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学者たちの息吹き

小

南一郎

論文を書くため︑あるいは報告をするためといった目的をも
って書物を読むことは︑みにくい読書だと︑恩師の吉川幸次郎
教授に戒められてから︑すでに三十年以上の月日が経った︒し
かし︑あいも変わらず︑迫られてする読書ばかりで︑無償の読
書を楽しむ余裕はほとんど見つけられない︒ただ︑若い時代の
とする姿勢を取ることが︑少しずつ可能になってきたとも思う︒

読書に比べれば︑自分自身を無にして筆者の言うことを聴こう
古典学という学問に対する普遍的な定義がどのようなもので
あるかは詳らかにしないのであるが︑この学問の基礎が︑古い
することにあることは確かであろう︒当時の価値体系の中で発

時代の人が表明したものを︑その当時の社会や文化の中で理解
言を理解すべきであって︑現在の価値観でそれを評論するのは︑
少なくとも古典学の本務ではないのである︒そうした古典学の
に反映しており︑その注釈の基礎にはテキストの校定作業があ

特徴的な性格は︑この学問の中心が︑古典籍の注釈にあること
る︒古典学のもっともの基礎は︑典籍の校定にあると言って良

いだろう︒原文を引用する場合にも︑最良の版本を選択し︑本
が校定なのではない︒

文に校定を加えねばならないなど︑単に校勘記を作ることだけ
校定は︑けっして機械的な仕事ではない︒むしろ一人の学者
の本質的な性格が表明される作業だということが︑最近︑よう

〃︑〃︑B︑首︑打︑Ⅹなどの字に作る例があるとき︑A

やく実感されるようになってきた︒本文の異同を並べて︑A︑

の系統の本文とBの系続の本文とがあって︑その両者の関係か
ら︑より古い本文を想定するのが︑校定の基本的な作業である︒
かけ離れた︑Ⅹなどと作る例は︑無視されるのが普通であろう︒

しかし︑このⅩに作る例について︑なぜそうした本文が生まれ
ても︑みごとに説明を付けている注釈がある︒そうした注釈を

たのかを深く考えることによって︑A︑Bの本文の系統につい

清朝の考証学者の中には︑こうした快感を味あわせてくれる︑

読むことが︑読書にともなう快感の一つであるにちがいない︒

いく人もの学者がいる︒ただ︑その論証のしかたには︑それぞ
れに個性が存在している︒真面目一方で︑積み木を組み上げる
ような論証をする学者もおれば︑最初に人を驚かせるような結
論を挙げたあと︑おもむろにそれを説明する学者もいる︒後者
のような学者は︑頭は良いが︑いやらしい学者であったに違い
ないと実感する︒そうした多様なかたちの論証の中に︑学問的
のを感じるのである︒学者の伝記の中に︑誰々先生の声咳に接

成果とは異なった︑学者としての生きた息吹きとも言うべきも
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ることの重要さを知っておればこそであったのだろう︒

したと︑わざわざ記されるのも︑そうした息吹きに直接に触れ
中国文化の厚みを反映して︑古典への注釈書の数は多い︒た
だ︑本当に役に立つ注釈書は必ずしも多くないように思う︒多
いといった注釈書が少なくない︒そうした時︑段玉裁はどう言

弁でありながら︑もっとも肝心なところには︑なにも言及がな
っているだろう︑王念孫はどう説明しているであろうと思い︑
その意見を徴してみるとき︑必ず答えてくれる学者たちがいる︒

その答えが︑ここの本文にはなにか問題があるに違いないとい
う言葉だけであっても︑わたしもまた︑こうした学者たちと疑
こうした古い学者たちとの交渉の中で︑時に︑過去の学者た

問を共にしているのだという︑密かな喜びをもたらしてくれる︒

ちの息吹きを感得するのである︒それが︑わたしの読書の深ま
りを反映するのではないかと︑密かに思う︒ただ︑残念なこと
に︑優れた古典学者であれば︑古い学者たちの息吹きを︑日常
的に感じっつ研究をしているのであろうが︑わたしの読書は︑
まだまだそこには及ばない︒

拓本の保存
富

谷

至

共同研究班﹁三国時代の出土文字資料﹂︵二〇〇〇−二〇〇
﹁石刻が語る三国時代﹂を開催した︒三国時代を概観する講演

五︶ では︑昨年二〇〇二年一一月三〇日に公開シンポジウム
を二つ︑個別の石刻に関する研究発表を三つ準備し︑同時に関
連する六点の拓本を展示したのである︒
我が京都大学人文科学研究所は約一万点にのぼる石刻拓本の
コレクションを有し︑これは日本国内でも誇るべき研究資料と
いって過言でない︒ここ二・三年前から︑研究所のホームペー
ジでその画像を公開しつつあり︑現在︑魂晋南北朝期まで進み︑
画像データとその公開は研究資料を広く研究所外の人びとが

以後の時代に関しても順次公開画像を加えて行くつもりでいる︒

りも有り難い︒なにしろ拓本は︑大きなものは二メートル以上

活用でき︑また我々にとっても簡便に利用できることは︑何よ
もありそれをいちいち広げて見︑終れば元通りに折りたたんで
収納するのは︑大変であり︑その出し入れの面倒くささを考え
ただけでやる気がなくなってくるのだから︒
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しかし︑考古文物の研究において︑写真もふくめて画像デー
タの資料的価値は︑実物がもつそれの二割程度でしかないとい
うことを念頭に入れておかねばならない︒そこに善かれている
字が実物でははっきり見えるからと言うことではない︒拓本な
タをのほうが鮮明になることもあろう︒実物と画像の根本的な

どについて言えばむしろコントラストの処理が可能な画像デー
違いは︑前者は立体的な資料であるのにたいして後者が平面的
資料でしかない点に存する︒立体がもつ資料的価値を画像は全
たとえ︑﹁立体画像﹂

と言ったものがあっても︑所詮それは

くもたない︑これは画像のどうしようもない致命的な点である︒
でしかない︒

拓本について最も単純なことをいえば︑画像ではそれが実際

﹁立体的な画像﹂

の石から採柘したものか︑印刷したコピーなのか知る術はない︒
何故︑同じ石から同時に採拓した異なる拓に精粗の違いが生じ
るのか︑拓本の紙質の違いを示すことができない画像は語って
くれないのだ︒
立体資料としてのかかる考古文物については︑そこに保存と
いう問題が加わる︒今回のシンポジウムでは拓本を展覧したが︑
それはアクリル板ではさんでパネル状にして展示し︑その後も
その状態で保存している︒しかし︑果たして拓本の保存として
の拓本にかんして︑よくなぜ裏打ちして保存しないのかと問わ

それが最良の方法かどうか︑我々には自信がない︒研究所所蔵
れる︒費用の面もさることながら︑私は裏打ち保存に対してい
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ささか消極的である︒拓の裏面が変わってしまう︑なくなって
しまうということもあるが︑一番の不安は現段階では気がつか
いのである︒分からない資料的価値とはなにか︑それが分から

ない︑分かっていない資料的価値を消滅させてしまうことが恐

例えば︑出土した紙文書をある方法で保存処理をしたが︑そ

ないから不安なのである︒
の結果︑元もとその紙についていた折り目が消えてしまった︒

ていていたのかが判明すると言うことが︑保存処理の後に分か

折り目を調べることでその紙文書が何の為にどのように使われ
ってきたのである︒しかしそれは後の祭りだった︒木簡をある
方法で保存処理をしたが︑その結果︑木簡のうえに残っていた
︵現段階では指紋検出は︑行われていないが︑将来どうかは

古代人の指紋が消えてしまったということが生じるかも知れな
分からない︶︒

い

保存によって未だ分からない資料的価値がなくなること︑保
存処置をこうじなければ資料が劣化して終いには資料そのもの
が無に帰す︑矛盾の両者をどうすればよいのか︒

面を通してこの点を考えてみたい︒

水野直樹︵所員︶﹁朝鮮人の名前と植民地支配﹂

﹁近代化﹂しょうと図った︒すべての住民に﹁姓＋

の原則に沿っ

﹁民籍﹂と呼ばれた︶を導入したが︑そ

韓国併合前後︑日本は朝鮮支配を固めるために戸籍
制度︵当時は
て

れと同時に朝鮮人の名前を﹁一人一名﹂

からなる名前をつけさせるという政策である︒そ

七月五日︑六日

たのである︒

に改め

たり︑子どもに日本人名をつけたりすることを禁止し

措置がとられた︒さらに︑﹁日本人風の姓名﹂

禁止︑そして朝鮮語の固有語桑による名の制限などの

とともに︑幼名や改名の禁止︑ハングルによる姓名の

った奴姫身分出身者などにも︑﹁姓名﹂をつけさせる

れまで戸籍上の名を持たなかった成人女性︑姓がなか

樹

名﹂

直

本館大会議室

野

﹁生活の中の植民地主義﹂

夏期公開講座
テーマ

水

二〇〇二年の夏期講座では︑春に終了した共同研究

る一方で︑名前に関わる朝鮮社会の慣習を植民地支配

朝鮮人の名前に村する政策は︑﹁近代化﹂を意図す

秩序の維持にとって都合のいいものに変えようとする

︵班長・水野

直樹︶

意図から決定され実施された︒日本がもたらした名前

の班員による四本の講演が行なわれた︒研究班

の成果にもとづきながら︑それとは若干異なる視点か

班﹁日本の植民地支配−朝鮮と台湾−﹂

ら植民地支配のあり方を考察しようとしたものである︒

の遺産

に関わる規範は解放後も強く残ることになったが︑近

年ハングル名が復活するなど︑﹁植民地主義﹂

﹁植民地主義﹂がどのように埋め込まれて行った

中に

日本が植民地として支配した朝鮮・台湾の社会生活の

の克服も見られる︒

にいかに残ったか1日常生活に関わるいくつかの側

か︑そしてそれが植民地支配からの解放後も生活の中
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鄭根埴︵韓国・仝南大学︑京都大学文学部外国人研

を持つものであった︒それに村する拒否感と日本当

参拝は︑植民地においてはまったく異なった意味合い

日本人の生活の中では日常的なものとしてある神社

参拝﹂

韓国のハンセン病患者の身体作法には︑植民地時代

究員︶﹁植民地支配・身体規律・健康﹂

のハンセン病療養所での厳しい身体規律の影響が強く

局・在住日本人の対応などを考えるために︑台南長老

イギリスの宣教師が建てたミッションスクールであ

教中学における神社参拝問題を取り上げる︒

る台南中学は次第に台湾人の学校という色彩を強くし

見られる︒軍事政権時代の学校にも︑植民地時代に植
主化のためには︑植民地時代から軍事政権の時代まで

えつけられた身体規律が生きていた︒真の意味での民
引継がれた身体に関わる規律のあり方を問い直さなけ

ていくが︑日本当局は正規の学校として認可していな

かった︒一九二〇年代後半以降認可を受けるために資
を強要した︒在住日本人からは

金集めがなされたが︑当局はその条件として神社参拝

一九三〇年代後半に築かれた総動員体制の下で︑日

ればならない︒
本当局は朝鮮人を人的資源︵志願兵︑徴兵︑徴用︶と

ることになった︒そしてついに学校側は神社参拝を受

う非難が浴びせられ︑学校関係者の間にも村立が生じ

﹁非国民の学校﹂とい

して動員するためにさまざまな形で朝鮮人の身体を規
律しょうとした︒集団体操・ラジオ体操・﹁皇国臣民

﹁健児﹂︑さらには

﹁伝統﹂

﹁日常儀礼﹂

とされる

﹁健 った︒皇民化教育の一部となるにいたったのである︒

け入れ︑校長もイギリス人から日本人に替わることな

体操﹂︑そして錬成を通じて︑身体と精神の両面で総
﹁健民﹂

動員に適う人間を作り出そうとした︒体力向上や健康
も強調され︑﹁健兵﹂

この過程は︑日本で

ものが植民地では暴力的な姿をとって現われたことを

母﹂などのスローガンが叫ばれた︒短期間に徴兵を実
施しなければならないため︑朝鮮では日本以上に﹁健

示している︒

﹁台湾先住民と日本語教

日本が台湾を植民地として支配した時期に︑台湾先

育−阿里山ツオウ族の戦前・戦後−﹂

松田吉郎︵兵庫教育大学︶

兵﹂が強調されたといえる︒こうして総動員体制下に

﹁植民地における神社

強められた身体規律は︑解放後の南北朝鮮の社会に長
く残ることになった︒
駒込武︵京都大学教育学部︶
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住民に対して行なった日本語教育がどのような意味を
に考えてみたい︒一九〇四年阿里山に

﹁教育所﹂が設

持っていたかを︑台湾中央部に居住するツオウ族を例
置され︑巡査による日本語教育が始まり︑一〇年代か
らは先住民に日本名がつけられるようになった︒教育
所で日本語を学んだ若者は︑農業講習所などに進み︑

村落での中堅的な人物として養成されたが︑彼らを組
織してつくられた青年団や自助会が伝続社会において
﹁高砂

強い権限を持っていた頭目にとって代わることになっ
た︒また︑戦時中は日本語教育を受けた青年が
義勇隊﹂として日本軍に動員された︒

開所記念講演会

﹃勅修百丈清規﹄

松

の成立と流伝

元代江南の禅宗と日本五山
−

古

−

崇

志

京都大学附属図書館には︑十四世紀前半にモンゴル

政権支配下の元代中国江南で編纂・刊行された禅宗清

戦後︑国民党による台湾支配に抵抗した二二八事件
︵一九四七年︶ に際しては︑日本の教育を受けた先住

刊本と五山版が所蔵されている︒このうち元刊本は︑

の元

に至るまでを規定する規則集︶

規︵禅宗寺院における行事・儀式から禅僧たちの生活

末代以来江南の出版中心地であった福建建安において

﹃勅修百丈清規﹄

をも受けることになった︒日本によって教えられた日

民が運動に参加する一方︑国民党によるきびしい弾圧

ったと同時に︑先住民の近現代史に深い傷跡を残した

本語は︑先住民同士のコミュニケーションの手段とな

出版されたものである︒版刻が美しいだけでなく︑エ

ディションとしても優れ︑なおかつ他に所蔵を聞かな

ことを忘れてはならない︒

い天下の孤本であることから︑京都大学に所蔵される

﹃勅修百丈清規﹄が編纂された元代︑モンゴル

漢籍のなかでも屈指の優品といいうる︒
この

政権支配下にあった江南の禅宗は︑政権から冷遇もし
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モンゴル政権および政権関係者の援助によって江南仏

くは弾圧されたと従来みなされがちであった︒しかし︑

﹃勅修百丈清規﹄ は書名に含まれる

﹁勅修﹂

から分

教は全体に潤っており︑禅宗もその例外ではなかった︒

力アン
かるように︑一三三五年︑時のモンゴル皇帝順帝トゴ
ジャルリク
ン・テムルの聖旨 ︵口頭による命令︶を奉じ︑末代

江南禅宗の集権化・教団化は︑活況を呈していた目

にも受け継がれていくことになる︒

元交流を通じて︑日本にも直接反映し︑室町幕府成立

後に政権と結びついた禅宗勢力が五山の寺院統轄機構
る︒﹃勅修百丈清規﹄

が元代江南から日本にいち早く

を拡充していく動きにつながっていくものと考えられ

たことは︑まさしくこうした趨勢と軌を一にするもの

伝えられ︑五山版が盛んに出版されて日本で大流行し

﹃勅修百丈清規﹄元刊

のであった︒そして︑この聖旨によって江南で唯一通

京大附属図書館に所蔵される

であった︒

以来の複数の清規を集大成するかたちで編纂されたも

の編纂を主導した

の禅宗制度に範を採って学んだことを今に伝える証拠

本・五山版は︑南北朝・室町時代の日本の禅宗が中国

ることとなった︒﹃勅修百丈清規﹄

行可能な禅宗清規として認可され︑以後広く用いられ
のは︑笑隠大訴と東陽徳煙という二人の禅僧であった︒

﹃古典学の現

笑隠大所は︑クーデタで即位した文宗トク・テムルの

︵追記⁚本講演の詳しい内容については

なのである︒

Ⅴ所収の拙稿を参照されたい︒︶

即位記念事業として金陵︵現南京︶に創建された官営

在﹄

寺院大龍翔集塵寺の開山住持であり︑モンゴル政権お
よび政権有力者との間に太いパイプを持っていた︒笑
隠はモンゴル政権の手厚い保護を受けるとともに︑清
る特許状をも与えられ︑事実上江南禅宗の頂点に立つ

規編纂と連動して︑江南五山派寺院の住持選任を認め
ことになる︒五山・十剰・甲剰という禅宗寺院独自の
寺格の確立は︑従来南宋時代に始まるとされてきたが︑

る集権的な教団制度の整備と深く関わるものと考えら

実際には以上のような元末の大龍翔集慶寺を中心とす
れる︒元末における江南禅宗の教団化はそのまま明代
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漢字コードの誕生

