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＜論　文＞

オンラインアンケートツールと
クラウドソーシングを用いた音声聴取実験の試み

丸　島　　　歩

要旨

筆者は2014年に韓国語を母語とする日本語学習者の音声に対する、母語話者の評価を扱った研
究を行った （丸島 2016, 2017）。この際実行した聴取実験の一部はオンライン上で利用できるアン
ケートツールを用いており、さらにそこでの被験者 （聴取者） の一部についてはクラウドソーシ
ングによって募集を行った。従来、聴取実験を行うためには環境を整えたり被験者を集めたりす
る上で、時間的および空間的にさまざまな制約があった。しかし、これらのツールやシステムを
うまく利用することで、実験者がどこに居住していても、そのような制約がクリアできる可能性
がある。本稿では筆者が実際に行った実験方法について紹介するとともに、このような実験の利
点や問題点、展望をまとめた。

キーワード

実験音声学・聴取実験・日本語学習者音声・オンラインツール・クラウドソーシング

目次
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 1 - 1 .音声学の 3 つの側面と実験音声学的手法

 1 - 2 .本稿の目的

　 2 .言語データを扱う研究におけるオンラインツールやクラウドソーシングの利用

 2 - 1 .オンラインツールを用いた言語データの収集

 2 - 2 .クラウドソーシングを用いた言語研究のための被験者募集

　 3 .オンラインツールとクラウドソーシングを用いた聴取実験

 3 - 1 .実験の趣旨

 3 - 2 .使用した音声データ
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オンラインアンケートツールとクラウドソーシングを用いた音声聴取実験の試み（丸島）

 3 - 3 .被験者

 3 - 4 .アンケートツールと被験者の振り分け

 3 - 5 .音声の再生

 3 - 6 .実験の手順

　 4 .利点と問題点

　 5 .まとめ

1 .はじめに
1 − 1 .音声学の 3つの側面と実験音声学的手法

音声学は音声言語を扱う研究分野であるが、大きく分けて 3 つの分野に分けられる。

第 1 に調音音声学と言われる領域で、これは発話者が言語音を発するまでのプロセス

に関わるものである。第 2 は音響音声学で、これは言語音が空気を伝播する過程を扱

う。第 3 は聴覚音声学で、言語音が聴取者に到達し言語音として知覚されるまでを扱

う領域である （城生 2008 pp15-17）。

音声言語を実験的手法で分析する学問領域を実験音声学と称するが、実験音声学で

扱われる分野も上述の音声学の 3 分野に分けることができる。調音音声学に関わる実

験手法として、たとえば舌と口蓋の接触部位を観察するパラトグラフィー 1とリンゴ

グラフィー2、発話の際の呼気量を計測できる呼気流量計による実験などがある。音響

音声学にかかわる実験手法としては、サウンドスペクトログラム等を用いて音声の物

理的特性を観察する手法がある。以前は専用の機器が必要であったが、現在はパーソ

ナルコンピュータで扱える専用のソフトウェアが多数存在する。

聴覚音声学的な実験として、音声を聞いた際の脳の反応を観察する実験も行われて

1  舌が口蓋のどこに触れたかを観察する手法。食品添加物として用いられる炭粉と食用油
を混ぜた液体等を舌に塗布し、言語音を発した後に口蓋に付着した部位を観察する。エ
レクトロパラトグラフィーは電極のついた人工口蓋を装着することで、舌が口蓋のどの
位置に触れているかを検出する手法であり、時間的な変化を観察することも可能である。

2  舌のどの部分が口蓋に触れているかを観察する手法。炭粉と食用油を混ぜた液体等を口
蓋に塗布し、言語音を発した後に舌に付着した部位を観察する。
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いる。しかし、これらは脳波計3、NIRS4 （近赤外線分光法） など、高価な機材を必要

とするため、行っている研究機関や研究者はそれほど多くない。それに比べると被

験者に音声を聞かせながら質問に答えてもらうという聴取実験は、音声の再生機器

（PC とスピーカーやヘッドフォン等）さえあれば実施が可能であるため、広く行われ

ている。また、E-Prime5、Super Lab6等の心理実験ソフトを用いれば音声の再生と回

答の集計、被験者への指示も自動で行ってくれるため、大人数のデータを集計する際

には特に効率的なデータ収集が行える。無料で頒布されている音声実験用ソフトウェ

ア Praat7でもこれに近い実験をすることができる。心理学実験ソフトは安価ではない

が、Praat や質問紙を用いればより安価に聴覚音声学的実験を行うことが可能である。

これらの方法のメリットとデメリットを下記の表 1 にまとめた。

表 1:主な聴覚音声学的実験手法とそのメリット・デメリット

実験手法 メリット デメリット
脳科学的手法

（NIRS、脳波計
など）

◦被験者の聴覚処理を直接とらえることが
できる

◦高価な設備が必要
◦実験の実行や解析のための技術が必要

聴取実験
（心理実験
ソフトを使用）

◦実験デザインの調整、被験者への指示や
結果の集計が容易

◦実験の自由度が高く、初学者向けの視覚
的なインターフェースによるシンプル
な実験から、スクリプト言語による高
度で複雑な実験デザインまで行える

◦答え間違い等のエラーが起こったり、被験者
の恣意が含まれたりするおそれがある

◦数万〜数十万円のソフトウェアが必要
◦ソフトウェアの使用方法の習得が必要

聴取実験
（音声実験
ソフト Praat を
使用）

◦実験デザインの調整、被験者への指示や
結果の集計が容易

◦ソフトウェアが無料で入手できる

◦答え間違い等のエラーが起こったり、被験者
の恣意が含まれたりするおそれがある

◦ソフトの制約により、実験の自由度が心理実
験ソフトに比べて低い

◦独自のスクリプト言語を習得する必要がある

3  城生 （1996）、桐越・福盛（2008）、丸島 （2009, 2010）などの研究がある。
4  森・皆川（2003）などの研究がある。
5  Psychology Software Tools 社による心理学実験ソフト。
6  Cedrus 社による心理学実験ソフト。
7  アムステルダム大学が提供しているオープンソースのソフトウェアで、音声の録音、音

響解析、音声データの編集、合成音声の作成、聴取実験等が行える。多機能であるにも
関わらず、無料で使用できるうえ様々な OS に対応しているため、多くの音声言語を扱
う研究者が利用している。独自のスクリプト言語を有しており、実験手順や集計をある
程度自動化することも可能である （http://www.fon.hum.uva.nl/praat/）。
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聴取実験
（質問紙を使用）

◦簡単な設備で安価に行える
◦特別な技術を習得する必要がない

◦答え間違い等のエラーが起こったり、被験者
の恣意が含まれたりするおそれがある

◦集計や実験準備に手間がかかったり、集計ミ
ス等が起こったりする危険性があるため、大
規模な実験が難しい

1 - 2 .本稿の目的

1 - 1 で述べた通り、聴取実験は聴覚音声学的な実験の中でも行いやすいものでは

あるが、本来は実験者が被験者の近くにいる状態で実施される。ソフトウェアを用い

て行う場合でも、質問紙を用いて行う場合でも、音声再生や解答のための環境を実験

者が整える必要があるためである。

しかし、そのような環境を整えることが難しい場合も少なくない。最も考えられる

のは、実験の対象としている被験者が少ない地域に実験者が居住しているケースであ

る。本稿では筆者が2014年に行った実験について紹介する。この頃筆者は韓国の北東

部に位置する江原道江陵市にある大学で日本語を教えており、日本語学習者の音声を

音響音声学的に分析し、母語話者評価と照らし合わせる研究を行っていた。この時近

隣に日本語母語話者がほとんどおらず、必要な被験者数を確保することができなかっ

た。

そこで、クラウドソーシングで被験者を募集し、オンラインツールを用いて実験を

行う方法を考案した。通常の聴取実験と比較して手間がかかる上に、留意しなければ

ならない点もあるものの、聴取実験を直接行うことが難しい環境に身を置いている研

究者にとっては有用な部分があると思われた。筆者が行った実験の方法や実験に際し

て留意した点などについて具体的に紹介することが本稿の目的である。

2 節では、オンラインツールやクラウドソーシングが言語データを扱う実験でどの

ように用いられてきたか、また、どのように用いることが可能かについて述べる。 3

節では、筆者自身が行った聴取実験の方法について詳しく紹介する。4節でオンライ

ンツールやクラウドソーシングを聴取実験で用いることの利点と問題点をまとめ、 5

節では総括としてこのような実験方法の意義と展望を述べる。
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2 .言語データを扱う研究におけるオンラインツールやクラウドソーシングの利用
2 - 1 .オンラインツールを用いた言語データの収集

近年、海外で行われている日本語学や日本語教育学の研究の中には、母語話者や

日本語教員のデータを収集するために、Googleフォーム8等のオンラインアンケート

ツールを用いているものが少なくない。周囲に母語話者が少ない環境では、通常の質

問紙を用いたアンケートを行うことが困難であるためである。アンケートツールを用

いれば、学会のメーリングリスト等を通して周知することで、比較的簡単にある程度

のデータを集めることが可能である。

ただし、オンラインのアンケートツールを用いた言語データを収集する研究では、

ほとんどが文字をベースにした形式でのアンケートが行われており、音声言語を用い

た実験は筆者の知る限り行われていなかった。理由としては、ほとんどのオンライ

ンアンケートツールが動画や音声などのメディアの再生を想定していないこと、アン

ケートを受ける側にメディア再生の環境が求められることや、被験者の負担が大きい

ことなどが考えられる。また日本においては、言語研究全体における音声言語研究が

それほど多くを占めていないことも一因であると思われる。

アンケート機能を備えたオンラインツールは数多い。『Google フォーム』をはじめ、

『Typeform9』、『SurveyMonkey10』など、無料で使えるツールも少なくない。しかし、

これらのツールは音声の再生機能を備えていないため、音声聴取実験には不向きであ

る。『Google フォーム』は動画共有サイト『YouTube11』上にある動画の再生機能はあ

るが、実験音声学においては非圧縮の音声ファイル（wave ファイル等）を用いるこ

8  Google 社が提供するオンラインアンケートサービス（https://docs.google.com/forms/）。
Google Drive と連動しており、アンケート結果は Google Spread Sheets に出力されるた
め、集計も容易に行える。

9  https://www.typeform.com/
10 https://www.surveymonkey.com/
11 https://www.youtube.com/
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とが望ましいの12で、音声を動画化したものは適当ではない13。そこで、オンラインア

ンケートツールと非圧縮音声ファイルをオンライン上で再生する方法を組み合わせる

ことで、インターネット上での音声聴取実験を可能にした。

2 - 2 .クラウドソーシングを用いた言語研究のための被験者募集

オンラインツールの使用に比べて、言語データの収集のために被験者をクラウド

ソーシングで募集することは、一般的ではないと思われる。音声実験の被験者の募集

に関しては、母集団からのランダムサンプリングが理想である場合が多いが、大規模

な実験である場合を除き、多くは所属機関において募集をかけたり縁故によって被験

者を依頼したりすることが多い。また、大規模な研究であれば、人材派遣会社を通し

て募集を行う場合もある14。

しかし、音声聴取実験に限って言えば、クラウドソーシングを用いる利点がある。

実験者の周囲に対象となる被験者がいない場合、クラウドソーシングであれば多くの

人の目に触れるため、実験者がどこにいても被験者が集まりやすいという点である。

もちろん、クラウドソーシングを用いることに対してはリスクもある。被験者がこ

ちらの求めている環境で実験を行ったのか、誠実に回答しているのかは、被験者の様

子を直接観察することができないために判別が難しい。オンラインツールを用いてい

ても実験者との直接的・間接的な関係があれば、相互の信頼関係の維持のために誠実

な参加が期待できる上、後から回答の詳細について問い合わせをし、その後の実験の

参考にすることも難しくない。しかしクラウドソーシングによる被験者についてはそ

12 音声の圧縮技術は複雑で、それらが音声言語の聴覚印象にどのように影響を及ぼすのか
明らかにすることが難しいため、原則的に非圧縮音声ファイルが用いられる。

13 YouTube では mp4の場合の音声コーデックは圧縮ファイルの AAC であり、また、
アップロードした動画の全てが再エンコード（https://support.google.com/youtube/
answer/4603579?hl=ja）、すなわち音声データが圧縮・変換される。このため、音声ファ
イルを動画化して YouTube 上にアップロードしたものを聴取実験に用いるのは、実験音
声学的に適当ではない。

14 例えば、国立国語研究所が開発した『日本語話し言葉コーパス』の音声データの一部
として、人材派遣会社から派遣された日本語母語話者の音声が収録されている（籠宮 
（2015））。
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の時限りのやり取りとなる場合も多い。ただし、多くのクラウドソーシングサービス

ではワーカーに対する評価を行うことができ、評価が低いワーカーは受けられる作業

の幅が狭まってしまうため、ある程度はきちんと実験に向き合ってくれることが想定

される。

3 .オンラインツールとクラウドソーシングを用いた聴取実験
3 - 1 .実験の趣旨

オンラインツールを用いた聴取実験によってデータを収集したのは、韓国語を母語

とする日本語学習者による自発的な発話に対する、母語話者の評価を収集するための

実験である。学習者は中級から上級レベルの大学生で、発話の速さ、流暢さ、聞きや

すさ、わかりやすさの 4 点について被験者に評価をしてもらった。その上で、これら

の評価と音声の音響的特徴の関連について分析した。具体的な実験の目的や結果、分

析については、丸島 （2016, 2017）等を参照されたい。

3 - 2 .使用した音声データ

実験に使用したのは、韓国語を母語とする日本語学習者の自己紹介の音声である。

氏名などについては、ホワイトノイズと差し替えることで個人情報が明らかにならな

いようにした。音声をインターネット上に置くため、話者の個人情報には特に注意を

払った。

音声を録音した際の形式は、モノラル、サンプリング周波数は44100Hz、量子化

16bit であった。これはモノラルであることを除けば、一般的な音楽 CD で用いられ

ている形式と同等である15。しかし、この音質では音声ファイルが重くなってしまい、

オンライン上での再生に支障をきたすおそれがあった。そこで、11025Hz までダウン

サンプリングした音声を用いた16。

15 サンプリング周波数が44100Hz であれば、22050Hz の帯域まで再現できるが、これは人
間の可聴域が最大で20000Hz 程度までと言われているためである。

16 このサンプリング周波数では子音特性の一部が失われるが、何が話されているかは、問
題なく聞き取ることができる。
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3 - 3 .被験者

被験者は、SNS上での呼びかけとクラウドソーシングサービス17によって募集した。

参加の条件として、日本語が母語であること、PCに両耳のヘッドフォンかイヤフォ 

ンで音声が聞けること、HTML5のAUDIO要素でwaveファイルが再生できるブラ 

ウザ環境であること18（web上のテストページで事前に音声を確認してもらった上で

問題なく再生できるか確認してもらった）とした。SNS上で参加に応じてくれた被験

者には謝礼として韓国の土産品等を自宅に送付し19、クラウドソーシングサービスで

は30〜40分程度の作業に対して支払い額を540円に設定した20。クラウドソーシング

サービスでは数分で終了する単価の安い案件が多いため、被験者は短時間で集まり、

募集開始の翌日までにほぼ必要人数のデータを収集することができた。

3 - 4 .アンケートツールと被験者の振り分け

アンケートツールは、『Typeform』を利用した。収集したデータの扱いやすさ、ア

ンケートページの見やすさ等を基準として選定した。また、後述する音声再生ページ

へのリンクのわかりやすさも、『Typeform』を選んだ重要な理由の一つである（図 1

参照）。

聴取実験では提示順序の影響を避けるため、刺激はランダマイズされていることが

望ましいが、アンケートサービスは各種の実験ソフトと異なり、ランダマイズの機

能が搭載されていることはほとんどない。Typeform にもランダマイズ機能はなかっ

たため、順序を変えた 4 種類のアンケートページを用意し、それぞれの被験者がどれ

かのアンケートページにアクセスするようにした（図 2 参照）。クラウドソーシング

サービスでは被験者がすぐに集まることが予想され、同時に複数の被験者が聴取を行

17 クラウドソーシングは日本国内に拠点を置く L 社のサービスを用いた。登録者が多いた
めに参加者が迅速に集められそうな点、依頼者が作業者の評価を行えるためにより誠実
な参加が期待できる点から選んだ。

