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武 雅
男 実 一

ー：⁝わたしの考え

任期を了え

て

河

野

健

二

所長退任の弁を書けといわれて︑考えているところへ︑私にとっての同
ページを繰っていると︑学問論はもとより︑新劇について︑音楽について︑

学の畏友︑内田義彦氏から﹃学問への散策﹄と題する近刊が贈られてきた︒

イとして通用するものを書かんといかんなという気持をこめて︑この本を

小説について自由自在に論じたエッセイ集である︒﹁社会科学者もエッセ

﹁学問への散策﹂というタイトルを見て︑﹁うまい題だな﹂と思う一方︑

作った﹂と﹁あとがき﹂に述べている︒
この四年間︑﹁学問への散策﹂を怠ってきた自分のことが急に気になった︒
もいうべきもので︑連日のような会議や︑予算獲得のための陳情︑諸団体

研究所の所長という仕事は﹁学問への散策﹂どころか﹁世俗への没頭﹂と
との折衝︑複雑な人事問題など︑学問の土台作りといえば体裁ばよいが︑
のたぐいだ

実際は雑務の連続でしかない︒四年問に残した書きものといえば︑内田氏
のような品度の高いエッセイとは比較にならない﹁論壇時評﹂
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けなのは︑まったく味気ない話である︒
管理職といっても色々あって︑学者から知事になるようなケースでは︑
三選や四選どころか七選までやろうというファイトが出るものらしいが︑
自分を研究者だと思っているかぎり︑研究所長のような仕事は短かいぼう
がよい︒所長として残した仕事というものは︑あっても仕方がないものだ
し︑また誰れがやっても変りばえしないものだかちである︒
しかし︑所長としての私は恵まれていたと思う︒所長になると学内外の
他の研究所長たちと接触することになり︑他の研究所長たちが紛争の後遺
症や職員問題などで深刻に悩んでいるのをしばしば見聞することができた︒
私の場合︑研究所の内部に関するかぎり︑困難な目に出会ったことば︑ほ
とんどなかった︒おそらく︑研究組織にしても︑事務室にしても︑組合に
しても︑なるべく所長には問題を投げかけないでおこうという配慮があっ
たのに違いない︒私のところへ提起されたときには︑問題は事実上おわっ
ていたことが多かった︒
こういう所内のいたわりのおかげで︑私は山積する大学全体の問題にい
くらか取組むことができ︑また研究所長会議や文部省との関係でも研究所
の業績や任務を知ってもらう上で多少の力をさくことができた︒もちろん︑
わが人文科学研究所がわが国有数の特色ある研究所として重きをなしてい
るのは︑先学および現役の研究者の仕事の質の高さに由来するものであっ
て︑所長個人のよくするところではない︒ただ︑そういう背景をせおって
いたために私の仕事は極めてやりやすかったということができる︒この点︑
私は幸運であった︒感謝のはかはない︒
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於

雅一

栄一条・京都イタリア会館

昭和四八年一一月一九口

村

結果であるが︑その前提となるのは︑借用語や逐語訳

●●

文法構造に影響する︒これは言語の上にもたらされる

そのことは︑借用語を生む次のような要因を考察す

が文明の拡大の尖兵として働くということである︒

ることによって一層確かになる︒

一︑言語︑というよりも文化の権威の差︒

接触する諸言語︑諸方言の問には言語の性格とは無

●■

い所へ語は流入する︒言語間の地理的距離は二次的要

関係に権威の差があるのが普通である︒高い所から低
因である︒
二︑文体上の配慮︒

各言語はその語彙の問に複雑かつ独自な連想関係が

ある︒テレビの連想クイズを外国語に訳すのは至難の

業である︒そのため︑ある言語のAという語に︑他の

言語で一義的な妥当性のあるBという語をあてるより

三︑対応語が全くない外国の文物に接した場合︒

もAをそのまま取り入れるはうが好ましい場合がある︒

語義の可塑性を利用して語彙を転用することができる︒
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開所記念講演

翻訳論
−−借用語と逐語訳

野

翻訳の手続きとしては︑借用語や逐語訳は極めて単

けれども︑文化のある領域に関する語彙を大量に借用

この場合も︑語形の直接の借用を避けようと思えば︑

者では文法的︑語彙論的規範からの逸脱の度合が問題

したり︑外国語をなぞったりするのは珍しい現象では

純なものである︒前者については︑音韻上の適応︑．後

になるぐらいであろう︒しかし︑翻訳を文化接触とい

ない︒︵なぞりは逐語訳の形態素レベルヘの縮小版と

●●●

う場で考えると︑これらの過程の重要性がたちまち明

考えられる︒︶

異質な文化を取り入れる時︑ことばも

らかになる︒新たに導入された語は在来の語彙構造を

バ

変化させる可能性をはらみ︑不自然な逐語訳の定着は

■■●●■●▼◆■−f、■■●■●▼ヽ■■■●■●■◆■●▼ヽ■●●■●■●■■■、■●■●■▼「■●■◆■●｛●■●●●●▼◆●■●●■●■●■●▼●■■1■●■●■一■ヽ■●イヽ■●▼■■▼▼■■■−■●■●u●■ヽ◆▼◆■●■ヽ■●一●■，嶋、一▼¶■■■●■●−●■●▼▲●■†−●■◆−■￣

明の拡大と共に︑国際共通語彙を生んだ条件である︒

また新しくなければならないのである︒これが西洋文

中である︒わたしの考えでは︑いまの中国の文学作品

でも︑李雲徳﹁沸騰的群山﹂第二部をテキストに使用

するよりは︑社会的な資料として読んでいく立場があ

は︑文学作品としての成熟度・完成度うんぬんを議論

に与える影響︵たとえば漢文訓読が生んだ日本語の語

るのではないかとおもう︒

以上︑借用語について考えた︒逐語訳は︑言語構造
法︶という点では異なるが︑それを起す要因について

﹁天

さて︑そのような立場で眺めていくと︑文学作品は︑

文化大革命に対応するよりも︑林彪批判に対応してい

は借用語と同様である︒一例を挙げれば︑日本︵そし
て他の多くの国︶の軍隊の号令はフランス語からの逐

るようである︒﹁劉少奇のたぐいのペテン師﹂

所収︑新江人民出

の

語訳だが︑それにはやはり前述の三つの要因が大きく

才観﹂を批判する話が出てくるのが︑その一例である

︵陳送策﹁二扁批判稿﹂﹃登高賛﹄

作用している︒ただ︑ここでは異質な体の動きとこと

●●●

の主流をなす

﹁革命模範

に

5

ばが問題になるのである︒そして︑それは別のより根
●●●

版社︶︒つまり︑文革が始って︑文学作品がとぎれ︑

●●●●●

うこころとこと︵ワザ︶とことばの相関にからだが加

源的な問につながって行く︒すなわち︑本居宣長の云

こに反映しているというわけである︒文革がまったく

ある︒

発表された︑革命現代京劇の作品は︑つぎのとおりで

劇﹂についていうと︑ここ一︑二年︑雑誌﹃紅旗﹄

文革以後︑文学︵文芸︶

となど︵金沙﹁両個飼養員﹂前出書所収︶︒

ば︑地主分子は︑豚小屋には立入禁止になっているこ

国の現実社会の一端をうかがうことができる︒たとえ

いたところに︑かえって興味をひくものがあって︑中

りあげた作品は︑まだない︒生活のなかの些末事を描

出てこないというのではないが︑正面から本格的にと

また続めるようになってみると︒文革以後の段階がそ

内

わって︑あらためて人間文化の組織原理が問われるの
である︒

文革後の中国文学
竹

一九七三年夏どろから︑ぼつぼつと中国出版の文芸
書が入手できるようになった︒大学︵文学部︶の授業

■−●■■←ヽ■−ヽ●■−qt−′◆■−′◆■◆■●■■▼●●■寸

﹁海港﹂︵﹁紅旗﹂一九七二年二期︶︑﹁竜江項﹂︵三瑚︶︑

﹁竜江

﹁紅色娘子軍﹂ ︵四期︶︑﹁奇襲白虎団﹂ ︵十一期︶︑
﹁平原作戦﹂︵一九七三年七期︶︑﹁杜鵜山﹂︵十期︶

以上の作品のうち︑とくに注目されるのは
項﹂である︒これをとくに賞讃した丁学雷論文が︑一
九七二年初頭に発表され︑しかも江青指導といわれる
﹁海港﹂に言及していないことば︑江育とは別箇に文
芸創作に従事するグループが存在し︑拾頭しているこ
とをものがたっている︒
﹁竜江領﹂の主人公は江水英という婦人の支部書記

問題を中心として

配偶者の代襲相続権の

現代の相続問題
−

太

ー

田

武

男

一戦後における民法の改正で︑配偶者とくに妻の

相続法上の地位を向上せしめたことは周知の事実であ

る︒具体的には︑配偶者相続権の確立がそれである︒

やや詳言すれば︑戦前の民法は家族制度の維持を建前

とするものであったから︑相続法の分野においても︑

縦の血統の維持が重視されていた︒それゆえ︑第一順

の場合にせよ︑通産相続の場合にせよ︑第二順位以下

位の相続人は︑直系卑属であり︑配偶者は︑家督相続

におかれていた︒だから︑先順位者︵家督相続の場合に
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であるが︑彼女が徹頭徹尾︑大衆の利益に奉仕し︑し
かも人命をなげうって大衆に奉仕するのでないところ
に︑文革以後の政治路線の反映があらわれていると考
えちれる︒脚本発表は︑毛沢東ニークソン会見と同じ
月であるが︑創作に必要とする時間を考えれば︑かな
り以前から準備されたものでなければならない︒社会

は︑法定推定家督相続人たる長男︑通産相続の場合には︑直

らないが︑この脚本の発表・内容からすれば︑それ以

には由ない状態であった︵旧九七〇条・九九四条・九九六

系卑属︶のある場合には︑妻は︑夫の遺産を相続する

状況としての﹁脱文革化﹂は︑あまりわれわれに伝わ
前と比べて意外に大きな変化なのではないだろうか︒

の維持を建前とするものであったから︑家督相続制度

を廃止し︑通産相続についても︑その根拠としては︑

条︶︒しかし︑戦後の改正民法は︑民主的な家庭生活

生前の扶養に代る死後扶養ないし無主財産の合理的分

これらの劇︑およびほかの小説類にあらわれる︑階級
たを暗示しているようにおもわれる︒その矛盾は︑か

放とされる﹁悪玉﹂は卑小であり︑社会矛盾のありか
くれた悪人を発見し︑投獄することで終っている︒

・〜1■■■▲■∧ヽ1M■■■1■◆■■■■1ヽ■■1■●′1■●ト1■◆鼻■■■1■●■t一■■■●■■●−■1●●■■●▲ト■．◆【●■−■●●◆1−●−■■■■▼．■−◆■■▲●■′ヽ．●rl．■【■●●−●▲●1■■−1．◆へ■−■｛ヽ▲−1●▲・1一■−●．●【●▲＝▲●r●．■γヽ

