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　 るキリスト教の宗教団体の位置に関するものでした。これ

らの公開講演会には多くの方に参加して頂き、寄せられた
多くのコメントは講演者にもお届けすることができました。
　また、アメリカから講師をお招きし、英語でのセミナーを
2つ開催いたしました。1つはMassimiliano Tomasi教授
による日本文学に関するもの、もう1つはGina Luria 
Walker教授による女性のフェミニストに関するものでし
た。
　研究会は、CISMORリサーチ・フェローによるものが5
つ、また、同志社大学の院生のためのものが1つ開催され
ました。研究会の1つは同志社大学ヒューマン・ディグニ
ティ研究センターの協力を得て開催されました。そのテー
マは、トルコの共和政体におけるイスラーム的なアプロー
チや、東アジア諸国との関係性などでした。また、キリスト
教に関しては、ジェンダーやセクシュアリティ、アメリカの政
治と福音派の関係に関する研究会が、そしてユダヤ教に
関しては、シオンとエルサレム、和解に関する研究会がそ
れぞれ開催されました。
　今号は、この半年におけるCISMORの学際的な研究活
動の報告です。秋までに新型コロナウィルスに対するワク
チン接種が可能になり、次号ではよりキャンパスでの活動
を報告できることを願っております。

（一神教学際研究センター長　Ada Taggar Cohen）

　2020年から2021年にかけての秋学期は完全にオンラ
インでの活動となり、12月から1月にかけて日本は緊急事
態の宣言下となったため、キャンパスでの活動も制限を受
けました。2021年の3月、ウィルスからいくぶん解放に向か
うかと思われましたが、しかし、日本は国民にワクチンの接
種を進めることができなかったため、今号が刊行に向けて
準備されている現在、感染者の増加が再び懸念されてい
ます。
　2020年の10月から2021年の3月までの期間は、
CISMORにとって非常に生産的でした。多くの講演や研
究会をオンラインで開催し、定期刊行物に加え、国際会議
のプロシーディングスも二点出版しました。定期刊行物に
ついては、センター・ホームページの「出版物」から『一神
教学際研究』(JISMOR)の16号と『一神教世界』(WMR）
の第12巻を、国際会議については、「ユダヤ学会議」から
『第10回CISMORユダヤ学会議』(CJS10）と、「その他」か
ら『古代近東の国際社会における多様な文化―考古学お
よび文献学によるアプローチ―』をご参照ください。
　この期間中に企画された講演会や研究会の内、3つが
一般公開されました。1つは中村覚先生による中近東にお
ける政治の展開に関するもの、2つ目は長岡慎介先生によ
るアジアやアフリカにおけるイスラームの宗教的観点に基
づく経済的発展に関するもの、そして3つ目は藤本龍児先
生による、2020年11月のアメリカ大統領選とそれに関わ



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

【講　師】　Massimiliano Tomasi（ウェスタン・ワシントン大学教授／東アジア研究センター長）　　　　
【日　時】　2020 年 10 月 17日（土）11:00-12:30
【会　場】   Web 会議システム “Zoom” プラットフォーム

02                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   C   I   S   M   O   R　   V   O   I   C   E　  32  

国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

2020 年度第 1回 CISMORセミナー

What is the Antonym of Sin? 
Christianity and the Place of Dazai's Narrative in 
the Literary Discourse of the Pre- and Postwar Years

　2020 年 10 月 17 日（土）、2020 年
度最初の CISMOR セミナー、“What is 
the Antonym of Sin? Christianity and 
The Place of Dazai's Narrative in the 
Literary Discourse of the Pre- and 
Postwar Years” が開催された。

　講師はウェスタン・ワシントン大学
東アジア研究センター長のMassimiliano 
Tomasi 教授で、セミナーは Web 会議
システムを用いて開催された。セミナー
の内容は、太宰治の作品において海外
の研究者からは見過ごされがちなキリ
スト教的要素の重要性を指摘し、第二
次大戦前後の日本におけるキリスト教
と文学との相互作用という背景に注目
しながら、太宰の懐疑主義について検
討を行うものだった。

　Tomasi 氏はまず、太宰（1909-1948）
が生きた時代と重なる、明治や大正時
代においてキリスト教に入信もしくは
大きな影響を受けた作家を紹介された。
世界大戦後と同様、これらの時代には
多くの人々がキリスト教に入信し、そ
の中には堀辰雄、遠藤周作、曽野綾子
などがいる。太宰はこの二つの時代に
生き、カトリックとプロテスタントに
関心を持ち、彼の作品にはキリスト教
の影響が確認される。欧米の読者にとっ
てその影響をどう捉えるかは難しい問
題であり、例えばD. Keene は、『斜陽』
『人間失格』などの作品に対して、それ
ほど重要な影響は与えていないと主張
している。これに対して、日本の多く
の文芸批評家たちはそのような否定的
な見方を否定し、太宰の作品における
聖書やキリスト教の意義の重要性を指
摘してきた。

　Tomasi 氏のご講演の主眼は以下の二
点であった。まず、太宰研究の上記の
現状を踏まえ、太宰の作品へのキリス
ト教の影響に関する日本国外の研究の
不足を補い、時代背景を踏まえながら、
太宰とキリスト教との相互作用や作品
に与えたキリスト教の重要性を再確認
すること、そして、彼の作品における
用語や様式と聖書やキリスト教との関
連性は偶発的なものではなく、日本文
学の明治以降数十年の経験に深く基づ

くものであることを示すことである。

　後者については、特に神の愛や赦し
ではなく罰を強調する点や、天国の実
在は信じられないが地獄については信
じられる点などにおいて、太宰は芥川
に強い共感を覚えていた。また、太宰
に信仰について考える機会を与え、ま
たその旧約聖書の神のイメージが太宰
に影響を及ぼしたと考えられるなど、
内村鑑三の存在も重要である。このよ
うに太宰のキリスト教理解には、彼以
前の世代の考え方が一つの伝統として、
大きな影響を及ぼしていたのである。

　また Tomasi 氏は、神に対する太宰
の異議の表明について、『ヴィヨンの妻』
『斜陽』『人間失格』などの作品から論
じられた。Tomasi 氏によれば太宰の神
への抗議は、例えば『斜陽』では、札
付きの不良という十字架にかけられる
ことの望み、『人間失格』では、信頼は
罪なのか、無垢の信頼は罪の源泉なの
かの問いなどの形で示されている。『人
間失格』に示される太宰のこのような
問いは、彼個人に帰されるものではな
く、有島武郎らに代表される、明治期
のプロテスタンティズムに源を持つも
のと主張された。
　
　結論として Tomasi 氏は、太宰の作
品の登場人物の運命は最初から決定さ
れていて変更が不可能であるため、苦
境を脱するための最後の奮闘の中で彼
らは神に叫ぶが、太宰は、世界や聖書
への彼の解釈に影響を与えた日常の出
来事を超えて、彼に先行する作家たち
が信仰を捨てることに導いたのと同様
の救済パラダイムの虜囚だったのであ
り、その循環を打ち破るためにはその
パラダイムの反転、太宰の作品のある
登場人物の言葉を借りれば、「すべての
マイナスをプラスに」するような前例
のない規模の弁証法的破裂が必要で、
その反転は椎名麟三によってもたらさ
れたのかもしれないと結ばれた。

　ご講演後、講演者とあわせた 13 名に
よって活発な質疑応答がなされた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

Massimiliano Tomasi 氏
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ル側は「延期したのみ」との姿勢であっ
た（2020 年 1 月、2020 年 7 月、いずれ
も実施せず）。

　親イスラエル強硬派とされるバイデン
氏の動きとして、米副大統領当時、オバ
マ大統領によるイスラエルに対する和平
圧力を骨抜きにしたり（2010 年 3 月）、
米国史上、最高額の対イスラエル軍事援
助を実現 （2016 年）したりしたこと等
が挙げられた。
　
　イラン（ＪＣＰＯＡ）に関しては、今
回の米大統領選の結果、若しバイデン氏
による新政権が樹立した場合でも、2021
年 8 月のイラン大統領選挙を経て、強硬
派の新政権が誕生し、それがアラブとイ
スラエルの提携強化の誘因となると推測
される。
　　
　一方で、米国議会中間選挙の結果次第
ではサウジアラビアへの米国の軍事支援
を打ち切るなど、米国によるサウジアラ
ビア政策の見直しが図られる可能性があ
ることを示された。このようにサウジア
ラビアに対しては、イスラエルとの関係
正常化へ正と負の誘因が働いているよう
に見えるが、サウジアラビアはムスリム
の保護者としての対アラブ・イスラーム
外交を柱とするために、短期間でイスラ
エルと公式な国交正常化に踏み切るのは
難しいとのことであった。また長期的に
見ても、サウジアラビアが米国の予想以
上に中国に依存を強めている状態にある
ことが指摘された。
　
　中国は、米国と貿易等の問題を巡って
衝突して、米国に対し一歩も引かない姿
勢を示しており、サウジアラビアにとっ
ては米国から見捨てられた場合の潜在的
なヘッジ役となっているとのことであっ
た。
　
　講演後は約60名前後の参加者とチャッ
ト等を通じて活発な質疑応答がなされ、
充実した時間となった。ご講話いただい
た中村氏に心より御礼を申し上げる次第
である。

