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彙 報

2013 年 (平成 25 年) 1 月〜2013 年 (平成 25 年) 12 月

研 究 状 況

(2013 年)

公募型研究班

環境インフラストラクチャー：自然，テクノロジー，

環境変動に関する比較研究 班長 森田敦郎

温暖化等のグローバルな環境変動が進む今日，わ

れわれの自然についての知識は，気候モデル，環境

指標，情報アーカイブといった科学技術にますます

依存するようになっている。本プロジェクトはこう

した技術と組織の体系を，近年の科学技術論におけ

る大規模技術システムや情報ネットワーク (=イン

フラストラクチャー) についての議論を取り入れ，

「環境インフラストラクチャー」として概念化する

ことを試みてきた。これは，社会ないし人間集団が

環境との関係を組織する一連のテクノロジーと組織

の総体で，人々が彼らを取り巻く環境を「知り」，

それに対して働きかけることを可能にする基盤と

なっている。本プロジェクトでは，この環境インフ

ラストラクチャーに焦点を当て，グローバルな環境

変動と地域社会の関係を科学技術の媒介的な役割を

考慮に入れて捉えることを目的としている。共同研

究班の初年度である本年は，9 月 21 日〜23 日にか

けて行った国際シンポジウムとワークショップを核

として，国内・海外の共同研究者の研究発表を下記

の通り行った (国際シンポジウムで発表されたペー

パーは 2014 年中に刊行を予定している)。

4月27日 ʻModeling Invisibility : observations,

models, and environmental infrastruc-

tures in solid earth physicsʼ

Sho Morishita

7 月13日 市場―モデルと現実のあいだ

中川 理

神霊が媒介する未来へ―南インドに

おける開発，リスク，ブータ祭祀

石井 美保

9 月20日

GRADUATE WORKSHOP

“The Care of the Cells : Body, Care

andAffect” Wakana Suzuki

Comments

Natasha Myers (York University)

“Infrastructuring Smart Grid Envi-

ronments : Technological Artifacts,

Subject-positions and ʻNaturesʼ”

Lea Schick

(IT University, Copenhagen)

Comments Mei Zhan

(University of California, Irvine)

“Pure Gifts for Future Benefit?

Giving Form to Subject in the Bio-

diversity Databasing Project in India”

Moe Nakazora

(JSPS/Kyoto University)

Comments Matei Candea

(University of Cambridge)

Closing comments

PaulHansen (TsukubaUniversity)
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9 月21日

INTERNATIONAL SYMPOSIUM

Introductory Remarks

Mohacsi Gergely (Osaka University)

“Sensing Botanical Sensoria”

Natasha Myers (York U)

“The Ecology of Transaction : dividual

persons, spirits, and machinery in the

Special Economic Zone in South India”

Miho Ishii (Kyoto U)

“Disharmony Undivided : thinking, do-

ing and being posthuman throughDao-

sim” Mei Zhan (UC Irivine)

“Not feeding (or eating) meerkats”

Matei Candea (U Cambridge)

9 月22日 Environmental Infrastructures Col-

laborative Research Project Meeting

12月14日 物語のインフラ―ロボット・フィク

ションと 3つのエコロジー

久保 明教 (東京外国語大学)

メディア実践のイノベーション：現代日本におけ

る地域映像アーカイブプロジェクトの

デザイン民族誌的研究

松本 篤 (東京大学情報学環)

1 月31日 “A New Form of Collaboration in

Cultural Anthropology : Matsutake

Worlds.” (予定)

Shiho Satsuka (TorontoU)

古典解釈の東アジア的展開─宗教文献を中心課題

として 班長 藤井 淳

本研究班は，中国を中心とする東アジア諸地域に

おいて，漢字を用いることによって抽象的な思想や

具象的な文物を表現する際に，漢字で考え表記する

ということが一体どのような特徴を生み出すかとい

う点を，宗教文献 (仏教，道教，儒教，イスラーム

教) に関係する具体的資料に基づいて検討すること

を主たる課題とする。班員やゲスト班員は様々な分

野から 50名以上に上る。初年度である今年は 8 回

の研究会を行った。研究会は土曜日の午後に各 4時

間。以下の報告がなされた。

4月20日 趣旨説明，報告課題の具体例，班員の

自己紹介，日程相談など

藤井 淳，船山 徹

5 月18日 中国における体用説の発生と神不滅論

としての仏教 船山 徹

(コメンテーター 末木文美士・宇佐

美文理)

6月22日 一切衆生悉有仏性説のゆくえ―中

世・近世の日本の仏教芸能を中心とし

て 石井 公成

(コメンテーター 室寺義仁・中西俊

英)

7 月20日 瑞像信仰・舎利信仰の東アジアにおけ

る受容と展開 稲本 泰生

(コメンテーター 田中健一・齋藤智

寛)

9 月 7 日 禅における行為の論理としての体用論

小川 隆

(コメンテーター 坂内栄夫・柳 幹

康)

10月19日 ｢理」について―中国思想・インド仏

教・中国仏教の理解

宇佐美文理・宮崎 泉・中西 俊英

11月16日 漢唐経学史における『講周易疏論家義

記』の位置 古勝 隆一

(コメンテーター 菅野博史・金 志

玹)

12月21日 ルーフ (霊)は「性」か「気」か？─

中国ムスリムの訳語選択とその歴史的

背景 中西 竜也

(コメンテーター 横手 裕・古勝

亮)

以上のほか，9 月以降の 4回には，さらに同日の

午前を利用し，一時間半の読書会を行っている。今

年はインドと中国の混交的な性格を濃厚に反映する

6 世紀の真諦三蔵が残した経典注釈書の一部を会読

した。午前のテキスト会読と午後の研究報告を会わ

せると，1日に 2回の研究会を行うのと同じだけの

活動をしていることになり，研究会の開催日は 8 回

だったが，実質上は 12回の研究会を開催したこと

になる。
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研究班の班員には人文研所内のメンバーのほか，

学内からは文学研究科の教員と大学院生，人間・環

境学研究科の教員と大学院生が積極的に参加し運営

に協力していただいている。また他大学からも研究

者たちが集まり，関西はもちろん，東京在住の研究

者を中心に，北は東北大学から南は熊本大学まで，

日本全国各地から班員が結集し，盛んな討論を重ね

ている。

研究班費用はほとんどすべて研究班開催のための

旅費に充当した。しかし本年度は，研究班費用だけ

では金額的に足りない分があったため，班員が自ら

旅費の一部を負担した部分もある。

総じて，人員構成と活発さと報告内容の点から本

研究班は好調なスタートを遂げて一年を有意義に終

えたと言える。毎回の研究報告は，各分野を代表す

る研究者によって，自らとは異なる分野の研究者や

学生に向けてかみ砕いたわかりやすい言葉で語り，

報告内容のエッセンスを伝えるという形で行われる。

毎回の報告内容はきわめて豊かで充実しているとい

うのが一年目を終えての正直な感想である。

本研究班専用のホームページを作成し，報告内容

のかなり詳しい要約をそこにまとめている。そのほ

か，班員専用の掲示板も設置し，そこで当日討論の

補足やさらなる資料紹介などを積極的に行っており，

単に集まった時だけにその場だけの議論をするとい

う形にならないように心がけている。

ホームページ http : //www.zinbun. kyoto-u.ac.

