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１ 第五回日本漢学国際学術研討会に参加して
Onthe5thlntemationalSymposiumoｎＣｈｉｎｅｓｅＳｔｕｄｉｅｓｉｎ」ａｐａ、

第１回ＩＣｌＳ研究集会｢東アジアにおける書院研究｣の開催について

Ｏｎｔｈｅｌ５ｔｌＣｌ５Ｗｏｒｋｓｈｏｐｏｎ''３hUyuanStud/es/nEastAs/a'’

オレゴン大学における講演｡協議｡調査等の報告

ReportonLecture,DiscussionsandlnvestigationsatｔｈｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＯｒｅｇｏｎ

第３回シンポジウム『論語』の開催
Ｏｎｔｈｅ３ｒｄＳｙｍｐｏｓｌｕｍｏｎｔｈｅＬｕｎｙｕ

'３ 平癒１９露震班露動報篝
ＺＯＯ７ＲｅｐｏｒｔｓｏｆＡｃｔＭｅｓ

上古｡中古日本漢文班AncientKanbunSection

中世曰本漢文班MedievalKanbunSection

近世｡近代日本漢文班EarlyModernandModernl<anbunSection

日韓文化交流班japanese-KoreanCulturalRelationsSection

字書｡訓話｡語法班DictionaryandLinguisticStudiesSection

書誌学｡目録データ班BibliographyandCatalogumgSecti。、

対外講座班OverseasKanbunCourseSection

平艤１９鑪震ＣＯ鬮職究員研究報告
ZOO7COEChiefReseachAssistans'Ｒｅｐｏｒｔ５

上地宏一KamichiKDichi川邉雄大ｌ<awabeYdtai

藍弘岳LanHongyue小嶋明紀子KojimaAkiko

3２

42 率鱗20箪獲離籍動計画
Ｐｌａｎ５ｆｏｒＺＯＯ８

上古｡中古日本漢文班AndentKanbunSection

中世日本漢文班MedievalKanbunSection

近.世｡近代日本漢文班EarlyModernandModernl<anbunSection

日韓文化交流班」apanese-KoreanCulturalRelations5ection

字書｡訓話｡語法班DictionaryandLinguistlcstudies5ection

対外講座班OverseasKanbunCourseSectio、

5５ 轤鱗鰹O鑪艤Ｃ・購繍潔員綱鞠誘鰯
ZOO8COEChiefResearchAssistans’Ｐｌａｎｓ

上地宏一｝<amichilくらichi川邉雄大KawabeYDtai

藍弘岳LanHongyue池田寛子lkedaHirol〈。



国際シンポジウムIntemationalSymposiluns

第五麺日本漢学鬮際学術研討会に参鯛して

Onthe5thintemationaISymposiumonChineseStudiesinJapan

高山節也

TakayamaSetsuya

拠点リーダー

ProgramLeadelfi

2008年３月２８町２９日の両日にわたって、国立台

湾大学文学院演講庁および机聴教室において、第yI]''１

Ｈ本漢学国際学術研計会（第五回｢１本漢学シンポジウ

ム）が開催された。本シンポジウムは国立豊湾大學

文學院・二松學舍大学2111L紀ＣＯＥプログラム・国立

墓湾大學人文社倉高等研究院「東亜經典與薑文化研究計

謹」・中央１Ｊ|:究院中|霊1文哲研究所（以下常１１]漢字にて

記述）の共催であり、発表者から翻訳者まで含めての

べ56名、うち台湾から２７名、日本からは17名、韓国・

ベルギー・ベトナム各１名が参加した。内容も日'1二'交

流から文化・思想・言語・芸術等多岐にわたるもので、

これだけ多数で多様な研究者を一堂に会したシンポジ

ウムの企imji運営にたいしては、衷心から敬意を表する

ものである。

本学ＣＯＥプログラムからは招１脚研究者として、佐

藤保ＣＯＥ顧問（コメンテータール石塚晴通ＣＯＥ客

員研究員（コメンテーター・研究発表者）・高|｣|飾山

ＣＯＥ拠点リーダー・佐藤進研究担当者・佐藤一樹研

究担当者（以上研究発表者）の五名と、発表担当とＪＩｊ

務補助として藍弘岳ＣＯＥ研究員が参加した。また｢Ｉ

主参加として町泉寿郎研究lill当者・川邉雄大ＣＯＥｲﾘ|：

究員二名の参加もみた。その他本学ＣｏＥ１ＭＪ係者（海

外拠点リーダー）としては、黄俊傑（台湾大学）.

Ｗファンデワレ（ベルギー・ルーヴァンカトリック

大学）・グエン・チ・オワイン（ベトナム・ハンノムイリ「

究所）の諸氏が参加され、人数のみからみても本シン

ポジウム共催者としての役割を果たしたといえよう。

Ｏｎ２８－２９Ｍａ１･ch2008tlle5thlnterna[ionalSymposium
onChincseLearninginJapElnwasheldatd1caudito[iumand

audiovis11E1lclassroomoftheCollegeoFLiberalAr[sarNational

ThiwanUniversi中Thissymposiumwasco-hos[edbytheCoUege
ofLibe1･alArts,NationalThiwanUniversity;thcNish6gakusha
University21stCcnturyＣＯＥＰｒｏｇｒａｍ；theProgramofEast
AsianCIassicsandCulmresEL[thelnsti[utelbrAdvancedStLldies

inHLlmanitiesandSocialSciences,NationalThjwanUniversi▽；
andthelnstitureoPClIineseLitera[ureandPl1ilosopllyar[he

AcademiaSinica,Ｔｌ]ｅｔｏ[alnumberofparticipants,homspeElkcrs
totranslators,ｗａｓ56,consislingofZ7fiomThiwan，I7fiom

Japan,andoneeachfiomKorea,BelgiumandViemam・In

contenttoo1tcovcrcdmanysubjects,rangingliomSinoJapanese
exchangetocultureDthougl1[,languageandalt,andlwouldlike

topaywholehearted[ributerothosewhoplannedandorganized
asymposIumwl1icllgatheredtogethersomanydiverseresea1℃hers
inonepIace･

Fivememberso「上heNish6gakushaUniveIsityCOEProgram
-COEadvisorSatOThmotsu(commentator),COEvisiting
research(bllowlshizukaHarumichi(commentatorandpresenteL)，
COEprogramlcaderTakayamaSe[suya(presenrc1),COE
resea1℃l1supervisorSatOSusLlmu(prcsentel),andCOEresearch

supcrvisorSarOKazuki(presenter)－wereinvitcdtoattend，

andCOEresearchlbUowLanHongyueattendedasprcsentatIon
coordinatorandadministrativeassistant・Inaddition，COE

programmemberMachiSenjur6andCOEresearchfdlow

KawabeY6miat[endedindependently5Otherparticipan[s
alnliatedtotheCOE(overseascenn℃leaders)wcreHuangChYn-
chiell(NarionalThiwanUniversi可),WVnndeWhlle(Ca[holic

UniversiO,ofLeuven,Belgium),andNguyenTI1iOanh(Institu[e

ofSino-NomStudies,Vietnam),andjus[intermsofnumbers
wccouldbesaidtohaveHIIfille(ｌｏｕｒｒｏｌｅａｓｃｏ－ｈｏｓｔｓｏｆｔｈｃ

symposium．

Ⅱ程は、以下のとおりである。

０８年３月２７日（金）

宿舎到着（台北福華国際文教会館）

歓迎宴終了後懇談会

Theprogramlbrthesympos1umwas3sfbuows‘

Z7March(Friday）

Arrivalataccommodation(Fu-Hualnterna[ionalCuln1w1l

HalLThipei）

１８．００:WElcomepar甲lbllowedbycoUoquiLlm

１８時以降

｢



２８日シンポジウム第一日（台湾大学文学院演講

庁）

９時開会式挨拶葉国良院長・李胴↑掌校長・

佐藤保顧問

９時１０分～５０分講演林文月教授演題「平岡

武夫教授的「白居易｣」

１０時～１７時30分論文発表

Ａ会場・コメンテーター３名発表者９名

Ｂ会場・コメンテーター３名発表者８名

２９日シンポジウム第二日（台湾大学文学院演講

庁）

９時～１５時１０分論文発表ＡＢ会場･コメンテー

ター各３名発表者各７名

１５時２０分～３０分閉幕式挨拶葉Ｍ良院長

佐藤保ＣＯＥ顧問

Ｚ８Ｍａｒｃｈ(Saturday):DayloFsymposium(atauditoriumof

CollegeofLiberalAj:[s,Ｎａ[ionalThiwanUniveEsi功

９．００：Ｏｐｅｎｉｎｇｃｅｒｅｍｏｎｙ,ｗｉｔｈｓｐｅｅｃｈｅｓｂｙＣｏｌｌｅｇｅ

Ｐ１･esidentYbhKuo-liang,UIive[sivPresidentLiSsu-ch，ien，
andCOEadvisorSa[6Ｔｈｍｏ[su

llO-950:LecmrebyPmfessorLinWen-)/Ybh,“Profbssor
HiraokaThkeotPoChrEi'’

10.00-17.50:Presenra[ionofpapers

VbnucA:３commentators,９presenters

VbnueB:３commentatoIs,８presenters

Ｚ９Ｍａｍｈ(Sunday)`Day2ofsymposium(araudi[oriumof

CollcgeofLibemlAlts,NatiomlTlliwanUnivdsiq/）

９．００－１５．１０:PIesentarionofpapers

VenueA:３commentatoIs,７presenters

VbnueB:３commentators)７presellters

l5.20-30：Closingcercmony｝withspcechesbyCollege

PresidentYbhKuo-hangandCOEadvisorSat6Thmorsu

ParticipantsfiomtheCOEProgramprcsentedtheHollowing

papers・

Z8March

lslIizukaHarumichi，“Kanbunkundokuduringthe

TbkugawaPeriod，，

LanHongyue,“ＴｈｅＣｏｌｏｕｒｏｆ[heHibiscusandWhite

Snow:ＴｈｅＭｉｎｇＧｕｗｅｎｃｉＳｃｈｏｏｌａｎｄＯｇｙｎＳｏrai，s

KobunjigakLf，
Z1March

Sat6KazLdd,“KanbunWbrksintheModernPeriod:The

CompuationofOHicialHistoriesandtheT61可OHani5ki,＞

ThkayamaSersuya,``Edo-PeriodCataloguesofChinese

Wbrks:ＯｎｔｈｅＡｃｃｅｐ[anceofChineseWbrksunderthe

RuleofRegionalNon-heredita｣ｙＤａｉｍｙ５ｊ,

Sat5Susumu,“FL1jiwaraSeikajsUnderstandingoPthe
CoIlH1cianClassicsandltsTlansmission：OntheNative

JalxmeseReadingsofYanin[heShiimg,

WVhndeWhlle,“ContactsbetweenKanbunStudiesａｎｄ

DutclILearningintheEdoPeriod,，

NguyenThiOanh,“KanbL,nkundokuinViemamand
Rela[edMaterials，,

本学ＣＯＥプログラムからの参加者の発表題目は、

以下のとおりである。

２８日石塚晴通ＣＯＥ客員研究員「徳川時代の漢文

訓読」

藍弘岳ＣＯＥ研究員「芙蓉、雪之色１ﾘ１代古文僻

派與荻生祖棟之古文榊學」

２９日佐藤一樹研究担当者「漢文著作の近代正史

編纂と『東京繁昌記｣」

高山節也ＣＯＥ拠点リーダー「江戸時代の漢籍'二｜

録地方外様大名支i1lU下における漢籍の受容につい

て」

佐藤進研究担当者「藤原慢窩の経解とその継承

『詩経』「言」の訓読をめぐって」

Ｗファンデワラ海外拠点リーダー「江戸時代にお

ける漢文学と蘭学の接触」

グエン・チ・オワイン海外拠点リーダー「ベトナ

ムの漢文訓読とその資料」

Ｔｈｅｔｉｍｅａｌｌｏｒｔｅｄｔｏｅａｃｈｐａｐｃｒｗａｓａｂｏｕｔ４０ｍｉｎｕｔｅｓ，

withaboLlt20minL1tesfbrrllepresentatlonandtheremaining

tiｍｅ(brthecommen[atorssummarYandcomments,andthe

enthusiasmoftheparticipantswassuchthar［heallo[tedtime

wasIiequcll[lyexceedcd，However,whilepcl･hapsL1navoidablc

ｌｎｔｃｒｍｓｏｆ[ｈｅtimetable,itwasdiHicLIlttogainanoverallgrasp

oftlIesYmposiumbecauseltwasdividedbe[weentwovenues・It

wouldalsohavebeendesirabletohaveconcludedwithageneral

discussiol1coveIinginterdisciplinaryrelationsbe[wccndiHbren［

Hcldso｢,℃search,theposirionofkanbunstL,dicswithinJapant

Cl1ineseleamlngasawhole,andｓｏｏｎ．

各発表は持ち時１Mは約40分、おおむね20分の発表

とコメンテーターの纏めと評釈で、しばしば時間を

オーバーするほどの熱気あるものであった。ただ1J

程的にいたしかたない面はあるものの、Ａ・Ｂ２会場

にわかれたため全体像を把握しきれなかった部分があ

る。また各研究の学際''19相互|弘Ｉ係や|]本漢学全体への

位置づけ等も含めて、最後に総括討論などによるフォ

ローが望まれるところである。

２



なお２７１１の懇談会においては、葉1:K1良院長から、

今後の本研究についての発展的展望をみすえて、資源

の共同利用や成果の出版・学術交流、ネットワークや

フォーラムの設置等について諮問があった。これらの

テーマはまさしく本学ＣＯＥプログラムの目指すとこ

ろでもあり、本学ＣＯＥプログラムの具体的取りiillみ

を紹介しつつ、意見交換を行った。当Ｈ参力'1の京都大

学や関西大学をも含めた今後の協同研究等、１－１本漢学

の発展的推進の可能性を高めた会合であったといえよ

Arrhecolloquiumon［ｈｅＺ７[1,,CollegePresidentYEhKuo-

Iiang,［aklngintoaccountHlturcdevelopmentsinthisBeldof

rcsearcl1,raisedthequestionofjointLIseofresources,publication

ofresearchnndings,scholarlyexcl1ange〕andtheestablishment

ofne[worksandfbrums･Theseareallpreciselygoalsofour

COEProgramtoo,andweexcl1angedviewsonthesubjectas

ldescribedinconcreteｔｅＩｍｓｈｏｗｗｅｌ１ａｖｅｂｃｅｎ［acklmgdIese

issues・Ｔｈｉｓｃｏｕｌｄｂｅｓａｉｄｔｏｈａｙｅｂｅｅｎａｇａｔｈcringthatraised

rhepossibilitiesfbrtheexpandingadvancementofChinese

leaminginJapan,includingfhmrejolntresearchinconjuncuon

with時。[oUnivqsityandKansaiUnivdsi叩whichｗｅにalso

representedatthecolloquium．～

ず）(？

研討会場

‐鶴Mi2．、

率欝蕊蕊L､〃－－■￣－－

■勾引神■牌■一山一ｺ錨･･や

徽繼搬蝿鰄搬ガ蝋蝋鵬鱸蝋

聯轤繍繍鰄：蝋繍鰄繍繍

Ⅱm＝９Ｍ

ルーＭ〈Jい“いくi…～;艘鈩Ｉ

噛鐇轤議
『'Ⅱ‘蝦１いぞ|､罐沖臘ムルイ

蝋
掴
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噛ﾂﾞwI1鐘ｉｉｊｉ，…鵬i,ｉｉｌｉ灘蕊緯一Ｆ瀞津職胸

開会式挨拶（佐藤ＣＯＥ顧問）

日



国際シンポジウムIntemationalSymposiums

第１園ｉＣｉＳ研究集会「蕊アジアに捲臓る書院研究」の開催について

ＯｎｔｈｅｌｓｔｌＣｌＳＷｏｒｋｓｈｏｐｏｎ“ShWuanSfudlesjnEasfAsja,,

佐藤進事業推准担当者

PrDgramMemberSat0Susumu

2008年１月２６日（ﾆﾋ)、東京駅１１本橋|コにある|弘］

西大学東京センターにおいて、グローバルＣＯＥ「関

西大学文化交渉学教育研究拠点」と二松學舎大学２１

世紀ＣＯＥプログラム「日本漢文学研究の世界的拠点

の構築」との共催による研究集会「東アジアにおけ

る書院研究」が開催された。なお、関西大学文化交渉

学教育研究拠点は1,s[itu[cfbrCultumllnteractionStudies

と英訳され、その略称がICISである。

当日のプログラムは、以下のとおりである。

On26JanuEuy2008(Sa上urday),awoIkshopon“`Sﾙz〃“〃

S[udiesinEas[Asi‘'washclda[[l1eTbb7｡Ｃｅ､[に｡fKansai

UnivasiryncartheNihonbashicxitofTolg,。Ｓ[ationunder

thejointauspiccsofthclnstitutefbrCulturallnteract1on

Studies(ICIS)arKansaiUniversity(GlobalCOEProgram）

andtheNish6akushaUniversiq'Z1stCentmyCOEProgmm（

"EstablishmenrofWbrldOrganizationfbrKanbunStudlcs，,)．

Theprogramonthedaywasasfbllows，

'０００－１０.１５:openingaddressbyThoDemin(ICISDirectoD

＊＊＊＊＊＊

１０:00-1015開会挨拶

陶徳民（関西大学IclSリーダー） <TlleCurICntStateoFShuyuanStudiesandFutmePIospects＞

10.15-10.45:KeynoteaddressbyAzumaJuji(ICIS),`iAn

OverviewofSﾙz〃"α〃StudiesinEasrAsは）
<書院研究の現状と展望〉

１０:15-10:４５基調報告「東アジアにおける書院研究

の展望」

吾妻重二（関西大学ICIS）

１０:45-11:１５報告「中国における書院研究の現状と

課題」

鄙洪波（湖南大学教授）

11:15-11:４５報告「韓国における書院研究の現状と

課題」

藤錫圭（國學振興院研究部長）

11:45-12:１５報告「ベトナムにおける伝統的私塾ｲﾘ「

究のための予備的報告」

1045-1115:DengHongbo(Pro化ssoratHunanUniversi[y)，

‘CTheCurrcntStateofSﾙz〃“〃StudiesinChmaand
Relatedlssues，，

11.15-11.45:SeolSeokl9eu(HeadoFResemchDepartment，

KbreanStudiesAdvancementCenter〃`TheCurrentState

oHSﾙ砂'“7zStudiesmKoreaandRelEltedlssues:,

lL45-1Z15:ShimaoMinoru(AssociateProfbssoratKeiO

InstituteofCultumlandLinguisticStudies),`EAPreliminaｴy

ReportfbrtheStudyoFnaditionalPrivateSchoolsin
2D

Viernan，

SpccialLecture(1)

1330-1400:YhnShaodang(Profbsso[atBcijingUl1iversi恥ICIS

VisitingProfbssoD,"ThcAshikagaSchoolandtheStorageof
ClIineseWbrks”

特別講演1

13:30-14:００「足利学校と漢籍収蔵について」

厳紹璽（北京大学教授、ＩCIS客11教授）

４ｉ懸蕊蕊欝鰭



<書院の諾1Tl〉

14:00-1420講波「岳麓書院について」

部洪波（iiIiU南大学教授）

１４:20-14:４０講演「陶山書院について」

藤錫圭（國學振興院jUl究部長）

1440-15:００コメント゛討論

馬淵昌也（学習院大学教授）

<VhriousAspectsofShuyuan＞

1400-14.20:DengHongbo,"OntheYUeluAcademﾌﾟ,

14.20-1440:SeolSeokl9eu,"OnthcDosanAcademﾌﾟ，

1440-15.OOICommentsanddiscussion,cl1airedbyMabuchi

Masaya(ProlbssoratGakush[iinUniversiロノ）

<書院の諾11]〉

1520-15:４０講演「懐徳堂について」

湯浅邦弘（大阪大学教授）

1540-16:００講減「泊悶書院について」

陶徳民（関西大学ICIs）

<VhriousAspectsofShuyuan＞

l52O-1a40:YhasaKunihiro(Pro圧ssoratOsakaUniversity)，
“Ond1cKairokud6Academ)/，

15.40-16.00:ThoDcmm,"OntheHakuenAcademy，

特別講演Ⅱ

1600-16:３０「明治前期の漢学塾の意義」

戸川芳郎（二松學舎大学籍誉教授）

1040-17:３０コメント・総合討論

澤井啓一（恵泉女学園大学教授）

SpecialLecture(11）

16.00-1630:TogawaYbshio(ProfessorEmeritusofNish6

gakushaUniversiﾛﾉ),"TheSigniHcanceoPPrivatcSchoolsof

ChineseLearningindIeFirstHEllfoftheMeiiiErｺﾞ,

16.40-17.30：Commentsandgeneraldiscussion，chairedby
SawaiKeiichi(ProlbssoratKeisenUniversiq/）

＊＊＊＊＊＊

ProfessorYanShaodangofBeijingUniversitywas
un(brtunatelyunabletoattcnd・

Thekeyno[eaddressbyProfisssorAzumaJujiattempted
[ocla唾if),tl1csigniHcanceof[hiswod<shopandprovidean
overviewaheadｏｆ[heindividualresearchpElpersanddiscussions、

Accordingly3he6rstpresentedadeflnitionoftheconcepts“East

Asia9，ａｎｄ“Sl1uyuanstudies”ｕｓｅｄinthetitleoftheworkslIop・
while"EElstAsia，,paltiallyoverlapswith[heso-callcdSinographic
culturalspl1ere,l1elbcusedratherontheprcsentageanddeBned
EastAsiaastheregionsoFeastcrnAsiatllathaddirectcontact

wi[heacl1otl1er,ｗｉ[ｈＣｌＩｉｎａａｓｔｈｅｉｒ“cultural”centre，，.e､，

China)Thiwan,ＳｏｕｔｈKorea,NordlKorea,ViemamandJapan
(includingfbrmcrRyukyu)､Thisdefini[ionhasbearingson
thesigniBcanceCFS[udyingsl1uyuan,Thatistosay〕shuyuan，
oracademiesofclassicallearning,constitutcdasys[emthar
coIItributcdtothefbrmationofmteUecmal[raditionsandmorals

distinctiveofdiHbrentpeoples,andjaccordingtoAzuma,the
studyofshuyuanrepresentsnothingotherthan[heexaminadon
ofthewi〔Ie-rangjnginHuenceofNeo-Confilcianismintl1e

relationshipbetweentheearlyInodernperiodandConfUcian

stLldiesinEastAsia・Fur[he“huyuanintheeadymodernperiod
arelookeduponaspriva上cschools,andtheirdisscminationand

growthdiHbredincharacterfiomgovernment-runschools，

Ｎｅｘｔ,Azumastatedthattheobjec[iveofshuyuanstudies

wastoaccumularcresea,亡honeacl1regionandHeldandtockuily
thecommonalitiesoFinteUectualtmditionsandalso[heiIdiversi▽
anddiHbrencesfiomrhepcrspec[ｉｖｅｏｆｃｕｌ[uralinteractioniｎ

プログラムのうち、北京大学の厳紹塗教授は残念な

がら参加できなかった。

吾妻重二教授による基調講演は、Ilil別の研究討論に

先立ち本研究集会の持つ意義と展望をⅢ]らかにしよう

とするものである。したがって、吾妻教授は先ず集会

のタイトルになっている「東アジア」と「書院研究」

の概念規定を開陳された。東アジアについては、いわ

ゆる漢字文化圏に重なる部分もあるが、むしろ現在に

視点をおいて、中国を「文化的」中心として直接の

交渉をもっていたアジア東部の諸地域、すなわち、中

国・台湾・韓国・北朝鮮・ヴェトナム・かつての琉球

を含む日本をそれとする。この規定は書院を研究する

意義に関連するものである。つまり、書院は「～国人

らしさ」といった知的伝統やモラルの形成に寄与した

システムであり、その研究は東アジアの近世と儒学の

関係における朱子学の広範な影群を検証することにほ

かならないとする。また、近世における書院は民|川系

学校と位置づけられ、その普及と発達は官立系学校の

それとは異なる性格をもつとする。

次に、書院研究とは東アジア地域における文化交渉

５



EastAskLHepointedourasageneralizationd1at,whendoing

so,（１）impoLmnccshouldbca[mched[orhes[udyofschool

rcgLdations,(2)attentionshouldbepaidtotherela[ionshipwith
s[atedoctrine,(3)ａ[tentionsllouldalsobepaid[oeduca[ionfbr

commonersatthebot[ｏｍｏ｢thesocialscale,(4)[hereladonship

betweenConHIcianeducationandnon-Confilcianeduca[ion

shouldbeexamined,and(5)educationinea｣lierancientChina

andthesubsequentmoderntransbrmationofeducationshoLlld
alsobetakenintoaccount・

WitlIregardtosﾙz〃z/a7zstudiesinClIina,ProfbssorDeng

Hongbodividedresearchactivi[iesandtheirachievements
sincellZ3intofburperiods-(1)1923-49,(2)1950-79,(3)

1980-91､ａｎｄ(4)ZOOO-O5-and,presentmgquantitativedata

onpublica[ions,describedeachpcriod・Asmighrbeexpected
fiomsomeonewhohasledthestudyofshuyuan,I1ispaper

waspにscnredwithgrea［Passion・SeolSeold9,eu,havingflrs［
summarizedlIistolicalchangesinKoreansl1uyuan(seowon),

describedhowthes[udyoFshuyua11,ini[iatedunderJapanese

imperialrLIle,IIadleEmcdtowardsanega[iveassessmentbased
oI］［ｈｅ［heoryoFsocials[agnation,butdlenfiomaroundll70

switchedtoaposidveassessmcntbasedol1endogenoL,ｓｇｒｏｗｔｈ

[IIeoryIbL,ndinsocio-economichistmy3andhefilrtherrepo,[ed
onthetrendtowardsthepredominanceofposirivisticresearcl1

oPsourcematerialsandlastlyprcsenredsomelssuesinshuyuan

studiesinconnectionwi[ｈ[lIestudyofpoliticJhistoIyandsocio-

cconomichistoryAssociatｅＰｒｏ化ssorSl1imaoMinoru，spaper，

unliketl1epIevioustwodescribingresearchtrendsinChina
andKorea,describedthecurrentsituationiｎＶｉｃｍａｍ,where

[lIestudyoftraditionalp1-iva[eeducationisbeingdevelopedin
clrcumstanceswhere［l1erehasbeenalmostnoaccumLdationof

shuyuaneducationinViemamitselfandgreatexpec[ationsare
heldlb1･tllelhture．

”

Intheaflelnoonsesslonon“Vh1ioL1sAspectsoFShuyuan，

paperswercpresentedbyP1･olbsso1･DengHongboonthcYUelu
Academy)SeolSeokkyeuonthcDosanAcademy,Profbssor
Yi1asaKunihiroontheKaitokud6Academy5andProfbssorThｏ

Ｄｃｍｉｎｏｎｔｈｅｌ-IElkuenAcademyMlndthesecoveredthel1istorical

signiHcanceoFeachacademy;[hestateofresearchand,ｗｈｅｎs[ill
extant］ltscurrcntstate･

Lastly)ProfessorEmeritusTbgawaYbshioshowedthat

ins[ructionin“compositioninlitera1yChinese"wasthe“aim”of
educationfiomtheprcparatoryscllools(brimperialuniversi[ies

through[odleclassicscoursesindepar[memsofliterature,andl1e
alsospokeoFdIeconI1cctionsbe[wcenthisand[heestablishmen［
oPNisll0GakuslIaasaprlvateschoolfbrChineseleaming・

ARerdleconclLlsionoftheprogram,akeendiscussionwas

held［1,a［ｅｘceededtheallo上[ｅｄｒｉｍｅｂｙａｌｍｏｓｒｏｎｅｈｏｕｒ・The

vcnue,whichwassuimblelbrabout6fb,people,wasmoに｡rless

Bllcdtocapacityﾗﾋﾞ,nditwasaworkshopthatgaveonearealsense
ofade6nitcLIpsurgeofinteres［inshuyuans[udles，Howeven

whileitwasco-llostcdbyKansaiUniversityandNishOgakusha

Universi恥wcwerecompletelydependentonKansaiUniversiw

化rplanningandrunningthisworkshop,ａｎｄｔｈereisdeflnitely

の視点にもとづき、各地域・分野の研究を集積して、

知的伝統の共通性と多様性・差異性を明らかにするこ

とだと説く。その際の留意点として、（１）学則の研

究を重視すること、（２）国家教学との関係に注意を

はらうこと、（３）底辺屑の庶民教育についても目配

りすること、（４）儒教教育と非儒教教育との関係を

検討すること、（５）先立つ古代中世の教育について、

および後の近代的変容についても視野に入れること、

などが一般論として指摘された。

鄙洪波教授は中国の書院研究について、1923年以

後の研究活動とその成果を、（１）「初起而勃」期：

1923～1949年、（２）「堕而不純」期：1950～1979年、

（３）「勃然與盛」期：1980～1999年、（４）「新世紀」

期：2000～2005年の四期に分け、各期の論著の数hｔ

データを示しつつ紹介した。ｎらが書院研究を牽引し

てきただけに、大変熱のこもった報告であった。鰊錫

圭部長は韓国の書院の歴史的推移を紹介したのち、１１

帝支配下のもとで開始された書院研究は社会停滞論に

もとづく書院の否定的評価に傾いていたが、1970年

前後からは社会経済史における「内在的発展論」にも

とづく書院の肯定的評価に転換じ、さらには資料の実

証的研究が主流となる研究動liiijについて報告し、最後

に書院研究が政治史・社会経済史研究との関連におい

て抱える課題を提示した。|鳴尾稔準教授の報告は、１１１

国・韓国における研究動向の紹介とは異なり、ベトナ

ム本国における書院教育の蓄積がほとんどない状況下

にあって、伝統的私塾教育の研究を開発しつつある現

状を述べたものである。今後に期待するところが大で

あろう。

午後のく書院の諸相〉では、郡洪波教授が岳麓書院

について、藤錫圭部長が陶山書院について、湯浅邦弘

教授が懐徳堂について、陶徳民教授が泊1刺書院につい

て、それぞれその歴史的意義や研究状況、現存する場

合にはその現状などについて報告が行なわれた。

最後に戸川芳郎本学名誉教授が、帝国大学予備｢''１か

ら文学部古典講習科に至るまで、「漢作文」の教習が

教育における「狙い」であったことを紹介し、それと

漢学塾二松學舎開設との関連について述べた。

全体が終了したころにはほぼ－時間近く時Ｉ１ｌが超過

するという熱心な報告討論が行なわれ、会場は五十人

規模の広さであったがほぼ満員の盛況で、書院研究の

確実な高まりが実感された研究集会であった。ただ、

６露蕊蕊



今lrllは関ili大学と本学との共催であるとはいえ、企''１１「

運営については全面的に関西大学に依存しており、今

後の共催のあり方について一考の余地があることも確

かである。ＣＯＥ運営の今後の課題としたい。

room(brhLrtlIerconsiderationrobegiventotheques[lonofl]ow
toco-hosteventsinthefiL[ure・Iwouldliketomentionthisasa

(ntureissuclbrC○Ｅ３(Iministration．

露

霞,鐸|i;iii霧i篭鰯i鳶
【二松学舎大学Ｚ1世紀COEプログラム】

EstablishmentofWorldOrganizationfOrKanbunStudies

日本>墓文学研究の世界的拠点の構築

2008.10 8． ､２６(土）土 関西大学東京センター(願蔵噸日本繍口）

)劉馴i3iuEW鰹W雌 ＡＣｄＥＺ９ＲＭＡＰ

IOjoo･ID;｣５１開会挨拶陶徳民（関西大学に１５リーダー） Ｉ齢制I;fi＄l茜1１

ﾄﾞｴﾕ３Ｍ:００１「足利学校と漢籍収蔵について」
｜………Ｈ】’ ｜厳紹溌（北京大学教授に'５客貝教授）

１０ﾄﾞｴ5-10$４５１基調報告吾妻重二（関西大学IqS）
｜ｕ書院の諸相『

｜「東ｱｼﾞｱにおける謎院研究の属塾 ，小0…｡|諦演囑極瞥院について」
Ｉ郎洪波(湖南大学教授）!α…;報誉｢中鬮における鶴院研究の現状と灘魎j1Il郡洪波（湖南大学鋼受）

l4i2o…Ｃｌ講演｢陶山譜院について」
'Z:ﾕs-JJ:おｌ報告「韓国における番院研究の現状と課題」 疎錫圭（國學振興院研究部長）

薄錫圭（回學振興院研究部長）
ⅡUMO-15DOIコメント馬淵昌也（学習院大学教授）

Ｉ討論

'1"…｜報告｢ﾍﾞﾄﾅﾑにおける伝統的私塾研究，【<書院の諸相〉
のための予備的報告」

１１９尾稔エs:20-15:＃０１講演ｒ懐徳室について」
（慶雁義塾大学言語文化研究所准教授）“湯浅邦弘（大阪大学教授）

※サピアタワー３Ｆ

のフロントで受付
をした後、９Ｆにお
上がり下六い

会場情報
15:４０．ｺ6$oOl諭菰「泊回醤院について」

陶徳民（関西大学IqSリーダー）
関西大学東京センター
〒100-0005

束京都千代田区丸の内1-7-1Ｚサピアタワー９階
TELO3-3211-167OFAXO3-3211-1671

お問い合わせ

L特別誠演Ⅱ

ID:00.Ｉ６ｌ３０１「明治前期の漢学塾の意掴
Ｉ戸川芳郎（=松学舎大学名誉教授）

関西大学文化交渉学教育研究拠点
〒564-868O吹田市山手町3-3-35関西大字
TEL:06.6368-0256FAXD6-6368-OZ35

MAlL1icisQ)jmkansa卜uacJp
URL\http://www･ici51kan5ai-uac.]p／

l6ldjO-17;３０１コメント澤井啓一（恵泉女学園大学教授）
１総合肘論

'１１騨幻蝋
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オレゴン大学に瀦鰍る講演。協議。調査等の報醤

ReportonLectwe,DiscussionsandlnvestigationsatｔｈｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＯｒｅｇｏｎ

