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「 イ ス ラ ー ム 地 域 研 究 」 最 終 年 度 を 再 ス タ ー ト の 年 に

プ ロ ジ ェ ク ト リ ー ダ ー 佐 藤 次 高

「イスラーム地域研究」プロジェクトは、この４月から最終年度に入った。これまで４年

、 。間にわたって積み重ねてきた研究の成果をいよいよ摘み取るときがきた という感じである

ロンドン刊行の英文叢書はすでに２巻が出版され、３巻目以降のラインナップも計 冊まで12

勢揃いしている。一方、 年秋から刊行予定の和文叢書８巻の編集作業も着々と進み、各2003

巻の編集方針が固まると同時に論文執筆の頼もしい布陣もほぼ整えられた。私は、このよう

な英文・和文の両叢書のなかに、かねてから提案してきた「比較の手法」と「歴史的アプロ

ーチ」重視の研究成果が十分に盛り込まれるものと期待している。

そもそも二つの叢書の刊行を企画したのは、長年にわたる国際的な共同研究の成果をしっ

かりとした形で残し、今後のイスラーム研究の確かな礎にしたいと考えたからである。だと

、「 」 、 、すれば イスラーム地域研究 は５年間で終わりとするのではなく 近未来に視点を定めて

このプロジェクトをどのように継続・発展させていくかを考えてみなければならない、とい

うことになる。事実、このプロジェクトに関心をもつ外国人研究者のなかには、５年きっぱ
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りでの共同研究の終了を惜しむ人が少なくない。

ここで改めて振り返ってみると 「イスラーム地域研究」プロジェクトの実施によって、日、

本のイスラーム研究は一挙に国際化したとの感を深くする。これは、参加者一人一人がもっ

ていた人脈のネットワークが集約されたことと同時に、英文のホームページを開設し、ここ

に研究活動の新情報が刻々と送り込まれたからであろう。この電子情報も放置することので

きない貴重な財産であり、これを将来の研究に生かす方策を探ることがぜひ必要である。

今や、世界のイスラーム研究者が日本のイスラーム研究の動向に注目している。欧米型で

もなく、現地型でもなく、日本型のイスラーム研究の道は開けるのだろうか。それとも研究

のグローバル化にともなって、研究の質もやがて均一化の方向をたどるのだろうか。まだ先

は見えない。折しも、富山でコーランが破り捨てられる事件が起こり、これに抗議して在日

ムスリム外国人による全国集会が開かれた。多くの日本人が日頃在日外国人ムスリムと接触

し、友好と共存の体験ばかりでなく、深刻な摩擦をも経験する時が目前に迫っている。その

意味でも、現在の日本人にとって、宗教・文明としてのイスラーム理解を深めることは最重

要の課題であろう。私たちには、プロジェクトの成果をまとめあげたうえで、いちど安堵の

息をはき、改めて次の一歩を踏み出す覚悟が求められている。

２．各班の研究計画

総括班

研究拠点： （代表者 佐藤次高）東京大学大学院人文社会系研究科
〒 東京都文京区本郷７ ３ １113-0033 - -
東京大学文学部アネックス

「イスラーム地域研究」総括班事務局

TEL 03-5841-2687 FAX 03-5841-2686（直通）

e-mail: i-office@l.u-tokyo.ac.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/

１．主な活動計画

最終年度を迎えて、総括班は以下のような計画を考えている。

（１）和文と英文による「イスラーム地域研究叢書 （和文８巻・英文 巻）は、われわれ」 12

のプロジェクトの具体的な研究成果の中核をなすものである。最終年度の今年は、これらの

編集作業を進めるとともに、これまでの研究活動をふまえて確定した各巻のテーマと構成に
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従って、より一層密度の濃い報告と討議をあらゆる機会に積み重ね、内容の充実をはかりた

い。そのさい、方法としては「比較の手法」と「歴史の視点」とを重視しながら、現代イス

ラーム世界の動態に見合った研究の総合性を心がけたい。

（２）国際ワークショップや現地調査などによる国際共同研究の有効性と重要性は、これま

での活動からも確認されており、本年度も総括班はそのイニシアチブを発揮して、これを積

極的に展開する。具体的には、昨年度から立ち上げた「再考 アラブと日本」プロジェクト

に関連する、中東・米国における資料調査と９月にヨルダンで開催される国際会議

での研究成果の発表が中心となる。Conference on Arab-Asian Relations

（３）地理情報システムの活用やアラビア文字文献総合データベースの構築など、最新のコ

ンピュータ技術を用いた新しい地域研究の手法の開発は、過去４年間の活動により、ようや

く軌道に乗ったといえる。本年度は、総括班が個々のプロジェクトを支援・統合しながら、

その成果の集約をはかりたい。具体的には、地理情報システムを用いた、 世紀ナイル・デ20

ルタの社会経済的変容の解析、市場経済化・開放経済化と都市社会の変容に関する中国とエ

ジプトとの比較研究、そして雲南省山間地域の開発と環境の変化に関する研究などが中心と

なる。

2001 10 The（ ） 、４ 年 月５－８日に文部科学省と国際交流基金の支援を得て 国際シンポジウム

をかずさアーク 木Dynamism of Muslim Societies: Toward New Horizons in Islamic Area Studies （

更津市）において開催する。これはイスラーム地域研究プロジェクトの成果を内外に問うと

ともに、新たな研究課題を発見・提起する重要な全体集会であり、総括班を中心に準備を進

め、また成果の公刊を実現する （シンポジウムの詳細については３．を参照）。

（５）５年間の研究成果を社会に還元し、また次の世代の研究者に伝えるために、年度内に

公開講演会と大学院生・学生を対象とする研究セミナーを開催する。詳細は、決定次第本プ

ロジェクトのホームページやポスターを通して広報したい。

２．海外派遣・招聘計画

ａ．海外派遣

・佐藤次高

派遣期間および派遣地： 年７月 日～８月 日、テヘラン・北京2001 27 10

目的：イラン・中国両国の研究機関において「イスラーム地域研究プロジェクト」の研究

成果を報告し、研究交流を行う。

・加藤博、佐藤宏（研究協力者・一橋大学大学院教授）後藤寛（研究協力者・弘前大学人文

学部講師）
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派遣期間および派遣地： 年８月 日～８月 日、カイロ2001 15 25

目的： 世紀ナイル・デルタの社会経済的変容を地理情報システムを用いて解析する共同20

研究実施のため

・武石礼司（研究協力者・富士通総合研究所主任研究員）

派遣期間および派遣地： 年８月 日～８月 日、クウェート・サウジアラビア2001 18 30

目的：日本とアラビア石油関係の資料収集のため

・冨塚俊夫（研究協力者・四天王寺国際仏教大学教授）

派遣期間および派遣地： 年８月 日～８月 日、ニューヨーク・ワシントン2001 18 30

目的：日本とアラビア石油関係の資料収集のため

・長沢栄治、臼杵陽、福田安志（研究協力者・アジア経済研究所研究部長 、マスウード・ダ）

ーヘル（レバノン大学教授 、イサーム・ハムザ（カイロ大学助教授））

派遣期間および派遣地： 年９月 日～９月 日、アンマン2001 16 19

目的： に出席して研究成果を発表するためConference on Arab-Asian Relations

・加藤博、佐藤宏、後藤寛、 （研究協力者・エジプト 研究員）E.DENIS SEDEJ

派遣期間および派遣地： 年 月５日～ 月 日、北京2001 11 11 15

目的：市場経済化・開放経済化と都市社会の変容に関する中国とエジプトの比較研究の実

施のため

ｂ．招聘

・ （中国雲南省社会科学院院長）HE YaoHua

（中国雲南省社会科学院副院長）FAN ZuQi

（中国社会科学院経済研究所所長）WANG ZongLi

（中国社会科学院経済研究所副研究員）ZHANG Ping

招聘期間および招聘地： 年 月 日～ 日、東京2001 10 20 27

目的：雲南省山間地域の開発と環境、民族に関する地理情報システムによる共同研究の実

施。

・ （カイロ大学アジア研究センター副所長）Ibrahim ARAFAT

（韓国中東学会会長）SONG KyongSook

（中国中東学会会長） など６名ZHAO Guozhong

招聘期間および招聘地： 年 月 日～ 日、東京2001 11 12 13

目的： “ ”に出席し、日本とアラブ関係International Workshop Arab and Asia in 21st Century

について外国の視点と日本の視点を交えながら討議するため。
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３．国際シンポジウムの開催について

～ ～～ ～～ ～～ ～A Preliminary Announcement

The Dynamism of Muslim Societies: Toward New Horizons in Islamic Area Studies

It is our pleasure to inform you that the Islamic Area Studies Project will hold an

international symposium from October 5 to 8, 2001 at the Kazusa Arc, Kisarazu, Chiba-ken, Japan.

This is the final and concluding international symposium of our project that was inaugurated in April

1997 under the leadership of Prof. Dr. SATO Tsugitaka University of Tokyo with the support of( )

the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology. We would like to

present the results of five years of comprehensive and multidisciplinary research in the seven sessions

described below. In this symposium we aim not only to evaluate the results of our cooperative

research but also to bring up new themes for investigation.

All of the panelists have been nominated by the session leaders, and we will announce the

detailed program in July 2001. However, our symposium is open to all colleagues and students who

are interested in Islamic Area Studies, and we hope that many people will participate in the

discussions.

The Kazusa Arc is located an hour from Tokyo Station by a direct bus service and provides a

pleasant and quiet setting for the symposium. The symposium management office will accept hotel

reservations from June 1, 2001 throgh our website.

We are looking forward to seeing you at our international symposium.

Organizing committee:

KOMATSU Hisao University of Tokyo , Chair( )

( )HAYASHI Kayoko Tokyo University of Foreign Studies

( )IIZUKA Masato ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies

Contact Address:

Islamic Area Studies Project Management Office

The University of Tokyo, Bungakubu Annexe

7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033, JAPAN

Tel: +81-3-5841-2687 Fax: +81-3-5841-2686
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E-mail: i-inr@l.u-tokyo.ac.jp

URL: http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

General Program

( )Oct. 5 Friday

Registration 12:00-14:00

Opening Address 14:00-14:30

Opening Lectures 14:30-17:00

Reception 17:00-19:00

( )Oct. 6 Saturday

< >Room A

Session 1: 10:00-13:00

Islamism and Secularism in the Contemporary Muslim World

Session 2: 14:30-17:30

The Public and Private Spheres in Muslim Societies Today: Gender and the New Media

< >Room B

Session 3: 10:00-13:00, 14:30-17:30

Ports, Merchants and Cross-Cultural Contacts

( )Oct. 7 Sunday

< >Room A

Session 4: 10:00-13:00, 14:30-17:30

Sufis and Saints among the People in Muslim Societies

< >Room B

Session 5: 10:00-13:00, 14:30-17:30

Social Protests and Nation-Building in Muslim Societies

( )Oct. 8 Monday

< >Room A

Session 6: 10:00-13:00

Contracts, Validity, Documentation: Historical Research of the Sharia Courts

< >Room B
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Session 7: 10:00-13:00

Islamic Area Studies with Geographic Information Systems

Concluding Discussion: 14:30-17:30

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

Abstracts of the Sessions

(1)Islamism and Secularism in the Contemporary Muslim World
This session focuses on the ongoing conflict between Islamism and secularism in the

contemporary Muslim world. Here we use the term "Islamism" to mean the political activism based

on the belief that all human life must be guided by Islamic principles, and we define "secularism" as

a philosophical trend that seeks to separate political and civil affairs from the religion. While it is true

that such conflict existed during most periods in Muslim history, it has become more and more

serious since 1979, when the Islamist government of Iran was established by popular revolution.

During the 1980s and 1990s, Islamism occupied a central position in both political discourse in

Muslim countries and scholarly discussion among Islamic area studies scholars.

Two topics will be discussed in this session. The first will be the nature of Islamist political

challenges against secular national governments. The current situation and dynamism of Islamist

movements in Indonesia, Turkey, Central Asia post-Soviet Union , and other Muslim countries will( )

be discussed, with special reference to intellectual, sociological, economic, and political backgrounds.

Our second topic will be concerned with the philosophical and political struggles over Islamic

law in contemporary Muslim nation-states. Without any doubt, it is the central issue of the conflict

between Islamists and secularists. As is well-known, from the early nineteenth century, most of the

Muslim countries took up the Western civil code as their model. Although a lot of religious

conservatives opposed the import of such legal policies, the governments succeeded in replacing most

of their traditional laws with those of Western origin. But with the dramatic growth of Islamism

during the 1980s and 1990s, Islamic law and its codification, especially family law, regain some of

its influence in most Muslim countries. We will have two case studies on this topic; one for Arab

countries and the other for India, which has a large Muslim minority. Panelists may discuss also the

differences in the concept of law between Islamic and Western legal thoughts, and the continuity or

discontinuity between the classical law and the modern legislations.

The diversity of styles and backgrounds of the Islamism-secularism conflict is well-known;
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therefore we will not seek to put them within any single understanding. But bringing together the

various perspectives of the panelists with concentrations in political science, sociology, history and

area studies, will create a multidisciplinary paradigm for the research of the Islamism-secularism

conflict. And that creation answers one of the main purposes of our Islamic Area Studies Project, that

is, to pursue multidisciplinary area studies on the Muslim world.

(2) The Public and Private Spheres in Muslim Societies Today: Gender and the New Media
The public/private dichotomy has been widely accepted as a useful framework of analysis in

the circles of Middle Eastern and Islamic studies, and in social thought in general. Although some

scholars have questioned the utility of the public/private dichotomy, most recognize it as

complementing other basic categories of social thought such as male/female, political affairs/domestic

affairs, and others.

This session, composed of six panelists, is planned to probe the validity of the public/private

distinction through the empirical and theoretical examination of recent socio-cultural transformations

among Muslim societies in the Middle East. We focus our discussion on two related topics.

The first is specifically concerned with gender issues. Conventionally, women's activities

appear confined to the private sphere and, when women enter the public sphere for some purposes,

they have to put on some form of the "veil". Such a dress code is said to have been observed more

strictly by the so-called re-Islamization or Islamic revival since the 1970's. We have to remember,

however, that women started to appear in the streets in many cities in the Middle East to attend

schools or work in offices at nearly the same time. Even in the rural areas, the recent penetration of

cash economy has transformed traditional styles of women's domestic work into a kind of a

small-scale capitalistic production to sell products in markets as commodities. These specific forms of

entry into the public sphere is key to rethinking the theoretical implications of the public/private

distinction.

The second and related topic is the recent remarkable spread of new communications media

in the Middle East and in Muslim-majority societies, contributing to the emergence in these regions

of a new "public sphere," as Eickelman and Anderson 1999 have recently argued. Our goal is to( )

ask a question complementary to theirs: how does the newly emerging public sphere relate to the

complementary emergence of privatization, or a "private" sphere, in the Middle East and the

Muslim-majority world? In answering this question, the issues of gender roles and the public/private

distinction converge and link to some of the main currents of contemporary anthropological thought.
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(3) Ports, Merchants and Cross-cultural Contacts
As is well-known, a great number of works concerning the activities of European people in

the so-called Orient after the 17th century has been produced here, the word "Orient" is used in its(

broadest sense, that is, the non-European world as a whole. The studies of their commerce,)

missionary work, wars, colonization process of Asian countries and so on, have advanced remarkably

these last twenty years. There still remain, however, many points to be clarified and which await our

research.

