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我が谷は緑なりき
梅

原

私が人文科学研究所に入所した時は︑大学紛争さ中の︑六九
年七月だった︒研究所でも連日︑改革をまさぐる会議や討論が
繰返され︑傍らの廊下を︑学生がプラカードを掲げて走り回っ
たこともあった︒三十年をへた現在から振返ると︑それは戦後
の新制大学の抱える問題が一気に噴出したのと同時に︑日本の
でもあった︒ここにおいて︑明治以来︑いわゆる帝国大学と表

大学が戦前のそれと︑著しく違ったものとなってしまった表象

り変質してしまったといって差支えないであろう︒

裏して行われてきた﹁学問﹂そのものの意味や内容も︑すっか
大学院時代から十数年︑当時は授業と認められているものも
あった東方部の共同研究はもとより︑研究室単位︑あるいは私
に北白川の建物に足を運んだ︒その頃の北白川の研究所は︑夜

的に行われていた原典講読会に出席するため︑私は毎日のよう
半十二時を過ぎても多数の部室には僅々と灯りがつき︑一晩を
自室ですごす所貞も一︑二にとどまらなかった︒老若の所員た
ちは︑専攻の枠など最初から眼中にいれず︑多種多様で血の通
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った耳学問があちこちで享受でき︑談論風発でご近所から苦情
を持込まれることもまた一再でなかった︒それが紛争を契機に︑
文字通り灯の消えたように︑ほとんど影を没してしまった︒ま
だ宵の口の十時︑真暗な研究所の建物に︑一つ︑多くて二つの
である東方文化学院京都研究所の先達たちの︑入口と自室と書

灯りを見ると︑まさに往時茫々の感を深くする︒東方部の前身

唐の劉知幾が︑歴史家には才・学・識の三者が必要だと言っ

庫の鍵を共通にした意図は︑いわば仮眠中という状況にある︒
たことは誰もが知っている︒中国では︑才は文辞の才つまり表
現力︑学は記詣で︑暗記的な知識の集積︑識は撃断すなわち評
とさえ困難で︑辛うじて﹁学﹂

に到らんとして疾苦営々たる有

価︑判断の力とされる︒普通の人間は︑この中の一つを持つこ

不十分で︑史徳すなわち史家の心術が﹁識﹂に伴う必要がある

様である︒ところが清朝の章学誠は︑才・学・識だけではまだ
と主張する︒歴史︵天︶はとかく心術＝人情すなわち史観＝主

観で歪められるという彼の見解の正しさは︑戦前︑戦後の日本
各自がとかく自己一人にとじこもりがちな︑最近の東方部の

における中国史の流れを見ていて首肯せざるを得ない︒

ように感ぜられる︒研究所の蓄積が宝の持ち腐れにならぬよう︑

傾向を見ていると︑史徳や心術そのものが遥か遠い存在になる
若いかたがたに期待するところ大なるものがある︒

2

握られた手

それは一〇年前︑インドはカシミールへの二度目の訪問の機
会をえて︑最僻村アルーから二日︑三千メートルの峠をこえた
滞在中︑谷の上部で仕事をしていたわたしは︑ある日︑下部峡

谷で夏期放牧する︑バカルワラのキャンプにいたときのことだ︒

しきりに物品をねだる寄留テントの裕富な主人は︑あんな奴ら

谷でキャンプをはる貧しい従属牧夫を訪ねることにした︒今や
のとこに行くのは勧められないといったが︑言い張るわたしに
﹁犬が危ないから﹂と長い金剛杖のような棒を手渡してくれた︒
ひとりで谷を降る︒川に流れ込む支谷ごとに︑氷河が運んだ
モレーン︵石の堆積︶があって意外に時間がかかる︒しかし快
ついた︒ことが起こったのはそのときだった︒とつぜん︑うな

晴︑昼過ぎにはほとんど最下部の最終テントのちかくにたどり
りとともに二頭の牧羊犬がテントの蔭から躍りでて︑わたしに
牙をむいて迫ってきた︒なん秒間のことだったろう︒わたしは︑
いく度か大の身体にあたり︑彼らはたじろいだ︒しかしふたた

両側から迫る犬にむけて︑金剛杖をふりまわした︒そして棒は
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び迫る犬に棒が強く当たったとき︑棒は手元から折れていた︒
いまや犬は︑すきをとばかり襲いかかろうとする︒手元にある
棒は︑もはや彼らを遠ざけるだけの長さはない︒誰もいない孤
独なガレ場で︑裂傷を負うことは確実︑その恐怖が︑わたしの
そのとき︑まさにそのときだった︒昼寝から目覚めたひとり

心臓を凍り付かせた︒身体は硬直していた︒
の牧夫が︑テントから走りでた︒ただ犬を追い払うのではない︒
かれは︑棒立ちになったわたしに向かって駆け寄った︒そして︑
い雪田にいたわたしは︑その勢いで倒れた︒ただ犬は︑牧夫と

わたしの手を両手でしかと握ってくれたのである︒傾斜した硬

ントに招じ入れられながら︑わたしは脚がなえて︑しかと歩け

手を握り合っているのをみて︑ピタリと迫ることをやめた︒テ
なかったのを記憶している︒そしてショックから回復したのは︑
控え目なかれの妻がだす熱い紅茶をのみ︑一枚の粗いブランケ
彼らは︑国際交流という言葉など︑一度も聞いたことがない

ットをかけられた一時間の眠りから覚めた後のことだった︒

の＜牧人の知恵の証拠＞と同時に︑異国滞在者の身体にはりつ

に違いない︒ただその＜握られた手＞の記憶は︑生活者として

して︑研究所の先輩・同僚をはじめ︑多くの人の思いがけない

く疎隔の壁に穴をあけて差し出された＜人への信頼の証文＞と
好意とならんで︑わたしの経験の履歴書にしかと記されている︒
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日本列島の

﹁黄帝明堂﹂
鴻

勒

はるか太古のかなた東アジア大陸の沿岸一帯が陥没して︑細
日本海︑潮海︑黄海︑東シナ海︑南シナ海などと今おのおの呼

長く曲がりくねった﹁地中海﹂が形成された︒オホーツク海︑

生まれたのである︒この﹁地中海﹂周辺では︑早くも新石器時

ばれる海がすなわちそれであり︑この断裂によって日本列島が

かしい ﹁東アジア地中海文明﹂が成立した︒

代初期から海を渡っての相互の交流が盛んで︑それによって輝
私はこの度︑この一衣帯水の﹁地中海﹂を越えて日本ヘヤっ
て来たが︑驚くべきことに︑そこで中華文明の始祖といわれる
黄帝の時の﹁明堂﹂に酷似した遺跡に巡り会ったのである︒司
馬遷の ﹃史記・封禅書﹄によれば︑漠の武帝が泰山で封禅の儀
式を行った時︑公玉帯なる者が献上した﹁黄帝時明堂図﹂によ
く︑茅を以って蓋う︒水を通し︑宮垣を園りて複道を為す︒上

めぐ

って﹁明堂﹂を建てたが︑それは﹁中に一殿あり︑四面に壁な
に楼あり︑西南より入る︑名づけて〝毘寄″という︒天子これ
より入りて以って上帝を拝す﹂と描写されている︒

5

この ﹁明堂﹂とは︑右の記述から見ておそらく日本でいう高
床式建築のことであり︑京都府向日市中海道遺跡︑鳥取県羽合
と考えられるものと同じ形式であろう︒なおここで〝山昆嵩︵こ

町長瀬高浜遺跡︑群馬県前橋市鳥羽遺跡など弥生時代の神殿跡
んろん︶″というのは︑有名な箆兇岡山のことではなく︑現在中

﹃親書・涼伝﹄

に見え

国西南地域の少数民族の間で︑高床式建築のことを〝干閑︵か
んらん︑干蘭・干欄とも書き︑早くは

る︶″と称するのの古い語形であると私は考える︒すなわち武
帝が建てた黄帝の﹁明堂﹂ とは高床式建築のことであって︑周
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代の ﹁政教の堂﹂として﹃周礼﹄などにみえる﹁明堂﹂とはま

一昆寄（干関・禽・ganlan）

ったく別のものであろう︒
それはむしろ原始氏族の

に︑

﹁社﹂ に近いと思える︒

農耕神崇拝の場としての
﹃准南子・主術訓﹄
﹁むかし神農の天下を治
るや︑⁝⁝甘雨時に降り︑
五穀蕃植す︒春生じ︑夏
月に省み︑時に考え︑歳

長じ︑秋収め︑冬蔵す︒

以って穀を嘗め︑明堂に

終わりて功を献じ︑時を
祀る︒明堂の制は︑蓋あ

原始氏族の社 黄帝時明堂 想像図

るも四方なし﹂というのは︑農耕神崇拝の
堂﹂ であろう︒

の

﹁明
﹁明堂﹂

﹁社﹂としての

神農のものにせよ黄帝のものにせよ︑原始氏族の

遺跡はいまだ中国では発見されていない︒ところがそれによく

︵金文京訳︶

の文化的因縁は︑隋唐以来のたかだか千数百年にかぎったこと

似たものを︑なんと日本で見ることができたのであった︒中日
では決してないのである︒

日本の理解今昔
ジョシュア・フォーゲル

一九七六年一二月に初めて来日していらい︑二〇年間ほぼ毎
年︑時に長く時に短く日本に滞在している︒日中関係史を専門
私にとって非常に重要だと思っている︒

として︑日本で資料を集めたり研究者と交流したりすることは︑
今回︑私は清朝中期の翁広平というあまり知られていない日
本研究者を中心テーマとして︑明清時代における中国人の日本
は知合いの書斎でふと見付け︑日本のことを学ぼうと決心した︒

観を研究している︒明末に︑日本からの持渡書﹃吾妻鏡﹄を翁
彼は七年間︵一人〇七−一八一四年︶に一九〇冊以上︵一五三

三〇巻を著したが︑それは今もって出版されてい

冊は漢籍︑ほかは日本と朝鮮の典籍︶を通読した上で︑傑作
﹃吾妻鏡補﹄

ない︒ようやく︑今年の春頃までに京都の朋友書店が活字にす
その七年の間︑翁は︑清朝の厳しい法律と自分の貧乏故に︑

ることになっている︒

﹃吾妻鏡補﹄

を書

一度も来日できず︑必要な知識は中国に舶載された書物に仰い
だ︒それでいて︑分厚い日本地方志のような
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﹃吾妻鏡補﹄を読みながら︑翁

いたのである︒しかもその中に﹁国語解﹂という日本語の解説
も含まれていた︒
ほぼ二百年が経った今︑私は
が日本の歴史や文化をどの程度までわかるようになっていたか
と考えている︒彼はどの程度まで日本そのものを理解していた
か︒毎年日本に来ることができ︑その間に日本語ももちろん勉
強している私は︑はたして翁広平より日本のことを知るに至っ
に現われているか︒逆に日本に生まれ育った日本人なら︑私や

たか︒かりに日本をよく理解したとして︑それはどのような形

いう意味であろうか︒翁広平がこういう方法論的疑惑を抱いた

翁より日本を正確にわかるのか︒結局︑国を理解するとはどう

pO−iticsという新しい運動

かどうかはわからない︒日本を外国から見るということで︑私
は翁とこのような結び付きを感じている︒
最近アメリカの学界で︑identity

が強まっている︒この運動の中心的主張は︑或る国とか或る民
問題は全然わかることができず︑解説する権利も絶村にないと

族とか或るジェンダーの一人でないと︑それを対象とする学術
いうのである︒もちろんこの運動を支持する人々が正しいので
あれば︑翁も私も日本の文化や歴史など研究すべきではない︒
しかし︑もしそうだったら国際交流も国際理解も無理であろう︒
ただ︑この誤った論にも︑間接的に同意する点が一つだけある︒
しいということである︒外国を見る時︑自分の文化的政治的偏

外国のことを研究するのは︑不可能ではないとしても非常に難
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見から一生懸命離れて見なければならないのはいうまでもない