安
漢字コードがパソコンやワープロの

岡
のため

孝一

﹁字体﹂

だとCO＼∴芯が最初という意見になるだろう︒ある

いは︑規格としての漢字コードならlHS舛ONO00とい

うことになるだろうし︑いややはり国際規格としての

HSO＼HEC−○澄？﹂そ最初なのだ︑という考え方もあ

る︒しかし︑これら四種類の漢字コードのいずれを

﹁最初の漢字コード﹂だとみなしたとしても︑実はこ

れら四種類の漢字コードの間には︑ある共通する考え

である︒c〇．・ひりは︑北海道・中日・西日本・産経・

で運用したのが最初であり︑電報のための漢字コード

中国の電礪は︑一八七一年に大北電信が香港〜上海

が存在するのである︒

れを端的に示すのが︑国語審議会﹃表外漢字字体表﹄

にある︑という考えは︑日本に広く蔓延している︒こ
前文︵二〇〇〇年一二月︶に記された以下の文章であ

た漢字コードであり︑漢字テレタイプを共同運用する

中国の五新聞社と共同通信社が︑一九五九年に作成し
情報機器に搭載される表外漢字の字体については︑

る︒

いずれも︑漢字をどのようにして通信するか︑という

ためのものである︒すなわち︑これらの漢字コードは

点に主眼をおいたものであった︒

い︒このことは︑国内の文字コードや国際的な文
字コードの問題と直接関わっており︑将来的に文

表外漢字字体表の趣旨が生かされることが望まし

字コードの見直しがある場合︑表外漢字字体表の

︵標準化ジ

CのNNの︵現J：S舛

に︑はっきり記されてい

の目的は︑西村恕彦﹁漢字のlHS﹂

一九七人年に制定されたl：S
ャーナル︑一九七人年五月︶

ONO00︶

る︒

主旨が生かせる形での改正が望まれる︒
コードの誕生に遡って調べてみよう︒

この考えは本当に正しいのだろうか︒ここでは︑漢字

を︑情報交換という︒今回標準化されたのは︑あ

ある機械から次の機械へと情報を移してゆくこと

一筋縄ではいかない︒ある人は︑中国の電場こそ最初

る機械の出口から次の機械の入口までのあいだに

とはいえ︑漢字コードの誕生というのが︑これまた
の漢字コードだと主張するだろうし︑日本という視点
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存在する漢字情報に用いる︑漢字の字種とその符
号である︒機械の内部符号やその処理方式を規制
するものではない︒
一九九三年に制定された：SO＼︻EC岩季蒜︵いわゆる
﹁字体﹂

に拘泥していないのは︑中日韓の漢字統合と

UnicOde︶も︑その主目的は情報交換である︒漢字の
いう大それた手法からも明らかであろう︒
﹁やりとり﹂

これら四種類の漢字コードは︑その誕生において︑
通信あるいは情報交換︑すなわち漢字を

するために作られたものであった︒そこでは︑漢字の
それだけをコード化することが望まれる︒つ

﹁字体﹂はむしろ捨象されるべきものであり︑漢字の
﹁概念﹂

まるところ︑パソコンやワープロは︑そのような通信
や情報交換のための漢字コードを借りているだけなの
であって︑漢字コードが﹁字体﹂を規定しているなど
という考えは︑全くの誤解に過ぎないといえる︒

中原中也とランボー

宇佐美

現在角川書店から刊行中の新編中原中也全集の第三

巻︵既刊︶は︑本文篇と解題篇の二部構成をとる︒本

文篇は︑中原の残したすべての翻訳テクストを基にし

て︑これに可能なかぎりの入念な校訂作業を加えて成

立している︒別冊の解題篇では︑これらすべてにわた

って翻訳の対象となった原典の確定とその解説︑そし

て訳稿の制作過程を明らかにする詳細な考証がほどこ

されている︒さらに当時の翻訳事情にかかわる書誌的

な情報︑中原訳との関連で重要と思われる同時代訳の

など︑可能なかぎり読者の多様な関心に応えるべく周

掲出︑数百ケ所におよぶ語註︑そして詳しい文献目録

本全集の編集委員のひとりとして︑直接この巻の編

到な配慮がなされている︒

纂に携わった経験を基にして︑中原の多彩な訳業のう

ち︑特にランボーを取り上げてその達成の意義を考え

てみた︒中原の翻訳はネルヴアル︑ボードレール︑ヴ
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奔

っとも力を注いだ村象は︑ランボーだった︒三十歳で

詩の勘所を押さえたものと言える︒なかでも中原がも

エルレーヌ︑マラルメ︑ラフオルグ等︑フランス近代

新たな光を投じてさらに考察を先へとすすめる糸口で

あるが︑中原訳ランボーが提起する諸問題は︑これに

川幸次郎・大山定一論争いらいの悩ましいジレンマで

あると考える︒

てランボーの翻訳に捧げられた︒昭和八年から十二年

夫折した中原の晩年は︑創作家としての仕事と平行し
にいたる数年間に︑実に三冊ものランボーの訳詩集を
出版しているのである︒すなわち昭和八年にラテン語
山本書店から ﹃ランボオ詩抄﹄

を公にしている︒

を︑そして翌昭和十二

詩を仏訳から重訳したのをかわきりに︑昭和十一年に
﹃ランボオ詩集﹄
の

ところで中原が残したもっとも優れたランボーの翻

年には野田書房から
訳は︑後期韻文詩︵いわゆる﹁新しい韻文と唄﹂︶

﹁幸福﹂︵いずれも中原訳の表

十八篇である︒本講演ではこのうちの三篇︑すなわち
﹁恥﹂﹁最も高い塔の歌﹂

題︶をとりあげ︑原詩との校合も交えつつ︑詩の翻訳

翻訳の良し悪しはどのようにして決められるのだろ

が提起する諸問題をその実際に即して考察してみた︒

るが︑それなら翻訳者が通弁であればことは足りるか

うか︒誤訳や曲解の少ないものがいいことは明らかあ

れた日本語に移し替えられていなければ︑そもそも鑑

と言うと︑かならずしもそうとは言い切れない︒すぐ

と﹁翻訳文学﹂ の存在意義という問題は︑かつての吉

賞に耐えないからである︒外国文学研究のあるべき姿
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退官記念講演

山

正

進

ヒンドゥークシュ南北の考古学

桑

再構築してみたかったからである︒だが︑道連は独立

丘上に二時期の層が乗っていただけで︑土器編年の基

は都市道連ペグラームしかなかった︒ところが︑ペグ

準づくりには向かなかった︒その地方で代替となるの

ラームも詳しく報告を分析してみると︑上層が六−七

世紀︑中層は一−二世紀︑つまりスカンダルとまった

は︑ヒンドゥークシュ南麓には三−五世紀の道連は存

く同時代平行の町であることがわかった︒ということ

軍侵攻は︑この疑問を見つめるための室内作業には絶

在しないということになる︒なぜだ︒七九年暮のソ連

好の機会であった︒中国来任の訳経僧︑インドへの求
が氷解した︒まず論議の多い

法僧︑その行路を検討しはじめた途端︑いろんなこと

歴僧についていえば︑それはガンダーラであった︒東

私の研究所生活二七年は︑水野清一のアフガニスタ

西にのびるヒンドゥークシュ山脈の東部に横断路︑遠

の同定︒こと行

ュを跨ぐアジアの一地域の一千年紀に道筋をみつける

ン・パキスタン考古調査を展開して︑ヒンドゥークシ

距離交易の道があって︑ガンダーラに通じ︑交易の利

に突然道は西に移ってしまう︒原因は新興の突厭で︑

がガンダーラ儒教を護持していた︒しかし六世紀中葉

﹁廃案﹂

六七︶を︑トハーリスターンの城邑︑ガンダーラの彿

作業過程であった︒水野は︑第二期考古調査︵六三−

を担当したが︑それが一段落すると︑両地の中間であ

寺の発掘に費やした︒私はこのときから参加して発掘

五人年にはヒンドゥークシュ北麓を占拠したが︑なん

と不思議にも︑北西インドに進出しない︒留まったま

山脈の両側を支配していたエフタルを弱体化させ︑五

ま南麓のカーピシーと親和関係をもった︒だから交易

るヒンドゥークシュ南麓カーピシー・カーブル地方を

った︒当地方を土器で編年︑トハーラ︑カーピシー︑

タパ・スカンダルを縦割り発掘させてもらうことにな

路はガンダーラを素通りした︒西へ進んでかわって

知る必要性を感じ出して︑高さ二〇メートルの大遺跡

ガンダーラ三地方の比較検討から大山脈南北の歴史を
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を突如富裕化し︑多数の大仏造営を可能にさせた︒中

カーピシーを繁栄させ︑山脈中の中継地バーミヤーン

シヤーンは大月氏の出ではないのである︒この予測は︑

もに同じ動きをしたはずだ︒北麓出身の遊牧族こそが

桑原隠蔽・羽田亨の読みの正しさを補強する︒

インド進出を積極的ないし慣習的に行うとすれば︑ク

のシーソーゲームは︑南北両麓の社会や宗教に一期を

央︑南アジアを結ぶ交易路の︑六世紀中葉におけるこ
画す︒カーピシー一帯に三−五世紀の道連がないのは︑

道連の探査不足ではなく︑上の歴史を確実に写してい
一世紀以来六世紀まで︑クシヤーンも︑キダーラク

るからである︒

シヤーンも︑エフタルも︑ヒンドゥークシュを束脈で
越えて北西インドへ進出した︒北麓の遊牧族が北西イ
ンドを歴代牛耳ったのは︑南麓まで出向いて積極的に
交易の利益を確保せんとしたからである︒それがガン
ラなしにはありえない︒

ダーラの儒教を支持した︒中国儒教の形成はガンダー
アルタイ西南麓に発した突厭の進撃は突発的であっ

たが︑エフタルを叩いてトハーラ第一等の夏営地を占
拠した︒突蕨はそこまでで︑山越えをしない︒このよ
うな北麓に於ける突灰の動向は︑大月氏︑大夏︑クシ
ヤーンの関係を定めるために重要な示唆を与える︒大
月氏は敦煙辺から徐々に遠征してアムー流域に到達し︑

大夏を牛耳っている︒大月氏も突厭とおなじく遠東か
ら移動して北麓に牧地を確保した遊牧族である︒古来
遊牧族の慣習はかわらない︒両者は北麓に留まってと
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垂

朝

おくりもの
︒井狩禰介教授は︑鈴木学術財団特別賞
紀子助手は︑日本中国学会賞を受

を受賞︵七月六日付︶︒

︒官
賞︵十月十二日付︶︒

暁助手は︑重森弘掩写真評論賞

平洋賞特別賞を受賞︵十一月二一日

︒山室信一教授は︑第十四回アジア・太
付︶︒

︒菊地
を受賞︵十一月二四日付︶︒
Ⅷ 一n■h 竜一

︒田中謙二名誉教授︵八九歳︶は︑十一

月十七日逝去︒
人のうごき

により退職︵三月三一日付︶︒

︒葉山正進︵東方学研究部︶教授は定年
︒木島史雄︵東方学研究部︶助手は辞任

の上︵三月三一日付︶︑愛知大学現代
中国学部助教授に就任︒

︵三月三一日付︶︑西南学院大学文

︒北垣徹︵人文学研究部︶助手は辞任の
上

学部講師に就任︒
︒横山俊夫︵人文学研究部︶教授は大学
院地球環境学堂教授に配置換︵四月一
日付︶︒

採用︵十一月一日付︶︒

︒藤原辰史氏を助手︵人文学研究部︶

海外での研究活動

部科学省科学研究費補助金により︑二

に

︒池田巧助教授︵東方学研究部︶は︑文

市大学及び西南民族学院に於いてシャ

〇〇一年十二月二二日大阪発︑香港城

ンシュン語に関する資料収集・調査及

︒賓谷邦夫教授︵東方学研究部︶は︑一

び研究打合せを行い︑一月六日帰国︒

教授︵文化研究創成研究部門︑四月一

︒濱田正美神戸大学文学部教授は︑併任

﹁孝−中国の伝統における孝

月九日大阪発︑国立シンガポール大学

一
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の本質と実践﹂国際会議に出席・研究一

に於いて

日〜二〇〇三年三月三一日︶︒

報告を行い︑一月十三日帰国︒

︒中谷文美岡山大学文学部助教授は︑併
月一日〜二〇〇三年三月三一日︶︒

月十日大阪発︑キングスカレッジ︵連

︵附属漢字情報研究センター︶は︑一

︒ウィッテルン︑クリスティアン助教授

一月二十日帰国︒

料調査・収集及び研究打合せを行い︑

戦前期中国農業統計データに関する資

第二歴史楢案館及び復旦大学に於いて

月十二日大阪発︑南京農業大学︑中国

部科学省科学研究費補助金により︑一

︒山本有道教授︵人文学研究部︶は︑文

任助教授︵文化研究創成研究部門︑四

︒浅原達郎︵東方学研究部︶助教授は当
研究所︵東方学研究部︶教授に昇任
︵四月一日付︶︒

︵附属漢字情報研究セン
ター︶助手は富山大学人文学部助教授

︒森賀一恵

に昇任︵十月一日付︶︒

に

︒宮宅潔氏を助教授︵東方学研究部︶に
採用︵十月一日付︶︒

採用︵十月一日付︶︒

︒佐野誠子氏を助手︵東方学研究部︶

に

合王国︶に於いてTEI外字問題委員
会に出席︑中華彿学研究所︵台湾︶

於いて第四回中華国際儒学会議に出席
し︑一月二一日帰国︒

命倫理に村する取り組みの現状調査を

行い︑三月一日帰国︒

︒藤井正人助教授︵人文学研究部︶は︑

二月二二日大阪発︑ケーララ州パニ

文部科学省科学研究費補助金により︑

行い︑二月十日帰国︒
︒真下裕之助手︵東方学研究部︶は︑文

ヤール村近郊︑トリヴアンドラム及び

部科学省科学研究費補助金により︑二
月四日大阪発︑国立図書館︵フラン

テイルネルヴュリ市内︵インド︶に於

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑文
ス︶

いて︑ヴューダ伝承の現地調査を行い︑

に関する文献調査及び資料収集

に於いて︑﹁インド・イスラーム

部科学省科学研究費補助金により︑一
研究﹂

史に関するペルシャ語文献の諸写本の
を行い︑二月十六日帰国︒

三月九日大阪発︑オーストラリア国家

文部科学省科学技術振興調整費により︑

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

部科学省科学研究費補助金により︑二

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑文

三月十二日帰国︒

いて新旧キリスト教ミッション出版活

月二二日大阪発︑中国国家図書館に於
動の研究に関する資料収集を行い︑一

いて敦燈写本調査を行い︑二月二三日

月十九日大阪発︑台湾国家図書館に於

月二六日帰国︒
一月二四日大阪発︑国立シンガポール

︒田中雅一助教授︵人文学研究部︶は︑

大学に於いて宗教事情についての文献

保健医学カウンシル及びオーストラリ
ー
ア法制検討委員会に於いて生命倫理仝 17
般の取り組み及び生命倫理・医療倫理 ︻

二八日大阪発︑大英図書館︵連合王

部科学省在外研究員旅費により︑一月

︒藤井律之助手︵東方学研究部︶は︑文

大学校図書館に於いて朝鮮版漢籍の調

二十日大阪発︑ソウル大学校及び高麗

科学省科学研究費補助金により︑二月

︒金文京教授︵東方学研究部︶は︑文部

月二二日大阪発︑イリンジャーラクダ

部科学省科学研究費補助金により︑二

︒井狩禰介教授︵人文学研究部︶は︑文

ウンシル及び保健省︵連合王国︶︑ド

二月二十日大阪発︑ナフィールド・カ

文部科学省科学技術振興調整費により︑

三月十五日帰国︒

ヴューダ現存伝承と写本の調査を行い︑

ス市内写本図書館︵インド︶に於いて

ンドラム市・大学写本図書館︑マドラ

ジャブール近郊の伝承家系︑トリヴア

市郊外︑テイルチラパリ近郊及びタン

究を行い︑三月十三日帰国︒

に関する規制等の現状に関する調査研

に於いて敦燈漠簡及び敦燈出土文

帰国︒

国︶

査を行い︑二月二四日帰国︒

調査を行い︑一月三一目帰国︒

字資料調査を行い︑二月三日帰国︒

二月三日大阪発︑カナダ保健省︑ケベ

イツ科学技術倫理委員会に於いて生命

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

ック州科学技術倫理委員会︵カナダ︶︑

倫理への取り組みに関する調査研究を

文部科学省科学技術振興調整費により︑

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

議会︵アメリカ合衆国︶ に於いて︑生

インディアナ大学及び国家科学技術評

︒金文京教授︵東方学研究部︶は︑文部
科学省科学研究費補助金により︑三月

史に関する研究を行い︑三月二六日帰

に出席及び発表を行い︑四月十八日帰

議場に於いて国際ヒトゲノム機構年会

︒金文京教授︵東方学研究部︶は︑文部

国︒

国︒
文部科学省科学研究費補助金により︑

一日大阪発︑延世大学に於いて第一回

科学省科学研究費補助金により︑五月

︒田中雅一助教授︵人文学研究部︶は︑

言研究所に於いて俗曲文献調査を行い︑

オーストラリア大学及びシドニー大学

三月二三日大阪発︑メルボルン大学︑

十二日大阪発︑台湾中央研究院歴史語

小牧幸代助手︵人文学研究部︶は︑二

三月十五日帰国︒

ての資料収集を行い︑三月三一日帰国︒

司会及び発表を行い︑五月五日帰国︒

韓国中語中文学国際学術発表会に出席︑

部科学省科学研究費補助金により︑四

︒山室信一教授︵人文学研究部︶は︑文

に於いて文化人類学関係の教育につい
︒村上衛助手︵東方学研究部︶は︑三月

こザームッディーン廟︑タブリー

十七日大阪発︑故宮博物館︵台湾︶に

月十六日大阪発︑ジャーマ・マスジド︑
ギー・ジャマーアト︑デーオバンド学
院及びジャーマアテ・イスラーミー

﹁日本の戦後思潮

月二八日大阪発︑上海復旦大学に於い

於いて晴代楷案の収集︑シンガポール

て国際シンポジウム

に於いて︑海外における宗

︵インド︶

と中日関係﹂

に出席︑第二穣案館︵中

での錯綜﹂国際研討会に出席︑シンガ

大学に於いて

いて史料調査を行い︑五月九日帰国︒

華人民共和国︶及び上海市図書館に於

﹁市場︑社会と国家の間

教事情の調査を行い︑三月十六日帰国︒

ポール国立古文書館に於いて植民地期

︒竹沢泰子助教授︵人文学研究部︶は文
部科学省科学研究費補助金により︑三

帰国︒

華僑関係の史料収集を行い︑四月九日

︒小牧幸代助手︵人文学研究部︶は︑五

カ人類学会事務局に於いて国際人類学

月九日成田発︑ワシントンDCアメリ

ヤ・イスラーミヤ大学︑デーオバンド

月一日大阪発︑ジャーミア⁚︑﹁ツリ

ワクフ評議会︵インド︶に於いてワク

学院︑デリー・ワクフ委員会及び中央

二〇〇一年九月二八日大阪発︑アメリ

︒石川禎浩助教授︵東方学研究部︶は︑

カ高等研究所に於いて近代日中関係史

バークレー校に於いて ﹁日本〜内なる

民族会議打合せ︑カリフォルニア大学
境界を越えて﹂ に関する国際シンポジ

の調査・研究を行い︑四月十日帰国︒

ワクフ申請・承認の経緯及び州・中央

フ法に関する情報収集︑学院の施設の

ウムに参加・発表を行い︑三月十八日

文部科学省科学研究費補助金により︑

の制定・改訂の経緯及びワクフ申請・

政府との関係に関する調査︑ワクフ法

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

四月十三日大阪発︑復旦大学に於いて

帰国︒
文部科学省在外研究員旅費により︑二

ック・フォーラムに出席︑上海国際会

ヒトゲノム研究の倫理に関するパブリ

︒龍谷直人助教授︵人文学研究部︶は︑

〇〇一年九月二七日大阪発︑ロンドン

承認手続きとその実態に関する調査を

大学に於いて一九三〇年代の日英関係
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行い︑五月十五日帰国︒
十日大阪発︑ライデン大学︵オラン

