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H 学内教育参加l

1. 大学院教ff

研究所 (協力〉講座

勺研究所ι11コ{)研究れにMOJ識l+を:11L， ).;，>[:院数行会分Jt!している

領主吋 ffJ% ll'Jt: 

人):，社会系 1よ従l({t研究 *アジア災体1史乍

'ジア文化研究 比較アジア ~L会え化泌 ・ lkアジア

~I会文化沿 ・ Híγ;)7付会対凶 ・

vGアグアtl会文化J命

;1;マ:政治学 }品目占i.!:学 学際J，l，h絵i}i小

政治 学際:攻仔t'f:

H済学 .IJlf~H;，斉 アジ7HiI守

H;'舟'1.! アジアlfli'i史

総合文化 if.I域):，化H'? 比校~帆;誌

地域え化。r先 Fヨイン吋下地紙文化研究

IkJ際村会干す'{" (Iij際HiJ守協)J.iii・Ilt抗L/ステム論

広i学'1:命科学 I:l ~ . rtiJJ;i経済γ i凡γジγ経済a命

新f，Ji以fllJJ.点科・下砂f究科 1;.1J必γ 1，'/)文 (I~際烈助協))コース

γ際↑山幸哲学的

大学院担当教宮

:4-1廷をN勺u て， . る 4*nl~(Xの通りである。

2側年度

wjt 

人文社会系

岬攻

J，l[，品文化ωf"光

7 ジγえ化l~f.té

'1 

小川 ・桝11'，・似tr

|凋本 ・淡ト ・".;{ 't~~ ・ !WJJ ' 、ドめ ・ Jt . 

行LlJ. !;号本 ・l己的 .1(111'・H.t.

永/j己・鈴木 ・;J;JIII• i長政 ・銭ill



;);'γ政治γ l品1占(1;'"'(: ~:lj J，U~ 

sf'-<r.i 的1J・IIIIj，・鈴木

主主1W21 .!Jl代将J市 ~"崎 . ~期待 ・ kì字

W，お‘た }J[]拘

総(1)(化 ~峨J((tW，. IlId ，;，;・4本 ・名手u

地域;z化研究 沿Jt-. ..，11納 ・視点 ・ '1¥・鈴木 ・

日i""・羽!ll・後ぽ

I t<;~n会件7: Ilji' 11' 11 

1出乍'1:命科乍 Otn・白紙経iIi'f: ~Jt ・ (I!!~

が傾械(11]1戊什γ-研究科 }-;JItlγ ~ì_-'.・

ヴ:際↑，'itU"?U'，f I[I llJ ・ 、!と~~

2001年度

人文~ I 会系 J，~ !t!t文化研究 小川 ・阪会

アジγえ化釧究 がf ド ・ 山，i~~ ・ !誌 Ifl ・ 、1 ;':];う ・ 11 ・ lí:111 ・

総本 ・尼崎 ・'11tll・上村 ・永/1己・

鈴木 .;tJfll .後藤 ・鎖川

71;'γil"-<治・'{:. I，(!従i.t乍 品 Hli~

II'Ufi ~r I・IJlII・鈴本

妊治'Y: 現代経済 d
1 

J隠・抑浮 ・.klf

t針作'l! 加事~

総{1.Jc(t m城)((tnヴ: l均"":・?拘

t也被Jと化研究 総}十・加1均 ・iIlJr事.llJfp .鈴木 ・

lU" . :l:Il d・後事

II~空自社会科・7: "'11111 

typi.命科学 'l~ ・fi日目tfh庁、t 1); l • i1i!-1玉

新削減制r&fV;!;研究q Qr!免午 ，‘"ー

.，{:際t.'i現f?l(.f 111'1'・、F':5う

2002年度

人ぷ付.会系 )M&~文化1，11究 小111・桝!ぷ ・仮fr

γジγ文化Mf'J'e がi ド ・ 烈111 ・ 、I~U' ・ lí， 111 ・ 悦-1~ ・

IG的 ・大本 .111'H・1'，付 .'I<パ己 ・

鈴木・鍬!日

¥1 E再'先 ・教ff活動 71 
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iJ ，'(: fufγy J，teWtj! 

政治

れf点。・"j: .lJmn泌

tt;高tJ!

総{';J(化 ~域J( (t科学

地域J(化研究

l吋際社会科学

，fU.!i本
!1m・111'1'・鈴木

m;; .初if;. ld~ 

a納

l刻本 .?" fll 

絵n. j;;li'tl・1:1 ・鈴""・以内1・;J;]III• 

f.~筏

12ヤ'1.命科乍 (~'fi ・ 'ff.広場 f済企y

1J;i・111111

原 ・池本

続削減例，'xfYi::41f冗f'f Q~虫学

'y-際ww.‘YWf !反 ・手持

2. I下羽W(1'f

。挑んを~!勺しているII)f究1民スデ γ フ{ま次のi虚りである。

2000年度

立;γ;111

事titつf・市:

tfirz明l

tγ戸部

2∞1年度

;((Il 

教fYF羽;

HiJヤt自;
ttγm': 

2002年度

ょう:';~i)

Ufv-d11 

.fxj~"(: ì'';刊

紙u:f'(:日;jl

1 :'下;iil

、I' :l，~ .小川 ・Ii:ll J . 後~~ ・ 桝!ii ・ 阪fr

川，"・|対本 ・初l納 ・抑i事・I"lfl・;J.:]lll

'51，ι 

、I':J_~ .小I11・日JIJ・供品:.絞の

111中 ・ !問~ . ?"如 ・加納 ・初h ・中fH

町(

、1'.功 ・小III・日一1[1・似fr

鈴木

llIq 1 ・ 1~ .1': ・ r. tll ・ IJII納 ・ 柳符 ・ 'i " 1!

j也本

1J;1 



I 執Tt:汗，!?-A火;守総数&.び受託

ふ研究前ω教f'が 20()(J・0111:'主に先んしたX I~ • A.X;手の点数l二次の通りで

ある

兵，'}':>0 '10. ';''jえ liO~よ その他 35i点

.{.:6jf'冗，fの，fi・"~・が 2000 ・ 01 {I，I((に受'ftした'lt1士次の.iu1りである。

o)J.)j乍公'I't 大ノト 政 2000"r 

.もt，JL・";~'fí'r.iíi'l't 111'11 IIJJ，主 2001"1: 

人'"J'1. 6il J臨MliJf't;:~励。l't lJ;i 1 y，之介 2001"1'-

."付 Jとo)J.}j'アがl'I't I.H ij~，~ 2001 W 
人、1'.，E)j'j記念'l't ，!引高 II{{ I-lf 2002"" 

¥1 研究 .nm!i動 i3 



澗 pJr L1の活動

汎アジア部門

11;( i下之介川主うのす，1

時自4

1944. :1' 1 ~ 1967京大 ・1:1. I~~粁年。 19691"J)ぐア:1淀山学 - tJMt ・ 修卜.5!1141:修(。

197:.! 1..]1ヴ l-Amig戸， 19761::J.午I!I}1: (J.Uk) 1972 {ド京文研助手. そのIlIl1975 

1977 {I'まで1<<1際idit-Yアジ7木、ltjF92泌総(';{;!1会{バンコク)に派.i!i. 1978間

際開発セン?一研究u.<JI‘総量IJ).点火口乍郎.)1:1お勧誘1iIi. 1979民文研助教段.

1988 f.M文段0 19982001*洋x.化研究所以. ~;.;リ〈う左足議 n. ならびに附~~

7-i，学研究tr'/報センターiふ 2002情報学f貫教段.東x:研{}f任教授。

研究活動の概要

!III，~命ffM乍がその機能をとさあかしている di均村\itf に |対してJ1!!域研究の悦JJ.t 由、

らその)11'沿の拡4んをはかると1.iJ 11与に. J帥史研究が焦点をあてているアヅア斜地の

~I 会情.iíi lこ対応して rli場経済のJlkW11ニ j出!J(t'l がみられることを比絞論的に俳句|す

る附究を税けている。

過去の主要実績 (2000.3まで)

『リÜ~._宏司シ守清i吋の経済允k-~: '花火研fl1:'，. 1994 日 iit464 U 

『γ シ P ・ダイナミズム メTl 'II~~ 1996 2H十xri

『エリ f・エコノミ yクス '¥11 tllJifJ( 1999 247十¥'iiIi 

ほか多欲

過去 2 ~Mの!IU真

『ア-/l' J\'~経済システムJ 111公新:，': :lOOO vふ 2:26a 
P.llf¥': l'シア経済治J77波山，11 200 I入了 244(( 

rIl日允Hi1守諭 第 2版jYJ彼1%1; 2叩'1.xi +238 n: 

1置 所11の活動 I 75 
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Iまか20l.~ 

学外活動

ポr.tI大マ':~M~7' ジ 7研究センター併!日立佼 (199i. 11-1')98. :n. 口料水~.ru位

Ji総合研究'frWP']変L1(I')C)()."以降'. :lH括行財政総(';-liJf'J'i:I耐.'i))制f:先行(1995. 

4以降).114~lliJ~セン$' -!ilt'光州H¥I(1 985. 4 以11年)，人:*;~tì外Iqt~的て5 策ゐ会委

L1 (1997.10-1998，厄). I:~林水凶行独、Y行政法人，]'f.("" 1i!! l 会 ~111"j ~己 11 (2001. 4 

以降)

池本 1'4.‘: IJ，_叫I

鶴 屋

1956.6'1: 1980 J;(火ヤ小。 19C)3);UaI大学時 1:(粁抗予)0 19807''_;ア経済研

究所入所， 1987 ifrj外i)~.irl ll (すイl時チュラロンコン大γ:トi-ft利'ア・研究11i. 1969 

11:まで). 19907';) 7*手術研究I'JfjJJl紙 J;UitS大"f:~.lItj rシ Y研究センター助教授，

1993 *市アジア研究セン? ・パ J コヲi!I!事長・J'{草刈引{J;('Jμドまで). 1998 l反

J(flf助教授.2002 I"j数段

研究活動の後妻

1， *および!oIùýji・ Jγの1内~}分配と貧困

(2) il:J.lI1I:IIL'iiに対する稲作能JrrフローチのrC_;)IJ
(3) II!界凶行分布の111史的研究

(4) *1対アジアにおける心、統織物にl対する研究

(5)ベトナム ・コーヒーのliJf究

過去の主要業績 (2000.3tで)

Inc，抑留 Di.stribu/IMln Thai/and. 1ts Changts， Causts and Slnlllu，t. Ir"IllUI" of De. 

、elopingEconomrc、.1 <)リ1 :-.，，，， 192 n: 
• An Exparu.ion ofιll'..g"lndu、1~ '" '¥onhea叫 Thailalld A C:.、eof Tri. 

angu1ar Prllo¥¥ In ¥"叫honPro¥'ince-了東南アジア研究J33 .. ゆ96.3.

122 137 fi 

ASEA~4 の凶i!i分配 l 人t.~行財政令倣研究婦制 八九LA'¥もの金融と財政均

歩み 経済1(111~ と.íJJj1'i:iLiI幾J(1998{1: 11 JJ) 157 171 l"i 

f$'イにおける地jilliltfMtの多は十| 大野f;-制作判所允lil(と地以経済hhii!i

地妓事fii'i";:((.jγフローチのhげにマメア字下済研究，fr 2000 {I: 3 J I 59 81 ({ 

ほか多量文



過去2年間の研究業績

"p。、c口、 Allc¥'ialIonPoliciれ andElhnic :>'lil1orily Pcople川 ViCLnam"prc-

ばl1ledat a conference 011ソustiaand Poverり:Examining Sen s Capability Ap-

pr伺 ch・.hcld al VOJ1 Hugd InslilUle. SL Edmund¥ College. Lni、'crsilyof 

Cambridge， 6 7 June 2001. (Oi.cu'-Siol1 Paper :¥0.01 PanA，ia 02) 2001. 

6. 157 171 ri 

1930年代泉市アジアの貿易と経済.飽谷 ・秋111縦 1930年代のアジアI~~際秩

1人渓I1<H 2001. 4 157 171 Ci 

“Inrome lnequaliり and Kllznets ・ J-Iypoth~.çis In Thazland" (Co・aUlhored wilh 

L:ehara ¥'line) Asian Economic jOllmal Vol. 14 ;¥'0.4. Dcc. 2000. 421 443 U 

Jまか 10J.'.t 

本学以外での教育活動

大阪外い441tj〈午タイ文化特殊講義国 (JI"i品切~J位向li 1995-)， 人以λγ:入学杭

経済学研究将 F アジア経済'J.! UI'常勤講白ji 2000} 

学外活動

*アゾア料済/0-'/:会，ill化粁済字会，アジア政科学会

，'，万地 球二川.'，>，j<(2001. 10採111) 

略歴

1971. 5生 1994 *大教長"i"o 1996γ:術修卜(以大} 1997インドネシア. カ

シャ ・71').;!γ:籾乍 (1999まで)， 2001 *人大学院総合え化研究科昨日怒ftig'1.

2001 *えのFWJT'

研究活動の叙萎

1950-60Wft::にかけてのインドネシアの政治‘ とりわけスカル/f本山1UU:・伝に

li ，]けた時代の政治を， Eに，?説の政Jf?という鋭J江から研究している。近年の政治

状泌との比校む悦野に入れている.

過去の主要1i!績 (2000.3まで)

.修 1:，;命文 民肱統 4と統 -Ij袋線:インド ネシア j七 fn'~の政策と必殺.

1954-1957lト (1996，!.Ii)..:) 

過去2年間の研究業績

11~，î'I(] (1イ1降片 『泌の';f;'・114 i'ジアをどう考えるかJrアジア研究J47 

2 (2001. 4)， 90 93 fi 

市川口のt~動 77 



ib 

誠一R、ブラムヂィヤ ・ 7ナンタ ・ トウール f J('(:を泊、て1U 史と l\.歓を ~l [l1

す rtlt!l~J 683 2∞1. I I:.?'l 138貝

祭外活動

取iおアジア't，，{:会.γ ジア政*fマ:fE

的r1 苧 ‘勺， t) t:.o'L 

13 医

194-L l'Eu 1966 !l!).:・Hf、.;...it~o 1968 *大社会'(:. 1M際関係a・421:;;。
l'li-l'"サチューセ I ':/ r人政“?rJ大乍院;攻fftAFh?士:}o 1%9 1970 UV火学

助丁、 1974 1977 i: rv人外1'4;1:助教授.1977 1988山大栄之のf助教夜. 1984 

1986 W:X:研uoVj!:文献センターi助教校. 1988 lIU研教授. 1993 1995[サ際i!lJ合

大学~k(T:研究 l1. 1995 19971!4際iiliti )1.:'";: I二級品11γ:U.1977 1978スイス ・戸ユ

主ーブ大ヴ"，存II教授. 19日3 1984 ハーパート人;学.~II Wf't.: L t. 

研究活動の絞要

アジアの国際政治. 114:政治.政治Pll論の研究。刊行lまHIIU. (/U':23 1'11). 

論文l二数百i...，社会科学研究の.;1111 J~.]Iとして lû i> 鉱威‘DめるSonalS口ence

CIlalion lndex rこ矧絞!こ'WIIさ札る。

過去の主要業績 (20∞，3まで)

』政攻t治f台?γa学‘

-.g駁H代¥:1政攻治乍A拡午:力':. "句刈H打f 呼必!J点;uλ、-;ご，学i山iれ11版桜会 lω98ω8 4崎60ω3L'山l 

Tht Political Ecollomy oJ JatOlI (Stanford: Stanford じ111、c:r¥it、P刊札 1988) 

566 n 
λmerican Dnnocrac;v Promol叩 n 'Oxford: Oxford Cni\'l'r，il、 Pr~・、、. 2000) 3;'3 

民

まか数・，江

過去2年間の研究葉織

Ja仰ntstFortign Polity Toda)' "ew York: Palgra吋.2000 316 fi 

Global Change (B品川H、lokl'.し.K.: Palgra、'C、2001)2BB i! 

Ja，μ叫 AsianPolicy ( 、~t.w York: Palgrave. 2002) 310 U 

ほかJfn:8fit-AJ〈21Jh.その他 142!!.'. 

学外活動

1I本[f~際政治γ会 (PH'IIl;t).必需In辞級会委U. Japanc噌 Journillof Polilical 



Science (Cambridgeじniver:-il)Pre，，) (制!kk)，I nlernalional Relalion. of lhe 

Asia Pacilic (Oxford Universil)' PrC砧)(編朱k)

川IjI Iザ1，玄 十なか}， ð~' . 

略廃

1954.8/1:0 1977 ~起大 ・ 教 iS: .教設学。 1981Ph. D. (政治乍 ・マサチューセ y

ツ[人:)ι 1981、iマn・安全保|係研究所研究L1. 1983 J;花火教 i~ワ i~f~ωI}T. 1984京

大教徒学部助教俊， 1986 1987ルール大学ボーフム符H教綬， 1990 *文研助教

授， 1ゆ99似4 1ω99釣5オツクスフオ-ド大ヤ学:セントアン卜ニ一ズカレツジκlμ4砂研Tヲ究'L.tμt

iω99鈎8J必』反i文{研U好f教授， 2叩0∞0∞o2初O∞0但2大学i院涜刻tlJ0Yi悦級椴l'学、

J文之化U研f究}祈針k心. ならひずにJ点i友!J点;江iλ大~'f:ア.，却;河市1干t;議義iμt 見点!i汀Tグï:ω研F~究E↑似'f白e5i 幸判知uセンタ一iμ立。

研究活動の概要

Iltwシステムについての即命的 ・実証的な分析，現代必アジアのI五|際政治の分

析，およびiり際政治分析のためのデータベース作成ならびにコンビュータによる

分析下ilの開ブì!~Uっている。

過去の主要業績 (2000.3まで)

r u111関係 19451990.. *点火ヤ出版会 1991 246l'! 

r新しい '1] IIL.J.. rl本経済制品IH 1996 307 n: 
r~全保陣』説先新ll.Hfl: 1997 382長

ほかJt:JF4Jfi.ap命文 74/..i" その他多数

過去2年間の研究業績

「ワード ・ポリティクス グローパリゼーションのIjJの11~~外交』筑除 a守IJj

2000 {f 312 fi 

いDomeSlicPolilics and foreign Policy，" lnoguchi Takashi and Purnendra 

Jain、eds.，Japanese Fo陪ign Poticy Today，' A Reader (::¥ew York: Palgrave. 

2000)， pp. 3 17 

"The lmernalional COnleXl of U. S. -Japan Relations in the 1990s，" in Ger-

ald しCurtis，cd.. N.叫んrspectiueson U. S.・ -JapallRelations (Tokyo :Japan 

Cemer for lnternalional Exchange. 2000). pp.265 293 

ほか治文 7点，その他多数

学外活動

アジア政経学会 (11[1‘JO，r 1み:[同際政治乍会 (11M'J~， iili常~Ll. 'J~務J"ík)， * 

¥1 ，TrUのitr.正b 79 
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アジア ・ ピション ・ グループ11本~il (1999.10 2001. 11) 

IJ;WI i~ÛI\ (j勺 f! ')・ (2000.10!rt'.IH.t..tII) 

略歴

1967. 10 Iト，_ 1990 !l.山 ・ 教i'í: ・ ~xi'を卒、 I"J{j:点火人f同地代文化 ・[14際関係誠 ・

修 J:よね人γ':， 1992 j.;J修仁川"I'I"J昨 1:ぷNilli"{:. 1994 H本学術振興会特別研

究U.1996 r"I~)fJJUJmJ刈ir. 1，.J"loJ収入人ー'下院仰 1:泌Nill'、j!:， r日]'.1-:米x.研助手，

2000， 10 l長六六乍統的判lγ:綴助教授も

研究活動の扱婆

研究対象としては戦争.研究手法としてはコンヒュータ干1I川に 1:な関心がある。

羽化!ま，武力紛争の}民間 ・終粘について統;11・的分析やシミュレーションをよ式みる

-}j. クメールムピドw報処P1! γ ステムの研究1l~1tおよびその縦絡化の制度研究を

行っている。

過去の主要業綴 (2000.3まで)

lItal?システムレベルの戦争制限1I.kl(- ，. ~f 11刻社会科マ':J:2・3 1992 135 151 

J.l 

「近代lIt界システムにおける戦イy.とその紙.;(.(t~J己主ß 1495年から 1989"ドまで」

I1 14>: ，'i'，'{ .1111(11リI1玄縦 J戦争と114際システムJ!.Uk人;乍:1¥版会 1992 'W.第2

I~:， 73 102 c.(。

「現代の戦争とその終結冷戦終結の彩科JI点iY'文化研究所紀要_ 136 1998 

! 21 (i 

“Regional arrangemem，‘ the Cnited :"lalions. and securit} in Asia (co・

aUlhored with Akjhiko Tanaka)，" in MUlhiah A1agappa and Taka，hi 

lnoguchi (eds.). IntmUltional se，印 rity managemmt and tht Unitea Natio則、

じni問 d:¥a，ions I..inivc四i!vPress. 1999. 

コンヒュータ Lにおけるクメール治文'(:利HJの現状と改i号試楽H点文研究紀

苦J139 2000 382 365 

ほか 5点c.;命文4点.za，Jflfl)

過去2年鯛の研究業績

"[14際政治の数r，¥分析 戦乍研究における例Jm、月法人オベレーションス ・

リサーチヴ:会総 rOR'I~ØI! 2000. 2000 ・]f例布告319(CO ROM) 

"Posl-WWII Asian Wars and Their Terminalion: !mpact of lhe E目dof lhe 



Cold ¥¥'ar and ‘Grealer China.... !iJ.!)~( 人.，、y・*作文化研究所縦 rrj!干港返還に

1'1てう*アゾ γ社会への彩特にl刻する凋f"rj 研究成~報公，IU 2001 50 69 U 

"The Procedural Problcm， in :-"[aking the 'lnternaliona1 Standard‘Code for 

Khmer Script"， paper presented al IT Awareness Seminar. 2001. Phnom 

Penh、SeptembCT12. 2001. 