を調べることは︑日本史を直接に研

学者も同じく歴史的疑問に当面しなければならないはずである︒

が︑以前の日本は今の日本と大分違うために︑現代の日本人の
私が翁広平の ﹃吾妻鏡補﹄

やし少冬をや

ぜしふ卓

せJ

『吾妻鏡補』巻二十六より

いた中国人の日本観を検証しょうとすることである︒難解さは

屯年を
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究するわけではないが︑ほぼ二世紀前において日本を研究して

1
軸＆私 立

え丁■寸

各島

二重であるが︑興味も二重である︒

よめ￡み長泉
的

ぬ牟莞

谷

直

夏期講座︵一九九六年度︶⁝月絹紺

アジアの海と日本

龍

冷戦構造の後退後︑アジアにおいても﹁主権国家﹂

人

形成競争ともいえる地域ごとの新たな自己主張が起こ
って来ている︒アジア経済の成長の持続については多
くの議論が展開されているが︑経済成長を背景にアジ
アの各地域が周縁ナショナリズムともよべる地域主義
を主張するようになったことは認められる︒他方で近

年のアジアでの新しい動向として注目されるのは︑ア

いった﹁環海﹂︵アジア都市間︶経済圏の成長であり︑

ジアNIESの成長と関係した日本海︑華北︑華南と

が国家や民族としての﹁公式﹂

の存在形成であるとす

そのなかでの地域間ネットワークの成熟である︒前者

れば︑後者は域間の﹁非公式﹂な存在であるともいえ
る︒

一九七〇年代のアジアNIESの成長に始まり︑八

〇年代の中国の解放政策によって東南アジア・中国の

にも目を見張るものがある︒こうしたなかでアジアに

台頭は顕著であり︑その追い上げを受ける日本の再編

ひろがる金・人・物・思想の移動を内容にした︑城内

の現代アジア

の成長に果たした役割が強調され︑国家の後援を充分

ネットワーク︵主に華僑︑印僑の存在︶

に獲得できない経済主体のアジアでの役割に注目する

傾向が強まった︒﹁国民経済﹂的な枠組をこえた地域

の連鎖を新たに検討の対象にすえることが求められ︑

そうした﹁非公式﹂な制度の歴史的相拠が新たに問わ
る視点が求められている︒

れるようになったと考えられる︒国家や民族とは異な

つまり問題の焦点なるのは︑アジアにおけるこうし

た﹁非公式﹂制度と﹁公式﹂制度との統合的な理解を

いかに獲得するかであり︑歴史学のなかにも日本のア
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ジア認識の方法としてそれを位置づけることにある︒
アジアのダイナミズムは両者の統合的な把握を通して
検討が可能になると考えられる︒そうであるとすれば︑
日本におけるアジア国際関係史の課題は地域主義を一
国史観を越えた広域な地域システムの機能と安定性の
を素材に︑この両制度

なかでとらえなおすことにあるとえる︒報告では日本
を立脚点として︑﹁日本と海﹂
を統合的に理解し︑近代世界史におけるアジア世界に
ついて新たな見解を求めようとするものである︒

日中共同発掘の現場から

中国の古代を掘る
−

岡

村

秀

典

中国では︑各地で遺跡の発掘調査が大いに進み︑土

器型式の時間的変異と空間的変異をもとに︑さまざま

な考古学の地域文化が設定された︒この研究は中国で

は区系類型論︑欧米では文化史考古学と呼ばれる︑基

本的︑客観的な考古学の方法である︒ところが土器を

はじめとする文物の研究に執着するあまり︑型式＝文

化＝民族と錯覚し︑特定の遺物型式を夏や段といった

歴史上の民族に同定したり︑王朝交替の事件史に付会

する傾向がある︒とくに中国では︑多民族共生の国家

研究する必要性がさけばれている︒

建設に奉仕するため︑考古学から中華民族の形成史を

近年︑欧米ではこれにかわる新しい考古学を目指す

動きがある︒それは偶然の事件史や中国史︑日本史と

いう個別の歴史を研究する補助学ではなく︑農耕・牧

畜の起源や国家の形成など︑人類全体に普遍化できる

人間行動の理論構築をめざしている︒たとえば︑環境
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の遺物を多角的に研究している︒考古学と動植物学︑

への人間の適応戦略を研究するため︑形ある人工物だ

城郭遺跡のひとつ︑湖北省陰湘城遺跡を地元の湖北省

志さんら自然科学者の協力を受けて︑一九九五年から

現のプロセスなどの解明が必要であり︑私は︑藤原宏

﹃東方学報﹄

剤州博物館と共同で発掘している︒その成果の一部は

けではなく︑人間と環境にかかわる動植物などすべて
農学といった自然科学との共同研究が始まり︑さらに

に中国文で報告した︒

実験室での分析に物足りなくなった自然科学者は︑自
伝続的に歴史重視の考古学の日本や中国では︑この

分の目的意識による遺跡の発掘調査を実施している︒
ような新しい方法はすぐに受け入れられなかった︒と
くに日本の中国考古学は︑長らく文物研究に没頭し︑
フィールド調査から離れていたために︑一九九一年に
外国の考古隊との共同調査が中国で認められるように
この中で︑宮崎大学農学部の藤原宏志さんは︑イネ科

なっても︑新しい考古学を実践する態勢にはなかった︒
植物にふくまれるプラント・オパール︵植物珪酸体︶

をもとに水田遺跡を探しだす方法を開発し︑一九九三
の農学的調査にのりだし︑私もそれに参加した︒

年より水田稲作の起源を求めて中国江蘇省草鞋山遺跡
いっぼう︑五〇〇〇年前にさかのぼる中国最古の巨
に村するアンチテーゼとして︑稲作農耕文化の先進性

大な城郭遺跡が長江中流域で発見され︑﹁黄河文明論﹂

かし︑人類史に普遍的な文明論を構築するには︑黄河

をとなえる﹁長江文明﹂論が近年提起されている︒し
流域との優劣よりも︑城郭集落の構造や性格︑その出
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士族は没落したか

落

合

弘

樹

日露戦争後が対象外となるなど時期が短く︑歴史家の

土俵が狭いのと同様に必ずしもマクロ的ではない︒ま

た︑平均的事例の集約が常に全体的傾向を示すとはい

体構造から見ると無視できない場合もありうる︒

えず︑逆に鹿児島のような極端なケースであっても全

士族研究で最も重要でありながら不足しているのは

教科書的には士族の多くは早い段階で賃労働者化し

国家でどのように消化されたのかは重要な問題といえ

治・軍事的な集団であり︑幕末の高い政治意識が近代

政治史的分析であろう︒士族︵旧藩士︶はそもそも政
たと説明される︒事実︑士族の窮乏を伝える史料や記
録には事欠かない︒ただ︑戦後の歴史学は民衆と対極

つとなっており︑士族の位置づけをめぐる様々な議論

る︒また︑明治初年は士族対策が重要な政治課題の一

﹁取り込み﹂と﹁切り捨て﹂ の

の存在としてネガティブに士族を評価しがちで︑その
実態に関する検討が不十分となり︑むしろ社会学者に

たも無視できない︒私はそうした点に着目し︑史料を

両面を駆使して士族に村処したが︑その機能のありか

もなされた︒政府側は

移動の観点から士族の重要性が提起され︑﹁没落﹂

中心に士族の具体的状況と政府側の対応を分析してい

よる研究が進んだ︒そこではエリート形成および社会
みに関心を集中させて士族を評価する姿勢に一石を投

る︒近代日本史の研究は問題関心が特定の部門に集中

の

じている︒

も現れている︒他の学問領域による成果にも十分に目

らに最近は重要な史料の読み方が再検討されるケース

しがちだったため︑見過ごされてきた事象が多く︑さ

研究﹄ ︵九五年︑名古屋大学出版会︶

﹃士族の歴史社会学的

の激変に比べて士族の意識や日常の慣習行動レベルで

とりわけ園田英弘民らによる

の変化は緩慢で︑結局のところ明治期に階層間や身分

まだ地道な基礎作業も大切ではないだろうか︒

を配らなければならないが︑歴史研究においてはまだ

は︑政治や経済

間での大規模な逆転劇はなかったとの結論を導き出し
た︒画期的内容を持つ研究だが︑同時に違和感も感じ
る︒たとえば︑統計を主とした彼らの分析は維新前と

14

歴史における事実と真実

直

樹

毛沢束の解釈を例として

− 孫文の三民主義と

間

いを受けたというのが︑歴史のうえでの事実だったの

も登場したばかりでなく︑その後もながく真物との扱

である︒これは︑ことがらの出発点においてカラクリ
る︒

が仕掛けられて事実と真実の禿離が生じた場合といえ

孫文の三民主義にたいする毛沢東の解釈の場合はや

民主義であり︑その内容は﹁連ソ︑連共︑労農援助﹂

狭
ここで用いる事実と真実という語について︑とくに

の三大政策だと言ったときには︑それは毛による三民

や異なる︒当初︑毛が国共合作時期の三民主義は新三
深い意味合いはないのであって︑事実と真実とが往々
﹁田中

主義にたいする一つの解釈だった︵正確にはその前史

日中両国の近代史上において物議をかもした

ところが毛の解釈が孫の三民主義を共産党の新民主

があるのだが︶︒

違うものであることが分かれば良い︒
メモ﹂ の場合を考えてみよう︒一九二七年︑東方会議
の決定にもとづいて田中義一首相が作成したという上

思想そのものと見倣されるようになり︑しだいにその

いうこともあって︑とくに大陸ではそれが孫文自身の

物が皇居の奥深く潜入して写しとったとされるもので︑

解釈が幅をきかして事実とされるにいたったのである︒

主義と結び付けるのにきわめて整合的なものだったと

一九二九年末に中国の雑誌にはじめて掲載された中文

奏文のことだが︑察智堪なる日本国籍で台湾出身の人

抄訳が発火点となった︒

ろ国民革命の展開のなかで︑中国共産党の側で孫文思

しかし︑孫文が三大政策を決定したのではなく︑むし

﹁メモ﹂に記された青写真が日本のその後の大陸侵
略のコースとあまりにも符合するものだったので︑中

て定着させたというのが︑歴史の真実なのであった︒

想の評価すべき諸要素を三大政策なるスローガンとし

これは︑のちの解釈がさきの史実を圧倒し︑事実と真

国側では其の上奏文とみなされ︑察は戦後に国民政府
の表彰まで受けたのである︒いまではその贋作なるこ

実の禿離が生じた場合といえる︒

真実が明らかとなったからと言って︑歴史上で事実

とが学界ではほぼ認められるにいたっているのだが︑
日中十五年戦争中に抗日宣伝に活用されて東京裁判に

15

として扱われてきたことがらの持つ意味が抹殺されて
一般的な認識として通用してきたことに︑新たな問題

しまう訳ではけっしてないが︑真実と禿離した事実が
視角が設定され︑歴史の総合的把握にとってのより高
次の地平が切り開かれることになるであろう︒歴史研
究の一つの魅力はここにある︒

開所記念講演︵一九九六年度︶⁝一⁝⁝⁝館

︵LOrenN くOn

井一博

ローレンツ・フォン・シュタインと明治日本

瀧

ローレンツ・フォン・シュタイン

Stein︸−00ーひ⊥00筈︶は︑明治一五年に憲法調査のため

渡欧した伊藤博文の一行が︑ウィーンにおいて師事し

た国家学者として知られている︒従来︑この人物が日

本近代史に登場するのは︑専らこの一事をもってであ

ったといってよい︒ところが︑当時の新聞︑雑誌︑政

治家の書簡や回顧録を渉猟してみれば︑彼がその頃わ

が国において勝ち得ていた異常な人気に気付かされる︒

実際︑伊藤の訪問以後︑ウィーンのシュタインのもと

を日本の各方面のエリートたちがひっきりなしに訪れ︑

彼の教えを受けようとしていた︒その様子はさながら︑

﹁シュタイン詣で﹂と呼ぶべきものであったといわれ

16

る︒だが︑注目すべきは日本とシュタインの関係が︑
単に日本人からの一方通行のものにとどまることなく︑

シュタインの側でも当時の日本に対して旺盛な関心を
示し︑彼らを受け入れていたことである︒それどころ
へのアプローチすら認められるのである︒この点を念

か︑両者の関係の発端には︑シュタインからの日本人
頭に置きながら︑シュタインと日本との交渉の足跡を
年表にして紹介し︑次に当時のドイツの新聞雑誌に寄
稿されたシュタインの日本論を検討した︒在襖日本公
使館附参事官という役職に就いていた彼は︑ヨーロッ
パにおける日本政府の顧問として働いていた︒その活
動の一環として︑シュタインは日本の政治︑社会︑文
化の事情とその発展ぶりを彼の地の公衆に広め︑日本
とヨーロッパとの文明的共通性を宣伝していた︒彼は
マンだったのである︒そのようなシュタインの日本に

