
103

セミナーをふりかえって

2016年12月3日から翌4日にかけて、早稲田大
学・早稲田キャンパスを会場にして、 “Islam and 

Multiculturalism: History, Challenges and Prospects”

と題する国際セミナーが開催された。

早稲田大学イスラーム地域研究機構は、2014

年度に日本学術振興会研究拠点形成事業（B.アジ
ア・アフリカ学術基盤形成型）に採択され、マラ
ヤ大学アジア・ヨーロッパ研究院（AEI）および
ニューヨーク大学アブダビ校（NYU AD）人文学
部との協力のもと、研究交流課題「多文化環境下
における価値の交渉：イスラームとの共生に向
けた発展的研究」（英文名：Negotiating Values in 
Multicultural Circumstances: Toward the Symbiosis 

from Islamic Area Studies）を推進してきた。本事
業は毎年度、各拠点の持ち回りで国際セミナーを
開催しており（2014年度：AEI、2015年度：NYU 
AD）、最終年度に当たる2016年度には、早稲田
大学において実施される運びとなった。このよう
に、本セミナーは、日本学術振興会からの全面的
な財政的支援によって行われた。ここに記して感
謝申し上げたい。

3カ年のプロジェクトを締めくくる国際セミ
ナーということもあり、準備は早い段階から着手
された。アブダビでの国際セミナーの余韻がまだ
消え去らぬ2016年1月23日、3拠点の代表者が早
稲田大学に集まって準備会合を開催。セミナー・
タイトル“History, Challenges and Prospects”をは
じめとして、プログラムの大枠もこの中で決めら

れた（この会合については、『イスラーム地域研
究ジャーナル』vol.8、158頁を参照されたい）。今
回、各セッションを編成するに当たって、新しい
試みを取り入れた。本プロジェクトは、3拠点に
属する研究者で構成されるいくつかの研究班（ハ
ラール班、国際移動班、多国間対話班、イスラー
ム科学班）に分かれて共同研究交流を実施する体
制になっており、過去2回の国際セミナーでは、
各研究班が中心となってセッションを組み、研究
成果を発表するというスタイルを採用した。これ
に対し、本セミナーでは、最終年度ということも
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あり、異なる研究班のメンバーが加わったジョイ
ント・セッションを積極的に取り入れ、本事業に
かかわった研究者間の対話を促進した。その結
果、本セミナーは以下に挙げる5つのセッション
で構成されることとなった。

セッション1：Media, Language and Identity

セッション2： Multicultural Trend in Islamic 
Sciences

セッション3： Student Movement: Past and 
Present

セッション4：Politics and State Building

セッション5：Transnational Islam

12月3日（土）午後1時、セミナーは開幕した。
まず初めに、ホスト拠点を代表して、早稲田大
学イスラーム地域研究機構長の桜井啓子氏より
開会の挨拶があった。それに続いてOmar Farouk

氏（マレーシア科学大学）による基調講演が行わ
れ た。“Islam and Multiculturalism: Challenges and 
Prospects”と題されたその講演の中で、氏は本研
究事業のコンセプトである「多元文化主義とイス
ラーム」の意義を確認するとともに、日本が主導
してきたイスラーム地域研究の重要性と将来的な
可能性を説いた。
今回のセミナーには2日間で延べ50名近くの参
加があり、盛会のうちに終えることができた。そ
して何よりも、各セッションのレベルが押し並べ
て高く、質の高い報告に恵まれたのであり、本共
同研究プロジェクトを締めくくるに相応しいセミ
ナーとなった。以下ではその模様をレポートする
（なお、本号巻末の「活動報告」欄に本セミナーの
詳細なプログラムが掲載されているので併せてご
参照いただきたい）。
本セミナーの開催に当っては多くの方々からご
支援・ご協力をいただいた。多忙なスケジュール
をぬって駆けつけて下さったNYU ADのMartin 
Klimke氏とAEIのAzirah Hashim氏をはじめとす
る海外ゲストはもとより、折に触れて的確なご助
言を下さった桜井啓子機構長、学振との連絡や経
理事務をご担当下さった早稲田大学研究院事務室
の佐藤奈穂さんと林直子さん、そして事前準備か

ら当日の会場設営、セッション運営を担当してく
れたイスラーム地域研究機構の同僚研究員諸氏に
この場を借りて御礼申し上げたい。
	 秋山徹	

早稲田大学イスラーム地域研究機構　次席研究員

セッション 1  
Media, Language and Identity

基調講演の後、休憩を挟んでいよいよ本セッ
ションが開始された。第1セッション“Media, 
Language and Identity”は、早稲田大学の千葉悠志
氏、AEIのAzira Hashim氏、 そしてNYU ADの
Marzia Balzani 氏の合計3名の登壇者を迎えて行
われた。
最初の登壇者である千葉悠志氏は、“From 

