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第 72回日本西洋史学会大会 全体プログラム 

 

 

第 1 日目 2022 年 5 月 21 日（土） 

10:30-10:50 東・西日本懇談会 

11:00-12:00 理事校会議 

 

* 

 

13:00-13:30 総会 

13:40-16:45 記念講演 

17:00-    アフターセッション 

18:00-19:30 ワークショップ  

 

 

第 2 日目 2022 年 5 月 22 日（日） 

9:00-13:00 部会別自由論題報告 

古代・中世史部会 

近世史部会 

近代史部会 

現代史部会 1 

現代史部会 2 

 

* 

 

14:00-17:00 小シンポジウム 



 

 

 

 

 

記 念 講 演 

 

 

大会第 1 日目 

 

2022 年 5 月 21 日（土） 13:40-16:45 
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記 念 講 演 

 

大会第 1 日目 

2022 年 5 月 21 日（土） 13:40-16:45  

13:40-13:50 挨拶、第１講演者の紹介 

13:50-15:10 第１講演 

高山 博（東京大学） 

ノルマン・シチリア王国の研究 

―ヨーロッパ、ビザンツ、イスラム文化の十字路― 

15:10-15:20 休憩 

15:20-15:25 第２講演者の紹介 

15:25-16:45 第２講演 

石田 勇治（東京大学） 

ヴァイマル共和国史再考 ―ヒトラー前夜のドイツ？― 
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高山 博（東京大学） 

 

ノルマン・シチリア王国の研究 

―ヨーロッパ、ビザンツ、イスラム文化の十字路― 

 

略歴 

1980 年 3 月 東京大学文学部西洋史学科卒業 

1990 年 5 月 エ−ル大学大学院歴史学博士課程修了、Ph.D.取得  

1990 年 4 月 一橋大学助教授（経済学部） 

1993 年 4 月 東京大学助教授（文学部、文化交流研究施設） 

1995 年 10 月 École des Hautes Études en Sciences Sociales, Visiting Scholar (96 年 9 月まで） 

2002 年 10 月 American Academy in Rome, Resident (12 月まで) 

2004 年 4 月 東京大学大学院教授（人文社会系研究科、西洋史学、2022 年 3 月まで） 

2008 年 4 月 文部科学省科学官（2012 年 3 月まで） 

2009 年 10 月 UCLA, CMRS Distinguished Visiting Scholar 

2015 年 6 月 西洋中世学会会長（2019 年 6 月まで） 

2016 年 6 月 史学会理事長（2020 年 6 月まで） 

2019 年 9 月 Institute for Advanced Study (Princeton), Willis F. Doney Member (12 月まで) 

2021 年 6 月 地中海学会副会長（～現在） 

 

受賞 

1) R. S. Lopez Memorial Prize、エール大学大学院、1990年5月28日 

2) サントリー学芸賞（思想・歴史部門）、サントリー文化財団、1993年12月6日 

3) 地中海学会賞、地中海学会、1994年6月12日 

4) マルコ・ポーロ賞、イタリア文化会館、1994年10月14日 

5) 紫綬褒章、日本国政府、2016年4月29日 
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著作 

著書 The Administration of the Norman Kingdom of Sicily, E. J. Brill, 1993 

『中世地中海世界とシチリア王国』東京大学出版会、1993 

『神秘の中世王国～ヨーロッパ、ビザンツ、イスラム文化の十字路』 

東京大学出版会、1995  

『ハード・アカデミズムの時代』講談社、1998  

『中世シチリア王国』講談社現代新書、1999  

『歴史学 未来へのまなざし～中世シチリアからグローバル・ヒストリーへ』 

山川出版社、2002  

『＜知＞とグローバル化～中世ヨーロッパから見た現代世界』勁草書房、2003  

『文明共存の道を求めて』日本放送出版協会、2003  

『ヨーロッパとイスラーム世界』山川出版社、2007  

『中世シチリア王国の研究～異文化が交差する地中海世界』東京大学出版会、2015  

Sicily and the Mediterranean in the Middle Ages, Routledge, 2019 

著書 (編著・共訳) 

『西洋中世史研究入門』佐藤彰一、池上俊一との共編、名古屋大学出版会、2000 

『西洋中世学入門』池上俊一との共編、東京大学出版会、2005 

D・アブラフィア著『地中海と人間～原始・古代から現代まで』全 2 分冊、 

監訳、高山博・佐藤昇・田瀬望・藤崎衛訳、藤原書店、2021 

『中世ヨーロッパの政治的結合体～統治の諸相と比較』亀長洋子との共編、 

東京大学出版会、2022 など。 

 

要 旨 

 

 12 世紀、地中海の中央に位置するシチリア島とイタリア半島南部に、ノルマン人の

手によりシチリア王国が建国された。11 世紀半ばにフランス北部ノルマンディ地方の

寒村から富を求めて南イタリアへやってきた戦士たちは、イスラム教徒やビザンツ帝国

の支配下にあった地域を征服し、ノルマン人が支配する国々を作った。それらの国々は、

やがて、一人のノルマン王のもとに統合され、ヨーロッパの君主たちが羨む、豊かで華

やかな宮廷文化を花開かせることになる。ノルマン人の成功物語は同時代の年代記に記

され、今日に至るまで形を変えながら語り継がれてきた。また、現在のシチリアに残る

当時の遺跡や遺物、たとえば、赤い円屋根をもつ教会やその内部を飾る華麗なモザイク 

画などは、歴史家の好奇心を刺激し、異国情緒あふれる王国のイメージが知られるよう



 

 

【記念講演】 

6 

 

になった。 

 他方、近年の研究者たちは、この中世シチリアに歴史研究上の 2 つの重要性を見出し

てきた。1 つは、このシチリアを通って、当時の先進的な文化、つまり、アラブ・イス

ラム文化とギリシア・ビザンツ文化がヨーロッパに入ってきたというものである。中世

シチリアでは、ギリシア語、アラビア語の書物がラテン語に翻訳され、それがヨーロッ

パに導入されることによって近代ヨーロッパの文化的基礎が作られたと考えられた。こ

のように、シチリアは中世ヨーロッパが先進的な東方文化を取り入れる場所として非常

に重要だったと考えられてきたのである。もう 1 つの重要性は、近代国家組織の原型が

この中世シチリアで作られたというものである。研究者たちは、このシチリア王国に高

度に官僚化した行政組織を見出し、それがヨーロッパの近代的行政制度の先駆けとなっ

たと考えてきた。これらの二つの見方は、いずれも、ヨーロッパ史にとっての王国の意

味を求めたものである。 

 しかし、私にとって重要な王国の特徴は、ラテン、ギリシア、イスラム文化が併存し

ていたという点であった。12 世紀に栄えたシチリア王国では、キリスト教徒（ローマ・

カトリック教徒とギリシア正教徒）とイスラム教徒が共存し、アラビア語、ギリシア語、

ラテン語が用いられ、それらの言語で書かれた文書が現在も残っている。パレルモの王

宮でノルマン人の王を世話していたのはアラブ・イスラム文化の中で育った人々であり、

王ウィレルムス 2 世はアラブ人たちを深く信頼し、身辺の業務や重要な事柄すべてを彼

らに任せていたという。王に仕える役人たちは、アラブ人、ギリシア人、ラテン系の人々

を含んでおり、宰相のほとんどは異国出身であった。この島は、ヨーロッパの歴史家に

とってはヨーロッパの辺境であったが、私にとってはラテン・ヨーロッパ、アラブ・イ

スラム、ギリシア・ビザンツの３つの文化の接触・交流を研究できる特別の場所なので

ある。この講演では、王国における異文化の併存と対立についてお話ししたいと思う。 
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石田 勇治（東京大学） 

 

ヴァイマル共和国史再考 

―ヒトラー前夜のドイツ？― 

 

略歴 

1957 年 京都市生まれ 

1980 年 マールブルク大学留学（文部省国費留学生） 

1982 年 東京外国語大学外国語学部卒業 

1984 年 東京大学大学院社会学研究科国際関係論修士課程修了 

1985 年 マールブルク大学留学（ドイツ学術交流会） 

1987 年 マールブルク大学社会科学哲学部博士号取得（Dr. Phil） 

1989 年 東京大学大学院総合文化研究科国際関係論博士課程単位取得退学 

1989 年 東京大学教養学部専任講師 

1991 年 東京大学教養学部助教授 

1997 年 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻助教授 

1998 年 ベルリン工科大学客員研究員（国際交流基金） 

2005 年 東京大学大学院総合文化研究科地域文化研究専攻教授 

2012 年 ハレ大学客員教授（日独共同大学院プログラム） 

 

著作 

著書  Jungkonservative in der Weimarer Republik. Der Ring-Kreis 1928-1933,  

        Frankfurt am Main 1988.(Verlag Peter Lang) 

   『過去の克服 ヒトラー後のドイツ』（白水社 2002、復刻版 2014） 

   『20 世紀ドイツ史』（白水社 2005 年、復刻版 2020） 

   『ヒトラーとナチ・ドイツ』（講談社 2015） 

共編著『ジャーナリズムと歴史認識』（凱風社 1999） 

『紛争現場からの平和構築』（東信堂 2007） 
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『図説ドイツの歴史』（河出書房新社 2007） 

『ジェノサイドと現代世界』（勉誠出版 2011） 

   『想起の文化とグローバル市民社会』(勉誠出版 2016) 

   『「ヒトラーの手口」と緊急事態条項』（集英社 2017） 

   『ナチズム・ホロコーストと戦後ドイツ』(勉誠出版 2021) 

   『ドイツ市民社会の史的展開』（勉誠出版 2021） 

   『ドイツ文化事典』（丸善出版 2021） 

訳書 『ヒトラー 権力の本質』（イアン・カーショー著、白水社 1999） 

編訳 『資料ドイツ外交官の見た南京事件』（大月書店 2001） 

共訳 『戦後ドイツ史 二重の建国』（クリストフ・クレスマン著、未來社 1995） 

   『アウシュヴィッツと≪アウシュヴィッツの嘘≫』（ティル・バスティアン著、 

    白水社 1995、白水 U ブックス 2005） 

   『「白バラ」尋問調書』（フレート・ブライナースドルファー編、未來社 2007） 

 

要 旨 

 

 第一次世界大戦に敗れたドイツでは革命のなかで帝政が崩壊し、やがて国民主権、議

会制民主主義を掲げる共和国が誕生した。この国は、ドイツ史上初の男女平等普通選挙

で選ばれた第一回国民議会(1919 年)が開催された場所に因んでヴァイマル共和国とも

呼ばれるが、公式には帝政時代の国名を引き継ぎ Deutsches Reich（「ドイツ国」）と名

乗った。多くの国民の期待を集めて始まった新時代は、度重なる危機を乗り越えながら

も、結局はナチ独裁への扉を開いた(1933 年)。なぜそのような事態に至ったのだろう

か。 

 ヴァイマル期のドイツは、後続するナチ体制の下で、国民を裏切った「十一月犯罪者」

の時代と貶められ、その民主主義の経験は歴史の表舞台から抹消された。冷戦期には、

西ドイツでは独裁者ヒトラーの出現に責めを負う「大衆支配」の時代として、東ドイツ

ではファシズム独裁を招来した「ブルジョワ支配」の時代として捉えられ、それぞれ負

の歴史から教訓を導き出して建国の糧とした。 

 たしかにヴァイマル期は、大方の同時代人にとって当初の希望を抱き続けることが困

難な時代だった。民主化が容易に進展しなかった帝政期と比べても生き辛いと受け止め

た者は少なくなかった。憲法に幅広い基本権が盛り込まれ、社会権や生存権が謳われて

いても、である。なかでも予期せぬ帝政の崩壊で特権や精神的拠り所を失った伝統的保

守層、敗戦とヴェルサイユ条約で名誉と職場を奪われた旧軍将兵、労働者の権利拡大を



 

 

【記念講演】 

9 

 

自身の経済的利益の妨げとなると考えた経営者にとって、ヴァイマルの現実は受け容れ

がたいものだった。それでも共和国の崩壊は必然的なものではなかった。少なくとも

1930 年春まで、共和国を支える勢力は国会多数派として政権を担うことが可能だった

のだ。 

 ヴァイマル共和国の誕生から一世紀余り、冷戦終結から約 30 年が経過した今、その

時代の歴史的評価をめぐって顕著な変化が生じている。これまで「頓挫した革命」、「裏

切られた革命」などといわれてきたドイツ革命に「史上最大の革命」との評価が与えら

れたり、「共和主義者のいない共和国」、「反対派に無防備な共和国」といった従来の通

説的理解が見直されたりしている。崩壊の主要因に数えられてきた憲法上の欠陥につい

ても、その点を強調する見解は後景に退いているように見える。これらは何より、歴史

家の世代交代にともなう視点や関心、研究対象の変化によるものだが、その背景に現代

ドイツの民主主義の歴史を今一度検証しようとする若い世代の歴史家たちの意図が働

いているように思える。 

 そこで改めて問うてみよう。ヴァイマル共和国はどのような時代であり、なぜ崩壊し

てヒトラー独裁に道を譲ったのか。講演では近年の研究動向を踏まえつつ、この問いを

考えてみたい。 



 

 

 

 

 

ワークショップ 

 

 

大会第 1 日目 

 

2022 年 5 月 21 日（土） 18:00-19:30 
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ワークショップ プログラム 

 

 

大会第 1 日目 

2022 年 5 月 21 日（土） 18:00-19:30  

 

外国語論文の校閲と投稿プロセス 

 

 

歴史家ワークショップ主催  

 

司会者・企画提案者：横江 良祐（日本学術振興会・特別研究員 PD） 

 

報告者：久野 愛（東京大学） 

 

菊地 重仁（東京大学） 

 

安平 弦司（日本学術振興会・特別研究員 CPD）  
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外国語論文の校閲と投稿プロセス 

 

 

趣旨説明 

 

横江 良祐 

 

 本ワークショップは、西洋史研究者の成果発信とキャリア構築に多大な影響をもたら

す外国語論文（査読論文、論文集、モノグラフ等を含む）の校閲と投稿に関して、3 名

の報告者とともに話し合い、意見交換することを目的としています。西洋史研究の国際

化には欠かせない外国語論文ですが、普段から使い慣れていない言語で学術論文を出版

することに対してハードルを感じている研究者は比較的多いのではないでしょうか。今

回は、日本の歴史研究の国際化支援を活動の柱の一つとした歴史家ワークショップにお

いて様々な企画に携わっている３名の研究者とともに、外国語論文の執筆と出版に関す

るさまざまなテーマを掘り下げます。 

ワークショップの報告者には、久野愛先生、安平弦司先生、菊地重仁先生をお招きい

たします。久野先生は 20 世紀米国史をご専門とし、文化とジェンダー史の観点から消

費者社会の形成と技術の発展にアプローチしていることで国際的に注目を集めていま

す。同じく英語でご活躍されている安平先生は、歴史家ワークショップ主催「英文校閲

ワークショップ」の企画運営者のお一人で、2021 年の末には Past & Present 誌に論文

が掲載されました。また、「国際化」と「英語圏進出」は必ずしも同じことことを意味

しないという重要な点に鑑み、カロリング朝期のフランク王国を中心とした中世ヨーロ

ッパ史に関してドイツ語で論文とモノグラフを出版されている菊地先生もお呼びして

おります。報告者の 3 名にはご自身のキャリアと研究業績に関してお話しいただいた

後、論文テーマの構想、論文の出版方法、ライティングと校閲、査読と投稿プロセスに

関してご経験をもとにディスカッションを行います。外国語論文の執筆において日本在

住の研究者が苦戦しやすい点なども議題として取り上げる予定です。ワークショップ最

後にはフロアからの質問や意見を募ります。これから外国語論文を書きたいと考える方、

外国語論文執筆の学生指導に悩んでいる方など、広く関心を共有する方にぜひご参加し

ていただければ幸いです。 



 

 

 

 

 

部会別自由論題報告 

 

 

大会第 2 日目 

 

2022 年 5 月 22 日（日） 9:00-13:00 
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部会別自由論題報告 プログラム 

 

■古代・中世史部会 

第 1 報告 9:00-9:40  司会：池口 守（久留米大学） 

堀 賀貴（九州大学） 

ポンペイ、ヘルクラネウム、オスティアの地形、立地からみる都市の構造について 

 

第 2 報告 9:50-10:30  司会：池口 守（久留米大学） 

豊田 浩志（上智大学・名誉教授） 

オスティア・ポルトゥスとポンペイ ―港湾と河川の学際研究― 

 

第 3 報告 10:40-11:20  司会：桑山 由文（京都女子大学） 

西又 悠（神戸大学・大学院） 

元首政期ローマ帝国下のギリシアにおける長い土地係争 

―ローマ帝国の裁定にみる現地への配慮― 

 

第 4 報告 11:30-12:10  司会：向井 伸哉（大阪市立大学） 

横井川 雄介（甲南大学・非常勤） 

エドワード 1 世治世のアジュネ・カオールザン現地勢力の動向 

 

第 5 報告 12:20-13:00  司会：佐藤 猛（秋田大学） 

上田 耕造（明星大学） 

シュザンヌ・ド・ブルボンの遺言書とブルボン家財産の行方 

―中世後期フランスにおける「諸侯国家」再考― 
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■近世史部会 

