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テヘランからカイロまで〜カイロセンター設立の経緯〜 

 

日本学術振興会国際事業部長	 加藤 久 

 

	 日本学術振興会（JSPS）は現在世界の 9か国 10都市に「海外研究連絡センター」を設置し、当

該国（地域）との学術交流の推進のため、シンポジウム開催等による日本の学術研究活動の情報発

信、相手国対応機関との連絡協議、海外で活動を展開する日本の大学との連携協力、さらに日本で

の研究活動を終え当該国に帰国した元 JSPSフェローにより構成されている「JSPS同窓会」との協

力など、多様な活動をおこなっている。 

	 現在 JSPSが設置してある 10センターのうち、最も古いのが昭和 40年（1965年）に設置された

ケニアのナイロビセンターと現在のカイロセンターの「前身」であるイランのテヘランセンターで

ある。当時の 2センターは、ナイロビが「アフリカ地域研究センター」として、テヘランが「西ア

ジア地域研究センター」としてそれぞれ地域研究の現地拠点として設立されたものであった。 

	 地域研究の拠点ということから、これらセンターの任務は科学研究費海外学術調査でフィールド

ワーク等のため当該国を訪問する日本人研究者の調査研究活動の支援、センター派遣者自身の研究

遂行の 2点であった。設立以来 50年が経過したが、テヘランセンターは現在カイロセンターにそ

の任務を引き継ぎ、中東における我が国の唯一の研究支援機関として活動している。ここではテヘ

ランセンターからトルコのアンカラセンターを経て現在のカイロセンターへ至るまでの経緯を振

り返ってみたい。 

	 地域研究としての西アジア（中東）は、アフガニスタン以西から北アフリカ（沿岸諸国）を対象

とするが、この地域もイランを中心とするイラン語（ペルシア語）圏とトルコを中心とするトルコ

語圏、さらにアラビア語圏と３つの地域に分けられるが、そのうち最初にセンターを設置したのが

イラン語圏のテヘランであった。テヘランセンターには昭和 40年（1965年）から昭和 55年（1980

年）まで、主に人文・社会科学系の研究者を派遣し、センターの運営と年々増加する海外学術調査

で現地を訪問する日本人研究者への支援をおこなっていた。しかし 1979年のイラン革命とそれに

続く 1980年に始まったイラン・イラク戦争により、テヘランの治安状況は極度に悪化した。入国

ビザの取得やセンターへの海外送金がきわめて困難になりセンターの運営に大きな支障が生じた

こと、それ以上にセンター派遣者の安全を確保するため、テヘランセンターを閉鎖し他地域への移

転を検討することとなった。JSPS 内に設置した過去のセンター派遣者及び中東研究者により構成

される海外地域研究センターに関する会議において移転先を検討した結果、1981 年にトルコのア

ンカラにセンターを移転することとなった。この移転にあっては、テヘランを完全に閉鎖するので

はなく「一時的に」閉鎖し将来政治的・社会的に安定した場合また復活する含みを持たせてあった

ため、トルコのセンターは本格的な Permanent Officeではなく、3年程度研究者を派遣し、その後

他の国に比較的容易に移転できるようなかたちとした。移転先についてはトルコとともにエジプト

のカイロも候補として検討されたが、1981年のサダト大統領が暗殺されるなどエジプトの政情不 
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安を考慮し、センターはトルコのアンカラに移転することとしたが、同時にエジプトのカイロにも

研究者個人を派遣し、個人の研究を行うとともにエジプトの学術情報も収集してもらうこととした。 

	 なお、アンカラを移転先に決定する過程においては、イスタンブールとの比較を行い、大学等学

術関係機関、住宅事情などいくつかの観点から検討したがビザの取得などセンターの運営面でアン

カラを移転先としたものである。アンカラセンターは 1981年から活動を開始したが、中東研究と

して現地を訪問する日本人研究者の数はエジプトのカイロの方が上回っていた。このため、振興会

として前述の中東研究者を招いての会議で設置場所等についてあらためて検討を行った。イラン語

圏、トルコ語圏そしてアラビア語圏の比較において、人口が最も多く、また 3つの言語圏の共通す

る宗教としてのイスラム教の中心がアラビア語圏にあること、日本との通信・交通事情、さらにカ

イロ大学など学術研究機関など学術研究環境などを考慮し、中東研究の拠点としての西アジア地域

研究センターをカイロに一本化することとした。 

	 昭和 59 年（1984 年）にカイロセンターを正式に設置してからもう 30 年の年月が過ぎた。この

間、歴代センター長のご尽力によりカイロセンターは中東における我が国唯一の研究支援機関とし

て、その存在感を高めてきている。この間、学術の面からではなく行革の面からナイロビセンター

とともにカイロセンターの（廃止を含む）見直しを指摘されたこともあった。しかしカイロセンタ

ーの具体的な活動を説明することにより、行革当局も日本が中東の中枢部においてこのようなセン

ターを有している意義を理解し、評価したものである。 

	 現在のカイロセンターは、単に地域研究の拠点として日本人研究者の支援にとどまらず、エジプ

トの対応機関との協力、JSPS同窓会との協力、エジプトで活動する日本の大学との連携協力など、

その活動は多岐にわたっている。これまで歴代センター長の方々のご尽力により築き上げられたカ

イロセンターが、さらに発展していくことを願うと同時に、そのために可能な限りの支援をするこ

とが私達の責務であると思っている。 

  

＊ 現在のオフィスの玄関、アラビア語と和英のプレートがかかる 

Name plaques at the entrance of office, one is in Arabic, the other is in Japanese and English 
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Establishment of JSPS Cairo Research Station—From Tehran to Cairo 

 

Hisashi KATO 

Director, International Program Department,	 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 

 

The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) currently operates ten overseas offices in nine 

countries. To promote scientific exchange in their host countries and regions, these offices hold symposiums 

and carry out various activities to disseminate information on scientific research being advanced in Japan. 

While cooperating with JSPS’s counterpart organizations, the offices assist Japanese university in expanding 

their operations overseas. They also support JSPS alumni associations run by former fellows who return to 

their countries after participating in JSPS programs.    

Launched 50 years ago in 1965, JSPS’s first overseas liaison offices were in Nairobi and Tehran. 

Twenty years later, the Tehran office became what is now the JSPS Cairo Research Station. The original 

two offices were established as regional hubs, with the Nairobi office being the Research Station for African 

Regional Studies and the Tehran office being the Research Station for West Asian Regional Studies. As 

regional hubs, these centers supported the activities of Japanese researchers who came to countries in their 

areas to conduct fieldwork and other grant-funded scientific research activities. Researchers deployed to the 

Stations also used them as a base for conducting their own research.  

Thirty years ago, the JSPS Cairo Research Station took over the operation of the Tehran office. It 

is now carrying out an active program as Japan’s only research-support organization within the Middle East. 

Tracing back the evolution of the Cairo Research Station over the past 50 years, it started as the Tehran 

office, then transitioned to the Ankara office before its establishment in Cairo.  

The original Tehran office covered West Asia (Middle East), which spanned an area from 

Afghanistan west up to the coastal nations of North Africa. Among the region’s countries were Iran and 

Iranian-speaking (Persian-speaking) areas, Turkey and Turkish-speaking areas, and also Arabic-speaking 

nations. During its operation from 1965 to 1980, the Tehran office was staffed by dispatched researchers 

mostly in the social sciences and humanities while serving as a base for Japanese researchers visiting the 

region to conduct surveys and studies, whose numbers increased year by year over that period. However, 

with the Iranian Revolution in 1979 and the beginning of the Iran-Iraq War in 1980, the security situation in 

Tehran deteriorated sharply. The extreme difficulty in obtaining entry visas and doing overseas remittances 

greatly impeded the office’s operation. As it also became difficult to ensure the safety of the office’s 

Japanese staff and dispatched researchers, consideration was given to closing the Tehran office and moving 

its operation to another place. A committee comprising researchers dispatched to overseas office and 

Japanese Middle East researchers was established in JSPS to deliberate where to relocate the Tehran office. 

They made the decision to move it to Ankara in Turkey, which was carried out in 1981. The idea was to 

close the Tehran office only temporarily until politico-social security and safety in Iran was restored. 
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Therefore, the Ankara office was not meant to be a permanent office. Researchers were dispatched to it 

for a period of three years until the Cairo Research Station was opened in 1984.  

At first, both Turkey and Egypt were considered as new locations for the Tehran office. Ankara 

was chosen due to the political unrest that pervaded Egypt after the assassination of President Anwar Sadat 

in 1981. At the same time the office relocated in Ankara, individual researchers were going to Egypt, who, 

while doing research, collected information of scientific developments in the country. In the process of 

deciding where to locate the office in Turkey, Istanbul was also considered. However, from the perspective 

of the office’s operation, including access to universities and other academic institutions, availability of 

suitable housing and ease of obtaining visas, Ankara was judged to be the better option.  

While the Ankara office launched its operation in 1981, it was Cairo to which a greater number of 

Japanese researchers were coming to pursue Middle East studies. This caused JSPS to reconvene its 

committees of Middle East researchers to consider again the best location for the West Asia hub. In making 

a decision as to where to centralize the West Asia region, they considered the fact that Arabic-speaking 

areas of the Middle East have a larger population than Turkish- or Persian-speaking areas, so they chose 

Egypt as JSPS’s West Asia hub, as it also shared Islam as the region’s common religion, had communication 

and transportation linkage with Japan, and provided a good scientific research environment with the 

existence of Cairo University and other academic institutions.  

Some 30 years have now elapses since the JSPS Cairo Research Station was officially established 

in 1984. The efforts of successive office directors over that period have given the office a robust presence as 

Japan’s sole research-support organization within the Middle East. Nevertheless, both the Cairo and Nairobi 

Stations came under the scrutiny of the Japanese government’s administrative reform and streamlining 

committee, convened in recent years. The committee initially suggested that the offices be either cut back or 

closed. After, however, having received a concrete briefing on the Cairo office’s activities and merits, the 

members understood the significance of the pivotal role the office gives Japan within the Middle East region 

and, in a turnabout, gave it a high appraisal.   

The Cairo Research Station no longer just serves as a base for supporting Japanese researchers 

doing area studies, but rather boasts a multipronged program that includes collaborating with JSPS’s 

counterpart organizations in Egypt, supporting a JSPS alumni association, and cooperating with Japanese 

universities carrying out academic and research activities in Egypt.  

While looking forward to the even greater development of the Cairo Research Station, whose 

vibrant program is built upon the efforts of successive office directors, we consider it our responsibility and 

privilege to continue doing what JSPS can in supporting the office’s programs and initiatives.    
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–لى االقاهھھھرةة إإااالنتقالل من ططهھراانن  رةةتأسيیس مكتب االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم بالقاهھھھ   
 

-كاتو هھھھيیساشي   -االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم   ررئيیس االشؤوونن االدووليیة    
 

ددوولل حولل  9مدنن في  10ددووليیة في  ا مرااكز بحثيیةلدىى االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم حاليیً 
االعالم٬، ووألجل ددعم االتباددلل االعلمي في هھھھذهه االدوولل يیتم عقد ندووااتت تعرضض االيیابانن من خاللهھا 

لبحث سبل االتعاوونن مع هھھھذهه االدوولل٬،جهھوددهھھھا في االبحث االعلمي٬، ووتعقد جلساتت نقاشيیة  ووتفتح  
كما تتعاوونن مع جمعيیة أأبواابب االتعاوونن مع االجامعاتت االيیابانيیة االتي تطورر من نشاططهھا االدوولي٬، 

بالددهھھھم إإلى خريیجي االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم االتي يیكونهھا ززمالء االجمعيیة لدىى عوددتهھم 
.بعد ااالنتهھاء من أأنشطتهھم االبحثيیة في االيیابانن  

٬، وومركز 1965تأسيیسهھ عامم االذيي تم لمرااكز مركز نيیرووبي عاصمة كيینيیا وويیعد أأقدمم هھھھذهه اا
اا إإقليیميیا هھراانن (إإيیراانن)٬، ووأأُسس مكتب نيیرووبي ليیكونن مركزً االذيي كانن في االسابق بطاالقاهھھھرةة 

.ألفريیقيیا وومكتب ططهھراانن ليیكونن مركزاا إإقليیميیا لغربب آآسيیا  
ة ووألنن تلك االمرااكز كانت موااقع للبحث في االمناططق االتي أأسست فيیهھا كانت مهھمتهھا ددررااس

عم ٬، وومن أأجل تحقيیق ذذلك عملت على ددتكاليیف االبحث االعلمي بالخاررجج وواالعمل االميیدااني
بل ووتنفيیذ أأبحاثث مبعوثي االجمعيیة  ٬،ااألنشطة االبحثيیة للباحثيین االيیابايینيیيین االزاائريین لتلك االدوولل

إإلى ا على تأسيیس مركز ططهھراانن االذيي تم نقل ددووررهه عامً  50أأنفسهھم. ررغم مروورر أأكثر من 
 ا إإال إإنهھ يیعد االمنفذ االوحيید لليیابانن لدعم االبحث االعلمي في االشرقق ااألووسط.مركز االقاهھھھرةة حاليیً 

أأنقرةة في تركيیا وومن ثم إإلى أأرريید فيیما يیلي ااستحضارر االخطوااتت االتي اانتقل بهھا مركز ططهھراانن 
.االقاهھھھرةةإإلى   

تغطيیة االمنطقة ما بيین كانت هھھھناكك حاجة إلنشاء مرااكز بحثيیة لغربب آآسيیا (االشرقق ااألووسط) ل
االدوولل هھھھي أأقاليیم  3إإلى حتى شمالل أأفريیقيیا (االدوولل االساحليیة) ووتنقسم هھھھذهه االمنطقة أأفغانستانن 

٬، تتحدثث االتركيیة كتركيیا ووما حولهھا االتي تتحدثث االفاررسيیة كإيیراانن ووما حولهھا٬، وواالدوولل االتي
في االفترةة من  ختيیارر على تأسيیس مركز ططهھراانن أأووال٬، ووووقع ااالاللغة االعربيیةوواالدوولل االناططقة ب

تم بعث باحثيین في مجاالتت علومم ااإلنسانن وواالمجتمع بصوررةة  1980،٬ووحتى عامم  1965عامم 
يیقومواا بإددااررةة االمركز ووتقديیم االدعم للباحثيین االيیابانيیيین االزاائريین االذيین تزاايیدتت أأساسيیة ل

ووماترتب عليیهھا من  1979ا بعد عامم. وولكن نظراا لحدووثث االثوررةة ااإليیراانيیة عامم أأعدااددهھھھم عامً 
ااندالعع االحربب بيین االعرااقق ووإإيیراانن تدهھھھوررتت ااألووضاعع ااألمنيیة في إإيیراانن بصوررةة كبيیرةة٬، 

االمركز في إإلى إإيیراانن ووأأصبح إإررسالل االتمويیل إإلى تت االدخولل فصعب االحصولل على تأشيیراا
ذذلك إإلى ٬، إإضافة ددااررةة االمركزاا غايیة في االصعوبة مما خلق مشكالتت كبرىى في إإإإيیراانن أأمرً 

إإلى بدأأ االتفكيیر في نقلهھ كز. فتم إإغالقق االمركز في ططهھراانن وواالحفاظظ على سالمة مبعوثي االمر
موقع آآخر. تمت مناقشة االموقع االذيي سيینقل إإليیهھ االمركز في ااجتماعع تم تنظيیمهھ لمبعوثيین 
سابقيین من االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم بشأنن االمرااكز االبحثيیة في االخاررجج وواانتهھى ااألمر 

. في االوقت االذيي تم فيیهھ نقل االمركز٬، لم يیكن 1981تأسيیس مركز أأنقرةة (تركيیا) عامم إإلى 
اارر ااألووضاعع االسيیاسيیة حيین ااستقرإإلى ططهھراانن أأمراا نهھائيیا بل كانن بشكل مؤقت إإغالقق مكتب 
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لذلك لم يیكن مكتب أأنقرةة دداائما بالمعنى االصحيیح بل اافتتح على أأساسس أأنن يیسهھل  ووااالجتماعيیة؛
جانب أأنقرةة إإال إإلى سنوااتت. كانت االقاهھھھرةة ااختيیارراا مطرووحا  3نقلهھ ووبعث إإليیهھ باحثونن لمدةة 

الغتيیالل االرئيیس االرااحل االساددااتت صر ااضطرااباتت سيیاسيیة نظراا شهھدتت م 1981أأنهھ في عامم 
نقرةة٬، وولكن في االوقت ذذااتهھ تم بعث باحثيین بشكل فردديي إلتمامم أأإإلى فتقررر نقل االمركز 
.ووكذلك جمع معلوماتت عن االبحث االعلمي في مصر ٬،ااألبحاثث االخاصة بهھم  

لل في بعض االنقاطط مثل ووجودد أأنقرةة تم عقد مقاررنة بيینهھا ووبيین ااسطنبوإإلى عند ددررااسة نقل االمركز 
منظماتت االبحث االعلمي كالجامعاتت ووغيیرهھھھا٬، ووظظرووفف االسكن وواالمعيیشة٬، لكن ااالختيیارر ووقع على 

سهھولة االحصولل على تأشيیرااتت االدخولل. بإددااررةة االمركز مثل ألمورر االمتعلقة اا بعض بسبب أأنقرةة
إإلى فإنن أأعداادد االباحثيین االيیابانيیيین االقاددميین  1981ووررغم أأنن االمركز بدأأ نشاططهھ في أأنقرةة عامم 

لذلك تم ااالجتماعع بهھؤالء االباحثيین ووإإعاددةة  ة االشرقق ااألووسط أأخذتت في ااالززدديیادد؛االقاهھھھرةة لدررااس
اانيیة وواالتركيیة وو االعربيیة٬، فإنن تعداادد سكانن ة باإليیراالنظر في موقع االمركز. ووبمقاررنة االدوولل االناططق

٬، كما أأنهھا تنطق باللغة االعربيیة لغة االديین ااإلسالمي االذيي يیعد االعامل االمشتركك مصر هھھھو ااألكبر
بيین كل تلك االمناططق٬، وويیتيیسر االتوااصل معهھا وواالتنقل منهھا ووإإليیهھا٬، أأضف إإلى ذذلك بيیئة االبحث 

لذلك أأصبحت االقاهھھھرةة االموقع االجديید  لقاهھھھرةة؛اتت بحثيیة مثل جامعة ااإإذذ تتوفر منظم ؛االعلمي بهھا
.لدررااساتت االشرقق ااألووسط من خاللل االمكتب االجديید إلقليیم غربب آآسيیا  

. ووعلى مداارر هھھھذهه 1984ا عامم لقد مر أأكثر من ثالثيین عاما منذ تأسيیس مكتب االقاهھھھرةة ررسميیًّ 
االهھيیئة االسنيین تواالت أأجيیالل من ررؤؤساء االمركز ساهھھھمت جهھودد كل منهھم في ررفع قيیمتهھ كونهھ 

ا أأعيید االنظر في االيیابانيیة االوحيیدةة لدعم ااألبحاثث في االشرقق ااألووسط. ووخاللل تلك االفترةة أأيیضً 
ك من ناحيیة ااإلصالحح ااإلدداارريي حتى ووكذلقاهھھھرةة وونيیرووبي من ووجهھة نظر علميیة٬، مركزيي اال

نهھ أأشيیر إإلى إإغالقهھما٬، وولكن بشرحح ووتوضيیح ددوورر مكتب االقاهھھھرةة بالتفصيیل تبيین لسلطاتت إإ
.دداارريي االهھدفف من ووجودد مكتب كهھذاا لليیابانن في قلب االشرقق ااألووسطااإلصالحح ااإل  

٬، بل إإنهھ قليیمي لدعم االباحثيین االيیابانيیيینال يیقتصر ددوورر مكتب االقاهھھھرةة االحالي على كونهھ االموقع ااإل
منصة للتعاوونن مع االمنظماتت االمصريیة االتي يیتم االتعامل معهھا٬، وومع جمعيیة خريیجي االجمعيیة 

االجامعاتت االيیابانيیة االناشطة في مصر. إإلى جانب أأننا نأمل في االمزيید االيیابانيیة لتطويیر االعلومم٬، وو
من االتطورر للمركز االذيي ساهھھھمت جهھودد مديیريیهھ على مداارر االسنيین في بنائهھ فإنن هھھھناكك مسئوليیة 

تقع على عاتقنا بتقديیم االدعم االالززمم  ك.لذل   
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エジプトに関わる日本学術振興会の主な事業 
 

1. 外国人研究者招へい事業 
1)	 事業概要 
	 諸外国の優秀な研究者を招へいし、日本の研究者との共同研究・討議・意見交換等を行う機会

を提供することで、外国人研究者の研究の進展を支援すると同時に、外国人研究者との研究協力

関係を通じて、日本の学術研究の推進及び国際化の進展を図ることを目的とした事業です。現在

は、人文・社会・自然科学など分野、国籍を問わず募集がおこなわれています。 
https://www.jsps.go.jp/j-fpo/index.html	 	 	 	 	 https://www.jsps.go.jp/english/e-fpo/index.html 
外国人特別研究員 
	 海外の若手研究者に、日本の大学などで日本側の受入研究者の指導のもと、研究に従事する機

会を与えるためのプログラムです。日本での受け入れ期間は 2 年。博士号をすでに取得している
ことが応募条件の一つとなっています。この事業には、以下の 2つのプログラムがあります。 

1.外国人特別研究員(一般公募) 博士号取得直後の外国人若手研究者を 2 年間日本の大学等に
受け入れる事業です。 
2.外国人特別研究員(定着促進) 博士号取得直後の外国人若手研究者を 2 年間日本の大学等に
受け入れ、外国人研究者を日本の大学等の常勤職として採用する取り組みを促す事業です。 

外国人招へい研究者 
	 外国の研究者を日本に招へいするためのプログラムです。 
	 短期(14〜60 日)・長期(14〜60 日 2〜10 ヶ月)の 2 プログラムありますが、短期プログラムは、
招へい者に日本の研究者との意見交換、講演などを行う機会を提供するもの、長期プログラム

は、招へい者に日本の研究者と協力して研究に従事する機会を提供するものとなっています。 
 
2)	 データ 
	 近年におけるエジプト人採用者数(平成 16年度(2004年度)から平成 26年度(2014年度)) 

採用年度 

エジプト人採用者数 

外国人特別研

究員(一般) 
外国人特別研究員(定着

促進) 
外国人招へい(短期) 

外国人招へい

(長期) 
計 

H16 (2004) 15 - - - 0 

H17 (2005) 20 - - - 0 

H18 (2006) 15 - 1 3 15 

H19 (2007) 15 - 1 6 20 

H20 (2008) 9 - 2 2 19 

H21 (2009) 9 - 2 4 22 

H22 (2010) 9 - 2 3 13 

H23 (2011) 4 - 1 2 15 

H24 (2012) 6 - 1 4 14 

H25 (2013) 8 1 1 0 7 

H26 (2014) 6 1 1 2 11 
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2. 外国人研究者再招へい事業(BRIDGEフェローシップ) 
1)	 事業概要 
	 本会の外国人特別研究員事業等に採用されて来日し、日本での研究活動を終了した外国人研究

者に対し、再度来日して日本人研究者との研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供する

事業です。日本と海外にいる研究者とのネットワークの強化を目指しています。 
	 エジプトでは、平成 20 年(2008 年)度にエジプト JSPS 同窓会が結成されて以降，カイロセンタ
ーと同窓会が協力し、派遣希望者を推薦しています。 
http://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/	 	 	 	 	 http://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/bridge/index.html 
 
2)	 データ(エジプト人研究者採用者) 
採用年度 H21(2009) H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014) H27(2015) 
採用者数 1 2 0 2 1 2 2 
 
 

3. 論文博士号取得希望者に対する支援事業(RONPAKUプログラム) 
 

1)	 事業概要 
	 アジア・アフリカ諸国の大学等学術研究機関に所属している研究者研究者が、日本の大学にお

いて、大学院の課程によらず、論文の提出によって博士の学位(論文博士号)を取得できるよう、
継続的な経済支援をおこなうプログラムです。 
	 平成 28年度(2015年度)採用募集時点での対象国は以下のようになっています。 
アジア(含 中東)：アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、インド、インドネシア、オマー
ン、カタール、韓国、カンボジア、クウェート、サウジアラビア、シリア、シンガポール、スリランカ、タイ、中国、トルコ、ネ

パール、パキスタン、バーレーン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、

ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ヨルダン、ラオス、レバノン 
アフリカ：アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エジプト、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カメル

ーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プ

リンシペ、ザンビア、シェラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、スワジランド、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマ

リア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブル

ンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリシャス、モーリタニ

ア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト 
ヨーロッパ：アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニ

スタン 
※なお、台湾及びパレスチナについても対象国に準じて取り扱う。 
http://www.jsps.go.jp/j-ronpaku/	 	 	 	 	 http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/index.html 
 
2)	 データ 
(A) 平成 22年度からのエジプト人研究者申請・採用者数 

採用年度 申請者数 新規採用者 継続者 支援者数合計 

H22 (FY2010) 5 1 - 1 

H23 (FY2011) 7 2 1 3 

H24 (FY2012) 2 0 2 2 

H25 (FY2013) 0 0 1 1 

H26 (FY2014) 2 0 1 1 

H27 (FY2015) 4 2 1 3 

 
(B) 平成 26年(2014年度)までのエジプト人論文博士号取得者数：	 	 	 0名 
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4. 二国間交流事業共同研究／セミナー 
 

1)	 事業概要 
	 日本学術振興会では、海外の学術振興機関との学術の国際協力に関する合意に基づき、二国間

交流事業を行っています。このプログラムでは、二国間の研究チームの持続的ネットワーク形成

を目指し、相手国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの実施を支援しています。 
	 このプログラムでの共同研究・セミナーには、以下の種類があります。 

- 海外の学術振興機関(対応機関)と、学術の国際協力に関する合意に基づく共同研究・セミ
ナー(A 対応機関との合意に基づく共同研究・セミナー) 

- 日本と国交のある全ての国を対象とした共同研究・セミナー(B オープンパートナーシッ
プ共同研究・セミナー) 

	 エジプトにおける対応機関はエジプト科学研究省(Ministry of Scientific Research: MOSR)ですが、
実施組織は MOSR 傘下のエジプト科学技術開発基金(Science and Technology Development Fund: 
STDF)です。平成 27 年(2015 年)現在、共同研究は「自然科学」、セミナーは「人文・社会・自然
科学」分野での募集が行われています。 
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/jrss.html	 	 	 	 	 https://www.jsps.go.jp/english/e-bilat/index.html 
 
2)	 データ 
エジプトにおける共同研究一覧 
- エジプト‐日本協調観測によるガンマ線バーストの共同研究 (Collaborative Research of Gamma-
ray Bursts by Coordinated Astronomical Observation between Egypt and Japan) 
実施期間：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日 
日本側代表：吉田道利教授 (広島大学宇宙科学センター) 
エジプト側代表：Researcher Gamal B. ALI (National Research Institute of Astronomy and Geophys-
ics) 

- 農業廃棄物を利用したナノグリーンコンポジットの創製 (Super Application of Agricultural Waste to 
Green Nanocomposite Materials) 
実施期間：平成 22年 4月 1日～平成 24年 3月 31日 
日本側代表：奥林里子准教授 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科) 
エジプト側代表：Assoc. Prof. Waleed EL-ZAWAWY (National Research Center) 

- 環境修復・有用物質生産のための芳香環水酸化酵素のプラスチド発現系の構築(Plastidic expres-
sion of X- or N-containing xenobiotic aromatic compounds degradative dioxygenase for the bioremediation 
and production of pharmaceuticals compounds) 
実施期間：平成 23年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 
日本側代表：野尻秀昭准教授 (東京大学生物生産工学研究センター) 
エジプト側代表：Lecturer Hamdy Abdel-Azeim Hassan ALY (Minufiya University) 

- エジプトの H5N1 高病原性鳥インフルエンザウイルスの疫学調査とウイルス学的研究
(Epidemiological and Virological studies of Highly Pathogenic Avian Influenza Viruses H5N1 circulating in 
Egypt) 
実施期間：平成 23年 4月 1日～平成 25年 3月 31日 
日本側代表：生田和良教授 (大阪大学微生物病研究所) 
エジプト側代表：Assoc. Prof. Madiha Salah IBRAHIM (Alexandria University Damanhour Branch) 

- 第一原理電子状態計算によるナノ材料のひずみ抵抗効果の予測とナノセンサへの応用(First-
principles electronic structure calculation of Piezoresistive effect of nanoscale material and its application to 
nanosensor) 
実施期間：平成 24年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 
日本側代表：田畑修教授 (京都大学・工学研究科) 
エジプト側代表：Prof. Ahmed ABD EL-MONEIM (Egypt-Japan University of Science and Technol- 
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ogy, Materials Science and Engineering Department) 

- 医療用低コスト生体材料の設計および製造 (Design and Fabrication of New Low Cost Biomaterials 
for Medical and Healthcare Applications) 
実施期間：平成 24年 4月 1日～平成 26年 3月 31日 
日本側代表：小林千悟准教授 (愛媛大学・理工学研究科) 
エジプト側代表：Assoc.Prof. Khaled M. IBRAHIM (Central Metallurgical R&D Institute(CMRDI)) 

- 遺伝子型４のＣ型肝炎ウイルス増殖系開発と NS4b蛋白質の機能的解析 (Development of genotype 
4 hepatitis C virus replication system and functional analysis of NS4b protein) 
実施期間：平成 25年 9月 1日～平成 27年 8月 31日 
日本側代表：脇田隆字部長 (国立感染症研究所・ウイルス第二部) 
エジプト側代表：Assis. Professor Ashraf Abdou SALEH TABLL (National Research Center, Micro-
bial Biotechnologydepartment, Genetic Engineering and Biotechnology Research Division) 

-エジプト‐日本協調観測によるガンマ線バーストの共同研究 II (Collaborative Research of Gamma-
ray Bursts by Coordinated Astronomical Observation between Egypt and Japan II) 
実施期間：平成 25年 10月 1日～平成 27年 9月 30日 
日本側代表：吉田道利教授 (広島大学宇宙科学センター) 
エジプト側代表：Researcher Gamal B. ALI (National Research Institute of Astronomy and Geophys-
ics) 

- バイオ燃料・グリーンケミカル生産へのエジプト河海由来細菌・育種イネの戦略的活用
(Innovative biofuel and green chemical production by novel Egyptian aquatic bacterial isolates from de-
signed and modified biomass) 
実施期間：平成 26年 4月 1日～平成 28年 3月 31日 
日本側代表：園元謙二教授 (九州大学大学院農学研究院) 
エジプト側代表：Assis. Professor Amira Mohsen El-Sayed HAMDAN (Alexandria University, Fac-
ulty of Science) 

- 蛇紋岩による CO2鉱物化固定促進に向けた統合的研究 
実施期間：平成 27年 5月 1日～平成 29年 3月 31日 
日本側代表：辻健准教授 (九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所) 
エジプト側代表：Assoc. Professor Mohamed Mahmoud Ahmed ALI ABU ELRUS (Assiut Universi-
ty, Faculty of Science) 

 
エジプトにおけるセミナー一覧 
- 遺伝性疾患の新時代 (A New Era of Genetic Diseases) 
開催期間：平成 22年 10月 3日～4日 
日本側代表：松本直通教授 (横浜市立大学医学研究科) 
エジプト側代表：Assoc. Prof. Ghada M.H. ABDEL-SALAM (Clinical Genetics Department, NRC)  

- ナノ・環境テクノロジーに基づくハイテク繊維・材料の創成 (Creation of High-tech Materials and 
Fibers Based on Nano- and Green-technologies) 
開催期間：平成 22年 12月 5日～8日 
日本側代表：木村良晴教授 (京都工芸繊維大学大学院工芸科学研究科) 
エジプト側代表：Assoc. Prof. Ahmed Sabbah El-Din EL-SALMAWY (Faculty of Applied Arts, 
Helwan University) 

- 素粒子天体物理学でさぐる初期宇宙の進化(ECTP-RESCEU Seminar on Astrophysics and Cosmolo-
gy) 
開催期間：平成 23年 12月 7～14日 
日本側代表：横山順一教授 (東京大学大学院理学系研究科附属ビッグバン宇宙国際研究センタ
ー) 
エジプト側代表：Director Abdel Nasser TAWFIK (Egyptian Center for Theoretical Physics, MTI 
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University)	  

 
- ナイルデルタの統合水資源管理に向けた日本・エジプト水理水文ネットワークの構築(JE-
hydronet: Modern Methodologies for the Management, Monitoring and Planning of Integrated Water Re-
sources in Nile Delta)  
日本側代表：角哲也教授(京都大学防災研究所) 
エジプト側代表：Prof. Ibrahim Abdelmagid ELSHINNAWY (国立水研究センター海岸研究所
(Coastal Research Institute, National Water Research Center))	  

- 第１回メカトロニクス・ロボティックスの実践的教育に関するワークショップ (First Egypt-Japan 
Workshop on Practical Education for Mechatronics and Robotics) 
実施期間：平成 26年 3月 22〜26日 
日本側代表：山川宏教授 (早稲田大学・理工学術院) 
エジプト側代表：Provost Ahmed ABOISMAIL (Egypt-Japan University of Science and Technology, 
the Mechatronics and Robotics department) 

 
エジプトにおける共同研究申請・採用状況 

年度 
新規 

継続実施年数 実施件数

(計) 募集件数 申請件数 採択件数 

H23 (2011)  2 28 2 2 4 

H24 (2012) 2 25 2 2 4 

H25 (2013) 2 23 2 2 4 

H26 (2014) 2 5 1 2 3 

H27 (2015) 2 19 1 3 4 

 
エジプトにおける共同セミナー申請・採用状況 

年度 
新規 

継続実施年数 
実施件数

(計) 募集件数 申請件数 採択件数 

H23 (2011)  2 5 2 - 2 

H24 (2012) 2 1 0 - 0 

H25 (2013) 2 3 1 - 1 

H26 (2014) 2 0 0 - 0 

H27 (2015) 2 1 0 - 0 

 
 

5. アジア・アフリカ学術基盤形成事業 
 

1)	 事業概要 
	 アジア・アフリカ地域の諸課題の解決への貢献することを目的として、アジア・アフリカ諸国

の学術機関との共同研究・セミナー・研究者交流を支援するものです。 
	 平成 17年度(2005年度)から開始され，23年度(2011年度)まで本事業名で募集をしていました。 
	 平成 24 年度(2012 年度)以降は、「先端研究拠点事業」「アジア研究教育拠点事業」と統合し、
「研究拠点形成事業(B. アジア・アフリカ学術基盤形成型)」として公募しています。 
http://www.jsps.go.jp/j-aaplat/        http://www.jsps.go.jp/english/e-aaplat/index.html 
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2)	 データ(エジプトにおける採用課題一覧) 

採用年度 研究協力課題 
日本拠点機関・

コーディネータ

ー 

相手国拠点機関 

国名 拠点機関名 

H17 
(2005) 

新興・再興感染症研究ネット

ワーク構築促進及び若手研究

者の育成 
(支援期間：平成 17 年 9 月～
平成 20年 3月) 

熊本大学大学院 
医学薬学研究部 
教授	 阪口薫雄 

中国 中国医学科学院・中国協和医科大学 

タイ コンケン大学 

エジプト スエズ運河大学 

H19 
(2007) 

次世代型繊維科学研究｢ネ

オ・ファイバーテクノロジ

ー｣の学術基盤形成 
(支援期間：平成 19 年 4 月～
平成 22年 3月)  

京都工芸繊維大

学 
教授	 木村良晴 

中国 東華大学 

韓国 嶺南大学 

ベトナム ハノイ工科大学 

エジプト ヘルワン大学 

H22 
(2010) 

北アフリカ有用植物の高度利

用による地域開発を目指した

文理融合型学術基盤形成 
(支援期間：平成 22 年 4 月～
平成 25年 3月) 

筑波大学 
北アフリカ研究

センター 
助教	 柏木健一 

チュニジア スファックス大学 

モロッコ カディアヤド大学 

エジプト カイロ大学 

アルジェリア ホウアリブーメディエン科学技術大学 

H23 
(2011) 

アジア・アフリカ地球資源工

学ネットワーク形成と若手資

源研究者育成 
(支援期間：平成 23 年 4 月～
平成 26年 3月) 

九州大学大学院 
工学研究院 
教授	 渡邊公一

郎 

アルジェリア ホウアリブーメディエン科学技術大学 

エジプト エジプト核物質科学研究所 

インドネシア パジャジャラン大学 

タイ チュラロンコン大学 

マレーシア マレーシア科学大学 

 
 
 
 

6. 研究拠点形成事業(B. アジア・アフリカ学術基盤形成型) 
 

1)	 概要 
	 アジア・アフリカ地域の諸課題の解決へ貢献することを目的として、アジア・アフリカ諸国の

学術機関との共同研究・セミナー・研究者交流を支援するものです。 
	 当該分野において中核的な研究交流拠点の構築とともに、次世代の中核を担う若手研究者の育

成を目的としています。 
	 なお、本事業による支援期間終了後も、拠点機関においては、当該分野における中核的な国際

研究交流拠点として継続的な活動を実施することが期待されています。 
http://www.jsps.go.jp/j-c2c/index.html         http://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/index.html 
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2)	 データ(採用課題一覧) 

採用年

度 
研究協力課題 

日本拠点機関・

コーディネータ

ー 

相手国拠点機関 

国名 拠点機関名 

H24 
(2012) 

 

アフリカ 8 カ国との国際
トキシコロジー・コンソ

ーシアムの形成 
(支援期間：平成 24年 4月
～平成 27年 3月) 

北海道大学 
教授	 石塚真由

美 

エジプト ザガジク大学 

エチオピア ゴンダール大学 

カメルーン ヤウンデ大学 I 

ガーナ クワメエンクルマ科学技術大学 

ザンビア ザンビア大学 

南アフリカ ヨハネスブルク大学 

スーダン ゲジラ大学 

ナイジェリア イロリン大学 

インドネシア インドネシア航空宇宙庁 

H24 
(2012) 

国際宇宙天気キャパシテ

ィ・ビルディング(能力強
化)拠点の形成 
(支援期間：平成 24年 4月
～平成 27年 3月) 

九州大学 
国際宇宙天気科

学・教育センタ

ー 
講師	 吉川顕正 

フィリピン アテネオマニラ大学付属マニラ観測所 

マレーシア マレーシア科学技術省 

ナイジェリア 国立宇宙研究開発庁 

エジプト ヘルワン大学 

エジプト 沿岸域研究所 

H25 
(2013) 

気候変動影響下でのアジ

ア・アフリカメガデルタ

の統合的水資源・環境管

理 
(支援期間：平成 25年 4月
～平成 28年 3月) 

東京工業大学 
大学院理工学研

究科特任准教授 
サベドラ バレリ
アノ オリバー 

ベトナム ホーチミン市工科大学 

インドネシア ガジャマダ大学 

タイ チュラロンコン大学 

H26 
(2014) 

アジア・アフリカ地球資

源コンソーシアム創成と

若手資源研究者育成 
(支援期間：平成 26年 4月
～平成 29年 3月) 

九州大学 
工学研究院 
教授	 渡邊公一

郎 

フィリピン フィリピン大学 

モンゴル モンゴル科技大学 

アルジェリア ホウアリブーメディエン科学技術大学 

エジプト 核物質研究所 

ミャンマー ヤンゴン国立教育研究所 

タイ チェンマイ大学 

H26 
(2014) 

アジア・アフリカにおけ

る教育行財政研究と持続

的な若手研究者の育成 
(支援期間：平成 26年 4月
～平成 29年 3月)  

神戸大学 
国際協力研究科 
教授	 小川啓一 

ラオス ラオス国立大学 

エジプト カイロ大学 

イエメン 国立教育研究開発センター 

ウガンダ マカレレ大学 

マラウイ マラウイ大学 

韓国 ソウル国立大学 

中国 復旦大学 
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ガーナ クワメエンクルマ科学技術大学 

ナイジェリア ベニン大学 

H27 
(2015) 

ケミカルハザード問題の

克服に向けた国際コミッ

ション CHCAの設立 
(支援期間：平成 27年 4月
～平成 30年 3月)   

北海道大学 
大学院獣医学研

究科 
教授	 石塚真由

美 

エチオピア ゴンダール大学 

カメルーン ヤウンデ大学 I 

南アフリカ ノースウェスト大学 

エジプト ザガジク大学 

ザンビア ザンビア大学 

スーダン ゲジラ大学 

 
 

 
 

7. HOPEミーティング 
 
1)	 事業概要 
	 アジア・太平洋・アフリカ地域等から選抜された優秀な大学院生・若手研究者等を対象とし

て、主に自然科学分野のノーベル賞受賞者など世界の知のフロンティアを開拓した人々との対

話、同世代の研究者との交流、さらには人文社会分野の講演や芸術プログラムを通じて、科学者

としてより広い教養の涵養と人間性の陶冶を図り、彼らが将来のアジア・太平洋・アフリカ地域

等の科学研究を担う研究者として飛躍する機会を提供するプログラムです。 
	 平成 27 年度(2015 年度)開催予定の第 8 回 HOPE ミーティングの参加予定国は、以下の通りで
す。 
日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、エジプト、インド、インドネシア、イスラエル、ケニア、韓国、マ

レーシア、モンゴル、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、南アフリカ、台湾、タイ、トルコ、ベトナム 
	 このプログラムは 2007 年に始まりましたが、エジプトの学生・若手研究者の参加は 2012 年(平
成 23年度(2011年度))の第 4回からで、参加候補者の選定は対応機関である高等教育省(MOHE)が
行っています。 
https://www.jsps.go.jp/hope/ https://www.jsps.go.jp/english/e-hope/index.html 
 
2)	 データ 
HOPEミーティング参加者数 
開催回(年度) テーマ/対象分野 全体の参加者数 エジプト人参加者数 

4 (FY2011) 「未来を創る化学」/ - 100 4 

5 (FY2012) - /生命科学(及び関連分野) 98 5 

6 (FY2013) - /物理学、化学、生理学・医学(及び関連分野) 106 6 

7 (FY2014) - /物理学、化学、生理学・医学(及び関連分野) 97 6 

8 (FY2015) - / - - - 
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JSPS Programmes for Research Collaboration between Japan and Egypt 
 

 

1. Fellowship Programme for Overseas Researchers 
 
1)     Outline 

These programmes aim that JSPS provide highly-qualified overseas researchers with an opportunity to come 

to and conduct joint research activities with colleagues at Japanese universities and research institutes. The 

programmes are intended to support the progress of the overseas researchers' research activities while pro-

moting science and internationalization in Japan. 

  All fields of the humanities, social sciences and natural sciences are included under this pro-

gramme. JSPS offers two postdoctoral fellowship programmes and two invitation fellowship programmes 

for Egyptian researchers.  https://www.jsps.go.jp/english/e-fpo/index.html 

 

Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers 

- Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers (Standard) 

This programme was established to assist promising and highly-qualified young foreign researchers wish-

ing to conduct research in Japan.   

- Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers (Pathway to University Positions in Japan) 

The fellowship’s purpose is to provide opportunities for young and excellent postdoctoral researchers 

from other countries to conduct, under the guidance of their hosts, cooperative research with leading re-

search groups in Japanese universities and other institutions. This programme is offered as a phase for 

preparing overseas researchers to become full-time researchers at Japanese universities and other research 

institutions. 

These two programmes are intended for young overseas researchers who hold a doctorate when the Fellow-

ship goes into effect which must have been received within 6 years, or those who are expected to receive a 

doctorate before the Fellowship goes into effect. The duration of these fellowships is 12 to 24 months. 

Invitation Fellowship Programmes for Research in Japan (short-term and long-term programmes) 

These programmes — short-term and long-term programmes— are designed to enable Japanese researchers 

to invite their foreign colleagues to Japan to participate in cooperative work and other academic activities.  

- Long-term: this programme is intended for inviting overseas researchers to collaborate with Japanese 

colleagues in carrying out research through long-term visits (2-10 months).  

- Short-term: this programme is intended for inviting overseas researchers for short-term visits (14-60 

days) to Japan and providing them opportunities for discussions, exchanges of opinion, lectures and oth-

er activities. 
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2)     Data 

Number of Fellows Having the Egyptian Nationality (from 2004 to 2014) 

Adopted 
Fiscal Year 

Fellows Having the Egyptian Nationality 

Postdoctoral 
Fellowships 
(Standard) 

Postdoctoral 
Fellowships 
(Pathway) 

Invitation 
Fellowships(S

hort-term) 

Invitation Fel-
lowships 

(Long-term) Total 

H16 (2004) 15 - - - 15 

H17 (2005) 20 - - - 20 

H18 (2006) 15 - 1 3 19 

H19 (2007) 15 - 1 6 22 

H20 (2008) 9 - 2 2 13 

H21 (2009) 9 - 2 4 15 

H22 (2010) 9 - 2 3 14 

H23 (2011) 4 - 1 2 7 

H24 (2012) 6 - 1 4 11 

H25 (2013) 8 1 1 0 10 

H26 (2014) 6 1 1 2 10 
*Includes the fellows who withdrew from the fellowships.  
 

 

2. BRIDGE Fellowship Programme 
 
1)      Outline 

This programme is provided for members of officially-established JSPS alumni associations who have car-

ried out research activities in Japan under the Postdoctoral Fellowships for Foreign Researchers or other 

JSPS programs. It provides them an opportunity to create, sustain and/or strengthen research collaborations 

with Japanese researchers. This programme aims to strengthen the network between researchers in Japan 

and other countries. 

The JSPS Alumni Association in Egypt has selected the Egyptian nominees in coordination with the 

JSPS Cairo Research Station since it was established in 2008.  

http://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/bridge/index.html 

 

2)	  Data (Number of Egyptian BRIDGE Fellows)  
Adopted 
Fiscal Year H21(2009) H22(2010) H23(2011) H24(2012) H25(2013) H26(2014) H27(2015) 

Egyptian 
BRIDGE 
Fellows  

1 2 0 2 1 2 2 
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3. RONPAKU (Dissertation PhD) Programme 
 
1)     Outline 

The aim of the RONPAKU (Dissertation PhD) Programme is to provide tutorial and financial support for 

researchers in Asia, Africa and other areas who wish to obtain their PhDs from Japanese universities through 

the submission of a dissertation without enrolling in a doctoral course. This programme is implemented in 

cooperation with JSPS's overseas nominating organization, the Ministry of Higher Education in Egypt.  

This program as of 2015 is offered to researchers in the following countries. 
ASIA (including Middle East countries): Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Isra-

el, Jordan, South Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, the Philippines, Qatar, Saudi 

Arabia, Singapore, Sri Lanka, Syria, Thailand, Timor-Leste, Turkey, UAE, Vietnam and Yemen 

AFRICA: Algeria, Angora, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Re-

public of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Cote d’Ivoire, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, 

Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique, 

Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Swa-

ziland, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia and Zimbabwe 

EUROPE (specified countries): Azerbaijan, Armenia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyz, Georgia, Tajikistan, Turkmenistan 

JSPS also treats Taiwan and Palestine in this manner. 

http://www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku/index.html 

 

2)     Data 

(A) Number of  Egyptian RONPAKU Fellows since FY2010 

Adopted Fiscal Year Applications Newly-Selected 
Fellows 

Fellows Contrib-
uted from the 
Previous Year 

Total 

H22 (2010) 5 1 - 1 

H23 (2011) 7 2 1 3 

H24 (2012) 2 0 2 2 

H25 (2013) 0 0 1 1 

H26 (2014) 2 0 1 1 

H27 (2015) 4 2 1 3 

 
(B) Number of PhD Awardees under the RONPAKU Programme (FY2010-Fy2015): 	 0 

 

 

4. Bilateral Collaborations (Joint Research Projects and Seminars) 

 

1)     Outline 

JSPS promotes international scientific exchanges between Japan and counterpart countries in accordance 

with agreements or memoranda with academies, research councils and other science-promoting organiza- 



 21 
 

tions in those countries. Programmes with such counterpart agencies mainly take the form of joint research 

projects and joint seminars.  

JSPS has two types of joint research projects/seminars between Japan and counterpart countries: 

(1) Joint research projects/seminars with counterpart organizations (A "Bilateral Joint Projects/Seminars 

with JSPS's Counterpart Institutions") 

(2) Joint research projects/seminars with researchers around the world who reside in a country that has dip-

lomatic relations with Japan (B "Open Partnership Joint Research Projects/Seminars") 

JSPS's counterpart institution in Egypt is the Ministry of Scientific Research, and its affiliated 

agency the Science and Technology Development Fund implements these programmes. 