ほか 1)，'.¥ (，ijlti文lfi) 

年外活動

j 1み;凶際政治学会， II~際法マ:会， 11ふ政治学会

)11本 干11也内むと仰や (2001.4のみ)

略援

197 L 1 '[: 1994 III大法 ・卒。 1997東大大γ:Il)'fili乍政治'{:l流71F4・修 1:深作.修

(n 20011u)大大乍鋭総0)(化研究科 .~!} 1:，球W.iJ!や.2001.4 *文研助T，I .. JW 5 

JJf，'j報学JJ.1助下。

研究活動の綬裏

ド側w システムの足，1，;怨的 ・ :J~証的研究と 11ノドの対外経済政策の桜!と的研究ー羽イ作

は， J附怯:火iど!I上二ゾfi{釘ドLt.たζU駅トy採iシステムカが‘とど，のようなフロセスでf銭E

かをコンピユ一夕 .シミュレーションをIlJL、て検ci.tr

過去の主要望量級(2000.3まで)

~ JthfiJI 1:1:~:.1flと|吋際関係冷J(JN千) nl械をIHJ品0..;'¥0. 462 1998. 9 60 62 n 
!まか2}.I.~ 

過去2年間の業績

リチヤ ード ・ヒゴット ヲローパル化時代の公11・と統治J(捌官民)rレウ'ァイア

サン..26 2000. 4 8 +3 U 

学外活動

I r *ft~際政治乍会(ニューズレター委 (1) (200 1. 4~ -!JUf)， lnternal印刷

Studies Associalion 

1唖 祈nの活動 81 
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松井健ま

略歴

1949. 6 '1:，. 1悶97η2ぷJ火-:. J川l噌llサ̂俳i炉~o 1門974)点;(υj火i，)火〈ぐ，γ字:院l'川刈1可噌t1• 動4物句 . 低 Ii臥a!川~μ;ば卯j'

』必;江1人J人，，'学院F開!日!. 量蝦勤1品j物 . 1卜I'VヴV1".'，γJ'J1叫'~fれe1Y1'A必i必y下{:噌. 1 ，，)μ仰iμ附i句l'匂，;t 人大.人Jよと科，ργ乍'{'宇yド.匂研f')'究3先~ l~r WJ r. 1980 P"jl".r: 

1'.'/ J. U;U，:) 1983 ~II} ド下院太子zl.t;11l助教綬， 1990担II}，γ:院人人文;マ:;111助教{・~，

19911斗教授. 1992 W.文ωfWJW受. 1994 1，，]教綬

研究活動の概要

認殺人減マ:を小心に v たえ化叫迩のための}jiE論にl刻する研究. I'I?主をめくる

文化的なプラクシスにつけ Cの辺文ftif.JSf究.および. 77ガニ7..'1ン ・イラン

w.郎 ・パキスタン ・インド内市iを1・i匁とする丙陶アジア舵伐地fi?のJ信之化の記述

句研究

過去の主要業績 (2000.3主で)

，セ t・ドメスティケイシ trン mJtと遊牧の起ib;iII~ 汚 J i!，j I!r~ ト 1 1989 

iv 244 n 
rLEu浪人2apzat文J1 1{jf1l 1;;: 1I1)~~ 1991 ix "243 fi 

rn然の文化人l.(r'.r:Jqù;(大午III~託会 1991 x¥'iii←118 H 

r):化学の税 i"策 m球弧からの悦住』俗説J;件 1 'J'l8 2:32 t、，f1

ま也多主主

過去2年間の研究実績

.-rJ然観の人lSi"?I (I~ ，J (i m 椛~jj，'rH 2000 44:>氏

r，川市アシアi副文l(1J).;，ii.!J11<1 \'r.ll"~史民俗~!ì物館 2000 94 n 
f遊牧という文:化 移1VJの'1:抗戦闘品J，'1川仏文館 2001 引3ft

ほか翁)(1λ以

本学以外での教育活動

町下町大学人JE'J匂i(20∞llwn. ，よK~人.. 下総合Wi'::'I!1(2∞1 !I' r~) 

'4-外活動 (1998.4-20∞.3)

日本iえ歓ヴ:会. EJ 4:人 ~J也J1W{';公.lfH民政ヴ:何物館研究協力行 ・ JU，，]研j"tH.

神宮目凶際人;'京市およftωf'A:IYrt.}1)1)研究u



白....
'if ti~ f O L)'-

略!:.

1963. 10 '1'.0 1986筑波大 ・令官 ・人之本。 I'1B9筑波人ー火予院惚 f:1'~~ f'l~ Ijt. 'L • 

人!Ji学 ...{ ft人級学 f民俗/)・ACF修1;J[(i!J"1991 iJ・必.;:， I .. FI~II~ 弘llf 火1(

俗|リl物館助手. 1996北海.iu人下X:";::，lflWJ 1l<段， 199B同 1:()('下 ・筑波火)

1 C)C)I) !..Jd:6Jf助教綬匂

研究活動の俊要

!+!γジア(とくに114:， 1111副社会におけるf三点的以術 ・社会/ス Fムt，1_， 

境の持続性μJ能性とっかに辿I'.!Jしているか. という問題について..liJ泌氏自 .

1~!行動物常的見地から~究している

過去の主要業織 (2000.3まで)

I~I しこめられたヒツシたら rllll~il i~.jl::ltnト，.会のヒツン ftul(fからはたlIBis-t

H抗の1EJJ.!iJ rwよωf*~'~J 13"1 19切的 13'1ti 

「泌いi並び マイナー ・サッシステンスの(1.，/1(，翁j篠弘{微制 Phl代!~俗'11・の

FM.J.t l以俗の技術JI;VJ(1 .， ' ~I，li 1!l'lR 117 246 n: 
凶2tロギからみた11'1科技人/:11，iJ 1";'の1'1然似 『北海道大ザ・文学t.l1lt:.'必J-Ii 

4 1999 25 92 fi 

川の1;(1:超 大川郷にみるっそンズとしての111.r.~鐙佑之主jraSW人1::1とm

tfl -1 J;~1JlのむiilJ II{jfll"~{ 1999 92 11 i 11 

ほか~主主

過去2年聞の研究業績

r修験がつくる以俗弘! fI:をめくる儀礼と!..仰J，'{JII弘xfl:l'( 2000 2B-I n 
r !Ï.";告をめぐる民俗研究の L勺の~iJmt J n 1 -1>:1~俗学J 227 U~，l~!行 J::~~ 2001 

1-1 29 fi 

1:II.j訟u:以解放前(J'-Jl~地 1fT(j J rri~!H師範大"f'.~{:現U 33 ~'):!!!帥範大ヤ 2ω1

91 95 i.i 

ほか請文ヨ点.その他3点

本学以外での教育活動

筑波大?-U1・午l汀(200111，Jl)，必j;U:~ I.k学伐学;'i!1(:1002 !IWI.) 

ザ外活動

I1本民俗学会. 11 ;þ;以h~乍会 Cfl:fIWi'tU(t -Hl会).'1:態人1St?会 (PI!'F)，JI;I 

tfln公乍会(研究活動HD.Ii:，;川動物ij似~~i!:会 (ü'fぷ[1). ヒトと動物のI~(，f:乍

会. 11)..1~H学会. I対立Jlr~1(俗的物館JU..H探究[1.新íÆ~~，t\L時物館JU.. ]研究t.l

¥1 .軒IlV)I.r.量.~ 53 
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|見lふ !照夫 ャドとてるわ

略歴

Z 1947， J 'Lo 1ω97η2 !以』必tυj大¥(. 教占鈴主 . 教t鋒皇A不i手<0I悶97内4修 l上~m会.‘字'(: . 点j太1，:)λ。 1ω97苅61ド似例I民吋、ヰ|、虫

μ以:族γ"1'.問tFJ物2館i虫a1wiω助11T予て'. 198引1 .十?椛持 j大〈社会，、下F繍A占端t持I~r.命帥，1市11， Jω98ω2 カlリ17 寸 Jルレニ 7メ大J，ρつ乍‘1下i戸主〆パ〈一 ク

レイ佼人t紙t説lγ

文ω例F助教授， 1991 *文liff数段，

研究活動の綴要

l'i-r'J:まえ化人級学 ・!.ur対アジアI白j或研究 インド平シアのジャワj;bを中心に，

I244の ~I 会文化変有.政治と文化，海外移民なと、の研究を行ってきた。鋭化[ま，

伝統 1;JLと地助成tの研究を*1対アシアの{也の地減とのit校で准めている。

過去の主要業綴 (2000.3まで)

F' -!lHI:.の ~J 会人lå'iヴ:. 4干 3 どさ(J七制民D ~↓!J;!.大乍IH版会 1987 "t; 665.ri 

「ジ令ワ人のヒエラルキーと rllll 村人の~いの.つの)~~ f!.U文研紀2lJJ 116 

1992 247 293以

''1吋1";文化が'1'.まれるH与ー(J七縦汗)リプロポート 1994 271 J'i 

Handicrafts and lnd凶 lrialDevelotmmt in Southeast Asia. To)'ota Foundation Re-

search Gralll Repon. 2000、298pp.

!まか 34 1.~

過去2年閣の研究業績

同緑化される伝統 パティ yクから!.!.るジャワの近代 Jr民族乍6JfヲピJ65 

3 2000 268-284 U 

い[nnovation.Changc and Tradilion川 theBatik [ndustry:' in Bwlding on Ba・

tik: The GlobaLizatitm of 0 Craft lndustry， eds. :¥Jichae1 Hitchcock and 

¥¥'出ndll:¥ ul'y(tnti (しondon:Ashgate. 2000)， 23 31. 

ゐと人形{'ア': II~W とつながるローカルな伝統 *J;(大学*;1'文化研究l耐~~

rアジアを);fIU(まIlt界がはえるJIJ"、r:ttil 2001 298 307以

{ほ革カか、 51.'

命文2ι，点'その他6l.l

学外活動

11本1(校字会(l'1!'Ji・納!GU f)， J.RI村アジア!と学会.American Alllhropologi-

caJ A出 OClallO凡 A出制 iationfor A，ian Sllldie，喝 114 l'f.l..; Ij~/[: 1'.'1物館Jt11I!研究11

(2000.4 2002.3)， I中|いl;泌:司潟i村iλ大〈，ヴ‘?わy

u似削4刻|卜同、J引JI/法l去b人IK州E同|際文化会魚館.1fω0'1'ふiμ1(α20∞00.4 2泊00ω2.3幻) 



r. fll 克郎 '... t~ ~川

略廃

1966. 1I 'I:c 19'10点火 ・教集 ・教ii小。 199211'*大人JF院総代文化 ・文化人

til?修 1:よね修]'~ 1')')') ¥u大J正午院総0:<化 ・w域文化t/-hqtiTfh!修{. !守

l' (ヴ・lO. 1Y.l!ネパール f'司ト プヴ v ン大't';:cH&lfJ.:J (Ifl<nまで). 1996 

11本??街振興会n¥jlj研究n DC2. 1リ'18まで). 20∞11 )p:?術保興会符可IJ研究n

(PD. luJW 3 JJまで)"2000栄之研助教f2

研究活動の俊幸喜

相~<J匂mlヰパ J~. ピャンス.I1!!}iでのす~ft >!:むとに. .L~歓範町会r;むトi 会沌時の

構成. !&fLの攻'i;治fh!とそれに対するh'W'/的行為やぬられる従犯の!関係， J25使

用と知誌の分配といった主題につNて. 1~払~;JJ.的な研究を行勺てきた

過去の主要量liJI(2α)().3まで}

.L~~文ぬの 1tJl~I') ために 民放の，di:iiと分IJrに i到する.fll!，:命的行:r.~ J rWik下研

究J57 3 19922'l7 317 ri 

平パー J'.，. ピ，...:; ;(， Iニおけるh:弘Jお筒民jとそのJIIi去Jr!.(弘学研究J61 4 

199i ')46 504 f.( 

手ハール. ビャンスにお 1;- る待1 与の~.e ， rl~ アジアIi]f光J 10 19リ8 32 55 

n 
"Ethnic Cutt，耳on込町 and [nternational Bordげ : The Ca，c of Bv日 11~. Far..¥¥'c叫crn

:¥epal" jOlmral oJ tht Indian Anthrupologi(al S町itりん 33.110. 1 (1'l98) . 6') 75. 

まか..:f:ik 1..... そ J他 7.1

過去2年間の主要穿;綴

.平‘ール. ピャンスにおよび川辺地域i二おける{益事しと新会ぬ(Jに l刻する~~:

。主的研究もうつの近代のMli'，'・・JじH 2002 ，Iiii 153 J'i 

"Cthnic Cat<・耳orit'・、 Mld their L、agl'、 in B、山1'. Far ¥¥'れterll '¥cf>al." EUTO・

tton Bu/lttill oJ lIilllola)on RtStarch 18 (2000. : 36 57. 

ネバール. ピ 70.-こおアる りMi.1令的ぐる広問題 l_~ L!j r.のfII誌と指

ぷ対象会めぐ司て，rことばと社会J4 2000 201 220 n 

ほか，今A2点.その{也6f.'A 

本学外での教育活動

見史4υ』必;l外|川14札"J心'J心J九~)λ〈ぐJγ'l外iドμ川』五川、Ll治!h;r，マ‘γ判y

(ω20叩00肘IIド向ミ汀1文幻)工 i立y教人火;γ」之〈C，γ'?羽泌I(α20∞0∞o • 1.初00例}川I1トI役旦)ト. ~京iね4υ3必;江1羽m: t弘L人E隊t什よ辺電 ~Iのωt0与iL噂:1門'“叶tリlド必ヴ乍ï:佼

{α2ωo 引f年哨ド何f支幻) 

1咽 l~rUの1M)) 85 



86 

学外活動

11み;tdYF会， 114:市アシア'下会. II~ u:Jx族学的物館共同研究H(-2001. 3). 

*以外(1~dri)ぐ~'t アジア ・ アフリカ， Itfi文化研究所JUíJ研究Ll (200し11-)

|判~ サエ 川白むと占え (2001.3 ;J.:{f.i!d'[O 

略歴

1941. 3位。 1964;，1.[火 ・教後乍部本。 1966点火大γ:院人火;・比較文化 ・修J:。

パリ大学人文学部~，7-t (DoctCur dc I・univcrsile de Paris)o 1969 *大教1l"ぷ ~\fl

助手，1971 *文研助子. 1977千栄大教ltffll助教t受， 1990東洋学文献センター教

綬 (1998まで)， 見!:)どのf教綬j責務. 1991 HJ文献センタ-HU医務 (1998まで)，

1999史文研教授 (2001.3まで)02001 J;I:[J;U，"r:f，件数段。

研究活動の概要

w:アジアの近Ilt社会を. 1)比較怒怨 2)出版文化に，((¥点を絞って研究。 J)

「近II[IH五|の比較jdZ;怨j ほか。解油絵「アジアの比校文化』を印刷rl102)欧米|刈

J?館にfi{r-するイエズス会Ì'~，沢 J?の抜本を謝丘中。

過去の主要業績 (2000.3まで)

mm然δの研究Jw文研紀1f別1111 J，!uit大'f:tll版会 1996 vii+734 n: 
r近Iltrlll判の比絞!ぷ包uw:文研紀要];IJ1111 2000 vi + 596 A 

"現代中!碍，E;データベースの長時成と時¥]題点Jr;，l.[;下文化J79 1999 15 38 n: 
The $ilualion of Chine日 Censor~hip under Emperor Yongzheng. TheんJem・

oirs 01 Toyo/)unko 56， 1998: 49 62 t.{ 

ほか30!.'， 

学外活動

[J仏栄作乍会(，1、F議U.'ii:~'Jn ， r!'[琳J:会文化学会 Ci'!'滋LJ.).R.B.S. ('111刈研

究文献寄付介仏必)flf総会n， IjÍjlJ 1焚I~{;法令速や;委口



*アジア部門(第一)

ll'4141F wv f.Mht3Sι 

略 応

1938.6 110 1982-*六法'i<~ 1982 i:t乍修 1:(点火)..1994博 1:(弘 F・!.I!人)

1~)(13 1必大教fYF25助子 19'4 (，，).ill駁， [，，; íl: な命館六学I吋際関係'{・~;IlIJi:<段.

1 ~J~J i (，，).ill殴.何年来文研助教俊. 19情的外研修<JtJ;t外国説大'r-Jt政11)，正午研

究センター UI教授補佐)， 19991Jh( 

研究活動の綴婆

従*， '("'1¥人民共fll('qにおける紛'{Iと紛ヴtWnk.(.俳人民Jtfll('，1におけるi1湖l.

'I'( 1<11):研究の作iL の3っそ'"心l二li}fJ'e .t>; i j'・3てき t:.o ~{L. 1，';*以降の"，o'n~

|川に七る'('I!~近代法!と研究にもi"i f'している。

過去の主要業繍 (2000.3主で}

'11 'i~人民共初I司におけるは・由民 J rtJ:ltll史研究J40~j 1991 ii 110.({ 

'11(!il71:の臼ベ}j 社会 I:lki.t研究会 n(会 b&t.去のうごさJ199ilf3Jl別ffiJ

40 48 n 

p.lmr l 1 114の紛争と法』以);U(~{'111版会 1998 246.n: 
)l1. r.f.l.lfl:'(JI.l4il人l"lJ(j支出J ~)JI~.o( 1998 322 n: 
(;1か43JJ-L

過去2年聞の研究業績

JU¥ • .f.l.lfl:'IJ[寸法人:11]. (j斐!持l 前:版 2000 335 ({ 

近代経験」と{ぷl.
'J1'.d負，~I 会f)，-:L'Iと法研究会『社会保制とは:J2¥; 2001 

:H 62 fi 

r'(J(lqi，tl:H交に ÎLつのか a ヨi ，;t k.er~県沖;z化研究帰結『アジアを知ればI'!叫が

~!える』小'下館 2001 278 286!'r 

:1か q.I~.l，、

本竿以外での教育活動

T11L人γ':11紙乍;;il(2001 "1:J!I.) 

学外活動

ltf士~l.学会.法制!と学会(金I，hl t: U). 1('(刷t会文化字会. lt~il:'どヤ会. 11 

11 所1Iのrl;1b 87 
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..t. .g，!I¥: ' 1 J同学会(1'1"11)..ro 114.>111リ?会

!.UIII nJj(41 r，ι ， 

絡震

1958.2'1・ 1980 1;¥占11)ぐ7・:え:I'(:i;H小。 1982修 f'(文γ・J;¥I;V、.，?). 1995 t呼ト

CWIf学 ・$itllll大γん 1986i;aill)ご(:助r.1987大阪教的人'l必r，，!i. 1989 1'，，1; J-t! 

k，'f:ll/j教綬. 1997. 10栄之Df助fH受. 2002 lねえ研教授

研究の夜妄

伝統中I司の l'í戸r~ ・ 1今 1 11) ・ iJ.t. J挑む ・ 財政.なふびにそれら l二ついての 11 "":・初

郎 ・インド J 泌f.'.I.iUt.. }ごJ二IJliヨーロ Jパとの比較火. 161tt*i!以降のIlt界経

済とアシア必ずmqと )llI
' 
i..i!l!fltl. l'i幣のJI一対称併についての}'I!治的制究

過去の主婆業績 (2000.3まで)

'1' il'~'Îml~の桃込と l'tW“i斤J 1'， "，.!tl)ぐr'ï:n~版会 1994 3:37 ;-19 (( 

三)Iltk! ~JJJt1JぶlJ;í以にみる j山tJ~H仰のJW，t;~ uU干!と研究J!i-I 4 96.3 103 

136 ri 

伝統市場の.m'1叫.と制限的枠組 中国 ・インド .Jlljt吹の比較"m会経済史

'r:J 64 2 19リB.i 115 13811 

16・7世紀1;，1シナ向島tj市と絞1'iìl.üi!í ， ど*マ:研究会問 r~t売する 1'í幣』白木

m，l; 1999 3 41 l'~ 

ほか詩文 J3l.i.

過去2年間の研究象繍

"Whal Did lhc旨ilvl'rlnl1山 Reall、Do10 Earl、九lodernA、，~?" r'llf"lの似

* t1t Vt~ !.Iu;U:J1 ，'r.人ヅ11:阪会 2002 395 403. 

"ConcurrtnL Currcn('I('、 illIli，lOr¥" Compari，on of Trad ，"on~1 \Ioml~r\ ::"，. 

lems bel"een lndi~ IIld Chill'‘" ProuaJings 10 Ih~ 11' In/nna/ional Economit 

III$/orian Congrm. for '>C、、ion1;)・(;lobal'¥(onie， and l'ricl' lIi、lori...，.16巾

18" Cenluri"，". CL .1]) 

"Sea"，ona1 Flucluation. ¥111111 la、er...d:'¥larkel 剖 ld¥Ionclllr¥' Dlvl'r，il、:Ho¥¥ 

ωMake Or 1101 10 ¥'I"kl' " ::'ongle Dome"ic ClItrt'llf) ". !'mcfrding< 10 Iht 

13瓜 InlernalionalECOTIOIllIf J1is/orIoll C07lgms. ror S"";OI1 22. 

"Comparalive Anal、、(.， tlf J:conom ic Performance a('問、、 !-;..ra、iJin A~e of 

Earl} Indmlrw山川". (近刊J)



ほか It.~ 

本学以外での教育活動

?".I，・kUにγ:え:"(:i111UOOO).大関..k:"/・W.パγ:i111(2001) 

~外活動

II 会経済史?:会(fJjf~~安Ll) . 1m'史研12会.1弘史"j!:研究会

日記問!とが.， vλ(2002.4，iil1r，'l.:) 

略歴

19-18 W 10 J J '1:0 19i2 ，;¥人 'A・:tt'f.. 1 <)74 Ji¥大大乍必 ・'b:~ら ・ 修 I-~

~'íH芸 (0 19ii IIIJ~，V Iよ符ill'九 197!l;k耐火?文ヴ:IillWlで;島町・U81 m;之大人文

ヤ郎助教?受. 1 ¥183 ，，ti文研助教佼.1992 I"J数十:i.1999 l反;Cb}fIlH 'iA !~!l i: 'j!:研究↑Ji報

センターに~ri;(jf)!， 1991ソウル大'下校粁済研究岬研究n 2002!.1.lx.ωf配代後.

IIIJW退職、

研究活動の銃婆

1 i 20 I!ぬ!MJiJiにかけての朝鮮の社会経抗的変動を長期的悦'1'fから研究すると

とらに， ufγゾ了における!丘!史的文似資料のありJjを総合的に1t絞研究すること

ヰ IHおしている

過去の主要業績(:，1000.~まで)

明鮮 Utll，J，1(i・j.A'，火の研究』点火:uJf*，-!'~別1111 1991 554 n: 
n.I;jHE (ヤンパン)J中公新，'} 199) :l20 a 
『γ ジアかみ~える O. 長期社会後動J(料免)W大出版会 I'J94 306 n:: 
r近代q，JJi下水干Ij剥10の研究JCJI..r.) 11-1.:持品H 1992 39-1 (i 

，まか421，1.¥

過去2年簡の研究11械

.近代交流史』制1f :t1.~百 l JJWt 丸 山応大ヴ:111版会 2001 402 n 
死亡のヂ節的分市とその時期的変化 安定u'i・学栄.eMJrマ Jチルの1:11えた

ち o，?間近l'tHi~IJ二部史j (qJìN文)湖I~ (ソウル)2; tJ. 

