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イスラームを人間化する
―多文化主義社会イギリスにおけるムスリム女性とヒジャブ―

安達智史

要 約
「多文化主義は女性にとって害悪か」。この疑問は、多文化主義に投げかけられる根本問
題である。多文化主義はマイノリティの文化に承認を与えるが、その結果、承認を受けた
コミュニティの内部で個人の権利が制限される。そして、そうした権利を制限される個人
は、多くの場合、女性なのである。だが、ムスリム女性について分析をおこなった本稿は、
多文化主義をめぐるこうした支配的ディスコースと異なる知見を導きだしている。それに
よると、多文化主義は、女性たち自身の手による宗教的探求を促すことで「イスラームを
人間化」し、その結果、市民社会の価値との両立を実現するとともに、彼女たちのより広
い社会への参加を可能にしている。本稿では、イギリスの移民第二世代ムスリム女性のヒ
ジャブ着用／未着用をめぐる態度についての分析を通じて、女性の自律と信仰の関係とと
もに、多文化主義、イスラーム、西洋社会への統合との間にあるより積極的な結びつきに
ついて議論をおこなう。
キーワード：多文化主義、イギリスの移民第二世代ムスリム女性、ヒジャブ

1 ．問題の所在――多文化主義、シティズンシップ、ヒジャブ
「多文化主義は女性にとって害悪か」（Cohen et al. eds. 1999）。この疑問は、多文化主義
に投げかけられる根本問題である。多文化主義は、マイノリティの文化に社会的承認を与
えるが、その結果、承認を受けたコミュニティ内部の個人の権利が制限される。そして、
そうした権利を制限される個人は、多くの場合、女性なのである。今日の西洋社会におい
て、こうした多文化主義の「（潜在的）被害者」として認識されているのが「ムスリム女性」
である。ヒジャブに象徴されるイスラームの慣行は、コミュニティの男性リーダーによる
女性の身体の管理を可能にするものであり、多文化主義はそうした慣行にお墨付きを与え
ることで、隔離化された異質な文化的空間を再生産するとともに、そのなかで生きる女性
の権利を脅かしている。
こうした文化的承認と女性の権利をめぐる議論に代表される「多文化主義の失敗」言説
は、西洋社会の若者ムスリムの宗教的承認をめぐる戦略に複雑な状況をもたらしている
（Ramadan 2004）。彼女／彼らは、一方で、アイデンティティの承認を求め、イスラーム
が有する固有の宗教的意義を強調し、生活におけるその不可欠性を主張している。だが他
方で、そうした承認要求は、彼女／彼らが生まれ育ち、その生を営む西洋社会の非イス
ラーム的空間のなかでおこなわれなければならない。そのため、イスラームをあまりに固
有なものとして強調しすぎれば、西洋社会のなかでより幅広い承認の可能性を減じること
になり、逆に、西洋社会の市民的空間への適応のために、その教義の多くの部分を犠牲に
するのであれば、それは若者のアイデンティティの積極的な源泉たりえなくなる。では、
こうした事態に対して、西洋社会に暮らす若者ムスリムはどのように向き合っているのだ
ろうか。
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この課題に答えるために本稿では、イギリスの移民第二世代以降
0 0

（以下、「移民第二世
代」と表記）のムスリム女性のヒジャブをめぐる意識について論じる。西洋社会において
ヒジャブは、市民的空間からの宗教的コミュニティの隔離を象徴するシンボルとして認識
されている。では、西洋社会のムスリム女性は、イスラームの固有性（と西洋社会からの
異質性）を表すヒジャブを、世俗的空間のなかでどのように受け入れられるべきものとし
て提示しているのだろうか。また、逆にヒジャブの未着用は、いかにとらえられているの
だろうか。後者の問いもまた重要である。というのも、多文化主義に対する批判は、それ
がある文化的コミュニティに社会的承認を与える一方で、そのなかの個人が文化的慣行を
拒否することを困難にする点に向けられているからである。では、彼女たちは、ヒジャブ
を着用しないことをイスラームの観点からどのように理解し、他者に説明しているのだろ
うか。
本稿は、イギリスの移民第二世代ムスリム女性のヒジャブ着用／未着用をめぐる態度に
焦点を当てつつ、彼女たちの西洋社会への適応、およびそれに対して多文化主義が果たし
ている意義について論じる。以下、次の構成をとる。まずイギリス社会の特性について説
明し、そこが多文化社会であると同時に、多文化主義社会であることを示す（2章）。そ
の上で、多文化主義社会の恩恵を受け、現代のムスリム女性が宗教的知識を自由に獲得で
きるようになり、自らの解釈実践を通じて、信仰を自身の生活に合致するよう「聖なるも
のを人間化」している点を論じる（3章）。そこから、移民第二世代のムスリム女性が、
ヒジャブを「着用すること」そして「着用しないこと」を、イスラームの観点からどのよ
うにとらえているのかを検討する（4、5章）。以上の分析を踏まえ、女性の自律とイスラー
ムの関係とともに、多文化主義、信仰、西洋社会への統合との間にあるより積極的な結び
つきについて議論をおこなう（6章）（1）。なお、本稿の記述は、イギリス（コベントリー、
ロンドン）における、16歳から40歳（平均年齢23.4歳）の57人の移民第二世代ムスリム
女性のインタビュー・データに基づいている。