科学省科学研究費補助金により︑六月

三十日大阪発︑国家図書館︑故宮博物

科学省科学研究費補助金により︑六月

院及び中央研究院博斯年図書館︵台

小南一郎教授︵東方学研究部︶は︑五
に関す

湾︶に於いて元刊本の調査及び元代漢

﹁死刑の諸問題﹂

ロンドン大学及びストックホルム

大学に於いて

籍の資料収集を行い︑七月九日帰国︒

ダ︶

る研究打合せを行い︑六月二一日帰国︒

月二七日大阪発︑香港浸会大学に於い
て︑﹁唐代文学と宗教﹂

シンポジウム

に出席し︑五月三一日帰国︒

と記憶形成についての国際会議に出席

学に於いて日本におけるモニュメント

七月七日大阪発︑シンガポール国立大

︒高木博志助教授︵人文学研究部︶は︑

ワシントン大学に於いて国際人類学民

六月十四日成田発︑ミシガン大学及び

文部科学省科学研究費補助金により︑

︒竹沢泰子助教授︵人文学研究部︶は︑

ランダ︶に於いて第三回国際ヴューダ

五月二八日大阪発︑ライデン大学︵オ

︒堂山英次郎助手︵人文学研究部︶は︑

学ワークショップに出席及び資料収集

及び報告を行い︑七月十二日帰国︒

︒村上衛助手︵東方学研究部︶は︑七月

族学会議の打合せ及び人類学者との情
報交換を行い︑六月二二日帰国︒

いて晴代の楢案収集を行い︑七月二五

八日大阪発︑中国第一歴史楢案館に於

を行い︑六月五日帰国︒
︒藤井正人助教授︵人文学研究部︶は︑

︒田中祐理子助手︵人文学研究部︶は︑

日帰国︒

︒宇佐美斉教授︵人文学研究部︶は︑七

メ美術館︵フランス︶に於いて日仏文

月十五日大阪発︑パリ第七大学及びギ

に出席及び

に於いて国際シンポジウ

五月二九日大阪発︑ライデン大学︵オ

︵連合王国︶

に於いて第三回国際ヴューダ

六月十九日大阪発︑ブリユネル大学

ランダ︶

学ワークショップに出席及び研究打合

ム

研究打合せ︑ロンドン大学図書館に於

資料調査を行い︑七月二七日帰国︒

化交渉にかかわる研究打合せ及び関連
科学省科学研究費補助金︵一部先方負

︒龍谷直人助教授︵人文学研究部︶は︑

︒金文京教授︵東方学研究部︶は︑文部

いて資料収集を行い︑六月二五日帰国︒

﹁人々の健康と人類学﹂

せを行い︑六月五日帰国︒
︒井狩禰介教授︵人文学研究部︶は︑五
に於いて第三回国際ヴューダ学

月二九日大阪発︑ライデン大学︵オラ
ンダ︶

ワークショップに出席及び資料調査を

担︶により︑六月二三日大阪発︑漸江

ス・ヒルトンホテルに於いて第十三回

七月十人日大阪発︑ブエノスアイレ

行い︑六月六日帰国︒

大学︵中華人民共和国︶

国際経済史学会に出席及び報告を行い︑

に於いて中韓

人文科学学術研討会に出席及び発表︑

七月二八日帰国︒

︒山室信一教授︵人文学研究部︶は︑六
月三日大阪発︑北京外語学院に於いて

を行い︑六月二八日帰国︒

上海図書館に於いて明代小説資料調査

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑七

講義・公開講演及び史料調査を行い︑

︒官紀子助手︵東方学研究部︶は︑文部

六月十日帰国︒
︒富谷至教授︵東方学研究部︶は︑文部
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月二十日大阪発︑中国国家図書館に於
せ︑テエーピンゲン大学︵ドイツ︶

中央研究院︵台湾︶に於いて研究打合

国家図書館に於いて古籍聯合目録資料

助金により︑八月二十日大阪発︑台湾

︒安岡孝一助教授︵附属漢字情報研究セ

帰国︒

いて敦煙学研究史に関する打合せ及び

於いてACH／ALLC二〇〇二年度 ンター︶は︑文部科学省科学研究費補
共同年会とTEI文字間題WG会議に

庫合作建置研討会に出席及び新旧キリ

に

資料収集を行い︑七月二九日帰国︒

プロジェクトの打合せを行い︑八月六

出席し︑総合儒教大辞典のドイツ語訳

スト教出版活動に関する資料収集を行

︒石川禎浩助教授︵東方学研究部︶は︑

七月十四日大阪発︑プリンストン大学︑

文部科学省科学研究費補助金により︑
日帰国︒

ワークショップに出席及び中国近代史

ニア大学に於いて中国革命史に関する

近代史に関する資料調査︑ペンシルバ

所蔵文物の調査を行い︑八月十二日帰

儒教美術の調査︑上海博物館に於いて

研究所及び四川省博物館に於いて南伝

月十八日大阪発︑中国四川省文物考古

︒曽布川寛教授︵東方学研究部︶は︑七

館に於いて日仏文化交渉の研究及び文

︒ウィッテルン︑クリスティアン助教授

演及び研究打合せを行い︑八月二四日

民国史国際学術討論会に参加・学術講

社会科学院近代史研究所に於いて中華

に於い

月十八日大阪発︑古浪長城︑武威博物

部科学省科学研究費補助金により︑八

︒古勝隆一助手︵東方学研究部︶は︑文

国︒

て漠代木簡調査を行い︑八月二八日帰

考古研究所︵中華人民共和国︶

基調査及び漠代蜂燵遣址調査︑甘粛省

華人民共和国︶に於いて漠代長城・古

家間︑敦燈莫高窟︑敦燈博物館等︵中

浪長城︑武威博物館︑酒泉博物館︑丁

経理金により︑八月十人日大阪発︑古

︒富谷至教授︵東方学研究部︶は︑委任

七月十四日大阪発︑フランス国立図書

︒大浦康介助教授︵人文学研究部︶は︑

い八月二五日帰国︒

に関する資料調査︑国立公文書館及び

︵附属漢字情報研究センター︶は︑七
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プリンストン高等研究所に於いて中国

ジョージタウン大学︵アメリカ合衆
に於いて中国共産主義運動に関す

八月二六日帰国︒

国︶

部科学省科学研究費補助金により︑

る資料調査︑コロンビア大学に於いて
国際共産主義運動史研究に関する研究

華人民共和国︶に於いてショオ語の調

月六日大阪発︑海豊県県誌弁公室

︒山本有道教授︵人文学研究部︶は︑文

査及び資料収集を行い︑八月二四日帰
︒森時彦教授︵東方学研究部︶は︑文部

部科学省科学研究費補助金により︑八
ック原資料調査及び中国第二楢案館に

担︶

科学省科学研究費補助金︵一部先方負

国︒

おける調査の為の事前打合せを行い︑

月十六日大阪発︑中華儒学研究所及び

により︑八月十八日大阪発︑中国

八月四日帰国︒

月一日大阪発︑中国農業部に於いてバ

打合せを行い︑八月二日帰国︒

︒中西裕樹助手︵東方学研究部︶は︑

学理論の研究のための資料収集を行い︑

中人文

国︒

／′￣、＼

敦燈博物館等︵中華人民共和国︶に於

館︑酒泉博物館︑丁家間︑敦燈莫高窟︑
術史国際研討会に出席︑中国国家図書

行い︑北京理工大学に於いて敦燈学学

リスト教出版活動に関する資料収集を

方負担︶

文部科学省科学研究費補助金︵一部先

テル・オムこ

に於いて国際

ヒトゲノム機構・倫理委員会︑第三回

ゲノム研究の歴史と社会の相互作用に

国際DNAサンプリング会議に出席︑

︒金文京教授︵東方学研究部︶は︑文部

︒大原嘉豊助手︵東方学研究部︶は︑文

︵カナダ︶

わる調査研究を行い︑八月二九日帰国︒

館に於いて南欧所蔵中国学資斜にかか

により︑九月二日大阪発︑ホ

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

いて漠代長城・古基調査及び漠代烙燵
民共和国︶に於いて漠代木簡調査を行

遺址調査︑甘粛省考古研究所︵中華人
い︑八月二八日帰国︒

月二二日大阪発︑中国歴史博物館及び

寺︑大雲院及び開化寺︵中華人民共和

国︶

二日大阪発︑山西大学︵中華人民共和

関する調査研究を行い︑九月十日帰国︒

故宮博物院に於いて中国仏教美術資料

科学省科学研究費補助金により︑九月

部科学省科学研究費補助金により︑八

月十八日大阪発︑古浪長城︑武威博物

調査︑岩山寺︑崇福寺︑仏光寺︑南禅

︒藤井律之助手︵東方学研究部︶は︑八

敦燈博物館等︵中華人民共和国︶に於

館︑酒泉博物館︑丁家間︑敦燈莫高窟︑
いて漠代長城・古基調査及び漠代蜂燵

国︶に於いて寺観壁画調査︑葦県石窟

いて石窟彫刻調査を行い︑九月三日帰

論文発表︑北京図書館に於いて元代文

与中国文学的発展国際研討会に参加・

に於いて中国北方民族建立的王朝

遺址調査︑甘粛省考古研究所︵中華人

及び龍門石窟︵中華人民共和国︶

に於

民共和国︶に於いて漠代木簡調査を行

い︑八月二八日帰国︒

学関係資料調査を行い︑九月十四日帰

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑文

国︒

国︒
部科学省科学研究費補助金により︑八

︒稲葉穣助教授︵東方学研究部︶は︑文

︒東郷俊宏助手︵東方学研究部︶は︑八

て第十回国際東アジア科学・技術・医

負担︶

月十九日大阪発︑上海交通大学に於い

︵ウズベキスタン︶

月二十日大阪発︑国立東洋学研究所

Ber−in・Brandenburg

部科学省科学研究費補助金︵一部先方

て資料調査及び収集を行い︑九月十日

物・遺跡の調査︑タシュケントに於い

ン︶

源共建共享合作会議に出席及び資料収

中央図書館に於いて第三次中文文献資

る出版活動に関する調査を行い︑襖門

及び新旧キリスト教の東アジアにおけ

に於いて学会に出席

Academy

により︑九月七日大阪発︑

部科学省科学研究費補助金︵一部先方

学史学会に出席︑北京中医研究院に於

ences︵ドイツ︶

負担︶により︑八月二十日大阪発︑台

帰国︒

に於いて収蔵資料

いてチベット医学史関連図書翻訳の打

及びサマルカンド大学︵ウズベキスタ

調査及び収集︑イチヤン・カラ博物館

合せを行い︑八月二九日帰国︒

湾国家図書館に於いて古籍聯合目録資

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑文

料庫合作建置研討会に出席及び新旧キ

に於いて初期イスラーム時代遺
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Of

Sc

集を行い︑九月十九日帰国︒
高木博志助教授︵人文学研究部︶は︑

国︒

十六日帰国︒

式典に参加及び学術講演を行い︑十月

共和国︶に於いて西北大学百周年記念

十二日名古屋発︑西北大学︵中華人民

︒富谷至教授︵東方学研究部︶は︑十月

文部科学省科学研究費補助金により︑

に関する資料収集を行い︑十月二日帰

経理金︵一部先方負担︶により︑九月

九月二九日大阪発︑大田政府記録保存

︒森時彦教授︵東方学研究部︶は︑委任
十日大阪発︑南開大学︵中華人民共和

所︵大韓民国︶に於いて朝鮮古蹟調査

九月十三日大阪発︑ロンドン大学及び

九月二三日帰国︒

情についての調査を行い︑十月十一日

ボンベイ大学に於いてインドの宗教事

九月二八日大阪発︑マドラス大学及び

田中雅一助教授︵人文学研究部︶は︑

史料の調査を行い︑十月二日帰国︒

席し︑十月十六日帰国︒

命倫理の対話と普及﹂

ドホテルに於いて

十月十三日大阪発︑マニラダイアモン

文部科学省科学技術振興調整費により︑

︒田中祐理子助手︵人文学研究部︶は︑

及び青島に於いて絹業調査研究を行い︑

国︶に於いて学術講演︑天津︑新河県

イングランド銀行に於いて十人世紀の
帰国︒

︒坂本優一郎助手︵人文学研究部︶は︑

マーチャント・バンカー関係史料の研

︵大韓民国︶

十月十一日大阪発︑清平豊林コンド

高木博志助教授︵人文学研究部︶は︑

席し︑十月十七日帰国︒

命倫理の対話と普及﹂

ドホテルに於いて

十月十三日大阪発︑マニラダイアモン

文部科学省科学技術振興調整費により︑

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

マニラ会議に出

﹁アジアにおける生

究及び調査を行い︑九月二九日帰国︒
九月二八日大阪発︑自治行政部政府記

めの東アジア歴史フォーラムに参加及

︒龍谷直人助教授︵人文学研究部︶は︑

録保存所︵大韓民国︶に於いて韓国財

び報告︑江華島︵大韓民国︶に於いて

マニラ会議に出

﹁アジアにおける生

界に関する調査を行い︑九月三十日帰

湾︶に於いて地方文献学術研討会に出

植民地民族運動史蹟調査を行い︑十月

に於いて批判と連帯のた

国︒

十五日帰国︒

席及び報告︑台湾国家図書館に於いて

︒水野直樹教授︵人文学研究部︶は︑文
部科学省科学研究費補助金︵一部先方

ウィッテルン︑クリスティアン助教授

資料調査を行い︑十月二一日帰国︒

負担︶により︑十月二三日大阪発︑デ

部科学省科学研究費補助金︵一部先方

︒井狩禰介教授︵人文学研究部︶は︑文

月十五日大阪発︑漢学研究中心︵台

負担︶により︑九月二七日大阪発︑光

︵附属漢字情報研究センター︶は︑十

︒岩井茂樹教授︵東方学研究部︶は︑十

州仝南大学︵大韓民国︶に於いて

︵アメリカ合衆国︶

月十日大阪発︑ニューベリー図書館
ンソーシアム年会に出席し︑十月十六

﹁東

アジアにおける法と近代性﹂国際学術
録保存所︵大韓民国︶に於いて朝鮮に

日帰国︒

に於いてTEIコ

大会に参加及び研究発表︑大田政府記
おける植民地支配の制度・機構・政策
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リー大学に於いて日印会議に参加及び
南石窟調査打合せ及び調査を行い︑十