18 詳しくは 2 − 4 節で述べる。また、テストページを設けて、事前に再生が可能か確認でき
るようにした。

19 好意で参加してくれ、謝礼を辞退した被験者もいた。
20 20％の手数料がかかるため、被験者には432円が支払われる。
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図 1:アンケートページの一例

図 2:聴取実験の手順概要8 
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うと考えられたことから、個別の被験者にどのアンケートページを実施してもらうか

を伝達するのは非効率的であった。そこで、Javascript の乱数機能を用いていずれか

1 つのアンケートページへのリンクを表示するエントランスページを作成し、レンタ

ルサーバー上に置いた。被験者にはまず、アンケートページの URL ではなくこのエ

ントランスページの URL を通知し、被験者がランダムに4種類のうちのいずれかの

アンケートに振り分けられるような手順を加えた。

3 - 5 .音声の再生

実験音声学的研究において音声は、前述したとおり非圧縮ファイルで扱われること

が望ましい。web 上で wave ファイルを再生させる簡便な方法としては、HTML5の

audio タグを使う方法がある。本実験でも、audio タグを用いて音声を再生する方法

をとった（図 3 参照）。ただし、実験を行った2014年当時、wave ファイルが再生でき

る主な web ブラウザは、Firefox か Google Chrome のみであったため、被験者には

あらかじめ、これらのブラウザを通して実験に参加してもらうよう伝え、サンプル音

声ページを提示して音声が正しく再生されるか確認してもらった。

アンケートの各質問項目に audio タグで音声を再生できるようにしたウェブページ

へのリンクを貼り、ウェブページで音声を聴取してから質問に答えてもらうようにし

た。

図 3:音声再生ページの一例

 

図 3：音声再生ページの一例  
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3 - 6 .実験の手順

アンケートページの冒頭に、実験の目的とデータの取り扱い、インフォームドコン

セント等について記し、同意を得られた場合にのみ実験に進めるようにした。クラウ

ドソーシングでの募集ページにも同様の内容を記した。

その後、フェイスシートの代わりとして、名前21、性別、年齢を記入してもらい、

3 問の練習問題を行って操作に問題がないことを確認してもらった。

その上で、実際の音声を聴取しての実験に進んでもらった。全ての設問に回答した

上で回答結果を送信すると、シンプルなクイズが表示されるように設定し、最終的に

その回答を実験者に送ることで回答完了とした22。

4 .利点と問題点
本節では、オンラインツールとクラウドソーシングを用いた実験を実際に行ってみ

た上で明らかになった、それぞれの利点と問題点についてまとめる。

オンラインツールを用いた聴取実験の利点としては、やはり実験者と被験者が離れ

た場所にいても実験が可能であることが第一に挙げられるであろう。また、データの

集計や分析が容易にできる形で実験結果が得られる。例えば、本稿で紹介した実験に

用いた Typeform は、特別な操作の必要なく回答結果を集計してくれる。より複雑な

分析を行う場合でも、Microsoft Excel 等、データ分析に用いるソフトウェアが使用

できる形式 （csv、xsls 等） にデータをエクスポートすることができる23。さらに、心

理実験ソフトよりもユーザーインターフェースに優れており、実験ソフトに慣れない

研究者でも比較的簡単に使いこなすことができると思われる。

21 イニシャルでも良いとした。クラウドソーシングを通して参加した被験者には、支払い
等の都合上、クラウドソーシングサービスでのユーザー ID を記入してもらった。

22 クラウドソーシングサービスを利用した被験者には、サービス上でのやり取りによって
クイズの回答を送ってもらった。SNS 上で募集を行った被験者については、SNS での
メッセージ機能等を利用した。

23 SurveyMonkey もアンケート結果を Microsoft Excel に対応したファイル形式にエク

スポートする機能を備えている。Google フォームは注 8 で述べたとおり、回答結果は

Google Spread Sheet 上に集計される。Google Spread Sheet はオンラインで用いる表計

算アプリケーションで、ある程度のデータ分析をすることも可能である。
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問題点としては、実験中に問題が起こった場合に対処が困難な点が挙げられる。実

際に筆者が行った実験においても、アンケートの送信エラーが起こったケースが頻発

した。回線が混み合う夜間に実験を行ったためだと推測されたため、時間をおいてか

らアクセスしなおすように呼び掛けることで解決できたが、必ずしもこのような問題

を実験者が常に解決できるとは限らない。予備実験を行うことである程度は防ぐこと

ができるが、アンケートツールの一時的な問題、ブラウザの問題、被験者の個別的な

環境の問題等は事前の予測が難しい。

また、被験者が誠実に実験に参加しているかどうかは、対面であれば被験者の様子

などからある程度推測が可能かもしれないが、互いの顔が見えない分、判断が難しい。

今回の実験では被験者ごとの回答傾向をチェックし、外れ値や矛盾がないことを確認

したが、一見矛盾したように見える回答は必ずしも不誠実な回答を示すものではない

ため、もしもそのような回答が出てきた場合にどのように扱うかについては、対面で

の実験以上に考慮する必要が出てくるだろう。

さらに、オンラインアンケートツールは機能が限られているため、実験者が思うよ

うな実験が常にデザインできるとは限らない。しかし、これは使いやすくユーザーイ

ンターフェースに優れているゆえの欠点とも言える。使用頻度が高い機能が誰にでも

簡単に利用できるのが、オンラインアンケートツールの特徴と言えるだろう。

クラウドソーシングによって被験者を得ることの利点としては、実験者の環境にと

らわれず、広く被験者を募集することができる点が第一に挙げられる。これにより、

対面での実験に比べてはるかに早くデータを収集することができた点も、大きな利点

であった。また、クラウドソーシングのワーカーはパーソナルコンピュータや Web

ブラウザ等の使用に慣れているため、実験がスムーズに進行した。

クラウドソーシングを利用することの問題点は、実験者と被験者の間に個人的な信

頼関係がないため、実験への取り組みがどの程度誠実に行われているかという懸念が

あることが考えられる。しかし、本稿で紹介した実験においては回答結果に矛盾はな

く、信頼できるデータが得られたと考える。2-2で述べたように、クラウドソーシン

グサービスではユーザーを評価する機能があるため、ある程度の信頼性は保証される

と思われる。
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5 .まとめ
本稿では、筆者が2014年に実施したオンラインアンケートツールとクラウドソーシ

ングを用いた実験について述べた。これらのサービスを音声聴取実験に用いる際には

問題点もあったが、工夫次第で聴取実験を行うことが可能であった。筆者が行った主

な工夫は、以下の 3 点である。

（1）　オンラインアンケートツールには音声再生機能を実装していな場合が多い

が、音声再生をツール外で行うことで、この問題を解決した。

（2）　心理実験ソフト等には実装されているランダマイズ機能がオンラインアン

ケートツールには備えられていないことが多いが、刺激提示順序を変えた複数

のアンケートを用意することで、提示順序の影響を最小限に抑えた。

（3）　オンラインアンケートツールは知覚実験向けに作られていないため、被験

者がスムーズに回答できないおそれがあった。そこであらかじめ知人に依頼し、

操作性を確認してもらった。

また、筆者は対面での実験が行えないというやむを得ない理由からオンラインアン

ケートツールを用いたが、インターネットが使用できる環境さえあれば、対面の実験

での利用も可能だろう。オンラインアンケートツールは心理実験ソフト等より、実

施者の操作が容易でわかりやすい。実験ソフトの扱いに不慣れでも気軽に導入できる。

質問紙で行う実験よりも集計に労力がかからず、誤りも防げる。現状では音声聴取実

験に向いているとは言えないが、対面での実験であればスピーカーから音声を再生し、

質問紙の代わりにオンラインアンケートツールを用いるという方法も考えられる。こ

のようなツールは需要があれば改訂され得るので、今後より聴取実験にも適した機能

を備えたものが出てくる可能性もある。

また、クラウドソーシングによって、対象となる被験者を集められない環境でも容

易に実験が行えたが、直接話ができないために問題解決が難しい場面が出てくるおそ

れもある。起こり得る問題をあらかじめ想定し、実際に問題が起こったら迅速に対応

できるよう、通常の実験時以上に準備を整えておく必要があるだろう。

以上のことから、充分な準備さえあれば聴取実験の実施にオンラインツールやクラ
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ウドソーシングは有用であると考える。特にオンラインツールは実験者にとって導入

が容易なため、より広く活用できる可能性があると言える。
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＜論　文＞

A Practical Research Guide to Libraries in the 
Arab Republic of Egypt

ISHIDA Yuri ,1 Makoto Sawai2

1 ．Introduction
This paper provides the latest information on access to Arabic materials in the 

Arab Republic of Egypt.3 Since the January 25 “revolution,” Egypt has experienced 

continuous confusion that intensified with the 2013 Egyptian coup d’état.4 This has 

been accompanied by a sharp decline in the number of tourists due to successive 

acts of terrorism, transition to the floating exchange rate system of the Egyptian 

pound, Qatar’s dismissal of Egypt’s and other Arab countries’ demands, etc. After 

the re-election of President Abdel Fattah Al-Sisi 5 in March 2018, some people 

believe that Egypt is heading for a dictatorship again. The situation in Egypt will 

continue to change rapidly in the future as well.

1  Assistant Professor, Faculty of Liberal Arts and Sciences, Osaka University of 
Economics and Law.

2   Post-doctoral Research Fellow, Japan Society for the Promotion of Science （Kyoto 
University）.

3  Ishida investigated Arabic manuscripts in Cairo from April 29 to May 6, 2017, and 
Sawai visited Egypt for his research from January 23 to February 28, 2018.

4  Sawai heard a taxi driver say that this coup d’état is intifād
4

ah （resistance） against the 
Egyptian revolution in 2011. Cairo citizens interpret recent events in various ways.

5  Concerning Arabic letters romanization, this paper follows ALA-LC Romanization 
Tables of Arabic （http://loc.gov/catdir/cpso/romanization/arabic.pdf） but sometimes 
prioritizes idiomatic English notation in Egypt for the names of people and metro 
stations; in this case, not ‘Abd al-Fattāh

4

 al-Sīsī. 
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Despite the unpredictable situation, Egypt continues to be an ideal country 

not only to investigate Arabic manuscripts, but also to view collections of Arabic 

publications. There are countless bookstores in Cairo,6 as well as the annual Cairo 

International Book Fair.7 There also have been improvements in certain modern 

conveniences. For example, there has been a diffusion of the Internet and taxi-

dispatch services,8 security has been improved, with baggage inspection at the 

Cairo Metro, and intensive efforts to protect cultural heritage are being made. Over 

the past several years, the number of blackouts and water outages has drastically 

reduced. However, further improvements in the quality of these amenities are 

still necessary. These political and financial disturbances affect research and other 

activities in Cairo. Official websites of libraries are occasionally unfunctional and 

6  The website of JSPS Cairo Research Station updates “Bookstore Guide in Cairo  
（カイロ書店案内）” as “Overseas Research Topic in Egypt （エジプト海外調査トピッ
ク）” under the tab of “Egypt Info （エジプト情報）” （http://caire.wp.xdomain.jp/info_
egypt/）. Although this bookstore guide is written in Japanese only, the names and 
addresses of bookstores are given in alphabetical notation.

 The results of the bookstore survey conducted by the Station in 2003 were issued 
as a booklet  （JSPS Cairo Research Station ed., Bookstore Guide in Cairo 2004, JSPS 
Cairo Research Station, 2004: 日本学術振興会カイロ研究連絡センター編『カイロ書店案
内 2004』日本学術振興会カイロ研究連絡センター、2004年） and are published by the 
Research & Information Center for Asian Studies, Institute for Advanced Studies on 
Asia, the University of Tokyo （東京大学東洋文化研究所付属東洋学研究情報センター）
on the Internet as “Bookstore Guide in Cairo （カイロ：書店ガイド）” （http://ricas.ioc.
u-tokyo.ac.jp/asj/html/guide/cairo/c_s.html） as one of the “Bookstore Guides （書店ガイ
ド）” under “Gateway to Asian Studies in Japan （アジア研究情報 Gateway）.” This site 
is also written only in Japanese but the names and addresses of bookstores are given 
in alphabetical notation too. Non-Japanese readers will be able to use the maps and 
pictures of bookstores with the help of a translation website.

7  See http://www.cairobookfair.org/. “The Season of Cairo International Book Fair Has 
Come! （カイロ国際ブックフェアの季節がやってきた！）,” U-PARL BLOG （U-PARL ブ
ログ）, by KUMAKURA Wakako （熊倉和歌子） is written in Japanese, and the pictures 
depict a lively event （http://u-parl.lib.u-tokyo.ac.jp/archives/japanese/blog12）.

8  Price negotiations with taxi drivers are a nuisance for foreigners, as mentioned in 
footnote 16.
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it impedes research work. Additionally, people are concerned about rising prices. 

For example, several libraries have raised the copying charges since January 2018, 

probably an effect of inflation. The post office near Ramses Station has also raised 

the shipment fee. In addition, since January 2018, postal service is available only for 

air mail shipment. This means that scholars who send books to their home countries 

need to pay more for using postal service. Traffic situation changes every few 

years, and even access roads undergo changes. Considering this, it is necessary that  

researchers share the latest information about famous libraries in Egypt. 

For Arabic manuscripts or primary sources, this guide will update the latest 

information on websites, addresses, opening hours, access, applications, and the 

provision for copying for five libraries: Egyptian National Library （Dār al-Kutub 

al-Qawmīyah）, Al-Azhar Library （Maktabat al-Azhar al-Sharīf）, the Institute of 

Arabic Manuscripts （Ma‘had al-Makht
4
ūt

4
āt al-‘Arabīyah）, the American University 

in Cairo （al-Jāmi ‘ah al-Amrīkīyah bi-al-Qāhirah）, and Bibliotheca Alexandrina 

（Maktabat al-Iskandarīyah）. Although the libraries of Cairo University （Jāmi‘at al-

Qāhirah） would be beneficial for researchers, the university does not house any 

manuscripts and it seems difficult for outsiders to access these libraries. As an 

alternative, this paper introduces two libraries for secondary sources in European 

languages: the French Institute for Oriental Archaeology （Institut français d’

archéologie orientale）9 and the Dominican Institute for Oriental Studies （Institut 

dominicain d’études orientales）.10 Although not comprehensive, the website of 

“Egyptian Libraries Network” has the Union Catalogue of the Egyptian libraries.11 

There are also several other websites that gather information and provide links 

9  The institute holds 125 manuscripts in mostly Arabic. Online Catalogue is http://www.
ifao.egnet.net/bases/archives/msar/?page=1&total=125&nb=36&.

10 Mr. Druel Jean O.P., director of the Dominican Institute, told us the Jesuit also has a 
very resourceful library in Cairo. Although it does not have its own website, the library 
houses more than 60,000 Arabic books published in 19th and 20th centuries Egypt, and 
books mainly in French.

11 http://www.egyptlib.net.eg/Site/Home.aspx 
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to online collections and catalogues.12 In addition, JSPS （Japan Society for the 

Promotion of Science） Cairo Research Station13 supports and provides useful 

information on research in Egypt.

2 ．Introduction Letter
To use the libraries for research purposes, introduction letters from the research 

organizations that one is associated with are mandatory. In Egypt, library staff 

tend to regard only universities as the official research institutions. Letters from 

other institutions, such as an embassy, might be inadequate for a researcher or a 

graduate student. A letter addressed to the target research institution should be on 

the official letterhead with the English logo of the university. Although introduction 

letters in English are acceptable, letters in Arabic are more appropriate to explain 

the research purpose to local library staff.

