
第１回研究会 ２００５年６月４日（土）・６月５日（日） 於 歴博大会議室 

 
＜１＞ 報告者と報告 

 （１）広瀬 和雄 「古代の生産・権力・イデオロギー」 
  （２）井原今朝男 「基幹研究のテーマ設定と研究分担者の位置付けについての私案」 

（３）春田 直紀 「歴史学における生業論の登場と変遷」 
（４）藤尾慎一郎 「考古学における生業論の変遷」 
（５）井原今朝男 第一回研究会のまとめ 

 
＜２＞ 参会者 
（１）「古代における生産と権力とイデオロギー」 

  青山宏夫 国立歴史民俗博物館    広瀬和雄  国立歴史民俗博物館 
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  西谷地晴美 奈良女子大学       水林彪   一橋大学 
仁藤敦史  国立歴史民俗博物館    和田晴吾  立命館大学 

  春成秀樹  国立歴史民俗博物館    渡辺信一郎 京都府立大学 
   
   （２）「中・近世における生業と技術・呪術信仰」 

青山宏夫 国立歴史民俗博物館    奈倉哲三  跡見学園女子大学 
井原今朝男 国立歴史民俗博物館    野本寛一  近畿大学 
宇田川武久 国立歴史民俗博物館    服部英雄  九州大学 
岡田荘司 國學院大學        春田直紀  熊本大学 
栄原永遠男 大阪市立大学       藤井恵介  東京大学 
平雅行 大阪大学         松尾恒一  国立歴史民俗博物館 
高橋一樹 国立歴史民俗博物館    山本隆志  筑波大学 
永嶋正春 国立歴史民俗博物館    横田冬彦  京都橘大学（組織員全員参加） 

 



 （１）広瀬 和雄「古代の生産・権力・イデオロギー」 
 水田稲作の技術変化・生産における人々の協業の推進・交通の諸関係の発達・利害の対
立を調整するための権力・多様な集団をまとめるイデオロギーの存在といったものを課題

とする。まとまった地形環境を研究の対象としてとりあげて現地調査などを行うつもりで

あり、ことに中小河川など「水」を媒介としての研究を試みる。 
 古代の技術・権力・イデオロギーの構造を、通史的（弥生～中世）・共時的（日本・朝鮮・

中国）・学際的（考古学・歴史学・民俗学・歴史地理学）研究の交流を通じて明らかにしたい 
 
1． 水田稲作の灌漑システム 
（１）堰と水路での灌漑 
＊ 水田遺跡の多くには灌漑用水のための堰が付属して出土しているように、灌漑技術・

灌漑水田システム・農具といった水田耕作技術は完成された状態で日本に導入されて

おり、生産力が低い湿田から乾田へと進化するといった理解は不正確である。 
＊ 水田稲作導入期に灌漑利用されたのは水深数十センチ程度の中小河川で、堰は直径１

０センチ程の木杭を２列に組み、その間に直径３０センチ程の丸太を積み上げるとい

った小規模なもので、水深２～３メータといった大きな河川を制御するには至らない。 
＊ そうした灌漑用水により地下水位の高い沖積平野が耕地化された。 
＊ 用水利用や堰の維持管理の利害関係を調節した首長の支配領域は、中小河川灌漑シス

テムが機能する範囲に限定される。 
（２）長大な水路の建設 
＊ 5世紀に大開発があるといわれるが、考古学的な根拠は無く、7世紀まで灌漑システム

に技術的な変化はない。 
＊ ７世紀初頃には畿内で長大な水路が建設される。例えば、古市大溝は幅 8 メートル・

深さ約 4メートルの 10キロにわたる人工水路、その他、旧東除川の付け替え（5キロ）、
幅約 10メートルの丹比大溝などである。関西では洪積台地が多いが、そうした場所で
は、7世紀以前の中小河川の堰による灌漑が不可能であり、7世紀以降の巨大水路の建
設により洪積台地の耕地化が可能となった。 

＊ 膨大な労働力・測量技術・道具といった物理的要素の集積、水路建設に関係する複数

の郡の利害関係の調整という政治的要素、大規模工事を企画する世界性の拡大という

イデオロギーの生成といった諸要素の変化がみてとれる。 
（３）ため池の築造 
＊ ７世紀初め（616年）頃に、日本最古のため池である狭山池が造られる。 
＊ 弥生・古墳時代の伝統的技術である樋・堤防に、渡来してきた革新的技術である樋門

