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鎌倉時代は肖像の時代？
伊藤　大輔（文学研究科准教授）

一、はじめに

鎌倉時代はその前後の時代に比して肖像表現において

実り多い時代であったとされている。鎌倉時代は肖像の

時代とも表現され、肖像表現に時代の変革の相を見出そ

うとするのは一般的な考え方であろう。

確かに、政治史や社会史、経済史の立場では、平安と

鎌倉の間に古代と中世の画期を見ようとする考え方は広

く行われており、ここに何らかの変化があったという感

触は一般に認められていると言えよう。従って古代／中

世という大きな枠組みの区切りに呼応する形で肖像表現

という部分的な一現象にも変革が起きていた可能性は論

理的には考えられるであろう。

しかしここで問題にしたいのは、そうした外枠へと合

わせる議論とは別に、鎌倉時代の肖像表現に革新性を見

出す議論がどれほどの具体的根拠をもって行われている

のかという点である。

諸観点から提出された様々な見解が緩やかに連合し

て、肖像史の時代観を漠然と支えていることは容易に分

かるが、後述するように各見解が相互に矛盾している場

合もあり、必ずしも明白な根拠によって認識が形成され

ているわけではないようにも思われるのである。

大きく見渡してみるとこれらの見解は、作品研究から

出発するものと理論的総合に基づくものとの二つに分か

れよう。さらに作品研究から出発するものの中には、実

作品そのものの視覚的なインパクトから立論する立場

と、作品に即した文献史料の

解釈からこの時代の肖像の革

新性を導き出す立場が存在す

ると言えよう。

実作品そのものから出発す

る議論は、例えば、彫刻で言

えば「俊乗房重源像」（東大

寺俊乗堂）のような作品や肖

像画で言えばいわゆる神護寺三像と総称される「源頼朝

像・平重盛像・藤原光能像」（神護寺）などの個別作品

の持つ視覚的訴求力の強さに、時代の革新性を見出そう

とするものである。

一方、文献史料から出発する議論は、主に似絵研究の

分野に顕著である。この議論は藤原兼実の日記『玉葉』

が詳述する最勝光院御所障子絵の記事（承安三年・一一

七三年）を根拠に、そこに描かれた肖像画を「珍重無極」

と称する藤原経房の評言に、新たな表現の登場に対する

祝祭的な興奮を見ると共に、これを批判的にとらえる藤

原兼実の態度に前時代の守旧的な感覚を読み取って、こ

の障子絵を貴族社会の変化の画期に立つものと解するも

のである。

これら諸見解の内、「俊乗房重源像」のような僧侶の

彫像に関しては、平安以前からの長い伝統があり、描写

の精密度においても「鑑真和上像」（唐招提寺）のよう

な優品が早く出現していて、その存在を即座に時代の革
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新の指標と見なすわけには行かない。

