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本館建築をめぐって

印象に残ること
一

渡
ー

部
徹

研究所聖二二年間も御厄介になったのだから︑思い出ほ尽きないが︑さて
本館建築とその移転先をめぐってのことどもである︒
の﹁新館落成﹂

最も印象に残ることというと︑施設実行委員会の責任者をつとめたことで︑
これについては︑山下正男君が﹃人文科学研究所五十年﹄

でくわしく書いているとおりであるが︑こぼれ話として︑苦心と失敗を書き
とめておく︒
第一は移転先であった︒当初の案−−結局︑そこに落ち着くのだがー1ほ
付属図書館別館と石油化学あとの建物であった︒ところが︑ここはすでに︑
めて移転先を早急に物色しなければならなかった︒﹃五十年﹄

に記載の建物

文学部が陳列館改築中の移転先に予定し︑使用不能なことを知らされた︒改
のはか︑修学院︑医学部構内の旧薬学教室︑病院西部構内の旧小児科隔離病
棟︑旧京都織物敷地内の保育所あとのプレハブを見て廻った︒幸い︑七三年
第二は︑移転先の部屋割が厄介であった︒いくつもない個室をどう割り振

はじめ陳列館改築は予算がつかなかったので︑当初の案に落ち着いた︒

るかである︒苦肉の策として︑移転期間中︑自宅研修希望者を募って切り抜
けた︒
第三は︑新館に東方部のスペースをどれだけ用意するかである︒当初案は
六階の研究棟であったから︑そのうちの一階を使用してもらうことでスンナ
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リきまったが︑途中︑設計が変更されたから厄介なことになった︒当初の一
階分の床面積に見合うスペースを分散的に用意することで諒解いただけた︒
この苦心の一端が︑ニュ二階の西側で廊下を行きどまりにさせることになっ

た︒
第四は︑新館の部屋割である︒難題と覚悟していたが︑年長順に選択と︑
悔まれるのは︑応接室・会議室にデカイ椅子などを入れたことである︒調

意外にスンナリ収った︒

の不況で︑入札価格が予定を大幅に下回わり︑予算消化のため︑規格の大き

度品は︑七五年に入ってから年度末までに購入することになったが︑折から
いのに変更して購入したからである︒時間的に余裕がないため︑岩井事務長

思

考

山

田

慶

児

から相談をうけたとき︑よく配慮せずに独断的に承諾した結果である︒不便

形

をおかけしている点︑お詫びしておきたい︒

図

三十年も昔のことだが︑微分方程式論の試験のとき︑わたしはせっせと記
号を操作していた︒記号には約束があり︑約束にしたがって操作してゆけば︑
問題は解けるはずなのだ︒その最中に︑韓畑茂先生の足音がわたしの机の横
で消えた︒先生ほ小首をかしげながらわたしの答案をながめておられたが︑
やがてその両手がゆっくりと動きはじめた︒するとどうだろう︒手のなめら
かな動きがあざやかに︑三次元の図形を描き出しているでほないか︒見えな
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い図形を限で追いながら︑そのとき︑わたしにほ突然わかったのである︒数
を操作しているのでほない︑図形の生きいきとした空間的イメージに助けら

学者ほ︑どんなに抽象的な問題にとりくんでいるときでも︑決して記号だけ

そのささやかな発見ほわたしにとって︑微分方程式論をマスターするより

れて︑抽象的な思考をすすめているのだ︑という当り前のことが︒

て読むことに熱中しはじめていた︒計算法などきれいさっばり忘れてしまっ

もはるかに大きな意味をもつできごとだった︒わたしはいつか式を図形とし

﹃サイバネティックス﹄

を︑わたしははと

たにもかかわらず︑いまでも数式の入った本を読むのがあまり苦痛にならな
いのは︑そのせいだ︒ウィナーの

んど興奮しながら一気に読みとおしたが︑あんなむずかしい本をまともに理
ただけのことである︒

解できるわけがない︒要するに︑いわば日本語と式の形を交互に眺めていっ
考えがまとまらないとき︑見通しがきかないとき︑壁にぶつかったとき︑
わたしほいつとなく紙のうえに図形を措いている︒図が形をととのえてゆく
につれ︑思考の風景がひらけてゆく︒図形が落着かず︑動いているあいだ
は︑まだだめだ︒もうこれ以上動かせない図形がすがたをあらわすと︑わた
しの思考は堰を切って流れはじめる︒そしてべつの壁にさえぎられるまで︑
ほじめに書いた話にほ後日談がある︒聞くところによれば︑溝畑先生ほそ

わたしほその流れに思考をゆだねる︒
の後︑講義の努頭にかならず︑数学者ほ図形をイメージしながら考えるとい
ぅ意味のことを︑学生に話されるそうである︒もう一つ︒ある日︑山口昌哉
さんに会ったら︑ニヤニヤしながら︑﹁溝畑さんのエンマ帖にあなたの名前
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阪

上

がのってましたよ﹂︒その成績たるや︑眼も当てられないできにきまってい
るのだ︒まったく︑山甘先生もお人が悪い︒

アルチエセールの狂気

昨年一一月一七日の朝日新聞は︑﹁仏共産党批判の論客が妻殺し？﹂の見
出しで︑一一月一六日︑ルイ・アルチュセールが妻の絞殺死体のかたわらで
発見され︑ただちにサン＝タンヌの精神病院に収容されたと報じた︒一瞬︑
誤報ではないかと思ったが︑そうではないらしい︒この記事ほ︑﹃資本論を
読む﹄などで展開された精緻で迫力に満ちた彼の思想に感銘を受け︑いくつ

の記事はアルチエセールがくりかえし重

のコピーを見せてもらった︒奇妙にもというか

その後しばらくして︑西川長夫さんから︑この事件を報じた﹃フランス・

かの著作を反訳した私にとって︑大きなショックだった︒
ソワール﹄と﹃ル・モンド﹄

当然にもというか︑﹃ル・モンド﹄

い精神的危機に見舞われていたこと︑一一月三日に治療のために休暇を申し
でていたことなどを報じるだけのまったく素気ないものだったのにたいして︑
﹃フランス・ソワール﹄は大見出しで事件を報じるとともに︑アルチュセー
ルのかなり詳しい経歴と︑アルチュセール頚ともいえるはどの業績の紹介を
考えてみれば︑この悲劇︑アルチュセールの狂気は︑予見できないもので

掲載していた︒
もなかったという思いがしてくる︒何度も彼を襲った精神的危機︑この数年
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来︑共産党内にとどまって徹底した執行部批判を続けてきたことの緊張と困
極度の精神的緊張を強いるものであったことである︒

難というようなことだけではない︒私のいいたいのは彼の理論の構造自体が
アルチュセールの理論的営為は︑風構造による決定Vの理論と武夫践の優
位∀の主張︑いいかえれば科学的理論と階級的実践を︑どちらか一方を切捨
てたり︑両者の安易な調和を想定するのではなく︑ハードなマルクス主義哲
学者として︑ぎりぎりのところまで追いつめるというきわめて困難な課題を
ヽヽ

ヽヽ

になうことで成立した︒人間主義の立場に立てば︑両者のあいだの深淵を
人間とか主体とかのデウス・エクス・マキナ的な言葉で容易にうめることが
できただろう︒科学主義の立場からほ︑そもそもこの深淵は問題にならない
であろう︒しかしアルチュセールは︑このような道を自ら禁じた︒理論的反
人間主義と革命的実践の徹底的な追求︑これがアルチュセールの選んだ道で
そのために彼が直面した理論的困難がいかに大きかったか︑またその克服

あった︒

のために彼がいかに苦闘したかをここで述べる余裕ほない︒ただ︑この困難
な苦闘のゆえに︑アルチュセールの文章はパセチックな明晰さと迫力に満ち
たものになり︑それが読むものをひきつけたことは間違いない︒

アルチュセールの炎事件Vほ︑マルクス主義理論の空前ともいうべき危機
と後退のなかで︑きわめて硬質のマルクス主義理論家であるがゆえにおこっ
ぅ重い時代とアルチュセールの問題構成を考えたい︒

プロプレマテイク

た悲劇であった︒今一度菰アルチエセールを読む∀ことによって︑現代とい
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醇㈱愉クここン㈱蜘さン￣帆声㈱ミト腑ヒ＝コ轡
夏期講座︵昭和五十五年度︶
∧芸術と社会∨

本

会

章一

−

館

議

五五年八月一日−三日

於

官僚機構とデザイナー

上

ー 妻木板黄の意匠について

井

である︒羽をはやした竜のよ

東京の日本橋には︑きみょうな青銅彫刻がそなえら
れている︒﹁きりん像﹂

うな怪物が︑橋からにらみをきかせている︒たいへん
ぎょうぎょうしい意匠だといえる︒

これほ︑妻木板黄という建築家がデザインしたもの

である︒明治四四年のことであった︒

妻木の作品は︑いっばんに︑たいへん大げさであ

る︒旧横浜正金銀行の大ドームや︑旧東京府庁のうね

ったような塔など︑どれをみても︑威圧的なデザイン

になっている︒日本橋の彫刻だけがぎょうぎょうしい

さて︑彼は︑ふつうの民間建築家ではなかった︒大

のではない︒過剰な表現は葉木の作風である︒

蔵省につとめる官僚建築家だったのである︒当時の官

庁営繕ほ︑おおむね彼の監督下にあった︒いってみれ
室 ば︑営繕機構の大ボスだったのである︒

ところで︑明治政府ほ︑国家の近代化を強くのぞん

でいた︒これほ︑都市についてもあてはまる︒日本の

都市に近代的なよそおいをほどこすことは︑一つの大

もちろん︑当時の建築家たちは︑この目標を達成し

きな目標であった︒

ようと努力した︒とくに︑葉木蹟黄のような官僚建築

の大げささも︑この点とは無線ではないだろう︒国家

家は︑明治国家を飾ることが仕事であった︒彼の作品

りまえである︒

を飾ろうとする意志が強ければ大げさになるのはあた

また︑妻木の家は︑もともと幕府の旗本であった︒

だから︑明治初期にほ︑かなりの辛酸をなめている︒

7
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る体制にとって部外者である者が︑その体制につかえ

さに飾りたてることは︑しごく自然であるだろう︒あ

そうした人物が明治政府につかえるとき︑これを大げ

紙﹂などともよばれ︑主として江戸土産の民芸品たる

ルが定着したのであったが︑﹁江戸絵﹂あるいは﹁絵

事から錦絵とよばれ︑江戸期明和の頃からそのスタイ

ものであったし︑また各階層の人びとが親しみのもて

が︑本来的に庶民が支えたものであった以上︑安価な

錦絵ほ︑参勤交代の武士などの土産にも珍重された

性格をもって発達した歴史をもつ︒

のではある︒妻木が必要以上に明治国家を飾ろうとし

るとき︑彼はその体制に不自然なまでにしがみつくも

だが︑そこにある種の皮肉ほないだろうか︒極端な

たのも不思議ではない︒

錦絵はまたニュース性を持っていた︒明治期の新聞

る︑理解できる絵であり画題でなければならなかった︒

明治に打ちまかされた江戸が明治をはめあげることに

錦絵が︑三面記事的興味で人気をよんだが︑幕末にお
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礼賛は︑反語的に侮蔑の意図をふくむものでほある︒