Cross-cultural contacts in the Orient are certainly among these points. When one faces

different ways of life, belief, and thought, how does the person react? Acceptance, compromise, or

refusal? Obviously, we can find various cases depending on the conditions of the encounter. Who met

whom? And where and when did they meet? These are certainly very important factors in deciding

the outcome of the encounter. If we compare and analyze the different ways of contact, we may be

able to understand better the character of an area, a people, or an age.

Two keywords chosen for this study are: ports and merchants. It would be ideal therefore to

compare the activities of merchants and people's attitudes to them at a certain port with those at

another port of approximately the same period. However, we do not have to be so strict, and papers

relating either to ports or to merchants are acceptable. In order to make it easier to compare several

examples, every paper should touch upon the topography of the city during the time in question.

In this session, contacts between European and "local" people will be examined. At the same

time, we cannot be but interested in the contacts and relationships between people of different

backgrounds in the Orient itself. What was the influence of differences in ethnicity and religion on

their activities, such as trade, customs, and immigration? All these topics will be discussed.

(4) Sufis and Saints among the People in Muslim Societies
In Muslim societies since the early Islamic period, the people have played a politically and

socially important role. If one were to consider Muslim societies from the standpoint of the people,

what would be the characteristics that would most likely come to light? We would probably discover

that there are many popular groups which stand out in the political and social arena: the Sufis, the

saints, minority religious sects, urban outlaw groups, guilds, and so on.

This session will concentrate especially on the importance of Sufi saints and Sufi orders both

in historical perspective and in contemporary times. As to this question, we may discuss how the
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authority, the power and the legitimacy of the Muslim societies were entangled with each other,

especially in the framework of the political, social and religious roles of the Sufi saints and Sufi

)orders. There is agreement among most scholars with regard to the following points, namely that a

Sufi saints and Sufi orders were central actors in Muslim societies until the pre-modern period 19th(

century , and b in the process of European colonization and modernization of the Muslim countries,) )

they declined rapidly and lost their politically and socially important functions.

But Sufi saints and the Sufi orders came into resurgence in Muslim regions in the 1970's, and

especially in the independent Muslim states in Central Asia after the collapse of the Soviet Union. In

these new states, national identities were formed and nationalism kindled by the rediscovery of

historical heroes. Sufis and saints became popular with Muslim commoners once again.

We need to reconsider Sufi saints and Sufi orders in new contexts and dimensions, from both

the historical and contemporary points of view, so that we may discover clues to a new interpretation

of Muslim societies from the viewpoint of the people.

(5) Social Protests and Nation-Building in Muslim Societies
In modern times, people in Muslim societies have organized various kinds of social and

political movements against the invasion of Western powers on one hand, and against state control on

the other. These movements could be considered as protests against the political system and affairs of

the time, in tandem with the formation of nation-states in modern times.

This session aims to examine the continuity and discontinuity of two important ages, that is,

the Age of Imperialism the modern age from the end of the 19th to the beginning of the 20th(

century and the Age of Globalization the contemporary age since the end of the Cold War .) ( )

Special attention should be paid to the Islamic elements, for they played a significant role in the

peoples' movements and reflected the ideological circumstances in Muslim societies.

In this session, the Middle East and Central Asia will be compared. The session is composed

of two parts, "The Historical Perspective" and "The Contemporary Perspective", which deal with the

peoples' movements in the Age of Imperialism and the Age of Globalization, respectively.

(6) Contracts, Validity, Documentation: Historical Research of the Sharia Courts
For a long time, the judicial organization of Muslim societies has been managed, in general,

according to Islamic law shari'a . The documents which were drafted, validated, and recorded at( )

Islamic courts were made available to scholars in the 1970's, and they opened up the possibilities of
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Middle Eastern studies. Now they are regarded as one of the most important sources for the study of

the social, economic, and cultural history of Muslim societies. Recent studies based on Islamic court

records achieved admirable results, for example, in the studies of Muslim women, peasants, and

minorities.

Let us now reconsider these Islamic court records carefully. As Dror Ze'evi said, "these

records are often regarded by researchers as a single, homogeneous source and treated as a simple

account of facts", but "shari'a court records are a complex source... researchers should be cautious

about accepting the information they contain at face value." In other words it is dangerous for us to

treat the records as almighty and unbiased sources.

This session aims for two goals. The first goal is to confirm the kinds of functions Islamic

courts carried out in Muslim societies. The courts of the Ottoman Empire are relatively well known:

the Islamic courts executed official documents, validated contracts, and settled lawsuits. But even

here we should re-examine their basic roles and compare them between different times and places.

The second goal is to reconsider the validity of Islamic court records as historical sources.

Their usefulness for quantitative history, narrative history, and micro-history has already, to some

extent, been proved. However we should be conscious of their limitations at the same time, and move

towards another methodology in order to make this field even more productive in the future.

(7) Islamic Area Studies with Geographic Information Systems
This session focuses on several topics of Islamic Area Studies enhanced by the use of modern

information technology, Geographic Information Systems GIS . Islamic Area Studies, more or less,( )

deals with geographical factors for the word 'area' connotes a geographic notion. In Islamic area

studies, we have to manage spatial data, i.e. attribute data associated with locations. A decade ago,

this management was difficult due to poor computer performance in treating geometrical functions. In

recent years, however, this difficulty has been overcome by GIS, a computer processing tool for

constructing, managing, analyzing, and visualizing spatial data. In this session, we will show several

applications of GIS to Islamic Area Studies.

We studied three areas: India, Turkey/Syria, and Central Asia. In India, we will show the

effect of the Muslim reign on native communities in Ponnary over 200 years. We will also show the

spatial distribution of castes in the same period. In Turkey/Syria, we analyzed architectural as well as

city-wide spatial structures in several cities. We will propose new models for the analysis of

historical/spatial multi-layers using GIS and apply them to the old city of Damascus. We also
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analyzed the street network in Istanbul, taking into account the three-dimensional topography. In the

case of Central Asia, we will show demographic and socio-economical changes during the 20th

century on a detailed map of the Ferghana Valley, where the resurgence of Islam has been observed

since the collapse of the Soviet Union.

研究班１「イスラームの思想と政治」

研究拠点： （代表者 小松久男）東京大学大学院人文社会系研究科
〒 東京都文京区本郷７ ３ １113-0033 - -
東京大学文学部アネックス

「イスラーム地域研究」第１班事務局

TEL 03-5841-2687 FAX 03-5841-2686（直通）

e-mail: ias-hiro@l.u-tokyo.ac.jp
http://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/~asia/renkan/ias/2000/index.htm

１．主な研究テーマと活動

現代イスラーム世界の動態の中でもひときわ目立つのは、イスラーム復興の展開である。

それはたんなる思想潮流にとどまらず、政治・社会運動として現れているところに特徴があ

り、さらにイスラーム諸国の中に限らず、世界に広がるイスラーム地域の各地において政治

・社会的な問題を提起している。それはまたイスラーム思想の豊かな伝統を背景にするとと

もに、現代のイスラーム地域にみられる幅広いイスラーム覚醒をその基盤としている。 世21

、 。紀の世界においてイスラーム地域はいかなる役割を果たし またどのような意味をもつのか

この重要な問いに答えるには、現代のイスラーム復興の諸問題を総合的に理解することが必

要であろう。

そこで、われわれの研究班は、現代イスラーム思想の諸潮流とこれと密接に結びついた政

治社会運動、冷戦後の国際関係においてイスラーム地域の占める位置と役割、思想と政治・

社会とを結ぶイスラーム法の現状と動態、これらを地域間比較の手法を用いながら総合的に

研究することによって、現代文明とイスラームとの複雑な相互関係を解明することをめざし

たい。研究班１を構成する３つの研究グループは、今年度もそれぞれ次のような課題を設定

している。

グループ「現代イスラームの思想と運動」は、近現代の主要な思想家の思想をその原典a

から読み解く作業を進めるとともに、それと密接に結びついている現代のイスラーム復興運
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動の特質を地域間比較の方法を用いて検討する。そのさい、歴史的な展望を欠かさず、また

個々の思想や運動の地域を越えた共振作用にも留意したい。

グループ「国際関係の中のイスラーム」は、現代の国際社会においてイスラームはどのb

、 。ように位置づけられるのかを 国際政治の枠組みの中で明らかにしていくことを目標とする

具体的には、国際紛争におけるイスラーム政治運動の位置づけ、地域ブロック化と「イスラ

ーム」の関係、反体制運動としてのイスラーム運動と国際社会の関係などの諸問題を内外の

中東・中央アジア・東南アジア研究者（とくに政治学・現代史・地域研究の研究者）を交え

た研究会を開催して検討する。

グループ「イスラームの法と社会」は、現代のイスラーム国家において、古典的な規範c

がほぼそのまま適用されている唯一の領域である家族法に注目し、古典的なイスラーム家族

法の体系を把握しながら、現代の立法との異同を確定するための基礎作業を行う。そのため

に国内の人類学者や歴史学者による報告を中心に研究会を開催し、古典的な家族法と現代の

立法との間の異同がいかにして生じたのかを分析する作業を進める。

研究班全体としては、和文によるイスラーム地域研究叢書の１巻を構成する『現代思想と

政治運動』が、まさにこれまでの研究成果を集約する性格をもっていることから、本巻の執

筆者を中心に研究会を開催し、各論文の内容を練り上げるとともに、巻としての統合性を高

めたいと考えている。

研究班１の中に拠点を持つ中央アジア研究ネットワークは、今年度も機会をとらえて中央

アジア研究セミナーを開催するほか 「フェルガナ・プロジェクト」のさらなる前進をはかり、

たい 「フェルガナ・プロジェクト」は、地理情報システムを用いてフェルガナ地方の人口動。

、 、 。 、態 民族構成 土地利用の変化などの解析を試みるプロジェクトである 中央アジアの東部

ウズベキスタン・タジキスタン・クルグズスタン３国が交わるフェルガナ地方は、現代中央

アジアにおいてイスラーム復興運動がもっとも進展しつつある地域であるとともに、民族間

の対立や環境汚染の深刻化などの問題によって、さまざまな意味で緊張関係が増大している

地域である。 年夏キルギス南部で起こった武装勢力の浸透・人質事件の舞台となったの1999

もこの地域である。この地域の諸問題を理解するには、過去１世紀の人口動態や民族の分布

状況を地理情報と組み合わせて分析することが有効であろう。中央アジア研究ネットワーク

は、この「フェルガナ・プロジェクト」を２年前から発足させ、現在 万分の１の詳細な地20

図の上にさまざまな統計データを取り込む作業を続けている。今年度は、フェルガナ地方で

の現地調査を行うほか、プロジェクトの成果を 月の国際シンポジウムで報告する予定であ10

る。また、近現代中央アジアの重要な史料を公刊する も、昨年Central Asian Research Series

に続き数点の刊行を予定している。
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これまでの研究成果のとりまとめとしては、以下の出版物の刊行を予定している。

・原典翻訳シリーズとして：

粕谷元『ヌルスィー著作選』

中西久枝『ジャアファリー選集』

・イスラーム地域研究英文叢書の一環として：

KOSUGI Yasushi ed., , London, 2001.The Manar Journal and the Manar School

Islam and Politics in Russia and Central Asia:Stéphane DUDOIGNON & KOMATSU Hisao eds.,

, London, 2001.Early 17th-Late 20th Centuries

：S. DUDOIGNON, Y. KOSUGI & H. KOMATSU, Intellectuals in Islam in the 20th Century

, London, 2002 or 2003.Situations, Discourses, Strategies

Raja A. ADAL ed., , Tokyo, 2001.・ The Index of the Journal "La Nation Arabe"

２．海外派遣・招聘計画

海外派遣a.

・小松久男

派遣時期および派遣地： 年７月 日～７月 日、ウズベキスタン2001 15 28

目的：フェルガナ・プロジェクトのための現地調査および資料収集

・湯浅剛（研究協力者、防衛研究所）

派遣時期および派遣地： 年７月 日～７月 日、ウズベキスタン2001 15 28

目的：フェルガナ・プロジェクトのための現地調査および資料収集

・小林寧子

派遣時期および派遣地： 年７月 日～８月 日、インドネシア2001 29 31

目的：統一婚姻法をめぐる諸問題、特に統一婚姻法の施行状況に関する調査

・飯塚正人

派遣時期および派遣地： 年 月 日～ 月 日、エジプト2001 10 21 10 31

目的：エジプトにおける現代イスラーム思想の展開に関する最新資料の収集

・池内恵（研究協力者、アジア経済研究所）

派遣時期および派遣地： 年６月 日～８月７日、エジプト2001 28

目的： 年代から 年代にかけてのエジプトにおける、民主化とイスラーム主義との80 90

相互連関の動向をめぐる資料収集と情報交換
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招聘b.

・シャフナズ・サリム・フンザイ（ブルシャスキ研究アカデミー研究員）

招聘時期および招聘地： 年７月 日～７月 日、京都・東京2001 10 20

目的：現代パキスタンのイスラーム復興運動についての報告および研究情報の交換

・ナサルディン・ウマル（ジャカルタ国立宗教大学教授）

招聘時期および招聘地： 年７月 日～７月 日、東京2001 18 25

目的：研究班１・２合同の「東南アジア研究セミナー」における報告

３．グループ・リーダーより

＜１－ａ＞

今年も、 世紀におけるイスラーム思想とイスラーム復興運動の展開と特質を、現実の政20

治・社会・経済的な諸条件との関連を考慮に入れつつ、地域間比較の手法によって解明して

いきたい。そのために復興運動研究会をはじめ原典および論点・書評研究会を随時開催して

いく。今年は、パキスタンのイスラーム復興に関する研究会が注目される。この間、 年1998

に開催した『マナール』誌に関する国際 セミナーと、 年に開催したロシア・中央ア研究 1999

ジアにおけるイスラームと政治に関する国際研究セミナーの成果を収めた英語の論文集の刊

行を必ず実現し、あわせて 年に開催した 世紀イスラーム世界の知識人に関する国際2000 20

研究セミナーの論文集の刊行準備を整えたいと思う。また、今年 月の国際シンポジウムで10

は、研究班１の成果や課題に関わる多くの報告が予定されているので、多くの方々の参加を

呼びかけたい （小松 久男）。

＜１－ｂ＞

グループｂでは、プロジェクト最後の締めくくりとして、その研究成果の一部を 月の国10

際シンポジウム（第５セッション）と和文叢書の形で取りまとめることに力を注ぎたい。そ

こでは主として、昨年より開始したナショナリズム・国民国家研究を反映させて、イスラー

ム世界におけるナショナリズムのさまざまな側面を議論していく。例えば、国家統治のため

のイデオロギーとしてのナショナリズムと民衆運動が担うナショナリズムとの連動性と乖離

といった問題について、イスラーム諸地域における時代的・地域的比較を行ないつつ、一定

の理論化ができれば、と考えている （酒井 啓子）。

＜１－ｃ＞

昨年は、研究協力者を中心として３回の研究会を行った。時代・地域とも多様、あるいは

ばらばらではあるが、古典的なイスラーム家族法、あるいは広くイスラーム法と、現代のイ
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スラーム地域における立法の関連がある程度見えてきたようである。今年は、一方に東南ア