●●

配の観念が強調されている︒だから︑同法は︑配偶者
で相続人となる

︵したがって︑その期待は極めて大きい︶

︵八八九条二項︶︑配偶者には︑それを認めていない︒

は常に相続人となる旨を規定し︑第一順位者たる子が 筈であるからである︒それにもかかわらず︑現行民法
ある場合でも︑その者と同順位において相続人となる の下では︑おい︒めいにまで代襲相続権を認めながら
ものとし︑配偶者相続権を確立し︵八九〇条︶︑配偶者

︵相続人︶

のも︑そのためである︒積極説は︑右に述べたような

の相続法上の地位を高めた点において特徴的である︒ 学界ならびに法制審議会などにおいて︑昨今配偶者に
二 それはともかく︑被相続人の子が︑相続の開始 代襲相続権を認むべきか否かの問題が論ぜられている
以前に死亡したとたときなどには︑その者
︵八八七条︶

は︑元来︑

あると解するが︑消極説は︑Hそれは︑妻だけの問題

の子すなわち被相続人の孫が︑その相続人たる子に代 点を論拠として︑配偶者にも代襲相続権を認むべきで
って相続する代襲相続の制度

続人が先に死亡し︑そのあとから被相続人が死亡した

とその配偶者との問に子がない場合において︑その相

しも︑配偶者︵妻︶に代襲を認めるとすれば︑相続人

家の制度の存在を前提とした旧法下︑嫡孫承祖の思想 か︑夫についても認めらるべきか︒また︑長男の嫁だ
に基因するものとして認められていた制度であった︒ けの問題か︑二︑三男の嫁についても認めらるべき問
だから︑その前提たる家の制度が廃止された新法下に 題か︑目妻だけの問題に限るとしても︑婚姻期間の長
おいては︑はたしてどれだけの存在意義を認められう 短に関係はないのか︑たとえば︑結婚の翌日︑夫︵相続
るのか疑問なきわけではないが︑新法下では︑それば 人︶が死亡し︑その後間もなく︑その夫の父 ︵被相続
代襲相続人の相続期待権の保護に役立つものとして︑ 人︶が死亡したような場合でも認めらるべきか︑臼も
引続き認められている︒
三 だから︑新法下︑代襲の場合には︑その者︵相
続人︶ の子の期待もさることながら︑その者の配偶者

の期待は︑その子に優るとも劣らない筈である︒なん ときは︑被相続人の妻の相続分は三分の一︑その相続
となれば︑現行民法のもとにおいては︑もしも︑被相 人の配偶者の代襲相続分は三分の二となるような不都
続人の死亡当時︑被相続人の子があれば︑その子が相 合を生ずるが︑それでもよいのかなど︑問題が多い点
続し︑つぎに︑その子について相続が開始したときに を指摘して︑配偶者に代襲相続権右認めることに難色
は︑当然に︑その子の配偶者が︑その子の子と同順位 を示しており︑未だ帰趨するところを知らない状態で
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に義和団1辛亥革命︑とりわけその外交史

務に携わるかたわら︑中国古代史︑とりわ

にも参加し︑﹁ヒけ
ス︑
ト秦漢時代の土地制度間題及び賦役制度

の研究に没頭し︑早くからわが

﹁辛亥革命研究班﹂

的方面︶

束洋史学科を卒業以来︑商学校諭として劇

ある︒しかし︑さきに述べたような背景のもとにある いずれにしても︑右の問題の解決は︑われわれ家族法
現行民法の建前よりすれば︑多少の制限︵たとえば︑相
学者に課せられた重大なる課題であり︑今後︑十分検
討を要する問題の一ったるを失わない︒
続人に子のないときに限るなどの制限︶をつけるにしても︑

︑

積極的に解すべきではないかと考えている︒

ニ

おくりもの
人文科学協会助成金

楠山修作氏は昭和三二年京都大学文学部

楠山修作氏

﹁辛亥革命の外交関係﹂は︑従来未利用要
のとする︑商秩の土地改革を論じた肝階の
研究や︑人頭税﹁賦﹂に関する諸論文は︑
外務省保管文書を利用して注目すべき新見
いずれもそうした困難を克服して生まれた
解を提出したものとして︑班員一同に深い
ものである︒
感銘を与えたのであった︒

の研究に取組んで来た︒その成果は﹁東方
リア﹂﹁東洋史研究﹂その他に多くの論文
学﹂﹁歴史教育﹂などを通じて世に問われ
を発表してきた︒元来この時期の外交史的
この助成金は毎年若手研究者を選んでお
て
いる︒氏が対象としている分野は︑史料
研究は我が国では︑日本史畑の学者のそれ
くられるが︑昭和四七年度は菅野正氏が︑
の絶対量がほぼきまっており︑数少い材料
が目立つのであるが︑氏の研究は中国史の
四八年度は楠山修作氏が選ばれた︒ともに
で独創的研究を発表するためには︑綜合的
立場からするそれである点に於て特徴を有
な時代性の把握と鋭い洞察力︑分析力を必
する︒特に辛亥革命班における最近の報告

あって︑すぐれた業績を示した篤学の士で

研究者としては必ずしも恵まれない壌境に
ある︒

菅野 正氏
菅野正氏は昭和三四年京都大学東洋史学
にありながらも︑一貫して中国近代史︵特

科を卒業以来︑高校教諭という多忙な職業
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﹃日本社会主義運動史論﹄
︵A5判︑三八〇頁︑三一書房︶

いうプリズムをとおして社会運動を考察す

ることであったが︑本書ではむしろこれと

は反対に︑社会運動そのものの発展の法則

性を︑社会運動全体の視野でとらえつつ︑

社会運動の側から日本共産党をてらしだす

またコ︑︑︑ンテルンなど国際共産主義運動

という形をとっている︒

の影響を重視し︑つねに国際的契機を考慮

しっつ社会主義運動が論じられようとして

いることも特徴的なことである︒

の叙述と分析よりも︑むしろ運動の組織と

義運動をテーマとしながら︑運動そのもの

ただ二読して感じるのは︑本書が社会主
﹁天下大乱﹂の時代であったことは否定で

理論により多くの関心がそそがれているこ

が︑中国にとっても日本にとっても一つの

きないが︑問題はそれがどのような規模と

とである︒そしてそれぞれの運動が当時に

大正元年は︑中国でいえば︑ちょうど民

このごろ︑この民国初期のことをやってい

深さで社会をおおい︑そのなかでいかに革

れをのりこえる方向性が追求されるのだが︑

おいてもった限界性を指摘するとともにそ

国元年︑中華民国の成立した年にあたる︒

てときどき思うことは︑この時期の日本と

命の主体が形成されてきたか︑ということ

で叙述されているのでないために︑われわ

それが運動そのもののダイナミズムのなか

中国をどこかで様に切ってみるとすれば︑

本書がテーマとしたのは︑あたかもこの

れしろうとの読者にとってはいささか退屈

であろう︒

時期の社会主義運動であって︑その発展と

はたしてどちらがすすんでいたのだろう︑
おくれたなどナンセンスだ︑といえばそれ

て実証的に論じられている︒実事求是の研

崩壊の過程が︑各方面にわたりつつきわめ

ということである︒むろん今さらすすんだ︑

ってまったく異なってくるだろう︒いまか

乱﹂のなかでコップのなかの嵐を見物する

までのことだし︑なにを指標にとるかによ

究は︑この分野の研究のこんごの発展にと

なものになってきている︒つまり﹁天下大

りに﹁天下大乱﹂というようなものを指標

めだろうか︒

︵小野

和子︶

りにこの時期の運動について無知であるた

もどかしさを感じるのは︑わたくしがあま

って基礎となるものであろう︒

しばしばとられてきたのは︑日本共産党と

このような問題をあつかうばあい︑従来

にかんがえてみれば︑いったいどういうこ
とになるのか︒ロシア革命︑第一次世界大
戦の終結から一九二〇年代にかけての時期

9

林屋辰三郎﹃古代中世芸術論﹄

のではなく政治を知らぬだけのことだとい

う点で︑中国の議論になれた者には根本的

な弱さが感じられることを否めない︒

林屋先生は︑この書物の最後に﹁古代中

から論ぜられた︒日本文学の研究者たちが

に文学と結びついてゆくかが︑種々の方面

で︑日本中世の隠者的な生き方がどのよう

った︒大会の中心のテーマは﹁隠者と文学﹂

昨年の秋︑金沢で説話文学会の大会があ

主張という非芸術的な範囲を出ることがな

て政治的有効性の主張かそれの裏がえしの

ける芸術についての議論が︑大まかに言っ

は芸術的ではなかったのである︒中国にお

れそうな隠逸者ですら中国では︑直接的に

とがなかった︒精神的に最も現実を離れら

的原形と弥生的原形﹂といった基準を援用

とはきわめて困難であろう︒それを﹁縄文

それぞれの芸術論を歴史的に位置づけるこ

ゆる芸術論との間には大きな径庭があり﹂︑

るように﹁芸術の中にやどる思想性といわ

展開を概観されている︒序説でも述べられ

時代から芭蕉に至るまでの日本の芸術論の

世の芸術思想﹂という解説を書かれ︑縄文

こうした問題に現在どのような方法で迫ま

かった︵現在も出ていない︶のも︑深い根

︵A5判︑八一二頁︑日本思想史大系二三巻︑岩波書店︶

ろうとしているかが知られて︑私には有意

を持っていると言えよう︒ところが日本で

わめて芸術的なのである︒

は︑隠遁という行為自体が︑それだけでき

思想をおさえられ︑それが日本的にくずれ

美意識﹂の直接的な反映を尋ねて核となる

され︑輸入された﹁中国的ないし仏教的な

義な学会であったのであるが︑同時に日本
の隠者︵隠遁者︶と中国の隠逸者たちがい

中国の隠逸者たちが現実に背く場合︑彼

い読みしながら︑それらの書物が︑呪術と

本の﹁芸術論﹂とされるものをいくつか拾

ものが︑政治とそれへの政治的反抗の双方

でそのまま芸術的な座標になりそうである︒

享楽にわたる座標は︑わずかの角度の偏向

わることが少ないのに対し︑この呪術から

過程の中に︑日本の芸

芸術論という性格上︑ここで述べられる

た手がたい議論だと言えるであろう︒

とを述べられた部分までは︑説得力を持っ

ャンルをこえた芸術理念が成長してくるこ

じられたあたりから︑中世末期に芸能のジ

合いという組織と文芸の動向との関係を論

り方を見ておられる︒特に第二章後半の寄

術思想の展開とその上にのった芸術論のあ

ぎらかしてゆく﹂︶

てゆく︵先生の言葉によれば﹁さかいをま

かに性格の異なったものであるかというこ

らにとっての現実はきわめて政治的なもの

享楽との二つの極の緊張の上にそれぞれの

林屋先生の編まれたこの書物によって日

であり︑隠逸という行為自体が強烈な政治

位置を主張していると考えてみた︒中国の

とに気づかされた︒

的行動であった︒そして︑これはきわめて

を﹁軽蔑﹂して︑政治的尺度と直角に交わ

しかしその座標系も︑政治を﹁軽蔑﹂する

﹁芸術論﹂が常に政治的であって芸術と交

る方向に築かれるものとすれば︑中国の隠

資産階級的な視点ではあるが︑芸術という

逸者の行動はそのままでは芸術と交わるこ
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の読者としては︑﹁芸術の中に宿る思

