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「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」 

平成２６年度事後評価資料（実施報告書） 

 

 

【 公 表 】  

整理番号 

 

Ｊ２３０４ 
関連研究分野 

（分科細目コード）
宗教学（２８０４） 

補 助 事 業 名  

（ 採 択 年 度 ）  
多文化共生時代における一神教コミュニティ間の相互作用と対話（平成23年度） 

代表研究機関名  同志社大学 

代表研究機関以外

の協力機関 
 なし 

主担当研究者氏名  小原 克博 

補助金支出額 

（平成23年度） 

 

12,595,000円  

（平成 24 年度） 

 

18,279,000円

（平成 25 年度） 

 

   18,899,971円

（合計） 

 

     49,773,971 円

(公募応募当初の「申

請書」に記載の) 

若手研究者の 

派遣計画 

（平成23年度） 

         5人  

 

（平成24年度） 

          4人  

（       4人）

（平成25年度） 

            4人  

（       4人）

（合計） 

               5 人

 

若手研究者の 

派遣実績 

（平成23年度） 

         4人  

 

（平成24年度） 

          4人  

（       4人）

（平成25年度） 

            3人  

（       3人）

（合計） 

               4 人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 
派遣期間が300日

未満となり、最終

的に若手派遣研究

者派遣実績のカウ

ントから除外され

た者（外数） 

（平成23年度） 

         1人  

 

（平成24年度） 

          1人  

（       1人）

（平成25年度） 

            0人  

（       0人）

（合計） 

               1 人
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１ ． 若手研究者の人材育成についての成果の達成状況 

（１）申請書に記載した期待される成果の概要 

（申請書（１０－１）に記載した若手研究者の人材育成にかかる期待される成果の概要） 

 同志社大学の一神教学際研究センターと神学部・神学研究科は、三つの一神教を本格

的に研究することのできる数少ない研究・教育機関として、これらの分野における研究

・教育専門職の育成を念頭に置いている。派遣を希望している若手研究者たちはユダヤ

教、キリスト教、イスラームのいずれかをベースに専門教育を受けているが、同時に、

他の一神教についての理解を持ち、また宗教研究にとどまらない学際的視野を有してい

る点において、従来の個別宗教研究を超えて問題解決に取り組む能力を備えているとい

える。 

 学際的な一神教研究は国内的にはまだ萌芽的段階にあるが、本センターが、すでに一

定の学識を有した有為な若手研究者を海外に派遣し、国際共同研究に参与する機会を与

えることができるなら、それは将来に向けた本格的な一神教研究の基盤づくりとなる。

日本社会にとって、一神教のどの一つをとっても、異質な他者としての側面を有してい

る。それゆえに、誤解や偏見を持たれることも多いが、世界の総人口の過半数を一神教

徒が占めている現実を考えるなら、否応なく国際化にさらされているわが国にとっても、

一神教の総合的把握はきわめて重要な課題であると言える。若手研究者たちが国際共同

研究を通じ、さらなる国際的視野と学識を得て、そうした課題を担うことは、日本の学

術振興に貢献するだけでなく、長い目で見れば、日本社会の成熟した国際化にも寄与す

るものと思われる。若手研究者たちは、一神教世界で起きている出来事をその源泉とな

る価値観や思想に基づいて正確に理解し、誤解されがちな一神教相互の関係を適切に伝

達することのできる人材として活躍することが期待される。 

 日本における一神教の学際的な研究が、以上のような形で貢献できるかどうかを長期

的に検証していくためには、まず日本の学術世界および一般社会から認知される必要が

ある。そのためには、若手研究者を企画主体とした研究会や一般向けのシンポジウム等

を積極的に開催することによって、絶えず、参加者からのフィードバックを得ながら、

客観的な検証のプロセスを継続していく必要がある。 

 

（２）上述の期待される成果の達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

□十分に達成された 

■おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 本事業で現地へ派遣された若手研究者たちは、各派遣先で活発な研究活動を行い、ま

た派遣先の教員、若手研究者たちとの交流に積極的に取り組んだ。 

 一神教学際研究センター（CISMOR）では派遣者選定の際、一程度の海外経験と研究実

績のあることを念頭に置き、選抜を行った。本事業による派遣は、非常に限られた期間

内に効率的に共同研究を遂行し、その成果をCISMORおよび派遣先の機関に還元するとい

う目標があったからである。 

 

 選抜された派遣者の中には、すでに日本で教育活動にかかわっており、研究のみに没

頭できる環境にない者もいたが、短い滞在においても効率的な研究を行い、よい成果を

出すことができた。また、本事業より与えられた研究環境を生かし、十分な期間、現地

に滞在して地道な調査を行う者もあった。このように、それぞれの事情に応じた柔軟な

研究体制を構築できたのは、本事業の最大のメリットの一つであると言える。 
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 派遣者全員がそれぞれの派遣先との共催セミナーや会議を自身で企画・運営したこと

は、本事業が目指す共同研究を体現するものであった。自らの研究発表だけではなく、

運営者として招聘ゲストへの依頼から派遣先機関、関連部署との折衝、広報までを担い

、会を成功へと導いた。そこでは派遣者の研究領域における著名な研究者が集まり、現

地でしか実現できないような密度の濃い議論を交わすことが出来た一因として、分野に

精通した派遣者本人が全体通じてケアをしたことが挙げられると考える。こうした経験

は、将来、研究者として国際的に活動をしていく上で必要なコミュニケーション能力や

コーディネート能力などを養う上で、またとない機会となった。 

 

 研究テーマの設定は本人の意思を尊重したため、該当分野における研究の進展は十分

なされたが、「一神教コミュニティ間の相互作用と対話」という全体テーマにまで昇華さ

せるまでは至らず、それには、さらに研究の蓄積と視野の拡大が必要であると認識して

いる。一神教の伝統の中にある個別の思想については、いずれの派遣者も十分に深める

ことができたが、それが信仰共同体としてのコミュニティに対してどのような影響を及

ぼし、また、異なるコミュニティの間で対話を成立させるための考察に関しては、さら

なる研鑽が必要である。ただし、後述の共同研究テーマ「宗教コミュニティの政治的協

調に関するイスラーム法学の学説とその地域的影響」（マレーシア国際イスラーム大学へ

の派遣）のように、この課題に対して十分に踏み込んだ研究を成したものもあり、これ

は本プログラムの先端的な成果と考えてよいだろう。 

 

