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                       諸橋轍次における中国 

 

一、なぜ諸橋轍次か 

 

 わたしは諸橋轍次の研究者ではありません。常日頃『大漢和辞典』を使って

いますが、諸橋轍次を知っているわけではありません。今日は諸橋轍次記念館

のお招きで先生のことをお話しますが、中国の諺で言う＜大工さんの前で斧を

使ってみせる＞のを恥ずかしく思っています。 

 

 わたしの研究領域は中国近代文学、とくに魯迅研究です。とりわけ、魯迅と

日本の関係です。ご承知のように、魯迅はまず日本で医学を学び、ついで文学

に転じて中国人の国民性の改造を目指し、『狂人日記』や『阿 Q正伝』などを書

きました。彼の『故郷』という作品は、日本の一部の中学教科書にも採られて

います。彼の本名は周樹人で、その弟の周作人も相前後して日本に留学しまし

た。周作人も、中国の近代化に大きな役割を果たした人です。1910 年代の終わ

りの五四新文化運動のなかでは兄の魯迅と名を等しくしました。彼は、日本文

学の研究では、兄の魯迅を超えていました。ともかく、この周氏兄弟と日本と

の関係を研究する中で、諸橋轍次先生もわたしの視野に入ってきたという次第

です。 

 

 諸橋轍次は周氏兄弟と同時代人で、魯迅すなわち周樹人は二つ年上、周作人

は二つ年下です。同時代人ですから、諸橋轍次は周氏兄弟と直接的、間接的に

関係を生じております。 

 たとえば諸橋轍次が東京高等師範学校で学んでいた頃、教授の中には「若く

して才たけた」ドイツ語教員登張信一郎や生物学教授丘淺次郎がいました。前

者の著書『ニイチェと二詩人』は日本における最初のニイチェの伝記であり、

後者の著書『進化論講話』は日本近代社会に大きな影響を与えた書物でした。

周氏兄弟がこれらの二著から大きな影響を受けたことはほかの学者も指摘して

います。1とりわけ、兄の魯迅が丘淺次郎の進化論紹介から終生にわたる影響を

受けたことは、ここ数年、わたし自身が明らかにしたところです。2こうしたこ

とから、諸橋轍次と周氏兄弟とは、学生時代から共通の師を持ち、共通の＜時

代の教科書＞を持ったということであります。 

 

                                                   
1 伊藤虎丸『魯迅と日本人―アジアの近代と『個』の思想―』、朝日新聞社、1983、p60。 
2 拙文「丘浅次郎と魯迅」（上・下）、『佛教大学文学部論集』第 87号［2003］、88号［2004]。 



漢詩大会記念講演 諸橋轍次記念館 
2010年 11月 13日（土） 
                            佛教大学文学部・李冬木 

2 
 

 もっと直接的な人的関係も指摘できます。ご承知のように、東京高等師範学

校校長の嘉納治五郎は諸橋轍次の恩師であります。嘉納は教育家であるととも

に、柔道家でもあり、日本体育協会会長や国際オリンピック委員会委員などを

勤めました。その嘉納が、魯迅にとっても恩師であったことはあまり知られて

いません。魯迅は日本留学後、最初の二年、つまり 1902 年から 1904 年、東京

弘文学院で日本語を学んでいますが、そのときの弘文学院校長が嘉納治五郎な

のです。諸橋轍次には『嘉納治五郎を語る』と題する長文がありますが、その

第七章「中国人教育に貢献」の中でこう述べています。 

 

この学院は明治三十九年十月の調査によると、卒業者一千九百五十九名、在学

生一千六百十五名とあり、四十二年には入学総計七千九百九十二人、卒業生三

千八百十名となっています。もってその隆盛を知るべきであります。3 

 

 ここに諸橋轍次のいう卒業生の中に、いうまでもなく魯迅が含まれています。

北岡正子氏によれば、魯迅の＜国民性改造＞思想形成の直接的要因は、弘文学

院在学中に嘉納校長や先輩留学生楊度などによる国民性と教育に関する討論か

ら影響を受けたことにあるというのです。 

 

 こうしてみると、諸橋轍次は周氏兄弟、とりわけ魯迅と恩師を共にしている

のであります。類似の関係は、清末の学者、政治家章炳麟との間にも見られま

すが、それは後に譲ります。 

 