jp/˜kanjishukyo/home.html

人文学研究資料にとってのWebの可能性を再探する

班長 永崎研宣

Web 技術の発展にともない，人文学資料向けの

Webサービス (以下，人文系Webサービス) にお

いてもサービス同士の相互連携をはじめとする様々

な面での新しい可能性が大きく拓けてきているが，

古い設計に基づくシステムやデータの改良は容易で

はなく，結果として，最先端のWeb 技術が投入さ

れたものとそうでないものとが入り乱れた状態に

なっており，利用者にとっての利便性という観点か

らは改善の余地がますます大きくなってきている。

本研究の目的は，人文科学研究所における各種

Webサービスを中心としつつ，本研究の共同班班

員が関わっている様々なWebサービスの事例も含

め，現在のWebサービスとして求め得る水準と実

際のそれの距離を再検討することで，それを縮める

ための方策を明らかにすることにある。この再検討

にあたっては，各種人文系Webサービスの研究に

おける意義だけでなく，当初計画や依拠する規格，

予算の性格，低コストな改良可能性など，学会研究

会で報告されにくい部分にも焦点をあてていくこと

で，問題の具体的な解決策に少しでも近づけること

を目指す。

4月19日 第一回研究会

10月23日 第二回研究会

12月 9 日 公開シンポジウム「東洋学におけるテ

クスト資料の構造化と Web の可能

性」

ヨーロッパ現代思想と政治 班長 市田良彦

2013 年度，公募研究班 A班「ヨーロッパ現代思

想と政治」では，7回の研究会を重ね，13個の研究

発表を連ねた。その際 2012 年度中は，まず研究班

員の関心にしたがって「現代思想」の著作家たちに

ついて「政治」との関わりについての研究発表を

行った。また 2013 年度始めからは，「現代思想と政

治」の問題系を①マルクス主義との関わり，②精

神分析との関わり，③(英米系) 現代政治哲学との

関わりという 3つの軸から精査するために，班員を

以上三つの部門に分け，さらに経済学者の参加も

募って研究会を続けている。9 月 14 日，15 日に開

催した連続研究会は，小泉義之の指揮する「現代政

治思想」部門が主催したものであり，7 月 2 日の佐

藤隆の発表，および 12 月 14 日の研究会は，「マル

クス主義」部門が主導して開催したものである。

1月26日 アドルノにおける集団的なものの経験

藤井 俊之

ドゥルーズ，革命的になること：不可

能性の壁を屹立させ，逃走線を描出す

る。 廣瀬 純

3 月 9 日 ランシエールによるデリダ批判

上田 和彦

出来事から出来事の生産へ：ドゥルー

彙 報

― 297 ―



ズ=ガタリ試論 佐藤 吉幸

5 月11日 ｢68年 5月」と「精神分析すること」

上尾 真道

｢現代思想と政治」問題としてのラン

シエール 市田 良彦

7 月 2 日 労働請求権から見た近年の労働のいく

つかの特徴について 佐藤 隆

ベンヤミンにおける行動と倦怠の弁証

法 多賀健太郎

9月14日 平等というリベラルな処方箋：福祉国

家の今日的危機に対するロザンヴァロ

ン 箱田 徹

レオ・シュトラウスの「政治」思想

布施 哲

9 月15日 アーレントと現代の政治：公共性と統

治 序説 佐藤 淳二

12月14日 余剰の政治経済学序説 沖 公祐

南無阿弥陀仏となわとび：レント論の

ための部品収集 長原 豊

人文学研究部

啓蒙とフランス革命・Ⅰ― 1793年の研究

班長 富永茂樹

18 世紀において展開した啓蒙哲学と世紀末には

じまるフランス革命とのあいだの「連続および「切

断」がいかなるものであったかを明らかにしようと

する本共同研究では，とりわけ革命の状況が激化す

る 1793 年に目を向けて，当時の国民公会その他で

なされたロベスピエール，サン=ジュスト，ヴィ

ヨー=ヴァレンヌらのディスクールを読み解くこと

を中心としつつ，その会読から得られた知見にもと

づく研究報告，啓蒙と革命にかかわる過去の重要な

研究文献の紹介，さらにフランスからの研究者によ

る講演を適宜まじえながら進められて，2013 年 3

月に終了した。参加者の一人が作成し，全員が検討

し修正を加えたディスクールの翻訳は，あらためて

整理と追加を行ったうえで，近く「資料集」として

刊行するとともに，本共同研究の成果を踏まえ，さ

らに発展させるかたちで，次年度より真研究班を立

ち上げる予定である。

班員

王寺賢太 久保昭博 田中祐理子 立木康介 藤

井俊之 (以上所内) 増田真 山中聡 (以上文学研究

科) 石井三記 (名古屋大) 上田和彦 (関西学院

大) 上野大樹 (京大院人間環境学研究科 博士課

程) 北垣徹 (西南学院大) 桑瀬章二郎 (立教大)

坂本優一郎 (大阪経済大) 佐藤淳二 (北海道大)

白鳥義彦 (神戸大) 谷田利文 (京大院文学研究科

博士課程) 長尾伸一 (名古屋大) 橋本周子 (京大

院人間環境学研究科 博士課程) 福田真希 (名古

屋大院法学研究科 博士課程) 前川真行 (大阪府

立大) 川村文重 (金城学院大) 阪本尚文 (日本学

術振興会特別研究員DC1)

1 月25日 公開講演：

Rémanence dʼune figure rousseauiste :

opinion publique, mœurs et censure

dans le discours de Jean Debry du 23

septembre 1794

ブリュノ・ベルナルディ

(ゲスト・フランス国際哲学コレージュ)

2 月15日 社会の発見―文献紹介：

Brian C. J. Singer, Society, Theory and

the French Revolution : Studies in the

Revolutionary Imaginary, New York,

Macmillan, 1986 阪本 尚文

3 月 1 日 恐怖政治期の政治演説に見られる自然

科学のアナロジー―自然現象のメタ

ファー (雷雨，火山噴火など) と政治

体の有機体/機械モデルについて

川村 文重

3 月15日 文 献 紹 介：Jean-Philippe Domecq,

Robespierre, derniers temps (初 版

Seuil, 1984) 久保 昭博

日本の文学理論・芸術理論 班長 大浦康介

3 年目にあたる平成 25 年は，前年に引き続き，

日本の主要な文学・芸術理論関係の文献 (とくに昭

和期の文献) を班員全員で読み，それについて討論

するという会読形式で研究会を開催するとともに，

本研究会の研究報告として予定している『日本の文

学理論アンソロジー』の構想を発表し，刊行に向け
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ての準備作業を開始した。また，国文学研究資料館

の谷川惠一氏をゲストとして招き，最新の研究成果

を披露していただいた。内容は以下のとおり。

1月21日 会読 亀井秀雄『感性の変革』を読む

笹尾 佳代

2 月 4 日 会読 河出書房『新文学論全集』第一

巻「文学概論」ならびに第二巻「表現

論」を読む 久保 昭博

2 月18日 会読 河出書房『新文学論全集』第三

巻「批評・鑑賞」ならびに第四巻「文

学のジャンル」を読む 河田 学

3月11日 会読 折口信夫「日本文学の発生 序

説」を読む 西川 貴子

4 月22日 会読 杉山康彦『ことばの芸術』を読

む 北村 直子

5 月20日 会読 前田愛『近代読者の成立』『都

市空間のなかの文学』『文学テクスト

入門』を読む 日高 佳紀

6月 3日 会読 ｢文学理論」としての九鬼周造

『文學概論』を読む 岩松 正洋

6月17日 イルメラ日地谷・キルシュネライト，

エドワード・ファウラーを読む

イリナ・ホルカ

7月 1日 報告 アンソロジー構想 大浦 康介

7月22日 報告 遺稿集という言説空間

谷川 惠一

10月 7 日 報告 アンソロジー構想 中村ともえ

10月21日 報告 『文心雕龍』雑感 永田 知之

11月18日 報告 日本における映画理論

小川佐和子

12月 2 日 報告 アンソロジー構想 笹尾 佳代

12月16日 討論会 文学入門をめぐって

大浦 康介，飯島 洋

岩松 正洋，西川 貴子

アジアの通商ネットワークと社会秩序

班長 籠谷直人

1月27日 蘭印の日本人商人の活動の報告

泉川 晋

2 月24日 朱印船貿易に関する報告 籠谷 直人

バタヴィアの洪水問題に関する報告

松田 浩子

4 月 3 日

国際ワークショップ

｢Jakartaʼs Past : Space, Ethnicity and

Urban Development」

4 月15日 徴税請負についての報告 (漢文班研究

会) 聂 德宁

5 月13日 徴税請負についての報告 (漢文班研究

会)) 聂 德宁

5 月18日-20日 長崎平戸調査

5 月27日 開吧歴代史記に関する報告 (漢文研究

会)

レオナルド・ブリュッセイ・聂德宁

6月17日 外国人居留地の茶再製場の技術移転と

イギリス商人 水田 丞

7 月 1 日 19世紀前半の東南アジアの商人研究

小林 篤史

10月19日 アジアと東南アジアにおける 1849 年

から 1919 年までの灯台建設と日本

谷川 竜一

11月 4 日

場所：広島大学東広島キャンパス 文学研究科

インドネシア調査報告

村上 衛・山崎 岳

泉川 晋

1930 年代バタヴィアにおけるバ

ティック製造業 泉川 晋

19世紀の東アジア経済 籠谷 直人

12月23日-29日 廈門調査

12月24日 东亚海洋史研讨会：亚洲国际通商秩序

和中国商人

(国際ワークショップ：アジア国際通

商秩序と中国商人) 厦門大学

Opening of the Port ofKobe in the 19th

Century 籠谷 直人

朱紈和林希元：明朝中期有關海洋政策

施行的法治觀念之衝突 山崎 岳

Chinese Junk Trade between Japan

and Southeast Asia in the Early Mod-

ern Perio 島田 竜登
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近代天皇制と社会 班長 高木博志

所内：高木博志，岩城卓二，瀬戸口明久，高階絵

里加，朴薫，藤原辰史

所外：飯塚一幸，池田さなえ，市川秀之，遠藤俊

六，小川原宏幸，長志珠絵，尾谷雅彦，小

股憲明，鍛治宏介，河西秀哉，黒岩康博，

小林丈広，駒込武，昆野伸幸，佐竹朋子，

ジョン・ブリーン，高久嶺之介，田中智子，

谷川穣，中野慎之，幡鎌一弘，原田敬一，

原戸喜代里，日向伸介，福家崇洋，森川正

則，山本真紗子

公募制班員：赤澤史朗，上田長生，島薗進，平山

昇，廣木尚，本康宏史，羽賀祥二

共同研究 B (4 月より) の初年度となり，公募制

の班員も迎え，毎回，20 人前後の参加者を得て研

究会を積み重ねた。明治維新からアジア・太平洋戦

争後にいたる時期において，近代天皇制を単なる政

治過程ではなく，社会との関わりを考えることによ

り，近代日本の特殊性や普遍性を再考したい意図が

ある。日本近現代史のみならず，美術史，朝鮮史，

建築史，民俗学などの学際的な参加者と報告を得て，

すすめている。9 月 16日〜17 日には，天皇制と国

民道徳の問題を考える上で重要な，吉野地方の南朝

史跡の巡見を，吉井敏幸氏 (天理大学) の案内によ

り行った。

1月12日 昭和大嘗会屏風の史的位置

中野慎之 (京都府文化財課)

3 月16日 古事記纂録功臣の顕彰―ローカル

ヒーローとしての阿礼・安万侶

黒岩 康博

4 月27日 大韓帝国における皇帝イメージの変

遷―皇帝巡幸を焦点に 小川原宏幸

大正期以降東京における初詣の変容―

転換点としての天皇の代替りと明治神

宮創建― 平山 昇

5 月18日 近代日本における首都の表出─東京

奠都と江戸の改造

松山 恵 (明治大学)

6月15日 書評：田中智子『近代日本高等教育体

制の黎明』(思文閣出版) 駒込 武

7 月20日 明治宮中の仏教信仰―帝都と古都

高木 博志

神社神道の形成と天皇崇敬 島薗 進

9月16日

五条方面 栄山寺・賀名生行宮跡 (堀家)・桜

井寺など

吉野山方面 吉野神宮・村上義光墓・金峯山

寺・吉野皇居跡・吉水神社・村

上義隆墓・桜花壇の見学・如意

輪寺・後醍醐天皇陵・水分神

社・金峰神社など

吉井敏幸氏 (天理大学)・黒岩康

博 (天理大学) による学習会

9月17日

川上村方面 宮滝・丹生川上神社・金剛寺 (自

天親王神社) など

10月19日 近世公家社会における一門一族

佐竹 朋子

明治期の陵墓祭祀と管理 上田 長生

11月30日 近代における明治維新観と「功臣」顕

彰―勅撰文銅碑を中心に―

社本沙也香

明治二〇年代の御料林に求められた国

家的・社会的役割 池田さなえ

12月21日 聯隊区縁辺の村々と戦争―日清・日

露をはさんで 遠藤 俊六

東学農民戦争と日本―これからの研

究のために 井上 勝生

トラウマ経験と記憶の組織化をめぐる領域横断的研

究―ナラティヴからモニュメントまで―

班長 田中雅一

今年は，「日常と暴力」「セクシュアリティ」「震

災と原発」「モニュメント・追悼」「沖縄戦〈後〉の

社会とトラウマ」「植民地と民族差別」「マイノリ

ティの苦悩と記憶」「トラウマと文学」などのテー

マで集中的な議論を重ねた。また国際ワークショッ

プを 5 月と 11 月の 2回開催した。どちらも本研究

会の成果を公開する機会になっただけでなく，これ

からの研究方向を考える上でも重要な会議であった。

これでほぼトラウマに関するテーマをカバーするこ
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とができたので，最終年度は論文集の構想と執筆に