南石窟︵中華人民共和国︶

席し︑十二月十四日帰国︒

イ︶に於いて国際仏教学学会総会に出

︒宇佐美文理助教授︵東方学研究部︶は︑

二月十一日大阪発︑高麗大学及びソウ
ル図書館に於いて﹁中国文化輿東亜細
亜文化﹂国際学術大会に出席及び韓国
所蔵漢籍調査を行い︑十二月十六日帰
国︒

︒佐野誠子助手︵東方学研究部︶は︑十

月八日大阪発︑成均館大学大東文化学

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑文

院︵大韓民国︶に於いて招待連続講演

に於いて雲

インド文学に関する研究打合せ︑ケー
二月五日帰国︒

研究所︵インド︶ に於いてヴューダ伝

部科学省科学研究費補助金により︑十

︒金文京教授︵東方学研究部︶は︑十二

ララ州中南部及びサンスクリット高等

国︒

承の研究調査を行い︑十一月十六日帰

及び資料収集を行い︑十二月十六日帰
国︒

タリア︶に於いて南欧所在中国学資料

館及びラウレンツィアーナ図書館︵イ

二月一日大阪発︑ローマ国立中央図書

︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑文

に関する研究資料調査を行い︑十二月

部科学省科学研究費補助金︵一部先方
八日帰国︒

により︑十一月十四日大阪発︑

負担︶

︒水野直樹教授︵人文学研究部︶は︑十

北京大学古代史研究中心に於いて﹁古

二月五日大阪発︑ソウル大学韓国文化

代中外関係⁚新史料的調査︑整理興研
究﹂国際学術研討会に出席し︑十一月

研究所及びソウル大学図書館に於いて
城帝国大学期の蔵書についての資料調

︵大韓民国︶に於いて東アジア史料研

十二月十五日大阪発︑国史編纂委員会

二月十七日大阪発︑上海博物館に於い

︒大原嘉豊助手︵東方学研究部︶は︑十

二月十四日大阪発︑パリ第七大学束ア
ジア言語文化研究科に於いて国家博士
号審査委貞会に委員として参加し︑十
二月二十日帰国︒

︒宇佐美奔教授︵人文学研究部︶は︑十

究編纂機関国際学術会議に出席し︑十
二月十九日帰国︒

査を行い︑十二月九日帰国︒

植民地支配政策に関する講演及び旧京

十七日帰国︒
文部科学省科学研究費補助金により︑

︒竹沢泰子助教授︵人文学研究部︶は︑

十一月二十日成田発︑ハイヤートホテ

文部科学省科学技術振興調整費により︑

︒加藤和人助教授︵人文学研究部︶は︑

十二月八日大阪発︑ソウル・マリオッ

︵アメリカ合衆国︶ に於いて︑二〇

〇二年アメリカ人類学会年次大会に出

トホテルに於いて﹁アジアにおける生

ル

席及び発表を行い︑スミソニアン博物

命倫理の村話と普及﹂

ソウルワークシ

する資料収集を行い︑十一月三十日帰

館に於いて米国の文化人類学教育に関

ョップに出席し︑十二月十一日帰国︒

二月八日大阪発︑チユラコン大学︵夕

︵附属漢字情報研究センター︶は︑十

Uウィッテルン︑クリスティアン助教授

国︒
文部科学省科学研究費補助金により︑

︒岡村秀典助教授︵東方学研究部︶は︑

十一月二七日大阪発︑北京大学及び雲
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て中国美術史料調査を行い︑十二月二
十日帰国︒
︒高田時雄教授︵東方学研究部︶は︑十

二月十四日大阪発︑中央研究院歴史語
言研究所︵台湾︶ に於いてデジタル・

ライブラリに関する意見交換及び学術
講演を行い︑十二月二三日帰国︒

翔

復旦大学人文学院教授

五義人研究員
︒張

近代国家形成における日中の思想交流
山宣教授

︵文化連関研究客員部門︶

受入数宮
期間一月五日〜四月四日

高田教授

期間

Francis

Tun

受入教官

栗山教授

ヤンゴン大学講師

受入教官

賓谷教授

金教授

中国上海芸術研究所研究員

五月七日〜二〇〇三年四月六日

暁

受入数官

二〇〇三年三月十一日

五月十二日〜

ケンブリッ

ナポリ東洋大学ア

横山教授

KOrnicki

二〇〇三年二月十四日

八月十五日〜

ジ大学教授

︒Pe︷er

受入教官

十七世紀日本の読書の研究

期間

明代戯曲の研究

︵教授︶

︒李

期間

西田哲学における仏教理解の研究

︒San

デリー期
大間
学講三月二日〜三月三一日

研究

アフガニスタン仏教石窟資料の調査と

ジア学部教授

︒GiO＜anロiくerardi

期間一月五日〜四月十日

ライデン大学ジャ

パン・コリア研究センター講師

︒JanくanBremen

公的な記憶の物象化についての人類学

︒曽布川寛教授︵東方学研究部︶は︑委
上海博物館及び河栂渡遺跡管理所に於

任経理金により︑十二月十人日大阪発︑

田中助教授

︵文化生成研究客員部門︶

的研究
受入教官

Tankha

二月一日〜七月三一日
MOhan

山室教授

︵文化連関研究客員部門︶

受入数宮

北京大学中国古代史研究中

四月十五日〜七月十四日
贋達
心教授

︒張

期間

近代日本の地域主義

色H

︒Brij
甫岬

期間

いて中国美術の調査及び資料蒐集を行
い︑十二月二四日帰国︒
︒東郷俊宏助手︵東方学研究部︶は︑十

二月十七日大阪発︑ハーバード大学イ
エンチエン図書館に於いて中国医学史
サイエンスセンター科学史部門に於い

関連図書文献の調査︑ハーバード大学

に関する国際会議に出席・発表を

て﹁東アジアにおける伝統医学の近代
化﹂
行い︑十二月二七日帰国︒

唐代中外交通史の研究

︒村上衛助手︵東方学研究部︶は︑十二

月十七日大阪発︑度門大学及び福建師
国福建省南部に関する文献・史料収集

受入教官

︵文化生成研究客貞部門︶

範大学︵中華人民共和国︶に於いて中
を行い︑十二月二七日帰国︒
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授

︒鄭

阿財

鳳王

国立中正大学中国文学系教

高田教授

国立嘉義大学中国文学系

七月十日〜七月二九日

受入教官

唐五代儒教俸布通俗化之研究
期間
︒宋
之比較研究

条好

高田教授

国立中正大学中国文学系副

七月十日〜七月二九日

受入教官

敦燈﹁難字﹂系家書輿歴代﹁難字﹂書

期間
︒察
教授

期間
︒徐

受入数宮

受入教官

山室教授

リンピン大学助教授

二〇〇三年二月十四日

高田教授

中央民族大学歴史系教授

二〇〇三年二月二八日

九月一日〜
庭雲

Ma

九月十三日〜

中国古代婦女史
期間
︒Li

武田教授

十一月二九日〜十二月二六日

受入教官

数学理論の歴史的変遷に関する研究
期間

碩培

カリフォルニア大学ロサン

外国人共同研究者
︒徐

シカゴ大学ジ
東ェ
アルス校歴史学部博士課程

高田教授

Hee

七月十日〜七月二九日

受入教官

祖堂集中祀宗詩侶研究
期間
KyeOng

水野教授

戦時期朝鮮における朝鮮知識人の植民

︒ChOi

受入数宮

カナダブリティッシュコロ

二〇〇三年三月三一日

四月一日〜

地文化認識
期間

ジア言語・文化学部助教授

水野教授

金華

ンビア大学助教授

︒陳

中国中世における舎利信仰︑法蔵伝の

国立高雄第一科学技術大学

七月十二日〜八月十一日

受入数宮

近代朝鮮文学史と検閲問題に関する研
究

期間
春宜

日米防衛協力の指針と台湾海峡有事と

研究

助教授

︒呉

の関わりについて

期間

受入教官

船山助教授

中国社会科学院歴史研究所副

七月一日〜八月二七日
風

研究員

︒阿

芙賢

成均館大学校BK21儒教文

受入数官 岩井教授
八月二七日〜十一月二四日

の研究

中国明清時代における法律・裁判文書

期間

化圏研究団研究助教

︒金

水野教授

山室教授

−日清戦争前後の時期

九月十日〜二〇〇三年九月九日

受入数宮

植民地朝鮮における女性労働力政策
期間

外国人研究生
芙蓉

掲南の村外論

︒呉

受入数宮

四月一日〜九月三十日

を中心に
期間

漢字情報研究センター講習会

級︶

二〇〇二年度漢籍担当職員講習会︵初

第一日︵十月七日︶
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漢籍について
名古屋大学文学研究科教授
井上

進

宇佐美文理

漢籍目録の構造−漢籍整理の基礎

安岡孝一

目録検索とデータベース検索
漢籍目録を読む︵経部︶

井波陵一

晋

井波陵一

梶浦

カードの取り方−漢籍整理の実践

第二日︵十月八日︶

漢籍目録を読む︵史部︶

漢籍目録カード作成実習
第三日︵十月九日︶

井波陵一

安岡孝一

ウィッテルン︑クリスティアン

コンピュータと漢籍
漢籍データベースについて
漢籍目録を読む︵子部︶
漢籍データ入力実習︵一︶

工具書について

第四日︵十月十日︶

漢籍目録を読む︵集部︶
漢籍データ入力実習︵二︶
第五日︵十月十一目︶

国立情報学研究所教授

古勝隆一
井波陵一

梶浦

宮澤

晋

彰

NACSIS．CA↓と漢籍データベース
実習解説

級︶

漢籍データ入力実習︵一︶

第三日︵十一月十三日︶

和刻本漢籍について

中国目録学史︵三︶

鹿児島大学法文学部教授

分類上の問題点︵子部︶

漢籍データ入力実習︵二︶

第四日︵十一月十四日︶

孝

井波陵一

高津

井波陵一

晋

北京大学中国古代史研究中心

梶浦

石川禎活

井波陵一

村田康彦

寺岡知彦

について

分類上の問題点︵集部︶

﹃東洋学文献類目﹄

平田昌司

二月四日

ご毒さま一

実習解説

現代中国書について

第五日︵十一月十五日︶

漢籍データ入力実習︵三︶

晋

中砂明徳

井波陵一

梶浦

安岡孝一

二〇〇二年度漢籍担当職員講習会︵中
第一日︵十一月十一日︶

中国目録学史︵一︶

時代情況と出版傾向
文学研究科教授
叢書−漢籍分類の特色

分類上の問題点︵経部︶

中国目録学史︵二︶

第二日︵十一月十二日︶

中国の地方志について
文学研究科助教授
分類上の問題点︵史部︶
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副主任

李 孝聡︵高田︑森︑安岡

沈

南開大学経済学院人工与発展

が応接した︶

二月六日
倉他一名︵森︑村上が応接した︶

研究所労働経済研究室主任
中国第一歴史楢案館・満文部

研究館員主任 呉 元豊︵岩井が応

三月七日
接した︶

陳

台湾︽国家数位典蔵計画︾

中央研究院歴史語言研究所

三月二六日

ン︑古勝︑森賀が応接した︶

香港中文大学教授
青峰︑台湾墜南国際大学教

金

祖他四名︵高田︑井波︑ウィッテル

三月二九日
涛︑劉

土

光

観

九月二九日

山東社会科学院訪日代表団

Fad−

︵雅︶︑稲葉が

Yusuf

ハルトウーム大学アジア・

︵森︑石川︑村上が応接した︶

十月三十日
アフリカ研究所教授

宋

陳

鋒︵森︑岩井︑

英︑武漢大学経済与社

華中師範大学歴史文化学

Hasan︵阪上︑田中
応接した︶

十一月十九日

院院長
村上が応接した︶

会史研究所所長

周

暁虹︵森︑石川︑

南京大学公共管理学院社

会学系主任

十一月二二日

龍

登高︵森︑村上が

清華大学人文学院経済学研

村上が応接した︶

十二月三日
応接した︶

昌龍︑台湾中央研究院近代

究所副教授

周

授
井波︑ウィッテルンが応接した︶

史研究所研究員 張 寿安︵森︑金︑

祥舌︵狭

ハーバード大学東アジア研究

センター客員研究員 孔

五月九日

蘇州大学社会科学院院長

間︑森︑岩井︑石川︑村上が応接し
た︶

シンガポール国立大学代表団

衡平︵岩井が応接した︶

七月十五日
王

︵阪上︑田中︵雅︶が応接した︶

八月一日
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人文研のクたからものク

よみがえった︽縄文記号︾

階

絵里加

−須田剋太の二点の絵画
高
人文研本館には︑洋画家の須田剋太︵一九〇九−一

には︑制作年月日とともに︑画家の名前︑住所︑電話

二点の油彩画が人文研の所蔵となったのは︑一九七

番号が書きつけられている︒

五年のことであった︒人文研会計掛所蔵の寄付受入書

類によれば︑当時︑人文研の本館新嘗にともない移転

を完了し︑現在国際学術交流の場として内外の研究

者・学生・著名な学者が多く来所しているが︑新築の

来所者をあたたかく迎えるためにも︑環境面の整備充

建物は鉄筋コンクリート打ち放しのため寂実感が残り︑

実を考えていたところ︑須田画伯より絵画二点の寄付

九九〇年︶ の手になる二点の絵画が所蔵されている︒

申し込みがあり︑研究所で検討した結果︑須田剋太画

ており︑寄付を受け入れることになった︑という︒

伯の人格︑画風ともすばらしく当研究所の建物に合っ

いずれも︽縄文記号︾と題された一五〇号と一二〇号
大きい方の作品は銀灰色を基調に白︑濃紺︑黒を加

大の力強い抽象絵画である︒

え︑小さい方はやや黄味がかった灰色と白が基調の画

このように︑緑あって人文研の所有となった二点の

︽縄文記号︾は︑寄贈を受けて以来︑二階大会議室廊
︵穀物

のジグザグ形が画面を走っている︒ドンゴロス

面であるが︑いずれも稲妻か山脈のような大小何本も

のあいだ掛けられていた︒そのため︑年月と環境によ

る劣化が激しく︑全体に早急に洗浄と修復が必要とさ

下側の壁面と二階談話室の東側壁面に四半世紀以上も

れる状態だった︒そこで二〇〇二年二月より約三カ月

の輸送用袋︶と思われる目の粗い麻布を開き不規則に

盛り上がっているが︑裏をみると凹部分に細く丸めた

つなげてカンヴァスとして用い︑ジグザグ線の部分は
新聞紙を芯として詰め︑麻糸で固定している︒それぞ

り付け場所変更については︑壁の大きさや日照や空調

に大会議室内正面の左右の壁面に取り付けられた︒取

間をかけて修復作業が行われ︑五月一七日に︑あらた
剋﹂︑小さいサイ
剋﹂となっている︒真の木枠

いサイズの作品は ﹁一九六五・四

れ向かって右下に年記とサインが刻まれており︑大き
ズの作品は ﹁一九六五
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といった基本的条件を満たし︑なおかつ二点をひとつ

のセットとして鑑普でき︑また一般の方々にも機会が

連載の司馬遼太郎﹁街道をゆく﹂ の挿

あれば見ていただけるようにと考えて︑この場所に決
定した︒
﹃週刊朝日﹄

られている須田剋太は︑一九〇九年に現在の埼玉県北

絵を︑一九七一年から約二〇年間辛がけたことでも知

足立郡吹上町に生まれ︑独学で洋画を学び︑文展︑日

展で多くの賞を受賞︒堅実な具象的画風でその評価を

と転向︑以後国画会会員となり前衛の逼を歩む︒この

確立するが︑一九四九年より突如として抽象的画風へ

硯をめざし活動していた抽象画家︑長谷川二郎との出

急激な転換は︑東洋思想と近代造形を結合する前衛表

会いがきっかけであった︒この時期︑須凹が急激に抽

象に向かった背景として︑当時の関西における活発な

良に居を移し︑当時東大寺観音院住職であった上司海

美術界の活動がある︒すでに凶○年代初頭に須uは奈

が︑京都では戦後まもない時期に︑京大美学教授であ

雲を通じて多くの関内の文化人と知り合うことになる

﹁転石会﹂

が発足して︑月一回京都で定例の研究会を

った井島勉教将を中心とする学者や作家たちの集まり

﹁転石会﹂

の席⊥であった︒ちな

行っており︑須田が一九四九年に疎開中の長谷川と知
り合ったのは︑この

みにこの ﹁転石会﹂

のメンバーには︑桑原武夫︑井上

意味を持っています︒

﹁花﹂とか﹁女﹂とかいう字は

うものがある︒

いる須田国太郎らも加わっており︑須田の人文研との

靖︑やはり人文研にその代表作︽発掘︾が所蔵されて
かかわりも︑このような京都の文化人サークルの中で

造形のはたらきを通してそうなるのです︒

それが私の書の中では記号になります︒

さらに︑五〇年代の前衛書を巡る動きも︑須田に大

培われたものであったことが推測される︒

縄文土器の文様−

あれは縄文人の記号です︒

﹃墨美﹄

﹃書の美﹄ に執筆していた井島︑そして禅と書の精

縄文人が

や

きな影響を与えた︒書の美学的考察にも優れ

に︑最

意味を持った記号です︒

﹃書の美﹄

その末裔である私に

の交流から︑須田も一九五〇年には

神を抽象表現に取りいれる試みを行っていた長谷川と

呼びかけてくる記号であるとともに︑

﹁原始と書﹂を発表した︒

﹃書の美﹄ は前衛書家森田子龍の主催であったが︑森

初の書に関する文章である

それをうけた私自身のなかに

など

新しい記号が生まれました︒

﹃豊美﹄

の書芸術総合雑誌を意欲的に編集した︒これら雑誌上

田はこのほか五〇年代初頭から

﹁縄文記号﹂と呼んでいます︒

その本と末との両方を含めて私は

﹃墨人﹄

での線の造形美をめぐる議論は︑欧米の抽象絵画に多

のなかで

﹁私の頭の中に

近年のジャポニスム研究でも明らかにされているよ

大な影響を与え︑ここに前衛書とアクション・ペイン
るようになる︒﹁原始と書﹂

ティングヤアンフォルメルのつながりが強く意識され

ィーとみなし︑そこに原始や子供のエネルギーに通じ

うに︑﹁線の美﹂を日本美術の一つのアイデンティテ

るような生命感を見出す西欧の視線は︑すでに一九世

は︑シュール︑アブストラクト︑書︵古代文字︶︑無︑

紀後半に準備されていた︒日本の戟後美術がこのよう

禅︑子供の絵︑原始芸術でいっぱいだ﹂と語った須田
にとっても︑精神と身体の運動そのものでもある自発

な視線をどの程度いわば﹁逆輸入﹂しているかは単純

的な線の問題は︑つねに最重要課題であった︒

須田による晩年の詩のひとつに﹁記号と意味﹂とい
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には語れない問題だが︑仮に原始のジグザグ線が呪術
的な目的のために描かれ︑いっぼう線を紙に引くとい
だとすれば︑須田の線は明らかに素材や物質そのもの

