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As of June 2018, over 100 mosques have been established throughout Japan. 
According to the estimate based on the “Statistics on Foreigners Registered in Japan,” 
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dated June 2018, and statistical data regarding naturalization from March 1958 to June 
2017, the estimated Muslim population of Japan would be approximately 200,000—
specifically, 157,000 foreign Muslims and 43,000 Japanese Muslims. Recently, various 
sociocultural and religious activities of Muslims affiliated with the mosques and 
independent Muslims have increased dramatically.

Until now, academic research materials and newspaper articles on Muslims 
in Japan have described their various characteristics, social activities, identities, and 
religious practices; however, it is rather difficult to grasp the overall and typical picture 
of Muslims in Japan. Therefore, the Research Office of Asian Societies, Faculty of 
Human Sciences, Waseda University, surveyed a random sample of 142 Muslims across 
Japan. We conducted this “Social Survey on Naturalized Muslims” in November 2018 
and received answers from 40 Muslim respondents. These 40 Muslims are naturalized; 
that is, they are Japanese nationals. 

In this paper, after introducing the survey process and reviewing the relevant 
studies on naturalization in Japan and national identity, we examine the socioeconomic 
status of Muslims and the social relationships of Muslims in local society. Then, a 
further analysis about their national identity is described. In the last part, we present 
some findings related to the religious rituals practiced by the respondents.

In the concluding remarks, we mention their characteristics. Each respondent 
had a spouse, and the average age was 49. The average number of people per household 
was about four, and the type of family was nuclear. In terms of responses to the survey 
regarding annual household income, we can say that the respondents belong to the 
middle class. Social relationships with their neighbors were somewhat intimate, and 
25% of the households belonged to the Japanese neighborhood association. Further, 
35% of the families were members of local Parent Teacher Associations (PTAs). Over 
70% were satisfied with their current life situations. 

We describe various types of identities of naturalized Muslims. According to 
their answers to the survey, they are believers in Islam; so, regardless of degree, they 
identify as Muslims, though their sense of national identity differs. For each respondent, 
the degree of a sense of belonging as a Japanese national and degree of a sense of 
belonging to his or her original nationality influenced the current view of their national 
identity. Because of the small number of survey respondents, the degree of reliability is 
considered low; roughly, more than half of the Muslim respondents indicated having a 
national identity comprised of Japanese elements. On the other hand, about 30% of the 
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respondents identified with their original nationality.
Regarding the religious practices of the respondents, we obtained some 

remarkable findings. “Organized Muslims,” who participate in collective prayer every 
week, represented about one-third of the respondents. Respondents who did not identify 
with any religious practice represented about 10% of the total. Further, we found that 
about 10% did not choose an Islamic education for their children.

はじめに

日本国内に居住しているムスリムは、筆者の推計によると、2018年6月末時点で、
約20万である。内訳は、外国人ムスリムが約15万7千、日本国籍のムスリム（日本人
ムスリム）が約4万3千である［店田 2019: 260］。
滞日ムスリムの社会経済的属性、日常生活や宗教実践などの実態については、学術

論文や新聞報道などによって、把握できるところもあるが、その内容が滞日ムスリム
を代表するものとなっているのか否かは、よく分からないのが現状である。例えば、
欧州のムスリム研究［Sakaranaho 2006: 208-213］では、ムスリムとはいえ、「社会的文
化的ムスリム」、「組織化されたムスリム」や「家庭内（プライベート）ムスリム」など多
様であり、宗教実践や食の規範に拘泥しないムスリム、日常的にモスクなどイスラム
団体に参与しているムスリム、私的な場面だけで宗教実践を行うムスリムなど様々で
ある (1)。2011年のフランス世論研究所による調査によれば、「信者だが宗儀は行わな
い」ものが約35％という報告もある［宮島 2017: 24］。日本に居住するムスリムでも多
かれ少なかれ同じような状況がみられると考えられる。ムスリムに限ることではないが、
多様な属性と多様な宗教との関わりを持っている人びとが現実の滞日ムスリムであろう。
このような多様なムスリム全体を母集団として、社会学的な手法により調査研究が
出来れば、日本に住んでいるムスリムの生活と意識の多面的な姿を描き出すことが出
来るかも知れない。しかし、日本の国勢調査など公式統計では信仰に関する項目はなく、
個人の信仰を指標として対象者を特定した上で、調査を設計することは難しい。日本
のムスリムに関するこれまでの調査でも、有意抽出によって対象者が決定されているケー
スがほとんどである。本稿では、日本に帰化したムスリムを母集団として調査対象者
を抽出し、日本に住んでいるムスリムの実像を描き出すことを試みた。母集団は、さ
まざまな属性やさまざまな宗教実践を行っているムスリムが含まれうる、帰化したム
スリム約2千人であり、そのうち世帯主と思われる対象者を抽出して質問紙調査を実
施した。
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管見の限りでは、日本に帰化したムスリムの調査はこれまで実施されたことはない
が、本稿では、第一に、これら帰化した「日本人」ムスリムの社会経済的属性、近隣関
係や友人関係など生活の実態を明らかにするとともに、帰化した彼らのナショナル・
アイデンティティや宗教実践について検討する。後述するように、回答者が40人と少
ないため、信頼性が高いとは言えないが、帰化した「日本人」ムスリムである滞日ムス
リムの属性や生活の特徴を提示し、宗教実践等の多様性にも注目する。第二に、帰化
した ｢日本人｣ ムスリムが持っている個々人の多様なナショナル・アイデンティティの
具体的な姿と、日本のムスリム・コミュニティの組織や諸活動にとって、彼らのナショ
ナル・アイデンティティの現状が持っている意義を考えたい。
以下では、I. において、調査対象とした日本に帰化したムスリムの概要、サンプリ
ングと調査のプロセスを記述する。Ⅱ . では、日本における帰化に関する先行研究、
とりわけ帰化した人びとのアイデンティティを取り上げた研究のレビューをおこない、
ナショナル・アイデンティティの構造を考える。Ⅲ . では、回答者の社会経済的属性の
特徴、近隣関係および友人関係の実態、日本語能力など日常生活の様子を記述し、Ⅳ . 
では、日本に帰化するまでの過程や意識、および日本人としての意識と帰属意識など
を利用して、彼らのナショナル・アイデンティティの現れ方について明らかにする。Ⅴ . 
では、イスラムに関する設問を取り上げて、回答者による宗教実践や子どものイスラ
ム教育の実態を紹介し、最後に、全体をまとめて今後の研究課題について述べる。