派遣者が派遣期間を終えて帰国して時間が経った今、派遣先での人脈を生かしたゲス

トを迎える研究の展開を継続する計画が進んでおり、本事業の成果は終了後も生かされ

ている。こうした取り組みを、CISMORとして可能な限り支援していきたいと考えている

。 
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２．国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の達成状況 

（１）申請書に記載した国際共同研究課題の到達目標及び期待される成果の概要  

（申請書（４－１）に記載した国際共同研究課題の到達目標及び申請書（１０－２）に記載した国際共同研究に

おいて期待される成果概要） 

本事業は、ユダヤ教、キリスト教、イスラームにおけるそれぞれの「価値の源泉」と

言われる経典（聖典）・伝統（伝承）・思想について、これらの宗教思想の変遷過程にお

ける相互の影響関係を神学的、法学的、思想史的アプローチから再検討し、これらの宗

教コミュニティ間の新たな関係構築の一歩を踏み出し、多文化共生社会の形成に資する

ことを目的とする。若手研究者はユダヤ教・キリスト教・イスラームのいずれかに学問

的ベースを置いているが、本事業においては、それら三つの一神教の間の相互関係、あ

るいは、宗教研究と政治思想などの学際的関係を積極的に視野に入れることによって、

従来の個別のユダヤ教研究・キリスト教研究・イスラーム研究における自己充足的まと

まりを批判的に超え、一神教コミュニティ間の相互作用と対話を促進させる新領域の開

拓を目指す。その際、以下の４つの研究課題をその中軸とする。 

 

（１）キリスト教神学から見たイスラームの教義とムスリム像の変遷 

（２）ユダヤ思想の伝統におけるイスラーム思想の影響 

（３）ユダヤ思想における共存可能なナショナル・アイデンティティ構築の試み  
（４）宗教コミュニティの政治的協調に関するイスラーム法学の学説とその地域的影響

 

 具体的な成果の公開については、（A）４つの研究課題について、研究成果を日本語お

よび英語で派遣先の研究者と共に刊行する。（B）共同研究の過程で得られた文献リスト

および研究手法は、本センターのウェブ上で公開し、更新していく。（C）上記の過程を

経て、次の国際共同研究課題を互いに発掘し、その可能性をウェブ上で公開することに

より、本センターと派遣先以外からの双方向的な知見を促し、本研究課題のグローバル

な学術的なネットワークを拡大させる。（D）本研究成果に基づき、一神教コミュニティ

間の相互作用を促進させる基盤構築の必要性を国際社会に訴え、その普遍性と多様性（

個別性）の両面を解明し、多文化共生のためのモデルを提案していく。以上の点を到達

目標および期待される成果として設定している。  
  

（２）上述の目標等に対する達成状況の自己評価とその理由 

【自己評価】 

□期待を上回る成果を得た 

■十分に達成された 

□おおむね達成された 

□ある程度達成された 

□ほとんど達成されなかった 

【理由】 

 設定した４つの研究課題の遂行を通じて、それぞれ（１）アメリカのキリスト教社会

におけるイスラモフォビア（イスラームへの憎悪感情）を考察対象として、キリスト教

とイスラームの相互理解のずれが、教義的な違いに起因するより、むしろ歴史的に形成

されてきたこと、（２）イスラーム思想とユダヤ思想を橋渡ししたマイモニデスに注目す

ることにより、二つの思想が、ギリシア古典哲学やキリスト教スコラ哲学などを媒介に

して、有機的な連携を持ち得た歴史的事実があること、（３）マルティン・ブーバーの「

バイ・ナショナリズム（二民族共存国家論）」に着眼することにより、アラブ人とパレス

チナ人の共存可能性を思想的に探求できること、（４）非イスラーム諸国に居住するムス

リムを対象とする「マイノリティ法学」理論は、ムスリムと非ムスリムとの共存可能性

を説得的に示していること、が明らかにされた。 

これらは、今日しばしば対立的なイメージで見られがちな一神教のコミュニティ同士
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、或いは一神教コミュニティと非一神教コミュニティが、歴史的な事例からも、また思

想的・神学的な可能性においても、共存可能であることを示しており、本プログラムの

中心的な研究課題に対し、十分な貢献をなしたと判断することができる。 

 