第 1 報告 9:00-9:40  司会：田口 正樹（東京大学） 

今野 元（愛知県立大学） 

「対抗宗教改革」概念は使用可能か ―西洋近世史研究への問題提起― 

 

第 2 報告 9:50-10:30  司会：名城 邦夫（名古屋学院大学・名誉教授） 

村松 綾（京都国立近代美術館） 

16 世紀バーゼルの金工コレクション形成過程にみるニュルンベルク出身者の役割 

―Jobst Friedrich Tetzel (1556 - 1612)を中心とした一考察― 

 

第 3 報告 10:40-11:20  司会：雪村 加世子（大阪産業大学） 

槙野 翔（ダブリン大学／東京大学大学院） 

三王国戦争期アイルランドにおけるカトリック同盟の和平協定 

 

第 4 報告 11:30-12:10  司会：横江 良祐（東京大学） 

山本 浩司（東京大学） 

存在しない洗濯婦 ―英国チャールズ 1 世親政期の石鹸独占とジェンダー― 

 

第 5 報告 12:20-13:00  司会：田中 良英（宮城教育大学） 

鈴木 佑梨（ロシア国立人文大学・共同研究生） 

18 世紀初頭のロシアにおける外交 
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■近代史部会 

第 1 報告 9:00-9:40  司会：並河 葉子（神戸市外国語大学） 

森井 一真（大阪大学・大学院） 

18 - 19 世紀転換期イギリス下院におけるスコットランド選出議員の西インド利害 

―奴隷貿易廃止法案に対する投票行動に着目して― 

 

第 2 報告 9:50-10:30  司会：坂本 優一郎（関西学院大学） 

板倉 孝信（東京都立大学） 

近世・近代におけるイングランド銀行の総裁・理事 

 

第 3 報告 10:40-11:20  司会：並河 葉子（神戸市外国語大学） 

田村 理（北海道大学・専門研究員） 

ジョセフィン・バトラ（1828～1906）の伝染病法廃止論 

―ヴィクトリア朝におけるフェミニズムと人権理念の関係をめぐって― 

 

第 4 報告 11:30-12:10  司会：松園 伸（早稲田大学） 

木内 翔（東海中学高等学校／南山大学・大学院） 

中期ヴィクトリア朝イングランドにおけるリベラル・カトリック運動とその言論戦略 

―ジョン・アクトンと改宗カトリック知識人― 

 

第 5 報告 12:20-13:00  司会：森永 貴子（立命館大学） 

山内 瑞貴（大阪大学・大学院） 

19 世紀後半におけるブハラへのインド茶の流通と中央アジアの喫茶習慣 
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■現代史部会 1 

第 1 報告 9:00-9:40  司会：柴田 大輔（筑波大学） 

前島 礼子（都留文科大学） 

バベルビベル論争の偽史的側面 

―1900 年前後ドイツにおけるオリエント研究と起源をめぐる言説― 

 

第 2 報告 9:50-10:30  司会：小澤 弘明（千葉大学） 

江口 布由子（高知工業高等専門学校） 

20 世紀前半の東中欧における「売春」と女性 

 

第 3 報告 10:40-11:20  司会：馬渕 彰（日本大学） 

渡邉 容一郎（日本大学） 

イギリス保守党 1922 年の選択 ―なぜボナ゠ローは連立に終止符を打ったのか― 

 

第 4 報告 11:30-12:10  司会：芦部 彰（東京大学） 

木村 航（慶應義塾高等学校） 

新聞学と「実践」 ―「新聞誌のためのドイツ研究所」(1924-1945)を例に― 

 

第 5 報告 12:20-13:00  司会：板橋 拓己（東京大学） 

野上 俊彦（神戸大学・協力研究員） 

20 世紀ドイツにおける「中央位置」論の再検討 

―エルンスト・ユンガーの事例に即して― 
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■現代史部会 2 

第 1 報告 9:00-9:40  司会：光永 雅明（神戸市外国語大学） 

玉利 泉（鹿児島水産高校） 

英国新自由主義再考の現代的意義について 

 

第 2 報告 9:50-10:30  司会：高林 陽展（立教大学） 

横江 良祐（東京大学・特任研究員） 

20 世紀イギリス社会における飲酒 ―禁酒運動、酒類産業、モラル・パニック― 

 

第 3 報告 10:40-11:20  司会：中野 博文（北九州市立大学） 

鈴木 健人（明治大学） 

冷戦初期米英の共同覇権と世界戦略における協調と対立 

 

第 4 報告 11:30-12:10  司会：坂下 史子（立命館大学） 

阿部 啓（東京大学・大学院） 

黒人自由闘争における抗議礼拝デモ 

―アメリカ・ミシシッピ州ジャクソンの教会訪問運動を事例として（1963～1964 年）― 

 

第 5 報告 12:20-13:00  司会：黒田 友哉（専修大学） 

能勢 和宏（帝京大学） 

1970 年大阪万博への EC の参加 
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ポンペイ、ヘルクラネウム、オスティアの 

地形、立地からみる都市の構造について 

 

堀 賀貴 

 

ポンペイ、ヘルクラネウム、オスティアの地形、立地からみる都市の構造について 

近年の測量技術の発展によって、古代都市全体を立体的に測量し定量的に分析すること

が可能になってきている。保存状態のよいポンペイ、ヘルクラネウムが提供する都市・

建築の立体的な情報は膨大であり、新しい研究の可能性を無限に秘めている。またオス

ティアは、遺跡の広さ、また保存状態の良さから、ポンペイ、ヘルクラネウムに匹敵す

る情報をもっており、両都市の埋没以降の古代ローマ都市・建築を伝えるだけでなく、

ローマの外港として、帝都の建築、都市の実情を知るための貴重な遺跡でもある。一方

で、特定の都市遺跡について精密に分析を行うことは、その遺跡の特殊性、特異性を浮

かび上がらせるに過ぎないことも認めなければならない。 

本報告では、むしろ、そうした都市の個性に着目し、三遺跡について都市構造の観点

から論じてみたい。具体的には、都市の地形、あるいは立地である。ポンペイは急峻な

斜面に建つ都市であり、その特徴がポンペイの個性を生み出している。また、ヘルクラ

ネウムは海岸に面した緩やかな斜面に建つ都市であり、その風光明媚な地形がヘルクラ

ネウムの都市構造に影響している。さらに、オスティアはテヴェレ川河口に広がる平坦

な河原に建つ都市であり、つねに洪水の危険に曝されてきた。こうした個別の条件が古

代ローマ都市の構造に深く影響し、いわゆるフォルムとカルド・デクマヌスといった定

型的な都市解釈とは全く異なる都市の個性を生み出している。さらに、こうしたフィー

ルドワークに基づく研究そのものが個別に進められている点にも注意したい。とくに三

都市、ポンペイ・ヘルクラネウムとオスティアを扱う場合、例えばオスティアを扱う研

究者がポンペイでフィールドワークを行うことはまずない。これは、時代が異なるので

当然でもあるが、別の見方をすれば研究者の住み分けが行われている状況ともいえ、本

報告ではあえて三都市（2 プラス 1）を並列して扱ってみたい。 
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オスティア・ポルトゥスとポンペイ 

―港湾と河川の学際研究― 

 

豊田 浩志 

 

 堀教授や私もメンバーのオスティア・アンティカ遺跡調査は、2008 年の文科省科研

採択で開始され、新型コロナ騒動まで毎年継続的に現地表面調査を比較対照遺跡として

ポンペイ、エルコラーノ等を含めて実施、それなりの成果を達成してきたと自負してい

るが、近年、欧米研究者によって深層ボーリング調査等の古地質学的手法が登場し、と

りわけ、イゾラ・サクラ地区の調査で顕著な成果を達成しつつあり、それがオスティア・

ポルトゥス地区全般を再構成する契機となっている。 

 本発表ではめざましいこれら新手法により、文書史料・考古資料に依拠してきた従来

の諸見解を次々覆す新事実が提示されている現状の一端を紹介する。それは、若い世代

がこういった学際分野と積極的に連携されんことを期待してのことであるが、さらにま

た、堀教授の地上遺物に対する３D 光学測量の意義を補完するものとして、地中遺物に

対する深層ボーリング調査等の有効性を、オスティア・ポルトゥスのみならずポンペイ

の調査研究をすくいあげることで確認しようというものである。 

 具体的には、双子都市オスティア・ポルトゥスとポンペイの地政学的意義を、当たり

前のことだが現在の景観とは異なる古地理学的所見に基づいて「港湾施設」と「主要河

川」という共通項で検討する。オスティア・ポルトゥスは改めていうまでもなく軍港と

商業港が併設された帝都ローマの外港で、テヴェレ川によって帝都と直接緊密に結ばれ

ていた。他方ポンペイに関してはデータ的に未だ決着がついたとは言いがたいものの、

マリーナ門外にかつて軍港施設が存在し、はたまたスタビア門外のサルノ川河口の

Moregine に商業港湾施設を想定することにより、サルノ川中・上流域との物流・人流

の一大結節点とみなすことができ、こうしてポンペイを単なる地方都市以上の、サルノ

川流域における地域経済・文化の中心と位置づけ直そうというわけである。 
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元首政期ローマ帝国下のギリシアにおける長い土地係争 

―ローマ帝国の裁定にみる現地への配慮― 

 

西又 悠 

 

 古典期・ヘレニズム期以来連綿と続いたギリシア都市の伝統は、ローマ帝国に東地中

海地域を統治する上での重要な基盤を提供していた。しかしながら都市的伝統が内包す

る都市間相互の不和もまた、ローマ帝国支配下において継続してみられる現象であった。

このような都市間の不和を引き起こしていた要因の一つとして土地の所有や帰属をめ

ぐる問題を挙げることができる。都市にとって支配領域の大きさは経済的に重要なだけ

でなく、その都市の卓越性を示す指標ともなったからである。 

すでに多くの先行研究が元首政期ローマ帝国下で生じた土地をめぐるギリシア都市

間の係争の概観を提示しているが、いまだ検討の余地が残されている。すなわち従来の

研究では概して係争を一回的な現象として捉え、ローマ側（皇帝・属州総督など）の権

威により裁定がなされてきた事実を明らかにしてきたが、それらは決して問題の最終的

な解決になっていなかったという点である。現存する史料からはローマ側の裁定後もな

お、同じ土地をめぐる係争が生じている事実を確認することができる。 

そこで本報告では、主としてギリシア本土（デルフォイ・スパルタ・ボイオティア地

方のコロネイアとティスベおよびクレタ島）の事例を取り上げて、以下のように検討を

加える。①初めに係争の裁定を記した史料から、当事者がローマ側の裁定に必ずしも従

順ではなかった点を改めて浮き彫りにし、係争が長期的に継続している様相を確認する。

次に②係争の解決や秩序の維持を図るうえで、ローマ側が裁定の有効性を高めるために

どのような配慮を行っていたのかを考察する。断続的に繰り返される係争に対してロー

マ帝国がどのように介入しようとしたのかを考えることで、帝国による地方統治の一端

を明らかにすることが報告者の最終的な目標である。 
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エドワード１世治世のアジュネ・カオールザン現地勢力の動向 

 

横井川 雄介 

 

アルフォンス・ド・ポワティエ亡き後のアジュネ・カオールザンは、カペー家の手に

戻された。アルフォンスとジャンヌとの間に正式な男の嗣子は誕生しなかったために、

1259 年パリ条約の規定に従うと、本来はアジュネ領域に限り、プランタジネット家に

割譲される予定であった。しかしながら、アルフォンスとジャンヌの死後は、アジュネ

はカオールザンともに、カペー家の王領として組み込まれたのである。現地行政につい

ては、最後の現地出身であるトゥルーズ伯レモン 7 世以前から仕えていた、シカール・

アラマンが担ったものの、アルフォンス以前からの利害の錯綜を改善することは、もは

や困難であった。 

1279 年アミアン条約の批准に伴い、アジュネのプランタジネット家への割譲とケル

シィ（カオール）についてのカペー家への権利放棄が行われた。そのケルシィも 1286

年パリ条約の規定により、シャラント川以南のサントンジュとともにプランタジネット

家に再度、割譲されたのである。アジュネ・カオールザンは、ムーニエら先行研究者に

よって、トゥルーズ（伯）領ガスコーニュ la Gascogne toulousaine 地域との定義がな

された。同地域に土地基盤を有する現地勢力の動向は、13 世紀後半から 14 世紀初めに

かけての英仏両王家の政策に、多大な影響を与えたと言える。 

本報告では、アジュネ・カオールザンの現地勢力の動向を、アルフォンスとジャンヌ

の死後から1279年アミアン条約まで、1279年アミアン条約から1286年パリ条約まで、

1286-89 年のエドワード 1 世によるアキテーヌ巡行期までと三つの期間を軸として考

察する。その中でバスティードに代表される解放集落の問題と封建関係について考える

ことで、現地から見た英仏両王による利害の調停と領域策定の実態を示すことを目的と

したい。 
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シュザンヌ・ド・ブルボンの遺言書とブルボン家財産の行方 

―中世後期フランスにおける「諸侯国家」再考― 

 

上田 耕造 

 

本報告では、1519 年に作成されたシュザンヌ・ド・ブルボンの遺言書を手がかりに、

中世後期のフランスに登場した「諸侯国家」の存在意義について考察していく。 

当時ブルボン家の当主であったシュザンヌは遺言書を作成し、そこで夫のブルボン公

シャルル３世がブルボン家財産の継承者となることを示した。しかしシュザンヌが亡く

なると、従姉妹のルイーズ・ド・サヴォワがブルボン家財産の継承権を主張した。継承

権争いは高等法院に持ち込まれ、最終的には遺言書の内容とは異なり、ブルボン家財産

の差し押さえの判決が出された。裁判の最中、シャルル３世は反乱の計画を練っていた。

しかし、この情報が漏洩すると、シャルル３世は国外へと逃亡した。これを受けてフラ

ンソワ１世はシャルル３世の所領を没収し、ブルボン家の所領は正式に王領に統合され

ることになった。 

以上の出来事は、中世後期のフランスに登場した「諸侯国家」の消滅及び王権の伸長

を表す出来事として捉えられる。「諸侯国家」とは、諸侯を中心とした独自の統治組織

と支配領域を保持する枠組みの呼び名である。「諸侯国家」は 15 世紀中頃までフランス

各地に点在しており、当時のフランス王国はモザイク模様を成していた。しかし、15 世

紀後半から各諸侯家の断絶などに伴い「諸侯国家」は解体し、諸侯の所領は王領に統合

されていった。この延長線上にブルボン家所領の王領化も位置づけられる。 

「諸侯国家」は王権の伸長に伴い消滅していく存在としてしばしば扱われる。しかし、

近年では諸侯側の動向に注目しつつ、王権と諸侯とのコミュニケーションの中で「諸侯

国家」の存在意義を捉え直す試みが行われている。本発表でもこうした研究を踏まえ、

シュザンヌの遺言書からブルボン家側の動向を探るとともに、そこで交わされた王との

コミュニケーションを明らかにしていく。またその成果から、改めて「諸侯国家」とは

何だったのかについて考察していく。 
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「対抗宗教改革」概念は使用可能か 

―西洋近世史研究への問題提起― 

 

今野 元 

 

 ここ数十年の日本学界では、「反宗教改革」という言葉が排斥され、「対抗宗教改革」

と言い換えられたり、更には「カトリック改革」と言い換えられたりしている。その理

由は、カトリック教会を受動的で保守的な団体として描くべきではないということらし

い。だがこの動きが、ルター派中心の歴史叙述への反感、「マイノリティ」への同情、

カトリック圏への共感などのため、歴史叙述を調整するということであるとすれば、そ

れは適当とは思えない。本報告は、「反宗教改革」を巡るこれまでの議論を整理し、次

の提言を行う。（１）今後の宗教改革研究は、「カトリック改革」（Katholische Reform）

及び「反宗教改革」（Gegenreformation）の２本立てで行く。両者は共に、個々の措置

ではなく一般的潮流とする。Gegenreformation を「対抗宗教改革」と訳すことは適当

でない。この概念はいま日本で、一方で「反宗教改革」よりもカトリック教会の自主性

を認める言葉として推奨され、他方で「反宗教改革」と同様にカトリック教会の受動性・

保守性を強調する言葉として排斥され、混乱している。「カトリック改革」には、価値

中立的に且つ時代を問わず、同教会における「改め変えること」全てを包含すべきであ

る。「反宗教改革」は「プロテスタント勢力との闘争におけるカトリック勢力の自己主

張」と定義する。（２）「再カトリック化」（Rekatholisierung）や「宗派体制化」

（Konfessionalisierung）は、「反宗教改革」に含まれる現象である。プロテスタンティ

ズムの暴力的・抑圧的側面にも目を向け、カトリック、ルター派、カルヴァン派の諸領

邦に共通現象がどの程度あったかを議論することは可能だが、初めから共通性があった

という前提で論じるのは、社会構造史的決めつけであり、歴史学としては本末転倒であ

る。（３）西洋語文献の邦訳で Gegenreformation を「対抗宗教改革」とするのは誤訳で

ある。カトリック教会の自主的「改革」姿勢を強調したい西洋人研究者は、katholische 

Reformation、katholische Reform といった別概念を用いてきた。Gegenreformation と

いう概念にまでカトリック教会の自主的「改革」姿勢を読み込んでしまうのは、日本学

界固有の解釈であり、国際的には通用しない。日本語圏外で書かれた著書の邦訳に「対

抗宗教改革」を用いてしまうと、文意が通じなくなる。 
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16 世紀バーゼルの金工コレクション形成過程にみる 

