美術の標題・標題の語義︹前稿補足︺

作品に﹁標題言三①︶﹂は不可欠なものであり︑﹁標題︵罰号︶﹂のない作

相田満

和漢の古典籍を主な対象にして︑﹁作品表題﹂青三︑︶や﹁目次標題﹂

品というものは︑何となく落ち着かない︒﹁標題︵自己①︶﹂は︑作品そのも

︽二︾標題と作品の関係

︵８具ｇ厨︶などの︑およそ知的成果物に不可欠な﹁標題﹂の意匠につい

のではないが︑作品と切っても切り離せない︑不可分の関係にあるもの

オノマスティツクス

て︑分析・分類作業を試みることは︑広義にはおよそ日本では活発とは

といえよう︒現代のわれわれは︑そのような感覚に︑すっかり慣れてし

︽一︾はじめにｌ﹁名称﹂にかかわる学問︵ｇｏョ凹騨言︶と﹁標題文芸﹂

言いがたい﹁名称﹂に関わる学問︵オノマスティックスら弓◎ョ餌豊８︶に連

まっている︒

﹁標題﹂を必須のものとと考えているとは限らない︒

しかし︑鑑賞者としての立場はそうであっても︑創作者側は必ずしも

なる︒

日本人が古来﹁名称﹂を重んじ︑それにまつわる文化を育んできた歴
﹂かし︑その意匠について体系的な研究に取り組むものはき
史は
は古
古い
い︒
︒しし
わめて乏しい︒

ある︒そして︑人間が作り出したものに対する文化的生成物である﹁対

テキストやプログラムを一切もたない音楽こそ本来の姿とし︑作曲者の

創作者が﹁標題﹂を付されることを拒否することを示す好例としては︑

︹｜︺音楽の場合ｌ﹁標題音楽﹂と﹁絶対音楽﹂ｌ

象物Ⅱ作品﹂に付される﹁標題︵タイトル︶﹂は︑その﹁名称﹂と不可分

意図と異なる解釈をされることの多かった﹁標題音楽﹂に対時して提唱

そもそも命名という行為は︑それ自体がきわめて創造的な文芸行為で

に結びつき︑直感的にその内容を表現・説明するだけでなく︑命名の対

された﹁絶対音楽﹂が挙げられよう︒

西洋ロマン主義盛行時に︑何事にも﹁詩化﹂された解釈を加える鑑賞

象物である作品それ自体の魅力を左右する︒そして何よりも︑すぐれた
命名による作品は︑その魅力を一層増し︑未だそれにふれていない鑑賞
本研究では︑そうした標題・命名にかかわる行為に認められる文芸的

いた十九世紀が過ぎ︑二十世紀になると︑全く逆の現象が起き︑﹁絶対音

すべてを﹁詩化﹂して聴くのが当たり前だったロマン派精神に覆われて

態度と曲作りが流行し︑﹁標題音楽﹂と呼ばれたものが数多く作られたが︑

行為と︑そうした営みを通して作り上げられてきたものの総体を﹁標題

楽﹂が﹁標題音楽﹂よりも高く評価されるようになった︒

者をいざなう力を持つ︒

文芸﹂と呼称する︒
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その結果︑音楽は言葉から切り離され︑純粋に音による芸術として分
析的・構造的に聴かれるようになり︑二十一世紀に入った現在も︑その
傾向は続いている︒︵相田﹁標題のさまざま﹂﹇﹃標題文芸︵壱こ﹈︑二○
○二・三︶

︹二︺標題が作品に与える効果についてＩ現代美術を例にしてＩ

音楽と同様︑他の美術作品︵注一︶においても﹁標題﹂と﹁作品﹂との関

係は︑互いに緊密であろうとしたり︑逆に無縁であろうとしたりと︑さ
まざである︒

そうした多様な関係を現出する一因には︑創作者が作品を作成する際
に︑﹁何を描くか﹂という﹁主題﹂と︑それに関して﹁標題﹂を付けるか
否かという︑作品に対する意識の差が大きく作用する︒

