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彙 報

2021 年 (令和 3年) 4 月〜2022 年 (令和 4年) 3 月

研 究 状 況

(2021 年度)

公募型研究班

｢見えるもの」や「見えないもの」に関わる東アジ

アの文物や芸術についての学際的な研究

班長 外村 中

研究期間 2019 年 4 月−2022 年 3 月 (3 年度目)

研究実施状況

最終年度は四回の研究会 (6 月・9 月・12 月・3

月) を実施した。班長は資料蒐集が必要なため毎回

来日したが，コロナ禍で二週間の待機期間を確保せ

ねばならず，不足した滞在費を負担せざるを得な

かった。研究会は班長と副班長が所内共同研究室で

運営にあたり，オンラインを基調としつつも，一部

希望者が対面参加するハイブリッド形式で行った。

6月の第一回は，2020 年 3 月に予定されていたがコ

ロナ禍で延期となった，「『般若経』『維摩経』『大智

度論』と関連作品」の回を改めて開催した。連続す

る二日間に一日あたり二本，計四本の研究発表を行

い，最初の一本を班長，他三本を班員が担当した。

第二回以降は一日のみの開催とし，各回とも二〜三

名が，これまでにカバーできなかった領域に関する

各論の報告を行った。3 月の最終回には，班長によ

る総括と展望も行われた。三年間の発表全件への言

及がなされ，個々の学術的意義を再確認して班員で

共有することができた。

研究班員

所内：稲本泰生，岡村秀典，船山徹，安岡孝一，

古勝隆一，倉本尚徳，呉孟晋，向井佑介，

高井たかね，福谷彬

学内：内記理 (京都大学大学院文学研究科附属文

化遺産学・人文知連携センター)

学外：外村中 (ヴュルツブルク大学漢学系)，大

西磨希子 (佛教大学仏教学部)，大原嘉豊

(京都国立博物館)，大平理紗 (京都府立

大学大学院文学研究科)，折山桂子 (九州

国立博物館)，魏藝 (龍谷大学大学院文学

研究科)，黄盼 (中国社会科学院考古研究

所)，齋藤龍一 (大阪市立美術館)，重田

みち (京都芸術大学)，清水健 (東京国立

博物館)，高橋早紀子 (愛知学院大学文学

部)，瀧朝子 (大和文華館学芸部)，田中

健一 (文化庁文化財第一課)，塚本明日香

(岐阜大学地域協学センター)，中西俊英

(京都女子大学文学部)，中安真理 (同志

社大学文化情報学部)，西谷功 (泉涌寺宝

物館心照殿)，増記隆介 (東京大学大学院

人文社会系研究科)，森下章司 (大手前大

学総合文化学部)，横手裕 (東京大学大学

院人文社会系研究科)，マリア・カルロッ

タ・アヴァンツィ (秋田県立大学・シス

テム科学技術学部)，パトリシア・フィス

ター (国際日本文化研究センター)，シビ

ル・ギルモンド (ヴュルツブルク大学漢

学系)，ベッティーナ・ゲーシュ (関西大

学)，リサ・コチンスキー (南カリフォル

ニア大学)，ヒラリー・ピーダセン (同志

社大学文学部)，マリア・トドロワ・ペト
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コヴァ (叡啓大学・ソーシャルシステム

デザイン学部)，マリサ・リンネ (京都国

立博物館学芸部)

研究実施内容

2021 年

6 月 5日 『般若経』『維摩経』『大智度論』と関

連作品

『道行般若経』が説く「見える」もの

や「見えない」もの：般若波羅蜜 (す

なわち大乗) とはブッダの「見えな

い」母である 発表者：外村 中

(ヴュルツブルク大学)

弥勒の図像典拠の変遷に関する一考察

─敦煌莫高窟を中心に

発表者：折山桂子 九州国立博物館

6 月 6 日 『般若経』『維摩経』『大智度論』と関

連作品

幽霊能における〈幻〉：金剛般若経・

維摩経の思想と足利義持政権期におけ

る能の変質 発表者：重田みち

(京都芸術大学)

中国北朝石窟の維摩・文殊図像

発表者：向井佑介

9月25日 各論

佛身論に説かれる「見える」佛と「見

えない」佛 ─法身解釈を中心に

発表者：魏藝 (龍谷大学)

雲岡石窟にあらわされた楽器について

発表者：大平理紗 (京都府立大学)

神宝より見える，見えない日本の神々

の姿 発表者：清水 健

(東京国立博物館)

12月11日 各論

『金光明経』が説く「見える」ものや

「見えない」もの：〈「見える」霊鷲山

のシャカ〉から〈「見えない」もので，

広大無限なる，法身のブッダ〉へ

発表者：外村 中

(ヴュルツブルク大学)

中国の書斎図から見えない古代を見る

ための初歩的考察

発表者：呉 孟晋

2022 年

3 月26日 各論

『楞伽経』が説く「見える」ものや

「見えない」もの：〈「真我」〉は「常

道」であり，〈初期状態の「阿賴耶

識」〉は「一なる」ものである

発表者：外村 中

(ヴュルツブルク大学)

雲岡石窟の供養者像とその意義

発表者：黄盼 (中国社会科学院)

仏像の出現時期について

発表者：内記 理 (京都大学)

太極殿と大極殿をめぐる幾つかの文学

作品を読む 発表者：古勝隆一

｢システム内存在としての世界についてのアートを

媒介とする文理融合的研究」 班長 三輪眞弘

研究期間 2019 年 4 月−2022 年 3 月 (3 年度目)

研究実施状況

本年度の 5回の研究会のうち 4 回は，予定出版社

アルテスパブリッシングの編集者にも参加してもら

い，書籍媒体による成果まとめのための最終報告に

あてた。キーとなるテーマは「配信芸術」であり，

ライブによる芸術行為が電気メディアを介在するこ

とでなお同一のものたりうるのか，ありうるとした

らどの側面においてか，あるいは別のものが生まれ

る可能性はあるのかという議論が焦点になった。具

体的には「ライブが生命のメタファーでありつづけ

てきたこと」，「ライブはすでにテレビの登場以来電

気メディアと一体になっていたこと」，「パフォーマ

ンス行為におけるスピリチュアリティの問題を真剣

にとらえること」が議論の中心となった。研究会に

おいてはいずれも，芸術学および科学史および思想

の研究者，実験科学者，AI 技術者，そしてアート

実践者による，「バイオ」と「メディア」をキー

ワードとして，専門の枠を超えた学知融合の場を提

供できたと考える。

研究班員

所内：岡田暁生，瀬戸口明久，佐藤淳二，藤井俊

之，上尾真道
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学外：三輪眞弘 (情報科学芸術大学院大学)，松

井茂 (情報科学芸術大学院大学)，伊村靖

子 (情報科学芸術大学院大学)，佐近田展

康 (名古屋学芸大学)，岩崎秀雄 (早稲田

大学)，山崎雅史 (株式会社 NTT データ

セキスイシステムズ)

研究実施内容

2021 年

4 月24日 切腹・沈没・大予言─ 1970 年と 1973

年を中心に 発表者：片山杜秀

7月11日 ｢配信芸術論」を考える

発表者：岡田暁生

9月12日 配信芸術論と霊性 亡霊的機械として

の映画 発表者：佐近田展康

配信者の使命 発表者：佐藤淳二

11月13日 配信芸術の考古学 テレビからメディ

アアートへ 発表者：松井 茂

受信観察論 発表者：瀬戸口明久

2022 年

3 月12日 生命=ライブとしての音楽 ｢音楽≒

生命」をめぐって 発表者：岩崎秀雄

二分心崩壊以後・シンギュラリティ以

前 発表者：山崎雅史

清代〜近代における経学の断絶と連続：目録学の視

角から 班長 竹元規人

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

本研究班は，清代から近代にかけての，中国学術

の断絶と連続とを探究するという目標のもとに，ま

ず，前近代と近代との結節点のひとつである，章学

誠『文史通義』の訳注に取り組んできた。

このような見通しのもと，前年度に引き続き，

『文史通義』内篇に詳細や訳注を加えるべく，班員

による会読をおこなった。

本年度は，あわせて十四回の会読を実施し，『文

史通義』巻五を譯了した。これにより，『文史通義』

内篇の全編を読了したこととなる。

また，訳注稿の出版については，「『文史通義』内

篇四訳注」として，『東方學報』96号 (二〇二一年

一二月) に掲載することができた。

現在，巻五の訳注稿を整理しつつあるところであ

り，次号の『東方學報』への掲載を目指して作業中

である。

研究班員

所内：古勝隆一，福谷彬，永田知之，藤井律之，

白須裕之，楊維公

学内：宇佐美文理 (京都大学大学院文学研究科)，

道坂昭廣 (京都大学大学院人間環境学研究

科)，王孫涵之 (京都大学大学院文学研究

科)，臧魯寧 (京都大学大学院文学研究科)，

王歓 (京都大学大学院文学研究科)，田尻

健太 (京都大学大学院文学研究科)，成田

健太郎 (京都大学大学院文学研究科)

学外：竹元規人 (福岡教育大学教育学部)，内山

直樹 (千葉大学)，渡邉大 (文教大学・文

学部)，重田みち (早稲田大学・演劇博物

館)，山口智弘 (駒澤大学・文学部)，白

石將人 (三重大学)，小島明子 (新潟大

学)，古橋紀宏 (香川大学・教育学部)，

新田元規 (徳島大学・総合科学部・准教

授)，馬延輝 (清華大学・歴史学系)，李

弘喆 (上海師範大学)，中原佑真 (帝京大

学・文学部)

研究実施内容

2021 年

4 月20日 ｢申鄭」篇会読 発表者：古勝隆一

5月18日 ｢答客問上」篇会読 発表者：渡辺 大

6月 1日 ｢答客問中」篇会読 発表者：内山直樹

6 月15日 ｢答客問下」篇会読 発表者：藤井律之

7月 6日 ｢答問」篇会読 発表者：田尻健太

7月20日 ｢古文公式」篇会読 発表者：重田みち

10月19日 ｢古文十弊 (一)」篇会読

発表者：竹元規人

11月 2 日 ｢古文十弊 (二)」篇会読

発表者：永田知之

11月16日 ｢浙東学術」篇会読 発表者：福谷 彬

2022 年

12月 7日 ｢婦學 (一)」篇会読

発表者：古勝隆一

12月21日 ｢婦學 (二)」篇会読

発表者：古勝隆一
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1 月18日 ｢婦學 (三)」篇会読

発表者：古勝隆一

2月 1日 ｢婦學書後」篇会読

発表者：新田元規

2 月15日 ｢詩話」篇会読 発表者：山口先生

｢日本の伝統文化」を問い直す 班長 重田みち

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

本年度は計 6回の研究会を開催，美術史，工芸史，

書道史，神道史，仏教史，儒教史，文化史などの分

野での検討を重ねた。中国・朝鮮をはじめとする諸

外国との文化交流が伝統文化形成に与えた影響，禅

宗寺院などの伝統文化形成における具体的な場の役

割，近代以降に成立するナショナル・ヒストリー的

な枠組みによる研究展開の到達点と問題点，等々の

論点を再考した。

研究班員

所内：稲本泰生，岡村秀典，菊地暁，古勝隆一，

高木博志，高階絵里加，平岡隆二，呉孟

晋

学内：王孫涵之 (文学研究科博士課程後期)，成

田健太郎 (文学研究科准教授)

学外：重田みち (京都芸術大学)，今枝杏子 (神

戸女学院大学)，井上治 (京都芸術大学)，

上川通夫 (愛知県立大学)，シビレ ギル

モンド (ヴュルツブルク大学)，神津朝夫

(奈良県立大学)，佐々木孝浩 (慶應義塾

大学)，外村中 (ヴュルツブルク大学)，

竹内有一 (京都市立芸術大学)，田中健一

(文化庁)，陳佑真 (帝京大学)，西谷功

(泉涌寺・心照殿)，ガリア ペトコヴァ

(叡啓大学)，水口拓寿 (武蔵大学)，宮﨑

涼子 (京都芸術大学)，柳幹康 (東京大

学)

研究実施内容

2021 年

6 月20日 松崎慊堂の和習重視

発表者：古勝隆一

コメンテーター：神津朝夫

(奈良県立大学)

Differences in shippo-yaki research

between Japan and the West

発表者：シビル・ギルモント

(ヴュルツブルク大学)

コメンテーター：呉 孟晋

9月 5日 日本書道史における中国風・日本風言

説の諸相─平凡社『書道全集』を例

として

発表者：成田健太郎 (文学研究科)

コメンテーター：重田みち

(京都芸術大学)

近代日本の文物をめぐる営為と龍門石

窟 発表者：稲本泰生

コメンテーター：高階絵里加

10月31日 阿弥号からみる同朋衆と時衆─ 『経覚

私要鈔』を一例として

発表者：今枝杏子 (神戸女学院大学)

コメンテーター：柳 幹康

(東京大学)

｢神国」の中の孔子─『古今著聞集』

から見えてくること

発表者：水口拓寿 (武蔵大学)

コメンテーター：陳佑真

(帝京大学)

12月19日 泉涌寺流の宋式僧院生活と実践 宋文

化受容の一事例としての「茶」「花」

発表者：西谷 功 (泉涌寺)

コメンテーター：上川通夫

(愛知県立大学)

本研究班前半の総括と今後の展望─

付：近現代における「同朋衆」概念

発表者：重田みち (京都芸術大学)

2022 年

1 月23日 花道史における中国瓶花

発表者：井上 治 (京都芸術大学)

コメンテーター：重田みち

(京都芸術大学)

中江兆民による朱子学受容

発表者：福谷 彬

コメンテーター：外村 中

(ヴュルツブルク大学)

人 文 学 報

― 182―



3 月13日 大阪壺井八幡宮八幡神及諸神坐像と中

世の神仏関係

発表者：田中健一 (文化庁)

発表者：稲本泰生

京大人文研で「日本の伝統文化」を問

い直すために─歴代所員の業績の再

検討のこころみ，林屋辰三郎『町衆』

を中心に

発表者：菊地 暁

コメンテーター：神津朝夫

(奈良県立大学)

実験性の生態学─人新世における多種共生関係に

関する比較研究 班長 モハーチ ゲルゲイ

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

本年度は，初年の最後の研究会でまとめた 6つの

研究焦点の整理を行い，人文学の方法と現場をつな

ぐという水平思考の基盤を固めた。モハーチ (班

長) は「metabolic togetherness」，石井 (副班長)

は「umwelt and biodiversity conservation」，森田

は「transition design」，瀬戸口は「laboratory and

fieldwork」，鈴木は「experiments in decomposition，

中空は「experiments in decolonial politics」，石川

は「ethnographic experiments」という課題を中心

に人新世における実験性の個別研究を進めてき

た。モハーチは “Toxic Remedies : On the cultiva-

tion ofmedicinal plants and urban ecologies” (刊行)

“Healing together : The coexistence of humans and

plants in the Anthropocene” (作成中) などの学術

論文において，日本語の「共生」の概念を用いるこ

とにより，国際的に注目されつつある人新世研究の

蓄積に新たな視点を加えることを試みた。年度末の

リモート形式の共同研究会において，6つの焦点を

3つに絞るための議論を行い，来年度以降の仮の課

題組として (1)「多種共生の実験」(2)「生活とし

ての実験」(3)「人新世という実験」を設定した。

研究班員

所内：石井美保，瀬戸口明久，岡澤康浩

学内：石川登 (東南アジア地域研究研究所)

学外：モハーチ ゲルゲイ (大阪大学人間科学研

究科・准教授)，鈴木和歌奈 (総合研究大

学院大学)，森田敦郎 (大阪大学人間科学

研究科)，中空萌 (広島大学人間社会科学

研究科)

研究実施内容

2022 年

3 月 1 日 実験性の生態学：人新世における多種

共生関係に関する比較研究

多種共生の実験・生活としての実験・

人新世という実験

コメンテーター：モハーチ ゲルゲイ

(大阪大学人間科学研究科)

3 月 1 日 実験性の生態学：人新世における多種

共生関係に関する比較研究

Research Focus for Experimental Eco-

logies

コメンテーター：班員全員

仏教天文学説の起源と変容 班長 小林博行

研究期間 2021 年 4 月−2024 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

今年度は研究班の発足当初から，感染症拡大のた

めオンラインでの共同研究会開催を余儀なくされる

など，当初の研究計画を大幅に変更して活動を行っ

た。こうした計画の変更はあったものの，オンライ

ンでの宿曜経研究会と，個々の班員による読解，資

料調査を着実にすすめることができた。それにより，

『宿曜経』の成立と翻訳の文化的背景，現存写本の

テキスト異同と書写系統などについて重点的に検討

し，共同研究会においてその成果に関する討議をお

こなった。また，本研究班の目標の一つに掲げてい

る『仏国暦象編』訳稿の作成についても，巻 1 のす

べてと巻 2 の大半の訳稿を集約し，整理を進めた。

次年度以降，残りの巻の訳稿の検討・編集へと進む

予定である。加えて，研究班予算で『宿曜経』『仏

国暦象編』の諸版本や『暦象考成』の写本を購入し，

今後の研究・訳稿作成に必要な史料を備えた。

研究班員

所内：平岡隆二，高井たかね，宮紀子，武田時昌

学内：檜山智美 (白眉センター)

学外：小林博行 (中部大学人文学部)，高橋あや
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の (関西大学)，橋本敬造 (関西大学)，