一方で、実作品の面から考えた場合、「源頼朝像」の

ような俗人の画像は鎌倉初期に突如現れたような印象を

受け、時代の革新性を直接的に体現しているように思わ

れる。そのような意味で、鎌倉時代の肖像表現の革新性

という議論は、優れた世俗人物の肖像の存在が中心的に

支えていると言って良いであろう。

二、作品研究の側面から

特に「源頼朝像」が重要なのは、これが「神護寺略

記」などの記事によって、藤原隆信という作者名を通じ

て、文献史料が指し示す似絵の世界と連接される点であ

る⑴。

これによって、文献と実作品の両側面が有機的に結び

つき、全体として、鎌倉時代肖像画の革新性を想起させ

る結果につながっていた。最勝光院についての『玉葉』

記事の解釈に実作品としての「源頼朝像」が「神護寺略

記」を通じて連接されることで、実作品としての視覚的

訴求力が文献史料の提示する肖像表現の革新性をより強

固に訴えかけることになったわけである。この点につい

ては明白に両者を結びつけて鎌倉時代の肖像画論を展開

した研究は存在しないようであるが、美術史研究者には

漠然と感じられていたところであったようである。

特に「源頼朝像」研究の側からは「神護寺略記」の記

事を生かすべく、似絵と「源頼朝像」を比較的融和的に

捉えようとする意向が強かったように思われる。一方、

似絵研究の側からは、そもそもの出発点である古川躬行

の有名な似絵定義、すなわち「尊崇するかたは肖像とい

ひ、游戯のかたをば、にせ絵とよびわけしなるべくおぼ

ゆ」⑵という定義に拘束され、むしろ似絵と「源頼朝像」

のような作品を対立的に捉えようとする傾向が強かった

のではないかと思われる。

例えば、早く昭和十四年に田中喜作氏は、古川躬行が

区別する似絵と肖像という言葉を当時の研究者が混用す

る傾向のあることを指摘しつつ、「美術史研究文献の間

に、屢神護寺諸像などと関聯して『似絵の名手隆信』な

どと云う辞句を見ることが多い」と苦言を呈され、肖像

である神護寺三像と似絵を連接して理解しようとする研

究者間に一般化した俗説に対し、両者は切り離して考え

るべきであることを強く主張される⑶。田中氏の提言以

後、似絵の定義を巡って『画説』誌上で論争が戦わされ

たが、そこでは、大きく言って、似絵を神護寺三像に代

表される一般の肖像画とは異なる肖像形式として、両者

を切り離す方向の議論が主流となっている。但しその切

り離し方に研究者個々の個性があり、それが論争の原因

になっているに過ぎない。

このような似絵と肖像の対立的な把握は一つの見識で

はあるが、両者を切り離す場合、似絵の祖とされる藤原

隆信を明らかに似絵の画風とは異なる神護寺三像の筆者

と記す「神護寺略記」の記事を如何に考えるべきかとい

う問題が発生してくる。しかし、似絵研究の立場からは、

「神護寺略記」の解釈を自らの立場から整合的に解釈し

挿図　似絵の一例：「中殿御会図模本（部分）」（讃岐金刀比羅宮蔵）
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ようとするところまできめ細かく考察を進めることはほ

