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                                     第 25 号（2019.3.16） 

 

                                  発 行 メトロポリタン史学会 

メトロポリタン史学会 

第十五回総会・大会のお知らせ 
 

下記の要領でメトロポリタン史学会の第 15 回総会・大会を開催します．大会シンポジウムで

は「世界史の中の武人―越境と帝国秩序―」をテーマにシンポジウムを行います． 

 古今東西，時代を問わず，軍事力は歴史を動かす重要なモメントの一つであり，近年，軍事

力と経済力，そしてこれらと密接に関連する情報収集・伝達能力に注目して世界史の時代区分

を行う試み（森安孝夫『シルクロードと唐帝国』講談社，2007 年）も示されています．本シン

ポジウムでは，科学研究費・基盤研究（Ｂ）「ユーラシア諸帝国の形成と構造的展開─王権と

軍事集団の比較史的研究─」（研究代表者：杉山清彦）との共催で，前近代ユーラシア諸帝国

における軍事集団と君主との間の諸関係，国家体制を，特にユーラシア広域帝国を築いた武人

集団が，境界を越えて移動した事象に注目して，比較検討する予定です．これを通じ，東洋史

だけではなく日本史・西洋史を含んで，武人集団が占めた世界史的意義を問いたいと思います． 

 当日は，鎌倉佐保氏（日本中世史）・山下将司氏（唐代史）・真下裕之氏（ムガル帝国史）・斉

藤恵太氏（ドイツ近世史）の報告に引き続き，杉山清彦氏（大清帝国史）・須川英徳氏（朝鮮史）・

佐々木真氏（フランス史）からコメントを頂戴し討論に移ります．皆様の多数の参加をお待ち

申しあげます． 

 

    日 時  ２０１９年４月２０日（土）午前１０時３０分～午後６時 

    会 場  首都大学東京 本部棟１階・大会議室 

         （京王相模原線南大沢駅下車 徒歩約１０分） 

    日 程  ①総会：午前１０時３０分～１２時 

         ②大会：午後１時～６時 

 

シンポジウム「世界史の中の武人―越境と帝国秩序―」 

 

研究報告：午後１時～４時１０分 

〔報告者〕 

真下裕之氏（神戸大学） 

「ムガル帝国宮廷における贈与儀礼とマンサブ制度」 

山下将司氏（日本女子大学） 

「唐末の農牧接壤地帯におけるテュルク・ソグド集団―朱耶氏と沙陀三部落

―」 
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鎌倉佐保氏（首都大学東京） 

「(仮)武士の発生と武家政権成立」 

斉藤恵太氏（京都教育大学） 

「近世ヨーロッパの軍隊と貴族の紐帯 

――17世紀の神聖ローマ皇帝軍を中心に―」 

全体討論：午後４時２０分～６時 

コメント 杉山清彦氏（東京大学），須川英徳氏（放送大学），佐々木真氏（駒澤大学） 

懇 親 会：午後６時３０分～８時３０分 

 

 

メトロポリタン史学会第６回若手研究者の集い報告 
 

 2018 年 11 月 17 日（土），首都大学東京 5 号館 1 階 142 号室において第 6 回若手研究者の集いが開催さ

れました．参加者は 14 名でした． 

 研究報告と書評との題目は以下のとおりです． 

 

松島裕大氏（首都大学東京 大学院 前期博士課程） 

「足利義昭による大名間和平調停と越後国上杉氏」 

星野佑介氏（首都大学東京 都市教養学部 卒業） 

「20 世紀前半におけるムスリム同胞団とエジプト農村」 

福地スヴェトラーナ氏（首都大学東京大学院 後期博士課程） 

書評「小林昭菜著『シベリア抑留―米ソ関係の中での変容―』岩波書店，2018 年」 

春田晴郎氏（東海大学 文化社会学部） 

書評「森谷公俊著『アレクサンドロス大王東征路の謎を解く』河出書房新社，2017 年」 

 