集中する予定である。

班員

石井美保 伊藤順二 井家晴子 上尾真道 小池郁

子 高階絵里加 田村うらら 立木康介 比嘉理麻

松嶋健 Andrea De Antoni Anthony Distefano

(以上所内) 飯塚真弓 (人環) 江原等子 (人環)

川本直美 (人環) 康陽球 (人環) 清水展 (東南ア

ジア研究所) 菅原和孝 (人環) 武田龍樹 (人環)

田辺明生 (アジア・アフリカ地域研究科) 中谷和

人 (人環) 萩原卓也 (人環) 松田素二 (文学研究

科) 山本達也 (アジア・アフリカ地域研究科) 渡

辺文 (人環) (以上学内) 大村敬一 常田夕美子

藤原久仁子 (以上大阪大) 岡田浩樹 窪田幸子

(以上神戸大) 河西瑛理子 金谷美和 (以上 国立

民族学博物館) 青木恵理子 (龍谷大) 兼清順子

(立命館大) 北岡一弘 (香川高専) 木下直子 (九

大) 酒井朋子 (東北学院大) 佐藤知久 (京都文教

大) ティモシー・ツー (関西学院大) 花田里欧子

(京都教育大) 深海菊絵 (一橋大) 福浦厚子 (滋

賀大) 三田牧 (神戸学院大)

12月28日 トラウマを超える (超) 能力：憑依

と除霊から見える，不在のエイジェン

シーと行為としての感情

AndreaDeAntoni

会読『PTSDの医療人類学』第 8章・

結論 河西瑛理子

2 月18日 カンボジア人のトラウマ経験と精神疾

患概念をめぐって：カンボジア王国プ

ノンペン市における精神科臨床の現場

から 吉田 尚史

カンボジア村落部におけるポル・ポト

時代の死者をめぐる人類学的研究

武田 龍樹

3 月25日 ユートピアの外と後で：東日本大震災

の「トラウマ」のありか 花田里欧子

4 月 8日 これまでの研究会報告をふりかえって

田中 雅一

｢潜伏」する愛：受難と復活のイエス

像とトラウマ 藤原久仁子

4 月20日

日常と暴力

文化的暴力と性暴力について：女性へ

の暴力理解のために 田中 雅一

変化する風景・関係性・日常：南イン

ド・チェンナイのコティたちの暴力を

めぐる語りと相互行為 江原 等子

家族−国家の殖民暴力とトラウマ：日

本人−私−台湾先住民族における脱植

民化と癒しの文化 中村 平

5月13日

セクシュアリティ

｢痛み」の経験から自らの生/性を探求

する：米国ポリアモリー実践の事例か

ら 深海 菊絵

シンデミクス：理論や日本における

HIVと暴力/虐待に関する研究への応

用 AnthonyDistefano

5 月18日

国際ワークショップ

｢東アジアにおけるセクシュアリ

ティ・トラウマ・社会苦悩」

“SexWork for US Military Servicemen

inKorea” SeoOkja

“Sexual Violation toward Japanese

Women : Roundups and Forced Ve-

nereal Disease Examination during

the American Occupation of Japan”

Toshimi Chazono

“Sex Work in Chinaʼs Pearl River

Delta :Accumulating Sexual Capital as

a Life Advancement Strategy”

YuDing, Sun

“Sexualized Border Control : The In-

vestigation of ʻPhony Marriagesʼ and

the Exclusion of Chinese Migrants/

SexWorkers” Mei-Hua Chen

“HIV and V iolence/abuse in Japan :

Background, Methods, and Prelimi-

nary Findings” Anthony S. DiStefano

“Mothers, Daughters and Sex : The
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Negotiation of Young Womenʼs Sexu-

ality in Hong Kong and Britain”

Stevi Jackson

5 月25日

震災と原発

放射能を可視化する：コバルト照射，

原発建設計画，東電原発事件を結ぶ試

論 猪瀬 浩平

臨床宗教師の展望と課題 谷山 洋三

震災と原子力，その和解と対話のプロ

セス：被災地着地型観光の現場からの

報告 井上 リサ

6月17日

モニュメント・追悼

トラウマ・ドキュメント・モニュメン

ト：戦地慰霊に向かう元兵士の事例か

ら 西村 明

ポイエティークとしての戦争遺物・戦

死者表象：「モノ」に突き動かされる

人々 粟津 賢太

7 月 6日

沖縄戦〈後〉の社会とトラウマ

｢沖縄の精神衛生実態調査」再考：「事

例性」とは何か，「事例」とは誰か

北村 毅

終戦から 67 年目にみる沖縄戦体験者

の精神保健 當山冨士子

沖縄戦のトラウマによるストレス症候

群 蟻塚 亮二

7 月20日

植民地と民族差別

ナショナルな歴史となるトラウマ：国

家と先住民 窪田 幸子

トラウマの記憶の解体に抗して：在日

コリアンのアイデンティティ構築と

「多文化共生」 岡田 浩樹

植民地経験の語りの文脈：苦難と屈辱

の「語り変え」について 三田 牧

11月10日

国際ワークショップ

｢戦争・トラウマ・アート」

“Sensing Change in Ecologies of Mili-

tary Conflict”

Rupert Cox+Angus Carlyle

+平松 幸三

“Trauma, Toxic Imaginaries and the

Healing Arts of the First World War”

Ana Carden-Coyne

“Divide and Cohesion : Patriarchal

Narratives and its Implications for

Female Military Personnel in Japan”

福浦 厚子

“The Post War, Disaster of the Earth-

quake and Silent Bodies 1945−3. 11−

Studying the Independent Art Move-

ments in the Tohoku (North East)

Regions and the Trauma in the Post

war and the Earthquake” 井上 リサ

11月16日

マイノリティの苦悩と記憶

｢アルメニア人問題」の生成とトラウ

マ化」 伊藤 順二

共有の風景・分断の視界：北アイルラ

ンドにおける空間の物語 酒井 朋子

12月21日

文学とトラウマ

奴隷制のトラウマ表象と回復のプロセ

ス：トニ・モリスンの『ビラヴィド』

再考 山下 昇

〈トラウマ〉と書く主体：レチフ・ド・

ラ・ブルトンヌの場合 森本 淳生

不均衡な危機の配分：「震災後文学論」

という視座から 岩川ありさ

灌頂と即位の文化史 班長 藤井正人

本共同研究 (2011. 4-2014. 3) は，共同研究「王権

と儀礼」(2005. 4-2011. 3) を進展させるため，テー

マを新たにして発足させたものである。前共同研究

では王権とそれに関わる儀礼全般を対象としてきた

が，この共同研究では，古代インドなどにおいて即

位や入門の儀礼で中心的な行為となっている「灌

頂」に焦点をあて，その行為の基本形態，類型，変
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化，伝播，異文化との混交などに関して，文化史的

アプローチから研究する。研究方法としては，各種

事例の比較研究を進めるとともに，他分野の研究者

に負担をかけない形で文献資料の基礎研究をも行な

う。具体的には，課題に関する研究報告を行なう

「研究集会」と，古代インドの王即位式に関するサ

ンスクリット資料の校訂と訳注を行なう「会読」と

いう二種の研究会を，切り離した形で開催して研究

を進めている。3 年目 (最終年度)の本年度 (2013)

は，研究成果の出版へ向けて，『ヴァードゥーラ・

シュラウタスートラ』第 10章 (王即位式) に対す

る英文訳注の作成を集中的に行ない，本年度中に完

了する予定である。また，「研究集会」として，テ

キサス大学オリヴェイユ教授を招いて，古代インド

の王権書である「実利論」に関する公開講演会を開

催した。

2月22日 (会読) Vadhula-Srautasutra (VadhSS)

10. 7. 43-10. 8. 13 ;

Taittiriya-Brahmana (TB)関連個所

小林 正人

6月21日 (会読) VadhSS 10. 8. 14-28 ; TB 関連

個所 堂山英次郎

7月 5日 (会読) VadhSS 10. 8. 29-49 ; TB 関連

個所 梶原三恵子

7 月19日 (会読) VadhSS 10. 9. 1-10. 10. 16 ; TB

関連個所 手嶋 英貴

8月 2日 (会読) VadhSS 10. 10. 17-24 ; TB関連

個所 大島 智靖

10月25日 (会読) VadhSS 10. 11. 1-13 ; TB 関連

個所 池田 宣幸

11月 8日 (会読) VadhSS 10. 11. 14-26 ; 27-38 ;