が加わって幅３０メーター・高さ 5．4メーターもの大型のため池が築造される。つま
り高度で完成された技術の渡来によって大規模なため池が建設されたといえる。 

＊ 初期段階の水田稲作と灌漑用水システムと同様に、同期には新しい技術・知識・イデ

オロギーが渡来し、長大な水路・ため池の建設が行われて洪積台地の水田耕地化が進

められた。 

２.前方後円墳と水運 

（１）前方後円墳とは 
＊ 前方後円墳は水田稲作地域、つまり北海道・東北北部・沖縄を除いた日本全土に３～



７世紀の約３５０年間、築造されつづけた。その数は約 5200基にものぼり、その築造
行為は社会に定着していたと考えられる。 

＊ それらは画一性と階層性を見せるための墳墓である。 
・ 個人を埋葬する施設としては異常に巨大である。 
・ 段築・埴輪・葺石・周濠等による外部表飾。前期古墳には正面観があり、人々が暮

らす平野部に面した側、つまり人々の目に映る側はきちんと造られているが、目に

映らない反対側は粗雑に造られている場合がある。 
・ 古墳群を形成している。 
・ 人目につかない場所には造らず、人々が行き交う「交通の要衝」に立地する。 
これの点から前方後円墳は見せるための築造物であったといえる。 

（２）海上交通と前方後円墳 
＊ 神戸市垂水区の五色塚古墳は１９０メートルもの大規模な古墳であるが、同地にこの

規模の古墳を造る生産基盤が存在したとは考えがたい。 
＊ 大和・河内・摂津に所在する畿内五大古墳群は、前方後円墳国家の中枢に位置してお

り、国家中枢地に入ってきた地方（ことに西方の）首長層や南朝鮮の人々へ誇示する

ことを意図して造られている。 
＊ 西方から国家中枢に至る際には強制的に巨大古墳をみさせられる。すなわち、明石海

峡で五色塚古墳、住吉津で百舌鳥古墳群、大和への進入口で古市古墳群、大和盆地へ

入ると馬見古墳群等をみることになる。 
＊ 約 5200基ほどある前方後円墳のうち、墳長２００メートル規模のものは 35基しかな

く、うち 32基が大和・摂津・河内へ集中している。吉備地方は、畿内に対抗する勢力
が存在したとされるが、畿内には墳長１００メートル規模古墳が 240 基ほどあのに対
し、吉備地方には 14基しかなく、畿内への富と労働力の集中がみてとれる。 

＊ 巨大古墳は海上交通者へ見せつけることを意図して築造されており、これは前方後円

墳国家が海上交通網を掌握していたことの表象である。 
（３）海上・河川交通と前方後円墳 
＊ 武蔵国田園調布古墳群は多摩川を交通している人に見せるためのものである。また同