いわばヨーロッパの地における日本政府のスポークス
関する言説には︑外に向けての西欧化内に対しての国
の歴史を土台とし︑そうすることでナショナリズムを

粋論の高唱が指摘できる︒その背景にあるのは︑自国
興し︑国民国家としての主体性を確立しっつ︑西欧近
代の継受を図るというイメージであろう︒そしてそれ
は国民国家としての自意識を確立して︑ヨーロッパを
中心とする国際秩序に参入するという明治国家の国是

と見事に照応したものだったのである︒
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王国維の学問について

井

波

陵一

のプロセスをたどり直すことによって︑中国の戯曲が

他のジャンルと同質の価値を持つことを明らかにした︒

王国維の歴史研究は従来の学説の安定や補強に向か

うのではなく︑歴史の断絶︑不連続の連続を指摘して

傾向を持ち︑変革を歴史における必然と捉える︒しか

社会の根本的変革︑革命的転換の事例を明らかにする

しそれは伝統や制度を一概に否定し去るものではない︒

までの前期と辛亥革命以後の後期に分けられる︒前期

実が伝統や制度として現実化されるプロセスを︑新し

我々もまた発揮すべき力としてとらえ︑人間の生の充

今日の伝統や制度を生み出したかつての創造力を︑

ではドイツ哲学︑ついで詞が研究の対象となった︒哲

い条件の下で絶えず歩むことなのである︒歴史の再構

の学問は︑辛亥革命

学研究では︑真理とは何かという根本的課題を︑理論

成︑再解釈を試みて過去に遡るとは︑現在と過去に生

王国維︵一人七七〜一九二七︶

的に一気に大所高所へ昇りつめることで解釈しようと

王国維は清朝の学問を概観して︑﹁国初の学は大︑乾

き生きとした関係を取り戻させることだと言えよう︒

味わったりするという個別の行為の中に人間活動の本

する︒詞の実作と評論活動では︑詞の言葉を選んだり
質的なものが潜んでいると考えた︒後期の王国維は実

くまで現実の政治にコミットすることを最終目標とし
である︒

嘉の学は精︑道成以降の学は新である﹂と述べた︒あ
﹃宋元戯曲考﹄

証を重んじる歴史学をそのテーマに選んだ︒前期から
後期への転換期に著したのが

の政治に役立つこともあった乾嘉の学︑レベルとして

は国初や乾嘉の学に劣るが︑新しい時代に対応する学

た国初の学︑精密化を重視し︑それが結果として当時

来のジャンルに順応した表現のあり方を束縛と感じ︑

問の在り方を追求した道成以降の学

﹁一代には一代の文学がある﹂と述べた王国維は︑従
それを振りほどいて新たなジャンルを築き上げる力︑

って彼が意識したのは︑﹁国初の学は大﹂

の代表者顧

を書くに当た

それを受け継

すなわち言語表現に対して普遍的に存在する人間の欲

国維の現状認識である︒﹃股周制度論﹄

ぐ今日︑時勢はまた激しく変化しているというのが王

−

求に根ざした結果として一代の文学を承認している︒
彼は戯曲というジャンルが熟せられてきた︑太古以来
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炎武だったから︑彼自身どこかで時代と切り結ぶ意志
を固めていたと思われる︒

狩

禰

介

失われた古代インド祭式文献の再発見

ヴァードゥーラ学派の新写本について
−

井

はじまりは︑私が古代インドのヴューダ祭式の研究

に深入りすることになった﹁アグニチャヤナ﹂という︑

大煉瓦数千個をもちいて巨大な鳥の形に祭壇を組上げ

るという壮大な規模を持ち︑思想的にも深い意味をに

なう祭式の研究をまとめにかかる途上だった︒ヴュー

ラ学派の祭式伝承を資料の一環として取り上げてみる

ダの各祭式学派のなかでも古層に属するヴァードゥー

いことが分かってくる︒ところが公刊されているテク

と︑これが他派といっぶう異なった興味深い資料らし

ストは︑かつてヴューダ祭式研究の第一人者だったオ

ランダのカーラント博士が一九二〇年代に一連の論文

に出した断片集のみがすべてで︑わたしの研究に必要

な祭式の全貌を与えてくれるだろう資料はヨーロッパ

である︒当時この派の情報にもっとも詳しかったのは

とインド各地の写本図書館に収蔵されている写本資料

W・ヴィッツエル博士︵現ハーヴァード大︑当時はラ
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謝しっつ同写本の検討をはじめたところ︑しかし︑彼

係部分をすべて快く送ってくれたのである︒好意に感

年に亘って集めたヴューダ写本資料のうちの当派の関

に興味を抱いていることを知るとただちに︑自分が長

イデン大学︶だった︒彼はわたしがヴァードゥーラ派

のことが新資料の発見を遅らせていたわけである︒

の写本にはタイトル︑コロホン自体に誤りが多く︑そ

発見だった︒生きた口頭伝承が既に絶えているこの派

その多くは学界にまったく知られていなかった新しい

に上回る新資料を発掘することができた︒幸運にも︑

の望むような形での研究はできないことが次第に明ら

が収集したインド各地とヨーロッパの資料でもわたし
かになってきた︒その第一の理由は︑当時知られてい
た写本のすべてに大幅な欠損があり︑テクストのほと
んど各ページに亘って長い欠落が起こっていたからで
ある︒さらに︑既存の写本資料がすべて︑まだ発見さ
れていないひとつの原本に基づいていることが分かっ
た︒現存写本のすべてに共通する欠損はその失われた
原本の破損に発しているようである︒かくてわたしの
ささやかな執念が︑まだ誰も知らない原写本と︑これ
しを駆り立てることになった︒三度のインドでの現地

とは別系統の欠損の少ない写本群を探索する旅にわた
調査と既存の写本情報にもとづく推理の結果︑紆余曲
折をへて一九九四年秋に南インドのケーララ州の中部
の古都イリンジャーラクダの郊外に住むこの派の伝承
家系のふたつの家を尋ねて探していた古写本を検討す
つ確認する作業を経て︑結果的には当初の予想を遥か

ることができた︒数十の填まみれの写本をひとつひと
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嚢
︵一月一日付︶︒

報 ︵一九九六年一月より一二月まで︶

盲くりも竺

の上︑名古屋学院大学講

の上︑龍谷大学助教授に

穣︵東方部︶助手は︑辞任︵三

師に就任︒

月三一日付︶

︒鈴木啓司︵西洋部︶助手は︑辞任︵三

︒梅樟忠夫名誉所員は︑京都大学名誉教
授の称号を授与された︵一月九日付︶︒
月三一日付︶

︒柳田聖山名誉教授は︑勲三等瑞宝章を︒稲葉
授章︵一一月三日付︶︒

就任︒
︒三浦国雄大阪市立大学教授は︑併任教
九九七年三月三一日︶︒

授︵比較文化研究部門︑四月一日〜一

U田中雅一助教授︵西洋部︶は︑委任経

ロンボ漁業省に於いてスリランカにお

理金により︑一二月二八日大阪発︑コ

ける漁業に関する情報収集︑シこ基金

研究所に於いて﹁欧亜フォーラム﹂出

席及び研究交流︑ロンドン大学に於い

一月二四日帰国︒

てスリランカの水産資料収集を行い︑

日大阪発︑パニヤール村周辺に於いて

︒藤井正人助教授︵西洋部︶は︑一月八

は︑文部省

サーマヴューダ伝承の現地調査を行い︑

一月三〇日帰国︒

︒高田時雄助教授︵東方部︶

大阪発︑イタリア大使館及びロス家に

科学研究費補助金により︑二月一八日
助教授︵比較文化研究部門︑四月一日

︒串田秀也大阪教育大学助教授は︑併任

茂樹監訳︶により︑第三十三回日本翻

て授与された︵九月三十日︶︒

訳出版文化賞が︑みすず書房にたいし

︵1・2︶﹄ ︵河野健二・阪上孝・富永

︒フォレ／オズーフ ﹃フランス革命事典

圏

於いてロス文庫の調査研究を行い︑二

月二四日帰国︒

〜一九九七年三月三一日︶︒

︒山本有造教授︵日本部︶は︑一橋大学

経済研究所COE経費により︑二月二

四日大阪発︑ソウル大学経済学部に於

文京助教授︵東方部︶は︑三月七

劇卑曲語文検討会﹂

に出席・研究発表

日大阪発︑香港中文大学に於いて ﹁卑

︒金

いて﹁日韓比較長期経済統計研究会﹂

に採用

に出席︑二月二八日帰国︒
に採用

に採用

究所助教授︵東方部︶に採用︵四月一

︒岩井茂樹京都産業大学助教授を︑当研

徹氏を助手︵西洋部︶

︵九月一日付︶︒

︒森本淳生民を助手︵西洋部︶

︵六月一日付︶︒

︒安田敏朗氏を助手︵日本部︶

︵五月一日付︶︒

︒北垣

日付︶︒
元外国人研究

︒河野健二名誉教授︵七九歳︶は︑八月

一〇日逝去︒
OCOme−ius Ouwehaロd
員︵客員教授︶チューリヒ大学名誉教
授︵七五歳︶は︑九月五日オランダ国

へイルーにて逝去︒
人のうこき一
︒高田京比子氏を助手︵西洋部︶に採用
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を行い︑三月一一日帰国︒
帰国︒
は︑四月一

二日帰国︒

︒賓谷邦夫助教授︵東方部︶は︑国際研

究集会研究員派遣旅費により︑八月一

︒岡村秀典助教授︵東方部︶

一日大阪発︑五洲大酒店に於いて

瀧井一博助手︵日本部︶は︑委任経理
金により︑二月二〇日大阪発︑デュッ

九日大阪発︑剤沙市内に於いて湖北陰

家文化国際学術シンポジウム﹂

文京助教授︵東方部︶は︑八月一

に出席︑

﹁道

日帰国︒

湘城遺跡の発掘調査を行い︑四月三〇

︒金

八月一七日帰国︒

ィーン大学︑プラハ大学︑ベルリン自

日大阪発︑カリフォルニア大学サン・

︒富永茂樹助教授︵西洋部︶は︑五月一

セルドルフ大学︑エッセン大学︑ウ

ッパでの国家理論修得過程の研究のた

由大学に於いて明治期日本人のヨーロ

港大学に於いて香港文学に関する資料

膜学術検討会﹂

﹁餞宗

共空間とデモクラシー﹂

収集を行い︑八月二三日帰国︒

ディエゴ校に於いて国際研究集会﹁公
ランス革命史に関する資料収集︑ケベ

めの資料調査及び研究交流︑シュレス
ヴィヒ・ホルシュタイン州立図書館︑

ック大学モントリオール校に於いてセ
に出席︑

︒藤田隆則助手︵西洋部︶は︑七月一〇

泰教授︵西洋部︶

は︑七月二四

トランシルヴァニア民族学博物館及び

日大阪発︑ブカレスト民族学博物館︑

︒谷

四日帰国︒

ル楔形文字文書の研究を行い︑八月二

大阪発︑大英博物館に於いてシュメー

︒前川和也教授︵西洋部︶は︑七月五日

に出席・研究発表︑香

キール大学に於いて資料調査を行い︑

ミナー﹁合理主義と政治哲学﹂

六日大阪発︑韓山書院に於いて

三月一九日帰国︒

五月二二日帰国︒

に参加及びフ

田中雅一助教授︵西洋部︶は︑三月二
﹁アジアの諸宗教についての日本人

九日大阪発︑シンガポール大学に於い
て

日大阪発︑サンバ・リカアンアジア典

ワークショッ

による研究をめぐって﹂

唱法の比較研究を行い︑八月一〇日帰

礼・音楽研究所に於いて東アジアの歌
国︒

プ参加・研究発表を行い︑四月一日帰
は︑三月三一

ビストリッツア地方︑ベルガモ県北部

山村に於いて牧民文化関係資料収集を

は︑七月一

一日大阪発︑ジャック・ドゥーセ文学

︒宇佐美

密教授︵西洋部︶

国︒
石川禎浩助手︵東方部︶

日大阪発︑社会科学院近代史研究所︑
社会学研究所に於いて中国近現代史に

行い︑八月二八日帰国︒

に関する研究集会出席︑八月一

﹁日本におけるフランス近代詩の

トウールーズ・ル・ミラィユ大学に於

ンポジウム﹂

に出席・研究発表︑ライ

ターに於いて﹁因果律に関する仏教シ

大阪発︑ドイツ恵光寺日本文化セン

は︑九月二日

てフランス近代詩に関わる草稿研究︑

図書館及びフランス国立図書館に於い

岡村秀典助教授︵東方部︶

いて

︒荒牧典俊教授︵東方部︶

日帰国︒

関する研究資料の収集を行い︑四月六

日福岡発︑刑沙市内に於いて湖北陰湘

受容﹂

は︑三月八

城遺跡の発掘調査を行い︑四月一〇日
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デン大学に於いて↓∵くetter教授と原

