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「イスラーム地域研究」第２期 研究実績報告書 

（2011 年度） 

2012 年 7 月 25 日 

   早 稲 田 大 学 

東  京  大  学 

上  智  大  学 

京  都  大  学 

財団法人東洋文庫 

【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、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］：湯川 武（早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院教授） 

［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］：小松久男（イスラーム地域研究部門長、東京大学大学院人文社会系研究 

科教授） 

［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、上智大学外国語学部教授） 

［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］：小杉 泰（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：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 

（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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【2011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、

各拠点へ派遣する。研究員は、第１期に設置した研究拠点の継続的な運営基盤を確立し、また拠点

間ネットワークの活動を強化するべく、拠点運営の実務及び共同研究のさらなる推進を担う。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 2 名）、計 6 名である。派遣先の

拠点においては、受け入れる研究員に相当職を兼務させている。 

事業 1 年次である今年度は、採用を決定した 6 名の研究員を派遣し、研究員はそれぞれの拠点に

おいて、上述の業務に着手した（詳細は、各拠点の研究活動の箇所を参照）。 

なお採用にあたっては、センターにおいて公募（前年度にあたる平成 22 年 11 月 16 日～平成 23

年 1 月 5 日）したところ、合計 29 名という第 1 期の 23 名を上回る応募があった。選考は、センタ

ーと各拠点が連携して実施し、各拠点における選考結果をふまえて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た。最終的に、センターから機構役員会に候補者を推

薦し、6 名の採用が決定され、平成 23 年 4 月 1 日からの各拠点への派遣が完了した。 

機構が実施する異なる地域研究間での研究員の相互交流がこれまで希薄であったことから、今年

度は、地域研究推進センター連絡会を関東（平成 23 年 10 月 14 日（金）於：機構本部）と関西（平

成 23 年 10 月 6 日（木）於：総合地球環境学研究所）で開催し、「現代中国地域研究」並びに「現代

インド地域研究」の研究員との情報交換が行える場を設けた。さらに、この会で研究員より意見と

して出された「地域を超えた共通のテーマによる研究」、「地域研究推進事業間の連携」等を試行的

に探るべく、平成 24 年 3 月 26 日（月）に機構本部において、3 地域研究の合同による第 1 回地域研

究推進センター研究員研究発表会を開催し、研究員は自身の専門研究や所属拠点における研究成果

等についての発表を行った。同発表会には、各拠点の代表者や地域研究推進委員会委員も数名出席

し、地域間の連携の可能性等についても、ベテランの研究者と研究員との間で活発な議論が交わさ

れた。この連絡会、研究発表会を機に生まれた異なる地域に関わる研究員間の交流が、具体的な事

業間連携の萌芽となることを期待したい。 
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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 

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 

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 

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 

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 

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 

財団法人東洋文庫研究員 

23.4.1 

～26.3.31 

（中尾正義） 
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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 

 イスラーム地域研究の課題である「他者」と「当事者」の双方の目を通して「イスラームと地域」

の関わりを分析するというこれまでの手法をいかし、主に「国際政治」の視点から、2010 年末のチ

ュニジアでの暴動に始まった「アラブの春」と呼ばれる政治変動にいち早く対応した。現地の研究

者を交えた公開講演会、公開シンポジウム等を実施し、各国に共通した現象とともに各国固有の事

情にも配慮した多角的な現状分析に挑んだ。また、アラブの政治変動に関する分析は、イスラーム

地域研究の研究テーマである「パレスチナ問題、中東・イスラーム諸国の民主化」（東大拠点）、「イ

スラーム運動組織の政治活動の分析」（上智拠点）、「国際関係研究」（京都拠点）などとも重なって

おり、テーマ設定の妥当性とともに、さらなる研究の必要性を明らかにした。 

 アラブの政変は「社会・文化」の視点からの研究にも影響を与えた。政変の結果、チュニジアや

エジプトでは選挙が行われ、イスラーム政党が躍進した。こうした現象は、政治の領域におけるイ

スラームの動員力だけでなく、当該地域の社会や文化とイスラームとの深い繋がりを再確認させる

ものである。研究テーマ「イスラームの社会的実践とその理念」(早稲田拠点)、「イスラーム経済と

イスラーム法」（京大拠点）は、経済活動、社会福祉活動、教育活動とイスラームとの関わりに注目

したものである。これらの社会活動は、特定の地域に独自な活動もあるが、国境を超えたグローバ

ルな活動も増えており、この分野での研究の積み重ねが、「イスラームと地域」の関わりの理解に欠

かせないことが一層明らかとなった。 

 「思想・宗教」の視点からの研究においては、「近現代における政治・社会思想の形成と動態」（東

大拠点）、「広域タリーカ」（京大拠点）、「スーフィズム・聖者信仰複合、東南アジア・ムスリム社会

における近代性の諸問題」（上智拠点）、「原典研究」（早大拠点）、「シャリーアと近代」（東洋文庫拠

点）などのテーマを設定し、研究の促進と充実に努めた。 

 史資料の整理と分析は、東洋文庫拠点を中心とする資料の収集とデータベース化に加え、「東南ア

ジア・キターブの収集」（上智拠点）など拠点独自の収集活動も行った。また「オスマン帝国資料の

総合的研究」（東洋文庫拠点）などの資料研究を行った。 

 研究活動を推進するにあたっては、講演会、シンポジウム、研究会、読書会、海外調査などの方

法を活用したが、海外の研究者との研究交流や共同研究が増えており、イスラーム地域研究の海外

発信能力が高まっている。また、出版を通じた研究成果の公表としては、『預言者ムハンマド伝』第

2 巻～4 巻（岩波書店）、「イスラームを知る」シリーズ（山川出版社）（3 冊）、ルートリッジ社から

New Horizons in Islamic Studies シリーズの第 2 巻の刊行などを行った。また、各拠点ベースで、資料

集、文献目録、国際会議の報告集などを刊行し、多様な形での発信を試みた。 

（桜井啓子） 
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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合同集会 

日時：2011 年 10 月 22 日(土)  14:00～17:30 

場所：早稲田大学 8 号館 B102 教室 

題目：『イスラームは、いま』概要：イスラーム地域研究・第 2 期（2011 年-16 年）の初年度合同

集会を兼ねて本講演会を開催した。3 人の講演者がそれぞれの専門である「国際政治」「社会・文化」

「思想・宗教」という異なる観点からイスラームの現状（いま）について講演し、それらを通じて

イスラーム地域研究の現状と展望が明らかにされた。一般・研究者あわせて 300 名近くが参加し、

質疑応答も白熱し、盛会となった。幅広い層の人々にイスラーム地域研究を知ってもらい、現代の

イスラームとその社会に対する理解を深めてもらうことができた。 

（西村淳一） 

 プログラム： 

 〈講演〉 

 「比較の中の中東政治」 藤原帰一（東京大学） 

 「ヴェールと帳(とばり)―現代イランの公的空間と女性」 桜井啓子（早稲田大学） 

 「宗教の未来を予測する」 町田宗鳳（広島大学） 

 

(2) 全体国内シンポジウム 

①NIHU 公開講演会 

日時：2011 年 7 月 2 日(土) 13:00～17:00   

場所：京都市役所産業観光局勧業館みやこめっせ地下 1 階第一展示場 

題目：『中東の激動を考える』 

 概要：イスラーム地域研究・第 2 期（2011 年-16 年）の初年度合同集会を兼ねて本講演会を開催

した。3 人の講演者がそれぞれの専門である「国際政治」「社会・文化」「思想・宗教」という異なる

観点からイスラームの現状（いま）について講演し、それらを通じてイスラーム地域研究の現状と

展望が明らかにされた。一般・研究者あわせて 300 名近くが参加し、質疑応答も白熱し、盛会とな

った。幅広い層の人々にイスラーム地域研究を知ってもらい、現代のイスラームとその社会に対す

る理解を深めてもらうことができた。 

（西村淳一） 

プログラム 

講演1：「中東の大変動と日本の将来」 

    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） 
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講演2：「手のひらのなかの革命」 

    保坂修司（日本エネルギー経済研究所研究理事） 

講演3：「グローバル化とアラブ世界の選択」 

    清水学（帝京大学経済学部教授） 

コメント： 

    私市正年（上智大学外国語学部教授） 

    鈴木恵美（早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院准教授） 

パネルディスカッション 

司会：長沢栄治（東京大学東洋文化研究所教授） 

パネリスト：私市正年（上智大学外国語学部教授）、鈴木恵美（早稲田大学イスラーム地域研究機

構研究院准教授）、小杉泰、清水学、保坂修司 

 

②国際シンポジウムアラブ諸国それぞれの「春」― 民衆運動と政治変動が問いかける課題 ― 

 日時：2012 年 1 月 28 日(土) 9:45〜17:30 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス中央図書館 9 階、911 講堂 

 備考：日本国際問題研究所主催、NIHU 共催、日本国際協力財団後援 

 概要：最初の発表者であるウムリー氏は、チュニジアのジャスミン革命の独自性は、地方が中心

の運動であったことにあると指摘した。また、アブデルファッターフ氏は、エジプトの 1 月 25 日革

命後、イスラーム主義勢力の台頭により、宗教的自由が制限されるようになったことを指摘した。

コメンテーターの長澤氏は、エジプトでは当初の革命の目標であった民主化や富の分配の適正化が

棚上げされ、目指すべきは世俗国家か宗教国家かという問題へとすり替えられていると指摘した。 

（三代川寛子） 

 

プログラム 

9:45 - 10:00 開会の辞 野上義二（日本国際問題研究所） 

 

10:00 - 12:15 第1セッション「二つの革命：チュニジアとエジプトにおける成果と課題」 

・司会 私市正年（上智大学） 

・講演者 

チュニジア情勢：ムハンマド－サラーフ・ウムリー（オックスフォード大学） 

エジプト情勢：ナビール・アブドゥルファッターフ（アフラーム政治戦略研究センター） 
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・討論者 岩崎えり奈（共立女子大学）、ウマル・ブーイスィー（チュニジア民主化運動活動

家）、長沢栄治（東京大学）、保坂修司（日本エネルギー経済研究所中東研究センター）、ム

ティーミト・ナーズィム（カルタゴ大学） 

 

13:00 - 15:00 第2セッション「民主化か混乱か：シリアとイエメン」 

・司会 松本弘（大東文化大学） 

・講演者 

シリア情勢：ウバイダ・ファーリス 

      （発展と市民社会のためのアラブ協会会長／シリア民主化運動活動家） 

イエメン情勢：ムハンマド・アル＝アスアディー 

      （フリーランス・ジャーナリスト／イエメン民主化運動活動家） 

・討論者 今井宏平（中央大学大学院）、川嶋淳司（放送大学）、森山央朗（日本国際問題研

究所） 

 

15:15 - 17:15 第3セッション 

 「「春」の周辺：アメリカ、パレスチナ、イスラエル、湾岸諸国、イランの関与と影響」 

・司会 立山良司（防衛大学校） 

・講演者 

中東から見たアメリカの対中東政策：ワリード・ハズブーン（ベイルート・アメリカン大学） 

パレスチナ－イスラエル情勢への影響：カリーム・マクディスィー（ベイルート・アメリカン

大学） 

・討論者 池田明史（東洋英和女学院大学）、江崎智絵（中東調査会）、坂梨祥（日本エネル

ギー経済研究所中東研究センター）、堀拔功二（日本エネルギー経済研究所中東研究センター） 

 

17:15 - 17:30  閉会の辞 私市正年（上智大学） 

 

(3)「イスラームを知る」シリーズの刊行 

①谷口淳一『聖なる学問俗なる人生：中世のイスラーム学者』（イスラームを知る 2）、山川出版社、

2011 年 

②濱本真実『共生のイスラーム：ロシアの正教徒とムスリム』（イスラームを知る 5）、山川出版社、

2011 年 

③山根聡『4 億人の少数派：南アジアのイスラーム』（イスラームを知る 8）、山川出版社、2011 年 
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(4)「イスラーム原典叢書」シリーズの刊行 

①『預言者ムハンマド伝』第 2 巻、岩波書店、2011 年 

②『預言者ムハンマド伝』第 3 巻、岩波書店、2011 年 

③『預言者ムハンマド伝』第 4 巻（最終巻）、岩波書店、2012 年 

 

(5) 英文論集 New Horizon in Islamic Studies シリーズの刊行 

① UYAMA, Tomohiko ed., Asiatic Russia : Imperial Power in Regional and International Contexts. 

London: Routledge, 2011.（シリーズ第 2 冊目） 
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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：湯川武（早稲田大学イスラーム地域研究機構・研究院教授） 

 

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総括班 

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：湯川武（早稲田大学イスラーム地域研究機構・研究院教授） 

  ※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、研究所のスタッフを中心に「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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【2011 年度事業の目的と活動内容】  

①2011 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。また、和文、英文両出版事業についても継続して行う。また、研究グルー

プ「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。社会

的実践に関する調査研究に関しては、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。 

②2011 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（早稲田大学拠点主催）（1 回）、研究

推進連絡会議（3 回）を開催した。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、邦文・英文による WEB サイトの充実に努めた。その結果、サイトへのアクセスや問い合わ

せが増えた。 

 早稲田拠点の研究グループ活動としては、（1）原典講読を通じた理念研究を推進するために、イ

ブン・ファドゥル・アッラー・ウマリー原典講読会（11 回）、回儒の著作研究を進めるために研究

会（1 回）、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、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 4 回全国マスジド（モスク）代表者会議」を開催し、滞日ムスリムを中心とする東日本大震災

の援助活動の方法や被災地との関わりを明らかにした。また、「近代イスラーム経済学」に関する研

究会（1 回）、イスラームの理念に基づく NGO 活動に関する研究会（2 回）を実施し、イスラーム銀

行の資金運用や国際的イスラーム NGO の社会福祉活動とイスラームの理念との関わりについて多

様な事例を検討することができた。  

 海外派遣事業として、国際学会への派遣（カナダ、米国）、海外調査（エジプト、イラン）を実施

し、研究成果の海外発信と現地調査を進めた。その他、公開シンポジウム「10 年目の 9.11」（東大、

京大拠点との共催）、公開講演会「イスラームと多元文化主義」ならびに国際セミナー「Islam and 

Multiculturalism-between norms and forms」（日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業との

共催）実施し、海外の研究機関（マラヤ大学、マレーシア国民大学）との共同研究の推進、成果の

社会還元を推進した。イスラーム地域研究・若手研究者の会（9 回）を実施し、若手研究者の育成と

研究交流を支援した。 

出版事業においては、『イスラーム地域研究ジャーナル』第 4 号、国際セミナー「Islam and 

Multiculturalism-between norms and forms」の報告論文集を英語で刊行し、研究成果の公開に努めた。 

（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：小松久男（東京大学大学院人文社会系研究科・教授） 

 

中心テーマ 『イスラームの思想と政治：比較と連関』 

中央ユーラシアと中東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。研究班は次の 2 つの

研究グループからなり、両グループは、比較と連関の視点から 5 年間をとおして連携して研究を進

める。 

 

【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：小松久男（東京大学大学院人文社会系研究科・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】 

 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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【2011 年度事業の目的と活動内容】 

①2011 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」に関わるテーマとしては「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」、「カザフスタンにおけるソ連時代の記憶」を主要課題とし

て定め、新たに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。 

②2011 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ついては、5 回の定例研究会と 1 回のワークショップを

開催し、パレスチナにおける NGO および国際援助の状況、インティファーダの動員構造など多岐に

わたる問題を検討した。また、訪日中の海外研究者アッザーム・タミーミ氏による講演会では、ア

ラブ革命の影響を受けたファタハとハマースの和解やパレスチナ問題の展望が示された。 

第 2 の中東・イスラーム諸国の民主化研究については、対象を中央ユーラシア諸国、南アジアや

東南アジアのイスラーム諸国に拡大し、特に 2011 年 1 月のチュニジア・エジプトの政変を皮切りと

するアラブ世界の変動に対応した研究体制を取り、比較実証研究と理論研究を組み合わせた共同研

究を進めた。「中東イスラーム諸国の民主化」データベースには、新たに 3 カ国を対象として組み入

れるとともに、掲載各国に関しては情報を更新し、今後のデータ蓄積の基盤を整備した。 

 第 3 の「近現代におけるウイグル知識人の思想と政治的活動に関する研究」では、1930-40 年代の

ウイグル民族運動において指導的な役割を果たしたムハンマド・エミン・ボグラの主著『東トルキ

スタン史』や回想録の原著作に遡って研究を遂行した。こうした研究はウイグル民族運動の思想的

な特徴を明らかにする上できわめて重要な基礎作業であり、とりわけ今回研究協力者・清水由里子

による上記回想録のオリジナル・テキストと訳注が刊行されたことの意義は大きい。 

 第 4 の「カザフスタンにおけるソ連時代の記憶」については、2 度にわたるカザフスタン現地調査

を行った。カザフスタン現代史の諸条件をふまえてセミパラチンスク核実験場に関する項目等新し

い質問項目を設定し、南部の重要都市を中心にインタビュー調査を行った。この調査は来年度以降

も継続するが、ロシア系住民が多く、豊かな地下資源によって経済発展を進めるカザフスタンでは、

これまでのウズベキスタンやキルギス調査とは異なった回答結果が予測される。 

 以上のほか、中央ユーラシア関係としては、2009 年 9 月にウズベキスタンで開催した国際研究集

会の報告論文集（英語・ロシア語）の刊行、研究分担者・濱本真実による『共生のイスラーム：ロ

シアの正教徒とムスリム』（「イスラームを知る」シリーズ）の刊行、河原弥生（研究分担者）がフ

ェルガナ地方の現地調査で収録した史料校訂版の刊行も特記しておきたい。 

（大稔哲也） 

※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（上智大学外国語学部・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（上智大学外国語学部・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、外国語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。 
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【2011 年度事業の目的と活動内容】   

①2011 年度事業の目的 

イスラーム運動における民衆性とネットワーク形成の実態解明のため、イスラーム運動組織の政治活動の分析、

出版物・著書の調査、収集などを行う。また、主要なイスラーム運動組織の資料（綱領など）、イデオローグの

著作などの翻訳・分析、それらの民衆への広がり方、知識と運動のネットワークの実態などを研究調査する。 

東南アジア・ムスリム社会における近代性の諸問題の検討を行う。東洋文庫拠点と連携して、キターブ・コレ

クションの拡充作業を継続する。東南アジア・ムスリム自身による主体的な知的・社会的営為に焦点を当て、彼

らが近代性とどのように出会い、どう理解したのか、彼らの著作物や活動にもとづいて検証する。 

スーフィズム・タリーカ・聖者信仰・預言者一族崇敬の四つの現象の複合（スーフィズム・聖者信仰複合）と

近代との関わりの理論的再検討を行う。スーフィズム・聖者信仰複合に関する地道な調査・分析を継続する傍ら、

学際的・国際的交流の推進に力点を置く。伝統的に民衆ネットワークの要の一つを成していたタリーカが、近代

化に伴う大衆層の形成に果たした役割の検証を中心的な課題とする。 

②2011 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

2011年1月以降のアラブ諸国における政変に関する研究会・シンポジウム・合宿を開催し、各国の事例を詳

細に比較検討した。それを通して、イスラーム運動と一連のアラブの政変を牽引した脱宗教的市民運動の双方

を社会運動という枠組みで捉え直すことが重要であること、そしてそれらの社会運動の発展の経緯と相互の関

わりを検討することにより、今回の一連の政変の性格をより的確に捉えることができるであろうとの見解を得

た。チュニジア、ヨルダンおよびエジプトでの海外調査を行い、アラブの政変の影響を検討した。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『ハサン・バンナー論考集』の翻訳作業を進めた。 

これまでに収集した東南アジア・キターブをアジア文化研究所に配架し、一般の利用に供すするとともに、

カタログの校閲・改定作業を進めた。また、海外の研究者と日常的に連携し、英語、マレー語等を用いてキタ

ーブに関する共同研究を行った。その成果にもとづき、これまでに収集した東南アジア各地のキターブを用い

た研究報告を中心として、国際ワークショップを開催した。また、アジアのムスリムと近代に関する研究会を

開催した。さらに、エジプト、インドネシア、ミャンマーで新たにキターブに収集を行い、その分類・整理お

よびカタログの作成を行った。 

ムスリムが近現代にあってどのように伝統との決別と調和を図ったのか、とくに従来のスーフィズム・聖者

崇敬複合に由来する民衆のネットワークがどのように保たれ、また変容したのかを、京都大学拠点との連携に

よって学際的かつ地域横断的な視点から研究した。研究会、研究合宿、若手研究者主体の国際ワークショップ

を開催し、またインドネシアにおいて聖者崇敬が、今日的状況のなかで組織され実践されている様子について、

宗教ツーリズム研究の視点などから共同調査を実施した。また、当該分野で今後有用となるであろう複数の主

題について、文献目録の作成を実施した（SIAS Working paper series No.15-16）。              

（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 イスラーム地域研究センター 

代表：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・ 

     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：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） 

  ※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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【2011 年度事業の目的と活動内容】   

①2011 年度事業の目的 

イスラーム地域研究第２期は、一グループ、三班編成（「国際関係（国際組織・情報ネットワークを含む）」

研究班、「広域タリーカ」研究班、「イスラーム経済とイスラーム法」研究班）として、より総合的な研究に

向かう体制を整え、研究を行う。また研究課題と一体となった大学院教育・若手研究者育成、また大学院教

育・若手研究者育成と一体となった研究課題の遂行を目指す。具体的には、研究活動、国際ワークショップ、

拠点発行物に若手の参加を促していき、また研究活動を大学院教育にフィードバックさせていく。 

②2011 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

 事業の目的において述べたことに従い、三班構成で研究活動を推進した。拠点全体としては、3

班合同研究会を開催し、各研究班がすすめる研究を報告し合った。これにより、拠点全体の研究テ

ーマへのアプローチへの道筋がつけられた。また 2 度のグローバルセミナーは大学院生に貴重な学

習の機会を与えた。韓国地中海研究所との合同セミナーは、学術面での国際交流推進の成果であり、

若手に発表の場を与える機会を提供するものとなった。さらに、例年通り、拠点のジャーナルを刊

行し、若手を含めた研究活動の成果を発表する場とした。 

以下に、各研究班の活動を述べる。第 1 班は、2 度の研究会を行い、1 度のシンポジウムを行った。

研究会においては、各地域の事例が蓄積されていくともに、各地域間をつなぐ関係を無視しては地

域そのものも見えてこないことが具体的な事例を通じて確認された。早稲田大学拠点、東京大学拠

点と共催したシンポジウムは、これまでの研究成果を社会に還元する機会を提供した。また大阪大

学主催の講演会に共催として名を連ね、学生の積極的な参加を得た。 

第 2 班は、上智大学拠点と連携しつつ、2 度の研究会、1 度の研究合宿、2 度の国際ワークショッ

プを開催した。各活動において、若手に積極的な参加を促し、日本語、英語での発表の場を与えた。

中部アフリカ研究会との共催研究会は、当研究班が進めてきた多様なディシプリンの統合、および

世界的な広がりを常に視野に入れる方針を反映したものとなった。さらに世界的に研究の手薄なオ

スマン朝期の思想・文化について、教育的効果も見据えた入門書となるブックレットを拠点の刊行

物として出版した。 

第 3 班の研究活動における 2 度の研究会では、イスラーム経済とイスラーム法に関するテーマ設

定がそれぞれ行われ、現状分析と基礎的な研究がバランスよくなされた。4 度の国際ワークショップ

のうち、英ダラム大学、マレーシア国民大学との共催で行われた 2 回のワークショップは、研究成

果を国際的に発信する場となった。すべてのワークショップにおいて、経済を中心とする現代社会

の諸問題が若手研究者の発表も交えてさまざまに議論された。現代社会が直面する問題を解決する

糸口を見いだすために、各地域の事例とともに、グローバルな視点からの問題認識が共有された。 

（小杉 泰） 

※活動内容の詳細については、資料編を参照 
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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（東洋文庫研究員・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（東洋文庫研究員・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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【2011 年度事業の目的と活動内容】  

①2011 年度事業の目的 

 現地語史資料の所蔵・整理・利用環境に関するアンケート調査結果（22 年度実施）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を進める。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図る。これらによって、史資料の収集と整理（文献情報化）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。 

②2011 年度事業の研究内容及び研究成果の概要 

近年の研究や出版の動向と東洋文庫等の国内機関の所蔵状況にもとづきつつ、現地語史資料の継続的

体系的な収集と目録化を行った。 

史料の利用促進を図るためには、利用者の検索スキルの向上が必要であり、アラビア文字資料を使っ

て論文を書く学生を対象とした「学生のための情報検索リテラシーセミナー」を 7 月に開催した。講習

のニーズと成果が確認され、今後継続する。また、NACSIS-CAT におけるアラビア文字の検索キーの正

規化（表記等の違いによる検索の漏れを防ぐための処理）の問題や、リテラシー教育のあり方を議論す

るため、3 月に「アラビア文字資料司書連絡会」（第 6 回）を開催し、国立情報学研究所を含めた関係機

関の間での情報共有を行うことができた。これらの成果を踏まえ、「アラビア文字資料の検索方法

（NACSIS Webcat 編）」を作成し、ホームページ上に公開した。また、図書館での目録作成作業を支援す

るため、特殊文字入力ツールを作成し、公開した。 

史資料の研究活動やセミナーに関して、これまでに積み重ねられた研究が形になってきている。「シャ

リーアと近代」研究会は、オスマン民法典アラビア語版の講読・翻訳のための研究会を計 9 回行い、歴

史や法学の研究者のみならず、弁護士・実務者など幅広いメンバーの精力的な参加によって、着実に訳

稿を作成し、101 条から 403 条までの「売買の書」訳稿をほぼ完成させ、語彙集の作成も進められてい

る。「オスマン帝国史料の総合的研究」研究会は、帝国末期の歴史家・法律家アフメト・ジェヴデト・パ

シャによる『覚書 (Tezakir)』の講読研究会を計 6 回行い、訳稿を作成した。また、オスマン帝国史の多

様な史料について類型ごとに解説を加えた「オスマン帝国史料解題」の第 1 弾を作成し、ホームページ

上に公開したほか、他プロジェクトとの共催で、オスマン帝国における教育・知識社会史に関わる研究

会を 2 回行った。他機関との連携プロジェクトである中央アジア法制度研究会、中央アジア古文書セミ

ナー、オスマン文書セミナーは、専門的な史資料を扱うセミナーでありながら、毎年恒例のものとして

多くの分野や若手の参加者を得ており、現地語史資料に基づいた地域研究の裾野は着実に広がっている。 

（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 

【 資 料 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：湯川武（早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院教授） 

 

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） 

湯川  武 イスラーム地域研究機構研究院教授 
研究拠点代表 

（総括、ムスリム知識人問題） 

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） 

桜井 啓子 イスラーム地域研究所研究員、国際学術院教授 
研究グループ研究分担者 

（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 

研究グループ研究分担者 

（社会学、滞日ムスリム） 

佐藤健太郎 
イスラーム地域研究機構招聘研究員、北海道大

学文学部准教授 

研究グループ研究分担者 

（マグリブ・アンダルス史） 

深見奈緒子 
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 

（イスラーム建築） 

鈴木 恵美 
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 

（近現代エジプト） 

野田  仁 
イスラーム地域研究所研究員、イスラーム地域

研究機構研究院講師 

研究グループ研究協力者 

（中央アジア、カザフスタン史）

貫井 万里 
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 

（近代イラン経済） 
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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） 

佐藤 尚平 
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 

（国際関係、湾岸近現代政治） 

小島  宏 
イスラーム地域研究所研究員、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） 

新保 敦子 
イスラーム地域研究所研究員、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、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） 

中町 信孝 
イスラーム地域研究機構招聘研究員、甲南大学

文学部准教授 

研究グループ研究協力者 

（マムルーク朝史） 

日下部達哉 
イスラーム地域研究機構招聘研究員、広島大学

教育開発国際協力研究センター准教授 

研究グループ研究協力者 

（比較教育学） 

錦田 愛子 
イスラーム地域研究機構招聘研究員、東京外国

語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助教 

研究グループ研究協力者 

（パレスティナ研究） 

アブドゥル・ 

カリーム・ 

ラーフェク 

イスラーム地域研究機構招聘研究員、ウィリア

ム＆メアリ大学教授（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機構招聘研究員、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機構招聘研究員 

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 1メンバー）  

氏   名 所 属 機 関 ・ 職 名 
役 割 分 担 等 

（担当研究テーマ） 

湯川  武 イスラーム地域研究機構研究院教授 
研究グループ代表 

（総括、ムスリム知識人問題） 

桜井 啓子 イスラーム地域研究所研究員、国際学術院教授 
研究分担者 

（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機構招聘研究員、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機構招聘研究員、 

広島市立大学国際学部教授 

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） 

 

（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 日本大学文理学部准教授 中国哲学 

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 

大足 恭平 

早稲田大学イスラーム地域研究所研究員、早稲

田大学大学院文学研究科博士課程 

（東京大学拠点研究協力者） 

イラン近現代史 

岡井 宏文 早稲田大学多民族多世代社会研究所客員研究員 日本のイスラーム 

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 早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程 高齢社会論・社会調査論 

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 

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 
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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所研究員、イスラーム地域

研究機構研究助手 
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 

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 

杉山 隆一 慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程 サファヴィー朝史 

鈴木 恵美 

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研究院准教授 

（東京大学拠点研究協力者） 

現代エジプト政治 

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 千葉大学大学院社会文化科学研究科博士課程 中東近現代史 

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 

中西 竜也 

日本学術振興会特別研究員 PD（京都大学アジ

ア・アフリカ地域研究研究科） 

（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 
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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 
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究

科研究院研究員 
中世シリア史 

貫井 万里 

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 

（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、イスラーム地域

研究機構研究院講師 

（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 
日本学術振興会特別研究員 PD（財団法人東洋文

庫） 
アッバース朝研究 

原山 隆広 財団法人東洋文庫研究部 研究員 アッバース朝研究 

平野 淳一 
日本学術振興会特別研究員 PD（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研究員、イスラーム地域

研究機構研究院教授 
イスラーム建築 

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 

森山 央朗 
日本国際問題研究所研究員 

（上智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 
京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員 

（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 
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【2011 年度事業の活動内容】  

 

1. 拠点整備 

 第 1 期に引き続き、2011 年度も、NIHU 研究派遣員や早稲田大学の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、事務室の計 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 号館、9 号館）。また、大学経費により雇用され

た 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。「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.islam.waseda.ac.jp）は、5 拠点全体の

活動が見渡せるような形で運営するとともに、英文での国際的な情報発信にもつとめた。 

 早稲田拠点独自の研究環境の整備事業としては、『回族典蔵』、『米国国立公文書館所蔵・米国国務省機

密文書』の 2 点の資料を購入し、広く研究者に利用できるようにした機構内施設に設置した。 

（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国際セミナー 日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「イスラームと多元文化主義」 

日時： 2011 年 11 月 26 日(土)、27 日(日) 

場所：早稲田大学 26 号館 B104 号教室 

 概要：  

 日本学術振興会アジア・アフリカ学術基盤形成事業「イスラームと多元文化主義」と共催で国際セミ

ナーを開催した。マレーシアにおける多元文化主義の背景と現状に関して、イスラームと異教徒の共存

に注目して、実態、教育、居住、主権、言語という多面的な研究・考察の発表が行われた。加えて、本

セミナーをまとめた論文集を 2012 年 3 月に作成した。目的、手法とも NIHU 事業の取り組む「イスラー

ム地域研究」と一致することからも、セミナー、論文集が一つの成果となったといえる。また、NIHU 事

業に参加する研究者も、発表者となり、論文集に寄稿した。 

（深見奈緒子） 

プログラム 

26th Nov. 

13:00-13:15 Opening Speech: HIROTA Shin’ichi (International Office, Waseda University) 

13:15-13:50 Key Note Speech: TACHIMOTO Narifumi (Research Institute for Humanity and Nature) 
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14:00-16;00 Session 1. Islam and Multiculturalism 

Convener: Siti Rohaini Kassim (AEI) 

・Md Nasrudin Md Akhir (AEI), “Islam and Multiculturalism: Attitudes towards Japanese Cuisine - a 

preliminary study” 

・Omar Farouk (Hiroshima City University), “Multiculturalism in Mainland Southeast Asia and the 

Dynamics of Muslim Identity” 

・Mohd Roslan bin Mohd Nor (University of Malaya) “Multicultural Discourse from the Minbar: A 

Critical Study of Khutbah Texts Prepared by Jakim Malaysia” 

・KOJIMA Hiroshi (Waseda University), “Differences in Demographic Behaviors between Muslims and 

Non-Muslims in a Non-Muslim Society: a case study of Singapore” 

16:00-16:30 Tea Break 

16:30-18:00 Session 2. An Empirical Study of Primary and Secondary education 

Convener: Amla Salleh (UKM) 

 ･ Amla Salleh, “Islam and Multiculturalism in Schools: A Malaysian Case Study” 

 ･ Nooreiny Maarof , “Developing Multicultural Competence of Selected ESL National Primary School 

Teachers” 

 ･ SAKURAI Keiko (Waseda University), “Managing diversity in Iranian schools” 

27th Nov. 

10:00-12:00 Session 3. An Historical Study of Residential Diversity in Traditional Urban Areas 

Convener: UTAKA Yushi (University of Hyogo) 

 ･ Hanizah Idris (University of Malaya), “The Spread of Islam and The role of the Malay port-towns as a 

multicultural entity in the Malay Archipelago” 

 ･ YAMADA Kyota (Graduate School of Kyoto University ), “Urban Micro Activities as Driving 

Forces of Transformation of Colombo City and Indian Ocean Urban Networks since the 18th 

Century” 

 ･ Yahaya Ahmad (University of Malaya), “Sustainability of Islamic Communities within Georgetown 

World Heritage Zones” 

 ･ FUKAMI Naoko (Organization for Islamic Area Studies, Waseda University), “What is the 

multi-cultural city? - Many voices from Penang and Malacca” 

12:00-13:30 Lunch Time 

13:30-15:00 Session 4. The Evolution of Modern Sovereignty in the Islamic World 
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Convener: SATO Shohei (Organization for Islamic Area Studies, Waseda University) 

 ･ Sven Alexander Schottmann (La Trobe University), “Contemplating Alternatives: Mahathir Mohamad on 

Alternative Conceptions of Malaysian Identity”  

 ･ SATO Shohei, “Evolution of Sovereign Territoriality in the Mid-Twentieth Century Arabian Peninsula”  

 ･ Ismail Fajrie Alatas (University of Michigan, Ann Arbor), “Disrupting Temporality: Authority, Statecraft, 

and Sovereignty in Hikayat Mareskalek” 

15:00-15:30 Tea Break 

15:30-17:30 Session 5. Islam and the formation of modern public sphere in multicultural society 

Convenor: YAMAMOTO Hiroyuki (Kyoto University) 

･ TSUBOI Yuji (Rikkyo University), “Muslims under Dual Jurisdictions: The Nadrah issue from the 

perspective of “Qalam”” 

･ KUNIYA Toru (Sophia University), “Islam in the era of “kemajuan”: modernist thought of a Singaporean 

ulama in the 1950s” 

･ Faridah Mohamed (Tokyo University for Foreign Studies), “Jawi: Its Development, Decline and Revival in 

Malaysia” 

･ Mohd Farid Mohd Shahran (International Islamic University Malaysia), “Religious Exclusivism, 

Nationalism and Cultural Tolerance in Pre-Independence Malaya Reflected in Qalam Magazine,  

17:30-18:00 Key Note Speech 

Hamzah Hj Abd. Rahman (University of Malaya) 

18:00-18:15 Closing Remarks 

YUKAWA Takeshi (Organization for Islamic Area Studies, Waseda University) 

 

②公開シンポジウム「10 年目の 9.11」 

 日時：2011 年 9 月 11 日(日) 14:00～17:35  

 場所：早稲田大学大隈記念講堂小講堂 

 題目：プログラムを参照。 

 概要：東京大学拠点、京都大学拠点と共催 

 2001 年 9 月 11 日米国同時多発テロ、いわゆる 9.11 から 10 年の節目をむかえ、一般・研究者を対象と

した公開シンポジウムを開催した。講演者には南アジア、中央アジア、東西アラブの専門家が揃い、文

明論的なマクロな視点から、インターネットメディアなどのミクロな議論までかわされ、約 150 名の参

加者を前に研究成果を社会に還元する場としても機能した。 

（西村淳一） 
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プログラム： 

 〈基調講演〉 

  「危機と希望の新時代へ―イスラーム地域研究の立場から」 小杉泰氏（京都大学） 

 〈講演〉 

  「変容するジハード主義」 保坂修司（日本エネルギー経済研究所） 

  「9.11 がもたらしたもの―パキスタン社会における権力構造の変容」 山根聡（大阪大学） 

  「中央アジアの眺望」 小松久男（東京大学） 

  

 〈パネル・ディスカッション〉 

  司会：保坂修司 

  パネリスト：私市正年、小松久男、小杉泰、山根聡、末近浩太 

 

③イスラーム地域研究若手研究者の会 

 概要：2011 年度は計 9 回の研究会を行った。これまで、本研究会は歴史学の分野の発表が多くを占め

たが、本年度は近現代の政治、経済を対象とする発表が多く見られた。また、湾岸地域、南アジア、東

南アジアを対象とする報告が全体の半分以上を占め、現在の若手研究者たちが関心をもつ研究領域の拡

大がうかがえた。各回ともコメンテーターを含めた聴衆と報告者との間に活発な議論が行われ、若手研

究者の育成、研究交流の場としての機能を十分に果たした。 

（吉村武典） 

4 月例会 

日時：4月23日（土） 14:00～18:00 

会場：東京大学（本郷キャンパス）法文1号館317教室 

報告者：植田暁（東京大学大学院人文社会系研究科博士課程） 

題目：「フェルガナ地方のクルグズ遊牧民と1916年反乱」 

コメンテーター：秋山徹（日本学術振興会特別研究員） 

 

5月例会 

日時：5月28日（土） 14:00～18:00 

会場：早稲田大学（早稲田キャンパス）120−1号館2階201会議室 

報告者：片岡 麻美 （早稲田大学大学院文学研究科東洋史学コース・博士後期課程） 

題目：「マムルーク朝時代のウラマー名家における女性の役割：スブキー家女性の学問への関与を中心に」 

コメンテーター：森山 央朗（日本国際問題研究所） 

 



 
 

39

6月例会 

日時：6月25日（土） 14:00～18:00 

会場：東京大学（本郷キャンパス）法文1号館317教室 

報告者：光成 歩（東京大学大学院総合文化研究科博士課程） 

題目：「マレーシアにおけるイスラーム司法の展開と「改宗問題」」 

コメンテーター：坪井 祐司（立教大学非常勤講師） 

 

7月例会 

日時：7月23日（土） 14:00～18:00 

会場：早稲田大学（早稲田キャンパス）120−1号館2階201会議室 

報告者：近藤 重人（慶應義塾大学法学研究科博士課程） 

題目：「小国論とクウェート・アブダビ外交：第一次石油危機前後の両首長国の対外石油政策を中心に」 

コメンテーター：百瀬 宏（津田塾大学名誉教授） 

 

10月例会 

日時：10月23日（日） 14:00～18:00 

会場：早稲田大学 （早稲田キャンパス)26号館（大隈記念タワー）、4階402 

報告者：野中 葉（慶應義塾大学SFC研究所上席所員（訪問）） 

題目：「インドネシアの大学ダアワ運動の原点 —サルマン・モスクにおけるイスラーム運動の展開」 

コメンテーター：横田 貴之（日本大学国際関係学部准教授） 

 

11月例会 

日時：11月26日（土）14:00～18:00 

場所：東京大学（本郷キャンパス）法文1号館317教室 

報告者： 中村朋美（京都大学大学院 人間・環境学研究科博士課程） 

題目：「19世紀前半、コーカンド・ハーン国の遣露使節とロシアの中央アジア政策の転換」 

コメンテーター： 秋山徹（日本学術振興会特別研究員） 

 

12月例会 

日時：12月18日（日）14:00～18:00 

場所：東京大学（本郷キャンパス）法文1号館317教室 

報告者： 須永恵美子 （京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科東南アジア地域研究専攻一貫

制博士課程、日本学術振興会特別研究員） 
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題目：「南アジア・イスラーム改革者マウドゥーディーの啓典解釈学―クルアーンをウルドゥー語で語る―」 

コメンテーター： 登利谷正人（上智大学大学院博士後期課程） 

 

1月例会 

日時：1月28日（日）14:00～18:00 

場所：東京大学（本郷キャンパス）法文1号館317教室 

報告者： 土佐林慶太（早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程） 

題目：「ミアイ(M.I.A.I.)の設立過程とその活動内容 1937～1943年 ージャワの事例を中心にー」 

コメンテーター： 山口元樹（慶應義塾大学大学院後期博士課程） 

 

2月例会 

日時：3月3日（土）14:00～18:00 

場所：東京大学（本郷キャンパス）法文1号館317教室 

報告者： 田熊友加里（日本女子大学大学院文学研究科博士課程後期） 

題目：「ベルリン美術館イスラーム美術部門の創設（1904年）と「絨毯研究」の発展」 

コメンテーター： 鎌田由美子（早稲田大学高等研究所助教） 

 

