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《国際会議の御案内》

京都大学大学院文学研究科西洋史学研究室は， 21世紀新COE研究会活動の一環

として，本年 9月に下記の国際会議をおこないます。御関心のある方はぜひ御参集

くださいますよう御案内申し上げます。

「歴史としてのヨーロッパ・アイデンティティ」研究会

第 1回国際会議

古代世界における物質文化，意識そして歴史的アイデンティティ

ケルト人，ギリシア人とローマ人，そして近代ヨ一口ッパ人の理解のために

日時 2003年 9月20日(土曜日)

場所:キャンパスプラザ京都

11時~午後 6時

(JR京都駅烏丸口，京都中央郵便局より西へ歩いてすぐ www.consortium.or.jp/center /) 

開催趣意書

前世紀末からの急速な世界情勢の変化， とりわけ政治・経済・社会におけるいわゆる「グ

ローパル化jの進展は，歴史を学ぶ者が研究の前提としてきた対象やその枠組み，そして価

値観に大きな影響を与えている。 ヨーロッパについても， 統合とヨーロッパ連合 (EU) の

さらなる拡大が，国民国家を基軸とする 19世紀以来の歴史認識の枠組みに対して根本的な

再検討を迫っている。ヨーロッパ連合の成立と拡大は，従来のヨーロッパ史研究者の研究対

象とする空間を大きく変えた。一方，このトランスナショナルな共同体はアイデンティティ

複合(地域，菌民患家， ヨーロッパ連合)の問題を顕在化させただけでなく， その内にある非

ヨーロッパ的要素との相克をいっそう深刻なものにしているo 1"グローパル化」や拡大 EU

の問題に関しては，すでに社会学や国際政治学からの同時代的・空間的分析が提示されてい

るが，歴史あるヨーロッパの問題をより深部でとらえて考察するためには，歴史学の立場か

らの検討が必要がある。

こうした問題関心に立って，京都大学大学院文学研究科西洋史学講座所属の教官は， 21 

世紀 COEプログラム「グローパル化時代の多元的人文学の拠点形成」の一環として， 1"歴
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史としてのヨーロッパ@アイデンティティ」をテーマとする研究班を組織し， 2002年秋よ

