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国際シンポジウムComparative Studies of Islamic Areas: New Actors, Fresh Angles参加者集合写真（2日目終了時撮影）

国際シンポジウム 

Comparative Studies of Islamic Areas: 
New Actors, Fresh Angles開催報告・要旨

早稲田大学イスラーム地域研究機構は、2018

年9月29日 (土 )、30日（日）の２日間、国際シン
ポジウムComparative Studies of Islamic Areas: New 
Actors, Fresh Anglesを早稲田大学26号館にて開催
した。本シンポジウムは、2016年度に採択され
た文部科学省「特色ある共同研究拠点の整備の推
進事業」の一環として実施したもので、当機構の
研究成果の国際発信と国際的な研究者ネットワー
クの強化を目標に据えた。シンポジウムは、基調
講演ならびに機構研究員と今年度の公募研究に
採択された研究課題の研究代表が組織した6つの
セッションによって進められた。
各セッションには、国内外で活躍する気鋭の研

究者による多彩な報告が揃い、活発な議論が展開
された。議論が盛り上がり、セッション終了後も
報告者と参加者の間のやり取りが続くこともしば
しばだった。
このように充実した内容のお陰で、台風の関東
接近・上陸で、特に2日目は近年稀に見る悪天候
に見舞われたにも関わらず、両日で延べ約120名
の参加者を得ることができた。
以下、本シンポジウムにおける6つのセッショ
ンの報告ならびに基調講演と各報告の要旨を掲載
する。両日の臨場感が少しでも伝われば幸いで 

ある。
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セッション 1

The Middle East and the Economy of 
the British Empire
オーガナイザー・司会｜佐藤尚平（早稲田大学）
報告｜ Jack Seddon (Queen’s University Belfast, UK)
ディスカッサント１｜秋田茂（大阪大学）
ディスカッサント２｜ Gerold Krozewski（大阪大学）

基調講演のあと、続けて第一セッションが開始
された。第一セッションのタイトルはThe Middle 
East and the Economy of the British Empireであり、
中東に大きな影響を及ぼしたイギリス帝国の経済
的な側面、とりわけ金融政策に光が当てられた。
20世紀の中東地域の変化にイギリス帝国が大き
く関与したことは言うまでもない。ただし、この
時期のイギリス帝国と中東地域の関係を論じる場
合、主にその政治的な側面に関心が集中するよう
だ。オスマン帝国銀行の例を除けば、イギリス帝
国の金融政策が注目されることは少ないのではな
かろうか。しかし、20世紀を通じて、イギリス
帝国の金融政策にとって中東は極めて重要な地域
であり続けたのだ。それはいかなる意味において
か？基礎的で重要なこの問題について、国際政治
経済学（IPE）と経済史研究の専門家に解説して欲
しい。こうした願いから、本セッションは企画さ
れた。
本セッションの柱となったのは、Jack Seddon

氏による報告Fragmentation by Design: British 
Discrimination and the Middle East in the Sterling 

Areaである。Seddon氏は、国際政治経済学と経
済史の専門家であり、近年はイギリス帝国の金融
政策であるスターリング・エリアについて研究を
進めている。
それでは、スターリング・エリアとは何か？こ
れは20世紀のイギリス帝国の経済的な側面を理
解する上で極めて重要な政策なのだが、中東研究
においては触れられることが少ない。以下、簡単
にまとめよう。
第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて、
イギリス帝国が長期的に凋落していくのが不可避
であろうという見通しが強まる。すると、この危
機に直面したイギリスは、通貨を軸にした世界規

模の排他的な経済圏を創り出すことによって、帝
国の延命を試みる。具体的には、イギリス帝国か
ら離れつつあった植民地を縛り続けるために、貿
易などに伴うカネのやりとりをポンド（＝スター
リング）で決済し、外貨準備もポンドで保有する
ことを植民地等に対して強要したのである。日常
的なたとえで言えば、これによって各植民地は、
イギリスという巨大な銀行にカネを預け、何をす
るにしてもいちいちこの銀行を通じて決済するこ
とを強いられたと言える。通貨で植民地を縛り続
けようというイギリス帝国の延命措置、これがス
ターリング・エリアであった。そして、この巨大
銀行を支えた最も重要な「上客」こそが中東地域
なのである。こう言えば、20世紀の中東地域を
考える上でスターリング・エリアを理解する必要
があることを納得してもらえるのではないだろ 

