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フィールド科学をかんがえる
―西北研究所を原点にして―
斎藤清明
AACK・元総合地球環境学研究所
2012 年夏、中国の張家口と内モンゴルを訪れた。前年の夏には大興安嶺を巡った。いずれも、今
西錦司（1902 ～ 92）
・梅棹忠夫（1920 ～ 2010）先生たちの探検・フィールド調査の足跡をたどった
ものだが、太平洋戦争中に未知のフィールドに挑んで成し遂げた行為を、あらためてかんがえてみた。
張家口には西北研究所（今西錦司所長）があった。敗戦までの短期間とはいえ、同研究所が辺境の
地でおこなったフィールド・ワークは、戦後の京都大学を中心とする学術探検やフィールド科学の展
開（
「高所プロジェクト」もその系譜に連なるといえよう）の原点といえるのではないだろうか。

大興安嶺探検

が漠河隊のルートを戻り、アムール川の漠河に

まず、大興安嶺探検隊について。筆者の 2011
年 夏 の 大 興 安 嶺 行 に つ い て は、『AACK

至って、探検を終えた。
隊の主力は学生たちだった。隊長の今西さん、

Newsletter』58 号（2011）に、「大興安嶺探検のマ

副隊長の森下正明（京大農学部副手）さんを除く

ル秘“報告書”と再訪の旅」として報告した。ま

19 名のうち 10 名までもが京都の学生で、吉良龍

た、戦争中の探検隊については、今西錦司編『ヒ

夫（京大農学部）
、梅棹忠夫（京大理学部）、藤田

マラヤへの道―京都大学学士山岳会の五十年』
（中

和夫（同）、伴豊（京大文学部）、川喜田二郎（同）
、

央公論社

土倉九三（京都高等蚕糸学校）
、江原真之（同）
、

1988）や斎藤清明『今西錦司

求めて』（松籟社

自然を

1989）でも触れたので、ここ

では同隊の概略を記すにとどめる。

加藤醇三（同）、小川武（大阪商科大）、川添宣行
（立命館大）さん。他は満州国で加わった軍の無

京都帝国大学講師・理学博士だった今西錦司隊

線技師と測量士、満州国政府の医官、満州航空社

長の「大興安嶺探検隊」は、太平洋戦争開戦から

員、警察官だった。学生たちは京都での計画立案

半年後の 1942 年 5 月から 7 月にかけて（ミッド

から隊の中心になって活動し、報告書も手分けを

ウェー海戦は探検の最中のこと）、中国東北地方

して執筆した。

（当時の満州国）の北部大興安嶺の縦断に挑んだ。
タイガと呼ばれる樹海が広がる森林地帯の中

探検から十年後の 1952 年、今西錦司編『大興
安嶺探検

一九四二年探検隊報告』（毎日新聞社）

を、地図の緯度にして 3 度半、約 1000 キロの行程。

が刊行された。文部省の学術成果刊行助成金を得

本隊は今西隊長ら 9 名、地図の空白地帯に挑む支

て、当時としては内容・装丁ともに立派なもの。

隊は川喜田二郎支隊長ら 4 名、補給にあたる漠河

今西は序文に、「戦争はたけなわであった。えら

隊は森下正明副隊長ら 8 名で構成されていた。南

い学者たちが、われもわれもと軍に便乗して、右

からの今西たち本隊は、ロシア人のコサック馬を

往左往している。それを嘲るかのごとく、大興安

輸送にもちいて北上し、支隊も同行。北からは森

嶺の学生は、軍を乗りこえ、軍のまもりの外に、

下たちの漠河隊がトナカイを率いて南下した。

自由の天地を求めていった」と記す。また、米国

両隊は天測で位置を確かめながら、無線交信で
連絡をとりつつ距離を縮めていった。支隊は途中
で本隊と分かれ、ビストラ河源流の北部大興安嶺

の 地 理 学 雑 誌『Geographical Review』
（vol.40
1950）に、今西が英文での学術的成果を発表した。
戦後になっての探検隊の成果の公刊。さらに、

分水界の地図の白色地帯を突破する。そして、三

1955 年の京都大学カラコラム・ヒンズークシ学

隊はあらかじめ決めておいた地点で合流。全隊員

術探検隊、探検部の創立（1956）など、世に「探
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検大学」と囃されるほど活発な京都のフィールド

