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                  彙   報

           2006年(平 成18年)1月 ～2006年(平 成18年)12月

                             の背景,成 立,影 響 一 」

     研 究 状 況  6月12日   爵糠璽罐蟹
                        6月26日 「真諦三 蔵 の講義録 にみ るイ ン ドと中

                             国 の文化交 渉」   報告:船 山 徹

        人 文 学 研 究 部         7月10日         田辺明生(会 読)

                        10月16日 「オ リシ ャ崇 拝が お りなす対話的 ・相

複数文化 接触領域 の人文学    班長 田中雅一       互交渉 的な文 化接 触」報告:小 池郁子

 本研究 班 は研究所 付属国 際研究 セ ンターの基幹 プ  10月30日          奥山直司(会 読)

ロジェ ク トの推進 のた めに組織 された。 セ ンターの  11月13日 「トラ ンス カル チ ュ レー シ ョ ンとナ

活 動で あ る7月 の記 念講 演会 や11月 の国際 シ ンポ      シ ョナ リズム ーM.K.ガ ー ンディー

とも連動 して研究会 を進 めて きた。 また成果 の一部       における食,性,健 康 と自己統治(ス

は 「コンタク ト.ゾ ーン 創 刊号』 にて公刊予定 で       ワラー ジ)」    報告:田 辺明生

あ る。本 プロ ジェク トの目的は,従 来 の一 国を単位  11月27日 「東南 ア ジアを中心 とす る 日本人 バ ッ

とする歴 史 ・文学研 究や地域 を単位 とする地域研究       クパ ッカーの研究 」 報告:大 野哲也

の問題点 を踏 まえ,周 辺部 を複数 の文化 が交 わ る接  12月4日         田中祐理子(会 読)

触領域 とと らえ,そ こで の文 化実践 のダイナ ミズム  12月12日 「南 イ ン ド・ス リラ ンカへの イス ラー

を考察 す るこ とであ る。人文学 の分野 は専 門が高度       ム初伝 について」  報告:稲 葉 穣

に細分化 し,宗 教対 立や民族 紛争 など,時 代 の要請

に十分 に対応 で きな いとい う指摘 がなされて久 しい。 移民の近代史 一 束 アジアにおける人の移動 一

本 プ ロジェク トは,こ う した現状 を人文学 が早急 に               班長 水野直樹

克服 しな けれ ばな らな い問題 と認識 し,研 究 内容 な  20世 紀前半 における東 ア ジアの 「人の移動」 「移

らびに組 織化 とい う側面か ら現状克服 の可能性 を探 民」 につ いて,歴 史学,経 済史,社 会学,地 理学な

る。東 ア ジア,南 ア ジア,中 央ア ジアに接触領域 を ど各分野 の研究者 による共 同研 究 と して進めてい る。

選 び,そ の歴史 的かっ現代 的な状況 を研究 する。 隔 日本が支配 した朝鮮 や 「満洲」 を軸 と しなが ら,人

週 でバー ンズ著 『カ ーブル」旅行記 を会読 して当該 の移動 をめ ぐる相互 関係 に も注意を払 って いる。ま

地域 の理 解 を深 め ると同時 に,個 別報告 をお こな っ た,日 本敗戦後 の大変動期 にいかな る形で移動が起

て きた。                   こったか にっ いて の研究 発表 も行なわれた。従来の

 研究 会記録(2006年)            研究 とは異 なる視点 を得 ることがで きると期待 して

 5月15日 田中雅 一 「趣 旨説明」/稲葉 穣(会 読) いる。

 5月29日 「河 口慧海 の 『チベ ッ ト旅行記』 一 そ

                     一239一



                 人  文  学  報

研究会記録(2006年)                  「戦前 期京 都市 にお ける被 差別部 落 の

4月15日 「研究班 を始 めるにあた って」          状況 と在 日朝鮮人」

                水野 直樹              高野 昭雄(ゲ ス ト)

5月27日 「19世紀 ア ジアにお ける自由貿易 と移

     民」         籠谷 直人 虚構 と擬制 一 総合 的 フィクシ ョン研究の試み

     「日本 の移民政策 と朝鮮 人 「内地」 渡                 班長 大浦康介

     航 制 限 一1929年 社会 政 策審 議会 と  2年 目の今年 は,昨 年 に引 き続 きフ ィク ション論

     1934年 閣議決定 をめ ぐって 一」   関係 の基本文献(カ イヨワ,ベ ンサ ム,シ ェフェー

                水野 直樹 ル,ヵ リー)を 読 む とと もに,漫 画,情 報教育,折

6月10日 「内務省 によ る朝鮮 人渡 航管理政策 一 口信夫,日 本近世 の領主支配,イ ン ドの儀礼,フ ェ

     「一時帰鮮証 明書」 制度 について 一」  リー二の映画,コ ーマ ック ・マ ッカー シーの小説,

                福井  譲 現代 日本文学 と文 字の問題 トロ ンプ ・ルイユに関

     (書評 ・紹 介)Uchida Jun,"`Brokers する自由発表 を行 った。虚構性 の定義が班員 のあい

     of empire':Japanese settler col一 だで共有 された とはいえ ないが,フ ィク ション的現

     onialism in Korea,1910-1937"(Har一 象 のす そ野 の広 さは十分 に認識 されっっ ある と思 わ

     vard University,2005, PhD・disser一 れる。最終報告 に向 けた自由発 表の系統づ けが今 後

     tation)        李 昇 嘩 の課題 のひとつ とな ろ う。本年 度 はサ ブカルチ ャー,

7月9日 「日中戦争 期及 び米軍 政期 にお ける在 法学,精 神分析等 における フィク ション問題 の検 討

     朝華僑 の移動 に関す る一考 察」    を予定 して い る。

                李 正 煕 研究会記録(2006年)

     (書評 ・紹介)イ ゴ リ R.サ ヴェ リエ  2月6日 「非虚構 の物 語 か ら作 られ た虚 構 の物

     フ 「移 民 と国家 一極東 ロシアにおけ る       語 はどこまでが虚構 なのかの物語 」

     中国人,朝 鮮人,日 本人移民』(お 茶                   池 田  巧

     の水書 房,2005年2月) 坂 口 満 宏  2月20日 「コ ン ピュ ー タ を使 わ な い情 報 教 育

9月16日 「植 民地 期朝鮮鉄 道 におけ る軍事輸 送       四 ノ巻」        塩 瀬 隆之

     一 シベ リア出兵 ・満州事変 と釜山」   3月6日 「折 口信夫 とモ ドキ としての身体 」

                坂本 悠 一                   川 村 清志

     「朝 鮮族移住史論」   崔 鳳 春  4月17日 「ロジェ ・カイ ヨワ 「遊 び と人 間』 を

10月14日 「植 民地 期 の朝鮮 済州 島にお ける水 産       読む」         近 藤 秀樹

     加 工業 一 歴史地 理学 的ア プローチか  5月8日 「コ ンピュー タの中 の存在 」

     ら 」        河原 典史                  守岡 知彦

     「1927年 植民地 朝鮮 におけ る華僑排 斥  5月22日 「ジェ レ ミー ・ベ ンサ ムの功利主義 的

     事件」         松 田 利彦       フ ィク シ ョン論」    久保 昭博

11月ll日 「「満州」 開拓 か ら戦後 開拓へ 一 京 都  6月5日 「近世 の領 主支 配 は どのよ うに して実

     府の事例 を中心 に 一」 安岡 健一      現 していたのか」    岩城 卓二

     「在満朝鮮人 「民族教育改良運動』 試   6月19日 「儀 礼 にお ける経験 的 リア リテ ィはい

     論」         金 永 哲       か に構 築 され るか」   田辺 明生

12月9日 「アメ リカ占領期 におけ る 『不法入国』  7月3日 「フェ デ リ コ ・フ ェ リー 二 監 督 『8

     朝鮮 人 に対 す る法制 度 の変遷 一 地 方       1/2』(1963)」     石 田 美紀

     レベルでの 「退去強制 」をめ ぐる問題  10月16日 「Cormac McCarthy:越 境 と しての

     を中心 に 一」      福本  拓       フ ィクシ ョン」 フランソワ ●ラ シヨウ
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 11月6日 「中間総括/J.-M,Schaeffer,「 なぜ 切 り,3月 に予定 してい る研 究会 を含 める と計10

      フィク ションか?』 を読む」     回(19報 告)の 開催 とな る。 開催記録 は以下の通

                 大浦 康介 りで ある。人種 をめ ぐる議論のなかで もと くに核心

 11月20日 「現 代 日本文 学 にお ける フィクシ ョン 部 の表象 と表 現 に迫 る努力 を行 った。 また人種 と

      の文字/文 字 のフ ィクシ ョン」    ジェ ンダーの交錯 や ジェンダー表象 そのもの も考察

               セ シル ・サカイ する機会 に恵 まれた。次年度 は成果発表 に向 けて理

 12月4日 「哲 学 的 フ ィク シ ョン論へ の眼差 し一 論的発展 に力点 をお きたい。

      グレゴ リー 。カ リーの仕事」      研究会記録(2006年)

                 河田  学   7月14日 「研究会 再開 と成果発表 につ いて」

 12月18日 「トロ ンプ=ル イユ とは何 か:虚 構 と                  竹沢 泰子

      しての絵画」      高階絵 里加       「Miscegenationの 物 語 一 ア メ リカ

                             合衆 国の人 種秩序の政治 と表象」

共同研究班 「文 明 と言語」    班長 横山俊 夫                   貴堂 嘉之

 当研究班 は,文 明化過程 において言語 とい う社 会   7月15日 「〈顔 が変 る〉一 植民 地朝 鮮 にお け る

媒 体が どのよ うに変容す るか,そ の諸相 を前近代 の       人種 的標識 の く見分 け〉をめ ぐる言説

文芸か ら現代科学 に いたる多様な分 野か ら検討 しよ       一」          李  昇樺

うとの意 で,2002年 度 に発足 。 本年2007年3月,      「ハ ワイのパ ー トジャパ ニ ーズの諸 実

当初予定 した5年 間 の活動 を ほぼ終 え ることができ      践 にみる人種 とエスニ シティの交錯」

た。2007年 度 は,主 と して報告 書 の とりま とめに              森 仁志

あて る予定 であ る。               9月30日 `AUTHENTICATING ALTERITY:

 なお,2006年 にお け る当研 究班 のいわ ば副産物       STEREOTYPES OF THE BLACK

と して,以 下 の もの を刊行 した。              OTHER IN JAPAN AND THE

・資料輪読 の報告書 「難波鉦 一 梅之 部』 共同研究       UNITED STATES(FIG 1)'

 報告拾遺(17世 紀色道書 の現 代上方語訳),人 文                John G, Russell

 研2006.3,同 続 編 『難波鉦 一 松 之部』 人文研       「日米 におけ る 「黒人 身体能 力 ・運動

 2007.3刊 。                      能力(black athleticism)』 表象」

・「はんな り京都 嶋嚢塾」 開催(先 端環境学 の知識                   川島 浩平

 を京 ことばで練 り直す町家 塾,年3回,主 催 三  10月20日 「ゲノ ム医学 研究 にお ける人 類集 団の

 才学林),『 嶋塁塾報 告」 第1冊2006.3,同 第2       呼称 にっいて 一 近年 の動向か ら」

 冊2007.3刊 。                            加藤 和人

・第8回 京都大学 国際 シ ンポ ジウム 「地球社会 の調       「「望楼』 の ヒエ ラルキ ー」金  麗実

 和 あ る共存 に向けて」 開催(2006.11於 バ ンコク, 10月21日 「映画 『橋 のない川』 にみる部 落問題

 京 都大 学国 際交流 推進 機構 7っ の学 内21世 紀       表象」        黒川 み どり

 COE,1研 究 ユ ニ ッ トの合 同企画/と くに現代      「蜂起 の記憶 一 台湾 原住民に関す る民

 科 学技術の言語表 現問題 にっ き三才学林 で準備会       族 心理 学,精 神 医学 的研 究 を め ぐっ

 議 開 催)横 山 共 編 の 和 英 両 文 「中 間 報 告 書』      て」        坂野  徹

 2007.3刊 。                12月1日 「19世 紀 フ ラ ンス にお ける人 種 ・国

                             民 ・文化:思 想史 的考察」

人種 の表象 と表現 をめ ぐる学術 的研究              長谷川一年(ゲ ス ト,同 志社大学 ・

          班長 竹沢泰子 ・小関 隆           帝塚 山学院大 学非常勤講 師)

 本年 度 は,代 表者 の帰国後7月 か ら再 スター トを  12月2日 「アジア系 アメ リカ人 芸術家 た ちの抵

                    一241一
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      抗 と現実 一 中間報告」 竹沢 泰子  9月15日 トク ヴィル と二っ の啓 蒙:フ ラ ンス と

