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わたLの考え

ジ ュン

テ

ツ

と人文

上

山

春

になって︑﹁哲学﹂と答えることにしている

スラと答えにくい︒ちかごろでは︑めんどう

という質問がにがてである︒どうも︑スラ

という主観的な愛情の表明にすぎない︒そう

もとのことばでは︑ただ︑﹁智慧を愛します﹂

の一つで︑﹁学﹂という字がついているが︑

﹁哲学﹂というのは︑明治につくられた訳語

ではないが︑そう言いならわしている︒元来︑

が︑それ以上切りこんでこられると︑当惑し

した愛情の表明を最も純粋に行うのがジュン

私ば︑まえまえから︑﹁あなたの御専政は﹂

てしまう︒とくに︑専ら改めているといった

チッなのだ︑といえばきこえはいいが︑学問

もつばおさ

ものがないからであり︑とくに︑何かを専ら

の分業化の趨勢のなかで︑そんなのんきなこ

﹁職業としての学問﹂

のl角を占めるには︑

とが言っておられるのかどうか︒少なくとも︑

改めたいとも思わないからである︒

私は︑いわゆる﹁ジュンチッ﹂の出身であ
る︒これは﹁純粋哲学しの略︑正式な講座名

にただ象徴的にのみ見てきた︒したがって︑
私が瓶をつくるか︑皿をつくるか︑というこ

はなはだ不適当なしろものと貰わざるを得ま
し

とは︑私にとってほとんど無関心のことに属

が︑坂田吉雄さんは倫理学︑平岡武夫さんは

科出身のスタッフがいなかったわけではない

ッ出身者のドキマギ鎮静剤には︑もってこい

した﹂というのがあったが︑これはジュンテ

ヽ﹂ 0

私が人文にやってきたとき︑ここにも哲学

中国哲学︑といったぐあいに︑同じ哲学でも︑

人文に来て︑桑原武夫さんや今西錦司さん

のような寛容な名匠に導かれて︑瓶をつくり︑

て︑何とか自らをいつわって専門家めいたふ

明確な専門領域をもつ人びとのなかにまじっ

人文に入ったばかりのころば︑それぞれの

なみそのものにある︑といった一種の白己正

て︑問題ば攻める対象ではなく︑攻めるいと

ではない真剣勝負の場があることを見いだし

たんなる借りものの理窟をつぎはぎする空論

皿をつくっているうちに︑私ば︑そのつくる

るまいをせねばなるまいと思いわずらったこ

当化のロジックを身につけてしまったらしい︒

などお持ちあわせにならないに相違あるまい︑

ともあったが︑いつのころからか︑人文ほど

いまば︑田中謙二さんの主宰される朱子語

いとなみのうちに︑ジュンテツの実践の場︑

ジュンテツをやるに向いた環境はないのでは

類の研究チームに首をつっこんで︑中国学の

いろいろな瓶や皿をつくりつづけてゆきたい

ないか︑などと︑いささか居直りめいた思い
むかし読みかじったゲーテのことばに︑

と思いますので︑老若の名匠方︑宜敷︒

名匠たちに教えを受けているが︑これからも︑

と思われた︒

﹁都専攻は﹂ときかれて︑ドギマギした体験

攻める対象がはっきりしていて︑おそらく︑

の良薬︑あるいは麻薬である︒

、−−−L

を︑しみじみといだくようになった︒

﹁私は︑自分のすぺての活動と成果を︑つね
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講

演

文

化

八月一日−三日

夏期講座 ︵昭和四十五年度︶

官 僚
礪

於

波

本館ロビー

官僚文化という題は︑一般になじみの薄い言葉であ
ろう︒しかし︑前近代の中国文化の特質をひとくちに
言いあらわそうとすると︑官僚文化とよぶのがもっと
も適当なのである︒この社会にあっては︑官僚は︑単
に政治の担当者であるに止まらず︑その時代の文化の
担い手であったからである︒

中国社会の永続的な側面を性格づけるものの一つと

の研究をはじめ︑ヨーロッパにおける中国社会経済史
エソヌ・バラシュ

︵一九〇五〜六三︶

の代表論文十六

研究の開拓者となった元ソルポソヌ大学教授の故ニチ

いる︒この書物に収録されている﹁中国の恒久的官僚

篇が﹃中国の文明と官僚制﹄という標題で出版されて

制社会﹂と題する論文においてバラシュは︑中国の巨

られていたことを確認するとともに︑ヨーロッパの啓

大な農業社会が文人官僚によって支配され︑性格づけ

蒙専制主義の時代と︑宋に始まる中国史の一時期との

ている︒家産官僚制を︑中国史の全時代を通じた特色

間には︑ほとんど完全な対応関係がみられる︑と述べ

として類型的に把えたウェーバーに対し︑それはとり

わけ宋以後の中国社会の性格であるとみるバラシュの

見解は︑かれ自身の実証的．な個別研究と︑日本人によ

る中国史研究の成果を踏まえた結論なのであった︒

唐代以前の︑生まれを原理とする閉鎖的な身分社会︑

開放的な階級社会︑士大夫社会が誕生した︒文化の担

貴族社会にかわって︑宋代には教養能力を原理とする

い手たる官僚の性格が一変した︒官僚文化とよぶにふ

さわしい中国文化は︑貴族文化から士大夫文化へと変

これまで︑中国社会とヨーロッパ社会とを何かにつ

貌したのである︒

よって特徴づけたのは︑マックス・ウェーバーであっ

けて対照的にみる傾向が強いが︑唐以前の貴族制の時

してその官僚制に着目し︑それを家産官僚制の範疇に
た︒このウ￡−バーの中国﹂社会観に触⁚発されて中国史
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ったとしても︑実際ほ貴族社会にあっては均分主義は

一貫している︑とされてきた︒建前としてはそうであ

漠以後現代にいたるまで︑均分主義が殆んど例外なく

代についていえば︑ヨーロッパとの類似性をより強調
すべきであろう︒たとえば︑中国における相続制度は︑

る︒まして︑それぞれの社会において︑自然を認識す

う問題を考えるばあいには︑その概念規定はせますぎ

中国人そのはかの諸民族がどんな寄与をしたか︑とい

近代科学の成立にあたって︑ギリシア人︑アラビア人︑

科学は近代になってはじめて生まれた︑というのもー
つの立場であるし︑それなりの有効性をもつ︒しかし︑

るどんな活動をおこなっているかを研究するばあいに

くずれ︑単独相続制が支配的であったと考える方が自

は︑いうまでもない︒

−

中国科学の思想

︵広重徹編﹃科学史のすすめ﹄筑摩書房︶と

う希望する︒

いう文章に詳しく論じた︒それを参照してくださるよ

的風土﹂

街して︑﹁パターン・認識・制作

講演でとりあげたこの二つの問題は︑その内容を敷

ふかくかかわっている︒

ふかく結びついている︒したがって︑文化の特質とも

ことになる︒概念や論理の特質は︑自然言語の特質に

覚的に適用された︑という事実さえみすごしてしまう

しそれでは︑実験的方法が中国人によってはじめて自

科学に欠けている︑という結論にみちびかれる︒しか

せずに︑安易に近代科学の概念や論理でおしはかると︑

然を認識したか︑という問題である︒その特質を理解

も一つは︑中国人がどんな概念と論理をつかって自

然ではなかろうか︒建前としては末端まで貫徹されて

慶

くむ︶により中断されていた時代だったのであるから︒

田

児

いた筈の皇帝権が︑実際には貴族勢力︵仏教教団をふ

中国文化の特質
山

中国人は科学といえるようなものを生みださなかっ
た︑というのが長いあいだの定説あるいは固定観念で
あった︒しかし︑それがいわれのない偏見であったこ
とを︑最近の研究はしだいに明らかにしている︒だが︑
偏見はまだ根強い︒そうした偏見を打破るには︑すく
一つは︑科学とはいったい何か︑という問題である︒

なくとも二つの点をはっきりさせておく必要がある︒
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シュメールとミケーネ
前

川

和

也

この報告では︑古代シュメールおよびミケーネ両社
会の構造を︑比較類型論的に把えてみた︒一九五二年︑
ミケーネ線文字B粘土板文書が解読されて以来︑古典
古代ポリス社会の成立を単線的に論じることが不可能

﹃人文学報﹄32号に収録︶︒ここでは両社会における王

造を把握しようと試みたものである︵報告は加筆して

室奴隷制︑家畜貢納・飼育︑農業生産︑集団労働体

照的に理解するという手続きをとっている︒報告では

制をそれぞれ考察しながら︑最後に両社会の王権を対

以下の諸点が指摘されている︒まず第一に︑前三千年

紀のメソポタミア最南部シュメールにおいては︑高度

の農業生産力とそれにかかわる集団労働体制が王権と

ヽヽヽヽ
として︑大規模な家畜飼育と王室奴隷制が発展した︒

まず密接に結合し︑しかるのちこの農業生産力を背景

これにたいしミケーネでは︑おなじく大規模な王室奴

ても︑このミケーネ的王国とオリエント世界︑とくに

と考えられるようになったからである︒ここでどうし

的︑デスポティックな性格をもっていたのではないか

エーゲ海沿岸のギリシア人諸王国は︑よりオリエント

社会を基本的に識別せしめる特質として強調されてい

つにば生産における集団労働と個別労働の違い︑が両

相違︑ひとつには農業生産力のきわだった違い︑ふた

すなわち︑この報告では︑両社会における農業生産の

連関性より由来するものではなかったと考えられる︒

畜貢納を強制するが︑それは農業生産・集団労働との

隷制が成立し︑また王権は支配下の村落に大規模な家

同じく粘土板行政・経済記録を最初に生み出したシュ

るわけである︒

となった︒ポリスの成立にさきだつ前二千年紀後半の

メールとの比較作業が必要不可欠となる︒そしてわが

ーネ的王国と対比させてみた︒同じく粘土板文書が利

国家を賦役王政ないし貢納・賦役王政と規定し︑ミケ

にかんするシェーマを利用しながら︑シュメール都市

そして報告では最後に︑ヴューバーの古代社会発展

国では︑太田秀通氏が線文字B文書︵とくにビュロス
文書︶ の分析を進められ︑メソポタミアと対比しっつ︑

ミケーネ的王国の社会構造を論じて来られた︒
この報告は︑太田氏の問題提起を受けながらも︑
﹂逆にミケーネ社会と対比しっつ︑シュメール社会の構
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田

道太郎

禰されるこの二つの古代社会を︑それぞれ極限的に対
顆化・類型化してみるというのが︑この報告の背後の
意図である︒

数寄と恋愛
多

︵ベルナール・ド・

に固有のものと考えられている︒たしかに︑もう一つ
の文明圏中国においては︑男が女にかなわぬ恋の歓き
を訴えるということばみられない︒しかしわが国の平

安時代にみられる好色︵すき︶は︑恋愛の彼岸的︑超

︵後鳥羽院︶であり︑数寄もまた﹁ひたぶるの執着﹂

越的性格をそなているように思われる︒常世信仰がく
ずれ︑死の影が愛の中にしのびこむ︒人びとは︑愛の
なかに︑失われた古代の心を求めたのではないか︒
ところで︑茶道でいう数寄は︑この平安の好色の
流れを汲むと私服考える︒好色は﹁かぎりなきすき﹂

茶道がその歴史の中で︑たびたび先縦にたいする否

妻問いの喚起であったと思われる︒

という意味である︒茶のにじり口︵切戸︶は︑上代の
恋愛には彼岸的性格がある︒西洋の恋愛に共通の性
格は﹁のぞみと渇きにあえぐ心﹂

ヴァンタドゥール︶である︒西洋古代にも︑もちろん

定を見るのは︑無限の渇望をその源流においてもつゆ
激烈な異性愛はあったが︑それらは狂気の一種とみな
えである︒
されていた︒十二︑三世紀のフランスにおいてはじめ
しかし︑西洋における恋愛が︑自由︑平等といった
て︑恋愛は彼岸を志向する宗教的性格を帯びる︒
政治的︑法的理念に転化するのに対し︑わが国の﹁す
ドニ・ド・ルージュモソの﹃恋愛と西洋﹄は︑カタ
リ沢という異端が抑圧された彼らの神を歌うためにき
︑﹂は︑佗びやいきといった美的︑感覚的規準に転化
した︒そのそもそものきっかけは︑﹁好色﹂が社会的
異性に想いを仮託したのだという仮設をたてた︒すな
規範になることなく︑茶具足愛という即物的︑感覚
わち︑トルバドゥールの詩にあっては︑恋愛とは神に
呼びかける暗号通信であり︑恋人とは神の記号であ的
っな﹁数寄﹂にうけつがれていったところに求められ
る︒
た︒
恋愛のこうした超越的性格は︑近世近代ヨーロッパ
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形

と
色
吉

田

光

邦

充す実体としての色によってとらえられた︒西の形の
現象等に対して東の色の現象学は可能であろうか︒漠
の劉照の﹁釈名﹂は色を物の象徴とする︒色の変化は
そのまま実質の変化であった︒それは色を支える呪術
思想の延長の上に成立する︒それが呪術と分離したと
き︑色の認識は新しい体系を生む︒これが東における

美術の特質として存在してきたのではなかったか︒
十九世紀までのヨーロッパの写実画は︑合理的な幾
アンリ・フォショーンに﹁形の生命﹂なる一書があ
何学的空間と物に対して︑共通の認識が存在すること
る︒彼はこのなかで芸術作品の形をとらえ形の現象学
を前提としてきた︒この前提が極限にまで到達したと
を展開する︒形は空間領域にあるものであり︑生命活
きキュビズムが生れる︒同時にこれに対する新しい反
動の様式であり︑ひとつの象徴体系でもある︒こうし
逆は︑色のハーモニーを唱えるカンディンスキーに現
た見地から彼は空間︑素材︑精神︑時間についての詳
われた︒そして現代では幾何学的世界と精神こそ現代
論をくりひろげる︒
の危機の根源とみなし︑幾何学原理からの白由な解放
フォショーンのこの考えは︑量と形で自然を決定し
を叫ぶニューマン ︵一九五八︶にまで至っている︒そ
ようとしたピタゴラス︑さては世界を構成する原索を
れらはまさしく形の現象学に対して︑色の現象学を求
幾何学上の正多面体に対応させ︑天体運動を球の組合
める現代の動きであろう︒
せによって説明しようとしたプラトンにまでわたしど
もをひきもどす︒そしてローマのウイトルウイウスは︑
さまざまの数的比例によるカノンを設定して︑コルビ
ュジェの先駆者となった︒
だが中国の自然学の根拠となった五行は︑すべての
世界の現象のなかに対応を発見する︒しかしそのなか
には幾何学的図形ば見当らない︒
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日本文化の東と西
近世文化の黎明

