
日本史研究会開催に伴うご案内 
 

2022 年日本史研究会（10 月 8 日・9 日、花園大学）開催にあたり、日本史関係書籍を

【学会会場販売価格】20％引にてお届けいたします。添付の FAX 注文書・メールにてお申

し込み下さい。公費予算（研究費・科研費）でのお申し込みも承ります。 

メールでのお申し込みの際は、「日本史研究会オンライン注文」と明記して下さい。 

◆お届けは、受注後 2～5 日以内（時間指定可能）。購入総額 1 万円以上は送料・振込 

手数料は小社負担。未満は、送料 370 円～700 円と振込手数料が必要となります。 

その他、ご案内リストに掲載されていない書籍につきましても学会会場販売価格にて 

お届け致します。（一部取扱図書は 10％引となります。） 

                                                  

お申込み期限:2022 年 11 月 30 日 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年より 2022 年の新刊・好評書籍は以下となります。 
   

本草和名―影印・翻刻と研究―  丸山裕美子・武 倩 編著 

  正倉院文書の一研究 ――奈良時代の公文と書状――  黒田洋子 著 

日本における立法と法解釈の史的研究 別巻 補遺    小林 宏 著 

  近世法実務の研究 上・下  神保文夫 著 

  熊本藩刑事判決録 人命篇  藩法研究会 編 

高句麗・渤海史の射程    古畑 徹 編 

  渤海国と東アジア      古畑 徹 著 

国家の想像と文化自覚――日中グローバル化の史的研究  銭 国紅 著 
 

 

 

 

 

汲古書院 
   〒101-0065 東京都千代田区西神田 2-4-3 髙岡ビル 4F 

TEL:03-3265-9764 FAX:03-3222-1845 E-mail:kyuko@fancy.ocn.ne.jp  



注文部数

　

　

　

　

　

　ご住所（お届け先）

　購入区分：私費／公費（書類の宛名・必要通数をご記入下さい。） 　　　　　　　　　日付：要・不要

　書類の宛名：　　　　　　　　　        　　　 　　　　見積書　通・納品書　通・請求書　通

書　　　名

　

　

　

　

　

　

2022年秋　日本史研究会特別販売／ＦＡＸ注文書　

FAX番号：０３－３２２２－１８４５　　汲古書院営業部行

学会価格

　お名前

　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ

　

　

　

　

　

　

　

　



 
◎最善本の一つ西尾市岩瀬文庫蔵本を影印・翻刻——『本草和名』の歴史的意義を明らかにする！ 

愛知県立大学教授 丸山裕美子／中国海洋大学講師  武  倩 編著 

▼A5判上製・614頁・定価14,300円 ISBN978-4-7629-4239-6 C3021 2021年8月刊 

                                                                             