ニュルンベルク出身者の役割 

―Jobst Friedrich Tetzel (1556 – 1612)を中心とした一考察― 

 

村松 綾 

 

本報告はニュルンベルク由来とされる鋳造作品がどのようにしてバーゼルのアメル

バッハ一族の金工コレクションに蒐集されたか考える上で、ニュルンベルク出身者との

関係に焦点を置く。なかでもニュルンベルクの有力家門 Tetzel 家の出身でバーゼルに

一時期滞在した Jobst Friedrich Tetzel (1556 – 1612)を中心に考察を加える。 

アメルバッハ・キャビネットと呼ばれるコレクションは、アメルバッハ家の３代で

様々な分野の芸術作品を蒐集したもので、孫のバシリウスの代に完成した。そのなかの

金工部門のコレクションにはニュルンベルクの金細工師ヴェンツェル・ヤムニッツァー

や関連の工房由来とされる鋳造作品が含まれることでも知られている。ヤムニッツァー

は特に動植物の自然物鋳造で有名な金細工師で皇帝たちのお抱え職人でもあった。バー

ゼルの収蔵品には君侯に献上された作品のような規模や豪華さはないが、それら作品の

部品や習作と考えられる鋳造物が保管されている。 

報告者はこれまでにニュルンベルクのヤムニッツァーとバーゼルのアメルバッハの

繋がりを探るべくアメルバッハ家の書簡集を中心に分析を加えているが、バシリウスの

祖父ヨハンネスとアルブレヒト・デューラーに面識があり、デューラーの遺品の一部が

ヤムニッツァーに受け継がれたことしかわからなかった。本報告で取り上げる Jobst 

Friedrich Tetzel は 1576 年から 1577 年にかけてフェーリクス・プラッターが学長を勤

めていた時期のバーゼル大学に在籍し、プラッターとバシリウスは友人関係にあったこ

とで知られている。キャビネットの自然物鋳造〈銀製トカゲ〉は既にバシリウスの父ボ

ニファキウスの 1552 年の目録に登場するが、それ以外のニュルンベルク由来とされる

鋳造品には 1570 年代以降の制作とされるものも多い。Tetzel が結節点となるか現時点

では不明だが、ニュルンベルクとの繋がりの可能性のひとつとして分析を行う。 
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三王国戦争期アイルランドにおけるカトリック同盟の和平協定 

 

槙野 翔 

 

本報告は、1640 年代の内戦期におけるカトリック同盟（以下、同盟）の和平協定と

それに伴う同盟内での議論の分析を通じて、同盟の政治的・宗教的忠誠心について考察

する。 

1970 年代のいわゆる「修正主義」以降の実証的な研究により、1640 年代ブリテン諸

島における動乱はイングランド・スコットランド・アイルランド三王国のそれぞれの複

数の内戦が有機的に連関する「三王国戦争」として理解されている。特に、アイルラン

ドでの内戦に注目すれば、1643 年から断続的に締結される和平協定に伴って、三王国

は複雑に絡みあうこととなった。加えて、休戦は三王国のみならず、スペイン・フラン

ス・ローマを巻き込んだ「五王国戦争」の様相を呈しさえしたのである。 

これまで、同盟の和平交渉に関しては、カトリック信仰の自由、ならびにアイルラン

ド議会の国制上の従属的地位の是正の問題に端を発する和平派と抗戦派の論争を中心

として研究がなされてきた。特に、M. オショクルは和平派・抗戦派の間に立ち利害関

係を調整した穏健派の重要性を指摘し、T. オハンラハンは抗戦派の指導者であった教

皇大使リヌッチーニの活動に焦点を当てローマ側の視点を明らかにした。しかしながら、

先行研究では和平派に関してあまり注目が集まって来なかったと言わざるを得ない。 

そこで本報告では、同盟最高評議会書記として行政執行において中心的な役割を担っ

ていた点、および和平派の指導的立場にいた点、そして王政復古期に和平派の弁明のた

めに内戦の回想録を執筆した点から、リチャード・ベリングス（1603−1677）の活動を

取り上げる。これまで使用されてきた刊行史料に加え、未刊行史料を渉猟・分析する本

報告では、ベリングスの活動の考察を通じて、同盟の行政の実態、内戦のヨーロッパ的

側面、ならびに政治・宗教的に複雑な忠誠心のありようが明らかとなるであろう。 
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存在しない洗濯婦 

―英国チャールズ 1世親政期の石鹸独占とジェンダー― 

 

山本 浩司 

 

麻布を日頃から白く清潔に保つことは、近世イギリスを生きた男女にとって切実な事

柄だった。宗教的純真さをも象徴したその白さを担保したのは、女性たちが担った洗濯

と石鹸だ。その石鹸の生産が、チャールズ一世のもと、1632 年に独占企業の管理下に

おかれた。驚くべきことに、この石鹸独占をジェンダーの観点から分析した研究はほぼ

皆無である。近世イングランドにおける身体と衣服についての最新の研究成果の一つ

Susan North, Sweet & Clean? Bodies and Clothes in Early Modern England (Oxford, 

2020)が石鹸独占に言及しているものの、独占的に生産・販売された新型石鹸(New 

Soap)の使用を余儀なくされた洗濯婦の対応については詳細な検討を加えていない。 

本報告では、新型石鹸の原材料と品質（特にアルカリ性の高さ）に注目し、王室とそ

の取り巻きの方針によって低品質製品の使用を余儀なくされた洗濯婦達の対応につい

て、特に石鹸の一大生産地であり同時に消費の中心地でもあったロンドンに注目して検

討を行う。史料としては、一方で女性達の生活を再構成するために社会史やジェンダー

史が多用してきた教会裁判所での証言を用い、同時に政治経済政策の検討で頻繁に利用

される枢密院議事録などを分析する。両者を組み合わせることで、洗濯婦たちの生活状

況や独占への対応について肉薄できるばかりでなく、同時に洗濯婦達の抵抗や抗議をエ

リート男性達がどのように受け取ったかも検討可能になるだろう。本報告の最大の目的

は、政治経済史とジェンダー史のアプローチを組み合わせることで、貧しい洗濯婦達の

抵抗を等閑に付したエリート男性達が低品質製品の押し付けと在来製品の生産禁止を

強行しながら革命的内乱の萌芽を生み出していく過程を史料に基づいて再構築するこ

とである。いわゆる通史にとってジェンダー史的視点が果たしうる大きな役割の一端を

示して議論を締め括りたい。 
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18 世紀初頭のロシアにおける外交 

 

鈴木 佑梨 

 

18 世紀初頭のヨーロッパ諸国はスペイン継承戦争などの国際戦争に傾注する一方で、

戦争を自国の有利に進めるべく活発に外交活動を行っていた。ロシアにおいても、北方

戦争を遂行する上でヨーロッパ諸国との交渉は必要不可欠であった。外交官を諸外国に

恒常的に駐在させたり、当時のヨーロッパ外交の中心地であったハーグに外交官を派遣

したりといった西欧の外交的慣習を取り入れることで、ロシア外交は新たな段階を迎え

ることとなる。 

こうして各国に派遣されたロシアの大使や公使は、外交に関する専門的な教育を受け

ていなかったり、知識や経験を有していなかったりしたにもかかわらず、馴染みのない

ヨーロッパ的外交マナーの洗礼を受け、刻々と変わる国際情勢の中で本国から与えられ

る様々な課題に迅速に対応しなければならなかった。その任務は派遣先の軍事や宮廷に

関する情報収集と本国への報告、各地の戦闘状況の伝達、貿易問題の解決、条約締結、

捕虜の買戻しの交渉など多岐にわたっていた。 

本報告では、ロシア外交における恒常的駐在システム導入の黎明期ともいうべきこの

時期に、国家がこれらの外交官たちにいかなる任務を課したのか、そしてこれらの課題

に対して彼らがどのように反応し、具体的な対応を取ったのか、任務を達成することが

できたのか、あるいはできなかったのかという点について、本国政府からの指令書、外

交官からの報告書や外交官と使節官署・派遣国高官の間で交わされた書簡をもとに明ら

かにしたい。 
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18 - 19 世紀転換期イギリス下院における 

スコットランド選出議員の西インド利害 

―奴隷貿易廃止法案に対する投票行動に着目して― 

 

森井 一真 

 

18 世紀末から 19 世紀初頭のイギリスは、経済や国制に関する改革が連続して行われ

た「改革の時代」であった。奴隷貿易・奴隷制の廃止も、この改革のひとつとして位置

付けられる。イギリスの奴隷貿易・奴隷制廃止をめぐる研究は、近年飛躍的に進展し、

廃止を牽引したアボリショニストの活動のみならず、廃止に反対した人物・団体の活動

が詳細に検討されるようになった。また、イングランドと比較すると従来注目されなか

った、スコットランドと奴隷貿易・奴隷制の関係にも光が当たっている。 

同時期のスコットランドは、イングランド以上に寡頭的な政治状況にあった。小ピッ

トと連携した政治家、ヘンリー・ダンダスが、スコットランドの多くの選挙区や人事に

パトロネージを保持したためである。ダンダスは、西インド統治に関するポストにもパ

トロネージを保有しており、明示されていないものの、奴隷貿易廃止に懐疑的であった。

先行研究では、スコットランドから選出された下院議員が、ダンダスの影響下で奴隷貿

易廃止法案に反対票を投じたことが指摘される。しかし、ダンダスの影響は、反対票を

投じなかった議員にも及んでおり、それだけでは投票行動を十分説明しえない。スコッ

トランドから選出された下院議員の投票行動は、ダンダスの影響のみならず、議員同士

のつながり、植民地で活動するスコットランド出身者とのつながりを踏まえて、分析す

る必要があろう。 

本報告では、スコットランドから選出された下院議員の、奴隷貿易廃止法案に対する

投票行動と人的ネットワークを、とりわけ奴隷貿易廃止期（1787 – 1807 年）に注目し

て分析する。議員の投票行動は、どの程度、西インド植民地の利害を反映していたので

あろうか。この分析を通じて、スコットランド選出議員が、ローカルな政治社会と西イ

ンド植民地現地双方の利害関係のなかで、独自の投票行動を示したことを指摘したい。 
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近世・近代におけるイングランド銀行の総裁・理事 

 

板倉 孝信 

 

イングランド銀行の創設（1694 年）から第一次世界大戦の前年（1913 年）まで、同

行の総裁任期は原則 2 年間とされており、この 220 年間に 108 名もの総裁が誕生した。

これとは対照的に、第一次世界大戦の勃発（1914 年）から現在（2022 年）までの 109

年間には、初めて 5 年間にわたって総裁を続けた Walter Cunliffe から現職の Andrew 

Bailey まで、13 名の総裁しか存在しない。このような 20 世紀初頭に見られた総裁任期

の長期化が、イングランド銀行の内外における総裁の権限や影響力を増大させる大きな

契機となったと考えられる。 

当然ながら、第一次大戦期以降における 13 名の総裁はいずれも著名であり、人名事

典への記載はもちろん、多くの書籍・論文でその人物や政策に関する検討が進められた。

しかし大戦以前の総裁の中には、ODNB に記載のない人物が多数存在しており、中央

銀行としての地位を確立した 19 世紀後半でも、その状況は 18 世紀と大差なかった。

また当時の総裁・理事に焦点を当てた研究としては、Anthony Howe [1994]や Elizabeth 

Hennessy [1995]などが存在するが、大戦以後の研究と比較すると手薄な感が否めない。

しかしこれらの先行研究によっても、生没年すら定かでない無名の総裁・理事の実態が、

十分に明らかになったとは言い難い。 

この現状を踏まえて、報告者は近世・近代におけるイングランド銀行の総裁・理事に

関する研究を進め、従来は看過されてきた無名の人物にも焦点を当てることで、彼らの

実態を鮮明にする。まず報告者は、1750 年と 1850 年に在任中であった理事の在任期間

と総裁任期の分析を試みた。これによると、約 20 年の経験を積んだ中堅理事が総裁に

就任しており、その退任後も長老として理事に留まった点で、両者が共通していること

が分かった。一方で、18 世紀中葉よりも 19 世紀中葉の方が理事の在任期間が長く、そ

の影響から多くの理事が総裁を経験するようになったことが、両者の相違点として窺え

る。この結果から、18 世紀と 19 世紀においても、総裁・理事の就任・退任に関する傾

向には変化があったと報告者は考えている。 
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ジョセフィン・バトラ（1828～1906）の伝染病法廃止論 

―ヴィクトリア朝におけるフェミニズムと人権理念の関係をめぐって― 

 

田村 理 

 

ヴィクトリア朝のフェミニスト、J・バトラ（1828～1906）は、毀誉褒貶のある人物

である。神学者の妻である彼女は、性差別的な伝染病法を批判し、その廃止を勝ち取っ

たことで賞賛を浴びた。伝染病法とは、売春女性に対し、本人の意に反して性病検査、

入院治療を強制できる法律である。ところが医療史家は、それが梅毒、淋病の蔓延防止

という正当な目的の下、穏当に運用されていたにもかかわらず、無知なフェミニストの

せいで台無しにされたと嘆く。また、ジェンダー、女性史家は、バトラが売春自体には

否定的であり、キリスト教道徳に則った純潔運動を推進したことを許さない。彼女のせ

いで、時に男性を手玉に取りつつも、明るく元気よく、自由に生きようとする、若年女

性の主体性が踏みにじられたというのである。さらに、ポストコロニアル、帝国史家は、

バトラの致命的な難点を暴露する。すなわち彼女は、イギリス発の文明化を推進すれば、

インド等の植民地の女性解放が実現すると信じ込み、帝国主義やそれに付随する戦争を

支持したのである。 

バトラは、普遍主義的な人権理念の継受、およびそのグローバルな拡散の過程を辿る

に際し、キーとなる人物である。人権論は、理性に則った啓蒙主義を駆動力として、18

世紀の環大西洋世界を暴れ回り、随所で秩序破壊をもたらした。ところが 19 世紀には、

感情に彩られたナショナリズムと、科学に即した実証主義の挟撃を受け、完封されたか

に見えた。しかし第二次世界大戦後には復活し、今世紀に至っては、国際社会における

影響力の増大が窺える。バトラは、人権論の停滞期とされるヴィクトリア朝において、

その享有主体を女性に拡張させる役割を担った模様である。またその行為は、人権の内

容を豊富かつ強靭にしたことで、一部の女性の救済を後押しした反面、植民地支配を正

当化する弊害をも生んだと見られる。本報告はこの想定の下、『踏みにじられた国制』

（1871 年）等のバトラの著作を分析し、彼女の思考と行動、およびそれらに付随する

問題点を明らかにする。 
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中期ヴィクトリア朝イングランドにおける 

リベラル・カトリック運動とその言論戦略 

―ジョン・アクトンと改宗カトリック知識人― 

 

木内 翔 

 

19 世紀半ばのイングランドでは、イングランド国教会の改革運動（オックスフォー

ド運動）に加わっていた聖職者と信徒の一部が、改宗し、カトリック教会へと流入して

いた。これらの改宗者の一部は、カトリック貴族ジョン・アクトンの指導下で、リベラ

ル・カトリックと呼ばれる集団を形成し、季刊誌 The Rambler を拠点として、信徒の地

位向上、司教権力の制限、そして近代科学と教理の調和を志向する言論活動を展開した。

アクトンはカトリック貴族の家系の出身であり、改宗者ではなかったが、大陸の急進的

なカトリック神学者の見解をこの季刊誌を通してイギリスへと「輸入」し、リベラル・

カトリック運動に加わった改宗カトリック知識人に、言論活動の知的基盤を提供した。

この運動の急進化に危機感を持った司教団は、オックスフォード運動の指導者として活

躍し、他の改宗者に先立ってカトリックに改宗していた神学者ジョン・ヘンリー・ニュ

ーマンに調停を依頼したが、調停は不調に終わり、リベラル・カトリックを、プロテス

タント系知識人へと接近させる結果となった。 

本報告では、リベラル・カトリックが、季刊誌を主たる媒体として展開した言論活動

と、それに対する司教団による統制の過程と帰結について検討する。Joseph Altholz や

Ian Ker による先行研究は、リベラル・カトリック周辺の人的なネットワークの分析に

重点を置いたが、本報告では、季刊誌の記事の分析を行い、従来十分に言及されていな

かった、リベラル・カトリックが用いた神学的理論を分析し、その思想史上の位置付け

を明らかにする。その過程で、ドイツの急進的なカトリック神学から強い影響を受けて

いたことに注目して、この集団と大陸の急進的なカトリック知識人との思想的交流を検

討したい。また、リベラル・カトリックと、一部のプロテスタント系知識人の関係を検

討し、この言論活動を、限定的な影響力しかもたなかったカトリック教会内部の反主流

派による運動としてではなく、プロテスタント系知識人とカトリック教会との結節点と

なった運動として規定し直し、その影響力の再評価を試みる。 
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19 世紀後半におけるブハラへのインド茶の流通と 