林

産

辰三郎

日本のような細長い列島の社会では︑早くから東北
の部分と西南の部分に︑風土をはじめさまざまな点で
の相違があり︑文化の上でも対立的な関係がつくられ
た︒狩猟︑漁揚を中心とした縄文式の文化と︑農耕を
主軸とした弥生式文化との歴史的︑継起的な文化の相

いう取引の基本型が生れてきた︒1

金の輸出は元から南

宋への経済援助とみなされて︑蒙古来襲の困由をつく

り︑銅銭の国内流通は農村の生活向上を生んで︑御家

人社会の解体へとつながって行った︒土地主義はレだ

このようなうごきは︑政治の上でまず日宋貿易を基

いに﹁ぜに﹂主義に圧迫さればじめる︒

盤とする六波羅政権を生み︑そのあとで︑御家人を基

う︒それをうけつぐ室町幕府は︑もはや東の土地文化

礎として創出された鎌倉幕府もついに打倒されてしま

ではなく︑西を中心に日明貿易の上に成立した︒そし

てそのもとで京都を中心に︑国際的視野の拡大︑貨幣

流通の展開︑そして新しい市民層の拍頭といった︑近

世文化の黎明期の特徴が現われてくる︒

しかし天下の一統がめざされてもなお︑根底にある

違も︑東と西という地域的な対立関係として考えるこ
とが出来るであろう︒さらに古代から律令社会の状況

け目という形でたたかわれ︑そのあとようやく生み出

東と西との対立は容易に解けず︑関ケ原合戦が東西分

された統一改策のなかにも︑東の金ずかいに対する西

をみると︑東は馬︑西は船を情報とした文化として理
である︒東の儲馬の党︑西の海賊は︑古代の内乱の困

の銀ずかいなど︑通貨の対立があり︑それは元禄︵上

解される︒﹁南船北馬﹂流に云えば︑日本は西船東馬

方︶︑化政︵江戸︶

初から幕藩体制というような形で存在したのではなく︑

そのようななかで︑﹁藩﹂という存在は︑幕府の当

の文化の隆替にも︑大きく影響を

ての重要な意味をもっていた︒

由をなしたとともに︑古代国家としてはその糧道とし

て東は武士団であり︑﹁ぜに﹂と土地という価値基準

もたらした︒

の相違であった︒そして黄金国とみなされた日本から

むしろ江戸中期以後︑お国やお家と考えられた各地方

この西船乗馬から発展するものは︑西の貿易に対し

は︑陸奥の金を宋におくり︑宋からは銅銭を入れると
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のと考えられる︒その意味で明治維新の動乱も︑藩

の自立的意識と経済的発展のなかで︑しだいに意識さ

布の間の差はせいぜい数％にすぎない︒ところが︑同

持の分布を時系列に並べて見ると︑隣り合う二つの分

レベルでは流動的である︒新聞社の調査による政党支

ル調査の結果から︑数カ月から一年ほどの期間ではや

じ標本にたいして繰返して面接調査するいわゆるパネ

れたものであり︑近代的統一の基礎ずくりを果したも
︵まがき︶ の中心に幕府を置くか天朝とするか︑東北

分館ホール

郎

の変動に

︵潜

クラスに分れており︑調査期間中は個人のクラ

スフェルドの潜在クラスモデルと類似しているので︑

ス問の移動はないとすることが多い︒この点︑ラザー

在的︶

宜のため︑各個人が確率を同じくするいくつかの

人の回答の確率はそれぞれ異なっているはずだが︑便

個人の回答が特定の確率現象となっていると見る︒各

マルコフ連鎖モデルの二つである︒回答確率モデルは

適用される代表的な確率モデルは︑回答確率モデルと

モデルである︒改党支持︵広くは態度一般︶

確率モデルはこのような現象を整理するのに恰好の

ぼ吊り合っているとさえいってよい︒

向に大きく動くわけでなく︑保守−革新間の変化がほ

ネル期間の長短にはあまり関係なく︑また︑一定の方

政党支持を変えることがわかっている︒この現象はパ

はり分布は一定ではあるが︑全体の二︑三割もの人が

の列藩か西南の雄藩かという形で争れわることになっ
たのであろう︒
この日本文化の克と西の問題ば︑東西の距離が新幹
識を一つをとっても基本的な相違がある︒そのような

線三時間に短縮された現代においてなお部落問題の認

於

奥深い問題としてここに研究の課題として掟供したい︒

開所記念日公開講演会
昭和四十五年十一月十四日

宅一

政党支持の流動性と安定性

三

滞在クラス塾とも呼ばれる︒その時々の回答は変って

二︑三年という比較的短かい期間に限っていうと︑ も回答の背後には変らないあるもの ︵潜在構造︶を想
政党支持は集団のレベルでは安定しているが︑個人の 定しているわけで︑この潜在構造を明らかにすること
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かこのモデルによる分析の目榛となる︒
これにたいし︑通常マルコフ連鎖モデルは安定した
あるものを想定せず︑変化をより重視し︑この変化の
システムとしてマルコフ連鎖を考える︒すなわち︑回
答時における個人の﹁状態﹂の変化を︑回答の変動因
とする︒したがって︑より動態的という点ですぐれて
はいるが︑その反面︑マルコフ過程の前提と改党支持
の変化とが理論的に一致するかどうか︑変化のシステ
ムが全標本を通じて一定だとするのは現実的でないの
ではないかという面で問題がある︒

すると︑まず各個人は政党についての判断を下す軸あ

るいは領域を思い浮べ︑次にその軸あるいは領域によ

って政党についての判断を下すという二重の決定過程

を想定するわけである︒将来このモデルにそって経験

的データを分析してみたいと計画している︒

十六世紀ヨーロッパの酋端運動

以上の二モデルの複合モデルを考えることもできる︒
個人の属するクラスを常に一定だとしないで︑個人は
中 村 賢二郎
潜在レベルでのある変化システムにしたがってクラス
を変えるとし︑この変化がマルコフ的だとするのが︑
宗教改革時代のヨーロッパには︑カトリックとだけ
コールマンのモデルである︒回答確率と﹁変動﹂とを でなく︑プロテスタントとも対立するさまざまの宗教

分離してとらえることができるという点ですぐれたモ 運動が現れている︒それらは近年﹁宗教改革の左翼﹂
デルとなっているが︑潜在的状態の変化のシステムを ﹁急進的宗教改革﹂という呼び方で括くられることが

マルコフ的だとするので先述のマルコフ型盲デルの問 多いが︑それらば多かれ少なかれ中世末期の異端運動
題点を含む︒
の流れの中に位置しているので︑﹁異端﹂と呼ぶこと

現在私は︑二重潜在クラス型モデルを考えている︒ も許されるだろう︒そしてまたそうであるだけに︑そ
右のコールマンのモデルで潜在レベルにおける変化の れらを考察することば︑ヨーロッパの異端運動一般を

システムをマルコフ的としないで︑さらに一段下の潜 理解していく一助となるだろうと考えている︒
在レベルでの所属クラスによると見る︒逆方向に説明
ここで取り上げるのは︑それら宗教改革時代の﹁異
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して形成され︑その後モラヴィアからドイツ︑ネーデ

二五年頃チューリヒでツウイングリ派の中から分派と

端﹂のうちの再洗礼派だけである︒再洗礼派とは一五

農民に多く流布したのは︑そこに大きな理由があった

という点では共通している︒両者がともに下層市民︑

的と消極的の差はあれ︑スイス系再洗礼派も反政府的

国の建設をとくネーデルラント系再洗礼派とは︑積極

に立っている︒千年王国説に立って武力による神の王

用

ルラントにかけて広がった当時最大の宗派であるが︑

の

司

モラヴィアのフッター派を一応別とすれば︑同じ宗派

用

光

と考えられるのでばないだろうね︒

無

永

﹁無用の用﹂の﹁用﹂というのは︑役に立つ︑使い

福

に属しながら︑従来から︑スイス系の再洗礼派とネー
スイス系のそれは﹁群狼中の羊﹂としての受難が真の

デルラント系の再洗礼派との相違が強調されてきた︒

キリスト教徒の運命とし︑いかなる圧迫に対しても武
器をとって反抗することを認めないPacifismの立場
をとるのに対して︑ネーデルラントのそれば︑一五三

説とを特徴としているからである︒しかしそのような

て﹁無用の用﹂ば中国哲学における一種の価値論とし

みちがある︒価値をもつという意味である︒したがっ

の樹立に示されるように︑武力による蜂起と千年王国

四−三五のミュンスターの﹁新しきイェサレム﹂王国

通性をもっていたのではないか︑というのがここで述

ところで価値は一つの選択であり︑人間の行動は価

ての性格をもつ︒

相違にもかかわらず︑両者は︑より深部では大きな共
べたい眼目である︒

値を選択することによって成り立つが︑選択とは一つ

スイスの再洗礼派は上層市民の出身であり︑インテ
リでもあった人々によって形成されたことからも分る

甲を価値︵用︶

を選ぶことによって他を切り捨てることであるから︑

て切り捨てることでもある︒この場合︑一つの社会や

とし

ように︑特定の社会的指向性をもつものではない︒し

文明の中で︑価値として選択されたものを重視する方

とすることば乙を無価値︵無用︶

かしその教説ば︑政府は非キリスト教的で悪なる存在
政治倫理をふくんでおり︑根底的には反政府的な立場

であり︑軍役痘行ない︑官職につくべきでないという
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向と︑無価値として切り捨てられたものに注目する方 意味では有用であるとは限らぬという文明批判的な視
向とが成り立つが︑﹁無用の用﹂ほ後者の方向に切実 野を導入し︑輯の文章では有用は無用によって支えら
な関心をもつ哲学である︒そして︑政治とは選択され れ︑無用は有用の根底をなすという思想が︑困の文章

た価値を〝公〟として︑それを現実の社会に具現させ では︑宣ハに偉大な有用 − 天地造化の﹁道﹂のはたら
るいとなみであるが︑捨てられた価値に注目するのは き ー は人間の常識的な価値観で計られた有用と無用
〝公〟を批判する〝私〟の立場であり︑前者を正統の を超えるという哲学が説かれている︒

場に立つ哲学︑エリートの思想ではない︒

第一は︑﹁無用の用﹂が︑﹁無為の為﹂﹁無言の言﹂
﹁無形の形﹂ ﹁無声の声﹂などと同じく︑老荘哲学の

﹃荘子﹄の中に見える﹁無用の用﹂には︑このよう
思想とよべば︑後者は異端の思想ということになる︒
﹁無用の用﹂は〝私〟の立場に立つ哲学であり︑異端 に力点の異なった幾つかの思想表現︑原初的なものと
の思想であり︑文明批判の哲学としての性格を顕著に 後次的な展開を示すものとの相異などがあるが︑これ
もつ︒それは公的価値によって切り捨てられたもの︑ らをひっくるめて︑この思想がどのような論理の構造
社会の谷間にうずくまるもの︑常識から見捨てられ︑ と哲学的な意味をもつのか︑そのことについて次に二
抹殺されたものに目を向ける思想であり︑支配者の立 三の点を説明することにする︒
﹁無用の用﹂という言葉︵思想︶が︑中国の文献で

始めて見えるのは︑西暦前四世紀︑ギリシャのアリス 基本的な思考と論理のパターンを示していることであ
トテレスと時を同じくする荘周の著作﹃荘子﹄である る︒ここでは初めに先ず﹁用﹂や﹁為﹂ ﹁言﹂などが
が︑現在の﹃荘子﹄がテキストとして新古の層を含む 否定されている︒先行するものは︑それらの現状に対
ように︑﹁無用の用﹂の思想もまた︑その中に変化発 する批判であり︑それらがあるべき状態にない︑ごま

展の跡が指摘される︒配布したプリントでいえば︑日 かされている︑真でなく偽であるという批判と否定で
ある︒中国の哲学で﹁真﹂という言葉を初めて用いた
日の文章は︑無用が有用である1世間の常識で役に
立たぬとされるものが実は却って役に立つという価値 のは老荘であるが︑老荘の哲学は文明や社会の﹁偽﹂
の転換を説いたものであり︑白の文章は有用が無用で を批判し﹁真﹂を問うところから出発する︒
第二は︑﹁無用の用﹂においては﹁用﹂という言葉
ある1世間の価値観で有用とされるものも︑本当の
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一六日付︶︒

愛宕元氏を助手︵東洋学文献センター︶に採用︵四五年八月

︵四五年八月一日付︶︒

荒井健氏︵橘女子大学助教授︶を助教授︵東方部︶に採用

が二度用いられているが︑上の﹁用﹂と下の﹁用﹂と
ば意味の次元を異にしている︒上は否定さるべき偽の
人のうごき
用であり︑下は偽が否定されることによって実現され
る真の用である︒
井無
口和起助手︵日本部︶は︑辞任︵四五年七月一日付︶の上︑
第三︒﹁無用の用﹂で重点は下の﹁用﹂にある︒﹁
為の為﹂が手をこまねいて寝そべる怠惰を強調するの 大阪外国語大学︵講師︶ へ転出︒
−根源的な

