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「イスラーム地域研究」第２期研究実績報告書 

（2014 年度） 

2015 年 6 月 22 日 

早 稲 田 大 学 

東  京  大  学 

上  智  大  学 

京  都  大  学 

(公財)東洋文庫 

【事業全体の目的】 

１．拠点形成の目的  

21 世紀に入ると、アメリカでの同時多発テロ（2001 年 9 月）をかわきりに、米英軍などはアフガニス

タンやイラクに侵攻し、いわゆる「テロ国家・テロ組織」の根絶をめざした。これらの事件や戦争の背

後には、「イスラームのグローバル化と先鋭化」という事実が存在することも確かである。しかしそれと

同時に、私たちは、東南アジアや中東諸国の着実な経済発展とそれに伴う富裕な中間層の形成という、

近年の新しい潮流にも目を向けなければならない。21 世紀における世界の動向、各地域・各国の政治・

社会変動、石油資源の分配や経済開発、地域紛争の性格などを正しく理解するためには、このような新

しい現実をふまえたうえで、イスラームと各地域社会との関係を多様なディシプリン研究を活用して具

体的に明らかにすることが不可欠である。第 2 期研究計画の実行により、第 1 期（2006-11 年）の研究成

果を基礎として、研究テーマや課題を絞り込み、研究を深化・発展させることによって、日本における

イスラーム研究・教育の特色ある拠点形成をめざす。具体的には、以下の 3 点を主要な課題として設定

する。 

1．現地の研究者、研究機関との国際的な共同研究を実施し、「他者」と「当事者」双方の目を通して「イ

スラームと地域」の係わりを分析することにより、現代イスラーム世界について実証的な知の体系を

築くと同時に、その理解の深化をはかる。 

2．次世代のイスラーム研究を担う若手研究者育成のために、部局の枠を越えた大学院教育の組織構築を

検討するとともに、大学間の協力につとめる。各研究拠点の活動が、イスラーム地域研究に関する大

学院教育の充実につながるよう配慮するとともに、国内・国外の若手研究者が本イスラーム地域研究

へ参加することを積極的に奨励する。 

3．以上の課題を踏まえたうえで、イスラーム地域研究のネットワークを構成する各拠点は、研究・教育

環境、現有の研究スタッフ、担当する研究分野、独自予算の充実などを視野にいれながら「特色ある

拠点づくり」をさらに推進する。 
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2．研究対象  

 現代のイスラームは、地域を越える共通の問題と同時に、地域の歴史や文化と結びつく地域の個性に

関わる問題を抱えている。イスラーム地域研究では、この双方の問題に取り組み、イスラームの知と文

明、イスラームの宗教・思想と政治運動、イスラームの社会と文化、イスラーム世界の国際組織、イス

ラーム地域研究の史資料学などの側面から総合的に研究する。対象となる地域は、中東、北アフリカ、

中央アジア、南アジア、東南アジアばかりでなく、必要に応じてアフリカ、ヨーロッパ、中国、さらに

はアメリカや日本にも及ぶことになろう。 

 

3．研究方法  

対象となる地域の規模は、中東や中央アジアなど従来の地域概念にとらわれることなく、課題に応じ

て中小の地域を設定し、地域を越える共通の問題と同時に、イスラームと地域の個性との関わり方を追

究する。イスラーム地域研究は、宗教学、政治学、経済学、歴史学、社会学、文化人類学などのディシ

プリン研究を基礎とし、それらの研究成果を総合することをめざす。この総合を実現するために、（1）

いくつかの地域をとりあげ、それらを比較する地域間比較の手法と、（2）現代の問題ではあっても、歴

史をさかのぼって解明する歴史的アプローチの手法とを採用する。このような研究手法を活用すること

によって、国際的な共同研究を実施し、現代イスラーム世界に関する実証的な知の体系を築くことがね

らいである。 

 

4．研究組織・ネットワーク 

イスラーム地域研究は、早稲田大学イスラーム地域研究機構を中心拠点とし、東京大学大学院人文社

会系研究科次世代人文学開発センター、上智大学研究機構、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究

研究科、公益財団法人東洋文庫研究部に置かれる 5 拠点を結ぶ「ネットワーク型の研究組織」をつくり、

人間文化研究機構との共同研究事業として実施される。各拠点の研究領域・テーマは以下の通りである。 
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中 心 拠 点：早稲田大学イスラーム地域研究機構・イスラーム地域研究所 

 ［総括責任者］：桜井啓子（イスラーム地域研究機構長、早稲田大学国際学術院教授） 

［中心テーマ］：「イスラームの知と文明」 

 

東京大学拠点：東京大学大学院人文社会系研究科次世代人文学開発センター・イスラーム地域研究部門 

 ［総括責任者］：菊地達也（東京大学大学院人文社会系研究科准教授） 

［中心テーマ］：「イスラームの思想と政治：比較と連関」 

 

上智大学拠点：上智大学研究機構・イスラーム研究センター 

［総括責任者］：私市正年（イスラーム研究センター長、上智大学総合グローバル学部教授） 

［中心テーマ］：「イスラーム近代と民衆のネットワーク」 

 

京都大学拠点：京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・イスラーム地域研究センター 

 ［総括責任者］：東長 靖（イスラーム地域研究センター長、 

             京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授） 

［中心テーマ］：「イスラーム世界の国際組織」 

 

東洋文庫拠点：公益財団法人東洋文庫研究部・イスラーム地域研究資料室 

［総括責任者］：三浦 徹（イスラーム地域研究資料室長、 

            お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授） 

 ［中心テーマ］：「イスラーム地域研究史資料の収集・利用の促進と史資料学の開拓」 
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早稲田大学・NIHU 

イスラーム地域研究機構

上智大学・NIHU 

イスラーム研究センター

（公財）東洋文庫・NIHU

イスラーム地域研究資料室 

東京大学・NIHU 

イスラーム地域研究部門 

人間文化研究機構（NIHU） 

地域研究推進委員会・地域研究推進センター 

京都大学・NIHU 

イスラーム地域研究センター 

中心拠点 

拠点ネットワーク

【組織図】
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【2014 年度事業の目的と活動内容】 

１．地域研究推進センター研究員の派遣 

第 2 期イスラーム地域研究推進事業の実施に伴い、人間文化研究機構地域研究推進センターでは、第 1

期に引き続き、本事業の推進に必要な研究者を「地域研究推進センター研究員」として採用し、各拠点

へ派遣している。研究員は、派遣先の拠点において、拠点の形成と運営のための実務及び共同研究の推

進を担うものである。本事業における研究員の総数は 5 拠点へ各 1 名（早稲田大学拠点のみ 3 名、内 1

名は現代インド地域研究との連携事業である地域研究間連携研究の推進事業「南アジアとイスラーム」

を担当）、計 7 名である。なお、派遣先の拠点においては、各大学・機関における相当職を兼務する。 

事業 4 年次である今年度は、7 名の研究員を引き続き派遣するとともに、各研究員はそれぞれの拠点に

おいて上述の業務に着手することにより、拠点の研究や運営、拠点間ネットワークの活動に欠くことの

できない研究者へと着実に成長している（詳細は、各拠点の研究活動の箇所を参照）。 

若手研究者の採用については、1 名の研究員が常勤職を得て平成 27 年 3 月末日付けで退職することが

決定し、後任の研究員（早稲田大学拠点派遣）について、公募選考（平成 26 年 12 月 8 日～平成 27 年 1

月 13 日）を実施した。選考は、センターと拠点が連携して行い、拠点における選考結果をふまえ、人間

文化研究機構地域研究推進委員会イスラーム地域部会で候補者を決定し、平成 27 年 4 月 1 日付けで新た

に 1 名の研究者を採用・派遣することを決定した。また、研究員個人の研究成果についても高く評価さ

れ、平成 26 年 7 月には１名の研究員が早稲田大学から博士号（文学）の学位を授与された。 

くわえて、昨年度に引き続き、3 地域の研究員が一同に会して第 4 回地域研究推進センター研究員研究

発表会（幹事：現代中国地域研究早稲田大学拠点 鄭成氏）を、平成 27 年 1 月 22 日(木)、自然科学研

究機構及び情報・システム研究機構合同会議室（人間文化研究機構本部と同フロア）において開催した

（プログラム及び発表者等は以下のとおり）。研究員による各発表後には、専門や地域に関係なく積極的

に研究員の間で活発な議論が行われ、これを基に若手研究者間の一層の交流が生まれ、イスラーム、現

代中国、現代インドの連携が一層深まることを期待している。 

 

○プログラム 

日 時：2015 年 1 月 22 日(木) 10:00～17:30 

場 所：自然科学研究機構及び情報･システム研究機構合同会議室 

出席者：小長谷有紀、西村淳一、澤井一彰、河原弥生、三代川寛子、徳原靖浩、鄭成、張望、 

武上真理子、李彦銘、伊藤亜聖、福士由紀、相原佳之、石坂晋哉、小川道大、豊山亜希、 

竹村嘉晃、小西公大、舟橋健太(以上、19 名) 

欠席者：吉村武典、今松泰、山本達也、小川道大、油井美春（以上 5 名） 

 

10:00－10:10 小長谷センター長挨拶 

10:10－11:00 三代川寛子（「イスラーム地域研究」上智大学拠点）「エジプトのコプト・キリスト教 



 6

徒における民族・宗教的アイデンティティの形成とエジプト・ナショナリズム」 

11:00－11:10 休憩 

11:10－12:00 福士由紀（「現代中国地域研究」総合地球環境学研究所拠点）「1950 年代中国における 

農村医療サービスの導入」 

12:00－13:30 休憩 

13:30－14:20 李 彦銘（「現代中国地域研究」慶應義塾大学拠点）「日中関係における経済界の立場 

と役割－1970 年代以降主要業界の国際戦略を中心に」 

14:20－15:10 竹村嘉晃（「現代インド地域研究」国立民族学博物館拠点）「シンガポールにおける〈ナ 

ショナルな〉インド芸能の形成」 

15:10－15:20 休憩 

15:20－16:10 舟橋健太（「現代インド地域研究」龍谷大学拠点）「現代インドに生きる｢改宗仏教徒｣ 

―新たなアイデンティティを求めて―」 

16:10－17:00  豊山亜希（「現代インド地域研究」国立民族学博物館拠点）「植民地インドにおける 

 近代性の表象と変容―日本製タイルの受容に注目して」 

17:00－17:30  全体討論 

 

拠 点 名 称 氏 名 職  名 派遣期間

早稲田大学 イスラーム地域研究
機構 
イスラーム地域研究所 

西村 淳一 
地域研究推進センター研究員 
早稲田大学イスラーム地域研究機構 
イスラーム地域研究所研究員 

23.4.1 
～26.3.31
（更新）

26.4.1 
～28.3.31

早稲田大学 イスラーム地域研究
機構 
イスラーム地域研究所 

吉村 武典 
地域研究推進センター研究員 
早稲田大学イスラーム地域研究機構 
イスラーム地域研究所研究員 

23.4.1 
～26.3.31
（更新）

26.4.1 
～28.3.31

早稲田大学 イスラーム地域研究
機構 
イスラーム地域研究所 

澤井 一彰 
地域研究推進センター研究員 
早稲田大学イスラーム地域研究機構 
イスラーム地域研究所研究員 

25.10.1 
～27.3.31
（就職の
ため退
職） 

東京大学 大学院人文社会系研究
科次世代人文学開発センター イ
スラーム地域研究部門 

河原 弥生 

地域研究推進センター研究員 
東京大学大学院人文社会系研究科次世
代人文学開発センター 
イスラーム地域研究部門研究員 

23.4.1 
～26.3.31
（更新）

26.4.1 
～28.3.31

上智大学研究機構 
イスラーム研究センター 三代川寛子 地域研究推進センター研究員 

上智大学アジア文化研究所客員研究員 

23.4.1 
～26.3.31
（更新）

26.4.1 
～28.3.31
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京都大学 大学院アジア・アフリ
カ地域研究研究科 附属イスラー
ム地域研究センター 

今松 泰 
地域研究推進センター研究員 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研
究研究科客員准教授 

23.4.1 
～26.3.31
（更新）

26.4.1 
～28.3.31

公益財団法人東洋文庫研究部  
イスラーム地域研究資料室 徳原 靖浩 地域研究推進センター研究員 

公益財団法人東洋文庫研究員 

23.4.1 
～26.3.31
（更新）

26.4.1 
～28.3.31

（小長谷有紀） 
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２．事業全体の活動内容 

２－１．事業全体の研究内容及び研究成果の概要  

 事業全体としては、イスラーム地域研究の課題である「他者」と「当事者」の双方の視点から「イスラ

ームとイスラーム文明」に関する実証的な知の体系を築くという目標のもと、全拠点が、国際会議や研究

会を通じて海外の研究者との研究協力を推進した。また、研究に際しては、「現代問題への歴史的アプロー

チ」と「地域間比較の手法」を採用することで、時間軸と地理的な横軸を交差させ、文献研究と現地にお

けるフィールド調査を駆使してイスラーム地域研究を推進した。 

京都大学拠点で実施した合同集会では、「グローバル・イスラームの最前線―変貌の時代を読む―」と題

してイスラーム思想、イスラーム神秘主義、イスラーム主義組織、イスラーム経済という 4 つの視点から、

イスラームのグローバル性や現代性を考察した。急速に進行するグローバル化のなかでイスラーム諸国は、

政治・経済・社会・文化のあらゆる側面で深刻な課題に直面しているが、多くのムスリムが、イスラーム

のなかに解決のための指針やあるべき社会の方向性を見出そうとしていることが、浮彫になった。 

出版を通じた研究成果の公表としては、原典叢書シリーズとして『諸国征服史』第 3 巻（岩波書店）を

刊行した。また「イスラームを知る」シリーズ（山川出版社）では、第二期の 12 冊目のうち 7 冊（予定含

む）を刊行した。また特記すべきこととして、英文モノグラフシリーズ Islamic Area Studies (Leiden: Brill 社)

の刊行が始まった。本年度は第 1巻として、元研究代表の佐藤次高氏による Sugar in the Social Life of Medieval 

Islam が 11 月に刊行された。この他に 9 点の出版準備を進めている。この他に、各拠点ごとに資料集、文献

目録、国際会議の報告集、ジャーナルなどを刊行し、多様な形での研究成果の発信に努めた。詳細につい

ては各拠点の報告を参照していただきたい。 

 

２－２．事業全体の活動内容  

(1)合同集会 

 イスラーム地域研究 2014 年度合同集会 公開講演会「グローバル・イスラームの最前線―変貌の時代

を読む―」 

 日時：2014 年 10 月 18 日(土) 14:30～17:30 

 場所：京都大学稲盛財団記念館 3階大会議室  

概要：山根氏は、現代のイスラーム思想に大きな影響を与えたマウドゥーディーの著作の翻訳問題を

取り上げ、彼の思想が拡散する際の翻訳の重要性を指摘した。末近氏は、ビズブッラーが 90 年代に入り

政党や社会活動を通じて地域に密着している様子を報告し、その活動にはグローバルな面とローカルな

面が交差していると指摘した。東長氏は、聖者信仰や現世利益といった側面に注目しつつ、イスラーム

における信仰実践の実際のあり方を説明した。長岡氏は、イスラームの理念に基づいた経済活動を実践

する運動としてのイスラーム経済を、よりよい地域社会のあり方を追求するひとつのモデルとして捉え、

その試みを新しい普遍システムの模索と結論づけた。                

  （今松泰） 
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プログラム 

14:00  開場 

14:30  開会の辞 桜井啓子（早稲田大学） 

14:35  主催者挨拶 東長靖（京都大学） 

14:40 「現代イスラーム思想の拡散とマウドゥーディー著作の翻訳」山根聡（大阪大学） 

15:10 「現代イスラーム主義組織のグローバル性：レバノン・ヒズブッラーの革命闘争」  

        末近浩太（立命館大学） 

15:40  休憩 

15:55 「イスラーム神秘主義の現代的意義」東長靖（京都大学） 

16:25 「不安定化するグローバル資本主義とイスラーム経済の可能性」長岡慎介（京都大学） 

16:55  質疑応答 

17:20  人間文化研究機構地域研究推進センター長挨拶 小長谷有紀 

17:25  閉会の辞 三浦徹（東洋文庫） 

 

(2) 「イスラームを知る」シリーズの刊行 

①小松久男著『激動の中のイスラーム：中央アジア近現代史』（イスラームを知る 18）山川出版社、2014 年 

②桜井啓子『イランの宗教教育戦略：グローバル化と留学生』（イスラームを知る 13）山川出版社、2014 年 

③高橋圭『スーフィー教団：民衆イスラームの伝統と再生』（イスラームを知る 16）山川出版社、2015 年 

④大河原知樹、堀井聡江『イスラーム法の「変容」：近代との邂逅』（イスラームを知る 17）山川出版社、

2015 年 

⑤松本弘著『アラブ諸国の民主化：2011 年政変の課題』（イスラームを知る 23）山川出版社、2015 年 

⑥北澤義之著『アラブ連盟：民主主義とイスラームの狭間』（イスラームを知る 22）山川出版社、2015 年 

⑦店田廣文著『日本のモスク：滞日ムスリムの社会活動』（イスラームを知る 14）山川出版社、2015 年 

 

(3) 「イスラーム原典叢書」シリーズの刊行 

①バラーズリー著、花田宇秋訳『諸国征服史』第 3 巻（完結）、岩波書店、2014 年 

 

(4) Islamic Area Studies（英文モノグラフ・シリーズ）の刊行 

① Tsugitaka Sato, Sugar in the Social Life of Medieval Islam, Leiden: Brill, 2014 
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各拠点別報告 

【本編】 
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早稲田大学イスラーム地域研究機構 イスラーム地域研究所 

代表：桜井啓子（イスラーム地域研究機構・機構長、早稲田大学国際学術院・教授） 

 

中心テーマ 『イスラームの知と文明』 

 イスラームの規範は、個人のレベルだけでなく、社会のレベルにおいても遵守されなければならない。

ムスリムは、こうした教えを実践するために様々な社会活動に従事している。具体的には、イスラーム

的な正義や相互扶助精神に基づく社会福祉活動、識字教育・職業訓練・クルアーン読誦などの教育活動、

信仰強化のための布教活動、モスク・聖廟・孤児院など公共空間の整備、ムスリム・マイノリティの権

利擁護活動などである。そして、これらの活動の多くを支えるワクフ、ザカート、サダカといった制度

の背後には、イスラーム固有の理念が存在している。 

 早稲田大学拠点は第 1 期（2006-11 年）において、二つの研究グループに分かれて研究活動を遂行した。 

 研究グループ 1「イスラームの知と権威：動態的研究」は、イスラームの政治運動や社会生活の実態を

理解するために、イスラームに固有な知のありかた、あるいは地域社会における権威やリーダーシップ

の問題を、歴史と現状に照らして動態的に分析することを課題として研究を進めた。それを通じて、イ

スラーム的理念が社会的にどのように反映されてきたか、あるいは社会的状況が理念の中にどのような

影響を与えてきたかを明らかにしてきた。 

 研究グループ 2「アジア・ムスリムのネットワーク」は、ムスリムによる様々な実践活動（マドラサに

おける宗教教育活動、イスラーム的 NGO、滞日ムスリムの宗教活動、回族知識人の活動）に関する研究

をフィールド・ワ－クを中心に展開し、社会活動のさまざまな分野に関する新しい知見を獲得した。同

時に、イスラームの理念や制度は、現実的な社会的実践と表裏の関係をなしていることが明らかにされ

てきた。 

 第 2 期においては、上記のような研究成果の上に立って、新しく研究課題を設定し直して、ムスリム

の社会的実践の諸相をその背後にあるイスラーム的理念と関連づけながら明らかにする。これにより現

代イスラームの理解を深めていくことを目標とする。 

 

【研究事業名】  

①総括事業 

②研究グループ「イスラームの社会的実践とその理念」 

代表：桜井啓子（早稲田大学国際学術院教授） 

  ※研究組織については、資料編を参照。 
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【拠点形成の目的と意義】 

 当研究所は、前記の 5 拠点を結んで行われる共同研究の調整・とりまとめを行うことにより、中心

拠点としての役割を果たす。各拠点が特色ある研究の拠点を形成し、これらをネットワークで結ぶこ

とにより、全体としてイスラーム地域研究の重要拠点を形成することがねらいである。 

 第 1 期で立ち上げた当研究所の和文・英文のホームページを継続して運用し、5 拠点全体の研究計

画、研究活動、研究成果、教育カリキュラム、国際交流の企画などについて新情報を提供する。また、

現地の大学・研究所と提携することにより、イスラームに関する共同研究の実施、研究・教育に関す

る情報の収集と発信などを通じて、国際的な共同研究、学術交流における中心拠点を形成する。 

 早稲田大学における研究は、研究所の研究員を中心に、学内外の研究者の協力を得ながら、「イス

ラームの知と文明」というテーマに関わる研究を実施する。具体的には「イスラームの社会的実践と

その理念」という課題をかかげ、これにより「総合的なイスラーム文明理解」を目的とする研究拠点

の構築を目指す。また、これらと並んで、若手研究者育成を目的とする大学院教育の構築を目指す活

動を展開する。 
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【2014 年度事業の目的と活動内容】  

①2014 年度事業の目的 

 総括事業では、5 拠点のネットワークの拡充を、WEB、合同集会、研究推進連絡会議を通して拡充する

ことを目指す。和文、英文両出版事業も継続する。また、拠点事業としては、「イスラームの社会的実践

とその理念」に関する研究を推進するために、（1）原典講読を通じた理念研究、（2）社会的実践に関す

る調査研究、という二つの研究アプローチを採用する。後者に関しては、ムスリムがマイノリティであ

る社会、ムスリムがマジョリティである社会の双方におけるイスラーム的実践を調査研究の対象とする。 

②2014 年度事業の研究内容及び研究成果の概要  

 総括事業としては、5 拠点の連携を拡充するために合同集会（京都大学拠点主催）（1 回）、研究推進連

絡会議（3 回）を開催した。海外での研究成果の発信として、第 4 回中東研究世界会議 WOCMES（Fourth 

World Congress for Middle East Studies）（2014 年 8 月 18 日～22 日、トルコ共和国アンカラ、中東工科大

学で開催）のパネル発表者として、各拠点から計 9 名を派遣した。また、マラヤ大学アジア・ヨーロッ

パ研究院およびニューヨーク大学アブダビ校との共催で、マラヤ大学にて国際セミナー「Islam and 

Multiculturalism: Exploring Islamic Studies within a Symbiotic Framework」（日本学術振興会アジア・アフリカ

学術基盤形成事業と共催）を実施し、パネル発表者として 5 名派遣し、海外の研究機関との共同研究、

成果の海外発信を推進した。 

 イスラーム地域研究・若手研究者の会（10 回）を実施し、若手研究者の育成と研究交流を支援した。

若手研究者の育成に関連して、イスラーム地域研究に関わる大学教員を対象に、カリキュラムや教育環

境の現状や課題についてアンケート調査を実施した。アンケート調査の結果とそこから判明した諸課題

については『イスラーム地域研究ジャーナル』7 号に掲載された。 

 ブリル社から Islamic Area Studies というシリーズ名の英文モノグラフの第一巻が刊行されるとともに、

第二巻以降の出版に向けた翻訳と英文校閲作業を推進した。また講演会等への参加の呼び掛けや研究成

果の国内外への発信のために、和文・英文による WEB サイトの充実に努めた。 

 早稲田大学拠点の研究活動としては、（1）原典講読を通じた理念研究を推進するために、『アラブ・イ

スラーム哲学における唯物論的諸傾向』研究会（3 回）、『イブン・ハルドゥーン自伝』読書会（11 回）

および研究合宿（2 回）、ウマリー原典講読会（10 回）、イブン・スィーナー『治癒の書』研究会（1 回）、

回儒の著作研究を進めるために研究合宿（2 回）を実施し、訳出・注釈を進めた。（2）イスラームの社

会実践に関する調査研究においては、「南アジアとイスラーム」（IAS-INDAS 連携事業）との共催で、「南

アジア世界におけるシーア派イスラームの展開」を開催し、南アジアと中東のイスラーム系宗教大学の

繋がりを明らかにした。 

 ムスリムがマイノリティである日本社会における事例研究推進のために、「第 7 回全国マスジド（モス

ク）代表者会議」を開催し、ヤングムスリムの教育、就職など次世代のムスリムが生活基盤を形成して

いく過程に関する問題を議論し、課題を明らかにした。「イスラームとジェンダー」に関する研究会（2

回）および公開シンポジウム（1 回）を実施し、イラン家族法の訳出と家族法改訂をめぐる議論や論点を
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明らかにした。また、鹿島学術振興財団研究助成との共催で中東の水資源の利用と文化背景に関する一

般公開のシンポジウム（1 回）を開催した。 

 出版事業においては、『イスラーム地域研究ジャーナル』第 7号の刊行のほか、研究グループとトヨタ

財団助成「「革命後イランにおける映画と社会の学際的研究――権威主義体制下の娯楽と抵抗の文化」

（代表：貫井万里）との連携研究の成果として、貫井万里、杉山隆一編『革命後イランにおける映画と

社会』を刊行し研究成果の公開に努めた。                                                               

【文責 桜井啓子】 

※活動内容の詳細については、資料編を参照。 
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東京大学大学院人文社会系研究科 

次世代人文学開発センター・イスラーム地域研究部門 

代表：菊地達也（東京大学大学院人文社会系研究科・准教授） 

 

中心テーマ 『イスラームの思想と政治：比較と連関』 

 中東と中央ユーラシアを主要な研究対象とし、18 世紀以降の近現代における思想と政治の動態にみち

た相互関係を比較と連関の視点から実証的に研究することを目的とする。 

 

【研究事業名】 

研究グループ「近現代中東・中央ユーラシアの思想と政治」 

代表：菊地達也（東京大学大学院人文社会系研究科・准教授） 

  ※研究組織については、資料編を参照。 

 

【拠点形成の目的と意義】 

 本研究科は、これまでアジア文化研究専攻を中心として西アジア・中央アジア地域の歴史およびイス

ラームの思想と文化を研究する大学院生を育成し、日本のイスラーム研究を支える多くの若手研究者を

送り出してきた。当該分野に関する博士論文も質量ともに確実に向上している。今回の拠点形成は、こ

のような実績をふまえた上で、これまでになかった現代性を意識したイスラーム地域研究を立ち上げる

ことにより、新しい研究領域の開拓をめざすとともに、従来の歴史、思想、文化研究に新たな展望を開

くことを目的とする。そのために次世代人文学開発センター内に創設されるイスラーム地域研究部門に

研究科の内外から専門研究者を招き、具体的な研究プロジェクトを実践・展開する中で若手研究者の育

成をめざしたい。プロジェクト研究の成果を大学院教育に還元することも計画している。また、英語そ

の他の言語による成果の国際的な発信に努めたい。 
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【2014 年度事業の目的と活動内容】 

①2014 年度事業の目的 

パレスチナ問題、中東・イスラーム諸国の民主化の研究を第一期より継続する。他方、「近現代にお

ける政治・社会思想の形成と動態」に関連したテーマとしては「カザフスタンにおけるソ連時代の記憶」、

「近現代におけるウイグル人知識人の思想と政治的活動に関する研究」、「ソ連解体後のムスリム社会

の変容に関する調査・研究」を主要課題として定め、海外の研究者を迎えて研究ネットワークの強化を

図りつつ研究活動を展開する。 

②2014 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

 第 1 のテーマであるパレスチナ問題研究に関しては、2013 年度に開催したオスロ合意 20 周年記念国際

ワークショップの成果論文集『オスロ合意から 20 年―パレスチナ／イスラエルの変容と課題』を刊行し

た。そこでは、イスラエルとパレスチナの共存、和平プロセス、難民の帰還、一国家・二国家論争など

の焦眉の課題が討議された。定例研究会（6 回）でも、シオニズムの変遷、パレスチナの経済、英国委任

統治期の石油資源政策、国際援助と NGO の機能等の様々な問題が、政治学・歴史学的アプローチによっ

て検討された。なお、この研究領域において、今年度も若手研究者の活躍が目立ったことは特記すべき

である。 

第 2 の中東・イスラーム諸国の民主化研究に関しては、昨年度に引き続き「アラブの春」後の各国の

政治変動について詳細な検討と分析を行い、『中東・イスラーム諸国の民主化ハンドブック』の改訂版

を出版した。定例研究会では、インドネシアの選挙について分析がなされた。さらに、イラクにおいて

民主化の現状に関する現地調査を行った。 

 第 3 の近現代における政治・社会思想の形成と動態の研究に関しては、トルコ、ロシアから専門家を

招き、国際シンポジウム「アブデュルレシト・イブラヒムとその時代―トルコと日本の間の中央ユーラ

シア空間―」（早稲田大学重点領域研究機構アジア・ムスリム研究所、アンカラ大学、アタテュルク文

化・言語・歴史高等研究機構、トルコ歴史協会と共催）を開催した。また、「近現代におけるウイグル

人知識人の思想と政治的活動に関する研究」では、中国から専門家を招聘して現代中国少数民族（ムス

リム）の文化動態と地域社会に関する研究会を開催した（NIHU 現代中国地域研究早稲田大学拠点と共催）。

さらに「中央ユーラシア研究会」では、ロシア・ムスリム史およびロシア革命期中央アジア史研究の専

門家を招き、研究会を開催した。 

 研究成果の公刊については、バダフシャン史に関する貴重な未公刊の民間所蔵史料が、Documents from 

Private Archives in Right-Bank Badakhshan (Introduction)として刊行された。また、第 1 期から継続的に出版

中の TIAS Middle East Research Series、TIAS Central Eurasian Research Series をはじめとする刊行物のウェ

ブサイト上での公開も進め、研究成果の普及につとめた。 

                           【文責 菊地達也】 

※活動内容の詳細については、資料編を参照。 
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上智大学研究機構 イスラーム研究センター 

代表：私市正年（イスラーム研究センター長、上智大学総合グローバル学部・教授） 

 

中心テーマ 『イスラーム近代と民衆のネットワーク』 

 近代以降のイスラーム（宗教・思想・文明など）の著しい特徴は、その地域的拡大と社会的深化にあ

る。その原動力は政治的力によるよりも、民衆を主体とした人とモノと情報のネットワークの力による

方が大きい。歴史的、地理的な広がりを視野に入れつつ、民衆のネットワークによって形成されるイス

ラームの社会・文化・宗教の諸相や運動のダイナミズムを研究する。 

 

【研究事業名】 

研究グループ「イスラーム近代と民衆のネットワーク」 

代表：私市正年（上智大学総合グローバル学部・教授） 

※研究組織については、資料編を参照。 

 

【拠点形成の目的と意義】 

 当センターは、上智大学研究機構内の常設の研究所であるアジア文化研究所と密接な連携をとりつつ、

総合グローバル学部アジア文化研究室、大学院グローバル・スタディーズ研究科地域研究専攻における

学部・大学院での教育活動と研究教育活動を軸として、学内外にその活動を展開していくことをめざす。 

 第 1 期で立ち上げた当センターは、将来的には上智大学研究機構内の常設のイスラーム研究センター

として改組されることを視野に入れて活動を行う。そのためには、学内的には学部、大学院、研究所と

連携しつつ、学外および国際的には本学の海外カトリック・ネットワークとも協力しつつ、イスラーム

研究の推進と組織化をはかる。 

 上智大学における研究は、研究センターのスタッフを中心に「イスラーム近代と民衆のネットワーク」

というテーマに関わる研究グループを編成する。具体的には、第 1 期で得られた主要な成果、「政治運動

から自立したイスラーム運動の社会的側面」、「民衆的イスラームの拡大と発展」、「東南アジアから、中

東、アフリカまでをつなぐイスラーム・ネットワークの実態」の三つを共通研究課題として掲げ、この

研究拠点の構築をめざす。 

 



 20

【2014 年度事業の目的と活動内容】   

①2014 年度事業の目的 

「イスラーム近代」「民衆」「ネットワーク」という三つの鍵概念が、歴史と現状のなかで現れる実態の分析

をめざす。第一に、2011 年のいわゆる「アラブの春」をへたイスラーム運動がめざす方向、権力および民衆と

の関わりなどを各国のイスラーム運動組織の分析を通じて明らかにする。第二に、東南アジアのムスリムと近

代に関して、特に教育、出版活動、国際認識、イスラーム運動に焦点を当て、東アジア、南アジアとの比較を

視野に入れつつ国際共同研究を実施する。その一環として、東南アジア・キターブ・コレクションを本格的に

公開して利用を促進するとともに、キターブ収集と目録改訂作業を継続する。第三に、スーフィズム・聖者信

仰複合に関する研究の基礎作業として、研究の国際交流強化を推進し、CNRS の同一分野の研究者との連携によ

る国際ワークショップ開催を年 1 回のペースで行う。加えて、これまでの研究蓄積の成果刊行を進める。 

②2014 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

 昨年度に引き続き、アラブ諸国の政変に関する研究会、シンポジウム、合宿を開催した。政治と宗教の関

係に注目しつつ、各国のイスラーム主義運動の事例分析を行うとともに、政変が発生しなかったアラブ諸国

の政治・経済状況および政教関係を比較検討した。エジプト、アルジェリアで海外調査を行い、各国の政治

情勢の調査を行った。エジプト、アルジェリアでは研究資料の収集と研究者との意見交換を行った。イスラ

ーム原典叢書シリーズ（岩波書店）『ハサン・バンナー論考集』の第 1 巻を刊行した。また「イスラームを知

る」シリーズ（山川出版社）の著作として、北澤義之『アラブ連盟』を刊行した。 

また、第 1 期イスラーム地域研究から継続して収集してきた東南アジア各地のキターブ刊本コレクション

を利用して、東南アジア各地のイスラ・ミッラージュ物語の比較研究を開始し、勉強会を開催した。また、

第 1 期収集分キターブ全点をアジア文化研究所図書室で公開するとともに、その利用促進を目的としてカタ

ログ改訂版（PDF 版）を編纂した。また、拠点出版物（SIAS Working Paper Series No.23 および 24）を通じて

2013 年度の国際ワークショップの成果を公開した。さらに、パレスチナ問題に焦点を当てて、1930 年代の世

界情勢とマレー世界の関連について研究会を開催するとともに、マレーシアから研究者を招聘し、アジア文

化研究所と連携して、インドネシアのイスラームとキリスト教に関するセミナーと講演会を開催した。 

 加えて、スーフィズム・聖者信仰に関しては、スーフィーの運動の社会的側面を本年度の中心的な主題と

して、京都大学拠点との連携により学際的かつ地域横断的な視点から研究した。トルコのアンカラで開催さ

れた中東研究世界大会（WOCMES）において上記中心的主題についての部会を組織し、その成果を京都大学

拠点刊行の『イスラーム世界研究』8 号の特集として発表した。また、中部アナトリアでスーフィズムおよび

聖者崇敬に関する共同調査を実施した。平行して、思想社から刊行予定の論集『スーフィズムを学ぶ人のた

めに』の執筆、編集作業を進めた。これら調査研究活動の準備、整理、さらなる進展のために研究会、研究

合宿を実施した。これには、若手研究者が自らの研究を国際的に発信するための訓練の場を兼ねる国際ワー

クショップ CNRS との連携によるワークショップが含まれる。 

【文責：私市正年】 

※活動内容の詳細については、資料編を参照 
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京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

附属イスラーム地域研究センター 

代表：東長 靖（京都大学イスラーム地域研究センター・センター長、 

      大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・教授） 

 

中心テーマ 『イスラーム世界の国際組織』 

 中東・南アジアを中心として、イスラーム世界に広がるさまざまな形態の国際組織やグローバル・ネ

ットワークについて、その背景となっているウンマ論やイスラーム連帯論などの研究を進めるとともに、

とくに国際関係・情報ネットワーク・広域タリーカ・イスラーム経済・イスラーム法に関連する組織や

ネットワークの理念・実態・動向を研究し、現代イスラーム世界の理解を総合的に深めることをめざす。 

 

【研究事業名】 

研究グループ「イスラーム世界の国際組織とグローバル・ネットワーク」 

    代表：東長靖（京都大学イスラーム地域研究センター長、大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科教授） 

  ※研究組織については、資料編を参照。 

 

【拠点形成の目的と意義】 

 当センターは、京都大学、とくに大学院アジア・アフリカ地域研究研究科において、これまで展開さ

れてきた文理融合による総合的地域研究とその研究成果をさらに発展させ、イスラーム地域研究の大学

院教育および若手育成を推進する拠点を形成することをねらいとする。 

 第 1 期において研究科再編を通じて立ち上げたグローバル地域研究専攻、とくにイスラーム世界論講

座と連携して、拠点間ネットワークの協力のもとに、大学院教育カリキュラムの開発、専門的教育のた

めの資料収集、若手育成に資する「知のインフラ」整備、大学院レベルでの交流・協力を中心とする国

際的ネットワーク作り、大学院での教育・研究に関する情報の収集と発信などを通じて、イスラーム地

域研究の大学院教育および若手育成を推進する拠点を形成する。 

 京都大学における研究は、京都大学のスタッフを中心に「イスラーム世界の国際組織」に関わる研究

グループを編成する。具体的には「イスラーム世界の国際組織とグローバル・ネットワーク」という課

題をかかげ、国際関係・情報ネットワーク・広域タリーカ・イスラーム経済・イスラーム法などをめぐ

る研究をおこなうと同時に、研究と大学院教育を架橋する拠点の構築を目指す。 
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【2014 年度事業の目的と活動内容】   

①2014 年度事業の目的 

今年度は、最終年度を前に、各研究班の研究の進展具合を確認し、研究をさらに深化させることを目的

とする。そのためにアンカラで開催される中東研究世界大会（WOCMES）でパネルを組んでこれまでの研

究成果を国際的な場で公表するとともに、IAS-INDAS 連携事業と互いの成果をフィードバックさせつつ、

各班が研究会・調査などで研究活動を進展させる。さらに NIHU 合同集会において、これまでの蓄積にも

とづいた成果を一般に公開する。同時に研究活動、拠点発行物に若手の参加を促し、大学院教育・若手研

究者育成を推進する。また国際交流をさらに確固たるものとし、拠点整備活動を継続する。 

②2014 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

 拠点全体の活動は以下の通りである。NIHU 合同集会では、グローバルな観点から各研究班責任者、研究

分担者が報告をおこなった。思想が翻訳によって拡散する状況、イスラームの国際組織の活動、イスラー

ムを信仰する人々の実際のあり方、イスラーム金融がどのように展開しているのかということに関して、

研究の最前線を参加者に提示し、成果を一般に還元することができた。なお合同集会の様子は新聞でも大

きく取り上げられた。また釜山外国語大学地中海研究所との共催による国際セミナーが釜山で開催され、

教員、院生を含む若手研究者の発表が行われた。さらに、さまざまな講演者を招き、KIAS グローバル研究

セミナーを随時開催した。このことは、とくに若手研究者の研究進展に大きく裨益した。 

 以下に、各研究班の活動を述べる。第 1 班は国際組織に関する研究会を開いた。この研究会では、イス

ラーム国をカリフ制に絡めて考察した発表とパキスタンの最近の動向を国際情勢の中に位置づける発表が

なされた。第 2 班は従来通り、上智大学拠点と連携して、研究会、国際ワークショップを開催し、研究合

宿を行った。さらに海外調査を実施した。研究会ではオスマン朝期のスーフィズムに関して新たな知見に

満ちた発表がなされた。トルコの中央アナトリアで行われた海外調査では、これまでに体系だった情報が

ない同地域の信仰実践の様子が明らかになった。研究合宿では、トルコ調査を含め、中国調査の報告もな

され、参加者に知見が共有された。またスーフィズムの思想に関する新たな領域を開く発表がなされた。

過年度と同様、各活動において若手が積極的に参加した。第 3 班は国際ワークショップを複数回開催した。

英国ダラム大学とのワークショップでは、イスラーム金融の問題について、さらに深化した研究を得るこ

とができ、実りある議論がなされた。マレーシア国民大学イスラーム文明研究所とのワークショップでは、

イスラーム経済を中心に、さまざまな観点からイスラーム文明について従来の枠組みを超える発表がなさ

れた。なお第 2 班と第 3 班はアンカラで開催された WOCMES において、それぞれパネルを組み、これまで

の研究成果を披露した。これらのパネルでは熱心な聴衆を得て、実りある国際発信となった。 

 拠点整備については、昨年度同様、ウルドゥー語文献の大型コレクションであるアキールコレクション

の整理・登録を継続して行った。 

【文責 東長靖】 

※活動内容の詳細については、資料編を参照。 
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公益財団法人東洋文庫研究部・イスラーム地域研究資料室 

代表：三浦 徹（東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室・室長、 

           お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・教授） 

 

中心テーマ 『イスラーム地域研究史資料の収集・利用の促進と史資料学の開拓』 

 イスラーム地域研究の基盤となる、史資料の体系的な収集と整理、研究を組織的に行うための書誌・

研究文献情報の編纂と普及、史資料学の開拓の 3 つの事業を進め、史資料の利用にかかわる環境を整備

し、研究機関や研究者とのネットワークを構築し、史資料学の拠点をつくる。 

 

【研究事業名】 

研究グループ「イスラーム地域研究史資料ネットワークの構築」 

代表：三浦徹（東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室・室長、お茶の水女子大学大学院   

人間文化創成科学研究科・教授） 

  ※研究組織については、資料編を参照。 

 

【拠点形成の目的と意義】 

 当拠点は、イスラーム地域研究の基盤となる書誌情報・文献情報の体系化（史資料学の開拓）と史資

料の体系的収集・利用のための環境を構築し、史資料の組織的な利用にむけ、5 つの拠点をはじめ国外国

内の研究機関のネットワークを構築することを目的とする。 

 拠点構成員を中心に、史資料に関わる諸機関と連携し、「イスラーム地域研究史資料の収集・利用の促

進と史資料学の開拓」というテーマに関わる事業を推進する。研究課題を「イスラーム地域研究史資料

ネットワークの構築」とし、イスラーム地域研究の史資料ネットワークを構築し、その拠点としての役

割を果たす。 
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【2014 年度事業の目的と活動内容】   

①2014 年度事業の目的 

現地語史資料の所蔵・整理・利用環境に関する調査の結果を踏まえ、現地語史資料の体系的収集を継

続し、共同利用を促進する。調査やアラビア文字資料司書連絡会等で得た情報や要望に基づき、現地語

史料の整理・書誌データ作成のための補助ツールや資料の作成と公開、「日本における中東・イスラーム

研究文献データベース」の編集をはじめとする関連データベースの拡充、国内に所蔵される現地語史資

料の概要が把握でき、検索が容易になるような情報の発信を行う。また、史料研究について、原典講読

会および国内研究機関との連携による研究活動を実施し、研究情報の共有と若手研究者の育成をはかる。

これらによって、史料および研究文献の収集と整理（情報化）と利用の 3 つの局面を連結したサイクル

を築き、国際的な共同利用にむけた環境改善をはかる。合同会議を開催する。 

②2014 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

 現地の出版状況や、現地及び海外の研究動向を踏まえ、現地語資料および欧文研究書等の収集と整理を行っ

た。我が国のイスラーム地域研究の成果を国内外により開かれたものにするため、「日本における中東・イスラ

ーム研究文献データベース」のデータの更新および科研費（研究成果の公開促進）との連携による国際版の作

成・公開を行った。また、アラビア文字資料司書連絡会を開催し、機関の枠を超えたアラビア文字資料の収集

と利用に関する情報共有を行った。通算 4 回目となる「卒論を書くための情報検索リテラシーセミナー」では、

大量の情報から効率的に必要な情報を検索するための方法を学生に直接レクチャーし、検索スキルの面でも向

上を図った。同セミナーは新たに現代パレスチナ地域研究を専門とする錦田愛子（早稲田拠点構成員）による、

フィールドでの資料収集についてのレクチャーを加え、より広く専門の学生に対応することができた。資料の

整理に関しては、大学図書館等における現地語資料の整理に有益な、アラビア文字とラテン外字の入力補助パ

ネルを拠点ホームページ上に公開した。 

史料研究では、昨年度に引き続きオスマン民法典の翻訳を目的とした「シャリーアと近代」研究会を計 5 回

行うと共に、共著『イスラーム法の「変容」』（山川出版社、イスラームを知るシリーズ）を刊行した。NIHU 連

携研究で作成したオスマン民法典研究関係文献データベースを NIHU nDP 上で公開すると共に、基本文献１点

の全頁画像をウェッブサイト上に公開し、オスマン民法典研究の研究環境の整備を行った。特定史料の研究成

果として、東洋文庫研究部西アジア班との連携により東洋文庫所蔵ヴェラム（皮紙）契約文書のアラビア語テ

キスト校訂と研究（英文）（Vellum Contract Documents in Morocco）を刊行した。第 3 回オスマン史研究会のほか、

共催により近代中央ユーラシア比較法制度史研究会、「イスラーム圏におけるイラン式簿記術の成立と展開」研

究会、第 13 回中央アジア古文書セミナー、第 7 回オスマン文書セミナーを開催し、トルコ、エジプト、イラン、

中央アジアの幅広い分野で史資料を扱う若手研究者や学生の育成を行った。国際連携の面では、科研費ワクフ

の国際共同研究との連携により、第 4 回中東研究世界大会（アンカラ）でのセッションの開催や東京でのワー

クショップ開催（2 月）などの活動を行った。                          

【文責 三浦徹】 

※活動内容の詳細については、資料編を参照。 
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各拠点別報告 
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早稲田大学イスラーム地域研究機構 イスラーム地域研究所 

代表：桜井啓子（早稲田大学イスラーム地域研究機構長、 

イスラーム地域研究所長、早稲田大学国際学術院・教授） 

 

中心テーマ 『イスラームの知と文明』   

 

【研究組織】  

（研究拠点構成員） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

桜井 啓子 
イスラーム地域研究機構長、イスラーム地域

研究所長、国際学術院教授 

研究拠点代表 

（比較社会学、地域研究） 

西村 淳一 

人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、イスラーム地域研究所研究員、イスラーム

地域研究機構研究院准教授 

研究グループ研究分担者 

（イラン史） 

吉村 武典 

人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、イスラーム地域研究所研究員、イスラーム

地域研究機構次席研究員 

研究グループ研究分担者 

（マムルーク朝史） 

澤井 一彰 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、イスラーム地域研究所研究員、イスラーム

地域研究機構次席研究員 

研究グループ研究協力者 

（オスマン朝史） 

福田 安志 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究院教授 

研究グループ研究協力者 

（アラブ近現代史、地域研究（GCC

諸国）） 

吉村 貴之 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究院准教授 

研究グループ研究協力者 

（ソ連・中東関係論、アルメニア

近現代史、民族問題） 

砂井 紫里 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究助手 

研究グループ研究協力者 

（中国の回族社会） 

秋山  徹 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究助手 

研究グループ研究協力者 

（中央ユーラシア史、遊牧社会史、

ロシア帝国論） 

岡井 宏文 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究助手 

研究グループ研究協力者 

（日本のイスラーム） 

店田 廣文 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学人間

科学学術院教授 
研究グループ研究分担者 

（社会学、滞日ムスリム） 

小島  宏 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学社会

科学総合学術院教授 

研究グループ研究協力者 

（人口政策論） 
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新保 敦子 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学教

育・総合科学学術院教授 

研究グループ研究協力者 

（中国教育史、中国ムスリム研究）

小松 香織 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学教

育・総合科学学術院教授 

研究グループ研究協力者 

（オスマン朝史） 

近藤 二郎 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学文学

学術院教授 
拠点構成員 

（エジプト考古学） 

中谷 礼仁 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学理工

学術院教授 
拠点構成員 

（建築史、歴史工学） 

大稔 哲也 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学文学

学術院教授 
拠点構成員 

（中東社会史） 

野田  仁 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学高等

研究所准教授 
研究グループ研究協力者 

（中央アジア、カザフスタン史）

大川真由子 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学人間

科学学術院助教 
拠点構成員 

（社会人類学、中東地域研究） 

佐藤健太郎 
イスラーム地域研究所招聘研究員、北海道大学

大学院文学研究科准教授 
研究グループ研究分担者 

（マグリブ・アンダルス史） 

貫井 万里 
イスラーム地域研究所招聘研究員、（公財）日本

国際問題研究所研究員 
研究グループ研究協力者 

（近代イラン経済） 

佐藤 尚平 
イスラーム地域研究所招聘研究員、金沢大学人

間社会研究域法学系准教授 

研究グループ研究協力者 

（国際関係、湾岸近現代政治） 

鈴木 恵美 イスラーム地域研究所招聘研究員 
研究グループ研究協力者 

（近現代エジプト） 

深見奈緒子 イスラーム地域研究所招聘研究員 
研究グループ研究協力者 

（イスラーム建築） 

アブドゥル・ 

カリーム・ 

ラーフェク 

イスラーム地域研究所招聘研究員、ウィリアム

＆メアリ大学名誉教授（アメリカ合衆国） 

研究グループ研究協力者 

（オスマン朝期シリア） 

アフマド・ハサ

ン・サイード 

イスラーム地域研究所招聘研究員、ベングリオ

ン大学講師（イスラエル） 

研究グループ研究協力者 

（比較政治） 

ムハンマド・ア

フィーフィー 

イスラーム地域研究所招聘研究員、エジプト高

等文化評議会文化諸委員会統括本部長、カイロ

大学文学部歴史学科教授（エジプト） 

研究グループ協力者 

（オスマン朝期エジプト史） 
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研究グループ：「イスラームの社会的実践とその理念」 

（研究グループメンバー）  

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

桜井 啓子 イスラーム地域研究所長、国際学術院教授 
研究グループ代表 

（比較社会学、地域研究） 

店田 廣文 
イスラーム地域研究所研究員、人間科学学術院

教授 

研究分担者 

（社会学、アジア社会論） 

佐藤健太郎 
イスラーム地域研究所招聘研究員、北海道大学

大学院文学研究科准教授 

研究分担者 

（マグリブ・アンダルス史） 

オマール・ 
ファルーク 

イスラーム地域研究所招聘研究員、マレーシア

科学大学客員教授（マレーシア） 
研究分担者 

（比較政治学） 

ゴルナー・ 
メフラン 

アルザフラー大学教育心理学部准教授（イラン）
研究分担者 

（教育心理学） 

西村 淳一 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、イスラーム地域研究所研究員、イスラーム

地域研究機構研究院准教授 

研究分担者 

（イラン史） 

吉村 武典 

人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、イスラーム地域研究所研究員、イスラーム

地域研究機構次席研究員 

研究分担者 

（マムルーク朝史） 

澤井 一彰 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、イスラーム地域研究所研究員、イスラーム

地域研究機構次席研究員 

研究分担者 

（オスマン朝史） 

 

（研究グループ海外共同研究者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

ステファン・ 
ハンフリーズ 

カリフォルニア大学サンタバーバラ校教授（ア

メリカ合衆国） 
イスラーム史 

ファリバー・ 
アーデルハー

ン 

国際関係調査研究センター（CERI）上級研究員

（フランス） 
人類学 
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（研究グループ研究協力者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

青木  隆 日本大学文理学部教授 中国哲学 

秋山  徹 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究助手 
中央アジア、クルグス史 

阿久津正幸 

東京大学大学院人文社会系研究科次世代人文学

開発センター・イスラーム地域研究部門特任研

究員、東洋大学国際地域学部非常勤講師 
（東京大学拠点研究協力者） 

イスラームの歴史における教育と

社会 

荒井 悠太 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 
マムルーク朝史、イブン・ハルド

ゥーン研究 

五十嵐大介 イスラーム地域研究東京大学拠点特任研究員 中世アラブ史 

石川 基樹 早稲田大学大学非常勤講師 高齢社会論・社会調査論 

伊藤 隆郎 神戸大学文学研究科准教授 マムルーク朝史 

井上 貴智 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 アラビア科学技術史 

大足 恭平 
イスラーム地域研究所招聘研究員 

青山学院大学情報科学研究センター助手 

（東京大学拠点研究協力者） 
イラン近現代史 

太田（塚田） 
絵里奈 

慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程 中世アラブ社会史 

岡井 宏文 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究助手 
日本のイスラーム 

岡本  恵 神戸大学大学院文学研究科博士後期課程 シリア史 

小野 亮介 慶應義塾大学大学院文学研究科博士後期課程 
近現代中央アジア、トルコ諸民族

研究 

角田 紘美 
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程、日

本学術振興会特別研究員（DC） 
マグリブ・アンダルス史 

上山  一 筑波大学北アフリカ研究センター・研究員 イスラーム金融・経済 

北爪 秀紀 早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程修了 日本のモスク研究 
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木村 伸子 早稲田大学大学院文学研究科博士課程 マムルーク朝研究 

日下部達哉 
イスラーム地域研究所招聘研究員、広島大学教

育開発国際協力研究センター准教授 
比較教育学 

栗田 禎子 千葉大学文学部教授 アラブ近現代史 

黒岩  高 武蔵大学人文学部教授 中国ムスリム社会史 

高野 太輔 大東文化大学国際関係学部准教授 初期イスラーム史 

小島  宏 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学社会

科学総合学術院教授 
人口政策論 

後藤 絵美 
日本学術振興会特別研究員 PD（東京大学東洋文

化研究所） 
地域研究、イスラーム文化研究 

小林 春夫 東京学芸大学人文社会系教授 イスラーム思想史 

小松 香織 
イスラーム地域研究所研究員、教育・総合科学

学術院教授 
オスマン朝史 

近藤 真美 龍谷大学文学部准教授 中世シリア史 

砂井 紫里 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学イス

ラーム地域研究機構助手 
文化人類学、食文化研究 

佐藤 尚平 
イスラーム地域研究機構招聘研究員、金沢大学

人間社会研究域法学系准教授 
国際関係、湾岸近現代政治 

佐藤  実 大妻女子大学比較文化学部准教授 中国イスラーム思想 

清水 和裕 九州大学大学院イスラーム文明史学科教授 初期イスラーム史 

新保 敦子 
イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学教

育・総合科学学術院教授 
中国教育史、中国ムスリム研究 

杉本 悠子 早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 近代シリアのイスラーム知識人 

杉山 隆一 
早稲田大学イスラーム地域研究機構招聘研究

員、慶應義塾大学言語文化研究所特殊講座講師 
サファヴィー朝史 

鈴木 恵美 
早稲田大学イスラーム地域研究所招聘研究員 
（東京大学拠点研究協力者） 

現代エジプト政治 
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田島 大輔 立命館大学文学研究科人文学専攻博士後期課程 中国ムスリム近代史 

