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急に発表することになって､大変準備不足ですので､資料の絵を見ていただきなが ら解

説する､ということにしましょうO

これは､去年日本に行って研究したことの簡単な報告になると思いますが､テーマは割

合にわかりやすいことだろうと思います.19世紀に､日本も巨レコも近代化ということを

始めた､ということは､言うまでもなく､皆さん勧存 じと思いますし､けっこう比較され

たテ一一一マです060年代に､アメリカ人がこれはおもしろいと思って､"JapanandTurkey,

poiiticaiModernizatlOn"というタイト)i/の本が､プリンス トン大学から出ています｡それ

以後は､日本とトルコの比較は､手が触れられないことになりました.

経済とか政治とかいうことからちょっと抜けて､私の興味のあるのは､ トルコ人と日本

人は､19世紀の近代化の政策の中で､西洋文化をどういうふうに引用したか､取 り入れた

か､その質問の答をさがしている､という途中なんです｡ここで私の言う西洋の文化 とい

うのは､複雑な政治とか､憲法とかいうことではなくて､毎日自分の生活で使っている西

洋文化､というと､例えば､洋服､西洋の建築､また西洋から影響された体の使い方､い

わば､礼儀､これは日本の戦前の言葉なんですけれども､礼儀の西洋化､ということ｡私

のやっている研究は､文明のものすごく大きなテーマではなくで､毎日の西洋文化の物理

的なものをどういうふうに使って､それをどういうふうに自分の生活の近代化に取 り入れ

たか､ということですねo

この課蓮を私が大事と思ったり､おもしろいと思った理由は､これまでの日本の近代化

の比較研究では､近代化ということを､I/1つも一般的な社会の近代化､経済の近代化､例

えば､法律の西洋化とか､ものすごく統一的な大きいグループの､大きい国民と､その国

家の西洋化というようにとらえるのが普通です｡あまり個人的な､自分の人生の西洋化の

影響ということは､そんなに複雑に観察されてないと思います｡これは日本だけではな く

て､ トルコの近代化の研究の中でも､ひとつの不足だろうと思います0

もう一つは､特に日本研究を見ると､近代化ということは､西洋化とは区別しなければ

ならないことなんですけれども､私の個人的な考えでは､あまりにも日本の近代化研究の

中では､日本の社会は西洋文明を取り入れて､それで日本化した､それを自分のものにし

た､というやり方に､あまりにも注目し過ぎていると思います｡だから､JapanizatlOnOf

westerncultureは､ものすごく､大事なテーマになって､実はその西洋文化はもともと

はどういう意義だったか､どういう考えで使われるようになったか､ということをちょっ

と忘れさせられて､時間がたってきて､これが日本的になってきたということが､近代化

論では大事な解釈になってきていると思います｡私はそこからも少し離れて､西洋文化の､

ある意味で19世紀にいろいろな意味があった｡それは日本化される前にも､その時の日本
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揖こ､頚特な近代化のシンボリックを意味があったんじゃをいかと思います｡

