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＜論　説＞

「ネパールと日本」再考

―ネパールと日本（2.2）―

明　石　博　行

承前

　アジア大環状文化圏のなかにネパールと日本を位置づけて研究してゆくと、

一見あまり関係をもたないようにみえる古代のメソポタミア文明やエジプト文

明の重要性とその意義に、あらためて気づかされるようになる。広義の交通を

介したこの二大文明の文化的要素の伝播の痕跡を探るという課題に取り組まざ

るをえなくなるからである。エジプト文明については、アジア大環状文化圏を

めぐる問題を論じるときに、立ち戻って検討することにしよう。ここでは、「ネ

パールと日本（2.1）」の継続として、メソポタミア文明の起源と盛衰、および

その文化的要素をめぐる歴史理論を整理し、序説的な考察を締め括ることにす

る。

4. 文化と文明

　文化論と文明論

　文化（culture）と文明（civilization）については、これまで多くのことが語ら

れてきた。屋上屋を重ねる必要はないが、アジア大環状文化圏のような問題を

論じようとするならば、両者の区別と関連の認識が必要となる。文明と文化を
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とりたてて区別しない立場もあるし、近年の歴史学者や考古学者たちの用語法

をみていると、文明という語を濫用する傾向もみられないではない。これから

種々の文明の発生と発展そして変化の過程を分析しなければならなくなるのだ

から、文化と文明の区別についてあらかじめ、若干の言及をしておこう。

　ネパールを起点として研究を積み重ね、『素朴と文明』という興味深い著書を

まとめたことでも知られる川喜多二郎は、近代日本史学の基礎を築いた代表的

論客のひとりであった内藤湖南（1866-1934）の所説を引き、文化について以下

のようなことを述べていた1）。湖南の『日本文化史研究』（1924年）のころから、

「文化住宅、文化鍋、文化饅頭の類から〇〇文化会館にいたるまで、なにか日

常平凡な生活慣習より日本人が感じたものに対して、『文化』の語が盛んに使わ

れてきた」。こういった「文化」という用語の使い方をまちがっているとは思わ

ない。このような文化論は、「日本が明治このかた文化上の先生と仰いだ西欧の、

しかも英国流というより、ドイツやフランスといった大陸部での使い方に準ず

る風習かと思う」が、そこには、「物質的なものは文明で、精神的なものを文化

とする傾向」がある。

　しかし、「『文化』とは、ほとんど人類の『生活様式』と同義語に近い」。この

意味の「文化」は「文化人類学（もしくはほとんど同義語としての民族学）にお

いて支配的な用い方」であり、「その生活様式のうち、生まれつき生物学的・遺

伝的に獲得した特質ではなく、生まれて以後その社会から学習したり伝承した

生活様式のみを指す」。すなわち、文化とは歴史的に形成され伝承された生活

様式にほかならない、というのである。

　生活様式というかたちで限定したとはいえ、川喜多の文化論の範囲はきわめ

て広い。「社会の慣習もすべてこれ文化のうちにはいる」。「衣食住からはじまり、

政治・経済・法律・社会組織・宗教・芸術・科学・技術・言語なども、そこに

一定の様式とかやり方があるならば、これすべて文化の一部をなす」のであり、

「このような様式的活動の産物、たとえば特定の建造物とか思想とかもまた文

1） 川喜多二郎『素朴と文明』、『川喜多二郎著作集第12巻・アジア文明論』、中央公論

社、1996年、所収、15-17ページ。
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化を構成する」。川喜多のあげている文化は、生活様式の名のもとに、人類の

社会活動の様式のほとんどすべてを包摂する。

　川喜多は、この文化認識を「文化人類学（もしくはほとんど同義語としての

民族学）において支配的な用い方」だとしている。だが、これらの学問領域に

限定せずとも、それはオーソドックスな文化認識といってよい。モードないし

パターンによって文化を区分し整理しようとするならば、さまざまな地域の時

代や局面における人間生活の様式を問題にせざるをえなくなる。文化の定義は

多様でありうるけれども、そのことを認めたうえで、人類のさまざまな生活様

式とその痕跡を文化として認識し区別することができる。わたしの文化論もこ

の系列に属する。文化を論ずるときに、一定の特徴をもつ社会的生活様式を区

別し、それぞれの文化として認識し比較する手法は、きわめて古い時代から、

多くの論者が採用してきた。それをあえて否定する必要はない。

　とはいえ、いかなる動物も生命活動を営むし、多くの動物たちは学習し、伝

承すべき知識を伝え、社会をつくる。そこに一定の様式があるかぎり、考えよ

うによっては、動物にも文化があるといえる。そのような考え方にもとづく動

物の社会の研究は大いに尊重されるべきものであろう。だが、研究の範囲には

おのずと限界を画す必要があり、人類の文化には動物一般と異なる特質もある。

多くの論者が指摘してきたように、人類は言語によって集団全体の経験を共有

でき、この点に生物器官の進化と人類の進歩との重要な違いがある。研究とい

うものは、一定の基準を設けて、その範囲を限定しなければならない。人間以

外の動物にまで考察の範囲を広げることは避け、人類の生活様式を文化と捉え

るという限定は付しておこう。

　注意しておかなければならないことは、ここで問題にする生活様式ないし文

化は、きわめて広い意味でのそれだということである。政治・経済・法律・社

会組織・宗教・芸術……などと具体的な事例を列挙し、それらの型を整理する

だけでは不十分である。人類の文化を論ずるためには、それらの内的な関連を

整理するための理論が必要となる。政治や法律や宗教等々のイデオロギーをめ

ぐる活動や本来的な消費に関する慣習のようなもののみに、生活様式を限定し
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てはならない。消費活動の個々の様式を細かく分類して考察することは、けっ

して無益なことではない。だが、広い範囲の生活様式と結びつくかたちで緻密

な様式分類を考察するのでなければ、それらはあまりに些末な知識の集積とな

るだけである2）。広義の生活様式は、生産様式・生産力・生産関係とか、広い

意味での交通関係・交通様式・交通力にかかわる経済社会の全体、経済的社会

構成とか社会制度といったものの全体の様式的活動とその産物の複合体と結び

ついている。その意味において、人類の歴史は文化史となる。したがって、文

明の歴史も文化史を内包とするものとなる。

　では、文明とは何か。文明論にもさまざまな立場や見解があるが、よくなさ

れるのは、文明を定義するためのいくつかの指標を設定し、それらのどこまで

を達成しているかによって文明段階に達しているかどうかを判定する、という

ものである。文明状態とそうでない状態を区別するためには、一定の指標にも

とづいて判断せざるをえないから、これはある意味で当然のことである。

　たとえば、エンゲルスを介して多くの影響を与えてきたルイス・H・モーガ

ン（1818-1881）は、発明と発見を通じての知力の発展の系列を、野蛮（savagery）、

未開（barbarism）、文明（civilization）という人類史の三段階に区分し、野蛮と

未開のそれぞれをさらに三区分した3）。エンゲルスは、この区分を基本的に踏

襲しつつ、マルクスの学説にも依拠するかたちで、分業の発展と結びつけた文

明論を展開した。20世紀半ばから大きな影響を与えてきた G・チャイルドは、

2） 手元にある現代生活様式学会の『生活様式学入門』（扶桑社文庫、2002年）を開い

てみると、そこには「吊り革のつかみ方」「脱いだセーターの始末」「ポッキーの食

べ方」「レンゲの始末」……といったさまざまなテーマが掲げられ、それぞれにつ

いてさらなる分類がなされたうえでサマリーが付されている。このような研究な

いし考察は、それらがもっと大きな経済社会の動きと結びつきをもつかたちで考

察される価値のあるものならば、社会的な意義をもつものとなろう。一見すると

無駄なものだとか余計な回り道に見えるものも、ときに大きな価値をもつものと

なりうる。しかし、他の広大な経済社会問題との結びつきを断ち切って細部の分

類に執着するだけならば、中世のスコラ談義とさほどの違いはなかろう。
3） Lews H. Morgan, Ancient Society or Researches in the lines of Human Progress 

from Savagery through Barbarism to Civilization, 1877., Reprinted 1998, Routledge/
Thoemms Press. 青山道夫訳『古代社会』上下、岩波文庫、1958年、1961年。
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文明の黎明をもたらすまでに、人類は3つの革命的変革を経験したと考えた。

すなわち、第一革命としての「新石器革命」、第二革命である「都市革命」ない

し「金属革命」、そして第三革命の「人類の知識における革命」、がそれである。

以下、この第三革命を「古代知識革命」と略称するが、チャイルドの文明論も、

青銅器の使用と結びつきをもつ階級や都市そして国家の形成などを指標とし

て、文明の形成と成立を論じていた。

　なお、従来の文明論には、しばしば一定数の指標の集合体として整理される

傾向があったことにも、留意をしておこう。たとえば、20世紀半ばの日本を

代表するオリエント史研究者であった杉勇（1904-1989）は、（1）政治組織と階

級制度の発生、（2）神殿の機能の増大と司祭の地位の向上、（3）租税の賦課、（4）

文字の使用、（5）冶金術の発達、（6）モニュメンタルな建造物および具象的芸術

の発展、（7）船や車による交通機関の発達、（8）交易の保護、交通路の確保・防

衛のための軍隊の存在、（9）都市の周壁、という9つの指標を整理し、これら

の指標がどこまで達成されたかによって、文明社会と前文明社会とを区分しよ

うとした4）。このような文明社会の成立をめぐる指標にもとづく研究は、日本

の伝統的文明論のひとつとなってきた。

　文明の成立に関するこの9つの指標は、チャイルドの歴史理論を媒介とする

かたちで、杉が独自に再構成したものである。けれどもその後、日本のオリエ

ント史研究者たちによって、杉のものとよく似た諸指標がチャイルドの文明論

として紹介されるようになった5）。また、このような指標を応用するかたちで、

チャイルドの都市革命論の整理がなされたりもしている。文明の構成要素を羅

列的な指標として整理し、それらに依拠して文明や都市の成立を論ずることも、

無視できない範囲でなされている。

　検討すべき文明論はこれらにとどまるものではない。紀元前の時代から文明

4） 杉勇「古代オリエントにおける灌漑文明の成立」、『岩波講座世界歴史1』（旧版）、

1969年、所収。
5） 大貫良夫・前川和也・渡辺和子・屋形貞亮『世界の歴史1 人類の起源と古代オリ

エント』、中央公論社、1998年、127-128ページ。



64 駒大経営研究第49巻第 1・2号 （   ）64

論はあるといってよく、解釈を含むそれぞれの論者の文明論をあれこれ論じて

ゆけば、さらに多くの考察を積み重ねなければならなくなろう。だが、モーガ

ンとチャイルドの文明論だけでも論ずべきことは数多くある。おそらく現在は、

近代文明から新しい現代文明への大きな転換期なのであろう。現在のような巨

大な転換期を理解するためには、両者の文明論の検討が必要となる。モーガン、

エンゲルス、そしてチャイルドの三者に限定して紹介と解説を加え、文明に関

する整理をしておくことにしよう。

　ルイス・H・モーガンの文明論

　主著『古代社会』に限定するかたちで、ルイス・ヘンリー・モーガンの文明

論の主要内容を概観しておこう。『古代社会』は、第1編「発明および発見を通

じての知力の発達」、第2編「政治形態観念の発達」、第3編「家族観念の発達」、

第4編「財産観念の発達」、の各編からなる。文明に至るまでの人類史に関する

彼の把握は、まずこの第1編において、その概要が整理されている。

　モーガンによれば、人類史は以下のような時代に区分される。（Ⅰ）野蛮下層

状態：人類種族の揺籃期から次期の開始まで。（Ⅱ）野蛮中層状態：魚類を食料

とし火の使用知識を獲得してから次期の開始まで。（Ⅲ）野蛮上層状態：弓矢の

発明から次期の開始まで。（Ⅳ）未開下層状態：土器製造技術の発明から次期の

開始まで。（Ⅴ）未開中層状態：東半球においては動物の飼育、西半球において

は灌漑によるトウモロコシおよび植物の栽培ならびに干乾煉瓦および石材の使

用から次期の開始まで。（Ⅵ）未開上層状態：鉄鉱熔解法の発明ならびに鉄器の

使用から次期の開始まで。（Ⅶ）文明状態：音標文字の発明ならびに書字の使用

から現在に至るまで。

　モーガンは、人類の揺籃時代から土器製造技術を獲得するに至らなかった氏

族や部族をすべて野蛮とし、この技術はもっているが文字を書くまでに至らな

かった氏族や部族を未開と規定したうえで、音標文字の発明と文献的記録の製

作とともに文明が始まるとした。この野蛮・未開・文明というモーガンの三段

階論は、カール・マルクスによって作成された抜粋ノートとそれへのコメント
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を介して、フリードリヒ・エンゲルスによって採用され6）、さらにレーニンを

介するかたちで7）、20世紀のマルクス主義に多大な影響を与えてきた。もちろ

ん、モーガンの研究成果の影響は、マルクス主義者たちへのそれに限定される

ものではなかった。

　モーガンは、「人および純粋に人的な関係に基礎をおく」ソキエタス（societas）

と「地域と財産とに基礎をおく」キヴィタス（civitas）とに、統治形態の構制

（plan）を区分した8）。彼は第2編において政治形態観念の発達を論じ、アメリ

カ大陸のイロクォイ族の氏族・胞族・部族・連合体、他部族の氏族の詳細、ア

ズテック連合体などの社会組織に関する包括的な考察を加えた。また、ギリシ

アの氏族・胞族・部族・民族とその民主制、ローマの氏族・部族・人民とロー

マにおける政治的社会の建設についても記述した。キヴィタスは「国家」と訳

してよい内容をもっており、モーガンがキヴィタスを統治組織の特殊歴史的形

態として理解したことは重要な意義をもっている。イロクォイ族などの統治組

織はソキエタスとその連合体であったが、ギリシアやローマの社会においてソ

キエタスはキヴィタスつまり地域と財産を基礎とする国家へと発展した。その

発展とともに、これらの地域において、財産の相続をめぐり女系社会から男系

社会への変化が生じた。

　第3編の家族論の詳細には立ち入ることは避ける。しかし、この部分の考察

が今日においても振り返られる価値をもっていることは、陳腐ではあるけれど

も指摘しておこう。第4編の財産観念の発達に関する考察は、古代社会研究の

6） Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats., 
1892. MEW, Bd. 21. 村田陽一訳『家族、私有財産、および国家の起源』、『全集』第

21巻所収、大月書店、1971年。
7） さしあたり、V. I. レーニン『国家と革命』第1章、大月書店版『レーニン全集』第

25巻所収、1957年、同「国家について」、同『全集』第29巻所収、1958年、参照。
8） Morgan, op. cit., pp.6-7. 前掲青山訳『古代社会』上、27-28ページ。青山訳は、プラ

ンを「型」と訳し、ソキエタスと「社会」、キヴィタスと「国家」とを直接に対応さ

せるかたちで訳している。その内容からみて、キヴィタスと「国家」（a state）と

を直接に対応させるかたちで訳しても誤りとはいえまいが、ソキエタスと社会（a 
society）とを直接に対応させること、またプランに型という訳語を当てることは

適切ではないように思う。
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総括を含んでおり、文明論としても大きな意義をもっている。モーガンによれ

ば9）、「文明時代の出現以来、財産の成長はきわめて顕著であり、その形態はき

わめて多様であり、その使用はきわめて拡大され、その管理は所有者のために

きわめて巧みであった。したがって、それが民衆にとって処理し難い力となっ

てきた」。「人間の精神は、みずからが創出したものを前にして呆然としている」

が、「人間の知性が財産を支配するまで高められ、国家とその保護する財産と

の関係、またそれとともにその所有者の義務と権利の限界を定める時がくるで

あろう」。

　このようにモーガンは、近代文明社会の揚棄を予想したのだが、彼のこのよ

うな文明論には単線的な進歩論と解釈されてきた歴史がある。けれども、モー

ガンの文明論を検討してみるならば、それは単純な単線的歴史理論とみなせる

ようなものではなかったことがわかる。モーガンは、西半球（アメリカ大陸）

と東半球（地中海世界）の差異を考慮に入れて、歴史理論を構築した。ギリシ

ア史とローマ史に関する彼の考察も、地域的な特性をふまえて、個々の差異を

明らかにしていた。彼は単線的な進歩論をとっていたわけではない。指摘すべ

き点は多々あるが、以下の3つの点のみ指摘しておこう10）。

　モーガンは第1に、文明の達成したものが未開の段階で創出された諸要素を

基礎としていたことを認め、未開段階の人類が達成した成果にきわめて高い評

価を与えていた。第1編第3章の人類進歩の比率を論じた部分において、古代

のローマとギリシアの文明について、彼は以下のように書いている。「これら

の文明は多くその前時代となった未開時代の発明、発見および制度に由来する

とともにまたそれに基礎をおくものであった。文明人の成し遂げたものは、き

わめて偉大でありまた顕著ではあるが、それにもかかわらず未開人たる人種の

業績の光彩を失わしめるに足るものではさらにない。未開人であった人類はこ

のように、アルファベット文字を除く、あらゆる要素を創り出し、また所有し

9） 以下の引用は、ibid., p.552.   前掲邦訳・下巻、389ページ。
10） 以下の引用は、ibid., p.31, pp.85-86, p.552. 前掲邦訳、上巻、57、123ページ、下巻、

389-390ページ、参照。
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た。……われわれはその業績が、その相対的重要性においては、人類の次代の

すべての業績をしのぐことを認めざるをえないであろう。」

　第2に、モーガンの未開段階までの人類文化に対する高い評価は、アメリカ

大陸における同時代のインディアン社会に対する、つぎのような高い評価に連

なるものであった。「イロクォイ氏族の全員は、個人的には自由であり、彼ら

は相互の自由を防衛すべき責任があった。彼らは特権および個人の権利におい

て平等であり、世襲の酋長および普通の酋長もなんら優越権を主張せず、彼ら

は血族の紐帯によってあい共に結合された同胞であった。自由、平等および友

愛は、たとえ形式化されなかったとしても、氏族の根本的原則であった。これ

らの事実は、氏族が社会的および政治的組織の単位であったゆえに、すなわち

インディアン社会が組織されている基礎であったがゆえに、重要である。……

単位がそうであるならば、その単位の合成物もそうでなければならないからで

ある。これは独立と個人の尊厳の意識が一般にインディアンの性格の属性であ

ることを説明することに役立つのである」。

　第3に、モーガンは次世代のより高度な社会を展望し、その社会では未開段

階の社会原則の高次の復活がありうると考えていた。エンゲルスの引用によっ

てよく知られている記述だが、モーガンはこう結論していた。「もし進歩が過

去の法則であったように、将来の法則であるならば、単なる財産を目的とする

道程は人類の最終の運命ではない。……社会の解体は、その究極目的である道

程を終結させるべきであると命ずる見込みが、十分にある。というのは、この

ような道程は自滅の諸要素を内包しているからである。政治における民主主義、

社会における友愛、権利と特権における平等、そしてまた普通教育は、経験、

知性および知識が着々とその方向をとっている次世代のより高度の社会を予示

している。それは古代氏族の自由、平等そして友愛のより高度な形態における

復活であろう」。

　このようにモーガンは、結論として、第1に単なる財産を目的とする道程は

自滅の諸要素を内包していること、第2に次世代のより高度の社会は古代氏族

の自由・平等そして友愛をより高度な形態において復活させるだろうというこ
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と、を指摘した。この指摘は、過去の未開社会の歴史的功績と、打ち壊されつ