国の国庁施設も同様に多摩川に見えるように配置されている。 
＊ 丹後国は経済的に豊かでない地域なのに、古墳時代３～４世紀にかけて２００メート

ル規模の前方後円墳が複数存在し、１００メートル規模６基も確認されといった特殊

な傾向をもつ。これらの古墳は、かつて港湾機能をはたしたラグーン所在地を見下ろ

す場所に存在しており、この港湾の支配権掌握を重視した中央政府が、地元の首長の

古墳築造に援助を加えて大規模な前方後円墳を築かせ、港湾利用者へ権威を誇示しよ

うとしたためと考えられる。 

３.船の形象 

（１）古墳時代に「海上他界観」はなかった 
＊ 装飾古墳のなかには船を描くケースが多いが、今までは船に死者の魂を乗せて海上は

るかに運ぶという「海上他界観」で解釈してきた。 
＊ 船が魂を海上に運んだとすれば、出航してゆかねばならないが、装飾古墳のいずれの

例でも船が到着した場面、つまり横穴式石室へ到着した場面が描かれている。また同

時に辟邪文様である武器・武具・鏡などが描かれる。 
＊ 肉体は滅びても霊は残るという霊肉分離の観念は、本質的に存在するものではなく、



歴史的に形成されたものである。 
（２）古墳時代の他界 
＊ 装飾古墳第一段階では木棺の周りに鏡を立てかけて邪悪なものを寄り付かないように

していたが、第二段階では鏡の実物ではなくレリーフとなり、第三段階ではペインテ

ィングとなる。始めの段階では辟邪文様のみであったのが、やがて船・馬・人などが

同時に描かれるようになる。 
＊ 第一段階では辟邪される対象は石棺のみであったが、第二段階では石障（しきり）の

中のみを辟邪し、第三段階では玄室全体を辟邪するようになる。つまり辟邪する空間

が拡大してゆく。船の絵が描かれるようになるのは第３段階である。 
＊ また第三段階では須恵器副葬が開始されるが飲食するための道具類は副葬しておらず、

それらが副葬されはじめるのは、早い畿内でも５世紀後半ごろであり、その頃に日本

の他界観が成立したものと想定される。 
＊ 古墳時代の他界は横穴式石室をもった古墳そのものであり、海上他界観は無かった。

またそれは属人的・可視的・聖的存在・往還可能な空間であった。 
（３）船の変遷 
＊ 縄文時代の丸木船から、弥生時代は準構造船、７世紀以降は帆船（準構造船）、１６世

紀は構造船が用いられるようになる。 
 



（２）井原今朝男 

「基幹研究のテーマ設定と研究分担者の位置付けについての私案」 

Bブランチ「中・近世における生業と技術・呪術信仰」の共同研究メンバーの方々のお仕
事を軸に研究史を整理しながら、何故、こうしたメンバー編成となったのかを説明し、

また皆さんにどういった研究・議論を、お願いしたいのかという点につき提起してみた

い。 

１.テーマ設定の理由 

＊ 日本の前近代において、民衆が生き抜くための生業・技術・信仰などが一体となった

知的体系が存在していた。しかし現在のところ、前近代において民衆が持っていた知

識体系・世界観は概念化されておらず、また、今までこうした知的体系についての学

際的共同研究が試みられたことはなかった。 
＊ 初代井上光貞館長は歴博の基幹研究の柱として、三学協業による学際的な広義の歴史

学の創造と、生活史を中心とした歴史展示の実現という構想をかかげられた。本基幹

研究により近代合理主義・現代科学技術万能主義を相対化し、現代社会の批判的視座

を探りたい。 

２．戦後歴史学研究と「前近代における知の体系」研究 

＊ 戦前の官学国史学においては百姓・民衆史、生活史に対する偏見があり、それらが登

場するのは戦後歴史学からとなる。戦後、明治維新百年祭に対抗した自由民権百年や

人民闘争史の取り組みの中から『日本民衆の歴史』（三省堂 1974～76）『一揆』（全 5巻

東京大学出版会 1981）が生み出され、反封建闘争・反領主制という戦う民衆像が追求

された。そこでは民衆は革命的であるよりもむしろ保守的で、権力による先例無視の

収奪や新規の公事賦課に抵抗する中から闘争に立ち上がる行動パターンが明らかにさ

れた。 
＊ 1980～90年代の社会史・民衆生活史では、網野史学に代表されるように名主・百姓・
供御人・神人らを平民として中世民衆の本流とする歴史像が打ち出された。この民衆