自然を求めて―』では、今西さんの西北研究所時

科学の先駆けとして、大興安嶺探検は見直されて

代を第一章にして書くことができた。

いく。また、学生だった吉良（植物生態学）や川

また、『ヒマラヤ学誌』第 8 号（2007）の高所

喜田（文化人類学）
、梅棹（民族学）、藤田（地質

プロ特集での拙稿「
『自然学』はいかにして提唱

学）さんらは研究者になって、それぞれの分野で

されたのか～今西錦司の学問について」でも、大

活躍する。

興安嶺探検や西北研究所について触れておいた。
その内容は、西北研究所についての簡潔な概要に

西北研究所

なっているので、その部分をあらためて紹介して

今西さんが所長をつとめ、梅棹さんらが所属し
た西北研究所は、太平洋戦争末期に張家口にあっ

おく。
（『ヒマラヤ学誌』8 号より）

た。日本の敗戦まで、わずか一年半弱しか存在し

1944 年 4 月、今西は当時の蒙古聨合自治政府

なかったが、その間の冬のモンゴル調査などの成

の首都、張家口に設立された西北研究所の所長に

果は、戦後に大陸から帰国後、今西『遊牧論その

就任する。日本の敗戦まで 1 年 4 ヶ月間、その任

ほか』
（1949）や、梅棹「乳をめぐるモンゴルの

にあった。西北とは西北中国を意味していること

生態」の一連の論文（梅棹忠夫著作集第 2 巻『モ

はいうまでもない。その西北研究所は、日本の傀

ンゴル研究』1990 に収録）などとして世に出る。

儡政権である同政府の財団法人蒙古善隣協会に所

しかし、短命に終わった研究所については、戦

属していた。そして、同協会そのものも日本政府

後しばらくはほとんど記されることはなかった。

の大東亜省の全額助成団体である。つまり西北研

そのため、どのような研究所だったのか、さまざ

究所は「帝国」につらなる学術機関といえる。

まな憶測を呼んだようだ。「あの時代に、あんな

西北研究所のスタッフは、今西所長のほか、次

ところに奇妙な研究集団があったということは、

長は石田英一郎（民族学）
。主任は第一課（理系）

多少、伝説化してかたりつがれているようである」

と第二課（文系）にそれぞれ、森下正明と藤枝晃

と、梅棹さんは 1990 年になって振り返っている

（東洋史）。所員や嘱託として理系には中尾佐助、

（梅棹『回想のモンゴル』）
。

梅棹忠夫が、文系には磯野誠一（法社会学）・富

幻の研究所などとうわさされていたのだが、当

士子夫妻、酒井行雄（心理学）
、甲田和衛（社会学）

事者がはじめて具体的に研究所について明らかに

らがいた。それぞれ戦後に研究者として名を成し

したのは、藤枝晃・京大名誉教授の談話記録「西

た顔ぶれである。

北研究所の思い出」（1986『奈良史学』第四号）
である。

今西さんは、京都帝大旅行部の後輩で登山家と
して知られる加藤泰安を、協会の総務部長にと招

西北研究所員だった藤枝さんが、原山煌（桃山

いた。しかし前任者がいて、加藤は奥地旅行のマ

学院大）と森田憲司（奈良大）さんの長年の依頼

ネージャーを務めた後、北京に引き揚げる。梅棹

に答えたものだった。そのインタビューに、私も

らの仲間の和崎洋一（京大理学部大学院）も奥地

同席させてもらった。また、1986 年には引き続

旅行に参加した後、帰国している。また、吉良龍

いて、原山さんらと一緒に、西北研究のスタッフ

夫にも声をかけたが、病身だったため京都で留守

であった中尾佐助、磯野誠一・富士子夫妻、梅棹

本部の役目をさせる。「もちろん、ゆくゆくは立

忠夫さんにも話をうかがった。さらに、森下正明

派な綜合研究所にするつもりやった」ので、ほか

さんには私が単独でうかがった。

にも学生たちを嘱託のかたちで呼ぶことをかんが

このころ、梅棹さんは眼を患われて入院中で
あったが、よく思い出されて話していただいた。

えたという。
このように西北研究所には理系と文系の少壮、

梅棹さんは、その録音テープなどをもとに、「回

若手の研究者がつどっていた。戦争のさなか、日

想のモンゴル」を書き下ろされ、梅棹忠夫著作集

本内地からみれば辺境といえる蒙彊の地にでき

第 2 巻『モンゴル研究』1990 に収録された。

た、まだ海のものとも山のものともわからない研

こうして、西北研究所について当時のメンバー
から聞き書きが得られたので、私も『今西錦司―

究所は、いわば文理融合の研究者集団であり、
フィールドワークの拠点でもあった。張家口は古
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来からモンゴルと中国との貿易の関門である。万