うか。
しかし実は、上の説明はあくまで概略であり、
表現に粗い点がいくつもある。というよりも、ス
ターリング・エリアは意図的に分かりにくく設計
された政策であり、イギリスはその実態にモヤを
かけて分かりづらくすることで、植民地同士が
連携するのを未然に防いだのだ（fragmentation by 
design）というのがSeddon氏の議論である。この
議論に対して、Gerold Krozewski氏は、イギリス
帝国が当初からこのような意図を持ってスターリ
ング・エリアを設計したのかどうかについてはさ
らに慎重に検討する必要があると指摘した。ま
た、秋田茂氏は、インドに焦点を当て、1940年
代のインドのスターリング残高（イギリスに対す
る事実上の貸付）が拡大したことが、イギリスに
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対するインドの発言力を強める結果となったこと
を紹介した。こうした議論は懇親会まで続き、有
意義な意見交換がなされた。
� （佐藤尚平）

セッション 2

Risks and Reactions in the Arab 
Monarchies
オーガナイザー・司会｜白谷望（愛知県立大学）
報告 1 ｜ Adel Abdel Ghafar （Brookings Doha Center, Qatar）
報告 2 ｜近藤重人（日本エネルギー経済研究所）
報告 3 ｜ Marc Valeri （University of Exeter, UK）
ディスカッサント｜ Matthew Gray （Waseda University）

本セッションでは、2011年初頭からの「アラブ
の春」が、中東・北アフリカ地域の君主制諸国に
どのような影響を与え、また君主制諸国がいかに
対応したのかということを検討した。

1950年代まで中東において支配的な政治体制
であった君主制国家は、軍のクーデター等により
急速に数を減らしていった。しかし、1979年の
イラン革命を最後に、中東イスラーム地域ではい
ずれの君主制国家も打倒されておらず、かつての
各地のイスラーム王朝と同様に君主に政治的な実
権が強く残されている国家が未だ多く存在する。
これらの君主制国家は、イスラーム的な正統性を
統治の根拠としながらも、実際には体制への脅威
に対して相互の政治的、経済的、軍事的な支援と
いう世俗的な手段により体制を維持しようとして
きた。ペルシア湾岸諸国による地域機構である湾

岸協力会議（GCC）にモロッコとヨルダンを加え
た「拡大GCC」の枠組みである。特に「アラブの
春」以降、協力関係の制度化が進んでおり、閣僚
級会合の定例開催、5年間の共同行動計画の策定
など、一つの政治勢力と見なしうるような動きも
顕在化してきた。本セッションでは、拡大GCC

という君主制国家間の互助的な体制支援ネット
ワークが実態としてどのようなものになっている
のか、また、ネットワークの形成が体制の安定性
にどれだけ寄与しているのかについて、学際的な
観点から明らかにすることを目指した。
最初の発表者であるAdel Abdel Ghafar氏は、

「Towards a New Social Contract? The Politics of 
Economic Reform in the GCC」というタイトルで、
GCC諸国における近年の経済改革に焦点を当て、
発表を行った。2014年以降の石油価格の下落を
受け、湾岸産油国の経済状況は悪化の一途をた
どっている。本報告では、「新たな社会契約」と
して国家と社会との関係の変化に注目し、国民か
らの不満を生む可能性の高い経済改革をめぐる政
策決定過程やその問題点が議論された。
次いで、 近藤重人氏が、「GCC’s Economic 