よって逆説的に明治を愚弄する︒妻木のデザインをみ

説明的になり単調になる︒また絵の質も︑幕末期の丁

滅してゆき︑絵もたとえば乗物尽しなどの絵のように

幕末期の諷刺やパロディの精神が︑明治期になると消

っきりと時代の傾向や制約が表われていて興味深い︒

ところで︑幕末から明治の錦絵を見くらべると︑ほ

てよいだろう︒

役者絵などは︑現代における芸能週刊誌の先駆といっ

嫁の絵など多種多様の錦絵が発行され︑また芝居絵︒

いても︑大事件は錦絵のかっこうの題材となった︒横

克

ていると︑このようなことをつい感じてしまうのであ

木

浜絵とよばれる開港場と外国人風景︑あるいは和宮降

々

る︒

錦絵の社会史
佐

現在でこそ︑錦絵は美術館や展示会に陳列され︑あ

それは一口でいえば︑変革期の混沌とした時代の自

寧な彫と刷が︑明治には全体として粗くなる︒

われているが︑かつてほ︑庶民のための民芸品であっ

由な精神が︑明治の画一化した統制にのみ込まれてゆ

るいは高額で取引される︑観賞すべき芸術品として扱
た︒木版多色刷の版画は︑錦のように莫しい︑という

司ヒブコ商㈱準≦プゝ㍉ミ＞八賦＝コ＝声瑚噛ノシ＝こト宮ヒ＝コ「知（ヒ＝コケ㈱軸

絵が社会の情況を﹁現画﹂としたものであると表現出

く過程を表わしているといえそうで︑ここからも︑錦

世紀余の歴史を有する東晋時代は︑こと文学に関する

短命な王朝が興亡した六朝期にあって︑最も長い一

にかけて活躍した陶淵明を偉大な例外として︑現代の

かぎり極めて低調な時代であった︒その末期から劉宋

錦絵はとりすました絵画と違って︑庶民感覚のもの

来る根拠があるように思える︒

の郭瑛ぐらいなものであろう︒それほ︑王朝の交替期

にこそ秀れた作家や作品が誕生し易いという中国文学

通史的な文学史の書に名を留めるのは︑わずかに初期

史の特徴を示す一例でもあるのだが︒しかし︑たとえ

に注目すると︑その時代に生きる庶民の体臭までが匂
ぅ︒カゴや人力車︑汽車に乗る人物︑将軍や天皇の行

第一緻の文学者が出現しなかったとほいえ︑郭瑛から

である︒多くの錦絵の点景に登場するコミカルな人物

みる人びとと同一人格なのであり︑彼らは錦絵の人物

ったわけではない︒個々の作品の巧拙を問わずに︑東

陶淵明に至る東晋の多半の期間︑文学が全く空白であ

列を囲む群集︑その絵の中の人びとは︑まさに錦絵を

ったのであった︒だからこそ錦絵は広く人びとに支持

に同化することによって︑新しい世相にとけ込んで行

東晋一代の文壇を風靡したのは︑玄言詩と呼ばれる

晋の文学の成果を収めて吟味する必要があるように思
われる︒

されたのである︒
こうしてみると錦絵の社会史とは︑錦絵に措かれた

良

たという事実が証明している︒

しかし︑王義之の序で有名な﹁蘭亭﹂

うじて散侠を免れた作品を詳細に検討したとき︑注目

の詩など︑辛

さほ︑何よりも当時の作品の殆んどが散伏してしまっ

の手厳しい批判を被る結果を招いた︒その批判の厳し

であるとする中国詩の伝統から逸脱し︑後世の批評家

風潮の忠実な反映であったが︑﹁詩は志を言う﹂もの

﹁風流﹂を尊重し︑﹁清談﹂をこととする当時の社会

老荘の哲学を解釈し讃美する詩である︒その流行は︑

社会の諸相を分析し︑絵の発想を社会状況の上に位置

学

づけ︑その時代の精神世界を探ることにほかならない
のである︒

風流人の文学
淵

1東晋の社会と文学・・﹁

矢
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すべきは︑そこに老荘︵特に荘子︶

の哲学の影響を受

が見られることである︒従来︑山水詩の成立ほ劉宋の

けて形成された山水観と︑それに基づく山水詩の展開

として東晋の玄言詩に注目する学者も増えてきたが︑

謝霊運を中心に論じられてきた︒近来︑謝詩の前段階
それでほ謝の山水詩と東晋の詩人達の作品との間には
謝霊運が山水詩を創作したのは︑むろん山水の美を

如何なる関係が存在するのであろうか︒

玄英と光智

天竺をたずねて
ー

桑

−

山

正

進

緒的に莫に耽溺するという傾向を帯びているものでは

は︑問われたためしがない︒というのは︑ナーランダ

事実である︒しかし︑なぜナーランダであったのか

ナーランダーに渡り︑シーラバドラらに就いたことは

玄英が原典ヨガチャーラ＝ブーミに直接当るため︑

ない︒彼は眼前の山水の実に︑宇宙の真理ともいうべ

愛好したからであるに相違ないが︑その愛好は単に情

き﹁理﹂ の具現を看取し︑﹁理﹂が現成するゆえに莫

ンドがエフタルの占拠によって大乗仏教索源地として

ーがインド仏教の傑出した中心になったのは︑西北イ

の位置を低落してから︑すなわち六世紀前半以後のこ

しい自然に感動して詩作に赴くのである︒しかし︑そ
﹁理﹂ の具現を看る山水観ほ︑古く荘子の論に見え︑

とであり︑以後の新事情は伝わっていなかったふしが

れは彼独得の山水観によるものではない︒自然の中に
それを意識的に文学作品中に導入したのほ東晋の詩人

あるからである︒また︑玄奨は摂論学派に就学し︑そ

の折究に当っては先師を系統的に追う︑すなわち源流

達であった︒
謝霊運の山水詩が︑如上の山水観の熟成と︑それに

こは︑ナーランダと並び称されたエフタル以後の一中

パラ
基づく山水詩の発達を基盤にして成立したものと位置 つけら
れマ
るー
なルタ ︵其辞︶ にせまろうとした面がうかがえ
らば︑二流三流の作家達に支えられた東
る︒そのパラマールタほヴァラビーの安慧と同門︒そ

ないのである︒

晋文学の文学史上の貢献ほ決して無視することができ

ンダーほディンナーガの有相唯識である︒その事情を

心地で︑アサンガ以来の無相唯識の場︒対するナーラ

10
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手できる範囲の西域情報源を顧みれば︑容易に考えら

たのが︑プラバーカラ︑︑︑トラであることは︑玄奨が入

れ︑同時にナーランダーやそこで玄奨の就いたシーラ

知っていたらナーランダーに行くであろうか︒
の釆住があっ

中国にエフタル以後のインド新仏教事情が正確に伝
︵光智︶

わるのは︑プラパーカラミトラ

ら得たとみることが許されよう︒

バドラ︑あるいほヴァラビ一等の知識をも玄焚ほ彼か

−

てからである︒彼は六二六年末に長安に釆て︑大興善

プルーストの作品をめぐって

小説のなかの社会
−

史

郎

寺所住となり︑勅を奉じてそこで伝訳を創閲し︑三部
プラパーカラ︑︑︑トラは五六五年に中インドのクシャ

三五巻を完了し︑六三三年六九才で示寂した︒

トリヤに生れたから︑既にエフタル後の新時代の人で
ある︒五七四年出家して大乗経十万侶を晴雨し︑戒律
にも博通したが︑五九六年ころからナーランダーでシ

野

プルーストの生きた十九世紀末より今世紀初頭のフ

天

ランスほ︑産業革命のうみだした近代工業が一応の成

−11−

ーラバドラに教えを受けている︒のちに西突頗統葉書
可汗庭の布教を目指してそこに滞在した︒統業苦の登
かったとおもわれる︒ちょうどその頃唐は西突頗と親

位は六一九年頃であるから︑ナーランダ就学は相当長
和し︑統菓護の請婚を受諾し︑特使高平王道立を派遣

る︒鉄道︑自動車︑電信︑電話︑電気製品等︑陸続と

熟をとげ︑今日的な物質文明の礎が築かれた時代であ

ぅみだされる近代工業の産物を前に人々ほ日を見張ら

したので︑王庭でプラパーカラミトラと遇っている︒

ある︒

道立は懇請して武徳九年末に長安に彼を帯帰したので

にも工業社会の反映が見られることとなるのは必然の

られるこのような社会にあってほ︑人間の想像的世界

なりゆきである︒プルーストの小説しかり︒汽車︑自

ざるを得なかった︒誰であれ近代工業との対暗がせま

可汗浮固からヒンドゥ＝クシュ南麓までおよび︑その

玄英の当初計画旅程は︑国境を出て伊吾からすぐさ

勢力下の通行がインド到達にとり安全迅速であること

動車が距離感覚をくるわせ︑土地の印象をも一変させ

ま可汗浮図に向うことになっている︒統菓護の勢力ほ

を︑玄英は知っていたことになる︒この行路を教唆し

ミ醐＝ト声㈱べ繭バゴ＝＝＝一＝こか声，㈱槌べご三価≠bへしく＝コークミここ一ナゝ・二＝ニ｝ケミさ→ヾ、・亡＝阜ノダここ、一宮てココ＼ノ料′J＝＝i

≦御ヒ㈱ゝ声㈱㈱ここタ

トほ乗しい神話的な叙述を連ねている︒﹃失われた時

に支配するが︑中の魚は視覚も認識もことごとくうば

館の視覚装置としての特性を利用し︑中の魚を視覚的

見て楽しんでいるなぞ魚はつゆ知らない︒観客は水族

に別の空間があり︑観客がそこから自分達の泳ぐ姿を

をもとめて﹄という小説は︑いわば︑そのような現実

われて純粋に受動的な対象としてある︒プルーストは

魚のいる側からは観客の姿が見えず︑ガラスの向う側

世界と想像世界との関連をいかに位置づけるかという

てしまうという︑現実世界と想像世界との葛藤を︑い

試みでもあるのだが︑そのふたつの世界の空間的表現

そのように水族館の特徴をとらえ︑観客の側に自らの

わばひとつの新たな感覚世界の出現とみなしプルース

るといえよう︒

としてプルーストの用いたのが水族館のイメージであ

を観察したといえる︒

アポリネールと現代

宇佐美

斉

視座を据え︑それを﹃私﹄と呼び︑登場人物という魚

鉄とガラスによる構造体は︑いわば十九世紀建築の
精髄であり︑数次のパリ万博︑あるいほ百貨店といっ
た十九世紀の新たな社会現象︑風俗を彩るものである
が︑水族館もまたその列に連なるものである︒パリに
水族館がはじめてできたのは一八七八年パリ万博の折
で︑その主会場として建築されたトロカデP宮にしつ
らえられた︒そしてその後水族館はフランス各地にひ