とんど行われてこなかった。いわば「神護寺略記」の記

事が無視された形になっている。

そうした中でこの問題に誠実に取り組んだのが森暢氏

である⑷。森氏は、肖像と似絵を対比的にとらえる古川

躬行の論を一応認めつつ、似絵の側をも隆信的画風と信

実的画風に分けることで問題の解決を図っている。

すなわち、「神護寺略記」の記載を認め、神護寺三像

を隆信の筆とすれば、隆信の画風は古川躬行の言うとこ

ろの尊崇的な「肖像」であったのであり、遊戯的な「似

絵」は隆信の次世代である信実以降のものであるとされ

る。これはまた、「似絵」の語例が鎌倉初頭を過ぎ信実

の世代以降に現れてくる傾向を見せることとも対応し、

「比較的年次を下る頃に於いてかゝる画体の製作が盛に

行はれたものであろうとも想像される」ことからも裏付

けられるとされる。

森氏の議論は、似絵を時系列的な発展の中でとらえ、

初期の隆信画風をいまだ本格的な似絵画風成立以前の一

般性の高い「肖像」に、盛期以降の信実画風を特殊性を

強めた独特の「似絵」にそれぞれ対応させることで、一

見相矛盾する古川躬行の提言と「神護寺略記」の記事の

間に整合性を担保することに成功している。

しかし、森氏の議論も論理的整合性を重視する余り、

少々奇抜な軽業的飛躍を伴うものであるとの感がぬぐえ

ず、大方の支持を得るには至らなかった。但し本質論の

視点から似絵を静態的にとらえていた古川躬行の議論

に、時間による変化という軸を持ち込んだことは、理論

的枠組みの洗練への貢献としてもっと評価されてよいも

のと思われる。

以上のような戦前の『画説』誌における似絵定義論争

は、二つの文献の矛盾、似絵と「源頼朝像」を対比的に

捉える古川躬行的視点と両者をつなぐ「神護寺略記」的

見解の背反をいかに合理的整合的に調整するかに苦しん

だ過程といえる。しかし結局は、整合的に理解する方法

は一般に受け入れられる形では発見されず、大勢は一方

の記事の無視という結果に終わったのであった。

戦後森氏は似絵研究の側からではなく、「源頼朝像」

研究の側から再び発言をされているが、そこでは「神護

寺略記」と「源頼朝像」を結び付けつつも、似絵の画風

との関係性までは問題をひろげずに終わっており、む

しろ「神護寺略記」の記事の内でも、藤原隆信筆という

筆者認定については「神護寺略記」記者の憶断ではない

かとのニュアンスを持った論述をしており⑸、森氏にお

いても最終的には「頼朝像」は「頼朝像」として似絵の

世界とは切り離して考える方向に傾いていたことが分か

る。

結局のところ、似絵と「源頼朝像」が結びついて理論

的に強固な鎌倉時代肖像画論が構築されることは無かっ

たが、それぞれの観点が独立しつつも漠然と同時並行現

象として緩やかに連合し、鎌倉時代初期に世俗人物の肖

像表現に優れた発展が見られたという認識を生み出して

いたらしい事が分かる。その意味では鎌倉時代を肖像の

時代とする根拠はそれほど強固なものではなかったとも

言い得よう。

三、理論の側面から

さて以上のように作品研究から導かれた諸見解の緩や

かな連合により鎌倉時代の肖像表現のなんとなくの革新

性が観念されていたわけだが、その漠然とした感覚的把

握に理論的な基礎付けを与えて議論に芯を入れたのが家

永三郎氏であり⑹、これを深化させ、強固に固定したの

が赤松俊秀氏である⑺。両者の理論的な裏づけが、作品

研究の側の漠然とした認識を輪郭のはっきりしたものへ

と変貌させるのに貢献した。

周知のように家永氏は、平安期以前のやまと絵に関す

る文献史料を博捜し、肖像画に関してはきわめて素朴な

事例しか見当たらない平安時代を、肖像画未発達の時

代とし、裏側から鎌倉時代を肖像画発達の時代とするイ

メージ形成を促すことになった。

家永氏が事実の分類によって導きだした肖像画の未発

達／発達という二項対立的な把握をうけて、赤松俊秀氏

は、これに呪術と呪術からの解放という精神史的裏づ

けを与えて、未開／文明という近代論的視点から平安／

鎌倉の肖像画の対立構図をより本質論的なものに深化

させた。周知のように、赤松氏は、平安貴族は呪詛の道

具となることを恐れたために肖像を制作することを禁忌

とし、それ故に平安時代に世俗人物の肖像画の遺例が少

ないのだと説明された。赤松理論は、家永氏が提出した

対立構図に精神史的解釈を施すことで、この構図の有効

性を証明し、結果としてこの対立的な構図を強化し、そ

れだけ鎌倉肖像の革新性を強調したものとなったと言え

る。
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四、近年の動向