中央アジアの喫茶習慣 

 

山内 瑞貴 

 

19 世紀半ば以降、植民地インドでの茶の栽培に成功したイギリスは、世界各地へ茶

葉（インド茶）の販路を開拓していった。インド茶の流通史は、グローバルヒストリー

の文脈で多くの研究蓄積があり、インド、イギリス本国/植民地、そして中国の連関を

明らかにしてきた。しかし、先行研究は、主としてイギリスが海洋貿易で運んだインド

茶に主眼を置いてきたために、イギリスの帝国の枠を超えた地域への流通は研究が十分

に進んでいない。いっぽう、ロシアの茶史研究は、モスクワなどの都市部に運ばれた茶

を考察の対象としていることが多い。本報告で扱うのは、先行研究で取り上げられてき

た経路とは全く異なる、内陸の経路を通じて、西トルキスタン商業の中心地の一つであ

った都市・ブハラに運ばれた茶の事例である。 

さらに、歴史学では、同地の茶の飲み方という文化的側面にあまり関心が払われてこ

なかった。茶は、製造方法や淹れ方が多岐に渡るために、その嗜好に地域的な特徴が現

れる。この点に関して、文化人類学に研究の蓄積があるが、歴史学の成果とは十分に接

続がなされていない。 

19 世紀後半、勢力を南に広げた帝政ロシアは、西トルキスタン一帯を直轄領あるい

は保護領として統治した。いっぽう、イギリスは帝政ロシアに対抗し、最終的にアフガ

ニスタンを保護領とした。このような国際情勢の中、インド茶はどのように現地に流通

したのであろうか。本報告では、西トルキスタンの中でも、ブハラに焦点をあて、同地

へのインド茶の流通過程を概観する。そのうえで、当該地域における飲茶文化のありか

たとの関わりについても考察を行う。この分析を通じて、英露対立の舞台となった西ト

ルキスタンにおいて国際商業がどのように展開していたのかを、文化人類学の成果との

接続を見据えつつ明らかにする。これは、政治や経済の側面からは窺うことのできない、

人々の文化的な繋がりを、グローバルヒストリーの視点から考察することを目指すもの

である。 
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バベルビベル論争の偽史的側面 

―1900 年前後ドイツにおけるオリエント研究と起源をめぐる言説― 

 

前島 礼子 

 

古代オリエント学は、19 世紀半ば以降メソポタミア地域での粘土板文書発掘と楔形

文字解読をもって始まった近代の新しい学問である。イギリスのヘンリー・レイヤード

（1817−1894）によるアッシリアの遺跡発掘で大量の粘土板が見つかり、そこに書か

れた楔形文字文書の解読が古代オリエント学発展の基礎となった。ドイツでも、19 世

紀から聖書学の文献学的伝統をベースに、楔形文字を解読する古代オリエント学者が誕

生した。そして 1870 年代以降のイギリスにおけるギルガメシュ叙事詩の解読という科

学的根拠を元に、1890 年代末から 1900 年代にかけてのベルリンで、ベルリン自由大学

の教授で、かつドイツオリエント学会の創始者でもあるフリードリヒ・デリッチ

（1855−1922）によりバベルビベル論争が巻き起こされた。 

この論争は、19 世紀から 20 世紀にかけての新しい科学的手法による知見と伝統的神

学や聖書学との関係性構築、つまり近代科学と宗教の関係という観点から論点が整理さ

れてきた。しかし問題は、洪水伝説の解読から時を経た 1900 年前後の、イギリスでは

なくドイツにおいて、古代オリエント学者が提唱した学説が一時的に激しい論争を呼び

起こし、皇帝ヴィルヘルム二世やドイツ、特にベルリンの市民を強く惹きつけたのはな

ぜか、という点である。 

本発表ではデリッチの講演を、 汎バビロニア主義の提唱者の一人であるフーゴ・ヴ

ィンクラー（1863-1913）の言説と比較の上で分析し、1900 年前後のドイツの古代オリ

エント学者の言説に起源をめぐる偽史がいかに入り込み、問題を複雑にしたかを論証す

る。結論として、発掘資金調達を幅広く呼びかける実利と、イギリスのアッシリア学に

対抗するイデオロギーの提唱を目的として、当時は後発だったドイツのオリエント学が

一部に内包していたオリエンタリズムと反ユダヤ主義の眼差しを明らかにする。 
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20 世紀前半の東中欧における「売春」と女性 

 

江口 布由子 

 

近現代のヨーロッパ史あるいは西洋史において「売春」をテーマとする歴史研究は、

これまで社会史研究あるいはジェンダー／セクシュアリティ研究の枠組みで蓄積され

てきた。しかしながら、本報告が対象とする東中欧—ここでは差し当たりハプスブルク

帝国および帝国解体後の後継地域（ポスト・ハプスブルク）を指す—については、2000

年代後半からようやく広がりを見せるようになったと言える。 

だが、これは単に研究の対象領域の拡大を意味したわけではない。近年の研究は、売

春（とりわけ「人身売買」「白人奴隷」）を無前提に解決すべき問題とするのではなく、

エージェンシーとしての女性の越境的移動に付随する現象あるいは同時代の認識とし

て捉え直す動きと呼応している。たとえば東中欧のセクシュアリティ史研究を牽引する

Nancy M. Wingfield は、売春に紐づけられた女性の帝国内の越境的移動は貴族・官僚

制・軍隊と同様に帝国の求心力であったと指摘する。 

本報告では、こうした新たな視点からの 20 世紀前半の東中欧における「売春」の歴

史研究を整理する。さらに、それを踏まえて、国民主義と強く共鳴した売春をめぐるモ

ラル・パニック、規制改正議論あるいは社会改善運動を、どのように捉え直せるのかに

ついても見通しを示したい。この点において、とりわけ注目したいのは女性運動家たち

の言説や活動である。「売春問題」は女性運動家たちが「自分たちの領分」として公の

場で発言力を獲得する重要な起点となった。そして、これは新たな福祉の公共空間の萌

芽となったといえよう。女性運動家の動向は、ブルジョワ女性の社会下層女性に対する

無理解や抑圧として捉えられることが多かった。たしかに、こうした抑圧的側面や売春

をめぐるダブル・スタンダードの強化は存在した。だが、一方で戦間期になるとブルジ

ョワ女性は「売春婦風」の服装や振る舞いの逸脱性を流用し、そこから「新しい女性」

が生み出された。本報告ではとくにこのような相互依存性や相互影響を注意深く見出し、

その意味を考えたい。 



 

 

【現代史部会 1】 

 

36 

 

 

イギリス保守党 1922 年の選択 

―なぜボナ＝ローは連立に終止符を打ったのか― 

 

渡邉 容一郎 

 

今からちょうど 100 年前の 1922 年 10 月 19 日、カールトンクラブでイギリス保守党

の議員総会が開かれた。党指導部の連立継続(自由党ロイド＝ジョージ派との協力)方針

に反対する議員の造反が成功を収め、議員投票の結果、保守党はロイド＝ジョージ連立

内閣(1916 年 12 月 6日～1922 年 10 月 19 日)からの離脱を選択した。 

この議員総会で「ロイド＝ジョージとの訣別」を主張し注目されたのがスタンリー・

ボールドウィンである。しかしながら、結果的に連立離脱――すなわち党独自路線の追

求と倒閣――を決定づけたのは前保守党下院指導者ボナ＝ローの存在であった。因みに

イギリス保守党の「1922 年委員会」(その委員長は党首選挙管理の重責を担う、一般議

員主体の党内機関)という名称は、この出来事に由来するとされている。その意味でイ

ギリス保守党史におけるマイルストーンのひとつは 1922年にあると言っても過言では

ない。 

こうした一連の党内造反劇(政変)によって、ボナ＝ローは保守党全体の「党首」に返

り咲き、新内閣(ボナ＝ロー保守党内閣、1922 年 10 月 23 日～1923 年 5 月 20 日)が発

足したほか、1 か月後に行われた 1922 年総選挙にも保守党は単独勝利(圧勝)を収める

ことができた。それゆえ、かかる一連の経緯や連立離脱派の動機については、専ら反ロ

イド＝ジョージ感情や次期総選挙で勝利する可能性など、「個人的思惑や党派的実益」

の観点から論じられることが多かった。もちろんこれらが重要な動機であることは否め

ないし、その点について異論はない。しかしそれだけで、果たして充分な説明が可能な

のであろうか。 

そこで本報告では、従来の先行研究で無視されてきた「保守主義思想ないしイデオロ

ギー」の側面から、とりわけ自由党との連立形成・解消双方において最も重要な役割を

果たした「ボナ＝ローとその保守主義」という見地から、この政変を捉え直していく。

具体的には 1922 年保守党マニフェストの分析に基づいた新解釈を試みる。このように

新しい視点(政治思想的背景)から「イギリス保守党 1922 年の選択」を考察することに

よって、戦間期イギリス保守党史研究ならびに現代イギリス保守党政治研究の一助とし

たい。 
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新聞学と「実践」 

―「新聞誌のためのドイツ研究所」(1924-1945)を例に― 

 

木村 航 

 

ベルリンに「新聞学のためのドイツ研究所」(1924-1945)を設立したマルティン・モ

ール(1867-1927)は、ドイツ新聞出版人協会(VDZV)やジャーナリストの業界団体であ

るドイツ新聞ライヒ連盟(RDP)に所属して活動をするなど、業界と密接な関係を築いて

いた。研究所の次の所長でベルリン大学教授となったエミール・ドヴィファト(1890-

1969)も同じくジャーナリスト出身で、ライヒ連盟役員から新聞学者になった人物であ

り、彼にとっても「実践」との結びつきは重要であった。業界との結びつきは、「ドイ

ツ」の名を冠するベルリン研究所の自負であったが、それは学問の自由を奉じる大学側

の警戒を起こしうる点で、諸刃の剣でもあった。ドヴィファトは新聞学理論の中心に読

者を行動へと導く「プブリズィスト」としての指導的なジャーナリスト像を据え、こう

した理想像に合致する後進教育を行っていた。この理念は、ジャーナリストと出版人を

包摂するもので、20 世紀の「現代的ジャーナリズム」と位置づけられる時代にあって

は懐古的であり、異質であるが、それは編集者・ジャーナリストが雇用主である出版人

に待遇や制度改革において依存する業界内の力関係を反映するものであったと解釈で

きる。ベルリンの場合、新聞学はその担い手も実践の側から起こったわけだが、そのこ

とはジャーナリストの待遇と社会的地位の上昇だけを目指す「身分政治」に固執してい

たことを意味しない。ナチス期にキャリアを継続したドヴィファトは、否定的に評価さ

れることもあったが、ナチ党台頭以前に、同党の街頭公共圏の積極的活用を新たな潮流

として警戒し、そのプロパガンダに対抗するための読者教育の必要性を認識していた。

総じて、彼の新聞学は、アメリカとの比較からドイツのジャーナリズムの固有性、卓越

性を強調するものだが、その英米ジャーナリズムの理解や新聞改革の提言には、商業化

したジャーナリズムに適応しようとする姿勢も見られる。 
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20 世紀ドイツにおける「中央位置」論の再検討 

―エルンスト・ユンガーの事例に即して― 

 

野上 俊彦 

 

本報告では、20 世紀ドイツで唱えられた「中央位置」論の展開過程やその類型につ

いて、作家エルンスト・ユンガーの諸作品を手がかりにして考察する。大きく見れば、

ドイツ現代史研究の一課題をなすものと考えている。 

中央位置論とは、「ドイツはヨーロッパの中央（より限定的には、ラテン的西欧とス

ラヴ的東欧との中間）に位置する」という認識から導かれた、ドイツ人の「宿命」や「使

命」等に関する主張のことであり、西欧人とも東欧人とも区別される「中央の民」とし

てのドイツ人像の別名でもある。特に 19 世紀末から 20 世紀前半に盛んに唱えられ、

ドイツの（帝国主義的）ナショナリズムの構成要素ともなった。第二次世界大戦後・冷

戦期には長らく退潮傾向にあったが、冷戦末期・ドイツ再統一前後の 1980・90 年代に

再び流行して注目された。21 世紀に入ってからは再び退潮傾向にある。 

中央位置論の歴史研究は、1980・90 年代の再流行時に盛んに行われたものの、中央

位置論自体のその後の退潮傾向のためか、その歴史を長期的に展望し、その多彩な主張

を類型的に区分・整理するという作業が、未完了のまま（一部は未着手のまま）残され

ている。 

この欠落部を埋める長期的作業の一環として、本報告はユンガーの中央位置論を主な

史料として用い、20 世紀ドイツ史の中で中央位置論が辿った経緯を点描的に描き出す

ことを試みる。またそれを通じて、中央位置論の主張が「宿命論」「自足要求」「使命論」

の三点で理解されうることも示したい。 

ドイツの国民やナショナリズムの歴史は西欧との比較図式の中で捉えられることが

非常に多かったが、近年ではそれをもっと多面的な関係のもとで捉え直す必要が指摘さ

れている。本報告は、ヨーロッパの中央（ないし西欧と東欧との中間）という多面的な

位置認識に立脚するドイツの中央位置論を考察の俎上に載せることで、この要請に応え

てみたい。 
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英国新自由主義再考の現代的意義について 

 

玉利 泉 

 

英国自由主義思想の推移を国家介入の有無で概略的にいうと、古典的自由主義＝不介

入→新自由主義＝介入→ネオリベラリズム＝不介入と循環的にみえる。現在、ネオリベ

ラリズムには世界的企業への富集中と国内外格差という課題が存在する。これに対して、

新自由主義は、貧困観の旋回を受けて国家介入による社会立法を通じて大衆を前提とす

る福祉国家構築を模索した。ネオリベラリズムにみられる今ある格差是正のヒントとし

て新自由主義を再考する意義があるのではないか。 

ネオリベラリズムと世紀転換期が抱える比較可能な課題とは、世界中での深刻な格差

と貧困およびそれに伴うリジドゥア問題である。 

ヴィクトリア朝の貧困観は、その主因である失業を勤勉を弁えぬ怠惰という個人的問

題に帰した。また、当時の救貧法は健全な自立社会から貧民を排除しようとして可視化

したため、実際には、貧民視を忌避する膨大な貧困層を不可視化した。 

この個人主義的貧困観に対して、貧困に伴う困窮の主因である失業を不徳など個人つ

まりリジドゥア自身の責任に帰すのではなく、社会問題として認識しようとすることで

貧困観は転換された。しかし、この転換がなされるまでには、帝国主義と「大不況」ま

た社会ダーウィニズムや優生学の影響、そして「貧困の発見」に伴うその実感や志願兵

の劣悪な健康状態など、英国人全体の動揺が存在した。 

貧困問題の処方箋として慈善事業が一定の意義を持ってはいたが、国家の全成員に対

して最良の生活を営む最大限の可能な機会を保障するのは国家の義務だとする新自由

主義と学童給食法から国民保険法にいたる社会立法とが福祉国家のとば口を開いた。 

現前の格差是正については、2015 年に国連総会が採択した SDGs の 17の目標中、１

と２が貧困をなくそうと飢餓をゼロにであるのは周知のことで、貧困に伴う格差問題が

依然として重大だということである。従って、新自由主義の貧困観の旋回は現在におい

ても有意義だと考える。 
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20 世紀イギリス社会における飲酒 

―禁酒運動、酒類産業、モラル・パニック― 

 

横江 良祐 

 

このレビュー報告は、20 世紀イギリス社会のアルコール飲料をめぐる政治論争につ

いての研究動向を概観し、近現代イギリス史における「飲酒」の重要性を探るものであ

る。「飲酒問題」（‘The Drink Question’）の 20 世紀史は、19 世紀後期から 20 世紀初頭

にかけて禁酒運動が政治社会に強い影響を与えたことからはじまり、第一次世界大戦後

の禁酒運動の衰退、飲酒問題が比較的に沈静した第二次世界大戦後、そして 20 世紀後

半におけるアルコール依存症をめぐる論争の活発化という形で展開してきた。 

酒の歴史では古典的に、酒の売買の規制に賛成するグループ（禁酒運動、医療従事者

など）と反対するグループ（酒類・パブ産業）の二項対立という構造で考えられてきた

が、近年では、賛成派・反対派の二項対立に収束しない様々な勢力の存在が強調されて

いる。とくに、飲酒を問題視する「公衆衛生運動」が 1970 年代以降に台頭したが、こ

れは 20 世紀初頭に消滅したとされていた禁酒運動の「再来」として理解されると同時

に、酒類産業とも関わりが深いことが判明されてきた。また、モラル・パニックという

概念が、酒に対する社会的態度の解釈として用いられてきたが、最近ではこれも、社会

現象の過剰な簡略化だという批判が見られる。 

これらの多様なテーマをもとに本報告では、飲酒という要素が国家の社会的役割の変

化、政策形成における科学知識の争点化、現代世論の形成など、近現代イギリス社会の

動向に独自の視点を提供していることを論じる。また、他の地域、時代、薬物と対比さ

せることで、近現代イギリスの飲酒に対する限定的な視点を克服することが、酒の歴史

における今後の課題であることを示唆する。 
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冷戦初期米英の共同覇権と世界戦略における協調と対立 

