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Recent research（最近取り組んでいる研究）

• Exploring social movements for LGBTQ 

rights in Southeast Asia using quantitative 

text analysis. 

• Election mobilization trends of political 

parties using Arabic social networking sites.

• アラビア語SNSを利用した政党の選挙動員の傾向
• 東南アジアにおけるLGBTQの権利を主張する社会

運動を量的テキスト分析の手法を用いて解明する
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Overview of Islam in Southeast Asia
東南アジアのイスラーム概況
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World Muslim Population 世界のムスリム人口

Source: （Left)Pew Research Center [https://www.pewresearch.org/2015/04/02/muslims/]

(Right) Pew Research Center “Mapping the Global Muslim Population” 2009. [https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2009/10/Muslimpopulation.pdf]
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Religion in Indonesia
インドネシアの宗教

• Islam （イスラーム）

• Protestant （プロテスタント）

• Catholic （カトリック）

• Hinduism （ヒンドゥー教）

• Buddhism （仏教）

• Confucianism （儒教）

• Others（その他の信仰）
Islam

236,530,000

86.88%

Protestant

20,400,000

7.49%

Catholic

8,420,000

3.09%

Hinduism

4,670,000

1.72%

Buddhism

2,040,000

0.75%

Confucianism

73,020

0.03%

Others

102,510

0.04%

Islam Protestant Catholic Hinduism Buddhism Confucianism Others

Population of Indonesia: 272,23millions (2021)

インドネシアの人口 2億7,233万人（2021年）
Source: Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(https://dukcapil.kemendagri.go.id/)
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Religion in Indonesia
インドネシアの宗教

Pancasila （建国五原則）

1. Belief in the almighty God（唯一神への信仰）

2. Just and civilized humanity（公正な人道主義）

3. The unity of Indonesia （インドネシアの統一）

4. Democracy guided by the inner wisdom in the 

unanimity arising out of deliberations among 

representatives（合議制と代議制に基づく民主主義）

5. Social justice for the whole of the people of 

Indonesia（全国民に対する社会的公正）
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Islamic revivalism in Indonesia
インドネシアにおけるイスラーム復興

• Islamic revivalism in the society has expanded since the 

1970s.

• 1970年代以降、社会のイスラーム復興が拡大

• Wearing the veil and the rise of Islamic political parties. 

• ヴェールの着用、イスラーム政党の台頭

• The spread of Islamic way of life. ex. greeting in Arabic, 

encouraging the use of Arabic-derived words.

• イスラーム的な生活規範の浸透（アラビア語の挨拶、アラビア語
由来の言葉を積極的に使う等）

The phenomena of returning to the origins and faithful to Islamic 

norms? 

イスラームの規範に忠実な、原点回帰的な現象？
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Islamic revivalism in Indonesia
インドネシアにおけるイスラーム復興

• Increase of Umrah (عمرة)

• 小巡礼の増加

• Veils as iconic fashion. 

• アイコニックなファッションとしてのヴェール

• Popularity of “Islamic preachers” without Islamic 

education.

• イスラーム教育を受けていない「イスラーム説教師」の人気

Islamic revivalism in Indonesia has a different logic than its 

religious value.

インドネシアにおけるイスラーム復興は、宗教的意義とは別のロジック。
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Online Religious Consultation
オンライン宗教相談
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“More” Islamic way
「よりイスラーム的」であること

Background（背景）
• Being religiously devout ≠ the realm of personal faith

• 宗教的に敬虔であること≠個人の信仰の領域

• Being religiously devout＝includes performance to his/her 

surroundings and community. 

• 宗教的に敬虔であること＝周囲やコミュニティに対するパフォーマン
スも含む

• More concerned about whether or not their actions and 

behaviors are “Islamic” rather than deepening their faith. 

• 信仰を深めるというよりは、むしろ自らの行いやふるまいがイスラーム
的に正しいかどうかが問題
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Online religious consultation
オンライン宗教相談 （１）

Religious consultation（宗教相談）

• Asking questions to the ulama(علماء), Islamic intellectuals, 

by people who lack  knowledge of Islamic law and 

Hadith(حديث) is widespread in the Islamic world.

• イスラーム法、ハディース等の知識に乏しい者が、ウラマー（イス
ラーム知識人）に質問するという行為は、イスラーム世界で広くみ
られる。

• Various ways to consult

• 相談方法はさまざま
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Online religious consultation
オンライン宗教相談（２）

• Republika, Indonesia’s largest Islamic daily newspaper, has 

had an online version since 1995. 