現在の同市は南側に新市街が広がっている。さら

里の長城が両側の山から迫ってくる城門（大境門）

に北上し、旧市街地にあるバスターミナルまでは

のすぐ外側に宿舎が、城内に研究所があった。今

六里橋から三時間半だった。

西は、ここを拠点に学術探検を繰り広げるつもり

翌日は終日、かって西北研究所があったころの

だった。そして、まず冬季のモンゴル高原へ奥地

街の面影を求めてまわった。朝一番にまず、張家

旅行を敢行する。

口駅。ホテルから 10 分ほど歩いたところ。四角
い箱のような駅舎は新しい。五、六人が待合室に

張家口
（2012年夏）

いるだけで、駅前も閑散としてる。中国の多くの

2012 年夏はちょうど、今西さんの没後 20 年、

駅でみられる、あの雑踏ぶりがまったくない。現

梅棹さんの三回忌にあたった。その教えを受けた

在では、街の南外れにある張家口南駅がメイン

ものとしては、その面影があざやかなうちにその

なってるのだろう。無人のホームと線路を眺めな

足跡をたどっておきたかった。今西さんについて

がら、この張家口駅で繰り広げられた 1945 年 8

は、国内の山行には度々お供してきた。海外での

月 20、21 日の在留邦人の総引き揚げのありさま

足跡のうち、すでに樺太、ポナペ島、ヒマラヤ、

をおもった。

アフリカは、たどっている。2011 年には大興安

日本の降伏後のこと。ソ連・外モンゴル軍の侵

嶺を巡ったので、残るは張家口と内モンゴルとい

攻を、張家口の北方 27 キロにある丸一陣地で日

うことになった。

本駐蒙軍が阻止している間に、四万人ともいわれ

じつは、西北研究所について藤枝さんたちに聞

た在留邦人が北京・天津方面へ、張家口駅から列

き書きした当時に張家口に行きたかったのだが、

車で脱出したのだった。梅棹さんは、最後から二

そのころは外国人の立ち入りが禁じられていた。

本目の列車に乗った。フィールド調査のたいせつ

軍事的な理由によるものらしい。1981 年に梅棹

な研究資料をかかえて、無蓋の貨車に。最後の一

夫妻が内モンゴルを訪れた際にも、張家口には入

本は鉄道従業員用だったから、梅棹さんたちのは

れず、郊外の張家口南駅のプラットホームに立っ

実質的に最終列車であった。

て往時ををしのんでいる。

張家口駅を見た後、昨日到着した長距離バス

もちろん、今日ではその立ち入り制限はなく

ターミナルまで路線バスで行って、周辺を歩いて

なっている。じっさいその後、西北研究所に関心

みた。藤枝談話録にある当時の地図によると、西

をもつ中生勝美（和光大）さんは、1995 年に張

北研究所はその近くにあったはず。しかし、それ

家口を訪れ、藤枝さんらの回想録を手に研究所の

らしき古い建物はみつからず、辺りはほとんど新

跡など関係施設を現地調査した。そして、
「内陸

しいアパート群になっていた。地図の「隆昌港」

アジア研究と京都学派－西北研究所の組織と活

という当時の地名もわからなかった。

動」
（中生編『植民地人類学の展望』2000

風響社）

さがす途中で、外貨が必要になって中国銀行の

を著した。また、中生さんは張家口図書館の日本

ATM を利用したが、中生さんによると、この場

語文献目録作成にも協力している。

所はかっての蒙彊銀行跡だという。それも、高層

さて、今回の張家口・内モンゴル行について。
まず、北京から張家口へは、バスで向かった。

ビルに変わっている。張家口の街じたいが戦後に
すっかり変わってしまったことがわかった。

2012 年 6 月 24 日、関西空港から北京首都国際空

張家口のシンボルともいえる建造物である大境

港に着き、地下鉄の空港線と二号線を乗り継いで

門に行ってみた。明の時代（1485 年）に築かれ

長椿駅で下車。路線バスで六里橋長距離バスター

たものだという。張家口は現在は河北省にあって、

ミナルへ。張家口行きバスは、ほぼ 30 分ごとに

山西省と境界を接しているが、古くから周辺の遊

出ていた。

牧民族に対する華北の防御拠点として重要なとこ

バスは北京市内でゆっくり客をひろったのち、

ろ。市街地の北側を東西に延びる太平山に沿って

八達嶺高速道路に入ってからはぶっ飛ばした。岩

築かれた長城が清水河と交差する位置に関所とし

山が迫る「万里の長城」辺りを抜けると平地にな

て、大境門が設けられていた。それは、モンゴル

り、やがて高速道路から下りて張家口市に入った。

と中国をむすぶ連絡口であり、ここまで北の草原
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からラクダのキャラバンがやって来て、また引き