 このほか、諸橋轍次が中国遊学中に接触した人の中にも周氏兄弟の周辺の人

やその友人が多くいます。たとえば、蔡元培、胡適、陳独秀、銭稲孫、沈尹黙、

馬叙倫、朱希祖などです。これらについては、その一部を以下で触れますが、

その前に、諸橋轍次の歴史的位置についてわたしの考えを述べさせていただき

ます。 

 

二、特殊な歴史的位置にある漢学者 

 

 わたしの考えでは、諸橋轍次はいわゆる漢学者ですが、日本漢学者としての

歴史的位置はやや特殊なもののように見えます。少なくとも、わたしたち中国

学者からはそう思えます。以下、その点について申します。 

 

 ある中国の学者によれば、明治以後の日本漢学史はおおよそ以下の三期に区

                                                   
3 『諸橋轍次著作集』第十巻、ｐ382。 
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分されます。 

 第一期は 1868 年から 1918 年までで、これを日本近代漢学の＜発生と確立＞

期とします。すなわち、西方文化の洗礼を受けて、伝統漢学から近代漢学へと

変貌を遂げる時期であります。 

 第二期は 1919 年から 1945 年までで、これを日本漢学の＜成熟と混迷＞期と

します。 

 第三期は 1946 年から 1960 年までで、これを日本漢学の＜転折と発展＞期と

します。すなわち、いわゆる戦後復興期に当たります。4 

  

 さて、諸橋轍次は、この時期区分による第二期に活躍しました。ここに言う

＜成熟＞は学術的発展を言い、＜混迷＞とは、言うまでもなく対中戦争への一

部漢学者の戦争協力を指します。むろん、諸橋轍次はそこに含まれませんが。 

 

 ところで、＜成熟＞の内容を分析して、前記の中国学者は以下の五点を指摘

しています。 

 ①東京大学および京都大学を中心とする漢学研究体制の確立。 

 ②日本社会全体に漢学をめぐる教育、研究、出版、図書資料の体制が基本的

に確立したこと。 

 ③明治期に生をうけた研究者の世代が形成されたこと。 

 ④西欧新思想を受容して新たな研究方法が確立されたこと。 

 ⑤各領域における研究成果の結実。5 

 

 さて、この中に諸橋轍次を位置づけてみるとき、諸橋は「東京大学および京

都大学を中心とする漢学研究体制の確立」の中には含まれていません。その意

味では、当時の漢学の主流からは外れた位置にいたと言えましょう。彼の代表

的著述である『大漢和辞典』にしても、決してその主流で高く評価されたわけ

ではありませんでした。 

 

 しかしながら、今日後代から見ると、『大漢和辞典』が②の基本資料体制の確

立の面での巨大な「成熟」であることは疑いありません。少なくとも、現在の

中国の学術界で諸橋轍次を思想、宗教、歴史、文学を含む日本漢学の一時期の

代表学者の一人と位置づけているのは、主に『大漢和辞典』の著者としてであ

ります。わたしの考えでは、こうした側面での今の日本漢学界における諸橋轍

                                                   
4李慶著『日本漢学史①』（上海外国語教育出版社、2002）、『日本漢学史②』（同、2004）、『日
本漢学史③』（同、2004）参照。 
5 李慶著『日本漢学史②』p2。 
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次評価には再考の余地があるのではないでしょうか。 

 

三、中国新文化運動の生き証人としての諸橋轍次 

 

 諸橋轍次の『大漢和辞典』の成果を生むにいたった要因はさまざまでありま

しょうが、わたしはここでこれまであまり注意されなかった側面として、彼の

中国遊学を挙げたいと思います。彼自身、「当時、支那に留学する人は寥寥晨星

のごとく」6といっていますが、諸橋轍次はその中で、中国大家族制度の研究を

目的として留学しましたから中国人の家庭に入っていかねばならず、このこと

が不可避的に多数の中国人との接触を生みました。この点は、「無極県の大家族

を訪ふ」や「支那における大家族の一例」や『支那の家族制』などを読めば、

よくわかります。これが第一点です。 

 次に、留学中に接触した中国知識人の数的多さと質的高さで、他に比肩する

人がありません。この点は、後で具体的に述べます。 

 第三に、彼の留学した時代は、先にもちらと触れましたように、近代中国の

夜明けを告げる五四新文化運動の最中でした。このことから、諸橋轍次は、自

ら意識せずして貴重な時代の証言者となったのです。この側面の諸橋轍次は、

これまで日中両国学界でまったく注意されてきませんでした。今日のわたしの

話は、この点で多少の新味はあろうかと思います。 

 