つあったイロクォイ族のようなアメリカ先住民の社会への敬意の表明でもあっ

た。近代社会の生成と発展の過程において、財産の獲得という目的の背後に隠

れてしまう古代社会の空的な存在や原則が、近代社会を揚棄して生成する将来

社会において高次の復活をすることを示唆したものとして、この指摘はたいへ

ん重要な意義をもっている。現在のミレニアム転換期を理解するうえで、この

指摘の重要性はあらためて強調しておく価値がある。

　ヘーゲル的な有・無・成の弁証法は、有・無・空の弁証法と一体のものとし

て把握すべきであるということ、また、空の生成は無としての消失なのではな

く、後景に退いた空的存在は高次の復活をしうるということを理解するならば、

モーガンのこの指摘は十分に理解することができる11）。モーガンは、近代の文

明社会をもって人類社会の最終段階とみなしていたのではなかったし、野蛮や

未開と規定した社会の遺産のすべてを捨て去ろうとしたのでもなかった。その

ようなモーガンの未来社会認識は、エンゲルスや後年のマルクス主義者たちに

よってさらなる展開がなされてゆく、先駆性をもった重要な指摘であった。

　前文明社会と文明社会とを区分できるし、区分すべきであることは、おそら

11） 本筋ではないので注記するにとどめるが、モーガンのこれらの指摘は「空の弁証

法」といえる性格をもっている。単なる有・無・成の弁証法のみに囚われると、いっ

たん成として有と無が揚棄されるときに、同時に生成する空の部分は棄却されて

見失われてしまう。しかし、「空の弁証法」を把握して古代社会・文明社会・将来

社会の関係を捉えると、古代社会の自由・平等・友愛といった社会原則は、文明

社会においても完全に無に帰して消失してしまうのではないことがわかる。財産

獲得（私的所有）という目的に規定される近代社会（資本制社会）が生成し発展す

ると、古代社会の自由・平等・友愛といった社会の原則はいったん「空」なるも

のとして後景に退き、社会を動かす基本的動因とはなりえなくなる。「空」と「成」

とは一体のものであり、空は成と同じく無と有との統一である。古代社会後の文

明の生成とともに、古代の社会原則である自由・平等・友愛は後景に退くが、そ

れらは消滅するのではなく、空的存在に転化する。しかし、文明社会を経たうえで、

その後に到来する将来社会においては、自由・平等・友愛は高次の復活をとげる。

これらの社会原則は、文明社会では空なるものとして後景に退くが、近代文明後

の将来の社会における新たな成として高次の復活をする。ヘーゲル的な有・無・

成の弁証法のみでは十分に把握されえないこの弁証法的運動は、空の弁証法のひ

とつの具体的な指摘として、今日のミレニアム転換期において顧みる必要がある。
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くほとんどすべての研究者が認めるであろう12）。けれども、野蛮と未開の区分

については、かなりの修正が求められるようになった。モーガンは、弓矢をもっ

ているが土器を持ちえなかった段階を野蛮とし、土器製造後の社会を未開とし

たが、このような画然たる段階区分はもはやできなくなっていよう。弓矢と土

器のどちらが先行するかは地域によって異なっている。大ざっぱに概括すると、

西アジアやヨーロッパの多くの地域では弓矢の導入が土器の導入より先行した

ようだが、シベリアから日本にかけての地域では、弓矢の導入よりも土器の発

明と使用のほうが先行したようである。用語上のニュアンスの差異も含めて、

野蛮と未開という時代区分は大きな意味をもたなくなっている。

　未開の中段階の開始をめぐる、東半球では家畜化で始まり、西半球では灌漑

による食用植物の栽培と建物への干乾煉瓦・石の使用をもって始まるというよ

うな概括の仕方も、極度の単純化というべきものであった。このような概括は、

当時の農耕と牧畜の起源をめぐる研究の水準に規定された、19世紀的な整理

にとどまるものであった。作物や動物の種類の差異を考慮したうえでの農耕と

牧畜の起源の組合せは、地域ごとにまことに多様である。西半球と東半球といっ

た大きすぎる地域区分は、適切さを欠くものとなっている。

　フリードリッヒ・エンゲルスの文明論

　『起源』においてエンゲルスは、モーガンの野蛮・未開・文明という図式を

基本的に踏襲し、その図式を文化と文明の諸段階として再編した。エンゲルス

はまた、モーガンのイロクォイ族の考察や母権制の研究成果などを大いに活用

したが、ギリシア人やローマ人、ケルト人とドイツ人などについての独自の考

察を付加するかたちで、彼自身の文化論と文明論を確立した。（1）野蛮は、「既

成の天然産出物の取得を主とする時代」であり、この段階の「人間の主な工作

12） 古代社会と近代社会との区分をめぐるモーガンとエンゲルスの相違については、

ここでは立ち入らないことにする。モーガンは、資本制経済についての明確な認

識をもっておらず、文明社会と近代社会とを同一視する傾向をもっていた。エン

ゲルスの近代社会認識は資本制社会の認識を前提としており、その点でモーガン

とエンゲルスの認識は異なっていた。
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物はこの取得の補助用具」にすぎない。（2）未開は、「牧畜と農耕の知識を獲得」

し、「人間の活動によって天然の産出物の生産を高める方法を習得する時代」で

ある。そして（3）文明は、「天然の産出物のいっそう進んだ加工を習得し、真

の意味での工業と芸術を習得する時代」である。エンゲルスは、モーガンが野

蛮と未開を「生活資料の生産の進歩に応じてそれぞれ低段階、中段階、高段階

に分けている」といった解説を加えたうえで、このように先史時代の文化的諸

段階の特徴を要約した。

　具体的な歴史過程の解釈をふまえ、エンゲルスはさらに、文明への移行過程

における分業と交換の発展について、以下の3つの段階を区別した。第1に、

未開の中段階で「遊牧諸民属と畜群をもたない後れた諸部族とのあいだの分

業」、「並存する2つのあい異なる生産段階」、「規則的な交換の諸条件」が起こっ

た。第2に、未開の高段階で、「農耕と手工業のあいだの分業が生じ」、「労働生

産物のますます多くの部分が直接に交換のために生産されるようになり、した

がって個々の生産者のあいだの交換が社会の死活的な必要事となる」。第3に、

「都市と農村の対立」を激しくすることによって、「文明に固有な、決定的に重

要な文明をつけ加える」のであり、文明は「もはや生産に携わらずに生産物の

交換のみに携わる一階級―商人（Kaufl eute）」を生み出し、「生産になんら参

加することなしに、全体としての生産の指揮権を獲得し、生産者を経済的に自

分に従属させる一階級が登場する」。

　このエンゲルスの段階区分については、商品生産様式の歴史的な発展過程に

関する初期の表現として読み直し、それを再整理することができよう。エンゲ

ルスは「分業」（社会的分業）という用語を使っていたが、その内容は、原初的

な商品生産様式が貨幣を内包する市場創出型生産様式へと発展してゆく過程を

記述したものと解することができるのである13）。エンゲルスが基礎的な記述を

与えたこの商品生産様式の歴史的発展は、事実上の貨幣が生み出される過程で

13） 商品生産様式から市場型生産様式への発展に関する基礎理論上の整理について

は、本号所収の資料「生産様式理論の再構築のために155-156ページ、157-159ペー

ジ、を参照されたい。
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もあり、したがって市場型生産様式の歴史的発展過程でもあった。

　この過程は、①農耕と牧畜との社会的分業を端緒とし、②農耕（および牧畜）

と手工業との社会的分業によって大きく発展し、さらに、③都市と農村（村落）

との分離とともに本格的な市場型生産様式へと発展する。次項で解説するよう

に、チャイルドは、この①の変革を「新石器革命」、③を「都市革命」と規定し、

両者を媒介する②を新石器革命から都市革命への移行過程として描いた。この

ような段階区分においても、エンゲルスの所説はモーガンとチャイルドの研究

成果を媒介するものとしての意義をもった。

　エンゲルスによれば、文明とは、「分業と分業から発生する個々人とのあい

だの交換と、この両者を総括する商品生産とが完全な展開をとげて、それ以前

の全社会を変革するような、社会の発展段階」である。この全社会の変革は、

交換と商品生産との展開を経済的基礎として、「国家」を生み出すという革命的

変化をともなっていた。文明の端緒をなす商品生産は、経済的には、①金属貨

幣と貨幣資本・利子・高利貸付、②生産者たちの仲介階級としての商人、③私

的土地所有と抵当権、④支配的生産形態としての奴隷労働、を導入する。「こ

の文明社会を総括するものが国家」である。

　このようにエンゲルスは、市場型生産様式の発展と文明の発生、そして文明

の発生と国家の発生に関する歴史過程を理論的に整理した。このエンゲルスの

記述は、マルクスが『資本論』で行なっていた基礎理論の記述をふまえた歴史

理論として、マルクスの理論とは別の、相対的に独立した理論的意義をもって

いる。20世紀における考古学の発展によって、モーガンやエンゲルスがほと

んど知りえなかったウバイド人の文化とシュメール人の築いた文明の歴史を認

識できるようになり、それらを視野に入れた歴史理論を構築できるようになっ

た。そのような新たな発見と研究の深化とともに、エンゲルスの理論にも、一

定の訂正や補足をしなければならなくなっている。けれども、エンゲルスの歴

史理論は、科学的社会主義の思想と結びついた歴史理論としてのみならず、彼

が知ることのできなかった人類の最初期の文明の発生と家族・私有財産・国家

の発生との歴史的な内的紐帯を解き明かす理論の基礎を構築したものとして、
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画期的な意義をもっていた。

　エンゲルスは、モーガン以上に、文明が退歩を含んでいることを強調した14）。

エンゲルスは、一方で、部族・氏族とその諸制度は「神聖で侵すべからざるも

の」とされたとし、この時代の人々は「まだ原生的な共同社会のへその緒がくっ

ついている」というマルクスの指摘に注意を促した。そのうえで彼は、「この原

生的共同社会の力は打ち砕かれなければならなかった。―それは打ち砕かれ

た」として、つぎのように主張した。「それを打ち砕いたものは、われわれには

始めから堕落と、古い氏族社会の単純な道徳的高みからの堕落と思える諸影響

であった。新しい文明社会、階級社会を拓くものは、低劣きわまる利害―い

やしい所有欲、獣的な享楽欲、汚らしい貪欲、共有財産の利己的な略奪―窃

盗、暴行、奸計、裏切りである」、と。

　このようなエンゲルスの学説を単線的な進歩説であるかのように解説する所

説もあるが、詳細な検討をするまでもなく、それは俗説にすぎない。エンゲル

スはモーガンに依拠して、野蛮・未開・文明という区分が大まかに成り立つこ

とを認めていた。しかし、エンゲルスもまた、人類の文化と文明に地域的な多

様性があることを認識していた。ギリシアやローマ、ゲルマンやケルトなどの

個々の典型例だけでも、それぞれが個性ある歴史過程を辿ったことは、自明の

前提となっていたのである。

　1980年代末から雪崩のように続いた20世紀型の党国家社会主義制体の崩壊

は、一面的なマルクス主義批判、あるいは科学的社会主義批判を助長した。こ

の一時代に主流となった思想潮流は、エンゲルスの文明論のみならず、モーガ

ンの文明論の無視ないし軽視をも助長した。けれども、そのような一時的な流

行に右往左往した時代は終わりつつある。マルクスやエンゲルスの学説にも、

歴史的・地域的・個人的な限界があった。けれども、彼らの学説のなかに継承

された認識や学説、また彼らが形成し発展させた理論や学説には、大きな歴史

的意義がある。モーガンの学説の再評価とともに、マルクスやエンゲルスの学

14） 以下の引用は、Engels, op. cit., S. 35, SS. 160-161, S. 169. 邦訳『全集』第13巻、34ペー

ジ、164-165ページ、172ページ。
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説の再評価が、あらためて求められるようになっている。

　単純な単線型ではないとはいえ、モーガンやエンゲルスの発展段階論と結び

ついた文明論のなかには地域的な多様性が十分に組み込まれていなかったこと

は、認めざるをえない。モーガンもエンゲルスも、シュメール文明の痕跡が重

きをなすことがなかった時代にその歴史理論を構築した。発掘の成果が端緒的

なものにとどまっていたエジプトについても、その古代文明内実を深く検討し

た歴史理論を遺すことができなかった。その後の考古学やいわゆる先史学など

の発展とともに、モーガンやエンゲルスの学説にも多くの修正や補正が求めら

れるようになってきたことは事実である。

　モーガンやエンゲルスが未開の高段階から文明の開始期とみなした歴史の過

程は、彼らの時代よりも、はるかに詳しくわかるようになった。エンゲルス

は、文明の開始期をほぼ2500年前ころ（つまり紀元前7世紀ころ）と考えてい

た。だが、シュメール文明の発見をはじめとする考古学の発展は、このような

文明の起源認識に反省を迫るものとなった。文字の発明と発展、青銅や鉄の導

入と金属器の発展をめぐる歴史認識は、19世紀には知られていなかった多く

の発見と研究の深化によって、20世紀から21世紀にかけて大きく変化してき

た。それらは文明の認識にも影響をもたらさざるをえないものであった。

　けれども、そのような新しい発見にもとづく補正や補足の必要性は、モーガ

ンやエンゲルスの文明論の意義を低めるものではない。むしろ、それらは彼ら

の業績の歴史的意義を再認識させるものである。文化を基準とすると、野蛮と

か未開とされた時代の文化的要素のほうが、文明を達成した時代の文化よりも

高度でありうる。文明とともに形成されそのなかに埋め込まれた文化のなかに

は、野蛮と未開とかいわれた段階の人類文化よりも劣っているものも多くある。

そのことはモーガンもエンゲルスも認めていた。だからこそ彼らは、文明前の

自由・平等・友愛の高次の復活ということを説いたのである。

　ほぼ五千年になろうとする文明の歴史は、五百年ほど前から近代資本制社会

が形成され発展してきたことによってさらに大きく発展した。この近代資本制

社会と結びついた近代文明の時代は、20世紀半ばから21世紀にかけてのミレ
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ニアム転換期において、大きな屈折点を迎えつつある。21世紀の文明社会の

現実は、氏族社会以前の自由や平等の高次の復活を現実の課題として再提起し

ているではなかろうか。文明の歴史は、弱者や貧者を見下し、いじめ抜いてき

た歴史でもあった。一方、生産力が低く、物質的には貧しかった文明前の人類

は、弱い者をもいたわりつつ社会を存続させていた。わたしたちは、過去の人

類史のなかに埋め込まれていた文化的要素の高次の復活を可能にする条件と方

策を、具体的なかたちで明らかにしなければならなくなっている。人類の文化

的な発展過程における、古代文明の発祥から近代文明に至る人類史の成果をふ

まえたうえで、新しい認識と現実の経済社会の変化を生み出さなければならな

くなっている。

　野蛮と未開というような用語法に反省と修正が求められるようになってきた

ことは、そのような変化のひとつの兆候とみるべきものである。過去の人類社

会には野蛮とか未開というべき要素が数多くあり、過去の諸社会をロマン主義

的に美化すべきではない。また、文明社会にも野蛮とか未開というべき要素が

数多く埋め込まれている。だから、野蛮とか未開といった用語を放棄する必要

はなかろう。けれども、過去の人類社会の文化的要素を大括りにしてすべて野

蛮とか未開という段階規定に押し込めてしまうことは、過去の人類社会の肯定

すべき文化的要素を後景に押しやってしまう傾向をもつであろう。過去の人類

社会を規定する野蛮とか未開といった用語法については、やはり修正が求めら

れるようになっている。文化と文明の起原と発展については、モーガンやエン

ゲルスたちの立論よりも、もっと多元的な視点が求められるようになっていよ

う。

　だが、モーガンやエンゲルスがともに懐いていた文明の限界認識は、21世

紀以降の経済社会の変化を考えるさい欠くことのできない基礎視座を提供して

いる。わたしたちは、20世紀から21世紀にかけて、文明の歴史が大きく転換

しつつあることを意識せざるをえない。また、モーガンやエンゲルスの未開と

文明との区分論は、今日においてもさまざまな示唆を与えてくれている。たと

えば、さまざまな紋様（文様）15）をさらに抽象化し、文字や数字そして記号の
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体系を創出することが文明の重要な一構成要素となってきたこと、それらが人

類の知識や技術、そして生産力の上昇と生活の向上に大きな寄与をしたことは、

あらためて指摘するまでもなかろう。

　モーガンもエンゲルスも、文明段階の人類が達成したものをある程度まで肯

定し、評価すべきものに対する称賛は惜しまなかった。けれども、彼らは同時に、

文明と結びついて発展してきたある種の文化的要素と、永きにわたる人類史の

なかで営々と築かれてきた別の文化的要素とのあいだに矛盾があることに気づ

き、その矛盾を克服すべきことを説いた。文明に埋め込まれた文化は、せいぜ

い五千年程度の人類文化にすぎない。これからの五百年、さらには五千年後の

人類史を考えるならば、彼らの学説はいまもなお力強い生命力をもっている。

　ゴードン・チャイルドの文明論の主要内容

　五千年後はもちろん、五百年後の人類社会について具体的に論ずることなど、

できようはずはない。しかし、文明の歴史をその生成期に遡って考え、そこか

ら新たなものを学びとることはできる。モーガンやエンゲルスの歴史理論をふ

まえて多元的な文明論を発展させた代表例として、『人類史の起源』と訳されて

きた『人間は自分をつくる』を中心に、G・チャイルドの文化論と文明論を振

り返っておこう16）。

　チャイルドは、歴史上の変革は「人類の存続と繁殖に役立った度合いによっ

て判定できる」とし、これは「人口表に表わすことのできる数字上の標準であ

15） 「紋様」を「文様」と書くのが現在の一般的な表記法となっている。しかし、たと

えば「吉祥文」と書いた場合に、それが紋様ないしデザインとしての「吉祥文（も

ん）」を意味しているのか、めでたい吉祥句を記した文章としての「吉祥文（ぶん）」

を意味しているのかは、漢字表記を見るだけでは区別できない。また、「指紋」を

「指文」と書いたなら、ほぼ間違いなく誤りとみなされよう。一種のデザインとし

ての「紋」と文章あるいは文字としての意味をもつ「文」とは、やはり表記上の区

別をしておくべきである。そのような観点から、やや保守的なようだが、デザイ

ンないしパターンとしての紋様については、「文様」ではなく「紋様」と表記する。
16） 以下の整理は、『人間は自分をつくる』の第4章から第9章までの記述に依拠して

いるが、引用ページ数の掲載はあまりに煩瑣となるので省略する。
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る」とみなした。彼は、「物質文化および施設における徹底的な変化、新しい社