      「人種主義 論再考 一 東 アジア史の視点       アメ リカ,18世 紀 と19世 紀

      か ら」        '與 那覇 潤                   宇野 重規

                         9月29日 フ ローベ ール 『ボ ヴァ リー夫人」 と ト

啓蒙 の運 命           班長 富永 茂樹       ク ヴィル:平 等化 の論 理 の物語 的形象

 本研究班 では,2006年 度に は合計 して16回 の研       化           松澤 和宏

究会 を開催 して(2007年1月 現在),い かに掲 げる  10月6日 マ シュー ・アーノル ドにお ける近代 ・

ような,19世 紀 か ら20世 紀にいた るヨーロッパ の       教養 ・国家       小 田川大典

世界で 《啓蒙》 の観 念が どの ように受容 ・理解(あ  10月20日 メ ランコ リーの運 命:精 神医学 におけ

るいは拒 否 ・誤解)さ れて きたかを,文 学,科 学,       る啓 蒙 と革命      富永 茂樹

音楽 などさまざまな領域 のなかにおいて考察 する報  11月10日 マル クスの イデオ ロギ ー批判

告,ま た この観念 の参照 項 とな る18世 紀 にお ける                  斉藤  渉

思想 ・文化 の変容 を とそ こでのい くっかの問題系 に  1!月17日 ドイ ツ ・ロマ ン主義 と啓蒙

つ いて の報告 をいただ き,そ れぞれ にっ いて実 り多                 久保 昭博

い議論 を導 き出す きっか けとな った。ただ し,現 時  12月1日 ル ソ ー を読 む デ リダ:『 グ ラマ トロ

点で はまだ しかたない ものの,各 自の 「専 門」 の立       ジー』 をめ ぐって    増 田  真

場か ら 《啓蒙》 問題 にアプ ローチす る報告 が少 な く  12月8日 帝国 か ら帝国:レ ナル 「両 イ ン ド史』

はな く,論 点 の整理 と統合,そ して視野 を ヨー ロッ       におけ る 「文明化」 の概念 と世界史 の

パ世界 にとどま らずア ジァにまで広 げてゆ くことが,      誕生         王寺 賢太

来年度 の課題 として残 されてい る。

 また今年度 中には,フ ランスか らマ リー ・レカ= 近代古都研究班        班 長 高木博志

チオ ミス パ リ第10大 学教 授,来 年度には ロシアか  「古都」 とは,天 皇 が いな くな った 「旧都」(も と

らセルゲイ ・カルプ モス クワ世界 史研 究所教授 を のみ や こ)で あ る。1869年 の東 京 「璽 都」(て ん

招 いて,「 啓蒙 の運命」 についての国際的な討論 も と)に よる天皇 の畿 内 よ りの離脱 は,古 代か ら近世

進 あて行 く予定 であ る。            をっ らぬ く王権 の基 盤を編成替 えす る日本史上 の事

 研究会記録(2006年)            件であ り,奈 良 ・京都 という古都形成 の起点 とな る⊂

 4月21日 音楽 における公 空間を ア ドルノはどう  さて 「近代古都 研究」 班 で は,「 近 代京都研究」

      考 えていたか      岡田 暁生 班(2003-2005年 度,丸 山宏 班長)を 発展 させ,

 4月28日 「プ ロテス タンテ ィス ムの倫理 と資本 歴史学 ・建築学 ・造 園学 ・美術史 な どの諸分野の研

      主義 の精神』 にお ける近代 と合理性  究者 による総合的 な研究 をは じめた。「歴史 と都市」

                  白鳥 義彦 をひ とっ の手 が か りと して,京 都 の みな らず,奈

 5月26日 フラ ンスにおけ る新 カ ン ト主義 と共和 良 ・首里 ・伊勢や地 方城下町 とい った 「近代古都」

      主義          北垣  徹 を研究対象 に して ゆ きた い。

 6月9日 ナチズム期 の 「啓蒙」問題      「古都」 は近代 に生 みだ された もので あり,そ の

                 藤原 辰史 言葉 は古都 保存 法(1966年)以 降 の戦後 社会 に定

 6月23日 トマス ・マ ンと啓蒙   吉 田耕太郎 着す る。2003年 に大 津が古都保存 法で指定(10番

 7月7日 啓蒙 と現代 的科学 の問題をめ ぐって  目)さ れ,金 沢等 の城 下町 も対象 として考え られっ

                  田中祐理子 っあ る。 また冠せ られた 「古都」 とい うイメージと

 7月21日 啓蒙主義 あ るいは啓 蒙的な ものとペロ 都市行政の めざす もの は,必 ず しも一 致 したわけで

      ニスム:ア ルゼ ンチ ン史の文脈 のなか ない。「近代京都研究 」班で 明 らか にな ったよ うに,

      で考え る        松下  洋 っねに工業 ・産業振興 を行政 の基盤 にお く京都府や

                     一242一
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市 の姿勢 があ ったこ とな ど,そ の理念 と実態に は歴      よび古都保存 法に関わ る研究会

史 的にズ レがあ った。 したが って研究会で は大わ く            (丸山宏 ・伊従勉 ・上島享)

で,「 古都」(園 田英 弘氏 のい う 「みや こ」 の王宮  10月21日 書 評 会(伊 從勉 「琉球 祭 祀空 間 の 研

性 ・首都性 ・都会性)と みな されて いる場を対象 と       究』)     高木博志 ・岩城 卓二

し,近 世 か ら現代 までのスパ ンで,学 際的 に自由な  11月18日 近代都市 と歴史性一 名古屋 とその周辺

議論 を重 ねて きた。7月22-23日 には,近 江八幡       地域 について      羽賀 祥二

の文化 的景 観の指定,古 都保存法へ の大津 の登録,       敗戦後 にお ける京都御苑 と皇居前広場

中世村落 菅浦の地域構 造な どの検討 を内容 とす る研                   河西 秀哉

修旅行 を行 った。                12月16日 「三都 論」小 考     丸山  宏

 近世 史にっ いて も,「 古都」 の多様性 を考え る上       高 等中学校 制 度の成立 と受容 一 第 三

で も,そ の あ り方 の解明 は不可欠 である。研究会 を      区域(京 都 ・大阪 ・兵庫 ・岡山)を 中

重 ね るなかで,日 本 にお ける 「古都」論 を考え てゆ      心に        田中 智子

けた らと思 う。 また将来的 には慶州 や西安 などのア

ジァの古都や ヨー ロ ッパの古都 について も研究 の射 ア ジァ ・ネ ッ トワー クの研究   班長 籠谷直人

程 に いれて ゆきたい。             市場 の安定 をいか に確保す るのかとい う問題 を,

 班員 岩城卓二,金 文京,高 階絵 里加,谷 川穣, ネッ トワー クを通 して議論 した。近代 の市場秩序 は,

水 野直樹(以 上,所 内),秋 元せ き,井 上章一,井 財産権 の保護,独 占の排除,公 共財 の提供 とい った

原 縁,伊 從勉,内 田和伸,大 場修,岡 村敬二,長 志 公権力が提供す る制度だ けでは維持 で きない。民間

珠 絵,小 野健吉,小 野芳朗,河 西秀 哉,桐 浴邦夫, か らも市 場秩 序の安定を,認 識す ることが必要 であ

工 藤泰子,黒 岩 康博,小 林丈 広,清 水愛子,清 水重 る。た とえば,財 ・サ ーヴ ィスの標準化,団 体 によ

敦,鈴 木栄樹,Henry Smith,高 久嶺之介,田 島 る紛争処理機関 の設置,利 益 の予 想や事業 の意義 を

達也,田 中智子,谷 山正道,中 川理,中 嶋節子,並 説明で きるコーデ ィネー ターの育 成,民 間へのイ ン

木誠士,奈 良勝 司,羽 賀祥二,幡 鎌一弘,原 田敬一,セ ンティヴの供与,な どが必要 であ る。 ある法社会

日向進,廣 瀬千 紗子,福 井純 子,福 島栄寿,藤 原学,制 度 やイデ ォロギ ーだ けで はな く,「道 徳 ・共感 ・

丸 山宏,毛 利紫 乃,本 康宏史,山 上豊,山 田誠,山 慣習 ・儀礼」 などが,広 域 の個 々人の行動 の社会基

田由希代,吉 井敏幸,吉 田栄治郎        盤 となって こそ,市 場取 引に安 全が もち こまれ る。

 研究会記 録(2006年)             人,も の,カ ネ,そ して情報 な どの資源を調 達す

 4月15日 「近代古都 研究」班 の発足 にあた って  るときに,市 場 は 「価格」 によ って,組 織 は 「指

                  高木 博志 令」 によって,そ れを実現 す る。 しか し,震 災な ど

      北垣府政期 の東本願寺  谷川  穣 の環境変化が生 じて,公 権 力の行使 も十分でない と

 5月20日 近世 ・近 代京都 の寺社 と学芸     きに,道 徳 ・共 感 ・慣習 ・儀 礼 を通 して,商 人 の

                  金  文京 ネ ッ トワークが限 られた資源を調達す ることを私た

      平安遷都 千百年紀念祭 をめ ぐって   ちは知 って い る。地 縁や血 縁の ネ ッ トワークは,個

                  小林 丈広 人 の自由な選択 を制 限す ることもあるので,前 近代

 6月17日 都市 と武 家社会 一 古都 論を考 え るた 的とみなされて きたが,あ る程度 の排他性 は,環 境

      あに          岩城 卓二 が激変 した ときに,限 られ た資源 を調達す ることに

      城跡 の近代建築遺構 と移築 された城郭 有効である。 国の 「際」(き わ)に 激変が生 じて も,

      建築遺 構       内田 和伸 公権力 の後援 を うけない アジア商人 のネ ットワーク

 7月22・23日 エ クスカー ション       は,資 源調達 を可 能 にす る。所有権 と契約の履行 に

            (近江八幡 ・大津 ・菅浦) たい して司法 や公権力の後援が な くて も,共 同体や

      近 江八幡水郷 ・大津市 ・菅浦 の景観 お 会員制 組織 は,そ れ なりの排他性 を持 ちっつ も,市
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場 を動かす システムを構築す る。本研究班では,そ               上 田信氏(ゲ ス ト)

の成 果の発表 の場 として,「 華僑華 人 ネ ッ トワー ク

の新世代 」の国 際 シンポ ジウムを開催(2007年9 空間の再審 一 人文 ・社会科 学の新基軸 を求 めて 一

月9日)す る。                                 班長 山室信一

 研究会記録(2006年)             研究会 の趣 旨

 4月14日 「ア ジアにお ける自由貿易の浸透」    空間 とは,時 間 とと もに人間が 自己 と他者 につ い

                 籠谷 直人 て認知 してい くた めの不可 欠 な枠組 みであ り,人 間

 4月28日 「18世紀の清朝 の互市論」      とその社 会の ありか たを追 求すべ き人文 ・社会科学

                 岩井茂樹氏 においては,明 確 な概念規 定 に基 づ く体 系化が要請

 5月19日 「グ ロー バ ル 化/環 境 変容/疫 病 一 されてい る。 しか しなが ら,欧 米近代 の人文 ・社会

      19世 紀 ア ジアにお け るコ レラを中心 諸科学 において は,時 間 こそが基軸 とな ってお り,

      と して」       脇村孝平氏 空間その もの を対象 として捉え る ことに必ず しも成

 6月2日 「市場 と ヒエ ラルキーを越 えて 一 ア ジ 果を挙 げて きたわ けではな い。 しか も,グ ローバ リ

      ア商人 のネ ッ トワーキ ング/20世 紀, ゼー シ ョンの進行 の中で空間 の把握 は時間や速度 に

      華僑送金網 の組織 と動 態」      よって置 き換 え られっっ ある。 しか し,グ ローバ ル

             城 山智子氏(ゲ ス ト) 化によ って生活様式 の平 準化が進 あば進む ほど,機

 6月16日 「イギ リス帝国 とアヘ ン」      構や生態な どの地理 的条 件,都 市 や建 築な どの空間

             後 藤春美氏(ゲ ス ト) 形式の差異の あ りかた こそが,人 間観 ・社会観 そ し

 8月24日 成果報告 ヘル シンキ:国 際経済史学 て世界認識の あ りかたを ます ます規定 して い く可能

      会                性 もまた否定 できない。

      Networks and Empires:Indian Mi一  この共同研究 では,自 然環境 と人間活動 の関係 や,

      grants/Merchants in East Asia and 生活空間 と しての都市 ・建築 な どの形成の されかた,

      Beyond             そ して さ らにそれが世界認識 と して いか に把握 され

 籠谷 直人 大 石高志(神 戸市立外 国語 大学)脇 てきたか,と い った学知 と実践 知その もの を再審 に

村孝平(大 阪市立大学)Lee Pui-tak李 培徳(香 付 し,そ こか ら新 たな人文 ・社 会科学の基軸 を析 出

港大学)Lin Man-hong林 紅 満(中 央研究院,台 して い くこ とをめざ した。

湾)Choi Chi-cheung 票志祥 (香港 中文 大学)

Rajeswari A. Brown(SOAS, London University,研 究会記録(2006年)(文 献 講読お よび研究発 表)

UK)神 田さや こ (慶応 義塾大学)Claude Mar-(1)空 間論全体 にかかわ る もの

kovits(SOAS, London University, UK)Liu   ルフェー ブル 『空間 の生 産」

Hong劉 宏(National University of Singa-(2)社 会空 間にっいて

pore) 陳 来幸(兵 庫県 立大 学)城 山智子(一 橋   テ ンニェス 「ゲ マイ ンシャフ トとゲゼル シャフ

大学)"                      ト』,大 塚 久雄 『共 同 体 の基 礎 理 論』,ソ ジ ャ

 9月22日 「帝 国 と慈善」 帆刈浩之氏(ゲ ス ト)   「第三空 間』

 10月27日 「1930年 代前半 の英印通商関係 と日本 (3)広 域世 界 とその認識

      一 イ ン ド棉花輸 出問題 と対 英特恵」   「ア ジァ 的 生 産 様 式 論」 と ア ジ ア空 間認 識,

                 木 谷名都 子氏   フィッ トフォーゲル 『支那社会 の科学 的研究』

 11月24日 「20世紀初 頭 の香港 におけ る銀本位 制   ほか,ダ レェ 「血 と土』,岡 倉 「東 洋の理想』,

      の展開 と国際金本位制 の普 及」      西 田 「場所的論理 と宗教的世界観」 ほか,津 田

                  西村雄志氏   「支那思想 と日本』,谷 川 『東洋 と西洋」,高 山

 12月9日 「東ユ ーラシア史 の可能性」        「世 界史の哲学」,西 谷 「世界史 の哲学 」,桑 原
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  「唐 宋時代 におけ るア ラブ人 の支那通商 の概況 どの複数 の視点 か ら資料 を分析す るとともに,さ ま

