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� rough the case study of Islamic Phone, an NPO in Cairo, this paper aims to 
clarify the actual social function of fatwasf and the manner in which Egyptian s

people utilize a fatwa from the viewpoint of gender.
A fatwa is a legal opinion issued by a Mufti as an adjective law. How 

Muslims apply Sharia in the shape of a fatwa is one of the most important 
data to examine the actual condition of the influence of Islamic norms on 
their daily life. In this paper, I will not use fatwas published in books but the s

primary sources obtained through my fi eldwork on Islamic Phone.
Islamic Phone is the fi rst NPO in Egypt to issue fatwas through a phone. s

The Ulama at Islamic Phone attempt to arrive at a consensus (“ittifāq” in 
Arabic) regarding a legal opinion, for which they hold an assembly to discuss 
differences in interpretation. Through this mechanism, they established a 
system to maintain consistency in fatwas. In my opinion, this is very remark-
able initiative in Egypt.

Moreover, they have a quality control section to verify their fatwas before s

they are issued. Casually, all the staff  members in this section are women. As a 
result, the section provides opportunities for women to correct the misogyny 
and bias of the Ulama. � erea
 er, through these negotiations, the women staff  
members rewrite the Islamic discourses to indirectly suit women user’s own 
convenience.
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1　はじめに

1.1　はじめに
本稿の目的は，電話でファトワー（fatwā（ ）

やクルアーン（al-Qur’ān）の章句解説を提
供するカイロの非営利組織「イスラーム電話
（al-Hātif al-Islāmī）」を事例にして，ファト
ワーの社会的機能およびファトワーの利用の
され方の実態を，特にジェンダーとの関わり
に注目して明らかにすることである。
ファトワーは法学的にはシャリーア

（sharī‘a，イスラーム法）の手続法にあた
り，ウラマー（‘ulamā’，イスラーム法学
者）が質問に回答する形で下す法的意見であ
る。ファトワーを出すウラマーをムフティー
（mu� ī）という。シャリーアがどのように適
用され，それを人々がどうとらえているか
は，生活の中のイスラームを考える上で非常
に重要である。ファトワーはそのための非常
に優れた資料であるにもかかわらず，この視

点から行われた先行研究は少ない1）。また従
来のファトワー研究は編纂・刊行されたファ
トワー集に基づくという資料的制約のため，
最終的に出されたファトワーのみを分析対象
としてきた。しかし生活の中のイスラーム言
説を考える場合，最終的に出されたファト
ワーを分析するだけでは不十分である。質問
者とウラマーの双方向の交渉の結果が，ファ
トワーとして結実するのだが，その点に自覚
的な研究はこれまでなかった。質問者とウラ
マー間の，ファトワーをめぐる様々な交渉過
程に注目することで初めて，社会的文脈の中
にファトワーを位置づけ，その意味と機能を
分析することが可能となるのである。
このような視点から，本稿では編集過程を
経た二次資料であるファトワー集ではなく，
筆者が現地調査で収集した一次資料である，
電話による質問と回答たるファトワーの双方
を資料として用いることによって，以上の資
料的制約の克服をめざす。このような独自性
の高い資料に基づくことで初めて，ファト

On the other hand, people seeking a fatwa also resort to various means to
obtain a favourable fatwa. � us, their will to utilize Islamic discourses for their
own interest is evident. This implies that asking for and issuing a fatwa are
both processes in the mutual actions and negotiations for developing Islamic
discourses in the daily life of people in Egypt.

1 はじめに
 1.1　はじめに
 1.2　ファトワー集の資料的特性
2　ファトワーの多元性
 2.1　ファトワーの多元性
 2.2　「イスラーム電話」の位置
3　 シャリーアと社会規範のはざま：ムフ
ティー会議記録から

 3.1 結婚・離婚にみるシャリーアとの齟齬
 3.2　利子などにみるシャリーアとの齟齬

 3.3　 社会状況とファトワー：ウラマーの
立ち位置

4　 電話ファトワーに求めるもの：質問にみ
る質問者の動機

 4.1　質問傾向
 4.2 繰り返される質問：ウラマーとの交渉
 4.3　 双方向の働きかけ：「ファトワー・

ショッピング」
5　結論

1） ファトワーに関する主要な先行研究として［Masud eds. 1996; Tucker 1998; Shehabuddin 2002;
小杉泰 1987, 2002; 嶺崎寛子 2003a, b］などがある。
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ワーの社会的機能と利用のされ方の実態を明
らかにすることが可能になる。
一方イスラームとジェンダーについての先
行研究は多いが，市井の人々の信仰生活に注
目した研究はあまりなされてこなかった2）。
また宗教学はジェンダーに対する関心が低
く，ジェンダー研究はイスラームや宗教一般
への偏見を内包することから［川橋・黒木
2004: 13-18］，ムスリム女性の状況は幾重に
も不可視化されている。日本の中東研究およ
びジェンダー研究は，中東世界のジェンダー
を照射するための理論・分析枠組を未だ手に
していない。
ファトワーとそれをめぐる交渉過程は，日
常生活における女性とイスラームとの関係を
描き出すための優れた資料でもある。そこに
は市井の女性たちの声と意見が書き込まれて
いる。本稿で女性とイスラームとの関係を，
ファトワーを資料とし，ミクロな視点から描
き出すことによって，この理論・分析枠組の
構築の一助としたい。
具体的な資料として，イスラーム電話のム
フティー会議記録およびファトワーの質問・
回答記録，スタッフに対する半構造インタ
ビュー調査記録を用い，ウラマー 15人およ
び女性説教師（dā‘iya, khaṭība）2人3）を対象
に行った半構造インタビュー調査記録でそれ
を補足する。カイロに事務所を持つ民間の非
営利組織・イスラーム電話は，電話を通じて
ファトワーを出すという，エジプト初のサー
ヴィスを提供している。ムフティーは全員，
アズハル大学（al-Azhar）で宗教教育を受け
た正規のウラマーである。
イスラーム電話での調査は 06年 7月-9月

と 07年 12月-08年 1月に行った。調査はす
べてアラビア語で行い，電話ファトワーの質
問と回答の内容を，女性スタッフ 1人の同席
の下で筆者がその場で書き取った。録音機材
は禁じられたため利用していない。この方法
には，筆者の存在がウラマーにも質問者にも
隠されており，筆者の存在が場や回答に影響
を与えないという利点があった。質問および
回答の研究目的での使用・公表は，イスラー
ム電話の許可を得ている。しかし質問者が筆
者の存在を知らないという調査の構造上，質
問者本人および回答者たるウラマーの許可を
得ることはできないので，質問者および回答
者はプライバシー保護のため匿名とする。ム
フティー会議記録はイスラーム電話から提供
を受けたもので，筆者は会議に同席してい
ない。
イスラーム電話で筆者が聞き取った電話
相談は 1319本である。1本の電話で複数の
質問をするケースもあるため，採取した質問
の項目分類・集計数はのべ 2050件4）である。
採取したファトワーは資料として用いるが，
分量の問題により，内容そのものに踏み込ん
だ分析は他の機会に譲り，本稿では参考例に
とどめる。本稿ではイスラーム電話の質問・
回答の総合的な傾向に焦点を当て，全体像の
把握とできるだけ「厚い記述」を行うことを
重視したい。
まず次節でファトワー集の資料的特性を整
理する。2章でファトワーについて，アクセ
スの容易さや権威，ウラマーの学問的背景
などの項目ごとに整理するとともに，イス
ラーム電話の基本情報を提示する。3章でム
フティー会議記録を資料に，シャリーアの原

2） 主な先行研究として，イスラーム・フェミニズムやその代表者・思想については［Ahmad 1992; 
Yamani 1996; Karam 1998; Cooke 2001, 2002; Majid 2002; Moghadam 2002; Saliba & Allen & 
Howard eds. 2002; Barlas 2002; Abu-Odeh 2004a］，人々の信仰生活におけるジェンダーを扱った
ものとして［Mahmood 2005; Senders 2000］など。

3） この 2人の説教師の活動の詳細は拙稿［嶺崎 2009］を参照されたい。
4） これは筆者が研究上の必要から，便宜的に質問を項目ごとに分類した，全ての項目数の合計である。

1つの質問が内容によって 2件と数えられるケースもあり（たとえば，離婚宣言を破約した場合の
贖罪についての質問は離婚と贖罪の 2件として集計），質問の実数ではない。
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則とファトワーにおけるシャリーアの適用に
どの程度の差異があるかと，多数説の扱いに
ついて検討し，ファトワーを出すウラマーの
認識や立場を明らかにする。4章で質問者の
質問の仕方や質問内容を取り上げ，電話ファ
トワーに質問者が何を求めているのか，ファ
トワー集では見えてこない部分に特に焦点を
当てて分析する。結論でイスラーム電話の占
める位置と，イスラーム電話のファトワーの
社会的機能を分析し，質問者の傾向について
ジェンダーの視座から論じ，本稿を締めく
くる。

1.2　ファトワー集の資料的特性
ファトワーは元々一対一で，口頭，稀に
は書面で出される。近年は TVや新聞，イン
ターネットなどのメディアを媒介にファト
ワーが出される場合があるため，必ずしも対
面式であるとは限らず，質問と回答が公開さ
れるケースもある。しかし私的ファトワーが
質問者個人のために出されることに変わりは
ない。
ファトワー集は，実際に寄せられた質問の
中から質問をウラマーもしくは編者が任意に
選択し，編集作業を経て刊行される。ファ
トワー集出版の目的はウラマーによれば，1.
同様の問題で悩んでいる読者の質問の手間を
省く，2. 法学書ほど堅苦しくも難しくもな
く，項目ごとに知りたいことを調べられる
ファトワーという形で，シャリーアに親しん
でもらう，の 2点であるという5）。カイロの
女性説教師サマーハは，なぜウラマーが近く
におり，質問する機会もあるのにファトワー
集が出版されるのかという問いに，「礼拝の
際，何回跪拝すれば良いかなど，分かりきっ

たことを知りたい時にわざわざウラマーを煩
わせないため，ウラマーの手間を省くために
ファトワー集がある」と回答した。
従って，ファトワー集では最終的な回答
たるファトワーが重視される。質問経緯や
質問者の属性など，回答に無関係な部分は
ファトワー集には記載されない。例えばジュ
ムヤーリー編のムハンマド・ムタワッリー・
シャーラーウィー（Muḥammad Mutawallī
al-Shā‘rāwī, 1911-1998）6）のファトワー集
は，質問をできるだけ削り，要点だけを簡素
な形で記している［al-Jumyālī 1999］。編集
過程で個人情報や質問経緯が不可視化される
傾向が，ファトワー集にはある。例外的に，
アズハル大学教授，ムハンマド・バクル・イ
スマーイール（Muḥammad Bakr Ismā‘īl,
1936?-02）のファトワー集は，質問を詳細
に採録している［Ismā‘īl 1999］。
編集方法にも一定の型がある。本によって
若干の相違があるが，ファトワー集ではまず
信仰生活―礼拝と礼拝に関連する清め，断
食，喜捨，巡礼，クルアーンなどに関係する
事柄で，これをイバーダート（‘ibādāt）とい
う―に関係する質問が記載される。次に社
会生活や人間関係―売買，遺産，結婚，離
婚，医療行為など日常生活全般に関係する事
柄で，これをムアーマラート（mu‘āmalāt）

という。イバーダートの対概念―に関係す
る質問が記載される。ファトワー集における
イバーダートとムアーマラートの比率にはば
らつきがあるが，同数かイバーダートが多く
とりあげられる傾向にある。詳細は本章最後
の表群を参照されたい。イスマーイールの
ファトワー集はこの点でも例外的で，イバー
ダートを扱っていない。彼はこの点について，

5） 04年 1月のアズハル大学教授，ムハンマド・アブー・ライラ（Muḥammad Abū Layla）へのイン
タビューおよび，05年 10月のダール・アルイフター事務局責任者とムフティー見習いへのインタ
ビューによる。

6） サダト期に一時ワクフ省大臣を務めた，エジプトの著名なウラマー。ウラマーは通常正則アラビア
語で説教を行うが，彼は分かりやすさを重視してエジプト方言で説教を行った。巧みな比喩と方言
での説法で人気を博した。
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日常生活上で生じる質問に答えるためにこの
ファトワー集を編纂したと述べ，礼拝や断食
など，信仰生活上の質問については将来別の
本を書く旨記している［Ismā‘īl 1999: 3-4］。
通常と異なる章立てであるからこそ，このよ
うな序文が必要になると推測される。やはり，
社会生活や人間関係―ムアーマラート―
に関する質問を中心に編纂したファトワー集
は珍しいと言えよう。
ファトワー集は，ファトワーの全貌を伝え
るものではない。例えば実際の質問における
イバーダートとムアーマラートの比率や，質

問者の属性，ファトワーが出される過程など
は，ファトワー集からはわからない。しかし
これらの情報は，人々の日常生活のレヴェル
でファトワーが，ひいてはイスラーム言説が
どのように利用され，どのような影響を与え
ているかを明らかにする上で，重要な資料と
なる。
この点，編集過程を経ていないイスラーム
電話のファトワーは，研究者側からすれば，
ファトワー集よりも一次資料として価値があ
る。質問者の沈黙，泣き声，ため息，ウラマー
の質問に対する率直な感想，手厳しい意見な

表群 1．ファトワー集におけるイバーダートおよびムアーマラートの比率7）

表 1.1　アリー・ジュムアのファトワー集 1［‘Alī Jum‘a 2005a］
件数 比率

イバーダート

89 89.0％

礼拝・洗浄  12  12.0％

イスラーム  23  23.0％

喜捨  4   4.0％

クルアーン・祈祷句  6   6.0％

巡礼  2   2.0％

信仰  10  10.0％

神秘主義  7   7.0％

断食  6   6.0％

法学派  4   4.0％

預言者  15  15.0％

ムアーマラート 11 11.0％ その他・雑  11  11.0％

合計 100 100.0％

表 1.2　アティーヤ・サクルのファトワー集［‘Aṭīya Ṣaqr nd.］

イバーダート

497 75.0％

洗浄  44   6.6％

礼拝とモスク 124  18.7％

喜捨  33   5.0％

巡礼と小巡礼  20   3.0％

断食  19   2.9％

神への信仰  39   5.9％

天使・精霊・悪魔  26   3.9％

啓典  55   8.3％

預言者  63   9.5％

最後の審判  61   9.2％

法学派，異端  13   2.0％

ムアーマラート
166 25.0％

女性と家族  72  10.9％

その他・雑  94  14.2％

合計 663 100.0％

7） 目次をもとに筆者が作成した。項目はすべて本に従ったが，誤植や編集ミスについては適宜修正し
た。イスマーイールのファトワー集には項目立てが存在しなかったため，筆者が適宜分類した。ファ
トワー集はエジプトのムフティーのものを選択した。
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どの情報は，ファトワー集からは得られない。
ファトワー集には採用されない類の質問も
多い。
しかし口頭で出されるファトワーは資料収
集が困難であり，かつ，調査者の存在が質問
者にもウラマーにも影響を与えるために，質
量ともに十分な資料を得られにくいという問
題があった。イスラーム電話の場合，質問者
とウラマーに調査者の姿が見えず，調査者の
存在が質問や回答に影響を与えないという利
点があったため，筆者は幸いにもファトワー