を理解させることができないものが多い︒

しかし︑﹁標題﹂と作品本体の表現効果がうまく噛み合うと︑両者の機

能はお互いに補完されあって︑作品の魅力は倍加する︒

作品が標題と切り離しては成り立ちえないという事例は少なくない︒

とりわけ︑抽象性の高い現代美術の作品には︑標題の意匠と一体になっ

て当該作品を鑑賞する趣向となっているものがきわめて多い︒

ここでは彫刻を例にとって︑二つの作品をとりあげて考えたい︒

︵一︶作品の芸術化を支える標題

ここに己伊巽︒︻＆雪国胃團︵小谷謙﹇一九二○〜﹈﹇図①︺︶と題
される造形作品がある︒

石材で造られているため︑実際の色彩は白と黒という標題通りではな

いが︑わざわざそれを﹁国Ｆシ○︻

調で表現しようとしたことからは︑

＆雪国国厘と英語で朧化した形

﹁標題﹂が冠されることによって︑その作品は﹁このように解釈され

﹁標題﹂は作品の見方を規制する︒

る﹂べきというメッセージが発されることになる︒いわば︑﹁標題﹂が作

峪作者がこの造形作品を通じて︑

それらには︑人間の感性に直接訴えるような印象強いものも少なくな

つ置かれるが︑この石の置かれ

⑪かれだけのものである︒石は二
咽種類︒升目の対角線上に二つず

ｒの正方形に︑四個の丸い石が置

Ｂ

この作品は五×五マスの網目

Ｋ

＆だろう︒

Ⅲ

く

品の見方を規制するわけである︒

ｊ何かを表現しようとしているの
Ｅ
叩だろうということは感じとれる

また︑﹁標題﹂は︑作品に対する鑑賞者の発見をうながしもする︒すな

わち︑鑑賞者はその﹁標題﹂を知ったときに︑改めて﹁標題﹂により提
示される文脈に沿った解釈と鑑賞を行うことになるのである︒

﹁抽象化﹂という表現技術の進んだ現代美術では︑標題Ⅱタイトル不

いが︑果たしてそれが何を意味した作品なのかということになると︑﹁標

方は︑囲碁対局の初めの場面を

在のままでは意味不明となる作品が少なくない︒

題﹂という補助言語の助けを借りなくては︑その制作意図やメッセージ
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示している︒

囲碁における﹁白﹂と﹁黒﹂の相
克は︑世界を構成する二大原理の陰
陽にもなぞらえられる︒したがって︑

この造形作品に込められたメッセー
ジとしては︑白黒の相克を通して︑

無限への広がりと可能性を表現した
ものということが読み取れよう︒

もしもこの作品に何も題がなかっ
たとしたらどうだろう︒

囲碁をたしなむ人の中には︑これ

用して表現するという意匠の面白さにある︒

細長い紙片をひとひねりして︑両端を張り合わせると出来上がる輪の

面をたどると︑出発点が終点と重なる八の字型をしてねじれて繋がった

輪のであるメヴィウスの輪は︑どこまでいっても終端がない︒そのため︑

﹁無限﹂を表現する造形として作成されたものであることは比較的容易

に想像が及ぶだろう︒しかし︑通常は紙で作られるそれが︑厚みの石材

で造形されてしまうと︑見る人にはそれがメヴイウスの輪をかたどった

ものであるとは︑即座には思い至りはしないだろう︒

﹁空間の﹂という冠称は︑石材という素材を得て﹁メヴイウスの輪﹂

が空間に具現化することにより︑無限を具現化するという作者の観念を

標題によって表現した点で前者と共通する主題を持つ︒

また︑この作品は︑東京都足立区︑兵庫県神戸市三田国際都市︑福井

県三方郡美浜町梅丈岳山頂の三箇所に置かれるが︑掲載写真の梅丈岳山

頂のものは︑﹁無限の﹂という標題が借景的効果によって︑より生かされ

母伊鈩○病＆君国弓厘という標題を通じて作者が伝えようとするメッ

のが︑はたして美術作品として成り立つものなのか︒現代美術は︑特に

匠があってこそのことである︒日常の中に見受けられるものを模したも
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とそっくりな五×五マスの形に作ら
れた練習用の碁盤を連想する人もい
るだろう︒