【本書の特色(Ⅲ研究・Ⅳ補論・Ⅴ索引)】 

研究：『本草和名』に直接関わる研究をまとめたものである。『本草和名』の歴史的意義と国語学的 

   意義を明らかにする論考からなる。 

補論：『本草和名』成立の背景となる、日本古代の医学・医療制度に関する論考をまとめた。新出 

史料を分析し、散逸した日本と唐の医疾令の復原を試みた論考と、年料雑薬徴収制度の成 

立について考察した論考を加えた。 

索引：万葉仮名で表記された和名に平仮名を付した「和名索引」、薬名を現在の漢方の一般的呼称 

によって五十音順に並べた「薬名索引」、逸書を含む多くの引用典籍の索引「書名索引」か 

らなる。『本草和名』の利便性を高め、万葉仮名の使用例を示すとともに、舶載された典籍 

の利用の実態や逸文蒐集の便宜を図ったものである。 

【内容目次】 

序章 ――西尾市岩瀬文庫所蔵『本草和名』解題―― 

  『本草和名』概略／『本草和名』の再発見と版本刊行／『本草和名』の写本について／岩瀬本 

『本草和名』書誌／小島尚質（宝素）・尚真父子略歴／小島尚質（宝素）・尚真父子と『本草和名』  

第Ⅰ部 影印  凡例 上巻・下巻 

第Ⅱ部 翻刻  凡例 上巻・下巻 

第Ⅲ部 研究 
  第一章 敦煌写本本草書と古代日本の本草書―『本草和名』の歴史的意義― 

   日本における『新修本草』の受容／『本草和名』について／『本草和名』の伝来／『本草和名』 

   の構成／敦煌写本本草書について／『本草和名』と敦煌写本『新修本草』 

  第二章 『本草和名』の諸本  先行研究の整理／『本草和名』の写本／『本草和名』の版本 

  第三章 『本草和名』と『倭名類聚抄』 

   第一節 『倭名類聚抄』と『本草和名』の共通出典――『新修本草』以外の漢籍を中心に―― 

   第二節 『倭名類聚抄』における『本草和名』の誤引 

第Ⅳ部 補論 
  第一章 延喜典薬式「諸国年料雑薬制」の成立と『出雲国風土記』 

   天聖令による日本令薬物徴収関連条文の復原／日唐医疾令の比較による古代日本の薬物徴収

制度の特質／『延喜式』の薬物徴収システムと諸国年料雑薬制の成立／『出雲国風土記』の薬

物リストと諸国年料雑薬制 

  第二章 北宋天聖令による唐日医疾令の復原試案 

   唐医疾令復原の再検討／日本医疾令復原の再検討 

  第三章 唐医疾令断簡（大谷三三一七）の発見と日本医疾令 

――劉子凡「大谷文書唐《医疾令》・《喪葬令》残片研究」を受けて―― 

   唐医疾令断簡（大谷三三一七）による条文の復原／唐医疾令断簡（大谷三三一七）による条文 

排列の訂正／唐医疾令断簡（大谷三三一七）による日本医疾令の復原と条文排列   

第Ⅴ部 索引  和名索引／薬名索引／書名索引       

あとがき（付・担当、初出一覧）              



 
◎正倉院文書の構造的特質の解明から奈良時代の諸相を明らかにすると共に東アジア交流史の実情を探る！ 

 
奈良女子大学協力研究員 黒田洋子 著 

▼A5判上製・472頁・定価12,100円 ISBN978-4-7629-4241-9 C3021 2022年2月刊  
                                                                             

【主要目次】 

序 章 

第一部 公文を対象とした研究 

第一章 天平宝宇年間の表裏関係から見た伝来の契機 

第一節 「造金堂所解」をめぐる再検討     第二節 天平宝宇三年の造東大寺司文書 

第三節 表裏関係から見た造石山寺所関係文書の伝来事情 

第二章 八世紀における銭貨機能論   

第一節 銭貨の役割について           第二節 銭貨の効用について              

第三章 「布施勘定帳」の基礎的分析 

第一節 「布施勘定帳」作成の前提作業     第二節 布施額算定の手順 

第三節 算定額の記載に対する監査                  第四節 帳簿の転換 

第四章 言葉を綴った人々——丸部足人の場合—— 

第一節 丸部足人の足跡                  第二節 丸部足人の肩書き――「雑使」―― 

第三節 丸部足人が残した三通の文書について    第四節 「使」について 

第五節 丸部足人と同類の雑使について     第六節 「使」と文字 

附 論 仕丁私部広国——奉写大般若所注進文に描かれた姿—— 

第二部 書状を対象とした研究 

第一章 「啓」・書状の由来と性格      はじめに――研究史の整理と書状研究の背景―― 

第一節 正倉院文書に見える「啓」・書状   第二節 要素その 1「啓」の書式をめぐる規定 

第三節 『文心雕龍』の中の表と啓      第四節 要素その 2 用語・表現について 

第五節 要素その 3 書体について 

第二章 『国家珍宝帳』に見える「王羲之書法廿卷」の性格 

第一節 王羲之真蹟の集積過程    第二節 王羲之真蹟が内庫から出された状況について 

第三節 『献物帳』に見える王羲之「書法廿卷」について 

第四節 王羲之「書法廿卷」とともに見える「献物」について 

第三章 正倉院文書の「啓」・書状に見られる書の性格 

第一節 奈良時代の書   第二節 公文の書    第三節 「啓」・書状の書に見える草書体 

第四節 楷書体と行書体――『集字聖教序』との関連性―― 

第四章 正倉院文書の中の「王羲之習書」について 

第一節 『万葉集』に見える王羲之の受容      第二節 「王羲之習書」のすがた 

第三節 王羲之受容の諸段階              第四節 書法の転換 

終 章                              あとがき 索 引 



 
◎日本法制史研究の泰斗——小林宏先生の珠玉の論考を全三冊・別巻一に収録！ 

國学院大學名誉教授 小林 宏 著 

▼A5判上製・276頁・定価8,800円 ISBN978-4-7629-4238-9 C3321  2021年10月刊  
                                                                                                

【あとがきより】（抜粋） 

本書所収の主要な論文は、唐律疏議と令集解とを研究の対象として多く扱っている。それについ 

て、ここに一言しておきたい。令集解（令義解をも掲載）という法書は、明法家による古代律令の法 

解釈や法適用などの法実務の実態が具に記されており、前近代の日本における法学の内容やその性 

格を知ることのできる貴重な資料、いわばその宝庫である。しかし、その伝本の文には脱落、錯簡、 

誤字、衍字が多く、後の追記や書入れなども混じっており、学説の引用関係を示す構文もまた複雑 

であって、その内容を文理的に正しく読み解いて行くのは決して容易ではない。更にそこから令集 

解の内容を法学的に分析し、解明する為には、余程の時間と労力とを必要とする。 

筆者も、その読解に自信がある訳ではないが、ただ令集解の解読に当って一つだけ言えることが 

あるように思われる。筆者は大学院在学中の八年間、森鹿三先生の東洋法史の演習に参加したが、 

そのテキストは唐律疏議であった。筆者が令集解を読み始めたのは、上京してかなり後のことであ 

ったが、森先生の演習において、この唐律疏議を読んでいたことが、実は令集解の内容を理解する 

に当って、少なからず役立ったのである。森先生の学恩に深く感謝したい。 

それでは何故、唐律疏議を読むことが令集解の理解に役立つのか。考えてみれば、それは至極当 

