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＜受賞レポート＞

The British School at Rome での研究滞在記
川　本　悠紀子（ミュンヘン大学・短期招聘研究員、

大阪市立大学都市文化研究センター・研究員）

2016 年 10 月 3 日から 12 月 29 日までの間、
Rome Award受賞者として The British School at 
Rome（以下 BSR）に研究滞在した。BSRに
は、ローマで研究ないし芸術制作を志す人文学
者ならびに芸術家を支援する賞があり、受賞者
には 3 か月から 1 年までの滞在（宿泊・三食
付）と若干の生活費が与えられる。受賞者数は
年によって多少の変動はあるものの、今年は人
文学者 16 名、芸術家 14 名が受賞した。人文学
系の研究支援の賞には、若手研究者用（博士課
程在籍～博士課程修了後二年以内）と英国の
大学で教鞭に立っている研究者のための賞の二
種類があり、私が受賞した若手研究者向けの賞
は、英国で四年以上高等教育を受け、イタリア
に関連した研究を行う者であれば誰でも応募で
きる（なお、賞の中には、オーストラリアの大
学で博士課程に在籍している人だけが応募でき
るものやカナダ在住の研究者限定のものもあ
る）。King＇s College Londonで博士課程に在籍
していた頃にこの賞について知ったものの、ど
のみち応募しても駄目だろうと考えていた。し
かし、応募締切の一週間前に、このような機会
は二回までしかないことだし、記念受験ならぬ、
記念応募してみようと思い立ち、以前
Dumbarton Oaksに提出した研究企画書を
少しだけ手直しして応募書類を作成した。
また、指導教授である Henrik Mouritsen
先生と博士論文審査にあたってくださっ
た Ray Laurence先生に推薦状の執筆を依
頼し、締切日の 1 月 15 日に研究企画書
類を提出した。通常結果は 3月には出る
とのことだったが、私が受賞通知を受け
取ったのは、私が同志社大学で特別研究
員として働き始めて三日目の 4月上旬の
こと。こんなことが起きるとは！と半ば
信じられない思いで、BSRからのメール

を何度も読み返した。
同志社大学からは 3か月間の海外研究を認め
られ、10 月 3 日に BSRでの研究滞在を 16 人
の他の受賞者とともに開始した。若手研究者用
の賞の受賞者は、近現代史が三人、中世史が
二人、建築史が一人、古代ローマ考古学が一
人、一般の研究者向けの賞の受賞者にはエト
ルリアの考古学の先生と古代ローマ史の先生
がいらっしゃった。はじめの一週間はウェル
カムウィークで、BSRのディレクターである
Christopher Smith先生 (BSR / St Andrews) によ
る Foro Romanoツアー、各自の研究・制作内容
の発表、ローマにある各国のアカデミーの受賞
者 が Villa Medici (Académie de France à Rome) 
に招待されて交流するイベントなどが行われた
（写真１）。この Villa Mediciでのイベントを通
して、他の国のフェローで古代ローマ史・考古
学を研究している研究者にも多く出会うことが
できただけでなく、各国のアカデミーで開催さ
れる学会・研究会の情報交換なども行うことが
できた。第二週目からは、イベントの数も減り、
各々の研究・制作活動に専念できるようになっ
た。

図 1　 Villa Medici にて。



− 5−

私の研究テーマは、「Silvae: Roman Gardens 
depicted in Wall paintings」で、古代ローマ壁画
に描かれた庭園描写が史料上に登場する描写と
どの程度相関関係にあるのかを明らかにしよう
とするものである。これまで古代ローマの庭園
は左右対称形に整えられていたと考えられてお
り、ルネサンス期以降の庭園芸術に影響を与え
ているとされてきた。しかし、博士論文を執筆
していた時に、古代ローマの庭園は大小様々な
植物が植えられた森のような空間であったと
いうことが史料を読む中でわかってきた。こ
の考えを考古学資料・壁画からも立証するた
めに、報告書を携えて Auditorium Maecenatis
や Ad Gallinas Albasの壁画を見に何度も足を運
び、American Academyにある Tatiana Warscher 
Archiveでの資料調査も行った（さらに、ポン
ペイやヘルクラネウムで調査も行った）。
ローマにある多くの博物館や遺跡は受賞者で
あることを証明する書類ないしテッセラ（イタ
リア政府機関発行の特別なカード。長期滞在者
はテッセラがもらえる）で無料に入ることがで
きた。また、BSRの受賞者ならびにフェロー
は研究・制作活動に必要な場合、一般の立ち入
りが困難な場所にも入れるよう、必要な手続き
を全て代行してもらえるシステムがあるため
（これはどのアカデミーにも共通している）、基
本的にはどこにでも行くことができた。そのた
め、滞在中には Mausoleo di Augusto、Aventino
丘にある Casa Bellezza、Insula dell’Ara Coeli、
Testaccioの丘の上などにも他の受賞者と一緒に
訪れることができた。このシステムの恩恵を受
け、中世史研究者の場合はヴァチカンの図書館
に通いつめていたし、19 世紀のイタリアの宣
教師が南スーダンで行った活動について研究し
ている人の場合は個人コレクターが収集してい
る美術品などを見にトスカーナに足を運んだり
していた。BSRに採択された研究テーマに関
連した論文を出版する場合は最初に The Papers 
of the British School at Rome (PBSR)に論文を提
出して採否の判断を仰がなければならないとい
う規定があるため、受賞者は論文を PBSRに提