となっている︒しかし先生の﹃歌舞伎以
るのであるが︑先生の文章からはそうした

を用いるとき︑ひどく気恥かしい思いがす

蛇足を加えれば︑私が﹁芸術﹂という語

要約は内容をちゃんとつかんではいないと

の帯に書いてあることに︵但し︑この帯の

し︑かつ︑紹介してみたところで︑実は本

んお読みだと思うので内容の紹介はしない

だが︑山下さんのこの本は︑もはや皆さ

前﹄
気配は窺われない︒あるいは世代の違いな

のかも知れない︒

想性﹂の基盤となっている民衆層の動向を

思われる部分が一語一語にあるが︑読者は

のは人々の生活から遠く離れた理論が中心

もう少し広く視野に入れた説明があればと

︵小南一郎︶

つきかねまじいのでく

のであろうか︒

この本の﹁動物イメージによる西洋思想

さんは証明した︒

きり捕えるのほ論理以外にないことを山下

だいてくれるのであった︒ものどとをはっ

びの﹁論理﹂を︑本物の﹁論理﹂でうちく

りかえさないが︑こうしたわたしたちの遊

おわかりであろう︶

思うのであるが︑これは望萄の願いである

山下正男﹃動物と西洋思想﹄

の最低の義務であろうから︒しかし︑わた

︵新書判︑一七六頁︑中央公論社︶

書評というのは大体︑義理で書くものと

史﹂について︑ある書評は︑全部独創では

しは脱帽した︒この博識は︑実にクリヤI

ないかも知れないといった批評を︑一知半

きまっているらしい︒しかし︑この本はわ

な論理によって︑見事に統一した視点から

解のままくだしていた︒笑談ではない︒あ

たしにとって︑書評を︑いやオマージュを

昔︑われわれの間にはやった遊びがあっ

っている﹃肉食の思想﹄なる本はたしかに

る方の︑いやあえていえば︑同じ新書に入

裁かれ︑整理されているのだ︒

た︒二葉享四述描くところの﹃浮雲﹄で︑

読後感は︑なによりも生理的にもカタル
シスをおぼえるといってはほめすぎか︒あ

お勢という︑ほんの少しだけ﹁学﹂をつけ

て︑どんなにあいまいなことか︒．

あるが︑山下さんの論理の明晰さにくらべ

書きたいと思わせる本だった︒

る人はこの本を博識と評した︒たしかに︑

には恋愛が理解できず︑常に決定的瞬間に

た女が︑情緒︑いや本質的問題︑この場合

クリヤーさが明瞭になれば︑わたしはかつ

﹃山海経﹄まで︑いや︑日本の民俗慣習ま

おいて︑﹁アノ論理﹂といってはすべてを

ての﹁アノ論理﹂というクダラヌ遊びをや

ギリシャ語︑ラテン語から︑古代中国の

ぶちこわしてしまう例を︒﹁論理﹂

象を﹁論理﹂でかたずけてしまうのを拒否

気持ちのよい本だった︒これだけ論理の

でふんだんに引用され︑論述が進められて

故にしていたわたしたちは︑およそ森羅万

だが︑わたしはもともと博識︑博学はあ

めて出直おさねばならないと︑つくづく思

を目の

ゆく︒博識というより博学というべきか︒

まりこのまないたちの人間だ︒﹁学﹂でメ

う︒

︵飛鳥井雅道︶

していたといえば︑おおげさか︒

シを食っている以上︑そうしたことばプロ

11

川勝義堆﹃史学論集﹄

にまで立ち入るスケールの大きさで展開さ

れている︒これまでわが国にどのような中

国歴史思想論の論著があるか︑私は知らな

記﹄︶

以後一般に支那の史書は⁝⁝近代に

しているにすぎない﹂ ︵ヘーゲル︶︒﹁︵﹃史

しに︑ただそれぞれの事実を︑そのまま記録

﹁シナ人の歴史は︑何の判断も理屈もな

うちにこそ理があるとする章学誠の歴史哲

批判︑考証学偏重と理学偏重を排し︑事実の

の理解︑劉知幾の凡俗史家に対する痛烈な

い﹃春秋﹄に対する考証とその史書として

になっている︒杜預のいかにも歴史家らし

付けられ︑門外漢にも十分理解できるよう

の風を具えている︒

調ともに︑ロベたの川勝さんに似ず︑大家

の思いいたりえぬ卓見であろう︒文章︑論

きだという指摘などは︑一般の歴史研究者

はなく︑アリストテレスにこそ比せらるべ

る位置は︑ヨーロッパではヘロドトスにで

いる︒司馬遷が中国の精神史において占め

眉の一つに数えられるだろう︑と推測して

けれども︑これはおそらくその分野での白

いたるまで⁝⁝その間に政治的倫理的考察

学など︑それぞれ私にとって面白かったし︑

︵A5判︑四一六頁︑中国文明選一二巻︑朝日新聞社︶

を加えたものにすぎない︒固より世界史の

ヨーロッパで啓蒙時代に歴史の発展の思想

も︑その史学に対する認識はほぼ右と同質

だしい史書のあることを知っているけれど

の五篇の史論以上に興味深かったのは︑川

うなずけた︒それとともに︑私にとって右

れた史論があったという川勝さんの主張も

︵中村賢二郎︶

所の強みであることを思った次第である︒

このような書物を編みうるのは︑わが研究

く︒同じ研究機関にいる同僚に助力をえて

は三浦国雄君の筆になることを付記してお

︵下村寅

理念も歴史の発展の思想もない﹂

が現われるまでは︑むしろ中国にこそすぐ

のものである︒ところが川勝さんは︑中国

歴史思想論が︑中国の基本的な思想︑哲学

勝さんの﹁総説﹂である︒そこには中国の

︵13×18皿︑一六一貫︑ナカニシヤ書店︶

むテキストに平行する見るテキストとして

一

一

なお最後に︑郡薙﹃皇極経世書﹄の部分 12

パ学を専門にする者は︑古来中国におびた

太郎︶︒私たち中国史の門外漢でヨーロッ

には中国固有の歴史思想があり︑また中国

序文にあるように︑この喜ば人類学の読

京都大学人類学研究会編﹃目で見る人類学﹄

にはヨーロッパよりも古くから︑すぐれた
歴史思想と史学方法論の確立があった︑と

選ばれた史論は︑司馬遷﹃太史公自序﹄︑

いう観点から︑この﹃論集﹄を編んでいる︒

杜預﹃春秋左氏伝序﹄︑劉知幾﹃史通﹄︑郡薙

それぞれに訳文と博引傍証で詳細な註釈が

﹃皇極経世書﹄︑章学誠﹃文史通義﹄の五篇︒

きである︒たしかにばらばらにして利用で

ただ全体をカード式にしたところは思いつ

編集された︒つまり人類学の図表集である︒

まだまだ研究の余地があろう︒むりにカー

リング︑イラスト︑活字の組合せなどは︑

っとも表現技術の研究があってよい︒レタ

た見るということに重点を置くならば︑も

表集という意味に解したらいいだろう︒ま

から︒

は︑やばれそれなりのデザインがいるのだ

卜を使ってもいい︒見る︑見させるために

光邦︶

の織機図は転倒しているし︑二︑三は説明

︵吉田

との対照番号が脱落︒要注意︒

説こそが日本近代文学の出発点である﹂と

︵B6版︑四〇五頁︑塙書房︶

六〇年安保の直前から七〇年安保直後に

ったような﹁変革期﹂では﹁個人は集団に

の提唱とかかわるもので﹁近代初期﹂とい

飛鳥井雅道﹃日本近代の出発﹄

なども︑工夫した印象的な活字のレイアウ

の分菊表などは見づらいし︑居住制の表示

ドサイズにおしこめたために︑マードック

最後に世の書評風にひとつ︒一〇三の二

ても便利であるにちがいない︒

きるのは︑図表というものの性格からいっ

ただ問題はこの図表実に平行すべき人類
学のジャンルが︑編者たちによってどんな

図表はどこまでもそれに対応するものだか

ものとして︑とらえられているかである︒

目次を見ればひと通りはわかる︒いわゆる

ら︑そのりんかくははじめの折り込みや︑

体質からはじまって言語︑文明︑社会︑信

あげられている項目をみると︑わたしなぞ

かけて執筆された︑維新から日清戦争の前

仰というように︒だがそれらのなかにとり

年までの二〇数年間を対象とする諸論考と︑

み︑﹁個人と集団がむす

などおこがましいが︑個人と集団との関係

文学にうとい評者にはただ面白く︑批評

う視角で貰かれている︒

びつくところに﹃近代﹄は始まった﹂とい

自発的にとけこ﹂

が人類にとって重要な文化だと思うものが

論﹂たる付論二をおさめる︒時に精粗のム

入っていない︒たとえば金属技術︑または

ラが目につく︵たとえばキー・タームの定

﹁近代文化の出発点一般についてのモデル

者たちのシステムから除去されている理由

義︑訳語の統一︑文章の彫琢について︶が︑

車などといったものだ︒この種の文化が編

あって︑日本の先史がないことなども︒そ

﹁歴史のなかで生活意識をさぐろう﹂とい

は︑この書物では理解できぬ︒中国先史が

のためには編者たちの講義を聞くよりしか

﹁近代文学にお

はしかく簡単に割切れるものだろうか︒

ける個人﹂

う模索の軌跡たるカ篇ぞろいである︒
量的にいって三分の二以上を占める文学

末な結論﹂を一読すれば氷解する︒著者は︑

たがないかもしれぬ︒
もっともこういうことをいいだしたら︑

の確立﹂論とは﹁別の視点から﹂︑﹁政治小

史的論考は︑著者のかねてよりの︑﹁自我

︵一九﹂ハニ年執筆︶の自称﹁粗

きりがないことばたしかだ︒だから編者た

この疑問は︑付論の一つ

ちの大学の講義に対応する︑最小限度の図
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﹁どういう革命的文学が︵あえていえば社
会主義への移行を日程にのぼせる文学が︶
への〝出発″なのだ︒