(2)研究グループの活動 

①研究グループ 2011 年度第 1 回研究会「イスラーム経済」 

 日時：2011 年 7 月 16 日(土) 14:00～17:00 

 場所：早稲田大学 120−1 号館 201−1 会議室 

 題目：「近代イスラーム経済学の展開とイスラーム法の現代的革新」 

 講演者：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） 

 コメンテーター：堀井聡江（桜美林大学リベラルアーツ学群専任講師） 

 共催：京都大学拠点 

 概要：イスラーム銀行の資金運用を中心に「近代イスラーム経済学」の展開についてその京都大学の

長岡氏が報告を行った。コメンテーターの堀井氏は近代におけるイスラーム法に携わる法学者や法律の

専門家の多様化した現状から近代イスラーム経済とイスラーム法学の関係についてコメントを行い、社

会経済における事案とその運用においてイスラーム法学自体にもマーケットかが進んでいることを指摘

した。会場からは研究者のほかに会計士などの実務に関わる参加者からの具体的な質問や議論が出され、

イスラーム経済、金融の具体的情報、知識に対する国内のニーズがより高まっていることが判明し、継

続的な議論の場の提供が求められた。 

（吉村武典） 
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②回儒の著作研究会読書会 

 日時：2011 年 10 月 16 日(日) 11:00〜18:00 

 場所：日本大学文理学部中国語中国文化学科青木研究室（7 号館 1F） 

 概要：劉智『天方性理』巻三の第二章にあたる胚胎初化図説の訳文、注釈を検討した。とくに、これ

まで解釈が紛糾していた難読部分「天人之際、其授受也微矣」をめぐって議論が行われた。この句は『周

易』『孟子』『中庸章句』序などをふまえるが、大世界の権能が人に受け渡されている、あるいは人が

体現している、という意ではないか。平行文が『天方至聖実録』にあるという発見があった。また本章

にみえる「象」が実際のかたちではなく、かたどったもの、パターンであることを確認した。 

（佐藤実） 

 

③第 4 回マスジド（モスク）代表者会議 

日時： 2012 年 2 月 12 日(日)13:30～17:10 

場所： 早稲田大学 26 号館（大隈記念タワー）7 階 702 教室 

概要： 

今年度は会議名が「マスジド（モスク）代表者会議」と変更され、「東日本大震災と被災者支援活動」

というテーマのもとで開催された。前半の報告では、被災者支援に関わった各マスジド代表者が、地震

に遭遇した際の状況、支援の経緯とその詳細、支援への思いを語った。後半のパネル・ディスカッショ

ンでは、各マスジド代表者をパネリストとして、ムスリムが被災者支援において抱える課題について議

論が交わされた。当日の参加者は 73 名（うちマスジド関係者 21 名）と前年を上回った。日本のムスリ

ムコミュニティの現状を知る貴重な機会として、会議を継続する必要性が再確認された。 

（店田廣文） 

プログラム： 

〈報告〉 

「大塚マスジドの支援活動」 永井彰、アキール・シディキ、ハールーン・クレシイ 

「戸田マスジドの支援活動」 ライース・シディッキ、松下基彦 

「ヒラーマスジドの支援活動」 ジャミル・アマド、アフマド前野、テヘセィーン・クッラム  

「ムスリム学生連盟の支援活動」 ワリード・オスマーン、ファディ・アル・ナジャル 

 

〈パネル・ディスカッション〉 

司会：小島宏 

パネリスト：マスジド代表者等の方々、ムハンマド・ユースフ（アッサラーム・マスジド）、ムハン

マド・ハリール（つくばイスラム教会）、浜中彰（新居浜マスジド）、イシラトゥ・アリー・ハー

シミ（ダール・ル・アルカム・マスジド）、ハフィズ・モハンマド・ズルフィカール（バーブ・
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ル・イスラーム・マスジド）、ファイアーズ・アフマド・ムガル（クバー・マスジド）、イクラム・

バジュワ（イクラ・マスジド） 

〈総合討論〉 

 

④研究グループ 2011 年度第 2 回研究会 「イスラーム的 NGO」 

 日時：2012 年 2 月 17 日（金） 15:00〜18:00 

 場所：早稲田大学 26 号館 7 階 701 教室 

 概要：子島進（東洋大学）により「ムスリムの NGO─先行研究の検討と今後の展望」と題した報告が

行われた。インドとパキスタンにおいて医療・教育・文化分野でのユニークな活動に取り組む「ハムダ

ルド」の事例が中心に取り上げられ、NGO 側の内在的な価値観や活動の経緯が具体的に示された。イス

ラーム的 NGO に関する基礎知識と研究上の問題点が参加者により共有され、本研究グループにおける

NGO 研究の有益性が改めて確認された。 

（西村淳一） 

 

⑤マリー・ユール・ピーターセン氏講演会（早稲田拠点） 

 日時：2012 年 2 月 26 日（日） 14:00～17:00 

 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）地下 1 階 

 概要：マリー・ユール・ピーターセン Marie Juul Petersen（デンマーク）により、欧米に拠点を置くイ

スラーム／ムスリム系のNGO団体のアフガニスタンなどでの医療や教育などの援助活動について報告が

行われた。サウディアラビアに拠点を置く NGO 団体との比較も交えながら、ムスリム・エイドを始めと

する欧米のイスラーム／ムスリム系の NGO 団体の設立目的、資金の性格、実際の活動内容を紹介した。

講演の後、子島進（東洋大学）を司会に質疑応答が行われ、活発な議論が行われ、特に設立者の出身地、

資金の提供元と活動内容の関連性や、イスラーム地域以外に拠点をおくことの資金運用や活動における

メリット、デメリットが指摘された。 

（吉村武典） 

 

⑥回儒の著作研究会第１回研究合宿 

 日時：2012 年 2 月 6 日(月)〜8 日(水) 

 場所：湯河原 民宿「あら川」 

 概要：劉智『天方性理』巻三の第四章にあたる表裏分形図説の訳文、注釈を検討した。本章は身体に

ついて、天地と比較しながら解説される。「定位」の語について、天地が定まるとそこが天地の位置と

なる（定位）のと同様、心臓と身体ができあがると、そこが心と身の場所となるのではないか、との意

見がでた。また四体液説について、本経や図では明記されているが、図伝には言及がないこと、四体液
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ではなく四行によって胎児を説明しようとしていることの問題について、議論がおこなわれた。 

（佐藤実） 

 

⑦回儒の著作研究会第 1 回研究合宿 

 日時：2012 年 3 月 14 日(水)〜16 日(金) 

 場所：湯河原 民宿「あら川」 

 概要：劉智『天方性理』巻三の第五章にあたる内外体竅図説の訳文、注釈を検討した。本章は巻二・

一貫洋溢図説と連関し、一貫洋溢図説でいわれた「流行」「対峙（待）」構造が、本章で援用される。つ

まり天が流行するのにたいし、心臓（の穴）は対峙するというかたちで考えられている。さらに巻三じ

たいが流行から対峙に向かうのにたいし、巻四は対峙から流行へと向かうというかたちで、他所でも援

用されていることを議論した。また神経概念などがイエズス会士文献の影響をうけて導入されている可

能性についても確認した。 

（佐藤実） 

 

⑧イブン・ファドル・アッラー・ウマリー原典講読会（全 11 回） 

 日時：2011 年 4 月 16 日(日)、5 月 14 日(土)、6 月 18 日(土)、7 月 24 日(日)、9 月 10 日(土)、 

    10 月 15 日(土)、11 月 26 日(土)、12 月 23 日(金)、2012 年 1 月 28 日(土)、2 月 19 日(日)、 

    3 月 25 日(日) 13:00〜18:00 

 場所：京都女子大学 J 校舎 3 階 J303-1（谷口研究室）、龍谷大学大宮学舎 南 101 教室 

 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、『高貴なる用語の解説』第 2

章後半部の訳出を進めるとともに、第１章 終部の公刊を行った。第 2 章後半部はマムルーク朝の様々

な任命文書における「指示部分」を任命対象毎に集成しており、その読解によって、マムルーク朝政府

と遊牧アラブ指導者の関係や、従来明らかでなかったブンドゥク撃ちという公職の職務内容など、中世

国家の政治体制に関する具体的な様相が次々と判明した。一方、第 1 章 終部については、2012 年 2 月

に谷口淳一編「訳注（3）」として、「史窓」第 69 号に発表し、多くの研究者から当該主題に関する建

設的な反応を得た。  

（清水和裕） 

 

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。 
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(2)研究グループ 

① 55th Annual Conference of the Comparative & International Education Society(CIES)参加 

出張期間：2011 年 4 月 28 日～2011 年 5 月 5 日 

出張先（カナダ）：マクギール大学（モントリオール） 

出張者：桜井啓子（早稲田大学国際学術院教授）、ゴルナー・メフラン（アルザフラー大学心理学部准

教授） 

概要：概要：比較国際教育学会大会（CIES）にて、桜井が “Iranian female education today: Three decades 

after the revolution” というパネルを企画。桜井のほか、ゴルナー・メフラン教授、ゴリー・レザイ・ラシ

ュティ教授（カナダ・西オンタリオ大学）の 3 名が、女性の大学進学率の上昇がイラン社会や個々の女

性の人生にどのような変化をもたらしているのかについて各自が行った調査の結果を報告するとともに、

その結果について参加者と議論した。 

（桜井啓子） 

 

②北米中東学会（MESA）への参加 

出張期間：2011 年 12 月 1 日(木)～2011 年 12 月 4 日(日) 

出張先（国名）：ワシントン D.C.（アメリカ合衆国） 

出張者：桜井啓子（早稲田大学国際学術院教授） 

概要：北米中東学会大会にて、Miriam Kuenkler 教授（プリンストン大学）が企画した、「Female Religious 

Authority in 20th Century Iran」というパネルに参加。桜井は、イランでの調査をもとに、「Development of 

female hawzas (Islamic seminaries) and mujtahids (jurisprudent authorities) in Iran」というタイトルで報告した。

他の報告者は、Miriam Kuenkle 教授、Irene Schneider 教授（ゲッティンゲン大学）、Maryam Rutner（ニュ

ーヨーク大学博士課程）で、司会者は、James Piscatori 教授（ダーラム大学）、ディスカッサントは、Abbas 

Amanat 教授（イエール大学）という豪華メンバーだったこともあり、大勢の聴衆を得た。 

（桜井啓子） 

 

②エジプト調査 

出張期間：2012 年 2 月 6 日(月)～2012 年 2 月 21 日(火) 

出張先（国名）：カイロ市（エジプト・アラブ共和国） 

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：エジプト国立文書館所蔵のイスラーム法廷台帳をエジプト南部の中心地の一つアシュート県の

17、18 世紀を中心に調査し、灌漑設備の改修の割当や家畜の所有数の確認などが記載されていることが

判明した。イスラーム法廷が法的な事案のみではなく、社会、経済活動に幅広く利用されていたことが

観察された。また、カイロ大学文学部歴史学科長のムハンマド・アフィーフィー教授とイスラーム地域
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研究への研究協力について会談した。また、民主革命後のエジプトの研究機関が特に問題なく利用が可

能であることが確認できたことは重要である。 

（吉村武典） 

 

③イラン調査 

出張期間：2012 年 3 月 1 日(木)～2012 年 3 月 11 日(日) 

出張先（国名）：テヘラン市（イラン） 

出張者：貫井万里（早稲田大学イスラーム地域研究機構助手） 

 概要： 1979 年の革命以後、イラン・イスラーム体制を樹立したイランにおいて、学校教育と並んで大

衆のイスラーム化の重要な手段と位置づけられてきた映画政策に注目して調査を実施した。イラン青年

映画協会及び『フィルム』誌編集部の訪問、イラン映画関係者へのインタビューから、アフマディーネ

ジャード大統領第二期以降、映画製作の規制が一層強化されている事実が観察された。 

（貫井万里） 

 

4. 外国人研究者の招聘   

(1)研究グループの活動   

①招聘者氏名 マリー・ユール・ピーターセン 

 所属（国籍）：Danish Institute for International Studies（デンマーク） 

 期間：2012 年 2 月 24 日(金)～2012 年 3 月 2 日(金) 

活動概要：イスラーム的 NGO 研究の一環として、欧米に拠点を置き、中東やアフガニスタン、パキス

タンなどで教育、医療の NGO 活動を行う団体の研究を行っている、マリー・ユール氏を招聘し、早稲田

大学拠点と京都大学拠点にて講演会を行った。詳細については各拠点の研究活動報告を参照。 

 

5.資料収集  

 中国ムスリムの歴史的史料を五代から民国期 1949 年に至るまで集成した『回族典蔵』、及びエジプトの王

政を打倒した 1952 年 7 月革命前後の時代を中心とする米国国立公文書館所蔵のエジプト外交関する米国国務

省機密文書を収集した。『回族典蔵』は回儒の著作研究会でも取り扱う『天方性理』を含む思想、文化、社会、

政治にかかわる資料を蒐集したもので、イスラームの知と歴史についての貴重な資料である。また本資料は、

寧夏回族自治区成立 50 周年にあわせて刊行された、中国で初めての大規模な少数民族の資料集成である。こ

うした本資料の社会的意義も含めて検討していきたい。また、米国国務省機密文書はこれまで断片的にしか

研究に使用されておらず、当時の中東の政治動向とそれに対するアメリカの外交政策を分析することができ

る重要資料である。現代イスラーム研究の推進に利用する目的で収集を行った。  

（吉村武典） 
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①資料名 回族典蔵全書 

 ・形態：冊子体 

 ・冊数：250 巻 

 ・資料内容：五代から民国期の 1949 年以前に発行された回民関連の漢文古籍を中心に収録した全 235

巻のコレクションである。「宗教」、「政治・歴史」、「芸術・文学」、「科学技術」の 4 つに分類された、

中国イスラームの思想や作法本、自伝、歴史、文学作品、族譜から、アラビア語字典や武術指南書、

医学書、暦など広範な資料がおさめられている。 

  ・収集目的：中国イスラームに関する現地語史資料の収集 

 ・所蔵場所：早稲田大学 9 号館 9 階共同研究室     

 ・収集方法：亜東書店より購入 

 ・収集期間：2012 年 3 月 

   

②資料名：『米国国立公文書館所蔵・米国国務省機密文書』 

 ・形態：マイクロフィルム 

 ・冊数：38 リール 

 ・資料内容：エジプトの国内事情・外交事情（1950－1954） 

 ・収集目的：7 月革命前後のアメリカ政府からみたエジプト情勢やアメリカの対中東政策の一端を明ら

かにする資料的にも非常に価値のあるものであるため。 

 ・所蔵場所：早稲田大学 120−4 号館 3 階早稲田大学イスラーム地域研究機構マイクロ資料閲覧室 

 ・収集方法：極東書店 

 ・収集期間：2012 年 3 月 13 日 

 

6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔論文〕計（ 7 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

桜井 啓子 

（研究分担者） 

「ヴェイル・長衣・帳
とばり

：現代イ

ランの公的空間と女性」 

『イスラーム地域研究

ジャーナル』 

4 2012 59-64 

佐藤 尚平 
（研究協力者） 

“Evolution of Territorial 
Sovereignty in the 
Mid-Twentieth-Century Arabian 
Peninsula” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Between Norms and 
Forms 

 2012 131-138 
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平野 淳一 
（研究協力者） 

“Al-Kawakibi bayna Iqama 
al-Khilafa al-‘Arabiya wa Iqama 
al-Dawla al-Madaniya” 

Kyoto Bulletin of Islamic 
Area Studies 

5 2012  

“What Makes a City Multicultural? 
– The Many Voices of Penang and 
Malacca” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Between Norms and 
Forms 

 2012 111-119 

森山 央朗 
（研究協力者） 

「伝記（スィーラ）と伝承（ハデ

ィース）」 
『預言者ムハンマド

伝』 
4 2012 391-402 

森山 央朗 
松本隆志 

（研究協力者） 

「ハディース対照表」 『預言者ムハンマド

伝』 
4 2012 79-93 

吉村 武典 
（研究分担者） 
高野 太輔 

（研究協力者）

佐藤 健太郎 
（研究分担者）

五十嵐 大介 
（研究協力者）

湯川 武 
（拠点代表） 

「イブン・ハルドゥーン自伝 4」
（訳注） 

『イスラーム地域研究

ジャーナル』 
4 2012.3 65-98 

 

〔図書〕計（ 4 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

イブン・イスハ

ーク著、イブ

ン・ヒシャーム

編注、後藤 

明、医王 秀

行、高田 康

一、高野 太輔

訳 
（研究協力者） 

『預言者ムハンマド伝』 岩波書店 3 2011.7 21+638 

『預言者ムハンマド伝』 岩波書店 4 2012.1 12+412+1
38 

谷口 淳一 
（研究協力者） 

『聖なる学門、俗なる人生：中世

イスラームの学者』（イスラーム

を知る 2） 

山川出版社  2011.7 120 

深見 奈緒子、 
佐藤 尚平編 
（研究協力者） 

Islam and Multiculturalism: 
Between Norms and Forms 

Organization for Islamic 
Area Studies, Waseda 
University 

 2012 186 
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〔学会発表〕計（ 7 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

桜井 啓子 
（研究分担者） 

“Development of female hawzas 
(Islamic seminaries) and mujtahids 
(jurisprudent authorities) in Iran” 

The Middle East Studies 
Association (MESA) 
45th Annual Meeting 

2011.12.2 ワシントン

DC，米国 

“Perception of ideal and reality 
among female university students in 
Iran” 

55th Annual Conference 
of the Comparative & 
International  Education 
Society (CIES) 

2011.5.3 カナダ・モ

ントレオー

ル 

佐藤 尚平 
（研究協力者） 

“Evolution of Sovereign 
Territoriality in the 
Mid-Twentieth-Century Arabian 
Peninsula” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Between Norms and 
Forms 

2011.11.27 東京・早稲

田大学 

西村 淳一 
（研究分担者） 

「ホラーサーンの一ウラマー名

家の歴史―サムアーニー家研究

の現状と展望―」 

早稲田大学イスラーム

地域研究機構定例研究

会 

2011.6.29 東京・早稲

田大学 

「フサイン頭墓をめぐる諸問題」 人間文化研究機構地域

研究推進センター研究

員研究発表会 

2012.3.26 東京・人間

文化研究機

構 

深見 奈緒子 
（研究協力者） 

“What is the Multi-Cultural City? - 
Many Voices from Penang and 
Malacca” 

Islam and 
Multiculturalism – 
Between Norms and 
Forms 

2011.11.27 早稲田大学

吉村 武典 
（研究分担者） 

「中世エジプトにおけるナイル

川―マムルーク朝時代の水利事

業を中心に―」 

早稲田大学イスラーム

地域研究機構定例研究

会 

2011.7.27 東京・早稲

田大学 

 

〔講演〕計（ 2 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

桜井 啓子 
（研究分担者） 

“Development of Islamic female 
seminaries and religious authorities 
in Iran” 

Austrian Academy of 
Sciences, Center for 
Studies in Asian Cultures 
and Social Anthropology, 
Institute of Iranian 
Studies. 

2011.9.13 オーストリ

ア科学アカ

デミー・イ

ラン研究所

「ヴェールと帳-現代イランの公的

空間と女性」 

人間文化研究機構

（NIHU）プログラム、イス

ラーム地域研究 2011
年度合同集会 

2011.10.22 早稲田大学
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〔ジャーナル〕計（ 1 ）件 

書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

『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 4 2012.3 136 

 

■拠点発行物以外の研究成果物   

〔論文〕計（ 13 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

小松 香織 

（研究協力者） 

「オスマン帝国史研究と「世界シ

ステム」論」 

西洋史論叢 33 2011 35-41 

佐藤 健太郎 

（研究分担者） 

「モリスコの伝える知――アル

モナシド・デ・ラ・シエラ写本を

通して」 

山本正身編『アジアに

おける「知の伝達」の

伝統と系譜』慶應義塾

大学言語文化研究所 

 2012 331-355

佐藤 尚平 

（研究協力者） 

 

“Evolution of Territorial 
Sovereignty in the 
Mid-Twentieth-Century Arabian 
Peninsula” 

Islam and 
Multiculturalism: 
Between Norms and 
Forms 

 2012 131-138

「ペルシャ湾保護国とイギリス

帝国：脱植民地化の再検討」 
国際政治 164 2011 143-154

“Mapping for Modernity: An 
Arabist in Arabia, 1953-1955” 

East Asian Journal of 
British History 

2 2012 109-128

新保 敦子 

（研究協力者） 

「改革開放政策下での少数民族

と中等教育―モンゴル族に焦点

を当てて」 

学術研究 60 2012 49-60 

「中国少数民族地域における民

族文化継承と学校教育―回族及

び朝鮮族に焦点を当てて―」 

中国朝鮮族と回族の民

族教育と民族アイデン

ティティ形成に関する

総合的研究・研究成果

報告書 

 2012 44-55 

「中華民国時期における民衆教

育と中国社会教育社」 

早稲田大学大学院教育

学研究科紀要 

22 2012 107-123
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谷口 淳一 

伊藤 隆郎 

岡本 恵 

近藤 真美 

篠田 知暁 

清水 和裕 

大東 敬典 

高垣 ひとみ 

長濱 頼久 

二宮 文子 

村田 靖子 

矢島 洋一 

山口 隆史 

横内 吾郎 

（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（2）」 

『史窓』 68 2011 377-420
 

西村 淳一 

（研究分担者） 

「12 世紀ホラーサーンにおける

ウラマーの地域社会像―「よそ

者」観の検討を中心に―」 

『公益財団法人三島海

雲記念財団 研究報告

書』 

48 2011 118-124

深見 奈緒子 

（研究協力者） 

「イスラーム建築史の誕生」 『ヘレニズム～イスラ

ーム研究会』 

 2011 106-116

森山 央朗 

（研究協力者） 

「ウラマーの出世と学問：中世イ

スラーム社会の宗教知識人」 

『歴史と地理』 644 2011 01-16 
＋巻頭

図版 
「イスラーム世界の地方史の

色々」 

『イスラム世界』 77 2011 39-41 

 

〔図書〕計（ 3 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 
店田 廣文 

（研究分担者） 
岡井 宏文 

（研究協力者） 

『全国モスク代表者会議 —第 3
回会議の記録 2011年3月6日』

早稲田大学人間科学学

術院 

 2011 67 

新保 敦子 

（研究協力者） 

『中国少数民族女子青年の進路

選択に関わる教育学的研究 研

究成果報告書』 

早稲田大学 MD センタ

ー 

 2012 302 

Shu Yamane, 
Naoko Fukami, 

Tomoaki 
Okamura 

（研究協力者） 

Reports on the Architectural 
Heritage of Bhadreshwar, Mundra 
and Mandvi-Studies on the Port 
Cities of Kutch, Gujarat 

Project Gujarat  2011  
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〔学会発表〕計（ 18 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

店田 廣文 
（研究分担者） 
岡井 宏文 

（研究協力者） 

“Development of Muslim 
Communities and Perception of 
Islam in Japan” 

International Workshop: 
“Life Styles of Muslim 
Minorities in Asia: 
Survey Results in 
Comparative 
Perspective“ 

2012.1.7 Waseda 
University, 
Tokyo, 
Japan 

新保 敦子 
（研究協力者） 

「少数民族女子青年の進路選択

と中等教育           

―回族・朝鮮族・モンゴル族の比

較検討―」 

国際フォーラム 女子

青年の進路選択をめぐ

る教育学的研究―マイ

ノリティの視座から―

2011.11.4 早稲田大学

「少数民族女子青年の中等教育

と社会移動」 
国際シンポジウム 越

境する中国のエスニッ

ク・マイノリティ；朝

鮮族の場合 

2011.3.24 早稲田大学

小島 宏 
（研究協力者） 

「シンガポールにおける家族形

成行動のムスリム・非ムスリム間

の差異」 

日本中東学会第27回大

会 
2011.5.22 京都大学 

“Differences in Demographic 
Behaviors between Muslims and 
Non-Muslims in a Non-Muslim 
Society: a Case Study of 
Singapore” 

International Seminar on 
Islam and 
Multiculturalism:  
Between Norms and 
Forms 

2011.11.26 Waseda 
University 

佐藤 健太郎 
（研究分担者） 

「17 世紀モリスコの旅行記 〜

ハジャリーのイスラーム「再確

認」」 

北大史学会月例研究会 2011.6.17 札幌・北海

道大学 

平野 淳一 
（研究協力者） 

“Naqd li-l-Istibdad fi al-‘Alam 
al-‘Arabi al-Islami fi al-‘Asr 
al-Hadith” 

New Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to Asian and 
African Area Studies 

2011.12.3 京都・京都

大学 

“Al-Sharq al-Awsat fi al-‘Asr 
al-Hadith: Dirasa Muqarana 
bi-l-Yaban” 

Al-Yaban wa Misr: 
Hiwar fi al-Tarikh wa 
al-Thaqafa wa 
al-Mustaqbal 

2012.1.17 カイロ・ア

イン・シャ

ムス大学 

深見 奈緒子 
（研究協力者） 

「イスラーム建築の世界史」 メガ都市プロジェクト

歴史班研究会 
2011.5.28 京都大学 

「イスラーム建築史の魅力と課

題」 
日本建築学会九州支部

歴史・意匠委員会 
2011.6.4 国立大学九

重研修所 

「グジャラート地方の港市にお

ける中世のモスク建築—様式史

的検討」 

第18回ヘレニズム〜イ

スラーム考古学研究会

2011.7.3 橿原考古学

研究所 
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西村 淳一 
（研究分担者） 

「メルヴのフサイン頭墓をめぐ

って」 
イスラーム初期史研究

会 
2012.3.17 東京・早稲

田大学 

「カルバラーからメルヴまで―
フサインの首の埋葬地をめぐる

諸伝承―」 

早稲田大学東洋史懇話

会大会 
2012.3.24 東京・早稲

田大学 

佐藤 尚平 
（研究協力者） 

“Politics of Standardization: 
Sovereignty and the British Empire 
in the Middle East” 

Southern Historical 
Association Annual 
Meeting 

2011.10.28 Sheraton 
Baltimore 
City Center 
Hotel, 
Baltimore, 
MA, USA 

“Mapping Water and Oil: Changing 
Conceptions of Territoriality in the 
Mid-Twentieth Century Arabian 
Peninsula” 

American Society for 
Environmental History 

2012.3.31 Hilton 
Madison, 
Madison, 
WI, USA 

日下部 達哉 
（研究協力者） 

「バングラデシュ農村における

進路選択」 
広島大学現代インド研

究（HINDAS）第四回

研究集会 

2011.10.23 広島大学 

「バングラデシュマドラサ研究

の新展開」 
龍谷大学現代インド研

究2011年度国内シンポ

ジウム「現代南アジア

のムスリム」 

2011.11.19 龍谷大学 

杉山 隆一 
（研究協力者） 

「アフシャール朝期のイマー

ム・レザー廟」 
東京外国語大学アジア

アフリカ言語文化研究

所共同利用・研究課題

「近世イスラーム国家

と多元的社会」第 3 回

研究会 

2011.12.10 東京外国語

大学アジア

アフリカ言

語文化研究

所 

 

〔講演〕 計（ 1 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

佐藤 尚平 

（研究協力者） 

“Abu Dhabi and the Global 
‘Sixties’” 

A World Transformed?: 
The Global ‘Sixties’ 

2011.3. 7 New York 
University, 
Abu Dhabi, 
United Arab 
Emirates 
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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：小松久男（東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

 

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） 

小松 久男 
次世代人文学開発センター流動教員、 

東京大学大学院人文社会系研究科教授 

研究拠点代表 

（研究の総括、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 

（総括、パレスチナ問題） 

大稔 哲也 
次世代人文学開発センター流動教員、 

東京大学大学院人文社会系研究科准教授 

研究分担者 

（近現代における政治・社会思想

の形成と動態） 

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） 
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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） 

 

 

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） 

小松 久男 
次世代人文学開発センター流動教員、 

東京大学大学院人文社会系研究科教授 

研究グループ代表 

（研究の総括、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 

（総括、パレスチナ問題） 

大稔 哲也 
次世代人文学開発センター流動教員、 

東京大学大学院人文社会系研究科准教授 

研究分担者 

（近現代における政治・社会思想の

形成と動態） 

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） 
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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准教授 
研究分担者 

（中東・イスラーム諸国の民主化）

池田美佐子 名古屋商科大学外国語学部教授 

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 東京外国語大学外国語学部准教授 
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） 

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

助教 

研究分担者 

（パレスチナ問題） 

濱本 真実 センター・イスラーム地域研究部門研究員 

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 

Bakhtiyar 

Babadjanov 
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 
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Aftandil 

Erkinov 
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 

İlhan Şahin 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 

Güljanat 

Kurman- 

galiyeva 

トルコ・マルテペ大学准教授 
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 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所ジュニアフェロー 

カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶 

宇山 智彦 北海道大学スラブ研究センター教授 
カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶 

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講師 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

木村  暁 日本学術振興会特別研究員（東洋文庫） 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

坂井 弘紀 和光大学表現学部准教授 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

澤田  稔 富山大学人文学部教授 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

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 北海道大学スラブ研究センター准教授 
近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

野田  仁 
早稲田大学イスラーム地域研究機構研究院講師 

（早稲田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 
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吉田世津子 四国学院大学社会学部教授 
カザフスタンにおけるソ連時代の

記憶 

吉村 貴之 
東京外国語大学アジアアフリカ言語文化研究所

非常勤研究員 

近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

今野 泰三 大阪市立大学院文学研究科 
パレスチナ問題 

高岩 伸任 一橋大学グローバル COE 研究補助員 
パレスチナ問題 

田村 幸恵 津田塾大学国際関係研究所研究員 
パレスチナ問題 

鶴見 太郎 日本学術振興会特別研究員 PD（立教大学） 
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 
パレスチナ問題 

岩崎えり奈 
共立女子大学文芸学部准教授 

（上智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 

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 

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 

近現代における政治・社会思想の

形成と動態 

福田 義昭 大阪大学非常勤講師 
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・イスラーム地域研究部門特任研

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 

伊賀  司 神戸大学大学院国際協力研究科研究員 
中東・イスラーム諸国の民主化 
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石黒 大岳 

神戸大学大学院国際文化学研究科異文化研究交

流センター学術推進研究員 

（上智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 
早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程 

（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 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所機関研究員 

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助教 

（上智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 

澤江 史子 
東北大学大学院国際文化研究科准教授 

（京都大学拠点研究協力者） 

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機構客員准教授 

（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 北海道大学大学院文学研究科博士課程 
中東・イスラーム諸国の民主化 

立花  優 
北海道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 

中東・イスラーム諸国の民主化 

地田 徹朗 
北海道大学スラブ研究センター・GCOE プログラ

ム学術研究員 

中東・イスラーム諸国の民主化 

辻上奈美江 高知県立大学文化学部講師 
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 国際金融情報センター アフリカ部 
中東・イスラーム諸国の民主化 
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堀拔 功二 

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人文・社会系歴史・

考古学分野准教授 

中東・イスラーム諸国の民主化 

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 防衛省防衛研究所研究部 
中東・イスラーム諸国の民主化 

吉岡 明子 
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 

中東・イスラーム諸国の民主化 

渡邉さやか 在エチオピア日本大使館専門調査員 
中東・イスラーム諸国の民主化 
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【2011 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、

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、専用のウェブ上で（http://www.l.u-tokyo.ac.jp/tokyo-ias/）つねに提供されている。 

本拠点は、人間文化研究機構との共同設置によるイスラーム地域研究部門として発足したが、その活

動が評価された結果、文部科学省による「特色ある共同研究の整備の推進事業」の支援を受け、拠点整

備をさらに進めることができた。とりわけ、2008 年度後半から 2 名の特任研究員を得たことは大きな意

義を有しており、これにより拠点の研究機能をさらに充実させることが可能となった。 

（大稔哲也） 

 

2. 研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動  

① 公開シンポジウム 

「10 年目の 9.11：国際社会とイスラーム世界はどう変わったか」 

早稲田大学拠点・京都大学拠点との共催。詳細は早稲田大学拠点の報告を参照。 

 

(2)研究グループの活動 

①2011 年第 1 回パレスチナ研究班定例研究会 

共催：京都大学地域研究統合情報センター（CIAS） 

日時：2011 年 4 月 25 日(月) 10:00～16:00 

場所：京都大学吉田キャンパス本部構内総合研究 2 号館 4 階第 1 講義室（AA401） 

概要：田村報告では、2005 年半ばまでの政治的変化を背景に、オスロ合意以降「NGO」の語で括られ市

民社会的として評価されたパレスチナの社会組織の実態・型と再評価が報告された。塩塚報告では、パ

レスチナにおける国際援助のこれまでの経緯を概観し、オスロ合意前後による資金援助の変化と、国際

的支援体制の重要な変化が指摘された。 

（田村幸恵・塩塚祐太） 

プログラム： 

田村幸恵（津田塾大学国際関係研究所研究員）「パレスチナにおける開発援助：「NGO」からみるパレ

スチナ社会の伝統と変容（和平プロセスから 2005 年まで）」 

塩塚祐太（一橋大学院社会学研究科博士前期課程）「パレスチナにおける国際援助：1993 年前後の国際

援助の状況とパレスチナ開発援助研究の試み」 
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②日本中央アジア学会・研究ワークショップ 

 主催：日本中央アジア学会、共催：イスラーム地域研究東京大学拠点 

日時：2011 年 6 月 4 日(土) 13:30～17:10、5 日(日) 10:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス法文 1 号館 216 番教室 

概要：若手研究者を中心とした 8 名により、文学、歴史学、文化人類学、地域研究の分野から、時期

も 18 世紀から現代に至るまでをカヴァーした幅広い研究報告が行われた。 

河原弥生氏は、19 世紀中葉コーカンド・ハーン国で成立したペルシア語史書の史料的性格を踏まえた

上で、成立当時の同ハーン国をめぐる政治情勢に執筆動機を読み取った。登利谷正人氏の報告は、アフ

ガニスタンの領域に成立した諸王朝の伝統的歴史叙述が、20 世紀初頭に成立した『史灯』に示された近

代アフガニスタンの統一史観の中に取り込まれていく過程を明らかにした。中嶌哲平氏の報告は、第一

次大戦開戦後のコーカサスのムスリムが、いかなる社会的現実を背景に記事を選択して報道し、それが

さらに社会にどのような影響を与えたのか、という課題を、当時バクーで発刊されていた定期刊行物の

記事の分析によって明らかにしていく試みである。立花優氏は、アゼルバイジャン共和国独立後 4 度目

の国民議会選挙（2010 年 11 月）に焦点を当て、同議会で多数を占める巨大与党 YAP 内部の、選挙運営

をめぐる混乱や利害対立を浮き彫りにさせた。稲垣文昭氏の報告は、ロシア主導の電力網改革の限界と

それに対する中央アジア諸国独自の動き、さらに周辺諸国（アフガニスタン、パキスタン、インド）と

の間の電力網創設計画の実態を明らかにした。木谷舞里氏の報告は、アフガニスタンからバルカンにか

けて残る同叙事詩について、膨大な先行研究を整理したうえで、その主人公像を描出する試みであった。

桜間瑛氏は、ロシア連邦タタールスタン共和国カザン市近郊の村でのフィールドワークをもとに、ソ連

崩壊後復興した宗教（正教）、民族（タタール）の制度化、固定化された概念の浸透の中で、人々がいか

に伝統的な儀礼を実践しているのかを明らかにした。須田将氏の報告は、マーティン『アファーマティ

ヴ・アクションの帝国』に展開される議論を踏まえた上で、1920-1930 年代ウズベキスタン共和国におけ

る社会成員の平準化の限界を探る試みであった。 

（塩谷哲史） 

プログラム： 

6 月 4 日（土）13:30～17:10 

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）「ムハンマド・ハキーム・ハーンとその著

作『選史』について」  

登利谷正人（上智大学大学院博士後期課程）「「アフガニスタン近代史」の成立過程」  

中嶌哲平（北海道大学大学院博士後期課程）「帝政ロシア治下バクーにおける活字メディア：第一次世

界大戦期『明瞭な言葉』Achïq Söz 紙分析に向けて」  

6 月 5 日（日）10:00～12:20 

立花優（北海道大学大学院博士後期課程）「2010 年アゼルバイジャン国民議会選挙分析」  
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稲垣文昭（慶應義塾大学 SFC 研究所上席所員（訪問））「中央アジアの電力インフラについて」  

6 月 5 日（日）13:20～17:00  

木谷舞里（慶應義塾大学大学院修士課程）「キョルオール叙事詩における人物類型の試み：研究動向の

整理とともに」  

桜間瑛（北海道大学大学院博士後期課程）「間違った正教徒か？土着信仰の正しい継承者か？：クリャ

シェンにおける祈願儀礼と自己認識」  

須田 将（北海道大学大学院博士後期課程）「戦前ソ連社会の民族政策再考：ウズベク共和国の党・国

家文書から（1920-30 年代）」  

 

③2011 年度第 2 回パレスチナ研究班定例研究会 

 共催：京都大学地域研究統合情報センター（CIAS） 

日時：2011 年 6 月 26 日(日) 13:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所 3 階大会議室 

概要：鈴木報告では、パレスチナ被占領地における学生運動の発展の過程を分析し、インティファー

ダ（1987 年発生）へと至る背景の一つの解明が試みられた。金城報告では、1980 年代に登場したイスラ

エルの新しい歴史記述が、その後の歴史研究におよぼした影響を、近年台頭を見せる「ネオシオニズム」

の研究潮流との関連から考察された。 

（鈴木啓之・金城美幸） 

プログラム： 

鈴木啓之（東京大学大学院総合文化研究科博士前期課程）「パレスチナ・動員基盤としての学生組織：

インティファーダ以前を中心として」 

金城美幸（立命館大学大学院先端総合学術研究科博士後期課程）「イスラエルの「独立戦争」の集合的

記憶：「新しい歴史学」以降の展開」 

 

④2011 年度第 3 回パレスチナ研究班定例研究会 

共催：京都大学地域研究統合情報センター（CIAS） 

日時：2011 年 7 月 18 日(月・祝) 13:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所 3 階大会議室 

概要：今野報告では、第三次中東戦争終結時からレヴィ・エシュコル首相の死去までの期間、占領地

でのユダヤ人入植地の建設は、多様な社会的・政治的・地理的なアイデンティティや利益をもった様々

なアクターが関与するプロセスであったことが示された。藤屋報告では、イスラエル占領地における健

康と人間の安全保障をとりまく状況を概観した上で、出産場所に経済的要因と紛争の要因のそれぞれが

与えた影響が検討された。菅瀬による映像上映では、イスラエルで生きるアラブ人女性の半生から、パ
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レスチナ人の社会の一面の描写が試みられた。 

（清水雅子） 

プログラム： 

今野泰三（大阪市立大学院博士後期課程）「イスラエルの入植『政策』とマルチ・スケールの地政学：

レヴィ・エシュコル政権（1965～1969 年）を中心に」 

藤屋リカ（慶應義塾大学看護医療学部専任講師）「パレスチナ・ヨルダン川西岸地区において、紛争、

経済的要因が出産場所に及ぼした影響」 

映像上映：菅瀬晶子（国立民族学博物館助教）「食べさせること、生きること：イスラエルに生きる、

あるアラブ人キリスト教徒女性の半生」 

 

⑤アッザーム・タミーミ博士講演会 

 共催：東京大学中東地域研究センター 

日時：2011 年 7 月 27 日(水) 14:00～16:00 

 場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所 3 階大会議室 

 講演者：Azzam Tamimi（イスラーム思想研究所所長、ロンドン） 

講演題目：“The Hamas-Fatah Reconciliation and the Future of the Palestinian-Israeli Negotiations” 

概要：東京大学中東地域研究センターとの共催で、2011 年のアラブ諸国の民主化の動向を踏まえつつ、

パレスチナを含むアラブ諸国の現状は、対外的に押しつけられたゆがんだ歴史背景に起因していることが

指摘され、包括的かつ根本的な対策がとられない限り、問題解決は不可能であることが強調された。 

（鈴木啓之） 

 

⑥2011 年度第 1 回民主化班定例研究会 

 日時：2011 年 7 月 30 日(土) 14:00～18:00 

場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所第一会議室 

概要：石黒報告では、バハレーン野党の動向に注目しながら、宗派的特徴や担い手層の新しい特徴が

指摘された。松本報告では、部族的伝統が崩壊したイエメンにより、かえって社会不穏が加速されてい

る現状が提示された。 

（辻上奈美江） 

プログラム： 

石黒大岳（神戸大学・大阪国際大学非常勤講師）「バハレーン野党のジレンマ：ウィファークの戦略と

展望を中心に」 

松本弘（大東文化大学教授）「部族社会と民主化：イエメン」 
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⑦2011 年度第 4 回パレスチナ研究班定例研究会 

共催：京都大学地域研究統合情報センター（CIAS） 

日時：2011 年 10 月 23 日(日) 13:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所 3 階大会議室 

概要：西園報告では、西欧的なナショナリズムの観点にとらわれない、パレスチナ・ナショナリズム

の特定の試みがなされた。大岩根報告では、アメリカ・シオニストのなかの少数派ユダヤ系女性に注

目し、アメリカにおけるシオニズムの多面的な把握が試みられた。 

（成田矩子） 

プログラム： 

西園知宜「パレスチナ・ナショナリズムをめぐる考察：1936 年アラブ大反乱を事例に」 

大岩根安里「ハダッサの抱いたアラブ人観の重層性：1930 年代後半からイスラエル建国にかけての H・

ソルドと the Committee for the Study of Arab-Jewish Relations の見解を中心に」 

 

⑧2011 年度内陸アジア史学会大会 

 主催：内陸アジア史学会、共催：イスラーム地域研究東京大学拠点 

 日時：2011 年 11 月 12 日(土) 13:00～17:10 

場所：富山大学五福キャンパス人文学部第四講義室 

概要：小谷仲男氏による公開講演では、氏の進められてきた『新唐書』『隋書』『周書』等の西域伝訳

注作業の中から、西域対策のキーワードとして現れたのが「遊牧民族の右臂を断つ」という政策理論で

あったことが分析された。このような議論は前漢の武帝への張騫による提言に始まり、後漢の班超、班

勇に受け継がれ、北魏の柔然対策、隋・唐の突厥、吐蕃対策にも同様の議論が現れた状況に関して講演

がなされた。 

三船温尚氏の報告は日本ではほとんど知られていない錫含有率の高い青銅器技術のアジアにおける広

がりとその歴史的伝播を取り扱った。高錫青銅器は通常の青銅器とは異なる物性を持ち、インド、東南

アジア、朝鮮半島、中央アジアなどに広がったが、おそらくはインドがこの技術の起源であろうとの推

測が示された。岩尾一史氏の報告は敦煌文書の分析を通して高度な文書行政を伴った古代チベット帝国

の行政機構の復元を試みた。スタイン収集敦煌チベット語文書に含まれる 7 件の申請文から写経事業の

経費処理の経路を浮かび上がらせ、チベットの会計と支出認可という行政の仕組みを明らかにした。清

水由里子氏の報告は 1930・40 年代のウイグル人の民族運動において指導的な役割を果たしたムハンマ

ド・エミン・ボグラの著書『東トルキスタン史』に焦点をあて、新資料の開拓によってその意義を再検

討した。ボグラの活動と出版の経緯を明らかにし、叙述傾向と史料的価値に関する検討が行われた。 

（植田暁） 
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プログラム： 

公開講演（13:00～14:00）  

小谷仲男氏（富山大学・名誉教授）「遊牧民族の右臂を断つ理論：中国正史西域伝の訳注序説」  

研究発表（14:15～17:10）  

三船温尚氏（富山大学・教授）「アジアの高錫青銅器：鋳造・鍛造・熱処理技術について」  

岩尾一史氏（神戸市外国語大学・客員研究員）「古代チベット支配下敦煌における写経事業とその経

費処理」  

清水由里子氏（中央大学・兼任講師）「『東トルキスタン史』の叙述傾向と史料的価値について」 

 

