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909024-0004　昭和13（1938）年ごろの集合写真　東方文化学院玄関前
現在東京大学東洋文化研究所玄関前にある獅子も、大塚の学院にあった。中央で椅子に座るのが服部宇之吉。服部は昭和14（1939）年7月11日に世を去った。
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はじめに

　我が所には、戦前の東方文化学院（東京研究所）の調査
資料等が多数残されている。すでに、東京大学東洋文化研
究所附属東洋学研究情報センター叢刊 6『東京大学東洋文
化研究所蔵古写真目録Ⅰ』、同叢刊 17『東方文化学院旧蔵
建築写真目録』、同叢刊 18『東京国立博物館藏竹島卓一旧
藏「中国史跡写真」目録』（わが所の蔵品も比較録入）、同
叢刊 24『東洋文化研究所蔵山本照像館等撮影中国史跡写
真目録』、同叢刊 26『東方文化学院（東京研究所）研究の
風景』を刊行した。
　本稿は、上記のうち叢刊 26（平㔟隆郎・野久保雅嗣
編, 2018 年 3 月）の内容から撰んでご紹介する。
　本書は、未整理のガラス乾板から、東方文化学院研究員

の研究発表時使用の幻灯等、およびそれに関連する調査資
料を選んでまとめた。より詳しく述べれば、幻灯を作成す
るには、まずネガ乾板を作り、それをさらに撮影してポジ
乾板を作る。それが幻灯となる。わが所に残されたガラス
乾板には、ポジ乾板も、そしてそれを作るためのネガ乾板
も、いずれも残されている。紹介に当たっては、ポジ乾板
の幻灯と研究発表の関係を示すこととし、場合により、既
存の焼付けのネガ乾板（アルバム等の標題が写り込んでい
る場合がある）もあるので、それを利用した。
　研究発表時の写真といっても、発表時に使用したいわゆ
る幻灯片と、発表の様子を攝影したネガがある。ポジ乾板
を作成するためのネガ乾板もある。
　下記においては、それらから選び、話題提供に務めたい
と思う。

東方文化学院の講演スライド、 
其の他関連写真
平㔟　隆郎

ガラス乾板と研究発表日時

　ガラス乾板は、箱ごとにまとめられ、標題が付記されて
いることが少なくない。その付記から、何年何月何日の誰
による研究発表時のものかがわかる。その付記の年月日を
手懸かりに、東方文化学院発行の『東方学報・東京』の彙
報を参照すると、その研究発表の概要がまとめられている。
そこで、叢刊 26では、その付記と『東方学報東京』の彙
報等が比較できるよう、配列して示した。
　東方文化学院は、昭和 4（1929）年に開始され、戦後廃
止された。物品はわが所に移管された。また、一部の研究
員がわが所に移っている。
　東洋文化研究所は、昭和 16（1941）年に設立され、哲
学文学史学部門（文）・法律政治部門（法）・経済商業部門
（経）の三部門（教授 3助教授 3助手 6）をもって出発し （後
に「農」が加わる）、母体となる学部から選出された専任
教官と、それぞれの学部から派遣された兼任教官とが研究
を進めた。戦後兼任枠を専任枠にし（昭和 24年教授 6助
教授 6助手 9）、東方文化学院の研究者にお移りいただい
たようである（以上の数値は『東京大学東洋文化研究所要
覧』昭和 31<1956>年 11月）。東方文化学院が廃止される
まで、東洋文化研究所・東方文化学院は併存する。その間、

研究者の移動は必ずしもよくわからないが、『東方学報・
東京』の彙報等と、『東洋文化研究』（現在『東洋文化』）
の彙報等を、部分的に参照することができる。『東洋文化
研究』は東洋文化研究所開始とともにこれを支えるべく設
立された東洋学会の発行誌である。

フランスの東洋学者ペリオの来訪

　フランスの著名な東洋学者ペリオ（下記）は、その学術
活動を通して、現代にいたるまで多くの影響を与え続けて
いる。そのペリオが、昭和 10（1935）年に日本を訪れ、
東方文化学院にて常盤大定等の応接を受けている写真が発
見された。限られた情報ながら、彼がこの年に日本を訪れ
ていた記録はない。応接の様子は、ガラス乾板のネガとし
て残されていた。そのネガに書き入れがあり、昭和 10年
6月 29日の攝影であることがわかった。
　写真向かって左側中央がペリオである。叢刊 26にて、ペ
リオの隣、奥の人物は津田左右吉ではないかと述べた（『満
鮮地理歴史研究報告』1937年に彼と池内宏論文）。また手
前の人物は叢刊 26では不明であったが、後、池田知久氏
から石田幹之介であるとの情報が得られた。このペリオと
左右の三者が客人であり、テーブルに菓子折が置かれてい
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る。ペリオに正対するのが常盤大定である。
　常盤大定は関野貞との共著『支那文化史
蹟』（法藏館、1931~41年）等で名高い。
その関野がこの年昭和 10年の 7月 29日に
他界している。ペリオは病床の関野を見
舞った可能性がある。
　ペリオ来日の経緯の一端はCompiled by 
Hartmut Walravens, Paul Pelliot(1878-1945) 