う生理的快感から子供が画用紙にジグザグ線を引くの

﹁イメー

が芸術であることの意味を問い掛けている︒ここから
われわれは︑二〇世紀美術最大の問題である
ジとオブジェ﹂ の関係について︑もう一度考え直すこ
とができるであろう︒
本修復と本稿は︑修復にあたって頂いた㈱和蘭画房
をはじめとする多くの方々の御協力なしには実現し得
子氏︵前京大人文研図書室︶︑山領まり氏︵山領絵画

なかった︒とくに飯沼二郎京都大学名誉教授︑中西幸
修復工房︶︑林洋子氏︵京都造形芸術大学助教授︶︑平

して心よりの感謝を申し述べたい︒

井章一氏︵兵庫県立美術館︶には︑この場を借り︑記

人文研のクたからものク
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共同研究の話題

無秩序の秩序
岩

井

茂

樹

典章の世界が整然と組みたてられていることが︑まず

印象的である︒いく世代にもわたる儒家者流の士大夫

官僚は︑現実との格闘のなかでこのような制度をつく

りあげてきた︒現実にすり寄るよりは︑あくまでも理

念や理想をたかく掲げる︑これがかれらの主義であっ

みこそが同時に弱点でもあった︒その弱点を補うため

た︒典章の秩序は凄然として美しい︒しかし︑この高

に︑小さな逸脱からむき出しの暴力まで動員する別の

先日の ﹁中国近世社会の秩序形成﹂研究班︑報告者

の伍躍さんは︑このところ晴代の指納制度と財政のか

あるにもかかわらず︑典章の秩序はこれを内側にとり

秩序が必要とされた︒この別の秩序は不可欠の存在で

こむことには消極的である︒典章が義理や礼制にもと

の増大などにより︑吏部がおこなってきた任官システ
ムが清末にはほとんど崩壊するにいたったという趣旨︒

づく一貫した正統性に固執すれば︑これら別の秩序は

かわりについて研究を深めている︒指納による候補官

いつもながら精微な仕事ぶりに感心させられた︒報告

のシステムをうまく機能させていた︒こうした秩序の

つの秩序は矛盾しながらも︑全体としては国家や社会

制度の外側に放任されせざるをえない︒ただ︑この二

形成﹂だけれども︑今日の話しは

ありかたを︑現実と制度の動的な相互作用のなかに窺

﹁秩序

長の意図するテーマの方向とは反対かも知れない︑と︒

う︑これがこの共同研究の目的であった︒三年間の成

に先だち伍躍さん日く︑この研究班のテーマは

班長応えて︑金銭や権力による横紙破り︑あるいは制

﹁秩序の崩壊﹂︑班

度の自己崩壊の行き着く先は一見すると無秩序のよう

文のなかに見いだしていただけるであろう︒

果如何？

班員各位の格闘ぶりを︑きたるべき報告論

だが︑人びとがこのような行動に向かうのは︑公式の
て取ったからだともいえるだろうし︑人びとが行動を

秩序の塞がわで︑別の秩序がはたらいていることを見

序を形成するのだともいえるだろう︑と︒

選択するさいの利害判断が集合的にそのような別の秩
中国の制度を研究していると︑礼制と義理にねぎす

32

共同研究の話題

目から鱗をとる
生

だが︑自分の発表に対してはいつも﹁目から鱗﹂と

しか言いようのないような刺激的な意見を他分野から

にもいかない︒例えば私が十九世紀のピアノ音楽につ

頂いているので︑こちらだけだんまりを決め込むわけ

いて話したときには︑ヨーロッパの自動人形のことや

いが﹁学会﹂というタコツボの中にいては絶村に知る

暁

ことの出来ない情報を色々教えていただいた︒予想だ

田

共同研究班﹁文明と言語﹂には︑その前身﹁安定社

岡

会と言語﹂から引き続き︑約一年半前より参加させて

と完璧に

にしなかったが︑言われてみれば自分が知りたいこと

十九世紀の生物学の教科書のことなど︑とてもではな

もらっている︒土曜午後に催されるこの研究会への出

自分の

なく︑﹁どんな質問をするか﹂

最近よく思うのだが︑﹁どんな発表をするか﹂

うのはそうあるものではない︒

では

﹁散る﹂︑そういう情報を得られる場所とい

席は︑私にとって週末の楽しみであると同時に︑毎回
ちょっとした緊張を伴う経験だ︒﹁緊張を伴う﹂とい
の︶約束事が︑﹁どんな話題でも必ず質問を最低一つ

うのも︑この研究会の暗黙の︵そしてほとんど唯一
する﹂ということだから︒おまけに毎回﹁発表ネタ﹂

いうのは︑相手の言った内容を

る︒そもそも発表を聞いて何も﹁Q﹂

こそ︑研究者としての

が恐ろしく多岐にわたる︒生態学︑江戸文学︑私小説

なのだ︵実はこれは︑私が本務校の学生に常日頃口や

とは無関係と思った︵無関心︶﹂

慢︶﹂

﹁すべて理解した︵倣

が浮かばないと

﹁見識﹂を試される最大の試金石である気がす

論︑生命科学︑からくり人形等々︒僕の専門は西洋音
ついていけるし︑昆虫採集と熱帯魚繁殖の趣味にはま

楽史なので︑﹁芸術﹂

かましく言っていることなのだけれど︶︒実際︑この

い︒人間に関わるすべてのことは︑どこかで

﹁文明﹂

で互いに無関係な事柄は何一つな

か︑いずれかのはず

か︑﹁自分

っていることもあって︑科学︵とりわけ生き物︶がら

か︑﹁何も理解できなかった︵無知︶﹂

みの話題も普通の人文系の人間よりは慣れているつも

﹁人間のすること﹂

研究会に参加するようになってから実感するのだが︑

や﹁西洋﹂が絡む話題は何とか

はきつい︒自分の頭の中にあることすべてを総動員す

りだが︑それでも﹁毎回質問最低一つ﹂というノルマ
るようなプレッシャーがかかる︒
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と

ある︒すでにマルク・ブロックが同じ主旨の論文を公

史社会で︑とりあえず比較を行なってみることなので

とは︑共通性が見出せるかどうか分からない複数の歴

﹁言語﹂ につながっているはずなのだ︒しかるに︑

﹁純粋法則﹂ のようなものを追及するという点で︑そ

私が専門にする音楽とはきわめて抽象的な芸術であり︑

いた︒そこでわたしは︑﹁地中海農耕文化﹂世界での

刊していたことなど知らずに︑わたしはこの文章を書

﹁世間︵世

ふたつの古代都市国家の成立と展開を理念型的な枠組

の研究は数学に似たところがある︒そして

みを用いて説明したのだが︑同時に︑第二タイプの比

界︶から隔絶していること﹂をもって学問的純正の証
とする錯覚に陥りやすい︒私にとって﹁文明と言語﹂

二〇〇一年四月にわたしたちがはじめた共同研究

その社会制度をめぐる比較作業がはじめて可能になる︒

ムで定義される社会制度が時空を超えて存在するとき︑

あるいは同一だと判定され︑そしてしばしば単一ター

り限られているだろう︒おおくの人々によって類似︑

第二タイプの比較論が実りをもたらす要件は︑かな

のである︒

研究会は︑塔に寵っているとわずらいがちな近視眼の

也

較論は︑どこまで有効なのだろうかと書き添えていた

和

矯正に格好のフォーラム＝広場である︒

川

﹁国家形成の比較研究﹂
前

﹁国家﹂と総括できる社会組織が各

﹁国家形成の比較研究﹂は︑第二タイプの比較研究だ︒

にも︑ある程度の規則性を見出せるからである︒じつ

地に生まれた︒しかもそれが形成されていくプロセス

かつてこの地球で
比較史への

かつてわたしは︑ふたつのタイプの比較史について

さい︑すでにわれわれは︑さまざまの国家形成モデル

書いた︵﹁古代メソポタミアと古典古代

をもっている︒

﹃歴史学﹄一九七七︶︒共

これらのモデルは︑いったいどこまで有効なのだろ

ひとつの試み﹂樺山紘一編

うか︒最近の膨大な研究蓄積は︑かつての諸モデルを

通の基盤をもつ文化世界のなかでの複数の歴史社会を
のが第一タイプの比較史であり︑いっぼう第二タイプ

対比して︑類似点と差異点とを浮かび上がらせてみる
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無意味にしてしまったのだろうか︒それとも︑やはり︑
時空を超えた国家形成論はあまり有効ではなく︑たと
﹁共通の文化基盤﹂空間のなかでの

えば︑地中海農耕文化︑東アジア世界︑オセアニア︑
アンデスといった
国家形成の過程を問うほどの意味を見出せないという
のだろうか︒正直に言って︑あと二年のちに研究グ
ループがどのような地平に到達できるのか︑わたした
ち自身︑まだよく分ってはいない︒
けれども︑わたしたちが﹁国家形成﹂という大研究
目標を掲げたことの背景は単純で︑はっきりしている︒
わたしたちは︑日頃は考古学︑歴史学︑古典文献学な
どの専門家であり︑そのメチエに誇りをもっている︒

班

憲

樹

司

京

田

繁

文

森

橋

班と元曲班に分かれてい

高

金

﹁元代の社会と文化﹂

本研究班は︑﹃事林贋記﹄

いただいた︒︵金

文京︶

るので︑お二人の班員の方に各々の班について書いて

﹃事林広記﹄

﹃事林広記﹄班

たちは毎日悲鳴をあげつつ相応しているのだ︒このま

けれど同時に︑とめどなく増えていく資料に︑わたし
までは︑いつか資料の山に押しっぶされる︒定期的に
いる究極の研究目的︵国家はどのようにして生まれた

術︑酒に料理︑手紙の書き方︑俗語︑モンゴル語︑日

て︑行政区画︑官制︑世界地理︑音楽︑年中行事︑弓

が載せるのは︑天文宇宙からはじまっ

集まって︑専門作業の前提としてわたしたちが掲げて
のか︶をおおらかに論議する以外に︑この間題に対処

常エチケット︑占い⁝と︑雅俗取り混ぜ︑はなはだ多

岐にわたる︒こんな書物を︑一人ではしからはしまで

本だから︑当時も読みとおした人はいなかっただろう︒

読みつづけるのはつらい︒そもそもが﹁使う﹂ための

研究会がはじまって︑弥生や古墳期の専門家たちが︑

する方途は︑なかなか︑みつかりはしないだろう︒

モデルとのあいだを自由閥達に往復するさまを見るこ

自分の研究に必要な箇所を使うだけなら簡単だが︑仝

膨大な量の情報と︑既存の︑あるいは新しい国家形成
とができた︒これは︑楽しいことであった︒
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だけでも一二種あって︑刊行は二百年以上にまたがる︒

借りることが必要だ︒しかも︑現存が確認できる版本

体を読みこなすには︑いろいろな分野の専門家の力を

係で年一回しか開けなかったが︑後にみんな関西地区

誰が予想しただろうか︒初めはメンバーの赴任地の関

も続いており︑こんなに長く続くとは︑実際︑我々の

研究にとって︑成立前夜の貴重なデータが豊富で︑当

った︒作品は中国俗語文学︑とくに演劇や口語小説の

時の人々や社会のさまざまな様態が読み取れ︑興味が

に集まったため毎月開くようになり︑今の研究班とな

たびに︑何かしらの発見がある︒営利出版の本だから︑

尽きない︒誤字脱字だらけで︑まるですぐ捨てられそ

成立はさらに百年近くはさかのぼるだろう︒内容も時

本文をいじくつて行を節約したり︑行末で終るように

うなパンフレットのような租悪な印刷物が表出する世

代に応じて少しずつ違っていて︑諸本をつきあわせる

と︑書韓のあざとさの痕跡を見つけることができるの

い︒個人では到底解決しえない難解な問題も︑共同研

界は︑苦労も多いが︑研究していて楽しくてしかたな

字数を調節して︑内容が詰まっているように見せたり

テキストの電子検索が進んで︑各項目のネタ本捜しの

も面白い︒ただし︑一人では作業に目が行き届かない︒

究であればこそ︑ほかでは得られない画期的な意見や

見解に遭遇し︑毎回わくわくしながら参加している︒

の文献だと

は︑なにせ研究に人

手が必要な書物だ︒﹁人文の研究班向き﹂

のだろうか︒︵高橋繁樹︶

全作品三十種︑全部研究し終えるまであと何年かかる

環境も整ってきた︒﹃事林広記﹄

方のご助力を︑お願いしたい︒︵森田憲司︶

思う︒所外の者が言うのもなんだが︑少しでも多くの

元曲班
この集まりが﹁研究班﹂となってすでに三年が経っ
た︒こんないいかたをするのは︑実は相当以前から元
たからで︑もともとは昨年亡くなられた田中謙二先生

曲の元刊本研究をテーマに定期的な研究会を続けてき
のお宅で︑一九七九年春から定期的に始まった私的研
究会に由来している︒それが今日までおよそ四半世紀
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赴任前後の雑談雑感
宮

宅

につき合っていたのは︑もしかしたら学生達の方だっ

が湧いてくることもあった︒しようがないなあと雑談

雑談の中味はいずれも他愛のないものばかりだった

たのか︒

こともあった︒たとえば私が人文研に転任する予定だ

が︑なにげない学生のひとことにどきりとさせられる

稼ぐの？﹂という得体のしれない質問が飛んできた︒

と知れ渡ったころ︑﹁先生︑じやあ奥さんが生活費を

神戸の女子大でしばらく教壇に立った後︑人文研に
ったけれども︑須磨・垂水の海を自宅から︑大学から︑

かったので︑その場では答えることすらしなかったが︑

なぜそんな疑問が浮かんだのかまったく見当がつかな

移ってきた︒神戸で暮らした月日は決して長くはなか

に春を教えられ︑夏の昼下がりにはぼんやりと海岸を

どうやら﹁宮宅は京大に戻る﹂

通勤の電車から毎日眺め︑いかなごの昼網を待つ行列

戻って一から勉強し直すのだと勘違いし︑生活費はど

のだと聞いて︑学生に

ってまわった︑海辺での日々が懐かしい︒

散歩し︑漁港周辺を根城とする野良猫たちの写真を撮

うするのだろうと彼女なりに心配してくれたらしい︒

て成果を集約し広く発信する大きな義務が課せられ︑

大きなお世話だと言うほかないが︑考えてみるとひた

懐かしいといえば︑そこらじゆうをうろうろしてい

学生とは較べものにならない立場なのであるが︒とは

た学生達に当然のごとく人文研では出会わなくなった︒

学生の要望や悩みなど︑他の手段では聞き得ない様々

いえ︑むきになって力んでも仕方がない︒ご親切な学

れと違わないといえば違わない︒もちろんそれに加え

な本音が雑談のなかからは伝わってくる︒雑談も重要

生の心配を︑一学徒としての初心を忘れるなという

すら史料と向き合って過ごす日々は︑学生のころのそ

なサービスの一環︑つまりはこれも仕事だと思ってお

エールだと理解して︑とりあえずは有り難く噛みしめ

神戸に赴任した当初は︑約束もなく押しかけてきて長

しゃべりにつき合っているうちに︑いつの間にかそれ

ておきたい︒

時間居座っていく学生達に正直騨易したものだったが︑

が生活の一部となってしまったらしく︑以前よりは格
と︑なにやら落ち着かないような︑寂しいような気分

段に広くなった今の研究室にひとり静かに座っている
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﹁マカロニ・バブル﹂
坂