を収集する機会を得ることができた。このよ
うな資料を用いた研究を行う意義は大きい。

2　ファトワーの多元性

2.1　ファトワーの多元性
本章ではファトワーを以下の側面から多角
的に整理・分析する。1.公的・私的，2.ファ
トワーを出すウラマーの学問的背景，3.ファ
トワーの権威，4. アクセスの難易度，5. 公
開度，6. 匿名性，7. 法解釈，8. 交渉相手で

表 1.3　アリー・ジュムアのファトワー集 2［‘Alī Jum‘a 2005b］

イバーダート

 93 32.1％

洗浄  17   5.9％

礼拝  15   5.2％

喜捨  19   6.6％

巡礼   4   1.4％

断食  24   8.3％

信仰   9   3.1％

聖戦   5   1.7％

ムアーマラート

197 67.9％

金銭  12   4.1％

売買  26   9.0％

知識  18   6.2％

家族  21   7.2％

寄進財  11   3.8％

遺産  18   6.2％

結婚  24   8.3％

離婚  28   9.7％

胎児   3   1.0％

人権と女性   5   1.7％

礼儀  15   5.2％

現代社会   4   1.4％

衣服  12   4.1％

合計 290 100.0％

表 1.4　ムハンマド・バクル・イスマーイールのファトワー集［Muḥammad Bakr Ismā‘īl 1999］

イバーダート   0  0.0％   0   0.0％

ムアーマラート

333 100.0％

売買（利子・税金・遺産相続等を含む） 122  36.6％

喜捨   9   2.7％

結婚・結婚生活  59  17.7％

婚約  11   3.3％

離婚  14   4.2％

子育て  13   3.9％

その他ジェンダー関係  11   3.3％

医療  44  13.2％

裁判手続き  50  15.0％

合計 333 100.0％
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ある。
ファトワーには質問に答えて出されるもの
以外に公的ファトワーがある。ムフティーを
小杉泰は 3つのレヴェル―1. 国家に任命
され，国事についてのイスラーム的見解を明
らかにする権能を持つ大ムフティー，2. 公
権力によって任命されているが，国民レヴェ
ルで職務を果たすムフティー，3. 地域共同
体が運営するモスクや宗教団体において，団

体レヴェルで指名されているムフティー―
に分けている［小杉 2002］。さらに筆者は 4. 
モスク等で任意に活動する市井のムフティー
という項目を付け加えたい。

1にあたる大ムフティーは 2009年現在，
アリー・ジュムア（‘Alī Jum‘a, 在任 2003-）8）

である。大ムフティーの国事に関するファ
トワーは記録され，新聞などで公表される。
その他，ウラマーとしては大ムフティーよ

表 1.5　フサイン・ムハンマドのファトワー集［Ḥusayn Muḥammad 1985］

イバーダート

224 47.4％

イスラームの基本   7  1.5％

クルアーンとハディース 23  4.9％

法学派など   8  1.7％

洗浄 14  3.0％

礼拝 38  8.0％

喜捨   7  1.5％

祈祷句 21  4.4％

巡礼 20  4.2％

断食 20  4.2％

信仰生活と義務 66 14.0％

ムアーマラート

249 52.6％

葬式など 18  3.8％

仕事 18  3.8％

寄進財   5  1.1％

遺言と遺産 56 11.8％

結婚 30  6.3％

離婚 47  9.9％

乳兄弟 36  7.6％

資産 11  2.3％

その他の規定 28  5.9％

合計 473 100.0％

表 1.6　ユースフ・カルダーウィーのファトワー集［Yūsuf al-Qarḍāwī 2001］

イバーダート

100 58.1％

クルアーン 14  8.1％

ハディース   9  5.2％

礼拝 19 11.0％

喜捨 28 16.3％

祈祷句   4  2.3％

巡礼   9  5.2％

イスラーム暦 4  2.3％

信仰 13  7.6％

ムアーマラート
 72 41.9％

女性と家族 39 22.7％

社会 33 19.2％

合計 172 100.0％

8） 著作を読む限り，彼は法理論だけでなく，現実の社会状況やエジプトにおける女性の地位に配慮し
た，行き届いたファトワーを出すムフティーである［Jum‘a 2005b［［ ］。エジプト人の評判も概ね良い。
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りも格上であるアズハル総長が，国事に関
するファトワーを出せるムフティーである。
現在のアズハル総長はムハンマド・サイイ
ド・タンターウィー（Muḥammad Sayyid
Ṭanṭāwī, 1928-. 在任 1996-）9）である。2に
あたるのは，広義ではアズハル大学教授など，
アズハルの擁するウラマーたちであり，狭義
ではそのうち，ダール・アルイフター（Dār 

al-I� ā）のムフティーとして正式に任命され
ているウラマーであろう。3の宗教団体にお
けるウラマーとしては，例えばムスリム同
胞団の著名な思想家，ユースフ・カルダー
ウィー（Yūsuf al-Qarḍāwī, 1926-）が挙げ
られる。4にあたるのがアズハル大学卒業後，
地域のモスク等で活躍する市井のウラマーで
ある。本稿で分析対象とするのは 4にあたる
ウラマーたちのファトワーである。
ダール・アルイフターとは，1895年に設
立された，カイロのアズハル・モスクに程近
いダッラーサ地区にある，ファトワーを出す
ための国家機関である10）。エジプトでファト
ワーを出すための国家機関はダール・アルイ
フターのみである。これに準ずる公的機関と
して，ファトワーを出すことをその職責とし，
アズハルに属し，アズハル・モスクの一角で
活動している機関，ファトワー委員会があ
る。ファトワー委員会については小杉［小杉
2002］が詳しい。この二つの機関が，エジ

プトで組織的かつ公的にファトワーを出す。
1.の大ムフティーおよびアズハル総長によ
る国事に関する公的ファトワーは，私的ファ
トワーのシャリーア解釈に影響を与える。歴
史的には，オスマン朝期の，首都イスタンブ
ルのウラマーの最高位であるシェイヒュルイ
スラムのファトワーがこれにあたる。公的
ファトワーと私的ファトワーの性質の違いは
表 2を参照されたい。
以下では本稿の対象である，私的ファト
ワーのレヴェルについて論じる。まず 2.ファ
トワーを出すウラマーの学問的背景，3.ファ
トワーの権威，4. アクセスの難易度の 3つ
について以下で整理する。
現代エジプトでは，ファトワーを出すのに
明確な資格や認定制度があるわけではない。
しかし，ウラマーでも誰もがファトワーを出
せるわけではなく，ウラマーの中でも学識が
ある者がファトワーを出せる11）。換言すれば，
ムフティーは全員ウラマーだが，ウラマーが
全員ムフティーになれるわけではない。日常
会話で「彼はムフティーだ」と表現される場
合には，その人物は学識のあるウラマーであ
る場合が多い。実際にファトワーを出してい
るウラマーでも，通常はムフティーと呼ばれ
ることはない。日常用語としてのムフティー
は，ウラマーの中でも特に地位の高い人に対
する尊称でもある。

表 2．公的ファトワーと私的ファトワーの性質の違い一覧（筆者作成）

ファトワーの種類 ウラマー 対象 公表 法としての役割

公的ファトワー 大ムフティー
アズハル総長

国家
社会 公表 プライマリー・ルール

私的ファトワー その他のウラマー 個人 原則非公表 セカンダリー・ルール

9） 彼はアズハル総長となる以前，長く大ムフティーを務めた（1986-1996）。政府寄りのファトワー
を出すことで知られ，大変人気がない。特に 2004年 1月に，フランス政府がフランスの公立学校
でヴェールを禁止したことを容認するファトワーを出した際には大変な議論を引き起こした。ウ
ラマーの多くがこのファトワーに反対した［Al-Ahram［［ 672, http://weekly.ahram.org.eg/2004/672/
fr2.htm，07年10月アクセス］。これはシャリーアが属人主義を取るにもかかわらず，タンターウィー
がシャリーアを属地主義で解釈したために起こった議論だと整理できる。

10） ダール・アルイフターの歴史的展開についてはスコヴガード・ピーターセンが詳細で優れた研究を
出している［Skovgaard-Petersen 1997］。

11） 明確な資格や認定制度がないため，事実上はウラマーの自覚や裁量に任せられているようである。
［アズハル大学教授ムハンマド・アブー・ライラへのインタビュー］
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ファトワーを出すムフティーの学問的背景
にはレヴェルがあり，それはムフティーの発
言力やファトワーの権威に影響する。同じア
ズハル大学卒でも学歴（学士，修士，博士の
別）や教歴（大学教授かアズハル付属高校の
教師か），所属するモスクの知名度などによっ
てファトワーの権威は異なる。ウラマーの学
問的背景および知名度と，ファトワーの権威
は正比例する傾向がある。
一般にはファトワーを出す資格がないとさ
れる市井の説教師の意見が，法識字12）のな
い人々に「ファトワー」とみなされるケース
も地方で 3例確認した13）。学問的背景による
ファトワーの権威や影響力の差異にかかる認
識は，法識字によって異なることがわかる。
現代エジプトのファトワーは権威がない順
番14）に，1. 説教師の「ファトワー」，2. 市井の，
質問者がウラマーの学問的背景を問題にしな
いウラマーのファトワー，3. アズハル大学
卒の，無名モスクのウラマーのファトワー，
4. 著名なモスクのウラマー15）のファトワー，
5. 著名なウラマーおよびアズハル大学教授
のファトワー，6. アズハル付属のファトワー
委員会のファトワー，7. ダール・アルイフ
ターのファトワーと大別できる（図 1参照）。
次に 4. アクセスの難易度について検討す
る。物理的にアクセスが容易なのは近所のウ

ラマーのファトワーである。地方在住であれ
ば，アズハル付属のファトワー委員会や，ダー
ル・アルイフターで直接ファトワーを貰うの
は難しくなる。
質問者が女性の場合は，男女の空間が厳密
に分離されているモスクで，男性のウラマー
を捕まえて話し掛けるのが難しいというハー
ドルもある。一般に男性に比べ普段モスクに
行きなれていない女性16）が，モスクに行き，
男性スペースで男性に囲まれているウラマー
に声をかけるのには，心理的にも物理的にも
かなりの困難が伴う。ファトワーへのアクセ
スの難易度にはジェンダー差がみられる。

2000年のアズハル・モスクにおける月曜
日の早朝説教を例にとる。これは男女が混在
して聞ける珍しいタイプの説教で，女性たち
も男性たちの後方での同席を許される。説教
を終えたウラマーからファトワーを貰おうと
して順番を待っていた女性がいた。ウラマー
は説教を終えると，近くにいる男性たちにま
ず質問責めにされ，10分弱その場に留まっ
てファトワーを出した後，男子学生に周囲を
守られて退出した。この間，女性たちは遠巻
きにそれを眺めていただけであった。件の女
性は「全然チャンスがなかったわ」と連れの
男性に苛立たし気に呟き，モスクを後にした。
筆者の参与観察の結果でも，モスクにおけ

12） 「権利や法律について批判力があり，自己の権利を主張できる，また社会的変革に対応できる能力
を習得するプロセス」［Schuler 1992: 2］。法を使いこなすために必要な知識・能力。本稿ではシャ
リーアにかかる法識字を指す。

13）JICA「多様な社会・文化におけるジェンダー主流化のあり方：エジプト事例研究」の調査に同行
した際に観察した事例。アレキサンドリア郊外において，低所得者層女性 13人を集めて行ったフ
リー・グループ・ディスカッションの席上，参加者の女性（29歳，既婚，3人の子持ち）が人気説
教師アムル・ハーリド（‘Amr Khālid）の意見を「ファトワー」だと発言し，それに 2名が同調した。
他の参加者のうち，高卒で学校事務をしている女性（30代前半，既婚，2人の子持ち）がすぐに「そ
れはファトワーではない」と説明したが，3人が理解していた様子はなかった［嶺崎 2005］。

14） 権威の有無の基準は，そのファトワーがどの程度，力による強制と論議による説得を排除し，かつ
他者を服従させるに足る説得力を持つか否かである［cf.アレント 1994: 125］。

15） なおエジプトでは，著名なモスクのウラマーはアズハル大学卒である。
16） エジプトでは，例えば断食明けの礼拝や金曜礼拝などは，男性はモスクで行うのが望ましいとされ

ているが，女性はモスクに行くことを特に推奨されておらず，ここにジェンダー差がみられる。女
性がモスクに行くことは決して禁止されていないが，男性の方がモスクを訪れる頻度が高い傾向に
ある。通常，モスクの女性用礼拝スペースは男性用より狭い。規模の小さいモスクでは女性用礼拝
スペースがないことも多い。
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る質問者は男性が明らかに多かった。小杉が
ファトワー委員会の参与観察を行った際の
質問者の男女比も男性 40名，女性 13名で
あり，この傾向を裏付けている［小杉 2002:
20］。これは後述するイスラーム電話の質問
者の女性比の高さ（71.8％）と対照をなして
いる。しかしウラマーによれば，男性の質問
の中には，女性の質問を男性が尋ねる「代理
質問」がかなりあるとのことであった。カイ
ロ中心部，ラムセス地区のガラーア・モスク
のように，定期的に質問者のために時間と場
所を用意しているモスクもある。このモスク
では女性が質問しやすいよう，ウラマーは男
性用礼拝スペースではなく，事務所で質問を

受けるという配慮をしていた。しかし自分の
後ろに質問者の行列があること，ウラマーの
背後に質問を記録する男性が控えていること
などから，個人的な質問はしにくい17）。
質問者が男性であっても，高名なウラマー
に質問するのを尊敬と緊張のあまりためら
い，声をかけそびれることもある。06年の
カイロ国際ブックフェア18）の会場に，大ム
フティー，アリー・ジュムアがゲストスピー
カーとして来た際「質問がしたかったが，気
後れしてしまった……。残念」と話す 2人連
れの男子学生がいた。
しかしこのような質問者の「質問のしにく
さ」や心理的な距離については，モハンデ

図 1．ファトワーの権威・アクセスの難度・質問者の女性比率一覧19）
（筆者作成）

17） 筆者が参与観察した例をあげる。質問者の女性（20-30代）は，筆者がウラマーの隣にいたために「こ
れでは Privateな質問ができない」と発言し，質問をするのを拒否した。彼女の後方にいた男性の
質問者と筆者が 7-8 mほど離れた後，彼女は小声で質問した。質問記録を取ることにも彼女は難
色を示したが，ウラマーが質問記録を取らないことに同意しなかったので，質問は記録された。

18） エジプト文化省・エジプト総合書籍機構主催で毎年 1月末-2月初旬に行われる。04年度の参加出
版社は 762社（うちエジプトの出版社 651社），期間中入場者数は 450万人（事務局調べ）。［http://
www.cibf.org/，// 07年 10月アクセス］。