彼は︑ひとつの時代の終蔦を見とどけ︑新しい時代の

あたる︒二十世紀の幕開きとともに満二十歳を迎えた

一九八〇年ほたまたまアポリネールの生誕百周年に

ーストはこの他水族館と直接名ざさぬまでもオペラ座

族館ほ︑バルペックのホテルの大食堂であるが︑プル

字通りの世紀児である︒

胎動をいち早く感知して︑その生誕に力を貸した︑文

﹃失われた時をもとめて﹄に現れる一番典型的な水

ろまっていくこととなる︒

の桟敷等︑明らかに水族館とみなすことのできる空間

ーロッパは︑現代のもつさまざまな特性を︑早くも集

彼が生きた十九世紀末から今世紀初頭にかけてのヨ

をいくつもつくりだしている︒それらの例からプルー
ストのとらえた水族館の特徴がひき出される︒ガラス
の仕切り壁に裁然と分かたれた二つの空間︒しかし︑
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約してあらわにしつつあった︒すなわち資本制社会の 分に関わっているだろう︒パリという国際文化都市に
かつて例を見ないはどの高度成長の時期にあたり︑物 漂着した﹁無国籍者﹂ の利点は︑偏見にとらわれない
心両面において革新と上昇の気運がみなぎっていた時 新鮮な限ざしであらゆる事象を受け入れ︑取捨選択す
代であった︒それはベル︒エポックということばが端 ることができたことであり︑加えて︑﹁チョコレート
的に物語るように︑人々が無邪気に文明に対して信蹟 やコーヒーが味覚の領域を拡げ﹂えたように︑異国の
を寄せ夢を抱いていられた︑ある意味では幸せな時代 祖先から受けついだ血と幼少期の鮮烈な印象とを持ち
であった︒
込むことによって︑﹁新しい祖国の精神的な資産を更
芸術もまた当然このような時代に鋭く感応して︑映 に豊かなものにする﹂ ことができたことである︒
画や蓄音器のような新しい表現手段の出現と相侯っ
近年になっていよいよデカダンスの気配を濃厚に漂
て︑﹁世襲財産を棄﹂てて雄雄しく﹁発見のために旅 わせほじめた﹁私たちの世紀﹂を振り返ってみる時︑
立﹂ ったのであった︒なかでも﹁新精神﹂ の鼓吹者現
ア代ほアポリネールが生きた時代にあらわになりつつ
ポリネールほ︑いわば前衛芸術の旗手であり︑後続の あったさまざまな特性が︑ひとつひとつ収支決算を迫
ダダイスムやシュールレアリスムにバトンをタッチす られて釆ている時代であると言っていいだろう︒アポ
べき第一走者であった︒
リネールを読み︑アポリネールを考えることが︑その

アポリネールが試みたさまざまな詩的実験を︑要約 まま﹁私たちの世紀﹂を総括し︑﹁私たちの時代﹂を
的に紹介するスペースすらここでは与えられていない 認識することにつながる︑と考える所以である︒
が︑ただひとつ指摘しておきたいと思うことほ︑この
詩人が一方では伝統的なフランス抒情詩にも︑断ちが
たい愛着を抱いていたという事実である︒革新への道
を果敢に切り拓いて行くことと︑伝統からとるべきも
のを学びとるという姿勢とほ︑この詩人にあっでほ決
して︑矛盾するものでほなかった︒おそらくこのこと
は︑彼が典型的なコスモポリットであったことと︑多

㈱声㈱㈱ヒ㈱＝ゝ声㈱嘩
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輌嘩ノべ鋪声≧ゴ㈱和ヒ＝繍ヒ＝コ＝極

開所記念講演

日露戦後の三菱

本館会議室

五五年一一月一四日

於

融資本としての内実とのギャップが問題とならざるを

えない︒しかし︑こうした西欧中心史観的立場を一旦

離れて︑東アジアの歴史的現実の分析の中から新たな

では︑そうした方向への手がかりを探る試みとして︑

理論構成を生み出していく努力が必要であろう︒ここ

三菱を素材にとりあげてみた︒

一九〇〇年代儀半の三菱は︑﹁前期的﹂政商から

﹁近代的﹂財閥へと変貌をとげつつあった︒海運業を

は︑鉱山業への進出によって高蓄積をとげ︑一九〇八

中心とした政商的活動により急速に拡大した三菱資本
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︵明治四一︶年には︑傘下諸事業を独立採算制へと移

行させることによって事実上のコンツェルンを形成し

不況への対応という側面のみでなく︑大規模化した傘

宏

下諸事業をより合理的に管理してゆくための機構を確

俊

日本帝国主義史研究でほ︑その成立期をめぐる議論

立し︑とりわけ当時の三菱諸事業の中で︑唯一の重工

本

の中で財閥資本をどの様に位置づけて捉えるかが︑一

業であった造船業の世界的技術水準への到達と経営確

杉

つの重要な論点をなしていた？重化学工業の発達と独

た︒それは︑単に日露戟後恐慌とそれに続いた慢性的

占資本の形成を経済的基盤とした帝国主義の成立とい

一方︑この時期の三菱の対外的活動は︑次の様な特

であった︒

具体的な現実を十全に把撞できないことから︑様々な

徴をもっていた︒商品の輸出入においては︑自社の石

立︑さらには関連重工業部門への進出等を目指すもの

議論が生じていた︒また︑三井・三菱等の独占的な資

たいわゆる古典的な帝国主義理論の枠組では︑日本の

本それ自体についても︑既成の理論構成の適用という

め始めた段階で︑先行する三井物産の﹁流通独占﹂的

炭︒銅の販売を主として︑ようやく綿製品等へ手を染

う︑西欧の先進資本主義国の発展モデルから抽出され

点からすれば︑コンツェルン形態という外枠とその金

ニスl少′べこゴベヒ＝ン、棟・シ、》ニゝべこさ′、＼ゴ：ニ」ケミとバヒ＝ニ㈱コ）声ミ＝rヒ＝コ㈱＝シ桝＝丁シ、ヒニュー句〃＼＼1＝＝〉㈱、＼＝舅〉シニこ＝一輝ヒ＝な

芦嘲㌔＝コ㈱他言と軸グ㈱糎コ㈱

への借款等のいくつかの事例が典型的に示しているよ

商業悟動と比べて格段の差があった︒また資本の輸出

談話に似る︶を率直に受け取って︑感情を抑えてきた

が語る勝利の弁︵祝賀パーティーにおける勝利監督の

今まで歴史家は︑史記の高祖本紀に記された︑劉邦

のですが︑司馬さんほ︑劉邦の言葉の背後に潜むいま

についてみると︑粛親王への政治的借款︑大治水泥廠
ぅに︑国家権力とその傘下諸機関︵正金・製鉄所等︶

一つの真実をとことん探し求め︑軍糧調達という視点

作られた巨大な地下の官営穀倉をみて︑得たといいま

に赴いた一九七五年の五月︑含嘉倉と呼ばれる唐代に

るとみるのです︒こうした着想を︑司馬さんは︑洛陽

植を守る防御の戦法を採った︒劉邦の勝因ほここにあ

倉であった敦倉を占拠して︑いわば飯構をかかえて飯

は︑窮余の策として︑広武山に登り︑秦帝国の官営穀

に支援を受けた︑政治的色彩の極めて色濃いものであ

也

からそれを見出したのです︒項羽に連戦連敗した劉邦

哲

った︒

村

ったと︑﹃坂の上の雲﹄

でも書かれていますが︑司馬

す︒わが国でほ軍糧調達についての関心が昔から薄か

さて︑くだんの劉邦の膵利の弁でほ︑戦いの殊勲者
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歴史家と作家の視点
勝

司馬遼太郎︑この筆名ほ司馬遷を意識したものであ
りましょう︒姓がそうだとすれば︑名ほ︑大阪外語の

ので︑就糧︵就食︶といった史書の用語を媒体にせず

ったこととしてとりたてて考えない︑盲点を突いたも

に︑史観にまで高めたのは見事です︒唯食史観と名付

さんの発想は︑日本人がつい見過し︑中国人は分りき

るのでしょうか︒いずれにしても︑中国に深い知識を

蒙古語料で︑遼・金・元の歴史を学ばれたのにかかわ
もたれる司馬さんのことですから︑今評判になってい
いたと思います︒しかし軍事的に劣る劉邦がなぜ強い

として︑張良︒粛何・韓信が挙げられています︒司馬

け得ましょうか︒

項羽に勝てたのか︑史記を読む者が誰しも感ずる︑も

さんほ︑粛何を劉邦の影のような存在︑韓信を根っか

の構想も︑随分古くから温められて

やもやとした感情が振っきれるまで︑司馬さんほ筆を

らの軍人と描いて︑劉邦の粛何観︑韓信観と乗離させ

る﹃項羽と劉邦﹄

下さなかった︒

醐ノミミ＝ケ㈱輌ヂ、醐㈱

めぐ

てい患せん︒しかし﹁箋策を惟帳の中に遅らし︑勝を

のいくつかの職業の人々と共に﹁賎民﹂として扱われ

彼ら楽師を問題とするのは︑ドイツでは彼らはその他

はかりごと

と評する︑劉邦の張艮への讃辞

に︑つっ込んだ分析を加えられないのほ意外です︒張

対する関心に発している︒

てきたからであり︑この発表もヨーロッパの賎民史に

千里の外に決した﹂
良は秦の始皇帝に滅ぼされた韓の重臣で︑韓への忠誠

で著しい制限を受けることが規定されている︒侮辱に

には︑楽師が手ひどい侮辱を受けた場合︑

ピーゲル﹄

十三世紀二〇年代に作成された法書﹃ザクセンシュ

するかのように︑劉邦が項羽との戦いをすべて旧韓の

一般人とは差別された侮蔑的な﹁見せかけの賠償﹂を

心が劉邦への傾斜を強めさせるのですが︑それと符合

この事実ほ司馬さんの盲点かも知れません︒司馬さん

領内で行うようになる事実に私は注目したいのです︒

与えられるにすぎないこと︑また裁判上の権利・資格

ともに変る︒先述のような法的な差別は消滅し︑楽師

楽師および購民一般に対する扱いは︑近世に入ると

職業であったといえる︒

サからの排除という点で︑楽師ほ中世で最も購まれた

民にも共通していたが︑侮辱に対する法的無保護とミ

弁護人になりえぬこと︶と職業選択上の制限ほ他の購

のうち︑裁判上の権利・資格の制限︵審判人︒証人・

ら排除され︑破門同様の扱いを受けた︒これらの差別

入れられず︑また楽師はしばしば教会によってミサか

見られたという︒このはか楽師の子供はギルドに受け

カンディナヴィア半島から南ほイタリアまで共通して

対して楽師を無保葦に放置する法的な扱いほ︑北はス

に触発されて想像力を働かせ︑劉邦勝利の原因を︑張
艮の執念に求めてみようと︑私はいま考えています︒

楽師の社会史
中村賢二郎
楽師とは職業的な楽器の演奏者であるが︑ここでほ
では狭義の楽師のみを示す言葉ほなく︑楽器の演奏の

より幅広い人々を指して用いている︒中世ヨーロッパ
はか︑歌唱︑軽業︑手品等さまざまの芸で暮しを立て

に対する就業上の制限と賎民に対するタブーは強めら

eute−10ロg−eurと総称しており︑
にこ
対するミサの拒否も解除されるが︑他方で賎民一般

こでいう楽師も彼らすべてを含めているからである︒

る人々をSpie
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れ︑囁民がまともな職業に就くことはますます困難と