り研究活動を開始した。本研究班は， ヨーロッパ人ではない研究者の立場を生かして，また

同時に安産なオリエンタリズムに陥ることもなくヨーロッパ・アイデンティティを捉えよう

と試みている O しかし，そうした試みもまた， ヨーロッパ以外の地域の研究に携わる学者や

ヨーロッパ人の研究者との対話によって研究のあり方や方向を絶えず検証してゆくことによ

り，深みや有効性を増すと思われるO

本国際会議は，以上に述べたような研究目的や経緯に沿って開催されるものであり，優れ

たヨーロッパ人研究者を招いてその研究成果を聞き，同時に日本人研究者も見解を披露して，

相互に問題の理解と研究を深めあうように努めることを試みるものであるO 国際会議として

は第 1回目の今回は，テーマをヨーロッパの古代の問題に設定し，古代田界における「ヨー

ロッパ人の自己理解Jなどヨーロッパ・アイデンティティに関わる諸問題を議論することで，

古代史研究のみならず，近現代のヨーロッパ像を考える際にも有効となるような成果を引き

出すことを目指しているO

近年のヨーロッパ古代史研究の領域では，ザIJえば「ケルト人jに関して注目すべき論争が

じているo Iケルト人」は長い間， ローマ帝国成立以前のヨーロッパに広く分布した， 同

じ芸術や言語，宗教， そして文化をもっ人々と考えられてきた。 しかし，最近の 15年ほど

の間に， とくにイギリスの考古学者の一部が統一的な集団としての「ケルト」の梓在を否定

する見解を提示して，ケルト」擁護派との間で激しい論争を巻き起こしたのである。この

論争は， 従来ヨーロッパの少数住民のアイデンティティとされてきた「ケルト」が， ヨー

ロッパ統合の進展とともに統合のシンボルとして新たな位置を与えられようとしていること

と無関係ではない。また，ローマ帝国がヨーロッパ各地を支配下に入れてゆく過程で生じた

いわゆる「ローマ化」についても，文明化」と同値されたこの「ローマイヒJ概念が，大英

帝国の植民地主義を背景にした「帝国主義的言説」であると批判されているO 現荘研究者の

間には先住民の視点からローマ時代のヨーロッパの物質文化や意識のあり方を再考しようと

する動きがみられるが， これもイギリスで現在熱心になされている「イギリス人Jのアイデ

ンティティに関わる議論や研究と密に関連する問題点を提示しているO ヨーロッパ文化の重

要な源泉とされた吉代ギリシアについても，古代におけるその本質と近現代ヨーロッパ人の

築いてきたギリシア像の間にある差に，例えば常に対比される「オリエントJのとらえ方と

の関連で新たな議論が提起されている。

歴史あるヨーロッパの本質は，現代の動向を分析するだけではとうてい充分な理解には到

達しえない。ヨーロッパ・アイデンティティの問題についても，古代や中世の研究により

えられる知見が，同時代の分析に劣らぬ重要性を持つであろう O 本国際会議では， ヨーロッ

パ人研究者と日本人研究者がともに基調報告をおこなって問題点を提出したのち，参加者全

員でそれらについて議論しながら，従来の研究を検証し新たなる展望を開くことを試みたい。
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国際会議プログラム

開会の辞と開催趣旨の説明 南J11高志(京都大学大学院文学研究科教授)

研究報告とコメント

-吉代ギリシア人のアイデンティティをめぐって

栗原麻子(奈良大学文学部専任講師)

.ローマ帝国時代のギリシア人のアイデンティティに関する問題

以上の 2報告に関するコメント

・ rケルト」をめぐる問題

以上の 2報告に隠するコメント

アレクシ・ドクゥ(関西外国語大学講師)

庄子大亮(京都大学大学院文学研究科博士後期課程)

ジリアン・カー(ケンブリッジ大学リサーチ・フェロー)

疋田隆康(京都大学大学院文学研究科博士後期課程)

南川高志(京都大学大学院文学研究科教授)

-古代ローマ人のアイデンティティについて

キャサリン・クラーク(オックスフォード大学フエロー)

・古代末期におけるヨーロッパ・アイデンティティをめぐって

クリストファー・ケリー(ケンブリッジ大学フェロー)

以上の 2報告に関するコメント ニール・マクリン(慶応大学法学部教授)

討論

閉会の辞

懇親会

※ 報告とコメントは，外国人研究者は英語で，日本人研究者は日本語でおこないます。 英語による

報告は事前に参加予定者に配布され， 日本人研究者の報告とコメントの英訳 が会議当日配布され

る予定です。また，討論のため通訳が出荷します。

※ 正確な報告題目とタイムテーブノレは 5月頃に次のホームページ上でお知らせいたします。 http:j j 

www.hmn.bun.kyoto-u.ac.jpjeuropidj 

(文責 南川高志)





The First International Conference for the 
Study of European Identity from a 

Historical Perspective 
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Mαterial Culture， Ment，αlityαnd HistoricαlIdentity 
in the Ancient World 

U nderstanding the Celts， Greeks， Romans and the Modern Europeans 

Date: September 20， 2003 11: 00 a.m. -6: 00 p.m. 

Place : Campus Plaza Kyoto (next to the main entrance of Kyoto Station) 

PROSPECTUS 

The rapid global changes noticeable since the final decades of the last century， 

in particular the development of the so-called “globalisation" in political， economic 

and social spheres， are having a great impact on the frameworks， objectives and 

values on which historians have premised their research. With respect to Europe， 

the integration and further enlargement of the European Union (EU) is urging a radi-

cal re-examination of the conventional paradigm of historical perceptions centred on 

the idea of nation states， which originated in the 19th century. The foundation and en-

largement of the EU has great1y changed the geographical area as the object of stud-

ies in European history. At the same time， the appearance of a trans-national commu-

nity has not only brought to surface the question of the complex of identities (of re-

gions， nation states and the EU)， but is also intensifying conflicts between European 

and non-European elements inside it. Concerning the questions of globalisation and 

the enlarging EU， numerous contemporary or spatial analyses are available from per幽

spectives such as sociology or international politics; but to comprehend and consiι 

er in depth those questions about Europe with its long history， examinations from 

the viewpoint of the historians will be indispensable. 