始仏教に関する研究討論︑ハンブルグ

三日大阪発︑パドヴァ大学︑ヴェネツ

︒高田京比子助手︵西洋部︶は︑一〇月

〇月三一日大阪発︑大明富合元殿発掘

文化遺産保存日本信託基金により︑一

に出席︑社会科学院

事業専門家会議﹂

現場に於いて﹁大明富合元殿遺跡修復

日帰国︒

世史に関する調査を行い︑一〇月一五

大学に於いてL．Schmi︷hausen教授とィア国立古文書館に於いてイタリア中

仏教起源論に関する研究討論︑デュッ

考古研究所に於いて資料調査を行い︑

︒藤田隆則︵西洋部︶助手は︑八月二五

一一月三日帰国︒

セルドルフ大学に於いてく．Bech教

五日大阪発︑パリ第一二大学︑フラン

︒森本淳生︵西洋部︶助手は︑一〇月一

コーネル大学に於いて東アジア伝統音

日大阪発︑イリノイ大学音楽学部︑

授と中国における仏教受容に関する研

ス国立図書館に於いてポール・ヴァレ

究討論を行い︑九月一二日帰国︒

一一月一日帰国︒

リーに関する調査・資料収集を行い︑

郁教授︵東方部︶は︑文部省科

学研究費補助金により︑八月二九日大

︒梅原
阪発︑民族学博物館及び東アジア博物

﹁民族音楽学

楽の伝承様式についての研究︑ハワー

に出席︑一一月一八日帰国︒

ド・ジョンソンに於いて
会﹂

学研究費補助金により︑一一月一五日

学研究費補助金により︑一〇月二七日

︒森賀一恵︵東方部︶助手は︑文部省科

ツェ国立図書館︑ボローニヤ大学︑ヴ

大阪発︑ローマ国立図書館︑フィレン

大阪発︑インド美術館に於いて博物館

の調査研究及び資料収集︑フランス国

館に於いてスヴュン・ヘディン将来品

ェネツィア国立図書館に於いて漢籍調

遺物調査︑プリンス・オブ・ウェール

︒稲本寮生︵東方部︶助手は︑文部省科

の閲覧及び資料収集を行い︑九月一人

立文書館に於いてペリオ収集敦燈写本

査及び宣教師の手になる中国語史資料

於いて博物館遺物調査及び仏教遺跡調

ズ博物館︑エレファンタ︑カネリーに

歩助手︵日本部︶は︑文部省在

目帰国︒

の研究を行い︑一一月九日帰国︒

︒安富

外研究員旅費により︑三月二九日大阪

査︑アウランガバード︑エローラ︑ア

︒高田時雄︵東方部︶は助教授は︑文部

省科学研究費補助金により︑一〇月二

発︑ロンドン大学経済学部に於いて大

に於いて仏教遺跡調査を行い︑一一月

ジャンクー︑バージャー︑ベドゥサー

徹︵東方部︶助手は︑文部省科

大阪発︑インド美術館に於いて博物館

学研究費補助金により︑一一月一五日

︒船山

二九日帰国︒

レンツェ国立図書館︑ボローニャ大学︑
ヴェネツィア国立図書館に於いて漢籍

七日大阪発︑ローマ国立図書館︑フィ

調査及び宣教師の手になる中国語史資

は︑九月二

自由度力学系としての経済の研究を行
い︑九月二七日帰国︒
四日大阪発︑甘粛工業大学接待中心に

料の研究を行い︑一一月一五日帰国︒

︒高田時雄助教授︵東方部︶

﹁中国敦塩吐魯番学学術討論

淡︵東方部︶教授は︑ユネスコ

於いて

︒田中

会﹂出席︑上海図書館に於いて敦塩関
係資料収集を行い︑一〇月三日帰国︒
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ズ博物館︑エレファンタ︑カネリーに

遺物調査︑プリンス・オブ・ウェール
に於いて中国美術資料の収集を行い︑

期間

山室助教授

Me雰HjOユ

招構外国人学者

教授

︒Anne

受入教官

マッギル大学助

大浦助教授

ポスト構造主義以後の文学理論
マッギル

田中教授

チャルマス技術大学研究員

桑山教授

ナポリ東洋大学ア

期間一月一〇日〜八月三一日

ジア研究科研究員

︒G．AurOra↓esta

受入教官

唐洛陽城の考古学的研究

慶華

受入数宮

Pau−TOby

イリノイ大学教

一九九七年五月一九日

五月二〇日〜

培斌

山室助教授

香港中文大学副教授

六月一日〜七月一日

ての研究
期間

唐代仏教建築と日本仏寺の比較研究

︒何

受入数宮

日・中・朝間の相互認識と誤解につい

授

︒ROna−d

期間

中国及び日本建築の研究

︒園

FOge−カリ期
フ間
ォル二月一日〜三月三一日

富永助教授

︵比較社会客員部門︶

受入教官

Andrew

受入数宮

中国社会科学院考古研究所

一九九七年五月三一日

六月二〇日〜
鴻勤

︵日本学客員部門︶

中国史・近代日中関係史の研究

ニア大学サンタバーバラ校教授

︒JOShua

期間一月一〇日〜八月三一日

的研究

西洋近代化における文学・芸術の学際

大学教授

︒Pais−eyNathanLiくings︷On

外国人研究員

一二月三〇日帰国︒

於いて博物館遺物調査及び仏教遺跡調
査︑アウランガバード︑エローラ︑ア
ジャンクー︑バージャー︑ベドゥサー
二九日帰国︒

に於いて仏教遺跡調査を行い︑一一月

学研究費補助金により︑一一月二一日

︒桑山正進︵東方部︶教授は︑文部省科

大阪発︑タキシラ遺跡に於いて仏寺構
成要素の現地調査を行い︑一二月六日
帰国︒
︒岡村秀典︵東方部︶助教授は︑文部省

日大阪発︑大英博物館に於いてガン

科学研究費補助金により︑一一月三〇

日帰国︒

ダーラ遺物の調査を行い︑一二月一一
︒勝村哲也︵東方部︶助教授は︑文部省

︒楊

研究員

科学研究費補助金により︑一二月二六

中国建築史・庭園史の研究
田中教授
一九九七年四月九日

九月一〇日〜

受入教官

︵比較社会客員部門︶

いてヨーロッパ人の中国探検に関する

期間

日大阪発︑香港中文大学︑マカオに於

寛︵東方部︶教授は︑委任経

資料収集を行い︑一二月二九日帰国︒
︒曽布川

理金により︑一二月二七日大阪発︑中
央研究院歴史語言研究所︑故宮博物院
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期間

