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一

一

⊂一一

ー鮮血を−

風体⊥剃−国家＞位谷の巳ある︒
村落共同体の﹁史は︑香っこその

＜井筒優子翻−国家＞値の﹁史であ

った︒＜国衆Vにー統計とら訳︑軟
‖γ三2倍た﹁調べ一ビあっ一に︒

︵禰託ち︶ 的詣以降の道代国家も︑
このような神話夷同体のもっ諺桶相

即風王︑たとえば豪放至急︑血縁主

義雪の保守的綿雪そのまま国家

の原理の中心に礪えて実収ざ新た
ものである︒

ー︑︑

生玉

態