たものとなっている作品になっている︒

セージは︑碁盤とは全く異なる印象を見る人に与え続けることになろう︒

造型物においては︑その問いを幾度となく突きつけられてきたものだっ

しかし︑前二者の作品で︑こうした解釈が成り立つのは︑﹁標題﹂の意

その意味で︑己伊少︒︻＆雪国弓厘という︑この作品の標題は︑即物

極めて大きい︒

たが︑それを美術作品たらしめるものとしての﹁題﹂の果たす役割は︑

この作品の特徴は︑通
のの
蜂輪 を
通常
常は
は紙
紙で
で造
造ら
られ
れる
るメ
メヴ
ヴイィウウスス
︑ 石材を使

のの︑﹁無限﹂を表現したものという点で主題が共通する︒

次 の ﹁ 空 間 の メ ヴ ィ ウ ス ﹂ ︵ 牛 尾 啓 三 ﹇ 図 ② ︺ ︶ も ︑ 形形
些
は 全く異なるも

っている︒

決して切り離すことのできない︑作品の芸術性を高める重要な役割を担

的な造形表現から作者の観念を伝達するための回路として︑作品世界と

なる碁盤と思う人はさらに多いだろう︒

あるいは︑この作品が畳の上に置かれていたらどうか︒おそらく︑単

〔図②〕「空間のメヴイウス」（牛尾啓三）

ン︵一八八七〜一九

ルセル・一プユシヤ

た作品として︑マ

先鋭的に投げかけ

という問いかけを

﹁美術とは何か﹂

いえよう︒

部となっている好例と

う︒﹁標題﹂が作品の一

意義さえも失ってしま

作品であるという存在

シャンの作品は︑美術

存在しなければ︑デュ

しかし︑そうかとい

六八︶の﹃泉﹄︵一

九一七︶はよく知

創作者が作品にタイトルが不可欠なものだと考えているわけではない︒

って必ずしもすべての

ジヤンⅡオーギ

絶対音楽と同様に︑その作品自体が純粋に作品として完結するものであ

られる︒

ュストⅡドミニク

［

〔図④〕『泉』（アングル）

くことはきわめて稀だという︒

辻田忠弘氏が自作を説くところによれば︑自分が題を念頭に置いて描

ればよく︑それに付せられた標題は︑作品に込められた意味をかえって

・冨昌︶のサインは︑アングルの変名でもあり︑便器製

００

撚秘

﹁見立て﹂

る回路をつ

なぐ︑重要
な働きをし
ている︒そ

れどころ
か︑﹃泉﹄

という題が

』

なっている︒この作品へ付けられた標題は︑それはアングルの﹃泉﹄に

どぎつい愚弄を込めた︑美術さは何かという問いかけのメッセージにも

造メーカーの名でもあり︑﹁間抜け﹂の意味も含まれた︑鑑賞者に対する

れたＲ・マット︵

Ⅱアングルの﹃泉﹄︵一八五六︶へのオマージュとして作られたこの作品

凸・●垂◆

〔図③〕『泉』（マルセル・デュシャン）

狭めてしまう余計な介在物でしかないとする立場も確かに一方にある︒

爵

は︑小便器が横向きで置かれただけのものである︒しかも︑便器に書か

1

U〃 I
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鯛：瀞零

していたが︑展示終了期間間際まで︑気づく者はいなかったという逸話
は有名だが︑このような事故が起こるのは絵画作品では少なくなく︑カ
タログ作製時にも同様の事故が印刷工程で発生しやすい︒何も情報を与
えられずに提示される作品には︑受け手の誤解に伴う事故が多発してい

︽三︾使用例から考える﹁標題﹂の語義

標題の意味を﹃広辞苑﹄のような一般的な国語辞書で調べると︑
ひょうだい︻表題・標題︼

①書物の表紙にしるされた書物の名︒外題︒

るのである︒

作品本体が表現対象の主体であるということは本筋として変わらない

②演説・談話・芸術作品・演劇などの題目︒

と︑にべもなく︑

見出し︒題目︒標題︒

︻標題︼

﹃大漢和辞典﹄では︑

とある︒

であろう︒しかし︑不定型な人間の感性を相手せざるをえないがために︑

現代の美術・芸術作品には︑その作品を眺める位置さえも規定され得ぬ
危うさを内包する︒中には﹁標題﹂の補助なくては存立し得ぬほどのも
のもあるほどである︒﹁標題﹂の効き目はそれほどまでに大きい︒

