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はじめに

　金田一耕助という探偵がいる．横溝正史の推理小説の主人公だが，
ある世代の人たちにとってはむしろ石坂浩二，渥美清，古谷一行らが
演じた映像の金田一のほうが記憶に鮮明であるにちがいない．いずれ
にせよ，いまの学生諸君のほとんどは知らないだろうし，知らないか
らどうだというわけでもない（ちなみに漫画『金田一少年の事件簿』は金
田一耕助の孫という設定の高校生が主人公であり，こちらなら知っている人

もいるだろう）．さてこの金田一耕助，謎解きは完璧だが，事件を未然
に防ぐということに関してはおよそ無力なキャラクターである．たい
てい田舎の大きな旧家で猟奇的な連続殺人事件がおこるのだが，殺さ
れるべき人は残らず殺されてしまい，一人も助からない．事件の全容
が解明されるのはいつもすべての殺人が完遂されたあとである．おま
けに得々と事件の謎解きをしているあいだに，犯人にも毒を飲まれた
り，身投げされたりして死なれてしまう．一言でいえば，過去を説明
することには長けているが，未来は何ひとつ変えられない．世の中に
は歴史学というものを，この金田一のようなものだと考えている人も
少なくないのではあるまいか．
　本書は東京大学教養学部前期課程（1・2年生）の歴史学のテキストと
して編まれたものである．前期課程における歴史学の授業はかならず
しも専門家の養成をめざすものではない．もちろん受講生には，研究
者や教員をめざして後期課程（3・4年生）や大学院において歴史学を専
攻する学生も当然含まれるわけだが，彼らは全体のごく一部であり，
残る大半の学生は，ここでの授業を最後に，その後はいっさい歴史学
との接点をもつことなく社会に出てゆくことになる．社会に出たのち
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も，歴史小説や教養番組といった娯楽としての「歴史」ならともかく，
体系的な学問としての歴史学に接する機会はほとんどないだろう．つ
まり，ここでの授業が彼らにとって本物の歴史学に触れるほぼ最後の
チャンスになるわけである．そういう学生にたいして，前期課程の歴
史学教員はどのような授業を提供すべきだろうか．そのことについて
私たちはずいぶん長い時間をかけて議論してきた．
　歴史学を専攻しようという学生にたいしてであれば，古文書の読み
方を手ほどきするなど，より専門性の高い知識や方法論を授ければよ
く，後期課程では実際にそのような授業が中心になるわけだが，そう
でない学生にとっては，それらはさしあたり必要のない技術である．
　では歴史学は専門家以外にはまったく無用なものだろうか．私たち
はけっしてそうは考えない．技術的な面はひとまずおくとして，歴史
学的なものの見方・考え方は，歴史家にかぎらず，誰もがしっかりと
身につけ，そして必要なときにいつでも起動できるようにしておかね
ばならないものと考えている．歴史学的なものの見方・考え方の具体
的な中身については以下の各章で触れてゆくことになるが，その核心
にあるのはつねに物事を長期的な視野でみる姿勢である．この姿勢を
身につけることにより，私たちは一時的な衝動に駆られて行動したり，
短期的な利益に惑わされたりすることを免れるであろう．
　また，私たちの目の前にある人類や社会のありようを唯一無二のも
のとは考えず，いったん相対化してみること，つまり別の選択もあり
えた／ありうるのではないかと疑ってみる姿勢も大切である．この姿
勢を身につけることにより，私たちは頑迷で独りよがりな考えに陥る
ことを免れ，他者を認めることができるようになるだろう．つまり歴
史学的思考は，過去を振り返るときだけでなく，人類の現在と未来を
考えるときにも，否そういうときにこそ本領を発揮してくれるものと
私たちは確信するのである．しかもそれは，歴史家にかぎらず，すべ
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ての人びとに開かれているものでもあろう．
　私たちは以上のような認識を共有したうえで，歴史学的思考とは何
かを知ってもらうためのオムニバス授業をはじめた．そして，それと
並行してこの授業のエッセンスをまとめたテキストもつくることにし
た．このテキストは，したがって第一義的には受講生向けのテキスト
として成ったものであるが，それ自体完結した読み物として読めるも
のにつくりあげたつもりである．だから多くの一般読者にもぜひ手に
とっていただきたい．中高の先生や会社帰りに書店で本書を見かけた
社会人のみなさん，ちょっと早熟な高校生諸君も大歓迎である．
　ただし，一点だけ注意していただきたいのは，本書はあくまでも歴
史学