﹁真の共同体﹂﹁革命的プロレタリアの共同
体﹂

また︑わたしは﹃四季﹄の定期講読者であ

﹃杜牧﹄

は︑﹁離別の詩人﹂という一章か

り︑掘辰雄の愛読者であった︒荒井さんの

よって︑未来が過去︵﹁近代初期﹂の﹁変革

詩の世界は︑ドイツ・ロマン派の世界とも︑

荒井さんの筆によって描き出された杜牧の

しかし︑予想はまったく当らなかった︒

である︒

道造や津村信夫の詩を予想してしまったの

ン沢の文学や︑﹃四季﹄の詩人たち︑立原

否︑荒井さんの﹃杜牧﹄に︑ドイツ・ロマ

そこで︑わたしは︑まず︑杜牧の詩に︑

っそうふさわしい﹂と書かれている︒

は︑青春の挽歌の歌い手とよぶのがよりい

た青春への弔詞であった︒それゆえにかれ

に淡くほろ苦い感情1をもって回顧され

る悔恨の情lいや悔恨というにはあまり

その冒頭に﹁実際︑かれをさして中国に

らはじまる︒

点から︑﹁むしろ︑マルクスが夢にみ︑フ

はまれな︑青春の詩人とよんでも決して不

もしそうだとすれば︑到達点が出発点に

ランス革命が集団的に描きだした集団的︑

たろうか︑というさらなる疑問もわくが︑

期﹂︶

に︑もはや帰らぬ時間への愛惜と同時に或

当ではあるまい︒ただ︑その青春の詩は常

どのようにして可能かを問いなお﹂す立脚

共同的思考による疎外からの解放が︑ブル

それかあらぬか﹁全体意志﹂﹁一般意志﹂を

それはさておき﹁自我の確立﹂不十分で︑

によって︑どれだけ先どりされてい

つく社会で︑その社会自身からの解放とと

ジョワ社会というすべてが疎外条件に結び

もに文学を豊かにするのであろう︒そして︑ 分別しえぬままに︑﹁共同体﹂ に魅せられ
文学的には︑⁝⁝個人と集団を結びつけ︑
て老婆心として︑﹁集団にとけこむ﹂

がち︑との悔いのみ多い評者の自戒︑そし

悪しき連鎖をたちきってゆくのは︑真に意

ことだけは書きとめておきたい︒

発﹂佐一般について︑危惧をぬぐいきれぬ

謹一︶

﹁自

識化され︑疎外にたちむかう個人としての

︵樋口

方法である﹂とする︒ひっきょう︑著者の

︵﹃中国詩文選﹄一八巻︶

ラジカルな初一念は︑マルクスもめざした

荒井健﹃杜牧﹄

にいたる﹁暗い谷間﹂の時代における︑わ

︵A5判︑二六八貢︑筑摩書房︶

若いころ︑ドイツ・ロマン派の文学に熱

これらの作品を青春の詩︑愛惜と悔恨の情

﹃四季﹄の世界ともちがっていた︒もしも︑

するならば︑そこには︑伸びゆく自己の魂

をもって回顧された青春の弔詞とよぼうと

しかし︑それにしても︑わたしの青春の
思い出は︑ドイツ・ロマン派の文学の甘美

たし白身の現実逃避でもあったであろう︒

な世界と深く融け合っている︒そのころ︑

が︑英仏にくらべて近代国家の形成が遅れ
たドイツにおける現実からの逃避であった

中した︒ドイツ・ロマン派の文学そのもの

ように︑それは︑日中戦争から大東亜戦争
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こうした一種︑時代閉塞的状況を打破・

も出席できなかったけれども︑東方部の昂

いて︑訪中のいきさつば知らず︑報告会に

は︑たいへんなことである︒

︵竹内

実︶

るかという課題を担ったわけである︒これ

︵わたしもべつのところで井上清先生発言
を見まもり育てようとした︑限りなく懐か杜牧の詩のどこに︑﹁鬱積した汚らしさ﹂が
しい思い出が横溢していなければならないあるというのか︒﹁誇り高き士大夫の顔﹂の部分を引用させてもらった︶︒
とおもうのだが︑そのような懐しさなど︑を肯定してしまっては︑青春の詩を理解す 明治からの日本人の中国紀行を︑ぽつぽ
ることは︑できないのではないだろうか︒つと集め︑読んでいるわたしとしては︑そ
まったく感じられなかった︒
荒井さんの冒頭のことばにつられて最後 杜牧を﹁青春の詩人﹂とよぶ荒井さん自 の系列にも位置する本書を︑これからも何
まで読んでしまったわたしは︑どうやら︑身の青春のためいきが︑この本のどこから度か読みかえすことだろう︒ただ︑人文研
としては︑本書のかたちで︑世間一般にも
甘口の洒だとおもって︑辛口の酒を飲まさも︑わたしには聞えてこない︒
報告した︑日本と中国︵限定して︑学術上
︵飯沼 二郎︶
れたてしまっ気持である︒青春とは︑つね
の︶のつながりを︑今後どのようにすすめ
に︑鬱積した汚ならしい年令である︒この

さきどろ︑ふと﹃中国史の時代区分﹄

人文研からそうそうたるメンバーが︑中国

打開しようとする空気があったのであろう

河野健二編﹃中国紀行30日﹄

︵岩波書店刊︶をパラパラとめくっていて︑

︵B6判︑一八五京︑朝日新聞社︺

いったい着伯賛民らが来日し︑学術講演を

うか︑とおもった︒正直な感想として︑わ

揚した空気は感じた︒そして︑その空気は

ったばかりの私は︑京都・東京を往復して

たしには︑すすんだどころか︑おくれてい

の学術界を訪ねた︒当時︑採用が発令にな

るとおもわれたのである︒あれから二十年

ているようにおもう︒新しい消息もある

座談会形式の本書のいたるところにあふれ

おこなった当時︵一九五五年十二月︶とく

ちかい歳月が経ったのであるが︑まるで時

らべて︑現在の文化交流はすすんだのだろ

計の針があともどりしたようだ︒

所員へのアンケート
﹁さいきんに読んで感銘をうけた本﹂
飛鳥井雅道＝瑞山全編︵坂崎斌執筆︶

冨山房

圭平﹃知識人と政治﹄岩波新書

﹃維新土佐勤王史﹄大正元年
飯沼 二郎＝脇

菱沼達也﹃私の農学概論﹄農山漁村文化協
会
上山 春平＝宮崎市定﹃九品宮人法の研究﹄東洋史研究会
内井 惣七＝HeコrySidgwick．づ訂∴蔓草ぎ冬ご旦﹂豊沈設
ごh ed．Y−害﹃．

英正＝護

究

東洋史研

みすず書房

生松・荒川訳﹃意識と社会﹄

雅夫﹃李陵﹄中公叢書

二十八巻二号〜三十二巻三号

実＝田中謙二﹃朱子語類﹄外任篇訳注

小南一郎＝岩崎武夫﹃さんせう太夫考﹄平凡社

竹内

永田

巳奈夫＝ナシ

中村賢二郎＝S・ヒューズ

林

NHKブックス

識一＝高取正男﹃仏教土着−その歴史と民俗﹄

晃＝山下正男﹃動物と西欧思想﹄

樋口

藤枝

食うものをくれ︼﹄筑摩葦居

幾野宏訳﹃プリンジ●

正毅＝コリン・ターンブル

ー

松原

ヌガグ

書

三一書房

徹＝﹃粛清と復権﹄チェコ共産党特別委員会報告

東大出版会

国雄＝アレキサンダー池井望訳﹃塔の思想﹄

in

渡部

三宅一郎＝東大社会科学研究所編﹃基本的人権﹄

三浦

M芦︶﹀慧已へ♪くOr芦︼慧中

E蒜rettW．Ha︼−∵↓he Pr00f﹀○叫Uti−ity

Benthamand

小野 和子＝ハンスーイン﹃悲傷の樹﹄

ミュルダル﹃中国農村からの報告﹄
樺山 紘一＝花田清輝﹃室町小説集﹄

圭平﹃知識人と政治﹄岩波新書

川勝 義雄＝清・章学誠﹃文史通義﹄
河野 健二＝脇
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漠代文物の研究班

−

てもらえない資料集的な性格のものもある︒また何編か

は中国の古いことに関する学問に関心のある者なら誰し

もがこれはなかなか︑と感ずるに違いない労作である︒
の意を表したい︒

限られた期限の中で御執筆いただいた方々に改めて感謝

始め三カ年だった研究期間を五年に延長したのについ

ては︑中国において漢代文物の研究に極めて重要な考古

学的発見が相い次いだことが大きな契機となっている︒

その一つはよく知られる長沙馬王堆二号漠墓の発掘であ

る︒その正式発掘報告は去年から準備中と聞いていた

が︑この七月にようやく日本でも発売されるに至った︒

前年度には班員各位に受■け持っていただいた研究分担

カ年を通じ︑共同研究によって獲得した漠代文物に関す

に遷延しなければならなくなるであろう︒われわれが五
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五年目を迎えて
ー