出することになるが、この規定を除くと研究活
動は自由で、必要な研究支援をいつでも受ける
ことができたし、何よりも BSRの図書館は 24
時間使い放題であった。
このように書くと、受賞者は各々の研究ない
し製作活動にのみ邁進する一種孤独な集団であ
るかのように思われるかもしれないが、毎日三
食を共にするため（勿論自炊は可能）、研究者
とアーティストという区分なく、皆が同じ寮に
住む友達のように仲良くなった。そのため、誰
かが調査に遠方に行く際には何人かが連れ立っ
て出かけたり（私の場合は Portus、Norciaな
ど）、オリーブ・オイルを機械を使わずに作っ
たり、大理石を彫りに Peter Rockwellの工房に
行ったり、クリスマス ･ツリーの飾り付けをし
たり、ディレクターの住まいを除く BSR全館
でかくれんぼ (sardines)をすることなど楽しい
こともあった。さらに、BSRの同窓生として
滞在期間終了後も集まって食事に行くことだっ
てある。普段出会うことのない人々と友情関係
を築くことができる貴重な機会であった。

図 2 　BSR でのクリスマスランチ。スタッフと受章
者全員でご飯を食べ、tombola と呼ばれるイタリア版

ビンゴ大会が行われた（商品は各自持ち寄り）。

ところでこの「仲が良い」という点について
は、同時期の受賞者に限った話ではない。朝食
の席でフレンドリーにお話をした人が過去の
受賞者で、しかも何度も読んだ本の著者だっ
たりすることもあった。ご飯を他の受賞者や
滞在者と一緒に食べるという形式は、私が知
る限り BSRと American Academy独特のもの
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で、Deutsches Archäologisches Institut や Ecole 
françaiseは各自が食事を作って食べるという。
BSRは受賞者やフェローでなくても泊まるこ
とができるため（但し、50 ポンドを払ってメ
ンバーになる必要がある）、食事をしながらの
研究交流を求めて泊まりに来る人もいた。この
ように、研究、アート、フレンドリーさが融合
したものが BSRであるように思う。
最後に、今年度の受賞者はこれまでで最も国
際的であると言われているという点を付け加え
たい。確かに、私の滞在期間中の受賞者は、英
国・イタリア・オーストリア・中国・フィリピ
ン・日本・ブラジル国籍・出身者であった（私

の滞在期間後、インドネシア・オーストラリ
ア・ハンガリー出身者も滞在した）。昨今の世
界情勢を見ていると、外の人間に対する寛容性
を欠く風潮が見られるが、国籍に関係なく人々
を受け入れる BSRのあり方に、このような時
代だからこそ色々と考えさせられた。BSRで
の三ヶ月は私の研究を一歩前進させてくれただ
けでなく、様々な人と出会い、学ばせてくれた
特別な時間であったと思う。また BSRの図書
館に戻って BSR 8 のデスクで調べものをする
日を心待ちにしている。

＜国際学会参加記＞

「ギリシア・ローマ世界における衰退と衰退叙述」
カンファレンス参加記（前編）

長谷川　岳　男（鎌倉女子大学）

2017 年 3 月 20 日・21 日 に Oxford 大 学
Wolfson College において「ギリシア・ロー
マ世界における衰退と衰退叙述（Decline 
and Decline-Narratives in the Greek and Roman 
World）」と題するカンファレンスが日本と欧米
の研究者により開催された。このカンファレン
スは、京都大学の南川高志教授を中心として
2014 年度より科学研究費補助金基盤研究（B）
を交付された研究課題、「古代ギリシア・ロー
マ史における新しい『衰退論』構築に向けた統
合的研究の試み」の成果の一つとして欧米の研
究者を招いて実施されたものである。
日本の古代史研究において、古代ギリシア世
界、ローマ帝国の「衰退・滅亡」は古くから大
きな関心を集めてきたテーマであった。古代ギ
リシアの衰退に関しては村川堅太郎氏の「ギリ
シアの衰頽について」（『村川堅太郎古代史論
集 I』、岩波書店、1986 年　初出は 1954 年）以
来、ポリス社会の変質に関する研究が数多くな
されてきており、ローマ帝国の滅亡もマルクス
史観などの影響もあり、戦後古代史家のみなら

ず多くの人々の注目を集め、なかでも弓削達氏
の『ローマはなぜ滅んだか』（講談社現代新書、
1989 年）は古代史の書物としては異例のベス
トセラーになった。
しかし 1980 年代より従来の衰退の捉え方に
はギリシア史、ローマ史ともに多くの疑義が
寄せられるようになった。我が国でもヘレニズ
ム期以降もポリスの活動は衰えていないことが
論じられ、一方「古代末期」という概念の導入
で、ローマ帝国の滅亡ではなく、中世的社会
への変化がなされる時代として肯定的評価が
優勢となった。その見直しの一つの到達点が
第 58 回西洋史学会（2008 年　島根大学）で南
川氏と橋場弦氏を中心に行われた小シンポジウ
ム「西洋古代史における『衰退』の問題」（詳
細は『西洋史学』第 234 号、2009 年）であろ
う。その後もローマ帝国の衰退の問題に取り組
み、2013 年に『新・ローマ帝国衰亡史』（岩波
新書）を上梓した南川氏を中心に、ギリシア世
界も含めその後の研究成果を摂取しつつ、特に
衰退叙述が古代、そして近代以降の研究におい