 

鈴木 健人 

 

第二次世界大戦後、少なくとも 1950 年代半ばまで、イギリスは依然として世界的な

大国であった。大戦終結後にはインド等の独立を認めたが、東南アジア、中東、アフリ

カでは依然として影響力を保持していた。アメリカの影響力が世界的に拡大したが、英

国の覇権的地位と併存状態にあった。ソ連との緊張が高まると、米英はその世界的な影

響力を駆使しつつ、封じ込め政策を展開した。世界的な共同覇権を保持しつつ、冷戦に

臨んだのである。従来の研究の中には、この時期の英国の自己認識を幻想だとみなすも

のがあるが、米国側史料から見るかぎり、そのようなことはない。アメリカはイギリス

に多くを期待していた。対ソ軍事計画の立案における協力、中東と東南アジアにおける

政策のパートナー、ヨーロッパ統合の中でのドイツのカウンターバランスなどである。

無論、米英の利益が常に一致したわけではなく、経済政策とヨーロッパ統合問題に関し

ては厳しい対立も見られた。 

本報告では、大戦後の英国の軍事的状況を確認したうえで、米国との軍事協議にも注

目したい。また 1949 年 2 月に外務省に設置された外務次官委員会と、アメリカ国務省

の政策企画室との関係についても考察する。総合的な国家戦略については、外務次官委

員会の政策文書と、参謀本部の文書について検討する。1949 年のソ連の原爆保有と、

中国共産化への対応として、イギリスがアメリカと同様に国家戦略の再検討を行ったこ

とを指摘したい。1950 年 5 月内閣防衛委員会は参謀本部が立案した「防衛政策と世界

戦略」(Defence Policy and Global Strategy)を承認した。アメリカの NSC-68 が国家安

全保障会議に提出されたのが同年 4 月であり、これらの文書の内容について比較検討し

てみたい。 

朝鮮戦争の最中、トルーマン大統領は原爆使用をほのめかす発言をしたが、驚いたア

トリー首相は、1950 年 12 月ワシントンを訪問し、首脳会談を開いた。アトリーはアメ

リカの原爆使用について、イギリスとの事前協議を求め、口頭ではあるが、認めさせた。

戦略的な面から、不適切な核使用について抑制しようとしたのである。 
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黒人自由闘争における抗議礼拝デモ 

―アメリカ・ミシシッピ州ジャクソンの 

教会訪問運動を事例として（1963～1964 年）― 

 

阿部 啓 

 

本報告では、1963 年から 1964 年にかけて行われたミシシッピ州ジャクソンの教会

訪問運動を事例として、アメリカ合衆国の黒人自由闘争における抗議礼拝デモの役割を

検討する。 

1963 年春、黒人自由闘争が全米に拡大する中、ミシシッピ州ジャクソンでは公共施

設の人種隔離撤廃運動が始まり、大規模な座り込み運動やデモ行進が展開された。ジャ

クソンにおける黒人自由闘争の根幹を成したこれらの運動に加え、同市では人種隔離の

不当性を白人キリスト教徒の道徳心に直接訴えることを目的として、公民権運動家のメ

ドガー・エヴァースやトゥガルー大学牧師のエド・キングらによって教会訪問運動が組

織された。彼らは学生を中心とする黒人と白人のグループを結成し、毎週日曜日にカト

リック教会及び様々な宗派のプロテスタント教会にて抗議礼拝デモを開始した。その結

果、白人教会の入り口は人種統合を是が非でも拒む人びとと人種隔離に異議申し立てを

行う人びとの抗争の場となった。多くの白人教会で黒人は礼拝への参加を認められず、

デモの参加者が警察に逮捕される事態となったが、これらの直接行動はその様子がメデ

ィアを通して広く伝えられたことで反響を呼んだと同時に、各教会と教派の人種統合を

めぐる議論に大きな変化をもたらした。同時期の 1963 年 9 月には、アラバマ州バーミ

ンガムで起きた黒人教会の爆破事件が人びとを震撼させ、人種隔離とキリスト教信仰の

矛盾が国内外で問われるようになっていた。 

本報告では、ジャクソンの教会訪問運動がどのように組織され、教会空間における人

種隔離の正当性をめぐっていかなる対立や緊張を生み、変革をもたらしたのかに着目し、

神の礼拝の場における人種統合を目指した抗議礼拝デモがアメリカ黒人自由闘争の最

前線の一角となったことを示す。 
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1970 年大阪万博への ECの参加 

 

能勢 和宏 

 

従来の欧州統合史研究は、様々な政策領域における欧州連合（EU）加盟国政府・EU

諸機関間の政治的交渉に関心を寄せる一方で、欧州統合と社会とのかかわりを十分に検

討せず、エリート主義的企てとしての欧州統合イメージを無自覚に前提としてきた。結

果として、第二次世界大戦後にはじめて開催されたブリュッセル万博以来、EU および

その前身にあたる共同体がほぼすべての万博に参加を続けてきたという事実はほとん

ど無視されてしまっている。本報告は 1970 年に開催された大阪万博を事例として、欧

州共同体（EC）がなぜ大阪万博に参加し、どのような自己イメージを発信したのかを明

らかにすることで、当時の EC が一般大衆をいかなる意味を持った存在と捉えていたの

かを説明する。 

前回のモントリオール博において、EC は深刻な予算不足に直面していたため、大阪

万博に参加するかどうかは必ずしも定かではなかった。それでも EC 委員会が最終的に

大阪万博への参加を決定したのは、万博の開催される 1970 年までに、対外共通関税や

共通通商政策、また EC の拡大が日本に及ぼす影響など、日本に対して EC の活動を説

明する緊急性が高まるであろうと判断されたためであった。こうした背景から、EC は

大阪万博において独自のパビリオンを建造し、来場者の関心を集めるための催しも企画

したとはいえ、彼らが重視したのは大衆ではなく専門家に向けたアプローチであった。

パビリオンにおける展示の多くは EC による経済活動を紹介するものとして企画され

た。また EC は電通と協力して、月刊誌『EC ニュース』の発行、NHK における番組の

放映、EC 関係者による講演会といった PR 活動を展開したものの、その内容も専門性

が高かった。大阪万博はECが日本ではじめて主体的な活動を展開する機会であったが、

EC は経済的影響力を世界に向けて発揮する存在としての自己イメージをもっぱら発信

し、自身の存在意義を日本人に広く理解させる努力はしなかったのである。 
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小シンポジウム プログラム 

 

 

小シンポジウム 1 

 

 

パブリックヒストリー ―西洋史研究者への問いかけ― 

 

 

司会 岡本 充弘（東洋大学・名誉教授） 

 

論点開示 岡本 充弘（東洋大学・名誉教授） 

 

報告１ 菊池 信彦（関西大学） 

デジタルパブリックヒストリーの見取り図と課題 

 

報告２ 小牧 幸代（高崎経済大学） 

インドの過去の取り戻し方 ―YouTube、博物館、テーマパーク― 

 

報告３ 石野 裕子（国士舘大学） 

フィンランドにおける第二次世界大戦の表象の変遷とパブリックヒストリー 

 

コメント  

成田 龍一（日本女子大学・名誉教授） 

 本橋 哲也（東京経済大学） 
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小シンポジウム 2 

 

 

モビリティーを生む「書物」 

―中近世ヨーロッパ内境域アルプス世界の場合― 

 

 

司会 踊 共二（武蔵大学） 

 

趣旨説明 佐藤 公美（甲南大学） 

 

報告１ 頼 順子（京都女子大学・非常勤） 

14 世紀後半－16 世紀サヴォワにおけるフランス宮廷の狩猟文化の移転 

―フランス語の狩猟書を例に― 

 

報告２ 田島 篤史（愛媛大学） 

15 世紀ティロール伯領における魔女問題とモビリティー 

 

報告３ 有田 豊（立命館大学） 

宗教改革以降のヴァルド派史書 ―起源伝承の変容とその社会的影響― 

 

コメント  

図師 宣忠（近畿大学） 

 中町 信孝（甲南大学） 
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小シンポジウム 3 

 

 

近代ヨーロッパのカトリシズムと生活世界 

 

 

司会 渡邊 千秋（青山学院大学） 

 

趣旨説明 中野 智世（成城大学） 

 

報告１ 渡邊 昭子（大阪教育大学） 

B.ガーボルの苦悩 ―19 世紀ハンガリーの離婚と（再）改宗― 

 

報告２ 中野 智世（成城大学） 

近代を生きる修道女たち ―19 世紀ドイツにおける慈善施設の日常から― 

 

報告３ 前田 更子（明治大学） 

カトリック女性教員とライシテ 

―戦間期フランス政教関係のミクロヒストリー― 

 

報告 4 尾崎 修治（静岡県立大学） 

独ソ戦に従軍した司祭ペラウの日常 

 

コメント  

金澤 周作（京都大学） 

  

  



48 

 

小シンポジウム 4 

 

 

「周縁」の身体史 ―西洋近代と病気・犯罪・植民地の生体管理技術― 

 

 

司会 村上 宏昭（筑波大学） 

 

趣旨説明 村上 宏昭（筑波大学） 

 

報告１ 高林 陽展（立教大学） 

近代イギリスにおける医療技術と健康管理 

―1918～19 年インフルエンザと体温計測― 

 

報告２ 宮本 隆史（大阪大学） 

近現代インドにおける規律社会化の「失敗」と身体の可読化 

 

報告３ 昔農 英明（明治大学） 

生体認証技術と人種主義 ―現代ドイツの移民管理を事例に― 

 

コメント  

梅澤 礼（富山大学） 
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小シンポジウム 5 

 

 

続・〈悪の凡庸さ〉は無効になったのか？  

―歴史・理論・思想の対話― 

 

 

司会 小野寺 拓也（東京外国語大学） 

 

趣旨説明 小野寺 拓也（東京外国語大学） 

 

報告１ 田野 大輔（甲南大学） 

アイヒマンは〈凡庸な役人〉だったのか？ 

―ヒルバーグにおける〈机上の犯罪者〉とホロコースト研究の現状― 

 

報告２ 百木 漠（関西大学） 

「悪の凡庸さ」をめぐる誤解を解く 

 

報告３ 中村 雄輝（文教大学） 

社会学における「悪の凡庸さ」概念の理論的可能性 

―構造とエイジェンシーを中心に― 

 

コメント  

小野寺 拓也（東京外国語大学） 
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小シンポジウム 6 

 

 

サッチャリズムの歴史的前提 

―民衆的アーカイヴによる 1970 年代の再検討― 

 

 

司会 長谷川 貴彦（北海道大学） 

 

論点開示 長谷川 貴彦（北海道大学） 

 

報告１ 岩下 誠（青山学院大学） 

進歩主義教育の終点／新自由主義教育改革の起点？ 

―ウィリアム・ティンデール校事件（1975 年）を再訪する― 

 

報告２ 浜井 祐三子（北海道大学） 

1970 年代のダンスホール／ディスコでの人種差別 

 

報告３ 梅垣 千尋（青山学院大学） 

1970 年代イギリスのウーマンリブ運動 

―オルタナティヴな女性コミュニティの希求― 

 

コメント  

市橋 秀夫（埼玉大学） 

小関 隆（京都大学） 

尹 慧瑛（同志社大学） 
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パブリックヒストリー 

―西洋史研究者への問いかけ― 

 

 

論点開示 

岡本 充弘 

 

歴史研究・歴史叙述では時代に応じてパラダイム転換が行われる。社会史、そして文

化史への流れはその代表的な事例である。そのような変化として、現在国際的に関心を

集めているのがパブリックヒストリーである。 

パブリックヒストリー研究の国際化は、2010 年代における国際パブリックヒストリ

ー連盟（IFPH）の活動の本格化によって大きく進展した。各国の研究をつなげるもの

として、International Public History (2018～)がネットジャーナルとして刊行され、ま

た現在では Global Perspectives on Public History (Routledge, 2019～), Public History 

in International Perspective (De Gruyter, 2021～)という研究書シリーズが海外の大手

出版社から刊行され始め、多様な領域への個別研究が続々と発表されている。 

これらの研究にも見られるように、パブリックヒストリーの対象とする領域は多様で

ある。博物館、教育、記憶、パフォーマンス、デジタイゼーション、家族・自己、歴史

映画や小説、さらにはマンガやゲームなどのサブカルチャーなどにおよび、またこのた

めに方法的にも伝統的な歴史研究はもちろんのこと、人類学、民俗学、社会学、情報学、

文化研究、文芸研究などと交差している。 

このような研究の流れを、在外研究、さらには海外での学位取得が一般化した日本の

西洋史研究がどのように受け止めていくかは、現在検討すべき重要な課題である。本シ

ンポジウムでは、非西欧地域を含めた 3 人の研究者による個別的な研究報告をふまえ、

パブリックヒストリーが提示している問題をどのように考えていくべきかを、近現代日

本の史学史・歴史理論についての多くの議論を提示してきた成田龍一、文学作品、映画、

演劇などのテーマから歴史実践の意味を論じてきた本橋哲也をコメンテーターとして

迎え議論する。なお同時にテーマの性格上、本シンポジウムはフロアからの発言を最大

限取り入れるかたちで進行する予定なので、積極的な問題提起を待ちたい。個別報告の

題目、報告者、要旨は以下のとおりである。 
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報告１  

 

デジタルパブリックヒストリーの見取り図と課題 

 

菊池 信彦 

 

本報告では、「デジタルパブリックヒストリーの見取り図と課題」と題し、デジタル

パブリックヒストリーにおいてコミュニケーションツールとして使用されるTwitterや

Facebook 等の SNS、ゲームや３D／メタバース等のプラットフォーム、そして、そこ

で扱われるコンテンツ（ボーンデジタルを含むデジタル文化遺産やデジタルアーカイブ

界隈で議論になりつつある「デジタル公共文書」等）、そのコンテンツを扱うデジタル

アーカイブのツールやシステムについて取り上げる。 

また、それらコンテンツを使って「パブリック」へとアプローチする方法について、

ウェブ展示やユーザ参加によるクラウドソーシング等を論じ、これら複数の観点からデ

ジタルパブリックヒストリーの「見取り図」を示していく。その際、上記の「見取り図」

に、筆者らが進めてきたコロナアーカイブ＠関西大学等の実例を交えて論じることで、

より具体的な議論を目指したい。 

最後に、上記の見取り図と実例から、西洋史研究者がデジタルパブリックヒストリー

に取り組む際に問題となる課題あるいは論点について、特にアプローチとシステムやツ

ールの観点から指摘し、様々なバックグラウンドを持つ参加者との活発な議論につなげ

ていきたい。 
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報告２  

 

インドの過去の取り戻し方 ―YouTube、博物館、テーマパーク― 

 

小牧 幸代 

 

インドにおいて、歴史学は単なる学問以上のものである。西欧で発明された歴史学が

インドの大学に導入される以前から、在地の歴史を研究し、人々の記憶の管理者として、

大衆文化の領域で生じる過去に関する紛争を調停する人々が少なからず存在した。その

営みを、インドにおけるパブリックヒストリーの端緒とする見方もあり、現代インドで

も紛争解決に積極的に介入する歴史学者は少なくない。そうした歴史学者は、インドの

パブリックヒストリー研究の代表者であるインディラ・チョウドリーの議論によれば、

パブリックヒストリアンに分類される。だが、インドのパブリックヒストリーは、紛争

解決のための政治発言に限らない。たとえば、民俗や生業などの無文字文化や印パ分離

独立といった歴史的出来事、あるいはムガル皇帝をめぐる物語を、オーラルヒストリー

や、手仕事・作品・遺品などのモノ、さらに音声・映像・演出を駆使した展示によって、

記録したり再現したりする動きが近年になって活発化している。 

本報告では、「インドの過去の取り戻し方―YouTube、博物館、テーマパーク」とい

うタイトルで、現代インドのパブリックヒストリー実践を考察する。具体的には、

1)YouTube を用いた民俗・生業の記録映像の公開、2)2017 年に開館したパンジャーブ

州アムリトサル市の印パ分離独立を記念する新世代の博物館（Partition Museum）の展

示手法、3)2013 年にマハーラーシュトラ州のコーポーリー市で開園した「インド初の

国際基準のテーマパーク」(Adlabs Imagica)のアトラクションを取り上げ、そこで実践

される「インドの過去」の、それぞれの取り戻し方を検討する。 

インドは宗教とカーストの二本柱によって理解されるとするイギリス植民地政府の

認識によって、大英帝国の中のインド帝国では宗教とカーストが国勢調査と民族誌調査

を通じて徹底的に調査された。その結果、ヒンドゥー教徒はカーストによって、インド

国民は宗教や言語によって分断されたという歴史認識が強い中、21 世紀のインド国民

は、いかに自分たちの過去を取り戻そうとしているだろうか。そして、そこに歴史学者

と人類学者、さらにパブリックヒストリアンは、どのように関与することができるだろ

うか。  
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報告３  

 

