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国際シンポジウム「中世における文化交流―対話から文化の生成へー」 
                田辺めぐみ（帝塚山学院大学 兼任講師） 
 
１、事業の目的 

中世研究者の国際的な組織「メネストレル」は、中世関係ポータルサイト

（www.menestrel.fr）を運営する他、フランスをはじめとする欧州の高等教育

研究機関で総会と研究集会を年に二回行い、中世学の人的交流を推進している 1。

2012 年からポータルサイトの日本部門を担当する筆者は 2、その内容紹介をフ

ランス国立図書館で 2013 年に実施された研究集会で行ったほか、ポーランド国

立図書館（2014 年 9 月）、オパール海岸リトラル大学、サン・トメール図書館

（2015 年 10 月）でそれぞれ開催された総会・研究集会に参加した 3。長くフラ

ンスを中心に活動を展開してきたメネストレルが、2017 年に日本で総会・研究

集会を開催する決定に至ったことは筆者の積極的なかかわりの結果ではあるが、

それ以上に国際的な学術交流の促進が望まれている為でもある。 
かかる事業の目的は、日本における人文科学教育研究の環境改善を図るこ

とにもある。筆者は欧州で開催されている国際シンポジウムに多数参加し、様々

な分野・組織・国の研究者が集い、論議する場の望ましい在り方やその意義を学

んできた。各シンポジウムは明確な趣旨に基づいた領域横断的なものであるこ

とが多いため、異分野間の国際的な学術交流が円滑に行われ、その成果は研究発

表論集の刊行によって広く知らしめられている 4。また、シンポジウムの主旨に

                                                   
1 活動内容は以下で報告している。クリスティ―ヌ・デュクルシュー＝ヴェルボヴァン・田辺めぐみ「メ

ネストレル：中世学のネットワークとポータルサイト」『西洋中世研究』第 7 号,知泉書館, 2015 年 12 月, 
211－213 頁。 
2 http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1204&lang=fr 現在までに報告している項目に次のものが

ある：西洋中世に関する研究報告が積極的に行われている学会の紹介、論文・学術書・科学研究費の採択

結果を検索するためのツール、人文・社会科学の学術活動を支援する財団法人、関連教育研究機関の紹介。 
3  参加記は以下に掲載されている。「15 世紀ブルターニュ時祷書に見る余白装飾の諸相」『鹿島美術研

究』年報第 30 号別冊,579－587 頁；「異文化教育における彩飾写本の可能性―研究と教育の「共生」をも

とめて－」『鹿島美術研究』年報第 32 号別冊, 598－602 頁；「学際研究としての写本学―人文科学研究・

教育の未来にむけてー」『鹿島美術研究』年報第 33 号別冊,518－522 頁。なお、2017 年 3 月 11 日にはメ

ネストレルの本拠地であるフランス国立古文書学校（Ecole nationale des chartes）で総会が開催された。

その際に筆者は « Les journées Ménestrel à Nara en 2017 »を発表したほか、4 月のプログラム公表に向

けて、当該シンポジウムのプログラムにかんする詳細を論議した。 
4 かかる機会に発表・公刊された筆者の研究成果に以下のものがある： « Une nouvelle réflexion sur le 
style de l'ornement végétal dans les livres d'heures bretons au XVe siècle », Effets de style au Moyen 
Age, Chantal Connonchie-Bourgne et Sébastien Douchet (dir.), Presses Universitaires de Provence, 
coll.Senefiance.58, pp. 255-262 ; «La fonction signifiante de l'ornement marginal des livres d'Heures 
bretons du XVe siècle », Hélène Bouget et Magali Coumert (dir.), Histoires des Bretagnes 5. En marge,    
Centre des Recherche Bretonne et Celtique (Université de Bretagne Occidentale-Brest), pp. 313-328 ; 
« Les sources d’ornement végétal dans les Heures de Marguerite d’Orléans (Paris, BNF MS. LAT. 
1156B) », Isabelle Trivisani-Moreau, Aude-Nuscia Taïbi et Cristiana Oghina-Pavie (dir.),Traces du 
végétal, Presses Universitaires de Rennes, Nouvelle Recherches sur l’Imaginaire, pp.243-252 ; « 
L’Hermine-une devise éloquente dans les Heures de Marguerite d’Orléans », Miguel Metelo de Seixas 
et Laurent Hablot (dir.),La Devise. Un code emblématique européen (1350-1550), Presses universitaire 
François Rabelais de l’université de Tours, à paraître. 