具体的な成果の公開については、以下のとおりとなっている。 

（A）研究成果の刊行 

 若手研究者たちは派遣先での研究の進捗により、それぞれのタイミングで発表の場を

設け、それらセミナーや研究会の報告集を作成・発行した。それには、CISMORや派遣先

機関の所属者だけでなく、外部からのゲスト参加者全ての研究者の発表やコメントなど

を収録している。当初、報告書は日本語と英語の二言語での発行を考えていたが、すべ

ての会合が英語で開催され、また成果の迅速な公開が有益だと判断したため、英語版の

みとした。 

（B）文献リストおよび研究手法のウェブサイトでの公開 

各派遣者が、文献リストおよび研究手法を整理し、それらの情報をウェブサイトにて

公開した。また、派遣先で開催した研究会のプログラム、要旨などに加え、研究内容が

より伝わるように調査風景などの写真も掲載している。 

これらの成果を、より多くの関心ある人々と共有するために、ウェブサイトでの報告

は、従来どおり日本語・英語・アラビア語の3言語で展開している。 

（C）新たな共同研究課題の発見とグローバルな学術ネットワークの展開 

 現地での研究活動の過程で得た人的ネットワークを用いて、それぞれの研究課題に関

連する国際学会に参加し、新たな知見と出会いを得るなど、派遣先を拠点として複数の

パイプを構築できたことは、今後のグローバルな活動への大きな足がかりとなった。そ

れぞれの派遣先での取り組みは、派遣者全員への同報メールや、CISMORウェブサイトを

通じて共有されていたため、相互に刺激を与え、よい意味で競争的な環境が整えられて

いたと言える。 

（D）多文化共生のためのモデルの提案 

最終年度に、総括として「多文化共生のためのモデルの提案」を論じ合う研究会を実

施した。大きな特徴は、発表に対するコメントを、発表テーマが主に扱う宗教とは異な

る宗教の専門家から貰った点である。それにより、異なる一神教コミュニティ間の対話

がどのように可能となるのか、あるいは、それがいかに難しいのかを探った。通常の、

同じ分野の研究者からのコメントとは違う視点からの意見やアドバイスが多く、若手研

究者だけではなく出席した教員、研究者にも議論のヒントを与えた良い取り組みであっ

た。成果を宣言文のような形で提案するには、まだ道のりが遠いことがわかったが、そ

れと同時に、各派遣者および関連する研究者たちの知見を突き合わせることによって、

本事業が目指したものが、現代社会において喫緊の課題であることを再認識することが

できた。ここで得られた論点は、それぞれの若手研究者の新しい出発点となるだけでな

く、本事業をサポートしてきたCISMORの課題として再確認された。 

 

研究成果を導き出すために、(A)から(D)のプロセスを設定したことにより、段階を踏

みながら進められ、全体としては当初の目標をほぼ達成できたと言える。 
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３ ． 今 後 の 展 望 に つ い て  

これまでの実施状況を踏まえて、事業実施期間終了後の展望について記入して下さい。 

①  自己資金、若しくは他の競争的資金等による海外派遣の機会を含む若手研究者の研鑽・育成の事業の継続（又

はその見込み）状況 

競争的資金については、若手研究者支援に特化せず CISMOR の研究支援を目的として、

その可能性を現在模索中である。そのため、現在は若手研究者の海外派遣等は行ってい

ないが、本事業に関わった若手研究者たちによる企画を継続できるスキーム作りを進め

ているところである。それには今回派遣された 4 名以外の若手研究者も参加できるよう

に考えており、育成の場として、若手研究者を中心とする CISMOR Seminar(英語による

対話型セミナー)などをすでに複数回実施している。 

②  本事業の相手側を含む海外の研究機関との研究ネットワークの継続・拡大（又はその見込み・将来構想）状

況（組織において本事業で支援した若手研究者に期待する役割も含めて） 

海外の連携機関との共同研究によって得られた知見は、本センターの新たな研究蓄積

となり、国内外にその成果が発信されることで、現世代および次世代の研究者の頭脳循

環に利する。さらに、多神教的伝統が比較的強い日本社会において一神教研究を進める

ことの意義は、宗教の多元化が進むグローバル社会においても、多文化共生、多宗教共

存のモデルを提案することにつながる。 

 派遣された研究者たちは、本事業終了後、そこで得た成果と人的ネットワークを土台

として、さらに研究を発展させようとしており、CISMOR はこうした若手研究者を巻き込

んだ研究体制を整えつつある。派遣先の海外研究機関とは継続的な関係を維持しており、

今後も、共同のプロジェクトや国際会議などを企画する可能性がある。 

本事業を通じて、人を派遣し、具体的な共同研究を進めることの学術的意義を CISMOR

として再確認できたことの意味は大きい。CISMOR は研究センターであり、直接的な教育

課程を有しているわけではないが、今後、若手研究者の育成とそれを支える国際的な学

術ネットワークのさらなる拡充を目指していきたい。 

③  本事業で支援した若手研究者の研究人材としての将来性について 

今回のプログラムにおいて派遣先となった 4 機関において、若手研究者たちは、それ

ぞれ好意的な評価を受けた。 

先ずは、本事業による派遣が派遣先機関との実質的な共同研究の大きなきっかけとな

ったことを挙げたい。その影響は若手世代に留まらず、日々の調査・研究活動やセミナ

ー等の発表の場においても、先端的な研究者レベルから大学院生まで巻き込むことがで

きた。さらに、派遣先だけではなく現地外部機関との連携も生み出したことは、派遣先

から高く評価されている。そういった活動を通じて、若手研究者たちは海外での人脈づ

くりと経験値を上げる中でチャンスを掴み、学会発表や論文出版といった実績をあげら

れたことは特筆すべきことである。 

日本では、一神教研究は未だ小さいながらも成長を続けている分野であるが、一神教

の国々では、日本にも一神教研究者がいることすら余り知られていない。今回も当初は

日本人がキリスト教・イスラーム間の問題や、ユダヤ学の原典解読・思想家研究を扱い、

原語原典に取り組んでいることに対して驚かれた事もあったが、同時に期待も大きかっ

た。各々が派遣先にて積極的に発表の場に出たことで、日本国内での一神教研究の実状

を紹介することにもなり、それは一神教の思想・文化が根付いていない国からの研究者

をコミュニティに受け入れ、交流が活性化されたのは、派遣者たちが各々の役割を果た

した結果だと評価している。 

今後は、こうして築いた世界各地の研究者とのつながりを維持・発展させつつ、日本

における一神教分野の発展に寄与することを期待している。 
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資料１ 実施体制 

①  事 業 実 施 体 制  

フ リ ガ ナ 
担当研究者氏名 所属機関 所属部局 

職名 

（身分）
専門分野 備考 

主担当研究者 

小原
コ ハ ラ

 克
カツ

博
ヒロ

 

 

担当研究者 

内藤
ナイトウ

 正典
マサノリ

 

 

 

 

中西
ナカニシ

 久枝
ヒ サ エ

 

 

 

富田
ト ミ タ

 健次
ケ ン ジ

 

水谷
ミズタニ

  誠
マコト

 

 

アダ
ア ダ

・
・

タガー
タ ガ ー

・
・

コヘン
コ ヘ ン

 

勝又
カツマタ

 悦子
エ ツ コ

 

 

 

中田
ナ カ タ

 考
コウ

 

 

高木
タ カ ギ

 久夫
ヒ サ オ

 

 

小野
オ ノ

 文生
フ ミ オ

 

 

計10名 

 

同志社大学 

 

 

同志社大学 

 

 

 

同志社大学 

 

 

同志社大学 

同志社大学 

 

同志社大学 

同志社大学 

 

 

同志社大学 

 

同志社大学 

 

同志社大学 

 