 ところで、諸橋轍次は何度中国に遊んだのでしょうか。彼自身は昭和十三年

に「支那には前後十回遊んだ」と言っており、おなじことを昭和三十八年にも

述べています。ただ、年譜を見ると、昭和十七年にも出張で行っています。す

ると、十一回ということになるのでしょうか。それとも、彼が口にしたのはア

バウトな数だったのでしょうか。 

 それはともかく、ここではとくに大正六年(1917)の中国出張、および大正八

年(1919)から大正十年(1921)にかけての留学に注目したいと思います。 

 『諸橋轍次著作集』第九、十巻を読んで驚いたのは、当時の新文化運動の諸

側面を広く把握していることと、接触した中国知識人の多様さとレベルの高さ

です。 

 先ず前者について。「新しい姿」のタイトルで書かれた一文には、時代の動き

が生々しく、かつ広くとらえられています。時間の関係で、小見出しのみ挙げ

てその一斑を伺いましょう。 

 

 「二、新しい姿 

                                                   
6 「回顧 私の履歴書」、『諸橋轍次著作集』第十巻、ｐ237。 
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  新文化運動 

  英米文化の影響 日本を嫌った三の理由 文化運動の二つの標幟 

  実際活動の諸方面 新文化運動の中核 新文化運動の結果 

  国語国字問題 

  国字問題の起源 清末の国語運動の大勢 注音字母の問題  

  現今の国語問題 文学革命論 改革派の主義」7 

 

 管見のおよぶところ、五四運動や新文化運動にかんしてこれほど詳細にして

かつ要を得た同時代日本人の報告はこれまで見つかっていません。とりわけ国

語国字問題の歴史と現況について、諸橋轍次の記述は、現在中国で出版されて

いるいかなる五四新文化運動に関する著作も、その明確さと精彩さとで及びま

せん。 

 

 この点で、当時の諸橋轍次が新文化運動の拠点であった北京大学にあって、

多くの人物を接触できたことが有利にはたらきました。その最大の人物は蔡元

培であります。 

 

勉強の方はまずもって昨年一面識を得た北京大学の学長蔡元培に相談した。蔡

元培は翰林の出身ではあるが、早く西洋流の学術をも取り入れた人で当時新文

化運動の統帥格の地位にあった。識見もあり情味もあり、その後引き続いて知

交を得たが、まことにりっぱな人であった。ちょうど私が行ったところに福建

の学者、著述家である林琴南（紓）との間に新旧学会の争論があった。8 

 

 このほか、多くの新文化運動の担い手と会っていますが、時間の関係でここ

ではその一部を紹介するにとどめます。 

 魯迅の弟の周作人についてはすでに述べました。このほかに、新文化運動の

主要な論壇となった雑誌『新青年』の編集長であった陳独秀や、アメリカ帰り

の少壮気鋭の学者で、「文学改良芻議」で文学革命ののろしを挙げた胡適、北京

大学図書館長であった李大釗などがいます。陳独秀や李大釗はのちに中国共産

党の創立者となります。彼らについて、諸橋轍次は次のように述べています。 

 

胡適や周作人や銭稲孫などは年齢も近いし気も合っていたから、半ばは学問、

半ばは遊びの友だちとしてその後も長くつきあったが、陳独秀は少し俗っぽい

                                                   
7 「遊支雜筆」、『諸橋轍次著作集』第九巻、ｐｐ45‐70。 
8 「回顧 私の履歴書」、『諸橋轍次著作集』第十巻、ｐ238。 
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気がして好きではなかったし、やがて入獄したのでその後の交際はない。9 

 

今から考えると、このころは中国の学会あるいは思想界の一転換期であったよ

うだ。だからもし私が若干政治性があるとか、あるいは新生中国に多分の興味

を持っておったら、それらの諸君を通じて、いくらでも資料を得られたであろ

う。10 

 

 これらとは別に、もう一つ前の時代の学者である康有為、梁啓超、章炳麟、

王国維などとも会っています。このうち康有為と梁啓超は清末の維新運動のリ

ーダーで、＜康梁＞と併称されましたが、諸橋轍次の目にはこう映っていまし

た。 

 

