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研究成果の概要（和文）： 
 
 本研究は、近代国家の周縁とみなされていた集団や地域が有するインターフェィス的側
面を近代史の中に捉え直そうとした。即ち政治的には統合対象としてしか把握されてこな
かったマイノリティ集団や移民、経済的には国民経済から無視されていた辺境経済圏や流
通における行商を研究対象とし、これらの集団や地域が国家内のマージナルな存在に留ま
らず、近代国家体制を越えるネットワークを持ち続け、その通国家間活動を通して国民国
家／経済体制形成そのものに影響を与えていたことを学際的に検証した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
 
 The research project aimed to reposition interfacial aspects of marginal groups and 
regions in the context of modern history. The project focused on minorities and 
immigrants, which have politically simply been captured as subjects of national 
integration. It also put its attention on economies at border regions and peddlers,  
which were thought economically marginal. The project not only testified that these 
groups and regions were not always of marginal existence but it also proved that they 
often maintained networks which expanded beyond modern nation systems. Moreover, 
their transnational activities heavily influenced the formation of the nation states' 
and economic systems.  
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１．研究開始当初の背景 
 
 社会科学の多くの研究分野において、国際
問題や紛争、経済問題等を扱う際の枠組みは、
既存の国家を自明の枠組みとすることは適
切ではなくなったと言われてから久しいに
もかかわらず、未だに近代国民国家が主体で
あるのが現状である。世界システムの中で地
球上のすべての地域が多かれ少なかれヨー
ロッパ型の国家形成を迫られ、そのプロセス
に乗り遅れた地域は辺境化され、国境は厳然
と地域を分割する壁となった。他方、一国内
においてはマイノリティ（少数民族・集団）
やマージナルな存在（周縁者）が構造化され、
固定化されてきた。 
 本研究に関わる研究者達は、マイノリティ
民族や移民、国境地帯などを研究対象として、
地域研究や社会史、経済史などの分野から各
自が独自にそれぞれ近代国民国家を相対化
する視点を築いてきた。従来の各自の研究分
野においては、これらの要素が国家の周縁に
追い込まれていったプロセスについての若
干の研究が散見されるのみであり、むしろ国
内／国際間の異文化集団や地域は紛争要因
としてそれらの否定的な側面が強調されて
きた。また逆に、周縁＝マージナルな側に立
った研究では、ないがしろにされた歴史的境
遇に対するシンパシーや、政治的名誉回復の
イデオロギー性を帯びる傾きがあった。 
 本研究の研究者達は、研究対象を特殊でマ
ージナルな存在として捉えるのではなく、ま
たグローバリゼーションとローカリティを
対立概念として設定するのではなく、人類史
上に普遍的な多文化共生的な社会的結合関
係創出の一環として、ポジティヴに捉えるた
めの視点を提供できることを目指して当研
究グループを形成した。 
 
 
２．研究の目的 
 
 本研究の目的は、当為理念としての国民国
家、国民経済によって構造的に周縁化されて
きた人や地域の存在に焦点を合わせ、後者へ
のまなざしを通じて近代への問い直しをお
こなうことである。近代国家により構造化さ
れた辺境、民族、文化、慣習・習俗研究への
アプローチの仕方として、従来はそれらの否
定的な側面を強調する傾きがあったが、本研
究は、むしろ辺境に位置する地域や人には、
逆に他国・他者と自国・同胞とをつなぐ相互
浸透＝インターフェイス的な側面をもつこ
とがあることに着目する。すなわち、本研究
は、辺境に固有のポジティヴな側面を近代史
の中に捉え直し、一定の普遍性を抽出しよう
とするものである。 

 
 
３．研究の方法 
 
 本研究に関わる研究者達は、マイノリティ
民族や移民、国境地帯などを研究対象として、
地域研究や社会史、経済史などの分野からそ
れぞれ近代国民国家を相対化する研究視点
を築いてきた。具体的には、マイノリティ集
団・辺境地域・移民を研究対象とし、地域的
には、日本を始めとして欧米・中東諸地域の
諸事例を加えて研究対象を広げ、方法論的に
は歴史学、文化人類学、政治学、社会学等に
よる学際的な比較研究を行なった。また、研
究グループではカヴァーしきれない地域・対
象に対しては、外部者の講演を依頼して比較
対象の範囲を拡げた。 
 
 
４．研究成果 
 
  研究代表者の田村は、中東のユダヤ教徒
共同体のインターフェイス的役割に注目し、
その固定的普遍的な側面ではなく、流動的地
域的側面とイスラームとの文化混成に与え
た役割を研究した。川名は、巨大な政治的ア
マルガムとしての分割前のポーランド国家
における諸民族、諸宗派の内部構造を研究し、
宗教改革期の辺境における寛容に注目した。
内田は、フランスのドイツ・スイス国境地域
における、18 世紀の市場や密貿易に焦点をあ
て、この地域が各国の国民経済形成期に有し
たインターフェイス的役割を研究した。泉は、
現代米国におけるムスリム移民による政治
参加が、どのように米国の国内政治と出身地
域への対外政策に関連づけられたのか、その
相互作用を分析した。杉浦と小林は、18 世紀
のオランダと日本の街売りの経済行動を比
較実証し、従来無視されてきたその経済活動
を流通構造史の中に位置づけた。尾崎は、ス
イス辺境における産業が国境を越えてフラ
ンスのサヴォア地方に浸潤するフリーゾー
ン的様態についてまとめた。斎藤は、日本の
近世部落経済の経済的ネットワーク構造を
研究し、近世経済における差別と特権の二重
構造に注目した。 
 これらの研究成果は、周縁の果たすインタ
ーフェイス的役割解明の一助として論文集
として出版することを予定している。 
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