19） 図の上部，ムフティーの枠内については，権威・アクセスの難度・質問者の女性比率ともに，内部
で有意な差がない場合もある。従ってムフティーの枠内においては，必ずしも上から下に対応する
とは限らない。
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シーン地区のムスタファマフムード・モスク
のウラマーが「宗教に恥ずかしいことはない
のです。あらゆる状況，体に関する問題も人
間関係に関することも，全て正しい道を知る
ためには必ずシェイフに尋ねなければなりま
せん」と語っているように，ウラマーに自覚
されていない場合もあった。
次に 5. 公開度，6. 匿名性を検討する。
公開のレヴェルは，質問とそれへの回答た
るファトワーがどれだけ公開されるかによっ
て異なる。ファトワーには新聞紙上やイン
ターネット，ラジオ，TVのファトワー番組
など多様なメディアを介して出されるものが
ある。

TVのファトワー番組および新聞のファト
ワー欄に質問する際は，質問者も質問と回答
たるファトワーの公開を前提としている。な
お TVや新聞紙上のファトワーは，担当ウラ
マーが決まっている場合が多く，通常はアク

セスしにくい高名なウラマーに質問するよい
機会となっている。インターネット上の質問
も，公開が原則の場合がある。また著名なウ
ラマーへの質問は，そのウラマーがファト
ワー集を出版する際に採録され，公開される
可能性を潜在的に持つ。しかしこの場合には
匿名性が守られる配慮がなされ，質問者の個
人情報は保護される（図 2参照）。
また，匿名性の確保と公開度とは比例しな
い。公開度は高くても，新聞やインターネッ
ト等では匿名性を確保しつつ質問することが
できる。対面は公開度は低いが，近所のモス
クのウラマーに質問する場合に顕著なよう
に，匿名性は確保できない。前述のガラーア・
モスクのケースも，公共空間で，第三者が同
席しているなかで質問するという点で，匿名
性と個人情報が十分に守られているとは言い
がたい。後に詳述するが，公開度ではなく，
匿名性が確保できるかどうかが，質問の内容

図 2．メディアにおけるファトワーの公開度20）
（筆者作成）

図 3．ファトワーの匿名性（筆者作成）

20）TV・ラジオはエジプトで容易にアクセスできるメディアである。インターネットはエジプトにお
ける普及率は低いが，コンテンツが削除されない限り時間的・地理的にいつでもどこからでもアク
セス可能である。新聞は流通範囲に限りがあり，原則当日のみの公開であるため，インターネット
の公開度が上であると判断した。

21） イスラーム電話だけではなく，電話を介したすべてのファトワーを指す。
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に最も影響を与えると考えられる（図 3参照）。
その他，メディアによる心理的・物理的ア
クセスの次元がある。インターネット上の
ファトワーにはインターネット環境が必要で
あるが，エジプトではまだインターネットは
それほど普及していない22）。カイロの女性説
教師は，ファトワーのアクセスに関する筆者
の質問に以下のように答えた。

筆者（以下筆）：ウラマーや説教師の連絡
先ってどうやって知るの？
説教師（以下 I）：勉強会に行ったり，本
に書いてあったり。本に書いてあることが
多いかしら。
　ウラマーによるけど，電話は決まった時
間にファトワーを受け付けているウラマー
もいるし，ファトワー専用の電話番号を
持っているウラマーもいるし。まあ電話に
出ないウラマーもいるけど。ウラマーに
よってそれぞれで，忙しいから話をはしょ
りたがるウラマーとか，相手の話をしっか
り聞くウラマーとか，いろいろね。
筆：ファトワーはどうやって出されること
が多いの？電話？それとも直接？新聞とか

ネットとかは。
I：それは圧倒的に電話で。厄介なケース
とか，離婚とかそういう大きなトラブルは
直接会うことも多いけど，ファトワーのほ
とんどはすぐに終わるケースだし。こうこ
ういう礼拝のときにこれこれを忘れたけど
どうすれば良いですか，というファトワー
なんかはすぐ終わるし，そのためにわざわ
ざ行く人はいないでしょ？それにウラマー
も忙しいから会えない場合も多いし，会っ
て捕まえるのは大変だけど，電話なら 2-3
分だし，すぐだから。女性たちが質問する
場合も多いし，直接会うのは大変だから。
筆：どういう人がファトワーを貰いにくる
と思う？　男女別で。
I：それは女性の方が多いでしょうねー。
女の人はファトワーが好きだから。

男女の同席を禁じるエジプトのジェンダー
規範に背くことなく，気軽に迅速にファト
ワーを得る手段として，電話が高く評価され
ていることがわかる（図 4参照）。
次に 7. 法解釈のレヴェルを検討する。こ
れは，シャリーアの法解釈にどれほど忠実か，

22） 04年度の 1000人あたりのインターネット普及率は 55.7である［UNDP 2005: 206］。メディアと
イスラームについてはたとえば［Eikelman (ed.) 1999; Poole & Richardson (ed.) 2006］が詳しい。

図 4．メディアによる心理的・物理的アクセスの難易度一覧（筆者作成）
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法学派の少数説を紹介するか否か等の程度に
よる。一般に出版され，流通しているエジプ
トのファトワー集は，学派間の相違の存在や
少数説については言及しない場合が多い。一
般のムスリムで，学派間の相違にこだわりを
持つ人は非常に少ない。ウラマーへのインタ
ビューにおいても，ウラマー全員が，ファト
ワーを出す際に，学派間の相違や法解釈の厳
密さを特に意識していないと回答している。
うちアズハル大学宗教学部女子部助教授は
「そのような法学的厳密さを質問者は求めて
いない。彼らにとって大事なのは問題を解決
するための指針を得ることで，法議論ではな
いのだから」と答えた。しかしダール・アル
イフターの遺産や離婚に関するファトワーで
は，少数説に言及するケースもあった。

8. 交渉相手は，誰と，何と交渉するため
にファトワーを利用するかという問題であ
る。礼拝をしておらず，罪悪感があって困る
などの質問は，良心の呵責を落ち着かせるた
め，ファトワーを求める例である。交渉相
手は自分自身であるといえよう。単にイス
ラームの知識を得たいためになされる質問
もある。夫や姑など具体的な交渉相手がお
り，相手との紛争解決のためにファトワー
を利用したい場合には，ファトワーは ADR
（Alternative Dispute Resolution，裁判外紛
争解決手続）の一手段として認識されている
［嶺崎 2003a］。
このようなファトワーの多元的なレヴェル
の違いは質問者にも広く認識されており，自
分の意に沿ったファトワーを得るまで，同じ
質問を多くのウラマーに繰り返しする行動も
しばしばみられた。本稿ではこれを「ファト
ワー・ショッピング」と名付け，4章 3節で
詳述する。
今回取り上げるイスラーム電話のファト

ワーは，電話を用いるため匿名性が確保でき
る，アクセスが容易，非公開，ムフティーが
全員アズハル大学卒で，回答の質と権威があ
る程度保証されているなどの特徴を持つ。本
稿では，電話という一番物理的に容易で，か
つ心理的抵抗感の少ないメディアを通じて得
られることから，イスラーム電話のファト
ワーを「一次ファトワー」と呼ぶこととす
る。人々は利用しやすい条件が揃っているイ
スラーム電話のファトワーに，まず最初にア
クセスすると考えられるからである。以下で
は，一次ファトワーとしてのイスラーム電話
のファトワーの社会的機能と意義について分
析する。

2.2　「イスラーム電話」の位置
イスラーム電話は，電話でクルアーン解釈
とファトワーを提供する民間の非営利組織
である。システム発案者であるシャリーフ・
アブドゥルマジード（Sharīf ‘Abd al-Majīd）
が，アズハル大学出身のウラマー，ハーリド・
ジュンディー（Khālid al-Jundī）に協力を
乞い，彼の名前で 2000年 8月に設立した。
直接の運営・管理はシャリーフが行ってい
る23）。彼はイスラーム電話の設立動機を「サ
ウジなどの厳格なファトワーが衛星放送等で
普及することにより，イスラームは厳格だと
いう誤解がエジプトに広まりつつある。イス
ラームは本来，そのような厳格さを信者に強
いる宗教ではない。穏健なファトワーを出す
機関を作りたかった」と筆者に説明した。
ウラマーは全員アズハル大学出身の男性で

20名ほどおり，自宅の電話で回答している。
ウラマーには少額の報酬が支払われる。恒常
的に回答しているウラマーは 6-8名程であっ
た。カイロの高級住宅街，モハンデシーン地
区に事務所を構え，5人のスタッフが常駐し

23） 設立の経緯についてはイスラーム電話のHP［http://www.elhatef.com 07年 9月アクセス］と，
イスラーム電話に寄せられたファトワーを編集したファトワー集［al-Jundī 2003: 5-12］に詳しい。
イスラーム電話を取り上げた新聞記事は以下の通り。2002年 2月 4日付 Los Angeles Times，2001
年 6月 13日付� e New York Times，2004年 8月 11日付 L’Express。
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ている。08年 1月には，技術・コンピュー
タ維持管理部門24），クオリティ・コントロー
ル部門およびファトワー編集・クルアーン部
門25）があった。
ファトワーを貰いたい者は電話をし，アナ
ウンスに沿ってダイヤルして質問を録音す
る。その後受付番号を機械音声で告げられ
る。録音後 24時間後に同じ電話番号にかけ，
受付番号を入力すると回答が聞ける。ファト
ワーの最後でウラマーの名前が告げられ，ウ
ラマーの指名も可能である。質問者は通話料
以外に 1分 1ポンドの情報料を電話会社に
支払い，この情報料の半分がイスラーム電話
に入る。電話会社がこのような有料情報シス
テムに月 30ポンドの上限を設けているため，
上限を超えるとその月，その電話からはイス
ラーム電話にかからない。海外や携帯電話か
らの質問も受け付けている。ラマダーン月前
や巡礼月前に関連の質問が増えるなど季節に
よる変動はあるが，スタッフによれば質問
は平均して一日 100-130件，少ない時には
40件ほどで，休日には質問は少ないという。
海外からの電話で 05-06年に多かったのは，
エジプト人のウラマーによるファトワーを求
める，サウジアラビアなどのアラブ諸国在住
のエジプト人からの質問で，エジプト人以外
からの質問は非常に少ない。
イスラーム電話のファトワーは情報料がか
かる「有料」ファトワーであるが，エジプト
のファトワーは通常無料であり，ウラマーが

質問者に金銭や何らかの報酬を求めること
はない。運営責任者のシャリーフによれば，
ファトワーを有料で出すことについては外部
から批判や反対の声があり，イスラームで金
儲けをしようとしているという非難も寄せら
れたという26）。これは有料ファトワーという
概念がエジプトの法文化や人々の法意識と対
立した結果であると考えられる。しかし有料
とはいえ少額であること，電話代との同時請
求であるため，ファトワー代という感覚が質
問者に希薄であることなどから，筆者の知る
限り，質問者から目立った苦情が寄せられた
ことはなかった。このような電話でのファト
ワー提供サーヴィスを行っているのは，エジ
プトでは 06年 9月時点でイスラーム電話の
みであった。ウラマーやモスクに個人的に電
話してファトワーを得ることは今までも行わ
れていたが，サーヴィスを組織的に提供する
組織は今までなく，そのような組織が現れた
ことは注目に値する。24時間後に確実に回
答が得られるシステムが確立された点も，他
に類がない。その後，ダール・アルイフター
が電話でファトワーを出す無料サーヴィスを
開始した。回答はその場でなされ，アラビ
ア語の質問の場合には営業日の朝 8時から 5
時まで対応している27）。しかしイスラーム電
話スタッフによれば，このシステムは実態と
してはほとんど稼働していないとのことで
あった。
イスラーム電話の特徴的な点として，クオ

24） この部門は男性スタッフ 2名で，使用しているコンピュータの管理と，電話会社のシステムが不具
合を起こした場合の対応等を行っている。

25） この部門は女性スタッフ 2名で，提供しているクルアーンの解説を章ごとにまとめ，データベース
化して出版準備を行っていた。ファトワー編集部門は日々記録されるファトワーのデータを整理・
管理していた。

26） このような非難があったことはイスラーム電話のHPでも言及されている［http://www.elhatef.com/
en/index.asp 07年 9月アクセス］。また以下の質問は，ファトワーの「適正価格」を考える上で
参考になる。

 Q．ここのファトワーは高いと思います。たくさん聞きたいことがあるのに，ひとつQQ 5ポンドだ
なんて……。

 A．質問は，ひとつにつき 5ポンドではありません。あなたはなにか誤解をしているようです。
［06.8.21採取，回答者不明］

27） ［http://www.dar-ali
 a.org/Module.aspx?Name=IVR&LangID=1，08年 9月アクセス］
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リティ・コントロール部門があることが挙げ
られる。ここでは，回答を公開する前に質問
と回答の両方を聞き，回答に洩れや間違い，
事実関係誤認がないか，回答が途中で途切れ
ていないかなど，回答の質と録音のチェック
を行う。イスラーム電話がウラマーのファト
ワーを事前にチェックする機能を持つことは
特筆に価する。クオリティ・コントロール部
門は責任者 1人が正社員で他はアルバイトで
あり，全員が 20代女性であった。アルバイ
トは変動するが 4-5人で，巡礼月前など，質
問が多くなる時期には増やす。クオリティ・
コントロール部門のスタッフに大学で正規
の宗教教育を受けた者はいないが，責任者 S
の父親はアズハル大学教授で，イスラーム電
話でファトワーを出しているウラマーであ
る。彼は 06年 9月時点で，木曜日夕方のラ
ジオにクルアーンの解説番組を持っていた。
Sは家庭で父親から宗教教育を受け，かつ大
学卒業後に宗教専門学校に 2年通ってイス
ラームの知識を得ている。Sによれば，男性
も何度か雇ったことがあるが，男性は質問の
生々しさに驚き，ショックを受けてすぐに辞
めてしまったために，結果的に女性のみが働
く部門になったとのことである。
クオリティ・コントロール部門は，質問が

3つあるのに 2つにしか回答していない，ウ
ラマーが質問内容を勘違いしている，事実誤
認があるなどの場合に回答を差し戻し，ウラ
マーに新たに回答するよう依頼する。またス
タッフのうち特に 2名は，そのような事務的
な問題だけではなく，ウラマーの回答が厳格
すぎる場合や，法解釈に問題がある場合にも
ウラマーに回答を差し戻していた。さらに彼
女たちは質問者に逃げ道を残さない回答や，
ウラマーの偏見やミソジニー（Misogyny，
女性嫌悪）が感じられる回答をウラマーたち

に積極的に差し戻していた。ファトワーの内
容にまで踏み込んだ質の管理がなされていた
のである。
これはファトワーが第三者によって管理さ
れていることを意味する。ウラマーたちは当
初，正規の宗教教育を受けていない彼女たち
によって回答が差し戻されることに難色と不
快感を示したが，3章で触れるムフティー会
議によって両者の役割や立場の確認がなされ
た結果，06年 9月の時点で，表面的にはウ
ラマーからの苦情は出ていなかった。なお
ファトワーの回答が管理されていることは質
問者には知らされておらず，質問者はクオリ
ティ・コントロール部門の存在を知らない。
まとめると，イスラーム電話のファトワー
の特徴は，24時間後に確実に，アズハル大
学卒のウラマーから回答を得られるしっかり
した，エジプト初のシステムがあることと，
女性スタッフからなるクオリティ・コント
ロール部門を持つことである。