2 ．多文化「主義」社会イギリス
本稿の課題と関連し、まずイギリス社会の二つの特徴について言及する。第一が、多民
族社会という特性である。正式名称が「グレートブリテン及び北アイルランド連合王国」
であるように、イギリスは、イングランド、ウェールズ、スコットランド、北アイルラン
ドにより構成されている。それぞれのネイションは、ウェストミンスター（＝イギリス政
府）によって代表される一方で、程度の差がありつつも文化的・政治的自律性が認められ、
独自のアイデンティティを発展させている（McCrone 1997）。第二に、多エスニック社会
という側面である。イギリスは、大英帝国の歴史に由来する「コモンウェルス」というゆ
るやかな国家間の結びつきを維持してきた。そのネットワークを通じて、戦前またとりわ
け戦後、数多くの非白人系移民がイギリスへと向かい、社会を構成する成員となっていっ
た。このような多民族／多エスニック社会としての歴史や伝統は、イギリスを多文化社会
へと導く素地を提供するものとなっている（Parekh 2002）。
実際、近年の統計データは、イギリスの多民族化・多宗教化の進展を跡づけている。イ
ングランドとウェールズの国勢調査の結果によると、1991年に白人系人口は94.1％であっ
たが、2001年には91.3％、2011年には86.0％へとその割合を減じている。逆に、イギリス
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のムスリムの多数派である（南）アジア系を中心とした非白人系集団は、同じ時期に1.5
～2倍へとその数・割合を増大させている。こうした多様化は、宗教加入をめぐる状況に
もみられる。2001年に、キリスト教徒の割合は71.7％であったのが、2011年には59.3％へ
と大幅に減少している一方で、いかなる宗教をも信じていない者の割合は 14.8％から
25.1％へと増大している。これは、イギリス社会の「脱」宗教化をともなった「脱」キリ
スト教化が進行していることを示すものである。それに対して、マイノリティ宗教の人口
は増大しており、とりわけムスリムは、3.0％（2001年）から4.8％（2011年）へと急速に
拡大している。
このように現代イギリスは多文化社会といえるが、同時に多文化主義

0 0

社会としての特性
も備えている。たとえば、エレン・トリーの多文化主義政策の程度を測る指標（Tolley 
2011: 3）によると、2010年当時、イギリスのスコアは5.5ポイント（満点8.0）であった。
この数値は、ヨーロッパではフィンランド（6.0）やスウェーデン（7.0）といった北欧諸
国に次いで高く、ドイツ（2.5）やフランス（2.0）、スペイン（3.5）といった主要国のな
かでもっとも高い数値となっている。また、かつて多文化主義社会と認識されていたオラ
ンダが、10年の間にその数値を大幅に下げた一方で（2000年…5.5→2010年…2.0）、逆風
がありながらも、イギリスはいまでも多文化主義社会としての伝統を保っている
（5.5→5.5）。
イギリスの多文化主義の特徴は、ある集団に対して付与された権利が他の集団にも拡張
され適用される、そうした漸次的プロセスにある。その源流は、1829年に制定された「カ
ソリック解放法」にまでたどることができる。アイルランド系名望家らの圧力団体の運動
によって成立したこの法律により、カソリック教徒は国教会と同等の権利を付与されるよ
うになったが、この成功は、以後のユダヤ教徒やその他のマイノリティ宗教の文化的・政
治的権利獲得の「パターン」を決定するものとなった（Panayi 2010＝2016: 361-83）。たと
えば、1976年に制定された人種関係法には、「宗教」的差別に関する規定はなかったが、
実践面においては、そうした差別も部分的に対象に含まれることとなった。実際、この法
律では、シク教徒は特有の「エスニック」集団を構成しているととらえられたことから、
いくつかの宗教的実践（ex. ターバンの着用、帯刀）が容認されることとなった（Poulter 
1997: 63）。それに対して、同法では、ムスリムはエスニック集団とは認められなかったが、
前者に与えられた権利は部分的に拡張された。その一例が、ムスリム女子児童・生徒のス
カーフ着用であった。ヒジャブは、ムスリムが多数在籍する学校で、社会慣習上、彼女た
ちの権利として認められたのである（Poulter 1997: 64）。こうした多文化主義の伝統の結
果、イギリスのムスリム・コミュニティは、学校におけるキリスト教の礼拝からのオプ
ト・アウト、ハラール・フーズの学校給食としての提供、スカーフの制服化、宗教学校や
モスク建設への公的資金の提供、公共領域でのヴェール着用の禁止の不在といった権利が
与えられている。