3 ．Entry in Egypt
Egyptian authorities require a visa for foreigners. The application is submitted 

at the Cairo International Airport, as well as at the Egyptian embassies located 

in foreign countries.14 At the airport, there are two bank teller windows before 

passport control. A 30-day visitor visa sticker on a passport is available at the bank 

teller windows for 25 USD. The windows also offer currency exchange service. The 

exchang rates do not differ from the exchange rates outside the airport. However, 

hotels impose an extra fee on exchanges or apply a lower conversion rate.

12 For example, https://guides.lib.umich.edu/islamicmsstudies/online; https://www.al-
furqan.com/world_library.

13 http://caire.wp.xdomain.jp/en/
14 E-visa is available online for 41 nationalities （https://visa2egypt.gov.eg/）.
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4 ．Egyptian National Library15

Website: http://www.darelkotob.gov.eg/index.html

The Egyptian National Library is composed of two buildings: the headquarters, 

called Corniche, which faces the Nile River; and the Bab al-Khalq branch, which is 

located downtown. The former houses literature and manuscripts, while the latter 

stores microfilms and other items.

1 ）Corniche, the Main Library

Address: 121 Kūrnīsh al-Nīl, Ramlat Būlāq, al-Qāhirah

Opening hours: 9:00–14:30 Sun–Thu （Manuscripts, 4th floor）

 9:00–17:00 Sun–Thu （Printed books, 5th floor）

（Photo by Ishida Yuri）

15 See also Hakan Özkan, “A guide to Islamic manuscript research in Cairo （Maktabat al-
Azhar, Dār al-kutub, Maʻhad al-makhtūtāt）,” Academia, 2016, pp. 5–7 （https://www.
academia.edu/30650873/A_guide_to_Islamic_manuscript_research_in_Cairo_Maktabat_
al-Azhar_D%C4%81r_al-kutub_Ma%CA%BFhad_al-makh%E1%B9%AD%C5%AB%E1%
B9%AD%C4%81t_）.

. .
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Access: From Tahrir Square （Maydān al-Tah
4
rīr）, walk approximately 3 kilometers 

north on Nile Corniche Street. The Corniche Library will be on the right, to the 

north side of the Conrad Cairo Hotel. Alternatively, when using a taxi, request the 

driver to take you to “Dārul-Kutub, Kūrnīsh” or “Conrad Hotel.” From Tahrir 

Square, it will take approximately 40 minutes on foot and 10 minutes by taxi in 

normal traffic.16

Based on unverified information from local sources, the nearest bus station for the 

microbus （called “serbis,” which is derived from “service”） is Mah
4
att

4 4
at al-Raml.17

Application: Proceed through baggage check at the main entrance, and show your 

passport and introduction letter at the front desk on the left. Fill in your name 

and accommodation address in Cairo on the form. In exchange for your passport, a 

staff member will provide you an entry badge to wear. When you turn right by the 

corner of the desk, there are stairs and an elevator.

16 Confirm the latest taxi fare from local users. As of March 2018, 20 EGP is sufficient,  
including 5.5 EGP as starting fare, even with a surcharge for foreign travelers. 
Negotiating the price prior to the ride sometimes causes problems: for example, the 
driver may argue that you agreed to pay 20 USD instead of 20 EGP when you arrive 
at your destination. When you reach your destination, exit the taxi first. Through the 
driver’s side window, pay the “appropriate” amount and walk away from the taxi. Note 
that extra money is necessary in case of a traffic jam.

 White colored taxis have a meter. However, you should confirm that the driver is using 
the meter before riding. If you find that the driver did not activate the meter, you 
can exit the taxi even after the taxi starts running. You have the right not to ride in 
a taxi that you do not like. Through the window, pay only the fare the meter displays 
regardless of what the driver says. However, note that an additional charge is to be 
paid when there is a traffic jam. To avoid annoying negotiations, just call a dispatched 
taxi service, such as Uber （https://www.uber.com/） or Careem （https://www.careem.
com/）.

17 Microbus is a cheap mode of transportation for ordinary people. It costs approximately 
3 EGP on most routes, but the routes are complicated and often changed. Since 
one must know Arabic well to inquire about microbus routes and understand 
announcements, it is not recommended for visitors who stay for a short duration.
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Printed Books: The Printed Books Section is located on the 5th floor and is 

accessible through the reading room. Place any baggage on the shelf to the left of 

the reading room entrance, and enter your details in the visitors’ book at the desk 

on the right. Occasionally, free-to-use PCs may be available. To locate a book, find 

the call number of the book through OPAC,18 and fill out an application form for the 

book at the entrance desk. After the desk staff signs the form, hand the form to the 

person in charge at the entrance of the stack room, which is located at the back of 

the reading room on the left （as you enter the reading room）.

Manuscripts: The Manuscripts Section （al-Makht
4
ūt

4
āt） is located on the side of the 

Nile River on the 4th floor, which is the left side when entering the main entrance. 

Place any baggage on the shelf at the entrance and enter your details in the visitors’

book. Go straight ahead and turn right at the corner. The office is located in the 

back. Enter your details in another visitors’ book and provide the manuscript’s call 

number to a staff member. State the reason why you need the manuscript, and 

present your identity card and the introduction letter. After that, you may receive 

the permission of the person-in-charge, allowing you access to manuscripts. 

Normally, you are allowed three manuscripts per day, but sometimes exceptions are 

made if you need multiple manuscripts over the course of several days. Only pencils 

can be used in the Manuscripts Section.

Copies: Approximately 10% of all pages can be copied electronically. To do so, 

submit the original introduction letter from your institution （preferably written 

in English on the official university letterhead, also in English） and complete a 

photocopy application form. Pay the copying fee in the Accounting Section （Qism 

Tafs
4
īl）, which is located to the left of the reading room entrance on the 5th floor 

and obtain a receipt. Return to the manuscript office on the 4th floor and show the 

receipt to the staff. A staff member will begin copying the manuscript onto a CD. 

If many manuscripts are ordered, you may be told to return in a few days. If you 

18　 http://41.33.22.69/uhtbin/cgisirsi.exe/x/SIRSI/0/57/60/502/X?user_id=WEBSERVER
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need the CD soon, you may need to negotiate the date when you can collect it. 

Copying costs have increased as of January 2018. The cost of copying one page of a 

manuscript is 5 EGP for students and 12 EGP for researchers. An additional fee of 5 

EGP is charged for a CD.19

Supplement:  A foreign graduate student studying in Cairo has been waiting for 

4 months to get access to the Egyptian National Archives （Dār al-Wathā ’iq al-

Qawmīyah）, which is located on the right side of the same building.

2 ）Bab al-Khalq, the Branch Library20

Address: Maydān Bāb al-Khalq, al-Qāhirah

Opening hours: 9:00–14:30 Sun–Thu

（Photo by Makoto Sawai）

Access: From Tahrir Square, take the metro to Mohamed Naguib Station, which is 

one stop from Sadat Station at Tahrir Square on Line 2. Then walk east on ʻAlī Dhū 

al-Fiqār Street and Sāmī al-Bārūdī Street, from which one can see Abdeen Palace on 

19 http://www.darelkotob.gov.eg/photocopy_servces.aspx
20 See also Noah Gardiner, “Dar al-Kutub Manuscript Collections, Cairo,” Dissertation 

Reviews, 2014 （http://dissertationreviews.org/archives/7355）.
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the right. Turn left onto Muh
4
ammad ʻAlī Street. The branch of the Egyptian National 

Library will be on the right, and its entrance is the left entrance of the building 

（the right side of the same building is the Museum of Islamic Art, Cairo）. From the 

Mohamed Naguib metro station, it will take approximately 10 minutes on foot.

Alternatively, if one hires a taxi, because of one-way streets, the nearest route 

from Tahrir Square is through Al-Tah
4
rīr Street and then through El-Gomhoreya 

Square （Maydān al-Jumhūrīyah）. Further, go south on Al-Shaykh Rīh
4
ān Street and 

then go north on Būr Saʻīd Street until you cross Ah
4
mad Māhir Street. From Tahrir 

Square, it will take approximately 35 minutes by taxi.

Application: Place any baggage on the left side of the entrance. Fill in your name 

and accommodation address in Cairo on the form. In exchange for your passport, a 

staff member will provide you an entry badge to wear. Proceed up the stairs and 

turn to the left. Enter your details in the visitors’ book, and search for any necessary 

information on the PC. Note that the call number assigned to the microfilm in 

the branch is different from the call number assigned to the manuscript in the 

Manuscripts Section of the Main Library. Only three microfilms can be viewed per 

day. This is a strict rule and there are no exceptions.

Copies: Microfilm can be copied in an electronic format. Since January 2018, the 

number of copies per day is limited to 30 leaves. It is extremely difficult to obtain 

special permission to exceed the copying limit. Note the number of leaves you need 

copied for each microfilm and ask the microfilm staff to fill in the number of pages 

to be copied on the form. Then, present your introduction letter and identification 

card to the staff member at the entrance desk. Pay the amount due for copying, 

which may vary according to your status （i.e., a student or a foreign scholar）. Give 

the payment receipt to the microfilm staff to create the CD containing the electronic 

copies. It takes several days to receive the CD. The copy fee for microfilm is 25 

EGP per leaf for students and 30 EGP for researchers.
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5 ．Al-Azhar Library21

Website: http://www.azhar.eg/splash.html

Address: S
4
ālih

4
 al-Jaʻfarī, al-Jamālīyah, al-Qāhirah

Opening hours: 9:00–15:00 Sun–Thu

（Photo by Makoto Sawai）

Access: From Tahrir Square, if you take a taxi, via the Opera Square （Maydān al-

Ūbirā）, go on the Nafaq al-Azhar Elevated Line. Turn left onto S
4
alāh

4
 Sālim Street 

and take another left onto S
4
ālih

4
 al-Jaʻfarī Street. Al-Azhar Library will be in the tall-

est building on the left. From Tahrir Square, it will take approximately 25 minutes 

by taxi.

Application: Go to the side entrance on the S
4
ālih

4
 al-Jaʻfarī Street which is to the 

right of the main entrance facing S
4
alāh

4
 Sālim Street. Tell a staff member that you 

are going to the library and proceed through baggage check. Proceed to the side 

entrance of the tallest building on the right back, which can be seen from the front 

entrance of the building, informing the staff of your intention to visit the library. 

Deposit your passport or identification card with a staff member. You do not need 

to place your baggage here, but the staff may ask you to do so if you hold your 

21 See also Özkan, “A guide to Islamic manuscript research in Cairo,” pp. 1–4.
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books in your hands. Proceed to the 6th floor by elevator.

The manuscript search system is completely computerized through the intranet, 

and the system is easily accessible. The search system is divided into two parts: 

one is for searching manuscripts housed in Al-Azhar Library and the other is for 

viewing manuscripts that are housed in other libraries.

Copies: The manuscripts in Al-Azhar Library that have five-digit call numbers are 

allowed to be copied. Six-digit call numbers are assigned for manuscripts in other 

libraries, and they cannot be copied. For copies, present your letter of introduction 

and pay the appropriate amount at the Accounting Section on the 5th floor. The 

staff will immediately copy the pages in an electronic format onto a CD. Copying 

request is available until 14:00. Copying costs are 0.75 EGP for one folio for students 

with introduction letters from Egyptian research institutions and 4 EGP for general 

researchers.

6 ．The Institute of Arabic Manuscripts22

Website: http://www.malecso.org/

Address: 21 al-Madīnah al-Munawwarah, al-Muhandisīn, al-Jīzah

Opening hours: 9:00–15:00 Sun–Thu

22 See also Özkan, “A guide to Islamic manuscript research in Cairo,” pp. 8–10.
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（Photo by Ishida Yuri）23

Access: From Tahrir Square, take the metro to El Bohoth Station on Line 2. Then 

walk east on Al-Tah
4
rīr Street. Turn left onto Muh

4
yī al-Dīn Abū al-ʻIzz Street. Head 

north along the street, and you will find the Institute of Arabic Manuscripts on the 

left. Alternatively, if you take a taxi, request the driver to take you to al-Madīnah 

al-Munawwarah Street. From El Bohoth metro station, it will take approximately 20 

minutes on foot and 10 minutes by taxi.

Application: Tell the staff at the entrance that you are there to use the library 

and use the stairs to access the office on the 2nd floor. Present your introduction 

letter and obtain permission to use the library. The reading room is located on the 

1st floor at the back. There are several PCs, and you can find the call numbers of 

a manuscript’s microfilm through OPAC.24 Provide a staff member with the call 

numbers to obtain the microfilms.

Copies: Approximately 10% of all pages can be copied electronically. Submit a copy 

application to the staff on the 1st floor and pay the copying fee on the 2nd floor. 

Staff will create a CD containing an electronic copy of the microfilm. As of February 

23 Taking a photo of the entrance is prohibited by security, but you can see a green sign 
of the Institute on the second-floor window. The entrance is on the back of the street.

24 http://41.32.191.214/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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2018, the copy fee is 5 EGP per page for foreign students and researchers and 8 

EGP for general foreigners.25

7 ．The American University in Cairo
Website: http://schools.aucegypt.edu/library/Pages/default.aspx

Address: T
4
arīq al-Jāmiʻah al-Amrīkīyah, al-Qāhirah al-Jadīdah

Opening hours: 8:30–22:00 Sun–Thu, 9:30–19:30 Sat （Main Library）

       8:30–17:00 Sun, Tue, Wed, Thu, 8:30–19:00 Mon, 9:30–17:00 Sat （RBSC Library）

（Photo by Makoto Sawai）

Access: From Tahrir Square, request a taxi to “Gāmiʻa al-Amrīkīya fi-ttagamma 

al-khāmis,” which means American University in the 5th district, because the Main 

Campus of the AUC （American University in Cairo） is located next to Tahrir 

Square. Leave the taxi at Gate 1 of the AUC New Cairo Campus, which is meant for 

visitors. From Tahrir Square, it will take approximately an hour by taxi. It may also 

depend on traffic conditions.

Application: You can apply online in advance for access to the Main Library on 

the 1st to 4th floors and to the RBSC （Rare Books and Special Collections） Library 

25 http://www.malecso.org/services/photography
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on the 5th floor.26 If you have not applied online, present your introduction letter at 

the main counter of the library. The introduction letter from your home institution 

or from faculty or staff at the AUC must specify your status and purpose of use. 

You must present your passport and pay 150 USD. Since library access is granted 

only after permission is obtained, the online application saves time and effort. 

Permission is valid for three months and the validity can be extended. Arabic books 

are searchable through OPAC.27 Historical materials may also be browsed on the 

website of “AUC Rare Books and Special Collections Digital Library.”28

To access the RBSC Library, take the elevator or the stairs to the 5th floor. No 

bags are permitted. Deposit luggage in the lockers to the left of the entrance, and 

then apply for the use of the library.

Copies: There are copy rooms in the 1st and 2nd floors in the basement of the Main 

Library. The RBSC Library has a separate copy space too. Photocopying is limited 

to 10% of all pages or one chapter of a book. A copy application for materials in the 

RBSC Library must be submitted at the main counter. It costs 0.5 EGP per page in 

the Main Library and the RBSC Library.

8 ．Bibliotheca Alexandrina 
Website: https://www.bibalex.org/libraries/presentation/static/10000.aspx

Address: Kūrnīsh al-Iskandarīyah, al-Iskandarīyah

Opening hours: 11:00–16:00 Sun–Thu （Manuscripts Center）29

26 http://schools.aucegypt.edu/library/external/Pages/default.aspx
27 http://library.aucegypt.edu/develop/index.htm
28 http://digitalcollections.aucegypt.edu/cdm/
29 https://www.bibalex.org/en/Center/Details/manuscriptscenter
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（Photos by Makoto Sawai）

Access: From Tahrir Square, take the metro to Al Shohadaa Station, which is also 

named as Ramses Station. From there, there are two options. One option is to take 

the train from Ramses Railway Station to Alexandria, which takes about two hours 

and 20 minutes. Train tickets should be purchased at least one day in advance. 