谷口 淳一 京都女子大学文学部教授 中世シリア史 

千代崎未央 千葉大学大学院文学研究科博士課程 中東近現代史 

辻 明日香 日本学術振興会特別研究員（PD）（東京大学） 
中世エジプト史、コプト社会、聖

人研究 

中西 竜也 
京都大学白眉センター・特定助教 
（上智大学拠点、京都大学拠点研究協力者） 

中国のイスラーム 

中町 信孝 
イスラーム地域研究所招聘研究員、甲南大学文

学部准教授 
マムルーク朝史 

中村 妙子 早稲田大学イスラーム地域研究機構招聘研究員 中世シリア史 

貫井 万里 

イスラーム地域研究機構招聘研究員、（公財）日

本国際問題研究所研究員 
（上智大学拠点研究協力者） 

近代イラン経済 

子島  進 東洋大学国際地域学部准教授 文化人類学、南アジア地域研究 

野田  仁 

イスラーム地域研究所研究員、早稲田大学高等

研究所研究員 
（東京大学拠点研究協力者） 

中央アジア、カザフスタン史 

橋爪  烈 千葉科学大学薬学部専任講師 アッバース朝研究 

平野 淳一 
千葉大学大学院社会文化研究科 
（京都大学拠点研究協力者） 

近代イスラーム政治思想、中東地

域研究 

深見奈緒子 イスラーム地域研究所招聘研究員 イスラーム建築 

福島 康博 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所特任研究員 
イスラーム金融論、マレーシアの

社会経済 

福田 安志 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究院教授 

アラブ近現代史、地域研究(GCC 諸

国) 

細田 和江 中央大学政策文化総合研究所準研究員 中東地域研究、イスラエル文学 

堀井 聡江 
桜美林大学リベラルアーツ学群専任講師 
（東洋文庫拠点研究協力者） 

イスラーム法、エジプト民法 



 33

村田  久 環太平洋大学次世代教育学部・准教授 社会福祉、滞日ムスリム 

森田 豊子 鹿児島大学非常勤講師 現代イラン 

森山 央朗 
同志社大学神学部准教授 
（上智大学拠点、京都大学拠点研究協力者） 

初期イスラーム史、10～12 世紀マ

シュリク地域におけるハディース

学者の社会的・文化的活動 

矢島 洋一 
奈良女子大学院人間文化研究科准教授 
（上智大学拠点、京都大学拠点研究協力者） 

スーフィズム史 

横内 吾郎 京都大学文学部非常勤講師 ウマイヤ朝史 

吉村 貴之 

イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究院准教授 
（東京大学拠点研究協力者） 

研究グループ研究協力者 

（ソ連・中東関係論、アルメニア

近現代史、民族問題） 
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【2014 年度事業の活動内容】  

 

1. 拠点整備 

 昨年度に引き続き、2014 年度も NIHU 研究派遣員や早稲田大学の学内経費による雇用を含むイスラーム

地域研究機構専任の研究員を中心に、拠点として充実したメンバーで活動を行った。早稲田大学内に個人

研究室、共同研究室、資料室、機構長室の計 12 部屋を早稲田大学からの研究および事務スペースとして供

与された（早稲田大学早稲田キャンパス 120−4 号館、9 号館）。また、早稲田大学の学内経費により雇用さ

れている 3 名の事務専従の職員も早稲田大学拠点、および 5 拠点全体の研究活動とネットワークを大きく

支えている。 

中心拠点としてイスラーム地域の 5 拠点全体の情報集約・連絡調整をはかるため、継続してメーリン

グリスト（ias@islam.waseda.ac.jp）を運営し、イスラーム地域研究全体の周知、広報活動につとめた。本

年も研究者以外に学部学生、一般からのメーリングリストへの加入依頼の問い合わせは増加しており、

メーリングリス自体の認知度、利便性が上がってきていることがうかがえた。また、昨年度刷新した

「NIHU プログラム・イスラーム地域研究」のポータルサイト（http://www.ias-network.jp/）を日英 2 言語

のページを基盤に、8 言語（アラビア語、ペルシア語、トルコ語、インドネシア語、マレー語、ウルドゥ

ー語、中文、韓国語）によるリーフレットと併せて運用を継続し、5 拠点全体の活動内容の周知を強化、

維持した。 

（吉村武典） 

 

2. 研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動（総括事業）  

①国際シンポジウム「アブデュルレシト・イブラヒムとその時代―トルコと日本の間の中央ユーラシア

空間―」ABDÜRREŞİT İBRAHİM ve ZAMANI: TÜRKİYE ve JAPONYA ARASINDA ORTA AVRASYA 

ALANI SEMPOZYUMU 

日時：2014 年 5 月 24 日(土) 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス小野記念講堂（27 号館） 

主催：NIHU プログラム・イスラーム地域研究東京大学拠点、早稲田大学重点領域研究機構アジア・

ムスリム研究所、アンカラ大学、アタテュルク文化・言語・歴史高等研究機構、トルコ歴史協会 

共催：早稲田大学イスラーム地域研究機構 

後援： Yunus Emre Enstitüsü / Tokyo Kültür Merkezi、東京外国語大学国際日本研究センター、東洋大学

アジア文化研究所、在日トルコ共和国大使館 

 ※概要、プログラムについては東京大学拠点の報告を参照 
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②第 4 回中東研究世界大会(WOCMES-4) 

 日時：2014 年 8 月 18 日(土)～22 日(月) 

 場所：中東工科大学（トルコ共和国アンカラ） 

 被派遣者：小杉泰（京都大学大学院・教授）、東長靖（京都大学大学院・教授）、Mehmet Asutay（ダラ

ム大学・上席講師）、長岡慎介（京都大学大学院・准教授）、村田久（環太平洋大学・准教授）、今松泰（京

都大学大学院・客員准教授）、岡井宏文（早稲田大学イスラーム地域研究機構・研究助手）、遠藤春香（ロ

ンドン大学・博士後期課程）、丸山大介（日本学術振興会・特別研究員（PD）） 

 概要：本会議は、上智大学拠点および京都大学拠点がパネルを組織するなど、イスラーム地域研究に

とって重要な成果発信の場となった。そこで、人間文化研究機構（NIHU）「地域研究推進事業に係る海

外連携・発信の支援事業」の一環として、上記 9 名の研究分担者／協力者を本会議に派遣した。パネル“The 

Vicissitudes of Sufi Movement in the Society: Past and the Present”の詳細については上智大学拠点の活動報告

を、またパネル“New Frontier in Islamic Economics and Finance: Empirical and Policy Implications”の詳細につ

いては京都大学拠点の活動報告を参照。 

 なお被派遣者による参加報告が早稲田大学拠点発行の『イスラーム地域研究ジャーナル』第 7 号（2015

年 3 月発行）に掲載された。 

（西村淳一） 

 

被派遣者による出張報告は以下の通り。 

 

小杉泰（京都大学大学院・教授） 

 トルコの中東工科大学（アンカラ）で開催された第 4 回世界中東学会大会（WOCMES）に参加し、2014

年 8 月 20 日にパネル「イスラーム経済・金融の新しいフロンティア：実証的・政策的考察」を組織して、

司会を務めた。IAS 京都大学拠点とダラム大学イスラーム経済・金融研究センターとの協力で、これまで

の研究成果を国際的に発信することができた。非常に優れた 4 本の報告があり、フロアを交えた熱心な

討論がおこなわれ、充実したパネルとなった。 

 

東長靖（京都大学大学院・教授） 

 1997 年から継続している学際的研究プロジェクト「スーフィズム・聖者信仰研究会」では、2002 年の

マインツにおける第 1 回 WOCMES から連続して 4 回目のパネルを組むこととなった。過去 15 年以上に

わたる共同研究の成果を国際的に問うことが今回の目的であった。報告者自身は、第 1 回に発表を行っ

たが、WOCMES に関して言えば、その後はむしろ企画・若手育成・実務に中心を移してきており、今回

も前回に引き続いてコメンテーターの役割を担った。海外のスーフィズム研究者からは、日本のスーフ

ィズム研究はすぐれたものだと聞いている、といった評価の声を聞いたが、当日のパネルへのフロア参

加者が少なかったことが残念であった。私たちのパネルに限らず、今回の WOCMES では全般に、当日欠
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席者が多く出たり、フロアの参加者が少なかったりといった現象が広く見られ、改善を要する問題であ

ると思われた。この問題は、会期中の 21 日に開催された WOCMES Committee Meeting でも議題とされて

いる。 

 

Mehmet Asutay（ダラム大学・上席講師） 

I have travelled to WOCMES conference in Ankara, Turkey from 17th August to 21st August 2014 with the 

objective of speaking at a panel on Islamic finance at the conference organized by Professor Yasushi Kosugi and 

Assoc. Professor Shinsuke Nagaoka. In our panel, we had four paper presented and my paper focused on the 

industry formation models of Islamic finance by making direct reference to the developmentalist and 

socio-economic consequences of different industry formation models in Islamic finance. I think we managed to 

make a difference at the conference by brining the Islamic finance to the agenda; and therefore I consider it as a 

success. During the panel, we had a lively debate, which further substantiated interest in Islamic finance; and after 

the conference I have received a number of emails asking various questions on Islamic finance related issues by 

some of the audience. In overall, it was a successfully panel thank you to Professor Kosugi and Dr Nagaoka. 

 

長岡慎介（京都大学大学院・准教授） 

 本出張では、トルコ共和国アンカラで開催された第 4 回世界中東学会（8 月 18～22 日）に出席し、NIHU

イスラーム地域研究・京大拠点が重点的に推進してきたイスラーム経済研究に関するパネル（イスラー

ム経済・金融の最前線：実証研究と政策への示唆）を組織した。従来から共同研究を続けてきた英国ダ

ラム大学の研究者とともに合計 4 本の報告を行い、それを踏まえた討論を通して、グローバル資本主義

時代に対応した新たなイスラーム経済研究が求められているという共通認識を持つに至り、新しい共同

研究構想を得ることができた。 

 

村田久（環太平洋大学・准教授） 

 本出張の目的は、第 4 日目、8 月 21 日（水）のセッションにおいて、“Religious Beliefs and Practices in Japan”

を口頭発表することであった。内容は日本における滞日ムスリムの適応過程についての分析報告である。

本報告で提示した仮説について様々な意見を聞くことができた。同セッションでは、同一の質問項目を

用いた調査結果として、韓国及びタイの発表も行われ、今後の研究として、移住ムスリムの適応過程に

ついて 3 カ国のボンドサンプルデータを用いた国際比較を行っていく可能性が示された。 

 

今松泰（京都大学大学院・客員准教授） 

 今回の WOCMES 出張の目的は、①大会会場での NIHU イスラーム地域研究の広報、②大会 4 日目（8

月 21 日）のセッション「社会におけるスーフィー運動の変遷－過去、そして現在－」（上智大学拠点・

京都大学拠点連携研究会が組んだセッション）における運営補助、③トルコにおける近年の研究潮流の
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把握、の三点であった。①に関しては日本から広報用リーフレットを持参し会場にて設置・配布するな

どの活動を展開した。②に関してはトルコ語通訳を含め運営事務に従事し、成功裏にセッションを終え

ることができた。③については、自身の専門でない様々な分野の報告を聴き、また会場で知り合った各

国の研究者と情報交換することを通じて、多くの知見を得ることができた。 

 

岡井宏文（早稲田大学イスラーム地域研究機構・研究助手） 

 本出張は、中東工科大学にて開催された WOCMES において、口頭発表を行うことを目的としたもので

あった。出張者は、「東アジア・東南アジアにおけるムスリム移動者の信仰・宗教実践」と題されたセッ

ションにおいて、“Religious Beliefs and Practices in Japan”と題した発表を村田久氏（環太平洋大学）と共同

で行った。同セッションでは、同一の質問項目を用いた韓国、タイの発表も行われ、国際比較に基づく

議論を踏まえたうえで、各国個別の課題についても深く掘り下げながら検討することができるという貴

重な機会を得た。 

 

遠藤春香（ロンドン大学・博士後期課程） 

 今回の WOCMES 出張の主な目的は、世界各国からの研究者が集まる同大会において、シャアラーニー

に関する報告者のこれまでの研究成果を発表し、そこで得られたフィードバックをこれからの研究に生

かすことであった。発表自体へのコメントという点では期待していたほどの成果はあまり得られなかっ

たものの、発表前後に出会った研究者らから、自分の研究に対する様々な見解を得ることができたのは

貴重な経験である。また他の発表者らによる最新の研究報告を聞くことができ、自分の見識を深める上

で非常に有意義な機会となった。 

 

丸山大介（日本学術振興会・特別研究員（PD）） 

 本出張の主たる目的は、スーフィー・聖者研究会が中心となって組織したパネル“The Vicissitudes of Sufi 

Movement in the Society: Past and the Present”における発表であった。発表では、スーダンで活動するスー

フィーたちがサラフィーとの衝突によって、本来重んずるべき包括的な倫理観から自らの正当性のみを

強調する排他的な論理へと移行していく過程について、カーディリー教団とルカイニー教団の 2 教団を

事例に明らかにした。また、東長靖氏のスーフィズムの三極構造論を援用し、タリーカにおいて語られ

るスーフィズムの論理を、神秘主義（mysticism）・倫理（ethics）・共同性（communality）という 3 側面か

ら理解しようと試みた。時間上の制約で質疑応答の時間が短かったのが残念であったが、今後の研究の

方向性を示せたという点では有意義な機会となった。 
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③イスラーム地域研究 2014 年度合同集会  

公開講演会「グローバル・イスラームの最前線―変貌の時代を読む―」 

 日時：2014 年 10 月 18 日(土) 14:30～17:30 

 場所：京都大学稲盛財団記念館 3 階大会議室  

 概要、プログラムについては事業全体の報告、および京都大学拠点の報告を参照。 

 

④イスラーム地域研究若手研究者の会 

 概要：2014 年度は計 9 回の研究会を行い、若手研究者の増加に伴い近年では最も多い開催回数となっ

た。また、本年度は特別企画として 7 月例会において「マフザン研究会」と共催しシンポジウム形式で

研究会を行った。現代モロッコにおいて政治言語として王、政庁を表す「マフザン（原義：倉庫）」をテ

ーマに歴史、政治、経済の様々な観点から、モロッコ、マグレブ地域を多角的に討論した。本年度は近

現代の政治、社会に関する発表が多く、若手研究者を含めた研究関心の潮流を伺うことが出来た。また、

前近代を対象にした発表や科学史をテーマにした発表などもあり、時代だけではなくテーマ、ジャンル

についても若手研究者の研究対処の広がりが見られた。参加者も増加傾向にあり、若手研究者の意見交

換の場としての機能も向上している。各回ともコメンテーターによるより広い視野からの的確な批判と

質問により参加者を含めた活発な議論、意見交換が行われ、報告者を含めた若手の研究者にそれぞれの

研究をより発展させる意欲を持たせることに成功している。 

（吉村武典） 

 

プログラム、詳細については以下の通り。 

4 月例会 

日時：4月19日(土) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス120-4号館405・6教室 

報告者：鈴木啓之（東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程・日本学術振興会特別研究員（DC）） 

題目：「蜂起と和平交渉：インティファーダ（1987～1993年）のなかでの言説から」 

コメンテーター：藤田進（東京外国語大学元教授） 

 

5月例会 

日時：5月31日(土) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス120-4号館4階405・406会議室 

報告者：井口亮太郎（青山学院大学院博士後期課程） 

題目：「ムガル帝国の地方役人-17世紀のスーラト港を例として-」 

コメンテーター：真下裕之（神戸大学大学院准教授） 
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6月例会 

日時：6月21日(土) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス120-4号館4階405・406会議室 

報告者：岩本佳子（大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター・研究員） 

題目：「近世オスマン帝国における「遊牧民」と国家 ルメリのユリュク、タタール、ミュセッレムを

中心に」 

コメンテーター：齋藤久美子（慶應義塾大学・非常勤講師） 

 

7月例会 

シンポジウム『マグリブにおける国家と権力―マフザン概念の再考』 

日時：7月19日(土) 13:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス8号館411教室  

プログラム： 

13:00-13:10 全体説明 

13:10-13:40 報告1 野口舞子（お茶の水女子大学大学院） 

         「ムラービト朝・ムワッヒド朝期における『マフザン』と部族」 

13:40-14:10 報告2 篠田知暁（名古屋大学非常勤講師） 

         「ポルトガル王のマフザン兵」 

14:10-14:20 休憩 

14:20-14:50 報告3 所木綿子（日本学術振興会特別研究員（PD）） 

         「アルジェリアにおけるマフザン部族―仏植民地統治における制度化」 

14:50-15:20 報告4 関佳奈子（上智大学総合グローバル学部特別研究員） 

         「20世紀初頭のモロッコにおける『マフザン』と『スィーバ』」 

15:20-15:50 報告5 白谷望氏（上智大学大学院） 

         「独立後モロッコにおける権威主義体制の仕組み―政治構造の分析を中心に」 

15:50-16:00 休憩 

16:00-16:30 コメント 

         森本一夫（東京大学東洋文化研究所准教授） 

         齋藤剛（神戸大学大学院国際文化学研究科准教授） 

16:30-17:30 全体討論 

 

10月例会 

日時：10月12日(日) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス11号館504教室 



 40

報告者：荒井悠太（早稲田大学大学院文学研究科・博士後期課程） 

題目：「マムルーク朝史料におけるイブン・ハルドゥーン像―大カーディー職任免の背景を中心に―」 

コメンテーター：：苗村卓哉 氏（慶應義塾大学・非常勤講師） 

 

11月例会 

日時：11月29日(土) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス120-4号館405・406会議室 

報告者：南部真喜子（東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程） 

題目：「パレスチナ被占領地における政治囚人のアイコン化に見る抵抗運動の変遷」 

コメンテーター：立山良司 氏（防衛大学校名誉教授／日本エネルギー経済研究所客員研究員） 

 

12月例会 

日時：12月14日(日) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス26号館（大隈記念タワー）502教室  

報告者：鈴木真吾（慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程） 

題目：「近代オスマン帝国における都市行政と公衆衛生：19世紀末イズミルの事例から」 

コメンテーター：佐原徹哉（明治大学政治経済学部教授） 

 

1月例会 

日時：1月31日(土) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス26号館（大隈記念タワー）302教室  

報告者：福永浩一（上智大学グローバル・スタディーズ研究科地域研究専攻博士後期課程） 

題目：「近代エジプトにおけるイスラーム復興思想とナショナリズムに関する一考察：初期ムスリム同

胞団の事例から」 

コメンテーター：勝沼聡（東京大学大学院人文社会系研究科・特任研究員） 

 

2月例会 

日時：2月28日(土) 14:00～17:30 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス120-4号館405・406教室  

報告者：井上貴智（早稲田大学文学研究科東洋史学史コース博士課程） 

題目：「9世紀から12世紀のアラビア語史料におけるバラ水蒸留法」 

コメンテーター：小林春夫 氏（東京学芸大学教授） 
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(2)研究グループの活動 

①パリ政治学院（Sciences Po / CERI）研究員来日講演会 

 日時：2014 年 4 月 11 日(金) 15:00～18:00 

 場所：早稲田大学 120-4 号館 4 階 405 会議室 

 講演者 1：Roland MARCHAL（パリ政治学院 Chargé de recherche） 

 講演題目：Dynamics of armed Islamist groups in the Sahel: some questions for further research 

 講演者 2：Fariba ADELKHAH（パリ政治学院 Directrice de recherche） 

 講演題目：Land and War : A tentative anthropological analysis of the Afghan crises 

 共催：早稲田大学と上智大学とのイスラーム地域研究に関する学術協定（大学間連携による共同研究） 

 概要：本講演会はパリ政治学院（SciencesPo/CERI）研究員 2 名の来日に伴い企画された。マルシャル

氏の講演では、サヘル（サハラ砂漠南縁地域）、特にマリにおけるイスラーム運動の展開と武装イスラー

ム集団の動向についての解説がなされた。一方、アーデルハー氏の講演では、アフガニスタン現代史の

概要が解説されるとともに、同地での政治的混乱の背景に土地制度をめぐる問題が大きな影響を及ぼし

ていることが明らかにされた。 

（西村淳一） 

 

②Saïd Amir Arjomand 氏来日講演会 

 日時：2014 年 7 月 12 日(土) 16:00～18:00 

 場所：早稲田大学 11 号館 818 教室 

 講演者：サイード・アミール・アルジョマンド Saïd Amir Arjomand（ニューヨーク州立大学ストーニー

ブルック校 Distinguished Service Professor） 

 講演題目：“Persianate Studies: State of the Art” 

 概要：講演者のアルジョマンド氏は、イランを中心に中東の政治、法律、宗教、歴史などを幅広く比

較・検討している社会学の大家である。本講演では、‘Persianate societies’（ペルシアの言語、文化、文学、

芸術などの影響を強く受けた社会）に関する研究の歴史と現状について解説がなされた。講演後の質疑

応答では‘Persianate societies’という表現そのものの定義をめぐって、講演者と参加者の間で活発な議論が

交わされた。 

（西村淳一） 

 

③公開シンポジウム『革命後イランにおける映画と社会―権威主義体制下の娯楽と抵抗の文化―』（2014

年度第 1 回イスラームとジェンダー研究会） 

 日時： 2014 年 7 月 5 日(土) 13:00～17:45 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス 11 号館 505 教室 
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 主催：トヨタ財団研究助成・イラン映画研究プロジェクト、人間文化研究機構（NIHU）プログラム・

イスラーム地域研究早稲田大学拠点（イスラームとジェンダー研究会） 

 概要：トヨタ財団研究助成・イラン映画研究プロジェクトと NIHU プログラム・イスラーム地域研究早

稲田大学拠点「イスラームとジェンダー研究会」の共催で、公開シンポジウム『革命後イランにおける

映画と社会』を開催した。1979 年の革命後、イラン政府が欧米諸国と敵対する一方で、イラン映画はキ

アロスタミやマフマルバーフなど巨匠を多数輩出し、世界的に高い評価を得てきた。日本にも多くのイ

ラン映画ファンが存在し、両国の映画交流も拡大しつつあるが、イラン映画制作の背景や社会状況を理

解するための総合的な研究は日本において実施されてこなかった。イランから女性映画監督モナ・ザン

ディー氏、脚本家であり、テヘラン大学芸術学部助教授のナグメ・サミーニー氏、ゴドラトッラー・ザ

ーケリー・テヘラン大学世界研究学部日本研究学科研究員を迎えて、シンポジウムを開催した。本シン

ポジウムは、イランの映画政策・映画産業・日本とイランの映画交流について、社会科学的な視点で理

解する第一セッションと、イラン映画界で活躍する女性映画監督についてジェンダー研究の方法論で研

究した報告と短編ドキュメンタリー映画 『声なき声―イランにおける映画監督としての女性（Ṣedā-ye 

bī-Ṣedā） 』（監督：Mona Zandi 、45 分、日本語字幕あり）、イランの地方都市を舞台にした映画作品『聖

木と井戸： イランの地方小都市調査から』上映（監督：鈴木均、75 分、日本語字幕あり）を上映した第

二セッションから構成された。会場には 100 名以上の聴衆が訪れ、イランと日本の映画界の女性の地位

の比較や、革命前後を経たイラン映画政策の変化について、活発な討論が会場を交えて展開された。 

（貫井万里） 

 

プログラム 

13:00-14:45 第一セッション  

司会：森田豊子（鹿児島大学講師） 

  ケイワン・アブドリ（神奈川大学客員研究員） 

   「イランの映画産業史；政治経済学的アプローチから」 

  ゴドラトッラー・ザーケリー（テヘラン大学世界研究学部日本研究学科研究員） 

   「日本とイランの映画交流」 

  貫井万里（公益財団法人 日本国際問題研究所研究員） 

   「1979 年イラン革命後の映画政策」 

  コメンテーター：鈴木珠里（大東文化大学国際関係学部講師） 

14:45-15:00 休憩 

15:00-17:45 第二セッション  

司会：井堂有子（東京大学大学院博士課程） 

  ナグメ・サミーニー（テヘラン大学芸術学部助教授・脚本家）映像紹介(英語) 

   “To Be Marginalized, or Not To Be Marginalized: Women As Cinema Directors In Iran”上映 
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   （監督：Mona Zandi 日本語字幕あり） 

  鈴木均（日本貿易振興機構アジア経済研究所上席主任調査研究員）映像紹介 

   『聖木と井戸： イランの地方小都市調査から』上映（監督：鈴木均、日本語字幕あり） 

  コメンテーター：川瀬慈（国立民族学博物館文化資源研究センター助教） 

 

④2014 年度第 2 回イスラームとジェンダー研究会 

 日時：2014 年 12 月 11 日(木) 18:00～19:30 

 場所：早稲田大学 120-4 号館 4 階 405 会議室 

 報告者：細谷幸子（イラン国立エマーム・ホメイニー病院脳・脊髄神経研究センター国際研究員） 

 報告タイトル：「イランの『治療的人工妊娠中絶法』をめぐる議論」 

 概要：イランでは、2005 年に「治療的人工妊娠中絶法」が成立した。1979 年のイスラーム革命以降、

イランでは、母の救命を目的とした人工妊娠中絶以外は禁止とし、母に重罰を科す政策をとっていた。

2005 年成立のこの法律の特色は、胎児の異常を理由に限定的に人工妊娠中絶を許可したところにある。

細谷氏は、2014 年に現地でのフィールドワークを通して入手した最新のデータと情報を基に、人工妊娠

中絶をめぐる欧米や日本の倫理的議論との違いを踏まえながら、法制定までの経緯と議論を中心に報告

を行った。このテーマは、イランではタブーとされてきた長らく生命・倫理・宗教に係わる重要かつ機

微な分野であり、研究が緒に就いたばかりである。今回の報告は、まだ中間報告の位置づけてはあるも

のの、イラン国内においても、さらに世界的にも最新かつ画期的な学術成果を期待させる充実した内容

であった。 

（貫井万里） 

 

⑤第 7 回全国マスジド（モスク）代表者会議： 

「ヤングムスリムの将来設計－学ぶ・はたらく・生きる－」 

日時：2015 年 1 月 31 日(土) 13:00～17:00 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス 3 号館 801 教室 

概要：7 回目となる今回の会議では約 40 名の参加があった。行徳マスジドの前野氏による基調講演で

はヤングムスリムの自己形成に関するブリーフィングのあと、彼らのロールモデルの追求についての指

針が劇形式で紹介された。続いて就活経験者の大学生や実際に社会に出ているヤングムスリム 3 名が、

各自の人生を見事に切り開いている経験を報告した。その一方パネル・ディスカッションでは、様々な

要因のためマスジドによっては小中学生のムスリム子弟にとって近寄りがたい存在になっているという

課題、またある学校で預言者の風刺画が取り上げられ、ムスリムの子どもが窮地に追い込まれるといっ

た事例が指摘された。これらはマスジドがヤングムスリムをどうサポートしてゆくかという課題へと繋

がるだろう。 

（小野亮介） 
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プログラム 

総合司会 吉村武典（早稲田大学イスラーム地域研究機構次席研究員） 

13:00-13:05 開会の挨拶 小島宏（早稲田大学アジア・ムスリム研究所長） 

13:05-13:10 趣旨説明 店田廣文（早稲田大学多民族・多世代社会研究所長） 

13:10-13:50 基調講演 前野直樹（行徳マスジド） 

13:50-14:40 ヤングムスリムからの報告 

14:40-15:10 休憩と礼拝 （14:46 ASR） 

15:10-16:20 パネル・ディスカッション  

      司会：店田廣文  

      パネリスト：マスジド代表者等の方々 

16:20-16:55 総合討論 

16:55-17:00 閉会の挨拶 桜井啓子（早稲田大学イスラーム地域研究機構機構長） 

参考 礼拝時刻 17:07 MAGHRIB 18:30 ISHA  

礼拝室 早稲田大学・早稲田キャンパス 3 号館 810、811 教室 

 

⑥第 3 回イスラーム地域研究セミナー（2014 年度第 1 回） 

 日時：2014 年 7 月 18 日(金) 13:00～14:30 

 場所：早稲田大学早稲田キャンパス 120–4 号館 4 階 405・406 教室 

 講演者：吉村貴之（早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院准教授） 

 講演題目：「そして人々は故郷を目指す ─ ソヴィエト・アルメニアの「祖国帰還」事業を通して見る

冷戦初期のソ連・中東関係」 

 概要：ソヴィエト・アルメニアが 1945 年末に再開した「祖国帰還」事業は、初期の数年間で 10 万人

が移住するという空前の規模のものであった。しかも、移住者の多くが旧オスマン帝国領地域に居住し

ていた「祖国」とは無縁な人々であった。本講演では、ソヴィエト政府がこの事業に際してどのような

宣伝を行い、在外アルメニア人がどのような事情で「祖国」へ移住したのか、さらにそれがソヴィエト

社会にどのような影響を与えたのか、といった点が検証され、冷戦初期のソ連と中東の国際関係の一端

が明らかにされた。 

（西村淳一） 

 

⑦第 4 回イスラーム地域研究セミナー（2014 年度第 2 回） 

 日時：2015 年 2 月 2 日(月) 11:00～12:30 

 場所：早稲田大学 26 号館 502 教室 

 講演者：福田安志（早稲田大学イスラーム地域研究機構） 

 講演題目：「16‒20 世紀のマスカトのインド人～その役割・立場の変遷をめぐって」 
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 概要：オマーンのインド洋世界との交流は、東アフリカでのスワヒリ文化を生むなど、インド洋世界

に広く影響を与えた。一方でそのような交流の中、マスカトにインド人が住むようになり、近代にはオ

マーンにおけるインド人の存在が重要な意味を持つようになったという。本講演では、オマーンとイン

ド洋世界との歴史的つながりが概観され、マスカトに居住したインド人がオマーンの歴史の中で果たし

てきた役割・立場の変遷が検証された。 

（西村淳一） 

 

⑧第 5 回イスラーム地域研究セミナー（2014 年度第 3 回） 

 日時：2015 年 2 月 27 日(金) 10:30～12:00 

 場所：早稲田大学 26 号館 702 教室 

 講演者：中谷礼仁（早稲田大学理工学術院教授） 

 講演題目：「石の重さ」 

 概要：本講演では、「建築の価値 ＝ 物質 × その移動 × すき間の創出」という講演者の考え方に沿って、

イラン、ギリシャ、マルタでの事例を中心に、建物の素材（建築材）と建て方（構法）についての解説が

なされた。例えばイランにおいては、立地によって素材（石灰岩、玄武岩、レンガなど）が規定され、そ

の素材によって建て方が規定されていることが、豊富な画像・映像資料を通して明快に示された。 

（西村淳一） 

 

⑨第 6 回イスラーム地域研究セミナー（2014 年度第 4 回） 

 日時：2015 年 3 月 4 日(水)  

 場所：金沢大学角間キャンパス北地区 総合教育講義棟（N4）D2 教室 

 共催：食のハラール研究会／金沢大学人間社会学域国際学類 

 報告者 1：砂井紫里（早稲田大学イスラーム地域研究機構助手） 

 報告題目：「日本と台湾の‘ムスリムフレンドリー’」 

 報告者 2：細田和江（中央大学政策文化総合研究所研究員） 

 報告題目：「日本発コシェル食の現状」 

 報告者 3：澤井一彰（早稲田大学イスラーム地域研究機構次席研究員） 

 報告題目：「オスマン帝国における発酵食品とハラール認識」 

 概要：「飲食から考える地域社会と多文化環境: ハラール・コシェル」と題し、専門とする地域や時代

の異なる三つの報告を通じて、食文化の観点から、イスラームに関わる多文化環境の歴史と現状の一端

が明らかにされた。 

（西村淳一） 
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⑩2014 年度第 1 回エジプト・コプト＆イスラーム物質文化研究会 

日時：2014 年 5 月 14 日(水) 16:30～19:00 

場所：早稲田大学 120-4 号館 405・406 会議室 

主催：早稲田大学イスラーム地域研究機構、NIHU プログラム・イスラーム地域研究早稲田大学拠点、

東京大学東洋文化研究所班研究「イスラーム美術の諸相」、日本学術振興会科学研究費基盤研究「モノの

世界から見た中世イスラームの女性～ガラス器と陶器を中心に～」 

概要：真道洋子が開催趣旨を行いエジプト・コプト＆イスラーム物質文化研究会の立ち上げと目的を

説明し、特に現在のエジプトにおける文化資源の保護と研究のあり方について説明を行い、桝屋友子は

美術史の観点から、長谷川奏が文化財の観点から研究発表を行い、今後の研究会の展開につなげる議論

を行った。 

（真道洋子） 

 

プログラム 

開催趣旨 真道洋子（早稲田大学イスラーム地域研究機構招聘研究員・公益財団法人東洋文庫研究員） 

発表 1「エジプトのイスラーム美術：魅力と重要性」 

桝屋友子（東京大学東洋文化研究所教授） 

発表 2「エジプトの文化財保存問題：首都圏と地方都市」 

長谷川奏（日本学術振興会カイロ研究連絡センター長） 

 

⑪2014 年度第 2 回エジプト・コプト＆イスラーム物質文化研究会（中世建築研究会と共催） 

日時：7 月 19 日(土) 13:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所三階・大会議室 

主催：早稲田大学イスラーム地域研究機構、NIHU プログラム・イスラーム地域研究早稲田大学拠点、

東京大学東洋文化研究所班研究「イスラーム美術の諸相」、日本学術振興会科学研究費基盤研究「モノの

世界から見た中世イスラームの女性～ガラス器と陶器を中心に～」 

概要：中世建築研究会と共催で７月１９日（土）に東京大学東洋文化研究所三階・大会議室で実施し

た。真道洋子がイスラーム考古学、三宅理一（藤女子大学教授）がコプト建築、佐々木淑美がアヤソフ

ィア寺院の文化財修復に関する研究発表を行った。 

（真道洋子） 

 

プログラム 

発表 1「エジプトの発掘調査とイスラーム考古学～フスタート遺跡を中心に～」 

真道洋子（早稲田大学イスラーム地域研究機構招聘研究員・公益財団法人東洋文庫研究員） 

発表 2「エジプト、コプトの建築文化」 
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三宅理一（藤女子大学教授） 

発表 3「ハギア・ソフィア大聖堂およびアヤ・イリニ聖堂におけるモザイクの材料・技法調査と 

保存環境調査」 

佐々木淑美（日本学術振興会特別研究員 PD、東京文化財研究所） 

 

⑫2014 年度第 3 回エジプト・コプト＆イスラーム物質文化研究会 

日時：11 月 8 日(土) 14:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所三階・大会議室 

主催：早稲田大学イスラーム地域研究機構、NIHU プログラム・イスラーム地域研究早稲田大学拠点、

東京大学東洋文化研究所班研究「イスラーム美術の諸相」、日本学術振興会科学研究費基盤研究「モノの

世界から見た中世イスラームの女性～ガラス器と陶器を中心に～」 

概要：辻村純代が考古学的見地からコプト文化について論じ、深見奈緒子が人間文化研究機構（NIHU）

連携研究カテゴリーII データベースにより構築した「カイロのイスラーム建築に関する情報－早稲田大学

イスラーム地域研究機構データベース」をもとにエジプトのイスラーム建築について紹介した。 

（真道洋子） 

 

プログラム 

発表 1「アコリス遺跡にみるコプト社会」 

辻村純代（国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究員、 

同大学文学部、21 世紀アジア学部非常勤講師） 

発表 2「カイロのイスラーム建築に関する情報ー早稲田大学イスラーム地域研究機構データベース」 

深見奈緒子（早稲田大学イスラーム地域研究所招聘研究員） 

 

⑬2014 年度第 4 回エジプト・コプト＆イスラーム物質文化研究会 

 日時：3 月 6 日(土) 13:00～17:00 

場所：国士舘大学世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎 3 階 310 教室 

 主催：早稲田大学イスラーム地域研究機構、NIHU プログラム・イスラーム地域研究早稲田大学拠点、

東京大学東洋文化研究所班研究「イスラーム美術の諸相」、日本学術振興会科学研究費基盤研究「モノの

世界から見た中世イスラームの女性～ガラス器と陶器を中心に～」 

概要：鎌田由美子がマムルーク朝絨毯について、辻明日香がカスルイブリーム遺跡出土物を中心に中

世ヌビアのキリスト教社会について論じた。 

（真道洋子） 
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プログラム： 

発表 1「マムルーク朝絨毯について」 

鎌田由美子（慶應義塾大学経済学部専任講師） 

発表 2「中世ヌビアのキリスト教社会―カスルイブリーム遺跡出土物を中心に―」 

辻明日香（東京大学東洋文化研究所・日本学術振興会特別研究員） 

 

⑭シンポジウム「中東地域の水資源と環境—伝統と変容、過去から未来へ—」 

 日時：2015 年 2 月 21 日(土)、22 日(日) 

場所：秋田大学ベンチャーインキュベーションセンター207 号室 

共催：総合地球環境学研究所ＣＲ事業「半乾燥地域の林産資源の活用と管理」、鹿島学術振興財団研究

助成「乾燥地域における水資源管理をめぐるイスラーム的合意形成―ナイル川流域とアラビア半島の比

較」、日本沙漠学会沙漠誌分科会 

概要：今年で 2 年目となる鹿島学術振興財団研究助成と共催で、中東の水と環境の問題に関するシン

ポジウムを開催した。シンポジウム前半には、岡村知明氏からインドの伝統的水施設の様相を建築学、

考古学の立場からの分析を、また、竹村和朗氏はムバーラク時代のエジプト南部、トシュカで行われた

乾燥地の農地開発とそれに伴う政治の動きや、社会の反応等に関しての報告を行った。後半には研究会

プロジェクトメンバーの発表を行い、コメント、質疑を行い活発な議論を行った。2 日目には成果の公表

について話し合いを行い、関係する学会誌等に和英両語により特集を組んで成果の公表を行うこととし

た。 

（吉村武典） 

 

プログラム 

総合司会 深見奈緒子 

14:00-14:05 開会の辞 桜井啓子（早稲田大学イスラーム地域研究機構長/国際学術院教授） 

14:05-14:10 趣旨説明 縄田浩志 （秋田大学国際資源学部教授） 

14:10-14:50 発表 1 岡村知明 （国士舘大学イラク古代文化研究所共同研究員） 

「インドの歴史的居住環境と水利建造物―カティアワール地方・マングロール市の調査報告より」 

14:50-15:30 発表 2 竹村和朗 （東京大学大学院総合文化研究科博士後期課程）  

「エジプトにおける水資源開発と国家：トシュカ計画の事例から」 

15:30-15:45 コメント 深見奈緒子（早稲田大学イスラーム地域研究機構招聘研究員） 

16:00-16:20 発表 3 佐藤尚平（金沢大学人間社会研究域法学系准教授） 

「集合的記憶と水：アブダビ調査からの試論」 

16:20-16:40 発表 4 吉村武典（早稲田大学イスラーム地域研究機構次席研究員） 

「ムハンマド・アリー時代の水利関係｢嘆願書 ‘ardḥāl」 
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16:40-17:10 発表 5 縄田浩志 

「地球の未来への要としての水―「貧而無怨難、富而無驕易」 

17:10-17:30 コメント 2  牛木久雄（一般財団法人片倉もとこ記念沙漠文化財団代表理事） 

17:30-17:55 総合討論  司会：深見奈緒子  

17:55-18:00 閉会の辞  縄田浩志 

 

⑮イブン・ファドル・アッラー・ウマリー原典講読会（全 9 回） 

日時：2014 年 4 月 12 日(土)、5 月 24 日(金)、6 月 28 日(土)、8 月 30 日(土)、9 月 27 日(土)、11 月 1

日(土)、12 月 7 日(日)、2015 年 1 月 24 日(土)、3 月 8 日(日)  

      13:00～18:00 

場所：京都女子大学 J 校舎 3 階 J303 教室、同 J-318（谷口研究室）、龍谷大学大宮学舎南黌 101 教室、

同大宮学舎清風館 3 階共同研究室 1 

概要： 本年度のイブン・ファドル・アッラー・ウマリー原典講読会は、昨年度に引き続き『高貴なる

用語の解説』第 2 章の訳注作成を進めた。今年度読解した範囲には、説教師、大シャイフ、サイイドの

ナキーブ、国庫代理人に対する「指示部分」が収録されている。その読解を通して、これらの職につい

て具体的な知見を得た。また、2011 年末から 2013 年初頭にかけて読解した範囲の訳注を『史窓』第 72

号において公刊し、中世イスラーム制度史研究に寄与した。 

（谷口淳一） 

 

⑯『アラブ・イスラーム哲学における唯物論的諸傾向』読書会（全 3 回） 

日時：2014 年 7 月 15 日(土)、11 月 29 日(土)、2015 年 3 月 14 日(土) 

   14:00～18:00  

場所：早稲田大学 120-4 号館 3 階 4-309-2 会議室 

概要：昨年度に引き続き、第一部「哲学的見方の発生以前」の部分の読解・討論を進め、第二章「イ

スラーム出現期」をめぐる叙述のなかの「a. . 階級的『反応』」「b. タウヒードの枠組みにおける宇宙と人

間」」「c. イスラームにおける立法運動」に関する諸節を読了した。20 世紀のアラブのマルクス主義者で

ある著者フサイン・ムルーワがイスラームという思想と運動を①階級闘争という観点からどう捉えてい

るのか、②その人間観・宇宙観をどのように評価するのか、また③「国家」の成立や「立法」行為につ

いてどのように考えているのか、等の諸点をめぐり、活発な議論が行なわれた。これを踏まえて次年度

は第三章「正統カリフ時代」の読解に進む予定である。なお、本年度の参加者は以下の通り：栗田禎子、

長沢栄治、阿久津正幸、小林春夫、清水学、水島多喜男、鈴木則夫。 

（栗田禎子） 
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⑰イブン・ハルドゥーン自伝読書会（研究会 11 回、研究合宿 2 回） 

 日時（研究会）：2014 年 4 月 5 日(土)、4 月 26 日(土)、6 月 14 日(土)、7 月 12 日(土)、9 月 13 日(土)、

10 月 4 日(土)、11 月 1 日(土)、12 月 6 日(土)、2015 年 1 月 10 日(土)、2 月 14 日(土)、3 月 7

日(土) 

13:00～18:00 

 場所：早稲田大学 120-4 号館 4-309-2 会議室 

 日時（合宿）：2014 年 8 月 9 日(土)～11 日(月)、12 月 25 日(木)～27 日(土)  

場所：早稲田大学伊豆川奈セミナーハウス 

担当者：橋爪烈、原山隆広、吉村武典、高野太輔、佐藤健太郎、茂木明石、中村妙子、柳谷あゆみ 

 概要：昨年度に引き続き、毎月 1 回の定例読書会および年 2 回の合宿読書会を実施し、担当者が作成

した訳稿の検討を進めた。今年度の検討箇所は、1382 年にイブン・ハルドゥーンがエジプトに移住して

マドラサ教授職やカーディーを歴任し、さらにメッカ巡礼を果たした時期の記述にあたる。当時のエジ

プト司法界を知るうえで第一級の史料である。 

 一方、夏季及び冬期の合宿を中心に、既に大意を確認した訳稿の再検討もおこなった。ここでは、昨

年度に引き続き書簡文学の傑作として知られるイブン・アル＝ハティーブの起草によるナスル朝君主か

らハフス朝君主宛ての書簡の引用や、『歴史序説』を執筆した 1370 年代後半の記述が含まれている。そ

の成果の一部は、年度末に発行した『イスラーム地域研究ジャーナル』8 号に掲載した。 

（佐藤健太郎） 

 

⑱「イブン・スィーナー『治癒の書』研究会」（第 65 回） 

日時：2014 年 11 月 22 日(土) 14:00～18:00 

場所：早稲田大学 120-4 号館 3 階 4-309-2 会議室 

 概要：今年度はメンバーの異動があったため、研究会の開催は上記の一回に止まった。この回では、

既読ながら、『地域研究ジャーナル』に未発表の箇所を再検討した。具体的には『治癒の書』「形而上学」

第4章について、テクストと訳文を確定し、今号への投稿に向けて訳註の作成方針と作業分担について話

し合った。そして最後に、来年度も、新たなメンバーの参加を募りつつ、これまで同様の緻密な訳読作

業を進めていくことを申し合わせた。 

（小林春夫） 

 

⑲2014 年度回儒の著作研究会（全 4 回） 

 日時：2015 年 1 月 30 日(金)～2 月 2 日(月)、25 日(水)～27 日(金)、3 月 11 日(水)～13 日(金)、3 月

29 日(日)～31 日(火) 

 場所： 日本大学文理学部 
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 概要： 17 世紀から 18 世紀にかけて活躍した中国ムスリム学者・劉智の代表的著作『天方性理』の読

解・翻訳・注釈・解説の検討を行った。今回の研究会では、訳注の最終稿完成のため、巻 1、巻 3、巻 5

の訳文確定に時間をあてた。劉智の学が、中国の伝統的な易学を下敷きにして構築されたものであるこ

とを再確認したうえで、神秘的な体験を重視するものでは決してなく、あくまでも論理的に世界を認識

しようとする形而上学であることが把握された。 

（佐藤実） 

 

3. 海外派遣・調査   

(1)拠点全体としての活動（総括事業） 

 該当なし。 

(2)研究グループ 

①ロシア調査 

出張期間：2015 年 3 月 1 日(日)～2015 年 3 月 11 日(水) 

出張先 ：モスクワ 

出張者：吉村貴之（早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院准教授） 

概要： ロシア国立社会政治史文書館、ロシア国立現代史文書館等の研究機関、図書館で、1940～60

年代のソ連政府がコーカサス地方のムスリムやキリスト教徒の少数民族に対して行った宗教政策につい

ての資料収集を行った。 

（吉村貴之） 

 

②アラブ首長国連邦、エジプト調査 

出張期間：2015 年 3 月 11 日(木)～3 月 24 日(火) 

出張先：ドバイ、カイロ 

出張者：吉村武典（早稲田大学イスラーム地域研究機構次席研究員） 

概要：早稲田拠点の研究課題「イスラームの社会的実践とその理念」のサブテーマのひとつである原

典研究に必要なアラビア語写本資料の調査を行う。ドバイではアラビア語写本研究機関の Juma 

Al-MajidCenter for Culture and Heritage を訪問し、同機関が所蔵するアラビア語写本資料の現物、マ

イクロフィルムなどの収蔵状況を調査するほか閲覧、複写等を行った。カイロではエジプト国立図書館、

同国立文書館、アラブ連盟写本研究所でのアラビア語写本資料調査を行った。また、カイロ・アメリカ

ン大学で開催される歴史学研究セミナーに参加し、 ”The Changing Structure of Regional 

Administration in Mamluk Egypt”と題して発表を行った。                

（吉村武典） 
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4. 外国人研究者の招聘   

(1)拠点全体としての活動（総括事業） 

海外研究者招聘 

 該当なし。  

 

(2)研究グループ 

 該当なし。 

 

5. 資料収集  

 該当なし。 

 

6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔論文〕計（ 17 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

秋山 徹 
（研究協力者） 

「遊牧英雄からイスラーム的遊

牧英雄へ――ロシア帝国の中央

アジア統治と現地民コラボレー

ターの権威」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』

7 2015 19-39 

高野 太輔 
（研究協力者）・

佐藤 健太郎 
（研究分担者）・ 

湯川 武・ 
茂木 明石 

（研究協力者）・ 
（訳・注） 

「イブン・ハルドゥーン自伝 7」 『イスラーム地域

研究ジャーナル』

7 2015 40-56 

『アラブ・イスラ

ーム哲学におけ

る唯物論的諸傾

向』読書会 

「フサイン・ムルーワ著『アラ

ブ・イスラーム哲学における唯物

論的諸傾向』3」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』

7 2015 57-63 

森田 豊子 
（研究協力者）、 

佐藤 秀信 

「モハンマド・レザー・パフラヴ

ィー期にのイランにおける「家族

保護法（1975 年成立）」について

の覚書」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』

7 2015 64-67 

森田 豊子 
（研究協力者）

（訳・註）、 
佐藤秀信・ 
貫井 万里 

（研究協力者）・

細谷 幸子・ 
山﨑 和美（註） 

「イラン家族保護法（1975 年 2
月 4 日成立）」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』 
7 2015 68-76 
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訳・註 
小林 春夫 

（研究協力者） 
加藤 瑞絵、 
倉澤 理、 
矢口 直英 

「イブン・スィーナー著『治癒』

形而上学訳註（第一巻第四章）」

『イスラーム地域

研究ジャーナル』 
7 2015 77-86 

医王 秀行 

書評「フレッド・Ｍ・ドナー著 後

藤明監訳、亀谷学、橋爪烈、松本

隆志、横内吾郎訳『イスラームの

誕生―信仰者からムスリムへ』」

『イスラーム地域

研究ジャーナル』 
7 2015 87-91 

橋爪 烈 
（研究協力者） 

書評「イブン・イスハーク著 イ

ブン・ヒシャーム編註 後藤明・

医王秀行・高田康一・高野太輔訳

『預言者ムハンマド伝』（全四巻）

岩波書店、2010-2012 年」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』 

7 2015 92-96 

海野 典子 

書評「アブデュルレシト・イブラ

ヒム著、小松香織、小松久男訳『ジ

ャポンヤ―イブラヒムの明治日

本探訪記』岩波書店、2014 年」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』 
7 2015 97-100 

桜井 啓子 
（拠点代表） 
西村 淳一 

（研究分担者） 
吉村 武典 

（研究分担者） 
岡井 宏文 

（研究協力者） 
井上 貴智 

（研究協力者） 

「日本におけるイスラーム地域

に関わる大学院教育の実態調査

結果要旨（概要）」 

『イスラーム地域

研究ジャーナル』 
7 2015 103-112 

AKIYAMA Tetsu 
（研究協力者） 

“The Kyrgyz Nomads between the 
Nomadic and Islamic Factors: 
Under the Russian Imperial Rule”  

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 102-103 

Sor Tho Ng,  
Nai Peng Tey,  
Bik Kai Sia,  

OKAI Hirofumi  
（研究協力者）, 

TANADA 
Hirofumi  

（研究分担者） 

“Push and Pull Factors, Issue and 
Problems faced by International 
Muslim Students of University of 
Malaya” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 50-61 

Omar Farouk 
（研究分担者） 

“Indonesianization of Iskam in 
Taiwan”  

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 67-72 
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FUKUDA 
Sadashi  

（研究協力者） 

“Oman and Indian People in the 
18th and 19th Centuries” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 94-99 

SATO Shohei  
（研究協力者） 

“Decolonization and the Migrated 
Archives from Asia and Africa to 
Britain” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 73-84 

SAI Yukari  
（研究協力者） 

“Making Cuisines Halal 
Comparative Study of the Impacts 
of Japanese and Taiwanese Inbound 
Tourism Policies on their Food 
Industries” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 30-36 

FUKUSHIMA 
Yasuhiro  

（研究協力者） 

“Obstructions for Japanese 
Companies to Enter into Halal 
Food Market”  

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework

 2015 11-29 

 

〔図書〕計（ 5 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

桜井 啓子 

（拠点代表） 

『イランの宗教教育政策：グローバ

ル化と留学生』 

山川出版社  2014 106 

店田 廣文 

（研究分担者） 

『日本のモスク：滞日ムスリムの社

会的活動』 

山川出版社  2015 106 

貫井 万里 

（研究協力者）・ 

杉山 隆一 

（研究協力者）編 

『革命後イランにおける映画と社

会』 

早稲田大学イ

スラーム地域

研究機構 

 2014 180 

早稲田大学イスラ

ーム地域研究機構 

『イスラーム地域研究ジャーナル』 早稲田大学イ

スラーム地域

研究機構 

7  2015 168 

SAWAI Kazuaki 
（研究分担者）, 

SAI Yukari  
（研究協力者）, 
OKAI Hirofumi  

（研究協力者） ed. 