http://www.menestrel.fr/
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1204&lang=fr
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合致した場所や地域で開催されることにより、社会とのつながりが自ずと生じ

ているほか、多様な後援・協賛団体の助成を受けるに至っている。以上の成果を

得るには多くの関係者の理解と協力が不可欠であるが、論議する主題が現社会

の問題解明を目指すことも重要だろう。 
以上の見地から着目すべきは、異文化や他者にかんする刊行物や学術活動

が近年著しく活発化している事実だろう。世界を支配する絶大な「力」が消失し

た現代において、多様な権力がそれぞれ自律性を失わずに錯綜していた中世に

特別光が当てられるようになってきていることは、特に世界情勢に呼応したも

のと解釈し得る 5。しかし日本が「強制」されることなく多様な異文化を取り入

れてきた歴史に鑑みれば、本邦で開催するシンポジウム主題としてふさわしい

のは寧ろ「交流」ではなかろうか 6。「交流」とは「異なる系列のものが互いに行

きかうこと」とされているが、それは必ずしも空間的、時間的な次元に留まるも

のでも、単なる影響の痕跡に指摘し得るものでもなく、異なる文化が出会い、そ

れらが新たな環境の下で消化されることから生み出された形、意味、機能、価値

などに求め得るはずである。そこに異文化の「協応のかたち」、つまりは融和的

な交流の成果が見出せるのではなかろうか。そしてかかる見解から文化の交流

が当時何を新たに創出したかを検討することは、我々の発展的な未来図を提示

することにもなり得るはずである。 
長く圧倒的な影響を受けていたと考えられてきた中国文化の取捨選択に独

自の価値装置が働いていたことや、平安期に日本が独自に創出したと考えられ

ていた文化が実際には異文化を交えた「二極構造」を有していること 7、そして

日本を東アジアから捉えなおすことで「他者性」を再考する必要性が喚起されて

いる近年の研究動向からも、その意義は否定し得まい。以上を踏まえた上で、各

「文化圏」の関係性や、それらの交流の成果がどのように表出されているのか、

また新たに創出されたそれらの意味や機能のありようを発展的に議論すること

で、昨今看過されること甚だしい人文科学研究の真価が自ずと明示されること

となろう。 
当該主題を論議する場として、大和文華館が望まれたことには理由がある 8。

                                                   
5 多極化した現代の世界システムに西欧中世との類似点を初めて指摘したのは田中明彦氏と思われるが、

その見解は中世研究者の賛同を得るには至っていない。田中明彦『新しい「中世」－21 世紀の世界システ

ム－』日本経済新聞社,1996 年。いっぽう村井章介氏は日本中世の「現代性」を指摘し、現代的な課題の解

決における日本中世研究の有益性を指摘している。『日本中世の異文化接触』東京大学出版会,2013 年,１頁。 
6 かかる問題は既に次で提起されている：河本浩嗣編著『力か対話か 異文化交流は文明の衝突を防ぎう

るか』中央公論新社,2014 
7 日本の文化が一方に押し付けられるのでも、完全に同化させるのでもなく、「「外」の文化と「中」の

文化を対にする構造」を持っていたことは島尾新氏によって指摘されている。島尾新『和漢のさかいをま

ぎらかす 茶の湯の理念と日本文化』淡交社,2013,52 頁。 
88 かかる決定には、当館学芸員で日本中世仏教美術史家の古川攝一氏にご尽力頂いた。シンポジウム前