The natural sciences are included under the joint research project, and the fields of the humanities, 

social sciences and natural sciences are included under the joint seminar project. 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html 

 

2)     Data 

Joint Research Projects between Japan and Egypt 
- Collaborative research of gamma-ray bursts by coordinated astronomical observation between Egypt and Japan 

Date: April 1, 2010-March 31, 2012 

Japanese Leader: Prof. Michitoshi Yoshida (Hiroshima Astrophysical Science Center, Hiroshima University) 

Egyptian Leader: Researcher Gamal B. Ali (National Research Institute of Astronomy and Geophysics) 

- Super application of agricultural waste to green nanocomposite materials 

Date: April 1, 2010-March 31, 2012 

Japanese Leader: Assoc. Prof. Satoko Okubayashi (Graduate School of Science and Technology, Kyoto Institute of Technol-

ogy) 

Egyptian Leader: Assoc. Prof. Waleed El-Zawawy (National Research Center) 

- Plastidic expression of X- or N-containing xenobiotic aromatic compounds degradative dioxygenase for the bioremediation and 

production of pharmaceuticals compounds 

Date: April 1, 2011-March 31, 2013 

Japanese Leader: Assoc. Prof. Hideaki Nojiri (Biotechnology Research Center, The University of Tokyo) 

Egyptian Leader: Lecturer Hamdy Abdel-Azeim Hassan Aly (Minufiya University) 

- Epidemiological and virological studies of highly pathogenic avian influenza viruses H5N1 circulating in Egypt 

Date: April 1, 2011-March 31, 2013 

Japanese Leader: Prof. Kazuyoshi Ikuta (Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University) 

Egyptian Leader: Assis. Prof. Madiha Salah Ibrahim (Alexandria University, Damanhour Branch) 

- First-principles electronic structure calculation of piezoresistive effect of nanoscale material and its application to nanosensor 

Date: April 1, 2012-March 31, 2014 

Japanese Leader: Prof. Osamu Tabata (Kyoto University, Graduate School of Engineering) 

Egyptian Leader: Prof. Ahmed Abd El-Moneim (Egypt-Japan University of Science and Technology・Materials Science and 

Engineering Department) 
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- Design and fabrication of new low cost biomaterials for medical and healthcare applications 

Date: April 1, 2012-March 31, 2014 

Japanese Leader: Assoc.Prof. Sengo Kobayashi (National University Corporation Ehime University, Faculty of Science and 

Engineering) 

Egyptian Leader: Assoc.Prof. Khaled M. Ibrahim (Central Metallurgical R&D Institute(CMRDI)) 

- Development of genotype 4 hepatitis C virus replication system and functional analysis of NS4b protein 

Date: September 1, 2013-August 31, 2015 

Japanese Leader: Takaji Wakita (Department of Virology II, National Institute of Infectious Diseases) 

Egyptian Leader: Assis. Professor Ashraf Abdou Saleh Tabll(National Research Center, Microbial Biotechnologydepartment, 

Genetic Engineering and Biotechnology Research Division) 

- Collaborative research of gamma-ray bursts by coordinated astronomical observation between Egypt and Japan II 

Date: October 1, 2013-September 30, 2015 

Japanese Leader: Prof. Michitoshi Yoshida (Hiroshima Astrophysical Science Center, Hiroshima University) 

Egyptian Leader: Researcher Gamal B. Ali (National Research Institute of Astronomy and Geophysics) 

- Innovative biofuel and green chemical production by novel Egyptian aquatic bacterial isolates from designed and modified bio-

mass 

Date: April 1, 2014-March 21, 2016 

Japanese Leader: Prof. Kenji Sonomoto (Kyushu University, Faculty of Agriculture) 

Egyptian Leader: Assis. Professor Amira Mohsen El-Sayed Hamdan (Alexandria University, Faculty of Science) 

- Integrated research for carbon dioxide capture and storage（CCS）by mineralization of Serpentinite 

Date: May 1, 2015-March 21, 2017 

Japanese Leader: Assoc. Professor Takeshi Tsuji (Kyushu University, International Institute for Carbon-Neutral Energy Re-

search) 

Egyptian Leader: Assoc. Professor Mohamed Mahmoud Ahmed Ali Abu El Rus (Assiut University, Faculty of Science) 

 

Joint Seminars between Japan and Egypt 
- A new era of genetic diseases 

Date: October 3-4, 2010 

Japanese Leader: Prof. Naomichi Matsumoto (Graduate School of Medicine, Yokohama City University) 

Egyptian Leader: Assoc. Prof. Ghada M.H. Abdel-Salam (Clinical Genetics Department, NRC)  

- Creation of high-tech materials and fibers based on nano- and green-technologies 

Date: December 5-8, 2010 

Japanese Leader: Prof. Yoshiharu Kimura (Graduate School of Science and Technology, Kyoto Institute of Technology) 

Egyptian Leader: Assoc. Prof. Ahmed Sabbah El-Din El-Salmawy (Faculty of Applied Arts, Helwan University) 

- ECTP-RESCEU seminar on Astrophysics and Cosmology 

Date: December 7-14, 2011 

Japanese Leader: Prof. Jun'ichi Yokoyama (Graduate School of Science, The University of Tokyo) 

Egyptian Leader: Director Abdel Nasser Tawfik (Egyptian Center for Theoretical Physics, Modern University for Technol-

ogy and Information) 

- JE-hydronet: Modern methodologies for the management, monitoring and planning of integrated water resources in Nile Delta 

Date: March 18-24, 2012 

Japanese Leader: Prof. Tetsuya Sumi (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University) 
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Egyptian Leader: Prof. Ibrahim Abdelmagid El Shinnawy (Coastal Research Institute, National Water Research Center) 

 

- First Egypt-Japan workshop on practical education for Mechatronics and Robotics 

Date: March 22-26, 2014 

Japanese Leader: Prof. Hiroshi Yamakawa (Facluty of Science and Engineering, Waseda University) 

Egyptian Leader: Provost Ahmed Aboismail (Egypt-Japan University of Science and Technology, the Mechatronics and Ro-

botics department) 

 

Number of Joint Research Projects between Japan and Egypt 

Adopted Fiscal 
Yea 

Newly Selected Research Projects 
Research Projects 
Contributed from 
the Previous Year 

Total  Max. Num-
ber to Be 
Selected 

Applica-
tions 

Selected Re-
search Projects 

H23 (2011)  2 28 2 2 4 

H24 (2012) 2 25 2 2 4 

H25 (2013) 2 23 2 2 4 

H26 (2014) 2 5 1 2 3 

H27 (2015) 2 19 1 3 4 

 
Number of Joint Seminars between Japan and Egypt under this program 

Adopted Fiscal 
Year 

Newly Selected Seminars Seminars Con-
tributed from the 

Previous Year 
Total Max. Number 

to Be Selected 
Applications Selected 

Seminars 

H23 (2011)  2 5 2 - 2 

H24 (2012) 2 1 0 - 0 

H25 (2013) 2 3 1 - 1 

H26 (2014) 2 0 0 - 0 

H27 (2015) 2 1 0 - 0 

 

 

5. Core-to-Core Programme (Asia-Africa Science Platform Programme) 

 

1)     Outline 

This program was designed to contribute to the solutions to problems in Asia and Africa and to support in-

ternational research cooperation with research institutes in these areas by means of joint research and joint 

seminars. 

It started in 2005, and its calls for applications ended in 2011. Since 2012, the newly-revised Core-to-Core 

Programme was implemented.   http://www.jsps.go.jp/english/e-aaplat/index.html 
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2)     Data 

Research Themes Related to Egypt under This Programme 

Adopte
d Fiscal 

Year 
Research Themes Core Institutes, 

Coordinators (Japan) 
Core Institutes (Partner) 

Countries Core Institutes 

2005 Research cooperation and 
promotion of young investiga-
tors in international network 
against infectious diseases 
(Apr. 2005 - Mar. 2008) 

Graduate School of Med-
ical & Pharmaceutical 
Sciences, Kumamoto 
University, 
Nobuo Sakaguchi, Pro-
fessor 

China Chinese Academy of Medical Sciences & 
Peking Union Medical College 

Thailand Khon Kaen University 

Egypt Suez Canal University 

2007 Establishment of collaboration 
research for 'neo-fiber tech-
nology' in Asia and Africa 
(Apr. 2007 - Mar. 2010)  

Kyoto Institute of Tech-
nology, 
Yoshiharu Kimura,  Pro-
fessor 

China Donghua University 

Korea Yeungnam University 

Vietnam Hanoi University of Technology 

Egypt Helwan University 

2010 Establishment of integrative 
research base by Humanities 
and Sciences on valorization 
of useful plants for regional 
development in North Africa 
(Apr. 2010 - Mar. 2012) 

University of Tsukuba, 
The Alliance for Re-
search on North Africa, 
Kenichi Kashiwagi,  
Assistant Professor 

Tunisia University of Sfax 

Morocco Cadi Ayyad University 

Egypt Cairo University 

Algeria University of Science and Technology 
Houari Boumediene 

2011 Networking for earth resource 
engineering in Asia and Africa 
and fosterage of earth resource 
young researcher 
(Apr. 2011- Mar. 2014) 

Kyusyu University, 
Koichiro Watanabe, Pro-
fessor 

Algeria University of Science and Technology 
Houari Boumediene 

Egypt Nuclear Materials Authority 

Indonesia Padjadjaran University 

Thailand Chulalongkorn University 

Malaysia University of Sains Malaysia 

 

6. Newly-Revised Core-to-Core Programme (B. Asia-Africa Science Platforms) 

 

1)     Outline 

This newly-revised Core-to-Core Programme comprises two components: (A) Advanced Research Networks 

and (B) Asia-Africa Science Platforms.  Asia-Africa Science Platforms are designed to contribute to the so-

lutions to problems in Asia and Africa and to support international research cooperation between Japan and 

research institutes in these areas by means of joint research and joint seminars. 

After JSPS’s support, the adopted core institutes are required also to be research and education hubs 

in their fields. 

 

2)     Data 

Research Themes Related to Egypt under This Programme 
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Adopted 
Fiscal Year Research Themes Core Institutes, 

Coordinators (Japan) 
Core Institutes (Partner) 

Countries Core Institutes 

2012 Establishment of interna-
tional Toxicology consorti-
um with 8 African countries 
(Apr. 2012 - Mar. 2015) 

Hokkaido University, 
Mayumi Ishizuka, Profes-
sor 

Egypt Zagazig University 

Ethiopia Univeristy of Gondar 

Cameroon University of Yaounde I 

Ghana Kwame Nkrumah University of Science 
and Technology 

Zambia University of Zambia 

South Africa University of Johannesburg 

Sudan University of Gezira 

Nigeria University of Ilorin 

2012 Formation of preliminary 
center for capacity building 
for space weather research 
(Apr. 2012 - Mar. 2015) 

Kyushu University, Aki-
masa Yoshikawa, 
Lecturer 

Indonesia National Institute of Aeronautics and 
Space Indonesia 

Phillipines Ateneo de Manila University, Manila 
Observatory 

Malaysia Ministry of Science, Technology and 
Innovation 

Nigeria National Space Research and Develop-
ment Agency 

Egypt Helwan University 

2013 Integrated water resource 
and environmental man-
agement for Asian and Af-
rican Mega-delta under 
climate change effects 
(Apr. 2013 - Mar. 2016) 

Tokyo Institute of Tech-
nology Graduate School 
of Science and Engineer-
ing, Oliver Saavedra Va-
leriano, Associate Profes-
sor 

Egypt Coastal Research Institute 

Vietnam Ho Chi Minh City University of Tech-
nology 

2014 New consortium creation 
and cultivation of young 
scientist on earth resources 
in Asia and Africa region 
(Apr.2014 - Mar.2017) 

Kyushu University 
Faculty of Engineering, 
Koichiro Watanabe, Pro-
fessor 

Indonesia Gadjah Mada University 

Thailand Chulalongkorn University 

Phillipines University of the Philippines 

Mongol Mongolian University of Science and 
Technology 

Algeria University of Sciences and Technology 
Houari Boumediene 

Egypt Nuclear Materials Authority 

2014 Study on education finance 
and administration in Asia 
and Africa/ a sustainable 
program to nurture young 
researchers 
(Apr.2014 - Mar.2017) 

Kobe University 
Graduate School of Inter-
national Cooperation 
Studies, Keiichi Ogawa, 
Professor 

Myammar Yangon Institute of Education 

Thailand Chiang Mai University 

Laos National University of Laos 

Egypt Cairo University 

Yemen Education Research Development Center 

Uganda Makerere University 

Malawi University of Malawi 

Korea Seoul National University 
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China Fudan University 

2015 Establishment of chemical 
hazard commission for Af-
rica 
(Apr.2015 - Mar.2018)
  

Hokkaido University, 
Graduate School of Veter-
inary Medicine, Mayumi 
Ishizuka, Professor 

Ghana Kwame Nkrumah University of Science 
and Technology 

Nigeria University of Benin 

Ethiopia Univeristy of Gondar 

Cameroon University of Yaounde I 

South Africa North West University 

Egypt Zagazig University 

Zambia University of Zambia 

Sudan University of Gezira 

 

7. HOPE Meetings 

1)     Outline 

This programme gives opportunities to excellent graduate students in the Asia-Pacific and Africa regions to 

engage in interdisciplinary discussions with Nobel Laureates and other distinguished scientists pioneering 

new knowledge.  

It is hoped that the experience which students gain at the meeting will inspire and motivate them to 

become excellent scientists able to shoulder the future of science and technology in the region. The partici-

pants in the 8th HOPE Meeting in 2016 will comprise PhD students and young researchers from the follow-

ing countries: 
Australia, Bangladesh, China, Egypt, India, Indonesia, Israel, Japan, Kenya, Korea, Malaysia, Mongolia, New Zealand, Philippines, Singapore, 

South Africa, Taiwan, Thailand, Turkey, Vietnam 

This program started in 2007, and Egypt has sent participants to the meetings since the 4th meeting held in 

2012. JSPS’s cooperating institution in Egypt, the Ministry of Higher Education, selects the Egyptian nomi-

nees for each meeting.  https://www.jsps.go.jp/english/e-hope/index.html 

 

2)     Data 

Egyptian Participants of the HOPE Meetings 

# 
(Fiscal Year) 

Themes/ Subject Fields 
Total Number of 

Participants 
Number of Egyptian 

Participants 

4 (2011) “Chemistry for Creating the Future”/ - 100 4 

5 (2012) - / Life Sciences and related fields 98 5 

6 (2013) - /Physics, Chemistry, Physiology/Medicine and Related Fields 106 6 

7 (2014) - / Physics, Chemistry, Physiology/Medicine and Related Fields 97 6 

8 (2015) - / - - - 
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講演会ほかイベントおよび出版物 

 

 

１．カイロセンターでの講演会およびイベント(28ページ写真参照) 

 

	 2015 年現在カイロセンターでは、学生・研究者・エジプト在住の日本人を対象に懇話会・現代

中東研究会という２種類の講演会を、月に１回程度開催しています。 

	 このカイロセンター主催の定例の講演会は、資料を見る限りでは、1987 年の大塚和夫センター

長の時に「研究会」という名称で始まったようです。その後、カイロ談話会などの名称を経て、懇

話会となりました。当初はカイロ日本人会の会議室を借りて行われていましたが、現在の場所に事

務所が移って以降は事務所内で開催されるようになりました。 

	 その後ながらく懇話会の名で 1〜2ヶ月に 1回のペースで実施されてきていましたが、2010年の

大石悠二センター長の時に、現代中東地域に関するトピックに特化した現代中東研究会があらたに

立ち上がりました。 

	 また、2011年から 2014年までの長谷川奏センター長のころには、特別イベントとして写真展や

コンサートなども開催されました。さらに、音楽イベントに関していえば、2006 年の坂井定雄セ

ンター長のときに行われた懇話会で、世界的なウード奏者であるナスィール・シャンマ氏が演奏し

たことも忘れてはならないでしょう。 

	 今回以、カイロセンターで行われた講演会を中心としたイベントの一覧を作成し、巻末添付資料

に掲載しております。資料が見つからず、不明のままとなっている年もありますが、1987 年から

2015年 12月までに開催されたものをまとめています。 

 

 

 
懇話会で講演中のマガウリ教授 (2001年) 
A lecture of Prof.Magauri (2001) 

大塚センター長による研究会開催のお知らせ(1987年) 
Lecture announcement, from the time of Director Otsuka 
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2．カイロセンターの出版物 

 

1）板垣雄三『日本の文明戦略にとっての中東』（カイロ学振懇話会記録	 第一号）(1999年発行) 

	 長澤榮治センター長在任時、1998年 12月 3日に開催された板垣雄三先生の懇話会での発表「日

本の文明戦略にとっての中東」の講演録。 

 

 

2）『カイロ書店案内 2004』（2004年発行） 

	 平井文子センター長在任時、2003 年度に１年がかりで調査・作成され、現在までカイロで書店

を探す際の基本的なガイドブックとして中東・イスラーム研究者に参照されている。 

	 それまで研究者・留学生によく使用されてきていた、泉沢久美子「カイロで本を探すための書店・

図書館ガイド」の情報を刷新・増補するものとして、竹村和朗（カイロ・アメリカン大学大学院修

士課程）からの提案で始められた。 

	 原山隆広（東京大学大学院博士課程）、橋爪烈（東京大学大学院博士課程）、竹村和朗、勝沼聡（東

京大学大学院博士課程）、亀谷学（学振特別研究員・北海道大学大学院博士課程）の 4名が、書店

を一軒一軒探し訪ね、情報を収集・整理し、くわえて詳細な書店マップを作成した。 

	 東京大学東洋文化研究所付属東洋学情報研究センターHP内のアジア研究情報 Gatewayでも閲覧

可能。 

(http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/html/guide/cairo/c_s.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Japan’s Civilizational Strategy                        Bookshop Guide in Cairo 2004 

             and the Middle East 
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※ カイロセンターの出版物ではないが、懇話会や所内の研究会がきっかけで刊行されたもの 

 

1）	 علي أأحمد االجرجاوويي: االرحلة االيیابانيیة. االقاهھھھرةة: ميیريیت٬،.١۱٩۹٩۹٩۹ 

   アリー・アフメド・エルギルガーウィー『日本への旅』(カイロ:メリット、1999) 

大稔哲也センター長在任時、1999年 5月 29日開催のラウーフ・アッバース先生の懇話会での発表

がきっかけとなり、メリット出版から国際交流基金の協力により出版されました。ラウーフ・アッ

バース先生が序を書かれています。 

 

2）	 ライラ・アブー＝ルゴド 編著『「女性をつくりかえる」という思想ー中東におけるフェミニ

ズムと近代』(明石書店、2009) 

	 センター内で行われた留学生らの勉強会の成果。本書の翻訳は、2003年から 2005年にかけて調

査・勉学などのためにカイロに滞在していた留学生らを中心とする「ジェンダー研究会」でおこな

われていた文献購読に端を発する。 

	 2004年秋以降、鳥山純子（カイロ・アメリカン大学大学院修士課程）、後藤絵美（カイロ・アメ

リカン大学女性・ジェンダー研究所研究員）、千代崎未央（千葉大学大学院博士課程）、宮原麻子、

竹村和朗により翻訳された。2009年に明石書店より出版。 

 

 

  

Travel to Japan, Cairo 

『日本への旅』                                                   
Remaking Women: Feminism and                                                     

Modernity in the Middle East 
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Lectures, Other Events and Publications 

 

1.   Lectures and Other Events ( see plates on page 25 ) 

Now in 2015, the JSPS Cairo Research Station holds two types of lectures for Japanese students, researchers 

and others at the office — Monthly Open Lectures (Konwakai) and Open Lectures on the Contemporary 

Middle East (Gendai Chuto Kenkyukai). 

Some documents show that in 1987, director Kazuo Otsuka held open lectures named Kenkyukai 

for Japanese researchers and students. This seems to have been the beginning of the monthly open lectures 

of the JSPS Cairo Research Station. This monthly open lecture was initially called Kenkyukai, and then its 

name was changed to “Cairo Danwakai” or others, and then to the current name Konwakai. The lectures had 

been originally held at the meeting room of the Cairo Japanese Club, but it has been held at the meeting 

room of the JSPS Cairo Research Station since the office’s relocation to the current address in 1998. 

In 2010, director Yuji Oishi started open lectures on the Contemporary Middle East (Gendai Chuto 

Kenkyukai).  

In 2011-2014, director So Hasegawa held some events like photo exhibitions or music concerts in 

addition to the open lectures. The oud performance by the renowned Iraqi musician Naseer Shamma should 

not be forgotten; it took place at the monthly open lecture held by director Tadao Sakai in 2006.  

At the end of book the attached file (in Japanese) is a list of lectures and other events at the JSPS 

Cairo Research Station. It contains events from 1987 to December, 2015, but there is some missing event 

information in several years because of the lack of the documents. 
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2.   Publications ( see plates in page 26-27 ) 

1)   Japan’s Civilizational Strategy and the Middle East (Cairo Research Station Lecture Report Series, 1, 

1998) 

While serving as director of the JSPS Cairo Research Station in 1998-1999, Eiji Nagasawa hosted 

a lecture titled “Japan’s Civilizational Strategy and the Middle East” by Prof. Yuzo Itagaki on 3rd 

December, 1998, in the JSPS Cairo Research Station. This is the report of that lecture. 

2)   Bookshop Guide in Cairo 2004 (2004) 

While serving as director in 2004-2005, Fumiko Hirai promoted a project for making a guidebook 

for bookshops in Cairo by Japanese students from 2003-2004.  

Kazuaki Takemura (AUC, Master’s Course) proposed this bookshop guide project to other 

Japanese students studying in Cairo and director Hirai. It was suggested that the students studying in Cairo 

revise and enlarge the information in a well-known article titled “Bookshop and Library Guide for Searching 

Books in Cairo” written by Kumiko Izumisawa. Takahiro Harayama (the University of Tokyo, Doctoral 

Course), Retsu Hashizume (the University of Tokyo, Doctoral Course), Satoshi Katsunuma (the University 

of Tokyo, Doctoral Course), Manabu Kameya (Hokkaido University, Doctoral Course) carried out this plan 

with Takemura.  

They visited bookshops door-to-door and sought information from them, then they summarized 

the information and edited the maps of the bookstores in 2003. Then the JSPS Cairo Research Station 

published it in 2004. Many Japanese students and researchers have used this book as a basic reference for 

finding books in Cairo since then. 

We could see the web version of this guide at the following URL of the Research & Information 

Center for Asian Studies.          http://ricas.ioc.u-tokyo.ac.jp/asj/html/guide/cairo/c_s.html 

 

- Publication as a result of the lecture and the workshop held in the JSPS Cairo Research Station 

  علي أأحمد االجرجاوويي: االرحلة االيیابانيیة. االقاهھھھرةة: ميیريیت٬، ١۱٩۹٩۹٩۹ (1

(Ali Ahmed el Gergawi, Travel to Japan, Cairo: Merit, 1999.) 

While serving as director in 1999-2000, Tetsuya Ohtoshi hosted a lecture by Prof. Rauf Abbas on 

29th May, 1999 in the JSPS Cairo Research Station. It caused the publication of this book by Merit 

Publishing House with cooperation of Japan Foundation. Prof. Rauf Abbas wrote the preface for this book. 

2) Japanese Translation of “Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East” edited by Lila 

Abu-Lughod (Akashi Shoten, 2009) 

Students studying Cairo had read the book Remaking Women: Feminism and Modernity in the 

Middle East at the Cairo Gender Studies Workshop at the JSPS Cairo Research Station in 2003-2005. The 

translation project was started in 2004 by Junko Toriyama (AUC, Master’s Course), Emi Goto (AUC 

institute for Gender and Women’s Studies), Mio Chiyozaki (Chiba University, Doctoral Course), Asako 

Miyahara and Kazuaki Takemura. It was published in 2009. 
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アルムナイについて 

 

	 現在までにエジプト人で JSPSの援助を受けたエジプト人研究者（JSPSフェロー）は、140名超

えます。2008年にアルムナイ JSPS Alumni Association in Egypt (JSPSAAE)が設立されました。現在

アルムナイ参加者は 50名弱です。毎年、JSPSフェローの勤務大学において、科学シンポジウムや

JSPSの説明会を開きます。また、総会は年に一度、コアメンバーが年に 4回ほどカイロ研究連絡

センターに集まり、運営方針を話し合います。また、年刊のニューズレター『ホルス』を発行して

います。今後ともますます活発な活動が期待されます。 

 

同窓会長からのメッセージ 

イブラヒム・タンタウィ 

 

	 毎年、エジプトの研究者たちは JSPSのフェローシップの援助を受けて、日本に向かいます。リ

サーチ・フェローは、エジプト―日本二国間の協力関係を強化するのに非常に重要かつ有意義な役

割を果たしています。 JSPS エジプト同窓会は、エジプト人 JSPS フェローと日本のホスト研究者

とのコンタクトを保持するために、JSPS カイロ研究連絡センターの直接のサポートとガイダンス

のもと設立されました。同窓会には、フェロー経験者だけでなく、現在フェローとなっている方も

メンバーに加わることが可能です。 私たちは、JSPSフェローシップを受けられたエジプト人の研

究者が同窓会にメンバーとして参加されることを心よりお待ちしております。 私たちの同窓会の

活動への参加に興味を持たれている方をメンバーとして迎えられることを光栄に思っております。

 JSPSエジプト同窓会の目的は、エジプト―日本間の科学・研究・文化交流を推進すること、JSPS

フェローとホスト研究者との間の共同研究を奨励すること、そしてエジプト人 JSPSフェローの日

本での生活に必要な情報を提供することです。 私たちは JSPSフェローシップを過去に受けられた

方(そして現在フェローとなっている方)で同窓会活動に関心を持たれているすべての方に、メンバ

ーとなっていただくようお願い申し上げます。 エジプト—日本の間で、実り多い科学・文化関係を

築くきっかけとなろうではありませんか。 

 

本同窓会の目的 

(1) 外国人研究者の JSPS ポストドクターフェローシップのもとにある若手研究者に、個人的・専

門的ガイダンスを提供する。また、エジプトにおいて研究活動をしている日本人研究者のサポート

を行う。 

(2) 同窓会メンバー間での情報交換を行う。 

(3) 学術機関および科学振興協会との共同研究を行う。 

(4) 科学、技術、社会および文化に関連した情報を収集し広める。 

(5) その他同窓会としてふさわしい活動を行う。 
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JSPS Alumni Association in Egypt (JSPSAAE) 
 

Up until now, more than 140 researchers have received JSPS funding in the form of JSPS fellowships. The 

JSPS Alumni Association in Egypt was established in 2008 and currently has around 50 members. Every 

year the Alumni Association holds a science symposium or an event explaining about the JSPS. We have a 

general assembly for all members once a year, and core meetings four times a year at the Cairo center, 

where we discuss research and organizational issues. We publish an annual newsletter, called “Horus”. We 

hope this organization will continue to grow, both in our membership and in the scope of our activities.  

 

Message from the Association New President 

Professor Dr. Ibrahim Tantawy 

President of JSPS Alumni Association in Egypt(JSPSAAE) 

(Organic & Medicinal Chemistry, Menoufiya University,Faculty of Science, Chemistry Department) 

 

Every year, Egyptian scientists work in Japan under the JSPS Fellowship program. These research fellows 

play a crucial role in strengthening relations between Egypt and Japan. With the support and guidance of the 

JSPS center in Cairo, the JSPS Alumni Association in Egypt was created to maintain contact between 

Egyptian JSPS researchers and their host scientists in Japan. This alumni association is open to all current 

and former JSPS fellows. We heartily encourage Egyptian scientists with JSPS fellowships to join us.  

Our goals are to encourage cross-cultural scientific research, interactions, and collaborations 

between Egypt and Japan, and between JSPS fellows and host professors, and to make life in Japan easier 

for visiting Egyptian JSPS fellows. If you are a current or former JSPS fellow, please join us, so that 

together we can be a catalyst for continued fruitful scientific and cultural ties between our two countries.  

The JSPS Alumni Association aims to provide expert guidance to foreign-born researcher fellows, 

support Japanese researchers working in Egypt, coordinate joint research work with scientific and academic 

institutions, and collect and share information about science, technology, society, and culture.  

 

 

Association's Aims 

To provide personal and expert guidance to young researchers under JSPS Postdoctoral Fellowship for 

Foreign Researchers and to support Japanese researchers working in Egypt. 

To exchange information amongst the Association's members. 

To conduct joint activities with academic institutions and science promotion agencies.  

To collect and disseminate information regarding science, technology, society and culture. 

To conduct other appropriate activities.  
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佐藤 次高 Tsugitaka Sato 

1984年 8月〜1984年 12月 

 

佐藤先生と街々の母カイロ 

 

吉村武典（早稲田大学イスラーム地域研究機構） 

Takenori Yosimura (Waseda University) 

 

	 佐藤次高先生は、1984年 8月から 12月の半年弱の間、日本学術振興会カイロ研究連絡

センターの初代のセンター長として半年間勤められた。それまで、テヘラン（イラン）に

置かれていた学振のセンターは、イラン・イスラーム革命の影響で移転を余儀なくされ、

トルコのアンカラを経て、カイロに置かれたと聞いている。 

	 佐藤先生は、2011年 4月 11日に 68歳というあまりに早い旅立ちに惜しまれつつ、癌

のため逝去された。闘病中も最後の著作である Sugar in the Social Life of Medieval Islam 

(Leiden: Brill, 2014)の校正を続け、最期までアラブ・イスラーム史研究を続けられた。佐藤先

生は、2003 年にそれまで勤めておられた東京大学文学部から早稲田大学文学学術院に移

られた。私は同年から亡くなられるまで、博士後期課程の学生として佐藤先生の指導を受

けた。今回は佐藤先生とカイロとの思い出を節子夫人のお話を交えながらご紹介したい。 

	 佐藤先生が学振センター長としてどのような活動されていたかについては、この当時ま

だお子さんが小さかったため節子夫人は同行されなかったため、残念ながら詳しくはわか

らない。ただし、なにもない所からセンターを設置するという大変な作業のためにホテル

暮らしをしながら下準備を始めたことと、カイロに出発する時に、中東アラブ研究の中心

であるカイロに学振のセンターが設置されることを大変喜んで、意気揚々と出かけていっ

たことをよく覚えているということであった。 

	 佐藤先生が中東地域に始めて足を運んだのは、留学先のイラク、バグダードであった。

その後も研究と史料調査のため幾度も中東各地を訪れたが、特にカイロは最も頻繁に訪れ

た地であると言える。節子夫人とご家族を伴ってカイロに滞在されたのでは、1993 年の

長期在外研究の時であったそうで、２ヶ月に及ぶカイロでの生活の思い出については「7

都市歴史紀行：イクター制の新史料を求めて」『歴史と地理：世界史の研究』（162、163

号、1994 年）にエッセーとしてまとめられている。この時、佐藤先生はイクター制に関

する英語の叢書（State and Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta‘s and Fallahun, 

Leiden: Brill, 1997）の執筆準備のためシアトル、バークレー、プリンストン、ケンブリッ

ジ（MA）、イスタンブル、ダマスカス、そして最期にカイロを訪れ史料調査を行った。

エッセーのなかで佐藤先生は、中東の都市を初体験の家族がどんな反応をするかを一抹の
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不安と興味を抱かれたようでが、「結局のところ、エジプト人の悠揚迫らぬ人間臭さに一

番興味を覚えたらしいのには妙に感心してしまった」と感想を述べられている。その後、

佐藤先生が節子夫人を伴い最期に訪れた中東の都市は、2010 年のレバノンのベイルート

となった。 

	 私がカイロに留学した 2004 から 2006 年の間にも、佐藤先生はカイロを２度訪問され

た。佐藤先生はその頃にはカイロのザマーレクにある、川床睦夫先生が所長を勤められ

ているイスラーム考古学研究所のカイロ事務所を常宿にされていた。便利な面がいろい

ろあったと思うが、私も何度か晩餐のお相伴にあずかった際に。佐藤先生はワイングラ

スを傾けながら、ここの料理人が作る料理が大変おいしいからここの滞在はやめられな

い、と上機嫌でおっしゃっていたことを覚えている（実際には史料など研究環境がすば

らしく整っていたためであろう）。 

	 ところで、佐藤先生は日本国内ではタバコを吸われなかったが、海外ではパイプを嗜

まれた。特に中東では水煙管（シーシャ／アルギーレ）も楽しまれ、アラブの人々とと

もに中東の空気をゆったりと楽しむのを好まれたようである。写真は先に述べた在外研

究時に川床先生の考古発掘現場であるシナイ半島のトゥールを訪れた際のものと、2006

年に『砂糖のイスラーム生活史』（岩波書店、2008年）の執筆のための史料調査にカイロ

を訪れた際の旧市街の名店フィッシャーウィーで撮影したものである。 

 

1994年1月シナイ半島	 トゥール 
Al-Tur, Sinai, January 1994 

2006年	 カイロ	 ハーンハリーリ	 フィッシャ
ーウィー 
Fishshawi, Khan al-Khalil, Cairo, 2006 

 

2006年6月	 ヨルダン	 アジュルーン 
Arujun, Jordan, June 2006 
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The Memory of Professor Sato at Cairo, The Mother of Cities 

 
Takenori Yoshimura (Organization for Islamic Area Studies, Waseda University, Tokyo) 

	  

The late Prof. Tsugitaka Sato served as the first Director for the JSPS Cairo Research Station from August 1984 to 

December for close to six months. Until then, the JSPS Center, which was located in Tehran, Iran, was forced to 

relocate to Cairo via Ankara, Turkey due to the Iranian Revolution in 1979.  

 Prof. Sato passed away from cancer at the age of 68, on April 11, 2011; his unfortunate early departure 

from this life was greatly lamented. He continued his editing work on his last piece, Sugar in the Social Life of 

Medieval Islam (Leiden: Brill, 2014), during his battle with his illness and continued with his studies on 

Arab/Islamic history. Prof. Sato transferred to the Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University, from the 

Graduate School of Humanities and Sociology, the University of Tokyo, where he had worked until his transfer in 

2003. I was a doctoral student instructed by Prof. Sato since that time until his passing. In this essay, I would like to 

share my memories of Prof. Sato and Cairo, including stories from Ms. Setsuko Sato.  

	  Unfortunately, she does not know as to actual activities Prof. Sato was conducting as Director for the 

JSPS Center in Cairo, as their children were too young to accompany Prof. Sato. However, she clearly remembers 

that he had started preliminary arrangements for hard work to establish the Center from scratch while staying at a 

hotel; and that he departed with quite excitement about establishing the JSPS Center in Cairo, which was the center 

of Middle Eastern and Islamic Studies.  

	  The first time Prof. Sato visited the Middle East, he went to Bagdad, Iraq, where he studied as a foreign 

researcher. Since then, he made multiple visits for research and historical survey, and it can be said that Cairo 

especially was the city that he visited the most. It was 1993 during his long-term overseas studies when he stayed in 

Cairo along with his wife Ms. Setsuko and family, that he summarized his memories on his 2-month stay in Cairo in 

his essay, “Historical Journal of Seven Cities: Seeking new archives regarding Iqta’ system” in History and 

Geography: World History Studies (Issue 162, 163, 1994). At this time, Prof. Sato visited Seattle, Berkeley, 

Princeton, Cambridge, MA, Istanbul, Damascus, and finally Cairo to conduct his historical survey in order to prepare 

for authoring his English series on Iqta’ system, State and Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta‘s and 

Fallahun (Leiden: Brill, 1997). Prof. Sato describes in his essay about his touch of nervousness how his family 

reacted to their first experience visiting the Middle Eastern cities, nonetheless mentioned his thoughts, “In the end, I 

was impressed how they most became interested in the calm and composed character of Egyptians.” After that, the 

last Middle Eastern city he visited with his wife was Beirut, Lebanon, in January 2011.   

	  During my study in Cairo between 2004 and 2006, Prof. Sato visited Cairo twice. Prof. Sato was then 

using the Cairo Office of the Research Institute for Islamic Archaeology and Culture in Zamalek, Cairo, as his 

regular place to stay, where Dr. Mutsuo Kawatoko served as the Director. I suppose there were convenient aspects in 

staying there, but I remember Prof. Sato happily commented over a glass of wine, “I can’t stop coming here because 

of the excellent chef,” when I had his company at dinner several times (In reality, the reason was probably because it 

had wonderful research environment such as the availability of historical references and sources).  



Tsugitaka Sato (Takenori Yoshimura) 37 
 
 Incidentally, Prof. Sato never smoked when he was in Japan, but had a taste for pipes when overseas. He 

enjoyed smoking water pipes (Shisha/Argile) especially in the Middle Eastern countries, and sharing the laid-back 

atmosphere of Middle East with Arabic people. The photos were taken in Egypt; the first was taken at al-Tur in Sinai 

where is located near by the archaeological site of the Research Institute for Islamic Archaeology and Culture. And 

the other was taken at the well-known Café Fishshawi of Khan al-Khalil, in Islamic Cairo, when he visited there in 

2006 for historical survey to write Sugar in the Social Life of Medieval Islam (Japanese version, Tokyo, 2008).   
	  

ستاذذ ساتو ووأأمم االمدنن االقاهھھھرةةااأل  
تاكيینوررىى يیوشيیمورراا (جامعة ووااسيیداا منظمة أأبحاثث االمنطقة ااإلسالميیة)  

 
كأوولل مديیر لمكتب االقاهھھھرةة لمدةة عامم وونصف االعامم٬، ووسمعت أأنن مقر االمكتب قبل ذذلك كانن في  1986عيین ااألستاذذ ساتو عامم 

في إإيیراانن٬، وولكن بسبب االثوررةة ااإلسالميیة نقل إإلى أأنقرةة بتركيیا٬، ووأأخيیًراا اانتقل إإلى االقاهھھھرةة.ططهھراانن   
عاما إإثر إإصابتهھ بالسرططانن. 68اانتقل ااألستاذذ ساتو إإلى االرفيیق ااألعلى عن عمر يیناهھھھز  2015اابريیل 11ووفي   

إلسالمم االعصورر االوسطى" االسكر في االحيیاةة ااالجتماعيیة ووررغم صرااعهھ مع االمرضض فإنن آآخر أأعمالهھ كانت تنقيیح "
اانتقل إإلى جامعة ووااسيیداا. ووفي عامهھ ااألخيیر  2003) ووظظل ططيیلة حيیاتهھ يیعمل أأستاذًذاا بجامعة ططوكيیو لكنهھ في عامم 2014(بريیل

االذيي قضاهه في جامعة ووااسيیداا كنت أأنا في مرحلة االدكتوررااةة٬، ووكانن ررحمهھ هللا هھھھو االمشرفف على ررسالتي. إإنني أأرريید أأنن أأسردد 
اذذ ساتو في مصر على لسانن ززووجتهھ.لكم ذذكريیاتت ااألست  

تقولل االسيیدةة ززووجة ااألستاذذ ساتو: "إإنهھ بالنسبة لفترةة عملهھ بوصفهھ ررئيیًسا لمكتب االقاهھھھرةة٬، فإنن االفترةة االتى اانتقل فيیهھا إإلى 
االقاهھھھرةة كانن أأووالددنا صغارًراا ما جعلني لألسف ال أأنتقل للعيیش معهھ فال أأعرفف كل االتفاصيیل٬، وولكن أأتذكر قولهھ إإنهھ عند 

هھ أأقامم في فندقق ألنن االمكانن االذيي لزمم عليیهھ تحويیلهھ إإلى مركز حقا ال يیحتويي على أأيي شئ . أأتذكر جيیداا االسعاددةة االتي ووصول
ااررتسمت على ووجهھ ووهھھھو مغاددرر إإلى مصر وواالسعاددةة االتي مألتت قلبهھ بأنهھ سوفف يیؤسس في االقاهھھھرةة مكتبًا سيیكونن مركز 

أأبحاثث االشرقق ااألووسط االعربي.  
ااألستاذذ ساتو االشرقق ااألووسط عندما ذذهھھھب ووهھھھو ططالب إإلى االعرااقق٬، ثم تكررر ترددددهه على عدةة كانت أأوولل مرةة ووططأتت أأقداامم 

ددوولل في االشرقق ااألووسط لعمل ااإلحصاءااتت االتارريیخيیة٬، أأستطيیع أأنن أأقولل إإنن االقاهھھھرةة أأكثر مكانن تردددد عليیهھ. أأظظن أأنن االزووجة 
إلجرااء بحث٬، ووعن حيیاتهھ في االقاهھھھرةة فقد عندما جاء في إإقامة ططويیلة  2003ووااألسرةة اانتقلت للعيیش معهھ في االقاهھھھرةة عامم 

. فمن أأجل أأنن يیتم ااإلحصائيیة 1994في عامم  163وو 162في االعددد ررقم االتارريیخ وواالجغراافيیا: بحث عن تارريیخ االعالم" كتب "
.2010االتارريیخيیة االتي بدأأهھھھا لزمم عليیهھا االتنقل بيین عدةة عوااصم كانت آآخرهھھھا االقاهھھھرةة٬، كتب في مقالل لهھ في عامم   

ةة لهھ في االشرقق ااالووسط إإلى بيیرووتت بلبنانن حيیث ااصطحب فيیهھا ززووجتهھ معهھ. كانت آآخر ززيیارر  
جاء ااألستاذذ ساتو إإلى االقاهھھھرةة مرتيین٬، ووكانن ووقتهھا مديیر مكتب  2006إإلى  2004ووعندما جئت أأنا للدررااسة في االقاهھھھرةة من 

كتب مفيیًداا لنا جميیعا أأتذكر يیومم االزمالك االسيید موتسو كاووااتوكو االذيي كانن باحثًا في ااآلثارر ااإلسالميیة٬، حقًا كانن ووجودد االم
أأحضرتت االعشاء معى إإلى هھھھناكك يیومهھا قالل لي أأستاذذ ساتو بوجهھ مشرقق: "إإنن االطباخيین هھھھنا يیطهھونن ططعاماً لذيیذااً جًداا بدررجة 

تجعلني ال أأرريید االمغاددررةة".  
االبيیب "  بل كانن أأيیضاً بالمناسبة إإنن ااألستاذذ ساتو كانن ال يیدخن في االيیابانن٬، وولكنهھ كانن عندما يیذهھھھب إإلى االخاررجج يیستخدمم "

يیتمتع بتدخيین االشيیشة. يیبدوو أأنهھ كانن يیحب أأنن يیحيیا على جو شرقي وويیستمتع على ططريیقة االعربب. ااالستاذذ في االصوررةة عند 
تارريیخ حيیاةة " 2006ززيیاررتهھ للطورر بشبهھ جزيیرةة سيیناء. ووصوررةة مقهھى االفيیشاووىى عند عمل إإحصائيیة عن تارريیخ االطهھي في 

.2008نامى مكتباتت إإيیوااااإلسالمم وواالسكر"   
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後藤 明 Akira Goto 

1985年 8月〜1986年 3月 
 

当時のニュースやセンターの様子 

	 私の時代はまだセンターとしては機能していない時期でした。日本学術振興会はテヘ

ランに研究連絡センターを置いていたのですが、イラン革命からイラン・イラク戦争の

あおりでそれが機能しなくなり、テヘランのセンターを一時閉鎖して、臨時に他にセン

ターを移すことを検討し始めたときに当たります。エジプトとカイロとトルコのアンカ

ラがその候補であったと記憶しています。私は、特に事務所を開設する任務は帯びず、

たんに滞在費と日当を受け取る派遣研究員として、ドッキーのアパート（マンション？）

の一室を借りて、カイロに滞在していました。予算の関係でしょうか、アンカラとカイ

ロでそれぞれ一人、半年ずつの滞在で、翌年度からそのどちらかにセンターを開設する

予定であったと聞いていました。前年度の佐藤次高さんも同じように半年の任期で、ア

パート暮らしであったはずです。佐藤さんは 3月に帰国し、私は 8月に赴任したので、

特に現地での引き継ぎもなく、翌年からの本格的な事務所が開設されることを期待して、

1月には帰国したので、翌年度の藤田さんとの現地での引き継ぎもなかったわけです。ザ

マーリクの事務所は、藤田さんが開設したものです。 

	 カイロでは、鈴木登さんと高野昌弘さん（二人とも故人になってしまいました）とい

う滞在歴の長い二人が、滞在している日本人中東・アラブ研究者の世話役の役を果たし

ていました。早稲田大学のルクソール発掘隊と中近東文化センターのフスタート発掘隊

が活動中で、カイロ大学日本学科も日本留学帰りのエジプト人研究者が助教授になるな

ど活性化し始めた時期です。一年程度滞在予定の日本人研究者が何人かと、大阪外国語

大学やその他大学の語学留学生も複数名いるという状況でした。また、アジア経済研究

所の清水学さんや在カイロ日本大使館の専門調査員として湯川武さんがいて、日本の中

東研究が現地志向を深めた時期であったといえましょう。 

 

During my tenure, the center was not yet fully functioning. The Japanese Society for the 

Promotion of Science had established a regional center in Tehran. But due to the Iranian 

revolution and the Iran-Iraq war, it was tentatively closed for probable relocation. I remember the 

choice was between Cairo and Ankara. I wasn’t appointed to open a new center in Egypt, but just 

to research the travel, daily allowances, and other expenses. I stayed in a rented room in a 

residential building in Dokki. Everything was budget related. I heard they had sent one person to 

stay in Ankara and one to Cairo for six months, so they could decide where to open the actual 

center the following fiscal year based on the expenses. My predecessor, Tsugitaka Sato, also lived 

in an apartment in Egypt for half a year. He returned to Japan in March and I was appointed in 
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٬، ططهھرااننفي  كانن مقر االجمعيیة ااألساسي بعد٬، اامركزً حتى فترةة عملي لم يیكن االمكتب يیقومم بدووررهه بوصفهھ 
ووبدأأتت االمناقشاتت  أأغلق االمكتب بشكل مؤقت٬، يیراانيیة االعرااقيیةوولكن نظًراا لتأثيیر االثوررةة ااإليیراانيیة وواالحربب ااإل

في االقاهھھھرةة  في ما أأنن يیكوننأأتذكر أأنهھ كانن عليینا ااختيیارر مقر جديید إإ خر٬،إإلى مقر آآحولل نقل مقر االمكتب 
أأنن أأددررسس حرىى بل كانن من ااأل ٬،اا بالقاهھھھرةةأأنن أأفتح مقرً  لم يیكن من ااختصاصاتت عملي مصر أأوو أأنقرةة بتركيیا.

في بنايیة بمنطقة االدقى. ستأجرتهھا في غرفة ااأأقمت  .ليیف االحيیاةة االيیوميیة هھھھناككتكاليیف االزيیاررةة للقاهھھھرةة٬، ووتكا
نن االمكتب االرئيیس في االيیابانن أأررسل شخًصا آآخر إإلى أأنقرةة؛ ليیقضي هھھھناكك ستة أأشهھر٬، ووبعدهھھھا سمعت ووقتهھا أأ

و يیقررروونن أأيین سيیكونن االمقر٬، ال أأعلم رربما يیرجع ذذلك للحساباتت االماليیة. كانن ززميیلي االسابق ااألستاذذ/سات
تسوجيیتاكا قد عاشش أأيیًضا في شقة في مصر لمدةة ستة أأشهھر٬، ووقد عادد إإلى االيیابانن في شهھر ماررسس٬، ووأأنا بدأأتت 
عملي في أأغسطس٬، فلم نلتق وولم أأتسلم منهھ االعمل في مصر. توقعت أأني سوفف أأفتح االمكتب االجديید في االعامم 

فرصة لتسليیم مهھامم االعمل للزميیل  االتالي٬، وولكني ررجعت إإلى االيیابانن في شهھر يینايیر؛ ووبالتالي لم تكن هھھھناكك
االتالي ااألستاذذ/ااوُوتسوكا االذيي أأتم فتح مكتب االزمالك.  

-في االقاهھھھرةة أأقامم  -ررحمة هللا عليیهھما  سوززووكى نوبورروو ووتاكانو أأكيیيیهھيیروو  لفترةة ططويیلة. ووقد عمال على إإددااررةة  
عمل كل من بعثهھ تنقيیب  شئونن االباحثيین االيیابانيین في االشرقق ااألووسط وواالعالم االعربى. ووفي هھھھذهه االفترةة نشط

جامعة ووااسيیداا في ااألقصروومركز ثقافة االشرقق ااألووسط ووااألددنى في االفسطاطط. ووكانت أأيیضا فترةة ررجوعع 
االباحثيین وواالطلبة االذيین ددررسواا في االيیابانن وواالذيین قامواا بالمساعدةة في االتدرريیس بقسم االلغة االيیابانيیة بجامعة 

دمواا من االيیابانن لإلقامة في مصر لمدةة عامم. كما جاء ططالبب االقاهھھھرةة. إإلى جانب االباحثيین االيیابانيین االذيین ق
يیابانيیونن أأيیضا من جامعة أأووساكا للغاتت ااألجنبيیة٬، ووجامعاتت أأخرىى. ووكانن هھھھناكك أأيیضا شيیميیزوو مانابو من 
معهھد آآسيیا للتنميیة ااالقتصادديیة٬، وويیوكاوواا تاكيیشي االذىى كانن متخصًصا في ااإلحصاءااتت بسفاررةة االيیابانن. يیمكننا 

االفترةة كانت من أأكثر فترااتت جذبب االباحثيین االيیابانيیيین لمنطقة االشرقق ااألووسط. االقولل إإنن هھھھذهه  
 

 

August, so there wasn’t a hand-over process in Egypt. Hoping that an actual Cairo center would open the 

following year, I returned to Japan in January. So neither was there an opportunity to officially hand-over 

my duties in Egypt to my successor Mr. Otsuka, who was the founder of the Zamalek center. 