︹三︺図版注・解説

︻表題︼

①書物の名目︒みだし︒

②演説・談話などの題目︒げだい︒

と︑こちらは国語辞典の意味と大差ないが︑﹁げだい﹂の語義に特徴があ

もっとも︑同じ﹃大漢和﹄では︑︻外題︼についても︑

①表紙に書いた書物の名︒みだし︒標題︒

②語りもの︑又は芝居等で演ずる芸の名︒題目︒

③訴訟の申文等に其の裁許・指令・証明等を︑端又は奥︑又は裏に
書いて与えたものをいふ︒

とあるので︑﹁外題﹂という用語の使い分け対象に特別な意識はないよう
である︒

﹁標題﹂﹁表題﹂の項目が分かれるのは︑漢字によって見出しが立てら
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︹図①︺小谷謙﹁四歩○房＆乏胃目﹂
含弓芸ごｏ恕昌．◎曇亘さｓ

京都府立ゼミナールハウス﹃京都野外彫刻の森﹄ホームページより転載︒
︹図②︺牛尾啓三﹁空間のメヴィウス﹂

設置場所は︑東京都足立区綾瀬四︲七︲一○柏芳ビルニ号館前公共空地︑
載写真︶など︒
．︒星菖８宮９号且﹇二○○四年七月三日参照﹈︶

、

。

兵庫県三田市神戸三田国際公園都市︑福井県三方郡美浜町美浜町梅丈岳山頂︵掲
含甘言夛毫．ョ琴昌

︹図③︺マルセル・デュシャン︵一八八七〜一九六八︶﹃泉﹄
一九一七年今月︑ニューヨーク独立芸術協会主催のアンデパンダン展に出品た
ところ︑芸術を侮辱する行為として出品拒否され物議をかもした︒芸術作品は
美しく格調高くあるべきだという伝統の美意識からすると︑便器を作品とする
考え方は︑美の偶像を破壊するとともにその範畷を相対的なものとし︑観客に
考えることを要求する現代美術の出発点となった︒
︹図④︺アングル︵一八二○〜一八五六︶﹃泉﹄︵オルセー美術館蔵︶
伝統的にそった女性の寓意的図像の表象ではありながら︑女性本来の身体の美
しさが強調される新古典主義の代表作︒
︹図⑤⑥︺辻田忠弘﹃侘﹄﹃作品Ａ﹄

﹃侘﹄は二○○四年二科展出展作︒掲載と制作裏話は氏のご厚意による︒

ると

れる漢和辞典ゆえの事だが︑説明記事量の多寡から判断するならば﹃大
漢和﹄は﹁表題﹂
﹂を
を主
主見
見出
出し
しと
と考
考え
えて
てい
いる
るよ
よう
うで
であ
ある︒
大型国語辞書の﹃日本国語大辞典﹄︵新版︶では︑
ひょうだい︻標題・表題︼

①︵−する︶書物の表紙などにその書物の名を記すこと︒書物の題
名︒また︑編名や章名などをも含めていう︒外題︒題号︒
②演説・談話︑または作品・演劇などの題︒

③音楽で︑楽曲︑特に標題音楽の題名のこと︒
④︵−する︶表に現れること︒

と︑﹁標題﹂が先に立つのは︑別に︻標題音楽︼も立項されていることと
も無関係ではなかろう︒いずれにせよ︑﹁標題﹂﹁表題﹂の使い分けには

大差なく︑一般的には︑各辞書の①〜②でなされる説明にしたがって諒
解しておけば︑それでよかろう︒

﹁標題﹂に対する意匠意識の再評価︑分析手法の開発などといった︑
視点の開拓を主とする本研究では︑分析の対象となる﹁標題﹂を︑﹁書名

標題﹂と﹁部類標題﹂とを主対象と設定したが︑それも﹃日本国語大辞
典﹄での①の説明にかなうことである︒

では︑類縁語︑他の言語との関わりにおいてはどうだろうか︒その認
識に祖語は生じないだろうか︒
まず︑英語では︑量①の他にＰ号①一︑普昼２︐９具①号︵↓演目︶︑目次

