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所 長 挨 拶

人文科学研究所五〇年の歩み

さて︑東方文化を研究する研究検閲が京都

健

につくられますについては︑その発端は遠く

野

五〇周年の記念日に際しまして︑各界各地よ

一九〇〇年の北清事変にまでさかのぼりま

河

り多数の来賓︑先輩︑知友の御参会をいただ

す︒このとき︑義和団事件に関与して列国と

ます︒

きましたことは︑私どもにとってこの上ない

こんにち︑京都大学人文科学研究所の創立

光栄であり︑喜びであります︒御列席の皆さ

手した賠償金を文化事業にあてることを適当

ともに中国に介入しました我が国は︑その入

京都大学人文科学研究所と称する研究所が

まに深く敬意を表します︒

し日中両国の文化交流に資するための研究機

とかんがえ︑東京と京都に︑中国文化を研究

ことではなくて︑四〇年前のことでございま

創立されましたのは︑実は今から五〇年前の

都大学文学部を中心とする諸先学が︑いわゆ

関を設置することとなりました︒その際︑京

る京都シナ学の伝統を発展させてこられまし

わけですが︑私どもの研究所は︑その一〇年

たことに対して︑多大な敬意が払われたこと

す︒したがって︑今年は創立四〇周年となる

のちの東方文化研究所を前身として含んでお

前に設立されました東方文化学院京都研究所︑

研究は成り立ち得なかったのでございます︒

はいうまでもありません︒京都にはぐくまれ

北白川に新築されました僧院風の美しい建物

ました中国学を無視して︑我が国の東方文化

ていることを重要とかんがえ︑かつ誇りに思

を本拠としまして︑狩野直菩︑内藤湖南︑そ

この東方文化研究所を継承し︑それと合体し
っております︒したがって︑東方文化研究所

ります︒私どもは︑一〇年先輩にあたります

以釆の五〇年をここに記念する次第でござい

二
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の他の大先生と︑その後︑人文科学研究所の

や国策の要請から自由になりました研究所

戦後四年たった時点で︑研究所は決定的な転

は︑まず研究の目標を︑世界文化に関する人

機をむかえることとなりました︒戦後︑時局

文科学の総合研究に改めました︒すなわち︑

メンバーとなられました若い先生方が結集さ

それから一〇年たちまして︑ちょうど日中

れたのでございます︒

間の全面戦争がはじまって二年目のことでご

の分野での総合をはかることを明らかに目標

研究対象を中国にのみ限定することなく︑西

としてかかげることにいたしました︒つい

洋や日本の研究をもとり入れ︑また人文科学

究所は︑中国の古典や歴史よりも︑むしろ中

で︑文科系諸学部が共同で管理するという体

名前の研究所が設立されました︒人文科学研
国をはじめとするアジア情勢を解明するため

制から研究所を独立させる︑そういう気運が

ざいますが︑京都大学人文科学研究所という

につくられたものであります︒文化系の諸学

た︒そして最後に︑東方文化研究所との合併

部が共同で研究所をつくることを考えられ︑

あり︑人文科学研究所が中国の現状分析に着

をはかり︑研究員︑蔵書︑設備のすべてを人

もりあがりまして︑研究所の独立をはかり研

手するかしないかのうちに︑我が国は太平洋

文科学研究所がひきつぐ一方︑当時︑西洋文

それらの学部から人材が送りこまれました︒

戦争に突入することとなりました︒このため

化研究所と称しておられました旧ドイツ文化

究所の自治を確立することに成功いたしまし

研究資料の収集や実態調査の便宜もえられな

こととなりまして︑ここに東方︑西洋︑日本

研究所からも施設および建物の寄付をうける

しかし時局の動きにはきわめて急激なものが

をあげるいとまをもつことができなかったの

戦後三〇年におよびます人文科学研究所の

所が誕生したのでございます︒

の研究のすべてを含んだ新たな人文科学研究

くなり︑せっかくのアジア研究も充分な成果
であります︒
こうして︑人文科学研究所の創立からさら
に一〇年がたちまして一九四九年︑すなわち
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歴史は︑ここに出発点をもったわけでござい

いは﹁プロジェクト研究﹂といったものを︑

するという約束で始められたものでございま

私たちは戦後まもない時点から今日までつづ

した︒最近よく言われます﹁学際研究﹂ある

りました安部健夫所長でございます︒同所長

けてきたことになります︒共同研究のさまざ

ますが︑これら一連の自己変革の果敢な推進

のご苦心を改めて思いおこし︑感慨を新たに

者であられましたのが︑今はお亡くなりにな

いたします︒戦後の人文科学研究所のあり方

はございません︒それとともに想起されます

まの成果について︑ここでお話しするいとま

ことは︑共同研究の副産物あるいは共同研究

の基本線もまた︑この時点で決定されたので
あります︒

その他によって発表されたことでございま

の準備作業がさまざまの形をとってマスコミ

す︒このことも研究所にみなぎっておりまし

その若干についてふれておきますと︑まず
場としてよりも︑むしろ共同研究と共同事業

第一に︑私たちが研究所を研究者個人の仕事

た旺盛な所員の活動力のあらわれであったと

とげられるものでございますが︑こういう仕

の作成などは共同作業によって初めて成し

ました助手を全国の各大学から公募し採用す

ことがございます︒これは一定の年限を決め

の点をあげてみますと︑助手の公募制という

研究所のとった基本線のうち︑もうひとつ

考えております︒

の場としてとらえたということがあげられま

事は早くから東方文化研究所の固有の事業と

るという制度でございまして︑大学の附置研

す︒中国古典の註釈︑あるいは目録や索引

に新たに共同研究をつけ加えることとなりま

しておこなわれておりました︒戦後は︑それ

出身者を採用することには異論もございまし

たけれども︑結果としてこの制度は︑多くの人

究所がこういう制度をとって当該大学以外の

材を養成して学会に送り出すことに貢献して

した︒私どもの共同研究は︑研究所内部の専
も求めまして︑チームを組んで毎週一回︑定

門を異にする人たちが外部の専門家の応援を
期的に研究会を開催し︑その成果を必ず公表
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いるものと思います︒この制度による助手に

点で一八〇名を越えるという状況でございま

かなりの人数の方々が戦後三〇年間に研究所

たちの研究所は共同利用研究所という名前こ

ンターとしての役割をはたしております︒私

ず︑国際的および国内的な人文科学研究のセ

限らず︑助教授︑教授の方々でありましても︑ す︒今日の研究所は︑望むと否とにかかわら
から転出されており︑それらの方々が非常に

そもっていませんけれども︑その実質は共同
利用研究所ではなかろうかと考えておりま

を拝見できますことは︑私どもにとって大変

す︒しかし共同利用研究所でないため︑予算

立派なお仕事を数多くこなしておられる様子

います︒

うれしく︑また誇りに思っている次第でござ

は否定できません︒こういう問題を私たちが

や人員の上での困難も感ずることが多いこと

現時点でかかえておりますことについてもご

人文科学研究所は︑現在一五の固有の研究
と︑なおあとひとつの客員部門をもっており

部門と東洋学文献センターという付属施設

承知おきいただきたいと存じます︒

己︑友人の諸氏がどれほど私たちのためにご

しても︑諸先輩︑関係諸機関︑あるいは知

今日の研究所の盛んな状況を見るにつけま

ます︒教官の総員は五二名︑事務職員は三二

を対象として国内国外の多数の研究者が研究

有数の漢籍コレクションを擁しており︑それ

まったく感謝のことばもない次第でございま

援助︑ご協力をたまわったかを考えますと︑

名という大所帯でございます︒研究所は世界

に釆ておられます︒外国人の研究者も︑常時

す︒五〇周年に際しまして︑私たちは力を合

二〇名ほどが文献センターを利用して仕事を
しておられます︒

日の式典や展示等の行事を準備いたしてまい

わせまして多少の企画を考えました︒また今

とりいただければ幸いでございます︒

りました︒私たちの意のあるところをおくみ

所内の共同研究のプロジェクトも次第に数
た研究所以外から毎週または隔週に研究所を

が多くなりまして︑現在は二三をかぞえ︑ま
おとずれて研究会に参加される方々は︑現時
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京都大学総長

岡本

道雄氏

京都研究所︑のちの東方文化研究所の創立をもって︑

その創立の起源としているためであることは今も述べ

られたとおりでありますが︑今日この一一月九日とい

うのは︑北白川にある唯今の分館︑当時の東方文化研

ので︑これをとったものでありしようか︒昭和五年と

究所の竣工日が昭和五年一一月九日となっております

いいますと︑まことに私事でございますけれども︑私

で︑京都に上がってまいりまして北白川を歩いており

が三高にはいりましたのが昭和六年でございますの

文科学研究所におきましては創立五〇周年の記念式典

の建物が目にしみるような気がいたしました︒それを

ますときに︑あのスペイソ風のロマネスク様式の自室

本日︑来賓各位をお迎えいたしまして︑京都大学人
を挙行いたしまして︑輝かしい過去の業績をかえり

たったのだという気がいたすのでございます︒

今まざまざと思い出しまして︑あれからまさに五〇年

存の東方文化研究所と西洋文化研究所を︑これも今ご

月でありますが︑その後一〇年たった一九四九年に既

学を中心とします日本の東方学の峯々をなしていた東

まことにもっともだと思います︒当時︑東西両帝国大

の実態︑精神︑学風というようなものから考えまして︑

にとったということにつきましては︑その両者の研究

この人文科学研究所が︑その創立を東方文化研究所

説明のあったとおりでございますが︑統合いたしまし

方学者が︑かねて中国をはじめ東亜諸地域の文化を学
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み︑将来における一層の発展を期することになりまし
たことはまことに慶びにたえない次第でございます︒
今もお話がございましたように︑官制上︑人文科学

て今日にいたったものでございます︒これは人文科学

八

系の大学附置の研究所としては︑東大の東洋文化研究

を熱望しておりましたところ︑一九二九年外務省をつ

問的とくに歴史学的な立場から自由に研究でき阜機関

研究所の京都大学の設置は昭和一四年︵一九三九︶

であります︒

所であります︒

うじて東京と京都に実現をみたのがこの東方文化研究

所とともに我が国においてもっとも古いもののひとつ
本日︑創立五〇周年の式典をおこなうというのは︑
この三つのうち︑昭和四年︵一九二九︶東方文化学院

■■▼●●●■●■●■■■●t■●H■●■●∫●■●■◆■◆■◆●■●■◆y●■■■◆■■．ナ▼●▲■■■●■◆▲◆1■■▼1◆●■●▲●■■■…■◆■●●■●■●▲▲▼◆■●●■1■●■■■■■●■●■■■■ヽ▲●■●■●■■■●1■−◆●●●■●■●■■■●■■■■1◆●■●■●へ●■●■l

究所では︑時局の影響もあって研究対象を東亜に限ら

ず︑世界文化の人文科学の総合研究といたしました︒

その創立の様子を﹃京都大学七十年史﹄でみてみま
すと︑そのときの中心人物は東洋史の内藤虎次郎先

て︑ただいまの京都大学人文科学研究所となったわけ

また終戦後にいたり︑鳥養総長の時代に︑前述の西洋

でございます︒したがって︑こういう統合の結果︑た

文化研究所と東方文化研究所︑三者を統合いたしまし

考古学の浜田耕作先生︑東洋史の羽田亨先生などであ

いへん自然に本研究所のなかに東方部と西洋部︑それ

生︑地理学の小川琢治先生︑天文学の新城新蔵先生︑

ります︒私ども︑この名前を聞きますときに京都学派

に日本部というものが包含されて存在しているので

生︑中国文学の狩野直喜先生︑東洋史の桑原隙蔵先

の京都帝国大学の文学部︑理学部などのきら星のよう

す︒

というものの発祥のころを思うのでありますが︑当時
な偉大な先生がすべて評議員に名をつらねておられま

およそ世界における文化の発祥と発展の過程をふり

かえってみますと︑西南アジアにおこりギリシア︑ロ
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す︒
自由な研究ということで︑これらの先生方を指導者