ではなく︑真の為︵為さざることなき偉大な為︶を問
題とするように︑﹁無用﹂もまた真の用
価値 − をあくまで問題にする︒

のため︑四五年一二月七日大阪空港から出発した︒

第四︒﹁無用の用﹂の哲学とは︑﹁用﹂と﹁無用﹂副と
島円照氏右助手︵日本部︶に採用︵四五年一二月一日付︶︒
が分ち難く結びついていることを教える哲学である︒
内井惣七助手は︑ミシガン大学より四五年六月に一旦帰国し
人間が人間として生き且つ存在しうるのば︑有用によ て︑八月二五日より同大学へ留学︒
るのであって無用によるのではない︒しかし有用ば無
山下正男助教授は︑ハーグァード燕京研究所へ四五年八月七
用との連関性を絶ち切られれば萎縮してしまうのであ日より出張︒
田中重雄助手は︑京都大学第二次中央アジア学術調査隊に参
り︑たえず無用に帰ることによって真に創造的な有用
性が生まれることを﹁無用の用﹂の哲学は教える︒換加のため︑四五年七月ニー日大阪港発︑ナホトカ︑サマル
言すれば用と無周の根源にあるものは〝道〟であり︑ カンド経由︑アフガニスタンに向った︒
〝道″によって此の世に存在する人間の生命である藤
︒枝晃教授はコペンハーゲン大学客員教授として︑四五年八
﹁無用の用﹂の哲学とは︑人間の生命を至高の価値と月二二日発︑一二月二七日帰国︒
飯沼二郎助教授は︑オーストラリア・キャンベラで開かれた
して社会を考え︑政治を考え︑科学技術を考えてゆく
第二八回国際東洋学者会議出席とオーストラリア農業視察
文明批判の哲学である︒
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太田武男編

︵A5判︑四八四頁︑有斐閤︶

も﹂行なって︑﹁現代の離婚問題﹂という報告

書を刊行されたことは︑まず評価されるべきで
あろう︒

さて︑この書は︑社会学者など非法律家の論

文を納めた第一部︑離婚の実態分析の第二部︑

法律学者の論文を集めた第三部の三部よりな

ープと︑社会学者を中心とするグループに分れ

いので︑法学と他の社会科学との協力という文

文を含むが︑論文を一つ一つ紹介する余裕はな

第一部﹁現代離婚問題の社会的背景﹂は五論

て別個に進められてきた︒しかし︑かって京大

終戦直後の啓蒙期を別とすれば︑法学者のグル

このような困難性のために家族間題の研究も︑ る︒

﹃現代の離婚問題﹄

法学者と社会学者などの社会科学者との共同
と難かしい︒法学︑とくに法解釈学は特殊な学

研究は︑その他の組み合わせの場合に比較する
問体系を構成しており︑しかもそれは高度に発

主義﹂

離婚に関する法学の四つの学説︑﹁婚姻非解消

ける離婚観の変遷﹂が興味を惹く︒この論文は

法学者にとって社会学︑経済学などの学習は必

脈に限ると︑この中で井上忠司氏の﹁戦後にお

須である﹂し︑他方︑社会学者の側にとっても︑

で教鞭をとったレーベンシュタイソ教授の言を

だから共同研究に参加した法学者が法社会学や

いう結果になっていて︑非法学者から法学への

綻離婚主義﹂を社会学的見地から再構成したと

ができないという事情がその理由の一つである︒ 借りれば﹁その道ほ必ずしも真ではないが︑私
法制史などの立場に徹底せず︑自分自身の言葉

明治民法による﹁家族制度﹂の法制化と戦後の

達したものなので︑素人が容易に入り込むこと

で語ろうとする限り︑まず法学的観点と方法に

の規制力を見逃しては研究を正しく進めること

民法改正によるその解体が示すように︑法制度

見られる当研究所で︑このような啓蒙活動は意

が﹁法律学的な観点からの考察を中心にしなが

ができない︒人文研における家族間題の研究班

だ一篇だが︑本書で最長の論文であり︑第一の

中泰子氏の﹁地域社会における離婚の実態﹂た

第二部﹁離婿の実態﹂に入っている論文は田

寄与だといえよう︒

義なしとはしないが︑法学としてのレベルは落

らも︑社会学︑心理学︑社会心理学︑倫理学︑

﹁救済離婚主義﹂

ついての啓蒙から始めねばなるまい︒法学に対

﹁有責離婚主義﹂

する無智と偏見からくる法学への蔑視がときに

さざるをえないし︑相互にどれだけ稗益できる

人類学などの他の専門分野の観点からの考察を

力作のようだ︒この論文は京都市の各区役所で

かも疑問である︒

﹁破
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のようなものになり終っ﹂ているのは残念であ

ず︑現代の離婚問題に関する個別的な論文集成

これらはいずれもルソーに全く新たな光を投げ

入した︑エミールの思想を追跡する松田論文︒

﹃論集﹄

の個々の論旨

を︑ここで検討するわけにはいかない︒むしろ

さて十三編にのぼる

かける︑貴重な仕事と言うべきであろう︒

受理された離婚届と添付書猥の社会学的分析で
る︒この班に参加している法学者たちは﹁内線

あって法学者の手によるものだが社会学的分析
としても水準が高い︒

ものとしているだけに︑解釈法学者は共同研究

あれ︑一九五一年の﹃ルソー研究﹄

私は︑この研究グループが︑メンバーの出入は

の研究﹂ ︵近日刊︶というすぐれた共同研究を

する八論文の中では︑明山和夫氏の﹁離婚と子

ができないというのではなく︑法学者と他の社

第三部﹁離婚をめぐる法律上の諸問題﹂に属
供の問題﹂が単なる法学的アプローチをこえて

会科学者との共同研究が難かしいのであろう

感じている︒﹃研究﹄当時三十路に及ばぬ新進

以来たどってきた︑その軌跡にあこぎな興味を

︵第一版︶

興味深い論文であるが︑何分にもデッサンに終

︵三宅一郎︶

ほざまに︑このグループは︑いささかの思想の

気鋭は︑今や初老の大家を成す︑という年月の

ギーと方法の相違とははなれて︑異る分野の研

変換を経たように思われるのである︒イデオP

究者が︑オーソドックスな態度で︑単一の対

﹃論集﹄は﹁はしがき﹂も言うように︑一見し

象に立向った﹃研究﹄︒他方これにたいして︑

ては共同研究としての等質性を欠くかに思われ

る︒現代の思想と社会に対する問題性の共有と

ながら︑しかし別個の同質性が底を流れてい

︵A5判︑四四三頁︑岩波書店︶

にある不整合ほ︑どう解釈されるか︒樋口論文

起源論﹄ ﹃エミール﹄と﹃社会契約論﹄との間

ソー論集﹄

た︒

というところで小論は冒頭に戻ってしまっ

ー

こう見ると︑班員の数年にわたる努力にもか

っているのが惜しい︒
かわらず︑法学者と他の社会科学者との共同作

﹃ル

業は﹁結果的には必ずしも理想的なものたりえ

桑原武夫編

ジャン＝ジャックの何が東洋人を魅けるので

語ってきた︒人文科学研究所を中心とする研究

がかれについて︑あるいはかれに託して多くを

い︒黄宗義︑安藤昌益︑中江兆民とルソーとの

うに︑新たな領域の開拓が果した役割も大き

あるいはまた﹁はしがき﹂で編者が自負するよ

の視角は︑これについての示唆に富んでいる︒

の思想的立場につながる︒西川論文が取扱う

批判の意識︒現代にあっては︑この批判は独自

ず︑むしろそれを貫いて遍満するーーーへの鋭い

ず︑イデオロギーと政治的党派の左右を問わ

あろうか︒わが国のおびただしい数のインテリ

グループは︑戦後わが国にあってそれの文字ど

一致と影響を論じて︑東西の思想の独特の並行

国の彼此を問わ

おりのリーダーであった︒今回の ﹃ルソー論

を論じる桑原論文︒自然法と一般意志論を記号

﹁革命﹂︑樋口論文の﹁自由﹂︑作田論文の

−

集﹄は︑従来のわが国の研究が参照しえなかっ

﹁共通連帯性と相互補完性﹂など︒これらはい

概念の洞渇︑思考の硬着

た新資料と文献を利用している︒またルソー研

以後わが国に紹介され︑大正自由教育思想に滞

論理学の手法によって分析する内井論文︒明治

でも言えようか︒

への安田な奴組みがある︒たとえば﹃不平尊

究者を絶えず悩ましてきた︑いくつかの論争点
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ずれも︑古い概念の固着と硬化からの救済を︑阪上論文がブルードンに︑上山論文がマルクス
ルソーに託して語っている︒そこに二百年の時に対比を求めているのは︑思想史の新たな題材
空を距ててなお顕われる︑ルソーの其の現代性として興味深い︒十九世紀における市民社会論
がある︒竹内論文の直哉な現代批判も︑こうしの展開と︑それへの批判ほ今後ますます重要な
論考の対象になるであろうから︒このグループ
た認識の共同性のもとで安定している︒
中あ
心にその後︑十九世紀社会思想の研究が本
﹃研究﹄ と ﹃論集﹄ の間にほまだ違いをが
る︒前者は一九五一年という時点で︑ルソーに格的に開始されているとも聞く︒その研究の成

︵樺山紘一︶

ょっと比肩する者なき博識を具えられ︑﹁知り

年︑横にあの広大な地域について︑現在ではち

﹁竹と中国古代文化﹂の縦横の論旨展開︑﹁唯

すぎた先生﹂と畏怖されるほどである︒巻頭の

って初めて生まれる秀作であろう︒特に後者

水史観﹂の卓抜な著想などは︑こうした博識あ

は︑秦の始皇帝の統一事業と五行思想の水徳の

る︒本論集でも︑比較的初期の問題作﹁戴震の

理を叙述した︑北貌都道元の著﹃水経注﹄であ

にすえられたのは︑中国全国の水系に従って地

森先生がライフ・ワークとして︑研究の基軸

の爽快な切味である︒

扶若氏に膝を叩かせたと著者が自慢されるだけ

でなかったか﹂と指摘される件りは︑先年︑部

関係を論じた有名な論文だが︑行論中︑﹁易の
近代市民社会成立の真の論理を見わけようと努果を土台に︑仮に再び﹃第二ルソー論集﹄が書
八卦の呼び名の字中に︑各卦が隠されており︑
めているように見える︒ところが﹃論集﹄ほすかれるとしたら︑ルソーはそこには如何に映る
でに明白に︑市民社会への批判を見る︒それはであろうか︒これは思想史学に関わる者の抱く︑ それから推論すると︑易の整備されたのは秦代

一には現代の問題性への応答としてである︒さけだし当然の期待であろう︒
らには︑成立した十九世紀市民社会論の展開に
対してもつ︑ルソー主義の意味としてである︒

森 鹿三 ﹃東洋学研究−歴史地理篇﹄

水経注校定について﹂をはじめ︑七篇の関係論

とて︑著者の専門の歴史地理という最大公約数

しろ﹃水経注﹄研究の手びき的なものが多く︑

る︒ただこれら﹃水経注﹄関係の諸論文は︑む

︵A5判︑五四五頁︑東洋史研究会刊︶

で括れるものに限られ︑漠簡︑本草︑書誌学関

が使われてい

﹁性蠣惰のため単刊の著書を持たぬ﹂と謙遜

係の論文ほ別の機会にまわされざるを得なかっ

﹃水経注﹄

される森先生ではあるが︑長い研究所生活をお

やはりもどかしさを感じる︒著者はその知識の

著者の該博精緻な水経注研究の全貌を窺うには

イントにほしばしば

文を数えることができ︑他の論文でも重要なポ

えられる記念にもと︑日比野丈夫氏を中心とし

た︒また副題の歴史地理は︑内容によっては歴

更喋々するまでもなく︑著者は縦に中国四千

﹃水経注﹄研究の巨大な氷山の水面下の部分を

きにしもあらずで︑何かの機会には︑是非とも

豊富さゆえに却って慎重になられすぎる嫌いな

た森博士定年退官記念事業会の手によって編ま

歴史地理学の必要条件の一つは︑会田先生な

史と地理の二つに考えることもできそうである︒

ここに収録された四十篇は論文・剤記・紹介・

れたのが本署である︒

東洋学という表題を冠するにふさわしい︒それ

概説と︑精粗・長短すこぶるバラエティに富み︑ どは御嫌いであろうが︑博覧と強記である︒今
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発表していただきたいと望むのは私一人ではあ