Islam and Multiculturalism: Exploring 
Islamic Studies within a Symbiotic 
Framework 

早稲田大学イ

スラーム地域

研究機構 

 2015 139 
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〔学会発表〕計（ 11 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

ARAI Yuta  
（研究協力者） 

“The Genealogical Side of the 
Kitāb al-‘Ibar: The Two Sides 
of ‘Aṣabīya and the Structure of 
the Kitāb al-‘Ibar” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic 
Framework 

2014.12.13 クアラルンプー

ル・マラヤ大学ア

ジア・ヨーロッパ

研究所 

INOUE 
Takatomo  

（研究協力者） 

“Distillation of Rose Water in 
Medieval Islamic Treatises: 
Reinterpretation of Kīmīyā'” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic 
Framework 

2014.12.13 クアラルンプー

ル・マラヤ大学ア

ジア・ヨーロッパ

研究所 

ONO Ryosuke  
（研究協力者） 

“Turancılık Üçgeninde Bir 
Muhacir Alimcan Tagan: 
Japonya, Macaristan ve Türkiye” 

「アブデュルレシ

ト・イブラヒムとそ

の時代」 

2014.5.24 東京・早稲田大学

“Southeast Asian Muslims in 
the Dai-Nihon Kaikyo Kyokai’s 
Photography Collection” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic 
Framework 

2014.12.13 クアラルンプー

ル・マラヤ大学ア

ジア・ヨーロッパ

研究所 

SAI Yukari  
(研究協力者) 

“Making Cuisines Halal: 
Comparative Study of the 
Impact of Japanese and 
Taiwanese Inbound Policies on 
Food Industry” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic 
Framework 

2014.12.13 マレーシア・マラ

ヤ大学 

佐藤 尚平 
（研究協力者） 

「集合的記憶と水：アブダビ

調査からの試論」 
シンポジウム「中東

地域の水資源と環

境―伝統と変容、過

去から未来へ―」 

2015.2.21-22 
 

秋田大学ベンチャ

ーインキュベーシ

ョンセンター207
号室 

SUGIMOTO 
Yuko  

（研究協力者） 

“Modern Islamic Reformism 
Thoughts and Syrian Urban 
Notables” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework 

2014.12.13 クアラルンプー

ル・マラヤ大学ア

ジア・ヨーロッパ

研究所 

貫井 万里 
（研究協力者） 

「1979 年イラン革命後の映

画政策」 
公開シンポジウム

『革命後イランに

おける映画と社会

―権威主義体制下

の娯楽と抵抗の文

化』 

2014.7.5 東京・早稲田大学

深見 奈緒子 
（研究協力者） 

「カイロのイスラーム建築に

関する情報—早稲田大学イス

ラーム地域研究機構データベ

ース」 

第 3 回コプト・イス

ラーム物質文化研

究会 

2014.11.8 東京大学 

HOSODA 
Kazue  

（研究協力者） 

“Kosher Certification of 
Japanese Food Today” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Exploring Islamic 
Studies within a 
Symbiotic Framework 

2014.12.13 クアラルンプー

ル・マラヤ大学ア

ジア・ヨーロッパ

研究所 
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吉村 武典 
（研究分担者） 

「ムハンマド・アリー時代の

水利関係｢嘆願書 ‘ardḥāl｣ 
シンポジウム「中東

地域の水資源と環

境―伝統と変容、過

去から未来へ―」 

2015.2.21-22 秋田大学ベンチャ

ーインキュベーシ

ョンセンター207
号室 

 

〔映像資料〕計（ 3 ）件 

制 作 者 タ イ ト ル 監 督 企 画 日本語字幕翻訳 時間 制作年月

イラン映画研

究プロジェク

ト・研究代表

貫井万里 

『声なき声―イランにおけ

る映画監督としての女性

（Ṣedā-ye bī-Ṣedā） 』 
（2014 年） 

Mona 
Zandi 

ナグメ・ 
サミーニ

ー 

清水恵美 45 分 2014.7 

イラン映画研

究プロジェク

ト・研究代表

貫井万里 

『聖木と井戸： イランの地

方小都市調査から』 
鈴木均  内山明子 75 分 2014.7 

イラン映画研

究プロジェク

ト・研究代表

貫井万里 

『革命後イランにおける映

画と社会』（2006 年） 
Mona 
Zandi 

 中村菜穂・ケイワ

ン・アブドリ 
（字幕制作作業：

井上貴智） 

90 分 2014.7 

 

〔データベース、ウェブコンテンツ〕計（ 4 ）件 

データベース／ウェブサイト名 URL 公開年月日 

大日本回教協会旧蔵写真資料データベース http://photo-kaikyokyokai.w-ias.jp 2015 年 3 月予定 

フスタート遺跡出土遺物データベース http://fustat.w-ias.jp 2015 年 3 月予定 

カイロのイスラーム建築ウェブサイト http://mosque-cairo.w-ias.jp 2015 年 2 月 

エジプト・キリスト教関係建築ウェブサイト http://christian-arch-egypt.w-ias.jp 2015 年 3 月予定 

 

■拠点発行物以外の研究成果物 

〔論文〕計（ 27 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

太田（塚田） 
絵里奈 

（研究協力者） 

「後期マムルーク朝有力官僚の

実像―ザイン･アッ=ディーン･イ

ブン・ムズヒルの家系と経歴―」

『史学』 83-2/3 2014 37-81 

後藤 絵美 
（研究協力者） 

「エジプト－－二つの「婚活」物語

にみる現代の結婚難(特集：途上国の

出会いと結婚)」 

『アジ研ワールド・

トレンド』 
20-7 
(226) 

 32-35

KOMATSU Kaori 
（研究協力者） 

“Civil Society in the Ottoman 
Modern Period as Seen in 
“Maritime Personnel Records” 

Memoirs of the 
Research 
Department of the 
Toyo Bunko 

72 2015.3 予定 
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小林 春夫 
（研究協力者） 

「イブン・スィーナーの思想世界－

－知的自伝を読む」 
『知の継承と展開－

－イスラームの東と

西』堀川徹（編） 

 2014.4 71-101 

SAI Yukari  
（研究協力者） 

“Policy, practice and perceptions of 
qingzhen (halal) in China” 

Online Journal 
Research in Islamic 
Studies 

1(2) 2014 2-12 

SAKURAI Keiko  
（拠点代表） 

“Making Qom a centre of Shiʿi 
scholarship: al-Mustafa 
International University” 

Masooda Bano and 
Keiko Sakurai (eds.) 
Shaping Global 
Islamic Discourses: 
The Role of 
Al-Azhar, Al-Medina 
and Al-Mustafa  

 2015.3  

佐藤 健太郎 
（研究分担者） 

「イスラーム世界の拡大とヒジ

ュラ暦の伝播(イスラーム暦の伝

播)(イスラームの暦)」 

『暦の大辞典』岡

田芳朗、佐藤次高

ほか編、朝倉書店 

 2014.7 165-170 

「マグリブ・アンダルス(古暦と

アンワー暦の融合)(イスラーム

暦の伝播)(イスラームの暦)」 

『暦の大辞典』岡

田芳朗、佐藤次高

ほか編、朝倉書店 

 2014.7 172-174 

「ラマダーン明けの祭(ムスリム

社会の祭)(イスラームの暦)」 

『暦の大辞典』岡

田芳朗、佐藤次高

ほか編、朝倉書店 

 2014.7 179-181

「預言者・聖者の生誕祭(ムスリ

ム社会の祭)(イスラームの暦)」

『暦の大辞典』岡

田芳朗、佐藤次高

ほか編、朝倉書店 

 2014.7 182-183

佐藤 実 
（研究協力者） 

「『清真釈疑』におけるムスリム

の儒者批判」 
堀池信夫総編集、堀

川徹編『知のユーラ

シア 2 知の継承と

展開 イスラーム

の東と西』明治書院

 2014 205-227 

SAWAI Kazuaki  
（研究分担者） 

“The Great Istanbul Earthquake of 
1509 and Subsequent Recovery” 

Bulletin économique 
et social du Maroc 

未定 2015 予定 

清水 和裕 
（研究協力者） 

「製紙法の伝播とバグダード紙

市場の繁栄(イスラーム文明と書

物文化の隆盛)」 

『イスラーム書物の

歴史』小杉泰, 林佳世

子(編)、名古屋大学出

版会 

 2014 31-45 

「イブン・ナディームの『目録』

(イスラーム文明と書物文化の隆

盛)」 

『イスラーム書物の

歴史』小杉泰, 林佳世

子(編)、名古屋大学出

版会 

 2014 84-98 

店田 廣文 
（研究分担者） 

「日本のイスラーム：ムスリム・

コミュニティの現状と課題」 
『宗務時報』（文化

庁） 

119 2015 1-22 

谷口 淳一 
（研究協力者） 

アフマド・イブン・ファドル・ア

ッラー・ウマリー著『高貴なる用

語の解説』訳注（6） 

『史窓』 72 2015 63-79
（74-58）

辻 明日香 
（研究協力者） 

「コプト聖人伝に見る十四世紀

エジプト社会」 
博士学位請求論文 
（東京大学） 

 2014  
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中町 信孝 
（研究協力者） 

「アラブの歴史書と歴史家－－

マムルーク朝時代を中心に(華麗

なる写本の世界)」 

『イスラーム書物

の歴史』小杉泰, 林
佳世子(編)、名古屋

大学出版会 

 2014 191-206 

西村 淳一 
（研究分担者） 

「メルヴのフサイン頭墓につい

て ―10～14世紀のアラビア語史

料に見える記述の検討―」 

『史滴』 36 2014 278-254 

(1-25) 

福田 安志 
（研究協力者） 

「サウジアラビアにとっての湾岸の

安全保障(特集：激変する湾岸の安全

保障環境)」 

『アジ研ワールド・

トレンド』 
20-5 
(224) 

2014.5 24-27 

「サウジアラビアにおけるイスラー

ム銀行の展開とその課題(イスラー

ム金融－－確立されたビジネスの実

践実例)」 

『イスラーム圏ビジ

ネスの法と実務』経

済産業調査会 

 2014.7 263-274 

深見 奈緒子 
（研究協力者） 

「モルディブのサンゴ石モスク

―インド洋海域建築史を射程に」

『ヘレニズム〜イ

スラーム考古学研

究』 

 2015 152-172 

「イスラーム建築の美と生活空

間の創出」 
『イスラム科学研

究』 
10 2014 83-92 

吉村 武典 
（研究分担者） 

「コプト農事暦(古暦とアンワー

暦の融合)(イスラーム暦の伝

播)(イスラームの暦)」 

『暦の大辞典』岡

田芳朗、佐藤次高

ほか編、朝倉書店 

 2014.7 170-172 

「グレゴリオ暦の採用と併用(古

暦とアンワー暦の融合)(イスラ

ーム暦の伝播)(イスラームの

暦)」 

『暦の大辞典』岡

田芳朗、佐藤次高

ほか編、朝倉書店 

 2014.7 175-176 

「マムルーク朝時代のエジプト

統治に関する研究―ナイル治水

と地方行政を中心に―」 

博士学位請求論文

（早稲田大学） 
 2014  

「マムルーク朝のエジプト統治

とナイル水利行政 (研究フォー

ラム)」 

『歴史と地理』 679 2014.11 49-52 

 

〔図書〕計（ 4 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

IGARASHI Daisuke 
（研究協力者） 

Land Tenure, Fiscal Policy, and 
Imperial Power in Medieval Syro-Egypt

Middle East 
Documentation 
Center, 
University of 
Chicago 

1 2014 264 

Land Tenure and Mamluk Waqfs EB-Verlag 
(Berlin) 

1 2014 57 

栗田 禎子 

（研究協力者） 

『中東革命のゆくえ－－現代史のな

かの中東・世界・日本』 

大月書店 1 2014 xii+267

Masooda Bano and 
SAKURAI Keiko 
（拠点代表）eds. 

Shaping Global Islamic Discourses: 
The Role of Al-Azhar, Al-Medina and 
Al-Mustafa 

Edinburgh 
University Press

1 2015.3 240 
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〔学会発表〕計（ 22 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

阿久津 正幸 
（研究協力者） 

スピリチュアリティが涵養す

る科学、信仰が構築する社会

関係 

宗教と社会 2014.6.21 天理大学 

“Comparison between Japanese 
and Indonesian Society: 
Traditional Ethics, Local 
Community, and Human Society” 

ミニア市教育委員

会（招待講演） 
2014.8.23 エジプト・ミニア

市教育委員会 

“Traditional Ethics, Local 
Community, and Evolving into 
Human Society: Comparative
Study on Japanese and 
Indonesian Cases” 

Kajian Jepang: Dalam 
Perspektif Humaniora, 
Fakultas Ilmu Budaya, 
Universitas Gadhah 
Mada(招待講演) 

2014.9.20 ガジャ・マダ大学

（ジョグジャカル

タ） 

太田（塚田） 

絵里奈 
（研究協力者） 

“Perfect Qualities and Perfection 
in Each Quality’: The Career and 
Image of Influential Bureaucrat 
Zayn al-Dīn ibn Muzhir in the Late 
Mamlūk Period” 

Middle Eastern and 
Islamic Studies in 
Japan: The State of 
the Art (No.9) 

2014.11.29 レバノン・ベイル

ート・Japan Center 
for Middle Eastern 
Studies 

「ある後期マムルーク朝有力

官僚の肖像－同時代史家の見

たザイン・アッ=ディーン・イ

ブン・ムズヒルー」 

三田史学会 2014.12.20 東京・慶應義塾大

学 

SAI Yukari 
（研究協力者） 

“Culinary image and food 
business as conscience: a case 
study of the halal food business 
in China” 

The International 
Union of 
Anthropological and 
Ethnological 
Science(IUAES)2014 
with JASCA 

2014.5.15 千葉・幕張メッセ

“Creativity and flexibility of 
cuisine: Comparative study of the 
impact of Japanese and Taiwanese 
inbound policies and strategy for 
Muslim tourists on everyday life” 

2014 Annual 
Conference of the  
East Asian 
Anthropological 
Association 

2014.11.15 韓国・嶺南大学校

“Challenges for Halal Options in 
Japan” 

Malaysia International 
Research & Education 
Conference 2014 
(MIHREC 2014) 

2014.12.03 マレーシア・マリ

オットホテル・プ

トラジャヤ 

砂井 紫里 
（研究協力者） 

「清真とハラール: 現代中国

における回族の食と産業」 
国際ワークショッ

プ「現代中国におけ

る少数民族文化の

動態」 

2015.2.14 東京・東京大学東

洋文化研究所 

SAWAI 
Kazuaki  

（研究分担者） 

“The Great Istanbul Earthquake 
of 1509 and Subsequent 
Recovery” 

Workshop “Crises 
and Networks in the 
Mediterranean 
World” 

2014.9.4-5 モロッコ・ラバト・

ムハンマド5世大学
Institut Universitaire 
de la Recherche 
Scientifique 
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店田 廣文 
（研究分担者） 

「イスラム教徒人口の将来推

計」 
第 66 回日本人口学

会大会 
2014.06.15 東京・明治大学 

西村淳一 

（研究分担者） 

「12 世紀以前のホラーサー

ンのウラマー社会における

「よそ者」の位置づけ」 

日本オリエント学

会第 56 回大会 
2014.10.26 東京・上智大学 

深見 奈緒子 
（研究協力者） 

“Islamic cities and Megacities: 
Studying regions and history” 

RIHN 9th 
International 
Symposium: Living 
in the Megacity 

2014.6.25 京都・総合地球環

境学研究所 

「文化遺産を軸とした災害復

興―西部インド地震とハドラ

マウト洪水」 

海外学術調査フォ

ーラム 
2014.6.28 東京外国語大学 

「歴史的多文化都市における

居住に関する多様性の研究—

世界遺産都市ペナンとマラッ

カ」 

鹿島学術振興財団

研究発表会 
2014.11.27 鹿島 KI ビル 

「乾燥地域における天国とし

ての庭園—ペルシア系建築か

ら考える」 

武庫川女子大学ト

ルコ文化研究会 
2014.12.19 甲子園会館 

 

「危機に曝される歴史的イス

ラーム建築」 
早稲田大学イスラ

ーム科学研究所シ

ンポジウム「イスラ

ームの乱と静」 

2015.1.30 早稲田大学 19 号

館 

「モルディブにおける文化財

保存の現状」 
文化遺産国際協力

コンソーシアム東

南アジア・南アジア

分科会 

2015.2.6 東京文化財研究所

「シルクロードのイスラーム

建築」 

シルクロードの文

化と建築 
2015.2.28 日本工業倶楽部予

定 

「モスクにあらわれた環イン

ド洋の文化交流」 

人の移動と居住文

化 
2015.3.7 建築会館 

吉村 武典 
（研究分担者） 

「中世エジプト社会とナイル

川：運河と水利施設の利用か

らみた首都カイロの発展」 

国際基督教大学ア

ジア文化研究所シ

ンポジウム「アジア

文化研究のいま」 

2014.11.30 国際基督教大学

東ヶ崎潔記念ダイ

アログハウス2 階
国際会議室 

YOSHIMURA 
Takenori  

（研究分担者） 

“The Changing Structure of 
Regional Administration in 
Mamluk Egypt” 

Annual History 
Seminar “The Long 
15th Century: Deep 
Transformations and 
New Possibilities” 

2015.3.20-21 
 

エジプト・カイ

ロ・Oriental Hall 
AUC Tahrir Square
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〔依頼原稿〕計（ 1 ）件 

発表者名 発 表 標 題 掲載誌・書名 発表年月日 ページ 

砂井 紫里 
（研究協力者） 

「中国・台湾の魚食事情
とハラール基準における
養魚飼料の判断」 

『月刊養殖ビジネ
ス』 

2014.8 51(9): 58-61 

 

〔メディアへのインタビュー、コメント掲載〕計（ 3 ）件 

発表者名 発 表 標 題 掲載誌・書名 発表年月日 ページ 

砂井 紫里 
（研究協力者） 

「くらしナビ ライフス
タイル 食品産業 ハラ
ールに注目」 

毎日新聞（朝刊） 

 

2014.4.11 17 

「海外におけるハラール
にまつわる動きと日本の
観光発展に不可欠なムス
リム対応の一例」 

『週刊ホテルレス
トラン』 

2014.7 2074: 23 

「イスラムフレンドリー
になろう・上・学食でもメ
ニュー開発」 

毎日小学生新聞 2014.10.21 1-2 

 

〔その他〕計（ 3 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

桜井 啓子 
（拠点代表） 

「イラン‐イスラームと向き合う

人々」 
『図書』 
（岩波書店） 

793 2015.3 
 

14-17 

栗田 禎子 
（研究協力者） 

「特集によせて(特集：日本中東学会

30 年の回顧と展望)」 
『日本中東学会

年報』 
30-2 2015.1 97-98 

森田 豊子 
（研究協力者）・ 

貫井 万里 
（研究協力者） 

「1979 年革命後のイラン女性と社

会変化――2013 年成立家族保護法

を巡って」 

吉村慎太郎編

『現代アジアの

女性たち』 

 2014.10 75-100 
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東京大学大学院人文社会系研究科次世代人文学開発センター・イスラーム地域研究部門 

代表：菊地達也（東京大学大学院人文社会系研究科・准教授） 

 

中心テーマ 『イスラームの思想と政治：比較と連関』  

 

【研究組織】  

（研究拠点構成員） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

菊地 達也 東京大学大学院人文社会系研究科准教授 

研究拠点代表 

（研究の総括、近現代における政

治・社会思想の形成と動態） 

小松 久男 
次世代人文学開発センター客員教員、 

東京外国語大学大学院総合国際学研究院特任教授

研究分担者 

（カザフスタンにおけるソ連時代

の記憶） 

長沢 栄治 
次世代人文学開発センター流動教員、 

東京大学東洋文化研究所教授 

研究分担者 

（パレスチナ問題） 

臼杵  陽 
次世代人文学開発センター客員教員、 

日本女子大学文学部教授 

研究分担者 

（パレスチナ問題） 

飯塚 正人 
次世代人文学開発センター客員教員、東京外国語

大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授 

研究分担者 

（近現代における政治・社会思想

の形成と動態） 

新免  康 
次世代人文学開発センター客員教員、 

中央大学文学部教授 

研究分担者 

（近現代におけるウイグル人知識人

の思想と政治的活動に関する研究） 

ティムール・ 

ダダバエフ 

次世代人文学開発センター客員教員、 

筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授 

研究分担者 

（カザフスタンにおけるソ連時代

の記憶） 

河原 弥生 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究員、

次世代人文学開発センター研究員 

研究分担者 

（近現代における政治・社会思想

の形成と動態） 
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研究グループ：「近現代中東・中央ユーラシアの思想と政治」 

（研究グループメンバー） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

菊地 達也 東京大学大学院人文社会系研究科准教授 

研究拠点代表 

（研究の総括、近現代における政

治・社会思想の形成と動態） 

小松 久男 
次世代人文学開発センター客員教員、 

東京外国語大学大学院総合国際学研究院特任教授

研究分担者 

（カザフスタンにおけるソ連時代

の記憶） 

長沢 栄治 
次世代人文学開発センター流動教員、 

東京大学東洋文化研究所教授 

研究分担者 

（パレスチナ問題） 

飯塚 正人 
次世代人文学開発センター客員教員、東京外国語

大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授 

研究分担者 

（近現代における政治・社会思想の

形成と動態） 

新免  康 
次世代人文学開発センター客員教員、 

中央大学文学部教授 

研究分担者 

（近現代におけるウイグル人知識人

の思想と政治的活動に関する研究） 

ステファン・ 
A・ドゥドワ

ニョン 
フランス国立科学研究センター 

研究分担者 
（近現代における政治・社会思想の

形成と動態） 

ティムール・ 

ダダバエフ 

次世代人文学開発センター客員教員、 

筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授 

研究分担者 

（カザフスタンにおけるソ連時代

の記憶） 

臼杵  陽 
次世代人文学開発センター客員教員、 

日本女子大学文学部教授 

研究分担者 

（パレスチナ問題） 

河原 弥生 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究員、

次世代人文学開発センター研究員 

研究分担者 

（近現代における政治・社会思想の

形成と動態） 

松本  弘 大東文化大学国際関係学部教授 
研究分担者 
（中東・イスラーム諸国の民主化）

池田美佐子 名古屋商科大学コミュニケーション学部教授 
研究分担者 
（近現代における政治・社会思想の

形成と動態） 

間   寧 
アジア経済研究所地域研究センター 
中東研究グループ長 

研究分担者 
（中東・イスラーム諸国の民主化）

青山 弘之 東京外国語大学大学院総合国際学研究院教授 
研究分担者 
（中東・イスラーム諸国の民主化）

菅瀬 晶子 国立民族学博物館助教 
研究分担者 
（パレスチナ問題） 
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森 まり子 跡見学園女子大学文学部准教授 
研究分担者 
（パレスチナ問題） 

錦田 愛子 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

准教授 
研究分担者 
（パレスチナ問題） 

濱本 真実 
日本学術振興会特別研究員（RPD）、ジョージ・ワ

シントン大学欧露ユーラシア研究所客員研究員 

研究分担者 
（近現代における政治・社会思想の

形成と動態） 

サリー・ 
ハナフィー 

ベイルート・アメリカン大学准教授 
研究分担者 
（パレスチナ問題） 

 

（研究グループ海外共同研究者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

バフティヤル 
・ババジャノフ 

ウズベキスタン東洋学研究所主任研究員 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

アフタンディ

ル・エルキノフ 
ウズベキスタン東洋学研究所研究員 

近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

イルハン・ 
シャーヒン 

キルギス・トルコ・マナス大学教授 
カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶 

グルジャナト 
・クルマンガリ

エワ 

トルコ・ガーズィー大学准教授 
カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶 

 

（研究グループ研究協力者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

今堀 恵美 聖心女子大学非常勤講師 
ソ連解体後のムスリム社会の変容

に関する調査・研究 

宇山 智彦 
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター教

授 

カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶／中東・イスラーム諸国の民

主化 

岡 奈津子 アジア経済研究所研究員 
カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶 

小沼 孝博 東北学院大学文学部准教授 
中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

木村  暁 筑波大学人文社会科学研究科特任研究員 
中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 
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坂井 弘紀 和光大学表現学部教授 
中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

澤田  稔 富山大学人文学部教授 
中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

塩谷 哲史 筑波大学人文社会系助教 
中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

清水由里子 次世代人文学開発センター客員研究員 
近現代におけるウイグル人知識人

の思想と政治的活動に関する研究

長縄 宣博 
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター准

教授 
中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

野田  仁 
早稲田大学イスラーム地域研究所研究員／早稲

田大学高等研究所准教授 
（早稲田大学拠点研究協力者） 

中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

吉田世津子 四国学院大学社会学部教授 
ソ連解体後のムスリム社会の変容

に関する調査・研究 

吉村 貴之 
早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院准教

授 
（早稲田大学拠点研究協力者） 

中央アジアにおける宗教文化と政

治に関する文献研究 

今野 泰三 
大阪市立大学院文学研究科都市文化研究センタ

ー・ドクター研究員 
パレスチナ問題 

高岩 伸任 一橋大学非常勤講師 パレスチナ問題 

鶴見 太郎 埼玉大学教養学部准教授 パレスチナ問題 

濱中 新吾 
山形大学地域教育文化学部准教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

パレスチナ問題 

勝沼  聡 
東京大学大学院人文社会系研究科附属死生学・

応用倫理センター特任研究員 

近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

斉藤  剛 
神戸大学大学院国際文化学研究科准教授 
（上智大学拠点、京都大学拠点研究協力者） 

近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

佐々木 紳 成蹊大学文学部助教 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

福田 義昭 大阪大学外国語学部講師 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

阿久津正幸 

東京大学大学院人文社会系研究科次世代人文学

開発センター研究員 
（早稲田大学拠点研究協力者） 

中東・イスラーム諸国の民主化 
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伊賀  司 京都大学東南アジア研究所機関研究員 中東・イスラーム諸国の民主化 

石黒 大岳 
日本貿易振興機構アジア経済研究所研究員 
（上智大学拠点、京都大学拠点研究協力者） 

中東・イスラーム諸国の民主化 

井上あえか 就実大学人文科学部教授 中東・イスラーム諸国の民主化 

大足 恭平 
青山学院大学情報科学研究センター助手 

（早稲田大学拠点研究協力者） 
中東・イスラーム諸国の民主化 

大川真由子 早稲田大学人間科学学術院助教 中東・イスラーム諸国の民主化 

北澤 義之 
京都産業大学外国語学部教授 
（上智大学拠点構成員） 

中東・イスラーム諸国の民主化 

吉川 卓郎 
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部准教授

（上智大学拠点、京都大学拠点研究協力者） 
中東・イスラーム諸国の民主化 

坂梨  祥 
財団法人日本エネルギー経済研究所中近東研究

センター主任研究員 
中東・イスラーム諸国の民主化 

鈴木 恵美 
早稲田大学イスラーム地域研究所招聘研究員

（早稲田大学拠点研究協力者） 
中東・イスラーム諸国の民主化 

須田  将 上智大学外国語学部非常勤講師 中東・イスラーム諸国の民主化 

立花  優 北海学園大学法学部非常勤講師 中東・イスラーム諸国の民主化 

地田 徹朗 
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター助

教 
中東・イスラーム諸国の民主化 

辻上奈美江 東京大学大学院総合文化研究科特任准教授 中東・イスラーム諸国の民主化 

中川  恵 羽衣国際大学現代社会学部教授 中東・イスラーム諸国の民主化 

福富 満久 一橋大学大学院社会学研究科准教授 中東・イスラーム諸国の民主化 

堀拔 功二 

一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研

究センター研究員 
（京都大学拠点研究協力者） 

中東・イスラーム諸国の民主化 

前田 弘毅 首都大学東京都市教養学部准教授 中東・イスラーム諸国の民主化 
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見市  建 
岩手県立大学総合政策学部准教授 
（上智大学拠点構成員） 

中東・イスラーム諸国の民主化 

湯浅  剛 防衛省防衛研究所地域研究部主任研究官 中東・イスラーム諸国の民主化 

吉岡 明子 
一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研

究センター主任研究員 
中東・イスラーム諸国の民主化 

渡邉さやか 明治大学大学院政治経済学研究科博士後期課程 中東・イスラーム諸国の民主化 
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【2014 年度事業の活動内容】  

 

1. 拠点整備 

 研究事業の拠点は、事業の始動以来、東京大学文学部アネックス内において 3 室のスペースを確保し

ていたが、2014 年度より赤門総合研究棟に移転し、多様な研究資料をそこに集積しつつ、内外の研究者

に利用の便を図っている。研究の進捗状況や研究集会などに関する情報は、専用のウェブ上

（http://www.l.u-tokyo.ac.jp/tokyo-ias/）で常に提供されている。 

（河原弥生） 

 

2. 研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動 

①内陸アジア史学会 2014 年度大会 

日時：2014 年 10 月 25 日(土) 13:00～17:00 

場所：東京外国語大学府中キャンパス研究講義棟 226 番教室 

主催：内陸アジア史学会 

共催：NIHU プログラム・イスラーム地域研究東京大学拠点 

概要：今年の大会でも充実した研究報告・講演が行われた。新進気鋭の前野利衣・呉國聖両氏の報告

に続き、菅原純氏は、近年利用が可能となった省制期新疆（1884-1955）の地方文書、とりわけ契約文書

を用いて「ミクロなレヴェルでの社会状況の把握」が可能となることを実例を示して報告された。「不動

産売却、債務債権（債務弁済）、相続、婚姻、係争、公産（ワクフ）など諸問題において、清朝（～中華

民国、中華人民共和国）の法規範・制度と、イスラーム法そして慣習的な法規範は、お互いにいかなる

関係を取り結んでいたのか」という問題関心は、イスラーム地域研究東洋文庫拠点で堀川徹氏らが進め

ているロシア領トルキスタンにおけるイスラーム法廷文書の研究に通底している。後半の中見立夫・吉

田順一両氏による講演は、長年の研究に裏打ちされた内容豊かなものであり、啓発されるところ大であ

った。全体として、中央ユーラシアという広大な歴史空間の中での地域間比較の必要性と有効性を喚起

する機会となった。 

（小松久男） 

 

プログラム 

研究発表 

前野利衣（東京大学・博士課程）「17 世紀後半ハルハ「ザサクト=ハーン部」の権力構造 ――ジノン

の地位とその継承を中心に――」 

吳國聖（Wu Kuosheng）（國立臺灣大學・博士候選人）「On the bilingual correspondences in Qarï 

čor tegin’s epitaph (Sino-Turkica) （唐葛啜王子漢文-突厥文墓誌のバイリンガル対応について）」 
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菅原純（東京外国語大学・非常勤講師）「省制期新疆ムスリム社会における債務弁済――不動産「合

法売却」契約の位置づけをめぐって――」 

公開講演 

中見立夫（東京外国語大学・教授）「近代「モンゴル」、「東三省」における戸口調査資料について――

東アジア地域の戸籍調査事業展開のなかで―― 

吉田順一（早稲田大学・名誉教授）「モンゴル人の農耕」 

 

②日本中央アジア学会年次大会公開パネル・セッション「変容する境域とモビリティ—中央アジア乾燥

地の人・モノ・社会—」 

日時：2015 年 3 月 29 日(日) 9:00～12:30 

場所：KKR 江ノ島ニュー向洋・会議室 

主催：日本中央アジア学会  

共催：NIHU プログラム・イスラーム地域研究東京大学拠点、地域研究コンソーシアム（JCAS 次世代

ワークショップ）、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター境界研究ユニット（UBRJ）、日本沙漠学

会沙漠誌分科会 

 概要：地田の報告は、アラル海の縮小にともなう災害状況を乗り越え、現在は「復興」プロセスの途

上にあるアラル海周辺地域の状況を検討した。中村の報告は、カザフスタンと中国の国境に位置するイ

リ盆地の地域変容に迫る一環として、中国側の国境域に土地を有する新疆生産建設兵団の変遷実態を明

らかにした。古澤の報告は、新疆ウイグル自治区において、農産物の市場が新疆内だけにとどまらず隣

接する中央アジアにも広がりを見せて輸出を目的とした栽培を拡大させている現状について検討した。

渡邊の報告は、カザフスタンにおいて、国境を超えるモノの動き、とくに青果物の輸入が市場や地域農

業に与えつつある影響の具体的な様相について明らかにした。各報告の後、地田によるコメントが提示

された上で、フロアを交えた活発な質疑応答と議論が行われた。 

（新免康） 

 

プログラム 

地田徹朗（北海道大学）「アラル海災害からの「復興」と小アラル海漁業」 

中村知子（茨城キリスト教大学）「国境域における地域変容—イリ盆地を例に—」 

古澤文（千葉大学）「新疆ウイグル自治区における施設栽培による農産物輸出の現状」 

渡邊三津子（奈良女子大学）「青果物流通の変化にともなうカザフスタン地域農業の変容」 

討論者：窪田順平（総合地球環境学研究所） 
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(2)研究グループの活動 

①パレスチナ班第 1 回研究会 

日時：2014 年 5 月 18 日(日) 13:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階大会議室 

 概要：金城報告では、歴史記述研究とパレスチナ／イスラエル地域研究という二つのアプローチの方

法論的な総合を目指し、イスラエル側の歴史記述とパレスチナ側の展開を整理し、歴史記述における国

家制度の問題を提起した。鶴見報告ではロシア帝国内のシオニストについて、特に極東での言論活動に

注目してその主張の変遷が検討された。 

（長沢栄治・錦田愛子） 

 

プログラム 

報告 1：金城美幸（立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員） 

「パレスチナ／イスラエルにおける歴史学的知の生産――生成・変容とその基盤」 

報告 2：鶴見太郎（埼玉大学研究機構･教養学部准教授） 

「シオニズムの『国際化』――帝国崩壊と極東のロシア･シオニスト」 

 

②国際シンポジウム「アブデュルレシト・イブラヒムとその時代―トルコと日本の間の中央ユーラシア

空間―」ABDÜRREŞİT İBRAHİM ve ZAMANI: TÜRKİYE ve JAPONYA ARASINDA ORTA AVRASYA 

ALANI SEMPOZYUMU 

日時：2014 年 5 月 24 日(土) 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス小野記念講堂（27 号館） 

日時：2014 年 5 月 25 日(日) 

場所：ユーヌス・エムレ・センター東京ジャーミー・ホール 

主催：NIHU プログラム・イスラーム地域研究東京大学拠点、早稲田大学重点領域研究機構アジア・

ムスリム研究所、アンカラ大学、アタテュルク文化・言語・歴史高等研究機構、トルコ歴史協会 

共催：早稲田大学イスラーム地域研究機構 

後援： Yunus Emre Enstitüsü / Tokyo Kültür Merkezi、東京外国語大学国際日本研究センター、東洋大学

アジア文化研究所、在日トルコ共和国大使館 

※2013 年度サントリー文化財団「人文科学、社会科学に関する学際的グループ研究助成」による開催 

概要：本シンポジウムでは、19 世紀末から 20 世紀初めにかけてロシア・ムスリムの政治・社会運動を指

導した著名なムスリム知識人であり 1908-1909 年にユーラシアを広く巡った旅行家としても知られるアブデ

ュルレシト・イブラヒム（1857-1944）の思想と活動に関して、トルコ、ロシア、日本の研究者の参加を得て、

広い歴史的構図の中で議論がおこなわれた。第 1 セッションでは、イブラヒムのソヴィエト・ロシアからの

脱出劇や息女フェヴジイェ・ハヌムの教育啓蒙活動、中国と朝鮮におけるイブラヒムの旅行記の史料として
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の有効性が指摘された。第 2 セッションでは、イブラヒムとその同時代人でロシア・ムスリムの改革運動（ジ

ャディード運動）の創始者として名高いイスマイル・ガスプラル（ガスプリンスキー）との比較と連関、戦

前日本の回民工作との関わり、20 世紀初頭のロシア・ムスリムの間に見られた日本に対する高い評価などの

問題が論じられた。第 3 セッションでは、ロシア革命後日本にわたったタタール移民の第二世代、創建から

第二次世界大戦期までの神戸モスクとそのムスリム・コミュニティ、ロシア革命後国外に亡命し、日本、ハ

ンガリー、トルコを舞台にトゥラン主義の活動を展開したアリムジャン・タガン（1892-1948）に関して具体

的な考察が行われた。第 4 セッションでは、『イスラーム世界』の叙述、イスラーム世界はなぜ発展に遅れ

をとったのかに関するイブラヒムの議論、イブラヒムがサンクトペテルブルクとカザンで刊行した『ミルア

ト（鏡）』誌、オレンブルグ・ムスリム宗務協議会におけるイブラヒムの活動について検討がなされた。 

（小松久男） 

 

プログラム 

2014 年 5 月 24 日（土） 

10：00-10：30 開会挨拶 H.E. Ahmet Bülent Meriç (駐日トルコ共和国大使)、Erkan İbiş（アンカラ大学学長）、

小島宏（早稲田大学アジア・ムスリム研究所所長）/ 趣旨説明 小松久男（東京外国語大学） 

10：30-12：30 第 1 セッション：アブデュルレシト・イブラヒムとその時代 

司会：小松久男（東京外国語大学） 

1. Neslihan Arul Aksoy (Abdürreşit İbrahim’in Torunu-İzmir): Abdürreşit İbrahim'den Geride Kalanlar 

2. 山﨑典子（東京大学）: Abdürreşid İbrahim’s Journey to China: Muslim communities in the late Qing period as 

seen by a Russian-Tatar intellectual 

3. M. Ertan Gökmen (Ankara Üniversitesi): Abdürreşit İbrahim'in Seyahatnamesine Göre Kore 

4. A. Merthan Dündar (Ankara Üniversitesi): Abdürreşit İbrahim Hakkındaki Polis Kayıtları Üzerine 

13：30-15：30 第 2 セッション：ロシア・ムスリムの民族運動・トルコと日本の中央ユーラシア政策 

司会：松長昭（笹川平和財団） 

1. Abdullah Gündoğdu (Ankara Üniversitesi): Rusya Müslümanları Yenileşme Çizgisinde (Cedidizmde) İsmail 

Gaspıralı ve Abdürreşid İbrahim Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Zihniyet ve Usûl İncelemesi 

2. Alper Alp (Gazi Üniversitesi): İsmail Gaspıralı'nın Ceditçilik Programı Çerçevesinde Bir Ceditçi Olarak 

Abdürreşit İbrahim 

3. 澤井充生（首都大学東京）: Is Turkish Muslim ‘Uthman a “da‘i” or “intelligence agent”?: “Collaboration” 

between Japanese Army and Muslim minorities in China 

4. İsmail Türkoğlu (Marmara Üniversitesi): Türkistan'da Hayali Japon Casusları (1920-1937) 

16：00-18：00 第 3 セッション：タタール移民と日本 

司会：店田廣文（早稲田大学） 

1. Larisa Usmanova (Kazan Federal University, Russia): Tatar Emigrants' Next Generation in Japan: Children of 
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Different Cultures 

2. 沼田彩誉子（早稲田大学／ボアジチ大学）: Re-migration of the Tatar immigrants from the Far East (tentative) 

3. 福田義昭（大阪大学）: Kobe Mosque and the Local Muslim Community: From Their Beginnings to the 

Aftermath of WW II 

4. 小野亮介（慶應義塾大学）: Turancılık Üçgeninde Bir Muhacir Alimcan Tagan: Japonya, Macaristan ve Türkiye 

 

5 月 25 日（日） 

会場：ユーヌス・エムレ・センター 東京ジャーミー・ホール 

10：00-12：30 第 4 セッション：アブデュルレシト・イブラヒムとその著作 

司会：三沢伸生（東洋大学） 

1. Mustafa Balcı (Yunus Emre Enstitüsü): Âlem-i İslâm’ın Üslup ve Anlatımı Üzerine 

2. İbrahim Maraş (Ankara Üniversitesi): Abdürreşit İbrahim’e Göre Müsülmanların Geri Kalma Sebepleri 

3. Asiya Rakhimova (Kazan Federal University, Russia): Abdurreşid İbrahim'in 'MİR’AT' almanahı (mecmuası) 

4. İhsan Demirbaş (Kazan Yunus Emre Merkezi): Abdürreşit İbrahim’in Orenburg Ruhani İdaresindeki Görevi ve 

Faaliyetleri 

 

③パレスチナ班第 2 回研究会 

日時：2013 年 6 月 3 日(火) 13:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階大会議室 

講演者：キファー・アフィフィ 

演題：「紛争の記憶とオーラルヒストリー～キファー・アフィフィによるパレスチナ抵抗運動の語り～」 

共催：科研費基盤研究（A）「アラブ革命と中東政治の構造変容に関する基礎的研究」、DAYS JAPAN（月

刊誌）、キファーさんとともに難民問題を考える会 

 概要：本研究会は元パレスチナ・ゲリラであったキファー・アフィフィ氏の経験を聞き、紛争下の個人の

経験をいかにオーラルヒストリーの観点から受けとめるべきかを考察するものであった。パレスチナ難民と

して内戦下レバノンに生きるということがいかに人間を疎外し、その尊厳を奪うものであったのか、また自

らの力でパレスチナに帰るという選択がいかに彼女の阻害からの脱却と自尊心の回復につながるものであっ

たのかが述べられた。発表後は、武装か非武装か、あるいは闘争の持つイスラエル人への心理的作用をいか

に考えるのか等を巡り、質疑応答が活発に交わされた。 

（鈴木隆洋） 
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④パレスチナ班第 3 回研究会 

日時：2014 年 7 月 23 日(水) 14:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階第一会議室 

概要：武田報告では、委任統治領パレスチナ開発政策の中でも重要な位置を占めた石油資源政策を、

第一次世界大戦以前から継続する英国の石油政策との連続性のなかで検討した。これまで第一次大戦中

の政策として捉えられがちであった英国の石油政策の起源を見直す機会として示唆に富むものであった。

今野報告は、封鎖に伴う人道危機が続くガザ地区での実地調査をもとに、国際援助機関と NGO がいかに

機能し、台頭するイスラーム主義運動との関係を構築すべきかといった問題を提起した。質疑では、1993

年オスロ合意前後の対パレスチナ国際援助をめぐる動きの変化や、党派主義の社会的役割、自治政府に

よる NGO 法の制定、また市民社会論の概念を適応することの是非など包括的な議論が交わされた。 

（清水雅子・南部真喜子） 

 

プログラム 

報告 1：武田祥英（千葉大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程） 

「戦間期におけるパレスチナ／イラクにおける英国の石油政策の展開プロセス」 

報告 2：今野泰三（日本国際ボランティアセンター パレスチナ事業現地代表／大阪市立大学院 都市文

化研究センター研究員） 

「パレスチナ・ガザ地区における国際援助と NGO の機能」 

 

⑤第 36 回中央ユーラシア研究会 

日時：2014 年 8 月 28 日(木) 15:00～17:00 

場所：（財）東洋文庫 2 階講演室 

講演者：Diliara USMANOVA（カザン連邦大学／北海道大学スラブ研究センター） 

演題：Российские мусульмане и пропаганда в условиях первой мировой войны (1914 - 1916)［ロシア語・

通訳なし］ 

概要： ウスマノヴァ氏による報告は、第一次世界大戦時ロシアの、沿ヴォルガ・ウラル地方のムスリ

ムと、ロシア国外で活動したロシア・ムスリムの動向を、政府によるプロパガンダという視点から考察

するものだった。報告は、動画や写真を交えてわかりやすく構成され、非常に興味深いものだった。報

告後は活発な討議が行われた。 

（濱本真実） 
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⑥パレスチナ班第 4 回研究会／講演会「ガザの人権を考える～ラジ・スラーニ氏 講演とガザ映画上映～」 

日時：2014 年 10 月 11(土) 14:00～20:00、12 日(日) 13:00～20:00 

場所：東京大学経済学部第一教室 

主催：土井敏邦 パレスチナ・記録の会 

 共催：科学研究費基盤研究（A）アラブ革命と中東政治構造変容に関する基礎研究、NIHU プログラム・

イスラーム地域研究東京大学拠点 

 概要：土井氏の映像報告では、発電所や食品工場といったガザ地区のインフラが意図的に破壊された

なか、汚水処理の問題や野菜価格の高騰、住居の不足などに多岐にわたる諸問題が指摘された。この報

告を受ける形でラジ氏は、自身の法律関係者としての視点を交えながら、自身も経験したガザ戦争の被

害の甚大さと、それに対する国際社会の責任について強く訴えた。第二日目は、土井氏のドキュメンタ

リー映像にラジ氏がコメントを加える形で議論が展開され、臼杵陽氏による解説とラジ氏との対談がな

された。このなかでは、ガザ地区の置かれた現状のみならず、パレスチナ社会の抱える課題や国際支援

のあり方の問題点など、多くの視座が提示された。 

（鈴木啓之） 

 

プログラム 

10月11日（土） 

14:00 『ガザに生きる』「第四章 封鎖」（84分） 

15:45 最新キュメンタリー映画『ガザ攻撃・2014年夏』（90分） 

17:30 ラジ・スラーニ氏・講演 「2014年ガザ攻撃で何が起こったのか」 

19：00 川上泰徳氏（朝日新聞）のコメント 

 質疑応答 

（司会・長沢栄治氏／東京大学教授） 

 

10月12日（日） 

13:00 『ガザに生きる』「第二章 二つのインティファーダ」（84分） 

 ラジ・スラーニ氏の解説 

15:15 『ガザに生きる』「第三章 ガザ撤退とハマス」（67分） 

 ラジ・スラーニ氏の解説 

17:15 『ガザに生きる』「第五章 ガザ攻撃」（一部上映） 

 臼杵陽氏の解説（イスラエル側はどう反応したのか） 

 ラジ・スラーニ氏の解説 

19:00 ラジ・スラーニ氏と臼杵陽氏（日本女子大教授）の対談 

 （パレスチナ情勢と他の中東地域の情勢との関連） 
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⑦中東・イスラーム諸国の民主化研究班第 1 回研究会 

日時：2014 年 10 月 26 日(日) 14:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階大会議室 

 概要：両報告とも今年、実施されたインドネシアの議会選挙および大統領選挙に焦点を当てた報告で

あった。増原報告では、議会選挙と大統領選挙の経緯と結果やポスト・スハルト期の選挙制度の変更が

まとめられて報告されるとともに、民主化移行進行してきた変化として「政党のみへの投票から候補者

個人への投票」、「民主化初期の選挙参加要件緩和による議会の多党化」、「地方首長直接選挙導入による

国政の変化」が指摘された。見市報告では、接戦となった大統領選挙において、何が勝負を分けたのか、

両候補の得票が地域によって大きな差が見られたが、なぜそうした地域差が生まれたか、が検討された。 

（伊賀司） 

 

プログラム 

1. 増原綾子氏（亜細亜大学）「インドネシア民主化と選挙」 

2. 見市健氏（岩手県立大学）「インドネシアの選挙と宗教、エスニシティ」 

 

⑧パレスチナ班第 5 回研究会 

日時：2014 年 11 月 1 日(土) 13:00～18:00 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階大会議室 

概要：大伴報告は、パレスチナ経済の成長要因を、Total Factor Productivity（TFP、総合要素生産性）の

観点から説明しようと試みるものであり、パレスチナにおける経済成長は、オスロ合意以前は資本投入

の貢献が大きいマルクス型、オスロ合意以降は TFP の貢献が大きいクズネッツ型である、すなわち技術

進歩による貢献が経済成長のドライブ要因として大きいと結論づけた。鈴木氏の報告は、パレスチナ研

究における現地調査と資料収集に関して、自身の体験に基づき、現状と課題の共有がなされた。武田氏

の報告は、今夏パレスチナ／イスラエルで現地調査を行った際の、史料館調査、宿泊施設などの生活情

報、現地の状況等について提示された。 

（鈴木隆洋・児玉恵美） 

 

プログラム 

報告 1：大伴史緒（筑波大学大学院人文社会科学研究科博士前期課程） 

「パレスチナ経済の成長要因分析」 

報告 2：武田祥英（千葉大学博士課程／日本学術振興会特別研究員 DC） 

    鈴木啓之（東京大学博士課程／日本学術振興会特別研究員 DC） 

「パレスチナ／イスラエルにおける資料調査：現状と課題の共有」 
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⑨第 37 回中央ユーラシア研究会 

日時：2014 年 11 月 29 日(土) 15:00～18:00 

場所：（公財）東洋文庫 7 階会議室 

 講演者：Zaynabidin Abdirashidov（ウズベキスタン国立大学ウズベク文献学部上級講師・北海道大学ス

ラブ・ユーラシア研究センター外国人研究員） 

 演題：Known and unknown Fitrat: Early convictions and activities［英語・通訳なし］ 

 概要：本報告は、20 世紀初頭からソ連時代初期にかけて活躍した中央アジアの代表的な改革主義者・

知識人であるフィトラトを取り上げ、同時代の定期刊行物やアイニーの『ブハラ革命史』など新史料に

もとづいて、これまであまり知られていなかったフィトラトの経歴の一側面に光を当て、考察を加えた

ものである。とくに、フィトラトがイスタンブル留学中に現地の定期刊行物に寄稿した一連の論説の紹

介・分析は、本報告のオリジナリティの高さを示すものであり、出席者からはイスタンブルでのさらな

る史料調査の必要性について発言されるなど、活発な議論がなされた。 

（島田志津夫） 

 

⑩パレスチナ班第 6 回研究会／川上泰徳氏 退社記念・講演会 

日時：2015 年 1 月 31 日(土) 14:00～16:30 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階大会議室 

主催：土井敏邦 パレスチナ・記録の会 

共催：NIHU プログラム・イスラーム地域研究東京大学拠点 

概要：1994 年以来、オスロ・プロセス、第二次インティファーダ、イラク戦争、エジプト革命等、激

動の中東を取材し続けてこられた川上氏による報告は、それらの現地取材記事がどのような問題意識や

プロセスによって活字となったのかを伝える興味深いものであった。質疑応答では「イスラム国」につ

いての質問が相次いだ。川上氏は、タハリール広場に終結した人々の中に、サラフィー主義者が多数い

たことを写真で示し、「アラブの春」の失敗が、イスラーム国の台頭へとつながったとの持論を展開され

た。また、宗教思想とそれを体現する手段としての暴力とを分けて考えるべきであり、前者を内在的に

理解することと、後者をしっかりと批判することの重要性を強調された。 

 （役重善洋） 

 

プログラム 

川上泰徳氏・講演「私の中東取材」 

質疑応答・コメント 
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⑪国際ワークショップ「現代中国における少数民族文化の動態」 

日時：2015 年 2 月 14 日(土) 10:00～17:40 

場所：東京大学東洋文化研究所・大会議室 

主催：NIHU プログラム・現代中国地域研究早稲田大学中心拠点、NIHU プログラム・イスラーム地域

研究東京大学拠点、中央大学政策文化総合研究所プロジェクト「中央ユーラシアと日本：研究

動向と現地状況（第 2 期）」 

 概要：「改革開放」後、現在に至る時期における中国少数民族文化の具体的な様相を、各地域社会のあ

り方に焦点を当てつつ、生活文化・食文化・宗教文化・言語文化などさまざまな側面から動態的に検討

した。経済発展、都市化やグローバリゼーションの進展など、近年の社会変動との関連性が議論の中心

となった。 

（新免康） 

 

プログラム 

10:00-10:10 ＜挨拶・趣旨説明＞  

新免康（中央大学文学部） 

田中周（愛知大学国際中国学研究センター） 

10:10-11:00 ＜基調講演＞  

王建新（蘭州大学西北少数民族研究中心）「北新疆回族社会の形成と変貌――コミュニティ拡張に見ら

れる文化の創造」 

11:10-12:50 ＜第 1 セッション＞ 

地木拉提・奥邁爾（ディルムラト・オマル）（新疆師範大学民族学与社会学学院）「中国新疆穆斯林族

群的薩満教――宗教人類学研究的一個個案」 

熱孜万・阿布里米提（リズワン・アブリミティ）（新疆大学政治与公共管理学院）「1990 年代の新疆に

おける「漢語教育」の動向」 

13:50-15:00 ＜第 2 セッション＞ 

新免康（中央大学文学部）「清代「回部王公」の現代――中国周縁部におけるツーリズムと歴史表象」 

野田仁（早稲田大学高等研究所）「新疆カザフ族の出版文化の展開」 

15:10-16:20 ＜第 3 セッション＞ 

砂井紫里（早稲田大学イスラーム地域研究機構）「清真とハラール――現代中国における回族の食と産

業」 

木村自（人間文化研究機構）「戦後台湾の政治的･社会的変容に対する在台湾中国ムスリムの戦略――

アイデンティティ語りとその揺れについて」 

16:30-17:30 ＜総合討論＞ 

司会：梅村坦（中央大学総合政策学部） 
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討論者：新保敦子（早稲田大学教育・総合科学学術院） 

17:30-17:40 ＜閉会の辞＞ 

梅村坦（中央大学総合政策学部） 

 

⑫第 38 回中央ユーラシア研究会 

日時：2015 年 2 月 21 日(土) 15:00～18:00 

場所：東京大学赤門総合研究棟 840 号室 

 講演者：Zaynabidin Abdirashidov（ウズベキスタン国立大学ウズベク文献学部上級講師・北海道大学ス

ラブ・ユーラシア研究センター外国人研究員） 

 演題：Фитрат в Турции: Первые попытки «Свободы через ислам»［ロシア語・通訳なし］ 

 概要：本報告は、20 世紀初頭からソ連時代初期にかけて活躍した中央アジアの改革主義者フィトラト

のトルコ留学中の活動に着目し、フィトラトの初期の改革主義思想を分析するものであった。同時代の

新聞『ヒクメト』にフィトラトが寄稿した一連の論説から、フィトラトの活動の初期において強いイス

ラーム主義思想がその根底にあったことが指摘された。 

（河原弥生） 

 

⑬中東・イスラーム諸国の民主化班第 2 回研究会 

日時：2015 年 3 月 3 日(火) 14:00～18:00 

場所：東京大学赤門総合研究棟 840 号室 

 概要：澤江氏の報告は、エルドアン大統領および与党AKPの功罪を整理し、いわば現在の閉塞状況と

その打開の可能性を論じたものだった。軍部や司法の政治的影響力は減退し、経済と社会は発展を続け

る一方で、軍部に代わって大統領がメディアによる批判を制限するなど、行き過ぎた権力が目立つよう

になった。現状とは違う民主化の成果を人々は求めているが、大統領とAKPへの支持率は依然として大

きい。今年6月の総選挙において、共闘による野党の善戦も期待はできるが、大統領への権力集中は当面

続くものと予想される。石黒氏の報告は、2011年「アラブの春」以降にスンナ派とシーア派の対立が深

刻化しているバハレーンと、2009年以降に議会解散と総選挙を4回も繰り返しているクウェートの政治情

勢に関する分析であった。バハレーンの場合は、昨年11月の総選挙におけるシーア派系野党のボイコッ

トと翌月のその党首逮捕により、クウェートの場合は2012年選挙法改正に反発する野党の総選挙ボイコ

ットにより、出口の見えない政治的混乱が続いている状況が説明され、これに関するさまざまな政治社

会問題が指摘された。 

（松本弘） 
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プログラム 

1. 澤江史子氏（上智大学）「トルコ大統領選に見るトルコ政治の揺らぎ」 

2. 石黒大岳氏（JETRO アジア経済研究所）「野党か反体制派か:クウェートとバーレーンにおける議会政

治の展開と政治参加の曲折」 

 

⑭パレスチナ班第 7 回研究会／シンポジウム「イスラエル建国以前のパレスチナをめぐるナショナリズ

ムの諸相」 

日時：2015 年 3 月 13 日(金) 13:00～18:20 

場所：東京大学東洋文化研究所 3 階第一会議室 

概要：田村報告は、オスマン帝国末期のパレスチナにおいて、イベリア半島出身のユダヤ人が果たし

た役割について論じた。赤尾報告は、ユダヤ啓蒙主義からロシア・ナロードニキ運動、ユダヤ文化復興

運動に傾倒した後、シオニズムとディアスポラ・ナショナリズムの間で揺れ続けた文学者 S・アン＝スキ

ーの思想的遍歴を明らかにするものだった。菅瀬報告は、レバノン生まれのジャーナリストであるナジ

ーブ・ナッサールが、パレスチナで発行したアラビア語新聞『カルメル』とその中での連載「シオニズ

ム」について、背景と記述内容の分析を行った。田浪報告は、英委任統治期前後におけるパレスチナで

のスカウト運動の浸透と、それに関する記述を当時の雑誌等のテキストに見出し、運動とワタン（郷土）

概念の関連について究明するものだった。 

（錦田愛子） 

 

プログラム 

13:00～13:05 開会挨拶：錦田愛子（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所） 

13:05～13:10 趣旨説明：菅瀬晶子（国立民族学博物館） 

第一セッション 司会：奥山眞知（常磐大学（元）） 

13:10～14:00 田村幸恵（津田塾大学）「『ナショナリズム』揺籃：第一次世界大戦下のパレスチナにおけ

る『臣民』」 

14:00～14:50 赤尾光春（大阪大学）「初期ヘブライ文学と身体的力」 

第二セッション 司会：奈良本英佑（法政大学（元）） 

15:10～16:00 菅瀬晶子（国立民族学博物館）「ナジーブ・ナッサールのアラブ・ナショナリズム観—『シ

オニズム』とカルメル誌における活動から—」 

16:00～16:50 田浪亜央江（成蹊大学）「パレスチナにおける B-P 系スカウト運動と『ワタンへの愛』」 

17:10～18:10 コメント・総合討論 

17:10～17:20 コメント 1 臼杵陽（日本女子大学） 

17:20～17:30 コメント 2 藤田進（東京外国語大学（元）） 

17:30～18:10 総合討論 
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閉会挨拶：長沢栄治（東京大学東洋文化研究所） 

 

3. 海外派遣・調査 

(1)研究グループの活動 

①イラクにおける民主化調査 

出張期間：2015 年 3 月 9 日(月)～3 月 19 日(木) 

出張先：スレイマニヤ・エルビル（イラク） 

出張者：吉岡明子 

 概要：スレイマニヤでは、3月11～12日にイラク・スレイマニヤ・アメリカン大学（AUIS）主催のSulaimani 

Forumに出席し、その後、主都のエルビルに移動して、クルディスタン地域政府・議会関係者、クルディ

スタン民主党関係者、ジャーナリスト、外交関係者などへのインタビューを行った。 

（吉岡明子） 

 

②ウズベキスタンにおけるソ連時代の記憶調査 

出張期間：2015 年 3 月 13 日(金)～3 月 21 日(土)（小松） 

2015 年 3 月 13 日(金)～3 月 31 日(火)（ダダバエフ） 

出張先：タシケント（ウズベキスタン） 

出張者：小松久男、ティムール・ダダバエフ 

概要： タシケントにおいてアリシェル・ナヴァイー名称ウズベキスタン国民図書館でソ連時代の記憶

に関する資料を収集したほか、現地の研究者とソ連時代のイスラーム行政、ソ連期とその後の学術研究

の動向などについて意見を交換した。 

（小松久男） 

 

4.外国人研究者の招聘 

(1)研究グループの活動 

①王建新 

 所属：蘭州大学西北少数民族研究中心 

 期間：2015 年 2 月 12 日(木)～2015 年 2 月 15 日(日) 

活動概要：2 月 14 日に開催された国際ワークショップ「現代中国における少数民族文化の動態」にお

いて、「北新疆回族社会の形成と変貌――コミュニティ拡張に見られる文化の創造」の題目で基調講演を

おこなった。 

（新免康） 
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5. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔論文〕計（ 3 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

錦田 愛子 
（研究分担者） 

「オスロ合意と難民問題」 今野泰三・鶴見太郎・武田
祥英編『オスロ合意から 20
年─パレスチナ／イスラエ
ルの変容と課題』(Middle 
East Research Series No. 9)人
間文化研究機構地域研究推
進事業「イスラーム地域研
究」東京大学拠点 

 2015 39-55 

今野 泰三 
（研究協力者） 

「入植地問題から見たオスロ
和平プロセス」 

今野泰三・鶴見太郎・武田
祥英編『オスロ合意から 20
年─パレスチナ／イスラエ
ルの変容と課題』(Middle 
East Research Series No. 9)人
間文化研究機構地域研究推
進事業「イスラーム地域研
究」東京大学拠点 

 2015 57-75 

鶴見 太郎 
（研究協力者） 

「旧ソ連系移民とオスロ体制
─イスラエルの変容か、強化
か」 

今野泰三・鶴見太郎・武田
祥英編『オスロ合意から 20
年─パレスチナ／イスラエ
ルの変容と課題』(Middle 
East Research Series No. 9)人
間文化研究機構地域研究推
進事業「イスラーム地域研
究」東京大学拠点 

 2015 127-138 

 

〔図書〕計（ 4 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

今野 泰三（研
究協力者）・鶴見 
太郎（研究協力
者）・武田 祥英

（編） 

『オスロ合意から 20 年─パ
レスチナ／イスラエルの変容
と課題』(Middle East Research 
Series No. 9) 

人間文化研究機構地域研究
推進事業「イスラーム地域研
究」東京大学拠点 

 2015 146 

松本 弘 
（研究分担者） 

（編） 

『中東・イスラーム諸国 民
主化ハンドブック 2014─中
東編─』(Middle East Research 
Series No. 10) 

人間文化研究機構地域研究
推進事業「イスラーム地域研
究」東京大学拠点 

 2015 vi+312 

松本 弘 
（研究分担者） 

（編） 

『中東・イスラーム諸国 民
主化ハンドブック 2014─ア
ジ ア 編 ─ 』 (Middle East 
Research Series No. 11) 

人間文化研究機構地域研究
推進事業「イスラーム地域研
究」東京大学拠点 

 2015 vi+158 

KAWAHARA 
Yayoi （研究分担
者）and Umed 

MAMADSHERZ
ODSHOEV (eds.) 