るわけで︑そのそれぞれの文化は内容︑本質を異にし

ーマをへて西洋に発達した西洋文化と︑インドと中国

ながらともに栄えてきたのですが︑我が国におきまし

におこり我が国に伝来しました東洋文化とに大別され

つの期間としてひとつひとつのテーマにとり組んでこ

ては︑そのような西洋文化と東洋文化とが日本固有の

ことをもうすでにお始めになりました︒三カ年をひと
られたのですが︑そのときすでに中国から学者をむか

文化と融合して︑今日の固有の日本文化を形成してま

とされまして︑若手の研究者の方々が共同研究という

えてその指導をうけるほか︑中国に留学するものもき

このように東西両文化を接取︑消化して︑これらの

わめて多く︑また貴重な蔵書︑資料を集めるというよ
術的︑歴史学的研究に情熱の限りをつくしておられま

文化を融合︑渾成して︑より高い文化を創造した点に

いったのであります︒

した︒このやり方を︑その後一〇年たって生まれまし

うなこと等が活発におこなわれまして︑中国文化の学

た人文科学研究所がそのまま受けついで今日に至って

ないと存じます︒またその研究ということになりまし

おきましては︑我が国ほど世界的にみて恵まれた国は

て︑京都の土地がどれほど適当な土地かということに

いるということが手にとるようにわかります︒

その後︑今もお話がありましたように︑人文科学研

■書ヽ■●◆●．■◆ゝ◆■◆■◆■◆一●ヽ■ナ◆−◆■◆−●イ■■●▼■■▼●ヽ■■−−●▼〜●◆▲■■ヽt■◆−◆′■■■●■■●◆−●●●■●■−一●■■ノ◆■．ナ◆−◆■ト■◆▼◆■▼◆ヽ▲t◆ゝ●■●■◆■■▼●◆■J■■■■■〜●◆◆■▼◆■●◆ヽ●■〜◆■■■●1ヽ■●◆−，

も思い至るのでございます︒
京都大学の人文科学研究所は︑そうしたすばらしい

いうことは︑その成果の多くが学士院賞︑文化勲章等

味をもちまして︑揮然と一体をなし現在の人文科学研

洋部︑日本部のこの三つの部がそれぞれそのような意

ないと思われます︒今申しましたように︑東方部︑西

から六年にわたる大調査がおこなわれまして︑これに

リカ類人猿学術調査など︑規模の大きいものでは四年

イラン・アフガニスタソ・パキスタン学術調査︑アフ

おります︒カラコルム・ヒンズークシ学術調査とか︑

また海外研究調査も雄大なスケールでおこなわれて

の対象となっている事実からも察知できます︒

究所を成しているのでございます︒五〇年の歴史をふ

でいるのはご承知のとおりでございます︒さらに創立

よってきわめて実証的なユニークな学問の分野を生ん

目的を達成するために設置されたと申しても過言では

追ってみますと︑たしかにこうした方向をたどって来

以来︑情熱をかたむけて集められました蔵書︑資料な

りかえりまして︑各部門の共同研究のテーマの内容を
られたものであるという確信を深くいたします︒

の宝庫をなしております︒

どは東洋学文献センターにおさめられ︑本邦の東洋学
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また同時に︑近時︑学問研究が過度に専門化しまし
たことの反省として︑いわゆる学際的な総合研究体

このようにしまして︑ここからはユニークな偉大な

学者を多数各方面に産出いたしております︒しかしな

制︑大学院をつくるときには総合大学院を︑というよ

そのたびごとに︑それぞれの困難を克服され︑今日の

がら︑この間︑時代の変転があり︑常にこの研究所が

この偉大な研究所をつくりあげられました過去の諸先

うなことが言われておりますが︑人文研五〇年の歴史

す︒この事実につきましては深く感銘いたします︒こ

輩︑研究所員の方々︑また歴代の所長の皆さまに︑私

良い条件をもちつづけていたわけではございません︒

のやり方についてはもう述べることはございませんけ

としましては︑大きい感謝と敬意をささげるものでご

た研究方法がもっとも有効な形でおこなわれておりま

れども︑各部において班を組んで所内︑所外の多数の

ざいます︒

は︑まさに︑この共同研究という総合研究を主体とし

でまとめていく︑こういう研究方法と同時に各自も自

持すること︑こういう研究所をながく継続していくと

しかし︑研究所として高いレベルを今後もながく維

研究者によってひとつひとつのテーマをある一定期間

す︒この研究の成果というものが高度のものであると

己のテーマで研鐙にはげんでおられるわけでありま
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ざいません︒研究専一ということで︑大学の教育から

いうことにつきましては︑今後問題がないわけではご
す︒

めすものであると︑よろこびにたえない次第でありま

交流もいよいよ本格化してまいりました︒また先ご

今や中国との国交も樹立し︑そのために両国の学術

う形をとっております我が国のこういう研究所が︑現

ろ︑パリ大学と本学との学術交流協定も成立いたしま

きりはなした欧州の研究所とは異なって大学附置とい

ているのに対しまして︑どうしてそのレベルを保って

在ご承知のとおり高等教育がめまぐるしく変貌をとげ

すますこの研究所が︑日本における世界の人文科学研

のがあると思いますが︑日本部の興隆とともに今後ま

した︒この東方部︑西洋部の発展は期して待つべきも

究の先頭に立って栄えていくことを念膜いたしており

いくかというようなこと︑また︑この研究所は助手の
を得るために大学院の充実をどうはかるかというよう

公募という形をとっておられますが︑すぐれた後継者

正芳氏 内閣

ら声援をこめて私の式辞といたしたいと思います︒

大平

ます︒釆たるべき一〇〇年の記念式典を想望し︑心か

文部大臣臨時代理

なことなど︑今後ますます工夫と努力とをかたむけて

2
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もらわねばならぬ問題が︑まことにたくさんあると思
私は幸い任期中に︑昭和五〇年一一月︑人文研の新

います︒
館が落成いたしましたその式典にも逢うことができま

本日︑ここに京都大学人文科学研究所の創立五〇周

︵大崎仁審議官︑代読︶

史﹄などを読み︑本研究所がいかによい歴史をもって

京都大学人文科学研究所は東アジアに関する人文科

言葉を申し述べます︒

学の総合研究を目的として︑昭和一四年に創設されま

年記念式興が挙行されるにあたり︑ひとことお祝いの

したが︑昭和二一年には︑その目的を拡大して広く世

おり︑大切なものであるかということを知りまして︑

にも充分理解していただきまして︑現代中国︑比較文

りでおります︒歴代所長のご努力と実力を文部省など

界文化に関する人文科学の総合研究をおこなうことと

なり︑ついで昭和二四年には︑東方文化研究所︑西洋

西先生︑桑原先生が文化勲章︑文化功労者とおなりに
なりましたが︑ともどもに隆盛な本研究所の実態をし

化の二部門をふやすことができました︒また過般は今

在任中できるかぎりその充実に努力してまいったつも

した︒祝辞をのべるにつきまして︑﹃京都大学七十年
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祝い申し上げますとと藩に︑所長および所員各位が今

ここに当研究所の歴史をかえりみ︑先人の偉業に深

後その深い学識を充分に生かして︑さらにたゆみない

い敬意を表し︑現在までの発展をあらためて心からお

さらにその後︑東洋学文献センターの付設︑研究部

の総合研究の中心としての地位を確立されました︒
門の整備︑外国人学者の招致︑施設の整備など︑機構︑

し︑内外の研究者との協力を深めつつ︑広く我が国さ

研鏡をつづけられ︑研究所に課せられた使命を達成

文化研究所の両研究所を統合し︑名実ともに人文科学

られました︒この間︑人文科学の分野において未発達

内容の充実をくわえつつ︑今日まで発展をつづけてこ

念いたしまして︑御挨拶といたします︒

康治氏

らには世界の学術の進展に貢献されることを心から祈

伏見

であった共同研究の重視を方針として︑学際的な総合
れ︑また大視模な海外学術調査を実施するなど︑多彩

日本学術会議会長

研究を推進し︑独創性に富むすぐれた成果をおさめら
な研究活動を展開され︑人文科学の発展に多大の貢献

3
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をしてこられたのであります︒このような輝かしい伝

本日︑京都大学人文科学研究所創立五〇周年記念式

ましてお祝いのことばを申しのべる機会をえましたこ

興が挙行されるにあたり︑日本学術会議を代表いたし

化研究所の創設以来五〇周年を迎えられ︑ここに記念

統をもつ当研究所が︑もっとも古い母体である東方文

たえないところであります︒

現在の人文科学研究所は︑昭和四年に東亜に関する

とば︑私の深くよろこびとするところであります︒

式典が挙行されるはこびとなりましたことは︑慶びに
およそ人類文化の向上発展が︑その基礎としての人
文科学の進歩にまつところの大きいことは申すまでも

なる研究体制をもって設立されました旧人文科学研究

産業経済︑社会および教育︑文化交渉史の三部門から

所を中核として︑昭和四年に設立された東方文化研究

なく︑ことに今日のように科学技術の著しい発展や社
化︑社会等に関する総合的な理解を深める人文科学の

の業績を継承して︑世界文化に関する人文科学の総合

所︑その後設立の西洋文化研究所を統合し︑それぞれ

会の変転動揺のはげしい時代においては︑思想︑文
振興こそ重要であり︑今後の当研究所の活動に対する

研究を行なうことを目的に︑昭和二四年に再発足した

内外の学界および社会の期待はまことに大きいものが
あります︒
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研究機関であるとうかがっております︒以来︑幾多の

され︑人文科学に関する学際的な総合研究体制を確立

の表われの一環として︑学術情報体制の整備︑各専門

後援などにより︑国際的な研究情報の交換︑討論をつ
ぅじて︑これらの部門における研究の推進に努力をは
らってまいりました︒とくに昭和三七年五月には﹁人
文・社会科学振興のために︑人文社会科学︑総合研究
機閑の設置について﹂を政府に勧告いたしました︒そ

の充実︑多数の貴重な資料の収集︑蔵書の整理を果た

御努力と御研鏡により︑一五の部門にわたる調査研究

試練を経ながら先人︑諸先輩の心血をそそがれました

されました︒とくに貴研究所の研究体制のあり方とし
て︑共同研究を重視され︑その上さらに個々の独創的
研究をも助長されていることは︑その数々の業績が我
たひとつの根拠でありましょう︒これらの業績は︑ひ

が国のみならず︑世界の学界に高く評価されるに至っ

分野における学術資料の完全収集︑研究者の共同利用
に供することを構想とした東洋学文献センターが貴研
究所附属施設として開設され︑東洋学に関する学術情
報活動が活発にすすめられておりますこと︑まことに
御同慶の至りに存じます︒私ども日本学術会議として
は︑今後とも皆様とともに学術の進展のため︑なお一

讃架開脚深井

晋司民

層の努力をして参りたいと存じますので︑何とぞ御協
力下さいますようお願いいたします︒
おわりに︑人文科学研究所がここに輝く五〇周年を
迎えられたのを契機として︑諸先輩の残されました多
くの御功績を生かしっつ︑新たな飛躍を果たされ︑さ
らに多くの業績をあげられますよう心から期待してお
祝いの言葉といたします︒

4

本日は京都大学人文科学研究所の創立五〇周年記念
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いては人類の福祉︑社会文化︑政治︑経済のあり方に
いたるまで︑多大の影響を与えているところでござい
我が国の歴史の過程における社会構造︑発展の状況

まして︑心から敬意を表する次第であります︒
およびその世界各国との比較の問題︑また多くの世界
的な社会の難問題に直面している今日︑これまでの研
をもつものであることが痛感され︑今後の貴研究所へ

究員諸賢の真撃な御研究の数々が現時点で貴重な意義
の期待はますます大なるものがあると存じます︒
私ども日本学術会議におきましても︑東洋学その他
の人文科学関係の研究連絡委員会をもち︑国内科学者
の研究連絡をはじめ︑国際学術団体への加盟︑関係部
門の国際会議およびシンポジウムの開催︑またはその
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の式典が挙行されることになりまして︑まことに慶賀