The other is to take the bus from the bus terminal at Ramses Station, which takes 

about four hours. From Alexandria Station to Bibliotheca Alexandrina, walk north 



―30―

A Practical Research Guide to Libraries in the Arab Republic of Egypt（ISHIDA・SAWAI）

until the seaside road, Corniche or Al-Jaysh Road, and go northeast. The Bibliotheca 

Alexandrina will be on the right. It will take approximately 30 minutes on foot and 

10 minutes by taxi.

Application: The Manuscripts Center is on the 1st floor of the basement. An 

admission fee is required as the library complex is also a tourist attraction. The 

fee varies according to the purpose of the visit. For non-Egyptians, for using only 

the Manuscript Center, the fee is 10 EGP for students and 30 EGP for others. 

Manuscripts housed in some other libraries can be browsed on the PC in the center.

Copies: All manuscripts can be copied onto a CD, and the price is 23 EGP （20 EGP 

+ 14% tax） regardless of the number of pages copied. In order to obtain a copy 

of a manuscript, you must belong to a research institution. You must present the 

introduction letter on the letterhead of the research institution, and the letter must 

mention the research subject of your Ph.D. dissertation or M.A. thesis. If you know 

the call number of the manuscript in advance, you can email an application to save 

time.30 Research appointments can be made on the website.31

9．The French Institute for Oriental Archaeology
Website: http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/acces-bib//#en

Address: 37 al-Shaykh ʻAlī Yūsuf, al-Qas
4
r al-̒ Aynī, al-Qāhirah

Opening hours: 9:00–13:00, 14:00–17:00 Sun–Thu

30 Contact manuscripts.center@bibalex.org. 
31 https://www.bibalex.org/Libraries/Presentation/research_appointment/11Default.aspx
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（Left photo by Ishida Yuri, 

Right photo provided by the Institut français d’archéologie orientale, ©IFAO, G. Pollin）

Access: From Tahrir Square, walk south on Al-Qas
4
r al-̒ Aynī Street about 1 

kilometer. Turn left onto Amīn Sāmī Street. Turn right onto Al-Shaykh ‘Alī 

Yūsuf Street. The French Institute for Oriental Archaeology will be on the left. 

Alternatively, if you take a taxi, it is necessary to turn around along the Nile River 

side due to traffic restrictions. The institute’s name in Arabic is Al-Maʻhad al-

Faransī lil-Āthār al-Sharqīyah but if a driver seems unsure of the exact location 

of the place, just request the driver to take you to “Qasr el-Einy” and get off 

on Al-Qas
4
r al-̒ Aynī Street near the institute. From Tahrir Square, it will take 

approximately 20 minutes on foot and 30 minutes by taxi. 

Alternatively, take the metro from Tahrir Square to Saad Zaghloul Station on 

Line 1. Then walk south until you reach Amīn Sāmī Street or Muh
4
ammad ʻIzz al-

ʻArab Street and go west. Turn left onto Al-Shaykh ʻAlī Yūsuf Street. The Institute 

will be on the left. From Saad Zaghloul Station, it will take approximately 10 

minutes on foot.

Application: Ring the bell at the iron entrance gate and wait until the gate opens. 

Present an introduction letter and deposit your passport at the guard room on the 

right side behind the gate. The staff speaks French, Arabic, and English. Enter 
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the building and go straight. The reading room, which is the back room from the 

perspective of the entrance of the building, is on the 2nd floor. The stairs to the 

reading room are in the second back room on the 1st floor. PCs and Wi-Fi are 

available. Stored books are searchable through OPAC.32 Provide the call number to 

the staff at the back desk. It is best to inform the staff of your visit in advance.33

Copies: Digital photography is permitted and free of charge. Copying fees are 0.25 

EGP for an A4 size and 0.50 EGP for an A3 size.34

10．The Dominican Institute for Oriental Studies
Website: https://www.ideo-cairo.org/en/library-en/

Address: 1 al-T
4
arābīshī, al-ʻAbbāsīyah, al-Qāhirah

Opening hours: 9:00–17:00 Tue–Fri

（Photo provided by Ms. Imane Milad, the Dominican Institute for Oriental Studies）

Access: From Tahrir Square, take the metro to El Geish Station on Line 3. Then 

walk east on Sabīl al-Khāzndārah Street. Turn right onto Al-T
4
arābīshī Street. The 

32 http://bib.ifao.egnet.net/F/?func=file&file_name=find-b
33 http://ifao.egnet.net/pratique/contacter/
34 For details, see http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/services-bib//#en.
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Dominican Institute for Oriental Studies will be on the left. From El Geish metro 

station, it will take approximately 15 minutes on foot.

Alternatively, if you take a taxi from Tahrir Square, via the Opera Square, take 

the Nafaq al-Azhar Elevated Line, and turn left onto S
4
alāh

4
 Sālim Street. Turn left 

onto S
4
ālih

4
 al-Jaʻfarī Street, and then turn right at Al-Mans

4
ūrīyah Street. After 

crossing the square, enter Al-T
4
arābīsī Street. The institute will be on the right. 

From Tahrir Square, it will take approximately 30 minutes by taxi.

Application: At the entrance, tell the staff that you would like to go to the library, 

and present your identity card from your institution. An introduction letter is 

not necessary. The annual library usage fee is 50 EGP. Stocked references are 

searchable through OPAC.35

Copies: Digital photography is permitted, free of charge and unlimited. Photocopy 

are charged 0.30 EGP for A4 size, 60 A4-pages per week, and maximum 30 A4-

pages from one book, no complete book.

Supplement: In addition to the library, the institution offers accommodation. A 

single room is 25 EUR for students and 35 EUR for others.36
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35 https://alkindi.ideo-cairo.org/?lang=en
36 https://www.ideo-cairo.org/en/scholars-en/
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＜論　文＞

卓球に関する意識調査

勝　健真　　 朴　永炅

本研究の目的は、卓球に対する関心や卓球の魅力などに関する意識及び実態を明らかにし、卓
球の普及につなげていくことであり、大学生を対象に卓球に関する意識調査を実施した。結果と
して、対象者の約50% が卓球に対する関心を持っており、リオオリンピックでの卓球番組につ
いても全体の約75% の人が、観戦したと回答していた。さらに、実際に卓球をした印象につい
て、約70% の人が「おもしろかった」と回答している。しかしながら、中学校や高校と比較する
と、小学校における卓球の授業や、特別活動における卓球クラブが少ないということが明らかと
なった。今後卓球人口の増加を考える上で、小学校のときから卓球に触れる機会を増やすことが
重要であるということが考えられる。また、卓球の魅力について、「ラリーが続いた時」に最も楽
しさを感じるという回答が多かった。この結果から、初めて卓球に触れる人に対して、卓球の魅
力を伝える方法として、ラリーを続けさせることが、重要な要因の一つであるということが明ら
かとなった。

【緒言】
現在、日本では様々なスポーツが存在し、多くの人々がスポーツに携わっている。

そして、それぞれのスポーツの人口は、必ずしも平均化されておらず、スポーツに

よって大きな差がある。そこで本研究では卓球を取り上げ、卓球というスポーツに対

して、どのようなイメージを抱いているのかを明らかにし、卓球の普及を目指す。

卓球は19世紀後半にイギリスで生まれ、1988年のオリンピック大会に正式競技とし

て採用されて以来、世界各国政府やスポーツ機関の注目が高まり、発展してきた。ま

た卓球は、心身の健康、レクリエーション、自己表現、チームワークの精神などの文

化的価値も持っており、子供から高齢者に至るまで、幅広い年代の人に愛され、誰

もが楽しめるスポーツである。さらに卓球は世界的に見ると、競技人口がかなり多

いスポーツであり、国際卓球連盟には220の国・地域が加盟しており、この数は全ス

ポーツの中でも上位であるといえる。また、現在の世界の卓球の競技人口は約3億人

で、日本では30万人と言われている。また競技スポーツではなく、遊びやレジャーと
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して行っている人口を含めると世界では 8 億人、日本では100万人いると言われてお

り、この数は全世界の10人に1人は卓球をしているという計算になる。このようなこ

とから、卓球は「するスポーツ」としては定着しつつあると言える。

現在卓球競技は、中国が数々の重要な大会で優勝を獲得し、世界の頂点に立ち続け

ているため、中国の卓球はマスメディアが高い関心を寄せるスポーツのひとつとなっ

ている。一説によると中国では競技として卓球を行っている人口が3000万にいると言

われており、愛好家は 2 億～ 3 億人ともいわれる国民的スポーツである。そのため

国内での競争は熾烈を極め、代表を外れた選手たちは国外に移住し、新しい国の代表

になって国際舞台に登場してくる。その結果、世界選手権ではシングルスの１回戦を

終えると、勝ち残った半数は中国代表と元中国人選手であり、近年では中国選手が世

界中で活躍している。

このような状況の中で、日本選手が中国選手に勝つために様々な方策を検討してお

り、そのひとつが競技人口を増やすということである。競技人口を増やすためには、

日本の人々が卓球に対して関心を持ち、卓球に触れる機会を増やすということが必要

である。そのためには、「するスポーツ」としての観点だけでなく、「見るスポーツ」

としての観点も考慮に入れた戦略を検討していくことが重要である。

現在卓球は、「見るスポーツ」として考えた場合、野球やサッカーなどと比較する

と、まだまだ普及しているとは言い難い。しかしながら、近年卓球は、「見るスポー

ツ」の視点にも力を入れており、例えばラリーが続くようにするためにボールの直径

を38mm から40mm に変更したり、観客によりスリリングな試合を見てもらうために、

21点制から11点制に変更したりするなど、「見るスポーツ」としての卓球の普及に取

り組んでいる。そして、最近では、2012年のロンドンオリンピックで女子団体が銀メ

ダルを獲得したことを皮切りに、世界卓球や2016年リオオリンピックでもメディアに

取り上げられ、卓球に注目が集まるようになってきた。実際、日本卓球協会の登録人

口推移を見て見ると、2011年は304,620人だったのに対し、2016年では327,123人に増

え、今年度は333567人と年々増加傾向にあり、今後卓球人口の増加が期待できるとい

える。

以上のことから、今後日本の卓球が普及してくためには、卓球人口が増加していく

ことが重要である。そして、卓球人口の増加には、一人でも多くの人が卓球に触れ、
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卓球に関心を持ってもらい、卓球の魅力を伝えていくことが重要な課題であると考え

られる。したがって、本研究の目的は、大学生を対象に、「するスポーツ」と「見るス

ポーツ」の両方の視点を考慮に入れて、卓球に対する関心や卓球の魅力などに関する

意識及び実態を明らかにし、卓球の普及につなげていくことである。

【方法】
1．調査対象

大阪経済法科大学の在学生及び近隣の他大学の学生で、運動経験のある学生やない

学生など、様々な学生を対象とした。対象学生は192名で有効回答数は188票（有効回

答率97.9%）であった。

2 ．調査期間

2016年10月3日～ 12月5日

3 ．調査内容

本研究では質問紙調査を用いた。本質問紙は原則的に無記名で行われた。また、各

調査対象者のプライバシーが漏洩することは一切ないことが、ここでは改めて記載さ

れている。質問紙の作成にあたっては、平田（2000）を参考に作成を行った。本調査

で用いた質問紙は、別紙資料の『卓球に関する意識調査』の通りである。

【結果と考察】
結果と考察は、以下、質問項目の配列にしたがって行う。

1 ．卓球に対する関心

表 1 は卓球に対してどの程度関心があるかを示している。サンプル全体では「少し

関心がある」が30.9%（58名）で最も多く、次いで「大変関心がある」が19.7%（37名）、

であり、半分を示している。一方、「全く関心がない」が17.6%（33名）、「どちらでも

ない」が17%（32名）、「あまり関心がない」が14.9%（28名）」であった。この結果、卓

球に関心がある人は、全体の約50% を占め、関心がない人は約30% であった。また

どちらでもないと回答した人が、約20% いるということから、この層の人たちに関
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心を持ってもらえるためにはどうすれば良いかを考えていく必要がある。

2 ．卓球（卓球部）の有無

表 2 は、年代毎で卓球に触れる機会があったのかを示したものである。小学校の体

育授業に卓球があったかという質問に対して、「なかった」が56.4%（106名）で最も多

く、次いで「あった」が28.7%（54名）、であり、85% を示している。「覚えていない」

と答えた人が14.9%（28名）であった。続いて、小学校の課外活動（特別活動）に卓球

クラブがあったかという質問に対しては、「あった」が43.6%（82名）で多く、次いで

「なかった」が36.2%（68名）、「覚えていない」と答えた人が20.2%（38名）であった。

そして、中学校の運動部活動に卓球クラブがあったかという質問に対して、「あった」

が66%（124名）で最も多く、次いで「なかった」が23.9%（45名）、「覚えていない」と

答えた人が10.1%（19名）であった。最後に、高校の運動部活動に卓球クラブがあった

かという質問に対して、「なかった」が18.6%（35名）、「覚えていない」と答えた人が

8.0%（15名）であった。

これらの結果を踏まえて、年代が上がるごとに卓球に触れる機会は増えているのが

わかるが、小学校の体育の授業で卓球の授業があると答えた人が全体の約30％であり、

表 1　卓球に対する関心

大変関心がある 37（19.7） 
少し関心がある 58（30.9） 
どちらでもない 32（1.7） 
あまり関心がない 28（14.9） 
全く関心がない 33（17.6）

注）（　）内は比率（%）表す。

表 2　卓球（卓球部）の有無

あった なかった 覚えていない 
小学校の体育の授業 54（28.7） 106（56.4） 28（14.9） 
小学校の時の課外活動（特別活動） 82（43.6） 68（36.2） 38（20.2） 
中学校の運動部活動 124（66） 45（23.9） 19（10.1） 
高校の運動部活動 138（73.4） 35（18.6） 15（8）

注）（　）内は比率（%）表す。
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課外活動においても約45％であるということから、卓球に触れる機会が他のメジャー

スポーツと比較すると、低いということが考えられる。近年スポーツの低年齢化が進

んでいるため、小学校の時からもっと卓球に触れる機会を増やしていくことが、卓球

人口の増加につながると考えられる。

3 ．卓球の印象について

次に表 3 は、これまでの体育の授業やクラブ活動などで卓球を行ったことがある人

に対して、卓球をやってどのように感じたかを示したものである。その結果、「まあ

まあおもしろかった」（39.6%）、「すごくおもしろかった」（31.0%）と答え、約70% が

卓球を面白いと感じたことがわかる。一方、「全くおもしろくなかった」が8.6%、「あ

まりおもしろくなかった」が5.3% であり、約14% が卓球に対して魅力を感じなかっ

たようである。さらに「どちらでもない」というのは、卓球に対して特に興味を抱か

なかったということが考えられる。つまり卓球を肯定的な感情を持っていないという

ことが考えられるため、この15% を加えると、約30% の人が卓球を行ったが、楽し

いと感じなかったということを示している。このことから、卓球指導において導入段

階の指導をどのように行えば、 1 人でも多くの人が卓球に興味を持つことができるか

をさらに検討していく必要がある。

4 ．卓球の魅力（卓球が面白かったと回答した人）

表 4 は、卓球が面白かったと回答した人に対して、卓球のどのような所が面白

かったのか表したものである。その結果、「ラリーが続いたとき」（39.3%）が最も多

く、その後「スマッシュを決めた時の爽快感」（27.6%）、「相手との駆け引き」（15.2%）、

「ボールに回転をかけること」（11.7%）、「その他」（6.2%）という順になっている。

表 3　卓球の印象

すごくおもしろかった 31.0% 
まぁまぁおもしろかった 39.6% 
どちらでもない 15.5% 
あまりおもしろくなかった 5.3% 
全くおもしろくなかった 9.0%
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5 ．卓球の魅力（卓球が面白くなかったと回答した人）