二言号己︑などがある︒
そこまで考えずとも︑﹁標題﹂とは︑葺示と同様に扱うことで済ますこ
トートロジ

とはできよう︒用語定義に厳密であればあろうとするほど︑言語相によ
る差異や幅︑歴史的変容を吸収しづらくなったあげく︑自己矛盾を生じ
てしまう危険は確かにある︒

しかし︑それをあえて承知の上で︑和漢古典籍の書名について﹁標題﹂

という言葉がどのように使われているか調べてみた︒

中国書の書物の総体を調べるのに﹃叢書綜録﹄はきわめて有効な工具

︹一︺和漢古典籍書名における﹁標題﹂の使用例

書となってはいるが︑残念ながら現時点では︑日本の﹃国害総目録﹄の

ような電子化・データベース化は果たされていない︒しかも︑﹁標題﹂と

いう文字列の出現位置は︑必ずしも先頭に限らないため︑なるべく漏れ

ｏ宕弄自切ｏ達︶

のない調査を試みるためにも︑﹁全国漢籍データベース﹂を利用した︒

標題註王先生十七史蒙求︵宋王令撰︶

◎拠全国漢籍データベース含与筌冒弓涛且冒言目．ごＣｓ︲属・

賀冨二︵補訂︶︶

立齋先生標題解註十八史唇調本︵元曾先之︵撰︶明陳殿︵音縄︶王逢︵鮎校︶大

立齋先生標題解註音縄十八史略︵元曾先之撰明陳設音認日本岩垣・明標︶

古今・代標題註騨十九史略通孜︵元曾先之撰元余進補︶
革命文猷一至二十輯文献類別標題簡目︵國民革命軍出師北伐史料︑國民政府成立前後之政
治建制史料所収︶
性理標題綜要︵明唐准撰︶

新刊標題句解孔子家語︵元王廣謀撰︶

新刊標題明解聖賢語論︵元王廣謀輯︶

新刊補週標題論策綱鑑全備精要︵明郭子章蘇溶同輯︶

新銭校正標題皇明通紀︵明陳建撰明闘名補明支大倫・瑞登注︶

新鎮官板音輝標題皇明通紀︵明陳建撰︶

新銭妙評校正標題皇明資治通紀︵明陳建撰明哀．補︶

皇明二祖十四宗垳補標題評断通紀︵明陳建撰明陳龍可増補︶
新鍋武經標題正義︵明趙光裕註︶

標題武經七画全文︵消汪桓等訂正︶
武經標題正義︵明趙光裕註縄︶

標題武經七蜜開宗︵消沈定速訂正清陳裕輯葉解清曾櫻注縄︶
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漬︵校︶︶