~ ~iîÎí と 1 t~;支 州lf'1!1J‘らの厳守I ).1.0;0ぐ下京1I文化研究lY[tijr;'ジ7 を知れ

(;'lltW/)(~~える』づいy:剣'( 2001 10 n 

lまか 3f.1

本学以外での教育活動

東洋大'"'1:大γ ・之戸研究科 (2∞0・2∞I11'1の

I置 所(101)11;動 89



90 

学外活動

物鮮史研究会， 仰I'~経済史午:会， 11 9î仰を~'過ご会ふ義.ì!fi'F~'委 II (2001. 3-~UO 

、|ι勢隊郎ひ・，tl t:1J・;，

略歴

1954， 8 '1-.0 1979 l花火 ・文 ・栄作!と本 1981 京大人;学院人よ ・巣作!と ・修 l:..m

Ft修 (0，W&大学教1??:剖HVJ千， liiJ '.'Hf:.;。帆t，I，;J助教綬，九州大ヤ:文学部助教授

を紙て， 1992 '.下京文日f助教授， 1999年同教授， 2000年大字|閉山線''[:fJ教授 ・点

文liJfOl・任教授。

研究活動の綴婆

I]J[I~史上の大変情期であるが秋l臨時11与代の限史的性怖はや材、を-1'1してigzJとし

てきている。この時代は，史料批判が他の時代に比較してより特殊な位汽づけを

もつので J号-2i史料のおf;mが不可欠となる

過去の主要業織 (2000.3まで)

r紛糾史.lem周年& 1'1"附，Jj・代紀"'1ミの研究序;~i'j (*作文化研究萌j乞flJ15m) 

見!J~~大γ:栄作文化liJf究所 ・ J.lü;t人;・‘1:/11版会 1995 v +670 fi 

r[ll附Ji代紀"1:の研究 λ;文とI管の検，i-tからJ(*i1";主化研究凶11刊 17'iiU) 

1↓，!J;C大'ア:*11'文化研究f升・1及，'j，lrJ!i'e 1996 xi+270+202 ff 

r/，二仰の史料批判的研究~' (点文研紀安)jIJIllt)W:i芋文化研究所 ・汲rl;II~院 1998 

xi¥'+681 +34氏

過去2年間の研究業績

rl]l同市ftの予，fa!?』議談社 2000 246 C{ 

f文字と別徳Iの¥i;・[14J1] ，*公崎新n2001 ii+280氏

他 13点

本学以外での教育活動

川村ヤ同友 子大学 (2000・01年度)， mぶ学五大学 (2000・0111"交)， 金沢大

学文宇部 (2001年度)，明治大学文ヴ:羽I(2001 "r:皮〉
学外活動

史学会Cl'f.;汲μ)，IH l:資料，，{:会(.fI11'H ・ 弱音Ij~ 1.iim. 114:[P・11学会， *1"学会.

w.)j乍会.東洋史研究会，社会文化学会，)L州史学会， 1 J本LJ'lI4~' 占"r;会， 1~1i恨

巧L'i学会， Jff.:l:!学研究会唱 J?学，'T-iU史乍会



11 ttH'~ .1ゐ ん (2∞0.8IT:JUJ泌{)

11& .!ょ

1963. 1 '1'0 1985 f'itf'j・大学Jtt必fi:'(..0 1988 .x.・~ï:修 1: (台湾大"f:)0 1 <)93 )ヒワ:1芳

し(計約六乍) 1994 fi r.'Jのw.九人/;::;，111(比)j)教綬. 1995 Iιir.'j}、'下lif史系i，IIJfJ(段.

l!l')().!) 2000. 8までJ4U;l大γ'以作文化IiJf究折助教綬.2000.9からのがj人午Jlf公

系MII数段(現職)。

研究活動の概要

小国古代のよしお!と同友情Jti1:I I'心バ研究を i i'ってきた。今後~HUtIJの鋭.t.I，川、ら

Ij '1呼，'.(¥:におけるま主治的秩序のlJ;t.P1!を検JJしていきた1、
iI去の主要笈鎌 (2∞O.3まて)

rm代攻防HU例研究』合.lt 府筋肉lJi釘'1 1991 1泌氏

r 'II"，I' 1 18ß~I!J1 ~ r母家 J (1ド:}Irl悠Jr !取引火予'tt~と'下村!，I 1 1995 71 107 cl 

「総t'iU年j倒的安静観念:Jrt~i命，t;代城m~JH(.J 1~ ，.必 ~ rfi Al怯!ify:判IJ20 1996 

407 462 ri 

r 'I'I'~ r 1' ，I..~!ilgJ./n~~関係初ft i ff:λ;Htd~γ・鰍J 20 1997 

過去2年間の研究業績

rJ.、 1，'tf}ij，dU 中大雪~lJL rおli(市'，'II¥:文化学術研討会冶文集J2∞i 

rlj '1司文化~J 合Jt ~L\，;m，j 2∞l 

~外活動

rfTAJiiF!とヴ:報U'1常務句集. r詩1兜午J;>jbttH.常務H.U

陶交あんどすがす~"I.' (2001.31f:JUJi，Y， () 

略ほ

1%8. ') JJ'I'o rf~~: 1-' -( :;0 1992 J;O:I;火ワヴ:t (法学)0 1m J;~IIB人ヴ:修七

(T，!;''t)o 2∞o J?: r，u大'hY). (法ア)01997 1998.3 JJ京総大学法学お ・wJr・

199811' 4 1999.3 J;Ulll)ぐNl/;::ms・研修n.1999.4ょっ 2001.3 w:山人・ヤ従iY'文

化研究所側究開襲関研究d.2001{HJJJ:り必以外l司語大''{:ァシァ ・7フりカ a7

0ft文化{i)f究円rr・助手

研究活動の織妥

'l'II~Ii.:初!火と法社会γ・をWI文としている。 従米あまり iHI されてこはかったlijJ 

I¥:のi.bl，ilを小心に研究をill;めてきたが. hl近I，;~i支時代にら 1: 1 をと líl)lÌ. j守ヰ~(Iド.j(ζ

咽所11の活動 91 



92 

l立与γ.'i '\:を辺じた 11 11司法のJ;・4L11:占iIl~みが):;P~解を 11と:と lている

過去のま婆量産繊 (2瓜)().3まで}

内('01:会PI!必I二見ら !lる rl宛JJ;ttl (，~の倫理当』の ..<:ft，，--~がj検..4 1111lqとω):

{t，'，i的対活のI'WilそIHほした法社会乍の試み (1)(2).rll'j\;~mJ 137 6 

139 '2 1995 1996 67 HHt rD 111 J.'i 

111[IilJflm ~とにおける lリ|代附iJ:. 1，'斤I!((.Jr陥J~I.l 概念とのJt岐 J rllur史研究J

57 4 1999. 3 10-1 117 n 
i 1¥と例のJ:lJ !~If ~1続法令泌じてみた1I 1(1'['~ï去の Jl.L r!U文研紀唆J138 

1999 165ii 

fI¥と駐日 11111(1司法の1Ij!企牲とぶ変性JW1山俊λ主主Jr'l(tt社会ω縫合研

光一 2000 52 65 n 
過去2年間の研究業領

1.1典約言語¥!!Ilf行 泌0' 111こf;cillk~だ料を'1 J心に1'，1;え rJ rポ..<:研紀咲J140 

2000 1 57 n: 
lりldilf!H¥:の:)1"1'，似1

2001 47 124l'l 

rt""Jと1);(ドJfiPI1性 『取げよ{ヒMf花川*G'J.:!J141 

明{¥:の容u :m r.例の仏紙にみる朝混と放浪制度Jri.t旬I't研究J'，0 2001 

161 2031'l 

，1 iI日j 将人 制 lL  (2001. 3任期尚()

略歴

1967.7位。1990*人 ・え ・巧山マ:タ. 1993 京六人;'下院 ・ 人...<:Wt ・ ~'(Iiヴ. ・

0筆t:以科修r.fci)lI'.I.，1!吋 1.~.~ f'.! ill.γ. 1日I{F. 111尚北JJl太γfl'Iヤ. 1994 M制.

1995東大火4下院T.7I'.n:引退ヤ.I，;I! l'栄之研幼1'. 1996 {i港人予〈山~. J. (ulll' 

付iiI. '2ω0.3助子退EE.1飢貰l.11 ，~"，<:研研究模開iJf'1tt!. 'l∞I 3..…;i{ 

研究活動の概要

'1" ，~研究の う}'J'f として Hl't 巧"'"・.{:をItriff!? るという if~をとり. r，~l辺tJl'W

との関わりのなかで 11(11 I~ l という I~.:'t1廿界の形成過f't!をIリlらか!ニ"fることを1J 

JHしている。近"1'でIt. むらに11:以からベトナムにかけてのぬI!lVi:刈般に， !:t!11

J5・ (1;ヤ:(f.J な匁I~~を 11\ プtl.lとして。 11 11主#..んbによる III-史ぶ~ゃ・ヤWLì.~.~むど. I民!と

1.のd‘;設がJt;， fHIIみの変j13治犯にらiUIし与が与.その rJ也減 としての生成の

あり )jについて研'だをill.めている。



過去の主要業績 (20ω3まで}

~1;;1 rl 1i4Uωff~d ~ T lj'*e J) ベトナ唱 ・ 将 Ilrl~ r!.!!il'文化Ji8 

1998.3 199-218 Lt 

r nJか心みた，yjl;g1" W ~î'ìl羽山市内J)) ， rポ文!iJf*~ t::J 136・I:l7・139 1998. 

12・199').J・:.1000.J 89-133・I-.Hi・1-38([ 

{三品 14.-.. 

過去2年間のE研耳3究¥:lI集E縞

rlyj総'1:の研究JIlujtj〈'v-吻ifPItaλ :.!()O 1， 3 

r ，I.!;，t，変Nfl を Y> ぐる J市 1:1l~自Jrベトナムのト1:会と文化J 3 lilll'W H 2001. 12 

389-4-07 l't 

近代IIJjl~ζγ カテ i 一 政治史とA{ヒ史のあいた Jr人Ah・-rf124日J32 W 

S芸大fy-人xH学研究所空∞2，3 'n-ll2 n. 
lまか2l，¥

教育活重動力

Lの.';μ4修芸A太Cぐごeρヴ‘"j!:{

，ヤ、γF人ι院 (け20叩01t句|ト"政立)上. 駒t滞本人火;γ苧:次Jえヒ<:~乍y戸h川河抗羽id:】i甘) (ω20ω01 υf行作削|ドMユ寸l文む， 

~外活動

fl4ご主体I公ぷ(行，'i乍研近!委m. '. 14、~Ì'li兜?会 (PI!ljí). FlJr_I"[刊行内t':'I:会

(紛 F).!-Ultlアシア行 til--y:会(併・Jf)， '1:"i:会. '1 1 1同1111:fHl"(:~~. ¥l.[1{'jYジ ア

'ど'(:会

*アジア部門(第'.) 

lí:山新UlJ'~'1 '.ll'" 

曹電 電Z

tcH8. 6 '1:.， 1 'li2 J;υ、 ・ PIl ・ 物周!?・~_ I'Ji6!~六六?:院人Á • ;~l . t I ぷむ・

ι{  19i9 u1卜月必人'lUi研究会引f:liJf'J'tl!. 1980 'I'II~JtJ;U，，"j!:WI' t、-1982).

198611大SOWi:，~i\ '，1/ (f:泌0111. 1990 * Xf，)f肋ru受， 1992.3ミzンヘン火予%以研

究U(-1993.1) 合計て.1994'.j.より点えMf.r~u ，

研究活動の担n~

(1) i'ilJ~仏~I!の 52・れをとお L て. 11 11り仏教の~H'îを明らかにする‘ (2) 仏教思

団，両flのiMh 93 



94 

担!にJよづいた{也 r.::.を3;:教i'î'fPI!Jìとして似'をする。 (3) 淡ηflUヂ-~ベース

~f再築し. (*4際i':ks主llfillUデ --'1ヘースの形h支を111ftす

過去の主要業繍 (2∞0.3まで〉

r-;史.R仏J)I~と点下 )({tl剖Jrリiγ ジ 7rl 会と仏教文化』イ千秋H 19% :l23 239 

rt 

r.ijlf t，，1iぷ 併せi1WI!1， 11. 111 ( J l.JO 手かHII版 199'¥， 19C)7. 2000 

求道と.t:lHさJr入欠救段.iJ}..・ 4念u命!lJ i及JfIf院 2000， 3 4:H B4 1"( 

rlll吃~J 'l'li!hL俗Ý.JÍÁi~在 J r以;え日f紀要J139 2∞O.:l )C) 113 11 

t王か 30:!.i， 

過去空隼閣の研究実線

約ηと救われ 1rlllliLのt'{ぴ』ド ピ4か~ 2似国O.10 69 90 n 

お釈迦さま r;.~融支(1. H:釘lらと;かった? rアジアを知~t!!lltWがはえるJ 小

ヴ館 2001. 11 104 115n: 

fk采仏教における他行の允はJrnH立乍仏教ヤ・研究. ')0 '1. 2002. 3 1 7 U 

!まか4.~~~ 

本学以外での教育活動

:松学1??大下Aryt研究H ('2α)()・2001・2∞2~p良)

学外活動

EI本町)J支マ-仏教学会.可IU叱;:叙公訴i"(;会. E1仏*7下ヴ

総本 禿来 clL 1，とりでゐ

略歴

1966_ 7 '1::0 1990 ¥友人 ・ぇ・11'~ ' r 'Iぺ。門的修 1:(文γ ・tl-!k ) 0 1999 ;("'{:問1:

UtJ;(k)o 1999 JtJ;、人 l..p:~t..:':先所t.'HJ 11M JIIl研究J.l.2ωo !li:主研助教段。

研究活動の智正要

fft文献を校以.~ている" Lに ruULJ関係の文献をdんでおり. r儀礼f叫 ・

.儀礼1F.4"':';の点校本~if，(Jω 1[ 10 .IJl{fl:i. r礼.I~.îlli放j の佼 11:に i正ψ しているo

過去の主要業繊 (2000，3まで)

rdi・~~命di抄初'H京J J，ju;U、0・f:，11lI¥ iMII!"r:行小斜1 1994 総 75I'~ 

f 11..j>:81t冷(1ft"，:1ft tl汝Jl研究Jfh;i?J釦:組I 1995 333 380 L t 

itU{型u午説.ntγ1:1f'ftl翁広Jm/訓t 1999 113 118 n 

fm干し'ltt!.f阪本誕Jr文史Jifi IL ，.tl! 2000 27 44 (t 



遺去2年間の研究費E綴

13MFiSぷalb;(研究後匂f‘y-07:12A322J21八紛 2000 307 314 fi 

r~主政学以亡史論J (Iml 2001 総 289fi 

経乍文献γfl(J~'l!li.û. r孔'‘(:υ ，1 ・ IIt*~I'~鍛γ術研.i.t 会論文:!J、 2001 462 

472 n 
ほかみえ3}'¥ 

l己自お よII{{ ι:$ d ~.h川

略 歴

194i.61E.， 1972波大え ・I1I文学。 19i5修上 (111文 ・!Jlx院)" 1!)791，，1I寺上料

品!退学 1979 !犯人Jcpy:部助手.1980 'lllî~ • Jt);(人ヴ!留γ198:~ 対I'~ し ili段‘ 1985

明治大'7:)(ヲiWi1.1jfhJi師 ・l'iJ助教{交を鋭て， 1996 "1'， *文併殺段。 1980'.[:9JJ 

から 1983'01'7 JJまで」七点たわII[q許'j!:ぇγ-系にて研修Q 1991W4Jlから 19921ト

31)まで北京大つれ11MJft・'{:ぇγ:系にて{1:外研究

研究活動の暗証I!

第一ふ li・問Jili湖期 (1920-25、を中心とする[111刻現代文乍史研究を主

テー?としお :ニ， IIIJB.'tlUJの符ili・1.'11"人兄郊の)("下!.lH!.!を分析してきた。符

!こ近年は.1980 90 {Iイtの!よ1.包!え化また文γ:についてらl見i心をはらってきた。

過去の主要業績 (2000.3まで)

約iliv)r ~疑』忠悦Jj式についての以;{，'d J 必J!:n :ほか勾『ぬili研究の~(:fJ

i及JfJi院I!J<J2 73 94 ii 

r fi可{下人のtJi; ，H)~ Ollとその波紋(上ド)J rlijj治大学教灸論集J207 237 1988 

1991 119 136 67 85 fi 

J次郷の'..rlt'1と rtr;守!Jの'.，引'1:- rI.文書~U を，btむ J ~制MlJ 21 1988 

1 22 f.I. 

，.~~独j号と別れるに i~ )た悶作人 I!m "1..)1' 1M寺教運動の".での衝突を中心

:こ~ rr)}..II.r~学会担lJ 35 1983 132 244 fi 

まか 13:.'ぇ

過去2年聞の研究業績

1'.海 .X人('1~J 救助の怠q体するものJrアジアを知れLt: 111; Wがはえる』小

学館 2001 60 71 11 

近代の小説 rllll吋思.111文化'l~glU栄i;(Xマ':UI阪会 '2002 464 466 (.( 

¥1 ，荷[1のrMJJ 95 



% 

( ，'} .. I')約i旦(1)...fi'I'f~I'II，'JI，花 aíC念するに lt! る腎rf' t_;IJl{~! "~(I.iß (1ぶという

yn:fヒのなかて」し乙附l'{行. ，刻i'G);;'? 111 ~(i'"JS. ;?(附1)，r ，!1 h J :H9 

1001. 11 14 ~b f( 

!壬 1)) .) ，Ij 
，_ー・ ー"・、

本学以外での教育，舌tJJ

'.l.u;U，( (A'・(:)..1'1'γ品;・11lf¥::C化。?;';1; (2000 *'え}

学外活動

'I'(':~社会之ftヤ会Cf l ・ ， ¥JII，勺). 14王国 "Il~・，'(:公

人木 Llt t 本 2∞2.4似ji'U負(ifT:J 

略歴

1959.1 '1・μ 198 J. :1 '.l.t人'X・Iiq I、|よo・r・~<:， 1')83.4成人Jぐ下院人:C・"'1'4よ乍 ・

修I:n実FA修 fo 19s4.')'I':1サ1，i!'j ilJ. I 1.)， ，，[: !こWi"?(19s5.1lよ で)0 1')86.3 * 六六

ヴ・院人文 ・附 1:以f'，¥fJ¥ fな1((j'JJil"(: 1リ86."Il!えU山l了、 1‘1H1l. 4 Jl. ):~ )，え"'1'.'官¥..;r.

'!i~ . 1989.4 ，1刈m受.1'1'¥:，4')(人文午句;助数投. 1 ')'n. 4 1，，1人声FL:人主社会系研

究H!lJJ~~十1. 19'J8.'l ~1}' ':r円) ?f:t1f，m 0+[';¥入学} JCl9!I， 8 Ilar...ard 

Ycnching In~til\uc ¥，i，i川 、‘ 1 3r (2償却 8まで).ヨω1.4'日大'1[，下主化研究折

助教!'1(f井fD.2001，4 '1.人'.-;.:.， r_~fヒ研;わJ助教!52

研究活動の儀委

"'II~IIJI"+;i r lyj.ltl! J;にむけるえ化状川 )(，，(:を'1'心と 4る)について. .i!創作文2.

11\似点;化.科本:1，tH立と ~JI，:t~人.hI 久:.....勾!ぷ人なとーのM'il川、ら険，;.]Lている，研究

の!T!J.1.i.!ま. IリIA、泌{i'i:C .{'ωh1t f:. )，1，1;沙 n-~ とその I，~ill

過去の主要業績 {~OOO， ~ .i C) 

目Bjf歩自じ rlJ款J')j;jf'fe ~c!!H主化研究，frtè袋1 10:; 11J1I8 '); :141 fi 

日~J -1~訂正当‘ニおける Ih版文化の研究J r仏白人γ x."(:~:紀明J m ')0 t主将紛り l

1991 176({ 

町J..+;の:まぐれ知l滋人 '，I.~，'};-.犯とtl州x.fI::J 必，.:Jm 1 !l'J'i :Z-'.I Il 

rィいl' の"'I;{~'・Y 火』 筑1';'，':I)J 1!)')7 245 ri 
。まか 23!.'，( 

過去 2年間の研究~.. 

~H.. '}p!f会 lリ IÆ~t"J 初 ï11: 1主人山、Mi.JrW:)J"(':J 99 200() 33 16 L'i 

"'f.l<lHj j r，'.O!j I ¥:ω ど訂以必人・‘r:{W弘興会 2∞1 Iflì~' 



rljll"I.i:it111キfllJ I則的会話{妓久のIlt界J1511ト1. 2002 297 r i 

lまか lOJJ.1

本学以外での教育活動

1，'稲1I1}ぐア:政姥学部 (2000.2001). 金沢大学文.'戸海1(2001) 

学外活動

"111m会文化学会(.E'tl'j(). 11本'1111<1学会.東ん引F会

小川トu光川q，O~.;・ 2

略径

lゆ94刊8.Iゆ0'斗生1:0 Iゆ97η3 止必u六〈教2炎主λ与iド~ 1977修 卜u:火〈，γ. 5点i反iυJ火1，:)λ。1ω97η91泌↓収i文b餅〕冗fω助n千'.
lω98舵21京i反IdυJ北tJ.火〈ぐ"'f:γ，火文"アγ:flil官潟lω助J教授. 1ω98釘7)点i梨!j文ピ砂研f似助J教t俊受. 1ω99ω2 !点i友L文lω研iJf数綬 その11品ii ハ

イデルべルク人

研究}活苔重力の綴要

私的には， I J 111< Ilujにおける桃f戊の仏様のr，IJ却など. r'i l~" ，[It).j.[アジア絵l由i!とを

研究し，公的には. IItW(l(Jな'1111<1絵Ifhpj: ~'t fiや|の維持 ・担i;)，を'itっており:-rJ ' 

|碍絵Ilhi*訟のi刈録 絞紛.liJiJ後制』への制作を始めたところである。

過去の主婆研究業績 (2000.3まで)

~1!7'LIj 1の名1II11 :1ルJ~ • Ii.然 ・終D!!から事1)熊までJr鈴木1;&)¥:;'1，巡IltJI己念 " "1ヰ

絵i曲i'と論:!lU 行川弘文nn 1981 "1'. 25 85 Ci 

f人:(1111災)J~機絵~. ( I:) ("，) (ド)J了J1<1 q~l 1120 13 30 h 112 1 33 49 (L， 

1122 9 19 n: 1989 iド

"Thc COJltinuity of SJ.latial Compo、itionin Sung and Yuan Landscapc Painト

ing. .， in ¥1. K. IIearn & J. G. SmHh ed.. Arls oJ 1M Sung and Yuan. ::-':cw 

York : The :'-Iclropolilan :'-lu.cum of An， 1996 pp.339 366 

1 1 1'11<1絵1111 1総合同総統制. (JC制)令4~， ZNI巻 368(i. 第 2，Q: : H5 .L'i. 

安i3{!;:37IU.~j4 主主 633 n:. liu;U、'"Nll版会.1998 2001 

IJ.か401.'.i.

過去2年間の研究業績

~.It:.t:1I年代の桝l 御殿と・:.t:ホ:m . (:~;<併後についてJ r ll~ 併J 1255 2000 17 29 

n 
r 1I 本吋|什空1 1 1'同給，!} !A:研究重JJlí，j 斗ユ ll!~ 't'ー'..!-:IC{~ ジ "1心 5LiJ 勺 1 -1>-にお

1-;る11'1同絵Ilhj史研究の動向とそのIJA'?! 'A.:)じ11!j(¥.:を小心にHJミl*r!よい命附』

¥1 J軒!lの活動 9i 
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10 ソウル純['<1災保:jIiJf'究所 2000 11 69 í~ 

叶iJij- *アジアの{¥Y:í:'~ I血1・'jf. flJ司令J1276 2002 33 41 f~ 

{まか 35.r.1_.~ 

a論文4J，';t司その他31点

本学以外での教育活動

!-IUt人;ヴ:人..下院文字研究科 .:x:'戸;事 (2001{Iミ1交)

象外活動

.xi鉱:j1:ヴ:会(代t<委Ll).w.}J乍会 Ci干J義il. [JiI際t)，f_jJ'予行会議.1m計{;[1)，美

学会.文化財保存修~1"{:会.1宇j教|文1I象予会。|同 4・" (制11新ILHfIJ縦w委U，;た術

史研究!tflJ (閥 tl.台湾人:t;.!空5Wi史研究所)紛紛~JJ.

