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東洋史・考古学・ユーラシア史

高田時雄解説

■ 645×504㎜・全80枚・付別冊解説・函帙入

　清朝の文化・軍事の絶頂期を統治した乾隆が、
中央アジア征服を自祝するために制作し王侯や功
臣に下賜した稀少な戦図群（西域・両金川・安南・
台湾・苗彊・狆苗・廓爾喀）を、ロシア科学アカ
デミー東洋写本研究所等の蔵品により原寸大にて
複製刊行する。東西文化交流史上まれに見る珍品
として世に名高い銅版画80枚。

ISBN978-4-653-04070-5〔09/7 ～ 12/10〕
〈詳細は巻頭頁〉

乾隆得勝圖全7種80枚銅版画 
複 製

平定西域戰圖	 全18枚	 							本体180,000円＋税

平定臺灣戰圖	 全12枚	 							本体140,000円＋税

平定安南戰圖							全6枚　					
平定狆苗戰圖　					全4枚							

												本体120,000円＋税

平定兩金川得勝圖　	全16枚　　												本体160,000円＋税

平定苗疆戰圖	 全16枚　					本体160,000円＋税

平定廓爾喀得勝圖	 全8枚　						本体100,000円＋税

京都大學人文科學研究所編

高田時雄編

■ B5判・クロス装・総496頁

■ 菊判・上製・394頁

　「中國宗教文獻研究國際シンポジウム」（2004）
において発表された論文のうち21篇を若干の改
訂を加えて出版（英文・中文は和訳にて掲載）。仏
教・道教・景教・マニ教・イスラム教、各分野に
おける国内外第一線の研究者が精緻な文献学的研
究に基づき中国宗教の世界を解き明かす珠玉の論
文集。巻末に索引を付す。

ISBN978-4-653-03933-4〔07/2〕

　「東アジア世界の人文情報學研究教育據點」主催の
国際シンポジウム「漢字文化三千年」（2007）の発表
に改訂を加えた、第一線の研究成果（外国語は和訳）。

「漢字のはじまり―東アジア古代の文字使用」、「木
簡が語る漢字學習―役人は漢字をどう學んだか」、

「漢字のシルクロード―敦煌から正倉院へ」、「藏書
が開いた近世―宋版の役割」の四部構成。

 ISBN978-4-653-04066-8〔09/7〕

本体11,000円＋税

本体6,000円＋税

中 國 宗 教 文 獻 研 究

漢 字 文 化 三 千 年

}

尾崎雄二郎筆録 ・高田時雄編

■菊判・上製・324頁

　かつて中国文学の大学者、小川環樹の講義を碩
学となった弟子、尾崎雄二郎が筆録していた。講
義の口吻もそのまま忠実に記した、臨場感あふれ
るそのノートを、二人の弟子、高田時雄が編集、
公刊する。今も変わらぬ基本的な知識は極めて要
領よく解説され、現在の進歩した学界においてな
お、新たな研究アイデアやヒントが散りばめられ
ている。　　　　ISBN978-4-653-04034-7〔11/9〕本体3,000円＋税

小川環樹 中國語學講義

〈残部僅少〉

木津祐子編

■A5判・上製・カラー口絵4頁・800頁・付解説

　琉球の久米村通事が官話学習教材として用いた
琉球写本『人中畫』および『白姓』を、京都大学文学
研究科蔵本により影印・翻刻し、解説を付して刊
行する。現在では失われた原刊本の面目を伝える
大きな資料的価値を有するとともに、両書の成立
背景を探るうえで多くの手がかりを示す極めて良
質の伝本である。
　　　                  ISBN978-4-653-04027-9〔13/4〕本体9,800円＋税

京都大学文学研究科蔵

　　『人中畫』四巻 付『白姓』琉球
写本
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宮元啓一著

■ A5判・並製・130頁

　Daśapadārthī（ダシャパダールティー）、漢訳名『勝
宗十句義論』は、古代インド哲学の主たる一派ヴァ
イシェーシカ学派の古い綱要書。本書は、その英
訳・再構成したサンスクリットテクスト、論考8
篇を収録し、難解であった原典について総覧でき
る一書となっている。　　　　　　　　　（英文）