Relationships with Jordan and Morocco: Comparative 

Perspective」という題目で、ヨルダンとモロッコが
GCC諸国といかなる経済関係を有しているのか、
その特徴と変遷を議論した。近藤氏の報告では、
経済関係の強さを外交関係の緊密さとして捉え、
貿易、海外送金、援助、投資の4項目からヨルダン・
モロッコとGCCとの経済関係が検討された。モ
ロッコとヨルダンとの比較から、主に貿易や海外
送金の面でGCC諸国とより強い関係を持つヨルダ
ンは、2016年にサウディアラビアとイランの対立
が激化した際、モロッコとは異なりサウディアラ
ビアを支持する姿勢を示したことが指摘された。
最後に、Marc Valeri氏が、「Authoritarianism and 

Strategies of Legitimation in the GCC Monarchies 

Post-2011: A Political Economy Perspective」という
題目で報告を行った。本報告では、君主制諸国の
王族メンバーの役割に注目し、サウディアラビア
等で王族の数が増加したことにより、若い王族メ
ンバーが政治に関われない状況が生まれ、彼らを
経済分野で登用するという近年の状況が指摘さ
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最初の報告者Zahra Talaee氏は、レザー廟附属
の研究機関で文書の専門家として長年従事し、多
くの論文・研究書を公刊してきた気鋭の研究者
である。 “Using Documentary Evidence to Chart the 

Urban Development of Mashhad in the Safavid Period 

1501-1736”と銘打った氏の報告は、サファヴィー
朝期における廟と都市マシュハドの開発事業は、
王朝によるシーア派化政策に歩みを合わせた形
で、君主ら支配エリートにより進められた多数の
建築活動が主体であり、さらに廟内の図書館、都
市へのマドラサの整備でシーア派の文化センター
としての機能の付与も意図していたことを指摘す
るものであった。氏の研究の特色は、現地所蔵の
未公刊の文書に基づき、先行研究において言及さ
れることのなかった都市建設の主体となった人々
や、都市に建築・造営された様々な施設を多数明
らかにした点にある。
次の報告者May Farhat氏は、ハーバード大学で
レザーの没後からサファヴィー朝期までの廟と都
市マシュハドにつき建築史の視点から考察した博
士論文にて学位を取得され、現在レバノンで教
鞭を取っておられる。氏の報告は“The Mashhad 

Shrine in the Early 17th Century”と題し、 サファ
ヴィー朝シャー・アッバース期における廟ならび
に関連する都市のインフラ整備を建築史的な視点
から考察するものであった。氏は、アッバース期
に進められた廟のドームの金箔化や増築、広場の
設置、さらに都市空間での大通りの建設などの建
築活動を年代記史料の丹念な読み込みや建築の遺
構などに基づいて指摘し、その背景には、参詣地
としてのマシュハドの魅力の確立が念頭に置かれ

セッション 3

Mashhad, A Shiite Mausoleum City  
– Various Aspects of Its Development 
during Safavid and Afsharid Period
オーガナイザー｜杉山隆一（早稲田大学）
報告 1 ｜  Zahra Talaee（Museums and Document Center of 

Astan-e Qods-e Razavi, Iran）
報告 2 ｜  May Farhat（Holy Spirit University of Kaslik, 

Lebanon）
報告 3 ｜杉山隆一（早稲田大学）
ディスカッサント｜近藤信彰（東京外国語大学）
司会｜長谷部圭彦（早稲田大学）

セッション3では、12イマーム・シーア派第8

代イマーム、レザー（d.818）の墓廟を中心に発展
を遂げてきたイラン北東部の都市マシュハドの近
世における拡大と変容を扱う3つの報告が行われ
た。このイマーム廟はティムール朝からサファ
ヴィー朝、さらにその後の政権にとって、サイイ
ド信仰の深化やイランのシーア派化の進展の中で
極めて重要な存在となり、その所在地である都市
マシュハドも飛躍的な発展を遂げたことはよく知
られている。都市マシュハドの歴史研究は、特に
現地イランで近年のペルシア語の史料状況の改善
により成果の公刊が増えつつあるが、未解明の部
分はなお多い上に、都市開発・発展の特徴に踏み
込むには至っていない。本セッションは、16～
18世紀のサファヴィー朝、アフシャール朝治下
における都市マシュハドの発展と変容の具体的な
諸相とその背景の探求に主眼を置きつつ、他都市
との比較研究の基礎的な視座の提供をも目指して
企画された。