神学研究科 

一神教学際研究センター 

 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科 

 

 

 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ研究科 

 

 

神学研究科 

神学研究科 

 

神学研究科 

神学部 

 

 

一神教学際研究センター 

 

一神教学際研究センター 

 

グローバル地域文化学部

 

教授 

センター長

 

教授 

 

 

 

教授 

 

 

教授 

教授 

 

教授 

助教 

 

 

共同研究員

 

共同研究員

 

准教授 

 

一神教研究、キリ

スト教思想 

比較宗教倫理学 

現代イスラーム

地域研究、イスラ

ーム世界と西欧

の国際関係 

イスラーム世界

のジェンダー、 

平和思想  

イスラーム思想  

近 現 代 キ リ ス ト 教

思想  

ユダヤ学、聖書学  

ユダヤ学（ラビ・

ユ ダ ヤ 教 と そ の

聖書解釈）  

イスラーム学、イ

スラーム法学  

近 代 西 洋 思 想 史

・ユダヤ思想史 

ユダヤ思想・ドイツ

思想史・教育哲学  

(H25.4.1追加) 

 

②  相手側となる海外の研究機関と研究者 

国名 研究機関名 相手側研究者氏名 
職名 

（身分） 
備考 

アメリカ 

 

 

 

イギリス 

 

 

ｲｽﾗｴﾙ 

 

 

 

ﾏﾚｰｼｱ 

ハートフォード神学校ダンカン・ブラック・

マクドナルド・センター 

 

 

レオ・ベック・カレッジ 

 

 

ヘブライ大学 

 

 

 

マレーシア国際イスラーム大学 

 

 

計４機関 

イングリッド・マッ

トソン 

ハイジ・ハッドセル 

 

マーク・サパーシュ

タイン 

 

ゼエブ・ハーヴィー 

モシェ・ハルバータ

ル 

 

イブラーヒーム・ザ

イン 

教授 

 

教授 

 

教授 

 

 

教授 

教授 

 

 

教授 
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資料２ 若手研究者の人材育成にかかる資料 

（１）若手研究者の選抜方針・基準、選抜方法の概要 

これまで本センターが関係を構築してきた海外研究機関に若手研究者を派遣するにあた

り、以下のような選抜方針を定めた。海外において多人数の研究者たちと共に、本センター

が意図する国際共同研究を円滑に進めていく上で、いずれも欠くことのできない資質である。 

（１）三つの一神教の中の少なくとも一つの宗教に関する専門的知見と研鑽を有している

か、また関心領域が派遣先研究機関での共同研究に適合したものであるか。 

（２）各宗教の内部に自己充足的に閉じこもることなく、各宗教に横断的な問題意識や知

見を持っているか。 

（３）研究に対する熱意、実行力、堅忍性およびコミュニケーション能力を持っているか。 

（４）海外留学の経験、海外での国際学会での発表経験があるかどうか。 

 公平性を旨に、本学に所属する博士後期課程の学生および本センター所属の若手研究者

を対象にして募集を行った。集まった 8 名の応募者に対し説明会を開催し、その後以下の

ような選抜方法をとった。 

（１）関心領域や派遣希望先等を記すための調査書、および、これまでの研究業績の提示。 

（２）上記の提出書類に基づき、各応募者と面接。本センターの国際共同研究に対する理

解度をはかり、応募者各人の研究テーマとの適合性と応募者の本事業に対する的確

性を確認（応募者を直接に指導している担当研究者を通じて）。 

（３） 本センターが設定した共同研究テーマの下で、各応募者自身に海外の大学や研究機関

との交渉を課した。これにより、派遣先の言語あるいは英語によるコミュニケーショ

ンが的確に行われ、受入研究者の信任を得るに足る資質を有しているかどうかを確認。 

 以上のような選抜方法により候補者は 5 名に絞られ、被選抜者とした。選ばれた各人の

専門的知見、研究姿勢、実行力、熱意、社会性の諸側面は、海外に派遣され、国際共同研

究を実施する資格として申し分ないと判断した。また、全員が海外留学の経験あるいは海

外での国際学会での発表経験を有しており、その点でも、本計画を遂行する上での資質を

有していると判断した。 
 

（２）若手研究者海外派遣時の支援体制の概要 

  （若手研究者の海外派遣が促進されるよう組織としてどのようなバックアップ体制を 

とったかについて記載してください。） 

派遣先の各研究機関には、すでに本センターの研究活動および本事業の趣旨を熟知し、

担当研究者と個人的な信頼関係のある研究者がいたため、担当研究者が若手研究者と派遣

先との仲介役として大きく貢献してくれた。派遣の合間の帰国期間中は国内にて直接指導

を行い次の派遣に備えることは勿論、論文投稿や発表の機会に関しても提案、アドバイス

をするなどのサポートを適宜行った。また、派遣先での発表の機会にはバイザー、コメン

テーターとして渡航、参加をしたが、もちろんこれは CISMOR と派遣先機関の研究者レベル

の交流等、本プログラム外での両機関の将来的な関係構築にも大きく寄与している。主担

当研究者は若手研究者に直接に指導する機会は多くは無かったが、折に触れ、若手研究者

の目標達成に向けて指導、助言をするなど、全体の枠組みに目を配った。また、大学およ

び CISMOR の事務局は、常時、若手研究者と連絡を取り、予算執行を伴う若手研究者の活動

を支え、また本プログラムの計画的遂行を促し、送り出しから報告書作成までの全ての過

程に若手研究者と一緒に取り組んだ。 

 

（３）若手研究者海外派遣計画の見直し（増減）状況とその理由 

当初の派遣計画では 5 名を予定していたが、諸事情により 4 名に変更となった。派遣者

から外れた理由は、教職業務との兼ね合いが当初計画のとおりには行かず、派遣期間下限

の 300 日を達成できないことが途中で判明したことによる。 
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（４）若手研究者の育成にかかる成果の概要 

①  派遣された若手研究者の成果 

（資料４に記載するような研究成果の発信状況等だけではなく、将来的に主要な研究者としての活躍が

見込まれるか等の観点も含めて記載してください。） 

 