ジア・南アジアを中心とする現代立法、他方に古典的な法学書や諸資料に見えるイスラーム

の家族のあり方を俯瞰して、何がしかの総合的な成果を出してみたい （柳橋 博之）。

研究班２「イスラームの社会と経済」

研究拠点： （代表者 私市正年）上智大学アジア文化研究所
102-8554 7-1〒 東京都千代田区紀尾井町

上智大学アジア文化研究所「イスラーム地域研究」第２班事務局

TEL 03-3238-3162 03-3238-3697 FAX 03-3238-3162（直通） （アジア文化研究所）

e-mail: y-hosonu@hoffman.cc.sophia.ac.jp
http://pweb.sophia.ac.jp/˜m-kisaic/

１．主な研究テーマと活動

研究班２の活動の基本的枠組みは、現代世界が抱える社会的、経済的課題について歴史的

視点を重視しつつ研究することにある。平成 年度はプロジェクト最後の年度であり、以下13

のような研究目的を完成させ、研究の成果を今後のイスラーム地域研究に役立てるような総

括的研究を実施する。研究の成果および総合化は、叢書の出版によって実施、公表する予定

であるが、研究班２関係では 『民衆運動と民主化 （私市･栗田編 『聖者信仰と神秘主義』、 』 ）、

（赤堀･堀川･東長）の２巻を担当する。これらの出版の進捗状況にあわせて研究会を実施す

る。なお英語による出版も予定しており、その準備をおこなう。

研究班２は「イスラーム地域における民衆と民主化問題」を重要な研究活動の柱として位

置付け 「いま、なぜ市民社会なのか（ 年度 「民主化と社会運動（ 年度 「イ、 ）」、 ）」、1997 1998

スラーム地域における民主化と民衆運動（ 年度 」｢ムスリム諸地域における民衆と民衆1999 ）

運動」という４回の国際ワークショップや班全体研究会を実施してきた。このような国際ワ

ークショップや研究会を経て明らかになったのは、イスラーム地域における民主化問題が権

力闘争の道具にされており、民衆が政治にどれだけの発言と意思表示ができるのかが、最大

の課題となっていることである。

平成 年度はこの認識の上に立って、イスラーム地域における民衆と民主化問題を、とく13

に民衆運動の中でのスーフィーと聖者の社会的役割をテーマに、地域間と時代間の比較の視

点を重視しつつ 総合的な研究を実施していく そのため 月の国際シンポジウムでは ム、 。 、 「10

スリム諸地域における民衆の中でのスーフィーと聖者」というセッションを担当する。さら
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に別途、国際会議に招聘する研究者を交えて、同様のテーマの班主催ワークショップも開催

を予定している。このワークショップでは、日本の若手研究者に参加を促し、プロジェクト

の目的の一つである若手研究者の育成をはかりたい。招聘、海外調査、グループ研究もこれ

と連動して行う。研究班２を構成する３つの研究グループは、今年度、以下のような活動を

予定している。

ａグループは、イスラーム地域における社会開発と密接に関わる様々な社会運動や市民社

会、民主化問題の研究を重要な課題として取り上げている。これは、複数政党制や議会制度

の実施にもかかわらず、実質的な民主主義が機能していない多くのイスラーム地域諸国の実

状に照らして、経済開発は制度的改革のみでなく、社会開発が民主主義の実現のために重要

であるとの視点に立ってのものである。さらに、上記の研究課題をイスラームの原理および

資料解読による基礎研究にまで立ち戻って研究するため、ａグループの活動では 「理性と宗、

教」および「ジャウィ文書の解読」をとくに重点研究とする。具体的には、イスラーム地域

の民主化問題を比較するため、東南アジア、中東、中央アジアの諸地域の事例研究会を５回

ないし６回実施する。また 「理性と宗教」および「ジャウィ文書の解読」をテーマに数回の、

研究会を実施する。

ｂグループは、市場経済化と経済発展の担い手、イスラーム経済・金融システムの導入、

地域総合構想、商業・流通・労働力ネットワーク、石油・天然ガス等資源開発と環境問題と

の関わりなどのテーマを、イスラーム地域との関連の中で研究していく。具体的には、イス

ラーム諸地域における経済開発が、民衆の人権や環境問題にいかなる影響を与えているかを

、 。 、主題として ５回ないし６回の研究会を実施する なおエジプトから 研究者を招聘しNGO

意見交換と研究会を行う。

ｃグループは、スーフィズム、聖者信仰、タリーカをめぐる複合的事象を中心的課題とし

てとりあげる。その理由は、これらの諸課題には思想的洗練と民衆信仰が交錯し、社会組織

としての多様な政治経済活動が見られ、なおかつ歴史性と今日性を併せ持つが故に、地域、

時代、研究分野を横断した包括的課題であるからである。具体的には，上記の複合的事象を

現代社会の民衆の生活や福祉との関係で研究するため、事例研究と理論研究を交錯させて、

５回ないし６回の研究会を実施するとともに、今年度具体的な成果を活字媒体もしくは電子

媒体の形で発表する。

各グループの活動に関しても、班全体の活動に関しても、研究の成果は、プロシーディン

グや論文として明確な形にするための努力をおこなう。 年度の国際ワークショップ2000

"People and Popular Movements in Muslim Areas" 1997 "Ziyara:および 年度の国際ワークショップ

の２つについて、英文プロシーEthno-Historical Study of Musulim Visitation to Religious Places"
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ディングを年度内に刊行することである。今年度予定のワークショップについても同様の成

果刊行に向けて準備に着手する。また、ｃグループでは、スーフィズム，聖者信仰、タリー

カの研究に有用と思われる諸概念や人名、地域についてグローサリーなど諸資料を作成し、

順次 ページ上にて公開していく。web

２．海外派遣・招聘計画

ａ．海外派遣

・私市正年

派遣時期および派遣地： 年８月 日～ 日 フランス・モロッコ2001 10 30

目的：国際研究セミナーの打合せ

・堀川徹

派遣時期および派遣地： 年８月 日～ 日、ウズベキスタン・タジキスタン2001 10 30

目的：中央アジアのスーフィズムの調査・研究

・見市建（研究協力者・学振特別研究員・神戸大学院生）

派遣時期および派遣地： 年８月 日～ 日、インドネシア2001 10 30

目的：インドネシアの民主化についての調査・研究

・小池利幸（研究協力者・東京外国語大学院生）

派遣時期および派遣地： 年８月 日～ 日、モロッコ2001 10 30

目的：モロッコのスーフィー教団の調査・研究

ｂ．招聘

・ （エジプト、 （ グループ）責任者）Ahmad Abdalla Al Jeel NGO

招聘時期： 年 月 日～ 日2001 11 15 30

目的：研究班２合同ワークショップに参加

・ （モロッコ、 、 )HILALI Mohamed Yassir University of Meknes Assistant

招聘時期： 年 月 日～ 日2001 11 15 30

目的：研究班２合同ワークショップに参加

３．グループ・リーダーより

＜２－ａ＞

ａグループは、最終的成果をまとめるべく和文叢書及び英文叢書の出版に向けた研究会を

実施する。引き続き社会開発と密接に関わる様々な社会運動や市民社会、民主化問題の研究



- 19 -

を重要課題として取り上げる。これは、経済開発や制度的改革だけでなく、社会開発が民主

主義の実現のために重要であるとの視点に立ってのものである。また民主化問題における民

衆の役割 民主化問題の歴史的背景 イスラーム思想と民主主義思想の関わりなど原理的 思、 、 （

想的・哲学的）なレベルにまで掘り下げた研究を行うつもりである。さらに資料解読の重要

性についての認識を深めるような努力をする （私市 正年）。

＜２－ｂ＞

ｂグループは、清水（代表 、長沢、鳥居が担当する。ここでは、グローバライゼーション）

と経済発展の担い手の変化、市場経済化のプロセス、産業構造と社会階層の変動、イスラー

ム経済・金融システムの導入、地域統合構想、商業・流通・労働力・資本のネットワーク、

石油・天然ガスなどの資源開発と経済発展、環境問題、人口問題、 と などの問題ODA NGO

を、東南アジアを含むイスラーム地域との関連の中で研究していく。そのなかで経済協力や

経済統合とイスラームの役割、経済危機に対する各種イスラム運動の対応やオールターナテ

ィブの提示にも十分注意を払うこととする （清水 学）。

＜２－ｃ＞

最終成果である和文叢書の執筆に向け、スーフィズム、聖者信仰、タリーカをめぐる複合

的事象の研究を核に活動を展開する。若手研究者中心に事例研究会を継続しつつ、叢書執筆

と国際シンポジウムでの発表を念頭においた研究会を催す。あわせて、英文ワークショップ

・プロシーディングを急ぎとりまとめる （赤堀 雅幸）。

研究班３「イスラームと民族・地域性」

研究拠点： （代表者 加藤博）国立民族学博物館・地域研究企画交流センター
565-8511 10-1〒 吹田市千里万博公園

国立民族学博物館・地域研究企画交流センター事務室気付「イスラーム地域研究」第３班事務局

TEL 06-6878-8342 FAX 06-6878-8353
e-mail: san@idc.minpaku.ac.jp
http://www.minpaku.ac.jp/index03.htm

１．主な研究テーマと活動

イスラーム世界は、 世紀においても、民族と宗教をめぐる地域紛争が多発する地域であ21

り続けるであろう。その理由として、次の２つが指摘できる。第１は、イスラーム世界は多

様かつ広域な世界であるが、そこでの政治単位である国家のほとんどは発展途上国であり、
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中東にその典型が見られるように、国内での政治経済の動向が国際政治経済の動向に大きく

左右されるということである。第２は、イスラーム世界の文明的あるいは文化的な伝統が、

近代ヨーロッパで形成された国民国家体制―東西冷戦体制もこの延長線上に築かれていた―

と基本的なところで馴染まないということである。そのため、国民国家と国民経済の成熟度

において劣るイスラーム世界の各国の政治担当者は、国家という政治単位と、民族や宗教と

いったより広い範囲の文化単位との狭間にあって、微妙な舵取りを要請される。と同時に、

彼らは自らの政権維持のために、対内的にも対外的にも、文化的な伝統に依拠する様々な政

治的プロパガンダを展開することになる。さらに、近年においてはグローバリゼーションと

総称される既存の国境を越えた地球規模でのモノ、カネ、人、情報の移動を通じて、こうし

た政治と文化の相克と葛藤は国民国家の本場である欧米にも移植され、イスラーム世界の外

。 、においても多くの文化摩擦と社会不安を引き起こしている 以上のような基本認識のもとに

本研究は、これまでの４年間において、広域的なイスラームという文明単位、より限定的な

民族という地域文化の単位 そして国家という政治単位 以上３者の間における錯綜した 共、 、 「

存と摩擦」の諸相を、住民の棲み分け状況や彼らの重層的なアイデンティティ構造にまで踏

み込みながら 解明することに勤めてきた そのことによって イスラーム世界における 国、 。 、 「

民国家」概念の脆弱性と「地域」概念の可変性の問題が理論的に深められ、 世紀における21

ポスト国民国家時代のイスラーム世界を見通すための最も重要な視点が得られると期待され

たからである。本研究の５年目にあたる今年度はプロジェクトの最終年度にあたるため、こ

れまでの４年間における研究成果をまとめ、世に問うことをめざしたい。

具体的には、ａグループは 「教育 「メディア 「女性」をキーワードに、これらを国民国、 」 」

家、イスラームのイデオロギーのなかに位置づけつつ、さまざまな次元において、イスラー

ム社会の虚像を作り出すイデオロギーやイメージの生産過程、その社会における役割を明ら

かにし、その成果を『イスラーム地域研究叢書』の１冊としてまとめる。

ｂグループは、イスラーム世界における文化摩擦を多様な次元（イスラーム主義者と一般

のムスリム間の、イスラーム復興・ナショナリズム・世俗主義間の、ムスリムと非ムスリム

間の、など）で検討する。また、昨年度から開始された、映像資料を駆使したメディアに現

れるイスラーム社会の虚像と実像の分析を継続し、同時に、この間集められた映像資料のデ

ータベース化をはかる。

、 、ｃグループは メディア・女性・教育・文化摩擦に関する言説・行動を分析するとともに

ａ、ｂグループならびにイスラーム地域研究全体の動向に連動した資料収集にあたるが、と

りわけ などの電子資料、ビデオ・映画・写真などの映像資料、 関連の地図資料CD-ROM GIS

など、非文字資料の収集に努める。そして、それらをデータベース化し、広く一般に情報提
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供を行いうるシステムを構築する。

２．海外派遣・招聘計画

ａ 海外派遣.

・帯谷知可

派遣期間および派遣地： 年８月 日～９月 日、タシュケント2001 13 30

目的：中央アジア関連現代イスラーム資料の収集のため

・臼杵陽

派遣期間および派遣地： 年 月４日～ 月 日、エルサレム2001 11 11 24

目的：パレスチナにおける現代イスラーム資料の収集のため

・内藤正典

派遣期間および派遣地： 年 月 日～ 月 日、アムステルダム、ローマ2001 12 10 12 20

目的：ヨーロッパのムスリム移民におけるイスラーム復興運動の比較研究のため

・高野昌弘（研究協力者・大阪外国語大学非常勤講師）

派遣期間および派遣地： 年 月 日～ 月 日、カイロ2001 12 20 12 30

目的：現代エジプト文化の動向調査、文化摩擦に関する映像資料の収集のため

ｂ 招聘.

・ グーシェギール（アフワーズ大学助教授）S.A.