事業推進担当者 田Ｊ泉寿良、

PｒｏｇｒａｍＭｓｍｂｅｒＭａｃｈｌ Senjur6

一昨年、本プログラムでお招きしてテーブルスピー

チをお願いしたオレゴン大学のアンドリュー・ゴーブ

ル准教授AndrcwGoblcのお招きによって、今同、私

はオレゴン大学を訪問して本プログラムの活動を紹介

するとともに、今後の両組織間における共同研究につ

いて協議する機会を持った。ここに今回のオレゴン大

学訪問の概要を報告する。

訪問期間は、2008年２月１２日（木）～1７１１（日）

であった。今回の招聰は、同大学のアジア太平洋研究

所CenterfbrAsianandPaciHcStudies（'11片称CAPS）で行

われているJCremiahLecmreSCriesというプログラムに

よるもので、ＣＡＰＳには約７０人の大学教員が参加し

ており、その教員の希望する研究活動を支援するため

に、シンポジウムやワークショップなどの様々なプロ

グラムを実施している。

【講演］

２／1４（木）の１２：００～１４：００、歴史学部２階

の375McKcnzieHallにおいて、「言語と文化の再検

討一二松学舎における国際的な漢文研究プロジェク

ト‘RethmkingLanguageandCulturc-TheNisl1ogakusha

ln[ernationalKanbunProjec['」と題した講演を行った。

講演会の形式は、講演者はパワーポイントを使用し

てスライドを一枚づつ説明し、ProfGobleがその都度

通訳し、参加者は途'1ｺでも質問があれば質問を許す形

式で行われた。講演の内容は、１：二松学舎大学にお

ける日本漢文学研究の取り組み、２：Ｕ本漢文学とは、

の二部に分けて行った。参加者は、教員としては、Ｉ１ｉ

ＥＩ哲学専攻のProfErinClineと日本近代史専攻（都市

文化史）ProfJeHfcyHancsが参加され、全体で１０名

程度の規模であった。

【協議】

講演の翌l」２／1５（金）、私はアジア太平洋研究所

TI1roLIghaninvitationBomAssociateProfessorAndrew

Gobleo「tl1eUniversityoPOregon】whomtheCOEprogram

hadm2006invi[edtogiveanafter-dinnerspecch,Ｉｈａｄ［hc

opportun1[ytovisitrheUniversi可ofOregonanddescribethe

activitiesofou1COEProgram,aswellasdiscusshturejoint

researcl1byourtwoiI1stitutions・Thefbllowingisasummary

reporto｢ｍｙvisit・

Ivbwisitwasfioml2-17February2008,andlhadbcen

invi[edthrough[heJeremiahLectureSeries,aprogra1nrunby

tl1cUniversity，sCenにrfbrAsianandPacilIcStudies(CAPS)，

About701tlcul▽membeIstakepar[ｍCAPS,anditrunsvarioLls

programssuchassymposiumsandworkshopstosupporrresearch

ac[ivitiesreques[edbyliLcul可mcmbels．

Plz小βcLBDz"だ

Ｏｎｌ４Ｆｅｂｒｕａｒｙ(Thurs.),ｆｉｏｍｌ２００[Ｃｌ4.00,Igave

apubliclectureon“RethinkingLanguageandCul[uIe:The

NishOgakushalntemationalKanbLmProjcct"at375McKenzie

HallondlesecondHooroftl1eHisto1yDeparrmcntbuilding・I

usedaPowerPointpresentationjexplainingoneslidearat1me，

ｗｉｔｈPro化ssorGobleinterpretingfbrme,andmembersofthe

audiencewereablctoposequesuonsatanytime､Thelecturewas

dividedin[otwoparts:(1)Nish6gakushaUnivcrWbapproach

toﾉhz"ん"zstudiesand(2)thedelinitionoFA`z7z6z"zstudies・Ｔｈｃｒｅ

ｗｅｒｅａｂｏｕｔｔｅｎａｔ[endeesinall,andtheyincludedAssociate

ProfbssorErinCline,ｗｈｏspccializesinChinesephilosoph)ﾉjand

AssociateProfbssorJeHieyHanes,whospecializesinmodern

]apanesehistory(especiallythchis[oryofurbanculture)．

、力c“io"Ｊ

Ｏｎｌ５Ｆｅｂｒｕａ｣ｙ(FrL),thedayafterthelectLue,Ivisiredthe

CAPSoHlceandhelddiscussionswi[ｈ[hedirectorJeHieyHanes，

rheassistantdircc[orLorio，HoUaren,ａｎｄAndrewGobleabout

whatkindsofjomtresearchactivitiesitwouldbepossiblefbI

CAPSanddrNish6gakusl〕aUniveEsiq,ＣｏＥＰｒｏｇｍｍ[oengage
ln

onthesubjcctofjointresearchacUvities,Iexplaincdthat，

asregardstheco-hostingofinternationEllsymposiums,theCOE

Programhadco-hostedaconlerencewi[hZhejiangUniversity

８１m;露！



を訪問して、JeHieyHanes主任とLoriO，Holla1enlilIJii

任およびProfGobleを交えて、今後のＣＡＰＳと本学

ＣＯＥプログラムとのあいだでどのような共同研究ｉｉ１ｉ

動が可能か、具体的に協議した。

共同研究活動に|奥Ｉしては、町が国際的なシンポジウ

ムの共催について、２００６年９月のi折江工商大学との

実績や２００８年３月の台湾大学との予定を例として説

Ⅲ]した。また、海外漢文講座をヴェネチア・バンコッ

クおよびハノイで実施または計画'１１であることを説明

した。

Hanes主`任からは、研究者による報告を主としたシ

ンポジウムとそれに参力Ⅱする院生を対象とした淡文

ワークショップを兼ねた、３週間程度のプログラムを

考えてみてはどうかとの提案があった。その開催案は

傾聴に値する内容であったが、院生の参力11賛負担な

ど、予算的な問題があると予想されるため、今後の検

討課題とせざるを得なかった。類似の話は、実は海外

拠点リーダーからも屡々耳にする。海外講座はできれ

ば３ヶ月､少なくとも1ケ月は滞在して行って欲しい、

ワークショップでも３週111]程度は必要だという要望で

ある。

次に、本プログラムで実施中の海外漢文講座のよう

な規模のワークショップであれば、2008年度中のMil

ｲIliも可能であるとの見通しがLoriOHollaLen副主任

から示された。ただし、｜；|]催内容についてProfGoble

から、既に平安期資料などを対象とした漢文夏期セミ

ナーが各地で実施され、「１１には継続的に実施されてい

て知名度の高いものもあることから、内容の上でより

特色を打ち出すべきであるとの意几が出された。Prof

Goblcが中世期の|］本医学史を専門とするところか

ら、曲直ilji道三，をテーマとしたシンポジウムがProf

Gobleから提案され、これを原案としてさらに具体的

に検討した。

帰国後、開催原案を提案したところ、幸い承認して

いただいた。その実施案の概要は、８月下ｲﾘの時JUjに

５日間（４日間が研究報告と討論､最終の１日が識評）

開催する。使用言語は、１１本語・英語。招聰研究群は

６人。このほかに、オレゴン大学、その他から参力Ⅱを

希望する大学院生の参加を認める。報告者には、研究

報告だけでなく、その論旨に関連する原資料の解読を

あわせて行うことを依頼し、問題となる箇所の検討な

どを通して研究者間の意見交換に資するともに、会議

oflndus[ｒｙａｎｄＣｏｍｍｅｒｃｃｉｎＳｅｐ[ember2006andplanned［o

co-hos[aconlbrencewithNationalThiwanUniversi▽inMarch

2008，IalsoexplainedhowtheC○EProgramwElsrunn1ngor

planni1IgtorunoverseaskanbuncoursesinVenice,Bangkokand
HanoL

JeHieyHanessuggcstcdaprogramofaboutrh1Ceweeks

withasympos1umconsistingpri1narilyofpaperspresen[ed

byresearcllersandak`z7z6izz〃woIkshopaimedatparticipa[ing

graduatcstudents,Thisproposalwasonethatmeriteda[[entlon，

butbccause,[wasanticipatedtharrherewouldbebudgetary

problems，suchasdeHnymentofgradua[ｅstudents]palticipa[ion

fEcs,ｉｔl]ａｄ[obeputasidefbrfiItureconsideration･Infilct,I

hequentlyhcarsimilarproposalsfiomoverseasCOEcentre

lcaders,whoseI･equestisfbroverseascoursesinwhichthe

1nsrructorswouldstayfbBiFpossible,thrcemonthsoratleast

onemon[h,ａｎｄｅｖｅｎｉｎｄ１ｅｃａｓｃｏＰｗｏrkshopsdIcysay[hatthree

weeksarenecessaly

Next,LoriO，Hollarenpointedout[hatitwouldbepossible

evenduringtl1e2008academicyeartoholdaworkshopsimuar

inscaletotl1eoverseasル""6"〃coursescurrentlybeingrunby

dIeＣＯＥＰｒｏｇｒａｍ,HoweveHwithregardtoitscontent,Andrew

GoblepL,tfbrwardtheviewthatbecausesumｍｅｒ脂α"6zZ7z

scminalsdealingwi[ｈＨｅｉａｎｍａ[erials,ｃ[Q,ｗｅにaheadybcing

hcldinvarioLIsloca[ions,ｗｉｔｈｓｏｍｅｏｆｔｈｅｍｂｅｉｎｇｎｍａｎｎｕａｌly

andquitcwell-kl1own，Ｉｔｗｏｕｌｄｂｅｎｃｃｅｓｓａｒｙｔｏｃｏｍｃｕｐｗｉｔh

somedIingofmoredis[inctivecontent・BecauseGoblespeciJizes

ind〕ellistoⅣofJapanesemcdicineduringthemcdievalperiod,he

proposcdasymposlumonMamseD5san,andthisproposalwas
d]encxaminedinmoreconcletedetail・

Ｗｌ]enlprcsentedrhisproposaluponmyrctumtoJapan，

irfbrtunatelvmetwithapproval,Thesymposiumwillbeheld

over6vedaysinlateAugust,withresearchpapersanddiscussio､S

on(burdaysandthellnaldaybeingsetasidebrareviewBThe

languagesusedwillbeJapaneseandEnghshSixresearcherswill

beinvitcd［otakepart,andinaddi[iongraduatestudentsliom

theUniversi[yofOregonandotheruniversitieswmbepermitted

toattcnd.Thcpresen[erswillbeaskednotonly[ogivepapers，
ｂｕｒａｌｓｏｔｏｒｅａｄａｎｄｉｎ[erpretoriginalsourcematerialsrelated

totheirargLlments,andbyexaminingproblematicpassagesan

oppor[uni▽ｗｉｌｌｂｅprovidedfbrimparungspecialistknowledge

togradL1atestL1dentsaswellascontributingtotheexchangeof

viewsalnongresearchers,withtlIehope[hatdlesympos1umwill

alsoserveasaworkshop．

”`migmhio池

Duringmystay31viewedandexaminedJapan-rela[ed

materialsind1emuseumEmdlibraIya[theUnlversivof○regon・

Ａｓｉ［lIElppened，theUniversityof○regonML1seumoPNatural

andCulturalHistorywasstagingaspecialexhibitionofthe

U1liversity，sAsiaCollection,ａｎｄｔｈｅｅｘｈｌｂｉｔｓｃｏveredChina，

Japan,KoreaandSoutheas[AsiaJnthecourseofmyconversauon

■
己
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に参加している院生等へ専門的知識を教授する機会と

し、シンポジウムとワークショップを兼ねた効果を期

待する、というものである。

[調査】

滞在中、オレゴン大学の博物館および図書館におい

て、日本関係資料の閲覧・調査を行った。博物館にお

いては、折良〈大学所蔵のアジアコレクションの特別

展を開催中で、その展示船は仮１．匡１．１]本・朝鮮・東

南アジアにわたっていた。案内してくれた大学院生

BrendanMorleyとのやりとりから、高い'二１本語能力と

日本文化に対する広い知識と｢1本研:究に対する強い意

欲を感じた。

日本関係のスペシャルコレクションとしては、

WarncrCollec[iｏｎが重要で、２６９点の古典籍・書画・

刷り物・写真・日本研究書を収蔵しており、ＷＥＢ検

索が可能であるが、閲覧にはパスポートの提示などの

手続きが必要である。今回は特別に許可を得て、紙媒

体のカタログを複写して入手した。明治期日本の写真

アルバム、お札、絵入り本などが主体であり、日本漢

文学が対象とする資料は少なかったが、’１１鳥崖頼三樹三

郎『百韻百詩』など若干の漢詩関係資料が見いだされ

た。

【ゼミナール参加】

２／１６(土）１１：００～１３：００、ProfGoblCが主宰す

るゼミナールに参加した。参力Ⅱ者は、BrendanMorley）

XiaYUn夏H勺，KevinGouge,TlistanGrunowの４人であ

る。『御成敗式目』の正確な英訳を行うことを目指して、

－条ごとに訓読と英訳をつけつつ進めており、今回は

その第１８条「譲与所領於女子後依有不和儀其親悔返

否事」を読んだ。同書の英訳は、古く１９０６年にJohn

CareyHallによって刊行されているが、今日となって

は用語の古さが目立つほか、原文の細かなニュアンス

を正確に訳せていないことから、その新訳を[]指すと

いうことである。その翻訳の態度は、かなり慎重かつ

厳密に進めていると見受けられた。

withBrendanMorlcy;agradua[estudentwhoactedasmyguide，

IsensedahighlevelofproHdcncyinJapanese,abroad-ranging

knowledgeoFJapaneseculture,andastrong1nteresrinJapanese
studies

AnimportantspecialcollectionrelatingroJapanistl]e

MurrayWtLrnerCollectionofAsia、Art,whichincludes269

1temssuchElsclassics,paintingsElndcalligraphy3printedmattel3

photographs,andacademicbooksonJapan・Itcanbesearched

on[helnternet,butlb1malitiessuchas[hepresentationofone，

spassportarenecessaryroviewtl1eitems1nperson・OntlIis

occasion,Iobtainedspecialpermissiontomakeapho[ocoWoPa

catalogucoFd1ccollectionPhotographalbumsof[heMeijiera，

talismans,ａｎｄillusrratedbookspredominated,andtherewas

li[tlematerialdeJtwithinムαブル"〃Studies,but[herewerealbw

worksrelatingroCllinesepoeuywrittenbyJapancse,suchasthe

Hyakuinl,yakushibyOgai(RaiMikisaburO)．

生れ/"”

Ｏｎｌ６Ｆｅｂｒｕａｒｙ(Sar.),ｆｉｏｍｌＬＯＯｔｏ13.00,Iattended

Elsemlnarl･ｕｎｂｙＰｒｏ化ssorGoble・Tl1eotherparricipanrs

wereBrendanMorley)ＸｉａＹＵｎ，KevinGougeandTiistan

G1･unowBTheywerereading[ｈｅＧｂＪＢｉ６ａﾊﾙｺﾞﾙ/"zｏｆ〃ｗｉ[hthe

aimofproducinganaccurateEnglishtIanslationjandfbreach

articletheyarepreparingaム""z/りんzzrenderingandanEnglish

translation．○nthisoccasiontheywerereadingAr[ｉｃｌｅｌ８・

AnEnglisl1translationoftheGoJβﾉﾙ"/Jbjki7"0ﾙ〃hadbeen

previouslypublishedbyJohnCareyHallinl906,ｂｕ[[oday

thetermlnologyisdatedandsし,bdenuancesoftheoriginalllave

notbeenaccuratelytranslaにd,ａｎｄｓｏｉｔｗａｓｄｅｃｉｄｅｄｔｏａｉｍａｔ

ｐｒｏｄucinganew[ranslation､Igaineddleimpression［ha[they

weIeapproachingthctaskoftranslationwithconsiderablecElre

andprecision．
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露３風シンポジウム『論語』の開催

Ｏｎｔｈｅ３ｒｄＳｙｍｐｏｓｉｕｍｏｎｔｈｅＬｕｎｙＵ

事業推進担当者竹訴悦篭

ProgramMembeTakeshitaEtsul<ｏ

今回で第三回目になるシンポジウム「論語」は、「江

戸と『論語｣」をテーマとして掲げ、2007年11)１２３

１｣に、二松学舎大学・中洲記念講堂において|；'1催され

た。江戸をテーマに選んだ背景には、近年の江戸ブー

ムがある。単純な回顧と憧|景を超えて江戸が再び注|］

されることには、現代の閉塞感とその打開への願望が

大きくあると考えるからである。

漢学と呼ばれる学問は、’Ｉ.国伝来のものでありなが

ら、日本の学術文化と深く関わり溶け合い、独白の継

承発展を遂げた。それはもはや日本の文化であり学ｌｌＩＩ

であると言っても良い。その漢学がもっとも成熟を凡

たのは江戸期であった。幕府直轄の学問所をはじめ、

諸藩の滞校、武家貴族、そして庶民までもが学問に励

んだ、それは稀有な時代であった。なかでも「論語』

は、寺子屋の素読をそのはじめとして、最も広く深く

普及した教科書であった。その底辺の広さは、学|川の

深さを生み、江戸JMIの漢学者の『論語』注釈書は、優

れた研究書としてIIJ国に逆輸入されるほどのものがあ

った。『論語」はまた学問としてのみならず、物託と

しても愛された。庶民の娯楽である落語や芝居に、そ

の逸話が取り込まれたことはよく知られている。

このような江戸の漢学、なかんずく『論語』の持っ

た大きな意味を、さまざまな層から考えてみたいとい

うのが今|可のテーマである。

シンポジウムではまず特別講演として、徳)Ⅱ財lIl理

事長・斯文会名誉会長の徳川恒孝氏をお招きし、「江

戸のこころ」と題してお話をうかがった。徳川氏のお

話は、江戸期における町人文化のNil達と、武士lWf級の

精神性の高さが、現代を生きる我々にも新しい可能性

を開くものとしてあるのではないかという示唆に富ん

だお話であった。続いて四名の識lIiljによる報告が行わ

れた。まず、専門'11,学問の立場からは、国|曝基督教大

Ｔｈｉｓｔｈｉｒｄｓｙｍｐｏｓｌｕｍｏｎ［heLzZ秒ｗｗａｓｈｅｌｄｏｎ２３

Ｎｏｖｅｍｂｃｒ２００７ｉｎｔｈｅＣhnshuMemorialHE1lla[NishOgakusha

Uhivasi叩ｗｉ[ｈ“Edoand[heＬ`卿'""asi底[hcmcAbackground
lhctorinthechoiceof``Edoj，astl1cdlemcwastheEdoboomof

recentycars，fbritwaslblttha[aLmEﾘorreasonfbrtl]erefbcusingof

attent1ononEdo,goingbeYondmereretlospectionandyEaming，

wasthecontemporEuyscnseofhelplessnessandadesireto6nda

w3yout、

Althoughthefieldo「scholarshipknownasCl1inese

leaIningwasintroducedfiomChina,ithascloselyin[erac[ed

andblendedwithtllescholarsl1ipandcul[ureofJapan,achieving

1tsowndistinc[ivelbrmoftransmissionandgrow[h,anditmay

bcdescribcdaspartofJapanesecultureandscl]olarsl1ipThis

Chineselearningwimessedi[sgreatestmaturiwduring[heEdo

periodltwasanunusualperiodinwhicheveryone,rang1ng
fiomsclIoolsunderrhedirec[controlofthebakuRltodomanial

schools,warriors，nobles)andevencommoners,assiduously

Elppliedtl1emselvestod1epursuitoflearning,Aboveall,theＬ"7Z)/〃

wasdlc[extbookdIatpenetra[edmostwidelyanddeepIy5s[arung
withitsrotereadingatpr1vateelementaryschools､Thisbreadth

ofitsbqscproducedadepthofscholarsl1ip,ａｎｄｓｏｍｅｏｆｔｈｅ

ｃｏｍｍｅｎｔａｒｌｅｓｏｎｔｈｅＬｚ"ﾘzLbyEdo-periodscholarso｢Cl1mese

learningwereevenimportedbackintoCl1inaasou[standing
worksoPscholarship､Furthermore,［ｈｅＬ"秒'〃wascherishednot

onlyasasubjec[oFscholarsl1ip,ｂｕ[alsoasana江a[,ve,anditisa

well-knownflc[tha[episodesfiomtheL"秒ﾉzZwereIncorporated

lntopopularlbrmsofenter[a1nmentsLlchasrakL1goandplays･
Ｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｓｙｍｐｏｓ１ｕｍｗａｓｔｏconsider[hisChinese

learningoFEdo，inparticularthccnormoussignillcanceofthe
Lz/秒'",ＨＣｍ[heperspec[ivesofvarioussocialstrara、

Ａｔthesympos1um〕weHrstinvitedTbkugawaTbunenari，

boardchairmal]ｏｆｔｈｅＴｏｋｕｇａｗａＭｅｍｏｒｉａｌＦｏｕｎｄａ[ion

andhonoraIyprcsidenroftheShibunkELi,［odeliveraspecial

lectureon“ＴｌｌｃＨｅａｒｔｏＰＥｄｏ.，，Ｈｅｇａｖｅａ[hought-provoking
tallにinwhichhesuggestedtha［thebroad-mindedncssofrhe

cultLIreoftownspeopleduringtheEdopＣｌ･ｉｏｄａｎｄ［hehigh

levcloFspiritualityoftl1ewarriorclassmightopenupfiesh

possibilitiesfbruslivinginthepresentage,Tl1iswasfbllowed

by[alksbylburlccrurersFirs[,P1DlbssorKOjimaYtlsunoriofd1e

lnternationalChristianUniversityspokefi･ｏ１ｎｔｈｅｓ[Elndpoint
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学教授の小島康敬氏に「｢論語』と荻生祖株」という

題日でお話いただいた。江戸期を代表する漢学者荻生

祖棟の独特の論語解釈を通して、「知」が情報化して

しまった現代のあり方に対して、本来的「知」に立ち

戻らんという大いなる警鐘を発する、とても刺激的な

お話であった。次に、江戸近世文学の立場から、本

学名誉教授青山忠一先生に「『論語」に見る素顔の孔

子像」と題してお話いただいた。人llLI]味溢れる近世と

いう時代と倫理道徳の書と看倣されがちな「論語』と

の絶妙の取り合わせが、識lI11iご自身の語りの妙と重な

って聴衆を魅了するご報告となった。第三番1二|には

教育の立場から岡山大学名誉教授でｉｉｉ本学教授のﾈ１１１立

春樹先生に「近代ｎ本の漢学学校一二松学舎の位悩

一」のタイトルでお話いただいた。江戸から明治、

明治から現代へと大きく変化する教育体制の１１｣で、漢

学とその精神を如何に継承することができるかという

大きな問題に対して、教育制度の具体的な形態の変遷

を辺して－１Ⅲ面をお示しいただくとともに、漢学塾と

しての二松学舎の位置づけについても我々に再認識を

促すお話であった。最後のご報告としては、ＮＰＯ江

戸しぐさ理事長の越川鵬子先生に「『論語」と江戸し

ぐさ」のお話をいただいた。江戸の１１１J人文化として花

開いた江戸しぐさの具体的な例をお話いただくととも

に、そこに『論語」と共通する高い精神性と豊かな感

性の生きる「品性の気高さが」存在する、という「粋

な」お話であった。最後に本学の白藤禮幸先生に全体

の総括をいただいてシンポジウムを終了した。

「江戸と「論語｣」というテーマ設定は予想以上の好

評を博した。『論語』を生きた教材として十二分にllll

I1圏し文化に生かした江戸という時代から、我々も形と

して何かを残すべきことを学ばなければならないので

はないかと思うのである。

ofspecialistscholarshipon“ThcL7z7Z)ﾉzzandOgyuSorai.，'His

wasanextrcmelystimulatingtalkinwhich,basinghimselfon

thedistinctiveinterpretationoftheLzﾉ7Z〕ﾉ〃byOgyUSorai,a

scholaroPChineselearnmgrepresentativeoftheEdoperiod,he

soundedanalarmbell[orhepresentage,iｎｗｈicl,“knowledge,，

hasbecomeinfbrmation,ａｎｄｕｒｇｅｄａｒｅ[ｕｒｎｔｏ“knowledge，,in

itsoriginalsense・NextjAoyamaThdakazu,profbssoremer1tus

oFNish5gakushaUniversi卯gaveatalk6omthevantagepoint

oftheearlymodernliteratureofEdoon“Ｔｈｅｌｍａｇｅｏｆ[l1e

nueConfilciustoBeSeenmthcLzz7Z)ﾉ"."Thestrikingcontrast

betweentheearlymodemperiod,fi1llofhumantouches,anddle

LzjI7Z)ﾉz/jwhichtendstobelool〈eduponasaworkofethicsand

morals,combinedwiththespeakertownnarrativeskills[olIold

theaudiencespeUbound・The[hirdspeakerwasKandachiHaruki，

prolbssoremeritusoPOkayamaUIiversi可andalb1mcrprofbssor

ofNish6gakushaUniversi[y〕wl1ospokcfiomthepositionof

educationon“SchoolsofChineseLeaminginModemJapan：

Ｔｌ１ｃＰｏｓｉ[ionofNisl16GakLlslla.，,Dealingwiththequest1on

o「howropassonChineselearninganditsspirirwi[hinan

cdL,cationalsys[cmtharhasundergoneenormouschangesliFom

theEdoperiodtotl]eMeﾘieraandliomtheMeijicradown[o

d1epresentday3henotonlypresentedoneaspectofd1isquestion

wi[ｈｒｅｌも,encetocl1angesin[heactualfbrmoftheeduca[ional

system,butalsopromptedaheshappreciatｉｏｎｏｎｏｕｒｐａｒ［ｏｆ

ｄ１ｅｐｏｓｉ[ionofNish6GakushaasaschoolofChineseleaming・

TI,ellnaltalkwasbyKoshikawaRciko,chairpersonofthcnon-

prolltorglnizationEdoShigusa，ｗｈｏｓｐｏｋｅｏｎ“TheLzz7Z〕ﾉzzand

EdoMannerisms.，,Aswellasgivingconcre[eexamplesofEdo

mannerisms(J6jigzﾉuzz)thatblossomedaspartofthecLdtureofthe

townspeopleofEdo,ｓｈｅｇａｖｅａ“s[ylish,，ｔａｌｋａｂｏｕｔｈｏｗ[here
existedinthesemanner1smsa“loftinessofcharac[er,,inlbrmed

withahighlevelofspirituali[ｙａｎｄｇｒｅａｔｓensitivivthathave

poinrsincommonwiththeLzz7Z〕,zLThesymposiumended

wirhanovemllRecapimla[ionbyPmlbssorShimfiljiNoriyukiof

Nish6gakushaUniversi平

ThereceptionoftheEheme“Ｅｄｏａｎｄ[heLzz7ﾘzz”exceeded

expec[ations・Ibclievethatwemustleamtopreservesomedlingof

concrete(brmlTomtheEdoperiod,aperiodthatfilllyassimilateｄ

[l1eLzZ秒ﾉz/ａｓliving[eachingmaterialandputirtogooduseinits
cL1lture．

1２



平成１９年度班活動報告

上古。中古日本漢文蝋

AncientKanbunSectiomActivitiesiｎ２００７

白藤禮幸

山崎正伸吉原浩人谷本玲大

河野貴美子鈴木英之

主任

杷当者

協力者

ShirafujiNoriyuki,YamazaI<jMasanobu,YoshiharaHirotD，
TａｎｉｍｏｔｏＳａｃｈｉｈｉｒＤ‐

PｒＤｇｒａｍＭｅｍｂｅｒｓ

Coope虚tiVeReSearch白ｒＳＫＧｎＤＩ<irni1<0,SUZUl<iHideyUl<ｉ

１９年度の活動としては、１９年９)j8.91-1に開かれ

た2007年、際シンポジウム「日本漢文の黎lﾘ|と発腿」

を主として企画・立案した。初日の基調講演では、ま

ず'－１本への喋字伝来の問題を収り上げ、わが|工|での漢

字文化の発生の問題を取り上げてこの問題の基盤をl1Iil

め、次いで、古代の日本の文化の発生に大きな影響を

与えた古代I|ﾘ]鮮での漢字文化の姿をⅢ｣らかにし、その

後でそのようにしてわが国に伝えられた、漢籍・仏

典がどのように受け入れられたかの|Ｈ１題を、漢文訓読

という営みにおいて展望を得ること、この三つの講泣

によって古代日本への漢字文化のわが国での誕生を抑

え、その文化の多様な開花の様を、文学・歴史・言語

交流・訓読に分けた分科会においての講斌に見るよう

に配した。当日は、多くの班員が司会等を勤め、シン

ポジウムの運営・実施に111心的な役割をはたした。

Theactivi[ieslbrthe2007academicyearwerecentredon

planninglbrthe2007m[emationalsympos1umon“TheDawn
andDcvelopmen[oPJapanesemz"ん"z,',whichwasheldon8-9

September2007､Ｔｈｅ[hreekeynotelec[ureson[heHrstdaytook
upflrstthequestionoftheintroductionofCllinesecharacters

('(zzﾉﾀﾞOtoJapanandd1egenesisofaSinographlccultureinJapan；
rI1csecondlectureprovidedapicmreofSinographiccultL1rein

ancientKorea,wl1ichhada1Ieno[mous1mpactontheorigins
ofancientJapaneseculmre;andthedlirdlecturesurveyedliom

tllepel･sl〕ectiveofkZz"んz〃たzz"んA〃qL1estionspertainingtothe
mannerinwhichtheChineseworksandBuddhisttextsthat

hadbecntransmit[edtoJapanwerercceivedWirhaPicture
ofthebirthofaSinographiccul[urcinancientJapanhaving
beenp1･ovidedbytl1esedIreelecrures,thediversebloomingof
dIisculturewascoveredinthepapcrsessions,whichdealtwith

literaturc,history)hngLIisticexchange,ａｎｄルzz"ぬん"・Duringthe
symposium，manyoFdIesect1onmembersactedaschairpersons

andsoonandplayedaccnrralIolcintheorganizationand
runningoPthesympos1um・

ShirafiljiNoriyuki,(bllowingonfTom[heprev1ousyear，
conductcdinvestigationslbrdrawingupan1nvento1yo｢ancient

JapancseK7z"6"〃matcrialsandengagedinthepreparatlon

oPkun[ｅｎａｎｄん"zz/りんZmaterials･Inaddition,hegaveone
conlbrencelectuIcandpublishedtwoarticles，

YbslIiharaHiroto,K6noKimikoandSuzukiHideyukiof

theMedievalkZz"6"〃ProseGroup,makinguseofknowledge
gaincdH･omkZZ"6zz〃Studies,plantopubhsl1annotatedcditions

oftheworksofOenoMasafilsa（lO41-llll）ａｎｄＥｉｋａｎ

('032-1111)undα[hetirlcAStZ`‘qfO`"WZmZ/;…"`i/母冷α"；

乃`kih"ん"'Ｌ"'７，/麺qfaLZ…“α'２"αＭ,"ん“が，壇z方`肋α
〃ﾉｿﾞo私Inaddition,K6noisconduc[ingresea1･Ｃｈｏｎ。]ereception
ofCIIi1Tcseworksanｄｄｉｃ[ionariesin[hetemplcsofNarajwhile

Suzukiisconductingrcsearcl1onRy6yoSh6gei，sacccpmnceof
ChineseworksandhisSl1intothought・

WithaviewtoaccomplishingthcabovcgoaIs,inFebrua1y

１'１藤臘幸は、前年よりの.｢L｢代の１１本漢文資料のリス

ト作成の調査作業、訓点資料訓読文資料の作成に従ｒｊド

した。その他、学会講演1件、論文２本を公刊した。

｢+｢占漢文散文班の吉原浩人・河野貴美子・鈴木英之は、

｢大江匡房・永観の研究一文人と僧侶の院政期漢文学

一」と題し､大江匡房（1041～1111）及び永観（1032

～1111）の著作に、日本漢文学のｸiⅡ兄をｌｌｋかした註

釈をつけ、あるいは校本を作成し、公刊することを１１

指している。またi｢U野貴美子は、「南都寺院における

漢籍･辞書受容の研究｣をテーマとして､鈴木英之は｢丁

誉聖同の漢繍受容と神道思想」をテーマとして個人研
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Z008Ybshiha1･a,KOnoandSuzukiconductedlleldinvestigarions

ofhistoricalsi[esandgatheredmaterialsinDazaifi1，wbereoe

noMElsaf1sahcldanoH[lcialpost,andtheyvisited[hesi[ＣＯＦ[he

Dazaifilgovernmentheadquarters,DazalfhTbnmangn,Kaidan，

in,Kanzeonii,DazaifUMLmicipalOfHce,口ushuNational

Museum，etc,InMarch,Ybshiharaexamincdvariousworks

intl1elibraricsofRyUkokuUniversityP[aniUniversity;ｅ[c

Meanwhilc,acIiticaledi[ionofEU<anbQﾉｸﾉｶﾞi7zwi[hannotations

isbeingpreparedtogetherwithtenresearchcrsandgraduatc
students,wl1ileacriticElleditｉｏｎｏｆＯｅｎｏＭａｓａｆｉｌｓａｊｓＫｍｍＤ/hノ

"qg1D"grz"”0郷６，Zisbeingpreparedwiththeoutsidecollaboration
ofShichidaMamiko,Ybshillaragave［wopresen[a[,onsand

publishedthrecamclesonsubjectsrelatedtod1eseactiviries,KOno

presenteddlreepapersandpublished6vear[iclesandreportsDand

SuzukipresentedtwoconfEIencepapers・

TheMedievalmZ"6"〃Poet1yGrouphasnotcompletedits

investiga[ionsofpublishcdcdi[ionsoF[heSﾙﾉ"j`,`加`,Z),誠ZZheld

bytlIeThchibanaMoribeLibrarytodetermineitsvaluelbr［he

studyoF[he[cx[oFtheMz坊ノヮ，ルガ､ThnimotoSachihimpublished

究を進めている。

上記'二1的達成のため、平成２０年２月に吉原・河野・

鈴木は、大江匡房の赴任地である太宰府政庁跡を中心

に、太宰府天満宮・戒壇院・観世音寺・太宰府Tl丁役所・

九州国立博物館等で、史践の実地調査と資料蒐集を

行った。３月に吉原は、龍谷大学図書館・大谷大学図

書館等で諸本調査を行った。また永観『往生拾因』の

校訂本文作成と註釈を１０名の研究者・大学院生とと

もに行い、大江匡房『江都督納言願文集」の校本作成

を外部協力者の七111麻美子とともに行った。吉原は_'二

記の課題に関し２件の講演・口頭発表、３点の論文を

公刊した。河野は３件の口頭発表、５点の論文・報告

を公刊した。鈴木は２件の学会発表を行った。

中古韻文班では、橘守部文庫本の「新撰万葉集」の

本文上の価値について、既刊の校本との調査が未了で
twoarticles．

ある。谷本は２本の論文を公刊した。
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平成１９年度班活動報告

噸世日本漢文班

MedievalKanbunSection:Activitiesin2007

磯水絵

田中幸江

主任

#日当者

福島和夫新井弘順小Ⅱ｜剛生高橋秀城
滝沢友子島田泰子原由来意小山聡子
五月女肇志櫻井利佳

協力者

lsoMizue,ＴａｎａｋａＹｕｋｉｅPrcgramMembers

Coopei可ativeResearchersFukushimaI<azuD,Arail<Djun,OgawaTakeo，
稲al<ahashiSy側jo,TlijikizawaTomDIl<o，Ｓ間imada部EIS砿０，
HaraYukie,|<oyamaSatol<o,SoutomeTadashi

愚akuraj劇|<ａ

この活動も４年目を迎えて､ずいぶんと軌道に乗り、

若手も各１当|、自主的に研究活動が行えるようになって

きた。また、前年度に立ち上げた『教訓抄』研究会メ

ンバーによる宮内庁書陵部本の翻刻研究、狛系楽書の

研究も何とかノルマを果たせたようである。イlill別活動

の活発化は、ともすると、共同研究に支障をもたらす。

今年度の採訪調査は、前年度に引き続き春|｣大社、宮

内庁書陵部において行なったが、他に希望する調査対

象があるにもかかわらず、対象機関の理解が得られず

にいるのが、今後の研究の進展にも関わって残念なと

ころであった。

個別研究としては、磯が６月の説話文学会大会にお

いて、「大江匡房の音楽世界一「江談」に漏れた話一」

と題して、田中幸江が同じく６月開催の日本文学風土

学会春季大会において、「京都の北''１－大悲l1111l粂定寺

をとりまく宗教世界一」と題して､口頭発表を行った。

またｗ協力者福島和夫氏の「日本音楽史叢』が１１)｣、

和泉書院より上梓された。

なお、本年度の'１１世班の研究成果は、これまでＩＴＩ様

｢雅楽資料集｣、「声明資料集』の第３輯（２冊）に収

城する。詳細は末尾のL1次を参照願いたい。本班の主

要活動は、実はこの資料集の作成に終始するといって

過言ではなく、毎年、準漢文の資料の－として楽書を

紹介し、その研究分野の存することを声高にアピール

Havingen[credtheirlburthyea16dleactivitiesofrhissecdon

arenowrunningqui[esmoothlyiandyoungermembers［oo

lIavcreachedthes[agewheretheyaIeabletoundertakeresearch

activitiesontheil･owniniriarivc･Inaddition,ｍｅｍｂｅｒｓｏＰｔｈｅ

｣､'銃",zJbかSmdyGroup,launchedintheprev1ousyeanappearto
havemanagedtoachievetheirassignedgoalsinthetransc,.iption
oF[he幻,肱"”DheldbydleAl:chivesandMausolcaDepar[men[，
ImperialHousel1oldAgency)ａｎｄｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆｍｕｓｉｃａｌ［extsof
theル０７"qgzZhZtradition・Thevitalizationofindividualactivities

isliabletointerlbrewithjointresearchFollowingonfiomtl1e
previousyea吟researchrripswereagainmadctoKasugaSl1rine

a1ldrheArchivesandMausoleaDepar[men［ofthelmperial
HoL1seholdAgency8while[hereareod1erplaceswherewewould

liketocarryourinvestigations,ｗｅｈａｖｅｂｅｅｎｕｎａｂｌｅｔｏｇａｉｎ
ｔｈｅｕｌｌderstandingoftheinstitu[ionsinquest1on,andthisis

LlnfbrtunatelbritwmalsoalIEctthcprogressoffi1turerescarch

lnindividualresearch,IsoMizuepresentedapaperatthe
annualconfb[enceoftheSocie可化rSetsuwaLiteramreinJune

ZOO7on“TheMusicalWbrldoFOenoMasaRlsa:ATllleMissmg
inGDZZh7z,，，andThnakaYUkiepresentedapapera［［I1esprlng
conlbrenceofd1cSoCie▽(b[RegionalChamctelisticsinJapanese
Li[eraturc,alsoheldinJune,ｏｎ“Ki[ayamain町o[o:The

ReligiousWbrldSurmundingtheTbmpleDaihizanBLﾘ6jL''1n
addition,asmdyofthehistoHyofJapanesemusicbyFukushima

Kazuo,oneofourcollaborators,waspublishedinNovemberby
lzumiSIIoinunderd1etidcMﾙo〃,7Zgz/hzj力2Jか．

Asl1asbeenthecase1npastyears，［hcMedievalKanbun

Sec[ionbresearchresultsfbr2007havebeenpublishedinVbls・a

ofQWgz7ﾙ坏肋j7y励乃〃ａｎＪＳﾙｸﾞ"リグJﾙｺﾞﾉ〕'耐bZZ・Ｄｅ[ailscanbelbund

indletElblesofcontentsrepIoducedat[heendofthisreport,１ｔ
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してきた。が、それは時に過'１１１'fで、ｲﾘﾐ年の営為として