学会や論文発表の実績は資料 4 のとおりである。それ以外には、派遣先でのセミナー、

研究会等の企画、実施を自身で行うという経験から、コミュニケーション及びマネージメ

ント能力の向上などが見られた。その後の報告書作成でも、進行管理、複数名分の論文を

まとめるなど編集者としての役割を果たした。これら研究者として将来必要な仕事を全員

がやり遂げたことは大きな実績と言える。また、上記のとおり 1 名が途中で派遣者から外

れることになったが、短期間にも関わらず派遣中に発揮した現地での人脈やマネージメン

ト能力が他の派遣者にも良い影響があったことは確かで、その後もセミナーでは発表者の

一人として登壇し、現地へ渡航し派遣者と研究をその後も継続するなど、派遣から外れた

後もさまざまな形で協力できた。 

 

②  派遣した機関・組織の成果 

（機関等として組織的に若手研究者を育成する枠組みが構築されたか、機関等の研究者の評価におい

て、海外での研究実績を重視するシステムが構築されたか等の観点も含めて記載してください。） 

 

本事業を通じて、若手研究者を海外に派遣し、具体的な共同研究を進めることの学術的

意義を CISMOR として再確認できた。CISMOR は研究センターであり、直接的な教育課程を

有してはいない。しかし、本事業を通じて、研究センターとしても実現可能・支援可能な

教育的枠組みがあることを十分に認識した。今後、さらに若手研究者の育成と、それを支

える国際的な学術ネットワークの拡充を目指していきたい。 

CISMOR の活動や本事業については、折に触れて、学部教授会（神学部）や大学レベルで

の会議で報告されてきた。大学全体として、グローバル化に対応した教育・研究体制を構

築している最中でもあるので、本事業における先端的な取り組みは、参照されるべき事例

となっている。したがって、本事業の遂行を通じて、CISMOR においては言うまでもなく、

大学レベルにおいても海外での研究実績を重視する状況が整えられつつある。 
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（５）若手研究者の派遣実績の詳細【 氏 名 非 公 表 】  

派遣者①：博士後期課程学生   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

共同研究テーマ「キリスト教神学から見たイスラームの教義とムスリム像の変遷」 

 ハートフォード神学校、ダンカン・ブラック・マクドナルド・センター長のイングリ

ッド マットソン教授、学長のハイジ・ハッドセル教授の指導の下、神学校の教授陣・学

生たちと共同で、アメリカのキリスト教社会におけるイスラモフォビア（イスラームへ

の憎悪感情）の原因とその克服の可能性を探った。特に、現実におけるムスリムの振る

舞いが必ずしも真のイスラームの教えに基づくとは限らないことを理解した上で、キリ

スト教とイスラームの間にはどれほどの価値観の相違が存在するのか、その相違は相互

の歩み寄りによって解消できないのか、を明らかにした。特に最後の点については、キ

リスト教もイスラームも誕生以来多くの歴史的変化を経験してきたという事実を踏まえ

て研究を進めた。神学校内での資料収集、討論、論文執筆に加え、他の大学・研究機関

・宗教団体におけるセミナー等にも積極的に参加した。 

（具体的な成果） 

 キリスト教徒とムスリムの共存に必要な倫理をめぐる諸問題について、受入研究者の

指導の下、文献の読解、研究発表、論文執筆を行った。平成 25 年 10 月には、派遣先の

ハートフォード神学校において、国際ワークショップ"Islamic Law and Ethics in a 

Multi-Religious World"を開催し、その中で研究発表を行った。また、平成 25 年 12 月

には本学で開催されたプロジェクト総括研究発表会において発表を行った。これらの発

表は、他の研究者との意見交換を踏まえて大幅に練り直し、論文にまとめた。この他、

未発表の論文が二編ある。また、神学校内外において、研究上極めて有益な知己を数多

く得た内容を、今後の成果発表に活かすべく検討中である。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

アメリカ・コネティカット州 

ハートフォード神学校、ダンカン・ブラッ

ク・マクドナルド・センター 

センター長：イングリッド マットソン教

授 

ハートフォード神学校学長：ハイジ・ハッ

ドセル教授 

３日

 

３０３日

 

２８７日 ５９３日

エジプト・カイロ（フィールドワーク） 

ハートフォード神学校、ダンカン・ブラッ

ク・マクドナルド・センター 

センター長：イングリッド マットソン教

授 

ハートフォード神学校学長：ハイジ・ハッ

ドセル教授 

０日

 

８日 

 

０日 

 

８日 

トルコ・カイセリ、トラブゾン（フィール

ドワーク） 

ハートフォード神学校、ダンカン・ブラッ

ク・マクドナルド・センター 

センター長：イングリッド マットソン教

授 

ハートフォード神学校学長：ハイジ・ハッ

ドセル教授 

０日

 

９日 

 

０日 

 

９日 
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派遣者②：博士後期課程学生   

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

共同研究テーマ「ユダヤ思想の伝統におけるイスラーム思想の影響」  

 派遣者は、研究対象であるマイモニデスのユダヤ･アラビア語原典『迷える者の道案内』

を受入研究者と共同で読み込むと同時に、ヘブライ語や他の言語に翻訳されたものや、

同時代の思想家の著作や古代から中世までのラビによる聖書註解書についても並行して

読解を行った。このような多角的で深遠なテキストの読解をとおして、ギリシア古典哲

学やイスラーム思想、またキリスト教スコラ哲学との関わりまでも射程に置いた影響関

係につき研究を行うことを目的とした。現代的な視点からユダヤ思想の真髄を究めるた

めにも、生きたユダヤ伝統の中での学問的探究が可能な派遣先として、最適な研究場所

であったと改めて感じた。派遣先での研究調査内容は、担当研究者や関連分野の研究者

とも効果的に共有し、研究の成果は、学会や研究会での論文発表や、原典翻訳の紀要で

の掲載だけでなく、派遣先機関との研究者の相互招聘などについても積極的に行い、共

同研究の成果を広く伝える方策を多く行った。  

（具体的な成果） 

 受入研究者の指導を受けながら共同研究の前提となる文献の読解、成果の執筆を進め

た。平成 24 年には対象とするマイモニデスの足跡をたどる現地調査のためスペインを訪

問し、後の論文や発表に有用な多くの貴重な文献を入手することが出来た。平成 25 年 2

月、イギリスのレオ・ベック・カレッジにて、共催セミナー“Land and People in Jewish 

Writings and their Interpretations”を開催し、参加した研究者から有益なコメント

とアドバイスを受けることができた。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

イギリス・ロンドン 

レオ・ベック・カレッジ：マーク サパー

シュタイン教授 

１２日 ３１６日

 

