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︵学

私が人文研に着任したのは︑第一期の河野健二所長時代で
あったが︑初めてご挨拶に伺うと︑﹁あなたは斎藤孝さん

習院大学教授︶をご存じですか﹂と聞かれたのが今でも印象に
残っている︒河野先生は東京の研究者と提携して︑フランスに
本部のある第二次大戦史研究の国際組織に協力する体制を作ろ
期の史料収集を目的とし︑関西と関東に十の研究組織をつくり︑

うとされておられたのであった︒それからすぐに︑第二次大戦

が事務局の責任者の仕事を以後数年にわたって引き受けること

河野先生を代表︑人文研を事務局とする特定研究が始まり︑私

研究所の建物改築中も︑この仕事があるからということで︑

となった︒

︵当時はま

徹先生と同室させていただいた︒そのうえ︑同先生のご配慮で︑

仮住まいの旧石油化学の建物のなかで一番大きな部屋に︑渡部
私の机の上で直通電話が使えるようになったことは

だ交換台を通さなければ市外電話はかけられなかった︶︑オイ
ル・ショックで入札不能となり︑仮住まいが一年延びたことを
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この特定研究を出発点とし︑その後も実験部門費や資料費を

考えると︑大変有り難いことであった︒

利用して収集を続け︑戦前昭和期の史料については︑関西では
最大級の蓄積ができたと思っている︒この間︑東京の古本屋の
ら戦前のいわゆる武装共産党幹部の特高調書をE員い入れ︑渡部

奥の間に上がり込んで︑まだ目録にのせていなかった田中清玄
先生に喜んで頂いたことなどは忘れ難い︒その他︑戦後堺市に
合併された周辺町村の行政文書を譲り受けたり︑大阪商工会議
工会議所関係の出版物を研究所に寄贈して頂いたのも︑特定研

所の未整理資料の整理を手伝って︑結局中国における日本人商

もちろんそうした現物で収集できたものは極く一部であり︑

究の延長上の収穫であった︒

はとんどはマイクロ・フィルムによるコピーであり︑そのうち
重要と思われる部分を︑アルバイトの人にリーダー・プリン
ターで焼き付けてもらうという仕事もずいぶんと続けたもので
あった︒
しかしこうした仕事も︑現在では残念ながらいろいろな問題
が生じている︒第一には︑当時は湿式のプリンターしかなかっ
たので︑それで焼き付けて製本すると相当の重さにならざるを
得なかったが︑この湿式本をつくったために︑その後に復刻版
が出ても購入しにくいという事態が生じたことである︒帝国議
会委員会速記録とか社会運動通信などはその例である︒第二に
は︑古くなったマイクロ・フィルムが︑酢酸の臭いを発して︑

3

ベとついてくるという全く予想しなかった状態となり︑図書室
の方々を悩ませ始めるという問題が起こってきたことである︒
何か対策を考えて頂けるようお願いしたい︒

振り返ってみると︑いろいろな史料に手を出してきたが︑十
分に整理することも出来ないままに定年を迎えることになった︒
のお手伝いでもできればと考えている︒

退職後も︑まだ眼を通していない史料を利用させて頂き︑整理
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吉田神社の二の鳥居をくぐった左手に今宮神社というお社が
あることにお気付きの方がおられるだろうか︒この今宮神社は
元官幣中杜吉田神社とは無関係の神社であり︑吉田村の郷社で
四日のお祭りには神輿が人文研のまえを通る︒

ある︒それゆえ人文研はこの神社の氏子であり︑実際︑十月十
さてこの今宮社の御祭神は木瓜︵きうり︶大明神であり︑地
元ではこのお宮をきうりさんと呼ぶ︒そして吉田村の氏子はき
うりを栽培することもないし︑食べることもない︒そうしたこ
とは恐れ多いことだからである︒ところでこの神社の祭神は須

で

である︒また今宮社はその神紋が牛頭天王︵こずてんのう︶を

佐之男命でもある︒つまり木瓜大明神は須佐之男命と同体の神
祀る祀園八坂神社と全くおなじ五つ円瓜︵いつつもっこう︶

あることから︑数ある天王社の一つであるといっていい︒
柳田国男は昭和十二年︑京大で集中講義をおこない︑人文研
名誉教授の日比野さんもそれを聴講しておられる︒日比野さん
の話と︑柳田が後に書き留めた文章を綜合すると︑柳田は︑北
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︵うりうせ

と読み︑天王勧請︵くゎん

と知恩院前の瓜生石

﹁くゎしょう﹂

︵うりうやま︶

き︶ の ﹁瓜生﹂を

白川の瓜生山
じょう︶ の意味だとこじつけることによって︑須佐之男命＝牛

頭天王と瓜との苦からの結びつきの説明を企てたようである︒
しかしこうした語呂あわせよりは︑京都の各所にいまも残さ
れているきうり封じの行事にみられる︑あらゆる災厄をきうり
に封じこめて地中に埋めるという信仰と︑疫病を払う須佐之男
＝牛頭とのつながりで考えた方が民俗学の立場からみてふさわ
柳田はせっかく京大で講義しながらすぐそばの今宮神社の存

しいのではなかろうか︒

り︑須佐之男命＝牛頭天王＝木瓜大明神である︒しかし今宮神

在に気づかなかったと思われる︒今宮神社の祭神は前述のとお

きたということば︑今宮神社の祭神が︑神家者流の須佐之男命

社の祭神が須佐之男や牛頭よりは堂々と木瓜大明神と呼ばれて
でもなく仏家老流の牛頭天王でもなく︑まさに民俗学レベルの
産土神そのものであることを示すものである︒
今宮神社の真上に藤原氏の吉田春日社がある︒さらにその上
にいちばんの親しみが感じられるのである︒

に︑吉田神道の教義で固められた大元宮がある︒しかし私には
﹁きうりさん﹂

八つの研究班
礪

波

余儀なき事情で研究所を出てから早一年近く︑普通より七年
も速く本誌に退去の弁を書く破目におちいった︒私が東方部の
助手として入所したのは一九六五年四月であるが︑人文研のト
レード・マークである共同研究班に出席し始めたのは︑更に五
年をさかのぼる六〇年春なので︑研究班へのかかわりは三十四
年に及ぶ︒その間に研究班の運営のありかたなど︑おおいに変
貌をとげたので︑回想風に記録を残しておこう︒
大学院の修士課程に入るや︑塚本善隆班長の﹁弘明集の研
究﹂班︵水曜午後︶に加えていただいた外︑東洋史の授業を兼
の題目としては

﹁唐律疏議の研究﹂︑月曜午前︶

と宮崎市定班

ねていた森鹿三班長の﹁魂晋南北朝地方制度の研究﹂班︵授業
長の﹁薙正株批諭旨の研究﹂班︵金曜午後︶に出席し︑単位を
に加わっ

とるために当然のことながら順番に会読を担当した︒まもなく
藤枝晃先生に勧誘されて敦煙写本の会読︵月曜午後︶

たが︑当時は正規の研究班ではなかったらしい︒いずれにせよ︑
大学院生としての五年間︑毎週月水金の三日間は︑北白川なる

7

本館入口に近い会議室に顔を出していたが︑東洋学文献セン
ターは設置されていなかったので︑図書閲覧をすることはな
助手は仕事の上では研究班に所属して班長の指導のもとに研

かった︒
究に協力するものとされ︑平岡武夫先生が主宰される﹁唐代史
料・索引の編集﹂班に採用された私は︑哲学文学研究室に席を
与えられた︒私にとって債倖だったのは︑十余年にわたって編
集刊行されてきた﹁唐代研究のしおか﹂十二種十六冊の大事業
があたかも完結しおわった時点に研究室に入ったことで︑私の
本務は﹃東方学報﹄に載せる﹁唐代史料稿﹂の原稿作成だけと
いうことになった︒哲文のメンバーになったことで︑平岡班長
の﹁白氏文集の校定﹂班︵金曜午後︶と田中謙二班長の﹁元曲
の研究﹂班︵土曜午前︶に参加し︑時間帯の重なる株批諭旨班
からは撤退した︒哲文での研究班は漢文訓読ではなく中国語で
の間︑夏休みも冬休みもなく︑毎朝九時から小一時間︑中国語

進行されていたので︑平岡先生は私一人のために一年三カ月も
の特訓をして下さった︒いま想い返しても︑ありがたい限りで
班

︵火曜午後︶

に加わった︒これら多く

に︑やがては日比野丈夫班長の

あった︒入所二年目からは西洋部の会田雄次班長の﹁封建国家
の比較研究﹂

﹁中国金石資料の研究班﹂︵木曜午後︶

の研究班に出席したことで︑ひとくちに共同研究班といっても︑
班長の学力や個性により︑班員の研究意欲をかりたてるものも
あれば︑重苦しくさせるものもあり︑千差万別なるを体験しえ
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た︒ともあれ︑いわゆる大学紛争の煽りで共同研究班の形骸化
が論議された際︑私が同時に八つの研究班に出席しているのが
ことがありレコード・ホルダーだったが︑八つとは新記録だ

話題とされた︒吉田光邦先生から︑﹁自分は同時に六班にでた
よ﹂と言われた︒

一九七〇年度から全面的に見直された共同研究班の新体制が
発足した際︑東方部では︑過渡的な措置として︑漢籍の整理と
文献類目の編集それに索引作成を目的とする三つの委員会を設
から提案された︒しかし︑私が反乱をおこす格好となって︑索

置して研究班に準ずる扱いとするプランが︑部主任の平岡先生

三年ばかり転出した前後︑漢籍委員会と類目委員会に参加し︑

引委員会案だけは葬りさられた︒そのあと︑神戸大学文学部に

かならずしも順調に運営をつづけられなかったらしい︒やがて

私自身は貴重な経験をつむことができた︒しかし︑両委員会は
漢籍委員会が消滅し︑最後に残っていた類目委員会を研究班に
準じて扱うのを中止したのが︑私の二度目の転出時期にぴった
り重なったことに因縁めいたものを感じている︒

夏期講座 ︵一九九三年度︶

七月九日弓十日
於 本館会議室

統一テーマ 絵とうた一文化の現場を読む

能の

けられていた文言の多くを︑それら役柄の代わりに担

この発表においては︑その人数増大の具体的な過程

当するようになるという変化があった︒

いくつか推測して述べ︑さらに︑人数増大の結果︑も

を示す図像資料を提示し︑人数増大が起こった理由を

た歌い手たちが︑どのようにその演技を変えていった

ともと中心となっていたはずのシテ︑ワキなど扮装し

言いたかったことをここでもう一度モデル的に整理

かについて述べた︒

した複数の役者が言語的なセリフを駆使する芸であっ

すると次のようになる︒能は演劇として出発し︑扮装

のものまねをするようになる︒その段階で︑能にとっ

た︒ところがある段階で︑役者が世間で流行する歌手

ては歌という表現媒体が︑セリフのやりとりというも

ともとの枠組みよりも中心化するのである︒しかる後

て合唱部分や合唱人数は増大していった︒

に︑歌の部分が︑一座のメンバーによって共に歌われ

﹁コロス﹂とその意味づけ

歌い手たちの変貌
1

田

たり︑観客を巻き込んで歌われるようになる︒こうし

藤

の定義を行った︒﹁歌﹂とは﹁複数の人間

以上のことを具体的な資料にもとづきながら述べた

であると定義し︑話を

この定義からもわかることかと思われるが︑私は合

結んだ︒

上で︑﹁歌﹂

︵合唱隊・あるいは合
は︑作劇史上次第に重要性を失

ギリシャ悲劇におけるコロス

隆

が

唱隊が担当する文言︶

︵地謡と呼ばれる︶

ちうたい

が同じ言葉を言うための装置﹂

出の歴史においては︑合唱隊

ない︑周縁化されていった︒いっぽう︑日本の能の演
次第にその人数を増やし︑それまでは各役柄にふりわ
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唱の増大を語るにあたって︑もともとの歌い手たちと︑