が︑研究の流動化︑共同化という新しい形で研究分野

あろうと思っております︒ここに私は︑同じ人文系の

を広げることも︑私どもに課せられた課題のひとつで

五〇年という歳月は︑ひとりの人間にたとえてみま

国立大学附置研究所として相共に手を携えていきたい

にたえません︒

ものと考えています︒

創立五〇周年記念式典を機会に︑京都大学人文科学

すと︑生まれたばかりの人間が学校を卒業し︑社会人
ろでありましょう︒それが叡知︑碩学を集められての

となり︑まさに働きざかりの年ごろとなるというとこ
五〇年なのでありますから︑実に輝かしい研究成果の

ます︒

蒜散開鋼諾贈貝塚茂樹氏

研究所のますますの御発展を願い︑私の祝辞といたし

身︑自分の専門分野について数々おしえられることが
5

数々をこの五〇年に遺されたわけであります︒私自
多く︑今日にいたっております︒

私︑京大人文科学研究所の前身のひとつである東方

ごとくおこって着々と業績を発表し︑一代の盛儀を現
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私は︑司会の方から今もご紹介のありましたよう

出しておられる人文科学研究所が五〇周年を迎えられ

に︑東京大学東洋文化研究所からまいりましたが︑現
ざいまして︑京都大学人文科学研究所とは密接な関係

たことについて︑非常に感激をもち︑このようにご胡

文化研究所以来の所員として︑この多数の英才が雲の

をもっています︒私どもの文献センターでは漢籍の収

在︑私どもの研究所にも附属東洋学文献センターがご

集︑整理などを事業といたしておりますが︑京都大学

ただ︑私も少し書いて用意してきたのですけれども︑

辞申し上げることは大変の光栄だと思っております︒

河野所長やその他の人々の簡にして要をつくされた式

人文科学研究所は常に私どもの先輩格として︑人文系
今日︑大学をとりまく社会環境はきわめて複雑であ

せんので︑研究所在任当時を回顧して︑人文科学研究

辞に︑もうひとつ屋上に屋を架してもしかたがありま

研究所の中心的役割を果してこられました︒
ります︒研究に対する要請も多事多端であります︒研

所長その他の方々が申されたとおり︑この人文科学

所の学問の淵源をかえりみてみたいと思います︒

究所というところは︑学部におけるように講座やカリ
キュラムにしばられることが少ないのですから︑本来
の研究がさらに深められることはもちろんであります
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団事件の賠償金を資金とした外務省の東方文化事業部

研究所の前身のひとつである東方文化研究所は︑義和
な気がします︒

不幸であったし︑それがまた幸福であったというよう

を継続してきたということは︑今から考えてみると︑

新中国ができましたときに︑五四年︑私は安倍能成

から援助をうけて発足した団体であります︒ですから︑
さきほども総長の申されましたロマネスクの︑現在の

ての日本学術会議の会長であった和達清夫さんがすで

国を訪問しました︒そのときは︑今の学士院長︑かつ

に一員としてくわわっておられました︒そして昔から

先生を団長とする第一回の学術訪問団にくわわって中

全部︑つまり中国からの贈り物であったわけです︒で

した建物︑その他いっさいの図書のなかの主なものは
すから私どもは︑この贈り物に対してどのようにして

などにもお会いして︑まだそのときは国交回復はでき

多少懇意であった中国科学院院長であった郭沫若先生

国立大学ではとても他に見られないような趣向をこら

応えるかということを︑いつも心の底にいだいており

ていまして︑文化革命の嵐が吹きあれていた中国であ

こういう精神は現在の人文科学研究所にも継承され

ていませんでしたが︑できるだけ国交が回復されるこ

中国と日本が︑満州事変以降︑国交が次第に悪化し

りましたが︑その余波がまだおさまりきっていない時
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ます︒

ていき︑ついに雇蒋橋事件以後の日中戦争に追いこま

点で︑そのときの所長の河野健二さんを団長として人

とを期待しながら学術交流につとめてきたのでありま

れ︑さらに太平洋戦争に発展していくわけであります

そのひとつは︑こういう立派な建物︑完備した書

けれども︑学者としてできるだけそういう政治的な情

づけ文
よ科学研究所は訪問団を組織しました︒そしてまたそ
のおかえしとして︑北京大学の訪問団を独立で招聴い

す︒

勢にわずらわされずに︑ある一定の限度内で研究をつ
うと︑皆そう思っていました︒その結果とし

たしました︒このように︑かつて私ども東方文化研究

のかということをいつも感じてきたのです︒

て︑時局に便乗しなかったがために義和団事件の賠償

で実現されているということは︑当時の一員として私

所のいだいていた願望が着々と現在の人文科学研究所

庫︑そのなかの書籍︑そういうものはどうしてできた

のような潤沢な補助をうけることができなくなりまし

ども︑会心のことと存ずる次第です︒

金は軍部によって流用されてしまい︑研究所は今まで
た︒そういう時局のなかで︑可能な限りの学術的研究

■■■■／■■■■■■■＼J■■■へ■■■J■ヽ■ハ■■■＼／■ヽ−へ■■■−ハヽハ■■■ヽ／■■■■l■へノ■l■ハ■■■Jハ■ハ■■■ヽ／ヽヽ■へ■＝′■■■ハ■■へハ■■■■■■＼J叫■ハ■■へ／ヽり「■■へJ■■■八■■l一日■ハ■■■ゝハ■・

しかし昭和二四年以降あらたに生まれかわりました
人文科学研究所のなかにはいった東方部は︑中国との
学術交流をさらに深めていくことのほかに︑やはり広
く世界の学会と連絡をたもつということもまた非常に
﹁助手時代の古巣がなつかしく︑諸先生に感謝しま
重要な責務でありました︒こういう点につきまして
す︒五〇周年おめでとう﹂︒永井道雄氏
も︑私どもはたえず東方文化研究所が学外にあって︑
﹁京都大学人文科学研究所の創設五〇周年をお祝い
大学にとって一種のアウトサイダーであったというこ 申し上げますとともに︑皆様の一層の御活躍をお祈り

とを感じます︒たぶん︑それは研究所の運営を非常に してやみません﹂︒京都府知事林田悠紀夫氏
困難にすることになりましたけれども︑このアウトサ
﹁創設五〇周年を心よりお慶び申し上げますととも
イダーの精神が人文科学研究所のなかに生かされて︑ に︑研究所の今後ますますの御発展と業績の実り多い
今日の隆盛をむかえられることになったのではないか
こ
とを祈念いたします﹂︒京都市長船橋求己氏
と思っております︒
CHALEUREUSES FELIC−TATHONS DES S
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PARIS︵フラソス極東学院︶

JHMBU宅ECOLE

ORHE望T

IRE

ひOEME

PARIS︵藤枝晃︶

POUR

AKHRA

FELICITATI02S
A−RE句UJHEDA

A宅NIくER

今日︑五〇周年にあたりまして︑この研究所を創設 〇LOGUES 句RAZCAIS POUR CI宅Q亡AZTE
され所長におなりになった狩野直喜先生をはじめとし
I
RE JIMBU2ETくOEU舛SH宅CERES一望STHT
て内藤湖南先生のご恩を今も忘れることはできませ
DES HAUTES ETUDES CHI宅OHSES PAR−S
ん︒この機会に皆さまとともに往時を追懐して︑新し リ大学シナ学研究所︶
い出発の基礎となればと思い︑このようなあいさつを
FELICHTATHONS S一男CERES CH宅QUA2TE
いたしました︒どうもおめでとうございました︒
句RANCAISE E舛T
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l

薮内

情氏

研究所が設立されました昭和四年︑一九二九年は︑

かねる式になるわけでして︑二重のよろこびでありま
す︒

さきほどもご紹介がありましたように︑私は一九三

から一九六九年まで三四年間︑研究所におったわけで

五年に東方文化学院京都研究所にはいりまして︑それ

こなわれているのでして︑研究所に対して限りない恩

あります︒私の仕事というのはすべてこの研究所でお

にかけての数年でした︒戦時中には東方文化研究所は

ありますが︑もっとも強烈な思い出は︑戦中から戦後

三四年間をふりかえりますと︑いろいろな思い出が

義を感じておる次第です︒

ということが出ておりました︒私は奇人ではないつも

新聞に︑研究所には奇人が多い︑変わった人が多い︑

大東亜省という戦時中につくられました省の管轄下に

私が京都大学を卒業した年であります︒きのうの朝日

を出まして研究所にはいりましたので︑やはり変わり

りですが︑京都大学の理学部の︑それも宇宙物理学科

はいっておりましたが︑昭和二〇年をもって補助金を

て︑わずかな助成ではやっていけないという︑また二

もらえないという事態になったのです︒いわば存亡の

種のひとりだと思うわけです︒

度目の危梯をむかえたのです︒当時の所長の羽田亨先

京都大学の理学部を出ましたもの︑ことに数学︑物

れました︒狩野先生から衿誼会という名前をもらいま

生は民間から寄付金をあつめてどうにかこの研究所を

り抜けましたが︑戦後インフレがすすむにつれまし

して︑年一回ないし二回あつまっておりました︒今年

維持しておられたのですが︑それもできなくなりまし

危機をむかえたわけであります︒それは何とかして切

はちょうど五〇年にあたるということで︑ひとつ盛大

て︑ついに昭和二三年に京都大学に合併されることに

理学の連中が同窓会をつくりましたが︑その同窓のな

な集りをやろうと思っていたのですが︑亡くなった人

かには︑湯川さんだとか朝永さんなどという方もおら

も︑また病気中の人もおりまして︑ついにその集まり

しかし︑羽田先生は必ずしもその合併を望んでおら

なったのであります︒

日の日は︑私の卒業の記念︑それから研究所五〇年を

をやることができなかったのであります︒ですから今
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おられたのではないかと思われます︒こういう研究所
が民間団体として自由にやっていくということは︑日