  …」                    ざまな時代 と地域 にお ける王権 と儀礼 に関わ る問題

   「地域 研究 の論理 と京都学派の哲学」「近世か を比較研究 の対象 としてい る。

  ら近代 にか けて の秩序 認識の あり方」      隔週 に開 いてい る研究会で は,会 読 と報告を組み

(4)海 域世 界                 合わせて,初 年 度 は会読 を2回 行 な うごとに報告を

  海 域 世 界 と 『地域 の世 界 史』 シ リーズ,小 川 1回 行 な ったが,2年 目の今年度 は,研 究の射程を

  「抵抗 と越境」,瀬 戸内海 フィール ドワーク   見定 めるたあに,報 告の比重を増 や して会読 と報告

(5)建 築                   を交互 に行 な って いる。会読で は,ヴ ェーダ祭式文

  八束 は じめ 「思想 として の日本近代建築』   献の中か ら王 即位式(ラ ージャスーヤ)に 関す るす

㈲ ネ ッ ト空間                べての箇所 を読解 し,こ の儀礼 に関す る全資料の総

  「イ ンターネ ッ トの社会学』 ほか       覧をめざ して いる。今年度末で全体 の3分 の2の 検

(7>都 市 空間                 討を終 え,来 年度か らは残 り部分 の読解 と並行 して,

  柳田 「都市 と空 間」             出版 に向けた資料の編纂を進 める予定で ある。報告

  セル トー 『日常 的実践の ポエテ ィーク」    にっいては,本 年度 はこれ まで に人類学,イ ンド文

(8)身 体                    献学,中 世 イ ン ド宗教史,イ ン ド美術史,イ ラ ン学

  「フー コーの空 間論 」,『身体論 のすす め』   か ら 「王権 と儀礼」 に関係す る報告 を受 けた。次年

(9)地 理 学                  度か らは,報 告 と会読 との関係 をよ り緊密 にす るた

  内村 「地理 学考』,ソ ジャ 「ポス トモダン地理 あに,会 読 で作成 した資料 を報告会 で提示 して,さ

  学 』,牧 口 『人生 地理論」          まざまな角 度か ら分析 し検討す る ことを予定 して い

(10) 生態 ・環境                    る。

  藤原 『ナ チ ス ・ ドイ ッ の有 機 農業 』,モ ンゴ  研究 会記 録(2006年)

  ル ・フィール ドワーク,『環境 と人間 の歴史』   1月20日 第12回 研究会(報 告会5)

(11)経 済空間                        ムス リム王朝 と 「聖遺物」参拝儀礼:

  「空間の イギ リス史』                 南 ア ジアの事例 を中心 に 小牧 幸代

働 政治空間 ・記憶 され る空 間           2月3日 第13回 研究会(会 読8)

  シ ンポ ジ ウム 「帝 国 日本 を生 きたナチ ズム」,       Vadhula-Srautasutra 10,3,29-73

  石川 『国土計 画』,江 澤 「地政学概論』,『地図                  小林 正人

  が作 った タイ」,対 馬 フ ィール ドワー ク 沖縄  5月12日 第14回 研究会(総 括)

  戦戦跡 フ ィール ドワーク                これ までの研究 のま とめ と,こ れか ら

                              の進 め方       藤井 正人

研 究成果 の公開                   5月26日 第15回 研究会(報 告会6)

  特別 シ ンポ ジ ウム 「帝 国 日本 を生 きた ナチ ズ       近世 イ ン ド・オ リッサにおける地域社

  ム」                     会 と王権 一儀礼 と贈与交換 か ら考 える

  岩波講座 「「帝国」 日本 の学知 第8巻 空 間                   田辺 明生

  形成 と世界認 識』               6月9日 第16回 研究会(会 読9)

                              Vadhula-Srautasutra 10,4,1-32

王権 と儀礼           班長 藤井正人                   堂 山英次郎

 本共同研究 は,王 権iと儀礼 との関係を古代 イ ン ド  6月23日 第17回 研究会(報 告会7)

の王権儀礼 を中心に研究す る ことを目的 としている。      古 代 イ ン ドの 王 と司祭 一 王 付 司祭

ヴェーダ文献 を基 礎資料 に してい るが,イ ン ド学 の       (プロー ヒタ)と 主 席祭官(ブ ラフマ

諸 分野の ほか,歴 史学,考 古 学,美 術史,人 類学 な       ン)を 中心 に 一    藤井 正人
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 9月29日 第18回 研究会(報 告会8)           心 に          竹浪  遠

     Initiating the Monarch in Saivism   5月29日 顔真卿 の子孫 にっ いて  宮崎 洋一

              Alexis Sanderson  6月12日 奉先寺 遺跡で発掘 された石碑 にっ いて

 10月20日 第19回 研究会(会 読10)                    エ リカ ・フォルテ

     Vadhula-Srautasutra 10,4,33-5,34  6月26日 「善 光寺 縁起」 にみ え る百 済佛教 受容

                 梶原三恵子       の一例         金  春実

 11月17日 第20回 研究会(会 読11)        7月10日 中国 出土 の ソグ ド石刻 画像試論

     Vadhula-Srautasutra 10,6,0-12                   曽布川 寛

                 手嶋 英貴  9月30日 斉 白石 とそ の周辺    西上  実

 12月1日 第21回 研究会(報 告会9)           文人 たちの東 ア ジァ ー 詩 書画 がっ な

      イ ン ド古 代 壁 画 と王 侯 一 ア ジ ャ ン       ぐ中国 ・朝鮮 ・日本 一  塚本 麿充

      ター壁画 を中心 に 一   定金 計次  10月16日 唐代佛教 絵画 におけ るイ ン ド様式 の受

 12月15日 第22回 研究会(会 読12)             容  画史 文献 に お ける評 価 の問題 を

     Vadhula-Srautasutra 10,6,10-40       含 めて 一       定金 計次

                 井狩 彌介  10月30日 半助偲 惟 像 の図像考 察 一 龍門 石窟古

                             陽洞 を中心 に 一     徐  男英

        東 方 学 研 究 部              四川 広元 石窟 につ いて の研 究 初唐

                             ～盛唐 期皇澤寺 ・千佛 崖石窟 の降魔触

中国絵 画の総合的研究      班長 曽布川寛       地印佛坐 像 を中心 に 一  金  銀児

 中国絵画の資料 は,発 掘 に基 づ く古代 ・中世作 品  11月13日 鳥翼冠 と三 面三 日月冠 の中国へ の伝播

の出現,伝 世す る近世作品 の公開な どによって,近       につ いて 一 新 出 ソ グ ド人 葬具 浮彫 か

年 ます ます増加 の一途 をたど ってい るが,多 くは未       ら          影山 悦子

消化の まま放置 されて いるのが現状 である。 この膨  11月27日 三星堆銅 玉器 の図像   曽布川 寛

大 な資料 に対 して,ま ず デー タベースによる系統 的  12月ll日 方 士庶 「山 水図 冊」一 そ の古 画理 解

整理が必要で あり,ま た多方面 か らのアプローチが       と画風変 遷 にお け る位 置をめ ぐって

要求 されて いる。本研究班 は可能 な限 り資料を収集                    塚本 麿充

し,様 式論,図 像学,画 論,技 法 は もとよ り,パ ト

ロン,蒐 集な どの観点か ら考察 し,更 に書法 ・笈刻,王 玄策研究(2001.04～2006.03)班 長 高 田時雄

詩文な どの面か らの アプローチ も加 え,総 合的 な研  本研究班 は,唐 の太宗か ら高宗 の時代 にか けて,

究を試 み る。班員及 びゲス トス ピーカーによる研究 数度 にわた りイ ン ドに旅行 した王玄 策の著作 「中天

発表 は,以 下 の通 りで ある。           竺国行記』 のイ失文 を集 成 し,読 み解 くことによ って,

 研究 会記録(2006年)            当時の中国か らイ ン ドにわ たる地域 の歴史 ・宗教 ・

 1月20日 中国宋元佛画 にっいて  西上  実 言語 ・文化 などの情報 を引 き出す ことを 目的 とす る。

 1月23日 北魏佛 教試論 一 北魏 佛教美術 を理解 すで に関連資料 のテキス ト校訂 ・言睾註整理等 の作業

     す るために 一      大原 嘉豊 をほぼ終え,報 告書 を作成中 であ り,近 日中 の刊行

 2月6日 趙孟頬 「水村図巻」 について     を目指す。

                 西尾  歩

 2月23日 中国藝術論 における 「醜」 の問題 ・序 西陸護現中國 中世爲 本研究(2006.04～2010.03)

     説           宇佐美文理                 班長 高 田時雄

 4月29日 墨蹟 につ いて     弓野 隆之  19世 紀 末以 來,敦 煙 ・トル フ ァンさ らに東 トル

 5月15日 唐代 の樹石画 にっ いて 一 松石図 を中 キス タン各地 の遺蹟 か ら敷多 くの窩 本が畿見 された。
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しか しこれ ら窺本 の研究 は,資 料の公開整備が格段   『史記 』孟嘗君傳 「客食恐不足,故 請先生,牧

に進んだ こと,窺 本研究 の方法が嚴密化 した ことな   責之 」

どによ り,近 年全 く新 しい段階 に入 った と言え る。   「牧 責報會 月十 日謹 以府書験 子都名親 辮 故居

本研究班 で は,漢 文爲本 を中心 と し,歴 史,宗 教,   延令 史喬子功」(3・2)

言語,文 學 な ど様 々な角 度か ら検討 を加え,西 睡議

現窮本 の総 合的 な研究 を展開す る。        傳統中國の生活空間       班長 田中 淡

                         中國の傳統的な生活空間 および造形,す なわち具

漢簡語彙 の研究         班長 冨谷 至 髄的に は住 まい,宮 殿 庭園,あ るいは家具配置,

 居延,敦 煙一帯 か ら出土 した漢簡 の語彙 を確定す 室内空間,日 常生活 と儀禮等 々の諸相 を とお して,

る。 「木簡 を読 むための辞書」 を作成す る ことを目 その特 質を探 る。時代 ・地方 を限定 せず,ま た建築

的 とし,成 果 と して は木簡辞典 の出版で ある。   空間に限 らず,廣 義的 な意 味で 日常 あるいは儀禮 の

 以下,そ の一例 を示す。           生活空聞を対象 と して,中 國學 の關連分野 および東

【牧】 しゅう                 アジア,周 邊地域 の専門家 の参加 を得 て,多 様 な研

① とりたて る。 受領。      究主題 をと りあげてゆ く。研究 発表 と併行 して班員

  『左 伝』昭公三 「以家量貸,而 公量牧」,    共通の會讃 テキス トとして,明 ・方以智 『通雅』宮

  「図 口2年2月 丁酉 朔丁卯 甲渠 ・候護 敢言之 府 室を と りあげる。標記 の期 聞に行 われた研究 嚢表 ・

  書 日治渠卒償                會讃等 は左記 の通 り。

  図 口 自言責 ・長孫宗等衣 物銭 凡八牒 直銭五千一  研究会記録(2006年)

  百謹牧得」(E.P. T 52:110)          1月24日 The remains of the Great Fengxian

② 収容す る,お さめる。         Monastery中 國 イ タ リア共 同発掘調

  『韓非子」 説難 「陽牧其身,而 実疏之」          査:唐 代大 奉先寺遺跡

  「書到 自今以 來搦 令縣官 鑛作銭令 鷹法度禁 吏民                エ リカ ・フォルテ

  母得鋳作銭 及挾不行鏡輻 行法諸販責       2月28日 王世貞 の庭 園記 一 「算山園記」を中心

  襲家衣物干 都市輻牧没 入縣官四時言 犯者名 状●       に 一         村田  濡

  謹案部吏母 犯者敢言之 」(E.P, F 22:39)     3月14日 晩清 期農書 「馬首農言』 に見え る山西

③ 捕獲す る,捕 らえる。         地 区農民 の生活 一 最近 の山西地 区農

  「説文解字 』三下 「牧,捕 也」              村概 況調査報告を兼 ねて 一

  「図府記 日牧小畜息口 口口口」(E.P. T 10:13)                   渡部  武

④ あっ める。 と りいれる      5月9日 『通雅』巻三十八 「宮室」唯陽虎圏墓

  『史記』 太史公 自序 「春生夏長,秋 牧冬戚,此                  高井 たかね

  天道之大 経」                5月23日 「通雅』巻三十八 「宮室」誇門

  制詔御 史秋牧敏之 時也 其令郡諸侯 ・                      高井 たかね

  地節三年 八月辛卯下E.P. T 53:70 A      6月13日 文宗の奎章閣 と順帝 の宣文閣,端 本堂

⑤ 人名:顧 牧 ・杜牧(戌 卒)・ 燧長牧      一 元 朝皇 帝が 建て た中国 的建築 の中

  「藻鷺鳥 息衆里上造顧 牧年十二長六尺黒色 一 皆       のモ ンゴル       福 田 美穂

  六月丁 巳出 不」(15・5)          6月27日 東 ア ジアの木 造建築 と道具 一 ユ ーラ

  「燧長 牧/肩 水候官/病 書」(274・36)         シァ大陸東西 の比較 を含 めて

  「戌 卒魏郡 内黄 口居里 杜牧 貰費鶉縷一 匹直千                  渡邉  晶

  廣地 萬年燧長孫 中前所平六図」(112・27)    9月5日 階唐佛教伽藍模彷宮 殿平面配置 的背後

【牧責】 しゅうせ き                    因素         黄  蘭翔

① 借金 を と りたて る。納入 すべ き債 を とりたてる  10月10日 Borrowing the landscape借 景:
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     Theory in China's}π 獺ηッθ 「園冶」 社会,教 育,思 想,経 済,産 業 な どの分野で,報 告

      (1634)and Practice in∫apanese 論文集作成 に向けた研究発表が若手 を中心 に意欲 的

     garden art of the seventeenth centu一 に行われた。報告 の タイ トルは以下 の とお り。

     ry.     ウ ィーベ ・カウテル ト  研究会記 録(2006年)