もう一つは､ いレコに関しての研究でも､日本に関しての研究でも､ひとつの癖ですか､

解釈不足のところは､日本人がpragmaticだから､便利で､西洋から自分の欲しいものを

取って､便利で使って､pragmaticな考えでJapanizeLで､自分の近代化に成功したとか､

トルコ人に関しては､ トルコ人はpractlCalである､これはけっこう使われてる言葉なんで

す○だから､pf-acILicalだから､ものすごく賢くて､あ､これは優私 では使いましょうO

だから､ものすごく合理的な論理で､いろいろなものを取り入れて､自分の生活に西洋文

傾 ぎ使われるようになったとO この ｢便利論｣には､私は少 し反対しているんですO帝に､

1紺 臥 商注す什7'["A-で主君億 一匙の考えでは､_いろいスブ戸沓鮭T一輔 渡せ7̂-yv云樽 われる

ようになった理由は､便利だからじゃなくて､それがある意味でその時代の文明開化の目

的の意味がありましたからOだから､便利じゃなくて､これは近子酎ヒのためです∩だからー

西洋の服を着るのは､ただそれは便利だからということではなくて､政治的 サ文化的に象

徴的な意味があったからですosyrliboiic鮎 とeaningがあるから丸々はそれを使うようになっ

てきたんです｡

次は､ flit,コと日本の比密ができるかできないか､これは太東匪しい問題でラ音-eという

と,.いろいろな意味で､西洋文明に参加して近翻 虻 まLJよう､という点だけで､ 拍 ′コ

と日本の近代の歴史の運命の似ているところはいろいろありますtJ､それで､ある程度､

薄い証拠があると漂うんですけれども,J u'1,コ人も巨ぎ本人も､もともとウラル 申アルタイ

語を鋸 .た民族だったから､何かの文化的な共通点があ-｡たんだろうとかいう艶が､最近

でほをくて昔からあったんですけれども,比較するにしても､その共通点の歴史的な役割

は見えるか､見えないかという証拠はありません｡】そういうTTi軸 -;-ij如 ry説力犠 るとしで宰)1

どうLても比較しにくいと思います｡

その複雑さを説明する時間が酌 ､んですけれども､なんで比較しにくいかとV巧 と,.一

つは､日本では､国民国家作 りの成長と､近代帝国をつくっている歴史が20世紀の歴史で

すね､いろいろな意味でO トルコの場合は､国民国家作 り､自分の帝国を失っている歴史

が､近代化､20世紀の歴史です｡だから､恒レコの場合は16倣紀の大きい地中海の国だっ

たのに､それを滅ぼされて失って､その中からある部分は国民国家として出てきた0日奉

の場合は､銀国された封建時代の徳川政権は､孤立した島国だったのに､近代化で島国か

ら外に出て､国民国家と一緒に近代帝国をつくる､ある意味で､比較するには政治的にだ

いぶ違うエわ レギーですね.それがひとつの間蓮ですO

もう一つの問題は､もちろん日本人が民族的に孤立しているなんていうことはあり得な

いんですけれども､大部分の日本人が歴史的に自分たちが一つの民族だっただろうという

意識を持っているんですよ｡それは､事実かどうかということとは別のことです｡みんな

が日本語を話したり､みんながたぶん同じ民族だろうという意識を持っている､そういう

民族の国民国家 ･近代化 という解釈は､ トルコみたいに他民族 ･他宗教 -他言語という

ことが､もともとのシステムだった帝国から出ている人たちの近代化の解釈と､だいぶ違

うと思います｡ トルコ人が､オスマン帝国の人口の過半数になったのは18世紀になってか

らです｡18世紀までは､帝国の人口の半数以上は､ トルコ文イ比人外のいろいろな人たちだっ

た○だから, m-uiLLilLhrlicsocletyとsingie-eth_mi societyの違いは大事だと思いますO

ただ､それはちょっと違うということを離れて､どうしてもテーマを検討して行ったら､
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私は､なるべく19世紀の日本の社会とトルコの社会の小さいグループの､全国民 じゃな く