標題徐状元補注︵唐李澗編宋徐子光補注日本岡白駒菱註︶
標題徐状元補注蒙求蕊註︵岡白駒︵龍洲︶︵撰︶平田豊愛︵宗城︶︵補︶津布久清

宗義優婆提舎謂立集標題

元文年中行事標題並頭書

天行下利病之考標題

千葉氏算暫標題集

三師標題︵日賢︶

標題徐・元補注蒙求︵唐李潮撰宋徐子光補注日本岡田白駒窒註日本佐佐木砧標．

高松大全標題類集

ｌ
標題徐状元補注蒙求讃本︵唐李淌編宋徐子光注︵日本︶岡白駒菱註︵日本︶平

天台四教俄集解要文標題

類聚標題

秘密曼茶羅教摩但理迦票題﹇摩但理迦標題・秘密塁茶騒摩但利迦標題﹈︲
標題起源

御用醤抜書標題

和歌表題集那須大宮﹇﹁景物集附略字﹂の別瞥名﹈

謡劃倒

合巻絵草紙劃劉作者画工書蝉名目集﹇﹁合巻外題集﹂の別書名﹈

蒙求標題大綱妙︵毛利貞斎︶

標題徐状元補註蒙求篭註︵李満・徐子光・岡白駒︶
蒙求標題

謡ひ物表題発句合

賀茂織部父之神主及墓表題名附木主考説名字説

表題集

表題輯録︹別笹名﹁表題旧覧録﹂﹈

古浄瑠璃詞週

標題篭註続蒙求校本

注︵補注︶﹃蒙求﹄

敬して徐状元と呼ぶ︶が︑唐の李潮撰のものに対して新たに補った

︵標題︶に対して︑宋の科挙に最高位で合格した︵状元︶徐子光︵尊

﹁王戎簡要斐楢清通﹂などといった︑四字の対句の韻文の見出し

その意味するところは︑

たとえば︑﹃標題徐状元補注蒙求﹄という書名を考える︒

れているものが多い︒

中国の古典籍では︑﹁標題﹂という言葉は︑頭語・角書などに使用さ

︹二︺中国書と日本害における﹃標題﹄使用例の考察

証如宗主御日記御表題考

源氏物語標題詠歌
標題百人一首
此花詠標題

愛宕山標題解術︵丸山良玄︶

論語標題抄︵穂積重章︶

御蔵蘭醤標題小解
分類本朝誓目捌劉

古今算書標題集

東都愛宕山標題之解

算法他流諸国之制劉集︵会田安明︶

尚誓毎巻標題井識語

……

表題自醤数目

衣清
笠原
孝宣
郷賢

蒙求続詔標題詠︵樋口好古﹇知足斎﹈︶

へへ

神武迪精標題︵村井昌弘︶

離

蒙求標題骨牌主客掲場法︵肥田政教︶

蒙求標題詠︵樋口好古﹇知足斎﹈︶

︵言官さ尉鼠・昌一●胃営予冒雪言巨ご涛与・言三呂震・吻・圏再確認﹈︶

◎拠卵国
国書
書基基本本
昌・
冒卸
旦＆
一亘去ｇ④具﹇ｇＢ●いい調査﹈︶
デデ
ーー
タタ
ベベ
ーー
スス
︵ｅ
冨弓
冒亜
さ弓
闇闇
里里
・・
昌一