表 5 、卓球が面白くなかったと回答した人に対して、卓球のどのような所が面白く

なかったかを表したものである。その結果、「ラリーが続かないから」（43.2%）、が最

も多く、続いて「運動量が少ないから」（22.7%）、「試合で勝てないから」（15.9%）、「地

味でマイナースポーツだから」（9.1%）、その他（7%）、「ボールの回転のかけ方がわ

からないから」（2.3%）という順になっている。

表4と表5の結果から、卓球を楽しいと回答した人の中で最も多かったのが、「ラ

リーが続いた時」で、一方卓球が楽しくなかったと回答した人の中で最も多かったの

が、「ラリーが続かないから」という回答であった。つまり、卓球に初めて触れる人

や初心者の人に対して、卓球の魅力を伝えるためには、ラリーを続けさせてあげると

いうことが、一つのポイントとして考えられる。

6 ．卓球観戦経験

表 6 は、リオオリンピックで卓球競技の番組を見たかについて尋ねたものである。

その結果、「見た」が（37.8%）、「少し見た」が（36.2%）を示し、約70% 以上が観戦し

表 4　卓球の魅力（体育の授業やクラブ活動で卓球の経験者）

ラリーが続いた時 39.3% 
スマッシュを決めた時の爽快感 27.6% 
相手との駆け引き 15.2% 
ボールに回転をかけること 11.7% 
その他 6.2% 

表 5　卓球の魅力（卓球が面白くなかったと答えた人）

ラリーが続かないから 43.2% 
運動量が少ないから 22.7% 
試合で勝てないから 14.9% 
地味でマイナースポーツだから 9.1% 
その他 7.0% 
ボールの回転のかけ方がわからないから 2.3% 
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ており、「全く見ていない」が（25.5%）となった。

近年ではオリンピックや世界卓球がメディアから取り上げられ、ゴールデンタイム

の時間に放映されることが増えてきていることが、大きな要因であると考えられる。

また以前と比較しても、卓球選手が様々なジャンルのテレビ番組に出演する機会が増

えてきており、今後さらに卓球観戦者の増加が期待できる。実際、1月に行われてい

る全日本卓球選手権大会の観戦者も、年々増加傾向にあると報告されている。さらに

観戦者の中には、卓球経験者だけでなく、卓球を全くしたことがない人の観戦者も多

数いると言われており、卓球人気の高まりが感じられる。

「見るスポーツ」の視点を考えた場合、メディアとの融合は非常に重要である。

7 ．卓球のイメージ変化

表 7 は、リオオリンピックをテレビで観戦した人に対して、テレビを見る前と見

た後で卓球に対するイメージが変わったかを示したものである。その結果、「少し変

わった」（25.7%）、「かなり変わった」（13.4%）とイメージの変化を感じた人は、全

体の約40% であった。一方で、「あまり変わらない」（42.2%）、「全く変わらない」

（18.7%）と回答した人が約60% であった。

さらに卓球に対するイメージが変わった人に対して、どのようにイメージが変わっ

たのかを自由記述で回答してもらったところ、「地味なスポーツだと思っていたが、

魅力を感じた」、「思っていたより迫力があった」、「ラリーが続いてすごい」など、肯

定的なイメージの変化を感じた回答が大部分を占めていた。国際卓球連盟は、卓球が

観客にとって魅力的な競技と感じてもらうために、ラリーの回数を増やすルール変更

を検討してきた。その大きな改革の一つがボールの大型化であった。2000年に38㎜

ボールから40㎜ボールに変更したことである。ボールが大きくなった分、ボールへの

空気抵抗が増え、ボールのスピードが少し減少したことによって、以前よりもラリー

表 6　卓球観戦経験

見た 72（37.8）
少し見た 68（36.2）
全く見ていない 48（25.5）

注）（　）内は比率（%）表す。
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が続くようになった。またその他にも、2001年には、 1 セットが21点制から11点制に

変更され、観客によりエキサイティングな試合を見てもらうようにした点なども卓球

のイメージ変化にプラスの影響をもたらしたのではないかと推察される。

【要約と課題】
本研究では大学生192名を対象に、卓球に関する意識調査を実施した。調査結果の

概要は次の通りである。

（1）　卓球に対する関心は、関心がある人が全体の約50% を占め、関心がない人は

30%、どちらでもない人は20% であった。

（2）　卓球に触れる機会については、年代が上がるごとに卓球に触れる機会が増えて

いる。小学校の課外活動では、卓球クラブがあったと回答した人が約45% だったも

のの、小学校の体育の授業で卓球があったと答えた人が全体の約30% であり、50%

以上がなかったと回答しており、小学校で卓球に触れる機会がメジャースポーツと比

較すると、若干低い結果となった。

（3）　卓球を印象については、肯定的な印象を持った人が全体の約70% を占めていた。

しかしながら、30% の人は卓球に対して肯定的な印象を持たなかったことを考えると、

卓球の導入段階の指導をどのように行うかを検討する必要がある。

（4）　卓球の魅力については、卓球を楽しいと感じた人の回答で最も多かった回答が

「ラリーが続いた時」であり、楽しくないと感じ人の回答で最も多かった回答が、「ラ

リーが続かないから」であった。この結果から、卓球の魅力を伝える上で、「ラリー

を続ける」ということが重要な要因の一つであるということが言える。

（5）　卓球観戦経験については、リオオリンピックの卓球番組を観戦したという人が

約70% を占めた。近年卓球がメディアから取り上げられる機会が多くなったことも

表7　卓球のイメージ変化

かなり変わった 13.4% 
少し変わった 25.7% 
あまり変わらない 42.2% 
全く変わらない 18.7%
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影響しており、今後も卓球観戦者の増加が期待できる。

（6）　卓球のイメージ変化については、テレビで卓球を見たことによって卓球のイ

メージが変わったと回答した人が、約40% であった。さらにイメージの変化を感じ

た人の多くは、肯定的なイメージ変化を感じている人が大部分を占めており、これは

近年国際卓球連盟が観客目線を視野に入れたルール変更が、卓球のイメージ変化にプ

ラスの影響をもたらしていると考えられる。

本報告は、大学生が卓球に対してどのようなイメージを抱いているかを把握するこ

とに主眼を置き調査を行った。全体的な結果としては、卓球に対して肯定的なイメー

ジを抱いている学生が半数以上を占めていた。しかしながら、現在の日本のスポーツ

界は、野球やサッカー等のメジャースポーツへの関心が高く、平田（2000）の報告に

おいても、最も関心のあるスポーツ種目として「野球」を挙げている。その理由とし

ては、メディアの中での扱いの大きさが理由の一つとして考えられると示唆している

（平田，2000）。この点を考えると、近年卓球は、メディアから取り上げられる機会

が増えてきており、今後卓球に対する関心が高まっていくことが期待できる。

また今回の調査で卓球の魅力を伝える上で、「ラリーを続ける」ということが重要

な要因の一つであるということが明らかとなった。卓球というスポーツは、サッカー

やバスケットボールなどのスポーツと違って、長時間走り回るわけではなく、また野

球などのように遠くまでボールを投げたり、打ったりするわけでもない。卓球台は、

幅が152.5cm、長さが274cm、高さが76cm という限られた空間の中で、真ん中にネッ

ト挟んでお互いにボールを打ち合う。さらに、相手が打球した卓球のボールというの

は 1 秒間に何十回転も球が回転すると言われており、ラリーを続けるためには、ボー

ルのスピンやスピード、台との距離感など、様々なことを考えて、自分のラケット角

度を調節して打球する必要がある。そのため、卓球に初めて触れる初心者に対して指

導者は、どのようなことを意識すれば初心者でもラリーが続くようになるかという指

導法を検討する必要があるだろう。

また、現在スポーツの低年齢化が進んでおり、今後卓球人口の増加のためには、で

きるだけ早い年齢の時から卓球に触れる機会を作る必要がある。しかしながら、今回

の調査では、小学校の時に卓球に触れる機会が、他のメジャースポーツと比較しても

少ないということが考えられるため、小学校やさらには、幼稚園の時から卓球に触れ
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る機会をもっと作っていくが重要といえる。しかしながら近年、子供の体力・運動動

能力が低下傾向にあることや、運動する子供としない子供の二極化の傾向なども問題

視されていることから、指導者は地域のスポーツ少年団との連携等も視野に入れて、

卓球の普及に取り組んでいく必要がある。

今回の研究は大学生の卓球に対するの意識調査だけに絞って行ったため、今後は

他のスポーツとの比較や男女差による違い、年代による卓球のイメージの違いなど、

様々な観点から検討を行う必要がある。

【参考文献】
・松井 匡治 「運動部活動に関する実態調査」『仙台大学紀要』第24集　1993　pp.127-

153

・松井 匡治 「運動部活動に関する実態調査（2）」『仙台大学紀要』第25集　1994　

pp.103-124

・三戸　範之・浦井　孝夫「大学生の体育・スポーツの意識に関する研究：興味・関

心及びイメージについて」『秋田大学教育学部研究紀要』　48　1995　pp.81-90

・平田　忠「スポーツイメージに関する研究（1）日本人大学生によるスポーツのイ

メージ」『仙台大学紀要』第31集　2000　pp.47-58

・佐藤 誠・福田 馨「生涯スポーツの意識に関する研究」『九州産業大学健康・スポー

ツ科学研究』　2　2000 pp.1-27

・須藤　春夫「スポーツとメディアの融合 - スポーツコンテンツの問題性 -」『スポー

ツ社会学研究』13　2005　pp.23-37

・吉田　和人「生涯スポーツのための卓球テキスト　新装版」三省堂　2010

・ 林　園子「高校生の体育授業と運動・スポーツの意識に関する研究」『法政大学体育・

スポーツ研究センター紀要』　31　2013　pp.57-65

・公益財団法人日本卓球協会「日本卓球ハンドブック　平成28年版」　2016

・スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査」　2016
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卓球に関する意識調査

Ｑ 1 ．卓球についてどの程度関心がありますか？

1 　大変関心がある　　　　　　　　　 2 　少し関心がある　　　　　　　　　

3 　どちらでもない　　　　 4 　あまり関心がない　　　　 5 　全く関心がない

Ｑ 2 ．小学校のときに体育の授業で卓球の授業はありましたか？

1 　あった　　　　　　　　 2 　なかった　　　　　　　 3 　覚えていない

Ｑ 3 ．小学校のときに課外活動（特別活動）で、卓球クラブはありましたか？

1 　あった　　　　　　　　 2 　なかった　　　　　　　 3 　覚えていない

Ｑ 4 ．中学校のときに運動部活動の中に卓球クラブはありましたか？

1 　あった　　　　　　　　 2 　なかった　　　　　　　 3 　覚えていない

Ｑ 5 ．高校のときに運動部活動の中に卓球クラブはありましたか？

1 　あった　　　　　　　　 2 　なかった　　　　　　　　 3 　覚えていない

Ｑ 6 ．これまでに体育の授業やクラブ活動などで卓球を行ったことがある人にお聞き

します。卓球をやってみてどのように感じましたか？

1 　すごくおもしろかった　　まぁまぁおもしろかった　　 3 　どちらでもない

4 　あまりおもしろくなかった　　　 5 　全くおもしろくなかった

Ｑ 7 ．おもしろかったと感じた人にお聞きします。どのような所がおもしろかったで

すか？最も当てはまるものに○をつけてください。

1 　ラリーが続いたとき　　 2 　スマッシュを決めた時の爽快感

3 　相手との駆け引き　　　 4 　ボールに回転をかけること

５　その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
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Ｑ ８ ．おもしろくなかったと感じた人にお聞きします。なぜおもしろくなかったです

か？最も当てはまるものに○をつけてください。

1  ラリーが続かないから　　 2 　運動量が少ないから

3 　地味でマイナースポーツだから　 4 　ボールの回転のかけ方がわからないから

5 　試合で勝てないから

6 　その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

Ｑ ９ ．リオオリンピックで卓球競技の番組を見ましたか？

1 　見た　　　　　 2 　少し見た　　　　　 3 　全く見ていない

Ｑ1０．テレビを見る前と見た後で卓球に対するイメージは変わりましたか？

1 　かなり変わった　　　　 2 　少し変わった　　　

3 　あまり変わらない　　　 4 全く変わらない

Ｑ11．変わったと答えた人は、どのように変わりましたか？

【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】
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郝斌『流水　何ぞ曾て　是非を洗わん
――北京大「牛

ニュウ

棚
ポン

」の一角――』（三）

華　立（Li HUA）　姜　若冰（Ruobing JIANG）

向覚明　覚め難く明け難し
連日の雨で学外からの見物人が減り、労働内容も改められて、我われは建物内の廊

下と便所の掃除を命じられた。

建物内の仕事では、少し身を隠せるので、外で晒し物にされたり、外部の人に追

いかけられ詰問されたり、またいきなり暴行を受けたりするようなことが多少免れ

る。しかし廊下を掃除していると、通りかかる人は同僚か知人ばかりで、その屈辱感

は全然知らない人の前で雑草を抜いたりするときよりもむしろ甚だしかった。ある日、

廊下で1人のベトナム人留学生とすれ違った。彼は以前私の授業を受けたことがあり、

いつも丁寧で礼儀正しかった。こんなときでも、彼は私に向かって深く一礼した。し

かし私は非常に気まずかった。返礼すべき立場ではないだろうが、かといってしない

と済まない気もする。窮地に立った私は一心に箒を振って急いで便所の方へ掃いて

いった。その後しばらくしてベトナムの留学生は全員帰国した。しかしこのような経

緯から彼の名前はいまでも鮮明に覚えている。もう古稀になっているであろう。

私ですらこんなに気まずかったのに、他の年配の先生方の心情はいかばかりであっ

たろうか。彼らにとって、通りかかる人はみな自分の教え子か後輩で、屈辱感は私以

上に違いなかった。便所に入ってきて我われが掃除しているのをみて、そっぽを向い

て別の便所を探しに行った人もいれば、もう我慢の限界だったのか、あるいは度胸が

あったのか、そのまま用を足す人もいた。我われも見ぬふりをして自分の労働を続け

た。いわば「相看両不厭、只有敬亭山」〔相看て両つながら厭わざるは只だ敬亭山あ
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るのみ〕でも言おうか1。わずか数日のうちに、長年便器にくっ付いていた厚い尿の垢

は我われの労働により完全にこすり取られ、もとのセメントの色が現れた。

ある日の午前中、我われが文史楼2を清掃している最中に、いきなり怒鳴り声が聞

こえてきた。やってきた 2 人の学生は我われを一つの部屋に集めた。「おい、向達」、

中の 1 人が怒鳴りつけた。「おまえは大胆にも偉大な指導者毛主席を敵視しているのか。

実にこの上もない反動的行為だ。」向達教授は「牛棚」に入れられた際に、頭上に 2 つ

の「帽子」を被せられた。その一つは「反動学術権威」、もう一つは「右派分子」であ

る。前者の由来についてそれ以上説明の必要はあるまいが、また後者も1950年代の出

来事で、誰もが知っていることであった。しかし指導者に刃向う云々は、まったく

初耳であった。訳は分からなかったが、「敵視」の二文字が学生の口から出ただけで、

私はビンと全神経が張りつめたようになった。なぜなら、当時の批判闘争では、数学

でいう「同類項をカッコで括る」という方法が常套手段であったからである。たとえ

ていえば、ごった煮できるものはすべて一つの大釜に入れるという方法である。今日

もし向先生の「敵視」問題が批判闘争の的になれば、私は「（毛主席に）反対」という

罪3を着せられているので、道連れにされるに違いない。ここは正念場である。私は

とくに用心していた。

1 人の学生はこう言った。「おい、向達。我われは革命行動によってお前の巣窟を

捜索して、動かぬ証拠を掴んだ。おまえ、本当のことを白状しろ。」――いわゆる「革

命行動」と聞くだけで、我われ全員にとってその意味が明らかであった。彼らは向達

先生の自宅である燕南園50号を捜索して家財を差し押さえたのである。またその口ぶ

りからすれば、何か禁を犯すものでも見つけたようである。このような詰問は何回も

繰り返されたが、向先生は答えることも弁明することもできないまま、ただ茫然とし

　