3　シャリーアと社会規範のはざま：
ムフティー会議記録から

本章では，イスラーム電話のファトワーと
シャリーアの法規定との齟齬と，イスラーム
電話における多数説の扱いを詳細に検討する
ことによって，回答者たるウラマーが，一次
ファトワーとしてのイスラーム電話のファト
ワーにどのような社会的機能を担わせ，また
は担わせたいと考えているのかについて分析
する。資料としては，回答者である 20名弱
のウラマーとクオリティ・コントロール責任
者および運営責任者シャリーフが一堂に会し
て行われたムフティー会議記録を用いる。こ
れは 03年 9月から 06年 5月までに不定期
に 9回行われた28），学派ごとの見解の相違や
法解釈の齟齬がみられる案件，社会規範と

28） 開催された日時は 1回目 03年 9月 30日，2回目 04年 1月 16日，3回目 04年 12月 19日，4回
目 05年 1月 30日，5回目 05年 3月 6日，6回目 05年 4月 6日，7回目 05年 5月 29日，8回目
06年 2月 9日，9回目 06年 5月 17日である。
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シャリーアの法規定が対立する案件や，イ
ジュティハード（ijtihād）d 29）や法化が必要な
案件についての意見調整を目的として開かれ
た会議である。議題提案はウラマーとクオリ
ティ・コントロールの双方からなされ，実際
に受け付けた質問に対する適切な回答につい
て議論され，決定が記録され，その内容が欠
席したウラマーに通告された。ここから，ム
フティーたち回答者側の共通認識を把握する
ことができる。
会議で取り上げたファトワー総数は 260
件で，うちイバーダート 99件（38％），ムアー
マラート 161件（62％）であった。ムアー
マラ－トでは，結婚，離婚，男女関係などジェ
ンダー関連が 85件と全体の 33％を占め，そ
の他が 76件，29％あった30）。全体的にジェ
ンダー関連の議題が目立つことがここからわ
かる。イバーダートでの主な議論は喜捨，代
理巡礼，祈祷句の是非などであった。ムアー
マラートでジェンダー関連以外で議論された
主なものは利子，生命保険，美容整形などで
ある。
イスラームに基づかない社会規範とシャ
リーアの法規定とに齟齬がみられる例とし
て，性規範および結婚・離婚に関する規定が
ある。以下ではそれらを検討し，その齟齬を
どのように解消することで合意したかを分析
する。

3.1　結婚・離婚にみるシャリーアとの齟齬
結婚契約（katab kitāb（エジプト方言），

‘aqd zawāj（正則アラビア語））を済ませては
いるが，未同居の夫婦の適切な関係について

は，1回目 03年 9月と 9回目 06年 5月の会
議で議題になっている。ムフティー会議は見
解の相違を埋めるための会議であり，一度同
意を得られたはずの議題が再び取り上げられ
ることは珍しい。この議題は，エジプトの性
規範が，結婚以前の男女の性関係を含む婚姻
外性交渉を厳しく禁じており，違反した場合
には共同体によって厳しい制裁が課されるこ
とと関連している。婚姻外の性交渉は，女性
ならば所属する一族（usra, ‘ā’ila）の「名誉
（sharaf,ff iḥtirām）と評判（sum‘a）」を傷つけ
る行為と，男性なら自分の名誉と評判を貶め
る行為であるとみなされる31）。このような性
規範は通常，イスラームがそれを禁じている
からと説明される。事実，シャリーアは婚姻
外性交渉を姦通罪（zinā’）として罰する規
定を持つ［Ismā‘īl 1997: 192-226］。しかし
シャリーアでは合法とされるにもかかわら
ず，慣習に基づくジェンダー規範が好ましく
ないとみなす性関係も存在する。「結婚契約
を済ませたが同居していない男女の性関係」
はその一例である。
シャリーア上は，結婚契約を済ませた男女
は正式な夫婦であり，夫婦としての権利義務
関係が成立する。従って夫には妻と性交する
権利があり，妻には夫に扶養を要求する権利
が生じる（妻にも夫と性交する権利が生じる
が，それは妻の権利としては二次的なもので，
シャリーア上は婚姻はあくまで夫の性交要求
権と妻の扶養要求権とが対を成す契約であ
る［柳橋 2001: 12］）。この時点での性交渉は，
結婚契約が成立している以上，シャリーアで
は完全に合法である。しかしエジプトの社会

29） 典拠から特定の方法論によって法規定を導き出す法規定発見の営為。
30） 項目分けはイスラーム電話の会議記録に従った。分類記載がない回については，以前の例に従って

筆者が分類した。なおイバーダートの項目の中にも，生理と誤認して礼拝を行わなかったことにつ
いての裁定など，ジェンダー関連のファトワーが 9件（約 1割）あった。

31） このジェンダー不均衡および同様の性規範はイスラーム世界のみではなく，地中海世界で広く観察
される。古代ギリシアにもこのような性規範がみられた［クールズ 1989］。名誉概念は人類学で広
く考察の対象となっており，多くの先行研究がある［cf.宇田川 2007］。この性規範が設定された
理由や名誉の内容について，地中海世界の人類学的研究を踏まえ，もっと緻密な議論がなされるべ
きであるが，これについては今後の課題としたい。
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慣習上は，この二人の性交は好ましくないと
される。それはしばしば結婚契約が結婚式に
先立って行われ，周囲へのお披露目がまだ済
んでいないためと，夫の性交要求権と対にな
る妻の扶養義務を，未同居であるために夫が
まだ果たしていないためである。エジプトで
は都市部・農村部ともに，結婚の際の「周囲
への告知」が重視されるため，例えシャリー
ア上合法な関係であっても，この状態の男女
の性交渉は「不適切（laysa munāsib）」とみ
なされる傾向が強い。

1回目の会議の合意事項は，この場合の回
答は「性関係は持てない。なぜならそれは預
言者の「契約を知らしめよ（a‘linū al-‘aqd）」d

というハディースにそぐわないためである」
とせよとする。これは社会規範をシャリーア
よりも重視した回答である。しかし，シャリー
ア解釈やイスラームのジェンダー規範を無視
したこの回答に対し，ムフティーの間で異義
が出，9回目の会議で回答は「性関係は合法
だが，性関係を持たないことを勧める。もし
そういうことが起これば，悪魔の囁き32）に
よって信用と名誉を失ってしまうことになる
から」と変更された。シャリーア上は合法で
あることを述べた上で，個人的意見という形
で性関係を持たないように勧める 9回目の会
議の回答は，1回目のそれよりシャリーアに
則っていると言える。事実筆者が採取した質
問には，9回目の会議の合意に沿った回答が
なされていた。

Q．［女性，QQ 20代］結婚契約を済ませまし
た。まだ同居していません。結婚契約の後，
夫は私にキスしたり，手を握ったりしてき

ます。これはしてもいいことですか？まだ
セックスはしていません。
A．正式な手続きを終えたのですから，彼
はあなたの正式な夫であり，それらの行為
は許されています。ただ，一緒に暮らし始
めるまで，セックスは控え，あなたと家族
の名誉を守ってください。シャリーアでは
合法行為（halāl，ハラール）ですが，社ll

会慣習として，この段階でのセックスはよ
くないことなので，これ以上のことはして
はいけません。しかしキスをしたり，手
を握ったりするのは差し支えありません
［06.8.3採取，回答者M・K］。

この回答はシャリーアでは合法であること
を認めつつ，コメントを付与している。シャ
リーアに言及してはいるものの，結果的には
慣習のジェンダー規範に沿った形の回答に
なっていることに注目したい。ファトワーが，
必ずしもシャリーアの厳密な解釈に拠らない
ことがここからもわかる。
ハナフィー派（ḥanafī）のシャリーア解釈
上は合法だが，エジプト民法上は無効な婚姻
であるウルフィー婚（zawāj ‘urfī）は，90年
代から都市部の大学生の間に広まって問題と
なった33）。これは結婚した事実を秘匿し，同
居を行わない婚姻で，シャリーア上の婚姻を
することによって姦通罪を免れる，換言すれ
ば性交渉をシャリーア上で合法化するために
行われる。この婚姻がハナフィー派の少数説
を採れば合法という認識はウラマーに共通し
てあるが，イスラーム電話ではこの少数説に
は言及しない方向で一致をみている。婚姻の
条件である「告知」および「婚姻の秘匿」34）

32） 男女関係のファトワーでよく引用されるハディースに「男女が二人きり（khalwa）でいるとき，そ
こには悪魔が三人目としている」というものがある。マハラム（maḥram，結婚できない範囲の親族）

以外の男性と女性が二人きりでいることはイスラームのジェンダー規範においても，慣習のジェン
ダー規範においても容認されない。三人目の悪魔は欲望を煽り，シャリーアに背く行為へとその男
女を導くとされる。これはこのハディースを踏まえたファトワーである。この場合，悪魔に欲望を
煽られて性関係を持つと，シャリーア上合法であっても慣習のジェンダー規範に背くことになり，
結果的に信用と名誉を失うことが警告されている。

33） ウルフィー婚についての詳細は［松村 2001;嶺崎 2003b］を参照のこと。
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を拡大解釈することによって，イスラーム電
話は法運用上，ウルフィー婚を違法とみなし
ているといえる。なお，このやり方は殆どの
エジプトのウラマーが採用しているが，例外
もある［cf. ‘Aṭiya 2006］。
イスラーム電話のウラマーの中には，ウル
フィー婚をした女性質問者に厳しい態度で臨
み，その名誉を重んじない姿勢を回答の中で
強く非難した者もいた。ここから，シャリー
アだけでなく，ジェンダー・バイアスのある
社会規範もウラマーの回答に影響を与えてい
ることがわかる。なお，この回答はクオリ
ティ・コントロールによって差し戻された。
差し戻された回答を以下に引用する。

A．神の罰が下りますよ，悔い改めなさい。
家族の名誉もよくよく考えて行動するべき
です。相手が既に他の女性と婚約していて，
結婚契約を結ぶのが無理なら，どうしてわ
ざわざウルフィー婚をしたのですか。正式
な婚姻後見人と 2人の証人がいない結婚は
無効（bāṭil）である，無効である，無効でl

ある，と預言者ムハンマドがおっしゃって
います。それは無効で，それを行った者は
姦通罪を犯した者です。婚姻後見人なしの
婚姻は姦通罪にあたります。アッラーはお
怒りになります，神に縋りなさい。結婚の
条件は告知です［06.8.16採取，回答者不
明］。

一方，性交渉の合法化を目的としないウル
フィー婚については，告知が不十分な場合で
あっても，柔軟な対応がなされていた。多く
が亡夫の遺族年金確保のため，再婚の際に法
律婚ではなくウルフィー婚を選択したケー
スである35）。この場合にはウラマーはウル

フィー婚を容認しており，態度に違いがみら
れた。ウルフィー婚の容認は，本質的には告
知や婚姻の秘匿の有無ではなく，その婚姻が
慣習に基づくジェンダー規範に抵触するか否
かによることを，これらのファトワーは示唆
している。
以下では離婚（ṭalāq）について検討する。
シャリーアの離婚規定は複雑であるが以下に
要約する。シャリーアの離婚には取り消し可
能な離婚と取り消し不能な離婚がある。夫は
妻を 3回まで離婚でき，最初の 2回は妻の待
婚期間中に復縁すれば，婚姻はそのまま持続
する（待婚期間が終了した後に復縁を望む場
合は結婚契約と婚資を新規に整えなければな
らないが，復縁は可能）。3回目の離婚は取
り消し不能な離婚となり，この場合には夫婦
の間に一時的婚姻障害が発生し，妻が他の男
性と正式に結婚し，床入り後に離婚された後
でなければ復縁はできない。これは現実的で
はないため，事実上復縁はできない。離婚は
夫が離婚の意思を口にすれば夫の真意に関わ
らず成立する（極度の怒りに囚われたり酔っ
ていたりして，夫が自分が何を言っているの
かわからない状態（ighlāq）の場合は離婚は
成立しない）。夫が「お前が料理を作らなかっ
たら離婚だ」等，条件をつけて離婚を口にし
た場合には，離婚の意志があれば離婚が成立
し，離婚の意志がなく，懲戒や警告が目的だっ
た時には成立しない。その場合，夫には破
約の贖罪（kaff ārat al-yamīn）が求められる。
取り消し不能な離婚が成立した場合は，夫婦
に結婚継続の意思があっても婚姻は解消され
なければならず，以降に性関係を持った場合
にはシャリーア上の姦通罪にあたる［Wahba
1997: 6863-7006; 柳橋 2001: 262-278］。
従って何回離婚をしたかはムスリムの夫婦

34） 「（マーリク派の法解釈では）夫婦に証人を立てず婚姻を秘匿しようとする意思がある場合，預言者
が内密の婚姻を禁止したことから，夫は，一方的離婚によって婚姻を解消するように命じられる。
証人のないまま床入りが完了した場合，婚姻は取り消し不能な離婚によって解消され，婚姻を秘匿
した夫婦は姦通罪によりハッド刑を科せられる」［柳橋 2001: 109-110］。しかしウルフィー婚は証
人を立てて行う結婚であり，厳密にはこの規定にはあたらない。

35） 寡婦の遺族年金受給資格は，エジプト民法上有効な再婚をすると失われる。
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にとっては日常生活上，非常に重要な問題で
ある。離婚や離婚宣言に関する質問が多いの
はこのためである。
会議で取り上げられているのは，妻と喧嘩
して，1度にお前は離婚だと 3回言った場合
のシャリーアの裁定についてで，1回目 03
年 9月と 4回目 05年 1月に議題となってい
る。回答は 2回とも同じで，「1回の［取り
消し可能な］離婚が成立したとみなす」とし
ている（［　］内は筆者による補足，以下同）。
実際に筆者が採取したファトワーも同様で
あった。

Q．［女性，QQ 30代？］夫が私を 1度に 3回
離婚しました。これは 1回の離婚にあたり
ますか。それとも 3回でしょうか。
A．これには 2つの意見があります。夫に，
3回離婚する意思があったのなら 3回にな
るというウラマーと，そうではないという
ウラマーがいます。たいていは，それは 3
回ではなく 1回［の取り消し可能な離婚］
とみなします［06.8.1採取，回答者不明］。

しかしシャリーアの多数説は，1度に 3
回の離婚宣言をする場合には 3回の離婚
が成立して取り消し不能な離婚となり，夫
婦の間に一時的婚姻障害が発生するとする
［Wahba 1997: 6906; Ismā‘īl 1997: 110-112; 
柳橋 2001: 340-341, 344-346］。しかしイス
ラーム電話は多数説を採らないばかりか，少
数説を採りそれを多数説として紹介してい
る。エジプトの他のムフティーにも一般にそ
の傾向がある36）。エジプト身分法（aḥwāl al-

shakhṣīya）もこの少数説を採用している。
エジプト身分法は，法に記載のない事柄
についてはハナフィー派のシャリーア解釈
を採用すると定めており，身分法の分野に
おいてはシャリーアが国家法の法源となって
いる37）。しかしこれは，シャリーアの多数説
がそのまま国家法たる身分法に採用されたこ
とを意味しない。シャリーアを国家法として
採用する際，その地域で支配的であった法学
派の説をどの程度踏襲するかは，事項によっ
ても地域によっても異なる。エジプトは基本
的にはハナフィー派の学説を取り入れて身分
法を制定したが，婚姻の解消に関しては，妻
にとってより有利なマーリク派やハンバル派
の学説を大幅に取り入れている［柳橋 2001: 
6］。例えばハンバル派のウラマー，イブン・
タイミーヤ（Ibn Taymīya, 1263-1328）が
唱えた，夫の一度に 3回なされた離婚宣言を，
3回の離婚宣言とみなさず，1回とみなす学
説はシャリーアの中では少数説だが［Wahba 
1997: 6906］，エジプト身分法はこの少数説
を採用している38）。このように，シャリーア
の多数説とシャリーアに基づくエジプト身分
法にはズレがある場合もある。
そのため，イスラーム電話が身分法の規定
とファトワーとの整合性を重視して少数説を
採用した可能性もある。いずれにせよこの問
題について，現在のエジプトではシャリーア
解釈上の少数説が採られるのが一般的である
と言えよう。
これはエジプト人の夫婦喧嘩の作法と密接
に関係している。エジプト人は夫婦喧嘩の際，
離婚をよく話題にする。妻側が「離婚して

