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び交換j¥;はおかi珂. 218 i護側に1えんでいる。なお. (14内については 293慢関と

\~i~ I・交換をfr )ている
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野市1I域向IlblHl'ア:ωf71科民地乍

2000年度

人文社会系

il/r:政治・7・

J.lId，占え化研究
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叫ふ ・刷I納 .JC;i1} . r111[1 .よ:JIII

e 
・n.・H

、Jil，~ " l 、 111 ・ r ぃ後棋 ・ ド:Ji{ ・ h'.i合
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日 刊行物一覧

1. 以iY・文化研究所紀12

m 136 1111 (1998年 12)J) 

etAS111制『市i.}~dJ の文献つ::(I'.).})祭

とくにn官IJii誌との伐のによ勺て

U~ r影!f'Ji金位認J~it (・}

向1からはた点在&~t界(，jijね〉
r.nけi，Ij匂向1)5'

J、JUf.~~t~l~lI泌f'tlこ J~られるコンテタストの移動

〈釘，*のiCI付に i刻するM~命〉そ巡って

j:f，転iJUIジ市ワ位争Iの付自主と rmf')iれ
パンギル!!;!ro下級lft;!!IilJのう}!rj'

1111 t;l宗教のl反貨としての r'Hli神教j

111凶宗教の全体議活に!勾寸・るモデル

61 山総の近代同家観

仰のII~. 仰の民，IV1芯の嵐

バブγニューギニアにおけるJ!"!;:~.ìill!li)rと和Illrr同家へのft'j;J<

.!}Jf¥のIj吹'ftとその終結

冷戦終結の影符

:n 137 nuο999年 3)])

向lから見た尚皇室腔界 (rll0)

償問8管行1~

I~ r，l劇から，.kIHUI'へ

r1.:瓶伶』の術:t!!(絞)

111'~ rl~約lltitむゐJ .J.!rJ: ( '，) 

Hfi且のm父日i倒的奴 (1 -) 

その次系，生~[及び人物仰について

19 tl~紀 1' 7 スクスのイスラムílli:之内 (2)

&I~ff II~夫

大木 1M 

JilliJ43人

鈴木降*

初l納作.Q

iiijlll '; 

lf: 
、

I!~珍

.I1.i 111 えは

IWII 十:f!11

iil同将人

人!'~ ~尚

大本 I，)l 

総1判 {愛ト~
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サー')ヒーヤぬiベにむける社会経済関係

1^77ハーンのγ ドラサぷ'j(iから

it冬形態とう}内状況について

Thc Con，truclIon of GIIJ・trUlJ (dt.'ntIl、 m

thc Late ¥;川町付rlth (・rl1l川、:Debal~' over 

Langua里民 Litcraturc '1110 Ili'lor) 

シヴ7教l二おける |人h，ll'l!(la 11 va)をめくるt議11命

ラージ a シ L ーカうl'Aaりam'nul'llSlI，J~d ， (!:li 1 r;r-m 3 iわ

'tAとN突の関係

仏教之化史の!lll.tから

γュ pャーft.'.i{t，:におけるiZi受制肢の I(i1!.ilL 

f耳1:小説とぜ・1:'，'i(2) 

r銭円Jd~火liÍ1誕J. r，':W.，tfdの燐.itfとti.W
'1'114と紛[14の経済1l!1係

Ht< ，'jiifの凶際秩，{，脱

'mú体系と i川・~、1'，ば玖II"の1111

位小(1MlVJ数段"l~1::' • r.'作IIU

章子k~釘~)<(教授時十 ・ ぉ l' r.IIU

第 138附れ999{1.12 )1) 

i I~ と{9IJのna

町i代締法を.iJJiしてみた111"'1司法の・破

口直!r膨悔IIo!憶JI』aJul-(二)

'1'1 i~11日記~JUIの外114rflj~l:

1.:光flH経釦1*lifit，'II"の1tla泊1'，'よりはた勿lAEの々命とitltt

rl'[対話動詞と形作討とが的成するfJC0!l')の)(/去が1.0;災特徴(その 1) 

動ふ!と形行勺iJ-it~.. の結びつきを通 ι て

11 )""'1り、の家歓H ・1会飢餓と手 J トワーク

家1iXíÎ':XtのfBt~~ と向's!主ットワークの鉱払

iお脳出[-，伝I'tM，，'j.副I~~:j研究(・)

ヨ)13911日(2000fi 3 J J ) 

同jからみた『判長klltW(iをr.;o
~Ì'MNÎ盟内J J)

116 徹

m日t.HI:(-

Riho b叫叩

I i 111 トi'i久

LH 勝彦

~ t覧占主

IJ 、~~ 目員子

1.111 守!

i"I {';仏子

イh ~~珍

陶'li.あんど

大本 "比

(TIlJ .I'J滋

鈴木降*

人沌事f

~ JJ;紛

1/rr付)，)iだJ

，'11m 将ノ、



r.Ilr.~mJ 'I:lifii.t融市民主a在

r4l 1寸~(tt:J研究台担H'i之

内'iii.t!の rn・縦

E験iさ.r.:奇的による以l釦の解ふ

Ií~山新 . ulll ~欠 ・

シャイフ ・ター fファ ・ト均一スィーのカ"イ'ロ命

イスツ γ ハーンのサファウ'ィー';mUJの(1'むに関する 考然

liij 4 T {I'紀のII~アジアにおけるワ f ンうと弘

ゴディン ・テべからの・巧214

m慌の水制 (AmrtakU/JI!a'.よヌ 四 -ttm法

Wrilin~ of HiMO'" : the 'ollon 01 GUJ'日制 andthe Gujarall' 

in th，・ L訓 e'meteemh Crntur¥ 

lh1fftf系ttSEE1.こお;，.る竺._)、作:

骨Ill.lllむのlliJl叩41氾!

そのx:1~J~命的は解釈

コンビュータ ]:におけるヲメール仏文，(:tllJ lJ の現状と改追試'~

1950年代初JDJのタイ位家来.lJのH済的効

l民家家計の i・1本~J待Iからのは.ìli

IRlft~'I'~j7~ "ピンにおitる小川人移民社会のカドリ vク化と

'11]叫系メステ J -ソの興降.

結的J，~úJ(占ーを了・かかりとして

2. 以iY:文化

ぴ~791;. (1999!f3J.:j) 特集・・γシγ研究とコンピュ -7列11)"

.lJmにむけるj受'{:の続安井;

r-;': d ;('(:の外宇化について

mf¥:rj'凶行ナータベースの係伐とrq山'

息!{~']II!<loli データベースにおける九:， . ~G~の μ コード形式の

~~;;'I'とその改良

r ~I Í<Iぶ、|乞，;r~J データベースの情?.r: しimcodcテキストの平IJuと

J:ll匙ll.λ

"nn護およびインターネット lζおける1]1]14.1:殿様

コンピa ータでアラビアえ?を使う

F年

E民韓~ y，l ( 

，'1111 J;( ( 

t米 IL!'~*1í ( 

小泉他人

l持 W~ 

Riho h;，ka 

鈴木賊M

1! lr1J歩

JJ;tIII 七日1¥

刃ro- IE，j; 

'，"r?i- IJX ( 

i::j 111 Ð~ I1t 

、I市~} ~.l!!l; 

j.Y.V，，: dえ

情j'1 !/'i事・

:間十:;~/f'必

' 
1判

外 1I'Ift( 

¥1 研究.ftftlr.め 6i 
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メーリング jストを何111したアジア研究における

コミュニケーシ aン 鈴木降~

オンラインt.'i報とテキストファイル ・データベース インドネ j ア

政治経済動li，)分析におけるi，f;川

バーチャル文JOIlhYdHについて

千1I市，lHH品デ-$'ベースのtIYi?~~をめく 3 て

インド学仏教学諭文データベース(I'¥sじOS)検ホシステムの

加納作災

人~ 秀品、

111(11 ，，'( (-

怖さ高 ~I以 徹，'1，111 ，¥主治

お80i} (2αJO{ド3)]) a_!l:!"インド頓人;院の宗教 ・民鉄紛争"

rf 総j十位

生活世界の{[i伺Iから!.!.II'(寸コ tュナリズム現象

チェンナイ(マドラス)diにお:tる1994-98{I:の33'J観

察と|封|き'，I}きを'IJ心!こ !担HL! J.ぷ正

Jtピハール.低カーストの儀礼の放にみられる. ヒンドゥー ・

ムス jムの関係 永ノlri(，j総

ラージ b スターンのースーフィ -J~Uí隔におけるコミ Aナリズム リ己 お

ズィークリーはムス“ム方、ヲ

バキスタノ .:{ク号ーン地ん・における宗教問題のiflk<-i怜 恰JF !it 

3， *洋 文化研究所研究制作・叩a1l.J1山_，

• 1. 仁川 III ~ri ， rq1llqのJ~付家扶J 1952 

・2，閥桜山之 rql(í~ 1:.I1!HtljfJ.t~と研究J 1954 

'3. fJi 純一 t主峰~，在、 r7 マゾン その風土と日本人』 19')+ 

"4. 人体 .k良 nlil~jγ ジ γ 大陸.n民族の観依存11絞J 1<)')') 

，. 5.結 城 令l湖 rtlt将lolJI誌の研究 上J 1956 

喝 6.側室f &1t rll tJ l~~lljγ研究 I 1956 

， 7，銘 i4t!よ~ rJJ，fIjI(，;仰Jj 1956 

'8， n [: 波大他『創刊11 3↓UtJ山ん・における*糸.I1tの研究J 1958 

"9. (:J十m 1111 rlll[司U、伽I~と研究 )flj法J 1959 

• 10. LJt.削 除 rllll司訟伽j史附究 Utl!法 ・取引法』 1960 

• 11. 米rr 除品目，1rlIIJi~絵Ilhj史研究』 1961 



• l:l.鮎妓令!沼『唯滋ヴ"!ll!laぶJ 1'162 

I・13. f.J十!日限 r'lll吋lt:t'J!と6W先奴am.....l.家敏子f浜法J 1%:l 

1・14. ~r.~ み .rx化心f11"戸以~~J 1CJ6:l 

l・15.n; a，'J.! rrJt!llf川仰の研究 tドI:~;r. 1962 

・1(;.仁川 111 pl rrj 1J:t4iL:I，'I'kliJf冗はと慣例 ・法と.iuitu 19ω 

・17目鎌川茂Mt.r'l IJWI~般!ぷ氾l'1.! のIi)f究J 1965 

・18.H J i皮え Pアジア文化公Mf，';: 't;:ぬI，:iJ 1965 

・19. 以 約.抗州J;~J 1%6 

・20. (I[ 放λ『アジアえ化火研究ぬ巧t:'IJ 1967 

・21.鈴木 敏『町If~松前'1'1;研究所派J 1968 

・'22. 1l! 徳!込!rrJill'lii ltJ;の研究 μ俄QJ 1969 

・23. Ij 1似千校 r・'~拡のm治社会人肌予約分析J 1970 

・:l4.rli 総込!ri'l'縦の1'11行と1，;(l1JJ 1971 

・25. 川!llf 'JdT: n~ ~1t似のJM，必 ~f'J ー 1972 

'26. '¥akamura Kojiro. G'hαzali on Pra)'U， 1973 

. 27. fl: 1忠!tlPRViaj F11純， ) jI1f行と{..(l1J.. 1974 

11.援『京市教・γ・のJC以!と的研究J 1975 ・28.鎖111

・29. 松井

・30.J:i. 

透 rJtインドChT物価怖の史的研究 時61-1'):.11~I ，J 1971 

治雄『インド史I二おける fスラム明防i :;~主主砲4と .:aä!f?ll )J J 

1977 

.31.池111 7，品川1114，'1代T11払研究 H費量II・2品Jし 1979 

・3:.1. 111 f'j' 一成 rtJl1付然記抑制研究J 1981 

寸3. ~公)L 道ij~ ruiJ;Uぐア':!.I.iH文化研究所必lJI'I'J文'子 l虫|住民r.:lJ 1983 

・:H，IIHrJ' 'bx ;IJIJJ4の:i:依と泌l脚I 'WI判~;~ J.来 ~I 会における然記制l依 ・ 儀礼

tえびi'.JI断!の+111即応wJ 1985 

・35.鈴川茂!trrJll司の仏教{i'HU 1986 

・36. j.~)t 透『イギサス支配とインド社会 19 IIt紀前、l'Jtイ J 官民:の・

研究J 1987 

・37.鎌111 1支鋭『続前'((L，.n兜斤;ぬJ 1988 

・38. J折波 C&{，j r:1~f~imM;斤'kのIiJfJ'i:J 1988 

・39. 1111'1' 成 1'1 11司郷トt~.l!研究地}j"IJの照焼J 1989 

'~O. il氏f 1氏ぶ 'IJ1114近代紙i~公Mfヲピ i，'j，.fく足。|刻財政と1;:]浴幼，j，J:j，)1剖』

1989 

1・41. 上付勝彦 fイノド(i~1!li.Îl r.Jl.JiにおけるR的経験 Abhula¥'aguplaの

¥1 研究 .oftffth効 69 
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rasa "Hli.. 1990 

+2. '1与直nト'.1)史 r側鮮土地J.l!1t・J~~正~*の研究J 1991 

43. 柳ro 悠 rl判インド社会総泌!よ:研究 ド)j'INのi"I、工化と J~N社会の変

待~ 1991 

44. :vratsmani Toshio ed.， Tel/ Kash kashok 

The ExcaoolIolIs al Tel No.lJ. 1991 

45. 111111 二郎 『アジア以来発以の比較研究.1 1992 

*46.蜂1...1 HI ̂  r {j): f¥:ill教の研究 E明|場と.¥!;J'}開.! 1992 

吋 7. Tomos¥ψTakashi弓 Reminiscencesof Old 8angkok: 

Mm附:yand lhe Identifi回 tωnof a Clwngi勾 Socieか 1993

'48. m仲 ー成 rrIJff~~系筑劇研究 r 1993 

・49. 民ii下之介 .~長I+iアジア必i時の経済発反 開発 l~義的政策体系と社会の

50. 1縄本

‘51. JLI{ 

ぜ 52. tKhJ占

53. 鮮側

54.小:ct

55. '11.勢

56. 1'.付

反応J 1994 

さえ 「hyitf主J?の研究J 1996 

';T~' ~llr r釣i且『型f，'/1..1の研究.. 1997 

辺9Jrベトナムの総先祭草c湖!11H1の社会生活.1 1998 

)'~I)ミ 『金J亡時代の道教 仁点研究J 1998 

必 「インドlIt界の宅mH的進 ヒンドゥー寺院のゾンボリズム』

1999 

険郎 rj，:fWの史料批判的研究.1 1999 

勝彦 fインドM~，;寺ii命研究 アーナンダゲァルダナのdhvaniPllυ命j

1999 

57 間本 さえ r近 Lit[I.II~の比較!ど忽U 2000 

4. J:lUY，文化研究I汚.t:I~J .m，ε州I!.1U

• 1. 鎌日| 茂雄 r情厳令研究資料!thxJ 1983 

2. 深jl- Ffs司縦 『ターク ・イ・ブスターンm 実ð{IJ伏J~r&l 1983 

‘3. 鎌Lil 茂雄 ~Þ~!JI.H1í内情自主資料~I皮J 1984 

4. ~akane Chie ed.、Socia/Sci.開 ceand A.ria， 1984 

• 5. 鈴fu )'il)-=*ぬ 「儀総 J:lcl~j，tJ 1984 

・6.鍬乱I I支脈 rii1威内仏教思忽!資料!l.!bX.! 1986 

7. 111 r日 現日縦 rq.，，*1タイ稲作段村の経済変符 I 1986 



• 8. 終 fイ .r.f.i }，と匂 Pl必+7'tヰ疏』

• 1. ~ckl Hirohanl. Tht Asio.拘 cificw Ih_ Globalおa町{om回 lion 1')8i 

・10. 鈴川郎λ;泊， .1.，みL':~のJJW~ .i!i j -• .ili協 ・i益桜J 19')0 

・11.池川 J民主同 P'I'I~ 1，代河本lp:E-qtE3A・1990 

• 12. Tornosugi Taka，hi. Rtlhirtkw[l. Iht S'lbslanl;vt &0同町y

UI SOlltlttal1 Asia， 1991 

• 13， f:公)L 道雄編 rql'!'j' ぇ:'j-:'(何事;;~~_ 1993 

• 14. /)11納作良知 rtlt:~iL;: ャワ I:lトIのm汚~'i; チョマルm;の8'>~I;J 

• 15. 半~~ 除虫1;r野草j史u..!~!ll，1 {I・1< '11閥占代*LIIミの研究I子rt』 I!l<)j 

16，鋒hl 路}.;， rl!lnのj{j教 その活動と遊説の現状』 1995 

1994 

• 17. ;);]111 tErシャルダン『イス 7/ハーン弓=』研究 1 i Ilt*i.! {スラム附

伺iiliの，'jt'u 1996 

• 18. 、1<勢降!'ilirrll同，li1¥:紀{l'の研究大火とIfjの検討かみ』 1 ~ド)6

5. イラク ・イランiS跡調作卜月約ifi

『テル ・サラサー ト1J ・1958.rI"j 11 J ・1970.n.i] 111 J 19i 'i. rr.j; I¥' J 1 '181. 

r" ルゲ ・?'Yユトリ・ 1962.rI..j JI J ・1962. rluJIll J 1973 

『ファハリアン IJ ・1963

rllliγ ジアの人級学的研究 IJ ・1'1ω.rfOiJ 11 

『デーラマン I.・ 1965，rl， i) 11 . . 1 %6. 1"j rn 

r?ーク ・イ ・プスターン IJ . 1969. rJrij 11 

1984 

『ハリメジぉン [J1980. rJllj IIJ I<JBl 

6. インド史跡調子日付報;ら

1968 

• 1968. ーl，i)lY'!')71 

. 1972. 'l"j 111 I 1983. rl，i]l¥' J 

rデリー:デリー:Ji[':~j U!jf ¥:のil・ぷ荷物の研究』 第 l~ .ill跡~Iî ω ・1967.