4長欣'"o M (2002，3 ('EJIJ!i，誌の

略 歴

と1966.11 位。 1988:Jt以人つ1-・'1'1時文'下来。 1ω99引1j北tJ点;λL大，、'i:入火;，?乍、ア苧y主':1院L災.1;. I巾1)1同吋近代J文

学 . 修 1:二dJぷ2裂IH'れれs4:修fι内 lω99引1j北tJ必iぷo大〈学L必↓収!i洋宇l;"ρ、下'f;'~つ、1下;

人人J学院 '7ジ7文化研究 .ド附!草IjJ上.:'1深z諜盟F符t修 {Q2叩00∞0見点L:よ主ω餅F問の併f究世機提i関均砂研f'j究'eLμt2初0∞0ω2l'iJ 

任期泌 f。

研究活動の担軽婆

'1'同の近代文学から海外の情人文学へと悦野をlぶIf，'~1i人文午に 1メ i映されてい

る，多文化社会で'1:きる必織やアイテンティティの俗、'r.i品A'lLまたその社会の情

人イメージの変~なとを小心に研究を進めている。

過去の主薬業績 (2000.3まで)

“'1 ヰI~新待"派3寺諭-!Q(，f'!こ傑袋二 r'[1[刈現代文ヤ研究11~ l'IJj 2 1992 139 158 

n 
i ，ljf，Jiドの.It.r訴え:化人たち Dff爪...56 1995 48 62 n 
ilfullf，! 災JI)での文学修業~ r しにか~ 3 1999 102 107以

í'‘い'~襟2い l以災色の彩" の lドイの ‘仏‘11 -1>ぶ;砂研f究..~ !必』ぷu必iぷL大，γ干':1[い'1凶吋J沼百【中|い'1同弓J文どAマ学{:仰研f究，毛士

2 1999 83-100 C( 

過去 2年期の研究業績

P4長攻、lfと・'.kW:刊文乍n大会..I rアジγi鐙'ア:J13 2000 101 115以

「働総と‘幼州"文.11'1...r京文脈紀波...140 2000 +15 45211 

ff毎担Aと・愉陥時期...ItJ;lX)I't rW:xlílf*~'旦:.1 141 2001 325 364点



本学以外の教育活動

ιc(i:it)ぐ亨:(2000・2001旬度)， x.J;U，( HIi期大乍 (2000"!;I([) 

学外活動

w.}F'f:会， [[本'l.rJ4学会， AAS (ASSOCIA TIO:-¥ FOR ASJA:-¥ STじDIES)

南アジア部門

;Jn納伴氏 ，，，.:， -:."ろん

lIIi! Hl 

1948， 3任。 1970京大粍供。 1990経済学問上(米大)。アジア終済研究所入所司

1980 -*文句F助教疫を後て， 1991"ドよりl，jJ教授Q

研究活動の綴要

ジゃワの12村地域を小心に，インドネシア経済のHt:i:と現状を， *'対アジアの

他の11ヰ々や，，*などの滋合とlt校しつつ研究して怠た。*点火'学によるインドネ

シ 7 .k.γ:日本研究センターへの文段・jí~のコーディネーターも務めている。

過去の主要業績 (2000.3まで)

『ハグララン *ì\i~ ジャワOHの'，;{と m利』アジア事手前研究所 1979 

)(lγ202 ti 

インドネシアI::.!HH前ぬ例~J"，'(.'nJ} 1988 316 ri 

rqJffll ジャワ I2村の粁~i汚変災 チョマル/{JIの85"I'j (糾汗) *)ヒ砂f~世間(.\l;!

，;(大γII.lJ坂会)1994 ix+<l78 (.( 

『ょ~Ü将アジア段村允阪の H本と組織 近代[1 .-f>:との比校からj(縦_，)f)γ ジア

統的研究所 1998 256 (:i 

ほか多数

過去2年間の研究量産綴

インドネシア紋tliU文谷新.'}163 x.生'S{i:秋 2001 220 (i 

8mealh Ihe Smokt of 1M Sugar Mi/l :Ja凶即日 Coastal Commullili.s during Ih. 

Twentieth Century (Coediled wilh Fran， Iiu，ken and Djoko Surjo) 

(Yog}'akana: AKATIGA and GadJah 九lada じniver.il)' Press‘ 2001. 

xxii+313 pp). 

rm皮1持 岐 点Itiγ ジア!と6 N!u;l1!!終前の繁栄と ìA~議j (例li')i';.波.1:-rtl; 

¥1D 1百nの活動 99 



l∞ 

2∞1 xi + 3-11 PI'， 

ほか必;c2 .r!~ . その他 10J!，i. 

本学以外での教育，孟動

Jtぬ.i{i人ヴ:i};"t，';H(:.!OOO 11'":0 

学外活動

アジア政粁♂j!:会【'，l;~fjjl'l! tl l ) ， W.I匂アシ 7火午会. );(/íl;)";:: '~!1十Ji・ J ア ωf究セ

シ?- "t外研究t~J) r. (:.!()()O，I-:1002. 3). .ll:.iilj.i{i)¥ヴ:大マ:院I}， '{'liJf先H附1;.11尚

31法政教fI研究セ./~ -6Jf冗L1 (:!O∞.4-2002.3)， II~際協力・li1;[:J rインドネ

Jγ ・ スラウふシm"';~1泌 .H引悦!日1 1t"t ~!~ 丙1if:U公HH20似1.4-2ω2.3).

l吋際協JJ'Ji受l剖勾紙派itli.'jJl'j攻{インお手シア大学11ふ研究-t'ン 9 ・ I~ -技術

jH得)(2瓜)().3-2α旧日.4.'2ω1 1-l!I)()I.1， '1∞2.3)， fl......イン、本

恥ワーク (WJ(I:).U

I\H~ IIm.m f.か1・川S

略 巴

'(，0ネ，

195;. -IlL 1981ふ入計'I". 1・"_l3内 L(経済学 ・1主人) 1"81 7'シ7経抗研究

人柄.1986ラング ン外l吋Jγr院f'{/学 (1988まで).19'13ミャン 7・限定γiO

;t.hll!rtiKClliJf究Li(1'門.， .tで).1')%γ シア*M研究所必駁. 1"ltl，*文研助教

綬.2002 r .. j教段

研究活動の緩要

ミャンマーのlJ2付i出 JJ~I!; 小心に例会w.所の~t史と且』状に1 1\1 するIilf・114t-if勺てき

た 刻(I:!土特に.tf~，局 I-t-a， rl の+，1;:貨とJ;;iH~L会経済の変行とωI\\H，f"およびそのl1l!

滅的必貨について.x.似'í'iHω分l時 γJ.!.態 J~i'tの..)の}jli.Jから研究を必めどけ

る

過去の主要集積 (1(削.'!までJ

『ピル?・ヂルクの米l'付 F 社会I.~ 1"-、官;ドのttトtffO"rJ~研究 I，{ ，11 -12雪

7ジア粁抗日ff{，lfr I!lつ'2 X i 2-t'l ri 

、拘ン 7- 1付限な li比i喜子 i!il tへの ~~ír I OWl':之介制 r7;./ 7'l王，ft.>.iJ 

"TT Iilli反I<)C)C) IJ司 IJ J) :.!'n 3l:l 11， 
ビルマにおけるw由iH11の IJW:Jと i辺l~ω 岬 (j~( I;~J也 II~ (f化iJ.:と宇一

ウィンの rCll1l!~，iJI O:仇lllJ を '1 1心 l二 j rlJI納作伐t;JPHI?Jγ 〆 γ の I:~~.! íVL~ 

の111>とおItl .i!i:代11-1..モ 0)比+~IJ ら』ア戸 (ffift研究ぷ 1fJ'IRfI11JP 



29 60.ri 

ミャンマーにおける段付IiIJIU: ':日移動と紋業i格制 J (rアジア経済 38 11 

1997.11) 2 24 (( 

l也

過去2年間の研究業績

.[Jli¥:ミゃンマーのl;2付経済 移行経済卜の俊民とJlimitd!413il大宇:I ¥阪会

2000. 12 、339ti 

ミャンマーの(IWr;~.製Wi:fflとfJH午位以J(1 ~ìl文化“ 82 2002) 137 163以

rピル7 'lJ(による l別ゴL の仰泌JC: ，.YiNuiu判アジア史以Jf:'波，'}J，1i 2002) 

701 726 f! 

他4点

本繁以外での教育活動

.!-R);(外[時ul~}ご'{:外側必''[:il11 (2000・2001・20021f)立)

学外活動

アンア政経γ:会. ~dlアジア ~γ:会

柳I事悠めf';å.~ れ はるか

略歴

1944. 11 '1.0 1967 *大 ・料不 1970*大大午政事長治・ It，l1I経済学 ~fl攻 ・ 修 j . 

ぷ~N修( (経済ヴ:修 1:)0 19721..1 r.1f 1:~ l'bM乍. 19931'" 1: (経済学)01972 Wf黄
浜市伝人;'γ:文I'W't自~; '，Ij.{で議自P.1，;)助教授. 1983 {J:.*';l大'γ京汗文化研究折助教

綬. 1989 年よ り 1，，1数段。 1976 11:に氏外研究 (~Iゆ。

研究活動の概要

19 ・ 201附山おインドの限付桃iiEのぼ史的~!f!1Jを t21E労働行などド肘l(に焦点

を、"1てて分析してさた。 下織物xiなどI~~H . Iillrliの小r'tfについてらJS察してき

た鋭化は，インドのf，J!t2.特にトJft九九イi地の変動を分析している。

過去の主要業績 (2000.3まで)

Socio.economic Cha1lges in a Village ;11 the Pad.φ Culti凹 ti1lgArea ;11 South Ind;lJ 

(Tokyo: lnsti[ule for lhe Study of Language. and CullUre， of A.sia and Aι 

rica (ILCAA). 1985. 321 pp.) 

rt+iインド 11会締約史li)f'J;:. ~X仰f輔i作 成J;した下II\~会 J991 405以

バ Centuワ， 0/ Challge: Caste and 1m・:gated Lands in TamiLrUldu. 1860s to 1970s 

団 所Ilの活動 1101
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(:-¥ew Delhi: ~lanohaf. 1996、XII十323pp.)

“The Handloom IndU'lηaJld [ts :Vlarkel Slfuclure: The Case of lhe ""Ia-

dras Prc剖dCJlc)'ln the fim Half of ，he Twentietl、CeJlltlf).'・ IndianEco-

nomic and Social Hislory RelJ;ew 30 1 (1993) : 1 25 ([ 

ほか 73，1，1.¥

過去 2~手間の研究業績

fl930年代の災f:JJ関係とインドJ::t化の -01111削l秋IlIJ交・従谷11'[人Xf~ "1930年

f\:のアジア IJ~際秩序. ml!<H 2000 237 259以

Fインドの環境問泌の研究V~i}U 1占的暢子制 r~H\: 1匂アジア 1 地域研究への

Ull寺 *)-;(太子':HI版会 2002 {ド刊行f.a
「付昨年共トl利川J也の減少と付均~~I 会の変災 柳i'事 悠縦 r.!J!.f¥: riオアジア 4 1m 

発とf沼.I:.ll~ 見!J;t人J乍IMx会 2002 ~ド|司íj'予定

その他 7J~，t 

本学以外での教育活動

横浜[吋也大学人1m教f1学i¥il(2000備 2001lj:f:立)

学外活動

11 "*'件]アジアヤ:会， [fql深約¥i庁、戸会、 1:地;むIlJ支1!γ:会， アジ7政経'学会. fl会事t

j済~マ・会. I援史午研究会. 見ui学会

qJ'H 4X，'~: fl/)・3とはり川

略歴

1946. 12 '1:0 1972 *大 ・文 ・取i手史"i"o 1975 * k.院 ・人文 ・栄作!とP31:・修l:

修了(文'1=修1:)01987 Ph. D. (カルカッタ火)01977 *文例助手， 1987 (財)

*洋文1.li附パユネスコJUアジア文化研究センター凋俗資料京U. 1988神戸大1'(:

文ヤ:(111助教授， 1994 JU)(liJf教綬， 1999京文IiJf附J;.LlJ.!u'fヴ:研究t."J線センター教授 ・

1:任， 2002 *X:liJf教段。 1993ロントン人;乍SOAS徐:LlliJf'先日《

研究活動の被姿

h町民地文配II1J インドの礼会経済~.とくにベンカJレ地}JのJ:.'l村山を小心に研究

を1fってきた。説先{ま.インド ・パキスタン分級生lJ¥'f.のr'f此の分析や. I判アジア

における公共闘のJf~llXの 11\J!iijに関心をもっている

過去の主要業績 (200011'3JIまで)

Agrarianミyslem;n Eastem 8e-ngal c.1870 1910 (Calcuua: K. P. sagchi. 1994) 



xi， + 337 p. 

~Rε ，011..1 Pattern of Lal1d・rr""f，'r in LHe Colonial Bel1胃al." 111 [.0<01 Agrar-

ian 与Otittil目 in Colontal Ind，a. l'd、.P"ter Robb c， ..1. (London. Curzon. 

1996" 250 279. 

rl1t料の '~It~，と 14 ムガル'，''(i114からw:IifIインドへJ'11央公ぬn 19'18 JJ_符

{分tJl: 205 413 W 

インドのWll~地{tllll~ ・ II} 行 J rnil.!i，品 1~lltwn.~1! 23 -(.;アと s-uν バ

(1 '100 ij'代 20{I ， f~ ，.. (' ~il!l t'H，ム 1999 1ヨ') 179 ft 

過去2年間の研究業績

Co-cdit..d "i，h ¥Ill，hirul Ila叩 ， 7百，Unfinishtd Agtnda:λ，'alion-bllildmg in 

SOIl/h AslO :¥ew Odhi.:、IIllloharPubli，her-. 2∞l、，)36p.

1・hcTran、ferof Lconomic 1'0、，，'rin India: lndian Big Bu、in~"" lh" Briti、h

RilJ al1d Oevelopm引 II 1'1・，nnillg，1930 1948." in the abo¥'c hook. '247 307. 

. tl')迎行 'i~. の 11，1; 11 本市の l~i.i1!iムイノド uυ，;t人;γ:以H'.え;化bJf冗州制nア

ジγを知ればwwが比える』小ρjJ:P.1'( 266 277 ii 

!lか 5J~，I.. 

Mn:l JJ.t.U興局!I.!協力 1J11. ほか4JJ.t

本学以外での教育活動

引は f人7火PI'油;(2【削 {j.，史上 中央大ヴ:総fTi攻:むなお;(2002 iP!!J 

~外活動

日本I'H-1' :/ 7' "i:会.!とγ今';j';:;， tlJ， ~I 会tf済史'Y会， lndian IIi'lOrv ('on-

gr..同 (Li(c¥Iember)， A""lIc ~CIl，，.y of Banglade.h (Life ¥lernbcr)， 114 ¥'t.j_( 

iJk'{:I"l物館J七1，;)研究1!(2000." JJUO， II~ \'t.l\J.品、学的物ftl'il臨1!史研究 ~llhl 公:l.ntセ

ンすー'KL1教佼 (2001.-1 J>!， {t=) 

1.付勝彦・かみιl: Ij. -)CJ: 

略l!:.

19H. :l中。 1967京大A'i". 1 '170 i.I!人人マ院人文修 l:m'，'修(0 1内98ω日|川申 1:(之

‘下'j:. 件必i人火;)λ。I悶97ηl見点t人J文之たど，♂予、下f:;~jl助r、. (ω19ロ仰73まで)，1ω97乃3!点ぷj万'ift砂研If'究先会{“uf:究i先ピII(1ω97沌8ま

、)， 1内97鴻8凶I乃:t院メ太大，乍‘

l門<)891.い川"叶，J教j授受。

h冒婦tlの活動 103
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研究活動の再定要

1 !'l')'l If!こ. 10 1・S己dカシ iールの持議案7ーナングヴ T ルグナ，，)r“内ヴ F

ュ・7ーローカJ1:1苅寸る研究J~~ ~ '{ンドr'DI!. '(心研究J ~ 1tんし た 11ド，

A::¥'i'Ji，;!f r-"ハーハー"， >' Jω説，パをIh版"1である 1，，1"与に. サJ 正'1') ，トJ与

命，) liJf'ft む事~~!j'している

過去の主婆祭績('20()()..lJ.で)

カウティ，ャ.~fIJ~~ (JD ( I卜)lh~交えl'lf 198.J 909 t't 

『インド~， ~lliíial'll.ÇJcこ，t!けるJ:..'}J経験 アピサウ r グフタの Hl~~1 .j J I~! 三Cliif 

純白{犯人:""1，"} 1'1'10 j2R (，( 

r，‘tiヴ γ ・ ''J-J (，JU n政之W 1")92 2;0 f( 

『イン~ ，tj~ξ山._jt.... Jr. 7"-j-ングヴ γ ル 7ナJ)dhv311; fll心』決定VJf開;~

( !.I[人:11¥阪会) 1'1'1'] 6:11 it 

1か多欲

過去2年間の研究業績

ラーシやゾ ーカラと川;Jrl}lI~告純市川 1'.i:;Nt，i~i:":..{d1l! J (p大H'2000 pp. 

485 +98 

"ミ cont同 dinion In;uJc_-. b¥ .. ¥nand:lvardhana" jOUTlUJ1ザ ()mnlal R"同町h.

LX¥'III LXX. ¥1削Jr，h.2倒的.pp.53 68. 

，m tマー ! s' J ~ 1-6 ~ i正l';<，'i;，/} ~∞Z 4-'.1氏 4.，6f( 52-1 L 

603 ii 56;.n '，1)7 l'i. 

'ま市 13.':.'. 

本学以外での教育活動

!.I.!.irλJ'‘主主;学;111(1 リリ日 ・ !l'1 ・ ~()()() ・ り l ・ 02 '.1'1年)， 川村γ:I':'I//.，・j')，ヴ:J( "j-!: ，'1i~ 

( I!J99・2000・01・():lq・l.iJ

学外活動

11，.... .":j)，支7・仏教字会("，，''&u). 11ふ仏教7・12. ポん学会(;i!.五11). If 1-1むf

ン j.~?会 (fl! 'Ji)，仏ft.!.l心!?会 (.tぷ!l. J. {ント以2!史学会(PII'JO.IHI tlil人

'~[Ii研究会 (... f..JlW. '訂正υ、?:仏t'o・'，11'会 (FI!・JiW

，)u 1己 {zif!? えも・o， バ

略Il:..

1948.7'1'" 1'171 ..!A:x"I' I'JRli Phll (マールブルク人) 1 'lflO )L州史的入学



，;Mli (1984まで)， 1984 側、'r.l~h)~γ:持物館WJ 子， 1987.12114、'r.l(/j主γ:昨物舵助教

綬. 1991!ねえ;研助教綬. 19941，;)数段。

研究活動の媛要

ヒンド・7一儀礼の形成とJllWf.lにl刻して， ウ'"，ーダ後JlJJ文mJ¥からプラーナ文献，

7ントラ文献会111心にbJf究，また， .ltインドの(~Hの1.:1'H焔 ziや{氏カース卜の儀

礼の激のj~!kと分析をfi う 。

過去の主要業綴 (2000.3まで)

Die Catllmuis)'a oder die altllldischen TertialotJer. Darg出 tel/lIlach den Vorschriften 

der Brdhma1J.as UTld der Srautasutras (rok下刊o: 111川1渇t山il川1I叫efらorlhe 5t凶下 of Lan-

guage~ and Culture of A~ia and Africa. 1988. xxii+383 pp.). 

"The '¥iagapancami 品 Described 川 IhePur晶nasal1d ilS Treaunenl in lhc 

Dharma-nibandhas，" joumal 01 the jaμT1tse AssocwtioTl Jor South Asian Slud-

ies， no. 6 (199+) : pp. 1-29. 

The Formation of the PりaCcrcmOI1¥ゾ Studienzur Indologie und Jranistik 20 

(1996) : pp. 73 87. 

"The Auwmn Goddess ド軌(1¥ω:Dc，cribcd in thじ Puritt;la.，" in Living wit!h 

$akti : Gcnder. 5exualit)' and Religion in Somh A，ia. eds.λla回 kazu

Tanaka and :Vlu叩 shiTachikawa (Senri Elhnological Sludies. no. 50、O拍 ka:

X剖 ional¥.r"'Cllm of Elhnolog)'. 1999ト3370. 

!まか21.'.'.¥

過去2年間の研究業績

儀礼と〉if教 F官f儀礼としてのヒントゥ-{1:IIJ1 j"J~ ・ 1釘卜武ぶ. Ill.It捻鮒

『地以のt1t界*11:ぷ配の地域!と..1111I1r1ll:!ii H 2000 14 45. 001 002 

お li);~' 1'1然を統べる例l々 絵JH住総 ，.r 1 然在日の人税ヤd 総樹，1~ f1' 2000. 

131 158 

“h lhe S昌rasvala!'!剖 truthe Vedic Pilgrimage?・ rtub，tl教t'!jJ: illや:i.I'記念、ぬJl.l

?と:JUCイ千秋fL 2000 607 622 l' i 

lまか 4J!j、

本営以外での教育活動

111央人;・手 (2000、2001.20021f1ゑ)‘ *以外Ililú[~大学 (2000. 2001. 2002年度)，

j、阪大宇 (2001"1:1良)

学外活動

11本向J)え ・仏教争会， ".-J>:民政'7:会， fI -1>;1対アジアザ:会 (JI判f). ~↓uí学会

¥'01 ，百t1のil.!lIJ 105 
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J ).凶作 k!:.IM・吋l'(2001.4採/1])

置略書 疫

iω96ω9.s，生i主:01凶99幻25以↓10太〈 .〉文Eλ宇F手， 1ω995 !必4必i大J火〈ぐa乍、

1必4反o火;.)ノ大〈ぐ，γ学字:院人文社会J系長 .問 iトe渓f'れ'日Jt修害fι，I博噂 l'()ぷz♂乍戸刀)0 1附99白5;文ど均泌w行必付?アジ γj派尿i治i立l1鮒Y許f 

，乍下制l瓜立によりI耐t刻tインドf¥'/'‘下戸 (1ω997まで)， 1998 :'¥1ichael Coubon RcseaTch Fel-

low (Wolfson College. Oxford). 1999 11 ，f，;-'j!:術桜興会特別研究11(2001まで)， 

2001 I↓ix研助手

研究活動の後婆

古典インドのt'f.下文献守特に， BR91解釈・下(ミーマーンサー)を小心に研究。

インド内外の#ンスク 'J ソトリ.+:rm，鵠代，批判校江思忽.1.\L!研究に従・J~o 刻イ1:

はクマーリラ (AD600 650)を小心に研究を絞r:tている。

過去の主要業績 (2000.3まで)

「ナラセル」の解釈学 『シャパラitJにおける bhav払 kriya.bhavana. 

F インド析乍仏教'下研究J3 1995 47 60以

，.k知対象企!hiiのー鍛形式と新l~})):t!lAi:への迎llJ 5a barabhawaにおける

artl柚 palliとapurva，?仏教文化研究治!.I!・..12 1998 28 57 fi 

anhapattiにおける virodl司令"仏教え;化研究論:!j..，j3 1999 47 67 (.( 

The :¥Iimam.a Conccpl of Samskara and ，he 5am，kara in ，he PrO間出 of

Cogni引 nga 可Word meaning 

:1.:J 11 1999 1 24fi 

1也命え:3点

過去2隼聞の研究業績

pUfva.varna寸anlta・唱mskara，J{オアジア研

ReconSHucling lhe Dharma-abhivyakli-vada in [he :'¥1imamsa Tradilion. Thc 

M句、. [0 Liberalion: ITldolQgiωI Sludies ;n Japan. Yol. 1. Ed. Sengaku 

:¥Iayeda. Delhi: :'¥-lanohar. 2000. 167 181ft 

S円 ip'l.Ire，Nlen and Heaven: Cal同alSlrUClure in K山 narila 's Ac [iOn-lheory 

of Bhavana. r印度F34仏教伊研究~ 49 2 2001 1031 1028 ti 

「インド噌!lt!解釈，、yfの法d京、冶 勾111と 'VW~の tt:み分It.> ，.仏教文化研究命保』

5 2001 26 50 r..i 

ほか。命文 2，1，

学外活動

1 J 4>:EIJ[史学仏教学会. n，j;:1句アジア常会，地f.)j乍会. インド!ぷ氾!!}!乍会



集崎 J弘従i Lr~~ 1<1 (2∞J.3 IT:JOlhおn

略歴

1965.7'1:.， 198<)法政Jぐ下'I"o 199.~ 必人 k.γ院人文科'下研究科修 1: ，;~lf'，\修 f。

2∞0.10 !Uk.人乍院人よれ会系研究科1'.91 "判'，1'1 i 't JW~l修 [0 I'J')5 [犯人大.~{:院人

j(社会系研究"ティーチング ・アシス 9ント(1997まで). 2∞O. 11 !4文at研究

機関研究i~ ~ω1.3 まで)， 2001.41H1丹11:人以)j研究会研究tl(羽化に十:る}。

研究活動の内容

インド説品研究。りに 11，{I:インド説，~，r;~!，& rブリハ y ト・カ7ー』のriポ研究。

刻化は.r 7' '1ハ，ト ・カター』必{ム本!二取り入れられた.ljf!i1f i' 1:姐とする

ジームタヴ?ーハナ物zf? のÍL;板泡fll~について.縛 1:翁えを執事11'。

過去の主要業績 (2∞2.3まで、

均JukiPura lJaのJimuta、:ahana物Jfi..rr~JI!r~(:仏教乍研究 XLI¥. '0. 2 

1996 92<) ()31 fi 

Hara伺何tacintllmaniとJjm白tavahana物，ift rFIll免乍仏教学ωfl't. XLV..'¥0.2 

1997.3 42 4~ .1.) n: 
HaracaTIla口nldman，の GUlJat/l抑伝説.r l1J[~s仏教乍研究 Xl. ¥'1. :¥0. 2 

1998.3 51 54 (1.) fi 

Brhatkatha起点主流とじ人のウa ィヂィヤーダラ申ム輸 Lrけjγ シア研究J10 

1998. 10 74り111

lまか 3人

渇ヨ'<2王手間の研究集積

筏Ill-;;他制 rllr~，よ AC'F114典J II英社 2∞2

学外活動

II~EU皮.，字仏教γ:~. 1.1ノド，v，jアジアヴ:会

ノ〈イitf:i.L:SJa，い L ，川 (2002.3 IT:Jgli~ {) 

略歴

1966.7'1: 1989!U人 ・教徒 ・数:a'i"o 1992 {I'*大大?:院総合え{ヒ ・J山級文化

修 1:ぷH'i1j)'~ (0 '997 I"JI・?I・ぷN修[I!町JUJiil? 1992 96シャワハルウ四ル ・ネ

ル一人:，，{':~I 会科'j哨~f!/:史'F科博 1:凶!i'，'. 19'17 cl ~・'{:術振興会 t!f1)11研究dPD.