招聘期間および招聘地： 年９月３日～９月 日、東京2001 21

目的：フランスと日本のイラン人労働者の比較研究のため

３．グループリーダーより

＜３－ａ＞

「女性 「教育 「メディア」をキーワードに、これまでの４年間において追求してきた、」 」

イスラーム世界住民のアイデンティティ形成に係わる諸問題を整理し 『イスラーム地域研究、

叢書』の第５巻「性と文化」として出版する準備をする。その際、最重要課題として「人的

資源としての女性」をとりあげ、研究活動（研究会・ワークショップ組織、海外派遣、研究

者招聘）を組織する （加藤 博）。

＜３－ｂ＞

プロジェクトの最終年度にあたり、ムスリムの動向がもたらす摩擦の問題を論じてきたこ

れまでの調査・研究の総括を目指す。具体的には、①平成 年度以来収集してきた、国内・11
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国外におけるムスリムと非ムスリムとの間の文化摩擦をテーマにした映像資料の公開、②特

定地域における社会・文化摩擦に関する研究会(東アフリカを検討中)、③より広い学術的視

野のなかにイスラーム地域研究の位置づけを探る研究会、などを企画する （大塚 和夫）。

＜３－ｃ＞

ｃグループは現代イスラームに関する資料収集を目的としている。最終年度にあたる今年

度はこれまで収集してきた非文字資料、とりわけビデオ、地図などメディア関係の収集資料

の分類、整理を行い、可能な限りデータベース化を行いたい。また、これまで収集してきた

マイクロフィルム、マイクロフィッシュなどの諸資料のインデックスを作成し、より利用し

やすいかたちで公開できるようにしてゆきたい （臼杵 陽）。

研究班４「地理情報システムによるイスラーム地域研究」

研究拠点： 代表者 岡部篤行）東京大学大学院工学系研究科（
〒 東京都文京区本郷７ ３ １113-8656 - -
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻岡部研究室 「イスラーム地域研究」第４班事務局

TEL 03-5841-6225 FAX 03-5814-8521
e-mail: tkuroiwa@ua.t.u-tokyo.ac.jp
http://ua.t.u-tokyo.ac.jp/

１．主な研究テーマと活動

１) インド・ポンネリ地域における行政システムの成立過程を、 を用いて空間解析的に分析GIS
する手法を開発し、その適用を行う。

２) 中央アジア・フェルガナ地域の都市・集落データのデジタイズを実施し、その分析を行

う。

３) 他イスラム諸国との住宅・都市構成の変化などの分析を行い、文化的背景の違いなどに

起因する空間構成の特徴を分析する。

４) ３次元情報を加味した分析手法を適用して、３次元的な道路ネットワークや空間配置と

その文化的意味を分析する。

２．海外派遣・招聘計画

ａ．海外派遣

・ 水島司
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派遣時期および派遣地： 年８月、イギリス2001

目的：インド・ポンネリ地域歴史資料の収集

ｂ．招聘

・ （研究協力者・イスタンブル工科大学教授）Ayşe Sema KUBAT

招聘時期： 年 月、東京2001 10

目的：小域地域研究グループ研究会および木更津での国際シンポジウムへの参加

３．グループリーダーより

研究班４は、イスラーム学研究に地理情報システム（科学）を導入し、イスラーム学の深

化に貢献をしようという目的で研究を遂行してきました。早いもので、今年度はもう最終年

度ということで、いまさらながら時のたつ速さに驚いています。振り返ってみますと、研究

開始当時、イスラーム研究を専門とされる皆様方は、地理情報システムなどとは得体のしれ

ないものだと思われたに違いありません。実際、このもの珍しいシステムに興味を持ってい

ただける研究者に出会うに大変苦労しました。幸いなるかな、何人かのイスラーム研究者と

共同研究を始めることができ 「文理融合」の研究に挑戦をしてまいりました 「文理融合」、 。

とは、言うのは易しく、実際、融合をするのは長い時間を必要とするものだと思います。昨

年度から研究班４内部だけでなく、他の班とフェルガナ地域での共同研究が開始されました

し、また今年度は、エジプトや雲南地域での共同研究も始まります。やっと共同研究が始ま

りだしたころに研究年度が終わってしまうのは、残念ですが、残された１年を大切に、研究

、 。（ ）を進めて行こうと思っておりますので よろしくご指導の程をお願いいたします 岡部篤行

研究班５「イスラームの歴史と文化」

研究拠点： （代表者 羽田正）東京大学東洋文化研究所
〒 東京都文京区本郷７ ３ １113-0033 - -
東京大学東洋文化研究所西アジア部門内「イスラーム地域研究」第５班事務局

（直通） （直通）TEL 03-3815-9565 FAX 03-3815-9565
e-mail: 5jimu@ioc.u-tokyo.ac.jp
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/˜5jimu/

１．主なテーマと活動
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本年度は、３年計画の最終年度にあたるが、３つのグループはそれぞれ調査、研究会、国際

ワークショップ、講演会など様々な活動を通じて、研究のまとめとその発表に向けた作業を

続ける予定である。具体的な計画は以下の通りである。

＜ａグループ＞

・ 中近東窯業史」研究会：我が国に現存するイスラーム陶磁（ガラス器も含む）の 全体像「

を把握し、それを世界に向けて発信するため、国内の実地調査を継続して行う （責任者：桝。

屋友子）

・ サライ・アルバム」研究会：イスタンブルのトプカプ宮殿に保存されている美術作品「サ「

ライ・アルバム」を多角的に研究し、そのデータベース化や研究論文集の刊行を試みる （責。

任者：ヤマンラール水野美奈子）

・ 知識と社会」研究会：知識と社会の間に存在する相関関係の様々な局面を論じ、イスラー「

ム文明における知識の様態と、知識観の特質の解明を目標とし、引き続き年に３回程度の研

究会を開催する （責任者：森本一夫）。

・ 中東の都市空間と建築文化」研究会：イスラーム建築や都市空間に関心を抱く研究者が一「

同に会し、互いの情報を交換するとともに、新たな課題を見いだそうとするもので、今年度

も引き続き４～５回開催される （責任者：深見奈緒子／研究協力者）。

＜ｂグループ＞

「イスラーム圏における国際関係の歴史的展開－オスマン帝国を中心に－」研究会（東京外

語大ＡＡ研との共催／責任者：黒木英充 「国際商業史」研究会（責任者：深沢克己 「地）、 ）、

域間交流史の諸相」研究会（責任者：羽田正）という３つの研究会を通じて、イスラーム世

界における異文化の接触と交流の様々な局面を、とくにヨーロッパや日本における同種の現

象と比較しながら考える。それぞれが年に２～３回開催される予定。また、 月の国際シン10

"Ports, Merchants and Cross-culturalポジウムでは、昨年度に引き続いて外国人招待者も交え、

と題するセッションを持つ。日本からヨーロッパに至る広い範囲で、港町に焦点をContacts"

絞り、そのトポグラフィーや異文化交流の実態が議論される予定である。また、このセッシ

ョンの報告は、 の１冊として刊行される。秋には、フランス人研究Islamic Area Studies Series

者 氏を招いて、イスラーム世界とヨーロッパの文化交流に関するセミナーを開Jean Calmard

催する。

＜ｃグループ＞

・ 比較史の可能性」研究会：３年目は、引き続き「所有・契約・市場」の課題を中心に、以「

下のような形で議論の集約を図りたい （責任者：三浦徹、岸本美緒、関本照夫）。

１．７月と 月に「所有・契約・市場」をテーマとする研究会を開催する。このうち７月12
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の会は、従来の研究会で抜け落ちていた視点を議論の中心とし、 月の会は、幹事に12

よる小括とそれに対するコメントを中心に合宿形式で開催する。

２．この研究会のまとめは、 月の会での議論も含めて 「イスラーム地域研究叢書」の12 、

１冊として企画されている『比較史の可能性』に集約される。

３．幹事が互いのフィールドを身体で実感し、議論をより実りおおいものとするために、

中国・東南アジア・中東で現地調査を行う。

・ 回儒の著作」研究会：イスラーム世界史、イスラーム哲学、中国哲学の専門家が集まり、「

回族思想家・劉智の著作を輪読している。訳注の出版を目指して、今年度も定期的に読書会

を開催する （責任者：佐藤実／日本学術振興会特別研究員）。

＜全体会議＞

「イスラーム地域研究」という枠組みの中での５班の課題は、現代地域研究と歴史研究を相

互に有意義な形でどのように結びつけるか、ということである。この観点から、この３年間

の私たちの活動を総括し、今後の展望を議論するための全体集会の開催を年度末に予定して

いる。

２．海外派遣・招聘計画

ａ．海外派遣

・岸本美緒、関本照夫、三浦徹

派遣期間および派遣地： 年８月、広州・ジャカルタ・シンガポール・カイロ・ダマス2001

クス

目的：ｃグループ「比較史の可能性」の現地調査および研究打ち合わせ

ｂ．招聘

・ （イラン国立博物館研究員）Abdullah GHOUCHANI

招聘時期： 年 月2001 12

目的：ａグループ「中東の都市空間と建築文化」研究会への参加および研究打ち合わせ

・ （ ）Jean CALMARD CNRS, Paris

招聘期間： 年 月 日～ 月 日2001 10 20 11 2

目的：ｂグループ「地域間交流史の諸相」の共同研究

３．グループ・リーダーより

＜５－ａ＞

当グループは 「イスラーム地域」における美術・工芸・建築・学問および知識の発展と伝、
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達という研究の領野において、従来バラバラに活動していた個々の研究者たちに議論のため

の共通の場を提供することに成功してきた。最終年度も引き続き研究会開催を中心とした活

動を行うが、同時に 年度以来の活動を反省的に見直し、現時点で公表することが適当で1999

あると考えられる成果についてはその発表を考えてゆく （森本 一夫）。

＜５－ｂ＞

昨年度の国際ワークショップにおいて、参加者は互いの関心をよりよく理解し、今年度の

テーマを絞り込むための議論を十分行った。これを承けて開かれる今年 月の国際シンポジ10

ウムのセッションの成功と、その成果をとりまとめる形となる英文叢書の刊行を最大の目標

として努力したい。また、これまで２年の研究会活動を通じて広がったネットワーク（とり

わけ日本史関係者とのそれ）を大切にし、そのさらなる拡大・拡充と相互の交流を深めるた

めの意欲的な企画を考えたい （羽田 正）。

＜５－ｃ＞

２年間の比較史研究会をふりかえってみれば、初回の「地 （所有）から始めて 「人 （線」 、 」

的な契約と面に展開した市場）をへて、第６回の「天 （公正）までたどりつくことができま」

。 。 、した このようなストーリーをあらかじめ想定していたわけではないのですが 年度は2001

本研究会の成果を 「イスラーム地域研究叢書」の１冊としてまとめるために、討論に時間を、

かけ、とくに 月には泊まりがけの大討論集会を予定しています （三浦 徹）12 。

研究班６「イスラーム関係史料の収集と研究」

研究拠点： （代表者 北村甫）財団法人東洋文庫
113-0012 2-28-21〒 東京都文京区本駒込

財団法人東洋文庫気付「イスラーム地域研究」第６班事務局

TEL 03-3942-0121 237 FAX 03-3942-0258（内線 ）

e-mail: IAS6@toyo-bunko.or.jp
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/6-han/6index.html

１．主な研究テーマと活動

最終年度にあたる今年、研究班６は次の研究を実施する。いずれの研究も、５年間の総決算を目

的としたものである。

（１）資料の収集・データベース化・公開

、 。 、過去４年間に引き続き イスラーム地域研究に必要な資料の収集を今年度も行う すなわち
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アラビア語、ペルシア語、トルコ語の中東主要３言語に加え、今年度は、南アジア・東南ア

ジアで出版されたイスラーム関係図書を重点的に収集する。書籍にかぎらず などのCD-ROM

電子媒体での出版物の収集も積極的に行う。収集資料のデータベース化は迅速におこない、

既公開分に加えて 上で公開する。現在、収集図書は東洋文庫内に別置されており一般のweb

閲覧が可能になっている。この形態はしばらく維持される予定。

（２）アラビア文字総合データベース計画の推進

日本全国の大学・機関に所蔵されているアラビア語・ペルシア語・オスマントルコ語などの

アラビア文字文献をひとつにまとめ、アラビア文字で検索できるデータベースを構築する作

業を行う。既にほぼ総合データベース化が完了した東洋文庫・東大東洋文化研究所所蔵分に

くわえ、東京外国語大学その他、主要数機関のデータを統合し、本年度中に公開する予定。

（ ） 。本研究は国立情報学研究所 旧学術情報センター との共同プロジェクトとして行っている

本研究によるアラビア文字総合データベースは、将来的には国立情報学研究所の大学図書館

等総合カタログ（ ）に統合、または連動して運用される予定であり、そのたNACSIS Webcat

めの技術的問題を解消しておくことも今年度の研究課題である。

（３）イスラーム地域の歴史史料の研究

研究班６ではイスラーム地域の歴史研究の基礎となる文書・写本史料の研究を多角的にすす

めてきたが、今年度はそれぞれの研究会活動を継続すると同時に、成果のとりまとめ作業を

10 "Contracts, Validity, Documentation:行う。文書研究関係では 月の国際シンポジウムにおいて

と題するセッションを組織し、シャリーア法廷文書をHistorical Research of the Sharia Courts"

The Ottoman Stateめぐる問題を多角的に検討する また オスマン文書研究会は 英文論文集。 、 、

を、イスラーム地域研究and Local Societies in Change: A Joint-Study on the Temettuat Registers

Unity in Variety:英文叢書として今年度中に刊行する ペルシア文書研究会もまた 英文論文集。 、

の刊行準備をすすめる アラビア語写本研究会が進めている カStudies on Persian Documents 。 『

リフ宮廷の儀礼』日本語訳注書刊行準備も継続される。以上の成果とりまとめと平行して、

主に大学院生・若手研究者を対象とした史料講読の講習会も２件、実施する。すなわち、９

月に 世紀のオスマン帝国行政文書を対象とするオスマン文書講習会、 月にはアラビア19 11

語のイジャーザ関係史料講読会を実施する。

２．海外派遣・招聘計画

ａ．海外派遣

・谷口淳一

派遣時期および派遣地： 年８月（約 日間）エジプト2001 20
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目的：写本史料調査。カイロ写本研究所、ダール・アルクトゥブ（国立図書館）など。

ｂ．招聘

・ （トルコ・マルマラ大学）Dr. Ali AKYILDIZ

招聘時期： 年９月下旬2001

目的：オスマン文書講習会のための招聘

・ （ドイツ・ハッレ大学）Dr. Stefan LEDER

招聘時期： 年 ～ 月2001 10 11

目的：アラビア語史料講習会のための招聘

３．グループリーダーより

研究班６がこれまで３年間に収集してきた資料は、中国のイスラム関係漢籍からモロッコ

の小説にいたるまで多岐にわたり、総点数約 、冊数では 冊以上に及んでいます。5500 7000

、 。 、既購入分の整理はほぼ終わり 東洋文庫４階の新プロ閲覧室にて公開されています 今後は

みなさんにご利用いただく番です。インターネット上での検索を可能にし利用の便宜をはか

りますが、最後は実際に手にとって読んでいただきたいものです。すぐれた選書者によるコ

レクションですので、イスラム地域の広がりと各地域の研究の厚みを実感していただけるも

のと思います。さて、研究班６の研究課題は、現在の出版物収集に限られず、文字の形で残

された過去の財産を有効に利用する手だてを考察することです。このため、各研究会で行わ

れている写本や文書研究では、書かれた個々の内容よりも、特定のジャンルの著作や古文書

がもつ固有の論理の解明に焦点が当てられています。なお、資料収集と史料研究に加えて今

年度はアラビア文字文献所蔵図書館ネットワークの構築にも取り組みます。ご協力のほど、

よろしくお願いします （林 佳世子）。

３．国際交流について

（１）日常的な国際交流の方針

ａ．英語版のホームページを作成し、必要な情報を発信します。

URL http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/ホームページの アドレス：

ｂ．外国人の研究者や研究機関が私たちのプロジェクトの活動状況を知り、これに興味を持っ

てくれるように、日常的に次のような方法でコンタクトをとります。

、 。◎研究会のお知らせなどの重要な情報は 英文電子メールで外国の研究者にも送付します

◎電子メールで連絡をとりにくい研究者には、他の手段（郵便、ファクスなど）の活用に
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よって情報を伝えます。

ｃ．日本人研究者がその研究成果を外国語で公表、出版する手助けをします。

ｄ．関連分野の外国人研究者を日本に招待し、研究会、講演会を開催します。

ｅ．日本人研究者と外国人研究者が共同で行う研究を積極的に推進します。

ｆ．日本学術振興会特別研究員候補者を推薦し、採用された研究員と協力して研究の進展を図

ります。

４．広報と研究成果の公開について

１）本研究プロジェクトの情報伝達、広報活動は、主にインターネットを利用して行います。電

子メールを用いて、研究分担者などに研究会の連絡などの情報を直接お送りします。また、

ホームページを開設し、そこでは、長期にわたって掲示する必要のある情報や研究成果の公

開などを行います。印刷物の郵送による研究会などの連絡は原則として行いません。

２）国内・国外のイスラーム地域研究にたずさわる研究者が、インターネットのネットワークで

結ばれ、研究機関や研究者から、相互に情報が発信・受信されることをめざします。このた

め日本語とともに英語を用いた発信を行います。

３）電子メールによる情報伝達を希望する方は、下記の事務局に連絡して下さい。所定の申し込

みにより、メーリングリストに登録します。本研究に関心をもつ方であれば、日本国内・国

外、研究者、学生、ジャーナリスト、教員など資格・条件は問いません。

i-office@l.u-tokyo.ac.jp問い合わせ先

４）ホームページは、総括班と６つの研究班によって運営され、日本語版と英語版の二種類が開

かれています。

・総括班ホームページ( )http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/
組織概要／新着ニュース／予定表／国際交流関連情報／研究活動報告／

オンライン・ライブラリ／メーリング・リスト案内／ リンク集WWW
・各研究班のホームページ（ アドレスは各班の研究計画の欄に掲載されています。またURL
上記の総括班ホームページからもリンクされています）

研究のねらい／活動予定／研究報告など

５）研究成果の公開と保存のために、以下の印刷物を発行します。これらの送付を希望する内外

の研究機関・研究者は、事務局へご連絡ください（ は有料頒布となります 。e ）

ａ．ニューズレター（日本語・英語、年１回） 各研究年度の研究計画を知らせる。

ｂ．研究報告シリーズ （日本語・英語など、随時） 研究会での報告にWorking Paper Series
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基づく論文を冊子形式で掲載する。

ｃ．研究データシリーズ （随時） 文献目録や画像情報などを冊子形式またData Book Series
は 形式で刊行する。CD-ROM

ｄ．プロシーディングス・シリーズ シンポジウムなどの記録。Proceedings Series
ｅ．イスラーム地域研究叢書 プロジェクトの成果を長期間の利用にたえる図書形IAS Series

式で刊行する。日本語版および英語版の２つのシリーズを企画し、出版社とタイアップし

Slaveて市販する。本年６月現在、英語版 MIURA Toru and John Edward PHILIPS eds.,
, London and New York, Kegan Paul International, 2000.Elites in the Middle East and Africa

YANAGIHASHI Hiroyuki ed., ,および The Concept of Territory in Islamic Law and Thought
が刊行されている。London and N. Y., Kegan Paul International, 2000.