36） シャーラーウィーも同様のファトワーを残している［al-Jumyālī 1999: 221, 514］。
37） エジプトの身分法の歴史的展開については堀井とアサド［堀井 2004; アサド 2006: 271-337］

を，法廷におけるジェンダー関係の争議についてはシャハーンとホルーシー［Shaham 1997; 
Kholoussy 2003, 2005］を，シャリーアと立法については小杉［小杉 1985, 1990］を，サーダート
期のシャリーアと制定法をめぐる議論は池内［池内 2002］を，シャリーアと身分法の関係につい
ての概説は以下［Esposito & DeLong-Bas 2001; Abdullahi (ed) 2002; Abu-Odeh 2004］を，それ
ぞれ参照されたい。

38） イブン ･タイミーヤの学説の詳細および社会的背景についてはラポポート［Rapoport 2005: 96-
110］が詳しい。
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よ！もうアンタなんて！」と感情的に叫び，
夫が売り言葉に買い言葉で「お前なんか離婚
だ！」と言ってしまったがどうなるかという
類の質問はイスラーム電話にも多く寄せられ
ていた（42件）

39）。ここで夫が「お前は離婚
だ，離婚だ，離婚だ !!」と叫ぶと 3回の意思
を表明したことになり，多数説を採ればその
場で即座に取り消し不能な離婚が成立してし
まう。以下のファトワーが典型例である。

Q．［女性，QQ 20代］夫と妻の間に問題があ
ります。服を破ったりして壮絶な喧嘩をし
てしまいます。その時，私も興奮している
ので夫に向かって「離婚してよ！ 3回離婚
してよ‼」と怒鳴ったりします。この場合，
夫が 3回，「お前は離婚だ」と言えば，離
婚が 3回成立したということでしょうか？
それとも 1回ですか？
A．そもそも，あなたたちは頑張って自分
自身をコントロールして，そういう言葉や
そういうやり方で喧嘩しないようにしなけ
ればなりません。いいですか，あなた方に
は責任があり，あなた方の家族も，妻も，
夫もきちんと守らなければいけないのです
よ。このような言葉を喧嘩に使うのは大変
いけないことです。十分注意して，使わな
いようにしなさい。
　ところでその離婚は 1回分だけ成立しま
す［06.8.28採取，回答者 A・A］。

このようなケースで取り消し不能な離婚が
成立したとみなすと，社会生活や家族の安定
に支障をきたすため，シャリーア解釈よりは
むしろ現状維持を優先する形でファトワーが
出されていることがわかる。類似のケースで
は，夫が「離婚だ‼」と叫んだが，その時に

夫は「怒りに我を忘れた状態（ighlāq）」で
あったため，その離婚宣言は無効であるとし
て，離婚宣言そのものを破棄するファトワー
も多い。これらの質問はファトワー集にも収
録されているが，一次ファトワーではこのよ
うな質問が占める割合がファトワー集よりも
高い。日常的にこのような紛争が夫婦間で頻
発していることを，一次ファトワーはより雄
弁に伝えている。

3回目の離婚が成立したかどうかに関する
質問も多い。取り消し不能な離婚が成立する
ことはクオリティ・コントロールのスタッフ
Hによれば「家族生活の危機である」ため，
イスラーム電話ではできるだけ質問者に選択
肢を与えるような回答を出しているとのこと
であった。

Q．［男性，QQ 20-30代］妻に「～したら離
婚だ」と条件をつけて，その通りに 3回目
の離婚をしてしまったのですが，妻と復縁
することはできますか？それともそれは私
が誓いを破った，つまりは嘘をついている
ことになるのでしょうか。
A．離婚して妻に戻れるのは 2回まで。3
回目には意思にかかわらず［取り消し不
能な］離婚が成立する。あなたの場合で
は，多くのウラマーが離婚は成立とみな
す。もしかして 1回目と 2回目の離婚に
曖昧性（shubha）

40）があるかもしれないの
で，事情をきちんと詳細に話してどうすれ
ばいいか聞くこと。ダッラーサ地区にある
ダール・アルイフターか，フセイン・モス
クの近くにあるアズハル・モスクの中にあ
るファトワー委員会に行って，ウラマーに
ちゃんと話を聞いてもらいなさい［06.8.22
採取，回答者 S・F］。

39） この離婚に関する宣誓やそれを用いた脅迫はマムルーク朝期からみられ［Rapoport 2005: 89-
110］，エジプト社会に歴史・文化的に根付いた夫婦喧嘩の「作法」であると言えそうである。

40） 柳橋は姦通罪と関連した曖昧性を整理・分析している［柳橋 2001: 160-170］。現代エジプトのファ
トワーにおいては，曖昧性は姦通罪に限らず，法的に錯誤あるいは違反を含む可能性を持つ場合や
状況などを指して広く用いられる用語である。
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ここでは，3回目の離婚が多くの場合成立
するとしながらも，イスラーム電話よりも権
威があり，事情を詳細に話すことができ，事
情を配慮しうる機関でファトワーを貰うこと
を勧めている。ここから，対面式でない，当
事者同士の調停ができない等の限界が電話を
用いたイスラーム電話の一次ファトワーにあ
ることと，その限界をウラマーがきちんと認
識していることがわかる。

3.2　利子などにみるシャリーアとの齟齬
結婚，離婚以外の規範に，イスラーム電話
はどのように対応しているのか。利子など比
較的多い質問と，他のウラマーとの意見の相
違が明らかな問題について，以下で整理する。
イスラーム電話は整形手術には柔軟に対処
し，それをおおむね認めている。

Q．QQ 女性が鼻の整形手術を行ってもいいか。
A．もし鼻の形が醜悪なら，そしてそれが
心理的な疾患の原因となっているのならし
てもいい［5回目会議，05.3.6］。
Q．QQ 6本指を持っている人が余計な一本を
手術で切除すること。
A．可能［6回目会議，05.4.3］。

ムハンマド・バクル・イスマーイールは
ファトワー集の中で，この場合，指の切断
手術はできないと答えており［Ismā‘īl 1999: 
390］，美容整形についてはイスラーム電話
が比較的緩やかであることが窺える。その他，
観光業，銀行員，看護婦など曖昧性があると
一般に解釈されている職業41）などにも柔軟
に対処し，離職は勧めないという意見で一致

を見ている。イスラーム電話が，離職しても
新たな職を得ることが難しい，エジプトの社
会状況42）に配慮していることがここからわ
かる。事実，採取したファトワーもそのよう
に回答していた。

Q．［女性，年齢？］QQ 14年前に父が亡くな
りました。私たちは 7人兄弟で，二人の
兄は役に立たず，もう一人は湾岸に働き
に行って消息不明です。無尽講（jam‘īya（ ）

をしています。私は教育を受けていますが，
今母親を引き取っていてろくに働けない状
態です。仕方がないので，私はお酒を出す
ような場所で働いています。このような事
情があって，お酒の出る場所で働くのはハ
ラーム（ḥarām，禁止行為）ですか？どう
したらいいでしょう？
A．質問から，3人の男と 4人娘の兄弟と
理解しました。まず，母親の扶養放棄は大
罪です。母親の扶養は 3人の男兄弟にその
責任があります。これを放棄するのはとん
でもないことです。仕事についてですが，
これはハラームです。私はあなたがまず，
ハラールの仕事を見つけてから，その今の
ハラームである仕事を放棄するように勧め
ます。もし，ふさわしい仕事が見つかっ
たら，そのときに今の仕事をやめなさい
［06.8.20採取，回答者H・H］。

利子（fā’ida（ ）に関するファトワーもまた
興味深い。イスラーム電話は変動利子を認め，
固定利子を禁止する多数説を採るが，固定利
子を極少数のウラマーが認めていることに必
ず言及することで一致を見ている［7回目会

41） 観光業はアルコール・賭け事禁止規定や女性のマハラムを伴わない旅行の禁止規定に，銀行員は利
子の禁止規定に，看護婦は男女の混在およびアウラ（‘awra，異性に見せることが禁じられている
身体の部位）を見ることの禁止規定にそれぞれ抵触する（あるいはその可能性がある）ため，ファ
トワーでは曖昧性があると表現される。その他婚約者との，マハラムを伴わない外出なども曖昧性
をもつとされる。

42） エジプトの失業率は概して高く，年齢差・ジェンダー差も著しい。04年の 15-20歳の失業率は
30.4％，20-25歳は 37.3％，25-30歳は 21.6％，30-40歳は 4.4％である［UNDP 2005: 104］。カ
イロの 04年の失業率は 9.7％，女性の失業率は 24.7％である［UNDP 2005: 225］。
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議 05.5.29］。02年にアズハル総長，タンター
ウィーが固定利子をも認める公式ファトワー
を出し，03年にそれに反対するアズハルの
ウラマーとの間に論争が起きた43）。タンター
ウィーの法解釈についてはウラマーの間で批
判が多いにもかかわらず，イスラーム電話は
タンターウィーの意見を少数説だと付言した
上で一応紹介している。タンターウィーはイ
スラーム電話創設にあたり「イスラーム電話
のファトワーはシャリーア上合法である」と
の意見を新聞紙上に発表し，イスラーム電話
の後押しをした人物である44）。以上から，タ
ンターウィー説の言及には，イスラーム電話
寄りのウラマーを尊重することによって，有
料ファトワーであるために生じる運営上の障
害などを少しでも排除しようとする意思が働
いている可能性もある。しかし結果的に，質
問者の選択肢が増えていることは注目に値
する。

Q．［男性，QQ 20-30代］銀行の利子につい
てお聞きします。利子はハラームですか？
それともハラールでしょうか？ハラームか
ハラールかわからない場合，それをモスク
に寄付して清めることはできますか？
A．銀行の利子のうち，利率が決まってい
ないものはハラールです。利率が決まって
いるものについては，ほとんどのウラマー
がハラームとしていますが，ごく一部のウ
ラマーはそれをハラールだとしています。
あなたはよく考えて，自分でどちらの説を
採るか選びなさい［06.7.30採取，回答者
不明］。

3.3　 社会状況とファトワー：ウラマーの立
ち位置

イスラーム電話のファトワーについて以下
にまとめる。イスラーム電話のファトワーが，
必ずしも一定の法解釈上の手続きに基づいて
出されるわけではないことは，多数説を採ら
ずに少数説を採った離婚のファトワーと，少
数説にあえて言及しないウルフィー婚のファ
トワーの，法解釈上の手続きの差異から明ら
かである。結婚契約およびウルフィー婚に関
するファトワーからは，婚姻外の性交渉を禁
じるジェンダー規範をシャリーアの規定より
も重視するウラマーの姿勢が窺える。イス
ラーム電話は厳密な法解釈や法理論よりはむ
しろ，社会秩序の維持や現実の夫婦生活の維
持，家族の福祉等を重視する。特にジェンダー
規範に関してその傾向が顕著である。イス
ラーム電話の場合，結婚・離婚に関してファ
トワーが守ろうとしている法益は，家族生活
および社会秩序の維持である。クオリティ・
コントロールのスタッフも，その旨を認識，
明言していた。
その他社会慣習や社会状況をシャリーアの
規定より優先させている例として，曖昧性が
あるとされる職業や美容整形のファトワーが
ある。就職難など，個々人では変革できない
社会状況がある場合には，それに配慮しそれ
と対立しないというイスラーム電話の姿勢が
わかる。政治色の強い質問については回答を
避ける傾向にあった45）。イスラーム電話は学
派間の相違にはこだわらないが，必要と認め
た場合には少数説に言及，または少数説を多
数説として紹介することをためらわないな

43） ［http://www.businesstodayegypt.com/article.aspx?ArticleID=7051，07年 9月アクセス］
44） ［http://www.elhatef.com/ar/media/aqidaty.asp，07年 9月アクセス］
45） 以下のファトワーがその好例である。

 Q．ムスリム同胞団について伺います。彼らは同胞たる我々を見ていないと思うのですが，あのQQ
団体のしていることは正しいですか，間違っていますか。彼らは法律を変えようとしています。

 A．イスラーム電話は，このような事柄がハラールかハラームかについては専門外です。ほかに
も団体としては例えばアンサール・スンナがあります。これは預言者をはじめとするよき時代の
イスラーム文化を尊重する団体で，メンバーは白い服を着ています。かれらは伝統に集中してい
ます。ムスリム同胞団はより，政治に関わっていますが，どちらにしても宗教という義務を果た
すことに熱心であるという点で，彼らに違いはありません［06.8.9採取，回答者H・A］。
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ど，学派間の相違を柔軟に法解釈を行うため
に積極的に活用している。また複雑なケース
では判断を避け，より「高次」のファトワー
を得るよう提案していることから，電話ファ
トワー，一次ファトワーとしての限界を把握
していることがわかる。利子のファトワーで
「よく考えて選びなさい」と言い，複雑なケー
スで高次のファトワーを貰うよう勧めるな
ど，イスラーム電話は質問者により多くの選
択肢を確保することを重視している。多様な
解釈があり，同じ質問に多くの異なる回答が
ありうる状態について，あるウラマーが「ハ
ディースは「違うことは恵みである」と言っ
ています。回答が様々であることは，質問者
にとっての神の恵みです」と答えたことに注
目したい46）。ファトワーの結論に幅があり，
結果的に質問者に選択の余地が残されている
ことを，肯定的に評価しようという姿勢がこ
こにはある47）。
本節で見たように，イスラーム電話は厳格
な法学派の解釈を採用せず，法学派の差異に
もこだわらない，穏健なファトワーを出す傾
向にある。グローバル化によって，サウジア
ラビアの厳格なシャリーア解釈に衛星放送等
で簡単にアクセスできるようになったことの
影響には無視できないものがある。海外から
の質問にエジプト人からのものが多いことは
前述した。これはサウジアラビアのファト
ワーが厳格なハンバル派の法解釈に基づいて
いるため48），サウジアラビアのファトワーと