TB関連個所 小林 正人，藤井 正人

11月29日 (会読) VadhSS 10. 12. 0-16

藤井 正人

12月13日 (研究集会) Material Culture in An-

cient India and Kautilyaʼs Arthasastra

P. Olivelle

日中戦争・アジア太平洋戦争期朝鮮社会の諸相

班長 水野直樹

2 月16日 朝鮮神宮の世界 山口 公一

朝鮮人戦時動員と大阪 藤永 壯

3 月16日 (書評) 永島広紀著『戦時期朝鮮にお

ける「新体制」と京城帝国大学』(ゆ

まに書房，2011 年) 李 昇燁

滋賀県における朝鮮人強制動員の記

録―韓国における生存者の聞き取り

調査より― 河 かおる

戦争と植民都市開発― 1934〜45 年，

釜山を中心に― 金 慶南

4月20日 日記にみる創氏改名 水野 直樹

戦時期朝鮮に関わる文書資料班員全員

5 月18日 戦時期植民地朝鮮における戦歿者寡婦

の職業支援―教員養成について―

本間 千景

ライフヒストリー資料にみる在朝日本

人の世界 鈴木 文子

6月 8日 戦時期・解放後における親族法の断絶

と連続― ｢婿養子」の法認と無効化を

めぐって― 吉川 絢子

朝鮮総督府記録群の現状と活用方

案―韓国国家記録院の所蔵資料を中

心に― 金 慶南

7月13日 (書評) 朴昌昱・孫春日・尹炳振・林

燦慶・金成讃著『中国原州村研究』

(原州市抗日独立運動原州紀念事業会，

2007 年 12 月) 金 永哲

戦時期日本と朝鮮の防空展覧会

李 大和

9 月14日 戦時期の李王家 李 昇燁

平壌の 20世紀都市形成史構築に向け

て 谷川 竜一

10月12日 日中戦時期の朝鮮人鉱業―李鍾萬の

大同鉱業と雑誌『鉱業朝鮮』を事例と

して― 長沢 一恵

南京国民政府初期清津領事館の開設を

めぐる日中間の確執 李 正熙

11月10日 京城女子医学専門学校の歴史的位

相―近代，民族，植民地，女性，戦

時体制― 水野 直樹

植民地朝鮮の社稷について―制度の

変化と空間の変形を中心に―
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金 大鎬

12月14日 安秉直翻訳・解題『日本軍慰安所 管

理人の日記』を読む 藤永 壮

全国中等学校野球大会・朝鮮大会につ

いて―朝鮮人参加の経緯と戦時期の

動きを中心に― 小野 容照

日本・アジアにおける差異の表象 班長 竹沢泰子

平成 24 年は，「見えない人種」の表象，科学と社

会の共生産，「混血」/ミックスを 3本柱するこれま

での共同研究の成果を，積極的に発信することに努

めた。とくに海外での研究成果の発信に力を注ぎ，

南カリフォルニア大学やモナシュ大学と共催で，国

内外の研究者とともに，「混血」/ミックスの表象や

アジアの経験にもとづく人種・人種主義の再検討に

ついて国際シンポジウムを開催した。また日本学術

会議と共催で，中等教育の現場の教員を交えて文理

融合のシンポジウムを行った。この他単独での国際

セミナー，若手研究者を主な対象とするワーク

ショップ“Crossing Boundaries : Art and History”

等も開催した。こうした場での交流を通して，グ

ローバルな視点から日本・アジアの差異について再

考し，学際研究の推進を行った。

1月31日

公開セミナー

Ernani Oda (在サンパウロ国日本総

領事館)

3 月13日〜14日

公開ワークショップ

“Crossing Boundaries : Art and Histo-

ry III”

菅野 優香 (北海道大学)，板倉 史

明 (神戸大学)，池田 淑子 (立命館

大学)，志村三代子 (早稲田大学)

コメント：斉藤 綾子

4 月5日〜6日

国際シンポジウム

Hapa Japan Scholarly Conference (南

カリフォルニア大学と共催)

竹沢 泰子，工藤 正子，渡会 環

(愛知県立大学)，Ed Sumoto (Mixed

Roots Japan)他 8名。ディスカッサン

ト：5名。

4月27日

公開シンポジウム

｢中等教育でまなぶ『人種』『民族』と

ヒトの多様性」(日本学術会議と共催)

竹沢 泰子，瀬口 典子 (九州大学)，

徳永 勝士 (東京大学)，内堀 基光

(放送大学)，市石 博 (東京都立国

分寺高等学校)，浅川 俊夫 (埼玉県

立浦和第一女子高等学校)

5 月24日

国際セミナー

“Rethinking Race/Racism form Asian

Experiences” (モナシュ大学と共催)

竹沢 泰子，河合 優子 (立教大学)，

斉藤 綾子，板垣 竜太 (同志社大

学) 他 1名。ディスカッサント：3名。

5月31日

公開セミナー

｢ハワイ日系人二世の記憶―松元監督

を囲んで」

松元 裕之 (NACNACNAC-J 代表/

映像プロデューサ)

6月14日

国際セミナー

アンソニー・ステファノ (カリフォル

ニア州立大学フラトン校)

6月15日

国際ワークショップ

“Crossing Boundaries : Art and Histo-

ry IV”

Frederic Roustan (一橋大学)，ミツ

ヨ・ワダ・マルシアーノ (カールトン

大学)

コメント：渡辺紀子 (京都大学)，菅

野優香 (小樽商科大学)

7 月23日

国際セミナー

Ruth Bar-Sinai (David Yellin College

of Education, Isralel)
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7 月29日

国際シンポジウム

｢アジアとアメリカの〈帝国〉を越え

て」part 1

基調講演

Nikhil Pal Singh (New York Univer-

sity)

蘭 信三 (上智大学)，東 栄一郎

(University of Pennsylvania), Edward

Park (Loyola Marymount University/

国際基督教大学)，ジョハンナ・ズル

エタ (日本学術振興会/アテネオ・

デ・マニラ大学)，新津 厚子 (東京

大学大学院)，宮井真依子 (成蹊中

学・高等学校)

レスポンダント：松本 悠子 (中央大

学)・土屋 和代 (神奈川大学)

9 月13日

公開ワークショップ

“Crossing Boundaries : Art and Histo-

ry V”

舟橋 健太，柄木田康之 (宇都宮大学)

コメント：吉村智博

9 月14日

国際セミナー

“The Hapa Project : Multiracial Iden-

tity Today キップ・フルベックさん

を囲んで”

Kip Fulbeck (University of California,

Santa Barbara)

10月12日

国際シンポジウム

｢アジアとアメリカの〈帝国〉を越え

て」part 2

基調講演

Edward T. Chang (UC Riverside)，

外村 大 (東京大学)

コメント：鈴木 道彦 (獨協大学)，

佐原 彩子 (東京大学)，松坂 裕晃

(University of Michigan)，原尻 英

樹 (立命館大学)，大野 俊 (清泉

女子大学)

啓蒙とフランス革命・II― 《恐怖》の研究

班長 富永茂樹

本共同研究は，前年度まで 3年にわたって行って

きた「啓蒙とフランス革命・II ― 1793 年の研究」

の成果を受け継ぎ議論をいっそう深めようとするも

のである。ここで中心的な主題となるのはしかし，

1793‐94 年という時期をもっとも明確なかたちで

現すと同時に，のちの時代，19世紀以降今日に至

るまでさまざまな立場からの議論の対象となり，そ

の評価がまだ定まったわけではない「恐怖政治」で

ある。その展開過程にはどのような社会の状況と思

想の配置を見ることができるのか。「恐怖」の実行

装置となった革命裁判所や公安委員会の設置，恐怖

の具体的な内実と切り離しえない「非キリスト教

化」や「最高存在の祭典」といったいくつもの出来

事に目を向けて，そこで作動した言葉と思考を分析

し，革命開始以前の哲学的背景にまでさかのぼりな

がら，また革命が今日まで残した正負の遺産にも触

れながら，啓蒙と革命との連続・切断のありようを

明らかにするのが本研究の課題となる。

班員

王寺賢太 田中祐理子 立木康介 藤井俊之 (以

上所内) 増田真 (以上文学研究科) 上田和彦 (関

西学院大) 上野大樹 (京大院人間環境学研究科

博士課程) 北垣徹 (西南学院大) 佐藤淳二 (北海

道大) 白鳥義彦 (神戸大) 長尾伸一 (名古屋大)

橋本周子 (日本学術振興会特別研究員 PD) 福田

真希 (名古屋大) 前川真行 (大阪府立大) 川村文

重 (神戸女学院大)

4 月19日 新研究班について 富永 茂樹

5 月17日 文献紹介：

Dan Edelstein, The Terror of Natural

Right : Republicanism, the Cult of Na-

ture, and the French Revolution (Uni-

versity of Chicago Press, 2009)

田中祐理子

6月 7日 文献紹介：

P. Friedland, Seeing justice done : the

age of spectacular capital punishment
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in France, Oxford, 2012 を読む

福田 真希

6月28日 ルソーとフランス革命に関する 2点の

文献 増田 真

7 月 5 日 文献紹介：

Bronislaw Baczko, Comment sortir de

la Terreur (Gallimard, 1989) を中心

に 白鳥 義彦

7 月19日 サン=ジュスト以前のサン=ジュスト

立木 康介

9月27日 公開講演：

Le dernier Diderot et lʼéloquence

politique ジャンルイジ・ゴッジ

(ゲスト・ピサ大学)

10月23日 公開講演：

La Terreur, une histoire déchainée

アントワーヌ・ド・ベック

(ゲスト・パリ第 10 大学)

11月 1 日 ポリス財政学 (économie politique)

における「公安」概念の消去―革命

的統治から自由主義的統治理性へ

上野 大樹

11月22日 一般意志の彼方へ：「諸意志の強調」

とディドロ晩年の政治的思考

王寺 賢太

12月 6日 フーコーの「サドとビシャ」から：合

理性と恐怖について 田中祐理子

12月20日 《恐怖》の準備 (1)：革命裁判所の設

置 富永 茂樹

第一次世界大戦の総合的研究

班長 山室信一 岡田暁生

第一次世界大戦 100周年を翌年に控えた本年は，

通常の研究会開催に加え，論文集のとりまとめ (岩

波より全四巻で 2014 年 4-7 月に出版予定) を行い，

またベルリン自由大学のエンサイクロペディア事典

のパートナーシップを結んだ。また人文書院より刊

行中の「レクチャーシリーズ第一次世界大戦」シ

リーズとして，新たに四巻を出版した。さらに 11

月にハノーヴァーで行われたフォルクスワーゲン財

団による国際シンポジウム「グローバル戦争として

の第一次世界大戦」には山室，岡田，ヤン・シュ

ミットの三名が招待講演者として発表を行った。以

上においてとりわけ重要な成果としては，「近代」

と「現代」の連続性と断続性の問題である。大戦期

を機として，近代が現代に移行したのか，それとも

近代がますます先鋭化して現代が生まれたのか。こ

の近代/現代の区別は欧米言語には存在しないとい

う興味深い事実も含め，この文脈の中での第一次世

界大戦のグローバル史の文脈の中での位置づけを

探っていくことが，さらに活発な国際発信も含めて，

2014 年の課題である。

1月12日 保養地と総力戦―第一次世界大戦期

ロシア帝国のナショナリズム

池田 嘉郎

1月28日 ｢精神の危機」の時代―古典主義・フ

ランス・ヨーロッパ 森本 淳生

2 月20日 総説 ｢未完の戦争」 小関 隆

4 月13日 西洋史学会シンポジウム：

｢第一次世界大戦再考」打ち合わせ会

(学会は 5月 12 日に開催)