て小さいグループの､西洋文化に対する態度を解釈 したいと思いました｡その小さいグルー

プは､いうまでもなく､明治時代のある意味で文化的 ･政治的な影響力の強かったエリー

ト､明治の政治的なエリート､例えば､伊藤博文公とか､大隈重信公とか､明治時代に新

しく作られた華族のメンバー､いわば明治の新しい華族の社会の西洋文化に対しての態度｡

Tt)レコの場合は､いうまでもなく､オスマン帝国で政治的に割合に似た役割を持っていた､

オスマントルコのイスタンブールエリート､トルコで言うパシャとペイ､つまり貴族的な

位を持っているエリートの西洋的な文化の解釈｡なんでエリートの社会的な地盤で研究を

したか､という理由は､エリートの決定権が大きかったから､ある意味で､その国民､例

えばトルコの国民､日本の国民の将来の近代化と西洋化に対して､その人たちの決心が大

変大事だったから｡19世紀の日本もトルコも民主主義ではないでしょうOですから､帝国

剛度､君主制でしたから､割合に小さいグループの､こういう決心､選択､西洋文化に対

しての態度は､教育制度に影響して､その人たちの近代化論に影響して､結果的に､その

次の世代の国民の西洋化という運命にも影響したから､この小さいグ)lv-プを私は選んだ

んです｡私の研究は､残念ながら､絶対に平等主義も入っていないし､民主主義的に見て

も､どうも社会の 1%か2%ぐらいの人たちを見て､恥ずかしいところがありますけれど

も､それはそういうわけです｡

私は三つのアイテムを見るつもりです｡一つは､西洋服o明治の初め頃の1872年ですけ

れども､国家公務月の男の方が､これからはやっぱり袴とか､徳川時代の日本的な礼服を

やめて､西洋服を使うという国家の令が出されるようになりました｡その意味は､みんな

日本人は西洋服を着るべきである､ということではなくて､国家を代表している､近代化

をやろうという国を代表している役割をしている男たちのoffic主alcostumeですね､それを

西洋服にする｡皆さん御存 じの明治天皇の写真があります｡私は､practicalityargument

にこれから反対しますが､これは､大変便利だから､とかいうことではなくて､その時代

の､特に明治時代の初期の文明開化､さっき奥津先生のおっしゃった森有礼さんの､ じゃ

あ日本語をやめましょう､英語を採りましょうとか､そんなめちゃくちゃな､新 しい文明

に参加しよう､というふうな時代のsymbolicな決定だったと思います｡

トルコと西洋の関係はいつも深かったので､もうちょっと前､1826年に､オスマン帝国

のメフメット2世が､これとよく似た国家令を発表するんです｡｢国家を代表している男

は､これからは､西洋服を着か ナればならない｡｣理由は同じです｡この男たちはこれか

らの近代化の西洋文明との接触を代表しているんです｡もちろん日本の場合もトルコの場

合も､この国家令の一つの目的は､特に近代化の富国強兵の強兵を大事にしているので､

ですから､西洋的な軍隊を作るでしょう｡西洋的な軍隊のためには､どうしても西洋服が

必要です｡やっぱり侍の服と刀で､西洋的な戦いをするのは無理ですから､ トルコの場合

も､昔の トルコの兵隊の服で西洋的な戦争をするのはちょっと難しいですから､新 しい軍

人的な科学を習うために､この西洋服が必要です｡ですから､ある意味で､文明開化の

symbolism もあるし､特にmllitarystrengthenのsymbolism にもなっていたと思います｡

いうまでもなく､明治天皇のこの服は､civilianではなくで､この時代の､ナポレオンみた

いな偉い大将の服です｡

トルコ人と日本人の西洋文化に対する共通点は簡単に説明しましたが､ここからは､違
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うところはどこか､ということですo私も自分の論文の解釈で､表と塞､ソLFとウチの概

念を使っているんです｡日本の場合は､表のた釧 こ､ソトのために西洋化する｡裏とウチ

でどうなるかは別の着ですけれども､日本の場合は,西洋の文明を取 り入れるということ

の目的をちゃんと服で表すんですねOオスマン恒レコの場合は､西洋服を一応こういうふ

うに使うことを決定するんですけれども､上に帽子をかぶる｡表裏の概念を使えば､日本

の場合p-,rewesternというイメージをソ吊こ翫したい｡ トルコの場合は､初めから ｢p-uTe

wesLernではないよ｣ある程度とるんですけれども､ ぎ【私の帽子を見なさい､私は西洋人で

はございません｡｣この帽子は､西洋人の使う帽子には似ていない｡1826年の時は､西洋

眼が撃家公務貞(JTl掛 二をCBまtl/q､と一､う令の準では､また､堅家を代蓑している男性は､

こういうフェスという帽子をかぶら鋸 すればなりません､これもある意味で近代化の帽子

です｡.トルコ帽子と言っていますOこういう帽子は､ゝ18世紀には何 もないんです,J.佃 /1

人は､その時代までは､タ--バンというれ フェンダルな帽子をかぶ･=)でいたんですが､そ

れを捨てて､代わ鋸こ西洋服と帽子になった｡ですから､ある意味で薬通している解釈を

続ければ､オスマントルコの場合の態度は､plJre常eSteTnということではなくで､ある程

斐wesie王てiはよろしいですけれども,表のた削 二は､ ｢私は純粋V/esteTnで競-･してない

よ_上 そC･T･文明と,競': したくない,o何らかの点で違います､ということを自分のからだの

縄で代表Lている､ということです｡

それで､おもしろい(巧は119世紀のその時代の反射運動青年と､皇帝@)まわ栂 )国家公

務展､.エ十一m,73対立です ｡ 若 い 反 射 運 動 の 青年 た ち は ､ 西洋的な帽子をかぶることを､

自分の反対論のシ:/ポ ル と し て ､ 腐 っ て い た らしい ん で す ｡ というと､このフェスを捨て

てhこの服と西洋の帽 子 を つ け る の が､ u>/コ/AJ=と つ て は､反豊敬 白農民確運動､そ

れの代表なんですね｡なんでそうなのかと言うと,､若い青年たちにとってほ､皇帝の西洋

化は不十分であったOこれでは足りない｡鵜粋に西洋文明に参加しなくではならないOつ

まり､ある意味で象徴的に､これはフェスさえもいらない､やめまじょう､代わりに西洋

の帽子をかぶって､純粋西洋文明を採ることの象徴にしましょうと｡ですから､また

pragmatismではなくて､深い文明的な意味が､こういう西洋文化の使い方に､あったと思

いますO

女性服で山番いい例と思うのは､明治の華族の女性ですO西洋文明に対する鹿鳴館の役

割というと､日本の華族は､天皇制を守っている壁のように､伝統的なグループなんです

けれども､近代化論から見ると､文明開化の西洋に対するrepresentativeという役割がある

し､今日から見ると､明治時代の華族の女性は､英語は､フランス語はベラベラ､それで､

ファッション･スタイルは一番しゃれていたとか､礼儀は正しくて､やっぱり西洋の人た

ちと交際が上手､交際できる女性でなければならなかった｡例えば､伊藤公のコメントを

読むと､自分の自伝で､西洋人は批判しているんです｡なんで日本の女性はきれいな着物

を捨てて､時々鹿鳴館なんかのballで､別に着物よりもそんなに美しくない西洋の服を着

るのか｡着物の方がもっとエレガントできれいですから､もったいないじゃないかと｡そ

れで､伊藤公の言うのは､Thisisourpolitics,myfriend.と言っています｡｡体に合うか

合わないかほどうでもいいですOこれはpoliticsだから､この女性たちはそうしなければな

らない｡これは義務です｡国家に対しての義務ですから､と｡私は､これはその時代のエ

リートの人たちの考えに大変近いと思います｡
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これは､愛国婦人会の宣伝から､一人のお姫棟の写真ですけれども､大変美人でエレガ