０日 ３２８日

ドイツ・ドルトムンド（Bible Forum） 

レオ・ベック・カレッジ：マーク サパー

シュタイン教授 

０日 ８日

 

０日 ８日

イスラエル・エルサレム（国際シンポジウ

ム「ユダヤ思想における伝統の理解とその

展開」） 

レオ・ベック・カレッジ：マーク サパー

シュタイン教授 

０日 ５日

 

０日 ５日

スペイン・セビリア、バルセロナ（フィー

ルドワーク） 

レオ・ベック・カレッジ：マーク サパー

シュタイン教授 

０日 ６日

 

０日 ６日
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派遣者③：  博士後期課程学生    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

共同研究テーマ「ユダヤ思想における共存可能なナショナル・アイデンティティ構築の

試み」 

 マルティン・ブーバーは、「バイ・ナショナリズム（二民族共存国家論）」の提唱によ

ってアラブ・パレスチナ人との共存を目指した。本邦のブーバー研究において、哲学領

域での研究はすでに多くなされているが、聖書を含む、政治思想理解に関してほとんど

研究がなされていない。 

 本共同研究では聖書をはじめとするユダヤ教伝統や近代ユダヤ人の文書を扱うブーバ

ーの『民と地のあいだ』（邦訳なし）を対象とし、ブーバーの共存可能なナショナル・ア

イデンティティ理解を明らかにすることを目的とした。一神教学際研究センター・若手

研究会では、平成 23 年 6 月現在まで、京都大学のブーバー研究者らと共に『民と地のあ

いだ』の研究会を毎月 1〜2 回行ってきている。本邦ではこの若手研究会を基盤としつつ、

派遣予定者がイスラエルにおいてユダヤ思想を専門とするゼエブ・ハーヴィー教授とモ

シェ・ハルバータル教授より指導を受けつつ、意見交換を行った。平成 23 年度と 24 年

度は主に文献収集とまた各受入研究者と共に資料の読解を行った。平成 25 年度の初頭

に、イスラームや政治思想などを含む学際的研究の観点からのコメントをもらうために

研究会を企画した。研究会で貰ったコメントを、その後、受入先の研究者へフィードバ

ックし、問題の再検討を行った。ユダヤ思想の問題をイスラエル国家の枠組みのみでな

く、ディアスポラのユダヤ教コミュニティの視点も取り込むことによって補足すること

は重要な作業となるため、派遣予定者がレオ・ベック・カレッジにてマーク・サパーシ

ュタイン教授と意見交換を行った。本研究の到達目標として、国際ワークショップなど

を企画し、その特集を組むなどして成果を活字媒体にて発信した。 

（具体的な成果） 

 ハイデルベルグ訪問の折り、Prof. Krochmalnik と会い、派遣者のブーバー研究が評

価され、その論文が 50 Jahre Martin Buber Bibel に掲載された。日本ユダヤ学会の機

関誌『ユダヤ・イスラエル研究』に論文を投稿し、査読審査を経て、再提出に向け修正

している。 

平成 24 年 8 月、エルサレム・ヘブライ大学ロスバーグ国際校にて、国際シンポジウム

「ユダヤ思想における伝統の理解とその展開──マイモニデス、スピノザ、ブーバー、

レヴィナスとその後」を開催し、参加した研究者から有益なコメントとアドバイスを受

けた。平成 25 年 12 月、同志社大学での総括研究発表会「多文化共生時代における一神

教間の相互作用と対話」、同年 12 月 30 日、エルサレム・ヘブライ大学での国際シンポジ

ウム「ユダヤ思想における神権政治とネーション：過去と現在」で発表し、参加した研

究者から有益なコメントとアドバイスを受けることができた。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

イギリス・ロンドン 

レオ・ベック・カレッジ：マーク サパー

シュタイン教授 

０日 ９３日

 

１０１日 １９４日
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イスラエル・エルサレム 

ヘブライ大学、ユダヤ思想学科 

ゼエブ・ハーヴィー教授／モシェ・ハルバ

ータル教授 

４７日 ５１日

 

１９日 １１７日

ドイツ・ハイデルベルグ（ユダヤ学大学）

ヘブライ大学、ユダヤ思想学科 

ゼエブ・ハーヴィー教授／モシェ・ハルバ

ータル教授 

０日 ０日

 

１２日 １２日

 

派遣者④：  嘱託研究員    

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究活動） 

共同研究テーマ「宗教コミュニティの政治的協調に関するイスラーム法学の学説とその

地域的影響」  

 派遣者は、マレーシア国際イスラーム大学において、同大学の研究者および他の派遣

者とともに古典イスラーム法学・神学、および現代イスラーム法改革理論の共同研究に

従事した。また、同大学を拠点とし、非イスラーム諸国に居住するムスリムを対象とす

る「マイノリティ法学」理論の現代的展開と、その神学的基盤に関する共同研究を組織

した。また、広く「異教の地における信仰と法」をテーマとした共同研究のため、資料

の収集（23 年度）、研究会の開催（24 年度に準備、25 年度に開催）を共同で行い、複数

の論文・共著を執筆した。  

（具体的な成果）  

 受入研究者の指導を受けながら、共同研究の内容に関わる文献の読解、成果の執筆を

進め、論文として複数の学会誌に投稿を行った。平成 25 年 3 月、同志社大学今出川キャ

ンパスにて、マレーシア国際イスラーム大学との共催ワークショップ“Sharia, Governance 

and Interreligious Relations”を開催した際は著名な研究者を招聘し、有益なコメントとア

ドバイスを受けることができた。平成 25 年 10 月、マレーシア国際イスラーム大学キャ

ンパスにて、同志社大学との共催ワークショップ“Sharia, Governance and Interreligious 

Relations”を開催し、派遣先と当センターの若手研究者の発表と活発な討論から研究の

方向性にも関わる大きなヒントを得ることができた。2013 年 12 月には本学にて開催の

プロジェクト総括研究発表会にて発表を行った。 

派遣先 

（国・地域名、機関名、部局名、受入研究者）

派遣期間  

合計 
平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

マレーシア・クアラルンプール 

国際イスラーム大学、イスラーム啓示人文

学部基礎神学・比較宗教学科 

イブラーヒーム・ザイン教授 

２２日 １２５日

 