   （CISMOR特別研究員　阿部泰士）

　2020 年 10 月 31 日（土）、2020 年度
最初の CISMOR 公開講演会（オンライ
ン）、「イスラエル・アラブ国交正常化と
アメリカ外交」が開催された。講師は、
神戸大学大学院国際文化学研究科教授の
中村覚氏で、講演会はウェブ会議システ
ムを用いて開催された。

　講演会では、米大統領選挙が目前に
迫った中での、米国とイスラエル・ＵＡ
Ｅ・バーレーン・スーダンといった国々
との国交正常化、米国とイスラエルおよ
びパレスチナとの関係、バイデン氏（米
大統領候補、当時）の動き、イラン核合
意の行方、トルコのエネルギー問題、米
国のサウジアラビア政策、アラブ和平案、
サウジアラビアと中国との関係、といっ
た内容が扱われた。

　イスラエルとＵＡＥの国交正常化合意
を表したアブラハム協定の発表が 2020
年 8 月 13 日になされ（早期発表はトラ
ンプ米大統領（当時）が選挙での得点稼
ぎを急いだのが理由なのでは？というこ
とであった）、協定合意が同年 9月 11 日、
署名が 9月 15 日にそれぞれ行われた。

　特に米国・イスラエル使節団のＵＡＥ
訪問（2020 年 8 月 31 日）は、米国がイ
スラエルによるパレスチナの「西岸」を
併合する計画を「中止」させ、イスラエ
ルに 「パレスチナとの和平交渉再開」を
確約させることを匂わせるものであっ
た。とはいえ、ＵＡＥの真意はイラン包
囲網の形成では、という説が紹介された。

　10 月 22 日には、イスラエルとスーダ
ンの関係正常化が発表された。これらの
関係正常化は、トランプ政権下の親イス
ラエル政策（パレスチナ開発投資 5 兆円
案）に関係するものと考えられる。但し
パレスチナにとっては反感の対象であ
り、同大統領アッバース氏曰く「合意は
「裏切り」」（2020 年 8月）とのことであっ
た。

　結局、イスラエルによる「西岸」併合
については、現在のところ、イスラエル
の政権交替の可能性、米国の合意の欠如、
国際的反対を理由としてだが、イスラエ

公開講演会

イスラエル・アラブ国交正常化とアメリカ外交

  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【講　師】   中村覚（神戸大学大学院国際文化学研究科教授） 
 【日　時】　2020 年 10 月 31日（土） 13:00-14:20
 【会　場】   Web 会議システム “Zoom” プラットフォーム　

                                中村覚氏
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 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　                                       協力 ：　同志社大学ヒューマン・ディグニティ研究センター

   【企画者】　西直美（同志社大学法学部嘱託講師／CISMORリサーチフェロー）
   【発表者】　中屋昌子ほか 3名（詳細は本文参照）
   【日　時】　2020 年 11 月 7日（土）15：00-16：40
   【会　場】　Web会議システム “Zoom” プラットフォーム
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CISMORリサーチフェロー研究会

Revisiting Turkish Soft-Power: 
The Power of Islam or Neo-Ottomanism?

　
　
　2020 年 11 月 7 日、CISMOR リサーチ
フェロー研究会　“Revisiting Turkish 
Soft-Power: The Power of Islam or 
Neo-Ottomanism?” が開催された。トル
コのソフトパワーに関して、既存の研究
では旧オスマン帝国領内の国や地域に焦
点を当てた議論が中心となっている。本
研究会では、若手の研究者 2 名と博士号
取得候補者 2 名が、ウイグル・ディアス
ポラ、東南アジア、キルギス、アゼルバ
イジャンという、旧オスマン帝国 “外”
の 4 つの切り口を通して、トルコのソフ
トパワーに迫った。各 15 分の報告の後、
コメント、質疑応答が行われた。発表プ
ログラムは以下の通りである。

15:15- Masako Nakaya (Doshisha 
University) “The Muslim Network and 
Philanthropy in Turkey”

15:30-  Yasmin Sat tar  (Pr ince o f  
Songkla University) “Turkey's Soft 
Power  towards  Southeas t  As ian  
Region”
 
1 5 : 4 5 -  K ana t b e k  B e i s h en a l i e v  
(Doshisha University) “Kyrgyz-Turkey 
Relationship from the Economic, 
Political, and Cultural Perspective”
 
1 6 : 0 0 -  Ko Iwakura (Kyoto University) 
“Exception to State Control of Islam in 
Azerbaijan：Islamic power by Turkey”

　発表者のほか、同志社大学グローバル・
スタディーズ研究科・内藤正典教授、同
志社大学高等研究教育院・イヤス・サリム・
アブハジャイアール助教をコメンテー
ターとしてお招きした。

　発表に先立って、内藤正典教授よりト
ルコの広報文化外交の全体像について解説
が行われた。トルコの広報文化外交が大き
く発展したのは、AKP（公正発展党）が
2003 年に政権の座に就いて以降である。
AKP 政権下で経済発展と政治的安定が達
成され、トルコはドナー国としての役割を
果たすようになった。政権初期の広報文化
外交において重要な役割を果たしたギュ

レン運動だが、2016 年ギュレン支持者に
よるクーデター未遂により表舞台から退
いた。現在トルコの広報文化外交をおも
に担っているのは、トルコ国際協力事業
団（TICA）、トルコ宗務庁系の組織、民間
の NGO である IHH である。アラブの春
以後、アラブの指導者らは、トルコの広
報文化外交に対する警戒を強めた。トル
コが、公正（アラビア語でアダーラ／ア
ドル、トルコ語でアダーレット）という
イスラーム的価値にもとづく草の根運動
に寄り添う姿勢を示していたためでもあ
る。アラブの独裁者の恐怖心はヨーロッ
パにおけるイスラムフォビアとも共鳴し、
「トルコの覇権への野心」を懸念する新オ
スマン主義という言葉も登場した。コロ
ナで分断が深刻化する世界において、ト
ルコの広報文化外交はどのように展開し
ていくのか、若手研究者らに問いが投げ
かけられた。以下では発表の概要をまと
める。

　中屋昌子氏は、2009 年 7 月 5 日のウ
ルムチ暴動を機に国外に逃れたウイグル・
ディアスポラの動向と、トルコ国内の支
援組織の活動について発表を行った。ト
ルコ政府は、ウイグルに対して同情を示
してきた。増加するウイグル亡命者に対
して、トルコ人とウイグル人の手で設立
された NGO（組織名は非公開）は、トル
コ赤十字社、トルコ独立起業家・実業家
ネットワーク、トルコ商人やウイグル商
人の支援を受けながら、公的にも認めら
れている身分保障書の発行や、住居、食料、
治療費の減免といった各種の支援を行っ
ている。ウイグル亡命者の増加そして彼
らに対する支援の背景には、イスラーム
復興の影響がある。慈善活動は、イスラー
ムの重要な精神である。ウイグル・ムス
リムの多くは、物質的豊かさではなく、
信仰の自由を求めてトルコにやってきた。
トルコにおいても、信仰の実践をより強
く求めるムスリムによる慈善活動が活発
になった。こうした動きは、国民国家の
枠組みを超えた、イスラーム的共存原理
であるウンマの観念に基づくものでもあ
ることが指摘された。

       内藤正典氏

中屋昌子氏



　岩倉洸氏は、トルコのイスラームの影響
について制度的側面から検討を行った。ト
ルコ、イラン、ロシアと隣接するアゼルバ
イジャンは、約 6 割のシーア派と約 3 割の
スンナ派によって構成されるムスリム国家
である。イスラームは、1872 年に設置さ
れたカフカース・ムスリム宗務局、トルコ
宗務庁をモデルに 2003 年に設置された宗
教団体担当国家委員会による、二元的な管
理が行われている。アゼルバイジャンでは、
イランやアラブに比べ、トルコに対して比
較的自由な宗教活動が認められてきた。背
景にトルコのイスラームは穏健であると捉
えられてきた点、トルコで教育を受けトル
コ的な価値観を身に着けた人材が増えてき
た点が挙げられる。両国は世俗国家であり
制度的な面でも共通点があるものの、トル
コのイスラームとアゼルバイジャンのイス
ラームは本質的に異なっている。トルコの
影響がこの本質部分までを変えた訳では決
してなく、シーア派が集住する地域につい
てもその影響は限定的であることが強調さ
れた。