矢野道雄 (京都産業大学)，宮島一彦 (中

之島科学研究所)，清水浩子 (大正大学)，

白雲飛 (大阪府立大学)，梅林誠爾 (熊本

県立大学)，三村太郎 (東京大学大学院・

総合文化研究科)，梅田千尋 (京都女子大

学文学部)，Bill Mak (ニーダム研究所)，

Jeffrey Kotyk (ブリティッシュコロンビ

ア大学)，Daniel Monteiro (パリ大学)，

吉村美香 (愛知淑徳大学)，新居洋子 (大

東文化大学)，豊田裕章 (大阪大学)

研究実施内容

2021 年

4 月26日 宿曜経研究会 研究班の今後の方針等

について 発表者：小林博行

6月28日 宿曜経研究会 『宿曜経』巻上 28b07

〜31a08 発表者：白雲飛

7月26日 宿曜経研究会 『宿曜経』巻上 31b09

〜大尾 発表者：清水浩子

9月27日 宿曜経研究会 『宿曜経』巻下 01a01

〜05a04 西国毎一月分白黒両分

発表者：小林博行

10月25日 宿曜経研究会 『宿曜経』の読み方

発表者：矢野道雄

11月22日 宿曜経研究会 『宿曜経』巻下 05a05

〜07b04 二十七宿十二宮図

発表者：平岡隆二

12月27日 宿曜経研究会 『宿曜経』巻下 07b05

〜10a04 二十七宿所為吉凶暦 (昴宿

〜) 発表者：梅林誠爾

2022 年

1 月24日 宿曜経研究会 『宿曜経』巻下 10a05

〜12a06 二十七宿所為吉凶暦 (房宿

〜) 発表者：髙井たかね

2月21日 宿曜経研究会 『宿曜経』下巻 12a07

〜14b09 畢翼斗壁此四

発表者：宮 紀子

東アジア災害人文学の構築 班長 山 泰幸

研究期間 2021 年 4 月−2024 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

本年度は計 5回の研究会を実施した。第 1回研究

会は，参加者全員による自己紹介兼研究紹介，およ

び第 1 回目の発表として，岡田憲夫班員による 30

年にわたる地域復興の取り組みに関する発表があっ

た。第 2回目は，寺田匡宏班員から東アジア風土論

に関して，ゲストの張政遠先生から被災地巡礼の取

り組みに関して発表があった。第 3回目は国際総合

防災学会 (IDRiM) にてセッションを組み，関谷

雄一班員から震災復興の公共人類学，冨井眞班員か

ら災害考古学に関して発表があった。第 4 回目は，

ゲストの市川秀之先生から滋賀県の水害史に関する

発表があった。第 5回目は，ソウル大学日本研究所

と共催で国際シンポジウムを実施し，梶谷真司班員

と山泰幸班長による基調対談と，大西正光班員から

パンデミックと人間行動に関して，関谷雄一班員か

ら SDGsに関して発表があり，山班長，岡田班員，

鍾以江班員が総括コメントをおこなった。

研究班員

所内：向井佑介，岡村秀典，岩城卓二，矢木毅，

村上衛，平岡隆二，都留俊太郎

学内：多々納裕一 (防災研究所)，矢守克也 (防

災研究所)，中北英一 (防災研究所)，上

原麻有子 (文学研究科)，大西正光 (防災

研究所)，山口敬太 (工学研究科)，清水

美香 (総合生存学館)，冨井眞 (文学研究

科)

学外：山泰幸 (関西学院大学人間福祉学部)，岡

田憲夫 (関西学院大学災害復興制度研究

所)，梶谷真司 (東京大学大学院総合文化

研究科)，阿部健一 (総合地球環境学研究

所)，寺田匡宏 (総合地球環境学研究所)，

嶋田奈穂子 (総合地球環境学研究所)，小

川伸彦 (奈良女子大学文学部)，鍾以江

(東京大学東洋文化研究所)，関谷雄一

(東京大学総合文化研究科)，張政遠 (東

京大学総合文化研究科)

研究実施内容

2021 年

5月 8日 続発する社会破談ダイナミクスと持続

可能な地域復興プロセス─ 30余年の

フィールド研究から
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発表者：岡田憲夫

(関西学院大学災害復興研究所)

7月24日 東アジアの「災，禍，難」と人新世の

風土論 発表者：寺田匡宏

(総合地球環境学研究所)

巡礼・風土・物語・災害─哲学の民

俗学的転向 発表者：張政遠

(東京大学総合文化研究科)

9 月23日 Participatory Research in Humanities

and Social Sciences - an initiative to

open up IDRiM transdisciplinary

dialogue- Resilience in a Collaborative

Ethnography of Disaster

発表者：Yuichi Sekiya (関谷雄一)

(東京大学総合文化研究科)

Some remarks on sediment hazard

risk management from the archaeo-

logical viewpoint

発表者：Makoto Tomii (冨井 眞)

(文学研究科)

Improving governance of systemic

risk with insights from community

narratives

発表者：Ilan Chabay the Institute for

Advanced Sustainability Studies

司会：NorioOkada (岡田憲夫)

(関西学院大学災害復興研究所)

11月13日 滋賀県下の明治 29 年水害と記念碑

発表者：市川秀之 (滋賀県立大学)

2022 年

3 月17日 ポスト災害─復興時代，東アジア災

害人文学の可能性：災害が続く時代に

おいて，持続可能な生活世界をどのよ

うに模索するか。

コロナ以降の時代と日本社会 (災害と

災害の隔たり) 発表者：梶谷真司

(東京大学大学院総合文化研究科)

パンデミックと人間行動

発表者：大西正光

(京都大学防災研究所)

3 月18日 ポスト災害─復興時代，東アジア災

害人文学の可能性：災害が続く時代に

おいて，持続可能な生活世界をどのよ

うに模索するか。

日本における災害弱者と SDGsについ

て 発表者：関谷雄一

(東京大学総合文化研究科)

ポスト・パンデミック世界の新しい社会・環境理論

に向けて 班長 香西豊子

研究期間 2021 年 4 月−2024 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

本年度は，10 回にわたり，研究会を重ね，パン

デミックの歴史的，社会学的，哲学的な分析の手法

について学んだ。研究班員以外では，写真家の渋谷

敦志氏をお招きし，コロナ禍の病院で前線で働く看

護士たちの様子を伺ったり，撮影された写真を見て

議論をしたりした。また，医療の哲学を研究してい

る村岡潔氏もお招きし，私たちが旧来，病気と名指

しているものを，相対的に，また客観的に捉え直す

あり方について学んだ。

研究班員

所内：藤原辰史，石井美保，直野章子，瀬戸口明

久，小 関 隆，岡 田 暁 生，小 堀 聡，Till

Knaudt，比嘉理麻

学内：粂田昌宏 (生命科学研究科)

学外：香西豊子 (佛教大学歴史学部)，池田さな

え (大手前大学総合文化学部)，東昇 (京

都府立大学文学部)，新井卓，リュウ

シュ・マルクス (京都女子大学)，岩島史

研究実施内容

2021 年

4 月 3 日 パンデミック班第 6回研究会

藤野裕子著『民衆暴力─一揆・暴

動・虐殺の日本近代』書評

発表者：藤原辰史 (人文科学研究所)

発表者：松村圭一郎 (岡山大学)

4 月19日 パンデミック班第 7回研究会

AIMによる体内のゴミ掃除という観

点からみた対新型コロナウイルス戦略

発表者：宮崎 徹 (東京大学医学部)

5月17日 パンデミック班第 8回研究会
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感染症史の論点 (2)

発表者：香西豊子

(佛教大学歴史学部)

6 月14日 パンデミック班第 9回研究会

コロナ病棟の現場から

発表者：渋谷敦志 (写真家)

7月 5日 パンデミック班第 10 回研究会

近世天草地方の疫病対策

発表者：東 昇

(京都府立大学文学部)

10月 4 日 パンデミック班第 11 回研究会

｢江戸時代の感染症」史研究の論点

発表者：海原 亮

(住友資料館主席研究員)

11月15日 パンデミック班第 12 回研究会

人類学と人獣共通感染症：生権力に抗

う (種間) 倫理の探究

発表者：石井美保 (人文科学研究所)

12月13日 パンデミック班第 13 回研究会

『感染症と法の社会史』とコロナ禍

発表者：西迫大祐 (沖縄国際大学)

2022 年

1 月17日 パンデミック班第 14 回研究会

医学哲学の基本的スタンス：特定病因

論と先制医療 感染症と生活習慣病を

例に 発表者：村岡 潔

(岡山商科大学法学部)

2 月14日 パンデミック班第 15回研究会

幕末期における「予防」概念の転回

発表者：香西豊子

(佛教大学歴史学部)

東方ユーラシア馬文化の研究 班長 諫早直人

研究期間 2021 年 4 月−2024 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

研究班 1年目である本年度は，共同研究室での少

数対面と，Zoomによるオンライン会議とを併用し，

合計 6回の研究会を開催した。6 回の定例研究会を

通じて，ユーラシア草原地帯の馬具，東アジア馬具

の製作技法の系譜，中国中世における馬車から牛車

への転換，日本列島における初期の馬と塩の関係な

どの問題を議論し，また外部からゲスト研究者を招

いて遺跡出土馬の理化学分析の成果や日唐の馬匹管

理・交通制度の問題などについて議論を深めた。ま

た，それらとは別に，本研究班の前身となる過去 2

年間の若手 A班の研究成果にもとづき，11 月に一

般向けのシンポジウム「考古学からみた古代東アジ

アの馬利用」を開催し，ユーラシア西方におけるウ

マの家畜化から騎乗まで，その古代中国への伝播と

変容，そして中国における馬の育成の問題，騎馬文

化の東伝の問題などを論じた。来年度にはシンポジ

ウムの内容をもとにした一般向けの書籍刊行も予定

している。

研究班員

所内：向井佑介，岡村秀典，古松崇志，藤井律之

学内：吉井秀夫 (文学研究科)，坂川幸祐 (総合

博物館)，大谷育恵 (白眉センター)

学外：諫早直人 (京都府立大学文学部)，篠原徹

(国立歴史民俗博物館)，森下章司 (大手

前大学文学部)，井上直樹 (京都府立大学

文学部)，中村大介 (埼玉大学教養学部)，

青柳泰介 (奈良県立橿原考古学研究所付

属博物館)，佐藤健太郎 (関西大学博物

館)，菊地大樹 (蘭州大学歴史文化学院)，

Joseph Ryan (岡山大学社会文化科学研究

科)，石谷慎 (黒川古文化研究所)，片山

健太郎 (奈良文化財研究所)，大平理紗

(京都府立大学文学部)，伍雅涵 (京都府

立大学文学部)，王含元 (北京大学考古文

博学院)

研究実施内容

2021 年

5月21日 曹操高陵出土馬具が提起する問題

発表者：諫早直人 (京都府立大学)

6 月18日 駿馬と鈍牛─東アジア古代の車社会

史 発表者：岡村秀典

(京都大学人文科学研究所)

7月16日 遺跡出土馬の理化学分析から探る東ア

ジアの馬飼育

発表者：覚張隆史 (金沢大学)

10月29日 ユーラシアの馬具と馬装

発表者：大谷育恵
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(京都大学白眉センター)

2022 年

1 月21日 唐代厩牧令の復原と日唐の馬匹管理・

交通制度

発表者：河野保博 (立教大学)

2 月18日 馬と塩の関係について：古墳時代中後

期の奈良盆地の事例を起点に

発表者：青柳泰介

(奈良県立橿原考古学研究所)

20世紀作曲家における創作プロセスと語法創造

班長 浅井佑太

研究期間 2021 年 4 月−2022 年 3 月 (単年度)

研究実施状況

本年度は当初 4月および 8月の 2回の研究会を対

面で予定していたが，コロナのため海外在住者 2名

が帰国できず，どちらもズームに切り替えた。発表

内容は，19世紀の作曲行為の下部構造としての楽

器技術の問題，マーラーを例とするオーケストレー

ションの無限変奏と「作品」の非所在，ストラヴィ

ンスキーにおける「カット &ペースト」的な手法

および時間芸術としての音楽の否定とその空間化，

ウェーベルンの創作手法の科学実験的なものへの接

近である。この 2回の研究会の議論の焦点となった

は，とりわけ「20世紀における音楽詩学のラディ

カルなパラダイムチェンジ」である。そして新音楽

を切り拓いた一連の作曲家 (シェーンベルク，スト

ラヴィンスキー等) に対するマラルメの絶大な影響

を考えるとき，マラルメの詩学について文学研究か

らの示唆を得る必要から，さらに 3回目の研究会を

追加した。

研究班員

所内：岡田暁生，森本淳生

学外：浅井佑太 (お茶の水女子大学基幹研究員人

文科学系)，秋山良都 (ライプツィヒ大学

付属楽器博物館)，池原舞 (桐朋学園大学

音楽学科音楽学部音楽学科)，伊東信宏

(大阪大学文学研究科)，内藤眞帆 (ボン大

学哲学科)

研究実施内容

2021 年

4 月 4 日 20世紀音楽におけるスケッチとは何

だったのか 発表者：浅井佑太

(お茶の水女子大学基幹研究員

人文科学系)

コメンテーター：岡田暁生

コメンテーター：伊東信宏

(大阪大学文学研究科)

8月15日 20 世紀作曲家における創作プロセス

と語法創造 (1)

作曲家の頭の中で音楽が響くというこ

と─シェーンベルクとウェーベルン

を例に 発表者：浅井佑太

(お茶の水女子大学基幹研究員

人文科学系)

マーラーの創作過程と語法創造─初

期交響曲を例に

発表者：内藤真帆 (ボン大学哲学科)

コメンテーター：岡田暁生

コメンテーター：伊東信宏

(大阪大学文学研究科)

8月16日 20 世紀作曲家における創作プロセス

と語法創造 (2)

ストラヴィンスキーの創作美学

発表者：池原 舞

(桐朋学園大学音楽学科

音楽学部音楽学科)

バストランペット／テナーホルンの諸

問題：《ニーベルングの指環》前後の

作曲家と楽器製造の関係をめぐって

発表者：秋山良都

(ライプツィヒ大学付属楽器博物館)

コメンテーター：岡田暁生

コメンテーター：伊東信宏

(大阪大学文学研究科)

2022 年

2 月16日 マラルメあるいは象徴について

発表者：佐藤淳二
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〈時間−生〉芸術の研究─ボードレールとその受容

班長 小倉康寛

研究期間 2021 年 4 月−2022 年 3 月 (単年度)

研究実施状況

本研究班はボードレール生誕 200周年記念シンポ

ジウムを組織・開催することを目標に，班員相互で

実施にむけた非公式の打ち合わせを重ね，2021 年

12 月 17日，18日の二日にわたって「ボードレール

生誕 200周年記念〈時間−生〉芸術の研究─ボー

ドレールとその受容」を開催した。近代における時

間概念について再考しながら，ボードレールの現代

における意義を明らかにする一方で，その影響の広

がりを後続の作家たちや，音楽や哲学といった他

ジャンルのうちに探っていく試みは，シンポジウム

の報告と議論によって一定の成果をあげることがで

きた。

研究班員

所内：森本淳生

学外：小倉康寛 (南山大学外国語学部)，廣田大

地 (神戸大学大学院国際文化学研究科)，

鳥山定嗣 (名古屋大学大学院人文学研究

科)，服部敬弘 (同志社大学文学部)，

佐々木稔 (愛知学院大学)，清水まさ志

(鳥取大学地域価値創造研究教育機構)，

中畑寛之 (神戸大学大学院人文学研究科)，

青柳いづみこ (大阪音楽大学)，平野啓一

郎

研究実施内容

2021 年

12月17日 ボードレール生誕 200周年記念 〈時

間−生〉芸術の研究─ボードレール

とその受容

『人工楽園』における時間と空間

発表者：清水まさ志 (鳥取大学)

タイムマシン・ボードレール

発表者：廣田大地 (神戸大学)

ボードレールにおける『現代の表現』

とジャーナリズム

発表者：佐々木稔 (愛知学院大学)

渇きと時間─分裂と『悪の花』のコ

ラージュ

発表者：小倉康寛 (南山大学)

ボードレールとヴァレリー─「蛇」

をめぐる変装

発表者：鳥山定嗣 (名古屋大学)

司会：廣田大地 (神戸大学)

司会：坂巻康司 (東北大学)

12月18日 ボードレール生誕 200周年記念 〈時

間−生〉芸術の研究─ボードレール

とその受容

ボードレールが終わったところから始

める戦い─マラルメの文学的〈生〉

について

発表者：中畑寛之 (神戸大学)

瞬間と疲労─初期レヴィナスにおけ

るボードレール解釈

発表者：服部敬弘 (同志社大学)

｢万物照応」，ドビュッシーとボード

レールの時間 発表者：青柳いづみこ

(大阪音楽大学名誉教授)

多様性と「生命力の移動」

発表者：平野啓一郎 (作家)

司会：坂巻康司 (東北大学)

司会：森本淳生

人文学研究部

近代京都と文化 班長 高木博志

研究期間 2019 年 4 月−2022 年 3 月 (3 年度目)

研究実施状況

本年度は 11 回，延べ 21 人の発表者による共同研

究会を開催した。コロナ下で ZOOMでの開催が主

であった。若手からベテランまで，また専門分野の

多様性においても学際的な共同研究を遂行できた。

また 4月例会の柏木知子・松川綾子報告は対面で行

い，併せて吉田山周辺の掃苔を行った。11 月 14 日

には京都文化博物館で『太夫さん 女体は哀しく』

(1957 年) の映画上映と木下千花報告を，11 月 23

日には大谷大学博物館において東本願寺と京都画壇

の展覧会を観覧し國賀由美子報告を議論した。

今年度は「近代京都と文化」研究班の最終年度で

ある。研究成果報告書に向けて，大正期の文学・美
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術・思想・映画が連動して起きるロマン主義的思潮，