3 ．多文化主義社会における女性の知識探求の機会
イギリスの移民第二世代の若者ムスリムは、実際、そうした多文化主義がもたらす恩恵
を享受している。イギリスのムスリム・コミュニティでは、モスクを中心とした宗教的イ
ンフラが充実し、イスラームの書籍や情報が手軽に手に入る状況が存在している。また、
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マドラサのような補習学校では子どもがイスラームの基礎を学ぶことができ、成人もま
た、アラビア語講座、クルアーンの読書会、イスラーム講座など、モスク等で提供される
自身のレベルに応じたさまざまな宗教教育を通じて多くの知識を得るようになっている。
こうした点は、実際、インタビューのなかでも報告されている。

祖父母や両親の多くは読み書きができなかったの。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。……この国で生まれ
育った若者世代は、自身の宗教をより良く知っているわ。なぜって、若者は、外にで
て、教育を受けているから。そこで人々は、自身の宗教について調べ、より良く理解
するようになっているの。（ザウハ、アジア混血、22歳、コベントリー）

ザウハが述べるように、年長世代は、イスラームについて学ぶ機会が乏しかったことから、
宗教的知識を発展させることができなかった。それに対して、彼女のような若い世代は、
宗教的インフラの恩恵を受け、自身の信仰についてより深く学ぶ環境にある。
そうした環境は、ムスリムとしてのアイデンティティを強化するとともに、若者世代
――とくに女性――のイスラームとの関係を大いに変化させるものである。この点を、
デュラは次のように説明している。

年長世代が知っていることの多くは、テキスト読解や独立した探求（independent 
research）から来たものではないわ。それは単に、彼女／彼らの仲間がしていることや、
両親に教わったことなの。わかるでしょ。そのように知識が渡されても、それは本物
ではないわ。受け継がれるなかで、大切なものがなくなり、失われてしまうから。
……でも私はコースを受け、学び、自身で本を読んでいるわ。（デュラ、インド系、
39歳、ロンドン）

デュラは、年長世代と若者世代を対比させ、前者においてイスラームはあくまでも「伝統」
として無批判に「受け継がれ」たものであるのに対して、後者では、自らの学習を通じて
習得されたものととらえている。そして、そうして獲得された知識を通じて、女性はイス
ラームについて「独立した探求」が可能になっているという。独立した探求という多くの
インフォーマントが言及する表現は、イスラームの「イジュティハード（ijtihad）」とい
う考え方を踏まえたものである。イジュティハードは、「独立した判断」とも呼ばれ、イ
スラームの法規定において明示化されていない諸問題を、理性を通じて解釈を与える実践
を指している（2）。
イジュティハードが西洋社会の移民第二世代ムスリムにとって重要なのは、イスラーム
が歴史的に根づいていない西洋社会のなかでその教えを実践しなければならないからであ
る（Ramadan 2004）。イスラームが根づいている社会では、文化と宗教が有機的に結びつ
いている――つまり、その区別が曖昧である――ため、社会の常識とイスラームの規定と
の間の矛盾が表面化することはまれである。だが、非イスラーム社会あるいは急速に近代
化した社会では、社会的に認められうる振る舞いのコードと、それまで文化的・宗教的に
承認・自明視されてきた規定との間の対立が現前化し、それらが繰り返し問題化されるよ
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うになる。そのなかで若者は、「ムスリムであること」と「市民であること」との間に潜
在的葛藤を抱えることになる。そうした事態を回避するために、イジュティハード、ない
し個人による宗教的テクストの自律的な解釈が重要な意味をもつようになる（Ramadan 
2004; Davids 2013）。というのも、イスラームと近代的生活の間に生じる未解決な問題は、
信仰をめぐる自らの判断によって取り組まれなければならないからである。言い換えれ
ば、移民第二世代の若者のイギリス社会への適応は、妥協を通じておこなわれうる一方で、
本稿のインフォーマントにみるように、逆にイスラームへの積極的言及を通じた独自の解
釈実践によっておこなわれているのである。
このプロセスは、単に宗教的な知識の高まりを意味するだけではなく、そうした知識を
活用することによる、解釈実践の個人化をともなうものである。そのことは、これまで宗
教的知識とその解釈権を独占してきた男性の宗教的リーダーによって排除されてきた女性
が、知識の生産・流通・消費に参加するとともに、イスラームを自身の生活に適合した形
で解釈する可能性を高めている。これは、「神聖なものの人間化（humanising the sacred）」
（Basarudin 2016）とも呼ばれる、信仰の民主化をともなうプロセスなのである。
イギリスの多文化主義は、信仰に対する寛容やコミュニティの宗教的インフラの拡張へ
の支援を通じて、女性個人がイスラームと直接関わりをもつことを促している。そのこと
は、移民第二世代の女性ムスリムの信仰への主体的関与とともに、彼女たちが生まれ育っ
た西洋社会においてイスラームを無理なく適応させる能力を彼女たちに付与するものと
なっている。次章では、この点を、彼女たちのヒジャブをめぐる意識の検討を通じてより
詳細に論じる。