る楽師のみが賎民の扱いを受け続ける︒のみならず︑

において賎民一般に対する社会的差別がなぜ強められ

て︑政府から警戒の日を向けられていく︒なお︑近世

ていくかは︑まだ不分明なところの多い社会史・経済

彼らほ他の放浪者と共に治安上好ましからざる者とし

ただし楽師だけに限っていえば︑彼らのすべてが賎

史上の問題である︒

なる︒法的な差別は消滅するにもかかわらず︑社会的

民の扱いを受け続けるのではない︒王侯の宮廷・館に

な差別ほかえって厳しくなっている︒

仕える楽師と都市に定住した楽師ほ中世末期までに賎

の科学技術史博物館等で資料収集を終

帰国予定︒

教文献研究をし︑昭和五六年九月一四日

︵西洋部︶は︑九月二五日伊丹発︑lアワ

︒桑山正進助教授︵東方部︶︑松井健助手

実教授︵東方部︶は︑一〇月一日

日帰国︒

所で現代中国の研究を終え︑二月三〇

成田発︑ソ連科学アカデミー東洋学研究

︒竹内

一〇月二六日帰国︒

調査︑シァルコト城跡の調査等を終え︑

ラにおける建築︑都市遺跡︑宗教遺跡の

ルピンジ︑ラホール周辺等においてタキ

︒岩熊幸男助手︵西洋部︶は︑七月三〇日
等で中世論理学に関する研究調査を終

成田発︑コペンハーゲン大学︑パリ大学

え︑八月一〇日帰国︒

民の扱いから脱却しており︑なお渡り者の生活を続け

岬人のうごき岬

に採用︵七月一日付︶︒

︒村田︵旧姓田中︶裕子氏を助手︵東方部︶

え︑五六年六月三〇日帰国予定︒

丹発︑パリの人類博物館︑アルダン︑ブ

︒谷泰助教授︵西洋部︶は︑六月一六日伊

成田発︑北京大学︑西北大学︑人民公社

︒飯沼二郎教授︵日本部︶は︑八月二六日

日帰国︒

農業試験所等で農業調査を終え︑九月九

カレスト︑イスタンブール等でユーラシ
ア西南部有畜社会の比較文化的研究をし︑
一一月二日帰国︒
︒園田英弘助手︵日本部︶は︑六月一七日

伊丹発︑上海博物館︑西北大学等で︑中
〇月二日帰国︒

国古文字学に関する資料収集を終え︑一

︒江村治樹助手︵東方部︶は︑九月一四日

チン研究所で日本近代史に関する比較研

成田発︑ハワイ大学︑ハーバード・エン

究をし︑五六年七月三一日帰国予定︒
︒吉田光邦教授︵日本部︶は︑七月二五日

成田発︑ローザンヌ大学︑ジュネーブ大
学等で︑インド中観派思想とチベット宗

︒御牧克巳助手︵東方部︶は︑九月一五日

回世界クラフト会議に出席︑ミュンヘン

伊丹発︑ウィーン大学日本研究所で算九
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ヽち中ご≒、汐丁モ￣淋ノもセ、も＝

≡≡≡≡≡ニニ≡≡≡ニ室≡

本のうわさ
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡l≡

河野健二﹃西洋経済史﹄

︵B6変型判︑三六〇貢︑索引等付︑岩波書店︶

る﹂とあるとおり︑西洋経済史の道筋を多

かつて︑僅かながら目にした﹃西洋経済

くの史実を挙げて︑丹念に叙述する︒

実︑イギリス経済史︑とりわけ近代資本主

史﹄と題する書物が︑案に相違して︑その

マルクス主義的経済発展論のみに依拠した

義形成期に終始していたり︑さもなければ

西ヨーロッパ経済史であったりして︵たま

たまそういう書物にあたっただけなのかも

本当に困った︒私は別に書評というもの 大塚久雄ユ南村象平︒伊藤栄などの諸氏の知れないが︶︑捌か裏切られた気分になった
を︑本紙一七号本欄のH氏の言の如く︑
著作と本書は学説上どのような関係にあることがある︒しかし︑本書の事実主義に基
﹁専門家同志の血刀さげての切り合い﹂と のか︑それもハッヰリとは心得ていない︒ ︑バランスのとれた無理のない論述は︑
く
までは考えていないが︑普段︑チンギス●
し
か
し
︑
本
書
は
そ
の
お
ぼ
つ
か
な
い
頭
に
も
︑
異
和感なく︑安心して読み進むことができ
ハンだのフビライだのといった︑キックハ
平
明
で
分
か
り
や
す
く
︑
随
分
と
読
み
ご
た
え
の
た︒特に︑本文頁数の約一割を占める﹁序
ッタばかりが得意な連中を相手にしていて︑ ある本であった︒
章経済史の課題﹂の立論は印象的だった︒
﹁西洋﹂にも﹁経済史﹂にも無縁な私に
本書は︑表紙カバー真の紹介に︑﹁種々 甚だ私事で恐縮だが︑著者の名を初めて
は︑この美事な概説に切りかかろうにも︑ の次元を内包して転換する社会構成体の基知ったのは︑十年あまり前の︑高校生の
まるで何も持ちあわせていないのだから︒ 礎構造を問うものとしての経済史をヨーロ時︑目的としたアンリ・ピレンヌ﹃ヨーロ
﹃絶対主義の構造﹄︒﹃西洋商業史﹄等 ッパに即して詳述したものである︒オリエッパ世界の誕生﹄の隣りに並んでいたとい
以来︑数々の著作︒編著をものされてきた ント︑ギリシア︒ローマ文明にはじまり︑ぅ︑ただそれだけの理由で購入した﹃思想
著者の研究史の上で本書が一体どのような 古代・中世期︑産業革命期を経て︑アメリ史と現代﹄︒昨年三月の定年退職講演の折︑
位置を占めるのか︑共同研究を中心とする カ資本主義と世界恐慌︑社会主義の成立に著者が話の枕に︑﹁フロム︒マルクス○ト
著者の学問的営みが本書にどのように反映 いたるまで︑時代を通して世界史に大きなゥ︒Ⅹ﹂という言葉をこの書の副題に考え
しているのか︑具体的に指摘することはで 影響を及ぼし続けたヨーロッパ経済の歴史たことがあったと話ぎれたのを憶いだし
が︑史実に即して刻明に描き出されてい ︵この講演内容は︑岩波﹃思想﹄一九八〇
きない︒また本書と同じタイトルを掲げる

18

た︒そして本書を読みおえた今︑﹃思想史

年七号に掲載︶︑久し振りに手に取ってみ
いのではあるまいかと︑二読者として勝手

うやら本書では﹁カワノ﹂と読みかえてよ

のと考えられた︑表の文学としての述志の

て特に興味深く思われたのは︑中国文学の

︵杉山

伝統には︑修身治国平天下に寄与すべきも

﹁狂雲集﹂の世界﹄

であったところを︑ど に考えている︒

−

謡︑俗謡などの艶歌が併行して流れてお

詩文と︑女子供の文学としての小説や民

正明︶

と現代﹄では﹁Ⅹ﹂

柳田聖山﹃一休

にされる後者すなわち欧文学の豊かな世界

り︑一休が文学史からしばしばないがしろ

にも︑並々ならぬ理解を示していた︑との

の情事が主題で︑歴史的事実の記録という

指摘である︒著者によれば︑﹁艶歌は男女

よりも︑フィクショナルなものである﹂︑

︵B6判︑二五〇頁︑人文書院︶

一休の漢詩集﹃狂雲集﹄を︑﹁その実作

いく著者の一休観が︑いかにも確信に満ち

吉薬師堂﹂物語における︑一休の私小説作

して︑そのひとつひとつを克明に解釈して

家としての姿勢が︑この指摘に支えられて

者が辿ったはずの︑禅と漢詩の文脈で︑原

中国詩や五山文学あるいは禅についての

鮮かに浮かび上ってくる︒虚実の皮膜に遊

の伝説︑三生石物語を踏まえて歌った﹁住

学問的薙蓄を傾けながらの註釈に︑街学的

という︒盲女との運命的な出会いを︑中国

り中国文学にもうとい門外漢に︑この試み

な嫌味と煩わしさが全く感じられないの

ていて︑ゆるぎがないように思われるから

の壮大な意図と其の価値が︑正しく測定で

マリー︒ドープランに呼びかけて︑﹁ペイ・

び彷律するこの一休を︑例えば不実な情婦

である︒

きようはずはない︒

も︑あくまでテキストの文目を通して︑生

ド・コカーニュ﹂

が︑本書のはしがきにみえる︒禅はもとよ

けれども有難いことに︑良書は万人に向

身の一休の顔が鮮かに透視されているから

ードレールの作詩態度と比較するとどうな

文に即して理解する試み﹂︑ということば

かって開かれている︒予備知識の皆無にも

だろう︒ひとことで言えば︑中国詩の驚嘆

るか︑古今東西を問わず文学における事実

と創作の複雑怪奇なからみあいを︑更につ

にいざなうボ

かかわらず︑開巻ただちに引き入れられる

た本歌取りに熱中する絹晦と屈折の思いを

すべき祖述者であった一休が︑禅をからめ

ときはぐし︑その真意を別扶しようとする

︵桃源境︶

た︒本書のもととなったものが︑洛北のあ

ような新鮮な魅力を覚え︑一気に読了し
る茶席で一年間にわたって続けられた︑親

きつめて考えてみたい誘惑にかられる︒

斉︶

ところに︑著者の真骨頂が発揮されている

︵宇佐美

しみやすい講座の記録であるからばかりで

と思われる︒
フランスの近代詩を寄っている者にとっ

はない︒千数十首にものぼるといわれる一
休の詩偶のなかから︑わずか十二首を厳選
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多田道太郎﹃自