Documents from Private 
Archives in Right-Bank 
Badakhshan (Introduction) 
(Central Eurasian Research 
Series No. 10) 

TIAS: Department of 
Islamic Area Studies, Center 
for Evolving Humanities, 
Graduate School of 
Humanities and Sociology 

 2015 102 
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〔学会発表〕計（ 8 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

新免 康 
（研究分担者） 

「清代「回部王公」の現代―
―中国周縁部におけるツーリ
ズムと歴史表象」 

国際ワークショップ「現代
中国における少数民族文
化の動態」 

2015.2.14 東京大学東洋
文化研究所 

野田仁 
（研究協力者） 

「新疆カザフ族の出版文化の
展開」 

国際ワークショップ「現代
中国における少数民族文
化の動態」 

2015.2.14 東京・東京大
学 

菅瀬 晶子 
（研究分担者） 

「ナジーブ・ナッサールのア
ラブ・ナショナリズム観—『シ
オニズム』とカルメル誌にお
ける活動から—」 

パレスチナ班第 7 回研究
会／シンポジウム「イスラ
エル建国以前のパレスチ
ナをめぐるナショナリズ
ムの諸相」 

2015.3.13 東京大学東洋
文化研究所 

今野 泰三 
（研究協力者） 

「パレスチナ・ガザ地区にお
ける国際援助と NGO の機能」

パレスチナ研究班 2014 年
度第 3 回定例研究会 

2014.7.23 東京大学 

鶴見 太郎 
（研究協力者） 

「シオニズムの『国際化』――
帝国崩壊と極東のロシア･シ
オニスト」 

パレスチナ研究班 2014 年
度第 1 回定例研究会 

2014.5.18 東京大学東洋
文化研究所 

FUKUDA 
Yoshiaki 

（研究協力者） 

Kobe Mosque and the Local 
Muslim Community: From 
Their Beginnings to the 
Aftermath of WW II 

国際シンポジウム「アブデ
ュルレシト・イブラヒムと
その時代―トルコと日本
の間の中央ユーラシア空
間―」 

2014.5.24 早稲田大学 

石黒 大岳 
（研究協力者） 

「野党か反体制派か:クウェ
ートとバーレーンにおける議
会政治の展開と政治参加の曲
折」 

「中東・イスラーム諸国の
民主化」研究班第 2 回研究
会 

2015.3.3 東京大学東洋
文化研究所 

見市 健 
（研究協力者） 

「インドネシアの選挙と宗
教、エスニシティ」 

「中東・イスラーム諸国の
民主化」研究班第１回研究
会 

2014.10.26 東京大学東洋
文化研究所 

 

■拠点発行物以外の研究成果物 

〔論文〕計（ 75 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 
発行
年 

ページ 

菊地 達也 
（研究分担者） 

「極端派（グラート）の伝統
とアラウィー派」 

近藤洋平(編)『中東の思想
と社会を読み解く』東京大
学中東地域研究センター 
スルタン・カブース・グロ
ーバル中東研究講座 

 2014 109-130 

小松 久男 
（研究分担者） 

「中央アジア地域研究の試み
－ソ連時代の記憶を中心に」

『学術の動向』 2014年
第 8 号 

2014 54-58 

長沢 栄治 
（研究分担者） 

「アズハルと 2011 年エジプ
ト革命」 

『ODYSSEUS』 20 2015 59-84 

「「7 月 3 日体制」下のエジ
プト」 

『石油・天然ガスレビュ
ー』 

49-3 2015 1-16 

「地域としての中東とシナリ
オプランニング」 

『グローバル戦略課題と
しての中東―2030 年の見
通しと対応―』日本国際問
題研究所 

 2014 1-15 
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飯塚 正人 
（研究分担者） 

「「イスラム国」の蛮行と日本
の今後」（各自核論） 

『北海道新聞』 2015.2.

6. 

2015 朝刊，9 面

河原 弥生 
（研究分担者） 

「内陸アジア 二」 『史学雑誌 2013 年の歴
史学界―回顧と展望―』 

123-5 2014 261-266 

松本 弘 
（研究分担者） 

「冷戦後の中東和平―問題の
新たな構図―」 

『現代の国際政治 第 3
版』 

 2014 236-261 

間 寧 
（研究分担者） 

トレンドリポート「エルドア
ン大統領のトルコ」 

『アジ研ワールドトレン
ド』 

231 2015 41-45 

HAZAMA 
Yasushi 

（研究分担者） 

“The Making of a 
State-Centered Public Sphere in 
Turkey: A Discourse Analysis” 

Turkish Studies 15(2) 2014 163-180 

森 まり子 
（研究分担者） 

「建国期のイスラエル内閣閣
議議事録 史料紹介と予備的
考察（二）『暫定政府会合議事
録』第一巻（1948 年 5 月 16
日～5 月 30 日）に見るイスラ
エル国家の性格及び諸制度を
めぐる論争とアラブ問題」 

『東京大学東洋文化研究
所紀要』 

167 2015 300(205)-2
07(298) 

「「アメリカの民主主義」の蹉
跌―多数決原理と共存の崩壊
中東・南アジア・東中欧の事
例から―」 

跡見学園女子大学『人文学
フォーラム』 

13 2015 6-41 

「イスラエル建国の背景」 『歴史と地理―世界史の
研究』山川出版社 

681 2015 35-42 

錦田 愛子 
（研究分担者） 

「紛争とともに住むこと ―
イスラエルとパレスチナの境
界―」 

『＜断＞と＜続＞の中東
─非境界的世界を游ぐ─』

 2015 217-247 

「パレスチナ女性の語りに見
る抵抗運動―ナショナリズム
運動との関わり」 

『現代アジアの女性たち
―グローバル化社会を生
きる』 

 2014 57-74 

「ハマースをめぐる政治とガ
ザ戦争」 

『中東研究』 522 2015 86-95 

「ハマースの政権掌握と外交
政策」 

『国際政治』 177 2014 98-112 

「パレスチナ―ハマース否定
が導いた政治的混乱」 

青山弘之編『「アラブの心
臓」に何が起きているのか
――現代中東の実像』岩波
書店 

 2014 147-175 

Aiko 
NISHIKIDA（研
究分担者）, Ken 

SHIMIZU, 
Shingo 

HAMANAKA, 
Yutaka 

TAKAOKA, 
Masaki 

MIZOBUCHI 

“Multidisciplinary Research on 
Cross-Border Arab Migration: 
A Comparison between Sweden 
and Jordan” 

Asia and Africa across 
Disciplinary and National 
Lines, Proceedings of the 
Papers (Consortium for 
Asian and African Studies 
(CAAS) 5th International 
Conference, Columbia 
University, 3-4 October 
2014) 東京外国語大学国
際学術戦略本部 

 2015 65-70 
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宇山智彦 
（研究協力者） 

「権威主義体制論の新展開に
向けて：旧ソ連地域研究から
の視角」 

日本比較政治学会編『体制
転換／非転換の比較政治』
ミネルヴァ書房 

 2014 1-25 

「変質するロシアがユーラシ
アに広げる不安：進化する権
威主義、迷走する「帝国」」 

『現代思想』 7 月号 2014 129-143 

「境界を越える人々」を通し
て見るロシア社会内の境界
線：中央アジア・カフカス労
働移民の調査から 

『スラブ・ユーラシア研究
センターニュース』 

137 2014 18-23 

岡 奈津子 
（研究協力者） 

「点数・学位売ります」――
カザフスタンの教育機関にお
ける不正とその構造 

『アジ研ワールド・トレン
ド』 

229 2014 38-46 

ONUMA 
Takahiro 

（研究協力者）, 
KAWAHARA 

Yayoi 
（研究分担者）, 
SHIOYA Akifumi 
（研究協力者） 

“An Encounter between the 
Qing Dynasty and Khoqand in 
1759–1760: Central Asia in the 
Mid-Eighteenth Century” 

Frontier of History in China 9 (3) 2014 384-408 

ONUMA Takahiro 
（研究協力者） 

“The Qing Dynasty and Its 
Central Asian Neighbors” 

Saksaha: A Journal of 
Manchu Studies 

12 2014 33-48 

木村 暁 
（研究協力者） 

「ウズベキスタン伝存の西徳
二郎書簡をめぐって」 

『アジア・アフリカ言語文
化研究』 

88 2014 5-41 

坂井 弘紀 
（研究協力者） 

「中央ユーラシアの母神ウマ
イ」 

『千葉大学ユーラシア言
語文化論集』千葉大学ユー
ラシア言語文化論講座 

18 2014 13-30 

「2 つの主要言語」「カザフ文
学」「口承文芸の世界」 

『カザフスタンを知る 60
章』 

 2015 33-54 

「英雄叙事詩とシャマニズ
ム」 

『和光大学表現学部紀要』 15 2015 34-38, 
208-212, 
213-217 

澤田 稔 
（研究協力者） 

「『タズキラ・イ・ホージャガ
ーン』日本語訳注（1）」 

『富山大学人文学部紀要』 61 2014 59-86 

「『タズキラ・イ・ホージャガ
ーン』日本語訳注（2）」 

『富山大学人文学部紀要』 62 2015 89-118 

SHIOYA Akifumi 
（研究協力者） 

“Povorot and the Khanate of 
Khiva: a new canal and the birth 
of ethnic conflict in the 
Khorazm oasis, 1870s-1890s” 

Central Asian Survey 33-2 2014 232-245 

長縄 宣博 
（研究協力者） 

「イスラーム教育ネットワーク
の形成と変容：19世紀から20世
紀初頭のヴォルガ・ウラル地域」

橋本伸也編『ロシア帝国の
民族知識人：大学・学知・
ネットワーク』昭和堂 

 2014 294-316 

吉村 貴之 
（研究協力者） 

「アルメニア文字」 庄司博史編『世界の文字事
典』 

 2015 186-189 

「旧ソ連諸国とロシア」 『総合地域研究』 4 2014 15-19 

今野 泰三 
（研究協力者） 

「東西南北: パレスチナ人の
苦難とイスラエル国家のイデ
オロギー」 

『青淵』（渋沢榮一財団・
発行） 

789 2014 26-29 

「宗教シオニズムの越境―ヨ
ルダン川西岸地区の「混住入
植地」を事例として―」 

『境界研究』 5 2015 57-98 

鶴見 太郎 
（研究協力者） 

「ロシア語シオニスト誌のな
かの矢内原忠雄」（史料紹介）

『ユダヤ・イスラエル研
究』 

28 2014 82-85 
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浜中 新吾 
（研究協力者） 

「中東諸国の体制転換／非転
換の論理」 

『日本比較政治学会年報』 16 2014 49-77 

「アラブ革命の陰で」 『国際政治』 178 2014 28-43 

佐々木 紳 
（研究協力者） 

「オスマン憲政史の新しい射
程：近世史と近代史の接合に
向けて」 

『新しい歴史学のために』 285 2014 37-51 

「ジャーナリズムの登場と読
者層の形成：オスマン近代の
経験から」 

『近代・イスラームの教育
社会史：オスマン帝国から
の展望』 

 2014 113-137 

福田 義昭 
（研究協力者） 

「現代エジプト小説とアメリ
カ」 

『α-Synodos』（荻上チキ責
任編集電子マガジン）「特
集: 中東イメージ革命」 

153 
and 
154 

2014  

IGA Tsukasa 
（研究協力者） 

“Politics of the Regime Change under 
the One-Party Dominant Rule in 
Japan: What Can We Learn from the 
Rise and the Fall of Democratic Party 
of Japan?” 

International Journal of East 
Asian Studies (Faculty of Arts and 
Social Sciences, University of 
Malaya) 

3-1 2014 17-24 

“The Political Role of the Media and 
the Social Movement in post-Mahathir 
Malaysia: Toward the End of 
Competitive Authoritarianism” 

Sunait Chutintaranond, Ukrist 
Pathmanand, and Vinissa Ujjin 
eds,.  Catching up Southeast 
Asian New Body: States, Markets 
and Public Spheres, Bangkok: 
Institute of Asian Studies, 
Chulalongkorn University

 2014 415-434 

伊賀 司 
（研究協力者） 

「2013 年のマレーシア－総
選挙で現状維持，改革は後退
ぎみ」 

アジア経済研究所編『アジ
ア動向年報 2014』アジア
経済研究所 

 2014 361-388 

ISHIGURO 
Hirotake 

（研究協力者） 

“The Japan Maritime Self-Defence 
Force and Regional Security in the 
Indian Ocean and the Gulf: 
Looking Towards 2023” 

Security Dynamics of East 
Asia in the Gulf Region (Tim 
Niblock and Yang Guang 
eds. Berlin: GerlachPress)  

 2014 225-238 

井上あえか 
（研究協力者） 

「カシュミール問題−領土と
主権の間」 

『アジア太平洋研究』 39 2014 27-19 

大川 真由子 
（研究協力者） 

「不完全な意思疎通――オマ
ーンの生活世界はかくして成
り立っている」 

堀内正樹・西尾哲夫（編）
『＜断＞と＜続＞の中東
――非境界的世界を游ぐ』

 2015 3-31 

吉川 卓郎 
（研究協力者） 

「ヨルダン―紛争の被害者
か、受益者か―」 

青山弘之編『「アラブの心
臓」に何が起きているのか
現代中東の実像』 

 2014 117-145 

坂梨 祥 
（研究協力者） 

「イランの核技術開発と核交
渉―「ジュネーブ合意」の背
後にある諸要因―」 

国際問題研究所『朝鮮半島
のシナリオ・プランニン
グ』 

 2014 81-89 

「イラン核開発問題を巡る包
括合意に向けた展望―核交渉
によってイランは何を得るの
か―」 

『海外事情』 62(5) 2014 62-76 

「イラン核協議の行方―交渉
4 カ月延長の含意―」 

『中東協力センターニュ
ース』 

2014.8/
9 

2014 52-57 

CHIDA Tetsuro 
（研究協力者） 

“Science, Development and 
Modernization in the Brezhnev Time: 
The Water Development in the Lake 
Balkhash Basin” 

Cahiers du monde russe 54 
(1-2) 

2013 239-264 
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“‘Trust in Cadres’ and the 
Party-Based Control in Central Asia 
during the Brejnev Era” 

S. Hohmann, C. Mouradian, S. 
Serrano and J. Thorez, eds., 
Development in Central Asia and 
the Caucasus: Migration, 
Democratization and Inequality 
in the Post Soviet Era (London: I. 
B. Tauris)

 2014 47-79 

地田 徹朗 
（研究協力者） 

「アラル海災害の顕在化と小
アラル海漁業への初期対応
策」 

大塚健司編『アジアの生態
危機と持続可能性：フィー
ルドからのサステイナビ
リティ論』 

 2015 191-236 

辻上 奈美江 
（研究協力者） 

「サウディアラビアにおける
家事労働者の流入と「伝統」
の再生」 

細田尚美編『湾岸アラブ諸
国の移民労働者——「多外
国人国家」の出現と生活実
態』 

 2014 101-115 

「結婚、ミスヤール、そして
シングル——サウディアラビ
アにおける社会の紐帯と個の
遊離」 

椎野若菜編『境界を生きる
シングルたち』 

 2014 127-144 

「恋愛結婚が許されないサウ
ジアラビアの出会いと結婚」

『アジ研ワールド・トレン
ド』 

2014.8 
(No. 
226) 

2014 30-31 

「湾岸アラブ人とのビジネス
成功への鍵」 

『土木学会誌』 
 

2014.5 2014 12-15 

「アラブの春」を契機に拡大
した女性の公的領域と日常化
する暴力 

SYNODOS 
http://synodos.jp/internation
al/7795 

 2014  

「サウジアラビアにおける高
等教育の拡大と女性の将来」

中東協力センター『中東協
力センターニュース』 

2014(2/
3) 

2014 80-85 

「「アラブの春」における女性
たちの戦略」 

『女性情報』 2014.12 2014 14-15 
 

「暴力・格差との長い闘い」 『季刊アラブ』 151 2014 2-4 
「イスラム教とはどんな宗
教？」 

『週刊エコノミスト』 2014.1
1.11 

2014 80 

「サウジ女性のキャリア志
向、その背景は？」 

『季刊アラブ』 148 2014 24-25 

堀拔 功二 
（研究協力者） 

「国際労働力移動のなかの湾
岸アラブ諸国の位置づけ」 

細田尚美（編）『湾岸アラ
ブ諸国の移民労働者――
「多外国人国家」の出現と
生活実態』明石書店 

 2014 36-63 

「カタルの外交的孤立と
GCC 諸国関係の課題」 

『JIME 中東動向分析』 13(1)  2014 1-13 

細田 尚美・ 
松尾 正樹・ 
堀拔 功二・ 

 石井 正子  
（研究協力者） 

「分断された社会空間を生み
出す装置と人々の暮らし」 

細田尚美（編）『湾岸アラ
ブ諸国の移民労働者――
「多外国人国家」の出現と
生活実態』明石書店 

 2014 13-35 

前田 弘毅 
（研究協力者） 

「フロンティアから，そして，
またフロンティアへ―サファ
ヴィー朝支配下のグルジアの
経験から」 

『歴史学研究』 925 2014 165-173 

「コーカサスを見る視点」 『ロシア NIS 調査月報』 59 (8) 2014 12-21 

Ken Miichi 
（研究協力者） 

“The Role of Religion and 
Ethnicity in Jakarta’s 2012 
Gubernatorial Election” 

Journal of Current Southeast 
Asian Affairs 

33(1) 2014 55-83 
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吉岡 明子 
（研究協力者） 

「イラク国民議会選挙は法治
国家連合の勝利―次期首相選
出への 4 つのシナリオ―」 

『中東協力センターニュ
ース』 

39(2) 2014 76-83 

「イラクはどこへ向かうのか
―2014 年イラク危機の現状
と構造的問題―」 

『中東動向分析』 13(3) 2014 1-11 

「戦時下に発足したアバーデ
ィ・イラク新政権」 

『中東協力センターニュ
ース』 

39(5)  2015 57-64 

 

〔図書〕計（ 4 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

小沼 孝博 
（研究協力者） 

『清と中央アジア草原―遊牧民の世界か
ら帝国の辺境へ』 

東京大学出版
会 

 2014 311 

辻上 奈美江 
（研究協力者） 

『イスラーム世界のジェンダー秩序』 明石書店  2014 198 

湯浅 剛 
（研究協力者） 

『現代中央アジアの国際政治』 明石書店  2015 
 

340 

吉岡 明子 
（研究協力者） 
・山尾大（編） 

『「イスラーム国」の脅威とイラク』 岩波書店  2014 283 

 

〔学会発表〕計（ 63 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

飯塚 正人 
（研究分担者） 

「カミ・酒・ヒト～イスラーム
の場合」 

第 38 回地中海学会大会 2014.6.14 國學院大學 

「近代エジプトにおける「リベ
ラル・イスラーム」の思想と限
界」 

科研費基盤研究（A）「アラ
ブ革命と中東政治の構造変
容に関する基礎研究」主催シ
ンポジウム「中東政治におけ
るリベラリズム再考―水谷
周氏著『20 世紀エジプト思
想におけるリベラリズム』刊
行を機に」 

2015.2.20 東京大学東洋
文化研究所 

IKEDA Misako 
（研究分担者） 

“Parliamentary Development in 
Egypt: Uneasy Experiences” 

第 4 回世界中東学会大会
（WOCMES） 

2014.8.19 トルコ・アンカ
ラ・中東工科大
学 

HAZAMA 
Yasushi  

（研究分担者） 

“Minority Type Matters: Ethnic 
Diversity and Tolerance in 29 
European Democracies” 

International Studies 
Association 55th Annual 
Convention 

2014.3.27 カナダ・ 
Toronto 

NISHIKIDA Aiko
（研究分担者）, 
SHIMIZU Ken, 
HAMANAKA 

Shingo 
（研究協力者）, 

TAKAOKA 
Yutaka, 

MIZOBUCHI 
Masaki 

“Multidisciplinary Research on 
Cross-Border Arab Migration - A 
Comparison between Sweden and 
Jordan” 

5th Annual Symposium of the 
Consortium for Asian and 
African Studies (CAAS) 

2014.10.4 アメリカ合衆
国 ・ Columbia 
University, 
New York 
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今堀 恵美 
（研究協力者） 

「中央アジアのハラール産業―
ウズベキスタンの消えたハラー
ル」 

「ぐるなび」食の未来創成寄
附講座第 5 回公開講義 

2014.2.27 東京工業大学 

「ウズベキスタンとカザフスタ
ン―ハラールへの対極的な対
応」 

日本中東学会第 30 回年次大
会 

2014.5.11 東京国際大学 

宇山 智彦 
（研究協力者） 

「クリミア後のユーラシア国際
秩序と地域紛争：帝国競存の再
来？」 

日本国際政治学会 2014 年度
研究大会（共通論題） 

2014.11.15 福岡国際会議
場 

UYAMA 
Tomohiko 

（研究協力者） 

“The Role of Slavic and Eurasian 
Studies in Comparative Area 
Studies in Japan: With a focus on 
Muslim Central Eurasia” 

第 6 回スラブ・ユーラシア研
究東アジア・コンフェレンス

2014.6.27 韓国外国語大
学 

“Kazakh Intellectuals’ Views on the 
West and the East, Wars and 
Civilizations in the 1910s” 

北海道大学スラブ・ユーラシ
ア研究センター2014 年度夏
期国際シンポジウム「危機の
30 年：第一次～第二次世界
大戦期ユーラシアにおける
帝国・暴力・イデオロギー」

2014.7.10 北海道大学 

“Dilemma of Nationalism and 
Regional Integration after Crimea: 
Focusing on Central Asia” 

北海道大学・ブレーメン大学
合同ワークショップ「社会主
義後期以降のロシアと中央
アジアにおける宗教とナシ
ョナリズム」 

2014.12.1 ドイツ・ブレー
メン大学 

“Cultural Encounters and National 
Movements in Early 
Twentieth-Century Central Asia: 
Kazakh Intellectuals, Islam, and 
Russia” 

ロシア・アジア研究セミナー 2014.12.2 ドイツ・ミュン
ヘン大学 

OKA Natsuko 
（研究協力者） 

“Problem-solving Strategies in 
Everyday Life: How the Use of 
Informal Networks Has Changed in 
Post-Soviet Kazakhstan” 

Joint Regional Conference of 
the Association for Slavic, East 
European and Eurasian Studies 
and the Central Eurasia Studies 
Society 

2014.5.23 カ ザ フ ス タ
ン・Nazarbayev 
University 

小沼 孝博 
（研究協力者） 

「清の帝国統治再考―中央アジ
アとの関係から」 

科学研究費基盤研究(A)「比
較植民地史：近代帝国の周縁
地域・植民地統治と相互認識
の比較研究」2014 年度第 1
回研究会 

2014.6.7 東北学院大学
土樋キャンパ
ス 

「清末ホヴド地区における行政
と移住―1838 年のカザフ侵入
事件とその影響」 

東北大学東北アジア研究セ
ンター共同研究「近世・近代
における内陸アジア遊牧民
社会の構造的特質とその変
容に関する研究」 

2014.6.14 東北大学川内
北キャンパス 

ONUMA 
Takahiro 

（研究協力者） 

“Administration and Migration in 
Khovd during the Late Qing Period: 
The Case of the 1838 Kazakh 
Invasion” 

International Conference on 
“Changing Patterns of Power 
in Historical and Modern 
Central and Inner Asia” 

2014.8.9 モ ン ゴ ル ・
Ulaanbaatar 
University 

“The Qing and its Western Frontier 
Neighbors: Mutual Perception, 
Communication, and Network” 

The Workshop on “New 
Directions in the History of 
Central and Inner Asia” 

2014.10.13 アメリカ合衆
国 ・ Harvard 
University 
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木村 暁 
（研究協力者） 

「ブハラ・アミール国の司法シ
ステム：カーズィーとムフティ
ーの役割を中心に」 

近代中央ユーラシア比較法
制度史研究会 

2014.6.21 京都外国語大
学 

「近世中央アジアにおけるハン
号の意義変容：ブハラ王権の事
例から」 

共同研究課題「近世イスラー
ム国家と周辺世界」第 1 回研
究会 

2014.7.20 東京外国語大
学アジア・アフ
リカ言語文化
研究所 

「ブハラ王権下のシーア派禁
制：マンギト朝の対イラン聖戦
と徙民政策をめぐって」 

シンポジウム「人の移動・移
住とその記録：陸と海の近世
アジア」 

2014.9.21 北海道大学 

SHIOYA Akifumi 
（研究協力者） 

“Irrigation in Pre-Soviet Central 
Asia: A Survey on the Yasavulbashi 
Documents from Khiva” 

Changing Patterns of Power in 
Historical and Modern Central 
and Inner Asia 

2014.8.8. モンゴル・ 
Ulaanbaatar 
University 

“Water Conflict Resolution in Rural 
Central Asia: A Historical 
Perspective” 

The 2nd International 
Conference on Arid Land 
Studies (ICAL2) 

2014.9.10 ウズベキスタ
ン・Samarkand 
State University

“‘Traditional’ Water Management 
System in Pre-Soviet Khorezm” 

On Khorezmian Connectivity: 
Space, Mobility, Imagination 

2014.10.9 オ ー ス ト リ
ア・Institute of 
Iranian Studies, 
Austrian 
Academy of 
Sciences 

NAGANAWA 
Norihiro 

（研究協力者） 

“Designs of Dâr al-Islâm: The Tatar 
Public Discussing the Muslim 
Administration, 1905-16” 

Eastern and Central European 
Empires, Nations, and Societies 
on the Verge of World War I 
(social imageries of Europe, 
freedom, future and national 
communities in 1914) 

2014.6.25 ポーランド・ 
Instytut Historii 
Polskiej 
Akademii Nauk

“A Civil Society in a Confessional 
State? Muslim Philanthropy in the 
Volga-Urals Region” 

Anglo-American Conference of 
Historians 

2014.7.4. イギリス・ 
University of 
London 

“Появление мусульманского 
гражданского общества? 
благотворительность мусульман 
Волго-Уральского региона в годы 
Великой войны” 

Международная научная 
конференция «Великая война 
1914-1918 годов: Россия, 
Европа и Исламский мир» 

2014.10.18. ロシア・ 
Казанский 
(Поволжский) 
федеральный 
университет 

“Реформа магометанских 
духовных правлений в эпоху 
свободы совести и слова: 
переосмысление роли татарской 
прессы в процессе формирования 
мусульманской общественности” 

III Международная научная 
конференция 
«МИР ИСЛАМА: ИСТОРИЯ, 
ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА» 

2014.10.22. ロシア・ 
Всероссийская 
государственн
ая библиотека 
иностранной 
литературы 

“Invitation to Guests of God: 
Bolsheviks’ Transnational Hajj 
Enterprise” 

46th Annual Convention of 
Association for Slavic, East 
European, and Eurasian Studies 

2014.11.20. アメリカ合衆
国・San Antonio 
Marriott 
Rivercenter 

“Биография Карима Хакимова как 
методика изучения 
«анти-имперской империи» 
(пленарное заседание) ” 

Международная 
научно-практическая 
конференция «Россия и 
страны востока: векторы 
взаимодействия и 
сотрудничества» 

2014.12.4. ロシア・ 
Конференц-зал 
Конгресс-холл
а 

KINJO Miyuki 
and  

IMANO Taizo 
（研究協力者） 

“From Conflict Resolution to 
Conflict Management: The 
Transformation of Israeli Labor 
Party during the Peace Process” 

The 10th Conference of 
Asian Federation of Middle 
East Studies Associations 
(AFMA) 

2014.12.14. 京都大学 
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鶴見 太郎 
（研究協力者） 

「ロシア・シオニズムの亡命
―ハルビンにとどまったシオ
ニスト」 

日本西洋史学会 2014.6.1. 立教大学池袋
キャンパス 

「ユダヤ人とロシア･ユダヤ
人の間―基盤としてのロシ
ア、媒介としてのユダヤ」 

ワークショップ〈間にある
もの〉の現代史 

2015.3.10. 埼玉大学東京
ステーション
カレッジ 

TSURUMI Taro  
（研究協力者） 

“Between Hyphenated Jews and 
Independent Jews” 

International Conference for 
Mediating Israeli History and 
East European History 

2015.1.11. 埼玉大学東京
ステーション
カレッジ 

HAMANAKA 
Shingo 

（研究協力者） 

“Foreign Affairs, the National 
Interest, and Secular-Religious 
Identities in Israel” 

International Political 
Science Association 

2014.7.21. カナダ・ 
Montreal 

“Military Service as a Process of 
Political Socialization” 

Asian Network for Public 
Opinion Research 

2014.11.30. 朱鷺メッセ：新
潟コンベンシ
ョンセンター 

SASAKI Shin 
（研究協力者） 

“After the ‘Second Empire’: 
New Horizons of Ottoman 
Constitutional History” 

東洋文庫総合アジア圏域
研究班国際シンポジウム 

2015.3.1 東洋文庫 

福田 義昭 
（研究協力者） 

「新世界より──現代エジプト
小説のなかのアメリカ」 

公開講演会「中東×アメリ
カ──中東文化の中のアメ
リカ」 

2014.6.21 早稲田大学 

FUKUDA 
Yoshiaki 

（研究協力者） 

“Notes on the Legend of 
Sinimmār” 

The Third Symposium of 
Sultan Qaboos Academic 
Chairs, “Managing Water 
Resources for Sustainable 
Development” 

2014.10.3 東京大学 

伊賀 司 
（研究協力者） 

「現代マレーシアにおける政
治的スキャンダルと社会的ア
カウンタビリティ―民主化移
行期のニューメディアと野党
の役割」 

2014 年度日本比較政治学
会研究大会 

2014.6.28 東京大学 

「民主化移行期の機密保護と
情報公開をめぐる政治過程―
マレーシアの事例から」 

日本政治学会 2014. 10.12 早稲田大学 

IGA Tsukasa 
（研究協力者） 

“Political Scandals and Social 
Accountability in Contemporary 
Malaysia: The Role of New 
Media and Opposition Parties in 
Democratizing Society” 

The 9th International 
Malaysian Studies 
Conference (Organized by 
Malaysian Social Science 
Association) 

2014.8.19 Universiti 
Malaysia 
Terengganu, 
Malaysia 

井上 あえか 
（研究協力者） 

アキール文庫のパキスタン独
立運動関連文献 

科研費基盤（B）「南アジア
諸語 イスラーム文献の出
版・伝播に関する総合的研
究」研究代表者：東長靖 

2014.6.6 京都大学大学
院 

「パキスタン民主化における
司法の役割」 

比較政治学会第 17 回大会 2014.6.28 東京大学 

「葛藤するムスリム国民―パ
キスタンにおける有権者の選
択―」 

日本南アジア学会第 27 回
大会 

2014.9.28 大東文化大学 

OKAWA Mayuko 
（研究協力者） 

“Transnational Migrant Workers 
in Arab Gulf Countries: 
Bargaining between the Host 
Country and Expatriates in 
Oman” 

International Conference on 
Islam and Multiculturalism: 
Exploring Islamic Studies 
within a Symbiotic 
Framework 

2014.12.14 Asia-Europe 
Institute, 
University of 
Malaya, 
Malaysia 
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大川 真由子 
（研究協力者） 

「オマーン帝国と国史形成
――オマーンの国定社会科教
科書と指導教本の分析から」 

日本中東学会第 30 回年次
大会 

2014.5.11 東京国際大学 

吉川 卓郎 
（研究協力者） 

「国王陛下の軍隊――ヨルダ
ン・ハシミテ王国の「軍事力」
の再検討」 

日本国際政治学会 2014 年
度研究大会（中東分科会）

2014.11.14 福岡国際フォ
ーラム 

坂梨 祥 
（研究協力者） 

「イラン・イスラーム共和国
の核政策―自律的な安全保障
政策の追求とその挫折―」 

国際政治学会 2014.11.16 福岡国際会議
場 

CHIDA Tetsuro 
（研究協力者） 

“Cooperation or Conflict? Water 
and Political Balances between 
Russia, Kazakhstan and China” 

Association for Borderlands 
Studies First World 
Conference 

2014.6.10 東フィンラン
ド大学 

TSUJIGAMI 
Namie 

（研究協力者） 

“Saudi Women’s Negotiation of 
Power and Space through 
Driving Campaigns” 

Middle East Studies 
Association 2014 
 

2014.11.24 Washington 
D.C, USA 

辻上 奈美江 
（研究協力者） 

「『アラブの春』による身体の
管理と表象、そして女性のエ
ージェンシー」 

国際政治学会 2014 年度研
究大会 
 

2014.11.15 福岡国際会議
場 
 

中川 恵 
（研究協力者） 

「マグリブ諸国の民主化と今
後の課題」 

中東・中央アジア構造変動
研究会 

2014.4.25 明治大学国際
総合研究所 

NAKAGAWA Kei 
（研究協力者） 

“Spécificités et universalisme 
des Droits de l’homme à l’egard 
de la femme” 

Atelier Thématique : Droits 
de l’Homme entre 
universalisme et spécificité, 
2eme Forum Mondial des 
Droits de l’Homme 

2014.11.29 モロッコ王国、
マラケシュ 

“Remarques sur l’Evolution de 
l’Image du Maroc en Asie 
 – Cas du Japon –” 

L'Institut royal des études 
stratégiques (IRES) 

2014.12.5 モロッコ王国、
ラバト 

HORINUKI Koji 
（研究協力者） 

“Social Welfare and Housing 
Policy in the UAE: the Future of 
Allocation States” 

第 4 回世界中東学会大会
（WOCMES） 

2014.8.20 トルコ・アンカ
ラ・中東工科大
学 

MAEDA Hirotake 
（研究協力者） 

“Fresh Recruits from the 
Caucasus serving the “Persianate 
Empires” 

The Persianate World: A 
Conceptual Inquiry 

2014.5.10 アメリカ合衆
国・ 
Yale University

“On the Strategic Importance of 
Van Province in the 
Safavid-Ottoman Conflicts” 

3rd International Conference 
Tao-Klarjeti 

2014.10.20 グ ル ジ ア ・
National Center 
of Manuscripts 

“Georgian Kingdoms under the 
Hegemony of Safavid Iran in late 
17th Century” 

The Middle East and 
Caucasus 

2014.12.20 グルジア・Ilia 
State University 

前田 弘毅 
（研究協力者） 

「ユーラシアのエアポケッ
ト」 

「緊急シンポジウム ウク
ライナ危機はなぜ？ 世界
は変わるのか？」 

2014.4.21 立正大学 

「フロンティから、そしてま
たフロンティアへ」 

歴史学研究会 2014.5.25 駒澤大学 

「サファヴィー朝統治体制に
おける君主と軍事集団」 

九州史学会大会 2014.12.14 九州大学 

野田 仁 
（研究協力者） 

「帰属・国籍の変更と帝国へ
の忠誠－カザフ遊牧民の民族
的アイデンティティとの関連
から」 

シンポジウム「18～19 世紀
の中央・東アジアにおける
民族的アイデンティティ
と国家への忠誠」 

2014.10.18 東京・早稲田大
学 

YOSHIOKA 
Akiko 

（研究協力者） 

“Coalition Formation in the 2014 
Iraqi Parliamentary Elections: 
Similar Trends, Different 
Outcome” 

第 4 回世界中東学会大会
（WOCMES） 

2014.8.22 トルコ・アンカ
ラ・中東工科大
学 
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上智大学研究機構 イスラーム研究センター 

代表：私市正年（上智大学総合グローバル学部教授） 

 

中心テーマ 『イスラーム近代と民衆のネットワーク』  

【研究組織】  

（研究拠点構成員） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

私市 正年 上智大学総合グローバル学部・教授 
研究拠点代表 

（総括・イスラーム運動） 

川島  緑 上智大学総合グローバル学部・教授 
研究分担者 

（東南アジア・政治運動） 

赤堀 雅幸 上智大学総合グローバル学部・教授 
研究分担者 

（近現代聖者信仰） 

新井 和広 慶應義塾大学商学部・准教授 
研究分担者 

（東南アジア・中東交流史） 

岩崎えり奈 上智大学外国語学部・教授 
研究分担者 

（エジプト・チュニジア社会経済）

小林 寧子 南山大学外国語学部・教授 
研究分担者 

（東南アジア・イスラーム法） 

澤江 史子 上智大学総合グローバル学部・准教授 
研究分担者 

（トルコ・現代政治社会論） 

高橋  圭 上智大学アジア文化研究所・客員所員 
研究分担者 

（近現代タリーカ） 

登利谷正人 上智大学イスラーム研究センター・特別研究員 
研究分担者 

（アフガニスタン近現代史） 

三代川寛子 
人間文化研究機構地域研究推進センター・研究員、

上智大学アジア文化研究所・客員所員 
研究分担者 

（アラブ世界・近現代政治史） 

横田 貴之 日本大学国際関係学部・准教授 
研究分担者 

（アラブ世界・近現代政治思想）

北澤 義之 京都産業大学外国語学部・教授 
拠点構成員 

（アラブ世界・近現代政治史） 
（東京大学拠点研究協力者） 



 94

菅原 由美 大阪大学大学院言語文化研究科・准教授 
拠点構成員 

（東南アジア・宗教運動） 

髙岡  豊 公益財団法人中東調査会・上席研究員 
拠点構成員 

（アラブ世界・政治運動） 

服部 美奈 名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授 
拠点構成員 

（東南アジア・教育） 

見市  建 岩手県立大学総合政策学部・准教授 
拠点構成員 

（東南アジア・イスラーム運動）

三沢 伸生 東洋大学社会学部・教授 
拠点構成員 

（前近代タリーカ） 

茂木 明石 上智大学アジア文化研究所・客員所員 
拠点構成員 

（前近代聖者信仰） 

森本 一夫 東京大学東洋文化研究所・准教授 
拠点構成員 

（預言者一族崇敬） 

アレクサンド

ル・パパス 
CNRS（国立科学研究センター）・研究員 

（フランス） 
研究分担者 

（中央アジア・スーフィズム） 

サリ・ 
アガスティン 

上智大学神学部・准教授 
研究分担者 

（南アジア・エスニック紛争） 

シリル・ 
ヴェリヤト 

上智大学総合グローバル学部・教授 
研究分担者 

（南アジア・宗教対立） 

ズビール・ 
アルース 

アルジェ大学 CREAD・教授（アルジェリア） 
研究分担者 

（アラブ世界・社会運動） 

 

研究グループ：「イスラーム近代と民衆のネットワーク」 

（研究グループ メンバー） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

私市 正年 上智大学総合グローバル学部・教授 
研究拠点代表 
（総括・イスラーム運動） 

川島  緑 上智大学総合グローバル学部・教授 
研究分担者 
（東南アジア・政治運動） 

赤堀 雅幸 上智大学総合グローバル学部・教授 
研究分担者 
（近現代聖者信仰） 

新井 和広 慶應義塾大学商学部・准教授 
研究分担者 
（東南アジア・中東交流史） 

岩崎えり奈 上智大学外国語学部・教授 
研究分担者 
（エジプト・チュニジア社会経済）



 95

小林 寧子 南山大学外国語学部・教授 
研究分担者 
（東南アジア・イスラーム法） 

澤江 史子 上智大学総合グローバル学部・准教授 
研究分担者 
（トルコ・現代政治社会論） 

高橋  圭 上智大学アジア文化研究所・客員所員 
研究分担者 
（近現代タリーカ） 

登利谷正人 上智大学イスラーム研究センター・特別研究員 
研究分担者 
（アフガニスタン近現代史） 

三代川寛子 
人間文化研究機構地域研究推進センター・研究員、

上智大学アジア文化研究所・客員所員 
研究分担者 
（アラブ世界・近現代史） 

横田 貴之 日本大学国際関係学部・准教授 
研究分担者 
（アラブ世界・近現代政治思想）

北澤 義之 京都産業大学外国語学部・教授 
拠点構成員 
（アラブ世界・近現代政治史） 
（東京大学拠点研究協力者） 

菅原 由美 大阪大学大学院言語文化研究科・准教授 
拠点構成員 
（東南アジア・宗教運動） 

髙岡  豊 公益財団法人中東調査会・上席研究員 
拠点構成員 
（アラブ世界・政治運動） 

服部 美奈 名古屋大学大学院教育発達科学研究科・准教授 
拠点構成員 
（東南アジア・教育） 

見市  建 岩手県立大学総合政策学部・准教授 
拠点構成員 
（東南アジア・イスラーム運動）

三沢 伸生 東洋大学社会学部・教授 
拠点構成員 
（前近代タリーカ） 

茂木 明石 上智大学アジア文化研究所・客員所員 
拠点構成員 
（前近代聖者信仰） 

森本 一夫 東京大学東洋文化研究所・准教授 
拠点構成員 
（預言者一族崇敬） 

アレクサンド

ル・パパス 
CNRS（国立科学研究センター）・研究員 
（フランス） 

研究分担者 
（中央アジア・スーフィズム） 

サリ・ 
アガスティン 

上智大学神学部・准教授 
研究分担者 
（南アジア・エスニック紛争） 

シリル・ 
ヴェリヤト 

上智大学総合グローバル学部・教授 
研究分担者 
（南アジア・宗教対立） 

ズビール・ 
アルース 

アルジェ大学 CREAD・教授（アルジェリア） 
研究分担者 
（アラブ世界・社会運動） 

 

（研究グループ 海外共同研究者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

アレクサンド

ル・パパス 
CNRS（国立科学研究センター）・研究員 
（フランス） 

研究分担者 
（中央アジア・スーフィズム） 

オマン・ファ

トゥラフマン 
ジャカルタ・イスラーム大学・上級研究員 
（インドネシア） 

研究協力者 
（東南アジア・イスラーム文献学）
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エルファン・

ヌルタワブ 
ジュライ・シウォ国立イスラーム研究大学 
・講師（インドネシア） 

研究協力者 
（東南アジア・イスラーム文献学）

アルース・ 
ズビール 

アルジェ大学 CREAD・教授（アルジェリア） 
研究分担者 
（アラブ世界・社会運動） 

 

（研究グループ 研究協力者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

荒井 康一 上智大学アジア文化研究所・客員研究所員 トルコ政治社会学 

石黒 大岳 
アジア経済研究所地域研究センター 
中東研究グループ・研究員 

湾岸産油国の政治改革、 
イスラーム政党の活動 
（東京大学拠点研究協力者） 

今井 真士 
日本学術振興会・特別研究員（PD） 
上智大学 

権威主義体制下の政党政治 

岩坂 将充 同志社大学高等研究教育機構・准教授 現代トルコ政治研究 

小山田紀子 新潟国際情報大学情報文化学部・教授 
植民地期フランス・アルジェリア

関係とイスラーム 

粕谷  元 日本大学文理学部・准教授 トルコ現代史 

加藤 恵実 笹川平和財団/笹川中東イスラム基金・研究員

開発学（イエメン、サウジアラビ

ア、教育改革、人権）、近代アラブ

文学 

金谷 美紗 公益財団法人中東調査会・研究員 
エジプト現代政治、民主化、比較

政治学 

吉川 卓郎 
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学

部・准教授 

ヨルダンの政治、カタールと GCC
諸国 
（東京大学拠点研究協力者） 

金  信遇 
（キム・シンウー） 

上智大学大学院 グローバル・スタディ－ズ

研究科 地域研究専攻博士前期課程 
チュニジア現代政治 

幸加木 文 元・ファーテヒ大学（トルコ） 
トルコ地域研究・現代トルコ政治

社会および政教関係、イスラーム

運動 

小林  周 
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科後

期博士課程 

現代リビア政治・サハラ地域ガバ

ナンス現代トルコ政治社会および

政教関係、イスラーム運動 

小村 明子 上智大学アジア文化研究所・客員研究所員 日本におけるイスラーム史 

齋藤秋生子 
上智大学大学院 グローバル・スタディ－ズ

研究科 地域研究専攻博士前期課程 
リビアと安全保障 
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清水 雅子 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士後期課程 

比較政治学（権威主義体制、執政

制度）、中東現代政治（パレスチナ

現代政治） 

清水  学 元・帝京大学経済学部・教授 中央アジア・経済 

白谷  望 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士後期課程 
モロッコ現代政治 

鈴木 啓之 東京大学大学院総合文化研究科・博士課程 パレスチナの民族主義運動 

関 佳奈子 上智大学総合グローバル学部・特別研究員 モロッコ近代史 

鷹木 恵子 
桜美林大学リベラルアーツ学群人文学系 
・教授 

文化人類学、社会開発 

高橋 雅英 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士前期課程 
モロッコにおけるイスラーム運動

田中 友紀 
九州大学大学院比較社会文化学府国際社会

博士後期課程 
リビア政治 

ダルウィッシュ・

ホサム 
アジア経済研究所地域研究センター 
中東研究グループ・研究員 

中東政治、エジプト政治、比較政

治学 

飛内 悠子 日本学術振興会・特別研究員（PD）大阪大学
人類学・スーダン国内避難民 
北部スーダンの教育人類学 

中村  遥 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士後期課程 
アルジェリア・フランス史 

貫井 万里 公益財団法人日本国際問題研究所・研究員 
イラン地域研究 
（早稲田大学拠点研究協力者） 

野中  葉 慶應義塾大学 SFC 研究所・上席所員（訪問）
現代インドネシアのイスラーム運

動（京都大学拠点研究協力者） 

葉狩真悠子 
同志社大学グローバル・スタディーズ研究科

グローバル・ソサエティークラスター修士課

程 

シリアを中心とした中東地域研

究、シリア紛争の客観的・主観的

要因 

濱中 新吾 山形大学地域教育文化学部・准教授 
比較政治学・中東現代政治 
（東京大学拠点研究協力者） 

福永 浩一 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士後期課程 
20世紀エジプトにおける政治運動
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フランシクス・  
ザベリウス・ 

プルハスタント 

上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士後期課程 
インドネシアにおけるイスラムの

組織 

堀場 明子 上智大学アジア文化研究所・客員研究所員 
インドネシア地域研究、 
紛争分析、平和構築 

眞城 百華 上智大学総合グローバル学部・助教 
エチオピア、エリトリア、アフリ

カ研究、国際関係学 

溝渕 正季 名古屋商科大学・講師 
中東地域研究、国際安全保障論、

シリア・レバノン現代史 

山本 沙希 
お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科

ジェンダー学際研究専攻・博士後期課程 
アルジェリア地域研究 

吉田  敦 千葉商科大学人間社会学部・准教授 アフリカ・北アフリカ経済 

若桑  遼 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科・博士後期課程 
チュニジア近現代史 

渡邊 祥子 
アジア経済研究所地域研究センター 
中東研究グループ・研究員 

マグリブ近代史 

青山  亨 東京外国語大学言語文化学部・教授 
イスラームとジャワ土着文化のイ

ンターフェース：土着神話、聖者

信仰、宮廷儀礼 
アダム・タイイ

ブ・アクマド 
元・上智大学大学院グローバル・スタディー

ズ研究科・博士後期課程 
フィリピンにおけるムスリム・ヒ

ストリオグラフィー 

エルファン・ 
ヌルタワブ 

ジュライ・シウォ国立イスラーム研究大学・

講師 
東南アジア・イスラーム文献学 

小河 久志 
大阪大学グローバルコラボレーションセン

ター・特任助教 
タイにおけるイスラーム復興 

オマン・ 
ファトラフマン 

ジャカルタ・イスラーム大学・上級研究員 東南アジア・イスラーム文献学 

木下 博子 
九州大学日本エジプト科学技術連携センタ

ー 
東南アジアと中東のネットワーク

（京都大学拠点研究協力者） 

塩崎（久志本）  

裕子 
日本学術振興会・特別研究員（RPD） 
上智大学 

文化人類学・マレー世界における

イスラーム的知の伝達 

塩崎 悠輝 日本学術振興会・特別研究員（PD） 東南アジアのイスラーム法 

塩谷 もも 島根県立大学短期大学部・准教授 文化人類学、インドネシア研究 

山口 元樹 慶應義塾大学大学院文学研究科・博士課程 近代インドネシア・イスラーム史

石田 友梨 早稲田大学アジア太平洋研究センター 
イスラーム改革思想 
（京都大学拠点研究協力者） 
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内山 明子 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科・一貫制博士課程 
現代イラン女性の社会参加 
（京都大学拠点研究協力者） 