⑨第 27 回中央ユーラシア研究会・特別講演会 

日時：2011 年 11 月 15 日(火) 17:00～18:30 

講演者：David Brophy 氏（オーストラリア国立大学研究員） 

講演題目：The Odyssey of the Xinjiang Chahars（英語・通訳なし） 

場所：東京大学本郷キャンパス法文 1 号館 1 階 117 番教室 

概要：モンゴル独立運動に参加した新疆北部のモンゴル系チャハル人の動向を中心に、近代における

新疆と外モンゴルの関係が検討された。1911 年末の外モンゴルの独立を契機に、新疆チャハル部出身の

ソミヤーとその弟デンベレルは、属下のチャハル人を連れて外モンゴルへ移住し、ボグド・ハーン政権

に参加した。1922 年に人民政府が成立すると、デンベレル率いる使節団がイリに派遣され、チャハルや

オイラトなど新疆モンゴル人との関係樹立と人民政府への合流を画策した。この使節派遣は大きな成果

を得なかったようであるが、1931 年に新疆ハミ（コムル）のテュルク系住民（ウイグル人）による反乱

が発生すると、再び外モンゴルと新疆との連携の動きが現れた。ハミ反乱の指導者であるホージャ・ニ

ヤーズらが人民政府に書簡を送付し、中国の暴政を訴えて援助を求めたのである。 

（小沼孝博） 

 

⑩2011 年度第 5 回パレスチナ研究班定例研究会 

 日時：2011 年 11 月 23 日(水・祝) 13:00～18:30 

場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所 3 階大会議室 

概要：臼杵報告では、アンマーンの経済や都市問題に注目し、ヨルダン社会の変容過程の理解が試み

られた。役重報告では、矢内原忠雄に注目し、彼のシオニズム支持の態度から、無教会キリスト教徒・

平和主義者などとして通常流布しているイメージや思想のより深い分析に焦点が当てられた。 

（池田有日子） 

プログラム： 

臼杵悠（一橋大学大学院経済学研究科修士課程）「ヨルダンにおける都市社会：アンマーンを中心とし
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た都市空間の発展」 

役重善洋（京都大学人間・環境学研究科博士後期課程）「矢内原忠雄の植民政策論とシオニズム」 

 

⑪EGYPTIAN DAY 日本におけるエジプト年 2011 生誕 100 年・〈カイロ三部作〉刊行記念講演会「アラブ

圏で初のノーベル文学賞作家 ナギーブ・マフフーズ：その魅力の全て」 

 主催：エジプト大使館 文化・教育・科学局 

共催：イスラーム地域研究東京大学拠点、国書刊行会 

日時：2011 年 12 月 11 日(日) 13:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス法文 2 号館一番大教室 

概要：カイロの民衆社会を描いたマフフーズ作品の意義を、昨今の民衆革命との関連から長沢が報告

した。アラブ文学のなかでも特にマフフーズに注目してきた福田は、晩年に至るまで精力的に執筆活動

を行った作家としての姿を紹介した。そして翻訳者である塙から、自身の長いアラブ世界の体験ととも

に、マフフーズの人物と作品について報告がなされた。 

（阿久津正幸） 

プログラム： 

長沢栄治（東京大学教授）「エジプト革命を考える：ナギーブ・マフフーズの作品から」 

塙治夫（アラブ文学翻訳家）「世界文学の雄峰ナギーブ・マフフーズとは？」 

福田義昭（大阪大学非常勤講師）「国民文学と世界文学のあいだ：ナギーブ・マフフーズの場合」 

エジプト大使館文化・教育・科学局「マフフーズに関するドキュメンタリー映画上映」 

 

⑫第 28 回中央ユーラシア研究会・特別講演会 

日時：2011 年 12 月 16 日(金) 16:00～17:30 

 講演者：Aftandil Erkinov 氏（日本学術振興会外国人研究員（東京大学）／ウズベキスタン国立東洋学大学） 

講演題目：The political context of the compilation/production of the Muḥabbat-nāma in early nineteenth-century 

Kokand（英語・通訳なし） 

場所：東京大学本郷キャンパス法文 1 号館 2 階 212 番教室 

概要：本講演では、『ムハッバト・ナーマ（愛の書）』と題されるチャガタイ語のアンソロジーが分析

された。本作品は、19 世紀初頭のコーカンド・ハーン国 盛期の君主ウマル・ハーンによって編まれ、

オスマン帝国のスルターン・マフムード II 世に贈られたもので、現在はイスタンブル大学図書館に所蔵

される。作品は、アリーシェール・ナヴァーイー、アミーリー、ルトフィー、フズーリーの詩集から成

るという。このうちアミーリーとはウマル・ハーン自身の雅号であり、他の 3 名はティムール朝期前後

の著名なチャガタイ語詩人である。氏は、本作品の構成や、本作品をオスマン帝国皇帝に贈ったウマル・

ハーンの行為そのものを、ティムール朝の宮廷を模した彼の熱心な文芸復興活動と関連付け、ウマル・
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ハーンの文化的“Timurid mannerism”の姿勢として描き出した。 

（河原弥生） 

 

⑬JCAS 次世代ワークショップ「折り重なる境界、揺れ動く境界：比較の中のパレスチナ／イスラエル複

合紛争」 

 共催：地域研究コンソーシアム次世代支援プログラム、北海道大学 GCOE プログラム「境界研究の拠

点形成」、イスラーム地域研究早稲田大学拠点、JCAS 次世代ワークショップ 

日時：2012 年 1 月 21 日(土) 14:00～17:10、22 日(日) 10:00～18:00 

場所：早稲田大学早稲田キャンパス 7 号館 414 号室 

概要：ユーゴスラヴィア、チェチェン、中国青島、地中海の移民収容島などの研究者を交え、パレス

チナ／イスラエル紛争の〈境界〉を考えるワークショップを 2 日間にわたって開催した。 

（阿久津正幸） 

プログラム： 

1 月 21 日 

パネル①「越境と抵抗」 

飛奈裕美（日本学術振興会特別研究員）「多元都市エルサレムの境界がもたらす紛争のローカル性とグ

ローバル性：土地支配をめぐるポリティクスの事例から」 

鈴木啓之（東京大学・院）「占領と抵抗の相克：被占領地のパレスチナ人市長を事例に」 

北川眞也（大阪市立大学）「ポストコロニアル・ヨーロッパにおける闘争の場としての境界：移民によ

って横断されるイタリア・ランペドゥーザ島」 

岩浅紀久（IT エンジニアリング研究所研究員）「占領政策における境界がもたらす、パレスチナ経済の

課題と展望」 

 

1 月 22 日 

 パネル②「揺れ動く境界、越境する植民地主義」 

浅田進史（首都大学東京）「植民地権力と越境のポリティクス：膠州湾租借地におけるドイツ統治を事

例に」 

武田祥英（千葉大学・院）「「パレスチナ」の輪郭。その帝国主義的起源について：英帝国の東方政策

の危機とその対応の検討から」 

役重善洋（京都大学・院）「移住植民地建設をめぐる技術とイデオロギーの伝播：矢内原忠雄のシオニ

ズム論・植民政策論をめぐって」 

パネル③「ナショナリズムと文明の境界」 

鶴見太郎（日本学術振興会特別研究員）「研究者が境界をずらしてみる：シオニズムの世界観の来歴を
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めぐって」 

今野泰三（日本学術振興会特別研究員／大阪市立大学・院）「宗教シオニズムの越境：イデオロギーと

神学の相克」 

長島大輔（東京経済大学・非常勤講師）「ムスリムかムスリム人か：旧ユーゴスラヴィアにおける宗教

とナショナリズム」 

総括コメント 臼杵陽（日本女子大学） 

 

⑭2011 年度第 2 回民主化班定例研究会 

 日時：2012 年 1 月 27 日(金) 14:00～18:00 

場所：東京大学本郷キャンパス文学部法文 1 号館 211 教室 

概要：山根報告では、アフガニスタンの歴史的変遷から、現状の国内政治状況まで、詳細なデータの

提示がなされた。井上報告では、パキスタンの政治制度の詳細な解説により、民主化進展の阻害要因が

分析された。 

（日下部尚徳） 

プログラム： 

山根聡「民主化から 10 年を迎えるアフガニスタン：その歩みと課題」 

井上あえか「パキスタン民主化への展望：対テロ戦争とイスラーム化のはざまで」 

 

⑮イスラーム地域研究東京大学拠点公募研究「近現代の中央アジア山岳高原部における宗教文化と政治

に関する基礎研究」第 2 回研究会 

 共催：中央ユーラシア研究会 

 日時：2012 年 1 月 28 日(土) 14:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス法文 1 号館 2 階 217 教室 

概要：澤田稔氏は、8 月 7 日から 19 日にかけてタジキスタンで実地調査した行程と史跡について報告

した。特に、同自治州の西半部と東半部の景観、交通状況、住民の相違を画像で紹介するとともに、訪

問した史跡の画像と関連資料を提示した。河原弥生氏は、自治州の概要やイスマーイール派の歴史を整

理した上で、上記澤田の調査で収集した史料を、2009 年に収集した史料も含めて、その所蔵者、執筆年

代、内容、由来を総合的に紹介した。ロシア統治下のクルグズ社会を研究する秋山徹氏は、19 世紀末か

ら 20 世紀初頭における北部クルグズのマナプと称される指導者層とイスラームの関わりを、モスクの建

設、聖地巡礼、1905 年革命への反応、教育、定住化、シャリーアという諸側面から検討し、当時期の山

岳地域におけるクルグズ人の動向とイスラームの状況を明らかにした。 

（澤田稔） 
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プログラム： 

澤田稔（富山大学教授）「2011 年タジキスタン共和国山岳バダフシャーン自治州調査報告」  

河原弥生（TIAS 研究員）「タジキスタン共和国山岳バダフシャーン自治州における民間所蔵文書調査

報告」  

秋山徹（日本学術振興会特別研究員）「イスラームをめぐる近代クルグズ指導者層の動向」（仮題） 

 

⑯国際ワークショップ：Linguistic-Sociological Analysis of Contemporary Arabic in Egyptian Revolution (Jan. 

25, 2011) 

 共催：科研費基盤研究（B）「IT 時代における現代アラビア語の言語社会学的研究」 

 日時：2012 年 2 月 12 日(日) 13:00～17:00 

場所：The University of Tokyo, Hongo Campus, Faculty of Law & Letters Bldg. 1, no. 115 

概要：デモやスローガン、大衆歌謡などに注目した言語社会学的観点から、2011 年エジプト革命の多

角的な考察を行った。 

（佐藤道雄） 

プログラム： 

Hassanein Keshk (Professor at the National Center for Sociological and Criminological Research, Egypt) “The 

Role of Contemporary Arabic in Egyptian January 25th Revolution with Reference to Some Communication 

Patterns Used during the Uprising” 

Kazuaki Takemura (Ph. D. Student, The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences) “Who are 

Shuhadāʾ?: From Five Popular Songs on “Martyrs to the Revolution” Released in February 2011” 

Masayuki Akutsu (Project Researcher, Department of IAS, Graduate School of Humanities and Sociology) and 

Mohamed Fathy (Ph. D. Candidate, Tokyo University of Foreign Studies, Graduate School of Area and 

Culture Studies) “Can ‘Social’ Generate Society?: Ethical Norms during Destabilization and the Egyptian 

Muslim Society through Contemporary Media” 

 

⑰大岩川和正記念シンポジウム 準備研究会 

日時：2012 年 3 月 4 日(日) 13:00～17:00 

場所：東京大学本郷キャンパス東洋文化研究所 3 階大会議室 

概要：2012 年度開催予定の、大岩川和正記念シンポジウムに向けた準備研究会が、今野泰三、役重善

洋ら研究協力者を中心に行われ、シンポジウムの中核的なテーマと全体構成の打ち合わせがなされた。 

（阿久津正幸） 
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プログラム 

今野泰三「大岩川和正 31 回忌シンポ準備研究会 議題」 

役重善洋「移住植民地研究として見た大岩川和正のイスラエル研究～矢内原忠雄のシオニズム論との

比較から」 

 

3. 海外派遣・調査 

(1)研究グループの活動 

①新疆ウイグル地域関連史料の調査・収集 

出張期間：2011 年 7 月 28 日(木)～29 日(金) 

出張先：京都大学地域研究統合情報センター 

出張者：新免康 

概要：京都大学地域研究統合情報センターにおいて、同センター図書室所蔵になる「トルキスタン集

成」を検索して新疆ウイグル地域関連の記事を抽出し、記事データの複写物を収集した。とくに 19 世紀

後半期における当該地域とロシア帝国領との関係に関わる有用な研究材料が得られた。 

（新免康） 

 

②カザフスタンにおけるインタビュー調査 

出張期間：2011 年 7 月 30 日(土)～8 月 28 日(日)（Ercilasun）、2011 年 8 月 5 日(金)～17 日(水)

（Koshnazarov） 

出張先（国名）：シムケント市、アルマトゥ市（カザフスタン共和国） 

出張者：Guljanat Kurmangaliyevna Ercilasun、Daniyal Koshnazarov 

概要：「カザフスタンにおけるソ連時代の記憶」研究のため、まず旧首都アルマトゥ市において、現地

研究協力者とともにアンケート調査の準備を行い、続いてアルマトゥ市および南部の主要都市シムケ

ント市において 65 歳以上の人々15 名からインタビュー調査を行った。 

（Guljanat Kurmangaliyevna Ercilasun） 

 

③カザフスタンにおけるインタビュー調査 

出張期間： 2012 年 1 月 21 日～2 月 12 日 

出張先（国名）：アルマトゥ市（カザフスタン共和国） 

出張者：Guljanat Kurmangaliyevna Ercilasun、Rauiy Ramazanova 

概要：「カザフスタンにおけるソ連時代の記憶」研究のため、アルマトゥ市において、夏季に引き続き

ソ連時代を生きた人々からインタビュー調査を行った。本調査においては、著名な研究者や作家を含む

14 名から、スターリン、フルシチョフ、ブレジネフ、ゴルバチョフ政権時代の日常生活について聞き取



 
 

71

ることができた。また、今後、著名な文化人へのインタビュー調査を継続するため、紹介者と打ち合わ

せ会議を行った。 

（Guljanat Kurmangaliyevna Ercilasun） 

 

④パレスチナ難民問題にかんするイスラエル側文献資料の調査 

出張期間：2012 年 2 月 7 日(火)～18 日(土) 

出張先（国名）：エルサレム市（イスラエル） 

出張者：金城美幸（立命館大学先端総合学術研究科一貫制博士課程） 

概要：パレスチナ難民問題にかんして、イスラエルの歴史記述を解明するため、ヘブライ大学のスコ

ープス山人文・社会科学図書館、トルーマン研究所図書館・資料センターで文献閲覧を行い、イスラエ

ル側の歴史記述とパレスチナ側の歴史記述の比較検討のための予備的調査を行った。 

（金城美幸） 

 

4. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔図書〕計（ 4 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 
Morita 

Yoshikazu, 
Bahrom 

Abdukhalimov 
and Komatsu 

Hisao 
（拠点代表） 

(supervised) 
Bakhtiyar 

Babadjanov and 
Kawahara Yayoi 

(edited) 

History and Culture of Central Asia TIAS: Department of 
Islamic Area Studies, 
Center for Evolving 
Humanities, Graduate 
School of Humanities 
and Sociology, The 
University of Tokyo 

 2012 xviii+286

SHIMIZU 
Yuriko 

（研究協力者） 

The Memoirs of Muḥammad Emīn 
Bughra: Original Text and 
Annotated Translation 

TIAS: Department of 
Islamic Area Studies, 
Center for Evolving 
Humanities, Graduate 
School of Humanities 
and Sociology, The 
University of Tokyo 
(TIAS Central Eurasian 
Research Series) 

6 2012 160 
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KAWAHARA 
Yayoi 

（研究分担者） 

Private Archives on a 
Makhdūmzāda Family in Marghilan

TIAS: Department 
of Islamic Area 
Studies Center for 
Evolving Humanities,
Graduate School of
Humanities and 
Sociology, the 
University of Tokyo 
(TIAS Central Eurasian 
Research Series) 

7 2012 xxxii+398

長沢 栄治 
（研究分担者） 
阿久津 正幸 
（研究協力者）

編 

『板垣雄三先生インタビュー 
Vol.1』（中東イスラーム研究の先

達者たち No.2） 

TIAS: Department 
of Islamic Area 
Studies Center for 
Evolving Humanities,
Graduate School of
Humanities and 
Sociology, the 
University of Tokyo 
(TIAS Central Eurasian 
Research Series) 

7 2012 xii+82 

 

■拠点発行物以外の研究成果物 

〔論文〕計（ 94 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

Комацу Хисао 
（拠点代表） 

“Мусульманские интеллектуалы 
и Япония: Панисламистский 
последник Габдерашит Ибрагим 
(Ибрагиимов) ” 

Габдeрəшит 
Ибраhим: 
фəнни-биографик 
җыентык 

 2011 365-387 

小松 久男 
（拠点代表） 

「近現代史研究の眺望と課題：イ

スラーム地域を中心に」 
『内陸アジア史研究』 26 2011 69-74 

Mami 
Hamamoto 

（研究分担者） 

“Tatarskaia Kargala in Russia’s 
eastern policies” 

Uyama Tomohiko 
(ed.), Asiatic Russia: 
Imperial Power in 
Regional and 
International Contexts, 
London 

 2011 32-51 
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長沢 栄治 
（研究分担者） 

「エジプト 1 月 25 日革命を考え

る：「腐敗」をキーワードにして」

『中東研究』 511 2011 39-47 

「二つのエジプト革命」 『国際問題』 605 2011 19-28 
「エジプト 1 月 25 日革命は何を

目指すか」 
水谷周編『アラブ民衆

革命を考える』国書刊

行会 

 2011 98-135 

「エジプト第二共和制への道は

敷かれたか」 
『現代思想』 39-4 2011 94-99 

飯塚 正人 
（研究分担者） 

「イスラームと民主主義を考え

る」 
〈アラブ大変動〉を読

む：民衆革命のゆくえ

（東京外国語大学出

版会） 

 2011 79-90 

「アラブの春：残るムスリムの不

満」 
東京新聞 2011.

9.8.
夕刊 

2011 6 

「「アラブの春」を読み直す」 SEEDer 5 2011 73-77 

Akira Usuki 
（研究分担者） 

“Enduring States and Challenges 
from Within and Without: The Case 
of the Middle East” 

Yusuke Murakami, 
Hiroyuki Yamamoto, 
Hiromi Komori eds., 
Enduring States: In the 
Face of Challenges 
from Within and 
Without, Kyoto 
University Press 

 2011  

臼杵 陽 
（研究分担者） 

「ヨルダン民主主義とパレスチ

ナ解放の隘路：「アラブ民主主義」

革命下のヨルダン王制」 

『現代思想』 39-4 2011 188-193 

「アラブ革命は中東に何をもた

らすか」 
『世界』 819 2011 228-234 

「日本におけるシオニズムへの

関心の端緒：日露戦争から大戦間

期までを中心に」 

臼杵陽監修、赤尾光

春・早尾貴紀編『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』人文書院

 2011 325-350 

「解題 雑誌『新亜細亜』と大川

周明」 
『『新亜細亜』解題・

総目次・索引』不二出

版 

 2011 5-17 

松本 弘 
（研究分担者） 

「イエメンの混迷：その背景と特

質」 
『国際問題』 605 2011 38-47 

「イエメン：政変とイスラーム主

義」 
『中東研究』 512 2011 26-32 
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Yasushi Hazama 
（研究分担者） 

“Hegemonic Preservation or 
Horizontal Accountability: 
Constitutional Review in Turkey” 

International Political 
Science Review 

2011.
12.5 

2012 1-20 

間 寧 
（研究分担者） 

「トルコにおける国家中心的公

共圏認識の定着：言説分析」 
『アジア経済』  52-4 2011 87-111 

菅瀬 晶子 
（研究分担者） 

「豊穣と共生への祈り：パレスチ

ナ・イスラエルにおけるアル・ハ

ディル崇敬」 

『民族紛争の背景に

関する地政学的研究

（LiCCOSEC）』 

19 2012 75 

「紛争を乗り越えて、明日へ向か

うために：共同研究「パレスチ

ナ・ナショナリズムとシオニズム

の交差点」」 

『民博通信』 135 2011 22-23 

錦田 愛子 
（研究分担者） 

「ヨルダン・ハーシム王国におけ

るアラブ大変動の影響：内政と外

交にかかわる政治・社会構造およ

び直面する課題」 

酒井啓子編『＜アラブ

大変動＞を読む：民衆

革命のゆくえ』東京外

国語大学出版会 

 2011 159-182 

今堀 恵美 
（研究協力者） 

「ウズベク・ムスリムにおける礼

拝用敷物とイスラーム信仰実践」

『イスラーム地域研

究ジャーナル』 
4 2012 46-58 

「ウズベキスタンの刺繍業にお

けるキンドレッド貢献の逆説」 
『人文学報』 453 2012 63-82 

「新刊紹介 RASANAYAGAM, 
JOHAN. Islam in Post-Soviet 
Uzbekistan: The Morality of 
Experience. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011. xiii＋281.」 

『社会人類学年報』 37 2011 219-222 

Uyama 
Tomohiko 

（研究協力者） 

“Introduction: Asiatic Russia as a 
Space for Asymmetric Interaction” 

Uyama Tomohiko 
(ed.), Asiatic Russia: 
Imperial Power in 
Regional and 
International Contexts, 
London: Routledge 

 2011 1-9 

“The Alash Orda’s Relations with 
Siberia, the Urals and Turkestan: 
The Kazakh National Movement 
and the Russian Imperial Legacy” 

Uyama Tomohiko 
(ed.), Asiatic Russia: 
Imperial Power in 
Regional and 
International Contexts, 
London: Routledge 

 2011 271-287 
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Уяма Томохико 
（研究協力者） 

“Восприятие международной 
обстановки начала ХХ в. А. 
Букейханом и его 
современниками” 

Алаш мұраты жəне 
тəуелсіз Қазақстан»: 
Халықаралық 
ғылыми-практикалық 
конференцияның 
материалдарының 
жинағы. Астана: 
Беркут-Принт 

 2011 13-19 

宇山 智彦 
（程艳阳訳）

（研究協力者） 

「日本的中部欧亚研究：俄罗斯研

究与东方研究的紧密结合」 
『俄罗斯研究』 1 2011 122-127 

宇山 智彦 
（研究協力者） 

「中央アジア・南カフカス諸国

（解説）」 
松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 404-409 

「帝国の弱さ：ユーラシア近現代

史から見る国家論と世界秩序」 
『比較帝国論の世界

（比較地域大国論集

7）』北海道大学スラブ

研究センター 

 2012 3-17 

小沼 孝博 
（研究協力者） 

「北京“回子営”的 250 年史」 中国社会科学院近代

史研究所政治史研究

室編『清代満漢関系研

究』 

 2011 199-212 

KIMURA 
Satoru 

（研究協力者） 

“Sunni-Shi‘i relations in the 
Russian protectorate of Bukhara, as 
perceived by the local ‘ulama” 

Uyama Tomohiko 
(ed.), Asiatic Russia: 
Imperial Power in 
Regional and 
International Contexts, 
London: Routledge 

 2011 189-215 

坂井 弘紀 
（研究協力者） 

「テュルクの伝承における「罪と

罰」」 
『罪と贖罪の神話学』

樂瑯書院 
 2012 185-198 

「16 世紀のノガイ・オルダ（1）：
オラク、ママイとその時代」 

『和光大学表現学部

紀要』 
12 2012 61-80 

Minoru Sawada 
（研究協力者） 

“Pilgrimage to Sacred Places in the 
Taklamakan Desert: Shrines of 
Imams in Khotan Prefecture” 

Alexandre Papas, 
Thomas Welsford, 
Thierry Zarcone (eds.), 
Central Asian Pilgrims. 
Hajji Routes and Pious 
Visits between Central 
Asia and the Hijaz, 
Berlin: Klaus Schwarz 
Verlag 

 2012 278-294 
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Naganawa 
Norihiro 

（研究協力者） 

“The Hajj Making Geopolitics, 
Empire, and Local Politics: A View 
from the Volga-Ural Region at the 
Turn of the Nineteenth and 
Twentieth Centuries” 

Alexandre Papas, 
Thomas Welsford, 
Thierry Zarcone (eds.), 
Central Asian Pilgrims. 
Hajji Routes and Pious 
Visits between Central 
Asia and the Hijaz, 
Berlin: Klaus Schwarz 
Verlag 

 2012 168-198 

“Holidays in Kazan: The Public 
Sphere and the Politics of Religious 
Authority among Tatars in 1914,” 

Slavic Review 71, 
no. 1 
(Spri
ng 

2012) 

2012 25-48 

Jin NODA 
（研究協力者） 

“Russo-Chinese Trade through 
Central Asia: Regulations and 
Reality” 

Uyama Tomohiko 
(ed.), Asiatic Russia: 
Imperial Power in 
Regional and 
International Contexts, 
London: Routledge 

 2011 153-173 

野田 仁 
（研究協力者） 

「歴史の中のカザフの遊牧と移

動」（第 2 章第 2 節） 
承志編『国境の誕生』

（中央ユーラシア 

文明と環境の歴史

2）、臨川書店 

 2012 165-202 

Takakyuki 
Yoshimura 

（研究協力者） 

““Fatherland” and Co-ethnics: The 
Relationship between Nationalism 
and Diaspora in the Armenian 
Modern Era” 

S. Mutsushika (ed.), 
Black Sea Region in 
International Relations 
Old Issues, New Trends

 2011 11-16 

吉村 貴之 
（研究協力者） 

「アルメニアの民主化」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 
 

484-500 
 

「アルメニア教会」 三代川寛子編『東方キ

リスト教諸教会：基礎

データと研究案内』 

 2012 112-116 

今野 泰三 
（研究協力者） 

「死と贖いの文化：フロンティア

のメシア主義者」 
臼杵陽監修、赤尾光

春・早尾貴紀編『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』人文書院

 2011 212-232 



 
 

77

鶴見 太郎 
（研究協力者） 

「ロシア・シオニズムにおける進

化論的思考：帝政末期のユダヤ・

ナショナリストがパレスチナを

志向した一契機」 

『ロシア史研究』 88 2011 78-96 

「『ユダヤ的かつ民主的国家』の

起源についての一考察：ロシア・

東欧史からの視座」 

『日本中東学会年報』 27-2 2011 103-123 

「同盟と国境：地域大国を規定す

るもの」 
デイヴィット・ウルフ

編『比較地域大国論

集』8（新学術領域「ユ

ーラシア地域大国の

比較研究」） 

 2012 7-22 

「ユダヤ人国家理念の背後にあ

る帝政ロシアの亡霊」 
Asahi 中東マガジン

（ウェブ） 
2011.
11.21  

2011  

「忘れられた世代と場所：「長い

一九世紀」 後のロシア・シオニ

スト」 

臼杵陽監修・赤尾光

春・早尾貴紀編『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』人文書院

 2011 30-51 

伊賀 司 
（研究協力者） 

「アブドゥラ政権下における主

流メディアの変容」 
『マレーシア研究』 1 2012  

「マレーシアにおける与党政治

とメディア：NSTP の企業再編と

グループ編集長人事に注目して」

『国際協力論集』 19-2 2012 39-56 

「競争的権威主義体制下のマレ

ーシアにおける『反体制』アクタ

ーとオルタナティブ・メディア：

Aliran Monthly と Harakah の事例

から」 

『国際協力論集』 19-1 2011 113-137 

「2011 年の Bersih 2.0 は 2007 年

の Bersih から何が変わったのか」

『JAMS News』 49 2011 15-17 

Tsukasa IGA 
（研究協力者） 

“A Review of Internet Politics in 
Malaysia” 

Asian Politics & Policy 4-1 2012 137–140 

石黒 大岳 
（研究協力者） 

「クウェート国民議会における

ムスリム同胞団の活動：イスラー

ム憲政運動（ICM）の選挙戦略」

『鶴山論叢』 13 2012  

「バハレーン王国」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 314-337 

「バハレーン：民主化プロセスの

10 年と野党のジレンマ」 
水谷周編『アラブ民衆

革命を考える』国書刊

行会 

 2011 204-218 
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井上 あえか 
（研究協力者） 

「パキスタン・イスラーム共和

国」 
松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 502-520 

「パキスタンにおけるイスラー

ム復興：1977 年以降の政治の局

面に即して」 

『イスラーム世界研

究』 
4/1−2 2011 270-279 

大川 真由子 
（研究協力者） 

「オマーン・スルターン国」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 354-375 

吉川 卓郎 
（研究協力者） 

「ヨルダン 民主化勢力が求め

るのは国王退陣ではない」 
『季刊アラブ』 137 2011 14-15 

「カタル」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 296-313 

吉川 卓郎 
（研究協力者） 

「緊急リポート ヨルダンのバ

ヒート内閣の総辞職」 
ASAHI 中東マガジン

（ウェブ） 
2011.
10.18 

2011  

「カタル 湾岸産油国が国際ス

ポーツ界で台頭している背景」 
ASAHI 中東マガジン

（ウェブ） 
2011.
9.27 

2011  

「ヨルダンの静かな戦い バヒ

ート新首相と民主化運動の背後

にあるもの」 

ASAHI 中東マガジン

（ウェブ） 
2011.
4.22 

2011  

坂梨 祥 
（研究協力者） 

「対イラン経済制裁と中国・ロシ

ア」 
『中東協力センター

ニュース』 
36-6 2012 90-97 

「イラン」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 
 

 2011 376-402 

澤江 史子 
（研究協力者） 

「トルコ共和国」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 210-243 
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鈴木 恵美 
（研究協力者） 

「エジプト革命以後の新体制形

成過程における軍の役割」 
『地域研究』 12-1 2012 135-147 

「高揚するワタニーヤと憲法改

正国民投票」 
『季刊アラブ』 137 2011 20-21 

「エジプト革命はいかに宗教勢

力に奪われたか：革命青年勢力の

周辺化と宗教勢力の台頭」 

『財団法人日本国際

問題研究所報告書』 
2012.

3  
2012 1-13 

「ムバーラク政権がもたらした

もの：安定と息苦しさ」 
『現代思想』 39-4 2011 89-93 

「エジプト議会選挙：宗教政党が

部族を制した南部」 
『季刊アラブ』 140 2012 14-15 

「エジプト・アラブ共和国」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 92-105 

地田 徹朗 
（研究協力者） 

「ポスト・ニヤゾフ時代のトルク

メニスタン政治：ベルディムハメ

ドフ「改革」の方向性と政治体制

の変化」 

『日本中央アジア学

会報』 
7 2011 19-44 

『ユーラシアにおける環境と開

発：「自然改造」の歴史と現在』

SEEDer 6 2012 6-12 

辻上 奈美江 
（研究協力者） 

「アラブの春：『民衆の勝利』の

裏側から露見したヘゲモニック

な男性性」 

『神奈川大学評論』 69 2011 81-90 

「運転解禁に向けたサウディア

ラビア人女性による抗議行動と

今後の展望」 

『中東研究』 513 2011 105-111 

「拡大する女性の職場」 『季刊アラブ』 140 2011 5-6 

「「サイード『オリエンタリズ

ム』」「「スピヴァク『サバルタン

は語ることができるか』」」 

土佐弘之編『グローバ

ル政治理論』人文書院

 2011 185-192、
206-212 

「サウジアラビア王国」 松本弘編著『中東イス

ラーム諸国民主化ハ

ンドブック』明石書店

 2011 262-279 
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中川 恵 
（研究協力者） 

「革命の事始め：チュニジアとマ

グレブの動向」 
水谷周編『アラブ民衆

革命を考える』国書刊

行会 

 2011 53-95 

「モロッコ王国」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 16-41 

堀拔 功二 
（研究協力者） 

「アラブ首長国連邦」 松本弘編著『中東・イ

スラーム諸国民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 338-353 

Horinuki, Koji 
（研究協力者） 

“Controversies over Labour 
Naturalisation Policy and its 
Dilemmas: 40 Years of 
Emiratisation in the United Arab 
Emirates” 

Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

4 2011 41-61 

前田 弘毅 
（研究協力者） 

「グルジア紛争への道：バラ革命

以降のグルジア政治の特徴につ

いて」 

『ロシア･ユーラシア

の経済と社会』 
947 2011 2-13 

「世界 大の社会主義国、ニッポ

ンの行方：ソ連崩壊後のグルジア

に重ねてみると・・・」 

日本ビジネスプレス

（ウェブ） 
 2011  

「冒険政治続けるグルジアに活

路はあるか：国民を悩ます流血デ

モ、戦争映画、高いインフレ

率・・・」 

日本ビジネスプレス

（ウェブ） 
 2011  

「アフガン派兵を増強する小国

グルジアの狙い：9.11 と 300 年前

のアフガニスタン（上）」 

日本ビジネスプレス

（ウェブ） 
 2011  

「サーカシビリに強敵出現か？

グルジア随一の大富豪が政界に

名乗り」 

日本ビジネスプレス

（ウェブ） 
 2011  

ボンド・クパタゼ「グルジア･ロ

シア関係と南オセチア問題」 
『ロシア･ユーラシア

の経済と社会』 
947 2011 14-22 



 
 

81

湯浅 剛 
（研究協力者） 

「アナーキーとハイアラーキー

のあいだ：グローバル化の中の

「階層的秩序」をめぐる概念整理

と分析の可能性」 

『コスモポリス』 6 2012 1-12 

吉岡 明子 
（研究協力者） 

「米軍撤退後のイラクに残され

た課題」 
『中東動向分析』 10-8 2011 1-9 

渡邉 さやか 
（研究協力者） 

ソマリア情勢をとりまくアフリ

カ近隣諸国との関係 
『ソマリア問題と紅

海・アラビア海の安全

保障研究』 

 2011 57-65 

 

〔図書〕計（ 12 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 
発行

年 
ページ 

H. Komatsu 
（研究代表） 
Ş. Karasar, 

T. Dadabaev 
（研究分担者） 

G. 
Kurmangaliyeva 

Ercilasun 
（海外共同研

究者） (eds.) 

Central Eurasian Studies: Past, 
Present and Future 

Maltepe University  2011 viii+599

長沢 栄治 
（研究分担者） 

『エジプト革命 アラブ世界変

動の行方』 
平凡社  2012 262 

大稔 哲也 
（研究分担者） 

（共編） 

『死者の追悼と文明の岐路 

2011 年のエジプトと日本：エジ

プト・日本学術交流シンポジウム

報告論集』 

三元社  2012 168 

Tetsuya Ohtoshi 
（研究分担者）

(eds. with S. 
Shimazono) 

Commemorating the Dead in a 
Time of Global Crisis: Egypt and 
Japan in 2012 

Graduate School of 
Humanities and 
Sociology, The 
University of Tokyo 

 2012 159 

臼杵 陽 
（研究分担者） 

『アラブ革命の衝撃：世界でいま

何が起きているのか』 
青土社  2011 251 
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臼杵 陽 
（研究分担者）

（共編） 

『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』 

人文書院  2011 358 

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』 
明石書店  2011 554 

ザヒア・スマイ

ール・サルヒー

（編著）、鷹木

恵子, 大川 真
由子, 細井由

香, 宇野陽子, 
辻上奈美江, 

今堀恵美（研究

協力者）（訳） 

『中東・北アフリカにおけるジェ

ンダー：イスラーム社会のダイナ

ミズムと多様性』 

明石書店 
（世界人権問題叢書）

79 2012 420 

宇山 智彦

（編） 
（研究協力者） 

『比較帝国論の世界（比較地域大

国論集 7）』 
北海道大学スラブ研

究センター 
 2012 iv + 249 

坂井 弘紀

（訳） 
（研究協力者） 

『ウラル・バトゥル バシュコル

ト英雄叙事詩』 
平凡社  2011 289 

テリー・マーチ

ン著、 
半谷 史郎 
 監修、 
塩川 伸明 
 解説、 

荒井 幸康、 
渋谷 謙次郎、

地田 徹朗、 
吉村 貴之 

（研究協力者）

（訳） 

『アファーマティヴ・アクション

の帝国』（340-381 ページを担当）

明石書店  2011 712 

鶴見 太郎 
（研究協力者） 

『ロシア・シオニズムの想像力：

ユダヤ人・帝国・パレスチナ』 
東京大学出版会  2012 436 
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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 

小松 久男 
（拠点代表） 

「イブラヒムの夢：イスラーム世

界と日本を結ぶ」 

国際シンポジウム「戦

前日本の対回教圏政

策とトルコ」 
2012.1.28 

東京外国語

大学 

KAWAHARA 
Yayoi 

（研究分担者） 

“Walikhan-tura’s ghazat in 
Marghilan: A Consideration on a 
Makhdumzada Family in the 
Khanate of Khoqand” 

Princeton University 
Symposium on Sufism 
and Islam in Central 
Asia 

2011.10.21 Princeton 
University, 
Princeton, 
U.S.A. 

飯塚 正人 
（研究分担者） 

「百家争鳴の現代イスラーム思

想」 
（宗）日本ムスリム協

会講演会 
2011.4.3 日本ムスリ

ム協会 
「ムスリム同胞団の光と影：ムス

リム同胞団政権は危険か」 
日本アラブ協会アラ

ブ情勢研究会 
2011.9.5 コスモ石油

本社 7 階会

議室 

大稔 哲也 
（研究分担者） 

「エジプトを生きるイスラーム

教徒とコプト・キリスト教徒：

2011年エジプト「１月 25日革命」

までの歩み」 

藤女子大学キリスト

教文化研究所講演会 
2011.10.1 藤女子大学

菅瀬 晶子 
（研究分担者） 

「パレスチナ・イスラエルにおけ

るアル・ハディル＝マール・エリ

ヤス崇敬：民間信仰におけるユダ

ヤ人市民とアラブ人市民の共存」

日本文化人類学会 2011.6.12 法政大学 

Aiko Nishikida 
（研究分担者） 

“Portrayed Others in Israeli and 
Palestinian Cinemas – Metaphorical 
Power Politics of exclusion and 
identification” 

Annual Conference for 
the Consortium for 
African and Asian 
Studies –CAAS 

2012.2.16 University 
of London 

今堀 恵美 
（研究協力者） 

「社会主義的生産からイスラー

ム的生産へ：ウズベキスタンにお

けるハラール産業」 

JCAS 地域研究コンソ

ーシアム、次世代地位

研究ワークショップ 
「イスラームが経済

に与えるインパクト」

2011.11.6 大阪大学 

Uyama 
Tomohiko 

（研究協力者） 

“Institutional Change in 
Kyrgyzstan’s Politics after the 
Second Revolution” 

XII ESCAS (The 
European Society for 
Central Asian Studies) 
Conference 

2011.9.20 University 
of 
Cambridge 

“Invitation, Adaptation, and 
Resistance to Empires: Cases of 
Central Asia” 

Slavic Research Center 
Winter International 
Symposium 
“Comparing Modern 
Empires: Imperial Rule 
and Decolonization in 
the Changing World 
Order” 

2012.1.19 北海道大学

スラブ研究

センター 
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小沼 孝博 
（研究協力者） 

“Promoting Power: The Rise of 
Āmīn Khwāja on the Eve of the 
Qing Conquest of Kashgaria” 

2011 AAS/ICAS Joint 
Conference 

2011.4.3 Hawaii 
Convention 
Center, 
Honolulu, 
U.S.A. 

「清朝治下カシュガルの政治・外

交空間：1795 年のコーカンド使

節受け入れを事例に」 

平成 23 年度九州史学

会大会 
2011.12. 11 九州大学 

木村 暁 
（研究協力者） 

「ブハラのマンギト朝のイデオ

ロギー的性格について：イスラー

ム王権論からの一考」 

東洋文庫談話会 2011.9.28 財団法人東

洋文庫 

澤田 稔 
（研究協力者） 

「パミール･バダフシャーン調査

紀行」 
西南アジア研究会総

会 
2011.12.3 京都大学 

「中央アジア中東部におけるア

リー系マザールの分布とその意

義」 

中央大学人文科学研

究所・研究会チーム

「イスラーム地域に

おける聖地巡礼・参

詣」中央大学政策文化

総合研究所・研究プロ

ジェクト「中央ユーラ

シアと日本」共催公開

研究会 

2012.1.29 中央大学 

清水 由里子 
（研究協力者） 

「『東トルキスタン史』の叙述傾

向と史料的価値について」 
内陸アジア史学会 2011.11.12 富山大学 

長縄 宣博 
（研究協力者） 

“Russia's Muslim Mediators in 
Arabia, 1890s-1930s: Some 
Thoughts on a Research Agenda” 

Muslim Identities and 
Imperial Spaces: 
Networks, Mobility, 
and the Geopolitics of 
Empire and Nation 
(1600-2011) 

2011.4.7 
 

The Center 
for Russian, 
East 
European, 
and Eurasian 
Studies, 
Stanford 
University, 
U.S.A.