れ、その問題点や今後の展開が議論された。
討論者のMatthew Gray氏は、3報告の論点を整
理・確認した上で、昨年起きたカタル断交をめ
ぐる拡大GCC諸国の足並みの乱れを新たな論点
として提示した。近年GCC諸国をめぐり大きな
情勢変化が起きていることもあり、フロアからも
様々な質問が挙がり、非常に活発な質疑応答が行
われた。

 （白谷望）
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ていたと結論付けた。
最後に、杉山が“Nader Shah’s Urban Development 

Project in Mashhad during Afsharid Period” と題し
た報告を行った。アフシャール朝を創建したナー
デル・シャーは、自身の反シーア派的政策にも関
わらず、マシュハドでの廟及び都市の開発を進め
ていく。本報告では、この開発事業では、前王朝
期に恐らくエスファハーンに類似した形で開発が
進められた都市のプランを引き継ぐ形でバーグや
王族の滞在地の整備がなされたと共に、ナーデル
の巨大な廟などの建設で、都市に彼自身の記憶を
後世まで保つ場としての機能が付与された点など
が指摘された。
これら3つの報告に対し、ディスカッサントの
近藤信彰氏は、前近代イランの都市研究における
事例研究の不足を指摘すると共に、ペルシア語の
文書史料が多数残るマシュハドの今後の研究の進
展の可能性にまず言及した。その上で、個々の報
告の内容に関し、新出史料のデータの都市のトポ
グラフィーの再現への活用や、ナーデルの墓廟建
築の意義につき、他地域の先行研究を踏まえた上
での再検討の必要性などについて問題提起を行
い、報告者ならびに会場も含めて質疑応答が行わ
れた。
本セッションは、現在の16～18世紀のマシュ
ハド史の研究の現況を報告者各自が再認識し、課
題と今後の研究の方向性を把握するという点で、
一定の収穫があったと言えよう。加えて、現地と
国外の研究者の交流により、共同研究などでの今
後の研究の進展に期待を抱かせるものとなった。
お忙しい中報告をお引き受けくださった両氏、な
らびに示唆に富んだコメントをくださった近藤氏
にはこの場を借りてお礼申し上げたい。

（杉山隆一）

セッション 4

Internationalizing the Middle East’s 
National Universities:  
Opportunity or Challenge?
オーガナイザー｜桜井啓子（早稲田大学）
報告 1 ｜ Afsaneh Tavassoli（Al-Zahra University, Iran）
報告 2 ｜桜井啓子（早稲田大学）
ディスカッサント｜中島悠介（大阪大谷大学）
司会｜長谷部圭彦（早稲田大学）

本セッションは、中東各国の大学が「国際化」
に力を入れている現状に着目し、国際化が重要課
題として浮上してきた背景、国際化のとらえ方、
国際化を推進するための政策について、イラン、
サウジアラビア、カタールの3か国を比較し、そ
の特徴を明らかにすることを目指した。ただし、
残念ながら、カタールから招聘したスピーカー1