このような平安／鎌倉の断絶を強調した理論によって

補強された鎌倉時代肖像表現の飛躍、革新のイメージは

長らく定説の位置を占めてきたといえる。

しかし、近年ではこうした理解も見直しを迫られつつ

ある。特に作品研究の側においてその傾向が顕著で、上

述したような漠然とした観念連合も崩れつつある。その

最大の要因は、米倉迪夫氏により「源頼朝像」の名づけ

の変更が提起されたことに求められる⑻。これは「源頼

朝像」を「足利直義像」、「平重盛像」を「足利尊氏像」、「藤

原光能像」を「足利義詮像」とするもので、これまで十

二世紀末～十三世紀初と考えられていた神護寺三像の年

代を一世紀以上下げ、南北朝時代の作とするものであっ

た。

米倉氏の説は、名づけの変更によって神護寺三像と「神

護寺略記」を切り離すものであり、これによって三像の

画風と隆信が属する似絵の画風との矛盾は解消され、諸

資料を整合性高く理解できる点で注目される。

また名づけの変更もさることながら、米倉氏の議論に

おいて特に興味深いのは、様式面において「夢窓疎石像」

（妙智院）との共通性が指摘されたことである。「夢窓疎

石像」のような頂相との共通性が指摘されたことは、「源

頼朝像」自体が外来の新形式の末端に置かれる可能性が

出てきたことを示している。もし、このような位置づけ

が正しいとすれば、「源頼朝像」は南北朝期になって日

本人が外から移植された肖像表現の新形式をようやく自

分なりに消化したことを示すものであって、平安・鎌倉

間における俗人像の革新性を示す指標とは成り得ないと

いうことになる。

したがって、作品の側からパラダイムを支えていた主

要な要素のうち、「源頼朝像」から演繹される時代イメー

ジ、「源頼朝像」が支える時代イメージは崩れつつある

ことになる。

このような「頼朝像」による時代的革新、飛躍のイメー

ジが薄れつつある中で、平安／鎌倉間の断絶を強調した

家永・赤松理論にも漠然とした違和感が表明されてきて

いる。

例えば藤原重雄氏は次のように述べられている⑼。

　 「追慕・敬仰の形代として俗人肖像が制作されるこ

とはあっただろうし、より親密な関係性のなかで似

顔絵は描かれ続けてきたのではなかろうか。一般に

いわれるほど、平安時代に肖像が存在しなかったわ

けではないと私は想像する。『呪詛』による禁忌や『は

ばかり』意識の強調は、期せずして肖像画論を閉塞

状況に向かわせた側面があり、再検討されてよいと

考えるが（文献名引用略）、この問題については印

象として述べるにとどまらざるをえない。」

また池田忍氏は以下のように述べる⑽。

　 「古くから人の姿や顔形が描かれてきたにもかかわ

らず、鎌倉時代はなぜ『肖像の時代』として特筆さ

れるのだろうか。それは、世俗の人々の肖像が、親

しい人を偲んだり祖先を祀るという私的な用途を踏

み出して、社会的に要請されたことに、われわれが

ひきつけられるからである。」

家永・赤松理論では、私的な用途による世俗人物の肖

像はあまりに素朴すぎるものとして議論の対象から除外

され、美術としての骨格をもった肖像だけが考察に価す

るものとされていた。むしろそうすることによって平安

と鎌倉の対立構図が強調されていたわけである。だが、

池田氏においては、すでにそうした近代的美術観に基く

史料の価値評価は超越され、前代の私的制作からの延長

として鎌倉時代の肖像を位置づける方向に考え方が変化

していることが分かる。美術という狭い枠組みに限定す

るのではなく物質文化全体の中で肖像を考えるという広

い枠組みに移行していると言えよう。

そうした中で、平安時代にも素朴な形で世俗人物の肖

像―たとえそれが手遊びの似顔絵や簡略な人形のような

ものであったとしても―が存在したことは認められつつ

ある⑾。

五、新たなる解釈

ではこのような平安期における素朴な肖像の存在を発

見したことで肖像史に対する認識は如何に変わり得るの

であろうか。

少なくとも、現存する個人という新たな主題の登場に、

それまでになかった日本人の表現意欲の勃興を見ること

で、心性の構造の変革、あるいは精神史における新たな

段階への移行を読み取ろうとするこれまでの議論のあり

方は見直されなければならない。

平安期の人々も常に空想的で魔術的な世界に沈潜して

いたわけではなく、現実や個人といったものとかかわ

り、それを造形化することは行っていたのであり、近代
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人による近代主義的な視点から、彼らの精神世界が未熟