• インドネシア最大のイスラーム日刊紙『レプブリカ』は、1995年からオ
ンライン版を公開

• Four sections of religious consultation: “All about Islam”, 

“Finance”, “Zakat (almsgiving)”, and “Room for Islamic Law”. 

• 宗教相談には「イスラーム全般」、「金融」、「ザカート（喜捨）」、
「イスラーム法の部屋」の4コーナーがある。

• Responds by the members of Indonesian Ulama Council 

and other Islamic intellectuals.

• インドネシアウラマー評議会メンバーや他のイスラーム知識人による
回答
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Online religious consultation
オンライン宗教相談 （３）
Examples（例）

• Is it legal to postpone prayers for work?

• 仕事のために礼拝を延期することは法的にどうですか？

• Is it haram to go sightseeing to a temple?

• 寺院に観光しに行くことはハラームですか？

• Is music permissible in Islam?

• イスラーム的に音楽はゆるされるのですか？

• Is it legal to use pirated software?

• 海賊版のソフトウェアを使うことは、法的にどうですか？

• Is it haram to play online games?

• オンラインゲームで遊ぶことはハラームですか？

• Is it sinful to go against the government’s protocol for the prevention of COVID-19 infection?

• 政府が出しているCovid-19感染予防のためのプロトコルに逆らうことは罪深いですか？
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Online religious consultation
オンライン宗教相談 （4）

ボロブドゥールなどの寺院に行くことは、ハラームではない。クルアー
ンにも、歴史的な場所を訪問する旅は奨励されている。もし今こ
の時代に、歴史的な場所への観光がハラームであるとされたら、
ピラミッドやスフィンクスを見に行った人たち全員が罪深い人間と
なってしまう。東南アジアでは、ヒンドゥー教も仏教も、そしてアニミ
ズムや精霊信仰もあるのだから歴史的場所に溢れている。
また預言者ムハンマドは、かつて偶像がたくさんあったマッカのグラ
ンドモスクに入ったことがあるとされている。
ただし、「信仰」のためにそうした場所に入ってはいけない。つまり
寺院に入って、仏教のおしえにそった祈りを捧げることはハラーム
である。今ゆるされているもの禁止すべきではないし、今禁止され
ているものをゆるすべきではない。

• Is it haram to go sightseeing to a temple?

• 寺院に観光しに行くことはハラームですか？

It is not haram to go to temples such as Borobudur. Even 

in the Qur'an, travel to visit historical places is 

encouraged. If tourism to historical sites were 

considered haram in this era, all those who went to see 

the pyramids and the sphinx would be sinners. 

Southeast Asia is full of historical places because of 

Hinduism, Buddhism, animism, and spiritism.

It is also said that the Prophet Muhammad once entered 

the Grand Mosque in Makkah, which was once full of 

idols.

However, it is not allowed to enter such places for "faith. 

In other words, it is haram to enter a temple and offer 

prayers according to Buddhist teachings. What is 

permitted now should not be prohibited, and what is 

prohibited now should not be permitted.
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Online religious consultation
オンライン宗教相談（5）

オンラインゲームで遊ぶこと自体はMubah（ニュートラル）。ただ
し、一定の条件を満たさない場合は、不承認となる。たとえば、
勉強をする大学に行く、仕事をして収入を得る、家族を養うた
めに働くなどの個人の義務をないがしろにしてでもゲームに費やし
た場合は、ハラーム。
またゲームのせいで、礼拝をすっぽかしたりはもってのほか。
またゲームの種類によっても異なる。ギャンブル的要素が強いも
の（課金をしたり、くじをひいたり）は完全にハラーム。
コンピューターのせいで、礼拝をすっぽかしたり、自らに課されたオ
ブリゲーションを果たせなくなる場合はハラーム。

• Is it haram to play online games?

• オンラインゲームで遊ぶことはハラームですか？

Playing online games itself is Mubah (neutral). However, 

if certain conditions are not met, it will be disapproved. 

For example, if one spends time playing games while 

neglecting personal obligations such as going to 

college to study, getting a job to earn money, or 

working to support one's family, it is haram.

Also, it is not permissible to skip prayers because of 

games.

It also depends on the type of game. Those with a 

strong gambling element (paying bills, winning raffles, 

etc.) are completely haram.