4 ．ヒジャブ着用の意味――慎み深さ、自尊心、自律性
イギリスの移民第二世代のムスリム女性は、イスラームの知識をどのように活用し、イ
ギリス社会への統合や、その枠内におけるムスリムとしての承認を獲得しようとしている
のだろうか。この点を考えるために、スカーフやヴェールをめぐる問題について考察する。
よく知られているように、ヒジャブの着用は、男性の視線から身を守るために、ムスリ
ム女性に課される義務として考えられている。実際、本稿のインフォーマントのうち、ヒ
ジャブ（ex. スカーフ、ヴェール）を着用している者は41人（約72％）であり、全体のお
よそ4分の3にあたる。だが、エマ・タルロが示しているように、「ヒジャブ」は実際には
多様な種類があり、女性は、自身が込める意味（ex. 信仰、ファッション）に従い、その
他の服装と巧みに組み合わせる形で着用している（Tarlo 2010）。インフォーマントのうち、
いわゆる「ヴェール」と呼ばれる、目以外、全身を覆う衣装を着用する者は一人だけであっ
た。また、ヒジャブ着用者のうち、ある者は、西洋風のジーンズやゆるめの長袖の服とと
もにスカーフを着用し、また別の者は、チャードルやシャルオー・カミーズといった髪の
毛を隠す民族衣装を身につけていた。多くは黒のスカーフを着用していたが、紫、ピンク、
青、黄色や、水玉模様などのカラフルなスカーフを好む者も多数存在した。ただし、ヒジャ
ブ着用者は多数派であったが、少なくない者（16人、約28％）が、ヒジャブを日頃、着
用していないと報告していた（3）。
このようにジヒャブ着用／未着用にはばらつきがあったが、その着用の意味に対する見
解は、かなりの程度、一致をみせていた。つまり、ヒジャブをイスラームのシンボル、あ
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るいはアイデンティティ・マーカーとして理解していたのである（Stowasser 1994）。

スカーフは、まとうことで、あなたがムスリムであることを示すシンボルなの。（ゼ
ヘーダ、バングラデシュ系、25歳、ロンドン、ヒジャビ（4））

ゼヘーダのように多くのインフォーマントは、ヒジャブをイスラームの「シンボル」、「ア
イデンティティ」、「身分証明書」と呼んでいた。これらの表現は、スカーフがムスリムを
その他と区別される集団として他者から識別される「可視的標章」として機能するもので
あることを示している。興味深いことに、ヒジャブ着用者のみならず、未着用者の多くも
その点を認めていた。
だがより重要なのは、ヒジャブはイスラームあるいはムスリム女性の何を

0 0

表象している
のかという点である。それに関してもまた、共通の認識が存在していた。彼女たちは、ヒ
ジャブを語る際、「慎み深さ（modesty）」という理由をあげている。

スカーフを着用することは、私にとって良いことだと知っているわ。スカーフは私を
覆い、私をより慎み深くするの。スカーフは、慎み深くなるための一種の防波堤だか
ら。他の宗教のように――ユダヤ教徒が小さな帽子を被り、シク教徒がブレスレット
を身につけるように――、スカーフはイスラームのシンボルだから。（マジュダ、パ
キスタン系、21歳、コベントリー、非ヒジャビ）

マジュダの発言にみるように、ヒジャブを着用することで女性は「慎み深く」なり、その
ことが、イスラームが求める生き方を可能にするととらえられている。
慎み深さという特性は、女男の適切な社会的距離と結びついた考え方である。よく知ら
れているように、イスラームでは、女男の自由な交わりは禁じられ、一定の距離を保つこ
とが命じられている。あるインフォーマントは、それを、「プライバシー」という用語で
言い換え、それが守られるべき理由について論じている。

ヒジャブを着用していないとき、誰もが頭のなかで、「オー、彼女はプライバシーを
もたなくても良い」、と考えていたのではないかと感じるわ。そのレベルで、それく
らいの親密性をもって、関係をもっても良いと。女性はプライバシーをもつべきだと
思う。そうした空間は、私の目の前にいる人に、「ええ。私はあなたに対してプライ
バシーを必要としているわ。どうかそれを尊重してね」、と伝えるものなの。（サリマ、
バングラデシュ系、33歳、ロンドン、ヒジャビ）