節目~ AHß~ • 1969. ぬ111{~ 11< flJlJlli，& ・1970

W 研究 ..f*行日動 il 
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7. w:アジア部門 XH~ÌliJf究分野f1145i

rljJ凶総，官事EfT闘f~J す1 ・~ アメ jカ・カナダr.:t .1982 

m .~Q ~↓üv4アジア ・ ヨーt1 '1パ M . 1982 

第二{!; 11本日 1 I'!i物釘l • 1 ')113 

:.l)p刊を 114>:日目 .If~;~ ・ 例人 .， 1983 

ワjI1 {主 総・ぷ<;1 . 1 'l8.~ 

r"J問紛 I~í総合闘ぬ f1lt.lJ ワ3・ES アメ I~ .引いグロ • 1 !)9i 

寄1 4S 514アシ守 ・ヨーロ 1Iti.J 

第~{主 日本C， 19'J9 

守H叫t主 総子供']1 .2000 

8.磁 lfJ: I I録

r J.IU;U-::'f: !.I.!i宇Xfヒ研'先ぽ泌箱分以LI録』 汁 9i3

r !.li京大ヴ:山手文化研先，frrJm分以~I録 J:名人r.~i'ilJ ・19乃

rwょ;t大学!Á(7L~:化正If先所lJH5分むm録』積版 ・ 1~)81. ・ I~I%

rlUJit入学東洋之:化研究所-!J!f¥:" J I!~ j1}分説11録J ・1996

『取」;{大切J.. liil'， )(化研究所J}li¥:rIJIIV:分定員11録』 ・ぷ'JI ・1996

9.その他

『アジアのF批t会とJλ主<.ftJ fl制リ、す/4刊oJi‘f削'

n氏1足!1洋下文{化t研1火ピF所4折干の5却o!句I，Jfl:むI:;立5却Ok'，払附'U官'M作Iドf町ぷ己念誌 l内q仰q引I 

r7 :/7の文化と社会J (1'1立50例年記合、議集 令:r; ・1'1')2 

r*J;~人プ'f: !..I.fil'文化研究暁外部.il;f，高級 ;stJ:』 1996 

.見!!;~k'ï:J.lúf ;之化ωf')'O両外1~~，~IJi制限;'JJTJ 、 1999

l・1997

Confermrx PrOCfCdmgs. A.IW m Ihe 7u)mly-Firsl CtIIl.uワ:T01Wrd (1 Ne比

Fra問削rk01 ASJaIl .¥tlld附 .1996 



I 執Ttlt:芹・論文等総生文 受n

本liJf究所の数行が 1998・例年度に允ぶしたiL'}'.~文句ーの11t欽はみ;のÌIlÍりで

ある。

抗 \I~ 27 ffll. 冷文 134-1>:. その他 197i.'.i. 

本研究婦の教"f~~が 1998 ・ <)9 "1ユI支に受賞したずtIまみ;の泊りである。

11本オザエント乍会交励rt 幼l1!! J:f I!!. 1999 'rf 

¥1 iIl党 ・敏行活動 i3 



VIII 所員の活動

汎アジア部門

n;( i下之介 uらよ 3のすけ

国者 臣室

1944.2生。 1967*大 .J~ • 以終1'. 1969" I:I ，;J火大'学説J~~;; • 段経 ・ 修上~線

終 f. 1972 ILi]附 1:.f.I!科.iJJ学。 1976/~.予防 J: (京大)0 1972 fl'*文正If助手，その

1m 1975年から 1977"ドまでl時際i1!合アジア太、!ι洋経済統合委日会(パンコク)に

派.ifi. 19781叫際間交センター研究員(J料作動). 点ん段'，{:.'llíJド'，:~\'OJ ðl~師. 1979 ~花

火:研助教綬. 1988ルl教綬。 1998以降東洋文化研究所長， UU;t火ヤ':， ~l~ぷU. なら

ひ'にllíf~~反iíこ学研究情報センター長。

研究活動の後妻

PE~íÍli経済乍がその機能をときあかしている di湯終済 iこ|刻して.11!!波研究の観点か

らその.flIj，;命のjrl:必をはかると!日JII!jに.地域研究が焦点をあてているアジア災地の

社会情造に対氏、して出場経済の版UHに地域性がみられることを比絞命保jに解明す

る研究を続けている。

過去の主要業績 (1998.3まで)

r!め拘アジア諸制の経済発反J*文研事制作 1994 xvii +464 r'i 

rアジア ・7イナミズム..:-':IT 1I1li!X 1996 243ャxf{

:ilf]発経済翁』 Yf波m.ti 1996 viii +218 J.'{ 

ほか多数

過去2年間の研究業績

?エリア ・エコノミックス..:-':TT ~H1:t)( 1999 247 +vii (i 

『アジア粁済ぷ~. ~τ'T 1l\J坂 1999 459 l'~ 

lまか25}，~~ 

VI1J 明日の話動 75 
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学外活動

京都メぐ、r:*1将アジア研究センタ-iJHI教綬 (1997.11-1998. 3). 伐材¥1雪山業総

合研究所'H門委日 (1990.4以降).大級符財政余儀研究所特別研究1"i(1995.4以

降). [14際開発センター研究噸IHI(1985.4以降). k.厳省外|吋為鈴t事者議公安良

(1997.10-1998.6) 

池み: $';，[:. いりむとゆ~t; 

略歴

1956.6情。 1980京大級年。 1993i;t郎大学博 1:(経済'j:) 1980アジア経済研

究所入』九 19871毎外派巡日〈タイ凶チュラロンコン )c'字社会科ヴ:研究所. 1989 

年まで). 1990アジア経済研究所泌総. r'11{1~ ht都大学栄I対アジア研究センター

助教疑，1993点1拘アジア研究センター ・パンコク.i!l!絡'H務所駐在 (94年まで)，

1998 *文研助教綬。

研究活動の綴萎

(1) 東南アジア ・ tjll母のf9f1~~5}t'iè と tt附

(2) IltW所得分自己の歴史的研究

(3) I[JI吋:泊朝行:跨境経済論

(4)ベトナムにおける少数民族の11附問題

過去の主婆業績 (1998.3まで)

In，ome Distribulioll in Thailand: 11$ Challges， Causes and StructuTe， InSlitule of 

Deve10ping Economies. 1992. xiii + 192 t'~ 

"ラーマ内側i切の「in阪が~J 経済l政策 rW:r将アジア研究.:3ト4 1993. 9 299-

324.fi 

‘'An Expansion of Conage IndUMry in :¥onhea叫 Thailand A Case of Tri-

angle PilIow in Y恒例hon Province"， T *樹アジア研究... 33 4 1996.3， 

122・137!'l 

ほか多数

過去2年間の研究業績

rASEA~4 の所得分自己J }.;，桜f'î財政金融研究所縦 rASEA:\4の令倣と 111政の

:lJ;:み 統計守党泌と通行彪綬J(1998 {ド 11Jj) 157171jミ

翻，iI~ : A. K.セン fィ，、lえて予のtJ}検".t 治(E能力と臼 Uい (~lf L総生. ，右綴c
とJ七択):î-i波 11~')f 1999 'rド7JJ 15 I1 xxiii....263貞のうち 1-84A 



11.か 12以

本学以外での教育活動

I也岐ブEldJ命特殊1111勉 (J;tIl!I人々:人Ir:J.Q続'f:研究科 1993~97). 統iJi1~J.必特

命闘(ボ都λ'γ:経済学研究科 1992~97). 人:1以外11，Wi大乍タイ文化特殊持品~ m

UI.':治;f)J ，，14制 1995-1999). *以外I1<Wi}.::'戸アジア地峡研究日(非常勤riI~grtj

1998-1999) 

字外活動

*アジア経済学会，進化終済予会.アシア政経?:会

}!71 I Jf: いのれ削・L

略歴

1944. 1 '1:0 1966 *大 ・教徒 ・教長市. 1968炭火社会学. 1崎際関係必・修上42P

1974 "サチューセ yツ 1:大政治学部人;'下院政治'γr，?t ~}， 1969-1970上刊人;'7:助

下. 1974-1977 I:t'，'大外1'~ntl助教綬. 1977-1988-*火点X:liJF助教授. 1988・製作

!日l人教授. 1984・1986r"jJ:東洋，、手文献センター助教授. 1993 1995司[}~際迎合大学

J~(壬仰究 L1. 1995 19971I~際.iill合大学 L級il\IJ乍1":. 1977・1978スイス ・ジュネ ー

ブ大ヴ:容は教授. 1983 1984ハーバードノぐぷ終:11研究U。

研究活動の機婆

アジアの同際政治、 I I -1>:政治 I政ifì.flJl.命の研究。 1刊行は干1I，1~38111J. i下.'JI8111J.

J語文は欽"iぶ。社会科学研究の引m吟ば|としてM.も権威のめる SocialScience 

Citation Tndexに頻繁に.]1JlJされる

過去の主要業績 (1998，3まで}

The Political Economy oJ Jaμn CStanforcl. Stanfo・rdじnive向ityPre帆 1988)

566以

jatan's JnterrUllIona/ Rtlatio1ts CLondon， 'Ve~l\'iew Pres;，‘ 1991) 190t~ 

ほか数十点

過去2年間の研究業績

Democracy， Couemanct and Economic PerJormance in East and Southeast Asia 

(じnited"ationらじniversll)'Pres" 2000) 371 11 

lntemational Secunり Management and IIr， UN (じnited Xationおし;nivet~it)' 

Pr町、 1999) 489 r.t 
The Clranging Nalure oJ DemocraC:)l (し:nilecl"ation" し・nivcrsit)'Pre判、 1998) 

VIIJ 所IIの活動 77 
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285.w: 
ほか数 11LI

本学以外での教育活動

" !稲川大'v-政治経済'宇部 (1999ilミst)

学外活動

I J 本政治乍会 (P~ iJ人 1998 ま で) ， I J 4>:llq際政治学会 (品II~'Ji 1止)，全米側際

政治予会 (p~'m

Hlq， rりJ~ 刊かあさコこ

略歴

1954.8'1:0 1977炭火 ・教後 ・教養不。 1981Ph.D. (政治乍 ・マサチューセ y

ッι).:.)0 1981平和 ・安全保隙研究所研Jtu， 1983 *大教N乍郎JliJT:， 1984京

大教後学部助教綬， 1986 1987ルー ル人;午ボ-7ム劣日教授，1990 ll.1文研助教綬，

1994 1995オ yクスフォ ー ド)¥:'?セントアントニーズカレッジ色:口研究口，1998 

点X:6Jf教綬。

研究活動の緩婆

IltWシステムについてのI'UJ.'tr(f(J・災ぷ的な分析，混代-*アジアのいサ際政治の分

析，およびf1il際政治分析のためのデータベース('FbXならびにコンヒ .:>.-9による

分析N去の開允を行うている。

過去の主要2駐車買 (1998.3まで)

"lltWシステムJW:JT.大ρt;11¥)坂会 1989 251 a 
nJ '11関係 1945-1990J東京λ学出版会 1991 246 fi 

r訴しい -tjljlUJ日本経済新聞社 1996 307.u: 
r'~主ー全保1Iにl ゐtf己新rum 1997 382 (i 

ほかJTδ3J.'.¥.日命文69点， その他多数

過去2年間の研究業績

"r抽U品 forJ apan 's Easl A叫 nDiplom拭 y"Jαμn R卸 iewoJ Inten国 tionalAj二

Jairs 13. no.1 (Spring ) 999) : 3 16以

"D¥'namic Slabilily: Cooperalive Slralegi白 forAvcrting Cri沢完 in Easl Asia" 

Harvard /ntemational Review 21司 no.3 (Summer 1999): 72 75.t'i 

fJ~* t怖とl刈際:上Jを"r7ステイオン..52 ( 1999 11' 1 I}j) 159-I 70 a 
ほか治文61.しその他92t.¥ 



学外活動

アジア政経字会(';川主Pll'J ~) . 1 1 本II~際政治'1:会(.Pß.弘iÎ':jibj委ll.対外交流

~W， 経済審議会臨時安11 (1999)，アジアーヨ一口 yパ ・ビジョン ・グループ

f 1 本~il (1998.4 1999 . 3)，見とアジア ・ ビジョン ・ グルーフ'fI ..j.:~H( 1999. 10-) 

Ji;{山ギ

!III 震

1967. 10 '1.:0 1990 *大 ・ 教益 ・ 教~1<.，同"1'.*人大判Z総合文化 ・ 11<1際関係命 ・

修 1-深限入ツ':， 199211iJ修r.IriJ { 1~ILlJ 仰上深純進学， 1994 f1;j;;ヲ術振興会特別j研

究LJ.，1996 rriJ探IflJlJJHII満了，I"J"[:*人;メぐ下院博 1:深粍iJ，!"(:oIriJ年w:文研助子。

研究活動の概要

研究対象としてはlill1下.研究下法としてはコンヒュータ手IJJIlに tな関心がある。

現{tは.武力紛争の終結について統.d・的分析やシミュレーションをぷみる -JJ， 

クメール文7・のコンヒ品 ータ処.ftMシステムの研究開発を共IciJで行っている。

過去の主婆業績 (1998.3まで)

i Ilt界システムレベルの戦争相l潟i刈(- rfm知社会科ヤ':J2・3 1992 135 151 

11 

近代II!Wシステムにおける戦争とその統計的JI:!.i!e 1495 iドカBら 1989fl"ま

でJ111本fjYf・[][[Il明彦編『戦争と倒際システム』点以大?:出版会 1992 

!:s 2 ;;j: 73-102 11 

rl司際政治の数以分析 戦争研究における{ylJJrオベレーションズ ・リサーチJ

43-7 1998 378-382 n: 
総即.滋i説lこみる 1 1 み;の政治脂宅({1の1ìiJ111(1ぶ識の~~J ~III谷ノ1 丈1i，ì r国家戦略

， j，説 外交 ・ 安全{以|句研究会報作 ， I ~~ MI剖法人114>:1吋際フォーラム 1998 

第 3"芦 19-32Ci 

ほか 3点(ぬ)(2U.制.J{1点)

過去2年間の研究業績

「現代の戦争とその終結 冷戦終結の現王将Jrl↓f)(li}f紀要J 136 1998 卜21

五玉

"Regional arrangemenb， lhe Uniled '<ations、and ;ecurily in A~ia (co・

aUlhorcd ，vilh Akihiko Tanaka):守 in 1I1utl、iah Alagappa and Takashi 

Inoguchi c仇 .. Intemaliollal security ma/.age脚 叫 仰 d tho UlIIled NatI即日，

VIII ，rrnのf，I;劫 79
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じn;led'¥ ，1;011' l，;ni、cr>ll¥'Pr，、、.1999. 323 346.ii 

つンビ .>.-7 1:におけるクメール占詩文?干1111)の現仏、と改~ぷ'tし PU文句険:安』

139 2∞o 382 36'> H 

ほか I.U(沿え:1 I.~O 

~外活動

11..j，:[q際政治'γ公. II~際i1t'i・~~. I I -+:'政治学会

総JI:従量 叫 ，."

略庭

1949，6'1:. 1972五人.1'1-<<. 1974 J;(人大学院Jlll ・ 助物 ・ 修 i・.'J:Nr~ r， 1976 

.5;~人大マ:佼l'l! ・ 3均物 ・ I~} I..l!f'.li!l'{'， (Il]WJ;(大人文flヴ:Wf Jé，~i1VJr. 1980 jlj!'{' 

I'，IJ J: (京大)， 1983和111j.'{:院)i::r!(i'i;.111助教佼， 1990 ~II ， j.下院人人)('f:ilii助教綬.

1991 rnJ~文授. 1992以え!ilF助教1，1.1 99Hi)教授

研究活動の凝婆

U?，.;:a人以rf:~小心に ιfょ文化記述のための)j11治に!見l する研究. flX長をのくる

文化的なフラタシスについてω通文化的研究.およ<J. 'Tフガコス宇ン ・イラン

泌総 ・パキス 7ン・イント1'4郎会対象とする尚南アヅ 7乾銀地412のお文化の記述

l勺研究

過去の主要業績 (1998.3まで〉

「セミ ・ドメスティケイシ割ン

;¥'-1-244 (! 

j没割?とiを牧の起rlJ;t111行J iflj IJ~ ~I: 1989 

ræ.J投入~íγ-þ危うj(J Imll':;:・11¥似 1991 ix-1-243 (i 

rnrへの文化人刻午:J í~υl\ k?1I 1版会 1997 X¥'II;は 18(i 

ほか多数

過去2年間の研究支繍

周辺十年.と民族的IIi1. バシ昆トゥーン人とバ1:'一千主人の例から 7.'1水町i

俊渇rJ，'4.i!ll(肢の.lJUt:.J111 W.'J..'.包Hl 1998 10') 127 ii 

r.iC化'予の税ーへも築 fIfìLR'，瓜からの~賂J fお樹九十.~ 1998 、1 令2:l:lL'! 

遊牧の文化((.JW{'!についての以治 州市アジア滋牧民会III心として "rl1if、z
~1iÃ"f: 1・9物創"6Jf允制(1. 別 IIIJJ 20 1999 493-516 J.'! 

ほか冶文 3.t，'.t



学外活動

r 1み;民族学会， '1:悠人級学会， [l本人文地.E1fl"{:会， [困、工民放ヤ':r.~物館研究協力

お ・共同研究It戸11純[時際大学r民向文化研究I汚特日11研究以， [吋¥'1.1経!と民俗的物館

共同研究員。

，{!-; ~告すが刊か (1999.10 配ii'l換 itI壬)

略 歴

1963.10'1ぉ 1986筑波大 ・第・ ・人文:Ii<， 1989筑波人'大学院"，Ij1:.ilI1 r~僚史 ・

人矧学 ・ 文化人級学(民俗学) ・ 文学修 t:t(i( j~， 1991 ["j・退乍， I;;J年国立膝史L~

i谷 t~J物館助手， 1996北海i近大'字文学部助教授.1998 r~ L (文乍 ・筑波大)。

1999版文研助教授。

研究活動の続婆

*アジア(とくに日本， ιIqr~) 社会における {.i;ltx的t支術 ・ 社会システムが， 磁

波の持続性可能性といかに辿関しているか.という問題について，環境民俗学 ・

以俗動物学的見地から.)J'J{.している。

過去の主要業績 (1998.3まで)

rr水辺」の小柄芯-11=.Wl;!ll}jの彼作的11革関とその社会的必'*~ r El4;:民俗ヤ':J

181 1990 41-81 ti 

ri ;J<辺Jの技術誌 Jk.l:h狼'f~}をめぐるマイナー ・ サプシステンスの民俗知識

と社会統合に閲する一試諭JnI<l立j後史民俗的物館研究報告J61 1995 215 

272 ({ 

r I11Sdiとムラの水鳥J是正ノド学制 rひとと動物の近l1t つきあいと観察』湖日

新聞社 1995 35 55 U 

「閉じこめられたヒツジたち ・中国iI作j位緋託会のヒツジ ft，~ffからJ.!.た尚品

経済の允J長 『京文明紀笈!.'135 1998 95-139R 

ほか多数

過去2年間の研究費量級

r~まい遊び マイナー ・サプシステンスの{ギポ論J篠原徹編 v現代民俗学の

視点 l民俗の技術J朝合 L'H.lf 1998 217-246 fi 

「凶コオロギからみたIIJllil泌人郎市民の1'1然、娘Jr .j tifijillメJ苧文・宇部紀~J 47-4 

1999 25-92以

iJlIのJZ:・鋭 人:川郷にみるコモンズとしてのIIIJね越蛤之編 f泌巨巨人1mと潔

VlIl 所uの活動 81 
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t必41止鋭の自11m 1I{jf1l':;i: 1999 92・117U

ほか6.'~.i. 