受入数宮

田中教授

ロンドン大学講師

研究
八月一日〜

受入数官

金助教授

東洋学文献センター講習会

一九九六年度漢籍担当職貞講習会︵漢

籍電算処理︶

ベルリン＝フンボル 第一日︵九月三〇日︶

一九九七年七月三一日
Kracht

ト大学教授

図書館とマルチメディア︵講演︶

大型計算機センター技官

︵講義︶

小棒義明

典

隈元菓子

河野

東洋学文献類目冊子体作成について

大型計算機センター技官

金澤正憲

漢字コードの話−漢字と外字の処理

ボストン大学準教授

吉川教授

−︵講義︶

大型計算機センター教授
横山助教授

日本のクリスマスについての社会史的

受入教官
KOhn

九月四日〜一〇月三一日

受入教官

計算機処理入門︵講義︶

大型計算機センター技官

第二日︵一〇月一日︶

丹羽正之

村田康彦

東洋学文献類目の編纂とフォーマッ

ト︵講義︶
ファルハ建築事

一九九七年八月三一日

九月一八日〜

外国人研究生

期間

中国中世における道教の戒律の研究

︒Li≦．a

期間

研究

︒K−aus

ペンシルヴァニア大学期間

六月三日〜八月一五日

︒↓amsen Sen
助手

桑山教授

E．1udgeユタ大学助教授

六月二〇日〜一一月三〇日

受入教官

唐宋時代中印交渉史の研究
期間
︒lOan

狭間教授

臣民から市民へ−明治日本と清未申国

W．A−−On

一九九七年六月一九日

六月二七日〜

受入教官

における﹁民﹂概念の変容−
期間
︒Mark

荒牧教授

七月八日〜一二月三一日

受入教官

原始仏教経典の伝承過程の研究
期間

Lehneユ

漢字典と漢字合成法︵講義︶

フランス国立科W
学O−fgang
務所建築技師

︒Fran召iseBOtterO
センター研究員

大型計算機センター助手

︵講義︶

安岡孝一

日中台における漢字コードの規格

同志社女子大学非常勤講師
田中教授

一九世紀日本における住宅の変容と壁
受入数宮

一九九七年三月三一日

四月一日〜

の構法

高田助教授
一九九七年七月七日

受入教官
七月八日〜

期間

漢字の特質とその諸問題
期間

賓三 国立台湾大学副教授

日本近代京都学派中国経学研究述論の

︒張
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宮津

彰

漢字コードの問題点とーSO
−○澄のUCS︵講義︶

学術情報センター教授
データベース検索︵一︶︵実習︶
第三日︵一〇月二日︶

花園大学教授 ウルス・アップ

中国仏典電子化の諸問題︵講義︶

桶谷猪久夫

文書データベースの設計︵講義︶

大阪国際女子大学教授
データベース検索︵二︶︵実習︶

中村素典

インターネットの概要︵講義︶

第四日︵一〇月三日︶

経済学部助教授
インターネットによる情報サービス
︵講義︶

石橋勇人

データベース検索︵三︶︵実習︶

大型計算機センター助手

櫻井恒正

大学間ネットワークの状況について

第五日︵一〇月四日︶

︵講義︶

大型計算機センター技官

大阪市立大学教授

柴山

守

CD−ROMによる情報サービス
︵講義︶

一九九六年度漢籍担当職員講習会︵中

級︶

第一日︵一一月一一日︶

小南一郎

黒川洋一

至

経部書︵講義・実習︶

富谷

漢籍の話︵講演︶

漢籍実習

史部書︵講義・実習︶

第二日︵一一月一二日︶

岸田知子
︵懐徳堂文庫︶

高野山大学助教授

懐徳堂文庫の書物︵講義︶

現地実習︵一︶

荒牧典俊

実習︶

三日︶

子部書︵講義

第三日︵一一月

四日︶

︵南禅寺金地院︶

福島書彦

現地実習︵二︶
第四日︵一一月

実習︶

大阪大学教授

集部書︵講義

現地実習︵三︶︵陽明文庫︶

明清の書物︵講義︶

第五日︵一一月一五日︶

岡本サエ

東京大学東洋学文献センター教授
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⁚お宰・王−土中Ⅶ

月

陳三井︑同研究員兼副所長

黄福慶︵陳

氏は中仏関係史︑黄氏は中日関係史に造

詣が深い︒狭間︑森︑石川が応接し︑台

王

Frisby

世慶ほか四名︵交流協会の招へいによる

︵専門は知識社会学︒ジンメルの再評価

グラスゴー大学教授Daくid

見交換した︒︶

三月二二日

湾での中国近代史研究の現状を中心に意

王志偉︑光明日報四川

よび台湾における台湾史研究の現状につ
二 日 光明日報編委

いて懇談した︒︶

学術視察団一行︒山本が応接し︑日本お

究貞・国立中央大学歴史研究所教授

中央研究院中山人文社会科学研究所研
一月一七日

三

を試みた許c計〜式叫c已ト︑尽r琵㌻鼓Sな

び日本における近代とポストモダンにつ

どの著書がある︒外務省の招待により来

余長安︵京都新聞社の招

許介鱗︑中央研院

で書庫を見学した︒︶

いて意見交換した︒その後文献センター

中国社会科学院近代史研究所所長

海鵬︵張氏は近代化の幅広い研究者であ

日

張

記者 戴祐長

二

きで来京︒森が応接し︑中国のマスコミ

月

日︒谷︑富永が応接し︑ヨーロッパおよ

五

事情につき意見交換した︒︶

林満紅︑国立台湾大

許嘉棟︑中央研究院近

三月一三日 国立台湾大学教授
経済研究所所長
代史研究所研究員

鄭梓︑淡

学教授 黄俊傑︑中華民国総統府国史館

がある︒阪上と狭間が応接し︑懇談︒︶

り︑﹃中国近代史稿地図集﹄

纂修 卓遵宏︑逢甲大学教授

陳翠蓮︑台

王炎︵専門は中国

間︑森︑石川が応接し︑四川の飲酒文化

近代史︑酒の文化史にも造詣が深い︒狭

華酒文化研究所所長

四川省社会科学院歴史研究所所長︑中

などの著書

劉寧顔︵日

任耀廷︑同

江大学副教授

十月二六日

湾省文献委員会副主任委員

川が応接し︑台湾での歴史研究の状況に

本交流協会の招きで来日︒狭間︑森︑石
ついて意見交換した︒︶

三月一人目 中央研究院近代史研究所研究員兼所長
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を中心に意見交換した︒︶

十一月八日 中国社会科学院近代史研究所副研究貞

十二月二日

張啓

コミンテルン文書集を中心に意見交換し
た︒︶

中央研究院近代史研究所研究員
雄︑同副研究貞

聞黎明︵聞氏は聞一多の研究者であり︑

﹃聞一多伝﹄

代政治外交史の専門家であり︑﹃外蒙主

T−芝監

の

の著書がある︒

黄白進︵張氏は中国近

書のほか︑民主運動︑大江会など留学史

権帰属交渉−箪

などの著

にも造詣が深い︒狭間︑森︑1・フォー

黄氏は日本の対華関係の専門家であり︑

﹃聞一多年語長編﹄

ゲルが応接し︑﹁抗戦勝利前後中国知識

経済史研究室主任

虞和平︵専門は中国

中国社会科学院近代史研究所研究員︑

著書がある︒︶

分子対美国対華政策的基本認識1以西南
の研究報告を

専政通︑北

十二月六日

﹃吉野作造対近代中国的認識与評価﹄

行なった︒︶

聯合大学為例的初歩考察﹂

十一月八日 中国文化学院大学元教授

近代社会経済史︒中国の近代化商会の関

係について専著があり︑中国近代化の都

王

守常︵東京での梁漱漠記念講演会で講演

京大学中国哲学与文化研究所副所長

市と農村班において

﹁清末以後都市同郷

組織の現代化﹂というテーマで特別講演

ハーヴァード大学ピーボディ博物館教

した︒︶

ののち本所に来訪︒梁啓超研究班の班員

十二月十七日

と梁漱漠の思想について意見交換した︒︶

鄭丁旺︵交流協会

の招へいによる視察旅行の一環として来

十一月十九日 台湾政治大学学長

授

MeadOW︵メドゥ教授は動

物考古学の第一人者であり︑中東での遺

した︒︶

諸問題に関して︑谷︑前川と意見を交換

回は地中海︑西アジアにおける家畜化の

跡発掘の現状について熟知している︒今

Richard

究体制等を説明した︒︶

Fe−ber

所︒狭間︑山本が応接し︑本所の共同研

︵専門は中国近代史︑特にコミンテルン

十一月二四日 フンボルト大学数授RO−and

のドキュメントに精通︒狭間︑森︑石川︑
が応接し︑出版されたばかりの中国関係
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ヽヽ

藤

希

共同研究からはじまること
斎

史

せられるよりは︑調理法のよくわからない素材が下ご

しらえだけで目の前に出され︑よってたかって味つけ

してみるほかないほうが楽しい︒そこで︑ショートサ

ヽヽ

イクルの会読を行なったり︑試行的なテーマで報告し

話し手にとっても聞き手にとっ

はじめられるよう腐心した︒研究の出発点と

−

ていただいたり︑ともかくこの共同研究という場から
ー

何か新しい研究が

ても

なるような共通の経験を作ることを第一に考えたので

の

﹁異言語接触

飛鳥井雅道班長﹁文学から何が見えてくるか﹂
﹁漂荒紀事部会﹂を中核に再編成された

ないが︑この研究班をきっかけにいくつか新しい仕事

ある︒むろんそれが十全に発揮されたとはとても言え

を完成させることであった︒そ

の場としての十九世紀日本﹂班の最初の仕事は︑とに
かく﹃注釈漂荒紀事﹄

の出発点である︒足の向くまま気の向くままではあっ

この三月で転出する私にとっても︑人文研はひとつ

がはじまりつつあることは︑いずれ報告できるはずだ︒

ても︑この経験の重みは変わらないとおもう︒

B00kの上で互いに遠慮

の作業にあたって︑めいめいが電子テクストで原稿を
会釈なくその場で手を入れていく方式をとったことは︑

準備し︑もちよったPOWer

効率化というはじめの目的を越えて︑共同研究とはど
み︑ともに考え︑ともに書く︒朝から夜中まで︑日付

ういうことかを考える大きな契機になった︒ともに読
が変わることもあった﹁合宿﹂研究会は︑共同研究の
ひとつの極点に至っていたかもしれない︒どうにかこ
開したときも︑この経験は研究班の核となった︒

うにか注釈の完成に目途がついて研究班が心機一転再
そもそもが︑班長からして若い研究班である︒班員
それぞれの研究を披歴しあうスタイルはどうも似つか
わしくない︒万全の調理をすませてきた皿の味見をさ
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媒介三年
三

浦

囲

雄

と名のつくものには

横山俊夫さんと藤井譲治さんから︑一緒に遊びませ
んかと誘われてはや三年︒︵長︶

上げ膳下げ膳︑準備万端調えていただいたお蔭で何と

久しく嫁がなかったので何だか落ち着かなかったが︑

だい︶︒

か幕が引けそうである︵このあとの論集の刊行がもん

というテー

無責任な物云いになるが︑この研究班は確たる成算
があって発足したわけではない︒︵媒介︶

という一元的な視点︑ある

マは私たちの思いつき︑または予感であった︒アジア
といった二項対立でもなく︑

︵あい

︵間︶

と云っても

に視点を置いて見

︵主役︶ 村︵敵役︶

いは

︵あいだ︶

の歴史と社会を︑︵主役︶
人と人︑事象と事象との

通してみようというのである︒︵あいだ︶

︵間柄︶ といった虚空間とも少し違う︒その

︵関係性︶ を扱うのではなく︑和辻哲郎の云う
や

の働きは予想外に多

いか︑というのが私たち王少なくとも私の予想であ

転換や連鎖によってアジア世界は動いてきたのではな
った︒

の観点から再編成するという方式

とは云っても︑私たちの研究班は班員固有のテーマ
をそれぞれ︵媒介︶
ら

︵媒介三年︶

︵媒介エキス︶

後の宿題となろう︒

南一

郎

を抽出する作業は︑各班貞に課せら

を取ったので︑のべ五十件に及ぶ個性的な研究発表か
れた

中国礼制研究班

小

﹁中国古代礼制研究

﹁中国の礼制と礼学研究班﹂とを

我々の中国礼制研究は︑以前の
班﹂と現在進行中の

合わせれば︑七年以上も続いたことになる︒すでに一

冊の報告書を纏めて出版しているのであるが︑中国の

古典的な文化の中において礼制度がいかなる位置と機
︵媒体︶

能とを備えたのかなどといった点について︑全般的な

ないし

だ︶

の ︵媒介者︶

様で大きく︑媒介されるものと媒介するものとの相互
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見通しを描くには︑まだほど遠い位置にある︒
日本の観念からすれば︑礼とは人間関係の倫理的側
面に関わることが多く︑それを分析するのは︑もっぱ
ら人文科学や社会科学の方法だということになろう︒

文潤閣

﹃四庫全書﹄

﹃王禎農書﹄

所収の

一九九二年八月︑漸江省杭州での中国科学技術史国

部

際学術討論会に参加したついでに︑漸江省博物館背後

渡

学や暦についての知識は不可欠であり︑あるいはまた

ついての知識も求められるのである︒たとえば︑天文

しかし︑中国における礼制度の研究には︑自然科学に

音楽︑それも五度上がったり四度下がったりして出て

を閲覧す

の小高い丘の上にある文欄間を訪れたことがある︒目

﹃王禎農書﹄

的は架蔵の

﹃四庫全書﹄所収の

学は必要ないにしろ︑分数の計算には︑注釈の中でし

来る調性の問題なども扱わなければならない︒高等数

るためであった︒周知のように乾隆帝の命によって編

は︑北京の紫禁城内の文淵閣を

纂された

﹃四庫全書﹄

にすることがないので︑﹁何千分之何百﹂といった大

ばしばお目にかかる︒それも︑約分をして簡単な数字

匿閣と鎮江の文宗閣は︑太平天国の乱によって完全に

筆頭に内廷の四閣︑そして江南地域の三閣︵揚州の文

った︒乱後︑当地の紳士丁申・丁丙兄弟が市中に売ら

焼失し︑残る文潤閣もこの乱によって甚大な被害を被

ただ︑そうした数字が出る部分には︑テキストの乱

きな数の表現にもなるのである︒
れが少なくない︒また︑そうした部分の論理が十分に

って欠本の補充がなされた︒問題の

れていた文潤閣蔵書を買い戻し︑識者たちの努力によ

は追えない場合もある︒注釈を書いた八白身に︑本当
はよく分かっていなかったのか︑テキストを伝承した

の宋

﹃王禎農書﹄全一

人々が︑内容が理解できないので︑十分な校訂を加え

のみで︑巻

︵﹁百穀譜﹂

〇冊中の九冊はこの時の補充で︑原抄本は第三冊

六果属〜同十一飲食類備荒論︶

おいても︑礼学に関わる人々が︑全て理科的な頭脳を

られなかったかのいずれかであるに違いない︒中国に

頭に

﹁乾隆御覧之賓﹂

方印があった︒私がもっとも期待していた﹁農器図

﹁古稀天子之賓﹂︑巻末に

持っていたわけでないことを知って︑いささかは安心

譜﹂部分は後補で︑携帯していった文淵閣本と逐一比

するのである︒
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り︑明の嘉靖本をもとに筆写したものであることが判