今野 泰三 
（研究協力者） 

「宗教シオニズムと入植地に関

する地理学的考察：サマリア丘陵

からヨルダン渓谷へ」 

日本ユダヤ学会・第 8
回学術大会 

2011.10.22 早稲田大学

「宗教シオニズムの越境：イデオ

ロギーと神学の相克」 
JCAS 次世代ワークシ

ョップ「折り重なる境

界、揺れ動く境界：比

較の中のパレスチナ

／イスラエル複合紛

争」（主催：地域研究

コンソーシアム次世

代支援プログラム） 

2012.1.22 早稲田大学
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Taizo IMANO 
（研究協力者） 

“‘Mutual Understanding’ and 
‘tolerance’ through the Exclusion of 
Others” 

The 10th Urban 
Research Forum （主

催：大阪市立大学都市

研究プラザ、ガジャマ

ダ大学都市文化研究

センター） 

2012.2.20 Universitas 
Gadjah 
Mada、ジョ

グジャカル

タ、インド

ネシア 

鶴見 太郎 
（研究協力者） 

「研究者が境界をずらしてみ

る：シオニズムの世界観の来歴を

めぐって」 

JCAS 次世代研究者ワ

ークショップ「折り重

なる境界、揺れ動く境

界」 

2012.1.22 早稲田大学

“Nationality as a Civil Right-An 
Introductory Study on the Origin of 
the ‘Jewish and Democratic State’”

The 27th Annual 
Conference, 
Association for Israel 
Studies 

2011.6.15 Brandeis 
University, 
Waltham, 
MA, USA 

“Daniel Pasmanik: From a Jewish 
Nationalist to a Russian 
Nationalist” 

The 43rd Annual 
Conference of the 
Association for Jewish 
Studies 

2011.12.20 the Grand 
Hyatt 
Washington 

齋藤 剛 
（研究協力者） 

「通信の技術革新は中東世界を

どう変えたか：モロッコの宗教と

暮らしの事例から」 

第 12 回神戸大学大学

院国際文化学研究科

公開講座（ひょうご講

座 2011）「ネット社会

を再考する：心の問題

から社会変容まで」 

2011.10.22 神戸大学国

際文化学部

「＜非境界型世界＞という視座

から＜地域＞を再考する：中東に

生きる人々に学ぶ＜地域＞の捉

え方」 

地域研究コンソーシ

アム「コンソーシア

ム・ウィーク」シンポ

ジウム「地域研究のだ

まし絵：「グローバル

化」後に「地域」への

眼差しを再考する」 

2011.11.4 大阪大学グ

ローバルコ

ラボレーシ

ョンセンタ

ー 

佐々木 紳 
（研究協力者） 

「近代オスマン人の帝国意識：帝

国的知識人としての新オスマン

人」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22 京都大学 

「近代オスマン帝国の知識人と

帝国意識」 
北海道大学スラブ研

究センター・新学術領

域研究第 4 班研究会 

2011.7.10 北海道大学

「1870 年代オスマン帝国の憲政

論議」 
史学会第 109 回大会 2011. 11.6 東京大学 

「多元社会の言論空間と公論形

成：19 世紀オスマン帝国の場合」

比較教育社会史研究

会 2012 年春季例会 
2012.3.25 お茶の水女

子大学 
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Masayuki 
AKUTSU 

（研究協力者） 

“Religious Motivation and Social 
Action: The Case of Hizmet 
Movement” 

Selımiye Foundation 
Lecture 

2011.11.23 Işik College, 
Ali Goru, 
Broadmeado
w Campus, 
Melbourne 

“Religious Contribution towards 
the Social Development: 
Comprehensive Evaluation of 
Hizmet Movement” 

Affinity Intercultural 
Foundation Lecture 

2011.11.25 Sule 
College ,Au
burn 
Campus, 
Sydney 

Masayuki 
AKUTSU 
（研究協力

者）, 
Mohamed Fathy 

“Can ‘Social’ Generate Society?: 
Ethical Norms during 
Destabilization and the Egyptian 
Muslim Society through 
Contemporary Media” 

International 
Workshop: 
Linguistic-Sociological 
Analysis of 
Contemporary Arabic 
in Egyptian Revolution 
(Jan. 25, 2011) 

2012.2.12 the 
University 
of Tokyo 

伊賀 司 
（研究協力者） 

「マレーシアにおける競争的権

威主義体制の動揺：オルタナティ

ブ・メディアとレフォルマシ世代

の観点からのアプローチ」 
 

アジア政経学会 2011.10.15 同志社大学

大川 真由子 
（研究協力者） 

「帰還移民の人類学的研究に向

けて：帰還と故郷概念の検討」 
日本文化人類学会第

45 回研究大会 
2011.6.11 法政大学 

「ザンジバルは植民地だったの

か：アフリカ系オマーン人の帰還

と歴史認識」 

日本文化人類学会第

45 回研究大会 
2011.6.11 法政大学 

「中東におけるイスラーム・ファ

ッション産業：トルコのヴェール

着用と新しいムスリム女性像」 

地域研究コンソーシ

アム年次集会 
2011.11.6 大阪大学 

吉川 卓郎 
（研究協力者） 

“Jordan in International Relations: 
Security, Economy, and State 
Interests.” 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.8 京都大学 

坂梨 祥 
（研究協力者） 

“The Impact of the Economic 
Sanctions on the Power Structure of 
Iran” 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22 京都大学 

澤江 史子 
（研究協力者） 

座談会「イスラーム化する社会と

民主政治」 
『外交』7 （92-104） 2011.4.11

（収録） 
都市出版 

Fumiko 
SAWAE 

（研究協力者） 

“Practicing Women in the Public 
Sphere: The Case of the Capital 
City Women’s Platform in Turkey” 

6th International 
Cultural Studies 
Conference 

2011.9.8 Kadir Has 
University, 
Istanbul 
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辻上 奈美江 
（研究協力者） 

「湾岸諸国における国民統合の

比較研究：文化資源としてのジェ

ンダー」 

日本国際政治学会

2011 年度年次大会 
2011.11.13 つくば国際

会議場 

中川 恵 
（研究協力者） 

「北アフリカの政治変動:モロッ

コの憲法改革案をめぐる議論を

中心に」 

ITEAS 主催国際シン

ポジウム『中東・北ア

フリカとサヘル地域

における政治変化と

地域安全保障の諸課

題』 

2011.5.11  国際文化

会館（東京）

Hirotake Maeda 
（研究協力者） 

“The Caucasian Slave Elites in the 
Iranian Empires, 1600-1900” 

Muslim Identities and 
Imperial Spaces: 
Networks, Mobility, 
and the Geopolitics of 
Empire and Nation 
(1700-2011) 

2011.4.7 Stanford 
University 

YUASA Takeshi 
（研究協力者） 

“Japan’s “Value-Oriented 
Diplomacy” 2.0?” 

Association for Asian 
Studies 

2012.3.15 Sheraton 
Centre 
Toronto 

渡邉 さやか 
（研究協力者） 

「周辺国によるソマリア情勢へ

の介入」 
ソマリア問題に関す

るワークショップ 
2012.1.31 経団連会館
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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（上智大学外国語学部教授） 

 

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 上智大学外国語学部・教授 
研究拠点代表 

（総括・イスラーム運動） 

川島  緑 上智大学外国語学部・教授 
研究分担者 

（東南アジア・政治運動） 

赤堀 雅幸 上智大学外国語学部・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） 

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） 

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） 

清水  学 帝京大学経済学部・教授 
拠点構成員 

（中央アジア・経済） 

菅原 由美 大阪大学世界言語研究センター・講師 
拠点構成員 

（東南アジア・宗教運動） 

髙岡  豊 財団法人中東調査会・研究員 
拠点構成員 

（アラブ世界・政治運動） 

高橋  圭 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 

（近現代タリーカ） 
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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 東洋大学社会学部社会文化システム学科・教授 
拠点構成員 

（前近代タリーカ） 

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 

研究分担者 

（アラブ世界・近現代政治思想）

茂木 明石 上智大学アジア文化研究所・共同研究所員 
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） 

横田 貴之 日本大学国際関係学部国際関係学科・准教授 
研究分担者 

（アラブ世界・近現代政治思想）

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） 

アレクサンド

ル・パパス 
CNRS・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 
上智大学神学部神学科・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 
上智大学外国語学部・教授 

研究分担者 

（南アジア・宗教対立） 

 

 

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 上智大学外国語学部・教授 
研究グループ代表 

（総括・イスラーム運動） 

川島  緑 上智大学外国語学部・教授 
研究分担者 

（東南アジア・政治運動） 
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赤堀 雅幸 上智大学外国語学部・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） 

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） 

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） 

清水  学 帝京大学経済学部・教授 
拠点構成員 

（中央アジア・経済） 

菅原 由美 大阪大学世界言語研究センター・講師 
拠点構成員 

（東南アジア・宗教運動） 

髙岡  豊 財団法人中東調査会・研究員 
拠点構成員 

（アラブ世界・政治運動） 

高橋  圭 
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 

（近現代タリーカ） 

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 
東洋大学社会学部社会文化システム学科 

・教授 

拠点構成員 

（前近代タリーカ） 

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 

研究分担者 

（アラブ世界・近現代政治思想）

茂木 明石 上智大学アジア文化研究所・共同研究所員 
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） 

横田 貴之 日本大学国際関係学部国際関係学科・准教授 
研究分担者 

（アラブ世界・近現代政治思想）
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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） 

アレクサンド

ル・パパス 
CNRS・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 
上智大学神学部神学科・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 
上智大学外国語学部・教授 

研究分担者 

（南アジア・宗教対立） 

 

（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） 

アレクサンド

ル・パパス 
CNRS・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）

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）

 

（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・共同研究所員 トルコ政治社会学 

石黒 大岳 
神戸大学大学院国際文化学研究科異文化研

究交流センター・学術推進研究員 

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） 

岩坂 将充 
日本学術振興会・特別研究員（PD） 

東京外国語大学 
現代トルコ政治研究 
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岩崎えり奈 共立女子大学文芸学部・講師 
エジプト・チュニジア社会経済 

（東京大学拠点研究協力者） 

小山田紀子 
新潟国際情報大学情報文化学部情報文化学

科・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 上智大学アジア文化研究所・共同研究所員 
エジプト現代政治、民主化、比較

政治学 

河野 靖子 
筑波大学大学院人文社会科学研究科・修士課

程 
アルジェリアのイスラーム運動 

吉川 卓郎 
立命館アジア太平洋大学アジア太平洋学

部・助教                          

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） 

小村 明子 上智大学アジア文化研究所・共同研究所員 日本におけるイスラーム史 

佐々木理良 
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・博士前期課程 
レバノン史 

清水 雅子 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科地域研究専攻・博士後期課程 

現代パレスチナの政治社会学・ハ

マース研究 

白谷  望 
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・博士後期課程 

モロッコにおける家族法の変遷と

現代的適応 

関 佳奈子 
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・博士後期課程 
モロッコ近現代史 

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 

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 

エジプトのムバーラク体制下にお

けるムスリム同胞団の政治活動と

議会選挙 
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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・博士後課程 

人類学・スーダン国内避難民 

北部スーダンの教育人類学 

登利谷正人 
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・博士後期課程 
アフガニスタン近現代史 

中村  遥 
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・博士前期課程 
アルジェリア・フランス史 

中野 礼花 
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・博士前期課程 
イギリスにおけるムスリム移民 

貫井 万里 

早稲田大学イスラーム地域研究機構 

・研究助手 

（早稲田大学拠点研究協力者） 

イラン地域研究 

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） 

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 

福永 浩一 
上智大学大学院グローバル・スタディーズ研

究科地域研究専攻・博士後期課程 
20世紀エジプトにおける政治運動

堀内  彩 
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・博士前期課程 
湾岸諸国の民主化 

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 

溝渕 正季 公益財団法人日本国際フォーラム・研究員 シリア・レバノン政治、国際政治

山本 沙希 
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・博士前期課程 

アルジェリアにおける貧困層女性

の内発的発展 

吉田  敦 明治大学商学部・兼任講師 
北アフリカ（マグリブ）地域研究、

経済問題 

若桑  遼 
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・博士後期課程 
チュニジア近現代史 

渡邊 祥子 東京大学大学院総合文化研究科・博士課程 
アルジェリア近現代史、ウラマー

協会とナショナリズム 
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青山  亨 東京外国語大学外国語学部・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 

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 

石川 和雅 
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・博士後期課程 
ビルマ史 

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 京都文教大学・実習職員 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 

加藤 悠美 
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・博士前期課程 

フィリピンにおける 

イスラーム教育について 

木下 博子 
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 

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・特別委研究員(PD) 

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 同志社大学神学部・助教 東南アジアのイスラーム法 

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 
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 

イスラーム思想史 

（京都大学拠点研究協力者） 

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 
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 

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・博士後期課程 

地域研究、文化人類学、 

社会的ネットワーク論、移動 
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加藤 瑞絵 国士館大学・非常勤講師 イスラーム思想史 

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 

苅谷 康太 
日本学術振興会・特別研究員（PD） 

東京大学東洋文化研究所 
西アフリカのイスラーム 

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 東洋大学文学部・教授 前近代聖者信仰 

小牧 幸代 高崎経済大学地域政策学部・准教授 
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 

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 

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 

篠田 知暁 京都大学大学院文学研究科・博士後期課程 

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 在リヤド日本大使館・専門調査員 

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 

ダニシマズ・イデ

ィリス 
バハール・インターナショナル 

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） 

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） 

中西 竜也 

日本学術振興会・特別研究員（PD） 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研

究科 

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） 
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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 
日本学術振興会・特別研究員（PD） 

京都大学人文科学研究所 

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） 

大阪大学大学院 

東アフリカにおけるイスラーム知

識人 

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 

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・一貫制博士課程 
イスラームの聖者論と聖者信仰 

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 日本国際問題研究所・研究員 

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） 

矢島 洋一 
京都外国語大学国際言語平和研究所 

・嘱託研究員 

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 
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 

現代シーア派と聖者廟参詣 

（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 

若松 大樹 
日本学術振興会・特別研究員（PD） 

日本大学文学部 

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 
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【2011 年度事業の活動内容】  

 

1. 拠点整備 

2011 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、2011 年 4 月より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（高橋圭、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（福永浩一、研

究協力者）を 1 名常駐させ、さらに 2012 年度以降も継続させることとし、機能の整備改善をはかっ

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（2009 年 10 月に四谷キャンパス

2 号館より移転）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、ポスドクの受け入れ、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活用

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

前進することができた。 

・ 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『ハサン・バンナー論考集』の翻訳作業を進めた（2013 年刊行予定）。 

・ 海外の研究機関および研究者との交流については、上智大学が進めている、日本学術振興会・国際化

拠点整備事業（通称「グローバル 30」）と協力しつつ、イエズス会研究機関のネットワークにも接続

させながら、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）および今年度収集したコレクションを上智大学アジア文化研究所図書室に移管し、同研究

所と連携し、内外の研究者による同コレクションの積極的利用を推進した。 
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2.研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動  

①第 1 回拠点全体集会 

日時：2011 年 6 月 5 日（土）12:30-13:30  

場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 研究打ち合わせ 

概要：NIHU イスラーム地域研究第 2 期の開始にあたって、研究分担者・拠点構成員が集まって上智大

学拠点全体の研究方針を話し合った。これまで 3 つのグループに分かれていたが、今後は上智拠点全体

で 1 つのグループになることなど、新体制の説明をし、新メンバーの紹介を行った。また、これまでの

活動内容およびその成果を確認した後、今後の研究活動で継続する部分と変更する部分についての方針

を議論した。さらに、研究会、合宿、シンポジウムなどのおおよその日程を打ち合わせた。 

（三代川寛子） 

 

(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：2011 年 6 月 5 日(土) 13:30～15:00  

場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

研究打ち合わせ 

概要：「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」研究班の今年度の研究活動の方針について議論した。

2011 年 1 月に始まったアラブ諸国の政変を受けて、このアラブ民衆革命がもたらした意味、その中でイ

スラーム運動が果たした/今後果たし得る役割を事例に即して綿密に調査し、整理することを今年度の活

動の柱にすることに決定した。事例としては、チュニジア、エジプト、イエメン、バーレーン、ヨルダ

ン、シリア、アルジェリア、サウジアラビアなどを重点的に取り上げることにした。 

（三代川寛子） 

プログラム： 

研究発表 1 横田貴之（日本大学）「『ハサン・バンナー論考集』の概要と翻訳の意味」 

研究発表 2 福永浩一（上智大学）「『ハサン・バンナーの著作集』の内容紹介―論考中の歴史観等の具

体的事例・同胞団への影響に関する考察を中心に」 

 

概要：研究発表 1 

 エジプトの 1 月 25 日革命後、ムスリム同胞団が政治勢力として公認され、同胞団の政党である「自由

公正党」が結成されるなど、同胞団の重要性は増している。しかしながら、その創設者であるバンナー

に関する研究はまだ十分な蓄積がなされているとは言い難い。現在翻訳を行っている『論考集』は、20
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世紀前半のイスラーム復興思想の代表的著作であるのみならず、現在も同胞団の活動の規範となってい

ることから、同胞団の思想・活動を考察する際に必須の資料である。 

（三代川寛子） 

 

概要：研究発表 2 

翻訳中のバンナーの論考集の内容について説明を行った。論考集は、バンナーの代表作とされる短編

20 作を収録しており、同胞団の活動の目標と指針、同胞団の歴史認識・西洋文明観、反西洋植民地主義、

エジプトの国内問題とそれに対する「イスラーム的」解決策の提案、ナショナリズム論などが主要な論

点となっている。また、イギリスやインドでは同書籍の英訳が進んでおり、インドネシアでもインドネ

シア語への翻訳が行われているなど、近年同著作への国際的関心が高まっている。 

（三代川寛子） 

 

②シンポジウム「中東政変と民主化革命を考える」 

主催：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 

共催：NIHU イスラーム地域研究上智大学拠点 

日時：2011 年 6 月 29 日(水) 17:15～19:45  

場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 5 階 508 号室 

プログラム： 

基調講演 1 私市正年（上智大学） 

「ジャスミン革命からエジプト民衆革命へ―アラブで何が起こっているのか」 

基調講演 2 濱中新吾（山形大学） 

「政治学からみた中東政変―権威主義体制はなぜ崩壊したのか」   

パネル・ディスカッション 

「中東政変と民主化革命を考える」 

パネリスト：岩崎えり奈（共立女子大学）、横田貴之（日本大学）、高岡豊（中東調査会）、 

濱中新吾（山形大学） 

司会：私市正年（上智大学） 

 

 概要：基調講演 1 では、私市正年氏（上智大学）が、アラブ諸国における今回の一連の動きの要因を、 

①イスラーム主義運動による改革・変革、②市民社会運動による改革・変革、③グローバル化と新自由

主義による改革・変革、という 3 方向の行詰りと挫折の複合であると説明した。これらは従前並行して

動いていたが、21 世紀に入り互いに重なり合い、複合的に増幅されることになったと分析する。そして、

この過程で社会や経済の矛盾は限界点付近まで達しており、「些細な出来事」を契機に大規模な政変の流
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れとなったと説明した。 

 続いて、基調講演 2 では、浜中新吾氏（山形大学）が、「権威主義体制はなぜ崩壊したのか」という問

いのもと、比較政治学的視点から今回の中東政変を分析した。浜中氏は、チュニジアとエジプトの場合、

支配政党による体制安定化メカニズムとして、利益供与と野党のコオプテーションが重要であったと指

摘した。そして、パトロネージ（利益供与）ゲーム・モデルから、①政府は軍部に対するパトロネージ

を減らした、②政府は体制が崩壊して多くの権益を失ってもなお、権限が残る可能性に賭けた、という

暫定的結論を導き出した。 

 パネル・ディスカッションでは、各地域の専門家ならではの視点、具体的には人口構成や近年の政治

状況の変化、国際関係などからの多角的視点による考察が行われた。また、今回の政変ドミノの特徴と

して注目されている、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス）や若者の役割、脱宗教・脱イデオロ

ギー的民衆運動の実態などについても分析が加えられた。 

（白谷望） 

 

③「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」第 2 回研究会 

日時：2011 年 7 月 24 日(日) 13 :00～18 :00 

場所：上智大学四谷キャンパス 2 号館 630-a 会議室 

プログラム： 

研究発表 1 増原綾子（亜細亜大学）「政変をどう分析するか―インドネシアの事例から」 

研究発表 2 濱中新吾（山形大学）「中東政変の比較政治分析―権威主義体制の持続と崩壊―」 

 

 概要：研究発表 1 

 インドネシアの民主化を事例とした本報告においては、従来の研究における改革勢力の過大評価を疑

問視し、改革勢力に味方した体制内の文民勢力の存在とその重要性が指摘された点に、大きな意義があ

った。また、軍が民主化勢力を抑圧しなかったことも、指摘された重要な点である。政変の性格につい

ては、2011 年の一連の中東政変と比較して、学生・知識人が運動を主導し、穏健な対話路線による民主

化を模索した点、そしてイスラーム色やイデオロギー色が薄く、むしろ現実的な経済・政治改革を求め

るという点が共通点として指摘された。 

（岩坂将充） 

 概要：研究発表 2 

 濱中氏の発表の第 1 部「ハイブリッド型権威主義体制の与党支持構造：エジプト・シリアの比較分析」

では、「体制崩壊に至ったエジプトと違い、シリアが体制を維持しているのはなぜか？」という問いが設

定された。第 2 部「合理的選択としての中東政変：権威主義体制はなぜ崩壊したのか」では、「なぜ体制

側に居たはずの軍部が大統領に 後通牒を突きつけたのか」という問いが設定された。報告者は、今ま
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で明確にされてこなかったハイブリッド型権威主義体制の頑健性の説明に対し、独裁者個人・政府与党・

軍部の三者間にパトロネージを置くことで、各プレイヤーの相互作用による体制存続（崩壊）メカニズ

ムを論理的かつ明示的に示したことが、本発表の比較政治理論上の貢献であるとした。 

（清水雅子） 

 

④合宿研究会「ハサン・バンナー読書会」 

 日程：2011 年 8 月 27 日(土)～28 日(日)  

 場所：日本大学国際関係学部 

 プログラム： 

8 月 27 日（土） 

12:30-13:00 開会挨拶 

13:00-14:00 発表① 

横田貴之（日本大学）全体的な進捗状況の報告、出版目標などの事務連絡、 

担当箇所の和訳の要約、執筆要領の確認 

14:00-15:00 発表② 

 福永浩一（上智大学）担当箇所の和訳の要約、読み合わせ、難解箇所の議論、質疑応答 

15:15-16:15 発表③ 

 金谷美紗（上智大学）担当箇所の和訳の要約、読み合わせ、難解箇所の議論、質疑応答 

16:15-17:15 発表④ 

 清水雅子（上智大学）担当箇所の和訳の要約、読み合わせ、難解箇所の議論、質疑応答 

17:30-18:30 発表⑤ 

 吉川卓郎（立命館アジア太平洋大学）担当箇所の和訳の要約、読み合わせ 

18:45-19:15 発表⑥ 

 石黒大岳（神戸大学）担当箇所の和訳の要約、読み合わせ 

 

8 月 28 日（日） 

8:30-9:30 発表⑦ 

 溝渕正季（日本国際フォーラム）担当箇所の和訳の要約、読み合わせ、難解箇所の議論、質疑応答 

9:30-10:30 発表⑧ 

 高岡豊（中東調査会） 難解な箇所の確認、取りまとめ、難解箇所の議論、質疑応答 

10:45-11:45 発表⑨ 

 北澤義之（京都産業大学） 難解な箇所の確認、取りまとめ、難解箇所の議論、質疑応答 

11:45-12:30 質疑応答、今後のスケジュール確認 
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12:30-12:35 閉会挨拶 

 

概要：『ムスリム同胞団の思想―ハサン・バンナー』（Ḥasan al-Bannā, Majmū‘a Rasā’il al-Imām al-Shahīd 

Ḥasan al-Bannā, Alexandria: Dār al-Da‘wa, 1998.）の翻訳出版に向けた集中合宿を行った。各メンバーが各

自の担当分について進捗状況を報告し、今後のスケジュールに関する詳細を決定した。各メンバーが自

らの担当分を訳出した際に生じた疑問点、訳語の統一の提案などを中心に報告を行った。 

（清水雅子） 

 

⑤合宿研究会「中東政変の背景と意義―民主化とイスラーム問題の現状と展望」 

 日程：2011 年 10 月 1 日(土)～2 日(日)  

 場所：山喜旅館（伊東） 

 プログラム： 

10 月 1 日（土） 

12:30-12:50 開会挨拶 私市正年（上智大学） 

12:50-13:10 自己紹介 

【第 1 部：自由発表】 

13:10-14:40 研究発表 1 

清水雅子（上智大学）「パレスチナの政治変動は執政制度の役割にいかに影響したか：ハマース政権樹

立から自治政府の分裂に至る政治過程（2006-2007 年）を例に」 

コメンテーター：石黒大岳（神戸大学） 

14:40-16:10 研究発表 2 

関佳奈子（上智大学）「スペイン領モロッコにおけるリーフ戦争（1921-26 年）再考：指導者アブドゥ

ルカリームの言説を手がかりに」 

コメンテーター：中村遥（上智大学） 

16:10-17:40 研究発表 3 

野中葉（慶応義塾大学）「インドネシアの大学ダアワ運動におけるタルビヤの展開」 

コメンテーター：見市建（岩手県立大学） 

【第 2 部：特集「中東政変の背景と意義―民主化とイスラーム問題の現状と展望」】 

19:00-20:10 研究発表 4 

金谷美紗（上智大学）「『1 月 25 日革命』発生における労働運動の役割：エジプトにおける抗議運動に

与えた影響」 

20:10-21:20 研究発表 5 

加藤恵実（笹川平和財団）「イエメン：サーレハ政権とその後」 
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10 月 2 日（日） 

8:45-9:55 研究発表 6 

吉川卓郎（立命館アジア太平洋大学）「ヨルダンの政変：ジャスミン革命以降の国家―社会関係の再考」 

9:55-11:05 研究発表 7 

 高岡豊（中東調査会）「シリアの抗議行動とその担い手たち」 

11:05-12:30 総合討論 

 総合コメント：浜中新吾（山形大学）、清水学（帝京大学） 

12:30-12:45 閉会挨拶 

 

概要：総合討論 

中東政変に関する国別の事例研究発表を受けて、浜中新吾氏と清水学氏による総合コメントがなされ

た。浜中氏は主として、地域研究の方法論について、社会科学の方法論を参照しながら問題提起を行っ

た。その上で、「地域研究者は単なる現地通や事情通、あるいはジャーナリストであってはならないので

はないか」と指摘した。他方で清水氏は、今次のアラブ政変を経済的側面から捉えることも重要なので

はないかと指摘した。とりわけ「マクロ経済指標や経済自由化政策と政変との相関関係をいかに考える

のか」といった問題も今後考えていく必要があるだろうと述べた。 

（溝渕正季） 

 

⑥「イスラーム運動と社会運動・民衆運動」第 3 回研究会 

主催：文科省事業「特色ある共同研究拠点の整備の推進事業」上智大学拠点 

公募研究 「イスラーム社会の世俗化と世俗主義」 

共催：NIHU イスラーム地域研究上智大学拠点 

日時：2011 年 12 月 3 日(土) 14:00～17:00 

場所：上智大学市ヶ谷キャンパス 研究棟共同室 601 会議室 

プログラム： 

勝畑冬実 （慶應義塾高校）「ユースフ・アル＝カラダーウィーとハーリド・ムハンマド・ハーリド―

『シャリーアの意図』から民主主義へ―」 

 

 概要：アズハル出身のエジプト人イスラーム学者であるハーリド・ムハンマド・ハーリドとユースフ・

アル＝カラダーウィーが抱いていた民主主義思想の比較対照を通じ、「イスラーム主義」と「世俗主義」

など本研究会の核となる概念の再検討を行った。先行研究において思想的に相反する立場にあるように

位置付けられている 2 人だが、勝畑氏の精緻なテキスト分析により、民主主義と「シャリーアの意図」

の関係性においては非常に類似性の高い議論を展開していることが明らかになった。また、現代イスラ
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ーム思想の系譜をラシード・リダーからハーリド、そしてカラダーウィーへと連なるものへと再考する

必要性を提示した。 

（相島葉月） 

  

⑦講演会「ジャスミン革命から１年―チュニジアとレバノンからみるアラブの春―」 

 主催：上智大学アジア文化研究所 

 共催：NIHU イスラーム地域研究上智大学拠点 

 日時：2012 年 3 月 24 日(土) 14:30～18:30 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 5 階 509 教室 

 プログラム： 

14:30-16:00 杉田聖子（ユネスコ・ベイルート事務所アラブ地域社会人文学プログラム専門家） 

      「レバノンからみるアラブの春」 

16:10-18:00 トゥハーミー・アブドゥーリー 

（チュニジア政府ヨーロッパ担当特命大臣、スース大学教授） 

      「チュニジアのジャスミン革命―その背景と展望」（英語） 

18:00-18:30 コメント：横田貴之氏（日本大学） 

           岩崎えり奈氏（共立女子大学） 

 

 概要：杉田氏は、レバノンは 2005 年に市民主導の「杉革命」を既に経験しているため、2011 年の中東

政変に関しては比較的距離をおいた傍観者となっていると指摘した。加えて、レバノンでは、民主化や

人間の尊厳の尊重などの理念を基にした革命勢力との連帯よりはむしろ、民主化してシリアにスンニ派

政権が樹立されることにより、キリスト教徒が多いレバノンに不利な状況が生まれることを恐れる声が

強いことが指摘された。 

 アブドゥーリー氏は、チュニジアのジャスミン革命が内陸部の農村地方から始まったことを指摘し、

それが 19 世紀のオスマン帝国のベイに対する革命と類似していると指摘した。また、アラブの春の革命

はイスラーム主義者ではなく若者たちによって開始されたことを強調し、ベン・アリー元大統領による

独裁がイスラーム主義者による独裁にすり替わることに警鐘を鳴らした。 

（三代川寛子） 

 

⑧「東南アジア・ムスリムと近代」研究会 

 日時：2011 年 6 月 5 日(日) 13:45～17:00 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 紀尾井ビル 104 号室 

 研究打ち合わせ 
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 概要：東南アジアをはじめとする外国の研究者と共同研究を行い、東南アジアの各国別研究にとどま

らず、東南アジア域内の国や地域間の交流や比較、及び、中東、南アジアなど、東南アジア以外の地域

との交流や比較に注意を払って、水準の高い充実した研究を行う方針で合意した。また、その成果を英

語と日本語で公開し、日本国内のみならず、国際的レベルで、東南アジアのイスラーム研究の深化充実

に貢献する方針を定めた。 

（川島緑） 

 

⑨講演会「インドネシアにおけるイスラームの諸相」Aspects of Islam in Indonesia 

 主催：アジア文化研究所 

 共催：NIHU イスラーム地域研究上智大学拠点 

 日時：2011 年 10 月 22 日(土) 14:00～17:30 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 プログラム： 

2:00-  First Lecture 

Dr. Nico Kaptein (Leiden University) 

“Some early Islamic posters from the Netherlands East Indies” 

Coffee Break 

3:40-   Second Lecture 

Dr. Mujibrahman (State Institute of Islamic Studies (IAIN) Antasari) 

“Inter and Intra-religious dialogue in contemporary Indonesia: a participant's point of view” 

Discussant: Prof. Cyril Veliath (Sophia University) 

Chair Person: Prof. Midori Kawashima (Sophia University) 

 

 概要：ニコ・カプテン氏は、オランダ領東インド、バタビアで、サイイド・ウスマンが発行したイス

ラーム関連ポスターをとりあげ、それらが伝えようとした様々な宗教的メッセージを紹介し、イスラー

ム・ポスターの多様な機能を論じた。ムジブラフマン氏は、多様な宗教や民族を擁するインドネシアで

は、人々の間に様々な面での「相違」が存在するので、それを前提とし、「相違」を公正かつ平和的にマ

ネージすることが重要であると述べ、「対話」の重要を強調した。 

（川島緑） 

⑩国際ワークショップ “Workshop on the Comparative Study of Southeast Asian Kitabs” 

 主催：NIHU イスラーム地域研究上智大学拠点 

 共催：アジア文化研究所 

 日時：2011 年 10 月 23 日(日) 10:00～18:00 
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 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 プログラム： 

Morning Session 

Chairperson: Dr. Arai Kazuhiro (Keio University) 

10:00   Opening Remarks: Prof. Kawashima Midori (Sophia University) 

10:15-11:00  Dr. Sugahara Yumi (Osaka University) "Islamic Knowledge Disseminated through the 

Publication of Translated Kitabs in the Netherlands Indies." 

11:00-11:45      Dr. Oman Fathurahman (SyarifHidayatullah State Islamic University) 

"Kitabs from Cairo: An Overview of the New Collection of Southeast Asian Kitabs at Sophia 

University." 

11:45-12:30  Dr. Hattori Mina (Nagoya University) “Tradition of Kitab Learning at Pondok Pesantren in 

Indonesia - Focus on its Learning Style” 

Lunch Break 

Afternoon Session 1 

Chairperson: Prof. Kobayashi Yasuko (Nanzan University) 

13:30-14:15  Mr. Ervan Nurtawab (JuraiSiwo State Islamic College, Lampung)  

"When the Text Meets Its Local Contexts: Lexical Equivalents of Southeast Asian Qur’anic 

Translations." 

14:15-15:00  Prof. Kawashima Midori (Sophia University) 

   "Islamic Intellectuals in the Philippines: An Approach from Kitabs." 

15:00-15:30  Mr. Ishikawa Kazumasa (Graduate student, Sophia University) 

   "Report of the Field Tripfor Collecting Kitabs in Myammar." 

Coffee Break 

Afternoon Session 2 

Chairperson: Prof. Aoyama Toru: Tokyo University of Foreign Studies 

15:50-16:35: Comments 

Dr. NicoKaptein (Leiden University) 

Prof. Tonaga Yasushi (Kyoto University)  

Dr. Mujibrahman (State Institute of Islamic Studies (IAIN) Antasari) 

16:35-17:50:  General Discussion 

17:50-18:00:  Closing 
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 概要：これまでに上智拠点で収集した東南アジア各地のキターブを中心として、アラビア語や東南ア

ジア諸語で書かれたキターブに関する研究報告や、これらを用いた研究報告が行われ、それらをめぐっ

て、インドネシアやオランダからの参加者を含めて活発な議論が行われた。2011 年度のキターブ収集活

動の報告も行われた。 

（川島緑） 

 

⑪「東南アジア・ムスリムと近代」ワークショップ 

 「アジアのムスリムと近代：1920～30 年代の出版物を資料として」 

 日時：2012 年 1 月 29 日(日) 10:30～17:30 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 プログラム： 

10 時 30 分～10 時 40 分 小林寧子（南山大学）：趣旨説明 

10 時 40 分～11 時 50 分  

山根聡（大阪大学）「1920～30 年代英領インドにおけるウルドゥー語出版とムスリム知識層の台頭」 

（昼食休憩） 

13 時 00～14 時 10 分  

川島緑（上智大学） 

「アメリカ人の文明化政策とサンボアンガのイスラーム運動：ハッジ・アブドゥラーの請願とオスマ

ン帝国からのイスラーム指導者の派遣（1910 年代）」 

今後の研究活動について 

（小休憩） 

14 時 20 分～15 時 30 分 

小林寧子（南山大学） 

「1930 年代インドネシア・ムスリムの国際関係認識：イスラーム系雑誌に掲載された国際ニュースから」 

（小休憩） 

15 時 40 分～16 時 50 分 

松本ますみ（敬和学園大学） 

「1930 年代中国ムスリムの国際関係認識と衛教：イスラーム雑誌にみる世界情勢」 

16 時 50 分～17 時 30 分 

総合討論 

 概要：1920～30 年代アジアのムスリムの近代への対応の比較研究をテーマとして、インドネシア、中

国、インドの各国でムスリムが発行した出版物を資料として用いた 3 つの報告が行われ、彼らが世界情

勢や国内情勢に関する情報をどのようにして得て、自分たちの状況をどのようにその中に位置づけ、ど
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のような意見を発信していたかについて、議論が行われた。1910 年代フィリピンにおけるムスリムの近

代への対応に関する報告も行われた。 

（川島緑） 

 

⑫スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会）第 1 回研究会 

 日時：2011 年 6 月 5 日(日) 15:30～17:20 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス紀尾井坂ビル 108 号室 

 プログラム： 

Carl W. Ernst, Shambhala Guide to Sufism, Boston & London: Shambhala,1997 の読書会 

15:30～16:20 文献発表 1  二ツ山達朗（京都大学）"Chapter 7: Sufi Music and Dance" 

16:30～15:20 文献発表 2 内山明子（京都大学）“Chapter 4: The Names of God, Meditation, and Mystical 

Experience” 

 

 概要：第 7 章では、スーフィーの音楽と舞踊に関する理論的側面およびその地域的な伝統について、

第 4 章では、スーフィズムの実践、すなわち神の美名や神の言葉たるクルアーンの章句を唱えることや

スーフィズムの修行論と霊魂論、神秘的体験についての議論がなされた。報告を受けて、第 7 章につい

てはスーフィー音楽と民謡との関係性、第 4 章についてはアラビア語を母語としない人々がクルアーン

の内容をどのように内在化しているのか、などの問題が提起され、意見の交換がなされた。 

（丸山大介） 

 

⑬KIAS/SIAS 共催国際ワークショップ  

 “From Elites to People: Cross-border Approach for Understanding Muslim Society” 

 日時：2011 年 7 月 24 日(日)～25 日(月)  

 場所：京都大学メインキャンパス研究棟 2 号館 4 階、AA447 会議室 

 プログラム及び概要：詳細は、京都大学拠点の報告を参照 

 

⑭スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会）2011 年度合宿研究会 

 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」 

 日時：2011 年 9 月 10 日(土)～11 日(日)   

 場所：上智大学軽井沢セミナーハウス 

 プログラム： 

［9 月 10 日（土）］ 

13:00-13:15 開会の挨拶・趣旨説明・自己紹介等 



 
 

110

13:15-15:15 研究発表① 

塩崎（久志本）裕子（上智大学）「現代マレーシアにおけるスーフィズム的知の学習―『自覚』と『感

覚』を求めて」 

コメンテーター：東長靖（京都大学） 

15:30-16:20 文献発表① 

遠藤春香（京都大学）Carl W. Ernst, “What is Sufism?,” in Carl W. Ernst, The Shambhala Guide to Sufism, 

Boston & London: Shambhala, 1997, 1-31, 229-230. 

16:30-18:30 研究発表② 

丸山大介（京都大学）「スーダンにおける聖者・スーフィー概念にかんする一考察―『神の名を朗誦

する者たちの辞典』に掲載された人々とその人物像を中心に」 

コメンテーター：新井和広（慶應義塾大学） 

19:30-20:30 研究打ち合わせ 

20:30-21:00 中国出張報告 

 

［9 月 11 日（土）］ 

8:40-9:30 文献発表② 

加藤瑞絵（国士舘大学）MORIMOTO Kazuo, “The Prophet’s Family as Source of Saintly Scholars: 

Al-Samhudi on ‘Ilm and Nasab.” 