は荷の勝ったものでもある。しかし、５年という限ら

れた時間の中で、それは続けられなければならない。

陰になり、1=|の目はなかなかに見られないそのiillii集や、

索引の作成作業をリードする院生のパワーなくして、

その完成はおぼつかない。本年度は、特に東洋大学大

学院後期の櫻井利佳、本学大学院後期修了の岸川佳恵

の二氏に力を尽くしていただいた。記して御礼に代え

る。

さて、『雅楽資料集」には、教訓抄研究会全員の成

果物として、前号に引き続き、揃本での最古本と推定

される宮内庁書陵部蔵『教訓抄』中間部の翻刻４巻分、

協力者五月女肇志、小111聡子両氏による注釈ノートを

掲載することができた。

また、かねて学習院大学院生の進めていた東儀鉄

笛「日本音楽史考』の翻刻の一部を、これも掲載する

ことができた。これは、ロ本の音楽史研究の先駆をな

すものであるにも関わらず、永く公開されることがな

かった貴重なものである。今''１|、早稲I]]大学泣劇博物

館のご好意により、掲救できることは、近代の音楽史

研究の陥奔を埋めるに資することとして喜ばしく、以

後も是非続けて行きたいと考えている。それにつけて

も、院生の協力を１１平びかけたいものである。

さらに、前号において、編集担当の1]｣中幸江のミス

により、五月女肇志氏の「『lﾘ]月記』音楽記lli年表」

に誤植が生じてしまったが、今回その訂正と補遺を施

した音楽記事年表を再録した。

今回、新たな試みとして、１１本音楽史と密接に関わ

る、海外の音楽史関連著書の翻訳を試みた。本号で採

り上げたのは、韓国音楽史の体系的な著書である宋芳

松氏の『韓国古代音楽史研究』であり、翻訳は、二松

学舎大学の卒業生で、現在、韓国在住の大|鳴彩子氏に

お願いした｡氏は本学において故半'１１公平教授の許で、

日本の中世文学を学ぶ傍ら、韓国語を学んだという経

歴を持っており、韓同の歴史的文献を扱うには最適な

人材であった。そうした本学出身者と手を組めたこと

は、このプログラムの余慶と害んでいる。

『雅楽資料集」の実質的なiii,ii集作業にあたったのは、

来年度より研究協力者として力Ⅱわる先述の櫻井氏であ

り、春日楽普の研究、束儀鉄佑「日本青楽史考」翻刻、

「玉葉」音楽記事年表および慨源紗人名索引作成など、

精力的に研究活動を行った。また､岸川氏には特に『教

wouldbenoexaggerauon［ｏｓａｙ[hatourmainactivitieshavc

inflctbcenentiIclyfbcusedonthecompilationoFthese[wo

collectionsofma[erials,andeveryyearwehaveintroduced

musicaltextsasafbrmofquasi-/hz"6"〃materialsandhavc

vocilbrouslypublicized[heexistenceofthisHeldofresearｃｈＢｕｔ

ａ[times[I1ishasbeenvelydemanding,andasanannL1al[asktl]e

bLIrdenlIasbeentoomuch・DuringthelimitedperiodofHve

Years,l1owcvel3theseactivitiesmustbecontinued､Witl1ou［the

encrgyofthegmduarestudentswl1otakealeadingrolebehind

tl1csccneshleditingthesevolL,ｍｅｓａｎｄcompuingthcil1dexes，

thccornplerionofthescvolumeswouldbcuncertain・During

dIecurrentacademicyearwewereassistedinparticularbydle

eHbrtsofSakuraiRlka』agradL1atestudentarT6y6UniversityB

a11dKisllikawaYbshie,whohascompletedhcrgraduatestudies

a[NishOgal〈LIshaUniversi恥andlwishtoexpressourthanksto
[hem･

ＩｎＧＷｇｚﾌﾙｚＷケガ〕ﾉ励乃’３，lbllowingonfiomthepreviousyeaL

wcwaeablctopublishasanachicv恒mcmoF[he幻,肱""jﾙﾜS[udy

GroupasawhoIeatmnsc1iptionoflburltlsciclesof[hemiddle

sec[ｉｏｎｏ｢the⑬‘ん",ｚｊﾙｸheldbyrheAにhivesandMausolea

Dcpar[mentoFthelmperiEllHouseholdAgency;thoughttobe

tl1eoldes[manuscrlpt,[ogetherwithanno[a[ionsbycollaborators

So11tomeHitoslliandKoyamaSatoko．

Ｗｔｗｃにalsoablero正epmducepEmofAS胸z幼'γZ力`砿",ｙ

ｑ/１ﾉFYPa72a`」“cbyT6giTも[[cki,onwl1ichgradua[esmdentsof
GakushninUniversi可hadbeenworkinglbrsometimQTIlisisa

valuablebookwl1ich,ald1oughapioneelingsmdyoFthehistoIy

o｢JapEmesemusic,ｈａｄ(bralong[imebeenunavailable・ｗｅ虹e

pleasedtohEIvebeenabletollllagapinmodernreseElrchonthe

hisroryoPmusicbypublishin8partofthisworkthrou8hthegood
oHHcesoPd1eTbuboucl1iMemorialThea[reMuseumatWhseda

Universi叩andwehopetopublishfUrdIerscctionsin[heli1ture，

Indlisrega1dtoolwouldlike[ocallupongraduatestuden[sto

cooperateinthiscndeavouL

IntlIeprev1ousvolumeofQWgizfzzjﾙｶ〕/両方z】iamistakeon

thepartoPThnaka,inchargeofeditorialmatters,resultedinsome

typogral〕l]icalerrol･sinSoutomeHitoshi,ｓ℃hronologicalThble

oPPassagesaboutMusicintheM?呼応zZfij,，andhischronological

tablewasIcprintcdwithcorrigendaandaddenda．

Ａ「ｒｃｓｈｕｎｄｃｒｔａｋｉｎｇｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｖｏｌumewasan

cxper1mentintmnslatingworkspertainingtodlehistoIyｏｆｍｕｓｉｃ
ｉｎｏ[hcrcountrieswithclosebealingsonthehistoryofJapanese

musicln[hepにsenWolumcwe[ookuPdSjil妙ﾂﾞﾉﾙeHi,"Ｗ／
A7zcic"ｵ雌灯/c/〃Ｋｂ/mbySongBangsong,whichisasystcma[ｉｃ

ｗｏｒｋｏｎ［l1ehistorYoPKoreanmusiQOsllimaSaeko,agraduate

oFNish5glkushaUniveEsiVprescndylivinginKorea,ｗａｓasked
[oundeImkethctransla[ion、Ｓｈｅｓ[udiedKbreanwhues[udying

japanesemedicvallitcm[ureLmderthelateProfbssorHanda

K6hei,ａｎｄｉsthebcst-qualifledpersonfbrdealingwithKorean

his[oricalworksThatwewereabletojoinlbrceswi[hanalumna

lsameri[ofthisCOEProgram，

Theactualtaskofediting[hisvolL1meofGPgzﾙ〃Jﾙﾉﾉ〕ﾉbij７ｹzZ

wasundcltakenbythcalbrGmentionedSakuraiRil<a,whofiom
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訓抄」の翻刻整備に力を注いでいただいた。

「声明資料集』は、声明に関する貴重な研究を紹介

する意味で、1978年に日本コロムビア（株）（現：コ

ロムビアミュージックエンタテインメント（株)）よ

り発売されたＬＰレコード「四座講式」（青木融光大

僧正演唱、志田延義監修）の解説書のうち、本研究班

の協力者である新井弘順氏執筆部分の再録を行った。

このレコードは、発行部数が限られていたため、発売

当初より入手困難をきたし、有益な解説文も広く読ま

れることがなかった。仏教法会「常楽会」で読み上げ

る『四座談式』、およびその次第である『四座諾法則」

に関する詳細な内容、冒究は、新井氏の解説文の他には

なく、貴重なものである。今回、氏のご理解とご協力

により、大''１高な改訂増補が力Ⅱえられ、この資料集に収

録できたことは望外の喜びである。

次に『資料集」の目次を挙げる。

日本漢文資料楽書篇「雅楽資料集」第３輯

緒言

《狛系楽書群の研究》

『教訓抄」の研究

『教訓抄」の古写本についてネ''1田邦彦

宮内庁書陵部蔵本『教訓抄』翻刻（二）巻四～七

教訓抄研究会編

曼殊院門跡蔵本翻刻巻七

『教訓抄」注釈ノート

①序五月女肇志

②《春総l1iMi》小山聡子

春日大社蔵

〔高麗曲〕翻刻櫻井利佳

《資料》

新訂増補「明月記」音楽記事年表五月女肇志

『玉葉』音楽記事年表②櫻井利佳

東儀鉄笛著「日本音楽史考』について滝沢友子

束儀鉄笛の研究／『日本音楽史考』翻刻

第四期鎌倉時代の音楽二「朝典楽継承真朴Ｉ（第一)」

北島|､Ｉ樹・・田中仁・宮地彩・|n代幸子

『禮源紗』人名索引く稿〉

二松学舎大学磯ゼミナール・櫻井利佳

《翻訳》－平成20年度シンポジウムにむけて－

宋芳松著『韓国古代音楽史研究」第一篇翻訳

大l鳴彩子

d1encxtacademicyearwuljoinusasacoUaboratingreseaIcl1en

aｎｄｓｈｅｈａｓｅｎｇａｇｅｄｗｉｔｈｇｃａ[energyin[ｈｅｓ[udyoFKasuga

musical[ex[s,thetIanscriptionofT6giTb[[ekfshistoryofJapanese

music,tIlccompila[ionofacl11Dnologicaltableofl〕assagesabout

musicintheGyokuyO,andthecompilarioｎｏ「anindexof

pcrsonalnamesintheThigensh6,Inaddition,Kishikawadevoted

herenergiesinparticulartothepreparationofd1etIanscriptionof
[he巧'肱z"､j力ｄ

Ｗｉ[haviewtopresentingvaluablcresearchonliturgicEll

cllanting(Ｊ６”'､,inSﾙか"ﾘｸj方ｉＷＪ６’３werepIintedpmtof

thecommentaryaccompallyingtheLDSﾙzizrzfJjﾙﾉﾙijbrought
outinll78byNippo、Columbia(nowColumbiaMusic

EntertammenO,wid1chantingbyAokiYnkOandsupervisedby

SlIidaNobuyoshi,ThesectioninqucstionwaswrittenbyArai
K6jun,oneoFourcoUabomtors・Becauseonlvalimitednumber

ofcopiesofthisrecordwe1･eissued,itwasdiHlcL1lttoacqu1re
fiFomｔｈｅｖｅｒｙｏｕ[set,andtheinfbrma[ivecommentary[oo
didnotga1nawidereadership・ApartfiomAraibcommentaq/B
thereexisrsllodetailedstudyofthecontentofd1e助〃た｡j方於A

recitedduringtheBuddhistritualﾉlmzん"-β,anditsri[ual

proceduresSﾙ〃ルクル面oﾙ",ａｎｄi[isavaluablesmdyltwasan

unexpec[edjoytobeabletoincludeinthisvolmneofSl16myO
shiry5shnaconsidcrablyrcvisedandenla1gedversionwid1Araib
Lmderstandingandcooperatlon・

Therelbllowthetablesofcontentsofthetwovolumesof

coUectedmaterials、

JapaneseKanbunMaterials,ＭusicalWbrks:GWgrz吟〃肋/,〕'功6ZZ，
voL3

Foreword

＜SmdicsofMusicalWbrksRclated[ＣＫＤ/"`Wgzzhz＞
AStudyofd]cﾊﾜﾉかh"が〃

OnoldManuscriptsoftheK9砿"極ﾙワｋ割mhKunihil<n

Tlnnscriprionofd1eCompleteManuscrip[ｏｆ[he唖かん""J65
HeldbydIeArchivesa11dMaLlsoleaDepartment,Imperial
HouseholdAgen9(2):Fasciclcs4-7

勺銃``”かStudyGroup

TmnscriptionoFtllcManjuinManuscriproftheKｳﾉﾜん",`６，：
Fascicle7

No[esonthe｣<ﾜﾉ､(""釣り

(1)Introduction SoutomeHitoshi

(2)Shunn6ten KoyamaSatoko

TianscriptionofkbwZWgzZ吟"WbrksHcldbyKasugaShrme
SakuraiRika

<Materials＞

CI1ronologicalTableofPassagesaboutMusicinrhe
Meigetsuki(RevisedandEnlarged）SoutomeHitoshi

Ch1･onologicalTableofPassagesaboutMusicinthe
GyokL1y6SakL1raiRika

onflm,カヴz方`Ｂｉかわび9f/2Ｗ…”jjtbyT5giTb[[eki
lhkizEIwaTbmoko

S[udiesofT6giTbr[eki:ＡＲｑ０,り“cが0,,q/ＡＳｔＺ`４q/坊‘
HiiJmびqKﾉ?妙`"α`jMlinjc

1７



｢１本漢文資料楽書篇｢声明資料集｣第３輯(掲了lik予定）

口絵遍明院蔵「八相浬樂図」

常楽会「四座譜法則』と『四座講式』の研究

新井弘llllH

"ThcMusicofthcKamakuraPeliod(2a)”

KitajimaTmvoki,ThnakaHitoshi，

MiyaiiAya8EThshiroSachiko

NamelndexlbrtheThigensh6(Dmft）

Nish6gakushaUniversiwIsoSeminar＆SakuraiRika

<Tlanslation〉－InPIeparationlbrthe2008Sympos1um

SongBangsong,AStudyoftheHistoryofAncientMusicin

Korea(Par[l）tmnslatedbyOshimaSaeko

JapancscKanbunMaterials,MusicalWbrks:Sh5my6shiryOshn,

ｖｏＬ３(planncdcontents）

Pro､[ispicＣｅ:Eight-plIaseNirvinalleldbyＨｅｎｍｙＯｍ

ＡＳ[L1dyoftheShiza-k6H6sokuandShizaK6shikioFtlle

J6raku-e AraiKOjun

lntroduc[ion:OnRcpublishingtheExplanatoIyComments

AccompanymgdleRecordSﾙ〃kZB力沈Z

lTheHistolyoftheS乃極Ｋｒﾇj力沈/andJ6raku-e

２.TheFoulR1malsofthcJ6raku-candd1eShizaK6shiki

aShiza-kOH6sokuandShizaKOshiki:Nehan-k5,Rakan-

kO,YUishaku-kOandShari-kO

４.TheMusicalNotationoFtheShizaK6slliki:WithSpecial
Re＆rencetod1cFourTbnes

５.MarRrinlQ

序．レコード『四座講式』解説の再録にあたって

1．四座講式と常楽会の歴史

2．常楽会囚箇法要と四座講式

3．四座誰法則と四座講式

浬樂誌／羅漢識／遺跡識／舎利識

４．四座講式の記譜法一特に四声について－

５．資料編

《資料篇》

｢四座講式』貞享版影印

<Materials＞

Pho[ofdcsimileRepmduc[ionof[heJ51WOEditionoPdlc
ShizaK6shiki
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平成１９年度班活動報告

近世。近代日本漢文班

ＥａｒｌｙＭｏｄｅｍａｎｄＭｏｄｅｍＫａｎｂｕｎＳｅｃｔｉｏ、:Activitiesin2007

町泉寿郎

佐藤一樹竹下悦子森野崇大島晃山辺進
揖斐高

小島康敬□パート。キャンベル長尾直茂陳捷
楊桂香瀧康秀清水信子鍋島亜朱華

任
者
当

主
担

協力者

MachiSenjurdSatoKazu1<i,TakeshitaEtsukO，
MorinoTal<al<i,ＯｓｈｉｍａAkira,ＹａｍａｂｅＳｕｓｕｍｕ，
i6iTal<ashi

ProgramMembers

l<ojimaYasutakaRobertCambell,NagaoNaoshige
鰯klenJie,yangJia>《iElngM面劃くiYa副hide,愚himl麹ＮＣ”I〈ﾛ，
NabesrlirnaAJSuka

CccperativeResearchers

①{J|｢究会「四書註釈書研究会（江戸iiJU1の和刻漢籍・

漢籍注釈の研究)」

清原宣賢自筆『大学聴塵」の輪読会を中核とした)I

FI1Jlr究会を１１回実施した（４/２７，５/２５，６/２２，７／

２７，９/１１，１０/26,11／26,12/１７，１/２８，２/２６，３／

17)。大島･'１１J･佐藤進･白藤担当者、清水･鍋島･長姥・

河野協力者、戸川･佐藤保jllUT問、藍研究員、瀧康秀氏・

久米晋平（本学院生）が主な参加券であり、清水・鍋

島・久米が作成した資料を基に参力||者が多ﾌﾞrjlll9に検討

を力|lえて進めている。前年度までの『大学1if子訓』「|几｜

書架註抄」に加えて、本年度から髄頭本「|几|書大全」

や『|/[|書知新日録」等の資料をも比較検討して読解を

進め、全体の約半分を読了した。また、関述資料の洲

査を大阪大学・鹿）凸島大学・島原|xl書館において行っ

た、

oStudyGroupfbrCon皿nentariesontlleFourBooks(Smdy
ofCllinescWbrksandCommcntariesonChineseWbrks

PrmtedmJapandmingtheFirstHalfoftheEdoPbliod）

E1cvenmontl]lystudymeetingswerelIeld,cen[redona

readingcircleinwhichacopｙｏｆｄ１ｅＤｨzxzzcが7W:ヒル"zinKiyohaIa
Nobuka[曲ｏｗｎｈａｎｄｗａsusedasdletext(Z7April,２５MayぅZ2
JL111e,２７July）１］Sept.,２６０ｃｔ.,２６NOM,Ｉ７Ｄｅｃ.,２８Jan.,Z6

Feb,l7March).Themamparticipanrswercprogrammembers

Osl1imaShOji,MachiSenjur5,Ｓａ[６SusumuandShirafUji
NoriyL11〈i〕collaboratingresearchersSllimizuNobuko，Nabeshhna

Asuka,NagaoNaoshigeandKOnoKimiko,programadvisors
TbgawaYbshioandSat6Thmotsu,researchlbllowLanHongyue，
ElndgradLIatestudcntsTllkiYtlsuhideandKumeShinpei,anda
mulriflce[edcxamina[ionoF[hetex［isbeingconductcdon［he
basiso｢materialsprepa1CdbyShimizu,NabeshimaandKume、

Inaddition［ｏｒｈｅＤ“/βZ,ﾜﾉ】腰zzjczzﾌｧａｎｄＳﾙZID方ojbﾉﾝZ方ZZj力Jwidl

whiclIwewcrecompariIlgtlIetex［upuntillasryea,〕ｗｅｈave

alsobcgLlncompa1･ingi[widld1eSMj方zZzzlz9zzn〃ｗｉｔｈl]eadnotes

andtheSiJ７ｹ〃乙方な/〃ﾉｿﾞﾙﾉ,andwellavefinishedreadingabout
halFoP[hctext.ＡSwell,investiga[ionsofrelevan［matcrialswerc

conducrcda［OsakaUniversi[y3KagoshimaUniversi[y)and
ShimabaraLibraIy

①研究会「三島中洲研究会」

）｣例研究会をllliil実施し、『三,Ir6｢''1Ⅲ|研究ｊＶｂＬ３

を刊行した（2008.03.31)。研究慌料の拡充と資料読

解力の向上を目的として、本年度から開始した有志に

よる輪読会の成果として、三島中洲の草稿類や那智仏

典'1記等の未発表資料を公開した。

館３１回（4/14）ネlI1立春樹「二松学奔lﾘ]治十年設立の

゜MishimaClmshnStudyGroup

Elevenmon[ｈｌｙｓ[udymeetingswereheld,ａｎｄｖｏｌ３ｏＦ

ＭｌＪﾙﾉ"，〃ＣＯ"sb〃StY！戒awaspublished(３１Marcl1ZOO8).The

activitiesoFaIeadingcircletlIa[wasstartedthisyearbyinterested

personswithd1eaimofex[ending[herangeoPresearchmaterials
andimprov1ngreadingcomprel1ensionofthesematerialsbore
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(i･uit,ｗｉ[hunpublishedmaterialssuchasMishimaChnsh[fs

LlnpublishedmanuscriptsandthediariesofNachiYbshinoribeing

madepublic

31stMeeting(l4Ap1il):KandatsuHaruki,“TheHistorical

SigniBcanceoftlleEstablishmentofNish6Gakushain
1877.,,

32,.Meeting(ｌ２Ｍ２１ｙ):MatsukawaKcnji,"OnthcSﾙZ1giMi(』汐，

丘/Zll)化yNishikawaKikaku･'’

33rdMecting(,June):OkanoYhsuyuki,“○ｎ[ｈｅαがの/な〃

ルノｚＢＢ"たaibyNamikiRissui:HisCriticismofMishima
Chush[fsa7ガＧｻﾌﾞｶ〃団"`”

34thMeeting(l4July):KikuchiSeiichi,“ThcCharacterof

YklmadaChisokusaiandHisPoe[icSqde:ＷｉｔｈａＦｏｃｕｓｏｎ
［ｈｅＣ)ｳﾒJo脂z糺JzZjSﾙＪ１ｺﾞﾙｹﾞ’

３５thMccting(l5Scpt.):MatsuoSeiji,(bntheVisitto

WhkayamaandthelnlandSeabyCrownPrinceY6shihitoin
1903.,,

36thMecting(１３ＯＣＬ):MachiScnjur6,qAnlntroductionto

AzumaKeﾘibCorrespondencewithYamadaJun・'’

37[hMce[ing(２４ＮＯＭ):TbgawaYbshio,"MishimaChhshdand

theFacul可ofLiteraturea[Tblg'oU1iversi可(2).'’

38thMeeting(l5Dec.):KawabeYptai,"Ｎｉsh6Gakushaduring
andaftertheWnr:WithaFocusonNachiYbshinori,s

Diarics";AsalShOji,"NachiY6shinori，sDiaricsandNisl10
GakushaarounddleEndoftheWh｣f’

39rhMecting(１２Jan):HamanoSeiichir6,`fAnlnrroduction
toTlIeoriesofAuthoriq'inJapan:AConsiderationoFthe

Concep[ｏｆ八uthoriq/ind1eCl3ssics/’

40[hMceting(,Feb.):KandatsuHaruki,`fAWbrkonAgriculture
fiomBitch、ExploringtheCharacteristicsofPlaces
ConnectedwithMishimaChnshﾛ.'’

41stMeeting(１５Ｍaにh):HinoTbshihiko,７apaneseofthe

McijiEraWhoWTotePoemsinClassicalChinese:AsSeen

throLlghtheCoHectionofBiographicalData.,,

歴史的意義」

第３２回（5/12）松川健二「ili川季格「集義和書顕非』

について」

第３３回（６/９）岡野康幸｢並木栗水『義利合一論辨解』

について－三島中洲『義利合一論」批判一」

第341m（７/14）菊地誠一「山田知足斎の人物と詩風

一「知足斎詩紗』を中心として」第３５回（９/15）

松尾政司「明治三十六年嘉仁皇太子の和歌山瀬戸内

巡啓をめぐって」第３６回（10/13）Ⅲ丁泉寿郎「山

田準あての東敬治書簡の紹介」

第３７回（11/24）戸川芳郎「三島中洲と東京大学文

学部~その２」

第３８回（12/15）川邉雄大「戦中戦後の二松学舎一

那智佐典｢1記を中心に」・浅井昭治「邪智佐山日記

と終戦前後の二松学舎」

第391m（ｌ/12）濱野靖_即「日本権力論序説一古典

の権力概念考一」

第４０回（２/９）神立春樹「術中の－農書-11J洲師縁

故地の特質を探る」

第４１回（3/15）日野俊彦「|）]治漢詩人伝記データ収

集を通じて」

●研究会「ネット講義・ネット研究会」

2007年４月４０日～５月４１１に実施した第一回漢文

講座は、本誌８号に掲載したとおりである。続いて

１０月からは、力・フォスカリ大学と二松ＣＯＥにおい

て、インターネットを用いた漢文入IiIIの授業を月1111｜

のペースで行い、2008年２月までに５回の授業を実

施した。受講者は、大学３年生・４年生をあわせた約

２０人であり、本プログラムからは'１１Ｊ・111辺担当者と

上地研究員が参力Ⅱし､力･フオスカリ大学側はトッリー

ニ拠点リーダーとモレッテイ講師が参加している。

この入門授業を行ったあとに、ＩＩＪ・111辺両担当者が

出張して第二回漢文講座を2008年３月３～８日に実

施し、実際に漢文資料を講読した。

また、１０月から月１回のペースでネット研究会を

開始し、３)」までに５回実施した。本プログラムから

はＩＩＪ・山辺担当者と川邉。上地研究員が参力Ⅱし、力・

フオスカリ大学側はトッリーニ拠点リーダーとモレッ

テイ講師および院生アレッサンドロ・ビアンキほかが

参力｢Iして、風来山人（平賀源内）IllⅢ訳にかかる「|Ⅲ笑

府」をテキストとして輪読会を行っている。

゜StudyGrouponlnteme心basedStudyCou超esandGmups

Aswasreportedinm)クワZEyi"８，thellrstoverseasAZZ"６"〃
coursewasheldin2007(３０April-4Ma)ﾉ)Then,ｍＯｃ[ober

ZOO7,introductory""ﾙ"7zclassesconductedoverthelnternet

weres[ar[ｅｄｂｙＣゴFoscariUniversityandtheNish5gakusha

UniversityＣＯＥProgram,Elndfivemonthlyclasseswereheld

liomOctobertoFebruaIyZOO8・Abouttwen可third-andlburth-

yearuniversitystudentspar[icipated,anditwasconducted
byMachi,YnmabeSusumuandKamichiK6ichiｏｆ[heCOE

ProgramandAlcloTolliniaI1dLauraMorettiofCEfFoscari

UniversiW8

Aftcrtheconclusionofd1eseintroductoryclasses,Machi

andYd1mbetmyelledtoCゴFoscariUniversivandconducted

d1esecondﾙrz"6"〃course(3-8MarcllZOO8),inwhichtheyread

知rTlInMm抄"〃materialswidlthestudents・

Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，anlnternet-basedstudygroupwasalso

launchedinOc〔oberZOO7,ａｎｄＨｖｅｍｏｍｈ｣ymeetingswereheld
betweenOctoberandMarchZOO8．Ｉ［ｗａｓａ[tcndedbvMachi，
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⑰基幹研究「｢儒蔵」編纂」

前号に報告した１８点２４書のテキストデータ化を終

了し、そのネット公開の準備を進めると共に、新たに

以下の典籍をテキストデータ化するための資料収集等

を行った。

藤原慢窩『文章達徳綱領』

中江藤樹『藤樹先生遺稿」

林鶯'１'茶『鴬lll紫先生林学士文集（ili風涙露・序政)」

IllllI奇闇斎「關異」

貝原益ilrl二「大疑録」

荻生祖株「弁道・弁名」

伊藤東涯「古今学変』

太宰春台『論語古訓外伝』

騰野東111「無刑録』

三浦梅閲『賛語』

皆Ⅱ|棋悶「名|儒』

皆川漠園「問学挙要」

『先哲叢談（正編、後編、続編、近世正・続)」

林羅山「羅山先生文集（問対・序・題肱・雑著)」

林鴬峰「本朝通鑑抄（本朝編年録)」

新井白石『国書復号記事」

安積循泊「大日本史賛薮』

大田錦城『論語大疏」

山梨稲川『文緯」

松崎Wi堂『宋本爾雅校謂』

岡本況斎「説文解字疏』

（林秀一）『孝経述義」

藤原１厘街「猩窩先生行状」

林羅山「羅山先生年譜・行状」

熊沢蕃山「蕃山先生行状」

林鴬峰「鵬llI茶目叙譜略」

Yhmabe,KawabcYntaiandKamichioftheCOEProgramand

Tbllini,More上dandgraduatestudentsofCゴFoscariUniversi平

Wbhavebecnreading[heSlZ"j方城`compiledbyFmaiSanjin
(HimgaGennai)．

oKeyResearch:CompilationoftheConfhcianCanon

Thedigitizationofd]e24textslistedinthepreviousissue

ofthisnewsletterhasbeencompleted,andpreparat1onsare
underwaytomake[hetextsavallableontheln[ernet･Inaddition，

wehavcalsogatlIeredma[erialsfbrthedigi[izationofthe
hllowingworks，

Ｆ１ﾘiwaraScika,β"７７jﾙｸitzzzzpだ"たりr〕ノグ

NakaeT5ju,巧…“ﾉﾙｸ

HayashiGahO,GtZb“…ilﾂﾞ,ZgrZh1J6i6Z`"，b〃(５ｔ城γ"/'Ｕ，
“JobatsLf,）

YamazakiAnsai,匪吃Zj

KaibaraEkiken,刀jig1i,りんf

OgyqSorai,Ｂど"”ElndBenmei

lt6Tbgai,Ｋりんo"”ん"bB7z

DElzaiSl1undai,ルフqgoル0ﾙzz"ｇＺ域〃
AshinoT6zan,ﾉVtノルどﾉﾉUfzz

MiuraBaien,乙靭

MinagawaKienjM?/c方ZZ

MinagawaKien,Mongakuboy5

⑰"たな"Jﾀzfz〃((Sb/６β'z,Ｋ面６`",Ｚりん"ルビ",逓郷‘な`〃んzJ

Hayasl1iRazan,“z"'2Jど"J`/６""jﾙzZ("Ｍon[ai”]o,”
“Daiba[su,''"Za[cl1o"）

H3yashiGah6,ｆ/b"cﾙｸなzjgzZ"jﾙｸﾞ("Honch5hcnnenroku"）

AmiHakuseki,kbf“ｏｆ`ﾙ`“ん抗

AsakaThnpaku,、αﾒﾊﾉｾﾞﾙo"j力ZjzZ郷５

OtaKinj6,Rb7Wgmmm

YhmanaslliT6sen,Bzz7zf

MatsuzakiK6ddSbﾙ''２/iig〃ん殉

Okamoto町6Sai,品“"20"たzZﾀﾞﾒ坊０

［Hay躯hiSh[iichi,]XntWz`竝俘

ＦしりiwaraSeika,qSeikasensclgyO)Ｃ
Ｏ-.-”

HayashiRazan,【`Razansenselne,]pujgyojo
-･－”

KLlmazawaBanzEln,[`Banzansenselgyojo
｡－ローフフ

HayashiGalﾕ6,`Cal]6jijolhryal〔しf，

゜KeyRescarch:ResearchRelatingtotheCompilationof
aBibliograpl1yandtlleC1assiflcationofWbrksofCl1inese

LearningandLiterature

Wbcontinuedroparticipa[einandcollaboratewith［wo

studygroupsattl1eNationallnstitutcofJapaneseLiterature：
"TheEstElblishmentofaListofConceptsfbr[heClassiHcation
ofEarlyJapaneseTbxtsandtheFacilitationoPClassiflcationina

DatabaseofaComprehensiveCamlogueoFEarlyTbxts'，(chaired
byProIbssorSuzuklJunandfhndedbyagmnt-in-aidnomthe

MinistryofEducation,Culture,Sporrs,TbclmologyandScience）

and"Projec[fbrtl,eSmdyoFBooksPrintedinJapan"(chaired
byProfbssorChenJiezhLm）MachiandShimizucontributed

anarticleentitled`bnthcClassificalionofJapaneseWbrksof

●基幹研究「漢学･漢詩文の書目編纂と分類に関する

研究」

国文学研究資料館における「日本古典籍分類概念表

の確立と古典籍総合目録データベースにおける分類化

促進」（文科省科研費助成、研究代表者：鈴木淳教授）

による研究会､および「和刻本研究プロジェクト」（研

究代表者：陳捷准教授）による研究会に、引き続き参

加協力して、その成果報告書に町・清水による「Ｈ本

漢学文献の分類について」を発表した。
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ChineseLearning,，［oarepo1･［ontheBndingsofrhescstudy

groups．

●基幹研究「日本漢文学史編纂のための基礎的研究」

倉石武四郎講義ノート『支那学の発達」の腱J1lL作業

を行い、このための研究会を１３回実施して（戸川顧

問・l1lT担当者･河野協力者・川遥研究員・上野道代氏)、

ほぼその作業を終了した。2008年度の刊行を予定し

ている。

゜ＫｅｙResearch:BasicResearchfbrtheCompilationofa

HistolyofJapanesem"ん`"Studies

WesetaboutorganizingnotesofKuraisl1iTakeshir6，

slcctureson“TheGrowthofSinology〕”Elndtowardsthisend

thirtecnsrudymeetmgswereheld(attendees:Tbgawa,Machi，

K6no,KawabeandUenoMicl1iyo).Preparationshavebeen

almostcomPle[ed〕anditisplanncdtopublishthisbookduIing
theZOO8acadcmicveal1

●事例研究「漢方医諜に関する文献研究」

’１１J担当者は、「米国国立医学図書館等の所蔵の日本

古医書の調査・目録・データベース作成」（文科省科

研費助成、jUl:究代表者:順天堂大学酒井シヅ客貝教授）

の分担者として、カルフォルニア大学サンフランシス

コ校医学部図書館に所蔵される、江戸期を中心とした

漢方・鍼灸・洋方などを含むＨ本古|ｸﾞﾐ書:の訓森を行っ

た（2007/8/21～27,2008/2/１２～２４)。また、台湾

の故宮博物院･国家図書館においても、資料訓森を行っ

た（2008/3/２７～29)。

oCaseSmdy:IbxtualReseamhonVWb1ksofChineseMedicme

Asaparticipantinthe"Projec[tolnves[igate,Catalogue，

andCreateaDatabaseoFEa1jly]apaneseMedicalWbrksinthe

USNa[ionalLibraryofMcdicine,erc.，'(chairedbyVisiting

ProfbssorSakaiShizuofJuntend6Unive[si▽ａｎｄＨｌｎｄｅｄｂｙａ

ｇｒan[-in-aidlio1ntlIeMinistryofEducation，Culture,Sports，

TechnologyandScience),Machiconductedaninvestigation

o｢early]apanesemedicalworksheldbytheUCSanFrancisco

SchooloPMedicineLibrary)wllichincludeworl〈sonChinese

medicine,acupunc[ureandmoxibLIstion,ａｎｄＷｅｓ[ernmedicine

fi℃mmainly[heEdoperiod(Zl-Z7Aug､２００７，lZ-24Feb

2008).Hcalsoconductedinvestigationsa[tlleNationalHllace

MuseumandNationalCen[ralLibralyinThiwan(Z7-29March

ZOO8）

●事例研究「日本近代における漢学・漢文学一幕末Ⅱ

袷・大正Ⅱ１Ｍ和」

清水協力者・町担当者は、引き続き大田錦城に関す

る調査研究を行い、佐野市立図書館・正覚院等におい

て資料収集を行った。

１１１J担当者は、川邉研究員とともに1])]治期本願寺僧の

海外布教活動に関する調査研究を行い､科研１１助成(ｲﾘ|：

究代表者：小川原正道）による第４回研究会「近代

日本の仏教者における中国体験・インド体験」（１/２６

於本学）を共催し、川邉研究員は大分県等において資

料調査を行った。

１IIJ担当者、清水協力者、上地・川遥研究員は、牧野

謙次郎旧蔵資料(本プログラム所蔵)の書誌調査を行っ

た。

゜CaseStudy:ChineseLearningandKZz〃6zz〃Studiesin

ModcmJapan:Tl1cBakumatsu,MejLji,IhishOandSh5waEras

ShimizuandMachicon[inued[heirresearchonO[aKinjO，

collectingmaterinlsatSanoMunicipalLibraIy3Sh6gakuin,etc、

TbgetherwithKawabe,Machiconductcdresearchonthe

OverseasmissionaryactivitiesofHonganjimonksduringthe

Meijicra,aswellasco-hostingthe4[hstudymeeting(２６Jan.，

Nish6gakusl1aUniversi▽)ｏｆastudyhlndedbyagranr-in-aidlbr
scientiHcrcscarclIon“TheExperiencesofBuddhjstsofModem

JapaninChinaandlndia，'(headcdbyOgawaraMasamichi)，
wl1ileKnwabecollectedmaterialｓｉｎＯｉ[aprefbctureand

elsewherQ

Machi，Shimizu，Kamicl1iE1ndKawabeunder[ooka

bibliograpl1icalinvestigaｔｉｏｎｏＦｍａ[erialsfbrmerlybelongmgto
MakinoKeniir6aI1dnowhcldbytheCOEProgram．
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平成１９年度班活動報告

日韓文化交流班

Japanese-KoreanCulturalRelationsSectiomActivitiesin2007

小川晴久

芹川哲世

主任

杷当者

｣唾1ｇａｗａ Maruhisa ,Ｓ“ikavMa1Te鐙蝿ロPrDglraiii1iMem蝉rｓ

Ｌ「国民小学読本」の研究

1895年に刊行されたこの教科書の教材中、アメリ

カに関する話が多いことは昨年度の活動報告に述べた

が、調べてみたら、『国民小学読本』の種本が明治２１

年刊行の日本の文部省作成の教科書「高等小学読本」

であることがわかり、別のショックを受けた。日本の

教科書も明治７年頃アメリカの影響を強く受け、アメ

リカを話題にした教材が多いことがわかった。この傾

向が明治２１年の上記教科書にまでひき継がれていた

のである。アメリカの影響が強かったのはとても健全

である。日本の教育も明治２１年までは新興アメリカ

の息吹を大いに受けていたことを知り、感銘を受けた。

甲午改革に日本の影が強いが、少くとも『|工|民小学読

本』に関する限り、日本の影響は韓国にとってマイナ

スではない。この「国民小学読本』に限りそう言える。

したがってこの教材の日本語訳は中止した。

1.Ｓｔｕｄｙｏｆａ`ん712”ＳＤｂａ上ＤＣ紐ひれ

InourIeportonlastyearsact1vlt1es1twasnotedtha[the
,◆｡･･

Ｇ"ん"zi〃ｊＤ６ａル血ﾙﾙ072,aKoreantextbookpLlblishedinl895,

i11cludedalargeamountofmaterialrela[ing［ｏ［ｈｅUnited

States・Wbreceivedanothershockwhel1fhrtherinvestigations
revealedd1atthesourcebooklbrtheGb‘ん"2力zJo6"ルzZb鮎０７zwas

d1cJapanesetcxtbookK5ZかjﾙCigzz吟"わん"６０",ｐｍｄucedbyJapa｣f
sMillistryofEducationandpublishedinl888・Wekncwthat

aroundl874Japanese[extbookswereunders[rongAmeIican
inHuenceandtha［thereweremanyteachingmaterials［hat
relbrredtotheUnitedS[ates,ａｎｄ[histrendhadcontinueduntil

theabovetextbookpublislIedinl888・Ｔｈａｔ［heinHuenceof

tlIeUnitedStateswasstrongwasahealthysign,andwewere
impressedtoleamd1atuntill888Japaneseeducationhaｄｂｅｅｎ

ｍｕｃｈｅｘｐｏｓｅｄｔｏｔｈｅｅｎｅｒｇｙｏｆthebLlrgeoningUnitedStates･
TherewasastrongJapaneseinUuenceontheKoreanrefbrmsof

l894-)ｂｕ[atleastaslhrasthe“ん"2i7zJoba/Ｍ’ん60〃isconcelned，

itcouldbesaidtl1atJapandidnothaveanegativeinHuence
onKorealnviewofd1eabove,d1eJapanesctransla[ionofd1is
[extbookhasbeendiscontinued．