From such awareness and interests， the teaching staff of the Department of Euro欄

pean History， Graduate School of Letters at Kyoto University have organized a pro“ 

ject team for the study of “European Identity from a Historical Perspective" as part 

of the 21st Century COE Program， which carries the title of“Towards a Centre of Ex-
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cellence for the Study of Humanities in the Age of Globalisation". As a project team 

we started research in the autumn of 2002. We aim to understand European identi-

ty， taking advantage of our non-European perspectives， while trying carefully to 

avoid the pitfall of naive Orientalism. Nonetheless， discussions with specialists from 

other parts of the world， including scholars from inside Europe， will make our at-

tempt more profound and effective， by enabling us to verify continually that our ap嗣

proaches and directions are appropriate. 

For these purposes， we are organizing this international conference inviting prom幽

inent European scholars as guest speakers. ]apanese scholars will also present their 

views in an endeavour to promote a better mutual understanding of the questions in嗣

volved and their deeper inquiry. The first international conference on this theme 

will focus on the European antiquity. It aims to bring out effective results， not only 

for studies in Ancient History， but also for consideration of modern or contemporary 

images of Europe， by discussing those questions involved in European identity such 

as the self-identity of the Europeans. 

For example， recently in the field of Ancient History (more specifically， in the 

field of archaeology)， the notion of the “Celts" has caused much controversy. For a 

long time it had been thought that before the Roman period， the “Celts" of Europe 

were a homogenous people with same art， language， religion and culture: but in the 

last fifteen years or so， some archaeologists (from Britain in particular) denied the ex-

istence of the “Celts" as a unitary group， which provoked a hot debate among those 

who believed in the existence of the “Celts". The promotion of the unity and harmo帽

ny of the EU and the progress of European integration has also been interwoven 

with claims of ancient European unity in the form of the “Celts"， who were， for a 

long time， seen as the identity of an ethnic minority group in Europe. The idea of “Ro“ 

manization"， which took place during the process of the spread of the Roman rule to 

other parts of Europe， has also been criticised as an imperial discourse in the context 

of the British Imperial Colonialism; scholars (or archaeologists) are now more con-

cerned with the realities of material culture and mentality from indigenous peoples' 

perspectives. These moves， too， pose questions closely related to the current wave of 

discussio 
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contrast. 

The substance of Europe with its long history will never be fully understood 

solely by analysing the present. On the question of European identity， knowledge 

from studies in Ancient and Medieval History will be no less significant than contem幽

porary analyses. In this conference， after keynote speeches by both European and J ap幽

anese scholars to pick up points at issue， we hope to discuss them with all the partici-

pants， and re-examine past studies in order to develop a new perspective. 

Conference Plan 

Introduction and welcome: setting the scene 

Papers; 

Professor Takashi Minamikawa， D. Lit. (Kyoto University) 

Professor at Kyoto University 

The identity of the Ancient Greeks 

Dr. Asako Kurihara， D. Lit. (Kyoto University) 

Lecturer at Nara University， Nara 

The identity of the Greeks in the Roman Empire 

Dr. Alexis D'Hautcourt， Ph. D (Brussels) 

Lecturer at Kansai Gaidai University， Osaka 

The essence of the “Celts" 

Dr. Gillian Carr， Ph. D (Cambridge) 

Research Fellow in Archaeology， Hughes Hall， University of Cam“ 

bridge 

Mr. Takayasu Hikida， M. A. (Kyoto University) 

Doctoral Student， Kyoto University 

The identity of the Romans 

Dr. Katherine Clarke， Ph. D (Oxford) 

Fellow and Tutor in Ancient History， St Hilda's College， Oxford 

Identity in Late Antiquity 

Dr. Christopher Kelly， Ph. D (Cambridge) 

Fellow and Senior Tutor， Corpus Christi College， Cambridge 

University Lecturer at the University of Cambridge 
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Comments; 

Professor N eil乱ilcLynn，Ph. D (Oxford) 

Professor at Keio University， Tokyo 

Mr. Daisuke Syoji， M. A. (Kyoto University) 

Doctoral Student， Kyoto University 

Professor Takashi Minamikawa， D. Lit. (Kyoto University) 

Professor at Kyoto University 