学外活動

IIA本，;l!以t俗乍会， r 1 ，.f牛本〉正;μ以~J.放広次a乍.

l μl，学会司 ["1<1\L民放ヴ:r.l}物館J~I，iI6}f究H. I 母、'r.lìÆ~と民俗附物館J七rf~研究n

凶み!!({火山むとてい

略箆

1947. 1 '1:0 1972 J反大 ・数長 ・教員J.j<.. 197+修 l'(社会'T:・米大). 1976 1吋な

L~絞';:rlì物館員IJJ\ 1981ー焔大役会学問i治郎.1982カリフォルニア大学パーク

レイ佼人殺'干:gW~H研究n (1984まで)， 1983 -t高大礼会ヴ:gil助教授， 1987東

文研助教綬， 1991京文研教授。

研究活動の綴要

。門は文化人1314J:・w:市アジア地域研究。インドネシアのジ&ワIJをqJ心に.

1込村の社会文化変符，政治と文化. ifJj外移民なとの研究を行ってきた。現ず!:は，

伝統 l:Zと地助政業の研究を*'すjアシアの他の地域との比較で進めている。

過去の主要業綴 (1998.3まで〉

「サウィ卜'HI'ドの文化必が1~号苦笑 鈴木小Ir::縦『千年 EII~(r.JL~衆J]l動の研究.. * 
);(入;ザ:JII版会 1982年 491558 ri 

事事mのa会人紛‘芋d 全3f主(J七編i'i')!-I!J;t大学fM)(会 1987 665!'i 

P ジ市ワ人のヒエラ JレキーとrJUJ 付人の!tいの:つの形_J ~*jと研紀袋J

116 1992 247-293以

'[1<1民文化か生れるII!jJ(J~初，lD リブロボート 1994 271 r.( 

ほか 32U

過去2年間の研究業績

~r伝統文化4 概念、が)，'，J鋭化するもの 現代インドネシアの文化状泌」伴内良

陣争~ .総合的Jt!l域研究を求めて *市アジア微を子がかりに~ J}(/1lI大学乍

体flll級会 1999 135-161 IT 

F今11のイントネシ7 ・パティ yクy'r.:fiJ r決織α“19997 33・35n

{也2λ'ぉ AJZ2JA，その他2点

本繁以外での教膏活動

1~心友子大学 (1998 ・ 99 年度)， i.:.illl人;ヴ:人文;乍I¥il(1998 ~r:~)，大阪大学人



11;n'r部(1998年度).弘前大ヴ:人文乍部 (19991P9J

学外活動

[1 ，j，:1~b1ヤ会.東南アゾマ Eど予会. japan.Soulhca'l A、iarorurn Ch，，ir). 

八ITwriranAmhropolo胃iCHlA哨 on;¥lion. A"ociation for A~ian ちludir.... 1 j ，'rl( 

~''(: 1'.9物釘UU"J研究u(1998. -1 2000. 3)， !.Iu;(外的大学 ，AA 6Jf Jt l'iJ研究 t1

(1<)<)8. -1 2000. 3)， rll t.f~Á" r:小JW111fAγ術研究，(r'1Ç以教綬(1998・9911'.1'):)，IU 

UI法人II~際文化会館おふII (191)8. 4 'lOOO. 3) 

れ引1j'i!!li むわか，1，(2似JO.4!;:"I) 

鰐 皮

1966. 11 位。 1990京大 ・教it，rHiヤ， 1992 1['泉大人;乍院総fY:えit' J( (ヒ人

J，(f戸修 idzJRrt修 (， 1ゆ99鈎9~京↓+.tλ六;)λ〈ぐぐ.'つ学.1j

l十， (十，ρ?‘"(:戸:綜術r)λ。1ω99ω2ネ〆パぐ.司-ル l:I'時4トリブ'ザプ Y ンAλ{ρ乍戸研究ぺ中".(19ω95まで)， 199611-1正

つ人材。I保興会ね ~)IJ研究11 (DC2， 1998まヤ)， 2000 fl本ザ:術保興会特別研究u
(t>D.I"JII:3}jまでみ 2000* J( IiJf助教慢。

研究活動の再重要

手パール ・ インド[14境のヒ 7 ラヤ地域に!\Li~tするどm ンス地hでの凋伐をもと

に， l(臥範むをfTむ社会事i!Qの摘bX.儀礼の変容過程とそれに対する慣例的iit~ 

ゃ;fTられる縦飽の関係とい勺た 1:也l二つけて.l(歓誌がj伝研究をIJ'ってきた。

過去の:.t要業績 (1998.3まで}

'l(lj主:命の免1JJi.のために 仏:1Ji.の叫jLliと分析に関する}'ll，;命((.1.)5終Jrl(bk下ruf

究J57 3 1992 297 317 fi 

F 不パール. ピB ンスにおける1.(li士郎総EUとそのI司法JrK~k"?研究J 61 -1 

1997 5+6-564氏

-[lhnic Calegones and Imcrnalional Border: The Caぜ of s、3n... Far. 

1、<，>lc:rn'¥epal" Joumal 01 th~ Indian Anlh噌 ologicalSoc吟.33 1 (1998): 

65 75 (t 

過去2年間の主要業績

fネハール.ピャンスにおける ~IIキのr，H~J rl ~4アジア研究J 10 (1998): 32 55. 

I'.!j 1・治文「らう一つの〈近代〉のItJii'l ネパール.ピャンスおよび川Jl1l也J!~

にt;:tる儀礼と社会範囲みに!刻するl(臥tl;的研究;(1999. x-t・454pp)

¥'JlI訴口ω活動 83 
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本学外での教育活It.

来京外I対話人;ヤ外(l<!!li学t.il(1998・<)<)年度)

学外活動

fJ 本u:紋今会. 11，j.:，Hγジγ'字会. (14，7民放午':I'.y物釘UU..IMf'先II(1998.4-， 

l川本サエ JJ，~.l

略歴

19-11. 3 '1:.0 1964 i.!U:' fH~学郎刊に 1966 !k大大乍院人え ・lt1之ft. lまl'。

バリノ〈乍人文学問!r.9士 ([)OCICU'dc 1・UnJ、el'oitedc Pari，. ~ 1969'.J! 大教ii'{:$

J!1J1¥ 1971成文Wf助手. 1977下総k.fi.i'i:沼助教授.1990年!.I!rl"(:よ州、センター

救佼 (1998まで)， *之ωfm;Vkf}!. 1991 (，，1文献セン'7- I:'IT:総務 (1998まで)，

1999京文句f数段。

研究活動の措置要

-*アジアの近j'トトl会合. 1)比較!よ;:.t!.!2)出版文化に((，uを絞って研究。 1)

r近世， 1制の比較想、包リーアジア比+支え化の解題~li: i^ 11J(Ij'e 2) rl，'JÍU，~;'~の 61f泊

{也 え拭センター以米.r .IJlf¥:'I'闘占データベースd 合作成、

過去のま要業績(19')8. 3まで)

~ n'，/¥::t 11み研究JIポX:Wf*'::'認別1111 京五uに学!ll阪会 1996 vii+734 ri 
F徐光望書と J~ !.:k n(文化合引きた人たち』中*公~H 1993 48 71 fi 

'Il[ iqとヨーロッパのよ化交流.rllrJlt史泌姥J11 ・YソUI:1996 214 306 A 

lまか27JJi

過去2年間の研究業績

.近日i中[時の比鮫!と1包リ以文6Jf~泌別flll 東h(人;γ:IiI KI~会 2000 、11十600(! 

'.IJl代中国..-iデータベ F スのI1育成と問題点Jr良作文fL 79 1999 15 38 ri 

“The Situation of C・hin~，c ('cn，ol'ohip under Empcror ¥'onlo;lh"!ll(.- Th~ ，\/~m・

011'3 of T~卯bunko. 56. 1¥198: 49 62 ri 

教育活動

j，!U;t)どi:大'下院総ft:文化研究科(1998・1999年度).!-I.u;O.:ヤ大学院人x.社会

系研究科 (1998・1999'o1;1!t)‘陥浜，11以大学大γ':1民国際文化研究科(1998・1999年

ISO 

学外活動

1 )仏-*iF'f:会 C;.1.t&tl.f，:;lF). t!'IN社会文化学会 un民f1).R.Bふ 【11(崎研



究火:!Ii!:鮒介仏;ぶ)寄稿会(1. liÎjlll焚学)~金五li宇f委 II

-*アジア部門 (第一)

j資トバ，Ji はま Lた !'I1L 

略歴

1943， 11 '1:0 1972 京大 ・ 文 ・ !-I.fi下~本. 1974 *大大学院人文 ・東洋史 ・修 1:

諜ね修了，l<iJ"I:I，iJ i'lJ 1λo!I:.f'~入'‘'{:， 1976 iヰ港人・センター ・オブ ・エイジアン ・ス

タティースJにパート?イム ・リサーチ ・アシスタント (1977まで)， 1977 *作文:

w奨励研究n(1979まで)， 1978 *λλ乍|氏陣 hll!粍)M"λ 1979一橋大約済学

部tlJ.it講師， 1981 IcillliJ数字受. 1982 ~長文研助教授， 1988同教授。 1996*文研所長

放び点火，，'f.ii&n、.)j~びに点洋ヴ:文献センヂ-J.，( (1998まで)。

研究活動の綴婆

*1おアジア俗人とlJll1~ ~区南との阪史的な結びつきを，あ二浴にHJ..J~;..を当てて研究 ・

調伐を行っている。その内1):(ま. ~~(，花i基金のメカニズムと，有~i南 . *1菊アジアHlJ

のIl'!C定ネ y トワークの研究をテーマとしている。

過去の主要業績 (1998.3まで)

r"'1叫近代経済史研究 hYJ〈泌l刻財政と1Jf!泌場di場開J*文研研究桜台

1989 XX ，.-730 fi 

『近代小|叫のl母際的契機J~lù;Uご戸出版会 1990 x+315 fi 

HMi:システムと近代アジアJrt談。呼応 1997 xix，232 ii 

“The Imra-regional System in Easl Asia in Modern Timcsぺ in PClcr J. 

KatzenSlcin ed.. Net削減 Powe九 jatanand Asia. Cornell Cniver.it) Pre"". 

llhaca and London， 1997 113 135!1 

過去2年間の研究業績

r点仲jアジアをとう従えるか (1)lドIlqIltWから』伴内政防総符 r<総合的J1!!妓

研究〉を求めて.. J~i却i火予:学Uilll阪会 1999 285315 ri 

「アジア研究のなかの併係研究 飯CJ，i，歩編 r事僑 .I(i;人史研究の製作』倣fJ"，'} 

院 1999 323 343 n 
「アジア共|必

VIlI j新nのi.C劫 85
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掌外活動

H会幸子J斤!上:乍会(Pl!'JOアジアl政経'1:会(P!1・Ji). 1'1'制県教行委J.l会rJl近代lf.

後』総集委n

刈凡f予防 ::!)'ltt5tJ ぉ:Jt:

略歴

1958.6化， 1982 ~巨大法学。 198411/f:修上(京大)0 1994 r!i卜(法学 ・東大)。

1993 *人数後学郎助r-. 199411i!.il!l殺，州lf 也命館大学[14際関係争部助教授，

1997 hi!泌総， I"J"1'点火6)f助教綬， 1998 #6外研修 ut以外(14，;百六ヤ北京jI本'学研

究センタ-r.任教授fili佐久 1999 紛(l~o

研究活動の償要

従来， tJJlW人LOH1J[1~ における紛争と紛争解決. " I帝人民Jlf日凶における法源，

'1111<jil研究の作法.の 3つを小心に研究を行ってきた。現作. (1白木以降の'11~民

II<(にl'る<I'(叫近代iE火ωf究にも;'，1'している。

過去の主要築様 (1998.3まで}

「罪組念と ~;fJ1'& "1 (刈におけるらめごととよまさとからJ，.シリ ーズ(I!界史へのIlJI

い 第5どさ規範と統合 r;i皮，I}J); 1990 301-328 n: 
「中情人LO~fll同における法似J r法制!と研究J401} 1991 77 110ft 

r'IJ Ij告人民共州司法制資料滋ft秀:紛 r"JIJ~i1::ljfJ9.! )占*n将の研究J~↓Li，l 

入学tH!散会 1993 861 888(.( 

「中i司法の調べんin会史義法研究会 m会友義訟のうこ'd..1997W3Jl別IHI

4048J1 

{まか38点

過去2年間の研究業績

P現代11'(同の紛争と法J~Ü;t人;ヴ・:I~版会 1998 246民

共1.;"~fN'(同法人(11). fj支|品I1998 317 n 
irl'11司法作劇象'IJi;IJ家!J!.:tHlAl，Aさ& m也()..;jぷiJW狐'ト .f>(自Ir勝夫 r縦『術家!忍惣

リ現代滋徳利1法ttiJ，'1*本人民1111版社 1998 Ili 122 ti 

l五か3di

本学以外での教育活動

Jtf"口み;ワ:研究センター (1998年度)



~外活勘

ltt1r1ょヤ会， ，.ま斜史学会(fi':11h，~W， qJ(可社会文化学会.比較法史学会， fI 

4:.I.Jlf¥:.1 1 [_kj，，{:会， E:'ll!).，:向?:会.r産'fi政治芝re.必ずE・アジ 71也ほのWtiシステ

ム改 0・戸 ，研究会長日 (fl4>:tn)振興会-y;)γれ術研究所1999il，'Q総i'ilm1e，~ Illrr"J，~ 

l'r ・w~m

1.1.1111 1リJ1111 'U! 吋

略I!;.

l!n8， 2 q" 1980 $;~llß大'FJc'Fm;444.1982 修土(文 ι . ，; r.s入学)0 1 ')'El悶 i:

(Sfi庁字 ・，;Ul!i大学)0 1 986 J ;t/;Ii人つ::iUJr. 1987太政教ff)ぐア:講師.198') rll'j/~~ 

人?ωJ教綬. 1997， 10 !.l.[ifえftliW淀川比iJrJ.段。
研究の概婆

{ム統。111'，1のl'i幣 ・金融 ・1|iILihViiik・財政.ならびにそれらについての11本・4抑

制 ・インド ・ヨーロッパとの!t絞丸 16jlt*L以降の Ilt界経済とアジアU;-"i¥'liqと

Hlli，必l則.地械がi動性あるいは支u‘協I"J料、のFIl論についての研究

過去の主要実績 (1998.3まで

N' rì'~，'iJ'r..jの情jii と IltW粍抗』れ白1;1)..:乍111険会 19似 33i... I!J J.1 

ii'lf¥:盟m.~l'í:tïJの情iむとその刷t11. 『礼会Hìfi '1!?J 5I ，2 1991.i <J3 125 fi 

11th;初JJUJJ..:版以!こみるJ曲以符抗の点以 ，r東洋史研究J!)4 4 19'16.3 

103 136 f! 

「仏、統di場のITih"it'l:と制限的十字削lみ " 1( I~ ・ インド ・ 内l炊の比校Jrト1，会W.汗

!とヴ:J64 2 1998.7 IL> 138ll 

ほかぬ文 10点、

過去2年閣の研究業績

t'i幣カ{;nる治システムの興亡.r泌I事 P'lよ句史 15J W'-!i.'H.I， 1!l99 {J' 3 

J J :263，285 n 
16・7Ilth'.mシナぬ経済と11:l'iiJk組"~: .;.史ヤ研究会対『経駁する貨幣』，V本

，'p，l; 1999 W 5 JJ 3 41 J'i 

"AIlOlher Monetary Erollolll、:'111<' C出 C of Tradilional Chll"'''， A.j. 11. 

Lillh~m and H， Kawakat'" 叫1..A1iαPacijic Dynamism 15511 20110. !.ondoll. 

Routled耳e，2000 pp.187 198， 

ιぃAAC4fA

¥'111 所11凶活動 ~ï 
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学外活動

社会経済史字会(何:IHW>.'JM1!研究会. P.ょ;史学研究会

、v勢 降 郎 川 匂 "~・8

略震

195... 81J..， 197'1 U!}.:・ :之.!，却下史'f.. 1981 点火Jぐ'{:~記ノえ ・ 川1I‘~ . ~ l:i~ 

mまr.n取大乍教if'tfll;llIJf. (lI]W([講師. (，，1助教段. )~， I'人 s 之'{:t'd;助教伝

をfiて. ゆ9211，1お文研助t.~!受. IlJ99 !~rIlIJ=<綬。

研究活動の援要

Ijl(lq史(:のん愛"I'¥lDIであるMk'政[Kj時代の絞史的tUお!よ1"1かを 1'1して追求し

てきている. このIlltI ~1丸公f'(批判が他の時代に比申立してよりH妹以{屯FIづけを

もつので. 汚 l~j.~と朴の祈11111旬、I1J欠となる。

過去の主要業績 (19哨， 3まで1

1tEと以.(t， r史??堂進J<J02 1'18111: 36'56C{. 13413')f! 

n時克i~記..u悶II:}" ..ι司.tif¥:仇xの研究ff.r.tJ (東洋;ど{ヒ研究.i'm刊n紛〉

i.IU;t k? ll!j下文化fJf':ii. . 't! (}.:~f:lll阪会 19!1，) ¥. ..1>70 f( 

rljl(同市f¥:紀年のIiJfj"e 人)(_I:.~の検討からJ (\lm;~化研究所疲刊 17 紛)

ポ京大"/!.IiiL~化研究.ifr • il.k.山111院 1996 Xl ~ 2;0 t-lOl f! 