５．研究組織

研究組織図

研究班４

研究班５

研究班６

地理情報システムによる

イスラームの歴史と文化

イスラーム関係史料の

拠点：東京大学人文社会系研究科

拠点：上智大学アジア文化研究所

地域研究企画交流センター

拠点：東京大学工学系研究科

拠点：東京大学

拠点：東洋文庫 研究班１
イスラームの思想と政治

総括班
拠点：

海外研究機関・研究者

イスラームと民族・地域性

研究班３

国内研究機関・研究者

研究班２
イスラームの社会と経済

収集と研究

東京大学人文社会系研究科

イスラーム地域研究東洋文化研究所

拠点：国立民族学博物館
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６．研究分担者名簿（ 年度）2001
総括班

代表 佐藤 次高

（東京大学大学院人文社会系研究科教授 アラブ・イ

スラーム史）

小松 久男：研究班１代表、事務局長

私市 正年：研究班２代表、出版担当

加藤 博 ：研究班３代表 「再考・アラブと日本」プ、

ロジェクトリーダー

岡部 篤行：研究班４代表

羽田 正 ：研究班５代表、情報システム担当

林 佳世子：研究班６代表代行、広報担当

酒井 啓子：企画担当、研究班１

柳橋 博之：事務局長補佐、研究班１

清水 学 ：研究班２

赤堀 雅幸：出版担当、研究班２

臼杵 陽 ：情報システム担当、研究班３

大塚 和夫：企画担当、研究班３

桝屋 友子：国際交流担当、研究班５

三浦 徹 ：出版担当、研究班５

研究班１ 「イスラームの思想と政治」

代表 小松 久男

（東京大学大学院人文社会系研究科教授 中央アジア

近現代史）

ａグループ「現代イスラームの思想と運動」

小松 久男

（グループ代表 東京大学大学院人文社会系研究科教

授 中央アジア近現代史）

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 イスラーム学）

飯塚 正人

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助

教授 イスラーム学）

ｂグループ「国際関係の中のイスラーム」

酒井 啓子

（グループ代表 アジア経済研究所地域研究第二部副

主任研究員 アラブ地域研究）

木村 正俊

（法政大学第二教養部助教授 国際政治史）

宇山 智彦

（北海道大学スラブ研究センター助教授 中央アジア

研究）

ｃグループ「イスラームの法と社会」

柳橋 博之

（グループ代表 東京大学大学院人文社会系研究科助

教授 イスラーム法）

小林 寧子

（ ）南山大学外国語学部助教授 インドネシア近現代史

中里 成章

（東京大学東洋文化研究所教授 南アジア近代史）

研究班２ 「イスラームの社会と経済」

代表 私市 正年

（上智大学外国語学部教授 マグレブ・アラブ地域研

究）

ａグループ「イスラームと社会開発」

私市 正年

（グループ代表 上智大学外国語学部教授 マグレブ

・アラブ地域研究）

栗田 禎子

（ ）千葉大学文学部助教授 中東・北アフリカ近現代史

川島 緑

（上智大学外国語学部助教授 フィリピン研究）

ｂグループ「イスラームと経済開発」

清水 学

（グループ代表 宇都宮大学国際学部教授 西アジア

経済論）

長沢 栄治

（東京大学東洋文化研究所教授 近代エジプト社会経

済史）

鳥居 高

（明治大学商学部助教授 東南アジア経済）

ｃグループ「イスラームと民衆運動」

赤堀 雅幸

（グループ代表 上智大学外国語学部助教授 文化人

類学）

東長 靖

（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助

教授 イスラーム思想）

堀川 徹

（京都外国語大学外国語学部教授 西南アジア史）

研究班３ 「イスラームと民族・地域性」

代表 加藤 博

（ ）一橋大学大学院経済学研究科教授 中東社会経済史

ａグループ「イスラーム的イデオロギーの生産過程に



- 32 -

関する研究」

加藤 博

（グループ代表 一橋大学大学院経済学研究科教授

中東社会経済史）

石井 正子

（国立民族学博物館地域研究企画交流センター中核的

研究機関研究員 フィリピン研究）

新免 康

（中央大学文学部教授 中央アジア史）

ｂグループ「イスラーム的イデオロギー生産による摩

擦に関する研究」

大塚 和夫

（グループ代表 東京都立大学人文学部教授 社会人

類学、中東民族誌学）

山岸 智子

（明治大学政治経済学部助教授 イラン地域研究）

内藤 正典

（一橋大学大学院社会学研究科教授 現代トルコの政

治と社会）

ｃグループ「現代イスラーム資料の収集と研究」

臼杵 陽

（グループ代表 国立民族学博物館地域研究企画交流

センター助教授 中東現代史）

岡 真理

（大阪女子大学人文社会学部専任講師 現代アラブ文

学）

帯谷 知可

（国立民族学博物館地域研究企画交流センター助手

中央アジア近現代史）

研究班４ 「地理情報システムによるイスラーム地域

研究」

代表 岡部 篤行

（東京大学大学院工学系研究科教授 空間情報科学）

浅見 泰司

（ ）東京大学空間情報科学研究センター教授 都市工学

水島 司

（東京大学大学院人文社会系研究科教授 南アジア社

会経済史）

研究班５ 「イスラームの歴史と文化」

代表 羽田 正

（東京大学東洋文化研究所教授 イラン史）

ａグループ「芸術と学問の展開」

桝屋 友子

（グループ代表 東京大学東洋文化研究所助教授 イ

スラーム美術史）

ヤマンラール水野美奈子

（東亜大学大学院総合学術研究科教授 トルコ・イス

ラーム美術史）

森本 一夫

（北海道大学大学院文学研究科助教授 イラン史、サ

イイド・シャリーフ史）

ｂグループ「地域間交流史の諸相」

羽田 正

（グループ代表 東京大学東洋文化研究所教授 イラ

ン史）

深沢 克己

（東京大学大学院人文社会系研究科教授 近世ヨーロ

ッパ港湾都市史）

黒木 英充

（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所助

教授 シリア・レバノン近現代史）

ｃグループ「比較史の可能性」

三浦 徹

（グループ代表 お茶の水女子大学文教育学部教授

アラブ・イスラーム社会史）

岸本 美緒

（ ）東京大学大学院人文社会系研究科教授 中国明清史

関本 照夫

（東京大学東洋文化研究所教授 東南アジア社会人類

学）

研究班６ 「イスラーム関係史料の収集と研究」

代表 北村 甫

（財団法人東洋文庫理事長 チベット言語学）

林 佳世子

（グループ代表 東京外国語大学外国語学部助教授

オスマン朝史）

近藤 信彰

（東京都立大学人文学部助手 イラン近代史）

谷口 淳一

（京都女子大学文学部助教授 イスラーム時代の西ア

ジア社会）
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７．日本学術振興会特別研究員名簿（ 年度）2001

日本人研究者：

（ ）・下山伴子 東京大学大学院人文社会系研究科・研究班１ 世紀イランにおける宗教勢力12

・岩崎えり奈（一橋大学大学院経済学研究科・研究班３ チュニジア南部タタウィーンの農

村における出稼ぎに関する事例研究）

・新井勇治（東京大学大学院工学系研究科・研究班４ 中東地域における都市空間の構成原

理に関する研究

・佐藤実（東京大学大学院人文社会系研究科・研究班５ 世紀の中国回儒の研究）17-18

外国人研究者：

・ （ヘルワン大学文学部専任講師・研究班２ オスマンMuhammad Sabri Muhammad Yusuf

朝エジプトの知と思想： 年）1517-1798

・ （中部チュニジア大学文学部助手・研究班２ 西アラブ諸国の民衆運Touhami ABDOULI

動と民主化問題の調査研究）

・ （多摩美術大学非常勤講師・研究班４ トルコの市街地および都市構İsmail Cihangir İSTEK

造に関する空間分析）

・ （ダマスクス・フランス・アラブ学研究所研究員・研究班５ オスマン時Brigitte MARINO

代のシリアにおける都市領域）

８．研究会活動・刊行物一覧

年度研究会活動一覧2000
総括班

公開講演会「ハザノフ教授講演会 （東京大2000.5.18 」

"Nomads in学本郷キャンパス）講演：ハザノフ教授

the History of the Sedentary World"

イスラーム地域研究 年度全体集会（東2000.7.8 2000

京大学本郷キャンパス）シンポジウム「歴史として

の湾岸戦争」発表：小杉泰「湾岸戦争の３つの位相

－ねじれた文明の対立 ；栗田禎子「湾岸戦争とアラ」

ブの政治的未来 ；赤堀雅幸「ベドウィンの湾岸戦争」

－サッダーム・フセイン賛歌を歌う人々 ；五十嵐武」

士「湾岸戦争と冷戦後のアメリカ外交」／コメンテ

、 、ーター：橋爪大三郎 西谷修／総合司会：大塚和夫

酒井啓子

「再考・アラブと日本 アラビア石油問題2000.7.25

をきっかけに」第１回研究会（東京大学文学部アネ

ックス）報告：保坂修司「アラブにおけるマス・メ

ディア資料－石油関連報道を中心に」

「再考・アラブと日本 アラビア石油問題2000.7.25

をきっかけに」第１回インタビュー（フジタ本社）

対象者：多田利雄（株式会社フジタ顧問）

「再考・アラブと日本 アラビア石油問題2000.7.28

をきっかけに」第２回インタビュー（如水会館）対

象者：林昂（アラビアン・ホスピタリティ・センタ

ー主宰）
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公開講演会「 教授講演会 （東2000.9.27 Bert Fragner 」

京大学東洋文化研究所）講演：ベルト・フラグナー

"Oriental Studies", "Islamic Studies" and "Kunde des教授

Morgenlandes": Discourses, Attitudes and Perspectives of

German Oriental Studies in the 20th Century

総括班共催第 回羽田記念館講演会（京都2000.9.30 44

大学文学部羽田記念館）講演：樋口康一「蒙古語の

仏典について―その研究の意義と課題― ；ベルト・」

"A Reassessement of Nava'i'sフ ラ グ ナ ー 教 授

"Muhakamat al-Lughatayn"

「再考・アラブと日本 アラビア石油問題2000.10.22

をきっかけに」第２回研究会（東京大学文学部アネ

ックス）発表：水島多喜男「最近の石油産業をめぐ

る論調について―論点の分布と変化を中心に― ；宮」

本千晴「サウジアラビアの海辺の人と自然―マング

ローブを手がかりに―」

「再考・アラブと日本 アラビア石油問題2000.11.25

をきっかけに」第３回研究会（東京大学文学部アネ

ックス）報告：浜渦哲雄「日本とアラブの経済関係

―石油・企業進出を中心として―」

日本イスラム協会シンポジウム共催「アラ2000.12.2

ブの基層文化とイスラーム （立教大学池袋キャンパ」

ス）主催：社団法人日本イスラム協会、立教大学ア

ジア地域研究所 講演：堀内勝「イスラームが拒んだ

もの－血と死肉、ブタ肉、食利用の問題－ ；保坂修」

「 」司 イスラームが受け入れたもの－雨乞いと剣舞－

／司会：福田安志

「再考・アラブと日本 アラビア石油問題2000.2.10

をきっかけに」第４回研究会（東京大学文学部アネ

ックス）報告：片倉邦雄「文化交流を中心にした日

本とアラブ関係」

公開講演会「現代イスラーム社会の変容―2001.2.25

いま民衆は、なにを求めているか－ （仙台国際交流」

センター）共催：東北大学・学際科学研究センター

「現代イスラーム社会の総合研究プロジェクト」後

援：仙台市 講演：小林寧子「インドネシア民主化

の行方 ；立山良司「イスラエル首相選挙と中東和平」

プロセス」／司会：私市正年

研究班１「イスラームの思想と政治」

ｂグループ 第１回研究会（アジア経済研2000.4.15

究所）報告：酒井啓子「イラクにおけるイスラーム

政党とマルジャイーヤ運動の連関性―社会運動か政

治運動か ；富田健次「イラン・イスラーム体制と西」

欧的諸価値―途中報告―」

「 」2000.7.4 ｂグループ 第１回 ナショナリズムと神話

研究会（アジア経済研究所）報告：笹川秀夫「植民

地と植民地後の言説にみる連続性と断絶―カンボジ

アの宮廷舞踊を事例として ；高倉浩樹「サハ・ナシ」

ョナリズムとソビエト規格文化」

2000.7.21 12 "National第 回中央アジア研究セミナー

（ 東京大Identity and Culture in Post-Soviet Uzbekistan"

KOMATSU Hisao "Reform学本郷キャンパス）報告：

and Rebellion in Central Asia at the Turn of the 20th

Century" Laura L. ADAMS "National Identity and；

Culture in Post-Soviet Uzbekistan"

ａグループ共催「アル＝アフガーニーとイ2000.7.22

スラームの近代 （東京外国語大学アジア・アフリカ」

言語文化研究所）報告：大石高志「アフガーニーの

インド滞在：ウルドゥー文献（論説を含む）および

英印政府文書の検討と照合 ；飯塚正人「現代エジプ」

トにおけるアフガーニーの評価：最近入手したアラ

ビア語文献の分析から」

ｃグループ 第１回研究会（東京大学文学2000.7.29

部アネックス）報告：川本正知「イスラム家族法研

」究へのいくつかのアプローチ－歴史学からの視点－

ｂグループ 研究会（東京大学文学部アネッ2000.8.4

クス）報告：木村正俊「湾岸戦争の 観をめJust War

ぐって ；石田憲「国連から見た湾岸戦争」」

ｂグループ 研究会（アジア経済研究所）2000.8.10

報告： 「伝統への挑戦者－現代エジDiaa RACHWAN

プトにおけるイスラーム主義運動」

北海道中央アジア研究会 第３回例会（北2000.8.26

海道大学スラブ研究センター）報告：川口琢司・長
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峯博之「ロシア・ウズベキスタン旅行報告」

ｂグループ マイケル・ハドソン教授講演会2000.9.6

Michael W. HUDSON（アジア経済研究所）講演：

"Progress and Setbacks for Political Liberalization in the

Arab World"

研究班１合同研究会（京都大学アジア・アフ2000.9.8

KOSUGI Yasushiリカ地域研究研究科）報告：

"Japanese Perspectives on Islamic Revival" Diaa；

Rachwan"Islamic Revival Developments, Transformation

and Prospects"

研究班１フェルガナ・プロジェクト読書会2000.9.9

（東京大学文学部アネックス）報告：湯浅剛 テキ

Calming the Ferghana Valley: Development andスト：

, New York, TheDialogue in the Heart of Central Asia

Century Foundation Press, 1999.