本

優一郎

﹁マ

が出回った︒出回るにつれて︑変化も起きた︒

にはいかなかった︒ともあれ︑教室にはかなりの
カロニ﹂

﹁マカロlこ

そのものを求めて交換がおこな

はじめは

われていたが︑しだいに﹁マカロニ﹂は目的ではなく

の子が︑いつものように﹁マカロニ﹂

ところがである︒﹁マカロニ﹂を貯めこんでいた男

なり︑交換の媒介を果たすようになっていったのだ︒

入れようとしたところ︑なんと︑拒否された︒いくら

あれはたしか︑小学校三・四年頃だったと記憶して
いる︒ある日︑クラスメイトが見たこともない摩討不

彼女日く︑これは ﹁マカロニ﹂

かし︑この小さな事件をきっかけに︑状況は一変した︒

く応じない︒嫌だ︒理由はただ︑それだけである︒し

を積まれても︑物差しの持ち主はまった

で物差しを手に

思議な代物を教室にもってきた︒物珍しさも手伝って︑

﹁マカロニ﹂

ニ﹄といえば︑あの土管のようなかたちのはず﹂と︑

であると︒﹁﹃マカロ

休み時間には彼女のまわりに黒山の人だかりができた︒

たまに給食に出てくるそれを思い浮かべる︑その他大

である︒

﹁マカロlこと

皆︑夢から覚めたように︑いっせいに

は未来永劫﹂と思いこん

の交換を拒否しはじめた︒﹁マカロニ恐慌﹂

﹃交換価値﹄

﹁﹃マカロニ﹄
みれの

﹁マカロニ﹂が︑行き場もなく大量に残された︒

でいた男の子の手元には︑﹁価値﹂を喪失した手垢ま

の

勢︒だが︑彼女が誇らしげに見せるそれは︑貝や魚︑
に支配されていた

蛤やニンジンと︑じつに楽しいかたちをしていた︒
﹁マカロニ＝土管﹂という﹁常識﹂
われわれは︑驚惜した︒

くもはかない

であろうが

﹁信用﹂

﹁国家﹂

であろうが︑たとえ

にもとづく脆弱なものにすぎな

﹁マカロニ﹂主義ならぬ資本主義とはしょせん︑か
い︒﹁金﹂

ここで︑子どもであれば︑すなおに﹁欲しい﹂と思
うだろう︒じつさい︑そうだった︒でも︑彼女もさる

﹁マカロニ﹂

の

の信用がほかの何かによって裏打ちされ

ロニ﹂ ひとつと鉛筆一本といったように︒たちまち︑

もの︑無条件では応じない︒物々交換である︒﹁マカ

﹁嫌だ﹂

たとしても︑本質は変わらない︒﹁物差し所有者﹂
ねに秘めている︒ある日どこかで

﹁信用の共有﹂

が失

のひとことで︑これらは無に帰す可能性をつ

﹁マカロニ﹂ を家から持ち込んだ者もいたようだが︑

教室に﹁マカロニ﹂が流通しはじめた︒彼女以外にも︑

そこは子どものこと︒無尽蔵に持ち込む︑というわけ
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たことにならない︒よって例えば︑英語の︵again︶と︑

のように聞こえるこ

では﹇ga竿﹂︑語中では官長二と発音する

ー

﹁カ

ヽ

と言われて久しい︒この音を持つ話者はガ行を︑語頭

範的な発音とされてきたが︑東京でも消滅しっつある

る﹁ガ行鼻濁音﹂だ︒長くNHKや音楽の世界では規

先に﹁カンカク﹂の﹁ン﹂を互と表記した︒この
音は東日本ではガ行の子音としても使われる︒いわゆ

とだろゝつ︒

欧米人には鼻にかかった﹁カ〜﹂

いに発音しないと正確に通じない︒日本語式発音だと︑

キーパー﹁オリヴアー・カーン﹂も﹁カーンヌ﹂ぐら

く異なる位置で発音される︒バイエルン・Mのゴール

われるや否や︑蟻の一穴よろしく︑カタストロフは突

英次郎

日本語として発音した﹁アゲイン﹂とでは︑鼻音は全

山

然︑やってくるかもしれない︒

日本語と鼻音
堂

日本語の ﹁ン﹂を口の中のどの辺りで発音している
か︵調音位置︶を意識する人は少ないと思う︒﹁ン﹂

は息を鼻から出して発音する鼻音であるが︑語のどの

の

﹁ン﹂は

ガミ︑タマゴ︑クギ﹂︒さてこの﹁鼻濁音﹂は英語に

関白﹁カンパク﹂

部分に現れるかによって︑その調音位置は様々である︒
−

音されることが多い

が︑英語の発音は﹇邑ではなく︑あくまで﹇已一昔で

本語では︑この種の単語は普通﹁ング﹂と表記される
ある︒﹁カーンヌ﹂

の様に︑調音位置を開放

する時に﹁ング﹂と聞こえるだけだ︒後ろに母音が続

の﹁ヌ﹂

ら﹇鼠という具合に︒一方で語末の﹁ン﹂は多くの場

る︵カレン・カーペンターの歌う﹇已は奇麗だー♪

するので︑この場合﹁ガ行鼻濁音﹂と同じ様な音にな

互だけで発音

﹇si昔一︑そしてもちろん文中でも

く場合も−行為者名詞singer﹇si旦や分詞singing

に付けないと発音し

−

音する︒ − ﹁ホン︑パン︑ヤカン﹂︒﹁ン﹂
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外来語の語末鼻音﹇n一の表記としても用いられる︒し
も︑舌を上の歯︵或いは歯ぐき︶

かし︑英語を含む多くの欧米諸言語では︑語末の﹇n﹈

はまた︑

合︑口蓋垂︵のどびこ︶近くに舌の奥を軽く当てて発

す﹈︑干拓﹁カンタク﹂なら﹇n﹈︑感覚﹁カンカク﹂な

もある︒singJOngなどの語末の・ngもこの音だ︒日

ヽ

大雑把に言うと︑語中では次にくる音と同じ位置で発

ヽ

所のうち・そと

ーOng agO﹇−0日？品○も︒ただし︑形容詞の比較・最上

と発音されるコ0日謹む﹂U⁚崇ist﹈︒

ではあるが︒それはさておき︑鉄道ファンにも路線派︑

乗り入れ﹂も大好きである︒

車両派であろうと思う︒しかし︑それとは別に﹁相互

プがあると思うのだが︑多分︑私はどっちかというと

級︵−︒ngerJOngeSt︶の場合には︑﹇鼠ではなく︻邑
写実派︑時刻表派︑車両派︑模型派などいろいろタイ

通常︑外来語には自国語の中でもっとも響きの近い
音を当てて発音・表記する︒日本語は﹇n一︵ニ以外の

相互乗り入れというのは︑異なる鉄道会社︵組織︶

の境界を越えて列車が行き来することである︒私が毎

﹁ン︑

ナ行︶も互︵ガ行鼻濁音︶も持っているが︑語末で
は殆ど単独で使われないため︑一番響きの近い

の一例である︒ちなみに︑﹁相互﹂

日乗っている近鉄京都線と京都市営地下鉄烏丸線もそ

彦

の場合︑北陸本線

面性を持っていてミスマッチが面白い︒時折見える立

高速鉄道でありながらローカル鉄道でもあるという二

るし︑このほくほく線自体が狭軌新幹線ともいうべき

からの北越急行ほくほく線に分岐する所もわくわくす

生の頃︑よく利用した﹁はくたか﹂

の乗り入れは軌間の幅さゝ冬逼っていて面白い︒大学院

とに思い当たる︒例えば︑小田急から箱根登山鉄道へ

と︑多分︑境界を越えるのが面白いんだろうというこ

どうして乗り入れが好きなんだろうかと考えてみる

﹁乗り入れ﹂と書くことにしよう︒

ではない例もある

ング﹂ で代用する︒しかし︑代用の発音がもとの外国

知

と思うので︑単に

語の発音にまで影響すると厄介だ︒語末の鼻音一つで
いこともある︒外国語を学ぶ時︑単語や綴りを覚える

も正しく発音できないと︑言葉が相手に全く伝わらな

岡

前にやっておくべき基礎作業があると︑つくづく思う︒

相互乗り入れの魅力
守

派な田んぼも奇麗である︒

私は鉄道が好きである︒とはいゝえ︑この所には私な 乗り入れとは異なるが︑大学生の頃に乗ったシベリ
どよりもはるかに﹁鉄﹂な方が何人かいらっしやるよ ヤ鉄道の場合︑アジアとヨーロッパが連続的に変化し
うであるから︑こんなことをいうのはおこがましいの ていくのが面白かった︒一応︑アジアとヨーロッパの
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ているのだが︑車窓からは見えるのは一瞬である︒

境というのが決められているらしくオベリスクが立っ
思うに私は境界というか︑複数の世界がつながる姿
が好きなようだ︒考えてみれば︑今情熱をかたむけて

紀

子

ひっくりかえった葡萄棚の謎

官

撃は鵜の濡れ羽色︑頼はあかねの霞色︑花嫁御寮の

いる漢字もまた形と音と義の3つの世界が織りなす相
互作用の世界であるし︑Lispという計算機言語︵今

の紅娘に勝るとも

も押されぬ若奥様︑かの

付き添いにあたら甘んじてはいるものの︑なりは押し

﹃西府記﹄

テムでも使われている︶が好きな理由も記号の世界と

この文章を書くのに使っている舛Emacsというシス

まっこと﹁解語の花﹂

劣りやせぬ︑にこやかな応村に︑教養溢れる受け答え︑

有名な雑劇作家の関漠卿とも︑﹃中原音韻﹄

朝天子のメロディにのせて歌われた︒作詞者は︑最も

楽人によって盛んに作られた散曲のひとつで︑︻中呂︼

これは︑一四世紀の大元大モンゴル国時代︑文人や

れたならば︑葡萄棚ひつくりかえすことになろう

のごと︑もし俺様がこの娘得ら

も知れない︒

対象物の世界の関連を自在に操ることができるからか
私はずっと ﹁意味﹂というものがなんなのかが気に

モノの相互作用によって生じるのだと思う︒つまり︑

で来たような気がするが︑おそらく﹁意味﹂

徳清ともいわれている︒最後の一句﹁倒了葡萄架﹂は︑

なってしょうがなくて︑いろんなことに足を突っ込ん

﹁意味﹂ は世界の境界に宿るのだと思うのだ︒もしか

は複数の

すると︑私にとって乗り入れはそれを象徴しているよ

清朝の

場景妃がのりこむ場面にも類似の台詞があり︑どうも

﹃長生殿﹄という芝居の︑玄宗と梅妃のもとに

の著者周

うに感じられるのかも知れない︒

奥さんが焼きもちをやいてド派手な夫婦喧嘩になるこ

とらしい︒にしても︑なぜ葡萄棚なのか︑数年来の謎

旧本﹃老

だった︒ところが︑その解答は︑意外にも二〇〇一年

−

の発見によせて﹂と題する︑散曲に無関係な研

の二月﹁モンゴルが遺した﹃翻訳﹄言語

乞大﹄
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ゆえと一部始終を陳述し︑そこで知県はすべて知り︑

即刻判決言い渡し杖刑執行の折りもおり︑知県の妻が

究発表の準備中に得た︒朝鮮王朝の官僚李辺が翻訳機

この裁き聞きつけたからさあ大変︑いきなりかわらけ

てまいり︑文机をガラガラドシャンと蹴倒した︒知県

の一

は驚いたの何のって︑すぐさま書吏に申すには︑﹃そ

︵蓬左文庫蔵︶

昔々︑徐神翁と申すお役人︑いつも妻を怖がって︑

ちたち二人はしばし退りおれ︑うちの葡萄棚もひっく

﹃訓世評話﹄

関のために著わした

およそ女色に関することだと︑四方山話にもよう出さ

りかえるぞ！﹄県の住人たちは皆この話をきいて︑笑

手にとって知県めがけて放り投げ︑キーキー喚いて出

節で︑漢文の本文とそれを敷術した口語漢語の訳が記

ぬ︒のちに︑知県に除せられて︑妻ともども任地に赴

される︒

いた︒ある日︑このお役人︑役所で公務の裁きをつけ

うこと止め処がなかった︒

ただちに書吏の妻をひった

に朝鮮資料が欠かせぬ所以である︒

懸泉随想

藤

律

之

平成十四年の八月︑漠代西北辺境遺址の調査のため︑
研究班の人達と中国の甘粛省を訪れ︑安西から西に向
かって敦燈に行く途中︑懸泉置という漠代の駅伝施設

井

には︑管見の限り残っていない︒モンゴル時代の研究

ちなみにこの笑い話︑本家本元の中国の同時代文献

ていると︑傍に書吏がやってきて文書に署名する︒知

と問えば︑書吏は脆

﹃そなた︑誰と喧嘩してかような傷を負ったのじゃ︑

県がひょいと見れば︑書吏の顔には引っ掻き傷︑書吏
に
もしや︑かみさんにやられたか﹄

き﹃どうして然様なことがございましょう︑昨夜は月
が美しゅうございましたゆえ︑裏庭の葡萄棚の下で月
見をいたしておりますと︑折悪しく突風が棚をなぎ倒

﹃やい︑この醜女！おなご

﹃この与太者が︑

でたらめを申すでない！﹄

る﹄という︒知県は書吏を威嚇して

し︑葡萄の棟で引っ掻き傷をこさえたのでござります

てて︑お白州に打ち据えて

の癖に物の解らぬ奴じゃ︑大凡おなごたるもの︑従順
と怒鳴り

を以て貴ぶもの︑夫は妻の天なるぞ︑なんで亭主いび
って︑そのつらに傷を負わせてよいものか﹄

つければ︑書吏の妻︑慌てふためき︑みんな妾が嫉妬
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すぐ近くの山上にある蜂台を見に行くことになった︒

という表情をしていたので︑私を含めた十人ほどは︑

両氏が ﹁ちょっと掘ったところで何も出やしないよ﹂

ろう︒さらに︑最初に大宛攻略に失敗したとき李広利

在のゴビからは想像もできないほど水は豊富であった

と懸泉置の設置時期の前後は不明だが︑少なくとも現

然の防壁として使っていたらしい︒李広利の大宛遠征

その後︑さらに西へと歩を進め︑様々な知見を得た

日頃の運動不足がたたってすぐに息切れしてしまった

は帰還を許されず敦燈に留まっていたし︑二度目の攻

が︑日本に帰ってきてふと思い当たったことがある︒

が︑烙台からの景色は格別であった︒ただ︑別行動を

略の際には︑敦燈までの補給路は確立していたのであ

の遺跡に立ち寄った︒二万余の簡牒が出土したこの遺

取る我々に団長が与えた時間は三十分︑それを若干超

る︒帰途に懸泉附近を通ったとたしても︑恐らく李広

跡の調査は十年前に終了しており︑遺跡自体は完全に

過して戻ってきた頃には車は砂煙を立てて走り去って

に違いないのである︒

利は渇きに苦しむことなどなく悠々と引き上げてきた

漠代︑懸泉置の数キロ北を東西に流れる疏勤河を天

いた︒流石に秋霜はなかったが︑文字通り烈日のもと︑

埋め戻されていたし︑発掘をされた何隻仝・柴生芳の

団長の時間厳守ぶりを思い知らされ︑山登りの疲労も

ではなく︑懸泉置より更に奥に向かっていったからで

しかし︑行く先の予測はついていた︒車が道路の方

理由に関しては依然として謎のままである︒

が︑およそ英雄とは言い難い李広利と関連づけられた

背景にあったことは想像がつく︒しかしながら︑懸泉

が放棄されたことと︑それと前後する周囲の乾燥化が

前述の懸泉にまつわる伝承には︑魂晋以後に懸泉置

ある︒程なくして車が戻り︑我々を運んでくれた先は︑

あってその場にへたり込んでしまった︒

懸泉置という名称の由来である︑懸泉であった︒﹃元
和郡県志﹄ によると︑大宛遠征の帰途︑式師将軍こと
李広利が渇きに苦しむ三軍を救うべく岩肌に剣を刺し
の住民に恩恵を与えているようで︑真夏のゴビの中と

たところ湧き出てきたという泉である︒現在でも付近

の疲労は十二分に癒されたのであった︒

は信じられない水の冷たさと辺りの緑によって︑先程
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︵人文科学研究奨励賞︶

伝承と再創造
後

藤

静

夫

﹁欺

磨した結果義太夫節の表現力は極限まで高められる一

方︑数ある邦楽中でも最も修得が困難なものとなった︒

特に太夫はまず自らの肉体を楽器化することから始め

て想像を絶するような厳しく長い訓練が必要である︒

﹁義太夫節らしい声が出るようになった﹂と言われる

その稽古も独特である︒若い太夫と三味線が始めて

だけで十年程かかる︒

﹁勝手稽古﹂といい厳に戒められる︒

では表わせない誠に微妙な間・息使い・発

さらに独特なのが﹁二〇年︑三〇年先の稽古﹂

によって体に叩き込んでいくのが稽古である︒

であ

声等の技巧・技術がある︒それをマンツーマンで口伝

譜がある︶

経験した者にしかわからない︑楽譜︵義太夫節にも楽

古をしたことにならない︑といわれる︒生身の演奏は

師匠・先輩でその役の経験者の指導を受けなければ稽

ってしまうことは

の役︵作品︶を舞台に掛けるとき︑先人達の録音テー

現在文楽と呼ばれている人形浄瑠璃は義太夫節浄瑠

は

プ等を参考にして自分達だけで稽古をして舞台に上が
﹁語り﹂

な演劇である︒
の一種であり

璃の演奏によって三人遣いの人形で演じられる伝統的
浄瑠璃は ﹁語り物﹂
に通ずると言われる︒

語り物は ﹁平曲﹂を直接の淵源とし戦記物語を語る

り﹂

に通ずる表

ことが多かったが︑聴衆を惹きつけるためには臨場感
を醸し出さねばならない︒それが﹁欺り﹂
現となったのであろうか︒

ともあれ浄瑠璃はレパートリーを戦記物から神仏の
霊験帯・お伽草紙等に広げる一方︑太夫︵語り手︶と

楽器奏者︵琵琶1三味線︶を分離することで表現力を

からないだろうが二〇年︑三〇年経ったらわかるから︑

肝に銘じて覚えておけ﹂という︒事実大幹部級の演者

ろう︒師匠は弟子に﹁今は自分の言っていることがわ

貞享元︵一六八四︶年︑竹本義太夫が現れるに及ん

豊かにして民衆の支持を拡大していった︒

やっと納得がいった﹂ともらす場面に何度か立ち会っ

がしみじみと

﹁昔師匠に言われたことが今度の舞台で

でその優れた表現力・音楽性で他の浄瑠璃を席巻した︒

たことがある︒

専属作者に近松門左衛門を迎え文学的にも第1級のも
のとなった︒それ以来三〇〇年間表現技巧・技術を練
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流祖竹本義太夫の教えに﹁口伝は師匠にあり︑稽古
は花鳥風月にあり﹂がある︒この場合師匠は自分の経
験や先人の教えを口伝として伝えるに過ぎない︑本当
の稽古︵本質の把撞︶は弟子が自らの努力で世の森羅
﹁再創造﹂