うからいたずらに高閣に束ねることなく︑気の

は︑西欧と日本とを対比させることによって︑

︵九頁︶

に

ば︑第一章の論文﹁日本人の意識構造﹂では︑

こそ︑求められるべきものであろう︒たとえ

鮮な着想や新しい角度からの発想﹂

日本発見がすぐれているとしたら︑それは﹁新

●●■●

異ならざるをえない︒にもかかわらず︑著者の

かによって︑そこにうつし出される日本の姿は

てしまう︒要するに︑どこの文化圏を鏡にする

そこにインドを入れると︑様相はかなり変わっ

︵﹃タテ社会の人間関係﹄︶︑

中根千枝氏のように

日本独自の文化を発見しょうとする︒しかし︑

郁︶

むく所から読まれれば必ず神益するところあろ

︵梅原

うし︑また中国学に親近感を持っていただくこ

とまれ︑著者の文章は丁寧でこまかく気が配
とができるであろう︒

るまい︒

られ︑門外漢にも大変親しみやすい︒専門家以

﹃日素人の意識構造﹄

外の研究所の多くの方々も本書を御持ちであろ

会田雄次

︵B6判︑二一六頁︑講談社︶

突発非常時に親が子を守る姿勢が︑日本人とア

メリカ人とでは正反対であるところから︑日本
︵昭和四〇〜四

に掲載された同名の論文を中心に︑一篇を除い
て︑雑誌﹃日本﹄に連載された

﹃アーロン収容所﹄ ︵昭和三七年︶ に初めて

接したときのショックを︑わたしはいまも忘れ

人の精神構造の特質が説明されている︒その着

想の面白さが︑この論文のカギである︒第二

一年︶六篇の論文からなる評論集である︒﹁あ
とがき﹂には︑﹁私は︑今日は︑もう戦後の自

めて︶

は︑著者の論述方法︵説明のための材料をも含

ない︒﹁ヨーロッパ人が自分たちの尺度で他国
を批判するのは勝手だが︑私たちまでその尺度

いときではないかと思う﹂と書かれている︒日

失を回復して︑日本人自身が日本を発見してよ

本人︵著者︶自身による日本の発見というモチ

て︑たいへん歯切れのよい文章を展開する︒著

多くの日常的見聞や歴史上の逸話などを駆使し

に関する問題である︒著者はいつも︑数

う︒﹂︵同書六〇真︶ ヨーロッパ史の専門家であ

を学んだり︑模倣したりする必要はないと思

る著者が︑著者自身の戦争体験のナマナマシイ

ーフが︑本書でもやはり︑全篇に流れているの

本書を通読して感じたわたしの全体的な印象

材料はまったく手当りしだいである︒その変わ

者の次心意にしたがって︑説明のために選ばれる

告白を通して︑そう言い切ってみせたのであっ

である︒

い︒著者がジャーナリズムに歓迎され︑著者の

り身の早さは︑まさに〝テレビ時代〃に相応し

ロッパ〃 が音をたてて瓦解するのを覚えた人

た︒この書を通して︑〝われらのうちなるヨー

を︑比較文化に関する評論集として面白く読ん

を︑以下︑簡単に述べてみたい︒わたしは本吉

●●●○●●●●●●●●●

釆︑著者は︑日本人自身による日本の発見を︑

だ︒この種の評論ほ︑面白く読ませるものでな

著者にほ︑二つの顔がある︒〝研究者〃とし

フアンが世に多い所以であろう︒

は︑わたしひとりではなかったはずである︒爾

執拗に追求し始める︒それは︑その後の著者の

ければ意味がない︒それではいったい︑本書の

ての顔と︑〝評論家〃としての顔が︒本書のな

面白さはどこにあるのだろうか︒第一は︑著者

かに︑前者の顔を見い出そうとすれば︑それほ

フなのである︒

の此硬文化の視角忙関する問題である︒著者

著作︵評論︶活動に一貫して流れているモチー

本署﹃白水人の意識構造﹄は︑﹃人文学報﹄
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失塾に終わること受け合いである︒奇抜なアイ
﹁荘重で難解で引用が多ければ︑学術論文と思

アイデアほ︑その定着がほかられぬかぎり︑

あるとも考えられていなかった︒飛鳥井説はそ

ほそうでほなかったらしい︒第一に内縁関係が

も

ー

の可

それだけでも日本の近代文化論のなかで

だから︑蜜月があったことを論証したとして

である︒

に対する﹁冷嘲的﹂批判も︑ふくまれていたの

存在としての自己批判﹂には︑すでに社会主義

愛︑つまり﹁日本の近代化﹂に対する﹁社会内

に満ちているようにおもわれるのだ︒漱石の

だがぼくには︑憎しみのはうが文学的可能性

能性を主張したにとどまる︒

期以降の共産主義運動のなかでの統こ︶

論じられていない︒愛の永続︵﹁とくに大正中

証だ︒憎しみほどうなのか︒この本ではそれは

しみもない︒飛鳥井説ほ︑愛ほあったという論

れに対する反論だ︒第二に愛もなかったから憎

ところがこの本を読むと︑日本の近代文学論

デアと︑論理の飛随を百も承知で展開する著者

いこむ﹂ ︵ニー五頁︶ような救いがたい研究者
にたい

︵井上忠司︶

する︑真の批判とほけっしてならないであろう︒

︵その末席をけがすわたしをも含めて︶

の筆の運びに︑快哉を覚えないような読者を︑
本書ほ必要としていないからだ︒念のために申

研究者〃との違いを︑アイデアの奇抜さゆえ

しそえておくなら︑わたしほ︑〝評論家〃と

でほなくて︑アイデアを定着させようとする姿
勢の違いに見い出したいと思う︒著者の面白い

﹃近代文化と社会主義﹄

ことでも好意的批評をすれば︑﹃近代文化と社

飛鳥井雅道

どうしてもぽくが書かなければならないらし

︵A5判︑二八五頁︑晶文社︶

い︒絶対命令だそうである︒意地の悪い委員さ

会主義﹄の構図のなかにおさまってしまうこと

んたちだなァと恨む︒

会主義﹂は︑切っても切り離せない仲だった︒

フランス文学のばあい︑﹁近代文学﹂と﹁社

能力を︑今度は憎しみの実証に向けて欲しいも

のでほないか︒飛鳥井の驚嘆するほどの実証的

は︑日本の近代文化を理解したことにならない

は一歩前進なのかもしれないが1それだけで

おもう︒いや︑型破りにならざるをえないので

公認されてはいないかもしれないが︑誰でも知

のだとおもう︒愛の可能性がそれでついえるに

る︒

になる︒型破りにならざるをえないゆえんであ

ある︒この本ほ︑革命的民主主義者・幸徳秋水

っている仲︑つまり内縁関係だ︒ユゴーやジョ

しかたがないから︑型破りの書評でいこうと

と自由主義的インテリゲソテヤ・夏目漱石を︑

ルジュ・サンドと空想的社会主義︑ボードレー

︵竹内成明︶

﹁マルクス主義︑とくに⁝⁝共産主義運動のな

ルとブルードソ︒いったん愛しあっただけに憎

かで統一してとらえ﹂ようとする視点に立って
書かれたものだが︑してみると︑革命的社会主

しても︒以上︑ペシミストからの提言である︒

義者・飛鳥井雅道とプチブル・小インテリのぼ

ーン︒この愛と憎しみを無視してほ︑フランス

しみも格別だった︒フロベールとパリ・コミュ
近代文学ほ語れない︒

くとの小対立だって︑マルクス主義運動のなか
で統一してとらえられてしまう︒つまり︑ひと
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井上 清

﹃西

郷

った﹂と展開してゆくくだりなのであるが︑こ

︵新書判︑二一六︑二二一四頁︑中央公論社︶

隆盛﹄上・下

私は由来︑伝記が大好きである︒対象が大西

いかもしれないが︑ともかく呪氏のこの指摘を

想起したことを言い添えておきたい︒

スペースはもほや尽きてしまったが︑ほじめ

にいった﹁奇妙な感じ﹂という点について説明

しておきたい︒本書によれば西郷のやったこと

の近代国家建設のためには︑一貫して倒行進施

ほ︑とりわけ維新後に彼のやったことは︑日本

の純粋さ︑偉大さが︑これまた一貫して︑たた

えられる︑それが奇妙な感じがしたのである︒

という印象であるが︑にもかかわらずその心情

これほ氏の福沢批判にいわゆる﹁西郷個人の心

﹃パン

氏の長編﹁ベトナムにおける儒教とマルキシズ

事をその行動の客観的役割から切り離す﹂

のくだりを読みながら私はかって雑誌

ム﹂を思い出した︒院氏は儒教がデモクラシと

巻二二五ページ︶

郷︑書き手が井上清とあっては︑食指のうごか
一読しおわって︑たしかに傑作だと思った︒

サイエンスとを欠いていることを指摘しっつ

セ﹄一九六二年一〇月号でよんだNguyen︵阪︶

﹁個性と階級性と時代との相互作用・関連をと

も︑儒教にほマソダリソの儒教とピープルの儒

ぬ筈がない︒

らえる﹂試みほ︑大いに成功している︒これが

か︒﹁ついに人民の立場に立ちえなかったが故

マルクス主義者の常套論法﹁お前のいうこと

︵下巻最終ページ︶ということでは︑到底

ものに他ならないではない

︵下

私のほしいままな評価でないことは︑氏の論敵

教︵コソフユシアニスム・ポピユレール︑人民

は主観的にはなるほど⁝⁝だ︒然し客観的には

に﹂

原田清氏の書評︵﹃歴史評論﹄一九七一年二月︶

ち︑いう︑民族解放のために闘うベトナムのマ

⁝⁝の役割を果すものに他ならない﹂という論

すまされない︒
ルクス主義ほ︑代数︑化学︑共和憲法学などを

に密着した地方のレットレすなわち読書人の儒

学んだ新しい知識人︵院氏云︑自分も実はその

西郷が偉大であったとするならば︑それほ単に

法の前段と後段を入れかえただけではないか︒

教︶があったとして継々その相違を説明したの

ける力はない︒ただ一つ︑上巻一二八ぺ1ジに

一人であったのだが︶に系譜するものであるよ

心情においてのみでなく︑その経論において

によっても知られよう︒しかし同時に︑ある奇

引かれた︑沖永良部島での西郷の孟子講義の筆

りも︑むしろ儒教に系譜するものである︒﹁マ

も︑本質的な点で偉大であったのでほないか︒

妙な感じが残ったのも事実である︒

記というもの︑あれほ恐らく西郷のものではあ

ルクス主義者と純正な儒教徒︵読書人︶との間

門外漢の私にほ︑実証的な面でクレームをつ

るまい︒べつに調べてみたわけではないから断

にほ︑政治目標の共通性以上のものがあった︒

て︵この措定の底にほ︑自然発生的に資本主義

要するに明治政府が進んだ道を歴史的必然とし

違ない︒それからもう一つ︑下巻二〇五ページ

それ以上に更に思想の領域で親縁性があり︑そ

言はできないが︑山崎闇斎派の誰かの講義に相

れが両者の接近をたすけた︒そして時として︑

﹁歴史法則﹂として︑置かれている︶前凝する

国となった場合の諸事象が︑いわばノーマルな

に鹿児島私学校の綱領を引いて﹁王事のみなら

井上
さんの論点とびたりとかみあっての連想ではな

一方より他方への転進がおこった云云︒﹂

ず民義と一組にして﹃王事民義﹄といえば︑必
というのは

︹西郷および私学硬質は近代民族主義者でもあ

ずしも封建的でないこともある﹂
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味は︑もっと親切に理解しうるのではなかろう

からふりかえって見れば︑西郷のもつ大きな意

なのでほなかろうか︒殊に今日の時点から見れ
ことがおかしいのでほないか︒アジアが西欧の
資太主義・帝国主義体制にまきこまれて以後︑ば︑猶更そうなのでほなかろうか︒そしてそこ
反封建 ︵これほいわゆるノーマルな場合に当