康有為の「変法自強策」などは、青年時代に歴史で学んだくらいだから、非常

な老人であろうと思っていたが、会ってみると、存外若いのに驚いた。確か私

の初対面の時（大正九年）は、まだ六十を二つ、三つしか越していなかった。

「万木艸堂叢書」は氏自身の叢書だが、中に『偽詔を奉じて板を毀（や）いた

もの』が数十種にわたっておるというのが、氏の自慢の一つであった。幾度か

忌諱（きき）に触れて公刊禁止の運命に遭遇したわけである。初対面の時には

「春秋大義微言考」という著述をちょうだいしたが、『これが自分の正明の大

義を明らかにしたものだ。君、日本に帰ったらぜひこの学を伝えてくれ』と長

時間にわたって説得せられた。梁啓超（任公）などは康氏の門人であったが、

当時はまだほんの黄吻（こうふん）の青年として取り扱われていた。11 
 

 康有為は＜康聖人＞と呼ばれる反面で、弟子の前では＜得意満面＞で＜不遜

＞なことでも知られていました。梁啓超は『時務報』、『新民叢報』などを編集

し、新文化運動時代には康有為をしのぐ名声を得ていましたが、その梁啓超が

康有為から「黄吻の青年」扱いされていたというのは、まことに面白い歴史の

証言と言えましょう。 

 

 章炳麟と王国維はほかに図版で触れますので、ここでは略します。 

 

 ただ、諸橋轍次の留学目的は、先にも述べましたように「支那の家族制」の

研究で、こう述べています。 

                                                   
9「回顧 私の履歴書」、『諸橋轍次著作集』第十巻、ｐ239。 
10 同、ｐ239。 
11 同、ｐ240。 
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私の中国留学の目的は、なるべく多く清朝以来の旧学者に接して、その教えを

うけかつはその風格をしのんでみたいという点にあった。中国も民国になって

から急激の変化があり、ややもすればそれらの遺老も跡を絶つのではないかと

の考えもあったからである。12 

 

 この目的から、多くの清末の学者にも会っています。そのうち、繆荃孫は大

蔵書家で、かつ百を超える著書がありましたが、諸橋轍次が会って間もなく亡

くなりました。沈子培は経学の大家で、民国以後も「正朔を奉じて」清朝の年

号＜宣統＞を使った人です。また、陳宝琛はラストエンペラー溥儀に『大学』

や『資治通鑑』を教えた人物でした。これら旧学の人物たちは、のちの民国時

代には忘れられてしまいます。この意味で、諸橋轍次は古い時代の中国をも記

録してくれているのです。 

 

 「回顧 私の履歴書」には当時接触した人物が３６人出てきますが、うち新

学の人物が１７人、旧学の人物が１９人で、その数は相半（あいなか）ばして

います。 

 

 ＜新生＞と＜消亡＞がその時代の特徴であったとすれば、三人の死が諸橋轍

次には大きな刺激を与えました。 

 

曾つて私自身が交際を得た学者に三様の死に方をした人人があるのでありま

す。一人は湖南の学者葉徳輝という人であり、一人は北京大学の教授李大釗と

いう人であり、今一人は篤実の樸学者王国維という人でありました。此の中、

葉という人は民国革命が始まって間もなく、彼は旧思想の持ち主であるという

単純な理由を以て撃殺され、其の財産まで没収せられました。之に対して李大

釗氏はあの露西亜大使館の中に於ける共産党問題の場合に、新しき共産党の思

想の持主であるという意味で殺されました。第三の王国維氏は時勢の日に日に

非なる実情に憤慨して、遂に北京城西の最も景色の好い万寿山の麓の昆明池の

中に身を投じて死んだのであります。即ち、一は古き思想の持主なるが故に殺

され、一は新しき思想の持主なるが故に殺され、而して一は時勢と相容れざる

の故を以て自ら身を殺して居る。13 
 

 いわば「三学者三様の死」は、あの時代の激しさをよくとらえています。 

                                                   
12 「回顧 私の履歴書」、『諸橋轍次著作集』第十巻、ｐ239。 
13 「遊支雜筆」、『諸橋轍次著作集』第九巻、ｐ77。 
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四、『筆戦余塵』と『筆戦余塵残滓』の歴史的価値 

 

 諸橋轍次記念館所蔵の『筆戦余塵』と『筆戦余塵残滓』とは、諸橋轍次と中

国学者との筆談の実物で、歴史的価値があります。その一部はすでに『大漢和

辞典月報』１０，１１，１２などに発表されていますし、中国の学者も章炳麟

や陳宝琛との筆談を整理しています。ここでは、これまで未公開のものをいく

つかご紹介します。 

 

①章太炎の残したメモと諸橋轍次の評語（『筆戦余塵残滓』） 

 