然なことであって、唐律疏議は唐の律疏の内容を今に伝えている書であるからである。唐の律疏は、 

周知の如く戦国時代以来の多年にわたる中国法律学の伝統の上に、丹念に練り上げられた精華の結 

晶である。 

この唐の律疏によって日本人は始めて立法や法運用に関する合理的な思考を学びとり、それを身 

につけることができたのであって、令集解所収の諸家の学説も多かれ少なかれ、すべてこの律疏に 

よって具現化された唐の律学がその基礎にあったといってよい。（中略） 

そうすると、唐の律疏が学習された時代や令集解が成立した時代は八、九世紀のはるか古代では 

あるが、当時の律令法学がその後の日本の法制史、法学史、法思想史、法生活史などに及ぼした影響 

は、実に計り知れないものがあるといわなければならない。 

【主要目次】 

例 言 

第一 養老名例律贈位条について——その立法上の意義—— 

一 唐律第一項相当規定の存在しない理由  二 職事の初位と非職事の初位 

三 日本律立法の手法――むすびに代えて―― 



第二 日唐除免官当法に関する若干の考察 

一 除免官当法適用後の再叙        二 日唐官制の相違 

第三 令義解の法解釈と令集解の成立 

一 令義解の法解釈技法          二 令義解の法解釈の不備 

三 総括と展望――令集解の成立と関連して―― 

第四 令集解のなかの義解学——伴記の法解釈を中心として—— 

一 伴記による義解の引用         二 その他の私記による義解の引用 

第五 異質令集解のなかの義解学——「私」の法解釈を中心として—— 

一 令集解卷三十五の「私」と義解の関係  二 令集解卷二十の「私」と義解の関係 

三 異質令集解に関する若干の考察 

第六 「異質令集解」試論 

一 公式令集解逸文と異質令集解との比較  二 令集解と異質令集解の関係 

第七 令集解卷二十に見える師説について 

一 師説の機能              二 師説の性格（その一）  

三 師説の性格（その二）         四 師説と「私案」 

第八 令集解に見える唐儒の律私記に関する覚書 

第九 「基」説小考——宮部論文「「基」の注釈についての内容的考察」に寄せて—— 

第十 令集解雑感 

第十一 律集解雑感 

第十二 法が生まれるとき 

——高塩報告「「公事方御定書」に並ぶもう一つの幕府制定法」の意味するもの—— 

第十三 書 評 

岡野誠著「新たに紹介された吐魯蕃・敦煌本『唐律』『律疏』断片――旅順博物館及び中 

国国家図書館所蔵資料を中心に――」、同「旅順博物館・中国国家図書館における『唐律』 

『律疏』断片の原巻調査」 

附録 

第一 「三間正弘は軽薄なる男子にあらず」——明治警察史の一駒—— 

一 木戸による三間の推挙           二 戊辰戦争後の三間の行動 

三 戊辰戦争後の三間の心情          四 三間の新政府出仕 

第二 瀧川学の魅力 

別巻収載論文成稿一覧／あとがき／索 引  

**************************************************************************************** 

 第一巻 古代・中世  A5 判上製・408 頁・定価 11,000 円 ISBN978-4-7629-4202-0 2009 年 5 月刊 

日本律の成立に関する一考察／折中の法について／「因循」について／因准ノ文ヲ以テ折中ノ理 



ヲ案ズベシ／古記と令釈／日本律の枘鑿／日本律編纂の意義について／日本律における礼の法 

的機能／日本律における妾の地位／我が中世における神判の一考察／歴史のなかのレトリック 

をたずねて／続・歴史のなかのレトリックをたずねて／「唐律疏議」のなかのレトリック／日本 

の律法典における形式性と実用性／日本律逸文三題／令集解引載の「或釈」について／明法家の 

法解釈にみるフィクションの特徴／縄文人の法的思考／上野利三氏の書評を読む 

 第二巻 近  世    A5 判上製・400 頁・定価 11,000 円 ISBN978-4-7629-4203-0 2009 年 8 月刊 

新井白石における法的辨証／徳川幕府法に及ぼせる中国法の影響／徳川吉宗と過料刑の成立／ 

徳川吉宗の立法技術／「寺社方御仕置例書」の成立／「定書」と「例書」／熊本藩における中 

国法の機能／熊本藩と『大明律例譯義』／熊本藩「刑法草書」私考／古典ヲ斟酌シテ時勢ノ宜 

シキニカナフ／熊本藩と『清律例彙纂』／徳川吉宗と法の創造 

 第三巻 近  代    A5 判上製・394 頁・定価 11,000 円 ISBN978-4-7629-4204-4 2009 年 11 月刊 

越後長岡藩における法学の系譜／小林虎三郎の長岡藩「民間禁令」について／「改定律例」管 

見／皇位継承をめぐる井上毅の書簡について／明治皇室典範における皇位継承法の成立／明治 

皇室典範制定史の一考察／井上毅の女帝廃止論／渡邊廉吉の人物像素描／前近代法典編纂試論 

／維新の北越長岡と福沢諭吉／「瘠我慢」をつらぬいた男、三島億二郎／「米百俵」の説得術 

**************************************************************************************** 

◎奈良・平安期から鎌倉初期にかけて、律令法を扱う学術（道芸）明法道のあり方と 

その担い手「明法家」の役割を、日本古代法学史上に包括的にとらえる！ 

國學院大學栃木高等学校教諭 瀬賀正博 著 

 

 

 

 

 

 

▼A5 判上製・432 頁・定価 11,000 円 ISBN978-4-7629-4233-4 C3021 2021 年 3 月刊  

【序章より】(抜粋) 

  本書は、日本における律令法の運用に法律専門家として携わった、明法家と呼ばれる一群の法 

学者・法曹官僚の活動を解明して、前近代日本の「法学」史の一齣として明法道を位置づけるため 

の序説であ 

 る。【主要目次】 

序 章 明法道研究の課題と本書の構成   

第一章 明法道概観─明法道論のための視点と課題─ 

第二章 律学と明法道            第三章 明法道の形成と家学 

第四章 罪名勘申成立論           第五章 法家問答論 

第六章 明法勘文機能論           第七章 明法勘文構造論 

第八章 明法道における判例および学説法   第九章 明法道講書試論 

 附  篇 

第一 『本朝法家文書目録』考        第二 中世法書『金玉掌中抄』の基礎的研究 

第三 『金玉掌中抄』写本伝来に関する覚書  第四 違勅罪の再検討 

所収論文成稿一覧／跋 文／索 引  

 



 
◎江戸時代の「実務法学」を明らかにする。西洋的法学に引き継がれた伝統法とは何か⁉ 

名古屋大学教授 神保文夫 著 

▼A5判上製・1364頁・定価31,900円 ISBN978-4-7629-4235-8 C3321 2021年11月刊  
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◎熊本藩が記録した刑事判決録から近世の刑法史を読む！ 

藩法研究会（代表 高塩 博）編 

▼A5判上製・356頁・定価9,900円 ISBN978-4-7629-4240-2 C3021 2022年3月刊  

                                                                     