9:40-11:40 研究発表③ 

安田慎（京都大学）「シリア・シーア派参詣におけるイスラーム旅行会社―マーケティング・サービ

ス・消費を巡って」 

コメンテーター：森本一夫（東京大学） 

11:40-12:00 閉会の挨拶、解散 

 

 概要：研究発表 3 本、文献発表 2 本、2009 年度現地調査報告が行われた。研究発表では、久志本氏は

スーフィズム的知が、マレーシアにおいて、自己啓発セミナーやタリーカにおいて、参加者に「実感」

や「感覚」をもたらす事例を明らかにした。丸山氏の発表では、スーダンにおける『神の名を朗誦する

者たちの辞典』出版が、イスラーム主義を標榜しタリーカと密接な関係を築いてきた現政権の支持を意

図して行われたことを明らかにした。安田氏は、シリアにおけるイスラーム旅行会社によるツアーの運

営がシーア派参詣文化を形成してきたことを明らかにした。 

（栃堀木綿子） 
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⑮スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会）ムハンマド・サブリー教授講演会 

 主催：上智大学アジア文化研究所 

 共催：スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会） 

   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」 

 日時：2011 年 11 月 25 日(金) 17:15～19:15 

 場所：：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 講演者：Dr. Mohammad Sabri（ヘルワーン大学教授、エジプト） 

 講演タイトル：“Between Silly and Subtle: Sufism's Heritage in Dealing with the Governors Egypt- 16th century” 

 言語：英語 

 概要：激動の渦中にあるエジプト社会の現状を意識しつつ、サブリー教授はエジプトのスーフィーで

あるシャアラーニー（ 1565 年没）の著作 “Irshād al-Mughafalīn min-l-Fuqahā’wa-l-Fuqarā’ilā Shurūt 

Ṣoḥbat-l-Omarā”の記述の分析を行い、シャアラーニーが新しい支配者といかに関係を築こうとしたかを解

説した。それは、シャアラーニーを含めて、エジプトのスーフィズムがオスマン帝国支配下でいかに生

き延びていくか、その政治的・社会的影響力を保持していくかを模索したものであった。 

（茂木明石、三代川寛子） 

 

⑯スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会）第 2 回研究会 

 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）「オスマン朝期イスラーム思想研究―中世イスラーム思想の全

体的解明を目指して」 

 日時：2012 年 1 月 21 日(土) 13:00～18:00 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 

 プログラム： 

発表 1 

河西瑛里子（国立民族学博物館）「白人スーフィーの暮らし－イギリスの田舎町を事例として」 

  コメンテーター：赤堀雅幸（上智大学） 

 

発表 2 

西山愛実（京都大学大学院）「現代トルコにおけるナクシュバンディー教団の発展に関する一考察―

アルトゥノルク・グループの機関紙『金の樋（Altnoluk）』の分析を通して」  

  コメンテーター：今松泰（京都大学） 
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 概要：発表 1 

河西瑛里子氏による発表は、イギリスのグラストンベリーにおけるナクシュバンディ・ハッカニーヤ

教団の活動に焦点を当て、欧米社会におけるスーフィズムの一端を明らかにするものであった。メンバ

ーたちの教団への関与の背景は多様で、エスニシティや文化的背景も多様であり、この差異が教団活動

における多くの解釈の違いや軋轢を生み出していることが指摘された。一方で、差異がありながらも教

団に関わる人びとは、ジッカという宗教的実践を核に、ひとつのグループとしてまとまっている点を示

した。 

（安田慎、三代川寛子） 

 発表 2 

 ナクシュバンディー教団の一派であるアルトゥノルク・グループの機関紙を分析することにより、現

代トルコにおけるイスラーム復興の展開を考察するものであった。記事の分析により、民主主義などの

欧米的概念に基づく政治批判から、日常的イスラーム実践へと関心が移っていることが指摘された。記

事の内容が変化した時期と、アルトゥノルク・グループが発展した時期は重なっていることから、教育

や慈善活動を重視したことにより、女性や青年層というイスラーム潮流の担い手を取り込むことに成功

し、同グループは発展を遂げたと結論付けられた。 

（石田友梨） 

 

⑰第 2 回 KIAS/SIAS 共催国際ワークショップ 

 “Struggling Muslims in the Modern and Present-day Eras: Political, Social and Religious Aspects of Their 

Endeavors” 

 共催：科学研究費基盤研究（B）「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」 

 日時：2012 年 2 月 22 日(水) 10:00～18:40 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 5 階 508 号室 

 プログラム： 

10:00-10:10 Opening 

10:10-10:20 Opening Remarks: AKAHORI Masayuki 

 

10:20-11:50 Part One: Struggles with Colonialism 

Chair: AKAHORI Masayuki 

10:20-10:50  TORIYA Masato (Sophia University) 

“The Patterns of the Legitimacy of Rule in Modern Afghanistan and Neighboring Area” 

10:50-11:20  SEKI Kanako (Sophia University) 

“The Reconsideration of the Rif War in Spanish Morocco: Referring to the Discourse of Abd 
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al-Karim al-Khattabi” 

11:20-11:50  TOCHIBORI Yuko (Kyoto University) 

“The Contracts with Non-Muslims: The Peace Agreements and the Surrender of ‘Abd al-Qadir 

al-Jaza’iri” 

11:50-12:50  Lunch 

12:50-15:50  Part Two: Society and Religion in the Age of Globalization 

Chair: TAKAHASHI Kei 

12:50-13:40  OKADO Masaki (Sophia University) 

“Reproduction of the Locality through the Village Associations in Egyptian City: The Meaning 

of their Symbolic Hometown in Upper Egypt” 

13:40-14:10  Ousmanou Adama (Nagoya University) 

“The Changing Patterns of Muslim Cities: Case Study, Maroua the Fulani City (Northern 

Cameroon)”  

14:10-14:20  Break 

Chair: IMAMATSU Yasushi 

14:20-14:50  Reem Ahmad (Sophia University) 

“Muslims in Japan and the Problems They Are Facing” 

14:50-15:20  UCHIYAMA Akiko (Kyoto University) 

“Religious Strategy of Women in Contemporary Iran: Through Their Visit to Emamzade” 

15:20-15:50  FUJII Chiaki (Kyoto University) 

“Efficacy of Mass Healing of the Prophetic Medicine in Zanzibar” 

15:50-16:00  Break 

16:00-18:00  Part Three: Tradition and Innovation in Modern Sufism 

Chair: TONAGA Yasushi 

16:00-16:30  ISHIDA Yuri (Kyoto University) 

“Shah Wali Allah’s Concept of the Spirit (Ruh)” 

16:30-17:00  NISHIYAMA Manami (Kyoto University) 

“The Discourse of The Naqshbandi Order in the Developing Period: A Case of the Altinoluk 

(Altınoluk) Group” 

17:00-17:30  Idiris Danismaz (Turkey Japan Cultural Dialog Society) 

“Sufism as a Tool of Intercultural Dialog: Case of "Sufi for a Month" Program Held in 

Turkey” 

17:30-18:00  KUSHIMOTO Hiroko (Sophia University) 
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“Ajaran Sesat (Deviated Teachings): The Official Views on Sufism in Malaysia” 

18:00-18:10  Break 

18:10-18:30  Comment: Omar Farouk 

18:30-18:40  Concluding Remarks: TONAGA Yasushi 

 

 概要：登利谷氏の発表では、現代アフガニスタンの成立を考える上で重要となる、「権威の正統性」と

「パシュトゥーン・ナショナリズム」の関係について検討がなされ、パシュトゥーン・ナショナリズム

の変容が明らかにされた。関氏の発表では、スペインに対する植民地解放闘争である北部モロッコで起

きたリーフ戦争に対する検討が行われた。栃堀氏の発表では、19 世紀のフランスの征服に対するアルジ

ェリアの武装闘争を率いたアブドゥルカーディルによる『イスラームを中傷する者の舌を切る鋭い鋏』

という著作の分析を通して、彼の異教徒との協定に関する思想についての考察が行われた。 

（西山愛実） 

 

岡戸氏の報告は、同氏がアレクサンドリアで行ったフィールドワークに基づいて、上エジプト出身者

の都市部における社会的ネットワークの形成過程を明らかにするものであった。Adama 氏の報告は、カ

メルーン北部の都市 Maroua について、ウェーバーの都市類型論を批判しつつ、マグリブやエジプトにみ

られる伝統的イスラーム都市類型とも異なる、熱帯アフリカ都市の役割とその重要性を示唆した。Reem 

Ahmad 氏の報告は、日本在住の日本人ムスリムや外国人ムスリムが直面する問題について、アンケート

調査等によって明らかにするものであった。内山氏の報告は、現代イラン人女性による聖地 Emāmzāde

参詣の目的について、アンケート調査とインタビュー調査を踏まえて示すものであった。藤井氏の報告

は、東アフリカ・ザンジバルにおけるクルアーンとハディースに基づく Prophetic Medicine と呼ばれる、

「民間療法」に関する考察であった。 

（関佳奈子） 

 

石田氏は、スーフィズムにおける心理学ともいえる理論を構築した、18 世紀インドの思想家、シャー・

ワリー・ウッラーにおける精神 (rūḥ) の概念について説明した。西山氏は、現代トルコにおいて も有

力なナクシュバンディー教団のひとつ、アルトゥノルク・グループ発行の月刊誌、『金の樋』における記

事について、1986 年の創刊から 2011 年にかけての変化を分析した。ダニシマズ氏は、トルコでのスーフ

ィズム体験プログラム、“Sufi for a Month (SFM)”の事例を通じて、現代トルコにおけるスーフィズムの概

念を分析した。久志本氏は、マレーシアにおけるスーフィズムについての政府公式見解について明らか

にした。 

（栃堀木綿子） 
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東長靖氏より、全体を総括するコメントが寄せられた。そこでは、学生が英語で持続的に研究発信を

行うことの必要性、人を説得させる手法の習得、発表機会を通じて成功体験を積み重ねることの重要性

が提示された。さらに、本国際ワークショップが学生の英語発信力を養うためのひとつの重要な場とな

っており、ここでの機会を足掛かりにより国際的な舞台での研究発信が強く望まれる点を強調して、全

体の総括を締めくくった。 

（安田慎、三代川寛子） 

 

3.海外派遣・調査  

(1)拠点全体としての活動   

なし 

(2)研究グループの活動 

①「アラブの春」関連調査（1） 

出張期間：2011 年 7 月 28 日(木)～2011 年 8 月 15 日(月)  

出張先（チュニジア、エジプト）：マヌーバ大学（チュニジア）、ヘルワーン大学（エジプト）ほか 

出張者：私市正年（上智大学外国語学部・教授） 

概要：チュニジアでは、ジャスミン革命で糾弾の対象となった RCD 本部やチュニジア中央銀行、焼き

討ちにあった高級ショッピングモール（Geant）、内務省、首相府などを訪れた。またマヌーバ大学のカ

ズダギ教授を訪ね、革命後の大学教育・研究について意見交換をした。 

  エジプトでは、焼き討ちにあった NDP 本部、内務省、ムスリム同胞団系政党「自由公正党」本部や

同胞団から分裂したワサト党の事務所も訪れた。ヘルワーン大学のムハンマド・サブリー教授を訪問し、

革命後の大学教育・研究について意見交換をした。 

（私市正年） 

 

②「アラブの春」関連調査（2） 

 出張期間：2012 年 2 月 20 日(月)～2012 年 3 月 1 日(木)  

 出張先（ヨルダン）：アンマーン市、イルビド市、マアーン市ほか 

 出張者：吉川卓郎（立命館アジア太平洋大学・助教） 

 概要：「アラブの春」から 1 年を経たヨルダンの社会情勢を調査した。2011 年前半に見られた運動横断

的なデモが下火になり、むしろ、民主化運動の結果 2011 年に公認された教員組合などのような労働組合

や社会運動の要求が個別化・分散化する傾向にあることが確認できた。また、アンマーン市を中心とす

る首都圏では、昨年の夏以降、自国の混乱を避けてアンマーンに一時滞在するアラブ人が増加しており、

首都圏のホテル宿泊費・賃貸住宅家賃の高騰や、病床数の不足が生じていた。 

（吉川卓郎） 
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③「アラブの春」関連調査（3） 

出張期間：2012 年 2 月 26 日(日)～2012 年 3 月 8 日(木)  

出張先（エジプト）：アフラーム政治戦略研究所、ワサト党本部、ムスリム同胞団本部ほか 

出張者：横田貴之（日本大学） 

概要：ムバーラク政権崩壊後のエジプトにおけるイスラーム主義運動の現状を調査した。アフラーム

政治戦略研究所で、ディア・ラシュワーン所長とアフマド・カンディール上席研究員とともに、両院選

挙におけるイスラーム主義勢力の台頭、および憲法制定委員会や大統領選挙など今後の民政移行スケジ

ュールの見通しについて議論した。また、ワサト（中道）党本部やムスリム同胞団の事務所を訪問し、

関係者からの聞き取り調査を行った。加えて、タハリール広場周辺にテントを張る青年運動メンバーへ

の聞き取り調査も実施した。彼らからは、さらなる「革命」の必要性や軍 高評議会の退場要求などの

政治的主張とともに、台頭するイスラーム主義勢力への懸念を聞き取ることができた。 

（横田貴之、三代川寛子） 

 

④東南アジア・キターブ収集（1） 

出張期間：2011 年 7 月 15 日～2011 年 7 月 24 日 

出張先（エジプト）：カイロ市 

出張者：菅原由美（大阪大学）、オマン・ファトゥラフマン（ジャカルタ・イスラーム大学） 

概要：カイロ市内において、もっとも古くからジャウィ・キターブの出版を行っていたことで知られ

る Moustafa El-Baby El-Halaby（書店）を訪問し、その歴史と現状に関する調査を行った。また、東南ア

ジア出身者によって執筆され、カイロで出版されたキターブを同書店で購入した。加えて、マレーシア

やインドネシア人留学生専用会館の中の図書館を訪問し、ジャウィ・キターブのコレクションを調査し

た。 

（菅原由美、三代川寛子） 

 

⑤東南アジア・キターブ収集（2） 

出張期間：2011 年 9 月 2 日(金)～2011 年 9 月 6 日(火)  

出張先（ミャンマー）：ヤンゴン市 

出張者：石川和雅（上智大学） 

概要：東南アジアにおけるイスラーム文献（キターブ）の流通ネットワークを解明する研究の一環と

して、ミャンマーでのイスラーム文献収集を行った。ヤンゴンのイスラーム専門書店およびイスラーム

協議会を主な調査対象とし、文献の購入と聞き取り調査を実施した。購入して日本に持ち帰った文献に

ついては、目録を作成したうえで公開する予定である。 

（石川和雅） 
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⑥インドネシアの聖者廟調査 

共催：京都大学拠点 

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」 

出張期間：2012 年 3 月 9 日(金)～2012 年 3 月 20 日(火)  

出張先（インドネシア）：スラバヤ市、ジャカルタ市ほか 

出張者：【SIAS 予算】 

小牧幸代（高崎経済大学） 

丸山大介（京都大学） 

【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」予算】 

新井和広（慶應義塾大学） 

赤堀雅幸（上智大学） 

森本一夫（東洋大学東洋文化研究所） 

 概要：スラバヤ（スナン・アンペル廟）、グレシック（スナン・ギリ廟）、東ジャワ（スナン・ドゥ

ラジャット廟）に代表される「ワリ・ソンゴ（九聖者）」の墓廟を訪問し、インドネシアにおける聖者

信仰の調査を行った。これらの聖者廟では、宗教ツーリズムと表現しうる、商業化され、組織化された

巡礼の様子を観察することができた。また、門前町の調査、参詣客への聞き取り調査および冊子などの

資料購入も行った。 

（小牧幸代、丸山大介） 

 

⑦エジプトの宗教的マイノリティ情勢調査 

 出張期間：2011 年 12 月 24 日(土)～2012 年 1 月 11 日(水)  

 出張先（エジプト）：カイロ市 

 出張者：三代川寛子（上智大学） 

 概要：国立図書館において、19 世紀末から 20 世紀前半のコプトの間のファラオ主義に関する文献資料

を閲覧し、複写を入手した。また、2011 年秋に開室したコプト正教会総主教座のコプト文化センター図

書室見学を行った。さらに、大晦日の夜の年越しミサと 1 月 6 日の夜のクリスマスのミサに参加した。

革命に伴いコプトを狙った襲撃事件や宗派対立事件が多発していることから、教会の警備は非常に厳重

であり、コプトの人々の間からはイスラーム主義者の台頭に関する不安や恐怖、不満の声が聞かれた。 

（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   

 該当なし 
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(2)研究グループの活動 

①エルファン・ヌルタワブ  

 所属（国籍）：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） 

 期間：2011 年 10 月 18 日(火)～2011 年 10 月 27 日(木) 

活動概要：10 月 22 日の上智大学アジア文化研究所主催、NIHU イスラーム地域研究上智大学拠点共催

の講演会「インドネシアのイスラーム」に出席し、日本の研究者と意見交換した。10 月 23 日に行われ

た国際ワークショップ“Workshop on the Comparative Study of Southeast Asian Kitabs”で、“When the Text 

Meets Its Local Contexts: Lexical Equivalents of Southeast Asian Qur’anic Translations”という題の研究発表を

行った。滞在中に、フィリピンのイスラーム書に関する共同研究に関する打ち合わせおよび、キターブ・

カタログ改訂版の編集作業に関する打ち合わせを行った。 

（三代川寛子） 

 

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て、ジャウィ文字で書かれたイスラーム書である「キ

ターブ」の収集を行った。これらの東南アジア全域にわたって流通するキターブを収集し、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、所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て

いる。 

 また、2011 年はアラブ諸国における一連の政治変動、民主化運動が発生した年であった。そのため、

その政変の流れを追い、革命や革命後の政治参加プロセスにどのような社会運動が関与しているのか分

析するため、チュニジアとエジプトの書籍を収集した。 

 

主要な資料は次のとおり。  

①資料名 東南アジア・キターブ 

 ・形態： 刊本 

 ・冊数：158 冊（インドネシア）、92 冊（ミャンマー） 

 ・資料内容：ジャウィ文字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 

 ・収集方法：Darussalam 書店ほか、現地の書店にて直接購入 

 ・収集期間：2011 年 8 月 15 日～20 日（インドネシア） 

2011 年 8 月 30 日～9 月 10 日（ミャンマー） 
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②資料名 「アラブの春」関連書籍・資料 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：34 冊（エジプト関連）、31 冊（チュニジア関連） 

 ・資料内容：エジプト 1 月 25 日革命関連、チュニジア現代史、ジャスミン革命関連 

 ・収集目的：「アラブの春」関連の情報収集及び分析のため 

 ・所蔵場所：上智大学イスラーム研究センター（エジプト関連）、 

上智大学アジア文化研究所図書室（チュニジア関連） 

 ・収集方法： 日本の書店（ナガラ図書）を通じて購入 

 ・収集期間：2011 年 10 月 10 日～20 日（エジプト関連）、 

    2011 年 12 月 15 日～20 日（チュニジア関連） 

 

③資料名 Revue d’Histoire Maghrebine No.1-52 

 ・形態：刊本 

 ・冊数：30 冊 

 ・資料内容：モロッコ近現代史に関する学術雑誌 

 ・収集目的：モロッコ近現代史におけるイスラーム運動の流れを調査するため 

 ・所蔵場所：上智大学イスラーム研究センター 

 ・収集方法：日本の書店（ナガラ図書）を通じて購入 

 ・収集期間：2012 年 3 月 5 日～3 月 8 日 
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6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔図書〕計（ 5 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

新井 和広 

編著 
（研究分担者） 

『ジャウィ文字でつながる東南

アジア・イスラーム世界――ジャ

ウィ定期刊行物創刊号巻頭言』

(SIAS Working Paper Series 12) 

上智大学イスラーム

研究センター 
12 2012 216 

 

登利谷 正人 
（研究協力者） 

『アフガニスタン・英領インドに

おけるパシュトゥーン基礎史料 
―アブドゥル・ガッファール・ハ

ーンの回想録『我が人生と奮闘』

―』(SIAS Working Paper Series 
13) 

上智大学イスラーム

研究センター 
13 2012 58 

SUGAHARA 
Yumi (ed.) 

（研究分担者） 

Comparative Study of Southeast 
Asian Kitabs: Papers of the 
Workshop held at Sophia 
University, Tokyo, Japan on 
October 23, 2011 (SIAS Working 
Paper Series 14) 

上智大学イスラーム

研究センター 
14 2012 106 

安田 慎 
（研究協力者） 

『イスラームとツーリズムをめ

ぐる研究文献目録』(SIAS 
Working Paper Series 15) 

上智大学イスラーム

研究センター 
15 2012 62 

高尾 賢一郎 
（研究協力者） 

『現代スーフィズム研究基礎文

献目録』(SIAS Working Paper 
Series 16) 

上智大学イスラーム

研究センター 
16 2012 24 

 

〔学会発表〕計（ 1 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

岩崎 えり奈 
（研究協力者） 

「世帯調査からみたシーディ

ー・オクバ村」 
早稲田大学イスラー

ム地域研究機構公開

講演会『ナイル・デル

タの環境と文明―ブ

ヘイラ地方をめぐる

学際的地域研究』 

2011.12.10 早稲田大学 
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■拠点発行物以外の研究成果物   

〔論文〕計（ 89 ）件 

著 者 名 論 文 標 題 掲載誌・書名 巻 発行年 ページ 

青山 亨 
（研究協力者） 

「サンスクリット化」 奈良康明・下田正弘・

林行夫（編）『静と動

の仏教』（新アジア仏

教史 04 スリラン

カ・東南アジア）、佼

成出版社 

 2011 260-264

AKAHORI 
Masayuki 

（研究分担者） 

（書評）“John RENARD (ed.): 
Tales of God’s Friends. Islamic 
Hagiography in Translation. 
Berkeley Los Angeles and London 
2009. 413S. ISBN 
978-0-520-25896-9” 

Der Islam 86 (1) 2012  

Ākāhūrī 
Māsāyūkī 

（研究分担者） 

“Ḥayāt al-badw al-ḥāditha fī 
al-Ṣaḥrā’ al-Gharbīya fī Miṣr” 

Anthrūbūlūjiyā 
(Jāmi‘at 
al-Iskandarīya) 

7 2012  

岩坂 将充 
（研究協力者） 

「現代トルコ政治とドイツにお

けるトルコ系住民：『体制』と世

俗主義の観点から」 

河崎健編『21 世紀の

ドイツ：政治・経済・

社会からみた過去・現

在・未来』上智大学出

版 

 2011 104-132

岩坂 将充 
（研究協力者） 
（翻訳・注）、 
ヒュセイン 
・バージュ著 

「トルコと周辺地域をめぐる地

政学的変化：トルコの対外・安全

保障政策思想における時代精神」

河崎健編『21 世紀の

ドイツ：政治・経済・

社会からみた過去・現

在・未来』上智大学出

版 

 2011 160-175

岩崎 えり奈 
（研究協力者） 
（加藤博・伊能

武次と共著） 

“Political Attitudes of the Egyptian 
Public in a Regional Context” 

『日本中東学会年報』 27(1) 2011 121-148

加藤 博 
岩崎 えり奈 
（研究協力者） 

「エジプトの村落地図」 『一橋経済学』 4(1) 2011 131-172

加藤 博 
岩崎 えり奈 
（研究協力者） 

「『革命』の前後でエジプト国民

の政治意識はどう変化したか」 
『東洋文化研究所紀

要』 
160 2011 259-322
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岩崎 えり奈 
（研究協力者） 

「『革命』と農村（エジプト）」 『現代思想（4 月臨時

増刊号 総特集：アラ

ブ革命－－チュニジ

ア・エジプトから世界

へ）』 

39(4) 2011 130-137

小河 久志 
（研究協力者） 

「インド洋津波後のタイ沿岸漁

業の変化－南部アンダマン海沿

岸の事例－」 

『アジア経済』 52(7) 2011 64-75 

「周辺イスラームのダイナミズ

ム－タイ南部村落におけるイス

ラーム復興運動と宗教実践の変

容－」 

博士論文  2012  

「ダッワの伸展とその諸相－タ

イ南部におけるムスリム社会と

タブリーグ－」 

床呂郁哉・西井凉子・

福島康博編『東南アジ

アのイスラーム』東京

外国語大学出版会 

 2012 313-333

「タイにおけるイスラーム復興

－その歴史と実態－」 
『平成 23（2011）年

度 早稲田大学アジ

ア・ムスリム研究所活

動報告書』 

   

加藤 瑞絵 
（研究協力者） 

「イスラームの宗教思想におけ

る理性の役割」 
『国士館哲学』 16 2012 26-37 

KAMADA 
Shigeru 

（研究協力者） 

“Unitive Experience of Islamic 
Mystics and their Discourses: Early 
Ṣūfīs and 
Mystical Philosophy in Islam” 

Religion: A Human 
Phenomenon: 
Proceedings of the 
XXth World Congress 
of the International 
Association for the 
History of Religions  
(University of Toronto 
15-21 August 2010), 
Ed. by Donald Wiebe, 
The Institute for the 
Advanced Study of 
Religion 

 2011 276 

“Mahdaīyat-o Āyīn-i Būdāyī-yi 
Māytrīya” 

Khabarnāma-yi 
Āyanda-yi Rowshan 
(vīzha-yi Haftomīn 
Hamāyish-i 
Bayna'l-milalī 
Doktorīn-i 
Mahdawīyat) 

13 1390A
Hs/201

1 

99 
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鎌田 繁 
（研究協力者） 

「スンニー派とシーア派の違い

って何？」 
『一個人』 140 2012 84-85 

「イスラム原理主義とは何か？」 『一個人』 140 2012 86-87 

KARIYA Kota 
（研究協力者） 

“The Murid Order and Its ‘Doctrine 
of Work” 

Journal of Religion in 
Africa 

42-1 2012 54-75 

苅谷 康太 
（研究協力者） 

「19 世紀後半における西アフリ

カのイスラームと王権：アフマ

ド・バンバの政治権力観とその思

想的連関網」 

『アジア・アフリカ言

語文化研究』 
83 2012 59-88 

川島 緑 
（研究分担者） 

「1950～60 年代フィリピンのイ

スラーム知識人の国家観 ―ア

フマド・バシール著『フィリピ

ン・イスラーム史』を中心に―」

『東南アジア 歴史

と文化』 
40 2011 5-26 

「『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(6)」 

『上智アジア学』 29 2011 213-231

「『回想録―アズハル大学および

神護の都マッカのフィリピン人

留学生覚書に寄せて』：邦訳・解

説（下）」 

『上智アジア学』 29 2011 233-250

「第 6 章 フィリピン」 『世界政治叢書 7 
南部アジア』ミネルヴ

ァ書房 

 2011 112-131

川島 緑 
（研究分担者） 

Oman 
Fathurahman 

（研究協力者） 

“Islamic Manuscripts of Southern 
Philippines: A Research Note with 
Descriptions of Three Manuscripts”

『上智アジア学』 29 2011 251-267

私市 正年 
（研究分担者） 

小杉 泰 
（共著） 

「アラブに「春」は来たのか？」 『公研』 583 2012.3  32—47 

北澤 義之 
（拠点構成員） 

「中東・アラブ諸国はどこに向か

うのか」 
『改革者』  2011 30-33 

「ヨルダン・ハーシム王国」 松本弘編『中東・イス

ラーム諸国民主化ハ

ンドブック』明石書店

 2011 134-151
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吉川 卓郎 
（研究協力者） 

“A Turbulent Decade between the 
Jordanian Government and the 
Muslim Brotherhood.” 

Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies. 

5:1-2 2012.2.  

久志本 裕子 
（研究協力者） 

「豊かな次世代を育てるために

―マレーシアにおけるイスラー

ム教育の模索」 

奥田敦・中田考編著

『イスラームの豊か

さを考える』丸善プラ

ネット 

 2011 84-104 

小林 寧子 
（研究分担者） 

「日本のイスラーム・プロパガン

ダとインドネシア・ムスリム」 
和田春樹他偏『新秩序

の模索―1930 年代』

岩波講座 東アジア

近現代史 

5 2011 173-194

小牧 幸代 
（研究協力者） 

「書評・工藤正子『越境の人類

学：在日パキスタン人ムスリム移

民の妻たち』」 

『南アジア研究』日本

南アジア学会 
23 2012 136-142

SHIOZAKI 
Yuki 

（研究協力者） 

 “Al-Ihtilāl al-Yābānī li-Janūb 
Sharq Āsiyā athnā’ al-Harb 
al-ʻĀlamīya al-Thānīya wa 
al-Dirāsāt al-Islāmīya fī al-Yābān” 

Japanese and Oriental 
Studies  
 

4 2011 107-118
 

清水 雅子 
（研究協力者） 

「『変革と改革』としてのハマー

ス：パレスチナにおける武装抵抗

運動の選挙参加」 

『日本中東学会年報』 27-2 2012 57-81 

「パレスチナの政治変動は執政

制度の役割にいかに影響した

か：ハマース政権樹立から自治政

府の分裂に至る政治過程

（2006-2007 年）を事例に」 

Aglos: Journal of 
Area-Based Global 
Studies 

3 2012 3-31 

清水 学 
（拠点構成員） 

「南アジア・西アジアとの関係」 『中国年鑑』 2011 2011 134-136

「アフリカとの関係」 『中国年鑑』 2011 2011 147-149

「グローバル化とアラブ世界の

変動」 
『現代思想』 39-4 2011 52-57 

「グローバル化とアラブ新興政

商群像」 
『現代思想』 39-9 2011 136-147

「エジプトにみるアラブ世界の

『革命』」 
『帝京經濟學研究』 45-1 2011 199-213
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シリル・ 
 ヴェリヤト 
（研究分担者） 

“The Mahabharata: India’s Greatest 
Work of Literature” 

『新・地域研究のすす

め』上智大学外国学部

シリーズ（紀要） 

 2011 62-88 

“Cultural Heritage and 
Nationalism: With Special 
Reference to India” 

Cultural Heritage in 
the Resurgence of 
Nationalism], Institute 
of Asian Cultures, 
Sophia University 
 

 2011 79-98 

シリル・ 
 ヴェリヤト 
（研究分担者） 

“Thomas Stephens–A Human 
Monument of Inculturation in 
India” 

Bulletin of the Faculty 
of Foreign Studies, 
Sophia University 

46 2012 153-178

“Dialogue and Inculturation in 
Indian History” 

Journal of Sophia 
Asian Studies, Institute 
of Asian Cultures, 
Sophia University 

29 2011 1-14 

“Dietary Taboos in Hinduism” Journal of the Institute 
for Asian Cultures, 
Sophia University 

30 2012 1-15 

髙岡 豊 
（拠点構成員） 

「アサド政権の基盤と反体制抗

議行動－－抗議行動への対応か

ら考察する」, 

『中東研究』 512 2011 53-61 

髙岡 豊 
（拠点構成員） 
・横田貴之 

（研究分担者） 
共著 

「中東イスラーム主義運動の映

像戦略－－イラクとパレスチナ

を中心」 

新井一寛, 岩谷彩子, 
葛西賢太編『映像にや

どる宗教、宗教をうつ

す映像』せりか書房 

 2011 34-54 

鷹木 恵子 
（研究協力者） 

「チュニジア革命ともう一つの

公共空間」 
『アフリカ』  Sum

mer 
No.2, 

2011 42-45 

「チュニジアの民主化過程の現

状 － ローカル・コンテクストか

らの考察」 

『アジ研  ワール

ド・トレンド』  
1 月

号

(196) 

2012 24-29 

「チュニジア・ジェリード地方の

レンガ建築とエコレンガ・プロジ

ェクト」 

Afro-Eurasian  
Inner Dryland 
Civilization 
（名古屋大学） 

2 2012 1-28 

「チュニジアのオアシス地帯 － 
伝統的ナツメヤシ文化の変容・保

存・創造」 

Afro-Eurasian  
Inner Dryland 
Civilization 
（名古屋大学） 

3 2012 1-25 
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外川 昌彦 
（研究協力者） 

「ベンガルのバウルの世界」 鈴木正祟編『南アジア

の文化と社会を読み

解く』慶應義塾大学出

版会 

 2011 331-366

「一本の樹の無数の枝葉―1920
年代の宗派暴動とマハトマ・ガン

ディーの宗教観の変遷」 

『現代インド研究』 2 2012.1  3-19 

「マハトマ・ガンディーにおける

宗教倫理と政治思想」 
『宗教研究』 367 2011 252-253

「マハトマ・ガンディーにおける

宗教的多元主義と世俗主義」 
『宗教研究』日本宗教

学会 
371 2012.3  460-461

貫井 万里 
（研究協力者） 

「イラン映画の中の北と南―価

値観と生活空間の境界を越えて」

『映画 別離』  2012  16-17 

野中 葉 
（研究協力者） 

「インドネシアの大学ダアワ運動黎

明期におけるマシュミの残映」 
『東南アジア 歴史

と文化』東南アジア学

会 

40 2011 100-125

「インドネシアにおけるダアワの継

続実践に見るイスラームの豊かさ」 
奥田敦・中田考編『イ

スラームの豊かさを

考える』丸善出版 

 2011 105-124

HAMANAKA 
Shingo 

（研究協力者） 

“Public Opinion and Deterrence” Journal of Political 
Science and Sociology 

15 2011 21-50 

“A Political Mental Map of the 
Palestinians” 

『日本中東学会年報』 27(2) 2012 29-56 

浜中 新吾 
（研究協力者） 

「ハイブリッド型権威主義体制

の与党支持構造」 
『アジア経済』 52 

(12) 
2011 2-30 

服部 美奈 
（拠点構成員） 

第 2 部第 5 章 
「教育制度の比較」 

越後・田中・中島編『保

育・教育を考える』あ

いり出版 

 2011.4  136-140, 
150 

第 12 章 
「ムスリム女性を生きる」 

鴨川明子編『アジアを

学ぶ－海外調査研究

の手法』勁草書房 

 2011.1
1  

177-189

第 5 章 
「インドネシアにおけるイスラ

ーム女子教育とジェンダー」 

石川照子・高橋裕子編

『家族と教育（ジェン

ダー史叢書 2）』明石

書店 

 2011.1
2  

188-205

「リソースとしての海外教育研

究交流と比較教育学教育の多様

性」 

『比較教育学研究』 44 号 2012.1  183-198
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見市 建 
（拠点構成員） 

「中間層の拡大とイスラームの

『商品化』」 
『りそなーれ』 2011

年 8
月号 

2011 9-11 

「変わるインドネシアのイスラ

ーム地図」 
『地域研究』 12-1 2012 159-173

「東南アジアにおけるイスラー

ム主義武装闘争派の映像戦略―
インドネシアを中心に」 

新井一寛・岩谷彩子・

葛西賢太編『映像にや

どる宗教、宗教をうつ

す映像』せりか書房 

 2011 55-70 

「インドネシア共和国」 松本弘編『中東・イス

ラーム諸国民主化ハ

ンドブック』明石書店

 2011 522-533

「出版業にみる福祉正義党の『市

場戦略』」 
床呂郁哉・西井涼子・

福島康博編『東南アジ

アのイスラーム』東京

外国語大学出版会 

 2012 179-193

石井 隆憲 
・三沢 伸生

（拠点構成員） 

「近代スポーツ・メディアとアジ

ア民族に関する覚書」 
『アジア文化研究所

研究年報』 
46 2012/3 355-358

三沢 伸生 
（拠点構成員） 
・大澤 広嗣 

「在日タタール人と日本の学界

との接点」 
『アジア文化研究所

研究年報』 
46 2012/3 327-354

MISAWA 
Nobuo 

（拠点構成員） 

“The First Japanese who resided in 
the Ottoman Empire”  

Mediterranean World  XXI 2012  

溝渕 正季 
（研究協力者） 

「中東和平におけるシリア・レバノ

ン・トラックの戦略的位相：シリア・ア

サド政権とヒズブッラーの政治戦

略」 

『中東和平の現状：各

アクターの動向と今

後の展望』 

 2011 53-68 

「アラブ政変とアメリカ：オバマ

の現実主義と中東の地政学的変

化」 

『中東研究』 513 2012 41-52 

茂木 明石 
（拠点構成員） 

「柳橋博之：初期アブー・ハニー

ファ美徳伝の編纂期における言

い伝えの選別基準について（書評

論文）」 

『法制史研究』 60 2011 256-258

Kāzū’ū 
Mūrīmūtū 

（拠点構成員）

‘Alī Khākpūr 
[tr.] 

“Avvalīn nishān az siyādat-i 
Ṣafaviyān dar kutub-i ansāb” 

Payām-i Bahāristān 11 1390 
AHS/2

011 

241-263
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森本 一夫 
（拠点構成員） 

「私は貧しいサイイドです：フム

ス受給資格証明書書式二通」 
近藤信彰編『ペルシア

語文化圏史研究の

前線』東京外国語大学

アジア・アフリカ言語

文化研究所 

 2011 99-111 

山口 元樹 
（研究協力者） 

「オランダ領東インドにおける

アラブ人協会イルシャードの教

育活動―アフマド・スールカティ

ーの改革主義思想とその影響―」

『東洋学報』 93(3) 2011 27-51 

横田 貴之 
（研究分担者） 

「エジプト 1 月 25 日革命とイス

ラーム主義運動」 
『中東研究』 511 2011 59-66 

「中東民主化革命とイスラーム

主義―エジプトを事例に」 
『インテリジェン

ス・レポート』 
34 2011 4-17 

横田 貴之 
（研究分担者） 

「エジプト・アラブ共和国」 松本弘編『中東・イス

ラーム諸国 民主化

ハンドブック』明石書

店 

 2011 106-133

第 9 章「中東和平とイスラーム政

治」 
押村高・中山俊宏編

『世界政治を読み解

く』ミネルヴァ書房 

 2011 185-204

吉田 敦 
（研究協力者） 

「『底辺への競争』が加速化する

アフリカ経済：多国籍企業による

大規模農地開発の含意」 

『情況』情況出版  2012.3   

「書評 開発研究と地域研究の

架橋を目指して 高橋基樹著『開

発と国家―アフリカ政治経済論

序説』」 

『世界で も貧しく

あるということ』早稲

田大学出版部 

 2011 139-143

「ダイヤモンド－輝きの裏に隠

された真実」 
佐藤幸男編『国際政治

モノ語り』法律文化社

 2011 175-185

「多発する紛争と資源収奪」  中村都編『国際関係論

のファースト・ステッ

プ』法律文化社 

 2011 28-34 

若松 大樹 
（研究協力者） 

「トルコにおけるアレヴィーの

人々の社会変化-宗教的権威と社

会範疇に関する人類学的考察」-

『文化人類学』 76-2 2011 146-170

WAKAMATSU 
Hiroki 

（研究協力者） 

“Baba Mansur Ocagi: Yasayan 
Turk-Tasavvuf Gelenegi” 

II. Uluslararasi 
Tarihten Bugune 
Alevilik Sempozyumu 

2 2012 368-373
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〔図書〕計（ 10 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

AOYAMA Toru 
(ed.) 

（研究協力者） 

Migrations, Mobility and 
Globalization: Proceedings of the 
Postgraduate Workshop, INALCO, 
25-26 November 2010. 

東京外国語大学  2011 88 

苅谷 康太 
（研究協力者） 

『イスラームの宗教的・知的連関

網：アラビア語著作から読み解く

西アフリカ』 

東京大学出版会 1 2012 348 

ザヒヤ・スマイ
ール・サルヒー

編著 
（翻訳） 
訳者： 

鷹木 恵子 
（研究協力者） 
大川 真由子、
細井 由香、 
宇野 陽子、 
辻上 奈美江、
今堀 恵美 
（共訳） 

『中東・北アフリカにおけるジェ

ンダー―イスラーム社会のダイ

ナミズムと多様性』 
＊鷹木担当は、序章、2,3,10 章 

明石書店  2012 
 

412 

髙岡 豊 
（拠点構成員） 

『現代シリアの部族と政治・社会

－－ユーフラテス河沿岸地域・ジ

ャジーラ地域の部族の政治・社会

的役割分析』 

三元社  2011 282 

Abhijit 
Dasgupta, 
Masahiko 

TOGAWA（研

究協力者）, and 
Abul Barkat 

(eds.) 

Minorities and the State: Changing 
Social and Political Landscape of 
Bengal. 
  

New Delhi: SAGE 
Publications 

 2011.7  

飛内 悠子 
（研究協力者） 

『「国内避難民」とは誰か：スー

ダン共和国ハルツームにおける

ククの人々の歴史・生活・アイデ

ンティティ』 

上智大学アジア文化

研究所 
 2011 62 

野中 葉 
（研究協力者） 

『インドネシアの大学ダアワ運

動 再考 －サルマン・モスクに

おけるイスラーム運動の思想と

現代的意義』SOIAS Research 
Paper Series 

上智大学アジア文化

研究所イスラーム地

域研究機構 

7 2012 60 
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HORIBA Akiko 
（研究協力者） 

共著 
Cate Buchanan 

(ed.) 

Conflict Management in Indonesia - 
An Analysis of the Conflicts in 
Maluku, Papua and Poso 

Centre for 
Humanitarian 
Dialogue 

 2011.6 1-71 

MISAWA 
Nobuo (ed.) 

Tatar Exiles and Japan Toyo University 
 
 

1 2012 iv,48 p. 

峯 陽一、 
吉田 敦 

（研究協力者）

編著 

『世界で も貧しくあるという

こと』 
早稲田大学出版部  2011  

 

〔学会発表〕計（ 60 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

AOYAMA Toru 
（研究協力者） 

“Program TUFS untuk Restorasi 
dan Katalogisai Naskah Aceh Islam 
Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.” 