ａグループ 研究会（京都大学大学院アジ2000.9.22

ア・アフリカ地域研究研究科）報告：山根聡「マウ

ドゥーディーの思想とジャマーテ・イスラーミー」

研究班１合同研究会「 世紀のイスラ2000.10.13-15 20

International Colloquium of the Islamicーム知識人 ：」

Area Studies Project: Intellectuals in Islam in the 20th

Century: Situations, Discourses, Strategies JAL（ホテル

Welcome Lecture:シティ四谷東京）プログラム／

；KOMATSU Hisao "Muslim Intellectuals and Japan"

Keynote Speech: KOSUGI Yasushi "The Significance of

the 20th Century for the Islamic World" Session I-1:<

Muslim Intellectuals in an Era of Transformation Nuria>

G. GARAEVA "Shihab al-Din al-Marjani's Wafiyyat

al-Aslaf va Tahiyyat al-Ahlaf about Islam in Volga-Ural

Area" ; Stefan REICHMUTH "Arabo-Islamic

Constitutional Thought at 1906: Abd al-Karim Murad and

His Draft Constitution for Morocco" Session I-2:<

Muslim Intellectuals in an Era of Transformation Yann>

RICHARD "Iranian Intellectuals of the Interwar Period

1921-1941 " ; Marc GABORIEAU "A Fundamentalist( )

Intellectual: the Indo-Pakistanese Mawdudi 1903-1979 "( )

Session II-1: Modern/Contemporary Thought and Social<

Movements Stéphane A. DUDOIGNON "Women as a>

Stake and Protagonist in the Intellectual Life in Late

Imperial Russia's Muslim Communities" ; Françoise

AUBIN "Islam on the Wings of Nationalism: the Case of

Muslim Intellectuals in Republican China" Session II-2:<

>Modern/Contemporary Thought and Social Movements

MATSUNAGA Yasuyuki "The Birth and Growth of the

Democratic "New Left" Islamists in Iran" ; KOBAYASHI

Yasuko "Dilemma of a Populist Ulama: Abdurrahman

Wahid in Indonesia at the Time of Transition" Session<

III-1: Communicating Knowledge and Ideas: Networks

and Media Raja ADAL "Constructing Transnational>

Islam: The East-West Network of Shakib Arslan" ;

Alexandre POPOVIC "Muslim Intellectuals in

Bosnia-Herzegovina in the 20th Century: Continuities and

Changes" Session III-2: Communicating Knowledge and<

Ideas: Networks and Media NEJIMA Susumu "NGO as>

a Form of Islamic Reform: the Ismaili Imamat and

Jamaat" ; Dale F. EICKELMAN "Clash of Cultures?

<Muslim Religious Intellectuals and Their Publics"

>Concluding Remarks

ｃグループ 研究会（東京大学文学部アネ2000.10.21

ックス）報告：伊藤弘子「インドにおけるイスラー

ム家族法―婚姻、離婚法を中心に―」

第 回中央アジア研究セミナー（東京大2000.11.11 13

"Islamic学山上会館）講演者：ダヴード・チャルミー

Identity in Central Asia"

第 回中央アジア研究セミナー（東京大2000.11.18 14

Stéphane A.学 文 学 部 ア ネ ッ ク ス ） 報 告 ：

DUDOIGNON "An Islamic Modernism in Siberia: The

Journal "Sibiriya" Tomsk, 1912-1913 and its Audience"（ ）

ｂグループ共催「東欧・中央ユーラシ2000.11.25-26

アの近代とネイション」第１回研究会（北海道大学

19スラブ研究センター）セッション１：佐原徹哉「

世紀のバルカン都市におけるネイション、エトニ、

エスニシティ ；宇山智彦「歴史学、民族、中央ユー」

ラシア」／討論：大塚和夫／セッション２：栗原成
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郎「ボスニア・ムスリム民衆叙事詩の成立とムスリ

ム民族意識の形成 ；坂井弘紀「中央ユーラシアの叙」

事詩に謡われる「ノガイ」について」／討論：伊東

一郎／セッション３：月村太郎「ネイションにおけ

るメンバーシップと領域 ；小沢弘明「方法としての」

民族・国民―歴史学の現状と展望」／討論：林忠行

／セッション４：松前萌「 民族」のはざま―ブルガ「

リアにおける「ポマク ；渡邊日日「民族概念の解」」

体学への前奏曲―ブリヤート・共同体・社会分化」

／討論：北川誠一

ｂグループ 研究会「中央アジアとカフカ2000.12.2

スの政治・国際関係 （東京大学文学部アネックス）」

Zhanylzhan報告：ジャヌルジャン・ジュヌソヴァ

DZHUNUSOVA "Civil Society and State: Challenges for

Kazakhstan" Arbakhan； アルバハン・マゴメドフ

MAGOMEDOV "Russian 'Project of Century': Caspian

Oil and the Political Incentives of Russian Regional

Power Elites along the Pipeline Tengiz-Novorossiisk

The Comparative Analysis "( )

第 回中央アジア研究セミナー（研究班３2000.12.4 15

と共催 （国立民族学博物館・地域研究企画交流セン）

ター）報告：ジャヌルジャン・ジュヌソヴァ

Zhanylzhan DZHUNUSOVA "Democratic Traditions in

Kazakh Nomadic Society"

ａグループ共催研究会「アル＝アフガーニ2000.12.9

ーとイスラームの「近代 （東京外国語大学アジア」」

・アフリカ言語文化研究所）報告：松永泰行「イス

ラム復興主義運動の分類への一視座―浄化型と革新

型の区分 ；中田 考「マレーシアのイスラーム「近」

」 （ ） 」代 ―汎マレーシアイスラーム党 を中心にPAS

･ 班共催「イスラーム研究とコロニアリ2000.12.9 1 3

ズム」研究会（東京都立大学国際交流会館）報告：

中生勝美「 年戦争期のイスラム研究と軍事戦略」15

／コメンテーター：田村愛理、板垣雄三

ｂグループ研究会「中央アジアにおける国2001.3.10

際関係とイスラーム （北海道大学スラブ研究センタ」

ー）報告：岩崎一郎「ソ連中央統計局内部資料に基

」づく中央アジア経済発展史： 年代を中心に1930-50

；輪島実樹「中央アジア諸国の貿易構造の変化 ；宇」

「 」山智彦 内戦後タジキスタンの政治体制：出張報告

ｃグループ第３回研究会（東京大学文学部2001.3.11

アネックス）報告：磯貝健一「イスラーム法におけ

る私有財産の継承－前近代中央アジアの場合－」

研究班２「イスラームの社会と経済」

ａグループ第１回 理性と宗教 研究会 東2000.5.20 「 」 （

Franz京学芸大学）報告：垂井弘志 使用テキスト：

ROSENTHAL, , Leiden,The Muslim Concept of Freedom

／コメンテーター：仁子寿晴Brill, 1960, pp.1-28.

ｃグループ第１回「聖者信仰・スーフィズ2000.5.27

ム・タリーカをめぐる研究会 （上智大学）報告：東」

長靖 イブン・アラビー学派研究序説 ；赤堀雅幸 書「 」 「

評：鷹木恵子『北アフリカのイスラ－ム聖者信仰』

－チュニジア・セダダ村の歴史民族誌」

ｃグループ第２回「聖者信仰・スーフィズ2000.6.24

ム・タリーカをめぐる研究会 （京都大学人文科学研」

究所・本館）報告：森本一夫「サイイド・シャリー

フ論からの提言 ；小牧幸代「北インド・ムスリム社」

会におけるサイヤドの社会的地位 ；大坪玲子「イエ」

メンのサイイド ザイド派イマーム制とハドラマウト:

の聖者信仰を中心に」

研究班２共催「インドネシアにおける民主2000.6.26

化問題とイスラーム－アチェ問題の本質を考える」

（上智大学 号館）共催：上智大学アジア文化研究10

Jafar SIDDIQ "The Achenese Views on所 報告：

（英語 ； 「開発と人権Islam and Democracy" Zurfikar）

－アチェ問題に対する日本の関与－ （インドネシア」

語）／コメンテーター：西芳美

ａグループ第２回「理性と宗教」研究会（東2000.7.1

京学芸大学）報告：堀井聡江／コメンテーター：高

野太輔

ｂグループ「吉野川第十堰及びアラル海問2000.7.15

題 に関する研究会 徳島大学 報告：石田紀郎 ア」 （ ） 「

ラル海問題の現状と課題 ；清水学「カスピ海石油を」
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」 「 」めぐる最近の動向 ；武田真一郎 吉野川第十堰問題

ｂグループ「吉野川第十堰及びアラル海問2000.7.16

題」に関する研究会 吉野川第十堰の現場見学

ａグループ インドネシアのイスラーム 改2000.9.9 「 『「

革派 再考 研究会 南山大学 報告：大形里美 歴」 』」 （ ） 「

史のなかの「改革派」―デリアル・ヌールのムハマ

Theディヤー研究―」テキスト： Deliar NOER.

.Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942

／討論者：利Kuala Lumpur: Oxford University, 1973.

光正文／服部美奈「インドネシアにおけるイスラー

ム改革運動と女子教育―現状を中心に―」

ｃグループ「聖者信仰・スーフィズム・タ2000.9.29

リーカをめぐる」研究会 読書会Sufis and anti-sufis

Sufis and（ ）上智大学 テキスト：Elizabeth SIRRIYEH,

anti-Sufis: The defence, rethinking and rejection of Sufism

Richmond, Surrey: Curzon, 1999.in the modern world,

ｃグループ「聖者信仰・スーフィズム・タ2000.10.6

Prof. Alexandre POPOVICリーカをめぐる」研究会

講演会（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究

研究科 報告：アレクサンドル・ポポヴィッチ氏 ボ） 「

スニア・ヘルツェゴヴィナにおけるスーフィズム」

ｃグループ「聖者信仰・スーフィズム・2000.11.3-4

タリーカをめぐる」研究会（ 財）日本クリスチャン（

Elizabethアカデミー関西セミナーハウス）読書会：

Sufis and anti-Sufis: The defence, rethinkingSIRRIYEH,

Richmond,and rejection of Sufism in the modern world,

（第４章から終章）研究発表：Surrey: Curzon, 1999.

石原美奈子；外川昌彦／帰朝報告：今松泰・森山央

朗・赤堀雅幸

ａグループ第３回 理性と宗教 研究会 東2000.11.18 「 」 （

The Muslim京学芸大学）テキスト：F.ROSENTHAL,

, Leiden:E.J.Brill, 1960, pp.56-80.Concept of Freedom

報告：高野太輔／コメント：吉田京子

ａ・ｃグループ合同研究会（上智大学）報2000.11.23

Hayati NIZAR "Gender in Islam: The Matrilineal告：

System in Minankabau" ; Boaz SHOSHAN "The State

and 'Madness' in Medieval Islam "Rethinking（予告

から変更）Madness in Medieval Islam"

国際ワークショップ「ムスリム地域に2000.11.25-26

おける民衆と民衆運動 （京都外国語大学）プログラ」

Comment MIURA Toru "Preliminary discussionム：< >

<People and Popular Movements in the Modern times"

Opening Address KISAICHI Masatoshi Keynote> <

Address KAWASHIMA Midori "Voice and violence at>

a time of crisis: Muslim petitioners and bandits in

southern Philippines in the 1930s" ; MORIYAMA

Teruaki "The People surrounding Ulama: from

descriptions of the Histories of Nishapur" ;

SHIMOYAMA Tomoko "A Religious Controversy and

People in Twelfth Century Iran: from The Book of

Refutation" ; Boaz SHOSHAN "Popular Subversion As a

Cultural Model in the Mamluk State" ; MIICHI Ken

"Emergence of Islamic Left ? The Involvement of Young

Nahdatul Ulama in Social Movements in Indonesia" ;

Tarek CHEHIDI "The Tunisian Labor Movement in the

Writings of Al-Tahir al-Haddad" ; Hayati NIZAR "Islam

and Democracy: The NGO Movement in West Sumatra" ;

< > < > <Comment MIYAJI Kazuo General Discussion

Closing Address Modjtaba SADRIA>

ｂグループ「カザフスタン農業の実態に関2000.12.16

する報告と討論」第２回研究会（東京大学東洋文化

研究所）報告：李 愛俐娥（り えりあ 「カザフス）

タン朝鮮人社会の個人農とゴボンジル農業 ；錦見浩」

司「カザフスタン小麦農業の移行過程」

研究班２共催講演会（上智大学）共催：上2001.1.26

Abdelahad SEBTI智大学アジア文化研究所 報告：

"State, Space and Society in Pre-colonial Morocco"教授

（英語・通訳なし）

ａグループ「東南アジアイスラームにおけ2001.1.27

る民衆と民衆運動について （上智大学四ツ谷キャン」

パス）主題： ジャウィ文書重要性について

ｃグループ「聖者信仰・スーフィズム・タ2001.1.31

リーカをめぐる研究会 （京都外国語大学）報告：森」

本一夫 ："Toward a New Phase of Sayyido-Sharifology
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Review and Perspective" ; Abdelahad SEBTI "Sarifism

／ コand Sharifism in Morocco: Different Approaches "

メンテータ： 、私市正年Muhammad Sabri

ｂグループ第３回研究会（宇都宮大学国際2001.2.17

学部）報告：大円政一「マレーシア経済における稲

作農業の変容 ；アブドリ・ケイワン 「イランの石」

油収入と経済開発：二つの時代の比較」

ａグループ共催研究会「フィリピンのウラ2001.2.24

マー （上智大学四ツ谷キャンパス）共催：上智大学」

Usman Imamア ジ ア 文 化 研 究 所 報 告 ：

「フィリピンのウラマーと国際的ネShiek-Al-Aman

ットワーク：私の経験」

ａグループ第４回「理性と宗教」研究会（幕2001.3.3

"F.ROSENTHAL,張セミナーハウス）発表：斉藤修

,T h e M u s l i m C o n c e p t o f F r e e d o m

Leiden,1960,"Philosophical Views on Freedom,"

／コメント：大川京pp.81-105.