ISBN978-4-653-03987-7〔07/7〕本体2,800円＋税

Daśapadārthī 『勝宗十句義論』
―An Ancient Indian Literature of Thoroughly

Metaphysical Realism―

京都大学人文科学研究所編

■ A4判・並製・106頁

　京大総合博物館における企画展カタログ。京大
人文科学研究所蔵の遺跡や仏像その他文物の未公
開写真、貴重な調査資料を含む約200点を豊富に
掲載、最近のシルクロード発掘研究の成果につい
ても紹介する。雲岡石窟やガンダーラ遺跡、バー
ミヤン石窟など同研究所が70年間にわたり行って
きた発掘調査の全容が今明らかに。

ISBN978-4-653-04009-5〔08/9〕品　切

シルクロード発掘70年
―雲岡石窟からガンダーラまで―

カナーダ編／チャンドラーナンダ註／宮元啓一訳註

■ 四六判・上製・264頁

　古代インド哲学ヴァイシェーシカ学派の根本教
典『ヴァイシェーシカ・スートラ』を、現存最古の
註釈書を元に読み解く。全体の構成がわかりにく
く難解とされてきた本経典を、最古の註釈書、チャ
ンドラーナンダの解釈によって、スートラの全編
を理解しようと試みる。随所に訳者註釈を加えた
初めてのインド実在論哲学書現代語訳註。

ISBN978-4-653-04037-8〔09/7〕本体2,600円＋税

ヴァイシェーシカ・スートラ
―古代インドの分析主義的実在論哲学―

A.スタイン発見／ F.H.アンドリューズ編 ・解説

■ 図版： 635×510㎜ ・原色図版13枚・白黒図版20枚
解説本：縮刷A4判・並製・総166頁・英文・函帙入

　イギリスの探検家オーレル・スタインが中央ア
ジア（タクラマカン砂漠周辺）探検時に発見したベ
ゼクリク、ミーランなど有名遺跡の壁画を中心に
編成された豪華図録（1948年・Oxford Univ.刊）を
原寸大で複製。スタインの友人アンドリューズが
著した詳細解説本（英文）を付す。考古学・仏教美
術の貴重資料。

ISBN978-4-653-04080-4〔09/7〕本体80,000円＋税

中央アジア古代仏堂壁画
―Wall Paintings from Ancient Shrines in

Central Asia―

ハンビッツ文化財団蔵／田中公明編

■ B4判変型（320×260㎜ ）・クロス装・平均240頁（カラー図各100点）
豪華貼函入

第1～3巻 　本体各13,000円＋税
第4～6巻 　本体各15,000円＋税

チベット仏教絵画集成
―タンカの芸術―

ART OF THANGKA from Hahn Kwang-ho Collection

　韓国ハンビッツ文化財団の所蔵するタンカ（軸
装のチベット仏教絵画）300余点のなかから特に
優れた作品、歴史的・図像学的に貴重な作品を厳
選し、すべてカラーで複製、それぞれに和文およ
び英文の解説を付す。広範なコレクションを主題
別に分類した、この分野初の専門的図録である。
〈日本語版総発売元〉 ISBN978-4-653-03515-2,03639-5

-03732-3,-03800-9,-03960-0,-04124-5〔98/9 ～〕

徳永宗雄編

■ B5判・クロス装・456頁

　インド最古の文献『リグヴェーダ』は神話・伝説
の宝庫でもあるが、断片的なかたちで語られ、全
容を把握し難いものも少なくない。『ブリハッド・
デーヴァター』はそのような点を補うために編纂さ
れた書で、本書は編者がインドで発見した写本を
もとにマクドネル版を根本的に改訂、ヴェーダ研
究史上稀に見る成果といえる。 （英文 ・梵文）

ISBN978-4-653-03481-0〔98/1〕本体14,300円＋税

ブリハッド・デーヴァター
THE BRHADDEVATĀ

大岩本幸次著	

■B5判・並製・186頁

　本書は、言語史研究資料である「聲音韻譜」（古
代中国語の音節総表、いわゆる「韻図」の一種で、
当時の実際の言語音をかなり反映している重要な
資料とされる。）の内容を、研究資料として活用し
やすい形式に整理しなおし、あわせて現存する各
種テキストの特徴や、該書の編纂された当時の言
語状況に言及する校勘記を付したものである。

ISBN978-4-653-04108-5〔11/2〕本体6,953円＋税

皇極經世解起數訣「聲音韻譜」校異記
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N.J.クロム ・ T.ファンエルプ解説／ロケシュ ・ チャンドラ序