I.　調査対象としての「帰化ムスリム」

日本国籍を有する日本人ムスリムの中には、原国籍は外国であるが、日本国籍を取
得した「日本人」である、帰化したムスリムが存在する。帰化許可者の詳細については、
『官報』に掲載されている「日本国に帰化を許可する件」とする法務省告示により、告示
の年月日ごとに、帰化許可者の住所、氏名、生年月日を把握することができる。しかし、
現行の『官報』には、原国籍に関する情報は公表されておらず、信仰に関する情報もな
いため、帰化許可者がムスリムであるか否かを特定することはできない。なお、一般
の外国人を対象とする帰化の許可条件は、「居住条件・能力条件・生計条件・素行条
件・重国籍防止条件・憲法遵守条件の六つ」［奥田 2017: 97］であるが、「日本と特別な
関係を有する外国人（日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本
人であった者等で、一定の者）」については、帰化条件が一部緩和されている［法務省
2019］。信仰に関する条件はなく、日本語能力についても記載はないが、「実務上は、
さらに日本語の読み書き能力が審査される」［奥田 2017: 99］と言われる。以上が帰化
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の条件であるが、これらは帰化の要件ではなく、あくまでも法務大臣の許可によって
帰化が認められる裁量許可である［奥田 2017: 95］。法務省民事局の資料によると、こ
こ7～8年の帰化許可者数は、毎年1万人前後で推移しており、7割以上を韓国・朝鮮、
中国を原国籍とする人びとが占めているが、最近はその他の原国籍の人びとが微増し
ている［法務省 2019］。
筆者は、「インターネット版官報」を利用して、氏名をもとにムスリムと思われる帰
化許可者を把握することとした。ムスリムの名前として代表的な預言者の名前である
「ムハンマド」や、その他「フセイン」、｢ハサン｣、「アフマド」など、できる限り多くの
名前による検索を実施した。その詳細は、別稿を参照していただきたい［店田2018］。
その結果、1958年3月から2017年6月までの期間に帰化を許可された2112人をムス
リムの帰化許可者として抽出し、更に、「外国人と日本人の夫婦と子からなる世帯」と
推測できるもの168世帯、「外国人夫婦（と子からなる）世帯」(2)と推測できるもの167
世帯を把握した。本調査では、郵送による連絡が比較的容易と思われる、2000年以降
に帰化許可された世帯に限定し、それぞれの世帯主と思われる者を調査対象者として
抽出した。抽出された世帯主は、321名である。
調査票の準備が完了した2018年10月上旬に、郵送による調査協力依頼状の発送を

開始した。前述のように、帰化許可者の当時の住所を把握することができるが、帰化
許可の時点から10年以上が経過しているケースも少なくない事から、対象者全員の住
所確認のため、依頼状を送付することとした。依頼状発送後、「あて所に尋ねあたり
ません」、「あて名不完全で配達できません」等の理由で、179通が返送されてきた。そ
こで、最終的に、調査対象者を142名として、本調査を開始することとした。社会調
査では、321名の対象者に依頼状を発送した時点で、調査を開始したこととするのが
一般的である。しかし、その段階では調査がまだ開始されていないこととして、調査
実施に関わる情報をまとめることとした。
調査対象者142名に対する調査票の送付は、2018年11月上旬に開始し、11月30日
を回収期限とした。その結果、返送されてきた調査票は、いずれも有効票で、計44票
であった。その他、今回も「あて名不完全で配達できません」が4票、「あて所に尋ねあ
たりません」が3票、計7票が返送されてきた。さらに調査拒否が1票あった。郵送数
142に対する有効回収数は44、有効回収率は31％であった。以上の調査で使用した各
種の文書および調査票は、日本語および英語の2種類を作成して、使用したことを付
言する。
なお、断っておかなければならない点がひとつある。今回の有効回収数は、44であったが、
信仰について無回答の者、仏教徒やバハーイー教徒である者が、4人であった。こうし
た回答者がでた原因には、帰化許可者抽出にあたりムスリムでない者を抽出したこと、
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あるいはムスリムであったが改宗したことなどが考えられる。これら4人の回答も貴
重なデータではあるが、本稿での分析からは割愛して、回答時点でムスリムである40
人を分析対象とした。

II.　帰化とアイデンティティ

1.　帰化研究
日本における帰化に関する研究は､ 在日韓国・朝鮮人に関するものが多数存在して

いる。本調査では、帰化に関する実態や意識に関する質問も含めたものの、第一の目
的は、「日本人ムスリム」となった人びとの生活の実態や意識、宗教実践の有り様を探
ることにあり、帰化そのものについての筆者の関心はどちらかと言えば、二次的なも
のである。もう一つの目的は、彼らのナショナル・アイデンティティを明らかにするこ
とにある。個人にとってアイデンティティは一つであるとされることもあれば、複数の
アイデンティティあるいは複合的、重層的なアイデンティティを個人は有すると考えら
れる場合や集合的アイデンティティの存在、さらには宗教的、民族的、国民的、文化的、
社会的、地域的アイデンティティなど、アイデンティティという概念自体が多義的であ
る［バウマン 2007; ヴィヴィオルカ 2009; マアルーフ 2019］。本稿では、一つのアイデ
ンティティに焦点を絞り、ムスリムとしてのアイデンティティでは無く、国籍を変更す
るという帰化に関連して､ 原国籍者としてのアイデンティティと、「日本人」としての
アイデンティティとが絡み合って構築される、個人が抱くナショナル・アイデンティティ
を捉えることを目的とする。ここではアイデンティティに関心を寄せている帰化に関
する最近の主要な研究を取り上げて、参照しておきたい。
日本における帰化の実態と意識に関する重要な研究として、浅川晃弘の『在日外国

