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：わたしの考

伝統

の

重

み
川

勝

義

雄

﹁わたしの考え﹂という題で書けといわれると︑かえって思いは千々に乱れ
と訳したのを思いだす︒

て︑とりとめもなくなるものだ︒かつて﹃史記﹄列伝を訳したとき︑巻ごとに
出てくる﹁太史公日﹂の四字を︑﹁わたしは思う﹂

COgitO︑er笥Sum．などという哲学者でもないかぎり︑具体的な人物や事象に

この秋は︑貝塚茂樹先生が文化功労者になられ︑つづいて塚本善隆先生が学

ついてでなければ︑﹁思う﹂ことも出てきにくい︒
士院会員になられた︒両先生に対して︑心からお吉び申し上げるとともに︑わ
が研究所︑ことに私の属する東方部にとっても︑それはたいへん名誉なことで
ひしと身に迫る今日このごろである︒

あった︒が同時に︑その輝やかしさによって︑伝統の重みが︑あらためてひし
そこで私は思う︒貝塚先生のお仕事は︑甲骨卜辞や金文などの新しい史料に
目をつけて︑その解読と新解釈を基礎にする新鮮な中国古代史学の開拓であっ
た︒塚本先生もまた︑従来の仏教学老が軽視していた金石資料や石窟の調査を
生と

通して︑目を見張るような新しい中国仏教史学のジャンルを開拓された︒両先
ることによって︑新分野開拓の一つの基礎にされた︒それは今から見れば︑研
究の出発点において︑幸福な時代環境におられたといっていいだろう︒
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たしかに︑まだ蓄積の多くなかった東方文化学院時代に︑その資料蒐集はた
いへんなことだったとは想像できる︒しかし︑まだ人があまり気付いていなか
っただけに︑新分野開拓のための資料蒐集と整理には︑また楽しみもあったろ
う︒私は反対に若いころ︑すでに彪大な蓄積になっていた書籍整理に追われた
い世代に任せたい気持になってしまった︒

、・ゝ ＿ゝ

せいか︑華髪もいよいよ目立つ現在では︑その面の努力を︑もはや一まわり若
では︑私はどうすればよいのだろうか︑とつくづく思う︒現在︑私が担当し

潤新二曾蒜二卿

ている共同研究﹁中国中世の文化と社会﹂の研究班では︑多くの時間を﹃広弘

ヽヽヽヽ

あり︑それをどう発展させるかが目下の課題である︒先生の明晰な説明によれ

明集﹄の訳注作業にあてている︒いわば︑塚本先生が始められた研究の継続で

ヽ

ヽヽヽ
ば︑中国における仏教受容の歴史は︑﹁印度の釈迦がいかにして仏になったか﹂
ヽヽヽ
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の釈迦伝中心の仏教から︑﹁印度の釈迦仏は何を説いたか﹂の仏法中心の仏教
体的な中国仏教へと発展していった︒論調は精密周到であって︑容易には乗り

ある︒これでよいのだろうかと︑私はつくづく思う︒

も実証史学の本山が傭っておくものだ﹂と︑さる口の悪い男に言われたことが

らに大きな課題を空想していてよいのだろうか︒﹁おまえのような奴を︑よく

を具有された歴史家である︒私はその牒尾に付したいと思う︒しかし︑いたず

ながら︑しかも単なる実証史学だけの学者ではない︒鋭い直観と壮大な構想力

ふりかえって思うに︑塚本先生も貝塚先生も︑堅実な実証研究を基礎にすえ

私は課題の大きさ難しさの前に︑茫然と立ちつくしているところである︒

ろう︒この説を︑より広い中国の文化と社会の発展の中に︑どう組みこむか︑

越えがたい体系をなしており︑中国仏教史の大すじはそれで尽くされているだ

ヽ

へ︑さらにそれによって﹁中国の我々はいかにして救われるか﹂という真に主

ヽ

開所記念講演

︵五十年度︶

謹一

社会︵＝国家︶状態では︑よかれあしかれ︑人間は﹁鉄

鎖﹂につながれている︒﹃エミール﹄で人間が﹁弱い
ものとして生まれる﹂とするのは︑右の事実をさした
ものである︒人間のこのありようを﹁正当なものにす
る﹂ことこそ︑ルソーにとっての課題の中核をなし︑
その解決は﹁友情﹂にかかっていた︒

さ﹂なのである︒この人間性の﹁同一性﹂

︵イ

︵イダソチ

社会状態での人間は︑﹁他者の援助﹂なしには生存
できず︑これを充すものは︑﹁平等老﹂間の友情︑つ
まり﹁苦の分有﹂である︒人間の﹁弱さ﹂とは︑人は
みな﹁自己充足﹂できないという人間﹁共通のみじめ

テ︶をふまえた﹁苦しんでいる同胞との同一化﹂

による﹁相互充足﹂が﹁友情﹂である︒

ダンチフィカション︶︑つまり﹁共苦﹂︵コソミゼラシ
ョソ︶

﹁共苦﹂＝﹁憐み﹂の感情が強く﹁自由・独立の交り﹂

この人間関係における相互性こそ︑ルソーにあって
﹁契約﹂を支えるものにほかならなかった︒ルソーが
人類の黄金時代とする﹁生まれたばかりの社会﹂では︑

︵コメルス︶が可能であったが︑より進んだ社会状態で
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一一月八日
於分館講堂

口

ルソーにおける友情について

樋

﹁恋愛と友情とはわたしの心の二つの偶像である﹂︒

情﹂はルソー自身の生涯においてのみならず︑その思

における人間のありようを言ったものにほかならず︑

間は﹁自由なものとして生まれた﹂︒それは自由状態

﹃社会契約論﹄冒頭の有名な文章が言うように︑人

想においてもカナメの位置を占めるとしてよかろう︒

はこの感情が弱くなり︑﹁理性﹂の助けが必要となる︒
この両者の協力によって︑﹁情念の沈黙のうちに︑
人間が同胞に要求しうること︑同胞が自己に要求する
権利をもつことについて推論する悟性の純粋な行為﹂

ルソーは﹃告白﹄においてこううちあけている︒﹁友

け■●′ヽ■−・■●・1．■−●．●ヽ●−■…■■■●■ヽ■■ヽ■−、◆◆〜■●〜．●ヽ▲◆q●−−■◆●■■■◆−▼ ▼ヽ◆ナt●◆■t．●■●ノ●●●＝・−■、小▲◆■◆−●．▼■■■■・▲●■†−●■◆■■ヽ◆●〜■◆ヽ．◆ヽ■◆ヽA■● −ヽ▲■ヽヰ▼ヽ

意志﹂であり︑﹁各市民にたいして公共理性の教えを

が成立する︒それは︑各個人においてはたらく﹁一般

の人間の利害は︑しばしば無視される︑というのが私

文字の世界もまた右利きの人間の世界であり︑左利き

の顧慮を払われないのは︑左利きの人間の利便である︒

本屋の店頭にあった﹃暮しの手帖﹄38号︑松田道雄氏

の話のいわば核であったのだが︑同じ頃発行されて

語りかける天の声﹂である︒
ルソーにおける﹁友情﹂をさぐつて︑ふたたびその
生涯にもどると︑彼は自己にとって必要なのは﹁男友

あることを知ったのに牽撃されて︑あり得べき脈絡を

﹁左利き友の会始末記﹂の核になるものもまたそうで

には﹁同一の体の中での二つの魂﹂をもたねばならぬ

達よりも女友達である﹂︵恋人でなく︶とし︑そのため

書写習慣がそうであるように︑当面の問題以外の場所

行そのものが右から左に進むのは︑たとえば漢土の

う例となし得るか︑という反問がある︒

に進むのを︑左利きの人間の利便が顧慮されないとい

筆を起こして左に及び︑文字の行そのものも右から左

アラビア文字︑もしくはそれと同系の文字が︑右に

しかも果たさなかったことを︑書かせていただきたい︒

異例であろうが︑そこで私の触れるべきであって︑

さえ失なった︒

性︵両性具有願望︶のはらむ意味は︑ルソーに即しかつ

郎
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としていることにつきあたる︒このアンドロギュヌム

二

ルソーも超えて︑さらに深くさぐられねばなるまい︒

文字と左利き

尾崎雄

れたような︑右左どちらか一方が︑より神聖な︑より

でも︑習慣として固定し得る︒あるいは私がその時触
右利きの人間は︑左利きの人間に比べて圧倒的に多

の事柄であるのかも知れない︒

書き易さということについていうなら︑右利きの老

上位の︑方向である︑というような思考とつながって

にとっての︑最も書きにくい線は︑おそらく右に起こ

て正当であり︑正常である︑とされる︒

そうして︑多くの事柄について︑顧慮されるのは右

いから︑利き手の右を使うことが︑多くの事柄につい

利きの人間の利便であり︑無視されないまでも︑多く
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って︑水平に左に向かう線︑特に起筆としてのそれ︑
であり︑左利きの老にとってのそれは︑むろんその反
対であろう︒この︑あとの左起こり右向きの︑左利きの
老にとって最も苦手の水平の線が︑漢字の筆画の中に
は︑やたらに多いことを確かめた上で︑次にアラビア
文字の左に向かう線は︑ただちに水平に左に行くので
の︑いわば﹁やわらげ﹂を伴なってのそれであること

はなく︑一旦は斜めに向かって下がり︑また上がる式
を︑ヘブライ文字の左に向かう水平の線が︑決して起
筆ではなく︑常に先立つ垂直の線の連なりとしてある
ことを︑私たちは忘れまい︒そこに顧慮されてあるの
ヽ
は︑右利きの者の利便である︒

大正初期の労働組合観

大

前

﹁日本の労働運動も大体︑英国流の労働運動の流儀
に従うことを︑最も健全なゆき方であると考えた﹂と
は︑日本労働運動の再建を期して︑大正初年︑友愛会

︵のちの総同盟︶を創設した鈴木文治の言である︒﹁英

国流﹂との言葉で鈴木の意味したところは︑労使協調
を基礎とした社会改良主義であるが︑労働組合の組織

左に向かうのは﹁聖﹂のレベルのことであり︑しか
もなお且つ︑右利きの者の利害がそこに顧慮されてあ

t⊇deの職業別組合

論という点では︑英国のski−−ed

鈴木は︑まず︑故事にのっとって︑friend−ysOCiety

高い組合費と徒弟規制で︑労働力の販売制限を確保
し︑労働貴族とさえ呼ばれるようになっていた英国労
働者を︑当時の日本の労働者とひき較べて︑鈴木が理
想化したのも無理はない︒

組織を理想としていた︒

るのだとすれば︑やはりこれは右利きの老の世界だと
私が言おうとするとき︑人は私の詭弁を噴うであろう
か︒

．■丹ゝ●■◆▼●●◆■9◆ヽ◆●◆−●■■■◆●■■■◆■●■■■■■■■●●●一′ヽ■■◆−◆■◆．●′●一◆◆ヽ◆■◆■●■●．◆■◆■●▼■■▼●▲■■■■■■−■▼■■■■◆小★−■●■〜■▼l●●◆■■■ヽ■■′〜◆■◆J▼◆■■■ヽ◆−◆■◆十ヽ■●◆▲■ナ◆▼●■■▼◆イJ

の名を借り友愛会をスタートさせ︑職業別組織化を企
図するが︑日本には徒弟制度も高賃金もなかったのだ
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兵

から︑英国と同じ発展経路をたどっての組織拡大はあ
りえなかった︒そうだとすれば︑友愛会職業別組織化
の方針は時代遅れであったのか︒
当時︑読まれていた英国労働運動に関する文献の中
ッブ著の﹁産業民主制﹂がある︒来日したこともある

に︑一級の運動史家︑理論家であったシドニー・ウェ
彼の著書は︑友愛会とも関係のあった安部磯男︑高野
岩三郎︑山県憲一ら︑進歩的な学者に注目されていた︒
明治期を通して︑労使間の問題は︑常に富国との兼
ね合い︑主従の情宜を中心に語られてきたのだが︑日

期講

座

︵五一年度︶

害を否定する傾向を持たない点で︑全く未組織の日本
労働階級にとって︑有効性と現実性をそなえていたの
かも知れない︒なぜなら︑労働力商品版売老としての
意識と反資本主義の意識とは別のものであるから︒

夏

八月一日−三日

正

男

於分館講堂

下

﹃ポール・ロワイヤル論理学﹄

山

﹃ポール・ロワイヤル論理学﹄はその名が示すよう
に︑ポール・ロワイヤリストであるアルノーとニコー

ルの両人が︑一六六二年にパリで刊行した近世論理学
の教科書である︒彼らはともにジャンセンストであっ
て︑本書にはおのずから︑彼らの宗教的党派性がにじ
み出ている︒すなわち彼らはカトリックに属するもの
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露戦争後︑ようやく﹁一等国﹂に仲間入りすると同時
に︑階級対立が現実感を持ち始めた日本において︑労
使の利害対立を自明のこととして認め︑かつ国民的最
低限︑高賃金と国富の発展を保障しようとウェッブの
理論は︑労働問題に関心を寄せていた人々に新鮮さを
感じさせたのであろう︒
ウェッブの組合組織論は︑徒弟制度を非科学的︑非
民主的︑不健全として退け︑新しい職業別労働組合を
制度という図式はなかったのであり︑職業別組織化と

構想していた︒鈴木らの念頭には︑職業別組織＝徒弟
いう友愛会の方針を時代遅れとすることはできない︒
サンディカリストの主張した産業別組織化が内包する
労働者の階級一体性を強調する反面︑諸階層の個別利
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右派であるジェスイットとも対立した︒そして実際こ

に対立するとともに︑他方では同じカトリック陣営の

として一方ではプロテスタソト︑特にカルゲィニスト

理学は人間理性の運用法としての思考論理学であり︑

ある聖書の解釈法としての言語論理学であり︑近世論

となるであろう︒すなわち中世論理学は神のことばで

代論理学の双方と較べてみることによって︑より明瞭

ての記号論理学であるといえる︒だとすればまた︑中

現代論理学は計算楼に乗りうる人工言語の操作法とし

世論理学は神学者用のものであり︑近世論理学は良識

の論理学書ではこの両面の敵に対する教義的論争が例
とはいえ︑この論理学書における例題にはそうした

題としていくつも登場するのである︒
宗教的トピックを扱ったものだけではなく︑科学的な

のであるということができよう︒そして近世論理学の

ある人土用のものであり︑現代論理学は科学者用のも

そうした性格はまさに﹃ポール・ロワイヤル論理学﹄

トピックを扱ったものも数多くみられる︒そして後者

から発したものということができるのである︒

に関しては︑同じくポール・ロワイヤリストであった
パスカルの仕事が︑大いにとり入れられているのであ
ところで︑この﹃ポール・ロワイヤル論理学﹄は︑

川

和

シュメールの﹁ことわざ﹂から

前
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Lif2

in

Ancieロt呂esOpOtamia︑−

の研究は飛躍的に発展した︒粘土板に善かれた数百の

の出版によって︑シュメールの﹁ことわざ﹂について

E克ryday

E．Ⅰ．GOrdOn﹀SumeriaロPrO克rbs⁚G−impses Of
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る︒
﹃思考の術﹄という別名からもわかるように︑﹁我思
考す︑故に我存在す﹂で有名なデカルトの思想の影響
のもとで成立したものといえる︒そしてジャンセニス
トの論理学である﹃ポール・ロワイヤル論理学﹄がジ
エスイットの論理学やカルゲィニストの論理学との闘
いに勝ち抜いて近世論理学の祖となるに至ったのも︑
近世哲学の祖としてのデカルト思想をいち早くとり込
んだためと考えられる︒
こうして﹃ポール・ロワイアル論理学﹄は実際に近
世論理学をそれより前の中世論理学とそれより後の現