会的生産力、すなわち産業革命といわれる経済の再編成」の時期に人口が急増

したことを示し、人類史最古の時代にも、別種の「革命」があったことを看取

できるとみた。最古の時代の社会革命は「人口曲線の上昇のようなかたちで現

われ」たとし、人口の急増をもたらす生産力の上昇が生じた経済社会上の変革

期を革命期と捉え、このような視角から先史あるいは古代史を考察した。

　彼は、ホモ・サピエンスが現れたのちの人類部門において「文化の進歩が器

官の進歩にとって代わった」といい、「文化におけるこの進歩を研究するのが考

古学である」とした。また、石器時代（旧石器時代と新石器時代）、青銅器時代、

鉄器時代という考古学者たちの区分は、それぞれの「時代の科学の状態を知る

指標としての役立つ」だけでなく、石器か青銅器かといった道具などの遺物を

全体として考察すればそれらは「その製作者の暮しの営み方、つまり彼らの経

済をも明らかにする」とし、こう指摘した。すなわち、「考古学者の決めた時代は、

おおむね経済的段階と一致している」、そして、進歩の悠久な起源を扱うには、

時間の尺度として、「数千年（millennia）単位の計算方法」に慣れなければなら

ない、と。

　チャイルドによれば、火を使うようになり、永きにわたる旧石器時代を経験

したのちの人類は、本格的な文明社会へと到達するまでに3つの革命を経験し

た。第1の「新石器革命」、第2の「都市革命」、第3の「人類の知識における革命」

（古代知識革命）、がそれである。これらの革命の内容と発展の道筋を整理する

さい、彼はこの第一革命と第二革命とのあいだにひとつの過渡期を設定し、そ

の過渡期が達成した成果と古代知識革命の成果とを比較した。チャイルドの文

明の生成論は大きく4つの段階に区分されており、それは第5章から第8章に

かけて記述されている。

　チャイルドの歴史認識の紹介に先立って、財の概念に関するひとつの補足

を加えておこう。チャイルドは、文明の発生に関係する科学と技術の発展を

めぐる歴史理論を記述したとき、すでに社会学上の学術用語となっていた「マ

ナ（mana）」という用語を導入した17）。マナをもつ財は、歴史的にきわめて大
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きな意義をもったものであり、それは貨幣の歴史と交錯しながら人類史を形づ

くってきた。マナという語は、「霊」とか「霊性」あるいは「霊力」と訳すことが

できる。だが、この霊力をもつ財については適切な訳語がまだない。「威信財」

という用語はよく使われており、威信財とマナを有する財とは一定の重なりを

もっているけれども、両者は概念的に区別すべきものである。このマナをもつ

財については、「霊性財」ないし「霊力財」という言葉でほぼ表現できる。ここ

では、霊なるものが有し発揮するパワーが霊力であり、霊性と霊力とは不可分

であること、マナを有する財の主要な性格はその財が有する霊力によることを

ふまえ、一般に霊力財という用語で統一しておくことにしよう。

　以上の補足を加えたうえで、（1）新石器革命、（2）新石器革命から都市革命へ

の過渡期、（3）都市革命、（4）古代知識革命、からなる、チャイルドの四段階論

を回顧しておこう。この革命把握と結びついた区分については、チャイルドが

ミレニア（ミレニアム〔千年紀〕の複数形）を一単位とする長期の視点をもって

時代区分をしていたこと、この区分がモーガンやエンゲルスの文明論の発展と

しての意義をもっていることなどに、あらためて注意を払っておかなければな

らない18）。こうした留意事項を忘れないようにして、チャイルドの歴史理論の

骨格ないし筋道を整理してみよう。

　チャイルドは、エンゲルスとは異なり、生産力の上昇と結びついて生ずる人

口の急速な拡大に焦点を絞った。生産力の上昇については、科学的な発見、技

術的な発明、それらの生産・交通への応用などとして記述することができる。

17） 本稿で論及することはできないが、このマナ（霊性・霊力）をめぐる論議は、市

場経済とは異なる性格をもつ贈与経済に関する考察においてきわめて重要な意義

をもっている。この語ないし概念の意義を認識するためには、さしあたり、マル

セル・モース／有地亨訳『［新装版］贈与論』、勁草書房、2008年、第1章、を参照

されたい。なお、B・マリノフスキ／増田義郎訳『西太平洋の遠洋航海者―メラネ

シアのニュー・ギニア諸島における住民たちの事業と冒険の報告―』、講談社学

術文庫、2010年、も参考になる。
18） 最近の考古学研究のなかには、こうした諸点についての基礎的な理解と配慮を欠

いていると思われるものが少なからずある。さしあたり、三宅裕「揺らぐ新石器

革命論―農耕・牧畜の起源と新石器時代の社会―」、季刊『考古学』第141号、雄

山閣、2017年、参照。
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チャイルドの扱った文字史料のない先史時代においても、発掘された遺物など

から間接的に推定するかたちで、生産力の発展を記述できよう。しかし彼は、

人口の急増に着目することによって変革過程の画期性を記述するという、簡便

な分析手法を導入した。生産力と経済社会構造の急激な発展は、人口の急激な

増加を指標として推定できるとみて、考古学的に実証可能な人口の急増を人類

史における革命的変化の指標としたのである。この方法はチャイルドの創見と

して評価されるべきものである。この人口増という指標を用いると、人類史に

おける「新石器革命」と「都市革命」という二大革命の進展と、それらと結びつ

いた革命的変革過程の画期性は、以下のようなかたちで析出できる。

　（1）「新石器革命」。チャイルドは、食料採集経済から食物生産経済への移行

を主軸にすえ、食料採集経済の解説をした第4章に続く第5章において、この

革命的な変革過程を記述した。チャイルドは、新石器革命という用語で、この

移行の全体を表現した。それは、農耕や牧畜の導入と発展にともなう諸変化は

新石器への石器の改良や発展と結びついている、と認識していたからである。

　彼はこの過程を、①穀物の起源、②自然灌漑と栽培の起源、③家畜の起源、

④自給自足の経済と余剰生産物の蓄積、⑤磨製石斧の出現、⑥土器の出現、⑦

織物の出現、⑧職業の伝達、⑨村落の形成、⑩宗教の有無、⑪社会制度の有無、

⑫埋葬法と呪術、といった項目に分けて記述した。これらの諸項目だけからで

も理解できるように、彼の革命論は石器の変化のみに着目したものではなかっ

た。⑤の磨製石斧の出現の前に穀物・灌漑・栽培の起原と家畜の起源、そして

余剰生産物の蓄積が論じられていることからもわかるように、それは農耕革命

とか牧畜革命とかいわれるものと一体のものであった。⑥以降の部分では、土

器・織物・職業・村落などの大きな変化も記述されている。チャイルドは、そ

のような人類社会の巨大な変化をもたらした複合的な過程を代表する指標とし

て石器の改良に着目し、この複合的な革命を新石器革命という呼称をもって表

現したのであった。

　チャイルドはまた、新石器革命が複合的な性格をもっていたことと結びつ

いて、新石器文化がきわめて多様なものとなったことを指摘した。「各集団は、
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経済的には隣の集団から独立していたため、それらの集団から孤立したままで

いられた。また、このような孤立状態においても、各集団は他の集団から独立

して、自分の芸術や技術、自分の様式や制度を造り出すことができた」。彼は

この時代の「経済の著しい特徴」を「各共同体の自給自足」に求め、その自給自

足性が各集団の芸術・技術・思考様式・社会制度などの多様性をもたらしたと

みたのである。

　けれども彼は、どこにおいても完全な経済的自給自足には到達しなかったこ

と、新石器時代にも交易がなされていたことを認めていた。チャイルドは、交

易が「共同体の経済生活の全部ではなかった」こと、「交易がもたらす物資は、

ある意味において贅沢品であり、必需品ではなかった」ことも指摘した。同時

に彼は、「交換は人類の進歩にとって非常に重要であった」とし、この交換と交

通網の存在が「思想がひとつの社会から別の社会へと伝わる通路、また異境の

物資が比較される通路、さらに実に文化そのものが伝えられる通路を拓いた」

ことを指摘してもいた。

　（2）「第二革命への序曲」。チャイルドによれば、「この劇の舞台はナイル川と

ガンジス川にまたがる半乾燥地帯にある」。彼は、「この半乾燥地帯において画

期的発明が非常な速度をもってつぎつぎに行なわれた」として、この序曲をな

す変革過程を第6章で記述した。

　この部分では、①定住化と人工灌漑などによる勤労との結びつき、②定住化

とともに居住設備や建築の進化が促され、煉瓦の発明と使用などが促進されて

アーチ型建築や数学的知識の発展がもたらされたこと、③鋤（犂）を用いて生

産した穀物などの食料や種々の原材料などの交易と交換の促進、④魔力ないし

霊力をもつ宝石などの威信財や霊力財の加工と交易の進展、⑤金属（銅および

例外的に鉄）を精錬し加工するための冶金術の発展、⑥畜力や車輪を利用した

運送機関の発明と発展、⑦帆船を含む船舶と航海術の発展、⑧民族移動の促進、

⑨共同体相互の対立の増大にともなう征服活動と戦争の活発化、⑩人間の奴隷

化と奴隷労働の利用、⑪太陽暦の発見と利用、といった項目に分けて、考察が

なされている。この序曲と位置づけられた時代の変革と発展においても、人類
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の科学と技術、そして知識という観点からみるならば、それぞれの領域での革

命といってもよい事例が論述されている。個々の領域における革命的変革の集

積が記述されているともいえる。

　チャイルドはなお、第9章において、都市革命以前になされた15の科学の応

用のうち、13の項目がこの時期になされたと指摘した。すなわち、①運河と

溝を利用した人工灌漑、②鋤（犂）、③動力としての動物利用、④帆船、⑤車

輪付き交通機関、⑥果樹栽培、⑦酒造、⑧銅の産出と利用、⑨煉瓦、⑩アーチ、

⑪釉薬、⑫印章、⑬太陽暦、がそれである。これらの項目のそれぞれは、発明

とその利用における革命的な発展であったといえる。彼はこれらのすべてを都

市革命への序曲として位置づけた。チャイルドは、このような個々の領域にお

ける革命的発展が生産力の上昇をもたらし、それらの諸要素の総合的な集積と

集中が都市革命をもたらしたと捉えたのである。

　（3）「都市革命」ないし「金属革命」。この革命的変革としてチャイルドが着

目したのは、一方で、地方的排他性が破壊され、自給自足の共同体の経済的独

立が失われてゆき、他方で、国家という組織を形づくりながら都市が形成され

ていった、両者の分離過程である。この分離が進行するなかで、都市に集中さ

れた国家権力が確立され、都市による農村支配が進展していった。自給自足の

共同体の経済的独立の喪失は、「ナイル流域において、ティグリス・ユーフラ

テス両河のあいだの沖積平野において、またインダス河とそのシンドゥおよび

パンジャブにおける支流に接する沖積平野において、ほかのところよりも早く

実現」した。これらの地域においては、都市革命が他の地域に先駆けて進展し、

その帰結として都市文明が成立した。この都市革命は、以下の変革過程が結合

した結果として生じたものである。

　①「広大な沖積平野と河畔の平地において、土地の灌漑排水のために、また

定住地を守るために、大規模な土木工事を起こす必要が、いつも社会組織を固

め、経済制度を中央に集めがち」であった。また同時に、「エジプト、シュメー

ルおよびインダス河盆地の住民は、必要な原料の供給を確保するために、若干

の定期貿易とか、物々交換の方法を組織しなければならなかった」。
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　②「土地の産出力は、その住民に輸入品の不足を満たす方法を与えた」が、

①の帰結として、「自給自足の経済は犠牲にされる必要があり、まったく新し

い経済機構が創出された」。「過剰な国産物」は、「海外原料との交換に充てねば

ならず」、「外国原料の獲得に従事している多数の商人や運送人夫」・「貴重な輸

入品をもっともいい儲けで加工する多数の専門職人」をも養わなければならな

かった。間もなく「武力で運送人夫を守り、商人を援助するために兵士が必要」

となり、「いっそう複雑になってゆく取引書類を保管するために書記が必要」と

され、さらに「係争事件を調停するために国家の役人が必要」とされるように

なった。

　③したがって考古学者たちは、紀元前3000年までのエジプト、メソポタミア、

インダス流域に関する記述上の注意を、「素朴な農民共同体ではなく、多様な

職業と階級を含む国家」のうえに集める。この舞台には、「食糧生産という基礎

的任務から離れているすべての人々、すなわち神官、王侯、書記および役人、

さらに多数の専門職人、職業兵士、そして雑多な労働者」が現われる。

　考古学者の扱う史料には、このような変化が映し出されている。それらは「明

らかにこの史料を生み出した経済の変質を反映」する。また、「自給自足の食料

生産から専門的に分かれた手工業と外国貿易にもとづく経済への変化は、著し

い人口の増加」を促し、この経済の変質は「人口増加をともなった」。けれども、

「エジプト、メソポタミアおよびインドにおける第二革命の結果は互いに似て

いたが、それはただ抽象的な範囲にとどまり、具体的には、その結果は各地域

によって著しく異なっていた」。そのためチャイルドは、メソポタミアの都市

国家、エジプトの統一王国、インダス河畔の諸都市、それらの文化が伝播する

なかで形成された派生的な諸国家について、それぞれの個性を浮彫りにするか

たちで記述した。

　（4）古代知識革命。都市革命は、「シュメール人、エジプト人、およびインド

人たちが多くの蓄積した経験と応用科学を使ったからこそ」できた。この革命

は、「経験を伝える新式の方法、知識を組み立てる新鮮なやり方、さらにはいっ

そう正確な科学を創出」した。「文字と数学の始まりと、度量衡の標準決定とは、
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この革命の時期と一致」している。また「贅沢さや洗練」は、「蓄積された富と

専門職業の増加以上の事柄を意味」し、それは「豊富になった職業上の秘訣と

応用科学における新しい発見にもとづいている」。「シュメールの鍛冶屋の上手

な鋳物」は、「青銅という銅と錫の合金が発見されなかったならば……ほとんど

考えられなかった」。

　⑭文字の発明と度量衡と結びついた記数法、⑮青銅（青銅冶金工業と青銅〔武〕

器生産）、が、先に紹介した15の応用科学の発明のうちの残りの2つをなして

いる。都市革命の時代に同時遂行されたこれらの応用科学上の革命が、どのよ

うなかたちで階級の分裂と文明の発達に寄与したか、そして侵略戦争と征服活

動を拡大したかを、チャイルドは第7章と第8章で具体的な事例を交えて記述

した。度量衡の標準決定と記数法、銅と錫の合金である青銅の発見と利用、数

学や天文学などの学問の発展については紹介を避け、文字についてのみ二、三

の事例をみておこう。

　シュメール人が記録材料として粘土を焼いてその文書を不滅のものにしたと

いう幸運な事情は、「着々と進歩していた文字と都会生活の発達を示すもの」で

ある。「世界最古の書かれた文書が計算書と字引であったことは偶然ではない」

のであり、これらの文書は「シュメール書体の発明を促した非常に実用的な要

求を表わして」いる。現存する最古のエジプト文書は、「アビドスの第一および

第二王朝の王墓出土の印章と土器面に記した名称と記号であり、また細長い木

片に記した計算書とか財産目録、および短い記録」だが、「メネス王の治世にお

いても、多くの絵文字がひとつの純粋な表音意義をもち、そして単語は表意文

字だけで示されることなく、正確につづられた」。

　チャイルドは、「お前はどんな種類のつらい労働にも携わってはならない」

云々という、書記になることを勧めたエジプトのある父親の手紙を引用し、「こ

こに引用した文章は、第二革命が社会を諸階級に分裂させ、それを促進してい

た事実を思い起させる」と書いた。「都会の社会の階級分裂においては、初期は

働く職人や農民に比べて『上流階級』に属しており、書くことは耕作や鍛冶や

大工などと違い、尊い職業であった」。書記養成学校は「いわゆる調査研究所
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としての活動」を行ない、教師の地位は「一種の『理論的研究』によって知識に

追加を行なう機会と勧告」を与えた。

　とくにメソポタミアでは、この「スコラ学者的」態度が「学問を体系的に組

織することを促した」。シュメールの神殿の神官は、任命以前の母国語がいか

なるものであっても「任命後はシュメール語の伝統のなかで教育」され、「旧来

の神の魔力はシュメール語の呪文ではじめて屈服される」ため、「神殿の学校は

シュメール語を教え、研究」しなければならなかった。

　以上略述した四段階が、先史時代から文明の誕生に至る主要な段階をなして

いる。加えてチャイルドは、このような基礎認識を「進歩の促進と停滞」と題

する最終の第9章において補足し、紀元前三千年の直前の二千年間において「数

百万人の繁栄に直接か間接に影響を与え、さらに人類の増加を促して、人類の

生物学的幸福を明らかに助長した応用科学における発明」として、すでに紹介

した15の発明に関する再整理をした。彼はまた、都市革命後の紀元前2600年

から600年までの都市革命後の二千年間の業績について言及し、この時代は「人

類の進歩に対して、比較的重要にみえる貢献をほとんど行なわなかった」とみ

なし、つぎの4つの業績のみが先の15の業績と同じ種類に数えられる値打ち

があるとした。すなわち、①バビロニアの「十進法」（前2000年ごろ）、②工業

的規模における経済的鋳鉄法（前1400年）、③本式のアルファベット書体（前

1300年）、④都会給水用の水道（前700年）、がそれである。

　チャイルドは、「エジプト、バビロニア、およびその直接の文化上の属国の

行政は、人類の進歩という見地からは、われわれを失望させるようにみえる」

とし、第二革命は「新しい進歩を促進した時代の曙を示すものではなく、それ

より以前の成長期の隆盛と停滞を示すように思われる」と書いた。第二革命は

「実物の富の蓄積によるばかりでなく、さらに神とか、王、また彼らに頼る小

規模の階級などの手に富が集中したことによって」できた。このような集中は、

「必要な余剰資本の生産を確保し、これを有効な社会の用途に役立たせるのに

必要であったろう」が、第二革命は「人類全体の経済的低下を意味」した。

　農夫、牧人、漁師たちの運命は、「土木工事によって改良され、国家によって、
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また正式の政府が保証した治安によって増進されたかもしれない」。だが、「物