１６３日 ３１０日

トルコ・イスタンブール（国際シンポジウム

”Civilization and Change”） 

国際イスラーム大学、イスラーム啓示人文学部

基礎神学・比較宗教学科 

イブラーヒーム・ザイン教授 

０日 ６日

 

０日 ６日
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インドネシア・ジャカルタ（国際イスラー

ム学者会議）、フィールドワーク 

国際イスラーム大学、イスラーム啓示人文

学部基礎神学・比較宗教学科 

イブラーヒーム・ザイン教授 

０日 ０日

 

１０日 １０日

 

 



様式１                                      （資料３) 

15 

資料３ 国際共同研究の計画概要・方法 

（１）実施期間中における研究のスケジュールと実施内容の概要 

（１）派遣先において、国際共同研究の遂行の前提となる文献の原典講読の指導を受け、その

読解を進める。また、研究課題にとって必要な一次および二次文献の収集を行う

(H23-24)。 

（２）研究課題の到達度をチェックするために、派遣先において、適宜、研究発表の機会を持

つ（H24）。 

（３）派遣先において、共同研究の成果確認のためのワークショップを開催する。その際、本

センターから担当研究者を派遣し、組織的な交流の側面を強化していく（H24-25）。 

（４）帰国後、本学において全体を総括するための成果発表会を行い、各研究課題に精通する

専門家を招き、その成果の客観的検証を行う。また、それぞれが関係する学会で研究成

果を発表する（H25）。 

（５）上記成果発表会で得られた専門家からの批評を研究成果にフィードバックした上で、研

究発表の内容を英語および日本語で論文にまとめ、英語論文は派遣先研究機関の紀要や

海外の学術雑誌に、日本語論文は本センターの学術雑誌『一神教学際研究(JISMOR)』あ

るいは『一神教世界』に投稿する（H25）。 

（２）成果の概要 

 ２.で記述した４つの研究課題に対する成果として、（１）４つの研究課題について、研

究成果を日本語又は英語で刊行した。（２）共同研究の過程で得られた文献リストおよび研

究手法を整理し、本センターのウェブ上で公開した。（３）上記の過程を経て、次の国際共

同研究課題を互いに発掘し、その可能性をウェブ上で公開することにより、本センターと

派遣先以外からの双方向的な知見を促し、本研究課題のグローバルな学術的なネットワー

クを拡大させた。（４）本研究成果に基づき、一神教コミュニティ間の相互作用を促進させ

る基盤構築の必要性を国際社会に訴え、その普遍性と多様性（個別性）の両面を解明する

ことを通じて、現実の相互コミュニケーションの難しさ、および、その争点を再確認した。 

 具体的には、派遣先機関にてワークショップ等を個々に開催すると共に 3 年間の共同研

究の総括研究発表会を本学において開催した。これらのワークショップ・研究会での発表

や報告は本センターで報告書として刊行していると同時に、若手研究者各人がそれらを元

にして執筆した論文は各々の専門分野において投稿が進められている。また、ウェブ上で

の研究の進捗および成果の公開は、共同研究開始当初から最終年度に至るまで、前述の報

告書なども含めて随時継続的に行っており、このように上記目標（１）（２）はいずれも達

成されていると言える。その結果として、目標（３）も十分に遂行されており、緊密な情

報交換を通じて、各派遣先を拠点としたグローバルな研究ネットワークをさらに親密かつ

強固なものとすることができた。各派遣先において展開された共同研究およびそれらを総

括した研究会においても、一神教コミュニティの多様性に対する理解を具体的な形で深め

ることができたが、まだその成果を宣言文のような形で提案するには、まだ道のりが遠い

ことがわかった。しかし、それと同時に、各派遣者および関連する研究者たちの知見を突

き合わせることによって、本事業が目指したものが、現代社会において喫緊の課題である

ことを再認識することができた。こうした点を総合的に判断すると、目標（４）も、おお

むね達成できたと言える。 

 

（３）本事業を契機として新たに始まった国際共同研究 

                         （件） 

合計 うち、相手先機関以外 

０ ０ 
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資料４．共同研究成果の発表状況 

①学術雑誌等（紀要・論文集等も含む）に発表した論文又は著書 

論文名・著書名 等 
（論文名・著書名、著者名、掲載誌名、査読の有無、巻、 初と 後の頁、発表年（西暦）について記入して

ください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・査読がある場合、印刷済及び採録決定済のものに限って記載して下さい。査読中・投稿中のものは除きます。

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・著者名について、責任著者に「※」印を付してください。また、主担当研究者には二重下線、担当研究者に

ついては 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付してください。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関との国際共著論文等には、番号の前に「◎」印を、また、それ以外

の国際共著論文については番号の前に「○」印を付してください。 

・当該論文の被引用状況について特筆すべき状況があれば付記して下さい。  

○ 
１ 

Kotaro Hiraoka、 ”The Bible and Political Philosophy in Modern Jewish Thought”・50 Jahre 