It is haraam if the computer causes you to miss prayers 

or prevents you from fulfilling the Obligation you have 

set for yourself.
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Online religious consultation
オンライン宗教相談 （6）

クルアーン第62章8節「・・・・あなたがたが逃れようとする
死は、かならずあなたがたを襲う」
すべての物事はアッラーによって決められている。
また、預言者ムハンマドはかつて「ハンセン病を患っている
人に近づかないように」言ったというハディースが残ってい
る。
このことから、ハンセン病は目に見えますがコロナは見えま
せん。そのため自分が他人から感染しないようプロトコル
が設定されているのです。
これは実は宗教的な教えです。国からの規制がなけれ
ば、私達はハディースにしたがって独自に感染対策をし
なければいけません。今現在は国からの感染対策が発
表されているので、それに従うべきです。

• Is it sinful to go against the government’s protocol for the prevention of COVID-19 infection?

• 政府が出しているCovid-19感染予防のためのプロトコルに逆らうことは罪深いですか？

The Qur'an, Chapter 62, Verse 8: “…The death 

that you try to escape will surely befall you.

All things are determined by Allah.

There is also a hadith that says that the Prophet 

Muhammad once told people to stay away from 

people who had leprosy.

This shows that leprosy is visible, but corona is 

not. This is why protocols have been set up to 

prevent oneself from being infected by others.

This is actually a religious teaching. If there is no 

government regulation, we have to follow the 

Hadith and take our own infection control 

measures. As of now, the government has 

announced infection control measures and we 

should follow them.



18

Online religious consultation
オンライン宗教相談 （7）

• Flexible answers that are relevant to the times and contexts.

• 時代とコンテクストに即した柔軟な回答

• Answer based on the Qur'an and Hadiths to give Islamic "approval".

• クルアーンとハディースを根拠に回答することで、イスラーム的な「おすみつき」を与える

• The person who asks for advice gains confidence in his or her own behavior by 

being "authorized" by Ulama.

• 相談者はウラマーによる「公認」を得たことで、自らのふるまいに「自信」がつく

• On the other hand, people are in an era where people are concerned about whether 

everything is "Islamic" or not. 

• 他方で、人びとは何でもかんでも「イスラーム的」にどうか？を気にする時代へ
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Studying in the Middle East and 
Students’ Social Networks
中東地域への留学者と社会的ネットワーク
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Studying in the Middle East
中東地域への留学（１）

Purpose of Studying in the Middle East（中東地
域への留学目的）

• To learn more and deeply about Islam.

• イスラームをより深く学ぶため

• Motivation to study in the “authentic” places as 

studied at the Islamic boarding school, Pondok

and Pesantren. 

• 寄宿制イスラーム学校のポンドック、プサントレンで学ん
でいたので、「本場」で学びたいという動機

• Want to study abroad. 

• 海外に留学をしてみたい
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Studying in the Middle East
中東地域への留学（2）

Indonesian international students’ community in 

Egypt（エジプトのインドネシア人留学生コミュニティ）

• Existence of regional communities. 

• 地域（同郷者）コミュニティの存在

• Density networks and transboundary networks

• 高密度ネットワークと越境的ネットワーク

• Density networks: increasing intimacy and 

reproduction of life. 

• 高密度ネットワーク：親密さの増大と生活の再生産

• Transboundary networks: expanding cultural 

capital and acquiring new knowledge.

• 越境的ネットワーク：文化資本の拡大と新しい知見獲
得
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Social Networks of International Students
留学生の社会的ネットワーク（1）

Social networks after returning to Indonesia（インド
ネシア帰国後の社会的ネットワーク）

• Many become a religious teacher after returning to 

Indonesia.  

• インドネシア帰国後、多くが宗教教師となる

• Job placement and through density networks (ex. 

introducing job opportunities in nearby religious 

schools)

• 高密度ネットワークを利用した職の斡旋（近隣の宗教学
校での働き口紹介）

• Job placement through transboundary networks (ex. 

introducing job opportunities in publishing industry 

and media)  

• 越境的ネットワークを利用した職の斡旋（出版業界、メ
ディアでの働き口紹介）
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Social Networks of International Students
留学生の社会的ネットワーク（2）

• Careers of Indonesian international students after 

returning to Indonesia depend on which social 

network he/she belonged to during his/her study in 

the Middle East. 