 10月24日 信西の 「異朝明堂指 圖記」 につ いて   1月27日 ユダヤ人苦難の継続 一1943年2月18

                 豊 田 裕章       日,上 海虹 口地 区に設 置 され た 「上海

 11月14日 「通雅』巻三十八 「宮室 」夏屋          ゲ ッ トー」の考察 一   関根 真保

                 高井たかね  2月17日 近代 中国にお ける 「社 会」意識 の形成

 11月28日 Buddhist sutras engraved on moun一                 川尻 文彦

     tains in Shandong山 東        4月21日 満鉄調 査部 とい う 「神 話」一 「支那抗

            ロ タール ・レダローゼ      戦力調 査」を中心 に 一  江 田 憲治

                        5月12日 孫文遣書 を め ぐって   石川 禎浩

三教交渉の研究(H)      班長 褻谷邦夫  5月26日 従供給制 到等級工 資制  楊  奎松

 本研 究班 は,「 三教交渉 の研究」 研究班 の後を承   6月9日 清仏戦争前 夜 にお ける清朝中央 の外交

け,引 き績 き中國中世 における儒佛 道三教間のかか       政策決 定過 程      大坪 慶之

はりを さまざ まな角度 か ら研究す る ことを目的 に,  6月23日 1920年 代 の湖南省 にお ける教育界

2005年 度 か ら5年 間の豫定 で組織 された。本 年度                 宮原 佳 昭

以降 は,陳 垣 「道家金石略」所牧 の階唐道教關係碑  9月29日 清末 広 東地 域 エ リー トの人 的関 係 一

文の解 讃を豫定 して をり,手 始 めに以下 の七碑の解       広東地方 自治研究社 の順徳県出身社員

讃を行った。                       を例 に        宮内  肇

  老 氏碑 宗聖観記 烏石観記 邨観天尊碑 至  10月20日 近代奉 天 と奉天紗廠   上田 貴子

  徳 観法主 孟静素碑 益州至眞観 主黎君碑 潤州  11月17日 民国期 のチ ンギスハ ン崇拝にっ いて

  仁静観魏法師碑                                  田中  剛

                        12月1日 1920～27年 におけ る賀川豊彦 と中国

北朝石刻資料の研究       班長 井波陵一                    浜田 直也

 昨年 に引 き続 き,人 文科学研究所 所蔵 の北朝石刻  12月8日 注精衛南京 政府下 の大 東亜戦争博覧会

資料(一 部南朝 も含 む)の うち,比 較的 まとまった       につ いて       柴田 哲雄

内容を もっ もの を取 り上 げ,実 際 に拓本 を拡 げて文

字の対 校を行 い,っ いで訓読 ・語注 を施 す作業を進 漢字情報学の構築       班長 安岡孝一

めた。その際,各 種 の関連文献 や他 機関 が所蔵す る  本研究班 の主眼 は,漢 字 テキス トを コン ピュー タ

拓本の写真をで きる限 り参照 した。 本年検討を加え というマナ イタの上 に載 せて,何 とか テキ ス ト処理

た資料 は,墾 龍顔碑,劉 宋劉懐民墓 誌,北 魏散騎常 で きるように しよ う,と いう ものであ る。研究 の対

侍安西将軍吏部内行 尚書宕 昌公暉福 寺碑,魏 孝文帝 象 と して は,文 字 コー ド,組 版,フ ォン ト,OCR,

弔比干 文,平 東将軍営州刺史元景造 石窟記 であ る。 WWW,形 態素 解 析,な ど多 くの要素 技 術 が考 え

                       られ るが,本 年 は,ス ケ ル トンフォン ト技術 に引 き

20世 紀中国の社会 システム    班長 森 時彦 続 き,白 文 に対す る 「点 」の 自動付 与技術 に関 して,

 清末か ら現在 にいたる100年 間 における中国の社 議論をお こなった。 なお,本 研 究班 で は,参 加者全

会 シス テムの変動 を多様 な側面 か ら総合 的に検討す 員が文献や書籍 を見 なが ら論 じ合 うというスタイル

ることを 目的 と して2003年4月 に発足 した本研 究 を取 ってい るため,特 定の発表者等 は記 さな いこ と

班 は,5年 計画 の4年 目を終 えよ うとしている。  にす る。

 2008年3月 の ゴール をめ ざ して,本 年 は政 治,

                    -248一



                  彙       報

研究 会記録(2006年)            読んで いる。 孔子詩論(9月22日 ～10月20日)

 1月17日 DynaFont Gaili Builder      か ら始 めて,子 燕(10月27日 ～11月17日),魯

       FONTWORKS外 字マス ターNEO 邦大旱(11月24日),民 之父母(12月1日),従 政

 2月7日 フ ォン トの小 ま とめ        (12月8日 ～同15日)の 諸篇 を読 み終 えた ところ

 4月18日 「サ ポー トベ ク トルマ シ ンを用 いた中 で ある。

      国語 解析実験」

      「形 態素解析 のための拡張統計モデル」 陰陽五行 のサ イエ ンス     班長 武田時昌

      SIGHAN              陰陽五行説 は,物 類や 自然現象 の法則性や相互関

 5月16日 「全訳 漢辞 海 第二版」       係 を説 明する原理 と して大 いに用 い られた学説であ

 6月6日 拓 本文字 デー タベース釈文2字 検索  り,中 国の諸分 野にお いて独 自の理論構造を生み出

 6月20日 拓本 文 字 デ ー タベ ー スにお け る頻 度 すパ ラダイム的な役割を果 た した。 これまで の研究

      50以 上 の文字の分類        においては,陰 陽五行説 の成立過程 や配 当説,そ れ

 7月4日 拓 本文 字 デ ー タベ ー スにお け る頻 度 を援用 した漢 代の政治思想等 に詳 しい考察が試み ら

      10以 上 の2-gram         れて きた。 しか しなが ら,三 国時代以 降の史的展開

 9月19日 拓 本 文 字 デ ー タ ベ ー ス に お け る2一 や理論 構造の特質つ いて は,十 分 な検討 がなされて

      gram,末 字,頭 字 の頻度      いるわ けで はない よ うに思 われる。 そ こで,自 然学

      Web韻 図            に限 らず思想,宗 教 か ら文学,諸 技芸 に至 る多彩 な

 10月17日 8文 字 間隔の韻 の抽 出        分野 において,天 人感応,物 類相感等 を含 めた陰陽

 11月21日 廣韻 と同用例 による8文 字 間隔 の韻 の 五行の説明原理が,実 際 にどのよ うに活用されてい

      抽 出                るのか を分析 し,包 括 的,複 眼的な見地か らその構

      「唐代音 に よる唐詩 の朗読」 について  造 と特色 あるいは限界性 を考究 した いと考えている。

      廣韻 平水韻封照 表          2005年 は,『 五行大義』 巻二,『 医心方』 巻二 を

 12月5日 拓本 文字 デー タベースにお ける連続 し 会読 した。 また,中 国科学 院数学 与系統科学研究院

      た同韻字              の呉文俊教授 を招 いて,EI本 科学 史学会学会 京都支

 12月19日 廣韻 と同用例 に よる8・10・12文 字 部例会 と共催 で特別 講演 会を開催 した。詳 しい内容

      間隔の韻 の抽 出          は左記 の通 りであ る。

      古 文 ・漢 文 問 題 デ ー タベ ー スCD一 研究会記録(2006年)

      ROM                 1月28日 「五行大 義』巻二,論 配支干

                                         宮崎 順子

中国古代 の基礎 史料       班長 浅原 達郎  3月8日 特 別講 演:「 中国数学 史への アプ ロー

 前 年 に引 き続 き,郭 店 楚簡 を読 ん だ。性 自命 出      チ」         呉  文俊

(1月20日 ～2月17日),成 之聞之(4月14日 ～  4月18日 『黄 帝内経明堂』 の再検討

28日),六 徳(5月12日 ～19日),尊 徳義(5月                  武 田 時昌

24日 ～6月2日),語 叢 一二三(6月9日 ～23日)  5月6日 『黄帝内経明堂』楊上善序文

と進 んで,郭 店楚簡 を読 了。読書札記 をまとめ る作                 閻  叔珍

業 は遅 れてお り,老 子 ・太一生水 ・語叢 四の部分 を  5月20日 「五行大義』巻二,論 配 支干

『日古』 第6号(9月22日),纈 衣を 「日古』 第7              宮崎 川頁子

号(12月22日)に 掲 載 した。 現在,五 行 ・魯穆公  6月3日 『五行大義』巻二,論 配 支干

問子思 ・窮達以時 の部 分 を準備 しっ っあ る。                      仲畑  信

 夏休 みがあ けて,上 海博物館蔵楚簡 を読 み始 めた。 6月6日 「医心方』所 引医書侠 文考

ただ し糟衣 と性情論 は,郭 店楚簡 との関連 ですで に                 武田 時 昌
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 6月20日 『黄帝 内経明堂』揚上善序文      ら研 究すべ き課題 を見 いだ し,こ の時代の制度 と社

                 閻  叔珍 会の特質を理解す る足 がか りを得 る ことを期待 して

 6月24日 『五 行大義』巻二,論 配支幹      い る。 とくに,前 後 の時代 との連続 と断絶 とい う問

                 仲畑  信 題について洞察を深 めた い。す でに 「大元 聖政國朝

      「五行 大義」巻二,論 五行体雑    典章 」28～33お よび 「新集至治條 例』所 牧の礼部

                 橋本 昭典 にかかわる部 分の会読 を終え た。 当該 部分 にっ いて,

 7月15日 『五行 大義 」巻二,論 五行体雑    校 訂 電子 本文 を閲 覧 ・楡 索 す るWebア プ リケ ー

                 橋本 昭典 ションを公 開 した。本年 度 は,班 員 およびゲス トに

 7月18日 『医心方」 巻二 と明堂        よる研 究報告 の ほか,『 異 国出契」 に含まれ る日元

             武 田時昌 ・閻 淑珍 交 渉 関係 文 書 を会読 した。東大 寺 に伝 わ る写本 や

 7月25日 『医心方」 巻二,孔 穴主治法     「元史』 『高麗 史」 をは じめ とす る編纂 資料 の録文 な

                 閻  叔 珍 ど と比較検討 す る ことによ って,当 時の外 交文書 に

 9月26日 『医心方』 巻二,諸 家取背愈法     っいてい くっかの興味深 い知 見 を得 る ことがで きた。

                 閻  叔 珍 日本側 か らの答書 は禅僧 の撰 文 になる もの と推定 さ

 10月21日 「五行大義」 巻二,論 支干雑      れるが,そ の修辞 を凝 らした文体 は耕麗文 の影響 を

                 鄭  宰相 色濃 く残 してお り,中 国,高 麗か らの來文 が文意明

 10月31日 「医心方』巻 二,針 禁法 閻  叔珍 瞭の古文体 によ るのと対照 的で ある。禅林 にお ける

 11月18日 『五行大義』 巻二,論 方位雑     中世 日本 漢学 の特 長 を窺 うこ とが で きる。2006年

                 村田  浩 1月 ～12月 の報 告題 目と担 当者 を掲 げる。

 11月21日 『医心方」 巻二,灸 禁法  閻  淑珍  研究会記録(2006年)