を構成する草の種類によって三つの類型にわける

返して行くのだった。

ことができたという。シバムギモドキやノゲナガ

西北研究所の宿舎は、大境門を出たところに

ハネガヤによって代表される禾本（かほん）草原、

あった。今西さんたちは、この門を通って宿舎か

ヨモギ類の多いヨモギ草原、そしてニラ草原、と

ら研究所に一時間ほどかけて通勤していた。梅棹

いうぐあいに。これらが円環的に配列されており、

さんは、ラクダの列が鈴の音を響かせながら北の

その類型づけの意義を説いている。この調査隊の

彼方へきえていくのを、宿舎の前のニレの木陰で

成果は、おもに今西さんがまとめ、木原均編『内

見送った思い出を記している。

蒙古の生物学的調査』（養賢堂、1940）となった。

大境門は、巨大な扁額「大好河山」を掲げた、

二回目は、翌 1939 年。森下さんと二人で、京

昔の姿のまま健在だった。もっとも、観光開発に

大にできた興亜民族生活研究所から派遣された。

力を入れてるのだろうか、門の南側には、昔の街

張家口から馬車で北方に向かったが、目的とした

並みの再現したという店舗街がほぼできあがって

グンシャンダーク砂丘を越えることはできなかっ

いた。北側には広場と駐車場を整備中だった。広

た。それでも、
『草原行』と題して執筆し、5 年

場には展示施設があり、往時の写真が複製でたく

後の第 3 回目の調査に出かける直前に、張家口で

さん掲示されていた。その中には、邦人が脱出し

脱稿した（出版は、戦後の 1947 年）
。

た直後の 8 月 23 日、
張家口駅に展開する解放軍（八

こうして、1944 年 9 月 6 日、張家口を発った

路軍）を撮影したのもあった。張家口の歴史がよ

メンバーは、今西、加藤、中尾、酒井、和崎、梅

くわかる写真パネルになっていて、なかなか見応

棹さんの六人と通訳のモンゴル人の青年二人と

えがあった。

コックであった。トラックで張北まで行って、あ

入場券を求め、大境門の上にのぼった。きれい

とは借用した牛車に荷物の積み、隊員は馬に乗っ

に修理されている。長城もそうだ。新しい石畳を

た。馬がラクダにかわることもあったが、いずれ

上部へと登ってみた。対岸にも長城が連なってい

も途中の部落で借りて駅伝式にすすんだ。

て、はるかな往時がしのばれた。そうして、西北
研究所の探索を終えることにした。

一行はまず、親日家でしられる満州族の名門、
粛親王家の牧場へ。梅棹さんが乗馬とモンゴル語

翌 26 日、午前 6 時発のバスで張家口から二連（エ

の習得のために住み込んでいたところだ。ついで、

レンホト）に向かう。内モンゴルを縦断してモン

グンシャンダークの砂丘越えにかかった。ここは

ゴルとの国境へ。

ゴビ砂漠とか東ゴビとも呼ばれるが、砂漠のいわ
ゆる荒涼さはなく、ステッペと呼ばれる草原地帯

冬のモンゴル
（1944～5年）

のなかにある。

今西さんが張家口の西北研究所所長に就任した

この砂丘地帯は、馬を飛ばせば四日間ほどの距

のは、ここを根拠地にしてモンゴルに入るため

離だが、粛親王牧場から 16 日間かけて、ゆっく

だった。腰を落ちつけて、フィールドワークをや

りと横断した。草原が砂丘によって切れ切れに

ろうと。大興安嶺で初めて堂々と「探検」の旗印

なっていて、馬群の放牧などには適さないが、人

を掲げて成功し、自信にあふれていた。まず、冬

が住み、牧野もあった。立派なラマ廟もいくつか

のモンゴルをやってみよう。そして、モンゴルか

建っていた。

ら続く中央アジアへ、さらに探検をこころみよう

砂丘地帯を越えると、タルチン・タラと現地で

とおもっていたにちがいない。梅棹さんは志願し

呼ばれている大平野があらわれた。まるで海のよ

て、新婚の夫人とともにやってきた。

うな広がりがあるうえ、ここには井戸がないため

今西さんにとって、モンゴルは三度目だった。

に無人地帯になっていた。そこを、十分に準備を

最初は 1938 年の自動車旅行。駐蒙軍の調査に、

ととのえたうえで、月明りを利用し、まる一日分

AACK を中心とする京都帝国大学の学術調査隊

の水と燃料で、計画どおりに二日間で突破した。

（木原均隊長）が便乗して、内モンゴルを広く廻っ

そこは、予想にたがわず、野生の世界だった。

た。今西さんは草地でクオドラード（方形）の枠

日が落ちるとともに、オオカミの鳴き声が聞こえ

を広げて草の種類や数を調べた。そこから、草原

てきた。大型の野生獣である黄羊の大群にも出
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会った。そして、人間の手がくわわっていない原
野で、珍しい植物に出会った。それは、ひそかに
期待していたものだった。短茎の植物で、ハネガ
ヤよりも背の低い種類の草だった。これまで見慣
れてきた草原とは、まったく型を異にする草原だ
といえた。この草のひとつに、仮に「ヒメハネガ
ヤ」と名付け、この短幹禾本草原の目印とするこ
とにした。
その後、北に向かって国境まで調査をすすめた
が、この型の草原を何度も観察することになる。
今西さんはさきにが提唱した、禾本草原－ヨモギ
草原－ニラ草原という内蒙古草原の類型を修正
し、これまでの類型にかわって、新たに「軽草原」
「重草原」という、新しい概念を考える。

写真 1 一面の草原。ただただ、広い。ヒツジの群が見
える。

タルチン・タラを越えるあたりで出発以来すで
に二カ月も経過し、隊員の半数がさきに引き返し
ていった。きびしい寒さのなか、今西、中尾、梅
棹さんらはさらに長駆して、外モンゴルとの国境
にまで至った。
帰路は、やや西よりにとり、再び、タルチン・
タラにかかる。雪におおわれ、さながら凍れる海
のようだった。こんどはラクダを 19 頭そろえ、
有明の月のなかを早出して南へ縦断し、夜がくる
ころに”対岸”のザレンスームに着いた。
ここで二週間ほど滞在し、記録類の整理をした
のち西スニトまで南下、それから東にコースを
とってチャハル盟に入り、粛親王牧場をへて張家
口に帰ったのは翌 1945 年 2 月 26 日のことだった。