農民芸術・民芸・学術における戦時下の日本主義，

京都の外からあるいは歴史からと時空をこえて「京

都文化」を相対化する議論を深めた。

研究班員

所内：高木博志，岩城卓二，高階絵里加，福家崇

洋，永田知之

学内：谷川穣 (京都大学文学研究科)，藤原学

(京都大学人間・環境学研究科)，田中智

子 (京都大学教育学研究科)，木下千花

(京都大学人間環境学研究科)

学外：長志珠絵 (神戸大学大学院国際文化学研究

科)，國賀由美子 (大谷大学文学部歴史学

科)，北野裕子 (龍谷大学)，丸山宏 (名城

大学農学部)，玉城玲子 (向日市文化資料

館)，日向伸介 (大阪大学言語文化研究科)，

高久嶺之介 (同志社大学)，山本真紗子

(立命館大学)，平山昇 (神奈川大学国際日

本学部国際文化交流学科)，加藤政洋 (立

命館大学文学部)，市川秀之 (滋賀県立大

学人間文化学部)，清水重敦 (京都工芸繊

維大学)，並木誠士 (京都工芸繊維大学)，

植田彩芳子 (京都文化博物館)，大矢敦子

(京都文化博物館)，中野慎之 (文化庁文化

財第一課)，原田敬一 (佛教大学歴史学部)，

本康宏史 (金沢星稜大学経済学部)，中川

理 (京都工芸繊維大学)，ジョン・ブリー

ン (国際日本文化研究センター)，細川光

洋 (静岡県立大学国際関係学部)，イリ

ナ・ホルカ (東京大学大学院総合文化研究

科)，鈴木則子 (奈良女子大学)，池田さな

え (大手前大学総合文化学部)

研究実施内容

2021 年

4 月 3 日 富岡鉄斎と京都の大正壬戌赤壁会

発表者：柏木知子 (兵庫県立美術館)

吉川観方と京都文化

発表者：松川綾子 (奈良県立美術館)

5月22日 谷崎潤一郎の平安幻想についての覚書

発表者：藤原 学 (京都大学)

水上勉「雁の寺」における京都のイ

メージ 発表者：イリナ・ホルカ

(東京大学)

6 月12日 時局匡救事業と道路―京都府の道は

どのように変わってくるか

発表者：高久嶺之介

文化財制度と近代ツーリズム―京

都・奈良の「創られた伝統」はどのよ

うに浸透したのか

発表者：菅沼明正 (九州産業大学)

7月31日 岩倉具視とイギリス：仏典交流を通し

て 発表者：齊藤紅葉

(国際日本文化研究センター)

近代京都における副業奨励と農民美術

発表者：青江智洋

(京都府立丹後郷土資料館)

10月23日 明治期の東山の変化と美術商の活動

発表者：山本真紗子 (立命館大学)

市街地の拡大と日用品小売市場の出現

発表者：中川 理

(京都工芸繊維大学)

発表者：和田 蕗

(京都工芸繊維大学)

11月14日 戦後日本映画における島原─ 『太夫さ

ん 女体は哀しく』(1957) と『廓育

ち』(1964) を中心に

発表者：木下千花 (京都大学)

11月23日 東本願寺と京都画壇─近代への道程

を中心に 発表者：國賀由美子

(大谷大学)

12月11日 尊攘堂における「活きた勤王｣─近代

京都文化を支えた人びと

発表者：池田さなえ (大手前大学)

寿岳文章と『紙漉村旅日記』─ 1930

年代後半の全国手漉紙業調査

発表者：玉城玲子

(向日市文化資料館)

12月27日 京都の除夜の鐘 〜ラジオとの関わり

に着目して〜 発表者：平山 昇

(神奈川大学)

戦時下の新村出

発表者：福家崇洋 (京都大学)
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2022 年

1 月22日 幕末京都の感染症対応〜安政六年コレ

ラ流行時の御千度をめぐって

発表者：鈴木則子 (奈良女子大学)

京都の近代染織と周辺地域─近江商

人系企業の役割を中心に

発表者：北野裕子 (龍谷大学)

3 月 7日 梶原緋佐子の初期作品について─女

性画家が描いた花街・遊廓の女性

発表者：植田彩芳子

(京都文化博物館)

明治神宮外苑聖徳記念絵画館壁画事業

と京都の日本画家・猪飼嘯谷をめぐっ

て 発表者：長志珠絵 (神戸大学)

環境問題の社会史的研究 班長 岩城卓二

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

本年度も昨年度に引き続き歴史学を中心に文化人

類学・社会学・哲学など多彩な研究者が参加し，17

回の研究会 (オンライン／内 2回は書評会) を開催

した。報告はすべて録画し，報告者の許可を得た上

で，視聴を希望する班員にデータを提供した。本年

度は当初の予定通り歴史学・文化人類学の実証的研

究報告を中心に研究会を開催した。環境破壊が社会

問題化したケースだけでなく，山野河海を活かした

ヒトの生きる力について焦点をあてた研究報告が多

く，今後の研究班の方向性としては，必ずしも社会

問題化したケースにこだわることなく，生きる力に

ついて議論を深めていく予定である。なお研究班の

もう一つの柱である史料整理と古文書解読会は，対

面式の実施が困難であったため，本年度も開催でき

なかった。

研究班員

所 内：岩 城 卓 二，石 井 美 保，岡 澤 康 浩，

KNAUDT, Till，小関隆，小堀聡，瀬戸

口明久，直野章子，高木博志，平岡隆二，

福家崇洋，藤原辰史

学内：Andrea Flores Urushima (京都大学東

南アジア地域研究研究所)，石川登 (京

都大学東南アジア地域研究研究所)，

ERICSON Kjell David (京都大学学際融合

教育研究推進センター)，米家泰作 (京都

大学文学研究科)，森口 (土屋) 由香 (京

都大学人間・環境学研究科)，山越言 (京

都大学アジア・アフリカ地域研究研究科)

学外：青木聡子 (名古屋大学環境学研究科)，井

黒忍 (大谷大学)，池田さなえ (大手前大

学)，市川秀之 (滋賀県立大学)，Holca

Irina (東京大学大学院総合文化研究科)，

岡安裕介 (NPO法人京都アカデミア)，鎌

谷かおる (立命館大学)，唐澤太輔 (秋田

公立美術大学大学院)，河野未央 (尼崎市

立歴史博物館あまがさきアーカイブス)，

河島裕子 (尼崎市立歴史博物館あまが

さきアーカイブズ)，斎藤幸平 (大阪市立

大学経済学研究科)，Cyrian Pitteloud

(EHESS (パリ))，佐野静代 (同志社大

学)，関礼子 (立教大学)，高久智広 (関

西大学)，高橋美貴 (東京農工大学)，武

井弘一 (琉球大学)，田中雅一 (国際

ファッション専門職大学)，友松夕香 (愛

知大学)，沼尻晃伸 (立教大学)，朴美貞

(立命館大学)，橋本道範 (滋賀県立琵琶

湖博物館)，松嶋健 (広島大学大学院)，

松村圭一郎 (岡山大学大学院)，松本望

(尼崎市立歴史博物館あまがさきアーカイ

ブス)，落合功 (青山学院大学)，高槻泰

郎 (神戸大学経済経営研究所)

研究実施内容

2021 年

4 月 3 日 書評会：藤野裕子著『民衆暴力』

藤野裕子著『民衆暴力 一揆・暴動・

虐殺の日本近代』

発表者：松村圭一郎

(岡山大学文学研究科)

藤野裕子『民衆暴力』『都市と暴動の

民衆史』を読む 発表者：藤原辰史

4 月26日 道意新田の環境史─耕作地の「維持

管理」に注目して 発表者：河野未央

(尼崎市立地域研究史料館

あまがさきアーカイブズ)
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5月10日 高度成長期日本の原子力政策─軽水

炉導入と核燃料サイクルの追求

発表者：小堀 聡

5月24日 ｢私たち，“カオス”ですが，なに

か？」が意味するもの─原子力施設

反対運動における暴力問題と運動の正

当性 発表者：青木聡子

(名古屋大学環境学研究科)

6 月 7日 ｢ウラニウム」から「八郎潟干拓」へ

─秋田の作家・伊藤永之介の見た東

北の開発 発表者：藤原辰史

6 月21日 斎藤幸平『人新世の「資本論」を読

む』

斎藤幸平『人新世の「資本論」を読む

発表者：佐藤淳二

斎藤幸平『人新世の「資本論』

コメンテーター：藤原辰史

7月17日 環境依存型社会のレジリエンスと脆弱

性：東南アジア流域社会の調査から

発表者：石川 登

(東南アジア地域研究研究所)

7月29日 被爆者運動と主体形成─初期被団協

運動を中心に 発表者：直野章子

9月 8日 EHAEH (東アジア環境史学会) 2021

Environmental problems in Japan :

What kind of damage has become an

environmental problem? Environ-

mental problems in pre-modern Japan

発表者：岩城卓二

Mine Pollution and Health Issues in

Modern Japan : Acknowledgment and

Denial 発表者：Cyrian Pitteloud

EHESS Paris

Gary Snyderʼs Search for Green

Religion in Japanʼs New Left around

and after 1968

発表者：Till KNAUDT

10月11日 交通事故の環境史：「環境」としての

自動車 発表者：瀬戸口明久

10月25日 イワシ・ニシンの江戸時代

発表者：武井弘一

(琉球大学国際地域創造学部)

11月 8日 ダークコモンズとエッジワークから考

える西部戦線，沖縄，水俣

発表者：田中雅一

(国際ファッション専門職大学)

11月22日 和牛の歴史─歴史叙述の方法論をめ

ぐって 発表者：板垣貴志

(島根大学法文学部)

12月13日 なぜ銅山による環境破壊は繰り返され

たのか：日本近世における環境問題

発表者：岩城卓二

12月18日 石見銀山附幕領の年貢割付状

発表者：鎌谷かおる

(立命館大学食マネジメント学部)

笹ヶ谷銅山における紺青・緑青拾い

発表者：岩城卓二

2022 年

2 月21日 琵琶湖を取り戻せ 発表者：東 幸代

(滋賀県立大学人間文化学部)

3 月28日 近世日本の気候変動研究序説

発表者：高槻泰郎 (神戸大学)

人の分類と人種化に関する国際比較研究

班長 竹沢泰子

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

本年度は，フランス EHESSの TEPSISとの共同

研究を進め，オンラインにてフランス側と日本側の

執筆者・コメンテーターを交えて研究会を重ねた。

そのうち 5回の座談会は，論文集にも掲載した。2)

『環太平洋地域の移動と人種』の英語版を出版する

にあたり，共通フレームをより明確にするための研

究会を行なった。3) 自然人類学者と文化人類学者

による「人間の「ちがい」と差別」について共同研

究を行なった。4) 2018年秋に客員教授として受け

入れた Stephen Small (UC バークレー) 教授と

ミックス・レイスに関する共同研究を行なった。

研究班員

所内：竹沢泰子，石井美保，瀬戸口明久，ティ

ル・クナウト

学内：芹澤隆道 (東南アジア地域研究研究所)，
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徳永悠 (人間環境学研究科)

学外：斎藤成也 (国立遺伝学研究所)，海部陽介

(国立科学博物館人類研究部)，田辺明生

(東京大学大学院総合文化研究科)，陳天

爾 (早稲田大学国際学術院)，木村亮介

(琉球大学医学研究科)，関口寛 (四国大

学経営情報学部)，長志珠絵 (神戸大学国

際文化学部研究科)，太田博樹 (東京大学

大学院理学系研究科)，John Russell (岐阜

大学地域科学部)，山極壽一 (総合地球環

境学研究所)，松田素二 (総合地球環境学

研究所)

研究実施内容

2021 年

5月16日 批判的人種・エスニシティ研究 若手

研究紹介

司会：竹沢泰子 人文科学研究所

Walter Mignolo, The Darker Side of

Western Modernity : Global Futures,

Decolonial Options (2011) の書評

発表者：内野クリスタル

(同志社大学グローバル・

コミュニケーション学部)

Eiichiro Azuma, In Search of Our

Frontier (2019) の書評

発表者：山中美潮

(同志社大学，アメリカ研究所)

7月16日 日仏論集座談会 統治と学知

司会：竹沢泰子 (人文科学研究所)

被差別部落へのまなざしと生権力

発表者：関口 寛

(四国大学経営情報学部)

日本統治下台湾における植民地人類学

発表者：アルノ・ナンタ

(フランス国立科学研究センター)

コメンテーター：坂野 徹

(日本大学経済学部)

コメンテーター：ジャン=フレデリック・

ショブ

(フランス社会科学高等研究院)

8月 6日 日仏論集座談会 前近代と近代の連続

性/不連続性

司会：竹沢泰子 (人文科学研究所)

｢人種」と「文明｣ 明治期の教科書記

述にみる世界認識の変容

発表者：竹沢泰子

(人文科学研究所)

バスク人とユダヤ人の間で

発表者：ジャン=フレデリック・

ショブ

(フランス社会科学高等研究院)

コメンテーター：クロード=オリヴィエ・

ドロン

(パリ第 7大学)

コメンテーター：平野千果子

(武蔵大学人文学部)

8月23日 批判的エスニシティ研究 若手研究紹

介

司会：竹沢泰子 (人文科学研究所)

Cedric Robinson, Black Marxism

(1983, 2000) の書評

発表者：山田優理 (UCLA歴史学部)

9 月 8日 環太平洋英語版 共通テーマをめぐる

討論 発表者：竹沢泰子

(人文科学研究所歴史学部)

発表者：平野克弥 (UCLA歴史学部)

9 月13日 日仏論集座談会 反人種主義の葛藤と

展開 司会：竹沢泰子

(人文科学研究所)

両義的な反人種主義

発表者：クロード=オリヴィエ・

ドロン

(パリ第 7大学)

反人種主義と霊性

発表者：田辺明生

(東京大学大学院総合文化研究科)

コメンテーター：池亀 彩

(東京大学東洋文化研究所)

コメンテーター：ピエール・ブーレッツ

(フランス社会科学高等研究院)

10月6日 環太平洋英語版 共通テーマをめぐる

討論 発表者：竹沢泰子

人 文 学 報

― 192―



(人文科学研究所)

発表者：平野克弥 (UCLA)

発表者：関口寛 (四国大学)

発表者：徳永 悠

(京都大学大学院人間・環境学研究科)

発表者：土屋和代

(東京大学大学院総合文化研究科)

11月 4 日 日仏論集座談会 分類する法

司会：竹沢泰子 (人文科学研究所)

近代日本の法的婚姻と人種論

発表者：長志珠絵

(神戸大学国際文化学部)

20 世紀フランスとイタリアにおける

法的経験 発表者：(シルヴィア・

ファルコニエーリ)

(フランス国立科学研究センター)

コメンテーター：松本悠子

(中央大学文学部)

コメンテーター：ライナー・マリア・

キーソー

(フランス国立社会科学高等研究院)

11月21日 批判的エスニシティ研究 若手研究紹

介 司会：竹沢泰子

(人文科学研究所)

研究紹介 発表者：小俣ラポー日登美

(京都大学人文科学研究所)

発表者：西郷南海子

(京都大学人文科学研究所)

発表者：山下泰之

(京都大学人間環境学 大学院生)

発表者：中尾沙季子

(京都精華大学国際文化学部)

11月22日 日仏論集座談会 遺伝的祖先と人種の

解体/再生 司会：竹沢泰子

(人文科学研究所)

ゲノム情報から「私」の祖先をø選

ぶû 発表者：太田博樹

(東京大学大学院理学系研究科)

DNA祖先検査は反人種主義に効果的

な技術か 発表者：サラ・エイベル

(ケンブリッジ大学)

コメンテーター：竹沢泰子

(京都大学人文科学研究所)

コメンテーター：ティモシー・

コールフィールド

(アルバータ大学法学研究科)

11月26日 ジェンダー・性差の研究

司会：竹沢泰子 (人文科学研究所)

動物における性差―霊長類を中心に

― 発表者：清水慶子

(岡山理科大学理学部)

｢歴史からみる社会システムのジェン

ダー化―企画展示「性差 (ジェン

ダー) の日本史」を素材として―

発表者：横山百合子

(国立歴史民俗博物館名誉教授)

性差 (ジェンダー) への文化人類学的

向き合い方 発表者：中谷文美

(岡山大学大学院社会文化科学研究科)

コメンテーター：竹沢泰子

(人文科学研究所)

コメンテーター：海部陽介

(東京大学総合博物館)

11月28日 環太平洋英語版 共通テーマをめぐる

討論 発表者：竹沢泰子

(人文科学研究所)

発表者：平野克弥 (UCLA)

12月12日 ｢江戸遊民の擾乱」の合評会

司会：竹沢泰子 (人文科学研究所)

コメンテーター：成田龍一

(日本女子大学名誉教授)

コメンテーター：内藤千珠子

(大妻女子大学文学部)

発表者：平野克弥 (UCLA)

21世紀の人文学

班長 岡田暁生・小関隆・佐藤淳二

研究期間 2018年 4月−2022 年 3 月 (4 年度目)

研究実施状況

コロナ禍の到来は，本研究班にある種の仕切り直

しを要請するものであった。ある種の「抜き打ちテ

スト」としてのコロナ禍は単に新型ウイルスによる
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パンデミックを引き起こしただけでなく，現代社会