質的には、この新しい富における彼らの分け前はわずかなものであり、また社

会的には、彼らは小作人か、または農奴の状態にまで陥った」。専門職人と労

働者の新しい部隊は、この革命が創り出した余剰分の消費がなかったなら、な

んらの生活手段をも見出すことはできなかったが、しかし、「彼らに与えられ

た分量はまたわずか」であった。「新しい職人の大部分は、じつにカスカスの生

活賃金で働く奴隷であった。その残りの者は、法律上では自由であったが、奴

隷労働との競争のために、貧乏になったに違いない」。

　「新しい余剰分の莫大な量は、王や神官とその親類やお気に入りなどの少数

者の手に入った。社会は経済的な階級に分裂し、王、神官および役人の『支配

階級』は、農民や就業労働者の『下層階級』と対立した」。これに比べると、「新

石器時代の王朝以前の墓地とか、新石器時代の村における小屋は、むさ苦しい

とはいえ、とにかく平等をあらわしている」。都市革命によって、「かつて非常

に発明力に富んだ実際の生産者は『下層階級』の地位に落とされ」、「立ち現わ

れた支配階級は、迷信にとりつかれている下層階級を搾取して、大いに自分の

権力を獲得した」。

　サルゴン王の帝国は、「過渡的なもの」ではあったが、「すべてのオリエント

の帝国主義の手本」となった。後続の短命な帝国は、「たしかに人類の進歩に貢

献した」が、「これらの帝国の不安定は内部の矛盾」を示しており、一般に「こ

のようにして建設された帝国は貢納取得機関にすぎなかった」。「文明の勢力と

しての軍国主義の記録」は同様に、「われわれを失望させる」。たしかに、「オリ

エントの諸王国は、戦争によって建設され、打ち続く戦争によって維持され、

最後に戦争によって滅びた」19）。

　チャイルド文明論の意義

　煩瑣を厭わず引用し、基本論理の整理をした。チャイルドはこのように、複

19） この基本認識は現在でも妥当する。しかし同時に、このような歴史とは異なる意

義をもつ別の歴史がアジアにあった。そのことは別の機会に記すことにする。
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数の指標を論理的に序列づけ、それらの総体認識をふまえて古代のオリエント

文明の興隆の実態と限界を把握しようとした。彼は、人類史上の壮大な質的転

換をもたらした経済社会革命の過程を整理し、記述することによって、文明理

解の革新をもたらし、考古学的研究の成果をふまえた新たな歴史理論を構築し

た。

　モーガンもエンゲルスも、文明段階の人類が達成した成果の評価すべきもの

に対する称賛は惜しまなかった。だが、彼らは同時に、文明と結びついて発展

してきたある種の文化的要素と、永きにわたる人類史のなかで営々と築かれて

きた別の文化的要素とのあいだに矛盾があることに気づき、その矛盾を克服す

べきことを説いた。その点では、チャイルドもまた、彼らと同様の基本認識を

共有していた。

　もちろん、チャイルドの認識にも限界があった。考古学者たちの厳密な考証

によって彼の限界についての検証もできるようになり、その過程で一定数の論

点でのチャイルド批判も展開されるようになった。個々の歴史過程に関する考

古学的な発掘やその発掘成果にもとづく検証は、それ自体として尊重されるべ

きものである。けれども、革命という規定は適切でないとか、新石器の導入と

農耕や牧畜の発生とが地域によって必ずしも連動しないとか、都市の形成と青

銅器技術との関連性に関する実証的検証といった議論に拘泥するならば、チャ

イルドの歴史理論の良き部分は見失われてしまい、その理論はきわめて味気な

いものに変質してしまうことになろう。

　現実の歴史の過程には、地域ごとに異なるさまざまな紆余曲折がある。現実

の歴史的過程の実証的研究は、歴史理論を構築する前提をなすものではあるが、

両者は区別されるべきものである。歴史理論における革命論は、革命把握に関

する一定の理論的基準が設定されていてはじめて明確にできる。チャイルドの

場合、人類史における革命は、人口の飛躍的拡大をもたらす画期となるような

経済社会上の大変革であった。新石器革命とか都市革命というときの革命規定

は、そのような基礎視座にもとづいてなされていたのだということを忘れては

ならない。
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　モーガンやエンゲルス、そしてチャイルドの業績も、そのすべてを絶対視す

るのではなく、その時点の歴史的限界をもつものとして相対化したうえで、そ

のなかの生命力をもつものを継承すべきである。加えてそこには、マルクスに

よるアジア的生産様式と古典古代的生産様式の区別や彼の共同体論のような、

別の諸問題も絡み合っている。晩年のマルクスのノートやその他の草稿類から

判断すると、モーガンやエンゲルスの文明論とは異なる別の要素が、マルクス

の文明認識には含まれていたように思われる20）。この問題は、ネパールと日本

をめぐる一連の研究とも密接に関連するものなので、ある程度の考察を終えた

あとで言及するが、そのような別の業績にも注意を払う必要があることは、あ

らためて指摘するまでもなかろう。過去の偉大な業績をあざ笑うような姑息な

流行に終止符を打ち、これからの文明と文化を考える姿勢が求められていよう。

5. シュメール文明の誕生

　メソポタミア文明に関する再考察

　メソポタミア文明の諸要素のなかには、アジア大環状文化圏の特性を形づ

くってきたものがあり、その痕跡を辿ることは今後のひとつの重要な課題とな

る。シュメール人の文明は、それが滅びたあとも、その影響を後世に与え続け

た。シュメール人の文明は19世紀の後半期に発見されるまで忘れ去られてい

た。けれども、その発掘と研究が進むとともに、シュメール文明が及ぼした影

響力の広さと持続性が明らかになってきた。では、なぜ、そしていかにして、

20） マルクスの『古代社会ノート』（『全集』第40巻所収）などのマルクスのノートや草

稿の研究に、ここで立ち入ることはできない。マルクスのアジア的生産様式認識

をめぐる問題は、マルクス - エンゲルス問題などの多様な問題と絡み合う複雑な

考察を必要とする。これらの問題は日本でも多くの論争を呼んできたものであり、

たとえば太田秀通『ミケーネ社会崩壊期の研究―古典古代論序説―』、岩波書店、

1968年、にみられるような、意識的な問題の定式（同書の第1章第1節第3項、と

くに28-29ページ参照）にもとづいて、高い水準での実証的歴史研究と解釈学的研

究とを結びつける試みもなされてきた。だが、古典文献の解釈学的研究と実証的

な歴史研究を総合した高度の合意を形成するまでにはまだ至っていない。
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メソポタミア地方において、都市・階級・文字をまだもたないウバイド期の経

済社会から、歴史上最初に都市と村落とが分離し、階級や文字をもつ世界最古

のシュメール文明が生まれのだろうか。シュメール文明の影響力を理解するた

めには、まず、それを生み出した原因ないし原動力を究明しておくことが求め

られる。

　文明という観点からみると、シュメール文明とはいえても、ウバイド文明と

よぶことは困難である。しかし、文化面からみると、ウバイド文化とシュメー

ル文化には継承と連続の関係があり、ウバイド‐シュメール文化と規定できる

性格がある。今後、必要に応じて、シュメール文明とともに、ウバイド‐シュ

メール文化という表現も用いることしよう。

　このウバイド‐シュメール文化とシュメール文明をめぐる問題は、以前から

関心をもって研究してきたものであった。しかし、それは主として階層や階級

の起源とか国家の起源をめぐる研究から発したものであり、アジア大環状文化

圏やネパールをめぐる問題と結びついていなかった。けれども今後は、歴史理

論そのものを主軸とするかたちで、それらを再編しなければならない。ウバイ

ド‐シュメール文化とシュメール文明のかなり重要な構成要素は、アジア大環

状文化圏へも継承されていった。それらは仏教思想にも大きな影響を及ぼして

きた。だが、文明の黎明期に形成されたメソポタミア文明とそこで形成され彫

琢された文化的要素には、古くから論争され続けてきた謎がある。メソポタミ

ア文明に関する歴史理論に取り組むとき、これらの論争問題を含むさまざまな

謎について、一定の結論を出さなければならない。

　メソポタミア文明の謎

　教科書的知識として知られているように、ギリシア語でメソポタミアは、ティ

グリスとユーフラテスという2つの河に挟まれた「両河のあいだの土地」を意

味する。この地に「世界最古の文明」が花開き、メソポタミアは「文明発祥の地」・

「文明生誕の地」・「文明揺籃の地」などとよばれてきた。世界で最初の文明が

花開いたのは、このメソポタミアの地であった。そこで形成された文明の構成
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要素は、エジプトの古代文明とともに、その後の世界に多大な影響を及ぼし続

けてきた。また、それらの文明とその内部で形成された文化的要素は、インダ

ス文明とも深い結びつきをもっていた。紀元前の古代世界において、それらの

文明のあいだには、共通する文化的要素が形づくられていった。

　メソポタミア地方を訪れたことはないので実感として語ることはできない

が、この地域をめぐる研究に携わる研究者たちが異口同音に口にするのは、こ

の地には土以外の資源はほとんどないということである。メソポタミアには、

森林も、石も、金属もない。メソポタミアは、農耕が発生した場所でもなかっ

たし、最初に城塞を形づくった地域でもなかった。では、なぜメソポタミアに

世界最初の文明が構築されたのだろうか。それはひとつの「謎」であった。

　たとえば、文明の起源とその誕生を論じた江上波夫（1906-2002）は、「メソ

ポタミアに、とくに南メソポタミアに世界のどこよりも早く都市文明が誕生し

たのは何故か」という問を発し、つぎのように書いていた21）。

「そこが文明の創造に特別恵まれた環境、好適な条件を備えていたかといえ

ば、確実に否といわなければならないであろう。メソポタミアの曠野に立っ

たすべての旅行者が狐につままれたように感じるほど、そこには文明世界の

片影もなく、ただただ土色の沖積平野が拡がっているだけで、草木の影も、

人の姿も稀で、特別肥沃な土壌があるわけでもない。ただバグダード以南の

メソポタミアでは、前四千年紀の昔から灌漑農耕が行われており、食料には

不足しなかったとしても、金・銀・銅・鉄などの有用な鉱物の産出はまった

くなく、建築用の石材や木材などにもすこぶる乏しく、五月中旬から九月初

旬にいたる間は、四〇度を越える酷暑と極端な乾燥が続き、また一二月から

二月にいたる雨季には雨が多く、気候が甚だ不順で、到るところぬかるみに

なり、三月には大洪水に見舞われるといった土地柄なのである。それにもか

かわらず、そこには事実として世界最古のシュメル文明が発祥したのは何故

21） 江上波夫『江上波夫著作集2―文明の起源とその成立―』、平凡社、1986年、14-15
ページ。この指摘はもと「神殿文明から帝王文明へ」と題する1980年の論稿でな

されたものである。
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か、この謎は今でも完全には解かれていない」

　なぜ、またいかにして、シュメール文明は生まれてきたのだろうか。このシュ

メール文明の発祥の謎については、一定の解明がすでになされているともいえ

る。この種の疑問に対する古典的な回答として、つぎの4つの点については、

現在でも多くの研究者が同意するであろう。

　その第1は、地域環境の変化がシュメール文明を生む契機となったというこ

とである。この論点については、よく知られた歴史理論がある。チャイルドの

指摘を敷衍するかたちでアーノルド・J・トインビー（1889-1975）が展開した、

文明の発生に関する「乾燥化の挑戦と応戦」論がそれである22）。トインビーは、

氷河時代が終わったのちにアフラシア地域（アフリカ大陸とユーラシア大陸）

は乾燥化の方向に向かう大きな自然条件の変化を経験し始めたとし、もっぱら

旧石器時代の未開社会によって占められていた地域に「二つもしくはそれ以上

の文明」が出現したとした。そのさい彼は、①居住地も生活様式も変えなかっ

た連中、②生活様式を変え、狩猟者から羊飼いに転身することによって、居住

地を変更することを回避した者、③生活様式を変更しないで居住地を変更する

道を選んだ者、④南のモンスーン地帯に後退して乾燥を避けた集団、⑤乾燥化

の挑戦に対して、居住地と生活様式をともに変更して応戦した集団、に区分し

た23）。トインビーは、⑤の集団がエジプト文明とメソポタミア文明を生みだし

たとし、以下のように指摘した。

　「これらの創造的な社会集団の生活様式に起きた変化は、食物採集者ならび

に狩猟者の生活から完全に耕作者の生活に転換したことであった。居住地に起

きた変化は、距離の点ではわずかであったが、かれらが放棄した草原と移住し

ていった先の新たな自然環境との生活の違いを基準にしてはかれば非常に大き

かった。……別なコースを選んだかれらの隣人から見れば、かれらの冒険はみ

すみす死地に飛びこむ暴挙と思われたに相違ない。……ところが実際は、その

22） 長谷川松治訳『トインビー 歴史の研究1（サマヴェル縮刷版）』、社会思想社、1975

年、129-136ページ、参照。引用は、131ページ。
23） 日本の縄紋文化はこれらのいずれにも当てはまらない。その点は別の機会に論ずる。
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冒険は、開拓者が抱いたどんな楽観的な期待をも越えた、すばらしい成功をお

さめた。自然の気まぐれは人工によって制御された。定まった形をもたなかっ

たジャングル沼沢地帯は姿を消して、整然と配置された掘割と堤防と畑が出現

した。」

　トインビーの「挑戦と応戦」論は、20世紀前半期までの考古学研究の限界に

制約された、一定の誤謬をともなっていた。彼は氷河期以降の気候変動に関す

る後世の研究を参照しえなかったから、当時の気候変動が一方的な乾燥化をも

たらしたのではなく、乾燥地と湿潤地が数百年から千年単位で徐々に移動して

いったのだという歴史的変化の過程をふまえることができなかった24）。トイン

ビーはまた、長江文明の本格的な発見がなされる前にその記述をしたため、文

明の発祥と直接に関連する部分だけでも、シナ文明の「発生しなかったもっと

南の地域、たとえば揚子江流域、の住民はいずれも、かれらのように生きるた

めに悪戦苦闘したとは考えられない」というようなことを書いたりしていた。

このような記述は誤りといわねばならず、その後の考古学的発掘や気候変動の

歴史研究の成果に依拠して、トインビーの認識に苦言を呈したり、修正したり

することは容易にできよう。

　そのような補正が必要だということはトインビーの業績にとっての本質的な

問題ではないが、しかし、彼の議論には強調すべき点のある種の一面性があっ

た。トインビーは「みすみす死地に飛びこむ暴挙」という側面を強調しすぎた。

「暴挙」という性格が移住になかったとはいえまい。だが、移住者たちはメソ

ポタミア南部の富裕化によって吸引されたのではないか、という側面も併せて

考える必要があろう。メソポタミア南部への移住は、つねに「死地に飛びこむ

暴挙」だったわけではなく、ウバイド期からウルク期にかけての生産力の発展

が一種の吸引力として作用したという別の側面もあったはずである。

　トインビーが依拠したチャイルドは、むしろ吸引理論というべき議論を展開

していた。「原シュメール人は、おそらく野生の鴨や魚のような獲物に、また

24） さしあたり、藤井純夫『ムギとヒツジの考古学』、同成社、2001年、14-21ページ、

参照。
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ナツメヤシの林に惹きつけられて、ティグリス河とユーフラテス河の三角州

を耕し、また住めるようにするという、途方もない大事業に立ち向かった」25）。

最近ではむしろ、吸引理論のほうが影響力を増しているようにもみえる26）。し

かし、吸引という要素を加えたとしても、「居住地と生活様式をともに変更し

て応戦した集団」があったというトインビーの指摘そのものは、今日でも一定

の意義をもつものであろう。

　第2は、「単純な食料生産経済」の発展過程における余剰生産物の蓄積と集中

がシュメール文明を生む基礎となったということである27）。G・チャイルドは、

この点を強調した代表的な先駆者であった。チャイルドは、都市革命という第

二革命の実現には、「おもに食糧というかたちでの資本の蓄積が必要であるこ

と、またこの蓄積は、ある程度まで社会の目的に有効に利用できるように集中

される必要があること」を指摘した。

　チャイルドは、近東において「最良の地域は労働力を使って開拓された」こ

とを強調し、こう指摘した。「排水工事や堤防築造工事に従事する労働者には

食べ物を与えなければならない。しかし、この仕事に従事しているあいだ、彼

らは消費する食料を直接に生産しなかった。共同体の再生産事業がますます大

がかりになるしたがって、ますます余剰食糧の貯蔵の必要は増したであろう。

このような蓄積こそ、村を取り巻く地域をますます多く沼と砂漠から克ちとり、

村を都市に発展させる前提条件であった」。彼はまた、「エジプトではこの最初

の蓄積と集中とは、明らかに征服の結果であった」が、「メソポタミアでは、シュ

メールの都市の蓄積された富を管理したものは、名義のうえではその土地の神

（もちろん実際には自分たちで任命した神官団であるが）であることが知られ

て」おり、「軍事的征服は余剰となる富の蓄積を保証する一手段ではあるが、こ

のことをもって第二革命のおもな前提条件とみなす議論には、まだ考慮の余地

25） Childe, op. cit., p.107. 前掲ねず訳・下、5ページ。
26） 小泉龍人『都市の起源―古代の先進地域＝西アジアを掘る―』、講談社選書メチエ、

2016年、第2章、参照。
27） Childe, op. cit., pp.108-109, p.132 前掲ねず訳・下、7-8ページ、47-48ページ。
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がある」ことを指摘してもいた。