である︑

万象にあたって会得すべきものである︑と言うことで
あろう︒その意味で古典とは不断の

と云えよう︒
文楽ではプロ同士の稽古は一切金のやり取りはない︒

自分が師匠・先輩に稽古してもらって現在があるのだ
から︑後輩の稽古をするのは自分の義務であり︑師

︵国立文楽劇場︶

匠・先輩に対する恩返しである︑との意識が文楽の芸
の伝承を根底で支えているのである︒
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究n
費補助金研究成果報告書︶
Ce︵
nt
a三
n年
d度科
Ja

井

樹

﹃石刻が語る三国時代﹄

井茂

Eigh︷h

東アジアの近世︵世界史︶

岩
the

的蔑視輿初歩考析

地方文献学術研討禽報告論文︑漢学研

雪景靖四十一年新江巌州府遂安願十八都下一園賦役黄脚残本︾

代．
﹁知嘉
C㌢㌻明
汚罵
や靖四十一年賦役黄冊﹂

北s
京e
⁚都
︵t
講e
演録︶
Chine
D市
eと
−環
e境
ga

and

八月

在閉幕式上的発言 中国史学会編﹃辛亥革命輿二十世紀的中
Chinese NatiOna−Re言−utiOn

P−enum⁚E火七−Oring the RO−e Of the

The

︵緒形康氏と︶

九月

三㌻h訂3軋3叫訂hり叱昏．・b釘ざS褐3⁚コ一軒尽ふ臣軋h詳塗ざ

ヘヘChugunOくー︑∵n⁚M．Leutner et a−．︵eds．︶﹀

へ

LOndOn⁚ROut−edgeCurzOn

対談・﹁創立史﹂から﹁成立史﹂
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究中心︵墓北︶︑一〇月

会読・電子テキスト・ⅩML

ウィッテルン クリスチャン

﹃漢字と情報﹄NO㌫一〇月

Sty−e and FashiOn in Ear−y SOng Chan

﹂

N〇．良

﹃虞美人草﹄

−

﹃坑夫﹄

十二月

三月

十二月

中原中也研究第七号 九月
清岡卓行著﹃一瞬﹄を読む 一
視代詩手帖 十一月

−

翻訳・イヴ‖マリ・アリユー著﹁中原中也は山羊か羊か

ー

﹃山羊の歌﹄という詩集名について

日常から一瞬へ

漱石﹃草枕﹄

﹃中国思想史研究﹄第二十五号

漢字と情報

Neig立
h原
・ 道造記念館館報第二四号

新
料⁚﹁
ノeー
雑f感
Yu−
u資
∵n
F蛙
ac
tト
s﹂O

理

and

With
CadOnna

Tibetan Re−igiOuS TraditiOn and COntaCtS
bOuring Cu−tura−Areas﹀editedby A宇edO

文

家C
類i小
A﹁
s雑
sO
a考
t﹂
iOn

new﹁テ
Mキ
i スe
トn
二i
種u
﹂m−The

Te舛t

the

宇佐美

fOr

E−ec︷rOnic

te已s

Ester Bianchi﹀くenice N00N︶p．−Nヤー∽−三
．月

Chinese Buddhist

Chinese Buddhist

−

十二月

写生文の概念をめぐつて︵転

平成十二年度版﹄

三月

第一期一月

学術文献刊行会／朋文出版

﹃国文学年次別論文集

華夏考古

㊥文豪屯一九四二年遼東先史遺跡発掘調査報告書︵編著︶

科研︵基盤研究C︶成果報告書

＠中国沿海岸における龍山時代の地域間交流︵編著︶

岡 村 秀 典
農業社会与文明的形成

載︶

淑石作品のナラトロジーー

北岡誠司・三野博司編﹃小説のナラトロジー ー 主題と変
奏﹄
世界思想社 十二月

写生文と小説のあいだ

介

︵CBETA︶anditsDigita−Tripitaka﹀in⁚JOurna−OfDigit・

九月

三月

挿花一月〜十二月

ac．uk＼Ar︷ic−es＼皇∽＼iON＼Wittern＼

膏

小原流

讃更新聞

−

三月

企画展図録﹃立原道
﹃はがねの変相

立原道造記念館

金沢

大
浦
康
a nfOrmatiOn﹀く○−ume∽issue N﹀http⁚＼＼jOdi．ec
s．s
OtO
n．

宇佐美
作家の恋文㈲〜㈹
﹁アヴァンギャルドの世紀﹂を問う

立原道造と杉浦明平の往復書簡を読む
道と杉浦明平﹄

﹁音のかけら﹂ によせて 企画展図録

三月

九月

︵佐々

川崎市岡本太郎美術館

﹁中原中也とランボー︑ヴュルレーヌ﹂

健一の仕事﹄
シンポジウム

中原中也研究第七号

木幹郎︑鈴相和成︑山田兼士とともに︶
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東方学報

中国古代における墓の動物供犠

真陽社

京都第七四冊

三月

三月

四月

三月

三月

﹃神原神社古墳﹄

第五四巻第三号
巴萄書社

﹃扶桑与若木﹄

古代文化

甲元真之著﹃中国新石器時代の生業と文化﹄

加茂町教育委員会

景初三年銘三角縁神獣鏡の図像と系譜
書評
三星堆文化的譜系 西江清高編

晋鏡／聾鳳鏡／旭龍鏡／金印紫綬・銀印青綬／釘／釘抜／

位至三公鏡／王芥鏡／海獣葡萄鏡／鍵／鍵／画像鏡／飽／魂
楔／鎖／管／工具／黄憧／高麗鏡／後漠鏡／湖州鏡／獣帯
鏡／神獣鏡／隋唐鏡／星雲鏡／生口／音大勾珠／前漠鏡／

岡崎敬﹃古代中国の考古学﹄

Erh．−i．t︸Ou

解説

第一書房

Cu−︷ure

↓訂3詮C叫訂ミ鼠叶訂︑邑へ⊇已計3已

Of

P−ace

弘

樹

和

人

歴史読本

the

十一月

in

第四七巻五号

五月

﹃私の視点﹄

十二月

十二月二五日

第七号

朝日新聞

規制と議論進める契機に

人文科学研究所共同研究資料叢刊
ー

O

BiOme

FOrma︷iOn

CQ︑さ13C〜鼠出へ邑q⊇漆乱叫取N〇．舛L≦H 十一月

State

The

合

藤

秩禄処分と華族

落

加

五月

三月

新千年社

岩波書店

﹃世界﹄

十一月

七月

﹃ダ・ヴインチの

﹃Emerge﹄

グールド著

丸善

日経サイエンス社

and

DiくerSitie

十一月

Cu−tura−

BiO−Ogy

NHK出版

meets

Present・day

Science

Of

市民・組織・英知﹄

︵名和小太郎・佐倉統氏と

﹃パリティ﹄

﹃日経サイエンス﹄

スティーブン・ジュイ

同右︵韓国語訳︶

ヒトクローン胚と幹細胞研究
書評

二枚貝﹄

生命倫理と〝ゲノムひろば″

﹃NHKスペシャル
Language

クローン

︵YOKOYAMA↓OShiOandKIMYungSiked．︶

G−Oba−ized

The

変革の世紀Ⅰ

科学的発見・発明と知的所有権
三省堂

五月
六月
六月
八月

鼎談︶

戦国鏡／草葉文鏡／整／昧番／槌／鉄鏡／内行花文鏡／鋸

五月

／整／自珠／鋏／班布・倭錦・異文雄錦／盤龍鏡／鋲／方

﹃日本考古学事典﹄

格規矩四神鏡／銘帯鏡／木附短弓・夫／銘／六朝鏡

座談会

都市の起源② 都市の王権と宇宙論
建築雑誌一一七巻一四八八号
吉川弘文館

豊岡市教育委員会

﹃とよおか文化財

第一書房

岡崎敬 ﹃シルクロードと朝鮮の考古学﹄

第一巻

考古学からみた漠と倭 白石太一郎編﹃日本の時代史﹄
解説Ⅰ

リーフレット﹄ 二

中国からみた森尾古墳の方格規矩四神鏡
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地

暁

二股大根論序説

菊

文

京

﹃人文﹄

四九

三月
五月

二月

八五／三

二月

﹃史林﹄

平凡社

三月

三月

三月

二月

月刊韓国文化
東洋文庫

第七四冊

第八六号

月刊韓国文化

韓国口訣学会

中韓の加点資料
第八号

高麗時代の中国語教科書

口訣研究

−

書評‖篠原徹編﹃近代日本の自画像と他者像﹄

全
春香伝と水戸黄門

−

東アジア漢字文化圏の訓読

㊥老乞大︵共著︶

老乞大
人文学報

東アジアにおける太子受難説話と王権神話
事林廣記刑法類・公理類訳注︵共著︶

東方学報
日本漢学研究初探

台湾大学
湖北教育出版社

六月

三月

三月

日本龍谷大学所蔵元・郭居敬撰﹃百香詩選﹄等四種百詠詩簡
考

四季節出版社︵ソウル︶

愈越的文芸観 晩明輿晩晴‖歴史伝承輿文化創新
㊥三国志演義可栄光

第二七号

中国戯曲学会

中華戯曲

七月

−

幸

代

十二月
京都新聞夕刊

日本と中国国立劇場十二月歌舞伎公演﹁彦

明代寓暦年間の山人の活動 東洋史研究 六一巻二号 京大
東洋史学会
九月
晩明小説類書作家登志諌生平初探 明代小説面面観
学林出版社 九月
書評⁚和の学問・学問の輪 関西大学文学部中国文学科編
﹃文化事象としての中国﹄
関西大学出版部 中国図書 内山書店 十月
龍谷大学所蔵元・郭居敬撰﹃百香詩選﹄等四種百詠詩につい
て
日本漢学研究初探 勉誠社 十月
童娩争奇輿晩明両性文化 明清文学輿性別研究
江蘇古籍出版社 十月
三国志演義を読む 鈴木陽一編﹃中国の英雄豪傑を読む﹄
大修館書店 十二月
書評⁚日中学術交流の架け橋 察毅編﹃日本における中国伝
統文化﹄ 勉誠社 東方 第二六二号 東方書店 十二月
仇討ちの芝居

牧

山権現誓助剣﹂パンフレット
現代の言葉f女性天皇・雪舟と栄西

小

聖者⁚フィールドにおける聖者＝現代の聖者②︑足跡信仰︑

アーガー・ハーン三世︑アシユラーフ︑アフレ・ハディー
京大広報 五七〇 七月
木の下の石碑
A・
Ch
↓u
AanA
The Literature Of Tun
gSIA↓：CA 00N ス・ウラマ一連合︑アフレ・ハディース派︑イードガー︑
ウルス︑カースト︑サッジャーダ・ナシーン︑シャッター
THE TOHO GAKKAI 七月
リー教団︑ジャマーアト・ハーナ︑スフラワルディー教団︑

南戯中的婚変故事和南宋状元文化
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バンディー教団︵南アジア︶︑ニザームッディーン・アウ

ダルガー︑チシュティー教団︑デーオバンド派︑ナクシュ

イ一派︑ユーナーニー医学

大塚和夫他編

平凡社

岩波書店
三月

二月

リヤー︑バハーウッディーン・ザカリーヤー︑バレールヴ

岩波イスラーム辞典
新イスラム事典

イスラム神秘主義︵インド︶︑カッワーリー

日本イスラム協会他監修
仰の人類学的研究に向けて

京都大学人文科学研究所

﹁危機﹂

橘孝三郎﹃日本愛国革新本

﹃二〇世紀前半における

−

十二月

インド・イスラーム世界の聖遺物信仰⁚﹁遺されたもの﹂信

博 行

人文学報 第八七号

林

テクストとしての農本主義

小
を読む 上野成利編

三月

十月三十日

三月

﹃﹁進化論﹂受容

︵科研報告書︶

﹁脱＝近代﹂をめぐる諸言説に関する総合的研究﹄

義﹄
と

阪上孝編

京都新聞

︵科研報告書︶

の社会的・文化的文脈にかんする学際的・比較研究﹄

スペンサー‖ヴアイスマン論争

南一郎

聞きなしと鳥語

小

唐代伝奇小説
﹁十王経﹂

−

孝

中国古典小説研究

語りの場から作品へ

7号

足利学校繹莫記念講演筆記

三月

三月

三月

岩波文庫一月

十二月

中国古代の命の観念をめぐつて

東方学報︵京都︶七四冊

の形成と隋唐時代の民衆信仰
−

時間和空間的旅行

平成十三年度

天命・生命・運命
−

上

中央研究院中国文哲研究所﹃空間︑地域輿文化﹄

遠遊

阪

三月

﹃廿一世紀の

﹃廿一世紀の東

人文科学研究所三月

﹁東方学の再構築﹂開会の辞

人文科学研究所

﹁東方学と国際協力﹂開会の辞

㊥フランス革命期の公教育論

東方学﹄

シンポジウム

方学﹄

シンポジウム

㊥﹁進化論﹂受容の社会的・文化的文脈にかんする学際的・比

書︶

本

優一郎
ー

﹃人文学報﹄

三月

第四号

第八七号

六月

十二月

ー一九世紀前半の周辺地

﹃洛北史学﹄

i一八世紀後半イギリスの国

人文科学研究所

較研究︵平成12・13年度科学研究費補助金研究成果報告

坂

際収支をめぐつて

オランダ資金と大西洋貿易
財
事国家とスコットランド
Narra
t政
i軍
くe
二月

城A
政策と国家の変容 −
ASHATIC

the

ACTA

︷h
O﹀
ri
ies⁚FrOm
T︶ang・Dyna洛y Ch︶uanS
・C

Wr
tk
e﹀
n
Wi
Otr

︵Bu−−etinOfthe：ns︷itute OfEas︷ernCu−ture︶00N

LOCuS tO the
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木

博

志

江戸時代は観光スポット

高

克

近代天皇制と古代文化

雄

−

京都御所︑公家参内を庶民が見

三月

二月六日

岩波書店

七月

三月

十二月

十一月十四日

をめぐつて

山川出版社

−

−

紀

十二月

栖鳳・

七月

山本芳翠とパリの文

ルーヴル美術館 四月
﹃国華﹄ 五月

﹃人文﹄第四九号

︵翻訳︶

など4点

一

−

﹃青淵﹄

﹃敦爆撃輿中囲史研究論集

﹃美術フォーラム21﹄第七号

明治三十年代の日本絵画における大気・空間表現

時

大観と西洋絵画

田

敦燈馨現的多種語言文麒

高

八七号

京都新聞

五

﹁国体の精華﹂としての正倉院・

ポーラ文化研究所

﹃is﹄

ー

−

近代における古代文化の復興

物

文人変貌論︵座談会﹁明治文学史﹂︶

岩波書店一月

佐々木
1・2月号

︵下︶﹄

﹃文学﹄
書評﹃三重県史 資料編近世4

三月

﹃天皇と王権を考える﹄

岩波講座

天皇陵
三月

−

絵里加

三月
階

ルーヴル美術館作品解説パネル

肖像と記憶

京都新聞

﹁京都らしさ﹂

九月

横山大観︽陶靖節︾

㊥﹃文化財と近代日本﹄︵共編著︶

﹁西郷隆盛伝 創り出された

﹃明治維新期薩

﹃三重県史研究﹄一七号
安政末・万延期における薩摩藩の政治運動
科研・研究成果報告書

摩藩の政治動向をめぐる総合的研究﹄
﹁明治十四年政変﹂

六月二三日

﹃近代の滋賀﹄滋賀民報社

高

NHK教育セミナー二〇〇二年度テキスト

﹃歴史でみる日本﹄

﹁禁門の変﹂ ﹁熊本洋学校﹂
説﹂

産経新聞

まぼろしの帝都大阪・明治維新と首都をめぐる物語り

﹁大津事件﹂

﹁近代湖国の夜明け﹂﹁近江の国から滋賀県に﹂﹁琵琶湖疎水﹂

イコン︵聖画像︶の芸術

一八八〇年代︑日本からフランスヘ

誠 子

竹内栖鳳︽ヴェニスの月︾

野

四月

十二月

ー

五行志と志怪書 − ﹁異﹂を巡る視点の相違−−−

第八五号

人たち

佐

明日香風

筑摩学芸文庫

東方学 第一〇四輯 七月
目本中国学会報 第五四集 十月

﹃支那絵画史﹄解説

寛

雑伝書としての志怪書
曽布川
内藤湖南

キトラ古墳壁画の十二支像
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年孫修身先生逝世一周年﹄
甘粛人民出版社
﹃京大東洋学の百年﹄