ントだと思いますけれども､この表のイメージ､西洋に対しての表のイメージ､その時代

の西洋の貴族の生活と同じように､デコルテの服を着て､ティアラがあって､ヨーロッパ

人と同じような格好で写真を撮って､愛国婦人会のいろいろなイベントでこれが出される

ようになっていました｡

もう一つ､これに似た写真が､有名な明治憲法､これはたぶんご存 じの方がい らっしゃ

ると思うんですけれども､浮世絵ですね｡これは､憲法の発表の日､明治天皇が真ん中に

いて､明治のエリー トがまわりにいて､それで､女性たちはこっちに座っているんですけ

れども､みんな西洋服です｡こっちにいろいろな西洋の国々の外交官もいらっしゃると思

いますO領事とか大使とか偉い人達が呼ばれて､大変大事なannouncementですから､表の

イメージは西洋的イメージ､西洋の憲法がとり入れられたんですが､服も共通しているん

ですね｡それで､女性もここで役割を持っています｡

同じように見て､じゃあ､ ト)i,コの場合は､女性の方はどうだったかというと､これが

大変おもしろい｡というのは､オスマンHll,/コのエリー トにとっては､女性の近代化､女

性の教育､西洋の文明を習うということに大変熱心で､研究したことなんです｡だから､

日本と同じふうに､女性の学校をつくるとか､そういうことをけっこうやっているんです

けれども､表に対しては､西洋化を代表する女性の役割は､一つもない｡こちらは､自分

は西洋ですけれども､純粋ではない､という象徴のフェイズがありますね｡女性の場合 も､

イスラムの伝統ですから､女性は顔を見せて､あっちこっちに出て､こういうふうに裸み

たいな西洋の女性の服を着たりするのは､これはとても恐ろしい､考えられない ぐらいの

習慣破 り､ということで､女性の国内の社会の近代化､教育されることは目的ですけれど

も､表のための､象徴的な役割は全然ありません｡

また､ トルコの写真ですけれども､同じ時代の､同じ西洋化の影響を受けた､貴族の女

性だろうというように考えられます｡この女性たちも酉洋服を着ているんです｡髪のファッ

ションも同じだし､ティアラも宝石も､同じ店から買っているんじゃないかと思います し､

しかし､この写真は､表裏で言えば裏､ウチソトで言えばウチの写真です｡これは､表の

意味がありません｡この写真は､ただこの女性たちのお父さん､お兄さん､ご主人だけが

見る写真です｡だから､ウチの西洋化ですね｡表に出ることは全然禁止されている｡ソ ト

には出てはいけません｡近代化を代表していない｡ただその近代化をウチの生活で代表 し

ている｡お父さんと親戚の男だけが見られる写真です｡

もう一つは､1905年の日露戦争のころなんですけれども､その時のオスマン王の娘 と総

理大臣の息子の結婚式の写真です｡この写真は､お父さん､お嬢さん､お母さんが一緒に

撮られた最初の写真らしいです.男女一緒という意味で､大変革命的だった｡これが新聞

に出たりしたわけではないんですが､エl)-トの間で話が広まるでしょう｡じゃあ､私た

ちも男女一緒に写真を撮 りましょうと｡総理大臣がやったんだったら､もう平気 じゃない

かO私たちもやればいいんじゃないかと､自信が持てて､みんなやっぱり家族全部男女一

緒に､写真屋に行ってちょっとポーズして写真を撮 りましょう､とか.だから､ある意味

では､ここでは､日本との違いは､日本の華族の場合は､女性の表のための西洋化の象徴

性の役割があったけれど､ トルコでは､なかった｡同じ服なんですけれども､意味 として

は､ここはprlVateのーウチの､家族の内面だけで経験できる西洋文化ですね｡
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それから､服のことをもう一つ､日本の場合を見ると､もちろん日本の男性 と女性は､

こういう西経服だけではなくて､初めから､自分の表の象徴的な形を和洋 という二つに分

けるんです｡ですから､十二単の写真 もあ りますO宮殿の礼によって､酉洋服 を着るか､

十二単 を着て､平安朝の貴族の女性みか 一に､もっと純粋独特の日本的なimp｡rial

ceTemOnyに参加するか{3ただ西洋だけではなくて､自分が和洋というふうに泰のイメ一･ジ
}･/｢､1ユー･J_一工..LA
'r7rりJD/vしタオclo

ト]L,コの場合は､それを分けるということは､たとえば､女性の場合は､外に出る時は､L

酉洋服の上にペ---)i,をかぶる,Jだから自分のことを隠す｡表のた捌 こ､二つの自分の Tlル

コ激怒(T,,1'ヌー-ごル 粛迷枇 ハズ;i-ンこいうことではなくで__触 rrFh-I.--i-,鮭は 樟 ノ7襟

にしている｡外は一､ 号､ルコらしいペ｣,JnV,で､車でも外でも､同じ私 西洋服を着る｡こう

いうふうに､自分のことを二つに｡ub互icmageとして分けるのではなくでー女性の場合は､

西洋イメージはPTivateのiri-iageで一､ 日レコの血ageはpubliclmageo

といっても-qまた間蓮が起 こるOたとえば､ここを見ると､これは19散発の女性雑誌な

んですけれども､全部ファージ~ションは西洋風のフ ァッションで､ブラウスはこう H･11-うふう

にとか､スか一トはこういうふうにしな糾 とゝか､その時代の僅界中の写真に似ているん

19潜紀の最後に来ると､洋服の上にかけでいるべし1i/を変えるんですC.見て下さい｡これ

ち-へト ル､エ 旨卜 寸 のペトルですCだから､普通の人は黒いペールをかけるんですけれど

も､イスタ:/チ-1レ出身のオスマ/エリ･- トの女性は､ペ･-ルとは言え雛 鳥 うなもUl)に,.