日の午前中には、メネストレルのメンバーに当館の常設展を案内して頂き、日本の文化交流にたいする理
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当館はボッテイチェリの研究で世界的に著名な矢代幸雄氏によって蒐集された

日本・韓国・中国を中心とした美術品を所蔵している。それ故に個人的な趣味に

基づいたコレクションとは異なり、美術史を再構築し得る作品を所蔵している

当該美術館そのものがモノのみならず人を介した文化交流のかたちをなしてい

るのである。また、当館が国内外に日本・東洋の文化を紹介できる国際的な美術

館の創設と、美術を介した世界平和への願いから戦後数年して発案・開館された

ことを想起すれば、当該シンポジウムの意義も更に深まるのではなかろうか。 
 
 
２、事業内容 
国際シンポジウムシンポジウム「中世における文化交流―対話から文化の生

成へ」は、上記の目的を踏まえた上で筆者が原案を執筆し、他の準備委員 5 名 9

によって修正・加筆された後、本年 5 月にメネストレルのメンバーと、メーリン

グリストを有する日本の関連研究団体や関係者に送信されている 10。 
  
【趣旨（日本語版）11】 

1980 年代に文化史が中世研究の最もダイナミックな分野の一つとなって以

来、「文化交流」は様々な方法で幾度も論じられてきた。そこで 2017 年に奈良

の大和文華館で開催される Ménestrel（メネストレル）のシンポジウムでは、主

題の大きさのみならず、研究者の専門や教育を受けた国の知的背景に応じてア

プローチが著しく多様であるがゆえに未だ議論が尽くされたとは言い難いこの

問題を考察することを提案したい。日本は他の東アジアの国々との豊かな交流

の中で多くの異文化を独自の方法で取り入れ、我が物としてきた。そのため本シ

ンポジウムはこの国を極東の中世文化史に位置づけ 12、西欧との比較を試みる

ものでもある。 
学際的・領域横断的研究の発展や歴史の概念そのものの刷新に乗じて 13、近

                                                   
解を深める予定。なお、当館の沿革については次を参照されたい：http://www.kintetsu-g-
hd.co.jp/culture/yamato/history/index.html  
9 Christine DUCOURTIEUX （LAMOP パリ西洋中世史研究所）、Benoît GREVIN（同研究所）、

Isabelle DRAELANTS （IRHT フランス国立文献史研究所）Hanno WIJSMAN （同研究所）、Alban 
GAUTIER（オパール海岸リトラル大学 Université du Littoral Côte d’Opale） 
10 ヨーロッパ中世文学フォーラム、国際叙事詩学会日本支部、国際アーサー王学会日本支部、関西中世史

研究会、ネーデルラント美術研究会。その他筆者が所属する下記の学会本部にも送信した：美術史学会、

西洋中世学会、日本フランス語フランス文学学会。 
11 仏語版要旨は以下に掲載： 
http://www.menestrel.fr/IMG/pdf/appel_a_communications_menestrel_au_japon_nov._2017.pdf 
12 1980 年代以降、東アジアの視点から捉えた古代・中世日本の交易史の研究成果は歴史・文学・美術な

ど様々な分野で数多く発表されているが、フランス語版シンポジウム紹介文では英仏日語で読めるシャル

ロッテ・フォン・ヴェアシュア氏の研究を案内している：『モノが語る日本対外交易史―７～16 世紀―』

（鈴木靖民解説・河内春人訳、藤原書店、2011 年）。 
13 特にこの十数年において文学と文化史の境界に著しい変化が認められることは、2015 年にオパール海

http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/history/index.html
http://www.kintetsu-g-hd.co.jp/culture/yamato/history/index.html
http://www.menestrel.fr/IMG/pdf/appel_a_communications_menestrel_au_japon_nov._2017.pdf
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年多くの研究が接触、伝播、紛争、移動といった交流の背景やその構造を明らか