　コメンテーターのイヤス助教から、それ
ぞれの発表に対してトルコ系 NGO の各地
での活動やイスラームの規範の観点からコ
メントが行われた。質疑応答では、人道的
な要請と過激主義者のスクリーニングなど
国家安全保障との兼ね合い、トルコのイス
ラームとシーア派や各地域の独自のイス
ラーム概念との対立・融合関係などについ
て議論が行われた。

　今回の CISMOR リサーチフェロー研究
会は、トルコのソフトパワーを共通のテー
マとし、宗教社会学、国際政治学、開発経
済学、イスラーム地域研究など異なる分野
で研究を行っている若手研究者の発表と交
流の場を作ることを目的としていた。コメ
ンテーター及び参加者の先生方からは、具
体的な知識から分析の視点に至るまで、多
くの示唆をいただいた。国際政治学の概念
として登場したソフトパワー概念をイス
ラームの観点から捉える試みは、まだ始
まって間もない分野である。今後も、何ら
かのかたちで継続していくことができれば
と考えている。

（CISMORリサーチフェロー　西直美）

　ヤスミン・サッター氏は、対外政策の観
点から東南アジアにおけるトルコのソフト
パワーの特徴を検討した。東南アジアにお
けるトルコの役割は、IHH などイスラーム
的価値を重視する NGO による小規模な活
動があったものの、2004 年 12 月のスマト
ラ島沖地震津波被害に対する支援を皮切り
に、2009 年、マレーシアの大学出身で東
南アジアにも造詣が深いダウトオール外務
大臣の就任以降さらに増大していった。ト
ルコは、ミャンマーのアラカン（ロヒンギャ
問題）、タイのパタニ、フィリピンのバン
サモロと、東南アジアの紛争地域における
人道外交を展開しており、ミンダナオでは
紛争の仲裁者としての役割も果たしてき
た。東南アジアにおけるトルコの人道外交
は、人道という普遍的価値に基づいたもの
であるとはいえ、ムスリムが多い地域で展
開しているのが事実である。イスラーム自
由主義（経済はネオリベラリズム、政治は
民主主義、社会はイスラーム）とも表現さ
れる「イスラーム的価値」が外交の基盤と
なっていることも否定できないという点が
指摘された。

　カナットベック・ベイシェンナリエフ氏
は、キルギスタンにおけるトルコのプレゼ
ンスについて、経済、政治、文化的側面か
ら比較検討を行った。トルコはキルギスタ
ンの独立を最初に認めた国であるが、ロシ
アや中国と比べると軍事的・経済的なプレ
ゼンスは大きいとはいえない。しかし教育、
宗教におけるトルコのプレゼンスは際立っ
ている。最難関大学の一つであるキルギス・
トルコ・マナス大学は、トルコ政府の援助
で設立された。ギュレン運動が関わるセ
バット国際教育インスティテュートは、
1992 年以降アタトゥルク・アラトゥー大
学をはじめ各種学校の設立を支援してい
る。宗教に関しては、キルギス全土の宗教
施設をトルコ宗務庁系の組織が支援するな
ど、トルコの独占状況にある。キルギスの
伝統や慣習を否定せずに取り入れたこと
も、トルコの試みがキルギスタンで受け入
れられた背景として捉えることが可能であ
る。トルコの対キルギスタン政策は教育に
注力したものであり、二国間関係に資する
人材への投資を目指したものであることが
指摘された。
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研究会参加者

カナットベック・
ベイシェンナリエフ氏

岩倉洸氏

ヤスミン・サッター氏
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国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

　2020 年 11 月 28 日（土）、2020 年度第
2 回目の CISMOR 一 神教学際研究会 
(C I SMOR  Wo r k s hop  f o r  Young  
Scholars) が開催された。本研究会は 2018
年 4 月に発足したもので、大学院生を中心
とする若手研究者に対して研究発表の機会
を提供し、当センターのリサーチフェロー
などの専門家によるコメントなど、発表内
容へのフィードバックを行うことによっ
て、研究の進捗を図ることを目的としてい
る。

　新型コロナウィルスの流行が継続してい
るため、5月 30 日に開催された 2020 年度
の第 1 回と同様、今回の第 2 回もオンライ
ンで実施され、本学の 7 名の院生が発表を
行った。発表内容は古代メソポタミアに始
まり、ヘブライ語（旧約）聖書、近代ドイ
ツにおけるユダヤと民族主義の関係、戦後
日本におけるキリスト教シオニスト団体な
ど多岐に渡り、各発表後、コメンテーター
よりコメントや質問が示された。具体的な
プログラムは以下の通りである。

第１部 (10:30-12:05)  
10:30-10:35  
開会の挨拶：アダ・タガー・コヘン（同志
社大学大学院神学研究科教授、CISMOR セ
ンター長）

10:35-11:05
発表：辻坂 真也（同志社大学大学院神学研
究科博士後期課程）
「古代メソポタミアにおける玉座の機能」  
コメンテーター：前川 和也（京都大学名誉
教授、国士舘大学イラク古代文化研究所共
同研究員）

11:05-11:35
発表：淺野 けやき（同志社大学大学院神学
研究科博士前期課程）
「ヘブライ語聖書における זנהとקדשה の比
較」    
コメンテーター：石川 立（同志社大学大学
院神学研究科教授、CISMOR リサーチフェ
ロー）

11:35-12:05
発表：新井 雅貴（同志社大学大学院神学研
究科博士後期課程）

「ヘブライ語聖書における冥界描写にみる
死者רפאיםの性質」　
コメンテーター：北村 徹（同志社大学神学
部嘱託講師、CISMOR特別研究員）　

第２部 (13:10-15:20)     
13:10-13:40
発表：河合 竜太（同志社大学大学院文学研
究科博士後期課程）
「ドイツ帝政期ベルリンのユダヤ人と民族
主義 ̶体操団体バル・コホバを事例として」
 コメンテーター：勝又 悦子（同志社大学
大学院神学研究科教授、CISMOR幹事）　

13:40-14:10
発表：石井田 恵（同志社大学大学院神学研
究科博士後期課程）
「戦後日本におけるキリスト教シオニスト
団体のイスラエル支持の動機についての考
察」
コメンテーター：石黑 安里（日本学術振興
会特別研究員 PD、CISMOR リサーチフェ
ロー）

14:15-14:45
発表：長砂 翼（同志社大学大学院神学研究
科博士前期課程）
「ジャボティンスキーの諸相 ̶ビアリク宛
書簡から」
コメンテーター：平岡 光太郎（同志社大学
神学部嘱託講師、CISMOR リサーチフェ
ロー）

14:45-15:15
発表：岡﨑 祐貴（同志社大学大学院神学研
究科博士後期課程）
「エマヌエル・ヒルシュの神学的歴史理解
と政治的言説の関連性について」
コメンテーター：水谷 誠（同志社大学大学
院神学研究科教授）　

15:15-15:20
閉会の挨拶：アダ・タガー・コヘン

各発表の概要は、以下の通りである。

　辻坂氏は、古代メソポタミアの歴史にお
いて、文化、言語、宗教などに多大な影響
を与えた古代シュメール、特にシュメール
人が最後に活躍した時代であるウル第 3王

新井雅貴氏

淺野 けやき氏

CISMORワークショップ

CISMOR Workshop for Young Scholars 
（CISMOR一神教学際研究会 2020-2）

     主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　  
 【発表者】　辻坂真也ほか 6名（詳細は本文参照）
 【日　時】　2020 年 11 月 28日（土）10:30-15:20
 【会　場】　Web会議システム “Zoom” プラットフォーム

 

　　　　　辻坂真也氏



　石井田氏は、戦後日本における主要なキ
リスト教シオニスト団体について取り上
げ、彼らがイスラエルを支持する動機につ
いて考察された。各団体間には、細かい思
想的差異、特に、終末論理解に関して違い
が見られ、それが団体間の分裂を生む一因
となっている。しかし、その一方で、それ
らの団体の間に協力関係が見られることも
また事実である。石井田氏の発表では、こ
の団体間の協力関係を手がかりに、彼らが
目指すところの明確化が試みられた。

　長砂氏の発表は、ロシア生まれのユダヤ
人、ゼエヴ・ジャボティンスキーに注目す
るものだった。ゼエヴ・ジャボティンスキー
はシオニズム右派の指導者として活躍した
ことから、これまでの研究では彼の政治的
要素への注目が多く、本邦では先行研究の
主題のすべてが政治的なものであった。今
回の発表では、彼がユダヤの民族的詩人ハ
イム・ナフマン・ビアリクに宛てた書簡に
注目し、当時のユダヤ世界における彼の文
筆活動や社会的繋がりを明らかにすること
を試みられた。