 12月5日 「医心方」 巻二 針例法 閻  淑珍  1月17日 『新 集至治II条例 』礼部,補

 12月17日 『五行大義』 巻二,第 七,論 徳                      岩 井 茂樹

                 金 志 王玄 2月21日 「契 丹史研究 の新 展開」 古松 崇

                        4月4日 『新 集至治條例」 刑部,刑 制,刑 獄

中国近世 の日用類書 の研究    班長 金 文京                   岩井 茂樹

 昨年 に引き続 き,『 事林廣記 』 の講読 を行 った。  4月18日 「クビライ招諭 日本及其文書」

講読箇所 と担当者 は以下 の とお り。                        オユ ンゴア

 研究会記録(2006年)              5月16日 『新集 至治條例」 刑部,諸 姦,諸 盗

 5月23日 「文芸類」       大野 修作                  古松  崇

 6月13日 「農桑類」       武田 時 昌  5月23日 The Dawning of a New Age in late

 6月27日 「禅教類」       水越  知       Ming Huizhou:Merchants, Litera-

 10月24日 「農桑類」(続 き)   武 田 時 昌      ti, and Innovation in the Visual

 11月14日 「禅教類」(続 き)    斉藤 智寛       Arts.        ライデ ン大 学

 11月28日 「禅教類」(続 き)    宮  紀子               ツル ン ドル ファー

 12月12日 「花果類」(続 き)    森村 謙一  5月30日 「宋 元時代 におけ る 「社」 信仰再 考 一

                             州県 社稜壇 を手 がか りに して 一」

元代の法制           班長 岩井茂樹                    水越  知

 2004年 度 か ら発 足 した この研 究班 は,元 朝 時代  6月6日 「江南 ・江北 の 「倭 冠」」 山 崎  岳

の行政文書 ・法制文書 の会読 をっ うじて,そ の時代  6月20日 「新集 至治條例」刑 部,諸 姦,諸 盗

の制度 と社会 にっ いて知見 をひろめるこ とを目的 と                 矢木  毅

してい る。参加者 それ ぞれが,会 読 の作業 のなか か  7月4日 『異 国出契』      岩井 茂樹

                      250一



                  彙       報

 7月18日 「異国 出契』      植松  正  9月26日 内面 の充実 した鏡

 10月17日 「売身文書 と婚姻(変 則婚)文 書にお          (元宮内庁書陵部)笠 野  毅

      ける婦女 の地位 と権利」 阿   風  10月10日 中国古鏡にお ける陰陽五行的銘文表現

 10月31日 「信牌 問題 か ら見 た清 代 の互市 と"沈       にっいて        光武 英樹

      黙外交"」       岩井 茂樹  10月24日 鏡 中の十二支 につ いて  佐野 誠子

 12月5日 「元明交替 期 にお ける 「節婦」 の形成」  11月7日 東 ア ジア の三世 紀 の鏡 の製作 と流通

                  水越  知       (国立歴史民俗博物館) 上野 祥史

                         11月28日 四～六世紀の中国鏡 と銘文

真諦三蔵 とその時代       班長 船山 徹                   森下 章司

 本研究 班 は前年度 に引 き続 き,6世 紀 のイ ンド人  12月5日 国際 シ ンポ ジウム:北 魏時代 の平城 と

であ る真諦が中 国にお いて伝 えた自注(真 諦疏)の       雲岡石窟

侠文集 成を作成 し,そ れ を会読 する作業 と,真 諦 に       北魏平城略考

関係 す る僧 の伝記 の会読等 を行 った。今年扱 った文            (大同市博物 館)曹 臣 明

献 は以下 の通 り。 真諦 「仁王般若経疏』護 国品 ・受      雲岡考古新発現及其 相関問題

持 品(三 宅徹定,室 寺義仁),真 諦 『金 剛般若経疏』           (雲岡石窟研 究院)劉 建 軍

(大竹 晋,坂 内栄夫,齋 藤智寛),真 諦 「部執論疏』       方山永 固陵 の仏教造 像  向井 佑介

(那須良彦,藤 井淳,三 宅徹定,加 納 和夫),『 勝天

王 般若波羅蜜経序 」「広義法 門経 序』(稲 葉穣),『 続 中国社会主義文化 の研究     班長 石川禎浩

高 僧伝』 所収道 岳伝(古 松崇志,播 哲毅,中 西久  冷戦 体制 の終 結 以後,い わ ゆ る"社 会主義 の文

味)。 あわせて,高 崎直道氏 による研究発表 「真 諦 化"は 世界中で風化 しっっあ るが,今 日の中国には,

三 蔵の如来蔵思 想」 を聴 き討 議を行 った。     社会主義的 な文化様式 やイデオ ロギーがなお根強 く

                        残存 している。現 にそれ らは,一 般民衆の思考様式

中国古鏡 の研 究        班長 岡村秀 典 になお影響 を与 え,現 体制 の文化政策を方向付 け,

 漢代 の銅鏡 は,図 像紋様 の変化が いち じるしく, そ して中国共産党史 の歴 史記述を強 く規定 して いる。

考古資料 の年代 を はか る指 標 と して東 アジァ各地 で また,20世 紀 中国にお ける社会主義文化の展開 は,

重視 されて きた。 また,そ の図像 と銘文 は,漢 人の 同時代 日本 の社会主 義文化の影響 を受 けたばか りで

精神世界 を ものが たる資料 と して も注意 されて きた。 な く,戦 後 には 日本の中国学 に大 きな影響を与えた

そ のよ うな視角 に留意 しなが ら,昨 年 にっづ き音韻 こと も忘れ て はな るまい。2006年4月 より3年 計

論か ら漢鏡 の銘文 を論 じたB.Karlgren,"EARLY 画で発 足 した本 研 究班 は,20世 紀 中国の社会 主義

CHINESE MIRROR INSCRIPTIONS"(BMFEA,文 化 の諸相 を主 に歴史的視点か ら研究す ることを目

No.6,1934)を 会読 した。 並行 して実施 した研究発 指 してい る。 ス ター トにあたる今年 は,中 国共産党

表 は以下 の とお り。              の歴史記述 を はじめ と して,映 画,文 芸,出 版 など

 研究会 記録(2006年)             にっいて報告 がな され,活 発 な議論 を繰 り広 げるこ

 1月17日 「角王 巨虚 鏡」 と 「方格規矩 四神鏡」 とがで きた。特 に,本 所 の客員研究員 として楊奎松

      に登場 す る瑞獣 たち   光武 英樹 氏が在任 された前半期間 は,毎 回 の報告,討 議 など

 2月28日 魏晋鏡 の銘文           すべてを中国語で行 い,当 初 の予想 を こえる積極的

           (早稲 田大学)車 崎 正彦 な意 見交換,討 議が見 られた。本年 の報告 は以下 の

 5月9日 泉屋博古 館 ・唐鏡展 の見学      通 りで ある。

                  廣川 守 研 究会記録(2006年)

 5月30日 宋 明代 の古鏡研究    岡村 秀典  4月28日 「中 国社会主義 文化 の研究 を始 あ るに

 6月20日 大化前 代宝器 の研究   下垣 仁志       あた って」       石川 禎浩
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 5月19日 「藥和森與中共的党内民主主義一 以                 岡田 暁生

      「順直問題」為中心」  江田 憲治 19世紀末イギ リスのポピュラー ・コンサヴァティ

 6月2日 「毛沢東與三反運動」  楊  奎松 ズム               小関  隆

 6月16日 「試論中国共産党的党軍関係(1938～ 南アジアの歴史人類学        田辺 明生

      19481」        田中  仁 近代ヨーロッパの歴史叙述と政治思想 王寺 賢太

 6月30日 「従"四 五運動"和"天 安門事件"的 幕末期の畿内・近国社会       岩城 卓二

      称法所想到的」     緒形  康 近代日本民俗誌システムの研究    菊池  暁

 10月6日 「清末の"社 会主義"」  川尻 文彦 近世ヨーロッパの国際金融研究    坂本優一郎

 10月13日 「内モンゴルの表象:建 国後最初の少 近代西洋医学発展史研究および身体論 田中祐理子

      数民族映画をめぐって」 韓  燕麗 ナチス・ドイッの農業政策     藤原 辰史

 10月27日 「近現代中国の著作権と左派系書籍」  近代日本における教育/教 化/宗 教の関係史

                  中村 元哉                  谷川  穣

 11月10日 「イデオロギーと小説形式:日 本政治 近代朝鮮在住日本人社会の研究    李  昇樺

      小説翻訳と清末の小説形式に関する考 身体技法の認識論          倉島  哲

      察」          森岡 優紀 近代詩の虚構性           久保 昭博

 11月24日 「文革期文学における集体創作の再検

      証」         楠原 俊代        東方学研究部

 12月15日 「革命前夜の中国知識人と社会主義一 中国の小説,演 劇及び説唱文学の歴史 金  文京

      北平の言論界を中心として」     中国美術の造形と意味        曽布川 寛

                 水羽 信男 中国建築の様式 ・技法 ・空間     田中  淡

                        近代中国の綿紡織業         森  時彦

                        六朝道教思想研究          萎谷 邦夫

       個 人 研 究   敦煙文書の言語的研究   高田 時雄

                        中国古代中世の法制        冨谷  至

        人文学研究部        清代文化史研究         井波 陵一

                        中国科学の思想史的考察       武田 時昌

前近代日本の文明史的研究      横山 俊夫 明清時代辺境社会史         岩井 茂樹

政治文化の中の社会理論       山室 信一 先秦時代の金文           浅原 達郎

群衆現象の社会学          富永 茂樹 中国古代文明の形成と発展      岡村 秀典

近代朝鮮の政治と社会        水野 直樹 川西走廊の漢藏諸語の記述言語学的研究

在日米軍を中心とする軍事共同体の人類学的研究                    池田  巧

                  田中 雅一 インド・中国における仏教の学術と実践

文学理論              大浦 康介                   船山  徹

ヴェーダ文献の生成と伝承の研究   藤井 正人 文字コード理論          安岡 孝一

人類 ・エスニシティ論        竹沢 泰子 イスラーム東漸史の研究       稲葉  穣

近代アジアネットワークと日本の工業化      仏教研究知識ベースー 禅仏教を例として

                 籠谷 直人          ウィッテルン,ク リスティアン

近代天皇制の文化史的研究      高木 博志 中国共産党史の研究         石川 禎浩

近代日本と芸術と西洋        高階絵里加 秦漢時代の制度史          宮宅  潔

現代社会における生物学 ・生命科学  加藤 和人 高麗官僚制度研究          矢木  毅

音楽におけるロマン派とメロドラマ的音楽     中国注釈学史研究          古勝 隆一
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中国近世の国家支配の研究      古松 崇志       「フランッ・リストと超絶技巧の美学」

文字定義情報に基づく文書表現系に関する研究                    岡田 暁生

                  守岡 知彦       ピアノ独奏

客家語およびその周辺言語の記述研究 中西 裕樹             愛知県立芸術大学助教授

中国古代中世の官制史        藤井 律之                   北住  淳

モンゴル時代の文化政策と出版活動  宮  紀子    国際セミナーThe Day in Kyoto 2006

中国魏晋南北朝志怪の成立背景    佐野 誠子 2006年5月17日

北慮南倭時代の中国社会       山暗  岳        於 百周年時計台記念館国際ホール

中国家具とその使用に関する研究   高井たかね       「TEI Day in Kyotoの 趣旨とTEIの

中国唐宋の文学批評         永田 知之       活動概要」

中国唐末宋初禅思想研究      齋藤 智寛          ウィッテルン クリスティアン

中国中世の考古学研究    ・  向井 佑介             鶴見大学 大矢 一志

                              「TEIはなぜ日本で知られなかった,

                              知られていないか,知 られるようにな

     事 業 概 況     るか」 穫 大学 握 俊
                              「文字化 され た言語資 源の少 ない言語

    第2回TOKYO漢 籍SEMINAR         とテクス トの マークア ップ」

2006年3月11日  於 学士会館(千 代田区神田)       東京大学 松村 一登

   三 国鼎 立 か ら統一 へ 一 史書 と碑文 をあ わ      「音声対話 コーパ スのマークア ップ」

   せ読 む 一                            千葉大学 土屋  俊

   「魏 ・蜀 ・呉 の正 統論」    宮宅  潔      産業技術総合研究所 国立情報学研究所

   「漢か ら魏ヘ ー上 尊号碑」   井波 陵一                  板橋 秀一

   「魏か ら晋ヘ ー王 基碑」    藤井 律之          国立情報学研究所 大須賀智子

        退職 記念講演会              「マー ク ア ップの課 題 をsyntaxか ら

2006年3月23日       於 本館大会議室       見た分類 と解決 のステ ップ」

   「詩 を読む ・語 る ・訳す」 教授 宇佐美 齊              鶴見大学 大矢 一志

  アスニー ・ゴールデ ンエ イジ ・アカデミー         「TEI概 説」

       (人文研 アカデ ミー)                 ブラウ ン大学 Syd Bauman

2006年4月   於 京都市生涯学習総合 センター      オ ックスフォー ド大学Lou Burnard

                (京都 アスニー)      「国 際 ・地 域 対 応 版TEIに む けて」

      幕末 ・明治の京 ・大阪             オ ックスフォー ド大学Sebastian Rahtz

   7日 「明治維新 と京都 の天皇」 高木 博志       「伝記 ・人物研究情報 のマークァ ップ」

   14日 「奇人 の文明開化 一 佐 田介石 と京 ・大       コペ ンハーゲ ン大学Matthew Driscoll

      阪 一」       谷川  穣      「トピックマ ップを使 ってのTEIテ キ

   21日 「近代 京都 の画家 たち 一 西洋 とので あ       ス ト」

      い 一」        高階絵里加       New Zealand Electronic Text Centre

   28日 「250年 ぶ りの戦争 一 幕末期 「兵」 に                Conal Tuohy

      な った百 姓た ち 一」   岩城 卓二       「XQueryを 使 ってテキス トを読む」

    第4回 レクチ ャー ・コンサー ト        Oxford Text Archive James Cummings

       (人文研 アカデ ミー)          共同研究セ ミナー (人文研 アカデミー)

2006年4月25日        於 本館大会議室 2006年5月 ・6月       於 本館大会議室
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  日仏交感の近代一 文学 ・美術 ・音楽        東アジアにおける健康思想の系譜

 5月25日 「近代詩の移入から創造へ」      9月28日 「養生哲学」       武田 時昌

            名誉教授 宇佐美 齊 10月5日 「本草医薬学」       森村 謙一

 6月1日 「「日本」を書 く一 ピエール ・ロティ 10月12日 「養生文学」 大阪府立大学 大平 桂一

     『お菊さん』の位置」  大浦 康介 10月19日 「鍼灸医術」

 6月8日 「京都 ・奈良と1900年 パリ万博」             森ノ宮医療学園 長野  仁

                 高木 博志 10月26日 「身体技法」    六然社 寄金 丈嗣

 6月15日 「フランスへ飛んでいったトンボ   開所77周 年記念公開講演会(人 文研アカデミー)

     「蜻蛉集』挿絵について」 高階絵里加 2006年11月2日        於 本館大会議室

 6月22日 「ドイツ音楽からの脱出?一 戦前日   生命のランドスケープ

     本のフランス音楽受容」 岡田 暁生       「公債 ・年金 ・いのち  『投資社会」

 附属人文学国際研究センター設立記念講演会        と18世 紀のイギリス」 坂本優一郎

2006年6月29日        於 本館大会議室       「ゲノム時代の人間一個の差異と社会

  複数文化接触領域の人文学のために            における連帯との間で」 加藤 和人

      「接触領域研究の可能性」 田中 雅一       「望楼,楼 閣から高塔へ一 中国仏塔の

      「碕人たちの宗教観一 責茶翁を中心と       成立」         田中  淡

      して」    Francois LACHAUD    附属人文学国際研究センター講演会

      「7世紀における中国と西域の交流」 2006年12月21日

              Antonino FORTE   コンタクト・ゾーンを生きる

   夏期公開講座(人 文研アカデミー)        複数文化接触領域の人文学のために且

2006年7月8日        於 本館大会議室       「コンタク ト・ゾーンとしての都市

  名作再読一 いま読んだらこんなに面白い           インド・ムンバイの場合」

      「『ボヴァリー夫人』の問い」           奈良大学 ラーフル・シュリバスタヴァ

                 大浦 康介

      「『坊ちゃん」 と 「風の又三郎』一 貴      漢字情報研究センター講習会

     種流離謂としての読み比べ」      ・2006年度漢籍担当職員講習会(初 級)

        文芸評論家 ・元早稲田大学教授  第1日(10月2日)

                 高橋 世織   漢籍について          冨谷  至

      「「論語』のなかの物語」 金  文京   カードの取り方一漢籍整理の実践 永田 知之

  特別シンポジウム(人 文研アカデミー)    第2日(10月3日)

2006年7月10日        於 本館大会議室   工具書について         高井たかね

  帝国日本を生きたナチズムー衝撃と反発の双   漢字目録カード作成実習

  面性一                    第3日(10月4日)

      「「血と土」の受容と変容一 日本農業   目録検索とデータベースの検索  安岡 孝一

      のナチス経験」     藤原 辰史   漢籍データ入力実習(1)

      「ナチスから妥り出される日本右翼思  第4日(10月5日)

      想」  評論家 片山 杜秀 和刻本について   梶浦 晋

      「空間をめぐる学知の連鎖一 ナチス,   漢籍データ入力実習(2)

      日本そしてアジア」   山室 信一  第5日(10月6日)

  共同研究セミナー(人 文研アカデミー)     朝鮮本について        矢木  毅

2006年9月 ・10月       於 本館大会議室   実習解説            梶浦  晋
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                  彙        報

 情報交換 ・質疑応答       冨谷  至  月1日 ～2007年3月31日)。

・2006年度漢 籍担当職員講 習会(中 級)      ・古勝 隆一千 葉大学 文学 部助教授を助教授(東 方学

第1日(11月6日)               研究部)に 採用(10月1日 付)。

 経部 について          古勝 隆一  ・向井佑介 氏を助手(附 属漢字情報研究セ ンター)