分

学﹄

素晴らしく軽い読み物である︒どのくら

︵B6判︑二〇一貫︑朝日出版社︶

ぬ一種の優越感が見え隠れしているように

〝やせ細ってゆく古い伝統文化″

の側から

さえ感じられます︒しかし考えてみれば︑

る危倶は切実な問題に相違なく︑〝実感に

すれば︑勃興する俗悪なものの活力に対す

言えましょう︒

基づく″という氏の態度は一貫していると

も野蛮なもの自体が︑本来この本とは無縁

〝情念″などというおぞましく

分の劣等感や実感に基づいた学問を人にも

と感じられます︒読者は次々に提供される

だいたい

い軽いかと言うと︑活字までもが底まで下

勧め︑御自身もこの本で実践しているわけ

豊富な話題を楽しめばよいのです︒〝ファ

ともかく多田氏は︑自

り切らずにサッと次の行へ上って来る程で

です︒〝なまいきな視覚″や聴覚に比べて

ません︒念の為︒︶

ある︒︵この本の上へ詰って下方に余白の

〝性の抑圧″等々の︑決して軽く

これだけサラッと仕上げる料理人の腕には

シズム″

〝劣等″でより身近な感覚である臭覚︒触

ただ感服する以外ありませんが︑〝勃興す

覚︒味覚を取り上げ︑それらを軸に日本文

に話は〝俗悪なるもの″

下らない冗談を言っていても書評にほなり

力″にまで及んでいます︒そこでちょっと

一人としては︑オードブルばかりで最後ま

るラーメン文化″を担う〝関東の人間″の

学﹄でありました︒

︵宮崎

法子︶
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多いレイアウトに注目！︶と︑まあこんな

前にナイフやフォークを持ち出すのも野暮

気になるのは︑多田氏御自身は︑〝勃興す

でメインディッシュの出なかった食事のよ

はないであろう問題に話が及びながらも︑

と言うものでしょう︒︵ついでながら〝下

る文明の担い手″である〝俗悪なエネルギ

うで︑多少物足りない気がするのも事実で

化を語ろうとしているようです︒そして更

らない″という言葉の語源やナイフフォー

ー″に充ちた〝庶民即ち農村出身者″とは

ませんが︑軽くカラッと揚がった天ぶらを

ク等に関する詰もこの本にはちゃんと載っ

全く違う立場にあることです︒即ち多田氏

〝日本的醜の活

ているのです︒︶

は

発酵させる漬け物文化﹂という氏自身の京

最初に﹁なぜ自分の足は醜いのだろう﹂
という小見出しがあって︑本文に﹁女の人

識″の側に居る京都人であり︑〝心斎橋の

もはや自分の

いずれにせよ︑﹁少ない情報をじっくり

が教養を身につけたり勉強したいと思った

ンテリ″であって︑醜なるものを語る時は

巨大なカニの看板を見ていやだなと思うイ

す︒

ら自分が何について劣等感を持っているか

〝やせ細ってゆく古い伝統的文化や美意

を反省して︑そこから出発すればいい﹂と

都文化評とはまた一味違う︑京都の文化の
ヽヽ
一つの在り様を自ずと伝えてくれた﹃自分
切り込みは不可能で︑そこには劣等感なら

〝劣等感という情念″による

何もこのアドバイスに従ったわけではあり

あります︒︵私が美術史を専門にしたのは

ヽ

に︑わたしは上山さんの日本国家論が︑日

本は一民族一国家であったという日本史の

﹃凹形﹄的性格の徹底性︑外来文明吸収力

書のリポートと題されたエッセイを読みす

る﹂とのべられているが︑わたしたちは本

﹁私の四十年にわたる哲学の旅を回顧す

上山春平﹃哲学の砕から﹄

悪しき観念を解体させる意義をもあわせ持

本書は論文として書かれたものから新聞

然的＝反文明的な狩猟採集文化の異常な発

のすさまじさは﹃縄文文化﹄という名の自

のあり所を知ることができる︒そうした点

すむことによって︑現在の上山さんの関心

上山さんは本書のあとがきで︑この本は

つものであってはしいと願っている︒

紙上に発表された短いエッセイに至るさま

達とかかわりがあるのではないか﹂という

︵B6判︑二九三京︑朝日新聞社︶

ざまの論稿からなっているが︑ここから上

指摘や︑縄文文化とともに生まれた自然宗

てきている〝上山人文学″の最良の入門書

で︑本書は四十年にわたって築きあげられ

●●●

法を確かなものとしてゆく足どり︑そして

山さんの哲学との出会い︑独自の学問的方

いう形をとって生きのびているという指摘

﹁ライフヒストリー﹂を実によく知

教は︑農耕文化に適応し︑神道や天皇制と

さんの

︵羽賀

祥二︶

鹿三名誉教授は︑八月一〇日逝去さ

四位に叙せられた︒

れた︒なお同名誉教授は︑同日付けで正

︒森

教授︶は︑五五年八月九日逝去された︒

︒天野元之助元講師︵追手門学院大学名誉

訃報と叙勲

であるということができるのである︒

多様な領域での哲学的実践︑こうした上山

上山さんは日本の国家を論ずることは天

などのなかに︒

にたいする熱情を︑たとえば空海の思想を

さんの天皇制研究の間口の広さや奥行きの

皇制を論ずることだとのべているが︑上山

ることができる︒そして︑上山さんの学問

エピソードに見い出すのである︒

ってゆく実践的態度はもとより︑それから

深さは︑多様な学問領域に積極的にかかわ

みずから修行を通して感得してきたという
本書に納められた論稿︒エッセイのなか

求めることができるだろう︒そして本書の

生み出される斬新な問題意識にその理由を

で︑わたしたちは上山さんの哲学的実践の
成果がどのようなものであるかを︑凹形文

最後に載せられた戦国期の山城研究のなか

化としての日本文化の特質を究明した﹁思
想の日本的特質﹂のなかでじゅうぶんに理

正四位に叙せられ︑勲三等瑞宝章を授け

された︒なお同名誉教授は︑同日付けで

︒小野川秀美名誉教授は︑八月二〇日逝去

られた︒

に自らを日本文化や天皇制という日本の
さんの熱意やエネルギーを︑わたし自身と

解することができ︑また︑そうした哲学の

対比させていっそう強く感ずる︒それだけ

〝聖地″の解明に駆りたててやまない上山

が︑ただならぬ意味をもってわたしたちを

実践から出されてくる上山さんの問題意識
刺激してくれる︒たとえば︑﹁日本文化の
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研究会の話題から
−

というのが︑ここ数

−住居における聖なる空間の比較研究班−
住居における宗教空間の研究
年来︑わたしの胸裡に介在していた研究テーマの一つだ
った︒そのために︑約半年はど︑大阪大学のわたしの研
究室で︑研究会をかさねたことがある︒
一九七八年秋から︑それほ当研究所に移り︑テーマも
﹁住居における聖なる空間の比較研究﹂と改められた︒
より広くなったのである︒

もう一つのわたしの見込みであった︒というのも︑町家

シキに鎮守ましますというのを︑眺めてきたからだ︒

でほ︑たいてい︑神様はナカノマに︑仏様はブツマかザ

そのことをいっそうはっきり示すのは︑日本の農家で

ある︒農家でほ︑仏壇はたいていザシキにおかれる︒タ

タミのあるヘヤである︒ところが神棚はダイドコのよう

なイタノマにあるのがふつうである︒大神宮にしても︑

にほまずない︑といっていい︒そしてドマにはさらにも

八幡宮にしても︑鎮守神にしても︒それらはタタミノマ

ぅ一つ別種の神々がいるのだ︒それはカマドの荒神さん

れているようにウナギノネドコといわれるはど奥のふか

になったのほ﹁町家研究﹂に始まる︒町家は︑よく知ら

ながるものであろう︒

れほたぶん︑原始・古代のわが国のア1て︑︑ズム信仰につ

があるというような﹁由緒のある神﹂ではないのだ︒そ

ところから生まれてきたような神々で︑どこかに御本社

やイドの水神さんのように︑人々が自然の力を崇拝する

い住居である︒しかし︑それは単に奥がふかい︑という

22

﹁宗教空間﹂というものに︑わたしが興味をもつよう

だけでほなく︑奥行方向に﹁空間の節﹂とでもいうべき

性質が展開するのだ︒たとえばミセ・ナカノマ・ザシキ
すると︑日本の住居ほ︑タタ︑︑︑ノマ︑イタノマ︑ドマ
け
・ハナレなどというように︒それは日常性﹁褒﹂ にはじ によって︑三つの違った系統のカ︑︑︑ガミを祀ることにな
はれ
まって﹁暗﹂ へと向ってゆく﹁空間の階梯﹂でもある︒ る︒これは︑日本の空間形成にかかわるほっきりとした

ら︑﹁日本の家のなかがカ︑︑︑サマでゾーニングできるな

そしてそれらは︑さらに歴史性すらもっている︒入口に

になる︑というように︒そこまでは︑わたしもいろいろ

んて︑いままで考えてみたこともなかった﹂という感想

ことを最初の会合でわたしほ述べた︒そして多田さんか

調べて論文に発表などしてきた︒しかし︑その空間の形

をいただいた︒どうやら︑それで合格したようで︑こう

文化の影響を示すものではないか︒と1以上のような

成にはどうやら宗教がからんでいるようだ︑というのが

近い空間ほど古く︑奥へゆくほど新しく形成されたもの

共同研究の話題

︵上田

篤︶

いった問題を比較文化的視点からつっこんでみよう︑と
いう研究会が発足したのである︒

感
民国初期の文化と社会研究班

善かれた事柄︑語られた事柄のみが事実のすべてではな

い︒また︑事実がすべて等量の価値を持っているわけで

もない︒情報が限られている時以上に︑それが氾濫して

これも昨年秋のことだが︑村田茂氏の﹁五四と情報﹂

いる時︑受け手の主体性がより問われることになる︒

という研究発表があった︒一九一九年五月四日前後の中

数︑費用などを考察して︑五四運動の実行面に関する時

例年二度や三度はあるのだけれど︑昨年秋以降とくに
の理不尽な出来事についての体験

国における海外及び国内情報の伝達径路︑手段︑所要日

れた︒﹁四人組時代﹂

相ついで︑中国からみえた方々のお話を伺う機会に窓ま

ほ︑報告の末段で︑今後は歴史研究の分野でもコンピュ

の遅れがもたらす害悪についての実例 代的特性を求めようという異色の発表だった︒そして氏

を伺っていると︑それがあたかも事実のすべてであるよ

ーターと研究者との分業がますます進むだろうという趣

談や︑﹁近代化﹂

旨の

の記念事業が試みられ︑その結果は︑早いものはその年

きている︒情報の中央集中が完成した時︑われわれは判

ものがすべてを制するという情況が︑着実に普遍化して

とあわてて灰色に塗りかえた︒コンピューターを制する

バラ色の夢を見かけ︑いやいやこれはバラ色でほない︑

者は資料集めの煩しさから解放されるのでほないか︑と

﹁雑談﹂をされた︒それを聞いていて︑やがて研究

側にあるのだが︒
の方針も明らかにされた︒五

う怒気がしてくる︒もちろんこの場合︑責任ほ聞き手の
﹁実事求是﹂﹁突破禁区﹂

のうちに︑時間のかかるものでも昨年あたりから︑逐次

四運動六十周年の一昨年︑中国の歴史学界でもいくつか

日本に伝えられてきている︒当時の雑誌類や長い間絶版

とだろうか︒

民国初期は︑大正初期である︒中国報道にも力を注い

断の可能性の幅を︑実質的にどの程度まで保っているこ

だ大阪朝日と大阪毎日が︑全国制覇を目前にしていた時

になっていた貴重な業績が数多く復刻されつつある︒ま

の第一着手というところであろう︒真に良いことであ

出版される方向にあるという︒いずれも︑この方針実現

ている︒一方︑附属図書館所蔵の時事新報や国民新聞ほ

期である︒両紙の当時の紙面は︑今や誕生祝にまでなっ

た︑旧官庁に死蔵されたままだったナマの史料も︑整理

の情報も︑事実の重みをのせてやってくるだろう︒だが

る︒民国初期の文化と社会を知るために欠かせない多く

23

共同研究の話題

−

︵藤本

博生︶

といった問題をどう理論化できるのか︑わたし個人とし

ではある︒しかしその反面︑国民形成︑国民文化の成立

の努力も今のところ︑少し実りあるものには︑できそう

と細密になりうるほずだし︑ならざるを得ない︒またそ

傷みが激しく閲覧も困難な状態である︒一刻も早くマイる林産先生の﹁市民文化班﹂に比しても︑史料的にずっ
クロ化してもらいたいものだ︒

国民文化の成立研究班

国民文化班の現在
−
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もう二十年前になるが︑坂田吉雄先生の研究室には佐ては︑極めて困難な課題をかかえこんで︑難儀している
々木高行日記﹃保古飛呂比﹄のカードが︑一部分ほ写真というのが実感だ︒七〇年代は社会学の一〇年間だと一
で︑そしてかなりの部分は先生の手書きで置かれており九
︑七四年に書いたのは青井和夫氏だし︑政治学会も遂に
先生ほそれを日課のように読んでおられたことを思いだその年報を︑﹃国家形成と政治文化﹄という特集にあて
す︒その直後︑わたしは大阪朝日の社史前纂室へかよっ にいたった︒ネーション・ビルディングとほベンディ
る
て﹃東雲新聞﹄ の論説や記事をフィルムにとり︑カーッ
ドクスの有名な本以来の流行語だし︑ポリティカル・カ