であったと断罪することは出来ないであろう。

平安期肖像の素朴なありようは、率直に見れば、この

時期の人々にとっては、身の回りの人々や自己自身を表

わす世俗人物の肖像は、私的な領域における個別的一回

的なもので十分だったのであり、一定の形式性の下に組

織される必要性は感じられていなかったことを示してい

るに過ぎない。

それに対して、似絵はいわば像主自身が自らの姿を、

共通理解可能な一定の形式の中に落としこみ、その形式

が持つ意味作用の力を利用して自己イメージを操作し、

社会的メッセージを伝達しようとしている点で新しい傾

向を示していると言えるのである⑿。

すなわち平安期は肖像を表現として見せるという観点

には欠けており、肖像は個別の事情に応じた必然性の下

に生み出され消費されるという実用的かつ自動的な過程

の上にあって表象世界に変更を迫るような働きかけには

欠けるのに対し、似絵は、像主が自己の姿を見て欲しい

形に見せるという表象世界の操作としての意識が強い点

が大きく異なるわけである。

曲がりなりにも律令体制の下、一元的で安定した世界

に安住していた平安期の人々にとっては、社会における

自己の位置づけは明瞭なものであり、また変更可能なも

のではなく、自己表現によって積極的にある世界観の中

での位置取りを確保する必要は無かったわけである。そ

うした安定した世界に自足していた人々にとっては社会

化された自己の表象は必要の無いものであり、原初的な

追慕の心情を満足してくれる素朴な像があれば十分で

あった。

しかし院政期以降の社会の流動化の中で、人々は積極

的に自己の位置づけを確認する必要が出てきた。特に貴

族は権力の分裂化傾向の中にあって、当時の世界観の中

で、改めて権力構造の中心であり頂点である位置に自ら

を置きなおす必要性に迫られていたわけである。

平安から鎌倉にかけて肖像表現のありようは確かに変

わっていた。しかしそれは家永・赤松理論が示すような

近代的精神の自ずからの成熟を示すようなものではな

く、安定した世界に自足していた幸福から追放され、分

裂の現実を生き抜かざるを得ない貴族達の切ない抵抗の

試みとして理解されるべきものなのではなかろうか。

鎌倉時代が肖像の時代と言い得るのなら、そのような

意味においてなのである。

註

⑴　『神護寺略記』の記事は以下の通り。

　　　一、仙洞院　奉安置　後白（河）院法皇御影一鋪

　　　　　　 又内大臣重盛卿、右大将頼朝卿、参議右兵

衛督光能卿、左衛門佐業房朝臣影等在之、

右京権大夫隆信朝臣一筆奉図之也

⑵　『訂正増補　考古画譜』（1910年４月）巻九、「似絵」

の項。

⑶　田中喜作「似せ絵考」（『画説』二九、1939年５月）、

及び同氏「再び似絵に就いて」（『画説』三八、1940年

２月））。

⑷　森暢「似絵に就いて」（『画説』三四、1939年10月）。

⑸　森暢「源頼朝像について」（同氏『鎌倉時代の肖像画』、

みすず書房、1971年10月、〈初出『美術史』二、1950

年８月〉）。

　　森氏は同論考の中で「これらの画像が『神護寺略記』

以下の記載に関係ある限り、筆者を隆信とする記載に

は当然問題が残るところである」とされている。しか

し、最終的には「『神護寺略記』成立の事情になお不

明の点があるにしても、単に隆信の名が著名なるがた

めの記載とのみは解し難いであろう」として文献史料

の記述を尊重する立場に踏みとどまってはいるが、こ

うした発言には逆に、隆信という筆者名が「神護寺略

記」筆者の憶断・付会に過ぎないのではないかとの疑

念との葛藤がにじみ出ていると言えよう。

⑹　家永三郎「肖像画の発達と其限界」（同氏『上代倭

絵全史　改訂重版』、名著刊行会、1998年11月）。

⑺　赤松俊秀「鎌倉文化」（『岩波講座日本歴史五　中世

一』、岩波書店、1962年12月）。

⑻　米倉迪夫『絵は語る四　源頼朝像　沈黙の肖像画』

（平凡社、1995年３月）。

⑼　藤原重雄「平安初期天皇の肖像誌」（黒田日出男編『肖

像画を読む』、角川書店、1998年７月）。

⑽　池田忍「似絵と肖像」（『日本美術館』小学館、1997

年11月）。

⑾　平安期の肖像の具体相についてはかつて論じたこと

がある。

　　拙稿「平安貴族の肖像観」（『美術史家大いに笑う』、

ブリュッケ、2006年４月）。
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附属図書館2007年春季特別展「王権と社会―朝廷官人・真継家文書の世界―」を終えて
斎藤　夏来（附属図書館研究開発室特任准教授）