由な研究をできる研究所︑そういうものを心に秘めて

れなかったふしが見えます︒羽田先生は民間団体で自

いうのも変な話ですが︑所長の高坂先生が京大の文学

のかわからないで人文科学研究所に入れてもらったと

しいことばでありまして︑私自身︑人文科学っていった

がはいりました頃は人文科学ということばは全く耳新

れて︑だれも不思議に思う人はないと思いますが︑私

いどんな学問だろうかと思っていました︒どういうも

きほども貝塚さんが言われましたように︑一種のアウ

本の現状では到底できないことでしょうが︑私は︑さ

をしておられる研究所だったら私もまんざら縁がない

こともないのだろうと思って入れていただきました︒

部哲学科を卒業された先輩ですから︑高坂先生が所長

いう言葉の代りに新鮮さを絶えず保つ野性といっても

はいりましてから︑高坂先生に人文科学っていった

トサイダーとして活発な研究をしていくことが非常に

よいかと思います︒国家の手厚い保護の中で安心しき

いどんな学問ですか︑と聞きましたところ︑これはデ

大事なことだと思うのであります︒アウトサイダーと

ってはならないと思います︒私のような風変りをも包

ィルタイのガイステスピッセソシャフトの翻訳だと言

われました︒直訳すれば精神科学ということになるん

容する奔放な構想を持つ研究所であってほしいもので
ち帰り︑他の国立研究所にみられない発展をしていく

す︒この研究所が五〇年記念を契機に出発の原点に立

国民精神ということにもっぱらとられまして︑現に東

だけれど︑当時としては︑精神というと日本精神とか

した︒

いで人文科学ということばをつくったんだと言われま

ら︑そういうものと区別するために︑精神科学としな

京に国民精神文化研究所というのがあったわけですか

ことを心から望んでいる次第であります︒どうもあり
がとうございました︒

吉雄氏

ディルタイが学問を︑自然現象の因果関係を究明す

坂田

私は昭和一八年に京都帝国大学人文科学研究所の助

2

手に採用していただきまして︑四五年に停年退官する

ふたつに分けまして︑後者をガイステスピッセンシャ

る学問と精神現象の意味を理解する学問というふうに

フトと名づけたということは大学の講義でも聞きまし

までの二七年間置いていただきました︒
いまは人文科学ということばはすっかり人の耳に慣

16

たので︑なるほどそうかと一応合点したわけですが︑

こうして︑六︑七年のあいだに三度︑研究対象を変

研究所が発展するにつれて日本文化︑東方文化つま

実際のところ研究所で研究しているのは中国研究でし
いますから︑人文科学研究所でやっているのは現代中

り中国文化ですが︑そして西洋文化という枠をだんだ

の近代思想の研究をやらせていただきました︒

国の研究である︑ということでして︑私も現代中国思

んはみ出しまして︑世界文化の研究というふうになり

えたわけですが︑それ以後は二〇年間︑日本部で日本

想というものを一から勉強することになりました︒孫

ました︒さらにそれもはみ出しまして︑こんどは世界

た︒中国研究も古いところは東方文化研究所でやって

ていたのです︒

文だとか康有為だとか梁啓超だとかの本を読んだりし

からさらにはみ出して霊長類の精神まで問題にするよ

文化というのが人間の精神のこしらえた文化で︑それ

ところが戦争に負けると︑研究所がつぶされるかも

世間では︑人文科学といえば京大の人文科学研究所

というものの研究ということになったわけです︒

うな名目でたてられたものであったからです︒そこで

でいろんなことをやっている︑それらをひっくるめた

うになりました︒まさにガイステスピッセソシャフト

研究所の研究内容も一八〇度転換しました︒東から西

ものだ︑と考えている人もそうとう多数います︒それ

しれないということになりました︒というのも︑もと

へ全く文字どおり一八〇度転換しまして︑中国研究か

もとこの研究所は︑戦争目的達成に寄与するというよ

らアメリカ研究ということになりました︒私は︑また

いうことばの成り立ちについて︑私が高坂先生からお

はそれでけっこうなんですが︑けれども︑人文科学と

ます︒

桑原

武夫氏

みなさん楽しく酒を飲んでいらっしやるところなの
で︑あまり理屈は言いたくないんですが︑研究所が設

3

聞きしたことをこの席をかりてご披露した次第であり

そこで一からアメリカ研究をやることになったわけで
あります︒
そのうち東方文化研究所と人文科学研究所と西洋文
化研究所とが合体して京都大学人文科学研究所とな
り︑そこに東方部︑日本部︑西洋部の三部ができます
と︑私は日本部に配属されることになりました︒また
のを一から勉強することになりました︒

ここで︑私は更めて初めから日本の近代社会というも

17
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で加藤秀俊さんと小松左京さんにしておりますので︑

立されたころの話は︑講談社現代新書の﹃学問の世界﹄

個人的なことを言えば︑私はそれまで仙台の東北大

くりかえしません︒

します︒ありがとうございました︒

4

今西

錦司氏

でお招きをうけて︑一九四八年に参りました︒

にあたって西洋学もやる︑その主任をやれということ

先ほど薮内さんが︑人文には変わった老が多いとお
っしゃいましたが︑私は農学部を振り出しにして理学

びにひたりたいと思います︒

本日はおめでとうございます︒みなさんとともに喜

私を呼んでくれたのは︑先ほどの所長のごあいさつ

ら犬みたいにさまよっておりました︒人文を定年でや

部︑それから人文と移ってきたものでございます︒の

学におったのですけれども︑研究所が新たに発足する

のなかにもありました安部健夫君と旧友の吉川幸次郎

いかもわからんというので︑渡辺さんに大変お世話に

めますときには︑在職年数が不足して年金がもらえな

雀の疾か蚊の涙か︑ちょっとだけ退職手当をもら
い︑こりやまだまだ働かなあかんなと思いまして︑そ
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君で︑このふたりが別々に私を推薦してくれたので
す︒京都へ戻る下打合せに一度会いにくるようにと︑

れから岡山大学︑岐阜大学と︑転々といたしました︒

なりました︒

鳥養利三郎総長に言われて︑出てきたことがありま

てやるつもりですけれども︑ほんまに人文科学研究所

私の好きな歌に﹁流浪の旅よ︑いつまでつづく﹂とい

す︒とてもえらい先生ですが︑おまえはこうするかあ

はできるんですか︑と言いますと︑総長が怒りまして

あするかと突っこんでおっしゃるので︑私はがんばっ

﹁できんことがあるものか︒もし大蔵省が予算を通さ

やめたとき︑これでようやく落ちついて仕事ができる

うのがあります︒まああれですね︒岐阜大学の学長を

ようになったと思ったら︑もう日の暮れで太陽が西へ

なければ︑私はこの事務局長をつれて主計局長室に弁
ことを言われるので︑これならやれると思ったもので

当をもって座りこみをする﹂と学生みたいなむちやな

れる人がありますまいか︒はかない望みかもしれませ

るんですがね︒だれかこのなかに私の仕事を継いでく

沈みかけている︒まだやらんならんことはいっばいあ

そして研究所へきて︑二十年間とても楽しい研究生

す︒
括ができましたことを感謝して︑お祝いの言葉といた
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んが︒これで終わります︒

林屋辰三郎氏

五〇年の歴史も︑東方部を出廃点として一〇年毎に

新しい意味を加えており︑なかなか五〇年の一貫した

歴史として﹁把握しにくい所がありますが︑けっきょ
く︑戦争と平和の長い五〇年呑︑学問とくに人文科学

の研究方法の問題を︑もう早い時代に提唱されていた

究だとか総A．1研究だとか︑そういう大きな学界︑学際

います︒この間に︑現代の新しい課題のような地域研

の側からいかに追求したか︑そういう歴史だったと思

の研究所におりました著としては︑その後︑皆さんが

ことも狂日されましよう︒それを桑原先生の主旨とき

今日の禿○周年記念式典にお招きいただいた老とし
て︑心からおよろこびすると同時に︑昨年三月までこ
祝賀行毎ぉここまで盛り上げられたことに対して︑本

いかれたという点で︑私は︑人文科学研究所が新しい

いておりますが︑共同研究という形式できりひらいて

当にご苦労さまでございましたと︑厚くお礼を申し上
げなくてはなりません︒

学問の方向をきし示した立派な研究所であったとかえ

しかし︑恨むの集光を過去にもつものは︑むしろ未

りみて誇らしく思うのでございます︒

世紀に向ってみなきんのご活動を心からお願いいた

来に期待されるものであると考えます︒これから︑一一

本当におめでとうございます︒同時にみなさん方に

したいと存じます︒

ございました︒

対して感謝いたしたいと思います︒どうもありがとう

夏期講座︵昭和五十四年度︶
︵宗教と社会︶

八月一日〜≡日

二

於分館ロビー

祥

1 維新変革と神祇官の再興
賀

川伯家をしのいで全国の圧倒的多数の神官を支配する

とともに︑吉田神社の斎場所を神祇官代として︑江戸

幕府の下で限定的に許可された皇室祭祀を主宰するよ

うになった︒幕末期の公卿・神官・国学者にとって︑

吉田・白川両家による官職補佐を通しての神官の私的

による神社・神官支配の確立と天神地祇の祭祀を基本

支配と限定された皇室祭祀のあり方は︑神祇官の再興

とした国家︵皇室︶祭祀の体系的整備へと転換させら
れなければならなかった︒

維新変革の復古的側面を示す神祇官の再興はこの二

つの課題を実現すれば︑それは律令的制度への復古と

いえたが︑復古を推進した平田学の系統の神官・国学

者にはもう一つの︑復古神道を仏教にかわって国教化

するという課題があった︒それは政治的にはキリスト

教の浸透に対抗する意味をもつものであって︑キリス

さらに︑神祇官は皇霊祭祀の一環として荒廃していた

羽

国家︵皇室︶祭祀および神祇行政を統轄する官庁と

ト経＝邪宗門に対する神祇道宗門の国教化であった︒

して大宝令によってはじめて規定・確立された神祇官

て多様な政策の実現を果た眉なければならなかった︒

神道事務科︑神道事務局︑太政官内の神祇官︑律令

天皇陵の修復・管理という職務をも抱えこみ︑きわめ

応仁の乱の中でその殿舎が焼失して官庁として消滅し

制的神祇官とつづく官制の変遷について︑その過程に

は︑律令制の衰退とともにその職掌は減少し︑ついに
た︒しかし︑その名目的官職は十一世紀中頃王孫であ

どのような政治的あるいは思想的な相克があるのか︑

また西洋の政治制度のどのような影響があるのか︑と

る白川家が伯を世襲しっづけ維新まで至った︒
江戸時代には室町幕府と結んで台頭した吉田家が自
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いう点に関しては全く究明されていないが︑廃藩置県
に伴なう官制改革で神祇が神祇省へと改正されたこと
からもわかる様に︑神祇官制は近代的な権力集中とは
神祇道宗門を確立する一環として実行されはじめた

対立する要素であった︒

で︑マその狂信的性格は＝徐々に薄れ︑政府の宗教政策

神仏分離・廃仏毀釈は︑宗門確立政策の後退のなか
︵寺院整理︶ の下で秩序的に行なわれるようになるが︑

神仏分離の深さと広がりについては︑神仏習合を本質
とする修験道処分の失敗などの問題を素材として︑民

イギリスからみた

俊

夫

間信仰と関連させて考えてみる必要のある問題であ
る︒

2

山

幕末日本の宗教
横

ことなる文明がふれあうと︑双方の成員に滑捨なこ
とどもがおきる︒相手の文化のひとつひとつを称賛の
的にして模倣をこころみたり︑逆にきびしい非難の声

をあげるかとおもうと︑同情をもらしてみたり︑笑い
のタネにするほどならとて︑よそよそしくしてみたり
⁝⁝とまことにいそがわしい︒

一九世紀後半のイギリスと日本の出合いもその例外
ではなかった︒ただ︑いささか奇ッ怪なのは︑イギリ
ス人も日本人も︑その大部分が︑いきなり相手方の文
明の原理原則なるものを糾問するのに急であったこと

である︒そして両者とも︑その原理とは宗教・道徳の
ことなりと信じて疑わなかったのである︒とりわけ出
合いはじめの頃は︑双方の知識人の関心は相手方の性
道徳に集中しがちであった︒﹁ニッボン男のライセソ

シャスネス﹂︑﹁エゲレス女の捏乱﹂と︑彼らは真剣に

診断しあったものだ︒双方とも︑自分たちの伝統的な
価値と考えたしかじかのもののなかから︑相手方の文
化にも直接コレスポンドしうるものを抽象し︑それを
いわば外むけのタテマエの価値体系として︑みずから
その権化となって論じはじめたのである︒厄介なの
は︑このタテマエが外むけにつくられているというこ

との自覚がなかなか生まれないと同時に︑それ自体が
往々にして旧来の文化をかえてゆくことである︒

さて話は︑こういう素性の出合いからスタートする
悲喜劇へと発展するはずであったが︑今回は日本側に
生じたことがら︑たとえば諸藩の﹁浬両﹂とりこわし
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をみることに集中した︒