人と帰化制度』がある［浅川2003］。浅川は、日本における帰化を実証的に明らかにす
る作業として、質問紙調査により、帰化している人々の実態、人々が経験した帰化の
手続き、帰化した人々の思いの3つを解明している。この調査の対象者は、1998年と
99年の帰化許可者のうち、満20歳以上のものを母集団として無作為抽出された2000
人であり、有効回答者数は359人、有効回収率は18％である。浅川は日本生まれの「在
日朝鮮人」帰化許可者が有する、「韓国系日本人」というアイデンティティの有り様につ
いて言及し、日本国籍を本質的なものとするのではなく政治的メンバーシップである
とすることによって、そこに日本国籍と「韓国」というルーツが共存するアイデンティティ
の可能性があるのではないかとしている。
「コリア系日本人」という呼称の分析を行った佐々木てるは、○○系とは「エスニッ
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クな出自」を指し、日本人とは「日本国籍の保有者」を指すものと定義する。現実には
日本国籍を保有しないが、日本に生まれ育った人が○○系と自称する例があることも
指摘している［佐々木2016: 16］。佐々木は、2006年の自著の中で「・・・近年では、
国籍を取得することは単に形式的なことで、民族意識の喪失とは無関係として捉える
人が増えている」［佐々木 2006: 21］と述べ、日本人への同化という側面が薄れている
と述べる。国籍は、「ナショナル・アイデンティティと切り離された形式的な資格」［佐々
木 2006: 129］であり、「『包括的市民権』の役割が強く、エスニック・アイデンティティ
とは切り離されたもの」であって、「・・・コリア系日本人といった呼び方が定着」［佐々
木 2006: 147-148］する可能性を指摘していた。その後、コリア系日本人や日系ブラジ
ル人という言葉が広く使用されるようになっていることから、近年には、〇〇系日本
人が根付く可能性にも再び言及している［佐々木 2016: 16］。
同じくコリア系日本人の分析を実施した李洙任［李 2016］は、韓国・朝鮮を原国籍
とする99人の回答結果をもとに国籍取得の動機に関して、子どもに日本国籍を与える
という安定志向、日本のパスポート所持という利便性の存在を述べている (3)。このことは、
「民族的なアイデンティティと国籍とは切り離して考える人が増えてきている」や「（国
籍が）生活を営む地での身分保障としての意味合いが強くなってきている」という近年
の帰化の動向と通ずるものである［陳 2016: 230-231］。李自身は、「日本人と同等の権
利要求を行い、エスニシティを維持しながら日本社会の枠組みで独自のアイデンティティ
を発展させる道」［李・田中 2007: 97］を選択して、帰化した後も「コリア系日本人」と
して生きているという。

2.　アイデンティティ
本調査の回答者である40人のムスリムは、信仰する宗教はイスラムと回答している

ことからも、ムスリムとしてのアイデンティティが多様であるにしても、そうしたア
イデンティティの保持そのものは、帰化の前後で変わることはないであろう。そこで、
帰化した回答者個々人は、ムスリムとしてのアイデンティティに加えて、日本国籍と
原国籍に対する帰属感が関与するナショナル・アイデンティティをどのようなものとし
て有しているのかが問われることになる。
では、ナショナル・アイデンティティとは何であろうか。これを理解するためには、

先行研究の議論を概観し、「まずネーション（ネイション）とは何かを明らかにしなけれ
ばならない」［ミラー 2007: 32］。ネイションが近代の産業化によって成立したとするゲ
ルナーは、「民族とは、人間の信念と忠誠心と連帯感とによって作り出された人工物」［ゲ
ルナー 2000: 12］と捉え、アンダーソンは、近代化にともなう出版資本主義等の技術の
発展を要因として成立した「ネイションとはイメージとして心に描かれた想像の政治共
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同体」［アンダーソン 1987: 17］であると主張した。これに対して、アントニー・スミスは、
ネイションの形成過程においてエスニックな起源を重視しており、ネイションを「わが
郷土と認知されたところに住み、誰もが知っている神話と共有された歴史、独自の公
共文化、すべての成員に妥当する慣習法と風習を持つ、特定の名前で呼ばれる人々の
共同体」［スミス 2018: 36］と定義した。一方、日本語では、ネイションに国民あるい
は民族という二通りの訳語があることに象徴されるように、現象としてのネイションは、
明確に二分法的に割り切れるわけではない。「国家によって領土的・法的に境界づけら
れた共同体」あるいは「国家存在の有無に関わりなく、共通の文化や習慣、歴史などを
共有していると信じている人びとの共同体」［ブルーベイカー 2005: 313］として、国民
が強く意識されることもあれば、民族が強調されることもある。スミスは、ネイショ
ンを市民的・領域的ネイションとエスニック的・系譜的ネイションに類型化しているが、
ネイションを市民的な次元とエスニックな次元が混合したものとも指摘しており［スミ
ス 1998: 42, 149-150］、その他の論者によっても、「文化共同体としてのネイション」［エ
リクセン 2006: 194］と政治共同体としてのネイション、「文化的・民族的ネイションと
政治的・市民的ネイション」［樽本 2016: 113］のように、図式化してネイションの概念
が提示される。いずれにしても、実際には、これら2つの次元が混じり合ったものが
ネイションであり、そして、ナショナル・アイデンティティとは、このような複合的な
ネイションへの帰属意識であり、「集合的現象としてのナショナル・アイデンティティ」
［スミス 1998: 11］である。
例えば、「集合心性としてのナショナル・アイデンティティ」［山室 2017: 157］、「ナ
ショナル・アイデンティティとは国民や民族を主体とする集合的な自己像（中略）ナショ
ナル・アイデンティティは集合的な意識や自己イメージ」［伊藤 2017: 266］という表現
に見られるように、集合的アイデンティティとして、ナショナル・アイデンティティは
性格付けられる。つまり、個人が形成するアイデンティティというよりも、国民国家
が主導する国民意識形成と同じように、国民一人一人が持つべき公的なナショナル・
アイデンティティという位置づけが見られるのである (4)。ロシアを取り上げた研究では、
「ナショナル・アイデンティティとは、基本的にはある個人がロシア連邦という国家に
所属し、その国家を構成する国民（「ロシア国民」）に自己を同一化（アイデンティファイ）
することである」［佐々木 2017: 90］とする定義があるが、ここでも既定のナショナル・
アイデンティティに対して、自己を同一化することであると考えられる。この定義を
援用すると、「ナショナル・アイデンティティとは、ある個人がある国家に所属し、そ
の国家を構成する国民のひとりとして自己を同一化している人びとが有している集合
的アイデンティティである」と捉えられる。
以上は、集合的アイデンティティとしての議論であるが、近年は国際比較調査など
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による個人的アイデンティティに関する計量的実証研究が蓄積されてきている［田辺 
2017: 238-239］。例えば、ナショナル・アイデンティティを「自己を自身の属するネイショ
ンに対して一体化させることを通じて形成される意識・信念・感情」や「歴史的・社会
的に構築されたネイションへの所属の感覚」と定義づけ、アイデンティティの構成要素
をネイションの成員条件、国の誇り、自国中心主義など、あるいは国籍、血統、言語
などに分割し、それらを質問項目の回答から測定して分析している［田辺 2010; 2011; 
石田 2016］。本稿も、集合的アイデンティティとしてではなく、帰化ムスリムの個々
人それぞれが意識する多様なナショナル・アイデンティティとして考えることにしたい。
矢沢は、「自己をネーション（国民、民族）に同一化することによってできあがる確信や
感情のこと」［矢沢 1993］と定義しているが、これに続けて、「・・・ネーションのどの
要素に自己を同一化するかによって、ナショナル・アイデンティティは異なったものに
なることに注目する必要がある」と述べている。このことは、前述したネイションの
多元的構造の指摘に通ずるところがあり、本稿では実証研究として、ネイションの市
民的な次元とエスニックな次元に留意しつつ、ナショナル・アイデンティティの構成要
素に対応させる質問項目への回答データを分析する枠組みを設定して、要素の混合を
具体的に捉えたい。
これまでのナショナル・アイデンティティに関する実証的分析では、「ある個人のも
つナショナル・アイデンティティは、市民的要素の重要度が高く、民族的要素の重要度
が低い」という指摘があるが、それは、ナショナル・アイデンティティに市民的側面と
いう獲得的なアイデンティティと、民族的側面という生得的アイデンティティの2次元
があることにより［石田 2016: 183］、個々人のナショナル・アイデンティティが、多様
で異なった現れ方をしているものと考えられる。そして、このことは個々人が意識す
るナショナル・アイデンティティが、国を構成する市民というシビックなものに対する
帰属感と、民族というエスニックなものに対する帰属感から構成されていることをも
意味する。本調査では、ナショナル・アイデンティティの実証研究で使用されている「国
民の条件」、「国意識」、「国に対する誇り」［真鍋 2003: 162; 田辺 2010: 73-89; Haller 
2011: 218-219, 227-231］などの項目を参照し、独自に国への愛着度比較などを加え、
ナショナル・アイデンティティを構成する要素（質問項目）を配置して、帰化ムスリム
がもつナショナル・アイデンティティ、簡単にいえば、「日本人意識」、つまりは「どの
ような日本人として自己を意識しているか」を捉えたい。
「日本国籍」を取得して帰化したムスリムを対象とする本稿では、ナショナル・アイ
デンティティを「個々人が有する、現在の『国籍』というシビックなものに対する帰属感と、
『原国籍』と関わる民族というエスニックなものに対する帰属感から構成されている意識」
として実証的に分析する (5)。「帰属感を有する国籍」という観点からは、帰化したムス
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リムが、日本人というアイデンティティと、パキスタン人など原国籍のアイデンティティ
の両者にどのように折り合いをつけているのか、もう一つの観点は、エスニックな出
自に由来するアイデンティティをどのような形で維持あるいは変容させているのかが、
問われる。帰化ムスリムが持つ、ナショナル・アイデンティティの状況は、外国籍ムス
リムが多数をしめる日本のムスリム・コミュニティにおいて、彼らがどのような位置
を占めて、活動しているのかを考える際の指標となる。