世論理学の原型といえるのであるが︑このことは︑近

也

な考え・感性・行動を︑じつにいきいきと教えてくれ

﹁ことわざ﹂は︑前三千年紀のシュメール人の日常的

して︑ジェイコブセソは︑これら三つの章句は連続し
て読まれるべきであるとした︒

るべきではない︵−．雪といった意味だとしたのに対

る︒これは王碑文・神話・叙事詩・行政文書などを手

そしてここには︑たんなる語句の文法解釈の差異を
こえて︑シュメールの﹁ことわざ﹂理解についての第
二の重要な問題が含まれている︒ゴードンは︑この種

がかりとしては容易に把握できない側面であった︒
く理解するためには︑まだまだおおきな困難が残って

の粘土板を﹁ことわざ集﹂︵prO克rbs

cOueCtiOn︶と

ジェイコブセソは︑−．∽−−．∽﹁死刑執行人の剣に対し

が彼の門をくぐるようにさせるな﹂︒これにたいして

ダ神に〝生かしておいて下さい″と言うな﹂︒−．∽﹁私

しまっているものの首を切るな﹂︒−．A﹁ニソギシュジ

bia︻pOem︒として把握されるべきものであるという

集成﹂なのではなくて︑ひとつの一貫したh曾○くer・

になった︒つまりアルスターは︑粘土板は﹁ことわざ

スター︵B．A−ster︶によって徹底的に進められること

に対して︑〝生かしておいて下さい″と言うな︒私が
彼の門をくぐるようにさせないでほしい﹂と訳した︒
︵−．豊︑権限のないものに事を頼む

つまりゴードンは︑それぞれ︑すでになされているこ
︵−．皇︑そして︑自己の意志に反した行動をとらせ

とをくりかえすな
な

なおそうとしているのだといってよい︵cf．戸A−sterV

て︑〝打首にしないで下さい″と︑ニソギシュジダ神
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のである︒ゴードンのように︑ひとつひとつの﹁ことわ
ざ﹂を独立的に解釈する態度は︑メソポタミアの詩作
品のモチーフを無視してしまうというわけである︒か
れはこのような粘土板文学の︑一貫した内的構造を把
えることによって︑メソポタ︑︑︑ア文学を新しく照射し

をあげよう︒まずゴードンの訳︒−．∽﹁首を切られて

的・言語学的に正しく読んでいるかどうかの問題であ
理解した︒つまり︑ゴードンは︑数多くの﹁ことわざ﹂
る︒たとえばゴードンの書の末尾には︑ジェイコブセ
が書記によって集成されたのだと考えて︑ひとつひと
ソ ︵TF JacObsen︶ による訳が付されているけれど
っの章句を単一の﹁ことわざ﹂として理解しようとし
も︑ゴードンとジエイコブセンの訳は︑ときとしてお
たわけである︒これにたいしてジュイコブセンは︑ゴ
おきく食いちがっている︒一例として︑sp﹂．？1−．∽
ードンが独立の﹁ことわざ﹂とみなした章句をおおく
連結して訳しなおした︒そしてこの方向は︑最近アル

けれども︑シュメールの﹁ことわざ﹂を本当に正し
いる︒ひとつはもちろん︑﹁ことわざ﹂の章句を文法

けl●●◆●■ナ◆●●■◆−◆1◆■◆◆‥▼◆■▲−◆−●1■■◆◆■」，◆■◆−■■●■●▼仲●■■●t●■ヽ●■◆t ＝●◆■■事●■−■I■●■◆ノ◆◆◆叫い▲■．◆■●■ナ◆一◆▲●い∧■一●へ一▼▼■↓り●◆■■−一◆●．，●ヽ■ −小■．，■■一■十■■，◆．ゝ

たる妄想﹂であり︑日本の歴史はいわば﹁乱臣賊子﹂

に
れているような国体論は︑﹁迷妄虚偽を極め
StudiesiロMesOpOtamianPrOまrbsこ笥
豊述
︒べ
まら
たア
ルスタ1のこの議論は︑メソポタミア粘土板研究史に

哲

夫

治三九︶

に刊行された﹃国体論及び純正社会主義﹄で

題に全面的に取組んだのが日露戦争が終った翌年︵明

から発想されていたように思われます︒そしてこの課

おいても︑確実に新しい波が現われてきたことを示し の歴史ではないか︑という痛烈な批判を展開していま
す︒この時期には彼は同時に︑ロシアとの開戦論を叫
ているだろう︒
んでいるのであり︑この国体論批判も︑世界にのり出
してゆくにふさわしい合理的国家意識の追求という点

北一輝

屋

あったということになります︒
北はこの著作ではまづ︑当時の流行思想の一つであ
った進化論を基礎理論に仕立てあげます︒簡単に結論
だけ云うと︑人類は生存競争の単位を家族←部落←国
家に拡大することで進化する︑つまりそれぞれの段階
で個人の自主性が強められることによってより強化さ
れた社会意識が生み出きれ︑それが進化の原動力にな
るというわけです︒そして︑社会意識が家長・君主へ

の忠誠によって統合される段階から国家そのものへの
忠誠を基軸とする段階に進化することで近代国家が生

いは貴族国家︶から﹁公民国家﹂へと表現しています︒

まれたというのであり︑それを北は︑﹁家長国家﹂︵或

ここから︑さきにふれた国体論批判がより精緻な形

で展開されるのですが︑そこで彼が強調しようとして

−10−

﹃国体論及び純正社会主義﹄

古

︵佐渡

北一輝は︑二・二六事件の背後の首謀者として処刑
されて以来︑ファシスト或いは反動思想家といった形
で葬られてきたのですが︑一九五九年に彼の著作が復
刻されてみると︑彼の思想は天皇信仰的な一般の右翼
とは異質のものだということがわかってきた︒そして
最近では彼の天皇観が思想史的にも特異なものとして
注目され︑北一輝研究が盛んになってきたわけです︒
北が天皇の問題を正面からとりあげるのは︑日露戦
争前夜に書かれた﹁国民対皇室の歴史的観察﹂

新聞︶という論文からですが︑彼はここで︑教育勅語

−〃ヽ■●†●一†◆ゝ●叫．●■●●｝ヽ▲■◆−◆■●．◆▼●●◆◆◆◆｝ヽ■■◆●◆■●，−●■ナ〜一■ヽ●■−■●●●t●ヽ◆●◆■■ヽ■●■・■◆ヽJナ◆．●儀〜｝ヽ′◆ノーヽ′◆■◆ヽ■●↑−■ナ◆ 叫〆■・■●ヽ◆■ヽ◆■●■l■◆▼■↑−■■◆書

いるのは︑明治維新の本質は王政復古なのではなくて

的条件の変化によりそれが失効しないかぎり︑両国の

しめす総括的文書であり︑すくなくとも何らかの歴史

に戦争の原因︑目的︑戦争による両国の関係の変化を

その彼の関係を基本的に規定するものである︒そして

です︒ここで北が天皇制そのものの否定に進むことも

下関条約は以後数十年にわたる周知のような両国の関

家長国家から王政公民国家への革命であったという点

て︑明治天皇は維新革命のリーダーとなることで︑小

にそれは後発資本主義国日本が︑その後︑東アジアに

係を方向づける出発点に位置するものであった︒同時

論理的には可能であったと思われますが︑北は反転し

めることになります︒

していくために手に入れたパスポートでもあった︒

おいて唯一の帝国主義国に転化し︑列強帝国主義に伍

家長君主から公民国家の最高機関に転じたと主張し始
北はこの著作全体を通じて︑忠君よりも愛国を優位
におき︑国家を改革︑拡大してゆくことが︑人額進化

しかし︑講座のテキストをえらぶとき︑後にこのよ

の全文を読んだとい

が招介できる文書をえらんでみた︒そして︑自分の論

私は比較的ポピュラーで︑なおかつ一回の講演で全部

いった類の文書にしてさえもがそうであろう︒そこで

数多く存在する︒かの﹁人権宣言﹂や﹁独立宣言﹂と

ぅことになると︑きわめて少数の人に限られる文書は

自分で直接原文︵訳文でもよい︶

の名称はほとんどの人が知っておりながらも︑実際に

たのは少々うかつであった︒およそ歴史上にその文書

うな﹁復命書﹂を書かきれることに思いいたらなかっ

照

への抜

の道に合致するのだという点を強調しているわけです

約
国
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が︑しかし同時に︑この実証的な根拠のない明治維新
論は︑のちの﹁天皇大権によるクーデター論﹂

条

島

け道を用意していたとも云えるかと思います︒

下 関

副

下関条約とはいうまでもなく日清戦争終結後︑その

に徹した︒したがって日清戦争論というよりも︑むし

できるだけ原典を忠実に﹁読﹂み︑説明を加えること

いうより︑むしろ︑講演の趣旨を馬鹿正直にうけとり︑

旨の展開にそれをとりいれ︑新たな見解を提出すると

講和条件をとりきめた条約である︒講和条約とは一般

トー●■◆→■サー■◆ヽ◆■◆−◆▼●一◆▼−一▼ヽ■ナヽ◆▼●−●●−■◆◆…〜−一■●∨●■●■′●−■●◆−一▼◆■−−−■●▼●■◆ヽ■叫■◆▼−ハ▲●◆■●▼−■●々−■●◆◆■ナヽ●t−●◆■●■一●▲■†●■◆●ヽ■■ヽ一−−■●ヽ■●◆■一−ヽ■■■〜一t

ろそれが条約という形でどのように結着がつけられた
かを招介することを通じて日清戦争の性格を考えるこ
とに主眼をおいた︒その結果︑その要旨をまとめるこ
とを申しわたされたとたん︑はたと困惑してしまった
のである︒
しかし︑ともあれ︑私にとってこの講演のために︑
これまでの研究でもほとんど問題にされない些細な点
までふくめて︑少くとも条文に関するかぎり︑どんな
てたんねんに読ませる楼会を与えていただいたのは幸

質問にもこたえられるだけのつもりで︑漢文もあわせ

ただ︑条約中日本文では﹁清国﹂︑漢文では﹁中国﹂

きたい︒

﹃徐霞客遊記﹄

日

比野丈夫

この書物が日本で読まれるようになったのは︑比較

大部のもので︑中国でも奇書として一部の人々には注

的新しいことである︒一個人の旅行記としては空前の

−12−

運であったかもしれない︒

は宏祖︑霞客とは号である︒徐氏は江蘇省江陰県の名

目されながら︑あまり普及しなかった︒徐霞客その名

えられず︑多分ここにも日中両国間の対等でない関係

明末の何十年かを中国各地の旅行に費した︒もともと

族で︑宏祖は一六世紀の末に生まれ︑一七世紀の前半︑

となっていることの意味を問われたとき︑明確にこた

たが︑どうもそう単純なことでもないようだ︒ちなみ

清初の戦乱にいつたん散乱したといわれる︒その友人

遊記の草稿は現存のものより遥かに多かったが︑明末

が表現されているのではないかと推測したのみであっ
に︑その後すこし気になって調べてみたところでも︑

で学者として有名な銭謙益のごときもこれを惜しんで

日中間の最初の条約で︑対等な関係で結ばれたとされ
るが︑日本文では﹁大清﹂であり︑その三年後の台湾

る一八七四年の修好条規では︑漢文では﹁中国﹂であ

の出身で雲南巡撫となった楊名時はこれをまとめて四

逃がある︒しかし︑出版されたのは乾隆四十年で︑著

庫全書館に進塁し︑自分の実際の政治にも利用した形

遺稿の蒐集と出版を考えていたという︒宏祖とは同郷

に﹁清国﹂となっている︒これについてはここで論じ

事件交換条約では漢文では﹁中国﹂︑日本文ではすで
る余裕もないので︑事実だけを提出するにとどめてお
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者の死後百年以上もたつてからである︒
その旅行の範囲はきわめて広いが︑もっとも詳細な
記録を残しているのは︑最後の西南辺境の旅行である︒
この地域に広く発達している石灰岩の地貌に対する徴
に入り細をうがった観察︑河流の浸蝕状態や変遷につ
いての考察︑あるいは火山の生成や噴火に関する伝承
説話︑岩石︑植物の実際的な記述など︑旧来の旅行記
には全く見られない︑直接事物で即した文章に満ちて
いる︒それだけに文学的︑歴史的な内容には乏しいが︑
ほど真に迫った形で表現したものは珍しい︒描写の確

の宣教師たちとの交友の結果だとするのも考え過ぎの

ようである︒明菜︑知識人の間に急速に高まってきた

学記篇

田

秀

実学の一つの現われとみた方がよいであろう︒

﹃礼記﹄

池

﹃礼記﹄学記篇は︑﹁原典を読む﹂という講座の趣旨

に︑質量ともに絶好の題目であると自負している︒但

ではなかったかと︑甚だ自信がない︒

し︑肝心の講演内容については︑意少なくして言多し

解釈は鄭注及孔疏を主とし︑﹁集説﹂﹁訓纂﹂等を参

照してその妥当と思われるものを採択した︒実は︑私
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自然に対する鋭い観察と︑旅行者としての体験をこれ
実さは精彩に富んだ文章と相まって古今独歩と称して
よいであろう︒清末の李慈銘はこの遊記を評して︑明
人にありがちの読書不足があらわれており︑学問的価
値がないといっているのは当らない︑随処に西南辺境
における漢人の進出︑土司の勢力︑土人問の紛争など
歴史的な資料も見られるのである︒

興味があり︑各種の注を適宜取捨選択するのは余り好

たか︑或いは何故かく読もうとするのか︑という方に

るとし︑揚子江の上流や南︑北盤江の水源等の実地踏

みではないのだが︑講座の意義から考え︑かかるやり

自身は経書本来の意味よりも︑それがどう読まれてき

査をふまえた考察は︑西洋人の地理的発見にも比すべ

方をとったのである︒現代風の言い方で解説したり︑

この遊記をとくに高く評価したのは︑民国の丁文江

き業績であると賞讃した︒しかし︑それは過大評価の

今日の問題に結びつけて敷術した所以も亦たそこに存

であった︒これを純然たる自然科学的著述の傑作であ

ようで︑徐霞客が自然科学に興味をもったのは︑西洋
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する︒
儒家思想の第一の特徴は学問尊重である︒学問なく

われる︒先天的素質よりも後天的学習効果を重視し︑

際に教育に携わった着でなければ書き得なかったと思

して人格の完成︑延いては国家の繁栄はあり得ない︒

り難へと段階的に進めていこうとする教育論が︑精彩

をもって展開されている︒就中︑﹁教えなるものは︑

画一的強制的教育を否定して個人の自覚に待ち︑易よ

興隆すべしという主張になるのである︒古代の学校制

善を長ぜしめて其の失を救うものなり︒﹂の一語は︑

英

於分館講堂

田

←▼′◆◆■，●■●−←■◆−◆ノーー■■−■■−◆▼●■←▼●†◆J，−◆J■†■■▼●■●●暮■●◆■■−〜◆●−■●−■■●◆■一■、●一−−ノ■●■●◆＝り■ ■■▼●†◆■◆−−J▼◆■一■●■●■−▼◆′←■●−−◆■ヽ●◆−t■■−一●●−一■〜◆▲l一◆十い●◆−11