２.CompmationofalbxtbookofKoreanｍｎｚ"ん”

Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅ２００７ａｃａｄｅｍｉｃｙｅａｒｗｅｃｏｍpiledKb7m〃

KZz"6zL",whicl1wasnotme1ltionedinourpIansfbrthisyear・
ItisinA5f6rmatandconsistsoflO4pagesdividedintoeleven
chaptersJtcovcrsmaterialrangingfTomclassicalCllinesewr1tten

bytl1cseventll-centurySillamonkWOnhyoｔｏｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅ
"Dead1Poe㎡，ｂｙＨｗａｎｇＨｙｃｏｎ,whocommittedsuicide6om

asenseofresponsibui▽asamanofbooksa[ｄ１ｅ〔imeoFJapan，
sannexationofKoreainl910・Ｉｔｉｓａｔｅｘ[bookfbrreading
bymeansoftheルzZ"z/りたzZmethodliteraryChinesewrittenby
Koreans､ItwasfbltnecessaIytocompileittofbllowonfio、

"α"9Ｊ`""&‘"’田廊ｄ(cdDgawaHaruhisa),compiledbythe
KanbunTbxtbookSec[ionduring[heprev1ousacademicyealz
ltcouldEllsobesajdtohavebeenaby-productofthecollection
of[extbooksfbrliteraryChineseusedatKoreanuniversities，

bu[astrongeraspectofitscompila[ｉｏｎｗａｓ［haritwaspaItof
pu[tinglntopracticetheproductionoftex[booksofChinese，

２．『朝鮮（コリア）漢文』テキストの作成

今期は活動計画にあげなかった｢朝鮮(コリア)漢文』

を作成した。Ａ５版104頁、１１章建てである。７世

紀に新羅の僧元暁の漢文から、1910年日本によるjlﾘ」

僻併合に読書人としての責任をとって自殺した黄弦の

漢詩「絶命詩」までを教材に編んだ。朝鮮人の漢文を

訓読で読む教科書である｡昨年度､漢文教科書班で作っ

た「日本漢文』（散文編）［小川晴久編集］に継いで、

作る必要を覚え、作成した。韓国の大学の洪文の教科

書の収集に関連しての製作とも言えなくもないが、漢

文教科書班が当初構想した、中・櫛・日の漢文教科書

製作の実践である側面が強い｡二松學舍大学の授業｢韓

国学特殊研究（朝鮮儒学)」の教科書として活用する。
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KoreanandJapanesekanbunini[iallyenvisagedbythekZZ"6"〃
TbxtbookSectionltwillbeusedasatextbooklbrthecourse

"SpecialRcsearchinKoreanStudies(KoreanConfhcianism)”at

Nish6gakuslIaUniversi平

３．韓国の大学における漢文教科書・教材の収集

担当者の芹川がソウル大学･高麗大学･成均館大学・

慶北大学･啓明大学などの教科書または教材を収集し、

それに基づいて５月２４日（木）に「韓国の大学にお

ける漢文教育について｣、と題して報告会を行った。

大学での漢文教育の元になっている'－１１.高校の漢文教

育の現状については韓国朝鮮大学の韓容源さん等の研

究を紹介し、大学での韓文学科、漢文教育科の現状に

ついて報告した。教科書については、現在韓国漢文教

育学会で計画している大学での標準的教科書作成のた

めのアンケート調査資料を紹介した。また、次年度に

報告される最終報告書作成のために、さらにいくつか

の大学の教科書、研究書「漢文科教育論｣、全国漢文

教師の集い編「漢文教育」（74号、2007.10.25)、韓国

学中央研究院発行「韓国教育史料集成」開化期編４～

9巻、１３～１７巻、米軍政期編l～３巻などの書籍を

購入した。

3.CoUectionofTbxtbooksandlbachingMaterkJsfbrLitera】y
CllineseUSe〔latKOreanUniⅣersi↑i“

Serikawalbtsuyohadbccncollectingtexrbooksand

[eacllingma[erialsusedatSeoulUniversi叩GoryeoUniversi恥

Seol1ggyungwanUniversity,GyeongbukUnivcrsi[yand

Gyemyeon8Universiq/Bａｎｄｏｎｔhebasisofdlesehepzcsenteda

reporronZ4M3y(Tl1urs.)en上ided"OnthclmchingofLiteraIy
Cl1ineseatUniversiticsinSouthKorea.”Ｈein[roducedreseaｪch

byHanYbwonofJoseonUniversiwandotl1erson[hecurren［

stateofthctcachingoFli[eraryChinese(６α"”"〃＝んα"6""）

atmiddleschoolsandhigllschools,whichconst1tutesthe

lbunda[ionoftheteachingoFIiteraryChinesearuniversities,and

reportedontheprcsentstateofdepar[mentsofKoreanliterature

anddepar[mentsofﾙα""z"7zeducation･Widlregardtotex[books,

hetouchcdonmarerialfiomaquesUonnaireunder[aｋｅｎｗｉｔｈ

ｔｌ１ｅａimoFcompilingastandarduniversi[ytextbook,currendy

beingplannedby[heKoreanSocie▽fbrHZZ"772z,(〃Education・

InadditionjfUrrherpurchascsofbooksweremadefbrrl1e

prepa｣ntionoftheHnalreporttobepresentednextyeaBand[hese
includedにx[booksliomsevemlmoにunivdsiUes,asmdycn[i[led

/l”",フヴ“`αｵｽﾞ012かf〃…`"、ﾋﾞﾙZl…"…hejoumal
HiZ7277zzz〃且ﾉﾉﾉc"がo〃compiledbytheNationalGathe1･ingof

HanmunTbachers(no､74,25○c[2007),andseveralvolumcsof

Cb此cZ1Ez/ｆ/XjZWｿﾞLzZ/⑰zz7rEJo7zkb'rtZ〃ａ/z“〃o〃publishedbythe

AcademyofKbreanStudies(PeriodoFEnlightenment,vols､４－９
＆'3-17;PcriodofUSMilitalyGovemment,volsL3)．

４．日本と朝鮮の文人間の語文交流に関する資料収集

(1)日本と新羅・渤海間の使臣との間に交された語文

交流韓国側で収集の出来ていなかった既刊論文数編

を収集し、日本側の奈良・平安朝の漢文学研究の'1コ

から該当部分を抽出した。

(2)南北朝・室町及び秀吉の朝鮮侵略以前までの'三１．

朝の使臣（文人）による詩文交流

4.CollectionofMatcrialsonLiteraryExchangebetween

JapanandKorea

(1)Litera1yExchangebe[weenJapanandEnvoysliomSiUaand
Bohai

OntheKoreansidewecollectedanumberofarticlesthat

wehadhither[onotbeenablc[oacquirQwhileontheJapanese

sidewecxtractedrelevantsec[ionshomresearchonJapanese

ﾙα"6z"zsrudiesduIlngtheNaraandHeianpeliods．

(2)LitemryExcliangebetweenJapaneseandKoreanEnvoys

（LitcIati)inthcNnnbokuchOandMuromachiPeriodsand

UpUmilHideyoshrSInvasionsofKorea

Duringtl1e2007acadeｍｉｃｙｅａｒｗｅｃｏｎｔｌｎｕｅｄｏｕｒ

ｉｎｖｅｓｔｉｇａ[ionsofdocumentsheldbyGozantemplesinI9,o[oand

visitedseveraltemplcstopcrusethercgistersofhcadmonks,We
concc11tra[ｃｄｐｒｉｍａｍｙｏｎｄ１ｅにmplesNanzenji,Sh5kokujiand

T6fUkujLA[T6fUkUjiweweI:cable[oconsul[[hcQzmﾉbgz``γ

可`んV/Documen[s,ｐＥ｡duccdmZOO6,andd1eearher聯`た域

Ｑ２､/qg```,andbcingable[oasccrrainthewhcreabou[softhe

HI，ＷＣﾙ…城`ん"`力`(３３vols）and…た""たi”ん“(1VOL)，
aboutwhichlittlehadbeenknown,wasalsoamaioryield．

2007年度は引き続き京都五山文書の調査及び各寺

を訪問し住持名簿などの閲覧を試みた。その中で南禅

寺．相国寺．東福寺を重点的に回った。東福寺では特

に昨年作成された「東福寺文書目録｣、既刊の「東福

寺目録｣を閲覧できたこと、また､現在まで未紹介の｢本

邦朝鮮往復書」（33冊)、「三韓紀署」（1冊）の所在を

確認したことも大きな収穫であった。
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平成１ｓ年度班活動報告

字書。訓読・語澱班

DictionaryandLinguisticStudiesSection:Activitiesin2007

佐藤進主任

白藤禮塞谷本玲大桓当者

大島正二小方伴子愼美寶惠協力者

ＳａｔｏＳｕｓｕｍＵＳｈｉｒａｆLIjiNoriyukLTanimotoSachihiroＰｒＤｇｒａｍＭｅｍｂｅｒｓ

CoQp員顛1tjiMeResearc箙rsoshimaShOji,Dga掴 Tbmolくり,Ｍａｌ<iＭｉｋｉｅ

平成１９年度は、以下のような項目を実施した。 Duringthe2007academicyearweundertookrhelbUowing
actMties．

(1)『類聚名義抄」TIT訓の例文入力

親字約9,100字について基礎資料が用意されている。

１８年度に追加した3,300字に『類聚名義抄』の和訓を

入力し、例文の材源として、①文明本『節用集I②

中村宗彦編「九条本文選古訓集』、③寛文六年刊和刻

本『文選｣、④堀否応点「春秋経伝集解」などをとり

あげ、さらに余裕があれば、⑤「興福寺本大慈恩寺三

蔵法師伝」など､できるところから入力してゆきたい、

という計画を掲げた。しかしながら、今年度はほかの

事業や作業に時間を取られ、ほとんど実施することが

できなかった。次年度に期したい。

(1)DataentryofexamplesofoldreadingsftomtheR"〃

”呼ぶｂか

Basicmatenalonappmximarely9,lOOchamc[eEshasbeen

prcp2ucd,WthadplannedtoenterthenativeJapanesereadmgs

liomthcRuiiu7秒Zigijﾙｸlbrthe3,300charactersaddcdinZOO6，

wid1examplesbemgtakenfiom(1)theBunmeimanuscriptof

the比醜〃姉ZZ,(2)[heKVか６０"Ｍ,"z`"た0ﾙ",，』方"compUedby

NakamuraMunehiko,(3)aJapaneseeditionoftheWenxuan

publisl1edinKanbun6,(4)amanuscriptoftheCﾙ""ｸﾞﾉ〃

ﾉﾒ唖方"α"ﾉﾀﾞｺﾞ`withreadingmajksaddedbyHoIi埒5an,and，

t1mepermitdng,(5)theK6fhkUjimanuscriptofrheDaCiensi

m哩麺ｊＨｶﾙﾉz方“,zBu[dunngdleculrenry喧虹wewereablero

canyoutalmos［noneofthisbecauseourtimewast3kenwith

otherprojec[sandtElsks,ａｎｄｗｅｈｏｐｅｔｏｍａｋｃｕｐｆｂｒ[hisnext

year．

（２）毛利貞斎『増続大広益会玉篇大全』データベー

スの作成

１８年度に谷本班員が私蔵の版本を解体して画像入

力を開始し、１９年度はその後半部分の画像入力を完

成した。さらには検索システムを開発して、できるだ

け早期に公開するように計画している。

(2)CreationofadatabaseoftheZかzoﾙ〃すafADeﾙｺﾞ"ｉ

ＧＷ勉乃azZzZize7zbyM5rilbisai

ln2006TtlnimotoSachihirobeganscanningtheZ5z0ﾙ〃

ZZz/"`ﾙﾉﾙ”Ｇ),，ん`ルビ"奴だ`"ｂｙ[akingap虹[aplivatelyowned

blockprinredilion,andduringtheZOO7academicyearthe

scanningofthesecondhalfwascompletedltisplannedto

developasearchsystemandmakethetextpubhclyaccessibleas

soonaspossible．
（３）基本漢籍テキストデータベースの作成

後述の公開講座で解読ししつある慢街点『詩経」を

手作業で入力を続けている。慢窩点は詩句一行に、①

博士家風、②文選読み、③大和言葉主体の読み下し、

この三通りによみ分けることが可能なので、入力が果

たされたら、効果的な検索のあり方を検討したい。

また、本年度から当班とＣＯＥ研究員有志と共同の

(3)CreationofatextdatabaseofbasicChinesewodEs

ThetextoftheJ>ｹﾀﾞ/咽withreadlngmarksbyFujiwara
Seika,beingusedinanextensioncoursemenrionedbelow〕

continuestobeenteredmanually:Foreachhneofverse,FUjiwara

gives（１）thereadingusedbyhakasehmilies,(2)tlleM,"zど〃

(W惨”“フリreading,and(3)arenderinginmainlynativeJapanese

words,andsince[hetextcanbereadinthesethreeways,oncethe

蕊蕊蕊Ｉ２５



読書会が開始された。そこでは「桂庵和尚家法倭点』

をテキストにして校訂作業を続けており、２０年度中

にネット公開可能なテキスト化が完成する予定であ

る。

さらには、できるだけ日本漢文のデータ入力を優先

するという考え方から、山梨稲川「文緯』の凡例等の

本文と書き下し文とを入力したい。これは北京におけ

る国際企画「儒蔵」へのデータ提供の一環になる予定

である。

dataen[ryhasbeencompleted]wehopetoexploreeH[もc[ivesearch
mcthods・

Inaddition,areadinggroupwaslbrmedthisyeartogether

wi[l,in[erestcdmembersoftheCOEProgram､WiththeKbm7z

oMUAzzルグzDα"/zasourtext,weareintheprocessofprepar1nga

criricaledition,anditisplannedtocompleteitsdigitizationina

[bImaccessibleonthelntemetduringd1e2008academicyeaL

Wishingtogivethegreatestpossiblepriorl可ｔｏｄａ[aen[Ⅳof

japanesekzzﾌﾙ"",wehopetobeginenteringtheoriginaltex[and

JapaneserendcringoftheinrroductoIynotes,ｅｔｃ.,ofYhmanashi

T6scIfsBZ"zIi.Ｉ[isplaｎｎｅｄｔｏｍａｋｅ[hispar［ｏｆ[l1eda[atobe

providedfbrtheConfi1cianCanon,anintemationalprqjectbeing

organizedinBeijmg．
（４）その他

①欧米の中国古典文法学の研究紹介

１７年度末に中国における文語文法の体系を訓読処

理との関係で紹介した研究報告書『漢文文法と訓読処

理」の補完を目的として、西洋における中国文語文法

を研究紹介する予定である。

具体的にはカナダの中国語学者EdwinPulleyblankの

"OutlineofClassicalChincseGrammef'１９９５を訳出し、

関連する文法事象の参考文献を紹介する。

いまここで西洋の古典中国語文法を紹介するのは、

先にあげた｢１１国の文法書と対比して語法問題を考える

材料を提供する目的のほかに、本プログラムによる欧

米での訓読講義がはじまったことを念頭においてのこ

とである。欧米の学生には欧米の思考になじんだ概念

で説明する方が効率的なのは言うまでもない。

ただし研究協力者の本務多忙・身辺多事などがかさ

なり、本計miiの推進が遅れがちで、１９年度には完成

できなかったことが残念である。

(4)Ｏthe■

(a)Ｐ正esentationonesea工chonthestudyofclassicalChinese

grammarimheWbst

Witl1aviewtosupplementingtheresearchIeportonthe

orggLnizationofthegrammarofliteraryChineseinChinaas

seeninrelationtoitstreatmentintheル""ぬん〃readingme[hod，

publishedattheendofthe2005academicyear(""6"〃&"”ワ

わkz"，ａｂﾙ"j７ｹ0鋤,i[isplanned[Cs[udyandin[roducc[oJapanese

rcaderstl1egrammaroflitera1yChinescindleWts[､Inconcre[ｃ

[enns,EdwinPulleyblanlfsO’1Zｶﾌﾞ,,`ヴCLm/"/Cﾙﾉ"α`Ｇ""",,”

(1,9う)ｗｉｌｌｂｅ[ransLlted,andrefeにnccworksonrelated

gramma[ical化atureswillbemcluded

lnadditiontod1eobjectiveoFprovidingmaterialfbr

consideringquestionsofusageincompar1sonwi[hgrammars

pLlblishedinChina，thereasontharweareinrroducingto

JapanesereadersaclassicalChinesegrammarfiomtheWes[is

thatwearemindHIlofthef1ctthat[heCOEProgramhasbegun

rLllmlngcoursesinkLmdokuinEurope.Itgoeswithoutsaﾘﾉlng

thatitismoreeH[もc[ive[oexplainrhings[oWestems[uden[sby

usingconceptsftuniliartoWes[emthinking、

Prog1csshas,howeva3tendedtohllbehindscl1edule,ｐ虹dy

becauseourcollaboratorhasbcenexccedingbbusy;andi[is[obe

rcgrcttedthatitwasnotpossibletocompletethisprojectduIing

the2007academicyeaL②各種国際シンポジウムへの参加

まず９月に「日本漢文の黎明と発展」があった。こ

れは、担当者白藤禮幸が実行の責任を担い、それに担

当者佐藤進がIlilli佐をする形で運営し、研究協力者大島

正二が基調講演を行なうかたちで実施された。

次に、２０年３月に本プログラムと台湾大学との共

催で行なった第五回「日本漢学国際シンポジウム」に、

当班からは佐藤進が参加して研究報告を行なった。そ

の内容は大学院の授業を本プログラムの公開講座とし

て公開した「古訓読解演習」の成果にもとづくもので

ある。

(b)Participationinmtemationalsymposiums

First,ｔｈｅsymposium《lTheDawnandDevclopment

oPJapaneseKZz"6zL",，washeldinSeptember2007・ShirafUji

Noriyuki(programmember)wasresponsiblefbritsoverall

Organization,andhewasassistedbySa[oSusumu(program

mcmber),whileOshimaSh6ji(collaboratingresearcher)gavea

keynotelec[urc

Next,Ｓａｔ５ａｔｔｅｎｄｅｄ［ｈｅラthlntcrna[ionalSymposiumon

ChineseLearninginJapan,co-hostedbytheC○EProgramand

NationalThiwanUniversityinMarch20089andhepresenteda

papembElsedontheresultsof[ｈｅ“SeminaronDecipheringOld

Chamc[erReadings,，，agraduatecoursewhichhElsbeenopenedto

dIepublicasanextensIoncourseoftheCOEProgram．
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③班員によるＣＯＥ公開講座の実施

公１Ｍ誌座については、本年も引き続き研究協力者大

島正二による「漢字の文化史」が実施され、また祖)'１

者佐藤進は上に述べたように「古訓読解淡稗」を実施

し、昨年同様、藤原１足街点「詩経』を解読した。

(c)COEextensioncoursesbysectmnmembers

Oshimaagalngaveacourseon“TheCultLlralHistoIyof
ChineseCIIaracters.”Inaddition,Sat6，ａｓmen上ionedabove，

col1ducteda“SeminaronDecipheringOldChEuacterRcadings,，

ｉｎwhich,ａｓwas[hecaselastyear,ｈｅread[hcShijingwi[ｈ

FUjiwaraSeikftbreadingmarks．

Ⅷ#WiM蝋鰄ｉ
ｊ･町｡幻瀞T／

'町.「｡

写
一
君蕊

！

＝＝￣＝￣￣

台湾大学「日本漢学国際シンポジウム」での研究報告

Thepresentationofpapersa［tlIclnternationalSympos1umon

ChineseStudiesinJapan
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平成１ｓ年度班活動計画

書誌学。圏録データ班

ＢｉｂｌｉｏｇｒａｐｈｙａｎｄＣａｔａＩｏｇｕｍｇＳｅｃｔｉｏｎ:Activitiesin2007

高山節也主任

町泉寿郎

高橋智真柳誠小曾戸洋薑谷佳光

TakayamaSetsuya,MachiSenjur6

Tal<ahashiSatoshLMayanagiMakoto
K□S衝ｄｏ周imshi,FAitaniYosliiiLhiIitsu

杷当老

協力者

ProgramMembers

COoperatiiyeResearcher】ｓ

゜CuIrentStateofCoUectionofPrefhcesandColophonsby

JapaneseAutho1smChineseWbjlEsPrintcdi､Japan

Theactivitiesofthissectionincludethecompilatiol1of

acollec[ionofpにfhccs(/o)andcolophons(6“")byJapancse

authorsinChincseworksprin[edinJapan,andtheprehcesand

colophonscollectedsincethoselis[edinthepreviousissueoFthis

newsletterarelistedbelowGOurinvestigationshave(bcusedon

[hcGendalLibImya[thcUnivdsi[yofTblq,｡､Thclisrbelow

givesthetideofthcprefhceorcolophon(provisionaltidessuch

as"Jo"ｏｒ"Batsu"havcbeenusedwhenthereisnotitle),[he

autho四ｄ１ｅｔｉｔｌｅｏｆｄＩｅｗｏｒｋｉｎｗｈｉｄ１ｉrisfbund,andremarks

onitspublicBLtion･Wbrkshavebeenlistedintheorderofthcir

publica[iondates,wirhwoIkswhosedateofpublicELtionisnot

knownbeingplacedattheend・Inthepreviousissue,ｕ､[itled

preltLcesandcolophonsweregⅣenaprovisionaltideinthefbrm
"Batsu,，，etc.,buthencefbl[hsuchtideswillbeplacedbctween

paIenthesestoindicatethatthey2ueprovisionaltides,Categor1es
lbrwhichtherearenorelevantworkshavebeenomitted．

和刻本漢籍邦人序蹴集成収集状況

本班活動のうち、和刻本漢籍邦人序肱集成作成の現

状について、今回は前号に発表した時点以後に収集し

たものを一覧の形で報告する。調査対象機関は東京大

学総合図書館である。各項目は、題名（無題のものは

単に序・政等の仮名あり）・著者名・掲載文献名・出

版事項の順で箸録してある。配列は出版年代lllHとし、

年代不明のものは末尾に置いてある。また前号では無

題のものも「肱」のように仮題を付したが、今号以降

は（）にいれて題名推定であることを明らかにする。

なお該当文献のない類目は省略した。

易類

（序）亀田長梓遂初堂易論嘉永二年江戸山城屋

佐兵衞等刊本

遂初堂易論叙大久保奎同上

新刊周易本義序林子周易延讃二年京都勝村治

右衞門等刊本

周易正文序吉野永観寛政四年刊天保七年江戸和

泉屋金右衞門等印本

書類

凡例宇野成之尚書天明三年京都田中市兵衞等

刊本

販斉新雨同上

（序）片山猶尚書大傳明和五年京都林fH兵衞等

刊木

賊河曲合離同上

詩類

WbrksRelatcd[othc琢嬉

("Jo，，）KamedaCh6shi,Ｓｚ`/cb…"gj'2/"";publishedby

YtlmashiroyaSaheeB’`Ｍ(Edo)inKaei2．

《`&`jj方0〃`ﾙ”"』。,''○kuboKei,ibid．

"Sﾙﾉ"”,zSﾙ"‘たi6o噂jo,"???,Zhouyi;pubhshedbyKatsumura

Jicmonetal.(町｡to)inEnpO2．

"SbzZGﾙﾊ`ﾉﾚｚｆ")。,"YbshinoEikan;printingofKansei4edi[ionby

lzumiyaKi1femonetaL(Edo)inTbnpO7・

W6rksRelatedtod1eSﾙ"鯉６〃

"Hanrei,,，UnoNdriyukl,Shangshu;publishedbyThnakalchibee

etaL(噂｡to)inTbnmei3．

"Batsu,，'???,ﾉﾚ“

("Jo")KatayamaYt1,Ｓ乃皿7軽b〃`ﾙzz方“";publishedbyHayashi

lbee`ｊａｌ(町。to)inMeiwa5．

"BatsujD,???,ｉ６ｊ仏

W6IksRela[edtotheSﾙﾀﾞﾉ咽

("Batsu")UnoNariyuki,Ｓﾙﾀﾞ/噸secondprintingbyAlEitaya
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（政）宇野成之詩経大阪秋H1屋市兵術等後印本

毛詩名物図説序多紀元簡毛詩名物図説文化五

年江戸堀野屋儀助等刊本

（識語）井上通熈詩経延享Ⅲ１年江戸前川六左術

門等刊本

（識語）宇野成之詩経天明六年江戸前川六左術

門等刊本

詩書正文序鳥居忠見刊本集思堂蔵版

（肱）’１１煥章同上

禮類

序内藤政敦周禮正文文化六年刊東京和泉屋金

右衞門等後印本

跳青木萬邦禮記正文寛政-'一年刊天保七年江戸

和泉屋金右術門等印本

（肱）林信勝周禮寛永中刊本

春秋類

序服部元喬左傳元文二年京都中江久四郎等刊

本

政奥田元継春秋左氏捷覧安永九年刊本

重刻左氏傳後序守山頼亮春秋左傳寛政十二年

刊大坂米111清右衞門等印本

四書類

大学古本傍釈序佐藤坦大学古本明治三十年東

京南部保城排印本

IchibeeetaL(Osaka)．

"ＭｸJbi,７zci6"な〃z"Jeな"jo,"T1akiMotoyasu,MZoJ6i加/729z(ﾉ〃
、(j力"･;publishedbyHorinoyaGisukeetal.(Edo)ｉｎＢｕｎｋａ
５．

("Shikigo")InoueMichihiro,Shijing;publishedbyMaekawa

Rokuzaemon〃αL(Edo)mEnlW64．

(《《Shiki8o，，)UnoNariyuki,Ｓﾙｳﾞﾉ咽;publishedbyMackawa

RokuzaemonetaL(Edo)inTbnmei6．

"`Sﾙﾒj方oje妙""』。,"TbriiThdami;publishededitionfbrmerlyheld

byJisitang．

("BatsuP)???,ﾉﾙ“

WbrksRclatedtotlleZﾙ，""andL奴

"］。,"Nait6???,Ｚﾙ0"〃z方ど“′どれ;secondprintingofBunka6
edi[ionbylzumiyaKi㎡ｃｍｏｎｅｍＬ(Tblq'｡）

"Batsu,''AokiManp5,Ｌ〃jizb`ﾉZgzU`'zjprintingofKanseilO

edirionbylzumiyaKin，emoneｵ"1(Edo)inTbnp67．

("Barsu")HayashiNobl山atsu,Ｚﾙo"/lf;publishedduringKan'ei
era

WbrksRelatedtotheCﾙzz7z9i〃

<To,,，HattoriMototaka,Ｚｶﾒ０２方“";publishedbyNakael9msllim
etaL(10,o[o)inGenbLm2

"Batsu,"OkudaMototsugu,Ｃﾙ""9/"z"Qzbz此Z"jielan;published
inAlfei9．

`℃h5kokuSashidenk6jo,"MoriyamaY6riaki｣､,Chunqiu幻`αこら“"j

printingofKanseilZeditionbyYbnedaKiyoemonetaL
（Osaka)．

W6rksRelatedtodIeFoLIrBooks

"、〃jigrZAz`んob0〃姉乃αﾙ〃』。,”Sar5Thn,、…`邸めど";[ypeset
plinringbyNanbuHosl1im(Tbbo)inMeiji30

Ｔｈｅａｂｏｖｅａｒｅｔｈｅｐｒｅｆａｃｅｓａｎｄｃｏｌｏｐhonsfoundin

ConfilcianclassicspublishedinJapandlatwerecoUectedduring
[heZOO7academicyeaLThereasontlIattheyarelbwinnumber

wl]enoneconsidersthetimespentonourinvestigatio1Isistha［
duplicationswid1workscollcctedpreviouslyhayebeenomitted・
Tl1eres[illremainworksrelatedtothelburclassicsandto[he

studyoftheancientlElnguageａｍｏｎｇ[l1eChineseworl<splinted
inJapan[ha[areheldbyd1eGeneralLibraryattheUniversiq/of

Tblq,｡,Emdirisplanncd[oaddasmanyofthcseaspossiblQ

Ind1eHnalyearofthisprQjectitisintendedtomakepublic

tlIetcxtda[aoFrhehithertocollectedprefhcesandcolopho11s

byJapaneseauthorsinConfUcianclassicsprintedinJapan,ａｓ
wellasmakingpublicthedataBom［hecollcctionofprefdces

andcolopl1onsbyJapancseauthorsinBuddhisrtextsprintedin

Japantl]athasbeenconduc[edconcurrendyWbarealsoplanning

tocompileageneralca[alogueofworksper[ainingtoJapanese
kanbungathercdｂｙ[heCOEProg[arn．

以上が１９年度収集の和刻本漢籍経部関係の序販で

ある。調査時間の割に収集点数の少ないのは、これ以

前の収集分との重複を省略したことによる。東京大学

総合図書館の和刻本漢籍はなお四書類・小学類等を残

しているが､可能な限りこれらも補填する予定である。

なお、これらの資料については、最終年度中にこれ

まで集積された経部和刻本漢籍の邦人序販を序肱原文

データとして公開し、同時に並行して実施された利刻

本仏典の邦人序肱の集成も、データ上に公開する予定

である。さらに本班としては、ＣＯＥプログラム収集

の日本漢文関連文献の総目作成も計画している。
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平成１ｓ年度班活動計画

対外講座班

overseasKanbunCourseSection:Activitiesin2007

山辺進

獅蒙寿郎田噸幸江

主任

垣当者

Ya顕abeSusum剛,Ｍａ国hiSenjurd唾nal<ａｙｕｋｉｓRrpgralnMembe鴎

対外講座班では、平成１９年度、以下のような海外

派遣講座､ネット授業およびネット研究会を実施した。

Duringthe2007academicyear,ｔｈｅ○verseasCoL1rscs

SectionconductcddIclbllowingoverseascourses,１，[eｍｅしbased

classesjandlntemet-basedstudYgroups．

●イタリア・ベネツイア力・フオスカリ大学に於

ける海外派遣講座ネット授業ネット研究会

゜Courses,Internet-basedclasses,andlnternet-basedstudy

groupsatCfFoscariUnjversi可ofVenice,Ita1y

■ＣＯ,,,．…

３０April-4May2007

Content:LecturesonAmz6zf"たzZ"ぬん‘andJapanese彫"ん`〃

Palticipants:１０

３－７Marcl1ZOO8

Content:Lcctureson/hZ"6"7zﾙ""`ZbbLandJapaneseﾙlZ"6"〃asa
continLlationoflnternet-basedclasscs

Participants8ZO

■海外派遣講座

平成1９（2007）年４月３０１１～５月４１三｜

内容漢文訓読および日本漢文に関する講義

受講者数１０名

平成2０（2008）年３月３日～７Ｈ

内容ネット授業の継続としての漢文訓読およびⅡ

本漢文に関する講義

受講者数２０名

■TnterneLbasedH河只…

１１OctobcrZOO7-21FebrualyZOO8(５classes）

Content:LecturesonAα"6z"zﾙ""ぬhz

Participants:２０

■ネット授業

平成（2007）年１０月’’'三|～平成２０（2008）年２

月２１１二１５回実施

内容漢文訓読に関する講義

受講者数２０名

■ネット研究会

平成1９（2007）年９月２７１１～平成２０（2008）年２

月７日５１IJI実施

内容「笑府」講読

参加者力・フオスカリ大学トリーニ准教授･モレツ

ティ専任講師、川辺雄大ＣＯＥ研究員、１１１１

泉寿郎、１１１辺進

■Interneしbasedstudygroup

27Scptember2007-7Fcbruary2008(ﾗmeetings）

Con[cnt:Tbx心にadingofXhM城‘

Par[icipants:AldoTolliniandLauraMore[[ｉｏｆＣａ，Poscari

UniversityandKawabeYtlrai,MachiScnjurOandYnmabe

SLlsumuo｢dleCOEProgram
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●タイ・バンコクチュラロンコーン大学に於ける海

外派進誰座

平成1９（2007）年９月１７日～２０１１

漢文訓読およびＨ本漢文に関する講義

受識者数７名

゜CourseatCllulalongkomUniversi▼mBangkok,Thailand

l7-20ScptemberZOO7

Contcnt:Lecturesonﾙzz7z6zL"ん",`Zbﾙ"andJapaneseAzz7妙"〃

Participants:７

oPaperprcsentedatlOthConfbrenceofJapanAssociationfbr

EastAsia、,IbxtProcessmg

Z2DecemberZOO7atKudanCampus,Nish6gakushaUnivcrsi可

YhmabeSusumuandKawabeYtltai,“ReportonRunnmglnteme[－

basedkh7z6z"ZClasscsandS[udyGroupwi[ｈＣゴFoscari
UniverskvofVbnice”

①漢字文献情報処理研究会第-1-回大会に於ける口頭

発表

平成1９（2007)年１２月２２日

於）二松学舎大学九段キャンパス

山辺進）Ⅱ辺雄大

「ベネツィア、力・フオスカリ大学とのネットによ

る漢文授業・研究会の実施報告」

゜Lectureand"７ｚ６“senunarattheUniwersiWofOrcgonin
■

Eugene,Orcgon,ＵＳＡ●アメリカ・オレゴン州ユージーンオレゴン大学に

於けるiiMi旗と漢文ゼミナール

■Lccture:l4February2008

MachiSenjurO,“Ｒｅ[l1inkingLanguageandCulture:The

Nish5gakushalnrema[ionalK2lnbunProicc[”

■講演平成２０年（2008）２月１４日

ＩＩＴ泉寿郎「言語と文化の再検討一二松学舎における

国際的な漢文研究プロジェクト（`RethinkingLanguagc

andCul[ure-TheNislIogakushalntcrnationalKanbun

Proiecr，）」

■Kh1"６２J〃Seminar:１６FebruaryZOO8

Content:Lecturebcusil]ｇｏｌＩｔｌ１ｅｋｕｎｄｏｋｕａ,]danEnglish
translationofindividualarticlesoftheGbJe妙"ﾉｺﾞﾙﾉ庖沈0ﾉｾz／

（FormulalyoFAdjudicarions）

PaIdcipanrs:７

■漢文ゼミナール平成２０年（2008）２月１６日

受識者７名「御成敗式|=|」に対する逐条ごとの訓

読および英訳を中心とした講義
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平成１９年度ＣＯＥ研究員研究報告（１）

多漢字情報処蕊環境に関する研究一漢寧字形膳報管理システムの精築

2007ResearchＲｅｐｏｒｔ

COE研究員 上地宏一

COECheiifResearchAsiStantKamiCriiK6iChi

１．概要

日本漢文学をはじめとする東洋学研究における文字

資料のデジタル化に際して扱うことのできない文字

コード未収録漢字（異体字）を処理するために、あら

ゆる漢字字形の登録・管理を行うことのできる漢字字

形データベースシステムの構築を行った。今年度は、

システムの設計、試験実装および評(illi実験を行った。

1.0v己rview

lnorder上ohandleChinesecharactersnotincludedin

cha[actercodes(Le,charac[ervaliants),whichcannotbeusedin

[hcdigitizationoFwrittenma[erialsinE3BtAsianstudiessucl1as

thestudyofJapaneseAzZ"ん`",Ibuiltacharacter-lbrmdatabase

systemabletorecordandmanageanycharacterlbrm・During

tlIeZOO7academicyea,｝Idesignedtllesys[ｅｍ,carriedoutatrial

implementation，andconductcdevaluationtcsts．

2.DetailsofRG…ｗｈＲＥｓｕｌｔｓ

(1)Desig1oftheSystem

Withregardtothedesignofthecharacter-lbrmd知｢割base

system,Ibllowedmyi1litialplansand,withreferenceto

Wikipediajaddedmyownextensions,InparticulalWvithregard

totheliccnsingofdlcrecordcddata〕Iretainedtl1cconceptof

"copyleft"ａｓｕｓｃｄｉｎＷｉｋｉｐｅｄｉａａｎｄｓｏｏｎａｎｄｐＩａccd[ｈｅｄａｍ

ｉｎｔｈｅｐｕｂｌｉｃｄｏｍａｉｎｗｉｔｈｎｏｒｅstrictionswhatsocveronuse，

fbrthereisapossibilitythat[hencedtodealwithcopyright

woLddariseinsolhIthattheactofdesignmgcharacterfbrmsby

combiningcharac[ercomponents,adistmctivelbatureofChinese

characters〕wouldcorrespond[othesecondaryuseofexisting

data,andllavingtodealwithcopyrightissueswouldnotbe

practical．

２．研究成果の詳細

（１）システムの設計

漢字字形データベースシステムの設計については、

当初の計画の通り「ウイキペデイア（Wikipedia)」を

参考とした上で独自の拡張を施すこととした。特に登

録したデータの使用ライセンスについては、ウイキペ

デイアのような「コピーレフト」の概念を残すことに

よって、漢字の特徴である漢字部品の組み合わせによ

る漢字字形のデザイン行為が既存データの二次利用に

相当することで権利処理の必要性が生じる可能性があ

り実用的ではないため､利用)１１途を全く限定しない｢パ

ブリックドメイン相当」と設定することとした。

(2)BuildingofthcSystemandliiallmplementation

On[hebasisoPtheabovcdesignjIbuiltanactualdatabase

sys[ｃｍａｎｄｂｅｇａｎａ[rialimplemcnra[ion・Thesysにｍｉｓｂｍａｄ]y

dividedintoada[abasesystemandacharacrer-fbrmeditor，

withthefbrmerconsistingofabout４，０００１inesinthePerl

programminglanguageandthelatterofabout2j300hnesinthe

Ac[ionScriptprogramminglanguage･Asbasicdatafbrcharacter

componc､[s,[ｈｅ6,355charactersincludedindleJISXO208

standaId(tl1eso-caUcdJIScharactercode)wererecordedinthe

databaseAtrialimplementationofthesystemwasstartedin

octoberZOO7,anditwasascertainedthatthesystemcouldbe

L1sedwithoutanyproblems．

（２）システムの構築と試験運用

設計に基づき、実際にデータベースシステムの構築

を行い、試験運用を開始した。システムは、大まかに

データベースシステム部分と漢字字形エディタ部分に

分かれており、前者はPerlプログラム言語4,000行程

度、後者はActionScriprプログラム言語2,300行程度

の規模となった。また、基礎部品データとしてJISX

O208規格(いわゆるJIS漢字コード)に収録される6,355

漢字をデータベースに登録した。２００７年１０月からシ

ステムの試験運用を開始し、問題なく運用できている

ことを確認した。
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（３）システム評価実験

データベースの利用には、一般利)1]者による漢字字

形の登録作業が発生する。そこでフォントデザインの

非へ!』[門家が任意の漢字字形をデータベースに登録する

ことが可能であるかどうかについての評{Ⅱi実験を行っ

た。具体的には、一般の大学生を対象に未ﾀﾐ11の漢字字

形をデータベースに登録してもらい、その作業時ｌｌｌ１を

計il1lした。得られた結果としては、全く初めての利川

考が漢字字形を登録するために費やす作業時lHlは、始

めのｌ文字について１０分前後、２文字1=|以降につい

ても数分で登録できることがわかり、従来のフォント

デザイン作業と比較して実川的な淡《↑含字形のデザイン

を短時間で行えることが判1リルた。なお、さらに熟練

すると多くの漢字について１，２分でｌ文字をデザイ

ン１１J能であることも分かった。

(3)EvaluationIbsts

Useofd1edatabaseinvolvestherecordingofcharac[erfbrms

byordinaryusers･IaccordinglyconductedevalLlationtests［o

detcrm1ncwbcthcrornotitwaspossiblefbrnon-profbssionalsin

fbnrdesigntorecordaIbitrarycha｣ac[erfbrmsintheda[abase，

Inconcrcteterms)Ｉｈaduniversitystudentsrecordunknown

charac[erlbrmsinthedatabasean〔|measureddletimed1cytook

todorl1is・Itwasfbundd1attl1etimespentbyacompletelynov1ce
LIserto'℃cordclIaracterfbrmswasabout[enminuteslbrtheHrst

chaIacterａｎｄｏｎｌｙａｆｗｍｉ１Ｔｕｔｅｓ(brsubsequenrcharacrers,ａｎｄ

,tprovedtobepossible[ocar1youtpmcticaldesi8nofclIaracter

[brmsinshortertimcd]anwithexistingmed1odsoffbntdesign・
Iralsobecan1eclearthatwidIgreaterpIoHciencyi[ispossiblein