が主人公という網野史学は、当時のバブル経済期においては、日本社会は中産階級の

社会であるという自信に溢れた日本人論と結びついてマスコミや読書界から広く受け

入れられた。しかし、バブル経済崩壊後、厳しい経済競争の中で固定的な低所得者層

と中産・国権階層との二局分化が認識されるようになる。こうした中で、網野史学の

ように現代的課題から歴史家の思想にもとづいて歴史を解釈するのではなく、歴史事

実を重視しようとする歴史学派も一定の前進をみせている。 
＊ その代表的なものが笠松宏至『中世人の対話』（東京大学出版会 1997）であり、近代人

とは違う中世人固有の発想を中世史料の中に探ろうとしているが、こうした歴史学の

方法論的転回は神道史や建築史の分野で顕著にあらわれている。神道史の岡田荘司『平

安時代の国家と祭祀』（続群書類従完成会 1994）では、古代・中世史料のなかから古代・

中世社会における神社の機能と役割を解明し、近代的発想と異なる中世的な祭祀体系

の抽出方法が提起されている。 
建築史では、山岸常人『中世寺院社会と仏堂』（塙書房 1990）・藤井恵介『密教建築空

間論』（中央公論美術出版 1998）が、寺院の古記録や聖教類・指図などから失われた建



築物を復元して中世仏教の法会の儀式空間を論じて、中世寺院建築を「中世仏堂建築」

とか「密教建築」などと概念化している。 

同様に社会経済史の分野での変化もみられる。中田薫は物権論において、日本の私的

所有を律令以来の超歴史的存在とし、基本的に現在までも引き継がれている。しかし

これは明治近代国家が、私的所有のもとで近代資本主義体制を展開させようとした国

家的要請にもとづく歴史像であり、これにより前近代の固有で多様・重層的な権利関

係をありのままに分析しようとする歴史方法論は発展しなかった。井原今朝男は「質

券の法」という慣習法を検討し、借貸契約により質流になった質物や土地でも請戻し

が可能であり、それが武家法・公家法・本所法にもなっている大法であることを明ら

かにした（「中世借用状と質券之法」史学雑誌 111-1 2002）。また古代中世では返抄が
送状となり、請取状が借用状になるなど近代とは異なった所有概念を明らかにした

（「中世請取状と貸借関係」史学雑誌 113-2 2004）。つまり前近代において私的所有は
不特定かつ曖昧であり、債権者の権利が尊重される現代に対し、前近代では債務者の

請戻し権が保護されるなど、近代人の私的所有を絶対とする観念とは異なる観念が存

在していたと考えられる。 
＊ こうした研究動向に対応し、近代人の合理的世界観とは相対的に異なった前近代人固

有の世界観・歴史観を明らかにする共同研究が必要である。 

３．近世・近代史研究における「民衆知」の提起 

＊ 奈倉哲三「近世の信仰と一揆」（前掲『一揆』4）では、共同体観念としての民衆の意
識を問題とし、村の日常生活の中には村の氏神があり、その上に異なる宗派の檀家が

錯綜し、またいくつもの講が活動し、全体として習合的で習俗的な信仰が定着してい

たとした。 
＊ 村の共同体としての「知」の集積の問題につき、塚本学「民衆知と文字文化」（『都市

と田舎』平凡社 1991）では民衆知という概念を近世史のなかで提起し、横田冬彦「近

世村落社会における＜知＞の問題」（ヒストリア 159 1998）は、「民間」＝百姓身分
の「学問」や「国政批判」が武士身分より優位な場合があることを発見して前近代に

おける民衆の知の体系性の存在を指摘した。また奈倉哲三『風刺眼維新変革』（校倉書

房 2005）では国政・天皇批判を生み出した民間における知の集積＝「民衆知」の存在

を明らかにしている。 
＊ 古代・中世・近世を経て近代初頭を到達点とする知の集積を「知の体系」として再検

討することが「生業・権力と知の体系に関する歴史的研究」という本共同基幹研究の

テーマである。 

４．「知の体系」研究のための方法論的視角 

  前近代における民衆の「知の体系」の研究にあたっては、その時代が「生き抜くこと

が極めて困難な時代であった」という視点が重要であり、生き抜くための生業と技術

を「知の体系」の骨格に据えなければならない。 
＊ 民衆知の体系と水への着目 
これまでの古代史・考古学では、分業と協業が生産力を発展させるという経済学的視

点から狩猟・採集・漁労・栽培などの産業個々に分析されてきた。しかし古代・中世

の民衆が持っていた、生き抜くための自然環境に即した生業の多様性と知の体系がト

ータルとして認識できる学問的課題が提起されなければならない。ことに古代中世近



世のある時期までは日本列島の海岸線やデルタ地帯など「水辺」の自然環境は大きく

異なっていたと想定される。現代と異なった多様な自然環境を形成していたのであり、

それら前近代における水辺の生態系の多様さが生業の多様性を生み、民衆知の原点と

なり、また様々な信仰・呪術の母体となっていたのであろう。野本寛一は生態学的な

着眼・発想による民俗現象の研究を提起しているが（『生態民俗学序説』白水社 1987）、

列島の自然・植生・生態系の時代的変遷を視野に入れて、生業の変化、技術・呪術信

仰の変化をみきわめて、前近代における知の体系の時代的特質を考察する必要がある。 
＊ 古代中世近世における湿地・潟湖・デルタ地帯の再評価 
古代の郡衙的機能を持った遺跡が、河川の屈折部や合流部などの水辺から出土してお