たとえば会社のような組織があった時、トップの社長

を調べれば、その会社のことはわかるだろうか。たしか

にいろいろ分かる面もあるが、一般社員にインタビュー

でもした方が、会社の本当の姿がみえるかもしれない。

本学文学研究科が所蔵する真
ま

継
つぎ

家
け

文書は、朝廷ないし天

皇家という、日本史上もっとも古い部類に属する人間組

織で、戦国時代以来、いわば「平社員」の役目を代々つ

とめてきた真継家に伝えられた古
こ

文
もん

書
じよ

である。朝廷とい

う人間組織を考えるうえで、頂点の天皇に着目している

だけでは決して分からない、「平社員」経由の視点を提

供してくれる歴史史料が、真継家文書といえよう。

去る６月22日をもって閉幕した附属図書館2007年春季

特別展「王権と社会―朝廷官
かん

人
じん

・真継家文書の世界―」は、

専門家の間ではかなり以前から有名であった真継家文書

の現物と内容を、専門外の方々にもできるだけ分かりや

すく、本格的に展示し解説しようとした、ほとんど初め

ての試みであったと思われる。真継家といえば従来、生

活用品から寺社の梵
ぼん

鐘
しよう

等にいたるまで、多くの人々の

需要を満たしてきた銅器の製造者、すなわち鋳
い

物
も

師
じ

を統

括する家元のような存在であったことがよく知られてい

る。今回の展示ではそれとともに、真継家が、どのよう

に他の官人とせめぎあいながら、朝廷に奉仕し、収入を

確保し、「王権と社会」を媒介していたのか、朝廷下級

官人としての側面の紹介にもつとめた。

たとえば真継家は、江戸時代のほぼ全期間を通じて、

天皇の代理として伊勢神宮に参拝する「例
れい

幣
へい

・奉
ほう

幣
へい

」の

役目を果たしていたが、その道中で、身分の高い武士な

どと行き会った場合にどちらが道を譲るのか、また、京

都の朝廷と伊勢神宮を結ぶ道中にある仏教施設をどのよ

うに目に入らないよう通過するか、といったことが詳

細に記録されている。このような一般民衆の目にも触れ

る道中儀礼の変遷は、原則として住居から出ることがな

かった天皇と江戸時代社会との接点を示す貴重なデータ

である。

また真継家は、天皇の代替わりという権力の空白時に、

指定の関所へ赴き外敵等の侵入を防ぐよう命じられる

⑿　筆者は、似絵の起源は中国の文人雅会図にあると見

ており、様々な変遷を被りながらもその中核において

は、儒教的理想の下、文人的才芸の顕彰を通じて文運

の興隆、国家の隆盛という成果を示し、徳治による貴

族政治の正当性を示そうとしたものと考えている。下

記の拙稿とともに今後の課題でもある。

　　拙稿「似絵と尚歯会図」（『岡山大学芸術学研究』八、

2002年４月）。

　　拙稿「似絵詞再考」（『岡山大学芸術学研究』九、

2004年３月）。

固関勅符
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「固
こげんちよくふ

関勅符」をうけているが、古代以来の様式をふまえ

た「固関勅符」の現物はほとんど伝来していないとされ

るなか、真継家には、江戸時代の「固関勅符」が２点も

伝来しており、きわめて貴重である。今回はその２点が

並べて展示に供された。もちろん、江戸時代に天皇の代

替わりをねらう外敵が具体的に存在したわけではなく、

「固関勅符」をそのまま自宅へ持ち帰った真継家当主は、

任務が解けるまで出歩くことを控えたという、いわば空

出張であったことも、日記の記述などにより判明する。

それでもあえて固関の儀礼だけが存続していたのはなぜ

か、興味ある謎の一つといえよう。

このほか真継家は、朝廷から受領したかにみえる「偽
ぎ

文
もん

書