1  唐代詩人李白「独坐敬亭山」の一句である。敬亭山は安徽省宣城市に所在。詩句本来の意
味は、官途で失意中の李白が敬亭山と向き合って静坐し、孤独な気持を敬亭山に託して
いた。ここでは便所で遭遇するときの気まずさを表わしている。

2  文史楼は北京大学総合図書館の北側に位置する校舎（教室）のこと。主として歴史学・文
学関係の講義に使用されていた。

3  原注：私の「罪状」は「毛主席の娘李訥を迫害した」というものである。「偉大な指導者毛
主席に反対している」に等しいとされている。
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た表情を浮かべていた。

すると学生は次のように追及した。「おまえの茶卓に毛主席の胸像の焼き物を置い

ているだろう。」

向先生は、「はい、そうです」と。

「向かい側の机の上に何が置いてあるか」。

向先生は、急須、目覚まし時計などを挙げた。

2 人の学生は、「我われを騙すつもりか」とさらに怒鳴った。しかし向先生はそれ

以上答えられなかった。しばらく膠着状態の後、学生が再び口を開いた。「向こう側

の机の上に虎があるだろう。毛主席に向かって牙をむき出しているじゃないか。向達、

お前はこういう形であらゆる知恵を絞って、偉大な指導者に対する怨念を示そうとし

ただろう。」

学生たちはこのようにして向達先生に15分間も罵声を浴びせつづけた。その罵声か

ら私はなんとなく事情を把握した。どうやら茶卓の向かい側の机の上にある虎は工芸

品のようなものらしかった。しかし向先生はあえて弁明しようとはしなかった。では

事態はこの後、どのように収束に向かったのか。かの時代特有の考え方をもった学生

は、壁に掲げてある毛主席の肖像の前に向達先生を跪かせ謝罪させた。向先生は抵抗

せずに従った。先生にとって、膝を屈したことは、これで二度目である。

では、向達先生はどのような人物であったのか。家柄や学問を論じること4はさて

　

◀向達、北京大学図書館館長、歴史学部教授、中国科学院学部委
員。中国古代史の研究で生涯を貫き、敦煌学創始者の一人。学
問に精通するだけでなく、人柄も個性的で気骨ある。ただし話
すことが不得意で、西南連合大学で敦煌に関する講座を開いた
とき、初回の受講者は教室いっぱいのほどだったが、二回目か
ら激減してまばらになった。助教だった鄧広銘はやむなく事務
室から職員を連れてきて空席を埋めようとした。

4  原注：向達先生は、1955年、中国科学院哲学社会科学部が最初に招聘した委員の1人であ
る。当時の学部委員の地位は、現在の科学院の院士〔アカデミー会員、学士会の会員〕に
相当するものになる。
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おき、ここで二つの出来事だけを挙げて、彼のひととなりを垣間見ることにしよう。

1946年、彼がまだ昆明にいた頃、聞一多暗殺の事件が起きた5。向先生は文を掲載して、

「特務はずっと前からいた」、「奴らの名はイヌだ」6と強く非難した。また1946年のク

リスマス・イヴに、北京大学予科に在籍していた女子学生沈崇が北京駐在の米国軍人

に暴行される事件が起きた。沙灘〔景山公園の東側一帯をさす地名〕にある北京大学

の紅楼7に、米軍の暴行に抗議し学生たちにデモを呼びかける壁新聞が張られた。12

月30日、正体不明の者が数人で、紅楼の時計台に張ってあった学生のストライキを呼

び掛けるスローガンを引きちぎろうとしていた。たまたま通りかかってそれをみた

向達先生は、身の危険を顧みず彼らに向かって、「きみらの主張が正当だというなら、

同じように壁新聞を書いて張ればよい。他人のものをちぎるのは卑怯だ。」と叱った。

言葉は短いが、正々堂々とした力強い声が周囲に響き渡った。彼らは向先生を囲んで

押したり手を出したりした。一層憤慨した向先生は、大学のキャンパス内でこのよう

な人身を犯す暴力行為はあってはならない、決して許せるものではないと、学長の胡

適に辞表を出した。しかし、多くの教授と学生団体が嘆願して彼を慰留した。学生の

　
　
　

5  原注：聞一多は詩人、学者、当時西南連合大学の教授であった。国民党の暗黒政治を憤
慨して論難し、1946年7月15日、昆明で国民党の特務に暗殺された。

6  原注：閻文儒、陳玉龍編：『向達先生記念文集』、第814頁、新疆人民出版社、1986年。
7  1918年に建てられた北京大学旧校舎の一つで、赤いレンガ造りの建物であったため、通

称で紅楼と呼ぶ。

◀北京大学燕南園50号、向達先生の住所。文革初期に家
財を没収され、蔵書に多数の貴重書があったが、その
後、康生に強奪された。
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抗議デモの後、北平市8警察局は大規模な「戸籍検問」を実施して、夜中に民家に押し

入り、無実の市民を何人も逮捕した。この時、向達先生はまたも立ち上がって、ほか

12名の教授と連名で『保障人権宣言』を発表した9。彼の名は当局のブラックリストに

載せられたが、彼は恐れることはなかった。それが往年の向達先生である。

しかし今我われの目前にいる彼は、訥々として言葉が出ない。弁明もしなければ抵

抗も見せない。さらに彼は、毛主席の肖像の前に土下座して、学生に命じられた通り

に、「私は有罪者であり、偉大な指導者毛主席に謝罪します」という句を唱えた。

今になって、その出来事をどのように説明すれば、読者のみなさんに理解してもら

えるだろうか。歴史はときにいたずらもする。わずか40年のうちに、あのときのすべ

てが一世を隔したかのように遠退いて感じられる。当時の事をありのまま、かつ理解

されやすいように説明することは想いの外難しいので、もう少し遡った話が必要であ

る。くどいと思われるかもしれないが、どうかご勘弁を。

今、かの文史楼の往事に触れて、みなさんは、あの 2 人の学生は智能に問題があっ

た、あるいは故意に挑発していたと考えるかもしれない。しかし事実はどちらの推測

にも該当しないものであったと、私は断言できる。つまり、 2 人の若者の言動を誤解

してはならない。私やその場にいたすべての人、ひいて当事者の向達先生さえも、彼

らの言動はある種の理念にもとづいていると実感した。彼らは話しぶりも振る舞い

も堂々としていたのである。当時の情勢に対して、我われは誰もが多くの困惑を抱

き、理解できず途方に暮れていた。ただ、我われの前にいたあの2人に関しては、次

のようにはっきり言い切ることができる。彼らの行動は、一個人のものではなく、彼

らの背後には全校の学生たち、ひいては幾千万もの同世代の青少年が立っていたこと

を我われはよく分かっている。子供には十分な判断能力がないということは、その年

齢ならではの弱点である。それゆえ大人の教育と指導が重要になる。だが当時、社会

全体が非理性的風潮に流され、一部の人が権謀術数をめぐらし、あえて青少年のこと

　
　

8  北平市、北京市の旧称。南京に首都を定めた蒋介石を中心とする中華民国政府が北京を
北平と改称したが、中華人民共和国の成立にともない、1949年から再び北京と称される
ようになった。

9  原注：連名したほか12人の教授は、陳寅恪、湯用彤、徐炳昶、朱自清、兪平伯、張奚若、
金岳霖、呉之椿、銭端升、陳達、許徳珩、楊人楩である。
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を「民心」とすり替えて利用し、指図したり煽ったりしていた。しかもこのような輩

は、上は当時の国家指導部、下は幼稚園、小中学校、商店といった施設の中に至るま

で、広く存在していた。思ってもみよう、社会がここまで乱れた以上、国家の正常状

態はもはや期待のしようもないだろう。そればかりか、そのような人たちに翻弄さ

れて、一種の「偉大な戦略を力強く実施する」風潮が大いに広まっていた。それゆえ、

社会に疫病が流行り、青少年層は全体として感染し、「狂熱的暴力的」集団性症候群

になったのである。今日になって我われは当時の現象をこのように見抜けるように

なった。それはあの時代の悲劇であり、そして我が民族の悲劇であった。もしそれが

ただ2、3の学生の個人的不良行為なら、教育を徹底できなかった我われ教員にも責任

がある。教師でありながら学生に非道なことをされるのは、自分にも反省の余地があ

るが、しかし当時の青少年たちは、ほとんど例外なく上記のような「狂熱的暴力的」

集団性症候群であった。その原因はどこに求めるべきだろうか、その責任はけっして

数人の教員が担わされるべきものではないだろう。

信じがたいことだろうが、当時、わざわざ人民元の紙幣を日光または蛍光灯の光に

照らして、中から「毛沢東打倒」の字を見つけ出したという人もいた。また当時よく

目にしていた毛沢東の写真の印刷版が、上半身がやや斜めに向いていたため、片方の

耳しか見えていなかった。このことも「毛沢東主席反対」の確証にされた。つまると

ころ、群衆が理性を失い感情的なイデオロギーにマインドコントロールされてしまっ

た場合は、どんなに荒唐無稽な行動でも起こすことがありえるのは、古今東西におい

て例外が無かった。清末に遡れば義和団10がその一例である。義和団に入った信者た

ちは、口で呪文を一通り唱え終ると、自分の体に「刀槍不入」の不思議な力がついた

ことを本心から信じ、目前にある西洋の鉄砲にも恐れずに立ち向かっていった。こう

した行動は厚い信仰に拠っているに違いないが、しかし、その信仰が敬虔であればあ

るほど愚かさも極端になる。敬虔さと愚かさが表裏一体のものを非難しても、それだ

けでは是正することにはつながらない。あの時代から数十年も経った今こそ、理性的

でかつ立ち入った分析が求められている。つまり、 2 人の若者は自分の理念や考えに

10 清末に山東省に興った秘密結社の一種で、後に華北一帯に広がった。キリスト教の布
教、列強の中国進出への反感などから反帝国主義を唱え、武力的排外運動を行った。
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もとづいて行動していた。その理念と考えが当時の社会において主流を成すもので

あったからこそ、 2 人は「正々堂々」と振舞えたのである。

先の出来事が起きたとき、向先生はすでに66歳の老人であった。清朝末期から、北

洋軍閥の時代、中華民国時代、そして中華人民共和国期、彼はいくつもの歴史の時代

を生きてきて、中には「右派分子」にされることまで経験した。海外における経歴に

関して言えば、イギリス、ドイツ、フランスなどの国々を歴訪しており、国際的な見

識も豊富である。向先生が通った橋の数はあの 2 人の学生が通った道の本数よりも多

いと言っても過言ではないだろう。そればかりではない、向先生は典型的湖南省人の

気性であり、物事を白黒分明にし、けっしてお人よしの性格ではなかった。一例を

挙げれば、1948年、胡適が北京大学総長に在任中、彼が総長室にやってきて単刀直入

に問い詰めた。「胡先生、貴方が北京大学図書館の図書購入予算の全額を『水経注』11

の購入に充てたそうですが、我われ教員の研究に必要な新しい資料の補充も、学生

たちに必要な教育図書の補充もできなくなって、これは果たして正当な大学運営のあ

り方と言えるのでしょうか。」12そう話すときの表情は大変厳しかった。北京大学の特

別講義に招かれてアメリカから帰国し、偶然その場に居合わせた鄧嗣禹13教授はその

後、次のように回想している。「大変な剣幕で舌戦が避けられない状況になったので、

私は急いでその場を離れた。」この件の前後関係については、『胡適書信集』からも辿

ることができる。胡適の張元済に宛てた書簡には、「北京大学が永楽大典本『水経注』

の後半部分を購入するため、九百六十万元の法幣14を支払った。実に恐ろしい価格で

あった。確かに玄伯15が一冊三百万で値段交渉をしていた（著者原注―ここは原文の

11 『水経注』、中国最古の地理書、40巻。 3 世紀頃の著と考えられる『水経』に北魏の酈道元
が注を施したもの。10世紀頃から内容や配列が乱れたが，清代・民国期の研究によりほ
ぼ原型に復元された。

12 原注：鄧嗣禹：『北大舌耕回憶録』、台湾『伝記文学』、第46巻、第1期所収。また王世儒・
聞笛編『我與北大：「老北大」話北大』、第541頁、北京大学出版社、1998年。

13 原注：同上。
14 法幣、中華民国政府の1935年11月 3 日の幣制改革 により政府系銀行が発行した銀行券

（不換紙幣）を、中国の法定貨幣（Fiat Money） として流通させたもの。
15 李玄伯（1895-1974）、本名は李宗侗、清末名門官僚の出自、中国史専門家。1924年海外

の留学先から帰国後、北京大学教授などを歴任した。
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とおりだが、誤りの恐れがある）。私はその後用事で南京に行き、帰ってきたら本学

がすでに九百六十万元で購入したことを知らされた」とある。16これは1947年前半の

ことである。それから約 2 年半の間、胡適は無我夢中で『水経注』の研究に没頭した。

彼によれば「一日中 7 、 8 時間研究を続けることもあった」。17

往事についてもう一つ触れたい。抗日戦争中、向達先生は 2 回にわたって敦煌に調

査研究に赴いた。そこで、張大千18が個人の好みから、敦煌千仏洞〔＝莫高窟〕内の

壁画を勝手に持ち去ったことを聞きつけた。仏教美術を厚く愛し、固く守ろうとする

向達先生は、当然ながらこのような行為を断じて許せなかった。彼は「方回」のペン

ネームで新聞紙に投稿してこのことを暴露した。これによって当時の文化人の中に大

きな衝撃が走った。

以上の紹介を通じて、みなさんは一つの疑問を持ったかもしれない。このような経

歴や見識、そして性格の持ち主である向達先生が、どうしてあの2人の学生の前で一

言も弁明せず、言われたままに土下座して謝罪したのだろうか。今この時にあたって

いったいどのように解釈すべきだろうか。

向達先生よ、貴方がいくら学問に精通していても何ができたのだろうか！ただ、私

が思うには、先生は状況を「これは万やむを得ない」とみただけではなく、自分が直

面しているのは、ただの 2 人の無礼な学生ではなく、社会的に蔓延していた一種の疫

病の現れであると察しておられたのであろう。 2 人の若者は、先生のような世事に通

じた年長者の目には、むしろ異常な精神状態に陥った重病患者のように映った。彼ら

は哀れであると思ったかもしれない。つまり、どこの家でも年長者は、病気を患って

いる子供を厳しく追及したりはしないだろう。ましてやこれは暴力的「紅衛兵文化」

と弱小化した「正常文化」の間の衝突の一幕であればなおさらである。先生はやむを

得ない境地に立たされ、暴力的で強い勢力と病態的文化の中に置かれて、すでに不幸

を極めていた。その対応のあり方は、寛大さと広い度量をもつ先生ならではのもので

　
　
　

16 原注：『胡適書信集』中巻、第1084-1085頁、耿雲志、欧陽哲生編、北京大学出版社、1996
年。

17 原注：同上書、第1140頁、「致趙元任夫婦」（1948年3月24日）、耿雲志、欧陽哲生編、北
京大学出版社、1996年。

18 張大千（1899-1983）、四川省出身、中国近代の書画家。書、篆刻、詩の分野でも活躍。
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あったというほかはない。