西洋化 して､服 も西洋裾で､ペールは一応ペ--･ル蔑んですけれども､､何だかちょっとー普

通の西洋の女性の服 についているコー トのようを彩になってきているÅですね｡だから､

そうzLげ3ふ うに､西洋北 左舷Uj面で外に出したわけですO

これは､その時代の女性の､おもしろい折衷だと恩 うんです よ｡これは自分の服でLよ

う｡その上にかけているのは､顔は全部見えるんですけれども､なんだかスか-フをかぶっ

て､これが､たとえば､うちの中にいて､親戚ではない男がお客 さんとして入って来たと

したら､す ぐにこれをかぶる｡だから､やっぱり家族関係ではないから､男 とちょっと距

離を守 らなくちゃならないし､顔をこういうふうに隠すo Lかし､これは隠す と言えるで

しょうかO本当に疑問です｡なにかセレモニーみか -なことになっちゃって､これは､そ

の時期のふつうの社会のふるまいです｡

では､ここから見て､最後にくると､日本の方は､和 と洋を区別 して､自分の表の性格

をこういうふうに考えた し､ 巨レコの場合は､日本みたいに二つのものを一緒にして､折

衷的な考え方なんですけれども､こういうふうに分けるのではな くて､一つの身に二つの

ものを一緒にする｡たとえば､フェスと服､べ一ルと服を一緒にする｡だから､一つから

出てほかのアイデンティティーに移行するのではなくて､一つのアイデンティティ -の中

で､二つのものを､合わなくても何とかして一緒に使い続ける､という解釈 と思います｡

一方､日本の場合は､合 っても合わなくても使わなければならない二つの文明､

symbolismを､ ｢これは和です｡｣ ｢これは洋です｡｣ と､ところによって ｢和｣の

symbolismになった り､ところによって ｢洋｣のsymbolismになった りします｡

これが一番 よく見えるのは､たとえば､西洋の礼儀が入ってきて､特に明治とオスマン

のエリー トの人たちは､西洋式の礼儀 を習わなければならない､ということが近代化の目
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的の一つでした｡たとえばladysfirstはもう必ず明治時代のエリー トのジェント)i,マンが