化していたが︑まだ長尺のリールが本当には実用化され ルチュアとほ矢野暢民がしきりに引用する﹃国際社会科
ておらず︑短いフィルムをつなぐのに閉口した︒
学百科﹄以来の概念であるこというまでもないが︑さて
現在﹃佐々木高行日記﹄も︑明治十七年までほとにか このマクロの理論と微視の史学は︑どう統一できるので
く活字になり︑﹃東雲新聞﹄も複製された︒﹃自由新聞あ
﹄ろうか︒ライシャワー氏など近代化論者のやや大ざっ
復刻版等々を数えても史料的にわたしたちの研究会ほ二ばな論はベンディックスの本のなかで日本についてふれ
昔前に比して飛躍的に恵まれている︒一九八〇年度までている部分でも︑決してまだのりこえられてはいない︒
ほ︑報告発表の間に︑主として﹃大隈文書﹄の史料を佐日本人のわたしたちが︑これを統一して理屈をつけてい
々木克民の細密な読みを中心に継続してきたが︑八〇年かなければならないのだが︑わたしたちの班ほあと一年
度にほ科研費のおかげで﹃三島通庸文書・書類之部﹄をである︒しんどいが︑とぼしい頭をしぼりたいと︑つみ
入手できたし︑八一年度にほ﹃三条家文書﹄も購入でき げた本を前転ためいきをついているこのごろ︒何分︑
あ
るはずである︒
お知恵を借して下さいと申したくなる実情を︑報告まで
とすると︑わたしたちの研究班は︑直接の先行者であ ︒
︵飛鳥井 雅道︶

共同研究の話題

豚 と ケ

ン

ト

ルーマニアの人は小話しが好きだという︒もちろん小
話し好きは︑社会主義圏一般のことかも知れないが︑そ
の小話しの中でこんな話をきいた︒
小学校で先生が図画の時間に︑豚の絵を措かせた︒す
るとある生徒が︑豚の頭とひずめと尻尾の部分だけをか
いて︑﹁はい豚です﹂ともってきた︒教師ほ﹁こんな豚
の絵があるものか﹂と云って怒鳴った︒すると生徒は答
えた︒﹁先生︑でも豚といって︑私のみたことがあるの
は︑この部分だけなんです﹂︒
ちなみに豚の保有頭数は︑ルーマニアが世界一であ
る︒だのに豚肉のよい部分はすべて輸出され︑一般庶民
が口にできるのほ︑まずい部分か︑まずいソーセージだ
けである︒小話しはそのことを諷刺している︒ところで
話は豚だけでほない︒一般的に云って生産物のよい部分
はすべて︑外貨獲得のために輸出される︒代価として原

材料ないし資本主義諸国の精密機械が輸入されて︑国営
工場にもどってくる︒工業化への飛躍的躍進︑それは新
聞テレビでうたわれる大合唱の基調であり︑その国民的
成果ほ︑つねに着実に達成されつつあるということにな
っている︒大人たちほ︑﹁自分らの世代は︑豚の頭だけ
で我慢しよう︒しかし子らの世代が大人になる頃には︑
工業化が達成され︑豚の胴体がたべられるようになるだ
ろう﹂と期待するようしむけられている︒テレビは︑こ
う思って忍耐している人々の願いが︑報いられることを
保障しているかにみえる︒しかし︑本当にそうなるの
か︒キビの粉のパンしかくえなかった農民が革命後パン
がくえるようになり︑すき間だらけの木造ワラぶき家産

に住んでいた人々が︑レンガづくりの家に住めるように
なったことは確かである︒しかしチャウチェスクの御猟

林に通ずる道路は舗装されても︑村内の道路は︑いづこ
もぬかるみのままで︑いっこうに改善される気配はな
い︒ばら色の未来に︑疑いを抱いている人は少くない︒

人々は︑党幹部だけのショップでは︑とびきり上等の
輸出用の生ハムが売られている︑ということを知ってい
る︒特別のコネのある者は︑幹部に績んで︑それを入手
することができる︒豚肉のよい部分は︑未来に横たわっ

ているのでなく︑頭上にある︒特権の余得︑それほさま
ざまの点に見出され︑コネを通じて放下される︒未来に
期待するのでなく︑いま頭上のおこぼれをえようとする
ものほ︑これら権力者に近づくにしくほない︒ただえら
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れたものへの代価ほ払わなくてはならないのは当然であ
る︒医者は︑万人によい薬を与えるのでなく︑それを控
えておいて︑頭上の恩恵をうけるために融通するという
手段をもっている︒地方官吏も︑融通しあうなにものか
をもっている︒しかし労働者や農民にはそれがない︒
ただ︑かれらにも︑恩恵を買う手段をうる道がないわ
けではない︒自由主義諸国からの輸入品ほ尊重される︒
これらの晶ほ︑都会にあるドル・ショップに売られてい
る︒ただドルは一般市民に入手不能で︑万一入手して
も︑ドル・ショップに︑自ら買いにゆくことはできない︒
こうして一般観光客や外国人留学生が接近の的となり︑
庶民はそれらを原価の倍近くの値で入手する︒というの
も︑それらは呪物的効果を発揮するからだ︒とりわけ煙
草のケントとジョニー・ウォーカーは︑政府発行の通貨
とは別個に︑非公式取引の通貨にさえなっている︒公然
と入試のための特別配慮をうけることはできない︒医者
に自分だけよい薬をくれとほ云えない︒ケントは︑権力
者によってとざされた公的規則の扉をあける鍵だと云わ
れている︒上から統制されているために︑価値をもった
煙草や酒は︑こうして︑権力者の余得︑そして恩恵をう
るための代価として︑袖の下として︑上方に還流してゆ
く︒庶民はここでも権力の呪縛下にある︒それはやり切
れぬ経験だった︒
それにしても︑ケントであって︑マールボロではなぜ
だめなのか︒煙草をくれないかと云われて︑マールボロ

トラソシルバニア（ルーマニア）の牧夫たち

を与えたのに︑それならいらないと云われたことが何回
かあった︒マールボロでも︑使用価値は殆んど変らない
のにだめなのだから︑まさにケントほ通貨化していると
云える︒貨幣成立の原初形態をみているような思いがし
た︒ただそれほ貨幣と等価物でほない︒というのは︑そ
れらは︑力をもつ者によって︑プレスティジの表現とし
て︑吸われ︑煙となって消えてゆく︒だからケントは︑
つねに外から補給されなくてほならない︒
町を歩くと︑一日に何回となく厚顔無恥に ﹁ケント︑
ケント﹂と云って近寄ってくる男たちにであう︒そうい
う男に声をかけられるごとに︑聞いて聞かぬふりをせざ
るをえぬ非人間的関係への強制︑そして権力というもの
のやり切れぬ重み︑そしてヤミ通貨としてのケントを︑
経済学者でもない私が︑どう位置づけたらよいのかわか
らぬ焦立ちに悩まされつづけた︒
海外学術調査としての牧民調査自体は︑六月天から十
月末まで︑牧民の好意と文化評議会の関係者の協力で︑
それなりに知りたいと思っていた部分が︑明らかになっ
た︒その成果は論文のかたちでやがて報告することにし
て︑ここでは︑いやが上にも重い人間的現実をみせられ
て︑持参したVTR機材の物理的重さだけが︑肩凝りの
原因ではなかったのかもしれぬ︑と思ったということを
旅の想い出の一つとして記させてもらった︒

井

チョウカンディの墓石群

松

健

レグィ＝ストロースは︑そのメランコリックな回想記

﹃悲しき熱帯﹄を﹁私は旅や探険家が嫌いだ﹂という言

の相反する気分にとらわれる︒

葉で始めている︒その彼も︑民族学者になった理由を問
われると︑素直に︑キャンプ生活や旅行に対する嗜好を
あげている︒調査旅行について書くときにほ︑いつもこ

チョウカンディの墓石群は︑かなり長く感じられたパ
キスタンのカラチでの待機の時間のあとの︑心経るよう
な︑同時に幾分億劫な︑初めてのシンドの郊外への自動
車旅行の目的地の一つだった︒この自動車旅行ほ︑忘れ
かけていた事柄を︑すぐにほっきりと思い出させてくれ
た︒野外調査で死ぬような事故があるとすれば︑それが
何であるかということについて︒湿潤熱帯地方でほ︑ヘ
ビが確かに恐しい︒アフリカのサバンナ疎開林を歩いて
いると︑一日三〇キロメートルはどの行程で︑必ず一回
はへどに出遭う︒なかには︑﹁ウー﹂と吠えたり︑毒を
遠くから眼に向けて吹きかけてくるへどまでいる︒大抵
は毒蛇だから︑唆まれれば数時間で死ぬだろう︒サソリ
や毒グモでほ死なないといわれているが︑伝染病や風土
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になる

︵これがパキスタンの話である︶︒けれども︑何

病はやはり恐しい︒ところによってはシラミで死にそう
よりも危険なのほ自動車事故なのだ︒元気な運転手ほ︑

二串線道路でも︑対向車を発見してから平然と追い越し
を始める︒こちらがゆっくり走っていても︑追い越して
くる辛がセンター︒ラインを越えて突っ込んでくる︒そ
れも︑断固﹁道をあけろ﹂という意志を表わすためか︑

白昼ヘッドライトを点滅させながら︒下り坂は︑エンジ
ンを切ってフット・ブレーキだけでころがり降りるばか
り︒簡易舗装の道を整備のいき届かない車で︑一〇〇キ
ロメートル近い時速で飛ばすだけでもいい加減危険なの
に︒

こうして二時間︒ホッとして辛から足を下したところ
がチョウカンディ︒十月というのに大変な暑さ︒クラク

去ってしまう︑そんなことがあるのだろうか︒

ラと眼底が揺れるような明るさ︒そして︑一歩一歩足を
運ぶごとに︑ズボンの中の空気が︑熱気球になるのでは
ないかと思うような地面からの反射熱︒四辺はとんど草
木をみない原野の中に︑おびただしい数の基が仔んでい
る︒きめ細かな石の板に手の込んだ彫刻がなされ︑それ
を男女別の形に組み立てた︑現代のイスラムの墓とは随
分と異なる形式のものである︒音もない原野のなかでこ
れらの墓石群を見ていると︑ともすれば自己肥大する死
についての想念がどんどん乾燥していくように感じられ
る︒死が︑死を表象する墓石群とともに陽炎の中に溶け
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コペンハーゲンの物貰い
岩

熊

幸

男

コペンハーゲンに着いて最も驚いた一つは︑物貰いで
ある︒と言っても乞食などではない︒名にし負う高福祉
国家であるだけに︑例えば中央駅をいくらぶらついてみ
てもそこに屯する乞食や浮浪者に出会うことは決してな
い︒大阪駅などとは違うのである︒着いた当初ほ︑さす
がはデンマークであると感心していた︒

ている奨学金とはぼ同額である︒︶

それを支えるのに国

聞けば失業しても二年間かほ最低生活を保証する保険
金が出るそうである︒︵因みにその額は小生の目下受け
民は収入の半分以上が税金にとられる︒間接税も無闇に
高い︒特に飲食税ほひどく︑いきおい外食に頼りがちな
一人者としては非常に困る︒なるたけ買物寵をさげて市
場に出かけることになるが︑毎日そんなこともしていら
れない︒他面︑町で酔払いの姿を見かけることは殆どな
い︒パブの類はもちろん至る所にあり︑よく繁昌しても
いるが︑それでもである︒もっとも︑酒はアルコール度
に比例して税率が高くなるので︑皆薄いビールで済まし
しかしさすがに最近は︑他のEC諸国の例にもれず︑

ているようではある︒

この国も経済状態が悪化し︑失業率も二十八％である︒

しかしその大半ほ移民であり︑そういう本当に因ってい
る人達が物貰いをしているのを見たことほ一度も無い︒

物貰いが出現するのは︑決って中央駅周辺である︒こ
ちらが気嫌よく家路めざしてすたすた歩いている時︑あ
るいは時に駅のミニ・バーなるものにひっかかって立飲
みのビールを飲みながらぼんやりしている時︑突然話し