4

のテキストであって，歴史のテキストではないということである．
だから本書を通じて歴史の知識を仕入れようとはくれぐれも思わない
でいただきたい．本書で言及される断片的ないくつかの史実は，歴史
学的なものの見方・考え方をわかりやすく解説するという目的に奉仕
しているにすぎない．
　くり返し述べているように本書は大学 1・2年生を第一の読者とし
て想定してはいるが，その内容はむしろ彼らが 3・4年生となり，さ
らに社会人となったのちにこそ活きてくると思われるし，また活かし
てほしいと願っている．だから本書は，いつ読みはじめても遅いとい
うことはないし，一度きりでなく，二度三度とくり返しひもといてい
ただけるだけの不変的価値があると確信している．本書をふたたび開
くタイミングは人それぞれでよいが，世の中の動きに「おや？」とい
う違和感を覚えたときはひとつのチャンスだろう．歴史学的思考とは
そういうときにこそ起動されるべきものなのである．

� 著 者 一 同
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第1章　歴史に法則性はあるのか
　──　歴史と変化の理論

桜 井 英 治

　歴史学は変化を扱う学問だという言い方もできよう．その変化には大きく分
けて二つのパターンがある．一つは “一度おきたことは二度とくり返さない”，
あるいは “一度通過した時点には二度と立ち帰らない” という変化のパターン
であり，一回的，一方通行的な歴史といえよう．もう一つはいわゆる “歴史は
くり返す” という言葉で表現される変化のパターンであり，こちらは循環的，
反復的な歴史ということができる．
　歴史学ではこれら二つの変化のパターンをいずれも実在的なもの＝実際にお
きた現象としてとらえている．一方，哲学や社会学では同様の問題がしばしば
認識論の問題＝私たちの見方や考え方の問題として扱われる．そこでは，時間
認識は時代や地域，文化によって異なるものとされる．たとえば私たちは，時
間というものを一回的，一方通行的なものとして考えることに慣れているが，
これはじつは近代固有の時間認識であり，原始社会ではむしろ，昼→夜→昼，
雨季→乾季→雨季，あるいは冬至→春分→夏至→秋分→冬至のように，時間は
さまざまな周期を経て同じ時点に帰ってくるものという認識のほうが優勢であ
ったという［真木 1981］．
　時間認識の方法が時代や地域，文化によって異なることはたしかだろう．歴
史学における歴史認識もそうした多様な時間認識の一つといえなくもない．た
だ歴史学においては，これをたんなる認識上の問題とは考えずに，実際にも歴
史はこれら二つの変化のパターンを描きながら歩んできたと考えるのである．
本章では，変化をめぐるさまざまな歴史理論を紹介していこう．

1　成長モデル�　──　一度かぎりの歴史

1. 1 発展段階論
時間の流れのとらえ方

　私たちがよく使う「年表」は，歴史を一回的，一方通行的な変化のイメージ
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で表現したものである．そこでは縦書きなら右から左へ，横書きなら上から下
へ時系列的に出来事が書き継がれていき，全体は長大な帯状を呈することにな
る．このイメージにもとづくと，過去の出来事は映画のエンドロールのように
次々に巻き取られていって二度とふたたび目の前にあらわれることはない．そ
れに対し，循環的，反復的な変化のイメージで歴史を表現するとすれば，さし
ずめ円盤のような形状になろうか．それは年表というよりは一定周期で同じと
ころに針が帰ってくる時計のイメージに近い．
　次に，同じ一回的，一方通行的な歴史のなかにも，世の中はだんだんよくな
ると考える進歩史観をとる文化もあれば，逆にだんだん悪くなると考える衰退
史観をとる文化もある．近代社会は　──　そして近代歴史学も同様だが　──　多く
は前者，すなわち進歩史観，成長モデルで世の中の変化をとらえてきた（ただ
し，この場合はたんなる文化や認識の違いばかりともいいがたい．人口増加や経済成長