【序より】（抜粋） 

熊本藩は外様大名の細川氏が肥後国を中心として五四万石を領有する大藩である。その刑法典で 

ある「刑法草書」は、第六代藩主細川重賢のもとで実施された宝暦の藩政改革の一環として制定さ 

れた。はじめの刑法典は、宝暦五年（一七五五）四月から施行した「御刑法草書」（本文五八条附録 

二条）である。 

本法典は、重大かつ明確な弊害を除き去るための要綱を盛り込んだ応急的な刑法典であり、その 

法文には熊本藩刑法としての基本的な考え方が示されている。熊本藩はこれを施行しながら増補修 

正を加え、さらに体系的な刑法典を編纂した。これが八編から成る「刑法草書」である。 

【解題より】（抜粋） 

1 熊本藩は宝暦四年五月に『刑法草書』を編纂するが、それは明清律の研究成果を犯罪の構成要件 

論と刑法理論に反映させたものであり、幕府『御定書』（寛保二年）と並んで諸藩の刑事立法と刑事 

政策に大きな影響を与えるものであった。『刑法草書』が刑法史において有する意義の中で第一とす 

べきは、『御定書』をはじめ依然として追放刑が大きな比重を占めていた当時にあって、『刑法草書』 

は追放刑を原則廃止して、我が国で初めて犯罪者の更生・改善を目的とする徒刑を創設したことで 

あろう。この『刑法草書』の施行（笞徒刑の実施）は宝暦五年四月である。 

『刑法草書』は、名例・盗賊・詐偽・奔亡・犯姦・闘殴・人命・雑犯の八編の構成であるが、各編 

ごとに判決録が編集されており、ここに覆刻する『人命』（全三冊）は人命編（謀殺、祖父母父母を 

殺、親族を殺、主を殺す、奉公人主を殺す幷主奉公人を殺、姦夫を殺、盗賊を殺、妖術毒薬を以人を 

殺、闘殴し及故らに人を殺、故らに人を傷る、誤殺傷戯殺傷過殺傷、人を威逼して死を致す、父祖殺 

さる）に該当する、宝暦五年から天保六年までの全二六九判決を収録したものであり、犯罪類型ご 

との編纂を試みているが、分類は不完全で全く未分類のままの分冊もある。この『人命』収録の最初 

の判決は「天明元年九月廿二日 市三郎・藤吉・紋七・平右衛門謀殺未遂一件」（判決番号〇〇一） 

である。市三郎は、謀殺条（謀殺未遂）により「八〇笞二年眉無」、藤吉・紋七は欠落したとある。 

『参談書抜』に、笞徒刑仰付の初発は天明元年九月廿二日と記載されているが、まさに当該判決が 

『人命』の濫觴となっている。 【編集：守屋浩光・安高啓明／翻刻校訂：鎌田 浩・山中 至】 

【内容目次】 

序 ……………………………………………………………………………………………… 高塩 博 

解  題 

熊本藩刑事判決録「人命篇」について …………………………………………………… 山中 至 



人命篇判決一覧 …………………………………………………………………………… 山中 至 

翻  刻  凡 例 

一 人命 第一冊 宝暦五年（一七五五）より文化七年（一八一〇）まで 

       （一）第一分冊 宝暦五年（一七五五）～寛政三年（一七九一） 

        （二）第二分冊 寛政三年（一七九一）～文化元年（一八〇四） 

        （三）第三分冊 文化二年（一八〇五）～文化七年（一八一〇） 

二 人命 第二冊 文化八年（一八一一）より文政八年（一八二五）まで 

三 人命 第三冊 文政九年（一八二六）より天保五年（一八三五）まで 

**************************************************************************************** 

◎幕府法はいかに成立したのか、新出史料の考察から幕府法研究に新たな地平を切り拓く！ 

〔論考篇・史料篇〕 

國學院大學名誉教授 高塩  博 著 

▼A5 判・総 1100 頁・定価 24,200 円 ISBN978-4-7629-4217-4 C3321  2017 年 2 月刊  

*******************************************************************************************

◎将軍吉宗が犯罪人の社会復帰をめざし考案した刑罰—「敲」の実態に迫る！ 

國學院大學名誉教授 高塩 博 著 

▼A5判・480頁・本体価格11,000円 ISBN978-4-7629-4228-0 C3021 2019年2月刊 

*******************************************************************************************

◎羅山・西鶴ら江戸の知識人は『棠陰比事』をどのように受容したのか、新たな視点から考察する 

杭州師範大学 周  瑛 著 

▼A5 判・188 頁・定価 6,050 円 ISBN978-4-7629-3618-0 C3093  2015 年 3 月刊   

 

 



 
◎江戸幕府の庶民政策を具体的事例から考察する 

元帝京大学教授 菅野則子 編 

▼A5判・404頁・定価9,900円 ISBN978-4-7629-4237-2 C3021 2021年4月刊 

                                                                     