　チャイルドが指摘した余剰生産物の蓄積の重要性については、ほぼ共通認識

が確立されているといってよい。江上波夫は、つぎのような研究史の総括をし

た28）。「文明の起源については、従来さまざまに論議されたが、二十世紀中ご

ろから考古学者や人類学者の間で有力になってきた説は、文明の発生の根本的

な要因は、食料生産のうちでも、とくに穀物類の生産、ついでは肉畜の生産、

いいかえれば長期の保存に耐える食料の生産にほかならないという考えであ

る」。多年にわたってシュメール研究を続けてきた前川和也（1942-）たちも同

様の解説をしており29）、この種の指摘は多くの論者によってなされている。

　第3は、シュメール人とその先行者であったウバイド文化の担い手たちの共

同の勤労が、文明の誕生と発展の基礎となったということである。代表的な例

として、ヘルムート・ウーリッヒ（1922-）の記述を振り返ってみよう30）。ウー

リッヒによれば、ウバイドの地で「人々が徐々に作り上げていった世界は、い

わば彼らの勤労の園」であった。そこにあるものは「〈額に汗して〉働いて得た

パンを食べることが許される、神の恩寵」であり、「豊かな取り入れも、労働の

賜物であった」。ウバイド人たちが初めて見るその土地は「およそ『楽園』とは

かけ離れていた」が、「その陶土の容器、木と骨と石で作った道具類、それに穀

物の種子、さらにその労働力と神々の像をもって楽園を作り上げた」。「穀物や

農耕器具、あるいは農民、羊飼い、煉瓦積工などを表現する後のシュメールの

言葉は、彼らの言葉からの借用語」であり、「定住型の農民生活の基本形態」は

たぶんウバイド人から始まる。

　紀元前三千年紀の変わり目ごろ、この地方の風景は「考えられないほどの速

度」で変わっていった。「砂、水、葦からなる荒野が、文明の地へと相貌を変え

28） 江上波夫『江上波夫著作集3―オリエント世界―』、32ページ。なお、同書の11-13
ページの記述も参照されたい。

29） 大貫良夫・前川和也・渡辺和子・屋形貞亮『世界の歴史1 人類の起源と古代オリ

エント』、中央公論社、1998年、　。
30） H・ウーリッヒ／戸叶勝也訳『シュメール―人類最古の文明の源流を辿る―』、ア

リアドネ企画、1998年、17-18、23-25ページ。
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て」ゆき、ウバイド人の村の「小規模の灌漑設備や畑地」は、「必要に迫られ大

規模なものへと短期間に姿を変えていった」。「土地を造成するため彼らは流域

の広大な土地に杭を打って測量」し、「大規模な干拓」を行ない、「干拓で余った

水は貯めておき、いつでも必要な場所へ流れていく」ようにした。こうして「荒

地が肥沃な耕地となった」が、「自然との闘いが終った」わけではなかった。「日々

の糧を求める苛烈な闘いが繰り返され」、やがて「多くの人々が力を合わせて

作り上げる共同体が成立」した。シュメール人たちは、「農耕の必要に応じて土

地を灌漑したり、排水したり」し、「絶えず新しい運河を引き、船を建造し、家

屋は神殿を建てた」。「家々の並びは人口密度の高い集落へと発展」していった。

　「このような集落を、労働共同体と呼ぶことができよう」が、「それが明確な

形をとったのが、南メソポタミアの各地から発展して、その地の構造を変えて

いった公共団体、つまり都市」である。われわれが紀元前三千年紀の変わり目

のシーンで「南メソポタミアのティグリス、ユーフラテス両河沿岸ならびにペ

ルシア湾河口で見たもの」は、「疑いもなく文明の発祥―最初の高度な文化の

成立と呼べるもの」である。

　共同の勤労が文明の誕生と発展の基礎となったというウーリッヒの指摘は、

別の論者があい似た表現によって指摘してきたことを再定式化したものだと

いってよい。勤労に支えられない文明などはありえない。勤労に支えられては

じめて灌漑農耕も都市文明も成立しうるのだから、ウーリッヒはある意味で当

然のことを「労働共同体」とか「勤労共同体」という言葉で表現したにすぎない

ともいえる。また、それはチャイルドやトインビーたちの指摘のなかに事実上

含まれていたものでもある。

　チャイルドは、メソポタミア地域の開拓についてつぎのように書いていた。

「古バビロニアの大都市を建設する予定の土地は、文字どおり、創り出される

必要があった。……『天地創造』という重要な事件は、水と土の分離であるが、

土地を創り出したものは神ではなく、原シュメール人たち自身であった。彼ら

は溝を掘り、耕地を灌漑し、沼を干しあげた。また堤防を築き、丘を積み上げ、

人間と家畜を水から守り、洪水に侵されないようにした。さらに、はじめて葦
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の藪を切り拓き、そのあいだに溝を掘った。この自然に対する闘いの記憶が言

い伝えのなかに遺している根気強さこそ、古代のシュメール人が果たした努力

の尺度である。その努力の報いとして、滋養に富むナツメヤシの実が確実に供

給され、干しあげた耕地からの豊かな収穫物があり、家畜の群れには永久の牧

場が作られた」31）。

　ウーリッヒの「勤労の園」・「労働共同体」・「勤労共同体」といった表現は、

このようなチャイルドの指摘の言い換えであるといってもよい。けれども、こ

のような短い語句による一種の概念規定は、大きな意義をもっていた。メソポ

タミアの村落共同体の性格規定としても、また都市共同体の性格規定としても、

それらが本質的な性格を的確に表現したものであったことは、誰も否定するこ

とはできないであろう。

　なお第4に、メソポタミアが交通の要衝に位置していたということを指摘で

きる。この点についても多くの指摘がなされてきたが、たとえば江上波夫は、「メ

ソポタミアは古くからアジア・アフリカ・ヨーロッパの三大陸を結ぶ主要通商

路の通過するところとして、経済上、文化上、重要な国際的位置を占めた」と

し、以下のように書いていた32）。「このような幹線路の存在は、メソポタミア

の民族や文化の構成に大きく作用し、東はイラン高原、北はコーカサス・アル

メニアの高原、西はシリア・アラビアの砂漠から、インド・ヨーロッパ系、ア

ジアニック系、セム系などの種々な民族がメソポタミアに往来し、移住し、ま

た侵入することを容易にした。一方、東はイラン・アフガニスタン産のトルコ

石、銅、ラピス・ラズリ、馬、南はペルシア湾・アラビア海産の真珠、子安貝、

西はシリア・パレスティナ産の象牙細工、ガラス製品、瑪瑙、木材、西北はア

ナトリア・キプロス産の金・銀・銅などを盛んに輸入することを可能にした。」

　江上は、このような交通の性格から、メソポタミア地域が開放性と流動性

に富む社会であったことを強調した。「メソポタミアは孤立した領域ではなく、

31） Childe, op. cit., pp. 107-108. 前掲ねず訳・下、5-6ページ。
32） 前掲『江上波夫著作集3』、58-59ページ。この指摘は、「古代オリエント史の歴史

とその世界史的意義」と題する、1978年に公表された論稿でなされたものである。
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人的にも物的にもつねに周囲に向って解放された世界として、そこに発展した

文化も地方色よりも国際色に、伝統性よりも流動性に富み、容易に他の地方に

伝播し、受容される性格をもっていた。その点でメソポタミアは、エジプト、

インド、中国などの他の古代文明圏と顕著に相違したのである。」

　ここで論及した研究成果は、すでに古典的というべき性格をもつものとなっ

た。新たな発掘もたえずなされているし、最近の年代推計はさらに緻密になっ

た。文字資料の解読も進んでゆく。新たな発掘の成果が生まれ、年代推計の緻

密化や文字資料の解読が進むならば、先人たちの分析や解説には一定の補足な

いし修正が必要となる。けれども、以上で概観した、第1の文明の発生に関す

る乾燥化への「挑戦と応戦」論あるいは食料生産力の上昇による吸引論、第2

のシュメール人による都市革命の基礎が余剰と社会的分業の拡大にあったとい

う基本認識、第3のウバイド人から引き継いだシュメール人たちによる共同の

勤労が「文明の誕生の基礎」となったという認識、さらには第4の交通の要衝

としてのメソポタミア理解、といったそれぞれの指摘は、基礎認識を確立した

ものとしての意義をもっている。世界最古の文明がメソポタミア南部で発祥し

たのはなぜかという問に対しては、それらの要因の複合作用の帰結として、そ

の基礎的説明がなされることにならざるをえないであろう。

　交易の発展と神官の専門職化、そして……

　けれども、ここでいま一度確認しておかなければならないのは、江上の文明

の発祥に関する先の問題提起はこれらの認識をすべてふまえたうえでなされた

ものであった、ということである。地域環境の変化、灌漑農耕や牧畜業の発展

による余剰生産物の蓄積、勤労にもとづく都市共同体の形成、交通の要衝とい

う4つの要因の複合がシュメールの都市文明を産む基盤となったことはたしか

だとしても、なぜほとんど資源らしい資源のないシュメールが都市文明の発祥

の地となったのだろうか。

　大量の余剰生産物の獲得と蓄積とか、勤労と結びついた共同体の再編とか、

交通の要衝であったといった要因は、文明を生む基盤とはなりえても、そこか
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ら直接に文明の発生を導き出すことは困難なのではなかろうか。これらの要因

を十分に知っていた江上があえてメソポタミア文明の発祥の謎という提起をし

たのは、こうした要因の複合による説明では、メソポタミアにおける文明の発

祥を説明するものとしては不十分であることを自覚していたからではなかろう

か。問題はまだ残っている。その後の文明の誕生に関する研究は、どこまで江

上の設問に答えたといえるのだろうか。

　日本のオリエント史研究者たちによる、その後の代表的解説を振り返ってみ

よう33）。そこでは、メソポタミアにおける文明の発生と発展の過程が、以下の

5つの環を結びつけるかたちで整理されている。すなわち、（1）ウバイド期に

おける小祭祀場から大神殿への連続的な発展、（2）土器と農作物を含めた輸出

による交易の発展、（3）ウバイド第3期ころの南部メソポタミアにおける技術

の大革新と社会組織の進化、（4）南部メソポタミアにおける余剰を集積できた

村や町による周辺集落群の従属化と植民化、（5）文字システムの形成と行政管

理システムの発展によるシュメール都市国家の生誕、がそれである。

　第1に、0期をその先史とし、ふつう1期から4期に分類されるウバイド期

（紀元前5300年から前4300年ころまで）と、それに続く、土器を轆轤で作り始

めたウルク期（前3500～前3100年ころ）とジャムダド・ナスル期（前3100～前

2900年ころ）まで、「南部メソポタミアでの文化の大断絶はない」。最南部のエ

リドゥでは、「ウバイド1期の小祭祀場がのちに大神殿に発達していくようすを

連続的にたどることができる」からである。つまり、メソポタミアにおける神

殿の発展過程は、質的な変化をともなうものではなく、連続的な量的拡大であ

る。「厳しい気候、とくに予測のできない洪水や降雨あるいは干ばつ、これら

の自然の不確かさは、砂漠的環境で水を何よりも大切にする農耕民の中に、自

然を動かす神秘的な力への深い信仰を醸成し」、人々は「居住地での家屋建設

と同時に、神殿を建てて神をまつった」。この連続的拡大の過程で、神殿での

「儀礼はしだいに複雑精緻になり」、それとともに「儀礼の主催者はしだいに専

33） 前掲『人類の起源と古代オリエント』、94-97ページ、151-153ページ。以下の整理は、

本書の分割された記述を繋ぎ合わせ、再構成したものである。
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門化し、神官という専門職になっていった」。

　メソポタミアには、「作物を別にすれば、良質の粘土以外に他の地域に売り

込めるものはない」。しかし第2に、「土器製作はメソポタミアで盛んに行われ、

日常の使用以外に交易などにも用いられ、メソポタミアの北部にも広がった。

そしてこの土器と、おそらくは農作物も含めてメソポタミアからの輸出品に対

して、外部からさまざまな物資が入ってきた」。

　「メソポタミアでの生活はこうした交易なしには成立しえない。メソポタミ

アでの社会発展は西アジア全域にわたる交易活動を刺激し、各地の社会もまた

変化したであろうし、メソポタミア自体も交易の組織化、輸入品の分配をめぐっ

て社会的な変化が進んでいったにちがいない」。「遠方の地からの品物は威信財

になる。神殿は宇宙の中心であるだけでなく、稀少にして重要な物資の集積と

分配の中心ともなり、神官の権威はますます高まった」。

　交易の発展は、その結果として第3に、「一方で職人たちが台頭し、遠方から

の原料の加工に腕を磨きはじめ」、「農民は神官や職人のために食料を生産する

ことになり、農業生産は自家用だけでは足りなくなった」。つまり、手工業製

品の加工製造が始まって発展し、神官たちの需要を満たしつつ拡大し、それら

がまた交易を発展させる過程が繰り返され、その結果、農業生産の拡大と農業

余剰のさらなる拡大が求められるようになったのである。

　農業生産の発展過程を振り返ってみよう。ウバイド・ゼロ層の時期より数百

年前に、年平均降水量200ミリ以下のティグリス河中流域でサマラ文化がおこ

り、上流域に広がっていったが、「この時代に、たしかに灌漑農業がはじまっ

ていた」。しかしウバイド2期までは、サマラ文化が栄えた地域と一部つながっ

ていた以外には他の地方とは深い関係をもっていない。ところが、「ウバイド3

期、おそらく前五千年紀後半にはいると、ウバイド文化はいっきょにティグリ

ス河流域を中心とした北部メソポタミア、南西イラン、南東アナトリアなどに

広がっていく」。「南部メソポタミアで技術の大革新がおこり、社会組織が急激

に進化したにちがいない」のであり、「ウバイド3期に灌漑農業が大発展したの

ではなかろうか」。
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　このような「大発展」の結果、第4に、「農業生産の余剰を集積できた村や町

は周辺の小集落群を従属させていったであろう」。「南部メソポタミアが村落社

会から都市社会へと向かう傾向は、ウバイド期につづくウルク期にはっきりし

てくる」。さらに、ウルク中期（前3400～前3300年ころ）には、「西アジアのな

かでの南部メソポタミアの優位性がきわだってくる」。「この時期の終わりごろ、

シリア地方では、ユーフラテス上流河畔のハブバ・カピラに、面積二〇ヘクター

ル程度の都市が作られ、ここでウルクで見いだされるものと同様の神殿遺構が

確認できる。この地域では、商業活動のために南部メソポタミア人が植民居住

地をいくつも建設していて、ハブバ・カピラはその中心地であった」。また、「同

じ時期のイランのスサにも、南部メソポタミアの人びとが植民していた」。

　このような生産と交易の発展、それらと結びついた神殿と神官組織の複雑化

の結果として、第5に、文字システムが成立して、行政管理システムと相まっ

て発展してゆき、シュメール都市国家が形成されていった。ウルク後期（おそ

らく前3000～前3100ころ）の最末期に、「シュメール最南部のウルクにおいて

粘土板による記録システムが発明」された。「ウルクの古拙的な粘土書板の八五

パーセントは行政・経済記録」であり、「公共的な大組織を管理、運営するために、

つまり奴隷、家畜、物品の数をかぞえ、穀物の量をはかり、土地面積を計算す

るために、記録システムが成立した」。ウルクでは、「ウルク期とりわけ後期に

はいって、エアンナ地区に大公共建造物がつぎつぎに成立」し、「当時のウルク

の規模は二五〇ヘクタールに達していたらしい」。「食糧配給のための記録や『職

業リスト』を必要とするほどに、公共組織の規模が大きくなり、複雑化してい

た」。こうして「シュメール都市国家が生まれた」のである。

　この5つの環の相互連関を総括すると、以下のようになる。「交易と神殿、メ

ソポタミアの経済はこの二つの契機で生産性を高めるところとなり、生産と交

易をコントロールする制度を生み、この制度を運用する責任者としてエリート

が神官の中から育っていった。こうしてウルク期末期には国家組織のための基

礎ができあがったのである」。なお付言すれば、この総括的記述は一見すると、

「交易と神殿」という2つの契機のみから国家の形成が説かれているようにもみ
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えるが、その文明形成論は、以上の5つの環の相互連関を通じて、シュメール

国家の形成と成立を説明するものであった。

　では、灌漑農耕の整備と拡大という認識を超える、ウバイドの村落における

生産力と余剰の大発展をもたらした原因ないし原動力は何であり、その原動力

はどのような関係性を通じて、いかにしてシュメールの都市国家の成立に至ら

しめたのだろうか。その概要は、上記の5つの環を通じた説明でなされている

といってもよい。しかし、その過程の原因ないし原動力と、いかなる経済社会

関係が階層・階級関係の変化と発展をともないつつシュメール国家の形成をも

たらしたのかについては、依然として「謎」が残っていよう。とくに問題とな

るのは、上記の「ウバイド第3期ころの南部メソポタミアにおける技術の大革

新と社会組織の進化」がなぜ起こり、それを契機として最終的に国家の形成に

まで至ったのはなぜか、ということである。

　ウバイド第3期ころから南部メソポタミアにおいて技術の大革新と社会組織

の進化がなぜ起こったのかという問題に対するひとつの回答は、このころ移住

者も含めた生産人口の増加とともに、灌漑設備の普及と改良が大いに進み、大

麦の突然変異（二条大麦から六条大麦へ）といった変化も加わって穀物生産力

が大きく上昇したこと、大規模な穀物生産過程の管理および大量の穀物の蓄積

と分配を管理する社会的なシステムも整備されていったこと、に求められよう。

また、この時期には、チャイルドが「都市革命への序曲」として指摘していた

13の科学の応用のすべて、すなわち、運河と溝を利用した人工灌漑、鋤（犂）、

動力としての動物利用、帆船、車輪付き交通機関、果樹栽培、酒造、銅の産出

と利用、煉瓦、アーチ、釉薬、印章、太陽暦、といった諸要因の複合作用が起

こった。それらの相互作用の帰結として、市場型の生産様式と交通関係が急速

に発展していったといえる。

　しかし、都市国家と文明の誕生は、エジプトよりも前に、シュメール人の社

会でまず起こったものとみられる。それはなぜなのか。最近の研究は、チャイ

ルドや江上の研究水準を超えるいくつもの成果を生み出してきた。それらの若

干のものを振り返ってみなければならない。
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　「砂の地中海」と古代西アジアの環状文化圏

　すでに紹介したように、メソポタミアが交通の要衝としての位置にあると

いっても、メソポタミアとシナイ半島を介してエジプトとを直接に結びつける

交通路については、長いあいだ砂漠で遮断されていたと考えられてきた。考古

学者たちは、「ティグリス川とユーフラテス川という2つの大河の流域に広がる

この土地は、北を奥深いカフカス山脈に、西を灼熱のシリア・アラビア砂漠に

さえぎられていたものの、その他の方角には、大きく開かれている」34）、と理

解していた。したがって、ラピスラズリの交易についても、「アフガニスタン

からメソポタミアにもたらされ、そこからさらにシリア経由でナイルの国まで

到達したのだろう」とみなされていた35）。しかし、西アジアにおける農耕と牧

畜の起源とその後の展開を追求してきた藤井純夫は、「砂の『地中海』」という

興味深い指摘をした。その要旨は以下のようなものである36）。

　ステップのヒツジ化がもたらした効果のひとつに、砂または泥、あるいは岩

の「地中海」の発見がある。砂の地中海の発見によって、メソポタミアとレヴァ

ント、さらにはエジプトまでもが、ダイレクトに結ばれるようになった。砂の

地中海は、海の地中海が古典古代に果たしたのとまったく同じ役割を果した。

国家形成期のメソポタミアやエジプトでは、ウルク出土の「獅子狩り碑」や伝

ヒエロコンポリス出土の化粧板に表わされている、横長の刃部をもつ直剪鏃

（transverse arrowhead）が盛行した。この時期の直剪鏃は「肥沃な三日月弧」内

部の都市・農村からはほとんど出土しない。国家形成期における直剪鏃の出土

は、バーディア世界の遊牧民遺跡に集中している。当時のメソポタミアとエジ

プトを結ぶ交易ルートとしては、①肥沃な三日月弧内部に点在する都市・農村

をたどる北方陸上ルート、②その途中から地中海へ逸れる陸海併用の北方ルー

ト、③ペルシア湾から紅海にいたる南方海上ルート、などが想定されてきたが、

直剪鏃の分布は、両者を直線的に結ぶ「砂の地中海ルート」が併存していたこ

34） ジャン・ボッテロ／松本健監修『バビロニア―われらの文明の始まり―』、18ページ。
35） ホルスト・クレンゲル／江上波夫・五味亨訳『オリエント商人の世界』、18ページ。
36） 藤井前掲書、280-282ページ。
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とを強く示唆している。アッカド以後、メソポタミア史の主役に躍り出たセム