写真 2 エレンホトが近づき、観光用の恐竜の像が現れ
た。背後には風力発電の風車。

寒風ふきすさぶ冬のモンゴルの調査は、それま
では夏にトラックで行うという常識を破る、画期

がかりで到着するという。現在の中国ではバスの

的なものだった。梅棹さんはのちに、今西さんを

路線が全土に網の目のようにあるそうだが、内モ

追悼する文中で記している。
「その結果は大成功

ンゴルでも草原地帯に点在する町を結んでバスが

であった。いままで冬のモンゴルをみた日本人は

通っている。

だれもいないのだ。まさに前人未到のくわだて

26 日午前 6 時過ぎに出発。郊外まで地道を行っ

だった。そのおかげで、いままでしられていない

てから、張北高速に乗った。張北まで 27 km との

事実がおびただしくわかった。常識に反しての意

表示。やがて山地になって、野狐嶺との表示がが

表をつく発想がこの成功をもたらしたのである」

現れた。荒涼として要衝の趣がある。戦時中、こ
の辺りに丸一陣地があって、駐蒙軍がソ連軍をく

内モンゴル
（2012年夏）

い止めたところなのだろうかと、想いをはせた。

70 年ちかい昔の西北研究所「冬のモンゴル」

8 時すぎ、張北 / 康保界を越えると、畑のよう

の足跡をたどりたいが、どうしようかと思案して

なのが見えなくなり、植林も背丈の低いのを散見

いたら、張家口から北にむかってモンゴル国境の

するだけ、草地が広がってくる。バスのチェック

二連（エレンホト）まで、長距離バスが通ってい

ポイントがあって、線路をくぐって、人工的な一

ることがわかった。一日一便、早朝に出て、半日

角に着いたとおもうと、化徳の真新しいバスター
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ミナル。乗客がすこし入れ替わる。