従って︑為政者に対しては︑教育を重視し学校を整備
度については︑﹁孟子﹂﹁左伝﹂﹁周礼﹂﹁礼記﹂等に見

︵五一年度︶

論

ニ日

深く玩味すべき価値を有している︒

開所記念講演

材﹂

一一月

えているが︑机上の空論も雑っているようで︑後世の
る︒しかし︑早くからかなり進んだ学校制度のあった

学者の努力にも拘らず︑はっきりしたことは不明であ
ことは否定できない︒

﹁人

園

日本には能力主義が定着しないとする主張がある︒

﹁日本的﹂事情がその原田だとされている︒一方︑目

年功序列や学歴主義など︑能力の自由競争を阻害する
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学記は︑この制度の考証に資すのみならず︑当時の
教育理念︑具体的方法を伝えている点で非常に注目さ
﹁楽記﹂に次で評価したのも故なしとしない︒本篇の

れる一篇であり︑宋儒が礼記諸篇の中で︑﹁学・庸﹂

成立は︑﹁免命﹂原文が引用してあること等より見て
戦国末ごろと思われるが︑勿論それ以前の伝承を受け
は教育の重要性を説く︒第二

ているであろう︒私見によれば︑全体は四章十九節に
分れる︒第一章︵三節︶

章︵六節︶ は︑大学の制度︑理念︑教育方法を説く︒
第三章︵七節︶ は︑教師たる老の心構え︑要領を説く︒
異色であり︑或いは錯脱が有るのかもしれない︒

第四章︵三節︶ は学を本とすべきことを説くが︑やや

中心となるのは第二︑三章である︒この部分は︑実

弘

を破り︑﹁四民平等﹂﹁実力主義﹂の世を開いたとする

本の近代の出発点となった明治維新は︑﹁封建ノ制﹂
のは常識に属する︒一種の能力主義の成立である︒明
治の世に︑能力主義の導入がなされたにもかかわらず
は︑能力主義のモデルを西洋︵特に米国︶

に置いてい

︑現在でも能力主義が定着しないとする議論があるの
るからである︒西洋の能力主義は﹁私利﹂追求の延長
上に位置づけられてきた︒思想的な表現をとれば︑個
の﹁公利﹂の拡大をもたらすとされたのは周知の通り

人主義的な観点から﹁私利﹂の増大こそが︑社会全体

のような結果になったのか︒私は︑武士社会内にあっ
た優れた能力に対する社会的位置づけが︑明治以降の
日本型能力主義の母体になったからだと考える︒
﹁人材﹂という言葉が多用されるのは幕末期になっ
てからであるが︑この言葉は優れた能力をもつ人物と
いう意味に限定できない︑広がりをもっている︒化政
期の一論者は﹁聖賢ノ学﹂のみが﹁人材﹂をつくる学
問であるとして︑実務を志向する学問は﹁人材﹂形成
とは無関係であるとした︒しかし︑天保末になると︑
海防のために必要な自然科学・語学︑さらには様々の
実務に通じた者まで﹁人材﹂というカテゴリーに入れ
てくるようになる︒そして︑このような﹁人材﹂観の
変化に対応して︑人材﹁登用﹂という言葉にかわって
人材﹁選挙﹂・﹁選抜﹂という表現が見られるようにな
った︒道徳的価値の体現度という不明瞭な基準が︑客
観的な知識に置き換えられ︑この明確な基準のもとに
優れた能力をもつ人物を﹁選ぶ﹂という観点が出現し
たのである︒
江戸後期から明治まで︑﹁人材﹂という言葉は︑具
体的な内容を変化させながらも︑﹁公﹂的目的のため
の存在という意味では一貫している︒また︑﹁公﹂的
意味を与えられていたからこそ︑能力ある人物である
﹁人材﹂は自己主張をできた︒この能力観の日本的構
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である︒優れた能力は﹁私利﹂追求のための有力な道
具と見なされたわけである︒したがって︑個々人のも
つランダムな目標を追求するための︑諸能力の自由競
争は当然の帰結となった︒
一方︑明治の変革が﹁学芸才識﹂をもつ老であれば︑
いかなる﹁高位高官﹂にまでも出世できる社会をもた
めのランダムな競争を否定する人々でもあった︒優れ

らしたとする﹁天保の老人﹂は︑同時に私利追求のた
た能力は評価され︑しかるべき待遇をすべきだとする
発想は一般的なものであったが︑それは直接︑﹁公利﹂
の自由競争は認められたが︑競争の場そのものは強力

と結びつけられていた︒言い換れば︑能力発揮のため
に﹁公﹂的目的のために組織化されていた︒なぜ︑こ

◆▼●■●■▼◆■◆ ◆−●▼◆l●●■◆−■−■−◆■◆■ヽ■■↑■■◆◆●■−◆■● ◆■●■◆■◆◆▲■■◆．◆■◆．●十■■●◆暮■▼◆■■t◆●◆■■▼◆◆●●■ヽ■▼◆．■，●■…●●▼■■●▼◆t■■ヽJ◆◆◆■●◆●■ナ◆．●■◆．●▼◆一◆●−◆■◆−●ハ◆．■◆■¶●▼●■l

造は︑西洋をモデルに見るかぎり一つの逆説がなりた
つことになる︒日本では能力主義が定着すればするほ
ど︑﹁公﹂的な性格を強め︑能力の自由競争が西洋的
意味では成立しなくなるという帰結である︒優れた能
力を集合主義的観点から位置づけようとする日本人の

聖

山

能力観は︑弱められたとはいえ︑現代にまで通じる問

田

つまり苔寺の庭はかれ自身の墓塔である︒夢窓はこの
年の春︑すでに滅後の弟子にあてて遺戒を書く︒暦応
二年といえば︑日本中世史にとって重要な年である︒
京都では事実上の室町体制が発足し︑吉野では後醍醐
が死ぬ︒両朝の帰依をうけていた夢窓は︑自分自身を
精算するのである︒はからずも︑かれは更に︑十二年
も生きのびる︒天竜寺の造営をはじめ︑二島六十余州
におよぶ安国寺利生塔の造営がこの間に成る︒地方と
京︑地上と天上を結ぶ大マンダラが展開するのだ︒謂
うところの北山文化も︑東山文化も︑五山の学問もそ
の中に見通される︒
苔寺の庭は︑南陽忠国師の無縫塔と西山亮座主の坐
禅石の話をテーマとする︒いずれも︑中国禅宗史上に
名高い話だが︑夢窓がこれを庭として造型化したこと

は画期的である︒無縫塔は︑中国古来の雲夢の伝説を
うけている︒雲夢伝説は︑今日の湖南省より湖北省に
わたる湖沼地帯を舞台に展開された︑中国南方文明の
核の一つで︑黄河流域で形成された儒教文明とするど
く対立する︒楚辞はその代表である︒夢と空想を人間
精神の不可欠の営みとするなら︑それは中国民族が生
んだ最初の文学と言えよう︒且には朝雲となり︑夕に

は行雨となって君にまみえようと︑楚の懐主に約する
巫山の神女の言葉を︑こよなく愛するのは一休である︒
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題である︒

夢窓と一休
柳

京の天気は変りやすい︒四方を山でかこまれた地勢
のせいか︒京の町は︑いつも曇っている感じである︒
こに集まる︒功を成したものは少く︑屍を野にさらし

そこに︑千年以上も王城があった︒多くの人々が︑こ
た男の方が多い︒当然︑京は中世日本の墓場となる︒
そして墓地には︑墓地の花がひらく︒
夢窓と一休は︑そんな花の思想と文学を造型化する︒
夢窓が暦応二年の夏より︑その構築にかゝる西芳寺︑
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狂雲集に収める約一千の詩偏は︑何らかの意味でこの
言葉を背景にもつ︒それは︑唐より宋の間に中国で展
開した禅が︑稀にしか表面化しなかった根の世界であ

る︒
夢窓が苔寺の庭に託したもう一つのテーマ︑西山亮
座主の詰もまた︑中国の禅が長く挙み来った学問と宗

教の対決という︑永遠の課題に新しい答えを出したも
のと言えよう︒坐禅石は︑どこにあっても水平でなけ
ればならぬ︒それが︑庭石と墓石の基本原理である︒
滑々と流入してくる宋元文明の渡を前にして︑夢窓は
そんな醒めた眼の必要を︑日本人に訴えた最初の人で
はなかったか︒
吉田氏に京都新聞文化賞
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おくりもの①

中国古代史の分野で多くの業績を発表され︑特に殿周時代の 二年にわたって人文研がおこなった﹁近畿における前近代産業
同時代史料である甲骨︑金文研究の日本における開拓者として の綜合調査﹂以来の︑京都の伝統産業に対する息の長い研究活
の功績は大で︑その分野を扱った﹃中国古代史学の発展﹄ ﹃京動と︑京都という町に対する愛情のにじんだ評論活動とが︑今
都大学人文科学研究所蔵甲骨文字︑図版・釈文・索引﹄は不朽 回の受賞のとりわけ大きな要因であったろうと推察きれる︒
の価値を有するものといえよう︒なお同氏の業績の主要なもの
︵山下記︶
は﹃貝塚茂樹著者集﹄として日下刊行中である︒
︵林記︶

同教授は︑一九〇四年︑小川琢治氏の次男として東京に生れ
た︒一九二八年に京都帝国大学文学部史学科を御卒業︑一九三
二年本研究所東方部の前身である東方文化学院京都研究所の研
究員に任命された︒同研究所が京都大学人文科学研究所に移管
きれた後︑同研究所教授に任命され︑一九四九年より六年間所
長を勤められた︒一九六八年停年御退官︑京都大学名誉教授と
して現在に至っている︒

吉田光邦氏はこのたび︑第二〇回京都新聞文化賞を受けられ
貝塚茂樹名誉教授︑文化功労者に
ることになり︑二月二四日午前一〇時︑京都新聞社において
貝塚茂樹名誉教授は文化功労者に選ばれ︑一九七六年一一月 その贈呈式がおこなわれた︒
四日︑顧彰を受けられた︒
この賞は︑学術︑文化の向上に貢献し︑麒著な業績をあげた
個人または団体に対し授与されるものであり︑業績の範囲は︑
科学︑芸術の各部門にわたるが︑一般民衆の生活文化に関連す
るものに重点を置くとなっている︒今回の選考委員は︑蟻川虎
三︑小野竹喬︑岡本道雄︑末川博の四民であり︑京都の伝統産
業研究に対する顕著な功績の故に吉田氏が最適格者として選ば
れたのである︒
氏の活動は周知のように多方面にわたるが︑昭和二八年から
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飯沼二郎︑堀尾尚志﹃農

︵A5判︑二〇六貞︑法政大学出版局︶

するものとされている︒だから︑一六世紀

農業へと発展する日本農業のあり方に対応

以後︑鍬が再び耕起用農具の主要なものと

なることも︑﹁鍬一本主義﹂という語に表

ではなく︑深耕化という日本農業の一貫し

現されるような︑日本農業の逆行とみるの

た発展にみあったものとして理解されてい

る︒農具はその時代時代の農業にみあった

この農具のもつ合理性がリアルにとらえ

合理性を有しているのである︒

られているのは第五章である︒ここでは︑

った︒本書の結論はこの平凡な事実にある

着して農具︑農法を改良してきた人々であ

日本農業の発展を支えてきたのは耕地に密

る︒まことにあたりまえのことであるが︑

床梨改良への努力が︑興味深く描かれてい

この書は︑具体的な日常の﹁もの﹂を通 の解明がいかにこの現代的関心と係わるの 明治政府の西洋化農政の失敗の後を受けた
数人の民間人による︑日本農業に即した短
して︑人間の生活と文化を追求しているユ かということであった︒
この吾の構成は︑まず序章で世界史的に
ニークな叢書︑﹁ものと人間の文化史﹂の
中の一冊である︒しかしこの苔は︑ただ単 見た農具の展開を作物の種類︑風土の相違
に過去の生活と文化を﹁農具﹂の歴史を通 等によって体系的に組みたて︑第一章以下
して明らかにしようとしたものではない︒ 第五章終章までで︑序章で体系化された理
﹁日本の農具の伝統﹂を明らかにすること 論によって︑日本の主要な農具︑特に耕起

とが理解される︒こうした点で︑この害は

事実の提示そのものに大きな意味があるこ

によって日本の農業の特質を考え︑それを 用の農具としての鍬と梨の展開を跡付け︑ と思われるが︑現在の農政︑すなわち本吉
踏まえて日本の農業の﹁近代化﹂の方向を 現在の農具の機械化に説き及ぶという形に に述べられているように︑三百年前の﹁会
津農喜﹂に比べてさえ︑甚だしく非合理的
も考えていこうとする︑甚だ実践的な意図 なっている︒本書によると︑一C世紀頃ま
をもって苦かれたものである︒当然︑私が では鍬の時代︑以後一六世紀までは長床梨 な官製の﹁昭和四七年福島県農事暦﹂に示
この書を読み進める中で︑常に念頭にあっ の時代︑そして一九世紀までは再び鍬の時 された農政の現実を考える時︑この平凡な
たことは︑個々の農具への興味はさりなが 代︑それ以後現在までは短床梨の時代とさ
ら︑過去のもはや使用されなくなった農具 れ︑これは浅耕少肥の農業から深耕多肥の
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具体的な展望にもう少しページが割かれて

﹁農具﹂という表題を借りた︑現在の農政 農業機械から見た将来の日本農業に対する

ックを与えたと言ってよいでしょう︒この

に対する批判の書となっている︒

考えの特徴は︑乾湿度を指標とする環境論

豊富な知見をコンパクトにまとめて提供し

立をぼかしてしまう︒おかげで碩学諸氏の

れているのじゃないかな﹂などと言って対

きんのあの見方は︑非常に主観的に構成さ

ていることになるのだが︑上山氏は﹁和辻

自体の内部に﹁風土﹂を引き入れて批判し

を評価し︑中尾氏は生態学︵気候区分学ェ

的文脈の中で﹁風土﹂の﹁生態学的観点﹂

は非常におかしいと思う﹂上山氏は哲学史

和辻哲郎の︑⁝あの類型の取りあつかい方

﹁＜中尾＞⁝

的ないし生態学的観点です﹂

︵江村治樹︶

もよかったのではないかと思われる︒

最後に付加えれば︑冒頭で述べたような
問題関心をもった着からすれば︑本叢書の
本来の意図から逸脱するかもしれないが︑

上山春乎編﹃照葉樹林文化﹄
上山春平︑佐々木高明︑中尾佐助
﹃続・照葉樹林文化﹄
︵新書判︑二冊︑二〇八頁・二三八頁︑中黒公論社︶

意的な感想の言葉にすぎないが︑おおらか

き出し役にまわろうとしているようで︑つ
ヽヽヽヽヽ
まり︑いわゆる哲学と生態学のぶっかり合

役割りを果たそうとするよりはつとめて聞

でこういうシンポジウムを提案することに

間とは何か″という問いを追求する﹂過程

われ︑残念なのである︒上山氏自身﹁〝人

ういう態度が﹁人間学的考察﹂︵これは﹁風

かんじんの自然生態学についてまるで無
ヽヽ
知なので書評は書けない︒以下︑単なる盗
に讃辞をロ三するようなゆとりはもち合わせ

いから生じる思想的なきぴしき︑おもしろ

用いられるところに本書の特徴があろう︒
てもらえることになったのだからないもの
ヽヽヽ もっとも︑上山氏はここで哲学者としての
ねだりはすべきでないかも知れないが︑こ
ヽヽ