　岡﨑氏の発表は、ドイツのプロテスタン
ト神学者、エマヌエル・ヒルシュが国民社
会主義ドイツ労働者党の権力掌握を支持す
るに至った神学的要因を、パウル・ティリッ
ヒとの対論の際に用いた「律法の完成」と
いう歴史理解の概念を手がかりとして明ら
かにすることを試みるものだった。岡崎氏
は、福音は律法の完成とそれに対する逆説
という二つの性格からなるが、前者の過度
な強調は福音を律法の単なる補助役とし、
結果として現状に対する批判的視座の後退
に繋がる可能性があると指摘し、ここにヒ
ルシュの政治的決断の神学的脆弱性をみる
ことができると主張された。
　
　以上のように、今回の発表内容も多岐に
渡るものであり、「一神教学際研究会」と
いう名称に相応しいものとなった。今回の
研究会では、各発表に個別のコメンテー
ターが設定されるなど、形式的にも従来以
上に充実したものになったと考えられる。
今後も本研究会が研究者を志す方々にとっ
て、意義あるものになることを願うばかり
である。

（CISMOR特別研究員　北村徹）
 

朝に注目された。同時代では、王や神の玉
座が、死者の供養や神の崇拝などの儀礼に
おいて度々登場していたことが確認される
が、発表ではこの時代において玉座が現れ
るテクストを検討し、それらの機能や役割
を得るに至った背景などが分析された。

　淺野氏は、ヘブライ語聖書のזנהとקדשה
という二つの単語の比較検討を行われた。
これらは、ヘブライ語聖書において、どち
らも娼婦を表す単語として用いられるが、
それらが使用されているテクストを比較す
ると、それぞれが一貫してすべての箇所で
娼婦を表しているのではないこと、またזנה
とקדשהが必ずしも同一のものを表している
わけでもないことが理解される。淺野氏の
発表は、神殿や公共空間における女性の役
割を今後、明らかにするうえで、まずこの
二つの単語がそれぞれ意味するところを聖
書本文から明らかにするのが目的だった。

　新井氏の発表は、死者を意味するヘブラ
イ語のひとつであるרפאיםに着目し、冥界
の描写に基づくヘブライ語聖書の死生שאול
観に照らし合わせてその性質を考察するこ
とを目的とした。死者という意味での
はヘブライ語聖書で合計רפאים 8 回現れ、
そのうち 4 箇所でשאולと共に言及される。
このשאולはしばしば墓との繋がりを否定さ
れた場所として描写されることから、新井
氏は、רפאיםはヘブライ語聖書において墓に
埋葬された死者と区別できることが伺える
と結ばれた。
　
　河合氏の発表は、バル・コホバ・ベルリ
ンという団体を取り上げ、1898 年のその
創設から第一次世界大戦期までの約 20 年
間の活動を、ベルリンのユダヤ社会との関
係を視野に入れながら明らかにすることを
目的とした。レオポルト・ツンツを創立者
とするベルリンの改革派男子学校の体育館
は、1890 年代末になると、ドイツに広が
る反ユダヤ主義に抵抗姿勢を示し、シオニ
スト指導者マックス・ノルダウが提唱した
標語「筋骨たくましいユダヤ人」に共感し
て、民族の再生を目標とする若者らが集う
場となっていた。ユダヤ社会全体からみれ
ば異端的な少数派であったこうした人々の
集まりをまとめた団体がバル・コホバ・ベ
ルリンであった。
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河合竜太氏

石井田恵氏

長砂翼氏

岡﨑祐貴氏

研究会第２部の参加者（第１部の参加者は本誌表紙に掲載）



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

【企画者】   藤原佐和子（同志社大学神学部嘱託講師／CISMORリサーチフェロー）
               朝香知己（同志社大学神学部嘱託講師／CISMORリサーチフェロー）
【発表者】　藤原佐和子ほか 2名（詳細は本文参照）
【日　時】　2020 年 12 月 12日（土）13:00-15:15
【会　場】　Web会議システム “Zoom” プラットフォーム
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国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

CISMORリサーチフェロー研究会

教会は誰のためのものか 
－キリスト教、ジェンダー、セクシュアリティ－

　
　藤原佐和子氏（同志社大学神学部嘱
託講師、CISMORリサーチフェロー）は、
「世界教会協議会（WCC）における女
性の按手」と題して、エキュメニカル
運動における「インクルーシブコミュ
ニティ」（あらゆるいのちに女性たち、
男性たちが共に仕える共同体）という
展望を紹介した上で、信仰職制運動の
端緒（1927 年）から、最大の成果と言
われる「リマ文書」の成立（1982 年）
に至るまでの、エキュメニカル運動に
お い て も っ と も 教 会 を 分 か つ
（church-dividing）問題と言われる「女
性の按手」をめぐる議論の歴史的経緯
を整理し、ジュネーヴ（1963 年）、カル
ティニー（1970 年）、クリンゲンター
ル（1979 年）の各会議における議論の
論点を検討した。

　ジュネーヴ会議は、「女性の按手」
の問題を按手からの「女性の排除」の
問題として捉えたが、それは「女性の
按手」という言葉がそもそも男性聖職
者としての特権を持つ人々からの不公
正な名付けである疑いを示唆するもの
であった。次に、カルティニー会議が、
女性、若者、人種的マイノリティなど
の 様 々 な 人 々 の 人 間 性 の 剥 奪
（dehumanization）は教会を毒する
と批判し、初代教会における異邦人
キリスト者の受け入れを根拠として、
人間全体（total humanity）への教
会の拡張と「すべての人々への按手」
という預言者的ビジョンを示したこ
とは、特に注目すべきものである。
そして、クリンゲンタール会議は、
初めて女性たち自身が「女性の按手」
について語ることができたと評され
るが、女性たちの「完全な人間性」
（the full humanity）を軽視した「教会
の一致」は不可能であると考えられた
ことから、この議論のフォーカルポイ
ントが（女性を含む）すべての人々の「完
全な人間性」にあると考えられる。

　最後に藤原氏は考察として、インク
ルーシブコミュニティを展望する今日
の視点から見て、「女性の按手」におけ
る「女性」は当然ながら、異性愛者（ヘ
テロセクシュアル）のシスジェンダー

女性だけを指すのでは足りないという
点を指摘した。そして「教会は誰のた
めのものか」という問いかけに「すべ
ての人々のためのものである」と答え
ようとするときには、あらゆるジェン
ダー／セクシュアリティを生きる人々
がその「完全な人間性」を認められ、
洗礼を受け、聖餐にあずかり、按手を
受けることのできるインクルーシブな
教会論が希求されねばならず、「女性の
按手」はそのための最小要件であると
結論付けた。

　朝香知己氏（同志社大学神学部嘱託
講師、CISMOR リサーチフェロー）は、
「性的マイノリティと按手」と題して、
この課題をめぐる日本における議論が
どのような状況にあるのかについて検
討した。

　2018 年に、日本における性的マイノ
リティ当事者の超教派グループである
「キリストの風」集会は、性的マイノリ
ティが安心して通えることのできる教
会を探すことを目的にアンケートを実
施したが、その中に「あなたの教会で
LGBT の牧師／司祭が聖職者として働
くことはできますか？」という設問（は
い・いいえ・その他から選択）が含ま
れている。

　同集会のホームページには、2020 年
12 月 7 日時点で、このアンケートに回
答し、かつホームページへの掲載を許
可したものについて、不明を含め 11 の
プロテスタント教派に属する全国各地
の教会名とその回答内容が掲載されて
いる。これを日本基督教団に属する教
会・伝道所に限り、（その牧師や信徒等
による）上記の質問への回答を見ると、
「いいえ」という回答は見られない。た
だし、「その他」の回答に付記されたコ
メントには、性的マイノリティである
ことが牧師の職務（資格）に関係する
という意識があるように読めるものが
含まれているのである。
　
一般に、牧師の職務には様々な内容が
考えられるが、一定の人々をそれから
予め排除するということは、その人々



イデオロギーへの反逆として、「性的にあ
からさまな神学」を提起する。
　
　第二に「下品な神学」はアルトハウス
＝リードが「T神学」と呼ぶ「イデオロギー
としての神学、すなわち『ひとつなる、
唯一の神学』とされている全体主義的構
築」への抵抗としても理解できる。T 神
学は人々の「ぐちゃぐちゃ」で「流動的」
な生の現実に目を向けず、一貫性を持っ
た筋書きを「リアル」なものとして提示
することで、それに当てはまらない人々
を「奇妙なもの」として周縁に押しやる。
それに対して、アルトハウス＝リードは
これまでの神学言説において「逸脱」と
して罰せられてきたような人々の現実の
生をこそ神学の土台とする。それは彼女
が「クィア」という言葉を「否定された
現実そのもの」と理解し、神学を「クィ
ア化する」あるいは「下品にする」とは「本
物の日常の生活と経験を取り戻すプロセ
ス」であると述べていることからもわか
る。