その周囲のメンバーや観客が︑歌の模倣的享受によっ
て見せる側−見る側という制度的な枠を越えて︑舞台
上で同化するイメージ一本で語ろうとした︒しかしな
がら︑当日フロアから質問をつきつけられることに

聖歌から聖音へ

−古代インド宗教歌詠の思想性−

正

人

﹁うた﹂にとって歌詞とメロディのどちらがより本

井

質的なのか︒古代インドの宗教歌詠は︑まさにこの問

藤

という言葉は︑中心に対

﹁地謡﹂と呼ばれているのか

なった︒
という質問であった︒﹁地﹂

不変なものを求めて︑ついには聖なる単音そのものに

題をめぐって展開した︒歌詠の中により純粋なもの︑

それは︑合唱隊がなぜ

が無視できないものであれば︑同化モデルだけではダ

仏教が登場する以前の紀元前八〇〇年から紀元前五

対する哲学を開始するにいたった︒

する周辺というニュアンスを持っているが︑もしそれ
メなのだ︑という批判として︑私はフロアからの質問
を受けとった︒質疑の過程でうまく答えられたとは思

に︑古代インドの宗教歌詠にある変化が生じた︒本来︑

〇〇年ごろ︑一般に後期ヴューダ時代といわれる時代

という差異化が︑

歌詞︵神々の讃美が主な内容︶をのせて歌われるべき

わないが︑私は︑﹁中心﹂対﹁地﹂

歌詠から︑実際に詠唱される宗教儀礼の場面において

周辺の中心指向︵あるいは同化︶をさらに促がす機構
ておいた︒が︑その日一ハ体的検討は今後の宿題として残

として働いているのではないかという示唆だけは行っ

可能な限り歌詞を取り除こうという動きが出てきたの

である︒そしてついには︑ある種の歌詠では︑はじめ

されている︒

の部分を除いてすべての歌詞を捨て去るということが

行われるようになった︒歌詞に代わって︑ある一つの

けで歌を歌うことが行われるようになった︒古代イン

音−ここで取り上げる歌詠では﹁オー﹂という音−だ

ドの宗教歌詠に起こったこの変化の背後には︑当時の
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思想界の動きがあった︒また逆に︑この宗教歌詠の変
化そのものが新たに思想の展開を促した︒歌詠の変化
は︑現象そのものとしては小さなものであるが︑これ
に関連して展開した思想の面をとらえれば︑インド思
想の二つの枠組みの形成に関与した点できわめて重大
歌詞のない歌詠の究極的な純粋性が︑一方では︑

なものであった︒

ヴューダ儀礼にもともと含まれていた︑儀礼の参加者

詩の

こ

とば

−リ ュートからイメージヘ ー

宇佐美

暫

﹁聖なるもの﹂

の言語すなわち日常言

という二つの概念と深くか

たときに観察される大きな転換点は︑言うまでもなく

﹁禁忌﹂

かわりながら︑﹁俗なるもの﹂

説︑さらにそれを越えた解脱説へと展開する思想の動

たよった口頭の詞章から文書によって存続の保証を与

文字による定着と印刷術の普及であった︒音声のみに

と

語とは峻別されたところで︑人類数千年の歴史ととも

詩歌の発生いらい韻文は︑デュルケムのいわゆる

のことばのもつ有限性を捨てた﹁うた﹂

が天界へ昇るというイメージを大きく膨らませ︑人間
によって︑有限な身体を捨てて永遠な世界へと昇ると

に栄えて釆た︒マクロの視野に立ってこれを振り返っ

きの出発点になった︒また同じ究極的な純粋性が︑他

そのものの力

いう思想を展開させた︒この思想は︑再生説から輪廻

方では︑多様なことばの背後にある最も根源的な聖な

によって次第に音声を失ってゆくテクストヘ︑このふ

えられた詞章へ︑そしてさらに大量に複製されること

たつの転換が韻文に促した変容には著しいものがある︒

る音に対する思想を展開させた︒この思想は︑万物の

第一の転換に関しては︑ミッシェル・ビュトールが

奥により根源的なものをたどり︑その究極のところに
ンド思想の共通の流れにつながって行った︒

例えば中世宮廷詩人は︑いくつかの詩節から成る短い

の比喩によって︑多くを語らせることが出来るだろう︒

﹁小説と詩﹂と題するエッセーのなかで用いたひとつ

ある唯一のものを見い出そうとする︑仏教を含めたイ
現場に起こった変化の背後には︑それを起こした思

抒情詩を朗涌するに際して︑リュートによる伴奏を不

想の動きがあり︑そして逆に現場の変化が次の新たな︑
ミズムが古代インドの宗教歌詠に鮮やかに見られる︒

時に飛躍的な思想の展開を促すーこの思想史のダイナ
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リストたちが意識的に用いたのは︑可能なかぎり対照

みなすようになる︒ブルトンを代表とするシュルレア

的なものの唐突な出会いから﹁イメージの光﹂をはと

性を重視したのに対して︑イメージを韻律法の支えと

て︑詩のことばを他の日常的な言説から切り離す儀式

可欠のものとした︒つまり初めと終り︑あるいは場合

を必要としたのである︒この伴奏の音楽がやがて詩の

く︑電位差を利用した衝撃としてのイメージを詩法の

ばしらせる手法であった︒旧来の比喩や見立てではな

によっては詩節と詩節の間に和音を奏でることによっ

テクストそのもののなかに入って行ったのであり︑古

社会における﹁聖なるもの﹂

要としたのである︒詩の現在と未来に関しては︑現代

典主義による作詩法の完成と韻律法の確立はその流れ
の必然的な帰結だった︒第二の大きな転換は︑十八世

マンネリズム︶ に加えて︑さまざまな歴史的社会的要

に抱え込んだ自壊の要因︵例えばたえざる自己模倣と

的な成熟発展であった︒これには︑韻文じたいが内部

るだろう︒

な詩歌の転変の歴史をもさらに深く考察する必要があ

アの転換︑特に映像表現の問題とともに︑以上のよう

て見極めることが必要である︒そのためには︑メディ

の命運とその表象につい

紀における韻文の衰退とこれと対照をなす散文の飛躍

因が考えられる︒恐らくそのうちでもっとも大きなも
のは︑﹁信仰﹂ の衰退であった︒神学ドクトリンと教
ヨーロッパ近代は︑神を試逆すると同時に韻文をも圧

会コミュニティが揺らぎ始め崩壊への道を突き進んだ

さてその後の近代詩は︑一自らの存続を賭けて二つの

殺しようとしたのである︒
方向から抵抗を試みかつ転身を図ることになる︒第一
であり︑第二は一八七〇年前後における自由韻律詩の

は十九世紀初頭における散文詩の成立とその後の発展
出現であった︒いずれも今世紀に入ってからは︑いわ
ば詩の世界を支える両輪として隆盛をみることになる︒
現代詩の新しい流れは︑古典的韻律法が何よりも音楽
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漢代画像石基の世界
曽布川

画像石の代名詞として古来有名な山東省嘉祥県の武

位置する不死の聖域であり︑そこが死者の霊魂の行き

着く先と考えられたのである︒同じような昇仙図は前

漢中期の臨折金雀山漢墓烏画︑洛陽卜千秋墓壁画にも

表されており︑当時︑相当広範囲に流行したことが知

この昇仙図の流行は︑紀元後の後漢時代に入っても

られた︒

石棺であった︒この石棺は内外両面に画像が刻され︑

が︑徐州の柿県棲山漢墓から出土した前漢末期の画像

衰えなかったようである︒それをまず教えてくれたの

特に内側側板には︑左側板は西王母とその世界︑右側

氏両に︑両堂の天井に使われた一枚の画像石がある︒

が立ち昇って︑煙の上には二輌の馬車が羽人たちに守

右下に土饅頭を三つ重ねた墳墓があり︑そこから黒煙

む神となり︑昇仙の乗り物が龍から現実的な馬車へと

られながら乗っており︑上方にいる西王母︑東王父の
黒煙に墓守りが何事が起きたかと飛び出して来︑墓参

変わったが︑明らかに昇仙図である︒そして注目すべ

の有り様が描かれていた︒新たに西王母が崖嶺山に住

りに釆た貴人もあわてふためいている︒これが二世紀

板は西王母の世界への馬車による昇仙と昇仙後の生活

半ば頃の後漢人が描いた死者の霊魂の昇仙のイメージ

の楼閣と同じように屋根に良港山の象徴として﹁長生

きことに︑西王母の住む楼閣には金雀山崗画の崖嶺山

所へ今まさに到達せんとしている︒また地上ではこの

であり︑馬車に乗っているのはいうまでもなく墓の主
人公夫婦である︒

長沙馬王堆漢墓から出土した吊画にも昇仙が表されて

して表された︒前漢初期︑紀元前一六八年頃の有名な

北︑山東︑徐州︑南陽のいわゆる画像石︑画像碍の本

図が表されており︑更に後漢中期以後には︑四川︑隣

期の南陽地域でも碍室墓の墓門に画像蒔を使って昇仙

そしてこの石棺画像を手がかりにみていくと︑同時

いたのである︒

樹﹂が生えており︑吊画昇仙図の伝統は受け継がれて

おり︑墓主人の軟侯夫人が二頭立ての龍の舟に乗って︑

場で盛んに表された︒四川成都の昭覚寺画像樽墓を例

漢代にはこのような昇仙が墓の装飾の主要テーマと

するところが描かれていた︒崖嶺山とは大地の中央に

上方の鬼畜山の門めがけて今まさに昇仙して行こうと
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にとると︑墓室の左壁に十簡の画像樽を使って車馬行
列による昇仙出行の有り様︑右壁に十箇の画像石を
使って開門内の西王母の世界での拝礼︑宴楽︑収穫︑
塩場など生活の有り様を描き︑奥壁の高処には墓主人
夫婦を前にして西王母が君臨していた︒また有名な山
東折南画像石墓では︑中室周囲の上槙額に出行︑拝礼︑
廊院︑庖厨︑百戯と昇仙の光景が順を追って帯状に描
写され︑室中央の八角柱の東西面に東王父と西王母が
描かれていた︒二世紀中頃から西王母から東王父が派
生し︑ともに昇仙の先と考えられたのである︒
また山東の武氏両︑宋山小両堂など両堂にも昇仙図
が表現され︑コ字形をした三壁の最下層に昇仙出行︑
奥壁に拝礼︑左右壁の最上部に昇仙の先として西王母
と東王父が措かれた︒これらは当時の人々の昇仙願望
が如何に強かったかを物語っているのである︒

仏像

の出現

牧

典

−それは大乗経典にかかわらないか−

荒

と

俊

﹁大東仏教の成

インド仏教史上︑いまだに解決を見ていない難問中

の難問二題として︑﹁仏像の起源﹂

は︑主として仏教美術史家によって

して︑そうなったのだろうか︒

立﹂を挙げるに︑躊躇する人はいないであろう︒どう
﹁仏像の起源﹂

様式史的に研究されてきたが故に︑どのような仏教思

されなかったのではないか︒﹁大乗仏教の成立﹂

は︑

想運動の必然性からして︑仏像が出現したか︑が理解

が故に︑仏そのひとをまのあたりにする宗教体験を求

主として仏教学者によって文献学的に研究されてきた

たのではないか︒そうだとすると︑仏像という﹁絵﹂

めて大乗経典がはめうたわれたことが理解されなかっ

が現成しっつあり︑大乗経典という﹁うた﹂がうたわ

れつつある﹁現場﹂を理解することによって︑二つの
備をはじめたのであるが⁝

難問が︑一挙に解決されるかも知れない︑と考えて準
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に片づけられてきたガンダーラ仏図の多くが︑実はそ

