
フィールド歴史学と中国古代史

工藤元男（文学学術院）

Ⅰ はじめに

早稲田大学大学院文学研究科では、アジアの文化研究に従事する様々な

分野のプロジェクト研究
(1)

所を“アジア地域文化エンハンシング研究センタ

ー”として組織し、“地域文化”という視座からアジア諸地域の文化を共

同研究する企画を起ち上げ、2002年度の文部科学省“21世紀 COE プログ

ラム”に応募して採択された。本プログラムが2007年3月をもって完了す

ると、学部では第一文学部東洋史学専修が新学部の文学部アジア史コース

として再編され、大学院では文学研究科博士後期課程にアジア地域文化学

コースが新設された。アジア史コースに置かれた“フィールド歴史学”や、

アジア地域文化学コースで行われる共同研究指導
(2)

は、その成果を反映させ

た新制度である。ちなみに表題の「フィールド歴史学」とは、海外の大学

や研究所等の研究機関と共同で現場
フィールド

で蒐集・獲得した様々なレベルの“資

料”（古文献、巷間印刷資料、出土資料、聞き取り、動画・静止画資料等々）を、

どのように“史料”化し、これを歴史学研究ならびに授業に活用するか、

という視座から設置された授業科目である。小論は私が所長を務める長江

流域文化研究所の立場からこれまでの研究活動を総括し、今後の中国古代

史研究の方向の可能性について考えてみたものであるが、学生・院生諸君
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の研究に役立てば幸いである。

Ⅱ 宝墩文化から巴蜀文化まで

１ ... 宝墩遺址と芒城遺址

長江流域文化研究所の四川調査は、

宝墩
ほうとん

遺
い

址
し

の発掘から始まった。1996

年秋、中国国家文物局の批准と本学

の資金援助を受けて、我々は成都市

文物考古研究所・四川大学歴史系考

古教研室とともに、地元で龍馬古城

と呼ばれている新
しん

津
しん

県宝墩遺址を発

掘した（成都市文物考古研究所 2000）。それは長さ約1000m、幅約600mの

広大なもので、長江上流域で発見された最初の新石器時代の城址遺跡であ

る。それまで研究者の関心は、長江中・下流域に集中していた。すなわち

下流域では河
か

姆
ぼ

渡
と

文化から馬
ば

家
か

濱
ほう

文化・崧
すう

沢
たく

文化・良
りょう

渚
しょ

文化への流れ、

中流域では大渓文化・屈家嶺文化・石家河文化への流れに注目し、この両

地域における文明起源の問題に強い関心が寄せられていたのである。とこ

ろが上流域では宝墩遺址に続いて、さらに温江魚
ぎょ

鳧
ふ

村遺址、郫
ひ

県古城村遺

址、都
と

江
こう

堰
えん

芒
ぼう

城
じょう

村遺址、崇州双河村遺址、崇州紫竹村遺址が相次いで発

見された。炭素14による分析結果によれば、宝墩遺址の文化層は4期に分

かれ、上限は今から4500年前後、それはほぼ中原の龍山文化に平行する。

そして1998〜2000年には、さらに成都市文物考古研究所とともに同じく宝

墩文化に属する都江堰芒城遺址を発掘した。この宝墩文化の後続文化が、

目の突き出た巨大な青銅仮面の出土で有名な三
さん

星
せい

堆
たい

文化である。これを出

発点として我々は、四川の考古・歴史・民族調査等の一連の調査・研究を

現地の研究機関と実施することになった。
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２ ... 羌族の調査

宝墩遺址の周囲に住む村人の間には、この

古城について諸葛亮が猛獲を捕らえたときの

“猛獲城”とか、諸葛亮が練兵を行った“諸葛城”

とするなどの伝説が伝わっているが、しかし

信憑性は低く、信用するに足らない。

四川盆地は川西平原が広がる西部、山や谷

の多い東部、丘陵地の広がる中部とからなる。

四川北部の天彭山に水源を持つ岷
びん

江
こう

は渓谷に

沿って南下し、都江堰市でやや東南に転じ、

川西平原最大の成都平原に入る。上文であげ

た城址遺跡は、この扇状地上において発見さ

れたものである。この都江堰市以北を岷江上流とし、この地域には少数民

族の羌
チャン

族が居住しており、いまに至るも独特の民族文化を保持している。

羌族の先祖である羌は、殷墟卜辞のなかで“羌方”と称され、現在の甘粛・

陝西西部・山西西南、および河南西北一帯に分布していた。その羌の後代

の子孫とされる現在の羌族が岷江上流域に集中して居住していることから、

その間の遙かなる移動の歴史が推定されるのである。そこで我々は、羌族

の記憶のなかに城址遺跡に関する痕跡を探すことにした。現在、羌族の伝

承を伝えるのはシピ（俗に端公
ドアンゴン

ともいう）と呼ばれる宗教職能者である。

もともと羌族には文字がなく、その経典も師より口伝される。なかでも

「羌
きょう

戈
か

大
たい

戦
せん

」は、羌が西北の草原から岷江上流域に移動し、先住民の戈
か

基
き

人
じん

を征服してこの流域に定住するまでを伝えた壮大な史詩といってよい。

こうした口承伝承を手掛かりに、我々はその民族文化の調査を行うことに

した。

３ ... 白馬チベット族の調査

古代羌人の歴史や初期の移動については、『後漢書』西羌伝が基本史料

である。そこで現地調査とともに大学院の授業でその講読を開始した。羌
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イスラーム学と経済学をつなぐ試み