遠藤 春香 ロンドン大学 SOAS 
シャアラーニーの聖者論 
（京都大学拠点研究協力者） 

岡戸 真幸 上智大学言語教育研究センター 
地域研究、文化人類学、 
社会的ネットワーク論、移動 
（京都大学拠点研究協力者） 

加藤 瑞絵 国士館大学・非常勤講師 
イスラーム思想史 
（京都大学拠点研究協力者） 

鎌田  繁 東京大学東洋文化研究所・教授 
シーア派イスラーム思想 
（京都大学拠点研究協力者） 

苅谷 康太 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研

究所・助教 
西アフリカのイスラーム 
（京都大学拠点研究協力者） 

川本 正知 奈良産業大学経済学部・教授 
中央アジア史 
（京都大学拠点研究協力者） 

後藤  明 東京大学・名誉教授 
前近代聖者信仰 
（京都大学拠点研究協力者） 

小牧 幸代 高崎経済大学地域政策学部・教授 
社会人類学（南アジア・ムスリム

社会） 
（京都大学拠点研究協力者） 

近藤 文哉 
上智大学グローバル・スタディーズ研究科地

域研究博士前期課程 
人類学・中東におけるマウリド 
（京都大学拠点研究協力者） 

斎藤  剛 神戸大学大学院国際文化学研究科・准教授 

社会人類学、モロッコ研究、ムス

リム聖者信仰、タリーカなど 
（東京大学拠点、 
京都大学拠点研究協力者） 

坂井 信三 南山大学人文学部・教授 
西アフリカのイスラーム 
（京都大学拠点研究協力者） 

澤井  真 東北大学大学院文学研究科・博士後期課程 
宗教学・初期スーフィズム、神秘

主義方法論 
（京都大学拠点研究協力者） 

篠田 知暁 名古屋大学法学研究科・非常勤講師 
シャリーフ王朝期モロッコにおけ

る諸社会集団の形成と変容 
（京都大学拠点研究協力者） 

高尾賢一郎 上智大学アジア文化研究所・共同研究所員 

現代シリアにおけるシャイフ・ア

フマド・クフターローのイスラー

ム理解、スーフィズム思想 
（京都大学拠点研究協力者） 

ダニシマズ・ 
イディリス 

同志社大学大学院グローバル・スタディーズ

研究科・助教 

トルコにおけるスーフィズム、ス

ーフィーによるクルアーン解釈 
（京都大学拠点研究協力者） 
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外川 昌彦 広島大学大学院国際協力研究科・准教授 
文化人類学（南アジアのイスラー

ム研究） 
（京都大学拠点研究協力者） 

栃堀（所）木綿子 
日本学術振興会・特別研究員（PD） 
東京外国語大学 

アミール・アブドゥルカーディ

ル・ジャザーイリーの思想 
（京都大学拠点研究協力者） 

中西 竜也 京都大学白眉センター・特定助教 
中国イスラーム史 
（早稲田大学拠点、 
京都大学拠点研究協力者） 

上野（西山） 
愛美 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科・一貫制博士課程 
現代トルコにおけるタリーカ 
（京都大学拠点研究協力者） 

二宮 文子 青山学院大学文学部史学科・准教授 
中世インド文化史 
（京都大学拠点研究協力者） 

藤井 千晶 日本学術振興会・特別研究員（PD）大阪大学

地域研究・東アフリカのイスラー

ム 
（京都大学拠点研究協力者） 

二ツ山達郎 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科・一貫制博士課程 

人類学、チュニジア、バラカ、 
樹木 
（京都大学拠点研究協力者） 

丸山 大介 日本学術振興会・特別研究員（PD）上智大学
イスラームの聖者論と聖者信仰 
（京都大学拠点研究協力者） 

守川 知子 北海道大学大学院文学研究科・准教授 
イラン・イスラーム史 
（京都大学拠点研究協力者） 

森山 央朗 同志社大学神学部神学科・准教授 

歴史（10～12 世紀マシュリク地域

におけるハディース学者の社会

的・文化的活動） 
（早稲田大学拠点、 
京都大学拠点研究協力者） 

矢島 洋一 奈良女子大学院人間文化研究科・准教授 
スーフィズム史 
（早稲田大学拠点、 
京都大学拠点研究協力者） 

安田  慎 帝京大学経済学部観光経営学科・講師 
現代シーア派と聖者廟参詣 
（京都大学拠点研究協力者） 

山本 直輝 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科一貫制博士課程 

16～18世紀オスマン朝期のスーフ

ィズム 
（京都大学拠点研究協力者） 

吉田 京子 
東京大学大学院人文社会系研究科 
アジア文化研究専攻イスラム学講座・助教 

初期シーア派思想 
（京都大学拠点研究協力者） 

若松 大樹 国立ヒッタイト大学文理学部（トルコ） 
現代トルコにおけるアレヴィー集

団のオジャク（タリーカ）・聖者 
（京都大学拠点研究協力者） 

和崎 聖日 京都大学地域研究統合情報センター・研究員
中央アジア地域研究、人類学 
（京都大学拠点研究協力者） 
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【2014 年度事業の活動内容】  

 

１.拠点整備 

2014 年度は以下のような整備を行った。 

・ 本研究プロジェクトの推進するために設立された上智大学「イスラーム研究センター」を恒常的な研

究拠点として整備していくため、2013 年 4 月より継続して、本学予算でイスラーム研究センター付

きの特別研究員 1 名（登利谷正人、研究分担者）を配置した。 

・ 本研究プロジェクトと「上智大学カイロ研究センター」との連携強化のため、研究員（澤井真、研究

協力者）を 1 名、2014 年 5 月～9 月まで常駐させた。10 月以降はエジプトの政治情勢悪化のため非

常駐としたが、同センター責任者（赤堀雅幸、研究分担者）が情勢を確認の上、2015 年度以降も同

センターへの研究員派遣を継続することとし、機能の整備改善をはかった。 

・ 2013 年度に、早稲田大学と上智大学との間で締結した「イスラーム地域研究に関する学術協定」（大

学間連携等による共同研究）に基づき、「アジア・アフリカにおける諸宗教の関係の歴史と現状」研

究会を立ち上げた。早稲田拠点との連携の下、研究会を 3 件、招聘講演会を 1 件開催し、1 冊の研究

成果を出版した。 

・ 学部・学科・研究所レベルで「イスラーム地域研究」プログラムの研究会案内や出版物案内を積極的

に行うなど、活動内容の広報活動を行った。 

・ 研究活動・事務局運営は、市谷キャンパスの本プロジェクト専用室を拠点として実施した。人間文化

研究機構地域研究推進センター研究員および上智大学イスラーム研究センター特別研究員はこの事

務局において勤務するほか、個人の研究用のスペースとして、中央図書館内に研究室（共用）の貸与

が行われた。 

・ 人材養成については、PD、RA などの増員、PD 研究員の受け入れ、大学院生のプロジェクトへの参

加要請など積極的に行い、また若手研究者自身による研究会の運営を支援した。 

・ 成果報告については、SIAS Working Paper Series のほか、上智大学アジア文化研究所の刊行物を通し

て発表した。さらに、大学院グローバル・スタディーズ研究科地域研究専攻における大学院教育との

連携を前進させることができた。 

・ イスラーム原典叢書シリーズ（岩波書店）の一冊として刊行すべく、北澤・横田・高岡の三氏が中心

となり『ムスリム同胞団の思想―ハサン・バンナー論考集―』の翻訳作業を進めた（2015 年 3 月上

巻刊行）。 

・ 海外の研究機関および研究者との交流については、JICA との協力などのような上智大学が進めてい

る国際連携強化の流れと連携しつつ、また世界各地に存するイエズス会研究機関のネットワークへの

積極的な接続を図ることで研究活動の国際化を促進した。 

・ 一次資料の公開体制の整備に関しては、第 1 期に収集した東南アジア・キターブ・コレクション（約

2600 冊）はすでに上智大学アジア文化研究所図書室に移管し、中央図書館 OPAC 登録を完了した。
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また、同研究所と連携して内外の研究者による資料の積極的利用を推進した。 

 

２.研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動 

なし 

 

(2)研究グループの活動 

①「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」第 1 回研究会 

日時：2014 年 6 月 8 日(日) 13:30～17:30 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 2-603 号室 

共催：科学研究費・基盤研究（B）「現代中東におけるムスリム同胞団の総合的研究：各国での政治活

動と国際ネットワーク」（代表：横田貴之） 

概要：報告(1)では、ハサン・バンナー論考の翻訳の進捗状況の報告と、1930-40 年代のエジプトの社会

情勢についての報告があった。報告(2)では、経済の視点から権威主義体制論の系譜を概観することを通

して、イスラーム主義運動やイスラーム主義政党の動態研究がどのように今後の理論発展に貢献できる

のかその可能性が示された。 

（三代川寛子・田中友紀） 

 

プログラム： 

13:40-15:30 報告(1) 福永浩一（上智大学）・横田貴之（日本大学） 

「ハサン・バンナー論考―史料から見えるバンナーの思想と社会」 

15:40-17:30 報告(2) 今井真士 (日本学術振興会・特別研究員 PD） 

「政治経済（学）的要因から政治体制論の系譜を辿る」 

 

②「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」第 2 回研究会 

日時：2014 年 7 月 26 日(土) 13:00～17:00 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 2-603 号室 

共催：科学研究費・基盤研究（B）「現代中東におけるムスリム同胞団の総合的研究：各国での政治活

動と国際ネットワーク」（代表：横田貴之） 

概要：報告(1)は、イラン・イスラーム共和国における「特権企業グループ」の 1 つである「被抑圧者財団」

を事例に、企業グループが政治・経済にどのようなかかわりを持っているかを考察するものであった。報告(2)

は、2008 年から 2012 年にわたって行われたエジプトでの政治意識調査の結果をもとに、社会・経済の変容と

2011 年の革命でエジプト国民の政治意識がどのように変化したかを考察するものであった。 

（斉藤秋生子） 
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プログラム： 

13:00-15:00 報告(1) ケイワン・アブドリ（神奈川大学アジア研究センター客員研究員） 

「イラン・イスラーム共和国における国有コングロマリットの形成と含意: 「被抑圧者財

団の事例」」 

15:10-17:10 報告(2) 岩崎えり奈（上智大学）「エジプトの革命と社会経済変容」 

  

③「スーフィズム・聖者信仰」第 1 回研究会 

日時：2014 年 7 月 28 日(土) 13:30～17:30 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 10 階 2-1015a 教室 

共催：SIAS/KIAS、科研費基盤 B「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」（代表：赤堀雅幸） 

    科研費基盤 B「南アジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」（代表：東長靖） 

概要： WOCMES 2014 Ankara で、“The Vicissitudes of Sufi Movement in the Society: Past and the Present”

と題する、スーフィーの活動の社会的側面に焦点を当てた部会を組織することになっていたため、その

打ち合わせのため日本語によるプレセッションを開催した。また、それとは別に通常の研究発表として

オスマン朝のスーフィズムについての研究発表を行った。 

（赤堀雅幸・三代川寛子） 

 

プログラム： 

13:30-16:10 WOCMES パネル・プレセッション 

報告(1) 高橋圭（上智大学） 

「スーフィー教団の組織化と社会参加―20 世紀初頭エジプトにおけるスーフィズム系任意団

体の出現」 

報告(2) 丸山大介（上智大学） 

「現代スーダンにおけるスーフィズム再解釈の試み―サラフィー主義との関係を中心に」 

報告(3) 赤堀雅幸（上智大学） 

「スーフィズム・聖者崇敬複合論に向けて―人類学からのアプローチ」 

16:30-17:30 研究発表 

発表(1) 山本直輝（京都大学大学院） 

「オスマン朝期のイスラーム改革―ビルギヴィーのシャリーア絶対主義的タサウウフ」 

 

④中東学会世界大会 WOCMES パネルセッション 

“The Vicissitudes of Sufi Movement in the Society: Past and the Present” 

日時：2014 年 8 月 21 日(木) 14:30～16:30 

場所：トルコ（中東工科大学、アンカラ）FEAS B Building G 208 
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共催：SIAS/KIAS、科研費基盤 B「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」（代表：赤堀雅幸） 

    科研費基盤 B「南アジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」（代表：東長靖） 

概要： スーフィーの活動の社会的側面に焦点を当てた部会を組織した。対象の時代は 16 世紀から現

代まで、資料も文献中心から臨地調査主体まで及び、共同研究の性格にふさわしい幅の広いパネルとな

った。ディスカッションでは、個々の発表への質問とコメントだけではなく、三極構造論やスーフィズ

ム・聖者崇敬複合論をめぐり、全体に関わる質疑や提言もなされ、聴衆からの意見もこれに加わって、

議論はかなり活発に行われた。 

（赤堀雅幸・三代川寛子） 

 

プログラム： 

  14:30-14:50  Haruka Endo (London University) 

“Al-Sha’rani’s Mystical Teachings: In Relation to a Polemic against Ibn ‘Arabi in Egypt” 

  14:50-15:10  Kei Takahashi (Sophia University) 

“Tariqas and Voluntary Associations in Early Twentieth Century Egypt” 

  15:10-15:30  Daisuke Maruyama (JSPS Research Fellow)  

“Redefining Sufism in Social and Political Context: The Relationship among Sufis, Salafis and 

the Government in Contemporary Sudan” 

  15:30-15:50  Masayuki Akahori (Sophia University)  

“Towards the Theory of a Dynamic Composite of Sufism and Saint Veneration in Islam: An 

Anthropological Approach” 

  15:50-16:10  Yasushi Tonaga (Kyoto University) Comments 

  16:10-16:20  Marc Toutant (CETOBaC, France) Comments 

  16:20-16:30  Open Discussion 

 

⑤講演会「グローバルな知的交流のなかの東南アジア・ウラマー―歴史的視点と現代的意義―」 

日時：2014 年 9 月 24 日(水) 14:00～17:00 

場所：上智大学四谷キャンパス 12 号館 2 階 202 号室 

共催：上智大学アジア文化研究所 

概要：本セミナーは、アジュマルディ・アズラ氏の福岡アジア文化賞（学術賞）受賞を記念して開催

された。アジュマルディ氏は、17-18世紀におけるマレー・インドネシア地域途中等を結ぶウラマーのネ

ットワークに関する自身の研究成果を紹介しつつ、東南アジアのムスリムが中東のムスリムと活発に交

流していたことを指摘し、東南アジアのイスラームを動態的に理解することの重要性を論じた。塩崎悠

輝氏は、アジュマルディ氏の研究の位置づけを行うとともに、この研究が膨大なアラビア語やマレー語

ジャウィ表記の様々な分野の宗教書に依拠していることに注目し、これらの資料をより積極的に研究に
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利用する必要性を指摘した。      

（川島緑） 

 

プログラム： 

講演(1)：アジュマルディ・アズラ（国立イスラーム大学ジャカルタ校） 

“The Significance of Southeast Asia for Global Islamic Studies: Ulama Networks in Historical and 

Sociological Perspective” 

講演(2)：塩崎悠輝（日本学術振興会特別研究員PD・早稲田大学） 

    “Kitab Jawi Study and Exploration of the Global Ulama Network: Succession of the Islamic 

Intellectual Heritage among the Southeast Asian Ulama” 

 討論：中村光男（千葉大学） 

 

⑥合宿研究会「スーフィズム・聖者信仰」 

日時：2014 年 9 月 27 日(土)～9 月 28 日(日) 

場所：東洋大学箱根保養所（箱根湯本） 

共催：SIAS/KIAS、科研費基盤 B「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」（代表：赤堀雅幸） 

    科研費基盤 B「南アジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」（代表：東長靖） 

概要：研究発表 1 件、調査報告 3 件、文献発表 2 件を実施した。まず井上貴恵は、スーフィーのルーズ

ビハーンの思想を、今松泰はトルコの聖者廟調査の報告を、黒岩高と中西竜也はそれぞれ中国の門宦の

調査報告を行った。安田慎と近藤文哉は Nile Green による Sufism: A Global History の第 4 章を前後半で分

担し文献発表を行った。 

（近藤文哉） 

 

プログラム： 

2014 年 9 月 27 日（土） 

14:30-14:40 開会の挨拶・趣旨説明・自己紹介等 

14:40-16:40 研究発表(1) 井上貴恵（東京大学） 

「預言者・聖者論から見たルーズビハーン思想の展開に関する一考察」 

17:00-17:40 海外調査報告会(1) 今松泰（京都大学）「トルコ調査報告」 

17:50-18:30 海外調査報告会(2) 黒岩高（武蔵大学）・中西竜也（京都大学）「中国調査報告」 

 

2014 年 9 月 28 日（日） 

9:00-9:50 文献発表(1) 安田慎（帝京大学） 

“Chapter 4: From Colonization to Globalization (1800-2000),” Nile Green, Sufism: A Global 
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History, Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.＊前半部分 

10:00-10:50 文献発表(2) 近藤文哉（上智大学） 

“Chapter 4: From Colonization to Globalization (1800-2000),” Nile Green, Sufism: A Global 

History, Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.＊後半部分 

10:50-11:00 閉会の挨拶、解散 

 

⑦合宿研究会「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」 

日時：2014 年 9 月 27 日(土)～9 月 28 日(日) 

場所：山喜旅館（伊東市） 

共催：科学研究費補助金基盤研究（B）「現代中東におけるムスリム同胞団の総合的研究：各国での政治

活動と国際ネットワーク」 

概要：総合コメントにおいて浜中氏は本研究会の発表を、(1)経済・財政・労働分野の政策決定過程や制

度の分析と、(2)経済要因に着目した政治行動分析の 2 つに分類した。また同氏は研究対象の現象そのも

のを追うことの意義を問い、政治イベントだけを追ってもその原因を追究することはできず、現象の背

後にあるメカニズム（現象生成の因果関係）を推論によって知ることが重要であるとした。それに対し

渡邊氏から、ある現象を実証するためには現象そのものを明らかにするプロセスも必要であるとの反論

がなされた。 

（齋藤秋生子） 

 

プログラム： 

2014 年 9 月 27 日(土) 

12:30-12:40  開会挨拶：私市正年（上智大学） 

12:40-13:00 自己紹介 

第１部：自由発表 

発表 1-1（13:00-14:30） 

13:00-13:50 高橋雅英（上智大学）「国営石油会社「Sonatrach」とアルジェリアの権力構造（仮）」  

13:50-14:00 溝渕正季（名古屋商科大学）コメント 

14:00-14:30 質疑 

第 2 部：特集「イスラーム諸国の政治社会変容―政治経済的要因からの比較」 

発表 2-1（14:30-16:00） 

14:30-15:20 渡邊祥子（アジア経済研究所） 

「1940 年代チュニジアにおける義勇兵運動の動員メカニズム」 

15:20-15:30 若桑遼（上智大学）コメント  

15:30-16:00 質疑 
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休憩（16:00～16:15） 

発表 2-2（16:15-17:45） 

16:15-17:05 小林周（慶應義塾大学） 

「政変後リビアが直面する課題：政変の経済的側面の検証を軸に」 

17:05-17:15 横田貴之（日本大学）コメント  

17:15-17:45 質疑 

夕食（18:00～18:50） 

発表 2-3（19:00-20:30） 

19:00-19:50 井堂有子（東京大学）「食糧補助金制度改革の政治経済学：エジプトの事例（仮）」 

19:50-20:00 清水学（元帝京大学）コメント 

20:00-20:30 質疑 

 

2014 年 9 月 28 日(日) 

発表 2-4（8:30-10:00） 

8:30-9:20 荒井康一（上智大学）「トルコにおける政党制の変容と経済的要因（仮）」 

9:20-9:30 岩坂将充（同志社大学）コメント 

9:30-10:00 質疑 

発表 2-5（10:00-11:30） 

10:00-10:50 松尾昌樹（宇都宮大学）「湾岸アラブ諸国の財政と経済」 

10:50-11:00 石黒大岳（アジア経済研究所）コメント 

11:00-11:30 質疑 

総合討論(11:30-12:30) 

11:30-11:45 濱中新吾（山形大学）総合コメント 

11:45-12:25 総合討論 

12:25-12:30 私市正年 閉会の挨拶 

 

⑧「東南アジアのイスラームと近代」講演会 

日時：2014 年 10 月 24 日(金) 17:30～19:00 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 6 階 615a 会議室 

共催：上智大学アジア文化研究所 

使用言語：英語（通訳なし） 

概要：国民の大半がムスリムであるインドネシアでは、憲法前文に記された建国五原則（パンチャシラ）

は多宗教共存を保障すると解釈されてきた。実際は、スハルト政権下（1962-98）で宗教を制度的に確立

する政策をとられたために、イスラームが優位に置かれた。少数派は周縁化され、さらに政権崩壊後の
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民主化の中では「公認」されない宗教や異端視される宗派は排除されるようになった。しかし、最近就

任したばかりの宗教大臣は公認宗教以外の宗教にも関心を払うべきであると明言した。社会の中の宗教

をめぐる議論はまだ続くとともに変化する可能性がある。 

（小林寧子） 

 

プログラム： 

司会 小林寧子（南山大学） 

講演 カレル・スティーンブリンク（ユトレヒト大学） 

“Religion in Independent Indonesia, 1945-2014: Pancasila, a Deficient Instrument for Interreligious 

Harmony” 

 

⑨イスラ・ミッラージュ物語の比較に関する勉強会 

 日時：2014 年 12 月 6 日(土) 13:00～17:30 

場所：上智大学四谷キャンパス中央図書館 6 階 L-612 会議室（アジア文化研究所図書室） 

概要：本勉強会では、川島緑氏による上智大学アジア文化研究所所蔵東南アジアキターブ・コレクシ

ョンの収集及び整理状況等の報告及び小河久志氏によるバンコクでのキターブ収集報告の後、菅原由美

氏による東南アジアで形成・発展を遂げたイスラ・ミラージュ物語比較研究についての報告が行なわれ

た。報告の内容は、イスラ・ミラージュ物語の比較研究を行なうための史料の選定、比較研究対象地域・

時代の設定等、研究の基本的枠組み及び方法論を中心とするものであった。 

（茂木明石） 

 

プログラム： 

発表(1) 川島緑（上智大学） 

「上智大学アジア文化研究所所蔵東南アジアキターブ・コレクション紹介」 

発表(2) 小河久志（大阪大学）「バンコクでのキターブ収集報告」 

発表(3) 菅原由美（大阪大学）「イスラ・ミッラージュ物語の比較研究に向けて」 

 

⑩国際シンポジウム「『アラブの春』後の中東におけるイスラーム主義の再考」 

“Revisiting Islamism in the Middle East after the 'Arab Spring'” 

日時：2015 年 1 月 24 日(土) 9:45～16:00 

場所：上智大学四谷キャンパス中央図書館 9 階 L-911 会議室 

共催：科学研究費補助金基盤研究（B）「現代中東におけるムスリム同胞団の総合的研究：各国での政

治活動と国際ネットワーク」 

使用言語：英語（同時通訳付き） 
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概要：シンポジウムでは、『アラブの春』以降の中東諸国におけるイスラーム主義の再考というテーマ

で、国内外の専門家による報告が行なわれた。近年、アラブの春において政治的に台頭したイスラーム

主義は退潮しているのではないかと言われている。今回、この指摘を端緒としてムスリム同胞団を中心

とした事例報告がなされ、各国ごとにイスラーム主義運動の組織化の程度、そして政治関与の程度が示

された。総括としては、イスラーム主義は社会的、歴史的背景によって変容をし続けており、一義的に

規定することは危険だということが確認された。 

（田中友紀） 

 

プログラム： 

9:45-10:00  開会の辞 

10:00-12:00 セッション 1 

発表(1)  アッザアーム・フネイディ（イスラーム行動戦線党・元議員、ヨルダン）  

“Islamism and Islamists” 

発表(2)  清水雅子（上智大学） 

“Political Power-sharing without Government Posts?: Hamas and the Palestinian Politics of 

National Reconciliation since 2011” 

発表(3)  フィクリー・ナビール（カイロ・アメリカ大学、エジプト） 

“Egyptian Politics After 2011 Uprising: The effect of Islamism on Civil Military Relations during 

Transition in Egypt” 

討論：北澤義之（京都産業大学） 

 

13:00-14:30 セッション 2 

発表(1) 石黒大岳（アジア経済研究所） 

“Muslim Brotherhoods in the Gulf Countries: Political Participation and its consequences in 

Kuwait” 

発表(2) ズビール・アルース（アルジェ大学、アルジェリア） 

“The Islamic Era and Women Issues in the Arab Constitutions between the Problematic of 

Identity and Social Prohibitions” 

討論：渡邊祥子（アジア経済研究所） 

14:50-15:50 総合討論 

総合コメント：清水学（ユーラシア・コンサルタント） 

15:50-16:00 閉会の辞 
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⑪研究会「アジアのムスリムとパレスチナ問題：1930 年代を中心に」 

日時：2015 年 3 月 2 日(月) 13:00～17:30 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 6 階 615 会議室 

概要：1930〜40 年代においてパレスチナ問題は、ムスリムの世界連帯をどこまでどう高めたのか。

小林氏は、インドネシアでイスラーム定期刊行物がパレスチナ問題を継続的に扱った事実をとりあげ、

ムスリムの連帯の高まりを示そうとした。松本氏は、中国の漢語イスラーム雑誌の比較検討とともに同

国のムスリムにおけるパレスチナ問題への関心の高さを指摘した。山根氏は、ウルドゥー詩の分析を通

して、インド・ムスリムのアラブへの連帯意識や汎イスラーム主義が高まりゆく様子を伝えた。臼杵氏

のコメントは、イギリスの植民地政策がムスリム連帯の力学を生み出すという側面を明らかにするもの

で、重要な知見であった。           

（佐々木拓雄） 

 

プログラム： 

司会：川島緑（上智大学） 

13:00-13:05  小林寧子（南山大学）「趣旨説明」 

13:05-14:05 小林寧子 

「インドネシアのムスリムとパレスチナ問題―1920～30 年代イスラーム定期刊行物を中心に」 

14:10-15:10 松本ますみ（室蘭工業大学） 

「日本占領下中国ムスリムが伝えた中東情勢:1930 年代末から 1940 年代初頭」 

15:15-16:15 山根 聡（大阪大学） 

「ウルドゥー詩にみられるパレスチナ問題―インド・ムスリムのまなざし」 

16:30-17:30：総合討論 

コメント 臼杵 陽（日本女子大学） 

 

⑫KIAS/SIAS 共催国際ワークショップ “Piety, Politics and People in the Modern Islamic World” 

日時：2015 年 3 月 2 日（月）13:30-18:10 

場所：京都大学総合研究棟 2 号館 4 階会議室（AA447） 

共催：科学研究費補助金基盤研究（B）「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」 

     科学研究費補助金基盤研究（B）「南アジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」 

（※詳細は京大拠点の研究会報告を参照） 
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⑬「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」第 3 回研究会「アルジェリアの権威主義」（四谷） 

日時：2015 年 3 月 14 日（土）15:00-17:00 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 2-603 号室 

共催：上智大学アジア文化研究所 

科学研究費・基盤研究（B）「現代中東におけるムスリム同胞団の総合的研究：各国での政治活

動と国際ネットワーク」（代表：横田貴之） 

概要：報告者は、アルジェリアにおける政治経済プロセスに組み込まれた腐敗を、システム化された

腐敗として分析した。その中心に位置するのが軍の最高司令部（プレトリアン：親衛隊）で、彼らがア

ルジェリアにおけるゲームのルールを決定した。親衛隊の権力は軍の領域を越え、全ての国家機関や、

政治経済など市民活動全般に浸透していき、国家指導者や政府の指名だけでなく、諸外国との貿易・金

融取引をも指揮するようになった。コメンテーターの浜中氏からは主として理論面からコメントがなさ

れた。                                   

     （私市正年） 

 

プログラム： 

 15:00-16:00 研究発表：ムハンマド・ハシュマーウィー（フランス・IREMAM 研究員） 

“Algeria: Corruption of a System or a System of Corruption?” 

16:00-16:15 コメント：浜中新吾（山形大学） 

16:15-17:00 質疑応答 

使用言語：英語（通訳なし） 

 

⑭「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」第 4 回研究会（四谷） 

日時：2015 年 3 月 17 日（火）14:30-17:30 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 6 階 615-a 会議室 

共催：科学研究費・基盤研究（B）「現代中東におけるムスリム同胞団の総合的研究：各国での政治活

動と国際ネットワーク」（代表：横田貴之） 

概要：高橋氏は、2005 年炭化水素法は市場志向型の自由化政策として捉えられてきたが、結果として

炭化水素部門と国営石油会社が大統領の直接管理下に置かれることになったと指摘した。白谷氏は、「与

党・野党のローテーション制」という新たな概念を提示し、「アラブの春」によって再確認されたモロッ

コ王制の安定性を分析した。ハシュマーウィー氏の指摘として、個別の事例を分析する際、その前提条

件となる国家における政治ゲームのルールを丁寧に理解することの重要性が共通して挙げられた。 

（白谷望） 
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プログラム：  

研究発表(1): Masahide Takahashi (Sophia University)  

“Bouteflika’s Hydrocarbon Policy: Institutional Change Effected through the 2005 Hydrocarbon Law.” 

研究発表(2): Nozomi Shiratani (Sophia University)  

“A New Strategy under the Name of Nominal Democracy in Morocco: The Rotation of the Ruling 

Parties and the Oppositions.” 

コメント：Mohammed Hachemaoui（フランス・IREMAM 研究員） 

質疑応答 

 

３.海外派遣・調査 

(1)拠点全体としての活動 

中東学会世界大会(WOCMES)参加、研究発表 

出張期間：2014 年 8 月 16 日(土)～8 月 22 日(金) 

出張先:トルコ（中東工科大学、アンカラ） 

 出張者：遠藤春香（ロンドン大学東洋・アフリカ研究院・博士後期課程）、 

丸山大介（日本学術振興会特別研究員 PD・上智大学） 

 ＊出張費の一部に NIHU 機構長裁量経費を使用 

 

(2)研究グループの活動 

①中東学会世界大会(WOCMES)参加、研究発表およびコメント 

出張期間：2014 年 8 月 17 日(日)～8 月 22 日(金) 

 出張先：トルコ（中東工科大学、アンカラ）  

 出張者：マーク・トゥタン（SETOBAC、パリ） 

 概要：中東工科大学で開催された中東学会世界大会 WOCMES (8/18-8/22) に参加し、様々な分野の研究

者と意見交換を行うとともに、21 日のパネル“The Vicissitudes of Sufi Movement in the Society: Past and the 

Present”でコメンテーターを務めた。個々の発表への質問とコメントを行った後、三極構造論やスーフィ

ズム・聖者崇敬複合論をめぐる議論に参加した。 

（マーク・トゥタン、三代川寛子） 

 

②トルコ聖者廟調査 

 出張期間：2014 年 8 月 23 日(土)～9 月 1 日(月) 

 出張先：トルコ各地の聖者廟 

出張者：遠藤春香（ロンドン大学東洋・アフリカ研究院・博士後期課程） 

丸山大介（日本学術振興会特別研究員 PD・上智大学） 
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マーク・トゥタン（SETOBAC、パリ） 

 概要：トルコにおけるスーフィズム・聖者崇敬の実態とタリーカの活動内容の把握を目的として、ア

ンカラを中心にトルコ各地の聖者廟やザーウィヤを訪問し、聞き取り調査や聖者崇敬の様子の観察を行

った。スーフィーとして活躍した人物たちの聖者廟を訪れる今回の現地調査は、彼らの足跡を辿り、ス

ーフィー研究の考察を一層深める上で非常に有意義であった。 

（遠藤春香・丸山大介・マーク・トゥタン） 

 

③エジプトでの資料収集、聞き取り調査 

 出張期間：2014 年 8 月 29 日(金)～9 月 7 日(日) 

 出張先：エジプト（国立図書館、アフラーム政治戦略研究所） 

 出張者：福永浩一（上智大学グローバル・スタディーズ研究科・博士後期課程） 

 概要：本出張では、第一にムルスィー政権崩壊後のエジプトの政治・社会状況とイスラーム主義運動

の実態調査、第二に王制期のエジプトの思想史に関する史料収集と文献閲覧を目的とし、カイロで現地

調査を実施した。国立図書館において 1940 年代の主要新聞、イスラーム主義系雑誌等のマイクロフィル

ム閲覧・複写資料の入手を行った。 

（福永浩一） 

 

④アルジェリアでの資料収集 

出張期間：2015 年 2 月 24 日(火)～3 月 5 日(木) 

出張先：アルジェリア（アルジェ大学 CREAD、ブー・サアーダ市ダール・アル＝ハリール文書館） 

出張者：私市正年（上智大学総合グローバル学部・教授） 

概要：ブー・サアーダ市ダール・アル＝ハリール文書館にて、文献資料を基に、イスラーム改革運動と

ナショナリズム運動の関係について調査と意見交換を実施した。アルジェリア大学 CREAD にてアルー

ス・ズビール教授（研究分担者）およびラウーフ・カーシミー教授とアルジェリアのイスラーム運動の

現状について意見交換を行った。 

（私市正年） 

 

⑤インドネシア・シンガポールでの調査、資料収集 

 出張期間：2015 年 3 月 6 日(金)～3 月 14 日(土) 

 出張先：インドネシア（ジャカルタ、国立図書館）、 

シンガポール（ISEAS：東南アジア研究所、ARI：アジア研究所） 

 出張者：小林寧子（南山大学外国語学部・教授） 

 概要：ジャカルタの国立図書館で文献調査を行った。特に植民地末期のイスラーム雑誌を閲覧し、必

要箇所をコピーした。シンガポールでは、アジア研究所(ARI)でフィーナー博士とインドネシア・イスラ
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ーム研究に関する意見交換を行った。また、東南アジア研究所(ISEAS)を訪問した。 

（小林寧子） 

 

⑥アメリカでの調査、資料収集 

出張期間：2015 年 3 月 8 日(日)～3 月 16 日(月) 

出張先：アメリカ（カリフォルニア大学バークレー校） 

出張者：高橋圭（上智大学アジア文化研究所・客員所員） 

概要：今回の調査では、カリフォルニア大学バークレー校イスラーム研究センター、および同校図書館

やザイトゥーナ・カレッジなどを訪問の上スタッフたちと意見交換を行い、北米地域におけるムスリム・

ネットワークに関する調査と、資料調査を実施した。  

（高橋圭） 

 

⑦インドネシアでの調査、資料収集 

出張期間：2015 年 3 月 14 日(土)～3 月 20 日(金) 

出張先：インドネシア（ジャカルタ、宗教省イスラーム教育局、宗教省研究開発局） 

出張者：服部美奈（名古屋大学大学院教育発達科学研究科・教授） 

概要：本出張は、インドネシアの学校教育で新しく施行された 2013 年カリキュラムにおける宗教教育

の位置づけと新政権発足後のイスラーム教育の変化に関する資料・情報の収集を目的とした。宗教省イ

スラーム教育局マドラサ教育課、宗教省研究開発局を訪問し、関係者へのインタビューを行うとともに、

スナン・カリジャガ国立イスラーム宗教大学、インドネシア教育大学の研究者へのインタビューを行っ

た。また、宗教省研究開発局において、宗教省が刊行している数種類の学術雑誌・書籍等の収集を行っ

た。  

（服部美奈） 

 

⑧エジプトでの調査、資料収集 

出張期間：2015 年 3 月 16 日(月)～3 月 27 日(金) 

出張先：エジプト（カイロ、国立図書館、国立公文書館） 

出張者：茂木明石（上智大学アジア文化研究所・客員所員） 

概要：今回のエジプト・カイロ出張では、カイロに点在する聖者廟を複数訪問して調査を行うとともに、

アラブ写本研究所や書店などにおいてアラビア語史資料の調査・収集作業を実施した。 

（茂木明石） 
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⑨イギリス・エジプトでの調査、資料収集 

出張期間：2015 年 3 月 20 日(金)～3 月 30 日(月) 

出張先：イギリス（ロンドン、国立公文書館）、エジプト（カイロ、国立図書館、総主教座図書館） 

出張者：三代川寛子（上智大学アジア文化研究所・客員所員） 

概要：イギリスでは、国立公文書館にて、イギリス植民地期のエジプトに対するマイノリティ政策に関

する資料収集を行った。エジプトでは、国立図書館にて 20 世紀初頭のエジプトの新聞・雑誌記事を調査

し、1910 年のコプト会議および 1911 年のエジプト会議に関する資料収集を行った。 

（三代川寛子） 

 

４.外国人研究者の招聘   

(1)拠点全体としての活動   

なし 

 

(2)研究グループの活動 

①塩崎悠輝氏招聘 

（講演会「グローバルな知的交流のなかの東南アジア・ウラマー―歴史的視点と現代的意義―」） 

所属（国籍）：日本学術振興会特別研究員（PD）・早稲田大学（日本） 

期間：2014 年 9 月 22 日(月)～9 月 25 日(木) 

活動概要：セミナー「グローバルな知的交流のなかの東南アジア・ウラマー―歴史的視点と現代

的意義―」にて、研究発表を行った。共に講演したアジュマルディ氏の研究の位置づけを行うとと

もに、この研究が膨大なアラビア語やマレー語ジャウィ表記の様々な分野の宗教書に依拠している

ことに注目し、これらの資料をより積極的に研究に利用する必要性を指摘した。 

（塩崎悠輝、川島緑） 

 

５.資料収集  

これまでの東南アジア・キターブ研究を継続し、ジャウィ文字で書かれたイスラーム書である「キタ

ーブ」に関する研究書の収集を行った。また、これまで収集した東南アジア全域にわたって流通するキ

ターブを用いて、東南アジアにおけるイスラーム・ネットワークの研究を進めるとともに、上智大学中

央図書館にキターブ・コレクションを設け、蔵書をカタログ化することにより、東南アジア・キターブ

の研究拠点の形成を進めた。 

 また、2011 年以降の一連の政治変動、民主化運動の流れを追うため、チュニジアおよびモロッコの政

治史・政治情勢関連の書籍を収集した。加えて、以前から継続して行っているスーフィズム関連の研究

書、学術雑誌の収集も進めた。 
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主要な資料は次のとおり。 

①資料名 東南アジアのイスラーム書に関する研究書 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：8 冊 

 ・資料内容：マレー語および英語で書かれたイスラーム関連書籍 

 ・収集目的：東南アジアにおけるイスラーム・ネットワークの在り方を調査するため 

 ・所蔵場所：上智大学アジア文化研究所図書室（中央図書館 6 階 L-612 号室） 

 ・収集方法：Universiti Teknologi Malaysia, Centre for Advanced Studies on Islamic, Science and Civilisation 

(CASIS)を訪問し、同センター発行の研究書を収集した。 

 ・収集期間：2014 年 12 月 2 日（火） 

 

②資料名 チュニジアの政治情勢関連資料 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：14 冊 

 ・資料内容：チュニジアの政治史、政治情勢分析 

 ・収集目的：アラブ政変後のチュニジアに関する研究動向を調査するため 

 ・所蔵場所：上智大学イスラーム研究センター（市ヶ谷キャンパス研究棟 5 階 511 号室） 

 ・収集方法：チュニジアの書店にて直接購入 

 ・収集期間：2014 年 12 月 24 日（水）～2015 年 1 月 2 日（金） 

 

③資料名 スーフィズム関連学術雑誌、研究書 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：18 冊 

 ・資料内容：スーフィズム・聖者信仰・神秘主義関連 

 ・収集目的：スーフィズム関連の研究の最新の動向を調査するため 

 ・所蔵場所：上智大学イスラーム研究センター（市ヶ谷キャンパス研究棟 5 階 511 号室） 

 ・収集方法：（有）Book House Network および amazon.co.jp を通して購入 

 ・収集期間：2015 年 1 月 23 日（金）、2 月 25 日（水）、3 月 5 日（木）、3 月 6 日（金） 

 

④資料名 モロッコの政治情勢関連資料 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：5 冊 

 ・資料内容：モロッコの政治史、政治情勢分析 

 ・収集目的：アラブ政変後のモロッコに関する研究動向を調査するため 
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 ・所蔵場所：上智大学イスラーム研究センター（市ヶ谷キャンパス研究棟 5階 511 号室） 

 ・収集方法：日本の書店（ナガラ図書）を通して購入 

 ・収集期間：2015 年 2 月 12 日（木） 

 

⑤資料名 アラブ諸国の政治情勢関連資料 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：8 冊 

 ・資料内容：アラブ諸国におけるイスラーム主義と政治情勢分析 

 ・収集目的：アラブ政変後のイスラーム主義運動に関する研究動向を調査するため 

 ・所蔵場所：上智大学イスラーム研究センター（市ヶ谷キャンパス研究棟 5階 511 号室） 

 ・収集方法：日本の書店（ナガラ図書）を通して購入 

 ・収集期間：2015 年 3 月 9 日（月） 

 

６.研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔図書〕計（ 3 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ

SUGAHARA Yumi 
ed.（拠点構成員） 

Comparative Study of Southeast Asian 
Kitabs (3): Papers on the Story of Isra 
Mi‛raj Presented at the Sophia 
University Workshop on May 18, 2013. 
(SIAS Working Paper Series No. 23) 

上智大学イスラー

ム研究センター 
23 2015 68 

川島 緑（編） 
（研究分担者） 

『多文化交流のなかのイスラーム：

東南アジアの写本美術、物語、装い

から―2013 年 10 月 19 日 NIHU「イ

スラーム地域研究」主催国際シンポ

ジウム講演記録―』 
Islam in Cultural Interactions: 
Manuscript Art, Stories, and Dress in 
Southeast Asia: Proceedings of the 
Symposium Organized by the NIHU 
Program for Islamic Area Studies on 
October 19, 2013.  
(SIAS Working Paper Series No. 24) 

上智大学イスラー

ム研究センター 
24 2015 70 

YOKOTA Takayuki 
ed.（研究分担者） 

Revisiting Islamism in the Middle East 
after the 'Arab Spring.'  
(SIAS Working Paper Series No. 25) 

上智大学イスラー

ム研究センター 
25 2015 90 
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■拠点発行物以外の研究成果物   

〔論文〕計（ 67 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

私市 正年 
（拠点代表） 

「2014 年アルジェリア大統領選挙―政

軍関係の変化と先送りされた政治課

題」 

『中東研究』 521 2014.9 3-12 

「「アラブの春」から シャルリ・エブ

ド事件に至る道」 
『ふらんす』 特別

編集

号 

2015.3 85-87 

川島 緑 
（研究分担者） 

「南部フィリピン紛争 ―宗教的民族

概念の形成と再定義をめぐって―」 
『アジア太平洋研

究』 
37 2014 41-56 

堀井 聡（訳）、 
川島 緑（解説） 
（研究分担者） 

「『新しい黎明』―1960 年代カイロのフ

ィリピン･ムスリム留学生論文集邦訳･

解説(9)」 

『上智アジア学』 32 2014 177-193

AKAHORI 
Masayuki 

（研究分担者） 

“Editor’s Preface of the Special Feature: 
The Vicissitudes of the Sufi Movement in 
Society: Past and Present” 

『イスラーム世界

研究』 
8 2015 1-3 

“Towards a Dynamic View of Sufism and 
Saint Veneration in Islam: An 
Anthropological Approach” 

『イスラーム世界

研究』 
8 2015 57-68 

“Panel 3, Report on the Fourth World 
Congress for Middle Eastern Studies: 
WOCMES-4” 

『日本中東学会年

報』 
30-2 2014 176-178

赤堀 雅幸 
（研究分担者） 

「現代の地域研究が試される場の一つ

としてのエジプト」 
『日本中東学会年

報』 
30-2 

 
2014 121-126

「第 4 回中東研究世界大会

（WOCMES-4）参加報告」 
『日本中東学会ニ

ューズレター』 
137 2014 7-16 

「原理主義」 国立民族学博物館

編『世界民族百科

事典』丸善出版 

 2014 140-141

「文明の衝突」 国立民族学博物館

編『世界民族百科

事典』丸善出版 

 2014 376-377

澤江 史子 
（研究分担者） 

「トルコ共和国」 『中東・イスラー

ム諸国 民主化ハ

ンドブック 2014-
中東編-』 

 2015 282-317

横田 貴之 
(研究分担者) 

 

「エジプト―二つの『革命』がもたら
した虚像の再考」 

青山弘之（編）『「ア
ラブの心臓」に何
が起きているの
か：現代中東の実
像』岩波書店 

 2014 1-28 

「ムスリム同胞団ハサン・バンナーの
『行動の思想』」 

『史林』 98-1 2015 172-201

新井 和広 
（研究分担者） 

「海を渡る聖者の「記憶」――ハドラ

マウトとインドネシアにおけるハウル

（聖者記念祭）を通じて」 

堀内正樹（編著）

『＜断＞と＜続＞

の中東─非境界的

世界を游ぐ』悠書

館 

 2015.2 183-212
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小林寧子 
（研究分担者） 

 

「変容するナフダトゥル・ウラマーの

二重指導体制――ウラマーの権威と指

導力の乖離」 

『アジア経済』 55-3 2014.9 56-85 

「インドネシア・イスラーム史研究の

現在」 
『歴史評論』 776 2014. 

12 
39-51 

ヴェリヤト･ 
シリル 

（研究分担者） 

「ヒンドゥー教における信仰観」 宮本久雄・武田な

ほみ（編著）『信と

は何か―現代にお

ける〈いのち〉の

泉』日本キリスト

教団出版局 

 2014 185-204

北澤 義之 
（拠点構成員） 

「不透明な混乱の収束―台頭する ISIS
の影響―」 

『改革者』 9 月

号 
2014 22-25 

髙岡 豊 
（拠点構成員） 

「イスラーム過激派とマシュリク社会

－「アラブの春」とテロリズムの将来

－」 

『アジア経済』 55-1 2014 53-66 

「シリア-「真の戦争状態」が必要とす

る「独裁」政権」 
青山弘之（編著）

『「アラブの心臓」

に何が起きている

のか』岩波書店 

 2014 29-54 

「「イスラーム国」とシリア紛争」 吉岡明子・山尾大

（編著）『「イスラ

ーム国」の脅威と

イラク』岩波書店

 2014 177-202

「イスラーム国」とシステムとしての

外国人戦闘員潜入」 
『中東研究』 522 2015 18-31 

Kazuo 
MORIMOTO 

（拠点構成員） 

“Keeping the Prophet’s Family Alive: 
Profile of a Genealogical Discipline” 

Sarah Bowen 
Savant and Helena 
de Felipe (eds.), 
Genealogy and 
Knowledge in 
Muslim Societies: 
Understanding the 
Past, Edinburgh: 
Edinburgh 
University Press 

 2014 11-23 

“Ketāb al-naqż” Ehsan Yarshater 
(ed.), 
Encyclopaedia 
Iranica  

 2015 online 

“Book Review: Stephennie Mulder, The 
Shrines of the ʿAlids in Medieval Syria: 
Sunnis, Shiʿis and the Architecture of 
Coexistence, Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 2014, xiv, 297 pp.” 

Bulletin of the 
School of Oriental 
and African Studies

77-3 2014 577-579

“Book Review: Arnold E. Franklin, This 
Noble House: Jewish Descendants of King 
David in the Medieval Islamic East, 
Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2013, xv + 297 pp.” 

International 
Journal of Asian 
Studies 

11-2 2014 211-213
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森本 一夫 
（拠点構成員） 

「ティムール家のアリー裔血統主張に

関する新証拠」 
『オリエント』 57-2 2015.3 77-90 

「ナーセル・ホスロウとその《旅行

記》：屋上に牛はいたのか」 
長谷部史彦（編）

『地中海世界の旅

人：移動と記述の

中近世史』慶應義

塾大学出版会 

 2014 237-256

「新刊紹介：堀池信夫（総編集），堀川

徹（編）『知の継承と展開：イスラーム

の東と西』知のユーラシア 2，明治書院，

2014 年」 

『オリエント』 57-1 2014 95-96 

今井 真士 
（研究協力者） 

「権威主義体制下の単一政党優位と体

制転換：競合性の制度化の効果」 
『日本比較政治学

会年報』 
16 2014 79-100 

岩坂 将充 
（研究協力者） 

「トルコにおける『民主化』の手法―
文民化過程にみる『制度』と『思想』

の相互作用」 

『国際政治』 178 2014 132-145

Masamichi 
IWASAKA 

（研究協力者） 

“A Turkish Model of Civilianization?: The 
Recent Development of Democracy in 
Turkey” 

Turkish Model: 
Reality and 
Applicability 

 2015 29-43 

幸加木 文 
（研究協力者） 

「公正発展党との非対称な対立に見る

ギュレン運動の変動―2010 年代トルコ

の政治情勢の一考察」 

『中東研究』 521 2014 80-93 

齋藤 秋生子 

（研究協力者） 

「「交流の歴史とパートナーシップ」私市正

年、スマイル・デベシュ、在アルジェリア

日本大使館編著『日本・アルジェリア友好

の歩み 外交関係樹立50周年記念誌』」 

『季刊アラブ』 151 2014 34 

鈴木 啓之 
（研究協力者） 

「パレスチナ被占領地における政治活

動の発展：キャンプ・デーヴィッド合

意（1978 年）と揺れ動く地域情勢」 

『日本中東学会年

報』 
30-1 2014 61－94 

「書評： 江﨑智絵著『イスラエル・

パレスチナ和平交渉の政治過程――オ

スロ・プロセスの展開と挫折――』」 

『アジア経済』 56(1)  2015 144-147

「大衆蜂起の言説：インティファーダ

（1987～1993 年）とリーフレット研究

の可能性」 

『アジア・アフリ

カ言語文化研究』

89 2015.3 
 

119-165

「西岸・ガザ地区とパレスチナ問題の

解決？：和平交渉における「パレスチ

ナ人」限定の試み」 

『アジア地域文

化研究』 
11 2015.3 216-232

鷹木 恵子 
（研究協力者） 

 

「北アフリカ」 日本アフリカ学

会（編）『アフリカ

学事典』昭和堂 

 2014.6 598-601

「『アラブのなりわい生態系２ ナツ

メヤシ』の出版について」 
UAE United Arab 
Emirates  

56 2014 39-43 

「イスラームのメタ理念「ハラール」

の食品産業」 
住原則也（編）『経

営と宗教:メタ理念

の諸相』東方出版 

 2014 279-317

「序言」「活動報告」「チュニジア革命

と民主化以降における女性たちの活

動」 

『笹川財団共同研

究会「イスラーム

と価値の多様性:
ジェンダーの視点

から」報告書』笹

川平和財団 

 2015.3 2-39 
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田中 友紀 
（研究協力者） 

「カッザーフィー政権崩壊後の混乱要

因と背景―ベンガージを中心としたリ

ビア東部地域に着目して―」 

JIIA 研究プロジェ

クト『サハラ地域

におけるイスラー

ム急進派の活動と

資源紛争の研究―
中東諸国とグロー

バルアクターとの

相互連関の視座か

ら』 

 2015.3 31-44 

飛内 悠子 
（研究協力者） 

「｢スーダン｣におけるキリスト教信仰

覚醒運動：ククの人々の移動を基底と

して」 

『アフリカ研究』 84 2014 31-44 

浜中 新吾 
（研究協力者） 

「変容するイスラーム政治運動の現

在」 
『アジア経済』 55-1 2014 2-8 

山尾 大・ 
浜中 新吾 

（研究協力者） 

「宗派主義という隘路」 『日本中東学会年

報』 
30-1 2014 1-32 

堀場 明子 
（研究協力者） 

「タイ深南部紛争の概要と背景」 P’s Pod 大阪大学
Asia Peacebuilding 
Initiative 

 2014 1-2 

溝渕 正季 
（研究協力者） 

「『見えない敵』への爆撃：第二次レバ

ノン戦争（2006 年）とガザ戦争（2008/09
年）におけるイスラエルのエア・パワ

ー」 

『国際政治』 178 2014 73-87 
 

「冷戦終結以降の中東における地域秩

序の変遷：『アメリカの覇権』の趨勢を

めぐって」 

NUCB Journal of 
Economics and 
Information Science

59-1 2015 217-245

青山 亨 
（研究協力者） 

「プランバナン寺院シヴァ堂のラーマ

ーヤナ浮彫」  
吉田ゆり子・八尾

師誠・千葉敏之

（編）『画像史料論

―世界史の読み

方』東京外国語大

学出版会 

 2014 56-88 

「歴史の流れを概観してみよう―東南

アジア史の構造」 
今井昭夫（編集代

表）、東京外国語大

学東南アジア課程

（編）『東南アジア

を知るための 50
章』明石書店 

 2014 24-36 

「インド化―東南アジアの古代史」 同上  2014 47-54 

「世界宗教の地域性―東南アジアのイ

スラーム」 
同上  2014 158-165

「ボロブドゥール―荘厳な仏教百科事

典」 
同上  2014 284-290

「スカルノとスハルト―独立の父と開

発の父」 
同上  2014 366-372

「コラム 1：プラムディヤ・アナンタ・

トゥール」 
同上  2014 202-204
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小河 久志 
（研究協力者） 

「マレー系ムスリム」 綾部真雄（編）『タ

イを知るための72
章』明石書店 

 2014 226-229

「ムスリムの信仰生活」 同上  2014 185-188

「ハジャイ」 同上  2014 346-349

Hiroko 
KUSHIMOTO & 
Yuki SHIOZAKI 
（研究協力者） 

“Reconfigurations of Islamic Authority in 
Malaysia: State Control of Islam and the 
Role of the Ulama” 

Asian Journal of 
Social Science - 
Special Edition: 
Muslim Religious 
Authority in 
Modern Asia 

42 2014 602-619.