近年の仏教美術史の研究は︑従来フーシュにした

部に説法仏が︑さらにおそらく基壇部周辺に梵天の説

つぎにあたかも仏塔内部から出現するかのように基壇

央部に﹁帝釈窟説法図﹂として仏像が出現しはじめ︑

も︑そこにおける説法のあらたなる展開︑とくに讃菩

法勧請伝説にもとづく﹁釈迦三尊像﹂が出現すること

がって﹁舎衛城の神変﹂のシーンとして十把一からげ

ことを論証しはじめているし︑他方︑仏伝文学や大乗
経典文学が︑はめうた文学の性格をもち︑はめうたう

るという宗教体験と深くかかわるのではなかろうか︒

薩しっづけて三昧のエクスタシーにおいて仏にま見え

うではなくして大乗仏教的な多仏思想を表現している

﹁聴聞効果

﹁法王﹂ 仏のいますところにおいて︑どのような仏教

最近の研究動向をふまえて︑あらためて仏塔という

することも︑理解されるようになっている︒これらの

賢aくaロapha−a﹂とよばれる1を得ることを目的と

現しはじめた段階で︑いよいよ直々に仏にま見える︑

た実例も知られている︒おそらく︑仏塔から仏像が出

われた讃仏文学が︑そのまま初期大乗経典へと発達し

あきらかに仏像を前にして同一リフレインではめうた

ことによって宗教体験1インドでは

彫刻図と仏教文学によって︑どのような宗教体験が発

う菩薩だとの印可証明をいただく

という﹁無生法

達しっつあったか︑をあとづけることを試みた︒はじ

忍﹂の宗教体験を得るためにこそ︑般若経などの大乗

によって︑いつしか

−

めにまず︑紀元前二世紀のバールラト仏塔南門の入口

経典が発達しはじめたと考えたい︒

否︑ま見えるだけでなく仏から必ずや仏となるであろ

の石柱の仏伝・本生図を分析して︑そこには仏にまみ
え説法を聴聞するよろこびが表現されていることを指
語りうたうあいだに﹁聴聞効果﹂

摘した︒そこに彫刻されているような多数の説話を物
ヒーローの菩薩になりきっているが︑仏のいますとこ
ろで︑それらの説話図をまのあたりすることによって︑
いよいよ深く菩薩であることを体験するであろう︒そ
のような背景から発達してくるとすれば︑紀元後一世
紀のマトゥラーにおいて︑最初に仏塔の塔門の横梁中
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天皇 の

図像

−錦絵から御真影へー

と︑いくつかの特徴がはっきりと浮び上る︒それは以
下のようなものである︒

①明治九年までの錦絵には︑天皇の顔は描かれない︒
見えないものが多い︒

初期のものは︑鳳筆などが描かれるだけで︑姿も

錦絵についての︑総合的なデータがまだ作られてい

イメージが定着するのが︑十一年以降で︑これは

ヒゲがあったり無かったりする︒ヒゲの軍人天皇

佐々木

ないので︑確信をもって述べる︑というわけには行か

②明治十年になって︑初めて天皇の顔が描かれるが︑

ないが︑錦絵のテーマとなった人物で︑最も多く錦絵

これから二二年の憲法発布までの絵が︑圧倒的に

明治十一年の巡幸が要因となっているように思う︒

多彩である︒天皇と皇后が並んで描かれる︑天皇

に描かれた人物は︑西郷隆盛と明治天皇だといって︑
間違いないだろう︒

ファミリーの絵が多数登場するのも︑この時期で
ある︒

研究者によれば︑西郷関係の錦絵は︑三五〇点余と
いわれるが︑征韓論政変を描いたもの等の数点を除け

③憲法発布以後︑錦絵の数そのものも少なくなり︑

絵のテーマも単調になる︒これは天皇の行幸が激

ば︑はとんどが西南戦争期の西郷を描いたもので︑絵
のテーマとしては︑パターン化されている︒

減し︑従って生身の天皇が見えにくくなって行く

こと︑そして︑二一年に御真影が作られ︑配付さ

明治天皇関係のものは︑どれくらい点数があるのか
見当がつけにくいが︑私が集めたもの

の要因があるように思う︒

れはじめ︑天皇の記号化が進んで行くことに︑そ

︵写真・コ

ピー︶だけでも︑一〇〇点をこえている︒そして西郷

く売れたからであり︑民衆に受けたからである︒一人

天皇と西郷の錦絵が多数発行されたのは︑それがよ

錦絵と異って︑肖像画風のもの︑数々の行幸・巡幸を
描いたもの︑あるいは宮中でのプライベートな生活？
明治天皇関係の錦絵を︑発行の年代順に並べてみる

を想像したもの等々︑バラエティーに豊む︒
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は反乱する者︵改革者？︶

で︑もう一人は国民統合の

シンボルであった︒民衆は︑これらの錦絵に︑何を見
たのだろうか︒錦絵には読みとるべき︑多くのものが
つめ込まれているが︑私はまだその入口で︑ウロウロ
しているに過ぎない︒
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開所記念講演 ︵一九九三年度︶

貨幣の自成と自壊
安

受け取る︑という条件が必要である︒もしこの間値が

数の欲求の集中している商品を交換の媒介と看倣して

このような循環関係が機能するためには︑人々が少
於 本館会議室

によって集中する欲求はこの閥

しかし︑ひとたび貨幣が形成されるならば事情は変

望の二重の一致の困難は自律的に解消される︒

は満たされる︒すなわち貨幣は自律的に形成され︑欲

から低くなり︑上の循環関係を機能させるための条件

よって決めるならば︑交換を試みる過程で閥値は自ず

らである︒とはいえ︑この閥値を人々が試行錯誤に

値を越えることが出来ず︑循環関係は機能し得ないか

高いと︑﹁たまたま﹂

十一月十一目

富

人々が交換しようとすると︑そこには常に﹁欲望の
二重の一致﹂という困難がつきまとう︒自分の欲する

の媒介として受け取り︑それ以外の商品はたとえ多少

化する︒貨幣が定まっている場合には貨幣のみを交換

しているような人が果たして見つかるかどうか︑とい

商品を持っていて︑しかも自分の所有する商品を需要

になる︒つまり︑貨幣の存在を前提とすれば︑欲求が

品に向っていない限り受け取らないという戦略が有利

少数集中している商品の交換の媒介としての機能は貨

欲求が集中していようが︑自分の本来の欲求がその商

またま多くの人の欲求の集中する商品があれば︑その

幣に比べて著しく低くかつ不安定であり︑低い閥値を

う困難である︒この困難は分業が深まれば深まるはど

商品は﹁欲求が集中している﹂という事実によって交

採る主体はこのような商品を貨幣と同等に受け取って

深刻になる︒人々がこの困難の支配下にあるとき︑た

もしそうであれば︑この機能の獲得によってこの商品

しまうので︑より高い閥値を採用する主体に比して不

換の媒介となる機能を萌芽的に獲得する可能性がある︒

利となる︒こうして貨幣が存在する場合により高い閥

する︒この間値の上昇は貨幣を脆弱なものとし︑貨幣

値を採用する人が増加し︑全体の閥値は自律的に上昇

によって交換の媒介の機能は向上し︑この向上によっ
て欲求は更に獲得される︒この循環関係の果てにその

は交換の媒介としての欲求を更に獲得する︒この獲得

商品は貨幣となる︒
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たま﹂普段より多くなっただけで︑多くの人々がたち

を貨幣と看倣さず受け取りを拒否する人の数が﹁たま
まち貨幣を貨幣として受け取らなくなるという事態を
引起こす︒すなわち︑貨幣は自律的に崩壊するのであ
る︒

谷

木札に書かれた中国古代

富

書写材料としての紙が発見される以前︑中国では︑

わせて簡億と総称︶とそれは呼ばれているが︑近年わ

木や竹が一般的な書写材料であった︒木簡・竹簡︵あ

いる︒ただ︑日本の木簡は︑すでに紙が書写材料とし

が国でも平城京長屋王宮から︑大量の木簡が出土して

て使われだされてからのものであり︑それ故︑用途は
限定されている︒

︵その数五万点

中国の場合︑漢時代のものが中心であり︑特に辺境

は︑漢代︑各官署・軍事施設で作成された

地帯の漢代蜂燵遺址から出土したもの
にのぼる︶

︵検︶

などであり︑そ

帳簿︑役所間でやりとりされた文書︑その文書が送ら

れるときのあて先を書いたもの

れらを分析することで漢代の文書行政の実態が浮かび

︵帳簿など︶︑さらには

簡贋の研究は︑その簡が移動してきたものか︑役所

あがってくる︒
で保存され送付されないもの

下書きの類なのか︑簡文の記載に時間の差︑書き手の

差︵同筆別筆︶が認められるか等を詳細に観察し︑簡
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面に表れた微細な証拠を探し出さねばならない︒
かかる研究を遂行していくためには︑どうしても実
物を手にとって実見することが必要で写真だけでの研

ハッセの図式で表現される︒ハッセの図式は零次元か

論理学は代数的にはブール束であり︑幾何学的には

論理学と私

で簡傾が発見されて以来︑いちはやくその研究に取り

ら始まって二次元︑三次元︑四次元⁝⁝無限大次元に

男

組み︑簡層研究において中国に勝るとも劣らない成果

まで次元を高めることができる︒とはいえ論理学の次

正

をあげてきた︒しかし︑今日中国から新しい簡腰が陸

元はデカルト空間の次元とは異る︒論理学の次元で構

下

続として発見され︑実物を手にして研究をすすめてい

成される空間は論理空間であって︑デカルト空間︑さ

山

る中国の研究者と伍していくためには︑どうすればよ

わが京都大学人文科学研究所は︑今世紀初め︑中国

究には︑限界がある︒

いのであろう︒

理空間とは似ても似つかないものである︒

らにはデカルト空間を現実的事態に適用した時空的物

デカルト座標空間の上で描かれる関数や方程式に対

に対する﹁記号体系の記号体系﹂

の関係︑

する︑ハッセの論理空間上で描かれる論理式の関係は︑
に対する

の関係である︒数

﹁記号体系﹂

﹁高次言語﹂

﹁対象言語﹂

ば︑論理学は﹁道具の道具﹂だといえる︒一言にして

学が自然現象や経済現象を記述する﹁道具﹂だとすれ

のひらであり︑あらゆる数理科学すなわち自然科学︑

いえば︑論理学は孫悟空のあばれまわるお釈迦様の手

み︑自由にあばれまわれるのである︒

近代経済学等々は︑論理空間という手のひらの上での
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論理空間がお釈迦様の手のひらだといったが︑それ
なら論理学の最高原理である無矛盾律を侵犯する非合
理主義︑神秘主義の体系は論理空間からはみだすので
はなかろうか︒答えは否である︒矛盾を含む体系は実
は零次元の論理空間の中におさまるのである︒
矛盾律を犯すわけではないが︑対立した二つの概念
の一致をやたらに主張する立場がある︒いわゆる弁証
いかなくてもA即Bという主張を好んでおこなう︒か

法がそれである︒弁証法論者たちはA即非Aとまでは

である︒しかしそれはロ次元の論理空間をn−−次

れらは反対物の合一︑一体︑一如といった表現が好き

はデカルトの

のスローガンからもわかる

の問題であるが︑﹁私﹂

元へと落とすことであり︑貧弱化︑不毛化のそしりを
免がれない︒
つぎに ﹁私﹂
﹁我思う︑ゆえに我あり﹂

ように︑哲学上の重要なテーマである︒しかし哲学に
限らず人間が生きていくうえで﹁私﹂は大切な用語で
ある︒とはいえ﹁私﹂は一人称単数の代名詞であり︑
﹁私﹂ という用語はでてこない︒﹁私﹂を含む記号