【はじめに より】（抜粋） 

「表彰」とは、何なのか。ある人の行為が、とくに勝れていたり、なかなかなし得ないような事 

 柄に好果をもたらしたり、「善行」をしたような場合に、それらの営為を称え、人びとに広く示し 

 ていくことといてよいだろう。しかし、誰が、何の為に「表彰」するのかということを加味して考 

 えてみると、少々異なっ意味合いが加わる。たとえば、色々と不都合な事柄が続出しているよう 

 な状況下、その不都合を糺すべき一の手段として、その不都合とは対照的な営為を手本としてを 

 示すために、あえて「表彰」行為が企図されるともある。ごく自然に行われる「人を称える」行為 

が、時には、その背後に何らかの意図が組み込まれたり強調される場合も少なくなかった。 

『官刻孝義録』刊行は、それに該当するひとつの側面を持っていた。『官刻孝義録』は、各地で 

 それまでに行われた多様な「表彰」事例をかき集め、それらを人々に生き方の「見本」として示す 

 ことに主たるねらいがあった。十八世紀末から十九世紀にかけてのことであった。 

幕府の命に従って全国から提出された事例の多くは、「孝行」として表彰されたものであり、す 

 でに各地で刊行されていた「孝子伝」・「孝義伝」に依拠するものが少なくなかった。 

以下に、『官刻孝義録』、および、それとの関連で、筆者が直接関わってきた資史料に絞り、こ 

れ迄取り組んできた「孝子伝」・「孝義伝」がらみの研究を振り返りつつ、いくつかの補足をして 

いきたい。 

【目次】 

凡 例 はじめに 

（一）『官刻孝義録』とは  

〈時期的特徴〉・〈地域的特徴〉／〈『官刻孝義録』の役割〉〈『官刻孝義録』の前史としての 

「孝子伝」・「孝義伝」〉〈『官刻孝義録』の後に〉 

（二）『続編孝義録料』の検討 〈「続編孝義録料」収載事例〉 

（三）『備前国孝子伝』についての些かの検討  （四）『肥後孝子伝』の検討 

（五）幕末維新期以降の動向 

『会津孝子伝』解題／『会津孝子伝』本文／『石見国宇野村孝子伝』解題／『石見国宇野村孝子 

伝』本文『若州良民伝』解題／『若州良民伝』本文／『筑前国孝子良民伝』解題／『筑前国孝子 

良民伝』本文 

あとがき 



 
◎高句麗・渤海史研究に新風を吹き込む 10 編！ 

金沢大学大学院教授 古畑 徹 編 

▼A5判上製・252頁・定価7,700円 ISBN978-4-7629-6707-8 C3022  2022年2月刊  

                                                                     

【序言より】（抜粋） 

本論集『高句麗・渤海史の射程――古代東北アジア史研究の新動向――』は、本来、日本学術振興 

会の二国間交流事業（セミナー）として、2020 年 3 月 14・15 日に、金沢にて開催予定であった「高 

句麗・渤海史に関する日中研究者会議」(以下、「日中研究者会議」と略す)の報告集として出版を予定 

していたものである。……本会議の開催に関係して報告・執筆された編者及びメンバーの諸論稿を 

追加し、日本の高句麗・渤海史研究の現状とそれが目指す方向性、およびその豊かな可能性を示し 

て、停滞感のある高句麗・渤海史研究に新風を吹き込むことを意図した論文集に編集し直すことと 

した。こうして誕生したのが、本論集である。 
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【序章より】 

