人系の成績と拮抗して

いる（安達 2013b: 257-61）．また，家族による文化的規制の影響を受けやすいア

ジア系の女性ムスリムも，家族との役割期待をめぐる交渉を通じて，高等教育への

アクセスや労働市場への参入を実現していることが報告されている（Hussain and

Bagguley 2007）．これらの点は，若者ムスリムが，多かれ少なかれイギリス社会に

包摂され，その価値への統合を成し遂げている証左である．だが，それはいかなる

事由に基づき可能となっているのか，言い換えれば，公私の明確な区分を拒否する

イスラームが，世俗的な社会と積極的な関係をどのように築いているのかという点

は，これまで十分に論じられてこなかった．その課題に応えるため，本稿は，〈文

化／宗教〉の区別，インターネットによるイスラームの探求，〈知識〉の複数の情

報源へのアクセス，クルアーンやハディースへの言及，ハディーシャのロール・モ

デル化など，さまざまな資源や戦略を用いながら，ムスリムとしてイギリス社会に

参与するための理路を自らの手で探求し，実践している若者の姿を描いた．彼女／

彼らは，情報化社会の恩恵を受けつつ，与えられた新
・
た
・
な
・
文
・
化
・
的
・
・社
・
会
・
的
・
文
・
脈
・
に沿

って，〈知識〉を柔軟に（再）解釈・取得することで，イスラームを否定すること

なく，主流社会への参加と統合を実現しようとしているのである6)．

こうした姿が現実の一端を表すものであるとすれば，イスラームを西欧社会と対

置することで，前者を社会の統一を脅かす存在としてスティグマ化し，後者の価値

を押しつけることは，若者ムスリムの統合に対して逆機能的であるといえよう．む

しろ，そうした偏見に抗して，イスラームの民主主義に対する積極的な側面を評価

することにより，イギリスとイスラームとのアイデンティティをめぐる分裂を回避

することこそが主流社会がとるべき方向であろう．他方で，ムスリム・コミュニテ

ィは，現代の若者のニーズに応えるために，伝統的な〈知識〉の教化のあり方への

反省が求められている．若者が，与えられた環境に合わせて自己を表現することを

助けるためには，神学的な裏づけをもちつつも，より開かれたクルアーン解釈を可

能にする宗教的インフラやネットワークを整備することが肝要である（Lewis

2007; Jones 2012）．

［付記］ 本稿は，JSPSの特別研究員（PD）制度（平成 22〜24年度，研究課題番号：10J04758），
海外特別研究員制度（平成 25〜26年度），および科研費「EUにおける移民第 2 世代の学校適応・
不適応に関する教育人類学的研究」（平成 24〜27 年度，研究課題番号：24402047）の支援による研
究成果の一部である．
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［注］

1） 実際，近代以降，イスラーム諸国の学者たちの間で，教義流布のためのメディア利用（ex.印

刷物，ラジオ，テレビ，インターネットなど）に対する根深い懐疑が存在したが，それは宗教

的知識が彼らの解釈を介さず流通することへの不安と結びついていた（Larsson 2011）.

2） 本稿では，「知識」は社会学的な意味における知を，〈知識〉はイスラームにおける知をそれ

ぞれ指し，保有された情報や理解という一般的な意味における知識とは区別して表記している．

3）「社会統合」は文脈・社会依存的な概念である．本稿では，社会統合を，マイノリティが，

集団の固有性を維持しつつも，主流社会の価値を共有し，制度への平等な参与を実現している

状態として定義している．また，社会統合には，主流社会のマイノリティの「包摂」（＝上か

らの統合）と，マイノリティ側の主流社会への「適応」（下からの統合）という 2 つの側面が

あるが，ここでは，もっぱら後者の観点から議論をおこなっている（安達 2013b: 序章）．

4） ただし，参加者自身は，自己をある宗派（school）に属するものとして同定することを避け

る傾向にあった．それは，「宗派」が分
・
断
・
を表象するのに対して，「イスラーム」がそうした差

異を超
・
克
・
するものとして認識していたためであった．

5） そのことは，本稿が，結果の一般化とまったく関わりのないものであるということを必ずし

も意味してはいない．本調査の知見は，若者ムスリムのアイデンティティと社会統合をめぐる

先行研究の成果と多くの共通性を有している（Bhimji 2009; Ryan 2012）．

6） 学校や労働市場を通じた若者ムスリムの社会への包摂（＝上からの統合）と，彼女／彼らの

アイデンティティ管理を通じた社会への適応（＝下からの統合）とは，相互に強化し合う関係

かもしれない．というのも，供給サイド(＝情報化社会)からだけでなく，上からの統合を通じ

た需要サイド(＝リテラシーの向上，主流社会への適応の要求)からもまた，若者ムスリムが宗

教的〈知識〉との新たな関係を築くための動機づけと能力が与えられるからである（Hussain

and Bagguley 2007: 12）．
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Focusing on,Knowledge0of Islam
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Sociologists have defined¥knowledge¨as a social frame that gives people a

specific reality and have discussed religion as a type of knowledge. Religious

knowledge was historically produced by religious and political elites and was used

to control the population in their territories. However, the situations surrounding

religious knowledge have changed dramatically due to the emergence of the

¥information age.¨In the information age, information of any kind is unregulated

and freely accessible, and people can personallymanage and even produce religious

knowledge, free from interference by religious authority. Recent studies have

demonstrated that this¥democratization¨of knowledge production influences

young Muslimsʼ understanding of Islam and their attitudes towards integration in

wider society. Nevertheless, there has long been a gap in sociological research on

the influence of Islamic¥knowledge¨on youngMuslims partly because, in the UK,

ethnicity has trumped religion. This paper aims to discuss the changes in young

Muslimsʼ relations to Islamic¥knowledge¨and the role of Islamic¥knowledge¨in

their integration into British society. The data in this research were collected from

interviews conducted in Coventry and examined using a thematic analysis. In

interviews, participants pointed out three contexts concerning relations between

young Muslims and Islamic¥knowledge ;̈ firstly, the development of religious

infrastructures; secondly, beingMuslim in a non-Muslim society; and thirdly, social

pressure and suspicion of Muslims. These contexts prompt informantsʼ personal

research on and reinterpretation of Islamic¥knowledge¨in order to present Islam

as more adaptable to democratic society. The analysis indicates that further

developments of religious facilities and networks, which contribute to a deep

understanding of Islam, are required to support young Muslimsʼ integration into

wider society.

Key words: Information age, social integration of youngMuslims,¥knowledge¨

of Islam
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