塩崎 悠輝 
（研究協力者） 

「ファトワーの力―イスラーム世界で

ウラマーの見解はどのような影響力を

持つか」 

渡邊直樹（責任編

集）『宗教と現代が

わかる本』平凡社

 2014 116-119

塩谷 もも 
（研究協力者） 

“The Wedding Ceremony as an Expression 
of Modern Muslim Identity: A Case Study 
of Central Java.” 

Islam and Cultural 
Diversity in 
Southeast Asia. 

 2015 
 

91-112 

「イスラム教徒のハラール食品と異文

化理解」 
岡田淳子（編）『ふ

と感じた「？」を

探る 3：わたした

ちの文化人類学』

共同文化社 

 2014 54-55 

高尾 賢一郎 
（研究協力者） 

「サウジアラビアにおけるサラフィー

主義の位置づけ――建国思想、スンナ

派正統主義、そしてカウンター・テロ

リズムへ」 

『中東研究』 520 2014 65-73 

「現代スンナ派イスラームにおける

「正統」を巡る解釈－シリアとサウジ

アラビアの宗教言説を事例に」 

『東洋学術研究』 53-2 2014 105-124

「イスラーム（1）イスラームの成り立

ち」 
桜井義秀・平藤喜

久子（編）『よくわ

かる宗教学』ミネ

ルヴァ書房 

 2015.3 68-69 

 

〔図書〕計（ 6 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

私市 正年・編著 
（拠点代表） 

『日本・アルジェリア友好の歩み―
外交関係樹立 50 周年記念誌』 

千倉書房  2014.8 286 

KAWASHIMA 
Midori 

（研究分担者） 

The “White Man’s Burden” and the 
Islamic Movement in the Philippines: 
The Petition of Zamboanga Muslim 
Leaders to the Ottoman Empire in 
1912. (Monograph Series No.17)  

Institute of 
Asian Cultures, 
Sophia 
University 

1 2014 50 

登利谷 正人 
（研究分担者） 

『19 世紀末のアフガニスタン・英領

インド国境地帯―デュアランド・ラ

イン合意締結過程の再検討―』 

富士ゼロック

ス小林節太郎

記念基金 

 2014 27 

飛内 悠子 
（研究協力者） 

『見出される差異と結びつき 
：暫定期間と南スーダン独立後のハ

ルツームに生きるキリスト教徒』 

上智大学「アジ

ア・アフリカに

おける諸宗教

の関係の歴史

と現状」研究会

1 2015.3 60 
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見市 建 
（拠点構成員） 

『新興大国インドネシアの宗教市

場と政治』 
NTT 出版  2014 238 

Ken MIICHI and 
Omar Farouk (eds.) 
（拠点構成員） 

Southeast Asian Muslims in the Era of 
Globalization 

Palgrave 
Macmillan 

 2015 288 

 

〔翻訳〕計（ 2 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

私市 正年 
（拠点代表）・ 

中村 遥 
（研究協力者） 

共訳 

『世界のなかのライシテ―宗教と政

治の関係史』 
白水社  2014.9 160 

山尾大・ 
溝渕 正季 

（研究協力者） 
訳 

ロジャー・オーウェン『現代中東に

おける国家・権力・政治』 
明石書店  2015 472 

 

〔学会発表〕計（ 41 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

KAWASHIMA 
Midori 

（研究分担者） 

“The Making of an Islamic 
Narrative of the Philippine 
Nation-State: Islam and 
Nationalism in the Writings of 
Ahmad Bashir” 

Studia Islamika  
International 
Conference, 
“Southeast Asian 
Islam: Legacy and 
New Interpretation” 

2014.8.14 インドネシア・
UIN Jakarta 

赤堀 雅幸 
（研究分担者） 

「現代の地域研究が試される

場の一つとしてのエジプト」

日本中東学会第 30
回年次大会公開講

演会・シンポジウム

「日本中東学会 30
年の回顧と展望」 

2014.5.10 東京国際大学 

「エジプト西部砂漠における

サアル（報復）をめぐる名誉

と恥の語り」 

学研究費補助金基

盤研究（B）「地中海

から西・南アジア地

域の人々に関わる

『名誉に基づく暴

力』の文化人類学的

研究」（研究代表

者：田中雅一・京都

大学人文科学研究

所・教授）第 2 回研

究会 

2014.6.14 京都大学人文科学

研究所 

AKAHORI 
Masayuki 

（研究分担者） 

“Toward a Theory of Dynamic 
Composition of Sufism and 
Saint Veneration in Islam: An 
Anthropological Approach” 

第 4回世界中東学会

大会（WOCMES） 
2014.8.21 トルコ・アンカ

ラ・中東工科大学
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MIYOKAWA 
Hiroko 

（研究分担者） 

“The Establishment of the 
Coptic Museum” 

第 4回世界中東学会

大会（WOCMES） 
2014.8.22 トルコ・アンカ

ラ・中東工科大学

“The Establishment of the 
Coptic Museum and its 
Nationalization in 
twentieth-century Egypt” 

American Academy 
of Religion 

2014.11.23 アメリカ合衆国・

カリフォルニア・
Convention Center,
San Diego 

三代川 寛子 
（研究分担者） 

「古代エジプトへの情熱、古

代エジプトにみる夢」 
日本オリエント学

会第 56 回大会公開

シンポジウム 

2014.10.25 上智大学四谷キャ

ンパス 

横田貴之 
（研究分担者） 

「ムスリム同胞団の『行動の
思想』―ハサン・バンナーを
中心に」 

2014 年度史学研究
会例会 

2014.4.19 京都大学 

TAKAOKA 
Yutaka 

（拠点構成員） 

“Traditional Political Forces in 
Current Conflict in Syria” 

Conference “The 
Protest Movements in 
Contemporary 
Middle East” Oriental 
Institute, Czech 
Academy of Sciences

2014.5.28 チェコ・ 
The Academy of 
Sciences 

髙岡 豊 
（拠点構成員）

浜中 新吾 
（研究協力者） 
溝渕 正季 

（研究協力者） 

「シリア避難民の流入がもた

らすレバノン市民の態度変

容」 

日本国際政治学会 2014.11.16 福岡国際会議場 

SUGAHARA 
Yumi 

（拠点構成員） 

 

“Islam and the Dutch impact in 
the early 19th century:  the 
cases of West Sumatra and 
Central Java” 

「19 世紀前半「世界

不況」下の貿易・貨

幣・農業：ユーラシ

ア東南部における

比較と関連」2014
年度第 1回国際ワー

クショップ 

2014.9.7 愛媛大学 

“Sejarah Daerah Minangkabau 
dan Naskah: dari penelitian 
naskah 2003-2013” 

Simposium 
Internasional 
Masyarakat 
Pernaskahan Nusantara 
XV “Naskah dan 
Relevansinya dalam 
Kehidupan Masa Kini”

2014.9.19 インドネシア・
Grand Inna Muara 
Hotel, Padang 

Nobuo 
MISAWA 

（拠点構成員） 
 

“Tatar Exiles and Japan: 
How the Japanese Activists of 
Pan-Asianism found them ?” 

第 4回世界中東学会

大会（WOCMES） 
2014.8.20 トルコ・アンカ

ラ・中東工科大学

“The Japanese Emeregence in 
the Mediterranean Sea in 1921: 
How did the Network of the 
Allied Powers React to the 
Crisis” 

Workshop “Crises 
and Networks in the 
Mediterranean 
World” 

2014.9.4 モロッコ・ラバ

ト・ムハンマド 5
世大学 l'Institut 
Universitaire de la 
Recherche 
Scientifique-Rabat 

Kazuo 
MORIMOTO 

（拠点構成員） 

“Ibn ʿInaba between Sunnism 
and Shiʿism” 

Confessional 
Ambiguity, ʿAlid 
Loyalty, and 
tashayyuʿ ḥasan in 
the 13th to 16th 
Century Nile to Oxus 
Region 

2014.9.19 イギリス・
Pembroke College, 
University of 
Oxford 
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岩坂 将充 
（研究協力者） 

「トルコにおける『民主化』

と憲法裁判所―体制移行と正

統性付与の観点から」 

日本比較政治学会 2014.6.28 東京大学本郷キャ

ンパス 

Masamichi 
IWASAKA 

（研究協力者） 

“Civilianization Process of 
Politics and Democratization in 
Turkey” 

第 4回世界中東学会

大会（WOCMES） 
2014.8.19 トルコ・アンカ

ラ・中東工科大学

Takuro 
KIKKAWA 

（研究協力者） 

“His Majesty’s Armed 
Forces―Reassessment of 
Hashemite Kingdom of Jordan’s 
Military Capabilities 
before/after the Arab Spring” 

ISA-GSCIS 
Singapore 2015 

2015.1.10 シンガポール・シ

ンガポール経営大

学 

小村 明子 
（研究協力者） 

「日本におけるイスラームの

歴史からみる日本人の宗教性

（スピリチュアリティ）につ

いて」 

立教大学異文化コ

ミュニケーション

学部シンポジウム 
「日本人のスピリ

チュアリティ―仏

教、キリスト教、イ

スラームからみた

日本文化」 

2014.6.14 立教大学池袋キャ

ンパス 

鈴木啓之 
（研究協力者） 

インティファーダ（1987～
1993 年）の展開と国際情勢：

パレスチナ各党派の政治声明

から 

日本中東学会第 30
回年次大会 

2014.5.11 東京国際大学 

SUZUKI 
Hiroyuki 

（研究協力者） 

“The First Palestinian Intifada: 
An Analysis of Mobilizing 
Leaflets” 

Asian Federation of 
Middle East Studies 
Associations 
(AFMA), the 10th 
Conference, 
“De/Re-constructing 
Middle East Studies 
from Asian 
Perspectives: 
Towards the 20th 
anniversary of the 
AFMA” 

2014.12.13 京都大学 

鷹木 恵子 
（研究協力者） 

 

「チュニジア革命と民主化過

程におけるジェンダー・イシ

ュー」 

笹川平和財団共同

研究会「イスラーム

と価値の多様性: ジ
ェンダーの視点か

ら」 

2014.4.12 桜美林大学 
四谷キャンパス 

「チュニジア革命と民主化過

程での女性たち」 
PARC 自由学校講演

会 
2014.10.4 PARC 自由学校 

「アルジェリアにおける平和

的イスラーム運動 － アラー

ウィー教団の事例を中心に

－」 

日本アルジェリア 
協会 

2014.11.14 在日アルジェリア

大使館 

TAKAKI, 
Keiko 

（研究協力者） 

“Un paradigme pour le déve- 
loppement durable: Kaizen et 
l’expérience japonaise.”    

Congres Inter- 
national Féminin 
pour une Culture de 
Paix. 

2014.10.30 アルジェリア・オ

ラン・Centre des 
Conventions 
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田中 友紀 
（研究協力者） 

「カッザーフィー政権初期の

権力基盤構築の研究 :リビア

王政期との連続性に着目し

て」 

日本中東学会 2014.5.11 東京国際大学 

TOBINAI Yuko 
（研究協力者） 

 

“Locality Arises from Motion: 
The Transformative Trajectory 
of Khartoum’s Meaning among 
Returnees to Juba, South 
Sudan” 

International Union 
of Anthropological 
and Ethnological 
Sciences Inter 
Congress 2014 

2014.5.17 幕張メッセ 

“The Image of Sudan and 
People’s Choices: The 
Perspectives of Migrants in 
Khartoum after Independence of 
South Sudan” 

Sudan Studies 
Association 33rd 
Annual Conference 

2014.5.23 アメリカ合衆国・

カリフォルニア・

サンフランシスコ

大学 

飛内 悠子 
（研究協力者） 

「もうひとつのハルツーム：

「スーダン」におけるククの

人々の移動の経験から」 

武蔵野アフリカ研

究会 
2014.4.25 津田塾大学 

「暫定期間と南スーダン独立

後のハルツームにおける移住

者地区：「宗教」の役割を巡っ

て」 

「アジア・アフリカ

における諸宗教の

関係の歴史と現状」

研究会 2014 年度第

一回研究会 

2014.6.22 上智大学市谷キャ

ンパス 

「ウガンダ共和国アジュマニ

県における南スーダン難民の

自治からみるシティズンシッ

プ」 

東京外国語大学 AA
研共同研究会「シテ

ィズンシップと政

治参加」 

2014.7.20 東京外国語大学 

堀場明子 
（研究協力者） 

「タイ深南部紛争の和平プロ

セス」 
日本平和学会春季

大会 
2014.11.9 鹿児島大学 

鳥山 純子 
嶺崎 寛子 
山本 沙希 

（研究協力者） 

「組織化にみる現代アルジェ

リア女性の歩み―女性支援団

体の複合的機能」 

国際ジェンダー学

会 2014 年大会ラウ

ンドテーブル企画

「イスラームは女

性を抑圧するの

か？」 

2014.9.6 静岡大学 

Toru AOYAMA 
（研究協力者） 

“Relevansi film ‘Opera Java’ 
sebagai karya film cerita 
Ramayana dan potensi 
pemanfaatan naskah-naskah 
untuk pengembangan ekonomi 
kreatif” 

15th International 
Symposium on the 
Manuscripts of 
Nusantara 

2014.9.18 インドネシア・西

スマトラ・Padang 

“The significance of “mokṣa” in 
the Ramayana Reliefs 
in the Light of Old Javanese 
Texts” 

International 
Symposium on 
Transformation of 
Religions as reflected 
in Javanese texts 

2015.2.11 アジア・アフリカ

言語文化研究所、

東京 

Noriko Nishino, 
Toru 

AOYAMA, Jun 
Kimura, 
Takenori 

“Nishimura Project: The Oldest 
Shipwreck found in Vietnam: 
Testimony to the Maritime 
Ceramic Route” 

International 
Symposium on 
Underwater 
Archaeology in 
Vietnam and 

2014.10.14-16 ヴェトナム・
Quang Ngai City 
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Nogami and Le 
Thi Lien 

（研究協力者） 

Southeast Asia 

OGAWA 
Hisashi 

（研究協力者） 

“The 2004 Indian Ocean 
Tsunami image seen from the 
religious practices: Tsunami 
disaster and globalization in a 
Muslim community of southern 
Thailand” 

The International 
Union of 
Anthropological and 
Ethnological 
Sciences 
Inter-Congresses 
2014 

2014.5.15 幕張メッセ 

Yuki 
SHIOZAKI 

（研究協力者） 

“The Muslim Society in Japan: 
The Institutionalization for the 
Future” 

International 
Conference on 
‘Cultural Diversity 
and the Role of 
Islamic Institutions in 
Promoting the 
Culture of Peace and 
Harmony’  

2014.6.13 シンガポール・
Grand Park City 
Hall 

“The Control over “Deviated 
Groups” in Malaysia: 
Official Fatwas and Regulation 
of Teaching Interpretation” 

International 
Conference on 
“Southeast Asian 
Islam: Legacy and 
New Interpretation” 

2014.8.15 インドネシア・ジ

ャカルタ・
Universitas Islam 
Negeri Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 

塩谷 もも 
（研究協力者） 

「インドネシアのムスリム服

に見るファッション性と信

仰」 

東南アジアのイス

ラームと文化多様

性に関する学際的

研究（第二期）研究

会 

2015.1.11 東京外国語大学ア

ジア・アフリカ言

語文化研究所 

山口 元樹 
（研究協力者） 

「インドネシアのムスリム社

会とアラブ地域のイスラーム

指導者たち」 

史学会 第 112 回大

会 
2014.11.9 東京大学 
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京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 イスラーム地域研究センター 

代表：東長 靖（京都大学イスラーム地域研究センター・センター長、 

大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・教授） 

 

中心テーマ 『イスラーム世界の国際組織』 

 

【研究組織】 

（研究拠点構成員） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

東長  靖 
イスラーム地域研究センター・センター長、ア

ジア・アフリカ地域研究研究科・教授 

研究拠点代表 
「広域タリーカ」研究班責任者 
（スーフィズム思想研究） 

岡本 正明 
イスラーム地域研究センター研究員、東南アジ

ア研究所・准教授 
東南アジアコーディネーター 

帯谷 知可 
イスラーム地域研究センター研究員、地域研究

統合情報センター・准教授 
中央アジアコーディネーター 

小杉  泰 
イスラーム地域研究センター研究員、アジア・

アフリカ地域研究研究科・教授 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班責任者 
（イスラーム法、イスラーム学、

現代中東政治） 

山根  聡 
イスラーム地域研究センター研究員、大阪大学

大学院言語文化研究科・教授、京都大学・非常

勤講師 

南アジア・コーディネーター・「国

際関係」研究班責任者 
（南アジアのイスラーム文化、ウ

ルドゥー文学） 

石田 友梨 早稲田大学アジア太平洋研究センター 特任助教 
「広域タリーカ」研究班研究協力

者（イスラーム改革思想） 

今井  静 
イスラーム地域研究センター研究員、立命館大

学・日本学術振興会特別研究員（PD） 
「国際関係」研究班研究協力者 
（現代ヨルダン研究） 

川村  藍 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

特任研究員 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者（イスラー

ム法学、イスラーム金融論） 

黒田 賢治 
イスラーム地域研究センター研究員、広島大学

大学院総合科学研究科・日本学術振興会特別研

究員（PD） 

「国際関係」研究班研究協力者 
（イラン、シーア派、北米） 

末近 浩太 
イスラーム地域研究センター研究員、立命館大

学国際関係学部・教授 

「国際関係」研究班研究分担者 
（中東地域研究、国際政治学、比

較政治学） 
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須永恵美子 
イスラーム地域研究センター研究員、大阪大

学・日本学術振興会特別研究員（PD） 
「国際関係」研究班研究協力者 
（南アジアのイスラーム） 

竹田 敏之 
イスラーム地域研究センター研究員、アジア・

アフリカ地域研究研究科・非常勤講師/特任研究

員 

「国際関係」研究班研究協力者 
（アラビア語学、現代アラブ文化）

千葉 悠志 
イスラーム地域研究センター研究員、東京大

学・日本学術振興会特別研究員（PD） 

「国際関係」研究班研究協力者 
（中東メディア論、国際コミュニ

ケーション論、現代メディア論）

所 木綿子 
イスラーム地域研究センター研究員、東京外国

語大学・日本学術振興会特別研究員（PD） 
「広域タリーカ」研究班研究協力

者（北アフリカのイスラーム思想）

飛奈 裕美 
イスラーム地域研究センター研究員、京都大学

学際融合教育研究推進センター（人間の安全保

障開発連携教育ユニット）・特定講師 

「国際関係」研究班研究協力者 
（パレスチナ研究） 

長岡 慎介 
イスラーム地域研究センター研究員、アジア・

アフリカ地域研究研究科・准教授 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究分担者 
（イスラーム金融、イスラーム経

済論） 

子島  進 
イスラーム地域研究センター研究員、東洋大学

国際地域学部・准教授 
南アジアコーディネーター 

萩原  淳 
イスラーム地域研究センター研究員、アジア・

アフリカ地域研究研究科・非常勤講師 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者 
（湾岸諸国のエネルギー経済） 

平野 淳一 イスラーム地域研究センター研究員 
「国際関係」研究班研究協力者 
（近代イスラーム政治思想） 

藤井 千晶 
イスラーム地域研究センター研究員、大阪大学

大学院言語文化研究科・日本学術振興会特別研

究員（PD） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者 
（東アフリカにおけるイスラーム

知識人）  

堀拔 功二 

イスラーム地域研究センター研究員、一般財団

法人日本エネルギー経済研究所中東研究センタ

ー・研究員 
（東京大学拠点研究協力者） 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者 
（湾岸アラブ諸国の政治・社会動

態の研究） 

丸山 大介 
イスラーム地域研究センター研究員、京都大

学・日本学術振興会特別研究員（PD） 
「広域タリーカ」研究班研究協力者

（イスラームの聖者論と聖者信仰）

安田  慎 
イスラーム地域研究センター研究員、帝京大学

経済学部観光経営学科・講師 

「広域タリーカ」研究班研究協力者

（中東地域研究、イスラミック・

ツーリズム、中東観光史） 

山尾  大 
イスラーム地域研究センター研究員、九州大学

大学院比較社会文化研究院・准教授 

「国際関係」研究班研究協力者 
（イラク政治、中東政治、比較政

治学） 
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山尾 博子 
イスラーム地域研究センター研究員、九州大学

日本エジプト科学技術連携センター 学術研究

員 

「広域タリーカ」研究班研究協力者

（東南アジアと中東のネットワー

ク） 

イディリス・ダ

ニシマズ 
イスラーム地域研究センター研究員、同志社大

学高等研究教育機構高等教育院・助教 

「広域タリーカ」研究班研究協力者

（イスラーム思想、イスラーム地

域研究） 

ムハンマド・ハ

ーキミー 
イスラーム地域研究センター研究員、マレーシ

ア国民大学経済学部・上級講師 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者 
（イスラーム農業経済） 

メフブーブ・ウ

ル＝ハッサン 
イスラーム地域研究センター研究員、国際イス

ラーム大学客員・教授 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者 
（イスラーム経済・金融、開発経

済） 

今松  泰 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、アジア・アフリカ地域研究研究科・客員准

教授 

「広域タリーカ」研究班研究分担者

（オスマン朝史/宗教史・文化史）

 

研究グループ：「イスラーム世界の国際組織とグローバル・ネットワーク」 

（研究グループメンバー） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

東長  靖 
イスラーム地域研究センター・センター長、ア

ジア・アフリカ地域研究研究科・教授 

研究グループ代表 
「広域タリーカ」研究班責任者 
（スーフィズム思想研究） 

小杉  泰 
京都大学イスラーム地域研究センター・センタ

ー長、アジア・アフリカ地域研究研究科・教授 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班責任者 
（イスラーム法、イスラーム学、

現代中東政治） 

末近 浩太 立命館大学国際関係学部・教授 
「国際関係」研究班の研究分担者

（中東地域研究、国際政治学、比

較政治学） 

長岡 慎介 
イスラーム地域研究センター研究員、アジア・

アフリカ地域研究研究科・准教授 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班の研究分担者 
（イスラーム金融論、イスラーム

経済学） 

濱田 正美 龍谷大学文学部・特別任用教授 
「広域タリーカ」研究班の研究分

担者 
（東洋史） 
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保坂 修司 
一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研

究センター・研究理事 
「国際関係」研究班の研究分担者

（湾岸地域近現代史） 

森  伸生 
拓殖大学海外事情研究所・教授、同大イスラー

ム研究所・所長 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班の研究分担者 
（イスラーム法） 

山根  聡 
大阪大学大学院言語文化研究科・教授、京都大

学・非常勤講師 

南アジア・コーディネーター・「国

際関係」研究班責任者 
（ウルドゥー語学、文学、南アジ

アにおけるイスラーム文化） 

今松  泰 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究

員、アジア・アフリカ地域研究研究科・客員准

教授 

「広域タリーカ」研究班の研究分

担者 
（オスマン朝史/宗教史・文化史）

 

（研究グループ海外共同研究者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

ティエリ・ 
ザルコンヌ 

フランス国立科学研究センター・主任研究員 
海外協力者、「広域タリーカ」研究

班の研究分担者 

トゥリア・ 
ガイベス 

ブレーズパスカル大学・准教授 
海外協力者、「国際関係」研究班の

研究分担者 

メフメット・

アシュタイ 
英ダラム大学・上級講師 

海外協力者、「イスラーム経済とイ

スラーム法」研究班の研究分担者

 

（研究グループ研究協力者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

石黒 大岳 
独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究

所地域研究センター・研究員 
（東京大学拠点、上智大学拠点研究協力者） 

「国際関係」研究班研究協力者、

比較政治学、クウェート、バーレ

ーン 

伊藤 寛了 
東京外国語大学外国語学部・非常勤講師/（公財）

アジア福祉教育財団難民事業本部業務課 
「国際関係」研究班研究協力者、

トルコ近現代史、トルコ地域研究

今井  静 
立命館大学・日本学術振興会特別研究員（PD）/
客員協力研究員 

「国際関係」研究班研究協力者、

現代ヨルダン研究 

小倉 智史 
京都大学文学研究科 日本学術振興会特別研究

員（PD） 
「国際関係」研究班研究協力者、

カシミール地方の歴史 

小田 尚也 立命館大学政策科学部・教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

開発経済・南アジア地域研究 
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吉川 卓郎 
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学部・准

教授 
（東京大学拠点、上智大学拠点研究協力者） 

「国際関係」研究班研究協力者、

比較政治学、国際政治学、中東地

域研究 

黒崎  卓 一橋大学経済研究所・教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

開発経済・南アジア（パキスタン）

経済 

黒田 景子 鹿児島大学法文学部・教授 

「国際関係」研究班研究協力者、

南タイ・北部マレーシアにおける

タイ語話者ムスリム居住地域の歴

史研究 

黒田 賢治 
広島大学総合科学研究科・日本学術振興会特別

研究員（PD） 
「国際関係」研究班研究協力者、

イラン、シーア派、北米 

幸加木 文 元・ファーテヒ大学（トルコ） 
「国際関係」研究班研究協力者、

地域研究（トルコ） 

佐々木拓雄 久留米大学法学部・准教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

インドネシア・イスラーム研究 

澤江 史子 
東北大学大学院国際文化研究科・准教授 
（東京大学拠点研究協力者） 

「国際関係」研究班研究協力者、

トルコ現代政治 

須永恵美子 大阪大学・日本学術振興会特別研究員（PD） 
「国際関係」研究班研究協力者、

南アジアのイスラーム 

竹田 敏之 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・非常勤講師/特任研究員 
「国際関係」研究班研究協力者、

アラビア語学・現代アラブ文化 

多和田裕司 大阪市立大学大学院文学研究科・教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

文化人類学、マレーシア地域研究、

東南アジア研究 

千葉 悠志 
東京大学人文社会系研究科・日本学術振興会特

別研究員（PD） 

「国際関係」研究班研究協力者、

中東メディア論、国際コミュニケ

ーション論、現代メディア史 

飛奈 裕美 
京都大学学際融合教育研究推進センター(人間の

安全保障開発連携教育ユニット)・特定講師 
「国際関係」研究班研究協力者、

パレスチナ問題 

西野 正巳 防衛省防衛研究所研究部・主任研究官 
「国際関係」研究班研究協力者、

近現代政治思想 

野中  葉 
慶応義塾大学 SFC 研究所・上席所員（訪問）、同

大学総合政策学部・非常勤講師 
（上智大学拠点研究協力者） 

「国際関係」研究班研究協力者、

現代インドネシア研究 

平野 淳一 
千葉大学大学院社会文化研究科（早稲田大学拠

点研究協力者） 
「国際関係」研究班研究協力者、

近代イスラーム政治思想 
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樋口 征治 中東調査会・嘱託 
「国際関係」研究班研究協力者、

中東の政治と社会 

松村 耕光 大阪大学言語文化研究科・教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

ウルドゥー文学、イクバール研究

萬宮 健策 
東京外国語大学大学院総合国際学研究院・准教

授 

「国際関係」研究班研究協力者、

スィンディー語、パキスタン・ア

フガニスタン情勢 

宮坂 直史 防衛大学校国際関係学科・教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

安全保障政策論 

山尾  大 九州大学大学院比較社会文化研究院・准教授 
「国際関係」研究班研究協力者、

現代イラク政治、中東地域研究 

山本 健介 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・博士課程 
「国際関係」研究班研究協力者、

イスラエル・パレスチナ紛争 

渡邉 駿 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・博士課程 
「国際関係」研究班研究協力者、

中東政治 

イディリス・ 
ダニシマズ 

同志社大学高等研究教育機構高等教育院・助教

（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、スーフィズム、スーフィーに

よるクルアーン解釈 

外川 昌彦 
広島大学大学院国際関係協力研究科・准教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、文化人類学（南アジアのイス

ラーム研究） 

石田 友梨 
早稲田大学アジア太平洋研究センター 特任助教

（上智大学拠点研究協力者） 
「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イスラーム思想史 

上野（西山） 
愛美 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・博士課程 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、トルコ・タリーカ研究 

内山 明子 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 博士課程 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イラン・イマームザーデ研究

遠藤 春香 
ロンドン大学東洋アフリカ研究学院・研究生 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イスラーム思想史 

岡戸 真幸 
上智大学グローバルスタディーズ研究科・日本

学術振興会特別研究員（PD） 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、地域研究、文化人類学、社会

的ネットワーク論、移動 

加藤 瑞絵 
上智大学・非常勤講師 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イスラーム思想史 

鎌田  繁 
東京大学東洋文化研究所・教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、シーア派イスラーム思想 
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苅谷 康太 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所・助教 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、西アフリカのイスラーム 

川本 正知 
奈良産業大学地域公共総合研究所・教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、中央アジア史 

後藤  明 
東京大学・名誉教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、前近代聖者信仰 

小牧 幸代 
高崎経済大学地域政策学部・教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、社会人類学(南アジア・ムスリ

ム社会) 

斎藤  剛 
神戸大学大学院国際文化学研究科・准教授 
（東京大学拠点、上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、近現代における政治・社会思

想の形成と動態 

坂井 信三 
南山大学人文学部・教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、西アフリカのイスラーム 

澤井  真 
東北大学大学院文学研究科・博士後期課程 
カイロ・アメリカン大学大学院・修士課程 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、宗教学・初期スーフィズム、

神秘主義方法論 

塩崎 裕子 
上智大学外国語学部・日本学術振興会特別研究

員（PD） 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、文化人類学・マレー世界にお

けるイスラーム的知の伝達 

篠田 知暁 
名古屋大学・非常勤講師 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、シャリーフ王朝期モロッコに

おける諸社会集団の形成と変容 

高尾賢一郎 
一般財団法人中東協力センター、上智大学アジ

ア文化研究所・共同研究所員 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、現代シリアにおけるシャイ

フ・アフマド・クフターローのイ

スラーム理解、スーフィズム思想

所（栃掘） 
木綿子 

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所・日本学術振興会特別研究員（PD） 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、マグレブにおける近代とスー

フィズム 

飛内 悠子 

上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究

科地域研究専攻・博士課程 
日本学術振興会特別研究員（DC） 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、人類学・スーダン国内避難民

北部スーダンの教育人類学 

中西 竜也 
京都大学白眉センター・特定助教 
（早稲田大学拠点、上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、東洋史、中国イスラーム史 

仁子 寿晴 

関西学院大学・非常勤講師、同志社大学・非常

勤講師、立命館大学・非常勤講師、関西大学・

非常勤講師、京都大学文学部・非常勤講師 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イスラーム哲学、倫理学 
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二宮 文子 
青山学院大学・准教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、インド・イスラーム史 

藤井 千晶 
大阪大学大学院言語文化研究科・日本学術振興

会特別研究員（PD） 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、東アフリカにおけるイスラー

ム知識人 

二ツ山達朗 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・博士課程 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、北アフリカ聖者・タリーカ研

究 

丸山 大介 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・日本学術振興会特別研究員（PD） 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イスラームの聖者論と聖者信

仰 

茂木 明石 
上智大学外国語学部・非常勤講師 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、オスマン朝エジプトの聖者信

仰・スーフィズム 

守川 知子 
北海道大学大学院文学研究科・准教授 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、イラン・イスラーム史 

森山 央朗 
同志社大学神学部・准教授 
（早稲田大学拠点、上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、中世西アジア・ムスリム社会

文化史 

矢島 洋一 
奈良女子大学院人間文化研究科・准教授 
（早稲田大学拠点、上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、スーフィズム史 

安田  慎 
帝京大学経済学部観光経営学科・講師 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、現代シーア派と聖者廟参詣 

山尾 博子 
九州大学 日本エジプト科学技術連携センター 

学術研究員（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、東南アジアと中東のネットワ

ーク 

山本 直輝 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・博士課程 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、オスマン朝期のスーフィズム

吉田 京子 
東京大学大学院人文社会系研究科・助教 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、初期シーア派思想 

リュイザー

ル,ピエール＝

ジャン 
フランス国立科学研究センター・主任研究員 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、エジプトおよびイラクのタリ

ーカ研究 

若松 大樹 
ヒッタイト大学（トルコ・チョルム）助手 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、現代トルコにおけるアレヴィ

ー集団のオジャク（タリーカ）・聖

者 

和崎 聖日 
京都大学地域研究統合情報センター・研究員 
（上智大学拠点研究協力者） 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者、ウズベキスタンのイスラーム

社会 
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川村  藍 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 特任研究員 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、イスラー

ム法学、イスラーム金融論 

上原健太郎 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・一貫制博士課程 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、東南アジ

アのイスラーム金融と経済発展 

黒田 彩加 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・一貫制博士課程 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、アラブ・

イスラーム政治思想 

佐藤麻理絵 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・一貫制博士課程 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、中東地域

研究 

萩原  淳 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科・非常勤講師 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、湾岸アラ

ブ諸国の政治と社会 

堀拔 功二 
一般財団法人日本エネルギー経済研究所中東研

究センター・研究員 
（東京大学拠点研究協力者） 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、中東地域

研究、湾岸アラブ諸国の政治と社

会 

メフブーブ・

ウル＝ハサン 
国際イスラーム大学（イスラマバード）・教授 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、イスラー

ム経済 
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【2014 年度事業の活動内容】 

 

1. 拠点整備 

本年度も、アジア・アフリカ地域研究研究科が入る京都大学本部構内総合研究 2 号館東に隣接する同 2

号館別館 2 階東側のイスラーム地域研究センターに、事務局、データ解析室および編集制作室を設置し

て、学術誌およびブックレットの編集、データベースの維持・更新・作成などを行った。また総合研究 1

号館 3 階 304 号室、総合研究 2 号館地階 024 号室および 025 号室の三部屋を京都大学より供与された。

これら三部屋は、一昨年度購入された、2 万 6 千点を数えるウルドゥー語文献大型コレクションであるア

キールコレクションの整理のため主に使用された。 

学術資料の整理保管・利用はアジア・アフリカ地域研究研究科アジア専攻図書室の協力を得て行った。 

また、KIAS 運営委員会を例年通り 2 回、2014 年 6 月 6 日および 2015 年 2 月 13 日に開催した。  

（東長靖） 

 

2. 研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動  

①Frederic Bauden 教授来日セミナー 

  “Deception and the value of truth: a case study from the fifteenth century” 

 日程：4 月 13 日(日) 15:00～17:00  

場所：京都大学吉田キャンパス総合 2 号館 4 階第 1 講義室（AA401） 

 共催：早稲田大学イスラーム地域研究機構と共催 

 概要：マムルーク朝時代の歴史家マクリーズィーの年代記に関して、草稿を含むさまざまな段階の記

述を取り上げて、年代記がどのように編纂されていくのかを実例をもって明らかにした。手稿本を取り

扱うにはどのようにすればいのかが明らかにされた貴重なセミナーであった。 

（今松泰） 

 

 プログラム 

 講師：Frederic Bauden 氏（リエージュ大学教授、パリ第 4 大学客員教授） 

演題：Deception and the value of truth: a case study from the fifteenth century 

 

②第 1 回運営委員会 

 日程：6 月 6 日(金) 15:10～16:10  

場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階第 2 講義室（AA415) 
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③5th International Symposium on Islam, Civilization, and Science: Islam as a basis for Civilizational 

Thought and Development 

 日時：5 月 30 日(金) 16:00～18:00、5 月 31 日(土) 13:00～19:00 、6 月 1 日(日) 9:20～19:30   

場所：京都大学稲盛財団記念館 3 階大会議室 

 共催：科研費基盤（A）「グローバル化時代に対応する 21 世紀型イスラーム学の構築」、京都大学学際

融合教育研究推進センター・アジア研究教育ユニット（KUASU）、マレーシア国民大学イスラーム

文明研究所との共催 

 概要：イスラーム文明の現代的意義を述べた基調講演に続いて、グローバリゼーション、西洋におけ

るイスラモフォビア、イスラーム政治、イスラームと西洋のあいだの人間観の相違、イスラーム経済と

イスラーム金融におけるさまざまな問題、パレスチナ紛争、宗派対立などの政治的な問題、自然科学と

イスラームに係る各種の問題についての分析が報告され、現代社会におけるイスラーム文明にかかる現

状と展望が議論された。 

（今松泰） 

 

プログラム 

30th May 

OFFICIAL CEREMONY 

16:00 - 16:15: Welcome Speech by Prof. Dr. Yasushi Kosugi, Dean of ASAFAS, Kyoto University (KU) 

16:15 - 16:45: Speech by Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, Vice Chancellor of Universiti Kebangsaan 

Malaysia (UKM) 

16:45 - 17:30: Keynote Speech and Officiating ISICAS 2014 by YABhg Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi, 

Fifth Prime Minister of Malaysia 

17:30 - 18:00: Launching of 'Hadhari Center for Islamic Civilizational Studies' at Kyoto University 

31st May 

13:00 - 13:15: Opening Remarks 

13.15 - 14:00: Keynote Speech 1: Prof. Dato' Dr. Mohd Yusof Hj Othman, FASc (UKM) 

 Wasatiyyah: The Way Forward for Islam Hadhari 

14:00 - 14:45: Keynote Speech 2: Prof. Dr. Yasushi Kosugi (ASAFAS, KU) 

 Islamic Civilization and its Prospective Contributions to the Global Society 

15:00 - 16:40: Session 1 

Prof. Dato' Dr. Ismail bin Haji Ibrahim (Universiti Islam Malaysia) 

 Impacts of Globalisation: The Islamic Response 

Prof. Dr. Mohd Nasran Mohamad (UKM) 

 Islamophobia in Western Societies with Special Reference to OIC Observatory Reports 
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Ms. Ayaka Kuroda (ASAFAS, KU) 

 Islam, Post-Nationalism, Post-Secularism: Theoretical Issues in the Study of Islamic Politics 

Dr. Muhammad Hilmi Jalil (UKM) 

 Human Identity: Between Islam and the West 

17:00 - 19:00: Session 2 

Dr. Muhammad Hakimi Mohd Shafiai (UKM) 

 The Role of State-Created Agencies in Promoting the Islamic Microfinance Institutions to Fight Rural 

  Poverty 

Dr. Nur Indah Riwajanti (ASAFAS, KU) 

 Exploring the Prospect and Economic Development Role of Islamic Microfinance Institutions in  

Developing Microenterprises: Empirical Analysis on Clients and Suppliers Perspective in Indonesia 

Dr. Mohd Adib Ismail (UKM) 

 Roles of Information in Capital Market: The Case of Government Interventions 

Dr. Shinsuke Nagaoka (ASAFAS, KU) 

 Waqf and Reinventing the Islamic Economic System in the Modern World: Pioneering Practice in  

Singapore 

Dr. Mohd Ali Mohd Noor (UKM) 

 The Axiomatic Approach of Tawhid in Solving Issues in Halal Economy 

1st June 

9:20 - 11:00: Session 3 

Mr. Kensuke Yamamoto (ASAFAS, KU) 

 Politics of Demography and Urban Space in "the Land of Prophets": Israeli Palestinian Conflict and  

Occupation Policy 

Assoc. Prof. Dr. Mohamad Sabri Haron (UKM) 

 Wealth Preservation in the Context of Maqasid al-Syari'ah (Objectivesof Shariah): Malaysia's Role in  

Realizing the Concept of Economic Jihad 

Mr. Kentaro Kambara (ASAFAS, KU) 

 Economics of Rahn (Islamic Pawnbroking): Issues and Cases in Brunei Darussalam 

Dr. Ai Kawamura (ASAFAS, KU) 

 Developing Stage of Dispute Resolution System for Islamic Finance: Malaysia Model and Dubai  

Approach 

11:15 - 13:15: Session 4 

Assoc. Prof. Dr. Latifah Amin (UKM) 

 Islamic Perspectives on the Permissibility Status of Plant Biotechnology 
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Mr. Mohamad Firdaus Pozi (UKM) 

 Muslim Responses to Quantum Theory and the Nature of Reality 

Prof. Dr. Siti Rugayah Hj. Tibek (UKM) 

 Language Style of 'Matal' al-Quran as A Media of Preaching 

Assoc. Prof. Dr. Mazlan Ibrahim (UKM) 

 Uslub Al-Quran in Explaining Human Behaviour 

Prof. Dato' Paduka Zakaria Stapa (UKM) 

 Sufism as A Pivotal Point of Islamic Strength 

13:15 - 14:00: Poster Session 

Prof. Datin Paduka Dr. Jawiah Dakir (UKM) 

 Comparative Study of Islamic and Western Pespectives on Well-Being Indicators 

Dr. Ermy Azziaty Rozali (UKM) 

 The Response of the Malay Society towards the Abolition of the Ottoman Caliphate 

Assoc. Prof. Dr. Roziah Sidek @ Mat Sidek (UKM) 

 The Concept of Interaction between Islamic and Other Civilizations 

Ms. Amira Ajeerah binti Mohd Samsi (UKM) 

 The Applicability of Ar-Rahn for Micro Enterprise Survival: An Analysis from Tawhidi Economics  

Perspectives 

Dr. Toshiyuki Takeda (ASAFAS, KU) 

 Modern Developments of Arabic as a Language of Islamic Civilization 

Mr. Khashan Ammar (ASAFAS, KU) 

 Mapping the Revival of Hadith Science in the 20th Century Mashriq 

Ms. Mari Adachi (ASAFAS, KU) 

 Renovation of Contemporary Zakat in Indonesia: Toward Islamic Economics of Philanthropy and  

Community Welfare 

Ms. Fukiko Ikehata (ASAFAS, KU) 

 Resurgence or New Making of Sectarianism? Sunni=Shi'i Ideological Conflict in the Contemporary  

Middle East 

Ms Minako Muranaka (ASAFAS, KU) 

 Civil War in Syria as Violent Manifestation of Ungovernability: Reflections on Its Structural Causes 

Mr. Kazunori Matsuda (ASAFAS, KU) 

 Revival of Sufism and Tariqa in the 19th Century South Asia: The Case of Mujahidin Movement 

15:00 - 17:00: Session 5 

Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor (UKM) 
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 Role of Religiosity in the Development of Personality and as Protective Mechanism against  

Disobedience 

Dr. Bayu Taufiq Possumah (UKM) 

 Economic Distribution in Islam: Virtues and Philosophical in Nature 

Prof. Dr. Azami Zaharim (UKM) 

 Enhancing Engineers: Engineering Ethics to Care for the Society 

Assoc. Prof. Dr. Fariza Md Sham (UKM) 

 Islamic Psychotherapy Approaches to Overcome Teenager's Hysterical Experience in Malaysia 

Mr. Naoki Yamamoto (ASAFAS, KU) 

 Sufism of the "Anti-Sufi"? Imam Birgivi on Islamic Revivalism in the Ottoman Empire 

17:15 - 19:15: Session 6 

Assoc. Prof. Dr. Jaffary Awang (UKM) 

 The Role and Contributions of Non-Malay Muslims in Promoting Inter-Religious Dialogue in Malaysia 

Ms. Ammalina Dalillah Mohd Isa (UKM) 

 Ship Building Industry In The Era Of Sultan Muhammad Al-Fatih 

Ms. Nurliyana Mohd Talib (UKM) 

 Orientalist Methodology in the Study of Islamic History and Civilization 

Mr. Shun Watanabe (ASAFAS, KU) 

 Regime Stability and Vulnerability of the Arab Monarchical States: The Case of Hashemite Kingdom of  

Jordan 

Assoc. Prof. Dr. Mashitoh Yaacob (UKM) 

 Ethics of Consumption 

19:15 - 19:30: Closing Ceremony by Prof. Dato' Dr. Mohd Yusof Hj Othman FASc, and Prof. Dr. Yasushi 

Kosugi 

 

④「知の先達たちに聞く―後藤明先生をお招きして」 

 日時：7 月 5 日(土) 16:00～18:00   

場所：京都大学吉田キャンパス総合研究 2 号館 3 階南側カンファレンスルーム 

概要：東京大学東洋文化研究所、東洋大学文学部で長年研究・教育活動に従事してきた西アジア史、

就中初期アラブ史の専門家であった後藤明氏を講演者として迎えた。後藤氏は、大学入学以前から大学

時代、その後の研究活動について、時代背景と当時の学界・研究者の状況などを交えながら、自らの研

究生活を振り返った。 

（今松泰） 
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⑤KIAS グローバル研究セミナー「Claudia Baumgart-Ochse 氏講演会」 

 日程：7 月 9 日(水) 16:30～18:00  

場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階会議室（AA447） 

 共催：EU インスティテュート関西、研究費基盤（C）「中東現代文学における「祖国（ワタン）」表象

とその分析」との共催 

 概要：イスラエル・パレスチナの「二国家共存」を目指す和平交渉、国家建設に関わる国際的なアジ

ェンダ、2000 年代から進められている国家建設への評価という三つのテーマについて発表が行われたが、

とくにイスラエルとの和平交渉の頓挫と軌を一にして進んだパレスチナの国家建設により重心を置いた

報告がなされた。 

（山本健介・今松泰） 

 

 プログラム 

 講演者：Dr. Claudia Baumgart-Ochse (Researcher and member of the Executive Board, Peace Research Institute 

Frankfurt) 

講演タイトル："Palestine and the International Statebuilding Agenda: A Way Forward to Peace?" 

 

⑥KIASグローバル研究セミナー「Azyumardi Azra氏講演会」 

日時：9月22日(月) 16:30～18:00   

場所：京都大学総合研究2号館4階会議室（AA447） 

共催：科研費基盤（A）「グローバル化時代に対応する21世紀型イスラーム学の構築」との共催 

概要：アジュマルディ氏は、グローバル・スタディにおけるイスラーム世界の重要性、とくに東南ア

ジアのもつ重要性について、さまざまな事例を挙げながら、報告した。その際には同時代的観点のみな

らず、歴史的観点による指摘もなされ、東南アジアの持つ意義が多角的に明らかにされた。 

（今松泰） 

 

プログラム 

講演者：Prof. Azyumardi Azra (Professor of History and Director of the Graduate School, Syarif Hidayatullah 

State Islamic University, Jakarta) 

 

講演タイトル：“The Significance of Southeast Asia ('the Jawah World') in the Global Study of Islam: In 

Historical as well as Contemporary Perspectives” 
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⑦2014年度NIHU合同集会「グローバル・イスラームの最前線－変貌の時代を読む－」 

 日程：10月18日(土) 14:00～17:30  

場所：稲盛財団記念館3階大会議室 

 概要：山根聡氏（大阪大学）はパキスタンにおけるマウドゥーディー著作の翻訳とその拡散を題材に、

言葉の壁を越える翻訳活動が現代イスラーム思想のグローバル化を理解する上でひとつの鍵となる点を

強調した。レバノンのヒズブッラーを取り上げた末近浩太氏（立命館大学）はグローバルとローカルと

いう視点から組織の活動や思想、ネットワークを解説すると共に、地域研究から中東政治を読み解く必

要性とその魅力を訴えた。スーフィズムを専門とする東長靖（京都大学）氏は、性弱説、正しく生きる、

現世という3つのキーワードを軸にスーフィズムの現代的意義を説きながら、スーフィズムが寛容と共存

の精神に満ちていると議論を締め括った。最後の登壇者である長岡慎介氏（京都大学）は、よりよい地

域社会のあり方を追求するひとつのモデルとしてイスラーム経済を捉え、その独自性を個人の欲望と全

体の調和のバランスが取れている経済システムであると評価した。 

（丸山大介） 

 

プログラム 

14:00 開場 

14:30 開会の辞 

桜井啓子（早稲田大学） 

14:35 主催者挨拶 

東長靖（京都大学） 

14:40 「現代イスラーム思想の拡散とマウドゥーディー著作の翻訳」 

山根聡（大阪大学） 

15:10 「現代イスラーム主義組織のグローバル性：レバノン・ヒズブッラーの革命闘争」 

末近浩太（立命館大学） 

15:40 休憩 

15:55 「イスラーム神秘主義の現代的意義」 

東長靖（京都大学） 

16:25 「不安定化するグローバル資本主義とイスラーム経済の可能性」 

長岡慎介（京都大学） 

16:55 質疑応答 

17:20 総括 

 小長谷有紀（人間文化研究機構理事、地域研究推進センター長） 

17:25 閉会の辞 

三浦徹（東洋文庫） 
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⑧KIASグローバル研究セミナー「国際NGOオクスファム・ジャパン事務局長 米良彰子さん談話会」 

「地域研究とNGO活動の接点はどこにあるか―オクスファムの支援活動とアジア・アフリカ地域研究」 

日時：11月27日(木) 11:00～12:00  

場所：京都大学総合研究2号館4階会議室（AA447） 

共催：京都大学現代インド研究センター（KINDAS）、同キャリア・デベロップメント室との共催 

 概要：世界90カ国以上で貧困を克服しようとする人々を支援し、貧困を生み出す状況を変えるために

活動する国際協力団体オクスファム・ジャパンの活動、とくにシリア難民支援やヒマラヤ洪水被災者支

援などの報告がなされ、地域研究が具体的にどのような貢献をなすことができるかについての貴重な提

言と討論がなされた。 

（今松泰） 

  

プログラム 

 発題者：米良彰子氏（オクスファム・ジャパン事務局長） 

テーマ：「地域研究とNGO活動の接点はどこにあるか―オクスファムの支援活動とアジア・アフリカ地

域研究」 

 

⑨ KIASグローバル研究セミナー「ファルーク・アーミル駐日パキスタン大使 講演会」 

 日程：12月9日(火) 10:00～11:20  

場所：京都大学総合研究2号館4階会議室（AA447） 

 概要：駐日パキスタン大使であるファルーク・アーミル氏によるパキスタンと日本の関係に関する講

演が行われた。講演の中では、日本におけるウルドゥー語教育の歴史にも触れられ、南アジアのイスラ

ーム研究における諸相を理解するために貴重な機会となった。 

（今松泰） 

  

プログラム 

 講演者：H.E. Mr. Farukh Amil（駐日パキスタン大使） 

講演タイトル：JAPAN PAKISTAN RELATIONS 

 

⑩第2回運営委員会 

 日程：2月13日(金) 15:10～16:10  

場所：京都大学総合研究2号館4階第2講義室（AA415) 
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⑪KIAS-IMS合同国際ワークショップ 

 日程：3月6日(金)  

場所：釜山外国語大学 

 概要：Mohammad Hassan Mosafari 氏はシーア派の一次資料について、東長氏はイスラームとキリスト

教の比較について発表した。Mona Farouk M. Ahmed 氏の発表はクルアーンにみえる女性に関するもので

あった。上野氏はトルコにおける「宗教文化と道徳」の教科書で、スーフィズムおよびタリーカがどの

ように描かれてきたのかを通時的な視点から分析し、2000 年代初頭を境として、スーフィズムおよびタ

リーカの記述が大きく変化していることを明らかにした。Kang 氏はエレクトロニクスを利用した文化地

図の今後の研究における有用性について論じた。佐藤氏の発表は NGO に関するものであった。 

（上野愛美・今松泰） 

 

 プログラム 

Opening Session (13:00-13:20)  

Chair: HA, Byoung Joo (Professor in Arabic Dept) 

  Yoon, Yong-Soo (Director of IMS and Professor in Arabic Dept.)  “Welcome Speech” 

TONAGA Yasushi (Deputy Director of KIAS and Professor of ASAFAS)  “Greeting Speech” 

Session 1: Islamic Culture and Thought (13:20-14:20)  

Chair: Choi, Chun-Sik (Previous Director of IMS and Professor in French Dept.) 

Mohammad Hassan Mosafari (HK Professor of IMS / Ph. D. in Law)   

“The Primary Sources of Shia Jurisprudence”  

TONAGA Yasushi (Professor, Graduate School of Asian and African Area Studies and Director of Center for 

Islamic Area Studies, Kyoto University) 

“Good and Evil according to Islam and Christianity” 

Session 2: Society and Religion in the Mediterranean World (14:40-15:40) 

Chair: Yoon, Yong-Soo 

Mona Farouk M. Ahmed (Assistant Professor of Arabic Dept.)  

“Women in Quran: Humiliated or honored?” 

UENO Manami (Ph. D. Candidate, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 

“Sufism and Sufi Orders in Compulsory Religious Education in Turkey: An Analysis of the Textbooks of 

"Religious Culture and Morals"” 

Session 3: Mediterranean Diversity (16:00-17:00) 

Chair: Woo, Duk Chan (Professor of the Turkish Dept.) 