Suzuki Noboru and Takano Akihiro (both now deceased) lived in Cairo for a long time, 

managing Japanese research affairs in the Middle East and the Arab World.Around that time, the Waseda 

University excavation team in Luxor and the Middle Eastern Culture Center in Japan (MECCJ) 

excavation team in Fustat were both active. Also, Egyptian exchange students and researchers returning 

from Japan started assisting instructors in the Japanese department at Cairo University. In addition to 

Japanese researchers stationed in Egypt for one-year stints, a number of Japanese exchange student 

linguists were also in Egypt from the Osaka University of Foreign Studies and other universities. There 

were also experts like Manabu Shimizu from the Institute of Developing Economies and Takeshi Yukawa, 

a researcher at the Japanese Embassy in Cairo. So, it was a period of increasing Japanese on-site studies in 

the Middle East. 
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藤田 進 Susumu Fujita 

1986年 4月〜1987年 3月 
 

当時のニュース 

 78年の「キャンプ・デーヴィド協定」を境に、中東とりわけアラブ地域の国際的重要

性が一気に高まる中で、カイロでは日本企業、報道、カイロ大学日本語学科教育陣や早

稲田大学発掘隊常駐スタッフなどさまざまな人々が活動しており、「日本人会」という

大きなコミュニティーもありました。既存の日埃経済・文化交流を背景に、恒常的な人

的交流を含む対アラブ学術・文化交流の一層の緊密化が重視されるようになった時代で

した。 

 

センターの様子や職務内容 

 1985年、アフリカのタンザニアにあった日本学術振興会研究連絡センターをカイロに

移すことになり、私は初代カイロセンター所員として事務所開設にあたるべく、その年

の 4月に家族とともにカイロに赴任しました。 

	 前述した既存の日埃経済・文化交流を背景に、学振常設事務所をカイロに開設するこ

とが決定されたのでした。重責を担った思いの私は、赴任早々から事務所の物件探しに

とりかかり、友人の情報やつてを頼りに不動産屋を回り、広いカイロの紹介物件を何か

所も見て回っても、適当な物件がみつからず、疲れてきた私が「この辺でいいや」と妥

協しかかると、同行の家内が部屋の間取りや部屋の隅のいい加減な修理跡などを細々チ

ェックしては「ダメだし」をするという具合で、一か月近くたってやっとたどりついた

のが、ザマーリクの現在の事務所でした。 

	 建物は古いがイタリア風のシックでがっしりした構造であり、室内は見取り的にも、

広さ、使いやすさの点でも問題なく、一階、三階に日本の報道機関も入っているので、

一部壊れた室内家具を取り換えてもらえば使えるということで、物件探しは終了しまし

た。大家さん一家は最上階に住んでおり、コプト教徒の温厚そうな初老の大家さん（確

かラムジーさんだった）とお茶を飲みながら、研究センターとして人々が集まるので椅

子、テーブルなどを早急に新しいものと取り換えてくれるよう求めて承諾され、賃貸契

約をしました。 

	 ところが、家具の取り換えになかなか応じてくれず、「ＩＢＭ」（神に懸けて、明日

こそ、気にするな）のエジプト式妖術に苦しみました。何度か催促に行くうちに少しま

しな古びた物が届き、「これでは駄目だ。新しいのを。」と要求してもそのままになる

という具合。そのとき、学振理事長をはじめ関係者の方々、日本留学組のカイロ大学教
授陣などエジプト人知識人と日本でアラビア語教育にあたった先生方および日本人の学 
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術関係者らが一堂に会して、6月のカイロセンター開所式を準備していました。予定日が

近づいても新しい家具が届かず、気が気でない私はついに大家さんと怒鳴りあいになり、

開所式直前にがっしりした椅子と机が届いてほっとしたのを覚えています。 

 開所式では、日本留学組のエジプト人たちと日本人たちがお茶を飲みながら歓談し、こ

れから一緒にこの場所で交流を深めていきましょうと話しているのに加わりながら、と

ても幸福な気持ちになったのを覚えています。 

	 あれから30年後の今も同じ場所にある学振事務所では、多くの激動と変化を経る中で

どれだけ多くの人々が集まり、どのような話が繰り広げられてきたのだろうか。あのと

きのラムジー氏よりも多くの年を取った私は、なつかしさの中でふとそんなことを思い

ます。 

 

 ＊日本学術振興会カイロ研究連絡センターの入

ったビル。1933−34年建築家 G.Galigopoulaの記
名が今もファサードに残っている（2015 年 11
月） 
The building containing the Cairo center. A 
plaque on the façade indicates it was built in 
1933~4 by architect G.Galigopoula(Nov.2015) 

＊2015 年現在の 4 階の玄関を入った応接間。	 
当時はここが事務所であった。 
The guest room next to the entrance on the 
third floor, which served as the office at that 
time. 

＊2015年現在の 4階の食堂の窓辺。 
The window side of the dining room on the 
third floor 
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As the Middle East and North Africa rapidly rose in importance with the signing of the Camp David 

Accords in 1978, there were many Japanese people living in Cairo, running businesses and regional 

offices for media outlets, teaching in the Japanese Department at Cairo University, and working there as 

part of a Waseda University excavation team. This sizeable community came to be known as the “Cairo 

Japanese Club”. In those days, our priority was creating ongoing educational and cultural interactions 

with the people of the Arab world, grounded in the existing Japanese-Egyptian economic and cultural 

relations 

In 1985, the Japanese Society for the Promotion of Science’s West Asia regional research 

center was relocated from Tanzania to Cairo. In April of that year I moved, with my family, to Cairo to 

become a founding member of the JSPS’s newly established Cairo center.   

I was tasked with heavy responsibilities. As soon as I assumed my position, I had to start 

searching for a property for the center. I found real estate agents through friends and other ways. But no 

matter how many properties I looked at across the vast city of Cairo, I couldn’t seem to find a suitable 

place. After great effort, I settled on a location, and went with my family to carefully check the layout 

and conditions of every room. After about a month’s work, we had created what is now the JSPS center 

in the Zamalek district. 

It was an old building, but it had a chic Italian design and a firm foundation. There were no 

problems with the layout, spaciousness, or access to the rooms. Moreover, there were Japanese media 

offices on the first and third floors that would let us have damaged or replaced pieces of indoor furniture, 

which brought my search for furniture to an end.  

The landlord lived on the top floor. He was a middle-aged Christian man, I believe named Ramzi. He 

seemed kind enough. Once during tea, I told him we needed some new chairs and tables urgently because 

a lot of people would be coming to the center, and he agreed to lease some to me. But he didn’t come 

through. I would go to ask him, and he would say things like the ones he received were used or in bad 

condition, so he sent for new ones.  

I sought the help of my new connections as director of the JSPS center; teachers from the Cairo 

University foreign exchange program, Egyptian acquaintances, Japanese teachers I had met in Arabic 

class in Japan, and people connected to the JSPS. We all got together and started preparing for the grand 

opening of the center. 

I remember that I was so worried when the new furniture hadn't arrived that I shouted at the 

landlord. But, to my relief, it came right before the opening ceremony. 

At the opening, a number of Egyptians who had studied in Japan got together with a number of 

Japanese visitors and had a pleasant chat over tea. I remember feeling very happy joining in their 

conversation as they were saying they wanted to meet up at the center again thereafter for more 

Egyptian-Japanese interactions. 

And now, 30 years later, the JSPS Cairo center is still in the same location. I wonder how many 

people have gathered there over the years, and what all they talked about amid so many challenges and 

changes. I'm older now than Mr. Ramzi was then, and I get nostalgic when these thoughts come to mind. 
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فتوجهھت االيیابانن نحو  مع ااتفاقيیة كامب دديیفيید برززتت مكانة االشرقق وواالمنطقة االعربيیة٬،وو 78عامم  في
٬، داااالمتمثل في قدوومم بعثاتت االتنقيیب عن ااآلثارر من جامعة ووااسيی فيخاللل االتعاوونن االثقا االقاهھھھرةة من

جعلهھ عصر إإثرااء  مما ؛ووظظهھورر االجمعيیة االيیابانيیة ٬،االقاهھھھرةة ووتأسيیس قسم االلغة االيیابانيیة ووآآدداابهھا بجامعة
.مع االيیابانن االتباددلل االثقافي  

 ٬،االقاهھھھرةةإإلى تنزاانيیا  فيكانن  عيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم االذييتم نقل مكتب االجم 1885عامم  ففي
أأسس  فيوواالثقا ظظاللل االتباددلل ااالقتصادديي فيوو .بريیلشهھر أأ فياالقاهھھھرةة  إإلى وواانتقلت معى أأسرتي

ااختيیارر مكانن االمكتب عن  أأخذتت على عاتقي جيیداا أأنني أأتذكرهه وومما .االقاهھھھرةة فيمكتب االجمعيیة 
 شوااررعع االقاهھھھرةة االوااسعة فياا كثيیرً  بحثت ٬،صدقاءحث مع سمسارر االعقاررااتت وومساعدةة ااألططريیق االب

".جيیدةة فتعبت ووقلت "هھھھذهه االمنطقة ؛ددوونن االحصولل على االمكانن االمناسب  
 فينن هھھھو قائم ااآل االذييختيیارر على االمكتب ااالووقد مر على هھھھذهه االحالة ما يیقارربب االشهھر حتى ووقع 

  .االزمالك
 فيكانن مكتبنا  .ااسعة وومريیحةحجرااتهھ االدااخليیة وو ٬،يیطالىعلى االطراازز ااإل هھھھو عقارر قديیم لكنهھ مبني

 االذييثاثث ق االثالث كانن هھھھناكك مكتب ووكالة ااألنباء االيیابانيیة؛ فتباددلل كالنا ااألاالطاب فيوو ٬،ووللاالطابق ااأل
.يیرااهه مناسب لهھ  
كنا نحتسي االشايي  .متديین كانن يیدعى ررمزيي ووهھھھو مسيیحي٬، خيیراالطابق ااأل فيمالك االعقارر  كانن يیقطن

ووااحتيیاجنا للمقاعد وواالمناضد  ٬،سوفف يیتردددد عليیهھ كثيیر من االناسس االذييوونتحدثث عن مكتب االجمعيیة 
٬، وورربما يیؤجل ططلبي للغد أأوو ثاثث االمطلوبب فكانن أأحيیانا يیتأخرعليیهھ بتوفيیر ااأل ووررغم إإلحاحي٬، االجديیدةة
من ررئيیس االجمعيیة   بددءااً  ذذلك االوقت فيبالضجر. وو إإليیهھ مما أأصابني حاجة في لسنابأثاثث  إإليّ  يیأتي

االذيین ٬، وووواالمعاررفف من االمصريیيین ٬،االيیابانن من أأساتذةة جامعة االقاهھھھرةة فيوواالمساعديین وواالدااررسيین 
شهھر  يفااليیابانن عقدنا االعزمم على أأنن يیكونن حفل اافتتاحح مكتب االجمعيیة  فيددررسواا االلغة االعربيیة 

أأنن إإلى أأحيیانا  ما ددفعني االموعد االمتفق عليیهھ فيثاثث ااأل ررغم ااقتراابب موعد ااالفتتاحح لم يیأتتوو .يیونيیو
الفتتاحح مباشرةة االمكتب قبل يیومم ااإإلى أأتذكر جيیداا يیومم أأنن ووصل  وولكنني٬، أأثورر على مالك االعقارر
.االفاخرةة ما جعلني أألتقط أأنفاسي مجموعة من االكرااسي  

غة االيیابانيیة لاال ددااررسونن ووحضرهه االيیابانيیو االذيييیومم ااالفتتاحح  دتيقمة ساع فيووأأتذكر أأيیضا عندما كنت 
على أأنن  بواا أأططراافف االحديیث متفقيینذذووتجا صريیيین االذيین ددررسواا باليیابانن حيیث تناوولواا االشاييمن االم

ن عاما على اافتتاحح مكتب االقاهھھھرةة ووبعد مروورر ثالثيی .يیكونن مكتبنا هھھھو االنوااةة لتعميیق االتباددلل بيین االبلديین
 أأييإإلى أأنن أأعرفف إإلى أأشتاقق  ٬، لكننيمورررربما  تغيیرتت بعض ااأل ٬،نفس االمكانن في االيیزاالل قائمً  االذيي

ررمزيي إإلى ا يیضً بل ووأأشتاقق أأ ووأأشعر ٬،يیتحدثونن ٬، ووعن أأيي شيءمكتب االجمعيیة فيمدىى يیجتمع االناسس 
.ذااككززتت عمرهه أأنتجاوو االذيي  
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大塚 和夫 Kazuo Otsuka 

1987年〜1988年 3月 

 

大塚和夫先生とカイロ学振センター 

 

竹村和朗（東京大学大学院） 

Kazuaki Takemura (University of Tokyo) 

 
	 1987 年度に日本学術振興会カイロ研究連絡センターの二代目センター長を務めた大塚

和夫先生は、2009年 4月 29日、脳幹梗塞により逝去された（享年 59歳）。私（竹村）は、

大塚先生が 1992年度から 2004年度まで教鞭を取られた東京都立大学人文学部に 1998年

に入学し、厳しくも温かいご指導をいただいた一人である。今回は、大塚先生とカイロ

学振センターの関わりについて、ご夫人の大塚美保子さんから伺った話を交えて紹介し

たい。 

  

 

＊オークニーでの大塚先生一家とアイケルマン夫人と次女（美保子夫人提供） 

Prof.Eickelman’s wife and daughter, and Prof. Otsuka’s family at Orkney Arcaibh  

(courtesy of Mrs.Mihoko Otsuka) 
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	 美保子夫人によれば、大塚先生の着任した頃にはまだ、机や本棚などの事務道具が揃

っていなかった。そこで、デザインの経験のあった美保子夫人が図面を描き、家具屋に

特注したという。とくに机は、時代的にはおそらくワープロだったと思われるが、研究

者の仕事道具を仕舞うため、机の中央部に引き出しを作らず、浅い棚状にしていた。大

塚先生は、この机でワープロを打ち、アイケルマンの『The Middle East』を翻訳していた

（1988年に岩波書店から『中東——人類学的考察』として出版）。当時、サバティカルで

オークニー諸島に滞在中だったアイケルマンに会いに行ったのも、カイロからであった。

大塚先生とアイケルマンのその後の長きにわたる交友は、カイロ学振時代にはじまるも

のであった。 

	 私が美保子夫人にセンター長時代の様子を尋ねると、「赤堀さん、東長さん、中田さん

がエジプトに留学中で、まだ自宅兼事務所でしたから、いつも誰かが大塚と学問の話を

し、幼かった息子たちと遊び、食事をしていました。皆さんちょうど一回り下で、まだ

25、6歳の院生でした」という返事をいただいた。1949年 10月生まれの大塚先生は当時

37、8歳、すでに 1980年度から国立民族学博物館に勤めており、中堅研究者の一人にな

りつつあった。若き日の院生たちも、いまではそれぞれ日本を代表する中東・イスラー

ム研究者であるが、その当時、先輩研究者であった大塚先生とどのような話を交わして

いたのだろうか。 

	 大塚先生が最後にエジプトを訪れたのは、2005 年の夏である。私はカイロでお会いし

たが、大塚先生は当時、勤務先の東京都立大学が石原慎太郎都知事による一方的かつ強

権的な「大学改革」を押し付けられたことに対し、明確に反対表明し、抵抗していた。

カイロに来ても憔悴した表情で、石原改革に対する収まらぬ怒りを滔々と述べていたこ

とが強く印象に残っている。その前年、2004 年の夏に美保子夫人を伴ってエジプトに来

られた際には、私の修士論文の研究に対して「お前さんが何をしたいのか、おれにはま

だわからん～」といつもの厳しくも温かな先生であったことを思えば、大きな変化であ

った。 

	 結局、大塚先生は心労を重ねて都立大学を辞し、2005年度より東京外国語大学アジア・

アフリカ言語文化研究所に移った。そして翌年から所長に就任し、全国共同利用研究所

にふさわしい組織にするため激務をこなし、文字通り命を削っていった。大塚先生の突

然の逝去は、残された者に深い喪失感を与えた。美保子夫人は、2010年 3月にひとりエ

ジプトを訪れ、エジプトの友人たちに大塚先生の死を知らせ、また、ご遺骨の一部を携

え、アレクサンドリア図書館が見える地中海の沖で見送った。当時、博士課程院生とし

てエジプトに再度留学していた私は、エジプトを訪れていた大稔哲也先生から知らせを

受けて同行し、三人でカイロからアレクサンドリアへ列車で小旅行をした。古来、ナイ

ルの水を飲んだ者はエジプトに戻ると言われるが、大塚先生はいまも地中海の沖合いで

ナイルの水を飲み続けている。 
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Professor Kazuo Otsuka, who had been the second director of the JSPS Cairo center from April 1987, 

passed away on 29 April 2009 due to a stroke at the age of 59. I, Takemura, started at the Graduate 

School of Humanities at Tokyo Metropolitan University in 1998, and studied under the tough but warm 

guidance of Professor Otsuka, who worked there from 1992 to 2004. I would like to share a few stories I 

heard from Mrs. Otsuka about his connection with the JSPS Cairo center. 

She said when Prof. Otsuka was appointed director, the center had not yet been equipped with 

desks, bookshelves, and so on. And since she had some experience with design, she drew up a floor-plan 

for the center and made special orders from furniture stores. The desks were custom-made for the word 

processors used by researchers in those days. They had shallow racks in the middle rather than additional 

drawers. Prof. Otsuka fit his word processor into his desk and translated “The Middle East: An 

Anthropological Approach” by Dale F. Eickelman. His Japanese translation was published in 1988 by 

Iwanami Shoten. Prof. Otsuka journeyed from Cairo to meet Eickelman, who was on sabbatical in the 

Orkney archipelago off the coast of Scotland. Their long friendship began when Prof. Otsuka was 

director of the Cairo center. 

When I asked Mrs. Otsuka about the state of the center when her husband was director, she 

recalled exchange students Akahori, Tonakga, and Tanaka in Egypt at the time. The center doubled as her 

residence. These exchange students would visit frequently, discussing their studies and materials with the 

professor, playing with her young sons, and enjoying meals together. They were all young post-graduate 

students around 25 or 26 years old. Prof. Otsuka was born in October 1949, so he was about 37 or 38 

years old. He was already employed at the National Museum of Ethnology, and was becoming one of its 

main researchers. All those young students are now leading Japanese researchers on the Middle East and 

Islam. I wonder what they talked about with Prof. Otsuka back then. 

The last time Prof. Otsuka visited Egypt was in the summer of 2005. I met him in Cairo. At the 

time, Tokyo Governor Shintaro Ishihara was trying to force one-sided “reforms” onto the University of 

Tokyo, where Otsuka worked. He was very clearly resistant to the idea. I remember that even in Cairo he 

looked tired and repeatedly railed against the governor’s so-called “reforms”. It was a big difference from 

the previous year, when he came to Egypt with his wife and, in his tough-yet-warm style, commented on 

my master’s thesis, saying “I still don’t understand what you want to do...”. 

That year, he quit Tokyo Metropolitan University and started working for the Research Institute 

for Languages and Cultures of Asia and Africa at TUFS. He became the director of the institute and used 

up all his remaining energy transforming it into an organization worthy of nationwide use. The passing of 

Prof. Otsuka gave a deep sense of loss to those he left behind. His wife visited Egypt alone in March 

2010. She told his friends there about his death. She brought some of his ashes and sent them off in the 

Mediterranean Sea at a point viewable from the Library of Alexandria (Bibliotheca Alexandrina). I was 

visiting Egypt for my doctoral research and when I heard the news from Prof. Otoshi. I accompanied 

them on a short train ride to Alexandria. It is said that whoever drinks from the Nile shall return to it. And 
now, Prof. Otsuka will forever drink from the Nile along the coast of the Mediterranean. 
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توفاهه  ٬،مكتب االجمعيیة االيیابانيیة بالقاهھھھرةةررئيیس ل كثاني تولى ااألستاذذ ووتسوكا كاززوووو منصبهھ   1987عامم في 
في  ااعضوً  "ووتسوكاكانن ااألستاذذ " .اعامً  59عن عمر يیناهھھھز  . إإثر سكتة ددماغيیة2009أأبريیل  29في هللا 

لتحقت أأنا ووعندما اا .2004ووحتى  1992نسانيیة من عامم ة ططوكيیو االحكوميیة كليیة االعلومم ااإلهھھھيیئة تدرريیس جامع
ووأأحاططني  ياالمشرفيین على ددررااست " من أأحدووتسوكاكانن ااألستاذذ "1998" بنفس االجامعة عامم تاكيیمورراا"
مكتب في عن عملهھ  "ووتسوكاأأوودد أأنن أأحكي لكم بعض ما سمعتهھ من ززووجة أأستاذذيي االمرحومم " هھھھتمامم كبيیر.با

االجمعيیة االيیابانيیة بالقاهھھھرةة.  
من أأثاثث مكتبي من في مكتب االقاهھھھرةة لم يیكن هھھھناكك ما يیكإإلى عندما ووصل ووتسوكا ": تقولل ززووجة أأستاذذىى

سعيیت لعمل تصميیم ذذااتت ططابع  بالديیكورر وواالتصميیماتت ووألنني كنت على خبرةة .مناضد ووكرااسي ووغيیرهھھھا
في التت االكاتبة فووكانن عصر ااستخداامم ااآل ٬،لتصميیم مكاتب تالئم عمل االباحثيینسعيینا  ثاثث مكتبنا.خاصص أل
كانن ززووجي يیضع ااآللة  .االمنتصففي كانت  ا بتصميیم ررفف خفيیف بدال من ااألددررااجج االتيكتفيینب مثال اااالمكات

يیواا نامي إإبمكتبة  1988في االذىى نشر  . آآيیكلمانن اتب االكاتبة على االمكتب وويیترجم " االشرقق ااألووسط"  للك
"أأررخبيیل في  آآيیكلمانن انن نفس االوقت كفي  منطقة االشرقق ااألووسط"في  بعنواانن " ااالقتراابب من االعلم االبشريي

ا ووتوططدتت عالقتهھما منذ ذذلك االوقت".االقاهھھھرةة أأيیضً في فقد قابلهھ  ٬،ووكوني" ووذذهھھھب ززووجي لمقابلتهھ  
وررىى أأكاهھھھ(كانن كل من  قالت:كتب االقاهھھھرةة ووقت أأنن عمل بهھ ززووجهھا٬، ووعندما سألت مداامم ووتسوكا عن حالة م

فكانواا  ٬،كانن ااإلقامةووكانن االمكتب هھھھو نفس م مصر.في ططالبا قدمواا من االيیابانن للدررااسة توناجا وو ناكاتا  ٬،
 ا٬،نتناوولل االطعامم سويیًّ ووكنا  ٬،عن االدررااسة وويیلعبونن مع أأبنائنا االصغارر يیأتونن إإلى االمكتب يیتناقشونن مع ززووجي

وولد  ٬، ووكانن ووتسوكا االذييعاما25 االعليیا٬، كانن ووقتهھا أأعماررهھھھم حواالي مرحلة االدررااساتتفي ا كانواا ووقتهھا ططالبً 
تقريیبا).  سنة37 عمرهه 1949أأكتوبر في   
كل هھھھؤالء  .اا من أأعظم االباحثيیيینووصارر ووااحدً  االمتحف االقوميفي  "ووتسوكا"عيین أأستاذذ  1980عامم في وو
. ااررسيیيین االشبانن صارروواا من أأهھھھم باحثي ااإلسالمم وواالدررااساتت االشرقق أأووسطيیةاالد  

في كانن  االقاهھھھرةة حيیثفي لقد قابلتهھ  2005،٬صيیف في مصر  "تسوكاكانت آآخر مرةة ززاارر فيیهھا ااألستاذذ "وو
ذذلك جامعة في جرااء تعديیالتت على االجامعة بما " يیستخدمم نفوذذهه إلاايیشيیهھارراا شيینتارروو"نفس االتوقيیت االمحافظ 

" االذيي كانن يیعاررضض هھھھذهه االتعديیالتت بوضوحح٬، حتى ررغم ووجوددهه بالقاهھھھرةة ووتسوكاططوكيیو حيیث عمل ااألستاذذ "
ن تعديیالتت اايیشيیهھارراا.ما فاضض بهھ حديیثهھ عن ااستيیائهھ م ذذااكرتيفي ووططبع  ٬،على ووجهھ االسقم بداا  
مرحلة في  عندما قابلتهھ٬، كانن دداائما يیعلق على بحثي2004في هھ عندما جاء مع ززووجتهھ االعامم االذيي قبلفي وو

يیشوبهھا االدففء ما  ا يیقولهھا بغلظة االمعلم االتيكانن دداائمً  أأفهھم ماذذاا تريید أأنن تفعل ..)ال ززلت (ما االماجستيیر قائال:
.ااكبيیرً  ااثرً أأفي تركك   
معهھد بحوثث االغاتت وواالثقافة في لعمل اانتقل ل ٬2005، وومن عامم االجامعةفي ذذمتهھ من االعمل  االنهھايیة أأبرأأفي 
 منظمة بحثيیة قوميیة عمالقة.إإلى ثم مضى سعيیا نحو تحويیلهھ  ٬،ثم أأصبح ررئيیسا لهھذاا االمعهھد فرووأأسيیوىى .ااآل

٬، ألثر على من حولهھ" كانن لهھا بالغ ااووتسوكا"ستاذذ إإنن ووفاةة ااأل .فحقا قد أأفنى عمرهه في عملهھ كما يیقولل االكتابب
" أأنن  ززووجة ووتوشيأأُ  "عندما سمعت من أأستاذذ  مصر الستكمالل مرحلة االدكتوررااةةإإلى ووكنت أأنا ووقتهھا جئت 

من  ااووأأحضرتت معهھا جزءً  ووأأخبرتت أأصحابهھ عن مرضهھ٬، 2010في مصر بمفرددهھھھا  إإلى تت أأستاذذيي جاء
ماء االنيیل البد  فكما يیقالل من شربب من. سكندرريیةمتوسط االمقابل لمكتبة ااإلررماددهه وونثرتهھ على شاططئ االبحر اال

." ستظل ررووحهھ االخالدةة ترتويي من ماء االنيیلووتسوكا" أأستاذذيي ننهھ ثانيیة فإيیلإإأأنن يیرجع   
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花田 宇秋 Nariaki Hanada 

1988年 4月~1989年 3月 

 

センターの様子や職務内容 

	 私は 4 人目の在任者だったと記憶しますが、既に先人者の方々によってセンターのハ

ードとソフトの両面が殆ど設定されていましたので（少なくとも当時としては）、私はそ

れを引継いだだけでした。すなわち、前任者故大塚和夫さんが設定した台座をスンナと

してこれに胡坐をかいていました。私のビドアは机の向きを変えたことと、初期イスラ

ームに関する若干の資料（史料）を収集したことでしょうか。 

	 在任中の私的な“仕事”として思い出されるのは、エジプト・イスラーム社会を体感す
るという目的のもとに、カイロをはじめデルタ地帯を歩き廻ったことです。①カイロ〜ア

レクサンドリア、②カイロ〜ダミエッタ、③カイロ〜フサイニーヤ（ポートサイドの手前

の町）、④カイロ〜ファイユーム（ベニー・スーエフ経由の南廻り）、⑤カイロ（自宅）〜

ギーザ経由ダフシュールのピラミッド（往復）、これらの順で町から町へ、村から村へと

文字どおりこの脚でてくてくと旧き良き最後のエジプト世界を歩きました。これらの棹

尾を飾る⑥として、カイロ〜ルクソール（アスワン）の往復をなすべく、今は亡きアブド・

アルラフマーン鈴木登さんに相談したところ、「止めた方がいいですよ、ソハーグあたり

で外国人がよく行方不明になります！」との答え。妻も子もある身、滞エジプト十数年

の猛者の言を入れて涙を呑みました。 
	 帰国後数年して詠んだ“戯歌”で思い出に代えます。 

＊「センターの一室にエジプトさんの果物と野菜を

並べて日本の十五夜を偲びました。」花田先生のお

手紙より 
“I remembered a Japanese harvest full-moon 
arrangement of Egyptian fruits and vegetables in the 
Cairo center’s main room.” from Prof. Hanada’s letter 

＊花田先生自筆の絵葉書、	 運河のほとり。 
Prof.Hanada’s painting, beside the canal 
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أأنا ترتيیبي االراابع في االذيین قدمواا إإلى مكتب االقاهھھھرةة٬، ووقد ووضعت لنفسي هھھھدفًا أأال ووهھھھو االتفاعل ووااالندماجج في 

مي جعلني أأقررر أأنن أأقومم بالتالي: االمجتمع االعربي ووااإلسال  
أأنن أأتنقل بداايیة من االقاهھھھرةة إإلى االدلتا:  

1- -2االقاهھھھرةة إإلى ااإلسكندرريیة .   -3االقاهھھھرةة إإلى ددميیاطط .   -4االقاهھھھرةة إإلى بوررسعيید .  -5االقاهھھھرةة إإلى االفيیومم .  االقاهھھھرةة  
إإلى قريیة. ووأأتذكر عندما إإلى ددهھھھشورر (في أأعمالل االترميیم). ووهھھھكذاا جبت أأنحاء مصر من بلدةة إإلى بلدةة٬، وومن قريیة 

-أأررددتت أأنن أأذذهھھھب إإلى ااألقصر ووأأسواانن ألعمالل االترميیم فأخذتت ررأأيي  -ررحمة هللا عليیهھ   ااألستاذذ عبد االرحمن  
سوززووكي فقالل لي: "أأررجوكك ال تذهھھھب لقد ضل االطريیق بعض ااألجانب فى محافظة سوهھھھاجج".  

 
 

I was only the fourth person to run the Cairo center. My predecessors had already sorted out all 

the details and bigger issues that went into running the center, or at least what was needed in their 

time. So, all I did was merely take over. I only had to follow the “sunnah” of my predecessor, the 

late Kazuo Otsuka. My only innovations were changing the arrangement of the desks and 

purchasing some Islamic history source materials when I first arrived. 

One of my responsibilities was to interact with Egyptian and Muslim communities 

firsthand. To that end, I walked all around Egypt, starting with Cairo and the Delta. I went at a 

steady pace from town to town, from village to village, taking in the good old world of Egypt. My 

excursions always began from Cairo, and included (in chronological order): 1. Alexandria, 2. 

Damietta, 3. Hussainia (A town near Port Said), 4. Fayum (on the way south to Beni Sueif), and 

5. the Pyramids of Dahshur and Giza (round trip). I wanted to make a final sixth trip to Luxor and 

Aswan, but when I discussed it with the late Abdul-Rahman Suzuki Noboru he said: “You’d 

better stop now. A lot of foreigners go missing around Sohag.” As a father and a husband, I held 

back tears when I heard these words from a man who had lived in Egypt for decades. Years after 

returning to Japan, he composed a humorous song to remind me of this episode. 

Pictures of two of Prof. Hanada’s paintings are inside the front and back covers of this booklet. The fleft one is 
called “Muhammad ‘Ali Mosque and the Market”, and the right one is called “Picking Cotton”. 
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 Trees with leaves aflame and birds singing 

 Days passed peacefully in the Qasr 

 In Zamalek where al-Kamil had lived 

 My temporary home for the year 

 

 Like Masri, the “magician” of time 

 Though my native blood (culture) was crying 

 When closed, my eyes flood with memories 

 The long-gone villagers of the Nile 

 

 The many ancestries of the city 

 What attracted my visit 

 Rising fast to the south of the town 

 Moqattam hills crying against the soaring sky 

 

 Rising every night, I was praying 

 The night when Al-Hakim died 

 The truth was hiding again tonight 

 The shadow of the moon dwelling in the valley 

 

 Preparing for the journey in high spirits 

 Keeping my eyes peeled at dawn 

 Offering short leave from the Qasr 

 Returning north along the Nafr 

 

 In the center of endless green fields 

 Meandering from towns to villages 

 Wandering from villages to towns 

 My heart fluttered with the rustling breeze 

 

 Going to town, like a mosquito 

 A crowd formed, asking “Esmak?” 

 Do not ask, a name or beyond 

 I am merely a fly from afar 

The road unfurling under the sun 

I see the flowing canal glittering 

Many ladies on the shallow bank 

Chatting as they wash the clothes 

 

My eyes follow a ripple across 

The undulating shadow of white minarets 

The sharp line sits on the edge 

The far side also, doing the morning wash 

 

Villagers gathered for the spring harvest 

Under a sky of white clouds 

A line across the cotton field 

Greeting each other as they pick along 

 

The south wind at my back, but a long road 

Parched on the outskirts of town 

Uncapping my water jug by the roadside 

A single leaf at the bottom of my well 

 

A long trek amid the fields under blazing sun 

My heart and legs tremble 

Sounding from afar, subtle and profound 

The melody of Adhan revives me 

 

At the time of Fajur, in the morning glow 

I keep moving forward through the light 

Falling short of Battuta or Basho 
A journey, what life truly is 

Wandering through the Delta 
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鎌田 繁 Shigeru Kamada 

1989年 3月〜1990年 3月 

 

当時のニュース 

	 JSPSに派遣されたのは 1989年 3月の末から翌年の 3月末までの 1年間であった。ちょ

うど昭和天皇の大葬の礼が、出かける年の一月に新宿御苑で行われ、取り壊すまでのあ

いだ建物を参観することができたので、出発前に見に行った記憶がある。平成と元号が

変わった時であった。その年は天安門事件が起きたり、ベルリンの壁が崩壊したり、い

ろいろな事件が起きてはいたが、エジプトや西アジアではまだ目立った騒ぎはなかった。

帰国後、湾岸戦争が始まり、数年後にはエジプト国内でも日本人観光客が犠牲になった

ルクソール事件が起きるなど、現在につながる社会変動は良くも悪くも独裁的政権の手

で押さえられていた時期であった。 

 

センターの様子や職務内容 

 当時のセンターは職住一致であり、今と同じ住所のフラット No.19 で、三階か四階で

あった。古めかしいエレベーターがあり、閉じこめられたらこうすればいいと、脱出法

も教わった。今はいろいろ業務があるようであるが、このころは定まった仕事もなく、

誰かそこにいればいい、という感じであった。センターのことを知っている人が知人の

研究者が行くからよろしく、と言ってくるのに対応するのがおそらく一番仕事らしい仕

事であり、朝起きて、さて今日は何をしようか、と考えればいいような、私の来年から

の生活を先取りするような毎日であった。家内も仕事をやめてついてきてくれたので、

訪問客が来れば、一回くらいは食事を用意したりしたが、大使館や会社の駐在員のよう

なサポートはないので、ガマイーヤで砂糖を売ってもらったり、闇で米を調達したり、

苦労はあったが、逆に面白い体験をしたと思ってくれているようだ。西アジア研究者の

訪問者は何人もいたが、エジプトは初めてという工学部の先生ご夫妻が来られたときは、

タンタ大学の先生に会いたいというので案内がてらいっしょに遊びに行き、ナイルデル

タの緑豊かな農村風景を楽しんだりした。この縁でタンタのアフマド・バダウィー廟の

祭礼を数人の留学生たちと見に行った時にも世話になった。 

	 在カイロの若手研究者中心に、マリオット・ホテルの日本人会の会議室を借りてセン

ター主催で研究会を行っていた。大塚和夫さんの時代に始めたもので、前任の花田宇秋

さんからも申し送りされていたものである。毎回10人前後の人が集まり、終わってから

ホテル裏手の中華料理屋バルモラルで情報交換するのが参加者の最大の楽しみであっ

た。私の在任中は７回ほど開催し、中田考（カイロ大学大学院）、伊能武次（アジア経

済研究所）、私、畑中美樹（中東経済研究所）、飯塚正人（大使館専門調査員）、長谷

川奏（早稲田大学大学院）、大稔哲也（東京大学大学院）といった面々が話題を提供し
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てくれた。大学院生で日本から留学

してきている人も比較的多い時代

で、この他にも、東京大学の赤堀雅

幸、慶應義塾大学の長谷部史彦夫妻

など、現在それぞれの場で指導的地

位にあって活躍している方々がま

だ修行中の姿で顔を出してくれて

いた。学振カイロセンターの存在意

義はこういう人たちを結びつける

場を提供したというだけでも十分

あるだろう。 

	 また、東大留学からカイロ大学に

戻った若手の先生の協力依頼があ

り、カイロ大学で「90年代における

日本とアラブ世界」というシンポジ

ウムの開催を手助けした。私も短い

ペーパーを読んだりした。このよう

な仕事は、今の学振センターでは日

常業務のひとつでしかないのかも

しれないが、当時のセンターとして

は立派な大仕事ではなかったか。 

	 カイロ滞在中にはイラン、トル

コ、モロッコにも足を伸ばすことが

でき、自分自身にとってもさまざま

な知見を得ることができたと思う。

しかし、あれから四半世紀経つが、 

残念ながらカイロ再訪の機会はない 

ままである。 

＊ アレキサンドリアにて At Alexandria 

＊玄関にて、奥様と At the entrance, with Mrs. Kamada 

＊大塚和夫さんを迎えて With Prof. Otsuka 
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My assignment to the JSPS center in Cairo lasted one year, from late March 1989 to late March 

1990. As I was preparing to leave for Egypt in January 1989, the long-reigning Emperor of Japan 

died. The Imperial Funeral was held at the Shinjuku Gyoen Imperial Garden. I remember having 

the chance to pay a visit before it was taken down. It was the end of the Heisei era. That was the 

same year as the Tiananmen Square incident, the fall of the Berlin Wall, and many other world 

events, but not much in Egypt and Western Asia. The Gulf War took place after I had returned to 

Japan. A few years later, an incident in Luxor severely impeded Japanese tourism to Egypt. 

Dictatorial rule of Egypt brought about the current changes the country is experiencing, both 

positive and negative alike. 

Then, as now, the facility served as both a residence and an office, on the third or fourth 

floors of flat number 19. The building had an old fashioned elevator. I was taught how to free 

myself if I ever got stuck inside. Nowadays, there seems to be a lot of work there. But back then, 

there were no set tasks and it felt like you could improvise what to do. My researcher 

acquaintances knew about the center and would drop in occasionally. It seemed like my primary 

job was to stay in contact with them. I would wake up each morning and try to come up with a 

plan for the day. It was like an opportunity to catch up on the next year of my life. 

 My wife quit her job in Japan and came to join me in Cairo. She would prepare meals for 

visitors every day or so. We didn’t have the support of the embassy or Japanese companies there, 

so I would buy sugar at the “Gameya”, and get rice from the black market. There were some 

difficulties, but I believe she thinks it was an interesting experience. There were a number of 

researchers from western Asia. Once, there was an engineering professor and his wife visiting 

Egypt for the first time. He wanted to meet with some professors from Tanta University, so I went 

with him, to show him the way and to enjoy some leisure as well. 

 We enjoyed the view of villages in the Nile’s lush green delta area. I attended a religious 

festival at the shrine of Ahmed El-Badawy with some exchange students. 

 I rented a conference room for the Cairo Japanese Club in the Marriott Hotel to hold special 

classes for young researchers living in Cairo. It was something that Kazuo Otsuka had started, 

and my predecessor Nariaki Hanada had continued. Each class had about 10 people in attendance. 

Their favorite part was afterwards, going to an Asian restaurant at the Balmoral Hotel to 

exchange opinions.  

 During my tenure, we held about seven lectures and subsequent discussions, which included 

Nakata Kou (post-graduate student at Cairo University), Takeji Inou (Institute of Developing 

Economies), myself and Miki Hatanaka (Institute of Developing Economies), Masato Iizuka 

(expert investigator at the Japanese Embassy), So Hasegawa (post-graduate at Waseda 

University), and Tetsuya Otoshi (post-graduate at The University of Tokyo).  

 Back then, there were many more post-graduate students studying abroad than now. And 
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others hungry for knowledge would attend, including Akahori Masayuki from the University of 

Tokyo, Fumihiko Hasebe from Keio University, and others who are now in top positions at their 

universities. Connecting all these experts in a single place is ample justification for the existence 

of the JSPS Cairo center.  

 I remember that a young professor at Cairo University, who had just returned from the 

University of Tokyo, asked me to help him hold a symposium at Cairo University entitled “Japan 

and the Arab World in the 90s”. I even read some short papers for it. Nowadays, such work is a 

routine part of the JSPS center’s duties, but it was a big deal back then. 

 During my time stationed in Cairo, I also had the opportunities to visit and experience Iran, 

Turkey, and Morocco. Unfortunately, however, I haven’t had the chance to visit Cairo again in the 

25 years since. 

 

＊後任の岡崎桂二さんと With Mr. Keiji Okazaki as a next director 
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ووحتى نهھايیة ماررسس من االعامم  1989كانت مدةة ووظظيیفتي في مكتب االقاهھھھرةة في أأووااخر شهھر ماررسس 
االذيي يیليیهھ٬، أأيي لمدةة عامم كامل. كانت مغاددررتي في شهھريینايیر  حيیث تواافق هھھھذاا مع موتت ااإلمبرااططورر 

االمرااسم االجنائزيیة في االحديیقة االملكيیة بشيینجوكو. تتالت بعد ذذلك حوااددثث كثيیرةة "شووواا" حيیث كانت 
منهھا اانهھيیارر حائط برليین٬، ووحاددثة بواابة تيین اانن مونن . وولكن االوضع في مصر ووغربب آآسيیا لم يیتأثر 
بتلك االحوااددثث. ووبعد عوددتي إإلى االيیابانن بدأأتت حربب االخليیج٬، ووبعدهھھھا بعدةة سنوااتت ووقعت حاددثة 

أأستشهھد فيیهھا سيیاحح يیابانيیونن ما كانن لهھ تأثيیر بالسلب ووااإليیجابب على االمجتمع االحالي. ااألقصر٬، وواالتي  
كانن في هھھھذاا االوقت مكتب االجمعيیة كما هھھھو ااآلنن في االطابق ااألوولل٬، ووااإلقامة في االطابق االراابع شقة 

ووكانن في االعقارر مصعد على االطراازز االقديیم٬، أأظظن أأنن للمركز ااآلنن مهھامم كثيیرةة وومحدددةة٬، وولكن في  19
ذذلك االوقت كانن االوضع مختلفًا فكانن مجردد ووجودد أأحد بالمركز كافف. كانن االذيین يیعرفونن االمركز 
يیدلونن االباحثيین عليیهھ٬، ووأأظظن أأنن هھھھذهه كانت أأهھھھم مهھمة٬، كنت أأستيیقظ في االصباحح أأفكر "ماذذاا أأفعل في 
ل يیومي" رربما هھھھذاا أأعطاني فرصة كافيیة للتفكيیر وواالتخطيیط للغد. لقد تركت ززووجتي ووظظيیفتهھا من أأج

أأنن تأتي معي٬، فكانت تعد االطعامم مرةة للضيیوفف من االزوواارر٬، فلم يیكن هھھھناكك أأيي ددعم من االسفاررةة أأوو 
االشركاتت االيیابانيیة٬، فكنت أأشتريي االسكر ووااألررزز من االجمعيیة ااالستهھالكيیة. لقد عانت ززووجتي من 
بعض االصعابب لكنني أأظظن أأنهھا عاشت تجارربب شيیقة أأيیضا. كانن هھھھناكك عددد من االباحثيین من غربب 

-ا٬، وولكن جاء آآسيی -ووألوولل مرةة   أأستاذذ من كليیة االهھندسة ووززووجتهھ إإلى مصر من أأجل مقابلة أأستاذذ من  
جامعة ططنطا فاصطحبتهھ إإلى هھھھناكك٬، ووفي االطريیق تمتعت برؤؤيیة االحقولل االخضرااء في ددلتا االنيیل٬، 
ووصاددفف ذذلك مولد االسيید االبدوويي. لقد ااستأجرتت حجرةة من حجرااتت جمعيیة نادديي االيیابانيیيین االتي كانن 

قرهھھھا بالمارريیوتت٬، ووعقدتت فصالً للدررااسة لصغارر االباحثيیيین االمقيیميین بالقاهھھھرةة. ووقد كانن هھھھذاا االفصل م
هھھھو ما بدء في عهھد ااألستاذذ/ااوُوتسوكا ثم كلف بهھ ااألستاذذ هھھھانادداا. كانن كل مرةة يیجتمع حواالي عشرةة 

نن ووجهھاتت أأفراادد٬، ووكانواا بعد االدررسس يیذهھھھبونن إإلى مطعم آآسيیويي في فندقق بالمورراالل يیتحدثونن وويیتباددلو
االنظر. ووفي فترةة إإقامتي تم عقد حواالي سبع محاضرااتت لكل من: أأ/ ناكاتا(ططالب االدررااساتت االعليیا 
بجامعة االقاهھھھرةة)٬، أأ/اايینو (أأستاذذ بمعهھد االتنميیة ااالقتصادديیة) أأ/إإيیزووكا (االخبيیر بالسفاررةة)٬، 

عة ططوكيیو)٬، أأ/هھھھاسيیجاوواا(ططالب ددررااساتت عليیا بجامعة ووااسيیداا)٬، أأ/ااوُوتوشي (ططالب ددررااساتت عليیا بجام
كانن في ذذلك االوقت عددد االطالبب االيیابانيیيین يیفوقق عددد ططالبب االيیومم بكثيیر .باإلضافة إإلى ذذلك 
أأكاهھھھوررىى من جامعة ططوكيیو٬، ووهھھھاسيیبهھ من جامعة "كي ااوُو" ووغيیرهھھھم االذيین صارروواا االيیومم يیتقلدوونن 

        ووظظائف مرموقة في جامعاتهھم.                                                      
باحث شابب بجامعة االقاهھھھرةة كانن عائًداا للتو من جامعة ططوكيیو٬، ططلب مني أأنن أأساعدهه في عقد مؤتمر  

ووكنت قد قرأأتت االقليیل عن هھھھذاا االموضوعع رربما "االيیابانن وواالعالم االعربي في االتسعيیناتت " بعنواانن 
. ووفي خاللل فترةة عقد مثل تلك االندووااتت هھھھذهه ااأليیامم شيء عادديي لكنهھ في ذذلك االوقت كانن عمًال عظيیًما

عملي بالقاهھھھرةة حالفني االحظ بزيیاررةة إإيیراانن ووتركيیا وواالمغربب؛ ما أأكسبني خبرااتت عديیدةة٬، وولكن حقيیقة 
منذ ذذلك االوقت أأيي من أأكثر من خمسة ووعشريین عاًما لم أأتمكن من ززيیاررةة االقاهھھھرةة مرةة أأخرىى.  