は実際におきているからである．ただ，それをよいことと考えるかどうかは文化や個人

によって異なるだろう）．
　グラフの x軸に時間をとったとき，右肩上がりの線を描くのが成長モデル
である．たとえば y軸に平均寿命をとれば，直線的成長に近い線が得られる
であろうし，人口や二酸化炭素排出量などをとれば，指数関数的成長に近い曲
線が得られるであろう．
　一方，社会制度のようなハードなものの成長を考える場合には，純粋な統計
とは異なり，イメージの領域になってくるけれども，先人たちの多くはこれを，
直線や曲線ではなく，階段状のイメージでとらえてきた．いわゆる発展段階論
である．もっとも単純なものとしては原始→未開→文明という三段階区分があ
るが，逆にもっとも精緻なものといえるのがマルクス主義歴史学の発展段階論，
いわゆる社会構成体論（社会構成史・生産様式論とも）である．

マルクス主義歴史学

　マルクス主義歴史学には「下部構造が上部構造を決定する」という有名な公
式がある．それをマルクス（1818─1883）自身が明快に説明したのが『経済学批
判』の「序言」である［マルクス 1956］．それによれば，時々の社会の構造を決定
しているのは経済，とくに生産力であり，法律や政治，精神生活（宗教・思想・
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文化）などは経済という土台（下部構造）のうえに立脚する上部構造にすぎない．
　下部構造は，その時々の生産力に応じて異なるかたちをとり，これを社会構
成体とか生産様式とよぶ．そして，その交代は次のようなメカニズムでおこる
とされる．すなわち，一つの社会構成体は，一定の生産力の発展段階に対応し
ているから，生産力がさらに発展すれば，逆に足かせになる．このとき社会革
命がはじまり，下部構造だけでなく，それに規定された巨大な上部構造も崩壊
に向かう．
　ただし，マルクスはこうもいっている．
一つの社会構成〔体〕は，すべての生産諸力がそのなかではもう発展の余地
がないほどに発展しないうちは崩壊することはけっしてなく，また新しい
より高度な生産諸関係は，その物質的な存在諸条件が古い社会の胎内で孵
化しおわるまでは，古いものにとってかわることはけっしてない．

＊〔　〕は引用者による補足（以下同）．

　一つの社会構成体は，それが許容しうるだけのすべての生産力が発展しきっ
たとき，新しい，より高次の社会構成体にとってかわられる．生産力と社会構
成体との関係は水と容器にたとえるとわかりやすいかもしれない．生産力とい
う水をどんどん注いでいっても容器に余裕があるうちは何もおこらないが，あ
る日容器の容量を超えたときに一気に決壊する．そのとき古い容器は捨てられ
て，ひとまわり大きな新しい容器にすげかえられるのである．要するに，社会
構成体の交代は，徐々にではなく，急激におこることが想定されているのであ
り，そうである以上，それはおのずから直線や曲線でなく，階段状のイメージ
にならざるをえないだろう．

社会構成体論のめざしたもの

　では，人類はこれまでにどれほどの社会構成体を経験してきたのだろうか．
これについて，「序言」では「大ざっぱにいって，経済的社会構成〔体〕が進歩
してゆく段階として，アジア的，古代的，封建的，および近代ブルジョワ的生
産様式をあげることができる」と述べるだけだが，マルクスが人類の最古の段
階に原始共同体（原始共産制）を，そして近代ブルジョワ的生産様式の次に共産
主義社会（社会主義社会）の到来を展望していたこともわかっているので，この
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二つを加えれば，
原始共同体→　アジア的生産様式（総体的奴隷制，貢納制とも）→　古典古代
的生産様式（奴隷制とも）→　封建的生産様式（農奴制とも）→　近代ブルジョ
ワ的生産様式（資本制とも）→　共産主義社会

という合計六つの社会構成体が浮かびあがってくる．
　ただし，各社会構成体はかならずしも一本のきれいな線上に並ぶわけではな
い．たとえば，アジア的生産様式のもとで生産力がいくら発展をとげても，古
典古代的生産様式に移行したりはしない．アジア的生産様式から封建的生産様
式まではひとつの社会で連続的におきたことではなく，いくつかの社会から取
り出してきた類型を理論的に配列したものと考えたほうがよい．
　それに対し，実際に一つの社会（具体的には西欧社会）で連続的におきた，ない
しは将来おこるとマルクスが考えていたのは，封建的生産様式から近代ブルジ
ョワ的生産様式を経て共産主義社会にいたる後半の過程である．そして，この
過程は市民革命（ブルジョワ革命）と共産主義革命（プロレタリア革命）という二つ
の革命を経て進行するものと考えられていた．
　この社会構成体論は，マルクス主義の中心的な理論として日本にも早くから
紹介され，とくに戦後歴史学においては主要なパラダイムとなった．上の発展
図式は「世界史の基本法則」とよばれ，日本の歴史も，アジア的特質をまとい
つつも，大枠ではこの「法則」にしたがうだろうとの想定のもとで多くの研究
がなされた．そのなかで戦前には日本資本主義論争，戦後には封建制論争（太
閤検地論争）に代表される，いくつかの論争が戦われたが，いずれも日本の歴史
の各段階が上の発展図式のどの段階に相当するかをめぐる論争であり，上の発
展図式そのものを否定するものではなかった．

