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１．イントロダクション
１－１． 「中東政治学」とは？
「中東」とは、かつて大英帝国が用いた言葉で、現在では主に北はトルコから南はイエメン、東はイラン
から西はモロッコまでの地域を指します。この地域における政治学を「中東政治学」と言い、イギリスや
アメリカ等で盛んに研究されている学問です。日本においては、中東の地域研究が盛んになされてきた
一方で、同地域における一般的な政治理論を構築する作業はあまり進められてきませんでした。しかし
ながら、昨今、日本の中東地域研究者及び比較政治学者が、日本における中東政治学の確立を目標
に奔走を始めています。

１－２． 一般向けに書かれた資料・読み物
「中東」の考え方 / 酒井啓子
中東地域研究の第一人者で国際政治学会会長も務めた酒井啓子先生（千葉大学大学院教授）によ
る入門的新書。中東が抱える問題の多様性と複雑性を解説した上で、その問題を理解するヒントを
読者に提供してくれている。
【書誌 ID=2004185244】 外国図 2 階新書 312.28/111

中東新秩序の形成 ： 「アラブの春」を超えて / 山内昌之
2011 年以降のいわゆる「アラブの春」に関する丁寧な解説と分析が多角的になされている。中東地
域で現在起きている事実を把握するために、はじめに手に取りたい本。
【書誌 ID=2004229617】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 312.27/YAM

１－３． 背景を知るために
アラブの人々の歴史 / アルバート・ホーラーニー著 ; 阿久津正幸編訳
【書誌 ID=2004006259】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 227/HOU

アラブ 500 年史 : オスマン帝国支配から「アラブ革命」まで / ユージン・ローガン著 ; 白須
英子訳
【書誌 ID=2004306407】 外国図-3 階開架 228/324

いずれも中東研究の巨頭によって書かれた歴史書の邦訳。読み応えはあるが、地域の政治経済を
知るうえで避けては通れないのが歴史の勉強。前者は 7 世紀に預言者ムハンマドがイスラームを始
めて以降、後者はオスマン帝国中期以降を扱っている。

イスラームとは何か : その宗教・社会・文化 / 小杉泰著
イスラームの知識も、アラブ地域の社会を勉強するうえではマスト。分かり易くまとまっている一冊。
【書誌 ID=2003910518】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 167/KOS

２．学習用資料
２－１． 手元にあると便利な事典・ハンドブック 類
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イスラーム世界研究マニュアル / 小杉泰, 林佳世子, 東長靖編
社会・文化・宗教・部族など幅広くイスラーム世界（中東地域に加えてパキスタンやインド、インドネシ
アやマレーシアなども含む）の研究に有効な資料などについてまとまっているハンドブック。日本語で
かかれたものは唯一と言える。

【書誌 ID=2004080307】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 227/KOS

新イスラム事典 / 日本イスラム協会
イスラームに関する用語についてまとめてある事典。
【書誌 ID=2003473711】 総合図-書庫 227/SHI

岩波イスラーム辞典 / 大塚和夫編集
上記の『新イスラム事典』と内容量はほぼ変わらないが、単語によっては解説が異なっている場合も
ある。2 冊同時に調べるのが確実。
【書誌 ID= 2003446675】総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 227/OTS

２－２． 最初に読むべき資料： 教科書・古典
中東政治学 / 酒井啓子編
中東地域の比較政治研究を日本から本格的に志そうとする、評価の高い教科書的な学術書。日本
における中東政治学のあり方に一石を投じたマニフェスト的な良本。
【書誌 ID=2004256745】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 312.27/SAK

State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East / Roger Owen
現代中東の国家・権力・政治 / ロジャー・オーウェン著 ; 山尾大, 溝渕正季訳
中東政治の複雑性を、ポスト・コロニアル社会が抱える共通現象として、国際的な比較研究の俎上
にのせた中東政治学・政治史の名著。中東地域にどのように近代国家が成立したのか、国家建設
後に政治体制がいかに定着していったのかを構造的に論考している。オリジナルは 1992 年に出版
され、2004 年刊の 3rd ed. が最新版。邦訳は原著 3rd ed.を全訳した『現代中東の国家・権力・政治』
が 2015 年に出版されている。
原著(1st ed., 1992) 【書誌 ID=2003798774】 外国図書庫 311.228/9
邦訳 【書誌 ID=2004413703】 総合図-A 棟 3/4 階 学習用図書 312.27/OWE

２－３． 最新情報が確認できる資料： 主要雑誌・年鑑・Web ページ
中東研究 = Journal of middle eastern studies / 中東調査会
中東調査会が出版している中東研究一般の学術雑誌。比較的、地域研究寄りの内容で構成される
が、中東地域での理論研究を目指すうえでは目を通しておくべき雑誌。
【書誌 ID=3002113306】 総合図、外国図

Journal of Comparative Politics 【電子ジャーナル ISSN=1337-7477】
中東地域に限らない比較政治学分野におけるトップジャーナル。中東以外の地域の研究から、発展
途上国に共通する政治理論を模索したり、中東地域に応用できる視点が無いか勉強したりすること
が重要。
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Al Jazeera English （http://www.aljazeera.com/）
アラビア半島の一国カタールを拠点とする、中東地域での始めての衛星放送。アラビア語を用いて
各国の政治を厳しく批判することから、同地域において多くの市民が視聴している。ただし、カタール
首長からの出資で設立された背景上、特にアラビア半島の政治問題について常に公正公平な報道
がなされているとは言い切れないので注意。

Asharq Al-Awsat （http://english.aawsat.com/）
ロンドンに本部を置くアラビア語日刊高級紙。サウジアラビアのアフマド・ビン・サルマーン王子（当
時）が出資して所有。同氏の死後、息子が社長に就任している。サウジ資本で設立されたこともあり、
特にオピニオン欄の論調が比較的保守的で、サウジアラビア政府・王室よりの報道が目立つと指摘
されている。中東・北アフリカの各都市に加え、フランクフルト、ニューヨーク、マルセイユ、ロンドンで
発行されている。

３．レポート・論文執筆用資料
３－１． 有用な検索キーワード
 主要キーワード：中東政治学/中東研究
Middle Eastern Politics/International Relation on Middle East
 関連キーワード：アラブの春/アラブ革命
Arab Spring/Arab Revolutions/Arab Monarchy
 補助キーワード：政治学/権威主義体制/民主化/比較政治学
Political Science/Authoritarian Rule/Democratization/Comparative Politics

３－２． 二次資料類： 検索サイト・書誌索引
日本中東学会ホームページ (http://www.james1985.org/)
日本における中東研究文献のデータベースを検索できる。また、中東研究に関する研究会やシンポ
ジウムなどの開催情報についても掲載されている。

３－３． 一次資料類： 史料集・全集・統計集・ファクトデータ集
League of Arab State （http://www.lasportal.org/ar/Pages/default.aspx）
アラブ連盟の公式ホームページ。公式文書のほか、アラブ世界のニュースについても整理されてい
る。現在はアラビア語のみ。英語版は準備中。

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf （略称：Gulf Cooperation Council, GCC）
(http://www.gcc-sg.org/en-us/Pages/default.aspx)
湾岸協力会議の公式ホームページ。加盟国であるサウジアラビア、クウェイト、カタール、バーレーン、
アラブ首長国連邦、オマーンの各種統計にアクセスできる。
本文中で紹介している図書・雑誌について
図書名・雑誌名の後ろに「書誌 ID」（１０桁の数字）の記載が
あるものは大阪大学で所蔵しています。この１０桁の数字で
大阪大学 OPAC（蔵書検索システム）が検索できます。
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