3.　〇〇系日本人というナショナル・アイデンティティ
前節で述べたことを換言すれば、帰化ムスリムのナショナル・アイデンティティを、
法的なシティズンシップであり包括的市民権である現在の国籍、および原国籍に関わ
るエスニックな出自に対する個人的かつ複合的アイデンティティと捉えて、帰化ムスリ
ムが持っているナショナル・アイデンティティを把握していくのが本稿の立場である。
あるムスリムが「パキスタン系日本人」と名乗っていても、そのことは日本国籍を取得
していることを必ずしも意味しないことがあるが、ここでは「パキスタンにルーツをもち、
日本国籍を有する人」として議論する。したがって、エスニックな出自とシビックな国
籍と宗教的アイデンティティを同時に表象する、「パキスタン系日本人ムスリム」とす
る呼称があるとすれば、ムスリムとしてのアイデンティティは、帰化によって影響を受
けることはほとんど無いと考えられるので、「パキスタン系日本人」としてのナショナル・
アイデンティティを個人がどのようにアイデンティファイしているのか、あるいは、ど
のような「日本人意識」を持っているのかを探ることになり、彼らがどのような「日本
人ムスリム」として活動しているのか観察することでもある。
ムスリムである〇〇系日本人が意識するナショナル・アイデンティティにおいては、

重国籍如何に関わらず法的な国家への帰属との間にズレがある可能性があり、具体的
には、国籍というシビックな帰属の法的実態が日本であっても、〇〇という原国籍に
アイデンティティを持っていて、自己をエスニックな出自だけでなく、場合によっては
シビックな国籍についても〇〇人だとアイデンティファイしようとする可能性もある。
このように2つの次元を核として、ナショナル・アイデンティティを捉えるが、質問項
目への回答の分析においては、アイデンティティの要素の分析枠組みを用意して、個々
人のナショナル・アイデンティティの現れ方を4つのパタンで捉えることによって、各
個人の意識を具体的に検証してみたい。
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III.　回答者の社会経済的属性と日常生活

1.　社会経済的属性
本節では、帰化ムスリムの属性や生活の実態を提示する。40人の基本的属性を見る

と､ 以下のようである。男37人、女3人、全員が既婚者であった。平均年齢は、49.4
歳である。原国籍は、バングラデシュ18人（45%）、パキスタン5人（12.5%）、アフガ
ニスタン3人（7.5%）、イラク、イラン、エジプト、スリランカが、各2人（各5%）、
その他、各1人が、インド、インドネシア、シリア、チュニジア、パレスチナであった。
なお、日本を原国籍と回答した者が1人いたが、子どもの時に親と一緒に帰化したと
思われるため、本来の原国籍は不明である。なお、配偶者の国籍は、本人と同じ者が
33人、日本国籍3人、その他の国籍4人である。

40人の職種は、専門職・管理職・技術職などの正規社員が18人（45%）、自営業・
会社経営（家族従業者を含む）が13人（32.5%）、と多数を占めた。学歴を見ると、大
多数の36人（90%）が大学卒・大学院修了（中退を含む）であった。住宅は、戸建てと
集合住宅をあわせた持ち家が23人（57.5％）、賃貸住宅が14人（35%）、3人は給与住
宅（7.5%）であった。所得分布を見ると、多い順に、300～500万円未満が10人（25%）、
700～1000万円未満が9人（22.5%）、100～300万円未満が6人（15%）、500～700万
円未満と1000万円以上が各々5人（各12.5%）、100万円未満が1人（2.5%）である。「わ
からない」と回答した4人を除いて、平均値を算出すると、582万円であった（各カテゴリー
を、100、200、400、600、850、1000万円として算出した）。日本における2017年の
全世帯平均所得は560万円（中央値442万円）であり、回答者の社会経済的な地位は、
いわゆる「中間層」以上に相当する者が半分以上を占めていると考えられる［厚生労働
省 2017］。
次に、家族状況をみよう。平均世帯人数は、本人を含めて、4.43人であり、日本社