習うことで､女性は､夜ダンスのmeetingがあれば､必ずみなさん外国人と交際しなさい｡

静かにしていてはダメ｡しゃべっていろいろ交際することは礼儀正しいことである｡これ

はやっぱり､西洋の礼儀も近代化の目的として入ってくるんです｡

日本の明治時代の場合は､よくやっている折衷的な解釈は､西洋の礼儀と和の礼儀の二

つに分けるんです｡近代的な人間は､西洋的な礼儀を知らなければならない｡これは国際

的な交際のために大事です｡しかし､国内的には､日本人同士には､和の礼儀を使わなけ

ればならない｡だから､これを二つの世界に分けて､それをなんとかして一つの身で使 う

ということ｡服を替えるみたいに､外国人との交際の場合は､西洋の礼儀で正しくしなけ

ればならない｡国内で日本人同士で交際する場合は､和の礼儀でしなければならない｡と

いうふうに､世界観を二つに分けてやるということですね｡

オスマントルコの場合は､同じ礼儀の本を見たら､大変おもしろく比較して､その間題

を解決しているんです｡オスマントルコの場合の解決は､その時代の貴族のためのadvice､

西洋の礼儀をしなければならない｡あなた達はもう乱暴なトルコ人の兵隊みたいに､バ リ

に行って大声で話したり､女性にオリエンタルな面で悪い行動をするのはいけませんよ｡

西洋の礼儀では､女性に対して大変尊敬しなければならない､とか､いろいろなadviceで

すねoたとえば､ス､-プを飲むときは､音を立てないでください､とか､これは､オスマ

ントルコの礼儀の本にもあるし､日本の礼儀の本にもあるんですOだから､西洋の伝統に

自分を合わせる｡ただ､ トルコの場合は､礼儀の本はトルコ式の礼儀と西洋式の礼儀を区

別しないんです｡もちろんトルコ式の礼儀ははっきり伝統があるんですけれども､それを

別々にするのではなくて､もうこれからは､おまえは西洋の礼儀で正しくふるまわなけれ

ばならない｡だから､ トルコ人に対してはトルコの礼儀を続けなさい､西洋人に対 しては

西洋の礼儀を使いなさtvl､というような､日本的な考えではなくて､これからは西洋の礼

儀と規則を守りなさい｡ただ､その礼儀を守るときは､必ず心の中で､自分の伝統 と自分

の宗教の礼儀に注意しなければなりません｡ソトは西洋的な礼儀をしてもよろしいけれど

も､心の中は､自分の伝統の教えと､自分の宗教の教えを守 りながらそれをしなさい｡だ

から､表から､ トルコのイメージを心の中に密かに入れるんですね｡密かに入れて､外側

は西洋的にして､ウチは トルコ的な道徳を守りなさい｡ですから､明治時代に同じふうな､

折衷的な西洋と自分のものを混ぜて､何とかしましょうという態度なんですけれども､解

決法が連うんですね｡解決法が違う､という結論で終わりにしたいと思います｡どうぞご

自由にご質問ください｡

質疑応答

的場 会議の前にトプカブ宮殿に行って､各国から送られた勲章やなんかを見てきまし

た｡明治天皇から送られたものもあったんですが､その当時の明治天皇とオスマンの皇帝

との関係はどういう関係だったんでしょうか｡

日本の伏見宮､明治天皇の親戚なんですけれども､伏見宮が トルコを訪問するんです｡
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1878年､世界中を回るときに､ちょっとイスタンブールによって､皇帝と会談しただけで

すO次は､1881年に､ トルコからオスマン王が海軍の軍艦を日本に送るんですねO理由は､

日本はなかなか熱心に近代化をやっているそうで､じゃあオスマン帝国と日本の関係を始

めたらいいのではないか､とか､そういう考えで軍艦を送って､残念ながら,その帰りに

和歌山の近くの海で台風のた釧 こその軍艦が沈むんですO45(_)人のうち69人だけが助かり

まして､日永の軍艦が助かった HL,コ人の人たちをイスタンブールに返すんですけれども､

その時代にはオスマン皇帝と明治天皇､明治政権の関係は､具体的な外交関係は始まらな

いんです｡というのはtその時代のいろいろな国際法に関しては間蓮がありましたから､

わを吊こ貿易が始まりますO日本から外国向けの輸出品が轟構イスタンブールで売られるよ

うになって､皇帝の回りのエIj7-号 のうちには必ず有田焼のものがあるとかー日本の絹が

あるとか､そういうことが見られるようになって､ hL,コからはタバコですO日本の明治

時代のはじめに､工場でシガレッ了､とLで使っているタバコは､れスマン帝封が輸出した

タ バ コ で し た r=) そ う い う 宍係があって,Ef露戦争の時には､ある署定､オスマン政韓の方

は､申立的な立場だったんですけれども､間接勘 こ日本側にsympathyがあるから､少し援

助したんじゃないかと思います｡Lロシアは共通の敵ですから｡日本がロシアに負けること

は.こっちも喜ばない､という意味で､間接的に少し援助したんじゃないか､というふう

に考えられていますOただ､戦争中は直凄的には政権は中立でした(,19位紀には､お互い

にあまり深い外交関係を始めることはできなかったんです｡ただ､ごらんになったおみや

げは∴らようと伏見宮が来たときもらった 7;丁ノゼントと 複や､ i二 〔 ち EI:=使 /l,で い た義教

の日本人が､大変おもしろい若vlAで.出口虎次郎という方で､ニOu/油 田さんが互いの国

の苓う鮭をfJで一派治寄主の虫鼠やげ>･LT按vlで真テ7L薮のy早い毒す､

重盗 日本人は､場合によって､洋服と和服を使い分けるけれども､ トルコの女の人は､

外と内で使い分けるのですね｡

伝統は守るけれども､ いレコ服はもう捨てる､使わないんです｡絵で見られる有名な宮

殿の女性の服があるでしょうOそれはもう全然使わないようにするo宮殿の服はもう使わ

ないO純粋に西洋服を億うんですO

重盛 服は捨ててしまうけれども､考え方を守っていくということですね｡

表のための考え方ですO表は西洋でも､考え方はトルコですよ､というふうに言いたい｡

重盛 実際には?

どうかしら｡その疑問点はあります｡それを解決しようとしたら､礼儀の問題も､解決

の話を少し出していると思うんですよ｡礼儀は西洋的であっても､心の中で､ソトは何で

あっても､心の中で自分の礼儀を守りなさい｡という教えですね｡もう西洋的な服を着て

も､西洋的な礼儀をしても､心の中で､うちの中で密かに守 りなさい､という教えです｡
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それは､西洋化ということに限度をつけなさい｡心の中の教え通りにするのだったら､限