エジプトのファトワーにかなりの解釈上の違
いがあるためである。シャリーフによれば，
サウジアラビアからの質問の殆どは出稼ぎに
行っているエジプト人からのものであるとい
う。ここから，ファトワーに法解釈の差異か
ら来る地域性があることと，海外居住のエジ
プト人に，エジプトのファトワーに対する
ニーズがあることがわかる。
イスラーム言説の多様化とグローバル化を
受け，ファトワーの言説としての多様性は一
層増している。結果的に，質問者が選ぶこと
のできる回答もまた増えている。それを認識
しつつ，イスラーム電話はエジプトの一般的
な人々に向けて，彼らの事情を踏まえたファ
トワー―シャリーフの言葉を借りれば「追
い詰めない，厳格すぎないファトワー」―
を出すことを目指していると言えよう。

4　電話ファトワーに求めるもの：
質問にみる質問者の動機

4.1　質問傾向
本章では質問者たちに焦点をあて，一次
ファトワーに人々が何を求めているのかにつ
いて分析する。
イスラーム電話は，都市にのみ存在する人
的資源とネットワーク，インフラストラク
チャーを前提として存在するサーヴィスだ
が，質問者の居住区はカイロに限らない。上
エジプト，デルタ地帯などの地方，サウジア
ラビアなどの海外からも電話はある。ネット

46） 意見の差異は神の恵みである，という考えはマーリク派のムフティー，ワンシャリースィー（al-
Wansharīsī, 1431-1508）のファトワー集にもみられ，歴史的にも跡付けられる［al-Wansharīsī 
1981: 8］。選択の余地がある状態を是とするのはイスラーム電話独自ではなく，ウラマーが歴史的
に共有してきた姿勢であることが窺える。

47） この回答の多様性を否定的に評価するウラマーもいる。MENA（エジプト，中東通信社）によれば，
07年 9月，アズハル大学学長アハマド・タイイブ（Aḥmad al-Ṭayyb）はアズハル専門の衛星チャ
ンネルを設立し，真のウラマーにファトワーの発行とイスラームに関わる諸問題の提起を任せる
ことで，衛星放送におけるファトワーの乱発を防ぐよう求めた［http://www.tufs.ac.jp/common/
prmeis/data/qudsarabi/070929qudsarabi_hk.mht，07年 10月アクセス］。ファトワーがメディ
アの発展に伴って乱発される傾向があると認識し，規制を求めるウラマーが存在することがここか
らわかる。

48） サウジアラビアのファトワーは女性の衣服等についても非常に厳しいファトワーを出す［例えば
‘Abd al-‘Azīz eds. 1998, 1999］。近年エジプトの書店でサウジアラビアのウラマーのファトワー集
が多く販売されるようになった。
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ワークにアクセス可能な，空間的には居住区
を限定されない人々が，イスラーム電話の質
問者であると定義できよう。
まず質問全体の傾向について概観する。電
話本数は 1319本，質問件数はのべ 2050件
あった。質問には時期的な変動があり，巡
礼，断食，試験等が近くなるとその話題が増
える。また時事問題や流行の話題についても，
直後に質問が集中する。衛星放送の夢占い番
組が人気を博した時には夢占いに関する質問
が増え，サウジアラビアのウラマーが，やは
り衛星放送でニカーブ（niqāb，目以外の顔
の部分をすべて覆うタイプの被り物）を被る
のが女性の義務だと発言した後には，ニカー
ブについての質問が増えたのがその好例であ
る。他に常に一定程度を占める質問として，
一般常識やジン（jinn（ ，精霊），邪視（ḥasad,
‘ayn）

49）に関するものがあった。学派間の解
釈の相違についての専門的な質問や，質問者
が高い法識字を持つことを窺わせる質問は
2050件の質問中 8件のみで，法学的な厳密
さを質問者が求めていないことがわかる。ジ
ハード，パレスチナ問題など，社会問題につ
いての質問も 3件と非常に少ない。
質問件数と比率は本節最後の表群にまとめ
た。多い質問としては，結婚（192件），恋愛・
性（186件），ジェンダー規範関連（182件），
家族間トラブル（156件），金銭問題（143件），
離婚（131件），衣装・化粧（102件），利子

（89件），姦通（81件），子育て（73件）な
どがある。特定の場合に唱える祈祷句やクル
アーンについて（99件），礼拝について（117
件50）），喜捨について（96件），破約の贖罪
について（68件）など，日常生活の中のイ
スラームについての質問が多いのも特徴的で
ある。
質問者は女性が圧倒的に多い。1319本の
質問のうち，女性は 947本で 71.8％，男性
は 304本で 23.0％，不明51）68本で 5.2％，
不明のうち就学前・小学生とみられる子供
は 8本であった。イスラーム電話の質問者
の男女比を見る限り，カイロの女性説教師
の「女性はファトワーが好きだ」との言は
妥当である。質問内容とジェンダーにも明
らかな相関関係がみられた。男性の質問者
比率が総比率の 23.0％より明らかに高いの
は保険（57.1％），死者・葬儀（41.5％），仕
事（37.9％），破約の贖罪52）（36.8％），利子
（36.0％），姦通（33.3％），恋愛・性（29.0％）

などであり，逆に低いのは婚家とのトラブ
ル（10.6％），衣装・化粧（11.8％），婚約
（12.5％）などであった。ジェンダーにより
関心に差があること，質問が基本的に性別役
割分業に沿っていること，男性にはあまり厳
しい罰則が科せられないエジプトの慣習を反
映してか，男性からの，性規範逸脱に関する
相談が多いことがここからわかる53）。
以上からイスラーム電話の一次ファトワー

49） 羨望を持って何かを見ると，見られたものが壊れたり，持ち主に良くないことが起こるとする民間
信仰。

50） 表 5では 150件だが，これは質問が礼拝に関係ない場合に，ウラマーが回答中で礼拝に言及した
場合を含むためで，質問者が礼拝について質問した件数は 117件。

51） 性別は筆者が内容・声・自己紹介等から判断した。短い質問で声による性別判定ができなかった，
声変わり前で性別がわからない等の場合，質問者を不明に分類した。

52） これは離婚宣言に関する破約の贖罪の質問が多い（68件中 43件）ためである。
53） なおガラーア・モスクのウラマーは，モスクに寄せられる質問の傾向について以下のように語って

いる。
 筆：ファトワーをもらいに来る人は，女性と男性とどちらが多いですか。
 I：もちろん女性ですね［笑って］。
 筆：なるほど。それで，質問者の男女比はどれくらいですか。
 I：大雑把に言うなら，少なく見積もっても 80％は，女性ですね。男性は考えるから，なかなか

質問してきませんが，女性は感情的だから，考えるよりは質問，という感じ。女性は感情で動き
ますから。 ↗
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には，質問者の女性比が高く，ムアーマラー
トについての質問と，日常生活に密接した質
問が多いという傾向があるといえる。

4.2　繰り返される質問：ウラマーとの交渉
イスラーム電話の特徴として，質問者に
リピーターが多いことがある（189件）。ウ
ラマーを指名して質問するリピーターがい
る。同じ質問を繰り返し尋ねる質問者も多い
（128件）。回答が不満だった場合，同じ質問
を細部を変更しつつ繰り返す，言い訳をする，
注釈を加えて回答の変更を迫るなどの行動が
よくみられた。このような場合，質問が非常
に長いのも特徴的である。前述のようにファ

トワー集では，質問は省略されるか端折られ
ることが殆どである。しかし質問は，人々の
イスラーム言説との関わりを分析する上で貴
重な資料となる。口頭ファトワーは質問が長
いため，回答が相対的に簡潔な印象を与える
ことも多い。質問が長すぎる，と回答の中で
苦情を言われる質問者もしばしばいた。

Q．［男性，QQ 20-30代，早口で］以前に相
談させてもらった車の件について，もう一
度尋ねたい。この前の回答では，それは利
子（ribā）にあたるのでだめだということ
だった。でも，まだ説明しきっていない背
景があるので，それを踏まえてぜひもう一

↗ 筆：年代的には？若年者と年配者ではどちらが多いですか。
I：若者層ですね。イスラームに興味を持っているとか。今までは服装にかまけていたけど，質
問したくなったとかね。
筆：どういう分野の質問が多いですか。
I：まず，離婚ですね。離婚は昔は少なかったんですよ。離婚をすること自体が恥だったんです。
生活自体が単純だったし，冷蔵庫も TVもなかったし，いわば村の生活。そう，人生が単純だっ
たし，離婚は恥だった，条件が揃わないとなかなかできなかった。でも今は離婚が簡単になりま
したね，皆現世のことを，来世のことよりも気にして，重視してますからね。今は離婚そのもの
が増えてますしね。昔は一夫多妻婚であっても，離婚は少なかった。
筆：それ以外には何かありますか？
I：そうですね，やはり離婚と，家族関係ですね。結婚，養育権，家族との感情的なもつれ，フ
ルア離婚（khul‘），こんなのが主です。あとは多いのは銀行，つまり利子ですね。イバーダート
に関する質問はあまりないです。
筆：電話での質問は全体の何割くらいでしょう。
I：多いですよ，60％くらいですね。
　ガラーア・モスクには，質問者に女性が多いこと，ムアーマラートに関する質問が多いことなど，
イスラーム電話との共通点も多い。しかし対面のファトワーのみを記録している記録係によると，
子育てや性に関する質問は珍しいとのことで，この点は異なっていた。これは対面かどうかによる，
匿名性の確保のレヴェルによる差異であると考えられる。

表 3．質問者の男女比

男女比 男性  304 23.0％

女性  947 71.8％

不明   68  5.2％

合計 1319 100.0％

表 4．イバーダート・ムアーマラート比率

イバーダート  459  18.3％

ムアーマラート 2050  81.7％

合計 2509 100.0％

表 5．イバーダート質問件数一覧

項目 件数 比率

イバーダート クルアーン・ハディース  99 21.6％

礼拝 150 32.7％

断食  78 17.0％

喜捨  96 20.9％

巡礼  36  7.8％

合計 459 100.0％
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表 6．ムアーマラート質問件数一覧

項目 件数 比率

ムアーマラート

結婚 192     9％

離婚 131  6.4％

婚約  32  1.6％

恋愛・性 186  9.1％

姦通  81  4.0％

ジェンダー規範に抵触すると思われる
振舞い，人間関係など 182  8.9％

衣装・化粧 102  5.0％

ケガレ  45  2.2％

ジン・悪魔・邪視  53  2.6％

破約の贖罪  68  3.3％

夢占い  37  1.8％

遺産  63  3.1％

医療  45  2.2％

家族間トラブル（原家族）  90  4.4％

家族間トラブル（婚家）  66  3.2％

学校  11  0.5％

金銭 143  7.0％

仕事  66  3.2％

子育て  73  3.6％

死者・葬儀  41  2.0％

保険   7  0.3％

利子 89  4.3％

その他 247 12.0％

合計 2050 100.0％

表 7．ムアーマラート質問者の性別分布（男性総質問者比率 23.0％より男性比率が高い質問項目に着色を施した）

合計 男性 女性 不明 男性比率 女性比率

結婚 192 37 152  2 19.3％ 79.2％

離婚 131 33  97  2 25.2％ 74.0％

婚約  32  4  28  0 12.5％ 87.5％

金銭 143 25 117  1 17.5％ 81.8％

家族間トラブル（婚家）  66  7  59  0 10.6％ 89.4％

家族間トラブル（原家族）  90 21  67 2 23.3％ 74.4％

恋愛・性 186 54 130  1 29.0％ 69.9％

姦通  81 27  54  0 33.3％ 66.7％

学校  11  2   8  1 18.2％ 72.7％

ジン・悪魔・邪視  53 10  41  2 18.9％ 77.4％

利子  89 32 51  6 36.0％ 57.3％

保険   7  4   3  0 57.1％ 42.9％

死者・葬儀  41 17  23  1 41.5％ 56.1％

遺産  63 16  45  1 25.4％ 71.4％

医療  45  6  36  3 13.3％ 80.0％

衣装・化粧 102 12  88 2 11.8％ 86.3％

子育て  73 13  58  1 17.8％ 79.5％

仕事  66 25  41  0 37.9％ 62.1％

破約の贖罪  68 25  41  6 36.8％ 60.3％

その他 247 53 175 18 21.5％ 70.9％

ケガレ  45  7  37  1 15.6％ 82.2％

ジェンダー規範 182 36 141  5 19.8％ 77.5％

夢占い  37  4  33  0 10.8％ 89.2％
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度回答をいただきたい。そもそも前の回答
では，現金で買わない私のようなケースは
利子でハラームといわれたが，どう違うの
か，違いを教えてほしい。
私は確かに車を買ったし，その方法は一
見利子がついているように見える方法かも
しれない。しかし私は販売見本市のとき
に，見本市と私との間で売買契約を結んだ
のだ。確かに利子はついているように見え
るが，その利子は見本市と銀行の間の契約
によってついているもので，私と銀行が直
接利子について合意したわけでも，私が銀
行と直接取引きしたわけでもない。私は見
本市と取引したのだ。見本市と銀行の間の
取引は私の関知するところではない。また，
その保証はたしかにあったが，その保証と
利子は違う。またこの前の回答では，利子
はハラームだから，利子を避けるためにそ
の車を売ったほうがいいとのことだった
が，中古扱いになってしまうから，買取価
格の 8-9割でしか売れない。結局これでは
私は 30％くらい損をしてしまう。
何度も言うが，だから私は直接利子とか
かわっているわけではない。そういう状況
を考えてほしい。私はあくまで見本市でそ
の車を買ったのである。確かに，現金契約
に比べれば増加分を余計に払わなければな
らなかったが，それは利子ではない。私は
この前の回答には納得いかない。納得いか
ない。こういう状況をぜひ，考えた上，回

答をしてもらいたい。では失礼。
A．見本市で買おうと，銀行と直接取引を
しようとしまいと，それは重要ではない。
大事なのは，利子があるということである。
それはハラームである。何度聞かれても，
答えは一つだ。現金払いでないために増加
分が加算されるシステムそのものがハラー
ムであることを知らなければならない。あ
なたが納得しようとしまいと，それは問題
ではない。シャリーアに基づいているのだ
から［06.7.18採取，回答者不明］。

対面ではなく，匿名性が確保され，アクセ
スが容易であるという状況下で，質問者がよ
り「わがまま」になることが窺える。そこに
は質問者の，シャリーアを自分に有利なよう
に解釈し，利用したいという欲望が透けて見
える。自分の望む形でファトワーといういわ
ば「お墨付き」を貰うために，質問者は様々
な工夫をこらす。金銭の絡む喜捨や利子，遺
産についてのファトワーでこの傾向がより顕
著であった。この場合，質問者は実際の交
渉および ADR場面で利用するためのファト
ワーを求めている。女性からの，夫・兄弟な
ど身近な人物と交渉する際の資源として用
いるファトワーを得るための質問も多かっ
た（121件）。ファトワーを用いた交渉によっ
て主張が通った旨のお礼の電話が，ウラマー
に名指しでかかってくることもしばしばあっ
た54）。