系遊牧民たちの原郷が、ベドウィンの大地であるこのバーディア世界にあった

ことは、その意味できわめて示唆的であろう。

　肥沃な三日月弧をなす諸地域とエジプトとがレヴァント地方を介する交易路

で結ばれていたこと、肥沃な三日月弧地域とメソポタミアも交易路で結ばれて

いたこと、エジプトとメソポタミアとインダスを結ぶ海の交易路ができていた

ことは、これまでよく知られていたことであった。しかし藤井は、王朝形成前

のエジプトとメソポタミアのあいだに、遊牧の民であるベドウィンの人々を介

した直接の交易ルートが存在していたことを示唆した。この認識が正しいもの

ならば、遮断されていたと認識されてきた砂漠の交通路が存在しており、交通

の要衝としてのメソポタミア地域は原料供給地と製品市場となる多くの地域と

直接に結びついていたことになる。

　直剪鏃の分布を論拠とする藤井のこの推論は、説得的であるように思われる。

藤井の指摘は、メソポタミア・肥沃な三日月弧・シナイ半島という3つの地域

を直接に結ぶ環状の交易圏と文化圏が都市国家形成前の古代社会に形成されて

いたこと、メソポタミアとエジプトという古代の二大文明が直接の交易ルート

による結びつきをもつものであったことを示唆したものとして、きわめて興味

深いものである。都市国家による文明が形成される前の段階ですでに「砂の地

中海」を直接に繋ぐ交易路が形成されていたとすれば、環状の古代交易ルート

が陸路で結びついており、メソポタミアは陸路と海路の両者における商業上の

結節点となっていたことになる。

　この環状交易地域の南側の部分は、シナイ半島とメソポタミアを結ぶ交易路

として、エジプトとメソポタミアを結びつけ、エジプトを介してアフリカの紅

玉髄や金をメソポタミア地域にもたらしたであろう。また、イラン地域を介し

てアフガニスタンとメソポタミアを結んでいたラピスラズリの道をエジプトに

まで直接的なかたちで延長し、アフガニスタンとエジプトまでのラピスラズリ

の道を繋げる役割を担ったであろう。さらに、ペルシア湾を介してインダス地

域を結ぶ海上の交易路と、陸路を介したメソポタミアとエジプトを結ぶ交易路
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として、蓮の道（ロータスロード）としての意義をも担ったであろう。

　メソポタミア・肥沃な三日月弧・シナイ半島という3つの地域を結ぶ環状文

化圏は、その外周にある東地中海とエジプトをもつから、エジプト文明は陸路

で肥沃な三日月弧地域と結びついていただけでなく、東地中海をその外部の交

易圏としてもっていた。いわゆる都市革命前のメソポタミア地域は、すでに「7

つの海」とも直接の結びつきをもちえていたのである。したがって、その交易

圏はさらに、現在のトルコの地にあるアナトリア地方や小アジア、さらには黒

海やカスピ海、東は現在のイラン方面へとその交易圏を拡大してゆくことを介

して、メソポタミアやエジプトの古代文明の発展を促し、その影響を広げてゆ

く基盤となったであろう。

　古代メソポタミアとインダス地域はペルシア湾を介して海路で結ばれていた

から、この海路による交易圏は、ペルシア湾を取り巻く環状交易圏の基礎を築

くことにもなった。考古学的研究の現状では、シュメール文明の時代に、ペル

シア湾を取り巻く環状文化圏が形成されていたとまではいえそうにない。けれ

ども、シュメール文明の時代に、バーレーン地域とメソポタミア地域は直接に

結ばれるようになっており、細長い環ペルシア湾文化圏といえるものの基礎が

この時代に形づくられつつあった37）。紅海とペルシア湾とが海上交易圏でも繋

がっていたことをふまえるならば、古代のエジプトとメソポタミア地域を結ぶ

バーディア世界の陸路とアラビア半島の外周にある海路とを結びつけた環状文

化圏が形成されていったことが推察される。

　藤井のいう「砂の地中海」を取り巻く交易圏は、銅や錫などの工業原料を輸

送し、メソポタミア地域の工業的発展の基礎を支えた。ラピスラズリや紅玉髄

などの貴石類を運ぶ玉の道としても、霊力財や威信財の生産と交易を支えた。

それはまた、思想や教えを伝える蓮の道でもあった。それは「砂の地中海」を

取り巻く環状文化圏を発展させただけでなく、地中海世界やペルシアや騎馬遊

牧民たち、そしてさらにはインダス地域のような遠く離れた地域の文化を結び

37） 後藤健『メソポタミアとインダスのあいだ―メソポタミアとインダスのあいだ

―』、筑摩書房、第1章および273ページ、参照。
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つけた。メソポタミアは、そのような古代交易路の中心地となり、また古代オ

リエントの交通の結節地となった。こうして古代のメソポタミアは、きわめて

広い意味での交通の要衝ないし結節地として、古代の都市文明を形成していっ

たのである。

　交通の結節地としてのメソポタミアと生産の集積地としてのメソポタミア

　以上のことは、古代のメソポタミアが、陸路と海路における交通の結節地点

としての位置を占めるとともに、生産の集積地としても、他の地域よりもきわ

めて有利な地域的特性をもつようになったことを示唆している。その点で古代

メソポタミア地域は、他の地域にはみられない地域的優位性をもっていた。こ

の交通の結節地と生産の集積地としてのメソポタミアの可能性を現実性に転化

する要素を見出したのが、ウバイド人ないし原シュメール人であった。シュメー

ル人たちは、その特性を活かし発展させて文明社会を生み出し、都市国家を確

立していったのである。

　これまでのさまざまな研究が示してきたように、ウバイド人は、小麦や大麦

などの穀物、羊や牛などの家畜を商品化した。麦や羊（羊毛）は、ウバイド文

化の形成者たちの経済的基礎を支える商品だったのである。穀物や家畜などの

余剰生産物の商品化が農業と畜産業を発展させる刺激となり、生産力向上のた

めの勤労を促したことは明らかである。

　しかし、ここで注意しなければならないことは、ウバイド人たちは麦などの

穀物や羊などの家畜や羊毛を商品化しただけではなかった、ということである。

彼らは轆轤を使って土器を大量生産したし、霊力財ないし威信財としての宝石

や装身具なども生産し、それらを各地に売りさばいた。こうした工業生産は、

やがて銅製の加工品などの金属器生産へと発展し、それが都市革命期の青銅製

品を生み出す基礎となった。それらの工業生産は、ウバイド人の共同体の内部

で使用されただけでなく、商品として交換され売買されるようになり、巨大な

交易圏における決定的に重要な一地域を形づくっていった。ウバイド期からウ

ルク期にかけてのメソポタミアは、交通の結節点であるとともに生産の集積地
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として発展していったが、そのとき生産の基礎となる原材料は、基本的にメソ

ポタミアの外部からの輸入品であった。

　その過程で麦などの穀物や羊などの家畜は、単なる食料や交換のための商品

ではなくなり、事実上の貨幣として新たな社会的使用価値を獲得するように

なったことに留意する必要がある。麦や羊そして羊毛などは、銅や錫などの金

属を含む工業原料を獲得するための購買手段となった。購買の繰り返しは、商

品流通を媒介する事実上の流通手段へと麦や羊の性格を変え、ウバイド期から

ウルク期にかけてのウバイド人や原シュメール人たちは事実上の貨幣所有者と

しての性格をもつようになっていった。

　ウバイド期のメソポタミアでは、各地の村落共同体はまだ自給自足的で成員

の平等性の高い農耕共同体の社会という性格を強くもっていた。しかし、メソ

ポタミアの村落が人口を増加させた町邑へと発展してゆく過程において、穀物

の生産や家畜の飼育は、事実上の貨幣の獲得という性格を強めていった。麦な

どの穀物や羊などの家畜の商品貨幣化は、その共同体の紐帯を解体させる役割

を果した。その結果、メソポタミアでは、穀物生産や家畜飼育の発展とともに、

素朴な農村から都市への発展が促されていった、といえよう。

　事実上の貨幣の発見と使用

　あらためて考えなければならないことは、ここで解説をしたこの過程の認識

が、モーガン、エンゲルス、チャイルドといった先駆者たちによって開拓され

てきた歴史理論の再構築と結びつくのではないか、ということである。単なる

実証史学、あるいは史料考証のみに拘泥する考古学的研究にとどまるならば、

メソポタミア文明をめぐる謎の一定部分は謎のまま残るのではなかろうか。実

証研究の成果をふまえることは歴史理論の研究の前提とすべきことではあるけ

れども、残された謎を解くためには、経済分析上の基礎理論が必要となる。現

実の歴史の研究と基礎理論の研究とを統合し、経済学の基礎理論をさらに歴史

理論として再構成しなければならない。この残された謎を解く試みをいま少し

続けることにしよう。
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　第1に注目すべきことは、ウバイド期に事実上の貨幣の発見と使用が始まり、

ウルク期に穀物や家畜の事実上の貨幣化はさらに意識的に推進されていったと

推察される、ということである。穀物や家畜の生産力の上昇と商品化、そして

土器・宝石・金属などの工業製品の商品化といった把握にとどまるならば、な

ぜウバイドの村落で急速な穀物生産力の発展と社会組織の再編がなされるよう

になったのか、そしてそれがさらにシュメール人による都市国家の形成にまで

至ったのかを十分に究明してゆく要因の認識としては、不十分であろう。その

ような変革はなぜウバイドやウルクでまず起こったのだろうか。それを解く決

定的な鍵は、事実上の貨幣の発見とその使用を開始したのがウバイド人であり、

それを徹底して推し進めたのが移住してきた原シュメール人だったという点に

求められよう。

　ウバイド期からウルク期にかけて、麦や羊（そして羊毛）は単なる商品では

なくなり、すなわち一般的等価物として事実上の貨幣となった。それらの特殊

な社会的使用価値をウバイドの人々は発見し、麦や羊（羊毛）を現実の貨幣、

一般的な購買手段や流通手段として使用し始めた。ウバイドの村落共同体の

人々も、当初はムギやヒツジを食料として育成し、やがてそれを商品化したの

であろう。この点まではウバイドの地と他の地域とのあいだに大きく異なると

ころはなかった。この関係は以下の価値等式で例示することができる。

 1グルの大麦＝3シラの上質の油

 　1グルの大麦＝8シラの植物油（ごま油）

 　　1グルの大麦＝6マナの羊毛

 　　　1グルの大麦＝2グルの塩

 　　　　1グルの大麦＝1グルの石灰

 　　　　　1グルの大麦＝精製した2マナの銅

　　　　　　　　　　　　　　　……

　上記の式は、マルクスが価値形態の第二形態（「展開された価値形態」）と規

定した等式を、古代のメソポタミア地域の商品を例示とするかたちで書き直し

たものである。この等式ないし方程式で示されている左辺の大麦は個々の商品
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である。やや専門的な用語を使うならば、大麦は個々の相対的価値形態を示し

ている。この場合、左辺の1グルの大麦は、右辺にある3シラの上質の油とか、

精製した2マナの銅といった、特殊的な等価形態という、特殊な使用価値に規

定された等価物（左辺の商品と等しい価値という萌芽的な貨幣性格をもつ物）

と等置される。この場合の左辺の大麦は、まだ個々の商品という性格にとどまっ

ている。

　けれども、この等式を逆転させるならば、以下のような等式へと変形される。

この逆転によって、この価値形態は第三形態（「一般的価値形態」）という性格

をもつものへと変化するのである。

 　3シラの上質の油

 　8シラの植物油（ごま油）

 　6マナの羊毛

 　2グルの塩　　　　　　　　　　＝　1グルの大麦

 　1グルの石灰

 　精製した2マナの銅　　　　

　　　　　　　……

　この等式ないし方程式の左辺にあるさまざまな使用価値の大きさをもつ諸商

品は、1グルの大麦という唯一の商品と等しい価値をもつ商品として表示され

る。それとともに大麦の商品性格は根本的に変化する。右辺の大麦は、他のす

べての商品の価値を統一的に表示する一般的等価物となる。すなわちこのとき、

右辺にある1グルの大麦は、左辺に位置するすべての商品と同じ大きさの価値

を表示する事実上の貨幣となるのである。

　この等置関係が成立するだけでは、1グルの大麦は可能態としての貨幣にす

ぎず、現実の貨幣として機能してはいない。しかしここで、1グルの大麦は一

般的等価物として他のさまざまな商品を購買できる貨幣となるということに気

づき、それを現実の購買手段や交換手段として用いるならば、右辺の大麦は単

なる商品ではなくなる。1グルの大麦は、他のさまざまな商品とは区別された、

現実の貨幣として機能するものとなる。
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　このことに気づいて、灌漑施設を整えて耕作地を拡大し、単位面積当たりの

収穫量を組織的に拡大できると社会集団は、新たな社会的・経済的な優位性を

獲得することになろう。穀物生産は単なる余剰生産物を生み出すだけではない。

麦を事実上の貨幣として使用するならば、収穫量を拡大すればするほど、他の

多くの商品を購入することができる。このことに気づき、1グルの大麦を貨幣

として使用するならば、多数の商品の売買を仲立ちするかたちで生産と商業を

発展させることができる。また、大麦の平均的な社会的価値が一定の領域のも

とで決まっているとき、それを大量に生産して個別的価値を切り下げることが

できるならば、同じ大麦の量で多量の商品を購入することができ、それらを社

会的平均価格で大量に販売することができる。

　このことに気づくということは、麦の生産力を上昇させることに特殊な経済

的利益があることに気づくということでもある。加えて、購買力の獲得は権力

の獲得に繋がる。そのような発見は、関係する人間集団に麦の生産力上昇への

決定的な経済的刺激として作用することになろう。この事実上の貨幣の生産と

しての穀物生産において、メソポタミアはたいへん有利な地域的特性をもって

いた。「古代オリエントで灌漑施設さえ整備されれば生産性の比較的高い耕地

が幾らでも入手できる地域は南メソポタミアを措いてほかにはない。しかも、

そこには太陽熱と水さえあれば自然に繁茂して、滋養に富んだ保存食料になる

ナツメヤシが一帯に自生しており、これが古くから多数の人々を養う大きな食

料源になっていたという事情もあった」38）。ナツメヤシを栽培植物とすること

も含めて、ウバイドやウルクの人々はこのような地の利を徹底して利用したと

いえよう。

　あい似たことは、牧畜業についても指摘できる。西アジアには、ヒツジ、ヤ

ギ、ウシ、ブタという四大家畜の野生種がいた。これらの野生のヒツジやヤギ

を家畜化し、それらもまた事実上の貨幣として使用できることに気づきさえす

れば、家畜化してその数を増加させることのできる羊や山羊も、必要な商品を

38） 前掲『江上波夫著作集3』、58-59ページ。この指摘は、「古代オリエント史の歴史

とその世界史的意義」と題する、1978年に公表された論稿でなされたものである。
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入手するための購買手段として機能するようになる。さらに、大量の人員を動

員して麦を大量に生産し、大麦などの個別的価値を切り下げ、麦を家畜に食べ

させて社会的平均よりも低い生産費で羊や牛などの家畜を育て、その羊や羊毛

などをさらに事実上の貨幣として使用するならば、それらの複合的な経済的効

果はさらに上昇するであろう。そのような発見もまた、農業生産力の上昇への

刺激となるとともに、事実上の貨幣としての羊などの育成と羊毛の生産を促す

刺激となったであろう。

　このことに最初に気づき、事実上の貨幣として麦や羊を利用し始めたのがウ

バイドの人々だったのだと思われる。それがゆえに彼らは、穀物生産の生産力

を高めるべく、灌漑施設などの増設、鋤（犂）の導入と活用、畜力利用の拡大

や播種技術の改良などによって農業技術を発展させ、穀物生産力の発展を可能

にする労働組織と管理組織を改革していった。重要なことは、それは結果的に

ウバイド人たちの勤労の成果を拡大しただけでなく、単なる商品の使用価値を

目的とする生産から、事実上の貨幣の獲得を目的とする生産を生み出したとい

うことである。そのような生産目的の変化は、さらに、麦や羊や羊毛といった

事実上の貨幣を貴金属の貨幣へと発展させることに繋がっていった。

　ウバイド人そしてウルク期の原シュメール人たちは、このような麦・羊・羊

毛の貨幣としての利用を交易の発展と結びつけることができた。外部からやっ

てきたシュメール人たちのなかには、この事実上の貨幣の魅力にも惹かれて

やってきた者たちもいたであろう。彼らは、単に農業や牧畜の生産力を発展さ

せただけでなく、商品生産様式の発展と結びつけ、その生産力を工業製品にも

拡大することによって、商品生産様式と表裏一体の交通、すなわち市場での商

品流通を発展させた。それを交通の結節地としてのメソポタミアの地の利と結

びつけることができれば、市場型生産様式は飛躍的な発展をとげ、遠隔地交易

を通じた市場経済もまた発展することになろう。そして事実、ウバイド期の後

半からウルク期にメソポタミアの生産力は急速に増大し、市場経済もまた著し

い発展をみせた。

　ウバイド第3期ころからウルク期にかけてのメソポタミア地域の生産力の飛
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躍的な発展は、おそらくこのような事実上の貨幣の発見および使用と結びつい