が抱え込むさまざまな「暗部」を顕在化させたので

あり，それに伴って，人文学にはこれまでの研究が

いわば「暗黙の前提」としてきた数々の想定が根底

的に揺らいでいることを直視し，それを再審して，

とるべき方向性を模索することを求めているからで

ある。私たちが直面しているのはパンデミックをそ

の一部とする「2020 年問題」に他ならない，「2020

年問題」全体に対峙せずして先の展望は開けない，

という認識に立脚して，今年度はあらためて「人文

学 beyond 2020」という総括的なテーマを設定し，

哲学・思想や歴史学の領域における新たな可能性を

考える趣旨の報告を連ねた。

研究班員

所内：岡田暁生，佐藤淳二，小関隆，森本淳生，

藤原辰史，立木康介，藤井俊之，伊藤順

二，上尾真道

学内：吉岡洋 (こころの未来研究センター)

学外：王寺賢太 (東京大学文学研究科)，長谷川

貴彦 (北海道大学文学研究科)，中野耕太

郎 (東京大学教養学部)，田辺明生 (東京

大学教養学部)，三輪眞弘 (情報科学芸術

大学院大学)，上田和彦 (関西学院大学)，

橋本伸也 (関西学院大学)，坂本雄一郎

(関西学院大学)

研究実施内容

2021 年

4 月24日 人文学 beyond 2020切腹・沈没・大予

言：1970 年と 1973 年を中心に

発表者：片山杜秀 (慶應義塾大学)

5月22日 人文学 beyond 2020 歴史学 beyond

2020 の可能性 発表者：小関 隆

(京都大学人文科学研究所)

6 月 7日 人文学 beyond 2020合評会：斎藤幸平

『人新世の『資本論』』

コメンテーター：佐藤淳二

コメンテーター：藤原辰史

(京都大学人文科学研究所)

7月31日 人文学 beyond 2020 ディスインフォ

メーション：分裂するアメリカの過

去・現在・未来

発表者：中野耕太郎 (東京大学)

9 月25日 人文学 beyond 2020 人間と世界の新た

な語り方：多様性と普遍性をめぐる合

理性と創造力 発表者：田辺昭生

(東京大学)

10月16日 人文学 beyond 2020現代世界の「恐れ

と憐み」のゆくえ：エディプス悲劇以

後の人文学 発表者：上尾真道

(京都大学人文科学研究所非常勤研究員)

11月27日 人文学 beyond 2020台湾から考える世

界史：全体主義の時代を生き延びるた

めの知恵と勇気を求めて

発表者：駒込 武 (京都大学)

12月 6 日 人文学 beyond 2020危機の時代を歴史

学はどう語るか：ジェフリー・パー

カー『グローバル・クライシス』をめ

ぐって 発表者：小山 哲

(京都大学)

2022 年

2 月22日 人文学 beyond 2020 日本近世社会から

現代社会を見ると…：「生きづらい社

会」における「豊かな人」&Beyond

2020 の日本経済史研究に向けて

発表者：岩城卓二

発表者：小堀 聡

(京都大学人文科学研究所)

3 月 7日 人文学 beyond 2020 20 世紀史を書く

とはどういう所業なのか？：Konrad

H. Jarausch, Out of Ashes : A New

History of Europe in the Twentieth

Century (Princeton UP, 2015) を め

ぐる雑感

発表者：橋本伸也 (関西学院大学)

3 月26日 人文学 beyond 2020 総駆り立て体制，

制御 (コントロール) 社会，一般的等

価性：現代についての哲学者たちの診

断から

発表者：上田和彦 (関西学院大学)
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帝国日本の「財界｣形成についての研究：1895年−

1945年 班長 籠谷直人

研究期間 2018年 4月−2023 年 3 月 (4 年度目)

研究実施状況

当初の計画予定より大幅に進捗が遅れているため，

本年度から研究班を 2年間延長して，次年度は主に

「日本財界と台湾」を主題として研究会を開催しす

る予定であったが研究代表者の病気のための入院で，

研究会開催ができなかったため班員にそれぞれに課

題を設定依頼することにした。次年度はそれをもと

に報告書を作成する予定である。

研究班員

所内：籠谷直人，村上衛，都留俊太郎

学外：陳来幸 (兵庫県立大学)，上田貴子 (近畿

大学)，泉川普，鍾淑敏 (中央研究院・台

湾史研究所)

研究実施内容

なし

芸術と社会─近代における創造活動の諸相

班長 高階絵里加

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

三年計画の第二年目である本年は，計 10 回の研

究会を開催した。第一回研究会は 4 月 10 日 (土)

に開催，高階秀爾氏により「アウラの嘘と夢─W.

ベンヤミンの『複製技術時代の芸術作品』をめぐっ

て」と題し，W. ベンヤミンの概念「アウラ」と

「芸術と社会」との関係をめぐる発表が行われた。

第二回研究会は 5 月 29 日 (土) に開催，芸術と

「分解」の概念をテーマとして，藤原辰史氏による

発表「「捨てられたもの」の芸術について」が行わ

れた。第三回研究会は 6 月 24 日 (土) に開催，藤

本真名美氏による発表「近代京都の歴史画家・谷口

香嶠について」が行われ，これまであまり注目され

なかった京都近代の歴史画家についての新しい知見

が発表された。第四回研究会は 7月 24 日 (土) に，

板橋区立美術館及び京都文化博物館における展覧会

「さまよえる絵筆」に関連して「東京・京都 戦時

下の前衛画家について」と題する発表が清水智世氏

と弘中智子氏により行われた。第五回研究会は 9月

11 日 (土) に池田さなえ氏により，「京都美術工芸

界を支えた人びと─ノードとしての品川弥二郎」

と題し，政治家として知られる品川弥二郎の芸術支

援とそのネットワークに関する発表が行われた。第

六回研究会は 10 月 16 日 (土) に，竹内幸絵氏によ

り，明治から昭和にかけて画家・デザイナーとして

広告の分野で活躍した杉浦非水に関する発表「杉浦

非水論 大正から昭和初期の発言と作品をもとに」

が行われた。第七回は 11 月 13 日 (土) に，松原史

氏により京都を中心とする近代刺繍産業に焦点を当

てた発表「社会を写す近代の刺繍〜作品から見る刺

繍の新たなる展開〜」が行われた。第八回は 12 月

18 日 (土) に，小川佐和子氏により「オペレッタ

における社会諷刺─ハプスブルク帝国期から戦間

期の作品をみる」と題し 19-20世紀ヨーロッパの政

治・社会と大衆文化に関連する発表が行われた。第

九回は 2022 年 1 月 29 日 (土) に郷司泰仁氏により

「村山，朝日と展覧会」と題し，朝日新聞創業者で

芸術文化に多大な貢献を果たした村山龍平とその展

覧会事業に関する発表が行われた。第十回は 2022

年 3 月 12 日 (土) にイリナ・ホルカ氏により，「明

治後期におけるメディアの中の「モデル」：倫理・

表象・職業」と題し，近代日本の文学と美術におけ

るモデルにまつわる様々な問題に関する発表が行わ

れた。いずれの研究会においても，発表後に芸術と

社会に関わる活発な議論が交わされた。

研究班員

所内：高階絵里加，岡田暁生，小関隆，高木博志，

立木康介，福家崇洋，藤原辰史，森本淳生，

藤井俊之，藤野志織

学外：池田さなえ (大手前大学総合文化学部)，

花田史彦 (立命館大学産業社会学部)，有

賀茜 (京都府京都文化博物館)，植田憲司

(京都府京都文化博物館)，植田彩芳子

(京都府京都文化博物館)，大久保恭子

(京都橘大学発達教育学部)，大原由佳子

(滋賀県立美術館)，小川佐和子 (北海道

大学大学院文学研究院)，國賀由美子 (大

谷大学文学部)，久保豊 (富山大学)，郷

司泰仁 (香雪美術館)，小嶋ひろみ ( (公

益財団法人) 両備文化振興財団 夢二郷
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土美術館)，実方葉子 (泉屋博古館)，柴

田就平 (笠岡市竹喬美術館)，清水智世

(京都府京都文化博物館)，鈴木千栄子

(毎日放送)，孝岡睦子 (大原美術館)，高

階秀爾 (大原美術館)，竹内幸絵 (同志社

大学)，竹嶋康平 (泉屋博古館)，多田羅

多起子 (広島大学大学院人間社会科学研

究科／教育学部造形芸術系コース)，永井

隆則 (京都工芸繊維大学デザイン・建築

学系)，中野慎之 (文化庁文化財第一課)，

林洋子 (文化庁)，藤本真名美 (和歌山県

立近代美術館)，古田理子 (高島屋史料

館)，イリナ・ホルカ (東京大学大学院総

合文化研究科国際日本教育研究機構)，松

原史 (北野天満宮北野文化研究所)，三宅

拓也 (京都工芸繊維大学デザイン・建築

学系)，宮下規久朗 (神戸大学大学院人文

学研究科)，森光彦 (京都市学校歴史博物

館)，山口真有香 (滋賀県立美術館)，山

田真規子 (目黒区美術館)，VOLK, Alicia

(ア リ サ・ヴ ォ ル ク) (University of

Maryland (メリーランド大学))，河本真

理 (日本女子大学)，久保昭博 (関西学院

大学)

研究実施内容

2021 年

4 月10日 アウラの嘘と夢：W. ベンヤミンの

『複製技術時代の芸術作品』をめぐっ

て 発表者：高階秀爾 (大原美術館)

5月29日 ｢捨てられたもの」の芸術について

発表者：藤原辰史

6 月27日 近代京都の歴史画家・谷口香嶠につい

て 発表者：藤本真名美

(和歌山県立近代美術館)

7月24日 東京・京都 戦時下の前衛画家につい

て

東京の前衛画家たちの活動について

発表者：弘中智子 (板橋区立美術館)

京都の前衛画家たちの活動について

発表者：清水智世 (京都文化博物館)

9 月11日 京都美術工芸界を支えた人びと：ノー

ドとしての品川弥二郎

発表者：池田さなえ (大手前大学)

10月16日 杉浦非水論：大正から昭和初期の発言

と作品をもとに 発表者：竹内幸絵

(同志社大学)

11月13日 社会を写す近代の刺繍：作品から見る

刺繍の新たなる展開

発表者：松原 史

(北野天満宮 北野文化研究所)

12月18日 オペレッタにおける社会諷刺：ハプス

ブルク帝国期から戦間期の作品をみる

発表者：小川佐和子 (北海道大学)

2022 年

1 月29日 村山，朝日と展覧会

発表者：郷司泰仁 (香雪美術館)

3 月12日 明治後期におけるメディアの中の「モ

デル」：倫理・表象・職業

発表者：イリナ・ホルカ (東京大学)

ポスト=ヒューマン時代の起点としてのフランス象

徴主義 班長 森本淳生

研究期間 2021 年 4 月−2026 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

研究初年度にあたる本年度は，研究計画に基づく

各メンバーの担当を踏まえた研究報告を行い (計

11 名)，象徴主義に関する各人の知見─韻律，理

論，録音，雑誌，文学キャバレー，アナーキズム，

宗教，話法，演劇など─の共有に努めるとともに，

今後の研究方向についても議論を重ねた。平行して，

ルネ・ギルの『至善の生成 (Le Meilleur devenir)』

訳読会を行い，日本語訳と訳註の作成を進めた (計

4 回開催) 。ギルの作品は象徴主義の一面を示す重

要なものであるが，きわめて難解であり，この詩人

のマイナー性もあって，フランスにおいてすらこれ

まで十分に読解されてこなかった。本作の理解を共

有することで，今後議論を進めていくうえでの班員

共通のプラットフォームが構築される効果も期待で

きる。訳読自体はテクストの難解さのため思ったよ

りも進まなかったが，研究報告は順調に行うことが

できた。毎回活発な議論が行われる有意義な研究会

となっており，実施状況は良好である。
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研究班員

所内：森本淳生，藤野志織

学内：村上祐二 (文学研究科)，中筋朋 (人間・

環境学研究科)

学外：野田農 (早稲田大学創造理工学部)，岡本

夢子 (東京大学大学院人文社会系研究科)，

鳥山定嗣 (名古屋大学大学院人文学研究

科)，小倉康寛 (南山大学外国語学部)，

福田裕大 (近畿大学国際学部)，合田陽祐

(山形大学大学院社会文化創造研究科)，

熊谷謙介 (神奈川大学国際日本学部)，西

村友樹雄 (一橋大学言語社会研究科)，山

田広昭 (東京大学大学院総合文化研究科)，

久保昭博 (関西学院大学文学部)，橋本知

子 (千葉大学大学院人文科学研究院)，足

立和彦 (名城大学法学部)，坂巻康司 (東

北大学大学院国際文化研究科)，松浦菜美

子 (関西学院大学文学部)，中野知律 (一

橋大学大学院社会学研究科)，大出敦 (慶

應義塾大学法学部)，中畑寛之 (神戸大学

大学院人文学研究科)，フォコニエ・ブリ

ス

研究実施内容

2021 年

4 月24日 ｢象徴主義研究」例会 (1)

｢象徴派風の詩句とは？─ ｢韻文詩の

危機」と自由詩の誕生」

発表者：鳥山定嗣

(名古屋大学大学院人文学研究科)

司会：森本淳生

6月20日 ｢象徴主義文献の翻訳と註釈 (ルネ・

ギル『至善の生成』)」(1)

ルネ・ギル『至善の生成』Ⅳ 翻訳解

説 発表者：森本淳生

ルネ・ギル『至善の生成』Ⅴ 翻訳解

説 発表者：鳥山定嗣

(名古屋大学大学院人文学研究科)

司会：森本淳生

7月25日 ｢象徴主義研究」例会 (2)

シャルル・クロ周辺から見る象徴主義

発表者：福田裕大

(近畿大学国際学部)

象徴主義の／と理論

発表者：森本淳生

司会：森本淳生

9月25日 ｢象徴主義研究」例会 (3)

文学・芸術キャバレー「シャ・ノワー

ル」と文学の集団性の諸問題

発表者：岡本夢子

(東京大学大学院人文社会系研究科)

象徴派の「小雑誌」入門にかえて─

1890 年代の若い世代の役割を中心に

発表者：合田陽祐

(山形大学大学院社会文化創造研究科)

司会：森本淳生

9月26日 ｢象徴主義研究」例会 (4)

ルネ・ギルについて

発表者：森本淳生

ルネ・ギル，進化論，ポストヒューマ

ン 発表者：熊谷謙介

(神奈川大学国際日本学部)

司会：森本淳生

11月13日 ｢象徴主義研究」例会 (5)

象徴主義と宗教 発表者：大出 敦

(慶應義塾大学法学部)

フェリックス・フェネオン再考

発表者：山田広昭

(東京大学大学院総合文化研究科)

司会：森本淳生

11月14日 ｢象徴主義文献の翻訳と註釈 (ルネ・

ギル『至善の生成』)」(2)

ルネ・ギル『至善の生成』Ⅵ 翻訳解

説 発表者：熊谷謙介

(神奈川大学国際日本学部)

コメンテーター：久保昭博

(関西学院大学文学部)

ルネ・ギル『至善の生成』Ⅶ 翻訳解

説 発表者：中畑寛之

(神戸大学人文学研究科)

コメンテーター：足立和彦

(名城大学法学部)

司会：森本淳生
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2022 年

1 月29日 ｢象徴主義研究」例会 (6)

詩を発話と捉えた時のマラルメの文体

発表者：松浦菜美子

(関西学院大学文学部)

象徴主義演劇理論とトランスヒューマ

ンの交差点／東西の交差点としての世

紀末パントマイム

発表者：中筋 朋

(人間・環境学研究科)

司会：森本淳生

3月19日 ｢象徴主義研究」例会 (7)

『ルーゴン=マッカール叢書』における

都市風景の表象

発表者：野田 農 (早稲田大学)

自然主義から離れて：1880 年代後半

のモーパッサン

発表者：足立和彦 (名城大学)

司会：森本淳生

3月20日 ｢象徴主義文献の翻訳と註釈 (ルネ・

ギル『至善の生成』)」(3)

ルネ・ギル『至善の生成』Ⅷ 翻訳解

説 発表者：松浦菜美子

(関西学院大学文学部)

コメンテーター：合田陽祐

(山形大学社会文化システム研究科)

司会：森本淳生

東方学研究部

近現代中国の制度とモデル 班長 村上 衛

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

本年度は 3年計画の 2年目にあたり，若手・中堅

の報告を中心に実施した。新型コロナウイルスの感

染拡大がみられたが，昨年度同様，原則としてオン

ラインと対面の併用で，計 17 回の研究会を行い，

延べ 692 人の参加者を得た。対面の参加者は学内か

らが多数を占めたが，オンライン化により，国内の

みならず，海外からの参加者も増加し，対面のみの

時期の研究班参加者数が 20〜25人ほどであったの

に対して，今年度の参加者数は平均で 40 人を超え

ている。コメンテーターは専門を重視して遠方から

の招聘も予定していたが，今年度も大半がオンライ

ン参加となった。いずれの報告に関しても，遠方の

参加者からコメントをいただけるのがオンライン開

催の大きなメリットとなった。なお，本研究班と関

連して，現代中国研究センターでは合評会を 4回開

催した。

研究班員

所内：村上衛，石川禎浩，籠谷直人，呉孟晋，小

堀聡，都留俊太郎，平岡隆二，古松崇志，

王天馳，小堀慎悟，蕭文遠，瞿艶丹

学内：太田出 (人間・環境学研究科)，木下慎梧

(法学研究科)，貴志俊彦 (東南アジア地

域研究研究所)，小島泰雄 (人間・環境学

研究科)，塩出浩之 (文学研究科)，鈴木

秀光 (法学研究科)，高嶋航 (文学研究

科)，秋田朝美 (経済学研究科)，李ハン

キョル (文学研究科)，巫靚 (人間・環境

学研究科)，王怡然 (人間・環境学研究

科)，関藝蕾 (文学研究科)，呉舒平 (法

学研究科)，黄崢 崢 (人間・環境学研究

科)，谷雪妮 (文学研究科)，徐璐 (文学

研究科)，角屋敷直哉 (人間・環境学研究

科)，張子康 (文学研究科)，趙 嵩 (法学

研究科)，比護遙 (教育学研究科)，楊峻

懿 (人間・環境学研究科)，羅亜妮 (文学

研究科)，梁 鎮海 (文学研究科)，岩井茂

樹 (京都大学)，江田憲治 (京都大学)，

小野寺史郎 (人間・環境学研究科)，林淑

美 (京都大学)