ずかにふれるにとどめ︑いきおいイギリス側のうごき

触と無関係ではないタテマエ調整の現象には︑ごくわ

や維新後の廃仏棄釈といった︑あきらかに西洋との接

のとみる少数派が出てくる︒J・F・ステイーヴソ

じめると︑この外むけのタテマエをひどく色あせたも

穏と︑日本の内乱の深刻化とがないまぜに意識されは

ただ︑一八六四年ころから︑ヨーロッパ大陸での不

ス・カレッジのC・W・ラッセルを登場させた︒この

一体となった人物の一例に︑マヌートの聖パトリック

教﹂と﹁交易﹂を一体として広めることこそ﹁文明﹂

スト教世界の紙張りのほどを描いた︒当時﹁キリスト

人々は幸せであると論じ︑この種の落差の大きいキリ

は︑日本では﹁低い﹂道徳律と現実の間に落差はなく︑

タテマエの欺瞞にうすうす気づいていたスコットラン

の使命であると呼ばわっていたオールコック先生を︑

このタテマエとみずからのアイデソティティが混然

ド・フリー・チャーチ派の﹃北英評論﹄などは︑一八

ステイーヴソの醒めた雰囲気には︑維新のすぐあと

ハリスのアメリカのコロニーに身を投じて﹁知行合
一﹂をめざそうとする︒

リファソトのほうは︑ヨーロッパをすて︑教祖T・L

大いにひやかしたのである︒同じ落差に悩んだL・オ

を求めはじめる︒た

五〇年代末頃には︑むしろ日本にいるイギリス商人に
﹁高いモラル・スタンダード﹂

だ︑この提言の背景にあったのは︑やはり自己の原理
にあくまで同化しようとし︑日本人とイギリス人との
問に共通性を見出したくないとする︑いわば自高への

のサーモソと柴田鳩翁の心学通話をまったく同質のも

徳の研究に通じるものがある︒後者はイギリス国教会

に登場した︑A・B・︑︑︑ットフォードによる日本の道

一八六三年︑ロンドンでオールコックの﹃大君の都﹄

のとして比較した︒ただしこのような自由な比較が生

情熱であった︒

における宗教施設と娯楽施設の雑居や日本人の宗教的

が出版されるや︑イギリスのさまざまな知識人が日本

的道徳律に近いものにまで抽象化され︑非ヨーロッパ

エの文化が時々の絶叫をまじえながら︑いわゆる合理

は︑皮肉なことに︑キリスト教世界の外むけのタテマ

まれるまでに︑イギリス側において必要であったの

てうち破らるべしと叫び︑J・H・トレメソヒールは︑

によっ

日本人がキリスト教なくしてはたして幸福になれるの

化されていることであった︒ちなみに︑当時︑国教会

主義の極みにある国として﹁モラル・パワー﹂

無関心などをとりあげた︒H・リーヴは︑日本を物質

かと︑心をいためたのである︒
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の福音主義系の伝道団体CMSの内部においても︑日

の中央の井戸のウタキ

のウガン

︵御嶽︶

で合流し︑そこでウガ

所にわかれて二晩こもったあと︑島

本仏教とローマン・カトリックを同質の偶像崇拝と断

ンをおこなうというものである︒

﹁祖型﹂を︑儀礼という場において﹁反復﹂するもの

交わってこの島を生んだという神話に語られている

儀礼をエリアーデ流に定式化すれば︑男神と女神とが

らば︑象徴二元論と呼ばれるものとなる︒また︑この

る︒この彼ら独自の分類体系は︑極端に抽象化するな

いての島民のシンボリックな分類体系がかくされてい

この島の豊能を祈る儀礼の下には︑時間と空間につ

︵御願︶

ずるほど︑教理の単純化が進められていたのである︒

3 琉球の宗教儀礼と

井

そのシンボリズム
松

︵ンツ︶

の容器は︑プスサギといわれ︑その注ぎ

だ︑ともいえる︒井戸のウタキでの儀式で用いられる
神酒

こと

口はマラと呼ばれる︒ブスサギは性器を露出している

琉球諸島の民俗文化が︑その基底に︑象徴二元論と
いうかたちで定式化できるような世界観をもっている

認められるようになっている︒しかし︑こうしたかた

球に関する社会人類学的研究のなかでは自明のことと

るわけである︒

辞項を用いて︑島の豊餞を象徴しているとも解釈でき

定されることになる︒すなわち︑この儀礼は︑性的な

るから︑にごり酒であるソツは︑男神の精液サニに比

︵プスは女性性器︶を︑マラは男性性器倭意味す

という指摘は︑馬淵東一らによってなされ︑すでに琉

ちで把握される民俗社会のシンボリズムの体系が︑具

一方︑ヤーマス・ウガンは︑釆間の島を立てた神話

体的に島人の生活のなかでどのように位置づけられる
宮古群島の釆間島における二つの代表的な宗教儀

く．り・ま

かについては︑十分に論じられていない︒

が︑互いにその団結を誇示し︑競い

あうことをその内容としている︒この儀礼は︑もっぱ

な父系出自集団︶

上の三兄弟に発するとされる三つの祭祀集団︵仮想的

問題を考えるのに好適な素材となる︒コモン・ニガー

ら男性によってすすめられ︑父系出自や競合的発展と

礼︑コモン・ニガーとヤーマス・ウガンは︑これらの
は︑﹁こもり願い﹂であって︑女性神官が島の東と西

23

いった男性的な社会編成の原理に力点を置いたもので
ムのなかに︑過疎に悩む小離島の人々がはぐくんでき

ある︒こうした︑相補的な宗教儀礼とそのシンボリズ
た豊かな精神世界をかいま見ることができるのであ
る︒
ところが︑儀礼的世界と日常世界との関係という前

を用いても︑こ

し︑ひとつの儀礼の説明のために︑もう一つ別の辞項

記の問題は︑まだ十分明らかにされないままである
の体系︵たとえば性関係や社会編成︶

れではシンボリズムの﹁解釈﹂とはなりえないのでは
ないかという疑問もおこる︒宗教儀礼とそのシンボリ
ズムという︑社会人類学のなかではもっとも古くから

光

司
は古代からの日

永

すら︑まだ十分に解明されていない課題が山積してい

活発に調査・研究されてきたと思われる領域について
る︒

4 鬼道と神道と真道
福
これまで中国の政治思想︵律令制︶

本に大きな影響を与えたが︑中国の宗教思想︵道教︶

は︑中国の宗教思想︵道教︶と果して無関係なのであ

はそれほど見るべき影響を与えなかったというのが︑
大方の学者の意見であった︒しかし︑この意見に対し
て私は以前から強い疑問を抱いている︒伊勢神官を初
めとする日本の神社の多くが鏡を御神体にしているの

にその源流をもつのではないか等々が︑私の

ろうか︒日本国における天皇の称号やその権威を象徴
するとされる鏡や剣などの神器は︑その思想の源流を
道教の宗教哲学にもつのではないか︒ないし現代にお
いてさえ日本人の間に広汎な範囲の信奉者をもつお守
りやお札の信仰もまた中国古代の呪術宗教的な信仰
︵道教︶

疑問の主要な根拠である︒

理の仕方の育写真＝思想展開の系譜づけの一つの試み

この疑問を解明するためには先ず︑これまでの学者
が殆んど行なっていない中国とくに日本と密接な交渉
をもつ中国古代の宗教思想の展開の思想史的な研究が
必須の前提となる︒﹁鬼道と神道と裏道﹂と題する本
日の私の話は︑そのような思想史的な研究の一つの整
にほかならない︒

世界各地の民族の原初的な宗教がシャーマニズムを
主とするものであったように︑中国においても宗教思
想の基底をなすものは︑鬼道とよばれるシャーマニズ
ム的な呪術信仰であった︒中国の古代文献において
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﹁鬼道﹂の語は大別して三種の用法をもつ︒Mは﹃史

子﹄の哲学と併せて﹃荘子﹄の哲学がまた彼らの﹁神

において﹃荘子﹄に始まるが︑ここに至って﹃易﹄﹃老

として却けた︒﹁真﹂と﹁俗﹂との区別は中国思想史

書﹂の中に導入されるようになり︑ついで中国仏教も

記﹄などに見える﹁八通の鬼道﹂で鬼神の往来する通
路︒何は﹃国語﹄などに見える﹁人道﹂に対する﹁鬼

また神道としての仏道を特に﹁其道﹂とよぶようにな

道﹂︑すなわち鬼神の世界における道理︑理法︒伺は
﹃魂志﹄張魯伝などに見える鬼神を駆使する道術とし

は︑上述のように﹁鬼道﹂←﹁神道﹂←﹁裏道﹂の展

日本の古代と密接な関連をもつ中国古代の宗教思想

︵例えば慧遠や僧肇の仏教学︶︒

ての﹁鬼道﹂︒その秦漠時代における具体的な事例は
る

開として跡づけることができるであろうが︑﹁神道﹂

古く﹃史記﹄封禅書などに詳しい︒
しかし西暦二世紀︑後漢の中頃から︑シャーマニズ

道﹂︑﹁神道﹂が包含されるという重層的な構造にその

ムとしての﹁鬼道﹂は︑その上部構造に﹃易﹄と﹃老
︵例え﹁ば干書の

の中にも﹁鬼道﹂が温存され︑﹁裏道﹂の中にも﹁鬼

﹁神道﹂として強調するようになる

子﹄の形而上学を上乗せするようになり︑自らの教を

ぅな中国における宗教思想の展開とそれぞれの時期︑

特徴をもつ︒弥生期以後の日本の宗教思想は︑このよ

経﹄など︶︒もともと﹁神道﹂の語は既に早く﹃易﹄の

神書﹂として正史に記録する﹃太平清領書﹄＝﹃太平

あろう︒

地域︑段階において密接に対応していると見るべきで

牧

克

インド・チベット仏教学序説

哲学の中で用いられていたが︑ここに至って宗教的超

5

御

チベット学を東洋史又はインド学の補助手段ではな

己

越的な世界の真理一般を意味するようになり︑中国仏
教もまたやがて﹁神道﹂の語を﹁仏道﹂のシノニムと
﹃太平清領書﹄の﹁神道﹂の思想は︑それに約半世

して用いるようになった︒
紀おくれる張角の太平道︑さらには三世紀における張
魯らの天師道に引き継がれたが︑天師道の宗教教団は

い独立した学問と考えるべきだという立場は歴史や文

彼らの教団の神︹上帝︺に選ばれた老としての優越性
﹁裏道﹂と称し︑当時の儒教的な日常倫理の教を俗道

と使命感とを特に強調して︑彼らの﹁神道﹂をさらに
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ていると云わねばならない︒ここでは︑インド学をや

はやはりインド学とチベット学はかなり密接に連関し

学については成り立ち得るが︑教義的な文献について

語の概念内容がチベット人の問で画一的なものではな

する上で極めて有効な分類である︒問題はこれらの用

が普通である︒竜樹・捉婆によって創始された中観派

一般にインド中観思想史は次のように概説されるの

ベット宗義文献に於けるインド中観派の分類を取上げ
る︒

のインド学の重要性を強調すべく︑その一例としてチ

ば︑自立・帰謬論証派の二派の分類と︑経量中観・諭

派の文献であって︑14世紀のカダム派の文献を見れ

伽中観を自立論証派の細分とするものも後代のゲルク

世間随行中観派に配されている︒また︑経量中観・摘

する文献の中では輸伽中観派とされており︑14世紀の

の文献では経量中観派とされるが︑サキャ派を中心と

く再吟味を要することである︒例えば智蔵はゲルク派

は中期になって︑清弁の自立論証派と︑仏護・月称の

る上でのチベット学の重要性︑チベット学をやる上で

帰謬論証派に分れる︒簡単に云えば︑前者は中観の空

のであることが解る︒

伽中観・世間随行中観の三沢の分類とは次元の異るも

るものである以上︑先づ︑近年参照可能になった頗大

て為すべきことば︑これらの諸概念がチベット人によ

複雑なことが解るであろう︒現時点でこの問題につい

以上簡単に述べただけでもこの中観派分類がかなり

カダム派の文献中ではこれら二派とは別に立てられた

の真理を論理的な推論式に構成し得ると主張し︑後者
はそれを否定する︒自立論証派はさらに世俗的なレベ
ルで外界の実在を主張する経量部の立場をとる経量中
観派と︑世俗的なレベルに於ても外界の実在を否定し
唯識の立場をとる諭伽中観派に分かれ︑前者には活弁

として︑典拠となっているインド原典と照合すること

を明確にすることである︒しかる後に︑それを試金石

なチベット蔵外文献の中で再吟味して夫々の概念内容

ここで注意しなければならないのは︑自立論証派・

・智蔵が︑後者には寂護・蓮華戒が属する︒
帰謬論証派・経量中観派・醸伽中観派というこれら中

によってより正確な中観思想史を確立することであ
る︒

のであってインド原典中には見出されないことであ

観派分類の用語は全てチベット人によって作られたも

ことでは決してなく︑むしろインド中観思想史を概観

る︒しかしそれがこれらの用語の妥当性を失わしめる
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6 イエスをめぐる神話的
標識と性について
谷
D・H・ローレンスの小説﹁死んだ男﹂は︑イエス
の死後の再生渾についての一つのパロディとも云える
し︑イシスの伺を守る女と性的に交わり︑生の江溢の