文法で扱われるにはふさわしいが︑関数にも方程式に
も

体系は自然言語であるが︑この自然言語はもちろん論
こうした自然言語を使用する哲学なのである︒

理学の支配に服する︒そしていわゆる常識的哲学は︑
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退官記念講演
本

館

会

議

一九九三年三月十八日

於

室

井

郁彪佳と寓園について
荒
健

郁彪佳︵一六〇二−四五︶という明末の文人は硬骨

ち演劇趣味は別として︑あとの蔵書癖すなわち愛書趣
︵一五六三−一六二八︶

のそれを受けついだ︒承燥は

味と園林癖すなわち庭園趣味とはいずれも父の郁承燥

明代有数の蔵書家として名高い人物だが︑実は今一つ

庭園趣味の持ち主でもあった︒むすこの趣味は父に影

彪佳が自宅近傍の小山・寓山を利用して︑崇禎八年

響されたにちがいない︒

から造作を始めた寓園の歴史は︑その死

の年弘光元年︵一六四五︶を以て幕が閉じられる︒

︵一六三五︶

寓園は︑日本でいう回遊式庭園にはぼ当る︒目玉と

連勝亭︑︵十八︶虎角庵︑︵十九︶柚海︑

欄村山房︑︵州一︶

約室︑︵州二︶

鉄芝峯︑︵州

三︶寓山草堂︑︵州四︶通霞台︑︵州五︶静者軒︑︵州

︵冊︶

志帰斎︑︵廿七︶天諷︑︵廿八︶笛亭︑︵廿九︶酎漱廊︑

三︶廻波峡︑︵廿四︶妙賞亭︑︵廿五︶小轡雉︑︵廿六︶

︵廿︶瓶隠︑︵廿一︶孤峯玉女台︑︵廿二︶芙蓉渡︑︵廿

林︑︵十七︶

有能の官僚︑そして明代の芝居品評記の作者として一 しての見所は四十九︑それを四十九景として︑彪佳は
般に知られている︒しかし︑かれにはまた別の一面が ﹃寓山志﹄ 三冊に記録︑自作他作の詩文をあつめて一
あった︒彪佳は大変な庭の数寄者であって︑残された 本に編した︒四十九景とは︑︵一︶水明廊︑︵二︶読易
日記および自作の庭についての記述は︑必ずしも豊富 居︑︵三︶呼虹幌︑︵四︶譲鴎池︑︵五︶踏香堤︑︵六︶
とはいえぬ旧中国の造園史料として︑まことに貴重な 浮影台︑︵七︶聴止橋︑︵八︶氾月泉︑︵九︶渓山草閣︑
︵十︶茶鳩︑︵十一︶冷雲石︑︵十二︶友石樹︑︵十三︶
文献といわずばなるまい︒
郁彪佳︑字は虎子︑または幼文︑号は世培︒斬江の 太古亭︑︵十四︶小斜川︑︵十五︶松径︑︵十六︶桜桃
紹興府山陰県︵現紹興市西北部︶の人︒山陰県の梅里

− 蔵書癖︑梨園癖︑園林癖である︒梨園癖すなわ

の郡家で生まれた︒そのあたりは水路の縦横に通ずる
平野に青々と樹木の茂った小山の点在する︑風光明媚
な水郷であるらしい︒
彪佳には三つの﹁癖﹂すなわち狂熱的な晴好があっ
た
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六︶遠閣︑︵州七︶柳隋︑︵州八︶函囲︑︵肘九︶抱嚢

四負堂︑︵珊九︶八

三︶試鷺館︑︵珊四︶帰雲帰︑︵珊五︶即花舎︑︵珊六︶

小憩︑︵珊︶豊庄︑︵珊一︶梅披︑︵珊二︶海翁梁︑︵珊

宛転環︑︵卿七︶遠山堂︑︵珊八︶

求楼であった︒このはかにも園主の作った見所はいく
っもあり︑何よりもこの庭の特色は︑恐らく永遠に完
成されぬところにあったと思われる︒園主の生あるか
ぎり︑庭に手を入れ︑また手を入れ︑それがいつまで
もやむことはなかったと思われるから︒ただ︑庭の最
終形態がどのようになったかはよく分らないが︒
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日〜一九九四年三月三一日︶

︵四月一日付︶︑併任教授

護教授︵東方部︶

賛助教授︵西洋部︶

︵四

は︑教授に

淡助教授︵東方部︶

ほ︑一月八日

伊丹発︑客家土楼︑姑娘塔︑開元寺等に

︒田中

於いて中国の古建築調査及び研究資料蒐

は︑三月一九日

集を行い︑一月一七日帰国︒

︒小野和子教授︵東方部︶

一九九三年漸東学術国際研究討論会出席

伊丹発︑寧波大学︑上海図書館に於いて

三日三一日帰国︒

は︑文部省在

及び東林党に関する研究資料蒐集を行い︑

︒佐々木博光助手︵西洋部︶

研究を行い︑一九九四年一月二四日帰国︒

ツにおける種族意識の形成過程に関する

マックス＝ブランク研究所に於いてドイ

外研究員旅費により︑三月二五日成田発︑
に採用︒

に昇任︒

に採用︵以

毅氏を助手︵東方部︶

は︑国際協力

調査及び調査報告を行い︑四月二九日帰

ゴール︑コロンボ水産省に於いて漁村の

事業団負担により︑四月八日伊丹発︑

︒田中雅一助教授︵西洋部︶

︒矢木

上四月一日付︶︒

︒水野直樹助教授︵日本部︶

国︒

は︑五月三〇

に関する

は︑文部省国際

研究集会派遣研究員旅費及び人文科学研

︒前川和也教授︵西洋部︶

講義を行い︑七月四日帰国︒

研究所に於いて﹁日本の礼法﹂

日伊丹発︑チュービンゲン大学日本文化

︒横山俊夫助教授︵日本部︶

いて朝鮮近代史︑東アジア関係史に関す

蒐集を行い八月一一日帰国︒

国文学理論史に関する研修及び研究資料

八月二八日伊丹発︑北京大学に於いて中

︒粛藤希史助手︵日本部︶は︑一九九二年

日帰国︒

る研究及び研究資料蒐集を行い︑九月七

学︑ハーバード・イェンチン研究所に於

年八月一〇日伊丹発︑スタンフォード大

は︑一九九二

︒上野成利氏を助手︵西洋部︶

所助教授︵西洋部︶

︒藤井正人大阪大学文学部助手は︑当研究

昇任︒

︒宇佐美

月一日〜一九九四年三月三一日︶

に配置換

︒礪波

は︑文学部教授

︵東方部︶︒︵比較文化研究部門︑四月一

嚢 報 ︵一九九三年一月より一九九三年一二月まで︶

おく‖ツもの

︒横山俊夫助教授は︑情報処理学会平成5
年度研究賞を受賞︵十月六日︶

︵十月一四日︶

は︑停年退官

︒山室信一助教授は︑吉野作造賞を受賞

健教授 ︵東方部︶

人の■つごき

︒荒井

︵三月三一日付︶︑京都大学名誉教授の称
孝教授︵西洋部︶を当研究所所長

号を授与︵四月一日付︶

︒阪上

︵四月一日〜一九九五年三月三一日︶

及び附属東洋学文献センター長に併任
︒山田慶鬼国際日本文化研究センター教授
は︑併任教授︵西洋部︶︒︵比較文化研究

部門︑四月一日〜一九九四年三月三一
日︶

︒岸本美緒東京大学助教授は︑併任助教授
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ライデン大学に於いてシュメール農業研

究協会負担により︑六月三〇日伊丹発︑
て一九九三・中国古代小説研討会にて論

丹発︑中国社会科学院文学研究所に於い

学︑タキシラ遺跡等に於いて仏教寺院及

成田発︑スワート寺院︑ペシャーワル大

は︑委任経理

物調査を行い︑一一月二一日帰国︒

に初期イスラム時代に関する写本及び遺

びタキシラ遺跡に関する遺跡調査ならび

は︑九月四

文発表を行い︑九月一二日帰国︒
寛助教授︵東方部︶

博物館︑兵馬桶坑博物館等に於いて龍門

日伊丹発︑龍門石窟研究所︑陳西省歴史

︒曽布川

究グループ集会出席・報告︑大英博物館
に於いてシュメール学に関する研究調査
及び研究資料蒐集を行い︑七月二四日帰
国︒

大学︑タミル大学︑デリー大学に於いて

金により︑一一月六日伊丹発︑マドラス

︒田中雅一助教授︵西洋部︶

寺院儀礼と家庭祭祀の供物の人類学的研

︒桑山正進教授︵東方部︶ は︑七月四日伊

び中国美術に関する研究資料蒐集を行い︑

石窟一五〇〇周年国際学術討論会出席及
九月二四日帰国︒

︒横山俊夫助教授︵日本部︶

は︑二月一

究を行い︑二一月一六日帰国︒

丹発︑ヘルシンキ大学ボルタニア校舎に

は︑文部省科学

於いて南アジア考古学者ヨーロッパ協会

裕助手︵東方部︶

四日伊丹発︑ウィーン大学︑国立工芸美

研究費補助金により︑九月九日成田発︑

︒横手

上海白雲観︑杭州抱朴通院︑金華山等に

アルバート博物館に於いてガンダーラ彫

第一二回国際集会出席︑ヴィクトリア・
刻に関する研究資料蒐集を行い︑七月一

いて一八七三年ウィーン万博に関する資

は︑一一月二二

議場︑南海学術会議場に於いて﹁戊成後

日伊丹発︑広東大慶ホテル︑新会学術会

︒狭間直樹教授︵東方部︶

月二三日帰国︒

料調査及び学術情報交換等を行い︑一一

術館︑ブリギッテナウ国民大学校等に於
は︑九月二九日

於いて道教に関する調査及び研究資料蒐
は︑七月一八日

四日帰国︒
泰教授︵西洋部︶

伊丹発︑インド国際センターに於いて

︒荒牧典俊教授︵東方部︶

集を行い︑一一月二日帰国︒

︒谷
センター︑パリ高等研究院︑ミラノ大学

伊丹発︑仏社会科学高等研究院歴史研究

﹁環境問題及び仏教の貢献﹂

は︑一〇月二二

シンポジウ

に於いて人・家畜間関係についての文献

ムに出席し︑一〇月八日帰国︒

に参加し︑一一月二七日帰国︒

康有為梁啓超与維新派﹂国際学術研討会

︒桑山正進教授︵東方部︶

資料蒐集及び調査を行い︑八月一九日帰
国︒

日成田発︑タフテバヒ遺跡︑スワート寺

は︑委任経理

院︑シンガポール国立大学等に於いてガ

淡助教授︵東方部︶

金により︑八月二二日伊丹発︑香港大学

︒田中

康有為梁啓超与維新派﹂国際学術研討会

議場︑南海学術会議場に於いて﹁戊成後

日伊丹発︑広東大屋ホテル︑新全学術会

は︑二月二一

に於いて第三四回アジア北アフリカ国際

ンダーラ遺物及びガンダーラ仏教に関す

︒賓藤希史助手︵日本部︶
る調査及び研究資料蒐集を行い︑一一月
は︑一一月五日

会議出席及び食物史に関する研究資料蒐

穣助手︵東方部︶

一九日帰国︒
︒稲葉

集を行い︑八月二八日帰国︒
︒小南一郎教授︵東方部︶ は︑九月二日伊
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参加︑香港中文大学に於いて中国近代文
学に関する研究資料蒐集を行い︑二一月
一日帰国︒
︒高田時雄助教授︵東方部︶は︑一一月二
四日伊丹発︑北京大学︑新彊ウイグル自
治区文化庁に於いて新彊出土写本に関す
る研究資料蒐集を行い︑一二月二四日帰
国︒