　工藤氏はこうした「下品な神学」の一
例として、アルトハウス＝リードとラ
ティーナたちによる「長血を患う女」（マ
ルコ 5：25-34）の読みを検証し、それが「生
理の血」という「流動的」で「ぐちゃぐちゃ
な」現実にこそ焦点を当てる、イエス批
判すら恐れない転覆的な読みであり、固
定された「答え」を求めるのではなく永
続的な「対話」を求めるものであるとする。
そして、最後にこうした「下品な神学」
の意義を評価しつつ、その重要な課題と
して、それがいかにして実際に周縁に追
いやられている人々に「救い」をもたら
しうるのか、また誰にとって益となるの
かという二点を指摘し、これらの問いが
我々にも課せられていることを確認した。

　三人の発表後、水谷誠先生（同志社大
学神学研究科教授）よりそれぞれの発表
に対するコメントと質問がなされ、参加
者による質疑応答の時間が持たれた。

（CISMOR リサーチフェロー　藤原佐和
子、CISMOR リサーチフェロー　朝香知
己、立教大学大学院博士後期課程　工藤
万里江）

がその職務に適さない要素を本質的（普
遍的）に有していると理解されるとい
うことと考えられる。例えば、日本で
も或る神学者は、牧師の有する特別な
職務に反するとして「実践的な同性愛
の行為者」の按手を否定しており、そ
の主張は、人間とは男と女（二元的性別）
であり、異性愛が正しい神の意図であると
聖書に書かれているという解釈の上に成立
している。

　朝香氏は、今やそのような解釈（だけ）
が正しいとする根拠自体が問われている
とし、この課題においてより検討される
べきは、性的マイノリティが現にある「資
格」に適合するかではなく、その「資格」
の基とされる二元的性別や異性愛の「正
しさ」の方ではないかと指摘した。

　工藤万里江氏（立教大学大学院博士後
期課程）は、「アルトハウス＝リードの『下
品な神学』―クィア神学の一例として」
と題して、アルゼンチン出身のクィア神
学者マルセラ・アルトハウス＝リード
（1952-2009 年）が提起した「下品な神学」
（Indecent Theology）を、そのキリスト
論を手がかりに探究した。アルトハウス
＝リードによれば、「下品な神学」とは「ラ
テンアメリカの何層にも重なる抑圧の神
話的レイヤーを問題化し剥ぎ取る神学で
あり、解放の神学とクィア思考の交差点
から出発して、情熱的かつ不謹慎に経済
的・神学的抑圧について考察する神学」
であるが、さらにその姿勢を、解放の神学・
フェミニスト神学の徹底、全体主義的神
学（Totalitarian Theology, T 神 学）へ
の批判という二つの側面から検証した。

　第一に「下品な神学」は、アルトハウ
ス＝リード自身の「フェミニスト解放の
神学者」としての自覚を徹底させたもの
と言える。彼女は解放の神学やフェミニ
スト神学がキリスト教の「裏切り者」と
して登場したにもかかわらず、現在は西
洋の安全な教室で「学ぶ」ものとなって
いると批判し、このような「中央」によ
る取り込みを振り払って改めて「破壊者」
「裏切り者」となるべきだとする。そのた
めに彼女は既存の神学の「適切さ」を規
定している異性愛主義的かつ家父長的な
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              “Mary Magdalene Announcing 
      the Resurrection to the Apostles” (1120s）
St. Albans Psalter, St Godehard's Church, Hildesheim.



 　　  主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　                   

【企画者】　平岡光太郎（同志社大学神学部嘱託講師／CISMORリサーチフェロー）
               石黑安里（日本学術振興会特別研究員 PD／ CISMORリサーチフェロー）
【講　師】   志田雅宏（東京大学大学院人文学社会系研究科講師／
　　　                     CISMORリサーチフェロー）
【日　時】   2020 年 12 月 19日（土）14:00-16:00
【会　場】   Web 会議システム “Zoom” プラットフォーム

10                                                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   C   I   S   M   O   R　   V   O   I   C   E　  32  

国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

CISMORリサーチフェロー研究会

「シオン／エルサレム／聖地」観の再検討：
  －聖書テキストから今日に至るまで－（第 2回） 

　2020 年 12 月 19 日（土）、第 2回「『シ
オン／エルサレム／聖地』観の再検討」
研究会が、オンライン（Zoom）上にて実
施され、国内の各地から 20 名程度が参加
した。今回は、志田雅宏氏により宗教学
およびユダヤ教史の観点から「聖地」に
ついて報告がなされ、エルサレムについ
ての解釈の多様性ならびに他の聖地とは
異なる固有性について議論を深める機会
となった。以下が志田氏による提題（「ユ
ダヤ教における聖地の『地図』」）の抄録
である。

　一神教の文化や歴史において、エルサ
レムは「聖地」として表現される場合が
多い。「聖地エルサレムの地図」という表
現を用いた際にまず思い浮かぶのは、ア
ルメニア人地区、キリスト教徒地区、ム
スリム地区、ユダヤ教徒地区に 4 分割さ
れた地図である。あるいはエルサレムの
考古学的調査の結果に基づき、その歴史
的地層を見ていくことによって通時的な
地図を思い浮かべることもできる。エル
サレムを世界の中心とするイメージはエ
ゼキエル書 5:5 によりはじめて提供され
た視点であると言われている。この発想
は、「古代バビロン＝世界の中心」である
という発想とも類似していることが研究
において指摘されている。このようなエ
ルサレムの理解は、水平方向の地図とし
て捉えることができる。

　ある場所が聖地とされる所以は何か。
そもそも聖性とはいかなる性質なのか。
宗教学では、俗なるものの対をなす聖と
いう理解がある。Émile Durkheim は宗
教の本質を、聖なる領域と俗なる領域と
いう異質なものとして捉える世界観であ
ると考えた。このような聖と俗の関係は
清めと穢れということに応用されること
も多々あり、レビ記 18 章では聖地は穢れ
た者を吐き出すという表現がある。その
後のユダヤ教では、土地の聖性について
多様な解釈が展開したが、聖なるものは
尊いという認識は共有されている。この
ような神学的なアプローチに対し、宗教
学的アプローチでは、そこに価値判断を
持ち込まず、聖と俗は異なる性質である
という点だけを強調する。Durkheim が

価値という観点から宗教を捉えたのに対
し、Mircea Eliade は意味という観点か
ら宗教を捉えた。つまり、ある人が体験
を通して特別な意味をもつ場所が生じ、
空間が均質的なものでなくなるのである。
Jonathan Smith によると、神学は明快な
答えを提示するのに対し、宗教学の役割
は人間の生み出す複雑な世界をそのまま
表すことであるとした。人間は世界を創
り出す存在であり、文化がその世界構築
の過程であると位置づける。そのような
人間の創造性を Smith は「地図（作り）」
と表明した。Smith の理解では、地図は
意味の世界に位置付けられ、状況によっ
て変化する。つまり、人間の多様な試み
に応じて地図自体も多様化するのである。
これをエルサレムに応用するならば、そ
こには本質的な一つの地図は存在しない
ということになる。Eliade や Smith の主
張から導きだされるのは、「聖地は人を必
要とする」という論点である。

　ユダヤ教について考えるならば、中
世において巡礼や移住が現実的でな
かった時代も長かったため、思想や儀
礼を通じて、実際に聖地に訪れること
なく、聖地との関わりをもつことが重
視される。神殿崩壊後に世界各地に離
散する中で、儀礼やトーラーの学習に
よって「聖なる土地が構築された」の
で あ っ た。こ の 最 た る 例 の 一 つ が
Nahmanides の「天上のエルサレム」
と「地上のエルサレム」という垂直方
向の地図であった。Nahmanides による
祈祷文では、戦争によって荒廃したエル
サレムに慰めの言葉が語られ、そのよう
な場所から天上のエルサレムへと義人た
ちの魂が昇っていく。中世ユダヤ神秘家
たちのテキスト解釈において地上世界の
聖地に対応するものは天上世界にあると
いうことが述べられるだけでなく、むし
ろこの二つの聖地がどのように関わって
いるかが追求された。そしてこの関わり
に人間がどのように働きかけることがで
き る の か を 探 求 し た の で あ っ た。
Nahmanides はカバラー（中世の代表的
なユダヤ神秘主義）を用いてエルサレム
を解釈したのである。

（CISMORリサーチフェロー　平岡光太郎）

志田雅宏氏



「女性の伝記」、それは無視され、また
依然として快いとは言えない分析概念
ではあるが、それを通して語られる女
性の歴史は、多くの者が求めているパ
ラダイム・シフトを生み出すものであ
る。このような問題意識をもって活動
した Mary Hayes について Walker 氏
は、「改革者、小説家、そして創造的な
思想家」であると述べられ、彼女に関
する上記の研究が Walker 氏の初の出
版物であり、2006 年に Ashgate 社か
ら刊行されたことを紹介された。