 章太炎は清末の大学者で、政治家でもありました。なにより、彼は周氏兄弟

に『説文解字』を教えた人です。魯迅が晩年までに彼の「笑う表情と声」14を覚

えているし、弟の周作人の目には[友達扱いで、夏は畳の上にあぐらをかき、ア

ンダーシャツ一枚で肩丸出し、ドジョウ髭を生やしてニコニコと学問を教える

ところ、まるでお寺の菩薩様だった」15と映りましたが、諸橋轍次の記憶では別

の印象でした。 

 

章炳麟は全く傲岸不遜（ごうがんふそん）の人のように見えた。はじめて書斎

に通された時には、書見中であったとはいえ、ほとんどこちらを見向きもしな

い。そして頭から日本の学者の痛罵であった。それでもたびたび会ってみると、

不屈の中に純情らしいところも見え、聞いている間に学問の深さもわかってき

て、だんだん好きになってきた。16 

 

 今ご覧に入れるこの写真から、諸橋轍次の記憶に根拠があることが分かりま

す。 

 諸橋轍次は三度章太炎を訪ねましたが、章が与えたのはわずかこれら数文字

でした。これについて、諸橋轍次は次の注をつけています。〔注 1〕 

 

予接中原学者多，總是謙讓多禮，可親可仲也，獨章氏傲居不遜，三訪示余者，

不過尤記數字，余初見怒其無禮，再見笑其狹量，三見愛其癡氣可喜。轍 

 

メモに書いてある『章氏叢書』については、 

                                                   
14 魯迅『且界亭雑文末編』、「関於章太炎先生二三事」。 
15 周作人『知堂回想録』「八〇 民報社聴講」。 
16 「回顧 私の履歴書」、『諸橋轍次著作集』第十巻 Pp240-241。 
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その著「章氏叢書」など、強いてむずかしいことを言っておるという感じもな

いではないが、やはり学者としては立派なものだと思う。17 

 

②沈子培が諸橋轍次に贈った漢詩（辱知清儒墨跡） 

 この詩は諸橋轍次の先生の先生にあたる竹添井井に贈ったものなので、諸橋

轍次を「高第弟子」と称しています。これについて、諸橋轍次はこう述べてい

ます。 

 

前清の覆滅によって転落の運命をたどりながらも、あくまで正朔を奉じて民国

の年号を用いずにいた。再度の訪問の時は、もう病い進んで気力は衰えていた

が、それでもなお日支両国の青年が東洋固有の研究を忘れやしないか、と言っ

て嘆（なげ）いていた。”18 
 

 諸橋轍次の訪問後間もなく、沈子培は亡くなります。これが絶筆であったや

も知れません。 

 

③王国維が諸橋轍次の求めに応じて書いた昭明太子陶集序および陶淵明擬古詩

三首 時に辛酉（1921）四月。（辱知清儒墨跡） 

 王国維については、さきに三学者三様の死で紹介しましたが、清末の著名な

学者で、辛亥革命ののちは羅振玉とともに京都に亡命、ヨーロッパの美学で中

国文学を評価しました。哲学、文学、歴史学、考古学など、広い分野で創造的

仕事をしました。 

 彼の書のあとがきには、「諸橋仲蘇先生、海上の寓廬を訪ねらる。己未(1919)

に相見えて二年なり。この帖を出して書を属す。余、書く能わず。この葉を漫

書し、以て別後に相思うの資と為すのみ。海寧の王国維」とあります。 

 

 王国維は大学者、彼の「海上の寓廬」は優雅な書斎を想像させますが、実際

の情況はこうでした。 

 

最初に会った時は、上海の陋巷にそれこそ名利をそとに懸命の勉強をしていた。

かなり貧乏であったのだろう、六畳と八畳とぐらいの二間の借間住まいに、た

だ書物だけは山積しておった。19 

                                                   
17 「回顧 私の履歴書」、『諸橋轍次著作集』第十巻 p352。 
18 『回顧 私の履歴書』、第十巻 p239。 
19 『回顧 私の履歴書』、第十巻 p242。 
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つまり、王国維はこうして「海上寓廬」なる表現でおのれの窮状（きゅうじょ

う）をごまかしたわけです。ですから、魯迅が言ったように、やはり文字は当

てにならない。実際と付き合わせてみて、はじめて確かなのです。諸橋轍次が

今日に残してくれたのは、まさにこうした二つの側面を示す資料だったわけで

す。 

 