子

五月

一月

二〇〇一年八月

﹃草創期の敦煙草﹄

十二月

十二月

六月

京都大学学術出版曾

漢字の向きはフレキシブル ﹃樫の木﹄く○−．Nご

狩野直喜

泰

知泉書館

﹃中国璽社曾と文化﹄第一七鋸

国際漢学の出現と漢学の欒容

沢

敦煙韻書の薔見とその意義

㊥﹃草創期の敦塩草﹄

竹
嵯峨野書院一月

三月

﹃国勢調査・法制度に見られる

﹃エスノグラフィー・ガイドブック﹄

﹁森明子﹃土地を読みかえる家族﹄﹂松田素二・川田牧人編

人種・民族分類の比較研究﹄

﹁アメリカ合衆国の国勢調査﹂

科学研究費補助金研究成果報告書

﹃﹁進化論﹂受容の

社会的・文化的文脈にかんする学際的・比較研究﹄

﹁アメリカ人類学にみる進化論と人種学﹂

三月

三月

﹃日系ブラジル青少年の

科学研究費補助金研究成果報告書
﹁北米日系社会とブラジル日系社会﹂

ワールドキッズコミュニティ

教育支援に向けたネットワーク構築﹄

︷he

StanfOrd

類学

暗

昌

Uni完邑ty

Press．

四月

七月

﹃文化人

第四号

三月

賓

三月

四月

Of

四月

科学と宗教の習合点をめぐつて

漢字と情報

勉誠出版

察毅編﹃日本における中国伝統

弘文堂

﹁人種とヒトゲノム﹂綾部恒雄編

最新述語100﹄

﹁国内植民地主義﹂

田

日本における中国科学技術

武

文化﹄

−

共同研究⁚漢字情報基礎論の試み
中世の数学と術数学

中華書局

三省堂

東京書籍

﹃日本考古学事典﹄

七月

五月

四月

二〇〇一年八月

theへへCai・f㌢

︽営造法式︾〝材分″制度

FOrmatiOn

北京出版社・文津出版社

Oftheヨ︑応N篭き一己

Of︷he

察毅編訳﹃中国伝統文化在日本﹄

谷邦夫編﹃中国中世社会と宗教﹄

中

中国科技在日本

田

System

His︷Orica−BackgrOund

第一輯

来源之歴史背景

営造

Of

中華書局︵北京︶

中国園林在日本︽中国伝統文化在日本︾

PeOp−e

術n
事d
典︵f
共同
Americ㊥
a儒
s教美a
r編
O集
m︶ Latin

and

室
柵﹀
／︑邸
へ2ikkeijin andへhMu−ticu−︷ura−COe已stence﹀︑in 宮J
a／
p城
an
i閣
n ／楼観

in

New WOr−ds︶New LiくeS⁚G−Oba−izatiOn

営﹀
造法e式
園d
冶．
／架／西安／藻井／台樹／版築／ラ
America in Japan︸ Lane RyO Hirabayashi
t／
．噂
a／
−分
t／e

Japanese Descent
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テルネン・デツケ／楼／重源／ヴオールト天井／烏頭門／
檀／影壁／花塔／観／窄蔭／窟櫓／経憧／月台／巻殺／巻
／穿闘式／大木作／撞梁式／天宮楼閣／版門／復道／仏殿

棚／孔橋／工字殿／工程倣法／金剛宝座塔／鵡吻／人宇検
究

平成十二年度〜平成十三年度

科学研究費補助金基盤

人類学の親族研究における進化概念の受容 阪上孝編﹃進化
論 受容の社会的・文化的文脈にかんする学際的・比較研

︵B︶︵2︶研究成果報告書﹄
京大人文研 三月
人類学のフロント・ラインを歩く 在日米軍を中心とする軍
事共同体の人類学的研究﹃人文科学研究のフロンティア
京都大学人文科学研究所要覧 二〇〇一年﹄
三月

方／蓋頂／帳和園／雲巌寺／雲居寺／慈恩寺大雁塔／棲霞

／腐殿／鋪地／慢道／無染殿／陽馬／李誠／塙星門／横槍
寺舎利塔／薦福寺小雁塔／報恩寺／白馬寺斉雲塔／仏宮寺

あなたは贈り物を捨てられますか？

同右
八月

東北亜研究論文系列一六

中央研究院亜大研究計画︵APARP︶︵台北︶

雅一
二月

二月

三月

市場経済・親
三月

−

六月

松村

五月

チダンパラム・ナタラージャ

関西学院大学出版会

㊥﹃植民地主義と人類学﹄︵山路勝彦との共編著︶

ヒンドゥー寺院の法人類学

山路・田

タイ・ボンガル祭をめぐつて

関西学院大学出版会

寺院の事例をめぐつて︵一人五〇−一九八〇︶
−

中編﹃植民地主義と人類学﹄

世界思想社

九月

サブジェクトとエイジエント 綾部恒雄編﹃文化人類学最新
術語一〇〇﹄
弘文堂 七月
主体からエージェントのコミュニティへ 日常的実践への視
角 田辺繁治・松田素二編﹃日常的実践のエスノグラフイ
語り・コミュニティ・アイデンティティ﹄

L︻THON

一男・渡辺和子編﹃世界の太陽神と太陽信仰﹄

南インドの太陽崇拝

五月

射程﹃人文科学研究のフロンティア 京都大学人文科学研
究所要覧 二〇〇一年﹄
三月
キンゼイ研究所を訪ねて
﹃所報 人文﹄第四九号 三月

フェティシズム研究の

釈迦塔／隆興寺／雲隠寺／霊巌寺／垂木／束／棟木／母屋
桁︑ほか七九項目

中

中国建築知識東伝日本的媒介

田
発達における儀礼の意義﹃教育と医療﹄

︵通巻五八四号︶二〇〇二年二月号

法蔵館
平成十年度〜平

㊥編著﹃個をめぐるミクロ人類学確立に向けての基礎的研究

㊥﹃供犠世界の変貌 南アジアの歴史人類学﹄
対象・研究者・パラダイムの連関的考察

京大人文研

成十二年度 科学研究費補助金基盤︵B︶︵2︶研究成果報
﹃個をめぐるミクロ人類学

告﹄
ミクロ人類学の課題 田中雅一編

京大人文研

三月

確立に向けての基礎的研究﹄

スリランカ地曳網漁をめぐる抵抗の民族誌

京大人文研

田中雅一編 ﹃個をめぐるミクロ人類学確立に向

けての基礎的研究﹄

族・個人
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富
群集

永

茂

樹

﹃事典 哲学の木﹄

㊥文化社会学への招待1︵芸術︶
明・清水学と共編︶

から

へ

講談社
︵社会学︶

三月
︵亀山佳
四月
四月

その他

世界思想社
﹃新婚旅行﹄

﹁政治的なものの近代・現代史

前掲﹃文化社会学への招待﹄所収

記憶の重層−−−パトリック・モディアノ

至

﹃新・都市の

千里文化財団

二五・二六

六月

三月

十一月

都市のり・デザイン／行ってみたい都市の形成﹄

の観点から

みすず 第四九九・五〇〇号一〇・十一月

︵翻訳および訳者附記︶

ピエール・ロザンヴアロン
上・下﹂

−

魅力ある都市の条件︽環境図式︾
時代

谷

二〇〇一年法学部東洋法史講義から

冨

京都大学高等教育叢書一四
歴史学通信

二〇〇一年夏 島根大学東洋史集中講義から

十月

秦の趨高

−

史実と虚構のはぎま

恒星出版

十一月

富谷至・木田知生編﹃中

京都大学人文科学研究所共同研究公

国人物列伝﹄
三国時代の歴史的意義

史

−

DhaHmap巴a

十一月

第三号

and

︵ed．︶﹀

卜q

Dharmakirti Z町

G3Q〜町3へ〜

TOre−−a

十月

︵日本ユダヤ

三月

橋本伝左衛門の理論と

石刻が語る三国時代

京都大学人文科学研究所

十二月

辰

−

十一月

王基碑

しにか

ー

石刻が語る三国時代

之

開シンポジウム

律

李斯と家書の制定

井

原

共同研究公開シンポジウム

宋字のミステリー

藤

藤

実践

もうひとつのチャヤーノフ受容史

室︶

第七号

﹃ナマール﹄

﹃現代文明論﹄︵京都大学人間・環境学研究科現代文明論研究

徹

文化研究会︶

山

Of

くini︷adeくa一Ra韓ae−e

書評・小岸昭﹃マラーノの系譜﹄

船

Date

b§鼓：こゝきヨ已∴ぎ鼓ナ訂︹ぎヨ：訣知百計ヨ

On︷he

On

q3㌻3軋首∽ひ︵N000︶﹀N00N

♪﹁旨∴訂註註こぎh訂計已：ざ短針賀をぎ

NOteS

旨Qヽ屯cQ︑尽訂§莞﹀ROma⁚︻s：AO﹀N00−

TwO

昏ミQ

巨岩註

十一月

十一月

第一輯
恒星出版
恒星出版

十一月

﹃中国人

﹃中国人物列伝﹄

恒星出版

富谷至・木田知生編

富谷至・木田知生編

周秦漠唐文化研究

二〇〇一年日本的中国古代史︵秦漠至六朝︶研究
㊥中国人物列伝
テーマ解説

物列伝﹄

人の性は善？ それとも悪？
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捨身の思想

和 也

−

京都七四

三月
四月

﹃中国中世

四五巻二号

﹃学びの世界

−

﹃西アジア考古学﹄第三号

三月

三月

十月

中国文化と日

九月

七月

漢文仏典に特有な形態をめ

通気社

賓谷邦夫編

東方学報

− 六朝仏教史の一断面

社会と宗教﹄

五大世紀の仏教における破戒と異端
−

仏教史学研究

﹁中国撰述﹂ の間

−

崇 志

﹁漢訳﹂と

ぐつて

松

︵共編︶

﹃古典学の再構築ニューズレター﹄第一二号

﹃勅修百丈清規﹄版本小考

古

川

本﹄京都大学附属図書館

禅籍と五山版

前

﹃西アジア考古学﹄第三号

粘土板記録システムの成立と伝播

裕 之

南メソポタミアから見たウルク・ワールド・システム

下

古典の写本︵9︶ムガル朝のペルシア語写本

真

﹃古典学の再構築﹄第十号一月
アクパル・ナーマ︑アブルファズル︑シュール・シャー︑シ
ヤー・ジャハーン︑ジャハーンギール︑スィルヒンディー︑
スール朝︑ダーラー・シコー︑フマーユーン︑マンサブ

discrepancy

直

樹

Ofリ打訂息㌣軋b註§叫⁚An

Edi︷iOnSynapse

chrOnO−Ogy

ー

﹄

戸寧§喜泳ぎb肯き∴㌻

Sur諾yOfmanuscr−ptS．Z町註§㌧b喜日計

Of

﹃岩波イスラーム辞典﹄ 岩波書店 二月
アワド朝︑グジャラート
﹃新イスラム事典﹄ 平凡社 三月
㊥英国・アイルランド王立アジア協会の単行書シリーズについ
て
四月
↓he

intlOductiOntOa

野

慧ヨ卦営∴指︵N000︶﹀N00N

阜註空㌻諷gさぎよ訂賀已

水

㊥﹃歴史教科書の可能性1﹁つくる会﹂史観を超えて

︵京都大学人文科学研究所要覧二〇〇一年︶

三月

︵共編︶
青木書店︑二月
植民地支配と﹁人の支配﹂︑植民地史研究の新たな視座
﹃人文科学研究のフロンティア﹄

−

﹁内地人二紛ハシキ

呂運亨︑東北抗日連軍など二三項目 和田春樹・石坂浩一編
﹃岩波小辞典 現代韓国・朝鮮﹄
岩波書店 五月
朝鮮植民地支配と名前の﹁差異化﹂

六月

﹃外国籍市民の参

五月

姓名﹂ の禁止をめぐつて 山路勝彦・田中雅一編著﹃植民
地主義と人類学﹄ 関西学院大学出版会

−

︵京都大学人文科学研究所共同研究報告︶

在日朝鮮人の参政権靂歴史と展望

︵民族差別と国籍を考える京都の会・発行︶

政権を考える連続講座﹄
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集会報告集﹄ ︵同実行委員会︶

子

韓国法史学会
﹃現代思想﹄総特集﹁日朝関係﹂

六月

十一月

九月

国際学術大会

教科書の中の在日外国人 ﹃二〇〇一多民族共生人権研究
朝鮮における治安維持法体制の植民地的性格

紀

﹁見直し﹂ は進むか

論文集﹃束アジアにおける法︑植民地主義︑近代性﹄
歴史の

宮

三月

東方学 第一〇四輯 七月
中国から朝鮮・日本へ ⁝

京都大学大学院文学研究科博士学位請求論文

大元ウルスの言語資料と出版文化
﹃廟学典礼﹄ 節記

ー

︵発表

十二月

の展示から

十月

中国文化と日本﹄京都大学附属図

−

﹃学びの世界﹄

総合博物館 大学院文学研究科

︵共編︶﹃学びの世界 −

出版文化のコスモロジー
書館

潔

静傾く○−一︺りN〇．∽

附属図書館の珍本 − 公開展示
−

宅

三月

十月

十月
恒星出版

恒星出版

﹃中国出土資料研究﹄第六号

辺境出土簡研究の前提2敦燈の穀物関連簡より

宮
摘要︶

覇者の時代

富谷至・木田知生編﹃中国人物列伝﹄

春秋の五覇

﹃中国人物列伝﹄

簑奪を演出した男

富谷至・木田知生編

新の王芥

蓼

谷

邦

㊥道梶一字索引
−

共編

夫

衛

彦

彦

編著

松香堂

四月

三月

−

道気社

六月

中国

四月

山川出版社

﹃世界歴史大系

﹃中囲中世社曾と宗教﹄

道教における眞父母の概念と孝をめぐつて

㊥中国中世社食と宗教

上

眞父母考

村

史5﹄

知

十一月

中央文献出版社

﹃辛亥革命与二〇世紀的中国﹄

八月

﹃上海ネットワークと近代東アジア﹄

︵翻訳︶呉密察﹁第四章台湾一〜四﹂

晴

﹃史学雑誌﹄第一一一編十一号

新刊紹介・古田和子

森

岡

中国史学会編

辛亥革命前後河北省新河県的人口動態

寺

平成十三年度﹁未踏ソフトウエア創造事業﹂開発成果論文

﹁文字データベースに基づく文字オブジェクト技術の構築﹂

Linu舛

九月

N00N∴h︷tp⁚＼＼−cJinu舛．〇r．jp＼−cN00N＼paper

＼mO㌻UkaO芝苫．pdf︶

COnference

﹁文字知識に基づく文書処理環境の現状と未来﹂

at＼charadb＼charadb．pdf︶

︵h︷︷p⁚＼＼www．ipa．g〇．jp＼NBP＼−︺nendO＼repOrtS＼e眉−Or・
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文献・情報センター人文社会科学学術セミナーシリーズ

淳

生

N〇．−N ﹁データベースの活用と人文社会科学﹂

本

十一月

﹁ポスト文字コード時代の文書処理技術に関する展望﹂全国

森
mai

室

信一
−

﹃環﹄

第九号

李泰鎮教授との応答

アジアに日本はどう向きあうべきか

山

造

−

−

環

く○−∴岩

四月

五月

五月

七月

九月

ー

︵京

七月

二十一世

／企画・編集︶﹁創

第五回

それなら京都からですヮ

京都からの提言

−

十一月
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本研究所では1997年からホ「ムページを設け，研究所に関するさまざま引青報の提供
が行われ，研究所紹介と所員の研究活動紹介をはじめ，図書室・出版物・紀要・講座な

どの案内が掲載されています。
トップページには本研究所要覧『人文科学研究のフロンティア』がPDFで公開され，
また，電子版工具書（道気社・賓谷邦夫），戦後日本における朝鮮史文献日録（水野直

樹），ミクロ人類学関連データベース（田中雅一），WWW Database Chinese Buddist
Text（C．Wittern），漢字袋（安岡孝一）など研究者にとって有用なコンテンツが提供さ
れています。

さらに附属漢字情報研究センターのページには，東洋学文献類目検索や全国漢籍デー
タベース，本研究所所蔵石刻拓本資料，西域行記データベース，などの学術データベー

スもあり，研究支援に努めています。
本誌『人文』も全文を掲載していますので，是非一度ご覧下さい。
URLは以下のとおりです。
http：／／www．zinbun．kyotowu．ac．jp
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○人剛超介
一泊革
＝蘭・桟橋
工交通と地区
一議書と資料

J； 細

ら

tI

如フロンテげJ

針研究活動
◆人文学研究紗
那究
一兵同研究
◆東方学研究詳
一個人研究

二

一人文科学研死所誓覧2001年−

鑓公開革蟹・革準簑
拳監出

叫堅墓室
−お知らせ

二刺阿衰丙

●朝低員のホーム・ページ

針
0．量販勤

○藍監
一束方学報
一人文学恕
一欧文紀要
場所報『人文』

一研究報告書
●東郷宰鱒

●他￠サニパヘのりγク
●人文研内悪路限定サイト
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