Shigeru Kamata 57 

 

＊当時の留学生を招いて Inviting Japanese overseas students to the Cairo center 

＊「90年代における日本とアラブ世界」のプログラム

The program of “ Japan and Arab World in 90’s” 
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岡崎 桂二 Keiji Okazaki 

1990年 3月〜1991年 3月 
 

当時のニュースやセンターの様子 

	 私が在勤した一年間は激動の時であった。カイロでの長期滞在は初めてではあったが、

先任の鎌田先生（東大）と現地で 3日間引き継ぎができ、銀行口座開設、国際電話料金の

払い込先、さらには主な書店も案内して頂いた。大使館には大学の先輩である塩尻氏（元

駐リビア大使）もおられ、また旧知のエジプト人もいた。 

	 しかし全ては 8月 2日、突然起きたイラクのクウェート侵攻で変わった。カイロには徐々

に避難してきたクエート人が増え、テレビでは彼らが切々と亡国の嘆きを歌い上げる姿が

写る。また周辺諸国からは政府機関派遣の日本人も次々にカイロに集まってきた。 

	 何となく緊張感が漂っていたが、多国籍軍の攻撃が始まる 1月 17日までは、日常的に

は平穏な状態が続き、日本からの利用者も少なくなったので、センターの日常業務の充実

に当たった。 

	 一つは日本人研究者の利便性の促進を図るべく、カイロ市内にある各国の研究施設、文

化センターの活動状況調査を行った。アメリカやフランスの施設は日本人研究者もよく利

用していたが、同じザマレク地域にあるイタリアやオランダの瀟洒な建物の研究所の存在

は余り知られていなかった。 

	 個人的にも１ブロック先のオランダ研との交流を深め、毎週木曜日の夕刻に開催される

レクチャーにはよく参加し、エジプトやヨーロッパからの多分野の研究者と知り合う機会

を得た。もっとも主な目的は講演後催される懇親会であり、ワインと共に提供されるスナ

ックであったが。その蔵書の充実ぶりとともに、着実に国際交流を深める施設の存在には

羨望しかなかった。 

	 学振では伝統となっている研究会も引き続き行った。当時日本からの留学生は少なくな

ったと言われていたが、東大の大稔（歴史学）、赤堀（文化人類学）、カイロ大大学院の中

田（イスラーム学）、都立大（当時）の奥野（文化人類学）、東外大の榮谷（アラブ語学）、

阪外大の福田（アラブ文学）、等々の、今や日本のアラブ・イスラーム研究の中心に立つ

諸君とともに研究会を行った。調査に来られた加藤教授（一橋大）にも発表をお願いした

り、語学研修中の外務省の諸君の参加も得た。ＮＨＫや読売新聞等のマスコミ各社にも研

究会の案内を出したが、残念ながらイラク事件で業務多忙となり出席は難しくなった。 

	 また図書の充実にも当たった。既に「カイロ書店案内」はほぼ完成されていたが、その

一層の充実を図るとともに、日本人研究者の利用に供すべく、学振の蔵書の拡充を図り、

歴史、思想に比して少ないアラブ文化・文学中心に選書を行い、『アガーニー（歌の書）』

やジャーヒズ、イブン・クタイバといった基本書を購入した。 
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	 さらにカイロ大学との密なる連絡をとり、旧知のグバーリー教授を介して研究者や大

学院生に学振の存在の周知を図った。また政経学部のダルウィーシュ教授の仲介で、東

大（東文研）の鈴木、原の両教授とともに日本でのシンポジゥム開催交渉に当たった。	 	 

	 個人的には何と言っても本屋通いの思い出である。カイロ・アメリカン大学出版の地

図と学振の「カイロ書店ガイド」を手に虱潰しに歩き回り、値段を心配することのない

本屋通いはまさに天国であった。購入した書物の日本への発送は、以前のような煩瑣な

手続きは一切必要なく、ザマレクにある国際郵便物専用のポストで送ることもできた。

この情報を得てからは、「郵パック」に相当する 2キロ小包を作り、投函するのが日課に

なった。ここで役立ったのがセンター常備の体重計である。小包に通し番号を付けて送

ったが、150の品物がパーフェクトで届いたのは嬉しい喜びであった。 

	 また連日ラジカセで録音したテープが 100 本を越えたので、イスタンブール出張の際

に送った。トルコ語を解さない私に、ホテルの受付は、フランス語ができると確認する

とドルムシュ（乗り合いタクシー）に私を押し込んだ。中央郵便局に着いてみると申請

用紙がトルコ語とフランス語で書かれていたのである。 

	 また当時東外大ＡＡ研所属の西尾氏（現民族学博物館副館長）がカイロの中近東文化

センターを拠点に研究されていたが、無類の本好きの氏とともに売りに出されている個

人蔵書や古本屋の倉庫漁りをした。多くは駄本であったが、中には写本もあった。中近

東文化センターの現地スタッフの一人は、その本職はムフタシブ（市場監督官）であり、

彼の情報網を通してこのような情報が入ってくるのである。 

	 さて 3月の帰国を迎えて心配事があった。1月の多国籍軍の攻撃が始まると、各航空会

社は航空保険料の追加徴収を行うようになったのである。最高で千ドルであり、毎日改

訂される。が、この騒ぎも 3月の停戦とともに終息した。 

	 当時センターは現在の建物の 4階にあり、事務所と居住区が一体であった。3ベッドル

ームがあり、日本人宿泊者や、エジプト人研究者以外に、飛び入りで様々な人が訪れて

来た。中でも有り難かったのが日本米の売り込みや、アレキサンドリアで実験農場を運

営している遠山教授（鳥取大学沙漠研）から月一度アンケート用紙とともに届く新鮮な

野菜やメロンであった。また現在の事務所（1階）を使用していた中東経済研究所の畑中

センター長とは、足繁く韓国料理店に出かけたものだ。 

建物は当時既に築 60年を過ぎていたが、頻繁な停電と水漏れには悩まされた。修理し

ても修理しても止まらない。ドアの呼び出し音が鳥の囀りのようで全く気付かず、さす

がにそこまでの引き継ぎはなく、当初は訪問者に迷惑をかけたことも懐かしく思い出さ

れる。 

	 一年はあっという間に過ぎたが、今振り返ると、学振センター長として広がった内外

の人脈と、個人的に蒐集した書籍が、その後の私の研究の支えとなっていることに改め

て気が付いた。 
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The year 1990 is engraved in our memories as the turning point of history. On August 2, Iraq suddenly invaded 

Kuwait, which made a great influence on JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Before that incident, 

our business was conducted smoothly. Though it was my first stay in Egypt, I managed to carry out the duties due 

to the considerable assistance of Prof. Kamada, the former director. He kindly showed me how to pay the rent and 

international telephone fee, where to find necessary information, and how to hold research meetings with students 

in Egypt.  

The peaceful and comfortable days were broken by the Iraqi invasion. Many Kuwaiti swarmed into Cairo, 

and a lot of Japanese including governmental staff stationed in the Middle East sought refuge in Cairo. Japanese 

scholars and students came to seek information and assistance for JSPS, which led to an extremely busy life. But 

business went on as usual. First, we tried to revise the Cairo Guidebook for Bookshops. The useful guide was 

perfected owing to the contribution of students studying in Cairo and later published as a booklet. 

Second, we conducted research on the activities of institutions and cultural centers, and affiliates of foreign 

governments. Besides American and French cultural centers, every European country holds an institution, making 

cultural exchanges between Egypt and the respective countries. Italy and the Netherlands possess institutions in 

Zamalek, whose imposing buildings were painted white, appear magnificent compared to the Japanese cultural 

center attached to the embassy. Personally, I was a regular visitor to the Dutch research center adjacent to JSPS. 

Every Thursday, they held a lecture on various kinds of themes, which allured both Egyptians and Europeans. I 

enjoyed the lectures, but the small and intimate party after the speech was more enjoyable because of the wine. 

Third, we organized a study meeting every month held in a visiting room at The Japan Association at the 

Marriot Hotel, which had continued there for some years. The meetings gave opportunities for attendees to 

exchange scholarly information as well as real knacks for daily life in Cairo. 

Fourth, special efforts were made to strengthen the Japanese and Egyptian cultural and scientific 

relationships. Our close contact with faculty members of the Department of Literature at Cairo University was 

maintained thanks to Dr. Ghubari, ex-visiting professor at Osaka University of Foreign Studies.       

Last but not least, we expanded and improved the collection of books in the JSPA library. Collecting efforts 

were focused on books of literal and cultural spheres including al-Aghani, Ibn Qutaiba and al-Jahiz, which are 

indispensable for Arabic studies.                

Apart from the professional duties, my days were spent loitering in places from bookshops to their 

warehouses, from public libraries to private libraries, and on sending the purchased books to Japan. I numbered the 

parcels of books up to 150 and dropped them into a special postbox situated only in Zamalek. To my surprise, all 

of the 150 parcels were delivered to my Japanese house without incident. 

There I experienced various cultural shocks, one of which was the doorbell. During the first week after I 

moved into JSPS, I heard chirping or twittering several times in the office. I noticed them but never did I dream 

that the chirping would prove to be the ringing of a bell. I thought what a great difference the sounds made 

between Egypt and Japan.     

To fill the cultural gulfs between Egypt and Japan and enhance mutual understanding are the main duties of 

JSPS in Cairo. I believe that I made some contribution to these purposes during the year I was stationed there.  
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اا من كاماددأأستاذذ ملي ووهھھھو فيیهھا مهھامم ع ليیالل مع ززميیلي االسابق سلمني قضيیت ثالثة  قضيیتهھا بالقاهھھھرةة٬، االسنة االتي حدثث كثيیر من االتغيیرااتت في

.                                                                                 االتليیفونن وومكانن االمكتبة االمركزيیةعلى مكانن ددفع فوااتيیر  ووددلني االبنك٬،في فتح حسابب ووساعدني في  ٬،جامعة ططوكيیو  

عالمم أأنباء االحربب وواالتشريید وواالقتل ووتدااوولت ووسائل ااإل لى االقاهھھھرةة٬،االناززحيین االكويیتيین إإ ددعددد لحربب فجأةة بيین االعرااقق وواالكويیت ززااعندما بدأأتت اا

نن هھھھناكك شعورر سائد بعدمم كا لى االقاهھھھرةة.جاووررةة إإاالدوولل االمفي نن االذيین يیعملونن أأررسل االيیابانيیوكما  اتت هھھھذهه االفترةة.أأغنيیفي ووبرزز ذذلك بوضوحح 

ووكانن أأحد  أأعمالل االمركز.في يیامم بهھدووء ما جعلنا نركز بعدهھھھا مرتت ااأل 17/1يیومم في حتى بدأأتت االقوااتت االمتعدددةة االجنسيیاتت االهھجومم  ٬،ااالططمئنانن

 .ااستخداامهھا على االباحثيین االيیابانيینلتسهھيیل  ؛وواالمؤسساتت االبحثيیة لدوولل متعدددةة ددااخل االقاهھھھرةةمهھامم االعمل هھھھو ااستقصاء أأنشطة االمرااكز االثقافيیة 

ليیا يیطاإعلم بأماكن االمرااكز االبحثيیة االخاصة ب وواالفرنسي لكنهھم لم يیكونواا علي ااألمريیكيتمكن االباحثونن االيیابانيیونن من ااالستفاددةة من االجانب 

ن مقر مكتبنا عاالذىى كانن مقرهھھھم يیبعد  ولندييأأووااصل االثقة مع االجانب االهھ وررةة شخصيیة أأنن أأقوييحاوولت بص االزمالك. نهھا كانت فيووهھھھولنداا ررغم أأ

مع  دةة للتعاررفف وواالتباددلل االبحثيتعقد مرةة كل خميیس فكانت فرصة جيی تنا ااألسبوعيیة االتياامحاضرفي ةة فصارروواا يیشارركونن بناصيیة ووااحد

ووررووبيیيین.                                                                                            ااأل  

نن يیقدمم لنا محاضرةة ووددعوتت فيیهھا االبعض من ووززااررةة كاتو من جامعة هھھھيیتو تسوباشى االذيي جاء من أأجل إإجرااء بحث أأ لقد ططلبت من ااألستاذذ 

جوددةة بالمركز فقرررتت االتركيیز على كمالل مكتبة االكتب االمونويیت إإ .خريینااسليین يیابانيیيین آآوميیيیوررىى وومراالخاررجيیة وواالجريیدةة االيیابانيیة ووجريیدةة يی

ااألغانى ساسيیة مثل كتابب "فجمعت االكتب ااأل .قاررنة بكتب االتارريیخ ووااأليیدلوجيیاتتت قليیلة مكان االتيب االثقافة االعربيیة ووااألددبب مدااددهھھھا بكتإإ

مرحلة في ستاذذ االجوباررىى أأنن يیعرفف االطلبة االذيین ؛ فطلبت من ااألططيیبة بجامعة االقاهھھھرةة كنت على عالقة" .تيیبةوو"اابن ق ""وو"االجاحظ

كما ناقشت مع  محمودد ددرروويیش بكليیة ااالقتصادد وواالعلومم االسيیاسيیة.يیضا ططلبت نفس االشئ من ااألستاذذ ووأأ االدررااساتت االعليیا بمكتب االجمعيیة االيیابانيیة.

.                                                                                                              االيیاباننفي مكانيیة ااستضافة مؤتمر إإ هھھھاررااأأ/ووي أأ/سوززووك  

ً اا لديي  ووددليیل مريیكيیة يیدىى االخريیطة االتي ططبعتهھا االجامعة ااألفي لكثيیر من االذكريیاتت مع االمكتباتت في مصر فكنت أأبحث على االمكتباتت ممسكا

سعارر.يیاحح ووأأنا أأجمع االكتب لم أأكن أأبالي باألغايیة ااالررت كنت في مكتبنا بالقاهھھھرةة. عدااددهه فياالمكتباتت االذيي تم إإ  

فأصبح عاددةة لمكتبنا أأنن  االزمالك. قبل فقد كانن هھھھناكك مكتب بريید ددوولي في كانت موجوددةة من ل االشحن االتيووبالنسبة لنقل االكتب فقد ززاالت مشاك

 ً شريیط  100ناكك مايیزيید عن كما كانن هھھھ .سالممفي أأنهھا ووصلت جميیعهھا  ليیابانن ووأأسعدنياا ااً إإلىططردد150فقد أأررسلت  ٬،االيیابانن ليااً إإططردد نرسل يیوميیا

ستقبالل االفندقق أأنهھم ططالقق ووعندما تأكدتت من اايیة على ااإلكنت ال أأتحدثث االترك ٬،سطنبوللمن إإ حركيررسالهھا عند تكاسيیت  كنت سجلتهھا ووقمت بإ

ت ااالستماررةة مكتوبة باللغتيین االتركيیة وواالفرنسيیة.لى مكتب االبريید كانإإووعندما ووصلت  ٬،االمشتركك أأيي االتاكسي يیتحدثونن االفرنسيیة ططلبت (ددوولمش)  

وومع شهھر ماررسس ووااقتراابب موعد ررجوعي إإلى  .االقديیمةن بيیع االكتب أأماك وىى إإلىسيیوو من معهھد بحوثث االلغة وواالثقافة ااألفرووآآااُ  أأ/نيیشي ووقد أأررشدني

لى أألف تت االطيیراانن ترفع نسبة االتأميین االتي ووصلت إإع معدالتت خطر االحربب فكانت شركاشهھر يینايیر ترتف ألنهھ كانن في ؛االيیابانن كانن يیزيید قلقي

شهھر ماررسس . لحربب فيوولكن قطع دداابر هھھھذاا االقلق بتوقف اا ٬،ددووالرر  

ذذلك فقد  االشقة مكونة من ثالثث غرفف نومم مفتوحة للضيیوفف االيیابانيین وواالمصريیيین ووبخالففكانت  ٬،االدوورر االراابع االمكتب ووااإلقامة فيكانن مقر  

ررزز ر ااألمرةة كل شهھ ليَّ إإكانن يیرسل  ورريي االذيي أأوودد أأنن أأشكرهه جيیداا فقديیاما من جامعة توتتووبيینهھم أأ/تو كانن من ٬،تردددد عليیهھا ززوواارر كثيیروونن

سكندرريیة .          رربب باإلمزررعة تجافي كانن يیزررعهھا  تلك االمحصوالتت االتي ددالء االرأأىى.رااووااتت وواالشهھد االطاززجج مع ااستماررةة إإوواالخض  

عتاددتت أأقداامنا أأنا ووررئيیسهھ هھھھاتاناكا االتردددد على ووقد اا ووسط٬،االطابق ااألوولل االذىى هھھھو مكتب االجمعيیة ااآلنن مقر معهھد أأبحاثث ااقتصادد االشرقق ااألكانن 

ال  االميیاهه ووأأعمالل صيیانةفي ووتسريیب  ووكنا نعاني من اانقطاعع االتيیارر االكهھربي .اا االعقارر عمرهه ززاادد عن االستيین عاممهھھھذ بالمناسبة .طعم االكوررىىاالم

االفترةة ااالوولى .بابب يیشبهھ ززقزقة االعصافيیر ما جعلني ال أأسمعهھ كثيیراا ووأأززعج االضيیوفف في ووكانن صوتت جرسس اال .تهھىتن  
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清水 宏祐 Kosuke Shimizu 

1991年 4月〜1992年 4月 

 

当時のニュース	 

	 私がカイロセンターへ赴任する直前に湾岸戦争が起こった。カイロにはなんの影響も

なかったが、日本国内ではエジプトへの渡航自粛令が出、着任が遅れ、前任者との引き

継ぎができなかった。湾岸戦争では、連日のようにナイル河畔に立った特派員がメッセ

ージを読む場面が報道され、エジプトも危ないとの印象が生まれてしまったのだろう。

中東といえば、どこも同じという見方は、今でもある。少なくとも、研究連絡センター

と名乗る以上は、テヘラン、イスタンブルのそれも再開する必要があると考えている。	 

	 

センターの様子や職務内容	 

	 センターでは、調査隊・留学生への支援、現地研究者との交流、写本調査に専念する

一方、街を歩き、映像資料を多数収録することにした。今では、これは貴重な歴史資料

となっている。私は、閉鎖前のテヘランセンターに 1年勤務したことがあったので、当

時の本田実信センター長の苦労を身近にみていた。要するに、センターは研究拠点なの

か、便宜供与のためのものなのかという、積年の問題である。	 

	 ザマーレクのセンターは老朽化がはげしく、それなりの苦労もあったが、無事任期を

全う出来たことは、関係各位のご援助の賜と感謝している。	 

	 最後にひとつお願いを。在任中、請われてカイロ日本人会の会報『パピルス』に「中

東 3カ国に暮らして：イラン・トルコ・エジプトお国事情」なる駄文をイラスト入りで

寄稿した。これが現物もファイルも残っておらず、困っています。お持ちの方があれば、

ぜひコピーを一部いただければ幸いです。	 
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عملي إإلى مكتب االقاهھھھرةة بوقت قصيیر قامت حربب االخليیج. لم يیكن لهھا تأثيیر مباشر على مصر٬، إإلى قبل أأنن أأنتقل 
وومع ذذلك تأخرتت عن االتحاقي بعملي االجديید٬، فبمجردد اانتقالل أأخبارر االحربب إإلى ااألووساطط االيیابانيیة ددقق ناقوسس االخطر 

هھا شيء ووااحد٬، ووهھھھذاا غيیر بأنن مصر أأيیضا غيیر أأمنة٬، ووهھھھذاا ما هھھھو شائع حتى ااآلنن بأنن منطقة االشرقق ااألووسط كل
صحيیح ما جعلني أأفكر أأنهھ قد حانن االوقت إلعاددةة فتح مكتبي االجمعيیة االيیابانيیة في ططهھراانن ووإإسطنبولل.   

إإنن مكتبنا يیدعم االطالبب االذيین يیدررسونن في االخاررجج٬، وواالذيین يیقومونن بعمل ااإلحصاءااتت االمصوررةة حيیث يیجوبونن 
يیستهھانن بهھا. لقد عملت فى مكتب االجمعيیة بطهھراانن لمدةة عامم  االشوااررعع اللتقاطط االصورر٬، ووتعد ااآلنن ووثائق تارريیخيیة ال

قبل إإغالقهھ٬، ووززااملت ااألستاذذ هھھھونداا ميینوبو االذيي كانن ررئيیسهھ آآنذااكك.  
أأوودد أأنن أأقدمم خالص شكريي للعامليین بمكتب االزمالك من االمنسقيین وواالمساعديین االذيین ساعدووني على إإتمامم مهھامي 

متي بمكتب االزمالك أأنن أأكتب شيیئا في مجلة االجمعيیة االيیابانيیة تلك في سالمم. وولي ططلب أأخيیر لقد ددعيیت فى فترةة إإقا
االتي تسمى "بابيیرووسس" فكتبت مقاالً بعنواانن: (تقريیر عن ززيیاتي لثالثث بالدد شرقق أأووسطيیة إإيیراانن ووتركيیا وومصر). 

لكنني لألسف فقدتت هھھھذاا االملف٬، ووسأكونن في غايیة ااالمتنانن إإذذاا أأررسل إإليَّ من يیجدهه نسخة منهھ.  
 

The Gulf War had happened just before I was appointed to the Cairo center. It didn’t have much 

effect on Cairo, but the Japanese government issued warnings against travel to Egypt. So, my 

arrival and the handover were delayed. During the war, images of correspondents reporting from 

beside the Nile were broadcast daily, which I think contributed to the impression that Egypt 

wasn’t safe. I’m afraid even today people think of different parts of the Middle East as being all 

the same. At very least, I think we need to reopen the JSPS centers in Tehran and Istanbul, if in 

name only. 

The staff at the center supported local research teams and foreign exchange students, 

interacted with field researchers, kept written records of investigations, and combed the streets of 

Cairo, amassing an impressive collection of documentation. Today these materials are of great 

historical value.I had a year-long assignment at the JSPS Tehran center before it was closed, so I 

had witnessed the difficulties faced by Mr. Minobu Honda, the director of the Tehran center. To 

put it simply, there were longstanding issues, like whether the center was intended for conducting 

research or for granting favors. The JSPS Cairo center in Zamalek was quickly deteriorating and 

problems were arising. But I was able to serve out my term with the assistance and cooperation of 

everyone at the center. I’m very grateful to them. 

I have one last request. While I was at the center, I was asked to contribute to 

“Papyrus”, the newsletter of Japanese Association. I wrote a modest piece about “the state of 

affairs in three Middle Eastern countries: Iran, Turkey, and Egypt.” However, I unfortunately 

can’t seem to find the article itself or even any draft copies. So, if someone has it, I would greatly 

appreciate it if they could provide me with a copy. 
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竹下 政孝 Masataka Takeshita 

1992年 3月〜1993年 4月 

 

当時のニュース 

	 一番印象に残っているのは、夏にあった地震のことです。おおきなドカンとい

う音がして、建物が揺れ、一瞬爆弾が落ちたのかと思いました。日本だったら、

すぐ地震だと思いますが、まさかカイロで地震に遭うとは思わなかったからです。

窓から外を見ると多くの人が道に飛び出してきました。地震の震度自体はたいし

たことはなく、日本だったら、ほとんど被害は出なかったでしょうが、耐震建築

の基準もなく、違法建て増し建築も多かったカイロでは多くのビルが崩壊し、ま

た、平日の昼ごろだったので、学校などでは、みんながパニックに陥って、多く

の犠牲者がでました。 

 

センターの様子や職務内容 

	 その頃のセンターは、事務所と住居が一緒になっていたし、助手も事務員もい

なかったので、あまり大した活動はできませんでした。それでも、日本、エジプ

ト、外国の研究者がよく訪問して、宿舎として、部屋を提供したり、食事をもて

なしたりしていました。 

	 このころよくセンターを訪れたエジプト人の中には、のちに研究生として日本

に来られた方もいます。 

	 私自身は、学生として一年間エジプトに留学したことがあり、この時が、エジ

プトに長期滞在した二回目でした。私が学生だった時はまだ社会主義色が強く、

いろいろとものが不足し、不便だったのですが、その頃にくらべて、エジプトは

随分生活しやすくなったと思いました。多くの親切なエジプト人に助けられて、

おかげで、家族ともども楽しく有意義な一年をすごすことができました。 
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االزلزاالل االذيي ووقع في االصيیف٬، لقد أأحدثث ددوويیًّا مذهھھھالً ظظننت  أأكثر شيء ططبع في ذذااكرتي هھھھو

لحظتهھا أأنهھ اانفجارر قنبلة٬، ووتمايیلت االمباني٬، في االيیابانن يیمكننا أأنن نميیز بسهھولة أأنهھ ززلزاالل لكننا 
لم نتوقع أأبداا أأنن يیحدثث ززلزاالل بالقاهھھھرةة ! ووعندما نظرتت من االنافذةة ووجدتت أأناًسا كثيیريین فى 

ااجج في االقاهھھھرةة٬، لو فى االيیابانن ما ووقعت مثل هھھھذهه االخسائر٬، لقد االشوااررعع. اانهھاررتت بعض ااألبر
كانن ووقت االظهھيیرةة وواالتالميیذ في االمدااررسس مما أأصابهھم بالصدمة ووسقط منهھم االضحايیا.  

كانن فى ذذلك االوقت مكانن ااإلقامة هھھھو نفس مكانن االمركز لم يیكن هھھھناكك موظظفونن وومساعدوونن 
م من ذذلك فقد ززااررني االكثيیر من االباحثيین فلم أأستطع االقيیامم بالعديید من ااألنشطة٬، ووعلى االرغ

                    من مصر ووااليیابانن كنت أأقدمم لهھم االطعامم ووأأتيیح لهھم االمكانن.                                                                        
ا ططالب لم تكن كانت هھھھذهه هھھھي االمرةة االثانيیة لي في االقاهھھھرةة فقد جئت إإلي االقاهھھھرةة لمدةة عامم ووأأن 

بهھذهه االمرةة٬، فبفضل االمصريیيین االطيیبيین  قُرنت االحيیاةة في االمجتمع االمصريي سهھلة إإذذاا ما
ً  ااستطاعت أأسرتي أأنن تقضي .عاماً ممتعا  

 

What I remember most is the earthquake that happened in the summer. There was a big 

bang and buildings collapsed. I thought it was bomb. In Japan, the first thing to assume 

would be an earthquake, but I never thought I would experience an earthquake in Cairo. 

When I looked out the window, I saw many people running out to the streets. The 

magnitude of the earthquake wasn’t especially great. I think if it had occurred in Japan, it 

wouldn’t have caused much damage. But in Cairo, many buildings collapsed because they 

weren’t designed to withstand earthquakes or they had substandard expansions attached. 

Also, because the earthquake took place around noon on a weekday, many people died in 

mass panics, at schools and elsewhere. 

 At the center back then, both the operations and the residence were in the same 

place. There were no assistants or staff, which limited productivity. Nevertheless, many 

researchers from Egypt, Japan, and other countries would often visit the center, and I 

would provide accommodation and meals. 

Some of the Egyptians that visited the center later traveled to Japan as 

researchers. I had been to Egypt before as an exchange student, so this was my second 

long stay. During my first visit, Egypt was quite socialist and many services were lacking, 

so life hadn’t been easy. It seemed that life in Egypt had now become much easier. Many 

Egyptians helped me out, and with their kind assistance, my family and I were able to 

enjoy our year there. 
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加藤 博 Hiroshi Kato 

1993年 4月〜1994年 3月 

 

当時のニュース 

	 1981年にサダト大統領が暗殺され、ムバー

ラクが大統領に就任してから 10年余り、

1990・91年の湾岸危機・戦争、1992年のカイ

ロ地震、イスラム過激派掃討作戦などの事件

が起きていたものの、先行き不透明な現状況

から考えると、中東和平オスロ合意、ネルソ

ン・マンデラのノーベル平和賞授賞、マース

トリヒト条約発効による欧州連合の発足な

ど、まだ明るい未来を期待させる事件が起き

ていた。エジプトは開放経済の第二波の時代

にあり、カイロの景観や庶民の生活に大きな

変化が現れ始めていた。 

 

センターの様子や職務内容 

	 まだ 1階のオフィスが設けられておらず、4

階のセンター長のレジデンスのためのフラットがオフィスを兼ねている時代でした。職

員は私一人しかおらず、したがって、私の肩書が「センター長」であったか、定かであ

りません。職歴には「派遣員」と記入しています。仕事と言えば、定期的に学振本部に

報告を書き、センターを視察に来た学振本部のスタッフをしかるべく案内するほかは、

いくつかのパンフレットをフラットの玄関を入ってすぐの応接室に置き、ときどき情報

を求めにやってくるエジプト人の相談に乗ってあげることでした。 

	 定期的に懇話会を開いてはいませんでしたが、毎週末、つまり木曜日の夕方からは 4

階のフラットはまさに「開放空間」で、メイドのファウズィーヤさんに毎回、エジプト

料理を作ってもらい、飲み食いと雑談？のために、若い日本人の研究者や学生が出入り

していました。 

	 当時は、政府奨学金のほか、若い日本人の研究者に留学経験をさせる民間の奨学金も

多く、また安く留学ができるようになったため、自費留学の学生も多かった。そこで、

木曜日ごとの「宴会」となった。任期の後半に家族（妻と小さな息子）が合流したが、

「宴会」は私の一年の任期の終わりまで続いた。この「宴会」に参加した多くの若い研

究者やその卵は、いまや「大家」として日本の中東アラブ研究を担っている。私も若く

元気で、日本の中東アラブ研究の明るい未来を予見させる、（少なくとも、私個人にと

＊4階の書斎と食堂の間にて、メイドのファウ
ズィーヤさん、ご子息と	 Between the study and 
the dining room on the third floor, with Fauziya and 
his son. 
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っては！）楽しく充実した一年であった。 

 

 

 

In 1981, Egyptian President Sadat was assassinated and replaced by President Mubarak. 10 years 

later, in 1990-91, the Gulf War took place. In 1992, Cairo was famously hit by a major 

earthquake, and search-and-destroy operations targeting radical Islamists were carried out. 

Nevertheless, in light of current uncertainty about the future, there were also some hopeful events. 

The Oslo Accords were signed. Nelson Mandela won a Noble Peace Prize. And the Maastricht 

Treaty came into effect, giving a green light to the European Union 

At that time, the office on the first floor wasn’t yet ready for business, so the director’s 

residence on the fourth floor doubled as the center’s business office. I was the only staff member, 

so it wasn’t clear whether my title was “Director” or not. On my resume, it’s listed as “Temporary 

Employee”. My duties were to give periodic reports to JSPS headquarters, provide proper 

guidance to staff members coming from headquarters for inspection, place pamphlets in the 

reception area, and engage in conversation with the locals that sometimes came in asking for 

information. 

＊自宅のリビングにて In the living room 
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أأغتيیل االساددااتت ووخلفهھ حسنى مبارركك في ررئاسة االبالدد٬، ووبعدهھھھا بعشرةة أأعواامم  1981فى عامم 
)1990~- حدثث ززلزاالل االقاهھھھرةة٬، كما ووقعت أأحدااثث  1992) ووقعت حربب االخليیج٬، ووفي عامم 1991

ااألمورر غيیر إإسترااتيیجيیاتت تطهھيیر االحزبب االيیساررىى ااإلسالمي االمتشددد٬، فلو فكرنا في االغد في ظظل هھھھذهه 
االوااضحة يیمكننا االقولل إإنن توقيیع ااتفاقيیة أأووسلو ووحصولل نلسونن مانديیال على جائزةة نوبل للسالمم٬، 

ووتوقيیع معاهھھھدةة قد جعلنا نطمع في مستقبل مشرقق.  
فى هھھھذاا االوقت كانن ما يیزاالل االمكتب فى االطابق ااألوولل ووشقة مديیر االمكتب فى االطابق االراابع٬، كنت أأنا 

االمديیر فكانن هھھھذاا ااألمر ال يیتماشى مع االمسمى االوظظيیفى. كانن  يررغم أأنن االموظظف االوحيید في االمكتب
من ووااجباتي فى االعمل أأنن أأررسل تقارريیر بصوررةة ددوورريیة للمكتب االرئيیسي في االيیابانن٬، وومعاوونة من 
يیأتونن من االمكتب االرئيیسي أأحيیانا إلجرااء االفحوصاتت وواالمرااجعاتت على مكتب االقاهھھھرةة. ووأأنن أأقومم 

ووترتيیب االمنشوررااتت االدوورريیة االتي ترسل إإليینا من مكتب االيیابانن في االمكانن أأيیضا بتعليیق االملصقاتت 
االمخصص لهھا وواالذيي كانن في مدخل االمكتب مباشرةة. لم أأكن أأنظم لعمل االندووااتت بشكل منتظم٬، وولكن 
كنا في مساء كل خميیس نلتقي في شقة االدوورر االراابع ووتطهھو لنا فوززيیة االخاددمة االطعامم االمصريي٬، فكنا 

نتناقش٬، كانن يیحضر االطلبة وواالباحثونن االيیابانونن٬، ووحيیث إإنن تكلفة االدررااسة على نأكل وونشربب وون
االنفقة االشخصيیة فى مصر غيیر مكلفة فكانن عددد االدااررسيین االيیابانيین كبيیر. كانت ززووجتي وواابنتي 
يیشارركونا مجلس االعشاء هھھھذاا٬، ااستمرررنا في عقد تلك االندووااتت حتى قربب موعد اانتهھاء مدةة عملي في 

ذاا االلقاء عن خلق نوااةة من االباحثيین االشبانن االذيین صارروواا االيیومم من كبارر باحثي مصر. ووقد أأثمر هھھھ
شئونن االشرقق ااألووسط. ووكنت أأنا أأيیًضا شابًّا فى ذذلك االوقت. لقد كانن حقا عاما ممتعاً بالنسبة لي.  

 

 It’s not as if I was regularly hosting open lectures, but every Thursday, Fawzia the maid 

would prepare some Egyptian food for a “get-together” and a few drinks in my fourth floor 

apartment’s communal area. Young Japanese researchers and students would come and go. At 

that time, apart from Japanese students coming on government scholarships, there were also 

private scholarships to help young researchers study abroad. Because studying overseas had 

gotten cheaper, many students traveled at their own expense. So, my Thursday tradition gradually 

became a banquet. My wife and son came to join me in Cairo for the latter half of my term, but 

our banquets continued right through to the end of my one-year assignment. Many of the young 

researchers that attended these banquets are now the experts overseeing Japanese research on the 

Middle East and the Arab world. I, too, was then young and strong, and enjoyed a year that 

foretold a bright future for Japanese research on that part of the world, or at least that was my 

personal impression. 
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菊池 忠純 Tadayoshi Kikuchi 

1995年 3月〜1996年 4月 

 

当時のニュース 

	 阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件があり騒然とした日本を離れ、表面上は安定して

いるように見えるムバーラク政権時代のカイロのセンターに来ました。当地における研

究条件はまだあまり整備されておらず、個人の努力で様々な情報を蓄積して、お互いに

相談しあいながら研究を進めていたように思えます。日本からの留学生は増えつつあり

ましたが、まだ受けいれ体制の面で整備されておらず、個人の努力で道を開くという面

がありました。その面でお手伝いをしました。 

 

センターの様子や職務内容 

	 宿舎とセンターが同居していたこともあり、何かと不便な面がありました。しかし研

究者相互の心理的な距離が近く、センターでほっとした表情で、書物を読まれていた研

究者の顔を懐かしく思い出します。事務的なことをはじめ、いろいろな局面でエジプト

人の知人や日本人の滞在者の協力で円滑な運営を助けていただきました。学術振興会の

本部とは、電話また多くはファックスのやり取りで連絡を取り合っていました。 

	 センターでは毎週木曜日に食事をしながらの懇話会を開き、新しく調査に来られた研

究者や留学生は情報の交換や討論をしていました。不定期に専門家を招いて懇話会を開

催したり、現代文学やポピュラー文化に詳しい研究者の解説付きで、映画の鑑賞会など

もしていました。近くのオランダの研究センターでは、中世の歴史家タバリーの校訂本

についての少人数の講演会とパーティーがあり、センターもそのような講演会ができれ

ばいいなと思ったことを覚えています。後にセンターを再訪する機会があり、同様なも

のが実現しているのを見てうれしく感じました。 

	 エジプト人の研究者の個人的な依頼を受けて日本の関係する方々に連絡を取りまし

た。畜産関係など私の専門外の研究者が勤務されている大学宛に不躾に連絡を取ったに

もにもかかわらず、即座に論文の抜き刷りを送っていただき、それを依頼者のエジプト

人研究者に渡し、大変感激されました。そのようなことも、情報のツールの発達した現

在では想像がつきませんが、時間と労力をかけていたことを懐かしく思い出しています。

何かの折に工業省を訪ね、またその担当者の訪問を受けましたが、時間に迫られ具体的

な話にはならなかったことを思い出しております。同窓会については大使館の文化セン

ターとの役割分担がまだ明確でなかったため、直接お会いする機会がありませんでした。 
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 When I left Japan, it was still in disorder following the earthquake in Kobe and the sarin gas 

attack on the Tokyo subway. Mubarak’s Egypt seemed calm in comparison. At that time, the 

conditions for research were not well sorted out. So it took a lot of work on my part to gather all 

the information needed to make specific recommendations during research consultations. As the 

number of Japanese exchange students coming to Egypt increased, there was still no established 

orientation process. I was able to help in that regard by working to put a process in place. 

The fact that the office and residence were at the same place presented an 

inconvenience. But, it somewhat broke down psychological barriers between the researchers. I 

remember them sitting and reading at the center with calm expressions. I received a great deal of 

help with center matters from Egyptian acquaintances and Japanese people living in Egypt, which 

helped the center run smoothly. By phone and by fax, I stayed in frequent contact with JSPS 

headquarters back in Japan.  

Every Thursday, we got together over dinner and recently-arrived researchers and 

students would discuss and debate different issues. Occasionally, I would invite an expert to give 

a special lecture, or show a movie, or something similar, accompanied by their own commentary 

on modern literature or pop culture. I remember a lecture and party were being held at the nearby 

Dutch research center, and a few people there were discussing the revised books of Middle Ages 

historian Al-Tabari. I thought it would be a good idea for our center to host such an event. I was 

quite glad when I returned to the center and saw similar events taking place. 

At the request of an Egyptian researcher, I contacted a Japanese expert on animal husbandry, 

which was well outside my area of expertise, and asked him quite directly for help. Despite my 

intrusive request, he responded almost immediately by sending a copy of his research. I gave that 

to the Egyptian researcher, who was quite impressed. With all the advanced technological 

services we have today, I get nostalgic thinking about the time and effort we spent on such tasks. I 

remember visiting the Egyptian Ministry of Industry on one occasion. I later received a visit from 

an official there, but he was on a tight schedule, so we weren’t able to have an extended 

conversation. As for alumni, there was no clear division between the roles of the embassy and the 

center, so I didn’t get the chance to meet with them. 
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متروو أأنفاقق في لقد غاددررتت االيیابانن بعد ووقوعع ززلزاالل كوبا االكبيیر ووووقوعع حاددثة االغازز 
ووكانت  ظظل حكم مبارركك.في االقاهھھھرةة حيیث كانت االمنطقة هھھھاددئة إإلى ووقدمت  ططوكيیو.
اا في جميیع االبيیاناتت أأبذلل مجهھوددً  في مصر على غيیر ما يیراامم ما جعلني بحاثثأأحواالل ااأل

يیكن هھھھناكك نظامم هھھھذاا االوقت لم  إإلى مصر فيحتى االطلبة االذيین قدمواا  ٬،بجهھودديي االخاصة
.الستقبالهھم فسعيیت إإلى مساعدتهھم في هھھھذاا االشأنن أأيیضا بجهھودديي االخاصة  

 كانن هھھھذاا غيیرمفيید بعض االشيء ٬،في االحقيیقة كانن مكانن ااإلقامة هھھھو مكانن االعمل نفسهھ
انواا يیأتونن للقرااءةة بيین االباحثيین وواالذيین ك من ناحيیة أأخرىى كسر االحاجز االنفسي لكنهھ
أأما بالنسبة  .أأتذكر جيیداا االرااحة االنفسيیة االتي كانت على ووجوهھھھهھم ٬،ااالططالعع وواالمكاننوو

فيیهھا االمعاررفف من االمصريیيین ووااليیابانيیيین  اارريیة االمتعلقة بالمكتب فقد ساعدنيددلألمورر ااإل
ما كانن االتوااصل مع االمكتب ك .في يیسر في مصر ما جعل ااألمورر تمضياالمقيیميین 
.تليیفونن وواالفاكسااليیابانن من خاللل اال في االرئيیس  

االلقاء  أأثناء تناوولل االطعامم االذيي يیليفي ا ووكانن يیعقد كل خميیس أأسبوعيیًّ  االلقاء االذييفي وو
يیتناقشونن وويیتباددلونن ووجهھاتت  ااتتونن وواالطالبب االذيین يیقومونن بعمل ااإلحصاءكانن االباحث
فمثال قمت مرةة  ؛ا أأنشطة مختلفة قمت بهھا بصوررةة غيیر منتظمةووهھھھناكك أأيیضً  .االنظر

في مشهھورر  امرةة أأخرىى ددعوتت باحثً في ٬، وولنا محاضرةة صص ليیلقيبدعوةة خبيیر متخ
.االمكتبفي عرضناهه  لنسمع تعليیقهھ وونقدهه لعرضض سيینمائي ددبب االحديیثااأل  

في  االمجاوورر لمكتبنا ووأألقي مركز ااألبحاثث االهھولندييفي أأقيیمت  ووأأتذكر جيیداا االحفلة االتي
 .بمثل هھھھذاا االلقاء برىى تمنيیت أأنن لو يیقومم مكتبناهھھھذاا االحفل محاضرةة حولل صحيیح االط

مرةة ووووجدتهھ يینظم مثل هھھھذهه مكتب االقاهھھھرةة ذذااتت إإلى ووسعدتت جداا عندما سافرتت ووررجعت 
.االندووااتت  

غيیر مجالل في  بحثفي االباحثيین االمصريیيین أأنن أأساعدهه  مرةة ططلب مني أأحدفي وو
ررااسلت االجامعة  ووعلى االرغم من أأنني ووكانن عن تكاثر االحيیوااناتت٬، تخصصي

االحالل في  إإليال أأنهھم أأررسلواا ددوونن سابق معرفة أأوو ااستئذاانن إإهھھھذاا االمجالل في االمتخصصة 
غايیة في ووهھھھو  هھھھذاا االمجالل  ااستلمهھا مني االباحث االمصريي٬،في مقططع من بحث 

ظظل في كبيیريین ال يیمكن أأنن تتخيیلهھم  اووووقتً  ااكلفنى هھھھذاا ااالتصالل مجهھوددً  ٬،االسعاددةة
.حديیثةتكنولوجيیا ااالتصاالتت اال  

االحاصليین على منحة االجمعيیة االيیابانيیة لم يیكن للسفاررةة ووال  أأما بالنسبة لراابطة خريیجي
.عم لهھم٬، وولم تتح لي االفرصة لمقابلتهھم مباشرةةددوورر أأوو ددفي لمركزهھھھا االثقا  
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長澤 榮治 Eiji Nagasawa 

1998年 4月～1999年 3月 
 

当時のニュース 

	 前年 1997年 11月に日本人観光客 10名が犠牲となったルクソール事件があったが、赴

任期間の政治情勢は比較的安定していた。赴任中、ストリートチルドレン支援の NGOな

どを訪問し、社会問題の深刻化を実感した（拙稿「現代エジプトの社会問題とＮＧＯ」『イ

スラム世界』54（2000年 3月:参照）。鬱屈した雰囲気が社会を覆っていた。 

 

センターの様子や職務内容 

	 赴任時の 大の仕事は、職住分離、すなわち居住スペースとは別に一階に事務所を独

立して設置したことである。その背景には、現地視察をした加藤久課長（当時；現国際

事業部長）のご判断など、学振本部によるご理解があったと思われる。新事務所は居住

部分と同じ建物の一階部分にあり、かつて中東経済研究所が 1980年代に事務所として使

っていたところである。裸電球だけの事務所の整備のため、照明器具やカーテンなどを

スーク・バルバラやワカーラ・バラハなど庶民街の卸問屋地区に買い出しに行った記憶

がある。同時に居住部分も、部屋の壁の塗り替えや、キッチンの内装工事など環境改善

に努めた。 

	 次のセンター長の大稔さんのときには事務所には立派な備え付の本棚も整備された。

現在ある玄関の表札も開設時に作ったもので、センターの名称のアラビア語訳は、故ア

ブドッラフマーン鈴木登氏の発案に依った。ささやかながら事務所の開所式も開き、ま

だお元気だった頃の故シャラフ先生にも来ていただいた。 

	  

 

 

 

＊一階事務所の開所式 In the living roomAt the 1998 grand opening of the center under Director Nagasawa 
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	 新事務所の奥の部屋は、当時、個人教師との学習用の部屋として現地滞在の研究者に

提供した。教師が異性である場合、自宅での個人授業は不可能であり、またそのための

公的で開かれた適当な空間を見つけることが難しいからである。開設に当たり、学振か

らの特別予算で基本的な研究書や辞典類を購入して、蔵書を整備した。ただし、その後、

その一部が紛失したのは残念である。それまで実施されてきた学振懇話会を軽食付きで

定例開催することとした。 

	 当時、カイロで研究する若手研究者・大学院生の数は年々減ってきており、大川玲子

さん（現明治学院大）だけであったが、シニアクラスの研究者が同時期に長期滞在し、

センターの運営にも協力していただいた。福田安志さん（アジア経済研究所：当時、現

早稲田大学）、店田廣文さん（早稲田大学）、私市正年さん（上智大学）といった方々で

ある。現地調査で短期訪問された方々としては、水島多喜男さん（徳島大学）、飯塚正人

さん（東京外語大 AA研）、そして故大塚和夫さん（センター長経験者、東京都立大学:当

時）などがおられた。いつもながらの大塚さんとの深夜の激論が懐かしい。板垣雄三先

生も訪問され、学振懇話会でもお話していただき、その講演録を小冊子『日本の文明戦

略にとっての中東』（カイロ学振懇話会記録第 1号、1999年 3月）として現地で刊行した。 

『日本の文明戦略にとっての中東』（カイロ学振懇話会記録第 1号、1999年 3月） 
 

目次 
「カイロ学振懇話会報告」の発行にあたって 
 
日本の文明政略にとっての中東  板垣雄三 
 Ⅰ	 はじめに 
 Ⅱ	 中東を正しく理解するには 
 Ⅲ	 東西対立と中東戦争 
 Ⅳ	 20世紀を振り返る 
 Ⅴ	 東洋への視角と文明戦略 
 Ⅵ	 世界の文明とイスラームのインパクト 
 
質疑応答 
 Ⅰ	 石油と日本、核の 20世紀 
 Ⅱ	 産業資本主義と軍事化は普遍的な近代的尺度か？ 
  Ⅲ	 アジアのイスラームと日本 
 
添付資料 
 1998年度懇話会記録 



Eiji Nagazawa 74 

 

In November of the previous year, 1997, ten Japanese tourists were killed in terrorist attacks in 

Luxor. But by the time of my stay, the political conditions had settled. During my tenure, I visited 

a number of NGOs that supported street children. I came to appreciate the seriousness of such 

social problems. (refer to “Modern Egyptian Social Problems and NGOs” “The Muslim World” 

54 (March 2000)). Egyptian society was overcast with a bleak presence.  

During my tenure, my biggest task was to separate the center’s residence from its 

business office. Sectional manager Hisashi Kato had inspected the location (he was international 

operations manager back then), and I think headquarters understood the situation. The new office 

would be on the first floor of the same building. It had previously been used by the MECCJ in the 

1980s. I remember the place had nothing but bare light bulbs. So, I went to a wholesalers at the 

Souq El-Barbara and Wekalet El-Balah markets to buy lighting equipment and curtains. I also 

attempted to improve the living conditions in the residential part by repainting the rooms and 

redoing the interior design of the kitchen. My successor, Otoshi, provided the office with some 

wonderful shelves. I also added a nameplate at the entrance with the center’s name translated into 

Arabic, as suggested by the late Abdul Rahman Suzuki Noboru. It was a modest center, but we 

held a grand opening ceremony. The late Prof. Sharaf, who was still healthy at the time, attended. 

The rooms of the new center were available as study rooms for researchers staying at 

the site. If a teacher and student were of opposite genders it wasn’t permissible to hold tutoring 

sessions in a private home, and it was difficult to find a suitable public space. On the occasion of 

the center’s opening, I received a special allowance from the JSPS to buy basic research books 

and dictionaries, some of which I unfortunately later misplaced. I continued the tradition of 

regular get-togethers over a light meal. 

At the time, the number of young researchers and exchange students had dropped quite 

a bit. There was only Reiko Okawa (Meiji Gakuin University). A researcher from a senior class 

was there for an extended stay, and he helped me run the center. Sadashi Fukuda (Institute of 

Developing Economies then; Waseda University now), Hirofumi Tanada (Waseda University), 

and Masatoshi Kisaichi (Sophia University) were there. There were also some researchers present 

for short fieldwork visits, including; Takio Mizushima (Tokushima University), Masato Iizuka 

(TUFS Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa), and the late Kazuo 

Otsuka (previous director of the center, then working at Tokyo Metropolitan University). I miss 

having heated discussions with Prof. Otsuka deep into the night. Prof. Yuzo Itagaki would always 

visit and speak at the JSPS open lectures. Recordings of those lectures are still available at the 

center, filed under “The Middle East in Japanese Civilizational Strategies” (JSPS Cairo center 

lecture recordings, volume 1, March 1999) 
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أأستشهھد عشرةة من االسيیاحح االيیابانيیيین في حاددثة ااألقصر بالرغم من  1997في االعامم االماضي نوفمبر 
أأنن أأحواالل االبالدد كانت مستقرةة. في فترةة عملي قمت بزيیاررةة بعض االمنظماتت غيیر االحكوميیة االتي 

"مشاكل كانت ترعى أأططفالل االشوااررعع٬، ووشعرتت حقا بحجم االمشاكل ااالجتماعيیة٬، ووذذلك بالرجوعع إإلى 
) حيیث غمر  2000ماررسس  54مجلد لمجتمع في مصر االحديیثة وواالمنظماتت غيیر االحكوميیة "(اا

االمجتمع حالة من االكآبة.  
في فترةة عملي كانن من أأهھھھم أأوولويیاتي فصل االمكتب عن مكانن ااإلقامة. أأعتقد أأنن االمكتب االرئيیس 

لدوورر ااألوولل من نفس وومديیرهه "كاتو هھھھيیساشي" قد تفهھمواا هھھھذاا ااألمر. االمكتب االجديید االذيي هھھھو ااآلنن في اا
مقًراا لمركز أأبحاثث االشرقق ااألووسط ااالقتصادديیة. أأتذكر أأنهھ لم يیوجد شيء  1980االعقارر كانن في عامم 

في هھھھذاا االمكتب سوىى لمبة إإضاءةة. ووأأتذكر عندما ذذهھھھبت إإلى ددرربب االبراابرةة لشرااء االنجف االالززمم٬، 
مة٬، ووقد قمت بعمل الفتة ووووكالة االبلح لشرااء االستائر. ووأأضافف ررئيیس االجمعيیة االذيي خلفني أأررفف فخ

االمكتب٬، ووعلقتهھا على االبابب ووترجمهھا إإلى االعربيیة ااألستاذذ عبد االرحمن سوززووكي. أأقمنا حفل اافتتاحح 
االمكتب االذيي حضرهه ااألستاذذ أأشرفف االذيي كانن ووقتهھا  بصحة جيیدةة. ااسخدمت حجرااتت االمكتب في 

حيیث كانن يیتعذرر على خدمة االباحثيین فكانت االحجرةة االدااخليیة مخصصة لعقد االدررووسس االخصوصيیة 
بعض االمدررسيین االتدرريیس في االبيیوتت٬، ووعدمم إإيیجادد االمكانن االعامم االمناسب للدررااسة .  