 叢書部 にっ いて         山崎  岳  に採用(12月1日 付)。

 叢書 と漢 籍 デー タベー ス     安岡 孝一  ・永 田知之助手(附 属漢 字情報研究 センター)は,

第2日(11月7日)           2005年12月18日 大 阪発,中 央研 究 院歴 史語言

 史部 にっいて          宮宅  潔  研究所 に於 いて唐代 の文学批評に関す る調査及び

 漢籍 デー タ入力実習(1)           資料収集 を行 い,1月14日 帰国。

第3日(11月8日)              ・久保 昭博助手(人 文学 研究部)は,1月6日 大阪

 子部 について          武田 時昌  発,フ ランス国立 図書 館に於 いて近代詩の虚構性

 漢籍 デー タ入力実習(2)           に関 す る資料蒐集,パ リ第3大 学 に於いて博士論

第4日(11月9日)             文審 査会 及び シンポ ジウ ムに参加 し,1月20日

 集部 にっいて          井波 陵一  帰国。

 漢籍 デー タ入力実習(3)          ・BEN-ARI, Eyal外 国人研究員 は, 1月9日 大阪

第5日(11月10日)             発,フ ロ リダ大学,ジ ョンズ ・ホプキ ンス大学,

 現代 中国書 につ いて              アメ リカ中東研究所等 に於いて文化人類学 に関す

 横浜国立 大学大学院 国際社会科学研究科助 教授  る講演,ワ ー ク シ ョップ,会 議 に参 加 し,1月

                 村上  衛  22日 帰 国。

 実習解説           梶浦  晋 ・大浦康介教授(人 文学 研究部)は,文 部科 学省科

 情報交換 ・質疑応答       冨谷  至  学研究費補助金 によ り, 1月13日 大阪発 パ リ

                        社会科学高等研究 院,フ ランス国立図書館 に於い

                        て フ ィク ション研 究に関す る研究打ち合わせ及び

     所 員 動 静  資料収集を行い'瑚22日 帰国.
                        ・ウ ィッテル ン,ク リステ ィア ン助教授(附 属漢字

・宇佐美 齊教 授(人 文学 研究部)は 定年によ り退  情報研究 セ ンター)は,1月 正6日大 阪発,中 華

職(3月31日 付)。               仏学研究所 に於 いて 「仏 教情 報学」講義及び資料

・エス ポ ジ ト,モ ニ カ助教授(東 方学研 究部)は 任  収集 を行 い,1月25日 帰 国

期満了(3月31日 付),当 研究所招へい外国人学  ・安岡孝一助教授(附 属漢 字情報 研究セ ンター)は

者 と して受入 。                文部 科学 省研 究拠 点形 成 費補助 金 によ り,1月

。小牧幸代助手(人 文学研究 部)は 辞任 の上(3月  24日 大 阪発,ミ ル ウォー キ国 立図書 館,ニ ュー

31日 付),高 崎経済大学地 域政策学部 講師に就 任。 ヨーク国立 図書館 に於 いて,文 字 コー ドとキー配

・大原嘉豊助手(東 方学研究 部)は 辞任 の上(3月  列 に関す る所蔵調査 を行 い,2月5日 帰国。

31日 付),京 都 国立博物館 研究員に就任。     ・宮宅潔助教授(人 文学研 究部)は,文 部科学省科

・籠谷直人助教 授(人 文学研 究部)は 当研究所教授  学研究費補助金 によ り,2月2日 大阪発 ミュ ン

に昇任(4月1日 付)。             スター大学 に於 いて,2国 間共 同研究事業 の打合

・FORTE , Antorlirloナ ポ リ東洋大学教授 ・イ タリ  せ及 び資料調査 を行 い,2月14日 帰国。

ア国立東方学研 究所長 は,客 員教授(文 化研究 創 ・田中祐理子助手(人 文学 研究部)は,文 部科学省

成研究部門,4月1日 ～2007年3月31日)。    科学研究費補助金 によ り,2月9日 大 阪発,ウ ェ

'RACHAUD , Francoisフ ランス極東学 院京都支  ル カム医学史研究所 に於 いて,微 生物学発展史関

部長 は,客 員助教 授(文 化 研究創 成研究部門,4  連資料 の調査,収 集 を行 い,2月16日 帰 国。
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                  人  文  学  報

・池田功助教授(東 方学研究部)は,文 部科学省科  大阪発,イ ン ド,ジ ャワハ ル ラル ・ネルー大学 に

学研究費補助金 によ り,2月13日 大阪発,中 央  於いて国際会議 に出席,国 立文 書館 に於いて 「南

研究院語言研究所 に於 いて ナム語 に関連す る西南  アジア近代 におけ る 『民主主義 と開発』」 の歴史

中国の言語 にっ いて の資料収集 を行 い,漢 珍敷位  的研究,ウ トカル大学等 に於 いて 「自由 とダルマ

図書股分有限公司 に於 いて デー タ入力 の仕様 につ  の人類学 一 現 代 イ ン ドにお け る地域倫 理 の模

いての打合せを行 い,2月16日 帰 国。       索」 にっ いて の臨地調査 ・研究 を発表を行 い,3

・石川禎浩助教授(東 方学研 究部)は ,2月21日  月22日 帰国。

大阪発,北 京大学,中 国社会科学 院近代史研究所, ・田中雅一教授(人 文学研究部)は,3月3日 大 阪

中国国家図書館,中 国社会科学 出版社等 に於 いて, 発,ロ ン ドン大学,オ スロ大学,コ ペ ンハ ーゲ ン

歴史教科書及 び歴史教育 に関す る調査 を行 い,2  大学,ス トックホル ム大学,ア ムステル ダム ・フ

月25日 帰国。                  リー大学 に於 いて,宗 教 を中心 とす る文化接触 の

・藤井正人教授(人 文学研究部)は ,文 部科学省科  研究調査 を行 い,3月22日 帰国。

学研究費補助金 によ り, 2月13日 大阪発,イ ン ・高 田時雄教授(東 方学研究 部)は,3月12日 大

 ド ・テ ィル チ ラバ ッリ,ト リヴァン ドラム近郊等  阪発,ロ シア科学 院東洋学研 究所 サ ンク ト・ペテ

のヴェーダ伝承地 に於 いて,伝 承の現地調査 を行  ルブルグ支所,キ ヨソネ美術 館 に於 いて,漢 籍 の

 い,2月27日 帰 国。               調査 と研究 を行 い,3月22日 帰国。

・水野直樹教授(人 文学研究部)は ,2月26日 大  ・倉島哲助手(人 文学研究部)は,文 部科学省科学

阪発,済 州大学校 に於 いて,日 本軍戦 争遺跡現地  研 究 費 補 助 金 に よ り,1月23日 大 阪発 マ ン

調査学術会議 に参加 し,3月1日 に帰 国。     チ ェス ター大学 社 会学 部 に於 いて,マ ンチ ェス

・ウ ィッテル ン,ク リステ ィアン助教授(附 属漢字  ター地域 におけ る武術 の実 践 にっ いての現地調 査

情報研究 セ ンター)は,3月3日 大阪発,中 華 仏  を行 い,3月24日 帰 国。

学研究所 に於 いて,中 華 仏学第5回 国際会議 に出  ・山暗岳助手(附 属漢字情報 研究 セ ンター)は,文

席 し,3月8日 帰 国。              部科学省研 究拠点形成費補 助金 によ り,3月5日

・エスポ ジッ ト,モ ニカ助 教授(東 方学研究部)は, 大 阪発,ハ ンノム研究 院,国 立図書館,国 立 科学

 2月15日 大阪 発,台 湾 中央 研究 院歴史語言研 究  技術 ドキ ュメンテー ションセ ンター,国 立 公文書

所 に於 いて,道 蔵輯要研究 に関す る資料収集 及び  館,ハ ノイ文化大学,ホ ー チ ミン市総合科 学図書

研究打合 せを行い,3月15日 帰国。        館,図 書館 協会,大 学 図書館 に於 いて,漢 字文献

・愛谷邦 夫教授(東 方学研究部)は,3月13日 大  の情報化 に関す る調査,華 人街会館等 に於 いて,

阪発,香 港 中文大学 に於 いて,博 士学位論文 の試  在越華人 の漢語文化 に関す る現地調査 を行 い,3

問を行 い,3月16日 帰国。           月24日 帰 国。

・高木博 志助教 授(人 文学研究部)は ,文 部科 学省 ・高井 たかね助手(附 属 漢字情報研究 セ ンター)は,

科学 研究費 補助金 により, 3月14日 大阪発,政  文 部科学 省科学 研究 費補 助金 によ り,3月16日

府記 録所(ソ ウル分館),国 立 中央博物館に於 い  大 阪発,福 州市 に於 いて唐宋建造物 に関す る調査,

て,日 韓の近代の文化財保護史 に関す る史料調査  福清市等 に於 いて明代 建造物,宋 代水利 灌概技術

 を行 い,3月16日 帰国。            に関す る調査,泉 州市 等 に於 いて明清宗教建築 ・

・藤井 律之助手(東 方学研究部)は,京 都大学教育  宗代石造 建築,明 清建 造物 の調査,南 靖県等 に於

研究振 興財団助 成金 に より,3月20日 大 阪発,  いて明清建造物 ・民具,周 辺地 区を含めた伝統 的

北京大学 に於 いて,魏 晋南朝 の政治制度 の調査 ・  住居文化 に関す る調 査,度 門市 に於 いて生活 ・習

 研究を行 い,3月19日 帰国。           俗 に関す る調査 を行い,3月26日 帰国。

・田辺明生助教授(人 文学研究部)は,京 都大学教 ・森時彦教授(東 方学 研究部)は,文 部科学省科学

育研究振興財団助成金 によ り,2005年7月23日  研究費補助金 によ り,3月14日 大阪発 上海市,
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                  彙       報

無錫 市等 に於 いて,中 国県制 に関する現地調査 ・ ・高 田時雄教授(東 方学研 究部)は,文 部科学省研

資料 調査 を行 い,3月27日 帰 国。        究拠 点形成 費補助金 によ り,4月17日 大阪発,

・冨谷至教授(東 方学 研究部)は 文部科学省科学 研  米国議会図書館,メ トロポ リタン美術館に於 いて,

究費補助金 によ り, 3月16日 大 阪発 ミュ ンス  漢字文献保存状況 の調査 を行 い,4月25日 帰 国。

ター大 学 に於 いて2国 間共 同研究 の遂行 と2006 ・大浦康介教授(人 文学研 究部)は,文 部科学省科

年度の計画 の打 合せ を行 い,3月27日 帰 国。   学研究費補助金 によ り,4月21日 大阪発 フラ

・エスポ ジッ ト,モ ニカ助教 授(東 方学 研究部)は, ンス社会科学高等研究 院並び にパ リ第7大 学,フ

文部科 学省 科学研 究費 補助 金 によ り,3月18日  ラ ンス国立 図書館 に於 いて,フ ィクション研 究に

大阪発 四川大 学図書館,北 京大学図書館に於 い  関す るセ ミナーに出席 し研究打合せ及び資料 収集

て江 南清 道教 に 関す る資料 収集 を行 い,3月27  を行 い,5月4日 帰国。

日帰国。                   ・加藤和人助教授(人 文学研究部)は,文 部科学省

・金文京教授(東 方学研究部)は ,文 部 科学省 科学  科学研究費補助 金 によ り,5月16日 大阪発,ソ

研究費補助金 によ り,3月24日 大阪発,中 山大  ウルCOEXに 於 いて 「Public Communication

学 に於 いて中国伝統戯 曲国際学術検討 会 に出席 ・  of Science and Technology」 に出席及 び発表を

論文発表 を行 い,3月27日 帰国。        行 い,5月21日 帰 国。

・竹澤泰子教授(人 文学研 究部)は,文 部科学 省大 ・高 田時雄教授(東 方学研究部)は,5月20日 大

学改革推 進等 補助金 によ り,2005年5月30日 東  阪 発,上 海 師範 大 學 に於 いて 「敦燵 の民 族 と言

京発,ハ ー ヴァー ド大学 に於 いて,人 種 。人種差  語」・「日本敦燵 學簡史」 にっ いての講演を行 い,

別 の人 文学 と遺伝 学 の融 合研 究を行 い,3月29  5月25日 帰 国。

日帰国。                   ・富永茂樹教授(人 文学研究部)は,5月15日 大

・稲葉穣助 教授(東 方学研究部)は ,3月20日 大  阪発,グ ルベ ンキ ア ン文化 セ ンター及 び国立図書

阪 発,ウ ィー ン大学,オ ー ス トリア国立 アカ デ  館 に於 いて,「 京都 一 リスボ ン,都 市の憂璽 」 に

 ミーに於 いて,研 究打 合せ ・資料収集,ウ ィーン  つ いて講 演を行 い,5月28日 帰国。

大学芸 術史研究所 に於 いてAfghanistan Work- ・菊地 暁助 手(人 文学研究部)は,5月26日 大阪

shopに 参加,ウ ィー ン大 学図書 館 にて所蔵 文書  発,韓 国学中央研究院 に於 いて,地 域資源 と して

調査 を行い,3月29日 帰国。           の 〈景観 〉の保全 な らびに活用 に関す る研究会 に

・王寺賢 太助教授(人 文学研究部)は ,3月18日  参加,江 陵端午祭 にて世界無形遺産登録江陵の現

大 阪発,フ ラ ンス国立 図書 館,国 際哲学 コ レー  地調 査を行 い,5月31日 帰 国。

 ジュ,パ リ第1ソ ル ボンヌ大学 に於 いて学術協定  ・加 藤和人助教授(人 文学研究部)は,文 部科学省

打 合せ及 び18世 紀 フ ランス歴史 叙述 にっいて の  科学 研究費補助金 によ り, 5月30日 大阪発,へ

調査 ・研究 を行 い,4月8日 帰国。       ル シンキ ・フェアセ ンターに於 いて,ヒ トゲノム

・籠谷 直人教授(人 文 学研究部)は,4月6日 大阪  国際機構(HUGO)第11回 年会 にて研究発表及

発,香 港大学 ア ジァ研究 セ ンターに於 いて,セ ミ  び理論委 員会 に出席 し,6月4日 帰国。

 ナー 「アジァ的視点 か らの香港 と日本 について」  ・高 田時雄 教授(東 方学研究部)は,6月15日 大

にて報 告を行 い,4月8日 帰国。         阪発,キ ヨソネ美術館 に於 いて所藏 の漢籍 の調査

・田中雅 一教授(人 文学研究部)は,文 部科学省科  を行 い,6月20日 帰 国。

学研 究費補助金 によ り,4月5日 大阪発,サ ンフ ・高木博志助教授(人 文学研 究部)は,6月18日

 ランシスコ ・マ リオ ッ ト・ホテルに於 いてアメ リ  大阪発,慶 尚南道統営群 閑山面 に於 いて,壬 辰倭

力 ・アジア学会 国際会議へ 出席 し,軍 事史研究所  乱 をめ ぐる国際 シ ンポ ジウ ムへ参 加 し,6月22

に於 いて アメ リカ軍 の式典 についての資料調査 を  日帰国。

行 い,4月15日 帰 国。             ・竹沢泰子教授(人 文学研究部)は,4月5日 成田
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発,マ サチ ューセ ッツ工科大学,ハ ーバ ー ド大学  研究 費補 助金 によ り,8月8日 大 阪発,ス トック