■ 図録A3判変形（420×312㎜）・総700頁、解説B5判・
総882頁・クロス装・カバー付

　遺蹟の調査報告書として刊行された『ボロブ
ドゥール』の英語版（全5冊、1927・31年刊）を全
4冊にまとめ、復刊したもの。図録篇には、隠れ
た基壇を含む説話図浮彫、遺蹟の眺望、仏像・仏
塔図、建築図面などの図版692枚を鮮明に縮刷し
て収録。解説篇には、クロムの考古学的解説に、
チャンドラ博士の序を新たに補って上梓する。

ISBN978-4-653-02529-0〔93/3〕全4冊  本体125,243円＋税

ボロブドゥール
BARABUDUR ／英語版復刻

図録篇３巻２冊
解説篇２巻２冊

A.グリュンヴェーデル編	

■ B 4 判 変 型（ 3 3 7 × 2 5 7 m m ）・ 背 つ ぎ ク ロ ス 装・総380頁・モノクロ挿図678点
   ・カラー図版1頁・付別冊和文解説・クラフトカバー・函入（独文）

　1905 ～ 07年、ドイツ中央アジア探検隊を率い
クチャ、カラシャール、トルファンを探検したA.グ
リュンヴェーデルがその調査成果を纏めた貴重な
報告書。編者自身による地形図、洞窟プラン、壁
画図像等の微細なスケッチが豊富に収められ独特
の魅力を持つ。仏教文化、東西文化交流の分野に
おける第一級資料の原寸完全複製版。

ISBN978-4-653-03490-2〔98/3〕本体35,000円＋税

シナ・トルキスタンの古代仏教礼拝所                                            
Grünwedel,  Albert ;  ALTBUDDHISTISCHE KULTSTÄTTEN
IN CHINESISCH-TURKISTAN

斎藤　忠編

斎藤　忠編

勝部明生著

斎藤　忠編

■B5判・クロス装・456頁

■B5判・クロス装・332頁

■B5判・背つぎクロス装・308頁（カラー口絵4頁・図版230点）

■ B5判・クロス装・本文390頁・著者索引45頁・主要定期刊行物一覧

　明治初年より昭和26年までの日本古墳文化の資
料を克明に整理したもので、「文献目録」「主要遺
跡地名表」「主要遺物件名表」の3部から成る。昭
和28年の初版発行時以後、変更のあった市町村名
には現行の地名と対比しつつ改名されたものを記
入し、またすべてに亘って初版での誤謬が訂正さ
れている。

ISBN978-4-653-00783-8 〔82/12〕

　昭和30年頃を契機として、考古学は著しく発達
し、また各地で開発事業に伴う調査も増加の一途
をたどっている。これらを全国的に目配りするの
は、専門学者にも年々困難なこととなっている。
本書は、このような課題に応えるものとして、ま
ことに重宝な基礎的かつ不可欠の資料。上記文献
篇所収の古墳・横穴等を中心に収録。

ISBN978-4-653-01720-2〔88/4〕

　海獣葡萄鏡とは中国唐代に盛行した鏡。白銅製
で肉厚の鏡胎、背面紋様に葡萄唐草を一面に敷き、
旋転する唐草の間に主紋の狻猊と様々な禽獣を布
置している。本書は日本及び中国の出土品、伝来
品を約300点収録した初めての体系的な研究書で
あり、唐文化の様相はもとより古代日本の文化、
更には両国の交流関係の研究に重要な資料である。

ISBN978-4-653-03196-3〔96/4〕

　前記の続篇（Ⅰ）として昭和30年～同55年に至
る「文献篇」を収録。特に30年以降、急激に増加し
た尨大な資料は、1万件にのぼるが、これらを一般・
各種遺跡・各種遺物に分け、更に項目別・年次順・
地方別に整理する。著者のライフワークの結晶と
もいえる書で、研究史の資料また基本資料として
有益。

ISBN978-4-653-01040-1〔85/2〕

本体12,000円＋税

本体13,000円＋税

本体19,400円＋税

本体14,000円＋税

日本古墳文化資料綜覧

續日本古墳文化資料綜覧
Ⅱ 遺跡篇

海 獣 葡 萄 鏡 の 研 究

續日本古墳文化資料綜覧
Ⅰ 文献篇

橿原考古学研究所附属博物館編	

■A4判・本文344頁・図版204頁（カラー刷30頁・2色刷7頁）

　特別展「奈良・平安の中国陶磁―西日本の出土
品を中心として―」をもとに、7~12世紀に中国か
ら外国にもたらされた中国陶磁を対象として、内
外の秀逸な論説をまとめるとともに、1000点余
に及ぶ図版や数々の遺物実測図、最新資料を集大
成し、詳細な年表を付した第一級の資料・論攷集。
陶磁器・東洋美術・考古学等の研究に必備の一書。