巳奈夫

れる新知識は︑或いは革命的なものがあるのではないか

林

この研究班のスタートしたのが一九七〇年︑始め三カ

この発掘報告の刊行によって漠代文物の研究にもたらさ
年の予定であったのを二年延長して今年で五年目に入っ

いうほどではないようで・ある︒新しい発掘成果は今後と

と想像していたが︑大いに劃期的ではあっても革命的と

具体的な班研究活動については東方︑人文両学報の嚢報

で判断を保留していては研究の結果の公表を永遠の未来

もどんどん出てくることば疑いないが︑それを待ち望ん

た︒研究会は隔週であるが︑前回までに六七回行われた︒
に記してあるからくり返さない︒

課題の研究成果を︑最初の目標であった三年目にしめく

のものにするため︑適切な形での公刊を目下計画中であ

る知識は随分と広範かつ詳細なものである︒五カ年の研

る︒

究期限の終了をきりに︑これを更に広範な研究者と共有

も少くないが︑最終的には八編が収載されることになっ

いした︒いろいろの事情でこの度は間に合わなかった方

た︒中にはこういう性格の出版物でなければ到底掲載し

くるという趣旨で︑東方学報第四六冊に論文執筆をお願

共同研究のうごき

﹁知識人層と社会﹂

山

−

知識人ジョフレ︒リュデル
ー

樺

と︑十二世紀の

紘

一

﹃トゥルバドゥールた

たとえば︑吟遊詩人ジョフレ・リユデルは︑プライユ
の領主だつた −

人のイメージとは︑ひどくずれているようだ︒

に︑トゥルバドゥールは︑わたしたちの世界での︑知識

とはいえしかし︑これを知識社会学やら︑現代風知識

られては︑ひとたまりもない︒そもそも︑その社会にと

●●

人論のアンガージュマン論やらの大ナタで︑バサリとや

って︑なにが知識で︑どれが知識人かば︑そうひとすじ

なわにはきめられまい︒トゥルバドゥール︑ジョフレ・

リユデルは︑あの十二世紀のロマネスクの時代にあって
は︑ひとつの︑あるい軋︑もっともしたたかな︑知識人
ではないかとおもうのだ︒

らないことを︑つついてみようとしている︒洋の東西︑

外とわかっていないこと︑意外な筋道でかんがえねばな

﹁知識人層と社会﹂と題する共同研究は︑七三年四月 18
に発足した︒知識︵人︶と社会のかかわりについて︑意−

である︒さばいえ︑なれぬ船旅︑ついにふした瀕死の床︒

は︑十字軍にくわわり︑はるかトリポリまできたったの

古中近代をとわず︒

世の人でありえたことを︑神に感謝して︑息をひきとっ

なかにだきとめた︒かれは︑この幸福な一瞬まで︑この

ある︒いやそれよりはむしろ︑リユデルのあの凡庸さを

に近代うけしすぎるので︑敬遠してみた︑ということも

あげてみなかったのには︑わけがある︒かれが︑あまり

十二世紀の知識人に︑周知の哲学者アベラールをとり

ば︑かれはたいした才能をもつでもない︑どくふつうの

みこんでのことだ︒なみはずれた無鉄砲をべつとすれ

た︑という︒一一四七年︑ときあたかも︑熟したロマネ

は︑たぶんそうは︑みとめてくれそうにない︒たしか

詩人り三丁ルは︑知識人とよべようか︒近代社会科学

スクの文化が︑南欧に花ひらいていた︒

へいそざ︑いまやはてなんとするリユデルを︑両の腕の

風のたよりにつたえきいたトリポリ伯夫人は︑死の床

想いはたかまり︑口をつくのは愛の詩ばかり︒ついに

を耳にすると︑みぬうちから︑夫人に恋してしまった︒﹂

からかえった︑巡礼者の口から︑トリポリ伯夫人の評判

ちの生涯﹄ は︑かいている︒﹁かれは︑アンティオキア

共同研究のうごき

な︑詩人であれ︑学者であれ︑法律家であれ︑宗教者で

詩人にすぎない︒いつの時代にも︑知識人はだれもみ

書︑それは仏典の注釈書と戒律書とが大部分であるが︑

計画では︑今年の三月までに︑敦燵写本中の北朝期の逸

こし︑実質的には六︑七年を経過した︒五年前にたてた

それを総ざらえ講読し編輯原稿を作り︑今四九年度より

あれ︑なんであれ︑文化史や学説史に名をとどろかすわ
けではない︒はとんどは︑凡庸で平均的なひとりとし

﹃北朝期敦僅資料集成﹄と言ったものの刊行に着手する

ことを考えていた︒そのことば︑私の健康上の理由から

て︑くらしている︒

とすれば︑これは方法的必然である︒かたいことばで

いる︒しかし敢てその刊行を来年以降に繰延べることと

いくらか遅れはしたものの︑予定にちかい線で進捗して

●●●

いえば︑社会層としての知識人の存在様式を問題にした

か組合わせて三巻か四巻かに仕分けるための合理的基準

すべて偶然に残ったものばかりであるから︑それを何と

した︒その理由の第一は︑今に残るそれら北朝写本は︑

いからだ︒
いては︑いささかの個人的好みもあずかっている︒アベ
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もっとも︑アベラールをすてて︑リユデルをとるにつ
ラールにならって︑はげしい抗争のけっか︑男の一物を

を見つけ難いことである︒もともとバラバラのものだか

ら︑写本一点どと数十頁のパンフレットにして何十冊か

そぎおとされるまでたたかうよりは︑海をこえ︑まだみ
ぬ恋人のもとにはしるはうが︑わたしには男らしい技と

﹃資料集

を出すというのも一方法だという意見も出ている︒もう

ごし方として何とも不本意である︒

という事態を招く︒これは︑研究班の最後の一カ年の過

の班員は為すこともなく手を束ねていなければならない

二の班員だけが言語を絶する忙しさになるのに対し︑他

成﹄第一巻の刊行に踏切った場合︑第一巻担当の二

一つの理由は︑かねての計画の通りに今年度に

みえて︑しかたないのだ︒

教煙写本の研究Ⅰ

枝

﹁敦燈研究﹂尊号第二の計画
−

藤

以上の二つの理由から︑一班員の提唱に従って︑﹃東

われわれが北朝期の敦煙写本︑つまり最も早期の敦塩方学報﹄敦爆研究尊号第二のためにこの一年を賛すこと
写本と取組む様になって︑たてまえから言って四年とすにした︒これならば︑全員がそれぞれに全力を尽くすこ

共同研究のうこき

とになる︒﹃資料集成﹄

の方は︑その後でゆっくりやっ

て宜いではないか︑ということになった︒
さきの ﹃東方学報﹄第三五冊〝敦塩研究〟専号を出し
てから︑ちょうど十年たった︒十年もつづけていれば︑
その間に進歩があるのは当り前のことではあるが︑尊号

第二と銘うって出すからには︑その間の研究方法上の進

歩を旗じるしに掲げたい︒さきの専号では︑とくに仏典

外国人研修員・研究員︵昭和四七−四八年︶

何朋︵日本学術振興会流動研究員︶香港中文大学講師

研究員

中国

末代の都市

K．C童NeWSkaワルシャワ大学

A−−iOu舛パリ大学

公孫龍子の研究

日仏比較文学

中日文化交渉史

E．Strassbergプリンストン大学﹃桃花扇﹄の研究

MadajewicN

Marie

香港中文大学新亜書院

Richard

Y扁S

高夫青

末代史

G︼ahn︵本所研究員︶デンマーク︑オールフス大学講師

近代文学

中国建築史

E−se

京都大学研修員

を扱かった諸論文の場合︑古写本を扱かいながら︑古写
本学的処理を怠ったものが大部分であったことが︑何よ

Michae︻H．Finegunシカゴ大学

麦仲貴

例えば学派の問題など

唐代文学

Kande︼ヴュルッダルク大学

香港中文大学新亜書院
JOCher

虞埼璧

﹃太平経﹄ の研究

日中思想史︵江戸時代︶ の

Oud−A−b−asライデン大学

華僑の研究

Murckプリンストン大学 明代史

B00tライデン大学

Kande−西独国立研究所研究員
Jan

Barbara

CO亡cutt

Martin

ハーバード大学

日本禅宗史

He訂igSchmidTG−intNerミュンヘン大

B−仁SS恥昌n

ChristianFrederick

研究

Wi−−em

中国哲学

りの不満であった︒つまり︑古写本を扱かうに際して︑

−

香港中文大学新重吉院

今日の印刷本と同じ眼でそれを扱かっていた︒もっと具
体や紙による年代判定をせず︑また写本の性格︵公的写

体的にいうと︑写本に書かれた字を読むに止まって︑書

れるべきもっと重要な諸問題

本︑私的写本︶を見きはめないから︑それから導き出さ
を見すごしてしまうことになる︒こんどの専号第二で
は︑古写本を古写本学的に扱かうことを第lの目標にお
く︒それをはっきりさせるために︑前回の執筆者は前回
と同じ主題について古写本処理法を駐使して新論文を書
くことを私は提言したのであるが︑それは担当の班員諸
君が厭がって︑それぞれに別の主題を見つけることにな
る模様である︒
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共同研究のうごき

研究 ノート

中

雲岡十八洞測量図仕末記

田

重

雄

の中でも最も華麗な洞である︒

十九年の秋︑原図の一部を残して皆が引き揚げてからも私は

に留まった︒それより先︑雲間奉讃会が結成され︑保存計画も

測量︑製図を続け破損した建物の修理配皿督も兼ねる臼的で現地

ラスを求めて張家口に行き︑折りから調査滞存中の藤枝晃氏を

練られていたのである︒しかし日々に資材は入手難となり窓ガ

大境門外に訪ねたりした︒二十年春より邦人は度々城外の部隊

へ集結させられ訓練を受けた︒八月十五日のニュースは省公署

に在ってきいた︒一旦石仏寺へ帰り︑裕に一世帯分以上の機

固く巻き込み︑トランクに麻縄で厳重に縛り付けた︒

材︑装備品の類を処置した︒原図は書きかけのケント紙と共に

旬日にして大同城外には応県の地方軍︑五原地区の博作儀

軍︑太原よりの闇錫山軍︑それに共産軍も出没して複雑な様相

を呈したが︑その力の均衡の上にたって折衝が重ねられ︑独身

へ向うことに妥結した︒装備ば食料と衣類だけの軽装を要求さ

宮子には小銃が渡され︑一般邦人を護り鉄路︑太原経由で北京

雲間調査は昭和十三年から本格的に開始された︒隊員は皆二
十才台後半から三十才台前半迄の若さであった︒雲岡村は人口
三五〇人ばかりの寒村︑村人の一部は初め洞内に住んでいた︒

れ︑トランクは最後に受け取れる約束のもとに後部車輌に積み

大同省の方から代替の住居を提供し村内への転住がなされた︒

込まれた︒九月下旬︑北京近郊の豊台に向って引き揚げ貨物列

らつき︑駅に続く丘には赤い実を付けた潅木が一面に生えてい

先ず石窟の前の崩壊した前壁の堆積を取り除き一部発掘もし

た︒ここでは数日間︑電信関係の女子挺身隊員の警備を命ぜら

た︒これには北京留学中の日比野文夫氏の来援を得た︒写真と

測って居られた︒本尊を中心に

れ︑五︑六十人乗った貨車の中で﹁まぐろ﹂を並べたように銃

のに結局ニケ月かかったのだが︑雁門閑近くの寧武では雪がち
左右に大きな脇仏︑その間に菩

を抱いてゴロ寝した︒この辺は一番危険な区間でもあった︒鉄

車は干五百人の邦人を乗せて大同を出た︒豊台までたどりつく

薩立像︑空間には十大弟子︵挿

測量は殆んど丸彫りに近い彫像に潜った積年の土壌りの除去作

図︶︑供養天人の浮彫りが配さ

橋は爆破され尭り継ぐ為に渡河する傍に︑どこからともなく飛

業から初まった︒私が参加した十七年には水野先生は十八洞を

れて初期に造成された曇曜五窟
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ひ死者も出た︒太原で武装解除され︑列車待ちの為数週間泊ま