︵島田屡次︶

る︶反帝のどちらがより本質的課題であるかと

﹃風土と歴史﹄

いうことは︑日本の特殊性ということを以てしか︒
ては対抗しえないほど︑それほど本質的な問題

飯沼二郎

︵新書判︑二一四京︑岩波書店︶

アフリカほ︑型ほ本来存在せず鍬による農耕の

れらのミレットが多く栽培されるサハラ以南の

地帯に所属しているのだ︒

著者は︑マルトソヌの乾燥指数に手をくわえ

の地帯における農業技術体系を論じている︒そ

て︑旧世界を四つの地域に区分して︑おのおの

の地域区分・農業技術体系の分類は著者の独創

できわめて高く評価されるべきであるが︑別の

地域区分法を採用することによって︑風土と農

いだすことが可能ではないか︑と考えられるふ

業技術体系についてのより高い精度の相関をみ

しがある︒たとえば︑善良竜夫の指数による生

カにおける根栽農業の地帯をもっと明確に位置

態区分を使用すれば︑アジア・太平洋・アフリ

をすすめている︒ところが︑ヴェルト説におけ

ヴェルトの文化史学派流の伝播論を採用して論

にかなりの相関があることはもちろんのことと

階の関係を著者は強調するが︑この二つの事柄

農業起源とその伝播に関する部分で︑著者ほ

的には農業の発生した時点から現代まで︑地理

る問題点がいくつか︑そのまま本書にうけつが

して受け入れぎるを得ない︒しかしながら︑農

本書は︑きわめて野心的な労作である︒時間
的には旧世界の全域を考察の対象とする︒著者

れている︒たとえば︑本書でほヴェルト説を採

史︑農業技術と社会発展の関係︑日本近代化論

その伝播︑乾燥地帯と湿潤地帯の農業技術の歴

中尾佐助著﹁栽培植物と農耕の起源﹂では︑道

移入された作物とされるが︑おなじ岩沌新書の

は︑両柄の型︑コブ牛にともなってアフリカに

会の発展ほ技術の伝播にかかっている︑という

調するあまり︑意地の悪い読み方をすれば︑社

ものではないはずである︒その関係を著者が強

業形態と社会発展段階はかならずしも一致する

また︑農業の技術体系の歴史と社会の発展段

は︑農業技術に焦点をあてながら︑壮大な人類

用して︑モロコシ︑トウジンビュのミレット

ずけることが可能である︒

みている︒その中心テーマには︑農業の起源と

史をえがきだそうと︑さまざまな問題提起を試

の四つがある︒

章の日本近代化論には考えさせられる点が多

﹁近代主義と民族主義﹂という副題をもつ終

︒

技術決定論としてうけとられる恐れがありそう
る︒これは︑アフリカを世界の農業起源のセン

アジアに伝えられたものである︑とされてい
ターの一つとして認めるかどうか︑という大問

に︑これらのミレットはアフリカ原産の作物で

て︑結果として内輪ぼめになることを避け︑な

題につながってくる事柄である︒ところで︑こ

讃辞ほ新聞の書評等にすでにおおくのべられ

るべく批判的に問題点をいくつかひろってみよ

ている︒この書評では︑﹁人文﹂の性格からし

う○
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﹃星

の宗教﹄

い︒この短い一章にほ︑別に一書をなすべき内

吉田光邦
Ⅲ

︵石毛直這︶

容をじゅうぶんもっているものである︒

自然と人間シリーズ

︵A5判︑二五九頁︑図版七二︑淡交社︶

の問題意識に解答をあたえる試みの展開といえ

るもので︑読者は人間と星とのかかわりを︑自

らの体験をも想起しながら︑その解答の展開を

なかでも︑占星術と占星術師︵六章︶︑およ

見ることができる︒

び日本での展開と妙見信仰︵八草︑九章︶は︑

興味あるものといえよう︒前者は︑占星術の性

明の史料から歴史的に把握しようとされる︒そ

代文明のなかでの星のとらえかたを︑東西の文

の現象と関係すると考えるところに飛躍があっ

点で合理的であった︒しかし︑天体運動を地上

過程を正しく知っている必要があった︑という

天体の位置を観測するとともに︑天体の運動の

者︑数学者としての能力をもっており︑正確に

格について述べたもので︑占星術師ほ天文学

は山や海などの自然の場合とくらべると︑同じ

の過程の中から︑われわれは﹁太陽と月になら

とがき︶︒こうした観点に立って︑著者は︑古

自然とはいいながらかなりちがった性格をもつ

んで空を飾る星は︑⁝：天空のワキ役的な存在

﹁星という自然が信仰対象となる場合︑それ

ようだ﹂ ︵あとがき︶ と著者は述べておられ

であった⁝⁝が人びとは多様な星のなかに存在
する秩序に気づいたとき︑そこに地上の秩序の

が約束されたのである︒

える︒この側面の克服にこそ近代科学への脱皮

た︒これは信仰的側面をもつ占星術の特質とい

あいをたしかめる気持﹂ ︵あとがき︶ で︑星へ

る︒すなわち︑この本は︑﹁星と人間の関わり

の信仰がもつ性格を解明するために書かれたと

シソボルとしての星を発見しはじめた﹂︵序章︶

に︑地域によって表情や性格を変えることほな

存在であって︑山や海などの自然の場合のよう

なかに︑さらに古代中国の星︵七草︶に︑その

の星︵四章︶︑キリスト教世界の星︵五章︶の

幸︶︑多様な世界の星︵三章︶︑イスラム世界

オリエントの星︵一章︶︑地中海世界の星︵二

あろう︒

︵橋本敬造︶

最大の強みを示した部分ということがいえるで

って補なっているばかりでなく︑この本のもつ

献的手法では解決されない限界を調査資料によ

踏まえて解明されている個所である︒単なる文

ける︑星うらない︑星への信仰を︑現地調査を

後者は︑中国文明の影響下にあった日本にお

いえるであろう︒

い︒天体の輝きやその相対的な位置は世界のい

ことを知る︒

かなる場所においても変らない︒光る点として

事実を見ることができる︒同時に︑﹁星と人間

星は︑日や月と同じようにきわめて普遍的な

の星はわずかに色彩の変化を見せるにすぎな

ろがりをみせる﹂

の関係の普遍性は︑時間的にも︑空間的にもひ
ことを認めざる

︒

豊富な資料を駆使し︑しかも図版入りで︑著者

この本は︑折にふれて注意ぶかく収集された

をえないのである︒

︵あとがき︶

地上の人間から観察されるこうした星の性格
から︑具体的な物ではなく︑むしろ抽象的な形

するには︑抽象と構想のカを必要とする﹂ ︵あ

である﹁星の群のなかにある法則や秩序を発見
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家族間題の研究
︵班長・太田武男︶

豊郷地区︶を選び︑その地区の家族の生活が︑その後の

産業構造の変遷にともなう過疎化現象によって︑どのよ

うに推移したかの問題を︑⑦むらの構造と生活意識︑㊥

あとつぎの問題と﹁家﹂意識︑㊦主婦と老人の生活︑㊤

家族内の人間関係の問題を中心に︑質問紙法や直接面接

法によって実施した︒したがって︑その報告︑太田・井

なお︑夫婦間題の研究を中心とした当研究班第一期の
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この研究班は︑夫婦・親子・相続をめぐる諸問題に関 上編﹃山村における家族の生活﹄ ︵京大人文研調査報告
する研究を︑その主たる目的ないし内容とするものとし 二七号として三月未刊行︶ の内容も︑右の四つの問題が
て昭和四一年発足し︑最近では︑親子問題を中心として中心となって第二葺から第五章が形成されており︑それ
研究を進めていること︑本誌﹁第二亨﹂に述べた通りで に第一章地域の概況と第六章むすびが附加されて六章建

あるが︑編集委員より求められるままに︑﹁昭和四五年 てになっている︒
いま一つは︑﹁現代の内縁問題の研究﹂に関する朝日
下半期の歩み﹂を紹介すれば︑つぎの如くである︒

その第一ば︑特定研究﹁産業構造の変革にともなう諸 学術奨励金の設定を機会に︑当研究班の仕事の一環とし
問題﹂が設定されたので︑親子間題の研究を行なうかた て昨年度実施した﹁婚姻の届出状況﹂に関する全国調査
わら︑当研究班は﹁産業構造の変革にともなう家族関係 の集計・整理ができ上ったので︑その検討会を度々開催
の変化﹂をテーマに右研究の一端を分担し︑そのための して︑その報告書︑太田ほか五名共著﹃婚姻の届出−届出
実態調査を八月に実施し︑その報告をまとめたことであ 婿主義の現状と内縁問題−﹄ ︵有斐閣より三月未刊行︶

域︵京都府北桑田郡葉山町人旧鶴ケ村︶︑今回はその中の

る︒したがって︑今回われわれの実施した調査は︑産業 をまとめあげたことである︒ちなみに︑右報告書は︑緒
構造の変革にともなう山村における家族の生活の実態と 説・婚姻の届出とその受理・婚姻届出の現状と問題点・
意識の推移の究明を主たる目的ないし内容とするもので 結語1届出婿主義今後の問題−の四章建てとなってお
あった︒だから︑調査対象としては︑かつて昭和二七年 り︑それにシンポジウム ﹁現代の内縁問題﹂が附論とし
に﹁青年の生活﹂について調査を実施したことのある地 て加えられている︒

共同研究のうごき

共同研究のうごき

の母胎をさぐるというのがその目的ですが︑主として日

になるかば︑全く五里霧中というところです︒近代文化

︵有斐閣︶が刊行

研究報告︑太田編﹃現代の離婚問題﹄

か︑あればどのようなものか︑それはどのように評価し

本の自生的な近代文化というものが︑あるのかないの

されたのもまた︑この期間中のできごとであった︒ちな
みに︑右報告書ば︑現代離婚問題の社会的背景・離婚の

が入所

文化の研究に当てます︒

ました︒全期間七年の第一期を二年とし︑主として化政

テーマは︑﹁日本に於ける市民文化の形成﹂とさだめ

きますよう︑お願い申上げます︒

したいと思っています︒どうかよろしくご支援をいただ

れた﹁日本文化﹂部門の基磯となるようなしごとをのこ

方の協力を得て︑七年間でなにらかの︑せっかく新設さ

が︑わたくしも外見ほどは若くありませんので︑皆さま

しかし︑そのようないちおうは楽しくもある研究です

から︒

を求めようとするのが︑これまでの一般的な方向でした

た︒なぜなら︑近代文化というと︑もっぱら欧米に源流

むしろ意識してそのような研究の方向を考えてみまし

たらよいかというようなところからはじまりましよう︒

実態・離婚をめぐる法律上の諸問題の三部建てとなって
おり︑班員一三名の論文が収められている︒

日本文化の研究
︵班長・林産辰三郎︶

こんど昭和四十六年四月から︑日本文化研究班を組織
することになり︑所内の討議をも経ていよいよ誕生とい
うことになりました︒しかしこの報告を書いている時点
︵林屋︶

は︑いわば胎動期であり︑従ってこれも﹁前口上﹂とい
うことになります︒去年五月にわたくし

しましてから︑この研究班を組織することが︑一種の義
二月に所内の討議に組織案を提出して大方の賛成を得ま

務感をもって重くこころにのしかかっていましたので︑
した時は︑文字通り十カ月の産みの悩みから︑ホット解
そう申しても︑この研究班にそれほど自信があるわけ

放されたような気分でした︒
ではありません︒そこから産み出される研究がどのよう
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社会科学における
電子計算機め利用

︵模擬実

︵班長・三宅一郎︶

コンピューターを用いるシミユレーション
験︶ の最も初歩的な問題にランダム・ウォークというの

ユレイトするわけだが︑何千歩のうちにはときたま一定
の方向にかなり進むこともあるものの︑原点の周りをぐ
るぐる廻っているだけのことが多い︒わたしたちの研究

々を招いてその専門とする領域におけるコンピューター

の利用について報告していただいた︒

﹁グラフィック

﹁お歳暮調査のコンピュー

﹁心理学における電算機利用﹂︑別

杉田繁治︵京大工学部︶﹁コンピューターによる翻訳﹂︑
生沢雅夫︵大阪市大︶

府春海︵スタンフォード大︶

タ処理﹂︑山田具男︵日本ソフトウェア︶

﹁コンピュータによる教育の問題﹂︑松浦義行

ディスプレイによる研究開発のPERT﹂︑大橋保夫︵京
大教養部︶

﹁因子分析の諸方法﹂︒

この過程で発見したのは︑京都はもとより大阪まで考

︵京大教養部︶

慮に入れても︑この方面の専門家がきわめて少ないとい

グを計算機でやった経験のある人は一人とてなく︑より

うことである︒社会体系のシミユレーションやゲー︑︑︑ソ

歴史の古い内容分析でさえ同様である︒人口の比較的多

班の現状はこのランダム・ウォークに似ていて︑なかな
か問題がしぼれないだけでなく︑次の一歩の予測がつか

い心理学畑でも︑学習理論や小集団論における数学モデ

で︑来年度は神戸大阪方面はもとより東京からも講師を

ルの解説をしてくれる人を探すのに骨が折れる︒そこ

ないことさえある︒

招嘱したいと考えている︒また﹁

強しいていえば︑このランダム︒ウォークも最初は意
識的なものであった︒第一年次の目標として班員個人の

すぎるのではないかとおそれて敬遠してきた経済学︑経

これまでレベルが違い

で︑社会科学におけるコンピューター利用の現段階をで

研究とコンピューターの関係を明らかにすることと並ん

営学方面にも積極的に入って見たい︒

ンピューターにかけられるデータを生産することを考え

そうにはないが︑離陸の一つの手だてとして︑共同でコ

このようにまだまだランダム・ウォークから離脱でき

きるだけ広く見ておこうと計画したからである︒広い領
界だらけなので︑いきおい︑班員外の専門家の手を煩ら

域をカグァーしようとすると︑現在の班員の能力では限
わすぼかばない︒昨年一月より現在まで︑次のような人
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がある︒よっばらいのまよい歩きを乱数表を用いてシミ
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たひ丁度︑﹁産業構造の変革に伴なう諸問題﹂とし
いて
う︑特
もうしばらく頑張りたいひ
定研究が発足したのでこれに参加し︑堺市を中心とあし
れて
やこれやで︑私の研究室は人の出入りも多くなり
都市の社会︑政治︑行政に関する統計データの蒐集に努 カードの山が出来て同室の竹内君の高遠な田芸
デ
ー
タ
や
めることにした︒響貝の中にはこの特定研究に別の課題
を
乱
す
ことしばしばでまことに申しわけなく思ってい
で参加しているものが多いので︑残念ながら全員る
が︒
こ紙の
面を借りて三己お詫びさせていただく︒
データ作りに加わるわけではないが︑第三年次には経済
学︑政治学︑社会学など各方面から分析可能なデータが
分析のためのプログラムとともに出来上る予定である︒
朱 子 研 究
データ作りという点に関連して︑共同研究班とば無関
︵班長・田中謙二︶
係な私の個人的プロジェクトであるけれども︑世論調査
データの蒐集整理作業についてここでふれることをお許
し願いたい︒世論調査データの社会科学への貢献につい
この期間における研究会ばすべて八回︑﹁朱子語類﹂
てばいうまでもないが︑貴重な原資料が保管されの
ず会
散読
逸討論はようやく軌道にのり︑巻二兎神篇の前半を
にまかされているのは残念である︒データの蒐集︑保し
管た︒その間︑山田慶児班員による﹁朱子の気象学
終
了
のためにはデータセンターのような公共的施設がに
望つま
し
いて﹂ ︵東方学報第四十二冊に発表する予定︶の研
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いけれども︑ここ二︑三年のうちに設立される様子報
も告
見があった︒
究
えないので︑僅かな科学研究費︵一般C﹁世論調査素デ
巻二正入って軌道にのった感がされるのは︑この篇が
ータの蒐集︑整理︑保管﹂︶をえて個人的なコレクショ
朱子学の急所に直接ふれる問題を含むからであろう︒す
ン作りを始めた︒あちこち︑データの存在するところを︑鬼神論は儒教における祭祀の問題と関連し︑論
な
わ
ち
歩いてみて︑データ保管の不備の現状と蒐集整理考
作を
業一
の歩誤まれば︑仏教における輪廻説に陥る危険があ
大へんなことがよくわかり︑開始半年にしてもうグロ朱
ッ子は門弟の鋭い質問に対してつねに慎重を期し︑
り
︑
キー気味だが︑戦後の世論調査データを時系列にし
並ば
べしば苦しい答弁をよぎなくされている︒それに︑こ
て︑これを中心として現代史を書く試みを楽しいの
目一
標薦
とは前期に扱った巻一とは異なり︑鬼神に関する考
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え方がかなりまとまって鴇供されており︑参照資料の蒐
集もほぼ完璧を期しえたこともあって︑思想史の尊家で
なくても︑比較的理解しやすく︑したがって︑前期にま
さる討論の旺盛をみたこともしばしばであった︒ただ︑
が︑われわれが志向する研究報告と会読を組み合わせた

今期も研究報告がただ一件にとどまったのは遺憾である
理想形態の実現は︑特殊な難解さをもつ基本資料を消化
するわれわれの場合︑少なくとも第三年を侠たねばなら
ぬことをもあらためて痛感した︒
なお︑この機会に︑われわれが用いている﹁朱子語類﹂
のテクストについて︑付言しておこう︒現存テクストで
は信顔性の高い文学部所蔵朝鮮刊本を底本とし︑中国刊
本で最も早い明・成化︵一四七三︶刊本および天理大学
所蔵の朝鮮刊本二種のはか︑現在の語類に定着する以前
のテクスト︑おそらくは海内の孤本と推定される︑九州
大学所蔵抄本の影片をも参校している︒ことに︑抄本ば
通行本の語類に収めぬ資料を少なからず含み︑かつ同一
資料にもあきらかに原形を伝えためざめるような異同が
発見され︑われわれはテクスト面でも十分にめぐまれた
状況にあることを報告しておく︒