フィンランドにおける第二次世界大戦の表象の変遷と 

パブリックヒストリー 

 

石野 裕子 

 

フィンランドの歴史学界ではナチス・ドイツと戦争協力することになった後者の戦争

について、フィンランドは強国が対立する国際関係の「大海」で流れる木でしかなく、

ナチス・ドイツと組むという流れに逆らえなかったとする流木理論という解釈が長らく

主流となった。政界では、冷戦期、親ソ外交路線を貫いていたため政治家は公的な場に

おいてこの 2 つの戦争についての明確な言及を避けてきた。この 2 つの戦争に関して

公的に言及されるようになったのは冷戦末期である。特に、1989 年 10 月、ゴルバチョ

フがフィンランド訪問時に第二次世界大戦期におけるフィンランドの中立を認めた発

言をしたのを契機に、2 つの戦争が外交の話し合いの場や政治家の発言でしばしば登場

し始めることになる。冷戦崩壊後、この 2 つの戦争の解釈をめぐっては様々な場で議論

されていくようになるが、上述したように前者の戦争の表象は根強く残ることになる。 

本発表では、フィンランドにおける歴史学、政治の場での 2 つの戦争に対する認識の

変遷を踏まえた上で、公共の場での表象や映画、小説における表象の変遷とその利用を

考察することで、パブリックヒストリーの現状について議論したい。 
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モビリティーを生む「書物」 

―中近世ヨーロッパ内境域アルプス世界の場合― 

 

 

趣旨説明 

佐藤 公美 

 

モビリティーの歴史上重要な転換点の一つは、中近世ヨーロッパと関連世界における

モビリティーの拡大にあろう。しかし「転換」の意味は、先行条件の維持・更新・共存

との連関において初めて明らかにされる以上、中近世ヨーロッパのモビリティーも中世

以来の中・小規模モビリティーとの連関から検討されねばならない。その一環として科

研費基盤研究Ｂ「中近世アルプス地域の空間的・社会的モビリティー：境域の政治・宗

教・社会の動的展開」はヨーロッパ内境域アルプス世界を対象とし、政治的・宗教的コ

ミュニケーションの諸相から空間的・社会的・精神的モビリティーの動態解明を目指す。 

本小シンポでは、移動と不可分の関係にある「資本」として「書物」を焦点化する。

書物は知や情報の所有から利益を生み出す文化資本であると同時に、地理的・社会的・

精神的移動の潜在力を生み出す資本、および移動の中でネットワークを生み出す資本で

もある。小シンポでは各個別報告が、特定の「書物」がいかなる資本性を持ち、なぜ、

いかにして、どのような移動性を生み出したのかを検証し、コメントと討論を受けて、

「書物」に表れるアルプスのモビリティーの特性と他地域との共通性と相違を考えたい。 

頼報告はフランス語圏からサヴォワ家へ移動した狩猟書を取り上げ、人間の空間移動

に伴う王侯間の直接的移動と、ローカルな書物流通圏を介した移動の二水準において分

析する。田島報告は 15 世紀末の悪魔学書を考察する。ティロール伯の依頼により知識

層が執筆した悪魔学書の意味が焦点となる。有田報告はヴァルド派の「史書」を扱い、

同派の亡命による空間移動とプロテスタントによる「史書」の受容から帰結した精神的

モビリティーを考察する。最後に、カトリック世界とイスラーム世界の知識と書物に関

する専門家達によるコメントと討論を行い、中近世のモビリティーにおける「書物」の

意味と役割を浮上させることを目指す。 
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報告１  

 

14 世紀後半－16 世紀サヴォワにおける 

フランス宮廷の狩猟文化の移転 

―フランス語の狩猟書を例に― 

 

頼 順子 

 

本報告では、中近世西アルプス地域におけるフランス語の狩猟書の移動の特質につい

て、サヴォワ家所蔵のフランス語の狩猟書を例として取り上げる。 

西欧中世の王侯貴族は狩猟を盛んに行っていたが、10 世紀以降狩猟の技法や狩猟を

補助する犬や猛禽類の維持管理・病気の治療法などを記した狩猟書が流布した。フラン

スでは 14 世紀半ば以降、王家やヴァロワ＝ブルゴーニュ家などの王族を取り巻くサー

クルを中心に、フランス語で書かれた狩猟書が相次いで成立した。同時代の貴族的な書

物文化と融合した狩猟書はしばしば豪華彩色写本に仕立てられた。また、王国内に留ま

らず隣接する西アルプス地域の有力諸侯サヴォワ家にも伝播・受容された。 

フランス語の狩猟書のサヴォワ家への空間的移動には二つのパターンが見られる。一

つ目は、人間の水平的社会移動（婚姻）に伴う狩猟書の移動である。リヨンの王領編入

（1312）以降、フランス王国とサヴォワ家領は直接境を接することになった。それに伴

い、フランス王家は 14 世紀後半にサヴォワ家との婚姻政策を推進し、フランスの貴族

的な書物文化がサヴォワ家に伝播した。フランス語の狩猟書もこれを契機にサヴォワ家

に受容されることになる。トリノ国立図書館所蔵の写本 J.b.II.18（14世紀成立）は、ベ

リー公ジャンから孫のアメデ 8 世に相続されたと見なされているほか、来歴不明の

J.a.VII.31（16 世紀成立）も両者の人的交流を契機に移動した可能性が考えられる。 

二つ目は、16 世紀のリヨン、南仏からピエモンテに至るローカルな書物流通圏内か

ら後年サヴォワ家に渡った J.a.IX.4（16 世紀成立）に見られるパターンである。この場

合には、当該地域の書物商や潜在的購買者に固有の資本性を伴っていた可能性が考えら

れる。 

上記いずれの場合も、経済資本、貴族身分の文化資本、さらには象徴資本としての機

能を持ちながら移動していったと考えられる。両者はいかに相違もしくは共通し、いか

に接合したのかを二つの水準を総合して考察し、14 世紀後半－16 世紀の移動する狩猟

書の意味を考える。 
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報告２  

 

15 世紀ティロール伯領における魔女問題とモビリティー 

 

田島 篤史 

 

本報告では、法学者ウルリヒ・モリトールが 1489 年に上梓した悪魔学書『魔女およ

び女予言者について』を取りあげ、15 世紀ティロール伯領（ブリクセン司教区）におい

て存在した魔女問題とモビリティーとの関連および同悪魔学書の資本性について論じ

る。 

ティロール伯領（ブリクセン司教区）では、古くから魔術的慣習がみられたが、中世

末にはこれらが司法の場で問題とされるようになり、すでに 15 世紀のうちに、少なく

とも 10 件の魔女・魔術裁判および異端審問を経験している。しかし 1560 年代以降に

各地でみられた大量現象としての魔女迫害とは異なり、15 世紀のティロールでは魔女

問題の顕在化に際して、多くの場合、空間的モビリティーをともなっていたという特徴

がみられる。すなわち、共同体内部の力学から生じた迫害ではなく、外部から来た第三

者によって魔女・魔術が問題視されるようになったのである。これら空間的モビリティ

ーとともに顕在化した魔女問題は、社会的下層にとどまらず上層にまで達し、最終的に

宮廷へと飛び火して、法学者など聖俗の知識層を巻き込んだ悪魔学書の誕生を促した。 

本報告では、この悪魔学書（＝書物）をモビリティーを生む主体として捉え、そこか

ら生み出されるモビリティーとはいかなるものかを、上記のティロールにおける特徴的

魔女問題との関連において検討する。また当該書物は、初版はラテン語で書かれたが、

のちにドイツ語版も出版され、どちらも非常に多くの版を重ねた。こうした悪魔学書が、

いかなる資本性を有しているのかについても考察を加えたい。 
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報告３  

 

宗教改革以降のヴァルド派史書  

―起源伝承の変容とその社会的影響― 

 

有田 豊 

 

本報告は、宗教改革以降のヴァルド派史書に記された「起源伝承」の変容が、ヴァル

ド派信者に及ぼした社会的・精神的影響を、モビリティーと資本の観点から考察するこ

とを目的としている。 

史実に基づくヴァルド派の起源は、12 世紀末ごろにリヨンの一市民ヴァルドによっ

て創設された説教集団にある。しかし 13世紀に入ると、「ヴァルド派は古来よりキリス

トの純粋な教えを保持してきた集団」という、史実とは異なる架空の起源を示した伝承

（起源伝承）が同派内部で生み出される。この伝承は断続的に語り継がれ、19 世紀に

至るまでヴァルド派信者たちのアイデンティティを形成する通時的要素となってきた。

特に宗教改革以降は、伝承を基盤とするヴァルド派の歴史を記した「史書」が同派内外

で相次いで編纂されるようになり、伝承自体の内容にも少しずつ変化が加えられていく。

そして、史書によって示される同派の歴史はプロテスタントの歴史として受容され、ヴ

ァルド派はプロテスタント側からも「純粋な原始キリスト教会の生き残り」と見なされ

るようになっていった。 

本報告では、ヴァルド派史書に内包されるスピリチュアル・キャピタルとしての起源

伝承を軸に、それを取り巻くヴァルド派信者たちが徐々に変化していく伝承をどのよう

に理解し、受容し、行動していったのかを分析する。これにより、史書ひいてはヴァル

ド派の歴史そのものが、信者の間にモビリティーを生起させる資本性を有していること

を明らかにしていきたい。 
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近代ヨーロッパのカトリシズムと生活世界 

 

 

趣旨説明 

中野 智世 

 

本シンポジウムは、近代ヨーロッパ社会の形成過程における宗教の役割を、人々の

日々の営みに焦点をあてることで明らかにしようとする試みである。ここで特に注目す

るのは、近代において「伝統宗教」の側に位置づけられたカトリシズムである。啓蒙以

降、信仰を個人の内面の問題としたプロテスタントに比して、カトリックにおける信仰

は目に見える日常生活レベルの宗教実践や共同体の行動規範と密接に結びついていた。

本企画では、カトリックという宗派に依拠した組織（網）、集団、その教義や規範が、

近代という激変の時代を生きる人々の「生」にどのように関わり、どのように人々の生

き方を規定していたかに着目する。 

シンポジウムでは、司会（渡邊千秋・青山学院大学）がファシリテーターを務め、中

野による趣旨説明に続いて以下の４つの事例がとりあげられる。第１報告（渡邊昭子・

大阪教育大学）は、19 世紀ハンガリーにおける婚姻と改宗をめぐる信徒の「苦悩」を、

司教へ寄せられた嘆願書から読み解いていく。第２報告（中野）は、19 世紀ドイツで修

道女として生きる道を選んだ女性たちの生活世界を、ある慈善施設の場から明らかにす

る。第３報告（前田更子・明治大学）では、戦間期フランスにおいてライシテとカトリ

ック信仰とともに生き抜いた女性公立教員の姿が描かれる。第４報告（尾崎修治・静岡

県立大学）では、独ソ戦に従軍したカトリック司祭の戦地での日常における宗教実践の

ありようが検討される。4 報告に関する総括・コメント（金澤周作・京都大学）ののち、

全体討論を行う。 

4 つの事例報告を手がかりに、さまざまな場・局面で人々の「生」に少なからぬ影響

を及ぼしている宗教性のありよう――それは人々を縛るくびきであると同時に支えと

もなった――を可視化すること、そしてそこから、世俗化が進むとされる 19、20 世紀

のヨーロッパ社会を新たな視点からとらえ直すことが本企画の最終的ねらいである。 
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報告１  

 

B.ガーボルの苦悩 ―19 世紀ハンガリーの離婚と（再）改宗― 

 

渡邊 昭子 

 

ローマ・カトリック教会において、婚姻の不解消性の教義は 11-12 世紀に明確となっ

た。現行のカトリック教会法は次のように規定している。「完成の認証婚は、死亡の場

合を除いて人間のいかなる権力によっても、またいかなる理由によっても解消され得な

い」（第 1141 条）。このため、夫婦の関係が破綻して別の相手とやり直したい場合の選

択肢は限られていた。19 世紀のハンガリーでは、改宗の制度が整えられるにつれて、

離婚を認めるプロテスタントへ改宗して再婚する事例がみられるようになる。このよう

な者のなかには、生まれ育った宗教の教義や規範と、自分が選択した生活の間のジレン

マに悩む者も散見される。 

ハンガリー平原北部に位置する町でローマ・カトリックの両親の下に生まれ育った B.

ガーボルもそのような一人だった。1884 年にカトリックの女性と結婚するがうまくい

かず、カルヴァン派に改宗して離婚する。そしてカルヴァン派教会で、カトリックの別

の女性と結婚し、娘も生まれた。しかしながらガーボルは、その女性との離婚を決断し、

カトリックへ戻ろうと試みる。教会に通うけれども司祭に再改宗を拒否されたため、

1899 年にエゲル大司教へ長文の嘆願書を提出した。 

本報告では、この嘆願書を用いて、ガーボルの人生のなかでカトリック教会への帰属

がどのような意味をもっていたのかを検討する。離婚と再婚のために一度は背を向けた

教会になぜ戻ろうとしたのだろうか。ガーボルは再改宗によって「救い」や「永遠の幸

せ」に与ることができ、心身の病を治せると考えた。儀式による宗教共同体への正式な

受容も重要だった。仕事を得ることも期待したようである。再改宗を望んだ背景には、

生まれ育った環境や、当時のハンガリーにおける国教関係と宗派関係も影響しているだ

ろう。時代と場所に規定されたこのような条件を視野に入れつつ、教会や宗教共同体が

個人の生活に対してもっていた重さを考えてみたい。 
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報告２  

 

近代を生きる修道女たち 

―19 世紀ドイツにおける慈善施設の日常から― 

 

中野 智世 

 

本報告では、近代ドイツにおいて修道女として生きることを選んだ女性たちに着目す

る。新旧両宗派の混在するドイツでは、19 世紀半ば以降、カトリック地域を中心に新

たな女子修道会が次々と設立された。「女子修道会の春」とも称されるブームを牽引し

たのは、伝統的な黙想を主とする修道会（Orden）ではなく、より緩やかな規律のもと

で、救貧や教育、看護などの社会活動に従事する新しいタイプの修道会（Kongregation）

である。20 世紀初頭に初めて集計された全国統計によれば、女子修道会の数は当時の

ドイツ帝国全土で約 7000、修道女の人数は 4 万 7 千人を数え、その後、1941 年に 9 万

7 千人とピークを迎えるまで修道女の数は増加の一途を辿った。一般に世俗化が進むと

されるこの時代に、なぜこれだけ多くの女性たちが修道生活を選んだのだろうか。 

上記の問いを考える手がかりとして、本報告では女子修道会のなかでも最も多くを占

める救貧・看護に携わる女子修道会と、そこで従事する修道女に焦点をあてる。福祉や

医療供給体制が確立する以前、「ゆりかごの赤子から病床の老人にいたるまで」様々な

サービスを提供し、心身のケアの担い手となったのは無数の修道女たちであった。清貧・

貞潔・従順の誓願に沿って一切の私財を放棄し、生涯独身を貫き、会則に沿った質素で

禁欲的な修道生活を営みながら「祈り働く」彼女らの存在は、同時代においては、生涯

を奉仕に捧げる「聖女」として賞賛される一方、聖職者に操られた「無教養で無知蒙昧

な」女性、度を越した「狂信者」とも揶揄された。このように二極化した表象は、現在

に至るまで修道女の実際の姿を見えにくくしているともいえる。そこで本報告では、バ

イエルンのとある慈善施設を事例として修道女らの生活実態を検討し、等身大の彼女ら

の姿を明らかにすることをめざす。そのうえで、信仰と実践が一体となったカトリック

という宗教が彼女らの「生」にどうかかわっていたのかを考えたい。 
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報告３  

 

カトリック女性教員とライシテ 

―戦間期フランス政教関係のミクロヒストリー― 

 

前田 更子 

 

2022 年 2 月 12 日､フランスの全国紙『ル・モンド』に小さな囲みの訃報記事が掲載

された。「グラニエ夫人、旧姓ブリシュ。元ダビデ、元教員チームのメンバー。オート・

ヴィエンヌ県リモージュで 2022 年 1 月 24 日に死去」。ファーストネームや年齢、住所、

職業といった基本情報は欠けているのに、彼女がダビデであったことだけはぽつんと告

げられていた。ダビデとは何か、誰なのか･･･。本報告では、このダビデと呼ばれた教

員グループを取り上げ、戦間期のフランスにおける政教関係をミクロなレベルで考察し

たい。 

戦間期に自らをダビデ（Davidée）と名乗り、またそう名指されたのは、師範学校を

卒業した公立小学校の教員で、熱心にカトリックを信仰する女性たちであった。グルー

プ「ダビデ」の活動は 1916 年に南アルプス地方の巡礼地ノートル・ダム・デュ・ロー

で始まり、1945 年まで続けられた（前述の記事の「教員チーム」はダビデの後継団体

の一つ）。ダビデは信仰と職業を同じくする女性たちの緩やかなつながりであって、会

には規約も会費もなく、政治的な目的もない。人数の面でも、公立女性教員の 10〜15

人に 1 人がかかわっただろうという程度の規模のグループである。ところが 1920 年代

になると、ダビデはライシテ原則を犯す「新種の修道会」として左派の教員組合から危

険視され始め、一躍、注目を集める存在となる。他方で、ライシテを容認しきれないカ

トリック教会は、公立校で働くことにこだわる信者に理解を示さなかった。ダビデたち

は与えられた場所で自らの使命を全うしようとしていただけだったのだが、同僚からも

教会からも攻撃される中、しだいに弁明を余儀なくされ、自らの活動の意味とライシテ

について語り始める。 

本報告では、ダビデをめぐる論戦を通して教員にとってのライシテとは何だったのか

を戦間期のフランス社会の文脈において考察し、また、信仰をもつ公務員が政教分離型

国民国家にどのように適応し、そこで生き抜いたのかについてみていきたい。 
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報告４  