んで来る小銃弾が︑小さな水しぶきを上げた︒鉄道爆破にも会

れるには書類の上で形式的に妻帯者にならねばならないとの

た︒図は後に今西春秋氏に引き継がれ︑最後に中国側に接収さ

には及ばず翌正月には天津へ移動︑二月京都へ帰ることが出来

れた︒

事︑どのこに頼もうかなーと目星を付けて見たりしたが︑それ

る︒河原で飯食炊餐する家族づれには︑それなりの生活があ

った︒大原を出ると輸次の駅の直ぐ横を粉河の支流が流れてい
り︑その表情はそう暗いものではなかった︒最も︑がっくり来

三十年︑水野博士が訪中団に加わり北京を訪れられた時︑公

既に十八洞は出版され間に合わなかった︒図は敏が伸され︑各

式レセプションの席上︑郭沫若氏より原図は返還された︒然し

たのは独身男性ではなかったか︒列車は予告なしに動き出し又
止る︒その度に何人か︑とり残された︒寿陽︼1陽泉−石家荘−

る︒

学問と日常生活

原

正

毅

古代社会に登場した文字は︑権力を補強する重要な役割をに

をつうじて︑それ自身の権威を保証する︒

の累積体は︑自己運動をはじめ︑自己系内での検証と検索作業

れた知識は︑つねに加速度的な累積効果をともなう︒その知識

から︑自己増殖系を内包していた︒文字情報のかたちで外在さ

文字情報をおもなメディアとして成立した学問体系は︑当初

松

復交も成り︑雲間石窟の捕遺として︑今鋭意︑墨を入れてい

壁面毎にきれいな字でネームの付箋が付けられていた︒

保定と漸く豊台に辿り着いた︒
豊台では待てども荷物は到着しなかった︒引き取り有志が募
られ十名余りと太原行の貨車に潜り込んだ︒大原駅では引き込
み線の貨車の横で偶然顔見しりの京都仏専出︑蒙彊新聞の大森
記者に出会い︑荷物は既に没収され合作社に移された事を知っ
た︒合作社とは閣錫山側と日本人から成る軍費捻出の為の経剤
機関である︒代表二名が引き取り方萱父渉したが纏らず︑私は
け倉庫に入る事を許された︒大きな室に荷物は山積みされてい

原図の重要さを記し倉庫の点検を願い出た︒きき入れられ私だ
た︒外側に在った為︑原図のトランクを見い出すのに︑そう時
間はかからなかった︒数日間を列車待ち︑又北京行の超満員の
客車に索り込む事が出来た︒その中を各勢力代表の日本人工作
員が残留を勧誘しに来た︒豊台では図を北京大学へ届ける名目
で持ち出すことが出来た︒小野勝年氏に会う可く東方文化北京
出張所を訪ねた︒うず高く積まれた漢籍の中で松崎鶴雄氏が只
一人整理して居られた︒小野氏の住所を知り訪ねたが不在︑同
居の鹿内氏に預けることが出来た︒一旦豊台へ帰った︒独身男
子ば強制労働の為抑留され何時帰れるとも判らない︑それを免
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おける甲骨にきざまれた祭紀文書などは︑ある意味では︑統治

るものなのである︒またほ︑そういった営為の背景には︑日常

知的営為といい︑ひっきょう︑日常生活のなかからはぐくまれ

にもとづく知識の累積体の継承現象を︑かずおおく観察するこ

いわゆる無文字社会においても︑オーラル・トラディション

生活がつねにつきまとっているといいかえてもよい︒

なった︒シュメールにおける粘土板にかかれた経済文書︑殻に
機構または官僚機構の独占物であった︒近代国家体制をとった

の学問の存在をみてとることがづきるだろう︒ある時点では︑

いる︒これらの背後には︑歴史をこえて︑知識の累積体として

れ︑宗教︑医学︑芸術︑博物学︑哲学などはばひろい領域をふ

とができる︒これは︑エスノ・サイエンス︵民族科学︶とよば

世界諸国は︑いま︑文書の洪水のなかに統治機構をくみたてて

法体系︑神学体系︑また医学体系︑技術体系などのかたちで統

承される知識の累積体であることからいえば︑まさに︑これは

くんでいる︒文字情報を媒介としていないが︑外在化され︑継

い︑ある文化をになうひとびとの日常生活にかかわる現象︑活

学問である︒しかも︑エスノ・サイエンスは︑おおくのばあ

ところで︑共時的・通時的な面での人類の知識総量のなか

治機構を補完しているのだ︒
で︑学問または文字情報のかたちできりとられている知識は︑

いま︑わたしたちは︑わたしたち白身の日常生活をとらえな

動を説明する︑ひとつの説明原理のかたちをとっている︒

どく部分的なものにしかすぎない︒学問的対象として︑未定
着︑手つかずのままでのこされている広大な領域が存在してい
るのだ︒それは︑日常生活そのものである︒

理の発見にもつながるだろう︒日常生活を学問的にとりあつか

おす必要にせまられているのではないか︒それは︑日常生活原

うならば︑あらたな生活学といった領域の開拓が要求されるの

日常的な生活状況のなかで継起してゆく諸現象︑諸活動は︑
た日常生活的な現象︑活動は︑相互的な脈絡をもたない断片的

己増殖系とははずれたところ︑つまり学問の埼外のところで捕

かもしれない︒または︑日常生活原理は︑こういった学問の自

たいへん断片的なものにみえがちである︒じつさい︑そういっ
なものである可能性もかんがえられうる︒人類学においては︑

ある︒

うるだけの材料を︑もちあわせていない︒模索中の段階なので

現在のところ︑いずれの道をたどるかについて決定をくだし

捉される可能性もかんがえられる︒

ここに文化という媒介項をいれることによって︑その断片を統
合し︑ひとつの全体像をえがこうとこころみる︒しかし︑これ

てきた︑とはいいがたい︒

まで︑このこころみがかならずしもじゅうぶんな成果をおさめ
じっは人類学にとどまらず︑現在の学問体系は︑日常生活現
べ︑しやべり︑つきあう︑日常生活活動を︑どのレベルで︑ど

象を記述するための有効な方法論をもちあわせていない︒た
の単位で︑どのような方法でとりだしうるのか︒思想といい︑
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﹃維新土佐勤王史﹄

雅

のこと

飛鳥井

道

わたしはこのごろ︑瑞山会編﹃維新土佐勤王史﹄︵大正元年︑
冨山房︶を︑常にページをめくっては読みかえしている︒最近

感動した本という﹃人文﹄のアンケートに入れた由縁だが︑大
分前に勉強として読んだ時には︑わかっていなかった執筆の動
機︑モチーフ︑執筆者の怨念といったものが︑ますますおもし
ろく︑おそらくずっと座右の書としてわたしの中に生き続ける
だろうと感じている︒
題名どおり︑武市瑞山を首領とする土佐勤王党を中心にすえ
た土佐派の維新史だが︑長州を中心にした﹃防長回天史﹄全十
二冊の持ち味とは︑まったく性格を異にしているのである︒
﹃回天史﹄は︑たしかに﹃勤王史﹄より︑はるかに史料は豊富
である︒たとえば︑いつどろから諸国の剣術書生たちが江戸へ
遊学を許されるようになったか︑といった小さな︑しかし幕末
ちりばめられてはいる︒だが︑長州のこの本︑いかにも功なり

史では重要な人の動きを考える史料として貴重な指摘が随所に
名とげた長州顕彰録でありすぎる︒史料はあるが︑史観が平凡
すぎるといってはいいすぎか︒

その点︑わが﹃維新佐土勤王史﹄は︑強烈な党派性につらぬ

のだ︒瑞山会というからには︑武市半平太が中心になってい

かれていて︑一つ一つの史料が生きてくる仕組みになっている

て︑この瑞山自身を︑わたしはあまり評価できないのだが︑そ

でたとき︑その横に右翼の新らしい塔に黒々と﹁日本精神復興

れは別の機会に譲ろう︒ただ一月ほど前︑土佐の瑞山の墓に詣

之地﹂の字が躍っていたといえば大方の御理解はいただけるだ
ろう︒

この本の真の問題はそこにはなかった︒維新で土佐ほど多く

った囲もめずらしい︒功労は薩長に一人じめにされ︑土佐はお

の血を流しっつ︑かつ肝心な場で︑その犠牲がむくいられなか

いてきぼりをくったのだが︑その怨念は︑民権運動として再び

生れかわらねばならなかった︒明治になっても多くの人材を獄

﹃勤王

に送り︑死にすら追いやった情念は︑半平大の切腹︑龍馬の横

死以来︑たえることはなかったのだった︒そしてこの

なる決定版龍馬伝を

史﹄だ︒実際の執筆者︑紫爛日坂峻賦は︑土佐出身の民権家︑

かつて︑明治十﹂ハ年には︑﹃汗血千里駒﹄

つまり﹃勤王史﹄は単なる史書ではない︒維新と民権運動の

ものにした政治小説作者だった︒

怨念を大正元年まで貫ぬきとおした明治権力弾該の史書であっ

た︒わたしはまたページをめくる︒史書とはかくあるべきもの
にとりこんでゆきたいと思う︒

かという個所にまたぶつかったが︑それはわたしなりの龍馬伝
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⑭
テキサス談

島

田

慶

次

昨年十二月︑パリヘ行ってきました︒期
間は一ケ月︒ドミエビル︑ジェルネ︑ソワ
ミエ︑ホルツマンなどの︑いわゆるシナ学
者の諸氏や︑バスチド︑ビアンコ︑ベルジ
ュール︑シュノーなどの中国近代史の学者
達に会っていろいろ話を聞きました︒しか
し今日では学問談でも観光談でも︑パリの
話など陳腐以外の何ものでもないので︑こ
こではむしろアメリカ談を申し上げたい︒
と申しますのは︑パリでの日程を開始する
前︑一週間ほど︑テキサス州のオースチン
という町に滞在したからであります︒ハー