会の平均（2.47人、2017年）［厚生労働省 2017］と比べて、世帯規模は大きい。40人全
員が配偶者と同居しており、夫婦のみ世帯が2世帯、夫婦と子どもからなる核家族世
帯が37世帯、片親と夫婦と子どもからなる世帯が1世帯である。
日本語を習得した経緯を複数回答で見ると、学校の授業（37.5％）と語学学校（32.5％）
が上位となっていた。日本語能力については、聞くこと、話すこと、読むこと、書く
ことを、「かなりよく出来る」（1点）から「ほとんど出来ない」（4点）までの4段階で尋
ねており、それぞれ平均値で見ると､以下の通りである。聞くこと、1.75％、話すこと、
1.59％、読むこと、2.69％、書くこと、2.79％であり、聞くことや話すことは問題が
なさそうだが、読むことや書くことについては困難を抱えていると思われる。本人が
家庭内で主に使っている言語を聞くと、母国語と回答する者が11人（27.5%）いたこと
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も､ こうした言語状況をあらわしていよう。

2.　日常生活の実態
はじめに近隣関係を4段階の分布でみよう。「お互いの家を行き来したり、日用品の
貸し借りをする」という親密な関係は、5％と少ない。「日常的に会った際には世間話
をする」と「道などで会えば挨拶をする程度」がそれぞれ45％である。「付き合いはほ
とんどしていない」とする人は5％であり、ちょうど半分に分かれた形である。日本社
会の近隣関係と社会貢献活動については、内閣府の平成29年度「社会意識に関する世
論調査」の報告がある［内閣府 2018a］。4段階の選択肢項目の内容は異なるが、大都市
の例を見ると、親密な関係からほとんど付き合いがないまでの4段階で、15％、47％、
30％、8％となっている。これと比較しても、ムスリムの場合は、近隣との付き合い
は少ない傾向にある。一方、ムスリムの団体への参加実態をみると、「町内会・自治
会」25％、「PTA」35％である。その他の団体として、「母国の人たちの団体」22.5％、
「ボランティア団体」17.5％、「NPO法人」20％、「宗教団体」17.5％であった。日本人住
民の町内会・自治会への加入率は、東京都市部の場合、50％を越えており (6)、ムスリ
ムの町内会・自治会への参加率は確かに低い。とはいえ、直接的に比較できる質問項
目という訳では無いが、社会貢献の意欲がある日本人は、「町内会などの地域活動」に
ついては回答者全体の20％、「自然・環境保護に関する活動」については回答者全体の
18％である。また内閣府の「国民生活に関する世論調査」によって日本人の社会参加の
活動実態をみると、PTA、地域行事、ボランティア活動などの社会参加をしていると
いう人は約7％に過ぎない［内閣府 2018b］。本調査では、町内会・自治会、PTAをは
じめ、その他の団体への参加率を尋ねており、厳密には活動率と異なるが、日本人の
社会貢献活動や社会参加の程度と対照してみても、ムスリムの団体への参加率はさほ
ど遜色なく、社会参加の意識は相対的に低くないように思われる。
次に友人の数を外国人、日本人それぞれについて聞いてみたが、結果は次の通りである。
外国人、日本人とも、「10人以上」とする人が、それぞれ67.5％、52.5％と多く、平均
すると、若干外国人の友人のほうが多いという傾向であった。調査対象者のムスリム
を有意抽出した「在日ムスリム調査」［早稲田大学 2006: 56-58］によると、日本人の友
人が「10人以上」49％、同国人の友人が「10人以上」65.8％となっていたので、ほぼ同
程度の回答内容ということになる。重要な事項の相談相手を多い順にあげると、配偶
者（90％）、兄弟（47.5％）、友人（47.5％）、両親（35％）、仕事関係の上司（15％）であった。
最後に、現在の生活満足度を尋ねている。「非常に満足」（15％）、「まあ満足」（57.5％）、

「どちらとも言えない」（22.5％）となり、「あまり満足していない」人は、2人（5％）だ
けであった。「在日ムスリム調査」［早稲田大学 2006: 69］でも「総合的な生活満足度」を
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尋ねており、「非常に満足」（16.1％）、「どちらかと言えば満足」（60.4％）に対して、「ど
ちらかと言えば不満」（16.8％）、「非常に不満」（2.0％）であり、今回の結果と大きな違
いはないと考えられる。日本社会全体の生活満足度については、内閣府の「国民生活
に関する世論調査」（平成30年）によれば、「満足している」（12.2％）、「まあ満足して
いる」（62.5％）、「やや不満」（19.5％）、「不満」（4.8％）であり、ほぼ同じ水準にあると
みて良いであろう［内閣府 2018b］。

IV.　帰化の実態とナショナル・アイデンティティ

はじめに、帰化そのものに関連した調査結果を紹介する。帰化した理由を複数回答
で問うたところ、「これからも日本で生活していくため」（75%）、「就職・職業上の理由」
（45%）、「子どもの進学のため」（42.5%）、「日本が好きだから」（37.5%）となった。さ
らに、「日本のパスポートを取得するため」、「子どもに日本国籍を与えるため」がそれ
ぞれ30%であり、実利的な理由が多数を占めた。前述のとおり、近年では帰化する理
由として実利的なものが重視される傾向があって、帰化した後も従前の国籍やアイデ
ンティティを保持しようとする意識が見られることからも、日本への帰化を単純に日
本社会への「同化」であると見做すことは適当でないことは言うまでもない。
なお、帰化する前の在留資格は、「永住者」が25人（62.5%）と多く、次いで「人文知識・
国際業務」（10％）、「特別永住者」、「定住者」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「留
学」、「永住者の配偶者等」などが1～2人ずつである。
帰化して良かったこと、悪かったことを、それぞれ複数回答で尋ねると、前者については、
多い順に、日本のパスポート取得（80％）、日本に永住できること（55％）、選挙にいけ
ること（50％）、職業・仕事で有利なこと（40％）、子どもの進学に役立つこと（37.5％）
があげられ、後者では、主な項目として、外国人のような扱いをされること（50％）、
母国の国籍を失ったこと（45％）があげられ、悪かったことはないとする人は12人（30％）
であった。
ナショナル・アイデンティティに関しては、日本人としてのアイデンティティや日本