にしている。かかる研究動向に反し、交流の相互性については殆ど取り組まれて

いない。「文化交流」という表現は文化の「移動」や「影響」といった語に対応

するものでは断じてなく、相互作用を前提としている。各々が「発信者」であり

能動的で創造性に富む「受容者」であれば、交流とは単にモノや概念、もしくは

文化の特性が一方から他方へ移動することではあり得ないのだ。 
  文化交流の様態も画一的では無論なく、モノや場のかたち、意味、機能や価

値によって異なる。交流過程で生成された考古学、歴史、文学、図像資料がその

証左であり、本シンポジウムではこれを考察の中心に据えたい。これらの資料を

介してこそ、中世学者は文化領域における交流の相互性や極めて多様な結果を

看取し得るのである。交流の意図と、その結果の隔たりを考察することが肝要な

のだ。交流は時として一方が他方を同化せしめるほどに異文化間の距離を縮め

たり 14、あるいは逆に各々の差異や特質を交流以前よりも明確にし、かかる過

程で新しい文化を誕生させたりする。しかし民族間の交流に関する歴史学の言

説では文化間の境界が前提条件として設定されることが多かったため、各文化

がいかに生成され、何をもって各々を識別するかについては殆ど論じられてこ

なかった。その点から、文化交流と比較研究という問題にたいするそれぞれのア

プローチが潜在的に相補的であることは明らかである。 
そこで本シンポジウムでは文化間にみる相互作用の具体例を介して、近年

の研究で中世学者が使用している「他者（altérité）」、「アイデンティティー 

(identité)」、「混血 (métissage)」、「交雑 (hybridation)」、さらに「クレオール化 

(créotisation)」といった概念を再考する機会としたい 15。相互の関係性を踏ま

えて「文化のパートナー」とのコミュニケーションの様態を明らかにすることで、

「文化間の対話」、「文化間の歩み寄り」、もしくは「文化の成り立ち」そのもの

について考察しながらも、それらに関する月並みな言説とは逸したものとなろ

う。 
また、ヨーロッパと日本の中世世界の比較研究を対象とするパネルディス

カッションで欧州－地中海世界と東アジア間比較の可能性を問うことにより、

双方における文化交流についての個別発表を関連づけることにもなろう。 
 

                                                   
岸リトラル大学で開催されたメネストレルの研究集会≪歴史学者と文学者：中世学における分野間の境界

≫ に 明 ら か で あ る 。 発 表 要 旨 は 以 下 の ウ ェ ブ サ イ ト で 参 照 可 能 ：

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1877&lang=fr#4263 
14 この問題に関しては次を参照：  Reinhard Härtel (dir.), Akkulturation im Mittelalter, Ostfildern, Jan 
Thorbecke Verlag, 2014 ; Annick Peters-Custot, De l’usage de l’acculturation en Histoire médiévale, Ménestrel, 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1550 (31 oct. 2011). 
15 これらの一般的な概念については次を参照： « L’horizon anthropologique des transferts culturels », 
Revue germanique international, no. 41, 2004. 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1877&lang=fr#4263
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上記の趣旨をもとに本年 7月にメネストレル側の研究発表者の公募を行い、