2(削J，j.fA研JI常勤鴻師. 2∞1 9.，[文研研究開問研~u. 2∞'l11l1lf:JOIIll'4 [。

1・ 噺11の{，r.動 110ヴ
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研究活動の綴婆

尚ア j アi!.i:smlt!においてムスリムがl見!わーた政治や思忽!のwlmを研究するこ

とから始めて..ij，\ (fti . そ ).l らの11\1泌の検~II ・ 汚後に.礼会や事f.iXの波ぷを~妓

するような必"織を.;mめている。とくに. ll';_近の研究対象にしているのは.E.1イン

ドj下.Itl!域や点 ・5↓utiアジ7.1tl!減にIIlI，r司ネ yトワータを維持していたムスリムの，l'lj

人!刊と彼等の|刻わった政治 ・ ~l:会のi.1íJ:\1J.!.úである。

過去の主要業績 (2000.3まで)

、'AnEnquirγinlO lhe Slruclu町 ofPun・h・lami，m in India: The Phase of I回 10・

Turkish and Balkan War.. 1911 1913.'・Joumalof th. Joμn~u A時間alIon

for South Asian Studies. no.8 (1996) pp.58 89. 

「オスマン初主:奴.ìlli!fYJ とインド民鉄.ìlli!f~Jの然合と +111'ぇ:ムハン?ド ・ ア 1) _そ

焦点としてJ~丹t!iLrits論 58:> (，対 ・ *市アジア~t.J~ ~n 1999 46 59 (i 

(~~li:) r尚アジア系移民 1f，J之およびII~JUJI足分J;0出'(i特定制k史研究"旬7

ジアのt，~.iil~品IJとネ y トワーク l ディスカ γ ション ・ ベーパー 4 1999 255 

n 
“Jνluslim Y!erchant Capilal and lhe Relief ~lovement for lhe Olloman Em-

pire in Tndia. lB76 1924:・JOUTlZl1ltif the Ja，μnese Association for South Asian 

Studies， no， 1 1 (1999) pp. 71 103. 

fまか 13/..~ 

過去2年間の主要業績

I対7 7')カにおける経節1'1111化とマイノリティ ・ビジネスマン インド ・

ムスリム系ぷ料製.ittru..{:/，~長!(，.の・μ伊lを小心にして.J，将幣 ・IlIill1・f榊n舷l発

するインド系コミュニティ ホスト社会とのかかわり F J之総行特定傾城bJf

ブピ Itiアジアの桃必i~I~Jとネ y トワータ」ディスカッゾヨン ・ ペーパー 13

2001 43 5B瓜

イントと環インド作Jll'W 1990年代以後の好j斤俊光):みがJ桜IJ自とその附!と

がJ，iiif1L.[lq際政治J 127 11ぶ[14際政治学会 2001 1 J J 131 rl 

rl~印合弁 . f)t封q7 ，チrJ訪のh賞、1と包HJH1910-20 "I:ft ベンカル的地.h.~の

di織とムスリムI!百人ネ y トワーク rlJ!H文化J82 ¥j 特集 "mベンカ'ルr:'J

Iltwの.，Ii担1"2002 77 136 

!まか:>}.'A 

本学以外での教育活動

機浜市、工大マ':[14際x(ヒ乍.~f~ (2000・2001'r(:l良). f黄 i兵|同\'1.人・'~'l教1守人 1m マ'::¥11 

(2000・2001'rド!吃). l-!.U(lj人;学教{iγi1f~ (2000・2001~f'良)



学外活動

11 ，j，:，Yj-r _; 7 ''f:会. [J.I"，イスヨム協会.社会w斉史学会. Il-t..:阿佐政治学会.

U，'史乍研究会.!.U京外MaltjJYf・入，¥iVf j~llIlliJf';'dl (2∞0.4-:1∞2.3). (ll-!) [f 

本11<1際1:IJ!Iil研究，jj-委託研究L1('2000.4-2001. 3) 

久米 IfJj!よ， (の I.'~' (2002.4 j;l:III) 

略 E

19tii. 10 '1:.. 1993引稲111大学 ・政治経凶γ郎 ・左手.済学科'f.. 20叩見!J1Ck・.{'，k， 

午院Hiri学研究科 ・ 降士zZf12t11{なl(~m泊1111必'f:o 1998より戸l際日4正之化研究セ

ン7 ・JUjJ研究(J.. 1999 2002.3まで[14;/.1(紋下降物空白 ・地域研究合Ilhj交流セ

ン)i-. j'-Iu1IiJf究Llを総て， 2001.4以~filffuf究機関研究u。

研究活動の被望書

'9 111:紀後、l'から 201'*寺山jij'1"の11-1.:幸子済史ら rアジア制定員nト の観点からliJI 

究してさた。大乍銃11寺f~::l.， Lに II~，の前ii純物l業:を研究していたが寄与μF放ひ今

後は. f 1本を合めたアジ7令11¥の'!l.'i'fiと.a11染をめくるア jアHao立'(tの実態をゆl

らかにすることを研究の中心以凶tしている

過去の主要業続 (2000.3まで)

... " 
WJ:，'"内、
ルィ ・¥.1・カレン F 英i同級会?iHJと 1-1ド;(，4江氏8史学問物釘;. !tl!，.~I~f JUト，Iul

公mtセンター r地域研究冶U!~ VQI. 3 '¥0. I 2000. 3所以) 17-24 U 

ピ-)iー ・マサイアス r災11<1治会?ffl の傾倒 <f司、;r.L\;Ij~ヤ:ド.!}物館 ・ 地h~研究

Ii" ，illj公:imセンタ-r地域IiJf'~~命 ll. Vol.3 、~o. 1 2000.3所以) 7-I51't 

rh~â兵dj~ u・2守料糾 5・戦H与・戦後ぅ労働.iill動..(第4_':'i: _lJチャー f・テ〈

ラル苅u報告J1995.3) 405-5ti2口

過去2年閣の研究業績

~H純t結市jの『外[iJ と拘J}見本官il llq~.îぶ文化研究センタ一紀'皮 r11 )...iJf 

'i'i:J第 251.U 2002.3 223-239 n 
i!，j!下アジアと 11，.j三 本*:;1と妙司，'11;・JH刊に 111勝手ム縦 r~ ローパル ・ ヒス

トリーにII'J11てJJf長IJ;(，引1j 2002.2 :Ul-218 fi 

堅持外活動

II~際 11 ，.j.:点化研究セン$'-. JU， i1~Jf究tl (2002年度).社会経i点火・手会. I:j出

品IIJえ史学会

lI i去IlU)i['f.l 1ω 
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[1可アジア ;~Wlj

鈴木椛付布川

略庭

内-ti.9・1.， "q-O;英人 .ih'f.? 1句71df人大学院i:Yr:・孜治 ・修 l-C1fZ修 [0[LlJ 

11トルコ九ぷ-:l.9ン fル人予mヲ (19i;，まで). l'li9 'J!人人??院問 1-ぷNi!!'学.

[LlJW';::U;j担民民会AhlJliJf:先[1， 1'180:{大;ょr:tll助 F. 1982 [IIJ .ill~. (.，JW千!:::i人学

*~1i部ち JI 常勤混紡. 1")1，，出火大学院IJ‘£ ・政治 .r.~ l:fl:Nt't [， il?l'!i上uU

人) 1983 lJL;cr，Jf助教I受. 1 'l'H I，，)-*~段

研究活動の概要

ωf究対象ふ 1'4 アジ 71山J，*であり.すスマン信~I i~を小心に. イスうムII'Wにお

ける， 1 )政治体のJC配制lt1t主任:ェ"ート. 2) Ilt~l秋巾 ・ 政治的統今 ・ 'イデ

ンティティー. 3)文化とれ会のm"t.の3分切にわたる。

過去の主要業績 (2倒 l.3まで)

r寸スマン符i叫と f スラム!~WJ 東京大学lfl阪会 1997、11十:l4ori
rォス 7 ン 1'7i'11~の守'UJ と.L ) 恥』点以大ヴ:111阪会 1993 XIIl t260 l'! 

『イスラムのまからパベルのmヘ オスマン情[司におけるぷl~Jþ.の統合と Jt

(rJリブロボート i的 3251氏

「スレイマン人治的I~ ..!ス γ ン付lの人J宇~HI と宇崎1たら (1)- O>Jr以文仰H~宏』

101 171r!. 103179以. 106 35 9+ 'i 1986 88 

過去2年間の研究家繊

オスマン.，r，'(í<lの解~J.. ;c Iヒ llt~: と (IIJ民!吋:ぷ』次郎mA 2αlO 238 f.i 

mふしがわかる7ジγ己主ヰー

ばか 10~!'t 

本学以外での教育活動

h-LコJ(宿符}何llWIJ}ffiH 2償問 29-t (i 

l足止;.NJIf，)ぐ‘?k?1淀文ヤliJf.)'tH(2000・01WJ支).見11む ~'/，'与大'i主 ;t:_'、(:，~i; (2000・

2001 {I:/.立).段li:...j<.i，'1，A人下il;''(:;1il(2000・20001'1'1主). hVil~dj ，'!.大.'t大γ:院l刈智詩

文化研究科 (2000・20001lP!l) 

学外活動

叫i凝11}..J(化研究センターJULlj研究11.米以外11Vt入学アー 1・..'7 Jカ研究



婦JU"JIuf究n.国立民族学防物館RI"J研究n.r'ど?l量よUWil~Ll. J自'1'#')"(:

会・If務J..}[<・日.... ~;.:- 1，エン恥乍会(1，'~f.6PJ! ;li， r;:-'Jエント』剥!.I.!H1>.法制・'1!

lF会tw.~H1. fl-'I>..I'IW?会..rぷ0.LIふw際政治'下会日干ぷu

;tJIII IF. illlた卓三

崎医

l<)j3，711:.. 1976京大.z・史'戸市、 1978 J.tλ;)ぐ手段JとF・県II'史 ・修 l:1.242

修 (0 1983 イラン午第3Wil~7 1: (バ'1:"J; 3 k.)~ 19以ヴ':!~"j !民間会堤防研究U.

1')B5 ?術品Z興会符)jIJtJf1i::L1.I')B6 ，;ail;tI;i I.J.・f大学文学郎助教段. 1989 IU .~ IiIf助

f.di. 1996 ケンブリ，ジA?'.I!.H学調n，m~f'fi:U. 1997 !.I!X:Sf数段。

研究活動の疲要

ベルメア:，Jill:料とはよ火;Ji史料 (!-Uインド会n:之内なと)を川いたllt史的イラ

ンIItWの政治~.制度以!. (Jlidi火IiJf究。イスラムill築史の附究内 19;λ;ベルシア脈

i J'，f己研究やfヨインドir.ll~w史!iJf究

~去の主要案績 '2000.3 ま ο

Islamir Urban Studí~s: Ilutorical R~I itu and Pmpedi凶 (co.edilor). I.ondon: 

Kel1;an Paul lnlcrnalion.ll 1.1d.. 1'1'J.1. pp.365. 

モヱクが語るイスラム史'U!築とJ'.{r.i依})J11':)と公JiH 1994 251 n 
『シヤルタン『イス 7ァハー J応JfVf'fi: 17 tI!紀イスラム1<司/:'lldiの1・1{'{U u[ 

ょωf;従l刊 5起点火'下/11阪会 1990 41:> 11 

『制限 1:シャルダンの'1:がL 1 ・じ 11t*~のヨーロッパとイスラーム IIlWJ '1'央

公泌$@: 1999 313 n 
はか多欲

.-去2年間の研究薬草書

二〆ヴィ一朝とイスファハーンの栄光Jr7ヅアのぷ!どとX:{!:河 内7:/1

'1!J (IHU'f英:ぷn:.認知)l!JjJj)11時計削 144156ji 

パンダレ ・ アゾ、ースとベルシγ i1"ìiflj~HtW J rlJti~と字紙冗J 757 (2001) 1 

I'.1H 

f(';il!(イスラーム詩興J(人J'j(+11)、ら;， r， とJl制) f~i:皮，'}J，I ， 200:l 124 7 U 

うち執llftill84 .'，'.( 

IllJ・ ifA

晴 樹11の必勧 111



112 

本竿以外の教育;舌量う

学科院大乍:X.''J:郎 (2側 ・2∞1{j'~~). 1説、義烈A'r:x: ，，{: t.ll (20∞{I・I<:U. '，' 

hil!llkワ;C'1:{;!i(2()()O {1，rlU. 人取外 fl~ ，!:A'f: (2∞01]'1主).熊ふ人γ之宇部

(2001 11・11). 九州ノ1，"'/".)，':ア1犯人ぷれっそ研究!t;:(2001 11・l(r)

~外活動

II -1>.tI ' i.1.!乍会(.f'I!'I~). 11 本 f スうム協会(~干:.&W. II，jd リ r.，/ト学会，~

~.'l会. *1下史研究会. j141~jアシ f研究会咽内除アジア iよγ会 (f;1・ f15.f'1.!・10. 11仏

伯草学会(.f.ぷ[.1).SOC'N¥' I()I Irallian Stlld."， (Edltori.，l IlO:lrd). Socié lC~ .、，.

atiqut'. A、、OCI3uon伊 urrnvanrernc-nl d~ élU氏、 Iranitmu~，.

AA研Jt(.，i研究n.!IH.1(依切開物館共(nJ研究u

例I;.J Li. [ )t <， >1，' 

崎医

1961.9'九 198b!花火 ・え・

修I:~'l! f'Jf~ :. D'¥Q IR人人，

心、;'k'f， 1989ニ p ーヨーヲ人ヴ:人'f 巴・工i耐火 ・

・Jぇ・k術史修 (0199;-， 1 ー .).;午大

学院 ・'s.術'.t:..・Ph[).似j'J .::.)._ヲ4メトロ干 Jデンx:術館イスラーム郎ハゴヮ

プ・ケヴz μ F ，?2研究[1. 1<)'1， 'l'j同夜民事、7・ h9~勿tnì:rï 2 研究1m (のちi守

物館1(枚乍研究郎}助r. 1'1'1'1 ，.1.( l(研助教浸

研究，舌動の援要

114アジ7. 'jI央ア ジ7，Jtγ7 'J jJ におけるイスラームUH~の災体r'どをヘ物11

fiH&V'え:.j-:fif:H己 J，~~J\ 'てf，Jf允 ・，1，1ftを行っている) ~.\に 1 :1-14 l'十紀のモン

コFル時代におjるよ:fl::の市内公mt:二関心をt!jつc

過去の主要業績 (2∞0.:¥正で)

¥¥'ilh S同 fano("art崎川.l'n，;01l 'lil" '¥c" ¥'ork: The九1<1.01則 lil3n九lu、cutn

。fAn. 1993. 46 pp.). 

伽 Th"Condilion 01' '11"， .¥It'，ropolillU> ¥IU'ぜum of Ar、、11111)九h冶hnama

and the Re('OIhul1口1011 01 Ih ')'cXI.-In lIIustraltd POtIヮandIct，c Imag.s: p". 

5ian Painting of thc 1330丸 and1340 s司 b¥ :¥Iaric Luk<lI' Swi，・1帆 ho、、北iand 

Slcfano Carboni ('¥円、 Yt)rk :・I'heλlclropolilan¥1..".川.of ¥rI. 1994). 

129 1+5. 

-Tht l/khallid Phalt oJ 'f'aAht j SIII削 man，"Ph. D. di、、(.'rt.ttioll "引、 ¥'orkL"m. 

刊 Nt'.GradtMI< Scnool ..1' ，¥rh ，1Od SClencc. [n'lilule nf ['lItl 人rb.1<)9i. 



lii t i8'l pp.) 

「言1:2市 スベインと γ グり fj 抗7;含 サファヴィ -';')J とガージャールや~l J 

r ('1 ，'，M1f(説l杉十H中持。Jrt1tWJiHj).什叶'H !-Iurω I-!'"l 17 {B イ正ラーム』小

ザ:釦" 19叩)(73 84. 221 2J2. :lb2 幻 1，3<11 394. 403 110. .118. 424 425. 

428 431. H7 .1.18) 

l王。‘9点

遁去2年間の研究祭繍

"Per"an Til，・、 011I・uropean¥¥'all、 ('oll，.rting llkh~nl<.l T，k、川¥，Incu:en(h-

C町llllr~ I:llrnp，.."八r、Oriental"XXX (2000): 39. :;.1. 

五:id〈.J・ツル-~ ~ ・ ブ :/'λ ，( 'J. ムXJM. (';政 ~1'，I ，. .)∞i 付7t.i

ま古 8'λ

学外活動

1ふ.， !W?公. 1I..t:-t ')エントヴ目 ~l (三'1.1~瓦♂1)， 11-1.::(称Iと.F会. Colle雪e

An A時ocialiOIl‘ Ili'lOrial1' of hlamic An. Soc，ely fOJ lral1idl1ち(II，h，'" ¥Iiddle 

Ca>l Studiゎ入、、OCi，"iOl1. rJ<j \U(}j~ t i'!)物釘.JLIte!研究H

後藤 191 t， (2002.3任期II前f必験}

略歴

1941. 7 '1'，0 1'lb5 ¥li大 ・文・J.i!if・党本 I'Jb7 *人Jぐ学院人文 ・!-lii li '1! ・ 修 I:~

rU'f ( 196; (似)!約i:之Wlilf:先I.j_;. I%H(Ui) !.RlrAJ，・J(附日ユネスつ¥uアゾ7

文化研究七 J 世ー研究U. 19;8111形入学人文学部助教授. 1 ')86 ~， .I .fH告を経て.

1')8 i oJU Ot ，f:(f妥 (2002.3まで). 1 <)'14点え:iilf'折i主成び点火，;f'&U必びに点rf?

;z献セノ$1 -μ~・ flHE (1996まで). 2001.5 '_j，[';L).ぐ‘f:7， ~.~ .fx j'";l 

研究活動の織聾

イス手ームIIfW CiW:'史のJWl日を.地球M.:!史ω人ばpたのむかlニ(.ziVl-Jlrる作ま:を

車工絞しておζ〈よって、、る。また. イえラーム1世界史のIå初期の'~..f.的VJf}'tを総統

しているc モ乃 Qと Mてイ 7ン ・ ヒ/1'ームt~ rffh ¥ r， íι』の制，J~を. Jt'，;)f'f 

ふと..."'"おこ ti，...，ている

過去の主要:t繍(20(J().3まで)

ムハノ Y ドと7 ラ ブJ¥Ul永野il1flllll;fxJ"l 1979 232 l'i 

rJγ カ イ正予ームの昂l"i~1 会j "，!)~~~治主l. 1991 I'J7 ii 

r'JC興 fスラームのllIi，li性J(jU~~) III~紀 ，%J 1992 7b8 fi 

11 ，lill oÎ)i，r，!I.~， 113 
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rィスラーム IIt.w史』以送人・'学教tf保興会 1997 150 ri 
過去2年間の研究業績

制JI 文化l宇ttT!こ見みるイスラム 11twの I.ld'望 と，)~4~J 総合IJll允研究織t~i 2001 

163 ti 

rィスラームllt!と物rilLnN}淡H 2001 338!'i 

r .gU¥:!こ，[，きるffi， i fi'ムハンマドJ県i;，友人="f:・!-liif文化研究所側『アジアを知iれ

';'11ト採がはえる..IJ、午釘i 2001 

ほか，r.1 

本学以外での教育活動

栄作大学文"f:;'ffl(2000・01lf:'え)，欣i!i}ぐf:(2000・01lj:I支)

学外活動

(社) 11ふイスラム協会(周1・Jc_k)， 01:) 11ふ;オリエント学会(.Pllすり， (H) 

1 1 1 県U~ft会 (PH'Ji)， n ノドl[ JJ.l.[学会(.P~'Ji)， [吋"1.民1広学問物館地域研究介l曲l交流

センタ-257ヰ委t1， (lij)ボij;x:W.l在任研究Ll.その他行|

鎌川繁ほfこ l:~ 

略陸

1951. 3 lt.o 1974!.R人:x:本。 1976修 1:(文'字 ・*大)u 1977"ッギル六乍イス

ラーム学研究所約学 (1982まで)， 19820，，1.[人X:Jl.H (1984まで)， 19840，，1.[;X:li)f助

教授. 1989 11本学術振興会カイロ併究センタ四派.ifi(1990まで九 1995 *文研

教俊， 2000ハーウァード太子:近見1.1Jft文11)l'γ科~L1研究11 (2001まで)，

研究活動の様婆

イスラームの炉11泌jlg;臣、を，p心にIiJf'1eを1i..，てきた。シーア派の神泌!ぷ忽l(イル

ファーン}のIltw鋭 ・人1m(~:，;.魂)微を.ぷtIt};資料に )J~づいて身叙している。と

くにクルアーン解釈のI:¥I!通にそれがどのよう伝|提iわっているかに関心をもっ。

過去の主要業績 (2000，3まで)

『モ y ラー ・ サドラーの:益魂，~ rú勾1をもっ fíたちのí~i. ~忠 校dr .ぷil、i長

ぴにIf;~見」イスラムjど12!研究会 1984 27Bpp， 

凶 ThcFirsl Being: lntelleCl ('aql khiradh) 剖 lheLink bClween God冶 Com.

rnaod and Crealion according 10 Abu ¥'a'qub al-Siji'l晶nVF1iijt研紀!公

106 (1988) 1 33 

~I'総仁みとシーア ・ イマームぬの111会い 77イド ・カーシャーニーのプ己



全人mA，『飽縫と神もさ t巾lド1:川~ ， fンド .イスラ一ムの

~互f元s樹鋭. )大c砂明i守守常~. 1ω9tH ~山<1 1 31附0 

イ '1勾'~，よへの参人 屯; 1 ヤ・ ・ サトヲーのやOJl.!解釈~ P~:IJ~ モ人!ilU IljJlI 

w ・ 2接III~:縦， )..;I1W:t 1υ円s '1似j-'223 fi 

~iか 89 !.'λ 

過去空年間の研究業績

11' f'~の革新 モ y ラー ・ザドラーのずルγーンil‘角1Jrえ:"?J 1 4 (2000 q: 

7811り} Y;波打fJ，49 66 (i 

力1ft鋭としてのクル Yーン Jrf:/fを知れば IltWか見えるJ(!l.!J;(大学史

i下x化研究場自11立/， I'm-ll'~ι合)小マ釘'! '2∞l 

シーγ派..t二ど m絞イスラームh~UIU i'・J波m.u:2∞2 

1:1:IJ， '2 }!.¥ 

品命文5Jlし その他6.'.t.i.