向達先生の本籍は湖南省溆浦県であり、字を「覚明」としている。よく使われてい

たペンネームの一つが「仏陀耶舎」である。私の師友である張広達19の解釈によれば、

「仏陀耶舎」の四文字は「覚明」に対応する梵語である。向達先生は漢語と梵語の両方

を用いて自分の字としていた。このことからも、彼が覚悟を重んじ生涯を通じてそれ

を追求していたことがわかる。しかしいよいよ人生の晩年に来て、まさかこのような

境遇に置かれ、「覚」とも「明」ともならないとは、誰も思ってもみなかっただろう。

まさに

　　設神壇　民主科学発軔地　　神壇を設く　民主科学　発軔の地

　　両不堪　愚賢老少念書人　　兩つながら堪えず　愚賢老少　念書の人

太平荘へ強制移動
1966年の国慶節が近づいてきた。私の心にひそかに一つの期待が生まれた。もし監

視役の学生らが 2 、 3 日でも休みを取るなら、我われにも多少は息抜きのチャンスが

来るだろう。

9 月27日午前、大学の校内でいつもの強制労働をしている最中、突如「系文革」〔歴

史学部に設置された文革管理委員会の略称〕から知らせが来た。「 2 時間後に各自の

荷物と「毛選」〔『毛沢東選集』の略〕を持参してこの場所に集合せよ、怠ってはいか

　

◀『向達先生記念論文集』。向達先生逝去20周年のとき、同世
代旧友と門人たちがこの学術論文集を出版して記念の意を
捧げた。趙朴初が題した詩で、「沉酣經史探鳴沙，學究敦
煌自大家，頭白析疑艱一字，心甘負謗殉無涯」とあるよう
に、向達先生は1958年に「右派」と誹謗され、「文革」まで
10年近く汚名を負いつづけたが、その間でも著述は絶えて
いなかった。

19 張広達、1953年北京大学歴史学部卒、1983 ～ 1989年北京大学歴史学部教授。1989年以後
は国外居住、専門は唐末から宋初までの社会変革史及び東西文化交流史。
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ん！」と。我われ総勢24名の「牛鬼蛇神」のうち、唯一名前が入ってなかったのは陳

芳芝だった。

北京大学では 6 月初めに学長の陸平が失脚した後、しばらくは上から派遣された

「工作組」20が大学の管理を代行していたが、 2 カ月もしないうちに、江青、康生らの

煽動によって、尻に火がついた如く慌てて大学から退去した。その後、いわゆる「紅

色権力機構」の「北京大学文化革命委員会」が誕生し、大学のすべてを掌管するよう

になった。この委員会は主任〔委員長〕の座には例の聂元梓を、ほかに在学生、〔雑役

などの〕労働者と教員若干名を加えて、騒がしく登場した。各学部でもその真似をし

てそれぞれ下級レベルの「系文革」が設置され、こうして北京大学の上下二級の「権

力機構」が成立したわけである。その話はさておき、すでにおちぶれて「牛鬼蛇神」

となった我われにとって、「系文革」から命令が来た以上、従うほか選択肢はなかっ

た。

徐天新、呉代封、范達仁、夏応元と私の 5 人は当時、教員共同宿舎の19号楼に住ん

でいた。我われは文革以前からしばしば農村に行かされることがあり、荷造り用の紐

やベルト、懐中電灯などは常備品だったので、荷造りは早々終わった。19号楼の玄関

には一台の共用電話がある。市内の我が家の近くにも共用の電話があるので、19号楼

を離れる際に、どうしても家族に電話して自分の状況を知らせたかった。しかし考え

てみると、どこへ連行されるのもはっきりしないし、それより、今の我われはもはや

電話をかける権利すら認められていない状況である。人目の多いこの場所であえて電

話をすることは、自ら危険を招くような行為にほかならない。けっきょく我われは誰

もがその電話に手をかけなかった。

時節は晩秋で、十分な衣服が不可欠である。しかしこれからは荷物を背負って歩く

ことになるので、たくさんは持てない。ほんとうに進退きわまった。我われが集合場

所に着いて、何人かの年配の先生も家族に荷物を自転車で運んでもらって、次々と来

た。ところが校園内の朗潤園に住む鄧広銘先生の 1 人だけが、燕東園に住む楊人楩先

生と中関園に住む邵循正先生よりずっと近いのに、なかなか姿を見せなかった。つい

20 工作組、党の上層部より派遣される管理権限をもつチームのこと。張承先を責任者とす
る工作組が北京大学に進駐した後、造反派の暴力的行為を制止したことで批判を浴びる
ようになり、撤収されることとなった。
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に監視役の学生が怒り出したそのとき、ようやく鄧先生があらわれた。ここ2カ月間

で我われ一群は「牛鬼蛇神」とされ、浮かぬ顔をする毎日だったが、鄧先生をみたそ

の瞬間、全員が思わぬ笑いそうになった。鄧先生が持ってきたのは 1 枚のダウンの掛

け布団である。梱包時に空気をちゃんと押し出せなかったため、布団がふわふわして

かろうじて担いで来られた。また、ダウンが柔らかいので、自宅から集合場所まで歩

いて来る途中で荷物の紐がゆるんでしまい、中に包まっていた衣類が落ちそうになっ

ていた。寒さすら感じるほどの天気だが、鄧先生は体が太っており、びっしょりと汗

をかいていた。監視役の学生がその様子をみて、ひたすら「ブルジョア階級の生活方

式だ」と罵声を浴びせた。時間は一分一秒と過ぎていったが、鄧先生は荷物をくくり

直そうとして、どうしても上手くいかなかった。試しに我われが近寄って手を貸そう

としたら、学生らはこれを禁じなかった。こうしてようやく荷造りが終わって全員が

出発した。

我われは一列縦隊になって、先頭と最後尾には護送の学生がいた。東校門を出てか

ら京包〔北京−包頭〕鉄道の清華園駅まで歩き、この駅で北行の列車に乗った。車内

で我われは互いに顔を見合わせ、不安をつのらせた。果たしてどこへ連れて行かれる

のだろうか、まさに「前途未卜」〔前途予測できぬ〕という言葉の通りであった。列車

に乗ってから40分、南口駅に着いて下車を命じられた。駅のホームを離れると東へ

と向かった。これをみて徐天新と呉代封の2人は、「太平荘に行くのだ」と判断をした。

その声は夜間行軍中の合言葉のごとく、耳の遠い向達、楊人楩、楊済安以外、連行さ

れているすべての人に伝わった。おおよその行き先が分かって、とりあえず心の重し

が半分ぐらい軽くなった。

「太平荘」は、明の十三陵の 1 つである定陵の南にあり、定陵からは 5 、 6 キロ離

れている。ここはもともと昌平県の緑化大隊が開拓した営林場で、数十軒の煉瓦造り

の家屋と、傾斜地の畑が 8 、 9 か所、いくつかの山の上に散在していた。近くには三、

四十戸の住民をもつ、太平村と呼ばれる小さな村がある。緑化大隊がここに進駐した

当初、周囲は一面の荒野で地名もなく、村の名にあやかって太平荘と呼んだ。
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遡っていえば、 1 年前の1965年、歴史学部が上からの指示に従い、「半工半読」21の

実験をここで始めたとき、営林場の家屋と土地が昌平県から北京大学側に引き渡され

たのである。歴史学部の 1 、 2 回生は燕園のキャンパスを出てここに来、「象牙の塔」

のくびきから解放されたと、意気軒昂であった。太平荘で挙行された入学式で、北

京市党委員会書記、教育担当の鄧拓22が出席して、市はこの実験の結果に高い期待を

寄せている云々との祝辞を述べた。ところがそれからわずか数日後に、「馬南邨」の

ペンネームで『北京晩報』に連載していた鄧拓の雑文『燕山夜話』が、「反党反社会主

　

◀写真は北京大学昌平校区の裏
口。この門を出て西北へ向か
い、石が散乱する河原を通過
し て、30分 く ら い で 我 わ れ
を収容する「牛棚」に辿りつ
く。当時ここに監禁されてい
た北京大学経済学部の厲以寧
教授は、「破陣子」の詞におい
て、その光景を「乱石灘前野
草、雄関影裡荒灘」とした。

◀太平荘という村は北京郊外の
昌平県にある。当時二、三十
戸が住んでいた。我われの
「牛棚」はここから500メート
ルほど離れている。「牛鬼蛇
神」とされる我われがここの
売店にきて石鹸などを買うと
き、外出の許可及び一人の同
行者が必要となる。その同行
者は管理者に事後の報告をす
る責任を負っていた。

21 「半工半読」、労働に従事しながら勉強するとの意味。毛沢東が提唱した教育改革の一種
である。

22 鄧拓、政治家、ジャーナリスト。1930年中国共産党に入党、『人民日報』社長、総編集長
を歴任後、北京市党委員会書記に任命され、1966年5月批判を受けて解職され、その直後
自殺した。
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義の悪論」であると非難された。批判の文章は日を追って増え、標題に使われる文字

のサイズも大きくなる一方であった。これをみて学生たちは落ち着きを失い、「太平

荘」は「黒
もぐり

の店」であるという流言がたちまち広まった。歴史学部の若手教員で党支

部書記やクラスの担任をしていた范達仁、徐天新、呉代封らは、宿舎を回って説明に

奔走したが、学生の動揺は収まりそうになかった。当時北京市党委員会の大学科学部

に在職していた彭珮雲は、北京大学を拠点に調査研究を行うため北京大学党委員会の

副書記を兼任していた。彼女は太平荘と北京市党委員会の間を行き来し、一度太平荘

に来ると一週間ないし10日間滞在することもよくあった。歴史学部の「半工半読」の

実験が北京市党委員会の指導を受けていることは、誰もが知っていたのである。それ

からしばらく経って、1966年6月1日の夜、中央ラジオ放送局の「各地人民廣播電台聯

播節目」23で聶元梓らの「最初のマルクスレーニン主義の大字報」が全国向けに放送さ

れ、その標題に批判対象として彭珮雲の名も挙げられた。それを耳にした学生たちは、

すぐさま荷物を片づけて大学へ戻ろうしたが、すでに真夜中で交通手段がなく、夜明

けまで寝ずに論争をしつづけた。翌朝、200人の学生は水門を押し上げた激流の如く、

「黒の店」太平荘から脱走して、一気に燕園のキャンパスになだれこんだ。これまで

口を酸っぱくして学生の説得に当たってきた若手教員たちは、為す術もなくただ呆然

としていた。彼らが燕園に帰って来ると、気を取り直す間もなく、真っ先に批判を受

けたのは彼ら自身であった。

さて話を本題に戻そう。我われ「黒幫」一行が東へ向かって約１時間歩いたのち、

当時の通称では「北京大学200番地」と呼ばれる場所に着いた。現在の名称は「北京大

学昌平校区」である。こちらの道路は燕園キャンパスよりずいぶん広く、この校区で

授業していた技術物理学部、無線電学部と力学学部の学生と教員はみな「革命」のた

めに大学に戻ったので、あたりは静かで、混雑して騒々しい燕園とは対照的で、まる

で別の世界に来たように感じる。ここで我われはようやく荷物を下ろしトイレに行く

ことを許可された。たまに人が通りかかるが、我われにいぶかしげな目線を投じるだ

けで、とり囲んでくることも批判しにくることもなかった。この2カ月余りの間、た

23 毎晩放送される中国全土のニュース番組である。1951年に創始され、1995年より「全国
新聞聯播」と改称。
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とえまったく知らない人でも、我われを見かけて囲みも批判しにも来ないことは、今

回が初めてである。しかしここは我われの目的地ではなかった。少し休憩をとった後、

監視役の学生の指示に従い、我われは荷物を担いでこの校区を通り抜けて、後の門か

ら出た。さらに40分ほど歩いて、ようやく太平荘に辿りついた。この間歩いたのは河

原である。地面に大小の石が無数に散在していた。我われは手で肩の荷物を支え、目

は足元を見つめ、ぐらつかない石を探して一歩一歩慎重に踏んでいき、かろうじて体

のバランスを保ち、転倒しないようにしていた。太平荘で我われは学生の宿舎に泊ま

り、第1期6カ月間の強制収容生活がここに始まった。

我われを太平荘に連行することが誰の発案によるものだったのか、よく分からない。

これまでに我われは、昼間は強制労働または批判闘争を受けてきたが、夜は宿舎か自

宅に帰って、なんとか一息を入れる間はあった。しかし太平荘に移動させられてか

らは、昼夜問わず監視下に置かれることとなった。これが北京大学の最初の「牛棚」

である。その後、燕園の民主楼24の西側、つまり現在「賽
サ ッ ク ラ ー

克勒考古と芸術博物館」が

建っている場所で、全学の「牛鬼蛇神」を収容できる、もう 1 個の大型「牛棚」が作ら

れた。季羨林先生が『牛棚雑憶』25の中で述べた「牛棚」はすなわちこれを指している。

「校文革」が太平荘からヒントを得てこれを作ったのかどうかは、記録がないので知

る由がない。しかし言えるのは、当時の北京大学の社会的地位も手伝って、この種の

「牛棚」を作ったことは、のちに各地で同様なものが作られる先例となったに違いな

い、ということである。やがて「牛棚」という施設が全国各地に及び、そこで冤罪を

被り迫害を受けた人は幾千、いや幾万を下らない。その発案者は今、静かな夜に手を

胸に当てて振り返ったとして、果たしていかなる心境だろうか。数年前に『聶元梓回

憶録』が世に出た。聶氏はその書の中で責任をとれないとはっきりと言い切った。理

由は、北京大学の局面は彼女一人で制御できるものではなかったからだという。26

確かに文革中の中国社会は、乱世に群雄が争う如く、大きく言えば国家全体、小さ

24 民主楼という校舎は、北京大学正門（西門）の近くにあり、文革前は西方言語文学部。現
在は外国語学院本部の所在地。

25 季羨林（1911 ～ 2009）、北京大学東方言語文学部教授、言語学、歴史学、仏教学など多
分野で博学。氏の文革回想録である『牛棚雑憶』は1998年、中共中央出版社より出版。

26 原注：『聶元梓回憶録』を参照。時代国際出版有限公司、2005年。
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く言えば一つの部署まで、どこも 1 人の力で制御できる状態ではなかった。これは事

実である。しかし聶氏のこうした論理に照らして考えれば、「文革」の歴史に対して

「責任」というものは、もう追及はできなくなる。しかしあなたはこの一言で、北京

大学の当時の出来事との関係から逃げられると思っているのだろうか。数十年が過ぎ

た今、責任を論じれば、上から下まで、さまざまな人が関係している。あなたは自分

がとるべき責任の分を認めればよい。ただ、聶さんよ、あなたがとるべき責任とは何

だったのか、今こそ胸に手を当て自分の良心に尋ねるべき時である。この期に及んで

なお反省しなければ、もう手遅れになってしまうだろう。

まさに

　　一波帯動万波湧　　　　一波帯動して　万波湧く

　　此罪此孽終須贖　　　　此の罪此の孽い　終に須く贖うべし

閻文儒師に侍すること親の如し
文革初め、歴史学部の 1 、 2 年生は、半工半読基地〔太平荘〕から学校へ戻り、そ

こには留守番として 2 人だけ残された。 1 人は、昌平県緑化大隊が派遣した果樹技術

◀現在の北京人民警察学院。当時我われはここに
監禁されていた。もともとこの一帯は荒れ山で
地名すらなかったが、500メートルほど離れてい
るところに太平荘という小さな村があったので、
その名にあやかってここも「太平荘」と呼ばれた。

◀北京人民警察学院近くの「中日友好林」。
 1966～68年我われがここに監禁されたとき、桃

の木は植えられたばかりで結実に至っていな
かった。
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員の鮑さん、もう 1 人は、北京大学の炊事係の崔さんである。学生たちは引き上げて