[hecaseoFmanycharac[erstodesignasmglechE1racter1ｎｏｎｃｏｒ
[ｗｏｍｌｎｕｔｅｓ．

（４）システムの改善

評ＩｉⅢ実験で得られたシステムに関する意),Lをもと

に、データベースシステムの改善を行った。また漢字

字形エディタについては、一般的な図形エディタの操

作体系に合わせることとし、より初心者にとって使い

やすいものとすることとしたほか、データベースシス

テムおよび漢字字形エディタを対象とした動illiiによる

チュートリアル（初心者向け説明）の用意を行った。

(4)ImprovementstotheSystem

Onthebasisofcommcntsabou[[hesystemobtaineddurmg
theevalL1ationtcsts,１mprovemen[sweremadetothedatabase

systcm､Furrllermol.e,ｗｉｔｈregard[ｏ［hecharacter-fbrmeditoB

1twasdecided[obringitintolinewithrheoperat1ngsys[cmsof

generalgraphicseditorssoas[omakeiteasier(brbeginnerstouse，

11]avealsopreparcdvideo［Lltorials化rd1edatabasesysremand
cl1aracter-lbrmcditor．

（５）システム運用の継続

データベースシステムは現在も迎Ⅱ]中であり、あら

かじめ登録した6,355字を含む､一般のユーザーによっ

て登録されたレコード数は8,200字を超えるに至って

いる。また、登録された漢字字形データが実際に１１１１川

されている実例も確認できている。

(5)ContinuedUSeoftheSystem

Thedatabasesystcmcont1nuestobeuscd,anddIenumber

ofcl1aractersthatl1avebeenrecordedhasexccedeｄ8,200,ｍａｄｅ

ｕｐｏｆｔｈｅ６ｊ３５うcharactersIecordedbefbrel]andandcharacte1･s

subsequcntlyrecordedbygeneralusers･Examplesoftheactualuse
ofrecoldedcha,acter-fbrmdatahavealsobeenconllrmed．

3.PubhcationofResearchResultsandWHitmgofThesis

Aswellaspublishingtheabovcresearchresultsinthe

(bllowilIgarticles,Ｉａｌｓｏｗｒｏにmydoctoralrhesis,dealingin
paItwitl1thisresearch,andobtaincdadoctorate(Mediaand

Governance)inFcbrualy2008．

○"BuildingaCImmc[erGlyphManagcmen[WikiSysrem
（GIypl]Wiki),"ｉｎＰ,りじ`ど`i/ｉ,ZgJq/wqW,,p…`７，，０〃ｵ6‘

“""α７２/が`ｗＺ７ｚ弘ＣＯ'妙？`"("(１０'0dail<ailにan,2007),ｐｐ
Ｚ３７－Ｚ４４

ｏ"GlyphWIki:AChamc[er-FolmManagemcntEnvironment，
”

inl9thSbwi，'”O"坊`DB`q/Cb"妙`…/"Eh,raw"血`成幻

（I9otoUniversi呪２００８),pp127-141．

３．研究成来の発表および論文の執舗

以上に述べた研究成果については、以ﾄｰの通り対外

発表を行ったほか、当研究内容をテーマの一部として

博士論文を執筆し、2008年２月にIjl[士（政策・メディ

ア）の学位を取得した。

○「漢字グリフ管理WIkiシステム(GIyphWiki)の榊築」

「人文科学とコンピュータシンポジウム論文集」（じ

んもんこん2007),pp237-244,京大会館，2007年１２

ノ］１４ｐ、

○「漢字字形管1111環境GlyphWiki(グリフウイキ)」，
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『東洋学へのコンピュータ利用第１９１面Iセミナー」，

ppl27-l41,京都大学,2008年３月２１日．

○「漢字字形情報管理システムの構築と提案一F１本漢

文学研究への応用」，ppl77-199，『|]本漢文学研究』

第３号，2008年３月．

)“BuildingaCharacter-FormlnfbrmationManagement

System,ｗｉ[hProposals:ItsApplicationin必"6"〃肱/Ｃｌ/Ｉｉ“”

/,Wii60"唖,池z"…"庇''６'ZZ3(2008),pp177-111

4.PutureResearchP1ans

la1nd]inkingoFs[artingIesearchonanautomaticchaIacter-

lb1mgcnera[ingenginethatwillanalyzetherecordedcha1ncter-

lbrmdataandautomaticallydesigncharacterfbrmsbymeansof

calcL11ationswhenarbitra1ycharactercomponen[salespeciHed･

Inaddition,上hｅonlyfbn[thatcanbegeneraredwi[ｈ上hecurren［

darabasesystemlsregL11arMincl15,andlalsoplantoimplement

thegeneIationofathickboldGothicfbn[・Ｔｈｅ[argetofthis

researclIwillbeteclmologybrthegenerat1onofaGorhic

bntthat1･eLlsesasmLlchaspossibleofthedataoftheMinchO

characterbrms・

IalsoplantocontlnuccollectingCharactersnotmcluded

inchamctercodes(charactervariants)dlatarefbundinwr1t[en

materialsrelatinginparticuｌａｒｔｏｆｚ"6zL7zstudiesandrccording

４．今後の研究計画

登録された漢字字形データを分析し、任意の漢字部

品を指定すると計算によって自動的に漢字字形をデザ

インする漢字字形自動生成エンジンの研究に着手する

ことを考えている。また、現在データベースシステム

で生成可能なフォントは明朝体のみとなっているが、

さらにゴシック体のフォント生成についても実装を予

定している。ここでは既に登録されている明朝体字形

のデータを極力再利用したゴシック体フォントの生成

技術が研究対象となる。

また、日本漢文学を中心とした文字資料に見られる

文字コード未収録漢字（異体字）の収集とデータベー
thcminthedatabase．

スヘの誉録作業も引き続き行う予定である。
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平成１ｓ年度ＣＯＥ研究員研究報告（２）

蕊鑓總鎌の古文辞学に関する研究

2007ResearchReport

COE研究員

ＣＯＥＣｆｉさifResearchA首istant

藍弘展

LａｎＨｏｎｇｙｕｅ

Ｔｈｅｒｏｐｉｃｏｆｍｙにsearchplanfbr2007was`ｆＡＳｍｄｙｏｆ

Ｏｇｙ[iSoraibkb6"Vjgizだ",ｏｒ`StudyofdleAncientLireraryS▽le，

,''andlintcndcdtopursucmyrcsearchinfbursections:(1)tl1e

liに,ｍｙ[hcoricsoF[heMingguwenciOp吟06,"Zﾉﾉ)schooL(2)[he

populariO'oFworksbydIeMingguwencischoolind1ellrsthalf

oftheTbkugawaperiod)(3)[hereasonthatSoralwasdmwnto

d1cMinggzﾒz,,"`/schoolandadvocatedﾉﾚ06"ノリ“ﾙ",andrela[ed
woIks,and(4)ルルz”妙ﾙ"asamethodfbrinterpretingthe
Confilcianclassics.Ｂu[ｉｎａｃ[ualflc[Iconccn[ra[ｃｄｏｎ(2)and

(3)ＴＩ]crefbllowsarcportofmyflndings、

TheMinggzzzDB7zc/schoolanddIefbrma[ionofOgy[iSorait
[hough[havcahcadybeendiscussedbymanyresea1ChdsButthc

popuLuilyoPtheMinggzZz(ﾉ‘"C/SchoolinJapanbelbreSoraicame

1ntocon[actwitl1tlleirwritingsandaccepteddIei1･literaIytheories

l1asnotbecnadequatelyexamined,nordoesresearcl1grE1spingthe
charac[e,.isticsofSoraibliterar),［heoriesthroughacompar1son
wid］［lleli[erarytheoriesoF[ｈｅＭｉｎｇ野zzｲﾉﾋﾟ"αsclIoolappearto
hayebeenconduc[edinanadequatema11neLTlIercfbre,bearing
[hisinmind,during20071HrstcxElminedtI1ecircL1mstancesof

thepublicationofworksbytheMinggz`zひど"〃schoolindIela[e

MingandearlyQjng,widlafbcusonrhewIi[ingsofLiPanlong

andWhngShizhen)ａｎｄ[hecircums[ancesinwhichtheiIwri[ings
we1ebrougl1t[oandpublishedinJapan,Idiscoveredd]atｉｎ[he

lateMingandcadyQjng(fiomrl1ellnalyeaｪsofd1eJiaiingera
to[heKan等iera)rhercwerepublisl]edatleast57antl]ologies
relatedrodIeMing鋲zｲﾉβ/zcZschool,ｃｃntredonLiPanlongand
WhngShizhen，excludingmultipleeditionsofthesamework

suchasrcprin[sandrevisededitions,ａｎｄｔｈａｔ，apartfiomtl1e

aﾀﾞﾒﾉｶﾞuカメ功α",therewerealsopublishcd21versionsoP[he刀"gj)6／
JczZ"",consideredｔｏｈａｖｅｂｅｅｎｃｏｍｐｉｌｃｄｂｙＬｉPanlong,Iwas

alsoabletoascertainthat,ａｍｏｎｇ[heseworks,atleast331iteIary
worksb),LiPanlongandWhmgShizhenandsevenversionsofthe

Zizj唖ルハ“〃hadbeenimportedin[oJapanby[he19,0h6era、

Itwasfbund,inotllerwords,dIataboL1thalfofd1eandIologies
connectedwi[lILiPanlongandWhngShizhentha［hadbeen

publishedin[hclateMingandcarlyQjnghadalreadybcen
brough[roJapanbythellrsthalPo｢[l]eTbkugawaperiod・

Furdle四havingascerraincdtl]elhct[hatanemphasisondIe

poct1yofthｃＨｉｇｌＩＴｍｇａｎｄａｓｔｅｐｐ１ｎｇｓ[one[heoryIegarding
MingpoetryhadalrcadyexistedpriortoSorai,sadvocacyo［
ん06"Vjgzzf",IdiscussedhowSoraidecisivelydiHeredintwo
resl)ectsHomConH1cianistsandlite1･atioftheflrs［halFoPtl1e

１９年度の研究計画のテーマは「荻生１'１１米の古文群

学に関する研究」である。１１ﾘ]代古文辞派の詩文論と、

２明代古文辞派著作の徳)||前期における流行と、３１１

棟が明代古文辞派に接近して古文辞学を１１１]えた理｢'1お

よび関係箸,作と、４経書解釈方法としてのTIT文辞学と、

四つの部分に分けて研究を進める予定であった。しか

し､昨年度､実際､２と３の部分に集'二}'して､ＩＤ|:究を行っ

た。以下、得た成果を報告する。

明代古文辞派と荻生祖株の思想形成については、す

でに多くの研究者によって論じられている。しかし、

祖排が彼らの著作に接111(してその詩文論を受容する以

前のＨ本における1ﾘ]代古文辞派の流行の情況はやはり

十分に考察されていないし、明代古文辞派の詩文論と

の比較を通して狙侠の詩文論の特徴を捉えた研究も十

分になされていないと思われる。だから､'１１三年度では、

このNLI題意識に基づき、まず、李筆能と王１１上貞の著作

を'1-'心にして明末清初における明代古文辞派の著作の

出版情況と季・王の著作が１－１本に将来、’１１版された情

況を考察した。そして、｜ﾘ｣末清初（Iﾘ麟垳末期から情

康煕まで）では、重刊本・補修本などの版木の差異を

別にして少なくとも五-'一七種類の李王を''１心とした~占

文辞派関係の漢詩文集、及び、「古今詩|||Ⅲｊを別にし

て二十一種類の李禁龍j1,,i集とされる「唐詩選」の異本

が,LⅡ版されていたという考察の結果を得た。さらに、

そのうちに、少なくとも三十三種類の季・王の漢詩文

関係の著作と七種類の『唐詩選」の異本が、享保以前

にjliili入されていたことが確認できた。すなわち、徳川

前期においては、明末清初で１１１版されていた季・王関

係の詩文集が半分ほどすでに日本に輸入されたという

考察の結果を得た。

さらに、盛唐詩重視の考えと明詩階梯論は、祖棟が

古文辞学を１１日える以前にすでに存在していたことをWli

3５



認した上で、新井白石など明代古文辞派の議論を肯定

的に捉えた徳川前期の儒者・文人と比べれば、次の二

点で、イ11棟と決定的に異なっていることを論じた。１

祖棟以前の儒者文人が主として明代古文辞派の詩論に

コミットしたのに対して、祖擁は詩論だけではなく李

王の文章論にも与している。２祖挾以前の儒者文人が

明代古文辞派の詩を学ぶべきだと考えて『唐詩訓解』

も教材として使っていたが、必ずしも未詩を排除した

のではない。それに対して、祖株は明確に宋詩を批判

して、「唐詩訓解」をも偽書として退けた。

次に、祖擁が明代古文辞派に接近して古文辞学を唱

えた理１１１について、まず、「達意」と「修辞」という対

概念で漢文の史的展開を把握したことと、「IIL」と「議

論」を重んじる孟子から韓柳、欧蘇、理学者の語録ま

でという系譜を考え出したこととの二点は、彼が明代

古文辞派の文論に依拠しながら発展してきた見方だと

確認した。そして､右の漢文史観を踏まえて､彼が「和

訓」に頼って「宋調」的「宋文」を模範とした彼以前

ないし同時代の儒者文人の漢文閲読・制作の方法を批

判するために､｢理」よりも「辞｣｢気格」を重んじる季・

王の文章観にコミットしたのだという考察の結果を得

た。

さらに、明代古文辞派の詩論をよく消化した上で、

打ち立てられた狙抹の詩論をも検討した。まず、「格調

派」だとされた明代古文辞派が言っている「格調」は、

一般的に理解されている単なる詩の声律に関わる詩説

だけではなく、詩に使われた辞が現れた「色」ないし

詩全体がかもし出した「気象」などをも含意している

詩説だということを明らかにした｡つまり､ｲＭ〔は､｢色」

(｢色相｣）「気象」という批評概念を重視して盛店以前

の詩を調和している色彩をもつ詩だと見て、「色」（｢色

相｣）の貧弱な「宋調」の詩文を批判して、唐詩と「唐

詩正脈」である季・王の詩の「辞」と秦漢以i)iの古文

辞文章を模倣・習熟するという意味の「修辞」の重要

性を説いた。そして、右のように明らかにしたことを

踏まえて、狙侠が明代古文辞派から学んできた「修辞」

と「色11｣」「気象」を鉱んじる詩文論の特徴を踏まえ

て、「聴之以|｣」（『訳文筌蹄」「題言｣）という考えを}Ⅱ

して、’一'１国語が母語ではない日本人も中|工1人より優れ

た詩文が作られるという'21信を得たのだという結論を

得た。そして､この刑:究で得た成果は査読を皿って『日

本漢文学研究ｊ第３号に発表されることになった。

Tbkugawaperiod,suchasAIaiHElkuseki,whorookaposirive

viewofdleargumentsoftheMingguwencischool.(1)Whereas

Confilcianistsandlireratiprior［oSoraicommittedthemselves

p1･imarilytotlIepoe[ictheoriesoftheMinggzZzｲﾉe7zuischool，

SoraialignedllimselPnotonlywiththeirpoetictheories,ｂｕ[also

withLiPanlongsE1ndWangShizhe1fsthcoriesaboutwriting.

(2)A1thoughConfilciamstsandliteratipriortoSolniconsidered

thatthepoetryoftheMinggzzzZﾉβ"C/Schooloughttobestudied

andalsoｕｓｅｄ[ｈｅ刀'鰹bix"域βasteachingaids,ｔｈｅｙdidnot

ncccssEuilyrCjectSongpoet,ﾜﾉ;incontrast,Soraiclearlyc1iticized

SongpocuyandalsorCjecに．[he乃,１９Ｗ拠域`,にgaLdingi[asa

spuriouswork

Next,ｗｉ[hregardtothereasol1dIa[Soraiwasdmwntothe

Minggz`!Ｕ`"C/Schoolandadvocatedル06”燦だ",Iascerrained

d]atllisunde1･standingof[hehistoricElldevelopmentofChinese

literature1ntermsoftlletwinconceptsof"claIiq/ofcxpressioIfj

(物,ｉ)and"cul[iva[ionofwo世｡s"・ぱ"rhe[oIic"‘/iM`/)andhls

concep[ionofagenealogyexrendingfiomMengzi,whohad

emphasized“principle,'ａｎｄ“discussion,”totherecordedsayings
oFHanLiu,ＯｕＳｕａｎｄ雄zjIEscholarswerebo[ｈｖｉｅｗｓ［hathe

dcvclope〔lontIIcbasisofd1eliteraryd1coriesoftlleMi,19礫z{ノビ"cz
scl1ooLI(ilrthel･concludedthat,inordertoc1iticizeonthebasis

oFthisviewoPthehistoryofChineseliteraturethemed1odsof

readingEuIdwri[ingChlneseemployedbyearlierorcontempora｣y

ConfiIcianistsandliterari,ｗｈｏ[eliedon"Japanesereadings”

andmodclledthemselveＳｏｎ`GSong-swle，'“Songwriting,'，Sorai

committedl1imself[otheviewsaboutwritingespouscdbyLi

PanlongandWnngShizhen,wl1oemphasized“words”ａｎｄ

"chamctel''rad,c[than`PmnciplG”

Inaddition,IexaminedSorai,spoetictlIeory)whichhe

lbrmulatedaRerlIElvingcaIefi｣llyabsorbedtl,epoetic[heoriesof

rheMinggz“β7zcZschool,First’１demonstratedthatwlIilethe

MingguwencischoolisregaIdedasaschoolof"refineds可lc,,，
itstlIeoryof"style，，doesnotconcernonlypoeticrhythm,as

lsgenerallyLmderstoodtobethecase,butalsoencompasses

the“colour”eme1gingBom[hｅｗｏＩｄｓｕｓｅｄｉｎａｐｏｅｍｏｒ［ｈｅ

atmosphere，，crcatedbythepoemasawhole､Soraia[tached
[C

lmportancetothecriticEllconceptsof"colour"ａｎｄ"atmosphere,,,

ａｎｄｖｉｅｗｉｎｇｔｈｃｐｏｃｍｓｏｆｔｈｅＨｉｇｈＴｈngandearlicraspoems

possessingha1moniouscolours，l1ecri[icized“Ｓｏｎｇ-s[yle,,

literature,whichlackｅｄ“colouB”andstressedtheimportance

ofrl〕ｅ“words”ofTtLngpoetryandthepoetryofLiPanlong

andWhngShizl1en)whobelongedtothe“orthodoxscl1oolof

Thngpoct,〕ﾉﾘ，anclofthe“cultivationofwords"inthesenseof

imita[ingandmas[eringthewrltingsoftheancientlitermys▽le

predatingtheQjnandHan・Basingmyselfonwha[hadbecome
clearindleabove,Ｉ。[ewtheconclusiond1at,ondlebasisofrhe

characteristicsoFalitcralytheoryemplIasizingthe“cul[ivation

oPwords,”“colour,，ａｎｄ“atmosphere,,，whichhehadlear11t

fiomtheMingguwencischooljSoraipu[fbrwardtheideaof

"listeningwiththeeyes',("Preflce,”Ｘｉ'ん"ん`〃Jど"たZ)andgained

tbeconHdencethatJapanese,whowcrenotnativcspeakersof

Cl1inese,couldcomposebetterliterEuyChinese[hand1eChinese

tlIemselves､ThcresultsofthisrescEu℃hwerepeer-reviewedand

publishedinjVliﾙo1zk刀爾ﾙ"'1giLZﾙ"Kb,殉,"ａ
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平成１９年度ＣＯＥ研究員研究報告（３）

轤治鰯に瀦鰍る露辮鵬欝の海外布教活動と属中立化交流

2007ResearchＲｅｐｏｒｔ

川邉雄大COE研究員

COEChieifResearchASistantKaWabｅＹＤｔａｉ

Ｄｕｒｉｎｇ[ｈｅＺＯＯ７ａｃａｄｅｍｉｃｙｅａＢｉｎｗｈｉｃｈｌdeal［with

theoverseasmissionarvactivitiesandSino-Japanesecul[ural

exchangeofHigashiHonganjiduringtheMeijicra,Ifbcuscd
chieHyonMatsumotoHakka('838-1,26)andKirakataShinsen

(18う0-1105),whowereact1veasmissionarymonkschicHy
a[theHigashiHonganjiBranchTempleinSl1anghai,and
conductedresearcl1ontheiracmalmissionaryac[ivitiesanddle

accompanyingculturalexchange・Inaddition，continuingon
6om2006,Ishedhlrtherliglltonrhecircumstancesandmcthods

wherebyShinsenpurchasedbooksfiomShanghai、
Myprincipalresearcl1Hndingsaredescribedbelow5

平成１９年度は、｜川治期における束本願寺の海外布

教iilT動と「I中文化交流について、主に上海別院で布教

僧として活動した松本白華（1838～1926）・北方心泉

(1850～1905）らを中心に、その布教の実態とそこで

行われた文化交流について研究を行った。この他、平

成１８年度に引続き心泉が上海から漢籍を１１＃入した経

緯・方法について明らかにした。

主な研究成果は、以下のとおりである。

（１）科研費研究プロジェクト

平成１９年度より科研費研究プロジェクト「近代'１

本の仏教者における中国体験･インド体験｣(研究代表：

小川原正道慶応義塾大学准教授）の研究協力者となっ

た。第３厄|研究会(北海道大学､2007年７月711)では、

I]頭発表「松本白華・北方心泉の布教史料について－

本誓寺・常福寺史料を中心に－」を行い、、華が住職

であった本誓寺（石川県1'1111市）・心泉が住]Iikであっ

た常福寺（金沢市）に所蔵する海外ｲiT教に関する資料

の特徴や、これまでの研究の進捗状〃｡について発表し

た。

(1)RCS…chProjectFundcdbyGranfm弓Aid

From20071becameacollaboratingreseal･cl1erofaresearch

projecrflndcdbyagrant-in-aidfbrscientiflcresearchon"The

ExperiencesofBuddhis[soPModemJElpaninChinaandlndiｺﾞ，
(headedbyOgawaraMasamichi,AssociatePro化ssoratKei5

Universi▽).Atthe3rdstudymeeting(Hokkaid6University>７
July2007),Ipresentedapapercntitled"OnSourcesaboutthe

Missiona1yActivitiesofMatsumotoHakkaandKitakataShinsen：

Ｗｉ[haFocusonSourcesHeldbyHonzcijiandJ6fi1kuji,”
inwhiclIIdescribeddistinctive(baturesoFmaterialsrelating
tooverscasmissionaryac[ivitiesheldby[ｈｅ[empleHonzeiji
(HakusanCi[yiIsllikawaPre化cmre),whereHakkawashead

prlest,andd1etempIeJOlhkUji(Kanazawa),whereShinsenwas

l1eadpriest,andreportedond1estateo｢progressinmyllitherro
resea1℃l’

（２）北方心泉の書籍購入

｜］台合同研究・公開国際シンポジウム「文献学一｢'１

国文化研究に於ける文献学の果たす役割に関する学術

シンポジウムー台湾淡江大学漢語文化文献資源研究所

を招いて」（二松学舎大学、昨年６１１１５「1）では１１頭

発表「北方心泉の購入漢籍について－回111惇一書翰を

'1-1心に－」を、南京大学文学院・人文社会科学高級JDl：

究院・域外漢籍研究所主催「域外漢籍研究|政1際學術研

討會」（南京市・華東飯店、昨年８)」191二1）では、１１

頭発表「關於明治初期東本願寺布教僧的日に}'文化交流

一以松本白華､北方心泉爲例一」（共同･中国語）を行っ

(2)KitakataShinsenhBookPuzcl1卸侭es

AttheJapan-TaiwanJointStudyandlnternational

Symposium“IbxtualStudies:Symposiumｏｎ[heRoleoFIbx[ual

Studiesind1eStudyofChineseCulture,"ｈｅｌｄinconjLmction
withthelnstitu[eofChineseCulturalandTbxtualResourcesa［

ThmkangUniversi[ｙ(NishOgakushaUniversi叩l5JuneZOO7)，
Iprese1ItedapElperentitled“OnKitakataShinsen，sPurchases

oPCl1ineseBooks:WithaFocusontheCorrespondcnceof
MaruyamaJunjichi,,'ａｎｄａｔｔｈｅ“I､[ernationalSympos1umon

OverseasChineseLiteratul℃，,，hostedbythcFacultyoPArts，
InstitutefbrAdvancedS[udicsinHumanitiesandSocialSciences，

andoverscasChineseLiteratureResearchCenteratNanjing
Universiワ(HuadongHotel,Nanjing,l9Aug2007),Ipresen[eｄ
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ajoin[papcrinChineseentirlcd"OnSinoJapaneseCul[ural

ExchangcbyMissionarYMonksfiomHigashiHonganjiinthe

EarlyMeﾘiEra:WidlMatsumotoHakkaandKi[akataShinsen

asExamples."FollowingonfiommyearlierresearchintoShinseIi

sbookpurchaseshomKishidaGink5(``OntheCircula[ion

ofChinescBooksinJapanduringd1eMeiiiEra:ＷＩｔｈａＦｏｃｕｓ

ｏｎｔｈｅＣｏ１･respondenceofKishidaGinkO,”imStzz戒ａｓ/〃ＢＯＯル

戯cﾙ何麺r/72皿JrAsjia[ShanghaiCishuChubal1she,2008])，

inthesetwopaperslclarified［hemannerinwhichShinsen

purchasedbooksduringthethirddecadeof[heMeijierahom

MaruyamaJu1fichi,ｗｈｏｗａｓａ[thetimeresidinginShanghai，

Thcabovctwooralprescntationsappearcdin”α"‐mzu"7’

〃"ｫsｵｶﾞ“'`'，`〃'…α"0"α/５Ｗ'zPOS/2`'，':z欧’"α/sす"`ia-

qy,,qPj力q/nZPe灯乃画`"ZW/ＺｉＭＷ'1釘`皿,ｶﾞ中“な(Nish5gakusha

Univdsi[v２１s[CcnnuyCOEPLogmm,e[o)andBり`…，唾ｳﾞ

ﾒﾙど刀2花ﾉﾌﾞ,〃0"αﾉｺ)ﾉﾉﾌZlZ)oJi灘加0〃０２ノビ灯“Ｃﾙi"臼ｅＬｉだ）汀…,ｖｏＬ１

(NanjingUniversi可overseasChineseLiteram正eREsearchCenteB

etc.)respective1％andtl1eyarealsoschcdulcdtobeincludedin

Cb此‘”aJzZ)“〃Ｏ蛇,…Ｃﾙ/""どL/",泣か"笹Ｏ､JanjingUniversi▽
OverseasChineseLiteratureResearchCenrcr),duetobe

publishedin2008．

た。これにより、従来の岸田吟香からの書籍1N#入の研

究（拙稿「U]治期の'三1本国内における唐本流j､につい

て－岸田吟香書翰を中心に－｣、上海辞書出版社「東

亜書籍交流研究』、2008年刊行豫定）に引続き、明治

二-'一年代に心泉が当時上海に在住していた|瞳lllll惇一か

らいかに書籍を購入していたかについて明らかにし

た。なお、本発表に関しては、『日台合同研究・公開

国際シンポジウム文献学｜]本側発表者研究報告概

要｣’（二松学舎大学２１世紀ＣＯＥプログラム等）およ

び『域外漢籍國際學術ｲﾘ｢討會論文彙緬（上Ⅲ)｣（南京

大学域外漢籍研究所等）に褐減され、本年には『域外

漢籍論文集」（南京大学域外漢籍研究所）に収録され

る予定である。

（３）資料の翻刻

拙稿「金沢時代の三宅真軒と北方心泉の交流」（『東

洋文化』復刊第99号、2007年９月）では、心泉と友

人の漢学者・三宅真軒との交流等について論じたが、

平成１９年度は「常福寺所蔵・三宅真軒撰『文字禅室

必備書目」について」（『日本漢文学研究』第３号、二

松学舎大学２１世紀ＣＯＥプログラム）では、心泉が

済1王lの書騨から書学に関する漢籍を)職入する際に、真

軒が心泉の為に小学・金石類を中心に編纂した『文字

禅室必備書目」の資料性に鑑み、同書目の翻刻を行っ

た。

(3)ReproductionofMaterials

lnmyarticle“ExchangebetweenMiyakeShinkenand

KitakataSI1insenduringHisKanazawaPeriod”(T6y5Bunka，
､.s・’９９[ZOO7l),IdiscussedcontactbetweenShinsenandhis

acquammnceMiyakeShinken,aSinologist・Inviewofthevalue

assourcemaにrialof[hcM2ﾉﾌﾞz`"j汐飾〃ルズな"&ijb0"２０た",alistof

Cl1ineseworkschieHyontheancientlangUageandmetaland

stoneinscriptionstlIatShinkencompiledfbrShinsenroconsLdt

wllenpL'1℃hasingChinesebooksoncalligraphyfiomChinese

bookstorcsjIprovidedatranscriptionofitmamrtherar[icle

cntidcd"○nthCM2ﾉﾉ丘'“iな〃Ｈｆ力"〃`Sﾙ,"20胸`Compiledby

MiyakeSIlinkenandHeｌｄｂｙ]OfUkLﾘi''(lViibo〃KZz"6"…ﾙ〃３
[２００８]）

（４）上海別院における布教活動と文化交流

『手紙と日記一対話する私／私との対話一策３１回国

際}1本文学研究集会』（人間文化研究機構・｝IEI文学1ｉ|：

先資料館主催、2007年１１月１５日）では、「1ﾘ]治初年

の東本願寺上海別院における日中文化交流一松本|含｜

華・北方心泉を中心に－」と題した口頭発表を行い、

白華・心泉の資料の他に、彼らと同時期に上海別院

で布教活動を行った岡崎正鈍（1836～1885）の日記

等を用いて、上海別院の布教活動の実際・真宗僧と清

国文人たちとの文化交流について述べた。特に上海別

院に設置した江蘇教校は中睡|語で布教を行える日本人

僧侶を養成するためのものであり、、華・心泉，正鈍

らは彼らの引率と監督にあたっていたこと、鳩耕三を

はじめ蒋文虎・孫舗人・王冶梅・銭子琴ら海上派の文

人達が頻繁に別院に出入りしていた事実について述べ

た。なお、同題目の論文が「手紙とl=|記一対話する私

(4)MissionaryActivitiesandCulturalExchangcattheBranch

lbmp1emShanghai

Atlhe31s[IntemarionalWbrkshoponJapaneseLitcmture

"Lct[ersandDiaries:lvb/sclfasDialoguerandDialogucswith

MyselP'(NationallnstitutesfbrtheHumanities＆Ｎａ[ional
lnstituteofJapaneseLiterature,１５Ｎov2007),Ipresentcd

apaperon“Sino-JapaneseCulmralExchangeａ[theHigashi

HonganjiBranchTempleinShanghai:WithaFocuson
Matsumo[oHElkkaandKitakataShinsen,',inwhichlused,in

additiontomaterialsdirec[lyrelaringtoHakkaandShinsen，

thejoumalsandsoonofOknzakiSh5don(1836-85),whowas

engagedinmissionEuyactivitiesattheBranchTbmplcinShanghai
aroundthesamctime,［odescribe[herealitiesofmissionary

activitiesattheBranchT1empleandculturalexchangebetween

ShinshdmonkｓａｎｄＣｈｉｎｅｓｅｍｅｎｏｆｌｃ[ters・Ｉｎｐａｒ[icular,I

descIibcdhowtl1eJiangsuSchoolwasestablishedattheBranch

TbmpIebrtrainingJapanesemonkscapableofcarryｍｇｏｕｔ
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／私との対話第３１回国際日本文学研究集会会議

録」（2008年３月）に掲載された。

この他に、白華・心泉に先んじて清国で布教活動

を行った小栗栖香頂（1831～1905）が住IIifであった

妙正寺（大分県大分市)、その弟・小栗憲一（1834～

1915）が住職であった善教寺（同佐伯市）等で海外布

教に関する資料調査を行った。

平成２０年度は博士論文執筆に向けて、これまでの

研究成果をまとめるとともに、引続き明治１０年代の

真宗僧と中国文人達の交流・明治２０年代の心泉が;ｉｆ

学を習得し、書家として認知されていく過程等を中心

に研究を進め、関係資料の調査および翻刻もあわせて

missionalyactivitiesinChinese,withHakka,Shinsenand

Sh6donguidingandsupervising[ｈｅstudents,andhowliterati

oFtheHaishangschoolofpainting,suchasl1engGengsanJiang

Wbnhu,SunAiren,WhngYbmeiandQjanZiqin,werelicquent
visitorstotheBranchlbmple・Anarticlewith[hesametitlewas

pubhshedinLe蛇'ｗｌ`/､"7“ｊゆず"ＤｊＺｚ/hgz`ビアα'２"Ｄｍ“釘

“坊Ｍ"グーｐ､`…蝉γzルビ3J』すん"'"“o"風/ｗ６'洵力qpo〃
ﾉYZPa"“L/花…'沼(MalFch2008)．

Inaddition,Iconductcdmvestigationsofmaterialsrelating

toovdseasmissionaⅣactivitiesatMyOsh5ji(OitaCityPita

PrefEcture),whereOgurusuKOch5(1831-1905),whoundertook

missionaryactivitiesinChinapriortoHakkaandShinsen,was

headprにst,anda[ZenlW6ji(SackiCityBOiraPにlbcuⅢe),ｗheに

ogllrusuK5ch6byoungerbmtherOgurusuKen'iclli(1834-1115）

wasl1eadpriest、

During[he2008academicyea1･Ｉｐｌａｎ［ｏbring[oge[her

mypastresearchHndingsinpreparationlbrwritingmydoctoral

thesis､Ａｔｔｈｅｓａｍｅｒｉｍｅ,Iplantocont1nuemyresearcl1wi[h
afbcusoncxchangebetweenShinsh□monl<sandChinese

menoflettersduringtheseconddecadeo｢theMeijieraand

ontheprocesswlleIebyShinsenmastcredcalligraphyduring
thed1irddccadeoftheMeijieraandcametoberecognizedas
acalligrapl1eBaswellasconductinginvestigationsofrclcvant

行う豫定である。

materialsandprepar1ng[ranscriptionsoPdlem
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平成１９年度ＣＯＥ研究員研究報告（４）

鳳本艇議臓る瀞鰄文学の愛容と実作に鯛する研究

2007ＲｅｓｅａｒｃｈＲｅｐｏｒｉ

ＣＯＥ研究員 小嶋明紀ﾖｪ

COECHii譲顕怠息archAEii息M怠irltl<OjirnaiiQlil<il<０

Whcnconsideringd1eacceptanceofChinescliteratureby

d1eJapanese,i[isessentialtos[udyactualexampIesoFChinese

proseandpoetrycomposedbyJapanese・Butatthesamenme

onealsoneedstobearinmindtheli[era1ytheoriesthathadan

enormousinHuenceontheseworksandexFIminedlemfiomthe

tw1naspectso｢comprehensionandappreciationoftheworksand

thcinHuenceofliterarydleoIiesond1em・

ＡｓｏｎｅｏＦｔｈｅｆｔｌｃ[orsaddingdepthtoChineseliterature，

ｍｅｎ[,onmaybemadeofthelitcrarytheoriestobcseenln

treatisesaboL1tliteraly[heo1ysuchas［heWP"蝉"zZhz汕堰The

JapaneseavidlyabsorbednotonlyactualworksoFChinese

litcraturejbutalsotheseChinescliteralydleories,Duringthe

pasttwovearslhavebeenco1ldLlctingresea[ＣｈｏｎdIeinHuence

tlIardleorieso「sWle,ｏｎｅｏｆ[hccorcaspec[sofCIlineselitcrary

[heorics,l1adon[lleJapanesc,themannerinwhichthctechnique

oFwri[ingindiHbrentsO,leswasreceivedbytheJapanese,andthe

kindsofworksd1atwereproducedasaresultofthciracceptance

ofdIistechniqLIc

DuringtlIcZOO6acadelnicyearmyresearchfbcuscdon

readingdleworkso｢GozanmonksamongJapanesewr1tersof

c”Iascc[､inc。[l]ご{tlc[[hat,amongGozanmonks,Kokan

Shircn,ＣｈｕganEngersuandRy5senReisaiwroに′`andMugan

So6andGid6Shnsl1inwroteworksconrainingd1ewordCﾙzzcf

indleirtitles,ａｎｄｌｓｅ[about,eadingtheseworksanddiscussing

[I]cmwithafbcuson[heinHuenceoFChincsec坂ﾑＫＯkan

Shirenmparticularwasascholaﾙｍｏｎｋｗｈｏｗroteworksabout

Chmeseli[eraリtheoriesandphonolo部andhealsowroteworks

invariousstyles・Hemayberegardedasacentralfigurｅｉｎ［he

acccpmnceandcomposi[ionofc城`liに､[uにamongGozan

mol1ks・ItcoL,ldbesaidtllatthestLldyofhiswritingshasg1･eat

signiHcancefbrconsidcringc城`li[emtuにinJapanThcrcsults

oFmyinvestigationsintoKokanShi1℃,fsfilwerepublishedin

anar[icleentitlcd"onKokanSl1ircnRsFLf'(lVii60〃入Zzlz6"798〃ん〃

kで,,b1ZZ2）Ialsoplantopublishin[henearfU[ure[he[esul[ｓ

ｏｆｍｙｌｌｎｄｉｎｇｓｏｎｔｈｃｆ１ｏｆｄｌｅＧｏｚanmonkChnganEngc[su，

consideredtol1avebeenstronglyinHucncedbyKol〈ａｎＳＩ１ｉ｢e､,in

anardcleprovisionally[ided``OnChnganEngetsujb脇.'’