研究報告では，用語や従来の研究状況についての確認を始

めとして，専門的なものにわたるものまで様々な質問が，書

評では，対象書の研究史上の位置づけ・評価について，改め

て評者の意見を問うなど，かなり突っ込んだ質問がフロアか

ら寄せられました．また，著者の森谷氏も来場され，貴重な

写真をスライドでご提示下さるなど，充実した補足説明をい

ただき，評者の論評とともに，両書の内容をより深く理解す

ることができるよい機会となりました．研究報告は要旨が，

書評は当日の報告を活字化した内容が，近日中に刊行予定の        

『メトロポリタン史学』第 14 号に掲載されます（春田書評に     〔当日の様子〕 

ついては次号以降）ので，是非ご吟味下さい． 
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2018 年 10 月 6日（土），第 11回歴史探訪「府中の史跡を巡る」を，鎌倉佐保氏（本会委員）に講師をお

願いし開催しました．参加者は 9名でした．当日は蒸し暑い陽気でしたが晴れ，府中郷土の森博物館を学芸

員の深澤靖幸氏の解説をうかがいながら見学した後，府中周辺の史跡・自然地形などを確認しながら探訪し，

終了後は府中駅近くで懇親会となりました. 卒業生の萬城まり子氏より参加記をご寄稿頂きました．忙しい

中，ご執筆下さった萬城氏に御礼申し上げます． 

メトロポリタン史学会 2018 年度 歴史探訪 参加の記 

萬城まり子（メトロポリタン史学会会員） 

10 月 6 日土曜日の昼過ぎ，京王線分倍河原の駅で電車を降りた．晴天．駅のバスロータリーに，巨大な新

田義貞の像があり驚かされた．自分の中の歴史モードが一挙に高まり，期待がふくらんだ．バスで，集合場

所の府中市郷土の森博物館へ向かう． 

 

歴史探訪に参加させていただくのは，もう何回目だろうか．在

学中，碌に，勉強しなかったわたしが，こういう会にだけ参加さ

せていただくのは，どうなんでしょうね？と毎回考えてしまう．

枯れ木も山の賑わいと，自分自身を無理やり納得させている． 

今回の目的地は，東京都府中市である．川崎市北部で働いてき

たわたしは，府中街道という県道を，通勤ルートにしていた．そ

の縁あって，府中は大変馴染み深い地名であった．そしてこの府

中街道は，古代・中世の頃から続く道だと，なぜか思い込んでい

た．わたしは心の中で，「ああ，奈良の都から武蔵国府に赴任する国司の方々も，この道を通ったのだろうか？」

と，妄想しながら楽しく通勤していたのである． 

 

13 時半，府中市郷土の森博物館入り口に，参加者 10 名ほどが

集合した．ルートを案内してくださったのは，首都大学東京教授

の鎌倉佐保先生であった．中世史の鎌倉先生，ということに，ま

ず話がはずんだ． 

館内では，学芸員の深澤靖幸氏から丁寧な説明をいただいた．

博物館の展示は，三つのコンセプトに基づいているそうだ． 

一つ目は「くらやみ祭り」で，常設展のエントランスを飾って

いた．この祭りは，毎年 4 月 30 日から 5月 6日にかけて，大國魂神社を中心としておこなわれている．「府

中の人々は，この祭りを一年の中心としているぐらい，大事なお

祭りなんです」と深澤氏はおっしゃった．大國魂神社は，古くは

六所宮と言われていたが，そこに２神が加わって，今は８基のお

神輿が出るそうである． 

二つ目は，「武蔵の国府」である．中心となるのは，古代武蔵国

府を再現したジオラマであった．市域から出土した遺構などを参

考に復元したそうだ．その手前に，古代の装束を着た長身のマネ

キンが立っていた．彼の名は，高麗朝臣福信．渡来人の三世で， 
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武蔵の生まれであるが，少年の頃奈良に出て，相撲の名人として