また︑国書については以下の通りである︒

標題註疏小學集成︵朝鮮金汝校︶

標題詳註史略補遺大成︵明李紀撰︶

田宗城補︶

疏

尋
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一

国
史
蒙
求註

る︒そして︑その書に加えられた意匠の性質や︑注釈者などの情報が本

として︑章立ての見出しや部立てを明示するための見出し語のことであ

である︒ここでいう﹁標題﹂は︑検索にも役立つように工夫された意匠

いう言葉が書名に付けられるようになったのであろう︒

神社に算額を奉納して掲げることがよく行われたことから︑﹁標題﹂と

﹃蒙求﹄についで目立つものは︑算法︵和算︶に関連するものである︒

もに︑﹁標題﹂という語句を広めるのに大きな役割を果たしたのである︒

室町時代の注釈書︑﹃蒙求抄﹄︵清原宣賢︶は︑﹁標﹂を﹁標ハ木ノ梢

来の書名である﹃蒙求﹄に加えられていることになる︒

なお︑﹁表題﹂の使用例は︑﹁教誠新學比丘行護律儀表題教誠律議唐

也︒本ノ叢ノ中カラ抜出タ心ソ﹂︑﹁題﹂を﹁題ハヒタヒ也︒ヒタイノ

︵額︶

騨道宣篇本一冊﹂︵東北大狩二・三○八三・二のみだが︑これ

ヤウニ指出タ心ソ﹂と説明している︒木の梢のように︑ほんの一部分を

くさむら

は﹁外題﹂がそのように書いてある意味という書誌情報が混入したもの

示すことでその内容を示すことをいうのである︒﹁標題﹂という言葉が︑

いたわけである︒算額を目立つように掲げて示すことについて﹁標題﹂

内容物の表象を担う機能を持った言葉であることが古くから認識されて

さし

であろう︒したがって︑中国書における﹁表題﹂の使用例はない︒
一方︑国書では﹃謡表題﹄︑﹃和歌表題集﹄﹃合巻絵草紙表題﹄のように

現れ︑本の外題︑で使われているということが分かってくる︒

この理解に立てば︑﹁標題﹂の概念は作品の外側を覆いくるむかのよ

という言葉が使われることも同じといえる︒

知名︶︿新校本宋史・志﹇巻二○八・志一六一・芸文七・集類・別集﹈﹀﹂

うに名付けられたものだけでなく︑見出しのための﹁目次標題﹂や︑部

二十五史中に収載される芸文志類では︑﹁杜詩標題三巻︵題飽氏不
の一例のみが見える︒﹁題飽氏﹂とあるところから︑杜甫詩に部類題目

類・部立てのための﹁部類標題﹂のように︑作品内部を構造的に分類す

く︑同縁の関係にあるといえる︒

る差異はなく︑﹁タイトル﹂﹁もののなまえ﹂といった類語も︑大差はな

の意味で︑本研究で扱う﹁標題﹂とは︑日本・中国・英語の言語相によ

るための指標としても﹁標題﹂の語が使用されていたことがわかる︒そ

をつけて類別したものと推定する︒

日本はどうか︒﹁国書基本データベース︵著作編︶﹂では︑判件がヒッ
トする︒

﹁標題﹂を書名に持つ典籍でまず目立つのは︑﹁勧学院の雀は蒙求をさ

えずる﹂という諺で著名な﹃蒙求﹄にちなむ書群である︒これは︑中国

残る︒これらデータベースで掲出されるデータは︑になってくると︑﹃標

ただし︑このような資料を使うに際しては︑書名の採録基準の問題が

﹃蒙求﹄と﹁標題﹂という語句との関係は非常に密接である︒﹃蒙求﹄

題註王先生十七史蒙求﹄という書名は︑﹃叢書綜録﹄をはじめ一般には﹃十

書にも少なからずあったが︑国書においてはひときわ目に付く︒

は︑唐の李潮撰になる四言句の対標題を本文とするものに自注が付され

七史蒙求﹄と呼称される︒

また︑﹁標題﹂という言葉は︑現代中国では図書館情報学用語で使用さ

ため︑書名中に現れる﹁標題﹂の用例を調べることには限界がある︒

このように︑﹁標題﹂という語は︑角書きに現れるレベルのものである

たものであったが︑標題自体も独立して流布した︒また︑非常な盛行を
見るに至った南宋の徐子光による﹁補注本﹂は︑巻頭に﹁標題徐状元補
注蒙求﹂あるいは﹁標題補注蒙求﹂という表記を有しており︑書名に﹁標

題﹂という語句と﹃蒙求﹄という言葉の結びつきをより緊密にするとと

口
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れ︑日本の件名標目︿碗呈§言且旨巴に対応する語としても使用される
︵﹃中国図書館情報学用語辞典﹄︶が︑この場合は︑当該書に対して︑そ

れがいかなる内容を持つかという︑整理・分類基準のために与えられる
ものであるため︑オントロジの問題となる︒

ある特定分野における現象を︑古典時代から現代に至るまで通時的に比較する際に問題となることの一つに︑はたしてその分野を規定する基準が普遍

的な物差しとして機能しているかどうかということがある︒さらにいえば︑そうした枠組みが︑国際的な共通理解の上に立っているものかどうかという
点も問題になるだろう︒
たとえば︑﹁美術﹂という言葉もそうである︒

﹁美術﹂とは︑美を表現する芸術をいう︒現代では︑とくに空間的視覚的な美を表す絵画や彫刻︑建築︑写真︑さらには仮想空間上の作成物︵コンピ

ュータグラフィックス︶などでいわれるが︑明治期には詩歌︑小説︑音楽なども含めて広くいわれた言葉であった︒そのため︑本書に関わる和漢古典籍

における文学の分野などは︑古い用法に照らせば︑﹁美術﹂という範晴に括られることになろう︒しかし︑本論はそれは採らず︑現代における理解と同
様に考える︒
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