ーステンの構内をうろつきました︒オース

そうです︒海軍史研究の必要から日本研究

リカ海軍史の研究家︑その方の著書もある

した︒﹂ハ十くらいの老先生で︑もとはアメ

にすすみ︑昭和三十年前後のころ人文にも

チンという町はテキサス州の首府ですが︑

万︑そのうち四万人がこの大学の学生とい

州で六番目の都市にすぎない︒人口二十五

うのですから︑全くの学園都市です︒街は

かしがっていました︒必ずしも流暢ではな

には殆んど不自由を感じませんでした︒明

いが大変よくわかる日本語をはなし︑会話

来て︑坂田教授や本山幸彦君のことをなつ

るほかは︑街じゅう︑森の中にせいぜい三

ダウン・タウンが多少都会的に密集してい

階だてまでの家屋が点在しているという感

六社に関する研究と資料翻訳を完成して︑

わかい日本婦人の司書が一人︑書物は戦後

じで︑日本の現状とひきくらべて︑羨しい

集めたものばかりのようで︑それほど多く

ジア関係の書庫を見せてもらいましたが︑

いるのでハーバードについで金持だという

もない雑誌類の中に︑我が研究所の人文学

東京へ原稿を送ったと言っていました︒ア

ことです︒しかし︑例の石油ショックで︑

報が全部揃えられていたのは嬉しく思いま

というよりなんだかバカバカしくなったく

廊下の電灯など一つおきに消したり︑噴水

らいの所でした︒大学は石油利権をもって

りました︒学生の主催する催物は︑すべて

を閉じたり︑大いに努力しているようであ

数百冊︑これはAsianSOCiety︵？︶とかか

した︒中国関係は台湾の複製ものばかりが

ッドさんの紹介で中国史の

らの配給品だということです︒ブレーステ

市民にも開放されているそうです︒おもし
ろいのは︑どんなに有名な音楽家の場合で

の講座ほなく︑歴史学科の中で一つの単位

テキサス大学には日本・中国関係の特別

わけなのかよく分りません︒御二人の案内

たよっているように感じました︒どういう

く出来ますが︑ボキャブラリーが奇妙にか

さんが広東の方だそうで︑中国語は勿論よ

にも会いました︒父親がアメリカ人︑お母

RhOads 講師

も︑聴衆が多くて入り切らなかった場合は︑

バード︑コロンビアなど東北部とちがって︑ 何度でも聴衆の入れかえをして︑同じ演奏

として教えられているようで︑その日本史

を繰りかえさせるのだとききました︒

オースチン訪問は︑全く私の家庭的な理

人文科学系の学者で︑テキサスあたりを訪

由からでありましたが︑滞在中︑毎日のよ

のBraistedという教授におめにかかりま でテキサス大学が誇る現代絵画︵ほとんど

問した人ほそれはど多くないかと思います︒

うにテキサス・ユニバーシティ・アト・オ
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思われました︒一昨年中国で出版されたヒ

いの由︶にも︑理科系ばかり五︑六人会い

は殆んど識らないと聞きました︒中国人の

抽象画︶の蒐集などを見ましたが︑その外

留学生は五百人くらいいるそうで︑成績上

そうであったのではなく︑事実︑京大の人

りますから︑哲学方面でも特色があるのか

位は殆んど中国人で占められているとの話

ました︒すべて東大の人で︑それは偶然に

もしれません︒そう云えば野田又夫教授の

エームの﹃人間理解研究﹄の扉に︑テキサ

ど︑驚くべく沢山の欧米近現代文学の資料

ものによく出て来るハーツホーンという老

ス大学のエディションを底本とした︑とあ

を蒐集しています︒然しなんと言っても此

ルドの遺稿やウイリアム・モリスの書物な

処は︑ラテンアメリカ文学の研究で有名な

でした︒

に金にまかせてキャサリン・マンスフィー

ところというだけあって︑その方面の古版

日本人の学者や学生︵全部で五〇名くら

落ていたらなお宜しい︒それが行過ぎて羊頭
狗肉のそしりを受けるとすれば︑所報委員と
してはそれこそ本望である︒反対に︑なかみ
の割に陳列窓が見すぼらしいということにな
れば︑委員としては誠に申訳ない次第となる
から︑またまた中村君に言葉を返さねばなら
なくなるっ何故このことにそんなにこだわる
のかというと︑いよいよこの号でおしまいだ
と思ったとたんに気がゆるんで︑発刊が数か
月も遅れたことを︑私は大いに気にしている
のである︒
もう≡一口︒所報への原稿執筆を割当てると
き︑物々しい重大事の様に受取る方に時々出
会う︒われわれはそんな重大な文革を要求し
てはいないのである︒ここには︑所員諸氏が
ふだんロビ1や中庭︑あるいは研究会の前後
などに仲間どうしで交す会話をそのまま文章
にしてほしいのである︒そうした文章こそわ
れわれでなければ書けない文章であり︑それ
を集めた所報がよそではどこでも作ることの
できない所報になるのだから︒ ︵藤枝︶

形而上学者は︑此処の教授であるはずです︒

を欠かさずつづけている︒そしてこのケンカ
負けても少しも口惜しくない所が妙である︒
後者のことばについては少々のコメントが
要りそうである︒当初にたしか﹁所報復刊委
員会﹂と言った委員会ができたとき︑委員会
の内からも外からも実行不可能な名論卓説が
次々にとび出した︒どれもが旧﹃所載﹄ のお
座なり官報形式への反発に由来する︒それを
あれこれ値切った挙句に﹁官報に非ず︑学術
雑誌に非ず﹂との線が出て来て復刊の運びと
なった︒委員会での超理想主義的諸意見に正
直に従っていたなら︑とんでもないお化け所
報ができるか︑何とも動きがとれないで立消
えになったかの何方かであったことと思う︒
復刊した所報が思いの外に好いものになっ
たというけれども︑右の﹁官報に非ず︑学術
雑誌に非ず﹂との線に︑げんぎいの所員諸氏
の力量をかけ合わせれば︑この程度の所報が
できるのは︑言わば当り前の話である︒言う
なれば︑所報は研究所の陳列窓に当る︒ひと
目でなかみが判る様にした上に︑小路襲で洒

太や版画などの収蔵は︑素人目にも流石と
﹃人文﹄一〇号の辞
わが所報﹃人文﹄は本号を以て一〇号を数
え︑これからは二桁の台にのる︒そして私は
この号限りで所報委員の任から解放されるこ
とになっている︒何被につけてお肩入れを頂
いた所内所外の各位にこの機会に深甚な謝意
を捧げたい︒

今まで﹃人文﹄あるいはわれわれ委員に寄
せられたいろいろの苦情ないし賞讃のことば
の中で強く印象にのこるものが二つある︒一
つは同じ委員仲間の中村賢二郎君のことば
﹁ほかの二人の委員が熱心すぎて近所迷惑の
趣あり﹂︵第二号 ﹁編集後記﹂︶︒もう一つは

﹁当初はわれわれが﹃所報﹄の復刊を云々し
たときは︑こんな立派なものを作るつもりで
議論していたのでなかった﹂との某君のこと
︒
前者に関して申せば︑せっかくの中村賢兄
の忠告にも拘らず︑今もってそのままであり
毎号の相談や校正の都度︑飯沼君とのケンカ
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会