“Asset” to “Too-Heavy Legacy”? Al-Jazeera and Its 

Transformation after 2011”と題する報告を行った。
アルジャジーラは、カタールの国際戦略の一環と
して立ち上げられ、激動の中東政治を映し出して
きたのみならず、その渦中に深く身を投じてき
た。本報告は、創設から現在に至るアルジャジー
ラの歩みについて、カタールの外交戦略（1）、運
営組織の変化とそれによる「組織のイスラーム
化」の進展（2）、ならびに2013年に生じた、新皇
太子への権力委譲に象徴される内政状況の変化
（3）という3つの切り口から明快に提示するもの
であった。
次いで登壇したAzira Hashim氏は、“Language 

Contact: Arabic in the Media in Malaysia”と題する
報告を行った。言語接触と言えば、従来の研究で
は、英語と現地語という、英語を主役とする二者
関係の視点からの考察が中心であったが、本報告
はアラビア語という新たなファクターを織り交ぜ、
現代マレーシアの言語社会学的状況をより立体的
かつ動態的に捉え直す試みであった。今回の報告
は、マレーシアの活字媒体を事例に据えたもので
あったが、マレーシアの枠を超えた、より広域に
及ぶ比較研究の可能性を示唆するものであった。

3番目の報告者であるMarzia Balzani氏は、南
アジアにおけるムスリム・ディアスポラの歴史
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人類学的研究の研究者として知られる。氏の報
告 “Sameness and Difference: Ahmadiyya Islam in 
Colonial, Post-Colonial and Global Contexts”は、 北
インドおよびパキスタンに居住するムスリム・ディ
アスポラのアイデンティティを、コロニアル期・
ポストコロニアル期という時系列、ならびに南ア
ジアの文脈をも超えた英国を含むグローバルな状
況の中で捉えようとする野心的な報告であった。
以上のように、本セッションの各報告は三者三
様の独自の考察対象を扱うものであった。だが、
それらは、メディア、言語、アイデンティティと
いうソフト面への着眼を切り口にしつつ、そこか
ら国家や政治権力といったハードパワーの動態を
明るみに出すことに成功していた点において共通
するものであった。
	 秋山徹	

早稲田大学イスラーム地域研究機構　次席研究員

セッション 2 
Multicultural Trend in Islamic Sciences

第2セッション“Multicultural Trend in Islamic 
Sciences”は、3名の登壇者を迎えて行われた。同
セッションでは、イスラーム科学の発展の過程
や、その伝播についての報告が揃った。
最初の登壇者、Nathan Sidoli氏（早稲田大学）
は、“Translations of Greco-Roman Mathematical 
Sciences in the Abbasid Period”という題での報告を
行った。これは、アッバース朝初期において推進
された数学作品の翻訳活動をテーマとし、伝世
するエウクレイデス作品のアラビア語翻訳書（氏
は、これをサービト・ブン・クッラ版『デドメ
ナ』と呼ぶ）と、トゥースィー（1201–1274）によ
るアラビア語翻訳書（氏は、これをトゥースィー
版『デオメナ』と呼ぶ）の写本の比較から、翻訳
とみなされている作品群が、単なる翻訳にとどま
らず、改訂されていく過程を明らかにする報告で
あった。

2番目の報告は、三村太郎氏（広島大学）によ
る、“The Importance of Indian Astronomy in the 
Formation of Islamic Astronomy”であった。氏は、 

イスラーム圏の天文学者たちが発展させた
「ズィージュ（天文表）」と呼ばれる天文学の手引
書に着目し、それがインド天文学の手引書である
『シッドハーンタ（シンドヒンド）』の影響を受け
て成立したものであり、これがプトレマイオスの
「ハンディ・テーブル」の知識と融合し、発展して
いく過程を示した。

3番目の報告は、Robert Morrison氏 （Bowdoin 
College）による“An Economy of Knowledge in the 

Eastern Mediterranean around 1500”であった。こ
れは、イベリア半島からのユダヤ教徒追放によっ
て、活躍の場を東地中海圏に移したユダヤ教徒た
ちが築いた経済ネットワークに着目した報告で
あった。氏は、学術知識もまた、そのネットワー
クに乗って移動していたことを指摘し、いかにし
てイスラーム科学の知がヨーロッパの学者にもた
らされたかについて示した。