　続いて Walker 氏は歴史上の人物で、
彼女が選んだ特別な女性の振るい分け
を行い、Edna St. Vincent Millay（詩人）、 
Mary Ritter Beard（歴史家、作家、女
性参政権運動家）、Virginia Woolf（小
説家、評論家）、そしてその他の過去
100 年間における女性を示された。 

　Walker 氏はご自身の母校である
New School での “the New Historia”
プロジェクトを紹介された。“the New 
Historia” は、人類の歴史の早い段階
から今日までの、よく知られ、影響力
のある女性についての記述として
Walker 氏によって同定される女性の
「歴史」、そして、考古学や古代の文書
から知られる女性に関する、知識の百
科事典的な情報源を創造する試みであ
る。Walker 氏は、女神イシュタルにつ
いて長く美しい賛歌を記したシュメー
ルの女性祭司、エンヘドゥアンナに関
する早期の歴史的文書などを、その例
として示された。

　セミナーではまた、過去 60 年間に
おける現代フェミニストの歴史的な回
復についても触れられ、より学際的、
超歴史的、超国境的、そして様々なジャ
ンルに渡りつつあるこの研究分野の発
展と認識論的な含意についても言及さ
れた。

　ご講演後、講演者とあわせた約 20
名によって活発な質疑応答がなされた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

    
　2021 年 2 月 13 日（土）、2020 年度
第 2 回 目 の CISMOR セ ミ ナ ー、
“Where Are the Women in Eternity?”
が開催された。講師は女性学がご専門
の Gina Luria Walker 教 授 (Director 
o f  the New His tor ia ,  The New 
School, New York）で、セミナーはウェ
ブ会議システムを用いて開催された。

　Walker 氏のご講演は、20世紀中盤の
フェミニスト達の人物像研究を志した、
アカデミズムでのご自身の経験を示し、
また、「女性学」（“women studies”）の
女性教授になられた彼女自身の経歴
が、どのように「女性たちの伝記」
（“Women’ s biographies”）に、また、
“the New Historia” というプロジェク
トの創造に彼女を導いたのかを示すもの
だった。

　ご講演は、Mary Hayes (1759-1843): 
�e Growth of a Woman’ s Mind に関す
るWalker氏の研究のご紹介から始まっ
た。Mary Hayes は、ジェンダーの区
別と歴史的分析の観点から「女性の伝
記」（Female biography）を創案した
人物である。「女性の伝記」とは、一般
的な男性をモデルに作られた、伝記へ
の男性主義的なアプローチに向けられ
たものである。女性の思想がいかに自
らの生活条件から顕れるのかを示す実
証された詳細な根拠は、憶測と確かな
こととの間を区別し得る。より重要な
点は、もし女性の研究が、男性的な情
報整理のシステムの色眼鏡を通したま
まであれば従来の不正確さが永続し、
歴史は過去の女性思想家や活動家に対
して、また、歴史的に女性嫌悪が頑固
に存在してきたことへの彼らの変革的
な対応に対して、無視したままになる
ということである。

　過去の女性について、それぞれの状
況に基づいて理解するためには、何が
知られなければならないのか。それら
が信頼性をもって知られた時、女性の
貢献は過去の物語をどのように変え、
女性はそこにどのように位置するのか。

2020 年度第 2回 CISMORセミナー

Where Are the Women in Eternity?
  　　　主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　 
 【講　師】   Gina Luria Walker (Professor of Women's Studies, Director of 
                                              The New Historia, The New School, New York)
 【日　時】　2021 年 2月 13日（土）10:00-11:30
 【会　場】　Web会議システム “Zoom” プラットフォーム　

Gina Luria Walker 氏
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 　　  主催 ：　日本オリエント学会　
　　　　　　　 同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

【講　師】　長岡慎介（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）
【日　時】　2021 年 2月 27日（土）13:30-15:30
【会　場】   Web 会議システム “Zoom” プラットフォーム
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国際会議・公開講演会・シンポジウム・研究会報告

公開講演会

資本主義の危機と現代イスラーム経済の挑戦
 

　2021 年 2 月 27 日（土）、2021 年最初
のCISMOR公開講演会（オンライン）、「資
本主義の危機と現代イスラーム経済の挑
戦」が開催された。講師は、京都大学大
学院アジア・アフリカ地域研究研究科教
授の長岡慎介氏で、講演会はウェブ会議
システムを用いて開催された。

　講演会では、イスラーム経済、イスラー
ム独自の経済哲学、イスラーム金融のし
くみ、資本主義・ポスト資本主義とイス
ラーム経済、といった内容が扱われた。
　
　イスラーム経済とは、イスラームの理
念にもとづいた実行可能な経済システム
を現代世界に（再）構築することをめざ
す知的営為および実践であり、理念が体
現された実行可能なシステムである、と
のことであった。イスラーム経済は、20
世紀半ばから知的探究が始まり、1970 年
代に実践が本格化され、様々な等で様々
な分野に広がっている。例えば、金融分
野では「無利子金融」（1970 年代）、食品
分野では「ハラール食品」（1990 年代）、
アパレル分野では「（Hijab Fashion 等の）
女性ファッション」（2000 年代）、旅行分
野では「イスラミック・ツーリズム」
（2010 年代）等が例に挙げられる。
　
　イスラーム独自の経済哲学として、（条
件付きではあるものの）現世利益の直接
的肯定が挙げられる。これは資本主義と
の高い親和性が仄めかされる点でもある。
但し、イスラーム的に儲ける必要があり、
それは「喜捨（ザカート）の義務」、「投
機やギャンブルの禁止」、「不当利得（リ
バー）の禁止」といった条件が挙げられる。
特に、イスラーム金融のビジネスモデル
では、イスラームの教義に基づく「利子
のない金融」や市場競争論理の下の「持
続可能なビジネスモデル」が肝として挙
げられ、特に、資本主義が浸透している
現代世界において、このバランスの舵取
りはきわめて重要かつ大きな争点とのこ
とであった。
　
　また、イスラーム金融商品の一例とし
て「ムダーラバ（��������）」が例示さ
れた。ムダーラバとは、出資者（貸し手）が、

信頼すべき事業家（借り手）に資本を出
資するパートナーシップ契約形態のこと
であり、利益と損失を貸し手と借り手で
シェアすることが特徴として挙げられる。
利益は予め定められた比率で貸し手と借
り手の間で配分され、損失が出た場合の
貸し手への元本保証や利潤確保の義務は
ない。すなわち、借り手の儲けが貸し手
の業績と連動する為、貸し手の借り手へ
のモニタリングインセンティブが相対的
に大きくなるのである。ここから、ムダー
ラバを使ったイスラーム金融の特徴は、
実体経済に埋め込まれ、且つ、顔の見え
る金融だと言うことができる、というこ
とであった。
　
　次に、資本主義について、資本主義と
は「みんながお金儲けをして、富を不断
に追求し続けるしくみ」であり、「みんな
が違いのあるモノを見つけて市場交換を
通じてお金儲けをして、経済成長を不断
に追求し続ける」と示された。資本主義
の問題点として、「社会から離床した経済」
の確立により、飛躍的な経済成長をもた
らしたものの、格差の拡大がもたらされ、
その是正のための財源逼迫、および「金
融資本主義の台頭」による実体経済から
の乖離が挙げられた。それらを是正する
為の処方箋的役割として上述のイスラー
ム金融の可能性が示された。
　
　イスラーム金融の最近の流れとして、
伝統的社会経済制度の革新を伴うフィン
テック（FinTech）、寄付型クラウドファ
ンディングや暗号資産が例示された。暗
号資産については今尚議論の最中にある
とのことであった。

　講演の最後に、これらイスラーム経済
のムスリム・非ムスリムの枠を超えた普
遍的可能性を示された。

　講演後は約 85 名前後の参加者とチャッ
ト等を通じて活発な質疑応答がなされ、
充実した時間となった。ご講話いただい
た長岡氏に心より御礼を申し上げる次第
である。