外国人研究白具

︒leanAntOiロeBe emin＝NO巴

パリ第八大学教授
精神分析批評の諸問題︵文学テクスト
大浦助教授

二月一日〜七月三一日

受入教官

と無意識︶ の研究︵比較社会客員部門︶

期間

チュービンゲン大学教授︑日本文化研

OK訂us Kracht

究所所長

八月一七日〜

受入教官

横山助教授

︵日本学客員部門︶

一九世紀日本の礼法の社会史的研究

期間

一九九四年四月一六日
︒MarianneBastid＝Brugui㌢e

フランス国立科学センター研究主任︑
パリ高等師範学校副学長

九月一日〜

受入教官

狭間教授

︵比較社会客員部門︶

近代中国文化の諸相の研究

期間

一九九四年二月二八日

受入教官

一九九四年三月三一日

狭間教授

華東政法学院大学講師

招碑外国人学者

映芳

四月一日〜

中国近代文化交流史の研究

︒陳

期間

受入教官

変谷助教授

グリネルカレッジ

吉川教授

一九九四年三月三一日

北京大学歴史系教授

四月一日〜

余慶

期間
︒田

受入教官

A．Sawada

四月一六日〜七月一四日

六朝貴族制社会
期間

︒Janine

一九世紀日本における宗教生活に関す

助教授

横山助教授

受入教官

FOge−カリフォルニア大学教

七月一日〜九月三〇日

桑山教授

ナポリ東洋大学助教授

一九九四年六月一四日

六月一五日〜

受入教官

る研究−今北洪川を中心に︼
期間

期間

唐・末代仏教典籍史研究

︒Si−くiOくita

授

受入教官

狭間教授

ユタ大学助教授

七月九日〜一〇月八日

︽時報︾の研究

︒lOanJudge

期間

清末のマスメディアについての研究

ロンドン大学教︒
授lOShua

礪波教授

二世紀〜一〇世紀中国における宗教・

︒↓imOthyBarrett

受入教官
福建省中医学院講師

四月一日〜八月七日

国家と社会
期間

善煩

中国疫病流行とその社会的文化的連関

︒厳
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期間

受入教官
七月九日〜一〇月八日

研究所研究員

︒GOte−ind M已−er

受入教官

狭間教授

Dean

Maria

奔谷助教授

富永助教授

ア大学博士課程学生

受入教官

荒牧教授

Kure

一九九四年三月三一日

E−isabeth

四月一日〜

中国思想史における南嶽衡山の研究
期間

︒MOロika

ゲン大学博士課程学生

横山助教授

一九九四年三月三一日

受入数官

近代日本における書簡文例の研究

四月一日〜

Gat
ナt
ポiリ大学研究プロ

変谷助教授

チュービン

ハーバード大学博

一九九四年四月三〇日

受入教官

五月一日〜

士課程学生

十月一日〜

受入教官

政治的社会化に関する研究
期間

一九九四年三月三一日

山室助教授

Abigai−Schweber

期間

ウィ道
ー教
ン文
大学

ジュクト員

︒FrancO

期間

ペンシルバニア大

田中淡助教授

受入教官

小野教授

一九九四年三月三一日

福建師範大学講師

四月一日〜

紅

受入教官

RObsOn

一九九四年三月三一日
GeOrge

四月一日〜

明清婦女問題
期間

︒lames

カリフォルニ

Fr缶hst賢k

四月一日〜九月三〇日

受入数宮

Skar

一九九四年八月三一日

九月一四日〜

受入教官

初期道教の錬丹実修

期間

日本人の身体理解と身体管理

学博士課程学生

︒Sabine

期間

中国科学と宗教の関係

学博士課程学生

︒LOWeu

外国人研究生

ミュンヘン大学東方期間

狭間教授

中国︑日本におけるアナーキズム
九月一七日〜
一九九四年三月一一日
耀庭 上海社会科学院宗教研究所副

期間
︒陳

奔谷助教授

神道儀礼と中国道教儀礼の比較研究

研究員
受入教官

吉川教授

︒林

イタリア東洋学研

一九九四年六月三〇日

期間一〇月四日〜

外国︻人研修白具

︒FabriNiOPregadiO
究所研究員
受入教官

﹁周易参同契﹂ の文献的教義的伝統
二月一日〜
一九九四年六月三〇日

志添 香港中文大学助手

期間

︒黎
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束洋学文献センター講習A苫

一九九三年度漢籍担当職員講習会︵漢籍
電算処理︶

第一日︵十月四日︶

大型計算機センター教授

星野

人文科学とデータベース ︵講演︶

︵講義︶

聴

都築澄子

東洋学文献類目の編纂とフォーマット

河野

淳

典

TEXによる東洋学文献類日の出力
︵講義︶

大型計算機センター技官

宮沢

彰

︵講義︶

勝村哲也

大西

大型計算機センター助教授

AIと情報検索︵講義︶

電字フォント作成法︵講義︶

第二日︵十月五日︶

漢字コードの問題点と
学術情報センター教授

ISOlO646UCS
計算機処理入門
大型計算機センター技官

−情報化のトレンドー︵講義︶

︵講義︶

安岡孝一

稔

隈元栄子

川原

︵講義︶

石橋勇人

︵実習︶

大型計算機センター助手

データベースについて

データベース検索︵一︶
第三目 ︵十月六日︶

知識情報処理︵講義︶

大型計算機センター助手
マルチメディアと言語処理

久保正敏
︵実習︶

国立民族学博物館助教授
データベース検索︵二︶
第四日︵十月七日︶

大型計算機センター助手

UNIXと情報検索︵講義︶

金澤正憲
︵実習︶

大型計算機センター助教授

情報ネットワーク︵講義︶

データベース検索︵三︶
第五日︵十月八日︶

小澤義明

漢字コードの話−漢字と外字の処理−
︵講義︶

大型計算機センター技官

樫井恒正

大学間ネットワークの状況について
大型計算機センター技官

︵講義︶

一九九三年度漢籍担当職員講習会︵初

級︶

︵十一月八日︶

漢籍の話︵講演︶

第一日

教授

清水

茂

尾崎 康

慶應義塾大学附属研究所斯道文庫

京大名誉教授

四部分類等︵講義︶

田中久子

木島史雄

第二日︵十一月九日︶

経部書︵講義︶

森

時彦

井波陵一

浅原達郎

目録法︵講義︶

史部書︵講義︶

第三日︵十一月十日︶

実習︵一︶

子・集部︵講義︶

第四日︵十一月十一日︶

滋賀大学教育学部助教授

実習︵二︶

新学部︵講義︶

第五日︵十一月十二日︶

実習︵三︶
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安徴師範大学歴史系副研究員

お客さま
一月二六日

中国社会科学院近代史研究所

中国・東アジア科長

エトゲェシ・ロラーンド大学教授

九日

三月二二日
四月
副研究員

研究員

リール科学技術大学教授

南開大学歴史研究所長
広東社会科学院歴史研究所研究員

唐

力行

EndreGa

a

家碕
学照

壇

村雲

Wi−−iam S．Atwe

九月二四日

中国遼寧社会科学院研究員

ブカレスト大学教授

彰

定安

Karim

AndreiGabrie−P−esu

九月二七日

学文

李 樹果

Safiah

厳

民

上海交通大学講師

南関大学外文系教授

Nik

陳

三日

マラヤ大学教養学部長

漸江省社会科学院歴史研究所長

iamSmithCO−−ege教授

陳
茅
厳

許

六日

九月二八日
一〇月
一二月

一一月一六日

ChristianSches

五月一七日

五月一一日
五月二五日
研究員

中国社会科学院経済研究所

HObartandWi

柄長志
文荊琴
以家
壮平板

六月一日
副研究員
六月一五日

中国社全科学院歴史研究所

助理研究員

六月二二日

南京大学歴史研究所教授

副研究員

中国社全科学院経済研究所

南京大学留学生部江南経済史研究室主任

副研究員
六月二五日

六月二九日

南李劉
苗席朱

共同研究の話題

知のラビリンスーその彷捏
室

信一

論の場を設定し︑既存の視座構造や理論枠組をいった

の基本方針である︒いわばフローム・スクラッチ

︵ゼ

んは白紙に戻して考え直してみようというのが班運営

しかし︑もちろんいかに問題索出型の無手勝流とは

ロからの出発︶が班の理念であるともいえるであろう︒

構造とは︑連関とは︑さらに近代東アジアとは︑構造

山
共同研究の発足に当ってすでに報告書の目次まで決
まっていた︑そんな事例もかってあったという︒その
全く対極的な地歩から出発したのが﹁近代東アジア世
界の構造連関﹂研究班である︒つまり︑この共同研究
班の基本的スタンスは︑何がわかっているか︑ではな
く︑何がわからないか︑を議論する点にこそある︒
たとえば︑﹁日本はアジアにある﹂ という命題は︑
それを自明のことと思えばそれですませることができ
る︒しかし︑それではアジアとはいかなる概念として
ヨーロッパで︑なぜ現われたのか︑そして日本はその
概念をいかにして受け入れ︑その概念のもとでいかな
る対外観を育み︑どういう対外的な交渉を行なってき
たのか︑いや︑そもそもそこでいう日本といっている

連関とは︑をめぐって行きつ戻りつを繰り返し︑いま

いわけでないどころか︑それがあまりにも明確である

いえ︑解決すべき課題がないわけではない︒いや︑な

ものの範囲に琉球︵沖縄︶は入っているのか︑入ると

叫び続けることでしか一歩も進めないのである︒

といわれる地域を︑その存在する場に置き直

との額が掲げられたこの迷宮では︑﹁わからない﹂

と

だ一条の光さえ見えない︒しかし︑﹁無知は力なり﹂

そして︑出立から二年︑近代とは︑東アジアとは︑

テーマを掲げ︑手探りで鹿島立ちしたのである︒

んできた諸関係の総体として捉え直す試みとして該

し︑それが他の様々な地域とそこに住む人々と取り結

﹁日本﹂

なる昨日の歌に唱和することにしかならない︒そこで︑

だが︑それを一国史の枠内で捉えるかぎりでは永遠

近代日本の位相を明らかにすること︑これである︒

べきであろう︒その課題とはなにか−世界史における

えてこうしたアプローチを意識的に選び取ったと言う

からこそ︑そしてあまりにも切実であるからこそ︑あ

すればいつからか⁝等々のことを問題にしていけば︑
それらの何ひとつ自明ではないことを否応なく認識せ
ざるをえなくなるであろう︒こうした問題索出型の議
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共同研究の話題