知られ出世し，藤原仲麻呂の側近として権勢をふるった．武蔵守

となったが，彼自身は，武蔵へ戻らず生涯を終えたそうだ．切れ

長の目をした大陸系の男前さんであった（マネキンが）．その装束

の臙脂色を決めるために，館では，染色の専門家に，何度も絹糸

を染めてもらい，皆が納得できるような色を出してもらった．そ

してさらに，その色を化学繊維で再現し，着せているそうである．

天然の繊維では，照明等で色褪せしてしまうからだそうだ．そう

いう細かな考察と配慮が，他の一つ一つの展示にもなされている

のだろうと思った．ジオラマや地図の展示から，武蔵国府は，現在の府中崖線の上，大國魂神社を含む領域

に広がっていたことがわかってきた．それに対して，郷土の森博物館がある場所は，崖線の下の多摩川の沖

積低地であることも理解できた．府中崖線のもう一段上に，国分寺崖線があることもわかった．府中の地形

のざっくりとした感触を，ようやく持つことができるようになった． 

三つ目のコンセプトは，「甲州街道の宿場町」としての府中である．府中崖線上の東西に甲州街道が走って

いる．それとほぼ直角に交わり南北に走るのが鎌倉街道である．その交差地点に，高札場があり，府中の宿

場が発達したそうだ． 

ここでわたしの心には，怪しい疑惑が生じた．あれ？わたしの

知っている府中街道がない．あの道は，古代からあったものでは

ないのか？ 

府中市域は，旧石器時代・縄文時代などの出土品も大変多いそ

うだ．博物館では，それらについても多くの展示説明がなされて

いた．また博物館の外には，府中の近世近代の建物や，崖線上の

台地で水を得るために掘られた，下向きのカタツムリのようなら

せん状の井戸が復元されていた．井戸の底まで，みんなで，ぐる

りぐるりと降りていった．真っ青な空がとてもきれいだった． 

  

博物館見学の後，鎌倉先生による，府中の中世史跡を中心とし

たガイドツアーが始まった．中世の府中の市街地は，崖線上だけ

でなく，下の多摩川沖積低地まで広がっていたそうだ．わたした

ちは，まず崖線下の遺構を見ながら，台地を上がって行くコース

を辿った． 

三千人塚という塚を

見た．中心に緑泥片岩の板碑が立っていた．板碑には梵字等が刻

まれているらしいが，風雨にさらされてかなり読めなくなってい

た．ここらへんには 13～14 世紀の墓があったようだが，そんな気

配は，今やまったくわからない． 

次に大國魂神社の末社の，坪宮という小さな社へ行った．ここ

は，国府の印や鍵を祀る重要な神社だそうだが，言われなければ，

ただの村社のように見える． 
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ここらへんで，わたしは，先ほどから自分の中で重要な疑問と

なっていた，府中街道，について，鎌倉先生に聞いてみた．残念

ながら，わたしが知っている府中街道は，古代中世の道ではなか

った．江戸時代に整備された道のようだ．川崎北部の府中街道に

は，古代の国司様のお通りはなかったようだ． 

 

坪宮から，それほど急ではない坂道を登っていった．府中崖線

を登っているのだと意識した．崖線上の台地のへりに，高安寺と

いう寺があった．ここは，足利尊氏に再建され，代々の鎌倉公方

が軍事的拠点とした場所だそうだ．多摩川の沖積低地が一望でき，

守るにも攻めるにもよさそうだ．立派な本堂や山門があるが，こ

れらは，江戸時代末から明治時代に造られたものである．この頃

も，府中は宿場町として，たいそう栄えていたのだろう． 

旧甲州街道を，東へ向かって歩くと，鎌倉街道との交差点に，

立派な高札場があった．ここらへんが府中宿の中心ということで，

今も交通量が多い． 

もう少し東に向かうと，大國魂神社の参道となるケヤキの並木

が現れた．ここから南に向かって数分歩くと，本殿につきあたる．

土曜日で，ビール祭りがあったということもあって，多くの方が

参拝に来られていた．大國魂神社は武蔵の惣社で，国中の神様が

集まる神社だそうだ．そして武蔵国府は，この神社の境内を含む

地域に，広がっていた

のだ．しかし，休日に

参拝に来られる人々が，どれぐらいそのことを知っておられるの

かは，さだかではない． 

最後に，大國魂神社東側にある武蔵国衙跡にご案内いただいた．

ここは，武蔵国衙の建物の柱穴が出土した地点で，その穴は，き

れいなガラス張りの建物に覆われて保存されていた． 

これが発掘される以前から，武蔵国衙が多摩郡に存在したとい

うことはわかっていた．しかし確実な場所はわかっていなかった．1975 年以降の発掘で，国衙を囲む東西・

南北の大溝が発掘され，その柱穴が，国庁の正殿のものであるとわかってきたらしい． 

 