較対照してみたところ︑各種の農具の画風は全く異な
るところである︒

出来るだけ早い時期に出版できるよう準備を進めてい

ないが︑従来の研究に欠けていたいくつかの重要な視

成果のほどは報告書を見て判断していただくほかは

器図譜﹂ のコピー︵郭沫若氏から天野元之助氏への寄

点をあらたに提示することが出来たのではないか︑と

明した︒京大人文研の科学史研究室には文津閣本﹁農

も異なる︒解放後︑渚陽から甘粛省蘭州に移された文

贈︶があり︑ここに収められた農具挿絵は文淵閣本と

一流派に限定せず︑その気運と連動して顕著になりつ

期待をもこめて自負している︒象徴主義を文学史上の

つあった前世代の芸術家たちの業績の顕彰︑発見︑再

潮閣本も︑たぶん挿絵が異なっていることであろう︒
一度ぜひ拝見してみたいものである︒︵東海大学文学

評価をも含めて検討すること︑さらに対象を文学に限

その後の二年間を実質的な研究活動に当てるとすると︑

場を形成する準備期間としてやはり必要不可欠であり︑

は班員相互に共通の問題意識を醸成し︑共同研究の磁

われるかもしれない︒しかし少なくとも最初の一年間

四年の期限は通常のそれに比べるといくらか長く思

た方向であったと言っていい︒

点から検討しなおすことが︑私たちの最終的に目指し

現理論の転換点としての象徴主義の本質を複眼的な視

な芸術運動として捉えなおすこと︑要するに近代の表

らず絵画︑音楽など諸芸術の相互連関を重視し総合的

部教授︶

﹁象徴主義の研究﹂班
宇佐美

一九九三年四月に活動を開始して以来︑早くもまる

に忙殺されることになり︑長すぎるどころかむしろあ

最後の一年間は上記のように成果報告書の取りまとめ

っと言う間の出来事であったというのが実感である︒

四年が経とうとしている︒当初の予定通り期限内に成
にいたるまで原稿の執筆および検

果報告書の作成にこぎつけるべく︑九六年秋以降現在
︵九七年一月中旬︶

討の作業を続けている︒三月末には編集作業を終えて
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共同研究の話題

田

幸

子

主体・自己・情動構築の文化的特質
窪

である人々にどのような﹁主体﹂をみいだすのか︒あ

る意味で人類学の実践者として根源的な問いを突きつ

究会の収穫は大きい︒私自身の結論はまだ見えないが︑

けられることになった︒ただその一点だけでもこの研

私にとってこの共同研究は結論へと収束してゆくより

も︑むしろ拡大に向かっているように思われる︒とい

主体・自己・情動構築の文化的特質をテーマとした うのも問題は﹁主体・自己﹂ にとどまらず︑あらゆる
共同研究が始まって三年目になる︒この間︑多地域の 他の日常の具体的な概念にも通ずることが考えられる
事例について︑人類学に限定されることなく心理学︑ からである︒︵大手前女子大学文学部講師︶
歴史学をふくめた多様なアプローチからの研究報告が
活発に︑熱心に重ねられてきた︒誤解をおそれず租っ
ぼく三三口でいえば主体・自己などの ﹁個﹂概念につい
ての各地域の事例に基づく通文化比較と概念自体の歴
史的検討を通じ︑自己概念の多様性と普遍性を検討す
る︑という営みだったと位置づけることができる︒そ
して︑三年が過ぎようとしている今︑提示されたテー
マの大きさとその重要性はさらに明確になってきたと
いえるだろう︒
この共同研究では﹁個﹂概念を思想史のなかでとら
え直す作業が行われてきた︒その過程で︑私自身がい
かに﹁個﹂概念を安易に︑無批判に使っていたのかを
思い知った︒フィールドの中で︑調査者として私自身
をどのような﹁主体﹂として位置づけるか︑被調査者
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での日々

所のうち・そと
﹁人文﹂

宮

崎

昭

子

昭和四〇年二月︑元気に出勤した夫が通勤途上で倒

書をタイプする時︑前日に二〇分かかったら︑今日は

一五分で美しい文書を作ろう︑と︒ワープロが出現す

るなんて夢にも思わなかった時代で︑修正は練りゴム

でたたいて消し︑打ち直していた︒こうして北白川で
講演会で

﹁アンナ・カレーニナはよろしいなあー︑

約一〇年︑東一条で約二〇年の歳月を過ごした︒

先生︒河野健二先生とご一緒に始めた﹁お習字の会﹂

私は大好きです﹂と夢見るような目をされた桑原武夫

れ亡くなった︒四歳の長女と三か月の二女を連れて新

をたてて下さった︒当時の

は今も続く︒柳田聖山先生は︑分館の研究室でお抹茶

﹁人文﹂といえば輝ける研

潟から京都の実家へ帰った私は︑和文タイプが打てる
との資格で公務員としてその年の八月︑人文研へ就職

んだ︒北白川では中庭の他の鯉に職員の名前をつけた

究所で︑先生方に囲まれているうちに色々なことを学

突然の不幸に途方にくれていた私は︑﹁ママ︑どう
﹁いつまでもこれで

と言いながら鏡に向

の皆様に心から﹁ありがとう﹂と申し上げたい︒

退職を前に︑私を育て支えてくださった大勢の人文

仲間に入れていただいた︒

べりをした︒東一条に移ってからは︑バドミントンの

り︑先生方や︑事務室︑研究室の女性達とよくおしゃ

した︒
したの？﹂ と尋ねる長女の声に

笑顔︑笑顔﹂

は﹂ と自分に暗示をかけることにした︒朝出がけに
﹁私はハッピー！

かう︒最初は顔がこわばり涙が出そうになったけれど︑

﹁お買得商品﹂

になること︒中

不思議なもので自分もまわりの人達もだませるように
もうひとつ︑それは

なり︑﹁幸せごっこ﹂は成功していった︒
途採用で子連れで︑おまけに暗い感じの人を採用して︑
事務長はじめ皆さん﹁しまった！﹂と思っただろう︒

お買得になれば信頼も生まれる︒例えば︑ひとつの文
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司書室

中

久

子

は実に可哀想である︒でも増床されるし︑何よりも図
になることだろ︑つ︒

書室には本を愛する人がいる︒これからはかなり幸せ

図書業務さえ知らなかった者を︑長期間の非常勤の

後も同一職場で定員化し居つづけること︵学内でも希

かさは︑佃では望む事のできないことである︑と恒言

有な例である︶を許してくださった人文研の優しさ暖

田
逆光の中を玄関から階段へと豚脂色の絨椴を踏んで

初対面の司書室である︒故倉田先

運筆あれこれ

村

哲

也

二十年も前のことだが︑ジョセフ・ニーダム博士が︑

勝

しているのは退職を前にした最近だけのことではない︒

上がると︑薄墨色の壁・黒褐色の調度品・金茶色の械
椴・与えられた机の横は茶色の長椅子・それらを照ら
−

す高い灰色の天井から釣下がった四角い間接照明︒人
文研への初出勤

生の人文最後の御仕事﹁漢籍分類目録﹂は最終段階の

の毎日となった︒繁体漢字へのアレル

た旧目録を手に︑講堂の煙くシャンデリアの下で﹁キ

索引編成の最中で︑作業は複写機とて無く︑ばらされ
ッタ︑ハッタ﹂

ギーは無かったが量の魔大さに圧倒された︒
放蕩たる風のうちに作業を終えておられた川勝先生︑
爽快な程に仕事を消化された竺沙先生︑朝入室すると

れる漢字の一画一画の筆の運びに魅せられたことを︑

北白川の二階の講堂で講演されたとき︑大きく板書さ

ついきのうのように想い出す︒その字は棺書体で︑実

ソファから起上がる︵夜中勉強の︶図書掛員︒居心地

に正確であった︒しかし何より驚いたのは︑筆順が常

良い室に校了後も居り︑類目・文献班・書庫内の作業︑
六七年からの管理換時は整理業務をと教わるともなく

識とかけ離れていたことである︒会場では時々笑いが

教わり︑漢籍委員会では四部書整理を習った︒本好き

起ったが︑博士は淡々と書き続けられた︒学の字は

即ち本に村する礼儀を知る

のみならず本を愛する

−

人々の中で学んだことは多い︒あの頃に比べて今の本
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であった︒そ

﹁メメヨヨカンムリコ﹂と書くべしと︑私は教わって
きた︒けれども博士の学は﹁ヨメメヨ﹂
こには起筆順とか︑主要五の四角号礪のコンマ以下の

鴨川の花火

田

敏

朗

京都に比べれば夏も冬も過ごしやすい神奈川県逗子

安

これもひと昔前の話で︑趨模初先生が︑わが老師を

のつながりも皆無の土地で︑しかもその気になれば一

から昨年六月に赴任︒親戚・知人もいなければ研究上

から解放された世界があった︒

約束とか︑漢字の書き手にかせられた︑あらゆる制約

で休憩をかねて作詩にふけられた所のこと︑七律の初

に惑わされずに自分の研究に没頭できるかと思いきや︑

日中誰とも口をきかないで済ませられる研究所︒雑事

訪ねられソバ屋に立ち寄っての帰路︑研究所の応接室

の上

の暑さの上に︑研究室の冷房はなかなか使用可能にな

梅雨のうっとうしさに引き続くまとわりつくような夏

をおろして︑黙考に入られた︒ややあって﹁甘﹂

句を﹁蕎麦麺﹂と始め︑﹁甘﹂と左方の偏の位置に筆
に﹁舌﹂を重ね書きし︑薯に﹁甘﹂と添え︑ためつす

扇風機とにらめっこする毎日︒しかも﹁人文研﹂

らず︑﹁ウメサオ﹂となぐり書きされた年代物の卓上

がめつしたあと︑次字を小さく﹁鮮﹂と認めて筆を置
かれた︒かくて︑当代随一の詞の作者で︑郭沫若を凌

に来

ぐとさえいわれる右筆家の書が︑反故ゆえに私の手元
漢字情報処理の研究班を始めて三年︑研究会の用語

赴任ニケ月あまりで辞めて帰ろうかとさえ思ったある

学者が育ったものだ︑凡人にはとても無理な話だ︑と

圧︒しかし︑よくもまあこんな所で昔から大学間・大

た以上はすばらしい成果を出さねばならないという重

で申せば︑ニーダム博士の漢字はパタン認識︑模老の

に残った︒

字は事と次第によってはバリアントになっていた︑と

日のこと︑ひょんなことから事務・図書の方たちと花

火をすることになった︒花火は海で打ち上げるもの︑

なろうか︒げに漢字は異なもの味なものである︒

と固く信じる湘南人間はあまり気乗りはしなかったが︑

鴨川の花火も悪いものではなかった︒それは花火の質

が良かったとか︑涼が得られたということでは決して
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けばよいのではないか︑と持たなくてもよい気負いが

見ながら︑研究に対して気張らずにもっと肩の力を抜

ない︒相変わらず暑かった︒しかし︑水面に映る光を

きものには実に多種類の布が用いられていて︑私には

うになったからである︒そこに陳べられる昭和初期の

というのも︑きもの好きが高じて︑古着屋をのぞくよ

して︑少なくともさっと操みなでただけで︑布の種類

無限の奥行きをもった魔界とも見える︒しかし︑一見

それから数か月︒気負いがなくなって研究がはかど

なくなっていった気がした︒

ついての知識はもちろんだが︑それはきもの文化の生

に当りをつける人もいる︒この違いは何なのか︒布に

史

担う意味を実感せずに︑ただ斬衰といって︑はたして

の違いをもたらすのだとすると︑文化の豊さのなかで

たということであろう︒そのなかに生きた体験が︑こ

多様さであり︑それはきものが文化として成立してい

性を楽しんでいた時代があった︒さればこその︑布の

身幅を狭めになどと︑世の人なべてがこの無限の可能

この織りにこんな染め︑模様は少し季節を先取りして︑

死と係わることではないのだろうか︒春の終わりには︑

ったかというと︑冷蔵庫のような冬の寒さに︑よくも

島

雄

まあこんな所で昔から⁝⁝︒

木

たとえば喪服のてざわりなど
ということ

そうふく

か︒また私にもそこそこ見当がついたりする今出来の

きものとは何なのであろうなどと︑近頃考えている︒

どれ程のことを私は書物から読み得ているのであろう
もふく

わたしは︑中国の喪服を主に研究している︒これは
もふく

縁者の死後の︑一連の喪の儀式のことである︒そして
ぎんさい

喪服はその重要なテーマである︒中国古代の喪服には︑
そま

おおきく五種あって︑例えば斬衰とは︑縁を縫わない
ふくま

ままの宜麻製のもののことである︒しかしこれまでわ
たしは︑斬衰という語を︑服喪の軽重の程度を表す記
号というぐらいにしか考えていなかった︒
ところでこのところ︑布を手にとる機会がおおい︒
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田

