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研究目的 

本研究は、次の３点を主要な目的として実施された。 

 第１の目的は、現代イスラーム世界をその動態において解析することである。ここでいうイスラーム世界と

は、中東・北アフリカ地域だけではなく、多数のムスリムが居住するロシア・中央アジア・中国・南アジア・

東南アジア・アフリカ・ヨーロッパさらには南北アメリカをも含んでいる。そして、われわれが研究するのは、

宗教としてのイスラームだけではなく、文明としてのイスラームの総体である。このようなイスラーム世界に

着目すれば、そこには豊かな歴史と伝統をそなえた独自の文明とともに、民族問題・地域紛争・人口爆発・環

境破壊・政治の民主化と人権の問題など、現代世界が直面している重要な問題が集約的に見いだされる。われ

われは、このような多様な地域の諸問題をイスラームをキーワードとして総合的に理解することを目的とし

た。プロジェクトの略称を「イスラーム地域研究」としたのはそのためである。 

 第２の目的は、このような研究をとおして新しい地域研究の手法を開発することである。そのために思想・

宗教・政治・経済・歴史などの学問領域を越えた学融合を試みるとともに、国際的な共同研究の基盤の整備を

はかり、さらに三次元地理情報システム、多彩なデータベースの構築などを実現するためのコンピュータ技術

の積極的な開発・応用を試みた。この面では、平成 10 年度末までに６つの研究拠点を結ぶイスラーム地域研

究情報システムを構築するとともに、国内におけるアラビア文字文献総合データベースの構築やトルコの都市

を事例とした都市空間の構成分析、歴史・統計情報を地図上に取り入れて新たな解析を行う試みなどを行った。

 第３の目的は、次代のイスラーム地域研究を担う若手研究者の育成であり、あらゆる機会に若手研究者の参

加を募るとともに、日本学術振興会特別研究員の制度を活用して、内外の若手研究者の支援につとめた。結果

として、５年の間に日本人では合計７名、外国人では韓国、フランス、トルコ、エジプト、チュニジアなどか

ら７名の若手研究者が来日し、共同研究員として活動した。 

 このような活動をとおして 21 世紀の世界の動向を左右するイスラーム世界の動態を把握し、いまや世界大

に拡大したイスラーム地域に関する「実証的な知の体系」を築き上げることが「イスラーム地域研究」の最終

的な目的であった。 

研究計画、目的の達成度 

本プロジェクトは、総括班を中心に「イスラームの思想と政治」（東京大学大学院人文社会系研究科）、「イ

スラームの社会と経済」（上智大学アジア文化研究所）、「イスラームと民族・地域性」（国立民族学博物館地域



研究企画交流センター）、「地理情報システムによるイスラーム地域研究」（東京大学大学院工学系研究科）、「イ

スラームの歴史と文化」（東京大学東洋文化研究所）、「イスラーム関係史料の収集と研究」（財団法人東洋文庫）

を研究課題とする６つの研究班から構成された。以上の研究課題は、現代イスラーム世界の動態を歴史的な視

点と比較の手法によって解析するには重要なテーマであり、個別の研究班の下にさらに具体的な研究テーマを

追求する合計12の研究グループが組織された。基本的には、これらの研究グループが核となって、研究会と現

地調査、資料収集を中心とする研究活動を積み重ねた。この間の研究計画と目的の達成度については、以下の

３点に要約することができる。 

第１は、中東、中央アジア、中国、東南アジア、南アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカな

どを対象に、イスラーム世界の諸問題を政治、経済、社会、思想、歴史、地理などの広範な分野に

わたって検討することにより、今後、どのような問題を重点的に研究すべきかが判明したことであ

る。 

 第２は、和文と英文のwebページを開設してリアルタイムで研究の進捗状況を公開するとともに情

報交換を行ったことにより、日本のイスラーム研究が一挙に国際化したことである。コンピュータ

の利用度はまだ国によって差はあるものの、多くの国の研究者が日本のイスラーム研究に注目しは

じめたことは疑いない。この間に構築された研究のネットワークは、今後のイスラーム研究の発展

と深化に大きく貢献するにちがいない。 

 第３は、イスラーム研究そのものの質的向上である。現地調査の実施、数多くの研究会、外国人

研究者を交えたワークショップや国際会議の開催などによって、日本のイスラーム研究は格段の進

歩をとげた。また、これまで理工系で開発されてきた地理情報システムを地域研究に適用する可能

性も大きく開かれた。これらの成果の一部は、すでに３巻の英文叢書（Islamic Area Studies Series: 

全 11 巻を予定）や Working Paper Series に収録されているが、今後に刊行される和文叢書８巻に

よって、その全貌が明らかにされるはずである。 

これまでの成果 

（１）中東、中央アジア、中国、東南アジア、南アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカを対象に、イスラ