　　　（CISMOR特別研究員　阿部泰士）

長岡慎介氏



で記した赦しの系譜との対話などを通して、
Leiner 氏はユダヤ教において人間の、神、他
者（人間）、そして自らとの和解が、トーラー、
イエス、パウロ、ミシュナ・ヨーマ、マイモ
ニデス、レヴィナスなどの歴史的な変遷の中
で、どのように展開してきたかについて示さ
れた。
　
　Leiner 氏 のご講演後、小野文生氏
（CISMOR リサーチ・フェロー、同志社大
学グローバル地域文化学部准教授）からコ
メントが示された。小野氏は「和解」
という主題について、H. Arendt や G. 
Agamben の主張を紹介しつつ、水俣病の
事例をもとに法と倫理の区別の必要性を指
摘された。公害において罪や責任、和解や
赦しは一大テーマとなるが、裁判では健康
被害と経済的補償に争点が縮減され、それ
で「法的には」問題は片付いたとされる。
しかし、本来それは法的領域を超えて倫理
的観点から扱われるべきものである。同様
の問題は、発生から 10 年を迎えた東日本
大震災・原発事故への対応にも認められる。
　
　また、カタストロフィにおける「和解」
は（Leiner 氏の主張とは違って）神・他者・
自己という 3 項目のみに包含され得ない複
雑な対象を持つ（例えば自然との和解、先
祖との和解、ペットや動物や生類との和解
など）。さらに、和解の内実は単純・一方
向的ではなく、過去・現在・未来を行きつ
戻りつしながら起こるものであり、和解し
たから終りというわけではない。

　なお、「加害者はまた自分自身でもある」
という或る水俣病患者の示した認識は、加
害／被害の単純な二項対立的図式を揺るが
すものであり、来るべき和解の在り方に示
唆を与えるかもしれない。このように和解
と赦しというテーマに対して、小野氏は哲
学的、学際的観点から考察することの意義
と可能性を強調された。
　
　小野氏によるコメントの後、17 名の参
加者による質疑応答がなされた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

   2021 年 3 月 6 日（土）、フリードリッヒ・
シラー大学イェーナ、イェーナ和解学研究セ
ンター (the Jena Center for Reconciliation 
Studies, Friedrich-Schiller University, Jena: 
JCRC) 長の M. Leiner 教授と CISMOR との
間で International Workshop が開催され
た。このWorkshop は 2019 年 10 月に締結
された、JCRCと CISMORとの学術提携に基
づく。

　Leiner 氏のご講演は「ユダヤ教における
和 解（“Reconciliation in Judaism”）」と
いうタイトルで、冒頭、V. Jankélévitch に
よる Regret（行わなかったことへの嘆き）
と Remorse（行ったことへの悔恨）の区別
に触れられ、過去は取り消せず、失われた
機会や損なわれた関係、罪や恥などは個人
の心の核心に位置するが、それは時代や文
化、宗教においても同様で、その感情に対
する理解や救済の仕方に特色を与えている
とする。地中海世界や日本では「恥」が「罪」
より大きな位置を占めると考えられている
こと、キリスト教の歴史では罪の意識とそ
の償いへの関心の強さが特徴的で、ユダヤ
教とイスラームでは罪や恐れはキリスト教
ほどの重みはないかもしれないが、ヘブラ
イ語聖書とユダヤ教、クルアーンとイス
ラームをより深く考察した場合、異なる様
相があると指摘された。

　Leiner 氏は、「ユダヤ教における和解」
というトピックには今なお大きな論争があ
り、一方では、ユダヤ教の「ヨーム・キップー
ル（贖罪日）」は贖罪に関するもので、和
解とはそれほど関係ないが故に、ヘブライ
語聖書やユダヤ教では、和解は重要な役割
を果たしていないと主張されるが、他方で
は、ヨーム・キップールの伝統とユダヤ教
の中にキリスト教やイスラーム、世俗化さ
れた西洋の倫理のすべての本質的な源泉を
見る者は、和解についても言及していると
する。

　このような対極的な立場や、M. Nussbaum
がその著作 (Anger and Forgiveness: 
Resentment ,  Generos i ty ,  Jus t ice ,  
Oxford: Oxford University Press, 2016)

CISMORワークショップ

Reconciliation in Judaism
 
 　　　 主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）
　　　  共催：　フリードリッヒ・シラー大学イェーナ、イェーナ和解学研究所
　　　  
 【発表者】　Martin Leiner（フリードリッヒ・シラー大学イェーナ教授／
　　　　　　　　　　　　　　イェーナ和解学研究センター長）
 【コメンテーター】　小野文生（同志社大学グローバル地域文化学部准教授／
　　　　　　　　　　　　　　 CISMORリサーチフェロー）
 【日　時】　2021 年 3月 6日（土）16:00-18:00
 【会　場】　Web会議システム “Zoom” プラットフォーム
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　Martin Leiner 氏

　　小野文生氏



           主催 ：　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）

　  公開講演会
     【講　師】   藤本龍児（帝京大学文学部社会学科准教授／CISMORリサーチフェロー）
     【日　時】　2021 年 3月 21日（日）13:30-14:50
     【会　場】   Web 会議システム “Zoom” プラットフォーム　
     CIMORリサーチフェロー研究会
     【企画者】　石黑安里（日本学術振興会特別研究員 PD／ CISMORリサーチフェロー）
　  【講　師】　松本佐保（名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授）
     【日　時】　2021 年 3月 21日（日）15:20-16:45
     【会　場】　Web会議システム “Zoom” プラットフォーム
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公開講演会

宗教から考えるアメリカの分断
CISMORリサーチフェロー研究会

「アメリカと宗教」

　2021 年 3 月 21 日（日）、CISMOR
リサーチ・フェローである石黑安里氏
主宰によるリサーチフェロー研究会「ア
メリカと宗教」の公開講演会と研究会
が開催された。同研究会は宗教の視点
からアメリカ社会を分析する目的で発
足したもので、今回は 2020 年の大統
領選挙を宗教的な観点から振り返り、
今後のアメリカ社会における動向を考
える機会となることを目指した。

　公開講演会の講師は藤本龍児氏で、
「宗教から考えるアメリカの分断」とい
う題目で、ヨーロッパにも広がる「ト
ランプ現象」や「ポスト世俗化」と呼
ばれる時代潮流を踏まえつつ、アメリ
カの分断についてお話しを頂いた。

　2016 年に生じた「トランプ現象」は、
アメリカのみならず、世界にも大きな
影響を及ぼした。2020 年の大統領選挙
でトランプは敗北したが、現役大統領
としては最多の投票数を獲得、その後
も、「トランプ現象」は継続し、アメリ
カの分断は深刻化している。本講演で
はこの分断の深層について、「トランプ
現象」と宗教との関わりに注目し、今
世紀、社会哲学の分野で優勢になりつ
つある「ポスト世俗化」論の観点から
ご説明を頂いた。「トランプ現象」の要
因としては通常、反「グローバリズム」
（中間層の反乱 / 反自由貿易）、反「ポ
リティカル・コレクトネス」（白人の不
満 /人種差別主義）、反「世俗主義」（「宗
教保守」の反感 / 反イスラーム）など
が挙げられる。「宗教保守」は幾つかの

宗教勢力の複合体であり、「宗教リベラ
ル」と対立している。問題意識の多様
化から決して一枚岩ではない宗教保守
の中心には白人のキリスト教福音派と
呼ばれる人々が存在し、彼らの 80% は
2016 年のアメリカ大統領選ではトラン
プを支持した。
　宗教保守がアメリカの分断に関わっ
ていることは、「ゴッド・ギャップ」と
いう現象に確認される。「ゴッド・ギャッ
プ」とは、教会によく通う人々は共和
党の支持者である傾向があるのに対し、
そうでない人々は民主党の支持者であ
る傾向があるという現象である。

　新型コロナウィルスへの対応に関し
て、民主党は「外出制限」を掲げたの
に対し、共和党は「礼拝は例外」とした。
礼拝の容認は感染者を増やすという批
判もあるが、「社会関係資本（Social 
Capital）」の観点から、外出制限によ
る副作用の現状（自殺防止の電話相談、
薬物の過剰摂取などの急増）との関連
で、宗教施設での礼拝の重要性を主張
する根拠となっている。この考え方は、
信教の自由への権力による侵害への抵
抗とともに、全米で大きな支持を得て
おり、このことがトランプ支持の背景
の一つになっている点が指摘された。
また、外出制限に関して、黒人差別の
抗議デモには制限が課されない一方で、
礼拝には制限が行われるというダブル・
スタンダードに対して、さらにはデモ
の暴徒化によって教会などが焼かれた
ことへの反発もある。

　

藤本龍児氏



る。その約70%が宗教右派や保守であり、
ティーパーティ運動の衰退後も宗教右派
や保守の活動は継続した。

　また、2016 年にトランプを支持した
福音派のメガ・チャーチは、1980 年代
から政治的影響力を及ぼすようになり、
過去 20 年間に４倍に増加、現在は 1400
前後が存在し、その上位 50 の平均出席
信徒数は週１万人である。近年はカト
リックから福音派へ改宗する事例が増え
ている。メガ・チャーチ人気の背景には、
福祉国家では無いアメリカにおいて、福
祉を担う役割を果たしている側面があ
る。医療保険の負担、アルコールや麻薬
の依存症などに苦しむ人々へのメンタル
ケア（とりわけ依存症患者の家族へのケ
ア）を担うことで支持を得ている。トラ
ンプは、ホワイトハウス内に福音派諮問
委員会を設置（非公式）し、福音派系の
シンクタンクである「家族調査評議会
（FRC）」を重視し、福音派が支持する政
策（エルサレムへの大使館移転、牧師に
よる政治候補者への支持表明などを禁じ
た「ジョンソン修正案」の廃止など）を
実行、2018 年に続き 2019 年にも「信
教の自由に関する閣僚級会合」を国務省
主催で開催し、信教の自由を世界に向け
て訴えることで、福音派の支持を得た。
また外交面では、UAE や他のアラブ諸国
とイスラエルとの国交を樹立させた「ア
ブラハム合意」が功績として挙げられる。