5 月25日 成果報告書とりまとめに向けた打合せ

(第 1 巻)

山室 信一，平野千果子，小関 隆

6月29日 成果報告書とりまとめに向けた打合せ

(第 2 巻・第 3 巻)

藤原 辰史，岡田 暁生

7 月20日 成果報告書とりまとめに向けた打合せ

(第 4 巻)

10月21日 ミニシンポジウム「国亡き民と諸国民

の戦争」

11月25日 空間化する時間―第一次世界大戦の

文学表象と硬直化する経験

藤井 俊之

12月 9 日 映画史と第一次世界大戦 小川佐和子

東方学研究部

地域化する仏教―研究の視点と可能性

班長 船山 徹

本研究班は期間を 2年に限定して試験的に行った。

最終 3ヶ月は下記の 5報告を行った。
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1 月11日 東アジアにおける『釈迦超劫』の物語

と図像 稲本 泰生

1 月25日 日本に現存する中国撰述仏教文献写本

(8〜11世紀) の一断面―注経と草書/

古筆手鑑― 藤井 淳

2 月15日 伝ベトナムタインホア出土 隋大業十

四年碑文について 河上麻由子

3 月 1 日 中国近世華厳宗の南北差異につい

て― 『賢首宗乗』，『賢首伝灯録』に基

づいて 廖 肇亨

真諦訳『摂大乗論釈』の付加箇所をめ

ぐって 大竹 晋

研究班期間終了後，研究班での討論を踏まえた研

究報告の一環として次の 8論文が『東方学報』京都

88 冊 (2013 年 12 月刊) に掲載された。向井佑介

「佛塔の中國的變容」，稻本泰生「隋唐期東アジアに

おける優填王像受容の樣相」，村田みお「金字經の

思想的系譜─中國六朝期から日本平安期まで─」，

麥文彪「「普庵咒」における悉曇字母について─佛

教眞言の中國化の一例─」，末木文美士「親鸞像の

形成─親鸞の見た親鸞，惠信尼の見た親鸞─」，

熊谷誠慈「ボン教における佛教二諦思想の受容と

その展開」，室寺義仁「「三法印」(dharmamudrā

trilaks
̇
an
̇
ā)─古典インドにおける三句の發端と展

開の諸樣相─」，河上麻由子「ベトナムバクニン省

出土仁壽舍利塔銘，及びその石凾について」(以上，

『東方学報』の目次順)。

本研究班は地域性という点から前近代の仏教史の

特性を分析しようとする試みであった。研究班の報

告と討論から得られた問題意識を踏まえ，「地域」

という視点を「東アジア漢字文化圏」に置き換えた

時に漢字文化圏の宗教の特徴として何が見えてくる

かという形で，視点をより包括化した新研究班とし

て，藤井淳班長・船山徹副班長「古典解釈の東アジ

ア的展開─宗教文献を中心課題として」(2013 年 4

月から 3 年間) が発足した。これに伴い，「地域化

する仏教」の研究課題と班員は「古典解釈の東アジ

ア的展開」に発展的に継承されることになった。

東アジア初期仏教寺院の研究 班長 岡村秀典

東方文化研究所が 1938〜1944 年に調査した中国

山西省雲岡石窟について，京都大学デジタルアーカ

イブでの画像公開を目的にガラス乾板の写真を石窟

ごとに整理し，水野清一・長廣敏雄『雲岡石窟』報

告の第八洞図版解説を会読するとともに，報告書に

未収録の写真を整理する検討会を実施した。開催し

た研究会は以下のとおり。

1月15日 第六窟補遺 岡村 秀典

1 月22日 第八洞 高橋早紀子

1 月29日 第七窟補遺 岡村 秀典

2 月 5 日 第八窟補遺 岡村 秀典

2 月12日 第八洞 高橋早紀子

2 月19日 第八窟補遺 岡村 秀典

上海博物館蔵戦国竹書を読む―中国古代の基礎史料

班長 浅原達郎

引き続いて『清華大学蔵戦国竹簡』第一冊を読ん

だ。保訓 (1 月 25 日〜2 月 15 日) を読み終え，耆

夜 (2 月 22 日) にとりかかったところで，年度の

日程を完了し，三年にわたる研究期間もひとまず終

了した。『上海博物館蔵戦国楚竹書』の第九冊が刊

行されたが，『清華大学蔵戦国竹簡』の諸篇はなか

なか読みごたえがあり，しばらくはこちらを読んで

いこうと思っている。『上海博物館蔵戦国楚竹書』

の読書札記の執筆は，数年遅れで進行中である。

東アジア古典文献コーパスの研究 班長 安岡孝一

本年は最終年度であり，5 年間(2008 年 4 月〜

2013 年 3 月)の研究の総括をおこなった。2013 年の

本研究班開催日は 1 月 11 日，2 月 1 日，2 月 15 日

であり，いずれも共同研究班報告書の執筆をおこ

なった。なお，共同研究班報告書は，東方學報第

86冊(2013 年 12 月) 292〜287頁にて，発行済みで

ある。また，本研究班の成果は，後続する共同研究

班である「東アジア古典文献コーパスの応用研究」

にて，さらなる発展を目指している。

現代中国文化の深層構造 班長 石川禎浩

2010 年 4 月に発足した共同研究班「現代中国文

化の深層構造」は，百花繚乱の如く見える現代中国
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文化が内包している歴史の刻印や記憶，そして政治

との軋轢を，20世紀初頭から今日に到るおよそ 100

年を対象に，歴史学的手法によって解明しようとす

るものである。昨年度に引き続き共同研究班 Bと

して共同研究班員を公募した本研究班は，主に研究

報告の発表とそれの討議を行うという形式で，

1〜12 月に以下の日程で 17回にわたり研究活動を

行った。毎回の出席者は，20 名強である。なお，

本研究班は，京都大学現代中国研究拠点 (人文研附

属現代中国研究センター) の事業という性格を合わ

せ持っており，関連する国際ワークショップ「日中

共同研究 1950 年代の中国」を 12 月 7, 8日に本研

究所で開催した。

1月18日 天津日本専管租界と「租界行政｣―

1930 年代を中心に 松村 光庸

2 月 1 日 留日学僧の系譜―台湾の張曼濤とそ

の生涯を中心に 坂井田夕起子

2 月15日 呉晗と歴史劇論争：『海瑞罷官』の執

筆意図 瀬戸 宏

3 月 1 日 生活書店の経営管理について：戦時下

の状況及び対応を中心に 楊 韜

3 月15日 1959 年〜1961 年の宇都宮徳馬と中国

劉 守軍

4 月19日 近代東アジアの学校教練：日本・中

国・朝鮮・フィリピンの比較

高嶋 航

5 月10日 五四時期廃除考試運動考 森川 裕貫

5 月24日 中国農村地域の小中学校に関する地理

学的考察：長春近郊農村を中心に

柴田 陽一

6月 7日 中国国民党情報組織：初期の思想と活

動 伊丹 明彦

6月21日 1945 年の中ソ条約交渉とモンゴル問

題 吉田 豊子

7 月 5 日 民国政党政治与党軍関係 徐 勇

9 月27日 新時期文学における日本・日本人像

瀬辺 啓子

10月11日 日本帝国崩壊直後の在日華僑・華人社

会の解体と変容 巫 靚

青島の労働運動― 1929 年の紡績争議

を中心に 袁 典

10月25日 清末維新派の出版事業と日本：大同訳

書局と東亜書局を中心に 蒋 海波

11月 8日 日本占領下の北京 (1937-1945) にお

ける日本文学の翻訳 鄒 双双

11月22日 近現代中国の暦書と通書 丸田 孝志

12月13日 台湾モンゴル人の誕生とその特質―

聞き取り調査から 田中 剛

人文情報学の基礎研究

班長 ウィッテルン，クリスティアン

本共同研究班 (2013. 4-2016. 3) は文献研究が行

う人文科学の諸分野，特に東方学の研究，つまり古

典の校正，解読，注釈，翻訳等を支援する方法や規

格を提唱して，さらにそれに基づいた研究支援ツー

ル見本の実装を目指している。そのツールの具体的

な機能等は研究進行と共に明らかになるだろうが，

現時点では文字としてのテキストと画像テキストの

連携，複数の版本の扱い，テキスト批判，引用文や

逸文の検出，語彙や実例の検討，テキストマイニン

グ，テーマ・ジャンルなどでの絞り検索などが考え

られる。研究者の需要を再検討して，テキスト研究

に必要な道具で 21世紀の人文学研究の基盤を強化

することは本研究の最大の目的だ。具体的な推進方

針として，定期的な例会で研究課題についての議論

を進めて，年に一，二回程度拡張研究会或は公開講

演会という形で研究者コミュニティーと情報交換を

行う。2013 年度に第二と第四火曜日開催の例会以

外に 9 月 28日に拡張研究会，12 月 10 日に「仏教

研究の道具としての CBETA 仏典集成」をテーマ

にした公開講演会が開催した。

雲岡石窟の研究 班長 岡村秀典

東方文化研究所が 1938〜1944 年に調査した中国

山西省雲岡石窟について，中国社会科学院考古研究

所との共同編集により『雲岡石窟』全 20 巻四三冊

を中国の科学出版社から日中両国で刊行することに

なり，水野清一・長廣敏雄『雲岡石窟』の図版解説

を会読するとともに，報告書に未収録の写真を整理

する検討会を実施した。また，中国における最新の

発掘調査について意見交換をおこなうため，9月 20

日に中国社会科学院考古研究所の朱岩石・李裕群研
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究員，山西省太原市考古研究所の常一民副所長を招