という国に対する誇りに関する質問を設定したほか、独自に日本人と名乗ること、国
への愛着度比較に関する質問を配置した。その回答結果の一部は、以下の表1と表2
の通りである。
日本人としてのアイデンティティに関する表1の結果について、「とてもそう思う」
から「まったくそう思わない」を1～4点として、各項目の平均値を取ってみると、項
目Aは1.8、Bは1.3、Cは1.7、Dは1.7、Eは2.8であった。したがって、「日本を愛し
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ている」がもっとも肯定的な意識がつよく、A、C、Dについても、全体として「そう思う」
とする意識があると言えよう。

表2では、「日本という国を誇りに思いますか」として項目を列挙し、「とても誇りに思う」
から「まったく誇りに思わない」までの4段階で尋ねてみた。表2には、表1と同様に1
～4点の評点を与えて、平均値を算出した結果を表示した。帰化ムスリムにとって、もっ
とも誇りに思われているのは、「日本の科学的な業績」（1.4）や「日本の経済的な成功」
（1.5）であり、日本の経済発展における成果が評価された。評点が、2以上となったのは、「日
本の軍事力」（2.7）、「日本の外国人受け入れ制度」（2.6）、「世界における日本の政治的
な影響力」（2.4）、「日本の歴史」（2.0）であったが、社会体制としての民主主義や社会保

表1　日本人としてのアイデンティティ（単位：％　無回答2.5％は未記入）

選択肢 とても 
そう思う

ある程度 
そう思う

あまりそう 
思わない

まったくそう 
思わない

A.私は日本人である 27.5 65.0 5.0 ─

B.私は日本を愛している 70.0 25.0 2.5 ─

C. 他の国の人々が､ 日本人のような性格であれば、
世界はもっと良くなるだろう 47.5 30.0 12.5 5.0

D.日本は、他の国々よりも良い国家である 40.0 47.5 10.0 ─

E. 日本が誤った政策を実行したとしても支持すべ
きである 15.0 15.0 42.5 22.5

（出所）本調査結果より筆者作成。

表2　日本について誇りに思うこと（評点平均値を記載：無回答を除いて集計）

選択肢 評点平均値

A.日本において民主主義が機能していること 1.7 

B.世界における日本の政治的な影響力 2.4 

C.日本の経済的な成功 1.5 

D.日本の社会保障制度 1.8 

E.日本の科学的な業績 1.4 

F.日本のスポーツ分野での業績 1.7 

G.日本の軍事力 2.7 

H.日本の歴史 2.0 

I.日本の外国人受け入れ制度 2.6 

（出所）本調査結果より筆者作成。
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障制度に対する評価は高いことがうかがわれた。
以上の質問に加えて、帰化ムスリム自身が、愛着を感じている国を「あなたは母国

と日本のどちらに強い愛着がありますか」として尋ねると、「どちらかといえば母国」
（35％）、「どちらかといえば日本」（30％）、「どちらとも言えない」（35％）、の3つの回
答に分かれており、自己認識としてのナショナル・アイデンティティを簡単に同定す
ることはできそうもない。さらに、この質問に加えて、「あなたは日本人と名乗るこ
とについてどのように思いますか」と尋ねた。5段階の回答分布を見ると、「誇らしい」
（47.5％）、「どちらかと言えば誇らしい」（10％）、「どちらとも言えない」（37.5％）、「ど
ちらかと言えば誇らしくない」（5％）、「誇らしくない」（5％）となった。以下では、こ
れら2つの質問項目をナショナル・アイデンティティの民族的要素に関する項目（エスニッ
クなものへの帰属感）として対応させた。
一方、市民的要素に関する項目として、「あなたにとって日本人としてのアイデンティ
ティに重要な事はなんですか」という質問の中で、選択肢のうちのひとつである「日本
の国籍を持っていること」という選択肢をまず採用した。この項目を「重要な事」とし
て選択した回答者の割合は、72.5％であった (7)。以下では、これに加えて、表1の「私
は日本人である」という質問項目に対する回答結果を、ナショナル・アイデンティティ
の市民的要素に関する項目（シビックなものへの帰属感）として対応させた。
本稿では、以上4つの質問項目を構成要素と考えて、帰化ムスリムのナショナル・
アイデンティティをグループ化して捉えてみる。ここでは、ナショナル・アイデンティティ
の有り様を、「強い愛着を感じる国」と「日本人と名乗ること」という民族的要素、およ
び「日本の国籍を持っていること」と「私は日本人である」という市民的要素、それぞれ
の要素の重要度が個々人でどのように分布しているかによって分類する。
帰化ムスリムのナショナル・アイデンティティには、市民的要素と民族的要素がある

が、「〇〇系日本人」は、「〇〇にルーツをもち、日本国籍を有する人」であり、ナショ
ナル・アイデンティティが含意する、生得的アイデンティティと獲得的アイデンティティ
の2つの次元から構成されている。帰化ムスリムは、「日本人」としての国籍を持つこ
とは間違いなく、また同時に原国籍によって「〇〇系」でもあり、そのため、〇〇系日
本人のムスリムということになる。ここでは、「日本人意識」に相当するナショナル・
アイデンティティを個々人が、エスニックな出自（原国籍でもある）とシビックな国籍
の双方にいかなるバランスをおいて意識しているのかを明らかにすることでもある。
表3には、3人以上の回答者がいた、主要な4つの回答パタンを提示した。パタン（１）
は、どちらかと言えば母国に強い愛着があり、日本人と名乗ることは誇らしいとも誇
らしくないとも思っていない。日本国籍を持っていることは重要でないが、日本人で
あるとある程度思う人たちである。パタン（２）は、母国に強い愛着があるが、日本人
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表3　ナショナル・アイデンティティの回答パタン