過去2隼問の研究業績

り討のの.¥t糾批判的IiJfJ'eJ(*~Iùf*己').t~JIIIIIl) Ú!iI文化Wf'.約~i . iJi_市冷It'.: 1998 

xiv7681+34 rr 
『史de ( " {ドのI.¥:t'l'!j~よÆH 2000 268 fi 

本学以外での教育J舌IJ;

，.{.:~~句 E老人詐文?IjJ; (1~1{18 .!1" 1判定). 1.1[!j(ザ:芸大学(1 '1'18' !)9 In~.) ， 仏教大ヴ:

;ど戸部(1999 {J:1!l:) 

学外活動

山予会. 11I1:fi1Wi:会， 11，j，II11't乍会.*il"'?会， 1'1公文化学会.九州史学会.

!.IU下史研究会.'，JUj"i:公， 11本'I'(付与，1j"j1:会， )込似行，!j"/公. Ht ~どっ号制究会， J; 

"(:i 



1I tJu'! かんかい_'-(1999. 9 ~IIJ) 

略 J忌

1963. 1 '1:-， 1985 台湾大 ll~l4.史系~ ， 1988 文ザ・修 I~ (合前大ヴ':)0 1993)('{:博

1 <ir (.1)j)ぐ下)01994 hr."jv)取引火乍;~IJ (助)数段，1995 h的大γ~I!I 火系/.ìIJ数十~.

1999 J;，り.!Jll鍛

研究活動の概饗

IIIINMI:の札制と[吋家協~をIj l心に研究を行ってきた周今後!.ifLa，IJの制点から

IIIII~ l' i代にむけるl政治的秩序の1J;!flJ!を検討していきたL、。
過去の主要無績【1998.3まで}

rI.'i代*陶W1.il研究JhJt.向指印刀釘" 1991 1501'i 

勺111吋111，.，.ø~jJlJI rl!<l*J的If'J1i!Lrリ.!~!)，乍!竺史乍積U 1 1995 71 107 J.'i 

4選手1B~f I倒的安静観念: ~k;冶，Iif\:~配 iぬlll(r.J 允 1必~ rfi大It'史学制1J20 1996 

407 463 n: 
過去2年間の研究業績

政治則IJ立史研究的'(itJ.t 以六';~Jllf'lI.lt?，'.}例Jrl l l 中。民国li..!ViM沿え!必'-lîY4'llj ，~・1

4命会』合Jt [J<lli..!館 1998 .181 ;'11 II 

f，(逆おう，H応関係JP.'ti 1¥ I止l弱京社会研究』合:lt lil詩凶作111駁 19怖 73・

111 H 

f訪問そ~同'mi朝関[詩 J宅ぬ附初i立I吋::<化政?fi.rお阿~!jI，Iff\:文化'(:i~l liJfN会

主x:!.tー成幼大'字 1999 711-743 n 
本宇以外の教育活動

fれir的i円行4ti人

"f外，活舌量動力

合的，;)III[ lij 1，1ft 1:学会(f.i-.'r) ， 新・と午('，:;i'fJHf:W

ゐ!日l将 人以かいま書と (20∞.3 ，i!!峨)

IB! 医

1967， 7 '1:0 1990 *大 .)(・汚Jry:小， 1ω99幻2l京~λ大くA大4ぐ'[.下;悦 . 人文利什"?下 . 行 1lV，i.~aγ .

t修lf十.AJ泌1米~f'れ刊I~修fι， 1，同日，ôJド4年lド=-[，同口i1Jけf仰h呼~ 1ト.e」必↓日H'れff!i4E込aJf，ρつ午、1i

比以4λ大;λ火;乍品院，~r問'.~ I:"!+探1来!f粍字2や~1バg刊小!ドli泌u払， h川"j{年lド~.泌ぷ立文:1研ilf肋 r. 1ゆ996B港人γCA~ 派ii1. 113|fl:4dl14. 

2000. ;l似~HtJ~l1品 f により，i!! 1殺

¥'111 I努IlOl1.l!う 89



明)

研究活動の寂要

おらにH¥I.fiHHIIいながら.川辺地妓との関わりのなかで. 1111t<llltWの形成

必刊を味究している，また近現代におけるえ化財行政やアカ yミー制肢の形成過

rtにら関心を:仔せ.そ ιから IIIII~~I:公の変動を必み!uろうとしている。

過去の主要業績(I'I'TfI. :¥よで1

「iJ1ltFJAがuftるらの !u・fゾ l'IltWのtllのI'}il!&文化Jrq1lkl ・ ït~hll' の 441fJ

似1I新IlllH 19%.ラト11l-141l!

~，先 ~8年代の rIIl'j-:1完JSr.えf1;iZlil 1(11吋8ft.:の rf;Ij' j-: J的なrmをめく ゥ

て.ll!j野込~(t白『む史の ど{:J ¥lu;(人:?・111阪会 I叩16.リ 4'1-'>H'i 

~I'~~*III系剣~ : r制SKIllJi制え化。~JIlH更~~' 11 1 1両市JilどIMNli地I-<~i!t銅

立主和 l'itH:ftヨ1.玖:1付際'y-掠Iul~会治文集』 itskit係rt世..!:H. 19<)7. 12 

170-17311 

~iI，~主主 IfJ純lの1I!t1t.: T1j'紀のベトナム ' l':jllll'~ r収作文化J78点点

メ¥学lUi下文化研究叫 1')118. 3 1<)~)-218n 

(i/)、'>，U

過去2年間の研究業繍

向Iからみた I~書館 11:，'1: 紛lyj，li~r~J yj (Iiiii:l) r!-u;(liJf*己変Jn6 !ぷ;;U，乍
!Uil'. .:<:化研究，折 1叩111.12 IIfJ-Ll5fi ~ lnJ (1(1r.J) J r!l! ~af紀要J 137 

1999. 3 1-46t"t r 1，，) (役t:lJI r広之研紀宮5J13'1 2()(附.:¥ 1-:38I'i 

rt1tWJミi(r人全集見m剣 ffi:z色々 .d5. J小ザ:館 1')1)11.リ J'<民 2つの

本および作品解説fll"i 

制倣にみる "1.ぷ統の;占hl，rィp(lJ ~'r'iγ':J 66 &1(: 1 III#J 1 !)I)'). 1 1:¥<)-144 ri 

近代r(1( 叫と文物・li~; 11;州とそのJ，'4.il1を伊!としてJr，命 IJ~ r( III~ Mt.:の)('(: 

と文ftJi岐，11I t~院 1')')'). B 47:l-4'14Jl 

{まか3l，

'+外活動

11 Jj':II'l"'~写 n?会{併 ')1). *'釘アジア J5J34y:会 (~小10. 史乍会. 1111持111i・.fi

Wf会

|陥J'交あんと す.t~"t あんル (1')')')， ，1 UWJ) 

略~

1968.5 Jj'l_" Iqn:ドイツ。lqqzkml太pry-i (zt'm，lqW』;tml大宇修 1:



Wi"'I.乍、アy詳め:ヴ)02初0∞0∞OJ点;誌Ui1邸iυノ大〈学ト防草 i上:(法ρ学戸)λ。1ゆ99引7{句f4 Jバ1 Iゆ99鈎8'0年|ド:.3 Jηj ム4必i江u布侃耳郡1;¥火，γ法;'(:‘ア判y

』助担幼k手. 1999年4J]より点以人ヴ.:J;j.ti'('文化研究所研究機関研究n。

研究活動の俄要

III[司法制1st:と 11J1会乍を W攻としている。従米あまり~1: I JされてこなかったIIJJ

代の必;f討を小心に研究を進めてきたが，Jk近l立会淡時代にら11を向11. 将*的に

{針作~~III年代を泌じた ιI J同法のJI:i1:~品U:~史的な問!解をIIt~としているc

過去の主要業綴(1998.3まで〉

内j料l会I明治にμられる rll)e) UIJ (~の輪廻j の文化ぬ的l令。トI -11)倒と のよ

化。命的対訴の Il iI)~]を 11指した法科会学のぷみ (I)~ ri:tヴ:論議J137 6 1995 

67~84 fi 

f l川洋社会flll，;~に見 られる "u}t)J~I (i):の~illJ の文化e命的f;í!，H llJII~ とのよ

化泌がJM，;;r;の向加を1]指したi1:社会苧の試み(2)J n:t";::必ぷ~ 139 2 1996 

85~ 111 n: 
(総沢)R. Shonholtz _t，; IU主').::mにおけるIr.l ú!.の役itll と犯罪~)jll._. 棚瀬不起{

総 f紛争処開と~芯 法と 1F..iltの新しいパラダイムを求めてd ミネルウァ

，IH万 1996 61~75 ri 

過去2年間の研究業績

~I い I司Iftl市j!たにおける旬i代町1i'1:: 1，1川『

第 5幻7ど巻き4 号 iω99ω9 i作|ド:3ωjバJ 10似4牛村.ぺ147J以i 

~Htと例の1m 旬H\:，Uit法を.ì!!lじてみた川"JIJ~Wの-.f)L ，. *文研紀'&l.. 138 

1999 1 65 fi 

*アジア部門(第二)

任山新むかやJ IH:>'・

略歴

1948.6生 1972hリ〈 ・問!・物.E!11学'I". 1976 *六六'下院人文:. r:tJf[・修 iJ，zzrt

修(. 1979 111'f-l1法人J.lUj研究会の.任研究Ll. 1980111rf~jt応大学留学(-1982). 

198611大米間!学811'，I~ iT: o!'l'f締. 1990 *文研助教綬. 1992.3ミュンへン人;乍終t1研

究n(-1993.2)を縦て.1994年より*文:1i1f教授も

VlIl I肩nの活・助 91 



92 

研究活動の後妻

1 )(IJ~Ñの仏教をインド仏牧と!.t!At質な?と1忽として.また.fHJ!?.教Pft史とし

てではなく巾INLizft!ど氾"とのなかに位置づける。 (2)仏教!L1Z1!こ)，~づいた他行治

を〉ii教-I'i"う!:PIlぬとしてf，r.mする。 (3)11本で初jの本俗的(1:lilll Uデータベース~

f，'q築し，淡11¥のIlq際辿1"iIIUデータベースの挑築をw行・j。

過去の主要業績 (19¥18.3まで)

I.'!lじられた1I己，かみ rJJ:Jかれゆく自己Jへ 仏教における1I己と他おj

史文例紀波J117 1992 533 586 a 
dtJ{仏JJl!と淡.(:文化[剖.r!t!アジア社会と仏教文化J{i-秋社 1996 223 239 

(i 

『定4.: rl'll~仏教史 上lJ. mJ (Jt;沢)約d&J 1992・19'H 監修

司現fl:J再:R ~J~H拠 1. lJ J CJl，m 、Ii.fuJl 11版 1 'l')j 199 223 U 199i 

150帯 181n 
過去2年間の研究叢繍

rm.f¥:，lh，，R ~IlJ~tt~l! 111 I (JLJu、v刈f[l版 2000.1 101 153 (t 

r ;J<:i位と総選 Jr人災数段心仲心合、1令;LJ i.波市J:院 2∞0.3 431 437此

rr担l常.!l.:J11 :!ijjiL融市~i~~L r!Ju研紀委J139 2000.:3 39 83 !'i 

本字以外での教育活動

:絵乍会文字邸(1 99tJ{ ，，'(1，') 

学外活動

uUjγ:会(.¥命文fIWlj !l:!~L1). 11本向l度ヴ:仏教'字会，以内;;f教交が.'・?会.fl 

仏J.I.!iや'1;会.'14，!.1(欣判

生率!4 j.f)):;_ j rや <n(1999.3泌総)

略歴

1938. 11 '1勾 1963京大・教tt'i".1965 らJ.k?段 ・ 人Á ・ 比鮫文化 ・ Þ'~ l:過程

修r.ゆ68IIiJ 1'.9 J:過t'，¥itY..JOJj!.l"r:， 1993博仁 ()(γ ・阪大)0 1968 w.AEJf助手.

1974I，iJ助教綬. 1987 I"J数段. 1990.3-12中I!ilJtぷ人・γ:にて文:ljl(i (1;外研究.

1999. 3f';.{ド泌総。

研究活動の概要

'1'同宗教!L1包1史をl'j.J文し.J、'iJjにおける仏教受'伐の川2仏 f;lJ.rx絞UI!の解ぷなと

を frなってきた。 198') 年以降!;t大隊iû教(/)現地Aft~てだぬし.\J:i Î'して初JUj全 ~I!



教のFJl史七教問!についてう}I.fr (lf J\:し.多くのl&'l~をIBr:~した。

過去の主要書E綴 (1998.3まで}

『金代道教の研究 1: 'T(RJと.!!.it陥J~l!.:c EJf~裂別問i ・ 汲，fj'，IfI淀 19'.12 総

i:l4 1'.J. 

iJ r. r'l'l.lilのill教 そのi，r;'f~J と必Uの現状』以之IiJfìZ( ffJ・4日;主1111・|耳|版111]

I岐1VJi院 1993 総 1120n 
'111 t4!，J.I..t1.lとはなんだろうか";"111¥11ルJねm 1996 総 250n 

roJcD'jfl:のi邑教 じ釘研究J'JIえ:IiJf *己波別1111• i及Jf.1:院 19'18 総 78t)1'( 

lまかが:J130 li， 

過去 2 年間の研究1i~草

r~主役政J (tU~' rrlllf~のr.UIU 1) 締談社tll~研究所 1998 総 'li5ril" 

199， :!i'3 ~ { 

仏教とjL~ ・ 1教の立、J ，'， ~符してい勺たIj l阿仏教 'I1Kスペシャル

『ブツタ ノ〈いt.;.る旅路J3 1 1 -1.:h~j善協会 1998 137 142 (J. 

F鈎i単なる点アシ7のlJl，水li，:iUn引11レピ，:l.- '0.106 1抑<) 4 10 J.'( 

その他 Ji JI2Jfi，iaょん.I，'v その{也.J}~.\ 

本学以外での教育活動

:松'F合λ;字大'y:院文・学研究科 (1\I~J8 ~I" 主)

号外活動

11 )，.;.・v，~乍会. 11 }r'irf.f文学会(悶!ーJI)， 1"ltiJn会x:.化学会.六初!学i}!γ:会 (Plf'JO，

IIY~辺勝会 (PIl 'Jn

tr. -1，秀J~ IH t.ι?司 (2000.4奴JII)

時 底

1%6， i!し 1990*人 ・え ・小行"i'i， 1 <J叫修士()(';:・.!l人入 19'1').:c乍問 1:

Ut)j(火)， 1999北京ノ¥:'-{;~J ~4J.研究所助PI!研究U， 2∞O~Á吋助教綬

研究活動の栂要

H予.:c似をご校抗している。かつては11..j.;tI '11tω文献も読んだか.il:放fド!，1 1・に

了儀礼Jl!ll係の文献を802んでおり.町長与Lt(f，iJ・rli'Hいu史J~・の .....1，総本企;ト~{'I:'II。

Iた. 11 本の文献資料を桜J'I't;ilI，~~している。

過去の主要業績、1998.3まで)

rfl ふ研究行予論(i'11UJ (J~r.d) 中央研究院tllll~:之t'f，f 1993 総 8i8H 

¥111 所Llの活動 93 
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『お，'/友面白占i;抄Mjで』泌氏JJ戸山lli作Fl!?:iマ1)、*11 199-1 n 75総
'14': I;ft::sm学fiWkJtliJfJ't1 rIJ;rザ:J 第.約 lり9~ :1H 380 n 

過去2年間の研究実繍

，it-I L.tUil語版儀礼 IE~筏;m・'t研究治JiiJ i:fJlitu 1998 15') 158 n 
.'.Ii~校，;，:儀礼it!í~，~~íを J r，li1ff野mrll版状況備制lJ 199') tj' ~ì4IUJ 24 '1.i fi 

儀礼申疏版ノf>.，l~L rえ: '~J ~ì iI. I・iJill 2000 27・4411

j己的主Illj "H  ，~'. 

略歴

1947.6'1" 1972 t.U人・ぇ ・111文卒.1975修 f:(111)( • !..I!}、;院).. 1979 1， iJ!'~ 1-よ

れ'jlJ学. 1979 W:.A:ぇ;γ郎助 r. 198011 1い4 ・ jtJ;~人;''1:守，{"γ. 1 !J1l3 MI '"しi位戦.1985 

明治大学x，.t部リ'11f: ，tl'，j r.lh ・ 1"IW)~f(段を綬て. 1996 {!'-より現職

研究活動の綴婆

m にlJ・1'4 心持~1101 (1920-'1.5)をrll心とするえ;・下火ωf究会 lテー?と

しお:に. 1日IL与 JOj-~~';ili ' '4ft人兄弟の)("，(:，1，♂だ!を分好して与に。 nに.ili1ド!ム

1980 90 <巳代の!とEi!えfL，J:，~ 20 11t*己Jry:・12についてら1関心をばら勺てきた

過去の主要業績(l'円8.3.tで，

約i.sv) 多是正・J!，とI.tft必式につけての試論J i長)Jη ・ほか日『糾ili研究の現{lJ

以llfJIS主 1992 73 '14 (! 

!品作人の新本、片山lいその波紋(Iット)J rUJJifi木戸数民治決J207，237 1988 

1991 119 136 n 67 1151i 
政調lIlJ の A[t'tと'(i;吋!Jω 'fi十1:

1-22 fi 

rAA郷』を，沈む， r鎚HU21 1988 

似I!l!1宅と汚IJHるにi:， t.: I.'4f+人 1922 f芋4J:J正fH':.:i!Il動のrllでの衝突を"1心

に ru φ:rll(吋学会制lJ35 1983 232 244 n 
:! 1; lll.i~ 

過去2年間の研究業績

Jj IltiI近~l代文字関係~t.よL'.î;己，liデータベース (hllp: W¥¥¥¥. ;0('， IHokyo. ac.jp 

ozaki )に倹治サービス今公JJjJ

Jj 111~1文|刀(人怜系) の川 (' (W， ilt J (Jも符)flリ111の取パヴ:J:2 1999 :2山

本学以外での教育活動

UJlifi大'?)('t;'jl(19(1811・1良J，，tu;t'" f人乍J主苅l?l~ll ・ .IJ.!.代え化乍:1ll (19')9 11: 



1え)

~'t外活動

，j'jíq~j:会J之化学会(JIIl'IO. 114"j'Wi'公

lii* $~ イ υ ヲ・ (2000.3 JJ..l紘)

略Jit

106~. i Ij~r 1986 ，)小川・ぬ .N"_大 ・，)，.:c 1". 199-1-rll: (小え .i!'lIl大)01 !l9-1 

iM I lj〈?:112lRifiJ文学系講師. 19'18.-1から:20∞.3まで京大l-I!it文化研究所助以

綬. 2ぽ)().-1かふrl'[1411f.j • if": 11，大学'1214JtJJry:系助教段。

研究活動の織委

1930年代"J['4，)(乍J.>lt校よ学[ドJhi1:による研究。また.fllJ外ょっ::1'1':命の 1980

'o lqtにおける受谷i8m. およびそれが文γ:と文学持t.Wrこうえた j~~PJf . さみに 90

"1'1tの小品について研究している。

過去の主要業績 (1998.3まて)

PJm~，j.!i (ディスコース)JIliw.U!ic!!¥版社 1997 241 j( 

;~.J~ : フーコ一民l~: r批)j((.JI民間・本~I:(~ • lloi何J}j談室品(抱ツJの似:ミシιJ:'・

7ーコーインタビュー先)J 1:治人1~!1l版社 1996 さ741'.1.