54） 逆に，ファトワーに対する怒りの電話がかかってくることもあった。
Q．［女性，QQ 40代，強い口調で。同じ質問のためにその後 4回続けて電話がある］49848番でファ
トワーを貰いました，納得いきません !!このときは S・Iさんにファトワーを出して貰いました
が，何でですか，全然納得いきません。しかもどうしてハーリド・ジュンディーさんじゃないん
ですか，ムフティーが！どうして銀行に預けてあるお金からまでザカートを支払わないといけな
いんですか？こんなの全然いい答えじゃありません！あの銀行はイスラーム銀行なのに！イス
ラーム銀行に置いておいたんですよ !!S・Iさんは全然質問を理解していません！もう！
A．我々は一人でここをまわしているわけではないので，誰が回答するかは指定しない限り，わ
からないんですよ。私たちは会議をしていて，多数意見を採るのです，少数意見は採りません。
それから，誰か特定のムフティーに答えて欲しい時は質問をする時にその旨伝えてください。我々
は 21人いるので，そうしないと誰が当たるかわかりません。しかも私たちはムフティーですから，
シャリーアにのっとって，イスラーム的視点でどうなるかを考えてファトワーを出していかない
といけないんです。そして銀行の変動利子は，多数説ではやはりハラームです。それからザカー
トは，銀行に預けていようと自宅にあろうと関係なく，3000ポンド以上あるのなら支払わ ↗
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結婚前の男女の性交渉や付き合い方など，
ジェンダー規範に関する質問は非常に多い
が，この場合には自分の良心の呵責を鎮める
ために質問をする質問者が多かった55）。
なおウラマーたちは，このような質問者た
ちの「お墨付き」としてのファトワーの希求，
質問が繰り返されること，その際には細部に
変更が加えられる傾向にあること，ウラマー
のファトワーを聞いた上で，「でももし～だっ
たのなら」と質問者が聞き返す場合が多いこ
とに自覚的であった。インタビューしたウラ
マー全員がその傾向を自覚していると回答し
た。アズハル大学女子部宗教学部の教授は微
笑して答えた。

「そういうことがあることは重々承知して
います。ただ，わたしたちの役目はファト
ワーを出すことであって，質問者の意図ま
でコントロールはできません。もし質問者
が真実を語らずにファトワーを得た場合，
その罪は質問者に科せられ，我々には科せ
られないのです。我々は与えられた情報を
真実と仮定して，ファトワーを出すにすぎ
ないからです」。

前出のガラーア・モスクのウラマーは次の
ように語る。

筆：普遍の規定と，今の世の中にあわせて
変える規定，つまり法の適用との間で，ど

うやってファトワーのバランスをとってい
ますか？
I：ああ，それはいい質問ですね。法には
普遍な部分と，変わる部分がある。例えば
礼拝が義務であることは不変ですが，やり
方は変化しうる。例えば礼拝前の清めをし
たいけど水がないときは，砂で清めます。
砂もないときは，壁や椅子で。それもない
ときは，そのままで礼拝，というようにね。
方法は変化します。でも基本は変わりませ
ん。わかりますか？　普遍とするものを変
えないで，変わる部分は状況によって見て
いきます。それは話しながらね。
筆：では，質問者の質問の仕方は，貴方の
ファトワーに影響しますか？
I：［目をくりっとさせ，すばやく反応して，
笑いながら］いい質問ですね。
もちろん，影響します。もちろんね。例え
ば質問者がごまかしていたり，嘘をついて
いたりする可能性はいつだって，あるわけ
でしょう。私は嘘かどうかまではわからな
い。質問者の心まではわかりませんからね。
　だから私はいつも返事をしますよ，舌で
ね。つまり，その場合にはこうですという
のを舌で答えますが，質問者が私を欺いて
いる可能性はいつも，ありますからね。そ
の場合，神は彼の罪をちゃんとご存知で，
それを数えていますから。私は，その状況
でのファトワーを舌で言う，答えるだけで
す。その答えにはもちろん，質問者の質問

↗ ないといけません。40000ポンドをファイサル銀行に預けているのなら，そこから 2.5％の額を
ザカートとして支払わないといけません［06.8.30採取，H・A］。

55） 非常に珍しいが，婚姻外の性交渉について，独自のシャリーア解釈を行って正当化しようとした質
問者もいる。これにはかなりの法識字が必要である。この質問にはウラマーもクオリティ・コント
ロールのスタッフも驚き呆れていた。

 Q．私はQQ 24歳の男性です。お金がなくて結婚できません。うちに来ているお手伝いさんは離婚
していて，子供がいて，今前夫との間の子供を妊娠中です。クルアーンの規定に従えば，彼女は
私の「右手の所有にかかる者（4:25）」なので，彼女と結婚という形ではなく，性交渉を持って
もいいですか？

 A．そもそも，妊娠中の女性は待婚期間中なので結婚できません。無理です。なにより，右手の
所有にかかる者という概念は現代ではありえません。彼女はあなたの右手の所有にかかる者では
ありません。従って，彼女と結婚という形でなく，性交渉をもつことはできません。彼女と性交
したいのなら，出産後に正式に結婚しなさい［06.7.30採取，回答者不明］。
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の仕方が影響するでしょうね。
筆：政治的状況がファトワーに影響するこ
とはありますか。
I：それはそういう事態があまり，起こら
ないですね。パレスチナやイラクについ
て，ユダヤ教徒たちが世界で起こしている
陰謀等について，言ってくる質問者はまれ
ですから。もちろんそういう状況があるこ
とを我々は知っています。知っていますけ
ど，それはどちらかというとむしろ，ファ
トワーではなくて，金曜日の集団礼拝時の
説教とか，そういう場合に影響してきます。
筆：ファトワーは，質問を全部聞いてから
出しますか？それとも遮ったりしますか？
I：もちろん，全部聞きます。状況をまず
きちんと理解する必要がありますから。だ
から全部聞かないと，ファトワーは出せま
せん。全部聞かないとダメです。

回答たるファトワーが質問者とウラマーの
間の双方向の働きかけの結果であることと，
それに自覚的なウラマーの姿勢がここからわ
かる。質問者にとっては，質問をすることそ
のものが，行為主体として，イスラーム言説
と交渉するための過程なのである。

4.3　 双方向の働きかけ：「ファトワー・
ショッピング」

イスラーム電話には，同じ質問を何度も手
を変え品を変え尋ねたり，ウラマーを指名し
て違う質問を何度もする質問者が一定数い
る。何度も同じウラマーを指名して相談（36
件）し，ファトワーを得，さらに事後報告と
新たな相談をしつつ，お礼を言って電話を切
る質問者もいた。これは個人情報をどの程度
出すかを自分で選び，匿名性と個人情報を守
りながら，ウラマーと人間関係を築いている

質問者がいることを意味する。匿名性を守り
ながらお気に入りのウラマーと親しくなれ
る状況は大変珍しい。スタッフHによれば，
声の印象や話し方による推定では，リピー
ターは全体の 30％ほどだとのことである。
このようななかで質問が，日常の愚痴や嫁
姑関係，夫婦関係や仕事に関する「悩み事相
談」の様相を呈するのは偶然ではない。この
場合，ファトワーは紛争処理のための資源で
はない。むしろ質問者は，ファトワーに心理
的な援助やカウンセリング的役割を求めてい
ると言えよう（72件56））。愚痴や相談の電話
には，質問が要領を得ず，非常に長いという
傾向があった。質問が 5分を超えることも珍
しくなかった。特に女性に対する，カウンセ
ラーとしてのムフティーの役割は重要である
（72件中女性からの質問 65件）。日常の悩み
を聞き，愚痴の相手になることを重要な仕事
のひとつであると考えているウラマーも多く
いた。彼らはたいてい，優れた聞き手でも
あった。

Q．［女性，QQ 20代］なんていうか，個人的
な相談と言うか……。仕事が辛くてしょう
がなくて，やめたいんですけど，どうした
らいいですか？仕事をやめるときってどう
したらいいんでしょうか。
A．いいですか，問題には原因と結果があ
ります。まず，どうして仕事が辛いのか，
原因をつきとめてごらんなさい。そうし
たらおのずと，どうしたらいいかわかるで
しょう。まず理由を知らないと，対策はた
てられません。原因がわかったら，神に
祈り，クルアーンを読み，悔い改め，す
べての良いことをして天命を待ちなさい
［06.7.25採取，回答者 S・F］。

56） 一応質問はするが，質問を離れて自分の状況や愚痴を延々と話している，明らかに鬱状態，試験が
悪かった，ただ話したいなど，明らかにカウンセリング的な援助が要求されるケースを筆者が集計
した。
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その他，姦通，近親姦，職場でのセクシュ
アル・ハラスメントなど深刻な相談も多い。
これらは課されるスティグマの強さから，表
面化しにくい問題についての相談である。風
評被害もあり，近所のウラマーなどに，対面
では非常に相談しにくい。このような深刻な
ケースは表面化しにくく，ファトワー集では
殆ど取り上げられない。このような問題に対
するファトワーへのニーズがあること，そし
てそれにウラマーがきちんと答えていること
に注目したい。

Q．［女性，QQ 20-30代前半？］小さい子供
の時にレイプされた子がいます。15-18年
くらい前のことです。もうちょっとで結婚
しますが，その昔のことが原因で結婚生活
が上手くいかなかったらどうしようと思っ
ています。いろいろ，特にセックスとか，
上手くいくのかとか……。邪視とか，良く
ないことも心配です。どうしたらいいで
しょうか。
A．病院に行って，精神科でも，女性のそ
ういうことに詳しい産婦人科のお医者さん
でもいいので，出来れば女性医がいいと思
いますが，そういう人にきちんと相談する
ことをお勧めします。ひとりで怖がってい
てもいいことはありませんから。神が彼女
をお守りくださいますように［06.8.24採
取，回答者 S・F］。

身近な人間にも相談できないような閉塞状
況でファトワーによって得られる慰めの大き
さと，それがイスラームの名のもとに与えら
れることによって「自分が悪いのではない」
という保証や救いが得られることは非常に重
要である。このようなイスラーム電話の特徴
は個々のウラマーの性格や性質にではなく，
むしろクオリティ・コントロール部門がある
ことによっていた。このような深刻な相談や
姦通に関しては，クオリティ・コントロール
は積極的に関与し，きつい回答を差し戻し，

もう少し質問者の気持ちに配慮したファト
ワーを出して欲しいとウラマーに注文をつけ
ていた。女性たちの立場にたったこの部門の
意義は大きい。このようにファトワーの管理
がなされることが，深刻な問題を抱える女性
たちがリピーターになる主要な要因の一つで
あろう。イスラーム電話のウラマー全員が女
性たちに配慮しているわけではない。例えば
H・Aは，彼自身が内面化している女性観を
ファトワーの中で露呈している。

A．［20代前半，女性］愛について伺いま
す。とても好きな人がいます。私は彼のこ
とをとても大好きですが，彼がわたしのこ
とを好きかどうかわかりません……。でも
彼は 4年間，別の人と婚約しています。私
は彼が好きなんですけど，どうしたらいい
でしょうか？
Q．いいですか，自分から男性に好きだとQQ
告白する女性は安くみられますよ。娘，特
に処女は，そういうことに対しては沈黙を
守って奥ゆかしくしているものです。電話
ででも，そういうことをいってはなりませ
ん［06.8.17採取，回答者H・A］。

女性たちの立場に立って自覚的にファト
ワーを出すウラマーは限られている。カイロ
の法識字のある女性たちは，特にジェンダー
規範や夫婦生活についての質問をする場合に
ウラマーを慎重に選んでいた。カイロの女性
説教師サマーハとその勉強会参加者を事例と
して，女性たちのファトワー・ショッピング
について以下で整理する。まず，説教師のイ
ンタビューを引用する。

筆：ウラマーたちは，相手の属性や状況に
よって，ファトワーの内容を変えたりして
いるの？
I：ああ，それはとっても重要な点。たと
えば似たようなケースでも，状況によって
全然違うファトワーが出ることはある。年
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齢，状況，女性か男性か，敬虔かそうでな
いか，いろんな状況によってファトワーは
変わりうるし，それをウラマーたちは皆配
慮している。
筆：じゃあ電話で済むのに，わざわざダー
ル・アルイフターなんかに行くというのは
どういう場合？
I：いい悪いがあるのよ，上手に言えるか
わからないけど。ダール・アルイフターは
公的機関だから，特に遺産関係には詳しい
し，慣れている。でも逆に公的機関だから
こそ，きちんと意見をはっきりできない場
合もある。遺産とか離婚とか，大きい問題
の場合にはダール・アルイフターはいい。
個人的な，もっと日常的な話題については，
町のウラマーに聞いたほうがちゃんとした
意見をもらえる。
筆：あなたはどうやってウラマーを選んで
いますか？ファトワーをもらう時。
I：ウラマーにも得意分野と不得意分野が
ある。アズハルは特に遺産に強い。遺産と
クルアーンについてはちゃんと訓練されて
いるし，豊かな知識を持っている。ただ
アズハルはハディース関係には弱い。ハ
ディースはもっとも知識の蓄積が必要な法
学分野で，ハディース学を究めるために
30年旅行することもある。ハディースは
真偽が大事だから，本文以外にも誰が伝え
たかについてもちゃんと知識を持っていな
いといけない。アズハルはハディースには
ちょっと弱い。
筆：じゃああなたは，知りたい内容によっ
てウラマーを選んでいる，ということ？
I：そう。ハディースだったら彼，そうじゃ
なかったら彼，という感じで，何が得意な
ウラマーかを把握して聞く。それに，話を
じっくり聞いてくれるウラマーもいるし，
はしょってさっさとファトワー出したいウ
ラマーもいるし。
筆：サウジのファトワーはとても厳しいけ
ど，人気があるの？

I：皆にじゃない，ごく限られたエジプト
人には支持されている。サウジのファト
ワーはエジプトのよりもっと厳格で，厳し
い。エジプトのファトワーやエジプトのウ
ラマーは，もっとフレキシブルに，状況を
見て対応している。私は結構好き，サウジ
のファトワーは。
筆：アズハルについてはどう思いますか？
I：アズハルのウラマーは知識もしっかり
していて，信用できる点がすばらしい。で
も彼らには欠点（‘ayb）がある。彼らは政
治的な話題や，旗色をはっきりさせてはま
ずいような問題に対しては沈黙を守る傾向
がある。たとえば銀行の利子の問題とか。
公式のファトワーなんかでは特にそうで，
それが彼らの欠点。こういう問題に関して
は，市井のウラマーの方がはるかに明快
な，そして法学に則ったきっちりしたファ
トワーを出す。アズハルのウラマーはそう
いうことができない。彼らは態度を鮮明に
しないし，沈黙を守る。そういうところが
あるのが問題だけど，彼らは遺産とかそう
いう問題のスペシャリスト。知識がしっか
りあるから。