漠代文物の研究

︵班長・林

巳奈夫︶

漠代の生活を知る資料として︑文字で善かれた文献は

いくらもあるが︑こればいささか抽象的なきらいがあ

る︒考古学の遺物は具体的でばあるが︑腐らないものだ

の共同研究を始めるに当り︑もっと現実的なものを︑と

けが残った︑いわば骸骨のようなものである︒漠代文物

いうことでまず絵画的資料をとりあげることにした︒墳

墓の石造の墓室の内壁や︑基の前に建てられた石造のほ

こらの内側などには︑浅い浮彫︑刻線でもって︑公私の

生活や神話的な題材がえがかれている︒画像石と呼ばれ
るものである︒

ところで漠代の画像石というとすぐ誰でもが思い起す

のは︑山東省嘉祥県の武梁という人のものである︒墓前

に建てられた二坪足らずの石のほこらの︑板石づくりの

奥壁と左右の壁に刻まれたもので︑伝説的な古代の聖天

子の図像とか︑貞節な女︑孝行な子供︑敵討ちなどの有

名な物語の数々を︑一つの物語につき一シーソの形で刻

ふだものである︒画の傍に登場人物の名前や︑物語の要
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紆が一緒に刻まれているため︑宋時
代に発見されていらい︑古典との関
連の面で多くの中国人研究者の関心
をひいている︒近くは当研究所の研
究報告﹁漠代画像の研究﹂の第二部
にも大きくとり上げられているが︑
いかにも儒教的な道徳教育の臭気の
強いものである︒

しかしこのような画像石は例外的

で︑大部分はそういう道徳教育的な

︻

テーマとは縁がない︒われわれが昨

われわれはこの一年間︑画像石の資料に親しみ︑検討
を重ねることによって︑漠代の文物について知識を豊富

晃︶

にしたことば勿論であるが︑この強く直観に訴える資料
によって︑漠時代の上下各層の人々の生活にとけこむこ
とができるようになったと感じている︒

敦燈写本の研究

︵班長・藤枝

年四月から資料として選んだ山東省の折南の画像石にし
昨年八月天から十二月末まで藤枝と古泉とはヨーロッ
ても︑十一月から検討を進めている江蘇省除州近辺のも パに出張した︒その不在中も研究例会はつづけられて︑

のにしても︑えがれているのは晴れの儀式とか訪問︑宴 そこでは主として吐春期写本が取上げられた︒最近ずっ
会︑歌舞︑曲芸などの芸能︑労働︑戦争︑それに超自然 と北朝期写本に集中していて異種の資料からしばらく遠
界のテーマーー神々や神話的動物︑神仙など ー一口に
のいていたために︑其方に関心をもつ班員諸君の意向に
いえば当時の人々の生きた世界のすべてが主となってい
ょったものである︒十二月までそれをつづけて︑班長不
て︑漠代の文物を研究する上に恰好の材料となるもので在中の方がふだんより出席者が多かったという結果が示
ある︒宴会の場面に描かれた酒壷の画に︑考古学者は特 された︒これは研究班の成長を示すもので︑まことに慶
定の時期に特徴的な型式の青銅壷をアイデンティファイ 賀すべきことである︒右の成功の一因は︑例会を毎週で
することができる︒描かれた品物に限らず︑漠時代とい なく隔週に開いたことにある︒だから今後もずっと隔週
うものが画像石に正直に清々と描き出されていることば に集まることにしたいとの声が班員の聞から起こってい
疑いもない︒
る︒われわれの研究班は︑所内の班員が極めて少なく︑
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と︑それらの人たちの負担も大きい︒だから︑この声に

大部分は所外からの参加者であり︑毎週の会合となる

移があらわれており︑更にはまた学問そのものまでが︑

昧は︑これが用紙だけの問題でなく︑書風にも間際併

研究で認めていたからである︒

また︑この旅行のときに︑ケンブリジ大学図書館所蔵

ほぼ似たような傾向を示すことを︑かねて写真の上での

の北京図書館敦燵写本マイクロフィルムをそっくり複製

も十分の理由はある︒けれども︑あと四年ばかりの間に
ぐにはピッチを落としかねる︒これは︑もう少し目鼻が

してもらうように交渉が成立した︒その作業にとりかか

北朝写本の総ざらえしようという目標から見ると︑今す
ついてからのことにしたい︒もう一つ︑研究対象を二本

やがて到着することになっている︒

に重点をおいたが︑六世紀の半ばすぎに︑北朝系の用紙

ンドンとの敦燈写本を調査した︒もっぱら北朝期のもの

にかけて三週間ばかり︑藤枝・古泉は同行してパリとロ

草家・医者などのほかに︑さまざまな分野の技術者や画

そこに収められている人物には︑天文学者・数学者・本

あるいは方技列伝・芸術列伝などとよばれる巻がある︒

中国の歴代王朝の正史である二十四史には︑方術列伝

科学者列伝の研究

に南朝系の用紙がとって代る経過を︑かなり判然とつか

・技術・芸術の分野を方術︵方技・芸術︶という概念の

家・錬金術師・占師などがある︒中国人はこうした科学

︵班長・山田慶児︶

パリで注文した約六〇点の写本のマイクロフィルムは︑

ライキのために︑現物の到着はすこし遅れそうである︒

ったとの知らせも来たが︑思いもかけぬ英国の郵便スト

立てにして︑異なった主題を隔週ごとに扱かうという方
法も考えられる︒以前にいちど試みたことがあるが︑こ
れは一つの班を二つに割ることになり︑またそうなる
と︑ちがった専門の者が共通の関心をもち合うとの共同
研究の妙味も薄れて︑成功とは言えなかった︒
次はヨーロッパ組の動き︒藤枝はコペンハーゲン大学
への出講が主要目的であり︑古泉は︑一九六八年に井ノ
ロ班員が着手した東ベルリン︑ドイツ・アカデミーのト
ゥルフアン漢文写本の目録作りを継続した︒井ノロの仕
事は﹃目録﹄第一巻として近く刊行せられることになっ

むことができた︒それには︑ベルリソの資料が大いに役

ており︑古泉の担当分ば第二巻となる︒十月から十一月

立った︒この確認は一つの収穫であった︒収穫という意
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研究会は十月に入ってから出発した︒最初にとりあげ

もとにとらえていたのである︒方術家のなかでも︑とく この研究には︑正史にみえる方術家の伝記をとおし
に有名な人物については︑べつに独立の伝がたてられてて︑中国における科学技術の制度的・社会的な存在形態
いる︒方術家の伝記をよむと︑中国の科学技術につい を明らかにするとともに︑かれらの代表的な文章や著作
て︑いろんなことがわかってくる︒どんな分野が官僚制にも眼をくぼることによって︑各分野のあいだの内的な
のなかにくみこまれ︑どんな分野が在野の人の手にあっ連関もさぐってゆきたいと考えている︒

たか︒官僚制のなかで︑あるいは︑社会的に︑どんな

異端運動の研究

︵班長︒会田雄次︶

位置づけがあたえられていたか︑各分野の相互のあいだたのは︑後漢書方術列伝であり︑現在およそ三分の二あ
に︑どんな連関があったか︒科学技術の担い手はどういたりまで読みすすんだ︒班員は所内外をあわせて十一
う人たちであったか︑そうした点がたいへんはっきりす名︑毎週火曜日の午前中に会読をおこなっている︒
る︒時代を追ってゆくことによって︑各分野の比重や位
置づけの変化もわかってくる︒それとともに︑いろんな
問題もでてくる︒

たとえば︑天文学は国家の手で維持される公的な科学
だったが︑官僚制のなかでの天文学者の位置づげは︑時代
とともにさがってゆく︒しかし︑天文台の機構や観測装

置などは︑むしろ整備され︑規模も大きくなってゆく︒ これまでヨーロッパの中世末期の異端運動について述
それはなにを意味しているのだろうか︒あるいは︑天文べられる場合︑さまざまの異端運動が列挙され︑せいぜ
学者のなかには水利事業にたずさわったひとが多い︒一いそれらの間の影響︑被影響の関係が論じられるだけ
見︑迂遠にみえる天文学と土木工学には密接なつながりで︑異端運動にパターンの違いのあることは考えられて
のあったことがわかる︒とすれば︑天文学の観測技術とこなかった︒それはわが国だけのことではなく︑ヨーロ
土木工学の測量技術とのあいだに︑あるいは︑両者の計 ッパでもそうであったといえよう︒しかしそれらは二つ
算技術のあいだに︑具体的にはどんなつながりがあったのパターンないし類型に大別できるのではないだろう
のだろうか︒
か︒もとより異端運動の実態はさまざまであり︑その影

30

共同研究のうごき

共同研究のうごき

類型を考えることほ︑それらを整理していく上で有効で

二つのパターン︑類型と表現したが︑その二つが歴史的

度の親和性をもつことを示すのではないだろうか︒
右の構想はまだ十分に熟したものではない︒ここでは

静観係ほ複経である︒．しかしそのような︒︵ターンないし

はないかと考えられる︒

状である︒われわれの研究班は西ヨーロッパだけでな

題も残されていよう︒また班員の間に異論もあるのが現

な流れとしても把えることができるかどうか︑という問

リスト教会のあり方に帰ろうとするもの︵Pユmiti≦．Sm︶

では︑そのパターンないし類型とは何か︒一つは原始キ
であり︑他は﹁千年王国説﹂である︒言葉をかえれば︑

ているので︑こればわれわれの共同研究の動きの中の一

く︑ビザソツ圏︑日本︑中国の異端運動の研究も包括し
apOStO−icaを理想とする宗教

部の︑そして全く中間的な報告にすぎない︒

前者は﹁使徒的生活﹂≦．ta

ともできよう︒前者の代表は初期ワルド派︑フランチェ

まえにやっていた﹁重層社会﹂研究班のころから︑班

理論人類学の研究

もちろん十四・五世紀になると︑異端運動はしばしば

員のあいだで﹁理論人類学﹂というような分野をやって

︵班長・梅樟忠夫︶

運動︑後者は世直し期待・願望の宗教運動と表現するこ
スコ沢の厳格沢に︑後者の代表はフス派のタボル派に求
めることができる︒一ほ社会変革的要素をふくまない純
宗教的運動であるのに対して︑他は近い将来に背神の徒
は打倒され︑選ばれたる者のみからなる至福の千年王国
が実現されることを説き︑期待・瞑望の内実はいちじる

この両要素萱父えている︒後期ワルド派はもはや﹁使徒

みたいという声がたかかったので︑﹁重層社会﹂研究班

しく社会的である︒

交えることが多く︑フランチェスコ派の厳格派の流れを

的生活﹂を理想とするだけでなく︑千年王国説的要素を

﹁理論人類学﹂研究班という︑一種の出店をつくったの

のいわば直系にあたる﹁比較文明論﹂研究班のほかに︑

けではない︒これからつくってゆこうというのである︒

もっとも︑理論人類学などという既成の学問があるわ

である︒

くむべギソ派もそうである︒逆にタボル派にも﹁使徒的
生活﹂を理想とする要素が皆無なのではない︒けれども
このような実態は二つのパターン︑類型を考えることが
無理であることを示すものではなく︑その二つがある程
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第三ほ︑考現学的アプローチである︒街頭あるいは住

向を代表する︒

居内において生起しているさまざまな事象の徹底的観察

ウィーソ学派の文化圏説とかマリノフスキーの機能学説
とかをはじめとして︑人類学においても﹁理論﹂と称せ

混合および系列性の研究などがその代表である︒

ようとするもので︑班員和崎洋一氏のP・N理論︑部族

どでの観測側から︑部族と人口との数学的関係を抽出し

第四は︑数理社会学的アプローチである︒アフリカな

うとする︒班員石毛直道民らがこの方向を代表する︒

・測定を通じて︑その現象のシステム的構造を抽出しよ

られるものば︑古来すくなくないけれども︑そういう諸
﹁理論﹂の学説史的勉強をやろうという気もちは︑われ
われにはさらさらない︒むしろ逆に︑徹底した現在学的
観察のなかから︑文化と社会についてのあたらしい﹁理
論﹂の抽出をこころみようというのが︑この研究班の基
本的態度なのである︒
われわれは︑﹁理論﹂ということばを﹁モデル﹂のこと

第五は︑親族数学的アプローチである︒最近来日せら

って︑親族組織の構造をモデル化しようとするものであ
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と解している︒文化と社会のモデルがつくりたいのであ