Kang, Ji-Hoon (HK Researcher in IMS) 

“A Research for Area Research Method Based on Electronic Cultural Atlas” 
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SATO Marie (Ph. D. Candidate, Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University) 

“Prompt Response Capability of Islamic NGOs: Reflections on the Case of Badr Area, East Amman, Jordan" 

Closing Session (17:00-17:20) 

Chair: HA, Byoung Joo 

Choi, Choon Sik “Closing Remarks” 

 

⑫KIAS グローバル研究セミナー Malaysia-Japan International Seminar on Islamic Civilization and 

Society 

 日程：3 月 9 日(月) 14:00～18:10   

場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階会議室（AA447） 

 共催：科研費基盤（A）「グローバル化時代に対応する 21 世紀型イスラーム学の構築」との共催 

 概要：本セミナーの主要な課題は、グローバル化時代におけるイスラーム世界の文明・社会について、

様々な分野からの検討を加えることであった。イスラーム文明における「知」の形成について幅広い見

地が紹介されたキーノートスピーチに続けて、第 1 セッションでは中東地域における宗教問題、第 2 セ

ッションでは難民、貧者といった弱者に焦点を当てることでイスラーム社会の理解を目指す報告が行わ

れた。イスラーム世界の文明・社会を考えるにあたり、宗教問題・貧困問題について多くの重要な問い

が提起され、また様々な地域の現状や研究の視点が明らかになった。 

（池端蕗子・今松泰） 

 

 プログラム 

14:00-14:05: Opening Remarks 

14:05-15:05: Keynote Lecture 

Prof. Dr. Abdul Latif Samian (Universiti Kebangsaan Malaysia)  

“Al-Biruni’s Paradigm of Mathematical Research” 

15:15-16:45: Session 1 

Ayaka KURODA (Kyoto University) 

“Religion, Law, and Foundational Commonality in Contemporary Egypt: Tariq al-Bishri’s Views 

on a Political Community” 

Fukiko IKEHATA (Kyoto University) 

“Islamic Diplomacy in the Time of Confrontations: The Case of Jordan” 

Kensuke YAMAMOTO (Kyoto University) 

“A Solution to the Jerusalem Problem?: Preliminary Discussions based on the Case of  

Al-Khalil/Hebron” 
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17:00-18:00: Session 2 

Marie SATO (Kyoto University) 

“Jordan in Syrian Crises: Politics of Refugees and Mitigating the Burden of Neighbors” 

Mari ADACHI (Kyoto University) 

“Diversity of Zakat Practice in Indonesia: Toward an Analytic Framework” 

18:00-18:10: Closing Remarks 

 

●大学院講義(前期) 

 ・月曜 6 限       トルコ語Ⅰ(今松泰) 

・火曜 3 限       イスラーム社会経済論Ⅲ(小杉泰、長岡慎介、竹田敏之) 

 ・火曜 4 限       熱帯乾燥域生存基盤論(小杉泰、長岡慎介) 

 ・水曜 2 限       イスラーム世界論研究(小杉泰) 

 ・水曜 3～6 限      グローバル地域研究演習Ⅰ・Ⅲ(小杉泰、長岡慎介) 

 ・木曜 3 限       アラビア語Ⅰ(竹田敏之) 

 ・木曜 4 限       アラビア語Ⅲ(竹田敏之) 

 ・集中         中東地域研究論（臼杵陽） 

 

●大学院講義(後期) 

 ・月曜 5 限       スーフィズム・タリーカ論Ⅱ(東長靖) 

 ・火曜 4 限       イスラーム社会経済論Ⅰ(長岡慎介) 

 ・水曜 2 限       現代中東・北アフリカ地域論(小杉泰) 

 ・水曜 3～6 限      グローバル地域研究演習Ⅱ・Ⅳ(小杉泰、東長靖、長岡慎介) 

 ・木曜 3 限       アラビア語Ⅱ(竹田敏之) 

 ・木曜 4 限       アラビア語Ⅳ(竹田敏之) 

・金曜 2 限       中央アジア地域研究論(帯谷知可) 

・金曜 2 限       ペルシア語Ⅰ(東長靖) 

 ・金曜 3 限       イスラーム思想研究(小杉泰、東長靖) 

 

(2)研究グループの活動 

① ワークショップ “Japan-Indonesia Forum on Islamic Ethics, Economics and Governance” 

 日時：6 月 21 日(土) 13:00～19:00   

場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階会議室（AA447） 

 共催：科研費基盤（A）「グローバル化時代に対応する 21 世紀型イスラーム学の構築」との共催 

 概要：第 1 セッションではインドネシア、ブルネイなどの東南アジア諸国におけるイスラーム経済の
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実態が明らかにされた。第 2 セッションでは、イスラーム諸国の政治を主な対象とした 4 つの発表が行

われた。シリア、ヨルダン、パレスチナといった中東諸国における国際関係、内戦、宗派対立の問題が

討議された。 

（渡邊駿・今松泰） 

 

 プログラム 

13:00-13:15: Opening Remarks 

13:15-14:15: Keynote Lecture 

Dr. Nur Indah Riwajanti (Visiting Associate Professor, Kyoto University) 

“Islamic Microfinance in Indonesia: Development, Challenges and Contribution” 

14:30-16:30: Session 1 

Hassan Shakeel Shah (Universiti Brunei Darussalam) 

“The Role of the Shari'ah Department in the Bank Islam Brunei Darussalam” 

Kentaro KAMBARA (Kyoto University) 

“Theory and Practice of Rahn (Pawnbroking) in Islamic Finance: Its Characteristics of Brunei Products” 

Mari ADACHI (Kyoto University) 

“Zakat Practice in Indonesia: Its History and Contemporary Issues” 

Khashan Ammar (Kyoto University) 

“Riba and Bay'a: Reflections on the Qur'anic Verses, Prophetic Traditions and their Interpretations” 

16:45-18:45: Session 2 

Shun WATANABE （Kyoto University） 

“Historical Turbulence and the Regime Stability of the Hashemite Kingdom of Jordan: A Study on its Internal  

and External Political Process from the 1967 War to the Black September” 

Minako MURANAKA (Kyoto University) 

“Arab Uprising and the Unfolding Civil War in Syria” 

Fukiko IKEHATA (Kyoto University) 

“Amman Message from Jordan: Sunni-Shiite Conflicts and Path to Reconciliation in the Middle East” 

Kensuke YAMAMOTO (Kyoto University) 

“Judaization Policy and Palestinian Resistance in the Old City of Hebron / al-Khalil” 

18:45-19:00: Closing Remarks 

 

② スーフィズム・聖者信仰研究会（SIAS/KIAS 連携） 

 日時：7 月 28 日(月) 16:30～17:30   

場所：上智大学四谷キャンパス第 2 号館 10 階 2-1015a 教室 

 共催：科研費基盤（B）「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」、科研費基盤（B）「南アジア
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諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」との共催 

 （※概要およびプログラムの詳細は上智大学拠点の報告を参照） 

 

③ WOCMES（中東研究世界大会）パネルセッション 

  “New Frontier in Islamic Economics and Finance: Empirical and Policy Implications” 

 日時：8 月 20 日(水)  

場所：中東工科大学（ODTÜ）（トルコ・アンカラ） 

 概要：イスラーム経済、イスラーム金融に関する 4 本の報告が行われた。メフメト・アシュタイ氏は

イスラーム金融の様々な発展形態を取り上げ、長岡慎介氏はシンガポールの事例を取り上げワクフの再

活性化についての報告をおこなった。川村藍氏はイスラーム金融の民事紛争処理についてドバイにおけ

るアプローチ報告し、プラトノヴァ氏は中東湾岸地域のイスラーム銀行による企業の社会的責任につい

て論じた。 

（メフメト・アシュタイ、今松泰） 

 

④ WOCMES（中東研究世界大会）パネルセッション 

  “The Vicissitudes of Sufi Movement in the Society: Past and the Present” 

 日時：8 月 21 日(木)  

場所：中東工科大学（ODTÜ）（トルコ・アンカラ） 

 共催：上智大学拠点との連携 

 （※概要は上智大学拠点の報告を参照） 

 

⑤ 第 8 回イスラーム経済国際ワークショップ（8th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic 

Economics and Finance） 

 日時：8 月 25 日(月)、26 日(火)  

場所：英ダラム大学 

 概要：2014 年 8 月 25 日、26 日に英国ダラム大学で行われた本ワークショップは、イスラーム経済・

金融を主題とする 8th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic Economics and Finance と、現代の中

東・アジア地域における政治・社会・経済を扱った International Workshop in Political/Social Development and 

Economic Challenges in Middle East and Asia を交互に行う形で開催された。 

前者の WS では、イスラーム経済・金融の理念、理論に関する発表や、またそれとは対照的に、イス

ラーム銀行が直面する実務上の問題を取り上げた発表が行われた。また、発表後の質疑応答・討論にお

いても、各々の参加者によって、イスラーム学、経済学の垣根を越えた活発に議論が交わされた。 

後者の WS では、中東・南アジア・東南アジア地域といった広範な地域を対象に、発表が行われた。

その内容には、政治・社会・経済分野における地域の固有性を問う発表が見られ、各発表に対して参加

者から、それらの分野を横断するような質疑・コメントが数多く寄せられていた。 

（上原健太郎） 
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 プログラム 

25th August 2014, Monday 

09:30 – 09:45 Opening Remarks 

Dr Mehmet Asutay & Dr Yasushi Kosugi 

09:45 – 11:15 Session I: Islamic Economics and Finance 

1.1. Islamic Economics and Halal Philosophy of Life 

Yasushi Kosugi 

1.2. Innovation and Inclusive Islamic Finance 

Habib Ahmed 

1.3. Agency Costs, Financial Contracting and the Muslim World 

M. Shahid Ebrahim; Aziz Jaafar; Philip Molyneux; Murizah Osman Salleh 

11:15 – 11:30 Break 

11:30 – 13:00 Session II: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia 

2.1. Dubai Strategy for Developing Islamic Finance Infrastructure 

Ai Kawamura 

2.2. Contribution of Zakah Institutions in Poverty Alleviation in Indonesia 

Rahmatina A. Kasri 

2.3. Islamic Finance and Economic Development: Southeast Asian Perspectives 

Kentaro Kambara 

13:00 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:30 Session III: Islamic Economics and Finance 

3.1. Wa'dan Principle: Its Comparison to Muwa'adah and Contract in Islamic Finance 

Azlin Alisa Ahmad 

3.2 

An Integrated Approach to the Measurement of the Intrinsic Value of Maqasid al-Shariah: Theory, Methodology 

and Applications 

Tareq Hesham Moqbel 

3.3. Procedures in the Implementation of Hire-Purchase Act on Al-Ijarah Thuma Al-Bai’ Financing Contract In 

Malaysia: Maqasid Al-Shari’ah Perspectives 

Mohd Daud Awang 

15:30 – 15:45 Break 

15:45 – 17:15 Session IV: Islamic Economics and Finance 

4.1. Risk Management in Islamic Finance: Current Challenges 

Hajar Raouf 
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4.2. Measuring the Sources of Liquidity Risk Exposures: A Comparative Exploration on Islamic, Conventional 

and Hybrid Banks in the GCC Region 

Sabri Muhammad 

4.3. Leverage, Return, Volatility and Contagion: Evidence from the Portfolio Framework 

Abdulkader Alaoui 

17:15 – 17:30 Break 

17:30 – 19:00 Session V: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia 

5.1. Growth, Government Spending and Institutions 

Noor Zahirah Mohd Sidek and Mehmet Asutay 

5.2. Study on Writings of Mawlana Mawdudi and its Contributions to Contemporary Islamic Economics 

Emiko Sunaga 

5.3. Making Muslim Market or Islamic Value? Development of Islamic Tourism in the International Arena 

Shin Yasuda 

19.00 End of the Day 

26th August 2014 - Tuesday 

09:00 – 10:30 Session VI: Islamic Economics and Finance 

6.1. Accounting Quality of Ιslamic and Conventional banks: Evidence from MENA Countries 

Omneya Abdelsalam; Panagiotis Dimitropoulos, and Stergios Leventis 

6.2. New Intellectual Discussion in Islamic Economics after the Shari’ah Compliant Criticism: Beyond the 

Dichotomy between Aspiration and Reality 

Shinsuke Nagaoka 

6.3. Assessing the Role of Islamic Finance in Expanding Financial Inclusion: Critical Perspectives 

Mehmet Asutay 

10:30 – 10.45 Break 

10:45 – 12:15 Session VII: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia 

7.1. Media after Arab Spring: A Comparative Analysis 

Yushi Chiba 

7.2. Emergency Relief in an Arid Zone and Continuous Crisis: Syrian Refugees in Amman, Jordan 

Marie Sato 

7.3. Regional Crisis and Predicament of the Hashemite Kingdom of Jordan: A Study on its Engagement in Gulf 

Crisis/Gulf War 

Shun Watanabe 

12:15 – 12.30 Break 

12:30 – 13:30 Session VIII: Islamic Economics and Finance 
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8.1. Analytical Explorations and Assessment of the Social Risks Faced by Islamic Banks and Financial 

Institutions: Credibility, Legitimacy, Shari’ah, Trust and Sustainability Risks 

Alija Avdukic 

8.2. Evaluating Shari’ah Risks in Sukuk Structures 

Tamim bin Suliman 

13:30 – 14:30 Lunch 

14:30 – 16.30 Session IX: Islamic Economics and Finance 

9.1. Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility Disclosures of Islamic Banks in the GCC Region 

Elena Platonova 

9.2. Exploring Perceptions on Financial Reporting Standards and the Barriers Faced in Islamic Financial 

Institutions 

Mahmoud Aleraig 

9.3. Aspects of E-commerce Services in Saudi Arabia: Comparing Islamic and Conventional Banks on Demand 

and Supply Conditions 

Muhammad Naif Al-Otaibi 

9.4. Factors Influencing the Strategy Implementation Process and its Outcomes: Evidence from Saudi Arabian 

Islamic and Conventional Banks 

Ibrahim Al-Kandi 

16:30 – 16.45 Break 

16:45 – 18:15 Session X: Political/Social Developments and Economic Challenges in Middle East and Asia 

10.1. Karl Polanyi on Moral and Embedded Economy: The Political Economy and (Non)Great 

Transmogrification of Kurds in the Fin-de-Siecle: 

Omer Tekdemir 

10.2. Reconstruction of the Sacred City: Palestinian Resistance by Another Mean 

Kensuke Yamamoto 

10.3. Islamic Constitutionalism and al-Shura: What is an Islamic State in Modern Eras? 

Ayaka Kuroda 

18.00 Closing Remarks & End of the Programme 

 

⑥スーフィズム・聖者信仰研究会（SIAS/KIAS 連携）研究合宿 

 日時：9月27日(土)、28日(日)  

場所：東洋大学箱根保養所 

 共催：科研費基盤（B）「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」、科研費基盤（B）「南ア

ジア諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」との共催 
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 （※概要およびプログラムの詳細は上智大学拠点の報告を参照） 

 

⑦マレーシア国民大学イスラーム文明研究所（UKM）との研究打ち合わせ会議 

 日時：12月18日(木) 10:30～12:30  

場所：京都大学総合研究総合研究2号館4階第2講義室（AA415） 

 

⑧ 第 1 回「国際関係(国際組織・情報ネットワークを含む)」研究班研究会 

 日程：2月17日(火) 14:00～17:20  

場所：京都大学総合研究2号館4階第1講義室（AA411) 

 概要：保坂氏による発表は、イスラーム国の動きとともに彼らのロジックがいかなるものであり、イ

スラーム教徒による批判がどのような形でなされたかを明らかにした。山根氏による発表はパキスタン

における2015年の第21次憲法改正を分析したものであり、イスラームの名を掲げたテロとの決別を模索

する新たな動きを明らかにした。 

（今松泰） 

 

 プログラム 

 保坂修司（日本エネルギー経済研究所） 

「イスラーム国の「なぜ」―カリフ・奴隷・捕虜」 

山根聡（大阪大学） 

「テロとイスラームの決別―パキスタンの新たな動き」 

 

⑨ SIAS-KIAS Joint Workshop “Piety, Politics and People in the Modern Islamic World”  

 日程：2015年3月2日(月)  

場所：京都大学総合研究2号館4階会議室（AA447） 

 共催：上智大学拠点との連携ワークショップ 

    科研費基盤（B）「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」、科研費基盤（B）「南アジア

諸語イスラーム文献の出版・伝播に関する総合的研究」との共催 

 概要：二ツ山氏はチュニジアの事例を通して「消費される宗教」の一例を示し、金氏はチェニ

ジアの政治変動と社会変動に関して、初期のブルギーバ政権下では社会変動は限られていたと

結論づけた。松田氏は19世紀前半の北インドで活躍したシャー・ムハンマド・イスマーイール

の聖者崇敬批判について発表した。小倉氏はペルシア語著作のサンスクリットへの翻訳を詳細

に検討した。近藤氏はエジプトにおけるマウリドの記述が19世紀と20世紀にどのように変化し

ているかについて発表した。斎藤氏はリビア政治における部族主義に関してカダフィーの言説

とその影響について発表を行い、部族的郷愁がリビア社会において重要な政治的役割を有して
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いることを明らかにした。白谷氏の発表は、モロッコにおける党派政治と選挙制度に焦点を当

てたものであった。またすべての発表に対して、セジウィック氏が詳細なコメントをつけ、大

変に実り多いワークショップとなった。  

（松田和憲・今松泰） 

 

 プログラム 

  Organizers: AKAHORI Masayuki (SIAS), TONAGA Yasushi (KIAS), TAKAHASHI Kei (SIAS), 

IMAMATSU Yasushi (KIAS) 

Secretary in Chief: MATSUDA Kazunori (Kyoto University) 

Commentator: Mark Sedgwick (Aarhus University) 

Program 

13:30-13:50 Opening Session 

13:50-14:20 FUTATSUYAMA Tatsuro (Kyoto Univ.) 

“How Tunisian Muslims Treat Religious Materials: Focusing on Qur’ānic Ornaments and Calendars” 

14:20-14:50 KIM Shinwoo (Sophia Univ.) 

“Political Elites and Social Mobility in Bourguiba's Tunisia (1956-1987)” 

14:50-15:00 Coffee Break 

15:00-15:30 MATSUDA Kazunori (Kyoto Univ.) 

“The Criticism of Saint Cults in the First Half of 19th Century North India: The Case of Shāh Muḥammad 

Ismāʻīl” 

15:30-16:00 OGURA Satoshi (Kyoto Univ.) 

“Translating Waḥda al-Wujūd into Śaiva Theology: A Reading of the First Chapter of Śrīvara’s Kathākautuka, 

a Sanskrit Translation of Jāmī’s Yūsuf u Zulaykhā” 

16:00-16:10 Coffee Break 

16:10-16:40 KONDO Fumiya (Sophia Univ.) 

“Mawlid and British People in Egypt” 

16:40-17:10 SAITO Akiko (Sophia Univ.) 

“Tribalism in the Political Context in Libya: Qadhafi’s Discourse and its Influence” 

17:10-17:40 SHIRATANI Nozomi (Sophia Univ.) 

“New Strategy for the Maintenance of the Authoritarian Regime in Morocco: 2011 Parliamentary Elections 

and the Nominal Change of Government” 

17:40-17:55 General Comments by Mark Sedgwick 

17:55-18:10 Concluding Session 
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3. 海外派遣・調査   

(1)拠点全体としての活動   

① 国際学会への参加 

出張期間：2014 年 8 月 18 日(月)～2014 年 8 月 22 日(金) 

 出張先（国名）：トルコ 

 出張者：東長靖（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）、小杉泰（京都大学大学院ア

ジア・アフリカ地域研究研究科教授）、長岡慎介（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科准教

授）、今松泰（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科客員准教授）、丸山大介（上智大学・日

本学術振興会特別研究員（PD））、遠藤春香（ロンドン大学東洋アフリカ研究学院・研究生）、川村藍（京

都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 特任研究員）、 

 概要：第 4 回世界中東学会（WOCMES）に出席 

 

② 国際ワークショップへの参加 

 出張期間：2015 年 3 月 5 日(木)～2015 年 3 月 7 日(土) 

 出張先（国名）：韓国 

出張者：東長靖（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）、佐藤麻理絵（京都大学大学

院アジア・アフリカ地域研究研究科）、上野愛実（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科） 

 概要：KIAS-IMS 合同国際ワークショップに出席・発表 

 

③ 海外調査 

出張期間：2014 年 8 月 23 日～2014 年 8 月 30 日 

 出張先（国名）：トルコ 

出張者：東長靖（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）、今松泰（京都大学大学院ア

ジア・アフリカ地域研究研究科客員准教授）、丸山大介（上智大学・日本学術振興会特別研究員（PD））、

遠藤春香（ロンドン大学東洋アフリカ研究学院・研究生） 

 概要：トルコ中央アナトリア諸都市における聖者廟調査に参加 

 

(2)研究グループの活動 

① 国際ワークショップへの参加 

 出張期間：2014 年 8 月 22 日(金)～2014 年 8 月 29 日(金) 

 出張先（国名）：イギリス 

 出張者：小杉泰（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）、長岡慎介（京都大学大学院

アジア・アフリカ地域研究研究科准教授）、安田慎（帝京大学経済学部観光経営学科・講師）、須永恵

美子（大阪大学・日本学術振興会特別研究員（PD））、千葉悠志（東京大学人文社会系研究科・日本学
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術振興会特別研究員（PD））、川村藍（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 特任研究員）、

佐藤麻理絵（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程）、黒田彩加（京都大学大学院

アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程）、上原健太郎（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究

研究科博士課程）、山本健介（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程）、渡邉駿（京

都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科・博士課程） 

 概要：8th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic Economics and Finance に出席 

 

4. 外国人研究者の招聘 

(1)拠点全体としての活動 

①Frederic Bauden 

 所属（国籍）：Université de Liège（ベルギー） 

 期間：2014 年 4 月 13 日(日) 

活動概要：セミナーにおいて、発表を行なった。 

 

②Mohd Nasran Mohamad 

 所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 5 月 30 日(金)～6 月 1 日(日) 

活動概要： 5th International Symposium on Islam, Civilization, and Science において、発表を行なった。 

 

③Mohamad Sabri Haron 

 所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 5 月 30 日(金)～6 月 1 日(日) 

活動概要： 5th International Symposium on Islam, Civilization, and Science において、発表を行なった。 

 

④Khairul Anwar Mastor 

 所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 5 月 30 日(金)～6 月 1 日(日) 

活動概要： 5th International Symposium on Islam, Civilization, and Science において、発表を行なった。 

 

⑤Claudia Baumgart-Ochse 

所属（国籍）：Peace Research Institute Frankfurt（ドイツ） 

 期間：2014 年 9 月 22 日(土) 

活動概要： KIAS グローバル研究セミナー において、発表を行なった。 
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⑥Azyumardi Azra 

 所属（国籍）：Graduate School, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta（インドネシア） 

 期間：2014 年 9 月 22 日(土)  

活動概要： KIAS グローバル研究セミナー において、発表を行なった。 

 

(2)研究グループの活動 

①Hassan Shakeel Shah 

 所属（国籍）：Universiti Brunei Darussalam（ブルネイ） 

 期間：2014 年 6 月 21 日(土) 

活動概要： 国際ワークショップ“Japan-Indonesia Forum on Islamic Ethics, Economics and Governance”にお

いて、発表を行なった。 

 

②Mark Sedgwick 

 所属（国籍）：Aarhus University（デンマーク／イギリス） 

 期間：2015 年 3 月 2 日(月) 

活動概要： SIAS-KIAS Joint Workshop “Piety, Politics and People in the Modern Islamic World”において、

コメンテータをつとめた。 

 

③Mohd Yusof Haji Othman 

所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 12 月 18 日(木) 

活動概要： 研究打ち合わせ会議に出席。 

 

④Jawiah Daki 

所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 12 月 18 日(木) 

活動概要： 研究打ち合わせ会議に出席。 

 

⑤Mashitoh Yaacob 

所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 12 月 18 日(木) 

活動概要： 研究打ち合わせ会議に出席。 
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⑥Muhammad Hakimi Mohd Shafiai 

所属（国籍）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア） 

 期間：2014 年 12 月 18 日(木) 

活動概要： 研究打ち合わせ会議に出席。 

 

5. 資料収集 

アラビア語資料を中心に、欧米諸語資料、及び日本語資料を収集した。アラビア語資料については、現

代の政治・経済、国際関係から思想関係に至る図書を、欧米諸語資料は雑誌と図書を収集した。 

主要な資料は次のとおり。 

 

①資料名 アラビア語ほか現地語資料 

 ・形態：図書・雑誌 

 ・冊数：41 冊 

 ・資料内容：İslâm Ansiklopedisi ほか 

 ・収集目的：イスラーム地域研究京都大学拠点の研究活動のため 

 ・所蔵場所：京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アジア専攻図書室の協力を得て、整理

および NICSIS Webcat に登録後、上記図書室、KIAS 事務室あるいは京都大学附属図書館において所

蔵 

 ・収集方法：MVT 書店（トルコ）、Leila 書店（エジプト） 

 ・収集期間：2014 年 4 月～2015 年 3 月 

 

②資料名 欧米諸語資料 

 ・形態：図書・雑誌 

 ・冊数：18 冊 

 ・資料内容：Studies in Islamic Law and Society ほか 

 ・収集目的：イスラーム地域研究京都大学拠点の研究活動のため 

 ・所蔵場所：京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アジア専攻図書室の協力を得て、整理およ

び NICSIS Webcat に登録後、上記図書室、KIAS 事務室あるいは京都大学附属図書館において所蔵 

 ・収集方法：紀伊國屋書店、藤井洋書 

 ・収集期間：2014 年 4 月～2015 年 3 月 

 

③資料名 日本語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：2 冊 
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 ・資料内容：小学館オクスフォード英語コロケーション辞典ほか 

 ・収集目的：イスラーム地域研究京都大学拠点の研究活動のため 

 ・所蔵場所：京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科アジア専攻図書室の協力を得て、整理およ

び NICSIS Webcat に登録後、上記図書室、KIAS 事務室あるいは京都大学附属図書館において所蔵 

 ・収集方法：京都大学生活協同組合 

 ・収集期間：2014 年 4 月～2015 年 3 月 

 

6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔論文〕計（ 31 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ

足立 真理 
書評“Amelia Fauzia. Faith and 
the State: A History of Islamic 
Philanthropy in Indonesia”

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 395-397 

Masayuki 
AKAHORI 

Towards a Dynamic View of 
Sufism and Saint Veneration in 
Islam: 
An Anthropological Approach

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 57-68 

Zahid Munir Amir 

First Wind of Islamic 
Revivalism after World War II:
Muhammad Asad (1900–92) 
and International Islamic 
Colloquium, 1957–58 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 88-102 

Noha Osman Azmy 
and Louay 

Mahmoud Saied 

A New Vision of the Copts of 
Egypt: State Policy and Inner 
Difficulties (1948–1957): 
In Light of US State 
Department Documents

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 103-140 

Azyumardi Azra 

The Significance of Southeast 
Asia (the Jawah World) for 
Global Islamic Studies: 
Historical and Comparative 
Perspectives 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 69-87 

池端 蕗子 

書評 “Wagemakers, Joas. A 
Quietist Jihadi: The Ideology 
and Influence of Abu 
Muhammad” 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 398-400 

上原 健太郎 
ブルネイ・ダルサラームにお
けるイスラーム金融部門の
形成とその特徴 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 194-206 

内山 明子 
（研究協力者） 

プラクティカル研究情報「イ
ラン・イスラーム共和国書店
案内――テヘラン編――」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 404-413 

Haruka ENDO 
（研究協力者） 

“A Preliminary Outlook on 
al-Shaʻrānī’s Defence of Ibn 
ʻArabī and the Intellectual 
Milieu during Early Ottoman 
Egypt” 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 4-25 

帯谷 知可 
書評「小松久男『激動の中の
イスラーム――中央アジア
近現代史』」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 367-370 
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後藤 明 
（研究協力者） 

講演録「見果てぬ夢――地球
規模の人類史」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 156-176 

Kei TAKAHASHI 
（研究協力者） 

 

“Tariqas and Benevolent 
Associations in Early 
Twentieth-Century Egypt: The 
Case of the Society of the 
ʻAzmīya Brothers in 
Alexandria” 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 26-39 

高橋 理枝 
書評「三浦徹（編）『イスラ
ームを学ぶ――史資料と検
索法』」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 388-391 

千葉 悠志 
（研究協力者） 

書評「保坂修司『サイバー・
イスラーム――越境する公
共圏』」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 392-395 

東長 靖 
（拠点代表） 

翻訳「ガザーリー『宗教諸学
の再興』 解題・翻訳ならび
に訳注」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 359-364 

長縄 宣博 

書評「堀川徹・大江泰一郎・
磯貝健一（編）『シャリーア
とロシア帝国――近代中央
ユーラシアの法と社会』」

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 376-380 

日下部 尚徳 
書評「子島進『ムスリム
NGO――信仰と社会奉仕活
動』」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 381-385 

福田 安志 書評「森伸生『サウディアラ
ビア――二聖都の守護者』」

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 365-367 

藤井 千晶 
（研究協力者） 

「ザンジバルの国家主権獲
得をめぐるイスラーム組織
ウアムショの活動」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 183-193 

Renat Bekkin 

The Experience and Challenges 
of Islamic Insurance in the 
Post-Soviet Space: Case Studies 
of Russia and Kazakhstan

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 141-154 

松田 和憲 「ムジャーヒディーン運動
研究の軌跡と課題」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 246-258 

松村 耕光 
（研究協力者） 

翻訳「「蠟燭と詩人」―イク
バールのウルドゥー詩（8）」

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 259-265 

Daisuke 
MARUYAMA 

（研究協力者） 

Redefining Sufism in Its Social 
and Political Contexts: 
The Relationship between 
Sufis and Salafis in 
Contemporary Sudan 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 40-56 

村中 美菜子 

書評「Achcar, Gilbert. The 
People Want: A Radical 
Exploration of the Arab 
Uprising.」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 400-403 

守川 知子 
（研究協力者） 

翻訳「ムハンマド・ブン・マ
フムード・トゥースィー著 
『被造物の驚異と万物の珍
奇』（8）」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 266-358 

森山 央朗 
（研究協力者） 

書評「小杉泰・林佳世子（編）
『イスラーム 書物の歴
史』」

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 373-376 

山尾 大 
（研究協力者） 

書評「小杉泰『9・11 以後の
イスラーム政治』」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies

8 2015 385-388 



 162

山本 健介 
（研究協力者） 

「イスラエル・パレスチナ紛
争の構造と占領政策—人口
動態と空間をめぐるポリテ
ィクス」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 207-224 

山本 直輝 
（研究協力者） 

「イマーム・ビルギヴィーの
スーフィズム観」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 225-235 

横田 貴之 

書評「ティモシー・ミッチェ
ル『エジプトを植民地化する
――博覧会世界と規律訓練
的権力』」 

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 370-373 

渡邊 駿 
（研究協力者） 

「中東における君主制と政
治変動——アラブ君主制国
家群におけるヨルダン・ハ
ーシム王家の位置付け——」

『イスラーム世界研
究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

8 2015 236-245 

 

〔図書〕計（ 2 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ

Mansurnoor Iik 
Arifin 

Contesting Authenticity: Interpreting 
and Observing Islam in the Center from 
the Classical to the Modern Period 

京都大学大学
院アジア・アフ
リカ地域研究
研究科附属イ
スラーム地域
研究センター 

11 2015 iv + 242 

加賀谷 寛 
『近現代イランの社会と文化―加賀
谷寛著作集 3―』 
(Kyoto Series of Islamic Area Studies) 

京都大学大学
院アジア・アフ
リカ地域研究
研究科附属イ
スラーム地域
研究センター 

12 2015 vi + 506 

 

〔学会発表〕計（ 23 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所

Manami UENO 
（研究協力者） 

Sufism and Sufi Orders in 
Compulsory Religious 
Education in Turkey: An 
Analysis of the Textbooks of 
“Religious Culture and 
Morals”

IMS-KIAS Joint Seminar 2015.3.6 韓国・釜山外国
語大学 

Ayaka KURODA 
（研究協力者） 

“Islam, Post-Nationalism, 
Post-Secularism: Theoretical 
Issues in the Study of Islamic 
Politics” 

5th International Symposium 
on Islam, Civilization, and 
Science: Islam as a Basis of 
Civilizational Thought and 
Development 

2014.5.31 京都大学 

“Islamic Constitutionalism 
and al-Shūrā: What is an 
Islamic State in Modern 
Eras?” 

International Workshop on 
Political/Social 
Developments and 
Economic Challenges in the 
Middle East and Asia 

2014.8.26 英国ダラム大学 

“Islamic Constitutionalism in 
Egypt.” 

Japan-Malaysia Forum on 
Islamic Ethics, Economics 
and Governance 

2014.11.8 京都大学 
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Yasushi 
KOSUGI 

（研究分担者） 

“Islamic Civilization and its 
Prospective Contributions to 
the Global Society” 

5th International Symposium 
on Islam, Civilization, and 
Science

2014.5.31 京都大学 

“Islamic Economics and Halal 
Philosophy of Life” 

8th Kyoto-Durham 
International Workshop in 
Islamic Economics and 
Finance

2014.8.26 英国ダラム大学 

末近 浩太 
（研究分担者） 

「現代イスラーム主義組織
のグローバル性：レバノ
ン・ヒズブッラーの革命闘
争」 

NIHU（人間文化研究機
構）プログラム・イスラ
ーム地域研究 2014 年度
合同集会・公開講演会
「グローバル・イスラー
ムの最前線－変貌の時
代を読む－」

2014.10.18 京都大学稲盛財
団記念館 

Emiko SUNAGA 
（研究協力者） 

“Writings of Mawlana 
Mawdudi and its 
Contributions to 
Contemporary Islamic 
Economics” 

8th Kyoto-Durham 
International Workshop in 
Islamic Economics and 
Finance 

2014.8.25 英国ダラム大学 

Toshiyuki 
TAKEDA 

（研究協力者） 

“Modern Developments of 
Arabic as a Language of 
Islamic Civilization” 
（ポスター発表） 

5th International 
Symposium on Islam, 
Civilization, and Science: 
Islam as a Basis for 
Civilizational Thought and 
Development

2014.6.1 京都大学稲盛財
団記念館 

Yushi CHIBA 
（研究協力者） 

“Media and Politics after the 
Arab Spring: A Comparative 
Analysis” 

International Workshop on 
Political/Social 
Developments and 
Economic Challenges in 
Middle East and Asia

2014.8.25 英国ダラム大学 

東長 靖 
（拠点代表） 

「イスラーム神秘主義の現
代的意義」 

NIHU（人間文化研究機
構）プログラム・イスラ
ーム地域研究 2014 年度
合同集会・公開講演会
「グローバル・イスラー
ムの最前線－変貌の時
代を読む－」

2014.10.18 京都大学稲盛財
団記念館 

Yasuhi TONAGA 
（拠点代表） 

“Good and Evil according to 
Islam and Christianity,” IMS-KIAS Joint Seminar 2015.3.6 韓国・釜山外国

語大学 

Shinsuke 
NAGAOKA 

（研究分担者） 

“Waqf and Reinventing the 
Islamic Economic System in 
the Modern World: Pioneering 
Practice in Singapore” 

5th International 
Symposium on Islam, 
Civilization & Science 

2014.5.31 京都大学 

“New Intellectual Discussion 
in Islamic Economics after the 
Sharia-Compliant Criticism: 
Beyond the Dichotomy 
between Aspiration and 
Reality”

8th Kyoto-Durham 
International Workshop in 
Islamic Economics and 
Finance 

2014.8.26 英国ダラム大学 

Tatsuro 
FUTATSUYAMA 
（研究協力者） 

How Tunisian Muslims 
Handle Religious Materials: 
Focusing on Qur’ān 
Ornaments and Calendars 

KIAS/SIAS International 
Workshop “Piety, Politics 
and People in the Modern 
Islamic World” 

2015.3.2  京都大学 

Kazunori 
MATSUDA 

The Criticism of Saint Cults in 
the First Half of 19th Century 
North India: The Case of Shāh 
Muḥammad Ismāʻīl 

SIAS-KIAS JOINT 
WORKSHOP 
Piety, Politics and People 
in the Modern Islamic 
World

2015.3.2 京都大学 
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Shin YASUDA 
（研究協力者） 

Making Muslim Market or 
Islamic Value? Development 
of Islamic Tourism in the 
International Arena 

8th Kyoto-Durham 
International Workshop in 
Islamic Economics and 
Finance 

2014.8.25 英国ダラム大学 

Kensuke 
YAMAMOTO 

（研究協力者） 

“Politics of Demography and 
Urban Space in “the Land of 
Prophets”: Israeli Palestinian 
Conflict and Occupation 
Policy” 

5th International 
Symposium Islam, 
Civilization, and Science: 
Islam as a Basis for 
Civilizational Thought and 
Development 

2014.6.1 京都大学 

“Judaization Policy and 
Palestinian Resistance in the 
Old City of Hebron / 
al-Khalil” 

Japan-Indonesia Forum 
Islamic Ethics, Economics 
and Governance 

2014.6.21 京都大学 

“Reconstruction of the Sacred 
City: Palestinian Resistance 
by Another Mean” 

International Workshop in 
Political/Social 
Developments and 
Economic Challenges in 
Middle East and Asia 

2014.8.26 英国ダラム大学 

Shun 
WATANABE 

（研究協力者） 

Regime Stability and 
Vulnerability of the Arab 
Monarchical States: The Case 
of the Hashemite Kingdom of 
Jordan 

The 5th International 
Symposium on Islam, 
Civilization, and Science 
“Islam as A Basis for 
Civilizational Thought and 
Development 

2014.6.1 京都大学 

Regional Crisis and the 
Predicament of the Hashemite 
Kingdom of Jordan: A Study 
on its Engagement in the Gulf 
Crisis/Gulf War 

International Workshop in 
Political/Social 
Developments and 
Economic Challenges in 
Middle East and Asia 

2014.8.26 英国ダラム大学 

山根 聡 
（研究分担者） 

現代イスラーム思想の拡散
とマウドゥーディー著作の
翻訳 

NIHU（人間文化研究機
構）プログラム・イスラ
ーム地域研究 2014 年度
合同集会・公開講演会
「グローバル・イスラー
ムの最前線－変貌の時
代を読む－」 

2014.10.18 京都大学 

 

■拠点発行物以外の研究成果物   

〔論文〕計（ 57 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ

今井 静 
（研究協力者） 

「ヨルダンにおけるシリア難
民受入の展開――外交政略と
しての国際レジームへの接近
をめぐって――」 

『国際政治』 178 2014 44-57 

鎌田 繁 
（研究協力者） 「イスラームと仏教」 『東洋学術研

究』 53 2014 25-51 

黒田 彩加 
（研究協力者） 

「エジプト・イスラーム中道派
の宗教共存論――文明的イス
ラーム観とアウワーの思想
――」 

『日本中東学会
年報』 30-2 2015 63-98 
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小杉 泰 
（研究分担者） 

「勃興する「イスラム国」と国
際社会の選択--「怪物」を生み
出した欧米の「力の倫理」」 

『外交』 28 2014 46-51 

「はじめに 光は東方から-- 
文字と書物の水脈」 

小杉泰, 林佳世
子(編)『イスラー
ム書物の歴史』

 2014 1-8 

「イスラームの誕生と聖典ク
ルアーン」 

小杉泰, 林佳世
子(編)『イスラー
ム書物の歴史』

 2014 10-30 

「デジタル時代の古典復興-- 
アラビア語メディアを中心に」

小杉泰, 林佳世
子(編)『イスラー
ム書物の歴史』

 2014 396-421 

末近 浩太 
（研究分担者） 

「序論 中東の政治変動：開か
れた「地域」から見る国際政治」

『国際政治（特
集 中東の政治
変動）』 

178 2014 1-14. 

「レバノン：「決めない政治」
が支える脆い自由と平和」 

青山弘之編『「ア
ラブの心臓」に
何が起きている
のか：現代中東
の実像』 

 2014 85-115 

「ガンダム、中東政治、シリア
「内戦」（特集 アニメ！）」 αSYNODOS 160 2014  電子書籍

（epub） 

「現代の中東政治・イスラーム
に関する研究資料：研究動向・
ニーズ・出版事情」 

『アジア情報室
通報』 12-3 2014  2-6 

「読書案内 シリア・レバノン
の政治と国際情勢」 

『歴史と地理：
世界史の研究
（240）』 

676（8 月） 2014  33-36. 

「台頭するイスラム主義運
動：中東政治の行方を左右」 

『週刊エコノミ
スト』 2014-11-11 2014  77-79 

「暴力と憎しみのなかで何を
語るべきか：シリア、フランス、
そして日本へ」 

『現代思想 総
特集：シャル
リ・エブド襲撃
／イスラム国人
質事件の衝撃』

2015-3 増
刊号 2015 204-210 

高尾 賢一郎 
（研究協力者） 

「サウジアラビアにおけるサ
ラフィー主義の位置づけ――
建国思想、スンナ派正統主義、
そしてカウンター・テロリズム
へ」 

『中東研究』 520 2014 65-73 

「現代スンナ派イスラームに
おける「正統」を巡る解釈－シ
リアとサウジアラビアの宗教
言説を事例に」 

『東洋学術研
究』 53(2) 2014 105-124 

「イスラーム（1） イスラー
ムの成り立ち」 

櫻井義秀, 平藤
喜久子(編)『よく
わかる宗教学』

 2015 68-69 

竹田 敏之 
（研究協力者） 

「アラビア語正書法の成立」 
小杉泰, 林佳世
子(編)『イスラー
ム書物の歴史』

 2014 46-65 

「アラビア書道の流派と書家
たち」 

小杉泰, 林佳世
子(編)『イスラー
ム書物の歴史』

 2014 136-156 
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千葉 悠志 
（研究協力者） 

「国際コミュニケーション研
究の新地平――方法論的試論」

국제지역학논총
（『国際地域学論
叢』）

7(1) 2014  1-36 

「アラブ諸国のメディアシテ
ィーー放送の『多様性』を創出
する仕組みについての考察」 

『マス・コミュニ
ケーション研究』
（旧『新聞学評
論』）

85 2014  143-163 

「アラブ諸国の権威主義的体
制を支えたメディアの考察
――その形成と変容」 

『国際政治』 178 2014 88-101 

東長 靖 
（拠点代表） 

「共生の思想としてのスーフ
ィズム－聖者信仰と諸宗教の
一致」 

堀川徹編『知のユ
ーラシア第2巻 
イスラームは東
西をめざす―知
の継承と展開』明
治書院

 2014  131-154 

「イスラームの善悪理解」 

安冨信哉博士古
稀記念論集刊行
会編『仏教的伝統
と人間の生－親
鸞思想研究への
視座－』法蔵館

 2014  85-99 

「アラビア文字文化圏の広が
りと写本文化」 

小杉泰・林佳世子
編『イスラーム 
書物の歴史』（名
古屋大学出版会）

 2014  99-114 

「グローバルとローカルのあ
いだ」 

『イスラーム地
域研究ジャーナ
ル』早稲田大学イ
スラーム地域研
究機構

7 2015 13-16 

長岡 慎介 
（研究分担者） 

「現代世界におけるイスラー
ム経済の再興─その知的伝統と
ダイナミズム」 

イスラムビジネ
ス法研究会／西
村あさひ法律事
務所編『イスラー
ム圏ビジネスの
法と実務』一般財
団法人経済産業
調査会

 2014 109-119 

「現代イスラーム経済論の新
潮流─そのビジョンと挑戦」 

イスラムビジネ
ス法研究会／西
村あさひ法律事
務所編『イスラー
ム圏ビジネスの
法と実務』一般財
団法人経済産業
調査会

 2014 121-130 

中西 竜也 
（研究協力者） 

「20 世紀初頭オスマン語によ
る中国のムスリム事情紹介」 

杉山正明編『続・
ユーラシアの東
西を眺める』京都
大学大学院文学
研究科

 2014 119-160 

二宮 文子 
（研究協力者） 

「『チャチュ・ナーマ（Chach 
nāma）』に見られるチャチュ朝
下のスィンド地方社会」

『西南アジア研
究』 81 2014 42-50 

「生活の知恵として読むスー
フィー語録：中世の日常におけ
るムスリムとヒンドゥーの接
触」 

今松泰・澤井一彰
編『前近代南アジ
アにおけるイス
ラームの諸相―
在来社会との接
触・交流・変容―』

 2015 61-72 
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保坂 修司 
（研究分担者） 

「イスラーム国」とアルカーイ
ダ－－液状化するサイクス・ピ
コ体制とカリフ国家の幻影 

吉岡明子・山尾大
編『「イスラーム
国」の脅威とイラ
ク』岩波書店

 2014 203-245 

「石油の歴史－－日本と中東」
『イスラム科学
研究』

10 2014 19-39 

「日本・中東・石油－－40 年前
と 10 年前と 60 年前」 

『中東協力セン
ターニュース』 38-5 2014 66-72 

「日本と湾岸の石油－－バー
レーン石油輸入 80 周年」

『中東協力セン
ターニュース』

39-2 2014 46-60 

「サウジアラビアとイスラー
ム国」 

『中東協力セン
ターニュース』

39-4 2014 28-39 

堀拔 功二 
（研究協力者） 

「国際労働力移動のなかの湾
岸アラブ諸国の位置づけ」 

細田尚美（編）『湾
岸アラブ諸国の
移民労働者――
「多外国人国家」
の出現と生活実
態』明石書店

 2014 36-63 

「カタルの外交的孤立と GCC
諸国関係の課題」 

『JIME 中東動向
分析』

13-1 2014 1-13 

細田尚美・ 
松尾正樹・ 
堀拔功二・ 
石井正子 

（研究協力者） 

「分断された社会空間を生み
出す装置と人々の暮らし」 

細田尚美（編）『湾
岸アラブ諸国の
移民労働者――
「多外国人国家」
の出現と生活実
態』明石書店.

 2014 13-35 

松村 耕光 
（研究協力者） 

「アフマド・ハーンのイギリス
旅行記について」 

『言語文化研究』
（大阪大学大学
院言語文化研究
科）

41 2015 149-161 

森 伸生 
（研究分担者） 

「サウジアラビアの域内危機
対応と対米関係」 

『海外事情』（拓
殖大学海外事情
研究所）

62(5) 2014  47-61 

「イスラームの食規定に関す
る学派間の相違」 

『シャリーア研
究』（拓殖大学イ
スラーム研究所）

11 2014  29-49 

「クルアーン解釈 第 10 章戦
利品第 1 節～27 節」 

『シャリーア研
究』（拓殖大学イ
スラーム研究所）

11 2014  139-171 

「安定に向けて模索を続ける
サウジアラビア」 

『石油・天然ガス
レビュー』（独立
行政法人石油天
然ガス・金属鉱物
資源機構）

49(1) 2015  1-15 

「イスラームから見た『イスラ
ーム国』」 

『年鑑海外事情
2015』（拓殖大学
海外事情研究所）

 2015 未定 

森山 央朗 
（研究協力者） 

「預言者ムハンマドを「継い
だ」学者たち」 『基督教研究』 76-1 2014 1-32 

「西アジア・北アフリカ（イス
ラーム時代）（回顧と展望）」 『史学雑誌』 123-5 2014 290-295 

安田 慎 
（研究協力者） 

「日本におけるムスリム観光
客 観光におけるハラール認
証制度の受容をめぐる現状と
課題」 

『中東研究』 520 2014 49-55 

「UAE におけるイスラミッ
ク・ツーリズム－イスラーム的
観光文化をめぐる実験場－」

『UAE』 56 2014 17-21 
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山尾 大 
（研究協力者） 

「イラク――民主化の蹉跌と
宗派対立という亡霊」 

青山弘之編『「ア
ラブの心臓」に
何が起きている
のか――現代中
東の実像』岩波
書店

 2014 55-84 

「ポスト・コンフリクト社会の
ガバナンスを考える――イラ
クを事例に」 

『年報政治学』 2014-II 2015 135-155 

「外部介入による政治変動と
国民統合――イラク学校教科
書を中心として」 

『国際政治』 178 2014 102-117 

「一極化と分極化の狭間で
――第3回イラク国会選挙の分
析」 

『中東研究』 521 2014 30-49 

山尾大・浜中新
吾 

「宗派主義という隘路――イ
ラク世論調査に見る政党支持
構造の分析を手掛かりに」

『日本中東学会
年報』 30-1 2014 1-32 

山根 聡 
（研究分担者） 

 

パキスタンの民主政権を支え
るのは軍か、イスラームか、メ
ディアか？ 

『現代インド研
究』 5 2015 53-68 

宗教マイノリティの権利保護
――政教分離主義が抱える矛
盾 

長崎暢子・堀本
武功・近藤則夫 
編『深化するデ
モクラシー』東
京大学出版会

シリーズ
現代イン
ド 3 

2015 214-217 

山本 健介 
（研究協力者） 

「人口のポリティクスとパレ
スチナ問題—ハリール／ヘブ
ロンからの考察」 

『中東・アジア
における市民社
会組織（2013 年
度 国際研究発
信力強化プログ
ラム・リサーチ
C&M 報告書）』

 2014 54-64 

 

〔著書〕計（ 9 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

黒田 賢治 
（研究協力者） 

『イランにおける宗教と国家―現代
シーア派の実相』 

ナカニシヤ出
版

 2015 vi＋263

須永 恵美子 
（研究協力者） 

『現代パキスタンの形成と変容―イ
スラーム復興とウルドゥー語文化
―』 

ナカニシヤ出
版  2014 222 

千葉 悠志 
（研究協力者） 

『現代アラブ・メディア――越境す
るラジオから衛星テレビへ』

ナカニシヤ出
版

 2014 284 

小杉 泰 
（研究分担者） 『9・11 以後のイスラーム政治』 岩波現代全書  2014 xiii＋271

小杉泰・林佳世子
（編） 『イスラーム 書物の歴史』 名古屋大学出

版会
 2014 vii ＋

453

二ツ山 達朗 
（研究協力者） 

『地域研究の民族誌的記述の再考－
地域の実践から広がるネットワーク
－』 

京都大学大学
院アジア・アフ
リカ地域研究
研究科

 2015 87 

保坂 修司 
（研究分担者） 

『サイバー・イスラーム－－越境す
る公共圏』 山川出版社  2014 125 

ロジャー・オーウェ
ン著、山尾大・ 
溝渕正季訳 

（研究協力者） 

『現代中東の国家・権力・政治』 明石書店  2015 472 

吉岡明子・山尾大編 
（研究協力者） 『「イスラーム国」の脅威とイラク』 岩波書店  2014 290 
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〔学会発表〕計（ 46 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

Yuri ISHIDA 
（研究協力者） 

The Scholarly Network 
between Ḥaramayn and India 
According to Shāh Walī Allāh

British Society for 
Middle Eastern Studies 2014.6.17 University of 

Sussex, UK 

Shizuka IMAI 
（研究協力者） 

“Reproduction of the 
Relations of State and Society 
in Jordan: The Development 
and Provisional Outcome of 
the Popular Protest Movement 
in the Era of the Arab Spring”

Panel “Politics of 
Contestation: The 
Jordanian Hirak”,   
第 4 回世界中東学会
(WOCMES) 

2014.8.19 

Middle East 
Technical 
University,  
Ankara 

“Jordan and the Syrian Crisis: 
The Politics of Refugee 
Protection” 

The 10th Asian 
Federation of Middle 
East Studies Associations 
Conference (AFMA)

2014.12.13 京都大学 

“Refugee Protection as the 
Survival Strategy: The 
Development of Jordan’s 
Policy of Syrian Refugee 
Protection” 

Panel “Levant in 
Transition: Regional 
Security, Social 
Development and the 
Global Order after the Arab 
Spring”, ISA Global South 
Caucus Conference 2015, 
Voices from Outside: 
Re-shaping International 
Relations Theory and 
Practice in an Era of 
Global Transformation

2015.1.10 
Singapore 
Management 
University 

鎌田 繁 
（研究協力者） 

井筒のイスラーム理解と流
出論 日本宗教学会 2014.9.13 同志社大学 

黒田 彩加 
（研究協力者） 

「エジプト・イスラーム中
道派の宗教共存論――アウ
ワーの構想とその意義
――」 

日本中東学会 2014.5.11 東京国際大学 

Ayaka KURODA 
（研究協力者） 

“Can an Islamic State Achieve 
Religious Coexistence? 
Reflections upon Dr. ‘Awwā’s
Islamic Civilizational Project”

The 10th AFMA 
Conference 2014.12.14 京都大学 

小杉 泰 
（研究分担者） 

イスラーム政治の現在：現
代思想のグローバルな眺望
の中で 

早稲田大学拠点：文部
科学省共同利用・共同
研究「中東政治・経済
の構造変動とイスラー
ム・アラブの役割」2014
年度第 4 回研究会 

2014.11.1 京都大学 

末近浩太 
（研究分担者） 

吉川卓郎 
（研究協力者）

横田貴之 

“Re-Configured Islamist 
Geopolitics after the Arab 
Spring: Emergence of New 
Islamic Community in Muslim 
Brotherhood’s International 
Nexus” 

ISA PDG-Collegium 
Civitas Joint Eurasia 
Conference, Warsaw 
2014 

2014.6.18 Collegium Civitas, 
Warsaw, POLAND 
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末近 浩太 
（研究分担者） 

“The “Resistance Axis” and 
Its Implication for the 
Post-Arab Spring Middle East 
Regional (Dis)order” 

Special Session 2 
“Examining Preventive 
Diplomacy in the Middle 
East from the Perspective 
of Area Studies,” The 
30th Annual Meeting of 
the Japan Association for 
Middle East Studies（日
本中東学会第30回年次
大会） 

2014.5.11 東京国際大学 

“Reconfiguring Sectarian and 
National Identities in 
Lebanon: The Case of the 
Lebanese Armed Forces 
(LAF)” 

Session 85 “Moving 
Beyond the 
Primordialist-Constructiv
ist Divide: How Does 
Sectarianism/Communali
sm Actually Work in 
Iraq, Lebanon, and 
Beyond?” 第4回世界中
東学会(WOCMES) 

2014.8.19 

Middle East 
Technical 
University 
(METU), Ankara, 
TURKEY 

“Nation Building and National 
Army in Deeply Divide 
Society: A Case of Lebanon,” 
Panel SD-1 “Levant in 
Transition: Regional Security, 
Social Development and the 
Global Order after the Arab 
Spring” 

ISA Global South 
Caucus Conference 
2015, Singapore, “Voices 
from Outside: 
Re-shaping International 
Relations Theory and 
Practice in an Era of 
Global Transformation”

2015.1.10 

Singapore 
Management 
University, 
SINGAPORE 

“The “Resistance Axis” and 
the Post-Arab Spring Middle 
East Regional (Dis)order” 

International Conference 
on “Iran, America, and 
Islamic State-Emerging 
Security Challenges in 
the Middle East: Views 
from Iran”

2015.2.14 同志社大学 

Emiko SUNAGA 
（研究協力者） 

“The Impacts of Mawlana 
Mawdudi’s Tafhim al-Qur’an: 
Translations of the Translation 
in the Islamic World” 

MIHE PG Research 
Group Meeting 2014.9.11 

Markfield Institute 
of Higher 
Education, 
Leicester, UK

“A Modern Islamic Thinker: 
An Examination of Urdu 
Publications by Maulana 
Maudūdī” 

International Workshop 
‘Construction of a Global 
Platform for the Study of 
Sustainable 
Humanosphere’’, 
Strategic Young 
Researcher Overseas 
Visits Program for 
Accelerating Brain 
Circulation