て起こった。こうした新しい性格をもった生産の拡大は、使用価値を目的とす

る生産から貨幣の獲得を目的とする生産へと、生産の基本性格そのものを変化

させていった。そのような商品生産と貨幣生産の拡大は、市場における商品交

換を含む広義の交通関係を飛躍的に拡大させた。その過程において、同時にメ

ソポタミア地域における貨幣の獲得への欲求が社会的に拡大してゆき、それと

ともに社会関係は根本的に変化していった。その変化は、ウバイド期の村落共

同体における直接的な人格的な結合を内部から壊してゆき、事実上の貨幣を介

した物象的依存関係へと社会関係を変質させていったのである。

　ウバイド人たちの社会が基本的に平等な村落共同体であったことは、考古学

的研究によって明らかにされている。考古学的に確認できる事象としては、倉

庫の鍵に注目することによって、この変化の過程を認識することができる39）。

ウバイド期の農村には共同利用の倉庫があり、長いあいだ、それらの倉庫は

鍵をかけることもなく共同で利用されていた。けれども、「ウバイド終末期（約

六二〇〇年前）になると、余剰食糧は倉庫で集中管理される」。農村人口が増

加し、余剰穀物の蓄積量も増加してくると、穀物管理もしだいに厳しくなり、

鍵付きの倉庫管理がなされるようになってゆく。この過程に余剰穀物の蓄積と

管理をめぐる階層分化の現実が反映されている。余剰穀物はしだいに剰余生産

物としての穀物に変化し、この穀物倉庫の鍵の管理は、さらに印章による厳密

化が図られてゆく。階層分化から階級分裂へのさらなる変化をこの過程に見て

とることができる。

　階層分化の進展と結びついた村落共同体と都市共同体との分離

　こうしてしだいに都市と農村の分離が進行してゆくことになる。この分離は

農業や牧畜業における管理組織をさらに発展させたであろう。そのような管理

組織の発展は、一方において、灌漑施設の整備や農業・畜産技術の発達を促し、

39） 前掲小泉『都市の起源』、56-58ページ、91-98ページ、参照。
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農業や牧畜業の生産力の発展をさらに促進したであろう。しかし他方において、

そのような管理組織の発展は、農業（牧畜）共同体を介して生産される事実上

の貨幣ともなる余剰生産物を増大させただけではなく、しだいに商業活動を通

じて交換されるそれらの余剰生産物（サープラスの第1形態）を強制力によって

徴収され貢納される剰余生産物（サープラスの第2形態）へと変化させていった。

　ここでいま一度、前稿第3節で指摘した2つの式、すなわち、

　　　　新生産物－必要消費手段＝余剰生産物　　　　……　　（2）

　　　　新生産物－剰余生産物＝必要消費手段　　　　……　　（3）

を想起しなければならない。余剰生産物をある特定の人々の集団がもっぱら使

用し処分できるようになると、（2）式の関係は変形されて、（3）式の関係が発生

する。穀物の共同管理者が特権階級として剰余生産物を管理するようになると、

生産者の余剰が蓄積されるのではなく、余剰生産物とは区別すべき剰余生産物

が蓄積されるようになる。この事態が継続してゆくなかで、やがて剰余生産物

の搾取という問題が発生し恒常化する。つまり、階級関係が発生し、階級対立

が生まれるのである。

　現実の歴史の過程においては、（2）式の関係から（3）式の関係が発生するま

での歴史には、さまざまな紆余曲折があった。メソポタミアの歴史において、

ウバイドの農村村落から町邑への発展、そして都市への発展の過程において、

さまざまな人間ドラマが展開されるなかで、この関係式の転化が進行していっ

た。その歴史は、その後も形を変えて、何百万回、何千万回と繰り返された。

古代メソポタミアの断片的な資料は、ウバイドの村落からシュメールの都市国

家への変化発展の歴史のなかで、最初期の転換が生じたことを示している。

　ウバイド文化からシュメール文明が生まれる過程は、人類史における最初期

の自生的な転換過程であった。文字資料の制約があるなか、歴史的文書として

残されたものから、当時の人間ドラマの詳細を読み取ることは難しい。けれど

も、商品貨幣経済すなわち市場経済の発展が、ウバイド人たちの村落共同体の

内部に階層的な分離を広げ、それがやがてシュメールの都市国家の形成へと帰

結していったという基本線は、十分に認識することができよう。それはやはり、
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人類史における革命的な変化であった。

　都市国家の誕生と階級分裂の進展

　このようにして、余剰生産物が洪水や飢饉に備えて神殿などに蓄積され必要

に応じて分配されていたシステムは崩壊し、変化していった。貢納される剰余

生産物は神殿などに蓄積され、神官や管理者層を中心とする階層化された共同

体を解体させていった。その過程で小麦などの穀物の蓄積は、単なる余剰生産

物の蓄積ではなく、強制力に支えられた搾取をともなう事実上の貨幣でもある

剰余生産物の蓄積へと変転していった。鍵付きの倉庫は、麦などの穀物余剰の

蓄積が、購買手段となる事実上の貨幣の蓄積へと転化したことを象徴的に示し

ている。また、神殿などの鍵付き倉庫の規模の拡大は、経済社会が剰余生産物

の搾取をともなう体制へと質的に変化したことを示している40）。その集中と管

理の量的かつ質的な変化とともに、村落共同体のために分配され消費されるシ

ステムは、都市共同体のシステムへと発展してゆき、その過程で都市共同体の

成員への分配と消費のシステムも変化していったのである。

　ここまで論じてくれば、メソポタミアがなぜ文明の発祥の地となったかにつ

いては、ほぼ解明できるようになろう。逆説的なことではあるが、メソポタミ

アで世界最初の文明が形成されたのは、その地が資源に恵まれていなかったか

らである。ウバイド人や原シュメール人たちは、土器のような商品を大量に製

造して交換しただけでなく、農業生産力と畜産力を勤労によって発展させ、穀

物や家畜を事実上の貨幣として使用することにより、他の諸地域から金属など

の原料や生活用品を輸入した。その輸入原料を加工することによって、さらに

40） この転化・変換をふまえるならば、神殿の規模の拡大を単なる量的変化とみなす

ことは誤りであることがわかる。購買手段で何を買うかは、労働者の雇用を含む、

決定的な重要性をもつ意思決定である。倉庫を含む神殿の規模の拡大とともに、

神殿組織の複雑化と神官の役割の大きな質的変化が生じたことを認識しなければ

ならない。その質的変化と結びついて、強制力をもつ王権と宮廷が形成され、余

剰の蓄積は王権による剰余生産物の蓄積へと転化し、国家権力が確立されていっ

たのである。
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他の地域との市場関係を拡大していった。そうしたなかで人々の認識も変化し

た。霊力財に対する欲求に支配される精神状態から少しずつ脱却し、商品の物

神性と貨幣の物神性に支配される欲求ないし欲望を拡大させた。それは私的な

要素を少しずつ拡大し、農村共同体の性格を打ち壊していっただけでなく、私

的欲望に大きく支配される都市文明を形成してゆくことになったのである。

　その歴史の過程の概要は、すでに紹介したチャイルドの記述からそれほど外

れるものではなかったであろう。精神的な権威をもつ聖職者や文字や数字を扱

える管理者たちは、支配階級に属する者として剰余生産物を徴収し管理するよ

うになり、農業・鉱業・牧畜業・工業分野などで直接の生産活動に従事する諸

階層は、しだいに平民的な被支配階級となっていった。貧困層からさらなる転

落を余儀なくされた人々や異民族の非支配層は、奴隷的な性格をもつ下層階級

として固定されていった。

　その過程における金属加工技術の発展や、牛・驢馬・馬そして駱駝のような

役畜の飼育と利用の技術の発展は、農具や工具などを生産手段の改良と発展を

もたらし、牛耕などの利用による生産力の発展にも寄与した。牛や驢馬や馬な

どは直接の輸送手段として用いられるだけでなく、牛車や馬車のような運輸・

輸送手段の改良や道路の整備などを通じて、運輸・通信手段の発展をもたらし

た。その結果、生産力の発展とともに生産様式も変化してゆき、それに内包さ

れる生産関係を市場創出型に変化させていった。さらに、種々の交通関係を市

場適合型に変化させ、運輸・通信などの経済的交通様式のさらなる変化と発展

をもたらしていった。砒素を混ぜる青銅から銅と錫との合金の青銅への金属技

術とその加工技術の発展は、武器や兵器なども改良と発展をもたらし、軍馬や

戦車による戦争技術戦の変化と発展をもたらし、軍事力を向上させてもいった。

　こうして平民のなかから戦士階級がしだいに分離してゆき、支配階級は武力

を通じて農業・牧畜地域の町や村への支配力を強化した。軍事力の拡大は支配

力の拡大をもたらし、貢納される剰余生産物のさらなる拡大を可能にし、それ

がまた支配権力機構をさらに強化していった。この過程で神官たちの権力はし

だいに王権に従属するものとなり、神官や書記などの知識人たちは官僚へと変
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化していった。

　メソポタミアの外部から引き寄せられてきた人々は、村落や町邑に吸収され

るだけでなく、町邑のさらなる拡大と居住環境の整備をもたらし、村落共同体

から分離した都市共同体の内部に組み込まれていった。さらなる生産力の向上

は、階層ないし身分の分化と階級の分裂を拡大していった。それらはウルクの

ような村落共同体から分離した都市共同体を生み出す原動力として作用するこ

ととなり、結果的にメソポタミアの各地に都市国家を生み出すことへと帰結し

ていった。

　シュメール人たちの文明社会では、金持ちと貧乏人との分裂が始まり、対立

的様相をも帯びるようになった。その現実は、シュメール人たちの諺に反映さ

れている41）。「貧乏人は弱い」。「貧乏人は国の（なかで）押し黙っている」。「貧

乏人は彼の借りたもののことを（いつも）〈気にかけている〉」。「貧乏人はいつ

も自分の食べものを気にしている」。「富は（いつも）縁がない。貧乏人は（いつ

も自分の）そばにいる」。「不遜にも貧乏人が金持ちに軽蔑の眼差しを向ける」。

　クレーマー（1897-?）は、シュメールにも「赤貧洗うがごとき貧乏があった」

とし、つぎのような言辞を紹介している。

　　「貧乏人は生きるより死ぬ〔ほう〕がましだ。

　　　パンがあっても、塩がない。

　　　肉があっても、パンがない。

　　　肉があっても、羊がなく。

　　　羊があっても、肉がない。」42）

　このような格言や諺が作られたということは、シュメールの都市国家がウバ

イド期のような平等社会から大きく変化したことを示している。階級分裂とと

もに、階級対立もまた、シュメールの都市国家は内部矛盾として抱え込むこと

41） 五味亨訳「シュメールの格言と諺」、筑摩世界文学大系1『古代オリエント集』、筑

摩書房、98-99ページ。これらの翻訳については、いろいろと留意すべき点が多く

あり、訳注にも注意を払う必要がある。
42） N・クレマー／佐藤輝夫・植田重雄訳『歴史はスメールに始まる』、114ページ。

同じ格言の五味訳も参照されたい（『古代オリエント集』、98ページ）。
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になった。しかし、そのような貧乏人といえども、都市共同体の成員としての

一定の権利を有していた。その下には、さらに奴隷がいた。ギリシアやローマ

の古典古代期の奴隷とは異なるものではあったけれども、都市共同体の成員か

ら疎外された奴隷の存在は、貧乏人を貧乏人として固定する社会的装置として

の意義をもっていたであろう。

　シュメール人の市民社会

　こうしたシュメール人たちの社会において、都市共同体のなかに組み込まれ

た私的所有者としての市民も少しずつ育ち始めていた。シュメール人たちは、

城壁で囲まれた都市（城市）の住民として、都市共同体の市民となった。彼ら

彼女たちは、まだ都市共同体の構成員としての一体性に縛られた都市民であ

り、都市国家の支配者や神殿の神官たちの権力と精神的な支配のもとでの市民

であって、そこで形づくられ始めた市民社会は、近代の市民社会とは根本的に

異なるものであった。

　近代市民社会とは大きく異なるものであったとはいえ、そこに市場の発展と

結びついた市民性が芽生えつつあったことは、やはり否定することはできない

であろう。そのような市民関係は、異なる都市に所属する商人どうしの間柄に

おいても、少しずつではあったけれども、私的で対等な関係を形づくりつつあっ

たようにみえる。

　「楽園の国」ともされたティルムン（ディルムン）がどこにあったのかはメソ

ポタミア史の研究者のあいだでの長い論争史をもつ43）が、ティルムンはメソ

ポタミアの諸都市国家の商人たちと他の諸国の貿易商とが直接に接触する中継

貿易地となっていたようである。ティルムンではさまざまな国から「ティルム

ン貿易商」とよばれる商人たちが集まり、交易に従事していたことが知られて

43） 多くの研究者たちは、ティルムンを主として現在のバーレーン諸島を中心地に

もったペルシア湾の西側の国と解しているようである。しかしかつては、クレー

マーのように、それをインダス文明の地と考えるような論者もおり（S・N・クレー

マー／久我行子訳『シュメールの世界に生きて―ある学者の自叙伝―』、岩波書店、

1989年、第12章、参照）、論争はまだ完全には終結していないのかもしれない。
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いる。

　ラルサのリームスィーン王の治世年代（前1822-1763）に、ウルに住んで銅の

貿易に従事していたエアナースィルという商人がいた。このエアナースィルと

彼の取引相手であった「ティルムン貿易商」とのあいだで多くの手紙のやりと

りがなされていたことが、ウルにあった彼の家の文書室から発見された記録と

して残されている。そのなかのひとつの書簡は、彼の不作法な振舞いに対する

抗議とその補償としての対応への要求を含んでおり、そこにある種の市民的な

対等・平等の関係を求める動きがあったことがうかがえる44）。

　このような私的で市民的な対等の関係を求める動きは、まだ例外的なもので

あったとみなすべきであろう。都市国家の一般的な住民は、権力者や聖職者た

ちに従順な態度をとっていたようである。けれども、その内部で独立した市民

としての対等な関係を求める一定の動きがあったことは見落とすべきではなか

ろう。まだ萌芽的なものであったにせよ、市民的なものを形成する動きはメソ

ポタミアの都市国家においても芽生えていたのである。

6. シュメール文明の発展と消滅

　世界最古の法を解析する

　こうしてウルクやキシュのような、そしてウル、ラガシュ、ニッブール、エ

シュヌンナのようなシュメールの都市国家が、メソポタミアの各地に成立する。

それらの都市国家はその文明社会をさらに発展させていった。紀元前三千年期

末から二千年紀初頭ころになると、メソポタミアの都市国家は、成文法をもつ

統治機構を備えるようになった。断片しか残っていないが、ウル第三王朝（前

2111-2003）を開いたウルナンム王は法典を編纂した。同王朝のリピトゥイシュ

タル王も彼の名前を冠した法典を残した。ここでは世界最古の法のひとつであ

るエシュヌンナ法の体系を管見しておくことにしよう45）。

44） クレンゲル／江上・五味前掲訳、50ページ、参照。
45） 本項の以下の解説は、基本的に10数年前に作成した講義用のエピソードを再録



116 駒大経営研究第49巻第 1・2号 （   ）116

　現在までに知られている世界最古の法体系のひとつはエシュヌンナ法であ

る46）。エシュヌンナ法の研究は、多くの法学者たちが無視して顧みないことを

教えてくれる。すなわち、法制史の歴史的出発点の研究は、貨幣の秘密を解く

経済学研究に取り組まなければならないことを認識させる、ということがそれ

である。

　エシュヌンナ国はバグダード付近でティグリス川と合流するディヤラ川の東

の上流にあった。この法律を定めた王の名はわかっていないが、エシュヌンナ

法は、有名なバビロンのハンムラビ王（前1792～前1750）が定めたハンムラビ

法典よりも200年ほど古く、紀元前二千年紀の初めに（前1900年代に入って間

もなく）制定されたと推定されている。同時代の古代エジプトにはまだ成文法

はなかったが、メソポタミア地方では世界最古の法が形づくられていた。

　エシュヌンナ法は交換比率を定める条文から始まる。ハンムラビ法典は訴訟

法・刑法的な性格をもつ条文から始まるが、それに先立つエシュヌンナ法の冒

頭は商法・経済法的性格をもつ条文から始まっているのである。その第1条と

第2条は以下のとおりである。

〈1〉　1グルの大麦が1シェケルの銀に当たる。3シラの上質の油が1シェケル

の銀に当たる。8シラの植物油（ごま油）は1シェケルの銀に当たる。11シラの

豚の脂は1シェケルの銀に当たる。24シラの河の油（？）は1シェケルの銀に

当たる。6マナの羊毛脂は1シェケルの銀に当たる。2グルの塩は1シェケルの

銀に当たる。1グルの石灰は1シェケルの銀に当たる。3マナの銅は1シェケル

の銀に当たる。精製した2マナの銅は1シェケルの銀に当たる。

〈2〉　1シラの植物油は高価品で18シラの大麦に当たる。1シラの豚の脂は高価

品で17シラの大麦に当たる。1シラの河の油（？）は高価品で8 シラの大麦に

 したものである。このエピソードは、エシュヌンナ法の邦訳をも収録した、飯島

紀『ハンムラビ法典』、国際語学社、2002年、が出版された直後に、本訳書に依拠

して作成した。
46） エシュヌンナ法は最古の法律ではない。断片的なものとしては、もっと古い法律

がある。けれども、断片ではなく、法体系の全体がほぼ残されているものとしては、

これまでのところエシュヌンナ法が最古のものといえそうである。
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当たる。

　エシュヌンナ法の冒頭にあるこの2つの条文は、世界最古の法が銀本位制を

確立することから出発する法体系であったことを示している。なぜなら、エシュ

ヌンナ法は、第1条で大麦と銀との交換比率を表示し、第2条で植物油・豚の脂・

河の油といった商品と大麦との交換比率を示しているからである。第1条と第

2条を価値形態等式のかたちに書き直すならば、以下のようになる。

1グルの大麦

3シラの上質の油　

8シラの植物油（ごま油）

11シラの豚の脂 ＝ 1シェケルの銀

24シラの河の油（？）

6マナの羊毛脂　

　……

1/18シラの高価品の植物油

1/17シラの高価品の豚の脂 ＝ 1シラの大麦

1/8シラの高価品の河の油               

　古代エシュヌンナ国では、主要な生産物であった大麦が一般的等価物となり、

事実上の貨幣としての意義をもっていたことを、エシュヌンナ法の体系は示し

ている。このことはまた、当時のエシュヌンナ国では、商品交換の広がりが銀

という貴金属の秤量貨幣を生み出す段階にまで発展し、市場創出型生産様式47）

が経済社会の部分的要素として重要な意義をもつようになっていたことを示し

ている。まず銀本位の価格体系を第1条で確立し、第2条で大麦を基準とする

交換比率を表示するというエシュヌンナ法の構造は、人類初期の国家体制にお

ける法体系と貨幣制度との内的な結びつきを示すものとなっている。このよう

な経済的発展段階に達していたことが、このエシュヌンナ法の体系を生み出し

たのであった。

47） 市場創出型生産様式とその基礎としての商品生産様式については、本号に集録し

た「生産様式理論の再構築のために」を参照されたい。
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　法整備の背後にあった生産様式の発展と生産‐交通関係の発展

