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海外トピック

「宗教と金融」の融合
─急拡大するイスラム金融─
中東・アジアを中心としたイスラム圏で、イスラム金融が拡大している。この流れは既に非イ
スラム圏である欧米市場や金融機関に波及しており、日本における取組みについても、その姿
勢が問われる。
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イスラム金融における住宅ローンフロー例
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して考えると、我々にとってイスラム金融は決
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して遠い存在ではない。イスラム金融に対する
意識的なハードルを飛び越え、多様な実現方式
を生み出すことで、日本に期待を寄せている中
東・アジア諸国との相互理解を深める一つの架

非イスラム圏、日本における取組み
イスラム金融のメリットは、資金調達者に

け橋として、イスラム金融が身近になっていく
ことを期待したい。
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