ここから，彼女が 1. ファトワーをセカン
ダリー・ルールとして適用する際，ウラマー
の裁量に多くが任されていることに自覚的で
あり，2. アズハルのウラマーたちと市井の
ウラマーの差を認識しており，3. ウラマー
についての知識と，それに基づく好みがあ
り，4. ウラマーの得意分野を把握し，悩み
によってウラマーを使い分けていることがわ
かる。彼女が持つこのような法識字は，説教
師としての彼女の財産である。特にサマーハ
が，師匠ムスタファ・アーディー（Muṣṭafā 
al-‘Aādī）および姉弟子ウンム・タアミー
ン（Umm Ta’mīn）を核としたウラマーと
のネットワークを持つことは重要である。彼
女の勉強会参加者たちは，彼女を通じてこの
ネットワークを利用していた。参加者たちは
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プライベートな問題でファトワーが欲しい場
合，まず説教師に質問の概要やジャンルを話
し，どのウラマーに聞きに行くべきか助言を
貰っていた。その際，説教師は参加者たちが
急いでいるか否かと質問の種類と内容を参考
に，ウラマーを選択し，連絡先を教えていた。
急いでいるか否かが問題になるのは，比較的
つかまりやすい，アクセスしやすいウラマー
とそうでないウラマーがいるためである。ウ
ラマーの傾向と連絡先を把握しているサマー
ハの存在は，勉強会参加者たちが積極的にイ
スラーム言説を利用するための有効な資源と
なっていた。
これらの背景には識字率の上昇57）や，イ
スラーム言説へのアクセスが容易になるなど
による，イスラームにかかる法識字の向上が
ある。サマーハのような市井の女性説教師の
存在も重要である。このようなファトワー・
ショッピングをするにはかなりの法識字と気
力が必要となるからである。
クオリティ・コントロールを持つイスラー
ム電話では，女性嫌悪に満ちた回答を貰う可
能性が結果的に低くなるため，一度繋がりを
持った女性たちがリピーターになる傾向がみ
られた。また回答を差し戻されることによっ
て，ウラマーたちもかなりの個人差があるも
のの，女性嫌悪や内面化した女性蔑視を問い
直し，回答を女性により配慮したものにする
傾向がみられた。クオリティ・コントロール
のスタッフ，Hは以下のように語る。

「ウラマーのなかにも好き嫌い，というか
……。そうね，私たちはウラマーの誰々が
嫌いとは言えないけど，でも好きなウラ
マーはいる。うーん，S・Fさんは最初は
随分厳しいファトワーを女性たちに出した
ものだけど，彼はまだ若いんだけど，結構

宗教的に頑固だったみたいで。でも，今は
そんなことはない。彼は今は女性たちが置
かれている状況をわかっている。前は愚
痴なんか聞こうともしなかったけど，彼
（笑）」

女性たちがクオリティ・コントロールとい
う形でファトワーに介入することによって，
ウラマーたちの認識も変容していることがわ
かる。なおスタッフは回答を差し戻す際には，
ウラマーの面子を潰さないよう配慮し，関係
性を円滑に保つよう努力していた。このよう
な女性たちとウラマーとの双方向の働きかけ
によって，結果的にイスラーム電話のファト
ワーは女性質問者により，寄り添ったものと
なってゆく傾向がみられた。これもまた間接
的ではあるが，女性たちが行為主体としてイ
スラーム言説に関わっている例である。
また結婚を間近に控えた女性や結婚したて
の女性たちの性に関する悩みもしばしば寄せ
られる（38件）。これはエジプトでは結婚以
前には殆ど性教育が施されず，未婚の女性に
性に関する話をすることがタブー視されてい
るためで，初夜に対する怖れや結婚後の性生
活のトラブルなど，母親やオバに持ち込むの
は恥ずかしいが，独身の女性の友人にも話せ
ない，という悩みをイスラーム電話に持ち込
むケースが殆どであった。これにはウラマー
たちは誠実に向き合い，回答を寄せていた。
同様に男性も，同性愛など，相談しにくい問
題を持ち込んでいた。

Q．［女性，QQ 20代］もう少しで結婚します。
結婚について，いろんな悪い話を聞くので
怖くって……。痛いって聞きました，あの，
セックスの時。なんかとっても難しいとか，
痛みがあるとか。なんか……そんなことで

57） 04年の上エジプトの非識字率は 43.2％，同女性は 51.8％。都市部 19.2％，同女性は 31.1％，エジ
プト全体の非識字率は 34.3％，同女性は 44.8％（UNDP 2005，p. 27）。15歳以上の男性の識字
率を 100とした場合の女性の識字率は 1992年に 57.0％，04年に 68.3％で改善が著しい（UNDP
2005，p. 41）。
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きるのかなって。ホントに結婚しちゃって
いいんでしょうか……。不安で落ち着きま
せん。
A．悪い話に惑わされないようにしなさい。
床入りについていろいろ聞いたことと思い
ますが，痛いとか，困難だとか，そういう
風に困ったり，怖がったりすることはない
のです。確かに，そういうケースもあるこ
とはあるでしょうが，同意の上で行為を進
めれば，基本的には何にも問題がないこと
なのですから。それは夫婦二人で完了する
行為です。同意の上でね。そんなに怖がる
ことはありませんよ［06.8.24採取，回答
者 A・A］。

その他見逃せないものとして，子供たちに
対するファトワーがある（54件）

58）。内容は，
小学生から思春期くらいまでの質問者の，進
路相談や試験に対する不安や愚痴を聞く，性
に関する質問に答え性教育を施す，親とのト
ラブルの解決策を伝授する，イスラームに対
するちょっとした質問に答えるなどである。
カウンセリング，子供への知識伝達，性教育，
アドバイスや人付き合いの心得まで，幅広い
知識をイスラームの名のもとで与える，この
社会的役割は決して小さくない。

Q．［女性，子供］お父さんとお母さんにQQ
黙って食べ物を食べるのはハラーム？
A．おなかが減っていたりするとき，必要
でそうしたのなら，大丈夫ですよ［06.8.20
採取，回答者不明］。

Q．［女性，QQ 10代前半］ねえねえ，いつ結
婚していい年齢になるの？いつになったら
結婚してもいいの？
A．あなたより年下の子供でも，もっと礼
儀正しく質問していますよ。今，結婚して
もいいのは 18歳になってからです。それ

以前でも，いいかもしれませんけれども，
子供が産めて，家事が出来るようになるな
ど，妻としての役割をきちんと果たせるよ
うになるのはまあ，18歳くらいからでしょ
うから。25才以後に結婚するのは遅いで
す，23，24歳が適齢期ですね［06.8.23採
取，回答者H・A］。

子供たちから気軽に質問が寄せられるの
が，一次ファトワーの特徴であろう。この
ような質問はファトワー集にはほぼ出てこ
ない。ファトワー，特に一次ファトワーが
ADRの資源としての側面だけではなく，カ
ウンセリングや教育手段としての側面をも併
せ持つことを，これらのファトワーは示唆し
ている。

5　結論

本稿ではイスラーム電話のファトワーを，
エジプトのファトワーをめぐる社会的文脈の
中に位置づけ，社会的機能とその利用のされ
方の実態を，ジェンダーとの関わりに注目し
て分析した。最後に，イスラーム電話の占め
る位置と社会的機能および，イスラーム電話
のファトワーを利用する人々の傾向について
まとめ，本稿を締めくくりたい。
イスラーム電話は電話を用いてファトワー
を出すエジプト初の民間非営利組織である。
イスラーム電話は定期的に会議を開催し，そ
の議論を蓄積・ウラマーに周知することに
よって，一貫性のあるファトワーを安定的に
供給できるシステムを確立した。これはエジ
プトのファトワーをめぐる状況のなかでも特
異なことであり，特筆に価する。イスラーム
電話はアズハルの方針に基本的に追随しつ
つ，シャリーアの適用にあたっては，社会規
範とシャリーアが対立する場合には社会規範
を優先する，という統一方針で運営をしてい

58） 相談の内容や質問者の自己申告から 10代と特定できた相談と，明らかに子供からの相談だとわか
るものを筆者が分類した。
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た。その結果，イスラーム電話のファトワー
の，法源との親和性のレヴェルは比較的低
い。これは発案・運営者であるシャリーフの，
平均的エジプト人のための，「穏健なファト
ワー」を出す機関でありたいという運営方針
とも合致している。
イスラーム電話はまた，当事者同士の言い
分が食い違う，調停が必要，状況がよくわか
らない等の場合には，対面式のより高次の
ファトワーを貰うよう助言していた。ここか
らイスラーム電話のファトワーの ADRとし
ての機能には限界があることと，ウラマーも
それを認識していることがわかる。またファ
トワーをめぐる多元的状況を，積極的に肯定
する姿勢もここから見て取れる。
クオリティ・コントロール部門で女性ス
タッフがクオリティ・チェックを行うこと
は，当初意図されていたわけではないが，
結果的にウラマーの持つ女性嫌悪やジェン
ダー・バイアスの是正に繋がっていた。ウラ
マーとの交渉や働きかけを通じてスタッフた
ちは，間接的ながら行為主体として，イスラー
ム言説をより女性たちに良いように書き直し
ていたのである。回答の女性嫌悪が減少した
結果，質問者の女性たちがリピーターとなる
傾向も観察された。
イスラーム電話に寄せられる質問は子供の
相談や愚痴など多岐にわたっており，一次
ファトワーは法的意見の枠を超え，子供への
教育，カウンセリングなど，多種多様な機能
を担っていた。アクセスの容易性と質問者の
性別には明白な相関関係があり，対面式の
ファトワーよりも，一次ファトワーでは女性
質問者の比率が明らかに高かった。質問内容
では，匿名性が確保され，アクセスが容易で
あるほど姦通，恋愛・性関連のジェンダー規
範逸脱に関する質問が増える傾向があること
が明らかになった。瑣末な質問はアクセスの
容易性故に，深刻な質問は匿名性が確保でき
る故に多いと考えられる。
質問傾向としては，日常生活に密接に関係

する質問，自分のための質問，紛争解決に利
用するためのファトワーを求める質問が多い
ことがまず指摘できる。これは身近なメディ
アである一次ファトワーの特徴である。質問
者はまた，質問の背景説明や言い訳をするな
ど，多様な方法で回答に積極的に働きかけて
いた。これらの努力は望みどおりの回答を得
るためになされており，そこにイスラーム言
説を利用しようとする積極的な意思を見るこ
とができる。ファトワーを求めるという行為
そのものが，イスラーム言説を作り出す双方
向の交渉の一場面であることが観察されたの
である。
ファトワーを得る際にこのような努力をす
るには，サマーハとその勉強会参加者たちの
行動からわかるように，個々のウラマーに関
する知識およびアクセスの確保といったシャ
リーアにかかる高い法識字が必要であり，こ
れは容易に得られるものではない。しかし
イスラーム電話では，手間のかかるファト
ワー・ショッピングなしで，ウラマーを指名
するだけで望みどおりの回答を得られる。質
問者の法識字がなくても，お気に入りのウラ
マーを見つけることができることの意義は大
きい。リピーターが多い理由として，電話で
あるために物理的に，また対面でないために
心理的に，望みどおりの回答を得るための交
渉や努力がしやすいことと，アズハル大学卒
のウラマーの回答であるために一定の権威が
ファトワーにあることがあげられよう。
質問者とウラマーの双方向の交渉が繰り返
されるにつれ，リピーターの女性たちがウラ
マーとの対話に法的意見よりもむしろ慰めや
カウンセリングを求めるようになる傾向は，
一次ファトワーが結果的にカウンセリング機
能を併せ持つことを示唆する。一次ファト
ワーは悩み事や愚痴などを言いやすいという
特徴を持つのである。これには，心理的・物
理的なアクセスの容易さが関係している。な
お物理的・心理的なアクセスの容易さは，子
供たちからの質問が多いことにも関係してい



39嶺崎寛子：生活の中のイスラーム言説とジェンダー

た。匿名性が確保でき，かつムフティーを指
名できる電話ファトワーというシステムと，
イスラーム電話の「穏健なファトワーを出
す」という方針が，ファトワーのもつカウン
セリング機能を強化する要素となっていると
考えられる。その際，女性たちがムスリムで
あり，イスラームに則った救済や心の安定を
求めていること，ファトワーによって宗教的
に満たされることが，彼女たちにとって重要
な意味をもつことを忘れてはならない。
イスラーム電話ではウラマーと質問者の間
に立つ形で，クオリティ・コントロールが
ファトワーに介入していた。ウラマーたちも，
クオリティ・コントロールに回答を差し戻さ
れるという経験を通じて，自身の女性蔑視や
偏見に向き合い，それを問い直す機会を得て
いた。クオリティ・コントロールの責任者お
よびスタッフは，大きな個人差があるものの，
回答差し戻しによって女性に配慮のあるファ
トワーを出せるようになったウラマーがいる
ことを認めている。1. ウラマーに回答を差
し戻すことによって結果的にファトワーのミ
ソジニーが減少する，2. 女性のリピーター
が増える，3. ウラマーが問題の所在を自覚
し，認識を改める，という循環が出来つつあ
るといえよう。女性ウラマーが少ないなかで，
このような女性にとってプラスの循環ができ
ることの意味は決して小さくない。クオリ
ティ・コントロールのスタッフたちもまた，
日々ファトワーを聞くことを通じてシャリー
アにかかる法識字を高め，それを日常生活に
も活用していた59）。ムフティー会議も含めた
このような双方向の働きかけが，ウラマーと
女性スタッフの間に成立していることに注目
したい。これもまた，イスラーム言説を書き
換え，創出しようとする女性たち，そしてウ
ラマーたちの日常実践であると言える。

ジェンダー規範が厳しく，社会的制裁が苛
酷であるために沈黙を強いられる立場の人々
にとっての，ファトワーの「効用」あるいは
「救い」は無視すべきではない。生活の中の
イスラーム言説であるファトワーは人を抑圧
することもあるが，その多元性ゆえに，人を
救う力をも多く秘めている。そしてそれを引
き出す質問者や女性スタッフたちの努力や関
わりのなかで，イスラーム電話のファトワー
は，女性たちにとって使い勝手の良いイス
ラーム言説として利用されていた。日常生活
に寄りそうイスラームの姿がここから見えて
くる。
イスラーム電話の登場や衛星放送の普及な
どによる宗教資源へのアクセスの拡大，担い
手や内容をはじめとするイスラーム言説その
ものの多様化は，女性たちの法識字の向上と，
法識字に応じたファトワーなどのイスラーム
言説の選択的利用をもたらした。女性説教
師サマーハを通じた女性たちのファトワー・
ショッピングや，ファトワーをめぐる女性た
ちのウラマーとの積極的な交渉は，女性たち
が行為主体として積極的にイスラーム言説を
用いつつあることの証左である。ADRとし
ての一次ファトワーの特徴は，特に女性がそ
れを交渉の際の資源として用いていたことで
ある。資源の配分は多かれ少なかれ不平等で
あるが，イスラーム言説以外の資源，殊に社
会的威信や所得などは，一般に男性に多く配
分される，ジェンダー差のある資源である。
特に日常生活においては，女性にとって比較
的アクセスしやすく，かつ使い勝手がよく，
高い効果が見込める資源として，一次ファト
ワーはあるのである。
本稿ではファトワーを社会的文脈に位置づ
け，イスラーム電話のファトワーの持つ社会
的機能を明らかにした。本稿を踏まえてやっ

59） 日々ファトワーを聞くことは，高度な法識字の獲得に直結する。仕事の利点として，スタッフH
は生活上の疑問点や生活態度について多くの知識を得られたことを，Sは得た知識に基づいて，確
証を持って正しい方法を身近な人々に助言できること，仕事に対し，婚約者の理解と尊敬が得られ
ること，知識を持っていることを尊敬されることをそれぞれ挙げた。
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と，1319本の質問と回答を分析し，そのメ
タ・レヴェルでの意義をジェンダーを主軸に
分析するという，刺激的な作業が開かれる。
これについては今後改めて別稿で論じ，ジェ
ンダーとイスラーム言説との錯綜した，豊か
な関係を一層明らかにしていきたい。
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