ていないから︑手っ取り早く批評的言葉使

きを見ることはできない︒︵だから︑本吉の

特徴は生態学的方法にのみ存すると言いか

は﹁解剖学のようなもの﹂や﹁生理学的方

﹁日本文化の深層﹂を探るために必要なの

なったと﹁序説﹂︵正篇︶に告いているが︑

土﹂の副題だ︶をあまくしているように思

いを︵それもほとんど上山氏にだけ向けて︶

ヽヽヽヽ えた方がいいかも知れない︒︶たとえば︑正

法﹂︵正篇﹁はしがき﹂︶以上に﹁人間学的

本吉は﹁日本文化のほぼ最深層に想定き

用いることにする︒
れる縄文文化の復元の手がかりをもとめる

篇四四〜四七頁︒﹁＜上山＞⁝和辻哲郎が︑

考察﹂それ自体である︒ないものねだりと

﹃風土﹄で提起した﹁モンスーン地帯﹂﹁砂
﹁牧場﹂という三分法は︑一種のショ

ヽヽヽ しがき﹂︶その方法として︑哲学者上山春

平氏の構想︑司会のもとで生態学的方法漠
が﹂

模索的討論のリポートである︒﹂︵正篇﹁は

ヽヽヽ
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てきびしくない文化論がセンセーショナル

ぬが︶からである︒﹁人間学的考察﹂におい

ようにみえる︵筆者の思いちがいかも知れ

少センセーショナルな取り上げ方をされた

クを与えた﹂らしく︑マスコミにおいて多

本書がかなり広範な読者に﹁一種のショッ

認めながらあえてこんなことを書いたのは︑

はないかと筆者には思われた︒︵茂木信之︶

自然生態学的な根拠しかもっていないので

してみれば説得的でなく︑ほんとうには︑

きせもするが︑﹁東亜半月弧﹂提唱の論拠と

そしてそれ自体は示唆に富む面白きを感じ

論的︵〜︶な論拠もならべられてはいるが︑

の提唱にしても︑社会生態学的ないし文化

からだ︒統篇の目玉である﹁東亜半月弧﹂

分は自然生態学的な発想と挙例にこそある

これにあてる︶

が生れる近代以前の工芸︵本書の大部分を

エ︑ガラス工に僅嵩州をあてる︒庶民の工芸

の三部に分け︑とりわけ︑その金工︑宝石

宗教的工芸︑王侯貴族の工芸︑庶民の工芸

意味での著作である︒

ている︒その意味では︑これも言葉の全き

わしい豪華と優雅と権威を美しく演出して

なる王侯貴族のために︑その権力者にふき

い空間︑儀式︑祈りを演出するか︑或は俗

のの世界のために︑その超越者にふさわし

は︑すべて宗教の聖なるも

著者は中心をヨーロッパの工芸におき︑

になるのはよくない︒本書は静かに読まれ

芸﹄

た方がいいと思う︒本吉の最も魅力的な部

吉田光邦﹃工

きたという︒その例として︑大はサン・ビ

ットの寝室から︑小はチャリス

︵聖餐杯︶︑

ュトロ大聖堂の祭壇︑マリー・アントワネ

表現や細工に充満している﹂といわざるを

ルイ十五世の王冠までの作品が極彩色で掲

本書はおそらくシリーズのなかでも出色

る向きもあろうが︑それらは別巻で扱われ

︵﹃世界の美術﹄18 カルチュア判︑一二三貢︑世界文化社︶

今や美術書出版たけなわである︒どの書

の巻であろう︒豪華な一流の工芸を空想の

得ぬであろう︒そしてそのあくどくも華麗

択編集され︑吉田氏の工芸に対する年来の

到な構想の下に︑図版がテーマに従って選

尚とは異質である︒しかし著者は重ねて︑

ヽヽ

巻︑東西の絵画︑彫刻︑建築︑陶磁器︑工

ヽヽ

とも﹁黄金や宝石の色と光にみち︑精巧な

ぬ程のシリーズものであふれている︒おか

な黄金文化は︑わびとかさびを持ち出すま

げられる︒その工芸の伝統は︑著者ならず

げで欲しい図版が容易に手に入り便利なこ

美術館さながら一堂に会し︑写真︑レイア

でもなく︑禁欲的に慣らされた日本人の好

省略された︒

ともあるが︑余りの豪華な装いに却って実

ていただいたが︑単にそれだけでなく︑周

ウトも悪くないから大いに目の保養をさせ

店にも美術コーナーが設けられ︑数えきれ

まるシリーズは値段も適正である︒全二十

害を被ることも屡々である︒幸い本書の収

芸︑染織︑書を含んでいる︒吉田氏の﹁工

考えを図を通して改めて知る仕組みになっ

工芸の伝統が︑文化の重要な要素として大

﹁ヨーロッパのこうした強烈な力に満ちた

芸﹂となれば︑すぐ陶磁器︑染織を期待す
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みたらそれは皮相であろう︒ここに雑って

ッパ工芸の伝統の正しい認識だけにあると

だからといって︑本書の意図が︑ヨーロ

継続している﹂と強調する︒

きな領域をしめ︑それが近代︑現代にまで

である︒世は民芸の流行が過熱気味の昨今

応を見越し︑敢えてこの本を編集した所以

認識を迫っているのである︒読者の拒否反

中心に普遍的に展開したこの文化現象の再

例外として︑世界のあらゆる教会や宮廷を

文化といった言葉で概括でき︑日本をやや

のではなく︑モデル理論の形成にまで行き

デル探しは︑単にモデルの発見にとどまる

る︒とはいえ︑論理学の場合のそうしたモ

えば絵や小説のモデル探しというわけであ

とすることも可能である︒ききの喩えでい

に︑その形式体系のモデルをみつけ出そう

一方で民芸運動に対しても一家言をもつ著

んと対応しうるようなモデルは︑形式的体

つく︒というのも形式的な論理体系にきち

ヽヽ

採用きれた東照宮︑赤糸絨鎧︑初音の調度

者によって︑このようなハードな︑手ごた

兼ね備える︒そしてここに論理学における

公理論に負けないだけの理論性をもつとと
ヽヽヽヽヽヽ
もに︑モデルとしての具体性︑具象性をも

ヽヽヽ

こうして論理学におけるモデル理論は︑

らないからである︒

のと一般︑これがヨーロッパ工芸の全体だ

︵曽布川寛︶

等が日本の工芸全体を代表するものでない

学﹄

系と等価な構造をもったものでなければな

理

えのある本が生れたことを心強く思う︒

しろ別の著書︵﹁工芸と文明﹂︶ にみる黄金

﹃論

とは考えられない︒掲載された作品は︑む

神野慧一郎・内井惣七

︵A5判︑︑ニー六貞︑ミネルヴァ書房︶

さて︑日本語で書かれた記号論理学の本

モデル理論の強みが存するのである︒

にまで導き入れて︑読むものを堪能させて

るというのではなく︑かなり高度なところ

は数多いが︑モデル理論で善かれた論理学

ところでいったん記号化︑形式言語化が

の小説化ということになる︒だとすると記

この書物は︑﹁モデル理論と歴史的背景﹂

成り立った場合︑そうした記号体系つまり

とオリジナルな工夫がこらされており︑し

くれる︒もちろんその導き方にもいろいろ

のテキストは内井君のこの書物が最初であ

公理系は︑それ自身で自立しうるものであ

かも一定の方針による首尾一貫性も十分認

号論理学とはあるモデルの記号化︑形式言

わかるような仕方で説明すればこうなる︒

密な説明はさておき︑いちおう︑だれにも

る︒そしてもとのモデルなど忘れてしまっ

という副題をもっている︒ところでこのモ

まずモデルという語で絵画のモデル嬢を思

てもいっこうにさしつかえない︒とはいえ

る︒しかもモデル理論の入口だけを紹介す

い浮かべてほしい︒すると絵画というもの

められる︒ただ︑本書の文体は理科的人間

語化ということになるであろう︒

はモデルの絵画化ということになるであろ

こんどは逆にそうした既成の形式体系の外

デル理論とはなんであろうか︒抽象的で厳

う︒それと類比的に小説とは小説のモデル
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ばとまどうかも知れないが︑それは馴れと

て︑それに馴れていない人がいきなり読め

用︑とくに数学研究者用のスタイルであっ

一部の理解のためにもよかったと思う︒し

をもう少ししっかりしておかれた方が︑第

論理学史上におけるモデル理論の位置づけ

モデル理論で貫かれているのであるから︑

やっとすなおに同意しえたのである︒

いとぐちであるという本書冒頭の論点を︑

う地代収入を基本とする律令国家が中世の

できるということも確かである︒

え︑文科的人間用にもっと違った書き方が

うべきであるかも知れない︒︵山下正男︶

評者のそうした要求はあるいは的外れとい

の仕事であるようなので︑内井君に対する

かし後半部分は主としてもう一人の分担老

は︑さすがに見事に叙述きれている︒けれ

した事態を生み出した社会と政治との係り

ことを発見きれたのは著者に始まる︒そう

院政の支柱が王党と近臣の受領層である

ずりよう

修練の問題にすぎないといえよう︒とはい

ところで︑本書の後半部分の﹁歴史的背

その受領が任国に土着すれば︑そこにおの

が︑土地を保全するために受領と結びつき

すことに︑喜びを感じはじめていた名主屑

ども︑自らの土地をみずからの手で守り通

景﹂の方であるが︑本書の前半がせっかく

林屋辰三郎﹃中世の開幕﹄

院政期の評価にふれる著者の主張を理解す

ずから地方武士国が生まれてくるという︑

るには︑それ牽証明する論理展開が︑政治

に苦労する︒律令国家の体質を鶴的な性格

史とあまりに深くからまってなきれるため

りに︑すでに著者が苦かれたものの幾冊か

で︑ついに腰を折り︑巻末の参考文献を振

である︒保元︑平治の乱のところまで読ん

する以上︑新しい社会を作りあげていく担

は気も落ちついたが︑﹃中世の開幕﹄と題

らだっていたのである︒そうと分ると少し

著者の中世像がなかなか発現せず︑私はい

関家の方が寄進地系荘園をテコにむしろ中

治的な展開の面白さに限をうばわれて︑摂

なかったのであろうが︑読み進むうち︑政

明しようときれるので︑そうならざるをえ

すんなりとは中世に移行しえないことを説

と不死鳥的な強椒きにたとえて説き起し︑

ぬえ
ら中世社会を展望する視角が強くなって︑

ものであるらしい︒そのために古代社会か

︵新書版︑新書日本史3︑二二二頁︑講談社︶

﹁新書日本史﹂とあるから︑少し気楽に

を︑図書室まで借りに走った︒机上に箭み

い手を︑もっと最初からはっきり苦いてい

読めるかと思ったが︑なんともしんどい本

あげた本を手にとって︑あれこれ眺めてい

反動″をひき起したのではないかなどと︑

復権させ︑皇室領を強化するという〝古代

った︒結章にきて︑古代と中世では価値観 世的な世界につっ走り︑道に院庁は王党を
が人間から土地へ転換すると述べられるの

ただきたいという気持はやはりぬぐえなか

を読んだとき︑何やらほっとして︑租とい

るうちに︑やっと︑こう合点した︒どうや

作﹃古代国家の解体﹄︵東大出版会︶を﹁中

らいま読んでいるあたりまでは︑著者の大
世の開幕﹂という立場から書き改められた
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筋を私自身は見失いがちだった︒中世の開

拡大解釈を楽しんでしまい︑土地問題の本
絶大な権力者にしていえる言葉とみれば︑

て一つ︒著者の解釈も充分説得力があるが

最後に例の白河院の天下三不如意につい

もつれの中にもぐりこみ︑糸のより分けに

政文化の研究﹄︑それがどの程度この糸の

中から発見できるのではなかろうか︒﹃化

が出口にむかう新しい糸を︑このもつれの

そのあたりの判断はできない︒ただ︑その

成功しているか︑専門家でないわたしには

地系荘園やその後の土地所有が︑中央や地 平凡に︑〝人の世のことなら意のままだが︑
自然と運と神仏には逆らえん″という程度

幕を土地という視角から論ずるなら︑寄進
方の権勢家との関係において形成されてい

に解したい︒〝双六の賽″を博突の流行と

くが︑この時代にすでに現われてしまって

生活文化上の特徴と思われているものの多

それにしても︑読んでいて現代日本人の

ようだ︒

錯綜したラビリントスの中に︑読む人を導

に導く糸を︑示唆しえていることは確かな

きこんで︑その中でいくつかの新しい出口

く側面から説くよりも︑社会の末端で実際

に土地をつかんでいる名主層の要請によっ までみるのはいかがであろう︒宮中では賽
て︑どのようにそれが変っていくかを探る は振られていなかったのであろうか︒

−

︵勝村哲也︶

方が︑やはり本筋であると思う︒

林屋辰三郎編﹃化政文化の研究﹄
1京都大学人文科学研究所報告

いるという印象が︑わたしをなんとも云え

歴史家というものは︑対象とする時代が まさに固定された未来についてのイメージ
たとえ変革期であるにせよ︑そこに次の時 は︑予定調和のための神の糸のようなかた

もいない︒しかし組織原理の原型や︑地域

ないし︑そういうことを表だって主張して

︵A五判︑四九五貞︑年表索引寸︑岩波書店︶

代につながる要素を見つけだし︑次の時代 ちで︑拾いあげることを望んでいるデータ

を呑み︑煉羊糞でも給べながら︑山吹茶を

飯にたいて︑鯛茶漬︑初堅魚に︑剋菱の酒

的文化圏の配置にとどまらず︑﹁美濃米を

こういうことを示すのが︑本吉の目的でも

につながるように事実をアレンジして記述 ーをつかみだす︒知ってしまっているもの
する能力に︑長じている︒歴史家には次の にとって︑この既知の未来からの誘いに抗

ないうんざりした気持にきせた︒もちろん

時代は知られている︒いや少くとも︑こう して︑同時代の多様な人間模様の糸のもつ

また︑然はいかぬ人は︑相応の楽しみがも

呑んで︑国分の煙草をくゆらして居らるゝ︒

った生活態度にいたるまで︑それは文化・

て︑炭団でたばこを呑み乍ら︑⁝⁝﹂とい

っている︒だからそういう操作が可能なの ぬ糸ぐりをする不安と焦だちに︑耐えるこ
である︒おまけに整合的表現を求めるとい とは︑そうたやすいことではない︒しかし

こうなるのだというある種のイメージをも れの中にもぐりこみ︑出口がないかもしれ

一度は︑そういう不安と焦だちに耐えた人

うのが︑学者というものの業でもあれば︑
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本音はいっこうにさらさず︑あちらもよけ