 
 

＊板垣先生の講演会の様子 

At a knowakai lecture by Prof.Itagaki 
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大稔 哲也 Tetsuya Otosi 

1999年 4月～2000年 4月 

 

センターの様子や職務内容 

三十周年、おめでとうございます。私もカイロ大学留学時代からお世話になってきまし

たが、1999年４月～2000年４月にはセンター長を務めました。当初の最大の責務は、半

年前に開所されたばかりの、地上階の事務所を軌道に乗せることでした。 

3月後半に入り、まずコピー機を上階の住居から事務所へ移すことを手始めとして、基

本的な備品を揃えてゆきました。カーテンの生地はブーラークの市場で買い求めてきて、

探し当てた北ザマーレクの仕立屋に縫い上げてもらいました。そして、梯子を立ててカー

テン・レールごと取り付けました。FAX 電話、コンピューター、携帯電話、ラジカセ、

プロジェクター、絨毯、スクリーン、湯沸し器、暖房器具、マイク・スタンドなど、次々

と買い揃えていったのですが、印象深かったのはエアコンの設置でした。これにはどうし

ても外壁に穴を開けねばならず、大家に相談しましたが、当初はなかなか聞き入れてもら

えませんでした。そこで、室外機を保護する鉄製の飾り籠をつけることをデザインと共に

示した所、大変気に入られ許可されました。後日、大家が他の入居者にも同じものを設置

するよう、強く奨めている場面に出くわしました。ですから、あの鉄籠は学振の備品です。

また、現存する食器棚は、オマルエフェンディ―のバーゲンで破格の安値で購入したもの

です。どうも、安く切り詰めることだけには長けていたと思います。 

入口に置かれている白い木製書架も、適当なものが市場になかったため、オールド・カ

イロの職人を集めて、私が引いた図面とデザイン通りに仕上げてもらいました。これを見

て気に入った内外の方々が、カイロの数カ所で同じものを使用して下さっていますし、私

自身も図に乗って、日本でも同じものを作りました。 

制度についても配慮すべく努めました。月例懇話会は日本語とアラビア語の二言語で通

訳を交えて行い、講演者の中には故ラウーフ・アッバース教授や故佐藤次髙教授もいまし

た。ラウーフ教授の講演は、これを契機として後に出版されましたし、板垣雄三教授の講

演録も、再版しました。立ち見を入れて参加者 80名に達する会もあり、その後の宴も含

めて、深夜まで盛り上がったものでした。細かなところでは、事務所入口に入場者の記録

ノートを設置し、奥の部屋を研究者が宿泊に使用できるように簡易ベッドを用意しまし

た。実際に宿泊された方々もいます。書籍の蒐集と整理も継続しました。上階には網戸を

設置するとともに、箪笥などの家具修理を行い、秘書や清掃担当も一新しました。 

この当時は、学振を通じて日本で研究するエジプト人がと格段に多かった時期でした。

そのため、最も重視した平常業務は、日本留学を考えるエジプト人研究者への情報提供で

あり、面談の後、マッチングのために日本の大学の先生にも随分お願いのメールを出しま

した。 
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そして、何より最大の案件は、エジプト科学アカデミーとの学術協定の締結を通じた、

学振事務所の公的地位の獲得でした。これはムバーラク大統領来日の際に合意されたも

ので、外務省ホームページや新聞にも公開されていました。そして、1999 年に来埃され

た当時の吉川弘之学振会長もこの件の推進に合意されたことは、当時の報告書にある通

りです。しかし、これが日本側の都合でうやむやにされてしまったことは、現在まで尾

を引く痛恨事です。最後になりますが、学振のカイロ・センターがかつての合意通りに

公的地位を獲得し、確固たる活動拠点となるように願ってやみません。 
 

＊ 1999年度第 1回懇話会、講話者は故ラウーフ・アッバース教授（カイロ大学） 

The first konwakai lecture of 1999, the lecturer is the late Prof. Rau’f ‘Abbas (Cairo University) 

＊懇話会で公演中の佐藤次高教授(1999年)左はエジプト歴史学協会会長アイマン・フアード博士 

At a lecture by Prof. Tsugitaka Sato (1999), to his left is Dr. Ayman Fouad, the Director of the Egyptian Assembly 

for Historical Studies 
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Happy 30th anniversary! I have been indebted to the Cairo center since my days as a student at Cairo 

University. Moreover, I served as the center’s director from April 1999 to April 2000. My main goal was 

to get the ground floor office, which had opened only six months prior, up and running full speed.  

 The copy machine had been moved down to the office in late March, along with some basic 

office equipment. I bought the fabric for the curtains at Bulaq Market and hired a tailor in north Zamalek 

to sew them. Up on a ladder, I replaced the curtain rails. One by one, we brought down the fax machine, 

computer, mobile phone, radio/cassette player, projector, rugs, screen, water heater, heater, microphone 

stand, and so on. The biggest challenge was the air conditioner. It needed a hole the wall, which the 

owner didn’t agree with at first. Then I showed him our plans, which included a decorative ironwork cage 

that covered the outdoor section. The owner was pleased and gave us permission to set up the air 

conditioner. I later saw the owner recommending the same ironwork cage cover to other occupants of the 

building. So, the ironwork cage is a defining feature of the Cairo center. I got a great price on the 

cupboards at Omar Efendi. I think one of my strengths was getting a reasonable price. 

 The white bookshelves in the entrance hall were hand-built by artisans in Old Cairo, and 

exactly match the specifications I drew up when I couldn’t find anything similar in the market. Visitors to 

the center who saw and liked the bookshelves had artisans hand-build shelves for themselves at other 

places in Cairo. I even had shelves hand-built back in Japan. 

 I rethought our approaches to things. The monthly konwakai open lectures were held in 

Japanese with Arabic translation, with lecturers like the late Prof. Rau’f ‘Abbas and the late Prof. 

Tsugitaka Sato. We published the lecture by Prof. Rau’f, and I reprinted a report on the lecture by Prof. 

Itagaki. The lectures were attended by as many as 80 people, sometimes leaving late-comers standing. 

When including there was an informal party after the lecture, the events sometimes continued past 

midnight. I put a guestbook at the entrance and a cot in the back room. Sometimes people stayed there 

overnight. I was always collecting and organizing books. I put a screen on the window and repaired the 

furniture on the third floor. I renewed our work agreements with the secretary and cleaner. 

       There were a remarkable number of Egyptians studying in Japan. So our most important daily 

job was meeting with and providing information to Egyptian researchers who wanted to study in Japan, 

and then finding a professor in Japan who was a suitable match for them.  

  The most important thing of all was to clearly attain public status for the JSPS Cairo center by 

concluding academic agreements with Egypt’s Academy of Scientific Research. This was agreed to when 

President Mubarak visited Japan, and was reported in Japanese newspapers and on the Ministry of 

Foreign Affairs web site. The reports stated that JSPS President Hiroyuki Yoshikawa, who visited Egypt 

in 1999, agreed on this point. Unfortunately, circumstances on the Japan side have resulted in ongoing 

delays that continue even now. In closing, I hope from the bottom of my heart that the Cairo center will 

be afforded public status in accordance with the aforementioned agreement, and that it will serve as a 

solid foundation for research work. 

 



Tetsuya Otoshi 79 

ا عندما كنت ططالبًا ووأأنا أأيیضً  ٬،ا على اافتتاحح مكتب االقاهھھھرةةن عامً أأهھھھنئكم بمروورر ثالثيی
 2000بريیل إإلى أأ 1999بريیل ووتوظظفت بهھ في أأ أأمورر كثيیرةة. ساعدني هھھھذاا االمكتب في

كانت تباعع  ووااشتريیت االستائر االتي ٬،إإلى مكتب االدوورر ااألووللفقمت بنقل ماكيینة االتصويیر 
ً فشيیئاً شيیئلوااززمم االمكتب  ثم بدأأتت أأشتريي .سوقق بوالققفي   ٬،حاسوبب  ٬،هھھھاتف فاكس٬، من ا

 .ووحاملمكبر صوتت  ٬،مدفأةةوو ٬،ميیاههغاليیة وو ٬،شاشة عرضضوو ٬،مسجلوو ٬،ووهھھھاتف محمولل
في حيیث كانن البد عند تركيیبهھ من عمل فتحة ووكانن أأعقد هھھھذهه ااألشيیاء هھھھو االمكيیف؛ 

 .تشويیهھ دديیكورر االعقارر االحائط جعلني هھھھذاا أأستأذذنن مالك االعقارر االذيي كانن يیخشى من
كانن  فترةة االتخفيیضاتتفي  لمطبخ االخشبي االذيي ااشتريیتهھ من عمر أأفنديياا ددووالبب ااووأأخيیرً 
مدخل أأما بالنسبة لألررفف االخشبيیة االموضوعة عند  .ططويیًال  ااا لكنهھ  عاشش عمرً ررخيیصً 

في ثاثث ت برسم تصميیمهھا ووعرضتهھا على صانعي ااألقمف ؛االمركز فلم تكن تباعع جاهھھھزةة
في فقمت بصنع مثيیلتهھا  ااً جد عجبتنيأأنهھا االقديیمة وونفذوواا لي أأنسب شكل لهھا ووألمصر 
.االيیابانن  

وومترجمة  ٬،ا حرصت أأنن تكونن باللغة االيیابانيیةكانت تعقد شهھريیًّ  أأما بالنسبة للندووةة االتي
هھھھذهه االندووااتت ااألستاذذ ررؤؤووفف في ووكانن من االمحاضريین االباررززيین  ٬،االلغة االعربيیةإإلى 
 .االبابب لتسجيیل أأسماء ززوواارر االمكتب رااسة عند مدخلووكنت قد ووضعت ك .عباسس

لذاا كانن بهھا سريیر. ؛خيیرةة لظرووفف االمبيیتاالغرفة ااألووجعلت   
كادديیميیة االعلميیة االمصريیة وومكتب حدثت توقيیع ااتفاقيیة بيین ااأل ووكانن من أأهھھھم ااألمورر االتي

 وواالصفحة االرسميیةاالجراائد في ووتم نشر هھھھذاا االحدثث  ٬،االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم
.لوززااررةة االخاررجيیة  
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辻村 純代 Sumiyo Tsujimura 

2000年 4月〜2001年 3月 

城戸美和(助手)、ガーダ・ザーヘル(秘書) 

 

当時のニュース 

	 その頃、イラクでは国際的な経済制裁下で国民生活は深刻な事態に陥っていましたが、

エジプトはいつもどおりの陽気な喧噪に包まれていました。政治的に安定したエジプトは

日本における中東の拠点としてマスコミや企業が多く集まり、東京外大を中心に多くの留

学生たちは、積極的にエジプトの若者と交わり、アラビア語の習得に励んでいました。長

くエジプトを調査しているアラビストや発掘調査団以外にも、ミレニアムを記念して 

NHKを中心に『世界四大文明展』が企画され、その準備のために日本の博物館員の方々

がカイロを訪れました。そうした多くの人々が JSPSを訪ね、交流を深めて下さったこと

をなつかしく思い出します。 

	 また、この年の 5月には高円宮ご夫妻がカイロを来訪され、大使館主催の歓迎昼食会で

気さくなお人柄に接し、楽しいひと時を過ごさせて頂きました。 

 

センターの様子や職務内容 

	 センターの運営としては、一級建築士の資格をもち、カイロで家族と暮らしている城戸

美和さんとカイロ大学日本語学科を卒業したガダさんが秘書として一緒に運営を支えて

くれました。中エジプトの遺跡を長期に発掘し、エジプトの農村暮らしには慣れている私

でしたが、一年を通じての大都会カイロでの生活は未体験だったので、2人のサポートは

本当に心強いものでした。 

	 月 1回で開催する懇話

会にはエジプト人・日本人

研究者を講師として招き、

老若男女を問わず集まっ

ていただきました。なかで

もイラクからの帰途、カイ

ロに立ち寄った酒井啓子

さんを講師に招いた懇話

会にはマスコミ各社の記

者が参加し、懇話会の後も

同じ建物のなかにある私

の住居のほうに移って意

見交換が続きました。 
＊中エジプトにあるアコリス遺跡。(毎夏、調査をされている現場) 

Remains of Akoris in Middle Egypt (excavated every Summer by her group) 
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	 センター運営の問題点として、“ポスドク”を中心にエジプトと日本の研究者による共

同研究を推進するための事業の出先となる JSPSですが、エジプト側の過剰な期待と日本

側の受け入れ体制の遅れによって、充分に機能しているとは言い難い状況でした。先進

国との共同研究の優先、あるいは理系重視といった政策が背後にあったことも理由の一

つかもしれません。 

	 本部からセンター縮小についての連絡を受けたのは年末だったと思います。	 数年前

に分離した事務所とセンター長の住居を再び統合するということでした。しかし、セン

ターが所蔵する書籍も増えており、懇話会も継続が難しくなります。研究者に対する組

織的な対応にも支障がでてくることが予想され、統合は容易ではありません。何よりも

センター縮小の理由説明が不

明確でした。書籍や懇話会の

会場については他の政府系機

関とも相談しながら、移管の

可能性を探っていたところ、

本部との話し合いで倉庫を借

り受けることが認められまし

た。それならば、事務所を倉

庫とすればよく、実際、事務

所機能が失われることなく現

在に至っていますが、そうし

た組織の方針が安易に揺らぐ

ことに疑問を感じずにはいら

れませんでした。 

	 “アラブの春”以降、観光客の

激減や研究者・留学生の渡航制

限など厳しい状況ではありま

すが、中東諸国との様々な研究

分野での協力を通して信頼関

係を構築する機関の一つとし

てカイロセンターの今後の発

展に期待しています。 

 

＊ナイルで投網をする少年たち、 対岸はコプト教の聖地デール・
エル・アドラー Boys casting a net on the Nile, across from the Deir 
al-Adhra Coptic church 

＊中エジプトの村 At a village in Middle Egypt 
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Iraq was under international economic sanctions at the time. People lived in dire straits, but Egypt was 

enveloped in prosperity. Egypt was politically stable, and thus became a Middle Eastern base for 

Japanese media and business. Many students from the Tokyo University for Foreign Studies were honing 

their Arabic language skills by actively interacting with Egyptian youth. Aside from the Arabists and 

excavation teams that studied Egypt for long periods of time, some Japanese museum staff visited Cairo 

as NHK was planning a “Four Great Civilizations of the Ancient World” exhibition in celebration of the 

new millennium. I get nostalgic remembering the great number of people visiting the JSPS center and 

getting to interact with each other. In May of that year, their Imperial Highnesses Prince and Princess 

Takamado visited Cairo. I had the opportunity to meet them at a reception luncheon organized by the 

embassy. I had a lovely time in their gracious company. 

   Miwa Kido, who had top architectural credentials and lived in Cairo with her family, helped me 

manage the center along with Ms. Ghada, a graduate of Cairo University’s Japanese Department who 

worked as the center’s secretary. I was accustomed to living in small farm villages because I had spent a 

long time excavating monuments from the middle kingdom of ancient Egypt. Having the support of these 

two associates was very comforting to someone not yet accustomed to life in a big city like Cairo. 

Once a month, we held an event where we invited Egyptian and Japanese researchers, men or 

women of any age, to lecture. They would always accept. One time, I asked Ms. Sakai Keiko, who was 

on a brief visit to Egypt from Iraq, to lecture. Reporters from all the media outlets attended. Afterward, 

we retired to my residence in the building to continue the discussion. 

One of the difficulties we faced was that the JSPS center was charged with promoting joint 

research between Egypt and Japan, especially through post-doctoral experts. Yet, the overly hopeful 

Egyptian side was often met by a system of delayed responses from their Japanese counterparts. It’s safe 

to say that not enough was getting done. Perhaps higher priority was given to cooperation with more 

developed countries, or with those that put more emphasis on science.  

Toward the end of the year, JSPS headquarters told us about their plans to downsize the center. 

They were relocating the Cairo center’s daily operations back to the director’s residence after years of 

separation. At the same time, the publishing output of the center would increase, which would make it 

difficult for the open lectures to continue. I could see that regular communication with the researchers 

would become more difficult, so getting them together wouldn’t be as easy. I wasn’t given a clear reason 

for the downsizing. I was discussing the space used to display publications and present open lectures in 

conjunction with other governmental organizations when I asked about the possibility of using a different 

place. They agreed that I would rent the building’s basement. In that case, it would’ve been good to 

relocate the center’s operations office to the basement. And, to this day, it wouldn’t create any difficulties 
in running the center. And I can’t help but wonder how such a plan could be so easily scrapped.  
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رااقق في ذذلك االوقت ووااقعة تحت ووططأةة االعقوباتت ااالقتصادديیة االدووليیة٬، ووكانت حالة االسكانن االعرااقيیيین كانت االع

مزرريیة. ووكانت مصر ووكالعاددةة تقومم بدوورر ااالحتوااء ووااالحتضانن. فقد كانن ااالقتصادد االمصريي مستقراا ما 
ن االطلبة االيیابانيین من جعل ااإلعالمم االيیاباني ووررجالل ااألعمالل يیلتفونن حولل مصر فزاادد عددد االتباددلل االطالبي بيی

جامعة ططوكيیو٬، وواالطلبة االمصريیيین٬، ووززاادد أأيیًضا من قامواا بعمل ااالحصاءااتت االطويیلة وواالدررااساتت االعربيیة. 
ووأأتذكر يیومم أأنن ززاارر مكتبنا عددد كبيیر من االيیابانيین ووقت قامم االتليیفزيیونن االيیاباني بتغطيیة ااحتفاليیة كبيیرةة كانت 

في ااإلعداادد لهھذاا االحدثث قدمم موظظفو متحف االيیابانن إإلى مصر. بعنواانن: (أأرربع حضاررااتت عظيیمة في االعالم) وو
اا بلقائهھما في االحفل  ووفي شهھر مايیو من نفس االعامم ززاارر ااإلمبرااططورر تاكاماددوو ووززووجتهھ مصر. ووسرررتت جّدً

االممتع  االذيي عقد لهھما في بيیت االسفيیر االيیابانى.  
لقد أأعانني على عملي في مصر شخصانن هھھھما ااألستاذذةة كيیدووميیواا االتي عاشت مع عائلتهھا في االقاهھھھرةة 
ووااالنسة غاددةة االمتخرجة في جامعة االقاهھھھرةة قسم االلغة االيیابانيیة ووأأدداابهھا٬، إإذذ كانت سكرتيیرةة مكتب االجمعيیة٬، 

قد قضيیت سنوااتت عملي في فكانتا خيیر عونن لي حيیث إإنني لم أأعتد االعيیش في االمدنن االكبيیرةة مثل االقاهھھھرةة ف
االتنقيیب عن ااآلثارر في االقرىى.   

كانن يیشارركك في االندووةة االتي تعقد مرةة كل شهھر االباحثونن مصريیونن وويیابانيیونن شبابا ووعجائز نساء ووررجاال٬، 
ووكانن من بيینهھم ااألستاذذةة ساكاىى االقاددمم من االعرااقق إإلى مصر٬، فطلبت منهھ أأنن يیلقي لنا محاضرةة يیومم االندووةة 

ض االمرااسليین من االجراائد االيیابانيیة٬، ووبعد اانتهھاء االندووةة قضيینا بعض االوقت في شقتي االتي شارركك فيیهھا بع
نتحدثث وونتباددلل ووجهھاتت االنظر.  

من االصعوباتت االتي ووااجهھتنا في مكتب االقاهھھھرةة أأنن مكتب االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم االمخولل إإليیهھ  
جالل االعلومم خاصة في مرحلة ما بعد تسهھيیل االتباددلل االبحثي بيین االباحثيین االمصريیيین ووااليیابانيین في م

االدكتوررااةة٬، فقد كانن يیقابل االجانب االمصريي بنوعع من االتأخيیر أأوو االتأجيیل من االجانب االيیاباني بدررجة تجعل 
من االصعب علي أأنن أأقولل أأنهھ أأددىى ددووررهه كما يینبغي. رربما يیعودد ذذلك لوجودد أأسبقيیة أأوو أأوولويیة ما في سيیاسة 

االتباددلل االبحثي مع االدوولل االناميیة.  
ظظن أأنن أأوولل مرةة جاءني فيیهھا ااتصالل من االمكتب االرئيیس كانن في نهھايیة االعامم٬، ووكانن بخصوصص ددمج مكانن أأ

إإقامتي مع االمكتب بعد أأنن فصال منذ عدةة سنوااتت٬، ووشعرتت أأنن هھھھذاا االدمج سوفف يیعوقق عمل االباحثيین٬، لدررجة 
د سببًا ووااضًحا لهھذاا أأنن محتويیاتت االمكتب االتى تزاايیدتت جعلت من االصعب ااستمراارر عقد االندووااتت٬، حقيیقة لم أأج

االدمج. ووبيینما بدأأتت االنقاشش مع أأحد االجهھاتت االحكوميیة إلمكانيیة نقل االكتب االتي بالمكتب ووإإمكانيیة عقد 
االندووااتت بهھا إإذذاا بالمكتب االرئيیس يیقر بإيیجارر "االبدرروومم". فلو حدثث هھھھذاا ما فقد االمكتب ووظظيیفتهھ  

اا بعد أأنن بعد االربيیع االعربى قل عددد االسيیاحح ااألجانب٬، ووأأصبح موقف االب  احثيین وواالطالبب ااألجانب صعبًا جّدً
حذرروواا من االسفر. ووبما أأنن  مكتبنا  أأسس عالقاتت ثقة بيین االدوولل االعربيیة من خاللل االتعاوونن في مجاالتت 

بحثيیة مختلفة أأتمنى فقط أأنن يیمضي قدما في هھھھذاا االطريیق.  
 
 

After the Arab Spring, tourism to Egypt decreased dramatically, researchers and foreign 

exchange students were advised against travelling, and it became quite difficult to maintain the status 

quo. However, since the JSPS has established relationships of mutual trust with Middle Eastern countries 

through cooperation in various research fields, I only hope that the Cairo center will continue to prosper. 
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保坂 修司 Shuji Hosaka 

2001年 4月〜2002年 3月 

ガーダ・ザーヘル(秘書) 

 

当時のニュース 

	 2001 年 9 月 11 日にアメリカで同時多発テロ

（9.11 事件）が発生、アフガニスタンでターリ

バーン政権が打倒されるなど、中東各地が大きく

動揺した年でした。9.11事件の実行犯の 1人がエ

ジプト人だったせいでしょうか、エジプトへの海

外からの観光客が減少したため、エジプト全体がしばらくのあいだ非常にしずかになり

ました。日本からの観光客も激減、日本語のできるエジプト人の観光ガイドさんたちが

たいへん困っていたのが印象的でした。 

 

センターの様子や職務内容 

	 （これは書いていいかどうかわかりませんが）実は、小生はカイロ研究連絡センター

を閉鎖するという密命を帯びて派遣されました。したがって、基本的には小生と、秘書

のガーダさんという 2人体制で 1年間やりくりしました。 

	 ということであまり熱心な活動はできませんでしたが、定例懇話会のほか、写本読書

会を開始し、エジプト人講師ナグワ先生のもと、数名の留学生が熱心に参加しました。

この読書会は小生の離任後もしばらく継続していたと聞いています。大きなイベントと

しては、アフラーム紙と共催のかたちで、板垣雄三東京大学名誉教授の講演会を開催、

また、早稲田大学と共催でカイロ大学において情報通信技術に関するシンポジウムを開

きました。なお、センター閉鎖については、9.11 事件の結果、中東地域の重要性があら

ためて強調されることになり、センターの存続が決定しました。 

 

＊アフラーム紙で行った板垣雄三東京大学名誉教

授の講演会 A lecture by Prof. Itagaki at Ahram Hall 
 

＊懇話会に参加した須藤隆也駐エジプト大使

（当時）Ambassador Takaya Sudo attending a 
konwakai lecture 

＊カイロ大学で早稲田大学とともに情報通

信技術に関するシンポジウム  A Waseda 
University joint symposium on information 
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نن من باووسيیاسة سحق ططالأأمريیكا  عشر من سبتمبر ااإلررهھھھابيیة االتي ووقعت في بعد أأحدااثث االحادديي

هھھھذهه  ووبعد تبيین أأنن أأحد االمتوررططيین في .أأفغانستانن خيیم على االشرقق ااألووسط عامم من ااالضطراابب
إإلى تونن جانب االذيین يیأااأل االجنسيیة كانن أأثر ذذلك ليیس مجردد اانخفاضض عددد االسيیاحح يياالهھجماتت مصر

االسيیاحح االيیابانيیيین  ووقل أأيیضا عددد .مصر بل أأددىى إإلى شيیوعع جو من االهھدووء االنسبي في مصر كلهھا
.على االمرشديین االسيیاحيیيین االمصريیيینلى مصر مما أأثر بالسلب االذيین يیأتونن إإ  

هھھھرةة أأنن أأغلق مكتب االقا اا هھھھل من االصحيیح أأنن أأكتب ذذلك أأوو ال٬، في االحقيیقة لقد ططلب منيلست متأكدً 
ا في االقيیامم أأقل حماسً  كرتيیرتي غاددةة ااستمرررنا في عملنا ططولل االعامم. ووهھھھذاا ما جعلنينا ووسأأ لكنني
وططاتت لألستاذذةة نجوىى االذيي شارركك فيیهھ عددد من قرااءةة االمخطووفصل  ٬،نشطة عداا االندووااتت االشهھريیةباأل

االطلبة االيیابانيیيین بنشاطط٬، ووسمعت أأنهھ ظظل مفتوحا حتى بعد ررجوعي إإلى بلدىى. أأما على صعيید 
ظيیمة فإنن أأستاذذ جامعة ططوكيیو االمشهھورر إإتاجاكي يیوززوو بالتعاوونن من جريیدةة ااألهھھھراامم ااألحدااثث االع

داا تحت االقاهھھھرةة  بالتعاوونن مع جامعة ووااسيی جامعة د مؤتمر فيتفضل بإلقاء محاضرةة. كما تم عق
عمل االمكتب حتى باستمراارر  . ووبهھذاا أأظظن أأنن قراارريي""تكنولوجيیا االمعلوماتت ووااالتصاالتتعنواانن 

.جنى ثماررهه ووبرززتت أأهھھھميیة االشرقق ااألووسط عشر من سبتمبر قد االحاددييبعد أأحدااثث   
 

With the terrorist attacks of September 11th 2001 and the overthrow of the Taliban regime in 

Afghanistan, 2001 was a year of upheaval across the Middle East. 

Because one of the 9/11 hijackers was an Egyptian national, tourism to Egypt, including 

from Japan, plummeted for a while. Egyptian tour guides fluent in Japanese were deeply 

adversely affected. 

I don't know whether I should say this or not, but I was in fact secretly ordered to close 

the Cairo center. My secretary Ghada and I had to curtail our activities for the year. We couldn't 

do much in the way of high-profile activities. We had our regular various group meetings, and I 

started a manuscript reading group. Several international students took part enthusiastically under 

Egyptian lecturer Nagwa. I heard that the reading group continued for some time after I left. We 

managed some significant achievements during that period: collaborating with the Al-Ahram 

newspaper, holding a lecture by well-known University of Tokyo Professor Emeritus Yuzo 

Itagaki, and with the help of Waseda University holding a symposium on information technology 

at Cairo University. Regarding closing the center, the 9/11 attacks re-emphasized the importance 

of the Middle East region, so I decided to keep the center open. 
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平井文子 Fumiko Hirai 

2003年 4月〜2004年 3月 

ガーダ・ザーヘル(秘書) 

 

当時のニュース 

 赴任直前の 2003年 3月にイラク

戦争が始まりました。そのため、

エジプト直行便が一時停止された

ため、ヨーロッパ回りで 2日かけ

てカイロに参りました。世界は騒

然としていましたが、カイロ市内

は戦争の直接的影響は感じられま

せんでした。12月にサダム・フセ

インが米軍に逮捕されました。当

時、日本からの留学生はアメ大、

カイロ大を中心に沢山おり、彼ら

が学振事務所には入れ代わり出入りし、日本からの研究者や在カイロ日本人の来訪も多く、大

変賑やかでした。カイロ日本人会の事務所が、在留邦人の減少によりマリオット・ホテルから

学振事務所の近くのマンションに移転しておりました。 

 

当時のセンターの様子や職務内容 

	 秘書は前年度に引き続きガーダ・ザーヘルさんで、事務所と 9階のセンター長住居の掃除に

サワサンさんが（時々彼女の 2人の娘さんを伴い）週 2回来ていました。2003年度は学振の独

立行政法人化に伴い、9月と 3月の 2回にわたり決算報告を提出しなければなりませんでした。

事務補助として 2人の日本人に協力してもらいました。目新しいことは、秋になり学振カイロ

センターのホームページを立ち上げたことです。ちなみに、ガーダさんは 7月に結婚され、学

振関係者が多数結婚式に招かれ、現代エジプト風の結婚式に参加しました。 

	 2003年度には 6回にわたる定例懇話会（添付資料）、毎週１回のアラビア語写本読書会の開

催に加え、新たに女性留学生を中心としたジェンダー研究会を立ち上げました。また、フスタ

ート遺跡見学会開催、恒例のブックフェアへの往復車サービスを提供しました。前年度から男

性留学生を中心として行われていた「カイロ書店案内」作成の作業を年度末にほぼ完成させま

した。当時の学振諸活動に参加していた多くの留学生が現在日本各地の大学で活躍しておられ

ます。 

 

The war in Iraq began in March 2003, right before my assignment at the Cairo center was about to begin. 

I couldn’t get a direct flight to Egypt and had to go via Europe on a two-day trip. There was unrest all 

over the world, but one couldn’t feel the direct impact of the war in Cairo. In December, the US army  

＊右から、当時平井所長、秘書ガーダさん、辻村純代さん(元センター
長)、保坂修司さん(元センター長) 

From right, Director Hirai, Secretary Gadha, Former Director Tsujimura, and 
Former Director Hosaka 
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في مكتب االقاهھھھرةة٬، لم تكن ررحلتي إإلى االقاهھھھرةة  ووكانت تحديیًداا قبل تسلمي ووظظيیفتي 2003بدأأتت االحربب في االعرااقق في ماررسس 
مباشرةة بل كانن علي أأنن أأقضي يیوميین في أأوورربا. لم أأشعر أأنن للحربب تأثيیًراا مباشًراا على االقاهھھھرةة. ووفي شهھر دديیسمبر قبضت 
رةة االقوااتت ااألمريیكيیة على صداامم حسيین٬، ووفي نفس هھھھذاا االتوقيیت قدمم االكثيیر من االطالبب االيیابانيین للدررااسة في جامعة االقاهھھھ

وواالجامعة ااالمريیكيیة. لقد كانن ووقتًا مفعًما بالحركة؛ فقد ززااددتت االزيیاررااتت ووتردددد كثيیر من االباحثيین على مكتب االجمعيیة 
بالقاهھھھرةة. أأما بالنسبة لجمعيیة نادديي االيیابانيیيین فقد تم نقل مقرهھھھا من االمارريیوتت إإلى شقة في مبنى مجاوورر لمكتبنا.  

ووكانت تقومم سوسن بأعمالل االنظافة بالمكتب٬، ووأأيیًضا بشقتي في االدوورر االثالث٬، كانت ااألستاذذةة غاددةة ززااهھھھر سكرتيیرةة االمكتب٬، 
سعيیًا إإلى توثيیق  2003كانت تأتي مرتيین في ااألسبوعع٬، ووكانت أأحيیانًا تصطحب معهھا إإحدىى اابنتيیهھا لمساعدتهھا. ووفي عامم 

ة مرتيین في االعامم مرةة في شهھر االجمعيیة  كمكتب حكومي مستقل٬، ما أأووجب عليینا االقيیامم بالمرااجعاتت االماليیة لمكتب االجمعيی
ماررسس ووأأخرىى في شهھر سبتمبر. ووساعدني في ذذلك ااثنيین من االيیابانيیيین االذيین عملواا في االمكتب. ووكانن من ااألشيیاء االجديیدةة 
االتي حدثت أأنهھ في االخريیف تم تدشيین صفحة على ااإلنترنت للمكتب٬، ووبالمناسبة فقد تزووجت ااألستاذذةة غاددةة في شهھر يیوليیو 

هھا االكثيیر من االمتردددديین على مكتب االجمعيیة. فأتيیحت لي فرصة االمشارركة في حفل ززفافف مصريي.ووحضر حفل ززفاف  
تم عقد ست ندووااتت٬، كما كانت تقومم ططالبة يیابانيیة بعقد جلسة قرااءةة باللغة االعربيیة مرةة أأسبوعيیًّا٬، كما كنا  2003ووفي عامم 

االيیابانيیيین من االمشارركة في إإعداادد كتابب (ددليیل االمكتباتت نوفر ووسيیلة نقل من ووإإلى معرضض االكتابب. كما قامم االذكورر من االطلبة 
في مصر).  

 

 

captured Saddam Hussein. At that time, many foreign exchange students were coming to Egypt, mainly 

to study at Cairo University and the American University, and were regular visitors at the JSPS center. 

Ms. Ghada Zaher had worked there as the secretary since the previous academic year. Many visiting 

researchers and others residing in Cairo frequented the center. It was a busy time. Due to a sharp drop in 

Cairo Japanese Club membership, they moved their gatherings from the Marriott Hotel to a building near 

the JSPS center. 

Ms. Ghada Zaher had worked there as the secretary since the previous academic year. Ms. 

Sawsan, who was responsible for cleaning the center and the residence on the ninth floor, would come 

twice a week. Sometimes she would bring her two daughters. In academic year 2003, we became an 

independent corporation, and thus had to file financial statements twice a year, in September and March. 

Two Japanese personnel assisted me with the office work. The newest step was setting up a homepage 

for the JSPS Cairo center in the fall. Ms. Ghada married in July of that year, and invited the members of 

the center. I got to attend a modern Egyptian wedding. 

 In 2003, we held six regular open lectures. Once a week we hosted a reading group in Arabic. 

We also started a gender studies class aimed at female researchers, organized sightseeing trips to the 

remains of Fustat, and provided transportation to and from the Cairo Book Fair. By the end of the year, 

the Cairo Bookstore Guidance program, started the previous year and mainly meant for male researchers, 

was nearly complete. Many of the students who participated in these JSPS-organized activities are now 

flourishing in universities all over Japan. 
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小林 春夫 Haruo Kobayashi 

2004年 4月〜2005年 9月 

鳥山純子(助手)、ガーダ・ザーヘル(秘書) 

 

当時のニュース 

	 私の在任中（2004年 4月から 2005年 9月まで）は，エジプトの社会状況が比較的安定

していたこともあってか，留学生の数も多く（大学院生だけで 10名以上）、日本人から

の研究者の訪問も頻繁にありました。私もそのような機会を利用して若い研究者と交流

したり、日本からの調査団に同道して各地の史跡や村落などを訪問したりしました。当

時の貴重な体験は、今でも楽しい思い出として鮮明に残っています。 

 

センターの様子や職務内容 

	 当時の助手は鳥山純子さん、秘書はガーダさんでした。二人ともセンター運営につい

て熟知しており、着任当初は大いに助けられました。またイベント等の開催にあたって

は，留学生のサポートも不可欠でした。 

	 センターでは定例懇話会（年に５回程度）の他に、国立図書館のナグワ（Nagwa Mustafa）

先生を迎えての写本研究会、留学中の若手研究者を中心としたジェンダー研究会、マグ

ディ（Magdy Helyl）先生を迎えての書道教室などを開催していました。 

	 私の在任中にエジプト人 JSPSフェローの同窓会を立ち上げましたが、その準備にあた

ってはカイロ大学農学部のハニー・シェミーさん（Prof. Hany El-Shemy）にご尽力いただ

きました。同窓会がその後も順調に運営されていることを大変うれしく思い、現会長の

イブラヒム・タンタウィさんをはじめとする役員の方々に厚くお礼申し上げます。 

	 センターは日本とエジプトとの研究交流拠点として、今後も大きな役割を期待される

ことでしょう。私のころに比べてセンター長の在任期間が延びていることは本格的な事

業展開にとってよいのではないかと思います。もっとも運営費の削減や社会環境の変動

など、厳しい状況でのお仕事に苦労は尽きないと存じますが、引き続きのご尽力をお願

いいたします。 

	 末筆となりましたが、カイロ研究連絡センターの発展と、関係者のみなさまのご活躍

を心よりお祈り申し上げます。 

 

During my tenure (April 2004 - September 2005), conditions in Egypt were quite stable and there 

were many Japanese exchange students in Cairo (more than ten post-grads alone). There were 

frequent visits from Japanese researchers as well. I used those opportunities to communicate with 

young researchers, and accompany Japanese research groups to see ancient remains and 

settlements. These were precious experiences that I still have vivid pleasant memories of today. 
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يیمكننا أأنن نقولل إإنن  2005حتى سبتمبر  2004ةة عملي في مكتب االقاهھھھرةة من أأبريیل كانت فتر

ااألووضاعع في مصر في هھھھذهه االفترةة كانت مستقرةة بشكل كبيیر مما ززاادد عددد االطالبب االيیابانيیيین 
وواالباحثيین االذيین جمعتني بهھم عالقاتت ططيیبة تركت ذذكريیاتت جميیلة أأتذكرهھھھا حتى االيیومم.  

منسقة أأعمالل االمكتب ااألستاذذةة "توررىى يیاما جونكو" ووكانت ااألستاذذةة في فترةة عملي بالقاهھھھرةة كانت 
غاددةة سكرتيیرةة االمكتب. لقد كانتا خيیر عونن لي في فترةة عملي ووأأددتا أأعمالل االمكتب بكل إإخالصص٬، 
ووقدمتا ااإلررشادد للطلبة االيیابانيیيین. بخالفف االمحاضرااتت االتي كانت تعقد خمس مرااتت في االعامم٬، كانت 

طفى بعمل حلقاتت تدررسس فيیهھا االمخطوططاتت للطلبة ووصغارر االباحثيین٬، كما تقومم االدكتوررةة نجوىى مص
كانن يیأتي ااألستاذذ مجدىى هھھھليیل لتدرريیس االخط االعربي. أأما بالنسبة لجمعيیة أأعضاء خريیجي االجمعيیة 
االيیابانيیة فقد ساعدني االدكتورر هھھھانى االشيیمي ااألستاذذ بجامعة االقاهھھھرةة بكليیة االزررااعة في إإددااررةة شئونهھا 

ووصلت إإليیهھ االجمعيیة في االوقت االحالي؛ لذاا أأرريید أأنن أأشكر بشدةة ررئيیسهھا االدكتورر إإبرااهھھھيیم ووأأنا سعيید لما 
ططنطاوويي ووكل االقائميین عليیهھا.  

 

Ms. Junko Toriyama was my assistant and Ms. Ghada was our secretary. They both 

knew how to run the center, which really helped when I first arrived. They were also 

indispensable in supporting exchange students preparing for events and whatnot. 

In addition to the regular open lectures (5 times a year), we also held gender studies 

classes for young students, reached out to Dr. Nagwa Mustafa from the National Library for a 

group study of manuscripts, and reached out to Dr. Magdy Helyl for calligraphy classes. 

During my tenure, I tried to organize meetings for JSPS alumni. Prof. Hany El-Shemy 

of Cairo University’s Faculty of Agriculture helped me out a lot on that front. I’m glad that the 

alumni meetings are going well, and I thank alumni manager Ibrahim Tantawi and all those in 

charge for that. 

I can only hope the center will play an even bigger role as a place for research and 

interactions between Egyptians and Japanese people. I think making the term of the JSPS center 

directorship longer will help improve the running of the center. I know that budget cuts and 

ever-changing society pose a lot of challenges, but I hope they will keep on making the effort. 

Finally, I pray from the bottom of my heart for the continued prosperity of the JSPS 

Cairo center and the continued success of all those associated with it. 
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坂井 定雄 Sadao Sakai 

 

2005年 9月〜2008年 4月 

吉村武典、熊倉和歌子(双方、留学生スタッフ) 

 

当時のニュース 

	 ムバラク政権の末期で、いたるところに、いわば末期的症状があらわれていた。帰国を

前にした 2008年 4月上旬、ニュースにならなかった重要な事態が発生した。突然のよう

に、全国の工場でも、大学でも、いわば無言の一斉ストライキが行われたのである。カイ

ロ大学に行くと、授業はほとんど休講、多くの教員は出勤せず、学生は集まっていたが、

勇ましい演説などは全くない。親しい教授に聞くと、どこからか「休め」の指令が回って

きたのだと、口を濁した。カイロ市内も空港に通じる道路も、いつもの渋滞はなく、がら

んとしている。商店の多くも店を閉め、気味が悪いほどだった。この無言のゼネストは、

反ムバラク勢力のリベラルな若者グループやムスリム同胞団が手を結び、10 を超える組

織の代表たちが取り決め、実行した 2011年「1月 25日革命」の手始めだった。 

 

センターの様子や職務内容 

	 JSPS Research Center, Cairo(以下 JSPS)を、日本の公的団体の正規の研究センターとして、

エジプト当局に届け出、承認してもらうこと。それまでの地位は、単なる日本の団体のカ

イロ事務所に過ぎなかった。また、センター長の旅券も一般的な滞在 VISAに過ぎなかっ

た。ムバラク政権が不安定になる中、欧米の人権団体の事務所が閉鎖されるなど、政府が

外国の団体の活動を圧迫するケースが続出していた。JSPS は無事だったが、秘密警察と

思われる人物が管理人から情報収集したり、学振懇話会に正体不明の人物が参加したりし

たことから、わたしは、日本の公的機関のカイロ事務所として地位を正式に認めてもらう

必要を感じていた。 

	 このため、まず日本大使館で大使と、文科省からの文化担当館員にエジプト外務省への

働きかけをくりかえし、要請した。しかし、結局は担当館員がエジプト側に電話をしてく

れたぐらいだった。そのため、エジプト外務省に正面から申請すべく、外務省に有力なコ

ネがある、Bahaa Zaghlul氏(Zaghlul 氏は日本に留学し、東京工大で金属工学の博士号を取

得した。私の在任中、最もお世話になった人)に仲介の労をとっていただき、外務省の教

育・文化局副局長の Mona Saudi 大使に話してもらった。大使の求めに応じて、以下

(a)(b)(c)(d)の内容の説明資料を 2007年 10月、11月に、3回にわたって提出した。 

	 (a)申請の主旨と経緯、JSPSの英文説明資料 

	 (b)カイロ・センターの活動実績、人的、政府が支出する予算的規模 
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	 (c)日本大使館との関係 

	 (d)ＪＳＰＳの奨学金で海外留学したエジプト人の同窓会（JSPS Alimni Association in 

Egypt） 

	 エジプト人の同窓会が 2007年 6月 10日、エジプト政府から公式に登録された。事実、

3回目の文書提出後、Mona大使から「文書はこれで整った、良い結果を待つように」と

の連絡があったが、それ以後回答はなく、数か月後、Mona氏も他の役職に転任してしま

い、この件は達成できなかった。 

	 JSPS の支援を受けている、受けていないに関わらず、日本の研究機関、大学とエジプ

トの研究所、大学との協力研究、シンポジウムや研究会合のさまざまな支援（研究機関

と研究者の紹介、会合の会場や交通手段などのアレンジなど）。人文科学だけでなく、医

学、薬学、工学そのほかの部門に支援対象を広めるよう努めた。 

	 一例を挙げると、肝臓疾患治療に重点を置く薬用植物の分野での研究開発に関する国

際シンポジウム（注：エジプトは C 型肝炎ウイルス感染が最悪の国の一つ。一方で薬用

植物の長い歴史があり、多数の研究者がいる） 

中心の研究所：日本：富山大学天然薬物研究所 

	 	 	 	 	 	 ：エジプト・国立研究センター 

研究支援機関：日本・JSPS 

	 	 	 	 	 	 ：エジプト・技術的および技術的諮問研究基金（TTCSRF） 

会場：国立研究センター（エジプト・カイロ） 

期日：2007年 5月 20〜23日 

参加研究者：エジプト 60人、日本 10人、英国 2人、サウジアラビア 2人	  

	 月例の懇話会では発表者は短期滞在中の日本人研究者が多かったが、イラク人の著名

なウード奏者のミニ・コンサートは超満員で、もっとも感動的だった。日本人留学生支

援した学生では現在、研究者として活躍している人が多い。 

	 他には、日本大使館、日本人社会との良好、密接な関係づくり。私の赴任当初、大使

館は JSPSセンターを日本の正規の公的機関の現地駐在事務所とは認めておらず、新年互

礼会はじめ公的行事の招待も連絡もなかった。大使に JSPSカイロ・センターについて説

明し、他の公的機関並みに扱うようになった。 

	 また、中東各国への働きかけ。レバノン、トルコの大学を訪問し、JSPS も説明をする

とともに、日本、欧米諸国との研究支援、研究協力の実状について情報収集を行い、JSPS

との協力を進める方向で一致した。2007年 10月にチュニジアで行われた、日本・チュニ

ジア間の科学研究協力協定に基づく大規模なシンポジウム（カンタウィ・フォーラム）

では、JSPSとそのカイロ・センターについて、基調報告をおこなった。 
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During the final years of Mubarak’s presidency, news of his terminal illness spread everywhere. Before I 

returned to Japan in the beginning of April 2008, a serious situation was unfolding but never made it to 

the news. It seemed to have happened all at once in factories and universities all across the country, a 

simultaneous “silent strike” so-to-speak. At Cairo University, lectures were often canceled. Many 

professors weren’t showing up, and students would gather but no one would be brave enough to speak. I 

asked a professor friend of mine what was happening. He prevaricated, saying there were orders to “slow 

things down” from somewhere. There were no more traffic jams in the streets of Cairo or on the road to 

the airport. In fact, the streets seemed empty. Many stores were closed. It was very eerie. In that “silent 

strike”, young rebels from anti-Mubarak political forces, the Muslim Brotherhood, and representatives of 

over ten different organizations joined together and made the decision to go forward with the “January 

25” revolution of 2011. 

We reached out to the Egyptian authorities to recognize the JSPS Cairo center as a legitimate 

research center. Up to that point, it had merely been a business office in Cairo with facilities to support 

Japanese research. The center’s director had nothing more than a regular visa in his passport. During the 

unrest of the Mubarak regime, American and European organizations’ offices were closed and other 

governments curtailed the activities of their offices abroad. The JSPS center was fine, but people who 

were supposedly secret police came collecting information, and unidentified individuals would come to 

attend our lectures. I felt we needed to formalize our status as an officially recognized Japanese 

organization. 

I urged the Japanese ambassador and a cultural official from the Ministry of Education to keep 

pushing the Egyptian Ministry of Foreign Affairs. Eventually I got the cultural official to call to his 

Egyptian counterpart. I thought perhaps I should appeal directly to the Foreign Ministry. So, I asked 

Bahaa Zaghlul, who has powerful connections at the Foreign Ministry, to connect me with someone. 

(Bahaa Zaghlul studied in Japan and has a PhD from the Department of Metallurgy at Tokyo Technical 

College. He’s the person who helped me the most during my tenure in Cairo.). I was able to talk to 

Ambassador Mona Saudi, the Vice Director of the Bureau of Education and Culture. Complying with 

Ambassador Mona’s request, I filed documents explaining the points below three different times in 

October and November of 2007.  