田

青いたもの一覧

雄 次

一九七三年九月〜一九七四年二月

二月

︵五十音順︑㊥は単行本︶

こころ

九月

九月

九月一〇日号

正論一〜三号一一月〜二月

おとなの社会になることへの恐怖
見逃せぬ新聞の功罪
雅 道

書評・松沢弘陽﹃日本社会主義の思想﹄

飛鳥井

日本読書新聞

岩波書店

篤胤のエネルギー︵﹃日本思想大系五〇巻︑月報︶

幕末の動乱︵﹃京都庶民生活史﹄所収︶

京都信用金庫

塙書房

大平出版社

九月

九月

天皇制批判−文学の処方箋︵﹃われらのうちなる天皇﹄所収︶

㊥﹃日本近代の出発﹄
書評・荒畑寒村﹃平民社時代﹄

文学一一月

エコノ︑︑︑スト一〇月二日号

郎
IntrOdutiOn

二
＝The

沼

Japan

in

aロd

in

the

−

農業と経済

総会問題によせて

九月号

九月八日号

六号一〇月

Meiji

EurOpean

二月八日号

エコノミスト一月二九日号

iロtO

OfAmerican

朝日ジャーナル

書評・ドナルド・キーン﹃生きている日本﹄

飯

Press．

Agricu−ture︸lu甘一等︺．Austra−ian

R●T●Shand︵ed●︶﹀Technica−Change

Agricu−tura−Science
in

Asian

Uni謡rSity

日本基督教団の﹁原罪﹂

地力問題の根底に潜むもの

教団新報

食糧危機下の

エコノミスト一〇月九日号

時事教養

地上一〇月号

農業は自己回復の道をどこに求めるか︵座談会・築地文太郎
日野水一郎︶

米減産政策のねらい

宣長的感性の成立

風土に適した多角経営を

書評・吉村昭﹃関東大震災﹄
一

書評・色川大吉﹃新編・明治栢神史﹄
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Era︶

日本農業のあり方 −

用水と営農一〇月号

まだん一号一〇月

未来社一二月

福音と世界一一月号

思想の科学一一月号〜一月号

﹁市民運動﹂京の夜ばなし︵上中下︶

私の朝鮮研究

㊥国家権力とキリスト者

韓国キリスト者のために祈る

書評・A．Jaロata︸E．Pauer紆1．Kreiner﹀N仁r

二月号

梅

ESP

二巻六号

鹿島出版会

九月

九月

九月

ニー月

金融と銀行一二月

平凡社一二月

集英社

集英社一二月

中央公論一二月

世界文化社一〇月

七号

九月

hざ已訂宏−く○−．N∽︵一票￡V

Causa−MOda︻ities⁚A

ApprOaCF

with

旬已訂窒息七鼠Sc訂莞♪く○︼．合︵一等︺︶﹀N〇．㌣

夫

Deterministic

Hnducti完LOgic

忠

N〇．N．

樟

︵座談会︶

資源・エネルギー危機は新しい文明の契機となるか

東洋経済臨事増刊三七八〇号

日本経済の文化的背景

＠百科事典操従法︵共著︶

対談論︵佐伯彰一編﹃ふたつの日本﹄︶

﹃ふたつの日本﹄︶

化政百五十年の展開︵対談︶︵佐伯彰一編

人の心と物の世界

二〇巻︶

一〇〇年の人間群像︵座談会︶︵﹃日本人の一〇〇年﹄

季刊コミュニケーション

情報の経済性と非経済性︵座談会︶

榊田喜四夫編﹃コミュニティ・バンク論﹄︶

コミュニティ・バンクのありかた︵座談会︶︵川添登⁚

ドメス出版

Geschichte des PfFges︵Kara・Suki︶⁚BOdeロ・ 食事と文明︵座談会︶︵石毛直道編﹃世界の食事文化﹄︶

一二月

bauger賢e JapaロS lI﹀in邑まきこぎこさ誉￡雲註
Nヰ二等○︑↓邑切払ヨ託局♪ く○−﹂Ⅰ−N〇．N︸
︼笥︺．

中央公論

地上一月号

農業および園芸一月号

先進国における農業の辿った道とわが国の農業
整形手術は早いほどいい
農民を死に追いやるもの

二月一日号
二月中旬

講談社一月

歴史と人物一月号

共同通信系各紙

朝日ジャーナル

書評・石田雄﹃平和と変革の論理﹄

春 平

韓国キリスト者の行動に思う

山

惣 七

Higher Order PrObabi−ities and COherence．

井

深層文化論序説︵﹃日本社会文化史講座﹄一巻︶

一L伊勢神宮の神事と歴史

上

内
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図書

経済人

季刊人類学

郁

二九三号一月

川

義

雄

書評・モラル

勝
健

二

﹃中世の刻印﹄

朝日新聞

㊥史学論集︵﹃中国文明選﹄一二巻︶

野

論壇時評

河

史学雑誌

二月号

朝日新聞社一〇月

九月二七二一八日︑

一〇月二九・三一日︑

一二月二五・二六日

功

夫
茶書つれづれ

倉

淡交

二月

九〜二一月

九月

九月

二八巻二号一月

四号

二月

二月

潮一二月号

三号一一月

二六三号

別冊太陽

能楽タイムス

書論

春秋

京都信用金庫

淡交

二七巻九号〜一二号

週間東洋経済

書評・大塚久雄編﹃後進資本主義の展開過程﹄

講談社一月二〇日

明治維新をどう規定するか︵﹃日本の社会文化史﹄五巻︶

一一月二九・三〇日︑

九月

二月

二三五号一月

熊

日日平社一月

二三六号
四五冊

三巻二号一一月

道太郎
素顔と変身の魔術の間で

田

蘭亭論争をめぐって

南一郎

若衆の儀礼

民芸と民族

動揺する世相︵﹃京都庶民生活史﹄︶

儀礼としての茶の湯

九月

四五冊

大名茶人・近代の数寄者達

多

小

平凡社一月

東京新聞ほか一一月六日

歴史と人物一〇月号

東方学報

歴史と人物

東方学報

放送朝日

東京新聞一月

二八巻一号一月

四巻四号一二月

大学・高校・社会における人類学・民族学の教育と普及

コメントⅣ
関西経済と文化開発︵座談会︶

原

いきる − 生活を考える・一︵座談会︶

日本の近代と文明史曲線︵﹃もう一つの発想﹄︶

放送朝日

ひと1人間を考える・二四︵対談・藤岡喜愛︶

民族学と博物館

繁栄の虚像をふみ越えて︵座談会︶

梅

元
和 子
紘一

カタロニアの真の巨人たち

山

㊥清代学術概論︵訳注︶

野

唐代の郷買進士と郷貢明経

宕

司馬光と王安石

肯唐と馬と四川の茶

愛
小
樺
カザルスのふるさと

歴史と人物一二月号

東大出版会一一月

中世異端思想の類型と段階︵堀米庸三編﹃西洋中世世界の
展開﹄︶

歴史のフォークロアをもとめて
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田

六巻﹃冬に住まう﹄

南総里見八大伝︵﹃古典と現代﹄︶

重 雄

＠︵編著︶京都の記録

中

実

東洋史研究

中央公論社
時事通信社

三l一巻二︑三号

二月
二月

九月

九月︑一二月

京都国立博物館

遼代多宝千仏石憤−実測仕上図︵京都国立博物館編

謙 二

﹃遼代多宝千仏右瞳﹄︶

中

内

﹁朱子語類﹂外任篇︑訳注五︑六

田

竹

中央公論一月号

伝統と現代一一月号
中国文化大革命と日本人

九月

二一月
四五冊

八号

四七輯一月

五六巻五号

東方学

史林

龍渓
東方学報

九月

朝日新聞一〇月一六日

二月号

中央公論

英 正

直 樹
巳奈夫

一枚のビラと矢野仁一先生

間

内藤湖南博士年譜

﹁詣官﹂簿を中心として−

居延漠簡にみる侯官についての一試論−破城子出土の

田

日中と日韓 − 近代日本の二つの顔

中国の孔子批判は周恩釆批判か

荒尾精・九烈士・水︵細道の中国二〇︶

永

狭
林

臓玉と綬 − 序説

京都新聞社

鹿島出版会

九月

九月

五月

辰三郎

神戸新聞社

九月

九月

屋

八号

林

京の家元︵﹃京の家元﹄︶

﹃京都庶民生活史﹄序説

人文

無形文化財の保護︵﹃農村舞台と播州歌舞伎﹄︶

革命と歴史

一〇月

九月

朝日新聞社

一〇月

日本の神話︵座談会︶

コミュニティ一〇号

一〇月

京都新聞

座談︵河野健二編﹃中国紀行三〇日﹄︶

朝日新聞

一一月

三条通−中京衆の道

神官式年遷宮の史的意義

岩波書店
真・行・草・破格

一月

別冊太陽
−

東方学報

三高同窓会会報

九月

世界文化社一〇月

九月

四五冊

四三号一二月

朝日新聞一〇月〜二月

茶道雑誌

④﹃古代中世芸術論﹄

夫

謹一
紅もゆる致

口

風と流れと︵町・膳・暦・徳・芸︶

古田織部の人間像

茶

樋

丈

新獲の唐代滞昌府文書について

日比野

人文研所蔵永楽大典零本解説︵京大人文研景印本付録︶

一巻﹁京都﹂︶

知られざる京都︑京都たべあるきコース︵﹃新しい旅﹄

五台山の二つの元稗について︵藤原弘道先生古稀記念史
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福

藤

古

光 司

学仏教学論集︶

永

ー

人文

日本経済新聞

九月

九月

一一月

八号

四五冊

l月

一月一八日

↓he E舛eCutiく
五e号

荘子の飛翔の哲学

東方学報

道教における鏡と剣−その思想の源流−

道教一元論者の弁
至大の世界への目ざめ

時を待つ東洋の思想

二月
東方学報 四五冊 九月
図書 二九〇号一〇月

寒山詩と﹁白雲﹂︵筑摩書房﹃世界古典文学全集﹄

晃

哲 夫

正 毅

東方学

四七輯一月

学生社

九月

世界の常食・アンケート

国

雄

−

楽園幻想︵﹃文化誌・

人文

筑摩書房

九月

朝日新聞社一〇月

四月

九号一二月

講談社一〇月

−

ドメス出版

プナン族︑パシトゥン族︑

トルコ族︵石毛直道編﹃世界の食事文化﹄︶

オセアニア編﹄︶

環礁の島々︑ソシエテ諸島

西サモア共和国T−⊥雨と馬と教会と︑マーシャル諸島

世界の国

浦

現代人類学の課題︵梅樟忠夫編﹃人類学のすすめ﹄︶

トルコの村から

三

宅一郎

皇極経世書︵川勝義雄﹃史学論集﹄︶

三

下

正

男

京都市における市民意識︵7︶

六巻七号

九月

東洋経済新報社一一月

法学論叢

九四巻二号

二月

名古屋大学大型計算機センタⅠ・ニュース 四巻六号 二月

市民参加の国際比較研究︵講演筆記︶

都市問題 六四巻一二号一二月
SPSS︵社会科学のための統計パッケージ︶概説︵7し
京都大学大型計算機センター広報 六巻八号一二月

政党支持の動向と政治行動の変化

㊥社会科学のための統計パッケージ

京都大学大型計算機センター広報

SPSS︵社会科学のための統計パッケージ︶概説︵6︶

山

Tuロ占uang Manuscripts︒in

三六巻﹃禅家語録二﹂月報︶

枝
敦煙暦日譜

原

㊥ファンシズムと戦争︵共著・シンポジウム﹃日本の歴史﹄︶

屋

︵翻訳︶

東京電気化学工業KK一二月
A・F・P・フールスウェ︑漠代における絹貿易の要因

TDKカレンダー︵監修・解説︶

Canberra−NOく．一望戸

さ居宅9デ罫こぎ芸§こぎC已莞竃冠註胃￥

Chapter舛Hれ
H↓
Hhe

青白眼の構え

松
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吉

㊥動物と西欧思想

中央公論社一月

奥様手帳一〇〜一二月号

二月号

現代数学

光 邦

科学思想のキⅠ・ワードとしての外延

田
食べものの科学
一一月号

こすもす一一月号

グラフィケーション

歴史読本一一月号

古代の宇宙像
道具の意味

エクセクティブ一二月号

ChanOy亡一二月号

一一月

PHP一一月号

教団発生の歴史と本質
化学調味料私見
序にかえて︵﹃京のきもの﹄︶

Caffeine Cu−ture
古代中国の飛行器

一二月号

一二月号

一二月号

チェンバー

窓

技術と経済

日本の近代

伝統技術の現代的意義

大阪の文化

一二月号

自動販売機
モースの慨嘆︵﹃日本の住まい﹄︶

俊

夫

同和教育の今日的課題

情報

二月号

二月号

二月

建築と社会

オール関西一︑二月号

料理手帖一〇月号〜二月号

日本芙術工芸一〇月号〜二月号

明日の建築はどうなるか︵てい談︶

山

対談︵田辺聖子ほか︶

工芸史雑筆

伝統と現代

横

−

﹂

︵翻訳︶G・トットマン﹁阿部正弘と徳川斉昭︑一八四四⁝

ミネルヴァ書房一二月

一八五二年−徳川幕府における政治的和解

徹

︵﹃日本の歴史と個性﹄上︶

部

一月号

部落の実態と﹁行政﹂

渡

一月号

長与専粛
正月の茶

兵庫教育

二七二号

二月

三一書房一一月

第一巻︵秋定義和と共編︶

堺市教育委員会一一月

＠部落問題の本質と解放運動の理論︵改訂三阪︶

一月号

＠部落問題・水平運動資料集成

一月号

日本及日本人

エクセル

橋について

流動

現代の眼

一月号

職業倫理の回復

−きよ︑つと

一月号

器物の思想︵﹃日本の文様器物﹄︶

三七八二号一月五︑山二日合併号

二号

二月

三月一一日号

部落解放研究

﹁同和対策審議会答申﹂中の史実誤認

書評・菊地呂典﹃ロシア革命と日本人﹄
週刊読書人

週刊東洋経済

書評・鹿野政直﹃大正デモクラシーの底流﹄

京都市職員部落問題研究会誌一四号一月
専門料理

二月号

蘭学者の系譜

陶磁器と食の世界

セラミックス

二月号

一月

伝統産業と陶磁器

新評

日本機械学会誌

日本人を変えた十冊の本︵てい談︶

東洋の機械と道具
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