りがあるでしょう｡ある程度まではよろしい｡しかし自分の中の トル,コ的な礼儀､ TTtルコ

的な道徳が､もうやめなさい､と言ったら､そこで止めなさい｡西洋化はそこからは行 っ

ちゃいけません｡日本人の和洋と分けてするバランスが､密かなトルコ､表の西洋､とい

うふうに､解決しようとしている､と思います｡

小島 トルコ的な心というのは宗教からですか｡

宗教からです｡家族の礼儀､家族の伝統､そして宗教です｡宗教は､一般的にはもちろ

んイスラム教の トルコ人の解釈ですね｡その礼儀の本が使っている二つの言葉があるんで

す｡dinとhakodinは宗教｡おまえは心の中で､宗教が許せるぐらいに西洋の礼儀を元通 り

にしなさい｡ただ､宗教がこれ以上はよろしくないと言えば､これは心の中で感 じるはず

のことなんですけれども､そこで止めなさい､と｡hakというのは､自分の社会的な位置

と家族関係の中の位置ですね｡親孝宥とか夫婦の閏の関係とか､pTivateのfarniiytraditic'n

ですね｡それを心の中に入れて､ソトは純粋西洋人みたいに服を着て礼儀をしてもよろし

いO解決をそういうふうにします｡

石田 先生がはじめて日本にいらしたとき､ICUにいらしたわけですね｡そのとき､

ICUの女子学生と､ トルコの女性の考え方と､なにかお感じになったことがありますか｡

というのは､私たちは､あの頃ちょうど第二の明治維新だったんです｡年がわかるからい

やなんですが｡私たちはあのときICUで日本の女性として非常に先端的な､アメリカ的

な教育を受けたんですOそれで､私たちのジェネレーションというのは､ICUを出てか

ら､日本の社会に出てものすごい苦労をした訳なんです｡今も続いていますけれども｡私

たちと同じジェネレーションの男性というのは､古い教育を受けた男性ですよね｡私たち

は､その当時の女性としてもっとも先端的な教育を受けちゃったんです｡ですから､ふつ

うの女性としても大変なのに､とくに､西洋的な教育を受けた者は､もう社会に出てから､

ICUの女性は､あとのジェネレーションも大変で､ICUの女子学生というのは､社会

ですごく嫌われたんです｡今でも嫌われているかもしれませんが｡日本の社会では大変だっ

たんです｡砂川さんも ｢俺はICUの男性だから､日本の男性として､一般的かどうか自

信がない｡｣というふうにさっき言ってたんですけれども｡ちょうどそのときにい らした

わけですよね｡しかも､ トルコからいらして､たぶんそのときアメリカの女子学生 も来て

いたと思うんですけれども｡ トルコからと､日本の女子学生と､ICUの特に女子学生に

対する第二の明治維新的な教育の仕方と､その三つをどういうふうにお感 じですか｡

たとえば､ トルコと比較して､別に日本の方があまり違うという意識はなかったんです｡

というのは､私自身､ボアジチ大学と歴史的に関係があるアメリカが元々作った女子高校

の卒業生でしたから､ものすごく西洋化された教育の結果で､回りの学生生活を当然 じゃ

ないか､というふうに考えたんですよ｡しかし､言いにくいんですけれども､ トルコの社

会は､日本と比較して､ものすごく標準化されていないんですよ｡たぶん二日の間にそれ

がわかると思いますが｡こっちに行ったらベールをかぶっている女性がいて､こっちに行っ
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たらビキニを着ている女性がいて､なんだか､同じ社会の入閣であるということがわかり