サリマは、ヒジャブを着用する以前、周りから現在とは「異なった態度」が向けられたと
いう。それは、不必要な「レベル」における「親密性」であり、彼女の自尊心を傷つける
ものであった。それに対して、ヒジャブを着用する現在、彼女はある種の「プライバシー」
を獲得できたという。プライバシーとは、自尊心を守るための社会的距離、あるいは「空
間」を意味しており、それによりあるレベルの（＝慎み深い）親密度が可能になる。
プラバシーをめぐる議論は、性差別社会への抵抗としてしばしば言及されている。
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ヤスミン（バングラデシュ系、22歳、ロンドン、ヒジャビ）：それ［＝スカーフを着
用しない状態］は人をとても安っぽいものに感じられるようにするわ。

ローラ（ナイジェリア系、22歳、ロンドン、ヒジャビ）：ええ、とても安っぽいわ。
人は自身に何の価値もないと感じるでしょう。身体だけの存在だと（piece of 
meat）。……人は単なる客体であり、存在していないかのようにね。でも、スカー
フを着用したら、実際、自身を人間だと感じるわ。その人は誰かしらであり、何
者かであるというように。人は、それが誰であっても敬意をもって接するの。

ヤスミンとローラは、女性の容姿が重視される社会では、人は「身体だけの（＝価値のな
い）存在」として、自尊心が奪われてしまうと考えている。それに対して、スカーフを着
用することで、女性は見た目を通じた疎外から解放され、自尊心をもつ人間として扱われ、
礼節をもったコミュニケーションが可能になる。こうした自尊心やプライバシーの重要性
は、西洋社会の商業主義を通じた女性の身体の利用や、自身のコミュニティにおける女性
を軽んじる男性の振る舞いを批判するために用いられている。
ヒジャブは、女性の尊厳の保護に加え、自律性を守るツールとして認識されている。こ
の点は、現代エジプトのムスリム女性のスカーフ着用をめぐる研究をおこなっている後藤
絵美による、「ハヤー（haya）」論の重要なテーマであった（後藤 2014）。後藤によると、
イスラームにおける女性のヒジャブ着用をめぐる議論には、大きく二つ存在している。一
つが、「フィトナ（fitna）」という概念と関わるものである。フィトナは、試練や災いを意
味する用語であるが、とくに女性による魅了や誘惑によって引き起こされる社会的混乱や
災い――「女性のフィトナ」――を指すものである。多くの宗教家は、女性を社会秩序に
とって危険な存在とみなし、その解決として、その魅力的な部分を隠すためにヒジャブの
着用を、コミュニティ

0 0 0 0 0 0

や家族
0 0

に命じている。もう一つが、「ハヤー（＝恥ずかしいという
気持ち）」と結びついたスカーフ論である。つまり、恥ずかしさを避け、慎み深さを保ち、
結果として女性の自尊心を守るために、ヒジャブの着用が重要であるという考えである。
後藤は、前者が女性のスカーフ着用を「男性」の責任として指示しているのに対して、後
者はその責任を「女性」自らがおこなうもの――つまり、男性の責任・役割はあくまでも
補助的である――として指示することで、スカーフ着用をめぐる「主体」の重要な転換が
生じている点を強調している（後藤 2014: 167-208）。つまり、後者の説では、「神が直接、
女性に対してヒジャブの着用を命じた、という図式が全面に押し出され」（後藤 2014: 
203）ており、女性の身体管理をめぐる責任が女性自身

0 0 0 0

に与えられているのである。
インフォーマントは、上記二つの用法のうち前者ではなく、もっぱら後者の視点からヒ
ジャブについて語っていた。前者に関して、彼女たちは、ヒジャブの着用が規範的側面の
みならず経験的側面からもまた、他者（＝父親、夫など）による押しつけによってなされ
ていることをはっきりと否定している。逆に彼女たちは、ヒジャブが表す慎み深さを、自
身の責任とともに、自律性や自尊心という観点から説明している。

スカーフは、自身を高めるものだといえるわ。それは、誰かのために着用するという
感じではないの。……はっきりとは説明できないのだけれど。それはとても神聖なも
のなの。（ハリマ、パキスタン系、19歳、ロンドン、ヒジャビ）
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私はいくらかの差別を受けていて、みんなは私がヒジャブをつけることをあまり心地
よく思っていなかった。でも気にしなかった。なぜって、私はその人たちを喜ばせる
必要がないから。私は創造主を喜ばせたいだけなの。（ファヒマ、バングラデシュ系、
28歳、ロンドン、ヒジャビ）