名が来日できなかったため、カタールの事例を考
察することができなかった。

Tavassoli氏は、イランにおける大学の国際化を
取り上げ、その現状と問題点について以下のよう
に報告した。近年、大学間の国際競争が激化して
おり、大学国際ランキングにおける順位をめぐっ
て各国がしのぎを削っているが、ランキングごと
に指標が異なっているために、順位をどのように
評価すべきか混乱も生じている。
イランの現状を見ると、QRランキング（2016）
の上位を占めているのは、Sharif University of 
Technology、Amir Kabir University of Technology、
Iran University of Science and Technologyと、いずれ
も理系の大学である。
一方、Times Higher Educationランキング（2018）
では、Babol Nashirvani University of Technologyと
いうイランでもほとんど知られていない地方の小
規模大学が、国内最高位を獲得し、議論を呼ん
だ。イランの主要国立大学は、上位ランキング入
りを目指して努力しているが、予算的な制約、海
外との交流経験の不足、言語的な障壁、内発的な
学術研究の不足などの課題に直面している。また
国際大学ランキングの欧米中心主義に対する懸念
や大学教育の国際化と現地化（indigenization）と
の緊張関係など、国際化の是非をめぐる議論も続
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らないものがあるとすればそれは何か、それを明
確にする必要がある。二つ目は、国際化を通じ
て、欧米のアカデミック文化の影響が流入するこ
とは避けられないことから、国際化の過程で自国
の文化と欧米の文化の間に緊張が生じることは当
然といえるが、そうした緊張は、いずれは緩和さ
れると想定できるのか、あるいは、緊張は存続な
いしは激化する可能性があるのか。
これに対して、Tavassoli氏は、国際化は、避け
られない趨勢であるが、多くのイラン人が、国際
化が進めば、イランの文化的基盤が弱まるのでは
ないかと心配していることもまた事実である。い
ずれにしてもイランの国際化は始まったばかりで
ある。桜井は、イランでは、国際化を、他者から
学ぶ機会と捉える以上に、イランの文化を外に向
けて発信する機会と捉えている人が多いのではな
いか。また、国際化に伴う自文化と西洋文化の緊
張については、両文化は様々な点で相容れないと
いう思いそのものが、大きな障害になっている
ケースがあるように思うと返答するなど、参加者
を含めて様々な議論が展開された。

（桜井啓子）

セッション 5

National Historiography Reconsidered: 
Challenges for the Modern History of 
Central Asia 
オーガナイザー・司会｜秋山徹（早稲田大学）
報告 1 ｜ Aminat Chokobaeva （Sydney University, Australia）
報告 2 ｜  Jipar Duishembieva （Independent Researcher, 

USA）
報告 3 ｜帯谷知可（京都大学）
ディスカッサント｜小松久男（東京外国語大学）

ソ連邦解体から四半世紀以上が経過した現 

在に至るまで、旧ソ連中央アジア諸国の歴史学
において顕著なのは、国史叙述（ナショナルヒ 

ストリー）の構築である。本セッションNational 
Historiography Reconsidered: Challenges for the 

Modern History of Central Asiaは、そうした状況
を踏まえ、中央アジア諸国（カザフスタン、クル

いており、大学は難しい状況に置かれている。
桜井は、イランとサウジアラビアの比較を通じ
て、中東における高等教育の国際化の特徴を考察
した。両国とも、国際大学ランキングにおいて自
国の主要国立大学の順位を上げることが、国際化
推進の動機となっている。両国とも留学生の受け
入れに積極的だが、サウジアラビアは英語プログ
ラムの推進に積極的であるのに対して、イラン
は、留学生も含めペルシア語による教育を重視し
ている。
両国とも自国の学生を欧米の大学に送り出して
いる一方で、留学生は主として近隣のイスラーム
諸国から受け入れている。外国人教員の受け入れ
も、国際化の度合いを測る重要な指標であるが、
イランの場合、外国人教員は極端に少なく、短期
受け入れに限定されている。一方、サウジアラビ
アは、外国人教員への依存を軽減し、自国の教員
採用に力を入れているが、十分には進んでいな
い。しかし、そのことが国際大学ランキングにお
いては、国際化の証として高評価を受けるという
皮肉な結果となっている。また、両国とも、技術
は文化的に中立という理解から理工系学部におけ
る国際化を優先しており、文化や価値を論じる人
文社会科学系の国際化には慎重であるなどの特徴
がみられる。
以上のような発表に対して、ディスカッサント
の中島氏は、冒頭で先の二つの発表の要点をまと
めたうえで、発表者や参加者に対して以下のよう
な問題提起をした。一つ目は、現在、中東各国の
大学が進めている国際化は、各国の高等教育の何
を変えつつあるのか、また国際化によっても変わ
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グズスタン、ウズベキスタン）における国史叙述
をめぐる、気鋭の研究者たちによる最新の研究成
果を共有しつつ、今後の課題を討議することを目
的に組織された。
第一スピーカーの Jipar Duishembieva氏は、A 