Seminar Internasional 
"Revitalisasi 
Manuskrip Aceh: 
Pemeliharaan dan 
Pelestarian Manuskrip 
sebagai Warisan 
Budaya Masa Lalu" 
 
 

2011.3.5  Institut 
Agama 
Islam Negeri 
Ar-Raniry, 
Banda Aceh, 
Indonesia 

新井 和広 
（研究分担者） 

「国境・国籍・民族・個人――蘭

領東インド在住ハドラミーを例

に」 

国立民族学博物館共

同研究「非境界型世界

の研究─中東的な人

間関係のしくみ」 

2011.7.17  国立民族学

博物館 

「ワリ・ソンゴ廟調査報告」 共同研究プロジェク

ト「インドネシア在地

文書研究プロジェク

ト」第 2 回研究会 

2012.3.30  東京外国語

大学アジ

ア・アフリ

カ言語文化

研究所 

IWASAKI 
Erina 

（研究協力者） 

(with Kenichi 
KASHIWAGI) 

“Returns to Education and their 
Impact on Income Stratification in 
Rural Tunisia”  

Première Rencontre 
Internationale 
Méditerranéenne : 
Nouveaux Enjeux, 
Perspectives, 
Economiques et 
Sociales des Pays de la 
Rive Sud  

2011.9.30 Hammamet, 
Tunisia 

岩崎 えり奈 
（研究協力者） 
（柏木健一・加

藤博と共同） 

「経済のグローバル化とエジプ

トの繊維産業」 
アジア政経学会 2011
年度全国大会 

2011.10.16  同志社大学
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IWASAKI Erina 
（研究協力者）

(with Kenichi 
KASHIWAGI) 

“Regional Differences in Returns to 
Education in Rural Tunisia” 

Tunisia-Japan 
Symposium on Society, 
Science and 
Techonology 
(TJASSST) 

2011.11.13  Hammamet, 
Tunisia 

小河 久志 
（研究協力者） 

「タイにおけるイスラーム復興

－南部の事例を中心に－」 
早稲田大学アジア・ム

スリム研究所主催

2011 年度第 3 回アジ

ア・ムスリム研究会 

2011.10.15  早稲田大学

「NGO の支援活動と社会変化－

タイ南部インド洋津波被災地の

事例－」 

国立民族学博物館共

同研究「NGO 活動の

現場に関する人類学

的研究」2011 年度第 2
回研究会 

2012.3.9 国立民族学

博物館 

「イスラーム復興運動の進展と

その諸相－タイ南部の事例から

－」 

日本マレーシア学会

関西地区例会 
2012.3.18  大阪市立大

学 

加藤瑞絵 
（研究協力者） 

「イスラームの宗教思想におけ

る理性の役割」 
国士館大学哲学会シ

ンポジウム「ヨーロッ

パ的理性の境界へ」 

2011.12.17  国士館大学

世田谷キャ

ンパス 

金谷美紗 
（研究協力者） 

「『1 月 25 日政変』と労働運動の

役割－民主化運動への影響に注

目してー」 

日本国際政治学会 2011.11.13  つくば国際

会議場 

KAMADA 
Shigeru 

（研究協力者） 

“Mahdism and Maitreya 
Buddhism” 

The 7th International 
Conference on 
Mahdism Doctrine 

2011.7.15 The 
Auditorium 
of Islamic 
Leaders’ 
Conference, 
Tehran

苅谷康太 
（研究協力者） 

「〈アフリカ〉史叙述について」 東京外国語大学アジ

ア・アフリカ言語文化

研究所共同研究「アフ

リカ史叙述の方法に

かんする研究」 

2011.6.11  東京外国語

大学本郷サ

テライト 

KAWASHIMA 
Midori 

（研究分担者） 

“Developing Mindanao Manuscript 
Studies: New Light on the Islamic 
Intellectuals in the Philippines” 

Collecting the Muslim 
World’ – Symposium in 
honour of Professor Jan 
Just Witkam 

2011.10.7  Leiden 
University, 
Leiden, The 
Netherlands 

“Petition of Hajj Nuno et al., and 
the Dispatch of an Islamic 
Missionary from the Ottoman 
Empire to the Philippines” 

International Workshop 
‘From Anatolia to 
Aceh: Ottomans, Turks 
and Southeast Asia’ 

2012.1.12  IAIN 
Ar-Raniry, 
Banda Aceh, 
Indonesia 
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私市正年 

「1940 年代末の Zawiya al-Hamil
の青年たちとアルジェリア・ナシ

ョナリズムの思想と運動―新史

料『al-Ruh』紙の予備的考察」 

日本中東学会・第 27
回年次大会 

2011.5.22  京都大学 

吉川卓郎 
（研究協力者） 

「ヨルダン・ムスリム同胞団の解剖

学：埋め込まれた王国の記憶を巡

る葛藤」 

京都大学地域研究統

合情報センター相関

地域研究プロジェク

ト「中東地域における

経済自由化と統治メ

カニズムの頑健性に

関する比較研究」 

2011.7.2  山形大学東

京サテライ

ト（東京都）

久志本裕子 
（研究協力者） 

「国家の『イスラーム教育』の生

成―マレーシアのイスラーム化

政策における宗教学習の変容」 

東南アジア学会関西

地区例会 
2011.11.12  京都大学 

「国家の『イスラーム教育』の生

成―マレーシアのイスラーム化

政策における宗教学習の変容」 

東南アジア学会秋季

大会 
2011.12.3  東海大学高

輪校舎 

小牧幸代 
（研究協力者） 

「同胞の序列化？——北イン

ド・ムスリム社会における職業・

婚姻・贈与をめぐる諸観念と諸関

係」 

第 44 回南アジア研究

集会・シンポジウム

「『カースト』再考」

2011.7.16 愛知県西尾

市・丸十旅

館 

齋藤剛 
（研究協力者） 

「現代モロッコにおけるスーフ

ィー教団の展開」 

神戸大学大学院国際

文化学研究科異文化

研究交流センター

（IReC）主催 2011 年

度第 2回「国際文化学

のフロンティア」 

2011.7.29  兵庫、神戸

大学国際文

化学部 

「モロッコにおけるアマズィグ

運動の成立と展開」 

関西大学東西学術研

究所研究例会「国家、

民族、アイデンティテ

ィ」，大阪：関西大学

東西学術研究所 

2011.12.17  大阪、関西

大学 

澤井真 
（研究協力者） 

「タバリーのタフスィールにお

けるクルアーン解釈理論」 
日本宗教学会第 70 回

学術大会 
2011.9.3  関西学院大

学 
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塩﨑悠輝 
（研究協力者） 

「マレーシアのファトワー管理

制度とカーフィル論争」 
東南アジア学会第 86
回研究大会 

2011.12.4  東海大学 

SHIOZAKI 
Yuki 

（研究協力者） 
 

“Guidance on Interreligious 
Relationship in Southeast Asian 
Fatwā: 
Significance of Religious 
Jurisprudence in Interreligious 
Relationship” 

International 
Symposium, Conflicts 
and Enrichment 
Through Interreligious 
Encounters 
“Remembering the Past 
and Envisioning the 
Future of Judaism, 
Christianity and Islam”

2012.2.18 
 

Kyoto 
International 
Conference 
Center, 
Kyoto 

“Interreligious Relationship and 
Southeast Asian Fatāwā: 
State Control on Islamic Discourse 
and Autonomy of ‘Ulamā’” 

Workshop “Shariah, 
Governance, and 
Interreligious 
Relations” 

2012.2.29 International 
Islamic 
University 
Malaysia, 
Kuala 
Lumpur, 
Malaysia 

菅原由美 
（拠点構成員） 

"Islam in Java seen from the 
viewpoint of a kyai in the end of the 
19th century" 

インドネシア在地文

書研究プロジェクト

研究会「文字・口頭伝

承におけるジャワの

文化と社会」 

20123.30 東京外国語

大学アジ

ア・アフリ

カ言語文化

研究所 

関佳奈子 
（研究協力者） 

「スペイン領モロッコにおける

『独立戦争』再考―指導者アブド

ゥルカリームの言説を手がかり

に―」 

日本中東学会 
第 27 回年次大会 

20115.22 京都大学 
吉田南キャ

ンパス 

鷹木恵子 
（研究協力者） 

「地中海の南北地域におけるム

スリム女性とヴェール」 
地中海学会 
年次大会 

2011.7.18  日本女子大

学、成瀬記

念講堂 

「チュニジア革命とナツメヤ

シ・オアシス地帯」 
アラブなりわいプロ

ジェクト国際会議 
2011.9.11 総合地球環

境学研究所

「意味の網目を読み解くこと、紡

ぐこと－マグリブ文化人類学再

考」 

中東☆イスラーム教

育セミナー 
2011.9.18  東京外国語

大学アジ

ア・アフリ

カ言語文化

研究所 
「イスラームの理念と経済活動

－ハラールとハラームの視点か

ら」 

宗教とビジネス 
研究会 

2011.11.12  天理大学 
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TAKAKI Keiko 
（研究協力者） 

“Les Programmes de Microcrédit 
aux pays Maghrébins ― le Maroc, 
la Tunisie et  l’Algérie” 

仏語圏アフリカ 
研修生向け講演 
(フランス語) 

2011.11.25  JICA 
札幌センタ

ー 

高橋圭 
（研究分担者） 

「20 世紀前半のエジプト社会と

スーフィズム―タリーカ系諸団

体の活動から」 

日本オリエント学会

第 53 回大会 
2011.11.20  ノートルダ

ム清心女子

大学 

飛内悠子 
（研究協力者） 

「ハルツーム在住クク人とキリ

スト教：エスニック・コミュニテ

ィと聖公会との相互作用」 

日本アフリカ学会第

48 回学術大会 
2011.5.22  弘前大学 

「スーダン共和国におけるクク

人の『再統合』：ハルツーム在住

経験が若者にもたらす未来」 

日本文化人類学会第

45 回研究大会 
2011.6.12  法政大学 

TOBINAI Yuko 
（研究協力者） 

“The ‘Return’ of the Kuku from 
Khartoum: Focus on Interaction 
with Actors” 

13th Conference of 
International 
Association for Studies 
in Forced Migration  

2011.7.4  Speke 
Resort & 
Conferen
ce Centre, 
Kampala, 
Uganda 

登利谷正人 
（研究協力者） 

「『アフガニスタン近代史』の成

立過程」 
日本中央アジア学会 2011.6.4  東京大学本

郷キャンパ

ス 
「アフガニスタンにおけるパシ

ュトゥーン化の原点について」 
アフガニスタン研究

ネットワーク 
2011.7.8  東京外国語

大学 

貫井万里 
（研究協力者） 

「イランの映画政策」 イラン社会勉強会 2011.4.23  JICA東京国

際センター 
「アメリカにおけるアラブ系コ

ミュニティの歴史－非営利組織

ACCESS を中心に―」 

早稲田大学イスラー

ム地域研究機構定例

研究会 

2011.12.21  早稲田大学

野中葉 
（研究協力者） 

「インドネシアの大学ダアワ運動に

おけるタルビヤの展開」 
日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22  京都大学 

「マレーシアのダクワ運動とイ

ンドネシアの大学ダアワ運動の

接点（試論）」 

日本マレーシア学会

（JAMS）第 20 回研

究大会 

2011.12.10  東京外国語

大学 
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浜中新吾 
（研究協力者） 

「ハイブリッド型権威主義体制

における支配政党の支持構造」 
日本比較政治学会 2011.6.18  北海道大学

服部美奈 
（研究協力者） 

「マレー世界のイスラーム高等

教育改革」 
日本比較教育学会 2011.6.26  早稲田大学

「イスラーム世界から見たグロ

ーバル社会と教育」（基調講演）

日本グローバル教育

学会 
2011.9.3  愛知教育大

学 

HATTORI Mina 
（研究協力者） 

“The Functions of Islamic Higher 
Education toward Multi-cultural 
societies: A Comparative Analysis 
of the United Kingdom,  and the 
Netherlands” 

International Seminar: 
Reforms in Islamic 
Higher Education in 
Meeting Contemporary 
Challenges 

2011.7.31 Nagoya 
University 

福永浩一 
（研究協力者） 

「ハサン・バンナーの著述に見ら

れる歴史観―ムスリム同胞団に

おける思想の変容に関する考察

―」 

日本中東学会 
第 27 回年次大会 

2011.5.22  
22 日 

 

京都大学  
吉田南キャ

ンパス 

HORIBA Akiko 
（研究協力者） 

“Migration, Identity Formation, and 
Violence: Muslim-Christian 
Conflict in Maluku, Indonesia” 

The Joint Conference 
of the Association for 
Asian Studies and the 
International 
Convention of Asia 
Scholars, Panel: 
Migration II. 

2011.4.2 Honolulu, 
Hawaii, the 
USA 

堀場明子 
（研究協力者） 

 

「NGO の役割とその変容―イン

ドネシア・法律擁護協会の事例よ

り」 

平和学会 2011 年度春

季研究集会 分科会 
2011.10.29  新潟 

見市建 
（拠点構成員） 

「イスラーム運動研究における

国家と地域性」 
東南アジア学会 2011.12.4  東海大学 

三沢伸生 
（拠点構成員） 

「アジア主義とイスラーム主義

の交錯」 
国際シンポジウム「戦

前日本の対回教圏政

策とトルコ」 

2012.1.28  東京外国語

大学 

「内藤智秀とイスラーム」 日本中東学会公開講

演会「庄内からイスラ

ームを考える」 

2011.11.12  酒田市総合

文化センタ

ー 
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三代川寛子 
（研究分担者） 

「コプト正教会の政治的役割-サ
ーダート政権期とムバーラク政

権期の比較-」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22  京都、京都

大学 

“The 25 January Revolution and the 
Coptic Christians in Egypt.” 

Workshop “The Arab 
Springs and the Future 
of the Middle East” 

2012.1.30 Tokyo, The 
Japan 
Institute of 
International 
Affairs 

「コプトのナイルーズ祭復興運

動」 
文科省事業「特色ある

共同研究拠点の整備

の推進事業」上智大学

拠点 拠点強化事業

「イスラームをめぐ

る諸宗教間の関係の

歴史と現状」第 3 回研

究会 

2012.3.4  東京、上智

大学 

茂木明石 
（拠点構成員） 

「聖者伝史料に収録された『シャ

ーフィイー言行録』から見たイマ

ーム・シャーフィイーの『聖者』

イメージの変容」 

日本中東学会第 27 会

年次大会 
2011.5.22 京都、京都

大学 

森山央朗 
（研究協力者） 

「ホラーサーン系『ハディースの

徒』：その活動と影響」 
日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22 京都、京都

大学 

山口元樹 
（研究協力者） 

「独立後のインドネシアにおけ

るアラブ人協会イルシャードの

変容―アラブ系住民の同化・統合

の問題」 

三田史学会東洋史部

会例会 
2011.10.1 慶應義塾大

学 

吉田敦 
（研究協力者） 

「アフリカにおける外部主導型

資源開発と紛争/不安定化」部会

Ⅲ「外部主導の越境現象とそれに

抗するアフリカ」 

日本平和学会 2011.6.5 新潟国際情

報大学 
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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：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・ 

    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） 

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 

研究拠点代表 
研究総括・中東コーディネータ

ー・「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） 

東長  靖 
イスラーム地域研究センター・副センター長、

アジア・アフリカ地域研究研究科教授 

「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 

黒田 賢治 
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研究員 

「国際関係」研究班研究協力者 

（シーア派（イスラーム地域研

究）） 

末近 浩太 
イスラーム地域研究センター研究員、立命館大

学国際関係学部准教授 

「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） 

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 

「国際関係」研究班研究協力者 

（アラビア語文法学、現代アラブ

文化論） 

飛奈 裕美 
イスラーム地域研究センター研究員、人間・環

境学研究科所属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 

（パレスチナ研究） 
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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 

（イスラーム金融論、イスラーム

経済学） 

仁子 寿晴 
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特任准教授 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者 

（イスラーム哲学、倫理学） 

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 

平野 淳一 

イスラーム地域研究センター研究員、千葉大学

大学院社会文化研究科所属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 

（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

世界言語研究センター所属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、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） 

山尾  大 
イスラーム地域研究センター研究員、九州大学

大学院社会文化研究院講師 

「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）

山根  聡 

イスラーム地域研究センター研究員、大阪大学

世界言語研究センター教授、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） 

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、アジア・

アフリカ地域研究研究科非常勤講師 

「広域タリーカ」研究班研究協力

者 

（トルコ・イスラーム文化、イス

ラーム学、スーフィズム） 
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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） 

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 

研究グループ代表 

研究総括・中東コーディネータ

ー・「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） 

東長  靖 
イスラーム地域研究センター・副センター長、

アジア・アフリカ地域研究研究科教授 

研究分担者、「広域タリーカ」研究

班責任者 

（スーフィズム思想研究） 

末近 浩太 立命館大学国際関係学部准教授 

研究分担者、「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） 



 
 

140

濱田 正美 龍谷大学文学部教授 

「広域タリーカ」研究班の研究分

担者 

（東洋史） 

保坂 修司 
財団法人日本エネルギー経済研究所中東研究セ

ンター副センター長・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 
大阪大学世界言語研究センター教授、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
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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 

伊藤 寛了 東京外国語大学 非常勤講師 
「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

井上 貴智 
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、

現代イスラーム科学論 

井上ひかり 
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、

イスラームにおける生命倫理 

今井  静 
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、

パレスチナ研究 

小倉 智史 

京都大学文学研究科西南アジア史学研究室 博

士課程、Institute of Persian Research, Aligarh 

Muslim University Visiting Research Scholar 

「国際関係」研究班研究協力者、

カシミール史、中央アジア・イン

ド関係史 

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 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 研究員 

「国際関係」研究班研究協力者、

シーア派（イスラーム地域研究）

幸加木 文 
東京外国語大学大学院地域文化研究科 博士後

期課程 

「国際関係」研究班研究協力者、

現代トルコ政治思想 

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 
京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科 博

士後期課程/日本学術振興会特別研究員(DC) 

「国際関係」研究班研究協力者、

パキスタン政治研究 

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/科研研究員 

「国際関係」研究班研究協力者、

アラビア語文法学・現代アラブ文

化論 
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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 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 博士後期課程/日本学術振興会特別研究員

（DC） 

「国際関係」研究班研究協力者、

中東メディア研究 

飛奈 裕美 
京都大学大学院人間・環境学研究科 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、

パレスチナ研究 

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） 
「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 日本学術振興

会特別研究員（PD） 

（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 

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 大阪大学世界言語研究センター 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 専任講師 
「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 

イディリス・ 

ダニシマズ 

株式会社バハール・エデュケーション プロジ

ェクトマネージャー、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 

（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 

石田 友梨 

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、イスラーム思想史 
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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 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 

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、イスラーム思想史 

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 

木下 博子 

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（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、東南アジアと中東のネットワ

ーク 

篠田 知暁 
京都大学大学院文学研究科 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、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 

栃掘木綿子 

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、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 博士後期課程 

（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、スーダンの地域研究 

中西 竜也 

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） 

（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、中国イスラーム史 

仁子 寿晴 

京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 特任准教授 

（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、イスラーム哲学、倫理学 

西山 愛実 

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 

二宮 文子 

京都大学人文科学研究所 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、中世インド文化史 
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藤井 千晶 

大阪大学大学院 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 

堀川  徹 
京都外国語大学外国語学部 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、イスラーム期の中央アジア史

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 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、イスラームの聖者論と聖者信

仰 

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 

矢島 洋一 

京都外国語大学国際言語平和研究所 嘱託研究

員 

（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 

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、現代シーア派と聖者廟参詣 

大橋 一寛 
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 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、アラビア

半島におけるイスラーム法と社会

川畑亜瑠真 
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 

「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、ハラール研究 

川村  藍 
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究

科 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、イスラー

ム法学、イスラーム金融論 

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 

「イスラーム経済とイスラーム

法」研究班研究協力者、現代中東

における国家と超域性：難民ホス

ト国ヨルダンを事例として 
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萩原  淳 
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 

「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 

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 
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【2011 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 2

号館西の同 1 号館 3 階 304 号室、、北部構内北部総合教育研究棟 404 号室の二部屋を京都大学より供与さ

れた。これら二部屋は、平成 24 年度に購入予定の、2 万 7 千冊を超えるウルドゥー語コレクションであ

るアキールコレクションの整理のため主に使用される予定である。また上述アキールコレクションの調

査・分類のため、海外調査を行った。 

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。 

さらに例年通り、KIAS 運営委員会を例年通り 2 回、2011 年 6 月 3 日および 2012 年 2 月 15 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  

①京都大学拠点 3 班合同研究会「イスラーム世界の国際組織とグローバル･ネットワーク I」 

日時：2011 年 11 月 25 日(金) 13:30～18:00 

場所：京都大学総合 2 号館 4 階会議室（AA447） 

概要：野中氏の発表では、インドネシアの大学ダアワ運動の二大潮流（サルマン・モスクの運動とタ

ルビヤ運動）に焦点を当て、主として、他のイスラーム世界との接触や思想交流の観点から、両潮流の

異なる思想的系譜と展開の様子が明らかにされた。二宮氏の発表では、北インドの地方都市サローンに

存在するスーフィー教団の施設を、文献とフィールドワーク双方の手段を用いて、施設の運営形態と社

会的機能の分析が行われた。また小杉氏は、イスラームにおける法学派が、いかにして生まれ、展開し、

存続していったかを、一般信徒の視点から解き明かす方法論を用いて、明らかにしようとした。 

（今松泰） 

プログラム 

第 1 班 「国際関係（国際組織・情報ネットワークを含む）」研究班 

発表者： 野中葉 （慶應義塾大学 SFC 研究所） 

「インドネシアの大学ダアワ運動：他のイスラーム世界との接触及び思想的影響の考察」 

発表者： 保坂修司（日本エネルギー経済研究所） 

「ジャスミン革命をめぐる言説空間分析」 



 
 

147

コメント： 山根聡 （大阪大学世界言語センター） 

第 2 班 「広域タリーカ」研究班 

発表者： 二宮文子 （日本学術振興会） 

「現代北インドのスーフィー教団とその施設」 

コメント： 今松泰 （人間文化研究機構／京都大学） 

第 3 班 「イスラーム経済とイスラーム法」研究班 

発表者： 小杉泰 （京都大学） 

「イスラーム法学派の生成・競合と一般信徒の選好性」 

コメント ：森伸生 （拓殖大学イスラーム研究所）    

 

②第一回 KIAS グローバル研究セミナー 

日時： 2011 年 6 月 29 日(水) 10:00～12:00 

場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階談話室 （AA437） 

題目：中東政変の 前線の現場から 

講演者：アントワン・アウン、ナージー・アルハラーズィー 

概要：MBC グループのアラビーヤ衛星放送の、アントイン・アウン報道部長兼編集委員とナージー・

アルハラーズィー報道局シニア・レポーターの 2 氏により、今日のアラブ・メディアにおけるアラビー

ヤ放送に関する説明と、現在の中東における一連の大規模な政治的な動きのなかで、同放送がいかなる

放送戦略を採り行っているかの 2 点について、報告がおこなわれた。 

（千葉悠志） 

 

③第二回 KIAS グローバル研究セミナー 

 日時：2012 年 2 月 28 日(火) 14:00～17:00 

場所： 京都大学本部構内総合研究 2 号館 4 階会議室 

題目：Islamizing aid? International Muslim NGOs after 9.11 

講演者：Marie Juul Petersen 

概要：マリー・ジュール氏の発表に先立ち、東洋大学の子島進氏によって、ムスリムの NGO について

の導入的な説明がなされた。マリー・ジュール氏の発表では、欧米および中東で設立された、いくつか

のイスラーム系／ムスリム NGO に焦点を当て、それらの NGO が 2001 年の 9.11 以後、どのような状況

に直面することで、その活動の性格を変容させてきたかについての分析が紹介された。 

（長岡慎介） 
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④国際ワークショップ 

Joint Seminar of Institute for Mediterranean Studies, Pusan University of Foreign Studies and Center for Islamic 

Area Studies and Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University 

“Unity and Diversity of Mediterranean World” 

日時： 2012 年 1 月 31 日(火)  

場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階大会議室 

概要：第 1 セッションでは、社会経済に関するトピックが取り上げられ、地中海地域において近年注

目を集め始めているイスラーム金融についての報告、地中海諸国とのつながりが深いヨルダンの貿易と

国内産業の動態に関する報告、世界中からムスリムが訪れるシリアのシーア派聖廟参詣についての報告

が行われた。第 2 セッションでは、メディアとコミュニケーションに関するトピックが取り上げられ、

中東・北アフリカ地域で広範なネットワークを張り巡らせているアラブ系衛星テレビ局についての報告、

スペインの作家、ロレンソ・シルバによるサイバー空間を利用した新たな文学のあり方を追究する報告

が行われた。第 3 セッションでは、文化とアイデンティティに関するトピックが取り上げられ、シンド

バッドの冒険物語の現代的表象に関する報告、地中海地域における文化的アイデンティティ問題に関す

る報告、イタリアにおけるユダヤ人に対する眼差しと自己表象に関する報告が行われた。 

（長岡慎介） 

プログラム 

Opening Session (13:00-13:20) 

TONAGA Yasushi (Deputy Director, KIAS and Professor, ASAFAS) Welcome Speech 

CHOI, Choon Sik (Director, IMS) Greeting Speech 

Session 1: Finance and Economics in Mediterranean World (13:20-14:50) 

NAGAOKA Shinsuke (Associate Professor, ASAFAS), Mediterranean Perspectives of Islamic Finance: 

Historical and Practical Inquiries 

YASUDA Shin (Research Fellow, KIAS and Ph. D. Candidate, ASAFAS), Religious Activity or Economic 

Activity?: Tourism Industry in Syrian Shi'ite Religious Tourism 

IMAI Shizuka (Research Fellow, KIAS and Ph. D. Candidate, ASAFAS), Jordan's FTA (Free Trade Agreement) 

Policy in the 2000s 

Session 2: Communication and Media in Mediterranean World (15:00-16:00) 

CHIBA Yushi (Research Fellow, KIAS and Ph. D. Candidate, ASAFAS), Expansion of Contemporary Arab 

Satellite TV: From Local to International 

Lim, Ju In (HK Research Professor, IMS), A Writing of Communication 
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Session 3: Culture and Society in Mediterranean World (16:10-17:40) 

LIM, Ji Young (HK Research Professor, IMS), Mediterranean Studies and Cultural Identity 

LIM, Byung Pil (HK Research Professor, IMS), Sindbad's Adventure and the Modern Interpretation and 

application of Arabic Poetry 

KIM, Hee Jung (HK Research Professor, IMS), Jewry and Italian Posture in the Twentieth Century 

Closing Session (17:40-17:50) 

TANAKA Koji (Special-assignment Professor and Program Manager for Young Researcher Development Center, 

and Professor Emeritus, Kyoto University), Closing Remarks 

 

⑤連続特別講義 

  ・5 月 6 日(金)、13 日(金)、27 日(金)、6 月 24 日(金)、7 月 1 日(金) 

「南アジアのイスラーム」（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科との連動講義） 

講師：山根聡（大阪大学教授） 

・4 月 23 日(土)、5 月 21 日(土)、6 月 25 日(土)、7 月 23 日(土) 

「国際機構・国際 NGO 論」（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科との連動講義） 

講師：大橋正明（恵泉女学園大学教授） 

 

⑥大学院講義 

  ・月曜 3・4 限    アジア・アフリカ地域研究演習（小杉泰、東長靖） 

  ・月曜 5 限     イスラーム世界論Ⅶ／スーフィズム・タリーカ論Ⅰ（東長靖） 

  ・火曜 3 限     国際エネルギー論（小杉泰、長岡慎介） 

  ・火曜 5 限     イスラーム世界論Ⅰ／イスラーム世界論研究（小杉泰、東長靖） 

  ・火曜 6 限     熱帯乾燥域生存基盤論（小杉泰、長岡慎介） 

  ・水曜 3 限～6 限  グローバル地域研究演習Ⅰ・Ⅲ（小杉泰、東長靖、長岡慎介） 

  ・木曜 4 限     アラビア語Ⅰ（竹田敏之） 

  ・木曜 5 限     アラビア語Ⅲ（福田義昭） 

  ・金曜 6 限     アラビア語Ⅴ（仁子寿晴） 

  ・月曜 6 限・集中  トルコ語（今松泰、イディリス・ダニスマズ） 

 

(2)研究グループの活動 

①第1回研究会スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS連携研究会） 

 日時：2011 年 6 月 5 日(日) 15:30～17:20 

場所：上智大学四ツ谷キャンパス紀尾井坂ビル108号室 

 プログラム及び概要：詳細は、上智大学拠点の報告を参照 
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②第1回「イスラーム経済とイスラーム法」研究会 

日時：2011年7月8日(金) 15:00～16:30 

 場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階第 1 講義室 （AA401） 

 題目：Harmonization of IFRS and AAOIFI Sandards for Sukuk 

 報告者：Hajah Mustafa（マレーシア・イスラーム科学大学教授、名古屋大学経済学部客員教授） 

 概要：Hajah Mustafa 氏による国際的な会計標準策定・採用といった近年の世界的な流れの中における

イスラーム金融会計の位置づけについて報告がなされた。氏の報告は、「特異な」かつ「世界的な存在感

を増している」存在であるイスラーム金融を、国際金融システムや一国の金融システムの中で、どのよ

うに捉えるべきかを、会計という具体的事例に則して検討したきわめて興味深いものであった。 

（長岡慎介） 

 

 ③WIAS 研究グループ「イスラームの社会実践とその理念」2011 年度第 1 回研究会（WIAS・KIAS 連

携研究会） 

 日時：2011 年 7 月 16 日(土) 14:00～17:00 

 場所：早稲田大学 120-1 号館 2 階 201 会議室 

 プログラム及び概要：詳細は、早稲田大学拠点の報告を参照 

 

 ④SOIAS・KIAS 共催ワークショップ「中道派概念の再考」 

（第 1 回「国際関係（国際組織・情報ネットワークを含む）」研究会） 

 日時：2011 年 7 月 23 日(土) 13:00～17:00 

 場所：上智大学「市谷」キャンパス 入口右手 研究棟 601 会議室  

 概要：報告 1 において、佐々木氏はユドヨノ現政権を「イスラーム中道派」の象徴と捉え、「イスラー

ム中道派」が出現した歴史・社会的背景とユドヨノ政権のイスラームに対する姿勢を概観した上で、イ

スラームの異端とされるアフマディヤに対するユドヨノ政権の対処を事例に、インドネシアにおける「イ

スラーム中道派」を論じた。報告 2 では、横田氏がムスリム同胞団の「中道」概念の変遷を論じた。報

告 3 では、丸山氏が現代スーダンにおいてスーフィズムとイスラーム主義の両者がどのような関係をと

り結んでいるのか、タリーカとしてのルカイニーヤ教団を事例に考察するものであった。 

（野中葉、平野淳一） 

プログラム： 

趣旨説明：粕谷元（日本大学） 

報告 1：佐々木拓雄（久留米大学） 

「インドネシア政治における「イスラーム中道派」～ユドヨノ政権とアフマディヤ問題へのその対処～」 

報告 2：横田貴之（日本大学） 
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「ムスリム同胞団における中道概念の変遷」 

報告 3：丸山大介（京都大学大学院） 

「現代スーダンにおけるスーフィズムとイスラーム主義－タリーカと政治との関わりを中心に－」 

コメンテーター： 山根聡（大阪大学） 

 

 ⑤KIAS/SIAS 共催国際ワークショップ  

“From Elites to People: Cross-border Approach for Understanding Muslim Society” 

日時：2011 年 7 月 24 日(日)～25 日(月) 

場所：京都大学メインキャンパス研究棟 2 号館 4 階会議室（AA447） 

概要：第 1 セッションでは、石田氏がフジューイリーの著作 Unveiling the Veiled (Kashf al-Mahjūb)におけ

る人間（human nature）の概念について報告を、遠藤氏がアブドゥルワッハーブ・イブン・アフマド・ア

ッシャラーニによる聖人「walī」についての理論の特徴を論じた。また Danismaz 氏は、Gülen による「完

全な人間」（al-insān al-kāmil）に対する解釈について、彼の著書 Emerald Hills of the Heart からの分析をお

こなった。二ツ山氏からは、チュニジア南東部での例に即したオリーブの木とオリーブ油が持つ宗教的

な機能について報告がなされた。 

 第 2 セッションでは、安田氏が、シリアのシーア派の宗教的な旅行における観光産業の役割について

論じ、Acmed 氏は、フィリピン・ミンダナオ島のムスリムのメッカ巡礼について報告した。内山氏から

の報告は、今日のシーア派による聖者廟参詣が持つ新しい側面に関するものである。 

（中村遥） 

 第 3 セッションでは、丸山氏によって、スーフィズムとサラフィズムとの関係が、スーダンのルカイ

ニーヤ教団の事例をもとに論じられた。Concetti 氏による発表では、18-19 世紀の中国におけるナクシュ

バンディー・ムジャッディディー教団の歴史的展開が、当時のシャイフに関する論述を通じて考察され

た。 

（遠藤春香）  

 第 4 セッションでは、三代川氏がエジプト人のナショナリズムを古代ファラオ時代との関連性から論

じた。中村遥氏はアルジェリアの教科書における歴史の記述から、政府によってつくられた「標準的な

国民の歴史」について論じた。 

 第 5 セッションでは、堀場明子氏が、インドネシアのマルク州での紛争を事例に、移住者と宗教アイ

デンティティの関係について論じた。 

（二ツ山達朗） 
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プログラム： 

First Day: 24 July 

13:00-13:10 Opening Remarks: Tonaga Yasushi (Kyoto University) 

First Session: Various Aspects of Islamic Thought 

13:10-13:40 Ishida Yuri (Kyoto University) The Concept of Soul (Nafs) in al-Hujwiri's Unveiling the Veiled 

(Kashfal-Mahjub) 

13:40-14:10 Endo Haruka (Kyoto University) The Theory of Sainthood according to ‘Abd al-Wahhab ibn Ahmad 

al-Sha’rani 

14:10-14:40 Idiris Danismaz (Turkey Japan Cultural Dialog Society) Interpretation on Ibn Arabi's Thought in 

Contemporary Turkey: ‘the Perfect Man’ in Gulen’s “Kalbin Zumrut Tepeleri (Emerald Hills of the Heart)” 

14:40-15:10 Futatsuyama Tatsuro (Kyoto University) The Livelihood and the Meaning of Olive in Southeast 

Tunisia 

Second Session: Travel, Visit and Pilgrimage in Muslim Society 

15:30-16:00 Yasuda Shin (Kyoto University) Islamic Travel Agencies and their Influences in Muslim Society: A 

Case of Syrian Shi'ite Religious Tourism 

16:00-16:30 Adam Acmed (Sophia University) Perceptions of the Pilgrimage to Mecca by Mindanaon Muslims: 

Oral History Accounts of the Hajj of Lanao del Sur Pilgrims from the 1960s-1980s 

16:30-17:00 Uchiyama Akiko (Kyoto University) New Aspects of Visit to Emamzadeh for Iranian Women of 

Nowadays 

Third Session: Beliefs and Activities of Tariqa 17:20-17:50 Maruyama Daisuke (Kyoto University) The 

Relationship between Sufism and Salafism in Contemporary Sudan: A Case Study of al-Tariqa al-Rukayniya 

17:50-18:20 Eloisa Concetti (Duhram University) The Early Background of the Mujaddidiyya in Xinjiang 

[Second Day: 25 July] 

Fourth Session: Narrating Nation and History 

9:00-9:50 Miyokawa Hiroko (Sophia University) “Egyptian Pharaonism and Its Impact on the National Integration 

of the Coptic Christians” 

9:50-10:20 Nakamura Haruka (Sophia University) “The narration of the colonial history in textbook: The Case of 

Algeria” 

Fifth Session: The Relationship between Islam and Other Religions 

10:30-11:00 Horiba Akiko (Sophia University) “Migration and Identity formation: The Muslim.Christian Conflict 

in Maluku, Indonesia” 

11:10-11:50 Comments and General Discussion 

11:50-12:00 Closing Remarks 
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⑥KIAS・中部アフリカ研究会共催研究会 

 日時: 2011 年 7 月 28 日(木) 14:30～16:30 

 場所: 京都大学稲盛財団記念館 3 階 318 号室 

 題目：Islamic Renewal in Northern Cameroon 

 報告者：Ousmanou Adama 

 概要：本発表は、カメルーンの事例をもとにして、呪術的実践を基礎におく伝統宗教とイスラームの

関係から、宗教による国民統合の問題までを取り扱うものであった。過去、新しく入ってきたイスラー

ムは伝統宗教の枠内において取り込まれたにすぎないが、近年、スーフィズムとイスラーム復興に関す

る議論が活発になり、イスラーム教育の増加およびマッカ巡礼によって新しい宗教運動として評価され

るようになった。それはナショナルな共同体への統合におけるひとつの試みとしてみなすことができる

のではないかと結論づけられた。 

（今松泰） 

 

⑦スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会）2011 年度合宿研究会 

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」 

日時：2011 年 9 月 10 日(土)～11 日(日)  

場所：上智大学軽井沢セミナーハウス 

プログラムと概要：詳細は上智大学拠点の報告を参照。 

 

⑧WIAS・TIAS・KIAS 共催シンポジウム「10 年目の「9.11」―国際社会とイスラーム世界はどう変わっ

たか」 

 日時：2011 年 9 月 11 日(日) 14:00～17:35 

 場所：早稲田大学大隈記念講堂小講堂 14:00-17:35 

 プログラム及び概要：詳細は早稲田大学拠点の報告を参照。 

 

⑨国際ワークショップ "Transformation of Politics, Society and Culture in Eurasia" 

 日時：2011 年 10 月 8 日(土)～9 日(日) 

 場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階会議室(AA447 号室) 

 概要：第 1 セッションでは、今井氏が、2000 年代のヨルダンの貿易と近年のグローバル化への対応を

志向する経済政策との関連について論じ、それらが国内の製造業に与えた影響について考察した。Sharma

氏の発表では、共産党の兵士として内戦に参加した女性たちに焦点が当てられ、彼女たちの社会的位置

づけが戦時と戦後で変化したことが報告された。川畑氏の発表ではマレーシアおよびタイを事例とした

ハラール食品の認証、販売方法の比較研究がなされた。 
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 第 2 セッションでは、川村氏がアラブ首長国連邦におけるイスラーム金融をめぐる民事紛争処理制度

の実態について報告した。萩原氏の発表では、サウディアラビア経済を位置づける新たな分析枠組みと

して産油国型消費経済が提唱され、その史的意義が紹介された。Mason 氏の発表は、アフガニスタンのマ

イクロクレジット事業から、債務者のネットワークがいかに安定的に機能するかについての分析枠組み

を提示するものであった。 

 第 3 セッションでは、須永氏によって、タフスィールがウルドゥー語、ヒンドゥー語、ベンガル語な

どでどのように書かれているかについて分析がなされた。Yi 氏は雲南省における反日運動の事例から、

反日運動に関わっている民衆や学生たちと政府の関係について理論的枠組みを提示した。大橋氏は、18

世紀以降におけるイスラーム思想家シャウカーニーの影響力について論じた。 

 第 4 セッションでは、Lesnikovski 氏によって、コソボ、マケドニアにおける民族の複雑な関係につい

ての紹介と、アイデンティティ問題としてセルビア人でもボスニア人でもないゴランス人の位置づけに

ついての分析が報告された。Lopez 氏の発表では、コソボ共和国でロマとして分類されている人々が取り

上げられ、彼らが国際機関において認識されていないことの問題点が考察された。 

 第 5 セッションでは、トルコにおけるクルド人の問題を取り上げた Duhoki 氏の発表では、クルド人に

よる政治参加が進展していること、その一方でクルド人とトルコ人の政治的な溝の深さ存在することが

指摘された。佐藤氏の発表では、イスラーム世界における難民問題について、ヨルダンにおけるイラク

避難民を事例に報告がなされた。  

（川村藍） 

プログラム： 

[8 October] 

10:00-10:30 Opening Remarks 

10:30-12:00 Special Lecture 

Dr. Ranjit Singh (Associate Professor, University of Mary Washington) “Some Reflections on the Arab Spring” 

13:00-15:15 Panel 1 

1. IMAI Shizuka (Kyoto University) “Transformation of Jordan's External Trade in the 2000s: An Analysis of 

Economic Policies Dealing with the Challenge of Globalization” 

2. Nutan Sharma (Tokyo University of Foreign Studies) “Grass to Guns: Women in the Maoists Insurgency in 

Nepal” 

3. KAWABATA Aruma (Kyoto University) “Halal Meat Market in the Islamic World” 

16:45-18:00 Panel 2 

1. KAWAMURA Ai (Kyoto University) “Dispute Resolution in Islamic Finance: A Case Study of the United Arab 

Emirates” 

2. HAGIHARA Jun (Kyoto University) “Saudi Arabia as a Petrodollar Driven Consumer Society: Review of 
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Preceding Works and Proposal of a New Perspective” 

3. Patrick Mason (Tokyo University of Foreign Studies) “Webs of Contention: A Network-based Analysis of the 

Insurgency in Afghanistan” 

[9 October] 

10:00-12:15 Panel 3 

1. SUNAGA Emiko (Kyoto University) “Tafseer Literature in Print Media: A Survey of the Quranic Interpretation 

in South Asia” 

2. ZOU Yi (TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES) “Students Anti-Japanese Sentiment and Policy 

Implementation toward Anti-Foreign Policies in Contemporary China: A Case Study in Yunnan Province” 

3. OHASHI Kazuhiro (Kyoto University) “Islamic Revival in Early Modernity: A Preliminary Study on 

Al-Shawkani in Yemen” 

13:15-14:45 Panel 4 

1. Ladislav Lesnikovski (Tokyo University of Foreign Studies) “Identity politics in the Balkans: The slavic muslim 

minority in Kosovo” 

2. Nicolas Ballesteros Lopez (Tokyo University of Foreign Studies) “Roma - Ashkali and Egyptian Communities in 

Kosovo and the Impact of the International Community (1999-2008)” 

15:00-16:30 Panel 5 

1. Muhammad A. Ahmad Duhoki (Tokyo University of Foreign Studies) “Turkey's Kurdish Question: Demands and 

Sensitivity” 

2. SATO Marie (Kyoto University) “Life of the Iraqi Refugees in Jordan: A Field Research Report” 

16:30-16:45 Closing Remarks 

 

⑩シェールパーオ氏学術記念講演会 

 主催：大阪大学世界言語研究センター 

 日時：2011 年 10 月 14 日(金) 16:00～17:30 

 場所：大阪大学箕面キャンパス総合研究棟 6 階プレゼンテーションルーム 

 題目：Current Situation in Pakistan 

 報告者：Aftab Ahmad Khan Sherpao 

 概要：講演者のシェールパーオ氏は、アフガニスタンとの国境を接する北西辺境州(現パフトゥーンハ

ー州)主席大臣、ベーナズィール・ブットー政権下での内務大臣を歴任されており、対アフガニスタン政

策、対テロ対策に深くかかわってこられた。講演では、9.11 以降のパキスタンの治安が困難な状況に置か

れていることを述べられ、その歴史的な経緯を対ソ連戦争にまでさかのぼって講演された。 

 （今松泰） 
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⑪International Workshop on Islam, Civilization and Modern Life 

 共催：京都大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、

マレーシア国民大学イスラーム文明研究所 

 日時：2012 年 12 月 13 日(火) 10:00～18:30 

 場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階会議室（AA447 号室） 

 概要：タウヒードの学について述べた Yusof 氏、グローバル化時代のアジアの生活モデルとしての日本

とマレーシアについて述べた小杉氏、タウヒード的な数学を用いることによって人類の直面する危機が

解決されうると述べる Abdul Latif 氏三者の基調講演に続けて、イスラームの農業金融に潜在力に注目す

る Hakimi 氏の発表がなされた。川村氏は、イスラーム金融のためのアラブ首長国連邦の法体系の改正に

ついて論じ、萩原氏はサウディアラビアの民間セクターの経済発展について報告した。須永氏は南アジ

アのクルアーン解釈（タフスィール）について紹介し、千葉氏は、とくに 1970 年代、80 年代にアラブ諸

国の国内的な政治的緊張が国際的な情報伝達の大きな問題の一つとみなされていたと結論づける報告を

行った。 

（Muhammad Hakimi bin Mohd. Shafiai） 

 

 プログラム： 

 10:00-10:30: Opening Remarks 

 10:30-12:00: Morning Session 

 Keynote Speech 1 

Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof Hj. Othman (Universiti Kebangsaan Malaysia), “Tauhidic Science: Why and What?” 