聘して国際シンポジウム「中国北朝仏教寺院の研

究」を主催し，翌 21 日には大阪市立美術館での公

開講演会「中国古代寺院に迫る」を共催した。さら

に，12 月 17 日には雲岡石窟博物館の劉建軍館長を

招聘して国際シンポジウム「雲岡石窟研究の現在」

を開催し，劉建軍「北魏時期雲岡石窟的洞窟与寺院

討論」と題する講演のほか，石松日奈子 (清泉女子

大学)「雲岡石窟の中国式如来像について―身体表

現と着衣」，向井佑介 (京都府立大学)「雲岡石窟の

仏塔意匠」の研究報告があった。開催した定例の研

究会は以下のとおり。

4月 2日 第九洞補遺 岡村 秀典

4 月 9 日 第八洞 高橋早紀子

4 月22日 第十窟補遺 岡村 秀典

5 月 7 日 第十一窟補遺 岡村 秀典

5 月14日 第八洞 高橋早紀子

5 月21日 第十二窟補遺 岡村 秀典

5 月28日 第八洞 高橋早紀子

6月 4日 第十三窟補遺 稲本 泰生

6月11日 第八洞 高橋早紀子

6月18日 第十四〜十六窟補遺 稲本 泰生

6月25日 第八洞 高橋早紀子

7 月 2 日 第十七・十八窟補遺 稲本 泰生

7 月 9 日 第八洞 高橋早紀子

7 月16日 第十九・二十窟補遺 稲本 泰生

7 月23日 第八洞 高橋早紀子

7 月30日 西方諸洞補遺 稲本 泰生

8月 9日 西方諸洞補遺 稲本 泰生

8月27日 第一七・一八巻図版 岡村 秀典

9 月 3 日 第一九・二〇巻図版 稲本 泰生

9 月24日 第八洞 高橋早紀子

10月 1 日 第一窟図版解説 岡村 秀典

10月 8日 第八洞 高橋早紀子

10月15日 第二・第三窟図版解説 岡村 秀典

10月22日 第九洞 内記 理

11月 5 日 第三窟図版解説 岡村 秀典

11月12日 第九洞 内記 理

11月19日 第九洞 内記 理

12月 3 日 第四・第五窟 岡村 秀典

12月10日 第九洞 内記 秀典

12月24日 第九洞 内記 理

元代雑劇研究 班長 金文京

本年度も昨年度に引き続き，『元刊雑劇三十種』

の会読と訳注作成を行った。会読箇所と担当者は以

下のとおりである。本年度が最終年度であり，成果

報告として訳注を刊行する予定である。

1月12日 ｢范張鶏黍」楔子・一折前半

赤松 紀彦

2 月23日 ｢范張鶏黍」一折後半 金 文京

4 月27日 ｢范張鶏黍」二折前半 高橋 繁樹

5 月11日 ｢范張鶏黍」二折後半 小松 謙

6月22日 ｢范張鶏黍」三折前半 佐藤 晴彦

7 月27日 ｢范張鶏黍」三折後半 高橋 文治

9 月14日 ｢范張鶏黍」四折前半 松浦 恒雄

10月26日 ｢范張鶏黍」四折後半 竹内 誠

11月 3 日 ｢看銭奴」雑劇 第一折前半

土屋 育子

12月21日 ｢看銭奴」雑劇 第一折後半

赤松 紀彦

また 9 月 26 日から四回にわけ，人文研アカデ

ミーにおいて公開講座「中国古典演劇の世界」を開

催した。講演者と題目は下記のとおりである。

9月26日 蜀山人が見た中国演劇 赤松 紀彦

10月 3 日 日本演劇と中国演劇 小松 謙

10月10日 20世紀中国演劇 松浦 恒雄

10月17日 中国古典劇の世界 金 文京

術数学―中国の科学と占術 班長 武田 時昌

術数学は，自然科学の諸分野と易を中核とする

様々な占術とが複合的に絡み合った中国に特有の学

問分野である。東アジア世界の科学文化を構造的に

把握し，学問的な本質や特色を明確にするには，近

代科学の先駆的業績として離散的な発見，発明を時

系列に並べて顕彰するだけではなく，当時の科学知

識がいかなる役割を担っていたかを分析的に考察す

る必要がある。そのような研究を遅滞させている最

大の要因は，術数学がほとんど未開拓のままに放置

されているところにある。そこで，術数学を総合的

に研究するプロジェクトを立ち上げることにした。
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研究の手がかりとして，近年出土した簡帛資料に

は先秦から漢代に至る科学や占術に関する論説が満

載されていることが注目される。また，日本に残存

した『五行大義』『医心方』や陰陽道資料にも，中

世の術数書の佚文が多数引用されており，きわめて

有益である。それらの読解を通して，術数学の全体

像を解明し，理論構造の特色を探る。

2013 年は，術数学の形成過程を明らかにするた

めに，中世，近世の象数易や術数書に展開された占

術理論の特色を多角的に考察し，先秦の方術から中

世の術数学の変容及びその史的展開を探った。毎月，

研究発表集会を 1回，読解ワーキングを 2回開催し

た。会読テキストとして取り上げたのは，『五行大

義』『医心方』に加え，『卜筮元亀』『霊憲』『医説』

(張杲著) 等である (訳注担当者：木村亮太・古藤

友子・島山奈緒子・武田時昌・前原あやの・宮崎順

子)。

研究発表集会においては，班員による研究発表に

加え，多彩なゲストスピーカーを招聘して特別講演

や討論会を行った。また，術数学に関心を有する国

内外の研究グループと連携を深め，大規模なワーク

ショップを開催した。その概要は以下の通りである。

1月12日 特別講演：｢西洋数学の日本的受容と

中国への影響」 薩 日娜

(上海交通大学准教授，人文研客員教授)

2 月12日-14日

術数学国際ワークショップ 2013

北海道大学易占研究グループ (代表：

近藤浩之北海道大学准教授) と京大附

属図書館清家文庫，春日大社を合同で

文献調査を行い，研究討論会 (総合

テーマ「易占研究の本質と日本的展

開」) を開催。13 日の術数学国際シン

ポジウム 2013 では，研究発表 (近藤

浩之 (北海道大学大学院准教授)・水

上雅晴 (琉球大学准教授)・石井行雄

(北海道教育大学釧路校准教授))，招

待講演 (呉偉明 (香港中文大学日本研

究学系教授)) 及びシンポジウム「易

占の創造力―東アジア社会に何をも

たらしたのか」。

2013年 3 月8-10日 東アジア数学史国

際ワークショップ (第Ⅱ期第 2回) &

科学史国際シンポジウム 2013東アジ

ア数学史国際集会実行委員会(委員

長：小林龍彦前橋工科大学教授)との

共催イベント 8日，9 日に数学史国際

ワークショップ (中国からの招聘研究

者 11名を含む 14名の研究発表)，10

日に科学史国際シンポジウム 2013(人

文研術数学研究会による主催，特別講

演 (講師：宮島一彦 (同志社大学元教

授)・紀志剛 (上海交通大学科学史与

科学文化研究院敎授)・董煜宇 (同副

敎授))，研究発表 (発表者：前原あや

の (関西大学 D3)・川和田晶子(広島

大学医学部医学教育センター助教)・

尾鍋智子(立命館大学講師)) 及び合同

シンポジウム「東アジア世界の科学文

化を考える」。

3月18日

東京ミーティング 2013

大正大学 (巣鴨校舎) にて特別講演

(講師：小川陽一東北大学名誉教授)，

公開研究発表会 (発表者：前原あやの

(関西大学 D3)・宮崎順子 (大阪市立

大学非常勤講師)・平地治美 (東洋鍼

灸専門学校非常勤講師)) 及び合同討

論会「術数学の学問的輪郭と形成過

程」。

4月 6日 特別講演：

の三つの伝統：論理と詭弁をめぐって

山口 義久 (大阪府立大学教授)

6月 2日

藪内清博士追悼

東洋天文暦法研究国際研究集会 2013

研究発表：呂鵬 (京都大学文学研究科

D1)「7世紀以前のインド数学・天文

学― ｢アールヤバティーヤ注解」を中

心に―」，Bill Mak (京都大学文学研

究科 D3)「ヤヴナジャータカにおけ

るインド天文学について―新発見の
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ネパール写本を中心して」

7月19日〜21日

術数学国際ワークショップ 2013-7

｢術数学と宗教文化」19 日に卜筮元亀

読書会，20 日午前に附属図書館清家

文庫資料調査，午後に術数学ワーク

ショップ，研究発表 (発表者：前原あ

やの (関西大学 O. D)・田中良明 (大

東文化大学講師)・大野裕司 (台湾大

学客座研究員)・佐々木聡 (東北大学

専門研究員)・清水洋子 (福山大学講

師))，21 日午前に藤井有鄰館見学，

午後に術数学国際シンポジウム 2013

「科学史，思想史から見た東アジアの

宗教文化」において招待講演 (講師：

徐光台 (清華大学通識教育中心・歴史

研究所教授)・土屋昌明 (専修大学教

授)・三浦國雄 (四川大学・文化科技

協同創新研発中心教授)・姜生同院長)。

9月 7日 特別講演：『天工開物』の書誌とその

研究史」，研究発表：木村亮太「『五行

大義』の論述形式と義疏学

渡部 武 (東海大学名誉教授)

9 月13-15日

日韓術数学シンポジウム

｢東アジアにおける術数学への多角的

アプローチ」(韓国の術数学学会との

共催イベント，主催は円光デジタル大

学東洋学科，同大学ソウル分館におい

て開催) 13, 14 日の公開講演会におい

て，李東哲 (龍仁大学校教授)・三浦

國雄 (四川大学教授) による基調報告

と 4セッションで日韓の研究者 15名

(術数学研究会メンバーは 7名) によ

る研究発表，15 日にソウル都市風水

踏査。

10月 5 日 特別講演：夢林玄解の全体像

大平 桂一 (大阪府立大学教授)