近代主義歴史学／大塚史学

　一方，日本ではこれと似たものに，マルクス主義陣営からはやや批判的に近
代主義歴史学とよばれた立場がある．主唱者である大

おお

塚
つか

久
ひさ

雄
お
（1907─96）1）の名を

とって大塚史学ともよばれるが，大塚はマルクスに加え，マックス・ヴェーバ
ーの理論も大幅に取り入れた．ヴェーバー（1864─1920）は『プロテスタンティズ
ムの倫理と資本主義の精神』で知られるように，宗教を上部構造に位置づけた
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マルクスの理論を批判し，むしろ宗教が経済の発展を牽引するケースもあるこ
とを主張した．大塚も近代の担い手になりうる「人間類型」や，その精神であ
る「エートス」を重視したが，これはヴェーバーの影響である．
　社会構成体論に対する大塚のスタンスは，原始共同体の存在は認めるものの，
近代ブルジョワ的生産様式（資本主義社会）の次に共産主義社会が来るとはかな
らずしも考えておらず，ここでマルクス主義歴史学と袂を分かつことになるが，
この点と先ほどの宗教の位置づけを除けば，社会構成体論にむしろ忠実であっ
た．大塚は，資本主義がもっとも早く生まれ，順調に発達したイギリスの近代
化を理想型とし，これを基準に比較史的検討をおこなうことで，日本の歴史の
特殊性を浮かびあがらせようとした．つまり，日本の近代化がイギリスのよう
に行かなかったのはなぜかを問うたのである［大塚 1956；大塚 1966］．

マルクス主義歴史学の終焉

　ところが，戦後歴史学はほぼ 1970 年代前半をもって終焉を迎えることにな
った．マルクス主義歴史学も，そこから分岐した近代主義歴史学もこれ以後急
速に下火になっていき，それとともに社会構成体をめぐる議論もあまり聞かれ
なくなった．かつては高校教科書の章タイトルにも使われていた「封建制」な
どの用語もほとんど使われなくなった．
　その原因を一言で説明するのはむずかしいが，一つには実証的研究の深化が
マルクス主義歴史学を引退に追いこんだ側面があろう．私の専門である日本中
世史から一例をあげれば，封建制のメルクマールとされてきた “土地に緊縛さ
れた農民” というものが，研究の進展の結果，どうやら中世日本では一般的で
なく，当時の百姓の多くは移動の自由をもっていたことが次第に明らかになっ
てきた．それと似たようなことは日本史の他の時代でも，また西洋史や東洋史
でもおきていた．要するにマルクスの理論が史実と合わなくなってきたのである．
　もう一つは，社会構成体論は社会の内的な経済成長を重視した理論であった
から，ともすれば国際的契機を考慮しない，いわゆる一国史観に陥りがちであ
ったという問題点もあげられよう．もちろんマルクス主義歴史家のなかにも石

いし

母
も

田
だ

正
しょう
（1912─86）2）や江

え

口
ぐち

朴
ぼく

郎
ろう
（1911─89）3）のように国際的契機を重視する人たち

もいたが，少数派であったことは否めない．1970 年代前半といえば，国際的
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契機こそがむしろ社会のデザインにとって決定的な役割をはたしたと主張する
アメリカの歴史家イマニュエル・ウォーラーステイン（1930─2019）（第 5章参照）
の世界システム論（1974 年）も産声を上げる時期だが，そのような趨勢にあって，
あたかも培養器のなかで育てたかのような歴史像を提示する一国史的な発展段
階論が支持を失っていったのも無理からぬことのように思われる．
　まして多くの社会主義国家が解体し，人類の成長もほぼ頭打ちになったこと
が明らかな現代からみれば，発展段階論は，過去についてはともかく，未来に
ついてはもはや有効な理論とはいえなくなってしまった．未来社会を見通した
実践的な理論としてスタートしたマルクス主義がその実践力を失ったというこ
とである．
　では発展段階論的な見方がまったく不要になったかといえばそうではない．
少なくとも私たちは，この世から歴史教科書が消えないかぎり，好むと好まざ
るとにかかわらず，発展段階論から逃れられないだろう．歴史教科書の章立て
には時期区分が不可欠であり，時期区分をおこなおうとすれば，かならず発展
段階論的思考を作動させなければならないからである．そしてその思考の多く
が暗黙のうちに依拠しているのが，依然としてマルクス主義歴史学における発
展段階論，すなわち社会構成体論であることも否定しがたいように思われる．