物語りである︒そこでイエスは︑地上で息を蘇きかえ

母性ないしは女性の復権があり︑信者の子孫を殖やす

中で︑真の再生を感ずることになっている︒そこには
ための︑最大の譲歩として婚姻を認めるという︑性を
生物レベルにまで堕落させたキリスト教の立場への痛
烈なる批判がある︒ユングも︑キリスト教での母性な
いし女性性の軽視に対して︑その復権の重要性を強調

には︑地中海地域の放牧羊管理の諸パターンが反映し
ており︑その文脈からも解釈されると思う︒イエス
は︑地上の子として︑支配される羊として表象されて
いる︒イエスについての﹁屠られた仔羊﹂という表象︑
それは過越しの犠牲になった︑傷なき全きオスの当才
仔の延長である︒ところでそれは︑羊群管理で毎年春
先きに屠殺されるオスの当才仔に対応する︒他方神の
側のものとして︑支配する側︑﹁よき羊飼い﹂として
も表象されている︒ところが︑もし地上の仔羊として
のみ措かれるのなら︑かれは幼くして死すべき運命に
ある︒ところがかれは︑神の声をきくと同時に人のリ
ーダーの地位をとる︒じつはそれに対応するものとし
て去勢されたオスの誘導羊というものがある︒聖書に
は︑イエスについての誘導羊のメタファーはないが︑
その誘導羊に比せられる﹁宵宮﹂ への比喩がある︒羊
牧畜のメタフォリカルな使用は︑イエスの表象におい
て明白である︒

だした聖書枠の中での父性的原理の復越性︑またイエ

介入︑そして去勢オス羊を通じての群行動管理とい

なように︑そこには︑牧夫︵男︶

ところで︑これら羊群管理パターンをみても明らか

スの位置づけは︑どのようなところから生じているの

ところでこのようなキリスト教の母性の軽視を生み

している︒

スラエルの民の父権制的側面から解釈されてきた︒そ

だろうか︒一般的にはこれまで︑この父性優位は︑イ

スのメタフォリカルな表象を引き出したところに︑キ

ぅ︑雌雄両性についての不均等な介入がみられる︒羊
群管理での性的不均衡︑まさにそれをモデルに︑イエ

のオス羊への特異的

れに対して︑イエスの神話的諸標識をみるとき︑そこ
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リスト教の性的不均衡︑父性の優位の源があるのでは

真相に少しでも近づこうとするのが私の目的である︒

にとらえがたい時代である︒オーウェルを通してその

ー上の歪みをみ出したい︒ヨーロッパ的精神風土での

い︒このような点に︑牧的モデルに照したエビファニ

は︑イギリスをも含めた三〇年代の西洋文明全体の病

たいのはオーウェルにとってこの二つの全体主義は実

した作家として知られている︒しかし︑ここで強調し

ズムとスターリソ主義という二つの﹁全体主義﹂に抗

さて今日ではオーウェルは三〇年代においてファシ

ないか︒死・復活というヘレニズム的農耕祭儀の形式

性コンプレックスの源を︑こういうキリスト教の聖書

をとりつつも︑再生において︑女性は一切介入しな

枠組みに︑さらにイエスの神話的表象形成の背後にあ

理的傾向を暴力的に極限化したものだったということ

た︒そこにオーウェルは︑かつての自立的な個人が巨

次第に現代的な大衆社会状況に取って代られていっ

ておとされたのだった︒かつての充足した社会生活は

こでは︑まさに今日的な高度大衆消費時代の某が切っ

長によってかつてない繁栄の時期をむかえていた︒そ

ンドンをはじめ南部は自動車︑電横等の新産業の急成

かに北部の伝統産業は極度の不振に喘いでいたが︑ロ

の再検討が必要になる︒イギリスについていえばたし

それをみるには三〇年代についての﹁貧困の神話﹂

のであったのだろうか︒

である︒では︑その病理的傾向とは一体どのようなも

る羊群管理モデルのうちに求めたい︒

創立五十周年記念講演
︵一九二九年︵研究所創立の年を記念して︶︶

雅

俊

京大会館

一一月九日
於

市

① ジョージ・オーウェルと
三〇年代のイギリス社会
見

れのイメージがのちに﹃一九八四年﹄のアンチ・ユー

なかにかすめとられつつあるさまをみたのだった︒そ

大化し︑機械化された国家社会の目にみえぬ網の目の
大不況ではじまり︑第二次大戦の勃発でおわるヨー

トピアにまで昇華するのである︒

ロッパの三〇年代はり現代史上の最も特異な時代であ
り︑そして様々な神話につつみこまれ︑その姿が容易
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吸いに﹄がまさにそうしたテーマを取り上げている︒

ところで三〇年代のオーウェルの作品では﹃空気を

を意識することで︑論理づけられている︒短文ゆえに

翼＝共産主義運動のリーダーとなってゆく小林多喜二

半の作者の小樽での青春が︑一貫して︑二八年以後左

いする態度にまで︑政治と社会が奇妙に影をおとして

証明は略するが︑伊藤整の性＝セックス︑愛︑恋にた

平凡な中年男のふとした蒸発事件を扱ったこの作品
での大衆社会状況の漠然とした不安をいささかコミカ

は︑迫りくるヒトラーの戦争の脅威という背景のなか

わたしたちは今︑小林多喜二の作品を素直に読むと

いる︒

ヒトラーはすでに過去のものとなった︒しかし私た

き︑そのつまらぬさからなぜ伊藤整がそれほどまでに

ルなタッチで措いている︒

ようにおもえる︒そのなかで当り前の感性と常識性を

ちの状況は半世紀たった今もさしてかわってはいない

って当然なのだが︑しかし︑伊藤整にとって︑多喜二

多喜二を意識しっづけねばならなかったか︑疑問に思

もった人間は社会とどうかかわるべきなのか︒このオ

の作品を文学として軽んずることはできても︑生き方

分に伊藤整をひきつけすぎて考えている︒伊藤整自身

コンプレックス﹂といったものではない︒平野謙は自

それは平野謙がいったように︑﹁マルクス主義への

を考えるべきであろう︒

喜二の姿は︑遂に否定しきることができなかったこと

ーウェルの問いかけは私たちにとって今日なお大さな

道

としての多喜二︑正義ないしは時代の精神としての多

雅

意味をもっているのではなかろうか︒

① 伊藤整と小林多喜二
飛鳥井

は︑もっとドライだった︒マルクス主義の虚偽︑すく

伊藤整の初期の文学的立場は︑﹃若い詩人の肖像﹄ なくとも昭和のそれを︑彼は初期短篇以来︑摘発しっ
という自伝的長篇小説のなかに︑フィクショソを多く づけている︒にもかかわらず︑昭和初期の知識人たる
加えつつも︑かなり正直に措きだされている︒その場 伊藤整は︑意識的に自分を多喜二に代表される共産主
義者との対立のなかで形成しようとしたのだった︒
合︑注意すべきは︑マルクス主義との対抗の意識で
作家︑文明批評家としての伊藤整は︑この開所講演
あろう︒この時期の作品のなかには︑一九二〇年代後
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の内容を若干展開しようとした拙稿﹁伊藤整と小林多

があった︒かれがのちに記し︑そして公刊した﹁日記

その日記には︑美しい︑杭州生まれの王映霞との恋

九種﹂の冒頭に︑﹁痴人の愛﹂を読んだ記述がある︒

に書いたように︑多喜二よりはるかに深く鋭い︒

わけであるが︑じつはその恋愛は︑﹁痴人の愛﹂を実

愛の経緯がみえ︑そのことによって天下に喧伝される

月︶

喜二﹂上・下︵﹃文学﹄二九七九年一二月︑八〇年四

の所在を受けとりつつある︒にもかかわらず︑伊藤整

現在のわたしたちは多喜二からではなく︑整から問題

生活に移植しようとしたものであった︑と読める︒日

をよく目撃した︒妻を同伴している金子を郁

魯迅から︑﹁結婿した﹂と告げられたのは︑内山完

活をはじめていたのであったから︒

じく︑妻帯していながら︑べつの女性＝許広平との生

迅もからかわれてよかったはずである︒魯迅も郁と同

はからかい︑さらにその郁を魯迅はからかったが︑魯

ュィソ︶

晴は︑郁達夫と親密につれだっている魯迅︵ルー・シ

一九二八年︑パリヘの途中︑上海に滞在した金子光

記の記述は︑友人との回想とのあいだに出入がある︒

に中国各地を

実

が多喜二をめぐつてしか考えられなかったところに︑

内

わたしは一九二九年という彼らのデビューした時代の
問題を見つめざるをえない︒

⑧ 魯迅と郁達夫
竹

谷崎潤一郎は一九一八年︵大正七年︶

旅行したが︑中国の文学者と交遊することができなか

した形跡はない︒アモイの大学で同僚だった林語堂

造だけではなかったろうか︒郁にたいしても︑きりだ

は︑景雲里の魯迅宅を訪問した帰途︑ふたりの関係を

った︒二六年に上海を訪ねたさいは︑田漠︑郭沫若︑

欧陽予備らと歓談痛飲した︒文壇らしきものが︑成立

の回想のなかで︑魯迅がタバコを吸うときの癖につい

その逸話を記したあと︑郁達夫は魯迅が死んでから

った︒

懐姫したと伝えきいて︑林語堂は郁にうらみごとをい

郁に質問したが︑郁ははぐらかした︒のちに許広平が
︵ユィ・

していたのである︒
病気療養のため故郷にかえっていた郁達夫

とはあわずじまいだった︒郁が佐藤春夫に傾倒してい

ダアフ︶ は︑ときおり上海にでてきてはいたが︑谷崎

たことは知られているとおりであるが︑谷崎にも関心
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ひきだして吸ったので︑どんなタバコかわからなかっ

て語っている︒ハコのままふところにいれ︑一本ずつ

たのは当日から一月もおくれてであった︒

しその場所は東京上野の精養軒であり︑しかも︑届い

れが杭州に移居したおり︑魯迅はすでにその悲劇を予

谷崎の作品のなかの男のように徹底できなかった︒か

郁達夫の恋愛は離別をもって終った︒かれはついに

都連夫は︑王映霞との婚約披露宴を杭州で盛大にひ

見したかのごとき詩を︑贈っている︒

た︑というのである︒
らき︑弁護士をたてて︑妻と離婚した︒さらに︑結婿

し︑五五年八月二九日帰国予定︒

中世社会史に関する研究指導及び研究調

日成田発︑フランス高等研究院で︑中国

査の為︑約一年間滞在し︑五五年九月一

大学等で︑中央アジアとの文化交渉史に

日伊丹発︑馬王堆西漢墓︑岳陽模︑武漢

○濱田正美助手︵東方部︶は︑二月一八

研究調査を終え︑一二月六日帰国︒

西安大学︑玉畠頂等で︑中国宗教思想史

は︑一一月二一日成田発︑中国仏教協会︑

○福永光司教授︑勝村哲也助教授︵東方部︶

八日帰国︒

の日英史研究を終え︑一〇月二三日帰国︒
真助手︵日本部︶は︑九月八日成

は︑一〇月一六

日成田発︑パリ第三大学社会科学高等研

○河野健二教授︵西洋部︶

滞在し︑五五年九月七日帰国予定︒

ーで日英労働史の比較研究の為︑一年間

田発︑ウォリック大学社会史研究センタ

○大前

丹発︑オックスフォード大学で一九世紀

○横山俊夫助手︵日本部︶は︑八月五日伊

○川勝義雄教授︵東方部︶は︑二月二三

披露ととれる招待状を友人に宛てて発送したが︑しか

おくりもの
今西名誉教授は文化勲賞を︑桑原名誉教
授は文化功労者賞を授与された︒

人のうごき
○曽布川 寛助手︵東方部︶は辞任の上︑
京都市立芸術大学講師に転出︵六月三〇
日付︶︒

○前川和也助手︵西洋部︶は講師に昇任
︵七月一六日付︶︒

関する調査を終え︑一二月七日帰国︒

究院で一九三〇年代のフランスに関する

に出席し︑一〇月二九日帰国︒

研究調査︑ベルグラード大学で国際会議

○飯沼二郎教授︵日本部︶は︑七月二四日

成田発︑上海︑蘇州︑南京︑広州等で農

視察及び交流を終え︑同月二八日帰国︒

南省博物館等で︑中国の文化・教育機関

日成田発︑雲南省博物館︑竜門石窟︑河

○梅原郁助教授︵東方部︶は︑二月一二

業調査を終え︑八月七日帰国︒

淡助手︵東方部︶は︑一〇月一四

里岩洞窟等で︑歴史的都市及び建築に関

日成田発︑上海博物館︑南京工学院︑七

○田中

ランス社会科学高等研究院でフランス中

する研究調査を終え︑同月二七日帰国︒

成田発︑フランス政府の招請により︑フ

○田中峰雄助手︵西洋部︶は︑八月三〇日

世大学の社会史的研究の為︑一年間滞在
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本のうわさ
ニ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡tニ≡≡ニ≡

