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（様式５） 

二国間交流事業 セミナー報告書 
 

平成２７年 ２月１６日 

 

独立行政法人日本学術振興会理事長 殿 

 

                                     セミナー代表者所属・部局     筑波大学・人文社会系   

（ふりがな）                やまだ  しげお 

職・氏 名       教授 山田 重郎       
 
 
 

1． 事 業 名 相手国名（ フィンランド ）とのセミナー（振興会対応機関： AF  ） 

 

 

2． セ ミ ナ ー 名  新アッシリア研究における異種資料の相互作用・相互影響・相互補完                    

 

 

3． 期   間  平成 26年 12月  11日 ～ 平成 26年 12月 14日（4 日間） 

 

 

4． 開 催 地 

（都市名と会場名） 茨城県つくば市「筑波大学」ならびに「つくば国際会議場」                                  

 

5． 参加者数   日本側       23名（うち、滞在費等本会負担２名） 
（代表者を含む） 

相手国側      4名（うち、滞在費等本会負担０名） 
 

その他の国    8名 
 

参加者  計   35 名 
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6．セミナー参加者 

  (1) 日本側参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏    名 所属・部局・職名 

柴田大輔 

＊長谷川修一 

＊渡辺千香子 

中田一郎 

月本昭男 

池田潤 

唐橋文 

山田雅道 

長谷川敦章 

宮内優子 

菊地咲 

米岡拓実 

牧野真理子 

福添正子 

太田萌絵 

宮崎尚 

有井友美 

渡根木優子 

奥山香 

工藤悠大 

山田恵子 

山吉智久 

 

筑波大学・人文社会系・准教授 

立教大学文学部・准教授 

大阪学院大学国際学部・准教授 

オリエント博物館館長 

上智大学神学部・教授 

筑波大学人文社会系・教授 

立教大学文学部・教授 

立教大学文学部・非常勤講師 

筑波大学人文社会系非常勤研究員 

筑波大学大学院生 

筑波大学大学院生 

筑波大学大学院生 

筑波大学大学院生 

筑波大学人文社会系非常勤職員 

筑波大学学生 

筑波大学学生 

筑波大学学生 

筑波大学学生 

筑波大学学生 

筑波大学学生 

一般参加（筑波大学 OG） 

一般参加 
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  (2) 相手国側セミナー代表者 

  所属・職名・氏名 Department of World Culture, University of Helsinki・ 

    Adjunct Professor・Raija Mattila                    

 

(3) 相手国参加者（代表者は除く。また、振興会により経費を負担された参加者には＊印を付すこと。） 

氏   名 所属・職名 

 Saana Svaerd 

 Sanae Ito 

 Robert Rollinger 

 

 

University of Helsinki・Researcher 

University of Helsinki・Ph.D. student 

University of Helsinki・Professor 

 

(4) 日本または相手国以外の国の参加者 

氏   名 所属・職名（国名） 

Andreas Fuchs 

Karen Radner 

Grant Frame 

Jamie Novotny 

Sebastian Fink 

Mikko Luukko 

Grata van Buylaere 

Silvie Zamazalova 

University of Tuebingen・Professor 

University College London・Professor 

University of Pennsylvania・Associate Professor 

University of Pennsylvania・Senior Researcher 

University of Innsbruck・Senior Reaearcher 

University of Wuerzburg・Senior Researcher 

University of Wuerzburg・Senior Researcher 

University College Longon・Researcher 
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7．セミナー概要（セミナーの目的・実施状況・成果等を簡潔に記載してください。） 