伝i.:i'j 7.1ミ時:内Jj現代j辰之'tIf !írJ!ìlUI的初IÞJ.~介「受持と }j策:続時IUI 初期

における IlG i下製ft派文ワ・の副J~ と綜{介)J rljJ[時比較)1:.'許 199-1W2JTI 

rtJ，桃l:必{1:"'IJ4("'114における的jj2E，浪)J r 1:海文命 1992 "1; :l JtJ 

!ltJか、 10!.' 

過ヨ去長2年間の研究3梁IU綴責

tJ '1同1;(J，'r(人陀系)のil!(化状況(J七抗)P1JJlIのl-I!洋学J2 1999 2!'l 

小 川 村i光 εかt"， :，，7-み

略底

1948.10'1・ 1973 *大教公小. 1 ~177 修 I (文学 ・点火)0 1979 *文Mf似1)r. 
1982 山北J.，:";:文:"f~ ;~i~助教授. 1987 w.x.l!Jf助教綬. 1992 *文明教彼。その1:11.

イy んべJレクk:";:五n数十':2.JtJ;¥ 11 ~，..twfゴピセンタ 一 'Ktl教般をijW:

¥'111 婦11~)il.i~ 95 
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研究活動の復要

紅、的には. 111水1'''1における情吠の仏ポの問題なと. "r; 4絵j通lを.1r心とする，Ii代

目 IIII~*T ジア絵由I'J..;~研究し公的には. 1世界的山1'1 ・ 4*~:I~lfリ .l'!fitiの維持 ・ 花

火4tJ勺てお句. r1 lr附納 II~犯の倒f:A I'fH:wJ刊行ぞtさえたと ζろごある

過去の笠婆研究it~. 什リリB.:I !明

「院1I1の?'dllJl ，'i'i:J:J・1i吠 .， :l~r-l:lから Qlí烈まて 『鈴本l:j~iν1.):.111 ¥ iit::合: 11 "同

絵Ilb山崎製J ，'.1 11弘之~Iï 1'181 23 85山

人(111院}jJ:.倹絵巧 (1.:)(rjリ(ト)Jntil~1J 1120 13 :lofi， 1121 3:1 49 n 
1122 9 19 H 1'18リ

制[;~，'it支 え11.夜明白河 P1制)(U (中)(ド) rrJ~ ，，1J 日出:. li fi. 

1181 ') lin. 1182 ":: 32'1 19')3・1994

"The Contmutt¥ of Sp川 1.1 (mn似>'IIIontn Sunq and Y山"l.a'l<I>，.3 pt Paim-

IrIg" m ~I K. Ift'ar" &. J (.白 Snlllhcd.. Arls of Ih~ ~un.~ 削J ruan. '¥e" 

York: The 九1<'1<01>01it・¥H ¥lu叫了IIlnof An. 1996 :B9 366 1 ( 

!iか 38!!.~

過去2年閣の研究業給

L点王ょ約六令!r 引iHU 5 h i "-• .1t.-K・4主・IU>lJ (むi符) 1渇阪 .tt~論 ・

各~ '1刻版解説 ・糸引:小?!l1 1998 -lSO;t 

"The ChIne、t' P， lituer入luq" m M~moirs of Iht Rtlrarch /)仰向川Iofηe 

To)o Bunko '¥.0 57: 1!l')<J :3:3 j') ii 

r'll倒紛内総{W~ 続制J(Jl旬)令4{ふ第 Ju:'・ 368fi m 2 ~ 445 U 

気Ll{! . 371 n ifH u: : 860 fi !-Uぷ大'下tll阪会 1998 2000 

l王か23!.'，~ 

本学以外での教育活動

!-UJt.A:'j':)ご[:院j(_学紛党外 ・ぇγr.il(1999 ~I:'!r). ，:r.;: 1 f).ご"Nご月;之.:c学研'先れ -

)(']・部 (1999 Wf!t) 

~外活量n

m~i史γ会 (f"-la~w. i)Ui?会(;l'，JiW. )1ヤ会. ，~化財保(t r.f俗学会.

市教はJWj':会. ['~(i~ (t!Jtll t) W 



'11< 欣句け島ん (2∞O..J j;:J!D 

略ぷ

1%6. 11 '1:0 1988 .lt;;{人兵 .1I'I!iI文乍I". 1ω99引1.l北tJ以;江〈リj大〈Jγ学r主:大，ワ乍J:~院主 . 1巾|い川'川l州1同ヰ近{代t文
戸マγ;::• 伴 1 ;，以ぷF作J修 { 1ω99引1j北t;以i礼L人.ργ";:予y戸:点j汀T‘γ、ア，(:.，刊;~i刊i助 T. 199幻3[.川ri)i退邑吸o 1ω999 必J以;江l)人λ、i;，ザ(:

J大、γ|応院b比に ."1ジア文{化t研究 .~.I附? 1日:fJ

研究;活舌量勧hの綴婆

1 !J.l0 11・代のけJliミ文乍そ 1・として研究してきた。ド革 t論文 <r有'i~~ と II i[ i4";命陥

1)(" l('i: ，)では悔般の tな114113を諭じたほか、悔肢が誕生した ~~J であった

「仏側IえJ賞、そして活躍Lた「場lであ勺 fニJtJ;{文t貨をI可tIi成する乙とを試み

fニ。

過去の主要来続 {ゆ98.3まで3

F沈!心的:れ『名作欣n.:2 1990 6ト67T!

ト11"14新作"派;お命現代fH家泌Jrl川可思mxや研究淡刊J2 1992 139 158 

u 
-~，偽止州担ω辺 ある "1倫6命b梢W陥'fi(.>以〈ぐ..の L久正v利1:白ハn作i'~反( 1 ユリイ力:.5 1994 268 26ω9fi 

工11，1>.似飢i自lドの」北tJ点;誌()文E化人たちJr円Tfわド刊刊't4r.;:'J.リ 5謁6 1ω99幻.5 .Jω8-6臼2t兵

過去2年間の研究実績

悔恨 'J(賂での文学修;::， rしにかJ3 1999 102・10ij~ 

r"lJい灰色の影"のドの..EJ Jj.:研究・'Jr点以大学III[司説中国jrF研究家紀'!2J2 

1999 83・100反

「仮~.li.'il( 干n “大東1駆:x..''/xk.会・・ Irt!4際見uiマ:行会波書己主~. 44 1999 57 69山

本学以外の教育活動

J1J.:j涜λ;乍 (1998・99年度)，文);(1).・nu)glk学 (1998・9911"立)

学外活動

1}，!Jj'{:会， (]ゐ:It[吋乍会

¥'111 所nの活動 9i 
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l判アジア部門

)111納 作u 0う刊よL

略度

1 '148. 3'h 1970 ヨU，*i~. 19')0経済乍博 1:<!l!人}。 γジγ絞抗研究幌入所.

1980 W:文研幼数十2をねて. 19'11llより川教授

研究活動の援要

ジャワのa←Ji也械令小心に.インド不シ 7HiilのUJ!どとlJl~Xを.以前アジアの

他の|吋守や1J -1' t.，:との以内c比似しつつ研究してきたの 1997Wからはトf:会H"l:

ωf究叫と J~JL1)でインドネシ γ六乍における， J 本研究の火f~にら Jぷ }J している。

過去の主薬業績 (I 991J.:lまで1

川グララン .ji 出;ジゃワ C~村の 7;f と tl 凶』 γ'/ ア *f消 ωf:究所 1979 

xI-r212 n 

『すワハン !日1ft. 体制ドの 11 1郎ジャワ O~Hγ ヅア位協研究所 1981 

ix + 242 fi 

rインド平 :/7m.t粁柄拘』動以内IJl 1988 316 n 

rq1ì'il;ジゃワ~付のtFbTq工科 千ョマルll1lの834ドJ(制r.') qUωfl江ftJ(W: 

J;t大学Il\J~正会) 1 CJ'l4 .x令 478U

14か多放。

過去2年間の研究業績

ta区別シぉ門tif・!のト行為と rm('，:{'iJ 

nl!文研紀t!J136 1998.1:2 167-225 (i 

行ンギルリArU割111'i Ai:i事」の分桁

『央政Jアジγ':2付ftWiの 1:体と制i綴 近代日本とのlt絞からJaUMアシア

経済研究所 1的'1.3

インド不シア総.it，;'~j !o.(!)'♂F海外，)t制研究桶『除外1)It.'JJ1c)'l'lll; 101) ¥} 2-

11 fi 

学外活動

7ジア政事手午会 U;¥'flH11[ ') 1).山村アジア史乍会.J;(n拡大γ!-I!1+iアジア研究セ

ンす 一学外研究協}Jr. (1998.4-2000.3). (l;bl.l.(放ザ:Iヴ物館JU，，)ltJf冗n (1998. 

4-2000.3). 1!4際協}J・)1業|剖'イノド手シア ・スラウ』シiUN対決文na・I治問先



Jhhl， 1州内Hl会変Ll(19<)8. ~-2000. 3). 1司PF.協)J'W~J司区il日i派遣 \'tr'liぶ(イ

ンド不〆了人;'1'=EI Jt:符究セン 7ーに係る校体WHq)(1998.8-1998.9). 1..11:1ミJUI

派il:i1，'1門家 (1998.12-1999.12).['4際協力・H'fJ tj . [1 4>:日'究.... $1ーに係るl司

内乞担au会」委斗、1998.-1-1000. 3). II~': イノドネシア 'GO 平ットワーク

(i，I'1I ¥: t< ) 

品十品 111m!; I:h.!lL j，，!，む

J!I ~ 

19:>;. i ll.o 1981 J~大H"i<. 19'13 IW l' (Hi1守7・;;;.大)" 1981アヅ γ事f:ii'i研究

所人折.1986 ラングーン外l吋~n"(:院mγ': (1988まで).1993ミャンマー&UH"iO

:n，i "ld'IJ..ji1: t1/i1f'}'tfl (1995まで上 Iq<J6 j'ジア経済研究所ill町議.("j 11' UUc研助教

j受

研究活動の繊婆

込や/マーのJ~村地械を小心にトl 会HÎi~のI!t.~と現状に!測する研究i-iJ勺てき

た。現代{主将に.社会):義.di幼wだとい勺たr!;"::!;iLと伐付11会計泌の食下手と

の|児係について.文献資料の分析と:だ悠9!Utの:つのJil;材、ら研究を込めている。

過去の主要実績 (1998.3まで)

『ピルマ ・ デルタの米作付 :FRt.121:dcd{ホ~ij ドの伎やI経済J (研究la}-123) 

アジγHi，庁研究婦 1992 λ 十:NCJJ.'{ 

1.ピルマ山村の広i外就業と附JI'''HI~.ìû :社会 lii策ぶi拐の-i作成村を'jif卵U.して

(水町広州縦 r!U仲JアヅアjJ2トIの札業側!i.i1iJ アジア経済研究f~i 19t)'j "1' 3 JI) 

51 78.l't 

dìJ;悦tbT化とミ h ンマーの米tlWI~'7i Lf'Á~ J (イ 11;( ・ 内 111 ・ ~~111 ・ 111 !，~縦rJ:a允

途上!/'if ，qの経済発以と討会a動J*U主:，':IJ}1997 {Io 10 JI} 419 438 fl 

E命ンマーにおけるoHllllllt.:;m動と股喚問奇hVj， (rアジア経済』守138~ ヲ1

11 ¥j 199i Sf 11 J]) 2 2-1 IT 

過去2年間の研究業績

ピルγ における辺地法制のJU:I:lj と山以の ~I丙 (j持L 民地['q{i化7);とネー

ウィンの 11辺地骨~1I良品命」を:'1'心に I (JJll納作山縦 rl-lutj7シアのt23i允l必

のu本と斜l鍛 近代 11 ，.j，.:との比較から』アジア経済研究I~T 1998"1 12) J) 

29 60 H 

ミャンマー 同遜なI1itL;4fi斤{じへの移ii o 01;(洋之介抗『アジγH済協』

¥'111 所Hの活動 99 
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文1i11I1lf.< 1 ~'J<J {ト 1J j) :1')5 323 (i 

教育活動

見iJ;i大学入学院経済乍耐!党外(1998・99年度). ~以外I-U!:人ヴ:外l剖 L!~"''1:8U 

(1998・991ド皮). r広大学訟が乍郎 (1999年度)

学外活動

アジア政経乍会I ~1'h.l") í~'，た下会

問il: 悠 ~lf.. ~-刊叫

略歴

19+1.11 'j:..， 1967 '.¥!A • H'i". 1970 mk大学院をf抗 ・li:..JI!HI;β乍W攻 ・4事上

以~'i修 r (経済学修 I:}o 197:.1!"Jlt~! 6型Will':弘 1993!!'J 1: (Hì~γ)~ 1972年繊

iJüli 、工大学5(J11"γiill~IJfHI時印b. 1，;1助教段， 1983 ~I'泌氏六ヤ:以 11'文化ll)f究所助教

佼. 1989"ドよ IH，j教段。 197611"こイ1:外研究(iAfL吋)。

研究活動の緩婆

19・20lりし内インドのtJik-tJAιff4titiの恥史的変1o)jを限定労働行なとドA.... i~ 

Iζ焦点を当てて分訴してきた。 T

J巧5党主祭4してき fたニ。阜現UIα:!ば士. I~J イノドのトI泌j~{j地の変革JJを分何している，

過去の主要業績 1998.3まで)

S町 Io-t，即 時micChangts in a I守lIagtin lhe Pad，のCU{llwlmgAua m Soulh India 

(Tokyo: Imlilule for lht' 5lUdy of Languageぉ alldCu1turcぉofA、iaand Af-

rica (1 LCAA)， 1985. 321 pp.} 

rl~サインド社会W~史ωf:先 取J主的f紀要別JI[l !+uitJぐ.;::rllJ:IX会 1991 405 H 

A Cenlury oJ印刷gt:Ca.U and Irrigaled Lands in 7a削ilnadu，1860s 10 1970s 

(:¥ew Delh.: :'Ilanoh川 . 19%. X 11 323pp.) 

-The Handl∞m Indu，tr¥' Ilnd h. ¥Iark目 SlrUCl¥1re. Tht C a、cof lhe :'Ila-

dra. Pre，idenc、111lh，' FiN Half of lhe Twenlielh CClIlur¥:・IndianEtト

nomic and Soclal IluloヮRtUfW30 1 (1993): 1-25九

iか65.O.

過去2年間の研究集統

治文]

インドにおけるI;;J.!(;統JIと ~l ~ 'U7Jlf.JI' J ・治人;乍経済研究所 Di~cuS1>ion 

Paper 097 .27 (19')8) 1 13 L! 



HUO ilc(¥::の楽町l関係と fンt.:r刻化の・側I凶J~.大 111 支 ・ 作11'[人組 r1 <)30 11 

代の-"';71~~秩序』渓ポ社 2飢)()11 fi;ir f-it 

I~H ンド『ト!泌}t{j地』 ・ .(;t)附.地 ， Q Ii'Utの~史的変動水tj，，1ね n日イ

ント?ミル地主主の ~f 会主hri変化に閃するt~史的研究J w.京大学人之社会系研

先リ 20001[: 221 43!'l 

二本!"t以外での教育活動

!-I!以外Ikl，j!t )(''{:外 Ilq，íWアィ:~i) (199B 11:1広). I~ti)~n~な大学教向学.iil (1<J9cHI:!(!..) 

~外活動

11 "':I~jγ ジアヴ:会(.flH'IL 常務.PH ・J J). ，"IP-:¥経済・手会ー f:地臨III![~と学会. -]"シ

ナ政t;ry-会.社会経済!117:会I Ht史学研究会.従jiJF会

JI:板 Itl!総い制、"は(1999.けIイUdll>

純 Ih~

1%9. 8 'I~ 1992京大 ・教A・.J!jut"i'. 19'14!以J以4人λ:)火〈ど'-"j:学'{:~院主総 f合Y;米え化 . J地也h峨t文文;化 .

修 i十.口以!れ引!修 fιlti吋d4ii年手l以iね4人人太L亡ご.'γ.子k

大学院総f伶TJχz化 .地域文化 . I:f'l! i'，'.i!!乍.1999 iャ1:問 f: Ph. 1). .，.ンブ IJ :1 

シ火学).'1995 *文研卸~T. 19~19 !lU， A:'?院総fT文化 ・地域文化 ・11..LB師。

研究活動の概要

t.I'll(地IUJの内インドにおける政治 .~会史を倣っている旬特!こ 19 Ilt*i2 í去、I~か

ら20ItU~ tJMjの/illdlrt'間附につい't.彼ろのMllA.む識のありん・そう}附している，

その{也の研究テー7 には. このi也んi11 j々の政治・~ハテールに I対するものがある。

過去の主主E業績 (1998.3まで)

インばj虫'l.と涜 FI司の統fV H官FIJil行のハイタラーバード政:長 r-，'ジ-"*~ 

lIiJ 36 3 1995 33 51 f.t 

過去 2 年間の跨1C~!1

"¥¥"rilIl"g、ofHIl>lOrv: The :九II0Jl 01 CUJar:1l and the GUJarati，川 th"1.:'1" 

'¥ Iflct"enth Centllr.ぺ rlU文fi1fft!~J 139 ('2∞o F 3 11‘ 147 i'l. L1 

.t'h， ι・o"'tructionof GuリaratiIcl"mil)' in dlC 1.ate '¥ineteenth CeJllllr下:υ，'.

bat(." o¥'cr the Languagc. しitCfalUr"and lli.101'¥". 点火:li)f *1己泌J 137 

(19991]' 3 JI) 233 55 n 
fインド ・パキス?ン分縦l!l!守 tjlリとの治1'i'・11l!}jの諭.PI'Jm波，~tl) l4' 11tW)~' 

史W24在 ・解敏の;tと膨』{;ぬ川1，1; 199811 7 11 185・20')fi 

¥'111 所!lの活動 101 
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学外活動

H~I匂アジ γ乍会. けiγ シ γ研究会. w.JY;:会， _l~[J;(外l仏!?人乍 ， AA  ~ f::ft 

1 .. )研究日 f1997 1999)， (Ii!l'，.l(依ヤ怖羽目前JU，，)研究II(19<)82001). XI;(i持定

f;fi域研究A ，:jアジアのf，'Ij必変動と不 y ドワーク.b)f光協JJI'i(1<)<)92001) 

l'村勝彦か札よかひ

53 ~ 

IClH.3 ":c I%i .)(人 Jヒネー 1970W.人人 t~人之修l.. ~，I~!~ 修了. 1988 t等士

(文 F・J，J.)()， 1971押収火Jヒマr.;;lVJT' 1973までふ 1'li3 !む}j研究会研究[l

(1978まで)， 1978 阿l}l~~k'ア治郎. 1980 I，i)助教段 (1986まで)， 1986版文研助

教銃 19891'~~~f.} UJUI:に全る)。

研究活動の軽量婆

1999'rj:に. 10 IIt紀のカシミールの持論家アーナンタ ヴγ ルダナの『ドゥヴ?