11月 2 日

伝統医療文化シンポジウム 2013

特別講演：徳川家康と正倉院の秘薬

―天下取りと長寿を導いた名薬―」

公開討論会「伝統医薬の行方」

山崎 光夫 (作家)

12月 7 日 特別講演：岡西為人博士の生涯と業績

郭 秀梅

(北里研究所東洋医学総合研究所

客員研究員)

漢簡語彙辞典の出版 班長 冨谷 至

前年度に続き，居延旧簡・新簡を中心としつつ，

敦煌漢簡・額済納漢簡中の語彙もあわせて検討し，

語義を確定した。本研究班で確定させた語彙数は，

2013 年末の時点で，約 6680項目となった。本研究

班は 2014 年 2 月には語義の検討を完了し，以降は

同年度中における語彙辞典出版にむけた作業を行う。

2013 年の担当者は次の通りである (排列は担当

順)。

藤井律之，吉村昌之，辻正博，大川俊隆，鷲尾祐

子，井波陵一，土口史記，陳捷，門田明，吉川佑資，

佐藤達郎，角谷常子，鷹取祐司

近現代中国における社会経済制度の再編

班長 村上 衛

本研究班は，前近代中国，特に 17世紀以降の中

国において社会・経済を規定してきた慣習・常識・

規範・秩序・行動様式といった「制度」が，近現代

においていかに変容したかを多角的に検討するもの

である。時代的・テーマ的に広い範囲を扱うため，

中国近現代史研究者のみならず，明清史研究者や現

代中国研究者，また人文系のみならず，社会科学系

の経済史研究者に参加していただいている。本年は

3年計画の 2年目にあたり，各自のこれまでの研究

を踏まえつつ研究報告書を見据えた報告を中心に，

14 回の研究会を行った。本研究班では，中国の

「制度」に関心をもつ海外の研究者との交流も進め

ており，本年は台湾の中央研究院から巫仁恕氏を招

聘して研究班で報告していただいた。

1月25日 『中国の命運』(蒋介石，1943) の歴史

観：日中戦争前後の展開をたどる

若松 大祐

(コメンテイター：深町英夫)
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2 月 8日 五・三〇事件と日本労働総同盟―国

民革命と鈴木文治・賀川豊彦―

浜田 直也

(コメンテイター：江田憲治)

2 月22日 1920, 30 年代の厳家経営の紡織工場に

ついて 富澤 芳亜

(コメンテイター：渡辺純子)

3 月 8日 神機営に関する一考察―設立から捻

軍期までの政軍関係を軸に根無新太郎

(コメンテイター：青山治世)

4 月26日 1880 年代前半における「清議」派の

ベトナム経略論について 望月 直人

(コメンテイター：村田雄二郎)

5 月17日 “A tale of two river deltaʼs : The Rhine

and Yangzi basins 1350-1850”

Leonard Blussé

(コメンテイター：杉浦未樹)

5 月31日 朝鮮開港期における華商の対中国送金

石川 亮太

(コメンテイター：久末亮一)

6月14日 明代以降，福建省沿海地域の〈境〉に

ついて 田 由甲

(コメンテイター：山本 真)

6月28日 ｢中国経済史」の構想 岡本 隆司

(コメンテイター：加島 潤)

10月 4 日 光緒帝親政期における清朝中央の政策

決定と西太后 大坪 慶之

(コメンテイター：岡本隆司)

10月18日 南京国民政府時期，首都空間での土地

登記 田口宏二朗

(コメンテイター：寺田浩明)

11月 1 日 近代広東の生活保持機構―健康をめ

ぐる基本状況」 蒲 豊彦

(コメンテイター：小浜正子)

11月15日 明清時期的消費研究能夠解決什麼問

題？ 巫仁恕

(コメンテイター：岩井茂樹・則松彰文)

11月29日 嘉慶 6 (1801) 年北京の水害と救荒

堀地 明

(コメンテイター：蒲 豊彦)

清華大学蔵戦国竹書を読む―中国古代の基礎史料

班長 浅原達郎

『清華大学蔵戦国竹簡』を主たる対象として，あ

らためて三年の研究期間のスタートを切る。とはい

え，前年度から読み始めた『清華大学蔵戦国竹簡』

第一冊を引き続いてていねいに読むだけのことであ

る。読みかけの耆夜 (4 月 26日〜5 月 31 日) から

始めて，金縢 (6 月 7 日〜7 月 12 日)，皇門 (7 月

19 日〜11 月 1 日)，祭公 (11 月 8日〜12 月 20 日)

と読み進んだ。『曰古』第 21 号 (4 月 26 日) を発

行し，上海博物館蔵楚簡の相邦之道および曹沫之陳

についての読書札記，清華大学蔵簡・保訓について

の試釈，それに関連した創作童話風小話を掲載した。

漢語と周辺諸語の類型構造論 班長 池田 巧

本共同研究 (2013. 4-2015. 3) は，漢語と周辺諸

語の交流の歴史と類型構造の諸相を探究する。漢語

に隣接する大言語群としては，北方にはアルタイ・

ツングース系の諸語，東方には朝鮮語・日本語，南

方にはタイ系・ミャオ=ヤオ系の諸語，西方にはチ

ベット・ビルマ系の諸語が分布する。古代から現代

に至るまで，漢語は周辺の諸言語に大きな影響を与

え，また逆に交流ある言語からさまざまな要素を取

り込むことで，歴史的地域的にさまざまな変容を重

ねてきた。

研究班では民族と言語の交流に焦点をあて，その

基本形態，類型，変化，伝播，そして交流の背景と

なる異文化の諸相について実証的研究を進めていく。

各種事例についての報告と研究情報を共有するため

の「研究連絡会議」と，特定課題に関する研究討論

を集中的に行なう「研究集会」から構成される。初

年度の 2013 年は，班員を中心に関連分野の研究者

に呼びかけて，チベット・ビルマ諸語における「名

詞句と修飾構造」について，またチベット・ビルマ

語と古代漢語の交流の諸相についての研究集会を開

催した。

4月 8日 [研究連絡会議］

研究班の方針と運営について

池田 巧

4 月15日 [研究連絡会議］

チベット語辞書とデータベース
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岩尾 一史

5 月13日 [研究連絡会議］

5 月27日 [研究連絡会議］

拓本データベースの現状と課題

安岡 孝一

契丹文字資料のデジタル化をめぐる諸

問題 武内 康則

6月10日 [研究連絡会議］

6月24日 [研究連絡会議］

ショオ語の所有表現 中西 裕樹

7 月 7 日 [TB+研究集会］「名詞句と修飾構造」

第 1回

東チベットのチベット語諸方言におけ

る名詞化をめぐる概要 鈴木 博之

(学振 PD：国立民族学博物館)

チノ語悠楽方言の名詞句構造

林 範彦

ダパ語の形容詞の特性について

白井 聡子 (麗沢大学)

西夏語の名詞句構造について

荒川慎太郎 (東京外国語大学

アジアアフリカ言語文化研究所)

ロンウォー語の名詞句の組成

澤田 英夫 (東京外国語大学

アジアアフリカ言語文化研究所)

7 月22日 [研究連絡会議］

10月 7 日 [研究連絡会議］

夏期休暇中に参加した諸会議について

10月21日 [研究連絡会議］

ボン教の実践にみる普遍性と地域性

小西 賢吾 (学振 PD：大谷大学)

11月18日 [研究連絡会議］

本土チベットの生活社会と南アジアの

亡命社会 別所 裕介 (広島大学)

11月30日 [TB+研究集会］「名詞句と修飾構造」

第 2回

ビルマ語の名詞句

岡野 賢二 (東京外国語大学)

ポー・カレン語の名詞句

加藤 昌彦 (大阪大学)

メチェ語の名詞句構造

桐生 和幸 (美作大学)

12月 1 日 [TB+研究集会］「名詞句と修飾構造」

第 2回

アムド・チベット語の名詞句

海老原志穂

(学振 PD：東京外国語大学)

キナウル語の名詞句構造

高橋 慶治 (愛知県立大学)

セケ語とタマン諸語の名詞句構造

本田伊早夫 (名古屋学院大学)

タイ・ルー語景洪方言の名詞句構造

富田 愛佳 (京都大学文学部)

ムニャ語の名詞句構造 池田 巧

北朝石刻資料の研究 (II) 班長 井波陵一

本研究所が所蔵する石刻資料は，重複分も含めて

約 1万点と言われ，内藤湖南，桑原隲藏といった碩

学の名を冠したコレクションもある。2005 年度よ

り，北朝の碑文 (一部南朝のものを含む) のうち，

比較的まとまった文章が残されているものを選んで

訓読と語注をつける作業を行い，北魏時代までの資

料について検討した。さらに 2010 年度より東魏，

北斉時期の資料を取り扱っている。北朝の異民族政

権が「文明化の過程」の中て見せる様々な「揺れ」

か，政治制度の上で，社会意識の上で，さらには文

章表現や書体の上でどのような独自性をもたらして

いるかについて検討したい。

2013 年

1 月21日，28日， 2月 4日，18日， 4月22日

李仲璇修孔子廟碑 藤井 政彦

5 月13日，20日，27日， 6月 3日， 17日， 24日，

7月 1日

魏武徳于府君等造義橋石像碑

北村 一仁

7 月8日， 9月 9日，30日，10月21日，28日

東魏斉太公呂望碑 土口 史記

11月18日，25日，12月 2 日， 9日，16日

北斉西門豹祠堂記 今西 智久

彙 報

― 313 ―



イスラムの東・中華の西―前近代ユーラシアにお

ける文化交流の諸相 班長 稲葉穣

本研究班は，西のイスラム世界と東の中華世界の

間の前近代における交渉，交流について 19世紀以

来蓄積されてきた，いわゆる東西交渉史研究のパイ

オニア達がうちたてたパースペクティブを，最新の

発現資料に基づいて検討，検証し，古代から近代に

およぶ文化交流と文化変容のあり方を多角的に解明

することを目指す。具体的には，班員各自による

テーマに即した研究報告と，9-10世紀の中央アジ

アの地理について述べたアラビア語地理書写本の会

読を交互に行っている。また 11 月 26日から 28日

まで，ウィーン大学，オーストリア科学アカデミー，

アフガニスタン国立博物館との協働のもと，国際シ

ンポジウムを開催した。本研究班から五名，アフガ

ニスタンから三名，オーストリアから三名，イタリ

アから二名が，アフガニスタン及び中央アジア西部

の考古，美術史，貨幣，歴史に関する最新の研究成

果を報告し，討議がなされた。

1月18日 初期イスラム時代におけるヒンドゥー

クシュ山脈の南北 稲葉 穣

2 月 8日 スリナガル市および周辺地域の史跡に

ついて 小倉 智史

2 月22日 カイホスロウの逆襲 井谷 鋼造

3 月 5 日 特別講演会

｢Palæography and chronology of the

Bactrian documents from Northern

Afghanistan」 Nicholas Sims-Williams

(ロンドン大学)

