
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

特集 地域研究の新地平 : 特集にあ
たって

『アジア・アフリカ地域研究』編集委員会

『アジア・アフリカ地域研究』編集委員会. 特集 地域研究の新地平 : 特
集にあたって. アジア・アフリカ地域研究 2001, 1: 3-4

2001-03

http://hdl.handle.net/2433/79984



特集「地域研究の新地平」

特集にあたって

本誌の創刊にあたって，編集委員会では「地域研究の新地平」というタイトノレで特集を組む

ことに決定した.21世紀に向けてどのような地域研究のありょうがあるかを考えよう， との趣

旨である.執筆スタイルは自由，としたこともあって，結果的に長短さまざまな論文や研究創

案ノート的エッセーが混在する特集となった.そのため，この特集では，地域研究による具体

的な研究成果から，地域という対象にいかにせまるかを論じた地域研究論まで，幅広い内容と

なっている.

本特集を見ていただければわかるように，論じられているトピックも，地域研究における村

落研究の位置づけ，農村開発や経済発展を地域研究としてどう捉えるか，地域研究としてのイ

スラーム法研究をめぐる新たな視座，実践知としての地域研究，地域研究に関わる存在論的考

察など，じつに多様である.その意味で，網羅的ではないものの，本誌があっかおうとしてい

るアジア・アフリカ地域研究の輪郭が，ここに示されているといってもよいであろう.

とはいうものの，特集に収録された9編の論文は，アジア・アフリカ地域研究という大海に

浮かぶ小さな島々のようなものでしかない.本誌の創刊を機に，今後，さらにさまざまな色と

形の地域研究をこの海に見出していくことが，本誌の目指すところであり，その第一歩として

本特集を位置づけたいと考えている.

なお，今回の特集における執筆者は，京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に関

わる研究者のみとなった.本誌は，紀要ではなく一般学術誌であり，今後は広く世界からの投

稿にもとづいて編集していく予定であるが，創刊号という意味から，刊行主体である組織の研

究者による論考を中心とした.

『アジア・アフリカ地域研究』編集委員会
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A N ew Horizon in Area Studies 

On the Feature Topic 

Under the title of "A New HorIzon in Area Studies，" this inaugural issue contains an assort-

ment of papers. It aims to outline the parameters that wi11 shape the emerging field of Area 

Studies in the 21st cen四ry.Seeking freedom from stylistic restrictions， its pages include ev-
erything from papers to research notes to essays. This special edition contains both case 

studies and ref1ections upon the theoretical considerations inherent in Area Studies perspec-

t1V'白.

One glance wil1 reveal that its pages contain such topics as the place of vil1age research 

within the fie1d of Area Studies， considerations on Area Studies approaches to rural deve1op-
ment， an innovative Area Studies perspective on the study of Islamic law， an activist episte-
mology in Area Study， ontological inquiries re1ated to Area Studies， and so forth. In出1S

sense， it can be said that this collection of nine papers shows a contour of Asian and African 

Area Studies. 

These nine papers， however， represent little more than small islands within the ocean of 

Asian and African Area Studies. Yet， this first edition is but a first step， and fu印 reeditions 

wil1 aim to present papers of all shapes and colors， covering a wide range of Asian and Afri-

can Area Studies. 

Finally， since the Graduate School of Asian and African Area Studies， Kyoto University is 
the inaugural body of this Journal， the nine contributors to the present special edition are all 

affiliated with this Graduate Schoo1. In fu印 reeditions， it is hoped to bring together a wide 

range of contributors from across the world. 

The Editorial Committee 
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