 本書は、筆者が一九八三年以降発表してきた、渤海および新羅を東アジアの枠組みのなかで研究 

した諸論考を集め、現時点の研究水準に合わせて改稿・増補したものである。 

 筆者は、学生時代から、未解明な部分の多い渤海という国に興味を抱き、渤海とはどういう国な 

のかということを考えてきた。もともと未解明なのは、史料があまりに少ないからなので、これを 

正面から攻めたのでは史料の表面に書いてあること以上のことはわからない。そこで思い至ったの 

が、渤海の史料はすべて周辺の唐や日本などが残したものであり、そこから第一義的に抽出できる 

のは周辺諸国が渤海をどのように理解していたのかである。従来の渤海と周辺諸国、特に唐との関 

係史は史料の記述をトレースしただけの傾向が強かったが、こうしたことに考慮すればそれらとは 

一味違う歴史を描けるのではないか、そしてそれを突破口に渤海の実像に迫れるのではないか、と 

いう研究構想である。この研究構想を実現するためには、史料そのものの情報源を考えることや、 

どんなに煩雑であっても史料からわかる事実関係を一つ一つ丁寧に考証し可能な限り正確な史実に 

基づいて歴史像を描くこと、さらには渤海と周辺諸国の関係だけでなく、それに影響を与えたであ 

ろう周辺諸国間の関係についても正確な史実を求める作業をおこなって、それらと渤海をめぐる国 

際関係との連関性を考えること、が必要だと考えた。 

そうした研究構想に沿って、渤海とその周辺との国際関係を、東アジアという地域（広域）史のな 

かに位置づけて理解し、渤海とはどのような国かを考える手がかりを得ようとしてきた諸論考を、 

その究明に深くかかわる新羅と唐との国際関係についての論稿を含めて集大成したのが本書であ

る。 

【主要目次】 

序章――なぜ「渤海国と東アジア」なのか―― 

第一部 渤海の建国と東アジアの国際関係 

第一章 七世紀末から八世紀初にかけての新羅・唐関係 

新羅によるいわゆる朝鮮半島統一戦争の終結をめぐって／七世紀末の羅唐関係／八世紀初頭の羅 

唐関係 

第二章 渤海建国関係記事の再検討――中国側史料の基礎的研究―― 

『旧唐書』渤海靺鞨伝と『五代会要』渤海との比較検討／『新唐書』渤海伝と『旧唐書』渤海靺鞨 

伝・『五代会要』渤海との比較研究 

補論一 張建章墓誌と『渤海国記』に関する若干の問題 

第三章 いわゆる「小高句麗国」の存否問題 



日野開三郎の語る「小高句麗国」／「小高句麗国」を指すとされる史料の再検討／七世紀末の遼東 

情勢 

第二部 唐渤紛争と東アジアの国際関係 

第四章 大門芸の亡命年時について――唐渤紛争に至る渤海の情勢―― 

黒水州の設置年時について／大門芸の亡命をめぐる唐・渤海間の外交交渉／「勅渤海王大武藝書」 

第一首の作成年次と大門芸の亡命年時／渤海の王位継承問題と唐渤紛争 

第五章 日渤交渉開始期の東アジア情勢――渤海対日通交開始要因の再検討―― 

紛争以前の渤海・唐関係／渤海・新羅の対峙関係／七一〇・七二〇年代の新羅の対外政策 

第六章 唐渤紛争の展開と国際情勢 

唐渤紛争内諸事件の事実考証／馬都山の戦／唐渤紛争の展開／唐渤紛争に対する新羅の動向とそ 

の背景 

第七章 張九齢作「勅渤海王大武藝書」と唐渤紛争の終結 

――第二・三・四首の作成年時を中心に―― 

第二・三・四首本文と唐渤紛争の概略／第二・三・四首の作成年時についての諸見解／石井正敏の 

第二首理解の再検討／第二首・第四首の内容理解／第二首・第三首・第四首の作成年時の検討 

補論二 張九齢作「勅渤海王大武藝書」第一首の作成年時について 

――「大門芸の亡命年時について」補遺―― 

第一首作成年時の再考証について／自説と石井説の相違点とその論点整理／「秋冷」について／ 

「張九齢墓碑銘」について 

補論三 張九齢作「勅渤海王大武藝書」四首作成年時再論 

石井・古畑論争のその後と赤羽目匡由の新説／石井正敏［付記］批判、特に唐代個人文集所収の勅 

書理解について／赤羽目新説批判、特に集賢院学士の職掌と勅書に見られる官銜について 

第三部 渤海国と東アジアの国際システム 

第八章 渤海と唐関係の時代区分について 

濱田耕策による渤海対唐外交に時代区分／四時期区分への疑問／「渤海国王」冊封・進爵をめぐる 

諸問題 

第九章 渤海王大欽茂の「国王」進爵と第六次渤海使 

――渤海使王新福による安史の乱の情報の検討を中心に―― 

第六次渤海使王新福の渤海出発時期／王新福による安史の乱情報虚報説の検討／王新福による安 

史の乱情報の情報源／「渤海国王」進爵と安史の乱／第六次渤海使の使命とその背景 

第一〇章 唐王朝は渤海をどのように位置づけていたのか 

――中国「東北工程」における「冊封」の理解をめぐって―― 

中国における「地方民族政権」の考え方と「藩属理論」における「内」「外」区分／日本の東アジ 

ア史研究・中華帝国構造研究からみた中国王朝の「内」「外」区分／唐王朝の「内」「外」区分か 

ら見た渤海の位置 

あとがき 

初出一覧／参考文献一覧／図表一覧／索引 



 
◎日中グローバル化を世界史の中に捉え直し、日本と中国の存在意義を追求する 

大妻女子大学教授  銭国紅 著 
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【はしがきより】（抜粋） 