Diary of a Priest: Violence, Trauma, and Memory in 

the Revolt of 1916 in Central Asiaと題する報告にお
いて、1916年反乱がスラヴ系入植者と現地ムス
リム住民の間の相互殺戮の様相を呈したことが
知られているものの、クルグズスタンをはじめ
とする中央アジア諸国の公的な国史叙述のナラ
ティヴにおいては、1916年反乱の犠牲者はもっ
ぱら現地ムスリムであるとされている。これに対
し、Duishembieva氏は、これまで用いられること
がなかった、同反乱を目の当たりにしたロシア正
教司祭の日記から、現地のクルグズ人たちがス
ラヴ系入植者たちに対して示した暴力の存在を
指摘した。第二スピーカーのAminat Chokobaeva

氏 は、The Past in the Present: Commemoration, 
History and Representation in Post-Soviet Kyrgyzstan 

and Kazakhstanと題する報告において、同じく上
述の1916年反乱におけるクルグズ人の暴力性に
加えて、1930年から1933年にかけてカザフスタ
ンを襲った大飢饉の責任の一端が現地のカザフ人
官吏たちにもある点を指摘した。こうしたこと
は一般にもよく知られた事実であるものの、対
露関係への影響を危惧する両国政府の意向を背
景に、公的な国史叙述のナラティヴからは除外
されてきた。そうしたギャップを埋め得るもの
として、Chokobaeva氏は、過去の反乱や飢饉を
めぐって実践されてきた、公衆による記念行為
（public commemoration）の重要性と、そのさらな
る研究の必要性を指摘した。Duishembieva氏と
Chokobaeva氏はクルグズスタン出身のクルグズ
人であるが、両者ともに母国を離れ、欧米におい
て研究者としてのキャリアをスタートさせた新
進気鋭の若手研究者である。セッションにおい
て、彼らが母国の国史叙述を客観的かつ批判的に
分析し、それに鋭く切り込む姿が印象的であっ
た。第三スピーカーの帯谷知可氏は、日本を代表
する中央アジア地域研究者の一人として知られる
が、ウズベキスタンにおけるティムール表象を切

り口に、同国における公的な国史叙述の特徴を
明らかにするなど、中央アジアのナショナルヒ
ストリー研究においても重要な指摘を行ってき
た。National Delimitation of Central Asia in the New 
National History of Uzbekistanと題する今回の報告
は、1924年の民族共和国境界画定を題材として
取り上げるものであった。同境界画定は、現代中
央アジア国家の枠組みの原型を形作った、中央ア
ジア近現代史の大きなターニングポイントとして
知られており、現代国家の国史叙述もその枠組み
を前提としている。しかし、帯谷氏によれば、ウ
ズベキスタンでは状況はやや複雑であり、ソ連
邦解体による独立後の「上からの」国家主導のナ
ショナリズムに加えて、ジャディード運動の見直
しと再評価といった、複数の歴史研究のベクトル
が交錯するなかで、ナショナリズムの礎となるは
ずの共和国境界画定が、皮肉にも否定的に評価さ
れることになった。
本セッションのディスカッサントには、我が国
における中央アジア地域研究を牽引してきた小松
久男氏を迎えた。小松氏は、1916年反乱につい
て現地ムスリム以外の視点で書かれた未発掘史料
の存在とそれを用いた新たな研究の可能性を問う
とともに、公的な国史叙述の分析においては、学
校の教科書の分析は必要不可欠であることを指摘
した。小松氏も指摘するように、中央アジア現地
で実際に行われている国史叙述と、本セッション
が象徴するような、日本や欧米の研究者によるそ
の見直しとそれに基づいた歴史叙述の間には大き
な隔たりがあることは否めない。私たちのような
「よそ者」研究者が現地の国史叙述を批判するこ
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セッション 6

Japan-Middle East Relations:  
Origins, Dynamics, and Pluralism
オーガナイザー・司会｜中村　覚（神戸大学）
報告 1 ｜  Bahadir Pehlivanturk   

（TOBB University of Economics and Technology, 
Turkey）

報告 2 ｜武藤弘次 （日本中東協力センター）
報告 3 ｜  Steven Wright   

（Hamad bin Khalifa University, Qatar）
報告 4 ｜斉藤純 （アジア経済研究所）
ディスカッサント 1 ｜横田貴之（明治大学）
ディスカッサント 2 ｜須藤　繁（帝京平成大学）