賑やかな府中駅前まで歩き，皆様とお別れした． 

この歴史散歩で，自分が勝手に持っていた府中についての浅い知識を，かなり改め，深め奥行きを与える

ことができた．都立大学に入学して以来 40年近く，武蔵国の領域に住んできたのに，こんなにも知らないこ

とが多かったのかと，今さらながら驚いた． 

歴史探訪では，毎回このような新鮮な驚きを味わうことができ，そして自分の勉強不足を痛感するのであ

る．そして毎回メトロポリタン史学会の諸先生方にお世話になっている．今回も大変お世話になりました．

また案内してくださった鎌倉先生，ありがとうございました． 
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【投稿のお願い】 

 本会では，会員の皆様の積極的なご寄稿をお待ちしています．広く，歴史研究・教育の諸領域にかかわる

内容のものを求めます． 

『メトロポリタン史学』（The Metropolitan Shigaku）投稿規定 

 (1)  本誌は，年一回 12 月に発行するものとし，原稿の締切は，毎年 8月末日とする． 

 (2)  投稿資格は，原則として会員に限る．ただし，編集委員会からの依頼原稿に関してはこの限りではない． 

 (3)  投稿言語は，日本語または英語とする． 

 (4)  投稿原稿は，歴史学・考古学，歴史教育の分野に関する以下の種目のものとする． 

    ①論文（図表を含み，24,000 字以内；英文の場合は，8,000 語以内） 

    ②研究ノート・史料紹介（同 12,000 字以内；英文の場合は 4,000 語以内） 

    ③学界動向（8,000 字以内；英文の場合は 2,700 語以内） 

    ④書評（4,000～8,000 字） ⑤時評・提言（4,000 字以内） 

 (5)  論文，研究ノート（縦書き，横書きいずれも可であるが，雑誌刊行時には縦書きとなる）には，欧文

で要旨（300 語以内）を添付する（原文が英文の場合は日本語要旨 800 字以内）．また目次用の英文タ

イトルを付記する． 

(6)  原稿は，編集委員会が採否を決定する．その際，論文，研究ノートについては，編集委員会および編

集委員会が委嘱した査読者の審査を経る． 

 (7)  著者校正は，再校までとし，校正時における文章の大幅な変更は認めない． 

 (8)  注は，末尾にまとめる． 

 (9)  原稿は原則として，印字された原稿とともに，電子媒体で提出する． 

 (10) 原稿（表，図表を含む）は，コピー3部及び送り状
＊
（1部）を添えて提出する． 

 (11) 掲載の論文，研究ノート・史料紹介，学界動向，書評については，別刷り 30 部を進呈する． 

 (12) 原稿の送り先，照会については， 

    〒192-0397 八王子市南大沢１－１ 首都大学東京 人文社会学部 人文学科 

     歴史学・考古学教室 髙橋 研究室気付 『メトロポリタン史学』編集委員会 

      Tel: 0426-77-2116（髙橋研究室） E-mail: r_takahashi@tmu.ac.jp（髙橋研究室） 

＊ 送り状は学会ホームページ（http://www.comp.tmu.ac.jp/mshigaku/）からダウンロードしたものをコピーす

るか，事務局にお問い合わせください． 

【事務局からのお願い】 

●メトロポリタン史学会会報第２５号をお届けします．第１５回総会・大会のご案内を申し上げます．会財政

健全化のため，年会費を年度内にお支払い下さい．一般 5,000 円，学生・院生 1,000 円（本年度より変更）で

す．また，住所やメールアドレスに変更があったかたは，お手数ですが下記事務局までお知らせ下さい． 

メトロポリタン史学会（会長 木村誠） 

  〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１ 首都大学東京 人文社会学部 人文学科 歴史学・考古学教室 

  ℡：0426-77-2110（赤羽目匡由研究室） E-mail：mshigaku@tmu.ac.jp 

  ホームページ：http://www.comp.tmu.ac.jp/mshigaku/ （HP アドレスが変わりました） 

  郵便振替：00100-0-537287 メトロポリタン史学会 

 