His Life and Works―a Bibliography, Indiana 
University Research Institute for Inner Asian 
Studies, Bloomington, Indiana, 2001 所載の
J.J.L. Duyvendak の紹介文が参照できる。
ペリオは 1935年までTʻung Paoの編集を担
当し、それを終える年に来日したようであ
る。叢刊 26の後、プリンストン大学のマー
ティン・カーン教授による追加情報があっ
た（ 国 際 学 術 シ ン ポ ジ ウ ム「Multi 
Disiplinaryによる新出土資料の総合的研究」、
2018年 3月 17日の交流会にて）。この年
までTʻung Paoの編集はペリオの一人態勢
で、その状況が改善されて複数態勢となっ
たとのこと。このことがあって、来日がよ
り可能になったようである。

皇帝溥儀の家庭教師ジョンストン来訪

　『東方学報 東京』第 6册、1936年の彙報
に、「去る十二月十二日（乾板書き入れ「十
日」）午後二時より現ロンドン大学支那語
教授Sir Reginald F. Jhonston氏を迎へて日満
文化協会及び東方文化学院東京研究所主催
の下に講演会催さる」とある。ジョンスト
ンは、皇帝溥儀の家庭教師を勤めた人物で
ある。

高句麗好太王碑の古写真

　『朝鮮古跡図譜』第一冊（朝鮮総督府、1915年）所載の
高句麗好太王碑写真のガラス乾板が発見された。池内宏『通
溝――満洲国通北省輯安県高句麗遺跡』（日満文化協会、
昭和 13（1938）年 10月 10日）にも引用されている。こ
れについては、『朝鮮古跡図譜』の序文に「朝鮮古跡調査
ノ事業ハ明治四十二年九月韓国政府ニ於テ古建築物ノ調査
ヲ工学博士関野貞文学士谷井済一工学士栗山俊一に嘱託シ
タルニ端ヲ発キ翌四十三年韓国併合ト共ニ本府此事業ヲ継
続シテ更ニ其範囲ヲ拡張シ歴史ノ証徴及ヒ美術ノ模範トナ
ルヘキモノハ悉ク之ヲ調査セシムルコトト為シタリ爾来三

氏ハ毎年秋冬ノ間約三四箇月ニ亘リ各地ヲ巡回シテ探検覈
ニ務メ足跡殆ト十三道ニ遍ク既ニ蒐集シタル各種ノ写真
及ヒ図面等無慮数千ヲ以テ算フルニ至レリ」とある。武田
幸男『広開土王碑原石拓本集成』（東京大学出版会、1988年）
は、この写真を 1913年の攝影とした。叢刊 26の後、韓国
のLEE TAE HEE氏より『동양을수집하다』（国立中央博物
館、2014年）の御寄贈を受けた。同書 85頁には、上記ガ
ラス乾板（冬期以外）とアングルが同じ好太王碑のガラス
乾板（冬期。降雪）が紹介されている（碑の後方の民家の
様子が同じ）。同書の整理者は「1913年攝影」とし我が所
所蔵乾板写真についての武田幸男氏の見解を継承したよう
である。ところが、この乾板には書き入れがあり（同書
85頁）、「大正元年受」とある。『朝鮮古跡図譜』序文にた

904014-0007　　　ペリオ来訪　昭和 10（1935）年 6月 29日

910020-13　　　ジョンストン講演　昭和 10（1935）年 12月 10日
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ちもどると、「既ニ蒐集シタル各種ノ写真」とあるので、
おそらくこの乾板攝影は明治年間である。我が所のガラス
乾板も同様であろう。叢刊 26では、池内宏関係の乾板箱
内のものとの関係が念頭にあったので『通溝』の紹介のみ
にとどめていた。
　我が所の好太王碑ガラス乾板は、現在白鳥庫吉関係のガ
ラス乾板といっしょの箱に収められているが、もともとは、
池内宏関係のガラス乾板の箱内（「池内先生」と箱書きさ
れている）にあったようである（整理者の不確かな記憶）。
その池内宏関係のガラス乾板の箱には、好太王碑の焼付け
の攝影乾板複数が含まれている。他に中国人とおぼしき人
物の写真乾板もあり、池内宏が若い頃の写真乾板もある。
この乾板の攝影が、どこまで遡るかは興味深いものがある。
　これより新しいが、大正 7年黒坂勝美調査の澤俊一撮影
写真（東洋文庫梅原資料）と比較検討できる。我が所所蔵
乾板によっても好太王碑には字を刻する際の方格線が残さ
れていることがわかるが、澤俊一撮影写真には、その方格
線上に石灰を線状に塗布して拓本作成に便ならしめた様子
が撮されている。