る︒すでに大きい成功をおさめて世界的に評価されてい

れて︑わが研究班に参加された中央研究院民族研究所の

えにかいたが︵梅樟︑﹁文化分析の構想﹂人文学報第二二

る︒わが研究班としても︑劉氏にまなぶところ大であ

る︒それも︑できうべくんば︑数学的モデルがつくりた

号︶︑それ以後も同種の関心は持続展開し︑研究班参加者

る︒班員以外では︑山下正男助教授などの論理学者との

劉斌雄博士がその代表である︒群論等の抽象代数学によ

諸氏によって︑さまざまなこころみがうみだされている︒

交流を期待していたのであるが︑山下氏の渡米で︑ゆき

いのである︒文化の数学的モデルの形成については︑ま

その第一は︑言語分析的アプローチである︒アメリカ

ちがいになったのはぎんねんであった︒

の構築に成功するかどうか︑それほまっ
の時代というべきか︒

たくわからない︒現在はまだ︑この研究班の︑暗中模索

まった﹁理論﹂

ろみが展開しているのであるが︑はたしてこれで︑まと

このように︑理論人類学研究班では︑いろいろのここ

でさかんなコンポーネソシアル・アナリシスなどは︑こ

式化しようという方向である︒班員藤岡善愛氏がこの方

いは精神病理学からはなれて︑人間精神の作動様式を定

第二ば︑精神人類学的アプローチである︒心理学ある

スへの傾斜がつよい︒

﹁比較文明論﹂研究班と交錯しっつ︑エスノ・サイエン

の方向に属するものであろうが︑わが研究班ではさらに

共同研究のうごき

旅だより

アフガニスタンから

田

中

重

雄

今度発掘を始めた︑スカソダル・テペはアフガニス

タソの首都カーブルの北三十キロ︑東西四百︑南北三

宮メートル︑高さ四十メートル︑中央部に隆起を持っ

た一見男性的感じを持った丘です︵上図︶︒

最初見た時︑掘り揚げるのに十年はかかるのでない

かと︑恐れをなしたのですが︑表土から浅いところに

七十人の村びと達の手を借りて︑四メートル角︑首十

遺構の壁が現われ出し︑九月から四ケ月間︑一日平均

量に専念したわけですが︑その間一部の隊員によって︑

五の区劃を掘り揚げました︒私はテペとその周辺の測

れました︒

バアーミヤソ五十三メートル大仏の写真測量も行なわ
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によって占められていた事は確かで︑外壁の内側から
より古い壁が現われる可能性もあり︑もっと掘り進め
なければ全貌は掴めませんが︑それはそれとして︑目
前にこの像を突き付けられる事に依って︑手薄の感の
あったヒソズー研究を押し進めるきっかけにするのも

現われ︑ある時期−七世紀頃−この丘はヒンズー教徒

期の城塞か仏教寺院址と考えていた隊員は驚室戸迷っ
たわけです︒テペの最高部から神殿と思われる遺構も

常に珍らしいものでした︵右図︶︒それまでクシャーン

が︑今度それを引き揚げアフガニスタンへ集碕し
ました︒

ペシャワールの北シャバズガリ村にあったのです

従来京大隊の発掘装備品倉庫は︑パキスタン︑

にして中央アジア学術調査隊と改称されました︒

スタン学術調査隊を継承するものですが構想を新

十九年に発足したイラン︑アフガニスタソ︑パキ

○文学部樋口隆康氏を隊長とするこの調査隊は︑五

して力強く︑この国としては他に一例あるのみで︑非 ルへ出ました︑

上層からばペルシャの陶片︑中国の染付片等︑中層 意義あることだと話し合った次第です︒
からは︑十月も末頃になってヒンズー教のシバ神とパ 宿舎へば東大隊の人達︑外国では西独︑フランス︑
アルバティの並身像が出土しました︒アフガニスタソイタリー︑アメリカ隊の人達が訪ねてくれました︒
産の自大理石に刻まれたこの像は︑高さ八十四センチ︑十一月には入るとテペから見える山々は裏白くなり︑
台座にばブラフミイ文字の銘文も刻まれ︑作は緻密に 十二月二十日宿舎を引き揚げ︑出国手続きの為カーブ

■■■■一■−■ヽ（■ノ■9■■ゝ
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ヨーロッパから
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藤

枝

レニングラード︑一九七〇年八月二七日
いろいろお世話になり有難うございました︒八月二

日本からの参加者は殆んど同じウクライナ・ホテルに

滞在したことば無駄ではなかった様です︒着いたのが
恰度歴史学会の閉会式の日で︑ホテルは満員でした︒

泊ってた様でした︒学会の参加者四千もあったさうで
す︒

当レニングラードでは︑旧知三人︵研究所一人︑エ

ルミタージュ二人︶わざわざ空港まで迎へに来てくれ

には十三人いたのが︑．今は二人になって

の東洋学研究所へ通ってます︒教壇研究グループは前

ました︒毎日︑午前はエル︑︑︑クージュ︑午後はその隣
回︵六四年︶

ゐるので一寸面喰ひました︒但し︑前回にも中心にな

景気よく︑集会を御継続のことと存じます︒コペン
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河野先生机下

ってやっていたのはその二人だけで︑実質はあまり変

ってゐません︒エルミタージュ︑東洋学研究所ともに︑

一日は台風のため大阪−東京便の欠航で足どめ︑二二

日もその影響で︑東京←モスクワ便の出発が三時間も

今は教壇より西夏に重心が移ってゐる棟です︒

二

来る土曜午後にストックホルムに参ります︒

遅れました︒但し到着以後ば万事順調です︒
二四日︑二五日の二度︑モスクワの東洋学研究所を
訪ね︑二五日に所長に会ひました︒百五十年記念式ば

ハーゲンに落着いてやがて半月︑講義は四回やって︑

ペンハーゲンなら︑さう遠くないからその時また来な

多分十一月九日にやることになるとのことです︒﹁コ

万と少しかかるので返事に困りました︒とにかく︑祝

﹁教壇写本﹂研究班各位

辞を所長に渡して来ました︒流動研究員の件は︑所長︑

どうやら軌道に乗って来ました︒当初は︑ほとんど質

コペンハーゲン︑一九七〇年九月二九日

国際交流部長︵くese−○く経済学者︶ともに機嫌よく話

問する者がないので︑﹁どうしてそんなに黙ってる﹂

さい﹂とのことです︒遠くはないと言っても︑往復十

にのってくれました︒こんなことで︑モスクワに三日

ー′■l■佃■′●■■ヽ

外国人の先生の英語の講義がはじめてといふ者があっ

で話して︑通じ合ってるので驚いてます︒青森と鹿児

デンマーク人とスエーデン人とが︑それぞれ自国語

コロナの旧式電動に代へてもらひました︒

て︑﹁英語で質問などするのが億劫である﹂などと言

島より近い棟です︒一昨日の日曜に︑水中翼船で向ひ

と聞いたら︑高校から来たばかりの一︑二年生など︑

ってました︒その内に︑一人むやみに英語の上手な奴

町まで見物に行って来ました︒覚えたてのデンマーク

側のスエーデンのMa−mひに渡り︑Lundという古い

そいつは

石に僕のデンマーク語はスエーデソ人には通じません

語で道をきいたり︑買物しようと試みたのですが︑流

たり︑休み時間に駄弁ってゐたら︑何と／

が居るのを発見して︑そいつを相手にしてやりとりし
アメリカ人でした︒とにかく︑そいつがリーダーにな

に近く︑近所の商店は軒なみに﹁王室御用達﹂の看板

宿は一九世紀初めの建物で︑塔がついてます︒王宮

でした︒

って︑昨日は︑途中で一遍休みがほしいとか︑漢文の
プリントを作って読んでほしいとか︑注文をつける様
になりました︒ここの学生は感心に午後の時間も居眠
りしません︒

ほか︑夕食も宿で食べてます︒六時半にドラの合図で

を出し︑いぼば市内の最も優雅なる一画です︒朝食の

食堂に集まり︑デザートの後ば別室でコーヒーといふ

別封で︑研究室の写真を送ります︒前の広場は︑市
内の名所の一つで︑茶店が出てます︒先週は︑ここで

人シ︑
lnst．その外︑アッ
リイタリア人︑アメリカ人など様々で︑食後二十分

Asian古風なしくみです︒客はデンマーク人のほか︑トルコ

軍楽隊の演奏があったり︑映画の撮影に来たり︑部屋に
Inst．三階がCentr巴Asian

じっとしてても︑退屈しません︒四階がEast

来る客もあります︒

ばかり雑談して部屋に引取ります︒外から食事だけに

ベルリソの十日間に︑写本の時代判定は紙質を見る

ア学︑イラン学︑等々︑一つの建物に同居してます︒
の家を買収して︑二階以上を研究室に使ってます︒小

のが最も確実であることを確認しました︒ここでは写

但し︑一階と地階は店舗です︒大学が過密化して近所

め︑控の間が後側についてます︒控の間は台所兼暗室︑

生の個室はところが一階で︑広場に面した窓三つを占

極めて上質の紙を一つ見かけました︒これはこれで︑

してみると大変はっきりします︒南朝の奥書のある︑

本断片が一枚一枚ガラスに挟んでありますから︑すか

れました︒1．田．M．の新式は敏感すぎて使い難いので

冷蔵庫までついてます︒タイプライターは電動式をく
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コペンハーゲン︑一九七〇年十二月一日

四

けることになって︑今日はいろいろ心得を聞かされま

・︑つの基準になります︒透視撮影にも成功しました︒
明後日は︑王女の衝天君の出席するパーティー出か
した︒

十一月二十六日の大学の記念式に羽織袴で列席しま

に和えたものです︒

た︒干葡萄︑丁字︑生妾などを蜂蜜で煮て︑赤葡萄酒

す︒g−もggというクリスマス期の飲物が現はれまし

つきます︒日曜ごとに一本づつ火をつけるのださうで

ソクを四本たてた飾付が置かれ︑その一本にだけ火が

きな飾付けをしてます︒宿の食堂では中央の卓にロー

は驚きました︒夜は火がつきます︒銀行まで物凄く大

の広場︑小公園に市がクリスマス・トリーを立てたに

スづいて来ました︒研究室前の広場︑その外あちこち

十一月二十九日の日曜から当地はすっかりクリスマ

﹁敦煙写本﹂研究班各位
三

ロンドン︑一九七〇年十一月二日
﹁教壇写本﹂研究班各位
皆様御元気のことと存じます︒去る十月二五日︵日︶

パリよりロンドンに来ました︒ロンドンでも専ら北朝
期写本に主力をおいています︒日付のあるものを根こ
そぎ出してもらって︑書庫の中で撮影してます︒とて
も全部はとり切れませんから︑各巻から数コマづつ︑

した︒昨年は学生がデモをかけた由ですが︑今年は極

特に若干点だけ一巻全部をとってます︒ベローズを持
って来なかったのは失敗でした︒それがあれば併せて

めて平穏で︑一寸したみものでした︒三十人ばかりの

二度ばかり寒い日があっただけで︑七度−十慶ばか

メダルを手渡します︒

新博士に国王が一人一人握手し︑優等生には総長が金

りながら︑何とももったいない話です︒
︵土︶︑ケンブリッジまで

紙質写真もとれたのですが⁝⁝︒せっかく宝の山に入
去る三〇 ︵金︶1三一日

も同行︒北京本マイクロフィルムの複写の交渉もどう

﹁デンマークに冬はない︒長い長い秋があるのだ﹂と

りの気温がつづいています︒隣室のノルウェー青年は

泊りがけて行って来ました︒古泉君のほか西田竜雄氏

んど京都に来るミス・ハーバートの世話になりました︒

言ってましたが︑正にそんな感じです︒但し︑日あし

やらうまく行きました︒ケンブリッジ旅行は︑専らこ
来週はコペンハーゲンから便りを差上げます︒
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昭和四五年在籍

登録順︑記載順序＝1名前︑2国籍︑3出身︑4研究題目

社会交換の人類学

耀東︵中︶台湾大学︑﹃三国志﹄襲松之注の研究

的研究
遮

唐史及び唐詩の研

日本文化の人類学的研究

社会運動の研究

在彦︵韓︶

−

委

Li−jianaG−umac︵ユーゴ︶

S︒Sa︒neJOrロ︵丁︶コペンハーゲン大学

究

米騒動の研究

はすこぶる短かく︑夜明けは八時で︑午後四持前には SOmmer洛rひm氏が近くネパールから帰る筈なので︑
すっかり暗くなります︒小生目下︑夜明けと共に毎日 週か来々週にストックホルムに行って会って来たい
来
起床してゐます︒
と思ってゐます︒その外に︑国内のオールフスという
本日︑帰りの飛行機︑ホテルの予約を済ませました︒
町も覗きたいのですが︑どうも時間が足りさうにあり
ニー日当地発︑ケルン・ベルリソ経由︑二二日フランません︒東海大学のヨーロッパ・センターなるものが
クフルト発︑二三日デリー︑二六日バンコック乗替で︑外にできてゐます︒今週土曜に訪問する約束になっ
郊
てます︒
二七日︵日︶夜に伊丹に帰着します︒

外国人研修員・国費外国人留学生

Ricbard声Guiss︒︵加︶

唐代科挙

謬r︒miBefu莱︶スタンフォード大学

オクスフォード大学︑唐代の歴史
林
文月︵申︶台湾大学︑唐代中日文学比校研究
日本における中国
R研
︒bertRa≦．ロ ︵米︶ カリフォルニア大学

スイス国科学研究基金︑李阜吾の研

leanJacqueSubr2nat︵仏︶極東学院

究

ハーバード大学

フランス極東学院︑中国仏教と道教の

中国近世の白話文学

Jean竺訂teニスイス︶

究
仁進︵中︶ −

AnnaSeide二西独︶

蘇

研究
Miche−T・Da茸二来︶

D︒邑dROden采︶

馬夢龍

ウィスコンシン大学

大正中期から昭

J︒hnMajOr采︶ハーバード大学漠時代の歴史学と地理学
公孫龍子の研究

光国︵中︶トロント大学

和初期学生の意識
楊

オレゴン大学︑一九二〇年代政治

ク

BarbaraH・GOetZ︵西独︶ヴュルッブルグ大学文子の研究
J︒︒henE・内ande二西独︶

社会史

Fa−cOロeriG・Ra官采︶

38

・会

看いたもの−覧

田 雄 次

四巻︑総説︶

市民運動の原点

もう一度︑べ平連原理の確認を！

生きている古代の律令制

良心的兵役拒否とアメリカ帝国主義

優雅な人びと・怒れる人びと

︵五十音順︶

一九七〇年七月−十二月

講談社
淡交社

三〇号特集

ダイヤモンド社
白巳啓発

ベトナム通信

圧制を圧制として意識せよ

朝鮮人

四・五合併号

毎日新聞

興文

三

七月

七月

八月

九月号

号

八月一一日

ベトナム通信三〇号

ベトナム通信

二≡・二二二合併号一〇月

三四号一一月

朝日新聞一〇月二七日

三五号一二月

世界宗教者平和会議を傍聴して

ベトナム通信

道

ベトナム通信

直

七月

家庭科教育一一月号

文芸春秋社

七月

死ぬまでつづけよう

毛

三巻︶

季刊人類学一巻三号

京都べ平連の解体

・石

台所文化の比較研究
エサから楽しみへ

カイ︑︑︑ロア・解説︵現代の冒険
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日本人の意識構造
貴族と女性︵歴史の京都