 目的：新アッシリア時代の文書史料研究は、より古い前 3-2 千年紀の楔形文字文書史料や考古学的データ

が次々と発見されたことにより、20 世紀後半には相対的に注目度が低下した。しかし 1980 年代から複数の

大規模な文書資料編纂事業が進展し、多様で大量の文書が文献学的に高い精度で体系的に編集・出版され、

歴史地図、人名事典、インターネットによる資料公開等の斬新な研究ツールと共に提供されたことで、新た

に研究が活性化した。本セミナーの目的は、新アッシリア時代に関わる歴史学的・文献学的な応用研究を可

能にする環境が整ってきたことを受けて、多様なジャンルの資料を複合的に用いて行う個別研究を集めて、

新アッシリア時代の歴史と文化に関する応用研究の前線を探ることである。 

 実施状況・成果：日本、イギリス、ドイツ、オーストリア、フィンランド、アメリカ合衆国から 16名が発

表者として参加したほか、オブザーバーとして国内の研究者、学生など 19 名が出席して、2014 年 12月 11-13

日、筑波大学キャンパス内とつくば国際会議場において、国際会議“Interaction, Interplay and Combined 

Use of Different Sources in Neo-Assyrian Studies: Monumental Texts and Archival Sources”を開催し

た。会議においては、行政文書、法文書、書簡、王碑文、編年記、予兆文書、祈祷文書、文学文書、美術・

図像資料、考古学的データなど、異なる史料を対比的・複合的に分析することで、為政者のイメージと政治

的・行政的地位（Fink、Radner）、高級官僚の軍事的・行政的役割（Mattila）、アッシリアの行政州分割（Yamada）、

アッシリアとその隣国の歴史地理（Hasegawa, van Buylaere, Rollinger）、アッシリア軍の兵站（Fuchs）、

呪術や予兆観測と書簡、王碑文の文書的相関（Luukko, Zamazalova）、祈祷と祭儀地理（Shibata）、建築事業

と記念碑文（J. Novotny）、軍事的・政治的事件の諸相（Ito、Watanabe）、王碑文編集の問題点（Frame）、ジ

ェンダー（Svärd）といったテーマに関する研究が発表され、活発な議論が交わされた。発表者と発表タイト

ルは、以下のとおり（発表順）： 
Sebastian Fink, “Different sources – different kings?: the picture of the Neo-Assyrian king in inscriptions, letters 

and literary texts” 
Raija Mattila, “The military role of magnates and governors: royal inscriptions versus archival and literary 

sources” 
Jamie Novotny, “Late Neo-Assyrian building histories: tradition, ideology, and historical reality” 
Shuichi Hasegawa, “Use of archaeological data for the investigation of the itineraries of Assyrian military 

campaigns” 
Greta Van Buylaere, “Tracing the Neo-Elamite kingdom of Zamin in Neo-Assyrian and Neo-Babylonian sources” 
Shigeo Yamada, “Ulluba and its surroundings: Tiglath-pileser III’s province making facing the Urartian border 

reconsidered from royal inscriptions and letters” 
Robert Rollinger, “Yawan in Neo-Assyrian sources: monumental and archival texts in dialogue” 
Sanae Ito, “Propaganda and historical reality in the Nabû-bēl-šumāti affair in letters and royal inscriptions” 
Andreas Fuchs, “How to implement safe and secret lines of communication using Iron Age technology: evidence 

from a letter to a god and a letter to a king” 
Jamie Novotny & Chikako E. Watanabe, “Unraveling the mystery of an unrecorded event: identifying the four 

foreigners paying homage to Assurbanipal in BM ME 124945-6” 
Grant Frame, “Lost in the Tigris: the trials and tribulations in editing the royal inscriptions of Sargon II of Assyria” 
Karen Radner, “The last emperor: Aššur-uballiṭ II in archival and historiographic sources” 
Saana Svärd, “‘Doing gender’: women, family and ethnicity in Neo-Assyrian letters and royal inscriptions” 
Silvie Zamazalova, “Images of an omen fulfilled: šumma ālu in the inscriptions of Sargon II” 
Mikko Luukko, “The anonymity of authors and patients: some comparisons between Neo-Assyrian 

correspondence and Mesopotamian anti-witchcraft rituals” 
Daisuke Shibata “The Akitu-festival of Ishtar at Nineveh: royal inscriptions, administrative documents and 

Emesal-prayers” 