ーム地域の諸問題を政治、経済、思想、歴史、地理など広範な分野にわたって比較・検討し、近現代の政

治運動、知識人の社会的役割、聖者崇拝など、将来の重要研究課題を明らかにした。 

（２）和文と英文のホームページを開設し、研究情報を迅速に公開したことにより、緊密な研究ネットワーク

を構築するとともに、日本のイスラーム研究の活性化と国際化を実現することができた。研究の成果は、

和文(全８巻)および英文（全１２巻）の研究叢書として刊行される。なお、英文叢書については、すでに

３巻を刊行している。 

（３）アラビア文字資料のデータベース化を推進し、本プロジェクトが開発した方式により、全国共同利用の

体制を整えた。これにより、国内の大学・研究機関に所在するアラビア語、ペルシア語、オスマン語など

の文献検索をインターネット上で簡便に行うことが可能となった。 

（４）各種の研究会、現地調査、外国人研究者を交えたワークショップ、２回にわたる大規模な国際会議など

に助手・大学院生を招き、次世代の研究を担う若手研究者を育成した。とりわけ国際シンポジウムに多数

の大学院生が参加したことは、海外の研究者からも高い評価を受けた。英語論文集にも多数の若手研究者

の寄稿をえた。 

（５）日本学術振興会外国人特別研究員の制度により、韓国、エジプト、トルコ、モロッコ、フランスなどか

ら若手研究者を招聘し(期間は 1～2 年)、共同研究を実施するとともに、国際交流の進展に努めた。 



（６）東洋文庫、国立民族学博物館地域研究企画交流センターなどの研究拠点に、イスラーム地域に関する多

様な史資料を収集し、今後の研究の展開に必要な基盤を整備した。また、マイクロフィルム資料のデジタ

ル化によって研究環境を大幅に改善することができた。 

（７）この間に開催された国際研究セミナーやワークショップの成果として、全 32 冊に及ぶ Working Paper 

Series（1998-2002 年）など多数の論文、個別テーマに関する報告書を刊行し、内外の研究機関・図書

館に送付した。 

成果の公表の実績 

（１）英文叢書の刊行：Islamic Area Studies Series (Kegan Paul , London-New York-Bahrain) 

1. Slave Elites in the Middle East and Africa: A Comparative Study 

ed.: MIURA Toru & John PHILIPS, 2000. 

2. The Concept of Territory in Islamic Law and Thought 

ed.: YANAGIHASHI Hiroyuki, 2000. 

3. Islam in Politics in Russia and Central Asia (Early Eighteenth to Late Twentieth 

Centuries) 

ed.: Stephane A. DUDOIGNON & KOMATSU Hisao, 2001. 

4. The Ottoman State and Local Societies in Change: A Joint Research of Temettuat Registers 

of 1840 and 1844 

ed.: HAYASHI Kayoko, 2003 (forthcoming) 

（２）日本語叢書の刊行：科研費（研究成果公開促進費）の交付を受けて、2003 年 10 月より第１

期分の４巻を東京大学出版会より刊行開始の予定。第２期の４巻は来年度刊行を予定。 

（３）主要な国際シンポジウム・研究セミナー： 

・ 北米中東学会 MESA シカゴ大会特別セッション The Scope and Potential of Islamic Area Studies（1998

年 12 月、シカゴ） 

・ 第１回国際会議 Beyond the Border: A New Framework for Understanding the Dynamism of Muslim 

Societies （1999 年 10 月、京都国際会議場） 

・ Muslim Societies over the Centuries: Symbiosis and Conflict in Comparative Aspects（第 19 回

国際歴史学会議での特別セッション、2000 年 8 月、オスロ大学） 

・ 第２回国際会議 The Dynamism of Muslim Societies: Toward New Horizons in Islamic Area 

Studies （2001 年 10 月、かずさアーク） 

（４）公開講演会 

・ 「イスラーム地域研究のフロンティア：イスラーム世界の統一性と多様性(1)」(2002 年 2 月、龍谷大

学文学部) 

・ 「これからのイスラーム地域研究：イスラーム世界の統一性と多様性(2)」(2002 年 3 月、東京大学文

学部) 

・ 朝日カルチャーセンターでもイスラーム文明の歴史と現代イスラーム世界に関する 40 回に及ぶ講座を

企画・実行した。 

「事後評価」結果 

研究課題の総合的な評価 

期待どおり進展した。 



１ 研究計画、目的の達成度について 

当初の研究計画、目的を達成したかどうか。 

予定どおり達成した。 

当初、研究活動を広げ過ぎ統一性に欠けたが、担当者を絞って集中的に研究を進めたことにより、よい成

果が得られた。日本のイスラーム研究を格段に発展させ世界的に認めさせるとともに、若手研究者の育成に

も貢献した。 

２ これまでの成果について 

（１） 革新的又は学際的な学問領域の創造、共通基盤科学技術の開拓、国際協同研究の推進の観点から高く

評価できるか。 

アラビア文字資料のデータベース化を促進し全国共同利用の体制を整えたこと、英文ホームページを作っ

て国際発信につとめたこと、国内的・国際的ネットワークを形成し国際共同研究を積極的に推進したことな

どは高く評価できる。 

（２） 当該学問分野及び関連学問分野への波及効果は、どのような状況であるか。 

中東のみならず中央アジア、中国、東南アジア、南アジアなど世界大のイスラーム世界研究が行われたこ

とにより未開拓領域の開拓、資料の発掘などが進んだこと、歴史学を主力としつつ政治学・国際関係論・文

化人類学などの関連分野にも強いインパクトを与えたこと、ネットワーク型の拠点形成を行ったことによ

り、それぞれの場で他への波及効果がみられたこと、などの点で評価できる。 

（３） 研究成果の積極的な公表に努めているか。  

ホームページの開設、英文・和文での叢書の刊行、国際会議・ワークショップの開催など、学術レベルで

は充分な成果をあげている。カルチャーセンターなどにも積極的に取り組んだ。しかし、一般の人にもわか

りやすいかたちでの成果の普及がもう少しあってよかった。 

詳しい研究内容については、ホームページを 

ご覧ください 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/IAS/Japanese/index-j.html 

 