本祭以外での教育活動

(， i'州人‘戸数1tシステム研究IJiJ允セン$'- (2000 '.!'，込). ~以↓~J必i江L外l川l崎4乱れ'"Ah 

γm郎~ (20∞0∞0，20∞0し20∞021行!ド二斗!史変)ト. jf盆U'幻v火三乍看“t針;1汗守~'学'1:左勾』羽11 (20∞01 1句l'守I~比[)

~外活動

11 ふ:tJ エントヴ:会{問I ・ rオ J エ/ト』編匁委ru~ 安LHえは 2(削，6ま

で). II)..:;~教学会，-"ニ・・ ，JlI!fJr < PI! 'Ii I.! '2∞1.<')より1). 日本イ λヲム協会

(ぷぷW..主主't比較らぬ ・Jと化研究所 (PHlIO.宗教!と'7;研究祈. I~ 命以仏学問

物館JU，，]研究[l(2002，3本 v

4~ -):;_ む句もと か引， ( :200 l.:3 'rf. ( f:舟'/:(11)

豊富 佐

1970，νL， 1992 ¥u成人 4 ・疋..: ，. ~I・世 ω95 !l!λ入学院ノベ ・J'f:史 ・修

1'''U，'t1 r、1996>l.!A人がm 人i([ 、，'オア文化研究 ・hVI..!t~ I.J. 1')% 

:2001県えの}助手. 2001 .Itiilj巡入学人 f'叫え .~:~史地主主え化助敏低 1 <)'川 19<)8

イラン. テヘランノぐ"f:人;どf:日甘えっ!:j.'fおよびlf止'.1!_1.lj門凶，1;Du(.1ム"，)でu'外li)f

:1L 

研究活動の綴婆

fスラーム3行事L:会におけるサイイド ・シャ jーフ(fJ'j，Uiムハ Jマドの bD 

lニl刻するlt絞史的研究を.J.¥r.'Jしている..I}UWnにイランに耐久をおき，絞らの

市計IIり活正J115 
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系Jit文献を分析している

過去の主要業績 (2000守 3まで)

サイイド系消文献 新党外知:1)刊の*ll介 Jíアジγ ・ アフリカ f1t~と社会iiJf究』

例1リ:;- 1996 67 80 fi 

ー・Shiklgiri-i-ilm・iall，ab-j Al・iへbiTalib dar qur白n・ichahi，rum wa panjum・1

hijri:' Maja/lah・" Dall，shkadah-'， Adab例制・じ'/um-i I，rsani-j Danishgah-j 

Mashhad 29 3 4、1375Kh.pp_ 261 296. 

“1・ncFormation and IJcvclopment of the Scienre of Talib，d Genealogie鳥山

the 10th & 11 th C'entur¥， ¥liddle E"叶 Orientt/vlodemo n.‘. 18 2 (1999): 

541 570. 

F サイイドとゾャ }-7 ムハンマドの・~とその Ifn統 r'l;.波誠*Ilt界わ史お

10 ~ 1スラーム11ゅよの党以』山被，J:r，I; 1999 293 315 i'! 

1也3!，'.¥ 

過去 2年間の研究業績

“A Prelirninan Stud、。nthe DiITu誌iOI1 of the NiqiJoa a/-Talibiyi 11 : Toward 

加しnderstandin耳ofthe Earlぅ Disper，alof Sayyids." in The lrif/umc< q! HII-

man Mobility. ecl. Hidt:l'llibU Kuroki (London: Kegan Paul International， 

fonhcomin耳).

サイf ド4給樹占封J系|似附虫刈H川i日l必1弘lのω研f'j究t 匂門J川lリ1.訂凶!丹i. 記:りJの 0必&見昧'"とその gぬ;命命FI!可唄Ln佼E佼~)!.たl

，究先J7九43~りJ- 2却0∞0∞0'0旬|守 2 12. 76 (i 

1!'II1!íと J~t{1 内7 ジア・ ~tア 7 り;力(1スラム1I!tf\:) r史ヴ総誌J.1103j， 

2001 W 316 32011 

l出iJJi 

"命;Z2 ，1.'、しその他2}，'.~ 

本学以外での教育活動

Jt愛γ':l';'ll jÍJ栃II~際Jぐ{:(2000， '2001"1'1幻.北海必Aγ:)ごY院文句会問究科. 文γ-

11I! (2001 Wf立).

学外活動

~手会. [1本111*'下会. 11本イスうム協会. オリエントヴ・会 (2001.5-)，r材

、，i.l<JV?同物館JlIooJ研究u



凶際学術交流ネ:

I~W，j' ゲイノー ゆδ凶 fレ丹ー (2001.11採r!J)

i1! llt 

19+7.6'1:， 1969オーストラ Jヤ|叫，'t.大'アネ(J.l;U下'‘(:. 11本乍'ぷ1"1) 1990修

1. ( 1.刊入学).2000 1'.9 1: (ケンブ 1) 'y ;，.-大ヤ)02000 2001ロンドン大乍

(SOAS) ~I 本~;~教師究センタ ー研究L1 (Fcllow). 2001. 1¥ !-IU(lilf助教授。

研究の綴婆

I1 ~>;，教!と. 11 ~!J_l，笠t~と l町内政If.f~;，教政策.特に. 1111仏分鎌令。修験.ì[j~.

q.Jに. .攻ifi.経泌のnli，修験滋儀礼特に. ト界修行と;tjJJ¥修験道の秋的。

過去の主薬業績 (2000.3まで)

"The Realit下 Behind五lusuiDokugen; the ¥¥'orld of the Hatamoto and lhe 

Cok佃 in."Journal of jat刷出eStlldits‘16: 2 (1990). With Kate ¥¥'ilclman 

:-Iakai. 

"The Akinomine of Haguro Shugendo‘ an Historical Perspcctivc." Trallsac-

tions oJ tht h山 間at.onal白ゆrtnCtoJ &slem Studies. 1995. 

跡J~ Shapen. of Japanese Buddhism 1994; Islamic Urbon Studies 1994咽必sm-

lials oJ Bllddhism 1996; 8叫 1hi.flCosmology ¥997. 

指..!lA Cenlury oJ Change・Castea1ld 1肘:gatedLal，ds in Tamii叩 du 1860s 1970s， 

1996 ; 

過去2年間の業績

?tfi，~ Go印刷 8uddha2000; A HistoヮoJja.μIItse Religion 2001 

総'U- SlalJt! EliltS in lhe Midd/~ East (lnd AJrica， 2000; The ωMゆtoJ TerritQワ

i1l Islamic Law a1ld Thought， 2000. 

"Shugcndo・TheState of f'icld:' Monumenta N.φ，pollica 57. 2 (Summer 2002) : 

207 227. 

学外活動

2000. 10 CSJR Seminar:'・HaguroShugendo and ，hinbul'll bunri・ 2001.1 

Scminar of Religion and Cender. SOAS:・FcmaleExclusion". 2001. 4 Briti，h 

，¥;，ぉocialionfor japanese SlUdies:刈VhoFouncled Haguro Shugcndo:し同ぉ a.nd

¥1D .酎l!の，[，劫 117



118 

Ab凶e:.of a Founder Lt"!cnd:'， 2∞ト9British A品。ciationfor thc Stud、。fRe-

Itgion.， :・ lmpか 10胃 Reli!(同'"Rdormation-. 2001. 9 CミJRS、mp。、ium.SOAS. 

"Death and Rebinh in th也、 ¥lounlUln."



附属.!-Iu下乍研究↑!?報センター

1<深夜}tt U 吋

略歴

1953.4-11・ u[人 .H"I"o 1976 アシ γH~削íJf完 'Yr 入所， 1981工ジブト派.iLi

( 1983まで)， 1 <j9~) アシァtf術研究叫;)J椴， IIIJ"I'.I~ X:研助教低 1998 I .. J教授， [1 

);"--;:術ゑ興会均イ口iJf究述絡セノターu(19'18. -1 99.3)， 2∞2 阿附H凶.4~促i紅li汀T

4勺h幸報型セン夕-Ij任I 

研究活動の犠要

エジプトを'1'心に初代アラブの地域IIJfJ~にlf~ り制 lんでいる，これまでの Hi研

究テーマ !1，エシフトの綿花経済と位決労働.労働移動.ば'11概 ~J1j1広.以付のm)J

i持iE.E212資本I.~~ψ. 現代アラブ勾I.rul:人 ι民衆~I'-Jmmなとである。

過去の主要~m (立以附.3ま<:;)

nuアラブ社会~ftωt再開J (事Jr.)アシγ絞済研究場 19川o3i7 f{ 

rq'J-R 政治 ・社会J(地域研究シ!ースロ110 {!;) (制民)γ ジア村抗研究所

1991 2B2 n 
f-!Jl代アラフ.山iU/iJf党のための1'1:.1: .lJ.I，込!的心機とお2のナフタ J ()I能式次

話 rql*:.nl'~における政治tf~~動の山I1IJ アジア絞術研究所 1 !l!l3 3 

4-Hi 

ェソフト ìl'!'æI:tll!主改革のf守口隣，刷Jt健三 . ~1fI隙 ・ ~ III~? .沼『アシ

アのim淑:1，111正 木干'J川の効本化に1;'lljて』新説翁 19'16 11'1 4;)9 n: 
ほか多欲

過去2年間の研究費E繍

71パの俄・)i"1・をdiむ .!JH¥:エシプト社会における性の象徴性 『地域研究品

川 32 "2酬. 1"2 3i 62 fI 

「アラブ b筏の~U~. 本付幼 :・ nJ('.:t~治IJ n出i或への民匂，J (地以の1ft~平氏:

12) Ifl!II，'H'; :.1000 14;)2 n 
"The De、dopnH'lltof Etat;，fl1 alld '、，1I101lal Bour'leoi，it，' in E胃"pt・ in

Akiraじ，ukied， Slal~ FOrm11lion and hlhnic Relalion5 in Ihr .¥Iiddlt Ea5t. 

1百eJap:1n ('('ntcr ror Area Stlldi白.2似】1pp. 219 233. 

¥11 所11の前動 119 
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t王か3HL

aiヒ6点.その他2.. ~<\ 

学外活動

11 ..f>.1( 1*乍会(lIH'J~) ， 11-1-1 ̂.，ム協会. 114. 才り L ントっと~~， 1 q ，'t!~~:''f 

仰物館jl;I，iJ研究Ll

~dl 1犯行 ‘e・・ 日川

II! U 

1%5.12 '1:... 1'188 ~W;:入学文ず l' (x:~?ffi)美術史'?H不全)0 Ifj'lI q!j;~人''f:J(

~?~主 1: (大学院人文外a下旬fJi:! m 1.~'l: f'，l (浮攻 !A.fll xl体:r1!)修 001992米J;t

人-Fえ:'ji: i~lIWJ l.. 1996人千11えや世1.l'Y:45i官Ii~lH 1. 1999 * ;C IiIf助政授

研究活動の綴婆

研究f.JtJ或はW:il， ~.';に qlll~絵(1111火。W:γ ジア文化凶においてイメーシかどのよ

うにJtfjされ. l~~'Htされたかを比較 L. イメージの'1=成 ・fl:t器 ・受HのlH'，'を

氾究、例目1)のff.，\，'J諭としてはI~n:時代のi由jP';;1面l家たちの作品を総統して研究

過去の主要集積 (2航)().jまで)

f"t~~~IJ;jにおけるタ . &J;Ui.lll その素材との関わりについて rxJ.h史』
1341m 1993 1:33-H81'i 

r Mc'i:{Il'i-物院耳H {b Uリlの松III'IJn本以送111版協会 1998 '11 n 
r，じIIW.~の絵11111 セン J _，レ IltIが帝II~の・fI!紀J I~I百IH <.JUJj) 大fllえ「許可青山

1998 173 L'! 

r .I.!，.i主:rJli l判明t 1JiIXI~J (主ルソノ ・ アトキンス;定~î1!iO の史的f"1. i;'1 • Iぷ桃とし

ての rr旬以1f.!1.!.:J とそのに.'111化合ぬぐって 『夫術!ょぬl?U 11> lfJ99 

49-i8 i! 

ほか ..1ぷ

退去2年間の研究業績

rf.ir僧以経1.><1811J(Jun .主任 1∞1 32 i'{ 

iらや11M・『後，;l:照自民i刈{U<手ルノン ・アトキンスx術館)の史的{町内 irll~ 'I'riJ 

1270 2001 9-2'.1 l'l 

1M);片手Ilhjに怖かれたJi!・IJ!lilh，1 r x.術史沿波J18 2002 b I-slil'i 

ほか翁X.7 J~.i..その他 2 .'~.\ 



本学以外での教育活動

，'flll・'?It'.:人ヅ:え';:i;i~ ('2000・2001WI~U，・'t jV/此J.;:'{: え;・7・ îij; (2001 !f"支). )L 

州人:''j:え;ヲ;，.. jl (2001 1J'.J1') 

学外活動

;，係l~と，，{:会 1!~"{:I': .iú~と'手会， 1 f .-j.:I!f.'とえ化'γ公.4t山11‘|古川物釘16よ，~fm

前 1; 氏ム

!!11!庭

19-13. 1I 'to 1972'，ぶλ・よ .*ir~!f. 1971 *)，大"r:lt'e人え;・.!.Iuf'_k. (!'~ 1: 

ぷw修fι1"JII'I'iJI'yL";j!W人γ:，1976 {f治大センター ・オブ ・工イ j アン ・ス

?ディーズ!こパート?イム ・'}サーチ ・アシス宇ント (1977まで). 197iポiY.x
I'I[~之助研究tl (1979まで)守1978 *六六'下院 I'.'l l' ，，~í'，!.i起 "f:， I悶97均9 -tη号A火~f符'ft，泌斤斤，戸つ、1i

J必tお;そリのi与パ{任T:J泌品印ωli. 1981 I"J助教授， 1982取ぷIUflVJ救段、 i凶98ω81，州sれ寸M:教文t綬受 〈ω20∞0∞01旬f'よ lワ)U~村{任1).

l悶996\点J以iλよ;旬例h祈f折[1μ〈校ひE泌4μi}大，;âド3ぷiはiトい‘4岐1I肱i在tひに止必~~仏1下、ゾJぺ，ρつ‘1下;

』以j以L伺1¥11λ火;ご，ツ、V下i:!見史必州』羽必約iれ[1尚+村jア、νノアlω例d併f'究究セン夕一教J段受. 2002 附I~l↓úr，，'{:liJf究M fI1センター

研究活動の綴薬

*lt4γ 戸~. fj'c人と"'1i~ 柄拘とのj侍史的な411iびつきを. i'i'r'jに焦点を、liててliJf究 -

}~ l'tをiiっているのそのl付待ri. ij"係i基金のメカニズムと t r(rrl十j.*1十j7;;ア1111

のtl'¥i:!tネ y トワータをlりlらかにすることである。

過去の主要業績 ..2000.3まで)

'I，[q近代宇f.i斤火研究'，，'.，j，:潟|刻財政と1m沿比l，Jjt!"H剖』以文句f研究械の 1989 

xx ~ 730 ri 

『近代IJ'1'、|の1'4際的契機J!，jU;(人"?rJ¥版会 1990 x + 315 (i 

ro;~lJ.'i y ステムと近代アシア i';. ~皮，':"，1; 1997 別 x 232 l'i 

'The Intra-regional S、川elll in Ea'l 八、ia in :'¥Ioclern Time.... Tak制 hi

Shirai，hi and 川 PelerJ. Kalzen>lell1 ed. l\'etuc~rk PO山 r.Ja.仰11 and .:1Ha， 

CornellしJ11¥'cr'lI、.Pre，'. Ilhaca andしondon.1997 113 133 H 

過去 2年間の研究3駐車貢

~I'純人1"1.. 1.克~u:v; 2000 217 if 

t山政a;命 統治!とからみた地域と泌域1~地械の 1".界史 11 之内己の地域火』

illlJlrl¥版 2000 p.81 132 

*からみたif'Jのアンア火 1r i1rjのγ jア 1 ifrjのハラ 7イム』行政.':1)， 2000 

明 IY，11ωiMJJ 121 



122 

p. 103 124 

学外活動

社会主f済!とa字会 (PIPIO r，/ r政try-会(l'1!1 n . j:!'縄県教i'1Hl会 n:~fI:'i子

:伝』制llH委tl

I~'，'jr.-~ i'主介か I L・A (2002.:i 1:::11]) 

略歴

1955. 1 'E.， 19;; ';:， L {教畏 .w:人)0 1980 修 I~ (文 F・'，l.，，)~ 1'lB8 'b;i大学

J\.，{:長人文科学研究~W I・"，!'!'J 'I\{主IW~1iWt. .J "..?俳I以;1-.awr-'J'l" (1990 

まで). 1990愛知県立JC'y-文・，.;::郎W}[il受. 1992 *;，(外IN~n入学γ-;PC • r 7りカ

• t~lL)(化研究所助教俊. 1000 I"J.fxナ-1， 2002以x:!i)f'fCWXl受 ({It-(D

研究，舌動の筏裳

ヒンドゥ一教 f シヴァ教)タントリズムを小心に研究を(i~ J てさた~ .í!i ~I'I ;f. 'I í

-1>:資料を用いるためのl'削除ヂー?ベースや， AA 6JfのCOE <1.戊プログラム|ア

ゾ TJI字コーバスにj主づく ~'(.f，'ìfU'{:のf:'.bX_.こらかかわるihtii学的研究む多L、。

過去の主要実績

Ml!II y ヴ?教m院 (ma!ha) のJl，r~. 8-13 l;紀 nfiアシ7研究』第 152 

1989 41-56 ri 

・・Dik戸 inlhe Talllraloka." r!.J! ~悦虻-;X: 119 1992 45 84μ 

ril~初期シゲァ教アーガγ の1Hな! r Svayambhuvaal!;ama ';1IJ設i¥11，rアシ 7 ・

γ 7  ')カふ;Utx..化(r)f究 48-49 I J' 1995 pp.65 80. 

「インドにおける「と会lJJ ' +íi~ ・ .:tJ lIi.政次tfJ3 ・ II，LJI.:~((~tl~ rときの

地峡史JI11川111版H 19'19 pp. 20 50. 

王か 29~~.î. 

退去2年間の研究集積

iI!! ~.j 1可とヒノ F 今 -if~ .阿均l主役 ・ 前m~:，，; rtHwの公約会学ぶ人のために』

II!採j忍包1れ.2ω2 '守J"1'11) 

"Prati号!h盃 in the S.iva Al(ama，:・ Slwfiιmtllt P叩 1'.)1"Il. <'d. S. Einoo 

(Oelhi: ;¥Ianohar. 2003). in pr<'" 

タランタ文.(. I ~~IJtlt.(るイン l' 系Jどは (HIJIII+1J1主持n) 1'1 I/( H ?oo 1. pp. 

198 201 (i 

ほか2)点



本学以外での教育活動

sj( 1If})('戸文学i百s• ).ぐ‘'f:院 (2002~J'I良!，j.!1II議集)

学外活動

fl.-f>:宗教'1=会(在f玖l!).i:j主教とH会'乍会.r J ，j，;1~サアジア'下会

六川'(i噌仙ι d¥'C， (200 1. 11 1.~1IJ) 

略歴

1966.6位。1991WJ.Il大 ・ 文 ・ u!H' ~A杯。 1993{FJ，j.!大 ・じ'U!築..p.，19951(，1，;] 
大λ学院 1:乍 ・il!築 ・修 b車問修{ 1998 ~ドli ，JI呼 J:J!I1fïltttl，'l1.lX f~}'.iId乍. 20011f 

~<~'l: (['1:)0 1998"ドr1 ~.-;::t~1似興会i!fj外特別研究n (2000年まで). 1998"ドベ

トナムlJ~ÎLハノイ ili次大・、'j!:7 :/スタント ・レクチュアラー (2001"ドまで). 2001 

作成文研J.UiI"'j!:liJfヲピ情報センター助手。

研究活動の披婆

アジアの近代位l~史 . /ífldj史のIiJf':先にtJ~わる〈 主に仏領期ベトナムのill~荏 . 1I11 

mを対象として，都市形成の:ismI.m産み引の変AE，伝統il!築の慨念の形成過n
Z与のテー?をit!í して，現地でのm喜の受'K . ~終について巧ー祭している。

過去の主要業績 (2000.3まで〉

r1j l[l~近代悠築総抗的I対縦J <Jun '11liilili築 1:，'lt IH版社 1996 80氏

へ，Tr炎するハノイの舵:.tJ;SDJ 9603 1996 36 45 n 
Fi近丘f~ベトナムにお{け7 る {伶E乞官むi織墨式に|閃刻する J広占礎tが的ド内J 正6研If究J it仇i

~o. 2μ4 Iゆ99仰7 87 96.c以i 

アジ 7ft築研究.1 ( J~普) l:>1AX 1111散 1999 325 ri 

PrestrlJ(Jtion 01 HallO; a帥 itecluralhtritage (J~l:) (Hanoi: :>Iha XUal ban xay 

dung， 1997. 184 !'u 

!まか7fi

過去2年間の研究業績 (2002.3まで)

エルネスト ・エプラール フランス人のはた ベトナムJHしにかJ8 2001 

102 109 A 

rl~せ fj 主義ill築の系JiIi I+iのモダニズム ・フランスb，'i民地での::tlt.lL r IO + tJ 

'¥0. 23 2001 195 204 .n: 
r l.I:lHJ t:外の~{r . rwt活動 11 本住吉語学会第二 IItw'if.~と初出 ・ 住宅特別liJf究

号m会制 rJ.Uアジアの僚史郎m. Wi:;CMr ' (封J~技術t日1.. n.-1>:ill築写会

¥J i斎nの活動 l23 
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2∞1 主;6; 11 

ほか;，li 

本学以外での教育活動

保J;Cik'!J杉A乍 (2000:./001 11'1文)

学外，舌動

FI ;f>.:i，lB長自下会(アン T近代~被よ，卜ワーヲ WG ~lL u'i ïtfW~.. 史目Ildi ・ !r. 

i;ll~JIJ研究委Ll会公w

W~! !，i銘子 ， 1.，，' (2∞1 3 itJI11泌n

略歴

1956.11生。 1979~Ü;a:J) 弘人γ.1 • it築併。 19811.lu; Uili ，'/.六γ人"f:院 ・1・

ill~産 ・ 修 1:，深t'.~終(" 1986 ìA~点目11 、'，.人;ey- ・ r ・ il!~ ' 研究生 (1997 まで). 199B 

1ノ引噂 J:¥}.tfX í~~ Cf:Vii只 I'~ I{ kっと)0I"Jll・!-Iuj(大ゐ7・1ぶIYX化(!)f究所41./作動。枠制

(1999まで).hl'urW4 ，'"人常人・・下院 l:?-研究f'.)I.:;~j')J ， 持帥. 19'1'1 'H -<.liJf K L1数段.