 Keynote Speech 2 

Prof. KOSUGI Yasushi (Kyoto University), “Asian Models of Modern Life in the Age of Globalization: From 

Japanese and Malaysian Perspectives” 

 13:00-18:00: Afternoon Session 

 Keynote Speech 3 

Prof. Dr. Abdul Latif Samian (Universiti Kebangsaan Malaysia) , “Tauhidic Mathematic” 

Muhammad Hakimi bin Mohd. Shafiai (Kyoto University), “The Potential of Islamic Agricultural Finance in 

Malaysia” 

KAWAMURA Ai (Kyoto University), “The Modification of the UAE Legal System for Islamic Finance” 

HAGIHARA Jun (Kyoto University), "Economical Development of Saudi Arabia's Private Sector" 

SUNAGA Emiko (Kyoto University), “Translation, Adaptation and Indigenization of Knowledge: An Introduction 

to Exegesis of the Qur’an in South Asian Languages” 

CHIBA Yushi (Kyoto University), “The Arab Media and New International Information and Communication 
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Order(NIICO): A Historical Review” 

 18:15-18:30: Closing Remarks 

 

⑫スーフィズム・聖者信仰研究会（KIAS/SIAS 連携研究会）第 2 回研究会 

 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）「オスマン朝期イスラーム思想研究―中世イスラーム思想の全体

的解明を目指して」 

 日時：2012 年 1 月 21 日(土) 13:00～18:00 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 6 階 2-630a 会議室 

 プログラム概要： 

 詳細は上智大学拠点の報告を参照 

 

⑬第 2 回「国際関係（国際組織・情報ネットワークを含む）」研究会 

 共催：イスラーム世界研究懇話会 

 日時：2012 年 2 月 4 日(土) 13:30～17:00 

 場所：京都大学総合 2 号館 4 階第 2 講義室（AA415） 

 概要：石黒発表では、クウェートにおける選挙の分析から、都市部と周辺部の得票数を抽出し、それ

が各政党の支持基盤としてどのように政党戦略と結びついているかを考察し、イスラーム主義を掲げる

政党が現在のクウェートでどうした位置に置かれているかを検証した。（今松泰） 

安田氏は、自身が参加したマレーシアの Islamic Tourism Centre で開催されたトレーニング・プログラムで

取り上げられていた議論を事例として報告した。トレーニング・プログラム参加者において「イスラミ

ック・ツーリズム」という概念への共通理解は存在しないが、三つの類型に大きく分けることができる

ことを検証した。 

（石田友梨） 

 プログラム： 

発表者：石黒大岳（神戸大学大学院国際文化学研究科異文化研究交流センター・学術推進研究員） 

「クウェートにおけるイスラーム主義の展開とイスラーム憲政運動（クウェート同胞団）の活動」発表

者：安田慎（京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科・博士課程） 

「イスラミック・ツーリズムにおける価値と市場－ITC (Islamic Tourism Centre) トレーニング・プログラ

ムを事例に－」 
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⑭イスラーム経済国際ワークショップ 5th Kyoto-Durham International Workshop in Islamic Economics and 

Finance: New Horizons in Islamic Economics, 

“Critical Perspectives on the Financial and Social Performance of Islamic Finance” 

 共催：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都大学

科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大学イ

スラーム経済金融センター 

 日時：2012 年 2 月 11 日(土) 13:00～17:40、12 日(日) 9:45～17:00 

 場所：京都大学総合研究 2 号館 4 階会議室（AA447 号室） 

 概要：一日目の二つの基調講演のうち、Asutay 氏はイスラーム金融は銀行経営においてイスラーム的

なモラルエコノミーに基盤をおいており、モラルの厳格な審査がイスラームの銀行経営とイスラーム金

融をふるいにかける際の主要な構成要素の一つと強調した。吉田氏はイスラーム金融市場を国単位で分

類する際に考えうる枠組みを提示した。Jaizah Othman 氏の発表は、マレイシアのイスラーム銀行と従来

の銀行を比較したもの、Hanafi 氏の研究はマレーシアにおける住宅金融の問題を取り上げたもの。Shariff

氏の発表は、マレーシアにおけるイスラーム銀行と従来の銀行について、サービス、顧客満足度などを

比較したものである。Shifa 氏は、マレーシアにおける複数のイスラーム銀行の社会的実践と財政上の実

践について考察した。二日目の基調講演で、小杉氏はシャリーアにもとづく経済システムの提案を行っ

た。Alandejani 氏の発表では、サウディアラビアにおけるイスラーム銀行と従来の銀行が取り上げられた。

萩原氏はサウディアラビアの国内のエネルギー政策を紹介し、川村氏はアラブ首長国連邦とマレーシア

のイスラーム金融について考察を行った。長岡氏の発表では、新時代のイスラーム経済の動向が、Kasri

氏の発表では、ザカート制度の金融的・社会的実践の可能性が考察された。Hakimi 氏の発表は、イスラ

ーム金融を利用した農業開発に関するものである。  

（Muhammad Hakimi Mohd Shafiai） 

 プログラム： 

 DAY1 

13:00-13:15: Opening Remarks 

13:15-14:45: Keynote Session I 

Keynote Speech 1 

Mehmet Asutay (Durham University) 

“Does Islamic Finance Make the World Safer? Assessing Financial and Social Performance” 

Keynote Speech 2 

Etsuaki Yoshida (Japan Bank for International Cooperation) 

“Classifying Islamic Financial Markets: Dimensions and Japan's Positioning” 

15:00-16:10: Session I: Performance and Prospect of Islamic Finance in Southeast Asia  
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Jaizah Othman (Durham University)  

“Predicting Banking Distress Using Emerging Market Z"-Score Model: A Comparative Study on Islamic and 

Conventional Banks in Malaysia” 

Hanira Hanafi (Durham University) 

“Challenges of Having Genuinely Debt Based Financing of Islamic Mortgage: A Case of Musharakah Mutanaqisah 

Home Financing in Malaysia” 

16:30-17:40: Session II: Performance and Prospect of Islamic Finance in Southeast Asia-2  

Ros Aniza Mohd Shariff (Durham University) 

“Service Quality, Customers Satisfaction and Awareness of Islamic and Conventional Banking in Malaysia” 

Shifa Mohd Nor (Durham University) 

“An Exploration of Social and Financial Performance of Islamic Banks in Malaysia” 

 

DAY2 

09:45-10:30: Keynote Session II 

Yasushi Kosugi (Kyoto University) 

“From Shari'a-Compliance to Shari'a-Based Islamic Economic System: A Proposal” 

10:45-12:30: Session III: Economic Development and Islamic Finance in the Middle East  

Maha Alandejani (Durham University) 

“Examining the Performance and Productive Efficiency of Islamic and Conventional Banks in Saudi Arabia” 

Jun Hagihara (Kyoto University) 

“Domestic Energy Policy in Saudi Arabia: Focusing Power Sector” 

Ai Kawamura (Kyoto University) 

“Evaluating the Current Banking System and Dispute Resolution: The Case of Islamic Finance in the United Arab 

Emirates and Malaysia” 

14:00-15:10: Session IV: New Horizons in Islamic Economics and Finance  

Shinsuke Nagaoka (Kyoto University)  

“Islamic Economics in the Second Decade of the 21st Century: Revival of Mudaraba Consensus or New 

Horizons?” 

Rahmatina A. Kasri (Durham University) 

“Can Financial and Social Performance of Zakah Institution be Assessed Using the Maqasid al-Shariah Approach?” 

15:30-16:40: Session V: New Horizons in Islamic Economics and Finance-2  

Muhammad Hakimi (Kyoto University)  

“Agricultural Product and Loss Sharing (aPLS) as A New Formulation in Islamic Finance for Agriculture” 
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16:40-17:00: Closing Remarks 

 

⑮第 2 回 KIAS/SIAS 共催国際ワークショップ 

“Struggling Muslims in the Modern and Present-day Eras: Political, Social and Religious Aspects of Their 

Endeavors” 

 共催：科学研究費基盤研究（B）「近現代スーフィズム・聖者信仰複合の動態研究」 

 日時：2012 年 2 月 22 日(水) 10:00～18:40 

 場所：上智大学四ツ谷キャンパス 2 号館 5 階 508 号室 

 プログラムと概要：詳細は上智大学拠点の報告を参照。 

 

⑯国際ワークショップ “Transcending borders: networks, values and identities In the Middle East and Muslim 

societies” 

 共催：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、東京外国

語大学科学研究費基盤（A）「現代中東・アジア地域における紛争・国家破綻と社会運動」 

 日時：2012 年 2 月 22 日(水)～23 日(木) 

 場所：東京外国語大学研究講義棟 406 

 概要：一日目は冒頭で宮城氏が中東の国際関係の歴史的展開に関する基調講演を行った。第１セッシ

ョンでは、ヨルダンの貿易問題、同じくヨルダンのメディアについての問題、モロッコのインターネッ

トに関する問題を扱う発表が 3 本行われた。第 2 セッションでは、パレスティナのインティファーダ、

アフガニスタンにおける社会的ネットワーク、マケドニアのマイノリティ問題を取り上げた 3 本の発表

が行われた。二日目の第１セッションでは、コソヴォにおける人権の問題、ヨルダンにおける難民の問

題、イラクの民衆蜂起とそれが目標を達成できなかった問題を扱う 3 本の発表が行われた。二日目午後

は、イラク女性の女性を扱ったドキュメンタリーフィルムの上映に続いて、アラブ首長国とマレーシア

の銀行規定の問題を扱う発表がなされた。 後の発表は、日本戦後思想の可能性を考察するものであっ

た。 

（今松泰） 

 プログラム： 

 Day 1 (22 Feb [Wed]) 

11:00-11:10 Opening remarks: Prof. Keiko SAKAI (TUFS ) 

11:10-12:30 Keynote lecture: Historical development of Middle East International Relations (Yukiko MIYAGI: 

Lecturer, School of Government and International Affairs, University of Durham, UK) 

12:30-13:30 Lunch 

13:30-15:45 
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Shizuka IMAI (Kyoto University): The Political Economy of Trade Development: The Jordanian Experience in the 

1990s  

Yushi CHIBA (Kyoto University): Jordan Media City in Contemporary Arab Broadcasting Scene: Achievements 

and Prospects 

Khalil DAHBI (TUFS): Usage of the Internet by Social Movements in Authoritarian settings: The Case of the 

emergence of the “20th February Movement” in Morocco 

16:00-18:15 

Makiko NAMBU (TUFS): Contentious Politics in Palestinian Resistance Movement:the Case of al-Aqsa Intifada 

2000 - 2006  

Patrick MASON (TUFS): Fighting in the Network - Social networks, insurgency and development in Afghanistan  

Ladislav LESNIKOVSKI (TUFS): A Survey Design on the Identity Issues among the Slavic Muslim Minorities in 

Macedonia 

Day 2 (23 Feb [Thu]) 

10:00-12:15 

Nicolas BALLESTEROS (TUFS): International Organizations: Power and Pathologies. The case of Human Rights 

in Kosovo  

Marie SATO (Kyoto University): What produce Refugees in the Contemporary Middle East? : A review of the Case 

of Jordan as a Major Host Country  

Ahmed Amir ISMAIL (TUFS): Why the popular uprising in Iraq has failed in achieving its goals? 

12:15-13:15 Lunch 

13:20-15:20 

Film “Open Shutters” (by Maysoon Pachachi, on Iraqi refugees) 

15:30-17:00 

Ai KAWAMURA (Kyoto University): Mixed Legal Systems for Islamic Banking: Comparing the Banking 

Regulations of the United Arab Emirates and Malaysia  

Maja VODOPIVEC (TUFS): On Possibility of the Japanese Postwar Thought - Takeuchi Yoshimi’s View of Islam - 

Its Continuities and Discontinuities 

17:00-17:10 Closing Remarks (Prof. Yasushi KOSUGI ) 

 

⑰第 2 回「イスラーム経済とイスラーム法」研究会 

 日時：2012 年 3 月 9 日（金）14:00~18:00 

 場所：京都大学本部構内総合研究 2 号館 4 階第一講義室（AA401） 

 概要：本研究会で行われた 2 本の発表は、いずれもイスラーム法の法源の問題を扱うものであった。
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スンナ派の法源はクルアーン、スンナ（預言者の言行でハディースによって伝えられる）、イジュマー（合

意）、キヤース（類推）であるが、森発表ではイジュマーがなぜ、どのように正当性をもっているか、小

杉発表では、キヤースがどのような役割を担っているかが報告された。 

（今松泰） 

  

プログラム： 

発表者：森伸生（拓殖大学イスラーム研究所） 

「イスラーム法におけるイジュマーの正当性」 

発表者：小杉泰（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科） 

「法規定発見の営為におけるキヤース（類推）」 

 

3. 海外派遣・調査  

(1)拠点全体としての活動   

①パキスタンにおける調査 

出張期間：2011 年 8 月 20 日(土)～2011 年 9 月 5 日(月) 

出張先（パキスタン）：カラチ（パキスタン）、ムルターン（パキスタン）、ラホール（パキスタン） 

 出張者：今松泰（NIHU 地域研究推進センター研究員／京都大学イスラーム地域研究センター客員准教

授） 

 概要：カラチにおいて、京都大学が 2012 年度に購入予定のウルドゥー語コレクション、アキールコレ

クションの調査・確認およびコレクションの内容分類を行った。その後、ムルターン、ラホールにおい

て聖者廟の調査を行った。 

（今松泰） 

 

4. 外国人研究者の招聘   

(1)拠点全体としての活動   

① Antoine AOUN 

 所属（レバノン）：Head of Current Affairs Department Al Arabiya - MBC Group（UAE） 

 期間：22011 年 6 月 29 日(水) 

活動概要：第一回 KIAS グローバル研究セミナーにおいて講演を行った。 

 

② Naji AL HARAZI 

 所属（イエメン）：Senior Writer/ Reporter/ Translator in the News and Current 

affairs Department, Al Arabiya news（UAE） 
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 期間：22011 年 6 月 29 日(水) 

 活動概要：第一回 KIAS グローバル研究セミナーにおいて講演を行った。 

 

③ CHOI, Choon Sik 

 所属（韓国）：釜山外国語大学地中海研究所（韓国） 

 期間：2012 年 1 月 30 日(月)～2012 年 2 月 1 日(水) 

 活動概要：地中海研究所との合同セミナーにおいて、オープニングセッションを担当した。 

 

④ Lim, Ju In 

 所属（韓国）：Humanities Korea, 釜山外国語大学地中海研究所（韓国） 

 期間：2012 年 1 月 30 日(月)～2012 年 2 月 1 日(水) 

 活動概要：地中海研究所との合同セミナーにおいて、発表を行った。 

 

⑤ LIM, Ji Young 

 所属（韓国）：Humanities Korea, 釜山外国語大学地中海研究所（韓国） 

 期間：2012 年 1 月 30 日(月)～2012 年 2 月 1 日(水) 

 活動概要：地中海研究所との合同セミナーにおいて、発表を行った。 

 

⑥ LIM, Byung Pil 

 所属（韓国）：Humanities Korea, 釜山外国語大学地中海研究所（韓国） 

 期間：2012 年 1 月 30 日(月)～2012 年 2 月 1 日(水) 

 活動概要：地中海研究所との合同セミナーにおいて、発表を行った。 

 

⑦ KIM, Hee Jung 

 所属（韓国）：Humanities Korea, 釜山外国語大学地中海研究所（韓国） 

 期間：2012 年 1 月 30 日(月)～2012 年 2 月 1 日(水) 

 活動概要：地中海研究所との合同セミナーにおいて、発表を行った。 

 

⑧ Abdelmonem Elgemiay 

 所属（エジプト）：Fayoum University（ファイユーム大学）（エジプト） 

 期間：2011 年 11 月 30 日(水)～2011 年 12 月 7 日(水) 

 活動概要：ITP 国際シンポジウムで発表を行った。その後、滞在期間中に京都大学大学院アジア・アフ

リカ地域研究研究科において、大学院生の指導を行った。 
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⑨ Wael Orabi 

 所属（エジプト）：Cairo University（カイロ大学）（エジプト） 

 期間：2011 年 11 月 30 日(水)～2011 年 12 月 7 日(水) 

 活動概要：ITP 国際シンポジウムで発表を行い、その後、滞在期間中に京都大学大学院アジア・アフリ

カ地域研究研究科において、大学院生の指導を行った。 

 

(2)研究グループの活動 

① Mohd Yusof Hj. Othman 

 所属（マレーシア）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア国民大学）（マレーシア） 

 期間：2011 年 12 月 10 日(土)～2012 年 12 月 16 日(金) 

 活動概要：京都大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫

理」、マレーシア国民大学イスラーム文明研究所と共催した国際ワークショップ（2011 年 12 月 13 日）で

発表を行った。 

 

② Abdul Latif Samian 

 所属（マレーシア）：Universiti Kebangsaan Malaysia（マレーシア国民大学）（マレーシア） 

 期間：2011 年 12 月 10 日(土)～2012 年 12 月 16 日(金) 

 活動概要：（京都大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫

理」、マレーシア国民大学イスラーム文明研究所と共催とした国際ワークショップ（2011 年 12 月 13 日）

で発表を行った。 

 

③ Mehmet Asutay 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、キーノートスピーチを行

った。 

 

④ Jaizah Othman 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 
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 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、発表を行った。 

 

 

⑤ Hanira Hanafi 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、発表を行った。 

 

⑥ Ros Aniza Mohd Shariff 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、発表を行った。 

 

⑦ Shifa Mohd Nor 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、発表を行った。 

 

⑧ Maha Alandejani 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、発表を行った。 
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⑨ Rahmatina A. Kasri 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップにおいて、発表を行った。 

 

⑩ Saeed bin Mahfouz 

 所属（マレーシア）：Durham University（ダラム大学）（イギリス） 

 期間：2012 年 2 月 9 日(金)～2012 年 2 月 14 日(水) 

 活動概要：京都大学 G-COE「生存基盤持続型の発展を目指す地域研究拠点」イニシアティブ 1、京都

大学科学研究費基盤（A）「環インド洋地域における宗教復興・テクノロジー・生命倫理」、英国ダラム大

学イスラーム経済金融センターと共催で行った国際ワークショップに参加し、討論を行った。 

 

5. 資料収集  

 アラビア語資料を中心に、トルコ語資料、欧米諸語資料、およ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、トルコ語資料は工具書の性

格を持つ図書を中心に収集した。欧米諸語資料では雑誌と図書を収集した。 

主要な資料は次のとおり。  

（今松泰） 

①資料名 アラビア語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：53 冊 

 ・資料内容：Falsafa al-Tasawwuf fī al-Shiˊr al-Andalusī ほか現代の政治経済、国際関係・思想関連 

 ・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：Leila Books（エジプト・カイロ）および保高書店を通して購入 

 ・収集期間：2012 年 1 月‐2 月 

 

②資料名 トルコ語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：21 冊 
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 ・資料内容：Osmanlı tabii ve tatbiki Literatürü Tarihi, 2 vol. ほか、工具書、各種文献史およびスーフィズ

ム関連 

 ・収集目的：イスラーム地域研究京都大学拠点のうち、とくに研究班 2 班の研究に資する資料 

 ・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：研究分担者が現地の書店（MVT ほか）にて収集 

 ・収集期間：2011 年 9 月 

 

③資料名 欧米諸語資料 

 ・形態：図書および雑誌 

 ・冊数：図書 4 冊、雑誌 3 冊（3 タイトル） 

 ・資料内容： Islamische Theologie 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に資するため 

 ・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、藤井洋書を通して購入 

 ・収集期間：2011 年 9 月 

 

④資料名 日本語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：11 冊 

 ・資料内容： 『マイクロクレジットの人類学』 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に資するため 

 ・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：紀伊國屋書店から購入 

 ・収集期間：2011 年 10 月 
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6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

〔論文〕計（ 26 ）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） 

「現代ヨルダンにおける開発と

貿易―フサイン国王時代の「経済

社会開発計画」を中心に―」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 161-174

今松 泰 
（研究分担者） 

「スーフィズム・タリーカ研究―
レファレンスと著作」（共著） 

東長靖（編）『オスマ

ン朝思想文化研究－

思想家と著作』 
 2012 20-25, 

56-59 

須永 恵美子 
（研究協力者） 

「マウドゥーディーのクルアー

ン注釈書－南アジアにおける『ク

ルアーンの理解』をめぐって－」

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 175-191

TAKEDA 
Toshiyuki 

（研究協力者） 

“Juhūd Ruwwād al-Nahḍa wa 
al-Majāmi‘ al-Lughawīya fī Iḥyā ̕
al-Lugha al-‘Arabīya wa Taḥdīth-hā 
fī al-‘Ālam al-‘Arabī al-Ḥadīth”  

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 5:1-2 2012 33-43 

CHIBA Yushi 
（研究協力者） 

“A Comparative Study on the 
pan-Arab Media Strategies: The 
Case Study of Egypt and Saudi 
Arabia” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 47-60 

濱田 正美 
（研究分担者） 

「政治思想研究―スィヤーセ

ト・ナーメ著作群」 
東長靖（編）『オスマ

ン朝思想文化研究－

思想家と著作』 
 2012 107-123

HIRANO 
Junichi 

（研究協力者） 

“al-Kawākibī bayna Iqāma 
al-Khilāfa al-ʻArabīya wa Iqāma 
al-Dawla al-Madanīya” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 44-61 

HOSAKA Shuji 
（研究分担者） 

“Media Strategies of Radical 
Jihadist Organizations: A Case 
Study of Non-Som ali Media of 
al-Shabaab” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 3-25 

松村 耕光 
（研究協力者） 

「「不満」―イクバールのウルド

ゥー詩(5)―」 
『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 357-364

安田 慎 
（研究協力者） 

「産業化するシリア・シーア派参

詣―イスラーム旅行会社が創り

出す秩序―」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 147-160

遠藤 春香 
（研究協力者） 

「シャアラーニー研究の軌跡と

その課題」 
『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 209-215

丸山 大介 
（研究協力者） 

「スーダン図書館・書店案内―ハ

ルツーム編―」 
『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 532-555
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守川 知子・ペ

ルシア語百科

全書研究会 
（研究協力者） 

「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』(5)」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 365-494

川村 藍 
（研究協力者） 

「アラブ首長国連邦における女

性銀行―イスラーム経済の一側

面について―」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 525-531

小杉 泰 
（拠点代表） 

「新時代のイスラーム学構築の

必要性―イスラーム復興とグロ

ーバル化を背景とする新しい課

題群とその射程―」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 192-208

Abdel Moneim 
Elgemaiey 
(Fayoum 

University) 

“Ḥaraka al-Tarjama wa Taḥdīth 
al-Lugha wa al-Thaqāfa al-ʻArabīya 
fī Miṣr khilāla al-Qarn al-Tāsiʻ 
ʻAshar: Dirāsa Tārīkhīya 
Thaqāfīya” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 5:1-2 2012 1-9 

ABE Ruri 
（上智大学文

学部准教授） 

“Media, Islam and Gender in 
Turkey” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 38-46 

応地 利明 
（京都大学名

誉教授） 

「大同生命地域研究賞受賞記念

講演会 インドと中国――それ

ぞれの文明の「かたち」」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 5:1-2 2012 88-117 

金子 寿太郎 
（金融庁国際

室課長補佐） 

「GCC における金融・経済統計

――通貨統合の観点からみた制

度的問題――」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 5:1-2 2012 121-146

Salma Sairally 
(International 

Shari’ah 
Research 

Academy for 
Islamic Finance) 

“Best Practices in Socially 
Responsible Finance: Lessons for 
the Islamic Financial Industry from 
Leading Socially Responsible 
Financial Institutions in the UK” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 1-61 

Zahid Munir 
Amir 

（パンジャブ

大学） 

“ʻAlāqa al-Ishq bi-al-Tahdhīb ʻinda 
Muḥammad Iqbāl”  

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 10-19 
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Tourya 
GUAAYBESS(
Blaise Pascal 
University, 

Clermont-Ferra
nd 2.)、 CHIBA 
Yushi （研究

協力者） 

“The Editor’s Introduction to the 
Special Feature” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 1-2 

Tourya 
GUAAYBESS(

Blaise Pascal 
University, 

Clermont-Ferra
nd 2.) 

“Geographical Considerations or 
the Relevance of the National 
Scale” 『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 26-37 

堀内 勝 
（中部大学） 

「アル・ハマザーニー著『マカー

マート』(1)」 
『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 216-298

山本 啓二（京

都産業大学）、

矢野 道雄（京

都産業大学） 

「アブー・ライハーン・ムハンマ

ド・イブン・アフマド・アル＝ビ

ールーニー著『占星術教程の書』

(2)」 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 1-9 

Wael Mohamed 
Orabi 
(Cairo 

University) 

“Dirāsa Muqārana ḥawla 
al-Adabayn al-Yābānī wa al-ʻArabī 
al-Ḥadīth: Min Manẓūr Awjah 
al-Iltiqāʼ bayna “Aḥlām” Nātsūmī 
Sūsīkī wa Najīb Maḥfūẓ” 

『イスラーム世界研

究』Kyoto Bulletin of 
Islamic Area Studies 

5:1-2 2012 1-9 

 

〔図書〕計（ 3 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 
小杉 泰 

（拠点代表）、 
岡本 多平、 
竹田 敏之 

（研究協力者） 

『京大式アラビア語実践マニュ

アル』(KIAS 地域言語シリーズ)

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

(KIAS) 

1 2011.4 ⅷ+297 

東長靖（編） 
（研究分担者） 

『オスマン朝思想文化研究－思

想家と著作』 

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 

 

2012 156 
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Salma Sairally 
(International 

Shari’ah 
Research 

Academy for 

Best Practices in Socially 
Responsible Finance: Lessons for 
the Islamic Financial Industry from 
Leading Socially Responsible 
Financial 

Center for Islamic Area 
Studies at Kyoto 
University(KIAS) 

6 2011.12 61 

 

〔ジャーナル〕計（ 1 ）件 

雑誌名 発行 巻・号 発行年 ページ

『イスラーム

世界研究』 
Kyoto Bulletin 
of Islamic Area 

Studies 

共同利用・共同研究拠点 イスラーム地域研究拠点 
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 5：1-2 2012.2.29  

 

■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 

IMAI Shizuka 
（研究協力者） 

“Economic and Trade 
Liberalization in Jordan: An 
Analysis of Policy Orientation in 
the 2000s” 

Kyoto Working Papers 
on Area Studies 

127 2012 1-20 

OGURA Satoshi 
（研究協力者） 

“Transmission lines of historical 
information on Kašmīr: From 
Rājataraṅgiṇīs to the Persian 
chronicles in the early Muġal 
period” 

Journal of Indological 
Studies 

22-23 2011 23-59 

佐々木 拓雄 
（研究協力者） 

「アフマディヤへの暴力―なぜ

起こり、なぜ高まるのか」 
Indonesia Alternative 
Information 

128 2011 2-6 

澤江 史子 
（研究協力者） 

「トルコにおけるイスラーム的

女性公共圏―首都女性プラット

フォームを中心的事例として」 

『アジア経済』 
52:4 2011 9-35 

「トルコ共和国」 松本弘編『中東・イス

ラーム諸国民主化ハ

ンドブック.』 
 2011 210-243 

末近 浩太 
（研究分担者） 

「『テロ組織』が政党になると

き：第二共和制の成立と『ヒズブ

ッラーのレバノン化』」 

『立命館国際研究』 

24-1 2011 67-100 

「2010 年の歴史学会 回顧と展

望：西アジア・北アフリカ（近現

代）」 

『史学雑誌』 
120:5 2011 293-297 
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SUECHIKA 
Kota 

（研究分担者） 

“Undemocratic Lebanon?: The 
Power-sharing Arrangements after 
The 2005 Independence intifada” 
 

Journal of Ritsumeikan 
Social Sciences and 
Humanities 
 

4 2012 103-131 

SUNAGA 
Emiko 

（研究協力者） 

“Characteristics of the Qurʾanic 
Interpretations in the Urdu 
Language: From Shāh Walī Allāh to 
Maudūdī”  

Kyoto Working Papers 
on Area Studies 

124 2011 
1-18 

 

千葉 悠志 
（研究協力者） 

「新国際情報秩序とアラブ・メデ

ィア――情報的自立の試行とそ

の行方」 

『マス・コミュニケー

ション研究』 80 2012 113-132 

保坂 修司 
（研究分担者） 

「ホルムズ海峡沖日本タンカー

襲撃事件に関する一考察」 
『国際情勢』 

81 2011 307-325 

「ラクダ対フェイスブック」 『現代思想』 
39:4 2011 152-153 

「中東の革命とメディアの関係」 『新聞研究』 
719 2011 58-62 

「テロリストは電脳ジハードの

夢を見るか」 
『現代思想』 

39:13 2011 169-177 

「中東の革命とメディアの関係」 『新聞研究』 
719 2011 58-62 

「ジャスミン革命に関するメデ

ィア言説分析」 
『国際情勢』 

82 2012 203-214 

HOSAKA Shuji 
（研究分担者） 

“Socio-Economic History of 
Mummies” 

『イスラム科学研究』

7 2011 31-39 

松村 耕光 
（研究協力者） 

「『生命の水』におけるアーザー

ドのナースィフ・アーティシュ比

較論」 

『大阪大学世界言語

研究センター論集』 
7 2012 3-13 

MATSUMURA 
Takamitsu 

（研究協力者） 

“A Note on the ‘Hindī’ Metre in 
Urdu Poetry”  

Hiroko Nagasaki (ed.) 
Indian and Persian 
Prosody and 
Recitation, Dehli: 
Saujanya Publications 

 2012 73-96 
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宮坂 直史 
（研究協力者） 

「日本の危機管理―3.11 と核災

害」 
（第 1 章執筆） 

松浦一夫・浜谷英博編

『災害と住民保護』三

和書籍 
 2012 4－31 

「テロと新しい脅威」 
（第 2 章執筆） 

藤原帰一・大芝亮・山

田哲也編『平和構築・

入門』有斐閣 
 2011 43－62 

「新たな脅威に備える体制を」 『外交』 9 201 78－83 

山尾 大 
（研究協力者） 

「反体制勢力に対する外部アク

ターの影響――イラク・イスラー

ム主義政党の戦後政策対立を事

例に」 

『国際政治』 

166 2011 142－155

「イラク覚醒評議会と国家形成

――紛争が生み出した部族の非

公的治安機関と新たな問題（2003
～2010 年 3 月）」 

佐藤章（編）『紛争と

国家形成―アフリ

カ・中東からの視角』

アジア経済研究所 

 2011 101－136

山尾 大 
（研究協力者） 

「“ハイジャック”された「アラブ

の春」――サドル派の政策転換を

イラク政治の動態」 

『中東研究』 
513 2012 82－93 

「政治闘争の道具としての和解

―戦後イラクの国民形成をめぐ

るポリティクス」 

佐藤章編『紛争と和解

――アフリカ・中東の

事例から』（調査研究

報告書） 

 2012 41－61 

YAMAO Dai 
（研究協力者） 

“Sectarianism Twisted: Changing 
Cleavages in the Elections of 
Post-war Iraq” 

Arab Studies Quarterly
34 2012 27－51 

山根 聡 
（研究分担者） 

「パキスタンの雑誌事情」 『アジ研ワールド・ト

レンド』 
198 2012 35-37 

「対テロ戦争によるパキスタン

における社会変容」 
『現代インド研究』 

2 2012 35-57 

「パキスタン情勢をめぐる国際

関係の変化」 
『国際情勢紀要』 

82 2012 275-291 

「対テロ戦争が南アジアにもた

らした変容」 
『現代思想』 

39:13 2011 178-187 

YAMANE Sou 
（研究分担者） 

“Laa Musaaviyast se Janam lene 
waalii Aawaazen: Unniisviin Sadii 
ke Aaghaaz men “Urdu Rasm 
al-Khat” kaa Tahqiiqii Jaa'iza” 

Tahqiiq 

19:2 2011 1-48 

“The Horizons of Islam in South 
Asia: Iqbal and Maududi’” 

Memoirs of the 
Research Department 
of the Toyo Bunko 

68 2011 143-174 

“Dual Trends of Urdu and Punjabi 
Prosody” 

Hiroko Nagasaki (ed.) 
Indian and Persian 
Prosody and 
Recitation, Dehli: 
Saujanya Publications 

 2012 97-106 
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東長 靖 
（研究分担者） 

「ヘーゲルのイスラーム理解」 神山伸弘編『ヘーゲル

とオリエント』  2012 93-107 

中西 竜也 
（研究協力者） 

「中国におけるペルシア語文法

学の成立」 
近藤信彰編『ペルシア
語文化圏史研究の
前線』東京外国語大学
アジア・アフリカ言語
文化研究所 

 2011 129-150 

イスラームの「漢訳」における中

国伝統思想の薫習――劉智の

「性」の朱子学的側面―― 

堀池信夫編『知のユー

ラシア』明治書院  2011 157-175 

中国民間所蔵ペルシア語スーフ

ィズム文献『霊智の要旨』――内

丹道教と対話する漢語イスラー

ム文献『綱常』の一原典―― 

窪田順平編、小野浩・
杉山正明・中西竜也・
宮紀子著『ユーラシア
の東西を眺める――
歴史学と環境学の間
――』総合地球環境学
研究所 

 2012 83-153 

二宮 文子 
（研究協力者） 

「聖者の因子：中世インドのスー

フィー聖者の事例から」 
『宗教と社会』 

17 2011 3-16 

「北インド農村地域におけるス

ーフィー教団施設―ハーンカ

ー・カリーミーヤの事例―」 

『東洋史研究』 

70:3 
2012
（発行

予定） 
38-68 

「シンクレティズム論超克の試

み──南アジアのイスラーム研究

を中心に──」 

『コンタクト・ゾーン

の人文学』 3 
2012
（発行

予定） 
48-61 

HAMADA 
Masami 

（研究分担者） 

“Le Coran chez �ursun Beg” Eurasian Studies 
8:1-2 

2010(2
011) 

107-117 

藤井 千晶 
（研究協力者） 

「ザンジバルにおけるスワヒリ

語変種の語彙調査—貝類の名称

を中心に—」 

『スワヒリ＆アフリ

カ研究』 23 2012 48-63 

HORIKAWA 
Toru 

（研究協力者） 

“Islamic Court Documents as 
Historical Sources in Central Asia” 

Bakhtiyar 
BABADJANOV & 
KAWAHARA Yayoi 
(eds.) History and 
Culture of Central 
Asia.TIAS, Tokyo 

 2012 73-84 

MARUYAMA 
Daisuke 

（研究協力者） 

“Sufism and Tariqas Facing the 
State: Their Influence on Politics in 
the Sudan” 

Orient 
56 2011 5-28 

川村 藍 
（研究協力者） 

「アラブ首長国連邦における銀

行の制度的枠組みとイスラーム

金融の位置づけ」 

Kyoto Working Papers 
on Area Studies 125 2012 1-20 



 
 

175

小杉 泰 
（拠点代表） 

「ポスト九・一一のイスラーム復
興－－中道派と草の根の運動」
（【〈9・11〉から現在へ】特集〈9・
11〉からアラブ革命へ--没落する
アメリカ） 

『現代思想』 

39:13 2011 120-135 

「アラブ革命の連鎖と 21 世紀の

中東」 
『中東研究』 512 2011 10-18 

「現代イスラーム世界の立憲主

義と議会」アラブ首長国連邦にお

ける銀行の制度的枠組みとイス

ラーム金融の位置づけ」 

Kyoto Working Papers 
on Area Studies 125 2012 1-20 

NAGAOKA 
Shinsuke 

（研究分担者） 

“Islamic Finance as a Model of the 
Sustainable Financial System: 
Lessons from Financial Activities in 
the Pre-modern Islamic World” 

World Financial 
Review May-

June 
2011 42-45 

“Islamic Finance at the Two-Edged 
Blade? Conflict and Coordination 
between Sharia Legitimacy and 
Economic Feasibility” 

Mazars ed. Finance 
islamique: regard(s) 
sur une finance 
alternative 

 2011 268-273 

堀拔 功二 
（研究協力者） 

「アラブ首長国連邦」 松本弘編『中東・イス

ラーム諸国民主化ハ

ンドブック』 
 2011 338-353 

森 伸生 
（研究分担者） 

「イスラーム法源としてイジュ

マーの正当性」 
『シャリーア研究』 

8 2011 27-46 

「クルアーン解釈 第 6 章家畜

章第 1 節～26 節」 
『シャリーア研究』 

8 2011 171-190 

「イスラーム法とは何か －倫

理・道徳を通して考える－」 
『近現代日本のイス

ラーム（シャリーア）

認識』 
 2012 1-40 

「イスラームと神道の同質性－

逸平の信仰から」 
『近現代日本のイス

ラーム（シャリーア）

認識』 
 2012 191-224 

「中東情勢理解のための資料―
アラビア半島の 近の情勢とイ

スラーム世界」 

『シャリーア研究』 
(拓殖大学イスラーム

研究所) 
8 2011 75- 90 

 

〔図書〕計（ 9 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 
保坂 修司 

（研究分担者） 
『新版 オサマ・ビンラディンの

生涯と聖戦』 
朝日新聞出版 

 2011 266 

宮坂 直史 
（研究協力者）  

鵜飼 進 
（共著） 

『実践危機管理 国民保護訓練

マニュアル』 
ぎょうせい 

 2012 190 
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山尾 大 
（研究協力者） 

『現代イラクのイスラーム主義

運動――革命運動から政権党へ

の軌跡』 

有斐閣 
 2011 368 

山根 聡 
（研究分担者） 

竹内俊隆編『現代国際関係入門』 ミネルヴァ書房  2012 202-218 

『イスラームを知る８ 四億の

少数派』 
山川出版社 

 2011 114 

東長 靖 
（監修） 

（研究分担者） 

スーフィー―イスラームの神秘

主義者たち（「知の再発見」双書

152） 

創元社 
 2011 142 

堀川 徹 
（研究協力者） 

森部豊・橋寺知子編著『アジアに

おける文化システムの展開と交

流』 

関西大学出版部 
 2012 35-56 

安田 慎 
（研究協力者） 

「イスラームとツーリズムをめ

ぐる研究文献目録」 
SIAS Working Paper 
Series 15 2012 59 

小杉 泰 
（研究代表） 

『イスラーム 文明と国家の形

成』学術選書 054＜諸文明の起源

4＞ 

京都大学学術出版会 
 2011 531 

 

〔学会発表〕計（ 44 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

今井 静 
（研究協力者） 

「20 世紀後半におけるヨルダン

の経済社会開発と対外貿易の展

開」 

日本国際政治学会

2011 年度研究大会分

科会 E-3 中東 II 
2011.11.13 

つくば・つく

ば国際会議場

「ヨルダンにおける自由化政策

の展開と地域間経済格差」 
中東地域における経

済自由化と統治メカ

ニズムの頑健性に関

する比較研究第 6 回

研究会 

2012.1.29 

京都・京都大

学地域研究統

合情報センタ

ー 

OGURA Satoshi 
（研究協力者） 

“Brahman’s Outlook on Muslims: 
in the case of Medieval Kashmir” 

The 15th World 
Sanskrit Conference, 
Section no.19, Law and 
Society 

2012.1.7 
Vigyan 
Bhavan, New 
Delhi 

黒田賢治 
（研究協力者） 

「現代イランにおけるホウゼ教

育と法学権威の再生産メカニズ

ム――修了課程の講義を手がか

りに」 

日本中東学会第 27 
回年次大会 

2011.5.22 
京都・京都大

学 

KURODA Kenji 
（研究協力者） 

“Religion and Politics in 
Contemporary Iran: Based on the 
Political Landscape in the Islamic 
Jurists’ Society under Khamenei’s 
Leadership” 

日本中東学会第 27 
回年次大会 

2011.5.22 
京都・京都大

学 
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SAWAE 
Fumiko 

（研究協力者） 

“Practicing Women in the Public 
Sphere: The Case of the Capital 
City Women’s Platform in Turkey” 

6th International 
Cultural Studies 
Conference 2011.9.8 

Kadir Has 
University, 
Istanbul 

末近 浩太 
（研究協力者） 

「中東のエネルギー政治と市民

社会：2011 年『アラブの春』へ

の一視座」 

立教大学法学部シン

ポジウム「原発・エネ

ルギー政治と市民社

会：日本・ドイツ・中

東の選択」 

2011.11.27 
東京・立教大

学 

須永 恵美子 
（研究協力者） 

「ナズィール・アフマドとウルド

ゥー近代文学の成立」 
2011 年度第 1 回中東

現代文学研究会 2011.6.26 
東京・早稲田

大学 

「ウルドゥー語で語るイスラー

ム―マウドゥーディーを中心に

―」 

日本南アジア学会第

24 回全国大会 2011.10.2 
大阪・大阪大

学 

竹田 敏之 
（研究協力者） 

「現代アラビア語の展開とハッ

ト（アラビア書道）の隆盛―文字

改革と活字書体の開発を中心に」

日本中東学会第 27 
回年次大会 2011.5.22 

京都・京都大

学 

千葉 悠志 
（研究協力者） 

「アラブ諸国における情報独立

の動き――通信社・通信組織に着

目して」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 2011.5.22 
京都・京都大

学 

「アラブ民主化革命と衛星放送

の役割」 
中東諸国政治体制研

究会 2011.12.19 
東京・中東調

査会 

「アラビア語衛星放送とイスラ

ーム――サウディアラビアの動

きから考える」 

基盤研究(A)「環イン

ド洋地域における宗

教復興・テクノロジ

ー・生命倫理」研究会

2012.3.13 
京都・京都大

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―」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22 

京都・京都大

学 

「多元都市エルサレムの境界が

もたらす紛争のローカル性とグ

ローバル性―土地の支配をめぐ

るポリティクスの事例から」 

JCAS 次世代ワークシ

ョップ「文明の境界、

政治の限界――比較

の中のパレスチナ／

イスラエル複合紛争」

2012.1.21- 
22 

東京・早稲田

大学 

「パレスチナ／イスラエル紛争

の中の聖都エルサレム―土地支

配をめぐるポリティクスを中心

に」 

大阪市立大学都市文

化 研 究 セ ン タ ー

（UCRC）「文学研究

科・研究カフェ」 

2012.2.23 
大阪・大阪市

立大学 
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HIRANO 
Junichi 

（研究協力者） 

“Naqd li-l-Istibdad fi al-‘Alam 
al-‘Arabi al-Islami fi al-‘Asr 
al-Hadith” 

New Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to Asian 
and African Area 
Studies 

2011.12.03 
Kyoto 
University, 
Kyoto 

“Al-Sharq al-Awsat fi al-‘Asr 
al-Hadith: Dirasa Muqarana 
bi-l-Yaban” 

Al-Yaban wa Misr: 
Hiwar fi al-Tarikh wa 
al-Thaqafa wa 
al-Mustaqbal 

2012.1.17 
Ain Shams 
University, 
Cairo 

山根 聡 
（研究分担者） 

「現代パキスタン社会とイスラ

ーム復興」 
RINDAS 現代インド

研究センター2011 年

度国内シンポジウム

「現代南アジアのム

スリム：政治･開発・

社会運動」 

2011.11.19 
京都・龍谷大

学 

山根 聡 
（研究分担者） 

「近現代南アジアの食生活とイ

スラーム復興」 
近現代インドにおけ

る食文化とアイデン

ティティに関する複

合的研究 

2011.11.12 
大阪・千里朝

日阪急ビル第

1 会議室 

「南アジアのムスリムが描く世

界観」 
地域研究コンソーシ

アム･ワークショップ

「地域研究のだまし

絵―｢グローバル化｣

の後に｢地域」への眼

差しを再考する 

2011.11.4 
大阪・大阪大

学 

「カラーチー情勢からみるパキ

スタン」 
中東情勢研究会 

2011.10.21 
東京・世界情

勢研究所 
「現代インドにおける仏教留学」 RINDAS 現代インド

研究センター第 1 回

ユニット 2 研究会 
2011.10.15 

京都・龍谷大

学 

「現代南アジアにおける急進派

について」 
日本南アジア学会第

24 回全国大会共通論

題セッション 
2011.10.2 

大阪・大阪大

学 

YAMANE Sou 
（研究分担者） 

“A Brief History of Urdu Education 
and Study in Japan” 

Pakistani Studies in 
Japan 2012.2.17 

COMSATS 
Hall, 
Islamabad 
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石田 友梨 
（研究協力者） 

「初期スーフィズムにおける霊魂論

―クシャイリー『クシャイリーの論攷

（al-Risāla al-Qushayrīya）』および

フジュウィーリー『隠されたるものの

開示（Kashf al-Maḥjūb）』における

「我欲（nafs）」と「精気（rūḥ）」の記

述を中心に―」 

日本南アジア学会、第

六回南アジア関係修

論・博論発表会 2011.4.16 
 

京都・京都大

学 

「初期スーフィズムにおける霊魂論

と修行論の関係性―フジュウィーリ

ー『隠されたるものの開示』におけ

る魂（nafs）の概念より―」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22 

京都・京都大

学 

ISHIDA Yuri 
（研究協力者） 

“The Psychology of Islamic 
Mysticism: A Comparative Study of 
the Concept of “Spirit”” 

5th International 
Conference of the 
Asian Philosophical 
Association, "Plurality 
and Self-Identity of the 
Asian Community in 
History." 