にくいぐらいなんですが､一般的に言えば､教育されている女性の地位は､日本よりはる

かに早めに認知されるようになったので､これは女性一般ではなくて教育されている女性

に限りますが､男女平等という問題も解決されていか -し､ただ､それは戦前の巨レコ共

和国の革命の結果､女性は国民作りの立場で重要な役割をもらうようになっていたんです｡

それがいつもtj不の女性の立場と少し適うように思います｡

ペグシュ 第-の明治維新に戻りますが､ 巨レコの近代化と日本の近代化でおそらく大

きく逢う-93は､Ei'革は幾運営射二西洋から産れていて､憂い1発寒鮭をなるぺ {:紫さきでコニ

トEil-ルしていたわけですOそれで､トルコはよく鬼たら結局西洋と対立するlyr)ではなく

で､西洋の一層としてずっと存在していたんですねO対立関係も､

対立､優太､愛情､恨み､全部です｡

ペグシュ 貿易 もあって､文化交流や経済 交 流 が ず っ とあったわけですぬoそういう違

いも近代化の進め方の違いに影響を争えたわけで すね o

もちろん影響を与えたと思います｡ある意味で､世界の封際舞 台の対 立 に 日本が長い間

参加しなかったということは､日本の場合､大変よかったと思うんでチ ,J 徳用時榔 ま鎖国

時代だb=,たかもしれなら1けれども､戦争なしの鎖国ということは､どの社会でも太事をボ

イン車だと思いますから､明治時代に入ってくると､ずっと長い間戦争を知らなかった国

民にしては､大変いい水準だっ7Cと思いますO日本の場合､西洋との対立はもちろんなかっ

たということではないんですけれども､本当に真剣な対立は20倣紀に始まるんです｡ユ9世

紀はぎりぎりで何とか日英関係も日米関係もそんなに悪 くなかったんですね.もっぱら西

洋化の基本､特に技術を輸入したというのは､すごくadvantageだったと思いますO

岩滞 日7-Jコ人が ｢西洋｣と言った場合に､具体的にどのあたりを汚すのでしょうかO

ヨーロッパですねo トルコ人にはアメリカはあとに来ますo西洋と言えばヨーロッパと

いうことを考えて､アメリカは戦後ですから､ トルコ人にとって西洋というと､イギリス､

ドイツ､フランス､と来て､それでもちろんアメリカも､というふうに入ってきます｡

岩揮 地理的にはトルコもヨーロッパだと思ったんですが｡

そうですよO ここもヨーロッパです｡

岩揮 西洋というとまず ドイツ､イギリスですか｡

ほい､アメリカと比敦すると､ヨーロッパが先に来ます｡



奥津 トルコ人自身はどうなんでしょうか｡ここはヨーロッパですけれども､意識とし

てヨーロッパ人という意識でしょうか､アジア人でしょうか｡

人によって違いますねO-つの感覚､一つの見方､一つの世界観ということはなかなか

言えない｡ただ､ トルコ人は自分のことをアジア人とは思わない｡イスラムですね｡イス

ラムの世界の人たちとは通じ合うのですが､アジア人というと､遠いですね｡アジアとい

うと遠いですが､イスラムというと近いです｡ヨーロッパ人という意識は､簡単に言えば､

エリー ト意識ですね｡これは簡単です｡ トルコの歴史を見たら､今からのことはわかりま

せんが､今までの歴史では､国民の運命をエリートが決定しようとします｡エリー トは国

民に ｢おまえたちはヨーロッパ人なんだよ｣と言いますoわずかな人たちが国民に､こう

なりなさい､というのは､外国人から見たら漫画みたいにおかしいんじゃないかと思いま

すが.ただ一つ言えるのは､いつの時代も､ ト)I,コのエリートたちは国民に ｢こうしなさ

い｣というようなことを言うんですよ｡なんだかそういう伝統ですから｡

奥津 日本の場合は明治維新というのがありましたね｡それまでは幕府が権力 を持って

いましたが｡それが､明治維新で幕府が倒れて､新しく天皇を中心にした立憲君主制がで

きたわけです｡ところが､ トルコの場合は､オスマントルコがずっと続いてきて､その途

中で近代化が始まったようですね｡つまり､君主はずっと同じ君主が残って､その君主制

のもとでの近代化です｡たとえば､法律的な面でいいますと､明治維新で､天皇中心の大

日本帝国憲法､天皇が最高の地位にあったわけです｡その下にいろいろな階層があって､

男女同権というのはその時代にはまだ確定できなかったわけです｡ですから､ トルコの近

代化では､憲法とかいうものはどうであったのか､ということです｡

混ぜたんですね｡信じられないぐらいに矛盾しても､オスマン帝国の法律の伝統は､折

衷的でした｡というのは､イスラム教徒のためのイスラム法､国家はイスラム､しかし､

オスマン王は､自分の法があったんです｡皇帝の法と､イスラム法が一緒だったんです ｡

だから､王の権利は王の法で決まる｡国家とイスラム国民の問題は､イスラム法によって

決まる｡次に､キリス ト教の民族は､自分の法､ユダヤ教徒は自分の法､それで､キリス

ト教徒であっても､たとえば､バルカン半島の何々民族であれば､自分の法があれば､自

分の法で解決する｡ですから､一つの法律ではなくて､国家は一つの法律ですけれども､

元々の国民は多民族国家ですから､みんな自分の法律によって､結婚する､離婚する､土

地問題を解決する､商売するとか､そういう形でしたから､今度西洋の文化が入ってくる

と､オスマン貴族のやったことは､イスラム法の民法以外の部分は西洋化したんです｡民

法については､やっぱりこれは直接コーランと関係しているでしょうa-人以上の奥さん

と結婚できるとか､結婚の法律的な関係｡自信がなかったんです｡だから､民法は残 して､

たとえば､犯罪の間藤､貿易関係の問題などについては､全部法律をフランスから取 り入

れて､西洋北するんです｡憲法は､1876年ですけれども､その時代のフランスの革命前の

憲法なんですけれども､そこから解釈 して､一つの君主制度憲法を作るんです｡王の権威

をめぐる対立があって､その戦いの結果､1908年に青年 トルコ党革命が起こるんですOそ

して､今度は憲法が完全に､王の憲法の代わりに国家の憲法になる､ということになるん
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ですね｡だから､イスラム法､宗教法､同族法が全部廃止されるのは､i9'23年､共和置革

命ですね｡全部西洋法に変わるんです｡

奥津 1923年と､日本における1945年をパラレルに合わせて考えることはできるでしょ

うか｡

ある意味でそう思いますよOたとえば､男女平等｡憲法は､王の憲法ではなくて､国民

の憲法であるとtv巧 考えですね｡いろいろな意味でそういう革命的な面があるので､日本
.1.I.7Lr勺ーl,,寸q也:ビ､Jレ⊥

E3j/壬6年(13:､/7く争7tj:君rLい詔守1TJ二･こ芯ty'さ迷,q(]

- 42-