4つの質問
への回答

① ② ③ ④
個人
記号日本に強い愛着 

を感ずる
日本人と名乗る 
ことは誇らしい

日本人である 
と思う

日本国籍を持つ 
ことは重要である

パタン（１）

× △ △ × A

× △ △ × B

× △ △ × C

× △ △ × D

パタン（２）

× 〇 △ 〇 E

× 〇 △ 〇 F

× 〇 △ 〇 G

パタン（３）

△ 〇 △ 〇 H

△ 〇 △ 〇 I

△ 〇 △ 〇 J

△ 〇 △ 〇 K

△ 〇 △ 〇 L

△ 〇 △ 〇 M

△ 〇 △ 〇 N

パタン（４）

〇 〇 〇 〇 O

〇 〇 〇 〇 P

〇 〇 〇 〇 Q

〇 〇 〇 〇 R

〇 〇 〇 〇 S

〇 〇 〇 〇 T

（出所） 本調査結果より筆者作成。
（注） 各質問文の内容の概略は、以下の通り。
 詳細は、［早稲田大学人間科学学術院・アジア社会論研究室 2019］参照。
 ①母国と日本のどちらに強い愛着がありますか。
 　×　母国に愛着　　　△　どちらとも言えない　　　〇　日本に愛着
 ②日本人と名乗ることについて、どのように思いますか。
 　△　誇らしいとも誇らしく無いとも言えない　　　〇　誇らしい
 ③「私は日本人である」と思いますか。
 　△　ある程度そう思う　　　〇　そう思う
 ④「日本の国籍を持っていること」は、重要なことですか。
 　×　重要な事ではない　　　〇　重要な事である
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と名乗ることを誇らしいと思っている。日本国籍を持っていることは重要であり、日
本人であるとある程度思う人たちである。パタン（３）は、母国か日本かどちらに強い
愛着があるかはどちらとも言えないが、日本人と名乗ることを誇らしいと思っている。
日本国籍を持っていることは重要であり、日本人であるとある程度思う人たちである。
パタン（４）は、日本に強い愛着があり、日本人と名乗ることも誇らしいと思っている。
さらに日本国籍を持っていることは重要であり、日本人であると思う人たちである。
それぞれの人数は、4人、3人、7人、6人であり、合わせて20人である。
かれらは全員が日本国籍を有する「〇〇系日本人」である。しかし、パタン（１）は、
明らかに（原国籍である）母国の民族的要素の重要度が高く、日本の市民的要素の重要
度は低い。パタン（２）は、母国の民族的要素の重要度がやや高いが、日本の市民的要
素の重要度も高い。パタン（３）は、母国と日本どちらの民族的要素も重要で、日本の
市民的要素の重要度は高い。パタン（４）は、母国の民族的要素の重要度が低く、日本
の市民的要素の重要度が高い。以上のように、ナショナル・アイデンティティの個々人
での現れ方は、多様である。
これら4つのパタン全体（20人）でみると、市民的要素という獲得的なアイデンティティ

を重視している人は、16人、ただし、このうち3人は民族的要素という生得的アイデンティ
ティも相対的に重視している。一方、民族的要素という生得的アイデンティティを強く
主張する人は、この他に4人ということになった。このようなナショナル・アイデンティ
ティを規定する要因としては、社会経済的な属性や社会的地位、居住地や日本社会に
おける生活経験や日本人との接触経験などがあろう。したがって、年齢や性別、場合
によりムスリムであることが影響することも考えられるが、今回はそうした分析まで
はデータ量の制約から不可能であり、結果のみを例示するにとどまった。以上をみると、
帰化したのであるから当然のようにも思われるが、市民的要素を重視する人が多くを
占める結果であった。しかし、一方で、重要度に違いはあるが、民族的要素を重視す
る人が、あわせて7人いることは留意しておきたい。

V.　イスラムの宗教実践と教育

帰化ムスリム40人は、信仰している宗教として、当然ながら「イスラム教」を選択
している。宗教実践の諸相は、以下のとおりである。「日常的に礼拝を行う」55％、 
「モスクでの集団礼拝に参加する」32.5％、「ハラール食品を食べる」77.5％、「断食（ラ
マダン）を行う」85％、「断食明けの祭りや犠牲祭を祝う」75％、などである。前出の
欧州のムスリム研究による調査結果にならえば、集団礼拝に参加するという「組織的
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ムスリム」は、本調査では約3分の1である。他方で、日常的な礼拝という実践を行っ
ているムスリムは約半分であり、更に、ハラール（食品）、断食（ラマダン）、祭りは4
分の3以上の人が実践しており、ムスリムとして生活している姿が浮かんでくる。し
かし、5人（12.5％）の帰化ムスリムは、宗教実践として「特に守っていることはない」
と回答しており、普段の生活スタイルを見る限りでは、ムスリムと見なされることは
ないと思われる。イスラムの宗教儀礼に数えられる喜捨（ザカート）や自発的喜捨（サ
ダカ）についても、実践しているか尋ねてみると、32人（80％）は喜捨を行っていると
回答し、5人（12.5％）は「ほとんど何もおこなっていない」と回答しており、宗教実践
への取り組みは人それぞれである。
非イスラム社会である日本に住むムスリムにとって、子どもの教育、とりわけイス
ラム教育は親にとって重要な課題である事がこれまでの調査などからは浮かび上がっ
ている［店田 2010］。日本には、イスラム教育を行う小中学校教育課程の完全な全日
制イスラム学校はまだ開設されておらず、インターナショナルスクールやモスクでの週
末学校などでイスラムに関する教育が実施されている。また家庭でのイスラム教育も
子どもにとっては重要な機会になっている。本調査によると、家庭におけるイスラム
教育の実態は、表4のとおりである。
約7割が「イスラムの宗教実践を教えている」と回答しているが、残りの約3割は宗
教実践について自らは教えていないようである。はっきりと「イスラム教育はしていない」
との回答も1割強あり、これまでの滞日ムスリムの調査では把握しきれなかったイス
ラムとの向き合い方が出ているように思われる。従来から、調査対象となることが多
いムスリムは、モスクに礼拝に来ていたり、何らかのイスラム関係の集会等に参加し
ている人びとが主であって、これらのムスリムに宗教実践の程度を尋ねれば、高率に
なることは予想されることであった。しかし、本調査では、ムスリムであるとのアイ

表4　子どもへのイスラム教育　複数回答（子ども無しの回答者を除く）

選択肢 ％

コーランの読み方を教えている 56.4

コーランの暗記をさせている 25.6

イスラムの宗教実践を教えている 69.2

アラビア語の学習をさせている 23.1

その他（ハラール食のこと、人助けなど） 10.3

イスラム教育はしていない 12.8

（出所）本調査結果より筆者作成。
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デンティティを有しつつも、イスラムの宗教実践について「特に守っていることはない」
と回答する1割強のムスリムも存在し、子どもに「イスラム教育はしていない」と回答
する1割強のムスリムがいるのである。