1. 2 変化の階層性
　とはいえ歴史家の思考は頑なではない．社会構成体論が概して革命的＝急激
な歴史的変化を想定していたのに対して，歴史の流れというものをそのように
一様にとらえるのでなく，水面に近いところと水底に近いところでは，流れの
速さにもおのずと差が出てくるだろうと柔軟にとらえたのがフランスの歴史家
フェルナン・ブローデル（1902─85）4）である．
　『地中海』の邦題で知られるブローデルの大著は，原題を『フェリペ二世時
代の地中海と地中海世界』といい，もともと 1949 年に博士論文として書かれ
たものであったが，そのなかでブローデルは歴史の時間を三層に区分し，三部
構成よりなる同書の各部をその各層の叙述にあてた．
　同書の「序文」によれば，三層構造の基底をなし，もっとも変化しにくい層
が「地理的な時間」（「長期持続」「長期の歴史」とも）である．これについては「ほ
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とんど動かない歴史」「人間を取り囲む環境と人間との関係の歴史」「ゆっくり
と流れ，ゆっくりと変化し，しばしば回帰が繰り返され，絶えず循環している
ような歴史」と説明している．この層は後述する環境史に相当するといえよう．
　その一つ上の層が「社会的な時間」（「社会史」とも）である．これについては
「この動かない歴史のうえに緩慢なリズムをもつ歴史が姿をあらわす．こうい
う言い方がその本来の十全な意味から逸れていないのだとすれば，〈社会の〉歴
史〔社会史〕と言っておきたい．つまりさまざまな人間集団の歴史であり，再編
成の歴史である」と述べている．
　そして三層構造のもっとも表層に位置するのが「個人の時間」（「出来事の歴
史」とも）である．あるいは政治史といいかえてもよいだろう．これについては
「伝統的な歴史」「人間の次元ではなく個人の次元での歴史」「歴史の潮がその
強力な運動によって引き起こす表面の動揺であり，波立ちである．短く，急で
あり，神経質な揺れを持つ歴史である」と評しているように，「地理的な時間」
を重視するブローデルにとって，それはせいぜい「波立ち」や「揺れ」程度の
ものにすぎなかった［ブローデル 2004 : Ⅰ巻］．
　同書の「結論」（『地中海Ⅴ』）においてもこう述べている［ブローデル 2004 : Ⅴ巻］．
私が自分の全責任において，見ようとしている歴史的な説明のなかで，最
終的に勝ちを収めるのは，つねに長期の時間である．長期の時間は無数の
出来事を否定する．自分自身の流れに引き込むことのできない出来事をす
べて否定し，容赦なくすべての出来事を遠ざける．その意味で，長期の時
間はたしかに人間の自由と偶然そのものの余地を制限する．

偉大な歴史哲学には，人間の意思や主体性が歴史を動かしてゆくと説くものと，
人間の意思の無力さや個人という存在のはかなさを説くものの二種類があるよ
うに思われる．ブローデルがいずれに属するかはすでに明らかであろう．

1. 3 移行期という考え方
　さまざまな歴史的事象のうち，変化のスピードの速いものと遅いもの，すぐ
に変化するものとなかなか変化しないものがあることは，ブローデルの指摘を
俟
ま

つまでもなく，誰もが経験的に気づいているのではなかろうか．たとえば幼
少のころの生活と現在の生活とをくらべてみても，大きく変わったところもあ
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れば，ほとんど変わっていないところもあろう．話をごく単純化すれば，そう
いうことである．
　したがって時期区分も，分野ごとに違う時期で区切ったほうがよい場合もあ
れば，分野によっては線で区切るのでなく，ある程度幅をもたせて考えたほう
が好都合な場合もあろう．変化が緩慢で，その開始から完了までに相当な時間
がかかる場合がそれである．そこから出てくるのが移行期という発想だが，ブ
ローデルが提唱したもう一つの有名な概念である「長期の 16 世紀」もその一
つといえよう．