• 中東留学時代にどの社会的ネットワークに属していたかに
よって、帰国後のキャリアが異なる。

• Contribute to the Islamization of Indonesian society 

through the translation and publication of books on 

Islam written in the “authentic” Middle East and 

Islamic education based on the knowledge gained 

in the “authentic” places. 

• 「本場」中東地域で書かれたイスラーム関連書籍の翻訳出
版、「本場」で得た知識に基づくイスラーム教育を通じて、
社会のイスラーム化に貢献している。
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Islam and LGBTQ issues in 
Indonesia
インドネシアにおけるイスラームとLGBTQ
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LGBTQ Issues in Contemporary Indonesia
現代インドネシアにおけるLGBTQ問題（1）

LGBTQ and Indonesian Society（インドネシア社会と
LGBTQ）

• Coexisting in an informal way.

• インフォーマルなかたちで共存してきた

• Transgender men are called “waria” (wanita + pria) 

and play a social role in presiding over religious 

rituals and as salon owners. 

• トランスジェンダーの男性は「ワリア」と呼ばれ、儀礼祭祀を
司ったり、サロンオーナーとしての社会的役割を担っている。

• In recent years, LGBTQ people have been the target 

of attacks by radical Islamic groups, and the police 

have cooperated with them in their attacks.  

• 近年、LGBTQの人びとは急進派イスラーム団体の標的とな
り、警察もこれに協力し、襲撃対象となっている。
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LGBTQ Issues in Contemporary Indonesia
現代インドネシアにおけるLGBTQ問題（2）

Media coverage of LGBTQ issue in Indonesian 

Society（インドネシア社会におけるLGBTQをめぐる報道）

• How are LGBTQ issues reported on?

• LGBTQ問題はどのように報道されているのか？

• Conducted a quantitative text analysis using articles 

on LGBTQ issues from four major daily newspapers 

that are also published online. 

• オンラインでも発行されている主要日刊紙4紙のLGBTQに
かんする記事を用いて、計量テキスト分析を実施

• The daily newspapers targeted were Islamic, 

Christian, and two commercial media.

• 対象とした日刊紙は、イスラーム系、クリスチャン系、そして
商業メディア2紙
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LGBTQ Issues and Quantitative Text 
LGBTQ問題と計量テキスト分析（1）

E1&E2：Issuing Fatwa condemning

LGBTQ by MUI

（LGBTQを非難するファトワーの発布）

E3: Release of a statement 

condemning the LGBTQ by MUI

（LGBTQを非難する声明の発表）

E4&E5: Publication of a report by an 

international human rights 

organization denouncing LGBTQ 

human rights violations.

（国際人権団体によるLGBTQの人権侵
害を糾弾するレポートの発行）
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LGBTQ Issues and Quantitative Text 
LGBTQ問題と計量テキスト分析（2）

• Islamic media, despites of its close relation with MUI, reporting 

tone on LGBTQ issues of Islamic media is more likely to be positive.

• イスラーム系メディアは、MUIとの関係が深いにもかかわらず、LGBTQ問題に
かんする論調はポジティブな傾向が強い。

• Commercial media are more likely to show negative reporting 

tone against LGBTQ. 

• 商業メディアは、LGBTQ問題に対して否定的な報道姿勢を示す傾向があ
る。
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Concluding Remarks
おわりに

29
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おわりに
• Islam in Indonesia is definitely tolerant.

• インドネシアのイスラームは寛容であることは間違いない。

• Islam as an authoritative tool for “right” behavior in the community, rather than a 

return to religious principles. 

• 宗教的な原点回帰というよりはむしろ、周囲やコミュニティーにおける「正しい」ふるまい、行いのた
めの権威付けのツールとしてのイスラーム。

• The rise of organizations which unites gangs and Islamist groups; attacks on LGBTQ 

people. 

• ギャングとイスラーム主義団体が結束した組織の台頭。LGBTQへの攻撃。

• Trying to be “more Islamic”, but do not know that is “more Islamic”. 

• 「よりイスラーム的」を目指すが、なにをもって「よりイスラーム的」なのか、分からない状況。

• All actors are developing their own ideologies and activities, aiming for what they 

consider to be “more Islamic”. 

• それぞれのアクターが、それぞれの思う「よりイスラーム的」を目指して、それぞれの思想、活動を
展開している。
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ありがとうございました
Thank you
Terima Kasih