けた。国内線は、北京、フフホト、大同、集寧行

風力発電の風車が現れる。丘陵地にズラリと並

きなどがある。乗り場の案内板は、中国語、モン

んでいる。北のほうに遠く、低い山並みが見える。

ゴル語のほか、英語とロシア語で記されている。

陰山山脈だろうか。道路は、真っ直ぐに延びてい

まわりの商店でもロシア語が目立った。なお、列

る。10 時前、黄旗で運転手と助手が交代した。

車はフフホト行きが午前と午後に一本ずつ、北京

もう、グンシャンダークの西端の砂丘越えにか

とウランバートル・モスクワを結ぶ国際列車も毎

かっているはず。広い範囲でいえば、いわゆるゴ

日一本ある。

ビ砂漠の一角になるのだろう。それほどきつい丘

梅棹さんの「回想のモンゴル」によると、国境

陵ではなさそうで、バスはぶっ飛ばしていくが、

線ぞいにしばらく行進したという。町らしい記載

今西隊の牛車ではノロノロとしか進めないなあと

はなくて、
「外モンゴル側では点々と監視哨が立っ

おもったりした。

ている、ということであった」という。当時の国

やがて、平原になった。11 時すぎ、広い道路

境の緊張ぶりがつたわってくる。当時は内蒙古と

に合流した。集寧（ウランチャップ）から二連（エ

外蒙古のモンゴル人どうしの行き来や交易などな

レンホト）へほぼ南北にまっすぐ、内モンゴルを

かったようだ。それが今日では、国境の交易地と

縦断する街道である。ポリスが乗り込んできたが、

して、ビルやアパートも立ち並び、大きな町になっ

チラッと車内を見ただだった。トラックは荷物を

ている。

チェックされているようだ。ほどなく、スニト右
旗に着いた。

帰路もバスで、スニト右旗から、朱日和、集寧
へと、線路と並行する街道をまっすぐに南下。地

地平線までまったく平らなところに、ポツンと

平線まで広がる草原を、ずっとながめていた。草

開かれた街のようだ。新開地の端っこに立派なバ

原といっても、草丈や種類がすこしずつちがって

スターミナル。発着を示す電光掲示板もある。運

いくので、今西さんの草原の類型化に納得したの

転手は食堂へ行ってしまい、30 分ほどの昼食休

だった。

憩となった。今西隊のルート図と照合すると、隊
が帰路にしばらく止まった「西スニト」はもっと
南になるようだ。ここはタルチンタラの大平原に
なる。

遊牧論
張家口はその地理的な条件や駐蒙軍などの働き
もあって、ソ連が 1945 年 8 月 8 日に対日宣戦布

草丈の低い草原。ただただ、広いだけ。ヒツジ

告して、内モンゴルにも攻め込んで来たときに、

の群が、遠く、近くにポツン、ポツンと見える。

在留邦人はかろうじて脱出できた。西北研究所の

ゲルは、ほんの少ししか見なかった。それも、新

メンバーも、奥地に調査に出かけていてソ連軍に

しそうだった。二連の手前 25 km にも料金所。羊

捕まった磯野誠一さん、徴兵されていた森下、中

を乗せたトラックが停まっていた。空港への標識

尾さんらを除いて、北京や天津に避難した。

もあった。

最後の列車で張家口を脱出した梅棹さんは、ソ

もうそろそろエレンホトの市街が見えるだろう

連参戦のニュースを聞いたときは、蒙彊博物学会

と待っていたら、道路の両側に、大小いろいろな

を設立する相談を今西さんらとしていた。宿舎に

恐竜の像が散在している。もちろん、張りぼての

もどって、自分のたいせつな研究資料や、森下、

像だ。モンゴルは恐竜の発掘地として、近年、知

中尾さんの荷物を整理した。ノート類だけでも膨

られるようになり、観光用にも売り出しているの

大なものだった。どれがもっとも大事なのか、判

だろう。その背後には、風力発電の風車が並んで

断する余裕はなかったが、梅棹はとにかくかき集

いる。エレンホトの市街に入って、午後一時半す

めた。中尾さんの部屋からは、奥地調査で採集し

ぎにバスターミナル到着。張家口から七時間半か

た種子を入れた小さな袋を持ち出した。

かったことになる。

ひとまず北京（当時は北平といった）に落ち着

バスターミナルは門構えは壮大で、内部は国際
線と国内線に分かれている。国境越えてウラン
バートル行きを待つ欧米人の若者のすがたを見か

いた今西さんは、とにかく自分たちの調査の記録
は書き残しておこうと努めた。
奥地旅行の旅行記としては、その最初の部分の
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「粛親王牧場にて」を 1944 年 10 月 27 日付で牧場