4 月26日 ウストルシャナの宮殿址から出土した

壁画について 影山 悦子

5 月10日 会読 ｢Kitāb al-Buldān」 杉山 雅樹

5 月24日 会読 ｢Kitāb al-Buldān」 杉山 雅樹

6月14日 会読 ｢Kitāb al-Buldān」 中西 竜也

6月28日 2013 年 3 月イランでの刻銘文調査か

ら 井谷 鋼造

7 月12日 ヒンドゥークシュ南麓の貨幣とその周

辺 宮本 亮一・稲葉 穣

9 月27日 アッバース朝初期のズィンディーク逮

捕・処刑事例をめぐって 田中 悠子

10月25日 石積編年を用いたガンダーラ彫刻の年

代決定の試み 内記 理

11月26日〜28日

国際シンポジウム

｢Exploring the Past and Envisaging

the Future : Recent Issues in the

Ancient History of Afghanistan」

12月13日 生きているナクシュバンディー教団を

たずねて 川本 正知

東アジア地域間交渉と情報 班長 岩井茂樹

この共同研究班は 2010 年度に発足し，本年度で

最終年度を迎える。東アジアの伝統社会は 16 世紀

の前半から大きな変動を経験した。単一の地域にお

ける変動ではなく，複数の地域における変動が連鎖

していた。さらにそれはポルトガル，スペイン，オ

ランダなど西洋諸国のインド洋，南シナ海，東シナ

海での活動と連動していたことだ。この時代，外か

らの脅威に對處するという觀點から，中國では域外

についての知識への希求が高まり，かつてない精度

と情報量をもつ著述が出現した。1550 年代，蘇州

出身の鄭若曾は倭寇防衞の責務を擔った總督胡宗憲

の幕下にあって，情報の收集と戰略の策定に從事し，

『籌海圖編』を編纂した。この共同研究班は，鄭若

曾が出身地の蘇州に晩年を過ごした時期に，當局か

らの要請にもとづいて著述した『江南經略』を会読

することから出発した。戰略的觀點からの地域情報，

武器や船舶の技術，沙洲の住民，水上居民，「倭寇」

や盜賊の情報などの傳播と普及について考察した。

2012 年度からは，班員による研究報告を活動の中

心にした。当初，三年計画であったが，研究期間を

一年延長し，ひきつづき研究成果の検討と取りまと

めをおこなった。成果については，『東方学報』に

報告論文を順次掲載中である。

2013 年度におこなった研究報告は下のとおりで

ある。

2月12日 高麗時代の法制について―いわゆる

高麗律の存否問題と関連して

矢木 毅

2 月12日 嘉靖倭寇前夜の寧波の士風と日本

観―策彦周良の交友をてがかりに

山崎 岳
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10月22日 從《初渡集》看明朝朝貢制度在嘉靖年

間的實施 朱 莉麗

11月26日 ｢属国喪失」言説の生成過程―洋務推

進論との関連に注目して 望月 直人

12月17日 漢文文書から『太宗実録』への編纂を

めぐって―ホンタイジの時代を中心

に― 庄 声

中國中世寫本研究 班長 高田時雄

本研究班では，敦煌・トルファンおよび東トルキ

スタン各地の遺蹟から發見された古寫本に加え，日

本國内の寺社及び圖書館，博物館等に所藏される日

本古寫本を對象として，より廣いパースペクティブ

の中で中國中世におけるテキストの傳播と變遷を考

察しようとするものである。前年度の報告は 2013

年 3 月に『敦煌寫本研究年報』(第七號) として刊

行されたほか，新年度の例會には以下の報告を得た。

4月22日 中唐における天台教學の一端を探

る―羽 639「不知題注釋書」と羽 623

「釋肇序抄義」，併せて藤井有鄰館第

31號文書から 佐藤 礼子

5 月20日 陳寅恪論及敦煌文獻續記―遺墨「敦

煌研究」と講義「敦煌小説選讀」

永田 知之

5 月20日 通行本『宋刑統』テキストの問題

點―天一閣舊藏明抄本の實査をふま

えて 辻 正博

6月 3日 入藏録に見る 9, 10世紀敦煌佛教界の

諸相 高井 龍

6月 3日 新發見の隋代寫經について赤尾 榮慶

7 月 1 日 英國收藏的藏文注音夏文佛經殘片 Or.

12380-3909/1910 試釋 池田 巧

7 月 1 日 日藏敦煌遺書辨疑 高田 時雄

7 月29日 五胡十六國覇史輯佚補遺 藤井 律之

7 月29日 10 世紀コータンの王統・年號問題の

新史料 赤木 崇敏

7 月29日 王勃の南方行について― 『王勃集』卷

三十所收王承烈の手紙をてがかりに

道坂 昭廣

9 月30日 羽 699「擬報恩寺僧等行事役割」につ

いて 松浦 典弘

9 月30日 勸修寺繡佛と『寳雨經』諸寫本

大西磨希子

9 月30日 ｢伍子胥變文」の書き換えから見る唐

五代口唱文學の演變 林 生海

10月28日 ｢吐蕃論董勃藏修伽藍功徳記」再考：

羽 689 の分析を中心に 岩尾 一史

10月28日 公私書札禮と社會秩序―書儀に見る

〈おおやけ〉と〈わたくし〉

山本 孝子

10月28日 『賢劫佛名經』・『十方千五百佛名經』

研究補遺 山口 正晃

11月11日 敦煌本「七七齋」資料再考―その齋

儀のあり方を兼ねて 徐 銘

11月11日 『通憲入道書目録』所收の漢籍につい

て 白石 將人

11月11日 二月八日の出家踰城と敦煌の法會，唱

導 荒見 泰史

11月25日 前凉・張駿の行政區畫改編 (凉・河・

沙三州設置) と涼州・建康郡の設置―

改編年次に係わる司馬光の見解と考古

資料による新見解について

白須 淨眞

羽 184『誦持金剛般若波羅蜜經靈驗

記』小考 玄 幸子

《敦煌秘笈》中部分佛道文書定名

呂 德延

以上の論考は，2013 年 4 月に刊行豫定の『敦煌

寫本研究年報』(第七號) に掲載される。

東アジア訳学書の研究 班長 藤本幸夫

昨年度に引き続き，高麗・朝鮮時代の中国語教科

書『朴通事諺解』および『朴通事新釈』を講読し，

訳注を作成した。講読箇所と担当は以下のとおりで

ある。

3月 2日 63・64話 金 文京

4 月20日 100話 佐藤 晴彦

5 月18日 96・97話 竹越 孝

6月15日 23・24話 田村 祐之

7 月20日 25・26話 田村 祐之

10月 5 日 65・66話 金 文京

11月 2 日 101・102話 佐藤 晴彦
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12月14日 55・56話 奥村佳代子

このほか 8月 3 日(土)・4 日(日)，人文研本館に

て第五回訳学書学会国際学術大会「近世東アジアの

外国語教育とその背景」を開催，班員のうち竹越孝，

田村祐之，奥村佳代子，木津祐子，金文京氏が研究

発表を行った。

東アジア古典文献コーパスの応用研究

班長 安岡孝一

本共同研究班の前身である「東アジア古典文献

コーパスの研究」共同研究班では，MeCab を用い

た古典漢文の形態素解析にチャレンジした。この共

同研究は，まずまずの成果を収めたのだが，それは

一方，形態素解析というものの限界を示す結果と

なった。すなわち，同一の単語が複数の用途に用い

られている場合，それらの違いは，形態素レベルで

は単純に解析できないのである。

この問題にさらに挑戦すべく，本共同研究班「東

アジア古典文献コーパスの応用研究」を組織した。

なお，本共同研究班では，参加者全員が文献や書籍

を見ながら論じ合うというスタイルを取っているた

め，特定の発表者等は記さないことにする。

4月19日 平成 25 年度科学研究費補助金に関す

る報告

International Conference on Culture

and Computing 2013参加確認

5 月17日 Pers DB/唐代人物知識ベース

6月 7日 Pers DB官職頻度

『古典中国語形態素解析のための品詞

体系再構築』

6月21日 ICCC2013原稿最終チェック

じんもんこん 2013参加確認

7 月 5 日 Pers DB官職頻度

7月19日 Pers DB官職頻度

8月 2日 Pers DB官職頻度

9月 6日 ICCC2013 発表準備

Digital Humanities 2014参加確認

Classical Chinese Lesson 1「論語」

9月13日 ICCC2013 発表準備

9 月16日 (立命館大学朱雀キャンパス)

ICCC2013 発表 (台風 18 号直撃)

10月 4 日 DH2014原稿チェック

CHISEwiki における中国語形態素用

例

｢茶器」

10月18日 DH2014原稿最終チェック

11月 1 日 IPA Dictionary

11月22日 十八史略コーパスデータ

11月29日 十八史略コーパスデータ

品詞分類 (2013. 11. 29版) 作成

12月 6日 『中国古代官制和英用語集』

CHISEwiki における中国語形態素用

例

十八史略コーパスデータ

12月20日 『古文テキストからの人物表現抽出』

『Support Vector Machine を用いた日

本語固有表現抽出』
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