かけてくる︒デンマーク語である︒うろたえてデ語は解
らんとこれだけほすぐ出てくるデ語で言う︒すると諦め
るかと思うと︑うんそうかそれならば︑と鷹揚に一つ領
いてやおら英語で言う︒⊥クローネ持っとったらくれ︒
始めの内ほ耳を疑った︒堂々としているのである︒愛想
笑いの一つもせずにこちらの眼をまともに見て言う︒時

には︑酒飲みたいねん︑と理由を述べる︒知らんがなと
ほ思うものの︑ここまで問答してしまうと振り切るのが
難しい︒あいにく持ち合せがありません︑などと言うこ
とになる︒すると︑なら煙草位持っとるやろ︑と食い下
ってくる︒一箱七首円もする貴重品の煙草をやって︑や
っと退散してもらうことになる︒こういうのは︑決って
まだ若い働き盛りである︒十代の子供もいる︒明らかに
親がかりのちゃんとした身形をしながら︑堂々と無心に

来たりする︒その度にこういう連中は一体どういう神経
をしているのかと不思議に思わざるをえない︒根負けし
て何かやった時でも︑タックとも言わずに行ってしまう
ことが多い︒
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ようだ︒

ヨーロ

ッ

パ

で

吉

田

光 邦

八〇年は二度︑ヨーロッパへ出かけた︒三月はロンド
ンのヴィクトリア・アンド︒アルバート襲術館で開かれ
た︑ジャパン・スタイル展のコンサルタントとして︒そ
して七−八月はウィーンでの世界クラフト会議のためで
ある︒ジャパン・スタイル展は︑日本の文化を︑単純さ
とか︑優雅さとか︑さてはその野性といった概念で︑過
去から現在に至る物とデザインを分類して展示するとい
う︑かなりに実験的な試みであった︒開会式にはユリザ

me−Sir．箋と呼びかけられた︒

しかし老人になるとさすがに違う︒こちらに来てまだ
間もない頃のことであった︒着古した︑しかし身奇麗な
身形の老人が憂い顔にやって来るのとふと目があった︒
と思う間もなく︑虚HCuSe
Eng−ishで言う︒

非常に恐縮の体である︒っSir︒と呼ばれるのは始めてだ
から驚いていると︑きれいなKing︑s

英語ほお話でしょうか︒実は家族の者が急病になりまし
て︑医者に見せねばなりませんのですが︑何せこの時間
で︵始発前の早朝であった︶云々と樟々述べだした︒実
際困っている様子である︒こちらほ二十四時間救急体制
が完備していることを知る前のことである︒あいにく私
も余所者で︑この辺の医者と言って全く存じませんが︑
サー

とまじめに受けた︒いえ違うので︑旦那︑医者は電話す
れば釆てくれるのですが︑その電話代を拝借したいので
すが︒しばらくして︑まだその辺をうろついているのを
見るまでは︑お人好にもすっかり信用していたものであ

べス女王も臨席されるという︑大掛りな催しだったが︑

パチンコからオートバイ︑団地の一室を実物で展示した
ことなどにほ︑はじめて日本の大衆文化を知ったとい
う︑驚きの声もすくなくはなかった︒尤もいわゆる日本

る︒これ程の演技力はなくても︑たいてい︑いかに失業
生活がつらいか︑酒も飲まずにいられないかを一くさり
述べたりする︒老人のことである︒来し方の色んな苦労

通の人は不満だったようである︒

がしのばれたりする︒第一にこれなら了解可能である︒
なぞしていたものである︒

着いた当初のまだ人淋しい頃には︑よくしばらく立ち話

最近の国際会議と同じように︑先進国と第三世界の対立
が︑さまざまの形で現われていた︒先進国のクラフトほ

世界クラフト会議ほ︑ユネスコ傘下の会議なのだが︑

このところ︑何故かこういう古典的な物乞いほ姿を消
して︑全く了解不能な厚顔無恥にしかでくわさない︒少
々さびしいことである︒相場ほ二クローナに値上げした
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かつてのアート・アンド・クラフトの運動にもみられる
ように︑アートへの傾斜ほ著しい︒しかし第三世界のそ
れは︑明治の日本と同じように︑むしろ産業の性格が濃
い︒この基本的な視角の差異が︑．どの分科会でもたえず

見え隠れしたのである︒だがヨーロッパの二︑三の国が
アフリカ諸国に対して︑現代工業よりはクラフトの面で︑
新しい援助を試みていることは注目せねばならぬことだ
ろう︒だがそのアフリカにおいても︑輸入される先進国
の文化にあこがれる新世代と︑伝統に固執する旧世代の
対立のあることを訴えた︑ナイジェリヤの報告は印象に
残っている︒
会議の合間にはウィーンの多くの博物館︑莫術館を訪
ね歩いた︒かねてから見たいと思っていたサファビー朝
のペルシア・カーペット ー 現存する古カーペットのう
ち︑最も莫しい狩猟文のある綿製のもの ー もはじめて
みることが出来たし︑一九七三年には日本のウィーン万
博参加百年記念の展覧会が開かれていたことは意外であ
った︒産業美術博物館にほ︑なお相当のウィーン万博時
代の日本の展示品を蔵している︒しかしその研究ほはと
んど行われていない︒
会議のあとの小旅行でも多くの聖堂建築や地方の博物
館をいくつも見た︒これらにみる︑ヨーロッパの人びと
の歴史的な事物に対する執念︑それはどこへ行ってもい
つも痛感させられることである︒

山

パーキスターンの西北地方

桑

正

進

七九年以来国境をこえてアフガーン人が流入したこと
で︑一躍有名になったこの地方を︑こんど見てまわるこ
とができた︒流入人口一〇〇万︑あるいほ一五〇万とい
い︑大都市規模の人口である︒さすれば︑さぞかしこの

地方に目で見える変化が出てよかりそうなものである︒

遺跡調査を目的にするとはいえ︑国境の両側でこれまで
仕事してきた者が︑この状況に無関心でいられるはずが
︒

ったところが感じられないのである︒短期滞在だったし︑

流入者ほたいそう多人数がかたまっていた︒だいたい
耕地に接近した原野で︑テント張りをするグループ︑す
でに半恒久の泥家をつくるグループなどがあった︒これ
がインダス河東でややあらわれ︑河西ペシャーワル周辺
でもっとも濃い分布となっていた︒しかし︑どうしたわ
けか︑彼らが現地民の生活をとりわけ圧迫している様子
ほない︒それどころか︑彼らを相手に商売する現地民も
いる有様で︑みるところ至って和気あいあい︒以前と変

意識して情報をあつめたわけではないから︑深くに重大
なかぁりようがあるのかもしれない︒そう思っても︑こ
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⁝お客さま州

一〇月

ハ日
中国社会科学院民族研究所研究生

七日
同済大学建築工程系講師

五五年九月一二日
中国科学院地理研究所

一〇月

同新聞研究所研究生

同経済研究所副所長

一一月一〇日
中国社会科学院文学研究所研究員
一一月一四日
ハーバード大学大学院
一一月一九日

路

黄

乗

盛

傑 氏

嘩 氏

安

質

土

書 房

社

編集工房ノア

摩

氏

披 氏

志 敏

蘭

ティムシー・ブルック氏

中国科学院古脊椎動物与古人類研究所

︵五十音順︶
恵洪﹃禅林憎宝伝﹄

感銘をうけた本
⑳今井

清
⑳宇佐美斉

筑

青

谷川慶太郎﹃中国﹁近代化﹂の幻想﹄
ダイヤモンド社

大槻鉄男﹃樹木幻想﹄
清岡卓行﹃賂配のうえの音楽﹄
吉川幸次郎﹃杜詩論集﹄
実

氏 氏 氏 氏

承

国 鍾

前号八頁掲載のお客さまの中の英承明氏を呉承明氏と
一訂旦
訂正いたします︒

同考古研究所

光 書 倫 志

の一見平穏ほなにに由来するのか︒
思うに︑流入者も現地民もみなおなじパシュトゥン族
だからではあるまいか︒アフガーニスターンにほ︑タジ
ークもいれば︑パルーチもいる︒だが︑越境者はパシ︒
トタンだけ︒タジークはもとより︑パシュトゥンといっ
てもドゥラニー系の連中など︑アフガーンの土地の奥の
方に居る連中は︑釆ていないのである︒テレヴィの現地
ルポにきく彼らのおしゃべりは︑ファールシーが下手
だ︒これはアフガーン＝パークの国境沿いの人間︑この
山地の人間が東へ移動してきたことを示している︒パル
ーチスターン山地を中心に分布する多くの部族パシュー
ゥンは︑一九世紀にデューランド線で人為的に分断さ
れ︑英領インドとロシアの南下を緩衝するアフガーニス
ターンとに区分されてしまった︒
しかし︑彼らのもつ文化は基本的なところでは同じな
のである︒そう考えると︑この平穏さも︑越境した異民
族︑よそ者と︑現地居住民との対立といった単純な図式か
ら予想される事態とは︑まったくちがったところからあ
らわれたものと言えるのでほないか︒彼らほ普段から交
流があった︒バヌー近くではアフガーンの土地から来た
者が︑ハイウェイに一膳めし眞を出して︑もう永くやっ
ているのに出会った︒玄契もいったように︑ここほやは
りインドの正境でほなさそうである︒