集合写真

　今でも集合写真が写されることはよくある。東方文化学

院では、その玄関前、左右の獅子にはさまれた階段での攝
影が定番だったようである。獅子は現在東京大学内の東洋
文化研究所に移動されている。
　この乾板は、上記のジョンストン来訪乾板と同じ箱に収
められている。現状不明な人物が少なくないが、建築学の
伊東忠太、法学の仁井田陞が確認できる。伊東は関野貞と
並んで我が国の文化財保護行政を軌道に乗せた人物として
名高い。仁井田は、『唐令拾遺』等の著作をもって名高い（仁
井田は古文字にも造詣が深く、戦後わが所の甲骨金文著錄
の収集にも熱心に関わった旨「学問の思い出――松丸道雄
先生を囲んで」『東方学』136輯、2018年に紹介されている）。
　服部宇之吉は、東方文化学院成立以来、常に中心に立っ
て学院を支えたが、『漢文大系』（冨山房、1909-1913年）
の校訂を進めた中心人物でもある。仁井田陞の向かって左
後方には、服部宇之吉の子息服部武も確認できる。
　すでに紹介したように、東方文化学院（東京研究所）と
東京大学東洋文化研究所が並存した後、学院は廃止され、
学院の研究員の一部が東洋文化研究所に移籍した。東洋文
化研究所は発足時東京大学の図書館内にあったが、東方文
化学院廃止後、元の学院の建物（外務省所管・現在拓殖大
学）に間借りすることになった。外務省の研修所と半々の
使用である。その時期の東洋文化研究所の集合写真が残さ
れている。

910022-09　　　部分拡大910022-09　　　高句麗好太王碑第一面
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20171019-006-0013 部分拡大　昭和 30（1955）年　東洋文化研究所玄関前（下記前より 1列～ 6列）
（6列）　　　　　　　　　　　上原淳道　　　　　　　　　　　　　　　　不明者は中国側通訳等
（5列）　　結城令聞　　山崎利男　　小堀巌
（4列）　幼方直吉？　　飯塚浩二
（3列）坂野正高　　　周藤吉之　　　　鈴木俊　　　山本達郎　　　　　　　　　不明
（2列）　関野　雄　　　　　　　　江上波夫　　松本善海　　　佐伯有一　　重田徳
（1列）　　米沢嘉圃　　仁井田陞　　翦伯贊　　　尹達　　西嶋定生　　小野忍　　不明

910020-08-01　昭和 10（1935）年頃　東方文化学院玄関前（前より 1列、2列、左より頭部にて数える）
（前 2列）　5人目仁井田陞
（前　列）　4人目服部宇之吉　　6人目伊東忠太
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センター便りーーー
・平成 30年度漢籍整理長期研修
昭和 55年度、センターの前身である東洋学文献センターから実施してきた漢籍整
理長期研修は、今年度で 39回目となりました。前期は平成 30年 6月 4日から 8日
まで、後期は平成 30年 9月 3日から 7日までの計 2週間実施しました。大学図書
館等の職員 9名が参加しました。受講後それぞれの所属機関で、研修の成果を大い
に発揮し活用されることと思います。講師として、本所の大木康教授、上原究一准
教授、さらに所外 10名の専門家にご協力いただきました。この場をかりて厚くお
礼申し上げます。今後も毎年実施していく計画です。

　この写真については、東洋文化研究所の元教授である山崎利男・斯波義信・松丸
道雄三氏から情報が得られた。山崎氏の記憶によって、この写真の第一列、仁井田
陞の右の人物は、来日中の中国人研究者、他の不明人物は、その同行者（通訳等）
だとわかった。このころ、郭沫若を団長とする訪日学術視察団が訪日しており、そ
れに翦伯賛・尹達が含まれている。世に知られる両氏の写真が参照できた。
　鈴木俊・西嶋定生編『中国史の時代区分』（上掲）によると、上記学術視察団が
来日したのは、1955年 12月初めとのことで、時期が一致する。この書は、翦伯賛（中
国科学院哲学社会科学部常任委員・北京大学教授）・尹達（中国科学院考古研究所
副所長）両氏を囲んで行われた論戦をまとめている。現在ともすれば軽視されがち
な時代区分だが、史料批判を進めるにあたっての基礎になるので、あらためて重視
されることを望む。 

おわりに

　以上、叢刊 26から一部をご紹介した。他に残されたガラス乾板も一通りデジタ
ル化することができた。叢刊 26にて紹介したもの以外に、叢刊 26にも言及した古
書復刊の際のガラス乾板も残されている。東方文化学院では研究書も少なからず刊
行されていて、ほとんどは学院関係者の著作（上記仁井田陞等）であるが、中には
瀧川亀太郎『史記会注考証』も含まれる。同書は最近中国でも刊行された。中国に
は馴染みのない江戸時代の学者の注釈が多数紹介されている。所内には、同書の紙
型も全揃い残されている。当時使用された活字が復原可能である。
　集合写真中の人物個々については、不明者が多い。人物特定には、関係者の証言
が一番であるが、すでに世を去られた方が多く、写真を伝える材料（記念論文集等）
にも限りがある。そうした状況下にあって、昭和 30年の集合写真について、研究
者のほぼすべてについて特定できたことは幸いであった。今後も追加情報が得られ
ることを期待しつつ擱筆する。