シンポジウム準備委員と共に協議後、採択を行った。なお、日本には筆者の他に

メネストレルのメンバーがいないため、シンポジウムの趣旨に関連する各分野

の研究者に発表を依頼し、了承を得ている。なお、シンポジウム前日 17 日の午

前中には、大和文華館の常設展覧会を学芸員の古川攝一氏にご案内頂き、当館の

成り立ちや日本・東洋美術に対する理解を参加者に深めてもらう。また、午後に

は日本の若手研究者を対象として、フランスの様々な高等教育研究機関に所属

するメネストレルのメンバーが構築中のデータベースの紹介や研究動向の紹介

等を行うセミナーを開催する予定 16。 
 
 
３、期待される成果 
  コンピュータソフトの開発や史資料のデジタル画像化・データベース化が

近年著しく発展する中で、筆者が専門とする西洋中世の写本研究も豊かな成果

を数多く生み出している。現在まで留意されることのなかった写本へのアクセ

スが可能となり、図像や装飾の体系的な比較検討など伝統的な研究方法では至

りえなかった調査が可能となったことは特筆に値する。 
ただし一連の情報システムの発展は、人文・社会科学界の人的ネットワーク

の発展に十分に寄与していないのが現状である。欧州では公募制の国際的・学際

的なシンポジウムがほぼ日常的に開催されているのに対し、日本では学閥や分

野・領域間の壁に阻まれ同様の学術活動が発展的に営まれていない。言語や資金

調達の問題、そして昨今の大学教員に精神的、時間的余裕が欠如していることに

起因するものとも考えられるが、最大の要因として公募制の国際的・学際的シン

ポジウムを開催するための情報システムが整っていないことが挙げられるよう

に思う。望ましい情報システムの構築とその有効利用のためには、シンポジウム

や研究集会の多様な運営形態を実践し、その有益性を広く提示してゆくことが

まず必要ではなかろうか。 
今回はメネストレルが主催するシンポジウムであること、また筆者が国際

シンポジウムの準備に企画段階から参画することが初めてであったことなどの

理由から 17、日本側の研究発表者を公募することは叶わなかった。ただし様々

                                                   
16 当該企画については、フランス側の準備委員代表を務める Hanno WIJSMAN 氏 （IRHT フランス国

立文献史研究所）にご尽力頂いた。より実り多き学術交流を促すため、西洋中世学会との共催を望んでい

る。プログラムについては、添付資料を参照されたい。欧文版はメネストレルのサイトに掲載済みである

が（http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1877&lang=fr）、近日中に日欧の関連ウェブサイトに掲

載予定。 
17 筆者が翻訳者として参画した日本での国際シンポジウムに次のものがある「日仏文学・美術の交流―

トロンコワ・コレクションとその周辺 その２」（大手前大学、2015 年 11 月 21 日～22 日）。その成果に

ついては以下を参照されたい。石毛弓 柏木隆雄 小林宣之編『江戸文化が甦る―トロンコワ・コレクシ

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1877&lang=fr
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な研究分野の研究者が集う場を設けることで、多分野を自在に横断する人文科

学研究の意義を再認識せしめることになるほか、刊行を予定している三か国語

（日本語・フランス語・英語）の研究発表論集の翻訳を若手研究者に任せたり、

懇親会などの自由に議論する機会を会期中やメネストレルのメンバーの来日期

間中に可能な限り多く設けるといった様々な試みを介して、発展的な学術交流

のあり方を提示することになるはずである 18。今回の経験を、世代・分野・国を

越えた学術交流の場となりうる公募採択制の国際的・学際的シンポジウムの開

催を日本において日常化するための意義ある一歩としたい 19。 
 
 

※上記の企画を実現するためには上記の方々の他、多くのご助力を頂いている。ここに記し

て深甚なる感謝の意を表したい。（50 音順敬称省略） 
稲賀繁美（国際日本文化研究センター）、江川温（大阪大名誉教授）、太田孝彦（同志社大

学）、大森淳史（帝塚山学院大学）、柏木隆雄（大手前大学）、加須屋誠（奈良女子大学）、佐

藤直子（上智大学）、島本浣（京都精華大学）、下村宏道（大和文華館）、寺田寅彦（東京大

学）、中尾芳治（京都府埋蔵文化財調査研究センター）、永見文雄（中央大学）、福本直之、

松村剛（東京大学）、吉田保喜（奈良県ビジターズビューロー）、渡邉浩司（中央大学）、Rémy 
Cordonnier (サン・トメール図書館)。 

 

                                                   
ョンで読み解く琳派から溝口健二までー』思文閣出版,2016 年。 
18 かかる目的を遂行するため、筆者が所属する研究会・学会へ協力を仰ぎ、日本フランス語フランス文学

会とネーデルラント美術研究会には既に後援を承認して頂いている。 
19 このような事業を継続的に運営するには、各種財団の理解と支援が不可欠である。そのため当該シンポ

ジウムの助成は、複数の財団に申請している。 