り、水辺が古代以来の重要な場所であったことは明らかである。新潟の発掘調査では

かつて日本海岸には多数の潟湖が存在していたことが確認され、高橋一樹「観音堀出

土十一面観音像と中世の紫雲寺潟周辺」（『紫雲寺町埋蔵文化財調査報告書』3 2004）

では、これら潟湖が内水面と海水面とえお連続させて北越後の内水面交通を支え、そ

れを日吉白山神人が結び付けていたとする。同様のケースは北陸道・山陰道、及び太

平洋岸でも指摘されている。 
・青山宏夫「干拓以前の潟湖とその機能」（『歴博研究報告』118 2004）では古代中世期、

千葉県九十九里浜に存在した椿海の環境・景観を復元し、それが内水面と海水面の混

合地帯であって豊かな水辺環境を形成し、それにより多様な生業を可能としていたこ

とを指摘している。こうした前近代と近代の水辺環境の相違については、利根川水系

と霞ヶ浦一帯・香取海、東京低地・葛西、相模国鎌倉・六浦・大庭御厨、遠江国鎌田

御厨、及び瀬戸内海各地や九州の万ノ瀬川下流域の低湿地でも確認されている。 
・服部英雄は、博多には砂丘後背湿地に潟湖があり、そこに流れ込む河川の河口付近に

は「当方（唐房）」地名が所在したことなどを指摘して、現在の平野景観とは相違し、

また植生・生業の環境も異質であったことを明らかにしている（「日宋貿易の実態」『東

アジアと日本』２号 2005）。 
・古代中世の日本列島の海岸線は現在とは大きくことなっており、歴史地理学と発掘調

査による全面的な見直しと、それによる復元海岸線の作成が望まれる。また海・潟湖・

河川が一体化した水辺環境＝低湿地帯が広範に分布していたのであり、古代神話で古

代人が列島を「葦原の国」と自己認識したことの歴史的意味を、自然・植生・生業の

時代的特質として解明しなければならない。さらに、近世の大規模干拓などによる水

辺環境の喪失により、生業の多様性が失われ、幕藩体制の石高制による稲作中心の分

業による農業が成立し、これに伴って多様性・多元的であった知の体系が、より近代

的な知の体系に変化していったのかどうか、こうした点についても課題としてほしい。 
＊ 古代中世近世の神仏習合と民衆知 
古代の神階叙位において水と関係した神社が多くを占めており、水辺環境や漁業・水

運などの生業と神社がどのように関係していたのか。あるいは種籾・種蒔きの知識が

神社に集積されるといった知の体系における神社の機能を神道学の協力を得て追求し

てみたい。 
・津・湊・渡・山岳などには津寺・橋寺・山寺などが存在することが指摘されているが

（井原『中世寺院と民衆』臨川書店 2004）、流通・交通と宗教・呪術信仰との融合の内

部構造を明らかにし、寺院が地域における知の集積場所になっていた実態を社会シス

テムとして解明したい。橋や渡船の技術や維持のための資本などと仏教が如何に関係

していたのか、仏教史からの発言がほしい。例えば、橋の築造や瀬戸の開発では人柱



伝承が伝えられており、実際に発掘や古文書によりそうした事実は確認され、技術と

呪術がセットになっていた前近代における知の体系の非人間性・おそろしさを物語る。

そうした歴史の暗部を建築史や歴史学は明らかにしていない。またこうした人身御供

を正当化する差別の問題・宗教的な課題としても検討が必要である。 
・奈倉は近世の民衆運動が宗教から離れていくことを指摘し、また横田は近世「知」を

武士身分のものと、百姓身分のものとに分けている。こうした近世的「知の体系」の

時代的特質を明らかにし、古代中世的「知の体系」との差異を検討してみたい。 
＊ 生業に結びついた民衆知の豊かさ 
・山本隆志は「中世農民の生活の世界」（『講座一揆』4 1981）で百姓の生業が多様であ