１，２００７，１t'･ansla[eddleabovearticleonKokanShireninto

Chineseandp1･esen[editatthe7dIIntemationalSymposiumon

Qif`S[udies,heldinLanzhou,Gansuprovince,ChinaChinese

1･csearcl1erssLIggestedthatlpursuelIIrtherresearchinrothe

日本人の中国文学の受容について考えるためには、

日本人の実作である'三1本漢文・日本漢詩の実作をｲﾘ|:究

することが肝要である。しかし同時に実作に大きな影

響を与えている文学理論を視野に入れ、作hlhの読解・

鑑賞と文学理論の影響の両面から作品を検討する必要

がある。

中匡|文学に奥行きをもたらしている要lXlの一つに

『文心Mlf龍」を始めとする文学理論の書に見られる文

学理論が挙げられる。１｣本人は、中国文学の実作のみ

ならず、これらの中国の文学理論をも食欲に吸収して

きた。筆者はこの二年llLl1、巾国の文学f1ll論の中核の

一つである文体論が日本人にどのような影響を与えた

か、文体ごとの書き分けの手法は日本人にどのように

受容されたか、その受容の結果どのような実作が生み

出されたか、という問題について研究を進めてきた。

平成１８年度は、日本人の辞賦の実作のうち、五山

僧の作,Yiについて読解を'1]心に研究を進めた。五'１１僧

のうち、虎関師錬・中朧1111月・龍泉令梓に賊作,ｌｉｌＩがあ

ること、夢巌祖応、義堂周信に「楚辞」の狢を冠した

作品があることを確認し、これらの作,Ｈ１について、内

容読解とともに中国の辞賦作品から受けた影騨を中心

に論じることを試みた。とりわけ、虎関lHili鎌は中国の

文学理論や音韻に関する著作をものした学111]僧であ

り､多様な文体の実作をも行っている。五１１１ｲ１４のうち、

辞賦文学の受容と実作における中心的存在と考えられ

る。彼の実作を研究することは、日本の辞賦文学につ

いて考える上で大きな意義を持っていると１すえよう。

虎関師錬の賦に関する考察の成果は論文「虎ljLlIilj鈍の

賦をめぐって」（｢日本漢文学研究』第２号掲載）に発

表した。また虎関師錬に強い影響を受けたとされる五

山僧中巌１１１１月の賦についての考察の結果は論文「中巌

圓月のIliliをめぐって」（仮題）において近'１１１]に発表
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する予定である。

平成,９年度は、中国1二｢粛省蘭州Tl丁で開催された第

七届国|祭辞賦学学術研討会において上記の論文を中１１:｜

語に訳し、「関於虎関師鈍賦之考察」の題で発表した。

１１１１玉１人研究者からは、日本人でありかつ仏教僧である

虎関師錬が賦を実作した意図と作１１/|の意義についてさ

らに研究を進めてほしいとの意見を頂いた。今後、上

記の問題についてさらに研究を深めたいと考えてい

る。また、仏教僧の文学という観点からのアプローチ

も行い、111国の仏教僧の文学との比較も試みたい。

また、日本人の作家の辞賦作品を網羅し、日本に現

存する全ての写本・版木を調査し、訳注を作成したい

と考えている｡その準備の一環として、虎関I1ili練の別

集『済北集』、中厳|Ⅱ|月の別集『東海一洞集』につい

て調査を開始している。『済北集』については、国立

公文書館、大谷大学、龍谷大学、京都府立総合資料節

所蔵の版本について調査し、『東海一嘔集』について

は、国立公文書館、大谷大学所蔵の版本について訓在

し、書き入れ等について確認した。

研究員の任期は終了するが、今後も日本における辞

賦文学の受容と実作の問題について研究をﾙ'１１続してい

intcntionsofKokanShircn,aJapancseandaBuddhistmonk,in

composing九andin[｡[hesignillcanccoFhiswoIksln[hclmme

linrendtodeepenmyrescarchinrega1dtod1eseques[ions・Ａｓ

ｗｅＵ，IhopetoapproachhisworksliCmtheperspectiveofthe

literaturcoFBuddl1istmonksandcomparethemｗｉｔｈ[hewritings
ofChineseBuddhistmonks・

Inaddition，Ｉplan[odealwi[hallthcc戦`composcdby

Japanescwrirers,inves[igatcallthemanuscIiptsandcdi[ions

extantinJapan,andproduccannota[edtranslations､Aspartof

mypreparationsfbrthjs,Ihavestartedinvestigationsin[othe

SaihokLlshU,ａｃｏｌlectionoFwritingsbyKokanSIlire､,andthe

T6kELiicl1i6sh[i,acollecrionofwritingsbyCh[lganEngctsu・Ｉ

ｈ】yecxaminededidonsofdIeSaihokushnheldbyrheNational

Archives,OtaniUniversity)RyUkokuUnivcrsitZandlO,o[o

Prelbctul･alLibralyandAIcl1ivcsandedltionsoFd]ｃ乃）(zZ〃LﾙiDijルガ

heldbytheNationalAmhivesandOtaniUniversi叩andlhave
ascer[ainedd]atcomments,ｅｔｃ.,havebecnaddedtothenL

Mytermasa'･csearch化ｌｌｏｗｈａｓｃｏｍｅｔｏａｎｅｎｄ,ｂｕｔｌ

ｐｌａｎ［ocontinucmyresearcl1intoquest1onspertainingtothe

acceptanceandcomposi[ionofc”lircmtuにinJapan

<予定である。
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平成２０年度班活動計画

上藺。中古圏本漢文班

ＡｎｃｉｅｎｔＫａｎｂｕｎＳｅｃｔｉｏｍＰＩａｎｓｆｏｒ２008

白藤禮幸

山崎正伸吉原浩人谷本玲大

河野貴美子鈴木英之

主任

担当者

協力者

ShirafujiNoriyukLYamazakiMasanob
TanimotDSachihiro

lくり噸l<i鯛iIiiCj,Ｓ感zuki闇iiijeyuiiiii

UYoshiharaHiroto，ＰｒＤｇｒａｍＭｅｍｂｅｒｓ

酌aPe菌ii1iiiiiiijReSeElrche鱈

本年は、本プログラムの最終年であるので、これま

で続けてきた作業の大成を実現しなければならない。

白藤禮幸は、これまでカード化してきた古代（平安

時代末まで）の日本漢文資料の整理を行い、作者や所

収叢書名などの情報を補完し、その公刊のための準備

をする。また、訓点資料に基づく読み下し文の資料の

リストを作成する。1945年以前のものは、吉沢義則．

春Ｈ政治の著述により、それ以後のものは、各種の論

文目録や「訓点語と訓点資料」のバックナンバーを調

査する。その他、「国語年鑑」には採録されがたい、

寺院について公刊されている資料叢評の調査を行う。

また、研究者が限られているので、それらの人を対象

に郵便による調査も方法として考えられる。築島裕博

士の『訓点語彙集成第一巻』所収の「和訓載録文献一

覧」が有益である。

TheZOO8academicyeElrwmbethefinalyearoftheCoE

Program,andd1erelbreweneedtobringtocompletionthetasks

inwhichwehavebeenengaged

ShimFujiNoIiyukiwillsortthmughthematerialon

JapaneseﾙYZ"6"〃oftl1eanclen[period(upuntiltheendofthe

Heianperiod)whichhehasbeenrecordingoncalds,andhewm

suppIemen[infbrmariononautl1ors,seriestides,ｃ[c､,andmake

prcparationsfbrthepublicEltionofthismatcrial,Inaddition，

hewillcompilealistofmatcrialoｎｙｏ"ﾉﾉhzZZIZJルルz"ｚｂａｓｅｄｏｎ

ﾙzZ7zZiB〃materials・Forpre-1945materialhewmrelyontheworks

ofYbshlzawaYbshinoriandKasugaMasaji,andfbrsubsequent

ma[erialhewiUchcckvariousbibliographiesandbacknumbers

of[hejournal皿"だ'唖ｍｋ７"zだ〃`Sﾙｶﾌﾜ.Inaddition，hewill

alsoexaminepublishedcoUectlonsofmaterialsheldbytemples，

whichtcndno[robcrecoIdedintheﾉIZ〃Z"“Lα,狸``Wgi2砿"ん，&
Because［benumberofresearchersislimited，themetllodoP

conductingasurveyofthesepeoplebymailmayalsobe丘asible，

TI]elisro｢workswid]JapaneserenderingscontainedinVbLlof

Cﾚﾙ`"0"γ皿,…防ｍ６"〃z,〕'byTbukishimaHiroshiispmvmg
tobeusefilL

YbshiharaHiro[CDsgroupwillpublishaccurateedi[ions

wid1detailedannotationsmakinguseofknowledgegainedfiom

kanbunstudiesfbrworksbyOenoMasafhsaandEikan,which

theyhayebeenbL1sYpreparlngupuntilnowAcriticaledltionof

[hｅＫＺ７〃"んzz〃“〃gzZ"加o/2ＪﾙzZ,ｗｈｉｃｈｉｓａｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏＦＯｅｎｏ

Ｍａsafi1mibwrit[enprayers,andCb,","ど"”ﾌﾟ灯り〃akzZ"ｉＬｉｍﾉｪﾌﾞＧＢ

ＣonsistingofcommentariesonEikan，ｓｏﾉｸﾙ両ﾙﾉﾙiandStz,Z/／

"β"6噸zzhZ"腕Ｄ〃j７ｹ/泡,willbepublislIedbytheendofthe2008

academicyear,Ａｔｔｈｅｓａｍｅｕｍｅ,wewillalsocon[inue[hetaskof

inves[iga[ing[hevarioustextsofEu<EuisqﾉｸﾉzJi7zandprepanng

annotations,aswellasundeImkingabibliograpｈｉｃｓｍｄｙｏｆ[his

workandconductinginvestigationsoFhistoricalsitesassocia[ed
withOenoMasaHIsaandEikan．

吉原班はこれまで準備を重ねてきた、大江|玉房及び

永観の著作について、精確な校本を作成し、ロ本漢文

学の知見を生かした詳細な註釈をつけて公刊する。大

江匡房の願文の集成である『江都督納言願文集』の校

本、永観の『往生講式」『三時念仏観門式』の註釈で

ある、『氷観講式註釈』は、今年度末までに刊行する。

更に永観の「往生拾岡」についても、諸本調査と註釈

作業を並行して進める。また、その諜誌的調査や'三房

や永観の史蹟調査をも実施する。
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平成２０年度班活動計画

中世日本漢文班

ＭｅｄｉｅｖａｌＫａｎｂｕｎＳｅｃｔｉｏｍＰＩａｎｓｆｏｒ２008

磯水絵

田中幸江

福島和夫
滝沢友子

主任

担当者

協力者 新井弘順
島田泰子

小川剛生
原由來恵

高橋秀城
小山聡子

五月女肇志 土佐秀里櫻井利佳

ｌｓｏＭｉｚｕｅ,TanakaYukie

Ful<ushimaI<azuo,Arail<OjUn,OgawaTakeo，
蝿I<ahashiSMujqTakizawlaTombko,Ｓ剛mad首Ｙａｓ
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平成20年度は、１０月に開催する国I際シンポジウム

に向けて、活動を行う。

年度初めの仕事としては、シンポジウムの際の配付

資料作成があり、シンポジウム後には報告息illざの刊行が

予定されている。

また、年度末には最終年度であることを考慮に入れ

た、「雅楽資料集』「声明資料集」第４輯の刊行をしな

ければならない。

『雅楽資料集」には、既刊分の内容から考えて、少

なくとも、以下の内容を予定したい。

ｌ、宮内庁書陵部本『教訓抄』翻刻の完結。

２、狛系楽書紹介

３，束儀鉄笛「11本音楽史考」未発表部分の翻刻。

４，古典全集本「楽家録」索引。

Activi[iesduringthe2008acadcmicyearwillbegeared

towardsd1eintemationalsymposiLlmrobeheldinOctober、

Atasklbrtbestartofrheyealwillbethcpreparationof

ma[erialstobedisrributedat［hesympos1um,ａｎｄafter[he

symposiumirisplanned[opubhsharcport・

Inaddidon,artheendoftheacademicyearwewillneedto

publishVbls､４ofQWgzzﾙzZJ7hi7〕ﾉ功bZZandSルワ7？【)ﾉｸﾞ坊/r)、方zZ,beaIing
inrnindthatd1isistl]ellnalyeElrofdleCOEProgram，

ＩｎｖｉｅｗｏＦｔｌｌｅｃｏｎｔｅｎｔｓｏｆｐｒｅｖiousvolumesoFGagaku

shnyOshn,wel1opetoincludeatthcveryleastthefbUowing：

LThmscIiptionofremainingsectionsofthc〃肱"郷bJheldby

thcArchivesEmdMaL1soleaDepa1tmentjlmperialHousehold

Agencyz

2・Articlesonmusical[extsofthcf07mgzzﾙz/tradi[ion・

aRcproduc[ionofremainin8sec[ionsofA助砂ｑｆ的,Ｈ１jわり
ｑｆ/h/)α"灯eAfMJicbyT6giTbttekL

4，Indexofd1eNihonKotenZenshneditionofQzf〃7りんzz．

これに、各担当者の研究報告、論文が期待されると

ころである。

『声明資料集」には、声1ﾘ]関係資料として、「韻律肝

心集」「呂律抄」の翻刻を掲載する。これは既刊資料

類に関わるもので、特に第３輯に連続するものと位殻

づけられる。

また、採訪調査も予定されており、宮内庁書陵部、

泰11大社、可能であれば醍醐寺、イli1il人蔵の楽書資料調

森等が期待されているから、当然その報ilfも救ること

lnaddition,itishopedtoincluderesearchreportsand

ar[iclesbygroupmembers．

ＳﾙｸﾌﾟﾌZ)ﾉﾊﾙｶｿDJルガwillincludeasma[erialper[Eliningto

liturgicalchanting(』ﾙﾜ”のtranscriptionsofd]e〃,ブカ"”'Zﾉﾉ"ｺﾙ〃

andRo/鍋CZJ“〃か.Thesearerelated［ｏｍａ[erialsreproduccdin

prcviousissuesofSルグ77リグJbj7)ﾉ”",andinparticular[heylbUow
onfiomVbL3・

ItisalsoplElnnedtomakeIesearchtripswithtl1ehopeof

examiningmusicaltex[sheldbythcArchivesandMausolea

Departmcn［ofthelmperialHoLlseholdAgencyiKasugaShrinｅ

and,i｢possible,Daigojiandprivaにindividuals,andd1ismeansof

蕊…４３



になろうｃ coL,rsethatSルグ"リグ吻力)耐ZZwiUalsocar可reporにＳｏｎ。]ese

最後に中世班による１０川のシンポジウムの予定を

掲載しておく。
Ｌas[ly)theprogramfbrtheMedievalKanbunSection]s

symposiuminOctoberisgivenbelow

IntemationalSymposium

“ListeningtothePronunciationoFChineseCharactersin

BuddllistVbcalMusic:ProbingAncientPhonologyinBuddhist
Chants,，

国際シンポジウム

『仏教声楽に聴く漢字音』－梵唄に古韻を探る－

場所二松学舎大学

Vbnue:Nish5gakLlshaUniversi可

DayOne:l8October2008(Saturday）

(1)Morning

Symposlumon[helWﾙ卿',，ルワ(Anexperlmcntin

inteIclisciplma1yexchange）

Speakas:Thnal<aMasakiandShimadaYasuko(Nisll6gakusha
UnivCrSiq,）

Commentators:FukushimaKazuo(Directoroflns[i[utefbr

thcHistoryofJapaneseMusiqUenoGakuen

Universim,etc．

(2)Afternoon

LectureConcert:“Listeningto[heRecitationofSntrasin

China,ＫＯにaandJapanP

WewilllistentoJzZid7zz-cl1an[ingbyChinese,I<orcanand

Japanesemonksh℃mthreesects・TheywmreadthesameJ'ZmJin

Sansk1it,inChineseandinthepronunciationcurrendyemployed

wllenchantingmZ7rzrintheirrespectlvecountries，

DayTWo:ｌ１Ｏｃ[obdZOO8(Sunday）

(3)Moming
lWOlectLlIes

(4)Afternoon

LectureConcert:【`BuddhistClIantsinChina,Koreaand

Japan，,

ｐＰａｒｔｌ:RjtL1Ellcmployil1gwindandsrringinstrumentsdescribed

inthe｣１J､ﾉﾄ"”グ

Ｉ[ｗⅡlbcpcrlbrmedjointlybyJapanesemonksoftheTbndai

andShmgonsects、
ZPart2:BuddhistchantsinChinaandKorea

SomeBuddhistchantswillbereci[edbyChineseand
KoreHnmonl<s、

第一日平成20年10月１８日（土）

午前

シンポジウム『教訓抄』（異分野交流の試み）

講師、二松学舎大学lIl中正樹、島lll泰子。

コメンテーター、上野学園大学日本音楽史研究所所

長福島和夫氏等。

午後

レクチャーコンサート

《三国の読経の様態を経典読訶に聴く》

中国・韓国・日本（３宗派）の僧侶の読経を聴く。

同一の経典を、梵音・漢音・自国の現行の読経法に

よって披露していただく予定である。

第二日１０月１９日（日）

午前

講演２題

午後

レクチャーコンサート

《三国の梵唄（梵讃・漢讃・現代讃）の様態》

①第一部「教訓抄』に見える管絃法要

日本の天台・真言の僧侶合同で行なう。

②第二部中国・韓国の梵唄

二国の僧侶に、現在の梵lU1の一端を披瀝していただ

く。
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平成２０年度班活動計画

近憧。近代日本漢文班

EarlyModemandModemKanbunSectio、：Plansfor2008

町泉寿郎

佐藤一樹竹下悦子森野崇大島晃山辺進
揖斐高

小島康敬ロバートキャンベル長尾直茂陳捷
楊桂香瀧康秀清水信子鍋島亜朱華
福田安典ラウラ,｡モレッティ

主任

杷当者

協力者

MachiSenjurdSatol<azul<i,TakeshitaEtsuko，

MDrino随l<aki,ＯｓｈｉｍａＡｌ<ira,YamabeSusumu,Ibi穂kashi

KojimaYasutal<a,RobertCambell,NagaDNaoshige
○henJie,YangJiaxiang，獺akiyiasuhi鴫Shi鯛izulMl鮴ukQ，
NabeshlimaAsuka,屑ukudaYasunori,LauraMDretti

ProgramMembers

CoDperativeResearchers

）'１班は、以下のような項I｣に従って研究成果を(1)し

たい、

Wehopetoproducercsearchresultsunderthefbllowing
headings．

oStudyGroupfbZCommentariesonthcFourBooks(Smdy
ofChineseWbrksandComJnentm｣iesonChineseWbIks

PnntcdmJapanduringtheH並stHalfoftheEdoPeriod）
Inordertoelucidateinconcretetermsthemannerln

wllicl][heFourClassicswcrereadinJapanintl1el6[l]andfirst

halFofthel7[hcenturies，ｔｈｅstudygrouphastakenuptl1e
Daxuc,whichhasparUcularimportanceinNco-Confhcianism，

andl1asbeenholdingmonthlymee[mgsatwhichwehavebcen

readingｔｈｅ、〃zzCtingcheninKiyohaIaNobukamｊｓｏｗｎｈａｎｄ

(heldbyDair5ky[iKinenBunko).Collaboratingrcsearcher

ShimizuNobukoandresearchassistantKumeShinpeihave

beenprepar1ngIeportmaterialsfbrthemond1lymcet1ngs,ａｎｄ
ｗｅｈａｖｅｂｅｅｎｃｏｍｐａｒｉｎｇｒｌ１ｅＤａxueringchenwidltlleD“ZB

zwZgzzx’"z(SeikeCollec[ion,町o[oUniversiq,),themainwork

consultedbyNobutaka,aswellaswid]theDaxuezhangiuchao

(heldbyCoEProgram;includedinSﾙﾒj汐0J方iZr方"坊かpublished

inJ66Z),Sijﾙ〃`Zlz9…(witl1headnotes),ＳＩＢ力"z力“'zガノ１Ｍ,“６〃

/ib6mInZ力`怒e[c・Weh3veHnishedImdingaboutonehalfofthe

entiretext,ｗｉｔｈpar[icipantsdiscL1ssingvariousissues6omd1eir

respec[,vestandpointsandinterests・Durmgtl1ecurrentacadcmic

yeari［isplannedtoprcparearepo1･tofourBndingsin[hefbrm

ofapublicationcontaininganaccLlrate[ranscription,Japanese

rendcringinfzz"z,/bだ",glossesjandpl1otographsofdIeoriginal
ma[erial

③研究会「四書註釈書研究会（江戸前ﾉﾘIの和刻漢籍。

漢籍注釈の研究)」

本研究会では、１６～１７１止紀前半における‘1ﾉﾘ:サド

の読まれ方を具体的に究U1するために、朱子学におい

て殊に重要な意味をもつ「大学」を取り_上げて、）l例

研究会を実施して清原宣賢自筆『大学聴座』（大東急

記念文庫所蔵）をjMi読している。Iliiii読会では、清水研

究協力者・久米研究助手が報告資料を作成し、宣賢が

主に参照した「大学童子訓』（京大清家文hli所蔵）の

ほか､｢大学章句抄｣(本プログラム所蔵･承応２年刊『lLI

:111;集註抄』所収)、また、if頭本|几|:苫:大全』「lﾉL1iIl:ｸill

新'1録』『|几1書輯釈大成』等と比較検討しつつ、参力Ⅱ

科がそれぞれの立場・関心から討議をかさね、全体の

約半分を読了した。今年度その成釆報告として、正確

な翻刻と訓読文および語釈に、原資料の写真を添えた

刊行物の作成を予定している。

罰４５ 【



②研究会「三島中洲研究会」

本研究会は、幕末～1ﾘ]治期の漢学をめぐる諸ｌｌＨ題に

関して、山田方谷・三島中洲・山田済斎らをはじめと

した儒学思想に関する経典解釈史からの研究や、二松

学舎の歴史を検証することを通した明治以降の漢学の

教育制度史の視点からの研究などを1:１．心に、２００７年

度末までに４１回の月例会を実施し、研究を積み重ね

てきた。

本年度は、これまでの研究の蓄積を、論文集『二松

学舎と日本近代の漢学』のかたちでまとめて刊行する

計画である。資料読解力の向上を目的として開始した

漢学者の書翰資料の輪読会の成果も、併せて公開した

い。

ｏＭｉｓｈｉｍａＣｈ[ishnStudyGroUp

Tlliss[ｕｄｙｇｍｕｐｉｓａｄｄﾋﾞessingvanousquestionspclrai､ing

[oChineseleamingin[he"た"液“z`andMeﾘiperiod,andup

untiltheendofd1e2007academicyearithadheld41mondIly

meet1ngs,centr1ngonthestudyoftheConfilcianthoughtof
YtlmadaH6koku,MishjmaChdshn,ＹｈmadaSeisai,etc.,fomthe

perspectiveoFd1ehistojyofdleinterpreta[ｉｏｎｏｆ[heConfi1cian

classicsElndonIesearcllfiomtheperspectiveofthehis[oIyoFd1e

cducatiomllsYstemsurroundingChineseleammgsince[heMeﾘi

crathroughancxaminationof[hehistoryofNishOGakusha，

During［heprese､［acadcmicyearitisplannedtobring

dlisaccumulatedIesearch[ogedlerinthelbrmofacoUec[ionof

alticleselItitledMt6かＱｚﾙ“ﾙ〃〃"z/Ｃ６/"αBLczzﾉ"/埴i〃Ｍ,企ﾉﾌｚ

”`私MalsohopetomakcpubhctheHndingsoFoulreading

circlefbcL1singonthecorrespondenceofscholarsofChinese

learning〕wllichwaｓｓｔａｒｔｅｄｗｉｔｈａｖｉｅｗｔｏｌｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈe

paJticipants，abui▽toreadandcomprehendsuchmateria1s．

⑪研究会「インターネットによる研究会」

2007年１０月からヴェネツイアカ゛フオスカリ大学

との間で開始した､インターネットによる漢文訓読(テ

キストは平賀源内『'1111笑府』）の月例研究会を継続実

施しつつ、今年度はlf1害に日伊両語の解説を附した書

籍の出版準備をしたい。『笑府」の落語などへの影響

は周知のことであるが、「１１Ⅱ笑府』には源内による豊

富な傍訓が施されており、ロ本漢文学の資料としても

その意義は小さくいない。

oStudyGrouponlntemeLbasedStudyGroups

AswellascontinL1ingthelnternet-basedmonthlystudy

groupfbrkα"6"〃ル""ぬた〃ｓ[artedinOctoberZOO7withCa，

FoscaliUniv趾si[yinVbnice(using[hcStZlZSﾙ城化yHimga

Gennaiasourtext),duringtl1ecurrentacademicyearwehope

ropreparefbrpublicationabilingualcxpositionof[hiswork

inJapancSCandltalianThcinHucnceofd]Ｃｓﾙ城fPnZZq/テル”

'"｜hmgi,,ご[Q,iswidelyknown,but[hcShZ,､S乃拡includesawealth

oFル"〃glossesbyGennai,ａｎｄitsimportanceasmaterialfbr

Azz"&zz〃studies[ooisbynomeansmsigniHcant．

oKeyResearch:CompuationoftheConfncianCanon

During[ｈｅｃＬ,rrentacadcmicyearwehavemadeastart

onentering[ｈｅ[extdataoftllefbUowing26worksamongthe

Japaneseworksselcctedlbrd1eConfilcianCanon

Ol<aHakku,卵ibmW`'2方qgノ

AmiHakuseki,KDA"ＭＷｆＪｂ“蛾

［HayashiSl1uicl]i,]K､ｹﾉｸﾉ”“

DazaiShundai,ﾙﾉｷﾞgワル0ﾙ""gZmIg/z

Otal<injO,Ｒｂ“ztzzJO

MatsuzakiK5ddSDﾙ｡"/i<gzZたり）bz

YhmqnashiT6sen,Bzz7zIi

Okamotol9,Osai,生な""ｚ０ｊｚｆｎﾀﾞﾊﾙ，

“Seikascnse1gyojo
｡一・一刀

｡-.-2)

“RazalIsenselgyo〕ｏ
Ｐ一・一”

‘`KL1mazElwasenselgyojo

Gzﾙかﾉﾀﾞo/；`”ん‘

Ｉ[oT6gaijkbﾙo7z解ん"ﾉｹc〃
‘５ｔ""なzzjDzzIz〃

AsE1kaThnpaku,DaijVFｸﾞﾙo/zj力ijzZ7m

HayashiGElh6,Ｈｂ"cﾙｸzrZlgzZ〃

YamazakiAnsai,月面嫁

KaibaraEkiken,乃輕'りん〃

OgydSoraijBc""""〃βB"刀zci

●基幹研究｢｢儒蔵｣編纂」（日本漢文文献の整'''１.公刊）

「日本儒学典籍精華編」のうちから、今年度は以下

の２６点のテキストデータ化に着手した。

岡白駒「詩経毛伝ﾈili義』

新井白石『国書復号記事」

〈林秀一〉「孝経述義』

太宰春台『論語古訓外伝』

大田錦城「論語大疏」

松'llifl兼堂「宋本爾雅校調』

山梨稲川『文緯」

岡本況斎「説文解字疏」

「慢窩先生行状」

「羅山先生行状」

「熊沢先生行状」

『瀦峰自叙譜略」

伊藤東涯『古今学変』

『先哲叢談」

安積謄泊「大日本史纂薮」
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林鴬峰［本朝通鑑」

111111奇闇斎「關異』

貝原益軒『大疑録ｊ

荻生狙株『辨道・辨名』

皆川洪園『名傭』

皆川洪園『問学挙要」

三浦梅園「賛語』

藤原|星禰「文章達徳綱領」

林羅山『羅山先生文集ｊ

林鶯峰『鷲峰先生林学士文集」

中江藤樹「藤樹遺稿」

MinagawaKien,ハ虚的ZZ

MinagawaKicn,MmgzZﾙ``bq〕'５

MiuraBaien,Zbjgひ

FLﾘiwaraSeil<a,Ｂ""jﾙｸﾞ、"ﾙ"んかr)ノグ

HayashiRazan]Ｒ`zz`z7zJazJei6"７２J方z7

HayashiGElh6,ＱｚﾙｸJF7灯e27㎡71gzzﾙzZjﾙﾉﾙ"/2ｺﾙ〃

NakaeT6ju,〃"ﾉﾙﾜ

lnaddition,wearealsoplannmgaseriesofphotographically

reproducedJapaneseworksofChineselearningandkanbun

anthologiesprovisionally[idcdC,此‘"０，２９fﾉ2Z’z…Ｗ6胸γ
cﾙﾉ"釘ＢＬｃＹｚ７"/堰

゜ＫｅｙResearch:BasicResearchfbrthcCompnationofa
HistoryofJapaneseKZz"&""Studies

Wtarcin［lIepIocessofpreparinglbrpublicationlectures

byKumishiThkeshn6on"TheGrowthofSinologJ/'(delivded
atTokyolmperialUniversityinl943),whicl1wilIfbrma

companionvolumetohisGU〃坊qf&"0/bK)'2"/[Z血，"(19,nko

Shoin,２００７),ａｎｄi[ispIannedtopublishthisbookduringthe
currentacademicyear．

また、これとは別に影印出版による日本漢学文献・

[１本漢文文集などを対象とした「'１本漢学文献集成」

(仮題）を計画中である。

0,基幹研究「日本漢文学史編纂のための基礎的研究」

先に刊行した「本邦における支那学の発達」（汲TIT

書院、2007）の姉妹編にあたる倉石武四郎講義「支那

学の発達」（昭和１８年東京帝国大学所誌）の整理作業

をすすめ、今年度中に刊行する予定である。

．CaseStudy:TextualResearchonWbrlEsofChinese
Medicine

Asaparticipanrinthe"Projecttolnvestiga[e,Catalogue，
andCrcateaDa[abaseofEarlyJapaneseMedicalWbrksinthe

US,NationalLibraryofMedicine,etc.”(chairedbyVisiting
Pro化ssorSakaiShizuofJLln[endOUniversityandfhndedbya

grant-in-ElidffomtheMinis[ryofEducation,Culture,Sports，
TbchnologyandScience),MachiSenjur6wiUcontinue[oconduct

investigationsattl1eNationalLibraryofMedicine(Be[hesda)，

UCSanFranciscoSchoolofMedicineLibra｣）;andins[i[urionsin

JaPalL

Inaddition，asanopportun1wtomakcpublictheresults

ofhishithertoaccumulatedtextualresearchonJapaneseworks

ofChinesemcdicine,Machiisplanningtoholdaworkshopfbr
readingd1eﾉもz"6zz7zofcarlymedicalworksbyManaseD6sanar

[heUniversi9oForegonon25-29August2008、

Thcdigitiza[ionofd１ＧＭｹo"猟,acollec[ionofbiogmphical

materialonJapanesephysicians,hasalsobeeninprogress,and
prepara[lonsareL1nderwaytomakci［publiclyaccessibleonthe
lmernet．

●事例研究「漢方医書に関する文献研究」

町担当者は、「米国国立医学図書館等の所蔵の日本

古医書の調査・目録・データベース作成」（文科省科

研費助成、研究代表者:順天堂大学酒井シヅ客員教授）

の分担者として、２００７年度に引き続き国立医学図書

館（ベセスダ）・カルフォルニア大学サンフランシス

コ校医学部図書館、および1]本国|ﾉﾘにおいて111N次訓盗

を行う。

また、これまで蓄積してきたロ本漢方医書に関する

文献研究の成果を公開する機会として、本年８月２５

～２９日にオレゴン大学において‘ワークショップ''１１

直瀬道三一古医書の漢文を読む，の開催を予定してい

る。

データ入力を進めてきた「日本医譜』（'三1本医家伝

記資料集）については、ネット上での公開を準備して

いる。

oCaseStudy:ChineseLearnmgandK2z'２６z”Studiesin

ModemJapanITheBakumatsu,MeijijIhishOandShOwa
Eras

Collaboratin8researcherSl1imizuNobukoandMachiwill

conIinucrheirinvestigationsonO[aKiniO、

Tbgetherwirhcollabora[ingresearcherKoyamaSa[oko

(MedievalKanbunSection)ａｎｄｒcsearchfEllowK3wabeYtltai，

Machiwillco-hostthe5thstudymeetingoFastudyfUnded

byagrant-i11-aidlbrscien[illcresearchon“TheExperiencesof

BuddhistsofModernJapaninCl1inaandlndif,(headedby

●事例研究「日本近代における漢学・漢文学一幕末lﾘ］

治・大正昭和」

清水協力者・lllHl1当者は、引き続き大田錦城に'4'す
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る調査研究を継続する。

町担当者は、小山聡子協力者（11二'世班）・川邉研究

員とともに、科研費助成（研究代表者：小川原正道）

による第５１m|研究会「近代日本の仏教者における'１－１国

体験・インド体験」を、８月２１二1に金沢市・常福寺に

おいて共催する。

111辺担当者は、前年度に引き続き漢詩結社「随鴎吟

社」について、結社活動を中心に訓査研究を行う。

IHT担当者・清水協力者・川邉研究員・_上地研究員ら

は、これまでに整理作業を行った牧野謙次即Ⅱ]蔵書・

秋田土111奇図書館所蔵資料・伊藤忠岱旧蔵書・大田錦城

関係資料・氷上lllJ図書館資料・金沢大学図書館所蔵資

料・九州大学石崎文庫・鹿児島大学所蔵資料等の整理

結果をまとめて、『幕末明治漢学史資料集」を刊行す

る計画である。

OgawaraMasamichi)atJOfilklﾘiinKanazawaon2AugustZOO8

Ynmabewillcontinuehisresearchon[hcZui5Ginsha,a

socieO/brChincsepoet1ﾘﾉBwithalbcusonitsactivities，

Macl1i,Shimizu,Kawabeandresearch化llowKamichi

K6iclIiplantobringtogethertheresultsoFtheirinvesrigations

in[ｏｔｈｅｂｒｍｅｒprivatelibmryoFMakinoKenjir5,ｍa[erials

l1eldbyTもucl1izakiLibraryinAkira,thefbImerprlvatelibrary

oflｔ６Ｃｈ[itai,matcrialsrelatedtoOtaKinj6,andmaterinlsheld

byHikamich6Ljbrar)BKanazawaUniversityLibrary〕町ushu

LibraIy(IshizakiCoUecdon)andKagoshimaLibrarywithａview

[opublisl1ingaCbﾙc"0"γＭＺだ,血A0,2Zb`HHS〃,ﾌｸﾞCﾙﾉ"釘Ｅ

Ｌｍ'７２/噸/"it方eazﾙ"'"`zなz`”`Ｗ&城圧吻仏

゜FordlcomingPublications

lMateｒｉａｌｓｆｂｒｔｈｅＳｔｕｄｙｏＰＣｏｍｍｅｎｒＥlr1esontheFour

CIassics(1):Ｋ２〕,０６"極｣Vb6"AzZmjOqlﾘﾉq/Ｚｂどの唖"`刀'19と方`'z”