―イブン・ハルドゥーンの経済論入門―

湯川 武（イスラーム地域研究機構）

Ⅰ はじめに

14世紀の後半の世界で、経済について、現代の我々も十分に納得できる

ことを書いている人物がいた。その内容は幅広いものなので、その一部を

紹介するとこんなことである。

人間は労働によって稼ぎを得る。社会の豊かさの源は人間の労働である。

それは人間そして社会にとって、経済的に意味を持つ財（モノやサービス）

は人間の労働によって生み出されるからである。したがって、すべての財

の価値はそれを生み出すために注ぎ込まれた労働の量によって決まってく

る。その価値を貨幣の単位で表したのが価格である。

それでは、労働の価格はどのようにして決まるのであろうか。社会には

単純な労働なら供給できる人がたくさんいる。するとそのような労働の価

格は当然安くなる。難しい技術を伴うような労働を提供できる人は相対的

に少ないから、労働の価格、すなわち賃金は相対的に高くなる。そう考え

ると労働にも価格があることになる。労働の価格は賃金である。このこと

は基本ではあるが、現実はそれだけではない。たとえどれほど難しく習得

に時間を要するような技術であっても、その技術による労働の成果物が社

会的に、それほど求められていないものであれば、社会はそのような労働
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に対してそれほど高い対価を支払うわけではない。ある特定のモノやサー

ビスに対する社会的な需要は、社会とその文化の状況に大きく関わってい

る。社会的な効用とそれに対しての需要と供給の関係によって、労働の価

格が決まってくるのである。

大略こんなことを述べているのはイブン・ハルドゥーンという人物であ

る。ここで述べられていることはそっくり現代にも当てはまるではないか。

どのようにしてこのようなことに14世紀に思い至ったのであろうか。経済

についてこの他にも、卓見ともいうべき優れた考えを様々な事柄について

述べている。

この「知の大海」ともいうべき人物の経済論に挑戦するという知的冒険

に漕ぎ出ようというのが本稿の目的であり、呼びかけである。

Ⅱ イブン・ハルドゥーンと『歴史序説』

１ ...『歴史序説』について

古代以来中東は都市を発展させ、それらの都市を中心とした文明を形成

してきた。中東の諸文明の発展の基礎は、もちろん農業生産に基盤がある

が、文明の諸活動の中心は常に都市にあり、都市文明と呼ぶべきものを早

い時期から発展させてきた。

このような地でイスラーム文明は7世紀に生まれ、8〜10世紀に先行諸文

明の成果を受け継ぎつつ独自の文明として高度に発展した。イスラーム文

明は、中東の先行諸文明の都市的な性格を受け継ぎ、都市住民を文明の担

い手とし、都市的生活の諸相に文明の諸成果がはっきりと映し出されてい

ると広くいわれている。このような観察は、イスラーム文明の内部にいた

人たちも共有しており、そのことを客観的に見て、優れた文明論を展開し

たのが14世紀のイブン・ハルドゥーン（1332−1406）である。彼はマグリ

ブ（北アフリカ）の、現在のチュニジアの首都であるチュニスで、名門の

ハルドゥーン家に生まれ、故郷で勉学を積んだ後、若くして政治的なキャ

リアを求めてマグリブ各地の王朝や支配者のもとを転々と移動し、その有
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能さで名前を売るようになった。しかし、人生の後半になり、そのような