ることを指摘し、また「荘園制下の耕地・農法」（『年報日本史叢』2000）では、乾田
に対して生産力が劣るとされてきた湿田を再評価し、中世における湿田の重要性を指

摘し、また集約化＝農業生産の発展との理解を改め、非集約的でない方が生活形態に

照応していたとする。 
・服部英雄『地名の歴史学』（角川書店 2000）では、地名には海底や半海半陸・島・山な

どの地名がつけられ、地域によっては中世以前の多数の地名が検出可能であり、「地名

による歴史叙述」ができるとする。つまり、地名が各時代の民衆の歴史と地誌に関す

る記憶装置であり、前近代人の知識の集積手段であったのではないかという仮説が浮

かび上がる。 
＊ 民衆知と権力 
・日本人は様々な集団や共同体を構成し、それを維持するための権力と、＜われわれ意

識＞を生み出してきたが、それは階級支配の場合にのみならず、惣・荘家・一揆・講

など非階級的組織の場合においても、構成員を縛る縦の強制権力は存在した。暴力と

同意を主な属性として共同体再生産のための権力が創出されたのであり、こうした点

についても研究課題としたい。 
・歴博の基盤研究「高松宮禁裏本の基礎研究」では、承安四年に後白河院が本朝書籍と

諸家記の集積を命じ、蓮華王院にあつめて歴代天皇に相伝させ、また文明内乱以後、

内裏焼失ごとに日記・部類記・故実書・作法書の書写・転写を内裏番衆に行わせるな

ど、国家プロジェクトとしての知の集積が行われていたことを明らかにしている。 
＊ 前近代知における技術と呪術 
・栄原永遠男「日本古代銭貨と呪力」（『日本古代銭貨流通史の研究』塙書房 1993）では、

交換手段として捉えられてきた貨幣が、呪物として多彩な顔をもち、富の象徴として

呪術性・宗教性を持っていたことを明らかにした。引き続き、勝俣鎮夫・桜井英治ら

により貨幣経済と呪術・宗教との未分離性が検討課題として提起されている。 
・前近代の医療技術と呪術・宗教との関係については田中文英が僧侶の治病が投薬と祈

祷のセットで行われるなど、技術と呪術の関係を分析している。このように中世人の

独特な呪術的世界観は解明されつつあるが、平雅行は 1980年代に呪術的なるものにつ
いて、神秘主義を一人歩きさせないためにも、抑制のきいた厳密な議論が必要である

と提起しているが（「前近代の宗教」『歴史研究の新しい波』山川出版社 1989）、いま
だに充分な議論はなされていない。 
・建築史研究では、法会を中心とした建築空間論が盛んであるが、法会関係史料がその

ままで建築空間を論じる史料になりえないことは藤井恵介が指摘しており中世建築史

の新たな研究領域を拡大してゆくことが求められている。たとえば、建築と地鎮具と

の関係や、領主の家作が公的・社会的な村共同体の共同作業として行われている点な



ど、建築史分野の参加を得て解明してゆきたい。 
・鉱山技術や鉄砲・火薬技術について宇田川武久は鉄砲技術が狩猟技術より発展したと

しており（『鉄砲と戦国合戦』吉川弘文館、2002）、この軍事技術についても、呪術と

の関係で検討すべきことは、井原「中近世移行期の「鉄砲之大事」｢南蛮流秘伝一流｣

にみる技術と呪術」（『歴博研究報告』121 2005）において提起した。こうした狩猟技

術と呪術との一体性については、民俗学の分野では多くの研究蓄積をもっており、松

尾恒一「職能者の技術と呪術」（『環境と心性の文化史』下巻勉誠出版 2003）は近世の

いざなぎ流がもっていた狩猟技術や建築技術がセットであったことを明らかにしてい

る。 
 ・あらためて考古・民俗・歴史学による学際的な検討により、前近代の知の体系につい

て技術と呪術との関係という視点から再検討を深めたい 
＊ 前近代の知の体系と非競争原理・非市場原理、現代科学への見直し論の視点 
  これまでの日本の歴史学においては、欧米の経済学の概念と近代合理主義の視点から、

前近代社会を諸要素に分解して観察・理解する方法がとられていたが、生産構造・生

産システムを分業論ではなく、統合論の視点から再検討し、前近代の知の体系をトー

タルに把握する試みを追及したい。 
＊ 現代科学への見直し論の視点 
  前近代においては、天文や自然にたいする科学的認識、そこから有用財を取り出すた

めの技術的知識、医学的知識などが呪術・信仰・宗教儀礼などと未分化なままに結合して

独特の知識体系を作っていたと考える。これらは民衆が生き抜くためにもっていた知識体

系といえる。この知識体系の全体像を明らかにして近代知を相対化し、競争原理・市場原

理を前提とする歴史分析の方法論への批判を提起したい。 