：刀iz,汀唖が0,2,ｋ7`刀`zbん`α"’』""ozzzｶﾞolzj,ＶｂＬＬ

２Collcc[ionofarticles:｣ＶＭクＱｚﾙz/u)ｹ“７２z/０ｹZ"灯βＬ“772力壇i〃

Ｍｍｌｒ"”α"・

ａＣｂ此姉"q/１Ｍz妙ｶﾑ”坊`ＨｈｍＷｆＣﾙi"αどL"'"麺/"坊‘

arだ""'ａｉｵ卿""`Ｗセダiﾙﾉｶ畝
⑪刊行予定書

①四書注釈書研究資料－１：清原宣賢

の翻刻・訓読・注釈（上）

②論文集『二松学舎とⅡ本近代の漢学』

l大学聴塵」

③「幕末明治漢学史資料集」
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平成２０年度班活動計画

圏韓文化交流班

Japanese-KoreanCulturaIReIationsSection：Ｐ１ａｎｓｆｏｒ２００８

小川晴嵐主任

芹川哲世担当者

鴎ａｗ臼鬮aMiiiSa，愚灘ikaW1鼠煎蝕麹yＱ鰯｡gii1iiHjiiiiiM臼、鰯彪

Ｌ朝鮮総督府編纂漢文教科書の分析

一昨年までに上記教科書はコピーでめぼしいものを

収集した。今年度は最終年度であるので、教材につい

ての内容分析を行なう。

LAnalysisoflbxtbooksfbrLitera工yChineseCompUedbythe
GovcrnmenLGeneralofKorea

UPuntil[heye虹bcfbrelasrwewaecollectingpho[ocopiesof
notableexamplarsoftextbooksfbrlitcraIyChincsecompｉｌｅｄｂｙ
[IIeGovcrnment-GeneralofKorea､SincethecurrentycaIwillbe
dleflnalyearof[l１ｅＣOEProgram,wewmanalyzethecontents
oPd1esereachingmaterials．２．北朝鮮（朝鮮比主主義人民共和１１１）の漢文教科11ト

の分析

やはり一昨年までに収集した資料の分析を行ない、

報告論文を作成する。なお欠けている部分の資料収集

のため、訪韓する必要がある。

２.AnalysisoflbxtbooksfbrLitera1yChineseinNorthKorea

Wbwillanalyzethematerialsgathereduntiltheyearbelbre

lastandprepElrearepor[・Itwillbenecessary[ovisitKoreato

coUectmaterialsthatweaIemissing．

3StudyofYIEunscongbSoseolDonguiBogamandCl1oe
Inl1dbSangdo

WCwillendeavourtogatl1crmateriaｌｏｎｔｈｃｌａ[eYi

Eunseong,whocollectednumerousepisodesaboutHeoJun,[he

compileroftl1eDonguibogam,andwrorethcSoseolDongL1i
bogam,andwewillalsocollectbasicmarelials(Gapojip,Ｕｉｊｕ
eopji,ｃ[･)onlmSangok,。]eprotagonistoftl1eSangdoanda
rcalmerchantofUiju・Tbwardsthisend,wewillmakeatleasttwo
visi[sｔｏＫｏｒｅａ

３．『小説來医宝鍛」（李恩成作）と小説『商道』（椎

仁浩作）の研究

『來医宝鑑｣を編纂した許俊の数々のエピソード(野史）

を集めた作者李恩成（故人）についての資料収集、ま

た『商道」の主人公林尚沃（実在した義州商人）に|災ｌ

する基礎資料（｢稼'''1集』『義州邑誌』他）の収集をは

かる。そのために訪韓を最低二回行う。

４．CollectionandAnalysisofTextbooksandTbaching
MaterialsfbrLiteralyCllineseUSedatKoreanUniversities

Pi１．s[,wewillanalyzethelcsultsoFaquestlonnalrecondL1c[ｅｄ

ｂｙｄＩｃｌ<oreanSocieVlbrHanmunEducationwithdIeaimof

compilil1gastandElIdunivcrsitytextbook,Ellluded[oinlastyear，
srepoIt“ｏｎ[l]eTbacl1ingofHanmun(Kanbun)inKorean

Literature.”Secondl)/Bwewillreviewtl1eprescntstateandfUture

prospectsofthe［eachingofliteraryChineseonthebasisof

interv1ewswithulIiversi[yinstructors,whichwebeganlastyear
andplantocon[inue［hisyeaIZWbwillalsoanalyzethe[extbooks

brliteraryChinesecollectedsofh13andbringingallthis[oge上he'；
wewillproducea6nalrepo1t・

Wbwillalsoendeavourrocollcc［textbookstha[ｈａｖｅｎｏ［

yctbeenpL1rcl1ascdandHlr[hervolumesoFCollcctedHis[oIical
SourcesonKoreanEd11m｢ion．

４．韓同の大学における漢文教科課・教材の収集とそ

の分析

第一に'11三年の報'1「「韓「'二|文学における漢文教育につ

いて」において示された蝉IJR|漢文教育学会の大学での

標準的教科書作成のためのアンケート調盃資料の収集

結果を分析し、第二に昨年より始めて今年も高|画して

いる大学における漢文教員へのインタビューの結栄得

られた漢文教育の現状と腿望、そして過去に収集した

洪文教科書を分析し、それらを統合することで最終報

告稗をまとめること。

また現在まで未lﾘｷﾞ入の教科書及び研究文献、「j鰍Ｉｉｆｌ
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教育史料集成」（未購入分）などの収集にも努めたい〔 ５．CollectionofMaterialsonLiteraryExchangebetween

JapaneseandKoにanLitemtiandPrCparationofaRCpo1ｔ

(1)Ondlesubjcc[oFlitemryexchangeamongenvoysｗｈｏ

[rayellcdbetweenJapanandSiUaorBol1ai,i[isplannedtownte

anar[iclebasedonmarerialsandreseaIchgad1eredtodate．

（２）WithregardtoliteraryexchangebctweenJapaneseand

KoreanenvoysintheNanbokuch6andMuIomachiperiods

andupun[ilHideyosllfsinvasionsofKorea,wewillcont1nue

investigatingdocumentsheldbytemplessuchasNanzenji，

Sl10kokUji,Saih6jiandTbfUkUjiandalsoinyestiga[ingthecareers

ofJapaneseenvoyaAsfbrKoreanenvoys,wewillcarefUlly

examinetheVbritableRecordsofthcJoseondynastyandthe

collectedwritingsofindividualenvoysand[husshedhghtonthe

reali[iesoPlitera1yexchangewithJapaneseenvoysUlthnatelyiとis

l1opedtoproduceanar[icleorreportonhowtheseinves[igations

andresearcl1canbesituatedwithinpastresearchonGozan

５．日本と朝鮮の文人間の詩文交流に関する資料収集

と報告書作成

(1)日本と新羅・渤海間の使臣との間に交わされた詩

文交流に関しては、現在まで収集した資料・jUl:究論

文を基に論文を執筆すること。

(2)南北朝、室町及び秀吉のﾘﾘj鮮侵''1各以前までの日朝

の使臣による詩文交流に関しては、昨年度に引き続

き南禅寺・相国寺・西方寺・東福寺などの文書を調

査し日本側の使臣の履歴を調べること。朝鮮側の使

臣については朝鮮王朝実録や各使[{iの文集を精査し

Ⅱ本側の使臣との詩文交流の実態を明らかにする。

最終的には以上の調査・研究が現在までの五'11文学

研究の中でどのように位置づけられるのかを論文.

Iiterature．

レポートの形で報告書を作成し提出したい。
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平成２０年度班活動計画

字書。訓誌。語瀧班

DictionairyandLinguisticStudiesSection：ＰＩａｎｓｆｏｒ２００８

佐藤進

白藤禮宰谷本玲大

大島正二小方伴子愼美貢惠

SatoSusumu,Shi『afujiNoriyuki,TanimOtoSachihirD

Qshimla愚hbji1Q鵡騨ｍｂｍＤｌ<□,JMijEll<iMii<iｅ地

主任

担当者

協力者

PrcgramMembers

CQq鱸鰻”ｅＲｅＳＢａ晦髄蕗

当班は、以下のような項目に従って研究成果を１１)し

たい。

Ｗｅｈｏｐｃ[oproducethcfbllowingresearchresults．

(1)Dataentryofcxamp1esofoldreadingshomtheRzz〃〃

”⑬s力D

Basicmaterialonapproxima[ｅｌｙ９,l00cl1aractershas

bcenpreparedDuringthe2007acadcmicyearweentereddle

nativeJapanesereadingsfiomtheRtノダ",,Z)ﾉZK1ijﾙｸ(brthe3,300

chmractersacldcdinZOO6,withexamplesbeingtakenliom(1)d1c

Bunmelmanuscriptof[ｈｅ比､〃｡‘力iZZ,(2)thekH〃60〃Ｍ,"ze,ｚ

"んｆ"JbzZcompiledbyNakarnL1raMunehiko,(3)aJapanese

editiono｢theWbnxuanpublishedinKanbun6,(4)amanuscript

ofd1eCﾙ""9jzL’７Fgz方“"ﾉｸｽﾞ`ｗｉｔＩ]readingmarksaddcdbyHo1i

Iq/0an,and,timepermitting,(5)d1eK6fhkUjimanuscrip[ofthe

D〃α`"，/jzz,,zmmgﾉlliMSbiz方“'２，ａｎｄｗｅｈｏｐｅ[ｏｍａｋｅ[hisdata

publiclyaccessible．

（１）「類聚名義抄」古訓の例文入力

親字約9,100字について基礎資料が川意されている。

１９年度は､昨年度に追加した3,300字に「類聚名義抄』

の和訓を入力し、例文の材源として、①文|ﾘ]本『節川

集」②中村宗彦編「九条本文選古訓集」③寛文六年

刊和刻本「文選」④堀杏庵点『春秋経伝集解』など

をとりあげ、さらに余裕があれば、⑤『興福寺本大慈

恩寺三蔵法師伝』など、できるところから入力して公

開したい。

(2)CjrationofadatabaseofdleZblこりたz`jhz"e舟物２句ﾉ・ん｡力e〃
趣z陣7zbyM5rilbisai

ThnimotoSacl1ilIirohascomplctedscanningtlIeZbizo吟幻

ZZzﾉﾙｸどたjkzziGyokulIentaizenbytakingapartaprivatelyowned

blockprin[cdi[ionDL1ringthe2008academicyeari[isplanned

[odevelopasearchsystemandmaked]etextpubliclyaccessibleas

soonaspossible．

（２）毛利貞斎「増続大広益会玉篇大全』データベー

スの作成

すでに谷本班員が私蔵の版木を解体してilIli像入力完

成した。今年度は検索システムを開発して、できるだ

け早期に公開するように計１mしている。

(3)CreationofatextdatabaseofbasicChincsewmks

Tl1etex[。｢ｔｈｅＳﾙｸﾞi7ZgwithreadingmarksbyFujiwara
Seika,beingusedinanextensioncourscmentionedbelow）

continuestobeenteredmanuallYForcachhneoFvcrse,FUiiwam

gives（１）ｔｈｅ1℃ａｄｉｎｇｕｓｅｄｂｙ６"ﾙ"eltlmilies,(2)[l1eM，"ze〃

(W2'“!α,Zﾉreading1and(3)arendcringinmainlynativcJapanese

words,andsi,Ice[ｈｅ[extcanbereadinthesed]reeways,oncedle

dataentりhasbeencomple[ed,wehopctoexploreeHEcdvesearch
me[hoda

Inaddi[ion,areadinggroupwaslbrmedtllisｙｅａｒ[oge[her
widIintercstcdmembersoFtheＣｏＥＰｒｏｇｒａｍ・ＷｉｔｈｔｈｃＫＦｍ〃

（３）韮本漢籍テキストデータベースの作成

後述の公開講座で解読ししつあるl1i4街点『詩経」を

手作業で入力を続けている。怪窩点は詩ｲﾘｰ行に、①

博士家風、②文選読み、③大和言葉主体の読み下し、

この三通りによみ分けることが可能なので、入力が果

たされたら、効果的な検索のあり方を検討したい。

また、昨年度から当班とＣＯＥ研究貝右志と共同の

読書会が開始され、『桂庵和尚家法倭点』をテキスト

にして校訂作業を続けており、２０年度'１１にネット公
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開可能なテキスト化が完成する予定である。

なお、この「桂庵和尚家法倭点」は桂庵が批判する

｢論語集解」博士家点をしばしば参照しなければそこ

での主張の意図が読み取れない。そこで、建武年間書

写の『論語集解』清原家点を乎古止点に従って読み下

し、それを公開したい。

さらには、できるだけⅡ本漢文のデータ入力を優先

するという考え方から、山梨稲川「文緯」の凡例等の

本文と書き下し文とを入力したい。これは北京におけ

る国際企画「儒蔵」へのデータ提供の一環になる予定

である。

ＤＪﾌｹｸﾙz76かz(ﾉzZ"〃asourtext,ｗｅａｒｅｉｎｄＩｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｐ1℃par1nga

criticaledition,Emditisplanned[ocompleteitsdigi[iza[ionina

fbrmaccessibleond1eln[erne[duringthe2008academicyeaL

Theimpor[oftheargumentsputbrwardbyKciaｎｉｎｄ１ｅ

ＫＺｉα〃０JルワルｎｂＤｚ"α”〃cannotbeunderstoodwithoutmaking

fiequentrefbrencetothehakasereadingsaddedtotheLzz7〃zﾉ

ﾉﾀﾞねwhlcharecriticizedbyKeian・Therelbre,wehopctopとep虹e

andmakepL,blica/b"zぬたz`rendering(fbllowingtheof0mだ〃

diacritics)oFtheLz`7Z〕ﾉ"ﾉｳiebasedonamanuscriptfiomthe

Kenmuerawid1readingsbytheKiyoharafhmily

Wishi1Ig[ｏgive[hegreatestpossiblepriori▽todataen[ryof

JapanesefYz"6z"2,wehopetobeginenteringtl1eoriginaltextand

JapanesercndclingoFtheintroductoIynotes,etc.,ofYhmanashi

T6sen'SE""Ii・Itisplannedtomakethispartoftl1eda[arobe

providcdlbrtl1cConli1cianCanon,an1ntemationalprojcctbeing

organizcdinBeﾘing．（４）欧米の中国文語文法書の翻訳紹介

１７年度末に中国における文語文法の体系を訓読処

理との関係で紹介した研究報告書『漢文文法と訓読処

理』のﾈili完を目的として、西洋における中匡|文語文法

を研究紹介する予定である。

具体的にはカナダの111国語学者EdwinPullcyblankの

"OutlineofClassicalChincscGrammer”１９９５を訳出し、

関連する文法事象の参考文献を紹介する。

いまここで西洋の古典'1二1国語文法を紹介するのは、

先にあげた中国の文法書と対比して語法問題を考える

材料を提供する目的のほかに、本プログラムによる欧

米での訓読講義がはじまったことを念頭においてのこ

とである。欧米洋の学生には欧米の思考になじんだ概

念で説明する方が効率的なのは言うまでもない。

ただし研究協力者の身辺が多事なために本計両の推

進が遅れがちで、１９年度には完成できなかった。本

年の重点課題として完成を実現させたい。

(4)Presentationofresearchontl1estudyofclassicalChinese

gmmmarintheWtst

Withavicwtosupplementingtheresearchreportonthe

organizationofthegrammaroflitcraryChineseinCl1inaas

seeninrela[iontoitstIeatmentinthe虎""z/bkzzreadingme[hod，

publishedattheendofthe2005academicyear(〃"6"〃&"７ZPか

わﾙz"､bﾉﾚ"jﾙ0"),itisplannedtostudyandintroducetoJapanese

readersd1egrammarofli[era｣yChineseintheWtst・Inconcre[e

teIms,EdwinPuUcyblankbO"雌，'`γCﾙＪＪｊ`zZ/Cﾙｶz“Ｇ"…”

(1995)willbctranslated,andre化renceworksonrelated

grammaticallbatureswmbeincluded

lnaddition[。[heobjectiveofprovidingmaterialfbr

consideringquest1onsofusageincompar1sonwirhgrammars

publisl]edinCIIina,［hereasontharweareintroducingto

)apanesereadersaclassicalCI1inesegrammarlromdleWestis

tha[weaJcmindfillofthefhc[[hattheCOEProgramhasbegun

runningcoursesinkundokuinEurope･Itgoeswi[hoursay1ng

thatitismorccHbctivetocXplaindIings[oWtstemstudentsby

us1ngconceptslhmiliaItoWbsternd1inking・

Progresshas)howeventendedtofdlbchindschedulejpardy

becauseourcollaborarorhasbeenexceedinglybusy;anditwasnot

possibletocomple[ethisprojectdLuingtheZOO7academicyeaL

ItwiUbegiventopprioriqrduringdlecLlrrentacademicyearwith

av1ewtobringingittocomplction．

（５）班員によるＣＯＥ公開講座の実施

本年も引き続き担当者佐藤進による｢古訓読解演習」

を実施し、六臣注『文選』を解読する。

(5)COEextensioncou工sesbyscctionmembers

SatOSusumL1willagainconducta"SeminaronDeciplleling

OIdChalacterReadings,,'inwhicl1l1ewultakeuptheWbzjCwn7z
lMﾉﾉz方Ｓ>b(Ｃｂ加沈c"zzz"釘．

なお、班活動というわけではないが、今年度実施予

定の国際シンポジウム「仏教声楽に聴く漢字音」にお

いて、佐藤進が漢字音研究報告のコメンテーターとし

て参加する。 Ａｌ｡〕oughnotlbrmingpartoPtlleSectiolfsacrivi[ies,Sat6

willalsoactascommentatoronpapersonSinoJapanesecha｣､c[e1

readingsatthelnternationalSymposium“Listeningtothe
Pronuncia[ionoFChineseCharactersinBuddhistVbcalMusic,”

whichisplanncdlb1･thccurrentacademicyeaL
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平成２０年度班活動計画

対外講塵班

OverseasKanbunCowseSection:ＰＩａｎｓｆｏｒ２００８

山辺進

町泉寿郎田中幸江

清水篇薪

主任

杷当者

協力者

YamabeSusumu,MachiSenjurdTanal〈ａＹｕｋｉｅ

鍬imizUMDbul鞠……

ProgramMemb白rｓ

GDops鰯lMveRBs臼aY℃he寵

対外講座班では平成20年度、以下のような海外派

遣講座、ネット授業・研究会、シンポジウムの実施を

計uiiしている。

ＤＬ１ｒｉｎｇｔｈｅ２００８ａｃａｄｅｍｉｃｙｅａｒ,theOverseasCourses

Sec[ionplanstoconduc[dIefbUowingoverseascourses,InterneP

basedclasses,Inにｍｅ[‐baseds[udygroups,andsympos1um．

●イタリア・ベネツイア力・フオスカリ大学

４月より第２．４木曜｢1にネット授業、第３木畷｢｜

にネット研究会を実施。ネット授業は６月上旬まで４

１Til乃至51111を予定。

また、本講座は今秋より１１１大学の正規カリキュラム

の授業（ネット授業１５時1M]および現地での集中講義

１５時間の来年６月までのセメスター授業）として実

施される。

゜Ｃａ?FoscariUiliversi▼ofVbnice,Italy
StartingfiomApril，Internet-basedclasseswillbeheldon

thesecondE1ndfbur[hThL1rsdaysofeachmonth,andanlnterne[-

basedｓ[LldygroupwillbehcIdonthethirdThursdayofeach
mond1・IrisplannedtoconductlburorHvelnternet-basedclasses

upuntuea｣lyJune

lnaddition2aル”6"〃coursewillbeheldaspartofthe
Universi[y，sregularcurriculumfiomau[umnofthisyear(1ラ
IIoursoflnternet-basedclassesandal5-hoLIr1ntenslveon-slte

coursetobeheldduringd1esemesterendinginJunc2001)．

①タイ゜バンコクチュラロンコーン大学

同大学1］本語・日本文学専攻修士課程の1｣本文学専

攻選択科１１「JAnANESEINCLASSICALLITERATURE

(Vbcabularyandsmlctureof[hcJapaneselanguageinHekm
li[crature,KanshiandKambun.）として海外派遣講座を

実施する。

８月２５１二|～９月４日古文Ｈｌ１１１幸江

９月８１１～９月１８日漢文山辺進

なお、この期間中にサオワラック先生が作成された

古文・漢文の教科書の検討会を行う。

oChulalongkomUni]'cLsi▼mBangjKok,Thailand

Aseriesofclasseswillbeheldaspartof"Japanesem
ClassicalLiterature''(VbcabularyandstructureofthcJapanese
languageinHeianliterature,KanshiandKanbun))acoulsefbr

masterbstudentsmajoringintheJapaneselanguageandJapanese
literaturG

Z5August-4September:ClassicalJapanese(ThnakaYhkie）

８－l8Seprember:唾"6""(YmnabeSusumu）

Duringthisperiod，areviewofatextbookfbrclassical

Japaneseandﾙ”6"〃writ[enbyAssociateProfbssorSaowalak

SuriyawongpaisalwiUbeconducted．

゜Hanoi,Ｖｉｅｍａｍ

ｏｎ４－６Ｓｅｐ[embeI3acoursewillbchelda[HEmoiUniversi▽
ofSocialSciencesandHumanitiesfbrgradLIares[udentsoFthe

DepartmentofSino-ＮｏｍＳ[udies,graduatestudentsandsecond-

[ofburth-yearundergradua[ｅｓｔｕｄｅｎｔｓｏｆ[heDeparrmcntof
OrientalStudies,andyoungrescarchersoFthelnstitutcofSino-
NomST1w-1iPR

●ベトナム・ハノイ

９月４１１～６日にハノイ社会科学大学に於いて漢1W１

学部（大学院生)、東洋学部（大学院生と２年生から

４年生の大学生）および漢'１閲研究所の若手研究者を対

象に海外派遣講座を実施する。
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●イギリス・オックスフォード大学

来春に漢文講座を実施予定。詳細はこれから相談す

る。

゜OJdbrdUniversi｡;England

ltisplannedtoholda""ん"zcouIse1nspringZOO9､Details
willbcdiscussedi11duecourse．

oUniversi▽ofHeidelberg,Gemlany

Consideratiol1isbeinggiventoconductingln[emet-based

classeswiththeUniversityofHeidelberg(KodamaChihiro

academiclibrarian)．

●ドイツ・ハイデルベルグ大学

同大学（学術司書児玉千広氏）とネット授業の実施

に向けて検討を行っている。

゜Mailinghstfbracademichbrarians

Amailinglistcallcd"KanjiForum,''aimedprimarilyat

Japaneseacademiclibralianslivingoverseas,willbeestablishedfbr

thepurposeofsharinginfbrmELtiononbooksrelatingtoCl1inese

characteljs,Sinographicculturc,andrelatcdsubjects・InApril

ZOO8sevenpeol)leinGreatBritain,Germany;France,Italyand

NorwaylIadbeenselectcdtotakepaｴ[．

⑪学術司書向けメーリングリスト

海外在住の日本人学術司書を主な対象として､漢字、

i英字文化およびその周辺に関する書籍情報を発信する

メーリングリスト「漢字フォーラム」を実施する。対

象者は４Ｍ現在、イギリス・ドイツ・フランス・イタ

リア・ノルウェーの７名。

oUniversityofOregon,“SymposiumonManaseD5san：

ReadingtheKZz7z6z`〃ofO1dMedicalTcxts,，（draft

proposaD

Date:Z4-30AugustZOO8

Time:１０．００－１２．００，１３.００－１５．OOdaily

OHlciallanguagesJapaneseandEnghsll
Invitedrescal℃hers:４－８

Inaddition，graduatestudentsflomtheUniveISi[yof

Oregonandotheruniversitiesｗｈｏｗｉｓｈｔｏａｔ[endwillbe

permir[ｅｄ[ｏｄｏｓｏ、

Prospectlveparticipantsandtitlesof[heirpapers：

AndrewGoble,"Ond1e“た"nzJﾙﾜﾙﾉ,
EdDrott,`Ceriatricsin[hekZi嫁zr6ZZ，，

LauraMoretti)"MedicineasSecnintheCﾙｊｂ“ｉＲ〕Wi"０
，))

団'D6a"andkZ'zjz7iM,"qgzzzzzjz

KosotoHiroshi,“TheManaseSchoolandPublislling

Cul[ureatdleStmtoftheEarlyModemPeriod，，

FukudaYilsunori,“BooksofExcerpts(SﾙDwo"o)oFthe
ManaseSchool，，

MachiSenjur5,"SexualIb'gicnein[he逓'0A“り",,

TlIepresenterswillbeElskednotonlytogivepapers,but

alsororcadandinterpretoriginalsourcematerialsrelatedto

theirarguments,andbyexaminingproblemat1cpassagesan

opportuniq/wiUbeprovidedlbrimparnngspecialis[knowledge

togradLIatcstudentsasweUascontributing[ｏ［heexchangeof

vicwsamongresearchers,withthehopethatthesymposlumwill

alsoserveElsaworkshop・

Proceedings：PresenterswillsubmitsL1mmariesoftheir

papersbytheendoFJuly２００８，andthesewillbehandedoutto

participantsatthesymposiumin[ｈｅｆｂｒｍｏｆＢＵＤ"ぬ7ZgT,The

compilationofafilll-scalecollec[ionofarticleswillbeconsidered

aftertlIeconclusionofthesympos1um．

●オレゴン大学「シンポジウム‘[H1直iiIIIi道三一古1ｹご

書の漢文を読む,（１）Ⅱ催原案)」

開催時期：８月２４１三|～３０１」

各日１０：００～１２：００，１３:００～15:００

使用言語は、日本詔・英語。

招聰研究者：４人～８人。

このほかに、オレゴン大学その他から参力Ⅱを希望す

る大学院生の参加を認める。

・報告者と報告内容

AndrewGoble：「医学天正記』について

ＥｄＤｒｏｔｔ：『啓迪集」にみる老人医学について

LauraMore[[i：『竹斎療治之評判」「けんさい物語」

にみる医学

小曽戸洋：|Ｈ１直瀬流と近世初期の１１１版文化

福田安典：曲直瀬流の抄物について

町泉寿郎：「黄素妙論」にみる房中養生について

報告者には、研究報告だけでなく、その論旨に関連

する原資料の解読をあわせて行うことを依頼し、問題

となる箇所の検討などを通して研究者間の意)L交換に

資するともに、会議に参加している院生等へ専ｌｌｌ１的知

識を教授する機会とし、シンポジウムとワークショッ

プを兼ねた効果を期待する。

報告書等の作成：各報告者は２００８年７月末までに

報告内容を提出し、シンポジウム当日にProceedings

として参力Ⅱ者に配布する。本格的な論文集の作成は、

会議終了後に検討する。
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平成２０年度ＣＯＥ研究員研究計画（１）

臼Zii:漢文学資料のテキスト゜画i1鱸il照表示盤ウェブ公開システムの研究
ResearchP1ansfor2008

上地宏一ＣＯＥ研究員

COECheifResearchASistantl<amiChiKDiChi

Ｌ概要

ＣＯＥのこれまでの活動によって蓄積された山籍およ

び漢文資料のテキストデータや、それに付随するスキャ

ン画像データを一般に公開するためのウェブ公開シス

テムの研究開発を行う。文字テキストと原文画像との対

照表示とすることで全文検索やテキストの引川lを可能

とするだけでなく、画像によって同時に原文を確認する

ことで、実用性および信頼性のいずれの面においてもiiMi

足できる研究資源を一般に提供し、「|本漢文学研究のさ

らなる発展に寄与することをロ標とする。

LOverview

lwillcarryoutresearchtodevclopaW1eb-publishing
sys[emlbrmakingaccessibletothegeneralpublicdle[ex[data

andaccompanyingscannedimagｅｄａ[ａｏｆｂｏｏｋｓａｎｄﾉhZ"6"〃

materialscollectedinthecourseoftheCOEProgIamhactivi[ies・
Bydisplaying[ｈｅwritrentextandimagesoftlleoriginalmaterial
side-by-Side,notonlywmfidl-textseaIchesandcitationofdle[exr

becomepossiblejbl1titwillalsobepossibletocheckd1eorigi,lals
bymeansoftheaccompanyingimages,andd1eaimistodlereby
makegcnerallyavailableareseaIchresourcetllatissatisfhctoIy1n
[eｒｍｓｏｆｂｏthusefidnessandIeliabili▽andtocontributetothe

(i,[[hergrowtl1ofreseEuFchinJapaneseﾙzz"6""Studies．

２．システムの詳細

システムは「データベース」「検索処理」「表示画而

構築」の３機能に大別できるが、それぞれにおいてこ

れまでの研究成果を取り入れることとする。具体的に

は次のような特徴を持たせる。

○データベース：汎用的データ格納方式の検討．

当公開システムでは、さまざまな種類の資料を扱う

ことを想定しており、これらのデータを汎用的に格納

できるデータベースの構築が必要となる。例えば柿造

化ＸＭＬ文書などの技術を利用したデータ格納を想定

し、日本漢文学資料に適したフォーマットを考案する。

○検索処理：異体字同定検索

平成１８年３月より一般向けに公開中の「日本漢文

文献目録データベース」で利用している異体字同定検

索機能を取り入れる。これによりⅢ字（伝統字）を意

識せずに検索を行うことが可能となるだけでなく、版

木のテキストデータ入力を外部に発注した際に頻出す

る、書かれている字形をそのまま入力した異体字（岡

と岡、坐と坐､戦と戦など）にも対応できる。従来は、

これらの異体字を標準的な字体に修正（校正）する作

業が必要となり、大量のテキストデータを公開するた

2DetailsoflheSystem

TlIesystemcanbebroadlydividedintothethreefilnctions

ofdatabase,searchprocess1ng,andon-screendisplay;andthe
resultsoPpas［researchwillbeincorporatedin[ｏｅａｃｈｏｆｔｈｅｓｅ、

Inconcreteterms,theseflmctionswillbegiventhefbllowing
圧amres．

○Database:Examinationofagenericda[astoragerne[hod

lnthisWbb-publishingsystem,itisenvisagedthatvar1ous

kindsofmatcrialwillbehandled,andthismakesitnecessaryto
constructada[abaseabletostoretheselbrmsofdarainagener1c
manne18Forexample,itisproposed[ousedatastoragecmploying
thetechniquesofStrucｔｕｒｅｄＸＭＬｆｌｌｅｓａｎｄｓｏｏｎｔｏｄｅｖｉｓｅａ
(brmatsuitedtoﾉhz"6zZ〃materMs．

OSearchProcessing:Iden[iHcationandSeaIchmgofCharac[er
Vhrianrs

Thecapabilivtoide､[iけandse虹chfmcl]amctdvanants

usedinthe“KanbunBibliographicalDatabase,”whichhasbeen

publiclyaccessiblesinceMarchZOO6,wmbeincorpoIa[ed・Not
onlywillitbecomepossibletosearchfbrtraditionalcharacters

widIourhaving[oconsciouslydoso，bLltthesystemwUlalsobe

abletol1andlecl]Euac[ervariantsdlatoccurfiequen[lywhenthe
textdatacn[rvofeElrlywo1kshasbeenoutsourcedandcharac[ｅｒ

(brmslIavebeenenteredastheyappearind1e[cxt･InthepEls[,,［
hasbeennecessalﾜﾉ［oemendthesecharactervariantstosrandard

lbrrns,andmuchtimeandalargebudgetwereneededtomake
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publiclargcquantitiesoftcx［ｄａｔａ･Butwiththiscapabili[yto

idcntifj,andseaIchlbrchamcにrvariamsi[wmbccomepossible

[ｏＨｒｓ[makethedatapubhcwid1outgoingthroughd1eprocessof

clIaractereditingandlhentocorrectdlechaIactersoncbyone・As
well,usewillbemadeofadatabaseofcl]aracrerv2ujants(IPSJ-TS

OOO8:２００７)[hatismomeaccuratethan[hedataonvEuiantsbeing

usedintｌ１ｅ“kZz7池z"zBibliographicalDatabasej,，anditwiUalso

support,lbrexample,[lleiden[iHcationoFrepIacedcharac[erswith
tl1esamepronunciation．

めには長い年月と予算が必要とされたが、この機能

によって文字の校正作業を経ずとも先にデータを公|Ｍ１

し､逐次校正するといったことが可能となる。また､「Ｈ

本漢文文献Ⅲ録データベース」で利川している異体字

データよりも精度の商い異体字データベース（情報処

理学会試行標準IPSJ-TSOOO8:2007）を用い、迦仮字

などの同定にも対応する。

○表示画面榊築：テキスト原ilji像のIIJ現表示

当公開システムは、原文ijlii像とテキストを対照表示さ

せるため、テキストの表示についてもなるべく)瓜文iilli像

と一致するような文字の配置を行うための処理機能を

持たせる。具体的には､大字･小字や訓読文の振り仮名・

送り仮名、返り点などの表示を再現することをⅡ標と

する。

○その他：漢字字形情報管IIIlシステムの活川

テキストに出現する文字コード外の文字について

は、前年度研究を行った漢字字形情報管理システムを

活Ⅱ]し、ゲタ文字（＝）のない画而表示をＦ１折す。ま

たテキストを引用するケースを想定して、これらの文

字コード外の文字をまとめた外字フォントをi1IiU布する

ことも同時に行う。

○○n-screenDisplEly:Dispk1ying[ｈｅＴｂｘｔａｓｉｎｔｈｅＯｒｉｇｉｎａｌ

ｌｍａｇｅ

ｌｎo1dertodisplaytheimageofdIeoriginalandtlletextdata

sidc-by=side，thisWeb-publishingsys[emwillhaveaprocess1ng

capabilitybrdisplayingtexr［hatarrangesthecharacters1na

waythatmatchesascloselyaspossible[hｅoriginallnconcrete

[crms,[l]caimistoreproducelaIgeandsmallchElrac[ersandtl,ヒ

ル,(3,,,0ん`“"必kzZ`"た,,,ｅｔｃ,usedinfJ`"ぬﾙ``．

○○tl1erFeatures:Uriliza[iollofChamc[er-Formlnfbrmatio1］

ManagementSystcm

Withregard［ocharactersappearingintl1etextthatare
lIo［includedincharactercodes,thccharac[e,>fbrminfbrmation

Imnagementsystemfbrwhichresearchwasconductedi、［he

prevlousacademicyearwillbeutⅡizedwidlaviewtoavoiding

[I]edisplayofblacks(＝).ｏｎ[hcassump[iontl]attherewill
bcinstanceswhentIIetextwillbcquoted,ａｎｅｘ[ensionfbnt

containingthesccharactersnotincludedinchaIactercodeswill
alsobemadcavailable，

３．研究内容

先述のように、まず汎用的なデータフォーマットの

策定を行い、データベースを榊築する。登録するテキ

ストとしては「儒蔵」に含まれる典籍の一部および

｢Ⅱ本医譜」を予定している。次にJ1iL体字liil定に対応

した検索機能や原文表示に合わせたテキスト表示処理

部分の実装に取り組む。テキスト本文と画像との対１１（（

表示については、なるべく標準的なＣＳＳをⅢいるこ

とを想定しているが、原両像の再現度を上げるために

AdobeFlashによる表示コンポーネントの実装が考えら

れ、またユーザーインターフェースにＡｊａｘを活川す

ることも考えている。これらをまとめあげてウェブ公

開システムを完成させ、2008年度内の一般公開を'１

標とする。中国古典籍のテキストデータベースについ

ては、当システムに似たものがいくつか存在するが、

汎)|]的なデータフォーマットに対応し、またn本漢文

学独特の表現様式（訓読文など）に対応するシステム

はこれまでにないものであり、構築したデータベース

だけでなく研究成果自体も公開し、広く活用してもら

うことを考えている。

3.Reseald1Content

Aswasnotedabove,IwillErstdecideonagenericdata

lbrmatandconstruct[hedatabase・Aslbrtex[s,ｉ［isplanned［o

LlsesomeofthctextsincludedintheConfUcianCanonandd1e

lWﾙ0"城ANext,Iwill[ackle[hcimplemen[a[ionoPbo[hase虹ch

eng1necapablcofidcntilj,ingcharacrervanantsandd1ehandhng
oftextdisplaymatcl1ingtlIedisplayoftheoriginalmateriaL

Withregardtod1ejointdisplayoftextandimage,Ｉｐｌａｎｔｏｕｓｅ
ａＣＳＳｔｌＩａ[isasstanda1daspracticable,ｂｕ[inordertoimprovc

rllequalivofthercproductionoftheoriginalimages,onecould

includedisplaycomponentsbasedonAdobeFlash，andlamalso

thinkingofutilizingAiaxlbrtheusefintcIflcclwillhing[hesc

alltogethcr[ocompletctheWeb-publishingsys[ｅｍｗｉ[htheaim

ofmakingitpubliclyaccessibleduring[heZOO8academicyea,乱

Theにalrcadycxis[scvcmlにxtdatabasesbrCl1incseclassics[hat

resemblethissystem，ｂｕｔｕｐｕｎ[unowdIerehasbeennosystem

[hE,[supl）orrsagenericda[albrma[andalsosupportsmodesof

exprcssiｏｎ(ん""んんz/,etc.）peculiaエｔｏﾉ(zz"&"〃Studies,ａｎｄｌａｍ

[hinkingoFmakingpublicnotonly[hedatabase,ｂｕ［alsothe

rcsultsofmyresearchwidIavicwtohavingthemwidelyused．
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平成２０年度ＣＯＥ研究員研究計画（２）