じよ

」の写しを各地の鋳物師に頒布したことでよく知ら

れているが、真継家伝来の「偽文書」には、江戸時代の

本物の内
ない

印
いん

「天皇御
ぎよ

璽
じ

」が捺印されているとも指摘され

ている。そこで今回、他所伝来の古文書の内印との比較

検討を試みた。その結果、江戸時代には複数の内印が存

在した可能性もみえてきたように思われるが、精密な議

論はもとより今後の課題である。富山大学の富田正弘先

生を招いて行われた講演会では、戦国時代から江戸時代

の支配者たちが用いた料紙をめぐる諸原則が、真継家文

書ではどのように通用しているのか、顕微鏡を用いた観

察結果などが報告された。さらに、真継家が朝廷の文書

（綸
りん

旨
じ

など）に施した文言の改変は、これまで文書の「偽

造」と評価されがちであったが、むしろそのような改変

により、文言の意味が人々によく伝わり、「王権と社会」

をスムーズに媒介したのではないかとも指摘された。

以上の展示には、学外者約350名を含め、全体で約560

余名もの方々にご来場いただいた。専門家寄りの硬さが

まだ多分に残っていたのではないかという反省点もある

が、展示に来られなかった方々にも、今回の展示図録を

ご覧いただき、本学が所蔵する歴史史料の重要性の一端

を、改めてご確認いただければ幸いである。

春季展講演会内印（天皇御璽）

展示会
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オープンレクチャー報告

第24回オープンレクチャーを開催

１月15日（月）、附属図書館５階多目的室において、

第24回オープンレクチャーを開催しました。講師は、雨

森弘行お茶の水女子大学参与（研究開発室研究協力者）

で、「学術情報システムの誕生と女性リーダーの軌跡：

今後のリーダーへの期待」と題して講演が行われました。

講演では、学術情報流通を支えてきた「学術情報シス

テム」について、学術情報センター（国立情報学研究所

の前身）の誕生秘話など、現場に立ち会わなければ知る

ことのできないエピソードを交えながら、その成り立ち

が紹介されました。また、当時直属の上司であった女性

課長（遠山敦子元文部科学大臣）の、学術情報システム

および教育・文化行政に係る挑戦的な改革と、その原動

力となった人間力を例に、今後のリーダーとはどのよう

にあるべきかを、次代を担う若手図書館員に対して、期

待をこめて語られました。

講演終了後は、組織の中でいかに新規事業を展開し、

変革を進めて行ったのかといった点を中心に、変革が求

められている現在の大学図書館において、実務を担って

いる図書館員の視点を交えた活発な質疑と意見交換が行

われ、充実したレクチャーとなりました。

第25回オープンレクチャーを開催

５月28日（月）、附属図書館５階多目的室において、

第25回オープンレクチャーを開催しました。講師は、文

学研究科の池内 敏教授（研究開発室兼任室員）で、「地

図・地誌から考える近世～近代日本の西北境界」と題し

て講演が行われました。

講演では、現在、国際的な問題となっている竹島・独

島問題に対して、近世から近代にかけて隠岐諸島―欝陵

島海域における国境がどのように認識されていたのか、

当時の地誌・地図から何が読み取れるのかが検討されま

した。

講演後は、日本及び韓国における竹島・独島領有の歴

史的な経緯等について、フロアからの質疑と活発な議論

が行われ、充実したレクチャーとなりました。

第25回オープンレクチャー第24回オープンレクチャー
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氏名 専門領域 所属・職名 任期