2001 泌氏ノご't!.U〆.Jヒ化研究IfrJI"ì~・量h i.~llib

研究活動の援要

イラン')と守ジ7， í ;，トを11'心としたイスラームill~史. r!S，li史研究がすー

?である。 ll.uj(j，'アイン町史跡，';:Júl.河によって-10 作成Iこ銭l~ されど'f ~ラーム

従来;J偽の'1j:r~のデ-7 ・ ベース化.公開を予がけている。

過去の主要業綴 (2000.3tで)

14j1t*じを代ぷするムカルナス イスラームil!築におけるムかルナ λ・ウ..-

Jレティンダ(ζl対するIdf'光 Jrll ~，il!築γ:会Jlï1bl系諭X. I~ '"・与O:~ 1998 

pp.211 6 

イスファハーンのマドラサ[.Ulかみ ill築形態と分布状悦にヲいて r¥.l.!:ij( 
k.ヴ':J).!l l'文化研究明紀明J13; 1999 pp.2o>i 294 

住吉Eからみたイスラーム ・口 fシ利下l世界.r:.'1同'r:w~ι第 1-I1.~イスラーム ・

1コインドt:~W 16 lB Ilf*t.!J j'，i1!U1J，li 2∞o pp.299 3:.16 

イスファハーンのサツァヴ f-側IUJのwむにI刻する，)}苦笑.ri~~成人ヤ'め下文

化研究所*o.l!J139 2000 ]l]l. ]，;2 206 

lまか40l.i 

過去2年間の研究築繊

ハキ 7 ・ 7ィ，.kll'!1~~ωI)-jも~{ HについてJrハギ7 ・ソフ f-(乍俳Î.Ç.~(1ft 



研究成111報合会刊行集J2()(1I J>p. 7i 89 

{ :/ドのモスヲに!!る彫刻人Jtrm 81"1ヘレニズム~イスラーム巧.'i乍研究

会J2001 pp.7i 85 

イスラームill築と?イル jr砂泌にも， f.つ色彩 ，'，近I!!ヨOO()([' ) 9ィ，

つ戸ザインJ';(，jll)lli、1オ')r."トK体1釦'( 2001 pp.25 28， 49ぅ・1 1001 

，命え4.t.'i.その他5di

本宇以外での教育活動

明浜l辺、工ノ、下人 j'・抗 l乍研究P {20∞ ・2001~P.!O 

ti'外活量、

i.Il~'{:会.ill契!と?公. tI':Wt会.オリエント字会

J I、r，lt.之'11i‘ 怪いけ J(2002. 3 (J JTJ i，l. () 

略 llt

1'159. JO '1.0 1982 )L州入学」正午郎 )~'.j~ )J体1・λ・字'H"Í"業('? f )) 1'11H lL州六'下

大学院文学研究将来守支術史~'H文t. l.!'W修[(修1:)0 1984 1L州 J、 ~t _)(ヴ''I1j;夫

戸美術史研究史助r.1')8;.; ~主 J;HI~弘文化財研究'ft古脅mfl郎研究U. 1(1リ3.i 

!lü;([14 立 ;z化財研究~~'S情報町村部 H{研究n. 2001独占ifi交法人!t川、x:ft:IH研

究，m'ifU P~弘主I~. '2∞1. 6 :WIll :5 '.R X:fJf徐:r~教段 f併{f)

研究，舌動の織委

点アジア絵l由i~. とくに 11 -1"ζ仏次世る1( 'lJq ・ 例鮮の仏教絵1，111i:'"心とする，1，1

(ifi1i:Mをもとに，それらの('1例庁.~JH'fにいれることで. これまでの米JじおよびJJi

胞の絵IrJJj史， さらには11ふにおける受お犯を1'1検討する成みを続けている

過去の主薬業績 (2000.3まで)

".*予防!ふflt1:~をめぐ，て，rJミUilill:先J 343 1989 pp. 1'1 36 

路fti!J.!i). ili安l<.lllの!I!4'f.( f ) (ト). r xi術研究J3'H・355. 1'1<)2. CJ 

1 'l93. 1 pp. 19 34. 28 40 

J\:iii!の阿弥陀 T~i伐と f':Wr願:1 ，" ， .1 r采術研究J362 1995 pp. 1 ~l :l 

ri山:n'.'f物院 ・ 時jA~の絞由IJ (小川|付i允院修) 1'14:欣送協会111版 1 !)I)!l pp. 73 

87 

11か 18.... λ 

過去2年間の研究集繍

l:iO1!仏1'!Iiの償分Jr，:':iliilB'd¥:の仏IJIIIJ! 1本語版時空宇t 2000 pp. :168 :3 76 

、I，f，II.)/品動 125 
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研究fi科 見心;f;l!ltH r l('! i鈴江u制LI 民(附. ~.!.心次目1略lh~) rX~J研'先』

373 2似)0 pp.49 71 

r 11-1>:の・'，f.:;c.{!，[IbjJ11 4、のみ綜r418 ~} 全え笠 2001 PI>. 1 98 

IJ.か6{i，

抗川 tti.，合え:8 /.1， 

教育活動

以Jt.k?文?iill(2000"1・:~n. 跡見ヴ:1;.1!.( (大下 (20002001 11'J.!l:). 

~外活動

美術史ヴ:会. !J!. Ji学会.九州佐保r"{~会. AAS 

鈴木 r;帯奈 川~ t:かや寸 (200l.3 jij1ぬ}

t8 R 

19ω. 7 '1-:， 1989 lぶ人 ・I• Wi¥1宇j機械 |ρF料不。 1992点火 ・:ぇ;・印jl['I"o 1995 

5花火大ザ:続人):_.WifIJ よ・炉 1}J;f'J修 (0 19961口j人γ:院人;01公 ・インドj(

ヴ・インド訂学仏教 J・的.._'，N..J'.(:. 1，川e“..1ボ糾lドf勾l'¥I!以.!;之CliJ研f助T.'2∞1 t悶守 J UたC'γ)(，央丸iホ;( 1 

J太正字).1‘"市，

研究活勤の苦複2妻

イン戸大Jltmuにおけるtr.思怠!1mの交渉と，その交渉にJ正づくmu同&¥の過筏

を. 1，;( 91!・9主主主の誠JmけをIIJl、た miJi対照研究〉に)，l，づき断IIJIする。また.

ribmn-San.kril f，Yj ;O.flKliLi (，Ir .'fj'1 ，求にも取り制lんでいるa

過去の主要業績 (2000.3正で)

':'¥Iulual [nfluence-，11"0叫 Ihc¥l;，ha、[lnaSutras COJln.~ l"Il1n阿川口“lokapri、剖lar・

sana:' JoumalザInd，onand JJuddhul Sludi目 94(1999) . 10 14. 

勾l米中~!U.tとし、 YJ I ki1・:DHfJ，.仏教え化研究会!!:J1 1 ')<)7 39 ~j ri 

『金光明経 /，[，.:長.l.iM，'，tJと『大:EtfJ. n長文liJf~'~J 13 5 W'l8 1 -18 n 
r );::.11経』のIHliしにもの， rイ〆ド何?仏教学研究Jj I'J<)8 31 43 fi 

(11)' 91.t 

2島去2年間の研究集積

r /，，1型住経系粁リIWのfiJf'Ji;'~J;()く γ|ヴ i ・~'r:i，，~til'j求ぬよ 2000 日;;， 522 p. 

"Thc Buddho1o船 ;111111' MahabhtTIililra Inheriled from Ihe SlIddharmot叫(iori.

ka:・JoumαIrif India1l 側 d/Juddhill Sludits 100 (2002). 

ザ rhcRecompilation 01 thc .Hflhlltarmirt，o抑 sulraundcr Ih.. 1nnllcnr" of lhe 



凡lah(l附 'ghalut，a:'jourruJl oJ IndlOn and lJuddhist Studits '18 (2001): 34 38. 

1まか6.I.I.~ 

本学以外ての教育，孟動

*J;l外14JltJJF外(I~.W下B百) (2000 WI't) 

学外活勧

[J 1々1:1乍仏教γ会.日本仏教乍会.内11 4- ~IIl'~{:仏教ヤ会

1・岬uの活動 1127



医 附j再東洋学研究情報センター (RICAS)

!.Ui ，;'f: lilf'f.:W桜セン~ - (Re，帥rchand Information Cemer for Asian Sωd-

ie.) !忠良jTty:文献センター (1966~1(，没i町) !こ代わるW:il文化研究成のI~{)o尾崎

設として. 19991f4 H 1111こ新ぷされた 研究情報センターは， rアジ7資料ヤ，

という研究分野を月富良する乙とを11的と l.mf>:t'f.Jに!:t， 7戸ア研究のための資

料を組織的に収集 .{i; &'1しデータベース化すること.および資料そのむのの性絡

について研究する乙とを任務としている センターの研究分野は造形資料学分野

と比較文献資料午分野とに分かれるhiii形資料乍分野ば，美術f'lオJ3・i主役 ・与JJi

資料 ・l(h史学資料 ・地問 ・帰絵 .H!Æ f象 ・ η1'tて~の .JI・文下資料を.比較文献fH:ド'{:

分野:ま，設x.やtIqj~';liに|似らすさまざまなアジアの .7diで J?かれた il~m. 新IHI雑
.， ~l 

斗"文JI.仰文"!;のx'ι資料を研究対象とする。センターの教'f1スタッ 7{ま. 1.込・

形資料学分野.rf!吋の教綬 .JlJJ教綬れ!と，比較文献資料'下分野卵、'iの教俊 ・助教

f受終1Iニ.それらをfili仇するlVJT' 1.さらにセンター教I{と協力して 7ロシムク

トを封t返する符u教綬 1からなる。

11mゾ'，:研究w純!センターは. 11 hUi下乍文献セン?ーの業務のrれからデータベー

ス作成や泌総悠Pll.IxJ例研修なと市立iJ-なものを引き総いで'_kli留するとともに. 1日セ

ンF一時代の点アジアをljJ心とした資料泌総の.illlmを帯主ポしつつ， さらに内アジ

7・W:け'l7ジ7・rtlアジアをもftんたアシア全岐にわたる主主形 ・文献l，f'J'ti料の{ij

tu'机Jr:・1tl，;'をifう.hJhJである。このようは初動!こ対応するためには. 1況に狭

隙化しているセンターのスペースを1ti極的に鉱人:してゆくことは緊急の誕地であ

る。さらに.研究)jilや資料公IlHの)j訟のtii似している*人・内外の織|刻とのHIJで

共同のプロジェク卜を事11織しその')!;胞をはかる ζ とらif(変なぷ:Miとな勺ている。

2000年度と 200111ミi真に実施したl:な 'J~.'%fは次のとおりである。

l アジア資料の似~ . 必.fj'i

2000・2001WI立の受人並立は.似I，'f259 IIfJ (flJi免m.新IHIの現物9将(継続〉

LX 阿1k4!1uV1'研究ir'i桜セ J 世一{則CA1-，) 129 
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である。全所級数 (2002{I: 4川刻イE)(;1:， I立I.'~ 16，165 1111 (干11淡 .1115.373I1U，i下

川7921111)，マイクロフィルム 4，508リール(ボジ 3.522リール， ネガ986'Jール〉

である。なお.新聞は36HをIfr)浸している また， 1999 {lòJ立に引き絞t 、て司 '~JI

fAY，・斡l吋のJ1k，W'iのコレクションを 430f，.;_ (2000 'olol皇105{C 2001 'oj'.ISt 325 aJ 

綿入した。

2 アジア資料の杉1']1• IJII l 

データベースプロジェク卜として，ile代朝鮮関係11牛:MH:>4，1判所イ1:データベース，

1tU;C大学点洋文化研究所決結IJ主主データベース，Ctィ;文iOU淡路の~.P11 ・ テータベー

ス， ，tJU¥::' l'凶J?データベース Tibetan-Sanskri，も唱え対!!U'，[lf~$ g構築， [.付金8

Hl 1:資料の税到!・データベース化.インド ・イスラーム!と跡データベース.東ア

ジア敏治データベース， iJ J11~絵Illij テジ 9 ルアーカイヴ ・ プロシ￡クト守を~ぬし

た。またセンターは守研究所で'ぷ施されている志まさまなデ一世ベース ・プロジェ

クトをw約する1先制を*たした。

センターのフロジュタトをfEめ. !-lu下文化研究所のデータベース ・プロジェク

トばコンビぷ -71:で進められているので，近い将)jとそれらを結17L.造形資

料と.x:.南I資料のJ，t.j}jにまたがった-*iI~文化研究所デシタル ・ アーカイウ'J 1:~~) 

慾してゆく J十|曲iである。

3 活動の成果の公IJfj・ブ'{H.-;

センターの'i?之助成集の多くはホームベージ (hllP: ricas.ioc.u lokyo.ac.jp) Iて

で公開されている。

Ca) アジア ・デジタル民ぶ館の公IJfl

*洋文化研究所(lIJf]J軒以米， .x:.rIJJ:資料 ・'IJW;資料1:小心に徐々なかたちの資料

を1!J(J;lしてきた。そのなかには，淡総i"f.~のほかにも 111.行j;:止L、Lt I時域'¥'1'lllJj断

れといったtftに長nられたものが多数ηまれている。この民ぷ釘fでは，造形 ・文献

をIIIJわずそのコレタションの内訴を守センずーのホームベージ 1:でl由H'象公開する

.!!.1ft: ff崎域喰Idlj断Jar UI.III .x:.I~Ut);U丸山1文，1L. 「判i釘 ・ 紛l時放dEEFL

Pインド ・ イスラーム!と跡~fJt!資料ーて五;がぷ験公開されている。



(b) 波都幣問11乏JUJ研修の'k施

センターの，jij身である!.Ui下学文献センターでは. 1980 ~I:肢から泌総悠Pll1と JUI

IiJf修を実施してきた内センタ-!:I.， ifriJiJJのIJ良県を社会におJ亡してゆく・Ji :r::として

これを引き継ぎ.今後七%胞してゆく，.litlJIである 2000年lえは6JJ26lJから 10

fl 6 11 にかけて実他し 61うが受:/，，\~ した， 2001 'o.p立は6) J 23 "から 10) I :> 11に

かけて実線し 6 名が受;;，V~ した。研修受u品fi(立制 .I}ft[{のい111で，受必後それぞれ

のIずik.Ll 1究Wflr. でtl!imの絡F~にあたり.研修の成裂をi[iJtJ している，また. 筏lriの

みならず朝鮮 ・lおアジア ・何?ジアの文献に|則する滋みもiiった おな， 2001 

WJ立から. この研修の '~ilを人x.計会系研究科;文化祭出I;Vf:世0.文の綬:tとして倣う

こととなリ， 1災'ド6名が受Joiした

(c) データベースの公開

身代'1111<1，':データベース

19961f.伎に刊行した '!.U J;Uぐア:以作文化研究所ml~t! "ly .r~分納 r IU . ~TjIJ 

( 1990 '.j:までに叉ド人れたむのが対象)のl付'伐をセンターのホームページ 1:でτ公

IJfJしている。なお，'，ilデータ(:1..CD RO:'-.[!こ以総し l司、zffi制i'Y:研究所総代'1

鉱データベースに銀供されている。

東洋文化研究所fすr~主浅知 11i.長データベース

!.UJ;Uぐ，(:.lUil文化研究訴にj苅ttされている浅利約7)jJ!.(を収録する 『点作文

化研究所淡m~}~iIa止」をデジタル化するブロジ ι クトがjjjji.t!1であるが， ~*世

;~fl ' と F史郎」の泌総については作業が終 f し.セン 9 ーのホームペ四ジ 1:でぷ

験公開されている。

近代似最下関係 11本語l火1 ， ' ~l1r.(J'データベース

本デーすベース(ま 1868-1945 "1'に111阪された旬Jn関係11，.j，:.l!f似lJ:約 17，000IIU 

の11 ，.j，:f I~I勾 1fTイi データベースである。 1999'.1:【11に作業を終え，センターのホー

ムベージ Lで公Vf.Jされている。

インド ・ イスラーム*~必資料データベース

*);~人'ア'インド史跡調1'i1付 (1959~60. 61-62 '01:)が船影したイスラームiI!

IJ( 鮒~.4刻下学研究t.'f)i!!セン$7 (RICASl 131 
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気iIli~の"j!'! -e t'<P~ L.その総Jt;:，o ('1'近いイスうーム ill~のリf! 'T-' ~ (約

淵削!幻のうち.30∞I'{あまりをチシ苧ル化し 慌をテー宇べ-~として公11IJ

Lた また.デリーのiI1i，'. t:.~幻()() j'{につ1、亡む 2002'.1' 1ft" Jに公1mωr..jj~である

(d) rlリ111の外UTヴ:JのliJil' 

!.Itil'戸):.献セン 7-ω';;'1-λlレ7ーとして純しまれてきた『七ンター.i!!i(， d 

を全1(liがjにtd1えし『旬Jiのllf，~'f'J を 19守')l卜1交に(i1)fiJした :.!()()日付 I~Uよワ:

!-:lり.200 1 1lol!U立て内b~7りを刊りし た

(c) rLiiiTYJ:研究w桜セン 7-1l刊』の刊行

111 !.It洋''{:文献センターの r'~!lr川?)(!lik恥ノターJ):，'I，JJに代えて， rlJM'手研究

fti刊iセンター;位|リ』の'I'i1 t11七して r'~iJ;(人ア:1IrH .x: itωf.ft ， fr，~i i:長川 '1 'lIiJilt1¥.1I 1 

i~.'H IUJを允11Jl tニ

4 令l!4文総 ・情報l七ンヲーlぇ会，ぷ

i:l¥3b・3i"1今国文献 ・情報・ヤンタ-idtぷ

セノ 7-1;.泌氏入学法苧郎附I;JI外rt~I，よ)(獄セノ 7 一. 民J、学n済研究所附

1;JIII..j.:*fill統ρt."dUセンヲー. )j"fillkγ人え;科γ・研究ポ附1Jlr.止'i':WtllliW先セ ./7一.

および符1)i).ぐγ:終的打 i:~ulf ，*， fr附~~H':;~分!Jí 文献セン Y 一七)1..に.小IiU似 ・ ↑11

純iセン 7-長会ぷ (5セン'，1-1<公，.ji，t)の挑J戊uとな司ている 2000 "1:'Q (t i.li 

:l6 ["1センター長会議t!o日()"1 1 1 ! J 17 11 1.1iJ;Uぐγi1/r:I~i)附ktI外II~iL~，献セン F

-)， 200 1 {f'JlI土， ¥TUi 1"1セ〆 7-1'<会議 {2002旬、2!JRII/llII'人γ=HtJ守紙日

研究祈:;!H4tt古?分IJrえ献むンす )に参加した。

令]lq;(;ij~ ・ 情報センター人文社会科ヴヴ・偽情報セ E ナー

令lド凶i吋~;えE献 ， t附J内i軒初1+アン7 -1.:兎公i議誌ωf'!吋町~ 1年1"1没主1)ふl

制仰iをt弘広iι:<ω研r究先r行;にj災足山i供l比1:11喧るfたニめ'ιζ l 令|い川'川4ええ"弘 .'，"， 11セ〆 9-人文社会4γyty-係:lt，'.

f41セミナー J(5センターJ'.:IIIH:~ナー)をIl日rml..ごさた< .1.セ ンY-IJ. 2000 

"I:JQ lt. U!Y-校として 'γJアIMil乍の7ロンチィア ，今ナー'71-:1::Htr.し(:2000

q~ 111120-22 Wi主体I総fTセン 7-)， 2001ll'/主!i 人主計会t.'If!U' 11' J (200 I 

C 11 J1 19-2011 '.Iu;(k・."1:総合i刈川町'0に参加した



x FIJ1 j物一覧

A 点作文化研究所刊行物

1. r三lll'，x:化研究噺ゼ変一

第 140llH(20001ド12JJ) 

法J)1内(:a~と I!f 行

1i'臨1.

I矢口:Ilfぴえ似!と外を'1'心lニ仲:えて 陶3たあんと

rtf!役立ur.r~f:J向と ['JI，ri弘

r4!.11~'~J 研究合綬fi之: 硲l反朗 . (<川 ~~，x ・ 小 i 降

パJ:と&111

rr; .fll.ill '1 iJ土りみる『水，，:Hd，点、I'r.の必 大t~ ~号 kh

千件iliのm父，，'州I，rl'j'炊 ( 卜:) 

その~系. II.W.kび人物i世に勺いて 処l判俊m
;tスマント主j飽私に比る 18t崎紀初日'Ji1号ノのJt!!JiH会 (1)

イラン内悶:ァ，~ダラーン.lt!!ん.のロトI とi笠牧民社会 11111 昨I，'j

ラーシゃ Y r..ーカ・"， Kaりamima厚 I.H 勝!~

1;:!tt，il:! n 
*品，UllI.H(.Hと人IH主総のトレーがー 鈴木 降余

メイ -イ〆 ・7イラノド

世イシル?.のよ~t;{rこ l刻寸るノート 小~R lu f 

近現代'1'1叫における:rHJの地位

午rmと，ffMlをめく勺て r'!!}く ief

仇般と rl削 ':1. 欣

朝鮮のJl:HEと)1I.fIJli郎

11悦IYJ係叱の「税総築」を{li!す!nl組側起 ~ ltl珍

¥ 刊;r1可覧 133
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第 1411市 (2∞11(: 3 J)) 

此I{II$おx:.JS釈

民主内if'i*，主1I1以般家トtrllt."，'剣6i;の研究(:) 

iリJil'íÐ.'t(~の :.11\?伊j

'f{.と lU~J0.l'1I!'1. 

制jJn~日 I~'(j r祭jfl:欽』吹

竹 l付 ~1i1.';

私rb:あんと

r4!!';主!sJltff:光合刊iftiと. J:t;o!. 1'，1リl・l(1I1'i'f次・4リ11 附

Fi11守修.余点におけるそのえヤ的符ぬ

tl..j.:勾1学からJt，;(人ザ:4H2に

[ ~..匂B:ï.M (ー}】

災，R対m~ I二ふっくインドλ~ I，I1JH~史解説の・例

1[ '1時ilt動.irilと形作ぶ!とがm'IXずる統0'1'iの.-<.i1的怠義特徴(その2)

:Jí)J~;il と形作品;J 'ìm~. のtliびつ占を.íJ!jして

n，)担~と fi命|俗的JUJJ .Jt，;U仁川
相W，i"f:と斜予

ーつのfl¥1::!H1.l t!: 

， 1 1 1司の い寸O 加盟iに I~'J けて

lill白金支改革と凶~~Wの対応

岡本サエ数侵略~!，~ ・ 1.'8:.r.l~d IU 

2. rw.作文化』

:)") 81り (2001~1:3 JJ) 特集r;ド仰』とrJ.¥1総』

件説

f{千秋J '.仰と祭誕:

r "'3'射の引践に制する・巧里民

r紙技E軒Ztl のi'iJ;t 

r /o'I;IIJ :こ引かれる n'rJのt'Hれ

盟i干における。i主.11についてのー巧奴

liii泌"k-後漢における地)ju:[.11とrJ.'，Jゆ』

rJ，'，j .~.. の冷淡と1J.x，1:閥

rJ.'J抑』のI何%分以

i"lll !j'f 

鈴木隊#.

λ;目立 +令子

似 JiX

~ 似珍

今!.t 弘子

‘l'功険郎

イ』照ひδf

小、予 ~~ 

，:'~w 純也

:' ~ 師

阿古I1 ~~ ，. ¥ 

‘Ft~ 隣自1¥

‘ I'，~~陥(.((1



お82:;-(2∞2句3JJ) WJl・』コベンガ/!，-i1'i ttt Ytの諸制・

Ji'; 

イン 1'.ilÏ代史におけるi!ii1W由貿Mと地f)~~M

1868 1938fド

MJ ¥Jt!!J日iのl海印 ・炎印nw関係

11M向ImlJ統.jI・からのI&~

I f:U {';弁マッチ 01.1のIIX.:r); ù~mJ 1910 20 !I:{t 

ベノカル湾地域のdí~とムスリム 1(Ii人不 γ トワーヲ

ミ令ンマーの114下¥li1Willl;t;j (~α1": 

ml!地郎!の 1:ピル"7 'i.f厳における巴地のfrr{jと'a入れ

チャウセ一以の・11例

スリランカ!FU !.(f，{(WíW似品(~からJ_ll代まで

3， !.l-uy;J(化研究I州iJf究科i??