本書は世界の一体化はいかにして進行したか、グローバル化、すなわち世界の一体化はどのよう 

にして起こり、世界史にどのような影響を及ぼしたか、国境を超えるヒト・ モノ・カネ・情報・文 

化の緊密な移動、その移動を通じた各種のネットワークの形成を観察し、記述するグローバル世界 

史の研究（秋田茂『グローバル化の世界史』ミネルヴァ書房  2019 年）の目標を共有しつつ、中国 

と日本のグローバル化の実際を浮き彫りにし、世界における中国や日本の存在意義を新しい視点や 

角度から深く問いかけるものである。また本書の日本での出版は、他山の石」との役割も期待でき 

る。筆者の中国人としての目から観察した日本の記述から、日中両国の相互理解や日本人の自国認 

識や中国認識に対しても、少なからざるヒントと刺激を与えるだろうと信じる。 

第一部―第三部は日本と中国における世界像の形成を、アジアとの連動において捉え、近代以前 

の日本における「世界意識」の芽生えとその成長ぶりを、蘭学者と清末知識人を中心とする知識人 

の思想や行動を通じて分析する。 

第四部では伝統とグローバル化との関係を考察する。儒教は古代中国で非常に厳密な政教合一の 

形態を持っている。ここでは政権は即ち教権であり、皇帝の教権的身分は天の子であり、皇帝の発する行政 

命令の冒頭では「奉天承運、皇帝詔曰」となっている。しかし政権と教権が長期間において癒着する 

結果、辛亥革命によって皇権が転覆されると、儒教も皇権の崩壊に伴い急速に政治の表舞台から消 

えていく。しかし儒教というＤＮＡは本当に中国社会という膨大な「体」からその「用」を完全に喪 

失させてしまっただろうか、第二部はこうした伝統とグローバル化との関係を近代初期の日本との 

比較を通じて考察する。 

第五部では日中両国の知的思想家たちが新たな国家構想を模索する中、如何にして文化自覚の境地に 

至ったかを分析する。 

【主要目次】 

はしがき 

第一部 天下国家からグローバル世界へ 

序 論 

第一章 想像的世界から現実的世界へ 

１東西勢力の交代と大航海 ２地図にみる日本人の世界 ３ロシアの南下と海国日本の自覚 

第二章 中国における世界像の変遷 

１マテオ・リッチと万国全図           ２『三才図会』の世界像 

３清朝中国から見たロシア            ４拡大された世界と海 

第二部 徳川時代の知識人と「世界」 

第三章 洋学系知識人の登場 



  １世界的視野の原点（新井白石／前野良沢／杉田玄白） 

２憧れと脅威の世界（司馬江漢と本多利明／大槻玄沢／山村才助／渡辺崋山／箕作阮甫）                             

第四章 非洋学系知識人の場合 

１山片蟠桃の世界認識              ２平田篤胤の「日本」発見 

第三部 日中知識人に見る世界像の形成 

第五章 『海国図志』の衝撃と幕末日本 

１魏源の新しい世界像（魏源とその「西洋」体験／『海国図誌』における対外認識／世界の拡大 

と危機意識／『海国図誌』から『瀛環志略』へ） 

２幕末の知識人と『海国図志』 

第六章 「世界のなかの日本」へ 

  １佐久間象山の構想（危機意識と価値の世界化／「東洋道徳と西洋芸術」の提唱） 

２佐久間象山と魏源の比較 

第七章 グローバル世界への出発 

  １福沢諭吉の文化ショック  ２容閎とその『西学東漸』   ３洋上の対話 

第四部 グローバル化と伝統の間に 

第八章 天下国家観の起源と儒家の理想 

１天命の形成（神話や伝説の中の儒教理想／天と人の関係の変化／孔子の教え／孔子学の表層 

 と深層／教育の目標／君子の役割／超越的価値の源泉） 

２儒者から祭天権を奪う秦の始皇帝（天の威力を取り戻す董仲舒と儒学の転向／天人関係から 

 見た孔子一門と董仲舒の異同） 

３天地、万世、人類のための理学体系の構築（天理の発露は修養次第／『四書』の構成と朱子学 

の本質／朱子学と科挙制度／心学の登場と新儒教の変遷／儒教と儒学の再分離） 

第九章 グローバル化の思想装置としての伝統 

 １救亡という名の伝統回帰   ２近代の政治と儒教文化   ３近現代の経済儒教文化 

第十章 日本のグローバル化と伝統文化 

１福沢諭吉の文明進歩観と儒教          ２福沢諭吉の家族観と儒教 

第十一章 現代新儒家の理想と運命 

１現代新儒家たちの東西文化論          ２儒教文明からのメッセージ 

第五部 グローバル化の国家構想と文化自覚 

第十二章 詩史交響の東洋狂想曲――清末文人黄遵憲の「日本」想像 

１日本との遭遇        ２虚像から実像へ      ３明治の「復古」と「惟新」            

４「アジアの振興」への期待  ５日本発見の階層構造 

第十三章 夏目漱石の東洋と西洋 

第十四章 梁漱溟の「東方化」構想と文化自覚 

 １問題提起          ２東西文化相対性への発見  ３文化の個性への自覚  

４「新組織」構想と文化の精神 ５「西方化」と「東方化」の意味構造 

第十五章 清末民国知識人に見る「文化革命像」のスペクトル 

 １研究の背景と問題所在    ２辛亥革命後の革命家に見る「文化革命像」の表層構造 

 ３清末民国知識人に見るもう一つの「文化革命像」の深層構造 

 ４毛沢東の「文化革命像」の形成と清末湖南の教育環境 

第十六章 現代中国における伝統再帰に関する一思考 

 １ウェーバーとマルクス（新教倫理と儒教倫理の違う働き／儒教と中国社会の特別な関係性）  

２曾国藩と毛沢東への目差し（「曾国藩の家書」／聖なる「毛沢東像」の裏にあるもの） 

３改革開放と伝統回帰（「文革」の終焉と脱イデオロギーの時代／黒猫・白猫論／実践・真理論 

 ／「前に向かう」から「金に向かう」へ／文化開眼と民主化運動 

終わりに代えて             参考文献一覧／初出一覧／あとがき／索 引 



 
◎東アジア文化圏の持つ思想・宗教的側面への比較思想的アプローチを試みた 55 本 

国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学教授 伊東貴之 編 
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◎東アジアの伝統思想を普遍化する試みはどのような現代的視点を示すのか？ 

——東アジアの伝統思想を媒介に考える—— 

国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学教授 伊東貴之 編 

▼A5判上製・818頁・定価22,000円 ISBN978-4-7629-6568-5 C3020 2016年3月刊 
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肥後孝子伝 菅野則子 978-4-7629-4231-0 A5判 268頁 2019,10 5,720