　2020 年の大統領選挙でトランプに勝
利したバイデンに関しては、カトリック
の票が大きかったことが強調された。カ
トリック票は宗教票としては最大の浮動
票である。歴史的には民主党支持だが、
2016 年の大統領選では 52% が共和党の
トランプを支持した。しかし、その後、
新型コロナ感染症の流行により、メガ・
チャーチで多くの感染者や死者が出たこ
と、経済に打撃を受けたことがトランプ
にとって不利となった一方で、医療政策
など福祉に手厚い民主党のバイデンが有
利となった。特に 2016 年にトランプを
支持したラスト・ベルトがコロナ禍で経
済的に低迷し、その地域のカトリック票
がバイデンに流れたことが勝敗を決めた
可能性があると指摘された。

　前者は約 80 名、後者には約 20 名の参
加者があり、オンライン開催としては多
くの方にご参加いただき、活発な質疑応
答がなされた。

（CISMOR特別研究員　北村徹）

　現代は世俗化が進んでいるとしばしば
言われるが、「無宗教」とされる人々も
特定の宗教団体に所属していないだけで
あって、それは必ずしも信仰心を持たな
いことを意味するのではない。宗教は、
私的な領域で、さらには公的な領域でも
維持あるいは復興していると言える。コ
ロナ禍においてアメリカでは、（信仰心
が弱体化した中世のペストの時とは異な
り）信仰心は変化がないか、むしろ強まっ
ている。またアメリカでは、議会議員の
大半がキリスト教徒であることに示され
るように、政治と宗教は現在でも密接な
関わりを持っている。社会哲学ではこう
した動向が「市民宗教論」「公共宗教論」、
そして「ポスト世俗化」論として大きな
テーマになっている。中間層の没落をも
たらしたグローバル資本主義（世俗エ
リート）への反発やポピュリズム、宗教
保守の関係性に注目することが、現在の
アメリカの動向を考察する上で重要であ
ることをトランプ現象は示している。　

　今後のアメリカの行方を考察するうえ
で、藤本氏は、組織宗教のみならず、「見
えない宗教」(invisible religion) にも注
目する必要があること、そして、現在の
対立の図式は「世俗主義者 vs. 原理主義
者」ではなく、「宗教リベラル vs. 宗教保
守」なのであり、後者の分断の背後には
「公共宗教」が共有されていて、それが
連帯の手がかりになるのではないかと指
摘された。

　研究会（非公開）では松本佐保氏を講
師にお迎えし、2021 年 2 月に刊行され
た同氏の新著に基づき、「アメリカを動
かす宗教ナショナリズム」という題目の
もと、宗教票が大統領選挙で重視される
ようになった 1980 年以降から 2020 年
の大統領選までの過程をキリスト教福音
派の観点から歴史的に分析頂いた。また
バイデン政権の誕生など最新の動向に関
しても触れられた。

　2012 年以降、キリスト教右派の政治
力は衰退したと言われていたにも関わら
ず、2016 年の選挙でのトランプの勝利
には宗教票が鍵となった。だがその勝利
は、トランプ本人の信仰心ではなく、側
近が福音派、保守派、キリスト教シオニ
ストなどの宗教票を集約したことが大き
かった点が説明された。

　トランプの政策と類似しているティー
パーティ運動は「小さな政府」を重視す
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　　松本佐保氏



2020年 10月 17日（土）
▼2020 年度第１回CISMORセミナー
  “What is the Antonym of Sin? 
   Christianity and the Place of Dazai's Narrative in the Literary
   Discourse of the Pre- and Postwar Years”
  講師：Massimiliano Tomasi （ウェスタン・ワシントン大学教授）
2020年 10月 31日（土）
▼公開講演会
  「イスラエル・アラブ国交正常化とアメリカ外交」
  講師：中村覚（神戸大学大学院国際文化学研究科教授）
2020年 11月 7日（土）
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  “Revisiting Turkish Soft-Power: 
   The Power of Islam or Neo-Ottomanism?”
  企画者：西直美（CISMORリサーチフェロー）
  発表者：中屋昌子ほか 3名（詳細は本文参照）
  協力：同志社大学ヒューマン・ディグニティ研究センター
2020年 11月 28日（土）
▼CISMORワークショップ
  CISMOR Workshop for Young Scholars
  （CISMOR一神教学際研究会 2020-2）
  発表者：辻坂真也ほか 6名（詳細は本文参照）
2020年 12月 12日（土）
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  「教会は誰のためのものか
   －キリスト教、ジェンダー、セクシュアリティ－」
  企画者：藤原佐和子・朝香知己（CISMORリサーチフェロー）
  発表者：藤原佐和子ほか 2名（詳細は本文参照）
2020年 12月 19日（土）
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  「『シオン／エルサレム／聖地』観の再検討
　－聖書テキストから今日に至るまで－」（第 2回）
  企画者：平岡光太郎・石黑安里（CISMORリサーチフェロー）
  「ユダヤ教における聖地の『地図』」
  講師：志田雅宏（CISMORリサーチフェロー）
　
　　　
　
　 

2020年度後半
活動報告

C I S M O R  最新情報を発信中です

                             http://www.cismor.jp

CISMORウェブサイトより、最新情報を発信しています。
出版物をはじめ、過去の講演会の動画、ニュースをご覧
いただけます。

主催イベント
【オンライン開催（Web会議システム “Zoom” を使用）】

   　　　    

2021年 2月 13日（土）
▼2020 年度第２回CISMORセミナー
  “Where Are the Women in Eternity?”
  講師：Gina Luria Walker (Professor of Women's Studies, Director 
　　　　　　　　of The New Historia, The New School, New York) 
2021年 2月 27日（土）
▼公開講演会
  「資本主義の危機と現代イスラーム経済の挑戦」
  講師：長岡慎介（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科教授）
  主催：日本オリエント学会／CISMOR
2021年 3月 6日（土）
▼CISMORワークショップ
  “Reconciliation in Judaism”
  講師：Martin Leiner（フリードリッヒ・シラー大学イェーナ教授）
  コメンテーター：小野文生（CISMORリサーチフェロー）
  共催：フリードリッヒ・シラー大学イェーナ、イェーナ和解学研究センター
2021年 3月 21日（日）
▼公開講演会
  「宗教から考えるアメリカの分断」
  講師：藤本龍児（CISMORリサーチフェロー）
▼CISMORリサーチフェロー研究会
  「アメリカと宗教」
  企画者：石黑安里（CISMORリサーチフェロー）
  「アメリカを動かす宗教ナショナリズム」
  講師：松本佐保（名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授）

共催イベント
【オンライン開催（Web会議システム “Zoom” を使用）】
2020年 10月 29日（木）
▼学会
  日本旧約学会（秋期）
  主催：日本旧約学会
2020年 11月 16日（月）
▼講演会・研究会
  「組織心理とモチベーション
　－内発的モチベーションを中心に－」
  講師：藤本哲史（同志社大学政策学部総合政策科学研究科教授）
  主催：野村マネジメント・スクール研究助成
　　　   （研究代表者　阿部泰士、同志社大学）
2021年 1月 9日（土）
▼講演会・研究会
  「金融政策と銀行行動」
  講師：植田宏文（同志社大学商学部商学研究科教授）
  主催：野村マネジメント・スクール研究助成
            （研究代表者　阿部泰士、同志社大学）
2021年 3月 10日（水）
▼ワークショップ
  第 21 回アッシリア学研究会
  発表者：Ada Taggar Cohen ほか 3名
  主催：アッシリア学研究会

 

発　行　　　　同志社大学一神教学際研究センター（CISMOR）      　  TEL  075-251-3972     FAX  075-251-3092

　　　　　　　〒602-8580　京都市上京区今出川烏丸通東入　　　　  E-mail 　rc-issin@mail.doshisha.ac.jp

編　集　　　　CISMOR 編集事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 journal@cismor.jp

お知らせ
CISMORの出版物である『一神教学際研究（JISMOR）』
と『一神教世界（WMR）』は、電子版の需要に鑑みて、
かねてより機関リポジトリの導入や当研究センター
ウェブサイトでの PDF ファイル公開などによる電子版
への移行を進めてきました。これらの出版物の公開に
つきましては、電子版のみの発行となります。
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