−

フランス・ブルジョア社会の成立

河野健二編
− 第二帝政期の研究

本書の河野先生の論文によって︑はじめ

て知ったにすぎないとはいえ︑﹃政治的夢

想﹄とか︑﹃ナポレオン的観念﹄とか︑﹃貧

窮の絶滅﹄とかの著作をもち︑その著作で

のべた自己の観念を外界における現実とし

ぬ︑かれの個人的資質がみとめられた︒も

て実現していったところに︑なみなみなら

ちろん︑その成功は︑フランスの民衆の支

それに挑んでいったあたり︑これをただ︑

︵A5版 三八九頁︑年表︑参考文献索引 岩波書店︶

を説いたプレハーノフの説の枠組みをひき

い︒しかしかれが︑自分の出番を予見し︑

持がなくては実現しなかったにちがいな
本書を読みながら感じたことは︑歴史と

民衆の支持一般に解消したのでは︑歴史は

わたしは最近︑一部の歴史学者が︑ブル

ついで︑指導者の運命を決定するのは大衆

ジョア階級とかブルジョア革命とかについ

だという︑いかにも当然な筋書きであっ
た︒しかし︑そのなかに︑﹁指導者は大衆

はこんなにおもしろいものか︑ということ

を指揮するが︑大衆から制約されるもので

無味乾燥なものになろう︒

オンの政治的上昇のあたりを読みおわった

であった︒ちょうど巻頭の︑ルイ＝ナポレ

とき︑中国社全科学院近代史研究所長︑劉

ないいかたをすれば︑狂滑なモノですネ﹂

存在そのもの︶を︑虫メガネを使ってでも

ア階級とかプロレタリア革命については︑
ーし′ヽ
ので︑﹁そうすると︑民衆というのは︑酷
その優越性︵というより︑プロレタリアの

てはもっぱらその限界を論じ︑プロレタリ

あって︑支持はまた制約でもある﹂

︵配布

大年︵リユウ・ターニュソ︶氏がこられ︑

講演された︒講演といっても︑準備の原稿

と質問したところ︑かすかな微笑がかえっ

﹁大衆と指導者の関係を論ず﹂という題で のプリント九ページ︶という一句があった
を読まれたのであるが︑ルイ＝ナポレオン

不信におちいっていたが︑本書によって救

捜してくる態度がやりきれなくなり︑歴史

として流れだす音色が︑いい︒︵竹内実︶

収録の諸論文が相互にひびきあい︑全体

済きれたおもいがする︒

という独特の存在をあたまの片隅にうかべ

わたしはいくらか劉氏の説︵というより︑

てきた︒

こしらえた料理に︑自分の好みの調味料を

ながら拝聴していると︑コックが名人芸で

こういった普遍的命題︶

に不満であったが︑

ふりかけて味わっているような気分で︑な

いである︒

それは︑すなわち︑ルイ＝ナポレオンのせ

劉氏の説は要するに︑歴史と個人の関係

かなかよかった︒
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林屋辰三郎編﹃文明開化の研究﹄

を学術的に評価する力はもとよりない︒第

フランス︑東京︑京都など各地各国に与え

Ⅱ部﹁場﹂に於いて︑文明開化がイギリス︑

た異なった影響を浮き彫りにした点︑はな

ただそれに比し︑第三部において︑六篇を

はだ興味深く︑面白く読ませてもらった︒

建前を鋭く緊張関係に置き︑それを使い分

︵富谷

至︶

ば︑一七篇全てが︑文明開化の﹁様式﹂を

らないのか私には疑問が残る︒いってみれ

何故︑とくに﹁形﹂の部に入れなければな

﹁庶民生活では︑それほどかわりばえがし

住居としての現実﹂があっても︑東京が

﹁煉瓦地建設にしゃにむに突進し﹂︑﹁不良追求したものだから︒

化は︑ある面では対照的である︒政府が

中国のそういう面に比べ︑日本の文明開

けてきた中国人の伝統なのだろうか︒

︵A5版 六六〇頁︑年表索引付︑岩波書店︶

最近中国へ行ってきた人の話を聞くと︑

国旅行をしたのだが︑この一年できらに中

もうムチャタチャらしい︒私も一年前︑中

からみても︑公園では男女が抱き合い︑泥

国は変わったということである︒風俗の面

性が春を売ることにまで及んでいるらしい︒

棒︑掻払いは増え︑麻雀が復活し︑復活は女

たわけでない﹂とはいえ︑又文明開化その
文明開化﹂であり︑﹁外国人がもつ誤解の

ものが﹁上からの文明開化﹂︑﹁見せかけの

話半分に聞き︑叉このようなことは表面化
しなかっただけだとしても︑中国の変貌に

をもちつつも︑
には日本を変えたのである︒文明開化に批

﹁それでも文明開化は東京をかえ﹂︑きら

上に成り立った奇怪き﹂

は驚かされる︒
こうなると︑文化大革命とは︑何だった

に浸透したのか︑考えきせられる︒冒頭︑

のか︑果ては人民解放がどこまで人民の中

やがては︑日本人全体として頭の中の変革

守・折衷などの型をとりつつ対応しても︑

﹁この一年で中国は変わった﹂と述べたが︑判的な伝統主義者たちが︑妥協・壊夷・墨
﹁中国は変らない﹂と言った方が正確かも

が徐々になされていったということに︑日

知れない︒文革の嵐がいくら吹き荒れて
も︑中国人の頭の中の変革はなかなかでき

本人の伝統があるのだろうか︒
集であるこの﹃文明開化の研究﹄の諸論文

専門的に門外漢である私には︑学術論文

ない︒否︑変革をなかなかしない︒それが

中国人のしたたかきなのであろうか︒古
来︑名と実︑経と権︑原則と例外︑本音と

33

沼 二 郎

書いたもの一覧

・飯
三里塚と八郎潟
連続シンポジウム・金芝河

一九七九年六月〜一一月

用水と営農一〇月号

．

日本経済と日本農業

朝日新聞一一月六日

下

農書を読む会

︑い．

六月二日

六月一日

︵五十音順︑㊨印は単行本︶

毎日新聞

京都大学新聞

対談﹃寄留の民の叫び﹄をめぐつて︵和田洋一と︶

清

p−Ough

岩波書店一一月

本のひろば一一月号

﹃農業往来﹄における文明開化︵﹃文明開化の研究﹄︶

六月
六月

篤

集英社

七月

六月

六月

六月

六月

読売新聞

鹿島出版会

︵共訳︶

学陽書房

の内︶

中国思想史研究

内と外﹄

三号一一月

in

Ninbun一五号一一月

OfJapanese

centwry●

deくetOpment

三

The

秀

NOth
田

井
田

ー

日本人のすまい観をめぐつて

㊥E・モース﹃日本のすまい

㊥ユーザーの都市

日本人の生活と都市化︵﹃発達とその環境﹄

・上

㊥礼記下︵﹃全釈漢文大系﹄一四巻︶︵共訳︶

・今

﹃潜夫論﹄版本小考−特に元大穂本について1

・池

the

六月上旬

四〇号

臨時増刊

六月

七月二六日

七月一七日

日本評論社
読売新聞

農業と経済

センター通信

共同通信社系各紙

外国人教員任用特別措置法実に関連して
一人の朝鮮人との出会い

日本の風土からみた食糧生産
言葉とともに

㊥歴史のなかの風土

中国の近代化 − 官僚路線復活の懸念
信濃毎日新聞

八月

大沢真一郎・鶴見俊

七月

真の民族教育とは︵在日朝鮮人教育研究全国集会資料その一︶

座談会・政治亡命と市民運動︵小野誠之
輔と︶

朝鮮人

九月

九月号

二一号一〇月

七九秋季号

福音と世界

争点

自然と文化

50万円自給運動の展開・コメント農 七六号 八月
日本の在来農具

農民の自立とキリスト教

わが国の資本主義と風土
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the許st

四五

朝日新聞
朝日新聞

シミズブレティン

築地 − 淀川︵近畿その住環境と文化︶

すまいの歴史﹁草﹂
町づくり ー 宝塚︵近畿その住環境と文化︶
八月

一〇月

−誓
JppaロOuarteユy︐くOL ∽
N．の
N這〇・

日本放送出版協会

月刊百科

有斐閣一〇月
所版

野

和

子

書評﹃宋慶齢選集﹄

・
小

九月

九月三日号

八八編九号

週刊読書人

史学雑誌

書評・奥崎裕司﹃中国郷紳地主の研究﹄

也

二〇一号

哲

月刊百科

村

衆と宗

二〇三号

二〇二月

・勝

月刊百科

二

月刊百科

健

大市と小市

野

進

京都新聞

七月一六日〜二九日

八月

一〇月号

六号

一一月号

一一月九日

平凡社一 一月二〇日

月刊歴史教育

毎日新聞

朝日ジャーナル一 一月九日号

地域開発

近畿圏研究

七月四日︑八月一一日︑九月
一七日︑一〇月二三日

朝日新聞

d仁rかpub−icanismeJapOnais● Zinb

蘇屠と浮屠

・河

Matrices

日記から
現代のことば
新しい地域の発見

ファシズムをどう論ずるか

地域と文化

50年迎えた京大人文科研

正

フランス初期社会主義︵編︶

世界史と明治維新

山

㊥資料
・桑

孝

朝日新聞社一一月

㊥ヒンドゥー＝クシュ南北の古代美術︵週刊朝日百科世界の

上

美術85︶

書評・E・バリバール﹃史的唯物論研究﹄

・阪

月 月 月

千里

−ニューシティ ︵近畿その住環境と文化︶
朝日新聞
九月

︵イエ︶と︵ミチ︶の親和をめざして

自動車とその世界

中公新書一〇月

ESP一〇月号

山 春 平

学陽書房一一月

すまいと風土

上

㊥都市の文化行政︵共編︶

㊥くるまは弱者のもの

月 月 月

九月

学研版図説世界の歴史Ⅰ一〇月

−
法学セ︑︑︑ナー増刊

最高裁判例の歩み

八 七 六

八 八 六
九 九 八
月 月 月
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F且iwara FuhitO−A Buried CO−OSuS