政治の世界に嫌気がさし、学問に専念することになる。イブン・ハルドゥ

ーン自身の人生は波乱にとんだもので、彼自身が同時代のマグリブの政治

史を体現しているようなところもあり、きわめて興味深いものであるが、

そのことは、現在、私も加わって共同研究として進行しているイブン・ハ

ルドゥーンの『自伝』の邦訳の完成を待つことにして、当面は参考文献中

の森本公誠著の『イブン・ハルドゥーン』（講談社・1980年）による伝記を

参考にしてもらいたい。森本公誠訳『歴史序説』全4巻（岩波文庫・2001年）

の第4巻の解説のところにも伝記が記されている。

イブン・ハルドゥーンは、彼自身の時代にあっては、イスラーム法学者

として知られるとともに、歴史家として『イバル（実例）書』という大部

の歴史書を書いた人物であり、多方面に高い学識を持つ一級の知識人とし

て知られていた。19世紀になり、フランスをはじめとする西洋諸国に紹介

されるようになると、さらにそのような枠を越えて文明や社会について優

れた洞察力を示した思想家として高い評価を受けるようになった。

彼の社会についての思想は、著書である『歴史序説』を通じて知られて

いるものである。この『歴史序説』は、もともと、上に述べた歴史書『イ

バルの書』の序論として書かれたもので、社会の変化を見ようとする歴史

学の背後には、表面的な歴史的諸現象を描写するだけではなく、その奥、

あるいは裏側にある、それらの諸現象の真の理由や、社会の変化の一般的

な「法則」などについての洞察と理解が必要であるとして書かれたもので

ある。したがって、『歴史序説』の内容は、具体的な歴史記述ではなく、

社会の歴史を理解するための社会の様々な側面についての一般的な諸理論

からなっている。イブン・ハルドゥーンは現在ではイスラーム史上最大の

思想家の1人であると評価されているが、その名声はひとえにこの『歴史

序説』によっているのはそのような理由からである。『歴史序説』は、イ

ブン・ハルドゥーンが様々な学問の研鑽と社会的経験を積み重ねてきた40

代半ばの1377年に書きあげられたとされている。

イブン・ハルドゥーンは、社会を観察する鋭い目と、その観察の結果を
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論理的に整理し一般化し定式化していく「社会科学的」とも呼べるような

方法論を持っていた。彼の問題意識は、人間にとって文明（ʻumrān）とは

何かということから始まり、人間の社会とそこで繰り広げられる諸活動の

総体を文明と定義し、社会すなわち文明がどのように変化していくかを解

き明かそうとした。なお『歴史序説』の内容の概略は、同書の邦訳者であ

る森本公誠訳の『歴史序説』（第4巻、378頁以下）に書かれているので、こ

こでは本論に関係のある部分にのみ触れるとして、それ以上は森本氏の解

説を参照するのがよい。

『歴史序説』において、イブン・ハルドゥーンはまず、人間にとって「社

会」とは何なのかということを論じ、その「社会」こそが「文明」そのも

のであると説く。そして、文明の自然地理的要因を含めて環境的諸要因に

ついて述べる。そして、環境要因の違いによって、人間は性質の異なる生

活をし、その生活の仕方の違いが異なる社会、すなわち異なる文明を生み

出すのだという。「田舎（生きるために必需の物資＝主として農牧的生産を行

う社会）」の文明と、「都会（必需品以外の剰余的な財を生産する社会）」の文

明があると指摘する。

これに続けて人間社会のありかたについて論じるのであるが、社会は個

人の集合である社会集団によって構成される。社会集団には、その集団を

集団たらしめる求心力が備わっている。イブン・ハルドゥーンはそれをア

サビーヤ（ʻas.abīya）と呼んでいるが、日本語では「社会的連帯意識」と

いう語に訳されている。強い「アサビーヤ」を持つ集団は、それをより多

くの個人や集団に拡大しようとする。その結果、より強い社会的影響力を

持つようになり、その集団の指導者はいわゆる権力を獲得するに至る。こ

のような権力の拡大の過程の最終段階が支配権（あるいは「王権 mulk」）

と呼ばれるものである。社会的な力の最終的な段階を「王権」と呼ぶのは、

イブン・ハルドゥーンの生きていた前近代社会では、ほとんどの場合、社

会を支配する権力は「王」にあったから、「王」が持つ権力ということで、

支配権力を「王権」といったのである。この段階に至った社会的力は、社

会に最も大きな影響を与える社会的要因であり、社会における様々な面で
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の人間の活動を大きく左右することになる。

そのことを背景にして、社会にとって最も大きな影響を与える要因の一

つが、支配権力のありかたであるとし、支配権力がどのように形成され、

どのように発展し、そして衰退していくかという政治的側面を詳しく論じ

ている。安定した支配権力のもとで、都市は発展し富は増大する。人間の

基本的な欲求は、権力を求めることと、より豊かな生活をしたがることで

ある。安定した支配権力は富を集め、その富によって「田舎の文明」の基

本的な経済活動である農業や牧畜以外の経済活動が活発になり、「都会の

文明」を支える富の量はさらに増していくことになる。このように政治的

な支配権力と経済は切っても切れない関係にあることを論証している。こ

のような考えを持つイブン・ハルドゥーンは、政治論の次に経済論へと移

ってゆくのである。

２ ... 本稿の目的

本稿は上に述べたようなイブン・ハルドゥーンの経済論に焦点を当て、

その一部を紹介しながら、私自身の今後の研究の展開の方向を紹介するも

のである。

イブン・ハルドゥーンは晩年をエジプトで過ごしたが、その頃エジプト・

シリアを支配していたマムルーク朝にはイスラームの法学者として遇され、

マーリキー法学派の大法官に何度も任命されている。法学者はシャリーア

（イスラーム法）の遵守を第一に考えるもので、シャリーアと矛盾するかに

見える社会の現実も、シャリーアを解釈し直すことにより、合法であると

判断したりする人たちである。つまり、シャリーアという宗教的価値観に

基づく枠組みでもって社会を見ようとする人たちである。そしてイブン・

ハルドゥーンもまたそのような法学者の1人であったのである。

そのイブン・ハルドゥーンが、そのような価値観に距離をおいて、客観

的に社会における人間の諸活動を観察して、社会はどのように変化してい

くのかという一般的な理論を打ち立てようとしたことに私は強い関心を持

った。
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