　「豚の脂」、「羊毛脂」、「河の油」などと訳されている商品がどのようなものな

のだったのかは、必ずしも明確ではない。だが、それらの商品に大麦や銀によ

る価値表示（価格表示）がなされていることは明白である。エシュヌンナのよ

うに、ウルクやウルよりもあとで発展した都市においても、紀元前二千年紀初

頭のころには、標準価格が成立するほど市場が一般化しており、銀と大麦を事

実上の本位貨幣とする複本位制が確立されるほど商業活動が活発になされてい

た。エシュヌンナ法でもかなりそうなっているが、後代のハンムラビ法典にな

ると、利子率や賠償額などが一般に銀によって表示されるようになっていた。

銀のような貨幣表示で統一されてゆくということは、市場経済がさらに一般化

していったことを示していよう。

　古バビロニアの時代になると、古代のメソポタミアの諸都市において、銀が

事実上の価値表示財ないし価値尺度財となっていることが、一般の取引内容を

記載した私的文書のなかにもでてくる。かなりよく知られている事例として、

先に紹介したウルのエアナースィルという名の商人の例をみておこう。彼の家

からは大量の書簡や文書が発見された。その文書の多くは銅取引に関するもの

とされているが、エアナースィルの私的文書のひとつには、以下のような事項

が記載されていたことが知られている48）。

「一一着の衣服、その価値は銀にして三分の一マヌーに二と三分の二シクル。

五着の衣服、その価値は銀十三シクル。二着の衣服、その価値は銀で六と二

分の一シクル。二七着の衣服、その価値は銀で六と二分の一マヌーに四と二

分の一シクル一五ウッテトゥ。合計五〇着の衣服で、その価値は一と三分の

二マヌーに七と三分の一シクル一五ウッテトゥ。エアナースィルの手に」

　ここでは衣服の価値（価格）がすべて銀で表記されている。公的な法律では

なく、商人の私的取引の計算がすべて銀で表示されるかたちでなされているこ

とは、市場経済がさらに一般化し、事実上の銀本位制が慣習として確立してい

48） クレンゲル／江上・五味前掲訳書、68-72ページ。
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たことを示すものといってよかろう。このような端緒的な貨幣制度を内包する

市場経済が確立される、そのさらなる経済的基礎には、市場向けの余剰生産物

を恒常的に生産する商品生産様式が存在していた。貨幣を内包する市場創出型

の生産様式は、紀元前二千年紀にはかなり発展してきていたのである。

　紀元前二千年紀の交易については、それが非市場経済であったことを主張し

たカール・ポランニー（1886-1964）の考察がある49）。20世紀初頭のアッシリア

学の成果に対する批判として展開された彼の所説を詳細に検討することはここ

ではできないが、紀元前二千年紀の交易を非市場経済の枠組みに押し込めるこ

とには、かなりの無理があるように思われる。貢納と贈与にもとづく非市場経

済の制約を大きく受けていたとはいえ、当時の取引の市場的性格を否定するこ

とは、やはり行き過ぎだったというべきであろう。

　原初的資本の誕生と発展

　ここで、メソポタミアの歴史において、貨幣の資本への発展が原初的なかた

ちでみられることについて、さらに論究の歩を進めてみよう。多くの経済学者

にとって、資本主義の起源の探求は、近代資本主義の起源をめぐる研究に直

結するものとなりがちである50）。しかし、資本主義の定義は多様でありうるか

ら、19世紀の歴史学派の時代から、古代資本主義の研究も積み重ねられてきた。

論究は避けるけれども、マックス・ウェーバー（1864-1820）の研究などはよく

知られており、現在でもたえず参照されている。しかし、そのような資本主義

の起源に関する探求の多くは、古代ローマや古代ギリシア、あるいは古代のイ

ンドや中国の資本主義に関する研究までしか遡らない。『資本の世界史』という

表題で翻訳された近著を見ても、それはギリシアとローマの歴史の回顧から始

まっている51）。

49） K・ポランニー／玉野井芳郎・平野健一郎訳『経済の文明史』、日本経済新報社、

1975年、第7章および第8章、参照。
50） 最近の例として、櫻井毅『資本主義の農業的起源と経済学』、社会評論社、2009年、

参照。本書そのものはすぐれた研究書である。
51） ウルリケ・ヘルマン／猪俣和夫『資本の世界史―資本主義はなぜ危機に陥ってば
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　「資本主義」の理解は多様であり、その理解の仕方いかんによって、その起

源の探求の仕方も変わってくる。それゆえ、ここではそのような多様で拡散し

がちな問題に関する探求をするのではなく、価値増殖という資本運動とそれに

ともなう人間精神の変化に問題の焦点を絞ることにしよう。価値増殖という運

動に焦点を絞るならば、古代のギリシアやローマに遡ることで満足してはなら

ない。資本の価値増殖の運動とその担い手たちの端緒的ないし原初的な形態は、

古代のメソポタミアで誕生したということができるからである。

　メソポタミアで誕生したこの資本については、マルクスが「資本の大洪水以

前的形態」52）と名づけたものの端緒形態とみなすことができる。したがって、

マルクスの規定を準用した大塚久雄（1907-1996）の「前期的資本」53）の端緒形

態といってもよい。ただし、大塚の「前期的資本」の概念規定にはいくつかの

難点がある。なかでも、第1に、前期的資本の資本形態を「商業資本および高

利貸資本」に限定したこと、また第2に、「流通過程から利潤を抽出する」とい

う論点を極端に強調したこと、したがって第3に、前期的資本の生産的性格を

軽視ないし無視したことは、理論的な誤りとともに、歴史の現実の把握を困難

なものとした。大塚の前期的資本という用語ないし概念はたいへん有意義なも

のであり、長いあいだわたしも使い続けてきた。しかし、この語の最初の提唱

者であった大塚の理解そのものには、大きな意義があっただけでなく、多くの

限界をもっていたことを認識しておかなければならない。

　加えてここでは、大塚が主たる考察対象とした「ヨーロッパの封建社会後期

および初期資本主義の時代」よりも、はるか以前の文明生成期に立ち戻って資

本概念を再把握することが求められる。価値増殖する運動体としての資本はい

つ誕生したのかという、これまで十分に探求されたことのない問題に取り組ま

 かりいるのか―』、太田出版、2015年。
52） KIII, MEW. Bd. 23. S. 607. 資本論翻訳委員会訳『資本論』第11分冊、新日本出版社、

1988年、1036ページ。
53） さしあたり、『大塚久雄著作集』第三巻、岩波書店、1969年、所収の、『近代資本主

義の系譜』前編第一「いわゆる前期的資本なる範疇について」、および「前期的資

本の歴史的性格―流通過程から利潤を抽出する―」、を参照されたい。
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なければならないからである。いうまでもなく、その問題の答えを封建制末期

に求めることはできない。ギリシアやローマといった地中海世界の古典古代史

に遡及したとしてもまだ解けない。それよりもはるか以前の、メソポタミアの

ウバイド期からシュメール時代に遡って探求することなしには、この問題への

回答を与えることはできないのである。

　そのような時代の実証的研究には大きな困難がある。かなりの推理力を働か

せなければ、その究明を推し進めることはできない。そこには多くの仮説的性

格が混入することになろう。そうであるとしても、その探求は社会科学上のひ

とつの重要な課題だといわなければならない。この生誕期ないし誕生期の資本

は、産業資本を基礎とする近代的資本と大きく異なる性格をもち、いわゆる前

期的資本とも区別されるべき性格をもつ。それゆえ、この生誕期の資本を原初

的資本とよぶことにしよう。

　原初的資本の運動を解くための基礎は、エンゲルスが「商人」とよんだ資本

運動の原初的な担い手に求めなければならない。紀元前二千年紀の前半になる

と、すでに言及したエアナースィルのように、個人名まで知られる大商人が現

われていた。個人名がわかっている大商人たちは、紀元前三千年紀のうちに出

現していた。ウル第三王朝の時代（前2111-2003）には、「ウルの海上貿易商人」

たちが活躍しており、そのなかにルリエンリラという銅の貿易商人がいたこと

が知られている。紀元前2370年ころの都市国家ラガシュには、ウルエンキと

いう名の商人がいたことも文書に残されている。

　このような大商人たちが登場する前提には、ウバイド期からのメソポタミア

における、事実上の貨幣の発展の歴史がある。一定の推測は可能であるけれど

も、ウバイド期の資本運動についての実証的な検証はほとんどできそうにない

から、ここではシュメールの都市国家が成立したあとの歴史に焦点を絞ること

にしよう。メソポタミア文明が興味深いのは、その文明の誕生とともに、原初

的資本が形成され発展していった過程を辿ることができる点にもある。

　すでに何度か言及したホルスト・クレンゲルの記述に依拠して、その原初的

資本の存在を確認してみよう54）。メソポタミアの原初的資本は、紀元前三千年
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期までは、まだ都市国家の王権や神殿による大きな制約を受けていたようであ

る。当初の原初的資本は、さまざまな資本性格が未分離であっただけでなく、

都市共同体と不可分の存在として、都市国家の権力者や聖職者たちと一体のも

のとして形成され始めたといえそうである。ウル第三王朝のルリエンリラのよ

うな大商人でも、その活動は王権と不可分だったらしい。クレンゲルもその点

に留意していた。「文書（もちろんそのほとんどは国家の公文書室から発掘され

たものである）から推定できるかぎり、遠隔地貿易は支配者の独占だった。商

人は実際上王の官吏として振舞っており、多数の決算書を見れば、かれらがい

かに自分らの活動を宮廷に報告して納得させようと努めたか、その様子がひし

ひしと伝わってくる」。

　けれども、紀元前二千年紀になると、原初的資本の私的性格はより強くなっ

ていったようである。「古バビロニアの初めつまり前第二千年紀の最初の二百

年間に係わる文献資料を読むときに私たちの目を惹くのは、私的な営業と私的

なイニシアティブが強く現れていることである。ウル第三王朝期のメソポタミ

ア中部と南部は国家が貿易を独占し、また中央集権体制を敷いていたために、

この発展が抑制されていたところだが、そのようなところにおいても『個別化』

に向かうこの傾向は、この頃〔第二千年紀の初め〕になるとますます明瞭になっ

てきた。現代風に表現してみれば『国家部門』とでもいえる経済単位としての『宮

廷』および神殿と並んで、私的な生産者や実業家が従来に比べて一段と表面に

出てきた。商業資本は経済的発展にとっても社会的発展にとってもその重要な

因子となり、資本の初期の形態として以前よりも強い作用をその土台に及ぼし

たが、その際商業資本は高利貸資本と密接に結合していた」。

　このような原初的資本は、商業資本と高利貸資本とが密接に結合していたと

いうだけにとどまらず、農業・鉱業・工業における産業資本としての性格を併

せもっていた。つまり、産業資本、商業資本、貸付資本の性格が未分離だった

という点に、その基本的性格のひとつがあったわけである。文明の形成発展期

54） 以下の引用は、クレンゲル／江上・五味前掲訳書、63ページ、92ページ。
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における原初的資本は、単なる流通過程で活動する資本にとどまらず、一定の

生産的性格をもつ資本としての性格をもち始めていた。それはまだ、生産的な

産業資本を基軸とする近代的資本とは大きく異なる性格の資本であった。しか

しながら、直接的生産者たちに対する一定の管理および組織をする生産的性格

を帯びた資本としての性格を原初的資本がもち始めていたことは、見落とすべ

きではない。その意味で、原初的資本運動の担い手たちは、商品流通の単なる

媒介者としての「商人」にとどまるのではなく、また「高利貸」にとどまるので

もなく、一定の生産的活動の組織者・管理者としての性格をも併せもつ「実業家」

としての原初的資本家だったとみるべきであろう。

　原初的多国籍企業

　このような原初的資本とその担い手たる原初的資本家たちは、その端緒的な

資本運動と結びついた産業的・金融的・軍事的な複合体を生み出し、やがて世

界最古の「多国籍企業」といえる企業類型をも生み出していった。多国籍企業の

原初的形態は、ときとしてアッシリアの企業組織に求められることがある55）。

多国籍企業は近代国家を前提として存在する企業組織として認識されているの

で、原初的多国籍企業論は企業活動の部分的な類似性を問題にするにとどまる

ものである。けれども、そのことを前提として、多国籍企業の原初的形態を辿っ

てゆくと、アッシリアよりも前に、メソポタミアでその原初的形態が形成され

始めていたとみるべきであることがわかる56）。

　すでに言及したラガシュのウルエンキの活動をみてみよう。ラガシュの領主

ルガルアンダに仕えていたウルエンキは、ティルムンとの銅貿易に従事してお

り、ラガシュとティルムンのあいだに行き来していた。ウルエンキは商人でも

あったが、同時にルガルアンダの家臣としての性格をもっており、彼は王室経

55） Jeoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism: From the Nineteenth to the 
Twenty-fi rst Century. Oxford University Press, 2005. p.16. 安室憲一・梅野巨利訳『国

際経営講義―多国籍企業とグローバル資本主義―』、有斐閣、21ページ、参照。
56） 以下の引用は、クレンゲル／江上・五味前掲訳書、66-67、92ページ。
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済の担い手としての官僚でもあったとみることができる。けれども、ウル第三

王朝時代の「ウルの海上貿易商人」たちともなると、そのすべてが官僚であっ

たとみることはできず、かなり私的商人としての性格が強くなっていたとみら

れる。

　ウルを征服したラルサのグングナム（治世前2017-1895）とその息子たちの治

世（前1982-1866）の時代になると、もっぱら貿易を専門あるいは優先的な任務

としていた「ティルムン貿易商」のグループについて、つぎのような判断がな

されている。「かれらが君主に仕える商人であるとは一言も記されていないし、

またかれらの租税は宮廷にではなく神殿に納入されている」ことから、「湾岸貿

易に従事していたのは私営の商人たちだったのではないかと思われる。この分

野では私有財産と私的な営業活動が支配的だったのだ（このことは農業におい

ても立証される）」。

　先に言及したエアナースィルの場合は、銀による会計計算をもとに、取引の

儲けとしてのある種の利潤計算をしていたと考えられる。エアナースィルは、

みずからティルムンとのあいだを直接に行き来していただけでなく、ウルの外

部にいる使用人とのあいだで手紙のやりとりをしながら活動し、また仲介人を

介して国際貿易に従事していた。チャイルドは、「ウルやキッシュにインド商

人が定住した居留地を想像できる」というようなことを書いていたし、クレー

マーも、「インダスの商人たちが、主要なシュメール諸都市のいくつかに半永

久的に住み着いていたということも、あり得ないことではない」などと書いて

いた57）。このような推論を実証することはできないが、荒唐無稽な話として一

蹴することもまだできまい。

　古代帝国主義の角逐とシュメール人のディアスポラ

　都市国家の誕生は、都市国家相互の帝国主義的な角逐の始まりをもたらすも

のでもあった。都市ができる前から争いごとは絶えずあったし、都市国家は軍

57） Childe, op. cit., p. 150. 前掲ねず訳・下、73ページ。クレーマー／久我前掲訳書、

278ページ。
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備によって他国からの攻撃に対する防衛をしなければならなかった。都市国家

間の戦争は、できるかぎり避けるべきだとする考えは、古代メソポタミアの時

代にもあった。シュメール人の格言のなかには、「敵国に侵入して奪い去れば、

敵が来ってお前の国を奪い去る」という警句も含まれている58）。

　けれども実際には、都市国家間の戦争はしばしば起こった。ウルク第一王朝

のギルガメッシュの物語のなかでも、キシュ第1王朝の最後の王アッガとウル

クのギルガメッシュの戦いが記録されている。見方によっては、これをメソポ

タミア内部の内乱とみることもできるが、別の見方をすれば、帝国主義的な支

配と侵略への欲求に駆られ始めた都市国家の相互対立と帝国主義戦争の萌芽で

あったという見方もできる。

　シュメールの都市国家の歴史は、前24世紀半ば、ウンマの支配者であった

ルガルザゲスィが諸都市を軍事占領したことによって終焉した。よく語られる

ように、ルガルザゲスィは北方アガデの支配者となったサルゴン（シャルルキー

ン）によって打倒され、サルゴンは彼を裸にして奴隷の首枷をつけ見せしめに

した。このころから軍事力を拡大させて多くの都市国家や領域国家を従属させ

支配してゆく帝国が形づくられ始め、領域国家から帝国へと発展してゆく時代

へと移行してゆくこととなった。

　サルゴンに始まるセム人のアッカド王朝は、約181年続いたとされる。ナラ

ム・スィンの時代に王は神格化されたものの、その後の治世は混乱した。ウル

ク第四王朝、グティウムの王朝などをへて、前22世紀末にウルナンムがウル

第三王朝を創始したことにより、シュメール人とアッカド人の領域国家が復活

した。けれども、ウル第三王朝後のイシン・ラルサ時代をへて、ハンムラビ王

（治世1792-1950）によってバビロン第一王朝が創始され、メソポタミアにおけ

るセム系アムル人とアッカド人の混住が進んだ。シュメール人やセム人（アッ

カド人）の都市国家は前二千年紀半ばまで続いたようだが、シュメール人たち

はやがて四散していった。

58） 前掲邦訳書、118ページ。
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　シュメール文明は、世界最古の文明であっただけでない。その歴史は、原初

的資本を生み出し、それとともに古代都市国家間の原初的な企業連繋を生み出

し、やがて帝国主義的拡大と相互対立の帰結としてその歴史を終焉させた。そ

の結果、シュメール人たちの都市国家は、バビロニアの領域国家のなかに吸収

され、国家としての自立性を失っていった。シュメール人たちは、歴史上最初

のディアスポラを起こし、各地に拡散してゆく。その結果、シュメール人とシュ

メールの都市国家という存在は、やがて歴史の記憶から消失していった。

　その後もディアスポラは繰り返され、ユダヤ人問題というかたちで、今日に

おいても重要なディアスポラ問題も生み出された。シャカ族の歴史も、世界史

的なディアスポラのひとつとなっている。けれども、その原初的問題を生み出

したのは、シュメール文明であった。その意味においてもシュメールの歴史が

有する歴史上そして理論上の意義は大きい。シュメール文明の興隆と消失ない

し移行をめぐる歴史は、いまだ多くの謎を秘めているが、その歴史が後世に与

えた影響はまことに大きかったといわなければならない。

まとめに代えて

　以上、今後の一連の研究への序説として、「ネパールと日本（1）」から「ネパー

ルと日本（2）」に至る研究の再編過程とその序論となる考察を記した。現在の

わたしが2009年段階の自分自身と異なっているのは、経済社会学の基礎理論

と歴史理論、そしてミレニアム転換の認識と、「ネパールと日本」に関する一連

の研究との内的関連を自覚して研究成果をまとめられるようになった点にあ

る。次稿では、すでに一定の言及をした「アジア大環状文化圏」に関する考察

に立ち入ることになろう。