中国音韻史の研究
高

田

時

雄

う研究の第一段階ですでに困難に直面している︒さす

料を所蔵するところは非常に少なく︑資料の入手とい

がに中国各地の図書館には︑豊富な資料が存在するよ

で有名な趨蔭某氏や︑その趨

うだが︑あいにくそれを手に入れる便宜が容易には得
られない︒﹃等韻源流﹄

氏について学んだわが国の永島栄一郎氏のような︑こ

の方面の先輩研究者は︑資料の入手にずいぶん留意さ

れたらしく︑その努力の結果が比較的まとまったコレ

クションとして残っている︒台北の台湾師範大学には︑

中国では近年︑等韻書を中心とする明清時代の音韻
資料の研究が清澄になってきた︒中山大学の李新魁氏

非常に数多くの明清時期韻学書が所蔵されているが︑

︵一九八

の ﹃漢語等韻学﹄

﹃漢語音韻学﹄

六︶がすでに多数の資料を紹介しているが︑最近出た

これは趨蔭某氏の旧蔵吾がその中核になっているのだ

︵一九八三︶

北京大学の秋振生民の﹃明清等韻学通論﹄︵一九九二︶

聞いているが︑その詳細はよくわからない︒永島氏旧

永島氏の蒐集の精華部分が慶応大学にあると以前から

本格的にはじめなければならないだろう︒

年はこういった専門コレクションを中心に資料蒐集を

やはり班員の太田斎氏から聞いた︒いずれにせよ︑今

蔵書の一部はまた現在東京都立大学にも入っていると︑

と︑同所の図書館長に聞いたことがある︒わが国では

某氏の旧蔵書はまた北京の語言研究所にも幾つかある

このコレクションから何点かの写真を得られた︒趨蔭

多く所蔵するのは︑ここである︒班員の岩田憲章氏は

という︒知る限り︑単一図書館でこの種の資料を最も

展開にとってたいへん望ましいことである︒昨年︵平

には二百種に近い等韻書の概要を載せている︒さらに
首都師範大学の鳩蒸氏は︑中国各地の図書館を博捜し
て一層豊富な明清韻学書の提要を準備中であると聞く︒
専門雑誌にもこの種の資料に関する論文がしばしば見
られるようになった︒これまで不当に閑却されてきた
分野であるだけに︑この傾向は中国語史研究の全面的
成五年度︶から新発足した﹁中国音韻史﹂研究班でも

明清時期を中心にすることにしたことは︑はっきりと
意識したわけではないが︑自ずから時代の流れに沿っ
た選択であったかも知れない︒
しかし一般にわが国の研究機関で明清時期の韻学資

32

共同研究の話題

コミュニケーションの自然誌

社会関係は︑コミュニケーションを介して成立・維
持されている︒コミュニケーション手段の発展によっ
て︑社会のあり方も変わる︒その点に注目するかぎり︑
﹁コミュニケーションの社会誌﹂というのがふさわし
い︒また文化コード上の差異に注目するなら︑﹁コ
ミュニケーションの民族誌﹂というのがふさわしい︒
にもかかわらず︑﹁コミュニケーションの自然誌﹂と︑
一見して不自然なテーマにしたのには理由があった︒
あえてそう言うことで︑言語以前の身体的行為表象能
力を維持しっつ︑言語を使用するようになった人間の
基本的な表象能力︑そしてそれによって構成される相
互行為的世界がいかにオーガナイズされているかを一
般的に記述する︑基本的な概念枠組みを︑自然誌的な
データーを子細に分析することを通じて︑抽出したい
という期待があったからである︒
身体的表現は︑どこまでも自己についての言及から
離れえないのに対して︑言語は︑﹁いまここ﹂ の現実

から離れ︑しかも自己についての言及とは独立して︑

いまそれを︑言及を介した可能世界措定の能力という

想定しうる世界について語ることができると云われる︒

た世界についての言及を介して︑他者と対面している︒

ことにして︑会話においてわれわれは︑この措定され

もちろん︑その措定される世界は︑それを構成する要

素や推論ルールをガイドする前提からなる︒そして相

互にコミュニケートしあうわれわれは︑それぞれが措

定する世界の要素や前提にかんして︑ある範囲の共蛎

性という︑ひとまずの作業前提をもって対している︒

ただ︑言語的な表象装置でさえ︑要素や要素を関係づ

るというより︑世界を示唆するという表現が適切だろ

けるスコープの指示には暖昧性があり︑世界を構成す

の言及世界について十全な確定情報をつねに持ってい

う︒おまけに︑世界措定にさいして︑われわれは︑そ

るわけではない︒しかも相手が具体的にどのような情

報をもち︑どのような文脈前提をもって︑その世界に

ここに︑他者の読みへの操作の余地もあれば︑敵酷も

関与しようとしているかを︑見透すことばできない︒

を措定出来ない状況で︑コミュニケーションは成立し

生ずる︒ただ︑まったく手がかりがなく︑共甑性前提

ない︒言及世界を示唆するための指示的な手がかり︑

また言及世界に対する主体の関与態度とでもいえる自
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共同研究の話題

己言及的な言及の装置系として︑身体行為をもふくめ
て︑いかなる注意点があるのか︒このような点は︑具
体的なコミュニケーションのあり方を記述しようとす
る研究者としての観察者にとってだけでなく︑現実の
相互行為状況での参与者にとっても︑のっぴきならぬ

注意点となる︒
具体的な相互行為状況でのデーターを分析し︑意味
以前︑形式的側面で︑これらの注意点を洗い出す作業
を︑三年間︑それぞれの収集したデータ一に基づいて
試みたが︑記述上の概念装置の大枠の共有ができた段
階にとどまっている︒そのため︑班長の定年までの三
とするこ

とで︑一層の詰めに向かうことにして︑今回は︑これ

年間を︑﹁コミュニケーションの自然誌2﹂

までに集めたデータ一に︑注釈と分析を付した資料集
を出版することにした︒そこには︑相互行為において
相互に支持しあっている言及世界に︑われわれがいか
にミクロな注目のもとに︑関与しあっているかが示さ
れるはずである︒
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互

野

アメリカの東アジア図書館
水

直

樹

一九九二年夏から一年間︑ハーバード大学イェンチン研
究所の客員研究員として米国に滞在した︒朝鮮関係資料の
調査・収集を主要な目的としての滞在であったので︑この
機会に米国各地の図書館・大学︑特に東アジア研究の盛ん
結果として︑かなり駆け足ではあったが︑十あまりの大

な大学図書館を見ておきたいと考えた︒

チン図書館をはじめメリーランド大学︵プランゲ文庫︶︑

学を訪問することができた︒東部ではハーバード・イェン
コロンビア大学︑プリンストン大学︑コーネル大学︑シカ
ゴ大学︑ペンシルバニア大学︑西部ではカリフォルニア大
ワシントン大学︑ハワイ大学などである︒

学バークレー校︑スタンフォード大学︵フーバー研究所︶︑

これらの大学のはとんどは東アジア図書館をもっている︒
独立した図書館の建物がないところでも︑大学図書館内に
東アジアのセクションがあって︑中国語・日本語・朝鮮語

コーネル大■芋で

などの図書・雑誌を集中的に収集・所蔵している︒そこに
行けばその大学の東アジア研究の条件・状況を推測するこ
はできないとしても︑大学内のあちこちの図書館・図書室

とができる︒図書館システムが異なるので一概に言うこと
を回らなければ必要な文献が揃わない日本の大学の場合と

屋根のある瓶

横

手

国道教の現状を調査する調査団の一員として︑長江以南の

の九月から十一月までのニケ月余り︑中

地域を旅してきた︒上海で小型バスを運転手ごとチャー

昨年︵九三年︶

中的に収集しているところが少ないのに比べて︑米国の各

比べると︑利用しやすい︒とりわけ日本で朝鮮語文献を集

ことば︑目を引くものがある︒

大学の東アジア図書館は朝鮮語文献も相当数所蔵している

出発後一週間ぐらい経ち︑漸江省内の調査も終わりに近

ターし︑ほぼ全行程をこれに乗って移動した︒

あちこちの大学を訪れて興味深いのは︑それぞれの大学

のように水田や畑が雄大に広がっていた︒ふと前方に人が

の申分囲気が違うことである︒大都市ニューヨークのど真ん
にあるコーネル大学というように︑それは立地や建物の違

見えた︒三十歳前後かと思われる婦人と︑その槙に三︑四

つものように何気なく車窓から風景を眺めていた︒いつも

いによるところが大きいが︑やはり図書館の中身にも左右

づいた頃であったと思う︒バスのいつもの座席に座り︑い

されるようである︒古くから朝鮮語文献を集めているハー

のような形で屋根が張ってある︑大きな瓶があった︒する

歳ぐらいの幼児がいた︒親子であろう︒その槙に︑テント

中にあるコロンビア大学︑同じニューヨーク州でも片田舎

バード・イェンチン図書館が伝統を感じさせるものである

と︑その婦人はいきなりズボンを降ろし︑瓶の上に腰掛け

した︒その婦人は別に恥じらう様子もなく︑瓶の上からこ

のに対して︑最近意欲的に朝鮮語文献を収集しているワシ

ちらの方を眺めてニコニコしながら我らがバスを見送って

る程度慣れてきているつもりでいたが︑これにはギョッと

それぞれ短期間の滞在だったにもかかわらず︑各所で効

いた︒僅か四〜五秒のことだったので︑細部まで目が届か

た︒私は中国は初めてでないし︑中国人の行動様式にもあ

率よく調べものができたのは︑図書館の使いよさによるも

なかったのは残念であったが︑その場の婦人の行為が何を

ントン大学の図書館は清新な感じが漂っている︒それはシ

のだが︑それだけでなく各図書館の職員と案内してもらっ

アトルという町の帝分囲気でもあろう︒

た米国人︑韓国人留学生のおかげでもある︒
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意味し︑瓶は何の役割を果たすのかは一応理解が及んだ︒
実は一昨年も同様の形で︑遼寧から湖北・江蘇にわたっ
て中国の北の方を旅してきた︒その時見た痢所の類はどれ
も︑入口に男・女の字が乱暴に書かれ二つに区分けされた

スリランカ再訪で思ったこと

雅一

一九八二年六月から翌年一一月まで一七カ月間︑スリラ

中

ンカの小さな漁村に住んでいた︒当時わたしは大学院の学

田

であった︒しかし漸江南部の農村ではそれははとんど見ら

例の建物であった︒どんなに貧しげな田舎であろうとそう
れず︑このような瓶が取って代わったのであった︒何も周

していたのである︒

生で︑博士論文の資料を収集するためにスリランカに滞在

最初の調査を終えた後は︑すぐにでも戻って来たいと

囲をさえぎるものが付いていないのだから︑木の陰とか建

思っていたのだが︑政情の悪化にともなって︑再調査はど

物の裏といった所にに置けばいいのになどと思ったが︑何
町のど真ん中の交差点の角に置いてあるものもあった︒こ

短期ではあったがスリランカ再訪の機会を得たのは︑よ

故かそれは決って道路に面した所に置いてあるのであった︒

うやく一九九一年の夏になってからだった︒八年ぶりとい

んどん困難になっていった︒

つか目にした︒極度に無駄を省いた形であるが︑とにかく

うことになる︒それから二年後の一九九三年春にも訪ねる

れ専用と思われる大瓶を山積みにして売っている店もいく

を重視すれば︑このように瓶一つを共用する方がむしろ都

有用な資源は一滴たりとも漏らさず利用しようと後の目的

しはこの人たちのことをなんとよく知っているのだろう︑

再訪および再々訪を通じて︑強く心に感じたのは︑わた

ことができた︒

という驚きだった︒考えてみればそれは不思議ではない︒

た実用主義が︑賞しいながらまがりなりにも十数億の人々

合がいいのかもしれない︒そのような工夫というか徹底し

と考えた︒しばらくして福建省に入った頃には︑もうこれ

を食わせていけることの一因となっているのだろう︑など

毎日村人の家を訪ね︑家族構成から血縁関係︑職業︑収入︑

財産などありとあらゆることをしつこく聞いて回ったのだ︒

は見られなくなっていたように思う︒

トの愚痴を聞かされるはめになることも︑また酒を飲みな

調査は︑時には井戸端会議ふうにもなり︑インフォーマン
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キリスト教徒の初潮儀礼