ａグループ書評会（幕張セミナーハウス）内2001.3.3

容：ファティマ・メルニーシー（私市正年訳 『イ）、

-- 2000スラームと民主主義 近代性への怖れ 平凡社』、 、

年 月刊。討論：私市正年ほか11

ａグループ第５回「理性と宗教」研究会（幕2001.3.4

F.Rosenthal, The Muslim張セミナーハウス）内容：

Concept of Freedom, Leiden,1960, "Freedom in

発表：石田幸Metaphysical Speculation," pp.105-121.

司／コメント：山崎光子

研究班３「イスラームと民族・地域性」

研究班３パネル・ディスカッション「中東2000.5.14

16社会におけるセクシュアリティとジェンダー 第」（

）（ ）回中東学会においてセッションを組織 北海道大学

コーディネーター：臼杵陽、加藤博／司会者：大塚

和夫、臼杵陽／パネリスト： 長沢栄治「アタバの娘

;事件を読む－現代エジプトにおける性の象徴性」

岩崎えり奈「家族計画の中の女性―チュニジアの事

例」 鷹木恵子「チュニジア農村部の女性の内職化;

と性別規範－ジェリード・地方のナツメヤシ・オア

シスの事例を中心に－」 村上薫「トルコにおける;

女性労働と社会政策―自由主義経済下の「柔軟な労

働」をめぐる議論を中心に」

2000.5.23 "Roles of Nomads inｃグループ研究会

History" Dr. Anatoly M.（国立民族学博物館）報告：

KHAZANOV "Nomads in the History of the Sedentary

World"

「 」2000.6.17 ａグループ第２回 記憶とエクリチュール

研究会（東京大学文学部アネックス）テーマ： 内戦「

の記憶」報告：崎山政毅「グァテマラ内戦の記憶 ；」

藤田進「レバノン内戦の記憶」／コメンテーター：

臼杵陽

「 」2000.6.24 ａグループ ムスリム・アイデンティティ

研究会（一橋大学東キャンパス）共催：一橋大学・

地域研究企画交流センター連携研究「メディアにみ

るイスラム女性の実像と虚像」報告：高野晶弘「エ

ジプト大衆映画の今昔－ 研究班３所蔵 本IAS 1200

のエジプト映画をみて」

ｂグループ研究会「 宗教と民族の復2000.6.24-25 『

』 」（ ）興？ の疑問符をめぐって 東京都立大学 年館91

共催：東京都立大学・地域研究企画交流センター連

携研究「宗教と民族の復興？－地域間比較の試み」

報告：大塚和夫「 宗教と民族の復興？ 」の疑問符『 』

をめぐって；臼杵陽「宗教と民族のディレンマ－イ

スラエル・パレスチナから ；佐原徹哉「アンチ・グ」

ローバリズムとナショナリズム－バルカンからの視

点」

ａグループ研究会「ムスリム・アイデンテ2000.7.15

ィティ （一橋大学西キャンパス）共催：一橋大学・」

地域研究企画交流センター連携研究「メディアにみ

るイスラム女性の実像と虚像」報告：黒崎卓「開発

経済学とジェンダー間資源配分」

ａグループ研究会「ムスリム・アイデンテ2000.10.14

ィティ （一橋大学西キャンパス）共催：一橋大学・」

地域研究企画交流センター連携研究「メディアにみ

るイスラム女性の実像と虚像」報告：伊豫谷登士翁

「グローバリゼーション研究と現代移民」
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ｃグループ第３回「記憶とエクリチュール2000.10.28

研究会 （立命館大学啓明館）共催：立命館大学言語」

文化研究所「共生プロジェクト創出」研究会 テー

マ： 歴史の分有」報告：西谷修「ファトヒ・ベンス「

ラーマ『最初の離縁』におけるハガルの記憶」／コ

メンテーター：松葉祥一「 国籍＝市民権）＝主権に（

『 』 」ついて～バリバール 市民権の哲学 をめぐって～

；岡真理「カナファーニー『ハイファに戻って』に

おける「ナショナル」なるものの分有」

ｂグループ研究会「宗教と民族の復2000.11.18-19

興？ （東京都立大学国際交流会館）共催：東京都立」

大学・地域研究企画交流センター連携研究「民族と

宗教の復興？－地域間の比較の試み」 報告：畔上

直樹「 国家神道」の「ファシズム的国教」化過程を「

めぐる予備考察 ；木村真「 世紀初頭のブルガリ」 20

ア農民同盟運動に見る反近代とナショナリズム ；近」

藤光博「現代インドのヒンドゥー・ナショナリスト

運動：そのイデオロギーと活動形態」

研究班３共催第 回中央アジア研究セミナ2000.12.4 15

ー（国立民族学博物館）共催：研究班１中央アジア

研究ネットワーク、国立民族学博物館・地域研究企

画交流センター連携研究「西アジアの民族形成と宗

教」 報告：ジャヌルジャン・ジュヌソヴァ

Zhanylzhan DZHUNUSOVA "Democratic Traditions in

Kazakh Nomadic Society"

･ 班共同研究会「イスラーム研究とコロ2000.12.9 1 3

ニアリズム （東京都立大学国際交流会館）報告：中」

生勝美「 年戦争期のイスラム研究と軍事戦略」／15

コメンテーター：田村愛理、板垣雄三

ａグループ研究会「ムスリム・アイデン2001.1.20-21

ティティ （国立民族学博物館）共催：一橋大学・地」

域研究企画交流センター連携研究「メディアにみる

イスラーム女性の実像と虚像」 報告：王柳蘭「タ

イ北部の雲南系ムスリムにおける移動とコミュニテ

ィの形成 ；牟田和恵「近代日本の家族と国家 ；鷹」 」

木恵子「北アフリカにおけるマイクロクレジットと

女性労働」

ｂグループ 宗教と民族の復興？ 研究会 東2001.3.9 「 」 （

京都立大学国際交流会館）共催：東京都立大学・地

域研究企画交流センター連携研究「宗教と民族の復

Slobodan興 ？ － 地 域 間 比 較 の 試 み 」 発 表 ：

NAUMOVIC "From the Politics of Serbian Ethnology to

the Anthropology of Serbian Politics"

ｂグループ「宗教と民族の復興？」研究会2001.3.15

（国立民族学博物館）共催：東京都立大学・地域研

究企画交流センター連携研究「宗教と民族の復興？

－地域間比較の試み」 報告：大塚健洋「大川周明

とアジア」／コメンテーター：滝沢誠、佐藤昇一

研究班４「地理情報システムによるイスラーム地域

研究」

小域研究グループ（通称：トルコ都市研究会 （東京大）

学都市工学専攻８階会議室）

第１回研究会 報告：新井勇治「ダマスク2000.4.20

ス、アレッポにおける都市構造と住宅 ；谷田明義・」

山下雅絵「 を用いたダマスクスでの現地調査内GIS

」 「 」容について ；及川清昭 ダマスクスの都市空間分析

第２回研究会 報告：北川賢介「トルコ・ブ2000.5.30

ルサにおけるモスクの立地傾向：３次元地理情報シ

ステムを用いた地域研究 ；陣内秀信、鶴田佳子、新」

「 」井勇治 を用いたイスラーム都市研究の手法へGIS

第３回研究会 報告：浅見泰司「８月の調2000.6.27

査研究計画 ；北川賢介「８月トルコ調査予定 ；鶴」 」

田佳子「アマルフィ及びトルコ都市調査計画」

第４回研究会 報告：浅見泰司「８月の調2000.9.20

査旅行の日程概要 ；寺坂昭信「トルコとシリアの歴」

史的都市の比較 ；北川賢介「トルコ・シリア調査報」

告 ；鶴田佳子「アマルフィ及びトルコ、シリア都市」

調査報告」

第５回研究会 報告：山下雅絵「ダマスク2000.11.1

スの街路ヒエラルキーについて ；谷田義明「住宅か」

らみたダマスクスの街区特性について」

第６回研究会 報告：新井勇治「 を用2000.12.14 GIS

いた都市構造の解析について ；鶴田佳子「トルコに」
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おける を用いた都市構造の解析について ；佐GIS 」

藤淳彦「ギョイヌックにおいて を用いた都市構GIS

造の解析について」

第７回研究会 報告：鶴田佳子「トルコに2001.1.18

おける を用いた都市構造の解析について ；新GIS 」

井勇治「 を用いた都市構造の解析について」GIS

大域地域研究グループ「歴史地理情報処理研究会 （東」

25 32 2000/4/26,京大学法文２号館 （第 回～第 回：）

2000/5/19, 2000/6/26, 2000/7/17, 2000/10/18, 2000/11/13,

計８回）2000/1/22, 2000/2/15

研究班５「イスラームの歴史と文化」

ｃグループ「回儒の著作研究会」例会（東2000.4.29

京大学文学部アネックス）参加者：岸本美緒；小島

毅（東京大学大学院人文社会系研究科助教授 ；青木）

隆（東京大学大学院博士課程 ；黒岩高（東京大学大）

学院博士課程 ；佐藤実（京都大学人文科学研究所非）

） （ ）常勤研究員 ；鈴木弘一郎 東京大学大学院博士課程

；中西竜也 京都大学大学院修士課程 ；仁子寿晴 日（ ） （

本学術振興会特別研究員 ；松下道信（東京大学大学）

院博士課程）

ａグループ「中東の都市空間と建築文化」2000.5.20

第４回研究会（東京大学東洋文化研究所）発表：小

林由佳「要素と配置構成から見たイラン建築水空間

秩序及びカナート水路との関係 ；阿部克彦「ケルマ」

ーンのタイル ；桝屋友子「イールハーン朝宮殿建築」

に見られる中国＝モンゴル的要素とイラン的要素」

ａグループ「知識と社会」研究会第４回例2000.5.28

会（東京大学東洋文化研究所）報告：子島進「読み

書き能力の向上と宗派アイデンティティの変容：パ

キスタン、イスマーイール派の事例から」

ｂグループ「国際商業史研究会」第９回例会2000.6.3

（東京大学本郷キャンパス）報告：森永貴子「イル

クーツク定期市とシベリア商業網― 世紀末から18

世紀前半を中心に ；根本聰「中・近世バルト海19 」

商業をめぐる諸問題―スウェーデンからみたバルト

海の役割」

ａグループ第８回「回儒の著作研究会 （東2000.6.10 」

京大学文学部アネックス）テキスト： 天方性理』発『

表：佐藤実「図伝第一章第十一節・第十二節 ；中西」

竜也「図伝第五章第一節」

ｂグループ第３回「地域間交流史の諸相」2000.6.17

研究会（東京大学東洋文化研究所）報告：佐々木達

夫「ジュルファール遺跡の発掘 ；長島弘「 世」 16-18

紀インド・グジャラート地方の港市と商人－スラト

市を中心に－」

ａグループ第５回「中東の都市空間と建築2000.6.24

文化」研究会（東京大学東洋文化研究所）報告：山

根周「インドの都市における街区構成とイスラーム

－ラホール、アーメダーバード、ジャイプルを事例

として ；根上英志「アーメダーバード、パタンの空」

間構成 ；野々垣篤「インド建築と仏教」」

第４回研究会「市場の関係論的秩序」報告2000.6.25

（東京大学東洋文化研究所）報告：原洋之介「市場

秩序に関する経済学の問題点 ；桜井英治「室町幕府」

財政の発想：贈与・市場との関係 ；坂井信三「西ス」

ーダンの市場（いちば ：交易と政治権力の構造」）

ｂグループ「イスラーム圏における国際関係2000.7.1

の歴史的展開－オスマン帝国を中心に－ 研究会 東」 （

京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所）報

告：奥田敦「イスラームの国際法とイスラーム法の

国際性 ；小松香織「オスマン帝国末期の海運界－外」

国系資本との競合問題を中心に－」

ｂグループ「イスラーム圏における国際関2000.9.22

係の歴史的展開－オスマン帝国を中心に－」研究会

（ ）東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

Rüdiger KLEIN International trading firms in報告： “

”Ottoman Syria: culture, commerce and courts

2000.9.23 Ports,ｂグループ国際ワークショップ “

（東京大学東洋Merchants and Cross-cultural Contacts”

Philippe HAUDRÈRE Commerce文化研究所）発表： “

et religion a Pondichery aux 17e et 18e siecles ;”

HANEDA Masashi Bandar-i Abbas in the Eighteenth“

Century - State, Port and Companies ; Edmund”
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HERZIG The Armenian Merchants of New Julfa and“

their Significance for the Study of Early Modern Asian

Trade ; Rüdiger KLEIN From Business Archives to the” “

Social History of International Trading Cities: the Middle

”East

ｃグループ「比較史の可能性」第５回研究2000.9.24

会 国際ワークショップ「所有、契約、市場」

International Workshop of Comparative Study

（東京大学東洋文"Ownership, Contracts, and Markets"

Barbara Watson ANDAYA "Orality,化研究所）発表：

Contracts, Kinship and the Market in Pre-Colonial

Southeast Asia" R. Bin Wong／コメント：弘末雅士；

Comparative Perspectives on Chinese Dynamics of“

”／コメント：青木敦Economic and Political Change

James REILLY Local and Regional Markets in； “

Ottoman Bilad al-Sham Syria during the 18th and 19th( )

”／コメント：加藤博Centuries

ｃグループ共催 氏講演会（大2000.9.26 B. ANDAYA

阪市立大学文化交流センター 主催：基盤研究Ｂ 東） 「

南アジア史研究で卒論・修論を書くための教育・研

究工具の開発のための研究 （代表：早瀬晋三 ； イ」 ）「

スラーム地域研究」研究班５ｃグループ 講演：

Barbara W. ANDAYA Writing a Gendered History of“

”Southeast Asia, 1500-1800.