ニ ・アーローカJ:こ|刻世るω17E論文『インド占拠持論研究』を允ぶした。 11ド.

k叙事詩『マハーパーラタ』の~Jjぷと研究!こ従'Ji している。 ItiJa~rこ.サンスク J '.1 

ト1告よ研究ら絞りLている

過去の主要案積(1998.Iまで}

カウティリヤ実干'J論J(.Y-) ( 1:ド)f;I:皮.>Oli1984 !JOリロ
『インド，'，'!Il!がìH~I，;í，jにおける夫fド:JH~ 7 ピナりァグブタの ra~a 沿J w.文研

紀要別1111(点火rl¥阪会) 1990 52Hi 

『パカウァ y ド・不一世一J<.m '/;岐点JOI(1992 270れ

ほか多量t

過去2年間の研究量産繍

イノド _1~ ・ ~:幻F、受I IHkH 1998 270 fi 

ラージャシふーカ " }((lりamima加 aJUt (第 l宿泊Jt，i') r'.Rえ研紀要』

137 1999 183 210 

『インド占拠持必研究 7ーナンダヴァルダナの dhvani}'Il心』決J<!iJf*己主E

日IIss(県人111版会) 1999 631 H 
本学以外での教育活動

w.iI大学文ザ:(UI(1998・!l')11'J[)， 111付"r:I.;.j!J: 子ノぐ字文乍i~iI (199911:1え)

学外活動

: 14九日I度ヴ・仏教学会 (;n~w， tl-1>:仏教字会， lIUj'{:会 {i~h，孟m， [14:1討ア



ジア'学会(JlI!‘J()，仏教!ι恕学会(品議W， インド!思想、火γ:会(PP. 'I~). 111同法

人見Ui研究会(品義m

/kノ113 1JMt 4い白む ん ζ

略歴

1948.7'1'.0 1971 J~i大)(/f.o 1986 PhD (マールブルク大)0 1980九州*潟大学

北側 (19B4まで). 19B41碍IJ.民放乍問物館niJp.19B7. 12I Ji1 \H~i氏、戸時物館助教

授. 1991 l-U文郎助教授. 1994同教綬。

研究活動の概要

ヒンドゥー儀礼の形成と以i別に関して， ヴェーダ後j例文献、からブラーナ文献を

'1 1心lこ研究。また • Jtイントの段村の低カ ースト の儀礼の2欽の係1tと分析をhう。

過去の主要業績 (1998.3まで)

Die Catunnas)'a oder die altindischen Tertialo，がr.Dargestellt nach den V(lrschriflen 

der Brahma凶s11M der SrGutasutras， (Tokyo: InslilulC for lhe Slud}' ofし制-

guages and Culture of Asia and Arrica. 1988. >:"ii+383 pp.) 

"Who 凶 lhe Performer of lhe Sal11dhyopasana?" Wiener Zeitschrifl .fur die 

Kunde Siida.siells， Band XXXVI Supplemenrband (1992): pp. 59 67. 

“The ;-';agapa白camias Described in lhe Pural)as and irs Trealment in lhe 

Dharma-nibandhas:・JoumaloJ Ihe Jatanese Assoc凶 tionJor S側 thAsian Stud-

ies， no. 6 (1994): pp. 1-29. 

もThcFormation of lhe P白IjaCeremony:' Studien zur Indologie und Iranistik 20 

(1966) : pp. 73-B7. 

lまか l7di

過去2年間の研究業績

"The AUlumn Goddess Festival: De"cribed in lhe Pural)a.:' in Living ''I'ilh 

Sakti : Gender， Sexualily and Religion in Soulh Asia， eds. :Vlasakazu 

Tanaka and Musashi Tachikawa (S，伺 riEthnological Studies. no. 50. Osaka: 

Xalional :¥Iuseum of Ethnology， 1999). pp.33 70. 

P ヒントゥ ー去を紀の形成と桜聞Jr;主主 Jtl~時 IltWI絞~6 '1'均アジアII!界 ・米雨ア

ジア IltWの形成と桜IJnJf!彼mi1i 1999 225 244!i 

~ Jtピハール.低カーストの儀礼の歌にみられる， ヒンドゥー ・ムスリムの関

係J(松)1・俄縦)rl-U作文化..80 2000 77 138 ri 

¥'111 JrrLlの活動 103
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i王か 21..I，

本学以外での教育活動

ql~υ♂7・(l'狗8，1'1'"1'1 WI!!.) ，仮J;t外II~.{Uぐγ: (199B， 1 !19'! wr1:r) 

I''.:，.A下品hf・ ~7llj7J1

11 _.j.:r'[H免 ・ 仏f~γ~~ ， 11 +.:1(1ふ乍会. 11本市ア Jア中公.司iん"j!'公

J illl 路久 1-1.' 円九市(1 '!'J'l. 3までj

略歴

1964. 6 tl~ I !'IBì 広};~k ・ え . 1'i"'r:字. 1990 来六人~'Ï"I淀ノ￡ ・ 11<!向i文 ・修 l'

ω!Cf'lt修(. 1995 ，，) 1¥9 h'l!t'I¥.Il.!? 1 '190 { "/ド・デ)-)，乍し 1 ~ 1991まで).

H!95 (財)w.Jj研究会WIHiJf'i¥:U.1996 ，'， L[ 太Y:J1411iIFijl潟r.11l. ;1‘市計え化研究

成研究U. 1997 l.Iix.filf研究拠出|ω['1'ell.1999 !.1.[J;(ツ:ぷ大f'{:引..'，;;~'jNJ.t，V.r.IIJo

研究活動の概望書

". 11Iヒノ rη ー教研究。特に. ト内りカ派 (Trika.川白，1'1jJ ./ミール ・シヴ 7

旅〕における '~II教的 ~II 似 u足立121の島幸IIJIに取り組んでいる

過去の主要~*責 (1明日.3 まで

カシミール ・シャイヴ?における Jila同五akli パ - I 9z策tーマーンサー

の所説と対l!，告して jr印'!!:マ仏教ヴー研究J41-1 1992 49.1 4'12 n 
シウ 'T JLb命におけるふli'J1

f
t! 111 アピナヴァグプ?における ¥'Imarsaと

pralyavamar;'a の 111;1， ・ .，ね);~)、γ:文、白羽i インド i'íγ仏教・7・Mf究.~ ・ インド

ff'r:{ム投下研究J2 1<)<)1 84 99 n: 
'"uda¥"a and prala¥"品川，h，ちpanda品日ra:'journal oJ IlIdian and suddhist Stud. 

問 、印f.i"j!:仏教'(，fiJf'Al4j 2 1997 pp.I042 1039 

'"An In，lancc 01" ')、n('rcll、111of Ihc SpaJlda. and Pral、ahhij"'la.、、、lelm.'"Stud. 

凶 oJBuddhut Culturt (仏教 ~íLι， ÆJj~) 1 199; pp.1') :18. 

まか6.'，;. 

i昌宏2年間の研究費E織

ゾヴ γ 教における i・/;:}([f'H(1311¥，a) をめぐる級品 Jr i[文liJH己泌J 137 

1999 211・231fi 

'"The ¥¥"a¥'， of、1、、IIcalR，'ali7.alion in Ihe 1く品hmlr日川、j，nl，'・ jatantstS印d・

問。11 South Aua. No.'" Tht IVay to L.beratioll" Jndological Studits in jaμ11， 

2αlO司fonhcoming).



本学以外での教育活動

な1巨大rJ:経'M"，ui=郎 ・仏教'字iI!1(1998・99{I:I広)， J.l.iJ;i#'{:な'大'手数行予tll!(1999 

年度〉

学外活動

(財)!-IUj研究会(研究U)，点)i学院(ポ務j.. Hl) ， il本印岐乍仏教γ:会，

Bhandarkar Oriental Research Institute‘Poona (Life :vIember) 

西アジア部門

鈴木 ，'[， 1""1・占 tetこL

略歴

1947.9'['.0 1970*大 ・法-"(. 1972!花火大学院法乍 ・政治 ・修 1:凍結修(， lri] 

~I~ トルコ [l~ ・ イスタンプル大ヴ:留学 (1975 まで)， 1979 *人火予隊問 1:JI! .r~.iM '{':， 

何年学綜i振興会焚励研究μ，1980私大;1;予郎助手. 1982 Iril.i1d J般，同年TilE大学

教徒311て~Jf二常~J"I~ sIP， I日I"I~東大大学院il"f': ・ 政治 ・ 陣 t.. 束手百修(.法学t'!j上 u巨

大)01983京文例助教俊. 1991同教授ι

研究活動の綴饗

研究対象は， II~ アジア地峡であり，オスマン'ii'fl碍を中心に，イスラム Ilt界にお

ける， 1)政治体の支配組織と文配エリート， 2) Uト界秩序 ・政治的統代 ・アイデ

ンティティー， 3)文化と社会の特質，の 3分野にわたる。

過去の主要業績 (1996.3まで〉

『オスマン帝l碕とイスラムi世界J*ぷ大γ:出版会 1997 vii+240!I 

『オスマンff，'I!qの縦)Jとエリートa 見!J-;t).;.ヤtII版会 1993 xiii + 260 J.'.i 

『イスラムの家からパベルの峨ヘ オスマン帝l司における"t;L~肢の統合と JE

({-jリブロボート 1993 255 n 

「スレイマン大帝時代オスマン朝]の太平本fiと'事制1たち (1)- (3)~ rlよ1文U除己!波』

101 1-71 J.'.i. 103 1-79 (t 106 3594 tL 198688 

過去2年間の研究業績

「イスラム情i刈の交渉行動 オスマン'1iilJilの協のJ~[l~際うと沙学 交渉行動

t;r.式のI司際lt校J!j!IJ";~mA 1998 470-493 fi 

「オスマン制iqにおける，(ttの

VIII 川口の活動 105
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r・~J の比絞~町I~と的行絞J ，lJ.t.:c附III版 1998 214 2J:t 11 

すスマン-:7;-1同とヨーロ，パ 近政t.1彦!勾 rjiljilllt界のむ!1.!JIII川出版註

ゆ99 186 1% l't 
ほか 10数点

本学以外での教育活動

J凶rjj{i}ぐア:11'予測 (1998ilI'D. 際応~"'~人J戸人fy-R主文:"j!:Mf'.究科 (1999il"定). 

段応義敏火予文''?m~ (1999 {I，I(U. ~，Vti兵 di 仏大川/Á.''';:院 1'4際文化6Jf究科(1998・

1999年度、

学外活動

li4際[1 ゐ;文化研究セン宇一Jtlu11i1f究l1.東，;(外l:t<j.:~Aザ:γ シγ ・γフリカ研究

所共同研究n.If~也氏依学問物館共和l研究U. 比較法!と学会.地'l.if'J乍会1~.tE委

n. 11 本す j エント午会(J1I~~L rオ Jエントj料集委W.11-1.11'*・字会流滋lt

1'1本lliJ際政itr'，(:会Jf[.j¥L1

i七j平栄治らが抑止‘

略歴

1953.4 '1:. *大 -tt本. 1976アシア経済研究編入所 1')81エジプト派遣

(1983まで)1995 j'ジj'U椛IiIf'1.: ' rr ill君主.rulfド*x fiJfWJ教~. 19981..1数段. rI 

4k'y:街振興会カイロ研究辿絡セン$1-1三(1998，499. 3) 

研究活動の犠要

エジプトを小心に.iIi刻I~γ ラブの社会総t洋史研究に取り車Ilむ， 1 ~'.品jな研究テー

マ(1. エジプトの事illE経済とl;n'1労働.tiF級品tfJえ.労働移iゆと H公的辿'~fí. J~村

の伶力偽造.~ 'tfi.-1>; LJjC_治'{t・現代アラブ思笠!t.:どである

過去の主要請E聖書 (J9'l8.1 i.で}

l' !-I.!アラブ社会変'i;の!3i閃J(日花}アジア経凶研究所 1990 3i7 (~ 

『 中 災 政 治 ・社会J~地総研究シリ ーズヨ110~) (結花)γ ジナれ済研究祈

1991 282 ri 

smアラブjぷ;¥l!研11のための1IJ! !ぷ忽!的仏殿と完¥2のナフ)1J fjJ 有E~t次

総 PrJJ J.It"liIlqにおける尚治WJ号変動の縮担IJアジ7約済研究川 1993il' 3-

45 U 

Fエジプ卜 消l統制IJ主'改ly--の新f宣隣l樹m注 ・ ~'ì;111 ~年 ・ t-川 1(9 ・8込 『アジ

アのfti:級事'1''l 水引l川のを'}Jヰ~fヒ lこ rí，pl て.. ~Ørニ 1!I'Jti {I; 419・{59.(1: 



はか多主主

過去2年間の研究11繍

イスラム IltWの111:がりと法玖Ij'， 1IIIi単純1;りにlffせて Jn: .. 宇!紅白IJjtiの'Jmと泌

PIU (比較法!と研究 思想 ・制政 .a ~ 7) 199B 112 IHH( 

IIJ!Uの1:11允休日，11 エジプトにおけるエ 7 ディスムのj防戊 j ふ1必I~l同 rrm発

1・英J(20 Wn!・/ステム 4)l.lU;Uご'f:lh阪会 1998 20; 238 ri 

少年が!!たエジフト 1919{ド革命.. -A~;'‘~(It ・ JI・野謝久"ß.也悩 r!lil~地依験

人JJi・V-と !t~~・ア治、らのアプローチ』人文JI院 1999 243 262 11 

lばまhか‘E命，翁命J文ピ3ム.. 点'

学外:活苦重動力

U ，.j，: ljJ \l.('学会(~・1;以W. 日本イスラム協会. ~I ，.j，:オリエント学会. II~ 也氏-~

dF問初鉛共同lilf'?:[1. I I木，'tf:術振興会カイロ研究連絡センター以(I <j'JB {I~度)

;];1111 lF. UIJI' t ~ 

It! I!I 

1953. i '1.:0 I !li6 J;(大 ・x.・'.1.ょ下半 19i8J;l大火ヴ:院文aι ・‘!.Ei下史 ・修 1:次f'f.

f正(， 1983イラン・下首}3JlIJ i呼十(、川安l3)'.)0 1984 ，.(~制'Tル!!'!公司足助研究 F1.

198九学術振興会1¥1)11研究L1. 1986 J;UiM品!J:.(人ザ:文:''-j!:部助教1'2. 1 !l89 * )( (jJf助

教綬. 1996ケンブ '1I ;; Å.・γ:点il" "f之日;11合:WJf'~n. 1997 *文仰f.rH~

研究活動の概要

ベルシア説!と料をJIJいたイラン L1twの政dIEll- 制度~.おIili史研究. イスラム

住宅送受:の研究.それに;吠えベル j ア旅行記研究や民インド浮t1tW史研究などが t

吹なテーマである。

過去の主要業績 (1998，311で)

Islamic (;r似nSlI4dits: J-/istorical Rt<lru' and Pmμctius (cO-t'cl'lor). London: 

Kegan Pω1 1則行即日ionalLtd.. 19()4 ，，，jj t 365 n 
.モスクがιli るイスラム~:建築と政治t?!ì))J中央公論社 1']94 251 (( 

『シヤルタン『イスファハーン21j研究 17 lltf己fスラム1{-'lr.Ili(iのr'j像J* 
x:m主UiJ 現U;lA:'下1111散会 1996 ¥'iii'l-413 i! 

rJ&:?!¥のイスラーム社会』永川Mt.:.とJ七片 111央公論トt 1998 4-46 r ( 

ほか多主主

¥'111 ifi C!<Ol占~h II0i 



l【隠

過去2年間の窃究:f.繍

動mL:/ヤ a 〆 7ンの14:挺 卜じ世紀のヨーロッバと fス号ーム1"!I~J 中央

公論鰐n 199') 313 1l 

r "つのイスラームI -~ぷ r'fl' 1後:.~時Iltw町長!と I~ イスラーム ・川イ;，;"'i下1ft

WJ ti波I'nλ2000 :3 90 l'( 

本営以外の教育活動

ヴ'it>/~主ぐ字文;ヤ ;jjl (199811:1(1.). IWt;.Æ~路大学.x:'7:i1l1 (1999 II'I.!O. 1，1稲III六

字文学説I(1999 WI!r) 

学外活動

日本中央ザ:会(好感lU.114よイスラムt<<会(訴ぷm.日本:tリエントワ:会.