ISBN978-4-653-02563-4〔93/6〕
豪華装・貼函入　　	　　　　　　　　本体46,602円＋税

貿 易 陶 磁
  　―奈良・平安の中国陶磁―
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曽布川寛 ・吉田　豊編

■ A5判・上製・336頁

　漢唐時代、シルクロードの東西文化交流の担い手
となっていたソグド人とはいったい何者だったの
か。中央アジアのソグディアナを根拠地として交易
の民として栄えた、今なお謎多きソグド人の実態を、
中国で近年発見されたソグド人墓の屏風画、サマル
カンドの宮殿壁画、唐代の人々があこがれたソグド
金銀器、貴重なソグド語文献から明らかにする。

ISBN978-4-653-04049-1〔11/1〕本体3,600円＋税

ソグド人の美術と言語

佐藤洋一郎監修／鞍田　崇 ・木村栄美編
地球研ライブラリー⑦

■ 四六判・上製・平均260頁

　モンスーン・砂漠地帯で栽培されてきたイネ・
ムギ・ウリ等の栽培作物とそこに生きる人々の農
耕文化はどのように変遷してきたのか。ユーラシ
アにおけるここ一万年におよぶ農業という人の営
みと環境の変化の関係を解き明かし、農耕のある
べき未来を探る新シリーズ。        〈詳細は巻頭頁〉

ISBN978-4-653-04040-8〔09/1 ～ 10/1〕
全5冊		本体14,200円＋税

全4冊		本体11,200円＋税

ユーラシア農耕史 全5巻

窪田順平監修／奈良間千之・承志・渡邊三津子	編
　　　　　　　　　　	応地利明	著

■四六判上製・平均330頁

　環境はいかに人間を変え、人間はいかに環境を
変えたか。オアシス農業・遊牧の時代から、ロシ
ア（ソ連）・清（中国）の間にはさまれて展開する近
現代まで――山岳氷河地域・沙漠・草原など多様
な環境に生きてきた人々の知恵と、現在・未来の
課題を、歴史地理・考古学・自然科学の知見によっ
て明らかにする。                         〈詳細は巻頭頁〉

ISBN978-4-653-04190-0〔12/4 ～ 12/12〕              

中央ユーラシア環境史

印東道子編

■A5判・上製・368頁・カラー口絵4頁

　国立民族学博物館（みんぱく）共同研究の最新成
果を書籍化。アフリカからアジアへ、アメリカ大
陸へ、そして海洋世界へ――幾十万年をかけて、
人類はなぜ移動してきたのか？　考古学、自然人
類学、文化人類学、霊長類学、遺伝学、言語学な
ど諸分野の第一人者たちが人類移動の壮大な謎に
迫る！

ISBN978-4-653-04195-5 〔13年春刊行予定〕本体４,000円＋税

人 類 の 移 動 誌

明治大学文学部

■ B5判・背つぎクロス装

　日本に於ける旧石器研究の第一歩をしるした、
先土器時代最古の「岩宿遺跡」をはじめ、世界最古
の土器といわれる縄文早期の「夏島貝塚」の調査、
尖頭器を中心とする石器文化の実体を明らかにし
た「上ノ平遺跡」の発掘報告など、日本の考古学史
上に多大の影響を与えた報告書を学会の要望に応
えて再刊。図版多数、各冊英文要旨付。

ISBN978-4-653-00721-0 〔81/11 ～ 84/9〕

考 古 学 研 究 報 告
第1冊～第8冊

1.	群馬県岩宿発見の石器文化	 杉原荘介著/146頁	 品切

2.	神奈川県夏島における縄文文化初頭の貝塚	 杉原荘介・芦沢長介著/206頁	 品切

3.	長野県上ノ平の尖頭器石器文化	 杉原荘介著/128頁	 品切

4.	千葉県天神前における弥生時代中期の墓址群	 杉原荘介・大塚初重著/152頁	 品切
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　文献資料だけでは見えてこない＜歴史＞に迫る
方法とは？　主に中世の遺物に対して有効な、地
磁気・ボーリング調査・DNA分析などの科学的手
法を解説し、その調査実例として鎌倉でのフィー
ルドワークなどを紹介する意欲的な共著本。考古
学を専門とする学生・研究者はもちろん、中世史・
考古学愛好者ならば必読の一冊！
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