奇心で情報を集め︑だからといって自分の

有用なものはとりこみ︑地獄耳のような好

る︒子もち女のどん欲さにも似た消化力で

をして︑マットレスのふとんに酔いころが

かつおのたたきをしがみ︑満足しきった顔

ばをすすり︑帰ってはスコッチの水割りで

ロアッサンですまし︑昼は勤め先で手打そ

らわれる︒朝はコロンビア・コーヒーとク

在の日本人を記述しているような錯覚にと

文政時代を語っているのでなく︑なにか現

かり多いのだ︒

もいかなくなって︑考えさせられることば

一概に子もち女のしぶとさを否定する訳に

はこの国にはない︑と思っているのだから

て︑アイデソティティを保持しっづける道

象徴される現代文明の文化破壊力を阻止し

は︑このしぶとさ以外に︑コカ・コーラに

な国に︑従来から声援を送ってきたわたし

つ︑近代化を目指しているブータンのよう

きまれて︑鎖国的文化受容政策を護持しっ

別の意味で︑インドと中国という大国には

人的形成によるのかもしれない︒もちろん

のもまた︑こういう時代に源を発する日本

福沢諭吉や夏目漱石までをもふくめて民衆

底流にたいして丁寧に視線がくぼられる︒

たどるのではなく︑むしろ事件を形成する

が附論きれる︒叙述はたんに事件の頂点を

マであり︑その前提として江戸時代の遺産

主義化をとげた軌跡をたどるのが主要テー

れて出発した日本が︑急速な近代化︑資本

つまり明治維新以後から大正末まで︒おく

は︑廃藩置県から治安維持法の制定まで︑

ぅかがうことができる︒あつかわれる対象

る︒著者のなみならぬ抱負は︑あとがきに

けれども︑本書の内容はいたって濃密であ

新書版二百パージほどの小冊子ではある

とよぶところの﹁民衆史観の試み﹂と著者

ればこちらもよし︒蒸汽船がくれば︑夜も

ともあれ︑化政期につくられたものが︑

がいわれる所以であろう︒したがって叙述

ねむれずといい乍ら︑茶化しきる︒このし
ぶとさは︑たしかに口ばしの黄色い明治の

いまもなお生きているとすれば︑明治の評

からうかがわれるように︑新聞︑日記︑自

の材料は︑巻末注にあげられた文献リスト

文学青年の腰折れにくらべれば︑なん枚腰

価も︑とうぜん変ってくるにちがいない

︒

というのか︒このしぶとさがあったからこ

叙伝︑小説等はもちろんのこと︑いわゆる

﹃化政文化の研究﹄につづいて︑幕末期の
研究報告が準備きれていると聞くが︑それ

謡言のたぐいにまでおよぶ︒

そ︑文化を根こそぎゆるがそうとする西洋
文明への溺死の危機を︑のりこえて︑敗戦

らを併せて︑明治・大正・昭和文化の新し

面﹂を措くことである︒たとえば日露戦争

悲惨﹂︑日本近代史における﹁光と影の両

ば︑﹁近代化に成功した日本民衆の栄光と

はどこに存するのか︒著者のことばによれ

試み﹂として善かれた本書の最大の眼目

では︑日本近代史における﹁民衆史観の

をも耐えぬいたのかもしれないが︑所詮こ

泰︶

い見方が提出きれることを期待している︒
︵谷

れからなにをするのかと問われたとき︑お

﹃近代の潮涜﹄

よそ答えかねる錯綜の中におちいっている

飛鳥井雅道

︵新書判︑新書日本史7︑二〇一貫︑講談社︶

24

これらの文章を読むと︑なにが栄光であ

だ︒編者河野氏によって書かれている﹁解

てもいい本ではないか︑と私は言いたいの

本だと言いたいわけではない︒書評しなく

諸列強がすでに植民地分割にほぼ成功した
が光であり︑いずれの面が影であったのか︑

り︑なにが悲惨であったのか︑いずれの面

明︑簡潔に善かれているが︑それだけに一

説﹂はわずか三十八ページ︒きわめて︑平

になったのである﹂︒

とき出発した日本は︑なんとしてでもその

わたしの頭は混乱する︒どこに栄光があり

直前の情況を説明していう︒﹁ヨーロッパ

列強に肩をならべうることを︑征韓論・日

ッコウだが︑訳出きれた箇所がルソー学の

ソーの著作の断片︒訳文は読みやすく︑ケ

清戦争・北清事変の一連の動きのなかで︑

著者の救済の対象にはえらばれず︑権力へ

現在の水準において適切であるか︑否か︑

ムツカシイ︒樋口氏によって訳きれた︑ル

の加担老︑ときにはお先棒かつぎのおめで

無学の徒の知るところではない︒要するに

層︑河野氏の積極的主張を読みとることは

民自身が︑しばしば政府よりも対外硬を叫

たい加担老︑として存在している︒﹁どん

光の面が存在するのか︒民衆とは悲しい存

ぶ例が多すぎたのである﹂︒また日韓併合

な権力でも人民の一定の同意なくして存続

在だとの感覚だけが痛切にのこる︒民衆は

にかんしてつぎのようにいう︒﹁このとき

与えられた材料の中で悪口を言うには︑私

である︒▲：⁚⁚近代化のなかで教育された国

日本人のなかから反対の声がまったくとい

できないという定義﹂を著者は支持される

至上目的とするにいたってしまっていたの

っていいほど上がらなかったことに注意し

ソーに学ぼうとしたことがあった︒大学に

ものがあるらしい︒かつて︑私も人並にル

持なぞさらさらない︒どうも︑相性という

ても︑ルソーからなにかを学ぼうとする気

生きざまをウラヤマシイと思うことはあっ

の数多い嫌いな思想家の一人だった︒彼の

ことを書きまくったルソーという男は︑私

ところで︑﹁愛と性の果てに﹂書きたい

はあまりに紳士すぎるようだ︒

妥当しすぎるぐらいに妥当するように思わ

というが︑本書を読むかぎり︑この定義は

いかに自身の生活の荒廃がもたらきれてい

なければならない︒当時の日本人にとって

れる︒

I﹄

んだ読者の一人なのであろう︒︵吉川忠夫︶

わたしはおそらく著者の意図にはまりこ

ても︑当時の表現でいえば︑日本は﹁世界
の一等国﹂となり︑植民地分割に参加でき
るだけの実力をもてたという感覚が支配的

ソ

十三ページ︒誤解なきようことわっておけ

﹃ル

ば︑原書ではなく︑岩波文庫でこのありさ

河野健二編

入学した年の夏︑﹃社会契約論﹄に取り組

ケチのつけどころがない︒別に︑素暗しい

ているのだが︑﹃ルソー﹄には︑ちょっと

︵一九・五×一三・二︑二三二頁︑平凡社︶

正直な話︑本当に因ってしまった︒私は

んだ︒結果は二週間で︑忘れもしない︑五

単純に書評とは︑悪口を言うことだと思っ
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ったことは︑今でも忘れることはできない︒

たのか定かではないが︑快飲・清談でなか

の悪性の友人との︑一夜の宴は︑何を話し

にかにつけてライバル意識を抱いていたこ

称する友人が遊びに釆た︒高校の時からな

約論﹄を読了し︑きっちり理解できたと自

ま︒さらに悪いことが重なった︒﹃社会契

また革命的な思想家﹂でもあるルソーと︑

﹁意外に反近代的であり︑反文化的であり︑

体的に指摘することばできない︒しかし︑

このことがどのように反映されているか具

私には︑残念ながら︑両氏の学問的営為に

の発見を試みる﹂ことが必要だとされる︒

し︑現代の課題の解決に寄与しうる近似値

のことばかり聞いておられるから獣医さん

しておられるのかわかりませんでした︒羊

こんでおられるのをみていても︑一体何を

山を歩いたり︑みんなの家へでかけて話し

います︒当時先生方が村に泊りこみ︑毎日

の代表はバストーレの俺だ︑といきまいて

ンチェスコおじきんは︑やっぱり村の本当

りでした︒特に本の題目にまでなったフラ

かとも思ったり︑村の人達の生活について

当然のことながら穏健な近代主義者である

この取り合せの妙は︑後学の徒にも示唆す

両氏が﹁縁が切れずに現在に及んでいる﹂︑

ろローマの大学から時々やってくる社会学

こか遠い島の土人を調査するのだと思って

というと︑裸にしてあちこち測ったり︑ど

でもこの本をみてわかりました︒人類学

じなのだろうかとも思いました︒

とか心理学とか地理学だとかの先生方と同

板ほり菓ほり聞いておられるから︑このご

るところ大であった︒

︵園田英弘︶

私におけるルソー嫌いの始まりである︒
それにしても︑河野・樋口両氏のルソー
愛好性はどうであろうか︒﹃ルソー研究﹄
より二十一年︒未だに︑ルソーから学び︑
ルソーの思想の中から﹁現代の文明を批判

谷 泰﹃牧夫フランチェスコの一日
璽イタリア中部山村生活誌﹄

ってもどこが違うのか大学の時間いた講義

いたのは誤解でした︒でも00学などとい

拝啓︑地中海にも冬がやって釆ました︒

なとても喜んでいます︒私から内容は大ぎ

知られるようになったこと︑村の人はみん

ような一冊の本になり︑日本の人々に広く

がめまわします︒といって︑最近のマッツ

にやってでも来たような目つきで私達をな

て来る人は私はきらいです︒まるで博物館

います︒でもそれだけを目あてに村にやっ

︵B6判︑二三八頁︑NHKブックス︶

日本の冬はきぞ寒いことと存じます︒村に

っばに説明してあげたのですが︑本の写真
が悪いだのと︑しばらくはこの話でもちき

マレッラ民族芸能団が話題になりマスコミ

私達の村には古いものがたくきん残って

送っていただいた御本︑大学で習った日本

をみてこれは自分だ︑誰それは写真うつり

でもよくわかりませんでしたが︒

日本でも有名な賞を受けられたとか︑おめ

語をたよりに何とか読んでみました︒何か

でとうございます︒私達の村のことがこの
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ってくる人にも何か淋しさを感じます︒古

とか︑新しい村の建設だとかいって村へや

半分もそこにあるようです︒しかしそのこ

持っておられるようです︒この本の目的の

先生は牧畜文化ということに大変関心を

村の人と同じように喜び悲しむ人が外にい

同情してほしいというのではありません︒

います︒別に村の∵貝になってほしいとか

時の目つきや笑顔はそうではないと信じて

ない︑少なくとも二度目にいらっしやつた

いものも︑新しいものも︑みんな今の村で

とを書かれている部分は他とちがってずい

るということがうれしいだけです︒

思い出します︒

生きています︒この村を描くのにどれも欠

には読みづらかったところです︒たとえば

分難しい学術的なことばも使われ︑私など

にもとりあげられてから︑山村の都市化だ

かしてはならないものだし︑それらがまと

ナロジー﹂という蓑もたいへんおもしろい

いつも集まると先生のうわきをしたもので

は村の娘達のあこがれの的でした︒私達は

﹁キリスト教における牧畜文化の構造的ア と覚えていて下さいますか︒あのころ先生

長い手紙になってしまいました︒私のこ

まってそこにあることをぬきにして村のこ
となどわからないと思います︒先生の御本

思いつきだと思いますが︑でもこの本の中

になりました︒その時私に村へ残るのかロ

す︒いつかローマへゆくバスではいっしょ

とがはっきり描かれていることです︒そし

ランチェスコおじさんの章だけ独立した文

では何か余計なものという気がします︒フ

を読んで私が一番うれしかったのはこのこ
てそれにも増してうれしかったのは︑レオ

そ︑独立した論文で吾かれればよいでしょ

たことの意味はわかっていただけなかった

した︒何も答えず黙って先生の目をみつめ

ーマにまた出てゆくのかとお尋ねになりま

ナルド︑カリーノ︑ドン・トマゾ司祭とい

う︒ついでに余計なことをいえば︑あのよ

ようです︒

化論になる必要があるでしょうか︒それこ

いることです︒村の姿は村人の一人一人の

うなカツコのいい思いつきは最初いっしょ

うような人の体と心を通じて村が描かれて

中にこそあり︑さらにイタリアという国の

︵秋山元秀︶

姿は一つ一つの村や町や都市の中にこそあ

いますが︑先生にはあまり似合わないよう

に来られたウメサオとかいう先生には似合
な気がします︒村の楽しさ苦しき︑喜びや

るはずです︒先生はあとがきでこの本をス

悲しみ︑新しいものと古いものとの篇藤︒

タイルに迷いがあったと書いておられます

いろな国の村が描かれていけばよいと思い

が︑私はこのようなスタイルでもっといろ

めいに理解しょうとして︑また傷つきまし

かもしれません︒トマゾ司祭はそれをけん
た︒私は先生が村へいらっしゃったのは牧

外から釆た人には︑しよせんわからないの

ールという人の中国の農村のことを書いた

畜文化論を考え︑論文を書くためだけでは

ます︒大学の時に私もオスカー・ルイルと

本を読み︑本当にそこに措かれた家庭や村

いう人の本や︑スウェーデンのミュールダ

に自分が入りこんだような気がしたことを
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前近代における社会動態

中村賢

二

郎

でも︑社会階層問の流動性現象を想定できるのではない

か︑少くともそのような視角から検討し直してよい問題

があるのではないか︒このような考え方から発足したの

日本︑中国︑ヨーロッパ諸国についての研究者を集め

がこの研究班である︒

て共同研究を始めてから︑すでに一年近くたつが︑現在

までのところ︑どのような成果がでてくるか︑しかとは

見極めがたい︑というのが実情である︒まず研究の前提

階層間の流動性現象の実態と研究方法について報告をし

として若干の方から近代ヨーロッパ︑日本における社会
社会動態という言葉は日本語として熟していないが︑

いての研究成果を紹介してもらったが︑前近代のヨーロ

ッパや日本については研究はなお模索の段階にある︑と

ていただき︑また川勝義雄氏︑夫馬進氏からは中国につ

いわねばならない︒けれども︑われわれの研究目標︑と

英語のソシアル・モビリゼーションの訳語であり︑社会
動性︑この両者はアンティノミーではないか︑と首をか

階層間の流動性を指している︒前近代と社会階層間の流
しげる人もあろう︑社会階層問の流動性は︑市民革命な

一定の身分的特権があったにもかかわらず︑ある程度の

しかし宋以後︑とくに明清時代の中国では︑官僚層に

層間の流動性は考えがたい︑とされてきたからである︒

には︑このような問題は比較史的な研究意識なしには意

的な展望の中で研究を進めることが要請されている︒次

てみて初めて確認できることであり︑研究分担老は長期

社会階層間の流動性というのは︑相当長期間を考察し

いうより研究の姿勢として︑次のようなことはいってお
いし産業革命後の近代についてのみ見られる現象であ
り︑身分制︑身分的特権の強固な前近代社会では︑社会階 いてよいだろう︒

規模の社会的流動性現象が見られることが︑最近の研究

味をなさないので︑その視点を生かすことである︒

を借りる時までに用意しておきたい︒

研究の中間成果ともいうべきものは︑次回にこの誌上

で実証されつつある︒もつとも宋以後の中国は︑官僚層
に身分的特権が認められていたとはいえ︑すでに身分制
社会ではなくなっているが︑前近代のヨーロッパや日本
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共同研究のうごき