• 1， ( Jt- III 均 rrl'lr~ωCN・~依J 19~2 

'2， )，';1(量 Jtdとrrj'l吋J:.It!!制!江史研究J 1954 

加納 rm 

十三，，;( ifi 

J}I制作山

ノ、ィi おヰ

!5!!l Il{Uit 

水野Iリl日δ

小似 AIY' 

'3. ~ ~{r ， s古桜山ふ『γマゾン その風 1:と日..j..:人J 19'>4 

'4. kt1- A良 r!.l[持F)Y人t:1iUil(肢の縦鉄事11叙J 19')') 

.5.幸人以 令IDIrl1f tl1Djl.ii:lのωf'，先 I:J 1956 

'6. I見l!I'f !1t. rq'l付行.Ii・7・ωf'J'C 19j6 

， 7.内 i.o!l込，~ nJ.iljl(，1仰J 1956 

'8. ir:l: 波人他 rfl'll)11 '~ULJ也んにお !j る!.I.!滋htの研究J 1 [):，8 

'9. 1.)1 [f) PIo rif .jl~ll:制史研究 l~jilJ 19')9 

'10， I Jjlij pt rif r悶;l~:r;tJ史研'先 tJ世訟 ・ lf，(引~tJ 1960 

， 11.米津泣¥MllN'I~絵~!~~研究J 1961 

， 12.縦 波 令IUIm;n'!，娯111¥よ，:.1 1%2 

'13. I Jtlll pi: rrj'同法制史研究 似純白奴法 ・家紋付説法J 1962 

'14. ~是正~ ;lk : r文化心f'1!?).~fi~，l(，èJ 1962 

・n，作 徳!J.~ nkl ll{. l IllJの lðf'~ lj:，;沖約・ 1962

• 16. I .JHIJ ~q: rtl" I、li1::I.II'l.! Wf'}~ ;よと俄~V/ ・ iJ.iと溢徳J 1964 

・17.鈴川 戊!jf:rrl'[!~ 併厳!ぷな!公の側先J 1965 

・18.ill: 波J、r-(ジア文化火Wf究 1.l:;J~wJ 内65
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" 19. 泉 純『済州ぬJ 1%。
・20. il 1.放た ri'"， r<lt史研究治x筒J 1%， 
・21.鈴木 敏 pリlIt絵 Ibj史研'先tl!i派J 1968 

・22.rr 徳山nJ.iIIII;，仰の研究 ~J峨nJ 1969 

・23. ql~H 千怯『女郎、のlJiiiI 村会人'fJ'i学的分析J 1970 

・24.tli i配よ~ r抑制の何{行と1，;IllJJ 1971 

・25. 111野稲作..，・11允l以の J，~bi~条I'U 1972 

"26. '¥akamlw‘KOJ'r<l. Chozali側 Pra)'a.1973 

・'li. だ b-ー ..LJ MI純の~ÞI俗と ítJ仰J 19i4 

・ヨ8.銭ll1 ぺutr:::沼教?の邸主!史民研究J 19;5 

・29.泌7ト ~ rltインドo~r.物価怖の史的研究 1861-1句!1'.I.J 1'1;， 

・30. );i. 松縦『イン...，たにおけるイスラム~l踊IJ '.j~教材.t[l!t1iとえ配給、 })J

1 !】77

• 31.池111 il，，¥ rq iJ l" ，limIHWûf'~ HiI級 ・録文j 1979 

・32.111仲 成 rqiJl、|号制L!M劇11)1冗J 1981 

・33. 沿)L 辺atr!丸山人'(:!.I~lL~.化研究婦絞IjIH.だj" 1可|版印J I'J83 

・3...1日仲 ・ほ rq'I，~の~i~~i と tØífJ rj(1羽衣1t社会におけるr.~.e*J1 ，11・仏人

fえび節目~lの HII刻摘irU 1985 

・ 3~. 銭[lI "正雄 r'lll吋ω仏f~!五干しJ 1986 

・36. 松JI 治『イギリス主配と fンに社会 1911t~lr，iT .ItイJ ド'1.;の.iiIf

究J 1 'lB7 

37.鎌111 ，交断。『押i~IHムu叱，j';必J 1988 

38. 1折波 長ur米Itilt¥-JWrr'.どの研究J 1988 

39. [IIf'I' -IJX r'I'1.l4郷トtr.hL!lI)f'J'e J他jJ!測の府民J I'1B9 

・40.泌ド 止しょ.:rq'l付近代続ui史研究 il~ 4-:海I~l財政と I;~lf各地Jdi場制』

1 !lB~1 

'..1. t付 Jm，~ rイン...，1， ~U節目m~におじる史的経験 Al>hi，師団gUpl3 の

""a ~J 1 fj')() 

42. 1々的 句史 rç~Jill・地~'Jì't・wn史の研究J 19'11 

43. 初f軍 J悠 rlví インド ~I 会鮮初史研完 ト肘Kの 1'1、7化と c村 H~との tt

(':J I'J91 

44.九lat，uwniTo、nio円 1..1'(11 KOlh ktuhok 

lht f0t(II!(.llDnl ot T.I No. 11， 1991 

ι5. llllll _郎 .γQ:'Me似のlbc;(QI1'，- 19'12 



"46. m4 J.fU;: r金代迫れの研究 1: ，['勺と.;~"}::IJJ 1'192 

.4i. TOJtlo瑚即日k;.，hi.R~mini，un((J of Old Bangkok.' 

.Hnnoヮandthr Idrnt.}lcat.on of a Changing So('ttり. 1 (l'l:l 

" 48. 1111'1' ・1点 1 1 1 同州P.:I.li，~W~1JeJ 1993 

・49. Il;i iY;之介 *1ねγ ジ γ ，;ml~の併前'ft.!必 l対プ'fh史的政策体系と礼会の

).>(Lt;J 1l)().1 

:;0. '.刈ゐ; さえ ri，'j代以，1:CI)ldf究J 19% 

"')1. )lr己 百I~.~ H(}氾 rn'，'(JのωJej 1997 

• 52. A~成

"j3. m.; 

j{iリHベトナムの詰l先~~i.! 糊(Iuの社会'1・i;f;j 1 'l'l8 

，WA: r金Jt:，B!iitの道教 Lu研究J 1998 

忌i. I}、ft ~r イン'"11ゅよの'ぞHlII，r.造 ヒノドゥーJ存院のシンボリズムJ

19'19 

-竹、1'.持 降郎 r/dW-の史料批判J~ド:JliJf'ぇJ 1999 

56. 1:付 勝彦『インド，1i ~I! ，;.'f，;~ liJf究 アーナン 7ヴァルダナのdhvanif'I'，ぬ』

IlJ9') 

;JI. 刈-i>: さえ『近11:I'II~のiヒ牧以'<!lJ 2000 

・ ;8. 浜本秀夫 r.集約明~.t乙 'J~，jJ '1001 

4. *作文化研究折;r.:riJ 

"1. i史川 I支Mtn作曲1("{:liJf究?iρ¥[IJ:正I 1983 

2. ~) l' t'i ，，'}制4『ターク ・イ .Jλ7ーン田 :ょ~d!IJls<J lU戊 1983 

・3. 鋭HJ .完封f-~lìl.0Iml何千IJrd'iH ~必J&. 1984 

4. :'¥akane Chie ed.. <;o<;al Stitnu and Asia， 1984 

・5.生予ぷ 銘j、対 n品1".斗円._ 1984 

'6. i車問 茂雄 r.u'!i主内仏*i.¥!lmr.i外;.Qr，U 1986 

人 ILIEI ~邸tH rtl':':1l9 1 f:.JfH:トIの経済変'oJ 1986 

・8.皇子41 月;夫主imH~ 1斗，t'. - 1 <J1l6 

• 9. 5eki Tliroharu， Th~ AlIa.1匂ciJicm tht Global Tronsformati開 1'187

・10. !1:k{ 邦大和" r'l lJ l~泊以のJJW: i必I'i位協 ・i益制J 1990 

• 1 1. 池111 ;1.¥ωrrlIJ IVil1: 

• 12. Tomo、ugiTaka，hi. Rtth.nking Iht Subslanli凹 E伺 nomyin SOUlhUl¥1 AHU. 

1991 
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• 13.俗.I.L.iulit(，j r'll1l ;C('f~1!t;:覧J 1993 

・14.lJ!1納作山知 rq，郎シ*ワc!.tのfiliβ変"f;チョマ;t.:r.eの 85{I'J 1994 

・15. '1と勢除向Irm轟Jtl!，iL.!!~!JllνI:I< '1'同市11:紀1J'の明党If' r.U 1 'l'Jo 

• 16.併以 Jl)人 r'I'I'4の泊以 その1，可動と泌総の現状J 1~)93 

• 17.中j川 ，E r:./ャルダン rfス7 ァハーン;芯JIiJf'ft 17 Ilt~己イスラム|伺

(，11" ;のI'j('~J 1996 

・18.、ド事事 低虫11rq，附山代化ll:のIiJf'ft )()(と!:~の~HからJ 19% 

5. イラク ・イラン必跡JJftトHfiiiti

『テル ・サラサート 1J・1%8.rl"j s J・1970.rl.i] OIJ 197j. n，，]I¥'J 1981 

rマルゲ ・タゾユト 1. . 1962. n"j I1J . 1962. 'I，ilOlJ 1'173 

rファハリアン 1J . 1963 

rl'Gアジアの人ねK・';::的制冗 IJ・1963. 'I'i) jj ・1968

『テーラ 7 ン1J・196'，. n"j IJ J・1966. I l，ilOl..・内68.rf"jl¥'J 1リ71

『ターク ・ イ ・ プ ~9 ーン IJ ・ 1'169. nlll s J • 19i2. n，l m J ド喝3. rJ，，)I¥'J 

198-l 

r'、Jメジャン 1J 1980. nflJ IJ J 1982 

6.インド!と跡，l'JhHI知山

『デリー:デリ-，:r， 1:倒的代のit.i1i物の研究』 笥¥1 ~ m跡総IIU .1967. 

m n ~ }'l;f.t'~ ・ 196'1. ¥1101 {S ;J< fiH在設・ 1970

7. JUアジア部門R係i釧究分野fUi';

rq ，~剖紛ずt総合制nJ なI-tb アメ IJ c力 ・カ'1V4.J ・l円日2

~1 '.& j+(lt~アジア ・ ヨ・口ッバr.:J ・1982

お:{!: 11本ね 1 1"1物館・ l'lUJ

ぬI'll在日本13H 4f院 ・側人・ 1C)8:~ 

第h{主総劣'n ・1983



r"I.~紛山総合同I主総量u お 48 7メりカ ・カナダロ ・1明 7

:'jj'~ *7γア ・ヨーロ yパw・1伺7

m ュ~ FI本i.l・ 1999

?ね1'4~ 総Ai';1 ・ 20∞

B. ~/W 川島止

r!l!J;(大今:ltii's文化研究婦決Tき分以iI1 s.:U ・19i3

r ilU;CA:"t東洋文化研究頃淡f:I~HIi I 1主義 氏名人お互い~lJ ・刊行

r!l!京A"'{:J.lUI'X:化研究。服13分:.Ii(JUJ m~ ・1981. ・19%

『必J;f人;学1淀iT争文化m克明別I¥:QI("1¥I}う}ばIfli品J ・1996

nlu;(大'下.!-Iur:)(ItWf究Iili!.Jl1 ¥:III( I~ ，'f分JJllli止J '井~tll ・ 1996

9. その他

『アゾアの社会と文化J fì~ q 40 '''.1 lドd念品!t令土谷 ・1982.

nUl'f文化研究，婦の;;0II，J flIJ‘1.50 f.'4W，記念誌 ゆ91

『アジアの文化とれ会』 例弘知 J.'.1 11:ぷ念諭~ 令 .ts ・19')2

"~Ü;iλ;γ:点iTェ文化研'J;:I !lr外線.;H~ìtll:'i.IU 1996 

rl↓41;tλJ'γ': JJ!if文化研究祈外iifl.if {d~tu:I;"l ' ・1999

Conftrence ProceedI1'gs. A ¥;a ;11 1'" Twt1ll)'.Fir.11αnlul)' Toward (J Ntw 

Framnωrk of As;an Studits. . 19'16 

7'/ アを知れば tl.~唱がはとる』 ・2001
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B *作文化研究所附J~*i下学研究情報センター刊行物

1. !bVr:lilf究hV桜センタ-l?1fil

買11 t1i I!!);(大?却下.:c化研究併啄必lII'jJ I!IJ雄氏I!li主行IIU '!.∞2 

1. ~ú l'"下

'~1 I制1

-苛¥"2制l

'~î 3 W 

'~ì 4 W 

-百¥5 tll 

"窃¥6制

-冒17紛

'~ 8総

-守1!l紛

-守¥10 tJ! 

':;: 11 fl! 

':)11"2紛

-雪;13t1i

'ml4tJl 

T 苛i151i1 

治 16制

お 17IH 

'~ì 18制!

'm 19制i

穿)20 fl! 

:;{¥ :Z 1仙

見i作文化liJf究川!I!i Y，'(:文献セン 7一 新w究J.'rIf録 (1m"41 11:J~) 

1965 

刊行¥:J山)jJ加fiMIIJJ( ・) 1968 

di代地ゐJ~lf'1'it Hll ( -，) 1968 

)，'よ川"

1IωJI必l日I.i.述，f)人、f伐t料 lω9厄ω9 

リ!iT(x.化υf光州i!uF?;t紙センター 続;{，(I鴻，'UU (l1tHII-l2・4311' 

1':0 1'170 

明.lT研究文献11i.J< fl!i f舟臼 (1:) 1970 

初11fJf~ .:c似 IIU fllii}}w (rl') 1970 

~)JIT fJfitえ似IIU mirm;J (ド) 1970 

l'大~I; 文献f JU l'liO 

町l荊IJn;;経JJ;1I11j'Le11録 1970

朝鮮研究之献tlU mum:l・溺r.X~〆'，;t~，;~ 1970 

f'l.i.込令f1ljl・fJ-MN1 1971 

lリ30WI\:tf'I'4.x.1:)ltl~: (・) 1971 

;')J.r研究λ献IIU 崎文 ・ぷ'liq( 1) 1972 

'mtT Wf冗)(畝rlu ぬ:え .，i己ijiQ(n) 1972 

:oJflT Wf冗文献IIU 論文 ・ば'liQ(UI) 1972 

lill.ii!んm・flllì ì.~ (i:) 1973 

I:IJff!1は{!;，:r，4.:tlli 11' 1973 

IllAヲ 1973

JEJ:IJ ~'，fi ，; I 1円74



者1:.12絹 1J1;1主夫資mnllJ(ト) 1'174 

・守j23 411 I tFlII~刊H紛 ltl;( ， Illjヰ;l~ l' riH 1I~ ( ・) l'ln 

m 2H11 i[1吋ぷiメx'ti!l!動町村山 1 '176 

・な~2:> +ll ， JH'I Il1i:I~i 1:似I.1じ，;'. I.If¥i ，t: /レド資料!.I.l(:) 1976 

~~î 26 fJl l~IJ~以求人('，'{: '.; ~;I]('，お，;1 1<)77 

:;l27 tu n -)L :じ年七・JL_じII' 1 1 -1>:.lJ，I. {i t<.i.J!1J '../""、，]'i 1(1何詑，l~'Ji総11(・)

1978 

::r; 28 W (JIIIlW.tW 1:紛 Jtu 1'1苅ギルドfiりfJ.!( :) 1978 

第 21)tU 11'凶ん・翼之主1'1l~'ニおける靭.R ・ 引m 文献 I lU 11)78 

釘;30紛 LJt川PH!}I紛 JUt1.1fh.キ!ルドfHl!.l.J(内) 19ì~J 

w31tr1 儀礼えを女IE(1.) 1リ;')

;，;; 32船儀礼疏致11'.(ド) 11)7') 

ワi33 W ，-JWIP/:i"j 1 m Jt，;t r.lf~J 'f' !レド資料集 (h) 1980 

I!i 34 +iI 小説JJ事u(1920 193 1 )総rl~] 1980 

守i3') ，11 コミンテルン:.t:JOjJlIi j'物 1]'1 司関係諭説 ・ 記;J~'.i;，;! 19日l

;，;; 36 W ~(}ili)( ， iu!i':"制，'jl 11)81 

省'i3i鮒 11-)L -l; l l';~ 'Jt :じll_ ， 11・L刻々丸111ll~;}..'1 'I'W.tみ，:~'Ji総11 (二)

1982 

1!38f.U n -)L "七年ヤ九;し{Iユ t1 )，':.lJ，I. {f~.illJI~ふ'1'1 母~.t芯4・Ji総U( コ

1982 

ロ~39'↓i 十月:111 W. h，~ 1:紛 Jt，;( 1'.1再jギルドfi料集 u、) 1983 

め40'11， 東洋文化bJfJi:品川t!. tj'(14 U也よ，'Hlik-解説(十) 1983 

Il14 I fJl II-九 :じfド"h・JL'じ'01. 1 1 ノド製({~，iJU1'~ ..j>.I]'(14Mt.tt;;ì~ 'Ji総("1(1刈)

1983 

， ifi 42鉛校台本大健史，.，'"1) ( 1) 1984 

， ::n 43紛「自民地推U. (A'olonraol 'JijdlChψ) ffr収品文fI銭 円以

!'tl44紛校合/";人司 外 11(・11) 1985 

W 45 fll i[IJtj t~1?くだ色戯事l世t!1fU I!】85

ヨ146 t.tI 米之問」寺会'jl 1985 

. ~1.ti 紛佼{'ì1>: λ;位!と"己令，'1(卜) 1986 

・W48tu "uH，文化研究凶川Å:~ '11114 U山文，'tlIU・解説(ト) 1!)86 

・Il14'lm ，i'f&H.Il bfr紛 1/;， J収不妙、処拠hl似(1'.) 1987 

立i30 t.tI沈I~Jgl;!i;t，，;I 1 '1日7

in 51 tll II"W人民共和| f1~ U.義人民共和I国 Q・i'r11l1U.! 11)87 
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努~ 52樹林II~政治エリート研究資料 職仇と時Ilf 1987 

お53紛 n )L'.じ1，1'ヤー九二仁q，11-1正mmリ100・:..;I;tt:qq付維泌;己'1}総11(li.) 

1988 

・第 54紛 。HH!}1 所tu 磁点~;~J.広契r;.l!~U (下) 1988 

ヨl55 tlr Im':kM.I.大術品't，'l.fl紙文'N，']1 J ，MFWJt二;~教 -m必!資料 1988 

ヨ~56紛 n -九:L;"I';、.JL =.じ"1'- 11 ;j，..fJWìUJtll'8tþ: q 1r1il雑誌，:â~!H総11 (/、)

1988 

努1;， 7 0Tlt iill.i.主夫資料総11U肝t"To治 (IJ 1989 

お 58紛 Ii .)l :七年半一九~L;"I'- U tt:現{f.'!I.i期'-1よみ;111Lt4雑誌，le'F総IJ (じ)

1989 

徐 j9ID Iilliiえ資料総(1録附年，汲{ド) 1990 

!.Ii 60 lU 1111'可決~~'ri阿 川関係(ー) 1990 

:おJお:6引I1鮒附 l'山ε'1 .)九L. じL;"Jド:;常そ .)九L: じi作|ド， 11 ノ本ド1現見{μF拡ωi.J期g切J'.本4み与本1中iド1[同1<吋zヰI~雑i韓f;芯1主乱幻~I泣11芯;

¥990 

気S62m 1:1 .九;ヒwモー)L .~じW 11 本事Uf~i.J切従ノレ(1114縫泌'ii:.!'.Ji総11()L) 

1991 

第 63+JJ 1'1-九:仁W-f-)Lモヒ年 rJ本現イfめ鰐1・{>;tþ:小II~縫tt:2とn総IltU峨

総~t;手4オ~'JI 1992 

言~64 m ，;~: ，，:;袋11心(1'い940{J'.BJJIII-f 194B"1'2J] lB 11) 1993 

tli 65tH J下2州車|ーIfr政向-:t&ぴ U1ll契約JZJ? 乾4長野文，':'(1)湖illl地!メ

J..I1ll契約Ä，'~ 1995 

日11'ill1 Úυ~;i大γ:J.I!ifx..化研究所淡l~分芸員Il録(.If名 ・ 人名オ~IJI) ・ J;-(r.1I人;学

人文科マ:研究所Ì'.l'U)}~}怒り IU (，'~名 ・ 入手1泌検)合()f JI'l frjl，此!i.I);倹下

.t~ 1975 

jjljW 2 iilj外，M正II'l付絵IllliW品(アメ 1)カ ・カナダ何) 1977 

. j)lj車l:l3 iilj外凶仙IJI対絵Idljf1録(京市アジア ・ヨーロッパ布U 1981 

・jJlj紛 4 11 tþ:必ず'flllll~絵)dlj11総(与校側) 1982 

別総 5 し油RA.'¥Gl'・l('t;の，J!Ui税ijlj; 19B2 

. ~Jlj ttl 6 11 ;f>:凶作11'1吋絵|耐1111¥(1呼物館純) 1982 

， ~IJ紛 i 11 ノド所(EIIII 民.1*~)llJill録 (fi~人!極集制) 1983 

別総 B Ijq司粍i湾関係級品氾'JC総IIH() "q I外続出川 r1Lr幸子.済、I'JJI1JJ 
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別組t12 I II!崎粁抗J~(:系2ft~む;f~ .jJj総 I JU (:) Pt(lf J J1 1~JJ 1985 
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・tJfJill 1 i if，j外Jrrl~II'I!，n~.~illL! 改åT.It'I~Iì~l (ヨーロッパね) 1992 

. >)fJf11 18 海外.Tr<r"'!同絵由IIIU 改訂Jt'I~n版 (7 _I )カ ・カナダ羽 1. 4.:文

結) 1990l 
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制~) 1994 
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1. 1<的大γ:附~I刈川針。lHお~"(:;~I分館淡lh分主jif JU ・ 熊本j、γ:附1~1>(j， Ifftl'~I~合

.:cr， I': Ì'.ï: ffi分~IJ叙 1980

2. 新潟県立続お閃mlÌÎ'l!l11分;Jill~~ • .oIí 1Wldiな凶mlll笑111分:，;'t~IO 1982 

:l.愛媛大ヴ:附以関山館淡路IJU'.;r，人r.. ~;.jf 1964・85

4，人1¥'1コレクション IIU

Catalogue 0/ the A rabic A印刷uritlJ i" th. Daiber Colleclion， Instl/ule 0/ Ontlltal 

Culturt， Univl!TSi紗oJro4y唖，by 110m Daiber *京大γ:胤iY文化liJf'ft，折州政了

うと 7oliワ本{ダイハーコレタ戸署ノ)11録 1988 

Calalogut 0/ Iht A rabi(泊削，.I(Tltu 川 IheDaibtr Colle(lion 11， In山 lule0/ 

.¥ flJi J鈎t: 143 
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Omnlal ClIllurr， l':niursity OJ Tok)'o， b;' Hans Daiber [点以jJF県i下λ化ωfだ

!民J'lfü.~ j ヒ 1' ii!f/;~ (ダイハーコレ 7'/ヨ./D) 'liJ. 1996 
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