郁

− 新しい時代の百万都市

原

NHKラジオ学校放送

凡 月 ○

社期三

㊥日本の国家像

開封

・梅
宋代の都市生活
㊥沈括・夢瑛筆談︵訳注︶Ⅰ

田 武 男

㊥宋代の中国︑元代の中国ほか

・太

㊥現代の遺言問題︵編︶

家族法判例の概観 −

平 二二

翻訳・1＝1・ルソー﹁政治経済論﹂

翻訳・ダ：エル・ステルン﹁六月二二日︑六月二三日﹂

六月四日

翻訳・﹁労働者のための政府委員会一般報告﹂

同右

同右

同右

ン委員会の報告﹂

克

五代友厚︵﹃図説人物海の日本史﹄9︶

・佐々木

版籍奉還の思想︵﹃明治国家の権力と思想﹄︶

実

同右

同右

同右

毎日新聞

信濃毎日新聞

七月一六日

六月二〇日

一一月

吉川弘文館一〇月

文明開化の政治指導︵﹃文明開化の研究﹄︶岩波書店

内

京都新聞

九月二九日

八月二一日

声なき処に驚しき雷を聴く

・竹

七月

翻訳・﹁リエクサソブール委員会代表と労働者コルポラシオ

日本読書新聞

八月

﹃ルソー全集﹄五巻
白水社

書評・1・カスー﹃一八四八年−二月革命の精神史﹄

週刊読書人一〇月八日
労働のミリュー ︵河野健二編﹃資料フランス初期社会主義﹄︶

フランス社会主義の諸潮流

平凡社一一月
二月革命
級﹂

翻訳・アドルフ・ブランキ﹁リール市とノール県の労働者階

旧友再会

京都新聞

京都新聞
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同右

お茶の詩

総合的・大局的

文芸一一月号

六〜一一月号

潮出版社

岩波書店

日本ブリタニカ

月 月 月

翻訳﹁労働者手帖法案﹂

同右
同右

翻訳・コロン ﹁リヨン蜂起とその原因について﹂
翻訳・﹃エコード・ラ・ファブリク刊行趣意書﹄

週刊朝日一〇月一二月号
雑文の復権について

中国・建国三〇年の試練︵鼎談︶

同右

について﹂

京都新聞一一月一四日

翻訳・エフラン ﹁あらゆる職能組織の労働者による協同組織

谷崎潤一郎の中国旅行
同右

道太郎

うしなわれた旅︵﹃日本名所図絵﹄月報︶

解説︵九鬼周造著﹃いきの構造﹄︶

㊥定本管理社会の影

㊥日本語の作法

田

同右

翻訳・﹃フラテルニテ﹄

同右

・多

グラフィック茶道

同右

中国文芸茶話︵二五〜三〇︶

﹁勤労者への第二の手紙﹂
同右

翻訳・シャルル・ノワレ
翻訳・﹃ユニオン﹄

﹁情況﹂

翻訳・A・トクヴィル﹁新しい革命の社会主義的性格﹂
翻訳・P＝1・ブルードン

同右

翻訳・ブルードン ﹁信用と流通の組織化と社会問題の解決﹂
同右
翻訳・ブルードン ﹁政治問題と経済問題の同一性﹂

九 九七

まんがの主人公

中

淡

共同通信

角川書店
九月〜一一月

九月︑二月

講談社一〇月

七月

鹿島出版会一一血

㊥ルドフスキー著﹃みっともない人体﹄︵共訳︶

㊥野球戯評

・田
思索社

㊥1・ニーダム﹃中国の科学と文明﹄一〇巻︵共訳︶

朝日新聞

護

三五号

平凡社

七月

六三号一〇月

八月

六月三〇日

アフガンとルーマニアの比較

アクセス

ニーダム博士の建築史学︵﹃中国の科学と文明﹄月報一〇︶七月
建築史1最近の出版動向
泰

羊の放牧管理に違い ー

・谷

︵訳監修︶

芸能史研究

ユダァンス・プリチャード監﹃世界の民族3・ヨーロッパ﹄
書評︑熊倉功夫﹃茶の湯﹄

波

季刊人類学一〇巻四号一一月

コメント︑野田正彰・白松美加﹁妄想共同体について﹂

・礪

国家の展開﹄︶

2

八月

アジア
学習研究社一〇月

世界の歴史

汲古書院

唐の三省六部︵唐代史研究会編﹃隋唐帝国と東アジア世界﹄︶

賀 祥 二

分裂時代の中国・隋唐帝国︵﹃図説
・羽

直

樹

開国前後における朝幕関係

間

中国歴史学界の現状

・狭

近代における中国と日本︵座談会︶

巳奈夫

光

毎日新聞

日本史研究

六月七日

二〇七号

歴史公論一〇月

Of

九月

六月

JIJ・RO亡玩Sean⁚

四号

六月

五号一〇月

Ninbくn一五号一一月

京都日中学術交流懇談会会報
司

平和研究

六五巻二号

中国研究月報一〇月

考古学雑誌

最近の中国における五四運動研究について

・林

謹一

中国古代の酒嚢

口

沢一幸

PO≡ica−只eyICOロCeptS

ルソーにおける秩序の問題

・樋

The

・深

永

部先生のこと
・福

中暫文学会報

前漠末期の神仙道教的世界

六月

−

四号

劉向と神仙

流動

梅園学会報

六月

三浦梅園と道教

臨時増刊号
私の卒業論文

︵講談社﹃日本の禅語録﹄月報

l一月

中外日報一一月六日︑八日

﹁法華経﹂︑﹁維摩経﹂︑﹁勝葦経﹂︑一字索引の刊行に寄せて
日本禅と中国禅︵鼎談︶
一八号︶
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・古

屋 哲 夫
七︑八月

︵黒潮文化

東洋文化社

第八八︑八九︑九〇議会解説︵﹃帝国会誌﹄四八︑四九巻︶

健
ー

井

イグアナの日々 − バタソ島調査ノートから

・松
七月

六号一一月

角川書店

民博通信

の会編﹃新・海上の道﹄︶

川 和 也

幻想動物の胎生学

・前

㊥文人書譜9﹁白隠﹂︵加藤正俊と共著︶

にごり酒の世界−仏界入り易く魔界入り難し

淡交社

七月

六月

九月

八巻七号

平楽寺書店一一月

禅文化九四

ナーム

聖一和尚の遺偏のこと−中世漂泊︑その七

神と仏−中国の場合−︵仏教思想史1︶

−

創刊号

二月

一一月

−

六月

六〜一一月

東洋史研究

六月

六〜一一月

六〜一一月

六︑七︑九︑十月

華道

太陽

スパチオ

九月

九月

七︑九︑一一月

月刊歴史教育

九月

きものと装い一〇月

八月

朝日ジャーナル

室内

同朋

月刊京都

岩波書店一一月

西洋文明からの距離

日中臨黄

京の庭Ⅰ夢窓と一休−︵主婦の友社石川事業財団月報一二一号︶
禅の山河を訪ねて

︵対談︶

日経ビジネス

道具を考える

室内室外

陶芸懐愁

工芸史散策

コラム

耽書つれづれ

書評・全相運﹃韓国科学技術史﹄

現代のエスプリ

Hir
O吉
Shi
︶●邦
・
田ma光

︵林屋辰三郎編﹃文明開化の研究﹄︶

イギリスからみた日本の﹃開化﹄

・a横
俊ir夫
the−
te山tb
d
Of

mi ennium弱．C．

旨畜hぎ莞害首肯き＝ぎ．−︵−笥P

同文館一〇月

産業革命の時代﹄︶

Of

市 雅 俊
西洋経済史Ⅰ

Linguistics︐The Uロi完rSity

Dept●

The ass and tFe Oロa讐r iロSumer in

・見
万国博の経済史︵﹃講座

書評・富岡次郎著﹃ゼネストの研究﹄

一二月

西洋史学一一二号一一月
﹁信用改革﹂

︵河野健二編︑﹃資料フランス初期社会主義﹄︶

研訳・﹁サン＝シモン主義解義﹂ベレール

牧 克 己

草木染雑感

技術の発展と伝承﹁士農工商﹂Ⅲ

書評﹃レコード文化史﹄

CF已引︵中道︶−加ぶ冨g叫3．達﹃法宝義林﹄くe Fascic已e−−笥P
江戸時代の生活科学と技術

・
御

花園︑六月号Ⅰ一一月号

田 聖 山

今月のことば

同右

・柳

禅語コーナー

38

部

徹

㊥技術文明と宗教
・渡

・和田洋一・伊藤晃︶

日本経済新聞社一一月

四号

八月

新産別京滋地方連合会

九月

刊行によせて︵﹃ローカル・ユニオンの源流新産別京滋三〇年
史﹄序文︶

東洋文化社一〇月・一一月

第九一・九二回帝国議会解説︵﹃帝国議会誌﹄五二・五三巻︶

敦短文物研究所々長の常吉鴻氏が夫人・

宋

アニー・クリージェル氏

ウノ・スヴエディソ氏

P・シャムレ氏

フランソワ・ブルアト氏
O

O

O

研究室︶

Emik0

コCa●

pO−Ogy

章

劉

開抗氏

大年氏

AnthrOpO−Ogy

研究集会︵研究発表︶

UniくerSity−America●

Antbr？

0bnukTTierney﹀ PrOf．〇f

研究集会︵研究発表︶

Ca−ifOrnia已ni諾rSity︸Am？

MicFae−宣00rmaローP岩f．〇f

Hawai

TakieLebra−PrO誉Of

︵谷

中国社会科学院近代史研究所所長

一二月一四日

事長

華中師範学院副教授︑辛亥革命研究会理

一一月一六日

況について座談会をひらいた︒

・柳田等一〇数名が集り︑敦燈石窟の現

長広敏雄・薮内清・樋口隆康・林・桑山

事︒

一一月三日

パリ第七大学副学長

一〇月三一日

P・F・ド・レゴ・マシェル氏

ブラジル・ベルナンプーコ国立大学総長

一〇月二九日

ストラブール大学教授

一〇月二六日

計画委員会委員

スエーデソ研究開発調整審議会将来研究

一〇月一三日

ナンテル大学教授

九月一七日

韓国慶北大学校文理科大学教授

令嬢常沙郡民を同伴して︑東方部を訪問︒

兢埜氏

九月一〇日

運動史研究

座談会・立花隆著﹃日本共産党の研究﹄をめぐつて︵松田道雄

お客さま
六月六日
中国社会科学院訪日代表団
黎樹氏︑任継愈氏

T・N・マダン氏

インド社会科学研究協議会事務局長

六月一八日

七月六日
ジャック・ネレ氏

ブルターニュ大学人文学部教授
七月一六日
カリフォルニヤ大学助教授︵中国仏教︶

ジェフレイ・ブロートン氏︑柳田研究室
で宗密とチベット仏教の問題につき研究︑
協議︒
九月1一九八〇年三月
デンマーク・アルナス大学東アジア研究
所長エルゼ・グラーン氏は五カ月間︑京
大客員教授として中国建築史の研究に従
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漢籍担当職鼻講習会

昭和五四年度

AnthrOpO−Ogy−UロiくerSity Of W
i洋
s学
・ 文献センター
東
COnSin．America．

研究集会︵研究発表︶
O DOr Bahadur出ista︸EHeCutiくe Dir・
第一日︵九月一七日︶
ectOr O叫 Ceロter Of Zepa一軒 Asiaロ

︵初級︶

竺沙

倉田淳之助

感銘をうけた本

︵アンケート︶五十音順

﹃勝海舟﹄共に中公新書

玲﹃横井小楠﹄朝日新聞社﹃徳川慶

史明﹃一粒の涙を抱きて﹄毎日新聞社

○飯沼二郎
高
松浦

︵本でなくレコードですが︶︒

有正﹃思索の源泉としての音楽﹄フィ

喜﹄
森

リブス

淡

ックス
○福永光司

阿部護也﹃中世を旅する人びと﹄平凡社

○無名氏

貝塚茂樹﹃中国古代再発見﹄岩波新吉

文書院

井筒俊彦﹃神秘哲学﹄第一部︑第二部︑人

︵上

朝永振一郎﹃物理学とは何だろうか﹄

○田中
治樹

雅夫

下︶岩波新吉

江村

聖山

至

柳田

富谷

木村徳国﹃古代建築のイメージ﹄NHKブ

清

雅章

参考図善書誌解題

軽部苔
史部書

渾書について
子部書

福永

光司

遺書について

深沢一幸
第五日︵九月二一日︶

集部喜

第四日︵九月二〇日︶

今井

漢籍整理法

St仁dies︑PrOf■ Of AnthrOpO−Ogy−

情報交換︒

Tribhuくan亡niくerSity−KatFmandu−
第二日︵九月一八日︶

2epa1．

情報交換︒

O HarumiBefu︸PrOf■OfAnthrOpO−Ogy−

ロR
暮T

StanfOrd UniくerS昔y︑America・
第三日︵九月一九日︶

ト
菅日

塚本名誉教授は一九八〇年一月三〇日逝
去された︒

古原

江戸時代における京都の書辟−京都出
習

版略史1

実

第六日︵九月二二日︶

討義︑情報交換
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