日中戦争期の政治と社会

屋

哲

夫

さま全面戦争に発展してゆくのかといった疑問を解くこ

が︑しかしこうしたやり方では︑塵薄橋事件がなぜすぐ

には︑﹁満州事変﹂以後︑日中戦争が局地戦の形で継続

とができない︒そこでこうした問題を明らかにするため

しており︑この間に日本の支配体制は対中国全面戦争の

方向に動いていったという枠組みから︑もう一度事態を
る︒

見直してゆくことが必要となるように思われるのであ

ちに︑皇道派に代表される対ソ戦論や石原莞爾の対ソ戦

古

準備優先論をどうみるのかという疑問を呼び起すにちが

もちろん問題は単純ではない︒こうした云い方はただ
日中戦争というと︑一般には塵溝橋事件以後の全面戦

原構想が敗退してゆくのかという問題につながっている

点﹂として︑満州支配の実態がどのようなものであり︑

ないというのが正直なところである︒地道な資料整理と
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争だけを指していると受けとられる場合が多いが︑この
一つづきの過程として捉え︑それを﹁日中戦争期﹂と呼

研究班では︑いわゆる﹁満州事変﹂と﹁支那事変﹂︑とを いない︒しかし同じ問題は逆にみると︑なぜ皇道派や石
筈である︒

それがどのように日本の国内体制にはねかえり︑また華

研究会は目下のところ︑こうした問題をみてゆく﹁基

ぶことにした︒といっても︑ただ便宜的にそういう呼
変﹂を一つづきの過程として捉えばならないかという問

北侵略に連続してゆくのかといった点に焦点をおきなが

び方を採用したわけではなく︑むしろ︑何故この両﹁事

究班は発足したといってもよい︒

題を明かにすることを︑一つの主要な課題としてこの研

大状況的関心とをどう有機的に発展させるかが︑この研

る前に︑資料の発掘に大きなエネルギーを注がねばなら

た陰謀であったのに対して︑塵溝橋事件の場合には日本

ら進められているが︑前述したような大状況論を展開す

側の戦争計画によって起されたものではない︑という比

究会の課題であるといってもよいだろう︒

もちろん両﹁事変﹂を別々に研究対象とすることは可

較論がある︒この意見はその限りでは誤ってはいない

能である︒たとえば柳条溝事件が極めて周到に準備され

共同研究のうごき

現代中国班の二年

竹

内

現代中国班というのは略称であって︑〝現代中国の政

治過程と民衆の意識″という長ったらしいのが︑じつは
正式のテーマである︒
四月であるから︑は

わされたのも︑いちおう﹁現代﹂と区切った研究会の誕

がわれわれのなかにあったからだとおもう︒

生をむかえて︑新鮮な興奮と喜びを感じたという共通性

︵重複して出席

第一年度の研究会は︑各自が自由に題目を選び︑報告

したが︑第二年度は︑A︑B二組に分け

してもよい︶︑A組は第一年度の延長の形式をとり︑B

組は︑作業をとりいれた個別テーマを追求することとし

︵毎日新聞・論説委員︶

も

現状分析については︑まだなじまない点がないわけで

た︒A組には︑さらに︑現状分析をくみいれた︒
はないが︑東京から江頭数馬

出席して︑新しい情勢にも限をくぼった討論がおこなわ

発足は一九七五年︵昭和五十年︶

やくも二年を経過したことになるが︑じつはそれより半

も参加

れている︒B組は︑毛沢東初期著作集の編訳・注記をす

すめている︒これには東京在住の研究者︵班外︶

年ばかりまえから︑山田慶児︑吉田富夫︑それにわたし
の三人で︑小さな研究会をひらいていたのである︒しか

い現代中国をみすえていく︑この研究班としての視点を

生みだしたいというのが︑わたしの希望であるが︑これ

している︒こうした討論や作業をつうじて︑動きの激し

には参加者全員も同感してくれるとおもう︒ここのとこ

しそれは山田慶児の三極構造の論文をとりあげただけで
長ったらしいテーマになったのは︑社会構造や政治・

ろ︑出席者は︑A︑B組︑それぞれ十四︑五名といった

おわった︒

も

る︑進んだ意識︑おくれた意識の双方をもふくめて︶

政策の追究にかぎるのではなく︑民衆の意識︵いわゆ

ところである︒

ませんので︑をの旨つけ加えさせていただきます︒︵飯沼二郎︶

︹付記︺人文科学研究所内規によりますと︑共同研究班の責任
はすべて班長が負うことになっています︒前号の本欄の私の文
章﹁妾在彦氏に研究会の指導をお願いした⁝⁝﹂についても︑
その例外ではなく︑決して班長の責任を放棄するものではあり

とりあげたいと考えたからで︑一般的にすべてを網羅し
ようというわけではなかったが︑結果的にはさまざまな
関心をもつ人間が集って︑しばらくは︑多勢の参加者で
にぎわった ︵最盛期は三十六名を数えた︶︒二次会で︑

文学論やイデオロギー論が︑それなりに白熱的にたたか
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共同研究のうごき

研究 ノート

私の日本近・現代史
飯

沼

二

郎

それを︑先年︑﹃地主王政の構造﹄

﹃石高制の研究﹄という二

ことは︑誰よりも私自身︑いちばんよく知っているつもりであ

冊の本にまとめてみたが︑まだまだ不充分きわまるものである

る︒しかし︑その構想には︑捨てがたいものがあるので︑いず

ている︒ここには︑この﹃人文﹄が所内報だということに免じ

れ︑より完全な形にして︑みなさまの前に提出したいとおもっ

封建制というものは︑もともとが地方分権的なものだが︑そ

て︑その構想を気安く話させていただきたい︒

れを妨げない程度の︑ゆるいかたちの中央集権的な制度が︑﹁封

建国家﹂を形成している︒ところが︑商工業がしだいに発達す

るにつれて︑それに対応し︑それを利用して︑領主のなかでの最

有力老が中央集権的な制度を強化してくる︒こうして︑諸領主

と︑同時にいくつかのテーマを追うものと︑二通りのタイプが

軍の支配体制があまりにも巧妙に仕組まれていたために︑二世

ったことは疑えない︒ただ︑日本の絶対王政の特徴は︑徳川将

った体制を絶対王政とよぶ︒江戸時代が︑そのような体制であ

のもつ封建特権をとりあげ︑彼らを自由に支配し得るようにな

あるようである︒前者は純情型︑後者は浮気型といえようか︒

研究者のなかには︑ひたむきに一つのテーマを追究するもの

私は後者のほうのタイプだが︑それは現実に浮気ができない代

紀半以上もつづきながら︑ついに︑その体制を打倒するまでに

地主とブルジョワが発達しえなかった点であろう︒

償行為かも知れない︒

しかし︑それだからといって︑明治維新がブルジョワ革命で

一つのテーマを心に定めておくと︑私には東奔西走して資料
を蒐めるようなことはとてもできないが︑それでも五年︑十年

が一九四五年までつづく︒それは︑いずれの封建社会のブルジ

ョワ革命直後にもみられる﹁地主王政﹂の日本型である︒この

あることには変りがない︒以後︑地主とブルジョワの連合政権

時期の天皇が︑日本で最大の地主であるとともに︑最大の資本

たまってくる︒こうして少しずつ資料を蒐めているテーマに︑
横井時敬︵近代農学の創設者の一人︶︑渡瀬常吉︵日本組合教会

家であったことは︑まきに地主王政の﹁象徴﹂にふきわしい︒

とたつうちに︑いわば秋の落葉が自然とつもるように︑資料が

の朝鮮伝道主任︶︑短床梨︵近代日本の人民による世界的大発

この時期の体制の﹁半封建的﹂な性格が主張されて久しい

明︶︑地主制︑世界資本主義と朝鮮︑などがあるが︑これらの
ヽヽ
テーマの根底に︑私の﹁日本近・現代史﹂がある︒

31

が︑そのことが直ちに絶対王政である証拠にはならない︒同じ

って文明の進歩の証拠として肯定されるべきだという︒この点

にそれは経済的剰余の増大︑富裕の拡大の産物であり︑したが

はかれの政体論にも深くかかわる︒かれの理想とする政体は君

く半封建的といっても︑封建社会の中に資本主義的なものが存
在しているばあいもあれば︑逆に資本主義社会の中に封建的な

は︑産業発展のための諸改革にたいして一貫して反対し続け

それにたいしてブルジョア秩序の徹底した擁護者ティエール

想でもあり︑産業発展に決定的な意味を付与したのであった︒

に見出される︒周知のようにサン＝シモン主義は産業革命の思

﹁サン＝シモニアン﹂とティエールの国民経済観のなかに鮮明

産業革命の時代である一九世紀においては︑この二類型は

めて純粋なかたちで展開されたということができる︒

て経済発展を根本的に斥ける反拡張主義的な国民経済観はきわ

小きくて貧しい国にしか適さない﹂からである︒ルソーにおい

うな仕方で関連させながら︑対照的な結論を下す︒﹁民主政は

ルソーは著惨1不平等1経済発展をモンテスキューと同じよ

よって滅びる﹂のである︒

主政であるが︑﹁共和政は奪俗によって滅び︑君主政は貧困に

上

ものが存在しているばあいもある︒この区別は重要である︒

国民経済観の二類型

阪

た一個の完全な全体であるフランスを根本から崩壊させる︑と

フランスの近代経済思想史は︑二つの国民経済観の対立・蔦 る︒信用制度の改革︑鉄道建設︑関税改革などは︑調和に満ち
藤によって織りなされているように思われる︒一つは︑経済規

大恐慌を経た一九三〇年代においても︑反拡張主義的な国民

いうのである︒

あり︑いま一つは拡張ではなくて安定を︑生産力拡大ではなく

模の拡張︑生産力の拡大を主張する拡張主義的な国民経済観で

て調和的生産を主張する反拡張主義的な国民経済観である︒
経済観は強い影響力を保持し続ける︒それは﹁フランスは一つ
一八世紀においては︑これら二つの国民経済観の闘争の場は の庭園である﹂という言葉で表現され︑フラソス経済の自立的

反拡張主義的な国民経済観がさまざまな条件︑とりわけ強大

︽著修論︾であった︒いうまでもなく著惨の問題は︑マンデゲ 性格︑調和的性格を賞揚し︑人民戦線の経済政策を根本的なと
ィル以来︑道徳哲学上の大問題である︒モンテスキューはこの ころで決定したのであった︒
問題を論じて︑著惨は財産の不平等にもとづいているが︑同時
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において書かれた︑この中央アジア文語トルコ語の文献が︑全

て︑今世紀の初頭に至るまで用いて来た︒所謂東トルキスタン

っていない︒新彊解放以後︑各地で収集し︑ウルムチの新痘博

体としてどれほど存在するかは︑現在でも十分には明らかにな

な中産階級の存在に支えられて︑強力な基底適者として鳴り続

︵たとえばプルードン︶としても現われる

にこうした国民経済観が保守主義とのみ結びつくのではなく

けたところにフランスの経済思想史の特質が見出される︒さら
て︑ラディカリスム

ところにフランスのラディカリスムの︑﹁フランス社会主義﹂ 物館に所蔵きれると伝えられる写本について︑その規模・内容

正

美

があるが︑イスラム化以前のウイグル族の宗教観念の残浮とも

のイスラムの聖者たちの伝記︑回教徒の用いた祈藤吉の類など

の支配に関するものが多い︒宗教文献としては︑トルキスタン

ので︑とりわけ一八六四年の叛乱とそれに続くヤクーブ＼ヘク

を占めるのが︑十七世紀から今世紀始めまでの歴史に関するも

が︑その内容は極めて多岐にわたっている︒まず︑大きな部分

が調査したところでは写本の大部分は︑十九世紀のものである

後は︑十分なカ々／ログすら作られぬ状態に放置されて釆た︒私

た当人たち︵ショウやグルナールなど︶が少しく取り扱って以

らの写本に関する研究は殆んど行われておらず︑写本を収集し

フィス図書館等に所蔵されている︒ソヴィエトを除けば︑これ

洋学研究所︑パリの学士院図書館︑ロンドンのインディア・オ

て︑かなりの数の写本が持ち出きれ︑現在レニングラードの東

紀後半から今世紀にかけて︑新彊を訪れたヨーロッパ人によっ

の問題性があるであろう︒こうした意味で反拡張主義の系譜と ともに︑殆んど知られるところがないからである︒一方︑前世
意味を考えてみようと思っている︒

田

十九世紀のウイグル文献

浜

中国の新彊ウイグル自治区には︑現在五種のトルコ系民族が

住むが︑自治区の名にも示されるように︑人口三百五十万のウ 思える︑バクシと呼ばれる呪術師たちが用いた呪文集︑易の陰

活に題材を取ったコント集︑ことわざ︑なぞなぞ︑それに中国

は︑東トルキスタンの詩人たちの詩集︑トルキスタンの日常生

イグル族が︑断然多数を占めている︒主として︑タリム盆地周 陽のシステムに似た方法を用いる占苔など︑また文学として
辺のオアシスの住民であった彼らウイグル族は︑十七世紀以

キスタンで成立した文語トルコ語を︑彼らの共通の書写語とし 小説の翻訳までも存在する︒

来︑それ以前のペルシャ語に代えて︑チムール朝時代の西トル
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椿朝に対する反乱︑ヤクープ・べクの支配︑彼をはさんでの

方で︑その枠の巾にこれらの文献の語る当時のウイグル人の生

英霧雨植民地主義の角逐︑清朝の再征服︑省制の施行へと続

のではないかと︑考えている︒

LかgiOロdゴOnヨe彗−

活を束ね焼きにして行けば︑一味違うウイグル社会史が出来る

谷泰君が﹃牧夫フランチェスコの一日﹄

︵山下記︶

︵NHKブックス︶

谷氏に日本ノンフィクション賞

章授与を祝った︒

の後パーティーに移り︑三〇人をこえる招待参列者が三氏の勲

た︒それに応えて︑三氏はそれぞれフラ／ス語であいきつ︒そ

が≡氏の前でその功績をたたえ︑勲章をそれぞれの胸に着け

フラソス政府を代表した神戸総領東7ソリ・プヅフ7ソド氏

り︑関西日仏学館において︑その贈呈式がおこなわれた︒

をそれぞれ授与したが︑一九七六年一二月一三日午後六時半よ

オフィシェ級︵LdrdredesP巴m認Ac註の︑mi宅eS．〇ffic訂r︶

に対し一九七五年八月一九日付でパルム・ザカデミック勲章︑

CFeく已ier︶を︑また名誉教授藤枝北氏および教授河野健∴氏

勲章︑シュヴアりエ級︵Ld昆red：p

く︑十九世紀後半の新京のいわば大枠の歴史を明らかにする一

おくりもの励
桑原・藤枝名誉教授︑河野教授
フランスから勲章を受ける
フランス政
府は本研究所
名学教授桑原

一九七五年六

武夫氏に対し
月一〇日付で

シュヴ7リエ

芸術文学勲章

絨︵L−Ordre
ユe肌

LettHeS−

Arts

第三回じに当る︒応募作品は自薦他薦ふ′︑めて約二五〇点あっ

法人角川文化振興財印が年一度授与するものであり︑今年度は

ctによって日本ノンフィクショソ賓を受賞きれた︒この賞は財団
︵訂s

Che宗lier︶

を︑一九七五

つとなったわけである︒選者の山人小松左京氏の談では︑学問

たとか︒谷君の著書はそのうちから選ばれた授賞作二点中の一

的な質の高い読物として︑同氏が真先に惚れこんだとのことで

年一二月二七

あった︒

︵中村記︶

ン・ドヌール

目付でレジオ

日蔭のない国

をながめた挙句に﹁没収する﹂というのだ︒理由は﹃朝鮮の⁝﹄

ら︑問題のあろうはずはない︒ところが税関吏はまじまじと書名

という文字にある︒こうなったらいくら説明しても無駄だ︒帰国

の際に返還するという約束で︑空しい気持ちで税関を出た︒屋外

に立ったときの︑七月のひざしに照りつけられて白っぽい舗道が

を訪ねても︑はたまた扶余の古城に登っても︑強いひざしはよう

七月の韓国は暑い︒仏国寺の長い参道を歩く暗も︑座州の古墳

眼底にあざやかに残る︒

昭和四十年︑末

ことへの恐怖を感ずる︒無惨なまでに木が失なわれ︑また育ちに

しゃなく照りつける︒日蔭がない︒生身をむきだしに日にきらす

夫

ある仏寺をめぐ

功

査証のおりるの

思えば十年前の念願がかなった旅行であった︒

る団体旅行に加わった︒渡航手続きをすませて︑

ぬが︑美しい田園の風景をみながら︑何故か近代的な装いをこら

くい国であれば︑いたるところに木蔭を求めるのは無理かもしれ

だ個人旅行の自由のなかった韓国へ行きたいと︑

を今か今かと待つうちに︑思いがけぬ突発事件が起った︒偶々︑

した観光地であればあるほどに︑木蔭の少ないことを思った︒木

の蔭は︑隠きれた人間の精神が息づくところでもある︒私の歩い

蔭はたんにいこうための場所であるだけではない︒複雑なかげり

したのである︒韓国は当然報復にでた︒日本人に対する査証の発

北朝鮮からの技術者を︑はじめて日本政府が受けいれる決定を下
給を停止した︒私は︑出発港の神戸へ向う予定の日︑旅支度のま

いのか︒日蔭のない国︑それはある心象風景であった︒

たような狭い観光地には︑もはや精神のいこいを得る地は所詮な

ま︑中止の報に涙をのんだわけである︒この無駄な企のなかで︑
ただ一つ慰めになったのは︑旅の準備をするなかで︑柳宗悦とい
たことである︒柳の限りない朝鮮の実への愛に圧倒された︒