3名の報告の後、Justin Sterns氏（NYU AD）に
よるコメントがMartin Klimke氏によって代読さ
れた。その中で、報告者全員に向けた質問とし
て、各自が明らかにした特定の事例は、より広い
範囲の知をめぐる環境や知の実践について何を教
えてくれるのかが問われた。その後にフロアから
あがった質疑では、Morrison氏が示した経済的＝
知的ネットワークが、アッバース朝期の翻訳活動
においても機能していた側面が見られるかという
質問や、ネットワークを構成するメンバーにはキ
リスト教となども見られなかったか、などの質問
が出され、報告者たちはそれぞれの質問に回答す
ることにより、結果として、より広い見地からそ
れぞれの事例を捉え直すこととなり、Sterns氏の
質問に応える形となった。
	 熊倉和歌子	

早稲田大学イスラーム地域研究機構　研究助手

セッション 3  
Student Movement: Past and Present

第3セッション“Student Movement: Past and 
Present”では、Martin Klimke氏と桜井啓子氏が登
壇した。
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Klimke氏は、“The Global Sixties and the Middle 

East”というタイトルのもと、1960年代に世界的
な規模で勃発した学生運動のうち、西ドイツと中
東に焦点をあて、その世界的な動向の中に中東を
正当に位置付ける必要性と、「世界的な60年代」
という概念の有効性を強調した。画像資料が充実
していたものの、時間の都合上、それらが必ずし
も十分に紹介されなかった点が惜しまれる。
桜井氏は、“Transformation of Student Movements 

in Post-Revolutionary Iran”と題する報告の中で、
イラン革命期、ハータミー期、アフマディネジャ
ド期にそれぞれ起こった学生運動（1979、1999、
2009）の特徴を挙げ、その変化を「イデオロギー
的で組織だった運動から、非イデオロギー的で組
織的でない運動へ」と明快にまとめた。また、政
府側の対応についても言及した。
質疑応答では、西ドイツの左派勢力における中
東のイメージ、同世代の労働者ではなく学生が表
舞台に立った理由、イランと西ドイツの共通点と
相違点などについて議論がなされた。
日本では、「学生運動」というと、東大安田講
堂をめぐる攻防戦（1968–69）の印象が強く、それ
もクリムケ氏の言う「世界的な60年代」の一角を
なすのだが、その印象が強烈なせいか、1968年
をめぐる議論において、中東・イスラーム地域は
確かに抜け落ちがちである。また、イランの学生
運動についても、革命期はそれなりに想像がつく
かもしれないが、その後の動向は、現代のイラン
を理解する上で重要な視座となろう。

長谷部圭彦	
早稲田大学イスラーム地域研究機構　次席研究員

セッション 4  
Politics and State Building

2日目午後の最初のプログラムであった第4

セッション“Politics of State Building”は、早稲田
側から2名、ニューヨーク大、マラヤ大からそれ
ぞれ1名の合計4名の登壇者を迎えて行われた。
同セッションでは、GCC諸国、イラン、東南ア
ジアを専門とする研究者によって、それぞれの専

門とする地域の国民国家建設における問題を多様
な視角から検討した報告が揃った。
最初の登壇者、福田安志氏（アジア経済研究所
／早稲田大学）は、“Tribes and State formation in 
Countries of Arabian Peninsula”なる題目で、アラ
ビア半島の国家形成の特徴について部族やイス
ラームといった観点からの具体的事例を踏まえて
指摘する報告を行った。福田氏はその報告におい
て、同半島に建国された諸国の中でもサウジア
ラビア、オマーン、イエメンにおける部族の18、
19世紀以降の状況と政治的役割、及び各国の国
家統治におけるイスラームのあり方を検討した上
で、上記3カ国における国家建設の共通点・相違
点を指摘した。

2番目の報告は、イラン近代史を専門とする、
ニューヨーク大学ニューヨーク校（NYU NY）の小
八木幹也氏による“The Construction of the Trans-
Iranian Railway (1927–38) and Nation-Building”で
あった。国民国家の建設にはインフラの整備推進
が不可欠だが、小八木氏はその中でもイラン・パ
フラヴィー朝初期の鉄道建設を取り上げ、特に鉄
道の高速化と多発する事故をめぐって起きたイラ
ン人技術者と欧米の技術者の対立、さらにはイラ
ン社会の反応に焦点を当て、鉄道技術の導入及び
インフラ整備が及ぼした国民意識の変容について
論じた。