ａグループ「知識と社会」研究会第５回例2000.10.28

会 ワークショップ 地域社会における知の在処 東「 」（

京大学東洋文化研究所）発表：足立孝「宴と地域社

会： 世紀アラゴン地方における土地売買文書の検11

討 ；岡元司「中国宋代地域社会における知の在処：」

イスラーム社会との比較のために ；谷口淳一「マド」

ラサと地域社会：ザンギー・アイユーブ朝時代のシ

リア」

ｂグループ国際商業史研究会第 回例会報2000.11.4 10

告（神戸大学文学部）発表：藤井真理「 世紀ナン18

ト商人による奴隷貿易 ；水井万里子「 世紀前半」 17

のイギリス産すず輸出とロンドン商人―レヴァント

・アジア貿易とすず先買・輸出独占権―」

ｂグループ「イスラーム圏における国際関2000.11.25

係の歴史的展開－オスマン帝国を中心に－」研究会

（ ）東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

報告：共通論題「イスラーム圏における権威のあり

方と国際関係」／家島彦一「前近代の国際関係にお

ける権力・権威・バイア（契約 ：マムルーク朝・ラ）

スール朝・トゥグルク朝間の外交関係を事例に ；森」

本一夫「シャラフと国際関係？：問題提起の試み ；」

大石高志「カリフの権威 ： オスマン朝＝インド間

での発現形態とその文脈 ；鈴木董「３報告へのコメ」

ント」 ／討論

ａグループ第９回「イスラーム地域にお2000.12.3-4

ける窯業の発展」研究会（ 月３日 岡山市立オリ12

Yuan andエント美術館 ）プリシラ・スーチェク“

；阿Ming Ceramics in the Near East: Model or Trophy”

部克彦「 年夏期イラン調査の報告」 （ 月４2000 12

日 広島大学文学部）古瀬清秀「広島大学のイラン

調査の経緯と概要 ；広島大学のイラン調査採集資料」

の調査

ａグループ第６回「中東の都市空間と建築2000.12.9

文化」研究会（東京大学東洋文化研究所）発表：プ

Monumentalizing Piety: Religiousリシラ・スーチェク“

”Practices and Mamluk Architecture

ｂグループ「地域間交流史の諸相」第４回2000.12.17

研究会（東京大学東洋文化研究所）報告：荒野泰典

「 『 』長崎の子供たち―近世日本の 国際結婚について

ー ；高橋公明「海域世界の中の済州島と高麗 ；村」 」

井章介「 海東諸国記』と陶磁の道」『

ｃグループ「比較史の可能性」第６回研究2000.12.23

会「公正：秩序の考えかた （岡山大学）司会：三浦」

徹／報告：春日直樹「フィジー社会における良き経

済秩序 ；林文孝「明清期中国の史論における公正」」

；長谷部史彦「アドルと『神の価格 ：マムルーク朝』

期カイロの市場社会と王権」

ａグループ第 回「サライ・アルバム研究2001.1.13 10

会」報告（東京大学東洋文化研究所）プログラム：

オミュル・トゥファン特別講演： ユルドゥズ陶器に「
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関して ；小柴はるみ、ヤマンラール水野美奈子「調」

査報告： 年３月にトプカプ宮殿美術館で行う調2001

査報告概要 ；関喜房「ムラッカア序文の研究（２）」

：序文によって提示される諸問題とその研究 ；村野」

浩「玉座像に関して（３ 」）

ｃグループ第９回「回儒の著作研究会 （東2001.1.27 」

京大学文学部アネックス）発表者： 天方性理』図伝『

・巻五「真一三品図説」 中西 竜也

ａグループ第７回「中東の都市空間と建築2001.1.27

文化」研究会（東京大学東洋文化研究所）発表：柘

和秀 中国のイスラーム建築について ；高村雅彦 中「 」 「

国中世の都市と建築―『清明上河図』解読作業 ；村」

松伸「如何に『東アジア建築世界の 年』を描く200

か？」

ａグループ「知識と社会」研究会第６回例会2001.2.3

（東京大学東洋文化研究所）発表：池田美佐子「立

憲君主制後期（ ）エジプトの「貧困」対策1944-1952

をめぐる議論」

ｃグループ第 回「回儒の著作研究会 （東2001.3.3 10 」

京大学文学部アネックス）発表者： 天方性理』図伝『

・巻五「数一三品図説」 佐藤 実

ｃグループ 回儒の著作研究会 合宿 一2001.3.13-14 「 」 （

宮シーサイドオオツカ）

ａグループ「イスラーム地域における窯2001.3.24-25

業の発展」研究会（愛知県立陶磁資料館）

研究班６「イスラーム関係史料の収集と研究」

「 」（ ）2000.4.22 第１回 ムガル史料研究会 青山学院大学

報告：露口哲也「 タヘキーカーテ・チシュティー』『

のムガル史料としての可能性」

第１回「オスマン文書研究会 （イスラーム2000.6.10 」

法廷制度・法廷文書とイスラーム社会研究シリーズ

第１回 （東京大学文学部アネックス）報告：秋葉）

淳「タンズィマート初期におけるオスマン帝国のシ

ャリーア法廷・カーディー制度の改革」

第１回「ペルシア語文書研究会 （東京大学2000.7.1 」

文学部アネックス）報告：露口哲也「文書史料の地

方史史料的特殊性－ 世紀パンジャーブにおけるあ19

る文書に基いて」

「アラビア語写本史料研究会主催 ア2000.7.18,21,22

ラビア語写本講読セミナー （京都大学文学部羽田記」

Ayman Fu'ad SAYYID念館講演室）講師：

第２回「オスマン文書研究会 （イスラーム2000.7.22 」

法廷制度・法廷文書とイスラーム社会研究シリーズ

第２回 （東京大学文学部アネックス）報告：松田）

俊道「マムルーク朝時代の法廷文書」

アラビア語写本史料研究会主催「アイマン2000.7.24

・フアード・サイイド氏九州講演会 （九州大学箱崎」

文系キャンパス 講演者： イ） 「Ayman Fu'ad SAYYID

スラーム時代エジプト史の史料」

アラビア語写本史料研究会主催「アイマン2000.7.27

・フアード・サイイド氏東京講演会 （東洋文庫）講」

「 」演者： アラビア語写本学序説Ayman Fu'ad SAYYID

「 」（ ）2000.8.8 第２回 ムガル史料研究会 青山学院大学

報告：山根聡「ムガル期のウルドゥー語史料につい

て」

第２回「ペルシア語文書研究会 （京都大2000.10.21 」

学文学部羽田記念館）報告：山口昭彦「オスマン検

地帳にみる 世紀初頭イラン西部諸地域の都市と農18

村－その規模と若干の特徴」

ペルシア語文書研究会主催「中央2000.11.28,29,12.1

アジア関係写本史料講読セミナー （京都大学文学部」

Assam URUNBRAV羽田記念館）講師：

第３回「ペルシア語文書研究会」 共催：2000.12.2

京都大学文学部羽田記念館 （京都大学文学部羽田記）

Christoph WERNER Merchants'念 館 ） 報 告 ： “

Testaments: Vasiyatnames as a Source on Religious Life

”in Late 19th Century Iran

第３回「オスマン文書研究会」研究会（九2000.12.10

州史学会シンポジウム イスラーム法廷の世界 イ「 」）（

スラーム法廷制度・法廷文書とイスラーム社会研究

シリーズ 第３回 （九州大学）報告：柳橋博之「フ）

ィクフとカーディーの法－マーリク派を中心に ；清」

水保尚「オスマン朝における財務行政からみた法廷
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の役割 ；三浦徹「イスラーム法廷と地域社会：裁判」

官、公証人、住民」

第４回「オスマン文書研究会 （イスラーム2001.1.27 」

法廷制度・法廷文書とイスラーム社会研究シリーズ

第４回 （東京大学文学部アネックス）報告：）

「オスマン朝時代のエジプトにおMuhammad 'AFIFI

けるイスラーム法廷の状況への基本的見解－ワクフ

制度への言及もあわせて」

「アラビア文字文献総合データベース第２回2001.2.9

」（ ） 、連絡会 東洋文庫 参加：アジア経済研究所図書館

（株）アグレックス、大阪外国語大学附属図書館、

京都大学大学院連環地域論講座、国立情報学研究所

開発・事業部、上智大学アジア文化研究所、東京外

国語大学附属図書館、東京大学東洋文化研究所、東

京大学人文科学系研究科、東洋文庫、イスラーム地

域研究プロジェクト総括班 議題： １）東洋文庫所（

蔵アラビア語・ペルシア語図書 検索システムのWeb

紹介（２）アラビア文字文献総合データベースの進

捗状況～４Ｄアプリケーションによるデータ蓄積 東（

洋文庫、東洋文化研究所、東京外国語大学 （３））

方式翻字データの取りこみについて～ALA-LC

方式翻字データのアラビア文字への復元プALA-LC

ログラムの紹介（４）アラビア文字図書の参照デー

タベース（中東諸国の （５）平成 年度のMARC 13）

事業計画

アラビア語写本史料研究会（京都大学文学部西南アジ

ア史学資料室もしくは羽田記念館）概要：本研究会

は、昨年度に引き続きヒラール＝サービー著『カリ

フ宮廷の儀礼』を、エジプト・アラビア語写本研究

所所蔵の写本写真を参照しながら精読していく形で

進めた。毎回、報告者が担当部分の日本語訳注を作

成し、参加者全員で検討した。研究会での検討結果

を取り入れて改訂された訳注は、 ページ上で順Web

次公開されている。

（ ）http://ha1.seikyou.ne.jp/home/tan-jun/

第 回 年 月 日報告者：矢島洋一17 2000 4 8

第 回 年 月 日報告者：谷口淳一18 2000 4 23

第 回 年 月 日報告者：清水和裕19 2000 5 21

第 回 年 月 日報告者：村田靖子20 2000 6 4

第 回 年 月 日報告者：近藤真美21 2000 6 24

第 回 年 月 日報告者：矢島洋一22 2000 7 15

第 回 年 月 日報告者：谷口淳一23 2000 8 3

第 回 年 月 日報告者：清水和裕24 2000 9 3

第 回 年 月 日報告者：村田靖子25 2000 9 16

第 回 年 月 日報告者：近藤真美26 2000 10 7

第 回 年 月 日報告者：矢島洋一27 2000 10 29

第 回 年 月 日報告者：谷口淳一28 2000 11 23

第 回 年 月 日報告者：村田靖子29 2000 12 17

第 回 年 月 日報告者：清水和裕30 2001 1 8

第 回 年 月 日報告者：近藤真美31 2001 2 3

第 回 年 月 日報告者：近藤真美32 2001 2 18

第 回 年 月 日報告者：矢島洋一33 2001 3 17

刊行物一覧(～ )2001.4

IAS Series
MIURA Toru and John Edward PHILIPS eds., , London and N. Y., Kegan PaulSlave Elites in the Middle East and Africa

International, 2000.

YANAGIHASHI Hiroyuki ed., , London and N. Y., Kegan PaulThe Concept of Territory in Islamic Law and Thought

International, 2000.



- 44 -

Working Paper Series
Tradition and Innovation in the Study of Islamic History: The Evolution of North AmericanNo.1 R. Stephen HUMPHREY,

, 1998.Scholarship since 1960

No.2 R. Stephen HUMPHREY, ,Towards a History of Aleppo and Damascus in the Early Middle Ages, 635-1260. C. E.

1998.

No.3 YANAGIHASHI Hiroyuki, , 1998.Islamic Law and the State

Report on the Present Condition of the Original Sources of the Islamic AreaNo.4 MIURA Toru and HEMMI Yukiko,

, 1998.Found in Japanese Institutions

Problématiques et développement de la recherche historique dans le Monde Arabe: EtudesNo.5 Abdeljelil TEMIMI,

, 1998.Ottomans et Moriscologie

No.6 MATSUMOTO Kotaro, , 1998.Economic Development among the Hui of Yunnan

Communal Solidarity and Social Conflicts in Late 20 Century Central Asia: The Case ofNo.7 Stéphane A. DUDOIGNON, th

, 1998.the Tajik Civil War

No.8 TAKAHASHI Kazuo, , 1998.U.S.-Japan Relationship over the Persian Gulf

No.9 KIM Jeong-A, , 1998.Al-Bukhal ', Satires by al-J i± ±∆ √

( )No.10 KIM Jeong-A, , 1998. in ArabicA Study of al-Bukhal '±

The Initial Phase of Transition of Russo-Central Asian Economic Relations: An InstitutionalNo.11 IWASAKI Ichiro,

, 1999.Approach

No.12 HAYDER Ibrahim Ali, ,Civil Society and Democratization in Arab Countries with Special Reference to the Sudan

1999.

No.13 Martin van BRUINESSEN, , 1999.The Kurds and Islam

The Kurds in Movement: Migrations, Mobilisations, Communications and the GlobalisationNo.14 Martin van BRUINESSEN,

, 1999.of the Kurdish Question

No.15 Rafis ABAZOV, ,Central Asian Conflicting Legacy and Ethnic Policies: Revisiting a Crises-Zone of the Former USSR

1999.

No.16 MIYAJI Kazuo, , 1999.Middle East Studies in Japan

A Method of Qualitative Trend Curve Analysis and its Application toNo.17 OKABE Atsuyuki & MASUYAMA Atsushi,

, 1999.Land Cover Change in Persian Gulf Area

No.18 Azzam TAMIMI, , 1999.Islam and Democracy: Jordan and the Muslim Brotherhood

No.19 Christoph WERNER, ,What is a Mujtahid? Functions and Stratification of Tabrizi Ulama in the Early Qajar Period‘

1999.

The Z wiya and Egyptian Society in the 16th Century: A Case Study of Z wiyaNo.20 Mu ammad abr Al-D l ,∆ ™ µ ± µ ± ±

, 2000. (in Arabic)al-Sha'r n± µ

The Sofia Oriental Archives: History, Structure and Organisation, Catalogues, and Publication ofNo.21 Stefka PARVEVA,

, 2001.Documents

No.22 Mu ammad abr Al-D l , , 2001. (in Arabic)∆ ™ µ ± µ Shaykhs and the Ottoman Occupation of Egypt

Pir, Waiz and Imam:Transformation of Socio-Religious Leadership among the Ismailis in theNo.23 NEJIMA Susumu,

, 2001.Northern Pakistan
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No.24 Bert FRAGNER, , 2001.Oriental Studies, Middle Eastern and Islamic Studies in Germany

ニューズレター

1 1997.7.14『イスラーム地域研究ニューズレター』第 号

1998.7.20『イスラーム地域研究ニューズレター』第２号

1999.6.25『イスラーム地域研究ニューズレター』第３号

2000.6.20『イスラーム地域研究ニューズレター』第４号

Islamic Area Studies Newsletter, No.1, September 18, 1997.

Islamic Area Studies Newsletter, No.2, July 25, 1998.

Islamic Area Studies Newsletter, No.3, August 10, 1999.

Islamic Area Studies Newsletter, No.4, September 1, 2000.

Proceedings Series
第１号『いま、なぜ市民社会なのか：現代イスラーム世界における民主化の再検討』 頁、 年 月72 1999 1

No. 2 KISAICHI Masatoshi ed., Democratisation and Popular Movements in the Islamic World, 2000.

wnership, Contracts and Markets in China, Southeast Asia and the Middle East: The Potentials ofNo. 3 MIURA Toru ed., O

, 2001.Comparative Study

その他

9 1998.3.31・ イスラーム地域研究 活動の記録 平成 年度』『

10 1999.4.1・ イスラーム地域研究 活動の記録 平成 年度』『

11 1999.4.30・ イスラーム地域研究 活動の記録 平成 年度』『

12 2000.4.20・ イスラーム地域研究 活動の記録 平成 年度』『

・ (パンフレット)Islamic Area Studies

・ 日本におけるイスラーム地域現地語資料の所蔵および整理状況の調査』 頁、 年 月『 59 1998 1

KOSUGI Yasushi, Yusuf H. Ibish, Yusuf K. Khoury eds., , Tokyo - Beirut, 1998, 418 pp.・ The Index of Al-Manar
・柳橋博之『イスラーム家族法：婚姻・親子・親族』 年（研究班１刊行物）1999

・ アフガーニーと現代』 年２月（研究班１刊行物）『 2000

『 （ ）』・ルーホッラー・ムーサヴィー・ホメイニー著 富田健次翻訳 ヴェーラーヤテ・ファギーフ論 イスラーム統治論

年（研究班１刊行物）2000

・ 研Mustafa CHOKAEV, , Tokyo-Moskva, 2001, Central Asia Reserch Series No.1.Otryvki iz vospominanii o 1917g. （

究班１刊行物）

AKAHORI Masayuki ed., , 2001・ Ziyara:Ethno-Historical Study of Muslim Visitation to Religious Places
( )（研究班２刊行物）forthcoming

・ 回顧 －京都国際会議の報告』 （研究班５刊行物）『 Beyond the Border 2000.2.15
・ イスラーム地域研究「比較史の可能性」研究会 活動の記録 年度』 （研究班５刊行物）『 1999 2000.3.15

・ イスラーム地域研究「比較史の可能性」研究会 活動の記録 年度』 （研究班５刊行物）『 2000 2001.3.15
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