川

和

シカゴ大学オリエント研究所から

前

九月二二日から一〇月二五日まで約五週間︑シカゴ大学オリエ

也

う人物に︑﹃朝鮮とその芸術﹄という書物をとおしてめぐりあっ
私は柳の﹃朝鮮とその芸術﹄をその地で読みたいと思った︒で
きれば石窟庵の仏の前で︑ソウルの街角で︒こんな甘ったるい感
傷は︑この七月︑念願の韓国へ着いた︑その瞬間に打壊されたの
である︒韓国茶の調査団に同行した私は釜山の空港に到着する
と︑税関で徹底的に所持品の検査をされ︑トランクの下から柳の
﹃朝鮮とその芸術﹄を取りだきれた︒無論︑隠し持つ意識は全く
なかった︒この書物は現在韓国語訳きれて市販きれているのだか
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を調べていました︒御承知のように︑とりわけシカゴはヨーロッ

ソト研究所で︑主としてウル第三王朝時代の楔形行政・経済文書
合するのです︒

記載きれていて︑しかもそれらはことごとく私の仮説とうまく適

えていたのですが︑じつはこのテキストだけで六十以上の実例が

オリエント研究所には︑いまもっぱら行政・経済文書の分析に

未整理のままで世界各地の博物館に眠っているというよい例にな

成きせるつもりでおりますが︑まだまだ重要な粘土板が未発表・

にもイスタンブール考古博物館の二テキストを加えて︑論文を完

て下さり︑また大英博物館もこれを了承してくれました︒この他

ありがたいことに︑ゲルプさんはこの文書の公刊権を私に譲っ

パ都市のような伝統の重みといったものを欠いていて︑まったく
愛想のない町です︒また夜間の出歩きは遠慮していましたから︑

関心を寄せているゲルプ教授がおられることですし︑また半世紀

るでしょう︒イスラエルのある研究者のジョークでしたけれど

シカゴでの面白い話をお伝えできないのが残念です︒

いまは研究所に保存きれています︒バートンのこの手写は学史の

前にバートンによって出版きれたラガシュ文書集成の原粘土板が

邦

みたいものです︒

光

も︑なんとか大英博物館の地下室倉庫に︑発掘調査隊を派遣して

田

なかでも最悪というべきもので︑まったく使いものにならない不

旅−メキシコ

吉

正確なコピーも多く︑原粘土板を直接調べてみなければならなく
なりました︒また研究所には︑その他磨大な末公刊楔形文書が保
存されています︒関係文献の完備︑優秀な人材とあいまって︑研
究所は楔形文書研究センターとしては︑世界で一︑二を争そう機
関であるといえます︒このようなことから︑ゲルプきんにお願い
シカゴでは︑バートン・テキストを検証するほかに︑ウル第三

して︑約一か月オリエント研究所に滞在したわけです︒

メキシコ・シティは約二五〇〇メートルの高地である︒空気の

王朝時代の土地文書とりわけ小作地関係の粘土板について︑ゲル

匂いであった︒ホテルの近くにあった聖フランシスコ教会のたた

プさんとともに仕事を進めました︒わたしが渉猟したかぎり︑ざ

ずまいは︑ヨーロッパの教会とすこしも変らぬ雰囲気である︒美

そして街全体にあふれるのは︑意外なほどに濃いスペイン文化の

ただ皮肉な話ですが︑ゲルプさんからは︑かれが大英博物館で発

しい筆致の聖マリア像が︑聖壇の正面にひっそりとかかり︑朝早

薄さを感じるとは聞かされていたが︑たしかに息は切れやすい︒

見した長大な︑しかもほぼ完全な小作地文書の写真をみせてもら

くからその前に膝をつく人びとはたえない︒

んねんながら研究所には︑小作地にかんする末公刊文書はほとん

いました︒私はこれまで約三十サンプルをいろいろな粘土板のな

どみあたらず︑計三粘土板を発見することができただけでした︒

かから拾い集めて︑当時の小作制度について︑ある仮説をこしら
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などを主色とするもの︑またはコバルトと絵付けしたタイルなど

そして至るところに残るタイル張りの建物︒黄・緑・オレンジ

思われるものだ︒

最近知られはじめたものである︒かつてのカトリックの世界性が

殉教直後という︒長崎の悲劇がいちはやく伝わったものとして︑

キシコに輸出されることを記すし︑中国陶磁片も発見されてい

世紀のリンスホーテンの﹃東方案内記﹄は︑中国陶磁が大量にメ

メキシコと日本︑また東洋はもともとずいぶん近かった︒十六

は︑いずれもスペイン風︑いや正確にいえばイスラム風というべ
きものである︒

る︒あるいは今日残るメキシコ陶器のパターンには︑イスラム風

わたしが目的とした世界クラフト会議は︑この首都シティから
域を︑全部借り切って行われた︒設備は簡素だけれど︑濃い熱帯

串で約三時間ほどかかる日本でいえば国民休暇村とでもいえる地

というより中国風といってもいいものが散見きれるほどだ︒

一週間ぶっ通しでしかも一個所に泊りこみというプログラムの

性の経と華麗な花々に囲まれたみごとなゾーンであった︒宿舎は

シティにある人類博物館は︑この古代の遣物を十二分に展示して

ために︑名高い古代文化の遺跡をめぐる余裕はなかった︒しかし

四人一室だが︑ベッドも清潔︑冷蔵庫などもつき自炊設備も各室
にある︒たしかに市民が二︑三日やってくるには行き届いた施設

いた︒建物全体のデザイン︑また展示の技法などはみごとであっ

を加えた教育性への配慮︒そして処々の休憩所にはメキシコの前

シティとこの会議場のちょうどなかほどにクエルナバカという

であった︒食堂は数百人を入れる︑巨大なカフェテリヤである︒

衛画家たちの作品がかかげられる︒それは原始古代を中心とした

た︒ゆったりしたスペース︑照明のデリケートさ︑模型やモデル

ところ︒その城跡はそのまま博物館となる︒またもと修道院だっ

世界でありながら︑なお現代への架橋をたくみに行っている印象

小さな町がある︒かつてのスペインの征服者コルテスの居住した
た大聖堂がある︒外部はかなりいたみがひどい︒その内壁に︑長

的なデザインだったのである︒

︵五十音順︶

不思議長屋﹄

創文社

新潮社

Act︑A︼−en

B−ack

tbe

Of

﹃春秋公羊伝の研究﹄

﹃不機嫌の時代﹄
吉川忠夫＝日原利国

山崎正和

Lane

見市雅俊＝E・P・Th︒mpS︒n︸WhigsandHuntersこ訂Ori盟ロ

化﹄ 中公新吉
福田紀一﹃ホヤわが心の朝﹄ 新潮社
内井惣七＝梶原武雄 ﹃石の方向﹄ 日本棋院
中村賢二郎＝1・H・プラム 鈴木利章訳 ﹃過去の終焉﹄ 法
律文化社

かれたものだけに︑服装その他には多くの間違いがある︒時代は

密紺地獄
大和書房

女子パウロ会

︵巌谷

崎二六聖人の殉教図がぴっしりと描かれる︒伝聞にもとずいて措

健＝ ﹃平太郎化物日記

﹁さいきん読んで感銘をうけた本﹂

▼所員へのアンケート▲

荒井

小波お伽噺文庫︶

飯沼二郎＝小塩節 ﹃春近く﹄

高史明 ﹃生きることの意味﹄ 筑摩書房
上山春平・佐々木高明・中尾佐助 ﹃続・照葉樹林文
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お

客 さ ま

九月二一日︵火︶ 午後二時1五時
本館会議室

本館会議室

パリ第一大学教授 ジャック・エルス氏
﹁西洋における氏族制﹂
九月二七日︵月︶ 午後二時−五時

ハンガリア経済計画研究所博士
エグァ・エールリッヒ女史
日本の経済学研究について懇談
一一月一六日︵火︶午前一C時三つ分−正午

ワシソトソ︑ウッドロー・ウィルソソ国
際研究センター長
ジェムス・H・どリントソ氏

午後二時−五時

林屋所長︑多田教授と共に︑日本側研究
者の受入れ促進について懇談
一一月一八日︵木︶

本館会議室

パリ社会科学高等研究院長
ジャック・ルゴフ氏
﹁中世社会のマンタリテについて﹂

アレクサンドリア大学歴史学教授
ハッサン・ザザ氏

本館会議室
﹁多国籍企業に

︵西独ビュルツブルク大学教授︶

ハンス・シュタイニンガー氏

中国中世の社会と文化班では︑去る一一

月一七日︑来日中の教授御夫妻を本所にお

招きして︑御研究の一端をうかがう機会を

持った︒お話は南唐・讃暗の﹃化書﹄に関

ぶ︑一種の諸神混清の態を成すこの書の複

するもので︑道教的修養論から国家論に及

ヴのもとに我々の前に示きれた︒しかし教

雑な構造を︑教授は明確なパースペクティ

授の本領は﹃関戸子﹄の研究にあり︑同月

﹁関戸子に現われた道家思想の宇宙普遍主

七日︑京都で開催された東方学会において︑

義﹂と題する講演を行なわれ︑道家の政治

る浩翰な研究報告を世に問われると聞いて

哲学を解明された︒近々︑﹃関戸子﹄に関す

キュジャジャン氏

たが︑正確な日本語による教授のお話は︑

負われ︑やや発声が御不自由にみうけられ

いる︒教授は第二次大戦中︑喉部に重傷を
一九七六年六月一四日︑日本学術振興会

ドイツのシノロジー端脱すべからず︑とい

︵三浦記︶

席上︑教授の弟子フランク・フィーデラー

授から本所に寄贈きれた︒

氏が来訪︑林産所長︑河野教授と歓談し︑

︵竹内記︶

氏の手になる﹃化書﹄のドイツ語訳が︑教
︒

今後とも文献交換をさかんにしたい旨語ら

・キュジャジャン︵LiparitS．只i仁Zadjan︶
う印象を聴衆に与えたに違いない︒なお︑

会科学情報研究所副所長︑リバリット・エス

の招碑で来日したソ連科学アカデ︑ミー・社

︵河野記︶

﹁東西文明の橋としての中東﹂

一〇月五日︵火︶ 午前一〇時−午後五時

日ソ経済学シンポジウム
ついて﹂
出席者 科学アカデミー経済研究所長
カプステイン氏

同世界経済国際関係研究所教授
カシソ氏
同アメリカ・カナダ研究所教授
イヴァノフ氏
同世界経済国際関係研究所博士
モロゾフ氏

河野研究室

同世界経済国際関係研究所博士
レオンチエヴァ女史
一C月一一日︵月︶ 午後一時
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人のうごき

デン・︑︑︑エソヘン・パリ大学・ナポCリ
a東
くa−−i FraロC2SCa サンパウロ大学教授
日本美術史
洋学院で資料蒐集︑オックスフォード大
学で一九世紀の日英史研究中︒五二年八Jerry声D宏enbury ハーバード大学大学
院生 日本近代史
月末︑帰国予定︒

外国人研修員

台湾大学教授

宋代史

ペンシルバニア大学大

中国社会

コロンビア大学大学

日本文化

宗教史

ブリティシュ ●コ

ロンビア大学院生

SOnJaくan宅OStrand

院生

Laurence只︒minN

学院生

RObrtP・Hymes

COロStaロCelOFnsOn ペンシルバニア大学
○前川和也助手は︑九月二二日羽田発︑シ
○荒井 健︵東方部︶・多田道太郎︵西洋
大学院生 中国社会
カゴ・ペンシルバニア大学で楔形文書資
部︶両助教授は教授に昇任︒︵六月一日
付︶
料収集を終え︑一〇月二六日帰学︒ 荘伯和 中国芸術史
○内井惣七助手は︑一〇月二七日羽田発︑Wi︼−iamW・只e−−y ブランダイス大学大
○溝田正美氏を助手︵東方部︶に採用︒︵八
学院生 日本社会
月一日付︶
シカゴのアンバサダーホテルで一九七六
年度科学哲学会大会に出席︑ミシガン大DOn已dSeekins 同志社大学嘱託講師現
○青田光邦助教授は︑六月三日羽田発︑メ
代中国歴史
学で科学哲学に関する研究を終え︑二
キシコのオズパック市で第七回世界クラ
茅che−StricFmann フランス国立高等研
月一二日帰国︒
究院第五部研究員 中国宗教史

フト会議に出席︑ロサンゼルスで人類学

清教授は︑本年一月より北京大学

博物館で資料蒐集を終え︑同月一六日帰

国︒
○井上
で日本近・現代史に関する講義を終え︑

王徳毅

七月一三日帰国︒
○熊倉功夫助手は︑七月二二日伊丹発︑韓 Daまd JOhn出Oggett 科学史

Cbaユes

宗教史

AロtOロinOFOrt2

プリンストン大学大

東洋史

R●Backus

ナポリ大学助教授 中国

国の晋州・慶州・釜山・京城市内等で日
James Reid カリフォルニア大学院生
日本文化
韓合同茶業調査を終え︑同月三〇日帰国︒ LO已se COrt ハーバード大学フォツグ美
術館学芸員 日本文化史
実教授は︑八月七日伊丹発︑台北
He−−Li︼iane 西洋文化