江戸時代後期の水戸藩儒 井坂清信 978-4-7629-4211-2 A5判 636頁 2013,10 10,560

72　江戸期の道教崇拝者たち 坂出祥伸 978-4-7629-5072-8 四六判 384頁 2015,10 3,960

小中村清矩日記 大沼宜規 978-4-7629-4206-8 A5判 756頁 2010.07 17,600

添川廉斎－有所不為斎雑録の研究－ 木部誠二 978-4-9902608-3-5 菊判 458頁 2005.08 11,880

評伝　添川廉斎 木部誠二 978-4-9902608-0-4 A5判 206頁 2019.06 1,760

有所不為齋雑録の史料にみる日本開国圧力 木部誠二 978-4-7629-9557-6 A5判 914頁 2013.03 17,600

福山藩蝦夷見分「観国録」と有所不為齋雑録の北方関係史料 木部誠二 978-4-9902608-1-1 A5判 1176頁 2017.06 11,220

木部氏叶坊の研究 木部誠二 978-4-9902608-2-8 A5判 574頁 2020.01 5,280

井上毅と梧陰文庫
        國學院大學

日本文化研究所 978-4-7629-4170-2 A5判 408頁 2006.02 6,160

①続編孝義録料（首巻～十四） 菅野則子 978-4-7629-4221-1 A5判 496頁 2017.09 8,800

②続編孝義録料（十五～廿九） 菅野則子 978-4-7629-4222-8 A5判 464頁 2017.11 8,800

③続編孝義録料（三十～四十一） 菅野則子 978-4-7629-4223-5 A5判 608頁 2018.04 10,560

④続編孝義録料（四十二～四十九） 菅野則子 978-4-7629-4224-2 A5判 560頁 2018.06 9,680

⑤続編孝義録料（五十～六十三） 菅野則子 978-4-7629-4225-9 A5判 628頁 2018.08 10,560

⑥続編孝義録料（六十四～八十七） 菅野則子 978-4-7629-4226-6 A5判 812頁 2018.11 14,080

⑦続編孝義録料（八十八～九十九） 菅野則子 978-4-7629-4227-3 A5判 556頁 2018.12 9,680

総記

1　レオン・ド・ロニーと19世紀欧州東洋学

―旧蔵漢籍の目録と研究― 町　泉寿郎 978-4-7629-6677-4 A5判 420頁 2021.03 8,800

2　近世・近代期筆談記録が語る東アジアの医学・学術交流 ヴィグル・マティアス 978-4-7629-6699-6 A5判 292頁 2021.11 6,160

中国史

①魏書（一） 渡邉義浩 978-4-7629-6641-5 B5判 660頁 2021.06 10,560

⑥蜀書 渡邉義浩 978-4-7629-6646-0 B5判 660頁 2019.11 10,560

⑦呉書（一） 渡邉義浩 978-4-7629-6647-7 B5判 644頁 2022.02 10,560

三國志よりみた邪馬臺國 渡邉義浩 978-4-7629-6571-5 A5判 368頁 2016.04 7,040

古代東アジアの情報伝達 藤田勝久・松原弘宣 978-4-7629-2841-3 A5判 302頁 2008.04 6,160

東アジア出土資料と情報伝達 藤田勝久・松原弘宣 978-4-7629-2896-3 A5判 394頁 2011.05 7,920

全譯三国志　全9冊 （既刊3冊）

「情報伝達」三部作　【完結】

続編孝義録料　全七冊　【完結】

二松学舎大学東アジア学術総合研究所日本漢学研究センター 日本漢学研究叢刊（既刊2冊）
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東アジアの資料学と情報伝達 藤田勝久 978-4-7629-6508-1 A5判 360頁 2013.11 7,920

東アジア木簡学のために 角谷常子 978-4-7629-6522-7 A5判 314頁 2014.03 5,280

東アジアの王権と秩序―思想・宗教・儀礼を中心として 伊東貴之 978-4-7629-6696-5 A5判 948頁 2021,10 17,600

東アジア古代都市のネットワークを探る 黄暁芬・鶴間和幸 978-4-7629-6608-8 B5判 232頁 2018.02 7,040

漢魏晋南北朝時代の都城と陵墓の研究 村元健一 978-4-7629-6034-5 A5判 584頁 2016.08 12,320

隋唐王言の研究 中村裕一 978-4-7629-2547-4 A5判 440頁 2003.08 8,800

唐史論攷-氏族制と均田制- 池田　温 978-4-7629-2539-9 A5判 784頁 2014,10 15,840

唐令逸文の研究 中村裕一 978-4-7629-2555-9 A5判 700頁 2005.01 14,960

唐令の基礎的研究 中村裕一 978-4-7629-6003-1 A5判 616頁 2012.05 13,200

大唐六典の唐令研究 中村裕一 978-4-7629-6016-1 A5判 424頁 2014.06 9,680

大業雑記の研究 中村裕一 978-4-7629-2560-3 A5判 596頁 2005.12 12,320

東アジア世界の形成 堀　敏一 978-4-7629-2563-4 A5判 364頁 2006.02 6,160

中国古代史の視点－私の中国史学（一） 堀　敏一 978-4-7629-5016-2 四六判 380頁 1994,10 3,417

律令制と東アジア世界－私の中国史学（二） 堀　敏一 978-4-7629-5017-9 四六判 360頁 1994,10 3,246

大唐開元禮　 池田　温 978-4-7629-2241-1 B5判 866頁 2004.02 13,200

中国古代の年中行事　①〔春〕 中村裕一 978-4-7629-2856-7 A5判 800頁 2009.01 10,560

中国古代の年中行事　②〔夏〕 中村裕一 978-4-7629-2857-4 A5判 900頁 2009,10 10,560

中国古代の年中行事　③〔秋〕 中村裕一 978-4-7629-2858-1 A5判 848頁 2010,10 10,560

中国古代の年中行事　④〔冬〕 中村裕一 978-4-7629-2859-8 A5判 862頁 2011.08 10,560

中国古代の年中行事　⑤〔補遺〕 中村裕一 978-4-7629-6621-7 A5判 656頁 2018.12 10,560

譯注　荊楚歳時記 中村裕一 978-4-7629-6639-2 A5判 520頁 2019.12 10,560

荊楚歳時記新考 中村裕一 978-4-7629-6675-0 A5判 372頁 2021.07 8,800

長安都市文化と朝鮮・日本 矢野建一 978-4-7629-2817-7 A5判 360頁 2007.08 6,160

『仏教』文明の東方移動 新川登亀男 978-4-7629-6503-6 A5判 296頁 2013.03 7,040

中国古代の年中行事　全5巻　【完結】

http://www.kyuko.asia/book/b147288.html
http://www.kyuko.asia/book/b166013.html
http://www.kyuko.asia/book/b591929.html
http://www.kyuko.asia/book/b356557.html
http://www.kyuko.asia/book/b243337.html
http://www.kyuko.asia/book/b9701.html
http://www.kyuko.asia/book/b9693.html
http://www.kyuko.asia/book/b9709.html
http://www.kyuko.asia/book/b102895.html
http://www.kyuko.asia/book/b180986.html
http://www.kyuko.asia/book/b9714.html
http://www.kyuko.asia/book/b9717.html
http://www.kyuko.asia/book/b9750.html
http://www.kyuko.asia/book/b9751.html
http://www.kyuko.asia/book/b9880.html
http://www.kyuko.asia/book/b12178.html
http://www.kyuko.asia/book/b51642.html
http://www.kyuko.asia/book/b82052.html
http://www.kyuko.asia/book/b94999.html
http://www.kyuko.asia/book/b428121.html
http://www.kyuko.asia/book/b496694.html
http://www.kyuko.asia/book/b584509.html
http://www.kyuko.asia/book/b9901.html
http://www.kyuko.asia/book/b110270.html