ものわびしく 4 か月が経ったが、厨房に食糧がまだたくさん残っているし、食、住な

どの生活用品と設備が備わっている。「系文革」の誰か知らないが、太平荘を想い出し、

それで歴史学部の「牛鬼蛇神」たちはすぐさまここに送られた。ここは、基本的な生

活用品がそろっているうえ、交通が不便で閉鎖的であるから、恰好な労働改造所だっ

たのである。

我われを受け入れるため、はやばやと1つの大部屋のカギが開けられた。ちょうど

私たち23人が入居できる部屋である。学生たちの宿舎として、もともと２段ベッドが

置かれていたので、我われ若者は自らの寝場所をベッドの上段にして、下段を向達、

楊人楩、商鴻逵、鄧廣銘、邵循正、周一良、閻文儒、宿白、楊濟安などの年長者に

譲った。

翌日、時間割と管理規則が知らされた。起床は朝６時。15分後の笛で全員集合して

点呼をする。それから顔を洗い、身支度を整え、１時間の「天天読27」をしてから朝

食である。午前午後には各４時間の労働が課され、夕食後は『毛沢東選集』の学習及

び自白と告発の書類を書かされる時間である。日曜日の午後だけ労働が免除され、洗

濯したり互いに理髪をしたり、付近の村の売店に行って切手を購入し手紙を出したり

することができる。ここで我われを監視管理する学生は、多い時に３、４人、少ない

時は１人だけである。ほかには、神経衰弱で睡眠障害を起こし、医者の判断に従いこ

こで療養する学生が 2 人いた。こうして太平荘では、「牛鬼蛇神」は「十万戸」、革命

群衆は「二、三軒」28という局面になっているが、さいわいにも北京大学校内で毎日追

われ囲まれて批判されるようなことが免れた。しかし、監視役の学生はまた新しいや

り方を考え出した。

我われは一日三食、毎回食事の前に毛主席の肖像の前で列を作り、頭を下げ、腰

27 「天天」とは、毎日。「天天読」とは、毎日毛主席の著作を学習することを指す。
28 原文の「十万戸」と「両三家」は、中国唐代詩人杜甫「水檻遣心」詩を引用している。詩の

最後の二句「城中十万戸、此地両三家」は、成都城内の人口が密集する賑やかさと、郊外
で住居が二三軒散在する環境とを対比した。ここでは、太平荘に収容される「牛鬼蛇神」
の多さと監督学生の少なさを対比している。
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を曲げ、その日に指定された1人がまず「毛主席語録」を一段落読み上げてから、我

われ全員で一斉に「偉大なる指導者毛主席に罪を詫びる！」と大声で叫ぶ。つづいて、 

1 人ずつ自分の姓名を名乗るが、姓名の前に自分の頭上に被っている「帽子」を加え

なければならない。このような罪を認めなければ食堂に入れない決まりは、我われに

とって屈辱だけではない。午前 4 時間の労働を終え、昼食の2つの窩頭〔トウモロコ

シの粉で作った蒸しパン〕で腹を満たそうとしているときに、まず「罪を詫び」なけ

ればならないとなると、気分が一気に沈みこみ、目の前の窩頭ものどを通らなくなっ

てしまう。しかし、人間の胃腸は自ずと適応してくるものである。この感覚は、わず

か数日で弱まり、最後は完全に感じなくなった。我われは毎日儀式のように「罪を詫

び」、窩頭も平気で食べられるようになったのである。

「帽子」といえば、私が被っていたのは1つだけで「現行反革命分子」というもので

ある。詳細は後述する。向達先生の「帽子」は 2 つ、「反動学術権威」と「大右派」で

ある。周一良先生は最初 2 つであったが、のちに 5 つまで増えた。商鴻逵先生の「帽

子」は、「歴史反革命分子」と「反動学術権威」の2つを除いて、もう 1 つ「黄色文人」

というものがある。

「黄色文人」という言い方は、ユニークに聞こえるが実は嫌味たっぷりなものであ

る29。起因は1934年商鴻逵が北京大学の院生時代に、指導教師の劉半農30と一緒に『賽

金花本事』を共著したことにある。賽金花は有名な遊女で、晩年は劉半農の提言を受

けいれ、長編の口述自伝を残した。自伝は彼女の生い立ちや家庭状況まで言及してい

る。初婚は状元〔科挙試験のトップ及第者〕の洪鈞に嫁ぎ、大使夫人として欧州に数

年駐在してドイツ語が堪能であった。北京で上流社会と交際し一世を風靡した。その

後遊女に転落するが、北京と天津の二大都市で名を馳せ、とくに庚子年〔1900年〕に

8 か国連合軍総司令ヴァルダーゼーとの噂が有名である。彼女のこの口述は、すべて

商鴻逵が筆録し整理して完成させたものである。出版直後、世間の反響を呼び、映画

化しようとする名俳優も現れたくらいである。実は、『賽金花本事』は歴史資料とし

29 「黄色」は中国語において近代以降、ポルノグラフィーの意味をもつようになった。
30 劉半農（1891-1934年）、中国近現代史における文学家、言語学者、教育家である。1920

年代フランス留学を経て北京大学の教授に就任した。
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ての価値が非常に高く、胡適が「口述歴史」を提唱するよりも早く、多くの歴史研究

者に認められていたものである。

太平荘の話に戻そう。一日三食、食前の「罪詫び」ときに、我われが口にした「罪」

は、すべて政治的なものである。当時の風潮で仕方がないことであった。しかし、商

鴻逵先生に被せた「黄色文人」という「帽子」は、「政治的」角度から見れば、さまざ

まな「罪名」のなかでは、「閑罪」、すなわち大した意味がない罪に過ぎず、量刑する

ならば、べつに重みもないものであろう。ただ、教授の頭上にこのような「帽子」を

被せることとなると、大変重い侮辱となってしまうのである。そばにいる我われみん

ながこのように感じていたのに、商先生本人はどうだったのであろうか。一日三回受

けた辱めは、恐らく我われ以上であったに違いない。

『毛沢東選集』を学習し「反省」の心得を交流させるのも、彼らのやり方の一つで、

しばしば行われていた。ある日差しが暖かい午前中、監視役の学生高海林は突然の思

いつきで、我われに労働をさせず、部屋前の風下で円形に座らせ、「反省」の座談会

を開いた。まわりに何羽かの小鳥が飛び回り、我われの気持ちを和らげてくれるとこ

ろか、逆に我われをからかっているように見えた。

だいたいこの場合は、発言しないわけにもいかず、発言をしても禍を招くことが多

い。口を開けば「私には罪あり」、「私は必ず人間改造をする」といった自虐的なセリ

フしか口にすることができない。自ら恥をさらすようなものであるので、このよう

な時は、誰もが先を争わず、人より遅れることを願う。あるとき毛沢東の『湖南農民

運動考察報告』を読み終わり、つづいて「反省」会が開かれた。これが初めてではな

かった。みんなは毛沢東のこの文章の主旨は、前世紀二十年代湖南省の農民運動は

「極めて良く、決して悪くはない」と断定するものであると知っている。「牛鬼蛇神」

とされている我われが、この文章を読む際に決まって次のようなことをいわなければ

ならなかった。つまり、打倒された湖南の郷紳と自分を結び付け、当時の農民たちが

彼らを「地面に押し倒し片足で踏み付ける」ことと、今の紅衛兵たちが我われを摘発

することとは、二つながらに歴史の必然的な成り行きであり、同様に「極めて良い」

ことである。紅衛兵の若い連中は我われを救い出してくれているのだと。

このように言わなければ、監視役の学生が気に入ってくれないのであった。この発

言のトーンは、すでに決まっており、一人が言ったばかりでも、次の人が同じことを
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繰り返しても構わない。重複は気にされないのである。向達先生はあの日、発言のは

じめにこう言った。「湖南農民運動の最盛期、私は湖南にいた。ちょうど農村にいた

ので、実際に身を以て体験した。」彼の話は私の好奇心を引き起こし、一体どのよう

なことを話してくれるのかと、期待していたが、結局、彼は当時の所在地の地名と農

村にあった些細なことしか触れず、農民運動にまったく言及しなかったし、「極めて

良い」や「極めて悪い」などといった主旨にも結びつけなかった。メリハリのない話

し方は普段の彼の講義と変わらなかった。私は失望した。しかし高海林もその話から

問題を見付からなかったので、そのまま通したのである。「牛棚」に入って2 ヵ月も過

ぎたのに、向先生は未だに変化した環境に自分の身分や話し方を合わしきれていな

かった。依然として従来の会議に出席しているかのように、即興で発言をしていたの

である。

他の日、向先生はまたもや最初に発言した。彼は、「ここへ来るとき、私は家内に、

私にもしものことがあったら、あなたは燕生のところへ引っ越しなさいと、言ってお

いた。だから、私は何も気に掛けることがなく、安心してみんなと一緒に学習するこ

とができた」と言った。向先生がここまで言ったとたん、高海林が跳ね上がり、向先

生に向かって、「立て、頭を下げ、腰を曲げろ」と命令し、「おまえは監督者に抵抗し、

反撃を目論んでいるのか」と怒鳴った。

向先生が言う燕生は、長男の向燕生のことである。彼は脅かされている病弱の老妻

が万が一の時には息子に頼るようにと、言い付けたのである。これは老夫婦の間に交

わされた、胸を締め付けるような別れの言葉であった。向先生はなぜこの会議中でこ

のことに言及したのだろうか。当時三十過ぎの筆者は若いゆえにその話を聞いても深

◀向達先生のレリーフ肖像。北京大学図書館南玄関の
内壁に歴代館長のレリーフ肖像が嵌められている。
李大釗から始まり、最後の一人は向達である。1958
年彼は「右派分子」に指定され、よって館長の職も解
任された。

 現在、毎日図書館を出入りする学生は多いが、彼の
ことに気づく人はどれくらいいるだろうか。



―66―

郝斌『流水　何ぞ曾て　是非を洗わん――北京大「牛棚」の一角――』（三）（華・姜）

く考えなかった。つぎに言及することが起こってから、当時の話をふと思い出し、全

身に冷や汗をかいたのであった。

炊事係の崔さんは、我われに良くしてくれていた。労働からの帰り道に充分の薪や

枯れ枝を持って来れば、就寝前に足湯ができるように、2、3日ごとに彼は大きな鍋で

湯を沸かしてくれた。しかし、厨房まで湯を汲みに行くには、我われが住む川岸から、

小さな山の斜面を登らなければならない。夜は真っ暗で北風も強い。宿舎に戻って来

ると、熱い湯がもう冷めてぬるくなってしまう。私はものぐさで足湯を省いて、その

まま布団に入り自分の体温でゆっくりと温まるのを待つことが多かった。

この時、閻文儒先生は、まず向達先生の洗面器を持って湯を汲みに行き、汲んでき

た湯を向達先生の足元に置いてから、もう一度自分用の湯を取りに行った。向先生が

足湯を終え、閻文儒先生は今度、黙ってその洗面器を部屋から持ち出し遠い川岸に捨

ててくる。監視役の学生が巡回に来る時は、彼はそれをやめておく。後になると、閻

先生は湯汲みや水捨てだけでなく、向先生の靴と靴下を脱ぎ靴下と靴を履かせてあげ

ることまでしていた。向先生は普段からかしこまっていてほとんど表情を崩さないが、

この時、閻先生の世話を受けながらも平然として意に介さず、当然受けてよいように

見えていた。傍で見ている私は少し意外に感じたが、鄧広銘先生は横で口を突き出し

て示してくれた。私は2段ベッドの上段から下を覗いてみると、向先生の両足がひど

くむくんでいたのであった。翌日、山の斜面で労働をしている時、左右に人がいない

のを確認してから、鄧先生は声をひそめて私に教えた。「これは良くない兆候だ！『男

の靴履き、女の冠かぶり』31と言うから、彼はもしかして『靴履き』になったのだ！」

鄧先生はこの話をした際の顔色は、向先生よりも厳しかった。「靴履き」と「冠かぶり」、

これらの生活経験は、私は鄧先生の口から初めて聞いたのであった。

二日後の昼食前の整列「罪詫び」の時間に、向先生がいなくなった。宿舎に戻り、

彼の荷物や生活用品はそのまま置いてあった。噂では彼は病気治療のため、市内の校

内に戻ることを許されたそうだ。

年を越して1967年 3 月、市内の校内での労働復帰が許され、私を含めて最後の 5 人

31 民間のことわざ。男性の場合は足元のむくみ、女性の場合は頭のむくみが、人間の健康
と命を脅かす危険信号として捉えられていた。



―67――66―

大阪経済法科大学論集　第113号

が帰校することとなった。夏応元と孫机の 2 人だけは、「帽子」を脱げていない「右

派」として太平荘に残った。太平荘から離れることは許されなかったが、彼らを監視

する学生がもういなくなった。我ら帰校する 5 人で話し合ったうえ、向先生の荷物も

一緒に運んで歴史学部「文革弁公室」に預けた。しばらくして、向先生は尿毒症と診

断され、入院時はすでに手遅れの状態で医者も手を施しようもなかったという噂が耳

に入った。彼は1966年11月24日にこの騒々しい世界を後にした。聞くところによると、

葬式も粗末に済まされたそうだ――あの時代で「黒帮」の死に、声を出して泣くこと

もできなかったのである。

そもそも、閻文儒先生はなぜ、まるで肉親のように、ここまで向達先生の世話して

いたのか、これは師弟の絆によるものである。

1939年、西南連合大学の北京大文科研究所は初めて単独で学生募集を行った。史学

科は 3 名の学生を採り、閻文儒はその 1 人であった。向達は西南連合大学の教授で、

文科研究所史学科 3 名指導教官の 1 人であった。閻文儒は向達の指導をうけた院生で

ある。1942～1944年、向先生は二回にわたって中央研究院西北考察団に参加し、歴史

考古チームのリーダを担当した。彼は閻文儒の誠実さと向学心を高く評価し、彼の考

察団入団を推薦した。閻文儒は考察団に在籍した 1 年半の間に、前後に民勤、武威、

張掖の古墓発掘に参加できた。前述した閻文儒が向先生の足湯用にお湯汲みをした時

は、もうすでに20数年も歳月が経っていた。向先生は66歳、閻文儒は54歳、ともに50

を超えた老人となったのだ。筆者は不才で、「牛棚」に入れられて初めて「一日師とし

て仰げば、一生父として慕う」というのを学ぶことができたのである。

私の知る向達先生は、普段の言行があまり面白くなく講義も無味乾燥であった。卒

◀閻文儒、北京大学歴史学部副教授、故宮博物院研究員。
「牛棚」に入れられた年は、彼は54歳である。監視役の学
生がいないとき、彼は66歳の恩師向達先生の足湯の世話
をした。また、殴られ傷を負った学生楊紹明の世話をし
たとき、一回の食事を食べさせるだけで一時間もかけた
ほど、彼の介護は丁寧であった。
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業した翌年、32号（現在の332号）バスの車内で遠くから彼を見かけ、私は急いでもう

1 枚切符を購入しておいた。下車する前、やっと満員の車内で彼の前までたどり着き、

手にした 2 枚の乗車券を挙げて見せた。予想外に彼は表情も変えずに「定期を持って

いる」と言った。バスから降りてから、私は慌てて別れを告げた。自分では面白くな

いと感じただけでなく、心底であの0.15元ももったいないと思っていた。私は向先生

とは二世代も隔てていたので、いつも遠くから彼を見ていたが、彼もいつも淡々とし

ていた。不意に、ここ「牛棚」で閻文儒先生の振る舞いを通して、向達先生は魅力的

な人物だと間接ではあるが、知ることができた。この点については今でも私は疑わず

に信じている。

まさに

此来不图回　求正覚心  生死等閑些許事

　　　此こに来たりて回るを図らず　正覚の心を求む　生死も等閑なり　些許の事

脱鞋還穿襪　了报師恩　愧煞幾多高海林

　　　鞋を脱がしめ還た襪を穿かしむ　了に師の恩に報ゆ　愧煞すこと幾多ならん　高海林
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