史学会， 点j手史研究会.内ilyjγジγ研究会.同官隊7) ア eと~(:ノ~ "' ........ 牟 f官P"'1" ， 

仏1Ri字学全c.r干l義ll).治ci..t¥lor Iranian Studie， (Editon.，1 Bo‘..d， Soc，ete 

u...iatique. A<.;.~ociatlon pour l\l\'~Hl('emenl de!) 創u台、 lranICr\r\(_'"点以外I'~，;fiλ; 

乍 .AA I'f Jtl.iJliJf:ttU. Iï~、'r.l(ItXγt'g物航共I"J研究íl

砂4Jt bi. I' H や

聖書 庭

1 961. 9 '1:0 1 986 U!大 ・x・x!孫1史ヤ， 1989ニューヨーク大?大'(1;;;・美術文 ・

修 1:謙作修(， 1990 !.li人人ヴ:院 ・ 人j( ・ 夫体r~修(. 199iニューヨーク jぐ'1:大

学院 ・美術史 ・Ph.[).lr~l!:o 1992 94メトロポリデンk術館イ λうーム日Hハゴ γ

7 ・ヶヴォル牛アンγJE研究U. 199i 99[1<1\1.以iJ);'~/:仰物創'(~ì 2 (J}f:tti¥iI (のち|呼

物館民族学研究部)ω1)r. 1999 lli )( liJf助教綬u

研究活動の概要

rG'7'"/7. '11.*アジγ. lt '，"フリカにおけるイスラームR-H~の丈i句史を.物質:

riH及び文字fmに1，~'点、て研究 ・ 詞úをíiっている。 nl二 13-14 t1u己のモン

ゴル時代におじる )({tの~I同交流iこ!湖心をf与つ。

過去の主要業績 '1998.3まで)

With Stcfano Cnrboni. Pm;on 1ilts (:-¥cw York: Th.， ¥!t.tropolltan .¥Imeum 

Of An. 1993. 46 pp.). 

イスラムx術a 山柳11_JU • (J川治リJ• (山縦 ri¥IIKベル 1)"/ XH術館 3Jf(j川;l?

，~; 1993 82・99.rt

"The Condition of Th.. 入 ktropolit~n ¥Iu，eum of An¥ちIllallShohna1TllJ and 



the Recon'trl1rtion of It， Text:' m 111制 110ltdPrxlry ond Etu Ima!{ts: Pnsion 

Painling 01 Ihr 1330s and 134th， b¥ ¥laric Luken. 弘、ittocho、、、ki and 

Stefano CMho山 ('¥cw York:Th(' ¥，1むげof)ohtan :¥1 u河 um of 八n司 1994). 

129 1+5 pp. 

"The llkhanid Pha、eof Takhl-' 5"1，，，111<1，，:・ Ph.D. di，，，'n，u '011 ('e" York 

しni、 er~ll、二(，radUal( School of An' "nd Science. Ill.¥lillltc of Fine Aru. 

199i. lii" i89 pp.). 

';かf:.'. 

i過島去2年間の研究2集r.*繍R 

絢制たるミク uのIltW:ベルシアの割1I¥'fiIIIJJJ r乎 I~J文化ilil'nJ 6 199B 32 34 

(i 

涜 2y~ ベ̂イ J とマグリプJ 抗 i1;( サファヴィ-CJl J-;Ifージャール籾-

~ /~♂，解説d FZfJ十主将 ru任界美術大令官』 づfi下話 !nli込 イスラームf小学

!!'il 1999 73 84、221232. 362-371. 391 39+‘403-410. 418. 4:.14・425.+28-

431. 437 436 (l 

!まか2fi

~外活動

flゐ;'11*学会. EJ..j，.オ リエント学会. '11>.史術史ワ:会. College An A、切cia・

tion. Hi"oria'h 01' hlamic An. Socict¥' for Iranian Stlldiゎ. :¥ IIdd1e E~t 

Stlldies A"ociallOn. 114 ¥1.民h){{'r.?物館JU"J研究Ll

後藤 lijj ，~ とう 川 ・

略歴

1941.7'L 196:>~ねえ . )( ・ 米ir・~"i"， 1967 収入:k下院人文 ・ ~lir: 史 ・ 修 1:詠!

FA修(. 1967 (11.0 *バ・文""研究'J:・1fl66 (U1)忠洋x:r.li附開3・4スコ*アジア

.)( ftot究センター研究[1. 1978111形大ヴ:人.)(学部助教l:i. 1986 Ji，J教段そをfて.

198; *文IIlf教授. 19'J.!!J!X:研/1iJx&.ぴ;1.1人・謀総u位ぴに!)UIヴ:文献センターiえ

をfJt-/f(1996まで)。

研究活動の緩要

イスラーム11tWのij，';'.I.!の JW;討を.地球klll~の人Ja'i'.l.!のなかに{立山づける作業を

総統しておこ心 勺ているー その-~として.中京地域と ~Üfjアジ γt(白紙の|対係を

凋úずる研究会 ， イスラーム lll-Wのぽ伐:とすI~r.引を倹Jすする研究グ'レープむと

¥ 111 ';i!1O"f;iIJ 109 
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を組織した。

過去の主要業績 (1998.3まで}

rメッカ イスラームのIl!idi事1:会.. Ijl央公論社 1991 197 n 
r 'JJ!)I! イスラームのIl"Mi微J(共編)'lli紀.'HA 1992 768 fi 

『文I~lとしてのイスラーム一一泌総イスラーム限界 2J (縞，~t) 栄光数台文化研

究所 1994 376 A 

『イスラ a ム|世界史4 歓送人;乍教tf娠興会 1997 150ti 

過去 2年間の研究業績

イスラーム [It!ltの巡礼Jn~ii;皮必時 ・ 限界綬'.1.! ・ 19 ・ 移動と移民a r;絞m~i

1999 299-321以

「イスラム巡礼総必JR表史γ研究会縦 n也qJ泌 111;抗l~ ・ 4 ・ 巡礼と民衆{ιfJ1lj ，'j 

-*.'n，I; 1999 194-233兵

r 111:界史の可能tl，_ r月刊行科~ 441 1999 61-70民

ほかtfl二

本学以外での教育，舌重力

中央大学総合政策学問i(1998・99年度).1.以i芸大宇 (1998・99{f，r支)

学外活動

(社) [1本イスラム協会 (pn'J~長). (社)日本オリエント学会('，1常務illl・jj:). 

(社)中!J!，J耳fi会(J1~'to. u 本J!lWヤ:会(.ftll'J~). I1本学術会ぷ京jγj主研究i!ll絡

すH1会変[1. 1刻、主氏自主学時物館j也妓研究企l時交流センタ -iill常委U.<rH)栄作

文""兼任研究Ll.その他，(~: r-

鎌田繁 かはい河

略歴

1951. 3係。 1974京大文本. 1976修七(文学 ・京大)0 19777"ギル大乍イス

ラーム'下研究所館学(1982まで). 1982 wk文ωJ下 (1984まで)， 1984 *A研助

教授係JfJ，198911-1>:乍術品i興会カイロ研究センタ一派.ift(1990まで)0 1995京

文研教綬持任。

研究活動の緩婆

イスラームの担l'泌忠:怨を小心に研究を行ってきた。.!lUEI孟シーア派の神秘思想

(イ Jレ77ーン)のIU:W観 ・人間(五魂〉鋭を，文献rmにJ高づいて考察してい

る。同時にクル7-ンなと引の刊，'!!)!t解釈のH~:mにも|剥心を鉱げている。



過去の主要業績 (1998.3まで)

rモッラ ー ・サドラーの芯泌翁 fL11知をもっおたちの:123EJ校;;-r.Jm、l長

びにIr;JぬJイスラム思処{研究会 1984 278 r.r 
“The First seing: lnlellecl ('aql khiradh) 出 theLink be[ween God's Com-

m制 dand Crealion according 10 Abu Ya‘qub al-S詰I>lani，"rJ.h文研紀:il!J
106 (1988) 1-33以

rmz.、l'~をとシーア ・ イマーム論の出会い ファイド ・カーシャーニーの光

全人181J命Jr.I:盟主Iと炉|噌‘ 件I[吋・インド ・イスラームのjぷ:足、|任WJ鎌IH繁 ・

4長秀樹総人:IIJHt 1994 291 310氏

f本日I知界への参入 モッラー ・サドラーの明典解釈u命JrlJf~1!と人r:fjJ di)l! 

総 ・鎌|日繁縦 大切1常 1998 206-223氏

ほか 58点

過去2年間の研究業緩

「イスラーム タEを越える供 J r死生観と生命倫FlLJI刻線引ii絢，J.l;[京大

学III版会 1999 80-92 ti. 

吋 imeand Space in :¥lulla事adra'sMys巾 alThoughl lhrough His Refeト

ence to t..:shnuh i，" Pr.叫 eedingsof Wo，ld CQlIgress of Mulla $adra 1999， (in 

press). 

「イスラ ームのタウヒ ー ドJ'i!t界の宗教をρy:ぶ人のために』阿部美技 ・的問捻

約 IIt!N!ぷ悠!H: in press. 

ほか論文2点，その他6点

本学以外での教育活動

信州大'1:教行システム研究開発センター (1998・99年度). *~ぷ外I対話火予外

rJif，it:午線 (1999年150

学外活動

日ノドオリエントヤ:会 (P~ 'J~ • 1"オリエント』編集委員長).H本宗教学会(J;y.~義

m. 11本イスラム協会(坪議員).宝fJ'l比較Ljミ教 ・文化研究所 0111'In，宗教史

学研究所，側、I民族守:ゆ物館共同研究口，見l京大ヤ出版会評議員 (1997.

4-1999.7). xfflWî"';:徳.j~払説会ザj門委11 (1999. 1~2000. 1). 大学入試センター

教科専門委H会委μ(1997.4--1999.3)

VITI 所nの活動 111 
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t正本 .).占 ・りしとかずt-，

略歴

1970.3位。 1992!-I.W大乍 ・文 .w.i下史不明 1995点火大学院人文 ・点洋史 ・修

h深n修に liijWJ4.[六六午|災人J(tl会 ・アジアJ(ftliJf究 ・時1-ぷ，f'，l進学. 1996 

[，ij.i!di、f:.loijWJ4.[文研WJ子， 1996 1 998 イラン ・ イスラム Jt~LlIftム，Ii， j蛍史 ~It.r~

凶JFml徐:11研究n。

研究活動の被姿

イスラームJI1社会におけるサイイド ・シャリーフ . h'j， j'fiムハンマドの子係・

近鋭.IJ・ に1則する比較史的研究を，止、rujしている 現αは特にイランにo1i:点をお

き.彼らの系Q詩文献を分析している。

過去の主婆業機 (1998，3まで〉

「サイイド系治文献 新史料綴引の紹介 ・『アジア ・アフリカj蛍日比i会研究j

1 1996 67・80ti 

「サイイド系議γ:のJ炎、工(卜‘ トーllJJi.!) 系議統;liijとの!見iわりを中心にJ. 

)l;ツ.維必J105-7 1996 1 37 r~ 

"Shiklgiri-i‘ilm..j an泊b・iAトiAbi Talib dar qur白川 chaharum w3  panjum・i

hij ri，. Majallah-'; Danishkadah-'; Adabf)せt 叫a 'Ubim-; Jnsani-I Danishgah・i

Mashhad 29 3 ~、 1376Kh ， 1998 pp.261-296. 

過去2年間の研究業緩

Pサイイド ・ シゃリー 7ll~の動rúj rl[lJ4.[研究J448 1999 54 57 ti 

「サイイドとシャリーフ ムハンマドの-~長とその!(n統~ rtH波誠I~ llト界恒史

?fi 10 ~ イスラームIltwの発展J{，ii皮.'JJ，l-j 1999 293 315 t.l 

'The Fonnation and Developmenl of the Science of Talibid Genealogies in 

lhe 10・.& 11 Cemury :Vliddle Easl，" Ori，開t~ Modemo X. S， 18 2 1999 

pp.541 570. 

{まか lfi 

学外活動

史'字会，中*学会. I Jふイスラム協会. r吋旬以l炭学的物宣告Jtr，ij研究D



先~J:tlJ辻.也芸作 fニ「や (2000.3 まで)

絡 庭

1969.9生。 1992点大 ・火:・イスラム学本. 1994 *大大.，{;院人文 ・イスラム乍 ・

修上議終修 f， 1415浪人人ご下院人文社会 ・ アジア文化研究 ・ t'.~ 1:深陀進学. 1998 

[uj修r.ILiJ{J'!花火研研究Llo2000 11本学術振興会特別研究口。

研究活動の綴妥

イスマーイ司 Jレ派を小心にシーア派!J:t惣~を研究課題としている。 10 tlt紀以

降のイスマーイール派終AQ命および下'r1i"Rliの展開と.イスラーム符'下:との関わり

が帥 1:ぬ文以降の研究}〈i必となっている。

過去の主婆業績 (1998.3まで)

「ハミートゥ y ディーン ・ キルマーニーの知性諭~ rオリエント 』第 38宅金第 1

~} 1995 45-60'p: 

過去2年間の研究業綴

ファーティマ移IJ羽イスマーイール派終ぶ論の変符JrオリエントJifl41 巻m
1~} 1998 95・109n: 

「イスマーイール派の神話・構造 rrrJ，j:['r:会if.椴J~114 行 1999 57-84 ti 

"Some Problems in D. Oe Smet、Understandingof Ihe Developmenl of 

Iぉma・lIi;，m A Re-examinaLIon of Ihe Fallen Exislent in al-Kirmani¥ Co;，-

mologγ-，" Orienl: Reporl of lhe Society for Near Easlern Slu.dics in Japan 34 

(1999) : 109-123 pp. 

lまか 1.'.II

本学以外での教育活動

見Ü~(学芸大~f:数行学ffß (1999年度〉， 15句作J大'1:仏教学部 (1999年度).同上舘

ノピ戸文学:m(1999年度〉

学外活動

FIみ;オリエント'学会， f.lみ:イスラム協会.日本tjlW:'字.[]み;宗教学会

vm 1軒11の活動 113 
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附!島東洋学研究↑Jf報センタ ー

111 fj ¥ ，求中 'J.IJ.~). ，-") 1. 

略歴

1946. 12 '1:.0 l 'lil~!人 ・ 之 ・ 叫淳史学 19i5 W:k院 ・人文 .fi I修r~ 1987 

1噂上 (Ph.D.カんカ 吋タ六九 l<<lii点..:(1iJf!VJT:， 198; (似)'H1i')( ~I(附同ユ宇ス

コボγジ了文化研先センタ-"~l'tl?m'+:u. 1988伸Ji ).，学文乍1'$助教授. 1ω99供4 

E梨u文ω研f.I教主綬.1内999-!来必必}点下文{化tω附f究'婦婦附1“;渇~J点i反ü汗T

l ドンJ火iぐ，下SOAs'fκ正11釧d併f'J先'tl“ 
研究活動の概婆

WtL¥':地文似知iイノドの村会付，?i丸とくにベンガルi也々 のl;2トt~どを・小心に研究

をir-てきた .IJUf:よ. インド ・パやス 7ン分荷量主l!_、7の村会絞f点的1'rれを解明す

る II ・ I~にJU:) i制lんでいる

過去の主要業績 (1998.3まで)

-Superior p""、anhof Cemral Ben喧31and Their Land ~ I:onngcl1ll"1II m the 

Late 'ineteenth C刊 tUr¥:・ rl村守 :/'?~1C 2 1991 % 1・円山

Agra，初η S)'sltmin Easltm IJrngal t. 1870 1910 (Ca1cutta: K P n"llchi. 199-l). 

xix -337 Pf). 

"Regiona1 P叫 lernor Land fran，fer in Lale Colol1ial ß<'n~al"‘川 I.ocal Agrar-

ian Socielits in Coloniol Indza，叫b. Peter Robb el <11. (London ~ C Jrzon 

1996)， 250.2i9 pp. 

地域の'fOl"i性 ベンガルの_IlJ{， J i資下1氏之、 ・字A1l'r{.鉛『地域のI'tllt史 1

地域史と I.!fOIかJ111川IIt版社 199; 53 94 l'l 

過去2年間の研究業積

インドのw民地化!:IllW' Ilf y; n'i波誠l事fltW!1.~ 23 γシγと3ーロド、j

:t~波m，I， 1999 1)5 179 ft 

'The Origjn~ of DevelopnWlI1 Planning il1 lndia"， 1n S.側 IhIhw IIIlder Iht Eco-

nomic Reforrns， ed. FUllIiko O，hikawa (0拍 ka: Th(' Japall C'<川町 lorArea 

Sludies. 1999). :l8i :l98 pp. 

11t 1ぷの時f'k 14 ムヵ・ル侃l付から災f，JIインドへJ'1・!k公~~l 1叩18 105 -l13 



1'[ oun 
本生F以外での教育活動

!l!J;t {.( ( k.学JcPll学郎(1998・明 {I:'!l)

竿外活動

11 本I)i γ ジ7字会 ('i~. m!ll'・Ji).Il1t刈巴dωIi，川 11 iい、叫t叩。r円、 Congr町，"， (Lif俗e¥1，札刊‘1叶叩I11b恥c肝rけ). 八、，-

;I.i.. Sot....rぅ ofBanglade、h (Lif，ν¥h'・I1llwf)• 1'4 l7.l(払乍I唯物館RIけj(i)f究H
(1998.4-2000.3) 

t:?i:LW史みやLまひJ

Ita ~ 

I!H8 {I: 10 Jl'L， 1972 J;，_人 .J(.l_!下半. 1ω97九4J応;<}大〈人大;乍院 . !以↓Ui汀r~史ど . 作 |k:2山lど: 
rl!修r. 1ω977川|ド』日，11悶守 l上:P諜ぷrれt己Ei泌必此，♂γγ.γ(:01ω97内9取Hめ泌lリJλ，γ‘Y下;::~文よだ.ρ乍.

'予、γ下引y戸!;川1羽111甘i助5救&t佼受， 1983 ~↓i.~liJf助教段. 199:.11，，1数段. 1999 *文併併tJIJulUI'、j!:研究川村i

センデーに配l'・1換えL 1991ソウル火，，?校*MliJf'1Dfr研究U

研究活動の復寮

17 201l t紀初日員にかけての側鮮の~I 公続済的変動を長期的視野から研71すると

ともに.ヨ:アジアにおけるど史的文猷資料のあり }jを総会的にl..ttililf究すること

をm日している@

過去の主要祭事責 (1998.3まで}

n~lir 1')也J，1 1'i'li~~の研究J lI.!..x.lVf紀t!S;111I1J 1991 554 11 

rltl，jH[ (ヤンパン)Jr 11公新，1; 19% 220!，! 