これらの発言で興味深いのは、ヒジャブの着用が、父親や夫のためであるとか、秩序のた
めであるというよりも、「神のためにまとう」（後藤2014）ことを強調することで、女性
自身の自尊心や自律性を守るためにおこなわれている点である。たとえばハリマは、ヒ
ジャブは「誰かのため」にするものではなく、「神聖なもの」、つまり神との関係のなかで
着用されるべきものであると述べている。またファヒマは、ヒジャブを着用することを、
「他者の期待（＝着飾る）」ではなく、「神の期待（＝慎み深く生きる）」に添うこととして
とらえることで、自身の身体の管轄権を主張しているのである。

5 ．ヒジャブを着用しないこと――定命、試練、準備
だが、ヒジャブがイスラームのシンボルであるならば、（自身を含め）それを着用しな
い者をどのように評価しているのだろうか。この点は、若者にとって重要な意味をもって
いる。というのも、ヒジャブ着用の有無が人びとの信仰心を測る基準として機能すること
で、コミュニティにおける未着用者をスティグマ化する懸念が存在するからである。
それに対して、彼女たちは、ヒジャブ着用をめぐる問題が論争的な事柄であることを認
めつつも、そのような葛藤を回避する共通の理路を有していた。その代表的な考え方が、
ヒジャブを日頃着用していないカンサによって示されている。

スカーフはイスラームを表象するものだわ。それはイスラームの一部なの。でも、
アッラーは、人間に自由意志を与えてくれた。私たちはそれを着用することもできる
し、しないこともできる。……でも、スカーフを着用していないということが、宗教
にあまり従っていないということを意味するものではないわ。（カンサ、その他混血、
19歳、コベントリー、非ヒジャビ）

この発言には、二つのメッセージが存在している。第一が、ヒジャブの着用はイスラーム
の重要な「一部」であるが、それをもってその人「全体」を評価できないこと。第二が、アッ
ラーは、ヒジャブを着用することを求めているが、しかしそれを強制していない―「自
由意志を与えてくれた」―ということである。
まず、前者について考察する。多くのインフォーマントにとって、ヒジャブはムスリム
であることを表象する重要な要素である。だが、それはイスラームの義務の一部に過ぎず、
それをもって人を評価することはできない。たとえば、ヒジャブを普段、着用せず、現代
風のファッションに身を包むラマは、それを着用している友人が休日に外泊し、クラブに
通っているというエピソードを交え、次のように述べている。

私は、「スカーフを被っていない。でも、クラブにいったり、一日おきに異なる男性
と会ったりしない」、と感じたの。だから私は自分にこう言い聞かせている。「私はあ
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なたたちよりも、良いムスリムなの。たとえあなたたちがスカーフをしていても、そ
れはあなたたちを素晴らしくするものではないわ」、と。何を着ているかで、その人
を判断することはできないの。（ラマ、インド系、18歳、コベントリー、非ヒジャビ）

こうした意見は、ヒジャブ着用者を含め、ほとんどのインフォーマントに共有されていた。
彼女たちは、ヒジャブの着用がムスリムにとって重要だと認めながらも、それ自体では意
味をもたないと説明している。つまり、それが表象する慎み深さが実際にともなわないの
ならば、「スカーフ着用の全体の目的を脱ぎ捨てている」（ウズマ、インド系、19歳、コ
ベントリー、非ヒジャビ）ことと等しいのである。逆に、「スカーフを着用しなくとも
……善良な人」（ワルダ、インド系、27歳、コンベトリー、ヒジャビ）でありうるという
わけである。
このような発言の根底には、「完璧な」ムスリムたりえないという認識が存在している。
インフォーマントの多くは、イスラームにとって重要なことを尋ねられるとき、半ば条件
反射的に、「六信五行」をあげる。だが、そういった義務―一日に五回祈りを捧げること、
金曜日にモスクにいくこと、家族の義務を果たすこと、ヴェールやヒジャブを着用するこ
と、など―は、現代社会に生きる―キャリアや教育資格を目指し、幅広い交友関係を
もつ―若者にとって、容易に履行できるものではない。だが、それでも彼女たちは、自
身をムスリムとして同定することを強く望んでいる。こうした意欲と実際の間の矛盾は、
イスラームのいくつかの実践――たとえば、ヒジャブの着用――に対する、ある種の猶予
や寛大さを要請することになる。
イスラームの実践をめぐる困難性のなかで、自己をムスリムとして正当化するためにお
こなわれるのが、「意図」や「内面性」の重視である。インフォーマントは、その実践に
加え、「良き意図をもつこと」（ウズマ、インド系、19歳、コベントリー、非ヒジャビ）、「人
として善くあること」（セリーカ、インド系、17歳、コベントリー、ヒジャビ）、「礼節さ
を保つこと」、「他者を尊敬して扱うこと」（タバッサム、インド系、26歳、コベントリー、
ヒジャビ）といった内面的な要素を強調する傾向にあった。それに対して、ヒジャブ着用
や礼拝は、そうしたイスラームが有する内面的な特質を表現する、一つの手段に過ぎない
のである。
次に、第二の点についてみていこう。イスラームが、ヒジャブ着用を強要しないという
発言は、イスラームによる「女性の抑圧」という社会的言説を念頭に置いたものである。
だが同時に、それは、人々の偏見に対する単なる修正要求ではなく、信仰の「個人化」（Roy 
2004）を表すものとして理解することができる。このことは、インフォーマントが信仰を
語る際、「（個人の）選択」といった表現をしばしば好んで用いていることからうかがえる。
つまり、いつ、どこで、どの程度、信仰にコミットし、また実践するのかは、まさにその
個人の選択として――つまり、強制・強要ではない――とらえられているのである。
「選択」という契機の強調は、イスラームの「定命」および「自由意志」という考えと
結びついている。この点について、グラーム・サルワルは、イギリスのムスリム・コミュ
ニティで広く用いられている教科書のなかで、次のように記している。