「わたしたちは、生態学の立場から、蒙古の牧

で書き下ろし、「砂丘越え」と「タムチン・タラ」

野と、そこで営まれている牧畜と、その牧畜のう

を同年 12 月にザレン・スームで、「チャハル印象

えに立った蒙古人の生活との相互関係を、しらべ

記」を張家口に戻ったのち 1945 年 8 月 6 日付け

てみたいと思っていた。しかし、わたくしたちの

で書いていた。北京ではまず、張家口からの敗走

おもわくの、何分の一かよりできないうちに、調

のすがたを描いた「張家口落ち」を 10 月 6 日付

査をうち切って帰ってこなければならなくなっ

けで書く。張家口で書きかけていた論文も、年末

た」

から年始にかけて続々と脱稿していく。

「しかしながら、確信のもてる一つの帰結をえ

1944 年までの調査で得られた知識を整理して、

た」

「 内 蒙 古 草 原 の 類 型 づ け 」 を ま と め、 末 尾 に

（遊牧という生活様式は）
「草原で家畜になった動

（一九四五・一二・一二北平にて）と書きいれる。

物にはじめからそなわっていた生活様式で、人間

その二週間後には、1944 ～ 5 年の冬のモンゴル

の方はそれを追い、それを求める必要上、動物に

調査の成果をまとめた「内蒙古草原の地理的位置

したがって、かれの方でもその生活様式を、この

づけ－とくに軽草原を中心として」を書き上げる。

遊牧という生活様式に、適応さしていったのであ

さらに、「遊牧論への注釈」を 1 月末にまとめる。

る」

今西さんの「遊牧論」は、奥地旅行の途中に西

そして、「遊牧民がどこまでもその畜群の行動

スニトでしたためたもので（日付は 1945.1.5）、

にしたがうものなら、歴史に現れた遊牧民の行動

遊牧の起源についての新説を展開している。農耕

から推して、この二つの仮説のうちどちらがより

生活者が家畜化したヒツジやウマを農耕地域外に

有力であるかに対して、わたくしたちはこんどは、

連れ出したところから遊牧生活が始まったという

史学者が彼の立場から判断をくだしてくれること

従来の説に反対して、もともとヒツジもウマもそ

を期待する」と結んでいる。

の野生状態では一定地域内を遊動しており、そこ
へ人間が入りこんできて遊動する動物と共棲し、

戦後に成果を発表

動物の遊動に従って人間もまた遊動するように

北京では、今西さんは冬のモンゴルの記録を綴

なったのが、遊牧生活の始まりであると述べてい

り、梅棹さんは調査データを持ち帰るために腐心

る。つまり、遊牧は人間が動物につき従って移動

する。フィールド・ノートは今西、梅棹さんのを

するものだという卓見である。「冬のモンゴル」

あわせて約 50 冊あった。これには帯封をした。

での実地の調査のなかで生まれた新説だった。

原稿や資料類は、そのままではあやしまれるので、

この「遊牧論」への注釈として、北京で書きく

千枚どおしで穴をあけ、こよりでとじたうえで、

だしたのが「遊牧論への注釈」である。注という

表紙をつけた。本の外箱をもらってきて、製本し

かたちをとりながら、前文の不備を補い、考えの

たノート類をおさめると、本らしくかっこうがつ

発展を明らかにしようというもので、
「遊牧論」

いた。箱の表と背には、「有蹄類動物之生態学的

よりも長文になっている。

研究」とか、それらしい表題をかいてはりつけた。

じつは、「遊牧の起源」の仮説は、もともとは

問題は地図だった。調査した地域の二〇万分の

梅棹さんの着想である。
「冬のモンゴル」旅行中に、

一図だけは持ち帰りたい。しかし、見つかれば、

梅棹さんから話題にして今西さんたちとさまざま

全資料が没収されるだろう。梅棹さんは地図を原

な角度から議論し、調査隊の共通の見解となって

稿用紙の大きさに分解し、表を裏にして紙にはり

いった。張家口に帰った直後の調査隊報告会でも、

つけた。そして、裏面には 4B の鉛筆で裏がすけ

梅棹さんはこの説を発表していた。

て見えない程度にぬりつぶして、動物の絵をかい

日本にいつ帰れるか、はたして原稿など持って

た。これを適当に原稿の間にはさむと、
「有蹄類

帰れるかどうかがわからない状況の中で、とにか

動物之生態学的研究」は、挿絵いりの堂々たる本

く文字にしておかねばと、今西さんは書いた。さ

になった。必要な資料や文献類はノートに小さな

らに、
「草原にのこしてきた問題」
（一九四六・一・

字でかきうつした。できあがった論文の原稿類も。

四）でも記している。

梅棹さんはこれを持って、中国軍の司令部に
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いった。検査官はトランクをあけて、内容をしら

し、どの学会も衰弱しはてていて、すこし長い論

べると、そこには動物学の資料がならんでいて、

文など、とうてい載せてくれそうもない。そこで、

問題はなかった。フィールド・ノートの帯封をきっ

自前の発表機関をつくることにした。

て一冊をとりだした。内容はただの観察記録で、
統計数字に類するものなどはなにもなかった。検
閲はパスし、梅棹さんの提出した内容明細書に、
検査官は 10 センチ角もある大きな印を押してく
れた。

自然史学会
藤枝晃さんが復帰していた東方文化研究所
（1949 年に京大人文科学研究所に統合される）を
拠点とする、自然史学会（Society of Natural and

今西さんと梅棹さんはいっしょに天津から米軍
の LST（上陸用舟艇）に乗せられ、帰国する。敗

Cultural History）が 1948 年にできる。同年 2 月に
第一回例会を開催した。

戦の翌年、1946 年 6 月にのことだった。今西さ

発表者は中尾佐助さん（当時、木原生物学研究

んは京大理学部の講師（無給）に、梅棹さんは大

所）で、話題は「ユウマイ文化圏」。梅棹さんが

学院に復帰する。

張家口から脱出のさい、西北研究所宿舎の中尾の

戦争直後の混乱や生活苦もあったが、今西さん

さんの部屋から持ち出したのは、一握りの種子袋

はもっぱら書くことに集中した。大陸で書きため

だけだったが、それがユウマイ（裸エン麦）だっ

てきた原稿に加えて、発表しておかねばならない

た。「冬のモンゴル」で中尾さんが採集した唯一

考えが次々にあふれてきた。

の資料であり、それを宿舎に残して応召していた。

論文や著作が次々に生まれていったが、なかな

中尾さんは北京で受け取り、京都に持ち帰って

か出版のメドはつかなかった。それでも、とにか

栽培し、その論文を書く。ユウマイは世界の農学

く書いていくうちに、すこしずつ陽の目をみるよ

会でほとんど無視に近い状態の穀類であり、その

うになり、
『草原行』（1947）と『遊牧論そのほか』

記述は、梅棹さんが持ち出したものによる以外は

（1948）が刊行される。さらに、戦中のフィールド・
ワークのデータをいれて『生物社会の論理』
（1949）
も著した。

なかった。
自然史学会の会則は「毎月一回、必ず例会を開
くこと」だけだった。その例会に集まった人間が

梅棹さんはモンゴルでは、わが青春の情熱のか
ぎりをそそぎこんだように感じていた。30 数冊
のフィールド・ノートなど、モンゴルでの資料の
整理にかかる。このノート類をなんとしても整理
して、論文にしておきたかった。

会員だとした。藤枝、梅棹さんらが会合の世話役
をつとめた。翌月の第二回例会では、今西さんが
「遊牧論」を話した。
学会をつくって二年余りのち、20 回余りの例
会を開いて実績のうえに、会誌『自然と文化』

フィールド・ノートの全ページにノンブルをつ
け、モンゴル牧民の所帯調査は、一戸ごとに通し
番号をふって、台帳をつくった。そして、大学の
地下室で見つけた上質紙をもらいうけて、自分で
裁断して、数千枚のカードにした。

（NATURA & CULTURA）を出した。その第 1 号
（1950 年 5 月 10 日発行）の「刊行のことば」から、
意気込みがうかがえる。
「学問のコムパートメンタリズムとか、学会の
セクト主義などの言葉が近頃しきりに言はれる。

フィールド・ノートの内容を項目別にばらして、

実際その通り、学界では、部門部門の凸凹が甚だ

このカードにうつしとる作業にかかった。手書き

しく、且つ、部門相互の連携の手薄なことは致命

ではたいへんだから、ローマ字がきの日本語にし

的と言ってもよいほど目立ってゐる。……日本の

て、タイプライターでたたきだした。毎日、単調

学界の弱点は、いはゆる『講座』なる制度に具現

な作業をつづけて、ついにカード化がおわった。

せられた学問の一つの既成の部門の周辺部、乃至

数百の項目に分類され、カード・ボックスにおさ

はさふいふ枠のまだ設定せられない分野に現はれ

まった。これが、資料整理の第一段の作業であっ

るものであって、とくに自然科学と人文科学の接

た。

触領域にいちぢるしい。われわれはかふいう分野

さらに、論文を書いて、次々に発表をしなけれ

における具体的研究の促進を意図して行動するも

ばならない。それだけの材料をもっている。しか

のである。これによってコムパートメントの壁を
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うち破り、学問を健全に発展させることをめざし