がらのワイ談に発展することもあった︒わたしがしたよう

な質問を︑村人たちもわたしに遠慮なく聞き返した︒

︵五〇メートル

振り返ってみると︑三一歳の時に高槻市に移り住むまで︑

わたしは生活拠点を一〇回以上変えている

う身分のせいもあったが︑近隣とのつきあいというものに

以内の引っ越しまで含めると二二同にもなる︶︒学生とい

は縁が薄かった︒現在の場所には七年半も住んでおり︑こ

れは自己最高記録なのだが︑それでも妻子はともかくわた

わたしは今まで自分の回りに住んでいる人たちについて

し自身が近所の人々とつきあうということははとんどない︒

ほとんどなにも知らないまま生きてきており︑しかもそれ

を意識することさえなかった︒遠いスリランカで︑なつか

しい村人に再会して初めてわたしはそのことを思い知らさ
れたのであった︒

ただし︑ここに記した思いはフィールドワークをおこ

なったという事実で説明されるものではない︒フィールド

ワークは必要条件だが︑十分条件ではないのだ︒再訪する

前のスリランカでの生活は特別なものに違いなかったが︑

過去の体験のひとつにすぎなかった︒それが再訪してはじ

めて白分の人生に深く織り込まれることになったのだ︒再

訪することでわたしはフィールドで出会った人々との同時

代性を不十分ながらも実感できたのだと思う︒
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中国文学報

四月

中国王朝の誕

四六冊 四月

Gandhar

N〇．−

and

三月

八月

く○−．㌣

東方学報︵京都︶第六五冊

知己訂叫叫声

in↓Okharistan

旨ざ∽屯監S

Hephtha−ites

l

︵lanuary⊥une﹂笠N︶

Gaロdhara．

南

生展図録解説

夏商周の歴史と伝承−−⊥︸国第一王朝を求めて

仏教の貢献﹄

書評・Ⅴ・H・メヤー﹃唐代変文−−−中国俗文学成形に対する

神事壷と東呉の文化

小

↓he

アフガン陶房誌一九七七

六︻八世紀K昔i抑TK註亡TGhazロi地方の貨幣と支配者

会編﹃論苑考古学﹄

蠣地印の坐仏を容れたストゥーパ

史潮

﹃中世史講座﹄八・中世の宗教

東洋学報
中国中世における民衆と学問

五月

比較国制史研究と中国社会像

と学問

平凡社

八月

明末清初江南の地方民衆と権力者たち

三月

三月

訳注・周紹泉著﹁徴州文書の分頬﹂

同前
九月

九二年八月

九二年八月

五四四号

﹃明清山西商人研究﹄

﹃宿代区域社会経済研究﹄下

抗清運動与日本−関干隠元禅師

小

山西商人和張居正

五月

二月

基本資料の研究﹄

﹃宮崎市定全集﹄月報一二月

汲古書院

﹃柳田節子先生古稀記念中国の伝統社会と家族﹄

清末の新刑律暫行章程の原案について

﹃薙正味批諭旨﹄のこと

本 美 緒

六四三号

汲古書院

﹃和田博徳教授古稀記念

東京大学出版会

明清契約文書 滋賀秀三編﹃中国法制史

岸

崇祓一七年の江南社会と北京情報
明清時代の法と社会﹄

書評・小山正明著﹃明清社会経済史研究﹄
歴史学研究
書評・P・A・キューン著﹃魂の盗人﹄
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中央公論社一二月

六月

五月〜七月

中華書局

ちくま学術文庫

国家成立の条件 中国王朝の誕生展によせて 読売新聞 五月
模学の伝統
京大広報 四四七 五月
㊥三国志︵呉書Ⅰ〜Ⅲ︶

孝

共訳︵法苑珠林を担当︶

㊥中国的神話伝説与古小説︵孫日日武訳︶

上

㊥大乗仏典︵中国・日本篇︶三

阪
九月
九月

情況一一月

社会思想史研究一七号

岩波書店

円環とその外部 岩波講座・現代思想5﹃構造論革命﹄

フランス革命と国民の創出

時

雄

三月

三月

mit

∈gurischen

しにか 二月

国際交流美術史研究会第十一回

﹁東洋美術における装飾性﹂

漢代両堂画像の装飾の意味
シンポジアム

田

山水画に現れる﹁気﹂

高

TurfaヨT↓e已

東方学報︵京都︶第六五冊

チベット文字書写﹁長巻﹂の研究︵本文編︶

chinesischer

tischenG−OSSen．︸﹄ぎ3．§訂〜冴c訂曳Q3C﹂ぎ3鷲3N干Nリ︵mit

Ein

SimOn？ChristianeRaschmann︶ 六月

東洋史研究

五十二−一六月

書評・池田温編﹃敦燈漢文文献﹄︵﹃講座敦煙﹄第五巻︶

淡
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アルチエセールを読む

中

第一期一月

学研一月

田

克

項羽と劉邦・上巻

文物天地

九号 四月

第三期

イリユーム

羅徳啓﹁貴州ブイ族の石造建築﹂︵共訳︶

黄才貴﹁トン族村落の公共建築﹂︵共訳︶

文博

住宅建築・特集﹁蘇洞−貴州トン族の村と生活﹂

貴州トン族の集落調査からー序に代えてー

歴史にみる先端技術導入の場面

変化的弥生時代建築情形−日本唐古・鍵遺址新出土器刻画

32

佐々木

四月
二一月

三月

歴史群像シリーズ

書評・山本四郎編﹃近代日本の政党と官僚﹄

近代その二︶ビデオ
丸善

霊山歴史館紀要6号

史林七六−一一月

高低冥々として東西を知らずー検証・阿房宮︑その実態を探る

岩倉具視と万里風信

寛

㊥古文書の読み方︵第五巻

曽布川

東方学報︵京都︶第六五冊

︽墨子︾城守諸篇研究

関於中国割烹史的新発現資料−粉食︑蒸籠︑灸︑肺︑牌︑

月 右

漢代画像石における昇仙図の系譜

三月

礪波護編﹃中国中世の文
京都大学人文科学研究所

龍門石窟における北朝造像の諸問題
物﹄

狙五同 、

水煙

七月

二三号一一月

新潮社一一月

文垂春秋一一月

財団法人中国飲食文化基金会

抹茶及其他 ﹃第一届中国飲食文化学術研討会論文集﹄
東大寺大仏殿
﹃エッセイでつづる日本の歴史・上﹄
㊥世界の歴史と文化・中国﹁第三章・建築﹂

中 雅一

私の中国建築史研究

田
西南アジア研究

三六号

九二年三月

スリランカ・タミル漁村における女性の地位−親族組織と経済
の領域を中心に−
儀礼的暴力の変容−供犠からジェノサイドへの道程−

情況一月
南インドの寺院組織と司祭たち−自立への志向と相互依存−

二月
イマーゴ

京大広報

法蔵館一月

長野泰彦・井狩禰介編﹃インド＝複合文化の構造﹄

神々のかたちー民衆ヒンドゥー教の世界−

無限大の乳房︑等身大の陽根−性幻想のインドから−

二月

三月

帆3念・〇

スリランカのヒンドゥー寺院政策1少数民族の宗教への視座−
田辺繁治編﹃実践宗教の人類学−上座部仏教の世界﹄

京都大学学術出版会

て−
ら﹄

いずみ 六月

ミネルヴァ書房 四月

前川和也編﹃家族・世帯・家門−工業化以前の世界か

ヒンドゥー原理主義とその背景

−

須藤健一・杉島敬志編﹃性の民族誌﹄

人文書院 六月

性のオリエンタリズムーインドの性幻想とその解釈をめぐって

ぐって一

国立民族博物館研究報告

七月

Natar巴a↓e

Priests Highest

いずみ 八月

いずみ 七月

十八巻一号

漁業儀礼考事スリランカ・タミル漁村における地曳網漁をめ

万国宗教会議百周年記念インド大会・パネル討議①

Brahmaロ↓emp−e

万国宗教会議百周年記念インド大会・パネル討議②

are

く註長雨

二月

九月

∽ざ．莞．紆33．

NaganO and Ya

OfChidambaram

分︶

YasuhikO

Case

﹄罫弓

︻ndiaY−n

泰

内叫計喜〜局叫c已誓更諷詠わ∽の

︵eds．︶．旬ぎS一計註り

SOuth

Hierarchy弓−A

Why

谷

再版によせて﹃E・ホール・文化を超えて﹄

TBSブリタニカ

岩波書店 四月

岩波講座・宗教と科学9﹃新しいコス

﹁文化体系としての宗教﹂改訳と解題 岩波講

現代文明と聖なるもの
モロジー﹄

岩波書店 八月

座・宗教と科学別巻2﹃﹁宗教と科学﹂基礎文献外国篇﹄

文化人類学概論研究会記録︵座談会︶米山俊直・福井勝義編
三月

C・ギャーツ

ター

﹃文化人類学教授法カリキュラムの研究﹄放送教育開発セン
スリランカ・タミル漁村の家族と世廿甲−クドゥンバムをめぐっ
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はじまり﹄

本

明
三七号

週刊朝日百科一〇月

古文書研究

三月

三月

三月

五月

誰が最初に乳を搾ったか﹃動物たちの地球一二一︑家畜化の

塚

護

書評・﹃京都冷泉町文書一・二﹄

波

玄秘塔碑考 永田英正編﹃中国出土文字資料の基礎的研究﹄

礪
京都大学文学部
同

京都大学人文科学研究所

唐代の過所と公験 ﹃中国中世の文物﹄

㊥中国中世の文物︵編︶

平凡社

二月
三月

世界思想二〇号

世界思想社 四月

井上俊編﹃現代文化を学ぶ人のために﹄世界思想社 五月

ユーロ・ディズニーランド

−

二一月

二月

京都大学人文科学研究所 三月

しにか 五月

京都大学人文科学研究所 三月

東大出版会

基本資料の研究﹄

C・D・Ⅰ

﹃コミュニケーション・システムのリデザイン﹄

至

徳

﹃中国中世の文物﹄

滋賀秀三編﹃中国法制史

谷

相互理解という︽幻想︾

冨
漢簡

明

樹

汗血馬

大英図書館蔵の敦煙漢簡

砂

直

礪波護編﹃中国中世の文物﹄

不吉を運んできた馬

中

間

唐代の墓葬と墓誌

狭

︵監訳︶

岩波書店 六月

阿畔社 二月

中国社全科学院近代史研究所

﹃〝近代中国与世界″国際学術研討会論文集﹄

慮稜﹃民約論﹄与中国

④﹃周恩来伝﹄下巻

小島晋治他編﹃近代中国研究案内﹄

中国における中国近代史研究の動向

44

解説・川勝義堆﹃中国人の歴史意識﹄︵平凡社ライブラリー︶

平凡社

勉誠社
新人物往来社

白居易研究講座二

日本史大事典4

自居易の生きた時代
制度通
世界﹃宗教﹄総覧

朝日新聞社
平凡社
中央公論社

○八七六
一○

マニ教
地域からの世界史21

東洋史学と世界史学 板垣雄三編﹃世界史の構想﹄

唐・都城ほか 日本史大事典5

永 茂 樹

解説・宮崎市定﹃水瀞伝﹄︵中公文庫︶

富

有斐閣
﹃立山正一展﹄都城市立美術館

群集︑トクヴィル他二七項目﹃新社会学辞典﹄
立山正一展に寄せて

ミシェル・フーコーあるいは遊びの欠如について

月 月 月 月
月 月 月

六月

﹃孫文とアジアー一九九〇年八

三六七

美浜町

九〇−二

京都新聞

汲古書院

孫中山記念会研究叢書二﹄︵自作

㊥日本孫文研究会編︵編集代表︶
月国際学術討論会報告集−

井 謙 治

⁝朱執信と孫文の民生主義︶

藤
学燈

日本史研究
平野神社

九月

音と言

四月

二月

月 月 月 月 月 月

板倉勝垂と重宗
私にとっての﹃池田家文庫﹄
㊥福井県史︵共編︶

﹁源家康﹂の印章

美浜万治の歴史

江戸幕府の成立と天皇﹃講座前近代の天皇﹄2
青木書店
小浜市

福井県立博物館

史林 七六−四

四一九号

京都新聞社

能

音楽之友社

四 三三三二

月 月 月 月

二二−一一一一月

船
Study

山

by

哲

夫

也

樹

Trans−atiOn

On

西南アジア研究

臼

Of

the一打叫叫e

三月

Lagash

三月

在日韓国・朝鮮人の歴史と現

海風社 六月

Of

the

th2 Definit

京都大学人文科学研究所

︵編者︑京都大学

三月

Z叫3ひださN可

Kama︻a註a

5白づg⊇ぎくく﹂N−N⊥N琵byS旨taraksitaaロdtheざぎゃ

Of訂昏§母乳訂⁚A

徹

A

仇白づg⊇討亀諷謎抄

屋

和

山本有造編﹃﹁満洲国﹂の研究﹄

DirectPerceptiOn
古

川

﹁満洲国﹂の創出

前

Ur

ミネルヴァ葦居 四月

Of

㊥家族・世帯・家門−工業化以前の世界から

agコCu−tura−te已s

人文科学研究所報告︶

直

−

解放前大阪を中心とする在日朝

三八号

Museum︵宍︶︸﹄c訂∽更S亀⊇〜局叫c白−ひ︵−怒声

↓he

野

古代シュメール農業の播種技術

水

−
鮮人運動﹃足もとの国際化

在日韓国・朝鮮人の歴史2

状﹄

明石書店 八月

梶村秀樹著作集第5巻﹃現代朝鮮への視座﹄解説・解題
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④﹃平野神社史﹄﹇共著﹈

