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＜国際シンポジウム参加記＞

2021 年韓・中・日シンポジウム覚書
川　本　悠紀子（名古屋大学）

different time zones) along with the paper and closing 
comment from Kathleen Coleman provided a further 
international dimension to the Symposium, but it is 
clear from the papers given that the study of ancient 
European history is in very good hands in Korea, 
China and Japan, and that it has an excellent future. I 
should add that it is humbling, as an English-speaker, 
to attend a conference carried on entirely in English, 
when is not the native language of any of the countries 
from which the organisers are drawn.

Perhaps the only fault I can find with the organisation 
is that the names of all the organising Committee were 
never revealed, so I cannot thank them all by name. 
I know that those who I had correspondence with 
included Kee-Hyun Ban, Ji-Eun Lee and Sangduk 
Lee, but there are others, and I would like to offer my 

thanks and congratulations to them all.

On a personal note I would particularly like to say 
how much I enjoyed the discussions that took place in 
the breaks between sessions. Online conferences can 
be less satisfactory than face-to-face ones, because 
of the lack of opportunity for social interaction. But 
at this Symposium there was opportunity to interact 
between sessions, and I was delighted to be able to 
talk with colleagues and former students from all 
three countries. The atmosphere of the event was very 
inclusive and relaxed – but also efficiently chaired so 
that it ran very smoothly. I regret that I was not able to 
be in Seoul for the event, but I sincerely hope that the 
13th Symposium will once again be held in-person, 
and that I may have the chance to come to it. 

キングス・カレッジ・ロンドンの博士課程の
同級生のイ・サンドクさんとパン・ギヒョンさ
んから日本・中国・韓国で行われるシンポジウ
ムについて聞いて以来、「いつかは韓国で発表を
しよう」と決めていた。彼らと仲が良いからと
いうのは理由の一つであるが、少しだけ彼らと
出会う前の私と韓国の関わりについて書きたい。
シンポジウムの参加記録に普通は書かないよう
な個人的な記憶をあえて書くのは、日中韓の関
係が冷え込んできている昨今、学術・人的交流
は政治とは切り離して、穏やかに継続されるべ
きだと考えるからである。
小学生の時に父のサバティカル先のロンドン
で出会った韓国出身の友人イ・スジンさんが、
私と韓国の初めての接点だった。私たちは英語
を母国語としない外国人が受ける英語クラスで
一緒になり、仲良くなった。ある日彼女から「日
韓の間には哀しい歴史があり、日本人をよく思
わない韓国人も多い。この間大人たちが日本人

について批判をしていた時に、私は日本人も良
い人が多いと言った。なぜなら、あなたが好き
だから」と伝えられた。お互いの英語は拙かっ
たが、話を理解した。そして、彼女がなぜ韓国
人は日本人をよく思っていないと言ったのか、日
韓の間でどのような「哀しみ」があるのかを両
親に尋ねた。これが、「歴史」とは受ける教育や
立場、国籍によって異なって見えるのだと私に
気づかせた最初の出来事だった。
帰国後は、韓国との関わりを持たずにいたが、
ある日韓国の音楽を耳にし、スジンとの思い出
がふと蘇り、結果として高校二年生から韓国語
を独学し、大学でも韓国語を第二外国語として
学び、朝鮮史の授業も多く受けた。いつかスジ
ンと会い「ほら、あなたのものの見方も知ろう
と思ったので、あなたの言葉や歴史を学びまし
たよ」と話すのが目標だからである。だからこそ、
彼女がいる韓国に行って発表するのは特別であ
り、特別であり続けるだろう。
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このような背景もあり、開催を心待ちにして
いた韓国での第 12回韓中日西洋古代史シンポジ
ウムは、新型コロナウィルス感染症の拡大を受
け一年延期された後、オンラインで開催される
こととなった。私は第 3セッション Image of War 
and Peace, and its Impactで The Influence and Limits 
of Hellenization in Roman Architectureと題する発
表を行った。私の発表のコメンテータはキム・
キョンヒョン先生で、私が発表の中で詳しく論
じなかった点に対して鋭いご指摘をいただいた。
発表原稿を英語で刊行する際には、参考にした
いと考えている。
この他にも私は同じセッションで発表するキ
ム・ドクス先生のコメントを担当することになっ
ていたため、事前に何度かのメールのやり取り
を行った。これまで参加してきた国際学会で事
前連絡はなかったが、発表原稿を事前に読み精
査できるからこそ、より詳細な議論が可能にな
ると感じた。また、直接会って研究交流できな
い状況で、この形式は望ましいとも思った。キ
ム・ドクス先生の発表の中で論じられた、カエ

サルと大ポンペイウスの普請事業が時をおかず
して起きており、二人の「競争」が建築を通し
ても見られるという点、また公共建築を建てた
場所の性質も彼らは考慮しているという観点は
面白く、私も地誌学的情報を考えて研究しなけ
ればと感じた。ドクス先生とは学会後も連絡を
とっており、私が韓国に行く際にはお目にかか
る約束をしている。オンライン開催の学会でも、
未来を見据えた研究交流ができたことを大変嬉
しく思う。また、韓国で掲載されるシンポジウ
ム参加記録を韓国語で書いたこともあり、他の
先生方からご連絡（＆韓国語の添削！）いただ
けたのも嬉しかった。
「いつかは」と願ったシンポジウムは、西洋古
代研究をアジアで行う仲間と出会える素晴らし
い研究交流の場であった。日中韓の国の間の関
係は、政治や時流に左右されはするが、人と人
との交流を続けることで良好な関係性を維持し
ていきたい。また発表できる日を、再会できる
日を楽しみにしている。

＜サマーセミナー参加記＞

2021 年度西洋古代史サマーセミナーに参加して
内　川　勇　海（東京大学博士課程・早稲田大学非常勤講師）

2021 年 9月 18日にオンライン開催された西洋
古代史サマーセミナーの参加記を記す。今回は、
栗原麻子著『互酬性と古代民主制―アテナイ民
衆法廷における「友愛」と「敵意」―』（京都大
学学術出版会 , 2020 年）と篠原道法著『古代ア
テナイ社会と外国人―ポリスとは何か―』（関西
学院大学出版会 , 2020 年）について、高畠純夫氏、
齋藤貴弘氏（以上栗原著書へのコメント）、古山
夕城氏、田中咲子氏（以上篠原著書へのコメント）
4名のコメント、著者によるリプライおよび参加
者全員による議論が行われた。最後に橋場弦氏
が「古代アテナイ史研究の到達点と将来」とい
うタイトルで総合コメントを述べられた。
当日は多岐にわたる議論が交わされたが、紙
面の都合もありそれらを詳細に紹介することは
控える。また両書に対してそれぞれ書評が公に

されているので、概要についてはそれらをご参
照いただきたい（1）。以下本稿では、セミナーで
の議論を拝聴して考えた若干の見解を述べたい
と思う。

 　
まず栗原著書については、「互酬性」という観
点からアテナイ訴訟文化を分析すると何が見え
てくるのか、という研究だと受け取った。
栗原氏自身は、高畠氏との議論において、互
酬性は、古い研究においてポリス社会を規定す
る原理とされてきた経済構造や奴隷制にとって
かわるものではないと述べられた。しかし少な
くとも互酬性が、アテナイ訴訟文化を規定する
重要な原理であったとしている。
他方ドラコンの立法に始まるアテナイ法制度・
訴訟制度の歴史は、私的復讐や自力救済の抑制