おわりに

本稿では、40人の「帰化ムスリム」について、彼らの生活・アイデンティティと宗教
実践の諸相を提示してきた。全員が既婚者で平均年齢は49歳、平均世帯員数は、4人
以上と大きいが、ほぼすべてが核家族世帯である。回答者の半数近くは、専門職・管
理職などの正規社員として働いており、自営業・会社経営も3割を越え、年収レベル
からみても、ほとんどは中間層以上に相当する階層に属していると思われる。
地域社会における近隣関係を見ると、日本人一般と比較してやや付き合いの程度は
少なく、町内会・自治会への参加率も相対的に低い。しかし、一方で諸団体への参加
率は日本人の社会参加の活動率と対照させてみてもさほど遜色ないレベルと考えられ、
社会参加の意識は決して低くなさそうである。したがって、日本社会の中で、孤立し
た家族ではないと思われる。外国人の友人数と比べて、日本人の友人数が目立って少
ないわけでもない。生活満足度も7割以上が満足と回答している。
最後にアイデンティティと宗教実践についてまとめよう。回答者全員が、イスラム
を信仰していると言う意味ではムスリム・アイデンティティを保持しているものの、
ナショナル・アイデンティティの現れ方は多様である。日本国籍に対する帰属感と、原
国籍に関わるエスニックなものに対する帰属感のバランスはさまざまである。エスニッ
クなものに対する帰属感の重要度がかなり低くなっている人たちも少なくないが、依
然としてエスニックなものに対する帰属感が重要な人も少なくないように見受けられる。
しかし、今回の調査データの分析では確かな事は分からない。ナショナル・アイデンティ
ティの多様性と宗教実践の取り組み方の相違との関係についても、分析はできなかった。
とはいえ、外国にルーツをもつ帰化した｢日本人ムスリム｣は、日本のムスリム・コミュ
ニティにとって重要な役割を果たすことも考えられる。モスクやイスラム団体におけ
る外国人ムスリムと日本人ムスリムの協働的活動における架橋的役割だけで無く、「〇〇
系日本人」として日本社会におけるイスラムの実践を行うことから、「日本のイスラム」
を「外国人として」あるいは「日本人として」の立ち位置から、日本社会に伝える役割
も果たしうるであろう。
一方で、宗教実践そのものについても新しい発見があった。これまで外国人ムスリ
ムについては、どちらかといえば日常的に礼拝を行い、集団礼拝にも頻繁に参加する
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敬虔なムスリム像が想定されてきたが、帰化した「日本人ムスリム」ではあるものの、
集団礼拝に参加する「組織的なムスリム」は3分の1程度であった。また、宗教実践と
して遵守していることがないという人や、ザカートやサダカなど喜捨をほとんど行っ
ていないとする人も、1割を超えていたのである (8)。宗教実践に拘らない「社会的文化
的」なムスリムが、ムスリム・アイデンティティを持って、日本社会で暮らしていると
いうことが当たり前の状況になる可能性もあるだろう。
子どもに対するイスラム教育についても同様に発見があった。滞日ムスリムの親が

抱える悩みで第一に挙げられてきたのが、子どものイスラム教育であるが、イスラム
教育はしていないとする人が1割を超えていたのである。また、子どもにイスラムの
宗教実践を教えている人も7割にとどまっていた。本調査の回答者は、一人を除いて
39人が外国生まれの移民第一世代のムスリムであるが、日本社会での生活を経て、イ
スラムの宗教実践や子どもへのイスラム教育にも新たな変化が見られるということで
あろうか。対象とするムスリムの範囲を拡大することによって、ムスリムとしてのア
イデンティティの変容も含め、滞日ムスリムの生活・アイデンティティ・宗教実践の全
体像をより信頼性の高い水準で把握できるような調査を遂行することは、今後の課題
である。

付記：本研究ノートは、科学研究費基盤研究（C）課題番号18K01976「滞日ムスリム・コミュニ 
ティの地域社会活動と地方自治体の多文化共生政策の課題」（研究代表者･店田廣文）による研究成
果の一部である。

注

(1) ヨーロッパのムスリム移民のイスラムへの帰属を「否定的」、「文化的・文明的」、「私的生活」、
「可視的で組織化された形態」とする観察がある［ダセット 2002］。

(2) 夫婦のみの世帯と子を含む世帯の2種類がある。
(3) 帰化許可者1100人を抽出し、質問紙調査を実施したと思われる。回収率は15％（169人）、

そこから韓国／朝鮮を原国籍とする99人の分析を実施。詳細は、［李 2016］を参照。
(4) 栗本英世は、「どの国でも、ナショナルなアイデンティティは一朝一夕に形成されるものでは

なく、しかも時代とともに絶えず変化している」と述べ、国民を包含するアイデンティティ
として言及している［栗本 2017: 372］。

(5) 本稿では、定義づけが論者によって多様な概念であるエスニック、シビックについて、前者は、
文化的同質性を共有する共同体に関わる概念であり、民族的と捉え、後者は、法制度的な
領域を共有する共同体に関わる概念であり、市民的と捉えて、具体的な分析を進めた。

(6) 2007年現在で、54％である。東京都市長会『地域力の向上に関する基礎調査報告書』 2008年、
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5頁。
(7) 紙幅の関係で、その他の選択項目（複数回答）を以下に提示する。詳細は、［早稲田大学人間

科学学術院・アジア社会論研究室 2019］を参照。「日本の国籍を持っていること」「日本人の
祖先を持っていること」「日本で生まれること」「日本に定住していること」「仏教や神道に親
近感をもっていること」「日本の政治制度や法律を尊重すること」「日本人であると感じてい
ること」、以上の7項目である。

(8) ラクロワ紙とフランス世論研究所の2011年調査の結果として「信者ではない」が約25％と記
載されている［宮島 2017: 24］。この「信者ではない」について、同研究所の調査を確認したが、
該当する結果を確認出来なかった。改めて確認したい。
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ABSTRACT
TANADA Hirofumi
Lifestyle, Identity & Religious Practices of Muslims living in Japan: The Cases of 
Muslims Naturalized as Japanese Nationals

The estimated number of Muslims living in Japan was 200,000 in 2018. This is evident in the 
various sociocultural and religious activities of Muslims affiliated with the mosques and independent 
Muslims. The Research Office of Asian Societies, Faculty of Human Sciences, Waseda University 
conducted a “Social Survey on Naturalized Muslims” in November 2018 and received responses from 40 
Muslims. In this paper, after introducing the survey process, we will examine the socioeconomic status 
of Muslims, the neighboring local societies of Muslims, etc. Additionally, further investigation will be 
carried out in regard to their national identity and religious practices. In conclusion, we will discuss the 
various types of national identity of naturalized Muslims as well as the religious practices conducted by 
Muslims living in Japan.
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