荻生纏鎌の古文瀞学に関する綱究

ResearchP1ansfor2008

CQE禰議員藍馳嬬

CQE懲鱸fReSearCh灘劃獣ａｎｔ鱒厩胤DngyUe

１９年度の研究計１mのテーマは'１１じく「荻生ｲU株の

古文辞学に関するｉＪｌ究」であった。そして、１１ﾘ]代,'「

文辞派の詩文論と、２１ﾘ]代古文辞派籍作の徳川前期に

おける流行と、３１U株が|ﾘ]代古文辞派に接近してTIT文

辞学を１１|｣えた理由および関係著作と、４経書解釈方法

としての古文辞学と、｜几|つの部分に分けて研究を進め

る予定であった。しかし、昨年度は実際、２と３の部

分に集中して、研究を行ったので、今年度は主として

東アジア交流史における-,1｢文辞学と４の部分に焦点を

しぼって研究する。

まず、昨年の研究を踏まえて、資料を収集して】〔ア

ジア交流史の視点から、祖祢とその弟子たちはいかに

古文辞学の立場から、同時代にＨ本にきた中国人とjlﾘＩ

鮮通信使の文学を見るかを考察する。まず、唐通事の

文学と?'ｲ時、貿易のために日本にきた''''１i１人の文学へ

の机抹のまなざしを検討する。さらに、不定期に日本

に来た朝鮮通信使へのｲⅡ株とその弟子たちの「文」に

おける対抗意識を明らかに上で、彼らのﾘﾘ｣鮮通信使の

文学に対する評Iilliを考察する。さらに、イⅡ株とその弟

子たちの｢１１国・朝鮮槻の行方を検討する。この視点か

ら研究することによって、束アジアの広がりで祖株の

古文辞学を意義づけようとする。

次に、荻生狙棟のTI｢文辞学は、漢詩文IljU作の方法だ

けではなく、儒学の経典を含める「古文辞」の原典を

読解して、狙株学を倉Ill)した方法でもある。しかし、

漢詩文方法としての古文辞学は、いかにして狙侠学の

方法としての古文辞学に転用されて、１１株学を創出こ

とがのか。これは、荻LMl株研究における－つの靴'１１１１

としてある。この研究,↑l-illiでは、このl1U題に対する－

つの解釈を提出することをも課題とする。

この１１１]題について、従来、祖株の古文辞学を実証的

な方法だと捉える見方があったが、こうした見方の誤

りはすでに指摘されている。さらに、：ijf川幸次郎の古

Ｔｈｅ［Cl〕ｉｃｏｆｍｙｒｅｓｅａｒｃｈｐｌａｎｆｂｒ２００７ｗａｓ`fAStudyoF

OgydSoramskb6"ﾉﾀﾞjigrzﾙ",ｏｒ`S[udyoftheAncientLitcrarySﾜle，

,"andlin[ellded[opursLlcmyresearcllinfbL1rsecLions:(1)dle

li[ｃｍｌｙ[heoIieso(theMinggz“`"ｃｉ０ｐた06"W,ﾘschool,(2)d1c

popLlariwofworksbytheMiｎｇｇｚｚｚＵＥ"c/sclloolind〕eflrsthalf

oftheTbkugawaperiod,(3)thereasontl1atSoraiwasdmwn[o

theMinggz‘ｚＵ`"cischoolandadvocatedKb6"7ﾀﾞjigzz応１，andrelated

works,ａｎｄ(4)Kb6",ﾀﾞjigrZﾙ〃asamethodIbrinterpreringthe

ConRlcianclassicsBu[ｉｎａｃ[ualhctlconcentratedon(2)and

(3),andduring[hecLuTentacademicyearlwiUlbcusprimarilvon

Kb6"W)炉/Ｍｎ[hehisrovofexchangeinEas[Asiaandon(4)．

First,mkingintoaccou1]tIastyearsresearch,IwiUgather

materialan〔lexamine6omtheperspectiveoFtlIehistoryoP

cuIturalexcllangeinEastAsiallowSoraiandhisdisciplesviewed

ftom[hestandpoin[ofkb6z`7ﾀﾞjignだ〃[heli[era[ureoPChinese

andKorcanenvoyswhovisitedJapanattherime.Ｉwillbeginby

exElminingSorai,sviewoFtheliteratureofCI]incseinterpreters

andd1clitemtureofChinesewhocame[oJapanhrthcpurposes

oftrade,Furtl1e,〕havmgclarifiedtl1esenseofrivalryregarding

(`writing，，tlIatwaslbltbySoraiandl1isdisciplesrowardsthe

KoreanenvoyswhovisitedJapanatirregularintervals,Iwill

considertheirassessmcntof[helitera[ureofKoreanenvoys・I

willalsoexaminedevelopmentsintheviewsofSoraiandbis

disciplesregardingChinaandKorea・ThroughreseEuchliCm[his

perspectivell]ope[oshowdlcsigniflcanceoFSorafbkb6…gzz虚メ
widlinEastAsiaasawhole

Next,Sorai,sK7ﾌﾙz‘可jigzzﾙ〃wasnotonlyamcthodfb必

co1npos1ngproseandpoetryinClIinese,butwasalsoamethod

lbrinterpretingclassicswritteninthe"ancientsq/le,"includingthe
Confi1cianclassics,whichledtotllecreationofdIeSoraischooL

Buthowwaskb6M7Z/igz‘ん〃asamc[hodfbrcompos1ngproseand

poctryabletotumintokb6z"ﾀﾞﾉi3rZh`asamerhodofrheSorai
schoolandsocrcatetl1eSoraischool?Thisremainsadimcul［

ques[ionin［ｈｅｓｔｕｄｙｏｆＳｏｍＬＯｎｃａｉｍｏｆ[hepresentresearch

planistooHbl･ａｎin[erpre[a[1ｏｎ[ｏａｎｓｗｅｒｄ]isqLles[ion・

Concerningdlisissue,。IerehasinthepastbeenaviewdIat

wouldregardSoraHsKb6",Z/j<grZﾙzfasanempiricalme[hod,ｂｕ［

thce[ｒｍｓｏｆ[hisviewhavcahcadybeenpoin[ｅｄｏｕ[Ｉｎａｄｄｉ[ion，

thereisYbshikawaKOshirO,sclassicalinterprc[a[ion・According

toYbs1Iikawa,whencomparedwithtlle“passivcmethod,，
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典的な解釈がある。吉川氏によれば、祖j來学の方法と

しての古文辞学は、従来の訓話注釈を通して原典を読

むという「受動的な方法」と比べ､注釈を否定して「古

文辞」の原典の言語で自らの体Ｉ険を書くことを通して

原典の意味を把握するという「能動的な方法」である。

これは、「道はすなわち辞」という理解を踏まえ、漢

詩文方法としての「古文辞学」を作文方法として、「古

文辞」の模倣と習熟を通して、「古文辞」を理解して

古代に存在していた「標準的事実」としての「物」（道）

を把握する祖棟学方法としての「古文辞学」に転用し

たのだ、という考えである。しかし、平石直昭が指摘

しているように、吉川氏は、古文辞学にある「修辞」

と「叙事」の側面を強調し過ぎ、また「物」を平板的に

｢標準的事実」と理解したことによって、「物」自体の

持つ二重規範性（｢物｣、「義」と「徳｣）を把握し損な

った。それに対して、平石氏自身は、祖擁学の方法と

しての古文辞学は、「能動的」に自己の体験を「古文

辞」で書くばかりではなく、自分のもつ言語や認識の

枠組みを自覚的に対象化する認識主体として、現実認

識との関連で、「古文辞」世界（六経）に内在してそ

の「義理」を媒介的に捉えようとした方法である、と

主張している。

そこで、本研究では右の先行研究を批判的に継承し

た上で、さらに明代古文辞派の詩文論と評点学との関連

で、祖j來学の方法としての古文辞学の成立を漢詩文史の

文脈に即して、以下の二つの部分に分けて研究する。

①狙挾が明代古文辞派から学んだ漢詩文の方法を転用

して、「今文」と異なる秦漢以前の文章としての「古

文辞」を読解・評点する方法に応川した古文辞学の

あり方を研究する。つまり、彼はどうやって「古文

辞」の模倣と習熟によって、秦漢以前の「辞」の義

（字義）と「辞」の法（｢文法」と他の修辞技法）と

「事」を把握するかということをあきらかにする。

さらに、文体としての｢古文辞」と古代君子の言語

としての｢古言」を区別した上で、祖株の経書解釈

に応用された経書解釈方法としての古文辞学のあり

方を解明したい。

②『弁道』『弁名』をテキストとして、右に解明され

た経害解釈方法としての古文辞学を踏まえて、祖株

が『弁道』『弁名」で使われた方法を検討する。

このように狙棟の学問方法としての古文辞学を捉え

ることによって、漢詩文の方法としての古文辞学が祖

挾学の方法としての古文辞学に転用される論理の過程

を説明することを試みる。

ofreadingoriginaltextsthroughthefilterofpastexegetical

commcntaries,kb6",ﾀﾞjigzzﾙ〃asamethodofにheSoraischool

wasan"activcme[hod"wherebySoralrejectedcommentaries

andgraspcdthemeaningoftheoriginEllsbywritingofhisown

expeliencesinthelangL1agcoftheorigmalswritteni、the`hncient

s[yle,，,TlIisisaviewwhich,basedontheunderstandingthat

"tlleWhyistheword,"considersthatSorai，sKb6"Wigzzﾉｾ〃in

itscapac,▽asamethodfbrcompos1ngproseandpoerrywas

amctho(|ｏｆcompositionwhichturnedlntoKb6W妙ﾙzZas

tllemethodoftheSoraischoolfbrunderstandingthe“anciel1t

sワle,'d1roughimita[ionandmasteIyofthe“ancients▽1s，ａｎｄ

[hcrebycomprehending"d1ings"as"normalfhc[s,，("ＷｈＪ/,)[l]ar

existedinancienttimes､Howevel3ashasbcenpoin[edourby

HiraishiNaoaki，becauseYbshikawaoveremphasized［heaspec[S

OP"cultivalingwords"ａｎｄ(`｡escribingfklcts”inKb6"Vjigzzんメ

andalsoLmderstood“things”superficiall)ｱａｓ“normalfac[s,”

hefliled[ograspthedualnormatlvenessof`things”(``d1ings,”

"meanmg，'and`､irtue").Incontrast,Himishihimsclfajguesrhat

Kb6喫解ﾉﾚ〃asamcthodoftlleSoraischooldidnotjustmean

[o"ac[ivclﾌﾟ'writeoPone'sownexper1encesinrhe"ancien[s▽le,”

butwasamethodwl1eIcbyBinonescapac1Wasacognitiveagent

consciouslyobjecti6,ing[heliameworkofonetownlanguageand

pcrcept,ons,andinconnectionwithonebperceprionofthereal

world,onedweUsinrheworldoFthe"ancients可le"(SixChssics）

ａｎｄｓｅｅｋｓｔｏｇｒａｓｐｉｔｓ“mean1ngandprinciples，，ｉｎａｍｅｄｉａｔｅ
ｍａｎｎｅＬ

Ｉｎｔｌ１ｅｐｒｅｓｅｎｔstudyBhavingtakencriticalaccounrof[he

aboveearlierreseaIch,Iwmfhrthcrinvestigatetheestabhshmen［

ofkb6"7Z/jigzZf〃asamethodoftheSoraischoolinconnection

wi[hliteraryrheoriesandcommentarialstudiesoftheMing

gzjz"c"ciscl1oolandinthecon[extofthehistoryofChinese

literature,dividmgmyreseaIchintotwoparts．

(1)Iwills[udydlena[uEeofKb6",ﾀﾞ"た",wheﾋﾞebySomi[umed

thcmetl1odsoPChinesecompositionthathehadlearn［fiom

[ｈｅＭｉｎｇｇ"z【ﾉど"c2schoolintoamethodfbrinterpIetingand

commentingonthe"ancien[s[yle"inthefbrmofpre-Qjn-

Hanworks,whichdiHbredfiom“contemporarywriting.”Iwnl

showBinotherwords,howhegainedag[aspofthepre-Qin-Han

meaningsofcharac[ersandtl1egrammarandotherrhe[orical

tecl1niquesand“ltlcts”ofthatperiodbyimitatingandmastering

[ｈｅ《(al1cients▽le.”FurthenlIavingdiHerentiatedbetween[ｈｅ

"ancientswle”Elsaliterarys▽leandthe"ancienrlanguage"asthe

languageoFrulersoFtheancientperiod,Ihopetoelucidatethe

narureofkb6”jigrZﾙ〃asamerhodfbrinrerpre[ingtheclassics

tha[wasadBLp[edbySoraitodleinterpretationoftheclassics．

(2)IhkingintoaccounrRZ6z〃jZzZﾙ"asamethodfb[inre1preting

theclassics,aselucidatedabove,Ｉｗｍｅｘａｍｍｅ[hew3yinwhichit

wasemployedimheBe"ぬandBB""ど/，

ByunderstandingXb6W妙陶`asSorafsmethodof

scholaIship,Iwillendeavourtoexplaintheprocessoflogic

wl1eにbyKb6"Wjigr'ん〃asamed1odfbrcomposingChineseprose

andpoetIywastumedintokb6zZVjgzZﾙzZasame[hodof[heSorai
school．
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平成２０年度ＣＯＥ研究員研究計画（３）

鯛治鰯に議鰍る蕊本職等の海外布教活動と日中文化菱流
ResearchPlansfor2008

川邉雄大COE研究員

COECheifResearchASistantl<aWabeYditai

従来行ってきた、明治期における東本願寺の海外布

教活動に関する調査研究を継続し、本年度は博士論文

執筆に向けて、以下の研究を行う。

ＩｗｉｌｌcontinLIemy1nvestigarions1n[otheoverseas

missionaryactivitiesofHigashiHonganjiduringtheMcijiera，

andduring[hecurrentacademicyearlwmconduc[thcresearch

describedbelowinpreparationfbrwritingmydoc[oralthesis．

（１）海外布教にいたるまでの経過

拙稿「松本白華と玉川吟社の人々」（共同執筆、『１１

本漢文学研究」第２号、二松学舎大学２１１１紀ＣＯＥ

プログラム、２００７年３月）に引続き、幕末明治期の

東本願寺をめぐる諸状況を、とくに松本ロ華（1838

～1926）や小栗栖香頂(1831～1905）ら布教に関わっ

た真宗僧と漢学塾・成宜園との学術上および人脈形成

上の関係、また海外布教に至るまでの時期における真

宗僧と教部省をはじめとした政府要人との具体的な交

渉について究明する。

以上のような事実関係の究明とともに、口華が｢１７心

となって実現した東本願寺派一行の洋行（西洋体験）

と、後の上海別院に輪番として勤務した経験（中|茎｜

体験）が白華に与えた影響について、同時期の島地黙

雷（1838～1911）や小栗柄香頂・南條文雄（1849～

1927）らと比較しつつ考察する。

(1)DevelopmentsLeadimtoOverseasMissionaｴyActiviticso

Followingonfiomrhcco-autlloredarticle“Ｍ１[sumoto

Hakkaandd1ePeopleofd1cGyokusenGinshｺﾞ,(ﾊﾉ?ｂｏ/zkZzﾌﾙ"〃

KZ，ZbIZZ2[2007]),IwiUclucida[e[hesraに｡faH[hirssunoundmg

HigaslliHonganiiiｎｔｈｅ６ａ冷鰯腕αな"andMeijiperiodwith

particularrcfbrencetorhescholarlyandpersonalrelations

betweenShinsl1[imonksinvolvedinmissionaryactivities，

suchasMatsumo[ｏＨａｋｋａ(1838-1926)andOgurusuKOch6

(l831-l905),andKangien,apnva[eschoolofChineseleaming，
andalsowidlrelbrencetoacmalcontactsberweenShinRhUmonks

andkeygovernmentoHlcialsind1eMinistryofRcligion,etc.，
duringd1eperiodleadinguptotheCommencementofoverseas

missionaJyactivities･

Alongwiththeelucidationof[heabovefhcts，Iwillalso

examinetheinHuenceonHakkaofhisexper1enceoFtheWest

ｉｎｔｌＩｃｂｒｍｏｆａｖｉｓｉｔｔｏＥｕｒｏｐｅｂｙａｐartyfiomtheHigashi

Honganjisubsect,whicllHakkawas1nstrumentalinorganizing，

ElndhisexperienceofCl1inainthelbrmoFaperiodoFservicear

[heHigashiHonganjiBrancl1TbmpleinShanghaibycomparing

hisexper1enceswid1thoseofhiscontempora｣iesShimajiMokurai

(1838-1111),OgurusuKOch6andNanjOBuIfyn(1849-1927)．

（２）上海別院における布教と交流

拙稿「1ﾘ]治初年の東本願寺上海別院における日'１１文

化交流一松本白華・北方心泉を中心に－」（人間文化

研究機構・国文学研究資料館『手紙と日記一対話する

私／私との対話一第３１１回１国際日本文学研究集会会

議録』、2008年３月）に引続き、Ⅲ]治１０年代の布教

の実態を明らかにしつつ、布教活動の進捗にともなっ

て活溌化した北方心泉（1850～1905）ら真宗僧と清

「Ｍ１文人たちとの交流を、とくに海上派の文人たちや命

樋との文事に関する交流を中心に研究を進める。あわ

せて、明治１０年代に上海に在住した邦人書画家（大

(2)Missiona1yActh'itiesandCulturalnmhangeattheBranch

lbmp1emS1langhai

Followingonfiommyarticle"Sino-JapaneseCultural

Exchangea[dneHigashiHonganiiBranchTbmpleinShanghaj：
WithaFocusonMatsumotoHakkaandKitakataShinsen,'(in

NtltionallnstitLuteslbr[ｈｅＨＩＩｍ月nities＆Ｎａtionallnstitureof

JapanescLiteram[e,Ｌｅがど汀"""、､,/α:』小`ｸﾞ“DjZMqgz`どれZ"〃

D/α蛇"灯ルノ坊吻"グーＰ'り`…'zgJq/坊`３Ｊ，オル…“，"α／

Ｗｍｂ方q/)ｏ"/【Z少Z"灯ｇＺＺだ'”"汐[Ｍ虹ch2008]),IwillshedlighC

ontl1erealitiesoPmissionEuyactivitiesduring[heseco11ddecade

ofthcMeijiemwhilealsoconductingresearchonexchange
betweenShinshUmonkssuchasKitaka[aShinsen（'850-1905）

andChineseliterati,whichlncreasedasmissionarvactivities

麹５９：



倉雨村・吉M1拝山・内海吉堂・圓山大迂ら）の活動を

通して、同時代の中国文人の書画等に対-する邦人の評

価等についても明らかにする。

began［omakeprogress，lnpar[icular,exchangewithli[era[ｉ

ｏｆ[lleHaishangschoolofpaintingandYUYUeabourIi[erary

ma[[ers・Ａｔ[hcsametime,IwillalsoclaIilyrhcassessmcn[by

Japanescofcalligraphyandpaintingbyconrempora1yChinese

litcratid1rough[I1eactivitiesofJapanesecalligraphersandpainters

whowcに[esidinginShanghaiduringthcseconddccadeof[he

Meijiera(○ku[aUson,YbshitsuguHaizEln,UtsumiKichidO，

MaruyamaDaiu,etc.)．

（３）北方心泉の書学

心泉における。書’は、’１１厘|滞在中の''１ﾄﾞ'５１文人との

直接交渉の刺戟が契機となっているという点で、その

海外体験の産物と言うことが出来る。先に111}稲「明治

期の日本1玉|内における唐本流通について－岸111吟香書

翰を中心に－」（上海辞書出版社『東Ⅲ書籍交流研究ｊ

収録豫定）等において、帰陸|後の心泉が本格的に害学

を学びはじめた際、友人の漢学者・三宅其軒が心泉の

ために小学・金石類を'二'1心とした書学研錐に必要な書

目を作成し、それをもとに心泉が上海の楽善堂や囮1111

1享一に書籍を注文したことを明らかにした｡今年度は、

心泉の書学に関して、心泉が内国博覧会に入賞した際

の諸状DBを、長三U11やＨ－１､~部鳴鶴・巌谷一六ら官吏}｣｝

身の書家、および彼らに強い影響を与えた楊守敬との

関係を中心に明らかにする。

(3)KitakataShinsen芯StudyofCa11igraphy

Shi11sen,sintcrestincalligraphywassparkedbydirect

contacrwithChineselitcratidulinghissojouminChina,andin

thisrespect,［ｃａｎｂｅｓａｉｄｔｏｈａｙｅｂｅｅｎａｐｒｏｄｕｃｔｏｆhisoverseas

experiences・Inearlierarticles,including“OntheCirculation

ofChineseBooksinJapanduringtl1eMこりiEra:Witl1aFocus

ontheCorrcspondenceoPKishidaGink6"(inSrz``Zliai〃８００ル

酸ｃ６ａ恋j7zEhzJｵﾉism[ShanghaiCishuChubanshe,2008]),I

showed[1,a[whcnShinsenbcganros[udycalligmphyseriously

afterl1isrcturntoJapan,hisacquaintanceMiyakeShinken,a

Sinologist,ｄｒｅｗｕｐｆｂｌ，himalisrofbooksnecessaD,fbm]cstudy

ofcalligraphy(cl1ieHybooksaboutd〕eancientlanguageandme[al

andstoncinscriptions),ond1ebasisofwhichShinsenordered

bookslTomtheRakuzendObookstoreandMaruyamaJuIfichi

inShanglmiDunngrhecuIrcn[academicycmIwillclarifyin

connectionwithShinsenbstudyoPcalligraphythecircL1msrances

inwlIiclIhcwo1IaprizefbrhiscalligraphyattllcNational

lndustrialExhibition,fbcusingonhisrelationswidlosaSanshd

andcalligraplIcrswhohadbeengovernmen［oHicials,suchas

KusakabeMeikakuandIwayalchiroku(asweUasYhngShoUiing，

whohadasrronginHuenceonthem)．

（４）１ﾘ｣治３０年代の海外布教

東本願寺が本格的に布教を再開するIﾘI治３０年代、

心泉は再び渡情し東本願寺が設立した南京・金陵東文

学堂の校長を務めた。当時、東西本願寺等により南京

の他に中国各地に学校や布教所が設置されたが、それ

に伴って現地民との摩擦が発生し、一方では小栗栖香

頂と楊仁111との間には真宗の教義を巡って論争が発生

している。ロ情戦争をはさんで'二１本の対｢'－１政策・宗教

政策および国内の諸状況が大きく変化したのにともな

い、海外布教の方針や実態にどのような変化があった

かを、心泉・小栗憲一等の資料を用いて検証する。

(4)OverseasMissionajyActiTitiesduringtheFourthDecade

ofthcMeijiEra

During[helburthdecadeoftheMeijiera,whenHigashi

HonganjiLecommenceditsmissiona1yac[ivitiesinearnesに，

Shinsenreturne〔[ｔｏＣｈｉｎａｔｏｓｅｒｖｅａｓｐｒｉｎｃｉｐａｌｏＦａｓｃhool

cs[ablishcdbyHigasl1iHonganjiinNanjing(Kinry6T15bun

Gakud6).Atthe[iｍｅ,schoolsandmissionarycentreswerebeing

es[ablishedelsewlleretllroughoutChinabyHigashiandNishi

Honganji,etc,andrhisledtohictionwid1localresidems・Atthe

samet1me,adispLlteaboutShinsl1[ldoc[rinebrokcoutbetween

OgurL1suK6ch6andYtlngRenshan・UsingmateIialspertaining

[oShinsen,OgLuusLuKc1fichiandodIe1･sjIwiUexaminehowthc

dircctionandrealiriesofoverseasmissiona1yactivitieschangedas

maiorchangesoccLlrredbefbreandafterd1eSinoJapaneseWhrin

lapanbpolicicstowardsChina,itspolicyregardingreligion,and

condi[ionswithinJapan・

Thus,[hcobjcctiveofthepresentstudyistoviewthe

ovcrscasmissionaryactivitiesofHigashiHonganiiduring

rheMeijieraasanexampleoF[heoverseasexper1encesof

con[emporaryJapaneseand[oelucidareinconcre[ｅ[erms

associatedhistoricallhcts,ａｓwellasconsideringthesefiomthe

perspectivcofd1chistorvofculturalexchange,Whilecon[inuing

以上、本研究課題は、１ﾘ]治期の東本願寺の海外布教

活動を、当該期における邦人の海外体1険の実例として

とらえ、これに関連する歴史的事実を具体的に究明す

るとともに、それに対して文化交流史の視点から考察

を力Ⅱえるものである。今年度は、以上のような研究を

進めつつ、博士論文提}１１にliiijけてこれまでの研究成果

をまとめる作業もあわせて行う豫定である。

なお、研究協力者として参加している科ｲﾘ|識研究プ

ロジェクト「近代日本の仏教者における中岡体験・イ

ンド体I験」（平成１８年度採択、研究代表：小川原正道

剛 【



慶応義塾大学准助教授）の研究成果報告として刊行さ

れる論文集に、心泉に関する論文を執筆する豫定であ

る｡

withd1isrescarchduringthecurrcn［academicyeamlalsoplan

toconsoli｡a[ｅｍｙｐａｓ［researchfindingsinpreparationfbr

submittingmydoctoralthesis，
Ｉａｌｓｏｉｎｔｅｎｄｔｏｗｒ１[ｅａｎＥｌｒ[ｉｃｌｅａｂｏｕ［Shinsenfbra

collectionoFarticlesthatwillbepublishedasarepor［onthe

researchrcsultsofalfese虹cｈprojectfhndedbyagranBin-aidlbr

scientillcresearchon“TheExperiencesofBuddhis[sofModern

JapaninChinaandlndi‘，(acceptedin2006;headedbyOgIwaｴa

Masamicl1i,AssociateProfbssoratKei6University),inwhichl

lIayebcenpa1･ticipatingasacollaboratingresearclIer，

Inaddition,during[hecL1rrentacademicyearlwillcontinue

thetranscriptionofthediaricsandcorrespondenceoFHakka

andShinsenandinvesriga[ionsa[relevanttemplcsO6fhkuiiand

このほか、今年度も白華・心泉のⅡ記・書翰類の翻

刻と、関係する寺院（常福寺・善教寺）等で調査活動

を継続する。

ZenlW5ji),CｔＣ
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平成２０年度ＣＯＥ研究員研究計画（４）

『鬘寶類字集」の翻究

ResearchPlansfor2008

池田寛悪ＣＯＥ研究員

RIBsearchASi灘ａｎｔｌｌ<ｅ｡ａ料irDkDＣＯＥＣｒｉ色ｉｆ

ＴｈｅⅢBiZ"6Ｊ'wﾀﾞｶﾙ〃isoneoftheextantmanuscnp[sof

thercvisedvc15ionoftheR"ﾀﾞ〃77ﾘjigiJbD,aChinescJapanese

chamcterdictionaryDanditisusuallyrefbrredtoasthcK5zanji

manuscrip[・ThcvanousmanuscriptsoftheRt`ﾀﾞ〃勿輕shO虹e

dividediIIto［wogroups,namelXthoseafIlliated[otheoriginal

vers1on,compiledbetweenlO81andca､１１００(ZushoryO

manuscripr),andtl1osederivingfiCmarevisedversion,ｄａ[ing

fiombetweenll77andca､１２００(K6zanji,Kanchiin,RenjOin,

SajnenjiandH6bodaiinmal1uscIipts)ChincscJapanesecharactcr

dic[ionanesinJapanaresaidtohaveevolvedinthecourseofthe

shiRliomdleZusho1yOmanuscrip[oftheoriginalversion,which

quotessourcesintheoriginalChinescandaddsJapaneseglosses，

[od1cmanL1scriptsoftherevisedversion,whichindjcatecharacter

mcanmgssolelybymeansofJapaneseglosses，

TheZushory5manuscriptjwithitscitationofsources，

andtl1eKanchiinmanuscripr，theonlycompletevers1on

surviving[oday;arerecognizedlbr[heirvalueasmaterialIelating

totheJalxmeselanguage,andthereismuchabouttheother

extantmanusc1･ipts,suchasthesystematicvalueoFindividual

manuscr1ptsandtheirrelativedates,thatremainsunknown，

perhapsbecaused1eyaIcallincompletemanuscrlpts、

MostpaststudiesoftheKOzanjimanuscripthaveexamincd

diHbrencesbetweenthevariousmanL1scr1pts,centrlngonthe

l<El11chiinmanuscript〕ｔｈｅsolecompleteextantmanuscrlpt，

onthebasisoFwhichtheyhavetl1endiscussedthcoriginsand

cl1虹actcristicsof[hcKOzanjimanuscrip[・ＡccordmglWnorder

[oclanOsys[ema[ically[hecon[en[。｢[heK6zanjimanusqip[,I

hayeinvestigatedallaspectsofitscontent(headcharacters,glosses

conceminghomophonicchamc[e,:s’た"ｸﾞﾉ`,Japaneseglosscs，

CIlineseglosses,andcommentsaboutcharac[erfb1ms)andhave

d1crebyendeavourcdtodiscoverthevalueofthismanuscript・

Il1myIesearchduringthecur1･entacademicyear,Ｉｈｏｐｅ

[oworkonthefbllowingtwopointswi[htheaimoffnrther

clari0ing[hedis[inctivefba[ureso｢[heK6zaniimanuscnpC

『三賞類字集』は、漢和字書『類聚名義抄』の改編

本系現存諸本のうちの一つであり、通称「高山寺本」

と呼ばれている（以下、高山寺本と''1各述する)。現存

諸本は1081年から１１００年頃迄の間に成立した原撰本

系（図書寮本）と、1177年から1200年頃迄の問に成

立した改編本系（高山寺本・観智院本・蓮成院本・西

念寺本・宝菩提院本）の二系統であり、出典注記を漢

文で引用し和訓を注した原撰本系の図書寮本から、語

義標示を和訓のみで注記する改編本系諸本に至り、［｜

本における漢和字書が成立したと言われている。

国語資料としては、出典注記のある図書寮本と現

存唯一の完本である観智院本とに価値が認められてお

り、それ以外の現存諸本は、全て零本であるためか、

諸本ごとの体系的な価値や成立の前後関係など、未だ

明らかにされていない点が多く残っている。

先学による高山寺本の研究は、唯一の完本である観

智院本を中心に、諾本間の異同を調査し、その結果

から高山寺本の成立や特徴を論じるものが主流であっ

た。そこで、筆者は、高山寺本の内部を体系的に明ら

かにするために、全ての記述（標出漢字・同音字注・

反切・和訓・漢文注・字体の注）を対象に調査し、そ

の価値を見出すことを試みてきた。

本年度のｲﾘﾄ究では、これまでに引き続き、高lll寺本

の特質を明らかにすることを目的に、以下の２点に取

り組んでいきたい。

ｌ、諸文献との対比調査

広<辞書編纂の歴史や出典注記がある図書寮本を考

えてみても、高山寺本の成立には、先行する様々な仏

典・音義・小学などの辞:習類が参照されてiNlii繁された

ことは確かなことである。高山寺本において、まず着

LComparisonwid1OtherWbd⑮

Whenoneconsidersthehisto1yoFlexicographyinbroad

[elmsandd1eZL1shory5manuscriptwithitssourceci[a[ionsjit

iscerrain[ha[d1eKOzanjimanuscriprwascompiledbyrelｾrring

[ovariousfbregomgBuddhisrtexts,dictionariesintendedfbr

1℃adingBuddhis[にx[s(，⑭,andod1erworksaboutthcChinesc
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ｐした点は、割注の第一項|｣に書かれている同音字注

が、中国の組書『腐韻』における小韻代表字である例

が多いことである。そこで、これまでの調査では、「廣

韻』が高山寺本の字音注のみに関係していると限定せ

ず、『孔雀経単字』が『廣韻』の反切・声調韻目・意

義の全てに拠ったように、高山寺本の全ての記述（標

出漢字・同音字注・反切・和訓・漢文注・字体注）と

の関わりを仮設して、高山寺本における『魔韻」の表

れ方を確認してきた。以下は、主な調査結果である。

languagcandscript・The6rstpointIfbcusedonintheK6zanji

manuscriptwastheflcttllatmanyoftheglossesconcern1ng

homophoniccharacters,theBrs[itemamongdleinserredglosses〕
coincidewiththe1･eprese1Itativexiaq)/"〃cllaractcrgiveninthe

Gb/α7掴ﾉzZ7z，ElCllineseIhymedictionalyTherefbre,surmising

[ｈａｔｄ１ｅＧ伽MZ'1ＫW`〃hadbcaringsnotjustonglosscsconceming
homophonicchamc[ersinrheKOzanjimanuscrlptbutwasrclated

toallaspec[sofitscontent(headcharacters,glossesconcemmg
homophonicchamcにＷｉｔ"9Ｊ`,Japaneseglosses,Chineseglosscs，
andcommentsaboutcharacterfbrms)inrllesamewayasthe

kWl《Z吃"bﾉﾜmnji[eliCdon[heGb1"'’9W`〃fbraUiWfiZ"9/２，tonc
rllymesandmeanings,Ihavebeenascertaining[hemannerin

whichthea"幻z』〃mani丘stsintheK5zanjimanuscript､The
chiefresultsoFmyinvestigationsarcgivenbelow

Ａ字体注について

高山寺本の標}１１漢字一宇に対して､割注が「俗○字」

(○は正字とされる字体）のみである場合、「謄韻ｊに

当該の標出漢字（俗字）が見出せない事例は約94％

であり、当該の割注の字（正字）が見出せた事例は

85％であった。

ＡＣｏｍｍｅｎｔｓｏｎＣｌ１ｑｗＴｔｅｒＦｏｒｍｓ

ｌｎｃaseswhentheonlyinscr[edglossfbraheadchamc[er1s
r[

popLllarfbrmofthechaﾋﾞacterX,'(whereXcorrespondstothe
correctlbrm),。]ecorrespondinglleadcl1aracter(popularfbrm)is
notlbLu1din[ｈｅＧｍｍｇ)ﾉ"〃inabout94牝ofdlecases,whilethe

corrcctfbrmgivenintheinsertedglossappearsintheQ/α⑭ﾉ"〃
ｉｎ８５％ofthccases．

Ｂ同音字注と反切について

高山寺本の標出漢字と注文第一項ロに位置する同

音字注は、『廣韻』の音と約６２％一致し、その同音字

注の約６４％が「廣韻」における小韻代表字であった。

また、高山寺本の注文第一項目の反切と「厳韻』の反

切とを対比した場合、字音・反切用字とも一致する事

例は約１３％であった。なお、高山寺本の人篇・イ篇

までの調査ではあるが、「築隷万象名義』の反切との

一致は約４２％であった。

Ｂ・GlossesConcemingHomopl1onicCharactersandHZ"９左
TheheadcharactersinrheKOzanjimanuscrip[andthe

glossesconcerninghomophoniccharacrers,correspondingto
[heHrs［itemamongtheinsertedglosses,coincidewi[hthe

pronLmciationgivenintheQ/ｚ７ｑｇ)ﾉzZ7zinabour62牝ofthecases，

andabout649'６oftheseglossescoincidewidltherepresentar1ve

x1aoyu,]charactergivenindleQ/α71Ｋ)ﾉz/"､Purthenacompa｣ison

oftl1Q/fi1"9/`intheK6zanjimanuscrip[,corrcsponding[。[hc

seconditemamongtheinser[edglosses,wid1[ｈｅ′,’9/`inthe
GzZa7ilg)ﾉzz〃revealeclthatinabout１３％ofthecasesborhthc

chamcにrpmnuncia[ionand次"9/`charac[ascoincidcdln
addi[ionjinmyinvestigationsasf,ｒａｓｔｈｅ“man”radicaland

"goingman"radimlin[heK6zanjimanuscnpt,thQﾉ５，"9/`。｢rhe
K6zaUjimanuscrip[alsocoincidedwidld1ejft"ﾜﾉ`ofrheTbmei
bElnsh5meigiinabou[４２％ofdlecases．

Ｃ漢文注について

高山寺本の人篇・才篇までの調査では、高111寺本の

漢文注と「廣韻』の漢文注との一致は約２３％であり、

『築隷万象名義」の漢文注との一致は約５４％であった。
Ｃ,Chin…G1osses

lnmyinvestigationsaslhｒａｓｔｈｅ"man”radicaland“going
man，，radicalindleK6zanjimanuscrip上,tbeChineseglosses1n
d1eK6zanjimanuscriptcoincidedwi[hd1eChineseglossesinthe

GZ/α咽拠〃ｉｎabout２３％ofthecasesandwitlltheChineseglosses
ind〕e丑"だi比郷ﾙｸ碗`jg1finabou[54％of[hecases・

Onthebasisoftheaboveresul[s,Ｉｗａｓａｂｌｅｔｏａｓｃｅｒ[a1n

tl]at[hcd1aracterfbrm(correc[chamc[eOgivcnintheinserted

glossesofthcK6zanjimanuscr1ptand[heglossesconcerning
homophoniccharac[ers,corresponding［ｏｔｈｅｎ１ｒｓｔｉ[ｃｍａｍｏｎｇ
ｉ[sinser[edglosses,coincidedinacompara[ivelyhighproporuon

o｢casesｗｉｔｈ[heGmz,,gγ"",ｂｕ[inthecaseofrhQ腕!"9/`and
ChineseglossesoFtheK5zanjimanuscripttherewasahigher
dcgreeofcorrespondencewiththeTbllreibanshDmeigi［haｎ

以上の結果から、高山寺本の割注の字体（正字）や

注文第一項目に位置する同音字注は比較的高い割合で

『廣韻」と一致していたが、高山寺本の反切と漢文注

においては、『廣韻」との一致よりも、「蒙隷万象名義』

との一致が高いことが確認できた。本年度は、上述の

調査において、「廣韻」と一致しなかった事例を整理・

分析するとともに、才篇以降の篇１１における『築隷万

象義」との対比調査をまとめる予定である。

龍