学外：大坪慶之 (三重大学教育学部)，梶谷懐

(神戸大学経済学研究科)，片山剛 (大阪

大学)，木越義則 (名古屋大学経済学研究

科)，兒玉州平 (山口大学経済学部)，小

林亮介 (九州大学大学院比較社会文化研

究院)，城山智子 (東京大学経済学研究

科)，田口宏二朗 (大阪大学文学研究科)，

谷川真一 (神戸大学大学院国際文化学研

究科)，団陽子 (神戸大学大学院国際文化

学研究科)，富澤芳亜 (島根大学教育学
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部)，豊岡康史 (信州大学人文学部)，丸

田孝志 (広島大学大学院総合科学研究科)，

望月直人 (琉球大学)，鷲尾浩幸 (北海道

教育大学教育学部札幌校)，井上徹 (大阪

市立大学)，岩本真利絵 (釧路公立大学経

済学部)，易星星 (兵庫県立大学国際商経

学部)，王艶文 (京都府立大学文学研究

科)，岡本隆司 (京都府立大学文学部)，

荻恵里子 (京都府立大学大学院文学研究

科)，木村可奈子 (滋賀県立大学人間文化

学部)，陳来幸 (兵庫県立大学経済学部)，

彭浩 (大阪市立大学社会科学系研究院経

済学研究科)，堀地明 (北九州市立大学外

国語学部)，石川亮太 (立命館大学経営学

部)，上田貴子 (近畿大学文芸学部)，小

野達哉 (同志社大学)，郭まいか (同志社

大学グローバルスタディーズ研究科)，加

藤雄三 (専修大学法学部)，金丸裕一 (立

命館大学経済学部)，蒲豊彦 (京都橘大学

文学部)，川西孝男 (関西学院大学総合政

策研究科)，菊池一隆 (愛知学院大学文学

部)，久保茉莉子 (成蹊大学文学部)，久

保田裕次 (国士舘大学文学部)，坂井田夕

起子 (愛知大学国際問題研究所)，篠根拓

人 (慶應義塾大学経済学部)，城地孝 (同

志社大学文学部)，園田節子 (立命館大学

国際関係学部)，瀧田豪 (京都産業大学法

学部)，土肥歩 (同志社大学文学部)，豊

嶋順揮 (立命館大学文学研究科)，土居智

典 (長崎外国語大学外国語学部)，根無新

太郎 (大阪学院大学法学部)，箱田恵子

(京都女子大学文学部)，浜田直也 (神戸

女子大学)，範麗雅 (愛知大学)，平井健

介 (甲南大学経済学部)，細見和弘 (立命

館大学経済学部)，三田剛史 (明治大学商

学部)，宮内肇 (立命館大学文学部)，村

尾進 (天理大学国際学部)，村田雄二郎

(同志社大学文学部グローバル・スタ

ディーズ研究科)，本野英一 (早稲田大学

政治経済学術院)，森川裕貫 (関西学院大

学文学部)，山崎岳 (奈良大学文学部)，

山本一 (立命館大学文学部)，楊韜 (仏教

大学文学部)，吉田建一郎 (大阪経済大学

経済学部)，安東強 (中山大学歴史系)，

陳瑤 (廈門大学歴史系)，彭鵬 (中国歴史

研究院近代史研究所)，毛暁陽 (閩江学院

歴史系)，松村光庸

研究実施内容

2021 年

4 月23日 近現代中国の制度とモデル

洋行から華商へ─清代後期同安県の

寄付事例より 発表者：村上 衛

(人文科学研究所)

コメンテーター：豊岡康史

(信州大学)

5月14日 近現代中国の制度とモデル

近世末期 (19世紀中葉)，久米村士と

琉清関係─魏姓楚南家を中心に

発表者：張子康 (文学研究科)

コメンテーター：山田浩世

(沖縄県教育庁文化財課史料編集班)

5月28日 近現代中国の制度とモデル

中国語という思想問題の戦前から戦後

へ─日本放送協会「中国語講座」を

手がかりに 発表者：温秋穎

(教育学研究科)

コメンテーター：村田雄二郎

(同志社大学)

6 月11日 近現代中国の制度とモデル

清前期マンチュリアにおける家族・

法・社会 発表者：王天馳

(アジア研究教育ユニット)

コメンテーター：杉山清彦

(東京大学)

6 月25日 近現代中国の制度とモデル

日本統治期台湾漢人農民の行動原理

─機会と情理 発表者：都留俊太郎

(人文科学研究所)

コメンテーター：板垣竜太

(同志社大学)

7月 9日 近現代中国の制度とモデル

山中商会と 1936 年のロンドンにおけ
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る中国芸術国際展覧会

発表者：範麗雅 (愛知大学)

コメンテーター：木島史雄

(愛知大学)

10月 1 日 近現代中国の制度とモデル

清末の廟制改革と政争─穆宗神牌升

祔問題を中心に

発表者：田子晃矢 (文学研究科)

コメンテーター：矢木 毅

(人文科学研究所)

1940 年代上海における越劇女優と過

房娘 発表者：手代木さづき

(文学研究科)

コメンテーター：中山 文

(神戸学院大学)

10月15日 近現代中国の制度とモデル

｢配流刑の時代」の終焉─『大清新刑

律』と配流刑廃止の宣言

発表者：キム・ハンバク

(文学研究科)

コメンテーター：喜多三佳

(四国大学)

10月29日 近現代中国の制度とモデル

梁啓超の救国方針の転換─人物評価

の視点から 発表者：王艶文

(京都府立大学)

コメンテーター：石川禎浩

(人文科学研究所)

11月12日 近現代中国の制度とモデル

William A. P. Martin 訳『萬國公法』・

『公法便覧』・『公法會通』の翻訳方針

─いわゆる無差別戦争観の漢訳文を

手がかりに 発表者：望月直人

(琉球大学)

コメンテーター：藥袋佳祐

(明星大学)

11月26日 近現代中国の制度とモデル

現代中国における秘密保持制度の形成

とその実態

発表者：周俊 (東京大学)

コメンテーター：谷川真一

(神戸大学)

12月10日 近現代中国の制度とモデル

從英國檔案看清末中國外籍海關稅務司

的幾個面相 発表者：李培徳

(華中師範大学/香港大学)

权力，媒介，认知与近代中国社会时间

的变迁 発表者：蕭文遠 (中山大学)

コメンテーター：馮錦榮 (香港大学)

2022 年

1 月14日 近現代中国の制度とモデル

清代官員の裁判と刑罰―官員犯罪に

対する諸問題をめぐって

発表者：趙嵩 (法学研究科)

コメンテーター：中村正人

(金沢大学)

1 月28日 近現代中国の制度とモデル

20 世紀前半における中国水産人材の

育成およびその活動―海賊対処・漁

民救済や「水産知」の伝播を中心に

発表者：楊峻懿 人間・環境学研究科

コメンテーター：伊藤康宏

(島根大学)

2 月18日 近現代中国の制度とモデル

清代北京の治安と保甲

発表者：堀地 明 (北九州公立大学)

コメンテーター：村上正和

(新潟大学)

3 月 4 日 近現代中国の制度とモデル

宗族と革命に関する一考察─清末民

初期・広東省信宜県のばあい

発表者：宮内 肇 (立命館大学)

コメンテーター：片山 剛

(大阪大学)

3 月18日 近現代中国の制度とモデル

1920 年代中国の米穀流通空間─長江

デルタ市場の再編を中心に

発表者：篠根拓人 (慶應義塾大学)

コメンテーター：弁納才一

(金沢大学)
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龍門北朝窟の造像と造像記 班長 稲本泰生

研究期間 2017年 4月−2022 年 3 月 (5年度目)

研究実施状況

コロナ禍の影響で基本的にオンライン，一部対面

併用で研究会を実施した。龍門最古の窟で，造像記

の数も最も多い (約 700 件) 古陽洞の全壁面の検討

が，前年度末を以て完了したことを承け，本年度は

北朝窟のうち，文字史料の豊富さ (約 80 件) では

同洞につぐ蓮華洞について，検討を行った。古陽洞

のときと同様，造像記だけに注目するのではなく，

無紀年・無銘分も含めた全ての造像について，壁面

のブロック単位で網羅的に検討する作業を進め，

2021 年 2 月までに約三分の二を終了した。造像・

造像記を検討する通例の会に加え，班長が「北朝六

世紀前半期の仏伝図像若干について─安塞真武洞

大仏寺第 4窟など」，易丹韵氏が「南北朝〜隋唐時

代の須弥山図と法界仏像」，佐藤智水氏が「「望まし

き死後の世界のイメージ」造像銘から探る予備的考

察」，倉本尚徳氏が「隋代造像記からみた北周の廃

仏と隋文帝の仏教復興─河北地域を中心として」

と題する研究発表を行った。

研究班員

所内：稲本泰生，岡村秀典，安岡孝一，フォル

テ・エリカ，倉本尚徳，向井佑介，佐藤

智水，高志緑，易丹韵

学内：内記理 (文化財総合研究センター)，檜山

智美 (白眉センター)，冨岡采花 (文学研

究科)

学外：外山潔 (泉屋博古館)，齋藤龍一 (大阪市

立美術館)，山名伸生 (京都精華大・総合

人文学部)，大西磨希子 (佛教大・仏教学

部)，石松日奈子 (東京国立博物館)，濱

田瑞美 (横浜美術大)，北村一仁 (河南農

業大)，篠原典生 (中央大・総合政策学

部)，田林啓 (白鶴美術館)，高橋早紀子

(愛知学院大・文)，苫名悠 (大阪大谷大・

文)，呉虹 (復旦大学・哲学学院)，ア

ヴァンツィ・カルロッタ (秋田県立大)，

王砡人 (京都国立博物館)，上枝いづみ

(金沢大学・人間社会研究域)，黄盼 (中

国社会科学院・考古研究所)，常鈺熙 (北

京大学・考古文博学院)，打本和音 (京都

芸術大学)

研究実施内容

2021 年

4 月27日 蓮華洞について 発表者：稲本泰生

5月11日 蓮華洞北壁造像記の再検討

発表者：高志 緑 (学振 PD研究員)

6 月 8日 研究報告：北朝六世紀前半期の仏伝図

像若干について─安塞真武洞大仏寺

第 4窟など 発表者：稲本泰生

6月22日 研究報告：南北朝〜隋唐時代の須弥山

図と法界仏像

発表者：易丹韵 (学振 PD研究員)

7月13日 研究報告：「望ましき死後の世界のイ

メージ」造像銘から探る 予備的考察

発表者：佐藤智水 (龍谷大学)

7月27日 蓮華洞北壁造像記の再検討

発表者：高志 緑 (学振 PD研究員)

10月12日 蓮華洞北壁造像記の再検討

発表者：稲本泰生

10月26日 蓮華洞北壁造像記の再検討

発表者：高橋早紀子 (愛知学院大学)

11月 9 日 蓮華洞北壁造像記の再検討

発表者：高橋早紀子 (愛知学院大学)

12月14日 蓮華洞北壁造像記の再検討

発表者：高橋早紀子 (愛知学院大学)

2022 年

1 月25日 蓮華洞南壁造像記の再検討

発表者：冨岡采花 (文学研究科)

2 月 8日 蓮華洞南壁造像記の再検討

発表者：冨岡采花 (文学研究科)

3 月 8日 研究報告：隋代造像記からみた北周の

廃仏と隋文帝の仏教復興─河北地域

を中心として 発表者：倉本尚徳

前近代ユーラシア東方における戦争と外交

班長 古松崇志

研究期間 2018年 4月−2023 年 3 月 (4 年度目)

研究実施状況

研究テーマの「前近代ユーラシア東方における戦

争と外交」について具体的に考察するための題材と
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して，南宋時代の史書『三朝北盟会編』の会読を進

めた。16 回にわたって『三朝北盟会編』の会読を

おこない，『中華再造善本』所収の中国国家図書館

(北京図書館) 所蔵の明鈔本を底本に，テキストの

校訂・訳注作業を進め，巻十四から巻十八までを読

み終えた。

研究班員

所内：古松崇志，岩井茂樹，矢木毅，村上衛，高

井たかね，福谷彬，毛利英介

学外：飯山知保 (早稲田大学文学学術院)，井黒

忍 (大谷大学文学部)，伊藤一馬 (大阪大

学大学院文学研究科)，岩本真利絵 (釧路

公立大学経済学部)，遠藤総史 (名古屋大

学大学院文学研究科)，小野達哉 (同志社

大学文学部)，加藤雄三 (専修大学法学

部)，木村可奈子 (滋賀県立大学人間文化

学部)，小林隆道 (神戸女学院大学文学

部)，齊藤茂雄 (大阪大学大学院文学研究

科)，承志 (追手門学院大学基盤教育機

構)，城地孝 (同志社大学文学部)，武田

和哉 (大谷大学文学部)，橋本雄 (北海道

大学文学研究科)，濱野亮介 (大谷大学文

学部)，藤本猛 (京都女子大学文学部)，

藤原崇人 (龍谷大学文学部)，舩田善之

(広島大学人間社会科学研究科)，古畑徹

(金沢大学人間社会研究域)，水越知 (関

西学院大学文学部)，渡辺健哉 (大阪市立

大学文学研究科)

研究実施内容

2021 年

4 月13日 『三朝北盟会編』巻十四会読

発表者：齊藤茂雄 (大阪大学)

4 月27日 『三朝北盟会編』巻十四会読

発表者：濱野亮介 (大谷大学)

5月11日 『三朝北盟会編』巻十四会読

発表者：藤原崇人 (龍谷大学)

5月25日 『三朝北盟会編』巻十四会読

発表者：武田和哉 (大谷大学)

6 月 8日 『三朝北盟会編』巻十五会読

発表者：高井たかね (人文科学研究所)

6 月22日 『三朝北盟会編』巻十五会読

発表者：矢木 毅 (人文科学研究所)

7月13日 『三朝北盟会編』巻十五会読

発表者：飯山知保 (早稲田大学)

7月27日 『三朝北盟会編』巻十五会読

発表者：伊藤一馬 (大阪大学)

10月12日 『三朝北盟会編』巻十六会読

発表者：毛利英介 (人文科学研究所)

10月26日 『三朝北盟会編』巻十六会読

発表者：古松崇志 (人文科学研究所)

11月30日 『三朝北盟会編』巻十六会読

発表者：福谷 彬 (人文科学研究所)

12月14日 『三朝北盟会編』巻十七会読

発表者：藤本 猛 (京都女子大学)

12月28日 『三朝北盟会編』巻十七会読

発表者：遠藤総史 (大阪大学)

2022 年

1 月11日 『三朝北盟会編』巻十七会読

発表者：岩本真利絵 (釧路公立大学)

1 月25日 『三朝北盟会編』巻十八会読

発表者：舩田善之 (広島大学)

2 月 8日 『三朝北盟会編』巻十八会読

発表者：井黒 忍 (大谷大学)

2 月22日 『三朝北盟会編』巻十八会読

発表者：古松崇志 (人文科学研究所)

3世紀東アジアの研究 班長 森下章司

研究期間 2018年 4月−2022 年 3 月 (4 年度目)

研究実施状況

本年度は，研究室における少数対面と Zoomによ

るオンラインとを併用し，前期 6 回，後期 10 回，

合計 16 回の研究会を実施した。特に本年度に重点

的に検討を進めたのが，河南省洛陽西朱村曹魏大墓

から出土した 300点あまりにおよぶ 3世紀の石牌銘

文である。この曹魏大墓出土石牌の注釈作成と，個

人の研究報告を 2本の柱として共同研究を実施した。

曹魏石牌銘文については合計 8回の検討会を通じて，

先行研究の分類を再整理して既往の解釈を見直し，

新たな注釈を作成した。一方，班員とゲスト研究者

による個人の研究報告を合計 8回実施し，竹林の七

賢 (劉伶)，高句麗古墳壁画の思想，ガラス玉の流

通，3世紀の西域の状況，漢唐間における服制の変
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遷，東アジアの鉄製武器，後漢・曹魏の鏡について

の調査研究成果などが報告された。一連の共同研究

を通じて，3世紀東アジアの文物について，制度・

儀礼・思想・地域間交流などさまざまな視点から議

論を深めた。

研究班員

所内：向井佑介，岡村秀典，稲本泰生，宮宅潔，

古勝隆一，古松崇志，藤井律之，高井た

かね，目黒杏子

学内：吉井秀夫 (文学研究科)，下垣仁志 (文学

研究科)，坂川幸祐 (総合博物館)，大谷

育恵 (白眉センター)

学外：森下章司 (大手前大学)，長友朋子 (立命

館大学)，井上直樹 (京都府立大学)，諫

早直人 (京都府立大学)，金宇大 (滋賀県

立大学)，田中一輝 (椙山女学園大学)，

山本尭 (泉屋博古館)，馬渕一輝 (黒川古

文化研究所)，王含元 (北京大学考古文博

学院)