に於 いて,人 種 ・人種主義 と科学 との関係にっい  ホルム大学 及 び ライデ ン大学 に於 いて科 学研究費

て研究 を行 い,渡 航中,文 部科学省科学研究 補助  基盤 研究Sの 開始 に伴 う研 究打 ち合 わせ を行 い,

金 によ り,6月12日 ～15日 ・6月22日 ～28日, 8月18日 帰 国。

ニ ュー ヨー ク州 立大 学,ハ ー レム ・ス タジオ ・ ・坂本優一 郎助手(人 文学研 究部)は,文 部 科学 省

 ミュー ジックア ジア系 アメ リカ人 アー トセ ンター, 科学研究 費補助金 によ り,8月8日 大 阪発,ロ ン

ワ シン トン大学 に於 いて,人 種の表象 と表現 の研  ドン ・メ トロポ リタン ・ア ーカイ ヴズに於 いて公

究 に関する資料収集 を行 い,6月30日 帰 国。    債起債 関係 資料 の調査 を行 い,8月24日 帰 国。

・水野 直樹教授(人 文学研究部)は ,7月2日 大阪 ・山崎岳助手(附 属漢字情報 研究 セ ンター)は,8

発,延 世大学校,忠 清南道に於 いて,延 世大学校  月13日 大 阪発,寧 波大学,双 喚港,馬 喬博物 館

国学研究院主催 国際学術大会 に参加及 び発表 を行  等 に於 いて東 ア ジア海域交 流 と日本伝統 文化に関

い,7月8日 帰 国。             す るフ ィール ド調 査及 び資料 収集 を行 い,8月

・ウ ィッテル ン,ク リステ ィア ン助教授(附 属漢字  24日 帰 国。

情報研究 セ ンター)は,文 部科学省研究拠点形成  ・池 田巧助教授(東 方学研究 部)は,文 部科 学省科

費補助金 によ り, 6月30日 大阪発,チ ュー ビン  学研究費補助 金 によ り, 7月31日 大 阪発 中央

ゲ ン大学,ソ ルボ ンヌ大学 に於 いて,研 究打 ち合  民俗大学及 び西南民俗大学 に於 いて西南 中国の言

わせ及 び国際人文情報学 会への出席 ・研究報告 を  語 にかんする文献調査及 び康定近郊 にてムニ ャ語

行 い,7月11日 帰 国。             と リュズ語 の調 査 を行 い,8月25日 帰 国。

・高 田時雄教授(東 方学研究 部)は ,文 部科学省研  ・岡村秀典教授(東 方学研究部)は,文 部科 学省 科

究拠点形成費補助金 によ り,7月4日 大阪発,ロ  学研究費補助 金 によ り, 8月13日 大 阪発,山 西

シア科学院東洋学研究所 サ ンク ト ・ペテルブルグ  省考古研究所,山 西博物 院,北 京大学 に於 いて北

支所 に於 いて敦煙学 国際検討 会の打合せ及 び ロシ  魏文物,雲 岡石窟 ・平城遺 跡の調査 を行 い,8月

ア所藏漢字文献 の調査 を行 い,7月12日 帰 国。   26日 帰国。

・藤井正人教授(人 文学研究部)は ,文 部科学省科  ・籠谷 直人教授(人 文学研究部)は,文 部科学省 科

学研究費補助金 によ り,7月9日 大阪発,エ デ ィ  学研究費補助 金 によ り, 8月19日 大 阪発,ヘ ル

ンバ ラ大学 に於 いて,第13回 世界 サ ンス ク リッ  シンキ大学 に於 いて第14回 国 際経済史学 会 に参

 ト会議 に出席 し,7月16日 帰 国。        加,研 究報告 し,8月28日 帰 国。

・ウィ ッテル ン,ク リステ ィア ン助 教授(附 属漢字 ・古松崇志助手(東 方学 研究部)は,8月22日 大

情報研究 セ ンター)は,7月17日 大阪発,中 華  阪発 北京 に於 いて,総 合地 球環境学研究所 との

仏学研究所 および中華電子仏典協 会に於 いて 出講  共 同研究 プ ロ ジェ ク ト 「民族/国 家 の交錯 と生

研究打合せ を行 い,7月26日 帰 国。       業変化 を軸 と した環境史 の解 明」 のため歴 史遺 跡

・曽布川寛教授(東 方学研 究部)は ,7月30日 大  及 び現状 につ いて フ ィール ド調 査 を行 い,8月

阪発,太 原市文物考古研究所,山 西省博物館,北  27日 帰国。

京大学 に於 いて中国美術 の調査 と資料蒐集 を行 い, ・森時彦教授(東 方学研究部)は,科 学技術振興 調

 8月3日 帰国。                整費 によ り, 8月18日 大 阪発,山 西省社 会科 学

・中西裕樹助手(東 方学研究部)は ,文 部科学省科  院,近 代史研究 所 に於 いて,山 西省,北 京市,河

学研究費補助金 によ り,8月1日 大阪発,香 港城  北省 にお ける環 境問題調査 お よび国際学会 「1910

市大学,海 豊県県誌弁公室 に於 いて,中 国広東省  年代 の中国」 に参加 し,8月30日 帰国。

に分布す る ショオ語 の研究打合 せ,現 地調査 およ  ・石川禎浩助教授(東 方学研究 部)は,科 学技術 振

び資料収集 を行 い,8月17日 帰 国。        興調整費 によ り, 8月18日 大 阪発,山 西省社 会

・冨谷至教授(東 方学研究部)は ,文 部科学省科学  科学院 近代史 研究所 に於 いて,山 西省,北 京 市,
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河 北 省 に お け る環 境 問 題 調 査 お よ び国 際学 会  国政府 ・国家記録 院に於 いて戦前朝鮮 におけ る民

「1910年 代 の中国」 に参加 し,8月30日 帰 国。   族問題 に関す る資料調 査を行 い,9月23日 帰 国。

・宮紀子 助手(東 方学研究 部)は ,8月22日 大 阪 ・岩井茂樹教授(東 方学 研究部)は,文 部科学省科

発,ウ ズベキス タン,カ ザ フス タン,キ ルギス タ  学研究費補助金 によ り,9月11日 大阪発,中 国

ン,中 国 に於 いて,総 合地球環境学研究所 との共  社会学院歴史研究所,第1歴 史補案館,南 開大学,

同研 究 プ ロ ジェ ク ト 「民族/国 家 の交 錯 と生 業  国家図書館 に於 いて,学 術講演お よび資料調 査を

変化 を軸 と した環境史 の解 明」のため歴史遺跡 及  行 い,9月24日 帰 国。

び現状 につ いて フィール ド調査を行い,9月6日 ・菖谷至教授(東 方学研究部)は,9月21日 大阪

帰 国。                    発,ソ ウル市内,忠 北大学 に於 いて,「 張家山漢

・田辺明生助教授(人 文学研 究部)は ,文 部科学 省  簡,2年 律令及 び韓 国の法制」 に関す る学術大会

科 学研究費補助 金 によ り, 7月31日 大 阪発,ブ  に出席及 び研究 発表 し,9月24日 帰国。

バ ネー シュ ワル及 びプ リー近郊に於いて,民 主 化 ・矢木毅助教授(東 方学研究部)は,9月21日 大

にともな う社会 変容 にっ いての フィール ド調 査,  阪発 清州市,忠 北大学 に於 いて,「張家山漢簡,

デ リー大学 に於 いて イ ン ド民主主 義に関す る研究  2年 律令及 び韓 国の法制」 に関す る学術大会 に出

打合せ,資 料収 集を行 い,9月9日 帰国。     席及 び研究発表 し,9月24日 帰国。

・森時彦教授(東 方学研究部)は ,文 部 科学省 科学 ・齋藤智寛助手(附 属漢字情報研究 セ ンター)は,

研究費補助金 によ り,9月7日 大阪発,社 会 科学  8月27日 大 阪発,中 央研 究院歴 史語言研究 所 に

院近代史研究 所及 び新河 県政府 に於いて中国県制  於 いて資料調査,研 究打合せ を行 い, 9月25日

に関す る調査,資 料収集 を行 い,9月13日 帰国。  帰国。

・高田時雄教授(東 方学研 究部)は ,文 部科学 省研  ・石川禎浩助 教授(東 方学研究部)は,文 部科学省

究拠点形成費 補助金 によ り,9月7日 大阪発,南  科学研究 費補助 金 によ り,9月11日 大阪発,ス

京師範大学,上 海図書館 に於 いて 「轄型期的敦捏  タ ンフォー ド大学 フーバ ー研究所,国 立公文書館,

學 一纏承與 嚢展」國 際學 術検討會出席,漢 字 文献  ワ シン トン大学 に於 いて,中 国社会主義運動 に関

の調査 を行 い,9月13日 帰国。         す る資料 調査及 び研究 打合 せを行 い,9月26日

・王寺賢太助教 授(人 文学 研究部)は ,9月9日 大  帰 国。

阪発,ト ロワ リヴ ィェール大学,ケ ベ ック大学 に ・田中雅一 教授(人 文学研究部)は,文 部科学省科

於 いて国 際18世 紀 学会 若手 セ ミナー 『啓蒙 と歴  学研 究費補助金 によ り,9月21日 大阪発,ロ ン

史」 に参加 し,9月18日 帰国。         ドン大学,ラ ンカスター大学 に於 いて,イ ンド系

・倉島哲助手(人 文学研究 部)は ,文 部科学省科学  移民調 査,「Gender and Spirtual Praxisin Asian

研究費補 助金 によ り,8月22日 大阪発,上 海第  Contexts Conference」 に出席 し,ヘ ブ ライ ・エ

 2工 業大学,新 郷市,上 海市 に於 いて,現 地 にお  ルサ レム大学 に於 いて 「War and Peace in Asia」

ける武術 の実践 に関す る調査 を行 い,9月18日  国 際セ ミナーにて講演 し,10月6日 帰国。

帰国。                    ・久保 昭博 助手(人 文学研究部)は,文 部科学省科

・池 田巧助教授(東 方学研 究部)は ,文 部科学省科  学 研究 費補 助金 によ り,10月4日 大 阪発,テ ア

学研 究 費補 助 金 によ り,9月9日 大阪 発,カ ル  トル ・ド ・ラ ・マニュ ファクチュール,フ ラ ンス

フォルニア大学,ワ シン トン大学 に於 いてチベッ  国立 図書館 に於 いて,レ ーモ ン ・クノー国際 シン

 ト・ビルマ語 のデー タベ ース利用 に関す る打合せ  ポ ジウム出席及 び研究発表 と文学理論 に関す る資

及 び第39回 国際漢藏語 学会 に参加 し,9月19日  料 収集を行 い,10月15日 帰 国。

帰国。                     ・大 浦康介教授(人 文学研 究部)は,文 部科学省科

・李昇曄助 手(人 文学 研究部)は ,文 部科学省科学  学 研究費補助金 によ り,10月18日 大 阪発,社 会

研究費補 助金 によ り, 9月18日 大阪発,大 韓民  科 学高等 研究 院 に於 いて,GDR全 体会議 に出席
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し,フ ィクシ ョン論 関係 資料 収集行い,10月24  版 出版打合 せ,ア ジア協会,カ ル フォルニア大 学