ヴェネツィアの古文書館
高

京比子

この秋︑約二年ぶりにヴェネツィアの古文書館を訪

対象の時代と確かなつながりができたような気がする︒

とは言っても︑省略記号の多用されたラテン語のマ

ニュスクリプトを読むのはかなりきつく︑覚悟してい

たとはいえ最初は頭がくらくらした︒基本的には慣れ

﹁途中で挫折しませんように﹂と祈りたい気持

れば誰にでも読めるものなのだろうが︑十二月半ば頃
までは

れる機会を得た︒建物には︑かつての修道院が使用さ

スタッフの方々のおかげで︑それなりの仕事は済ます

ちであったと思う︒それでも︑快適な閲覧室と親切な

日本に帰り︑日々過ごす中で︑古文書館の持つ時間

ことができたのだが︒

れており︑教会のそばにある目立たない戸をくぐって

を超越したような一種独特の雰囲気は忘れかけていた

石造りの小部屋と小さな庭を抜けると︑ゴンドリエー
レが客引きする賑やかな外の世界は既に遠い︒閲覧室

ここに通っていたのがつい昨日のことのような気がし

からは︑回廊付き中庭と教会の鐘楼が見えて︑静かで
私がここに通い詰めていたのは︑九三年十月末から

た︒今回は駆け足であったが︑またゆっくりと古の人

が︑久しぶりに訪れ︑古びた箱の紐をほどいていると︑

四カ月ほどであった︒渡伊後二年目にして初めて見る

の声を聞きに来てみたい︒

落ちついた一角を構成している︒

古の人の直筆の記録は︑大変感慨深かったことを記憶
している︒古文書学の授業でコピーが配布されること
はあったが︑現物は全く違う︒書き手の筆の運び方ま
で伝わってくるような文字の濃淡︒公証人の署名の欄
に︑花を持った手の絵が書いてあったりすると︑その
これらが常に過去の﹁事実﹂そのものを語っていると

遊び心に思わず笑みがこぼれた︒テクストとしては︑
いうわけではないのだろうが︑羊皮紙を手に取って見
ていると︑やはり七︑八百年の時を越えて自分の研究
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中原中也研究︵創刊号︶
書評・杉本秀太郎文粋1 ﹃エロスの図柄﹄