 

独ソ戦に従軍した司祭ペラウの日常 

 

尾崎 修治 

 

本報告は第二次世界大戦期のドイツ軍によるソ連侵攻に従軍したドイツ人カトリッ

ク司祭ヨーゼフ・ペラウ（1910〜2004 年）の従軍日記（1962 年刊行）を手掛かりに、

戦場において司祭が果たした役割を考察する。 

ただしここで問うのは、一般によく問題にされる宗教者の戦争への加担といった倫理

的な問題ではない。ペラウの日記には、ドイツ人聖職者の同種の回想によく見られる、

従軍への倫理的な葛藤や内面の悩みなどにほとんど言及がない。ユダヤ人を含む占領地

住民への虐待・虐殺の現場に居合わせた際には言葉を失うほどの衝撃を受けるが、それ

も戦場生活のなかの様々な出来事の一部である。 

むしろ詳細に描かれるのは、ロシアの村々を占領、駐屯したドイツ軍の司牧者として

勤務する司祭の周囲で起きた様々な出来事や日常の営み、例えば、ロシア軍やパルチザ

ンによる攻撃とそれに耐え続ける時間、戦闘の合間の、比較的平穏な日々の村の生活、

司祭の役得としてロシアの村人にもらった食物の数々、共産主義政権下で宗教を禁じら

れていたロシア人住民の信仰状況、そしてドイツ軍の敗走にともなう引き揚げ、長期に

およぶ過酷な逃避行などである。 

ペラウはとくに高潔でも、正義の体現者でもない平凡な人物である。しかし彼の日記

から読み取れるのは、過酷な状況下でも、ごく普通の司祭が人々から求められ、期待さ

れてカトリックの司祭としては当たり前の、しかし司祭にしかできない日々の礼拝や秘

跡、埋葬などの儀礼を執り行い続けたことである。ペラウはドイツ兵のための礼拝、傷

病者の看取りや埋葬はもちろん、ナチ政権が禁じるロシア人への司牧さえも求めに応じ

て秘密裏におこなっている。戦場という非日常的な場における宗教実践に注目すること

で、近代の「平常」社会ではとらえにくい宗教性に迫りたい。 
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「周縁」の身体史 

―西洋近代と病気・犯罪・植民地の生体管理技術― 

 

 

趣旨説明 

村上 宏昭 

 

19 世紀末以降の西洋では、社会の周縁に属する身体を管理するための技術が急速に

発展してきた。そのなかで開発されたのが、指紋や虹彩など生体情報による個人識別技

術、今日生体認証技術ないしバイオメトリクスと総称される技術である。 

周知のようにこの技術の最大の特徴は、人間身体を「情報の集積庫」と捉え、そこか

ら終生不変・万人不同の個人情報を読み取る点にある。今日では生体を利用した個人認

証は日常のあらゆる場面に見られ、今やインターネットとともに現代の生活に不可欠な

情報技術として定着している。だがこの技術は元来、西洋世界の周縁に住まう人びと（犯

罪者・非定住民・植民地住人）を管理するために開発されたものだった。 

それゆえバイオメトリクスとは、その端緒において犯罪者管理と植民地統治という、

西洋近代に特有の二大周縁領域と密接に絡み合う技術だったといえる。そうした起源の

名残は現代でもさまざまな形で見られる。南アフリカ共和国をはじめとする旧植民地諸

国においては「生体認証統治」、すなわち生体情報に依拠した住民の捕捉システムが先

進諸国に比べて著しく発展し、社会に深く浸透していることは、その顕著な例といえる

だろう。 

本シンポジウムでは、この技術が依拠している身体を「可読的身体」と規定し、その

起点や発展の諸相を論じることになる。これは単なるバイオメトリクスの技術史ではな

い。可読的身体はその起源をバイオメトリクスと同じくしているわけではなく、むしろ

後者は前者が成立して初めて可能となった技術だからである。 

本シンポジウムで焦点が当てられるのは、この前者の身体にほかならない。可読的身

体はいかなる歴史的経緯から成立したのか。またそれは具体的にどのような仕方で周縁

的存在者の身体管理に動員されたのか。これが本シンポジウムを貫く問題意識となる。 

 

 



 

 

【小シンポジウム 4】 

 

 

65 

 

報告１  

 

近代イギリスにおける医療技術と健康管理 

―1918～19 年インフルエンザと体温計測― 

 

高林 陽展 

 

19 世紀の西ヨーロッパでは、聴診器、肺活量計、脈拍計、血圧計、X線撮影機など、

さまざまな医療技術が開発された。アメリカの医学史家スタンリー・ジョエル・ライザ

ーによれば、近代医学はこれらの医療技術の発展によって、当人の愁訴にたよらず、よ

り「客観的」に人間の身体と病の状態を把握できるようになった。このような技術革新

を強調する歴史観は近年、「実践される技術」(technology-in-practice)と呼ばれる視角か

ら見直しが進められ、医療技術の実践にかかわる社会・経済・文化的諸条件への注目が

促されてきた。以上の研究動向を踏まえて、本報告は、近代イギリスにおける臨床体温

計の販売や利用に注目する。臨床体温計は 1860 年代に、10 インチ（約 25 センチメー

トル）から 6 インチ（約 15 センチメートル）へと小型化された。その開発者たちは、

この技術革新により個人による、あるいは家庭での体温計測が可能となったと主張した。

その影響からか、19 世紀後半の新聞や雑誌上では、家庭での体温計測を勧める記事が

登場した。そこでは、体温計測の実践者は、家庭の守護者たる女性とされた。しかし、

臨床体温計が社会一般に広く普及したのは、インフルエンザのパンデミックが発生した

1918 年以降のことだった。臨床体温計はなぜ技術革新から半世紀の後、利用が広まら

なかったのか。1918～20 年インフルエンザ流行期に人々はどのように体温計測を実践

するようになったのか。これらの問いに対して本報告は、『ケミスト・アンド・ドラッ

ギスト』という薬局業界誌を史料として用い、感染症の爆発的流行による社会的混乱、

薬局業の商業上の利害、戦時期の統制経済政策の影響下でのイギリス工業製品の規格化

という三つの問題が、臨床体温計という健康管理のための技術の実践を左右する力学上

の要だったことを論じる。 
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報告２  

 

近現代インドにおける規律社会化の「失敗」と身体の可読化 

 

宮本 隆史 

 

インドの植民地化は、近代化=規律化のプロジェクトでもあったとする見解が多くの

論者たちによって示されてきた。こうした議論は、植民地／ポスト植民地のインドにお

ける統治の歴史を、監獄、病院、学校、軍隊などを通じて、社会全体に規律化の網の目

が徐々に拡大されていく過程として描いた。 

一方で、インドの国家が植民地期はおろか独立後も、実際に「規律社会」らしきもの

を実現できなかったということもまた、多くの歴史家にとって明らかであった。例えば

19 世紀後半に広く導入されていった警察機構は、犯罪を違法行為として取り締まると

いうより、反乱や騒擾を鎮圧する装置として機能する傾向が強かった。植民地インドの

社会空間は人的にも資金的にもきわめて粗くしか警察の統制下に置かれておらず、特に

地方では私的に武装した地元有力者たちが社会統制を担ったのであった（Rajnarayan 

Chandavarkar 1998）。 

刑罰においても、植民地インドの監獄は、規律社会を保証する制度として十分なもの

ではなかった。特に独立運動期になると、身体刑、群衆に向けた発砲、爆撃、大量解雇、

学校からの追放、裁判を伴わない拘禁、集団に対する罰金といった多様な制裁が、犯罪

に対応するための戦術として用いられた（Taylor Sherman 2010）。刑事司法の領域にお

ける強制手段である拘禁刑や罰金刑といった法的な刑罰とともに、刑事司法の外で実行

される行政的・軍事的な手段が、国家による強制力の中心にあり続けたのである。 

有名な、ウィリアム・ハーシェルのベンガルにおける指紋法は、こうした環境におい

て生み出されたものであった。インドにおいて身体管理技術の開発は、そのまま規律社

会化につながるものではなかった。むしろ、インド国家が住民の個体識別に向けて本格

的に動き出すには、21 世紀を待たなければならなかったのである。本報告では、植民

地期から 20 世紀にかけての規律社会化なき身体の可読化の試みが、近現代インドの社

会統制においていかに機能したのかを考察する。 
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報告３  

 

生体認証技術と人種主義 ―現代ドイツの移民管理を事例に― 

 

昔農 英明 

 

生体認証技術は、現在、スマホ認証、銀行口座の本人確認の際などに利用され、現代

社会を成立させる一つの重要な要素となっている。そうした中で、生体認証にもとづく

情報管理では、個人の権利侵害という議論は必ずしも高まっていない。むしろ生体認証

による管理は、先進国を中心に、高度消費社会における個人の身体、財産を保護する役

割を担うものとして理解される。さらに途上国でも、生体認証技術は国民の福祉、権利

保護の目的で導入される面がある。 

生体認証技術を用いた外国人の管理においても同様の傾向がみられる。在日外国人に

よる指紋押捺拒否運動が日本で盛んとなった 1980 年代と比べて、2007 年に導入され

た生体認証技術を用いた外国人管理に対する反対運動は盛り上がりを欠いている。こう

した背景には、生体認証技術による管理は、ある特定の外国人にとって利益となる点が

関係していると考えられる。 

生体認証技術は、たしかに市民や移民にとって権利保護の面がある一方で、外国人の

中でもとくに難民・非正規移民に対して抑圧的であり、このような生体認証技術を用い

た管理の両面性に注視する必要がある。 

本報告で扱う現代ドイツの移民管理では、出国義務のある外国人をいかに効果的に国

外退去させるのかが重要な課題となっている。そのためにドイツ政府は、当該外国人の

出身国を巻き込んで、当該国にある生体認証にもとづくデータベースを活用して送還を

実効的なものにしようとしている。 

本報告では、生体認証技術と移民統治の関係性を、現代ドイツの移民管理をもとに考

察する。ドイツのケルンを中心に生じた 2015 年末の性的暴行・強盗事件によって、ア

フリカ系は「危険な他者」とみなされた。さらにドイツ政府は難民の出身国と連携し、

生体認証技術を援用した送還政策を推進するに至った。この一連の過程、ならびに生体

認証技術と人種主義の関係性もみていく。 

これまでの歴史学研究では、生体認証技術の活用は犯罪者管理や植民地主義と深く関
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係していることが明らかにされてきた。本報告では、人種差別の解消に向けた取り組み

がなされる現代においても、上記の結びつきは依然として強固である点を明らかにする。 
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続・〈悪の凡庸さ〉は無効になったのか？ 

―歴史・理論・思想の対話― 

 

 

趣旨説明 

小野寺 拓也 

 

近年、アーレントの〈悪の凡庸さ〉概念をめぐっては、活発な議論が展開されている。

これは「エルサレム〈以前〉のアイヒマン」の言動を明らかにしたシュタングネトの著

作によって、〈凡庸な役人〉というアイヒマン像が疑問視されたことが大きい。日本で

も 2021 年に同著の翻訳が出版され、同年 9 月に日本アーレント研究会でこの問題をテ

ーマにしたシンポジウムが開催されるなど、大きな注目を集めている。このシンポジウ

ムでは、アイヒマンが〈凡庸な役人〉でなかったことは確認されたが、次の 3 つの検討

課題があることも明らかになった。 

1)〈悪の凡庸さ〉概念をめぐって、歴史研究者とアーレント研究者の間に大きな認識

の隔たりがあること。とくにアイヒマンの言動におけるイデオロギーの役割や「思考の

欠如」という問題に関して、いかにして共通認識を持てるのか。構造とエイジェンシー

を相互補完的なものとして理解することはできないか。 

2)〈悪の凡庸さ〉概念が『エルサレムのアイヒマン』で使われているのは本文で１回、

あとがきで１回であることからもわかるように、この概念自体がさほど綿密な検討を経

たものではないため、概念の意味するところが受け手（とくに研究者）によってまちま

ちであること。この概念を今後とも利用していくとすれば、それはいかにして可能とな

るのか。 

3)〈悪の凡庸さ〉概念をめぐって、研究者と一般社会の間に大きな認識の違いがある

こと。とくにアイヒマンを〈凡庸な役人〉ないし命令を伝達するだけの〈歯車〉を見な

すような認識が一人歩きしている現状を、どう考えるべきか。 

これらの点について議論を深めるために、本シンポジウムでは歴史研究者とアーレン

ト研究者に社会学研究者を加えて報告と討論を行い、〈悪の凡庸さ〉概念がなおも有効

であるのか、有効であるとすればそれはどういう意味においてなのかを考えたい。 
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報告１  

 

アイヒマンは〈凡庸な役人〉だったのか？ 

―ヒルバーグにおける〈机上の犯罪者〉とホロコースト研究の現状― 

 

田野 大輔 

 

アーレントの〈悪の凡庸さ〉の概念は、アイヒマンを職務に充実なだけの〈凡庸な役

人〉、上からの命令を伝達する〈歯車〉と見るような偏ったイメージで人口に膾炙して

いるが、ヒルバーグ以来のホロコースト研究は、早くからそうしたイメージを否定し、

シュタングネトの研究が公刊されるずっと以前から、アイヒマンを野心的でクリエイテ

ィブな組織者として提示してきた。〈悪の凡庸さ〉の概念は、哲学的思弁としてはとも

かく、歴史的実証に耐えるものではないという見方が、歴史研究者の間ではすでに一般

化していると言ってよい。アーレントとホロコースト研究者の間で、このような見解の

対立が生じているのはなぜなのか。アイヒマンの位置付けをめぐって、両者の認識はど

こで食い違っているのか。 

アーレントがヒルバーグから〈行政的犯罪〉としてのホロコーストという視点を受け

継ぎ、その上で〈悪の凡庸さ〉という問題提起を行ったことを踏まえると、両者の見解

の対立は一見した以上に根深いところに原因があると考えられる。とくに見解が分かれ

るのは、ホロコーストという〈行政的犯罪〉においてアイヒマンら官僚たちが発揮した

創造的なイニシアティブをどう捉えるべきかという点である。彼らが絶滅政策を推進し

たのは、単に出世欲や功名心に駆られたからだったのだろうか。シュタングネトの著作

が突き付けた〈悪の凡庸さ〉の有効性如何という問いに答えるためにも、この点の検討

は不可欠である。これによってアーレントの問題提起の限界と、それを克服する可能性

を示すことが可能となろう。 

本報告では、近年の研究で注目されている〈机上の犯罪者〉の概念を主軸に据えて、

あらためてヒルバーグの研究を検討することを通じて、近年のホロコースト研究の動向

にも対応しうる形で、アイヒマンらホロコースト加害者の役割の解明につながるような

研究上の方向性を提示することを試みたい。 
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報告２  

 

〈悪の凡庸さ〉をめぐる誤解を解く 

 

百木 漠 

 

アーレントの〈悪の凡庸さ〉の概念は、これまで幾重にも誤解に晒されてきた。 

巷間に流布する〈悪の凡庸さ〉のイメージはおおよそ以下のようなものであろう。数

百万人のユダヤ人を収容所へ移送する役割を担ったアイヒマンは、裁判では「自分は上

からの命令で与えられた業務をただ遂行しただけなのだ」と弁明することに終始した。

このようなアイヒマンの姿から、組織のシステムに呑み込まれて上からの命令を盲目的

に実行することによって巨悪をなすことを〈悪の凡庸さ〉と呼ぶに至った、と。 

しかし実際にアーレントが『エルサレムのアイヒマン』で描いたアイヒマン像はこれ

とは少なからず違っている。まずアーレントは、アイヒマンのなした悪を「歯車理論」

によって免責することに強く反対していた。「自分は組織の歯車の一部のような存在で

あり、やむなく上からの命令に従っただけなのだ」などという言い訳は、ナチ体制のも

とでも決して通用しない。あくまでアイヒマンは個人としてその罪を裁かれねばならな

い、というのがアーレントの主張であった。 

また、アーレントはアイヒマンを「平凡な小役人的人物」として描いたわけでもない。

むしろ彼女が描き出したのは、出世に貪欲的で、自ら様々な計画を立案・推進し、各所

で交渉を重ね、組織が命じた以上の手柄をあげようとするアイヒマンの姿である。アー

レントが「恐ろしいほどノーマル」で「実に多くの人が彼に似ている」と表現したのは、

アイヒマンが組織内での昇進のみを目的としそのためには手段を選ばないという意味

での「ありふれた」ブルジョワ的人物であるという意味においてであった。 

さらに、アーレントが「思考欠如」と表現したのは、アイヒマンが一般的な思考力を

欠いているという意味でもないし、彼が何も考えずに任務を遂行していたという意味で

もない。ここで彼女が「思考」と呼ぶのは、他者の立場に立って考える能力のことであ

り、複数的な視点から自らの行動の意味を判断する能力のことである。 

これらの誤解を一つずつ検証しながら、シュタングネト以降、〈悪の凡庸さ〉の概念

がなお有効であるかどうかを再考したい。 
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報告３  

 