Martin Buber Bibel、※Daniel Krochmalnik、※Hans-Joachim Werner (編集 ) 、他共著者 16

名、369-383 頁、2014 年  
２ 神田愛子、「マイモニデスの遍歴－その著作に与えた影響」、『一神教世界』、査読有、第

5 号、17-32 頁、2014 年  

３ 松山洋平、「マートゥリーディー学派の信仰非増減説と信仰概念の射程」、『オリエント』、

査読有、57-2 号、2014 年（掲載決定済み）  

４ 松山洋平、「「不信仰の地」におけるイスラーム ―マートゥリーディー学派における宣

教未到達の民の信仰」、『一神教世界』、査読有、5 巻、89-101 頁、2014 年  

５ Aiko Kanda、 ”Cosmology of Maimonides: Examining the Differences in Greek and Islamic 

Thought”、CISMOR Conference on Jewish Studies、査読無、第 7 号、104-115 頁、2014 年

６ 神田愛子、「マイモニデスとカラーム－キリスト教神学に対する批判を中心に」、『多文

化共生時代における一神教間の相互作用と対話』、査読無、43-52 頁、2014 年  

７ 浜本一典、「キリスト教とイスラームにおける信教の自由―対話の重要性と合意の可能

性―」、『多文化共生時代における一神教コミュニティ間の相互作用と対話』、査読無、

22-31 頁、2014 年 

８ 平岡光太郎、「マルティン・ブーバーのナショナリティ理解」、『多文化共生時代におけ

る一神教間の相互作用と対話』、査読無、33-42 頁、2014 年  

９ 松山洋平、「「不信仰の地」における信仰者と不信仰者の境界  ―マートゥリーティー学

派における宗教間対話の神学的基盤」、『多文化共生時代における一神教間の相互作用と

対話』、査読無、9-20 頁、2014 年  
◎ 
10 
 

Kazunori Hamamoto、 ”A Change in the Theory of Maqāṣid al-Sharī‘ah: Thinking Human 

Rights”、 Islamic Law and Ethics in a Multi-Religious World、査読無、30-39 頁、2014 年  

◎ 
11 
 

Kotaro Hiraoka、 ”Martin Buber’ s Understanding of Nationality –  Relationship between 

People and Land in Modern Jewish Thought”、“Theocracy” and “Nation” in Jewish Thought: 

Past and Present、査読無、44-52 頁、2014 年  
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◎ 
12 

Aiko Kanda、 ”The Use of Rabbinical Sources in Maimonidesd 'Account of the Beginning' 

according to the Guide of the Perplexed II:30”、 Interpretations of Traditions: Maimonides, 

Spinoza, Buber, Levinas and After、査読無、48-55頁、2013年  

◎ 
13 
 

Aiko Kanda、“Erets and Adam in Maimonides: according to the Guide of the Perplexed II:30”, 

Land and People in Jewish Writings and Their Interpretations , 査読無、20-28 頁、2013 年

◎ 
14 

Kotaro Hiraoka 、“Martin Buber’ s Zionist Ideal: An Introduction to Reading of ‘Between 

A People and Its Land’”、 Interpretations of Traditions: Maimonides, Spinoza, Buber, Levinas 

and After、査読無、20-29 頁、2013 年  
◎ 
15 

Kotaro Hiraoka 、“Martin Buber’s understanding of The Maharal of Prague: People and Land 

in Early Modern Jewish Thought ”、 Land and People in Jewish Writings and Their 

Interpretations、査読無、12-18 頁、2013 年  
◎ 
16 

Yohei Matsuyama、“Possibility of “Theology in a Land of Infidelity” in Islam: Focusing on 

Māturīdism”、Shariah, Governance and Interreligious Relations、査読無、103-130 頁、2013

年  
17 松山洋平、マイノリティ法学の領界、『マイノリティ・ムスリムのイスラーム法学』、査

読無、17-78 頁、2012 年 
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②学会等における発表 

発表題名 等 
（発表題名、発表者名、発表した学会等の名称、開催場所、口頭発表・ポスター発表の別、審査の有無、発

表年月（西暦）について記入してください。） 

（以上の各項目が記載されていれば、項目の順序を入れ替えても可。） 

・発表者名は参加研究者を含む全員の氏名を、論文等と同一の順番で記載すること。共同発表者がいる場合

は、全ての発表者名を記載し、主たる発表者名は「※」印を付して下さい。発表者名について主担当研究

者には二重下線、担当研究者については 下 線 、派遣した若手研究者については 波 線 を付して

ください。 

・口頭・ポスターの別、発表者決定のための審査の有無を区分して記載して下さい。 

・さらに数がある場合は、欄を追加して下さい。 

・共同研究の相手側となる海外の研究機関の研究者との国際共同発表には、番号の前に「◎」印を、また、

それ以外の国際共同発表については番号の前に○印を付してください。  

１ ※勝又悦子、神田愛子、平岡光太郎、森山央朗、「宗教における「自由」「平等」－宗

教の学際的研究に向けて」、日本宗教学会、同志社大学、口頭発表、審査有、2014年9

月（予定） 

２ 神田愛子、「マイモニデスにおける存在する事物の目的について－『迷える者の手引

き』 III:13より」、中世哲学会、京都大学、口頭発表、審査有、2013年11月  

３ 神田愛子、「マイモニデスの神学」、日本宗教学会、國學院大學、口頭発表、審

査有、2013年9月 

４ 松山洋平、「マートゥリーディー学派研究の射程と今後の課題」、日本中東学会

第29会年次大会、大阪大学、口頭発表、審査有、2013年5月 

５ ※大澤耕史、勝又悦子、神田愛子、市川裕、「伝統の危機とユダヤ教－築き上げ

たものが壊れるとき－」、日本宗教学会、皇學館大學、口頭発表、審査有、2012

年9月 

６ 松山洋平、「日本における信仰「誰がムスリムか？」：ハナフィー学派を中心に」、日

本ムスリム協会、イスラーム教養公開講座、口頭発表、審査無、2014年2月  

７ Kotaro Hiraoka、  “Martin Buber’ s Understanding of Nationality – Relationship between 

People and Land in Modern Jewish Thought”、国際ワークショップ“Theocracy”  and  

“Nation” in Jewish Thought: Past and Present、エルサレム・ヘブライ大学、口頭発表、

審査無、2013年12月  

８ 神田愛子、「マイモニデスとカラーム－キリスト教神学に対する批判を中心に」、頭脳

循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラムCISMOR総括研究発表会、同志

社大学、口頭発表、審査無、2013年12月  

９ 浜本一典、「キリスト教とイスラームにおける信教の自由―対話の重要性と合意の可

能性―」、頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラムCISMOR総括研究

発表会、同志社大学、口頭発表、審査無、2013年12月  
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