	 (1) The details and reasons for this request, English materials explaining about the JSPS. 

	 (2) The Cairo center’s activity records, personnel, and budget provided by the government. 

	 (3) Our relationship with the Japanese Embassy. 

	 (4) The JSPS Alumni Association in Egypt. 

On June 10th 2007, the JSPS Alumni Association in Egypt was officially registered with the 

Egyptian government.  

After I handed in the documents for the third time, Ambassador Mona said that all the 

documents were in order and that I was to expect a positive result. But I never heard from her again. 

Within a few months she had been appointed to a different position, and I was unable to resolve the issue. 
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With or without JSPS support, Japanese research organizations and universities continued to cooperate 

with Egyptian research institutes and universities. Through joint research, symposiums, and seminars, 

they established new research connections, arranged meetings and transportation, and so on. They tried to 

expand their cooperation beyond humanities and social sciences to new fields, like medicine, 

pharmaceutics, and engineering. 

One example: an international symposium about research and development on medicinal herbs 

effective in curing liver disease (Note: Egypt has one of the worst hepatitis C infection rates. It also has a 

long history of medicinal herb use and many researchers in that field.) 

      Target research facilities:  

Japan: Institute of Natural Medicine, Toyama University 

Egypt: National Research Center 

Organizations assisting the research:  

  Japan: JSPS 

  Egypt: Technical & Technological Consulting Studies & Research Fund 

Meeting place: National Research Center (Cairo, Egypt) 

Date: 20~23 May 2007 

Participating Researchers: Egypt (60 persons), Japan (10 persons), England (2 persons), Saudi 

Arabia (2 persons) 

Many of the monthly lectures were presented by Japanese experts staying for short-term visits, 

but once there was a mini-concert by a well-known Iraqi oud player. The event was packed with people 

and was the most exciting lecture of all. Many of the Japanese foreign exchange students that assisted us 

back then are now successful researchers. 

The Japanese embassy maintains a good close relationship with the Japanese community. But 

when I was first appointed, the Japanese embassy didn’t officially recognize the JSPS center, and 

wouldn’t contact us with invitations to official functions like their New Year’s party. I explained to the 

embassy about the JSPS Cairo center and they came to officially recognize it as a Japanese organization. 

Next, I wanted to make the most of that official recognition throughout the Middle East. So, I visited 

universities in Turkey and Lebanon and talked about the JSPS, while I collected information on the state 

of research support and cooperation offered by Japan, America, and Europe, and campaigned for their 

further cooperation with the JSPS. In October 2007, a major symposium was held in Tunisia. This event, 

the Kantaoui Forum, was one result of a Japan-Tunisia agreement for cooperation on scientific research. 

There, I presented a basic overview of the JSPS and its Cairo center. 
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 ٬،كل مكاننفي عت أأخبارر مرضهھ شا خيیرةة من فترةة حكم االرئيیس مباررككاالسنوااتت ااأل فيوو
وولكن لم تتدااوولل  ٬،ووقعت ووااقعة عظيیمة 2008بداايیة أأبريیل في االيیابانن إإلى  ووقبل عوددتي

فألغيیت  ٬،ووبدوونن سابق إإعالنن حدثث إإضراابب في االمصانع وواالجامعاتت ٬،إإعالميیا
االتجارريیة ووأأغلقت االكثيیر من االمحالل  ٬،٬، ووغابب ااألساتذةةجامعة االقاهھھھرةةفي االمحاضرااتت 

هھھھذاا  أأثناءفي وو .ارر بداا خاوويیا من ووسائل االموااصالتتلى االمطحتى االطريیق من االقاهھھھرةة إإ
خواانن االمسلميین لسيیاساتت مبارركك مع ااإلضراابب االصامت ااتحدتت االفئاتت االمعاررضة ااإل

.2011يینايیر  25في ووعقدوواا االعزمم على االقيیامم بثوررةة  ٬،ووعشر منظماتت أأخرىى  
ريیة من أأجل أأنن يیصل مكتب االجمعيیة إإلى االصوررةة توااصلنا مع االسلطاتت االمصلقد 

ووحتى توصلنا  ٬،ليیابانيیة لتطويیر االعلومم بالقاهھھھرةةنن كمكتب االجمعيیة اااالمتعاررفف عليیهھا ااآل
  وولم يیكن لدىى ٬،ىى مجردد مكتب للباحثيین االيیابانيیيینلى هھھھذهه االنقطة لم يیكن االمكتب سوإإ

مبارركك تم  حكمفي ضرااباتت في فترةة ااإلهه. ووجواازز سفرفي قامة ررئيیس االجمعيیة سوىى إإ
هھھھذهه كانت تقومم بهھا  ٬، ووأأووقفت ااألنشطة االتيووررووبيیةغلق مكاتب االمنظماتت ااألمريیكيیة ووااأل
٬، وولكن كانن أأحيیانا يیأتي كانن مكتبنا ووضعهھ ططيیباالمنظماتت٬، على االصعيید االخاررجى 

بأهھھھميیة  االندووااتت جعلنا أأشعرفي وومعرفة ما يیتدااوولل  ٬،ع معلوماتت عن االمكاننااألمن لجم
ت االسفيیر االيیابانى بسفاررةة لهھذاا االغرضض حثث ؤسسة يیابانيیة حكوميیة.مقراارر االمكتب كإإ

في وولكن  ٬،هھھھذاا االشأننفي االيیابانن  ووووززااررةة االثقافة لدفع االخاررجيیة االمصريیة نحو مساعدتنا 
.ر على مجردد االمكالماتت االتليیفونيیةماالنهھايیة ااقتصر ااأل  

ذذلك أأستاذذ في ووساعدنى  ٬،االمصريیة االخاررجيیةكانن عليینا أأنن نتصل بشكل مباشر على 
صل على االدكتوررااةة من جامعة االيیابانن ووحفي ووقد ددررسس  ٬،ووثيیق االصلة بالخاررجيیة

 ووأأيیضا ااألستاذذةة منى سعودديي .فترةة أأقامتي بمصرفي  ووقد كانن خيیر عونن لي .ططوكيیو
 2007أأكتوبر وونوفمبر من عامم في وو .مكتب االتعليیم وواالثقافة بالخاررجيیةنائب ررئيیس 

هھھھذهه االبيیاناتت على ثالثث مرااتت: ديیمقمت بتق  
-اا نجليیزيیة.شرحح بيیاناتت االمكتب باللغة ااإل   
-بب .ااألنشطة وواالميیزاانيیة االحكوميیة للمكتب   
-جج .عالقة االمكتب بالسفاررةة   
-دد االيیابانن في رراابطة االمصريیيین االذيین ددررسواا بمنح االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم  

 .االهھيیئة االيیابانيیة لتطويیر االعلومم اءسموهھھھا جمعيیة أأعض ووكونواا ألنفسهھم رراابطة (جمعيیة)
الت سعاددةة االسفيیرةة ووبعد تقديیم االوثيیقة االثالثة ظظننت كما ق .10/6/2007في ووأأشهھرووهھھھا 

ثم بعدهھھھا بعدةة أأشهھر اانتقلت  .وولكن لم يیأتت لنا رردد )منى (ستكونن ااألمورر على ما يیراامم
.حل تلك االمعضلةفي وولم أأنجح  .مكانن آآخرفي لى االعمل االسفيیرةة إإ  

نن االمنظماتت االبحثيیة فإ ؛ا أأوو الاالنظر عن ما كانن مكتب االجمعيیة يیتلقى ددعمً بغض 
االيیابانيیة تعاوونت مع االجهھاتت االبحثيیة وواالجامعاتت االمصريیة عن ططريیق االتعاوونن بيین 
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وولم يیقتصر  ٬،لهھم٬، ووفرصص عقد االمؤتمرااتت االعلميیة االباحثيین ووتوفيیر أأماكن اااللتقاء
ااتسع ليیشمل االطب وواالصيیدلة وواالهھندسة بل  ٬،نسانيیةاالتعاوونن االبحثي على االعلومم ااإل

قد تم عقد مؤتمر ددوولي حولل مرضض االكبد ووعالجهھ بيیل االمثالل فعلى س ووغيیرهھھھا.
.باألعشابب  

ا وولكنهھا أأيیضً  مالحظة: (إإنن مصر وولألسف لديیهھا أأعداادد هھھھائلة من مصابي فيیرسس سي٬،
.)مجالل ااستخداامم ااألعشاببفي لديیهھا تارريیخ ططويیل   

–االطبيیعيیة بجامعة تويیاما االمعاهھھھد االبحثيیة: معهھد االصيیدلة   االيیابانن٬، االمركز االقومي 
–للبحوثث  مصر.   

-ومم)(االجمعيیة االيیابانيیة لتطويیر االعل : االيیابانناالهھيیئاتت االمنظمة وومن مصر (االصندووقق  
.)االتكنولوجي  لدعم االدااررسيین وواالباحثيین  

–للبحوثث  االمكانن:  االمركز االقومي االقاهھھھرةة .   
.2007مايیو  23االى  20: من االزمن  

.من االسعودديیة 2وو ٬،من أأوورربا2 ٬،ووعشرةة يیابانيیيین ٬،مصريي 60 :االمشارركيین  
االتي كانن يیحاضر فيیهھا االباحثونن االيیابانيیونن االذيین  (االلقاءااتت االشهھريیة)إإحدىى االندووااتت في وو

فيیهھا بالعزفف أأيیضا عاززفف عودد عرااقي  شارركك .مددد إإقامة قصيیرةةفي مصر يیأتونن إإلى 
.اخاصًّ  احساسً مما أأضافف لليیومم إإ  

وولم تتصل  ٬،نيیا بمكتب االجمعيیة كمؤسسة حكوميیةةة االيیابانيیة لم تكن تعترفف ضمنن االسفاررإإ
وولكن عندما تحدثت  ٬،لمناسباتت حتى ااحتفاليیة ررأأسس االسنةمن اا بنا أأوو تدعونا إإلى أأيي

يیتعامل مع مكتبنا كونهھ مؤسسة يیابانيیة  بدأأ ٬،للسفيیر االيیاباني ووأأططلعتهھ على كيینونة مكتبنا
لبنانن ووتركيیا. في ووسط فزررتت االجامعاتت قق ااألاالشر ووبدأأتت أأتوجهھ بعدهھھھا نحو حكوميیة٬،

 2007أأكتوبر في وو .عاوونن بحثيیا مع االجمعيیة االيیابانيیةبدأأتت تتف ؛أأمريیكابل ووحتى أأوورربا وو
ليیابانن ووتونس مشتركك بيین اا اامم ااتفاقيیة بحث علميبرإإتونس مؤتمر كبيیر تم فيیهھ في عقد 

.بتعريیفهھتبنا ووقمت كلمة تحدثت فيیهھا عن مك لقيیتأأووفى هھھھذاا االمنتدىى   
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大石 悠二 Yuji Oishi 

2008年 4月〜2011年 3月 

 

当時のニュースやセンターの様子 

	 カイロに赴任したのは 2008年 4月のこ

と、それまでは十数年勤めた千葉県の私立

大学で 70歳の定年を迎えたばかりでした。

センター長の任期は 2年の約束でしたが、在任中に 1年間延長され、計 3年となったのです。 

	 2011年の新春を迎え、帰国準備で忙しくなり始めたころに、エジプトで 1月 25日の革命が始

まりました。それまで絶対的権力を握っていたムバラク政権に対して、若者を中心とする大群

衆が都心のタハリール広場に集まり、強権体制の退陣を叫んだのです。この大デモはイスラー

ム教の休日の金曜日ごとに繰り返され、警官隊も手出しできず、遂に軍隊の出動となりました。

在エジプトの外国人はぞくぞくと帰国、あるいは国外脱出する情勢の中で、私は革命を最後ま

で見届けようと決意し、妻とともに居残りました。 

	 センター所在地のザマレク地区はタハリール広場から数キロメートル離れていますが、道路

一本を隔てた所にリビア大使館があります。チュニジアに始まった「アラブの春」がエジプト

にまで及んで、カイロ在住のリビア人留学生など大勢の人々が集まってきて、いったいどうな

ることやら、センター事務所は建物の 1階にあったので道路にあふれる群衆が玄関から内部に

雪崩れ込んでくるのではないかと私は緊張し、戸締まりを厳重にしました。その後、リビアの

独裁者カダフィ大佐が国内で反政府勢力によって非業の死を遂げたことを知って、かつて彼に

会ったことがあり、またリビアに関する本を出版したこともあるだけに感無量でした。 

	 日常業務のほかに国際シンポジウムへの出席、恒例の学振懇話会、現代中東研究会があって、

結構多忙でした。また学術交流の機会として、カイロ大学日本文学科の学位審査に 2年続けて

招かれたことも思い出の一つです。論文審査の委員会に出席し、3人の教授たちとともに合格判

定を出しました。その発表の式には論文執筆者の両親をはじめ、祖父母、それに子供たちまで

参加し、一斉に拍手して喜び合うのが印象的でした。 

 

In April 2008, I was appointed director. I had just retired from a private university in Chiba prefecture at 

age 70. My term at the center was two years in the initial agreement, but it was extended another year 

during my tenure, making it three years in total. 

In early 2011, as I was busy preparing to return to Japan, the Arab Spring arrived in Egypt with 

the 25th January Revolution. Crowds of mostly young people opposed to the Mubarak regime and its 

absolute power occupied Tahrir Square. The protesters demanded that Mubarak resign. They repeated 

these massive demonstrations every Friday, the weekly Islamic holy day. The police could not control 

them, and eventually the Egyptian army was deployed. When the foreigners living in Egypt returned to 

＊カイロ大学での論文審査会。右端がご大石所長 
Thesis defense committee at Cairo University, Director Oishi is 
on the right 
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ووكنت قد أأتممت للتو عامي االسبعيین٬، ووتقاعدتت من عملي في جامعة خاصة  2008في إإبريیل جئت إإلى مكتب االقاهھھھرةة  
.بمحافظة تشيیبا٬، ووررغم أأنن االمدةة االتي يیقضيیهھا مديیر االمكتب هھھھي سنتانن إإال أأنن مدتي ززااددتت لتصل إإلى ثالثث سنوااتت  

يینايیر؛ إإذذ تجمع حشودد  25ثوررةة كنت منشغال بإتمامم ااستعدااددااتي للعوددةة إإلى االيیابانن حتى ااندلعت  2011في بداايیاتت عامم  
ضخمة أأغلبهھا من االشبابب في قلب االعاصمة ميیداانن االتحريیر مطالبيین بتنحي نظامم مبارركك االذيي كانن مسيیطراا على كافة مقاليید 

–االحكم بمصر. ووتكرررتت هھھھذهه االمظاهھھھرااتت االكبرىى يیومم االجمعة  -يیومم عطلة االمسلميین   وولم تستطع االشرططة االسيیطرةة عليیهھا  
وااتت االمسلحة. ووفي ظظل عوددةة ااألجانب إإلى بالددهھھھم تباعا قرررتت أأنن أأتابع االثوررةة حتى نهھايیتهھا؛ فبقيیت مع فتدخلت أأخيیراا االق

.ززووجتي ررغم ااستمراارر موجة مغاددررةة مصر  

	يیقع االمركز في منطقة االزمالك االتي تفصلهھا عدةة كيیلومترااتت عن ميیداانن االتحريیر٬، وويیفصلهھا شاررعع ووااحد عن سفاررةة ليیبيیا.  
االعربي بدأأتت في تونس٬، ووووصلت إإلى مصر كانت تتجمع أأعداادد كبيیرةة من االطلبة االليیبيیيین٬، ووكانن ووبما أأنن ثوررااتت االربيیع 

يیؤررقني ددووًما أأنن تلك االجموعع ستقتحم االمبنى االذيي يیقع االمكتب في االطابق ااألوولل منهھ؛ لذلك كنت دداائم االحرصص على إإغالقق 
يید قوىى االمعاررضة٬، ووقد تأثرتت لذلك إإذذ سبق لي أأنن قابلتهھ االبواابة. فيیما بعد لقي االعقيید االقذاافي االحاكم االديیكتاتورريي حتفهھ على 

.كما قمت بنشر كتابب عن ليیبيیا  

كنت منشغال دداائما؛ إإذذ إإنهھ إإلى جانب ااألعمالل االيیوميیة للمركز كنت ملزما بحضورر االندووااتت االدووليیة٬، ووعقد االمحاضرااتت 
في تقيیيیم االدررجاتت االعلميیة في قسم االلغة  االدوورريیة٬، ووحلقاتت بحث االوضع االحالي للشرقق ااألووسط. كما أأتذكر ددعوتي للمشارركة

االيیابانيیة ووآآدداابهھا في جامعة االقاهھھھرةة٬، باعتباررهھھھا فرصة للتباددلل االعلمي فكنت عضًواا لمدةة عاميین في لجانن لتقيیيیم ااألبحاثث 
أأشخاصص يیقررروونن نجاحح االعمل من عدمهھ. أأبهھرني أأنن االجلساتت االنقاشيیة تلك يیحضرهھھھا وواالداا كاتب االبحث  3مكونة من 
ووأأووالددهه وويیصفقونن مهھلليین عفويیًّا. ووأأجدااددهه  

 

their home countries or escaped to other countries, I decided to make personal peace with the ongoing 

revolution, and my wife and I remained in Cairo. 

 The JSPS center is located in the Zamalek district of western Cairo, just a few kilometers from 

Tahrir Square. The Libyan embassy is just across the street from the center. The revolutionary wave 

across the Arab world that began in Tunisia in late 2010 affected Egypt by way of Libya. So, a large 

number of Libyan students and others gathered at the Embassy. I wondered how things would end up. 

Because our office is on the ground floor, I was stressed and concerned that the crowds in the streets 

would rush into our building. I was careful to keep the doors locked. Then I heard that dictator Qaddafi 

had died violently at the hands of antigovernment forces. I filled with deep emotion. I had met him 

before, and I had published a book on Libya. 

In addition to day-to-day work, I had to attend international conferences, organize the konwakai 

open lectures and gendai chuto kenkyukai modern Middle East seminars held at the JSPS center. So, I 

was quite busy. One of my fondest memories was being invited to serve for two years on a thesis review 

committee for the Japanese Language department at Cairo University. I joined the thesis committee and 

passed judgments along with three other professors. I was quite impressed that not only authors 

themselves, but also their parents, grandparents, and children attended the reviews. The applause was 

thunderous. 
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長谷川 奏 So Hasegawa 

2011年 4月〜2015年 3月 

坂東和美(助手)、サブリーン(秘書) 

 

当時のニュース 

	 2011年 1～2月の政治改革運動の直後の混乱、イスラーム政権の樹立と崩壊（現在の政

権への移行）を間近に見ることになりました。 

 

センターの様子や職務内容 

	 私の赴任期間は、政治的に不安定な時期であったので、留学生をもつ親はたいへん心

配な時期であったと思います。国際交流事業に関して言えば、学振事業は高等教育部門

に特化しているので、各大学で説明会を行う際には、学部生の交流事業を行う日本国大

使館や九州大学との連携は大いに有難いものでした。 

	 同窓会事業は、会員のエジプト研究者の方々の熱意こそが支えであり、アフリカやヨ

ーロッパの支局とも親交を深めたいなどと希望するまでに来たことは、嬉しい限りです。

学振セミナーの講座は、扱うトピックが歴史・文化から経済・教育までに及び、カイロ

在住の方々の広い交流の場となったようです。 

＊センター長時代に刊行した同窓会誌、左から 2015年度版、2014年度版 

From left, the 2015 and 2014 alumni newsletters published under Director Hasegawa 
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. بدأأتت عملي في أأعقابب حركة إإصالحح االنظامم االتي جرتت 2015حتى ماررسس  2011عملت في االمركز منذ أأبريیل 
فشاهھھھدتت عن كثب االتخبط االذيي تالهھھھا ووتوليیة نظامم االحكم ااإلسالمي االذيي تمت  2011 في يینايیر ووفبراايیر من عامم

إإززاالتهھ ااآلنن.  
كانت االفترةة االتي توليیت فيیهھا منصبي فترةة ااضطراابب سيیاسي٬، ووكانن آآباء االطلبة االمغتربيین قلقيین للغايیة. أأما عن 

اا لتعاوونن سفاررةة االيیابانن ووجامعة كيیوشو في االتباددلل االدوولي فكانن االتركيیز على قسم االتعليیم االعالي؛ لذلك كنت ممتنا ج ّدً
أأنشطة االتباددلل مع االطالبب في كل جامعة عقدنا فيیهھا محاضرااتت تعريیفيیة. ووفيیما يیخص جمعيیة االخريیجيین فإنن 
حماسة أأعضائهھا من االباحثيین االمصريیيین كانت عونًا كبيیًراا٬، ووسعدتت بأملهھم في تعميیق االعالقاتت مع فرووعع أأووررووبا 

اتت االمحاضرااتت االتي عقدهھھھا االمركز من االتارريیخ وواالثقافة إإلى ااالقتصادد وواالتعليیم ووغيیرهھھھا٬، ووأأفريیقيیا. تنوعت موضوع
 .ووأأصبحت ملتقى كبيیًراا للمقيیميین بالقاهھھھرةة

 
 

I was appointed for a 4-year period, from April 2011 to March 2015. Immediately after the Arab 

Spring events, we witnessed first-hand the establishment and collapse of an Islamic regime in 

Egypt. 

During my tenure as director, Egypt was politically unstable. This must have been a 

very difficult time for the parents of young adults studying abroad.  

The JSPS specializes in international collaborations in higher education. Its exchange 

program for undergraduate students was greatly appreciated in briefings held by the Embassy of 

Japan and Kyushu University. 

I am delighted by the enthusiasm and great support of our Egyptian researcher alumni. 

The JSPS also strengthens the relationship between these alumni and both the Africa and Europe 

bureaus. The study groups offered at the JSPS Cairo center cover many subjects, from history and 

culture to economics and education. The center has become a place of vibrant interactions for 

everyone living in Cairo. 
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深見 奈緒子 Naoko Fukami 

2015年 4月〜現在 

坂東和美(助手)、サブリーン(秘書) 

 

当時のニュース 

	 シシ政権のもと、シナイ半島での戦闘、カイロ近郊の爆発事件、クロアチア人の誘拐殺害、ロ

シアチャーター機の墜落など、心を痛めるニュースも多いなか、ザマレクでは安定した日常生活

を送っております。ただ、日本からの観光客は激減し、日本からの大学院留学生は稀となり、ア

ラビア語学習のための学部生が数名カイロに滞在している状況です。いくつかの日本考古発掘隊

は活動を続けています。 

 

センターの様子や職務内容 

	 助手の坂東さん、秘書のサブリーンさんとともに活動を続けています。 

	 センター運営費削減のため、本年度は書籍費がありません。センターのひとつの役割として、

書籍費の増加を来年度の予算案に盛り込みました。一方図書の保管場所も問題で、中東関連以外

の図書は、4階第 2事務所に移動いたしました。書籍の登録を更新しております。現在までに入

力した書籍は日本語 1900冊、欧文 1200冊、アラビア語 300冊あまりです。中には、気象大学を

退官後、カイロ大学日本語学科で講師をお勤めになった吉岡俊輔先生（1939〜2004 年）の蔵書

を集めた書籍も含まれています。書籍を借り出される方も多く、今後とも整理作業を続けて参り

ます。 

	 センターでは定例懇話会（年に 5回程度）、現代中東研究会（年に 5回程度）、書道教室（毎

週月曜夕方）を開催しています。毎回、多くの方にお集まりいただき、講演につづいて懇親会で

も質疑を交え、楽しんでいただいております。 

	 同窓会長はイブラヒム・タンタウィさんで、ガドさんとともに 2ヶ月に一度程度面談し、円滑

な同窓会の運営を目指しています。11 月中旬にはカイロ大学でデザート・テクノロジーの国際

会議にアルムナイのセッションを設けました。2月には総会を開催します。 

	 大使館にもお世話になり、香川大使を始め広報文化センターの山本さん、もと学振におられた

星野さんに、色々助けていただきながら活動しております。7月には National Research Centerで

文科省事業と学振事業の合同説明会を開催いたしました。3月には British University in Egyptで

ジャパン・デイに参加する予定です。 

	 長谷川前センター長からの引き継ぎ課題でありました、30周年記念を無事開くことができそ

うです。本事業は本来 2015年の 2月に予定されていたものですが、相次ぐ中東混乱の中で延期

になりました。このたび、JSPS同窓会のみなさまのお力添えで、カイロ大学において開催でき

ることになりました。 

Despite stressful news like the fighting in the Sinai under the Sisi regime, explosions in the outskirts of 

Cairo, the abduction and killing of Croatian citizen, and the downing of a Russian plane, day to day life 
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سيیناء وواالتفجيیرااتت االتي ووقعت في  في ظظل سيیاسة االسيیسي ووقعت االكثيیر من ااألحدااثث االتي تدمى االقلب٬، وومنهھا االقتالل االقائم في شبهھ جزيیرةة

ضوااحى االقاهھھھرةة٬، ووحاددثث ااختطافف االكرووااتي٬، ووحاددثث سقوطط االطائرةة االرووسيیة. إإال أأنن االحيیاةة االيیوميیة في منطقة االزمالك كانت تمضي في 

جل ددررااسة االلغة االعربيیة. ااعتيیادد٬، االذيي كانن ناددرًراا فقط هھھھو قدوومم أأحد االطالبب من مرحلة االدررااساتت االعليیا في االيیابانن ليیلتحق هھھھنا بالجامعة من أأ

ووكانت بعثاتت االتنقيیب االيیابانيیة مستمرةة في أأددااء عملهھا.  

االعامم  منسقة أأعمالل االمكتب ااالستاذذةة "باندوو" ووسكرتيیرةة االمكتب ااألستاذذةة صابريین مستمرتانن في االقيیامم بأعمالل االمكتب. لم يیتوفر في ميیزاانيیة هھھھذاا

كتب جديیدةة أأيیضا٬، وولكن االمركز لديیهھ مشكلة في أأماكن االكتب ما جعلنا نقومم بنقل االكتب  ما يیكفي إلضافة كتب جديیدةة٬، فمن أأددوواارر االمركز إإضافة

كتابب٬، ووباللغة 1900بعيیدةة االصلة عن االشرقق ااألووسط إإلى االمكتب االثانى في االدوورر االراابع. يیوجد حتى ااآلنن من االكتب االمكتوبة باللغة االيیابانيیة 

2004من بيینهھا مقتنيیاتت ااألستاذذ "يیوشي ُووكا" (كتابب  300كتابب٬، ووباللغة االعربيیة 1200ااإلنجليیزيیة  ) االذيي كانن محاضًراا بكليیة ااألدداابب 1939-

جامعة االقاهھھھرةة. يیأتى االكثيیروونن لالستعاررةة من مكتبة االمركز ووسأستمر في  االفترةة االمقبلة في االقيیانن بأعمالل فرزز االكتب.  

قق ااألووسط٬، يیلي كليیهھما حفلة صغيیرةة يیجتمع فيیهھا عددد كبيیر كل االمركز يیعقد في االعامم خمسة لقاءااتت (ندووااتت)  ووخمس  حلقاتت بحثيیة عن االشر

مرةة نستمتع فيیهھا بالتحدثث ووتباددلل ووجهھاتت االنظر.  

 ررئيیس رراابطة خريیجي منحة االهھيیئة االيیابانيیة  االدكتورر إإبرااهھھھيیم ططنطاوويي وواالدكتورر جادد نلتقي مرةة كل شهھريین نناقش فيیهھا أأمورر االراابطة٬، وونمضي 

هھر نوفمبر عقد بجامعة االقاهھھھرةة مؤتمر ددوولي بعنواانن: "تكنولوجيیا االصحرااء" ووشارركك فيیهھ أأعضاء االراابطة نحو تحقيیق أأهھھھداافف االراابطة. ووفي ش

                      بجلسة كاملة. ووسوفف يیكونن في فبراايیر االمقبل ااجتماعع االجمعيیة االعموميیة ألعضاء خريیجي رراابطة االجمعيیة االيیابانيیة.                        

عاددةة االسفيیر كاجاوواا ووررئيیس مركز ااإلعالمم وواالثقافة ااألستاذذ يیاماموتو ووأأيیًضا ااألستاذذةة هھھھوشيینو االتي من مكتب االجمعيیة أأقدمم خالص شكريي لس

 االيیابانيیة االرئيیس االذيین بفضلهھم أأتقدمم في تحقيیق أأنشطة االجمعيیة٬، فقد قدمنا  جلسة توضيیحيیة في االمركز االقومي للبحوثث لدوورر مكتب االجمعيیة

ااررةة االتعليیم وواالثقافة. ووهھھھناكك خطة لتنظيیم يیومم يیاباني في االجامعة االبريیطانيیة بالقاهھھھرةة.االيیابانيیة ووأأنشطتهھ٬، ووووزز  

مة ووقد سلمني ززميیلي االذيي سبقني ااألستاذذ "هھھھاسيیجاوواا" مهھمة  أأال ووهھھھي تنظيیم ااحتفاليیة مروورر ثالثيین عاًما على إإنشاء مكتب االقاهھھھرةة٬، تلك االمهھ

أأنن بعض ااضطرااباتت االشرقق ااألووسط قد أأجلتهھا. ووبفضل معاوونة أأعضاء خريیجي االجمعيیة  إإال 2015االتي كانن مخططًا لهھا أأنن تقومم في فبراابر 

االيیابانيیة ااستطعنا أأنن نرتب لمرااسم هھھھذاا ااالحتفالل االذيي سيیكونن في جامعة االقاهھھھرةة.  

 

 

in the Zamalek area remains calm. But post-graduate students rarely come to Egypt. There are only a few 

under-graduate students studying Arabic in Egypt, as well as a number of Japanese excavation teams 

carrying on with their work. 

We continue our activities with the help of our administrative assistant Ms. Bando, and our 

secretary Ms. Sabrine.Due to budget cuts, the center will not issue publications this year. We are working 

on a draft budget that will to increase our publications allowance for the next academic year. At the same 

time, there’s also the issue of storage. We’re moving any publications not related to the Middle East to 

our back office on the fourth floor. We are also updating our catalog. We are still holding regular open 

lectures (five times a year), special open lectures on the contemporary Middle East (five times a year), 

and shodo (Japanese calligraphy) classes every Monday evening. Mr. Ibrahim Tantawy, the director of 

our JSPS Alumni Association, holds regular meetings with the alumni twice a month to keep members in 

contact with one another. In mid-November, an alumni meeting will be held on occasion of the 

International Desert Technology conference at Cairo University. At the end of November, a workshop 
will be held at Suez University. 
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センターに関わる覚え書き 

 

	 カイロセンターにはテヘラン・センター以来の長い歴史があります。テヘランから考えますと、

西アジア地域研究センターとしては、2015 年は 50年の節目に当たるわけです。また、「歴代セン

ター長より一言」の文章から、本カイロセンターはエジプトの人々、特にカイロに滞在した日本人

にお世話になりながら、30年の歩みをとげて来たことがわかります。ここでは、本冊子を作成す

るにあたり、身近な方々に原稿をお願いいたしました。 

	 西アジア地域研究センターに赴任され、テヘラン・センター閉鎖に立ち会われた上岡先生から一

言を頂戴することができました。同じくテヘラン・センターに滞在された小谷先生から貴重なお写

真を拝借いたしました。アンカラ・センターについては堀川先生からお原稿を頂戴しました。 

	 また、カイロセンター内で行われた研究会は、本センターを拠点として主に若い方々が中心とな

り、運営されていたようです。その思い出を綴っていただきました。現在は、緊迫した中東情勢か

ら留学生の方々も少なくこうした研究会はありません。いつの日にかなんらかの勉強会を開けるよ

うにと思っております。 

	 さらに、カイロに長く在住した鈴木登さんのことは、何名かのセンター長も触れていらっしゃり、

カイロセンター内にもビールと遺影が飾られていることからも本冊子には書かせない人物と思い

ます。そこで、お二人から原稿をいただきました。最後に、留学生で滞在した方々からの思い出の

一言を集めて掲載いたしました。 

 

1．西アジア地域研究センター 
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テヘラン・センターにて 

小谷仲男（富山大学名誉教授） 

 

	 私がテヘラン・センターに駐在していた 1966年 9月、イラン国王がキュロス大王生誕 2500年祭

を盛大に催し、イラン王制の健在ぶりを国内外に示そうとしました。その式典に多くの世界的イラ

ン学者を招聘し、日本からは足利惇氏、蒲生礼一、江上波夫の三先生が招かれ、そのさいにテヘラ

ン・センターにも立ち寄られました。写真はその時、テヘラン・センターのヴェランダで記念撮影

したものです。写真左から足利、蒲生、江上の三先生、そしてつづいてセンター職員の大野盛夫、

H. フルタン、小谷仲男です。現在、写真の人物はみな故人となられ、私としては感慨無量です。 

	 写真は私のカメラで三脚・セルフタイマーを使用して撮影しました。撮影日は 1966年 9月 4日

とメモしています。 

 

テヘラン・センター 

上岡弘二（東京外国語大学名誉教授） 

 

	 1966年に開設され、イラン・イラク戦争の勃発で 1981年に閉鎖された日本学術振興会のテヘラ

ン・センターは、「西アジア地域研究センター」The Japanese Institute of Iranian & West Asian Studies

と称していた。所在地は 20 Kuche-ye Chaharom, Khiyaban-e Villa, Tehran 15, （Tel. 894968, 894969）。

1979年のイスラーム革命後は、どの通りも殉教者の名前の付いたものに変更され Kuche-ye Panahi, 

Khiyaban-e Nejatollahiとなっているが、今もって乗り合いタクシーなどには Villa（「別荘」）の方が

通りがよい。 テヘラン大学へ行くにも便利な、静かで落ち着いた、緑の多い路地の奥に位置して

いた。 

	 日本学術振興会の「海外連絡研究センター歴代派遣者一覧」に拠ると、テヘラン・センターへの

最初の赴任者は故大野盛雄教授（東大・東洋文化研究所）で、派遣期間は 1966年 3月 16日から同

年 12月 4日である。それ以降、原則的に日本人研究者一名がセンターに常駐していた。主要業務

は、イラン学界の情報収集、イラン人研究者との連携、日本からの研究者の研究援助、学術調査隊

の器材の保管、ときに宿泊施設の提供などであった。ただし、どのようなサービスを提供するかは、

必ずしも一定ではなかった印象がある。また、ほぼ数が多い順に歴史・考古・地域研究など専門分

野の異なる研究者が、原則的に一年ごとに交代する形であったので、イラン人研究者との交流がそ

の在任期間限りとなった嫌いも否定できない。このような問題点はあるにせよ、イランで調査研究

を行う研究者に対して、重要な情報源、テヘランにおける安らぎの場として一貫してなくてはなら

ない機能を果たしてきた。 

	 当センターの最後の派遣者は筆者である。以下、個人的な思い出話になるが、お許し願いたい。

筆者は 1980年 3月 17日に赴任した。イラン研究者として、イラン・イスラーム革命の現場を体験

しなければ、と、1978年 5月 1日から 1980年 3月 31日まで最長期間在任された大野盛雄先生の

後任であった。同年 9月 22日テヘランのメフラーバード空港がイラク機に爆撃され、イラン・イ
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ラク戦争が本格的に始まった。 

	 混乱の中をバスでイスタンブルに移動し、一時日本に戻った。翌 81年 3月下旬、当時唯一テヘ

ランに飛んでいたルフトハンザ機でフランクフルト経由テヘランに入り、センターをなんとか無事

に閉鎖して帰国したのは、5月 24日のことであった。閉鎖の理由は、今後のイラン情勢が読み切

れないこと、それに、端的にはイランに送金する術がなくなったことであった。当時の状況では客

観的にも、不本意ながら、閉鎖に動かざるを得なかった。 

	 センターの閉鎖に際して、助力をいただいた在テヘラン日本大使館の片倉邦雄公使、一期一会と

なったイラン人友人たち、長年センターのために献身的に働いてくれた現地職員のホセイン・フォ

ルータン（Hosein Forutan）さん、彼のために特別に退職金を拠出していただいた学術振興会に、

この場を借りて改めて感謝したい。テヘランは当時、極端なガソリン不足と厳しい交通規制で空が

澄み切っていて、イラン富士と日本人が呼んでいたダマーヴァンド山（5671ｍ）がいつもくっきり

と見えた。喜寿の今もって密かに自分は危機に強い B型人間だと自認し、前任者の大野先生に続

き、現代イラン史の節目にその現場で立ち会えたことをとても幸いなことであったと感じている。 

 

アンカラ・センター 

堀川徹（京都外国語大学教授） 

 

	 日本学術振興会西アジア地域研究派遣研究員として、私が妻と二人の子供とともにアンカラに赴

いたのは 1983年の 3月であった。	  

	 アンカラの「西アジア地域研究センター」開設には、1981 年のテヘラン・センターが閉鎖に伴

って、故護雅夫先生が尽力されたと聞いている。記録によれば、東洋文庫東アジア研究センターの

梅村坦氏が 82年の 1月に派遣され、3月に護先生、4月から東海大学の小松久男氏が派遣されてい

る。お三方のご苦労によって開設されたセンターであるが、とくに恒常的な建物やオフィスを設け

るのではなく、派遣員の住居がそのままセンターの役割を担うという形であった。梅村・護両氏は

同年 5月に帰国され、その後は小松氏が翌年 3月までセンターの業務を担当された。私は小松氏を

引き継ぎ、翌 84年の 3月まで、1年余り派遣研究員としてアンカラに滞在することになる。 

	 アンカラでは自分の研究のほかに、学術研究に関してわが国とトルコとを結ぶリエゾン・オフィ

スの役割を果たすよう求められていた。小松さんから引き継いだアシャウ（下）・アイランジのア

パートは、家主が帰ってくるとのことで、4月末にユーカル（上）・アイランジの家具付きアパー

トへと移転し、必然的にセンターもそちらへ移ることとなった。ここは、滞在中にも大変お世話に

なったアンカラ大学日本語学科の故プラット・オトカン氏の親戚が大家さんで、残りの月日をとて

も快適に過ごすことができた。季節ごとに日本学術振興会へ送った報告書の下書きを見ると、仕事

としてトルコの国内情勢や学界の情報収集、トルコ人研究者との交流、わが国からの研究者・調査

隊への便宜供与、留学生への支援などを行っていたことが確認できる。 

	 日本から調査研究に来られた方々とお話しするのは何よりの楽しみであったが、とくに印象に残

っているのは、アブラナの研究にトルコを訪れた東北大学の故日向康吉氏である。日向氏はアブラ 

ナ発祥の地がアナトリア半島だと狙いを付けて来られたとのことで、「飛行機から大地一面に黄色 
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い花が見えて感激でした」というのが第一声であった。植物は原産地に近い程品種が多く見られる

ということで、アナトリアは原産地でないのなら二次的な中心地であり、ここから世界各地にアブ

ラナ科の植物が伝播していった経緯を、江戸の小松菜に到るまで解説してくださった。また、関西

大学の末尾至行氏に率いられた調査グループとは、部分的に水車の調査に同行してお手伝いした。

水平方向に回転する水車とこの時初めて出会い、とても感動したことを今でも良く覚えている。こ

れがご縁となって、末尾隊に参加していた流通経済大学の寺阪昭信氏を代表とするトルコ各地の地

理学調査に、私も 1987年以降参加させていただいた。 

	 他には、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の三木亘氏、永田雄三氏といった旧知

の先輩方もセンターとなっていたわが家を訪れて、楽しく会食することができた。また、トルコ人

研究者やご近所の方々とも互いに訪問し合って食事をすることが当たり前となり、わが家の客好き

を増幅させることになった。ある日曜日の午後、永田氏が上述のオトカン氏と突然わが家を訪問さ

れた。釣りの帰りだと土産にくださった釣果は大きな川カマスであったが、アパートに備え付けら

れていたのは肉切り用の包丁だけで、さばくのに随分苦労した。またこの包丁で、魚屋の店頭にぶ

ら下がっていた鰻に挑戦したこともある。あのかたい皮をどうしても切り裂くことができず、結局、

筒切りにして腹の内側から刃を入れて中骨を取り除いた。臭みを抜くため、関東風に蒸してから蒲

焼きにした。この鰻は意外に好評で、ホームシック気味であった知り合いにさし上げたところ、「こ

れは正しくウナギだ！」と大層喜んで元気を取り戻してくれた。正月におせち紛いの料理を重箱に

詰めて、長年トルコに留学していた旧友のアパートを訪ねたこともあった。とても喜んでもらった

が、実はトルコで一番重宝したのがこの重箱であった。客を招いた時、前菜類をこれに詰めてテー

ブルの中央に置いておき、着席後に三段のお重をサッと広げる演出がトルコの方々に喜ばれた。妻

が食事中に席を立たず会話に参加できたことも、トルコ人にはとくに好評であった。 

	 長々と思い出話を書き連ねてしまったが、トルコでの 1年間は、私にとってその後の研究活動の

糧となるたいへん貴重な時間であった。また、家族にとっても有意義な経験となった。こうした機

会を与えてくださった日本学術振興会と故護雅夫先生に、この機会に改めて心より感謝したい。 

 

 

2．カイロセンター内でおこなわれた研究会 

 

	 カイロセンターは、エジプトへ調査に訪れる主に文系の研究者や留学生にとってミーティングポ

イントや情報交換の場、図書館としても機能していました。学生が集まる機会が増えるにつれ、定

期的に資料の講読や研究発表などもセンター内で始められるようになりました。研究会と呼ばれる

ものの中には、のちの懇話会・現代中東研究会に発展するような講演会タイプのもの、若手研究者・

留学生を中心とした自主的な勉強会タイプのものなどがありますが、本稿では後者の勉強会タイプ

のものを取り扱いたいと思います。 

	 2000年以降では、2001年から歴史・思想系を学ぶ留学生を中心にはじまった写本研究会、2002 

年ごろの中東史研究会、中東近代史資料鑑賞会、2003年のカイロ書店案内、2003-2005年ごろには 
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社会学・人類学系の留学生などによるカイロ・ジェンダー研究会、現代中東イスラーム世界・フィ

ールド研究会、2009年の学生交流研究会、そのほかアラビア書道教室などがセンター内で開催さ 

れてきました。これらの研究会の中には、活動の成果を出版するなどして、もっと大きな研究会・

組織へと発展していったものもあります。 

	 これまで行われてきたいくつかの研究会に関わった人たちに、当時の思い出をうかがいました。 

 

写本研究会：ナグワ先生の写本講読会 

中町信孝 (甲南大学教授) 

 

	 ナグワ・ムスタファ・カーミル先生との出会いは 2001年の春頃、当時在外研究でカイロに滞在

されていた私市正年さんから、写本講読の良い先生がいるからと紹介されたのがきっかけだった。

ダール・ル・クトゥブ（DK）の写本校訂部門で研究員をなさっている方で、以前は菊池忠純さん

も学振センター長時代にこの先生から講読の手ほどきを受けていたというから、これは確かな先生

だと確信し、留学仲間の柳沼豊さんや西野正已さんとともに、写本講読のレッスンを受けることに

したのだった。 

	 ナグワ先生のレッスンは週に 1回、学振事務所の一室を借りて行われた。最初の面会でどのよう

なやりとりがあったのかよく覚えていないが、まずはアイニーの『イクド・アル・ジュマーン』を

教材にして読むことになった。底本は、私がイスタンブルのスレイマニエ図書館で取ってきたコピ

ーを用いることになったが、同じテキストの別写本がＤＫにもマイクロ保存されていたので、そち

らも並行して用いることになった。DK版のコピーについては、ナグワ先生のご厚意で、無料で使

わせて頂いた。ところが、DK版のコピーの質が悪くてどうにも読みにくいので、私はついついス

レイマニエ版ばかりを読むようになっていた。それを見とがめたナグワ先生は、「こんなハワーガ

の書いた写本が読みやすいですって？」と、驚きに堪えないという面持ちで笑っておられたものだ

った。先生が「ハワーガ（外国人）」と呼んだのはオスマン時代の写字生のことで、実際スレイマ

ニエ版の筆写時期は 18世紀と遅く、対して DK版は著者自筆本から直接書き写された 15世紀の筆

写本であった。そんなことは当時の私には及びも付かないことだった。 

また、ナグワ先生は常々、校訂注を手書きのカードで取ることを薦めてくださっていたが、私はと

言えば、本文も注もすべてワープロソフトで取っていた。先生は初めのうちはそんな私のやり方を

注意して下さっていたが、じきに何も言わなくなった。しかし、その後私はノートパソコンの盗難

に遭い、取りためた注のデータを一部失ってしまった。ナグワ先生の言うとおりにしていればと悔

やんだものの、後の祭りであった。 

	 ともあれ私の留学期間後半は、「ナグワ会」を中心に回っていたが、私の帰国後も後輩たちが会

を継続してくれていると聞いて、喜んでいた。一度だけ、後輩たちの「ナグワ会」に顔を出したこ

とがあった。その席で私は、その当時刊行されたばかりの英文拙稿の抜き刷りを先生に手渡した。

「ナグワ会」での講読の成果とも言える拙稿を褒めてもらおうと思ったのである。ナグワ先生はそ 

んな私の手土産をひとしきり褒めて下さった後、こうおっしゃった。 
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「ノブタカさん、エジプトの歴史研究なのだから、アラビア語で書かなくては。」 

	 ナグワ先生の言いつけを未だ守れていない自分に、忸怩たる思いがしている。 

 

カイロ・ジェンダー研究会 

鳥山純子 (桜美林大学、学振特別研究員(PD)) 

 

	 カイロ・ジェンダー研究会は、2003 年に平井文子所長のもとに始まった。当時の中心メンバー

は、後藤絵美、千代崎未央、鳥山純子、嶺崎寛子、宮原麻子であった。それぞれ留学や駐在、現地

での結婚といった理由からカイロに居住し、日ごろから学振研究センターを利用し研究や生活につ

いての意見交換を行っていた。その中で発案されたのが「ジェンダー」に関わる勉強会であった。

その数年前にカイロアメリカン大学に IGWS（Institute for Gender and Women’s Studies, American 

University in Cairo後に Cynthia Nelson Institute for Gender and Women’s Studiesと改名）が設立される

など、「ジェンダー」は魅力ある新たな研究領域として中東研究の分野においても大きな関心を集

め始めていた。また一歩センターの外に出れば、日々ベールを纏う女性が増え、素肌を覆うファッ

ションの人気が高まる状況が目に飛び込んできた。こうした現象を理解する上で、ジェンダーは非

常に有効な、欠かせない概念であるというのが当時の参加者の共通認識だったのではないかと思う。 

	 活動としては、研究発表と文献講読（日本語・英語・アラビア語）の二つを軸に週 1 回から 2

回のペースで勉強会を重ねていった。その後小林春夫所長のもとで、文献発表で取り上げた

Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East（1998. L. Abu-Lughod ed. Princeton 

University Press）の翻訳を開始し、2009年、明石書店から『「女性をつくりかえる」という思想―

中東におけるフェミニズムと近代性』として出版した。 

	 この研究会は、私がその後研究を続けていくにあたり非常に重要なものになった。それは、2000

年代初頭から半ばにかけてのカイロという空間に身を置き、日々同じ社会現象を生きる同世代の研

究者と、「ジェンダー」に関わる学術的な議論を重ねた経験によるものだと思っている。断片的に

しか言語化できない「個人的な経験」を部分的であれ共有しているためか、当時の研究会メンバー

の着想や問題意識には共感を覚え、触発されることが多い。また忌憚ない研究批評を交すことので

きる得難い戦友としての関係も続いている。学術的知識と人的交流の双方において、研究会で得た

成果は、今でも私の研究基盤となっている。 

 

カイロ書店案内 

原山隆広(東洋文庫) 

 

	 早いもので、留学中に書店案内の改定版を作ったのが、もう 10年以上前の話になっていました。

その頃から、カイロ事務所を維持していくために何か目に見える成果をと言われるようになってお 

り、当時お世話になっていた留学生の間でも出来ることがあればということで立ち上がった企画だ

ったと記憶しています。 
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	 当初は、泉澤久美子さんの案内文に出てくる書店は今どうなっているのか訪ねてみる程度の計画

でしたが、次第に話が大きくなり、気がつけばカイロ全域を対象にわかる限りの書店を網羅しよう

ということになっていました。載せるからには実際に訪問して話を聞くという方針にしたことは、

自らの首を絞めた感がありますが、夏に調査で歩きまわったさいに飲んだソビアやアサブは大変美 

味しかったです。また結果的には自分達の研究のためにもなりました。調査のまとめや地図作り等

の作業のなかで、日々の水タバコ量が目に見えて増えていったのも、今となっては懐かしい思い出

です。今ではカイロの出版事情や書店の状況も大きく変わってしまったかと思いますが、この案内

がまだ何かの役に立っていれば幸いです。 

 

現代中東イスラーム世界・フィールド研究会：フィールド研と学振事務所 

丸山大介 (防衛大学校准教授) 