長期の16世紀

　西ヨーロッパは 1450 年ごろから 1650 年ごろにかけて約 200 年間におよぶ価
格上昇期を迎え，それが西ヨーロッパにおける物質生活上のさまざまな発展を
助長したとして，ブローデルはこの約 200 年間を「長期の 16 世紀」とよんだ．
ブローデルは，価格上昇の原因については明瞭に述べていないが，その始期を
1450 年ごろにおいていることからうかがえるように，少なくとも従来のよう
に新大陸の金銀が原因とは考えていなかったことはたしかである．なお「長期
の 16 世紀」という概念は，ブローデルに傾倒していたウォーラーステインの
世界システム論にも継承され，ウォーラーステインの用法では「世界経済」の
成立期として読み替えられてゆくことになる．
　ところで 1450 年ごろから 1650 年ごろというと，じつは日本史における中世
から近世への移行期ともほぼ一致する．応仁・文明の乱（1467─77）後にいち早く
近世への変化が兆してくる分野もあれば，江戸時代に入っても 17 世紀後半ご
ろまで中世的な要素を引きずっている分野もあるからである．そういうことか
ら，日本史においても 15 世紀後半から 17 世紀後半ごろまでをブローデルにな
らって「長期の 16 世紀」とよぶことも実際におこなわれている．
　このような変化のタイムラグは，異なる分野間ではもちろんだが，しばしば
同一分野内においても生じた．日本の中近世移行期についていうと，経済史に
かぎってみただけでも，中世信用経済の終焉（中世後期の典型的な手形である割符
の消滅）は 16 世紀初頭，中世市場経済の終焉（代銭納制から米納年貢制への転換）は
16 世紀後半，そして中国銭経済の終焉（銭貨の完全国産化）は 17 世紀後半と，前
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後 150 年以上にまたがって複数のエポックが見いだせる［桜井 2013］．

変化の速度を考える

　ブローデルの三層構造のうち，「個人の時間」にくらべれば「社会的な時間」
における変化は概して緩慢だといえようが，そのなかにもなお分野による遅速
の差はある．とくに変化が遅れがちな分野としては言語史や精神史にかかわる
領域があげられよう．
　日本中世史家の勝

かつ

俣
また

鎭
しず

夫
お

は，中世から近世にかけての「サキ」と「アト」と
いう語の用例を吟味した結果，中世以前の「サキ」がすべて過去を，「アト」
が未来をさしていたのに対し，近世以降は意味が入れ替わって「サキ」が未来
を，「アト」が過去をさすようになることを明らかにし，その背後に時間認識，
歴史認識上の大きな転換があったことを推測しているが，そのさかいは 17 世
紀初頭から前半ごろにあるという［勝俣 2011］．政治史上は 1568 年の織田信長
の上洛以後を近世とみるのが一般的だから，それよりも大きく遅れたことにな
る．「長期の 16 世紀」という時間の切り取り方は，このように変化が緩慢にし
かあらわれない分野においてとくに有用である．
　このような変化の遅速がどのようなメカニズムによって生じるかについて
は，個々の事象ごとに説明されねばならないが，一例として国語学者野

の

村
むら

剛
たか

史
し

が明らかにした興味深い現象を紹介しよう．野村は，AD1500 年と現在のあい
だの 500 年間よりも，それ以前の 500 年間，すなわちAD1000 年から 1500 年
のあいだのほうが日本語の変化の速度が速かったという意外な事実を指摘し，
変化の速度を緩慢にさせた原因として書き言葉の普及をあげている．書き言葉
が「話し言葉の変化を押しとどめる方向の力として働く」からだという［野村
2011］．このような正典（カノン）＝参照すべき見本の成立がそこからの逸脱を抑
制し，結果的に変化の速度を緩慢にさせるというメカニズムはわかりやすい．
それは国家や社会において儀礼がはたしていた安定化機能とも共通するもので
あろう．

変化の質を考える

　変化の速度ばかりでなく，質の問題も重要である．東洋史家三
み

上
かみ

次
つぎ

男
お
（1907─


	東大_0bはし.pdf
	東大_0c目次
	東大_01_1bt
	東大_01s
	東大_x執筆
	東大_y奥付