研究実施内容

2021 年

4 月23日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (1)

遣策・衣物疏・楬：曹魏墓出土石牌検

討の前に 発表者：森下章司

(大手前大学)

5月14日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (2)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：飲食

類 発表者：森下章司 (大手前大学)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：衣服

類 発表者：向井佑介

(京都大学人文科学研究所)

5月28日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (3)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：起居

類 (1) 発表者：向井佑介

(京都大学人文科学研究所)

6 月11日 3世紀東アジアの文物と思想 (1)

劉伶「酒德頌」：その文学史上の意義

とテキストの問題点

発表者：金文京 (京都大学名誉教授)

6 月25日 3世紀東アジアの文物と思想 (2)

高句麗壁画古墳の昇仙思想：龕神塚へ

の「天への階段」から

発表者：南秀夫 (大阪市文化財協会)

7月 9日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (4)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：起居

類 (2) 発表者：向井佑介

(京都大学人文科学研究所)

10月 8日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (5)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：起

居・騎乗・佩剣類

発表者：森下章司 (大手前大学)

10月22日 3世紀東アジアの文物と交流 (1)

ガラス玉の流通からみた紀元三世紀

発表者：大賀克彦 (奈良女子大学)

11月12日 3世紀東アジアの文物と交流 (2)

3 世紀頃の西域：『魏略』西戎伝に記

された世界 発表者：内記 理

(京都大学大学院文学研究科附属文化

遺産学・人文知連携センター)

11月26日 3世紀東アジアの文物と交流 (3)

漢唐間における服制史概観：朝服制度

の変遷を中心に 発表者：小林 聡

(埼玉大学)

12月 3 日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (6)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：首

飾・佩飾・礼楽類

発表者：森下章司 (大手前大学)

12月17日 3世紀東アジアの文物と交流 (4)

黒塚古墳出土鉄器：3世紀の鉄器

発表者：水野敏典

(奈良県立橿原考古学研究所)

2022 年

1 月14日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (7)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：礼楽

類 (楽器) 発表者：森下章司

(大手前大学)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：遊戯

類 発表者：向井佑介

(京都大学人文科学研究所)

1 月28日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (8)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：遊戯

類補遺・文房類ほか／曹操高陵出土石

彙 報

― 203―



牌銘選釈 発表者：向井佑介

(京都大学人文科学研究所)

曹操高陵出土石牌

発表者：森下章司 (大手前大学)

2 月 4 日 3世紀東アジアの文物と交流 (5) 中

国で発見された景初三年鏡／画紋帯神

獣鏡の東伝：型式と鉛同位体比からみ

た九子派の動態 発表者：岡村秀典

(京都大学人文科学研究所)

3 月18日 洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈 (9)

曹操高陵・洛陽西朱村曹魏墓出土石牌

の性格 発表者：森下章司

(大手前大学)

洛陽西朱村曹魏墓出土石牌銘釈：総括

と展望 発表者：向井佑介

(京都大学人文科学研究所)

前近代内陸アジアとその隣接地域の文化と社会

班長 稲葉 穣

研究期間 2019 年 4 月−2023 年 3 月 (3 年度目)

研究実施状況

コロナ禍のゆえに全面オンライン形式に移行し，

かねてより会読を進めていた 13世紀ペルシア語地

方史の写本の読解を進めた。結果としてあともう数

頁を残すところまで読み進むことができた。史料会

読についてはオンライン形式はそれなりに適合性が

高いと考える。ただ，最後まで会読し，訳注を整え

る作業が残っているため，一年間の延長を行うこと

とした。

研究班員

所内：稲葉穣，船山徹，稲本泰生，中西竜也，檜

山智美，Erika Forte，慶昭蓉

学内：帯谷知可 (東南アジア地域研究研究所)，

内記理 (文学研究科)，角田哲朗 (文学研

究科)，大津谷馨 (文学研究科)，今松泰

(アジアアフリカ地域研究研究科)，磯貝

健一 (文学研究科)，井谷鋼造 (京都大

学)，吉田豊 (京都大学)

学外：宮本亮一 (東京大学アジア研究図書館)，

和田郁子 (岡山大学社会文化科学研究科)，

真下裕之 (神戸大学人文学研究科)，伊藤

隆郎 (神戸大学人文学研究科)，影山悦子

(名古屋大学人文学研究科)，川本正知

(奈良大学文学部)，入澤崇 (龍谷大学)，

岩井俊平 (龍谷大学龍谷ミュージアム)，

杉山雅樹 (京都外国語大学)，小野浩 (京

都橘大学)，森山央 (同志社大学神学部)，

井上陽 (相愛大学)，上枝いづみ (龍谷大

学)，小倉智史 (東京外国語大学)

研究実施内容

2021 年

4 月 9 日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：川本正知 (奈良大学)

5月14日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：森山央郎 (同志社大学)

5月28日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：森山央郎 (同志社大学)

発表者：角田哲郎 (京都大学)

6 月11日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：角田哲郎 (京都大学)

6 月25日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：角田哲郎 (京都大学)

発表者：稲葉 穣

7月 9日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：稲葉 穣

9 月24日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：杉山雅樹 (京都外国語大学)

10月22日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：角田哲郎 (京都大学)

11月12日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：稲葉 穣

11月26日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読
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発表者：川本正知 (奈良大学)

12月10日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：杉山雅樹 (京都外国語大学)

2022 年

1 月14日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：稲葉 穣

1 月28日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：川本正知 (奈良大学)

2 月25日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：川本正知 (奈良大学)

発表者：小倉智史 (東京外国語大学)

3 月11日 前近代内陸アジアと隣接地域の社会と

文化 ヘラート史会読

発表者：小倉智史 (東京外国語大学)

発表者：稲葉 穣

20世紀中国史の資料的復元 班長 石川禎浩

研究期間 2019 年 4 月−2022 年 3 月 (3 年度目)

研究実施状況

隔週金曜午後に研究班例会を開催することを中心

に活動を進めた。班員は 52 名，毎回の研究班例会

の出席者は 20 名強であった。昨年に引き続き新型

コロナウイルスの感染拡大のため，オンラインある

いはハイフレックス方式による開催となったが，幸

い平常時と同様の規模・質を維持することができた。

特にオンライン開催であることをいかして，新たに

東京・九州・中華人民共和国で活躍する複数の研究

者による積極的な参加を得られたのは収穫であった。

年度内の例会開催回数は 15回を数え，毎回事前に

レジュメを班員に配布し，またコメンテーターをつ

けて，専門的見地から議論を深められるよう工夫し

た。報告用レジュメを事前に班員に配布しているこ

ともあり，議論が活発に行われた。本年度は最終年

度であり，研究班の課題である「資料的復元」にか

んする班員の理解も深まりつつあるものの，新型コ

ロナウイルス拡大の影響により，班員各位の資料収

集活動が充分に行えなかったことは否定できない。

そこで，研究班全体として，納得のいく解釈を提示

できる見通しを得るべく，斑の活動を延長すること

にした。

研究班員

所内：石川禎浩，呉孟晋，都留俊太郎，福家崇洋，

村上衛，瞿艶丹，小堀慎悟

学内：秋田朝美 (経済学研究科)，太田出 (人

間・環境学研究科)，小野寺史郎 (人間・

環境学研究科)，貴志俊彦 (東南アジア地

域研究研究所)，谷雪妮 (文学研究科)，

漆麟 (日本学術振興会)，高嶋航 (文学研

究科)，程天徳 (人間・環境学研究科)，

比護遥 (教育学研究科)，李ハンキョル

(文学研究科)，林淑美 (総合人間学部)，

温秋穎 (教育学研究科)

学外：アルス (大阪大学国際公共政策研究科)，

岡野翔太 (大阪大学人間科学研究科)，郭

まいか (日本学術振興会)，韓燕麗 (東京

大学総合文化研究科)，菊池一隆 (愛知学

院大学文学部)，島田美和 (慶應大学法学

部)，周俊 (東京大学社会科学研究所)，

鄒燦 (南開大学歴史学院)，瀬戸宏 (摂南

大学外国語学部)，瀬辺啓子 (佛教大学文

学部)，宋新亜 (大阪大学言語文化研究

科)，田中仁 (大阪大学法学研究科)，谷

川真一 (神戸大学国際文化学研究科)，団

陽子 (神戸大学国際文化学研究科)，陳瑶

(厦門大学)，鄭成 (早稲田大学社会科学

総合学術院)，土肥歩 (同志社大学文学

部)，中村元哉 (東京大学教養学部)，範

麗雅 (愛知大学中国研究科)，丸田孝志

(広島大学総合科学研究科)，三田剛史

(明治大学商学部)，水羽信男 (広島大学

総合科学研究科)，宮内肇 (立命館大学文

学部)，森川裕貫 (関西学院大学文学部)，

山崎岳 (奈良大学文学部)，楊韜 (佛教大

学文学部)，林礼釗 (大阪大学法学研究

科)，和田英男 (近畿大学)，蒲豊彦 (京

都橘大学)，中原綾 (東京大学人文社会系

研究科)，江田憲治 (明治大学)
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研究実施内容

2021 年

4 月16日 戦没台湾人の慰霊事業と在日台湾人

(1960 年代) 発表者：岡野翔太

(大阪大学言語文化研究科)

コメンテーター：坂井田夕起子

(愛知大学国際問題研究所)

5月 7日 海馬宣言と文壇の市場化

発表者：瀬辺啓子 (佛教大学文学部)

コメンテーター：比護 遥

(京都大学教育学研究科)

5月21日 国民政府期における永定河治水

発表者：島田美和

(慶應義塾大学法学部)

コメンテーター：都留俊太郎

(京都大学人文科学研究所)

6 月 4 日 梁啓超「中国国会制度私議」考

発表者：森川裕貫

(関西学院大学文学部)

コメンテーター：岡本隆司

(京都府立大学文学部)

6 月18日 満洲スポーツ史の基礎資料とその問題

点 発表者：高嶋 航

(京都大学文学研究科)

コメンテーター：谷雪妮

(京都大学文学研究科)

7月 2日 日本の在華資産をめぐる賠償処理問題

について 発表者：団 陽子

(神戸大学国際文化学研究科)

コメンテーター：岡野翔太

(大阪大学言語文化研究科)

9 月24日 毛沢東時代の「内部雑誌」

発表者：周俊

(東京大学社会科学研究所)

コメンテーター：丸田孝志

(広島大学総合科学研究科)

10月 8日 毛沢東と集団指導制

発表者：谷川真一

(神戸大学国際文化学研究科)

コメンテーター：和田英男

(近畿大学)

10月22日 戦時日本の国民精神総動員運動刊行資

料に見る中共イメージ

発表者：鄒燦

(南開大学歴史学院)

コメンテーター：蒲 豊彦

(京都橘大学文学部)

11月 5日 建国初期の青年知識人の社会主義受容

の構造的要因

発表者：鄭成

(早稲田大学社会科学総合学術院)

コメンテーター：水羽信男

(広島大学総合科学研究科)

11月19日 ｢文化漢奸」の裁判：張資平を例に

発表者：祝世潔

(東京大学ヒューマニティーズセンター)

コメンテーター：瞿艶丹

(京都大学人文科学研究所)

12月 3 日 日本の中国近代思想・文学研究史の基

礎史料 発表者：小野寺史郎

(京都大学人間・環境学研究科)

コメンテーター：坂元ひろ子

(一橋大学)

2022 年

1 月21日 画家・溥儒の来日について

発表者：呉 孟晋

(京都大学人文科学研究所)

コメンテーター：朱琳

(東北大学国際文化研究科)

2 月 4 日 反右派闘争における「右派言論集」

発表者：林礼釗

(大阪大学法学研究科)

コメンテーター：中村元哉

(東京大学教養学部)

3 月11日 ジェームズ・カントリー Sun Yat-sen

and the Awakening of China再読

発表者：小堀慎悟

(京都大学人文科学研究所)

コメンテーター：深町英夫

(中央大学国際経営学部)
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古典中国語のコーパスの研究 班長 安岡孝一

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

古典中国語 (漢文) Universal Dependenciesを検

討しつつ，実際にコーパス化をおこなった。具体的

には，詩文として『楚辞』と『唐詩三百首』を，漢

訳仏典として『佛説阿彌陀經』『金剛般若波羅蜜經』

『維摩詰所説經』『摩訶般若波羅蜜大明呪經』を検討

対象とし，順次コーパス化をおこなった。また，こ

れらのコーパスのうち，検討が終了したものから，

Universal Dependencies 2.8.1 ならびに Universal

Dependencies 2.9 として，カレル大学 LINDAT/

CLARINと共同でWWW公開した。また，これま

での研究成果を，論文『古典中国語 (漢文) Uni-

versal Dependencies とその応用』としてまとめ，

情報処理学会論文誌 2022 年 2 月号に掲載した。

研究班員

所内：安岡孝一，池田巧，Christian Wittern，守

岡知彦，白須裕之

学外：山崎直樹 (関西大学外国語学部)，二階堂

善弘 (関西大学文学部)，師茂樹 (花園大

学文学部)，鈴木慎吾 (大阪大学言語文化

研究科)

研究実施内容

2021 年

4 月 9 日 『楚辭』の Universal Dependencies化

4月23日 『漢文訓読の初期条件 (初稿) なぜ孤

立語を膠着語に変換できたのか？』

5月 7日 『古漢語音韻データベース「諸家詩経

韻読」の構築』

5月21日 Universal Dependencies 2.8.1

6 月 4 日 『織田佛教大辞典』の語彙分類

7月 2日 『世界の Universal Dependenciesと係

り受け解析ツール群』

7月16日 『佛説阿彌陀經』の Universal Depen-

dencies化

7月30日 東洋学へのコンピュータ利用 第 34

回研究セミナー

説文小篆に対する漢字構造記述の試み

発表者：守岡知彦

司会：安岡孝一

9月 3日 『金剛般若波羅蜜經』の Universal De-

pendencies化

9月17日 『維摩詰所説經』の Universal Depen-

dencies化

10月 1 日 『面向多領域先秦典籍的分詞詞性一体

化自動標注模型構建』

10月15日 日本語・現代中国語・古典中国語・タ

イ語係り受け解析ツール esupar

11月 5日 NINJAL サロン第 228 回「日本語

Universal Dependenciesにおける単語

分かち書き」報告

11月19日 Universal Dependencies 2.9

12月 3 日 『日本中世和化漢文における非使役

「令」の機能』

12月17日 じんもんこん:-)2021 報告

2022 年

1 月21日 『唐詩三百首』の Universal Depen-

dencies化

北朝石窟寺院の研究Ⅱ 班長 岡村秀典

研究期間 2020 年 4 月−2023 年 3 月 (2 年度目)

研究実施状況

中国山西省大同市に所在する雲岡石窟の原報告

(水野清一・長廣敏雄『雲岡石窟』全十六巻三二冊，

一九五一〜一九五六年) 第十五巻「西端諸洞」の図

版解説，および京都大学人文科学研究所・中国社会

科学院考古研究所編『雲岡石窟』第二〇巻 (科学出

版社東京，二〇一七年) の研究成果をもとに，洛陽

遷都後の雲岡石窟について検討した。また，人文研

所蔵拓本をもとに，原報告第二巻所収「雲岡金石

録」のうち北魏から遼金時代までの石刻を悉皆的に

会読し，その成果を「雲岡石刻録」(仮題) として

来年度の『東方学報』に発表する予定である。

新型コロナウイルス感染症の影響が読めない中，

研究会は ZOOMにより共同研究室でのオンサイト

とオンラインのハイブリッド形式で実施した。東京

など国内の遠隔地や海外の研究者も参加できるため，

共同研究のネットワークを広げる試みにも取り組ん

だ。

研究班員

所内：岡村秀典，安岡孝一，フォルテ・エリカ，
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倉本尚徳，向井佑介，佐藤智水，高志緑，

易丹韵

学内：内記理 (文化財総合研究センター)，檜山

智美 (白眉センター)，冨岡采花 (文学研

究科)

学外：外山潔 (泉屋博古館)，齋藤龍一 (大阪市

立美術館)，山名伸生 (京都精華大・総合

人文学部)，大西磨希子 (佛教大・仏教学

部)，石松日奈子 (東京国立博物館)，濱

田瑞美 (横浜美術大)，北村一仁 (河南農

業大)，篠原典生 (中央大・総合政策学

部)，田林啓 (白鶴美術館)，高橋早紀子

(愛知学院大・文)，苫名悠 (大阪大谷大・

文)，呉虹 (復旦大学・哲学学院)，ア

ヴァンツィ・カルロッタ (秋田県立大)，

王砡人 (京都国立博物館)，上枝いづみ

(金沢大学・人間社会研究域)，黄盼 (中

国社会科学院・考古研究所)，常鈺熙 (北

京大学・考古文博学院)，打本和音 (京都

芸術大学)

研究実施内容

2021 年

6 月29日 雲岡石窟西端諸洞

発表者：岡村秀典

7月20日 雲岡石窟西端諸洞

発表者：岡村秀典

10月5日 雲岡石窟西端諸洞

発表者：岡村秀典

10月19日 雲岡石窟西端諸洞

発表者：岡村秀典

11月16日 雲岡石窟西端諸洞

発表者：岡村秀典

2022 年

1 月18日 雲岡金石録の再検討

発表者：倉本尚徳

2月1日 雲岡金石録の再検討

発表者：倉本尚徳

2月15日 雲岡金石録の再検討

発表者：倉本尚徳

3月15日 雲岡金石録の再検討

発表者：倉本尚徳

中国在家の仏教観：唐道宣撰『広弘明集』を読む

班長 船山 徹

研究期間 2020 年 4 月−2024 年 3 月 (3 年度目)