 

Chikushi 
Jogakuen 
University and 
Seinan Gakuin 
University 

東長 靖 
（研究分担者） 

「イスラーム神秘主義研究の魅

力と未来」 

平成 23 年度 神戸大

学イスラーム地域研

究会（KOBE-IAS）第

2 回研究会 

2011.6.28 
神戸・神戸大

学 

TONAGA 
Yasushi 

（研究分担者） 

“The Development of Tarekat and 
Sufism in Islamic World” 

Multaqa al-Shufi 
al-Alamy Conference 2011.7.15-18 Jakarta 

TOCHIBORI 
Yuko 

（研究協力者） 

“The Notion of Contract of l’Emir 
Abd el-Kader” 

ABDELKADER: Man 
of all Times 
(Symposium) 

2012.2.25 

Palais of 
Culture in 
Tlemcen, 
Algeria 

二宮 文子 
（研究協力者） 

「ムガル期におけるイスラーム

――ペルシア語神秘思想文献を

通して見るイスラームと南アジ

アの接触の様態——」 

日本南アジア学会第

24 回全国大会、共通

論題セッション 2011.10.2 
大阪・大阪大

学 

「前近代インドのスーフィー教

団——タリーカ・カリーミーヤの

事例——」 

東洋史研究大会 

2011.11.3 
京都・京都大

学 

安田 慎 
（研究協力者） 

「信仰実践か、経済活動か―― 
シリア・シーア派参詣における旅

行会社」 

地域研究コンソーシ

アム年次大会・次世代

地域研究ワークショ

ップ 

2011.11.6 
大阪・大阪大

学 

川村 藍 
（研究協力者） 

「イスラーム金融をめぐる法の二元

性と民事紛争」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 2011.5.22 
京都・京都大

学 
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「イスラーム金融市場における

UAE の女性顧客たち」 

地域コンソーシアム年

次集会・次世代ワーク

ショップ 
2011.11.6 

大阪・大阪大

学 

長岡 慎介 
（研究分担者） 

「誰が現代イスラーム経済を作

っているのか―金融商品の開発

現場からみたそのメカニズムと

歴史的意義」 

地域研究コンソーシ

アム・次世代ワークシ

ョップ 2011.11.6 
大阪・大阪大

学 

NAGAOKA 
Shinsuke 

（研究分担者） 

“Islamic Finance for Sustainable 
Development: Its Historical 
Background and Potentialities in 
the Modern World” 

8th International 
Conference on Islamic 
Economics and 
Finance 

2011.12.21 
カタル、カタ

ル国立会議場

堀拔 功二 
（研究協力者） 

「アラブ首長国連邦におけるア

ブダビ・ドバイ優位体制と首長国

間関係――連邦体制の再検討か

ら」 

日本中東学会第 27 回

年次大会 
2011.5.22 

京都・京都大

学 

森 伸生 
（研究分担者） 

「イスラーム葬儀と死生観」 
宗教倫理学会 

2011.7.21 
京都・京都キ

ャンパスプラ

ザ 
森 伸生 

（研究分担者） 
 

「クルアーン解釈 第 6 章家畜

章第 1 節～26 節」 

拓殖大学公開タフス

ィール研究会 2010.5.29 
東京・拓殖大

学 

「 近のアラビア半島の情勢と

イスラーム世界」 

拓殖大学国際塾 
2011.7.9 

東京・拓殖大

学 

「チュニジア政変に始まる『アラ

ブの春（民主化運動）』とアラブ

諸政権の動揺」 

 

2011.7.20 
大阪・大阪倶

楽部 

「サウジアラビアと日本 絶対

君主下での宗教者たちと民衆の

生活」 

拓殖大学プロデュー

ス・文京アカデミア講

座 
2011.12.10 

東京・拓殖大

学 

 

〔国際会議〕計（ 8 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

HIRANO 
Junichi 

（研究協力者） 

“Naqd li-l-Istibdad fi al-‘Alam 
al-‘Arabi al-Islami fi al-‘Asr 
al-Hadith 

ITP International 
Symposium on “New 
Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to Asian 
and African Area 
Studies” 

2011.12.3 
Kyoto 
University, 
Kyoto 



 
 

181

IMAI Shizuka 
（研究協力者） 

“Jordan’s External Trade 
Performance in the 2000s: Caused 
by or Resulting from 
Manufacturing Development?” 

ITP International 
Symposium on “New 
Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to the 
Asian and African Area 
Studies” 

2012.12.2 
Kyoto 
University, 
Kyoto 

TAKEDA 
Toshiyuki 

（研究協力者） 

“Juhūd Ruwwād al-Nahḍa wa 
al-Mu’assasāt al-‘Ilmīya fī 
al-Dirāsāt al-Lughawīya wa 
al-Naḥwīya fī al-‘Ālam al-‘Arabī 
al-Ḥadīth” 

ITP International 
Symposium on “New 
Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to the 
Asian and African Area 
Studies” 

2012.12.3 
Kyoto 
University, 
Kyoto 

CHIBA Yushi 
（研究協力者） 

“Media City in the Contemporary 
Arab World: A Comparative Study 
of Egypt, Jordan, and the UAE” 

ITP International 
Symposium on “New 
Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to the 
Asian and African Area 
Studies” 

2012.12.2 
Kyoto 
University, 
Kyoto 

YAMAO Dai 
（研究協力者） 

“National Reconciliation as a Tool 
of Political Struggles: An Inquiry 
into Nation Building in Post-War 
Iraq” 

World International 
Studies Committee, 
Third Global Studies 
Conference 

2011.8.18 
University of 
Porto, 
Portugal 

“A Hijacked Arab Spring in Iraq: 
with Special Reference to the Sadr 
Movement” 

10th Conference of the 
International Centre for 
Contemporary Middle 
Eastern Studies, Arab 
Springs: Causes and 
Consequences 

2011. 12. 
12-14 

East 
Mediterranean 
University, 
North Cyprus 

KAWAMURA 
Ai 

（研究協力者） 

“Legal Reform and Dispute 
Resolution System for Islamic 
Finance in UAE” 

ITP International 
Symposium on “New 
Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to the 
Asian and African Area 
Studies” 

2012.12.2 
Kyoto 
University, 
Kyoto 

Marie SATO 
（研究協力者） 

“Refugee Issues in the Middle East: 
A Case of Jordan” 

ITP International 
Symposium on “New 
Horizon of the 
Interdisciplinary 
Approaches to the 
Asian and African Area 
Studies” 

2012.12.2 
Kyoto 
University, 
Kyoto 
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〔講演〕計（ 3 ）件 

発表者名 発 表 標 題 学会等名 発表年月日 発表場所 

今井 静 
（研究協力者） 

「ヨルダン・パレスチナ渡航に向

けて」 

日本サッカー協会、日

本女子選抜ヨルダ

ン・パレスチナ渡航前

オリエンテーション 
2011.10.15 

常滑・セント

レアホテル 

小杉 泰 
（研究代表） 

「現代イスラーム世界の立憲主

義と議会」 
東洋学講座（東洋文庫

新館竣工記念講演会） 2011.5.30 
東京・東洋文

庫 2 階講演室

「変動が続くアラブ諸国と中東

地域の現況と今後の展望」 
関西電力株式会社 か
んかん会（第 117 回） 2011.6.8 

大阪・クラブ

関西 

 

〔その他〕計（ 6 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 

澤江 史子 
（研究協力者） 
・川邊敬子共訳 

辻村みよ子・スティール惹希編

『ヌケット・カルダム「グローバ

ル・ジェンダー・レジームへのト

ルコの対応」』『アジアにおけるジ

ェンダー平等―政策と政治参画』

東北大学出版会 

 2011.3.5 223-247 

出川 展恒 
保坂 修司 

（研究分担者） 
澤江 史子 

（研究協力者） 
見市 建 

座談会「イスラーム化する社会と

民主政治」 
 

『外交』 

7 2011 92-104 

安田 慎 
（研究協力者） 

「シーア派ウラマーたちの＜戦

場＞―シリア・シーア派参詣にお

ける諸活動より―」 

『国際宗教研究所 ニ
ューズレター』 

71 2011 8-13 

長岡 慎介 
（研究分担者） 

「イスラム金融のグローバル化

と新展開（学者が斬る）」 
『週刊エコノミスト』

9/6 2011 52-55 

書評：両角吉晃著『イスラーム法

における信用と「利息」の禁止』

『法制史研究』 
61 2012  

森 伸生 
（研究分担者） 

「2011 年の国際情勢」 『海外事情（海外事情

研究所特別座談会）』 1 2012 2-36 

 

 



 
 

183

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 

研究拠点代表 

（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） 

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） 
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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） 

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） 

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） 
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（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 
ベイルート東洋学研究所研究員 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 
ハーヴァード大学中東研究センター・日本学術

振興会海外特別研究員 
オスマン帝国史料の総合的研究 

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 財団法人政治経済研究所所員 

「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 

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 高知短期大学教授 
「シャリーアと近代」オスマン民

法典研究 

澤井 一彰 
財団法人東洋文庫・日本学術振興会特別研究員

PD 
オスマン帝国史料の総合的研究 

中田  考 
東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究

所フェロー 

「シャリーアと近代」オスマン民

法典研究 
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長谷部圭彦 明治大学文学部・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・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 東京大学大学院総合文化研究科特任助教 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専任講師 

（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 日本サウディアラビア協会事務局長補佐 
「シャリーアと近代」オスマン民

法典研究 

松尾有里子 
上智大学外国語学部非常勤講師・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 
東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後

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 

黛  秋津 広島修道大学経済科学部准教授 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准教授 
「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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【2011 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・トルコの書店から購入した現地語史料を整理し、共

同利用を促進するため NACSIS-CAT への登録を継続している。2011 年度は新規受入・遡及を含め、1,063

タイトルの資料を整理し、書誌データは拠点ホームページ上のデータベースでも公開している。 

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

中東研究文献データベース 1868～」は、検索画面をより使い易く改良し、検索結果から CiNii や Google 

Scholar にリンクできるようにした。2012 年 3 月現在の収録データ件数は 40,677 件で、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おり、毎月平均 1,000

以上の訪問者数（ページビューは 3,000 以上）がある。 

③アラビア文字書誌作成のためのツールの作成・公開：アラビア文字等の現地語資料の図書目録担当

者の作業支援の一環として、ウェブ上で特殊文字を容易に入力・コピーできるページを作成・公開した。

また、ルールが複雑なペルシア語のラテン文字翻字の作業を支援するため、データベースとして利用可

能な原綴り形と翻字形の対応表の作成を進めている。 

 

2. 研究・教育活動 

(1)拠点全体としての活動  

①論文を書く学生のための情報検索リテラシーセミナー 

日時：2011 年 7 月 25 日(月) 13:00～18:00 

場所：東洋文庫 2 階講演室 

 概要：アラビア文字資料を用いてこれから卒業論文・修士論文を執筆する学生を対象に、論文の組み

立て方、NACSIS Webcat における資料の検索と利用の方法、中東・イスラーム研究文献の検索方法につ

いて講習を行った。東京近郊の大学生・大学院生のほか、図書館員を含む 19 名が参加した。アンケート

の結果では、セミナーの内容は今まで知らなかったことが多いと答えた参加者が 15 名おり、特定の言語

に特化した検索リテラシー教育のニーズが大きいことが分かった。 

（徳原靖浩） 

プログラム： 

13：00 開始 

13：05～13：30 論文作成の技法 三浦徹（東洋文庫拠点代表・お茶の水女子大学教授） 

13：30～14：20 セミナー1 「アラビア文字資料の検索と利用の仕方」  

              担当：徳原靖浩（人間文化研究機構/東洋文庫） 
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14：30～15：20 セミナー2 「研究文献の検索と利用」  

              担当：後藤敦子（東洋文庫文部科学省拠点強化事業） 

15：30～16：30 東洋文庫閲覧の方法と書庫見学 

 

②アラビア文字資料司書連絡会 

日時：2012 年 3 月 1 日(木)   

場所：東洋文庫 

参加機関：アジア経済研究所図書館、大阪大学外国学図書館、慶應義塾大学三田メディアセンター、

国立国会図書館関西館、国立情報学研究所（NII）、東京外国語大学附属図書館、東京大学文学部・大学院

人文科学研究科図書室、東北大学附属図書館、NPO 法人大学図書館支援機構（IAAL）、早稲田大学図書

館、財団法人東洋文庫研究部イスラーム地域研究資料室 

概要：アラビア文字資料を扱う 11 機関の職員 16 名が参加した。今回はオンラインデータベースでの検

索に関わるリテラシー教育の現状と、アラビア文字の正規化処理の問題について各機関が報告を行った。

殆どの機関はアラビア文字言語などの特定言語に特化した利用者講習等を行っていないため、当拠点で

行うリテラシーセミナーの意義は大きい。その一方で、利用者が検索方法を考えなくても効率的な検索

ができるシステムが必要であるとの報告もあり、そのためにも利用者向け講習と、システム内部での正

規化処理等の改善への提言を合わせて行っていくことが重要であると感じた。 

（徳原靖浩） 

プログラム 

13：00 拠点代表挨拶（三浦徹） 

13：10 東洋文庫拠点報告（徳原靖浩） 

13：30 NII 報告「CiNii Books と NACSIS-CAT の正規化処理について」（藤井眞樹） 

13：50 国立国会図書館関西館報告「国立国会図書館の業務基盤システムのリニューアルと新検索サ

ービスについて」（林瞬介） 

14：10 各機関の報告（検索リテラシーの実施状況について）、IAAL より情報検索リテラシーについ

ての報告 

15：00 アラビア文字の正規化処理について要望案のまとめ 

15：10 書庫見学 

 

 (2)研究グループの活動 

①「シャリーアと近代」究会 

 日時：23 年度第 1 回（通算 22 回） 2011 年 5 月 28 日(土)  

    23 年度第 2 回（通算 23 回） 2011 年 7 月 3 日(日)  
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    23 年度第 3 回（通算 24 回） 2011 年 7 月 18 日(月) 

    23 年度第 4 回（通算 25 回） 2011 年 10 月 1 日(土) 

    23 年度第 5 回（通算 26 回） 2011 年 11 月 6 日(日)  

    23 年度第 6 回（通算 27 回） 2011 年 12 月 18 日(日) 

    23 年度第 7 回（通算 28 回） 2012 年 1 月 22 日(日) 

    23 年度第 8 回（通算 29 回） 2012 年 2 月 15 日(水) 

    23 年度第 9 回（通算 30 回） 2012 年 3 月 19 日(日) 

 場所：東洋文庫 

 概要：オスマン民法典（メジェッレ）の講読と、翻訳作成を目標に、計 9 回の研究会を行った。アラ

ビア語テキスト第 262 条から 395 条までの検討を行い、101 条から 403 条の「売買の書」部分の翻訳をほ

ぼ完成することができた。訳出作業にあたって、日本民法専門家から次の点などが、イスラーム法の特

性として指摘された。 

1．売買契約の分類（「適正な契約」「不適正な契約」「有効な契約」「効力未定の契約」「無効な契約」） 

2．売買契約における売買目的物の引渡しと受領の規定の多様性 

3．選択権の種類の多様性（約定選択権、性状選択権、支払選択権、実見選択権、瑕疵選択権） 

 また、イスラーム法専門家からは、これまでの研究の裏付けとなる条文の確認が指摘された。たとえ

ば、オスマン民法典では、時代の要請に合わせるような法解釈・制定が行われたとされる。その具体的

な条文として、製造物供給契約（イスティスナー）を規定した 7 章 4 節 389 条がある。389 条は、それま

でのハナフィー派の通説では一般的に「無効な契約」とされてきた契約（たとえば服の製造）を、これ

までは少数派意見であったクヒスターニーの学説を採用して（これは条文中ではなく、法典注釈者アリ

ー・ハイダルによる指摘である）、有効とする条文である。 

（大河原知樹） 

 

②「オスマン帝国史料の総合的研究」研究会 

 日時：第 9 回 2011 年 4 月 16 日(土) 

    第 10 回 2011 年 5 月 28 日(土) 

    第 11 回 2011 年 8 月 4 日(木) 

    第 12 回 2011 年 9 月 9 日(金) 

    第 13 回 2011 年 10 月 23 日(金) 

    第 14 回 2011 年 12 月 4 日(日) 

 場所：東洋文庫 

 概要：今年度は計 6 回の研究会を行い、アフメト・ジェヴデト・パシャ著『覚書（Tezakir）』の講読・

翻訳を進めた。通算で 14 回にわたる研究会の成果として、オンライン版資料「オスマン帝国史料解題」
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を作成した。これは大学院生や他分野の研究者のためにオスマン帝国史料の基礎的な情報を提供するも

のであり、第一弾として「枢機勅令簿」「カーヌーンナーメ」「シャリーア法廷台帳」「勅旨」「修史官年

代記」「地理書」「法令集 Düstur」「新聞（1870 年代まで）」「雑誌（青年トルコ革命以前）」「カラマン語史

料」の 10 項目を作成し、ホームページ上に公開した。 

（秋葉淳） 

 

③中央アジアの法制度研究会 

 日時：第 9 回 2011 年 6 月 25 日(土)、第 10 回 2011 年 12 月 3 日(土) 

 場所：（プログラム参照） 

 概要：2 回の研究会を行い、のべ 33 名が参加した。全体を通じて、中央アジア・ロシア・東南アジア・

モンゴルを含む様々な地域の研究者が報告と討論を行うことにより、各地域における民事裁判のあり方

の違いや、イスラーム法に関連するタームの地域による相違、植民地統治によって導入された裁判制度

と伝統的あるいはイスラーム的裁判制度の混交のあり方などに光が当てられ、実り多い研究会となった。 

 

プログラム： 

第 9 回研究会 於 京都外国語大学 

12：00－13：30  研究打ち合わせ会議 

14：00－14：10 あいさつ（堀川）、参加者自己紹介 

14：10－15：40 研究報告 1 塩谷哲史（筑波大学大学院人文社会科学研究科準研究員） 

  「イチャン・カラ博物館蔵 3894 文書の成立とその背景 ―20 世紀初頭ヒヴァ・ハン国における灌

漑事業の諸問題―」 

  コメンテーター：大江泰一郎（静岡大学名誉教授）、伊藤知義（中央大学法務研究科教授） 

15：40－16：00 コーヒーブレーク 

16：00－17：30 研究報告 2 

  阿拉木斯 アラムス（神戸大学大学院国際文化学研究科博士課程） 

 「モンゴル文農地質入契約文書の書式の由来 ―清代帰化城トゥメト旗における農地契約を中心に」 

  コメンテーター：西澤希久男（関西大学政策創造学部准教授） 

17：30－18：00 総合討論 

19：00－20：30 研究成果論集の編集打ちあわせ会議 

第 10 回研究会 於 静岡大学 

  12 月 3 日（土） 

  13：00－13：15 あいさつ（堀川）、参加者自己紹介 

  13：15－14：45 伊藤知義（中央大学〔ロシア民法〕） 
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          「旧ソ連における民事裁判」 

  14：45－15：15 討論 

  15：15－15：30 休憩 

  15：30－17：00 桑原尚子（高知短期大学〔民法・アジア法〕） 

          「シャリーア裁判所における民事訴訟法の整備：マレーシアを事例として」 

  17：00－17：30 討論 

  19：00－     懇親会 

  12 月 4 日(日) 

   9：30－11：00 矢島洋一（京都外国語大学〔中央アジア史〕） 

          「ロシア統治期サマルカンドの上訴審」 

  11：00－12：00 討論（全体討論を含む） 

          コメンテーター 磯貝健一（追手門学院大学〔イスラーム法〕） 

 

④第 10 回中央アジア古文書研究セミナー 

日時： 2011 年 3 月 24 日(土) 11:00～20:30 

場所：京都外国語大学国際交流会館 4 階会議室（No.941） 

概要：10 回を数える本セミナーには関西、関東、東海、北海道から 27 人が参加した。矢島洋一氏は

18 世紀後半に作成されたハザラスブ文書の内 3 通の承認陳述（イクラール）文書を検討し、それらの外

面上の特徴や、後代の文書との違い、文書の右下に記される臨席者の署名について解説を行った。続い

て磯貝健一氏は、中央アジアのファトワー文書（法学上の意見書）中に時折言及される「覚書」とよば

れる文書の正体を考察することを目的として、2 通のファトワー文書の講読および解説を行った。「先買

権」の行使の妥当性を巡る案件に関するファトワー文書の中に「覚書」なる文書が係争の中で参照され

たことや、遺産分割後、時間を経て相続取分の請求を行った案件に関するファトワー文書の裏面の文書

が「覚書」であることなどを明らかにした。いずれの講読・解説においても中央アジア古文書学の 先

端が示され、中東の地域のイスラーム法関連文書との比較の上でも大変有意義であった。 

（阿部尚史） 

 

プログラム 

11:00～11:15 開会挨拶（堀川）、参加者自己紹介 

11:15～12:30 矢島洋一「18 世紀ハザラスプ文書（解説）」 

12:30～13:30 昼食 

13:30～14:45 矢島洋一「18 世紀ハザラスプ文書（文書講読）」 

14:45～15:15 コーヒー・ブレーク 
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15:15～16:30 磯貝健一「フェルガーナのファトワー文書（解説）」 

16:30～16:45 休憩 

16:45～18:00 磯貝健一「フェルガーナのファトワー文書（文書講読）」 

18:00～19:00 夕食 

19:00～20:30 来年度の研究計画に関する会議 

 

⑤第 4 回オスマン文書セミナー 

日時： 2011 年 12 月 25 日(日)～26 日(月) 

場所：東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 3 階大会議室 

概要：2 日間でのべ 43 名が参加した。高松洋一氏がカーディーによって作成された「上申文書」と「証

書」を取り上げ、文書に残っている折り目やカーディーの印章の向きが文書の封の仕方に関係するため、

文書の書式を理解するためには、文書を三次元のものとして把握する必要があることなどを指摘した。

清水保尚氏は、あらかじめ配布されていた法廷記録簿から、税の徴収方法、課税時期の決定方法などに

関する５つの史料を選び、参加者が読み訳したものを確認しつつ解説を加えた。セミナーの総括では、

特に法廷記録簿に関わり、保証人の罰則、外国人への言及、日付、署名方法などといった事項について

質問と活発な討議が行われ、参加者の法廷記録簿への関心の高さを窺うことができた。 

（今野毅） 

プログラム 

12 月 25 日(日) 

 14:00-14:15 趣旨説明 講師紹介 

 14:20-16:00 解説「カーディーが授受する文書と法廷記録簿」（高松洋一） 

 16:20-18:00 講読 I 「カーディーの発行する上申文書（ilam)」（高松洋一） 

12 月 26 日(月) 

 10:30-12:10 講読 II  「証書（huccet）」（高松洋一） 

 13:00-14:40 講読 III 「法廷記録簿の実例 I」（清水保尚） 

 15:00-16:40 講読 IV「法廷記録簿の実例 II」（清水保尚） 

 17:00-18:00 総合討論 

 

⑥TBIAS・SIAS2 連携研究会 第 1 回 東南アジアのキターブ目録勉強会 

 日時：2011 年 10 月 22 日(土) 10:00～12:00  

 場所：上智大学 2 号館 630Ａ 

 参加者：川島緑、オマン・ファトフッラフマーン、エルファン・ヌルタワブ、菅原由美、柳谷あゆみ 

 内容：キターブ・カタログ改訂（コタバル、ペナン、カイロ、バンジャルマシン収集分追加、改訂ス
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ケジュール、作業分担、改訂方針等）に関する打合せを行った。詳細は SIAS の報告を参照されたい。 

（柳谷あゆみ） 

 

⑦「ベル＝ランカスター教授法の世界的流行：フランスとオスマン帝国」研究会 

 日時：2011 年 12 月 18 日(日) 14:00～17:00 

 場所：東洋文庫 

 概要：科研費基盤 C「オスマン帝国における教育の連続性と変化(19 世紀～20 世紀初頭)」（代表：秋葉

淳）と共催により研究会を行った。19 世紀に世界規模で伝播／受容された「ベル＝ランカスター教授法」

の、各地域における受容のあり方や、地域固有の文脈を明らかにすることで、オスマン史を同時代の他

の地域との比較や連関において捉え、新たな比較教育社会史を構築することを目指して、19 世紀前半の

フランスの事例と、オスマン帝国の事例が報告された。 

（長谷部史彦） 

 

プログラム： 

 14:00 趣旨説明 

 14:10 報告 1 前田更子（明治大学）「19 世紀前半フランスにおける民衆教育と博愛主義者」 

 14:55 報告 2 秋葉淳（千葉大学）「オスマン帝国におけるベル＝ランカスター教授法の導入（1830－

40 年代）」 

 15:40 休憩 

 16:00 討論（～16:45） 

 

⑧「The End of Empires: The Ottoman and Safavid Experiences」講演会 

 日時：2012 年 1 月 22 日(日)  15:00～18:00 

 場所：東洋文庫 

 講演題目および講演者： 

  <The End of Empires: The Ottoman and Safavid Experiences> 

 Rudi Matthee (University of Delaware) “The Fall of the Safavids: Comparisons with the Ottomans and the 

Mughals” 

 Fatma Muge Gocek (University of Michigan) “Studying Collective Violence and Denial in Ottoman and Turkish 

History through Contemporaneous Memoirs” 

 概要：新学術領域研究「ユーラシア地域大国の比較研究」（北海道大学スラブ研究センター）と共催で、

サファヴィー朝社会経済史を専門とするルディー・マテー氏（デラウェア大学）、ヨーロッパとトルコを

含む非ヨーロッパの歴史や政治の比較研究で知られるファトマ・ミュゲ・ギョチェク氏（ミシガン大学）
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による講演会を開催した。詳細は拠点ホームページを参照されたい。 

（吉田達矢） 

 

⑨比較教育社会史研究会 2012 年春季例会「イスラームと教育」部会 

日時：2012 年 3 月 25 日(日) 14:00～17:00 

場所：お茶の水女子大学 

報告題目および報告者： 

長谷部圭彦（日本学術振興会）「オスマン帝国における教育改革と西欧モデル－伝播・参照・共時性－」 

佐々木紳（東京大学）「多元社会の言論空間と公論形成－19 世紀オスマン帝国の場合－」 

概要：科研費基盤 C「オスマン帝国における教育の連続性と変化（19 世紀～20 世紀初頭）」及び比較教育

社会史研究会と共催で研究会を行った。オスマン史研究者のほか、日本史および西洋史、教育学の研究

者が参加し、専門分野の枠組みを超えた視点から議論を行うことができた。詳細は拠点ホームページを

参照されたい。 

（米岡大輔） 

 

3. 海外派遣・調査   

①資料収集・文書館調査 

出張期間：2012 年 2 月 7 日(火)～2012 年 2 月 24 日(金) 

出張先（イラン）：テヘラン市（イラン） 

出張者：徳原靖浩（NIHU 研究員） 

概要：テヘラン市の書店において、議会図書館が出版する文書・史資料関連書籍、イラン現代史関係

の新刊書、古書（絶版本、希少本含む）、雑誌バックナンバー等の収集を行った。また議会図書館資料セ

ンター責任者のタタリー氏、総務部のサーエリー氏を訪問し、相互の協力関係および議会図書館で行わ

れている写本等のデジタル画像の公開について意見交換を行った。 

（徳原靖浩） 

 

②資料収集・資料調査 

出張期間：2012 年 3 月 4 日(日)～2012 年 3 月 10 日(土) 

出張先（トルコ）：イスタンブル市（トルコ） 

出張者：秋葉淳（千葉大学大学院准教授） 

概要：イスタンブルの首相府オスマン文書館、イスラーム研究センターなどにおいて主にシャリーア

法廷台帳と法廷制度に関連する史料の調査を行った。首相府オスマン文書館ではアンカラ、トカトのシ

ャリーア法廷台帳、裁判官を多く輩出した地域の人口調査台帳などを閲覧し、イスラーム研究センター
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附属図書館では、イスタンブルの法廷台帳からカーディーの遺産目録を収集したほか、カザスケルの登

録簿（カーディーの任命記録）を調査した。これらの調査から、18 世紀～19 世紀初頭の法廷制度・カー

ディー制度の実態解明にむけての手がかりが得られた。 

（秋葉淳） 

 

4. 資料収集  

 史資料センターとしての東洋文庫の役割にふさわしい蔵書を拡充するため、エジプト（カイロ）、トル

コ（イスタンブル）、イラン（テヘラン）および国内の書店から、アラビア語・ペルシア語・オスマント

ルコ語の歴史書、史資料、古典文献、研究書を中心に、計 564 冊（333 タイトル）を購入した。また、イ

ランで発売されている電子化された資料や雑誌等の DVD-ROM15 巻（計 49 枚）を購入した。 

主要な資料は次のとおり。  

（徳原靖浩） 

 

① 資料名 Numan Debbagzade, Tuhfet üs-sukûk, 1259A.H.(1843C.E.)ほかオスマン語資料 

 ・形態：図書 

 ・冊数：37 冊 

 ・資料内容：Tuhfet üs-sukûk はオスマントルコ語で著された、イスラーム法廷で作成される文書の書式

用例集。その他、オスマン朝期の出版史を考える上でも有意義な図書を多数含む。 

 ・収集目的：日本ではオスマン語資料を体系的に収集する機関は少なく、当拠点の事業の一環として

こうした資料を収集・整理して研究者の利用に供するため。 

 ・所蔵場所：東洋文庫書庫 

 ・収集方法：トルコの書店（Turkuaz）より購入 

 ・収集期間：2012 年 1 月 

 

② 資料名 Ketab-e Jom’eh, vol. 1-36. 

 ・形態：雑誌 

 ・冊数：36 冊 

 ・資料内容：アフマド・シャームルーとイラン作家協会によって 1979 年から 80 年まで刊行された文

芸・政治誌で、著名な執筆陣による論考、創作、詩、文書資料など内容は多岐にわたる。 

 ・収集目的：体系的な現地語資料の収集により、共同利用に資するため。 

 ・所蔵場所：東洋文庫書庫 

 ・収集方法：テヘランの古書店（Babak）より購入 

 ・収集期間：2012 年 2 月 
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6. 研究成果・発表（論文・図書等） 

■拠点発行物 

 

〔オンライン資料公開〕計（ 2 ）件 

資 料 標 題 概要 発表年月日 URL 

オスマン帝国史料解題 

「枢機勅令簿」「カーヌーンナー

メ」「シャリーア法廷台帳」「勅旨」

「修史官年代記」「地理書」「法令

集Düstur」「新聞（1870年代まで）」

「雑誌（青年トルコ革命以前）」

「カラマン語史料」の 10 項目の

解題 

2012.3  
http://www.tbi
as.jp/ottomand
ocuments/ 

アラビア文字資料の検索法

（Webcat 編） 

NACSIS Webcat 上でアラビア文

字資料を検索するための学生向

け解説 

2012.3  http://www.tbi
as.jp/pdf/searc
harabic1.pdf 

 

■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 

三浦 徹 
（拠点代表者） 

“Preface (Special Feature: Theory 
and Practice of Sharia Courts: 
between Universality and 
Localization” 

『日本中東学会年報』

27-1 2011 207-208

“The State of Training and 
Research in Middle Eastern Studies 
in Japan” 

Asian Research Trends 
New Series 6 2011 85-110 

「イスラーム世界は何を語りか

けるか」 
小林誠・熊谷圭知・三

浦徹編『グローバル文

化学：文化を越えた協

働』法律文化社 

 2011 106-122

「書評：鈴木秀光・高谷知佳・林

真貴子・屋敷二郎編著『法の流

通：法制史学 60 周年記念若手論

集』 

『史学雑誌』 

120(6) 2011 85-93 

「追悼 佐藤次高先生」 『史学雑誌』 120(6) 2011 108-110

MIURA Toru 
（拠点代表者） 

“Professor Sato Tsugitaka and His 
Achievements” 

Memoirs of the 
Research Department 
of the Toyo Bunko  69 2011 157-173
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堀川 徹 
（研究分担者） 

「中央アジア文化における連続

性について——テュルク化をめ

ぐって——」 

森部豊・橋寺知子編著

『アジアにおける文

化システムの展開と

交流』関西大学出版部

 2012 35-56 

HORIKAWA 
Toru 

（研究分担者） 

“Islamic Court Documents as 
Historical Sources in Central Asia” 

Bakhtiyar 
BABADJANOV & 
KAWAHARA Yayoi 
(eds.), History and 
Culture of Central 
Asia, TIAS, Tokyo 

 2012 73-34 

磯貝 健一 
（研究分担者） 

「ウズベキスタンの『イスラーム

法廷文書』」 
『ユーラシア研究』 45 2011  

ISOGAI 
Ken’ichi 

（研究分担者） 

“Seven Fatwa Documents from 
Early 20th Century Samarqand: The 
Function of Mufti in the Judicial 
Proceedings Adopted at Central 
Asian Islamic Court” 

Annals of Japan 
Association for Middle 
East Studies 

27-1 2011 259-282

大河原 知樹 
（研究分担者） 

「ヨーロピアン・グローバリゼー

ションとオスマン帝国 ―イギ

リスとオスマン帝国の外交関係

を中心に―」 

『ヨーロピアン・グロ

ーバリゼーションと

諸文化圏の変容 研

究プロジェクト報告

書 V』東北学院大学オ

ープン・リサーチ・セ

ンター 

 2012 313-328

「オスマン帝国の税制近代化と

資産税――19 世紀前半のダマス

カスの事例」 

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 

 2012 321-351

近藤信彰 
（研究分担者） 

「19 世紀後半のテヘランのシャ

リーア法廷台帳」 
『東洋史研究』 70 2011 389-420

秋葉 淳 
（研究分担者） 

「オスマン帝国の制定法裁判所制

度――ウラマーの役割を中心に」

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 

 2012 294-320

柳谷 あゆみ 
（研究分担者） 

「「ちまちま系」をつないで：ア

ラビア文字資料の書誌作成支援

について」 

『IAALニュースレタ

ー』 
9 2011 2-3 
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堀井 聡江

（訳）・ 
川島 緑 
（解説） 

（研究協力者） 

「『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(6)」 

『上智アジア学』 28 2011 213-231

「回想録―アズハル大学および

神護の都マッカのフィリピン人

留学生覚書に寄せて（下）」 

『上智アジア学』 28 2011 233-250

HORII Satoe 
（研究協力者） 

“Pre-emption and private 
landownership in modern Egypt: 
No revival of Islamic legal 
tradition” 

Islamic Law and 
Society 

18/2 2011 177-218

上野 雅由樹 
（研究協力者） 

「非ムスリムのオスマン官界へ

の参入――ハゴプ・グルジギアン

(1806-65)の事例から」 

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 

 2012 377-403

江川 ひかり 
（研究協力者） 

 

「遊牧民女性の技と記憶:西北ア

ナトリア，ヤージュ・ベディルの

人びととの交流から」 

『立命館言語文化研

究』 
23(1) 2011.9 127-139

「歴史エピソード イスラーム

の女性」 
『じっきょう 地

歴・公民科資料』 
73 2011.1

0 
13-15 

“Book Review: Yuzo NAGATA 
Provincial Notables in 
Premodern Turkey: A Case Study 
of the Karaosmanoğlu Family（書評

永田雄三『前近代トルコの地方名

士：カラオスマンオウル家の研

究』）” 

『日本中東学会年報』 27(1) 2011 331-344

長谷部 圭彦 
（研究協力者） 

「オスマン帝国における「公教

育」と非ムスリム――共学・審議

会・視学官」 

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 

 2012 352-376

吉田 達矢 
（研究協力者） 

「正教会総主教座法（Rum 
Patrikliği Nizâmâtı）」の成立過程

に関する予備的考察―オスマン

語テキストの諸問題に関する検

討を中心に―」 

『名古屋学院大学論

集：人文・自然科学篇』

48(2) 2012 89-106 

松尾 有里子 
（研究協力者） 

「オスマン朝「軍人法官」の実像

――16 世紀中葉以降のカザスケ

ル職「二つの顔」をめぐって」 

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 
 

 2012 267-291
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黛 秋津 
（研究協力者） 

「1802 年ワラキア・モルドヴァ

公宛て勅令の意義について――
オスマン－両公国関係と国際政

治への影響」 

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 

 2012 150-173

小笠原 弘幸 
（研究協力者） 

「オスマン王統譜における始祖

たちの変容――16 世紀初頭「奇

妙な系譜」の成立とその意味」 

鈴木董（編）『オスマ

ン帝国史の諸相』（東

洋文化研究所叢刊第

26 輯） 

 2012 176-200

 

〔図書〕計（ 1 ）件 

著 者 名 書 名 出版社 巻 発行年 ページ 
藤波 伸嘉 

（研究協力者） 
『オスマン帝国と立憲政－青年

トルコ革命における政治、宗教、

共同体』 

名古屋大学出版会  2011 327, 120

 

〔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 

MIURA Toru 
（拠点代表者） 

“Islamic and Middle Eastern 
Studies in Japan: In Search of 
Interactive and Comparative Area 
Studies” 

Lecture at the Leiden 
University Centre for 
the Study of Islam and 
Society (LUCIS) 2011.11.17 

The Leiden 
University 
Centre for the 
Study of Islam 
and Society 
(LUCIS) 

KONDO 
Nobuaki 

（研究分担者） 

“Development of Hawzas in Qajar 
Tehran” 

The Final Conference 
of the project “Clerical 
Authoritiy in Shi’ite 
Islam: Studying the 
Hawza” 

2012.3.30 Keble College, 
University of 
Oxford 

OKAWARA 
Tomoki 

（研究分担者） 

“Reproduction of Ottoman ‘middle 
class’? : An analysis of “middle 
class” family marriage strategy in 
the late and post Ottoman 
Damascus” 

International 
Workshop, In the 
‘Middle’ of Society: 
Social 
Transformations and 
the Appearance of New 
‘Middle Classes’ in the
Urban Centres of the 
Middle East (ca 1500 
to 1900) 

2011.11.12 AUC, Cairo, 
Egypt 
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秋葉 淳 
（研究分担者） 

「オスマン帝国における近代国

家の形成と教育・福祉・慈善」 
比較教育社会史研究

会 10 周年記念シン

ポジウム「近現代世界

における国家・社会・

教育」 

2012.3.24 お茶の水女子

大学 

浜本 一典 
（研究協力者） 

「イスラーム的自然法論の意義

と問題点」 
日本宗教学会 2011.9.3 関西学院大学

「トゥーフィーのマスラハ理論

とその評価」 
日本オリエント学会 2011.11.20 ノートルダム

清心女子大学

桑原 尚子 
（研究協力者） 

「法整備支援における受入国側

のイニシアティブと抵抗：ウズベ

キスタン法整備支援から」 

アジア法学会研究大

会 
2011.6.19 富山大学 

KUWAHARA 
Naoko 

（研究協力者） 

“Legal Technical Assistance in 
Post-Soviet Central Asia: 
'Transformation into a 
Market-oriented Economy' and 
'Transition to Democracy'?” 

ワークショップ「イス

ラム社会のコンテク

ストにおける法整備

支援に関する日本と

アメリカの対話：アフ

ガニスタンおよびウ

ズベキスタンの経験」

2011.5.31 名古屋大学法

政国際教育協

力研究センタ

ー 

江川 ひかり 
（研究協力者） 

「トルコ共和国ドゥズジェ市の

形成過程：被災地復興のための学

際研究における歴史学の意義」 

駿台史学会大会 
大会テーマ「20 世紀

に見る大震災と復興」

2012.12.8 明治大学駿河

台キャンパス
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