◎竹内
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葉 張

劉 銭

書いたもの一覧
・飛鳥井 雅 道
㊥明治大正図誌︒中央道︵編︶

沼 二 郎

岩倉具視

群を抜く権力の組織者︒岩倉具視

・飯

〜一九八〇年一一月

一九八〇年六月

筑摩書房

︵五十音順︑㊨印は単行本︶

推新の道
プレジデント

富民協会

六月

国民経済の真の安定と食糧自給率︵﹁農業と経済﹂臨時増
刊﹃産業構造の変化と日本農業﹄︶

六月

六月
七月

地域開発ニュース

食糧の安定確保と農業の発展

平

一四四号

−

九月

毎日新聞一〇月一三日

読売新聞一〇月三日

五つの人民公社を見て

二〇〇号一〇月

日本評論社一〇月

三塁塚と﹁民主﹂警察︵総合特集シリーズ一三﹃現代の警察﹄︶

−

高校通信︵東書﹁地理﹂︶

風土論研究の思い出
中国農業の近代化

春

斉

日本放送出版協会一〇月

筑摩書房一一月

農山漁村文化協会一一月

︵古島敏雄編﹃農書の時代﹄︶

朝鮮伝道に挺身した日本人の死
﹁国産﹂と農民

山

㊥日本の古代農業革命

・上

・宇佐美

㊥日本の国家像

筑摩書房

週刊読書人

﹁竹ものがたり﹂ユリイカ

詩人の変奏︵﹃掘辰雄全集﹄第七巻月報︶
七月

G訂graphie

N︒N︶

翻訳︒イヴ＝マリ・アリユー

書評︒天沢退二郎﹃フランス詩への招待﹄

筑摩書房

︵﹃新修宮沢賢治全集﹄算十六巻月報︶
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共助

穿三文明社

七月

八月一四日

書簡集の魅力

月 月 月

神の怒りと神の崇り

日本キリスト教団九州教区宣教部

㊥現代日本の課題ヱ農業を考える

﹃大学の国際化と外国人教員﹄︶

外国人教員任用特別措置法︵案︶に関連して︵日高︒徐編

本のひろば

七月

対談・アジアの中でキリスト者であるとは︵前島宗甫と︶

岩波書店

毎日新聞

八月

H〆

La−Og占ue Spatiale de−︶agr岩u︻t已e japOnaise

桑原先生の魅力︵﹃桑原武夫集﹄第四巻月報︶

月 月 月

japOnaise︵L﹀espaceg訂graphiqueこOme

靖国神社の国家護持論で二言

農業革命と近代農学︵﹃新︒熊本の歴史﹄六巻︶
熊本日日新聞社

セ セ 六

セセ六

原

立原道造の出発

︒梅

郁

樹海

八号一〇月

﹃清明上河図﹄と宋の開封︵﹃世界の文化史蹟﹄一七﹁中

講談社一〇月

・阪

上

孝

岩波書店

計画の観念とテクノクラートの形成︵河野健二編﹃ヨーロ

克

ッパー一九三〇年代﹄︶

書評︒毛利敏彦﹃明治六年政変の研究﹄

・佐々木

実

八月

六月

六月号

対談︒中国とどうつきあうか

京都新聞

東洋経済

七月十九日

六月七日号

六月四日

ホンコン人
㊨友好は易く理解は難し

︵争鳴原載訳文︶

サイマル出版会 七月

八月一日号

八︑九︑十月号

八月十五日号

八月二十二日号

週刊朝日

同右

同右

エスペラントの世界

嘩又と文芸民主について︑わたしも一言
対談︒毛沢東批判再燃か

広州に詩人を訪ねて

﹃衰世凱と近代中国﹄解説︶

九月二日

読売新聞一〇月四日〜二十六日

京都新聞

岩波書店 八月

大正期における中国像と衰世凱評価︵守川正道訳︒チェン

広州見聞
新行儀読本

月 月 月

日本史研究

徳川慶喜︵プレジデント版﹃坂本龍馬﹄︶

内

㊥古文書用字用語大辞典︵共編︶

武田泰淳の中国体験

・竹

争鳴

国文学

也談経文和民主

京都新聞

三二号

江南の春

八 七 六

二玄社一〇月

六三巻六号一一月

八号一一月

二月

房 四

国の建築﹂︶

史林

判例タイムズ

全国共

柏

唐陵と宋陵︵﹃法帖大系﹄二︒﹁淳化閣帖﹂月報二︶

田 武 男

計報︒森鹿三博士
有斐閣一〇月

・太
㊥夫婦の法律︹第三版︺

有斐閣一一月

別冊

三二巻一〇号一〇月

㊥親子の法律︹新版︺ ︵太田・久貴著︶

内縁保護の現状と今後の問題

村 哲 也

家庭裁判月報
家族法の改正に関する将来の課題
︒勝
漢字処理に関する研究開発︵共著︶

同利用大型計算機センター﹁研究開発論文集﹂二号
・桑 山 正 道

六月

FifthE如∩雪Pti︒ロatTapaSkandar．㍉尽き・と吋訂註旨適翻
．訳
言・
已破棄された犯罪ファイル

ー﹄

ゝ已莞︒ざ叫邑許⊇ぢ賢一笥亀只y︒t︒Uni責Sityこ諾〇

日本放送出版協会一〇月

㊥﹃インダス文明− インド文化の源流をなすもの

︵共著︶NHKブックス三七五

算二巻
二三巻三万一〇月

書評︒深井晋司著﹃ペルシア古美術研究﹄
オリエント
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書

中国の動向

田 道太郎

淡

京都新聞一〇月七日

総合労働研究所

講談社
八月

七月

岩波書店

八月

六月八月

小学館

九月

九月より毎月二回

講談社

角川書店

八月

平凡社

講談社一〇月

巨大な空間・幾重もの殻︵﹃世界の文化史蹟﹄一七︶

・多
る

㊥ことわざの風景

＠着

〇年代﹄︶

﹃奇妙な旅﹄を読む︵河野健二編﹃ヨーロッパー一九三

うしなわれた旅︵﹃日本名所図絵﹄月報︶

醍醐寺︵﹃探訪日本の古寺﹄七︶

食の文化︵﹃食の文化﹄︶

中

ことわざの知恵︵﹃LDノート﹄︶

・田

六月
六月

季刊人類学11−2

㊥中国の古建築︵共編﹃世界の文化史蹟﹄一七︶講談社一〇月
泰

牧畜社会研究の諸問題︵座談会︶

・眉

コメント

平凡社

二l一巻二号

三月

二月

季刊人類学11−2

樋口勝也ほか﹁カルチュアショックの現場から﹂

至

牧畜の食︵石毛筋︑伊谷はか共著﹃人間︑たべもの︑文化﹄

谷

所収︶

・富

仏教史学研究

翻訳・任継愈﹁中国仏教の特徴﹂

村

賢二郎

白虎観会議前夜
・中

祥

直

二

樹

史林

六三巻六号一一月

︵中村輿二郎編﹃前近代に

四八二号 七月

京大人文研一〇月

歴史学研究

一五八号 九月

史林

六三巻六号一一月

甲骨学一二号

八月

仏教大学通信教育部一〇月

学院ニュース

中世後期︒近代初期ドイツの楽師

賀

おける都市と社会層﹄︶

・羽

間

和親条約期の幕府外交について

・狭

大塚有章先生のこと

巳奈夫

㊥東アジア近代史研究︵共著︶
・林

謹

一

欧洲博物館所見の中国古代青銅器若干について

口

﹃儀礼﹄と敦

・樋

司

九月

九月六日

六七五号 九月

書友クラブ一一月一日号

夕刊京都

思想

−道教の思想史的研究−

岩波書店 八月

一九三〇年代のイギリス外交︵河野健二編﹃ヨーロッパー
一九三〇年代﹄︶

光

翻訳・ルソー﹃エミール﹄上︵ルソー全集︶

永

鬼道と神道と裏道と聖道

・福

著

京都と宗教文化

と

日本の古代史と中国の道教︵陳舜臣﹃中国の歴史﹄第一巻

私
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川 和 也

付録﹁研究ノート﹂︶

・前
SargOnic and⊂r≡．−ご

平凡社一一月

純禅の道を求めて
㊥一休・狂雲集の世界

ActaSumer010閃icaN〇．N︵−諾○︶−pp．00T−野

健

Z叫註ぎ一六号

九号

六月

六月
九月

六月

六月

人文書院 八月

別冊太陽三一平凡社

国文学二十五の十一学燈社 九月

㊥近江の禅林︒永源寺︵枯禅の谷︶

一休と現代

禅と浄土︵図説﹃日本仏教史﹄二︶

一一月

中外日報一〇月−一一月

近江文化社一一月

法蔵館一一月

青土社一一月

敦燈仏典と禅︑総説︵講座﹃敦煙﹄八︶ 大東出版社 二月
鎌倉の道元
金沢文庫研究 二六四号一一月
下 正 男

田

山

慶

俊

児

夫

筑摩書房

好人愛樹−前近代日本の都市空間の一極相︵中村賢二郎

・横

㊨T・Ⅰ︒ウィリアムズ編﹃技術の歴史﹄11︵訳解︶

九月

東洋経済新報社 九月

中国の社会思想︵﹃経済学大辞典﹄欝三巻︶

・山

㊥思想の中の数学的構造
現代数学社 九月
書評・村上陽一郎﹃科学と日常性の文脈﹄科学哲学13 二月

・山

﹁十牛図﹂の人間学︵﹃現代思想﹄臨時増刊︶

読売新聞一一月一二日

無功徳︵市川高等学校創立二十周年記念︶

再掘日本宗教史︑道元一−六

㊥監済録抄書集成︵禅学叢書之一〇︶上下二冊中文出版社一〇月

講談社一〇月

山陽新聞社 九月

﹁禅論﹂のころ︵﹃古田紹欽著作集﹄月琴一︶

栄西と寂重︵中世の瀬戸内︑貨五回︶

童ema−2Wea完rSandTheirChi−dreninLagas
−仏教
水h
上−
文P
学蒜と

井

CastratiOn in theUr IIHPe呵iOd㌔

れ︷Anima−and HumanCastratiOninSumer︸PaユIH⁚巳Fman

・松

六巻六号

専門料理

アフガニスタンのパシュトウン遊牧

歴史公論

六月

StudiesinRyukyuF01kBiO−Ogy⁚ParニE−hn？COnCト0−Ogy

〜a
註讐ぎー六号
OftheRyuky仁Archipel
ーン民族誌−﹄

書評・−J・スペイン著﹃シルクロードの謎の民−−パタ

乳製品と遊牧民 −

市 雅 俊

民を中心に ー

二つのイギリス︵河野健二編﹃ヨーロッパー一九三〇年代﹄︶

・見

右

六月−一一月

八月
花園

岩波書店

同

田 聖 山

今月のことば

・柳
禅語コーナー

春秋社

六月−七月

三月

京都大学人文科学研究所
中外日報

㊨祖堂集索引 上冊
土曜随想七−一〇
臨済と道元︵講座﹃道元﹄六︶
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編﹃前近代における都市と社会層﹄︶

京大人文研一一月
技術史の一断層

へへMitfOrdandMurata⁚tWOmindscritica−Oflapan
ndB部
ritain
﹀s
・a渡
徹

六月

六月

六月

七月

別冊﹃歴史読本﹄伝記一六
淡交社

七月

山町錦町
駁々堂

九月
九月

看護学生

淡交社一〇月

真珠の小箱㈲

名峰百景一〇月

一〇月
ー〇月

米騒動・新人会

三省堂ぶっくれっと

六〜一一月

﹃現代百科中事典﹄ 五月

七〇〇号

五・六月合併号

一〇号

七月

運動史研究会﹁会報﹂一四号 六月

さんいち

運動史研究六号 八月

︵竜漢書舎︶

九月

一〇月

社会思想社一一月

﹃現代マルクス・レーニン主義事典﹄︵上︶

推せん文・復刻﹃出版警察報﹄

推せん文・大庭伸介﹃浜松・日本楽器争議の研究﹄︵五月社︶

全協をめぐる若干の問題

特高・留置場・軍隊︵上︶−戦時下の奇異な体験

鈴木市蔵さんに答える

労働調査時報

先任権導入による雇用拡大と不公正是正を提起せよ

ぎょうせい

respec−i扁pOpu−arimagesOf eachO−herin−
e水
e平
a社
r・
ly
全h国
部落解放運動
ゝ尽岳買岩h旨無芸∵宍−．く︼part︒ne∴虫ist︒ryandHnter邑・

MeijiPeriOd︶︑こざ墨染彗云こ訂迦法話ゝ⁝一法や盲

園 祭

ぎをん

月
iOnal RelatiOnS﹀︑︸Uロi完rS−ty O什Sheffie二
l一
d．

田 光 邦

祇園と外国人

・吉
奇なる行為

祇

㊥イスラム ︵改訂版︶

㊥中国の構図
人間・機械系の世界

㊥京鹿の子︵編著︶

伊勢型紙

歴史と信仰の山

京のれん

一〇月

葵都千二百年

二一世紀ひょうビ

鉄砲革命 プレジデント﹃織田信長﹄

一一月

六〜一〇月

六〜一一月

じゅうたんとタピスリー

価値ある情報

染織マンスリ

ペルシアじゅうたん

観光と産業

現代染織考

二月

六〜一〇月

探訪日本の古寺

月刊京都

読書日記
現代のエスプリ

畳珠院
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