雅 道

日本人と欧米人

実業人の国際観・総説

・飛鳥井

文学一〇月号

九月

プロレタリア運動の時期区分︵上︶

健
三巻︶筑摩書房

七月

晶文社一〇月

井

︵世界文学全集

未来社

近代文化と社会主義
・荒

沼 二︻郎

礼記∧曲礼・檀弓∨︵訳︶

・飯

キリスト者と市民運動

月 月 月 月

・井・上
西郷隆盛︵上・下︶

清

上 忠 司

革命家の魂をぬいたレーニン劇

・井

山 寺 平

中公新書

七︑八月

一月

私の外国語︵共編︶

︵中公新書

中公新書

七月

中央公論社 七月

季刊人腰学一巻三号

へのコメント

季刊人類学一巻三号

七月

七月

文芸春秋社 七月

三巻︶

私の外国語︶

生活と文化のなかの外国語︽モンゴル語など︾

作品解説・ヤワイヤ号の冒険︵現代の冒険

八月

石毛直道ヽ台所文化の比餃研究﹂へのコメント

有斐閣

桑原治雄﹁伝染病の生態﹂

七巻三号 七月

一

八月

合同出版一〇月

季刊人類学一巻四号一〇月

へのコメント

八月ニー日

中央公論社

九月

人文一号一〇月

中央公論社

文芸春秋社 八月

六巻︶

朝日新聞

世界会議に出席して

三〇号 八月

Energy

ボーカル・コ︑︑︑ユニケーションの文明史︵座談会︶

東南アジアの文化︵監修︶

一

デジオ・コマーシャル
言語的帝国主義とエスペラント

︵共著︶

中央公論一〇〇〇号

作品解説・カチン族の首かご︵現代の冒険

私と中央公論

家事整理学のすぺて

国家形成と海

三川目四﹁縦横人類学﹂

七月一〇日
アジアの理念︵対談︶ ︵状況的 − 竹内好対談集︶

八月

七月

毛沢東思想研究一一月号

中央公論社
岩波書店

中央公論増刊号

ルソー論集︶

都市の中間階層を中心に ︵太田武男漏 現代の離婚問題︶

戦後における離婚観の変遷

・上
西田幾多郎
ルソーとマルクス

宣命のロジック︵桑原武夫編

樟 忠 夫

神々の体系 − 古事記の神統譜

・梅
七〇年代の観光京都のビジョン

七月

七月

週刊ポスト

︵観光事業経営者夏季講座講義録︶京都市文化観光局
竹村健一対談・未来先取りゼミ ︵一︶

これからは﹁なまけ者﹂にならなアカン

号

七月一八日

朝日新聞

日本人の心で感じたこと

未来社会と生きがい︵二︶週刊・朝日ゼ︑︑︑ナール

ー二号

七月

未来社会と生きがい︵三︶週刊・朝日ゼ︑︑︑ナール
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NO＜P

月

ー一月号

TajdO

共同通信
月

ハ日

岩波書店

九月
歴程一一月号

・河

野

健

虚

二

孝

次

道太郎

潮

八月

八月六日

岩波書店

八号一一月

合同出版社一一月

日本読書新聞一一月

アジア一〇月号

秋季特別号一〇月

朝日新聞

ルソー論集︶

再刊

エコノミスト

八月

一二月

九月号

岩波書店 八月

ルソー論集︶

あとがき

ルソー論集︶岩波書店

朝日新聞一二月一〇日

経済学史学会年報

若きマルクスと現代

ルソーとフランス革命︵桑原武夫編

二十五年目の日本

上

人権を守る力︵座談会︶

・阪

田

ルソーとプルードン

・島

田

遊びの本質と役割

﹃孤独な散歩者の夢想﹄について︵桑原武夫編

・多

中国における近代思惟の挫折

︵桑原武夫編

書評・近代日本経済思想史Ⅰ

監訳・シャフほか

書評・奇妙な敗北

アジアと社会科学

人為の限界と可能性

n・rO遥一一月

放送朝日一一月号

ハンジング

ポスト万博 − 大阪の新しい展開︵対談・左藤義詮︶

科学と文化︵対談・湯川秀樹︶

La

巳ng昌imperiismOkaj EsperantO

泉清一さんをいたむ

田 武 男
八月

七月

ジュリスト四六七号一二月

有斐閣

︵三島海雲記念財団第七回事業報告︶

牧畜民の食生活を中心とした比較人類学的研究︵共著︶

・太
現代の離婚問題︵編︶

野 和 子

現代の内縁問題∧シンポジウム∨

・小

山 紘一

花ひらく庶民文化︵世界と日本の歴史一六世紀︶

・樺

五巻︶

岩波書店一〇月

世界歴史一一巻︶

中期ト︑︑︑ストと後期中世政治思想史学雑誌七九編九号一〇月

勝 義 雄
世界歴史

中世後期の政治思想︵岩波講座

・川

美への執念

貴族社会の成立︵岩波講座

T41

・竹

内 成 明

護

八月
九月号

九月

朝日ジャーナル
展望
岩波書店

七月

二月

九月

平凡社一一月

学習研究社

筑摩書房

二巻︶

五巻︶

ルソー論集︶

清水幾太郎・戦後行動的知識人の終焉
言語意識の陥穿

中 謙 二

ルソーの学問批判︵桑原武夫編

・田

波
世界歴史

中国古典文学大系︒戯曲集︵上︶︵編訳︶

・礪

田 英 正

居中期の政治と社会︵岩波講座

⁚水

村 賢 郎
三巻︶

春秋左氏伝︵共訳︶︵世界古典文学全集

・中
王権の拾頭︵日本と世界の歴史

学習研究社一〇月
世界歴史一一巻︶

三十年戦争︵日本と世界の歴史一四巻︶
ドイツ身分制議会︵岩波講座

世界歴史

二巻︶

岩波書店一〇月

岩波書店一〇月
十四・十五世紀の西ヨーロッパ諸国︑ドイツ
︵岩波講座

直

樹

間

・狭

辰三郎

中国の社会主義

崖

書評・菅沼正久著

・林

芭蕉の文化史的背景︵芭蕉の本一巻︶

謹一

日本読書新聞

九月二一日

岩波書店 八月

ルソー論集︶

二巻︶角川書店一一月

二月

三二号一〇月

芸能史研究

角川書店 八月
京都市一〇月

煎茶と名水

﹁平安の新京﹂序説他︵京都の歴史一巻︶
島原・天草の乱について

馴諾鰯教授国史論集

口

夫

︵桑原武夫編

﹁いけばな﹂の流れ︵いけばなの文化史

・樋

丈

ルソーのパトリオチスム

・日比野

陳嘉庚−東南ア商業完全制圧を果した大華僑

学習研究社

二万

流動 二巻七号 七月
月撃筑摩書房 九月

九二号一二月

五経索引内容見本一一月

東葺口同校通信国語

ハ巻︶

内藤先生と金石拓本︵内藤湖南全集一巻

武

夫

清帝国の秋︵日本と世界の歴史

岡

年末年始の北京

・平

﹁五経索引﹂を世界の人に
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・福

永 光 司

五経・論語︵共編︶
易︵解説・訳注︶

枝

晃

︵日本思想大系

三四巻

地理

筑摩書房

筑摩書房
九月

九月

岩波書店一一月

八月

号一一月

ハ巻二号一二月

季刊人類学一巻四号一〇月

七月

七月号

二八巻六号

京都同風印社

教育と医学

東洋史研究

月報︶

益軒の﹃養生訓﹄と梅園の﹃養生訓﹄

・藤
平庵穿帯印百選︵編並びに序︶

岡 事 変

矢野仁一先生と﹁昭和六年﹂

・藤
テストのできるまで

へのコメント

季刊人類学一巻三号

小泉英雄﹁アンチ・ホモ・ファーベル﹂

越 昭 生

へのコメント

吉田集而﹁イセエビとはしか−民族薬学へのアプローチ﹂

・船

宅 − 郎

地域研究と地誌

・三

三巻

の書き換えについて

京都大学大型計算機センター広報

統計汎用プログラム ︵BMD︶

・山

下

田

男

児

︵再録︶

正

慶

行動科学の思想

︒山

田

光

邦

現代のエスプリ

五巻︶

科学史のすすめ︶

四四号

筑摩書房

中国科学の思想的風土

パタ
−
︵広重徹編

ーン・認識・制作

︒吉

二巻︶

七月

一〇月

八月

八月

九月

九月

御所車と花車︵日本の文様

山・鉾のデザイン流れ︵祇園祭工芸品集

京都市経済局

一一月

一一月

一一月

一〇月

暮らしの原理

淡交社

日本及日本人

三号

流動

一一月

一一月

茶道雑誌

工芸ニュース

巨大工場化への反逆
星の宗教
日本万国博のデザイン
茶と幕末の日本

心情公論

一二月

三号

家庭科教育一二月

考古学と自然科学

三巻︶

七−一二月

八号一二日

中央公論一二月

京都市経済局一二月

近代経営

日本のなかの朝鮮文化

︵日本の文様

工芸社会への反逆は可能か
巨大社会と人間
定量化ということ
日本のなかのウメ
内と外にあるもの
︵座談︶

一九七〇年代の課題

伝統産業を考える

李朝芸術の再発見
技術文明ろん
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編

集 後 記

本誌﹃人文﹄が︑いわゆる﹁官報﹂でも学術

ものが出るのならば︑発行回数を増やすことも

因によるものである︒しかし︑これだけ大きな
可能なはず︑という意見も当然でてこよう︒事
ついで編集の労を考えて︑三回位が適当なので

実最初は年四回発行が望ましいとして再出発し︑

てしまったのだった︒確かに編集の労は負担で

はないかとされながら︑第一年度は二回になっ
ある︒私などはべテラソにまじってのオブザー

これは︑人文科学研究所の全メンバーが︑専門
外のものにもわかるように︑お互いの仕事を知

ないが︑他のお二人の労は大きく︑かつその熱

バⅠ的存在だったので︑口幅ったいことはいえ

雑誌でもないことを︑改めて確認しておきたい︒

つねに︑このことを忘れないでほしい︒とくに

単純平均年令は四六・五ばかりであり︑この号
はほぼそれと同じである︒これをもっと引下げ
たら︑もう一つ違った趣きが出てくるはずであ
る︒しかし︑現在の本誌の建前からゆくと︑第
三号でほ逆に平均年令が上向くことが予想され
る︒そんな逆戻りを避けるために︑これからは︑
例えば﹁共同研究のうごき﹂は︑班長の公式報
告だけでなく︑若い班員からの批判的意見をの
せるとか︑また若い層の意見を引き出す場を

このような主旨は︑第一号では︑必ずしも明確

術雑誌と︑錯覚するおそれがあるようである︒

事の鮮度が落ちることも避けられようし︑また

を貫いてはしいと望んでいる︒そうすれば︑記

のだが︑次年度からほ何とか年三回ほ出す方針

バー的存在としてはいよいよいいづらいことな

一月号といったように︶をお書き下さるようお

は巻号と発行月︑あるいほ発行月号︵たとえば

﹁書いたもの一覧﹂についてのお願い︒単行
本のばあいは発行所と発行月を︑雑誌のばあい

◇

﹁私の考え﹂のはかに︑何か設けるとか言った
ことなども考えてみたい︒

でなかったが︑第二号では︑はるかに徹底して

願いします︒雑誌の発行月号が実際の発行月と
違っているばあいには︑発行月号の発行月によ

だから唯一人編集委員を交替していくオブザー

心さは︑実際のところ少々傍迷惑な位だった︒

らせあい︑批判しあう場なのである︒執筆者ほ︑
﹁共同研究のうごき﹂や﹁講演﹂の執筆者は本

きたように思われる︒執筆者諸氏のご努力に感

書評や講演が集中することも防げるのではない

誌を官報と︑また﹁書評﹂の執筆者は本誌を学

謝したい︒また︑本号のカットほ︑すべて田中

◇

だろうか︒
以前の﹁所報﹂が行きつまった原因の一つに
〝敬老精神〃が濃厚であったことを挙げ得る︒
当時の長老たちの文章をむやみに集めようとし
て︑原稿の集まり方が悪くなり︑それが紙面の

一月号の分ほすべて︑次号にまわさせていただ
きました︒

︵一九七〇年七月〜一二月︶からは一九七一年

って統一させていただきました︒たとえば︑実
際には一二月の発行であっても︑一月号は一月
の発行として取扱わせていただきましたので︑
今回の ﹃人文﹄ 第二号の ﹁書いたもの一覧﹂

重雄氏をわずらわした︒併せて感謝の意を表し

︒
◇
二号は一号に比べて大分厚くなった︒一号位
予定紙数を大幅に上廻ったことになる︒その理

いこまれた︒その点で︑この第二号はたいへん

動脈硬化につながり︑挙句の果てに廃刊へと追

の大きさが最初からのメドだったので︑今回は

したことと︑講演がこの号に集中したことによ

を数えてみたところ︑四六歳と若干の端数が出

好い方に向ったと言える︒試みに執筆者の年令

由は︑書評が一号の二点に対して八点と四倍増
る︒書評が八点にも上ったのは︑この半年間の

晃

二郎

た︒第一号では五三歳余りであった︒その道い

︵西︶中村賢二郎

︵東︶藤枝

︵日︶飯沼

賀すべきことかも知れない︒講演が集中したの

笹思う︒ついでながら︑本所の研究部門全長の

が一号と二号との紙面にそのまま出ているよう

編集委員

う研究所の行事慣行の結果で︑いわば季節的要

は︑公開講演が八月と十一月に行なわれるとい

研究成果が豊富だったことを意味するので︑慶
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