室　　　長　伊藤　義人
（附属図書館長）

構造工学・環境システム工学 附属図書館
附属図書館研究研発室
工学研究科・教授

2001年 4 月～

専 任 室 員　斎藤　夏来 日本史学 附属図書館研究開発室・特任准教授 2007年 7 月～

専 任 室 員　寺井　　仁 認知科学 附属図書館研究開発室・助教 2006年 6 月～

兼 任 室 員　塩村　　耕 日本文学 文学研究科・教授 2003年 4 月～

兼 任 室 員　長尾　伸一 社会思想・政治思想・政治経済学 経済学研究科・教授 2002年 4 月～

兼 任 室 員　溝口　常俊 歴史地理学 環境学研究科・教授 2002年 4 月～

兼 任 室 員　石川　佳治 データ工学 情報連携基盤センター・教授 2006年 4 月～

兼 任 室 員　池内　　敏 日本近世史・近世日朝関係史 文学研究科・教授 2007年 2 月～

兼 任 室 員　神保　文夫 日本法制史 法学研究科・教授 2007年 4 月～

兼 任 室 員　松原　茂樹 知能情報学 情報連携基盤センター・准教授 2002年 4 月～

兼 任 室 員　平野　　靖 画像処理工学 情報連携基盤センター・准教授 2002年 5 月～

兼 任 室 員　伊藤　大輔 日本中世美術史 文学研究科・准教授 2007年 5 月～

兼 任 室 員　津田　知子 知能情報学 情報連携基盤センター・助教 2002年 4 月～

研究協力者　秋山　晶則 日本史学・記録史料学 岐阜聖徳学園大学教育学部・教授 2007年 4 月～

研究協力者　雨森　弘行 図書館情報学 お茶の水女子大学・参与 2006年 4 月～

研究協力者　逸村　　裕 図書館情報学 筑波大学大学院図書館情報メディア研究科・教授 2006年 4 月～

研究協力者　山内　一信 医療管理情報学 藤田保健衛生大学短期大学医療情報技術科・教授
名古屋大学・名誉教授

2007年 4 月～

研究協力者　吉川　正俊 データ工学 京都大学大学院情報学研究科・教授 2006年 4 月～

組織（室員名簿）
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彙　報
2007年

1月15日 第9回 FM
  第24回オープンレクチャー：雨森

弘行「学術情報システムの誕生と女
性リーダーの軌跡～新たなリーダー
への期待～」

2月19日 第10回 FM
3月 9日  第7回友の会トークサロン：和田壽

弘「般若経の中の気になる表現」
3月12日 第11回 FM
4月16日 第1回 FM
5月28日 第2回 FM
  第25回オープンレクチャー：池内

敏「地図・地誌から考える近世～近
代日本の西北境界」

6月 4日～22日
  春季特別展「王権と社会―朝廷官人・

真継家文書の世界―」
6月16日  春季特別展講演会：富田正弘「料紙

からみた真継家文書」
6月18日 第3回 FM
7月23日 第4回 FM
  第26回オープンレクチャー：前田

博子「公共図書館に流れる変化の風
～日本と韓国の事例より～」

名古屋大学附属図書館　2007年秋季特別展

○特別展
「『遊

ゆう

心
しん

』の祝福―中国文学者・青木正
まさる

兒の世界―」

　近代日本の代表的な国際派文人だった青木正兒（1887～1964）。彼の根本には、「遊心」があっ
た。「遊心」とは、名利を離れ「自己を楽しましむ以外の欲求や目的を持たない芸術的心境」
のことである。中国文化の大宇宙を自由にめぐった青木の詩魂が出会ったもの―それは祝福に
満たされた気韻の結晶（戯曲・詩文・書画・名物など）だった。その歓喜の足跡は、今日の我々
に大きな夢と希望を提供してくれるであろう。青木が収集した漢籍や資料は、没後、遺族より
名古屋大学附属図書館に寄贈され、「青木文庫」として保管されている。今回、そのうちとく
に貴重なものを中心にして、「遊心」の世界をかいま見たい。

2007年10月 1 日（月）～10月19日（金）　 9：30～17：00（土日・祝祭日も開館）
場所：名古屋大学中央図書館４階展示室

主催：名古屋大学附属図書館・附属図書館研究開発室
共催：名古屋大学大学院文学研究科
後援：日本中国学会、愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市の各教育委員会

○講演会
第一部　講師　永澄憲史氏（京都新聞・南丹支局長）
　　　　演題　「陶然自楽として―ジャ－ナリストの目に映った青木正兒」
第二部　講師　井上　進氏（名古屋大学大学院文学研究科教授）
　　　　演題　「好むことと知ること―青木正兒の学問」
2007年10月13日 (土)　第一部　午後13：00～14：30　　第二部　午後14：40～16：10
場所：中央図書館５階多目的室