 

	 2004年 12月半ば頃だろうか。修士課程を休学してカイロに来ていた私は、京都大学大学院の新

井一寛さんと早稲田大学大学院の吉村武典さんらと、ドッキのマクハーでシーシャ・トゥッファー

ハを吸いながら、若手主体の研究会を学振事務所で開催できないかという話で盛り上がっていた。 

後に「現代中東イスラーム世界・フィールド研究会」（略称・フィールド研）と名付けられるこの

研究会は、そのやや冗長な名称が示す通り、学問領域、地域、研究対象などに制限を加えず、院生

や若手研究者が集い、自由な討論と情報交換ができる場を目指して発足した。カイロに留学に来た

研究者が気楽に参加し、しかし、真剣に議論できるような場を作りたいというのが発起人の強い願

いだったと記憶している。 

	 最初の開催は 2005年 1月 14日。時のセンター長、小林春夫先生（東京学芸大学教授）のご理解

とご支援を賜りながら、なんとか無事開催にこぎ着けることができた。第 8回まではカイロのみで

開催していたが、当初の参加者の多くが留学を終え帰国してからは、京都を拠点に移して活動を続

けている（カイロ事務所での活動を含めた研究会の詳細は、下記のホームページを参照のこと。

https://sites.google.com/site/islamfield/）。 

	 2015年 1月。フィールド研が誕生してからちょうど 10年振りに、私は学振事務所を再訪した懐 

かしさで胸が一杯になりながら、建物入り口のバッワーブに挨拶し、天井が高く薄暗いエントラン

スを通って、階段を駆け上がる。学振事務所は、今も変わらず、来訪者を温かく迎えてくれている

ようだった。気が付くと、研究会を行った奥の部屋で、10年前の無鉄砲で、研究のイロハも知ら 
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ない学生だった自分を思い出し、はたしてこの 10年の間にどのくらい成長できたのだろうかと自

問自答していた。どうやら、学振事務所は私の研究生活の原点でもあるらしい。 

	 研究会運営の難しさと楽しさを教えてくれたこのセンターが、これからも引き続き研究者が集い、

交流できる場として維持、発展されていくことを心から願っている。 

 

学生交流研究会：人と知の交差点から生まれたもの 

片岡麻美 (早稲田大学大学院修士課程修了、2009年カイロ留学) 

 

	 2009 年 1 月、カイロに留学し、学術振興会カイロ連絡センターの住所メモを握り締めた私を迎

えてくれたのは、ザマレクの閑静な住宅街に佇むマンションの一角の温かなぬくもりでした。カイ

ロの冬の寒さすら知らずに留学した私に、カイロに来なければ得られなかった知識や人々との出会

いを、センターはもたらしてくれました。現在カイロで活動する、日エジプト青年交流団体 JEN 

YOUTHのもととなった活動である、日エジプト学生交流研究会も、センターでの出会いをきっか

けに生まれたものです。 

	 センターの定例懇話会の手伝いをしていた私は、カイロ大学日本語学科のエジプト人学生との会

話の中で、日本人とエジプト人の学生が互いに相手の文化や歴史を研究しているにもかかわらず、

出会う機会が少なく、研究対象国に住む同世代の意見を聞くことができないのはもったいないと考

えました。エジプトの文化や歴史に対する現地の若者の率直な意見を聞く場が欲しい、日本に関心

を持ってくれるエジプト人に対し、少しでも彼らの研究や学習の手助けをしたいという思いは、自

然に私を日エジプト学生交流研究会の発足へと駆り立てました。 

	 研究会の発足は、カイロ連絡センターに頼りきりでした。当時の大石センター長のご協力のもと、

センターを研究会の開催場所として提供していただき、チラシ配布や懇親会の準備なども協力して

いただきました。当初は、参加者が 30人を超え席が足りなくなる日もあれば、2、3人しかの日も

あるなど、不安定な活動状況でした。しかし会を重ねるにつれ、参加者が積極的に提案してくれる

ようになり、エジプト人も運営メンバーに加わりました。それからは、研究発表だけでなく、エジ 

プト音楽講座や日本武道の紹介など、様々な角度から交流を試み、相互理解を深めました。 

	 日エジプト学生交流研究会は、参加人数の増加に伴い国際交流基金へと拠点を移し、エジプト人

学生を主体とした、日エジプト青年交流団体 JEN YOUTHとして活発に活動を続けています。おそ 



 110 
 

らく今の JEN YOUTHの参加者たちは、日本人留学生が立ち上げた活動だと知らない人も多いと思

います。ですが私は、カイロ連絡センターの一室で、ほんの数人の仲間とともに、試行錯誤しなが

ら活動した日々を決して忘れることはないでしょう。 

	 この場を借りてセンターに御礼申し上げるとともに、これからも、カイロ連絡センターが人と知

の出会いの交差点として、日本人とエジプト人の研究・交流活動を支え続けていくことを、心より

願っております。	 	  

 

3．センター足跡への証言−鈴木さんの思い出と留学生の頃 

 

アブドッラハマーン	 鈴木	 登	 ʻAbd al-Raḥmān Noboru SUZUKI	 （職業：「アラビア語使い」） 

近藤真実（龍谷大学准教授） 

 

	 日本学術振興会カイロ研究連絡センターが 30周年を迎えるに際して、鈴木のことについても一

言、とのお話をいただきました。彼はセンターを利用してお世話になっていた側ですが、亡くなっ

てからもセンターにかかわる方々に名前を思い出していただけるというのは、伴侶としては嬉しい

限りです。センターと彼とのかかわりということでは、私よりももっとよく知る方々がおられます

し、本人もお墓の中で「そういうことじゃない。勝手に書かないでね」などと言っているかもしれ

ません。そのようなところは、どうぞご寛恕願います。 

	 にぎやかな人でしたが、私の印象に残るいくつかの姿のうちの一つは、胡坐をかいて、あつらえ

た大きな机の前で PCか本に向かっている静かな姿です。後ろには本がぎっしりつまった天井まで

の本棚。他の部屋や廊下の壁も一面本棚。こまめな本屋巡りの賜物で、年に一度の国際ブックフェ 

アにも毎年出掛けていました。センター長さんや若い研究者の方々とセンターで集合し、車に分乗

して会場に行くのです。一日だけではなく、期間中何日も出掛けます。私もこれのお世話になった

ことがあります。エジプト内外の多くの書店が集まりますから、研究する者にとっては願ってもな 

2001年、ザマーレク、鈴木邸にて（佐藤次高先生、節子夫人提供） 
The House of Mr. Suzuki, 2001 ( Courtesy of Mrs Setsuko Sato 
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い機会。懐の許す限りたくさん購入したいのですが、会場からどうやって運ぶかが困りものでした 

ので、本当に助かったのを覚えています。皆で出掛けるこのやり方は今も続いているようです。 

	 鈴木がよく言っていたことの中に、「出会い」が大切だということがあります。カイロではよい

出会いがたくさんあったのだそうです。ブックフェアへ皆で出掛けることもその一つだったのでは

ないでしょうか。そして定例懇話会での人や知識との出会いもそうだったのではないかと思います。

この会にもよく参加させていただいており、フラットの冷蔵庫の扉には案内が貼ってあることもあ

りました。自分も人も言いたいことを言い、やりたいことをやればよいという考えでしたから、懇 

話会の場でもいろいろ思うところを言っていたようです。しかも声が大きい。困らされた方もおら

れるでしょうが、私としてはそればかりではなかったはずだと思っております。 

	 センターに、鈴木にかわってお礼を申し上げたいと思います。今後もセンターがよい出会いの場

としてますます発展してゆかれますよう、祈念いたします。 

 

鈴木さんとの思い出 

熊倉和歌子（東京大学特任研究員） 

 

	 アブドゥル・ラフマーン・鈴木 登さんは、カイロに 41年間居住した日本人である。ご本人はみ

ずからを「アラビア語使い」と称していたが、ジャーナリストであり、古書店「鈴古堂」の店主で

あり、時にはカイロ日本人学校のアラビア語教師であり、と様々な顔を持っていた。そのため、世

代を超えた多方面の方々との交流があり、いつも誰かしらが鈴木さんを訪れ、鈴木邸では毎夜のご

とく宴会がおこなわれていた。したがって、私よりも鈴木さんのことをよく知る方々はたくさんお

られるため、そうした方々を差し置いて私がこの紙面を埋めることには大変な重荷を感じる。しか

し、緊褌一番、お世話になった鈴木さんへのご恩に報いるべく、「留学生としての私の目に写った

鈴木さん」について書いてみたいと思う。…まずは出会いから。 

	 私が鈴木さんを初めてお見かけしたのは、2003 年のカイロ国際ブックフェアの会場であった。

当時、私は修士の 1年生で、初めて一人でエジプトを訪れたのであった。アラビア語は大学で基礎

的な内容を一通り習ったものの、会話は全くできないという状況で、とにかくやっとの思いで会場

にたどり着いたのを覚えている。しかし、ほっとするのも束の間、膨大なアラビア語の書籍を前に、

期間内にこの山の中から目当ての歴史書を見つけることができるのだろうかと途方に暮れていた。 

	 そのとき、見るからに日本人と思しき男性が、エジプト人と堂々としたアラビア語で話をしてい

るのを目撃した。言葉が通じない異国の地で呆然としていた私にとっては渡りに船。藁にもすがる

思いでその男性に「日本人の方ですか」と話しかけていた。続けて、私はこう言った、「私はアラ

ビア語を読むことはできるのですが、話すことができないので、店主に私が探している本を持って 

いるかどうか代わりに尋ねてもらえませんか」と。これがこの男性の逆鱗に触れた。「君は自分が

何者かも名乗らないで、人にものを頼むのか！」と。 

	 まさかこのような展開になろうとは。私は、今会ったばかりのこの男性に頭ごなしに非難された

ことに「逆ギレ」し、その場を立ち去ったのだと思うが、よく覚えていない。それだけこの出来事 
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は、私にとってディープ・インパクトであった。数日たっても、この男性への苛立ちはおさまらず、

悶々と過ごしていたのであったが、考えれば考えるほど男性の発言が妥当に思えてきて、いつしか

苛立つ気持ちは自省の念に変わっていた。 

	 帰国日がせまったある日、学振懇話会があることを知り、初めて参加させていただくことになっ

た。学振を訪れると、なんと、先日の男性がいるではないか。先方が私の存在を認めて「あ！」と

発するや否や、私は先日の無礼をお詫びし、改めて自己紹介をし、自分があれから何を考えたかを

素直に述べた。すると、男性の顔は急に優しい表情に変わり、「私は鈴木です」と言った。続けて、

なぜ、あのとき声を荒げたかについて説明しはじめた。第一に、エジプトでは「アッサラーム・ア

レイクム（あなたがたに平安あれ）」という挨拶からはじまり、相手が元気であるか、相手の家族

に変わりがないかを家族のメンバーひとりひとりについて尋ねて、その一通りの挨拶がおわってか

らはじめて本題に入ることができるのだということである。挨拶もなく、しかも自分の名も名乗ら

ずに、相手にお願いをするなぞもってのほか、無礼の極みというわけである。第二に、アラビア語

を読むことができるというのであれば、筆談でも会話は成立するではないか。そのような知恵も働

かないようでは、読めるかどうかも疑わしいとのこと。無論、いずれについても反論の余地はなく、

ただ反省するばかりであった。しかし、その後は「仲直りの握手」を交わし、私の心のわだかまり

はすっかり溶け、帰国となったのであった。かくして、これが鈴木さんとの出会いであった。 

	 私はその後カイロ大学に留学する機会を得て、2005 年か 7 年までカイロに滞在することになっ

た。2年間の留学中に、新たな留学生を迎えることもあれば、帰国の途につく先輩を送り出すこと

もあった。そのようなときには必ず鈴木さんも一緒だった。特に、帰国前夜の送別会は、鈴木さん

主催のもと鈴木邸で行われ、家主自ら腕をふるって豪華絢爛のお料理を出してくださった。あると

きには、中世アッバース朝の宮廷料理を食べたいという主賓のリクエストに応え、鈴木さんは、ア

ラビア語で書かれた中世の料理書を読み、そのレシピを見事に再現したことがあったほどである。 

 留学生たちは、そのようなイベント以外でも、日常的に鈴木邸に集まり、皆で、鈴木さんが愛飲

していたオールド・パァを片手に、夜な夜な語り合った。鈴木邸の壁という壁にはすべて本棚が据

え付けられており、ぎっしりとアラビア語の書籍が並べられていた。歴史書から現代の社会問題ま

での書籍、また、中には鈴木さんが毎日欠かさずに集めていた新聞の切り抜きを収めたスクラップ

ブックもあった。それらを眺めながら、鈴木さんの苦労話を聞いたものである。 

	 このような鈴木さんとの交流は、おそらくどの留学生も、留学がおわった後も継続したことと思

う。短期で調査に来たときは必ず、初日に鈴木さんと杯を交わすのが習わしだという先輩もいた。

私自身も、エジプトに調査で訪れたときには、「すーさん、今日は中華が食べたい！」とわがまま

を言って、毎日のように鈴木邸で夕飯をご馳走になった。夏の極暑のなか、文書館での作業を終え、

シャッカ（アパート）の暗い階段を昇ったものだ。 

	 鈴木邸のドアベルを鳴らすと、「はいはーい」という威勢のよい声とともにハチマキ姿の鈴木さ 

んが現れて、「台所が暑くってしょうがないんだよ」と言いながら、リクエストの中華風野菜炒め

を準備してくれていた鈴木さんの姿が今でも鮮やかに思い出される。その後はステラビールを飲み

ながら、まずは私が今日の文書館での発見を報告し、鈴木さんがコメントをする、という時間を過
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ごしたのであった。 

	 思えば、カイロでの研究生活の思い出のなかには常に鈴木さんが現れる。その理由は、威勢のい

い物言いと強烈な個性だけではない。それは、留学生たちが、鈴木さんを媒介者として結ばれてい

たためである。そして、そのネットワークは留学生のなかだけにとどまらず、先生方や、研究以外

の分野で活躍されている方々とも結びついている。鈴木さんが亡くなられてからは、鈴木さんのい

ないカイロを訪れるのが怖かった。現実を受け入れたくなかったのであろう。そのような思いを抱

いた人は少なくなかったのではないか。しかし、徐々にそのような喪失感から少し立ち直り、今で 

は鈴木さんとの思い出話を酒の肴に、集うことができるようになった。鈴木さんは今でも、カイロ

に集う私たちを結びつけてくれている。 

 

青春の地カイロの思い出 

	 東長 靖（京都大学教授） 

 

	 1986年から 88年までの 2年間は、私の 20代後半にあたる。青春の時期をカイロで暮らせて、

本当によかったと思っている。ここに来るまでの私は、自分のイスラーム研究に行き詰まりを感じ、

このまま続けていっていいのかと疑問を感じていた。エジプトに住んで、エジプト人と触れ合って、

その明るさに新しい世界を見せられた。こういういい人たちが現に生きているイスラームは、きっ 

と理解できるはずだし、それを理解したいと心の底から思った。そのことが、今日までイスラーム

研究者を続けていることの原動力になっている。 

	 当時は、日本からの留学生も多く、主だったところでも、東大の飯塚君（現東京外国語大学教授）、

中田君（現同志社大学特任教授）、赤堀君（現上智大学教授）、慶応の長谷部君（現慶応大学教授）

らが同じカイロの空気を吸っていた。彼らと、月に一度会う機会を与えてくれたのが、学振カイロ 

事務所の研究会である。大塚和夫先生や花田宇秋先生が、この月例研究会を主催しておられた。友 

人たちの新しい研究の展開を聞くのも楽しかったし、研究会後の日本食パーティーも楽しみだった。 

	 最近エジプトにはとんとご無沙汰で、もっぱら夏はトルコのイスタンブルで過ごしているが、や

はりカイロは青春の地、第 2のふるさとである。カイロを訪れる度に、年甲斐もなくスキップして

しまうのだ。（＊当時のエジプトの所属	 カイロ大学大学院文学研究科哲学科聴講生（文部省アジア諸国等派遣留学

生）	 ＊当時の日本の所属	 東京大学大学院人文科学系研究科博士課程） 

1986 年のカイロ大学哲学科学生たちとの旅行（マラ
ーキヤー）	 	 The Trip with students of Department of 
Philosophy, Cairo University, in 1986(Maraqiya) 

アグーザのホームステー先 1987 年撮影  At the 
staying home, Aguza, 1987 
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28年分の感謝をカイロ研究連絡センターに 

赤堀雅幸（上智大学教授） 

 

カイロではお米などがあまり手に入らなかったり、地方に行けば水道や電気などのインフラを欠

くこともよくあったりしましたが、留学期間は概して平穏な時代だったと思います。それもあって

か、留学生は多く、私が留学を開始したときには、東長靖氏、中田考氏がすでにおり、長谷部史彦

氏は同じ時期に、翌年に大稔哲也氏がやってきました。飯塚正人氏が大使館専門調査員を務めてい

た時期でもあり、また、考古学分野では長谷川奏氏を初めとして長短期にわたり数多くの学生が滞

在していました。東京外大の学部学生の留学先もエジプトでした。 

事件と言えば、1990 年になると湾岸紛争があって、都市部ではクウェイト人の避難者を見かけ

ることが多くなり、年末にはヨルダンなどから待避した日本人がカイロに滞在していました。1991

年 1月の湾岸戦争開戦と共に、大使館からは退去勧奨がなされ、私の留学は予定より若干早く（元々、

2年間の予定を 1年以上延ばしていたのではありますが）、やや唐突に終わりを告げました。 

当時のセンターは、センター長の住居と一体であり、御家族で、あるいは単身で 1年ごとに長が

交代していました。私が 1988年 1月 8日にカイロに降り立ったときのセンター長は、大塚和夫先

生で、わざわざカイロ空港まで出迎えてくれました（甘やかしですね）。夜に歓迎会も開いてくだ

さいましたが、ザマーレク・ペンションからセンターまで歩いて 3分ほどなのに、夕闇の中、方形

の街路にとまどって、早速道に迷ったのを覚えています。以降、長期留学中には花田宇秋先生、鎌

田繁先生、岡崎桂二先生がセンター長を務められました。赤堀の活動拠点がカイロからアレクサン

ドリアに移り、西部砂漠のマルサー・マトゥルーフから村へとさらに離れていったので、年度が進

むにつれ、センターを訪れる機会は減っていきましたが、訪れる度、どのセンター長からも何くれ

となく便宜を図っていただきました。その後も、エジプトを訪れる度に一度はセンターに立ち寄り、

歴代のセンター長にお世話になってきました。 

その一方、2008年 11月には上智大学がセンターの一隅をお借りして、カイロ研究センターを開

設するという出来事がありました。これは、2007年末の閣議決定「独立行政法人整理合理化計画」

中において、ナイロビとカイロの学振センターの廃止が言及されたことが発端です。今ではすっか

り過去の出来事になっていますが、このときにセンターは存続の危機にさらされており、日本中東

学会は存続を希望する日本学術振興会と連携し、関連諸機関にも呼びかけて、要望書を提出してい

ます。それと平行して、上智大学が振興会から依頼されたのが、大学等の海外活動支援事業として 

上智大学の拠点を置くことでした。当時、中東学会の会長が私市正年氏、事務局長が私だったこと

もあり、学会の了解も得て、上智大学はカイロ研究センターを開設し、今日にいたっています。実

際には一大学が海外で拠点を維持するのはたいへんなことですし、振興会も上智のセンターの開設

の経緯は（残念なことに）担当者に伝承されていないようですが、上智大学としては将来の発展の

芽として大切にしておこうと考えています。 
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上智大学カイロ研究センターを含め、歴代センター長のご厚情に感謝するとともに、未来のセン

ター長には変わらぬご協力をいただけますようお願い申し上げます。（＊エジプト留学身分と期間	 文部

省アジア諸国等派遣留学生（1998年１月〜1990年 3月末まで）滞在期間 1988年 1月～1991年 1月＊当時の日本での

所属	 東京大学大学院社会学研究科博士課程） 

 

時は流れ、人もカイロも変わって行くけれど… 

飯塚正人（東京外国語大学教授） 

 

	 私の二度の長期滞在時、ともにカイロはおおむね平和で安全でしたが、1991 年初頭の湾岸戦争

でエジプトが多国籍軍に加わった結果、90年代前半には欧米からの投資が活況を呈すこととなり、

80 年代にはしばしば直面していた物不足も解消。いわゆる「洋食」を提供するレストランも劇的

に増えました。88 年５月に日本大使館に赴任した時点で、私と同年代の東長靖、中田考、赤堀雅

幸、長谷部史彦といった面々がすでにカイロに留学しており、その後、大稔哲也さんも加わりまし

た。一方、95～96年当時の大学院生は近藤真美さんくらいだったような気がしますが、AUCには

酒井啓子さんが籍を置かれており、早稲田大学や中近東文化センターが活発な発掘活動を続けてお

られました。 

	 私が初めてセンターにお邪魔したのは、修士論文を提出し終えた 1988年１月のことですが、そ

の時初めてお目にかかった大塚和夫先生とはその後、先生がお亡くなりになるまで、深いお付き合

いをさせていただきました。88 年５月に日本大使館に赴任した際、故佐藤次高先生の勧めで、同

年２月に刊行されたばかりの『日本歴史学界の回顧と展望	 西アジア・アフリカ 1949～85』をセ

ンターに寄贈するために持参したのも懐かしい思い出です。花田宇秋センター長には私からではな

く、佐藤先生からの贈り物と誤解されてしまったようですが。89 年には恩師のひとりである鎌田

繁先生がセンターに駐在されましたが、私は大使館での仕事が忙しく、時折コメなどの不足物資を

補給させていただく程度のお付き合いしかできなかったように思います。他方、95～96 年のカイ

ロ滞在時は、時間が自由になる一研究者でしたので、月に一度はセンターを訪れ、菊池忠純先生・

川本正知先生に夕飯などご馳走になりながら、鈴木登さんや近藤真美さん、また当時、国際交流基

金で日本語を教えておられた東京外大卒業生の花田久美子さんたちと楽しく情報交換などいたし

ました。時の流れは速いもので、あれから 20有余年。鬼籍に入られた方も少なくありませんが、

カイロ研究連絡センターが今後も日本からエジプトを訪れる研究者にとって有意義な情報交換の

場、かつ日本とエジプトの学術交流の結節点であり続けることを祈念いたします。（＊エジプト留学

身分と期間	 	 在エジプト・アラブ共和国日本国大使館・専門調査員（1988～1990）＊当時の日本での所属	 東京外

国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所・助手（1995~1996）） 
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Memories of the JSPS Center in Cairo 
 

The JSPS center in Cairo has a long history tied to the JSPS center in Tehran and Ankara. 2015 marks the 

50th anniversary of the establishment of the Tehran center. In the messages from former directors of the 

JSPS Cairo center, we see that taking care of the Cairo center over these thirty years has been a collaborative 

effort by the local Egyptians and the Japanese visitors to their country. To create this booklet, we asked 

former directors to share their memories and gathered writings from many people affiliated with the center 

over the years. Here not only the Cairo center but also the Tehran center and the Ankara center are dealt 

with. 

 Prof. Kamioka, who worked at the JSPS Tehran center and was present for its official closing, 

wrote about his experiences there. Prof. Odani, who had also lived at the center, lent us some very important 

photos of researchers in the old days. Prof. Horikawa, who worked at the JSPS Ankara center wrote about 

his daily life in Turkey at that time. 

 The study groups at the Cairo center were mainly run by younger researchers who have kindly 

written about how those groups got started and their cherished memories of them. Currently, there are no 

study groups at the Cairo center. Due to harsh conditions in the Middle East, there are now very few 

exchange students from Japan. We hope to someday resume the study groups. 

 Several previous directors mentioned Mr. Noboru Suzuki, who lived in Cairo for quite a long time. 

A picture of him enjoying a beer hangs in the Cairo center. He was a crucial figure in the history of the 

center, so two of his associates have taken up the task of writing about his time at the center. 

 And several noted scholars who once lived in Cairo as foreign exchange students also wrote about 

their recollections from that time. 

 

1. The Japanese Institute of West Asian Studies 

 

At the Tehran Center 

Nakao Odani (Professor Emeritus, University of Toyama) 

 

In October 1966 when I was living at the JSPS Tehran center, the Shah of Iran, intending to show the 

enduring strength of the Iranian monarchy, held a celebration marking the 2500th year of the Persian Empire. 

He invited many world-renowned Iranologists to the event, including Prof. Atsuuji Ashikaga, Prof. Reiichi 

Gamo, and Prof. Namio Egami from Japan. While in Tehran, these researchers visited the JSPS Tehran 

center. A keepsake photo was taken with my camera using a tripod and a timer on the verandah of the 

Tehran center. Shown in the photo are, from the left, Prof. Ashikaga, Prof. Gamo, Prof. Egami, staff 

members at the center, Prof. Ohno, Mr. H. Fultan, and I, Nakao Odani. All the people in the photo are 

deceased, except me. So my heart is filled with deep emotion when I see this picture. ＊See plate on p.100 
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The Tehran Center 

Koji Kamioka (Professor Emeritus, Tokyo University of Foreign Studies) 

 

The JSPS Tehran center was established in 1966 and was closed in 1981 with the onset of the Iran-Iraq War. 

The center was located at 20 Kuche-ye Chaharom, Khiyaban-e Villa, Tehran 15 (Tel. 894968, 894969). 

After the Iranian Revolution of 1979, all the streets were renamed after people who had died in the 

revolution. The street is now known as Kuche-ye Panahi, Khiyaban-e Nejatollahi. However, the name Villa 

is still quite familiar to taxi drivers. The building was located at the end of a sedate alleyway with many 

plants, not far from Tehran University. 

 According to the listings of Japanese staff assigned to JSPS international centers, the first person 

posted in Tehran was Prof. Morio Ohno (Institute of Oriental Culture, the University of Tokyo), who lived 

in Tehran from 16th March to 4th December 1966. After that, there was essentially always at least one 

Japanese researcher stationed at the Tehran center. Their main responsibilities were to collect information 

from Iranian academic institutions, collaborate with Iranian researchers, support visiting Japanese 

researchers, house survey equipment, and occasionally provide accommodations for visitors. I imagine the 

nature of the services offered varied with the need. And the people appointed as directors of the center had 

different fields of specialization that changed from year to year, History, then Archaeology, then Area 

Studies, and so on. It should be noted that these research exchange assignments were limited to one year. 

There were occasional problems, but the Tehran center was an important source of information and a place 

to relax in Tehran.         

 The last director of the Tehran center was me. I would like to share a few of my memories. I 

arrived in Tehran on 17th March 1980. I was an Iranian studies specialist who had lived through the Iranian 

Revolution. I was successor to Prof. Ohno who had held the director’s position the longest, nearly two years, 

from 1st May 1978 to 31st March 1980. On 22nd September 1980, the Iran-Iraq war commenced with Iraqi 

forces bombing Tehran’s Mehrabad Airport. After fleeing to Istanbul by bus in a state of confusion, I went 

home to Japan for a while. At the end of March 1981, I flew back to Tehran via Frankfurt on Lufthanza, 

which was the only airline offering service to Tehran at that time. I did everything possible to close down 

the Tehran center without incident, and went back to Japan on 24th May. The reasons for the closure were 

the unstable conditions inside Iran and the inability to transfer funds in or out of the country. Objectively 

speaking, closing the Tehran Office center was the only option. 

 I would like to thank the following people: Japanese Embassy in Iran Counselor Kunio Katakura 

for his assistance, all the Iranian friends I once knew, the Tehran center’s long-serving administrative 

assistant Mr. Hosein Forutan, and the JSPS for providing him with a special retirement allowance. The 

heavy restrictions on traffic and extreme shortage of petrol at that time left the sky of Tehran quite serene, 

with Mount Demavand (5671m), known by the local Japanese nationals as Iran’s Mount Fuji, always clearly 

visible. In Japan, some say that people with blood type B, like myself, are strong in a crisis. As I reach my 

seventy-seventh birthday, I am now very grateful to have witnessed firsthand these era-defining major  
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events in modern Iranian history, and to have followed in the footsteps of my predecessor, Prof. Ohno. 

 

The Ankara Center 

Toru Horikawa (Professor, Kyoto University of Foreign Studies) 

 

In March 1983, I moved, with my wife and two children, to Turkey to work at the JSPS Ankara center.  

 I had heard that the late Prof. Masao Mori had worked hard to establish the Ankara center due to 

the closure of the Tehran center in 1981. According to the documents, Mr. Hiroshi Umemura from the Toyo 

Bunko Library was there in January 1982, Prof. Mori in March, and Mr. Hisao Komatsu in April. The 

Ankara center was established through the efforts of these three people. The location of the center changed 

more than once, but there was always someone acting as the director of the JSPS Ankara center. Mr. 

Umemura and Prof. Mori returned to Japan in March 1982. Mr. Komatsu stayed on until March 1983. I 

succeeded Mr. Komatsu, and stayed there for around one year, until March 1984. 

    In addition to my research, I was tasked with liaising between Turkey and Japan for joint research 

projects. The owner of the Aşağı Ayrancı (Lower Ayrancı) apartment I had inherited from Mr. Komatsu was 

about to return, so I had to move to Yukarı Ayrancı (Upper Ayrancı ) with all the furniture, which meant 

that the JSPS Ankara center was also relocating to Upper Ayrancı. The owner was the relative of the late 

Prof. Pulat Otkan in the department of Japanese Language at Ankara University, who helped me out 

numerous times and made the remainder of my stay very comfortable. When I now look over the periodic 

reports I sent to the JSPS headquarters, my responsibilities included collecting information about academic 

institutions in and around Turkey, interacting with Turkish researchers, assisting visiting researchers from 

Japan, and helping out Japanese students in Turkey. 

 I most enjoyed talking with visiting researchers from Japan, such as the late Mr. Kokichi Hinata of 

Tohoku University who came to study canola flowers and left a deep impression on me. Mr. Hinata had 

surmised the point of origin for flowering canola plants to be Anatolia, and visited to confirm that. The first 

thing he said was “I was so impressed seeing the bright yellow flowers through my window as we flew in”. 

Canola plants have many rare variants in this area, so if Anatolia wasn’t their exact point of origin, it was 

surely a secondary point of diversification. He explained that canola plants spread across Asia from Anatolia 

to become the komatsuna plants (a species of cruciferae) found in Japan since the Edo era. I also helped Mr. 

Sueo Yoshiyuki conduct a group survey of watermills. I clearly remember being very impressed the first 

time I saw a horizontally rotating watermill. Mr. Akinobu Terasaka from Ryutsu Keizai University was a 

member of the last of the research group I dealt with. That led to me joining a geographical survey team 

supervised by Mr. Terasaka in various parts of Turkey from 1987. 

 Mr. Wataru Miki from the TUFS Research Institute for Languages and Cultures of Asia and 

Africa, and old friend Mr. Yuzo Nagata came to my apartment for a lovely dinner. This became a common 

occurrence. Turkish researchers and other neighbors would join for a meal at my increasingly popular home. 

One Sunday afternoon, Mr. Nagata dropped by unexpectedly with the previously mentioned Mr. Otkan.  
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 They brought me a pike they had just caught while fishing. It was quite challenging cleaning the 

fish with only the cleaver I had in my apartment. Another time, I had trouble using that same cleaver to 

prepare an eel I bought at a store. I couldn’t cut through its hard skin. I finally managed to cut the eel into 

round slices, and remove the bones with the back side of the cleaver. To reduce the odor, I steamed and 

broiled it, like they do in the Kanto area. My friends liked the taste of the eel, so I gave it to a Japanese 

friend who was feeling homesick. “This is the real thing”, he said, recovering soon thereafter. Once, I visited 

an old friend who had been doing research in Turkey for a very long time. I brought him special foods 

traditionally eaten in Japan on New Years Day and served in a traditional Japanese jubako box designed for 

presenting food. He was delighted, and the jubako box ended up being a useful item in Turkey. Whenever 

we invited guests over, we put out appetizers in this jubako box in the center of the table. Our Turkish guests 

were interested with how the boxes easily expanded into three tiers. I know it was especially popular with 

our Turkish guests because my wife joined in the conversation at the table and never left. 

 Perhaps I’ve rambled on too long, but my year in Turkey was a very valuable experience that has 

stimulated my research activities since. It was also a priceless experience for my family. I would like to 

express my sincere gratitude once again to the JSPS and to the late Prof. Masao Mori for giving me this 

chance. 

 

 

2. Study Groups Presented at the JSPS Cairo Center 

 

The Cairo center served as a meeting place and as a source of information. It was like a library for Japanese 

exchange students and researchers in Egypt, who were mainly specialists in the humanities. To provide more 

opportunities for students to meet, a series of text readings and research presentations was gradually 

introduced at the Cairo center. There are two types of events held at the Cairo center. One is periodic 

lectures, including konwakai (open lectures) and gendai chuto kenkyukai (lectures on the modern Middle 

East). The other is independent study groups for students and young researchers living in Egypt. I will 

explain about the independent study groups. 

 Starting around the year 2000, a variety of independent study groups were established. These 

included 1) the Arabic Manuscript Study Group, which was mainly comprised of students of history and 

philosophy, formed in 2001; 2) the Middle East Historical Studies Group, formed in around 2002; 3) the 

Appreciation of Modern Middle East Historical Sources Group, also formed in around 2002; 4) the 

Bookshops of Cairo Research Group, formed in 2003; 5) the Cairo Gender Studies Group, which was 

mainly students of sociology and anthropology and ran from 2003 to 2005; 6) the Modern Middle East and 

Islamic World Field Studies Group, which also ran from 2003 to 2005; 7) the Student Interaction Group, 

formed in 2009; and finally 8) the Arabic Calligraphy Study Group. Some of these study groups published 

their findings, and some established formal associations. 

 Here are some of the memories of these groups shared by people involved with them. 
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The Arabic Manuscript Study Group: Manuscript Reading with Madame. Nagwa 

Nobutaka Nakamachi (Professor, Konan University) 
 

I was introduced to Prof. Madame Mustafa Kamil in the spring in 2001 by Mr. Masatoshi Kisaichi, who was 

doing research work in Cairo and mentioned that Madame Nagwa would be a good teacher for manuscript 

reading. Prof. Nagwa was a researcher at the Egyptian National Library and Archives (aka Dar al Kutb). I 

learned that when Mr. Tadayoshi Kikuchi had served as director of the Cairo center, Madame Nagwa had 

given him instruction in reading Arabic manuscripts. When I heard this, I created the Arabic Manuscript 

study group with Japanese exchange students Mr. Yutaka Yanaginuma and Mr. Masami Nishino. 

 Madame Nagwa’s lessons were held once a week in a room at the Cairo center. I don’t remember 

exactly when the first meeting was, but we began with “Iqd al Juman” by al‘Ayni as our reading material. 

We used a copy I had made from the Suleymaniyeh Library in Istanbul. And we cross-referenced that with 

another copy from the Egyptian National Library’s microfilm collection. Madame Nagwa kindly provided 

us with free copies of the National Library version. It was, however, not the best quality and difficult to read. 

So we gradually came to rely on the Suleymaniyeh version. When Madame Nagwa heard about this, she 

smiled with delight and said “you find that hawaga writing easy to read?” Madame Nagwa was using a 

derisive Egyptian word for foreigners in reference to a manuscript written in the Ottoman era. The 

Suleymaniyeh version was written in the 18th century, and the National Library version was written in the 

author’s own hand in the 15th century. Back then, I wasn’t concerned with such matters. 

 Although I always kept digital copies of both texts and my notes, Madame Nagwa recommended I 

keep hand-written copies as well. She mentioned this at first, but didn’t comment on the matter again. When 

my computer was stolen, I lost some of my notes. I regretted not taking his advice, but it was too late.  

 The second half of my exchange student days in Egypt were focused on the “Madame Nagwa 

meetings”. When I came back to Japan, I was happy to hear these meetings would continue. I once attended 

one of these “Madame Nagwa meetings” that was for junior researchers. I handed Madame Nagwa a 

recently published article of mine in English, expecting praise in response. She briefly said some nice things 

about my article and then turned to me and said, “Nobutaka-san, you’re researching Egyptian history. You 

should write in Arabic.” I remember being embarrassed not to have lived up to her expectations. 

 

The Cairo Gender Studies Group 

Junko Toriyama (Research Fellowship for Young Scientists, J. F. Oberlin University) 

 

The Cairo Gender Studies Group was started in 2003, under Cairo center director Ms. Fumiko Hirano. The 

main members at that time were Ms. Emi Goto, Ms. Mio Chiyozaki, Ms. Junko Karasuyama, Ms. Hiroko 

Minezaki, and Ms. Asako Miyahara. These women were living in Cairo as foreign exchange students, 

administrative assistants, and spouses, and used the opportunity to exchange information about research and  
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daily life at the Cairo center. These meetings eventually became the Gender Studies Group. Some years 

earlier, the American University in Cairo had established the Institute for Gender and Women’s Studies, 

(later renamed the Cynthia Nelson Institute for Gender and Women’s Studies). Gender was widely 

recognized as a great new field in Middle Eastern studies. Outside the Cairo center, women were more often 

wearing veils and covering their bodies. We believed that gender studies was an effective and necessary tool 

to better understand the changes happening at that time. 

 We convened the study group once or twice in a week. They typically included research 

presentations and text readings (in Japanese, English, and Arabic). Next, we began work on a Japanese 

translation of “Remaking Women: Feminism and Modernity in the Middle East” (1998. L. Abu-Lughod ed. 

Princeton University Press) which we had already read in our study group under the direction of Prof. Haruo 

Kobayashi. Our Japanese translation was published in 2009 by Akashi Shoten (「女性をつくりかえる」と

いう思想―中東におけるフェミニズムと近代性＊See plate on page 27). 

 This study group was very important to my continued research, because we shared in common the 

experience of living in Cairo from the early to mid-2000s, and because we were able to discuss gender 

issues academically with researchers from our peer group. Words can only describe personal experiences so 

well. But by sharing our experiences, we could sympathize and be inspired by one another. We formed close 

bonds by speaking frankly and critically about our discoveries. My experiences with our gender studies 

group have become foundational to my research even now, both in the academic pursuits and human 

interactions.  

 

2004 Bookshop Guide in Cairo Project 

Takahiro Harayama (Toyo Bunko) 

 

Time flies so quickly, and ten years or more have passed since we worked on the revised version of 

Bookshop Guide in Cairo.  

In those days, we Japanese graduate students studying in Cairo often heard that some appreciable 

results of the activities of the JSPS Cairo Research Station were required. We were in debt to the research 

station at that time for its help. So we discussed what we could do for it, and then made this bookshop guide 

project one of the JSPS Cairo Research Station’s activities which would succeed because of our efforts. At 

first, we thought this project was just visits to the bookshops whose names Kumiko Izumisawa noted in her 

article “Bookshop and Library Guide for Searching Books in Cairo”. But the plan grew larger, and finally it 

was decided that we should collect information on all the bookshops in Cairo as far as possible. We might 

have put our feet in it with our decision to visit every bookshop door-to-door and get information from it. 

But cold drinks like sobia or asab were so delicious when we walked around the city in the summer 

researching bookstores. Editorial work like arranging information in order and editing maps increased my 

shisha smoking, but that is now a nostalgic memory. I think publishing and bookstores in Cairo have 

changed significantly, but I hope this guidebook still helps.  
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The Modern Middle East and Islamic World Field Studies Group 

Daisuke Maruyama (Associate professor, National Defense Academy of Japan) 

 

It was around mid-December of 2004 when I took a break from pursuing my master’s degree to visit Cairo. 

With Mr. Kazuhiro Arai from Kyoto University Graduate School and Mr. Takenori Yoshimura from 

Waseda University Graduate School, we excitedly discussed being able to hold a study group for young 

researchers at the Cairo center. 

 We decided on the name “Modern Middle East and Islamic World Field Studies Group” (or “Field 

Studies Group” for short). As indicated by the long name, the group wasn’t restricted to a particular field or 

subject of research. It brought together graduate students and young researchers for free discussion and 

exchange of opinions and information. I remember our founding members hoped that all researchers who 

visited Cairo would feel free to join us for earnest debates. 

 With the support and encouragement of Cairo center director Haruo Kobayashi (Tokyo Gakugei 

University) we managed to hold our first meeting on 14th January 2005. We only got together eight times in 

Cairo, but after returning to Japan the members found a new home for this group in Kyoto, where its 

activities continue to this day. Please refer to this web site, which also covers our time in Cairo.  

(https://sites.google.com/site/islamfield/) 

 In January 2015, I visited the Cairo center again for the first time in ten years. My head was full of 

memories as I bowed to bawab, entered the dark entrance hall with the high ceiling, climbed the steps, and 

was warmly received as a visitor. When I looked toward the back room where we once held meetings, I 

remembered how little I knew about research back then, and wondered how I’ve managed to succeed these 

past ten years. I feel the Cairo center was probably the starting point of my research career.        

 The center taught me about the difficulty and importance of group study. I hope it will live on and 

prosper as a gathering place for researchers to exchange views. ＊See plates on page 106. 

 

The Student Interaction Group 

Asami Kataoka (Completed Master’s degree in Waseda University) 

 

I arrived in Egypt as a student in January 2009, tightly grasping my notebook with the address of the Cairo 

center written inside. A kind soul invited me into the quiet living quarters in a building in the Zamalek 

district of Cairo. The cold of a Cairene winter was the first nugget of knowledge I would come to understand 

only by living in Cairo and through my encounters at the Cairo center. The Student Interaction Group for 

Egyptian and Japanese students that was established through our interactions at the Cairo center lives on 

today as the Japan-Egypt Network Youth group in Cairo. 

 When I was assisting with the Cairo center’s periodic lectures, I had the chance to speak with 

Egyptian students from the Japanese Language Department at Cairo University. It was a rare chance for  
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Japanese nationals studying Egypt and Egyptian nationals studying Japan to meet and interact. I thought this 

was a perfect chance for Egyptian and Japanese students to learn more about each other’s countries. I 

wanted to create a place where I could help and hear the opinions of Egyptian students interested in Japan. 

With these goals in mind, I set out to establish a regular group meeting. 

With the help of the Cairo center, we created the Student Interaction Group. The center’s director 

Prof. Oishi kindly provided a place for our group meetings and space for our pamphlets at the reception area. 

Attendance varied at first, sometimes thirty or more people, other times only two or three. Over time, 

members started to propose activities and some Egyptian members helped manage the group. Meetings grew 

to include things besides research presentations, such as Egyptian music and Japanese martial arts. These 

interactions helped us better understand one another. 

 As membership increased, the Student Interaction Group meetings were relocated to the Japan 

Foundation in Cairo, and renamed the Japan-Egypt Network Youth group. Its activities continue today, with 

largely Egyptian student membership. Many current members may not realize the group was started a few 

Japanese students in Egypt. But I will never forget those early days of trial and error, just a few of us sorting 

out our activities in that room at the Cairo center.  

 I want to express my appreciation for the Cairo center, and my hope that it will continue to 

facilitate interactions between Japanese and Egyptian students and researchers, serving as a place for people 

to come together and learn from one another. ＊See plates on page 107.  

 

 

3. Footprints: Memories of Mr. Suzuki and Studying in Egypt 

 

ʻAbd al-Raḥmān Noboru SUZUKI	 (Job: “Arabic Speaker”) 

Manami Kondo (Associate Professor, Ryukoku University) 

 

On the occasion of the 30th anniversary of the JSPS Cairo center, I also heard stories about Suzuki from 

people who used to visit the center, where he would take good care of them. But I’m glad that, even after his 

death, people associated with the center still remember his name. I’m sure there many people who knew him 

better than I, through their experiences with him and the center. Even now he’s saying from his grave: 

“That’s not so. You can’t just write whatever you want.” So please forgive me. 

 He was a lively personality, but I remember him sitting crossed-legged behind a big desk quietly 

reading a book or using his computer. Behind him, books were stacked on shelves up to the ceiling. The 

walls in every room, and the hallways as well, were lined with shelves filled with books from his frequent 

bookshop visits. He also went to the International Book Fair every year. The director of the center and 

young researchers would gather at the center and take separate cars to the fair. Suzuki would make several 

trips to the book fair over the course of a few days. He took me there with him once. Booksellers from Egypt 

and abroad gather at this fair, so it’s an amazing opportunity for a researcher. I remember how he helped  
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me.out once when I had bought all the books I wanted, but had no idea how to carry them all. I’ve heard	 

that group trips to the book fair have now become a tradition. 

 One thing he always said was that experiences are what matter. It seems he had had many good 

experiences in Egypt. One of those was surely going to the book fair with everyone. Another would have 

been the people and the knowledge he experienced at the JSPS regular lectures. I attended many of these 

meetings and remember seeing the fliers for those events on the door of his fridge. His philosophy seemed to 

be “live and let live”, letting everyone say and do what they like. He himself also had many things to say, 

sometimes even during the open lectures. He had a loud voice, and that was an issue for some people, but I 

certainly don’t think it was the whole story. On behalf of Suzuki, I would like to thank the JSPS center. I 

pray that the center will continue thriving as a place for positive experiences. ＊See plate on page 108. 

 

Remembering My Days with Mr. Suzuki 

Wakako Kumakura (Researcher, University of Tokyo) 

 

Mr. Abdul-Rahman Suzuki Noboru is a recently deceased Japanese national who lived in Cairo for more 

than four decades. Having taken on an Arabic name, he worked as a journalist, the owner of a used 

bookshop, and sometimes as an Arabic language instructor at Japanese schools. So, he actually had many 

faces and took on many tasks. These allowed him to interact with people of different fields and different 

generations. Every visitor to Suzuki’s home became a guest at a banquet.  

There are a lot of people who knew Suzuki better than I, which makes writing about him here quite a 

challenge. Still, I welcome the chance to tell you about him as a way of repaying his many kindnesses 

toward me. So, I will start from my first encounter with Suzuki, when I was a Japanese student who had 

come to study in Cairo. 

 The first time I met Suzuki was in 2003, at the Cairo International Book Fair. I was in the first 

year of graduate school and it was my first time visiting Egypt alone. Although I had studied basic Arabic at 

university, I wasn’t conversant in the language. I remember somehow managing to reach my destination 

anyway. But, I soon realized that I would have to locate history books among the countless volumes before 

me, and I had a very limited amount of time. 

 I then saw a Japanese-looking guy speaking fluent Arabic with an Egyptian. He was my beacon of 

hope amid a sea of Arabic. I approached him and asked “Are you Japanese?” and then continued “I can read 

Arabic but I can't speak it. Could you please ask that bookseller for me if he has the book I’m looking for?” 

He got slightly testy and replied “Are you asking people for favors without even introducing yourself first?” 

I never expected that turn of events. Surely, I was the one who should have been angry at his criticizing me 

without even giving me the chance to explain myself. He then walked away. That encounter, and my ire 

toward him, stayed with me for several days. Eventually, however, after a good amount of self-reflection, I 

realized he was right. 
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 Just shortly before I was to return to Japan, I heard about the open lectures offered at the JSPS 

center, and attended one for the first time. When I went to the center, I figured the guy I had encountered at 

the bookseller’s might be there. Sure enough, the minute he saw me there, he came over to me. I apologized 

for my rudeness the previous day, introduced myself all over again, and tried to explain what I was thinking 

at the time. The man’s expression quickly became a friendly one, as he said, “My name is Suzuki.” He 

started explaining why he raised his voice in anger. First of all, in Egypt you start by greeting someone, 

saying “Al-Salamu Alaykum (May peace be upon you)”, you ask about their health, and then you ask if 

there’s anything new with their family. Only after that brief conversation do you move on to the main point. 

So coming up to someone and asking them for a favor without greeting them or even introducing yourself is 

both rude and puzzling. Secondly, if you can actually read Arabic, you can also speak and write Arabic. So, 

if you’re not applying that knowledge, it’s doubtful whether you can really read Arabic at all. With no 

grounds for rebuttal, I had no choice but to concede. We shook hands in reconciliation, and I returned to 

Japan wiser for the experience. That was my first encounter with Mr. Suzuki. 

 Later, I was fortunate enough to study at Cairo University, living in Cairo from 2005 to 2007. 

Over those two years, I greeted new arrivals and saw off students who were returning to Japan. Mr. Suzuki 

was always there for such occasions. Suzuki would always invite students to his home for farewell parties 

the night before they left the country. There, he would display his cooking skills, preparing them luxurious 

feasts. One time, the main guest requested the cuisine of the Abbasid Caliphate in the Middle Ages. Suzuki 

found a book about the food of that time, and turned one of its recipes into an amazing meal.   

 But it wasn’t just these special events. Students would gather at Suzuki’s home every day, and talk 

with him into the night as he drank his trademark Old Parr scotch whisky. The walls at Suzuki’s house were 

covered with bookshelves full of Arabic books on every topic from history to the problems of modern 

society. He was also quite dedicated to making scrapbooks of newspaper clippings. I remember looking 

through them as I listened to Suzuki talk about his problems.  