3番目はGCC諸国を主たる研究対象とする
Matthew Gray氏（早稲田大学）が登壇し、報告 

“Branding and State-Building in the Arab Gulf States: 

the Cases of Qatar and Dubai”を行った。同報告は、
近年多くの研究者が関心を寄せているGCC諸国
の「ブランド化戦略Branding Strategy」に関し、カ
タール及びドバイを事例として、双方における世
界的な政治・文化イベントの誘致や、自国企業へ
の投資と活動の国際化といった取り組みが、支配
の正当性の確保や、経済面での発展ならびに安全
保障といった点から国民国家の維持に寄与してい
ることを論じるものであった。
最後の登壇者は、Patrick Ziegenhein氏（AEI）で
あった。“Islam and Nation-Building in Malaysia and 
Indonesia”と銘打った氏の報告は、マレーシア、
インドネシアという多民族・多宗教であり、かつ
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イスラームが多数派を占める社会を抱える点で共
通点を有した国家に関し、それぞれの独立後に生
じた国家建設の際の国民統合やイスラームの位置
付けを比較し、その結果生じた双方の国家におけ
るイスラームの位置付けやエスニック集団の扱い
に関する差異や共通点を明らかにしようとするも
のであった。

4名の登壇者による報告が終了した後で、質疑
応答が行われた。フロアからの質問は、例えば国
民統合の中での宗派をめぐる問題や、ブランド化
を目指すための取り組みの定義・範囲など、各登
壇者の報告が様々な地域・国家の多様な事例を扱
うものであったがゆえに、それぞれの報告に対す
る個別の疑問点、問題点に関するバラエティに富
んだものとなった。その後質問に基づいて、活発
な議論が交わされた。

杉山隆一	
早稲田大学イスラーム地域研究機構　研究助手

セッション 5 
Transnational Islam

会議の最終セッションとなる第5セッション
は、小八木幹也氏の司会のもとに、“Transnational 
Islam”をテーマに、アラブ・中東諸国を超えて広
がるイスラームをとくに多文化主義との関りに
おいて解明しようとする3つの研究報告が行わ 

れた。
最初に、店田廣文氏（早稲田大学）によって、

“Islamic Policy and Perceptions of Islam in Wartime 

Japan”と題された報告が行われた。同報告は、戦
前（とくに1920年代から30年代にかけて）の日本
におけるイスラーム研究の実態を、大日本回教協
会の活動に着目して明らかにするものであった。
大日本回教協会が発行していた雑誌『回教世界』
の内容上の特徴が指摘されるとともに、同協会に
よる回教圏展覧会の開催といった一連の活動が詳
らかにされた。同報告によって、戦間期の日本に
おけるイスラーム研究が制度化されていく様子が
明らかとなった。 

次に、Md Nasrudin Md Akhir氏（マラヤ大）に
よって、“Halal Industry in Malaysia: Challenges 
and Future Direction”と題された報告が行われた。
同報告は、2000年代以降に各国で活発化するハ
ラール産業の実態を、マレーシアの事例から明ら
かにするものであった。とくにマレーシアにおけ
るハラール産業の特徴として、政府による積極的
な後押しがあったことと、産業側からの積極的な
取り組みがあったことが指摘された。またそのこ
とが、マレーシアがハラール産業のグローバル・
ハブとしての地位を確立する上で重要であったこ
とが指摘された。2000年代以降のマレーシアに
おけるハラール産業の歩みや、近年のハラール産
業の問題点についても述べられた。
最後は、Schuyler Marquez氏（NYU NY）によっ

全体集合写真
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て、“Harmonizing Halal: Forms of Evidence and 
Verification Strategies on Zabihah.com”と題された
報告が行われた。都市化・産業化の進展によっ
て生産者と消費者の乖離が拡大し、さらに近年
ではハラール認証団体が急増する中で、「ハラー
ル」の真正性をいかに保障するのかが一つの課題
となっている。本報告は、1998年にアメリカの
シリコンバレーで立ち上げられたオンラインサ
イトZabihah.comの活動紹介を通じて、これまで
各種認証団体といういわば「上からのハラール認
証」とは異なる、消費者によるネット評価のよう
な「下からのハラール認証」が行われつつあるこ
とが示された。
報告終了後の質疑応答では、ハラール認証をめ
ぐる法学派ごとの解釈の違いが存在するのか、あ
るいは存在した場合にはどのように解釈がなされ
ているのかといった質問や、ネットを通じた消費
者のハラール評価基準の信頼性に関する質問が寄
せられた。熱心な質問が飛び交い、最後まで熱い
議論が繰り広げられた。各報告は地域も時代も異
にしたものであったが、アラブ・中東世界を超え
て世界へと広がるイスラームの歴史的・今日的様
相を知る上で大変貴重なものばかりであった。

千葉悠志	
早稲田大学イスラーム地域研究機構　研究助手