私たちは、アッラーが宇宙を創造し、絶対的な支配者（Controller）であり管理者で
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あると信じています。アッラーは、宇宙のすべての定められた方針を規定しています。
それは、「定命」と呼ばれることです。アッラーの意志と知識なしに、何事も起こる
ことはありません。すべての被造物の運命は、アッラーによってあらかじめ知られて
います（クルアーン25章2節、33節）。しかし、このことは、人は自由意志をもって
いないということを意味してはいません。私たちは、人がこの地球上における神の
エージェント（khalifa）であることを知っています。私たちはまた、アッラーが私た
ちに何かを強いることはないということを知っています。しかし、アッラーが、私た
ちがおこなうであろうことを知っているという事実は、私たちの選択の自由に影響し
ません。人は、その運命がどのようなものであるかを知りません。人は、自身がとる
道を選択する自由意志をもっているのです。（Sarwar 2006: 22）

一方で、神は、すべての創造主であり、支配者であるが、他方で、人間に物事を判断する
能力を与えている。したがって、神が提示した運命を引き受け、その義務を履行するか否
かは、あくまでも個人の意志に委ねられている。このような考え方は、「運命の獲得論」
と呼ばれる（小杉 1994: 182-9）。つまり、運命（＝定命）とは、個人の努力を通じて自ら
の手で獲得されるものなのである。言い換えれば、宗教的義務の履行を「選ばない」とい
う決定も宗教的に認められている――少なくとも他者が判断・批判する（judge）事柄で
はない――のである。
定命に反映されている、イスラームの義務やその履行／不履行の選択をめぐる考え方
は、「試練（test）」という言葉によってもっとも良く表現されることができる。試練とは、
次のような考え方である。

楽園、そして地上において、人間は同じ試練を共有している。つまり、服従か不服従
かを。アッラーは、楽園の知恵の実の一つに近づこうとするアダムとエヴァに忠告を
おこなっている。クルアーンは、知恵の実それ自体に特別な性質を与えていない。そ
れは、試練のシンボルなのである。（Wadud 1999: 23）

この記述は、イスラームにおいて神によって命じられる義務は信者にとって試練＝テスト
を意味するものであって、それに最終的に従うか否かはまさにその義務を課された側に責
任があることを示すものである。この点について、ラバブは次のように述べている。

私たちは、試練のために準備しなければならないの。神様ははっきりと、私たちに問
いかけている。「何度、私を信じたのか」、「一日に五度礼拝をしているか」、「両親を
尊敬しているか」というように。それらすべて、実際に人々に与えられているものな
の。良きムスリムになるために、人はそうであることを示さなければならないわ。（ラ
バブ、バングラデシュ系、17歳、コベントリー、非ヒジャビ）

彼女は、人は神からはっきりとした試練を課されており、それに応える義務があると述べ
ている。それが「良きムスリム」になるための道であり、人はそのために準備することが
求められているのである。
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だが、「準備（ready）」という言葉は、単に宗教的義務履行の個人的責任を強調するも
のではなく、逆にその履行延長（moratorium）を可能にする理路としても用いられている。
言い換えれば、イスラームの信仰・実践を、いつ・どの程度おこなうのかは、彼女たちの
ライフ・ステージに依存して選択されるということである。この点を表す共通のフレーズ
が、「準備ができたら（when I am/you are ready）」である。それは、イスラームの実践を
どの程度受け入れるかという問題、とりわけ、ヒジャブ着用をめぐる議論のなかで用いら
れている。

準備ができたときにのみ、人はスカーフを着用するの。それは、ハッジ（haji）、そう
巡礼みたいなものだわ。準備ができたときにそうする。それは義務なの。人は、人生
で一度それをすべき。でも、それは準備ができたときにのみそうするのであって、単
に義務だからしているわけではないの。（バナン、バングラデシュ系、24歳、ロンド
ン、ヒジャビ）