『ア jアからJ5・える 6. WUHI会:金1VJ..(制片)京大tB版会 1994 306以

『近代初島下水利織のの研究J()七比') n~.:~N郎t 1992 394 f.( 

11か 36l.i

過去2年間の研究1(*1

r1gli.'iと字仰jの時代JOU日中央公品社 1998 462ji 

11みにおりる・I司法:・の bXなと仰I'~史認滋 1 抗的防~ ・ 金詐i~句 rrlWl↓Jùl4

のHj1jJ皇制lと相fi泌汲 l 近代ljijJUI (fJ，alD J 俊~è.;λ;'‘';::11I JtI"， i¥j; 印l!:IJljl 35 

n 

r '， 11 ，i'f.・ 4公~Jl1.:祝.n rnl'，W 山村'r，))と明剣山l(J，r 1.1 "j，:~líJf究』糾4 1999 7 (~ 

11か414

¥'111 所nのiir，勤 115
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本学以外での教育活勧

均 I~A';::教養学.'lll (19<)8・1'1')<)11.1幻.titi竿大学大ワ:院 ・文学研究科 (1<)<)8・

1999年度)

学外活動

仰Ijr~研究会. ~!iI !q事fi汚airy-fT

似.(1 ~軒、・r ら 1~1

略底

的6:>.12止 1988 ，.¥1J;(た学瓦?1.. UCγ勾:美術史'f:nq;.~'D. 1991拠点大勺J・文

'y:修 1:t大学院人~Hア研究科修l.:''.I!f・11 I専攻 J.Ii・洋史跡，1~と)修(). 1992i取点

大学文学部助千.1996人:fll文情釘i"{:_::;fll!:'lsU. 1999 ~↓i応大学点;y:え;化研究所助

教佼 現{Lにでる

活動の復要

研究sJj域(j;.luY'令 q'rIζ'1'(可絵111'1~よ~o *アジアえftl叫においてイメージがどのよ

うにj七{jされ.1.: y~化δれたかを比較しイメ- '" ')11:成 ・仏鉛 ・受ηの過位を

辺先 司君'Iのf下AZA と L て 1.!I~i末時代の1由1院尚家たちの作品をf:~t'èLて研究

過去の主要業積 (1明日 3まで}

If~~絵jにおけるタ ・ í'.d;~J<.!ll そのぷ材とのl刻ねりについてJr美術史』

134 1993 133-148 n 

rr樹ド滋必l究I))f駈u(ダフス災体IlIni，!Dの持]1刊をめぐる，沼1::lm !.IJ ;"絵l曲lに

おける泌'~の似|像{こ |測する I j'.::JlJ r美術!と命本J10 1994 I 19 (i 

nム凶令後『秋川H文IJ(A:fll:えl(tftl'，mの史的{白河 川にSEし¥1 542 1996 

33-51.n: 

r"f初治[IiIJ 11;;(，4の1リJ，Ot，;史のlItWJ桜凶録:Jt t;:n Jdll文献館 1月% 120 

rt 

まか22点

過去2年間の研究J:繍

.紋内博物航Î;Î 4'~ IIJJの松[iT'IJI I本歓送11¥版協会 1998 91 t't 

r JI;D!;代の絵[，hj モノコソレIIf w'ml'~のー|明己J '.必|文|似(JI、制)人干IIX:俗的

1998 [73l.l 

r Jhi.!d :'1吋l.:.lllfllUS(luJ (手ルノン ・アトキンスJHI:j針。i)の史的I>'t.但 r.hl桃とし

ての r11!j[.:.j枚仕』とその絵[，hj化をめぐって ，rX1術史諭l11J 16 ¥} 1999 



49-i8 n 
・まか今文 3 ，J" その他 13}， 

本学以外ての教育活動

W) I k.ザr:j('宇部{1998 11"文)

竿外活動

主 l~Ì史'y:会.Ji乍 .I:. ;，a ~とザ:会. [14-::: 史文化学会. 会n同九1¥9物館お合u
(1999.4-20∞.3) 

i米比 奈緒子 ;:.IJ・みむtoニ(1999.10 tl:JIj) 

略語

1936. 11 '1・， 1979 lめ;(郎、工大学 ・1• L ....事。 1981~夜J久保:[.人ワゾ〈ヴ:ば ・ 一 .

ffゑ ・修 1:ぷれ'終(， 1986 !lU;，都江大，'i'・1・住宅産 ・研究'1.(1997.tで)， 1998 

1:学問1:~ J' Jfl( i'.J (tlVi im IQ ，'0ぐ字) ItiJ11' *応大γ:必ili文化luf'.光lifr41:市1tJJJt/J sirr 

(1999まで)， I必死I I~ 11.)ぐγ1:学部JI，'ìì\'ji)j;.，'，~r.，~， 1999 点ボ )\."r~見üY，文化研究所存

u教綬。

研究活動の後妻

イラン， II'~たγ ジ γ. インドを中心としたイスラームii喝丸t:lldi史研究がテー

マである。m，J自に治(f寸るill築物を管制作し， 11I1I(fI匁!怖に現れるほ式:こi"iI 1した縦

11'の検討や. I J i 11l!l><1との対ltによる何I，!J!と研究を行う。

過去の主要業績 '1!J'l1l.3まで}

イラ J ・l'尖 r:;. "'1におけるモンゴル伐人以前のイスラーム怨賜rjil!怨.rラー

フィター/ )、¥ 1994 H6 31 n 

中央アジアi剖ワムカルナスについてのIt.''どがj待察 イスラームiC築におけ

るムカルナス ・ヴオールテイングに|刻する研究Jrili祭!とヴ:j22 1994 2-

36 J.'I 

イスファハーンのゴンバディ ・ハーキIζみられる芸飾文Hdr金沢大学J5Fi学

紀要j23 1996 230 2:>3 fi 

アナトリア|剖 ."/ " i' I剖 ・イラク聞のムカルナスについてのlulどがJ"51然

イスラームit引におけるムカルナス ・ヴ令ールテイングにl災|寸る研究 Jrfs 

'.s '.l.!''{:j 27 1996 2 46 U 

ほか 40 ，~.\

¥ 111 川n的活動 lli 
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過去2年間の主要素UI

ウ?ールティングの筒形態 イス 7.，.ハーンの7A/ディ ・クャーミから

『金沢火予J5~J学紀波J 25 1998 60-88 i.( 

イス 7 yハーンのγ ドラサ凋f刊、ら 建築形態と分市状泌についてJr止!X
/iJf*e安J137 1999 257 294 Il 

「イス 7γ ハーンのサフ γ ゲィ-':~Jlt11の{主'七に I刻する・行~ J r \l.!.x:師事己I~J

139 2000 206 1:>2 U 

iまか6，!}.

本学以外ての教育活動

hYi浜[iiJ:v.大宇 irT郎・大学院 (19<¥11・99fド俊)

学外活動

m高史学会.ill~~~f~会. q.取~Ï"会

鈴木降必ずJIl削・付

重苦 歴

1964_ i Iι1989 'l!人・I. !.'l!'必殺械r:学科本_ 1992取人 .x_・Il.r'i<.ゆ9:>

l.IUo，学院人文 ・，1'• _~Iえ ・ 悠1:ロ!'ltま{. 1996 I.;J大ワ i広人之 ~l 会 ・ インドÁ

?イノド析手仏教ぷ ・I¥Yl-oÎ'11~'，\ìl! '{:o fú)!I'京文~f助子。

研究活動の概要

インド人采幸子Wl!ltl における拘1;1と常11・.1~H;tuと如米政 ・ 仏t't.I，J.\泣!とのmJの.ìlli!f!lJ を.

fl;( ~I! ・ 総数の制以資料i-lll いたの'~，J~対照研究〉にJl~づき俳句1'4- る。また.鮮lV~

の拘~~伝f~沿1"，'にむ|刈心~\~iせている

過去の主要業級 (1切 8，JまでJ

-The .Haha=glulJIitra a、anOrtg1O of an Interpol叫 edPart of lhe Pr"，ent 

Su回 T'fUltrabhaJa，ソ'oumaloJ Indian and BuddhiJt Stud附 89(1996): -193・-195

(L，. 

「釘J;t<為・{主鮮としての『火法主主*fJ.Jr仏教文化研究会~J 1 1997 39 55 fi 

rr<i'?1e別総 如;!UiM品Jl; r人コ決心?点x:Tilf紀~J 13') 1'J98 1 48 ({ 

戸大本経Jの11Ji1したもの.r 1ンドiFf'l;仏教"f:研究J5 1998 3卜43U 

l五か 51!ぇ

過去2年間の研究業績

大采事聖典弘，n泊!'t!rこ~.!.られるコンテクストの移動 〈釦lヰミのJftHに!民lする



~-t'今〉を巡ってJ rut文句f紀変iJ136 1')<)8 227 253 ti 

¥IU11131 Inl1l1ence amon雪Ihe¥Iaha¥l，n‘I Sulras concemin号 Sar\"alokapri~.adar・

品川'1，"Journal of Indian and 8uddhisl Swdlts 94 (1999; : 10 14 (lふ

F央l\Jlぬ~{(:Hに見る仏政解釈rtの迎JII rr ~ lI.frヤ:仏教学研究J95 1 <)'l') 133 

137 (L) 

lまか4f.1

学外活動

I1本nm!.乍仏教午:会，11..t:仏教学会

¥'111 Ifrnの活動 119 



IX 附属東洋学研究情報センター (RICAS)

JtLi下";:研究tl1j鰍センター (Researchand Information Center for A.ian Stud-

ie>) !ま 5↓uI!.. t文献センターに代わる点洋文化研究所の附11訓告設として. 1999 

年4Jl I 11に新設された。研究初級センタ ーはーγジア資料学A という 研究分

野をS在なすることをけがJとし，只体的には.アジア研究のための資料を組織的に

l(X集 ・読取しデータベース化すること，および資料そのものの性絡について研究

することを任務としている〈センターの研究分野(主治形資料学分野と比較文献資

料字分野とに分かたれる。造形資料乍分野~~ま，美術作品 . il!築 . ;;-8資料 .~I.広

ヤ:資料 ・地|潟 ・抑絵 ・映像 ・η点、ちの非文子:資料を，比較文献資料学分野は.i'Ji

Jどや11114dtにI!J:.!らずさまざまなアジアのJszEでJ?かれたJ:紘新聞雑必， JZJ?，6Hi

x..て事の文下資料そを研究対象とする。センタ ーの附千五{ま.造形資料?:分野l'fJ吋の教

授 ・助教授各!と，比較文献資料乍分野判、刊の数段 ・WJ教綬終 I!こ.それらを総

休する助手 1，さらにセンター教'L'{・と協)Jしてフロジェクトをlft.iffiする筏:ii教授

1からなる。

99年度のセンターは. 11114=~~1から新体制への過渡期1にあ った。センターは新

たに設けられた数行ポストの選考・を進め.1，1'1分野の教俊ならびに造形分野の助教

綬が 99'，f-l-}jに，また'fCi1教俊 1m形資料乍分野)か99q'. 10 JJに行任した。

またセンターは.川3↓ij下'?7.文~センターの業務の1 1 1からテータベース作成. r.策総

f住民IWUI研修などifi変なものを引き継いで').f施するとともに. .:t長年度以降に実施

を予定している 'J ~;tのをw紛を行った。rl，I;~la作業としては.造形資料乍分野での機

6:5の核倣，すよl1資料の核開，文献資料学分野でのbx治資料のQl，t人などが進められ

た。

センターは今後. 111センタ一時代の*アジアをr11心とした資料ダ~WのiCt院を緋

ほしつつ.さらに内アジ 7 ・*尚アジア ・l拘アジアをむ《んだアジア全i或にわた

る造形 ・文献[，I，j資料の必fu・羽111:・允{口をiiぅ，Hi1lijである}このような7;Iifji}}に対

応しうるよう，日正に狭l滋化しているセンターのスペースを約締l的に弘人:してゆく

ことは緊ZIの.l'.I!;，!liである。さらに，研究mliや資料公開の}jil~の頬似している必

IX 的kJ!w.i下乍研究f市銀セン 9 (RICAS) 121 
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人内外の機関とのmJでjt'"Jのプロ ;/Lヲトを組設しその1Mぬをはかることもm
I~なr~~とな十 aている

空ぽM四年度以降のセンターの祈しい・F7+1，;U吋11.鋭怠検討中であるが. q9W'~!こ

'J:.擁した1:な・H淀li.tXのとお句である

l アジア資料の似!L-d，ki

朝鮮 ・純加の鉱J丹のコレタン g ン (3∞点.1900余1111)合的人し主たしぬ伏1

J:伐と紋譜i'iれの交換についてJI.本的広合nをえたε 令:1折iHW凶.'J1 'l.88i flIl 

( fr般市 15.095101. ì芋.'~ ;1)2 "11).マイヲロ 71ルム.4.:)倒リール{ポ戸 3.'>22リー

ル.ネガ986リール〉である なお.f育聞は 36碕を所以 M ている

2 アジア資料の然PIl. JJIJに

データベースフロジ孟ヲトとして.近代制1I車関係11本%[11誕I.'kli(1.チ -9ベース，

J.lü;~λ~.，(:*作文化研究，fri')::r; 1 jJヂーすベース.íH.文1・F淡路r.~1'1'. 1.見(~Ij"同J:

データベース.Tibelan. '"，u北rid持』はJJ!(1~G Ht.'J精製. 1"'1ぷ~，IIIl:fillの核Pll・

デ四タベース1t.ィ ・，f 7"ラム史跡ヂータベース.i-l[γ シY鉄』需デ-'9ベー

ス. . jI悶絵I時デシデ人" ，f ヴ ・ ブロゾ兵クト'sを'M~した。またセンターは.

研究祈で'J:.位されている主まざまな子ータベース ・プロ.;L クトi:!1、がJする役l~J

を!ねたした

センターのプロジ品デトを合め.東洋文化研究・婦のヂ-7ベース ・ブロゾぷク

ト{主コンヒュ一世しでill.められているので.将.:!とがJにはそれら1.'*lf;~ し iti形i'i

Hとえrii.I:資料の"I'jhに北たがった r!Uif文化研究必デ.;'1 Iレ・γーカイヴlを綿

製して，tく.1fl1hjでぬる

3 活動の吠*の公IJ1l・允1.;

セ'/7ーの活動成'I!の多く 11本一ムベーゾ (hup: 、、、、、、.1I1fo仰 c.1I.lokyo.ac .jp) 

1.で公l切されている。

(a) アジア ・ デジタルJl~ぷ似の公nH

Ilu下文化研究'fl;ll;目減以京. え;献rHf・万J，wmを小心に悌与なかたちの資料



をl以!{jーしてきた。そのなかには.泌ß~ï{み;のほかにも I P'I'J-J~二瓦、''i. eljJ;或1i'!'(1両院rr

) '，-といった Iltに知I られたものが多数合まれている。この1必/J~ft自では.治形 ・ 文JIi);

をI:lJわずそのコレクションの|付'伐を.センターのホームページ 1:でIlIli像公JJHするo

-!Jl(ピ ililj域1l~lll!ìrlJi)U ， -.nm文}~i北京JKJd11CJ:J， F削~r • 91W~自主治資料J ，

「インド ・イスラーム史跡ημ資料」等か"式験公IJfJされている。

(b) r終結核1111以JtJ研修の-;ミhi!i

センターのliij身である*洋乍え;献センターでは， 1980年度からi'Jil.~桜PfW:J朗

研修を夫総してきた。センターは，が;1ðJのJJX~ねを社会に滋J亡してゆく 'H:t.fとして

これを引き継ぎ.今後七夫hi!!してゆく .;[illllである 9911ミ伎は 6Jl 28 I1から 10

JJ8Elにかけて夫総L.9 名が受講した。研修受品川まl米iJJE13の liL I~で鴨受議後

それそ'üの所J，_q~刻。 !?館で漢絡のT室内にあたり.研修の成!誌を祈JlJ している。

(c) データベー スの公開

~H~I'1[r~，'fデータベース

1996 "1:岐に刊行した 米点火ヴ:J-!.[作文化研究所現代 r ， J l!q '， I~分綴 f 1録 ・会11J

(1990 "1"'までに受け入れたものがあI象)の内符をセンターのホームベーン l二で公

開しているa

点洋文化研究所頃桜淡1百11録データベース

5↓iJ;(大学*iY:文化研究所にf刷:まされているi'J:!ti'i約7)j点そ収録する"*洋文化

研究所淡節分五tUl鋭J-a-テジ 7ル化するブロジェヲトがi並行，"であるが， 鋭部

と「党総d の淡15については('I'~点、終 f し，センデーのホームページ 1.でぷ験公

開している。

近代制針|見i係11ふtlfH火，，Irr針作データベース

本データベースは 1868・ 19451ドに IIII~Jiされた vJl鮮I~日係 1 1 ，j>; ，1台以lJi約 17、0001111 

の11本1141付rifr(1'デ司タベースである。19991('''1に('1~を終え， .J-J J からセンター

のホームページ 1:て・公開する F定である。

IX 阿Hll~iYヤ研究~，'HUセン 7 ー (R 1(.;A'>】 123 
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(d) r明11の!.fliV;::Jの刊行

取jY;'‘'ï:え;臥セン 7 ーのニ ....--;(....1 ーと、てf~ しまねてきた『七ンタ-jJ]j(， U 
をすでIfli(r.JにldJ"えし.rllJJrIの!.Uiy..';::Jを(1111可l した~ 99 '0 1 ・ 1止はお ~i " Jまで刊行し

fニ。
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センターlま. ~.fJ;(人予訟っそ:ì!l::t~以外i吋法Á献センター I~kマ:経済研究折附

~f1~経済統計mruセン 7 . ，;~/:1l)ぐア:人)(H?研究明附以前j-:io'j似研究τ/7-.

および~IJ) i大?H済討1:tωf冗1仰(H.ilれれ・分Ifr.. と献センすーとjLに.全(14X:iI!A. t心

情iセンタ -1<会ぷ (5センター1<会議)の約Jぷ11となゥている。 9911'1止は、'iIfi:峻

i対として.第 351"1今(1¥1よ献 ・ft'i'l1lセンター長会ぷを Htr.した。会ぷI!:lOOO W 1 

J 1 28 1 J (金)に*';lkザ':1111.会館でIlllmされた

令[<<1文献 .f.'i報センター人之社会Wt'・'t術情報セミナー

令国文献 ・情報セン "1-1司会以f:95 W'主力 3 . れセン宇ーか収~+~した fi Hf白

搬を1玄〈研究行に払~{jtするために 全114x:猷 ・ iUセン 7ー人，zft会科'子"Y係ifl1

fUセミナ -4'5セン?ーJUIIi七ミナ四)を目日Iltl-てきた。 4':七ン 7ーは.98 q: 

肢の人文~J ~tt'i仰とマルチメヂィ人 ， 99 11:伎の.人え:~I 会t"""1のJJU交断 を

{也のセンタ ーとJtHtした。
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