日帰国。                 アーヴ ァイ ン校 に於 いて,ア ジア系 アメ リカ人 に

・田中雅一教授(人 文学研究部)は ,文 部科学省科  関す る資料収集 を行 い,ll月9日 帰国。

学研究費補助金 によ り,10月25日 大 阪発,シ ン ・石川禎浩助教授(東 方学研究 部)は,科 学技術 振

ガポール大学及 び ビンタン地方 に於いて,東 ア ジ  興調 整費 によ り,11月3日 大 阪発 新会 市 内,

アの イ ン ド人移民 にっいての国際会議 に出席 し,  中山市内,香 格 里拉大酒店 に於いて,広 東省 にお

シ ンガポールとイ ン ドネ シアの関係について現地  ける環境調査及 び 「紀念孫 中山誕辰140周 年学 術

調査を行 い,10月30日 帰 国。           討論会」 に出席,研 究報告 を行 い,11月9日 帰

・ウィ ッテル ン,ク リステ ィア ン助教授(附 属漢字  国。

情報研究 セ ンター)は,文 部科 学省科 学研究費補  ・竹沢泰子教授(人 文学研究部)は,文 部科学省 科

助金 によ り,10月3日 大 阪発,ミ ュ ンス ター大  学研究費補助金 によ り,ll月11日 大阪発,中 山

学,ベ ル リン国家図書館 に於 いて漢字 研究 ナ レッ  大学 に於 いて シ ンポ ジウム 「境界の ないア ジア」

ジベ ースにつ いての研究打合 せ と資料 収集及 び出  に参加 し,11月14日 帰 国。

講,ヴ ィク ト リア 大 学 に於 い て,TEIの メ ム ・水野直樹教授(人 文学研究部)は,文 部科学省 科

バ ース ・ミーテ ィング2006年 出席TEIの 国際  学研究費補助金 によ り,11月16日 大阪発,大 田

化 にっ いて研究打合 せを行 い,11月1日 帰国。   市内,忠 南大学 校に於 いて,韓 国社会史学会 に参

・船山徹助教授(東 方学研究部)は ,文 部科学省科  加及 び資料調査 を行 い,11月21日 帰国。

学研究費補助金 によ り,10月30日 大 阪発,人 民  ・藤井正人教授(人 文学研究部)は,文 部科学省科

大学 に於 いて中国仏教史 に関す る資料収集 と打合  学研究費補助金 によ り,11月18日 大阪発,イ ン

せ及 び中 日仏学 会議 に 出席 ・研 究発表 し,11月  ド考古局,マ ハ ラジャ ・サ ラジラオ大学東洋研 究

4日 帰国。                  所,Lal Chand学 術図書館 に於 いて,ヴ ェー ダ

・高木博志助教授(人 文学研究部)は ,10月29日  文献伝承 の現地調 査を行 い,11月26日 帰国。

大阪発,オ ース トリア国立 図書 館,ユ ダヤ博物館,・ 山崎岳助手(附 属漢字情報研 究セ ンター)は,11

世界遺産地区,オ ース トリア抵 抗史料研究所 に於  月21日 大 阪発,ホ テル ・イ ンター コ ンチ ネ ンタ

いて,共 同研究 「国民国家 の比 較史的研究」 に関  ル ・マ ニ ラ,フ ィ リピ ン国立 図書 館 に於 いて,

す る調査を行 い,11月4日 帰 国。        IAHAに お ける学術 報告及 び16世 紀 の華 人 に関

・森時彦教授(東 方学研究部)は ,科 学技術振興調  す る資料調査 を行 い,11月27日 帰国。

整費 により,10月30日 大阪発,復 旦大学,漸 江  ・佐野誠子助手(東 方学研究部)は,文 部科学省科

交通 運輸建設股彷有限公 司に於 いて中国環境問題  学研 究費 補助 金 に よ り,12月5日 大阪 発,北 京

に関す る研究打合せ及 び中国交通 環境 に関す る調  大学 に於 いて六朝 文学国際研 究会議へ参加及 び研

査を行 い,11月5日 帰 国。            究発表を行 い,12月9日 帰 国。

・齋藤智寛助手(附 属漢字情報研 究セ ンター)は ,  ・金文京教授(東 方学研究部)は,12月7日 大 阪

文部 科学省科学研究費補助金 によ り,10月26日  発 中央研究院歴 史語言研究 所に於 いて,俗 文学

大阪発,雲 林科技大学漢学 資料 整理研究所,竜 山  学術 研討 会 に参 加 及 び基調 講演 を行 い,12月9

寺,国 家図書館 に於 いて,「2006年 漢字研究国際  日帰国。

学術検討会」 に出席 し,仏 教 および道教信仰 に関  ・王寺賢太助教授 (人文学研究部)は,12月9日

す る研 究 の現地 調査,資 料収 集 を行 い,11月5  大 阪発,フ ラ ンス国立 図書 館 に於 い て コ ロッ ク

日帰 国。                   「レナル とそのネ ッ トワー ク」 に参加 し,12月23

・竹沢泰子教授(人 文学研究部)は ,文 部科学省科  日帰国。

学研 究費補助金 によ り,10月26日 成 田発,パ ー  ・岡 田暁生助教授(人 文学研究部)は,文 部科学省

バー ド大学 に於 いて,『 人種概念 の普遍性」 英語  科学研究費補助 金に よ り,12月19日 大阪発,バ
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イ エル ン国立 図書 館 に於 いて,19世 紀 の音楽史

関係 の資料調査 を行 い,12月26日 帰 国。

'高田日羅 鞭(東 方学研究部)は・文部科学省科   招 へ い外 国 人 学 者

学研究費補助金 によ り,12月24日 大 阪発,長 榮

中學図書館 に於 いて,表 音文 字によ る中國語 資料 ・WANG, Ding ベル リン ・ブランデ ンブル ク科

の調査 を行 い,12月29日 帰 国。           学院非常勤研究員

・森時彦教授(東 方学研究部)は ,科 学技術 振興調  中央 ア ジァ版刻史 の研究

整費 によ り,12月21日 大 阪発,上 海市 梢案館,              受入教員 高田教授

徐州師範大学,青 島市 梢案館等 に於いて,中 国環  期間 2005年11月3日 ～2007年ll月2日 (継

境問題 に関す る調査 ・研究 打合せ ・資料収集を行  続)

い,12月30日 帰国。             ・GUMBRECHT, Cordula ドイッ国立図書館東

                          ア ジア部 主任

                        吐魯番 探検 隊の研究  ドイッ隊 と大谷隊

      外国人研究員            受入獺 高田鞭
                        期間2005年11月3日 ～2007年11月2日(継

・崔 鳳春 廣西師範大学社会文化興旅遊学院教授  続)

 日中戦争期中国における朝鮮人の抗日運動と日本  ・金 春實 忠北大学校人文大学教授

人の反戦運動                 三国時代仏教彫刻の中国,日 本との比較研究

            (文化生成研究客員部門)             受入教員 曽布川教授

             受入教員 水野教授  期間 1月20日 ～7月20日

期間 1月26日 ～8月20日          ・朴 盛鍾 関東大学校人文大学メディア国文学科

・楊 奎松 北京大学歴史系教授            教授

近代東アジア社会主義運動史           室町時代の和製漢語と朝鮮王朝初期の韓国漢字語

            (文化連関研究客員部門)    との対比研究

             受入教員 石川助教授                受入教員 金教授

期間 3月13日 ～9月12日          期間 3月7日 ～8月21日

・EMMERICH , Reinhard ミュンスター大学教授  ・ESPOSITO, Monica

   唐代の判の研究               道蔵輯要の研究

            (文化生成研究客員部門)              受入教員 萎谷教授

              受入教員 冨谷教授  期間 4月1日 ～2007年3月31日

期間 9月5日 ～2007年2月28日      ・阿 風 中国社会科学院歴史研究所副研究員
・SAKAI , Cecile パリ第7大 学東アジア言語 ・文  中国明清時代における法律 ・裁判文書の研究

   明学部教授                              受入教員 岩井教授

 日本近代小説に見る虚構性構築の手法       期間 4月5日 ～7月3日

            (文化連関研究客員部門) ・池上英子 ニュースクール大学大学院教授

              受入教員 大浦教授  祇園祭の歴史社会学的研究

期間 9月25日 ～2007年1月25日               受入教員 高木助教授

                         期間 5月26日 ～8月13日

                        ・陳 煕遠 中央研究院歴史語言研究所助理研究員

                         清代法制史,近 代思想史

                                      受入教員 森教授
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期間 5月28日 ～6月27日          期間 8月21日 ～11月15日

・干 志嘉 中央研究院歴史語言研究所研究員   ・池上英子 ニュース クール大学大 学院教授

明代社会史お よび軍事史 の研究          祇園祭の歴史社会学 的研究

             受入教員 岩井教授             受入教 員 高木助教授

期間 5月28日 ～6月27日        期間 9月25日 ～2007年2月28日

・王 國良 台北大学古典文献学研究所所長    ・LEDDEROSE , Lotharハ イデルベル ク大学美

東ア ジア漢文小説研究               術史 研究所所長

              受入教員 金教授  房山雲居寺を中心 とす る中国仏教石 刻資料 と仏教

期間 6月18日 ～7月5日             儀礼 空間

・張 啓雄 中央研究院 ・近代史研究所                  受入教員 田中淡教授

「政教 分離」 と 「政経一体」 戦後 日本対台湾外交  期 間 9月25日 ～2007年3月24日

  政策の形成 と転換             ・阿  風 中国社会科学 院歴史研究所副 研究員

             受入教員 籠谷教授  中国明清 時代 における法律 ・裁判文書 の研究

期 間 6月26日 ～8月10日                      受入教員 岩井教授

・黄 克 武 中央研究院近代史研究所研究員     期 間 9月27日 ～10月26日

日本 的陽明學 與中國近代化           ・VOGELSANG, Kai ミュ ンヘ ン大学 ハイセ ンベ

              受入教員 森教授    ルグ特 別研究員

期間 6月27日 ～9月22日          Studies in the textual and literary criticism

・成 素梅 山西大学科学技術哲学研究 センター教   of the Tso-chuan(c .4thc. BC)

  授                           受入教 員 ウ ィッテル ン助教授

日本 におけ る物理 学の受容 とその科学哲学的考察  期 間10月1日 ～2007年9月30日

             受入教員 武田教 授 ・高 啓安 蘭州商学院教授

期間 6月28日 ～11月25日           シルクロー ド飲食文化 の研 究

・SMITH Henry コロン ビァ大学東ア ジァ学科 教              受入教員 高 田教 授

  授                期 間10月5日 ～2007年10月4日

日本近代建築史論 講談及び浪曲 にお ける赤穂 浪 ・LAPTEV, Sergey 実践 東洋学院社会政 治学 部

  士                       助教授

            受入教員 高木助教授  汎 ア ジア科学技 術起源論

期間 7月1日 ～2007年6月30日                    受入教員 武 田教 授

・黄 蘭翔 中央研究 院台湾史研究所副研究 員   期間10月26日 ～2007年10月25日

「関 中創立戒壇 図経』 にみえ る唐代の仏教伽藍   ・輩 文 中国社 会科学院考古 研究所副研究 員

            受入教員 田中淡教授  3～6世 紀 の装 身具か らみた東 アジアの文化交 流

期間 7月14日 ～9月13日                      受入教員 岡村教 授

・陳 金華 ブ リテ ィッシュコロンビア大学準教授  期間12月6日 ～2007年3月5日

8世 紀初期 の中国 国家 と宗 教

            受入 教員 船 山助教授

.型間藩月翻 謬 撃盤 文化與髄学騰授   外国人共同研究者
日中戦争期中国における朝鮮人の抗日運動と日本 ・PAUL, Paramita ライデン大学漢字研究所研修

  人の反戦運動                 員

             受入教員 水野教授  中国禅僧の肖像画
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             受 入教員 冨谷教授  期間 9月20日 ～2007年8月31日

期間 2月1日 ～3月15日          ・SCHERRMANN, Sylke, Ulrike

・SCHERRMANN , Sylke Ulrike        青 島1日蔵 ドイッ語文献 中の法制 関係資料の調 査

青島旧蔵 ドイ ツ語文献 中の法制関係資料 の調査               受 入教員 岩井 教授

             受入教員 岩井教授  期間 10月1日 ～2007年3月31日

期間 2月27日 ～3月31日

・許 芝銀 京 幾大学校時 間講師

江戸時代朝鮮通信使の研究         外 国 人 研 究 生

              受入教員 金教授

期間 3月31日 ～2007年2月28日     ・SOLOMON, Deborah

・ESPESSE , Gregoire中 央研究院歴史語言研 究所  1929年 光州学生運動 の研究

  研究員                                受入教員 水野教授

道教史 にお ける 「太平経 』 の再評価        期 間 2005年7月1日 ～2007年6月30日(継

             受入教員 委谷 教授  続)

期間 4月1日 ～2008年3月31日      ・朴 眞換

・韓 燕麗                    韓 国におけ る良 心的兵 役拒否を通 してみ る韓国社

海外華人 によ る文学 ・映画作品 に関す る研究      会 の徴兵制 についてのデ ィスコース研究

              受入教員 金教授            受入教員 田中(雅)教 授

期間 4月1日 ～2007年3月31日      期 間 4月1日 ～2007年3月31日

・SANF , Charles Theodoreミ ュ ンスター大学漢 ・SHASHNINA, Olga Vladimirovna

字 。東 ア ジア学研究 所講師           現代 日本社 会にお ける宗教の役割

中国前漢 時代 の礼 と法を め ぐる学術思想                受入教員 田中(雅)教 授

             受入教員 冨谷教授  期 間 4月1日 ～2007年3月31日

期間 4月10日 ～2007年4月9日     ・SHENDEROVICH, Esther

・金 麗實                     国際関係 にお ける明治期 日本 の自己表現

植民地期 在満朝鮮人 の生活 ・文化 ・ナ ショナル ア              受入教員 高木助教授

  イデ ンテ ィテ ィー           期 間 4月1日 ～2007年3月31日

             受入教員 水野教授  ・常 雪鷹

期間 4月15日 ～2008年4月14日      日中古典 文学の比較研究

'關 理華                                 受入教員 金教授

中國戯 曲,俗 文學,特 別是廣東的説唱       期 間 10月1日 ～2007年9月30日

              受入教員 金教授  ・KEET, Philomena

期間 7月10日 ～2007年6月30日      衣 類 と遊ぶ 日本 の若者 フ ァッション現象 である

・LIM , Sungyun                コス プ レに見 る周 縁性,創 造 力,ア イ デ ン

植民地 期朝鮮 の家族 制度 と法制度 に関す る研究     ティティ

             受入教員 水野教授            受入教 員 田中(雅)教 授

期聞 9月15日 ～2007年7月30日      期間10月1日 ～2007年3月31日

・DE GANON , Pieter Sebastian           ・葎 魯寧

近世 ・近代 日本 にお ける 「肉食」 の文化 的意味,  中国貴州省安安順屯堅地域 におけ る 「地劇」 とそ

  歴 史,社 会関係                こに生活 している女性達 の関わ り

            受入教員 高木助教授            受入教 員 田中(淡)教 授
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期間10月1日 ～2007年3月31日      「中国美術の圖像學』

                                      曾布川 寛編

                        2006年3月20日 刊

      出 版 物   『難波鑑 梅之部抄』 文明と言語研究班
                                      横山 俊夫編

「人文学報』 第93号 (紀要第152冊)       2006年3月20日 刊

 2006年3月31日 刊             「東洋学へのコンピュータ利用 第17回 研究セミ

「東方学報』 78冊(紀 要第151冊)        ナー』 (全国文献 ・情報センター人文社会科学学

 2006年4月10日 刊             術情報セミナーシリーズ京都大学学術情報メディ

『東方学報』79冊(紀 要第153冊)       アセンター第78回 研究セミナー)

 2006年9月30日 刊            2006年3月24日 刊

『東洋学文献類目』2003年度           「日仏交感の近代一 文学 ・美術 ・音楽」(京都大

 2006年3月27日 刊           学学術出版会)

Z刀昭 ひ亙number 38                           宇佐美 齊編

 2006年3月 刊              2006年5月15日 刊

『所報人文』第53号               『江陵張家山二四七號墓出土漢律令の研究』(朋友

 2006年6月30日 刊           書店)

                                      冨谷  至編

                        2006年10月25日 刊

    研 究 報 告 そ の 他    『ミクロ人類学の実践一 エイジエンシー/ネ ツ
                       トワーク/身 体』(世界思想社)

「雲岡窟 遺物篇』(朋友書店)                      田中雅一 ・松田素二編

                岡村 秀典  2006年11月30日 刊

 2006年2月20日 刊
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