欧米諸国は、中東を研究対象とするだけではな
く、自国の中東政策や、西洋と中東の関係につい
ての研究を学術的営みの一部としてきた。また近
年、中国、韓国、南アジア諸国などと中東に関す
る研究が次々と出版されている。日本と中東に関
する国際的な研究発表は、後塵を拝するように
なっている。
戦後、日本と中東は、互酬的関係を築き、政治
的協調、経済の相互依存、文化的な相互の尊重を
貴重としてきた。だが、戦争や震災による衝撃と
緊張が、その関係を攪乱してきた。そこで、日本
と中東の良好な関係、言い換えると相互依存関係
は、「自然現象」ではなく、皇族、外交官、知識
人、ビジネスマン、援助関係者、文化活動に携わ
る市民などによる取り組みの産物である。そこで
本研究課題は、日本と中東の関係構築の営みを尊
重しつつ、皇室「外交」、通常の外交、「市民外交」
からなる三層の「外交」から構成されるという概
念枠組みを設定することとした。

本研究課題は、日本と中東の関係の起源、動態
性、多元性に関して、事実を検証し、相互依存概
念を批判的に適用する学術的な試みである。事実
の検証から研究を開始する方法を採用した理由
は、日本と中東の関係を理解するために、国際関
係の諸理論をそのまま適用しようとしても、真
層を読み解く営みから遠ざかってしまうからで 

ある。
地域研究者が国際関係を研究する学術的な取り
組みは、新鮮であり、高い可能性を秘めている。
なぜなら、地域研究者は、大国中心主義や国家中
心主義を避けながら、中東と日本の関係を探求す
る強い動機と専門的知識を兼ね備えている。そこ
で中東研究と日本の関係に関する研究は、他の新
興・途上国と日本の国際関係を見直す上で、重要
な示唆をもたらす可能性を秘めている。
本研究課題は、二日目の第六セッションで四本
の報告を披露した。一つ目の報告は、バハドゥ
ル・ペリヴァントルク氏による “Turkish- Japanese 
Relations: Mirrors of Identity” である。二つ目の
報告は、武藤弘次氏による“Development of Saudi 
Arabia – Japan Reciprocal Relations, 1955-2015”で 

ある。三つ目の報告は、スティーブン・ライト氏
による“LNG Market and Supply: the Middle East and 
Japan”である。四つ目は、斉藤純氏による“Gulf 

and Japan Non-energy Sector Economic Relations”で
ある。
コメンテーターの横田貴之氏は、トルコとサウ
ディアラビアに関する研究は、日本との関係を考
察する上で、非産油国と産油国の二つの基本モデ
ルを提供していると評価した。また石油取引のみ

とは容易い。しかし、他方で、現地研究者にとっ
て、国史叙述は彼らの生存基盤であり、相互の溝
を埋めることは容易ではないだろう。今回のセッ
ションでは実現しなかったものの、そうした現実
を直視しつつ、外部の視点、現地研究者の視点を
相互に織り交ぜながら、新たな地平を開拓してゆ
くための共同研究の構築の必要性を強く感じた。

（秋山徹）
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ならず、LNG取引や直接投資の拡大が、非政府
部門での関係強化に貢献していると評価した。須
藤繁氏は、日本の中東での人的資源開発事業での
貢献や潜在性を評価する一方、LNG確保のため
の消費国間の競争は、LNGの消費国のみならず、
生産国にも高い便益をもたらすと指摘した。
本セッションを実施した最大の収穫は、日本と
中東の関係に相互依存論を批判的に適用する可能
性という本研究課題が掲げた仮説に自信を深めた
ことである。また、世界各地からのシンポジウム
参加者から、質問やコメントを活発に頂けたが、
本研究が世界で高い関心を集める研究テーマであ
ると再認識できた。今後は、市民の役割について
検討を深めつつ、セッション報告の成果を原稿と
して書き著して国外に発信するために、さらに検
討を継続する予定である。

（中村覚）