研究実施状況

今年度は『廣弘明集』巻二十六に収める梁の武帝

「断酒肉文」を会読し，昨年から継続して 2021 年

12 月に全文を読み切り，訳注を作成した。続いて

同月に班長が全体を振り返り，「梁武帝「斷酒肉文」

の特徴」と題する総括をした。その後，在家信徒の

仏教観を示す原典資料として『廣弘明集』巻十九に

収める一連の著作の会読を始めた。

研究班員

所内：船山徹，稲本泰生，稲葉穣，ウィッテルン，

クリスティアン，倉本尚徳，古勝隆一，中

西竜也，石垣章子

学内：中村慎之介 (文学研究科)

学外：河上麻由子 (大阪大学文学研究科)，魏藝

(龍谷大学)，趙ウニル (京都国立博物館)，

中西俊英 (京都女子大学)，久永昂央 (東

大寺ミュージアム)，村田みお (近畿大学

国際大学)

研究実施内容

2021 年

4 月16日 中国在家の仏教観 梁武帝「断酒肉

文」会読 発表者：中西竜也

5月 7日 同 同 発表者：魏藝

(龍谷大学大学院学生)

5月21日 同 同 発表者：趙ウニル

(京都国立博物館)

6 月 4 日 同 同 発表者：倉本尚徳

6月18日 同 同 発表者：船山 徹

7月 2日 同 同 発表者：船山 徹

9月17日 同 同 発表者：稲本泰生

10月 1 日 同 同 発表者：中村慎之介

(文学研究科学生)

10月15日 同 同 発表者：船山 徹

10月29日 同 同 発表者：趙ウニル

(京都国立博物館)

11月19日 同 同 発表者：魏藝

(龍谷大学大学院学生)

12月 3 日 同 同 発表者：趙ウニル
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(京都国立博物館)

12月17日 同 梁武帝「断酒肉文」の特徴

発表者：船山 徹

2022 年

2 月18日 同 陸雲「御講波若經序」

発表者：船山 徹

3月 4日 同 同 発表者：魏藝

(龍谷大学大学院学生)

チベット文明の継承と史的展開の諸相

班長 池田 巧

研究期間 2021 年 4 月−2022 年 3 月 (単年度)

研究実施状況

コロナ禍の影響で B班の研究報告書『チベット

の歴史と社会』の刊行が遅れ，企画していた出版記

念講演講演会を開催することができなかった。その

ため C班として 1 年間の活動の継続延長を行なっ

た。研究報告書『チベットの歴史と社会』出版記念

講演会は，人文研アカデミーの活動の一環として企

画し，ウェブセミナー形式の連続講座を前期に 4回

にわたって開催した。連続セミナーの終了後は，研

究班の月例会を継続し，後期は研究情報の交換を行

うとともに，平成 4 年度からの新たな共同研究班の

開催準備などを行なった。また 3月上旬には東京外

国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の基幹研

究との共催で，東京外大 AA研にてシンポジウム

「詩歌から広がるチベット世界」を開催した。

研究班員

所内：池田巧，稲葉穣，中西竜也，西田愛，野原

将揮

学内：熊谷誠慈 (こころの未来研究センター)，

マルク=アンリ・デロッシュ (総合生存学

館)，安田章紀 (京都大学こころの未来研

究センター)

学外：岩尾一史 (龍谷大学文学部)，大川謙作

(日本大学文理学部)，別所裕介 (駒沢大

学総合教育研究部)，星泉 (東京外国語大

学アジアアフリカ言語文化研究所)，根本

裕史 (広島大学大学院・文学研究科)，海

老原志穂 (東京外国語大学)，山本明志

(大阪国際大学経営経済学部)，小西賢吾

(金沢星稜大学人文学部)，山本達也 (静

岡大学人文社会科学部)，小野田俊蔵 (佛

教大学歴史学部)，三宅伸一郎 (大谷大

学)，小松原ゆり (明治大学文学部)，村

上大輔 (駿河台大学・現代文化学部)，井

内真帆 (神戸市外国語大学)，加納和雄

(駒澤大学仏教学部)，小林亮介 (九州大

学・比較社会文化研究院)，岩田啓介 (筑

波大学人文社会系)，池尻陽子 (関西大学

文学部)，大西啓司 (龍谷大学仏教文化研

究所)，黒田有誌 (龍谷大学文学研究科)，

大羽恵美 (金沢大学国際文化資源学研究

センター)，長岡慶 (関西大学社会学研究

科)

研究実施内容

2021 年

4 月17日 人文研アカデミー 2021『チベットの

歴史と社会』 出版記念連続セミナー

ヒマラヤ世界のウチとソト：受容と交

流のチベット史

司会：岩尾一史 (龍谷大学)

発表者：井内真帆

(白眉准教授 文学研究科)

発表者：小松原ゆり

(明治大学 非常勤)

5月15日 人文研アカデミー 2021『チベットの

歴史と社会』 出版記念連続セミナー

高地における家畜との暮らし：チベッ

ト高原の牧畜社会 司会：池田 巧

発表者：別所裕介 (駒澤大学)

発表者：海老原志穂

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所 研究員)

6 月19日 人文研アカデミー 2021『チベットの

歴史と社会』 出版記念連続セミナー

言語文化の継承と変容：広がりゆくチ

ベット語の世界 司会：岩尾一史

(龍谷大学)

発表者：星 泉

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所)
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発表者：池田 巧

7月17日 人文研アカデミー 2021『チベットの

歴史と社会』 出版記念連続セミナー

日常の信仰と世界観：チベットの民間

宗教とポン教 司会：池田 巧

発表者：村上大輔 (駿河台大学)

発表者：小西賢吾 (金沢星稜大学)

10月16日 研究情報交換会

12月18日 研究班月例会

アムド・チベット語におけるモンゴル

語からの借用語─牧畜文化語彙を中

心に 発表者：海老原志穂

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所 研究員)

ミボー (mi bogs) 関連文書を読む：

チベット旧社会における身分・契約・

自由をめぐる諸問題

発表者：大川謙作 (日本大学)

2022 年

2 月19日 研究班月例会

研究概要紹介

発表者：ドルジェツェデン

(青海民族大学)

『清朝支配の形成とチベット』(汲古書

院) 刊行によせて

発表者：岩田啓介 (筑波大学)

3 月 5日 シンポジウム「詩歌から広がるチベッ

ト世界」 司会：星 泉

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所)

詩と歌をめぐる議論：チベット学会パ

ネルディスカッション Q&A

発表者：ジャブ (青海師範大学)

エチュードとしての古典詩：チベット

文学の本質に迫る 発表者：根本裕史

(広島大学)

長いヤンタル 発表者：大川謙作

(日本大学)

詩歌とリズム 発表者：星 泉

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所)

詩歌と朗読 発表者：ラジャブン

(総合研究大学院大学)

朗読ワークショップ

発表者：ラジャブン

(総合研究大学院大学)

占いと詩歌 発表者：西田 愛

(京都大学人文科学研究所)

Pelliot tibétain 1286 と Pelliot tibétain

1287 ─原型「王統譜」・「宰相譜」か

ら現状二巻本「古代チベットクロニク

ル」の生成 発表者：今枝由郎

(京都大学)

総合討論 コメンテーター：崔境眞

(東京大学)

3 月 6 日 シンポジウム「詩歌から広がるチベッ

ト世界」 司会：星 泉

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所)

口承文学の伝統と詩歌

発表者：三宅伸一郎 (大谷大学)

現代詩と女性 発表者：海老原志穂

(東京外国語大学研究員)

古代の記憶と詩歌 発表者：岩尾一史

(龍谷大学)

総合討論 コメンテーター：岩田啓介

(筑波大学)

ゲンドゥン・チュンペルの詩的世界

発表者：三浦順子

(東京外国語大学アジア・アフリカ

言語文化研究所共同研究員)

文人ツェリン・ワンゲルが生きた時代

発表者：小松原ゆり

(明治大学非常勤講師)

東方文化研究所旧蔵漢籍の整理と研究

班長 矢木 毅

研究期間 2021 年 4 月−2026 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

『和刻本十選』と題する図録を東アジア人文情報

学研究センターより刊行し，リポジトリ紅にも掲載

した。また「印譜の会」の名義で連続セミナー「は
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んこの文字の話」(オンライン) を開催し，8月 26

日，9 月 2 日，9 月 9 日，9 月 16 日の 4 回にわたっ

て，学生及び一般市民，のべ 75名 (スタッフを除

く) の来聴を得た。

研究班員

所内：矢木毅，高井たかね，永田知之，藤井律之，

福谷彬，古松崇志，宮宅潔，瞿艷丹，楊維

公

学内：道坂昭廣 (人間・環境学研究科)

学外：小野木聡 (大谷大学文学部)

研究実施内容

2021 年

4 月21日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：矢木 毅

4 月28日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：矢木 毅

5月12日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：矢木 毅

5月19日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属

発表者：高井たかね

5月26日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属

発表者：高井たかね

6月 2日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属

発表者：高井たかね

6月 9日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：永田知之

6 月23日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：永田知之

6 月30日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：永田知之

7月 7日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：福谷 彬

7月14日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：福谷 彬

7月21日 東方文化学院京都研究所漢籍目録 集

部別集類金元之属 発表者：福谷 彬

7月28日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部経

注疏合刻類 発表者：藤井律之

10月13日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部易

類 発表者：古松崇志

10月20日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部易

類 発表者：古松崇志

10月27日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部易

類 発表者：古松崇志

11月17日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：宮宅 潔

11月24日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：宮宅 潔

12月 1 日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：宮宅 潔

12月 8日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：矢木 毅

12月15日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：矢木 毅

12月22日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：矢木 毅

2022 年

1 月 5日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：高井たかね

1月12日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：高井たかね

1月19日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：高井たかね

1月26日 東方文化研究所続増漢籍目録 経部書

類 発表者：永田知之

漢籍共同研究システムの構築

班長 ウィッティルン クリスティアン

研究期間 2021 年 4 月−2026 年 3 月 (1 年度目)

研究実施状況

今年度は 5年計画の初年度になります。毎回の研

究会は Zoomで行い，オーストラリアからヨーロッ

パまで海外からの参加者は多いため，日本時間の午

後五時からの異例な形でスタートしましたが，初め

ての顔合わせからスムーズに実施できました。年度

の初めから先ず班長から研究班の目的と実施方法を

説明し，そうして班員から自らの研究テーマと研究

班で目指している共同研究プラットフォームについ

て報告を行いました。間にはプラットフォームの現
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状についての報告や，テーマ別の総合的な議論も行

いました。または，共同研究で行う訳注の実際の作

業の実験として，劉劭 (2世紀-3世紀ごろ) の「人

物誌」の会読を始めました。

研究班員

所内：Wittern, Christian，安岡孝一，守岡知彦

学 外：Harbsmeier, Christoph (University of

Oslo, Norway)， Schimmelpfennig,

Michael (Australian National Univer-

sity College of Asia and the Pacific,

Australian Centre on China in the

World)， Stanley-Baker, Michael

(Nanyang Technological University Lee

Kong Chian School ofMedicine / School

of Humanities)，Schwermann, Chris-

tian (Ruhr University Bochum Depart-

ment of Chinese Language and Lite-

rature)，Wilke, Tobias (Ruhr Univer-

sity Bochum Department of Chinese

Language and Literature)，Sehnal,

David (Heidelberg University Center

for East Asian Studies)，Zádrapa,

Lukáš (Charles University Institute of

East Asian Studies)，Plassen, Jörg

(Ruhr University Bochum Department

of Religious Studies)，Diakoff, Harry

(Independent Scholar)，Osterkamp,

Sven (Ruhr University Bochum De-

partment of Japanese Language and

Literature)，Fahr, Paul (Ruhr Uni-

versity Bochum Department of Chinese

Language and Literature)，重田みち

(京都芸術大学)

研究実施内容

2021 年

4 月23日 General introduction

発表者Wittern, Christian

5月14日 A closer look at TLS ; its history in

comparative perspective, its aspira-

tions and its implementation in File-

maker 発表者 Harbsmeier, Christoph

5月28日 How to Do Things with Semantic

Ontologies : The Conceptual Taxo-

nomy of the TLS

発表者 Schwermann, Christian

6 月11日 Overview of CHISE : its Chinese

Character ontology and some appli-

cations 発表者Morioka,Tomohiko

6 月25日 Searching for Knowledge : Discovery

of Term Clusters Across Primary

Sources with DocuSky

発表者：Stanley-Baker,Michael

7月 9日 A closer look at hxwd. org and how the

TLS is implemented there

発表者：Wittern, Christian

9 月24日 TLS Practice : Reading 人物誌

司会：Harbsmeier, Christoph

10月 8日 TLS Update on technical issues

発表者：Wittern, Christian

10月22日 TLS Practice : Reading 人物誌

司会：Harbsmeier, Christoph

11月12日 TLS Practice : Reading 人物誌

司会：Harbsmeier, Christoph

11月26日 How to locate exegetical hot spots? A

wish list arising out of a laboratory

report involving commentaries on

“The Lord that Resides in the Clouds”

(雲中君) from the anthology Songs of

Chu (楚辭)

発表者：Schimmelpfennig,Michael

12月10日 New developments in the TLS data-

base 発表者Wittern, Christian

2022 年

1 月14日 Some thoughts on medium-term

desiderata for the TLS, focusing on

text search functionality

発表者 Plassen, Jörg

1 月28日 Next steps for the TLS Website

発表者Wittern, Christian

秦漢法制史料の研究 班長 宮宅 潔

研究期間 2021 年 4 月−2026 年 3 月 (1 年度目)
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研究実施状況

岳麓書院所蔵簡《秦律令 (壹)》の会読を進め，

約 80 簡を読了した。その成果の一部は「訳注稿

その (四)」として，『東方学報』誌上に発表した。

同時に，訳注の単行本化に向けて，付載する研究

ノートの予備発表を開始した。里耶秦簡〔壹〕の会

読もこれと平行して行い，これについては関係論文

を中国・武漢大学の HP「簡帛網」に投稿し，掲載

された。

研究班員

所内：宮宅潔，古勝隆一，藤井律之，陳捷

学内：宗周太郎 (文学研究科)，斎藤賢 (文学研

究科)，西真輝 (文学研究科)，章瀟逸

(人間環境学研究科)

学外：土口史記 (岡山大学)，目黒杏子 (京都府

立大学)，角谷常子 (奈良大学)，鷹取祐

司 (立命館大学)，佐藤達郎 (関西学院大

学)，安永知晃 (関西学院大学)，郭聡敏

(立命館大学)，畑野吉則 (奈良文化財研

究所)，金秉駿 (ソウル大学)，楊長玉

(雲南民族大学)，曹天江 (清華大学)，太

田麻衣子 (国士舘大学)

研究実施内容

2021 年

4 月 2 日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕313-324

発表者：宮宅 潔

4 月 9 日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕313-324

発表者：宮宅 潔

4 月16日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕313-324

発表者：宮宅 潔

4 月23日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕325-336

発表者：鷹取祐司 (立命館大学)

4 月30日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕325-336

発表者：鷹取祐司 (立命館大学)

5月 7日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕325-336

発表者：鷹取祐司 (立命館大学)

5月14日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕325-336

発表者：鷹取祐司 (立命館大学)

5月21日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕337-345

発表者：畑野吉則

(奈良文化財研究所)

5月28日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕337-345

発表者：畑野吉則

(奈良文化財研究所)

6 月 4 日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕337-345

発表者：畑野吉則

(奈良文化財研究所)

6 月11日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕346-353

発表者：齊藤 賢 (文学研究科)

6 月18日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕346-353

発表者：齊藤 賢 (文学研究科)

6 月25日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕346-353

発表者：齊藤 賢 (文学研究科)

7月 2日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕354-363

発表者：藤井律之

7月 9日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕354-363

発表者：藤井律之

7月16日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕354-363

発表者：藤井律之

7月30日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕364-373

発表者：目黒杏子 (京都府立大学)

9 月 3 日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕364-373

発表者：目黒杏子 (京都府立大学)

9 月10日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1145〜⑧

1187 発表者：宗周太郎

(文学研究科)

9 月17日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕364-373

発表者：目黒杏子 (京都府立大学)

9 月24日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1074〜⑧

1109 発表者：佐藤達郎

(関西学院大学)

10月 1 日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕374-382

発表者：安永知晃 (関西学院大学)

10月15日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1145〜⑧

1187 発表者：宗周太郎

(文学研究科)

10月22日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕374-382

発表者：安永知晃 (関西学院大学)

10月29日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1145〜⑧

1187 発表者：宗周太郎

(文学研究科)

11月 5日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕374-382

彙 報

― 213―



発表者：安永知晃 (関西学院大学)

11月19日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1145〜⑧

1187 発表者：宗周太郎

(文学研究科)

11月26日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕383-391

発表者：章瀟逸 (人間環境学研究科)

12月 3 日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1145〜⑧

1187 発表者：宗周太郎

(文学研究科)

12月10日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕383-391

発表者：章瀟逸 (人間環境学研究科)

12月17日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1188〜⑧

1221 発表者：畑野吉則

(奈良文化財研究所)

2022 年

1 月 7日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕383-391

発表者：章瀟逸 (人間環境学研究科)

1 月14日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1110〜⑧

1143 発表者：目黒杏子

(京都府立大学)

1 月21日 岳麓簡会読 岳麓〔肆〕383-391

発表者：章瀟逸 (人間環境学研究科)