このような義務履行のタイミングをめぐる考え方の帰結が、「他者を判断しない」とい
う態度である。というのも「そのとき（＝義務履行を決断するとき）」はいずれやってく
るのであり、「いまのところ」ヒジャブを着用していないことによって、「ムスリムではな
い」と判断することはできないからである。だからこそ、ヒジャブ着用といった「外面」
よりも、良き意図に基づく「内面」こそが重要だというのである。

6 ．結論
本稿が課題としたのは、「多文化主義は女性にとって害悪か」という、多文化主義と女
性の権利をめぐる問いであった。それに対して、議論されたのは、多文化主義社会がムス
リム女性の積極的なアイデンティティ形成とともに、社会へのムスリムとしての統合を可
能にしている点にあった。多文化主義的環境のなかで現代のムスリム女性は、宗教的知識
を積極的に摂取し、それを自身の手により解釈することでイスラームを人間化し、彼女た
ちが生活する社会に適用可能な形に設えることができる。それは、ヒジャブをめぐる、彼
女たちの理解に表れている。彼女たちにとってヒジャブは、男性による抑圧の結果ではな
く、自己の尊厳を守るとともに、自律を正当化する理路を提供するものである。同様に、
「ヒジャブを着用しないこと」もまた、自律性を強調する

0 0 0 0 0 0 0 0

イスラームの観点から容認され
うるものとして理解されている。これらのことは、移民第二世代のムスリム女性にとって
イスラームは、女性の尊厳、自律や自己決定といった西洋社会の価値と対立するものでは
なく、逆にそうした価値を共有するものとして認識されていることを示すものとなってい
る。
以上からいえるのは、多文化主義（＝文化的コミュニティへの承認）がシティズンシッ
プ（＝個人の権利の承認）とアプリオリに対立するという考えには慎重になるべきだとい
うことである。宗教的知識の摂取を通じてイギリスの移民第二世代ムスリムの女性は、イ
スラームへの同一化を実現しているが、それは西洋社会からの離脱ではなく、その逆の
「欲求」、つまり統合への積極的な意志を表すものだととらえることができる（Dassetto et 
al. 2007: 7）。そして、そうした欲求およびその実現は、多文化主義社会という特性によっ
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て可能になっているのである。
こうした点が事実ならば、ムスリムが西洋社会との同一化に失敗しているとみなし、ナ
ショナル・アイデンティティの共有と社会への参加をことさら呼びかける統合主義的言説
は逆機能的である。むしろ、「ヨーロッパ第二の宗教」という事実を認識した上で、イス
ラームがもつ宗教的価値やその歴史的な意義を再帰的に掘り起こすことで、民主的シティ
ズンシップへの「貢献」を正しく評価する、多文化主義に基づく新たな「（ポスト）統合
主義的アプローチ」が必要とされているといえよう（安達 2018: 112-3）。
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【注】
（1）　本稿のより詳細な内容は、安達（2020）を参照のこと。
（2）　『新イスラム事典』では、イジュティハードは、「法律用語で、コーラン、スンナ、イジュマーに明文

規定のない問題（ムジュタハダート）を対象に、シャリーア［＝イスラーム法］で許される範囲で理性
を行使し、独自に法規範を発見する『努力』」（日本イスラム協会ほか監修 2002: 91。［　］内は筆者に
よる。以下同）と定義されている。

（3）　ヒジャブ着用者の平均年齢は24.2歳であり、非着用者では21.3歳であった。
（4）　「ヒジャビ」はヒジャブを着用する女性を、「非ヒジャビ」はそれを着用しない女性を、それぞれ指し
ている。
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Humanising the Sacred: 
Muslim Women and the Hijab in Britain as a Multicultural Society

ADACHI Satoshi
“Is multiculturalism bad for women?” This question is a fundamental criticism of multiculturalism. While rec-

ognising minority cultures which have been neglected in secularised modern regimes, multiculturalism is perceived 
to be suppressing individual freedoms through the cultural conventions to which it grants approval. Women are par-
ticularly vulnerable to becoming victims of such oppressive cultural conventions. However, young Muslim women 
in Britain have opinions contrary to this mainstream discourse about multiculturalism in contemporary Western soci-
ety. They enjoy religious freedom and develop their religious knowledge in Britain’s multicultural society. It empow-
ers them to research Islam with their own hands and make Islam adaptable to their lives in the Western world. In 
other words, they “humanise the sacred” by independently interpreting religious teachings to strike a balance be-
tween Islamic values and citizenship in the Western world. This paper investigates the important roles of multicul-
turalism in Muslim women’s engagement in the interpretative practice of Islam and their use of religious knowledge 
for their integration into Western society by analysing the attitudes of second-generation （and third-generation and 
so on） Muslim women in Britain regarding wearing or not wearing a hijab.

Key words: Multiculturalism, second-generation British Muslim women, hijab