﹃絵馬﹄総説
㊥﹃小浜市史﹄絵図地図編︵共編者︶
書評・藤田恒春﹃増補駒井日記﹄

板倉勝重と重宗︵再録︶﹃千年の息吹き﹄中

田 陸 別

世阿弥の﹁地謡不用論﹂

藤

月刊言語

歌い手としての脇之為手﹃谷村晃先生退官記念論文集
葉﹄
能におけるリズムのアンサンブル

七六五 四

光

永

谷

雅 明

邦 夫

座・社会科学の方法8﹃システムと生活世界﹄

マーク・ポスター﹁情報様式とポストモダン﹂

賓
物﹄

−

︵翻訳︶

岩波書店

岩波講

九月

三月

﹃中国中世の文

京都大学人文科学研究所

四月

日中文化研究

四号

梁天監十八年紀年銘墓碑と天監年間の陶弘景

時 彦

茅山1江南の道教聖地
森

扱

歩

山

下

正

男
−

﹃法的思考の研究﹄

法的思考とはなにか

三月

山下正男編

京都大学人文科学研究所

−

人文学報

七二号一月

京都大学人文科学研究所一月

義務論理学の効用性

自然言語に災いされたヨーロッパ哲学

の研究﹄

二月

﹁満州とは何か﹂

図書新聞

朝日新聞社一月

﹁大日本帝国憲法発布之図﹂

人文学報 七二号一月
中世哲学研究一二号一一月

ヨーロッパ思想とアジア思想の構造的同一性について

信一

神と論理学

室

﹁自由民権運動﹂

山

﹃日本の歴史・4﹄

風声鶴頃−影に怯えてー

八三一号 九月

九月

大杉栄ら墓前祭実行委員会編﹃自由

中央公論社 七月

京都大学人文科学研究所 三月

山本有造編﹃﹁満洲国﹂

書評・松岡倍一著﹃﹁自由新聞﹂を読む﹄
満洲国統治過程論

三月

﹁公論﹂世界と国民国家

㊥キメラー満洲国の肖像

七六−二

三月

思想

安丸良夫・宮地正人両氏と鼎談

上海社会科学院出版社一〇月

中国上海社会科学全学会連合会他編

朝日新聞夕刊︵東京版︶一〇月

思想連鎖的渠道及其反説
ことば抄

﹃了解・理解与合作﹄

の前触れ﹄

五一−四

阿畔社

下巻︵共訳︑解題︶

史林
東洋史研究

二月

中華民国史料研究中心一九九二年六月

会的歴史意義 蒋永敬等編﹃近百年中日関係論文集﹄

日本棉紡工業資本封華投資与中国花紗市場−関於印棉運華咲益

木

④周恩来伝一八九八1一九四九

矢

高麗容宗朝における意思決定の構造

冒

書評・周藤吉之著﹃宋・高麗制度史研究﹄

安

三月
山本有造編﹃﹁満洲国﹂の

人文学報

七二号

﹁満洲国﹂経済開発と国内資金流動

満業の資金調達と資金投入

46

思想の連鎖そして歴史の共有へ

書評・高崎宗司著﹃反日感情﹄
中央公論一一月

熊本日日新聞一〇月

日本歴史

五四七号一二月

渋沢研究 六号一一月
産経新聞夕刊 二月

偉大なる未完−1・フォーゲル著﹃中江丑吉と中国﹄に触れて

国際化と清洲
満洲国憲法草案の行方

本 有 造

イタリア掃苔の旅

山

溝口敏行編

一一月

一一月

﹃吉田光邦・両洋の人−八十八人の

四月

同右

国際収支分析を中

三月

一月

﹁第二次大戦下

九二年一二月

日本イタリア京都会館々報COrrente．く○ −−n﹂︻ひ︐

﹁満洲国﹂ 国民所得統計について

の日本経済の統計的分析﹂︵平成二−四年度科学研究補助

−

京都大学人文科学研究所

金・総合研究A・研究成果報告書︶
㊥﹁満洲国﹂の研究︵編︶

﹁満洲国﹂をめぐる対外経済関係の展開
心として −
﹁不機嫌﹂ の吉田光邦先生

落伍者からの謝辞 青碧一九号︵青山秀夫先生追悼︶
追想文集﹄

山 俊 夫

洋銀と円 ﹃日本歴史館﹄小学館

横

毎日新聞朝刊︵大阪・東京︶一月三一日

日曜論争・京都−歴史都市の将来︵安藤忠雄氏と︶

Ath

WOユd

Circu−ar︵共編︶

The

Of

HistOrica−C

O−iくe

学芸出版社 二月

一乗寺国際研修センター一月

京都市国際交流室一月

COnference

﹃NewsLetter﹄N〇．N

当世名前事情

C︶

三月七・一四・二一日

二月

く○−﹂這NO﹂∨−謡∽．

anPress一LOndOP忘恵三百

書評・出3．註ミニぎ営きざさ亘こす§．−00浣⊥竺N．By

﹁ガイジン﹂︑上田篤編﹃面白い都市﹄

京都新聞朝刊

上・中・下︵西川幸治・宮前保子両氏

旦﹂息歪買岩∽旨良計︵WashingtOn︶︸

Check−aロd一↓heMacmi

と鼎談︶

歴史都市の課題と交流

補助金実績報告書・一般研究

貝原益軒本流布に関する社会史的研究︵平成4年度科学研究費

Of

三月

三月

Art in Eくeryda

河出書房新社 三月

文部省学術国際局宛提出 三月

War？WOrks

校閲・木田安彦﹃ちょっと昔の京都﹄
監修・Lacquer

−ヒトとサルの間︵伊谷純一郎・河

許表音∃b昏§忌昌子芳．琵．

共同体の原像と社会契約

未来社

京都市・大学事務連絡協議会 三月

留学生の目から見た日本の大学︵司会・編

上倫逸両氏と鼎談︶﹃比較法史研究﹄2

集︶

シンポジウム︐92

田公理各氏と︶

京都府文化芸術室 三月

三月

恥5

京都大学防災研究所

防災科学資料センター⁚一ユース

︵司会・編集︶

京都府文化フォーラム／総括座談会︵井上章一・樺山紘一・高

年中行事と災害
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二八六号
四月

文化会譲
日本文化会議
四月

−工

ミネルヴァ書房

前川和也編﹃家族・世帯・家門

迫りくる安定社会 −その明と暗−
貝原益軒﹃家道訓﹄考
業化以前の世界から﹄

国際交流基金派遣日本研究専門家報告書
Paper

七月一〇日

Hand−Wade

国際交流基金日本研究課宛提出
監修・Washi⁚JapaコeSe

八月

七月

討論会・ふるまい

一行動の文化︵いとう せいこう・井上

章子・日下公人・鷲田清一各氏と︶

両洋の人

−

京都新聞朝刊一〇月二六日

︵ゴードン・ダニエルズ氏と共

思文閣出版一一月

㊥共編者・吉田光邦追想文集刊行会﹃吉田光邦
事典項目・日本研究／イギリス

八十八人の追想文集﹄

Wissen in ei

平凡社一一月

gesaヨme−te

th同
a執
t筆︶
F﹃
i日
t本
s史大事典﹄第五巻

und
Uni完rSit警Wien．

Brigittena亡

des

一一月二〇日

instituts f守

九月

Fragrance．h監ヨ叫叫QSO①崇Q↓訂↓ぎNO∴㌫

﹃訓注景徳伝灯録﹄

三

解説︶

三月

三月

︵巻七・八・九︶

筑摩書房一月

二一月

監修・KOdO⁚TheArtOfSeekingSpiritua−Enrich

京都新聞朝刊一二月一九日

介・中野良子・諸井誠・河上倫逸各氏と︶

Japa

Nusammenfassung−♪Japan−Seminarderく○−kshOC

Bea亡tifuHyintOJapaneseLife∴ぎ邑ぎ責こぎ弓S
誉e
せt
Ns
〇u
．yOShu−das
ひ∽

平凡社

事典項目・西域物語／節用集﹃日本史大事典﹄第四巻

Circu−ar︵共編︶

八月

↓he Ath WOユd COnference Of HistOrica−Ci
e平
s安
＼S
cシ
Oン
nd
第t
三i回
写e言
ポジウム・京都を見る世界の目︵安藤仁

京都市国際交流室

けいはんな

人間・生物・時間﹄第一回研究会記録

横山俊夫・田中雅一共編﹃けいはんなマ

ラソンセ︑︑︑ナ一

肉体に癒着した時間

﹃21世紀への道程川﹄第6回富士会議報告

④景徳伝灯録研究会編

日本アイ・ビー・エム 九月
吉 川 忠 夫
PagOda⁚Essence 裳
O松
f之のW
n学芸文庫﹁正史三国志﹂2 解説︶
こ0
と0
︵d
ちe
くま

監修・The Fiく？StOry

多様性の維持と促

COnStruCtiOn−∽監S叫叫QSO①§落さ√N〇．芝九月

挨拶・討論参加﹃生態学からみた安定社会

禅文化研究所

陳寿と詭周︵ちくま学芸文庫﹁正史三国志﹂6

京都大学人文科学研究所

礪波護編﹃中国中世の文物﹄

巻八則川和尚章〜浮盃和尚章

− タンガニイカ湖の魚類群集から﹄川那部浩哉・遊磨

九月

進

十月

正秀編 第4回京都国際セミナー
河出書房新杜

京都ゼミナールハウス

韓愈と大願

校閲・木田安彦﹃世界の市﹄
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自居易における仕と隈

薄葬の思想

思想

﹃大阪城薪能﹄

六月

五月

七月

筑摩書房

六月

読売新聞社

勉誠社

八二八号

﹃自居易研究講座﹄第一巻

シンボルとしての亀と鶴
八月五日

一月〜一二月

週刊読書人

書評・葛兆光著︑坂出祥伸監訳﹃道教と中国文化﹄
﹁中外日報﹂社説 二五回
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ロジェ・シセルチエ編

おもしろく読んだ本

島 史 雄

﹃書物から読書へ﹄

木
露崎俊和共訳

歩

﹃読書の文化史 テクスト・書物・読解﹄R
福井憲彦訳

冨

エドガール・モラン

安
複雑性とは何か
フォン・ノイマン
自己増殖オートマトンの理論

みすず書房

水林章︑泉利明︑
・シャルチエ著
新曜社

国文社
岩波書店

文
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