1 月28日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1188〜⑧

1221 発表者：畑野吉則

(奈良文化財研究所)

2 月 4 日 岳麓簡訳注考証篇予備発表

｢廷内史郡二千石官共令」をめぐって

発表者：宮宅 潔

執法 発表者：土口史記 (岡山大学)

2 月18日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1188〜⑧

1221 発表者：畑野吉則

(奈良文化財研究所)

2 月25日 岳麓簡訳注考証篇予備発表

質 発表者：宗周太郎 (文学研究科)

｢君子」・「君子子」小考

発表者：齊藤 賢 (文学研究科)

3 月 4 日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1110〜⑧

1143 発表者：目黒杏子

(京都府立大学)

3 月11日 岳麓簡訳注考証篇予備発表

属・尉佐 発表者：西 真輝

(文学研究科)

西工室

発表者：林怡冰 (文学研究科)

3 月18日 里耶秦簡会読 里耶秦簡⑧ 1110〜⑧

1143 発表者：目黒杏子

(京都府立大学)

個人研究

人文学研究部

近世社会解体過程の研究 岩城 卓二

近代西洋音楽史 岡田 暁生

戦前期日本の工業化と華僑ネットワーク

籠谷 直人

イギリス・アイルランド近現代史 小関 隆

技術・自然・(ポスト) 現代性の思想─哲学的探求

佐藤 淳二

近代天皇制の文化史的研究 高木 博志

近代日本美術と西洋 高階絵里加

人種・エスニシティ論 竹沢 泰子

精神分析的知の思想史的位置づけ 立木 康介

西アフリカと南アジアの宗教，憑依，間身体性

石井 美保

近代トランスコーカサス (特にグルジア) における

匪賊 伊藤 順二

近現代日本の社会史，思想史，技術史

KNAUDT,Till

近現代日本の社会経済と環境 小堀 聡

東アジアにおける生命科学と「自然」 瀬戸口明久

〈非人間〉の歴史と記憶の存在論 直野 章子

近現代日本の社会運動・社会思想 福家 崇洋

農業史の再構築 藤原 辰史

フランス象徴主義と文学的モデルニテ 森本 淳生

共同的認識実践の歴史 岡澤 康浩

近代日本民俗誌システムの研究 菊地 暁

啓蒙と文学―アドルノ美学における「人間性」の位

置づけ 藤井 俊之

近代フランス文学・芸術における「遊戯」jeuの再

検討 藤野 志織
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東方学研究部

川西走廊の漢藏諸語の記述研究 池田 巧

中国共産党史の研究 石川 禎浩

イスラーム東漸史の研究 稲葉 穣

東アジア仏教美術史の研究 稲本 泰生

仏教研究知識ベース―禅仏教を例として

WITTERN, Christian

古代中国の考古学研究 岡村 秀典

中国注釈学史研究 古勝 隆一

中央アジア東部の仏教文化 FORTE, Erika

インド・中国における仏教の学術と実践

船山 徹

10〜13世紀ユーラシア東方における王朝間関係の

研究 古松 崇志

秦漢制度史の研究 宮宅 潔

高麗官僚制度研究 矢木 毅

文字コード理論 安岡 孝一

六朝隋唐仏教史の研究 倉本 尚徳

中国絵画史の研究 呉 孟晋

中国イスラームの研究 中西 竜也

中国中世近世の文学理論 永田 知之

東アジア伝統科学の研究 平岡 隆二

歴史考古学的方法にもとづく中国文化研究

向井 佑介

近代華南沿海の社会経済制度の変容 村上 衛

東方学における対象の論理学的研究 白須 裕之

中国家具とその使用に関する研究 高井たかね

20世紀台湾農業経済の変容と自治・自律

都留俊太郎

南宋期道学の経書解釈 福谷 彬

中国古代中世の官制史 藤井 律之

東西資料によるモンゴル時代の文化交流と諸制度の

研究 宮 紀子

文字定義情報に基づく文書表現系に関する研究

守岡 知彦

近世以降日本における中国の戯曲と小説の受容

楊 維公

事業概況

・人文研アカデミー講演会「現在性におけるフー

コー〜イタリア学派の視点から〜」

2021年 4 月11日〜 5月 9日 (Web配信)

生政治批判 Maurizio LAZZARTO

西洋文化の現在性および普遍化の考古学的診断─

フーコーのチュニス講義 Orazio IRRERA

コメンテーター：市田 良彦，佐藤 嘉幸，

廣瀬 純，箱田 徹

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年 4 月23日 (Zoomで開催)

Studying Women and Networks in the Late

Tokugawa Period : The Case of the Rai Family

講演者：Bettina Gramlich-Oka (上智大学)

・よみがえったイソップ絵巻『絵入巻子本「伊曽保

物語」』刊行記念トークイベント

2021年 5月21日 (Zoomで開催)

伊曽保物語の「ぱすとる」(羊飼い) ─キリシタン

版と国字本をつなぐことば

岸本 恵実 (大阪大学准教授)

伊曽保物語と翻訳底本 ─文字と画を比べながら

兵頭 俊樹 (和歌山大学准教授)

奈良絵本・絵巻としての西洋文学─絵入巻子本

『伊曽保物語』の意義

ローレンス・マルソー

(イタリア東方学研究所客員研究員)

ディスカッサント：荒木 浩

(国際日本文化研究センター教授)

・人文研アカデミー 2021『チベットの歴史と社会』

出版記念連続セミナー

2021年 4 月17日， 5月15日， 6月19日， 7月17日

(Zoomで開催)

4 月17日 (土) ヒマラヤ世界のウチとソト：受容

と交流のチベット史

井内 真帆，小松原ゆり

5月15日 (土) 高地のおける家畜との暮らし：チ
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ベット高原の牧畜社会

別所 裕介，海老原志穂

6 月19日 (土) 言語文化の継承と変容：広がりゆ

くチベット語の世界

星 泉，池田 巧

7月17日 (土) 日常の信仰と世界観：チベットの

民間宗教とポン教

村上 大輔，小西 賢吾

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年 5月28日 (Zoomで開催)

Datsuebaʼs Role in Structuring Religious Land-

scapes : Risshakuji in Yamagata and the Pilgrimage

Route to Atsuta Shrine

講演者：Chihiro Saka

(龍谷大学世界仏教文化研究センター)

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年 6 月18日 (Zoomで開催)

Scriptures and Their Deployment : Two Examples

of Sacred Works (Shōgyō 聖教) from Early Medi-

eval Japan

講演者：Brian Ruppert

(龍谷大学世界仏教文化研究センター)

・人文研アカデミー 2021 夏期公開講座『名作再

読』

2021年 7月10日 (Zoomで開催)

エベネザー・ハワード『明日の田園都市』とその日

本での展開について 守岡 知彦

憑依とうた─桑原武夫と金井美恵子の批評から考

える 石井 美保

豊穣な言語の森を俯瞰する『言語類型地理論』

池田 巧

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年 7月19日 (Zoomで開催)

Health and Modern Warfare : Locating Medical

History in Japanʼs Long Nineteenth Century

講演者：Ken Daimaru (パリ大学)

・人文研アカデミー 2021連続セミナー『はんこの

文字の話〜人文研の蔵書と蔵書印〜』

2021年 8 月26日， 9 月 2 日， 9 月 9 日， 9 月16日

(Zoomで開催)

8月26日 (木) 手取り足取り─基本の部首

矢木 毅

9 月 2 日 (木) 蔵書でみる人文研の歴史

矢木 毅

9 月 9 日 (木) 蔵書家の群像 (1) ─旅する書物

永田 知之

9 月16日 (木) 蔵書家の群像 (2) ─大きな印と

小さな印 古勝 隆一

・人文研アカデミー 2021オンライン連続セミナー

『龍門石窟─研究の軌跡と現在』

2021年10月 7日， 10月14日， 10月21日， 10月28日

(Zoomで開催)

10月 7日 (木) 龍門石窟の造像と石刻文─その歴

史と近代人の視線 稲本 泰生

10月14日 (木) 北魏洛陽の宮殿と寺院を掘る

向井 佑介

10月21日 (木) 唐代龍門石窟と浄土信仰

倉本 尚徳

10月28日 (木) 龍門石窟と周辺の僧院─奉先寺址

の発掘 フォルテ・エリカ

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年10月11日 (Zoomで開催)

Emperor of Shadows : Napoleon and the Japanese

Imagination (1800-1900)

講演者：François Lachaud

(フランス国立極東学院)

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年10月28日 (Zoomで開催)

Weather and Local Knowledge : Forecasting Stra-

tegies in Japanese Small-Scale Fisheries

講演者：Giovanni Bulian

(ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学)
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・北白川 EFEO サロンワークショップ『Aspects

of Lived Religion in Late Medieval and Early

Modern Japan』

2021年11月13日 (Zoomで開催)

・人文研アカデミー 2021 シンポジウム『考古学か

らみた古代東アジアの馬利用』

2021年11月21日 (Zoomで開催)

ウマの家畜化─騎乗までの道程 中村 大介

(埼玉大学大学院人文社会科学研究科准教授)

駿馬と鈍牛─中国古代の車文化史 岡村 秀典

牧馬の育成─中国古代養馬史の再構築

菊地 大樹 (蘭州大学歴史文化学院教授)

馬車から騎馬へ─胡服騎射から舞馬・撃毬まで

向井 佑介

鐙の出現─騎馬東伝の原動力

諫早 直人 (京都府立大学文学部准教授)

司会：篠原 徹

(滋賀県立琵琶湖博物館名誉館長・

国立歴史民俗博物館名誉教授)

講評：白石 典之 (新潟大学人文学部教授)

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年11月29日 (Zoomで開催)

Thoughts on the Cult of Tokugawa Ieyasu as the

Great Avatar

講演者：Timon Screech

(国際日本文化研究センター)

・『GRIHL II』刊行記念シンポジウム 文学に働

く力，文学が発する力─権威・検閲・文学場

2021年12月11日

於 京都大学人文科学研究所本館セミナー室 1

(同時に Zoomで配信)

文学の領分─文学は何を伝えるのか

野呂 康 (岡山大学全学教育学生支援機構

基幹教育センター准教授)

レチフ，あるいは，どぶ川のルソー─文学場の周

縁とマイナー作家性 森本 淳生

19 世紀末フランスで裁かれた文学，その後─リ

シュパン，マンデスを例として

中畑 寛之 (神戸大学大学院人文学研究科教授)

コメンテーター：山上 浩嗣

(大阪大学大学院文学研究科教授)

・人文研アカデミー 2021「統治と民衆文化からみ

る 19世紀日本─平野克弥『江戸遊民の擾乱』を

読む」合評会

2021年12月12日 (Zoomで開催)

著者：平野 克弥 (UCLA)

評者：成田 龍一 (日本女子大学名誉教授)

評者：内藤千珠子 (大妻女子大学)

司会：竹沢 泰子

・Kyoto Lectures 2021 on Zoom

2021年12月15日 (Zoomで開催)

The circulation of Playful Energy in Early Modern

Japanese Popular Culture

講演者：LauraMoretti (ケンブリッジ大学)

・ボードレール生誕 200周年記念 〈時間−生〉芸

術の研究─ボードレールとその受容

2021年12月18日，12月19日

於 京都大学人文科学研究所本館 4階大会議室

(同時に Zoomで配信)

Ⅰ．ボードレール研究 (司会：廣田 大地)

『人工楽園』における時間と空間

清水まさ志 (鳥取大学地域価値創造研究教育機構)

タイムマシン・ボードレール

廣田 大地 (神戸大学大学院国際文化学研究科)

ボードレールにおける『現在の表現』とジャーナリ

ズム 佐々木 稔 (愛知学院大学)

渇きと時間：分裂と『悪の花』のコラージュ

小倉 康寛 (南山大学外国語学部)

Ⅱ．その受容と広がり (司会：坂巻 康司)

ボードレールとヴァレリー：『蛇』をめぐる変奏

鳥山 定嗣 (名古屋大学大学院人文学研究科)

ボードレールが終わったところから始める：マラル

メの文学的〈生〉について

中畑 寛之 (神戸大学大学院人文学研究科)

Ⅲ．哲学，音楽，作家 (司会：森本 淳生)

瞬間と疲労：初期レヴィナスにおけるボードレール
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解釈 服部 敬弘 (同志社大学文学部)

『万物照応』，ドビュッシーとボードレールの時間

青柳いづみこ (大阪音楽大学)

多様性と『生命力の移動』 平野啓一郎

・Kyoto Lectures 2022 on Zoom

2022年 1 月26日 (Zoomで開催)

Rakugo as Variety Entertainment ⇆ Rakugo as

Literature

講演者：M.W. Shores (シドニー大学)

・Kyoto Lectures 2022 on Zoom

2022年 2 月14日 (Zoomで開催)

Law, Justice and International Relations at the

Dawn of the Meiji Restoration. The “María Luz”

Incident

講演者：Giorgio Fabio Colombo (名古屋大学)

・第 17 回 TOKYO 漢籍 SEMINAR『デジタル漢

籍』

2022年 3 月 7日

於 一橋大学一橋講堂中会議場

開会挨拶 池田 巧

デジタル漢籍の誕生 ChristianWittern

デジタル時代の漢籍の楽しみ方 永崎研宣

(一般財団法人人文情報学研究所主席研究員)

漢字から漢語へ，漢語から漢文へ 安岡 孝一

司会：永田 知之

・Kyoto Lectures 2022 on Zoom

2022年 3 月18日 (Zoomで開催)

Urbane Waters. The Worldliness of Gion, ca. 1825

講演者：Stephen Roddy (サンフランシスコ大学)

招へい研究員

・平野 克弥 UCLA歴史学部准教授

人種主義の環太平洋的形成：なぜアイヌはインディ

アンと比較されたか？

(文化生成研究客員部門) 受入教員 竹沢教授

期間 2021年 9 月 1 日〜2021年12月25日

招へい外国人学者

・MARCEAU, Lawrence Edward イタリア東方学

研究所客員研究員

近世日本における『イソップ寓話集』の受容

受入教員 稲葉教授

期間 2020年12月18日〜2021年12月17日

・MARQUET, Christoph Michel フランス国立極

東学院院長

民画の東西比較研究

受入教員 稲葉教授

期間 2021年 6 月28日〜2021年 9 月 5日

・HUBBARD, James Bert スミス大学教授

中国・日本仏教文献/仏教と脳科学に関する研究

受入教員 Wittern教授

期間 2021年10月 1 日〜2022年 9 月30日

・Duojiecaidan 青海民族大学准教授

日本におけるチベット学と西域研究の展開―宗

教哲学と仏教文化を中心に―

受入教員 Wittern教授

期間 2022年 2 月10日〜2022年 7月31日

・OʼRIAIN, Rebecca Chiyoko メイヌース大学講師

／准教授

The Transnational World of Japanese Popular

Culture

受入教員 竹沢教授

期間 2022年 3 月 8日〜2022年 3 月19日

外国人共同研究者

・頼 霈澄 台湾大学文学院中国文学系博士候選人

晩明清初における僧詩選集の研究

受入教員 永田准教授

期間 2020年11月16日〜2021年11月15日

・余 柯君 復旦大学博士後

金剛智，善無畏梵漢対音譜と漢語中古音の研究

受入教員 永田准教授
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期間 2020年11月24日〜2021年11月23日

・易 丹韵 早稲田大学大学院文学研究科博士後期

課程

仏教宇宙観の中国的展開に関する研究― 5〜13

世紀の「世界図」制作を手掛かりに―

受入教員 倉本准教授

期間 2021年 5月 6日〜2023年 5月 5日

外国人研究生

・石垣 章子

漢訳仏典として位置付けられた疑偽経典の成立と

思想の系譜

受入教員 船山教授

期間 2018年 4月 1日〜2023年 3 月31日

・趙 芙蝶

人文科学とデジタル デジタル人文プロジェクト

ユーザー指向のデザイン

受入教員 Wittern教授

期間 2019年10月 1 日〜2021年 9 月30日

・Qianqing Huang

1920 年代，30 年代の日本における被差別部落

受入教員 竹沢教授

期間 2019年10月 1 日〜2021年 9 月30日

・王 含元

中国北方青銅器文化の社会変動

受入教員 岡村教授

期間 2021年 1 月 1 日〜2021年12月31日

・肖 文遠

日中比較の視点からみた暦書時間の近代化

受入教員 村上准教授

期間 2021年 1 月 1 日〜2021年12月31日

・Pelayo Prieto, Miguel Angel

和食前の日本料理。中世・近世日本料理への新し

いアプローチ。

受入教員 藤原准教授

期間 2021年 4 月 1 日〜2023年 3 月31日

・陳 佩瑜

中国清末・民国における「国体」の概念

受入教員 永田准教授

期間 2021年10月 1 日〜2022年 3 月31日

・梁 灝

劉智『天方典禮擇要解』の中の文化交渉―朱子

学との関連に着目して―

受入教員 中西准教授

期間 2021年10月 1 日〜2022年 3 月31日

出版物

紀要

・人文学報 第 117 号 (紀要第 193冊)

2021年 5月31日刊

・人文学報 第 118号 (紀要第 194冊)

2021年11月30日刊

・東方学報 96冊 (紀要第 195冊)

2021年12月25日刊

・ZINBUN number52

2022年 3 月刊

研究報告その他

・センター研究年報 2021

2022年 2 月28日刊

・シナ=チベット系諸言語の文法現象 3 方向接辞

の機能 荒川慎太郎，池田巧編

2022年 2 月28日刊

・シナ=チベット系諸言語の文学現象 5 否定の多

様性 林範彦，池田巧編

2022年 2 月15日刊
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