○竹内

の政治大学国際関係研究中心因書館で中

学院生

中国仏教史
明清時代政治社会史

E教
r授
iksenJOnSTu2只On第and歴史地理
JerlyP●Denner︼inaナポリ大学助

国現代史に関する研究を終え︑同月一六 郭麗英
日帰国︒
○横山俊夫助手は︑九月一日羽田発︑レイ
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田 雄 次

一九七六年六月1一一月

六月

六月1一一月

︵五十音順 ◎印は単行本︶

サンケイ新聞毎月一回

書いたもの一覧

正論

・会
講談社
講談社一一月

雷鳥社一一月

◎日本人の生き方
◎勝者の条件

飯

沼

郎

講談社一一月

三月

六月号

五月号

三月

二四号

共助

中央公論

アジア経済一七巻三号

キリスト教社会問題研究

初期﹃新人﹄における海老名と渡瀬

模倣と独創
減反政策を生き抜いた農民
書評・小塩節﹃春近く﹄

思想の科学

九月

九月号

二号一〇月

六八号一〇月

農業史研究会会報

思想の科学

法政大学出版局一〇月

きのこ

京都ピーナツ総会

八月号

神戸YMCA 八月

八月号

西ヨーロッパと日本人︵講座﹃比較文化﹄三巻︶研究社

七月

七月

食糧︵神戸YMCA﹃世界経済の重要課題−現状と展望﹄︶

食糧自給と日本農業

国際農業博物館会議

市民運動・京の夜ばなし再話

◎農具︵堀尾尚志と共著︶

農民よ︑自信をもて！

・戦後史を裁く﹄︶

戦後日本資主義と農業・農民問題︵冒ッキード問題講演集

日本的農業の思想

展望

大明堂

八月

文学一一月

六月

二月一〇日
岩波書店

八・九・一〇月
九号一〇月

まずくて高くて危険なヤサイ

講談社現代新吉

︵矢守一彦編﹃空からみた歴史景観﹄︶

◎日本人材論

山 元 秀

多賀城・信長の道

・秋

・飛鳥井雅道
◎近代の潮流

文学

朝日新聞夕刊

大和書房一〇月

敬天愛人と新政厚徳︵西郷隆盛全集︑第一巻︑月報︶

近代文学史の構造をめぐつて

健

日本民主主義の原点

井

詩の効用︵﹃講座文学﹄四巻︶

・荒
寸言

親風

解説・吉川幸次郎﹃唐代の詩と散文﹄︵学術文庫︶

銭鍾書﹃包囲きれた砦﹄第二章︵訳︶
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清

二月号

七号一一月

聖書と教会

時事教養

東北開発研究一二巻三・四合併号一〇月
米作をめぐる農政の矛盾
書評・韓国問題キリスト者緊急会議編
﹃韓国民主化闘争資料集﹄

農業協同組合一一月号

座談会・農業の近代化とは何か︵野沢昌郎・熊谷康・
一楽照雄と︶

清

集英社

六月

図苦新聞一一月一三日

現代評論一一月号

講談社一〇月

公庫月報一一月号

朝日ジャーナル一八巻四六号一一月

書評二一葉憲香・梅原正妃編﹃天皇制と靖国﹄

上

自立経営農家とは何か

・井
◎昭和の五十年
無産階級独裁下の継続革命

井

われわれがなお﹁臣民﹂である構造

・今
山 春 平

四号

二月

︵一九七六︶一一月

展望一一月号

中央公論社一〇月

◎礼記・上︵共訳︶︵﹃全釈漢文大系﹄一二巻︶

・上

科学哲学9

名古屋大学東洋史研究報告

﹁賢﹂と﹁能﹂

◎続照葉樹林文化︵共著︶

井 惣 七

ツバキと椿

・内
村 治 樹

様相パラドックス

・江

田 武 男

西漢官僚における

・太

内縁と外縁︵於保不二雄先生還暦記念﹃民法学の
基礎的課題﹄下︶

村

哲
健

也
二

六月

七月

九月

九月号

七月号

二号

思想

現代の理論

鷹陵史学

婚約と結納︵高菜公之先生還暦祝賀﹃婚姻法の研究﹄下︶

・勝

野

漢書地理志郡県名索引

・河

﹁独裁﹂概念の獲得

二月革命とフランス社会主義
ソ連と中国

九月号

九月号

夫

六月−一一月

世界政経

功

日本美術工芸

七月

七月

六月−一一月

季刊日本思想史一号

六︑七月号

八月

三一書房一一月

茶湯一一号

同門

六月−八月

六月璽一一月

現代思想

倉

実

武道

淡交

西欧共産党評価への疑問

・熊

近代の茶の湯
近世茶道史序説
茶の湯武道記

戦国的なるものと近世的なるもの

茶人ライバル物語

﹃南方録﹄成立とその背景

内

グラフィック茶道

◎日本庶民文化史料集成・数寄︵共編︶

・竹

中国文芸茶話︵第八︑九回︶

岩波書店

表現としてのプロレタリアの文化大革命︵講座・文学︶
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九月号

九月一〇日

現代思想
毎日新聞

カントソのマオ・ツオートソ
文人毛沢東を偲ぶ

泰

︵﹃日本建築の特質﹄︶

講談社

研究社

︵講座﹃比較文化﹄三巻︑西ヨーロッパと日本人︑所収︶

護

郎

美

七月

八月

六月

七月

︑︑︑ネルヴァ書房 八月

ヨルダン社

日本読書新聞一一月八日

社会思想社

都城﹄︶

岩波書店一〇月

日本放送出版協会

◎牧夫フランチェスコの一日1イタリア中部山村生活誌

ガリレオ・ガリレイ﹃星界の報告︑他一編﹄

波

︵旧訳改訂改版︶︵共訳︶

・砺

中国の都城︵上田正昭編﹃日本古代文化の探究

こ

書評・谷川道雄﹃中国中世社会と共同体﹄
・中村賢

原典宗教改革史︵共編訳︶

宗教改革と国家

正

日本読書新聞一〇月一一日

書評・樺山紘一著﹃ゴシック世界の思想像﹄
田

書評・前鳴信次・加藤九詐共編﹃シルクロード事典﹄

・浜

六月

中央公論美術出版一〇月

中世新様式における構造の改革に関する史的考察

・谷

キリスト教の儀礼と神話

解説・梅樟忠夫﹃狩猟と牧畜の世界﹄

九月一〇日
九月二四日号

朝日新聞
九月二四日号

詩と革命・人間毛沢東
週刊朝日

サンケイ新聞出版部一〇月

1西欧精神にとってのその象徴構造の意味1

朝日ジャーナル

劇的な展開もありうる流動状況へ

革命の詩人

一〇月一四日

九月二五日号

一〇月二〇日

一〇月一五日号

公明新聞

神戸新聞

週刊朝日

週刊東洋経済

中国にとって毛沢東とは何であったか

魯迅と日本

三度の危機を勝利した毛沢東の智恵

中国のクーデター事件に想う

一〇月二九日号

朝日新聞社一〇月

週刊朝日

◎紀行 日本のなかの中国

江育の栄光と挫折

二月号

中央公論

創文社一一月
世界週報一一月二−九日号

テーブルの哲学論争︵中国哲学史の展望と模索︶

革命第二代はどこへゆくか

淡

朝日ジャーナル一一月一二日号

クーデター対反クーデターの争い

作られる﹁葦国鋒神話﹂

・多田道太郎
中

◎南アメリカ紀行︵共著︶

・田

鹿島出版会

六〜九︑一一月号
七月

◎劉教場﹃中国の住宅﹄︵共訳︶

中国建築の歴史16〜20 ︵共訳︶ 建築知識
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林

巳姦夫

史林

五九巻四号

九月
六月

甲骨学一一号

﹁西周金文に現れる車馬関係語彙﹂

六月

六月

九月

有斐閣
筑摩書房

六月

六月二六日

六月
七月

二号
博報堂

筑摩書房

茶湯

朝日新聞

日光道︶

中世の文学︶

﹃上海博物館﹄ ﹁青銅器﹂の章及び青銅器の図版解説

・林屋辰三郎
中世芸能史と私︵﹃日本文学史﹄三

日光への道︵﹃江戸時代図誌﹄九
祇園の花傘︵こころのページ︑天窓︶
祇園祭の歴史︵山鉾連合会﹃祇園祭﹄

消息数寄 五 近衛信芦
下手の横ずき︵三井銀行業務部﹃百人百話﹄︶

七月
七月

日本歴史
日本華道社

九月

九月

九月三日

八月六日

朝月新聞

朝日新聞

寛永文化と池坊専好︵﹃池坊寺好立花名作集﹄︶

中村直勝先生と古文書

休耕の愚かき︵こころのページ︑天窓︶

御陵まわり︵こころのページ︑天窓︶

組織・管理社会︵桑原武夫他﹃歴史と文明の探求﹄︶
中央公論社
古代国家の都市像︵阪急文化叢書﹃日本の古京を掘る﹄︶
阪急電鉄

九月

朝日新聞一〇月一日

吉川弘文館

室町時代における京都︵豊田武・ジョンホール編
﹃室町時代﹄︶

季節の喪失︵こころのページ︑天窓︶

﹁桃山文化展﹂によせて

朝日新聞一〇月七日

朝日新聞一〇月

桃山文化1天下人の世界︵図録﹃桃山の文化﹄︶

月報︶

京都市史編纂通信一〇月
年表・事典︵京都市編︶ 学芸書林一〇月

朝日新聞一〇月二八日

桃山ライオンズクラブ一〇月

◎桃山への誘い︵林産辰三郎編﹃桃山﹄︶

天下一の志向
京都の歴史一〇

十一年七ケ月の意味

貝塚先生周辺︵﹃貝塚茂樹著作集﹄九

淡交社

筑摩書房

岩波書店

二月

二月

庶民生活と芸能︵岩波講座﹃日本歴史﹄近世四︶

中央公論社一一月
◎吉野天川の魅力︵林屋他共編﹃天川﹄︶
寂々堂一一月

別業の文化︵﹃江戸後代図誌﹄二︑京都︑二︶

二月

◎神護寺の歴史︵林屋他共著﹃神護寺﹄︶
近衛信尋

茶湯一二号

六

消息数寄

奈良県吉野町

謹一

進

夫

六月

九月号

三五巻一号

思想

二月三〇日

吉野の回想︵随筆集﹃吉野路﹄︶

口

新古の対照︵こころのページ︑天窓︶朝日新聞

・樋

思想の言葉

・夫馬

哲

東洋史研究

明代白蓮教の一考察f経済闘争との関連と
屋

新しい共同体−
・古
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七月

祖堂集ものがたり第二二話−そのまた草牲をつくる人−

◎絶観論︵本文校定︑国訳解説︑英文訳注︶︵共編︶

九月

九月

仏国録刊行会一〇月

禅文化八二号

財団法人禅文化研究所
六月

日本ファシズム論︵岩波講座﹃日本歴史﹄二〇︶岩波書店
東洋文化社
七月

◎訓註仏国論︵共編︶

同右

第六一議会・六二議会解説︵﹃帝国議会誌﹄ 二一︶

川 和 也

第六三議会解説︵﹁同右﹂一三︶

・前

下

田

正

慶
◎ニーダム

・山

光

男

邦

弾文化

八三号一二月

七月

九月

二月号

第一三冊

現代数学

関西哲学会紀要

京都

アプローチ

岩波書店一〇月

岩波文庫︶

思索社

天︑
の科学︵共訳︶
﹃中国の科学と文明﹄第五巻

児

心身問題を扱うための一方法

比例の思想と階級の思想

・山

伊勢と甲州1夢窓疎石の生いたち︑その一

a宏Lagascb−Stud鈴
i木
a学術財団研究年報一二−一三号一〇月

高編﹃仏教文学集﹄紹介
Of⁚J●Ba入
u矢
e義
T−

A−tsumeriscFe WiltSCbaftste已e

只．Maekawa・−M．YOShikawa∴ガeくiew

浦 国 雄

竹OE軍︑03．芸註岩．忠︵−当ひ︶．ROme．

・三
木 信 之

間断のない思想︵﹃中国哲学史の展望と模索﹄︶創文社一一月

・茂

九号一〇月

六月

六月

親風

展望

筑摩書房

田

◎ガリレオ﹃星界の報告・他一篇﹄︵共訳︑

・吉

二つのモールを見て

伝道

ワールド

44

茅盾﹁﹃蝕﹄三部作﹂論︵二︶

田 聖 山

◎初期の禅史Ⅰ・歴代法宝記︵﹃禅の語録﹄3︶

・柳

仮字正法眼蔵の秘密1道元とその弟子懐莫−

六月1一二月

六月

六月1一二月

筑摩書房

花園

七月

正法輪

禅語の発掘︵一五︶︵﹃禅の語録﹄三︑付録︶
禅宗私史︵四〇−四五︶

二号

月 月 月

今月のことば

花信風

えんなる美の由来

自治研修

科学と宗教
地方文化の創造を求めて

現代人と時計

セ ム セ 六 六

江南智融禅師注・般若波羅蜜多心経

中支出版社

大法輪

禅文化研究所紀要八号

月 月 月 月 月

◎六祖壇経諸本集成︵禅学叢書之七︑編集解説︶

一休の思想とその生涯

仏教と朱子の周辺

八 八 七

中学教育

筑摩書房

かよい抒

八月

八月

七月

七月

シャトルくらぷ展

放送文化
九月

三︵編著︶

科学と技術と教育と︵対談︶

朝日新聞社
九月

◎江戸時代図誌 東海道

メディアを支えた技術︵鼎談︶

◎京のちやあと
世界文化社

ふるさとへの旅︑一号
一〇月

九月

九月

マダム 九月

◎工芸 世界の美術︑一八

アドバタイジング

一〇月

心のひだを織りこむ

くおーたり一泡

一〇月

雅のしなじな

日本人といけ花

もうひとつの時間像
きものと装い

一〇月

ぬい
郵政

川

忠

夫

◎日本科学史︵復刻版︶

部

徹

魂気の如きはゆかぎるなしー漢墓を訪ねて想うー

・吉

・渡

島津労働組合

九月

九月

六月

六月号

講談社一一月

展望

﹁産みの苦しみ﹂のりこえて

京都勤労者学園報一三六号

平凡社

﹃島津労働組合三〇年史﹄︶

人文学固から勤労者学園へ

◎刊行によせて︵監修

解説・左翼労動運働の闘将︑寒村
︵﹃荒畑寒村著作集﹄二︶

︵赤穂市同和教育

三号一〇月

二月

赤穂市教育委員会一一月

六号

部落解放一一月号

神山茂夫研究

福山市社同教推進連絡協議会一〇月

◎国民的課題としての部落解放︵講演速記︶

大正デモクラシーと松本治一郎

婦人公論

ヒンズークシのオリンピック
物をつくること

一〇月

人権週間によせて

刷同問題再論
京のれん

一一月

一〇月

骨毒

中央講座講演記録集︶

同和問題と私たちのかかわり

道標︵近畿郵政局同和対策室︶
一月
一月

一一月

一月

青溜
まいたうん

一月

淡交社

技術と経済

度量衡考察
鋳物師
根来もの考
﹁根付﹂

神と祀りと日本人︵対談︶

職研

一月

メキシコをたずねて

序文

日本における職業の歴史

八−一

視る一
カラーデザイン

一月

一月
平凡社一

染織現代

六−一

現代の造形︵織︶展

東西文様散策
工芸時評

国民百科辞典︑月報一︑二

人
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