今日のお見せしましたセレクションの写真は、すべて佐藤亘（海山）先生のご

提供によるものです。これにたいして深く感謝します。 

 

五、中国における諸橋轍次 

 

 歴史的人物に対する後世の評価を探る簡便な方法の一つは辞典類を見ること

です。では、中国の辞典で諸橋轍次はどう扱われているでしょうか。 

 わたしの調査では、目下中国では十八種の辞書が諸橋轍次の項目を設けてい

ます。その一覧は以下のとおりです。 

 

【辞書一覧】 

辞海 

簡明古籍整理辞典  

中国読書大辞典 

文史哲工具書簡介  

中国漢字文化大観  

世界百科名著大辞典·社会和人文科学  

世界人名翻訳大辞典·下  

中国詩学大辞典  

中国文史工具資料書挙要 

世界百科著作辞典  

古詩百科大辞典  

中国語言学人名大辞典  

辞源続考  

古漢語知識辞典  

東方文化詞典  

近代中国専名翻訳詞典  

新編簡明中国辞書辞典  

中華社会科学工具書辞典  
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 このうち、いちばん有名な『辞海』（1999 年新版）は日本の『広辞苑』にあた

ります。 

 

 これらの辞典の諸橋轍次に対する評価にはそれぞれ偏りがありますが、すべ

て『大漢和辞典』を取り上げています。 

 

 現今、いかなる辞書より影響力があるのはネットです。日本のネット普及率

は７５％で、約９千万人が使っていることになります。中国の普及率はまだわ

ずか３０％ですが、それでも４億人余りが使っているわけです。諸橋轍次を検

索すると、次の画面がでてきます。 

 

[百度説明略] 

百度（バイドゥ、Bǎidù）は中華人民共和国の Baidu, Inc.が運営する検索エン

ジンである。創業は 2000 年 1 月。本社は北京市にある。全世界の検索エンジン

市場において、Baidu は Google に続き第 2 位のシェアを誇る（米 comScore 社、

2009 年 8 月調べ）。中国国内では、Google（谷歌）を押さえて最大のシェアを誇

る。 

 

百度はやはり諸橋轍次を『大漢和辞典』の編集者として紹介し、かつ特別に高

い評価を与えています。 

 

 「９０年代中期にいたるまで、西側の中国古典文化研究者の学者たちは『大

漢和辞典』を古典漢語の最高権威と見なしてきたし、いまでも多くの人がこれ

を大切にしていて、『漢語大詞典』の権威を認めようとしない。日本人が漢語を

学んで作った筆記が、、中国が国家を挙げて編纂した詞典を数十年リードしてい

るのである。」 

 

 中国における百度使用者は７０％、つまりおおよそ２億８千万人が使ってい

るところからも、諸橋轍次の影響が知られるのであります。ついでに、中国最

大のネット販売拠点である淘宝網での『大漢和辞典』の販売価格をお示ししま

しょう。 

 

 こうしたことから、諸橋轍次は中国では『大漢和辞典』の編集者として知ら

れているのですが、これが中国大陸にはじめて現れたのは１９８４年、＜中国

漢字の旅＞訪中団が教育部に贈ったのが最初です。そのころ大学院２年生だっ
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たわたしは、そのことも、またその辞典がどこにあるかも知りませんでした。 

 中国では前世紀８０年代以降、諸橋轍次に言及した論文は２７８編書かれま

したが、諸橋轍次をテーマとした専著はわずか８編、それもすべて語学分野で、

すべて前世紀８０年代に集中しています。 

 

【中国学者の専門書】 

わたくしの知る限りで、中国学者の専門書で諸橋轍次を詳しく紹介したものは

二種類だけです。一つは李慶著『日本漢学史』２（上海外国語教育出版社 ２

００４）、もう一つは梁容若(りょうようじゃく）著『中日文化交流史論』(商務

印書館 １９８５）です。その中の「諸橋轍次の『大漢和辞典』を評す」など

は、やはり諸橋轍次を言語学者あるいは辞典編集者として論じるにとどまりま

す。今日ここでわたしが申し上げたことは、中国人としてはじめて『大漢和辞

典』以外の諸橋轍次をテーマとして論じたものであるやも知れません。 

 このような機会を与えてくださった主催者に重ねて感謝します。ご静聴、あ

りがとうございました。 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

〔注 1〕： 第２回大会終了後の１２月下旬＜章炳麟が諸橋轍次に与えた墨跡＞

が、佐藤海山氏の調査によって発見されました。 