2015.2.7 京都大学 

竹田 敏之 
（研究協力者） 

「モーリタニアにおけるア
ラブ・イスラーム諸学と広
域知識人ネットワーク」

日本中東学会第30回年
次大会 2014.5.11 東京国際大学 

Yushi CHIBA 
（研究協力者） 

Media and Regulation in 
Contemporary Arab 
Countries: Hisotrical 
Perspectives 

The 10th Conference of 
Asian Federation of 
Middle East Studies 
Association (AFMA) on 
De/Re-constructing 
Middle East Studies from 
Asian Perspectives: 
Towards the 20th 
anniversary of the AFMA

2014.12.13 京都大学 
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千葉 悠志 
（研究協力者） 

「知識の受容に関する一考
察――アラブ・メディア研
究の系譜と近年の動向」

第 30 回日本中東学会年
次大会 2014.5.11 東京国際大学 

「アラブ世界を対象とした
メディア文化政策の系譜」 

サントリー文化財団
「2014 年度：人文科学、
社会科学に関する学際的
グループ研究助成」「アラ
ブ世界を対象としたメデ
ィア文化政策に関する国
際比較研究」研究会

2014.9.11 八重洲倶楽部 

「革命とメディア―チュニジ
アとエジプトの事例から―」

中東研究会 2015.1.26 東洋英和女学院大
学 

「アルジャジーラをめぐる
政治社会学的考察」 APL セミナー 2015.1.29 アジア経済研究所

Yasushi 
TONAGA 

（拠点代表） 

“Good and Evil according to 
Sufism and Pure Land 
Buddhism,” 

UIM-International 
Convention on Wisdom, 
“Wisdom: Harmonising 
the World

2015.1.10 
Cyberview Lodge 
and Spa, Cyberjaya, 
Selangor, Malaysia 

所 木綿子 
（研究協力者） 

「アルジェリアにおけるマ
フザン部族―仏植民地統治
における制度化」 

イスラーム地域研究・若
手研究者の会 2014.7.19 早稲田大学 

飛奈 裕美 
（研究協力者） 

「エルサレム市におけるパ
レスチナ人の政治参加―選
挙参加の是非をめぐる議論
を中心に」 

大阪市立大学人権問題
研究センター主催「サロ
ン de 人権」 

2014.11.19. 大阪市立大学 

長岡 慎介 
（研究分担者） 

「マレーシア・イスラーム
資本市場の発展とその意義
―『東南アジア・イスラー
ム金融論』再考のために」

第 30 回日本中東学会年
次大会 2014.5.11 東京国際大学 

Shinsuke 
NAGAOKA 

（研究協力者） 

“Beyond the Financialization 
of Islamic Economics: A New 
Attempt of Islamic Banks to 
Collaborate with Traditional 
Economic Institutions (Zakat 
and Waqf)” 

第 4 回世界中東学会
(WOCMES)  2014.8.20 トルコ・中東工科

大学 

中西 竜也 
（研究協力者） 

「近代の中国ムスリムによ
る「不信者」との共生の努
力――馬聯元、馬安義、達
浦生のイスラーム法解釈」

中国ムスリム研究会第
27 回定例会 2014.6.28 上智大学 

「中国ムスリムとそのイス
ラーム」 

シンポジウム「東方アジ
アにおけるイスラーム
の諸相―思想・美術・コ
レクション」

2014.11.9 慶応大学日吉キャ
ンパス 

Tatsuyna 
NAKANISHI 

（研究協力者） 

“Swaying between Umma and 
China: The Survival Strategies 
of Hui Muslims during the 
Modern Period” 

Wild Spaces and Islamic 
Cosmopolitanism in Asia 2015.1.14 

Asia Research 
Institute, National 
University of 
Singapore

Ayako 
NINOMIYA 

（研究協力者） 

“King Dāhar’s rule described 
in Chach nāma” 

International Seminar 
‘King Dāhar – As a 
Person”

2014.6.11 Mumbai University

二宮 文子 
（研究協力者） 

「生活の知恵として読むス
ーフィー語録：中世の日常
におけるムスリムとヒンド
ゥーの接触」 

IAS-INDAS連携研究シ
ンポジウム「前近代南ア
ジアにおけるイスラーム
の諸相—在来社会との接
触・交流・変容—」

2014.10.5 京都大学 

「スーフィーとシーア派：
南アジアにおける関係の概
観」 

IAS-INDAS連携事業基
礎研究班研究会「南アジ
ア世界におけるシーア派
イスラームの展開」

2014.11.16 早稲田大学 
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二ツ山 達朗 
（研究協力者） 

「自然地理から樹木「信仰」
について考える－チュニジ
アにおけるオリーブの事例
から－」 

自然地理研究会 2014.7.18 京都大学 

Tatsuro 
FUTATSUYAMA 
（研究協力者） 

“Reconsidering Geertz theory 
for Writing Ethnography: from 
Material to Symbolic System”

International Workshop 
by IOSEP 
“Reconsidering 
Ethnography in Area 
Studies: From 
Local Practice to Wider 
Network”

2015.3.10 Hasanuddin 
University 

Shuji HOSAKA 
（研究協力者） 

“Japan and the Gulf: Past and 
Future” 

第 4 回世界中東学会
(WOCMES) 2014.8.22 トルコ・中東工科

大学 

Koji HORINUKI 
（研究協力者） 

“Social Welfare and Housing 
Policy in the UAE: the Future 
of Allocation States, ” 

第 4 回世界中東学会
(WOCMES) 2014.8.20 トルコ・中東工科

大学 

Teruaki 
MORIYAAM 

（研究協力者） 

“Rethinking about “Aṣḥāb 
al-Ḥadīth: Their Geographical 
and Historical Distribution 
and Variety in Ideology and 
Activity”

第 4 回世界中東学会
(WOCMES) 2014.8.21 トルコ・中東工科

大学 

安田 慎 
（研究協力者） 

「「共有の連鎖」が生み出す
風景―ザムザム・タワー建
設とマッカ宗教景観論争を
めぐって」 

日本文化人類学会第 48
回研究大会 2014.5.18 幕張メッセ 

「日本のハラール・ツーリ
ズム・ネットワークをめぐ
る一試論－供給サイドの社
会関係資本をめぐって－」

日本観光研究学会 第
28 回年次大会 2014.12.7 大阪府立大学なん

ば i-site 

Shin YASUDA 
（研究協力者） 

“Entrepreneurship in 
Religious Tourism: A Case 
Study of the Management of 
Islamic Tour Operators” 

6th ATLAS International 
Conference of Religious 
Tourism and Pilgrimage 

2014.6.21 

University of 
Pannonia, 
Veszprém 
(Hungary)

Shin YASUDA  
& KIM Jimman 
（研究協力者） 

“Current Status and Issues of 
Muslim Tourists in Japanese 
Hotel Industry” 

20th Asian Pacific 
Tourism Association 
International Conference

2014.7.3 
Rex Hotel, Ho Chi 
Ming City 
(Vietnam)

Dai YAMAO 
（研究協力者） 

“Historical Syria Revisited? 
'Failure' of State Building in 
Iraq and Challenges on 
Regional Security” 

International Studies 
Association, Global 
South Caucus 
Conference

2015.1.10 

Singapore 
Management 
University, 
Singapore

“The Transformation of 
Politicised Sectarianism in 
Iraq” 

第 4 回世界中東学会
(WOCMES) 2014.8.10 トルコ・中東工科

大学 

山根 聡 
（研究分担者） 

「民主政権を支えるのは軍
か、宗教か、メディアか―
現代パキスタンの社会情
勢」 

中東情勢研究会 2014.6.20 世界情勢調査会 

“More Sophisticated, More 
Nostalgic and More Romantic: 
A Study of the Urdu Writings 
on Cuisine Culture under the 
British Raj” 

What Do We Eat?: Food 
and Identity in India 2014.12.12 

Janki Devi 
Memorial College, 
India 

「ウルドゥー詩にみられる
パレスチナ問題」 

「アジアのムスリムと
パレスチナ問題：1930
年代を中心に」

2015.3.2 上智大学 
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〔研究会発表〕計（ 2 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所

石田 友梨 
（研究協力者） 

イスラーム改革思想における
南アジアの役割 

早稲田大学アジア
太平洋研究センタ
ー研究会

2014.7.14 早稲田大学 

東長 靖 
（拠点代表） 

「スーフィズムと浄土思想に
おける善悪」 

科研：基盤Ａ「グロ
ーバル化時代に対
応する２１世紀型
イスラーム学の構
築」研究会

2014.11.15 京都大学 

 

〔解説等(博士論文英文要旨)〕計（ 1 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ

Yuri ISHIDA 
（研究協力者） 

“Islamic Reformism and Sufism in 
India: A Consideration from the 
Scholarly Network around Shāh Walī 
Allāh” 

Annals of Japan 
Association for 
Middle East 
Studies（『日本中
東学会年報』）

30-2 2015 157-161 

 

〔講演〕計（ 5 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所

末近 浩太 
（研究分担者） 

「中東政治の今を考える：西
洋化とイスラーム化のはざま
で」 

朝日カルチャーセ
ンター新宿教室講
座

2015.1.31 朝日カルチャーセ
ンター新宿教室 

東長 靖 
（拠点代表） 

「シリーズ知の旅 第 1 回
イスラーム－もう一つの世
界」連続講演「アッラーの 2
つの顔～裁く神と愛する神」

ＮＨＫ文化センタ
ー京都教室 2015.1.15 ＮＨＫ文化センタ

ー京都教室 

「シリーズ知の旅 第 1 回
イスラーム－もう一つの世
界」連続講演「愛する者と愛
される者」 

ＮＨＫ文化センタ
ー京都教室 2015.2.19 ＮＨＫ文化センタ

ー京都教室 

「シリーズ知の旅 第 1 回
イスラーム－もう一つの世
界」連続講演「知る者と知ら
れる者」

ＮＨＫ文化センタ
ー京都教室 2015.3.19 ＮＨＫ文化センタ

ー京都教室 

長岡 慎介 
（研究分担者） 

「不安定化するグローバル資
本主義とイスラーム経済の可
能性」 

2014 年度 NIHU イス
ラーム地域研究合同
集会公開講演会「グ
ローバル・イスラー
ムの最前線―変貌の
時代を読む―」

2014.10.18 京都大学 

 

〔賞与〕計（ 2 ）件 

発表者名 事項 学会等名 交付年月日 交付場所

Emiko 
SUNAGA 

（研究協力者） 

Best Performance Award Gold 
at the 8th Kyoto-Durham 
International Workshop in 
Islamic Economics and Finance, 
Durham University 

Durham University, 
Kyoto University 8th 
International Workshop 
in Islamic Economics 
and Finance

2014.8.26 Durham University, 
UK 

Shin YASUDA 
（研究協力者） 

Best Paper at 6th ATLAS 
International Conference of 
Religious Tourism and 
Pilgrimage 

6th ATLAS 
International 
Conference of 
Religious Tourism and 
Pilgrimage

2014.6.22 

University of 
Pannonia, 
Veszprém 
(Hungary) 
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〔編集校閲〕計（ 1 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ
小杉 泰（共同校

閲・執筆） 
（研究分担者） 

岩波書店辞典編集部編『岩波 世界
人名大辞典』  CD-ROM 版 岩波書店  2014  CD-ROM

版 

 

〔総説・論説〕計（ 2 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ

長岡 慎介 
（研究分担者） 

「イスラームから見た金融システム
の未来」

『月刊金融ジャ
ーナル』

7 月
号 2014 98-99 

「2 つの『フロンティア』としての
アフリカのイスラーム金融」

『フィールドプ
ラス』

 13 2015 28-29 

 

〔翻訳〕計（ 1 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ
真下裕之監修、二
宮文子、真下裕之、

和田郁子訳注 
（研究協力者） 

アブル・ファズル著『アーイーニ・
アクバリー』訳注（3） 

『神戸大学文学
部紀要』 42 2015 113-149

 

〔書籍紹介〕計（ 1 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ

二宮 文子 
（研究協力者） 

高橋圭『スーフィー教団—民衆イス
ラームの伝統と再生』（山川出版社、
2014 年） 

『イスラーム地
域研究ジャーナ

ル』
7 2015 143-144

 

〔書評〕計（ 2 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ

Kensuke 
YAMAMOTO 

（研究協力者） 

「Book Review／書評 USUKI 
Akira, Palestine Question in a Global 
History 臼杵陽『世界史の中のパレ
スチナ問題』，Tokyo: Kodansha, 
2013. 423 pp. USUKI Akira 
(editor-in-chief), AKAO Mitsuharu 
and HAYAO Takanori (eds.), 
Analysing Zionism: The Dissonance 
between the Diaspora and Israel in 
the Contemporary Jewish World 臼
杵陽（監修）、赤尾光春・早尾貴紀
（編集）『シオニズムの解剖：現代
ユダヤ世界におけるディアスポラ
とイスラエルの相克』，Kyoto: 
Jimbun Shoin, 2011.356 pp.」

『日本中東学
会年報』 29-2 2014 199-203 

渡邊 駿 
（研究協力者） 

書評: Tariq M. Tell. 2013. The Social 
and Economic Origins of Monarchy in 
Jordan. New York: Palgrave 
Macmillan, x+221p. 

『アジア・アフ
リカ地域研究』

14-1 2014 111-114 
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公益財団法人東洋文庫研究部・イスラーム地域研究資料室 

代表：三浦 徹（東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室・室長、 

          お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科・教授） 

 

中心テーマ 『イスラーム地域研究史資料の収集・利用の促進と史資料学の開拓』 

 

【研究組織】  

（研究拠点構成員） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

三浦  徹 

東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室室

長・お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学

研究科教授 

拠点代表 

（総括、アラブ史資料の収集・研

究） 

堀川  徹 
東洋文庫研究員、京都外国語大学外国語学部教

授 

研究分担者 
（文書史料の比較制度研究） 

磯貝 健一 
東洋文庫研究員、追手門学院大学国際教養学部
准教授 

研究分担者 
（中央アジア史資料の収集・研究）

大河原知樹 
東洋文庫研究員、東北大学大学院国際文化研究
科准教授 

研究分担者 
（アラブ史資料の収集・研究） 

近藤 信彰 
東洋文庫研究員、東京外国語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所准教授 

研究分担者 
（イラン史資料の収集・研究） 

秋葉  淳 東洋文庫研究員、千葉大学文学部准教授 
研究分担者 
（トルコ史資料の収集・研究） 

徳原 靖浩 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究
員、東洋文庫研究員 

研究分担者 
（イラン史資料の収集・文献情報
ネットワーク形成） 

 

研究グループ：「イスラーム地域研究史資料ネットワークの構築」 

（研究グループメンバー） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

三浦  徹 
東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室室
長、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学
研究科教授 

研究グループ代表 
（アラブ史資料の収集・研究） 

堀川  徹 
東洋文庫研究員、京都外国語大学外国語学部教
授 

研究分担者 
（文書史料の比較制度研究） 
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磯貝 健一 
東洋文庫研究員、追手門学院大学国際教養学部
准教授 

研究分担者 
（中央アジア史資料の収集・研究）

大河原知樹 
東洋文庫研究員、東北大学大学院国際文化研究
科准教授 

研究分担者 
（アラブ史資料の収集・研究） 

近藤 信彰 
東洋文庫研究員、東京外国語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所准教授 

研究分担者 
（イラン史資料の収集・研究） 

秋葉  淳 
東洋文庫研究員、千葉大学大学院人文社会科学
研究科准教授 

研究分担者 
（トルコ史資料の収集・研究） 

髙松 洋一 
東洋文庫研究員、東京外国語大学アジア・アフ
リカ言語文化研究所准教授 

研究分担者 
（トルコ史資料の収集・研究） 

渡辺 浩一 国文学研究資料館教授 
研究分担者 
（文書史料の比較制度研究） 

原山 隆広 東洋文庫研究員 
研究分担者 
（アラブ史資料の収集・研究） 

柳谷あゆみ 東洋文庫研究員 
研究分担者 
（アラブ史資料の収集・文献情報
ネットワーク形成） 

徳原 靖浩 
人間文化研究機構地域研究推進センター研究
員、東洋文庫研究員 

研究分担者 
（イラン史資料の収集・文献情報
ネットワーク形成） 

 

（研究グループ海外共同研究者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

ランディ・ドゥ
ギエム 

フランス国立科学研究センター教授 文書史料の比較制度研究 

シ ュ テ フ ァ
ン・クノスト 

マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベル
ク東洋研究所客員教授 

文書史料の比較制度研究 

ネッリー・ハン
ナ 

カイロ・アメリカン大学教授 文書史料の比較制度研究 

 

（研究グループ研究協力者） 

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 担当研究テーマ 

伊藤 知義 中央大学法科大学院教授 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

上野雅由樹 大阪市立大学大学院文学研究科講師 オスマン帝国史料の総合的研究 
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江川ひかり 明治大学文学部教授 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

小笠原弘幸 九州大学大学院人文科学研究院准教授 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究、オスマン帝国史料の総
合的研究 

奥田  敦 慶應義塾大学総合政策学部教授 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

桑原 尚子 高知短期大学社会科学科教授 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

後藤 敦子 お茶の水女子大学附属図書館非常勤職員 
中東・イスラーム研究文献情報の
収集と整備 

中田  考 株式会社カリフメディアミクス代表取締役社長 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

長谷部圭彦 
東京大学大学院人文社会系研究科附属次世代人
文学開発センター客員研究員 

「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究・オスマン帝国史料の総
合的研究 

浜本 一典 
同志社大学神学研究科博士後期課程・日本学術
振興会特別研究員 

「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

藤波 伸嘉 津田塾大学学芸学部国際関係学科・准教授 オスマン帝国史料の総合的研究 

堀井 聡江 
桜美林大学リベラルアーツ学群准教授 
（早稲田大学拠点研究協力者） 

「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

前野 直樹 
イスラミックサークルオブジャパン日本人部代
表 

「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

松尾有里子 お茶の水女子大学研究員 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究・オスマン帝国史料の総
合的研究 

松山 洋平 
東京大学東洋文化研究所・日本学術振興会特別
研究員 

「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

黛  秋津 
東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教
授 

オスマン帝国史料の総合的研究 

宮下 修一 静岡大学大学院法務研究科教授 
「シャリーアと近代」オスマン民
法典研究 

吉田 達矢 名古屋学院大学経済学部講師 オスマン帝国史料の総合的研究 
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【2014 年度事業の活動内容】  

 

1. 拠点整備 

①現地語史資料の収集・整理：エジプト・イラン・トルコなどの現地語資料を購入し、NACSIS-CAT へ

の登録を含む整理を行った。これらの収集資料は拠点ホームページ上の OPAC にて検索することができ

る。 

②研究文献情報の整備と普及：日本中東学会との連携でデータを整備・公開している「日本における中

東・イスラーム研究文献データベース 1868～」は、2015 年 3 月現在で 52,400 件の書誌データを収録し

ており、中東イスラーム研究の専門の研究文献目録としては他に類のない網羅的な書誌データベースと

なっている。また、人間文化研究機構の連携研究事業により作成したオスマン民法典関係文献データベ

ースを NIHU nDP 上で公開し、オスマン語の関連研究書１点の全頁画像を公開した。 

③拠点ホームページ上にアラビア文字とラテン拡張文字の入力補助ページ、「世界のイスラーム写本収集

状況」、「イスラーム地域研究史資料検索 Q＆A」を公開、オスマン帝国史料解題のページに「遺産目録」、

「エヴリヤ・チェレビ『旅行記』」、「諷刺雑誌と諷刺画」の項目を追加した。 

 

2. 研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動 

①卒論を書くための情報検索リテラシーセミナー 

日時：2014 年 8 月 5 日(火) 10:30～17:00 

場所：東洋文庫 2 階講演室 

概要：卒業論文の執筆者を対象とする本セミナーは今年で 4 回目を迎えた。参加者は関西圏からの 2

名を含む 20 名で、専門分野は歴史、政治、哲学、農学など多岐にわたり、毎年開催してきたセミナーの

存在が広く学生に認知されてきたことが実感できた。今年度は、新たな試みとして、パレスチナ難民問

題が専門の錦田愛子氏による「調査地での資料散策」をプログラムに追加した。現代の中東をフィール

ドとした調査の具体的な方法や手続について、文献ではなかなか得られない貴重な情報に接することが

でき、卒論執筆者向けのセミナーとしてよりパワーアップしたものとなった。今回で２回目となる実習

「文献リストを作ろう」は、セミナーで学んだ検索法をその場で実践し、講演者に直接質問することが

できる貴重な機会となっており、学生たちは講師陣に様々な質問を行いながら文献リストを作成した。 

（徳原靖浩） 

 

プログラム  

1．「東洋文庫閲覧室の利用方法と書庫見学」  

2．「論文作成の技法」担当：三浦徹（東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室室長・お茶の水女子

大学教授）  
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3．「現地語資料の検索と利用」担当：徳原靖浩（東洋文庫）  

4．「研究文献の検索と利用」担当：後藤敦子（東洋文庫） 

5．「調査地での資料散策」担当：錦田愛子（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所）  

6．検索実習「文献リストを作ろう」 

 

②WOCMES（World Congress for Middle Eastern Studies)2014 パネルセッション企画 

 日時：2014 年 8 月 22 日(金) 11:30～13:30 

場所：Middle East Technical University (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Ankara, Turkey. 

共催：科学研究費「ワクフ（イスラーム寄進制度）の国際共同比較研究」（研究代表者：三浦徹） 

概要：ワクフと他地域の寄進の事例研究（近代オスマン帝国と近世スペイン帝国とビザンツ帝国）から、

つぎのようなワクフの再定義をおこなった。ワクフは、不動産を子孫および他者への慈善のためという

二つの目的で財産を遺すシステムであり、そのため寄進者からも国家からも独立した経営組織を設定し

て行う。このようなシステムは、古代から現代まで諸地域にみられ、法制度と実践、規範（理念）と個

人意識との両者を架橋するところにそのときどきのコモンセンス（慣行）がつくられた。その歴史的変

化やダイナミズム（動的関係）をあきらかにするところに比較研究の意義がある。 

（三浦徹） 

 

 セッションタイトル： 

Diversity and commonality in theory and in practice: analyzing waqf and other endowment models in the Islamic 

World, Europe and beyond 

 発表者・タイトル： 

Randi Deguilhem: Islamic Waqf in Europe: Adapting Endowments to New Situations 

Tomoki Okawara: Islamic Waqf Institutions in the Ottoman Judicial Reform Period (19th century) 

Murat Cizakça: Re-designing the Waqfs of Stocks to Enhance Risk Sharing in Islamic Finance 

Yasuhiro Otsuki: Civil Donations and Christian Philanthropy in the Later Roman Empire: Some Analysis of 

Justinian Edicts on Donations to the Ecclesiastical Institutions 

Jean Pierre Dedieu: Islamic waqf, Catholic benefices and lay entails. A probe in mortmain and social practice 

 

③ワクフのデータベース作成に関するセミナー 

 日時：2015 年 2 月 20 日(金) 17:30～20:00 

場所：東洋文庫７階会議室 

共催：科学研究費「ワクフ（イスラーム寄進制度）の国際共同比較研究」（研究代表者：三浦徹） 

概要：フランス・エクサンプロヴァンス地中海学研究所で FileMaker Pro を用いて、「シリアなどのワク

フ寄進文書、用語集、文献目録」のデータベースの構築作業を担当している Mohammadreza Neyestani
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氏を招き、データベース作成の経験を聞くセミナーを開催した。FileMaker Pro を使用して作成されたデ

ータベースの仕様について Neyestani 氏が詳細な説明を行い、将来的な公開の予定やデータ入力に要する

時間、最終的な目標などについて活発な質疑応答がなされ、研究資料のデータベース作成に関する有意

義な議論となった。 

（徳原靖浩） 

 

④アラビア文字資料司書連絡会 

日時：2015 年 3 月 12 日(木) 14:00～17:00 

場所：東洋文庫７階会議室 

概要：アジア経済研究所図書館、国立国会図書館関西館、国立情報学研究所のほか、アラビア文字資

料を所蔵する大学図書館の担当者らが参加し、当該資料の収集と整理に関する情報を交換した。 

（徳原靖浩） 

 

(2)研究グループの活動 

①「シャリーアと近代」研究会 

 日時：26 年度第 1 回（通算 44 回） 2014 年 10 月 5 日（日） 

26 年度第 2 回（通算 45 回） 2014 年 11 月 9 日（日） 

26 年度第 3 回（通算 46 回） 2014 年 11 月 30 日（日） 

26 年度第 4 回（通算 47 回） 2015 年 1 月 12 日（月） 

26 年度第 5 回（通算 48 回） 2015 年 2 月 15 日（日） 

場所：東洋文庫（第 1～2、4～5 回）、静岡労政会館（第 3 回） 

共催：サントリー財団 2014 年度研究助成「イスラーム債権法の国際的影響に関する比較法的考察」（研

究代表者：大河原知樹） 

概要：オスマン民法典（メジェッレ）アラビア語訳講読は、今年度から「第 3 篇 保証（カファーラ）」

に入った。これまで通りメンバー作成の試訳をもとに、アラビア語注釈、オスマン・トルコ語原典・注

釈、英仏マレー語訳を参照しつつ訳の確定を進めた。今年度は特に語彙集の充実に努め、約 1200 の単語、

成句を入力した。サントリー財団の助成課題により、エジプトやＵＡＥなどの中東諸国の民法の条文と

の比較・参照も行い、その結果を訳文に注などの形で盛り込んだ。 

（大河原知樹） 

 

②近代中央ユーラシア比較法制度史研究会 

日時：第 3 回 2014 年 6 月 21 日(土) 14:00～20:30 

   第 4 回 2014 年 11 月 29 日(土) 13:00～21:00 

場所：京都外国語大学国際交流会館 4 階会議室（第 3 回）、B-nest（ビネスト）・静岡市産学交流センタ
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ー7 階演習室 1（第 4 回） 

共催：科学研究費補助金 基盤研究(B)「近代中央ユーラシア地域における帝国統治の比較法制度・法

社会史的研究」（研究代表者：堀川徹） 

概要：  

プログラム： 

（第 3 回） 

14:00～14:10 開会挨拶 （堀川 徹） 

14:10～14:20 出席者自己紹介 

14:20～15:50 研究報告・質疑応答（１）中山顕（名古屋大学大学院法学研究科・研究生）「左翼社会革

命党の裁判所構想にみる革命期ロシアのもう一つの『国法諸原理』」 

16:10～17:40 研究報告・質疑応答（２）木村暁（筑波大学人文社会系・特任研究員）「ブハラ・アミー

ル国の司法システム：カーズィーとムフティーの役割を中心に」 

17:50～18:20 総合討論 

18:30～20:30 科研費による研究計画に関する会議 

（第４回） 

13:00～13:10 開会挨拶（堀川徹） 

13:10～13:30 出席者自己紹介 

13:30～13:40 話題提起 磯貝健一（追手門学院大学国際教養学部） 

13:40～15:40 研究報告・質疑応答（１） 大江泰一郎（静岡大学名誉教授）「ロシアの同性愛宣伝禁止

法―伝統・デモクラシー・事件」 

16:00～18:00 研究報告・質疑応答（２） 和崎聖日（京都大学地域研究統合情報センター・研究員）

「ウズベキスタンの婚姻解消に関する『法』制度と農村生活―相続と財産分与の問題」 

18:15～19:00 総合討論 

19:30～21:00 懇談会：今後の研究計画についての打ち合わせ会議 

 

③オスマン史研究会 

第 3 回オスマン史研究会 

日時：2014 年 7 月 5 日(土) 14:10～18:00 

場所：東洋文庫 7 階会議室 

概要：第 3 回オスマン史研究会は、関東近郊のみならず関西や九州からも人が集まり、33 名が参加し、

研究会の場では、修士や博士課程の学生も含めて活発な議論と交流が行われた。 

守田まどか氏は、イスタンブルのシャリーア法定文書を用いて、地方からの人口流入とそれに対する政

府の移住規制政策という観点から論じられることが多かったオスマン帝国首都イスタンブルへの移住者

流入問題を、18 世紀において街区を中心に移住者が都市社会へ統合されていく過程として捉え直した。 
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奥美穂子の報告は、「王の祝祭 sûr-ı hümâyûn 」の中から 1582 年にムラト 3 世により行われた王子の割

礼祭を、枢機勅令簿とトプカプ宮殿博物館所蔵の会計台帳という同研究では用いられてこなかった史料

群から考察し、勅令による「王の祝祭」開催の通達勅令や贈物の贈答を通して、オスマン帝国が政治経

済上で実質的な関わりを持つ地域との関わりを重視していたことや、中央に対する地方の従属と忠誠を

再強化する役割が祝祭にはあったことなどを論じるものであった。 

（岩本佳子） 

 

プログラム： 

司会 秋葉淳（千葉大学文学部准教授） 

14:10-15:30 「18 世紀オスマン帝国の移住規制政策と街区：イスタンブルにおける地方出身者の社会統

合過程を中心に」守田まどか（東京大学大学院博士後期課程） 

15:50-17:20 「オスマン帝国の「王の祝祭」を支えたモノとヒト：1582 年祝祭のための物資・人員調達

と支出」奥美穂子（明治大学専任講師） 

17:30-18:00 総合討論 

 

第 4 回オスマン史研究会：Baki Tezcan 氏講演会 

日時：2015 年 3 月 24 日(火) 16:00～18:00 

場所：東洋文庫 7 階会議室 

プログラム： 

司会 秋葉淳（千葉大学文学部准教授） 

16:00-17:00 バーキー・テズジャン（カリフォルニア大学デイヴィス校）「The Second Empire: 

Conceptualizing Early Modern Ottoman History without Decline」 

17:00-18:00 質疑応答・討論 

概要：オスマン帝国史研究者を中心に、大学院生からベテランの研究者まで 19 名の参加者があった。今

回の講演は、多方面で反響を呼んだテズジャン氏の著書『第二オスマン帝国：近世世界における政治・

社会的変容』（2010 年刊）を、著者自身に語ってもらうものであった。氏は、著書の内容をあらためて 6

部に分け（序論と結論と第 1〜6 部）、著書で展開した議論のポイントを、スライドを使いながら解説し

た。そのなかで彼は、いわゆる「衰退論」に言及しつつ、単に「衰退がなかった」と反論するだけでは

非生産的であって、焦点を国家から社会に移して社会経済的・文化的変容を論ずべきだと強調した。講

演の最後には、著書の書評に対してのコメントも付け加えていただいた。参加者からは、オスマン二世

殺害の重要性、「第二帝国」と「第三帝国」との関係、 今後の研究の方向性などについて質問があり、

それに対して氏による丁寧な応答があった。 

（秋葉淳） 
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④第 2 回ワークショップ “Japonya'da Sohbet-i Osmaniye” 

日時：2015 年 3 月 25 日(水) 16:00～18:00 

場所：千葉大学文学部棟 2 階演習室 25 

プログラム： 

司会 秋葉淳（千葉大学文学部准教授） 

講師 バーキー・テズジャン（カリフォルニア大学デイヴィス校） 

報告  

1．川本智史（日本学術振興会） “A Study on the Formation of the Early Ottoman Palaces” 

2．岩本佳子（大阪市立大学都市文化研究センター） “A Study on Nomads in the Pre-Modern Ottoman 

Empire: Yörüks in Rumeli, Descendants of the Conquerors, and the Turkish and Kurdish Nomads” 

3．守田まどか（東京大学大学院） “Between ‘Community’s Peace’ and Public Order: Neighborhoods and Urban 

Administration in Istanbul (1730–54)” 

概要：報告者・司会を含めて 8 名の参加があった。なお、報告と議論は、英語（一部トルコ語）で行わ

れた。最初の報告者、川本氏は、オスマン朝の宮殿建築の歴史上、エディルネ旧宮殿の画期的な重要性

や、イスタンブル旧宮殿の機能などについて論じた。第二の報告者、岩本氏の報告の中心は、ルメリの

ユリュクと言われる集団が、17 世紀末に「征服者の子孫たち」という名で再編・統一されて免税特権と

引き換えに軍事義務を負わされるようになった点であった。三番目の報告者である守田氏は、18 世紀前

半のイスタンブルの街区（マハッレ）の機能に関して、マフムト 1 世による治安維持強化政策の重要性

を指摘した後、街区による移住者や好ましくない人物の管理・包摂・排除などについて論じた。最後に、

秋葉が、18 世紀から 19 世紀半ばにかけてのカーディー制度に関する著書の執筆構想の概略を説明した。

各報告に対して、テズジャン氏が質問・コメントを述べ、応答や討論が行われた。 

（秋葉淳） 

 

⑤第 7 回オスマン文書セミナー 

日時：2015 年 1 月 10 日(土)～11 日(日) 

場所：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 3 階マルチメディア会議室 

共催：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 基幹研究「中東・イスラーム圏における人間

移動と多元的社会編成」 

概要：2015 年 1 月 10 日（土）－11 日（日）、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所（AA 研）

と共催で、同研究所において開催した。分担者の秋葉淳（千葉大学）・髙松洋一（AA 研）の両氏が講師

を務め、遺産目録と嘆願書を中心に講読を行った。北海道、九州など全国から 25 名以上の参加者があり、

オスマン文書解読のための技術を磨くとともに、背景となるオスマン社会やイスラーム法に関する知見

を深めた。 

（近藤信彰） 
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プログラム： 

1 月 10 日(土) 

14:00-14:15 趣旨説明 講師・自己紹介 

14:20-16:00 解説：遺産目録および嘆願書 

16:20-18:00 講読：遺産目録 

 

1 月 11 日(日) 

10:30-12:10 講読：遺産目録 

13:00-14:40 講読：遺産目録 

15:00-16:40 講読：嘆願書 

17:00-18:00 総合討論 

 

⑥第 13 回中央アジア古文書研究セミナー 

日時：2015 年 3 月 21 日(土)～22 日(日) 

場所：京都外国語大学国際交流会館 4 階会議室 

概要：北海道から九州までを含む地域から学部生や修士課程の学生を含む 40 人以上の参加者があっ

た。菅原氏の報告「カーディー文書を中心とする新疆テュルク語民間文書：概説と講読」は、氏が発

見し、新疆大学に寄贈されたカーディー文書のうち、売買文書の例を示して中央アジア古文書と比較

をしつつ、新疆・ウイグル研究におけるカーディー文書・イスラーム法廷の重要性を指摘した。バー

キー・テズジャン氏の報告 “The Portrait of the Preacher as a Young Man: the Education and Early Career of 

Kadizade Mehmed”は、17 世紀のカドゥザーデ運動に関する学説史を概観し、同運動が、宮廷内、中

間層など社会における様々な階層での対立構造と大きく関係していたことを指摘しつつ、カドゥザー

デを反スーフィズムと一概にみるには再考の余地があるとした。二日目の矢島氏による文書史料の解

説と講読では、西トルキスタンの合法売買契約文書をとりあげ、その法学的位置づけを確認するとと

もに、この文書の書式を詳しく紹介した。磯貝氏によるブハラ・アミール国期の裁判関係の訴状の講

読では、中央アジアにおける法廷文書の作成過程について、訴状の裏面に判決内容、タズキラとよば

れる審議経過、ファトワーなどが書かれている事例を示しながら解説がなされた。総合討論では、合

法売買に伴う賃貸借期間や、契約に見られる定型句が後代に省略されるようになる傾向、紛争解決に

おける和解と判決の間にあるものなど、イスラーム法学に関わる問題や文書書式に関する多様な論点

が他地域事例とも比較しながら議論された。 

（阿部尚史・徳原靖浩） 
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プログラム： 

3 月 21 日： 

13:00-13:20 趣旨説明（堀川）、参加者自己紹介 

13:20-16:00 菅原純氏（東京外国語大学大学院総合国際学研究院・研究員） 

「カーディ文書を中心とする新疆テュルク語民間文書：概説と講読」 

16:00-16:30 コーヒーブレーク 

16:30-18:00 バーキー・テズジャン氏（カリフォルニア大学デイヴィス校・准教授） 

「The Portrait of the Preacher as a Young Man: The Education and Early Career of Kadizade Mehmed」 

3 月 22 日： 

10:00-12:40 矢島洋一氏（奈良女子大学研究院人文科学系・准教授） 

「近世・近代西トルキスタンの合法売買文書」 

12:40-13:40 昼休憩 

13:40-16:20 磯貝健一氏（追手門学院大学国際教養学部・准教授） 

「19 世紀ブハラ・アミール国の訴状とその背面文書（または「判決文」）」 

16:20-17:00 総合討論 

 

⑦「イスラーム圏におけるイラン式簿記術の成立と展開」研究会 

日時：第 1 回 2014 年  4 月 18 日(金) 17:00～19:00 

   第 2 回 2014 年  5 月 26 日(月) 17:00～19:00 

   第 3 回 2014 年  6 月 23 日(月) 16:00～19:00 

   第 4 回 2014 年  7 月 21 日(月) 16:00～19:00 

   第 5 回 2014 年  8 月 25 日(月) 16:00～19:00 

   第 6 回 2014 年 10 月 20 日(月) 17:00～19:00 

   第 7 回 2014 年 11 月 28 日(金) 16:00～19:00 

   第 8 回 2014 年 12 月 22 日(月) 16:00～19:00 

   第 9 回 2015 年  1 月 19 日(月) 17:00～19:00 

   第 10 回 2015 年 2 月 16 日(月) 17:00～19:00 

第 11 回 2015 年 3 月 23 日(月) 17:00~19:00  

場所：東洋文庫 7 階会議室 

共催：科学研究費補助金 基盤研究(B)「イスラーム圏におけるイラン式簿記術の成立と展開」（研究代

表者：髙松洋一） 

概要：昨年度に引き続き、毎月 1 回研究会を開催し、サファヴィー朝シャー・タフマースプ時代に著さ

れたギヤース・アッディーン・アブー・イスハーク・ケルマーニーの簿記術論説の講読を進めた。年代

が最も古いマルアシー図書館所蔵の写本を底本としつつ、マジュレス図書館（2 写本）、アースターネ・
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ゴッズ図書館所蔵の主要写本との比較検討を通じ、仮校訂テキストを作成した。 

（髙松洋一） 

 

5. 資料収集  

主要な資料は次のとおり。これらの資料は拠点サイト OPAC にて検索可能である。 

 

①資料名  アラビア語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：208 冊 

 ・資料内容：アラブ諸国で出版された、主に歴史・政治・法学分野の新刊書 

 ・収集目的：アラビア語史資料の収集・研究と研究者の共同利用に資するため 

 ・所蔵場所：東洋文庫書庫 

 ・収集方法：エジプトの書店より購入 

 ・収集期間：2014 年 4 月 

 

②資料名  ペルシア語資料 

 ・形態：図書および雑誌 

 ・冊数：62 冊（うち雑誌 2 タイトル 28 冊） 

 ・資料内容：『刻印百科事典』、『サフィーネイェ・タブリーズ索引』などイランの出版物のほか、メフ

ディー・ハーエリー＝ヤズディー師の回想録など、欧米で出版されているペルシア語図書、雑誌 

 ・収集目的：ペルシア語史資料の収集・研究と研究者の共同利用に資するため 

 ・所蔵場所：東洋文庫書庫 

 ・収集方法：国内取次およびオンライン書店を通して購入 

 ・収集期間：2014 年 12 月～2015 年 3 月 

 

③資料名  オスマントルコ語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：106 冊 

 ・資料内容：医学、教育学、法学などの分野の資料 

 ・収集目的：オスマントルコ語史資料の収集・研究と研究者の共同利用に資するため 

 ・所蔵場所：東洋文庫書庫 

 ・収集方法：トルコの書店より購入 

 ・収集期間：2014 年 6 月 
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④資料名  欧文資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：25 冊 

 ・資料内容：『イスラーム百科事典第三版 Encyclopaedia of Islam Three』2014 年度刊行分（4 分冊）ほか、

欧米で刊行された研究書 

 ・収集目的：現地語史資料の研究と研究者の共同利用に資するため 

 ・所蔵場所：東洋文庫閲覧室、書庫 

 ・収集方法：国内取次を通じて購入 

 ・収集期間：2014 年 4 月～2015 年 3 月 

 

6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物   

〔論文〕計（2）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

MIURA Toru 
（拠点代表） 

“Introduction: The Vellum 
Contract Documents at the 
Toyo Bunko and Their 
Distinctive Features” 

MIURA Toru & 
SATO Kentaro ed., 
The Vellum 
Contract Documents 
in Morocco in the 
16th to 19th 
Centuries Part I 
(Toyo Bunko 
Research Library 15) 

 2015.3 1-7 

“Description of Documents: 
Chapter V, Chapter VI” 

MIURA Toru & 
SATO Kentaro ed., 
The Vellum Contract 
Documents in 
Morocco in the 16th 
to 19th Centuries 
Part I (Toyo Bunko 
Research Library 15) 

 2015.3 77-92,93-98 

 

〔図書〕計（ 1 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

MIURA Toru 
（拠点代表）& 

SATO Kentaro ed. 

The Vellum Contract Documents in 
Morocco in the 16th to 19th Centuries 
Part I (Toyo Bunko Research Library 
15) 

Toyo Bunko  2015.3 
 

x, 296 
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■拠点発行物以外の研究成果物   

〔論文〕計（31）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

三浦 徹 
（拠点代表） 

 「イスラーム写本の流通と保
存」          

小杉泰・林佳世子
(編 )『イスラーム
書物の歴史』名古屋
大学出版会 

 2014.6.20 300-317 

「海を渡った皮紙（ヴェラ
ム）文書：モロッコの契約文
書コレクション」 

東洋文庫編『アジア
学の宝庫、東洋文
庫：東洋学の方法と
歴史』（別冊『書物
学』）勉誠出版 

 2015.3.20 285-301 

「イスラーム世界の都市と
商業」 

歴史学研究会編『史
料から考える世界
史 20 講』岩波書店 

 2014.10.29 30-38 

堀川 徹 
（研究分担者） 

「総説 学知の継承と異文
化との対話」 

『 知 の 継 承 と 展
開：イスラームの東
と西』明治書院 
 

 2014.4 7-14 

「中央アジアの知の世界：イ
スラーム化の進展とティム
ール朝文化」 

『 知 の 継 承 と 展
開：イスラームの東
と西』明治書院 

 2014.4 103-130 

OKAWARA 
Tomoki 

（研究分担者） 

“Some Aspects of 
Angro-Ottoman Diplomacy in 
the Modern Era: Cases of 
British Protection of the Harari 
Family” 

New Trends in 
Ottoman Studies 
(Papers presented at 
the 20th CIÉPO 
Symposium 
Rethymno, 27 June - 
1 July 2012), edited 
by Marinos 
Sariyannis 
(Editor-in-chief), 
Gülsün Aksoy-Aivali, 
Marina Demetriadou, 
Yannis Spyropoulos, 
Katerina Stathi and 
Yorgos Vidras, 
University of Crete, 
Foundation for 
Research and 
Technology-Hellas, 
Rethimno 

 2014 617-630 
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KONDO 
Nobuaki 

（研究分担者） 

“The Lives of Qabālahs: 
Annotation, Transcription and 
Registration of Documents in 
Early Modern Iran” 

Lecteurs et copistes 
dans les traditions 
manuscrites 
iraniennes, indiennes 
et centrasiatiques, 
edited by N. Balbir & 
M. Szuppe (Eurasian 
Studies, XII) 

 2014 561-575 

“Migration and Multiethnic 
Coexistence in Qajar Tehran” 

Hidemitsu Kuroki ed. 
Mobility and 
Multi-ethnic 
Coexistence in 
Middle Eastern 
Urban Societies 1: 
Tehran, Aleppo, 
Istanbul, and Beirut. 
Fuchu: Research 
Institute for 
Languages and 
Cultures of Asia and 
Africa 

 2015 1-23 

秋葉 淳 
（研究分担者） 

「序章」 秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 1-16 

「「伝統教育」の持続と変
容：一九世紀オスマン帝国に
おけるマクタブとマドラサ」

秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 26-50 

「オスマン帝国の新しい学
校」 

秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 86-112 

AKIBA Jun 
（研究分担者） 

Empires and Shari‘a: A 
Comparison of Colonial Islamic 
Legal Systems 

Shinichiro Tabata, 
ed., Eurasia’s 
Regional Powers 
Compared: China, 
India, Russia. 
Abingdon, Oxon and 
New York: Routledge

 2015 171-187 

髙松 洋一 
「アラビア文字に隠された
年代を読み解く」 

『フィールドプラ
ス』 

13 2015 23 

徳原 靖浩 
（研究分担者） 

「アフマド・マフムード『隣
人たち』の語りの戦略」 

『イラン研究』 11 2015.3 59-75 

上野 雅由樹 
（研究協力者） 

「アルメニア人オスマン官
僚の教育的背景」 

秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 138-164 
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奥 美穂子、 
江川 ひかり 
（研究協力者） 

 

「第 21 回 前オスマン・オ
スマン研究国際会議（The 
21th conference of the Comité 
international des études 
pré-ottomanes et ottomanes ：
CIÉPO 21）参加報告」 

『明大アジア史論
集』明治大学東洋史
談話会 

19 2015  

EGAWA Hikari
（研究協力者） 

 İlhan Şahin, 
Halit Ramazan 

Kubilay 

“Pazar Yerinden Kasabaya: 
Düzce’nin Doğuşu” 

İlhan Şahin, Hikari 
Egawa, Emine 
Erdoğan Özünlü, 
Tuncay Öğün eds., 
The 19th Conference 
of the Comité 
international des 
études pré-ottomanes 
et ottomanes CIÉPO 
19 Osmanlı Öncesi ve 
Dönemi Tarihli 
Araştırmaları I, 
İstanbul 

 2014 165-170 

İlhan Şahin, 
EGAWA Hikari
（研究協力者） 

“Osmanlı Dönemimde 
Düzce’nin Sosyal-Ekonomik 
Hayatı ve Gelişim Süreci” 

Ali Ertuğrul, ed., 
Düzce’de Tarih ve 
Kültür, İstanbul 

 2014 43-54 

小笠原 弘幸 
（研究協力者） 

「オスマン朝の写本文化」 小杉泰・林佳世子
(編 )『イスラーム
書物の歴史』名古屋
大学出版会 

 2014.6.20 239-252 

「歴史教科書に見る近代オ
スマン帝国の自画像」 

秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 165-185 

奥田 敦 
（研究協力者） 

「イスラーム法はいかにし
て経済的自由を支えるのか」

イスラムビジネス
法研究会、西村あさ
ひ法律事務所編著
『イスラーム圏ビ
ジネスの法と実務』
経済産業調査会 

 2014.7 57-70 

「グローバル市場経済の精
神とイスラームの経済倫理」

イスラムビジネス
法研究会、西村あさ
ひ法律事務所編著
『イスラーム圏ビ
ジネスの法と実務』
経済産業調査会 

 2014.7 71-83 

佐々木 紳 
（研究協力者） 

「ジャーナリズムの登場と
読者層の形成：オスマン近代
の経験から」 

秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 113-137 

「オスマン憲政史の新しい
射程 : 近世史と近代史の接
合に向けて」 

『新しい歴史学の
ために』 

285 2014.10 37-51 

HAMAMOTO 
Kazunori 

（研究協力者） 

“Whether to Say Salām?: 
Muslim Courtesy toward 
Non-Muslims” 

Islam and 
Civilisational 
Renewal, IAIS 
Malaysia 

5(4) 2014 529-546. 
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藤波 伸嘉 
（研究協力者） 

「帝国のメディア：専制、革
命、立憲政」 

秋葉淳・橋本伸也編
『近代・イスラーム
の教育社会史：オス
マン帝国からの展
望』昭和堂 

 2014.11.25 242-268 

堀井 聡江 
（研究協力者） 

「イスラーム法学史再考」 近藤洋平編『中東の
思想と社会を読み
解く』東京大学中東
地域研究センター 

 2014.8.24 75-83 

堀井 聡江 
（研究協力者）
（邦訳）、 

川島緑（解説） 

「『新しい黎明』―1960 年代
カイロのフィリピン・ムスリ
ム留学生論文集邦訳・解説
（9）」 

『上智アジア学』 32 2014 177-193 

松山 洋平 
（研究協力者） 

マートゥリーディー学派の
信仰非増減説と信仰概念の
射程 

『オリエント』 57(1) 2014.9 18-32 

（訳著）「クルアーン正統十
読誦注解」 

中田考監修、中田香
織・下村佳洲紀訳
『日亜対訳クルア
ーン：[付]訳解と正
統十読誦注解』作品
社 

 2014.8.5 671-758 

宮下 修一 
（研究協力者） 

「保証とは何か」 『法学セミナー』
（日本評論社） 

713 2014.6 10-14 

 

〔図書〕計（ 5 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

堀川 徹編 
（研究分担者） 

『知の継承と展開：イスラームの東
と西』（知のユーラシア：2） 

明治書院  2014.4 227 

大河原 知樹 
（研究分担者）・ 

堀井 聡江 
（研究協力者） 

『イスラーム法の「変容」：近代との
邂逅』（イスラームを知る：17） 

山川出版社  2014.12.25 iv, 113, 3

秋葉 淳 
（研究分担者）・ 

橋本伸也編 

『近代・イスラームの教育社会史』 昭和堂  2014.11.25 vii, 295, 
xiii 

渡辺浩一 
（研究分担者） 

『日本近世都市の文書と記憶』 勉誠出版  2014.10 374, 22 

中田 考 
（研究協力者）監
修、中田香織・ 
下村佳洲紀訳 

『日亜対訳クルアーン：[付]訳解と
正統十読誦注解』 

作品社  2014.8.5 766 
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〔学会発表〕計（ 12 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

MIURA Toru 
（拠点代表） 

“What is called an Act of 
Donation?: A Comparative 
Terminology” 

International 
Workshop on Waqf 
and its Terminology: 
Between Local Social 
Practices and 
Jurisprudential Norms, 
organized by 
University of Mascara,
Algeria 

2014.6.23-24 Mascara (Algeria) 

OKAWARA 
Tomoki 

（研究分担者） 

“Islamic Waqf Institutions in the 
Ottoman Judicial Reform Period 
(19th Century)” 

第 4 回世界中東学会
大会（WOCMES） 

2014.8.22 トルコ・アンカ
ラ・中東工科大学

“In search for the origin of an 
Ottoman notable family: The 
case of the Azms” 

International 
Committee of 
Pre-Ottoman and 
Ottoman Studies 
(CIEPO, Comité 
International d’Études 
Pré-Ottomanes et 
Ottomanes), 21st 
Symposium 

2014.10.8 ハンガリー・ 
ブ タ ペ ス ト ・
Hungaryian 
Academy of 
Sciences 

TAKAMATSU 
Yoichi 

（研究分担者） 

“Ayasofya Kütüphanesi ve 
Koleksiyonu” 

LALENİN VE 
İSYANIN 
GÖLGELEDİĞİ 
YILLAR I.MAHMÛD 
DÖNEMİ.1730|1754 

2014.9.26 トルコ・イスタン
ブル・Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar 
Üniversitesi Sedad 
Hakkı Eldem 
Oditoryumu 

柳谷 あゆみ 
（研究分担者） 

「耳に響く秩序：5-6/11-12 世
紀シリア諸都市におけるシア
ール」 

第 11回イスラーム初
期史研究会 

2014.4.27 早稲田大学 120-2
号館 
 

「シリアというクロスロー
ド：ダマスカス・文学・人び
と」 

シリアの鼓動 2014.12.9 京都市国際交流会
館 

EGAWA Hikari 
(研究協力者), 
İlhan Şahin, 

Shigeru 
Kakumoto, 

Halit Ramazan 
Kubilay 

“The Family Structure and 
Economic Activities in Düzce 
Based on the Nüfus Defterleri 
(Population Register) and 
Temettüat Defterleri (Income 
Register) of the 19th and 
beginning of the 20th Century” 

SESSION 325: The 
Recovery of Düzce 
from Two Huge 
Earthquakes in 1999 
and its Future: 
Comparative Study to 
the Earthquakes and 
Tsunami in 
Northeastern Japan in 
2011,  
第 4 回世界中東学会
大会（WOCMES） 

2014.8.22 トルコ・アンカ
ラ・中東工科大学
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EGAWA Hikari 
(研究協力者)  

“Cemeteries and Gravestones 
Culture of Nomads in their 
Sedentarization Process: 
focusing of the Yağcı Bedir 
group in North-western Anatolia 
during the Nineteenth and Early 
Twentieth Centuries ” 

Panel: 
COMPARATIVE 
STUDIES ON 
OTTOMAN AND 
CENTRAL ASIAN 
NOMADS, the 21th 
conference of the 
Comité international 
des études 
pré-ottomanes et 
ottomanes (CIÉPO 21) 
7-11 October 2014 

2014.10.8 ハンガリー・ 
ブダペスト・ 
The Academy of 
Magyar 

İlhan Şahin, 
EGAWA Hikari
（研究協力者） 

“Osmanlı Dönemimde 
Düzce’nin Sosyal-Ekonomik 
Hayatı ve Gelişim Süreci ”  

I. Uluslararası Düzce 
Sempozyumu 

2014.11.21 トルコ・デュズジ
ェ・Pelemir Otel 

小笠原 弘幸 
（研究協力者） 

「オスマンとモンゴル」 第 51回野尻湖クリル
タイ・日本アルタイ
学会 

2014.7.19 藤屋旅館 

OGASAWARA 
Hiroyuki 

（研究協力者） 

“The Formation of the Ottoman 
Genealogical Tree in the 15th 
Century”  

Fourth World 
Congress for Middle 
East Studies 

2014.8.21 トルコ・アンカ
ラ・中東工科大学

HAMAMOTO 
Kazunori 

（研究協力者） 

“Religious Pluralism for Equal 
Citizenship: An Islamic State or 
a Secular State” 

Engaging 
Particularities XIII: 
New Directions in 
Comparative 
Theology, 
Interreligious 
Dialogue, Theology Of 
Religions, and 
Missiology 

2015.3.26-27 アメリカ・ボスト
ン・Boston College

 

 