 I think every student stayed in contact with Suzuki, even after they finished their studies. There 

were seniors coming for short-term research who fell into the habit of drinking with him from day one. I, too, 

when visiting Egypt for research would say to him ever so selfishly, “Today let’s have Chinese food.” And 

like every other day, I would be treated to dinner at his home. Even in the intense heat of the summer, I 

would finish work at the archives and climb those dark stairs to his shaqqa apartment. As soon as I rang the 

doorbell, I would hear his cheerful voice, “Coming”. I still vividly recall him standing in the kitchen saying: 

“It’s so hot in here, but I can’t help it,” while cooking up the Chinese-style stir-fried vegetables I had 

requested. After eating, I would tell him about the discoveries I had made that day at the archives, and take 

in his comments over Stella Artois beer. 

 When I think about it, every time I look back on my research in Cairo, Suzuki comes to mind. And 

not just because of his words of encouragement or strong personality. He was the mediator of a network of 

students studying abroad, professors, and some people not doing any research. After he passed away, I was 

apprehensive about visiting a Cairo in which Suzuki was no longer a presence.  
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I think I didn’t want to accept the fact that he was gone. And there many people who feel the same. But, I 

gradually overcame that feeling of loss and have since discussed my memories of him over sake and snacks. 

He still, to this day, connects all of us together in Cairo. 

 

Memories of my Youth in Cairo 

Yasushi Tonaga (Professor, Kyoto University) 

 

I spent my late twenties in Cairo, from 1986 to 1988. Before coming to Egypt, I felt my research on Islam 

was stagnating. I had even thought about quitting. But after living in Cairo, and interacting with Egyptian 

people, their enthusiasm changed my outlook. 

 Actually living among those good people definitely taught me a lot about Islam and motivated me 

to continue my research. 

 At that time, there were a lot of students from Japan breathing in the air of Egypt. Including 

students from major universities like Mr. Iiuzuka, now a professor at the Tokyo University of Foreign 

Studies; Mr. Nakata, now a professor at Doshisha University; Mr. Akahori, now a Sophia University 

professor; and also Mr. Hasabe, now a professor at Keio University.  

 The monthly lectures at the JSPS Cairo center gave me a regular opportunity to meet with these 

future professors. The organizers of this club were Dr. Kazuo Otsuka and Dr. Hanada. It was so much fun to 

hear about the progress our friends had made in their research, and also to have a Japanese meal after 

finishing the discussion. 

I usually spent summer in Istanbul, Turkey. It’s been a very long time since I last visited Egypt. But 

honestly, Cairo is where I grew up and is my second home. That's why every time I visit Cairo, I feel young 

again.  See plates on page 111. 
＊Affiliation in Egypt at that time: Asian Studies Scholarship student of the Ministry of Education, Science and Culture of Japan 

＊Affiliation in Japan at that time: Doctoral student, Graduate School of Humanities the University of Tokyo 

 

With 28 years of Gratitude for the JSPS Cairo Center 

Masayuki Akahori (Professor, Sophia University) 

 

It was difficult to get rice in Cairo, and basic infrastructure like water and electric was sub-standard. But my 

time there was mostly relaxed. There were many Japanese students in Egypt when I went there as a student. 

Mr. Yasushi Tonaga and Mr. Ko Nakata were already living there. Mr. Fumihiko Hasebe came later the 

same year, and Mr. Tetsuya Otoshi came the following year. Mr. Masato Iizuka served as a Special 

Researcher at the Japanese Embassy in Egypt. There were also many long-term resident Japanese 

archaeology students, like Mr. So Hasegawa. Tokyo University of Foreign Studies undergraduate students 

who wanted to study Arabic would also go to Egypt. 

            The Iraqi invasion of Kuwait began in 1990. There were many refugees from Kuwait in urban areas.  
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There were also some Japanese refugees from Jordan in Cairo at the end of that year. When the Gulf War 

began in January 1991, the Japanese Embassy warned Japanese nationals to leave the region. My study in 

Egypt was abruptly cut short, but was already longer than expected. I had been living there more than three 

years, after extending my original plan of two.  

            At that time, the JSPS Cairo center served as both the business office and the residence of the 

director. The director changed annually, sometimes bringing along their family, sometimes not. When I 

arrived in Cairo, the director was Prof. Otsuka. He made a point of coming out to meet me at the airport, 

which was quite pampering. He held a welcoming party for me that night. Although I was staying at a 

lodging only three minutes away from the Cairo center, I nevertheless somehow managed to get lost in the 

darkness. During my stay in Egypt, there were three different directors of the Cairo center, Prof. Nariaki 

Hanada, Prof. Shigeru Kamada, and Prof. Keiji Okazaki. As the base of my research work shifted from 

Cairo to Alexandria, I moved to far away Marsa Matruf in the villages of Egypt’s Western Desert. I couldn’t 

visit the center as often, but each time I did, the current director had made noticeable improvements to the 

center. Whenever I visited Egypt afterward, I would drop by the center at least once, and the current director 

would always take good care of me. 

            On the other hand, Sophia University then established their Cairo Research Center, borrowing space 

from the JSPS Cairo center. This was in response to the Japanese government’s Reorganization and 

Rationalization Plan for Special Public Institutions, which called for the termination of the JSPS centers in 

Cairo and Nairobi. It is already in the past, but the JSPS Cairo center was in danger of being closed. The 

Japan Association for Middle East Studies cooperated with the JSPS, called on related organizations, and 

submitted a formal collective request to keep the center in Cairo. At the same time, the JSPS asked Sophia 

University to establish a center in Cairo to support the overseas activities of Japanese universities. The 

president of the collective at that time was Prof. Masatoshi Kisaichi and the secretariat was myself. Sophia 

University established their Cairo Research Center with the agreement of the collective, which is the 

arrangement at present. It is actually quite difficult for a single university to maintain a base of operations 

abroad, and it is quite unfortunate that the circumstances surrounding its establishment did not include the 

succession of the person in charge on the JSPS side. But, it is surely and important step toward the future 

growth of Sophia University. 

           I want to express my deepest appreciation to all the past directors of the JSPS Cairo center and now 

Sophia University’s Cairo Research Center. I respectfully ask for the continuing cooperation of future 

directors. 
＊Affiliation in Egypt at that time: Asian Studies Scholarship student of the Ministry of Education, Science and Culture of Japan 

＊Affiliation in Japan at that time: Doctoral student, Graduate School of Sociology, the University of Toyo 
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The Flow of Time: Changing People and a Changing Cairo 

Masato Iiizuka (Professor, Tokyo University of Foreign Studies) 

 

The two times I lived in Cairo (1988-1990 and 1995-1996), Egypt was basically at peace. When the 

Egyptian Army joined the multinational coalition in the Gulf War in early 1991, Egypt was rewarded with 

economic investment from the West. The shortages of goods that had sometimes occurred since the eighties 

quickly ended. The number of the restaurants serving Western cuisine increased dramatically. When I was 

appointed Special Advisor to the Japanese Embassy in Egypt in May 1988, Mr. Yasushi Tonaga, Mr. Ko 

Nakata, Mr. Masayuki Akahori, and Mr. Fumihiko Hasebe, all of whom had studied in Egypt, were my 

peers. And Mr. Tetsuya Otoshi joined us in 1989.  

 During my second stay in Cairo, from 1995 to 1996, Ms. Manami Kondo may have been the only 

Japanese graduate student in Cairo. But there was also Ms. Keiko Sakai, enrolled at the American University 

of Cairo, and Waseda University and the Middle Eastern Culture Center in Japan had ongoing excavation 

projects. 

   I first visited the Cairo center in January 1988. After first meeting director Kazuo Otsuka we 

stayed in close contact until his death. When I was appointed at the Embassy of Japan, at the suggestion of 

the late Prof. Tsugitaka Sato, I brought “Retrospective and Prospective Views of Japanese Historians: West 

Asia and Africa 1949-85”, which had just been published in February of that year, as my gift to the Cairo 

center. Center Director Nariaki Hanada, however, got the mistaken impression it was a gift from Prof. Sato 

himself, not me. Director Shigeru Kamada was a former instructor of mine. He lived at the Cairo center in 

1989, but I was quite busy with Embassy-related work and only saw him occasionally to bring him rare 

treats, like Japanese rice.  

 For my stay in Cairo from 1995 to 1996, on the other hand, I was a researcher with free time, and I 

visited the Cairo center once a month. Director Tadayoshi Kikuchi and Director Masatomo Kawamoto 

treated me to dinner, along with Mr. Noboru Suzuki, Ms. Manami Kondo, and Ms. Kumiko Hanada, who 

had graduated from the Tokyo University of Foreign Studies and was a Japanese instructor at the Japan 

Foundation at the time. We greatly enjoyed sharing our experiences with each other.  

 Time passes quickly. It has already been more than 20 years. Some people have passed away. I 

hope that the Cairo center will continue to be a place for Japanese researchers living in Egypt to share 

information and a place for interactions between Egyptians and Japanese forever.    
＊Affiliation in Egypt at that time: Embassy of Japan in the Arab Republic of Egypt・Special Advisor 

＊Affiliation in Japan at that time: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo University of Foreign 

Studies, Research Associate 
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添付資料 

海外研究連絡センター歴代派遣者一覧 People Stationed at JSPS Centers in Tehran and Ankara 

●	 西アジア地域研究センター（1965年設置）The Japanese Institute of West Asian Studies (from 1965) 

氏名 派遣期間  所属 

大野	 盛雄	 	 	 	 Morio Ohno 1966.3.16-1966.12.4 Tehran 東大・東文研・教授 

小谷	 仲男        Nakao Odani 1966.8.10-1967.2.27 Tehran 京大・文・教務員 

山田	 稔          Minoru Yamada 1967.12.15-1968.3.31 Tehran 東外大･文・大学院生 

石井	 昭          Akira Ishii 1967.12.15-1968.4.30 Tehran 都立大・工・助教授 

本田	 実信        Minobu Honda 1968.4.12-1969.4.18 Tehran 北大・文・教授 

縄田	 鉄男        Tetsuo Nawata 1969.4.1-1970.3.31 Tehran 島根大・文理・講師 

佐藤	 圭四郎      Keishiro Sato 1970.4.29-1970.8.17 Tehran 東北大・文・教授 

黒柳	 恒男        Tsuneo Kuroyanagi 1971.1.20-1971.4.30 Tehran 東外大･教授 

井本	 英一        Eiichi Imoto 1971.4.20-1972.4.10 Tehran 阪外大・教授 

末尾	 至行        Yoshiyuki Sueo 1972.4.5-1973.2.22 Tehran 関西大・文・教授 

相馬	 隆          Takashi Soma 1973.4.1-1974.3.31 Tehran 国博・技官 

石井	 昭          Akira Ishii 1974.4.5-1975.4.4 Tehran 都立大・工・助教授 

羽田	 亨一        Koichi Haneda 1975.11.15-1976.4.30 Tehran 東外大・AA研・助手 

古里	 節夫        Setsuo Furusato 1975.4.1-1975.9.30 Tehran 東教大・文・教務補佐員 

池田	 次郎	 	 	 	 Jiro Ikeda 1975.5.7-1976.3.31 Tehran 京大・理・教授 

加藤	 和秀        Kazuhide Kato 1976.4.15-1977.3.31 Tehran 東海大・文・助教授 

本田	 実信        Minobu Honda 1976.7.1-1976.12.31 Tehran 京大・文・教授 

後藤	 晃          Akira Goto 1977.3.23-1978.3.31 Tehran 東大・東文研・助手 

縄田	 鉄男        Tetsuo Nawata 1977.6.28-1977.9.22 Tehran 熊本大・法文・助教授 

大野	 盛雄        Morio Ohno 1978.5.1-1980.3.31 Tehran 東大・東文研・教授 

村田	 さち子      Sachiko Murata 1978.3.22-1979.12.19 Tehran 学振奨励研究員 

上岡	 弘二        Koji Kamioka 1980.3.17-1980.7.9 Tehran 東外大･AA研・助教授 

1980.8.20-1980.10.15 

1981.3.25-1981.5.24 

梅村	 坦          Hiroshi Umemura 1982.1.31-1982.5.8 Ankara 東洋文庫・ユネスコ東アジア文化

研究センター・研究員 

護	 雅夫          Masao Mori 1982.3.2-1982.5.28 Ankara 日大・文理・教授 

小松	 久男        Hisao Komatsu 1982.4.24-1983.3.27 Ankara 東海大･文・講師 

堀川	 徹	 	 	 	 	 Toru Horikawa 1983.3.21-1984.3.20 Ankara 京外大・講師 

山内	 昌之        Masayuki Yamauchi 1984.3.24-1985.3.23 Ankara 東大・教養・助教授 

小山	 皓一郎      Koichiro Koyama 1985.3.14-1986.3.13 Ankara 北大・文・助教授 

林	 俊雄          Toshio Hayashi 1986.3.4-1986.9.16 Ankara 古オリエント博・主任研究員 
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●カイロ（1984年度設置）People Stationed JSPS Cairo Research Station (from 1984) 

 

氏名 派遣期間 前職 

佐藤	 次高      Tsugitaka Sato 1984.8.18-1984.12.4 東大文	 助教授 

後藤	 明        Akira Goto 1985.9.2-1986.1.15 山形大人文	 助教授 

藤田	 進        Susumu Fujita 1986.4.1-1987.3.31 東外大外	 助教授 

大塚	 和夫      Kazuo Otsuka 1987.4.20-1988.4.2 民博	 助手 

花田	 宇秋      Nariaki Hanada 1988.3.25-1989.4.3 明学大一般	 助教授 

鎌田	 繁        Shigeru Kamada 1989.3.25-1990.3.31 東大東洋文化研	 助教授 

岡崎	 桂二      Keiji Okazaki 1990.3.25-1991.3.24 四天王寺大学	 専任講師 

清水	 宏祐      Kosuke Shimizu 1991.4.10-1992.4.9 東外大外	 助教授 

竹下	 政孝      Masataka Takeshita 1992.3.28-1993.4.6 東大文	 助教授 

加藤	 博        Hiroshi Kato 1993.4.1-1994.4.3 一橋大経済	 教授 

山田	 幸正      Yukimasa Yamada 1994.3.29-1995.4.1 都立大工	 助手 

菊池	 忠純      Tadayoshi Kikuchi 1995.3.26-1996.4.2 四天仏大文	 助教授 

川本	 正知      Masatomo Kawamoto 1996.3.25-1997.4.10 奈良産業大学経済	 助教授 

中田	 考        Ko Nakata 1997.4.1-1998.3.31 山口大教育	 助教授 

長澤	 榮治      Eiji Nagasawa 1998.3.27-1999.4.3 東京大学東洋文化研究所	 助教授 

大稔	 哲也      Tetsuya Otoshi 1999.4.1-2000.3.31 九州大学文学部	 助教授 

辻村	 純代      Sumiyo Tsujimura 2000.4.1-2001.3.31 国士舘大学イラク古代文化研究所	 共同研究員 

保坂	 修司      Syuji Hosaka 2001.4.1-2002.3.31 財団法人東洋文庫	 研究員 

田中	 哲也      Tetsuya Tanaka 2002.4.1-2003.3.31 福岡県立大学	 人間社会学部	 教授 

平井	 文子      Fumiko Hirai 2003.4.1-2004.3.31 獨協大学経済学部	 講師 

小林	 春夫      Haruo Kobayashi 2004.4.1-2005.9.30 東京学芸大学	 教育学部	 教授 

坂井	 定雄      Sadao Sakai 2005.10.1-2008.4.20 龍谷大学	 名誉教授 

大石	 悠二      Yuji Oishi 2008.4.21-2011.3.31 江戸川大学	 教授 

長谷川	 奏      So Hasegawa 2011.4.1-2015.3.31 早稲田大学総合研究機構	 客員准教授 

深見	 奈緒子    Naoko Fukami 2015.4.1- 早稲田大学イスラーム地域研究機構	 招聘研究員 
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カイロセンターでの講演会ほかイベント 
	  
 
 
	 資料が見つからず、不明のままとなっている年もありますが、1987年から 2015年 12月までに開催されたものをま
とめています。なお、開催場所に関しては、1987年から 1994年 1月まではカイロ日本人会会議室、その後は現在の
カイロセンター１階事務所にて開催されています。なお、2001年 8月 27日の懇話会はアフラーム新聞社との共同開
催でアフラーム新聞社内イブラーヒーム・ナーフィァ・ホールにて、2011年 8月 28日と 2012年 8月 11日の音楽コ
ンサートは Beit el-Umma (Saad Zaghloul Culture Center) で行われました。また、1997年の 4回は国際交流基金との共催
でした。名称に関しては 1987年〜1991年までは研究会、1993年はカイロ談話会、1997年は学術講演会、1998年か
ら懇話会の名称となりました。2010年から開催され始めた現代中東研究会には＊をつけてあります。 
 
 
日時 題目 発表者等  
1987/10/31 人類学的イスラーム研究の最近の動向 大塚和夫(センター長) 

大

塚 
 

1987/11/21 アブド・アル・ジャッバールの倫理思想を巡って 塩尻和子 
1987/12/ イブン・タイミーヤ 中田考 
1988/01/16 エジプトの工業化の現状について 鈴木弘明(アジア経済研究所) 
1988/02/27 イスラーム神秘主義の思想的理解のための覚書 東長靖 

1988/03/19 
ヤヒヤ・ハッキーの「オンム・ハーシムの吊りラン

プ」について 高井清仁 

1988/06/11 イスラムとダンテと三木論文と 花田宇秋(センター長) 
花

田 
 

1988/07/08 中東の遊牧民における平行イトコ婚 赤堀雅幸(東京大学大学院) 
1988/12/17 マムルーク朝時代の民衆・商人・公権力 長谷部史彦(慶応義塾大学大学院) 
1989/01/21 ムハンマド・アブドゥフの政治思想 飯塚正人(在エジプト日本大使館専門調査員) 
1989/06/02 スンナ派法学のカリフ論 中田考(カイロ大学文学部哲学科博士課程) 

鎌

田 
 

1989/07/29 エジプトの民主化と地方自治 伊能武次(アジア経済研究所) 
1989/11/18 シーア派・イマームについて 鎌田繁(センター長) 
1989/12/23 国際石油情勢と中東の行方 畑中美樹(中東経済研究所) 
1990/01/27 エジプトにおける政治的諸勢力の現状 飯塚正人(在エジプト日本大使館) 
1990/02/24 ローマ・ビザンツ支配期エジプトの土器文化 長谷川奏(早稲田大学大学院博士課程) 
1990/03/24 マスル・アディーマ生活誌 大稔哲也(東大大学院博士課程) 
1990/09/22 エジプトの女性問題 泉沢久美子(アジア経済研究所) 

岡

崎 
 

1990/11/17 湾岸危機とエジプト情勢 白井正博(在エジプト日本国大使館専門調査員) 
1990/12/15 アラブ古典詩について 岡崎桂二(センター長) 
1991/01/19 シナイ半島の言語調査から 西尾哲夫(東外大アジアアフリカ言語文化研究所) 
1991/02/14 イブン・タイミーヤの政治理論 中田考(カイロ大学哲学科) 
1993/05/27 エジプトの農民と遊牧民 加藤博(センター長) 

加

藤 
 

1993/06/24 15・16世紀の東地中海世界 堀井優(東京大学大学院・カイロ大留学生) 
1993/09/23 エジプト映画事情(仮題) 高野晶弘(東京外国語大学) 
1993/10/26 エジプトの灌漑システム―過去・現在・未来 長澤栄治(アジア経済研究所) 
1993/12/18 エジプトの視点からみた中東和平と原理主義 松本太(日本大使館) 
1993/12/25 イスラーム復讐の歴史人類学 大塚和夫(東京都立大) 

1994/01/27 
砂漠に消えた「革命」—近代エジプトの遊牧民「革
命」 加藤博(センター長) 

1997/07/28 
イスラーム主義とエジプト 中田孝	 	 	  

中

田 
 

中東の民主化 田原拓治(中日新聞) 
1997/09/21 エジプト人ムスリムの結婚 奥野克己(京都文教大学) 
1997/11/04 エジプト民衆のイスラーム 大塚和夫(都立大学) 
1998/06/15 事務所開き 長澤榮治(東京大学東洋文化研究所)  

 
長

澤 
 
 

1998/07/05 
アラブと東アフリカ―インド洋交渉とスワヒリ世界の
形成史 福田安志(アジア経済研究所) 

1998/08/03 アラブ世界への人類学的アプローチ 大塚和夫(都立大学) 
1998/08/30 原理主義とイスラーム 飯塚正人(東外大アジアアフリカ言語文化研究所) 
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1998/09/30 曲がり角のエジプト経済 野口勝明(日本貿易振興会カイロ事務所長)  

 
 
長

澤 

1998/10/31 人口と移動から見た下エジプトと上エジプト 店田廣文(早稲田大学人間科学部教授) 
1998/11/28 エジプト映画と私 高野晶弘(翻訳家) 
1998/12/03 日本の文明戦略にとっての中東 板垣雄三(東京経済大学教授) 
1998/12/19 年末特例会	 中東関連文献紹介(入門編) 福田幸正(海外経済協力基金) 
1999/01/30 現代エジプトの医療制度状況 荻原理江(国際協力事業団) 

1999/02/25 
アラブ諸国の民主化問題を考える―最近の市民社会論
を中心に 私市正氏(上智大学アジア文化研究所) 

1999/03/27 アラブ主義の現在 長澤榮治(センター長) 

1999/05/29 
19 世紀のエジプトと日本における啓蒙思想：福沢諭吉
とタフターウィーの比較研究 Rauf Abbas Hamid(カイロ大学文学部副部長・教授) 

大

稔 
 
 

1999/06/26 
現代エジプト小説と都市空間(ナギーブ・マハフーズの
カイロ 

福田義昭(大阪外語大学大学院博士課程) 

エジプトの NGOと草の根の活動家 平貴仁(元 Takarai) 

1999/08/28 
中世カイロとカラコルム(モンゴル)を結ぶもの：14～15
世紀のワクフ(寄進財)と歴史家 

菊池忠純(四天王寺仏教大学助教授) 

1999/09/18 
聖イブラヒーム伝説：イスラーム世界から東南アジア

への拡大 佐藤次高(東京大学教授) 

1999/10/23 
1990 年代後半シリアにおける反政府勢力の動向―シリ
ア共産党・政治局を中心に 青山弘之(アジア経済研究所) 

1999/12/25 
ナイルの水,カイロの水—現代エジプトの直面する水問
題 

小林三樹(北海道大学大学院助教授,JICA派遣専門員) 

2000/03/25 
カイロの墓地居住者：社会的観点から(アラビア語・日
本語通訳つき) 

マフムード・アル・クルディー(カイロ大学教授・社会
学科長) 

中世カイロ死者の街,参詣の華やぎ 大稔哲也(センター長) 
2000/06/01 コプト芸術とそのシンボリズムについて ガマル・ヘルミーナ(コプト博物館学芸員) 

辻

村 
 

2000/06/29 
パピルス古文書からみたイスラーム文化 

サイード・マガウリ(国立図書館アラビア語パピルス研
究責任者) 

アフガニスタンにおける文化遺産の破壊と保護活動 後藤健(東京国立博物館西アジア・エジプト室長) 
2000/08/03 エジプトにおける ODAの現状報告 中村三樹男(国際協力事業団エジプト事務所長) 

2000/09/28 
カイロに現存するワカーラ,都市型隊商施設の建築史的
一考察 山田幸正(都立大学大学院工学研究科) 

2000/11/24 経済統制下のイラクの現状 酒井啓子(アジア経済研究所) 

2001/01/25 
コプト博物館とコプト文化 マヘール・サリーブ(コプト博物館長) 

アラビア語文献から見たパレスティナ サイード・マガウリ(国立図書館アラビア語パピルス研
究主任) 

2001/02/23 
中エジプトの考古遺跡 ワグディ・ラマダン(ミニア大学教授) 
ツタンカーメンとその時代 河合	 望(ジョンスホプキンス大) 

2001/03/27 中部エジプトの遺跡と宗教 辻村純代(センター長) 

2001/07/12 アラビア語パピルス文書における書道と書法 サイード・マガウリ(国立図書館アラビア語パピルス研
究責任者) 

保

坂 
 
 

2001/08/27 エジプトと日本との出会い—その文明論的意味 板垣雄三(東京大学名誉教授) 

2001/11/08 現代エジプト政治情勢とイスラーム武装組織の系譜 鈴木恵美(東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究
選考博士課程) 

2002/01/31 
スルターン・カーイト・バーイのワクフ―ワクフ省に
おける文書調査に基づいて 松田俊道(中央大学助教授) 

聖カテリーナ修道院とシナイ半島の歴史的文書 サイード・マガウリ(エジプト国立図書館) 
2014/03/14 現代アラブ思想の展開 池内恵(アジア経済研究所) 
2002/03/28 イスラームとテロリズム―9月 11日事件をめぐって 保坂修司(センター長) 
2002/08/29 近年における日本のイスラム世界研究事情 加藤博(一橋大学教授,日本中東学会会長) 

田

中 
 

2002/10/24 エジプト教育の現状 イサム・ハムザ(カイロ大学准教授,教育大臣特別顧問) 
2002/12/26 中近東の結核と保健の状況 清田明宏(WHO中東地中海地域事務局結核対策医務官) 

2003/02/27 
現代アラブ・イスラーム研究と現代イスラエル・ユダ

ヤ研究の架橋は可能か？ 
臼杵陽(国立民族学博物館地域研究企画交流センター教
授) 

2002/03/19 
ムスリムとして生きる：南エジプトのフィールドワー

クから 
奥野克己(京都文教大学助教授) 
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2003/06/18 

バハレイヤ・オアシスにおける社会開発プロジェクト

に見る女性の自立 大崎由加里(青年海外協力隊,洋裁講師) 

平

井 
 
 
 
 
 
 

コンピュータ技術支援活動を通して見た現代エジプト

人気質 
小澤奈津子(青年海外協力隊,システムエンジニア) 

2003/08/20 
エジプトにおける児童労働問題と児童教育について―”
アル・ジール・センター”の活動を通じて 

アフメド・アブドゥッラー(アル・ジール・センター所
長) 

2003/10/02 

アラビア語パピルスに見る結婚,離婚・ホッラー(離別)
について 

サイード・マガウリ(エジプト国立図書館アラビア語パ
ピルス研究主任) 

現代エジプトの家族法/身分法をめぐる諸問題 嶺崎寛子(お茶の水女子大学大学院・JICA 在外専門調整
員) 

2003/12/11 「ブルカ」三つの謎―その名前,かたち,理由 後藤絵美(東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究
博士課程,カイロ・アメリカン大学留学中) 

2004/01/08 イラク戦争後のアラブ世界 長澤栄治(東京大学東洋文化研究所教授) 

2004/03/07 
サハラ・キャラバン交易とアラブ世界―アラブがみた
黒人アフリカ社会 私市正年(上智大学教授) 

2004/05/12 文明としてのイスラーム―思想の歴史 小林春夫(センター長) 

小

林 
 

2004/07/08 パピルス文書にみる薬草と香草 サイード・マガウリ(メヌフェーヤ大学助教授) 
2004/09/02 イスラームと経済―理論と現実 加藤	 博(一橋大学教授) 
2004/11/25 アラビア文字の美 アシュラフ・オベイド(エジプト外務省) 
2005/01/27 エジプトにおける遺伝子組み換え食品 ハニー・エルシェミー(カイロ大学助教授) 
2005/05/26 源氏物語とアラブ文学 アフマド・ファトヒ(カイロ大学日本語学科助教授) 
2005/07/28 古文書に見る奴隷制度 サイード・マガウリ(メヌフェーヤ大学助教授) 
2005/08/25 統計からみた現代エジプト社会 加藤博(一橋大学大学院教授)	 岩崎えり奈(一橋大学) 
2005/11/24 イラクの連邦制について 坂井定雄(センター長) 

坂

井 
 
 
 
 

2006/01/26 フィリピン南部ムスリム社会の現状 石井正子(国立民族学博物館助手) 
2006/03/20 ナスィール・シャンマの深奥 ナスィール・シャンマ(世界的ウード奏者) 
2006/03/23 政教分離(世俗主義の理念と現実) 島薗進(東京大学教授) 

2006/08/05 
乳科学者から見るエジプト Egypt, Seen from a Dairy 
Sceintist -Ancient Egypt Which Influenced People and Land. 
Women and New Research in Food- 

Mervat Foda(National Research Center部長) 

2006/07/06 
イスラム・パピルス文書の芸術―女性や動物などを描
いた絵画とカリグラフィー 

Said Moghawery Mohammed(Munufia 大学観光学部助教
授) 

2006/08/26 
「9.11」以降のパレスチナ・イスラエル紛争を考える―
中東の危機はなぜここまで深まったか,これからどうな
るのか― 

臼杵陽(日本女子大教授) 

2006/08/12 アコリス遺跡発掘調査見学会 川西宏幸(筑波大教授) 
2006/9/9.10  ＥＬ－ＴＯＲ遺跡発掘調査見学会 川床睦夫(発掘調査隊長) 

2006/11/30 
エジプトのスーフィー(イスラム神秘主義)教団―この国
の宗教,社会と政治を理解する鍵― Ali Al-Mekkawi(カイロ大学文学部社会学科長・教授) 

2007/05/09 
エジプト,グローバル化と社会変動―経済発展・開放政
策の行方― 

Khalil Darwish(カイロ大学政経学部・行政学科長・教
授) 

2007/07/11 日本・エジプト関係の再評価 Isam Hamza(カイロ大学教授) 
2007/08/30 「イスラム世界」はあるのか 加藤博(一橋大学大学院教授) 

2007/11/29 
エジプトの野生植物から新抗がん薬も―新薬開発で注
目の生化学最前線―	  Hany A. El-Shemy(カイロ大学教授) 

2008/01/24 化粧から見る現代カイロの女性たち 鳥山純子(学振特別研究員) 
2008/02/28 地域に根ざした障害者支援 吉田美穂(ＪＩＣＡ専門家) 
2008/05/22 コミュニケーションと政治改革 アムル・エル＝レイシー(週刊エル・ハーミス紙主筆)  

 
 
 
大 
石 
 
 
 
 
 

2008/07/31 放置地雷の探査と除去 ガッド	 エルカディ(エジプト国立天文・地球物理学研
究所) 

2008/08/19 砂糖から見たイスラーム社会 佐藤次高(早稲田大学大学院教授) 

2008/10/30 古文書に見るエジプトの結婚と離婚 
サイイド・マガウェリ・モハメッド(ミヌフィア大学准
教授) 

2009/01/29 エジプトの近代化と明治維新 イサム・ハムザ(カイロ大学文学部日本語・日本文学科
教授) 

2009/02/19 25年ぶりのエジプトで何を見たか 中島輝明(カイロ日本人会会長,三井物産カイロ事務所
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長)  

 
 
 
 
 
大

石 

2009/06/11 エジプトと日本 黒田壽郎(アインシャムス大学客員教授) 

2009/07/30 新大エジプト博物館のすべて 中村三樹男氏(新エジプト大博物館保存修復センターチ
ーフアドバイザー) 

2009/10/29 エジプトの石油天然ガス事情 “四方山話” 田沢章弘(エジプト石油開発㈱カイロ代表) 
2010/03/18 カイロ・死者の街―その過去と現在― 大稔哲也(東京大学大学院人文社会系研究科准教授) 

2010/05/27 『明六雑誌』の刊行された時代 
アラー・アリー・ゼイン・エルアーベディン氏	 (カイ
ロ大学文学部日本語・日本文学科准教授) 

2010/07/29 イスラムを報道すること 川上泰徳氏	 (朝日新聞論説委員兼編集委員・ASAHI 中
東マガジン編集人(中東駐在)) 

2010/09/09 
もうひとつの古代エジプト-アコリス遺跡を掘り続けて
30年 川西宏幸氏	 (筑波大学大学院教授)	  

2010/10/21 ＊西アジアと北アフリカにおける政治意識の覚醒 富田広士氏(慶応義塾大学法学部教授) 

2010/11/04 エジプトの水と灌漑農業 
北村浩二氏(独立行政法人国際協力機構(JICA)派遣専門
家,エジプト政府水資源灌漑省農業・水資源政策アドバ
イザー) 

2011/02/17 ピラミッドを築いた人々 河江肖剰氏(古代エジプト調査協会エリア・マネージャ
ー) 

2011/03/17 ＊エジプト「革命」前後における経済動向について 高宮純一氏(日本貿易振興機構カイロセンター所長) 
2011/05/22 船頭二人で船沈む？！ エジプト・アーンミーヤの諺 竹村和朗 (東京大学大学院博士課程)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長

谷

川 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011/06/23 
新しいデルタ考古学の始まり―水辺環境をめぐるヘレ
ニズム文明の知を求めて― 長谷川奏(センター長) 

2011/08/11 ＊パキスタン・アフガニスタンの取材体験記 太	 勇次郎(NHKカイロ支局長) 

2011/08/28 
夏季特別イベント(音楽コンサート)アラブ音楽の夕べ－
ジャスミンの国からの贈りもの－ ル・クラブ・バシュラフ(Le Club Bachraf) 

2011/09/29 
自発的なヴェール着用をどう読むか－芸能人女性の

「語り」からの一考察－ 
後藤絵美(日本学術振興会特別研究員 PD) 

2011/11/17 ヴァイオリンで聴くアラブの音 木村伸子(早稲田大学文学研究科後期博士課程) 
2011/12/15 ＊最近のエジプト情勢と日エジプト関係 杵渕	 正巳(在エジプト日本国大使館	 公使) 

2012/01/19 
新カイロ物語―ノスタルジアとカイロ旅物語：『スル
ターンのトゥグラの書』から― 松田俊道(中央大学文学部教授) 

2012/02/16 
＊ザマーレク横丁商店街の光と影－『朝日中東マガジ

ン』の連載から－ 鈴木登(鈴古堂店主) 

2012/03/14 
「アラブの春」を起点とするエジプトと日本の国際交

流の未来 
イサム・ハムザ(カイロ大学文学部教授) 

2012/05/31 『百一夜物語』―シャハラザードを超えて― 鷲見朗子(京都ノートルダム女子大学教授) 

2012/06/21 
エジプトにおける国語と文学教育―「エジプト人」の
作られ方― 平寛多朗(東京外国語大学大学院博士課程) 

2012/07/12 
＊「牛の腹」に住む人々－スラム住民の生活にみるエ

ジプト最貧困層の実態－ 
飯山陽(フジテレビカイロ支局員/上智大学アジア文化研
究所客員所員) 

2012/08/11 
夏季特別イベント 1(音楽コンサート) 
アラブ音楽の夕べ－よろこびの息吹－ 

ル・クラブ・バシュラフ(Le Club Bachraf) 

2012/9/9-20  特別イベント(展覧会)アラビア書道小作品展「アラビア文字に魅せられて」Magdy Helyl他 
2012/09/12 夏季特別イベント 2(講演会)宇宙からみたエジプト遺跡 惠多谷雅弘(東海大学情報技術センター研究員) 

2012/10/18 
考古遺跡から社会へ―文化遺産の保存への新たな取り
組み― 

伏屋智美(遺跡保存コンサルタント) 

2012/11/15 エジプト人学生からみた日本―比較研究の視点から― 野田有紀子(アインシャムス大学外国語学部日本語学科
客員講師) 

2012/12/20 ＊同胞団ウォッチの面白さ 大内清(産經新聞中東支局長) 

2013/01/17 世界の船の遺物とクフ王の船 
黒河内宏昌(NPO 法人太陽の船復原研究所教授・クフ王
第２の船発掘現場主任) 

2013/02/28 
中世エジプトのナイル灌漑―灌漑土手はどこへいった
のか？― 

熊倉和歌子(日本学術振興会特別研究員 PD) 

2013/03/14 
ジュニア研究発表会	 近代史研究における古写真・絵

葉書の活用－学習院大学史料館の取り組みを中心に－ 長谷川怜(学習院大学大学院博士後期課程) 

2013/03/28 
＊中央アジアのイスラム国「ウズベキスタン」－知ら

れざる親日国の素顔とその葛藤－ 高橋正和(国際交流基金カイロ日本文化センター所長) 
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2013/04/24 

＊イスラム過激派の潮流と展望－パレスチナ自爆未遂

犯やシリア内戦から探る－ 池滝和秀(時事通信社カイロ特派員) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長

谷

川 

2013/06/06 
初期ムスリム同胞団の思想と活動―創設者ハサン・バ
ンナーの著作を通じて― 

福永浩一(上智大学大学院博士課程,ヘルワン大学文学部
歴史学科) 

2013/07/18 
「1.25 革命」後の女性支援活動の変遷―時代に翻弄さ
れるエジプトのジェンダー問題― 片岡麻美(在エジプト日本大使館専門調査員) 

2013/11/21 ＊エジプトでの味の素の販売活動 宇治弘晃(エジプト味の素食品社) 

2013/12/19 Recent work at the ‘Temple of Millions of Years’ of king 
Amenhotep II 

Dr. Hourig Sourouzian (Director of ‘The Colossi of Memnon 
and Amenhotep III Temple Conservation Project’) 

2013/12/18-
26 

特別イベント(展覧会)記憶に刻む風景－若手美術家(陶
芸・写真)小作品展－ 

若手美術家(JICA 美術隊員)：池田昌司(陶芸),湯浅ちひ
ろ(写真) 

2014/01/30 
イスラームにおける神の名前―タンヌーラからイスラ
ーム哲学まで 

澤井真(東北大学大学院博士課程) 

2014/02/20 ＊パレスチナ問題：「アラブの春」の風を受けて 山本英昭(在エジプト大使館広報文化センター所長／前
職：対パレスチナ自治政府・日本政府副代表) 

2014/03/20 

特別企画「トルコ～エジプト～日本をつなぐ近代社会のネットワーク」： 
1)	 日本出身タタール移民のライフヒストリー ―トル
コ・アメリカへの移住を中心に 沼田彩誉子(ボアジチ大学アジア学研究所客員研究員) 

2)	 スフィンクスと奈良の大仏－明治日本の建築家,伊
東忠太の埃及(エジプト)旅行－ 

青木美由紀(イスタンブル工科大学准教授補) 

2014/3/20-30 特別イベント(展覧会)アラビア書道小作品展 2014「アラビア文字に魅せられて」  Magdy Helyl他 

2014/05/29 The Development of Pyramids from Djoser in Sakkara to 
Snofru at Dahshur 

Prof. Dr. Rainer Stadelmann (Former Director of the German 
Institute of Archaeology in Cairo) 

2014/06/26 
不倫は死刑か懲役刑か？－ファトワー(イスラム法的見
解)にみる“イスラム的生き方”の多様性－ 

飯山陽(フジテレビカイロ支局員/上智大学アジア文化研
究所客員所員) 

2014/7/20-
8/14 特別イベント(展覧会)小展示会「速報・ルクソールにおける貴族墓の新発見」 

2014/08/28 ＊イラン―異端の中東大国― 長谷川健司(共同通信カイロ支局長,元テヘラン,エルサ
レム支局長) 

2014/09/25 ＊アフリカの自衛隊を追い掛けて 小林基秀	 (北海道新聞カイロ支局長) 
2014/10/16 ＊エジプト駐在の 4年半を回想する 高宮純一(JETROカイロ事務所所長) 

2014/11/20 
エジプトの文化遺産―持続可能な文化遺産保全の観点
から― 星野有希枝(在エジプト日本大使館一等書記官) 

2014/12/18 
＊エジプトにおける公的セクターの計画実施能力の課

題 松永秀樹(JICAエジプト・イエメン事務所長) 

2015/02/26 
イスラム式保険(タカフル)の概念,仕組み,および将来性,
課題 

市原大和 (Tokio Marine Egypt General Takaful S.A.E./ 
Chief Operating Officer) 

2015/3/4-20 特別イベント(展覧会)アラビア書道小作品展 2015｢アラビア文字に魅せられて｣  Magdy Helyl他 
2015/03/20 エジプト文化財保存史の新たな構築をめざして 長谷川奏(センター長) 

2015/05/21 
古代エジプトの聖なる丘を掘る―早稲田大学によるア
ブ・シール南丘陵遺跡の調査― 河合 望 (早稲田大学高等研究所准教授) 

深

見 
 
 

2015/06/04 
文化遺産の国際協力―大エジプト博物館保存修復セン
タープロジェクト 

原田怜(JICA 長期専門家・金沢大学人間社会研究域付属
国際文化資源学研究センター客員研究員) 

2015/07/30 
＊地域研究と映画：映画を通して歴史・社会・文化を

見つめる 
エルサムニー	 ソフィー(在エジプト日本国大使館専門
調査員) 

2015/09/03 エジプト近代教育史：現在の教育問題の理解のために 田中哲也(福岡県立大学教授) 

2015/10/18 
古代エジプトの壁画の保存修復―過去から未来へ何を
どう残すか― 

西坂朗子(東日本国際大学エジプト考古学研究所客員准
教授,早稲田大学エジプト学研究所招聘研究員) 

2015/12/03 
＊エジプトでのシリア難民支援 1 年半を振り返る：
UNHCR資金支援プログラムを通して見る難民支援	 －
シリア難民のケースから 

久保山 敬太(国連高等弁務官事務所(UNHCR)エジプト事
務所シリア難民向け資金支援プログラム 主任担当官) 

2015/12/19 
特別懇話会 
関節軟骨再生と広島大学 越智 光夫(広島大学学長) 
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あとがき	  Afterword 
	  
	 カイロセンター設立 30周年という重要な任務を前任の長谷川センター長から承ったのは、2015年 3月 3
日のメールでした。「30周年事業は先延ばしになりました。おそらく 11月くらいでしょう。新センター長
の大仕事となります。どうぞ宜しく。」と。長谷川さんによって、講演会等のお膳立てはすでになされてい

たので、本部、アルムナイ、大使館、事務所内の協力によって、不備な点等もあったと思いますが、どうに

か開催にこぎつけると思います。 
	 ところで、科研費等でお世話になったことのある学振でしたが、海外での広報運営活動は、イスラーム建

築史研究者としての私には、高いハードルがございました。しかしながら、せっかく中東のカイロのセンタ

ーに駐在し、三十周年にあたって何ができるのかということを考えました。2014年末にカイロを訪れた際、
長谷川さんからいただいたセンター長一覧には、常々お世話になっている先生方のお名前が並んでいました。

また、加藤部長からテヘランからアンカラ、そしてカイロへと半世紀にわたる歴史をもつことを伺いました。

カイロにおける 30年の足跡と、さらにはその前身について、なんらかまとめることはできないだろうかと
思い立ちました。 

	 もう少し早く発案していればよかったのですが、夏のデリー調査や、秋の日本やアブダビでの研究発表に

翻弄され、結局原稿を元カイロセンター長の先生方に依頼させていただいたのは、11 月に入ってからにな
りました。さらに、その後本部でまとめていただいた「海外研究連絡センター歴代派遣者一覧」に基づき、

テヘランやアンカラ関係の先生方、そして関係諸氏にお声がけしたのは、12 月という失態でした。にもか
かわらず、多くのみなさまからお原稿や写真をいただけましたこと感謝しております。すでに亡くなられた

元センター長のために若いお弟子さんたちから原稿をいただき、メールをお使いにならない先生方とのやり

とりは、早稲田大学イスラーム地域研究機構の吉村さん、亀谷さん、杉村さんのお力をお借りいたしました。 
	 中表紙と裏表紙には、花田先生直筆のエジプトを描いた絵はがきを使わせていただきました。中表紙は「ム

ハンマド・アリー・モスクと市場」、裏表紙は「綿摘み風景」と題されております。「エジプトに関わる日本

学術振興会の主な事業」、「講演会ほかイベントおよび出版物」、「センターに関わる覚え書き」の「カイロセ

ンター内でおこなわれた研究会」に関しましては、助手の坂東さんが原稿をまとめました。なお、添付資料

に関しては「海外研究連絡センター歴代派遣者一覧」は本部よりのデータ、「カイロセンターでの講演会ほ

かイベント」は助手の坂東さんがデータを収集しました。 
	 可能ならば、日本語、英語、アラビア語の３ヶ国語でと思ったのですが、限られた時間の中で、アラビア

語訳は一部だけ、しかも抄訳となってしまいましたこと、お詫びいたします。なお、英訳にあたっては、ア

インシャムス大学日本語学科卒業生のハーガルさんとマハさん、坂東さんおよび私が訳したものを、マイケ

ルさんと早稲田のジェフさんにチェックしてもらいました。また、アラビア語訳に関しては、助手のサブリ

ーンさん、および先のマハさんが訳し、シャウキーさん（ヌーン・センター所長）に校正をお願いしました。 

	 本冊子をまとめてみて、ここ 50年の歴史の中で、紆余曲折を経ながらも、大きくは西アジア地域研究セ
ンターが持続することで、中東と日本が、研究を通して結ばれていったことがわかります。本来でしたら、

すべての関係者からの原稿を収録し、３ヶ国語で作成することが望まれます。いつの日にか、この冊子の改

訂版としてそのような書籍をカラーで印刷できますことを期待します。そして、このセンターが末長く持続

することを祈念いたします。 
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I learned that I would be assigned the important mission of organizing the 30th anniversary celebration for the JSPS Cairo center in 

an e-mail I got from then director Hasegawa on 3rd March 2015. It said, “The 30th Anniversary celebration will be postponed, 

perhaps to November, and so it will become a primary task for you”. Preparations for the 30th Anniversary had already begun 

under director Hasegawa, and so with the support of the JSPS headquarters, the alumni association, the Japanese Embassy in 

Egypt, and the JSPS Cairo center itself, we intend to move forward with the celebration, even if imperfectly. 

 I should note that as a researcher I have been deeply indebted to the JSPS for its Kakenhi grant-in-aid programs and its 

Asian-African Science research programs. Still, working on JSPS public relations and managing the Cairo center have been quite 

challenging for me as a researcher of Islamic Architectural History. I had been wondering how I can best contribute to the 30th 

Anniversary celebration while residing in Cairo. When I visited Cairo at the end of 2014, Director Hasegawa gave me a list of the 

former directors of the Cairo center. The names listed are those of researchers who have often given me their kind assistance. And 

I heard from JSPS International Program Director Kato about how the JSPS West Asian regional center had moved from Tehran 

to Ankara to Cairo. I eventually had the idea of putting together a 30-year history of the Cairo center with input from its former 

directors.  

 I wish I had decided that earlier. I spent this summer doing survey work in Delhi and was busy preparing to present 

my findings in the fall. So it wasn’t until early November that I asked the former directors for their submissions. The JSPS 

headquarters provided a list of Japanese nationals who had been dispatched to its centers in other countries. Using that list, I 

approached professors affiliated with the Tehran and Ankara centers. I also approached people affiliated with the Cairo center. 

However, given that it was already December, my success was limited. I would like to thank the many people who kindly shared 

their memories despite being asked at the last minute. Young disciples wrote manuscripts for the late directors. And Dr. 

Yoshimura, Dr, Kameya and Ms. Sugimoto	 of Organization for Islamic Area Studies, Waseda University mediate the exchange 

of mails for the late directors who don’t use e-mail.  

 Pictures of two of Prof. Hanada’s paintings are inside the front and back covers of this booklet. The front one is called 

“Muhammad ‘Ali Mosque and the Market”, and the back one is called “Picking Cotton”. The sections titled “Egyptian Joint 

Research” in “JSPS Programs for Japanese” and “Lectures, Other Events, and Publications” were written by Cairo center 

administrative assistant Ms. Kazumi Bando. As I mentioned before, the JSPS headquarters provided the list of Japanese nationals 

who had been dispatched to its centers in other countries. And the list of “Lectures and Events at the JSPS Cairo center (in 

Japanese)” was compiled by Ms. Bando. I had originally intended for this publication to be in three languages: Japanese, English, 

and Arabic. I regret to say that, due to time constraints, we have Arabic abridged versions of only two sections. For the English 

translation Ms. Hagar and Ms. Maha who graduated the faculty of Japanese Language, Ein Shams University, Ms. Bando and I 

translated the text from Japanese to English. Jeff Gedert, Waseda University translator and Mr. Michael Stark diligently reworded 

our English translations. For the Arabic translation, Secretary Sabrin and last Ms. Maha had done from Japanese to Arabic and Mr. 

Shawky, General Manager of Noon Center for the Arabic Language, reworded Arabic translations. 

 Preparing this booklet was a constant reminder of the many twists and turns in our fifty-year history of research and 

interactions between the Middle East and Japan at the JSPS West Asian regional center. Ideally, this booklet would contain the 

recollections of all affiliated individuals, and present them all in three languages. I hope some day a revised version of this booklet 

will do that. And I hope that the Cairo center will be continue forever.   
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二〇一六年一月一六日  
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