の理論と読者論

十月一五日

七月

産経新聞

平凡社

三月

三月

大
岡

浦
村

庸
秀

介
典

㊥文学をいかに語るか︵編︶

埋蔵文化財研究会

七月

十二月

新曜社

京都大学人文科学研究所

考古学と実年代

中国鏡からみた弥生・古墳時代の年代

歴博フォーラム倭国乱

湖北陰湘城遺址一九九六年の調査福岡からアジアへ4
中国古代における戟争の起源

稲作起源を語る

十一月

樹

日本文化財科学会

中国初期稲作文化札記

弘

十一月

合

湖北陰湘城遺址一九九六年春の調査
日本中国考古学会会報第六号

落

研究﹄

日本史研究

直

人

日本歴史

五七五

四月

五〇二 二月

書評・園田英弘・濱名篤・鹿田照幸著﹃士族の歴史社会学的

谷

書評・丹羽邦男﹃地租改正法の起源﹄

籠

人文学報

文部省

ジャパン 4月

七七 三月

日中戦争前の日本経済外交

Hネット

の歴史的意義

科学研究費補助金重点領域研究﹁総合的地域研究﹂総括班

﹃東南アジア世界の形成と地域連関の論理﹄

月 月 月

書評・デュラス著﹃これで︑おしまい﹄
産経新聞
﹁よみ﹂
同右
十−十二月

十一月

六八冊

東洋文庫五九人

学燈社

白水社

ふらんす

書評・飯島耕一著 ﹃暗殺百美人﹄

暖昧と意味の揺らぎ

郁

﹃日本名詩集成﹄

フランス詩こぼれ話①⊥⑨

原

詩篇解説・清岡卓行五篇
梅

東方学報京都

㊥東京夢華録 − 末代の都市と生活︵共訳︶
元史刑法志訳注稿︵二︶

清明集のことなど 宮崎市走追悼録

﹃宋元時代の基本問題﹄

第二次﹁日印会商﹂を事例に
三月

書評・石井修﹃世界恐慌と日本の﹁経済外交﹂−一九三〇−

五四巻四号

四月

日蘭会商︵一九三四年六月−一二月︶

東洋史研究

黒川古文化研究所

七月

武藤先生と父 ﹃誠の人−−−武藤誠先生追悼録﹄

汲古書院

八月

一九三六年﹄
週刊読書人

罰俸制度の展開 − 旧中国における懲戒
十二世紀中国の都市・開封の裏面
㊥前近代中国の刑罰︵編︶

40

十九八

四〇号

﹃横浜と上海

総合的地域研究一八
書評・﹁横浜と上海共同編集委員会編

村

哲 也
勉誠社

角川書店

五月
近代都

十一月

二月

十一月

田中琢︑宇野俊一︑朝尾直弘編﹃角川日本史辞典﹄

史潮

市形成史比較研究﹄横浜開港資料普及協会
共著

勝
東洋学における漢字計算機処理の現状

人文学と情報処理一〇
〇回﹁大学と科学﹂公開シンポジウム組織委員会編
九月

電子漢字六五︑000字﹁情報スーパー・ハイウェイ﹂第一
クバプロ

北

文

徹

京

−

四月

三月

フランスとド

名古屋大学出版会

イツにおける教養一人九〇−一九二〇﹄︵共訳︶

㊥翻訳・F・K・リンガー﹃知の歴史社会学

全

七巻四号

しにか

張愛玲現象を評す

汲古書院

七月

しにか 七巻五号 五月
元代における演劇隆盛の一背景

狐／狗／鼠／卵／亀／五毒

−
−

中国イメージシンボル小事典
関漠卿の出自をめぐって

徳間書房八月

知られざる中国文化の一面﹃金庸の世

しにか

七巻十号

徳間書店

十二月

一月

七月

十一月十四日

中国社会科学出版社

十一月

﹃華夏文明与伝世蔵書︵中国国際漢学研討会論文集︶﹄

京都新聞

開明出版社

七巻十二号

図像が示す知的混沌の世界

東方学第九十一輯

南一郎

サンサーラ

中国戯曲史的両大潮流 ﹃漢学研究之回顧 41
北京中華書局 九月 一

ー

﹃宋元時代史の基本問題﹄
金庫学のすすめ
界﹄

24ドットフォント出力見本1付︑補
詩讃系戯曲考−

説工

萄文化と中原文明︵龍馬古城遺跡から︶

﹃中国古代小説国際研討会論文集﹄

有閑敦燈本︽庭山遠公話︾的幾個問題

編集後記

小

−

与前塘−文学言語巻﹄

十二月
十九号十二月

三才図会

遺二五〇四一字﹃文字コードとデータベースの展望﹄全国

新書館

しにか 七巻三号 三月
東方学報京都 六八冊 三月

十月

香港文化と金庸武侠小説

ズ四

島

史 雄

文献・情報センター人文社会科学学術情報セミナーシリー

1ISXO221

木
﹃経典樺文﹄
陸徳明学術年譜
孔子／孟子／韓非子

井波律子編 ﹃中国史重要人物101﹄

中国思想史研究

﹁大晋龍興皇帝三臨蹄薙皇太子又再荏之盛徳隆照之額﹂にみ
る晋初の礼学とその実践

一

小

山

哲
中欧

−

人文学報

希 史

地域開発ニュース

沼野充義編

佐々木

克

小西四郎先生の思い出

十二月
四月

中国古代の太陽表現

田

しにか

七巻十号

七巻五号

澄懐堂美術館

しにか

三月

一月

十二号

十一月

立命館大一月

言語文化研究七−三

茨城県歴史館

民族蛮術

澄懐堂美術館

−馬王堆と三星堆

古代美術

京比子

斉藤寛海訳

三月

西洋史学一八〇号

七九巻六号

十一月

しにか 七巻三号 二月
しにか 七巻三号 二月

史林

﹃中世後期フィレンツェ毛織

貴族家系の結婚交渉の事例から−

一三世紀ヴェネツィア社会における女性の地位と役割−ある

高

﹁明末清初の書画﹂解説

中国学最前線

中国イメージ・シンボル小事典−太陽・月・水

﹁明朝の書画﹂解説

茨城県史研究七七

﹃米欧回覧実記﹄

二月
曽布川

公と私のあいだの

新潮社
三月

二五二

京都大学人文科学研究所

方法論とトポ
六月

寛

七人

ポーランド・チェコ・スロ

東と西のはぎまで − 中欧の歴史︑など一五篇
﹃世界の歴史と文化
ヴァキア・ハンガリー﹄
一六世紀ポーランドのふたつの戦争論

藤

不死鳥都市の軌跡トワルシャワ旧市街の戦災からの復興

斎
㊥注釈漂荒紀事︵共編著︶
﹃文学をいかに語るか

新曜社

四・十月
広東康梁研究

五二・五三冊

一九九四年十二月

時

雄

書評・星野秀利著︑

田

物工業史﹄

月 月 月

日日険もの 大浦康介編

孝

高

ユリウス・クラプロート
玉篇

しにか

七巻六号

五月

音読みと訓読み︑呉音・漢音・唐

Ⅲ

−42−

ス﹄
中国文学報

朱子語類語書法篇詳注︵五︶・︵六︶︵共著︶

上

会編﹃戊成后康梁維新派研究論集﹄

新国民之新小説 − 梁啓超与明治日本文学界
阪

十月

八月二一日

二月

はしがき／1・理念と沿革／3・研究活動／5・教育／7・
産経新聞夕刊

今後の課題﹃京都大学人文科学研究所の現状と課題﹄
自由な言論に賭けて

四九号

漢字入門︵漢字の検索法︑

﹃世界の古書店﹄

﹃歴史を読む・1・革命と近代ヨーロ

中国書店報刊資料部

音・中国︑韓国の地名︶

岩波書店

十一月

創造する市民

一片の志哉︑月を仰ぐ︵河野健二氏との村談︶

著者に聞く 河野健二
ッパ﹄

九十五

︵丸善ライブラリー一芸︶

﹃放言﹄

㊥東洋学の系譜︽欧米篇︾︵編著︶

井一博

漢字で書かない中国語

瀧
﹁日本におけるシュタイン問題﹂

国利史の間 比較法史学会編

大修館書店

六月
十二月

︵NHK︶第二巻月報十二月

人文学報

七七号一月

へのアプローチ

﹁シュタイン詣で﹂ から見えてくるものー憲法史と

田

時 昌
東洋学論集﹄

所引の経書暦運説

角川書店

六月

四月

汲古書院一月

未来社

﹃文明装置としての国家HistOriaJuris比較法史研究5﹄

武

中

﹃中村埠八博士古稀記念

三善清行﹃革命勘文﹄
田
㊥長安−絢欄たる唐の都︵共著︶

−

−

自然とつなぐもの﹄

スリランカと南インドの聖河信仰

福井勝義編﹃水の原風景

女神の水・女神の血

↓○↓○出版 三月

第四二号 三月

川崎・かなまら祭考

人文

三〇七号 三月

南インド・ヒンドゥー寺院をめぐる起訴︵一八八一−一九二

−

九︶
宗教研究
インドの宗教ナショナリズムが語る過去

現代日本の宗教と性

創文 三人〇号 九月
民博通信 七四号 九月

GQ軋軋邑e㌧知叫ざ已§b
軋Q∈qr

許可US町〜句針訂3莞3鼠や町ト§訂﹀ManOhar

Lロ3さざ謡−≒乱

日本の性信仰の変容と地域社会
㊥b已さ芸♪

白3芸叫

︵New De−hi︶．
一〇月
書評・鈴木正崇著﹃スリランカの宗教と社会 − 文化人類学
的考察﹄
宗教研究 七〇︵三︶号一二月

容3

−

観光の二〇世紀﹄

同右

京都大学人文科学研究所

十月

﹃中国近世の霊魂泥棒﹄︵共訳︶

平凡社

フィリップ・A・キューン

梅原郁編﹃前近代中国の刑罰﹄

三月

十二月

ドメス出版一二月

Chinaロー︵i︶Archi︷ect弓a−S冒ucture Materia−s︵b︶P
a・
︷・
討−論
石森秀三編﹃二〇世紀における諸民族文化の伝統と変

雅一
二月

小野和子編﹃明末清初の社会と文化﹄

子

十月

Macmi an Pub−ishers

fOrm∴ヨ福bキ許さ3：斗bさ︵く○−．巴

陽

六一巻二号

井

ヨーロッパ・アジア・フォーラム参加報告民族学研究

谷

同右
China戸雲iエIs−amic Architecture︵く○−．の︶
同右
Garden≦．Eas︷Asia⁚−ロtrOduc︷iOn︵く○−﹂N︶

中

N−︶

株式会社けいはんな

︵横山俊夫・渡辺光嘉・藤原有希子と共編︶

明代裁判機構の内部統制

Mi−itary Archi︷ecture and FOユi訂a︵t
i
N朝漢
Ch
a考
く○
−．Onノ占．
清
地i
征n服

田
㊥時間の森へ
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富

永

茂 樹

京都大学人文科学研究所

十二月

井

正

人

樹

三九−一

春秋社

十月

十二月

青

世界人権問題研究センター一月

十二月

aandnig・GA︶ゝへ旨h監S笥Q計疇訂♪nO﹂00・

PrOpe註es intheUr臼Pe

仏教史学研究

今西順吉教授還暦記念論集﹃インド思想と仏教

Kena・Upani瑠d︵＝Jaimi已ya・UpaniⅧad由r帥hma牒⊥二

藤
−00・占︶

徹

船

山

文化﹄

二月

French

ソシオロジ一二五号

知識社会学 ﹃AeraM00k−N社会学がわかる﹄
朝日新聞社一月
編集後記

直

StudyOfか・du

野

邦

研究紀要二号

神戸学生青年センター出版部

三月

八月

十二月

六︑七︑八月

明石書店

砲朴子内篇糾／㈱／㈱
中国語 七／八／九月号

夫

朝鮮近現代史︵共編︶

谷

古典の世界

蓼

㊥論集

㊥朝鮮近現代史における金日成︵共著︶

世界人権問題研究センター

参政権問題の歴史的検討︵一︶

KIM研究センター 三月
鶴 第八号
在日朝鮮人・台湾人参政権﹁停止﹂条項の成立−在日朝鮮人

在日朝鮮人・台湾人の参政権を﹁停止﹂した二つの文書

グローブ

﹁戦後五〇年﹂﹁憲法五〇年﹂と在日外国人の人権

水

川y 和
也upS︸
SecOn前
dar
GrO
COn訂catiOn OfPriくate

五月

十月

六月

十月

広東人民出版社一九九四年十二月
有斐閣

Space⁚the

疑経﹃梵網経﹄成立の諸問題

四九号

Of

Pub−ic

三月

in
PrOb−em

the

新曜社

くOice and Si−ence

㊨都市の憂鬱 − 感情の社会学のために
the

創造する市民

訂已3軋ぜ針︑hSQ訂g首n〇．簑○↓︶MOn象a−．

ReさーutiOn and

一九八七年︑ニースにて
解題

三月

河野健二 ﹁歴史を読む・1・革命と近代ヨーロッパ﹄
岩波書店 十一月

直 樹

十二月

﹃前近代中国の刑

至
富 谷
漠代穀倉制度 − エチナ川流域の食料支給より
東方学報京都 六八冊
梅原郁編

京都大学人文科学研究所

秦漢二十等爵制と刑罰の減免
罰﹄
大英国書館蔵敦塩漠簡

間

中国社会科学院簡易研究中心篇﹃簡易研究訳叢﹄

狭
究論集﹄

初到日本的梁啓超 広東康梁研究会編﹃戊戊後康梁維新派研
㊨データでみる中国近代史︵共著︶
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毅

しにか

五号

十二月

十月

十二月

有斐閣

八巻二号

浦上財団研究報告書

食物禁忌の起源とその社会的文化的影響

晴 彦

天界の神々 − 星に祈る

森
木
京都大学人文科学研究所
比

十二月

梅原郁編﹃前近代中国の刑罰﹄

㊥データでみる中国近代史︵共著︶

矢

敏 朗

朝鮮初期の徒流刑について

田

基礎日本語の思想−戦時期の日本語簡易化の実態と思惑

安

四月

の言語政策・試論

東京大学比較文学・文化研究会一月

較文学・文化論集 二言号

信一

シンポジウム報告論文集
﹁満蒙開拓団﹂調査研究会

十一月

戦後五〇年︑いま

アジア政経学会

﹁王道楽土﹂と諸言語の地位1﹁満洲国﹂
アジア研究 四二巻二号

室

﹁満蒙開拓団﹂を問う

﹁満洲国﹂ の ﹁国語﹂計画−制度と実態

山

中央公論一月

NIRA政策研究

九巻四号 四月

今や則ち亡し﹃時門の束をひもといて・追悼土屋健治﹄三月
書評・子安宣邦﹃﹁宣長問題﹂とは何か﹄
中央公論 三月
上村希美雄著﹃宮崎兄弟伝 アジア篇・中﹄ に寄せて
熊本日日新聞 四月二二日夕刊
書評・大久保利謙﹃日本近代史学事始め﹄ 中央公論 四月
近代日本の国民国家形成とメディア ー アジア観と関連して

造

朝日新聞社一二月
毎日新聞 十二月二二日

日本政治思想史﹃アエラ・ムック17・政治学がわかる﹄

書評・上坂冬子﹃三つの祖国﹄
中央公論 五月
日中教育交流と国家形成 ﹃進展する東アジア地域間の交
流﹄
日中友好会館 六月
満州国の思想宣伝メディア
季刊民族学 七七号 七月
アジアー幻像から実像へ
朝日新聞 八月一四日夕刊
書評・沈潔﹃﹁満洲国﹂社会事業史﹄
図書新聞 二三〇七号 八月三一日
歴博 七九号 十一月
官僚制の共振

有

﹁官治﹂支えた情報の位階制

本

﹁満洲国産業生

三七巻二号 二月

書評・疋田康行編著﹃﹁南方共栄圏﹂−戦時日本の東南アジ

−

山

アジア経済

産指数﹂ の検討を中心に
経済研究 四七巻二号 四月
選評・杉原薫﹃アジア間貿易の形成と構造﹄
日本経済新聞 十一月三日

﹁満洲国﹂生産力のマクロ的研究・序説

ア経済支配﹄

書評・石川九楊﹃音字ノススメ﹄

二月

二月二四日
中央公論

二二八三号

対談・満州体制か四〇年体制か︵小林英夫氏と︶

図書新聞

日本史研究 四〇三号 三月
産経新聞 三月一五日夕刊

日本の国民国家形成とその思想連鎖

書評・水谷三公 ﹃イギリス王室とメディア﹄

司馬文学再読・土地と日本人
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横

手

山

裕

俊 夫

白玉塘と南宋江南道教

横

東方学報京都

毎日新聞︵全国版︶

六八冊

三月

一月
二月一二日

談・﹃貝原益軒−天地和楽の文明学﹄

三月

三月二〇日

国際交流委員会

京都新聞

の編者

三月

調査研究報告書︵財団法人関西文化研究都市推進機構宛︶

共同
成ま
・打﹁
b紆
■作
鼓を
ぎ国立総合芸術センター︵仮称︶﹂構想に関する

財団法人千里文化財団

Uses

in

株式会社けいはんな

四月

四月一五日

リボ内払§・

四月

E完ryday Life︶

Japanese⁚句賢⊇h已葦A SquareC−Ot

くariOuS

監修・校訂／↓hings

with

京都国際セミナー︶

議報告書︶

Japanese⁚Green

↓ea︸ Medicin

六月

七月

Reeくa−ua︷edこぎ註箋岩野§着せsummer−溝扇

日本アイ・ピー・エム株式会社

日本アイ・ピー・エム株式会社

七月

八月

討論参加・地球の中のいのち−生命の経済︵第13回95比叡会

士会議報告96︶

討論参加・グローバリゼーション一個の確立と縁︵第9回富

N〇．宗

E韓ec︷s

監修・校訂／↓hings

財団法人京都ゼミナールハウス

㊥編著・安定社会の総合研究−ものをつくる・つかう︵第七回

毎ミ
日h
新聞
刊．
︵A
全国
Of↓ime︶︶︸内へ軋計§3bA3︑⊆已知尽Q
ぜ夕A
−版︶ 六月二七日

財団法人国際高等研究所

共同編集・こうとうけん一一号

軋叫已知母Q扇N〇．革

﹁現代日本の眠り﹂

昏s
§e
看N
せ0
s0
pd
r・
ing−悪声N〇．澄
apane

Gaijin⁚Fremde in Japan﹀ A．Ueda︶ ed．︶

九五年十月

九五年

訂監ふ巨星ぎ㌻嘆言許ニ㌣尽きで⊆首鼠注ぎG賢・
第三者のために

tingen⁚G旨terPeperkOm﹀−芸ひ．

共訳編・客員からの提言
京都大学人文科学研究所
監修・校訂／Thingslapanese⁚↓radi︷iOna

N〇．琵

−es︶ ︹迂Q3and許訂∴㌻乱ぎ薫こ㌣§冒せwinter−涙声 校訂・ブリギッテ・シテーガ

バージャパン﹂

談・﹁貝原益軒−天地和楽の文明学／益軒は私のディスカ

the Nature

楽
脱s
成﹀長社
の模索
MarathOn Seminar⁚︒Humans︸ ○︷her Liくing↓
hし
iい
ng
a会
nd
二．
月
ぜP如Keihanna：nteractiOn P−aNaJnc

二月

㊥編著・時間の森へ−マラソンセミナー﹁人間・生物・時間﹂
株式会社けいはんな

が贈る対話・体感・実験のひととき

三月

三月

﹃生態学からみた安定社

1995年報 サントリー株式会社不易流行研究所

校訂・益軒先生 日々の楽しみ

会−里山とその自然の持続的利用﹄

討論参加・川郡部浩哉・田端英雄編

財団法人京都ゼミナールハウス
共同執筆・京都大学における国際交流
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文部省科研費基盤研究︵A︶
八月二二日
クレー﹁舵
八月二五日

／パウル・

人文研横山研究室
一村﹁奄美の杜﹂

編集・とぅんばらー通信一号
いのちの緑−田中
毎日新聞︵全国版︶
現代におけ

﹁二枚の絵﹂︶

○周年記念フォーラム記録
・杉田繁治

手﹂︵日曜くらぶ

討論参加・編集／一

︵河合隼雄・石田隆一・劉智剛

八月

るこころの問題
各氏と︶

国際ソロプチミストアメリカ日本中央リジョン

株式会社けいはんな

関西電力株式会社

九月

八月

編集・翻訳・校訂・けいはんなマラソンセミナー﹁人間・生
物・時間﹂︵第七回研究会記録︶

七二号

談・校訂／関西の生活美学︵伊田彰成編︶

縁

討論参加・陶芸の未来を開こう︑IAC日本会議︵乾由明・
各氏と︶

佐賀新聞

九月二九日

P・グリーンハーフ・李慶成・R・A・ククタ・柳原陸夫

十一月

十一月

十一月

十一月

千里文化財団

中央公論

その一︑言葉／ったえる

︵石川九楊・松井孝典両氏と︶

鼎談・二十一世紀の花鳥風月

月刊みんばく

競争の野蛮から共楽の文明へ

財団法人国際高等研究所

一二号

二一世紀の関西を考える会

校訂・木田安彦﹁鎌倉の大仏﹂
あうろーら五号
共同編集・こうとうけん

nstr∈mentS

Are

Crea︷mg

a

New Genre

監修・校訂／Cu−tureOこapan⁚TraditiOnaこapaneseM
Ca

人文研横山研究室

十一月一九日

十一月
許室計夢二曾§冒せautum−涙声N〇．票
編集・とぅんばらー通信 二号 文部省科研費基盤研究︵A︶

川

忠

夫

三月

六八冊 三月

中外日報出版局

三月

東方学報京都

日本空己1ロ︵ソウル︶三一号一二月

21相可句花鳥風月︵右記中央公論掲載鼎談の韓国語訳︶

吉

﹃真詰﹄訳注稿前言
㊥三余録

五四巻四号

東洋史研究

法堂倒る︵宮崎市走博士追悼録︶

四月

十二月

岩波書店

一月〜十二月

世界思想社

解説・宮崎市定著﹃史記を語る﹄︵岩波文庫︶

﹁中外日報﹂社説一九回

㊥竹林の七賢
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