ら馬群の中のウマの家族構成を聞いたりして、今

てゐる」

西さんは群れというものに関心をもっていた。た

巻頭には、今西さんの「F．E．CLEMENNTS

またま、雑誌で宮崎県・都井岬のウマの紹介記事

その学説の批判」。「戦争のあいだ見ることのでき

をみた。北海道の日高地方に冬でもウマを放牧し

なかった、外国の雑誌を、東大の図書館へいって

ているところに行くつもりだったが、1948 年春、

みてきた。そして CLEMENNTS が 1945 年になく

とりあえず九州に向かった。

なったことを知った」と書き出し、「この一文は、

動物学教室に復員してきたばかりの学生、川村

美辞麗句をつらねた CLEMENNTS への追悼文で

俊蔵さんを伴って、宮崎県南那珂郡都井村の先端

は な い。 二 〇 年 に わ た る、 わ た く し と

にある一軒屋のひなびた宿屋を拠点に、4 月 18

CLEMENNTS との取りひきの総決算を示す、勘

日から月末まで、御崎ウマと呼ばれる放牧された

定書の一つである」と、学生時代から取りくんで

半野生のウマの観察に打ちこんだ。その年の秋の

きたクレメンツの生態学と真正面から対決したも

二回目の調査には、理学部 1 回生の伊谷純一郎さ

のとなった。

んも加わった。そして、そこでニホンザルの群れ

『自然と文化』第 1 号には、今西論文のほか、
中尾さんの「ユウマイ文化圏

穀類の品種群から

に遭遇する。
これが、サル学ともいわれる霊長類学のはじま

みた東北アジアに於ける新しい一つの文化類型」、

りとなる。その後のめざましい展開は、よく知ら

梅棹さんの「乳をめぐるモンゴルの生態 1

れている。

序論

および乳しぼりの対象となる家畜の種類につい
て」、磯野富士子さんの「死人に助けられた話 『オ

西北研究所は、わずか 1 年四カ月間しか存在し

ルドス口碑集』第一部伝説・説話・逸話集より」

なかった。その成果や報告の類は、戦後まもなく

という西北研究所での成果が発表された。また、

に発表されたためか、あまり世にしられていない。

川喜田二郎さんが大興安嶺探検での知見から「農

しかも、そこでは西北研究所そのものについては、

業林業の北限及び馴鹿飼養の南限などを画する気

ほとんどふれられていない。むしろ、意図的に書

候的境界線について

かれなかったのかもしれない。

地理学的に拡張したシュ

ミット線・宮部線の意義」を書いている。ほかに、

今西さんたちのモンゴルでのフィールド・ワー

生きた化石メタセコイアを戦中に記載した三木茂

クは、日本の大陸進出によって可能になったもの

さん（大阪学芸大）の「鮮新世以来の本邦産遺体

である。西北研究所は、その進出の一端をになわ

植物の研究」、時岡隆「深海動物の眼の問題と矢

されたことも確かである。それでも、当時の状況

虫類」、上野実朗「牡丹と勺薬

中国に於けるそ

の中で、今西さんらは自らのやりたい道を追求し

の沿革」が載っている。まさに、自然科学と人文

た、というべきだろう。そうして、西北研究所で

科学の境界領域をカバーする内容となっている。

の活動のつづきとして、戦後の今西さんたちはあ
らためて出発したのだった。

再びフィールド・ワークに

この稿をしたためながら、「高所プロジェクト」

大陸でやりたいことは、いくらでもあった。そ

の立ち上げから今日までを、おもいうかべていた。

のほんの一部しかやれなかった。大陸から日本国

フィールド科学にかけるおもいには、時代を経て

内に閉じ込められ、
“篭の鳥”になってしまったが、

もかわらないものがあるのだと。

いつなんどきでも海外に飛び出せる準備はしてお
こうと、今西さんはおもった。そのために、登山
を再開するとともに、牧馬の調査を北海道か九州
でやろうとおもいたった。それはモンゴルでの調
査のつづきでもあった。
「冬のモンゴル」調査旅行では、ウマやウシ、
ヒツジ、ヤギ、ラクダなどの家畜の放牧や野生カ
モシカ（黄羊）の群れとゆきあい、モンゴル人か
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Summary
About Field Science
― Make the Northwest Research Institute the Origin ―
Kiyoaki Saito
AACK・RIHN

I visited Zhangjiakou and Inner Mongolia of China in the summer of 2012, the Greater Khingan Range in 2011.
I followed the footprint of the exploration and the field survey by Kinji Imanishi (1902-92). I thought about the act
that challenged unknown Field. There was the Northwest Research Institute in Zhangjiakou from 1944 to 1945.
Despite a short term until defeat of the Pacific War, the Research Institute performed field works in the remote
ground. It is the origin of the exploration and the field science led by Kyoto University after the war.
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