社会学における〈悪の凡庸さ〉概念の理論的可能性 

―構造とエイジェンシーを中心に― 

 

中村 雄輝 

 

本発表は、〈悪の凡庸さ〉の概念に基づいた理論モデル構築の可能性を探るものであ

る。伝統的に、社会学において〈悪の凡庸さ〉について流布している説明は、それが官

僚構造の結果であり、それゆえ、個人の意図を超えた構造的影響の産物であるというも

のである。しかしながら、近年、個人の意図を強調する合意が次第にできつつある。こ

の二面性を克服するために、本発表では、アーレントの洞察を、エイジェンシーと構造

の間の相互作用を理解するために〈悪の凡庸さ〉の役割と重要性を再考しようとする社

会学的な研究と並置する。 

まず、いかに〈悪の凡庸さ〉の概念が、暗黙裡にせよ明示的にせよ、社会学における

官僚制に関 するウェーバーのモデルおよびポスト・ウェーバーのモデルに影響を与え

たかを考察する。構造と行為に関する社会学理論は、構造的レベルおよび個人的レベル

の双方において行われる暴力の間の複雑な相互作用を分析するために用いられる。構造

的展望およびエイジェンシー的展望の双方に焦点をあてた解釈が、加害者の同定が困難

な構造的暴力を見落とすことなく、社会プロセスにおけるエイジェンシーの役割が除外

されることのないようにする目的で、悪行を検証するために提示される。構造的暴力、

ミルグラム実験、構造化論が、〈悪の凡庸さ〉の様々な次元の基層にあるメカニズムを

探求するために用いられる。 

最後に、社会的行為としての悪が、特に社会的行為の意図しない側面、意図的な側面

の双方に光をあてて議論され、エイジェンシーに伴う社会プロセスを述べるために論じ

られる。悪を社会的行為としてとらえる見方は、暴力の個人的な次元を構造的な次元と

つなぐことを可能とする。〈悪の凡庸さ〉の様々な現れ方の基層にあるメカニズムを解

明し連結させることによって、この議論は〈悪の凡庸さ〉概念の中にある理論的可能性

を示す試みでもある。 
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サッチャリズムの歴史的前提 

―民衆的アーカイヴによる 1970 年代の再検討― 

 

 

論点開示 

長谷川 貴彦 

 

これまで戦後イギリス史を語る際には、ひとつの「常識」があった。戦後政治のコン

センサスであった「ゆりかごから墓場まで」をスローガンとする福祉国家が「英国病」

とも言われた経済的衰退をもたらし、それを打開したのがマーガレット・サッチャーに

よる新自由主義的改革であったというものである。こうした歴史の語りは、サッチャー

によって提出され、のちにトニー・ブレアによって強化されていくことになるが、その

後 30 年にわたるイギリスの政治的言説のなかに強固に組み込まれてきた。しかし近年、

この新自由主義の「成功物語」には、いくつかの疑問符が付けられるようになっている。 

本シンポジウムは、戦後イギリス史の分水嶺となるサッチャリズムの歴史的前提をな

す 1970 年代の状況を「下からの」アプローチによって明らかにしようとする。サッチ

ャリズムの研究は、これまで主として政治学や経済学などのアプローチによって蓄積さ

れてきたが、同時代資料の公開が進むなかで本格的な歴史研究が試みられるようになっ

てきている。そこでは、とりわけ社会や文化の変容と絡めて歴史的対象を分析する傾向

が強く、本シンポジウムにおいては、とりわけ「民衆的個人主義」（popular individualism）

をキー概念に独自の検討をおこなう。それは、戦後福祉国家のなかで自己決定権を高め

てきた民衆レベルでの個人主義であり、この意識がサッチャリズムによってネオリベラ

ル型個人主義へと変容・転轍されていったという問題意識に基づいている。 

報告では、具体的に、教育、移民、女性などを対象としてとりあげて、1970 年代とい

う転換期のアモルファスな主観性を、オーラルヒストリーやエゴドキュメントなど民衆

的アーカイヴを活用することによって明らかにしたいと考えている。さらにコメントで

は、内部の他者としての在英アイリッシュの存在、LGBT や若者文化などサブカルチュ

ア一般、1960 年代の文化革命との接続といった観点から時代の特質を浮かび上がらせ

ることにする。 
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報告１ 

  

進歩主義教育の終点／新自由主義教育改革の起点？ 

―ウィリアム・ティンデール校事件（1975 年）を再訪する― 

 

岩下 誠 

 

教育学において、サッチャー教育改革に至る歴史的プロセスは、しばしば「進歩主義

教育の行き過ぎ⇒経済衰退・教育の荒廃⇒新自由主義教育改革の導入」という単線的な

変化としてイメージされる。こうした説明の中では、新自由主義教育改革は、深刻化す

る教育問題への対処という機能的な現象として描かれる。「教育問題」や「教育改革」

それ自体が政治的に構成される概念であること、教育問題の政治的構成に関与する複雑

なアクター相互の緊張関係やイデオロギー対立が存在したことは、説明から捨象されて

しまう。さらにこうした言説は、実際の「教育の危機・荒廃」がどのような程度や規模

で存在し、どのような性質のものだったのかについての経験的・実証的な検証も欠いて

いる。事実の検証を行なわないまま流布される脱政治化された教育言説、とりわけ教育

改革中心のナラティヴは、新自由主義があたかも歴史的必然であるかのような解釈を導

くことによって、それ自体が新自由主義を支えるひとつの政治として機能してしまうこ

とになる。 

そこで本稿では、こうした教育改革ナラティヴを再検証する作業の一環として、1974

年から 75 年にかけてロンドン・イズリントン区で生じた学校紛争、「ウィリアム・ティ

ンデール校事件」を事例として取り上げ、歴史的な検証を加えてみたい。ウィリアム・

ティンデール校事件とは、1974 年から 75 年にかけてロンドン・イズリントン区で生じ

た学校紛争の通称である。イギリスにおける新自由主義教育改革の露払いとなったラス

キン演説（1976 年 10 月）が、同時代の「教育の荒廃」を象徴するエピソードとして

念頭に置いていたのがまさにこの事件であり、その後の教育言説においても「進歩主義

教育の挫折」「新自由主義改革の起点」というイメージ先行の位置づけがなされてきた。

本報告では、基礎的な史料をもとにティンデール校事件を事実に即して再構成すること

によって、新自由主義教育改革ナラティヴを批判的に検証することを試みる。 
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報告２  

 

1970 年代のダンスホール／ディスコでの人種差別 

 

浜井 祐三子 

 

第二次世界大戦後、旧植民地からの移民流入により、イギリスはかつてない、「人種」

による多様性を持つ社会に変容した。それに伴い、国内の人種差別が問題として認知さ

れ、法的な規制を求める声が 1950 年代以降次第に高まる。英連邦移民法（1962/68 年）

により旧植民地からの移民流入が制限されるようになるのと並行して、人種関係法

（1965/68/76 年）が、「移民」（当時、暗に「肌の色」の異なる、外国にルーツを持つ

人々を指す言葉として用いられた）への人種差別的な行為を取り締まることを目的に作

られた。1965 年法は「公的な場」における差別を禁止したが、適用範囲が狭く、また解

決の方法として選択された「調停」の仕組みは実質的に機能しなかった。1968 年法は

適用範囲を広げ、また調停が成立しなかった場合に司法が介入する余地を作ったが、そ

の過程には様々な障害があり、訴えが認められにくかったとこれまでも指摘される。 

本報告では、1968 年人種関係法のセクション２（「品物、施設、サーヴィスの提供」）

の規定に基づいて、人種差別を受けたとする訴えへの対処の内実を、「人種関係協議会」

の記録によって明らかにする。特にここで注目するのは、1970 年代（76 年の人種関係

法改正あたりまで）のダンスホール／ディスコでの人種差別の事例である。 

入店を断られるなどの不当な扱いに憤慨し訴えを起こした人々の多くはアフロカリ

ブ系「黒人」の若者であった。地域の調停委員会が調査・聞き取りに基づき調停を行う

ものの、大抵の場合、訴えと店側との主張は一致しない。被害者側の訴え、聞き取りの

内容、店側やその他関係者とのやりとりを含め、残された詳細な記録に浮かび上がるの

は、「肌の色」による差別を受けていると訴える人 （々多くが移民第二世代の若者たち）

の差別への抵抗であり、当事者とそれを取り巻く人々（証人、「人種関係協議会」担当

者、法律家など）との関係性であり、「人種」「階級」「ジェンダー」の複雑な交差の様

相である。 

 

 

 



 

 

【小シンポジウム 6】 

 

76 

 

報告３  

 

1970 年代イギリスのウーマンリブ運動 

―オルタナティヴな女性コミュニティの希求― 

 

梅垣 千尋 

 

本報告の目的は、「サッチャリズムの歴史的前提」とされる 1970 年代イギリスの「民

衆的個人主義」を、女性に焦点を合わせてとらえ直すことにある。その際、とくに注目

するのは、1960 年代末から 70 年代にかけて盛り上がった「ウーマンリブ運動（Women’s 

Liberation Movement）」である。 

イギリスにおけるウーマンリブ運動は、1970 年の「第一回ウーマンリブ全国会議」

が「ヒストリー・ワークショップ」から派生したことに示されるように、ニューレフト

運動の周辺にいた女性たちを中心として組織化を開始した。世代論的にみれば、彼女た

ちは女性をめぐる戦後の大きな社会的変化のもとで成長した「1940 年代生まれ」とい

う独特な世代に分類されるが、運動の「外部」にいた同世代の圧倒的多数の女性たちに

とって、ウーマンリブ運動は、かならずしも容易に自己同一化できるものではなかった。

それは、この運動がもっぱら家庭内の女性の役割を否定し、かつその主張を集合的な行

動によって広げようとする実践として映ったからである。それでは、ウーマンリブ運動

の担い手たちは、どのようにして「特殊」な存在となったのだろうか。 

本報告では、この問いにたいして、まず同世代のなかでみた場合のウーマンリブ運動

の担い手たちの「特殊性」とは、彼女たちが家庭から切り離された「個人」からなる「オ

ルタナティヴな女性コミュニティ」を求めた点にあった、という仮説を立てる。そして、

この「特殊性」がどのようにして生まれたのかを、ウーマンリブ運動の担い手たちのラ

イフ・ヒストリーをもとに考察する。より具体的には、シーラ・ロウボタム（1943-）、

アナ・ダヴィン（1940-）、サリー・アレグザンダー（1943-）、キャサリン・ホール（1946-）

という４人の女性のパーソナル・ナラティヴを史料として用い、（１）彼女たちがどの

ようにして「オルタナティヴな女性コミュニティ」を求めるにいたったのか、（２）こ

のコミュニティにはどのような「吸引力」があったのか、（３）このコミュニティの希

求はどのようにして終わりを迎えたのか、という問いを検討する。それにより、ウーマ

ンリブ運動という経験を、できるかぎりその当事者たちの主観に即して理解することを

試みたい。 





・・・・・・・アティーナ・プレス西洋史研究資料ご案内・・・・・・・ 

 

Pictorial Sources on the American Civil War 図像で見るアメリカ南北戦争 

アメリカの歴史を決定づけたと言って過言ではない南北戦争の図版報道資料を復刻！ 

Part 1     Battles and Leaders of the Civil War: People’s Pictorial Edition 

 A4 横判 324 pp., ill. ISBN 978-4-86340-321-5 定価 本体 38,000 円+税 既刊 
 

Part 2     Frank Leslie’s Illustrated Famous Leaders and Battle Scenes of the Civil War  

 A3 判 544 pp., ill. ISBN 978-4-86340-322-2 定価 本体 68,000 円+税 既刊 
 

Part 3     The Confederate Soldier in the Civil War, 1861–1865 

 A3 判 482 pp., incl. 2 col., ill. ISBN 978-4-86340-323-9 定価 本体 68,000 円+税 既刊 
 

Part 4     Campfire and Battlefield 

 A4 判 554 pp., ill. ISBN 978-4-86340-324-6 定価 本体 47,000 円+税 2022 年 11 月 
 

Part 5     A History of the Civil War, 1861–1865 

 A4 判 554 pp., incl. 16 col., ill.. ISBN 978-4-86340-325-3 定価 本体 47,000 円+税 2022 年 11 月 

 

 

French Department Store Catalogues 1920-1929 フランス・デパート商品カタログ 

フランスの主要な百貨店のカタログを復刻するシリーズ！総合カタログのほか臨時発行の特集号も加えて集成！ 

1: Au Bon Marché B4 判 c. 420 pp., incl. 19 col. ISBN 978-4-86340-319-2 定価 本体 58,000 円+税 既刊 
 

2: Au Louvre B4 判 c. 430 pp., incl. 28 col. ISBN 978-4-86340-320-8 定価 本体 62,000 円+税 既刊 

 

 

◤◤◤◤◤ Athena Sources in the History of World War II ◤◤◤◤◤------------------------------------------------------------------------ 

Pictorial History of the Second World War 写真で見る 第二次世界大戦の経過とアメリカ軍の活動 

アメリカ刊行の第二次世界大戦の写真記録集。二面戦争の状況がよくわかる時系列構成と軍の組織別構成からなる大型資料。太平洋戦争記録多数！ 

第 1 回配本   Volumes 1-5    5 巻   c. 2,560 pp. ISBN 978-4-86340-297-3  定価 本体 175,000 円+税 既刊 
 

第 2 回配本   Volumes 6-10   5 巻   c. 1,970 pp. ISBN 978-4-86340-303-1  定価 本体 175,000 円+税 既刊 

 

Pictorial History of the War A Complete and Authentic Record in Text and Pictures 第二次世界大戦の全容――文と写真による全記録 

第二次世界大戦の進捗を伝えるイギリスの週刊誌。写真を中心に図版 15,000 点超を収録、詳細なリストが付録。 

第 1 回配本   8 巻（合本 4 冊）   c. 2,420 pp.  定価 本体 156,000 円+税 既刊 
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Tel:03-3811-1683 E-mail:info@bunsei.co.jp 担当:小久保佳則 

本コレクションには、聖書、説教、演説、詩、小説、教科書、料理レシピー、地図、広告、パンフレット、
カタログ、契約書、条約、勅許状、法律、エレジー、ナラティヴ、オペラ、演劇、歌謡、教則本、旅行記、

など広範な印刷物が所収されている。 
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NII-JUSTICE（大学図書館コンソーシアム連合・国立情報学研究所） 

共同購入コンソーシアム に採択されました！ 
 
 

Evans は人文社会科学において必須の重要資料と認定され、海外から国内サーバー

にデータを移転するコンソーシアム・プロジェクトに採択されました。 
  

これにより維持費が全くかからない完全買切型（一回支払のみ）、大幅割引価格で

Evans が利用可能となります。 
  

大学図書館にとって非常に導入しやすい環境が揃っております。是非、将来に向け

たアメリカ研究の基盤整備のためにも、ご導入ご検討いただけますと幸いです。 
 
 

なお、これに先立ち、初期アメリカ学会様、アメリカ学会常務理事会様、日本アメ

リカ史学会様よりEvans 採択の要望書が提出されています。関係各所のご尽力によ

り採択に到ったこと申し添えます。 
  

【コンソーシアム申請期限まで2年を切りました。お早めにご検討ください】 
  

● 国立情報学研究所（NII）が構築する国内サーバーにEvansのデータを搭載。 

● 本体大幅割引、初期費用一回の支払のみ。NIIサーバーのアクセス費用無料。 

● 導入価格、利用条件等はこちら。https://www.bunsei.co.jp/itemlist/de-rd/evans/ 

このコレクションには 160 年以上にわたりアメリカで出版された、 

ほぼ全ての本、パンフレット、ブロードサイドなど 37,000 以上の 

印刷物が収録されています。 
 

アメリカ研究だけでなく、英語を中心としたヨーロッパ諸言語の文献・ 

黒人や先住民らのマイノリティの問題・ポスター等の図象研究、等々、 

様々な研究に貴重な情報を提供します。 
  

【様々なテーマ】 

・現代：トランプ元大統領の支持基盤である“福音派”の歴史的動向。 

・言語：ヨーロッパ移民の諸言語文献。米国英語の発展と言語学的見地。 

・産業：アメリカ式大量生産の歴史的ルーツ。商品カタログ等の写真や図象。 

・宗教：イギリスからアメリカへ渡ったピューリタンたち、日記文学の発展。 

・マイノリティ：黒人と奴隷貿易、移民と女性たち、先住民とペスト。 

・歴史研究の新潮流：カリブ地域を含めた環大西洋史＝グローバル史。 
  

【対談 大西先生×増井先生】全文はこちらから https://www.bunsei.co.jp/evans-interview/ 
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